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平成２９年度施設管理に対する評価シート 
 

◎基本情報 

管理施設 

① 施設名 大阪市立男女共同参画センター南部館 

② 指定管理者名 大阪市男女共同参画推進事業体（南） 

一般財団法人 大阪市男女共同参画のまち創生協会（代表者） 

リッジクリエイティブ株式会社（構成員） 

グローブシップ株式会社（構成員） 

③ 評価対象期間 平成２９年４月１日 ～ 平成３０年３月３１日 

④指定期間 平成２７年４月１日 ～ 平成３２年３月３１日 

⑤所管課・担当 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課（電話：06－6208－9156） 

 

管理運営業務等の概要 

①業務概要 

センター施設の管理・運営、男女共同参画社会の形成に関する情

報の収集及び提供、男女共同参画社会の形成に関する講演会・講習

会・研修会等の開催、男女共同参画社会の形成に関する啓発、その

他市長が必要と認める事業。 

④ 利用状況の概要 

利用率 54.7％   利用人員 181,970人 

使用料収入 20,682,640円 

スタッフ対応満足度 

大変満足・満足 99.7%  不満・大変不満 0.3% 

③施設の設置目的・目標 

（成果指標） 

 男女共同参画社会の実現をめざす活動の拠点として、男女が社会

の対等な構成員として社会のあらゆる分野における活動に参画し、

個人として能力が発揮できるよう多面的な支援を行うことにより、

男女共同参画社会の形成に寄与することを目的とする。 

目標は、平成 32 年３月時点で利用率 60％以上としており、成果指
標としては、利用者満足度、講座受講者満足度とも各 90％以上とし
ている。 

⑤ 年度目標 

上記の設置目的を踏まえるとともに、基本協定書及び年度協定書

に基づく管理運営業務を行う。 

（年度目標） 

年間利用者数159,000人以上 年間稼働率57.8％以上 

  

◎管理運営の実施状況 
１ 施設の設置目的の達成及びサービスの向上 

①施設の管理運営状況

（管理運営方針・手法

に沿った施設の維持管

理の状況、平等利用の

確保、職員の体制、危

機管理・安全管理業務

等の実施状況） 

・ 施設維持管理にかかる業務は協定書に基づき実施しており、利用者

が安全で安心して利用できるよう利用者の立場で施設の管理と施設

整備の維持管理に努めた。 

・ 貸室の利用申込みには公正な抽選を実施する等、平等利用を確保し

ている。また、平成29年2月からの申込手続の変更についても、大

きな混乱なく申込受付業務を遂行した。 

・ 運営体制の確立、緊急連絡体制の徹底、火災発生時の体制、対応を

再確認し緊急事態における利用者の安全確保を強化するとともに、

危機管理対応のための普通救命講習の受講のほか、消防訓練・エレ

ベーター閉じ込め救出訓練など各種訓練を積極的に実施している。 

②事業計画の実施状況

（計画に沿った事業実

施、サービスの質、利用

促進のための取組みと効

果、利用者満足度の把

握・反映状況、自主事業

・大阪市立男女共同参画センターの設置目的、「大阪市男女共同参画基

本計画(第２次大阪市男女きらめき計画)」に基づき、男女共同参画と

いう施策目的の実現を図る施設として、館運営と事業を一体的に実

施することにより最大の事業効果を発揮することをめざして、大阪

市立男女共同参画センター南部館の施設運営方針を定め、地域にお

ける男女共同参画を推進するサテライト機能を有する館として、そ
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等の実施状況） の目標達成に向けた事業を行った。 

・男女共同参画社会の実現をめざす活動の拠点として、基本協定書及

び年度協定書に基づき適正に管理運営業務を行っている。 

・情報誌「クレオ」の編集・発行に協力しながら、南部館の施設や事

業を紹介するとともに、男女共同参画施策に関する情報を幅広く収

集・提供した。また、ホームページを刷新し、よりわかりやすいペ

ージづくりとともに、情報の最新性の維持に努めた。スタッフブロ

グや、ツイッターを活用し、事業案内や事業報告など、迅速性を有

する有益な情報を、随時配信・提供した。 

・施設運営・事業運営に関すること等を発信する広報媒体として、館

ニュース『南風』を毎月発行した。毎月500部発行 

・情報・図書コーナーの運営について、男女共同参画に関する図書や

映像、資料等の収集と提供及び情報相談をおこなった。また、ブッ

クフェアの開催、おはなし会＆おんがく会（絵本の読みきかせと楽

器等演奏）を実施した。新規登録者を含む3,702名の利用があった。 

・男女共同参画セミナーとして、男女共同参画社会の実現に向けて、

「女性のライフコースに合った自立への支援」、「男性の参画へ向け

た支援」、「地域における男女共同参画推進」などを主要テーマと

し、体系的に実施した。受講者満足度：96.7％ 

・地域における男女共同参画を推進するため、６区を担当区として、

各区防災1コマ、その他テーマ1コマの出前講座を実施した。受講者

数は延べ263名となり、好評を得た。 

・「大阪市ワーク・ライフ・バランス推進月間」事業として、誰もが気

軽に参加できることを大切にした市民参加型プロジェクトを実施し

た。古典芸能からポップカルチャー、最新アートなど「ちょっと興

味がある、一度やってみたかった」といったニーズに応える多彩な

体験型ワークショップを公募により実施した。(講師44人) 

・自主事業としては、子育て中の母親のネットワーク支援と施設の有

効活用を目的として「クレオおやこＪＡＺＺ2017」を実施し、地域

団体からの協賛金を得るなど、地域の幅広い賛同と地域密着施設と

しての存在感を示した。 

・その他では、「こころとからだの健康支援」に関する講座や子育て支

援の観点からの事業、女性の能力発揮・就業支援関連の講座等、

様々な自主事業を実施した。 

③施設の有効利用（他施

設との連携状況、地域

との連携状況、市民・

ＮＰОとの連携状況

等） 

・地域における男女共同参画の取組みをさらにすすめるため、市民、

ＮＰＯ団体等との連携による「コラボ型男女共同参画セミナー」を

開催し、好評を得た。 

・施策館としてさらなる稼動の向上を図るべく、地域団体と協働し、

施設利用促進および有効活用のための事業を積極的に展開した。 

 中でもホール利用促進策として、市内のダンス教室等の参加で、ダ

ンスコンプレックス2018（参加者約270名）を実施した。 

・平野区を中心に活動している「ママブラスひらのＭｅｒｒｙ」や

「平野図書館絵本の会」、東住吉区「わらべうたベビーマッサージ」

等と協働し、地域の親子を対象に「おんがくかい」や「絵本の読み

聞かせ会」などを実施した。 

・大阪市内南エリア在住の小学6年生を対象に、地域の商店街や企業

（17ヶ所）での仕事体験や、働いている人の話を聴き、将来の仕事

や生き方について考える「12歳のハローワーク」を実施した。 

・ 「平野区食生活改善推進員協議会」との共催で調理実習を通じて、

健康づくり及び参加者・世代間の交流を図る「なかよしキッチン♪

からだにやさしい季節のレシピ」事業を実施し、地域との交流を図

った。 
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２ 市費の縮減効果（収支状況） 

① 収入・支出状況 

【収入】指定管理業務代行料            61,180,750円 

【支出】合計              61,180,750円 

    （内訳）人件費          36,146,534円 

          事務費            3,252,674円 

          施設の管理運営      20,054,797円 

              男女共同参画社会の形成の寄与に関する業務 

3,214,954円 

事業体代表者より充当  -1,488,209円 

② 市費縮減に係る取組

み 

・省エネルギーの推進に努め、光熱水費の縮減を図った。 

・コラボ型セミナーなど、施設機能を活かしながら、職員がコーデ

ィネート等を行い、施設・事業運営の一体化や効率化を図った。 

・設備維持管理業務について、施設運営と保守業務の専門性を持つ

事業体構成員の強みを活かして、効果的で効率的な維持管理を行

った。 

 

 

３ 社会的責任・市の施策との整合性 

環境への配慮、就職困難

者の雇用への取組み、個

人情報保護に関する取組

等の実施状況 

・ 館内ごみ箱の撤去及び、リサイクル資源の回収ボックスを設置す

るなど、廃棄物の削減やリサイクルの推進に努めている。 

・ 大学生や若者を対象にしたインターンシップの受け入れ仕事体験

を通して自分自身と向き合い、男女共同参画への理解を深め、働

くことについて考えるプログラムを実施した。［大学生 2人］ 

・事業体代表者の個人情報保護方針に則って、個人情報を取扱い、従

業員に周知徹底し、月１回の点検を行った。 

 

４ その他（点検等における要改善項目の対応状況等） 

① 評価項目概要 

・「男女共同参画基本計画」をよく理解するとともに、本施設が施設

所在地を中心とした地域における男女共同参画の推進拠点として

地域課題の把握に努め、地域と連携した取り組みを進めた。 

・クレオの5館の統括的役割をもつ中央館と連携するとともに、5館

の有機的な連携を進め、成功事例や課題を共有し効果的に施策を

推進した。 

②上記についての成果や

望まれる対応等 

 上記を実現するために、多様な事業に取り組んだ。 

・他館との連携 

＞ クレオ大阪5館で共通して実施する事業について他館と連携・

意見交換等を行い、効率的な事業運営を図った。情報誌クレオ

については、5館連携して発行した。 

・地域と連携した男女共同参画社会の形成に向けた普及啓発・セミ 

ナーの実施 

＞こどものキャリア形成支援事業「12歳のハローワーク」では、

大阪市内南エリアに在住の小学６年生を対象に、地域や商店街

や地元企業の協力を得て、職場での仕事体験などをとおして、

将来の仕事や生き方について考える機会を昨年度に引き続き提

供した。 

 ＞平野区役所や子育て関連施設、地域団体との情報共有、機能連

携等を図った。 



- 4 - 

 

◎評価 
１ 所管所属による１次評価（太枠にＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの四段階で評価を記入） 

①施設の設置目的の達成

及びサービスの向上に

対する評価 

利用者の意見を直接聞く利用者懇談会や月1回のステークホ

ルダーミーティング、アンケート等の実施により、利用者から

の意見を反映した利用促進の取組みを行っており、99.7％と高

い利用者満足度を得ている点は評価できる。 

地域のグループやＮＰＯとの連携による施設の有効活用や

事業を展開するなど、多彩な事業や啓発活動が実施できてい

る。  

しかしながら、年間利用者数は181,970人と目標の159,000人

を超えているが、施設利用率は目標の57.8％を下回り54.7％、

と低迷した。平成30年度以降は、利用率向上にむけ取り組むよ

う努められたい。 

B 

②市費の縮減効果に対す

る評価 

 

利用者サービスの向上に努めつつ、限られた予算の範囲内で

多様な事業が実施できるよう、経費を抑えながら効用を最大化

する施設・事業運営を行い、事業計画書に沿った運営を行っ

た。 

B 

③社会的責任・市の施策

との整合性に対する評

価 

廃棄物の削減やリサイクルの推進等、環境に対する一定の取

り組みは実施されている。また、電力需要対策としても節電に

協力し、省エネルギーの推進に努めている。 

就職困難者への取組みとして、大学生インターシップの受け

入れや子育て中の母親の再就職へとつながる事業を行った。 

第２次大阪市男女きらめき計画の主な課題である「地域で活

躍する女性の支援」を実現するため工夫をこらした事業を実施

した。 

A 

④総合評価 

 

「大阪市男女共同参画推進条例」や「第２次大阪市男女きらめ

き計画」の趣旨・目的を踏まえ、多様な事業を実施し、本市に

おける男女共同参画施策の推進拠点としての役割を果たしてい

ることは、事業計画以上に施策へ貢献しているものとして評価

できる。 

地域との連携については、これまでのつながりを活かし積極

的に事業展開を図っており、様々な観点からの事業に取り組

み、新たな試みも行っている点は評価できる。 

引き続き、クレオ大阪５館全体で情報共有を行い、今後も地

域との連携を強めて事業を実施することや、高い利用者満足度

を維持するよう期待したい。 

A 

 

２ 外部専門家等の意見 

・様々な方が住んでおられる地域であり、引き続き、地域に根ざす多方面との連携事業に取り組

んでほしい。 

・「12歳のハローワーク」は非常によい事業である。地域企業の連携先を見つけていることは南

部館の強みであり、引き続き続けてもらいたい。 

・南部館の共同体ならではの個性を活かし、芸術的な面から親子体験型の事業などを実施してみ

てはどうか。 

・ホールの稼働率についてはやや問題視している。どのように稼働率を上げていくか、さらなる

工夫を考えて事業展開することを期待する。 

 

３ 所管所属最終評価（太枠にＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの四段階で評価を記入） 

①施設の設置目的の達成

及びサービスの向上に対

する評価 

利用者の意見を直接聞く利用者懇談会や月1回のステークホル

ダーミーティング、アンケート等の実施により、利用者からの

意見を反映した利用促進の取組みを行っており、99.7％と高い

利用者満足度を得ている点は評価できる。 

A 
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地域のグループや企業、ＮＰＯとの連携による施設の有効活

用や事業を展開するなど、多彩な事業や啓発活動が実施できて

いる。多彩な事業や啓発活動が実施できている。中でも「12歳

のハローワーク」は非常に良い事業であり、評価できる。 

しかしながら、年間利用者数は181,970人と目標の159,000人

を超えているが、施設利用率は目標の57.8％を下回り54.7％、

と低迷した。平成30年度以降は、利用率向上にむけ取り組むよ

う努められたい。 

②市費の縮減効果に対す

る評価 

 

利用者サービスの向上に努めつつ、限られた予算の範囲内で

多様な事業が実施できるよう、経費を抑えながら効用を最大化

する施設・事業運営を行い、事業計画書に沿った運営を行っ

た。 

B 

③社会的責任・市の施策

との整合性に対する評価 

廃棄物の削減やリサイクルの推進等、環境に対する一定の取

り組みは実施されている。また、電力需要対策としても節電に

協力し、省エネルギーの推進に努めている。 

就職困難者への取組みとして、大学生インターシップの受け

入れや子育て中の母親の再就職へとつながる事業を行った。 

第２次大阪市男女きらめき計画の主な課題である「地域で活

躍する女性の支援」を実現するため工夫をこらした事業を実施

した。 

A 

④総合評価 

 

 

「大阪市男女共同参画推進条例」や「第２次大阪市男女きらめ

き計画」の趣旨・目的を踏まえ、多様な事業を実施し、本市に

おける男女共同参画施策の推進拠点としての役割を果たしてい

ることは、事業計画以上に施策へ貢献しているものとして評価

できる。 

地域との連携については、これまでのつながりを活かし積極

的に事業展開を図っており、様々な観点からの事業に取り組

み、新たな試みも行っている点は評価できる。 

引き続き、クレオ大阪５館全体で情報共有を行い、今後も地

域との連携を強めて事業を実施することや、高い利用者満足度

を維持するよう期待したい。 

A 

 

       Ｓ…事業計画又は本市の定める水準の想定を大幅に上回る効果が得られた 

Ａ…事業計画又は本市の定める水準で想定した以上の効果が得られた 

Ｂ…おおむね事業計画又は本市の定める水準どおりの効果が得られた 

Ｃ…事業計画又は本市の定める水準で想定した効果が得られていない 

 

評価の基準 


