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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西部館及び大阪市立こども文化センター 

② 指定管理者名 クレオ大阪西・こども文化センター共同事業体 

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) 

一般財団法人 大阪教育文化振興財団（構成員） 

サントリーパブリシティサービス株式会社（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２８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） 

こども青少年局企画部青少年課（電話: 06－6208－8157） 

管理運営業務等の概要 

①業務概要 

異なる設置目的を持つ複合施設として施設の管理・運営、男女共同

参画社会の形成の寄与に関する業務として、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、相談事業、男女共同参画社会の形成に

関する啓発、こどもの文化の形成の寄与に関する業務として、舞台芸

術事業の提供、情報収集・提供と相談事業、人材養成・交流・協働事

業、その他市長が必要と認める事業 

②利用状況の概要 

利 用 率   クレオ大阪西       65.8％ 

こども文化センター  59.0％（内ホール57.4％） 

利用人員   クレオ大阪西       63,053人 

こども文化センター  19,394人 

          ※こども文化センターは、事業参加者数 

使用料収入 クレオ大阪西       6,981,460円 

      こども文化センター 9,842,590円 

スタッフ対応満足度  

クレオ大阪西 大変満足・満足：99.9%、不満・大変不満：0.1%  

③施設の設置目的・目標 

（成果指標） 

【設置目的】 

（クレオ大阪西）  

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。 

（こども文化センター） 

優れた演劇、音楽、映画等の鑑賞及び絵画、工作等の創作その他の文

化活動を通じ、健全な本市児童の育成を図ることを目的とする。 

【目標・指標等】 

現指定管理期間が満了する平成32年3月時点において、クレオ大阪

西利用率70％以上、こども文化センターホール利用率60％以上、こど

も文化センター事業参加者数19,500人以上を目標とするほか、利用者

満足度も100％を目指すとしている。 

④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） 

クレオ大阪西 年間利用者数80,300人 年間稼働率69.4％以上 

こども文化センター 年間事業参加者数16,800人 年間稼働率（ホー

ル）55.0％以上 
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◎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） 

・ 異なる設置目的を持つ二つの施設を複合化することで、各事業が

活性化するよう、月１回の職員会議や４者共同体運営会議を開催

するなど、両施設の機能向上及び円滑な運営に努めた。 

・ 施設の管理運営に関する基礎研修として、「消防訓練」「普通救急

救命研修」等を行った。 

 

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

業等の実施状況） 

（共通） 

・男女共同参画社会の実現、健全な本市児童の育成をめざす活動の 

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

業務を行った。 

・クレオ大阪西とこども文化センターの複合施設としての連携事業

は、昨年度は1回のみの実施だったが、本年度は2回実施され、来

館者が両方の事業を体験することができる良い機会となった。 

・ご意見箱やご意見メールの活用、利用対象者ごとのアンケートの

実施により利用者ニーズを把握した。 

・施設運営について、利用者から直接アドバイスや意見を聞く「利

用者懇談会」を実施した。 

（クレオ大阪西） 

・ホームページ、Facebookによる広報のほか、スタッフブログなど 

を通じて、クレオ大阪各館の施設や事業を紹介するとともに、情

報誌「クレオ」の編集、発行に対して連携・協力をするなど男女

共同参画の推進に関する諸情報を広く発信し、市民に提供するこ

とにより、男女共同参画に関する啓発及び館の利用促進に努め

た。 

・防災に関するブックフェアの実施、防災関連チラシの配布、クレ

オ周辺の防災マップの掲示提供、段ボールトイレ展示等、防災に

関連するさまざまな展示を実施し、地域における男女共同参画の

視点での防災ステーションとして情報発信を行った。 

・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レファレンスサービスを行っ

た。新刊図書に加え、既存の本やクレオ大阪の図書を有効活用す

る取組を実施し、利用実績の向上に努めた。さらに、主催事業や

時事に対応した様々なテーマで、ブックフェアを実施し、利用促

進を図った。 

・男女共同参画社会の形成に関する講演会、講習会、研修会を「女

性の活躍促進」「ライフステージに応じた自立支援」「男性の意識

改革と積極的支援」「子ども・次世代への男女共同参画の醸成」

「地域における男女共同参画」などをテーマとし実施した。参加

者満足度は96.3%、指標の95%を上回った。問題意識をリサーチ

し、課題解決の提示が支持された結果と推測している。 

・女性の社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーによる社会

保険、家計管理についての相談「女性のためのライフプラン相

談」を実施した。マネー相談では教育費、生活費、貯蓄について

の相談が多かった。離婚とからめた生活費の相談も複数見受けら

れた。社会保険関連では、働き方と年金の関係についての相談が

目立った。どちらの相談も30代から60代まで幅広い層から相談が

寄せられていた。 

・男女共同参画に係る啓発について、男女共同参画週間啓発ポスタ
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ーの掲示、ピンクリボンキャンペーン、パープルリボンキャンペ

ーン、イクメン写真コンテスト及び作品展を実施した。 

・自主講座はのべ211回実施した。女性の能力発揮・就業支援のため

の「英語づくしの英会話」やこころとからだの健康支援のための

「からだスッキリ気功」を実施した。講座「アカペラで歌う世界

のポピュラーソング」の受講生は成果の発表の場としてオータム

フェスタにおいてミニコンサートに出演してもらった。また、財

団基金を活用した「働きづらさに悩むガールズのためのパソコン

&しごと準備講座は、少人数だったので1人1人に対し丁寧な対応

ができた。また追跡調査を実施し、事業の成果を図った。 

（こども文化センター） 

・親子・ファミリーを中心に、良質の舞台芸術を鑑賞する機会とし

て「こども劇場」また幼児・児童が、団体鑑賞する機会として

「こども芸術劇場」を実施。「こども劇場」については合計19日

間開催、23公演、参加者数5,564名。「こども芸術劇場」について

は9日間開催、16公演、参加者数150団体4,688名。参加者から高評

価を得ている。 

・発表事業として、日頃、舞台芸術活動に励んでいるこどもたち

に、本格舞台で発表する機会を2回提供した。一般公募を含む34団

体2,682名の出演があった。 

・子ども達が舞台芸術活動に親しみ、また切磋琢磨し協働し発表で

きる機会として、創造事業「こども教室」を5教室（のべ68回）開

催した。 

・初年度に開設したホームページにおいて事業と施設の周知を行う

とともに、事業チラシについては、文化関連施設・生涯学習関連

施設や地下鉄駅構内等へ広範囲に配布や配架を行った。近隣地域

についても、スーパー等での掲示や区内小学校全児童への配布を

学校の協力を得て実施など、きめ細かく積極的な広報を行った。

また乳幼児をターゲットにした事業では、市内保育所・幼稚園の

全児童あてに周知チラシを配布し、情報を必要としている方の手

元に直接届けることで、参加者数の増加につなげた。 

・貸館利用促進として、事業チラシに貸館案内を記載し、幅広く周

知する工夫を行っている。平成28年度にやさしい日本語ページに

当センターの案内を写真付きで紹介したことにより、来館動機の

一助となっていることが伺える。 

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・Ｎ

ＰОとの連携状況等） 

（クレオ大阪西） 

・地域のグループやＮＰＯ等と連携し事業を行った。さらに、在住外

国籍住民に対して「日本語教室」を実施した。 

・地域における男女共同参画を推進するため、4区を担当区として地

域出前セミナーを実施した。「地域防災」と「男女共同参画に関

する自由テーマ」の内、各区の地域団体の依頼に応じて1回ずつ実

施し、受講者数は延べ331人となり、好評を得た。 

・保育室開放デーを夏期と春期に２回、一時保育事業は12回実施した。 

・クレオ大阪を拠点とし活動するグループ・団体・個人が、ネットワ

ークを広げ、交流できる機会や場づくりを支援する事業として交流

サロンを運営した。（利用者数：1936人、登録団体数：16団体） 

（こども文化センター） 

・学校における文化活動との協働として、中学校や高校と連携し、ダ

ンス、演劇、吹奏楽などの各種事業を実施した。 

・区内の音楽祭実行委員会と協働事業を行うほか、その他各種団体と

も連携し、様々な事業を展開した。 
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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            107,879,393円 

【支出】合計              102,397,539円 

    （内訳）人件費           65,256,310円 

          事務費             1,384,000円 

          施設の管理運営       23,806,563円 

              男女共同参画社会の形成の寄与に関する業務 

3,738,318円 

        こども文化の形成の寄与に関する業務 

                     10,699,065円 

        共通管理費         4,755,011円 

        参加費収入を充当     △7,241,728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。 

・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、リサイクル資源の回収ボックスの設置、省エネ

ルギーの推進等を実施した。 

・ 採光の有効利用による消灯の拡大、ＬＥＤ照明の導入を行った。 

・個人情報保護への取組みとして、プライバシーポリシー及び情報セ

キュリティ対策基準運用など、情報管理体制の強化に努めた。 

・大学生を対象に、インターンシップを受け入れ、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

いて考える機会となるプログラムを実施した。 

 

 

 

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、クレオ大阪西が

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。 

・また、こども文化センターはホールを活用し、日常生活では体験で

きない時間・空間として「生」の舞台芸術にふれ、こどもの感性と

創造性を育み、表現力を高める取り組みを進めた。 

・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。また、異なる設置目的を持つ２つの施設の複合施設として、

一体的な運営による居心地の良い施設管理と利用促進に努め、各事

業が活性化するよう両施設の機能向上を進めた。 

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 

＞ ５館で共通して実施する事業について意見交換等を実施し、効

率的な事業運営を図った。５館の有機的な連携を進め、成功例や

課題を共有することにより運営の質の向上に努めた。 

（男女共同社会の形成に寄与に関する業務） 

・男女共同参画社会の形成に関する情報の収集及び提供 

 ＞地域における男女共同参画の視点での防災ステーションとして
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の情報発信やＩＣＴを活用した情報の収集・提供を行うととも

に、情報・図書コーナーの運営を行い、ブックフェア等を開催し

た。 

・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 

＞様々な男女共同参画セミナーやしごと情報ひろばマザーズと連

携した女性の就労支援セミナーの実施、防災等をテーマとした出

前講座の実施、こども文化センターとの連携事業を実施した。 

・相談事業 

 ＞クレオ大阪女性総合相談センターからの出張相談員による女性

のための悩み相談を実施した。さらに、女性の社会保険労務士、

ファイナンシャルプランナーによる社会保険、家計管理について

の相談（女性のためのライフプラン相談）を実施し幅広い年齢層

から相談を受けた。 

（こども文化の形成の寄与に関する業務） 

・舞台芸術事業の提供 

 ＞親子・ファミリーを中心に、良質の舞台芸術を鑑賞する機会とし

ての鑑賞事業「こども劇場」「こども芸術劇場」の実施、日頃、舞

台芸術活動に取り組んでいるこどもたちに、本格舞台などで発表

する機会の場を提供する発表事業、創造事業「こども教室」を開

催した。 

・人材養成・交流・協働事業 

 ＞スタッフボランティア・指導者等の人材養成のため、「こども劇

場」をはじめとするホール事業の運営サポートと事業運営状況、

参加者対応等についての意見交換会や照明技術講習会等を実施

した。さらに、ボランティアグループとの協働で、親子で楽しめ

る人形劇等の鑑賞機会を提供した。 
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◎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、クレオ大阪西は満足度が99.9％、こども文化センターは利用

してよかったと答えた人が87.0％と高い利用者満足度を得ている

点は評価できる。  

互いのセンターが連携し、学校、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。  

利用率については、クレオ大阪西は多目的室・会議室・調理室

は昨年並みであったが、研修室が前年度比9.3ポイントのマイナス

だった。こども文化センターにおいては59.0％（内ホール57.4％）

であり、年度目標のホール稼働率55.0％を上回った。また事業参

加者数でも、16,800人の目標に対し19,394人の実績となり、大幅

に上回る結果となった。 

両センターの複合化により、複合化の利点を生かした、さらな

る利用率アップの取組みを期待する。 

A 

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、人件費や光熱水費などの経費削減に

努め、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、環境に配慮した取組みが

実施されている。また、電力需要対策としても節電等、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、大学生インターンシップの受け

入れなど若者に対する就労支援を実施している。 

クレオ大阪西では、本市の重点的な取組みである「女性の活躍

促進」の取組みをはじめ「ライフステージに応じた自立支援」「地

域における男女共同参画」等に関する多様な事業を実施した。こ

ども文化センターでは、施設の設置目的である文化活動を通じ、

健全な本市児童の育成を図る様々な事業を実施した。 

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」、「大阪市こども・子育て支援計画」の趣旨・目的を踏ま

え、多様な事業を実施するとともに、本市における男女共同参画

施策・こどもの健全育成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。また、施設の複合化により連携を深め、それぞれの事業の活

性化、機能の向上が図られている。 

引き続き、地域との連携、両センターの連携をより強めて事業

を実施することや、高い利用者満足度を維持するよう努められた

い。  

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 7 - 

 

２ 外部専門家等の意見 

（クレオ大阪西） 

・地域出前セミナーについては参加人数が増えており、評価できる。 

・相談事業については、利用しやすくする工夫が必要ではないか。設定回数や曜日について、適

切かどうか検討してほしい。 

・参加人数が大きく減少している事業（情報・図書コーナー、日本語教室）は、原因分析のうえ

対策を講じてほしい。 

（こども文化センター） 

・こども文化センターの利用目標は達成しており、特にこども劇場やこども教室をはじめとした

事業参加者数の増加は評価できる。 

・評価の方法について、満足度だけでなく、こども文化センターが教育機能を持っていることを

ふまえた評価を行うなど、工夫が必要と思う。 

・事業全体として、学校との連携事業も多く、頑張っている。地域との連携についても、もっと

増やしてほしい。また、こどもが興味のある分野などは、クレオ事業との連携を検討してほし

い。 

・こども文化センターには、文化・芸術、情報提供・学習相談、人を育てるという３つの柱があ

り、その中で人材育成・養成プログラムが組まれている。現在の教育現場では、習得した知識

をさらに活用していく能力の向上が求められているが、それに合った事業が実施されていて評

価できる。学んだことを活用する力がつくようなプログラムを組むことを意識し、是非引き続

き取り組み、広げていただきたい。 

（共通） 

・施設利用のアンケート結果については、利用者の感想も前年より大変よくなっており、努力が

うかがえるが、その他の項目についても、前年と比べ増減の大きいものは原因を分析されたい。 

・光熱水費など、経費削減がなされている点が評価できる。 

・今後は事業体としての自己評価をしっかりと行い、自分たちで課題を見つけ、新たな取組みを

進めていくことが大事であると考える。 

 

 

 

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、クレオ大阪西は満足度が99.9％、こども文化センター

は利用してよかったと答えた人が87.0％と高い利用者満足度を

得ている点は評価できる。  

互いのセンターが連携し、学校、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。  

利用率については、クレオ大阪西は多目的室・会議室・調理

室は昨年並みであったが、研修室が前年度比9.3ポイントのマイ

ナスだった。こども文化センターにおいては59.0％（内ホール

57.4％）であり、年度目標のホール稼働率55.0％を上回った。

また事業参加者数でも、16,800人の目標に対し19,394人の実績

となり、大幅に上回る結果となった。 

両センターの複合化により、複合化の利点を生かした、さら

なる利用率アップの取組みを期待する。 

A 

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、人件費や光熱水費などの経費削

減に努め、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 
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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、環境に配慮した取組み

が実施されている。また、電力需要対策としても節電等、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、大学生インターンシップの受

け入れなど若者に対する就労支援を実施している。 

クレオ大阪西では、本市の重点的な取組みである「女性の活

躍促進」の取組みをはじめ「ライフステージに応じた自立支援」

「地域における男女共同参画」等に関する多様な事業を実施し

た。こども文化センターでは、施設の設置目的である文化活動

を通じ、健全な本市児童の育成を図る様々な事業を実施した。 

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」、「大阪市こども・子育て支援計画」の趣旨・目的を

踏まえ、多様な事業を実施するとともに、本市における男女共

同参画施策・こどもの健全育成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。また、施設の複合化により連携を深め、それぞ

れの事業の活性化、機能の向上が図られている。 

引き続き、地域との連携、両センターの連携をより強めて事

業を実施することや、高い利用者満足度を維持するよう努めら

れたい。  

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 

 

 

※ 施設の管理運営に関して過失による事故や協定違反等による改善指示、指名停止措置（平成25年四

月から「参加停止措置」）などのペナルティを受けた場合は、当該項目と総合評価については原則

としてＣとすること 

 

 

 

評価の基準 


