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平成２８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東部館 
②指定管理者名 大阪市男女共同参画推進事業体（東） 

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） 
グローブシップ株式会社（構成員） 

③評価対象期間 平成２８年４月１日 ～ 平成２９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、男女共同参画に係る問題に関する相談、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 

②利用状況の概要 

利用率 65.3％   利用人員 144,993人 

使用料収入 24,996,020円 

スタッフ対応満足度 

大変満足・満足 99.1%  不満・大変不満 0.9% 

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 70％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 80％以上とし
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） 

年間利用者数205,000人 年間稼働率 67.9％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。 

・ 緊急連絡体制の充実・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

主事業等の実施状況） 

・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」やホームページ、Facebookなど、男女共同参画

の推進に関する諸情報を広く発信し、市民に提供するとともに、

事業やイベント情報等の詳細ページに直接リンクできるようＱＲ

コードを案内に記載するなどにより、男女共同参画に関する啓発

及び館の利用促進につなげている。 

・施設利用、職員対応等について、アンケートを実施するととも
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に、館内にご意見箱（クレオ・Voice）を設置し、利用者からの要
望、苦情等を把握し、迅速な対応を心がけることで、利用者満足

度の向上を図っている。 
・電話での仮予約やファックスによる施設申込みなど利用者の利便

性の向上に努めた。 

・施設の利用促進のため、当館の紹介、抽選日、休館日などの情報

を掲載した「館だより」を作成したり、併設施設のスポーツセン

ターにも施設利用案内を設置したりした。企業と接する際には必

ずパンフレットを持参しＰＲを行った。 
・施設利用者懇談会を実施し、休暇日の設定、施設の申込方法に対

する意見や机・椅子の老朽化などについて意見交換やアンケート

を実施した。 
・また、事業等で連携実績のある地域の個人、団体等からの多様な

意見を聴取し、施設や事業運営の改善に活かす「ステークホルダ

ーヒアリング」を実施した。 
・男女共同参画施策の推進拠点として、企業における女性の活躍促

進、起業による女性の活躍促進、次世代育成、女性への就労支

援、男女共同参画推進、地域連携等のジャンルにおいて対象を明

確に定めた事業を実施している。 

  内容としては、企業における女性の活躍促進のための「働く女子

シリーズ」などの各種セミナー、起業による女性の活躍促進のた

めには、「働く女性の＜私を磨く＞ビジネスセンス塾」などの各

種セミナーを実施した。また、起業で社会参画をめざす女性から

出店を募り、実践の場の提供やネットワーク形成の促進等を目的

とした事業「はぴまるクレオ」を開催し、1,752人の参加者が集い

好評を得た。 

 また、「チャレンジスタジオ」の運営に取組み、女性の就業・起

業や地域ボランティア・ＮＰＯ等の活動を支援した。 

・クレオ大阪東独自の相談事業として「職場における女性の活躍促

進」に向けた女性のための「キャリア相談」「起業相談」を実施

した。 

・自主事業としては、キャリ開発・資格取得に関する講座の開催だ

けでなく、こころとからだの健康支援やこども支援の講座も実施

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） 

・ 城東区主催の「城東区生涯学習関連施設連絡会」「広聴事案城東区

事業所連絡調整会議」等に出席し情報交換、事業の周知等地域と

の連携を進め、施設運営のための情報収集を行った。 
・ 城東区が主催する「子育て支援関係者連絡会議」に出席するとと

もに、子育て関連施設、地域団体との連携を図り、絵本月間の取

組みに参加し、ブックフェアを実施した。 
・ ボランティアによる在住外国籍住民を対象とした「日本語教室」

の運営支援やしごと情報ひろばマザーズと連携した就労支援セミ

ナー、地域企業と連携した次世代育成のための「親子で楽しむ！

ＬＥＤ工作教室」を実施した。フェスタでは、「クレオ大阪東フェ

スタ実行委員会」主催で参加者数4,180人、出展者33団体を数
え、様々な工夫を重ねたことで来場者も増え、団体同士のつなが

りにより地域連携が深まった。 
・ 東部館を拠点として活動する団体に働きかけ、地域住民からなる

子育てママの自主グループ「城東Ｍｏｍ」を設立し、「子育てママ

企画の つながりＭＡＭＡフェス」を開催して、東部館を中心と

したネットワークの形成、チャレンジの機会および場の提供を行

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             62,451,000円 

【支出】合計               62,451,000円 

    （内訳）人件費          35,590,000円 

          事務費            2,600,000円 

          施設の管理運営       20,221,000円 

              男女共同参画社会の形成の寄与に関する業務 

4,040,000円 

② 市費縮減に係る取組
み 

・ＬＥＤ照明への交換（順次）、利用者の安全に支障を生じない共用

部分の減灯やこまめな消灯、利用者の健康に影響を与えない範囲

での適正な空調温度に努めるなど光熱水費の縮減を図った。 

・広報のチラシや冊子のデザイン、セミナーの講師を職員が担い、

業務の内部化を行うことで、事業経費の削減を図った。 

 

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 

・ 節電対策として、ロビー、廊下、事務室の照明の間引き、冷暖房

温度設定（冷房28℃、暖房20℃）、クールビズ・ウォームビズ励行

に努めるなど、省エネルギーの推進に努めた。 

・ 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。 

・ インターンシップ職場見学・体験として、大学生や小中学生等の

就労体験、施設見学等を積極的に受入れるだけでなく、大阪市若

者サポートステーションから就業体験を受け入れた。 

・ 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、「個人情報保護マニュアル」に基づき、個

人情報保護の徹底に努め、個人情報保護研修を実施した。 

 

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、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。 

・ 女性へのエンパワメント事業 

＞女性起業イベント「はぴマルクレオ」では、実行委員会を中心に

勉強会を開催し、出店者同士が案を出し、課題解決し、起業をする

意識を高めた。イベント終了後も振返り会を実施し、自立に向けた

準備とネットワーク形成に向けた場となった。 

＞東部館独自の相談事業として職場における女性の活躍促進に向け

て女性のための「キャリア相談」「起業相談」を実施した。 

・地域密着型連携事業 

＞地域に広く働きかけ、市民・地域団体等との連携・協働により 

男女が共に参画する魅力あるまちづくりの推進に資する市民参画型 

イベントとして「夏まつり」（1,604人参加）や「クレオ大阪東フェ 

スタ」（4,180人参加）を開催した。 

また、「子育てするなら城東区」推進事業の共催や地域で活躍する団
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体・グループと協働し、「ママと子どもの１ＤＡＹイベント～

コンサート＆人形劇＆ぷちマルシェ」を開催した。 
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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ステークホルダーヒ

アリング、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、99.1％と高い利用者満

足度を得ている点は評価できる。 

地域の起業やグループなどとの連携による事業を展開するな

ど、多彩な事業や啓発活動が実施できている。 

セミナー終了後の卒業生のネットワーク形成を進めており高

く評価できる。 

しかしながら、前年度に引き続き、年間利用者数年度目標の

205,000人に60,007人少ない144,993人と低迷し、利用率につい

ても年度目標の67.9％に及ばない65.3％であった。29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 

 

限られた予算の範囲内できめ細かい施設設備の維持保全に努

めながら、多様な事業が実施できるよう、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。また、貸施設の営業活動の結

果、前年に引き続きホールの安定稼動につながる利用を確保に

努めた。 

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、体験実習先として積極的な取

組みを行っている他、就職応援支援や小・中学生の社会見学、

大学生インターシップなど、就職困難者への取組みを実施して

いる。 

第2次大阪市男女きらめき計画の重点的取組みである「女性

の就業支援」について様々な事業実施を行った。 

Ａ 

③ 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

いる事は、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。 

事業実施だけを目的とせず、講座をとおして生れたサークル

の活動支援、連携など、自主的な活動の促進につながっている

点は、高く評価できる。 

また、地域企業・団体・住民に対しては連携強化に努めてお

り、大きなイベントを成功裡に収めていることについては評価

できる。 

Ａ 

 

 

２ 外部専門家等の意見 

・地域の団体と協働し、ネットワークを活かして活動され、地元小学校の社会見学を多く受け入

れているなど地域とのいい関係をもっていることは評価できる。今後も引き続き取り組んでい

ただきたい。 

・施設の稼働率は70％は必要と考えるが、65.3％であるので稼働率アップに引き続き取り組まれ

たい。 

・「リケジョ応援」事業は面白い事業でどんどんやっていただきたいと考える。思春期の子ども

をターゲットにして子どもたちが興味を持つテーマで企画するなど、思春期の子どもたちを男

女共同参画の啓発に取り込んでいってほしい。 

・若者サポートステーションとの連携事業は今後とも大事と考える。 

・クレオ東のある城東区は子育て世帯の流入が多く、今後も定着してもらう仕掛けが必要である
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が、かなり貢献してもらっている。 

・事業全般について、ウェイティングでの事業、アウトリーチでの事業など様々であるが、今後

の事業展開の道筋をもって行うことが大事である。良い事業を実施していくだけでなく、地域

の人材育成を図り、その事業を託せる人を見つけていくということができればいいと思う。 

・地域の世帯動向などを調査して事業展開することが望ましいと考える。難しいとは思うが検討

をお願いする。 

 

 

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ステークホルダーヒ

アリング、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、99.1％と高い利用者満

足度を得ている点は評価できる。 

地域の起業やグループなどとの連携による事業を展開するな

ど、多彩な事業や啓発活動が実施できている。 

セミナー終了後の卒業生のネットワーク形成を進めており高

く評価できる。 

しかしながら、前年度に引き続き、年間利用者数年度目標の

205,000人に60,007人少ない144,993人と低迷し、利用率につい

ても年度目標の67.9％に及ばない65.3％であった。29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 

 

限られた予算の範囲内できめ細かい施設設備の維持保全に努

めながら、多様な事業が実施できるよう、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。また、貸施設の営業活動の結

果、前年に引き続きホールの安定稼動につながる利用を確保に

努めた。 

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、体験実習先として積極的な取

組みを行っている他、就職応援支援や小・中学生の社会見学、

大学生インターシップなど、就職困難者への取組みを実施して

いる。 

第2次大阪市男女きらめき計画の重点的取組みである「女性

の就業支援」について様々な事業実施を行った。 

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

る事は、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。 

事業実施だけを目的とせず、講座をとおして生れたサークル

の活動支援、連携など、自主的な活動の促進につながっている

点は、高く評価できる。 

また、地域企業・団体・住民に対しては連携強化に努めてお

り、大きなイベントを成功裡に収めていることについては評価

できる。 

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 
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