
 

平成30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 大阪市立住吉区民センター 

② 指定管理者名 大阪ガスビジネスクリエイト株式会社 

③ 評価対象期間 平成30年４月１日 ～ 平成31年３月31日 

④ 指定期間 平成28年４月１日 ～ 平成33年３月31日 

⑤ 所管課・担当 住吉区役所総務課（電話：06－6694－9626） 

 管理運営業務等の概要 

① 業務概要 貸館運営業務、使用料徴収及び収納事務、施設総合管理業務 

②利用状況の概要 

○施設の利用率等 

 利用件数 H30:4,914件（H29:4,878件） 

  利用人数 H30:248,690名（H29:253,216名） 

 利用率  H30:68.4％（H29:67.8） 

 利用率（保守点検除く） 

（注）利用率＝室の利用回数÷利用可能回数（室数×開館日数

×３）×100（小数点第２位四捨五入） 

（例）４月：60.0％＝540÷（10室×30日×３） 

 

自主事業の実施や広報活動による認知度の向上策、問い合わせ

や下見への丁寧な対応により、利用率は昨年度より0.6％上昇し

た。 

 

○区民ギャラリー 

 H30 24団体（月２団体）合計975点 

 

③施設の設置目的・目標

（成果指標） 

○施設の設置目的 

 コミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び

福祉の増進を図るとともに、市民の集会その他各種行事の場を

提供することにより市民相互の交流を促進し、もって連帯感あ

ふれるまちづくりの推進に寄与することを目的としている。 

 

○目標（成果指標） 

 気軽に利用できる地域コミュニティの拠点を目指す。 

① 快適な利用環境の提供 

② ホスピタリティある利用者対応 

③ 利便性の向上 

④ 情報提供及び情報発信による利用者支援 

 

④年度目標 

○利用率の向上 

 目標：利用率65.6%（7,041枠/10,740枠、開館日数358日） 

 



 

 
◎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） 

施設の管理運営状況については、次のとおり本市の求める水準

に達していた。 

○施設の維持管理 

 施設の設置目的を踏まえ、適切に管理運営を行っていた。 

・「大阪市区役所附設会館条例」の遵守 

・地域コミュニティに関する情報の収集と調査研究及び普及啓 

 発 

・施設の管理運営及び整備（定期清掃月１回、日常清掃） 

・安全で良好な利用環境の提供及び平等な会館利用の担保 

・法定点検をはじめ施設整備、機器の機能保持に必要な保安・ 

保守点検、安全・衛生管理、防災、防犯等の総合管理 

○平等利用の確保 

 条例、規則に基づき対応し、公平性を保っている。 

 また、高齢者、障がい者への配慮も十分に行き届いていた。 

 さらに、「利用案内」や「情報誌」等を各区内施設に設置し、

「ホームページ」や「ブログ」などを利用し情報提供に努めて

いた。 

○職員の体制 

 職員計１１名（統括責任者１名、副統括責任者１名、運営ス

タッフ８名、身体障がい者嘱託１名） 

○危機管理・安全管理 

 利用者の安全確保のため、開館時間内はスタッフが定期的に

館内を巡回し、点検や不審者、迷惑行為の防止に努めていた。 

 特に、不審者や迷惑行為発生時には現場を確認し、ただちに

区役所へ連絡するとともに、状況に応じて警察や学校への通報

など適切に処理を行っていた。 
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） 

事業計画書に基づき、概ね適切に事業実施していた。 

○サービスの質 

 利用者だけでなく区民からの問い合わせにも、ホスピタリテ

ィあふれる、親切丁寧な対応が出来ていた。 

○利用促進 

 ホームページやブログの活用に加え、新たにツイッターによ

る情報発信を実施。また月１回情報誌「すみよしニューズレタ

ー」の発行及び区広報紙を活用し、自主事業や催事の案内を掲

載し、広く区民に情報発信していた。 

○満足度の把握については、次のとおり実施し、利用者ニーズ

に対応するよう努めていた。 

 ・利用者アンケート 

 ・「ご意見箱」の設置 

 ・利用者、利用団体への直接ヒアリング 

○自主事業 

 区民センターを継続的に利用するきっかけづくりとして、次

の分類に基づき、地域コミュニティの振興や施設の効用の更な



 

る発揮に貢献できるよう企画・運営を行っていた。 

【事業分類】 

・地域コミュニティの主体である区民のニーズを反映させた事 

 業 

・前年度まで行われていた事業で、利用者から喜ばれている事 

 業 

・さまざまな年代、ライフスタイルをもつ区民の交流を促す事 

 業 

・地域の特性を考慮した事業 

・地域の課題を考慮した事業 

・比較的利用の少ない施設や時間帯に実施する 

・地域団体との連携を常に意識する 
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・ＮＰＯとの協働状況等） 

区民のコミュニティ活動の拠点として、次の事業に参加し、地

域との連携を深めていた。 

○すみよしまつり 

 オブザーバーとして実行委員会に加わり、また区民センター

管理者として備品や設備の仕様等について助言を行うなど、実

行委員会のサポート的な役割で運営に携わっていた。 

○ふらっと楽しむすみよし 

 企画段階から実行委員会に加わり、様々な団体が事業に参加

するなかで、区民センター管理者として、またイベント運営経

験者として協力していた。 

２ 市費の縮減効果（収支状況） 

① 収入・支出状況 

平成30年度 

収入           62,491,696円 

（業務代行料） 50,592,429円 

(自主事業収入) 11,899,267円 

 

支出           61,961,531円 

（業務代行料） 50,249,332円 

人件費         23,037,955円 

事務費          3,636,434円 

施設管理費      8,424,124円 

光熱水費       14,191,220円 

その他            959,599円 

(自主事業支出) 11,712,199円 

 

収支             530,165円 

平成29年度 

収入           62,764,843円 

（業務代行料） 50,494,973円 

(自主事業収入) 12,269,870円 

 

支出           61,634,044円 

（業務代行料） 49,843,645円 

人件費         22,370,263円 

事務費          3,671,990円 

施設管理費      8,428,569円 

光熱水費       14,451,720円 

その他            921,103円 

(自主事業支出) 11,790,399円 

 

収支            1,130,799円 

② 市費縮減に係る取組み

状況 

事務費については、４Ｒ（リフューズ・リデュース・リユー

ス・リサイクル）を徹底し、光熱水費についても照明・空調の

不使用時オフを徹底し、間引き照明など省エネルギーを図って

おり、サービス品質を保ちながら経費縮減に取り組んでいる。 

３ 社会的責任・市の施策との整合等 

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

関する取り組み等の実施状況 

○個人情報保護 

 「個人情報保護に関する法律」「大阪市個人情報保護条例」及

び大阪ガスビジネスクリエイト株式会社「個人情報保護方針」



 

「個人情報保護規定」等に基づき、適正に行っていた。 

・個人情報記載の書類に関しては、施錠可能なキャビネットに

収納し、適正に管理・保管を行っていた。 

・全スタッフを対象にした個人情報保護に関する研修の開催。

毎月、個人情報保護に関するケーススタディを行い、スタッフ

の個人情報保護に対する意識向上に努めていた。 

○情報公開・人権問題 

 スタッフに対する社内研修を開催。 

４ その他（点検等における要改善項目の対応状況、その他特筆すべき事項等） 

① 評価項目概要 

子育て世代等の若い世代の来館を増やすよう、自主事業等の内

容を企画実施しており、子ども連れの来館が増えてきている状

況である。 

本市からの業務内容変更等の協議を行う際、本社レベルでの調

整が必要となり、結果として、協議に時間を要する場合があ

る。 

②上記についての成果や望

まれる対応等 

引き続き、自主事業等の工夫により、子育て世代を含む若い世

代の来館を増やし、より身近な施設となるよう努力を期待す

る。 

本市との調整・協議がスムーズに進むよう本社・現場の体制整

備が必要と考える。 

 



 

◎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 

利用者への直接ヒアリングや自主事業における参加者アン

ケートにより、利用者ニーズの把握に努め、また空室検索

用のパソコンの設置など、さまざまな方法でサービス向上

のための対策が行われていることは評価できる。 

A 

②市費の縮減効果に対する

評価 

光熱水費について、照明・空調の不使用時オフを徹底し、

間引き照明など省エネルギーを図っており、光熱水費の縮

減に努めている。また、自主事業の開催により収入の確保

に努めている。 

B 

③社会的責任・市の施策と

の整合等に対する評価 

「大阪市個人情報保護条例」及び独自の個人情報保護方針

等に基づき、個人情報の適切かつ厳重な管理を行ってい

る。 

B 

④総合評価 

利用率は前年度から0.6％の増加であり、広報活動や問い

合わせ等への丁寧な対応の効果が出ていると考えられる。 

民間のノウハウや親切丁寧な対応を継続していることによ

り信頼され、地域のコミュニティの育成に大きく貢献して

いることは高く評価できる。 

B 

 

２ 外部専門家等の意見 

・利用率にも安定した業務が示されている。大ホール利用率改善に、こまやかなサービスの質

の良さが感じられる。 

・自主事業における、新規取組を評価する。利用者フィードバック、モニタリングについて、

最善の方法での維持、実施を願いたい。 

・自主事業をかなり積極的に実施しており、その内容も充実している。そのため、利用率も上

昇していることも評価できる。 

・自社内でのスタッフ研修にも力を入れており、個人情報管理やサービスの向上の努力を強く

感じた。 

 

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 

利用者への直接ヒアリングや自主事業における参加者アン

ケートにより、利用者ニーズの把握に努め、また空室検索

用のパソコンの設置など、さまざまな方法でサービス向上

のための対策が行われていることが利用率の向上・安定に

現れており高く評価できる。 

A 

②市費の縮減効果に対する

評価 

光熱水費について、照明・空調の不使用時オフを徹底し、

間引き照明など省エネルギーを図っており、光熱水費の縮

減に努めている。また、自主事業の開催により収入の確保

に努めている。 

B 

③社会的責任・市の施策と

の整合等に対する評価 

自社内でのスタッフ研修に力を入れるなど、「大阪市個人

情報保護条例」及び独自の個人情報保護方針等に基づき、

個人情報の適切かつ厳重な管理を行っている。 

B 

④総合評価 
利用率は前年度から0.6％の増加であり、広報活動や問い

合わせ等への丁寧な対応や質の良い細やかなサービスの効
B 



 

果が出ていると考えられる。また、大ホールの利用率改善

など利用率が安定的に維持されていることも評価できる。 

民間のノウハウや親切丁寧な対応を継続していることによ

り信頼され、地域のコミュニティの育成に大きく貢献して

いることは高く評価できる。 

 

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４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 


