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１ 施設の概要 

本市では、昭和４０年に「大阪市区役所附設会館条例」（以下「会館条例」という。）を制

定し、コミュニティ活動の振興並びに市民の福祉の増進に資するため、大阪市区役所附設

会館（以下「会館」という。）を設置している。 

会館は、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街づくりの推進に寄与することを目的としている。 

 

そのような状況において、鶴見区民センターは、平成１７年に供用を開始しており、延

べ床面積５３４８．０７平方メートル、鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上３階建（１

階一部と２・３階部分は区民センター、１階一部は図書館、地下部分は有料自転車駐車場）

ホール、調理実習室、集会室、スタジオ、アトリエ、和室等を備えた施設であり、平成２９

年度の年間の利用率は７３．１％であり、地域団体の活動の拠点になっているとともに、

企業等による各種イベントにも活用されているなど、非常に重要な施設である。 

また、本施設は、鶴見図書館、有料自転車駐車場等との複合施設であり、それぞれ多くの

利用者があり広く区民に利用されている施設であり、円滑な施設運営のためには、それぞれ

の施設との日常的な情報交換などが不可欠である。 

 

名 称   大阪市立鶴見区民センター 

 所在地   大阪市鶴見区横堤５－３－１５ 

  構 造   鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）、地下１階地上３階建（１階一部と

２・３階部分は区民センター、１階一部は図書館、地下部分は有料自転車

駐車場） 

 延床面積  ５３４８．０７㎡ 

（専用部分４４６６．１５㎡、図書館共有部分５３２．６２㎡、図書館・

有料自転車駐車場共有部分３４９．３０㎡） 

  概 要 

階層 室名 用途 定員 

(人) 

面積 

(㎡) 

１階 アトリエ

兼工作室 
絵画・工芸・陶芸などの制作の場 18 41 

調理実習

室 

調理台をそなえ、料理教室・調理実習に使

用できる 
30 71 

スタジオ 
防音設備を備え、音楽や演劇の練習に使用

できる 
5 21 
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※保育室 
施設利用時に子どもを保育できるスペー

ス 
― ― 

※市民情

報コーナ

ー 

行政情報・身近なサークルや催しの情報を

展示・配架 
― ― 

※展示ス

ペース 

区民の製作した絵画・書道・陶芸などの展

示の場 
― ― 

◇事務室 
区民センターの管理部門・その他事務事業

用 
― ― 

２階 
大ホール 

音楽会・演劇・式典・講演会・軽運動・会

議などに利用 
800(注) 876 

小ホール 
音楽会・演劇・講演会・各種団体の総会な

どに利用 
200 289 

控室１ 

大・小ホール利用者用控室・会議などに利

用 

12 46 

控室２ 12 49 

控室３ 8 42 

控室４ 6 26 

３階 集会室１ 
社交ダンス・ジャズ体操・会議などに利用 

24 46 

集会室２ 26 50 

集会室３ 
会議や講座などに利用 

20 42 

集会室４ 20 42 

和室 茶道・着付け教室などに利用 20 51 

※交流ス

ペース 

サークル情報誌作成など地域団体の交流

の場 
― ― 

※共用等スペース◇事務スペースについては貸室対象外 

※１階、２階旧喫煙スペース及び２階倉庫５については、コミュニティ活動の施行業務

として本市が使用する。 

   (注)移動観覧席使用時、平土間では定員４８０人 

 

２ 施設運営業務 

会館は「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、コミュニティづくり

に関する普及啓発、情報の収集及び提供、市民の集会その他各種行事の場の提供等の事業を

行う会館条例に基づく公の施設である。そのため、施設の目的、公の施設であることに留意

し、市民の利用に支障をきたさないことなどに配慮すること。なお、この施設の利用率につ

いては、指定期間を通じて達成すべき目標として７１．３％を基準とし、以降は毎年利用率
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を上げ指定期間内に７５％以上となるようにするとともに、成果指標としては、利用者が満

足と感じる割合を８０％以上とすること。 

会館の運営にあたっては、本市との緊密な協力・連携のもと、以下の基本方針に沿って運

営すること。 

・ 本市のコミュニティ関連施設、また市民団体や関係機関等とのネットワークを生かした

事業を有機的・効果的に実施すること。 

・ 本市の総合計画、方針・指針等に沿って、業務を遂行すること。 

・ 利用者の平等な会館利用を担保すること。 

・ 会館の施設・設備等の適正な保守管理を行い、良好な利用環境を利用者に提供すること。 

 

２－１ 貸館業務 

会館の設置趣旨・目的を達成するために会館の運営に支障をきたさないように、窓口に

は供用時間内は３名程度配置すること。ただし勤務の交代や休憩時間帯など共用時間の一

部においては、利用者に不便を与えない範囲内で２名の配置とすることも可能とする。 

また、天災その他やむを得ない事由により配置人数を変更する場合は、本市と協議する

こと。  

会館の共用時間内は、常勤の業務従事者の中から責任者として常時１名を配置すること。 

・ 総括責任者として施設の役割・目的を十分認識し、施設の経営能力を備え、管理職と

して責任ある業務を遂行できる職員を１名配置すること。 

・ 利用者に対する施設等の利用にあたっての注意事項等の説明を適切に行うために、利用

者満足度向上に向けた対応を心掛けること。 

・ 施設の効用発揮を目的として、本施設には附属設備として様々な機械、装置がある。特

段に専門的・技術的知識を必要とする設備以外については、それらを利用者が安全かつ

効果的に利用できるようにするため、利用者に説明できる知識を持った職員を配置する

こと。 

 

２－１－１主たる貸館業務 

  貸館業務の主たるものは、次のとおりとする。 

・ 年間（事業）計画策定 

・ 施設利用申込の手続き、利用方法諸手続きの説明 

・ 予約・予約取消等受付業務(本市が経費を負担する「区役所附設会館等予約システ

ム」を使用すること) 

・ 使用許可の認定並びに使用許可書交付業務 

・ 利用料金の収受、還付、減免 

・ 諸設備、機器、設備、備品等の管理、貸出、点検立会い、補修指示等業務 

・ 防火管理業務 
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・ 労働安全衛生推進業務 

・ 利用者の安全確保及び防災並びに事故等の緊急非常事態への対応業務 

・ 複合施設としての管理業務及び調整業務（複合施設の場合） 

・ その他円滑な貸館運営に必要な業務 

 

２－１－２業務詳細 

（１）使用の許可 

会館条例第６条並びに鶴見区民センター使用許可等にかかる取扱要綱に基づき、指

定管理者は会館の施設を使用しようとする者に対して使用の許可を行う。 

（２）許可の制限等（会館条例第７条、第８条、第９条） 

①使用許可の制限 

      次に掲げるいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を行わないこと。 

・ 公安又は風俗を害するおそれがあるとき 

・ 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき 

・ 管理上支障があるとき 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 第 2 条第 2

号）に規定する暴力団の利益になるとき 

・ その他不適当と認めるとき 

   ②使用許可の取消し等 

    次に掲げるいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、その使用を

制限し、若しくは停止し、又は退館を命じることとする。 

・ 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき 

・ （２）①の使用許可の制限に定める事由が発生したとき 

・ 会館条例に違反し、又は会館条例に基づく指示に従わないとき 

③入館の制限 

次に掲げるいずれかに該当する者に対しては、入館を断り、又は退館をさせる処置

を講ずること。 

・ 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者 

・ 建物又は附属設備を損傷するおそれがある者 

・ 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者 

・ 管理上必要な指示に従わない者 

・ その他管理上支障があると認める者 

④管理運営の基準 

・ 供用時間 午前９時３０分から午後９時３０分まで 

・ 休館日   １２月２９日から翌年１月３日まで 

⑤休館日及び供用時間の変更 
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設備の補修、点検若しくは整備、天災その他やむをえない事由があるとき又は会館

の効用を発揮するため必要があるときは、あらかじめ本市の承認を得て、休館日又は

供用時間を変更することができる。 

なお、天災その他やむを得ない事由があるときの臨時休館等については、別添「天

災その他やむを得ない事由があるときの臨時休館等の取扱いについて」に記載。 

（３）利用料金の収受、還付、減免 

・ 利用料金は、会館条例及び大阪市区役所附設会館条例施行規則（以下、「規則」と

いう。）に定める範囲内で、指定管理者が本市の承認を得て利用料金を設定するこ

と。 

・ 指定管理者は、利用料金の収受、還付を行うこと。 

・ 会館の管理業務に関わる収入及び支出については、法人等の口座とは別に、管理業

務用の独立した口座で管理すること。 

・ 本施設は、区における地域コミュニティの振興を目的として設置された施設であ

り、その目的に沿った活動を行うと区が認める団体が行う事業については、利用料

金の減免を行うこと。減免の詳細については、第６章にて記述する。 

・ なお、入場料その他これに類する料金の徴収については、別添「入場料その他これ

に類する料金の徴収」に記載。 

（４）防火管理業務 

本施設は不特定多数の人が出入りする施設であり、甲種防火対象物の防火管理者

を必ず配置すること。 

（５）利用者の安全確保及び防災並びに事故等の緊急非常事態への対応業務 

指定管理者において非常災害時及び事故時の対応マニュアルを作成するとともに、

本施設は当区における非常災害時のボランティアセンター施設となっているため、

本市と日常的に連携を図り、必要な協力を行うこと。 

（６）複合施設としての管理業務及び調整業務（複合施設の場合） 

本施設は本市の他所属が所管する施設との複合施設であり、その状況は指定管理者

が導入されている施設、本市が直接管理している施設など様々である。同一施設を使

用・管理するものとして、施設の運営等に際しては共同して管理を行うなど他施設と

十分調整を図り、施設運営に遺漏のないようにすること。 

（７）その他円滑な運営に必要な業務 

   指定管理者は、大ホール、小ホールの専門的・技術的な知識を有する舞台設備、ピ

アノ及び機器等の利用にあたって、利用者が技術者の派遣を希望すれば技術者を派

遣する事業者（以下「事業者」という。）を紹介すること。なお、指定管理者が紹介

する事業者の選定に際しては、比較見積もりを行うなど利用者負担の軽減に努める

こと。 

また、利用者が技術者の派遣を希望しない場合は、安心・安全に利用できるよう機



 

- 6 - 

 

器操作及び施設設備の特性について事前説明を行うとともに、機器等の使用に伴っ

て損害等が発生した際の責任の所在を、確認書の提出等によりあらかじめ明確にし

た上で利用者立ち合いのもと、使用後の設備、機器等の不具合の有無を確認すること。 

本施設の円滑な運営に当然に必要と思われる業務については、本仕様書に特段の

定めがない場合においても、善良なる管理者の義務を持って行うこと。 

 

２－２ 点検・報告 

指定管理者は、施設利用者の意見、要望等を把握し、当該業務に反映させるため、施設利

用者から意見を聴取するとともに、本市と指定管理者が協議して定める項目について自己

点検を行うこと。 

当該意見聴取及び自己点検の結果を定期的に集約し、本市に報告すること。また、本市と

指定管理者は、当該業務を実施するにあたり、前述の利用者からの意見聴取や点検項目を定

め、管理運営上の問題点、課題等の解決を行うため、協議し調整を行う場として調整会議を

設置する。 

 

２－３ 業務の第三者への委託 

当該業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。また、「２－１－１主たる貸館

業務」に指定する業務については、これを第三者に委託してはならない。当該業務の一部を

他に委託する場合は、本市の指定する書面による承諾が必要となる。なお、第三者に委託し

ている場合は、委託の相手先、委託の内容、委託の金額等について公表を行う。 

第三者に委託する場合は、書面により委託の相手方との契約関係を明確にしておくとと

もに、委託の相手方に対する適切な指導、管理を行ったうえで業務を実施すること。なお、

大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号）第２条第２号に規定する暴力団員

又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当する相手方と委託の契約を締結しては

ならない。また、委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止期間

中の者、または大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている

者であってはならない。 

 

３ 施設管理業務 

３－１ 点検等業務 

点検等業務の範囲は、次のとおりとする。ただし、会館の自家用電気工作物の保安業務は、

本市が選任する電気主任技術者の指示のもとに行うものとする。 

（ア）電気及び機械設備保安点検業務 

（イ）消防設備点検業務 

（ウ）警備保安業務（機械警備業務を含む） 

（エ）清掃業務（ごみ処理を含む） 
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（オ）駐車（駐輪）スペースの管理業務（有料駐車場部分を除く） 

（カ）植栽等環境整備業務 

（キ）施設・機器保守点検業務 

（ク）その他円滑かつ良好な施設管理に必要な業務 

利用者の安全確保に留意するとともに、施設の環境保全、保安警備に努め、良好な施設の

維持管理を行うことを基本とする。なお、会館の維持管理にあたっては、法令等を遵守する

こととし、本市の許可なく施設の改造は行わないこと。 

また、本施設は、「１ 施設の概要」記述のとおり、鶴見図書館、有料自転車駐車場との

複合施設となっており、共用部分に関する作業については、所管所属間で取り交わしている

協定書に基づき費用を按分しており、専有部分については各所属において対応することと

している。 

その按分割合は別表１－１、１－２、１－３のとおり。 

 

３－１－１ 設備一覧及び点検頻度 

本仕様書及び「建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修平成３０年

版）」等に基づき保守点検、定期点検等を行うとともに、点検報告書を提出するまでの一切

の業務を行うものとする。 

詳細は別表２のとおり。 

 

３－１－２ 警備 

施設内の盗難等の犯罪及び火災等の災害の発生を警戒・防止し、財産の保全を図るととも

に利用者の安全を守るために、警備保安業務を適切に行うこと。 

 なお、１階部分の鶴見区民センター・鶴見図書館の供用部分の警備についてはどちらかの

施設が運営しているときは防犯警戒機器が作動しない仕様にし、各施設ごとのカードリー

ダーを設置すること。 

業務内容   機械警備を原則とする。ただし、人員警備が必要の場合は、鶴見区役

所市民協働課と必要人員、警備場所等を協議のうえ許可する。 

期  間   令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

【区民センター】 

１２月２９日～１月３日を除く日の午後９時３０分から翌朝９時１５分まで。 

１２月２９日～１月３日については、午前９時１５分から翌朝９時１５分まで。 

【鶴見図書館】 

毎月曜日、１２月２９日～１月３日を除く平日の午後７時１５分から翌朝９時ま

で。 

土曜日・日曜日・国民の祝日の午後５時３０分から翌朝９時まで。 

毎月曜日、１２月２９日～１月３日については午後９時から翌朝９時まで。 
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業務範囲   鶴見区民センター・鶴見図書館 

 

３－１－３ 清掃 

施設の環境を維持し快適な環境を保つため、日常清掃業務及び定期清掃業務を適切に行

うこと 

業務内容   日常清掃及び定期清掃を行い、施設の快適な環境を維持すること    

期  間   令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

清掃箇所   詳細は資料１を参照すること。なお、鶴見図書館との共用部分（別表１

－３参照）の清掃業務委託は鶴見図書館が行っており、支払いについて

は、業務代行料から控除して大阪市鶴見区役所市民協働課から大阪市

教育委員会事務局を経由し委託清掃業者へ支払う取り扱いとなる。令

和３年の清掃費は１３７,９２６円（確定）。令和４年以降は契約を行っ

ていないため未定である。 

 

清掃業務内容 実施頻度 備考 

日常清掃業務 期間内 1日 1回以上（休館

日除く） 

場内、施設内、洗面施設、

外周、 

定期清掃業務 期間内毎月２回以上、 スタジオ、アトリエ、調理

実習室、プレイルーム、大

ホール、小ホール、控室、

ピアノ庫、集会室、交流ス

ペース、和室等及びその施

設と一体となっている場所

の掃除機及び拭き掃除等の

清掃 

３ヶ月に１回以上 エントランスホール、喫茶

コーナー、市民情報コーナ

ー、スタジオ、事務室、ア

トリエ、調理実習室、プレ

イルーム、旧喫煙ルーム、

シャワー室、ピアノ庫、大

ホール、小ホール、控室、

集会室等及びその施設と一

体となっている場所のワッ

クス散布、絨毯クリーニン
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グ、ガラス部分洗浄及びか

ら拭きなどの重点清掃 

３－２ 修繕 

基幹的な施設、機器等が損傷した場合の修繕、更新については、本市が実施する。 

 基幹的な施設等の附属物（設備の消耗品など）の損傷及び基幹的な施設・機器等以外の施

設・機器・什器・備品等の損傷にかかる修繕、更新にかかる費用については、指定管理者の

負担とする。 

 ※基幹部分とは、建物本体（壁、柱、床、はり、屋根及び階段で構造上重要な構造物）及

び設備機器等をいう。 

 

３－３ 駐車・駐輪スペースの管理業務                       

安全で快適に使用できるよう管理すること 

業務内容   駐車・駐輪スペースを利用者が使用しやすいよう整理すること 

期  間   令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

業務範囲   鶴見区民センター敷地内駐車・駐輪スペース 

       ※駐車スペースについては目的外使用許可部分を除く 

 

３－４ 植栽等環境整備業務 

剪定・除草を行うこと   

業務内容   快適な空間とするよう、適切に剪定・除草すること 

期  間   令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

適切な時期に年 1回以上 

※ただし、施設の運営管理及び他公共施設等に支障が及ぶ場合は適宜剪定を行うこと 

業務範囲   鶴見区民センター敷地内外周、駐車場（目的外使用許可部分を除

く）、屋上庭園等  

 

３－５ 日常廃棄物収集・運搬業務 

施設より排出される廃棄物について、関係法令等に基づき適正に処分・運搬すること 

業務内容   施設内を衛生的に保つよう、適切に処分・運搬すること 

期  間   令和３年４月１日～令和８年３月３１日 

排出量に応じて適切に実施 

業務範囲   鶴見区民センター運営管理で発生する廃棄物 

 

４ 地域のコミュニティ振興に寄与する事業（条例第３条に定める事業） 

会館においては、その設置趣旨から、会館において行われるべき業務が会館条例によっ

て次のとおり定められている。 
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会館条例 

第３条 会館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

（１） コミュニティづくりに関する普及啓発 

（２） コミュニティづくりに関する情報の収集及び提供 

（３） 市民の集会その他各種行事の場の提供 

（４） その他市長が必要と認める事業 

条例の趣旨を達成するため、指定管理者はコミュニティづくりに関する普及啓発、情報

の収集及び提供に取組むこと。 

この事業については、会館の指定管理者として本来行うべき事業（以下「目的事業」と

いう。）であり、自主事業とは異なるものである。そのため、会計処理などは自主事業と

は明確に区分するものとする。 

 

５ 電子決済への対応 

今回の指定管理期間から、本市においては会館の利用料金の収納にはコンビニ収納を導

入することとし、その対応は必須とする。 

コンビニ収納への対応には、利用料金を管理する会館ごとに収納代行事業者と契約をす

る必要があり、契約に当たっての経費は指定管理者において負担することとする。収納代

行事業者は現時点においては選定準備中であり、決定次第連絡する。 

コンビニ収納の場合、必要となると思われる経費は次のとおりである。なお、収納代行

事業者によって異なる場合があるため、参考情報とする。 

 

 

初期費用        １５，０００円（会館ごと） 

システム基本使用料    １，０００円（月額） 

（口座入金手数料含む） 

 

※金額は税抜価格 

※決済手数料は利用者負担とするため、指定管理者におい

て負担は不要。 

 

 

６ 優先団体及び減免団体に関する取扱い 

「１ 施設の概要」に記述してあるように、本施設については、地域におけるコミュニ

ティ活動の振興を目的として設置されている施設であり、今後ともその趣旨であることは

変わらない。 

そのため、この間区において実施してきた「優先利用」と「減免」については、今後と

も利用していくこととする。 

従来「優先利用」については、「大阪市鶴見区民センター使用許可及び使用期間等にかか
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る取扱要綱（以下「取扱要綱」という。）」に掲げる使用については、使用期日の 9 か月前

を限度として使用する申請を受理することが出来るものとされており、また地域振興、社

会福祉、社会教育等に関する団体で、区において定められている別表に記載されている団

体が行う行事等については優先利用の対象となる運用を行っている。 

また、「減免」については、「大阪市区役所附設会館使用料の減免に関する要綱」におい

て使用料の免除又は減額が出来る場合を定め、この要綱に基づき各区において使用料を減

免することが出来る団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため、「鶴見区役所附

設会館使用料減免規程」を定めてきた。 

利用料金制移行に当たっても、会館の設置趣旨から鑑み、優先利用と減免の取扱いにつ

いては継続することが前提であると考えており、優先利用及び減免に関しても、指定管理

者の判断に全面的に委ねるのではなく、本市が別途要綱として定めるルールに従って施設

運用を行うことになるため、施設の設置趣旨、本市の考え及び関連する諸ルールを十分踏

まえたうえで応募すること。 

 

７ 自主事業について 

指定管理者は、会館における空き施設を利用して、施設の設置目的に沿った自らが企画し

た事業（以下「自主事業」という。）を行うことが出来る。指定管理者が行う自主事業につ

いては、次の要件を満たすものでなければならない。 

なお、自主事業を実施するにあたっては、本市の事前承認を得ること。 

１．指定管理者が企画・実施する事業であること 

２．事業の目的が会館の設置目的内であること 

３．会館で実施されること 

４．指定管理者の自主採算であること 

「４ 地域のコミュニティ振興に寄与する事業（条例第３条に定める事業）」は、前述の

とおり、会館の指定管理者として本来行うべき目的事業であり、自主事業とは異なるもので

ある。そのため、会計処理などは目的事業と自主事業とは明確に区分するものとする。 

自主事業は、指定管理者が施設の有効活用の観点から、会館内において、空き施設を活用

して施設の設置趣旨に沿った事業を実施するものであり、収益を上げても問題ないが、一般

の利用者の利用を妨げるものであってはならず、また自主事業として区分されるためには、

施設の設置趣旨に沿った活動でなければならない。 

指定管理者が減免団体に指定されている場合、自主事業において減免対象となる事業は、

本市が示す要綱に定められている「コミュニティ活動の振興に関する事業のため使用する

とき」に限定されることに留意すること。 

 


