
 

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 淀川区民センター 

②指定管理者名 一般財団法人大阪市コミュニティ協会、社会福祉法人大阪市淀

川区社会福祉協議会グループ（共同体） 

 

当施設は淀川区民センター及び淀川区老人福祉センターが併

設となっている。１階、３階及び４階部分は淀川区民センター

として一般財団法人大阪市コミュニティ協会が管理し、２階部

分は淀川区老人福祉センターとして社会福祉法人大阪市淀川区

社会福祉協議会が管理している。そのため、一般財団法人大阪

市コミュニティ協会及び社会福祉法人大阪市淀川区社会福祉協

議会による共同体を指定管理者としている。 

 

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33年３月31日 

⑤所管課・担当 淀川区役所市民協働課（電話：06-6308-9409） 

 

管理運営業務等の概要 

①業務概要 

・貸館運営業務 

・徴収事務委託契約に基づく使用料徴収及び収納事務 

・施設総合管理業務・各種設備機器点検など 

・コミュニティ育成事業の企画実施に関する業務 

②利用状況の概要 

利用率 ホール：80.7％（平成28年度：76.2％） 

     会議室：69.7％（平成28年度：68.3％） 

     合計：71.0％（平成28年度：69.1％） 

 

※利用率＝室の利用回数÷（室数×開館日数×３）×100 

（小数点以下第２位四捨五入） 

 

利用件数 ホール：  838件（平成28年度：  799件） 

     会議室：5,852件（平成28年度：5,730件） 

合計：6,690件（平成28年度：6,529件） 

内使用料免除：2,978件（平成28年度：2,979件） 

 

利用者数 ホール：131,941人（平成28年度：117,838人） 

     会議室： 98,119人（平成28年度： 95,673人） 

合計：230,060人（平成28年度：213,511人） 

内使用料免除：139,937人（平成28年度：124,021人） 

 

※利用者数は、利用申込書記載人数による。また、利用者数・

利用件数ともに、利用者が同一であっても午前・午後・夜間

の３時間帯を区別して集計する（なお、指定管理者の事業報

告書では「午前午後」というように時間帯が続く予約の場

合、区別せずに集計している） 

 



 

③施設の設置目的・目標

（成果指標） 

大阪市区役所附設会館条例第２条（目的） 

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す

る。 

④年度目標 

指定管理者募集要項より 

年間利用率：60％以上 

利用者満足度：60％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） 

・管理運営方針・手法に沿った施設の維持管理の状況：大阪市

区役所附設会館条例に基づき、適切な管理運営を行ってい

る。 

・平等利用の確保：人権研修・コンプライアンス研修などの職

員研修を計画的に実施し、平等利用の推進に努めている。 

・職員の体制：平成29年度事業計画書に基づき、適切な職員の

配置を行っている。 

・危機管理・安全管理業務等の実施状況：法定点検を確実に実

施しつつ、必要であれば仕様書以上の頻度で点検・調整を行

うなど、適切な管理運営に努めている。 
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） 

・計画に沿った事業実施：平成29年度事業計画書に基づき、適

切な管理運営・事業実施を行っている。 

・サービスの質：授乳スペース・ベビーシートの設置、１階ロ

ビーにおける通信サービス（Wi-Fi）の提供などを行ってい

る。また、平成29年度より新たな施設キャラクターが導入さ

れ、ロビー内に施設キャラクターのパネルを設置した。 

・利用促進のための取組みと効果：空室検索用パソコンの設置

やホームページによる情報提供の実施はもとより、自主事業

の実施にあたっては、可能な限り利用率の低い曜日及び時間

並びに室等を活用するように努め、利用率が高い部屋を一般

利用者が利用しやすくなるように配慮する等、利用の促進に

努めており、利用者数は前年度より3,256人増加し、利用率も

1.9％増加している。 

・利用者満足度の把握・反映状況：常時設置のご意見箱や年２

回実施の利用者アンケート等により、利用者の意見や要望等

を把握し、それを事業計画に反映させることでサービス向上

に努めている。平成29年度の利用者アンケートにおける利用

者満足度（大変満足または満足と回答した人の割合）は90％

を超えていた。しかし、施設の設備に関するご意見等も一定

数みられた。 

・自主事業等の実施状況：各種講習会及びスポーツ大会、並び

によどがわフェスティバル等幅広い分野のイベントを開催

し、区民の交流及び地域コミュニティの活性化に貢献してい

る。また、自主事業の参加者による同好会の立ち上げを支援

している。 
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） 

・他施設・地域との連携状況：こども文化のまつり・伝統文化

いけばなこども教室・おやこまつり・よどがわワンダーラン

ド等の共催事業を実施し、区民の交流機会の増加に貢献して

いる。 

・市民・ＮＰＯとの協働状況：地域で活動する様々な団体が交

流と協働ができる環境の整備として、交流スペースの充実と

市民活動ＰＲコーナーの活用をはかり、市民の自主的なコミ

ュニティ活動を支援している。 



 

２ 市費の縮減効果（収支状況） 

① 収入・支出状況 

使用料収入 11,060千円（平成28年度：8,086千円） 

 

収入  業務代行料：30,468千円（平成28年度：30,468千円） 

自主事業収入： 8,925千円（平成28年度： 9,171千円） 

その他収入：    32千円（平成28年度：  40千円） 

合計：39,393千円（平成28年度：39,679千円） 

 

支出 管理業務経費：30,468千円（平成28年度：30,468千円） 

自主事業経費： 7,643千円（平成28年度： 7,882千円） 

合計：38,111千円（平成28年度：38,350千円） 

 

収支差額： 1,282千円（平成28年度： 1,330千円） 

 

※千円未満四捨五入 

②市費縮減に係る取組み状

況 

・不使用時の消灯の徹底や冷暖房機の適正使用等による光熱水

費の節減に取り組んでいる。 

・施設や機器の日常点検・異常や不調の早期発見・簡単な修繕

等については、職員が行っている。 

・電力契約業者の変更及び館内の電灯のLED化を進めることによ

り、光熱水費の削減に貢献している。 

 

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 

・環境への配慮：ごみの分別回収やリサイクルに積極的に取組

んでいる。 

 

・就職困難者の雇用への取組み：障がい者の法定雇用率を達成

している。 

 

・個人情報保護に関する取り組み：個人情報保護規則を策定

し、万が一の事故発生時における緊急連絡網を作成してい

る。 

 

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 
・新たな施設キャラクターの導入 

・自主事業参加者による同好会の形成 

②上記についての成果や望

まれる対応等 

平成29年度については、新たな特色ある事業展開への取組みと

して、新しい施設キャラクターを導入したことは大いに評価で

きる。利用者からも好評を得ていることから、次年度以降は施

設キャラクターを活かした事業にも取り組まれたい。 

自主事業の参加者によって同好会が形成されたことは評価でき

る。これにより、利用率の向上や使用料収入の増加も見込まれ

るので、引き続き新たな同好会の形成に向けて支援されたい。 

 



 

◎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 

・新しい施設キャラクターの導入により、利用者にとって

区民センターをより身近に感じることに貢献した点につ

いては大いに評価できる。施設内にキャラクターのパネ

ルを掲出し、施設キャラクターとして区民へ浸透させよ

うという積極的な姿勢が見られ、利用者からも好評を得

ていることから、今後は施設キャラクターを活かした新

たな自主事業に積極的に取組まれたい。 

・利用者にとってわかりやすい館内案内、授乳スペース・

ベビーシートの設置、空室検索用パソコンや通信サービ

ス（Wi-Fi）の設置等、快適に会館を利用できる施設環

境作りに積極的に取り組まれていた点について評価でき

る。 

・自主事業の実施にあたっては、可能な限り利用率の低い

曜日及び時間並びに室等を活用するように努め、一般利

用者の利用機会の向上に寄与した。その結果、平成29年

度の区民センターの利用率は前年度よりも＋1.9％増の

71.0％となり、目標を達成したことは評価したい。 

・自主事業の参加者による同好会（2団体）が新たに立ち

上がり、それらの同好会が活動の拠点として区民センタ

ーを利用することで利用者数の増加に貢献した。今後も

同好会の立ち上げを支援し、さらなる利用者数の増加に

向けて取組まれたい。 

・老人福祉センターとの共同事業については、前年度の指

摘を受け、一定の改善は見られたが、まだ十分とはいえ

ないため、今後も継続して老人福祉センターとの共同事

業を提案し、実行されたい。 

・年２回実施している利用者アンケートにおいて、利用者

満足度が90％を超えており、指定管理者募集要項で定め

ている目標（60％）を上回っていることは評価できる。

一方、不満であると回答した利用者も１割程度おり、そ

の多くが施設の設備に関する苦情・意見等であった。今

後は施設設備の利用者満足度向上を目指して解決策を提

案し、取組まれたい。 

B 

② 市費の縮減効果に対す

る評価 

・平成30年1月に電力契約業者を変更したことにより、光

熱水費の経費削減に貢献した。また、館内の電灯のLED

化を進めており、光熱水費の削減が期待できる。 

・消灯の徹底や冷暖房機の適正使用により、経費削減に取

り組んでいる。 

・施設機器の点検および簡易な施設修繕を自らが行うこと

で、施設整備費の削減に努めている点は評価できる。次

年度以降も継続して市費の縮減に向けて取組まれたい。 

B 

③社会的責任・市の施策と

の整合等に対する評価 

・個人情報保護規定や緊急連絡網等の整備を行い、個人情

報の漏洩事故防止および発生時の体制整備に努めていた

点は評価できる。 

・障がい者の法定雇用率を達成しており、人権研修及びコ

B 



 

ンプライアンス研修の実施等、社会的責任を達成してい

る。 

 

④総合評価 

・自主事業において利用率の低い曜日及び時間並びに室等

を活用することで、利用者数の増加に貢献したことは高

く評価できる。 

・指定管理者募集要項において目標として定められている

「利用率60％及び利用者満足度60％」を両方達成してお

り、今後の取組に期待したい。しかし、利用者より施設

の設備に関する苦情・意見等が散見されるので、今後は

施設設備の利用者満足度向上を目指して解決策を提案

し、取り組まれたい。 

・市費縮減および社会的責任達成に向けた取組みは着実に

推進され、一定の効果が現れていた。 

・新たな施設キャラクターの導入については、利用者から

も好評を得ており、施設キャラクターを活かした新しい

取組を積極的に行われたい。 

・今後は、貸館運営業務だけでなく「コミュニティ活動の

振興」目的を十分理解した上で、多様化する住民ニーズ

把握や積極的なさらなる新規利用者層の拡大等、指定管

理者としてより主体的な取り組みを展開することを望

む。 

B 



 

２ 外部専門家等の意見 

・新しい施設キャラクターについては、大阪市コミュニティ協会淀川区支部協議会のホームペ

ージ上に掲載するだけではなく、淀川区民センターのホームページ上にも掲載し、淀川区民

センターの施設キャラクターであること区民にアピールするよう努められたい。 

・利用者アンケートにおいて利用者満足度が高いことは評価できるが、トイレ等備品や設備に

おいて不満だと答えた利用者も一定数いることから、備品や設備においても利用者からより

高い満足度が得られるよう尽力されたい。 

・電力契約業者を変更したことにより、光熱水費の経費削減に繋がったことは評価できる。 

・老人福祉センターと一体管理である意義を再度認識し、これまで以上に協力・連携すること

により、共同体ならではの相乗効果をさらに生み出すよう努められたい。 

 

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 

・新しい施設キャラクターの導入により、利用者にとって

区民センターをより身近に感じてもらおうという姿勢が

見られたことは評価できる。しかし、淀川区民センター

のホームページ上に施設キャラクターとして掲載されて

いなかった。今後は区民への施設キャラクターの浸透を

進めるために、淀川区民センターのホームページ上に当

キャラクターを掲載することはもちろん、キャラクター

を活かした新たな自主事業に積極的に取組まれることを

望む。 

・利用者にとってわかりやすい館内案内、授乳スペース・

ベビーシートの設置、空室検索用パソコンや通信サービ

ス（Wi-Fi）の設置等、快適に会館を利用できる施設環

境作りに積極的に取り組まれていた点について評価でき

る。 

・自主事業の実施にあたって、可能な限り利用率の低い曜

日及び時間並びに室等を活用するように努めたことによ

り、一般利用者の利用機会の向上に寄与した結果、利用

率が増加したことは評価したい。 

・今後も自主事業の参加者による同好会の立ち上げを支援

し、活動の拠点として区民センターを利用する機会を増

やすことで、更なる利用率の向上を目指して尽力された

い。 

・老人福祉センターとの共同事業については、前年度の指

摘を受け、一定の改善は見られた。しかし、まだ十分と

はいえないため、老人福祉センターと一体管理である意

義を再度認識し、これまで以上に協力・連携することに

より、共同体ならではの相乗効果をさらに生み出すよう

努められたい。 

・利用者アンケートにおいて、利用者満足度が90％を超え

ており、指定管理者募集要項で定めている目標を上回っ

ていることは評価できる。一方、不満であると回答した

利用者も１割程度おり、その多くが施設の設備に関する

苦情・意見等であった。特に経年劣化によるトイレの衛

生状況へのご意見が目立ったことから、今後はトイレを

中心とした施設設備の利用者満足度向上を目指して解決

策を提案し、取組まれたい。 

B 



 

② 市費の縮減効果に対す

る評価 

・平成30年1月に電力契約業者を変更したことにより、光

熱水費の経費削減に貢献した。また、館内の電灯のLED

化を進めており、光熱水費の削減が期待できる。 

・消灯の徹底や冷暖房機の適正使用により、経費削減に取

り組んでいる。 

・施設機器の点検および簡易な施設修繕を自らが行うこと

で、施設整備費の削減に努めている点は評価できる。次

年度以降も継続して市費の縮減に向けて取組まれたい。 

B 

③ 社会的責任・市の施策

との整合等に対する評

価 

・個人情報保護規定や緊急連絡網等の整備を行い、個人情

報の漏洩事故防止および発生時の体制整備に努めていた

点は評価できる。 

・障がい者の法定雇用率を達成しており、人権研修及びコ

ンプライアンス研修の実施等、社会的責任を達成してい

る。 

B 

④ 総合評価 

・利用者数の増加を目指し、自主事業において利用率の低

い曜日及び時間並びに室等を活用することで、利用者数

の増加に貢献したことは高く評価できる。 

・新たな施設キャラクターの導入については評価できるの

で、今後は区民センターホームページに施設キャラクタ

ーを掲載のうえ、それを活かした新しい取組みを積極的

に行われたい。 

・指定管理者募集要項において定められた利用率及び利用

満足度の目標は両方達成しているが、利用者より施設の

設備に関する苦情・意見等が散見されるので、今後は施

設設備の利用者満足度向上を目指して解決策を提案し、

取り組まれたい。 

・電力契約業者の変更及び館内電灯のLED化により、市費

縮減および社会的責任達成に向けた取組みは着実に推進

され、一定の効果が現れていた。 

・今後は、貸館運営業務だけでなく「コミュニティ活動の

振興」目的を十分理解した上で、多様化する住民ニーズ

把握や積極的なさらなる新規利用者層の拡大等、指定管

理者としてより主体的な取組みを展開することを望む。 

B 

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 


