
■枚方市市民会館 指定管理者管理運営評価表（令和元年度実績） 

公の施設の名称等 

名 称 枚方市市民会館 

業務内容 

施設の管理業務（①施設の保守管理業務、②清掃・警備・舞台操作等の業

務等） 

施設の運営業務（①施設・設備・備品等の貸出業務、②施設利用や設備操

作等に関する相談・業務案内等） 

所在地 枚方市岡東町 8番 33号 

設置目的 

文化の発展、教養の向上、福祉の増進等を図るため、本

市に市民会館を設置する。 

※枚方市市民会館条例第 1条 

指定管理者 公の施設の所管部署 指定管理期間 

名 称 株式会社ケイミックスパブリックビジネス 観光にぎわい部 文化生涯学

習課 

平成 29年 4月 1日から令和 2年 3月 31日 

（2017年 4月 1日～2020年 3月 31日） 所在地 東京都港区虎ノ門二丁目 2番 5号 

 

評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

【施設の経営方針に関する事項】 

1 施設の現状に対する考え方及び将来展望 

施設の設置目的等
を踏まえた現状認
識並びに今後の方
向性が明確に提案
されている 

本施設は、利用率は高いものの、老朽化が進んで
いる。ソフト面とハード面の両面に精通している
弊社の強みを活かし、継続的な経営努力で利用者
を維持向上させ、未来へ文化をつないでいく。 

弊社が管理運営する同様の課題を抱
えた類似施設の管理運営経験を元
に、極力利用者の要望に応え、「古
い」「設備が無い」を言い訳にせず、創
意工夫を行い改善とサービス向上に
努めている。（ソファ－の移動やブライ
ンドの修繕や 3F会議室の改修など） 

４ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

②施設運営に関する計画 

業務繁忙時にも対
応できるよう、施
設に必要な従事者
を適正に配置する
とともに、利用者
へのサービスに支
障なく対応できる
人員体制について
分野別に具体的な
配置が提案されて
いる 

弊社の経験と実績に基づき、パート雇用等を以
て、柔軟に利用に応じた対応が可能な体制を提
示。各分野に責任者を置き、館長・副館長がすべ
ての業務を集約する配置とする。 

計画通りの組織体制と指揮命令系統
を構築して、人員を配置している。 
大ホ－ル備品貸し出し・小ホ－ル見学
にも迅速に対応できるよう担当者を配
置している。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

利用者サービス向
上の観点から、大･
小ホールの運営に
付随する業務サー
ビス及び本施設の
設置目的等を踏ま
えた物品販売や新
たな備品の貸出な
ど事務所サービス
が提案されている 

現在のサービスをより使いやすい形式にする他、
類似施設の経験を踏まえ、利用者目線での物品販
売や貸出サービスを提示。実費で手配を代行する
ワンストップサービスも実施。 

計画通りワンストップサービスをはじ
め、利用者の目線に立った各種サー
ビスを展開している。特にプロジェクタ
－2 台の貸し出しや課金型コピ－機
の設置などは、好評を頂戴している。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

大･小ホールの運営
に付随するイベン
トチケットの販売
について、販売促
進に繋がる提案
や、利用者サービ
スが向上される具
体的な提案がされ
ている 

イベントチケット販売促進、広報協力などの各種
利用者支援策を提示。 

新たな販売促進策として、大ホ－ル廃
止後は、大ホ－ル正面サイドに設置し
ている掲載スペ－スを見直し、枚方市
や文化国際財団の催しを積極的に掲
載している。また、デジタルサイネ－ジ
やホームページ、フェイスブック等でも
継続的にイベント情報を提供し、販売
促進に努めた。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

本施設の設置趣旨
を踏まえ「本館」
施設を活用した文
化芸術の振興や地
域活性化等、本館
の利用率の向上に
つながる自主事業
が提案されている 

本館活性化を目的に、利用率の低い施設の機能を
活かした自主事業を年間 4事業以上実施。 

利用率の低い本館施設を利用するこ
とを念頭に、料理室と小ホ－ルにおい
て各 2 本企画し、参加者から好評を
いただいた。(ただし、3 月に予定して
いた「アニメソングとゲ－ム音楽ライ
ブ」は、新型コロナウィルス感染拡大
防止を理由として、中止とした。)  

３ 

利用率の低い施設を利
用して自主事業を行っ
ており、事業内容につ
いても積極的な姿勢が
見られた。 ３ 

利用者に対する接
遇対応向上につい
て、具体的に提案
されている 

平等利用を徹底するためのマニュアルを整備し、
接遇マナー向上のため、委託先も含めた研修を実
施する。 

類似施設の管理運営経験を活かした
マニュアルを整備し活用している。 
また、2019 年７月 16 日に講師を招い
た研修や早朝のミ－ティングにて、接
遇研修を実施した。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

利用者が安全に利
用できるよう施設
内で発生するトラ
ブルへの対応方法
等について提案さ
れている 

安全に利用できるよう事前説明の手法を提示。ま
た、苦情やトラブルの防止策、対応方法のマニュ
アル整備、事後管理を徹底する手法を提示。 

類似施設の管理運営経験を活かした
マニュアルを整備し活用いる。 
利用者からのご意見は、朝礼等で必
ず共有化を図り、再発防止を図るとと
もに、サービス向上委員会を設置し、
サービス向上に特化した会議を定期
的に実施している。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

利用者等の安全・
秩序維持のための
適切な対応方法等
について提案され
ている 

施設利用上の事故・事件防止のため、利用者の安
全意識、ルール遵守の向上を図る事前説明の手法
を提示。 

施設申し込み時に当館の特性や禁止
事項を丁寧に説明し、利用者にご理
解を頂いている。 
また、利用目的によっては、レジュメを
作成し、事前会議を行うなど関係ス
タッフや利用者に注意喚起を行いな
がら、安全運営を提示している。 

４ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

利用者サービス向
上の観点からセル
フモニタリングの
計画を提案すると
ともに、利用者に
対するアンケート
について、具体的
に提案されている 

利用者・市民の意見の収集方法とそれらを反映す
るための手法を提示。 
市民の意見を取り入れながら、自己評価を行う
PDSA サイクルを導入。類似施設間の情報の水平展
開と独自の内部監査も実施する。 

ご意見箱、利用者アンケ－ト、ホ－ム
ページ等で収集した意見を、朝礼や
サービス向上委員会等で情報共有す
るとともに改善策を議論し、実践した。 
定期的に行っている全国の類似施設
の館長が集まる館長会議で、他館で
の事例等を水平展開し、活用してい
る。今年度も内部監査、個人情報監
査、業務監査を実施し、指摘事項に
ついては速やかに改善した。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

【施設の管理に関する事項】 

関係法令及び本市
条例・規則を遵守
し、施設の設置目
的に沿った管理運
営計画が提案され
ている 

法令・業務仕様書に基づき、利用状況と照らし合
わせ、利用を妨げない維持管理計画を立てて、確
実に履行する。 

法令・仕様書に基づき、また、利用状
況を妨げない、定期点検実施計画を
策定し、計画に基づいて定期点検を
行った。老朽化している施設でもある
ため、創意工夫をしながら履行した。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

建築設備全般に係
る点検・保守を適
切に実施し、機能
保全・利用者への
安全、快適な環境
が提案されている 

業務経験上のポイントをおさえた維持管理業務を
行うことで、安全で快適な空間を利用者に提供す
る。 

類似施設の管理運営経験を活かし、
本施設の特性を踏まえた維持管理業
務に努めた。小ホ－ルの共有通路の
天井異常についても、安全性につい
て最大限配慮した。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

施設内で生じた廃
枚方市の条例・市の手引きに則り、かつ、経験に 今年度についても適正に廃棄物処理

３ 
事業計画に基づき、適 ３ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

棄物の適切な一時
保管、搬出・処理
の提案がされてい
る 

基づいたポイントをおさえた廃棄物処理を行う。 を実施した。産業廃棄物管理票も適
切に管理している。 

切な管理・運営を行っ
ている。 

備品管理にあた
り、管理簿の整備
並びに責任所在に
ついて提案されて
いる 

台帳の整備を行い、管理責任の所在を明確にする
ことで、計画的な補修、無駄のない消耗品購入を
行う 

備品管理台帳の責任者を施設管理係
長に任命し、専任者による棚卸を毎年
実施している。今年度は、グランドピア
ノ（ヤマハ C７）の寄贈を受け入れし、
安全な維持管理を行っている。 

４ 

寄贈品の受入れ等にか
かる事務手続きも迅速
に対応され、事業計画
に基づき、適切な管
理・運営を行ってい
る。 

３ 

業務仕様書の規定
に従い、資格を必
要とする業務に有
資格者を配置する
など適正な人員配
置が提案されてい
る 

業務仕様書に示されている資格者の対象を明示し
選任・配備を確実に行う。 

適正に配備している。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

公正採用への対応
として、大阪府公
正採用選考人権啓
発推進員設置要
綱、又は大阪労働
局公正採用選考人
権啓発推進員設置
要綱に基づき、
「公正採用選考人
権啓発推進員」を
設置している 

本社管理本部人事部に「公正採用選考人権啓発推
進員」を設置し、公正な職員採用選考を行ってい
る。 

適正に行っている。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

全ての従事者が人
権について正しい
認識を持って業務
を遂行できるよう
人権研修について
提案されている 

職員には入社時及び年 1 回以上、基本的人権につ
いての研修を行う。市関連団体主催のセミナー等
にも参加する。 

入社時と、人権政策室からお借りした
DVD を用いて全てのスタッフに研修
を行っております。また、今年度開催
された枚方市 講座 「生きること」を受
講し、館内で共有化を行っている。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

障害者法定雇用率
が達成されている

現段階で未達成だが、現在、雇用率達成に向けて
対策を取っている。類似施設での採用事例も多い

本施設での採用はないが、弊社全体
での障害者雇用率は 2.6％となってお ４ 

本施設での採用はない
ものの、会社全体での

３ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

（申請段階で未達
成の場合は、本施
設における雇用を
はじめ雇用率が達
成できるよう提案
されている） 
 

ことから、本施設でも条件が合えば採用を検討す
る。 

り、法定雇用率を超えている。 雇用率を達成されてい
るため、事業計画に基
づき、適切な管理・運
営を行っているものと
評価する。 

男女雇用機会均等
法に基づくセク
シャル・ハラスメ
ント防止対策につ
いて提案されてい
る 

セクシャル・ハラスメントについては、本社管理
本部人事部長が直接の相談窓口となっており、対
処のフローが整備されている。 

本社に窓口を設置し、相談を受け付
けている。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

【情報公開及び個人情報保護の措置に関する事項】 

枚方市情報公開条
例の目的等を踏ま
え、管理運営事業
で保有する情報の
公開に関する対応
が明確に示されて
いる 

枚方市情報公開条例に基づき、施設における情報
公開についての規程と手順を整備し、対応する。 

条例に基づいた情報公開規定と手順
を整備し、対応している。 
また、市に対して直接実施された情報
公開請求に関しても条例に則った対
応を行っている。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

枚方市個人情報保
護条例の目的等を
踏まえ、個人情報
の保護に関する必
要な措置について
明確に示されてい
る 

枚方市個人情報保護条例を踏まえ、かつ第三者機
関（P マーク）に認定を受けている手法で、個人情
報保護の体制を整備する。 

P マ－クの認定を受け、個人情報保
護方針を表示し、且つ個人情報保護
の体制を整備し、継続的に管理して
いる。 ４ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

【緊急時における対策に関する事項】 

緊急時・防犯・防
災対策の危機管理
マニュアル作成等
提案されている 

危機管理に係る各種マニュアルを整備するほか、
日常業務のマニュアルにも危機管理を反映する。 

類似施設の管理運営経験を活かした
マニュアルを作成し活用している。ま
た、日々のミ－ティング等でも意識向
上、注意喚起を継続的に行っている。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 ３ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

緊急事態発生時又
は発生が予測され
る場合における常
時連絡可能な体
制・方策が提案さ
れている 

緊急連絡網、事態に応じた連絡体制フローの整備
により緊急事態に対応する。責任者（館長・関西
支店長）は、携帯電話による 24 時間対応可能な体
制とし、警備・設備関連部門の委託先は 24 時間緊
急出動体制が整った企業とする。 

緊急連絡網、緊急時対応フローを整
備し、緊急時対応できる体制を整えて
いる。 
また、委託先へ 24 時間連絡を取るこ
とができ、緊急時に対応できる体制を
構築している。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 

３ 

構成員間（本支社
間含む）、市との
間におけるリスク
分担に対する考え
方が明確に示さ
れ、かつ考え方に
対応した分担内容
となっている 

緊急時に向けては弊社主体で消防計画を立案し、自
衛消防隊の結成など、同居団体・委託先を含めた施
設内の役割分担を明示する。社内においては、施設
と本社（関西支店）の業務分担を行い、責任の所在
を明確にする。 

緊急連絡網、緊急時対応フローを整
備し、緊急時対応できる体制を整えて
いる。また、今年度も同居団体・委託
先を含めた消防訓練を実施した。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 
また、市の新型コロナ
ウィルス感染症拡大防
止にかかる対応につい
て市と連携のもと迅速
に対応された。 

４ 

【その他】 

利用者サービスを
維持・向上させる
具体的な取り組み
について提案され
ている 

体系的な研修制度、類似施設間の情報の水平展
開、内部監査などにより、サービスレベルの維持
向上を図る。 

今年度も、本施設で計画した研修や
公文協のア－トマネジメント研修、館
長会議、他館で実施された避難訓
練、内部監査等で得られた情報を共
有し、本施設にフィードバックすること
で常にサービスレベルの向上を図っ
ている。 ３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 
運営スタッフは、人権
研修・ＡＥＤ普通救命
講習会に参加する他、
個人情報取扱に関する
書面掲示・配布を行
い、個人情報を含む書
類は施錠できるキャビ
ネットで保管するなど
個人情報の保護に努め
ている。 

３ 

環境に配慮した管
理運営を目指し、
ごみの削減、省エ
ネルギー等具体的
に提案されている 

ビル管理優良事業者、ISO14001 認証を受けている
企業として、廃棄物削減、リサイクル推進、グ
リーン購入、エネルギーコスト削減の具体策等を
以て、環境に配慮した管理運営を目指す。 

継続的にこまめな節電や廃棄物の低
減等、日常的に出来ることを確実に実
施し、環境に配慮した管理運営を行っ
ている。 

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。 ３ 

施設の利用促進に
繋がる広報活動等
について具体的な
実施計画が提案さ

営業の概念をもった利用促進策、WEB を活用した広
報活動、営業ツールの整備、施設設備の改善等に
より、施設の利用促進を図る。 

継続的に市民会館のホ－ムペ－ジを
更新し、できる限り新しい情報を提供
することを心掛け、フェイスブックや
SNS を有効的に活用し、利用促進に

３ 

事業計画に基づき、適
切な管理・運営を行っ
ている。新型コロナウィ
ルス感染症の拡大予防に

３ 



評価項目 事業計画の内容（目標） 
一次評価（指定管理者による評価） 二次評価（市による評価） 

実施状況 評価 評価理由 評価 

れている 努めている。新型コロナウィルス感染
症の拡大予防に伴う利用自粛に関す
る周知にも有効に活用している。 

伴う利用自粛に関する周
知についても迅速に対応
された。 

  一次評価（指定管理
者による評価） 

平均点 3.2 
二次評価（市に
よる評価） 

平均点 3 
  

 

一次評価者（指定管理者）所見 

指定管理期間の最終年であることを意識して、これまでに培った経験を活かし、安全でスム－ズな運営と提
案事項の履行を心掛け、利用者様に喜んで頂ける会館運営が行えたと考えています。また、選挙における期
日前投票所としての開放や市主催の防火訓練事業、枚方市認定「にぎわい空間事業」等、できる限りの協力
をさせていただき、地域の一員としてお力添えできたことは大変喜ばしく考えております。指定管理者とし
ては、条例や、施行規則を遵守しながら利用者の安全対策を常に考えながら運営を行ってまいりました。現
在、最後のミッションとして、枚方市の新型コロナウィルス感染症拡大防止策に基づき、利用者様への休業
案内・還付のご案内・自粛のご案内を丁寧に重ね、ご理解をいただいております。最後まで指定管理者とし
て、ご利用者様の安全に最新の注意を払い会館運営を行ってまいります。 

  

総合評価 

二次評価者（施設所
管部署）所見 

本館は建設から約４０年以上が経過し、老朽化が進んでいるとともにエレベーターが未設置の施設です。し
かし、利用者に対する丁寧な説明や、身体の不自由な方には人的対応を行うなど可能な限りサービスの維
持・向上に努められていること、また平成 30 年度に発生した地震影響で大ホールが使用できなくなった後
も、常に利用者目線に立ち、既存の施設設備の中でのサービスの充実を図られていたことを評価します。 

事業計画に則し
た適切な管理運
営を行っている 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


