
１．施設の概要

２．料金体系

大ホール　（午前 21,800円、午後 43,500円、夜間 65,900円）
南ホール　（午前 21,100円、午後 25,900円、夜間 31,700円）
会議室[18人部屋]　（午前 1,800円、午後 2,200円、夜間 2,700円)
駐車場　（１時間 400円）

公の施設基本情報

大阪府立労働センター条例

労働組合の健全な発展並びに労働者の教養の向上及び福祉の増進に資する集会、催物等の場を提
供する。

昭和５３年１０月１日
（南館：平成元年４月１日）

開設年月日
（改築・移転等年月日）

根拠条例名

条例等に規定された設置目的

施設名（愛称）
担当部・課
　・グループ

商工労働部　雇用推進室
労政課　労働福祉グループ

２，９０２　㎡　（大阪府）
（南館は含まない。）

地上１１階・地下３階（鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造）の地上１～３階、５～７階、１０階、地下１～３階部分
南館：地上12階・地下1階・搭屋1階（鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造）の地上５・７・１０階部分

１５，８８５㎡　（大阪府）
（南館：１，３２０㎡（りそな銀行））

大阪府立労働センター
　（エル・おおさか）

〒５４０－００３１　大阪市中央区北浜東３番１４号
℡　０６－６９４２－０００１
（南館：大阪市中央区石町2丁目5番3号)

所在地等

敷地面積（敷地所有者）

建物規模（施設構造）

近傍類似施設の料金を勘案して設定

料金区分

延床面積（建物所有者）

ホール･会議室等貸館、大阪労働大学講座、展示事業、JOBカフェOSAKA事業、
大阪府若者サポートステーション事業、若者就労自立支援センター事業　等

[平成20年度］
（会議室）　58.5％　　うち南ﾎｰﾙ 　60.4％　　（ホール）　44.0％　　（宴会場）　28.7％
※宴会場は開館日数、その他は総利用区分数を分母としている

平成１８年７月１日～平成２３年３月３１日

開館日：１月４日～１２月２８日　・　開館時間：午前９時～午後９時

大ホール　（801名・１）、南ホール（216名・１）
会議室（200名～18名：計17）、視聴覚室（108名・1）、
研修室（72名～21名：計4）、講師控室（4名・3）、
講習室（75名～30名：計8）、駐車場（66台）　　等

主な施設内容

指定管理期間

利用料金制

主な料金

料金水準の考え方

（一般財源）　　16.32億円　　　　　　　（起債）　　36.4　　　億円
（国庫補助金）　　　　　　億円　　  　　（その他）　　　　　　　億円　　　　　　　　　〔合計〕　52.72　億円

指定管理者による管理
（指定管理者名） 　 共同事業体エル・プラン （構成員：(財)大阪労働協会、大林ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ(株)）

施設で実施している主な事業

導入済 ：平成１１年４月１日より

施設建設時の財源内訳

管理運営形態

開館日・開館時間

目的による利用者の区分　   あり
目的内利用者：設置目的のための利用
料金の額：目的外利用者は、目的内利用者の２倍

利用者数（過去5年間） ⑯783,728人　　⑰727,869 人　　⑱822,172人　　⑲847,311人　　⑳888,068人

施設運営に関する指標（稼働
率、利用率等）



３．.主な代替・類似施設

４．施設運営に係る収支（委託等施設）※平成１７年度までは管理委託（利用料金制）、平成１８年度より指定管理者制度を導入
　大阪府の収支 （千円）
区分

府収入 施設使用料 府収入 施設使用料
行政財産目的外使用料 行政財産目的外使用料

雑入 雑入

合計 合計

法人 管理運営 施設管理費 管理運営委託料

委託料 人件費 補助金・委託料

補助金・委託料 小計

補助金・委託料

小計

直接 その他 直接 その他

合計 合計

府支出－府収入 府支出－府収入

府支出 補修費 府支出 補修費
※ 補修費は建物全体に係るものである。

　施設の管理運営を受託等している法人の収支 　 　 　 （千円）
区分 区分
法人収入 施設使用料 施設使用料

管理運営委託料 管理運営委託料

補助金・委託料 補助金・委託料

その他 自主事業収入
その他
小計
補助金・委託料

その他
小計

合計 合計
法人支出 施設管理費 施設維持費

人件費 人件費
事業費 その他
その他 小計

事業費
その他
小計

合計 合計

５．施設職員数 (人）

６．利用者の満足度調査

対象者数 １５８人

調査手法 会議室等の利用者(主催者)を対象にしたアンケートを実施

調査結果
①受付の対応について、「満足」「やや満足」を合せて９６．１％の回答
②施設利用で不便を感じたこと、「無い」「ほとんど無い｣が７１．０％の回答

非常勤職員数 ０人(平成20年度）

あり 実施時期 平成21年2月27日～3月27日調査実施

その他
法人

330,017

常勤職員数 ５人(平成20年度）

322,196 295,594

322,196 295,594 330,017

268,504
607,867

5,129
75,352 58,417 70,152 63,333

117,529 245,660 234,536 257,098

236,828
150,022 36,021 28,168 28,602 31,676
199,652 法

人
支
出

指定管
理者 管

理
費

1,184 2,641 2,767

206,368 228,496209,639

0 0 0

その
他法
人

329,317 307,854 346,449

57,900

利用者1人あたり府費投入額 17円（平成２０年度決算）

平成１７年度決算 平成1８年度決算 平成１９年度決算 平成２０年度決算 平成２１年度予算

25,380 20,913 43,117 3,554

52,706

44,020 21,227 15,151 15,273 15,151

52,706 52,706 52,706 52,706

52,706 52,706 52,706 52,706

0

  

0

  

0 0

31,000 31,000 31,000

31,479 37,555 37,433 37,555

23,250

8,686 8,229 6,555 6,433 6,555

 

・堺市立勤労者総合福祉センター、東大阪市立勤労市民センター、豊中市立労働会館、吹田市立勤労者会館など市立の８の労働関連施設
がある

平成１７年度決算 区分 平成1８年度決算 平成１９年度決算 平成２０年度決算 平成２１年度予算
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1,159,045

924,747

【特記事項】
　○この施設では、他にJOBカフェOSAKA事業、大阪労働大学講座等の府委託事業を実施
　　　(府委託料)
　　　　⑱決算 106,713千円、⑲決算 115,384千円、⑳決算 73,476千円、(21)予算 22,558千円
　
  ○府支出の直接（その他）の欄は労働センター南館のホール等賃借料52,706千円
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0
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6,521 14,587 17,176

法
人
収
入

234,298 264,942 277,963
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336,966

28,325 51,310
339,777



＜労働センター>

１．これまでの主な管理運営の取組み

（指定管理者に対する点検）
２．点検内容

①条例･規則を踏まえ、管理運営要綱を定め、公平･公正な施設利用を実施した。
②従来、毎日1回であった空室情報の更新回数を毎日3～4回とした。
③職業病･労安法に係る罹病者団体の利用料金の軽減を実施した。

３．外部評価委員会を設置している施設について、評価概要

平等利用
が確保され
るよう適切
な管理を行
うための方
策

施設の設置目的及び管理運
営方針

②地域への貢献と地域社会との関わり
②街路灯の電気代を負担するなど、地域社会への関わりを継続した。
　 施設内にAED（自動体外式除細動器）を設置した。

施設の維持管理の内容、適格
性及び実現の程度

①万全な防災、危機管理体制を構築する

①社会貢献活動、法令遵守に取組む ①消防法･ビル管理法等各種法令を遵守し、利用者生命の安全と適正な利用環境を維持した。

③利用しやすい施設運営を実施する
③申込受付時間を延長し、開館日数を増やすなどの対応を実施した。
　 毎月初めの利用予約開始初日の受付方法を先着順から抽選方式へ改めた。

平等な利用を図るための具体
的手法及び期待される効果

①公平で公正な施設貸与を行なう
②HPによる空室情報の更新回数を増やす
③高齢者･障害者等に対して利用援助を実施する

④屋上緑化を実施し、清掃時には極力中性洗剤を利用し、塗料使用時には有機溶剤ではなく水溶
性塗料を使用した。

⑤母子家庭等就業･自立支援ｾﾝﾀｰ及び障害者就
業･生活支援ｾﾝﾀｰを活用し、法人において雇用を
実施する

⑤母子家庭等就業･自立支援ｾﾝﾀｰ及び障害者就業･生活支援ｾﾝﾀｰを活用して、法人において雇
用を実施した。

⑥知的障がい者の現場での雇用を実施する ⑥知的障がい者の現場での雇用を実施した。

指定管理者点検調書

その他管理
に際して必
要な事項

府施策との整合
　・府・公益事業協力等
　・行政の福祉化
　・府民、ＮＰＯとの協働
　・環境問題への取組み

①府が実施する事業等への協力

①大阪府が行なっているESCO事業の運営に協力した。
　 環境問題への取組みとして、ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを実施するとともに、屋上緑化を実施した。
　 財政再建プログラム案に基づき、運営の一層の効率化を実現するため、利用者の掘り起こしや
更なる経費の節減などの取り組みを行った。

②管理運営業務・自主事業の実施に際してボラン
ティア･NPO等と協働

②社団法人と共催して、講演会等を実施した。
　 ｷｯｽﾞﾙｰﾑをNPOの協力を得て運営した。

③施設運営やサービス向上。事業の企画などへの
府民・ボランティア・NPO等が参加

③自主事業として行なっているランチたいむコンサートの出演者にはNPO等の協力を得るとともに
運営スタッフにはボランティアの協力を得て実施した。

④屋上緑化の実施や清掃時の中性洗剤使用など
環境負荷の低減を図る

取組内容

・レッスンスタジオ（プチ・エル）などを新たに整備し、また、自主事業の充実により、収入増加を図った
・営業活動やHPのリニューアル、メルマガの発刊など利用促進やリピーター確保に努めた
・維持管理経費の削減や電気料金の契約基本料金の見直しなどでコスト低減を行なった
・HPでの空室情報の更新回数を増やし、受付時間の延長や開館日数を増やすなど利用しやすい環境づくりを行なった
・維持補修工事のほか、施設の利便性や快適性向上のために、改修･修繕(会議室LAN工事、1階玄関ホールと喫茶のﾘﾆｭｰｱﾙ工事、ホール楽屋のﾘﾌﾚｯｼｭ工事、会議室のブラインド取
替など）を行ない、貸出備品(DVDﾃﾞｯｷ、ﾊﾟｿｺﾝ、ﾜｲｱﾚｽ設備等)の充実を行った。

方　針 項　目 具体的提案 実施状況

施設の効
用を 大限
発揮するた
めの方策

利用者の増加を図るための具
体的手法及び期待される効果

①利用しやすい料金体系、時間区分を導入する ①利用当日空きがあれば、利用前後1時間を延長可能とした(ホール）。
   利用前後1時間は、準備・後片付けの時間として提供した(集会室)。

②利用促進活動(営業)を実施する ②新規利用者やﾎｰﾙ利用者を中心に訪問活動を行なうなどﾘﾋﾟｰﾀｰへの定着を図った。
　 また。 近利用のない団体や労働関係の団体・ｾﾝﾀｰ近隣の団体などへも訪問活動を行い、利用
開拓を行った。
　 紙媒体による広報以外に、ＨＰやメルマガによる情報発信を行い、利用促進・定着に努めた。

③演劇団体、音楽団体等と連携する ③劇団･楽団と連携し、常設小屋的利用を図るため、引き続き交渉を行なう。
④運営アドバイザーを確保する ④運営アドバイザーを確保し、自主事業の企画並びにホールや指定管理者が新たに整備したレッ

スンスタジオ(ﾌﾟﾁ･ｴﾙ)の利用促進を行なった。
⑤友の会制度を導入する ⑤友の会制度を導入し、メルマガにより各種情報を提供するなどリピーター確保を図った。

サービスの向上を図るための
具体的手法及び期待される効
果

①利用者ニーズを把握し、管理運営へ反映させる ①利用者満足度調査の実施や窓口での要望等から、ニーズの把握を行なった。
　 それらのニーズに応えるため、会議室へのインターネット回線の導入・貸出備品の充実・集会室
の音響設備更新などを行なった。

②アメニティ豊かな空間を創出する ②１階玄関ホールの天井･壁面や照明のリニューアル並びに喫茶、レストランをリニューアルし、明
るく快適な空間の創出を図った。

①防火管理有資格者の複数人配置並びに消火訓練･避難誘導訓練を定期的に実施し、防災･危機
管理に関する体制の維持･向上と、意識等の向上を図った。
　 施設内にAEDを設置し、職員に救急法講習を受講させ、AEDを用いた救急法を取得し、万一の際
にも迅速に対応できる体制作りを行なった。

②安全で安心して快適に利用できる施設の維持
②指定管理者の構成員である大林ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱が管理する大林ビルの群管理センターに接続す
ることで、警備や設備機器監視の24時間化を行なった。

③修繕計画を作成・提案するとともに、指定管理者
による修繕を実施する

③施設の現状調査を行ない、その調査結果を基に、今後の計画的な修繕工事の実施･検討を行な
う資料として「修繕計画書｣を作成した。
　 施設の長寿命化及び修繕工事では実現できない機能維持、利便性・快適性の向上のための検
討資料として「リニューアル計画｣を作成、提案した。
　 年間約1000万円の修繕工事を実施し、施設の利便性・快適性の向上を図った。

④施設･設備の改修･整備についての提案 ④地下1階旧厨房をレッスンスタジオ(プチ･エル）に、2階旧レストランをセミナールームにそれぞれ
改修し、収入増加を図った。
　 1階喫茶をｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪの要素を取り入れてリニューアルし、玄関ホールのリニューアルと併せ、全
体的に明るく、快適な空間を創出した。
　 ｷｯｽﾞﾙｰﾑの新設や会議室のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用を可能とした。

⑤維持管理コストや利用の効率性を考えた効果的
な運営

⑤維持管理コストを低減し、電気･空調等をきめ細かく管理することで、電気料金の契約基本料の見
直しを行なうなど、効率的で効果的な維持管理を図った。
　 深夜･早朝の入退館を電磁錠による管理システムの導入により警備コストの削減を図った。

③ｻｰﾋﾞｽ向上を図るための職員研修を実施する ③接遇研修や個人情報保護研修を実施した。

管理に係る
経費の縮
減に関する
方策

施設の管理運営に係る経費、
納付金等の内容

①府へ毎年31000千円を納付 ①18～20年度ともに提案どおり納付した。

②上記を実現するために自主事業等による収入増
加を図るとともに経費の節減を行なう

②地下1階旧厨房をﾚｯｽﾝｽﾀｼﾞｵ(ﾌﾟﾁ･ｴﾙ）に、2階旧レストランをｾﾐﾅｰﾙｰﾑにそれぞれ改修し、収入
増加を図った。
　 セミナー等の自主事業の充実を図り、収入増加を図った。
　 維持管理コストを低減し、電気･空調等をきめ細かく管理することで、契約基本料の見直しを行な
うなど、経費の節減を図った。

適正な管理
業務の遂
行を図るこ
とができる
能力及び財
政基盤に関
する事項

収支計画の内容、適格性及び
実現の程度

安定的な運営が可能となる財
政的基盤

①収支計画の達成により、収支の黒字計上を図る ①収支計画どおり黒字計上を達成した。

①効率的で効果的な管理運営を行ない、府への納
付金、施設修繕費を確保しつつ、収支計画書の達
成を図る

①府への納付金を提案どおり納めた。
　 施設修繕を提案どおり実施した。
　 収入は、計画を上回り、収支は黒字計上した。

安定的な運営が可能となる人
的能力

①これまでの管理運営の経験と多くのビル管理業
務を行なっている経験を活かし､事業運営と施設管
理業務を行ない、管理運営の円滑な継続を行なう

①指定管理者の持つ経験とノウハウを活かした管理運営を行ない、円滑な管理運営の継続を行
なった。また、指定管理者としての提案項目の実現によりサービス向上を図った。

②これまでの管理運営時の体制を参考に、業務の
効率化を図りつつ適正な人員配置を行なう

②職員配置計画に基づき適正な人員配置を行なった。

総合

・管理受託時代から培ってきたノウハウと実績を発揮しつつ、指定管理者として、サービスの一層の向上と施設の適切な維持管理に努めており、また、新規施設の整備や自主事業な
ども実施している。
・財政再建プログラム案によるより一層の効率化という府の要請に対しても、これまで以上の収入確保とコスト抑制努力を行い、府への納付金を納め、かつ、21年度に維持補修を追加
して実施予定であり、府への協力とともに効率的・効果的な運営を継続して行っており、今後とも、なお一層の収入確保とコスト抑制に努められたい。

（外部評価
委員会設置
の場合）評
価の概要


