
（様式５） 令和３年度　指定管理者年度評価シート

１　基本情報

２　管理運営の成果・実績

利用者数 利用者満足度

80%

100.0%

125.0%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

95.8% 99.0% -3.2%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

95.2% 92.3% 2.9%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

95.7% 74.5% 21.2%

　　利用状況（多目的２・会議室）

当年度 前年度 前年度比

　　利用状況（多目的3・会議室）

当年度 前年度 前年度比

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 19,447,431 14,820,255

計画 23,023,809 22,385,070

実績 5,749,610 5,739,460

計画 6,964,500 6,930,000

実績 11,074,504 9,587,160

計画 15,178,800 14,685,200

実績 36,271,545 30,146,875

計画 45,167,109 44,000,270

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 14,218,895 12,801,087

計画 17,020,800 16,916,300

実績 15,654,818 14,935,528

計画 17,512,652 18,395,191

実績 8,910,134 8,051,587

計画 10,623,500 9,859,900

実績 38,783,847 35,788,202

計画 45,156,952 45,171,391

施設名称 大阪市立北スポーツセンター

施設所管課・担当 経済戦略局　スポーツ部　スポーツ施設担当（担当：中村）

条例上の設置目的
スポーツセンターは、市民に体育、レクリエーションなど健康で文化的な各種行事を行う場

所を提供するとともに、体育等の普及振興に寄与することを目的とする。

業務の概要
地域住民にスポーツ・レクリエーションの場や気軽に健康づくりや体力づくりに利用できる

場を提供することにより、スポーツの普及振興を図る。

成果指標 アンケート調査による利用者満足度数値

数値目標 利用者満足度80％以上

指定管理者名

大阪スポーツパートナーズ

・㈱コナミスポーツクラブ

・近鉄ビルサービス㈱

指定期間 平成31年4月1日～令和6年3月31日

評価対象期間 令和3年4月1日～令和４年3月31日

利用料金収入 -1,214,890

4月～5月：緊急事態宣言に伴い臨時休館のため

1月～2月：緊急事態宣言に伴う20時までの時短

となったことにより利用料収入の減少。

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

利用人数

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

稼働率

収入

業務代行料 -3,576,378 精算金分が減額しているため。

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

その他収入

（自主事業収入）
-4,104,296

上記同様、臨時休館及び時短に伴い教室の開催が

延期となったため。

合計 -8,895,564

支出

人件費 -2,801,905
臨時休館及び時短営業により従業員の勤務が削減

されたため。

物件費 -1,857,834
臨時休館及び時短営業により水光熱費使用量が削

減されたため。

その他事業費

（自主事業支出）
-1,713,366

4月～6月までの教室休講により自主事業経費が削

減されたため。

合計 -6,373,105



（様式５） 令和３年度　指定管理者年度評価シート

４　管理運営状況の評価（１次評価）

（１）成果指標の達成

達成率 評価

125.0% S

（２）市費の縮減

評価

（３）管理運営の履行状況

評価

B

B

B

社会的責任・市の施策との整合性 B

５　利用者ニーズ・満足度等

６　外部専門家意見

７　最終評価

評価

S

B

管理運営の履行状況

施設の管理運営

事業計画の実施状況

施設の有効利用

社会的責任・市の施策との整合性

B

施設の設置目的の達成及びサービスの向上

評価項目 特記事項

利用者満足度

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

・物品購入は年間計画に基づき、必要最低数を購入。

・本社一括仕入れによる備品単価の値下げ。

・パソコン使用による、連絡・情報共有により、ペーパーレス

化。

・光熱水使用量の削減への取り組みとして、空調機のON・

OFFの使用状況を管理表に記載し、使用時間と電気代の関連を

確認、かつ風量・温度などを気温、気候に合わせてこまめに調

整。

・タイマーによる照明のＯＮ・ＯＦＦにとらわれず、状況（明

るさ）に応じたON・OFFを実施。

・消耗品等の在庫管理。（月別）

・共用部照明灯の間引き。

B

評価項目 特記事項

成果指標の達成

施設の管理運営

事業計画の実施状況

施設の有効利用

・意見箱を設置して、その意見に対する回答を3日以内に掲示。

 ・利用者アンケートを実施し、その意見を踏まえて施設運営に反映。

 ・スタッフが直接話をお聞きし、改善すべきところは早急に改善。

 ・直接いただいたご意見を全スタッフの共通項目とし、施設運営に反映。

　北スポーツセンターは、精算金を除けばコロナ禍でも黒字になっている。満足度も非常に高く、コロナ禍においても工夫して施設

運営をしている様子がうかがえる。教室事業についても対象者の見直しなど参加しやすいプログラム設定し利用者目線の運営がされ

ている。次年度も高齢者でも始めやすい事業展開を目標としており、幅広い世代にアプローチできるプログラムを展開されたい。

評価項目 所見

総合評価

市費の縮減

B

施設の設置目的の達成及びサービスの向上



（様式５） 令和３年度　指定管理者年度評価シート

１　基本情報

２　管理運営の成果・実績（屋内プール）

利用者人数 利用者満足度

80%

94.6%

118.3%

２　管理運営の成果・実績（トレーニング室）

利用者人数 利用者満足度

80%

96.6%

120.8%

２　管理運営の成果・実績（アイススケート）

利用者人数 利用者満足度

80%

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

74,337 75,256 -919

　　利用状況（屋外プール）

当年度 前年度 前年度比

11,599 9,526 2,073

　　利用状況（トレーニング室）

当年度 前年度 前年度比

21,899 22,040 -141

　　利用状況（アイススケート）

当年度 前年度 前年度比

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 75,832,568 80,614,327

計画 49,231,000 50,895,700

実績 42,568,305 40,631,020

計画 75,195,800 73,568,800

実績 29,601,349 22,258,663

計画 49,585,556 48,373,756

実績 148,002,222 143,504,010

計画 174,012,356 172,838,256

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 58,415,100 61,096,075

計画 73,902,600 74,457,200

実績 86,139,095 83,314,337

計画 90,911,300 94,871,200

実績 10,808,183 6,591,356

計画 9,205,556 9,187,556

実績 155,362,378 151,001,768

計画 174,019,456 178,515,956

業務の概要
地域住民にスポーツ・レクリエーションの場や気軽に健康づくりや体力づくりに利用できる

場を提供することにより、スポーツの普及振興を図る。

成果指標 アンケート調査による利用者満足度数値

数値目標 利用者満足度80％以上

施設名称 大阪市立扇町プール

施設所管課・担当 経済戦略局　スポーツ部　スポーツ施設担当（担当：中村）

条例上の設置目的
プールは、水泳等の場を提供することにより、市民の健康を増進するとともに、水泳等の普

及振興に寄与することを目的とする。

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

成果指標

数値目標

指定管理者名

大阪スポーツパートナーズ

・㈱コナミスポーツクラブ

・近鉄ビルサービス㈱

指定期間 平成31年4月1日～令和6年3月31日

評価対象期間 令和3年年4月1日～令和４年3月31日

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

年度実績

達成率

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

収入

業務代行料 26,601,568 精算金分が増額しているため。

利用料金収入 -32,627,495

4月～6月：緊急事態宣言に伴い臨時休館のため

6月～10月：緊急事態宣言に伴う20時まで又は21

時までの時短となり利用料収入の減少。

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

支出

人件費 -15,487,500
臨時休館及び時短営業により従業員の勤務が削減

されたため。

物件費 -4,772,205
臨時休館及び時短営業により水光熱費使用量が削

減されたため。

その他収入

（自主事業収入）
-19,984,207

上記同様、臨時休館及び時短に伴い教室を開催で

きなかったため。

合計 -26,010,134

その他事業費

（自主事業支出）
1,602,627 計画時よりも教室数を増やして運営したため。

合計 -18,657,078



（様式５） 令和３年度　指定管理者年度評価シート

４　管理運営状況の評価（１次評価）

（１）成果指標の達成

達成率 評価

118.3% A

120.8% S

（２）市費の縮減

評価

（３）管理運営の履行状況

評価

B

B

B

社会的責任・市の施策との整合性 B

５　利用者ニーズ・満足度等

６　外部専門家意見

７　最終評価

評価

A

B

管理運営の履行状況

施設の管理運営

事業計画の実施状況

施設の有効利用

社会的責任・市の施策との整合性

B

評価項目 特記事項

利用者満足度（プール）

利用者満足度（トレ）

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

施設の管理運営

事業計画の実施状況

施設の有効利用

・備品管理台帳を作成し、無駄が無い様に備品の管理を徹底。

・物品購入時、最低限必要な備品であるかを精査しコスト節

約。

・本社一括仕入れによる備品単価の値下げ。

・第2電力による電気使用料削減を実施。

・連絡・情報共有は再生紙での伝達やパソコンなどにより用紙

代を節約。

・清掃は業者に頼らず、スタッフも日々清掃。

B

評価項目 特記事項

施設の設置目的の達成及びサービスの向上

総合評価

市費の縮減

B

施設の設置目的の達成及びサービスの向上

・従業員にお客様の声シートを配布し、お褒めの言葉やお叱りの言葉に対する回答を書きとめ情報を共有。

 ・意見箱を設置して、その意見に対する回答を３日以内に掲示。

 ・アンケートを実施し、その意見を踏まえて施設運営に反映。

 ・スタッフが直接話をお聞きし、改善すべきところは早急に改善。

 ・直接いただいたご意見を全スタッフの共通項目とし、施設運営に反映。

 ・ご利用者アンケート結果についても、比較的多くの方に満足頂いているとの回答を頂きましたが、この回答に満足せずに、中に

はご不満をお持ちの方もおられますので、より多くの方に満足して頂けるよう、スタッフへの研修やミーティングを重ね品質向上に

努めている。

　新型コロナウイルスの影響により、利用料収入も自主事業収入も大幅に減収となったのは致し方ない。教室事業なども計画どおり

の内容ではなかったと推測される。しかし、収入について計画との乖離幅はそれらの影響を考慮したとしても大きすぎるように思

う。他方、休館期間がほぼ同条件であった前年比では、利用料収入、事業収入ともに増収であったことは評価できる。

　支出面では、計画比では、報告にあるとおり計画時より教室数が増えて講師料が増加したため事業支出が増加したものの、その他

は計画より減少となっている。しかし、休館期間がほぼ同条件であった前年と比較すると支出増となっている。水道光熱費について

は前年より大幅増加しており削減努力が十分であるかどうか再考されたい。逆に管理費については減少しているが、必要な修繕や維

持管理及び保守点検がなされているか再考されたい。

　ウイズコロナが続き難しい問題もあると思われるが、収支のバランスをしっかりとられたい。特に教室事業では赤字のプログラム

をしっかり分析し、ニーズに合った教室事業を展開してほしい。

　引続き、今までの取組を継続するとともに、アンケートその他により利用者のニーズを調査分析し、収支改善と利用者満足度向上

に努めてもらいたい。

評価項目 所見

成果指標の達成



（様式５） 令和３年度　指定管理者年度評価シート

１　基本情報

２　管理運営の成果・実績（屋内プール）

利用者人数 利用者満足度

80%

75.8%

94.8%

２　管理運営の成果・実績（トレーニング室）

利用者人数 利用者満足度

80%

78.2%

97.8%

２　管理運営の成果・実績（アイススケート）

利用者人数 利用者満足度

80%

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

77,053 80,100 -3,047

　　利用状況（屋外プール）

当年度 前年度 前年度比

8,393 8,110 283

　　利用状況（トレーニング室）

当年度 前年度 前年度比

24,383 23,474 909

　　利用状況（アイススケート）

当年度 前年度 前年度比

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 98,764,341 90,688,355

計画 46,383,600 47,566,300

実績 35,294,834 34,299,946

計画 58,137,100 57,161,100

実績 36,927,804 28,588,308

計画 65,016,156 63,047,956

実績 170,986,979 153,576,609

計画 169,536,856 167,775,356

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 89,989,166 71,595,566

計画 78,169,300 78,982,800

実績 84,931,870 80,393,352

計画 83,011,600 74,669,300

実績 10,093,912 4,973,826

計画 8,357,456 8,791,056

実績 185,014,948 156,962,744

計画 169,538,356 162,443,156

業務の概要
地域住民にスポーツ・レクリエーションの場や気軽に健康づくりや体力づくりに利用できる

場を提供することにより、スポーツの普及振興を図る。

成果指標 アンケート調査による利用者満足度数値

数値目標 利用者満足度80％以上

施設名称 大阪市立下福島プール

施設所管課・担当 経済戦略局　スポーツ部　スポーツ施設担当（担当：中村）

条例上の設置目的
プールは、水泳等の場を提供することにより、市民の健康を増進するとともに、水泳等の普

及振興に寄与することを目的とする。

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

成果指標

数値目標

指定管理者名

大阪スポーツパートナーズ

・㈱コナミスポーツクラブ

・近鉄ビルサービス㈱

指定期間 平成31年4月1日～令和6年3月31日

評価対象期間 令和3年年4月1日～令和４年3月31日

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

年度実績

達成率

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

収入

業務代行料 52,380,741 精算金分が増額しているため。

利用料金収入 -22,842,266
２度の緊急事態宣言及び蔓延防止法での

時間短縮営業による利用料減

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

支出

人件費 11,819,866
コロナ過での館内施設維持管理コスト及

び雇用維持での休業補償等

物件費 1,920,270
コロナ過での館内消毒備品購入及び水道

光熱費増

その他収入

（自主事業収入）
-28,088,352

２度の緊急事態宣言及び蔓延防止法での

営業時間短縮での教室開催減

合計 1,450,123

その他事業費

（自主事業支出）
1,736,456

収入増加増のため新たな教室開校のため

のコスト増加

合計 15,476,592



（様式５） 令和３年度　指定管理者年度評価シート

４　管理運営状況の評価（１次評価）

（１）成果指標の達成

達成率 評価

94.8% B

97.8% B

（２）市費の縮減

評価

（３）管理運営の履行状況

評価

B

B

B

社会的責任・市の施策との整合性 B

５　利用者ニーズ・満足度等

６　外部専門家意見

７　最終評価

評価

B

B

管理運営の履行状況

施設の管理運営

事業計画の実施状況

施設の有効利用

社会的責任・市の施策との整合性

B

評価項目 特記事項

利用者満足度（プール）

利用者満足度（トレ）

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

施設の管理運営

事業計画の実施状況

施設の有効利用

・物品購入時、使用頻度を確認し、適正購入を推進。

・本社一括仕入れによる備品単価の値下げ。

・パソコン使用による、連絡・情報共有により、ペーパーレス

化。

・光熱水の時間天候別のON・OFFの徹底

・タイマーによる照明のON・OFFにとらわれず、状況（明る

さ）に応じたON・OFFを実施

B

評価項目 特記事項

施設の設置目的の達成及びサービスの向上

総合評価

市費の縮減

B

施設の設置目的の達成及びサービスの向上

・意見箱を設置し、その意見に対する回答を3日以内に掲示

・利用者アンケートを実施し、その意見を踏まえて施設運営に反映

・スタッフが直接話をお聞きし、改善すべきところは早急に改善

・直接いただいたご意見を全スタッフの共通項目とし、施設運営に反映

　下福島プールについては、収支が悪化している。その一因にはもちろんコロナ禍ということもあるが、緊急事態宣言による臨時休

館や開館時間の短縮といった条件がほぼお味だった前年度と比較しても大きく収支が悪化していることから、コロナだけが原因では

ないと思われる。収入面については、今後ウイズコロナの状況下で利用者の呼び戻しや新規事業開講等の経営努力により顧客の掘り

起こしに務めていただきたい。支出面では計画比増であったばかりでなく、前年度比でも大幅に増加している。支出内容、増加原因

を分析して削減可能なものについては解消されたい。

　また、利用者満足度が伸び悩んでいる。複数年同じ「利用者からの要望、苦情」ああり、「次年度に向けた課題」も同じままでは

経営は良くならない。利用者のニーズは何か、的確にくみとり、要望・苦情には早急に対処し、そのために必要な支出は怠らず、事

業に一層の工夫をされたい。

評価項目 所見

成果指標の達成


