
（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%

81.2%

101.5%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

98.5% 99.7% -1.2%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

97.2% 96.5% 0.7%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

82.4% 80.0% 2.4%

　　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 9,545,726 8,553,931

計画 10,530,936 8,553,931

実績 5,683,360 5,577,540

計画 8,500,000 8,415,900

実績 8,591,002 13,196,070

計画 23,468,900 23,028,100

実績 23,820,088 27,327,541

計画 42,499,836 39,997,931

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 16,970,836 16,136,952

計画 14,733,700 14,560,400

実績 20,185,318 17,766,211

計画 14,138,600 14,083,900

実績 8,867,080 15,222,769

計画 5,104,600 5,054,100

実績 46,023,234 49,125,932

計画 33,976,900 33,698,400

その他事業費

（自主事業支出）
3,762,480 教室増設により業務委託料増加いたしました。

合計 12,046,334

支出

人件費 2,237,136

ワクチン接種会場臨時開館時も職員配置と人事異

動に伴う総括責任者重複期間の人件費増が大きな

要因となります。

物件費 6,046,718
空調設備臨時休館期間にワクチン接種会場として

使用したため。

その他収入

（自主事業収入）
-14,877,898

ワクチン接種会場・空調設備臨時休館に伴い、大

幅に減額いたしました。

合計 -18,679,748

稼働率

収入

業務代行料 -985,210 コロナ補填精算金：-985,210円

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

利用料金収入 -2,816,640

緊急事態宣言時もワクチン接種会場として開館す

るもご利用者の自粛や２ヶ月間に渡る工事休館に

伴い、減額いたしました。

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

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

業務の概要 体育場などの一般利用およびスポーツ教室の運営

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 大阪市立都島スポーツセンター

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
市民一般の体育、レクリエーションその他の健康で文化的な各種行事および集会の用に供す

るとともに、体育行事を行うことにより、体育などの普及振興に寄与することを目的とす



（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

101.5% 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

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

・ご意見箱を設置し、頂いた件・要望について回答を掲示

・アンケート実施

・教室に使用する備品の汚れが目立ってきたため、全員でヨガマットの清掃を実施。

・各居室の室温管理を実施

・コロナ感染予防対策を実施。換気の徹底や、クリーンタイムの導入による徹底消毒

　緊急事態宣言による休館や級長設備工事による休館など、利用料金収入や事業収入に大きな影響が出ていることは致し方ない面も

あると思われるが、利用者ニーズを的確に把握し、事業を展開されたい。

　また、その他事業（自主事業）について、収入も支出も昨年度に引き続き計画と実績が大幅にかけ離れた結果となっているため、

次年度以降、計画を精査いただきたい。

評価項目 所見

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

①使用備品の一元管理による無駄のカット。

②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。

③不要時の消灯及び空調温度管理徹底による光熱水費の削減。

④人員の見直しによる人件費の削減。

B

評価項目 特記事項



（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%

84.0%

105.0%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

96.6% 97.3% -0.7%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

　　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 21,539,313 22,197,400

計画 22,330,600 22,197,400

実績 1,583,590 932,580

計画 2,874,900 2,846,500

実績 4,451,766 1,829,211

計画 4,313,400 4,235,000

実績 27,574,669 24,959,191

計画 29,518,900 29,278,900

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 11,210,738 10,981,250

計画 12,546,600 12,390,300

実績 7,826,606 9,276,064

計画 12,970,800 12,926,700

実績 3,555,281 1,723,228

計画 4,001,500 3,961,900

実績 22,592,625 21,980,542

計画 29,518,900 29,278,900

施設名称 大阪市立福島スポーツセンター

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
市民一般の体育、レクリエーションその他の健康で文化的な各種行事および集会の用に供す

るとともに、体育行事を行うことにより、体育などの普及振興に寄与することを目的とす

業務の概要 体育場などの一般利用およびスポーツ教室の運営

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

利用人数

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

利用料金収入 -1,291,310

4/25～6/20：緊急事態宣言に伴い臨時休館のた

め、10/25～12/25：空調設備改修工事に伴い臨

時休館のため減収となりました。

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

収入

業務代行料 -791,287 コロナ補填精算金：-791,287円

その他収入

（自主事業収入）
138,366

令和2年度の改修工事より営業再開に伴い、前回

教室参加者へDM送付を実施し、多くの利用者が

教室へ申込いただきました。

合計 -1,944,231

支出

人件費 -1,335,862

4/25～6/20：緊急事態宣言に伴い臨時休館のた

め（人員配置時間8:30～17:30）10/25～12/25：

空調設備改修工事に伴い臨時休館のため（人員配

置時間8:30～20:30）マイナスになりました。

物件費 -5,144,194

4/25～6/20：緊急事態宣言に伴い臨時休館のた

め、10/25～12/25：空調設備改修工事に伴い臨

時休館のため、マイナスになりました。

その他事業費

（自主事業支出）
-446,219

4/25～6/20：緊急事態宣言に伴い臨時休館のた

め、10/25～12/25：空調設備改修工事に伴い臨

時休館のため、マイナスになりました。

合計 -6,926,275



（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

105.0% 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

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

①使用備品の一元管理による無駄のカット。

②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。

③光熱水費の削減。

④アイドルタイムの消灯の徹底と空調の温度調整を徹底。

⑤電球・電灯の間引き。

⑥室温基準の設定と管理。

⑦不必要な個所の常時消灯。

⑧日々の光熱水のメーター管理による異常値の早期発見。

⑨人員配置の見直しによる人件費削減

⑩体育場内照明のLED化

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

①ご意見箱を設置し、頂いた件・要望について回答を掲示

②教室に使用する備品の汚れが目立ってきたため、全員でヨガマットの清掃を実施。

③各居室の室温管理を実施。

④コロナ感染予防の徹底。利用者の入れ替わり時のスタッフ誘導による３密回避。

⑤日々体育器具の点検・メンテナンスを実施し、施設スタッフで対応できる故障や修繕は早急に改善対応を行った。

　福島スポーツセンターは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による休館や営業時間短縮、空調設備改修工事のための休館があ

り、利用料金収入に大きな影響が出ており、計画より大幅減収となった。しかし自主事業についてはｍ令和２年度改修工事終了によ

る営業再開に伴い、過去の教室参加者へＤＭを送付するなどの努力の結果、微増ではあるが計画値を上回った。今後も利用者ニーズ

を的確に把握して教室を新規開講するなど、工夫をして事業を展開されたい。

　また、休館の影響で収入は通年平常営業できた２期前の水準までは改善していないが、開館期間中、体育場は平均96.6％の稼働

率、収支も黒字と検討している。今後はアフターコロナも見据え、収益の改善を図れるよう努力されたい。

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

利用者数 利用者満足度

80%

80.6%

100.8%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

96.6% 95.7% 0.9%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

91.8% 85.4% 6.4%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

　　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 44,857,707 39,700,643

計画 46,343,900 46,062,700

実績 6,474,090 5,780,700

計画 8,310,800 8,228,600

実績 7,744,240 6,854,697

計画 10,355,356 10,178,156

実績 59,076,037 52,336,040

計画 65,010,056 64,469,456

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 15,406,623 15,352,184

計画 21,776,600 21,403,900

実績 29,405,173 34,693,549

計画 33,892,600 33,815,000

実績 4,617,332 4,901,479

計画 9,340,856 9,250,556

実績 49,429,128 54,947,212

計画 65,010,056 64,469,456

施設名称 大阪市立平野スポーツセンター

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

利用人数

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

利用料金収入 -1,836,710
臨時休館及びワクチン接種会場期間でのマイ

ナスと新コロナ感染拡大による利用減。

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

収入

業務代行料 -1,486,193 コロナ補填精算金：-1,486,193円

その他収入

（自主事業収入）
-2,611,116

臨時休館及びワクチン接種会場期間でのマイ

ナスと新コロナ感染拡大による教室申込厳。

営業補償精算金-1,486,193円を含む

合計 -5,934,019

支出

人件費 -6,369,977

作業の効率化とマルチジョブにより効率的な

人員配置。また、臨時休館もあり減額してお

ります。

物件費 -4,487,427

臨時休館でのマイナス。また、水光熱費で中

間期のコントロールを徹底しながらの施設運

営。

その他事業費

（自主事業支出）
-4,723,524

臨時休館時及びワクチン接種会場時の教室休

講により自主事業経費が削減されておりま

す。

合計 -15,580,928



（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

100.8% 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

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

①使用備品の一元管理による無駄のカット。

②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。

③ボイラーの交互運転、細やかな室温コントロールによるガス

代の節約。

④館内の室温を基準値への設定と管理。

⑤節水システムの導入による、水道使用節制。

⑥電力受給契約を新電力会社へ変更し電気代の値下げ。

⑦マルチジョブによりシフト効率化による人件費削減。

⑧日々の光熱水のメーター管理による異常値の早期発見。

⑨手動逆洗による廃水ロスの削減

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

・アンケートの実施、ご意見箱を設置、いただいたご意見への回答を館内に掲示している。

・館内アメニティや設備不備について利用者、従業員から情報があれば、構成企業と連携し早期改善を図れる体制を整備

・コロナ感染対策として、2時間に1回の館内除菌を徹底して実施

　ワクチン接種会場となったことや、緊急事態宣言による臨時休館があったことから、当初計画よりは利用減につながり計画比収入

源となった。とはいえ、緊急事態宣言による臨時休館という点では同条件であった前年度比では、利用料収入も自主事業収入も微増

となっている。

　休館期間がほぼ同じであったにもかかわらず、水道光熱費は前年比73.6％の金額であることの分析を行われたい。

　今後は、新型コロナウイルス感染症の収束を見据えた新規事業の開講や新規顧客の開拓等による収益の増を図られたい。

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
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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%

80.6%

100.8%

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%

80.6%

100.8%

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

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

26,790 61,865 -35,075

　　利用状況（屋外プール）

当年度 前年度 前年度比

　　利用状況（トレーニング室）

当年度 前年度 前年度比

17,538 17,458 80

　　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 60,502,309 38,754,553

計画 42,955,500 43,308,500

実績 10,240,357 19,054,030

計画 35,881,100 35,444,600

実績 11,043,572 17,272,590

計画 41,536,400 40,791,400

実績 81,786,238 75,081,173

計画 120,373,000 119,544,500

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 26,505,177 30,800,375

計画 42,488,200 41,941,400

実績 42,681,328 42,630,388

計画 63,703,800 63,558,800

実績 4,571,668 4,768,643

計画 14,181,000 14,044,300

実績 73,758,173 78,199,406

計画 120,373,000 119,544,500

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 大阪市立平野屋内プール

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
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。

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 17,546,809 コロナ補填精算金：17,546,809円

利用料金収入 -25,640,743
臨時休館及びプール工事期間でのマイナス

と新コロナ感染拡大による利用減。

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

支出

人件費 -15,983,023

臨時休館及びプール工事期間でのマイナ

ス。作業の効率化とマルチジョブにより効

率的な人員配置。

物件費 -21,022,472
臨時休館及びプール工事期間でのマイナ

ス。水光熱費のコントロール強化。

その他収入

（自主事業収入）
-30,492,828

臨時休館及びプール工事期間でのマイナス

と新コロナ感染拡大による教室申込厳。営

業補償-1,486,193円を含む

合計 -38,586,762

その他事業費

（自主事業支出）
-9,609,332

臨時休館及びプール工事期間での教室休講

によるマイナス。

合計 -46,614,827
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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

100.8% 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

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

①使用備品の一元管理による無駄のカット。

②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。

③ボイラーの交互運転、細やかな室温コントロールによるガス

代の節約。

④館内の室温を基準値への設定と管理。

⑤節水システムの導入による、水道使用節制。

⑥電力受給契約を新電力会社へ変更し電気代の値下げ。

⑦マルチジョブによりシフト効率化による人件費削減。

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

・アンケートの実施、ご意見箱を設置、いただいたご意見への回答を館内に掲示している。

・館内アメニティや設備不備について利用者、従業員から情報があれば、構成企業と連携し早期改善を図れる体制を整備

・コロナ感染対策として、2時間に1回の館内除菌を徹底して実施

　今年度は緊急事態宣言による休館が２か月、プール天井工事休館が６か月だったため、稼働日数が４か月ほどしかなく計画比でも

前年度比でも利用料収入・事業収入ともに大幅減となった。収入減の中、来年度プール再開に向けて修繕実施、備品購入、清掃、研

修等に注力し、積極的な投資活動を行ったことは評価できる。今後の集客アップが楽しみである。

　水道光熱費については、８か月休館したにしては前年比72.5％であり、減少額が少ないので、原因を分析されたい。

　今回の修繕による設備満足度の向上を生かし、さらなる利用者ニーズに対応して集客アップに努められたい。

評価項目 所見

成果指標の達成


