
（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%

85.2%

106.5%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

98.9% 98.0% 0.9%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

92.4% 86.9% 5.5%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

0.0%

　　利用状況（多目的２・会議室）

当年度 前年度 前年度比

0.0%

　　利用状況（多目的3・会議室）

当年度 前年度 前年度比

0.0%

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 16,862,265 16,033,400

計画 16,086,000 16,033,400

実績 4,714,810 3,798,070

計画 6,091,500 6,031,200

実績 2,654,247 11,344,431

計画 11,624,600 11,470,000

実績 24,231,322 31,175,901

計画 33,802,100 33,534,600

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 16,160,706 13,147,093

計画 14,844,900 14,669,400

実績 10,719,887 8,530,461

計画 14,178,100 11,742,800

実績 2,642,143 9,515,977

計画 4,779,100 7,122,400

実績 29,522,736 31,193,531

計画 33,802,100 33,534,600

その他事業費

（自主事業支出）
-2,136,957 教室が実質１期のみ実施のため大幅な減額。

合計 -4,279,364 同上

支出

人件費 1,315,806
ワクチン接種会場供用期間中終日職員を配置

したことにより増額。

物件費 -3,458,213
ワクチン接種会場供用期間中19時～21時の

無稼働だったため大幅に減額。

その他収入

（自主事業収入）
-8,970,353

教室は実質１期のみ実施のため大幅な減

額。

合計 -9,570,778 同上

稼働率

収入

業務代行料 776,265 コロナ補填精算金：776,265円

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

利用料金収入 -1,376,690
ワクチン接種会場期間は開館とするも利用自粛の

継続化のため計画金額より減額。

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
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 大阪市立中央スポーツセンター

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。



（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

106.5% 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

【ニーズ・要望の把握方法】

・「お客様の声ＢＯＸ」を設置し、利用者からのご意見、ご要望に対する回答を掲示した。

・アンケートを実施し、利用者のご意見・ご要望を施設運営に反映した。

・他の施設スタッフによるモニタリングを実施した。

【苦情等への対応】

・第一体育場内の水銀灯が切れており、全体的に暗いとの声に対し、消灯箇所付近の電球を交換し照度を上げ対応した。

　中央スポーツセンターは施設の空き状況の更新頻度を上げ、特に第１体育場については稼働率を平均96％で運営していることや近

隣店舗・施設と連携し教室周知を行うなどして利用促進の工夫がみられる点は高く評価したい。

　収支については、ワクチン接種会場となったことや新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、厳しい事情であるのは理解でき

るが、新規利用者の開拓や魅力的な教室運営にむけて努力されたい。

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

・本社一括仕入れにより備品単価の値下げ

・修繕・消耗品費等の相見積もりによる経費削減

・ペーパーレスの実施

・水光熱費の削減

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%

85.2%

106.5%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

98.7% 99.2% -0.5%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

91.9% 94.5% -2.6%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

83.2% 81.6% 1.6%

　　利用状況（多目的２・会議室）

当年度 前年度 前年度比

0.0%

　　利用状況（多目的3・会議室）

当年度 前年度 前年度比

0.0%

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 24,128,340 22,884,000

計画 23,387,200 22,404,600

実績 5,525,590 5,308,550

計画 7,734,000 7,657,500

実績 9,650,755 8,123,681

計画 9,411,600 9,179,900

実績 39,304,685 36,316,231

計画 40,532,800 39,242,000

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 14,001,687 12,694,881

計画 17,050,000 16,813,100

実績 16,898,981 15,044,602

計画 17,700,800 14,858,900

実績 6,878,959 8,573,006

計画 4,831,600 7,570,000

実績 37,779,627 36,312,489

計画 39,582,400 39,242,000

施設名称 大阪市立西スポーツセンター

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 -2,208,410 4/25～6/20の臨時休館により減収。

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

収入

業務代行料 741,140 精算金として：741,140円

その他収入

（自主事業収入）
239,155 計画時より教室本数増加のため

合計 -1,228,115 同上

支出

人件費 -3,048,313 4/25～6/20の臨時休館により減額。

物件費 -801,819
4/25～6/20の臨時休館により光熱水

費の減額。

その他事業費

（自主事業支出）
2,047,359 計画時より教室本数増加のため

合計 -1,802,773 同上



（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

106.5% 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

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

・本社一括仕入れにより備品単価の値下げ

・空調管理の徹底

・こまめな消灯

・水光熱費の削減

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

・「お客様の声ＢＯＸ」を設置し、利用者からのご意見、ご要望に対する回答を掲示

・アンケートを実施し、利用者のご意見・ご要望を施設運営に反映

・洋式トイレを増やしてほしいとの声に対し、6階女子トイレに増設

　西スポーツセンターは緊急事態宣言による２か月弱の閉館があったにもかかわらず収支の黒字を達成している点は評価できる。設

備投資についても、前年度に、利用者ニーズに対応した洋式トイレを増設するなど利用者満足度に資する管理運営を心掛けていて大

変評価できるが、設備は老朽化しているので今後も積極的に設備投資をしていただきたい。

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%

71.0%

88.8%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

97.1% 97.5% -0.4%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

93.8% 94.8% -1.0%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

73.9% 78.8% -4.9%

　　利用状況（多目的２・会議室）

当年度 前年度 前年度比

0.0%

　　利用状況（多目的3・会議室）

当年度 前年度 前年度比

0.0%

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 44,042,968 46,374,900

計画 46,435,500 46,374,900

実績 8,369,700 7,595,750

計画 7,092,200 7,022,000

実績 6,256,220 11,639,284

計画 9,781,556 9,348,456

実績 58,668,888 65,609,934

計画 63,309,256 62,745,356

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 27,032,907 24,381,023

計画 23,374,700 22,977,900

実績 38,331,535 33,100,307

計画 32,554,600 28,589,900

実績 4,151,264 10,874,523

計画 7,379,956 11,177,556

実績 69,515,706 68,355,853

計画 63,309,256 62,745,356

その他事業費

（自主事業支出）
-3,228,692

臨時休館とワクチン会場期間中は教室休講により

自主事業経費が削減されております。

合計 6,206,450 同上

支出

人件費 3,658,207
ワクチン会場期間中は休館日も臨時

開館により人員配置しため増額。

物件費 5,776,935
水光熱費で換気を徹底しながらの施設運営、単価

高騰により増加しております。

その他収入

（自主事業収入）
-3,525,336

ワクチン接種会場使用期間中は教室事業を実

施できなかったことにより減収。

合計 -4,640,368 同上

業務代行料 -2,392,532 コロナ補填精算金：-2,392,532円

利用料金収入 1,277,500
ワクチン接種会場としての使用期間中は

休館日も臨時開館により増収。

稼働率

利用人数

稼働率

収入

利用人数

稼働率

利用人数

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

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
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 大阪市立西成スポーツセンター

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。



（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

88.8% 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

成果指標の達成

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

・1階ロビーへ立て看板にて季節ごとの情報発信を行った。（トレーニング室・プール・スポーツ教室など）

・地域紙「西成わがまち」・「まなびや」へ毎月施設情報の掲載を依頼し、区民の方へ幅広く周知を行った。

・自社ＨＰにて施設情報を掲載しタイムリーに更新することで新鮮な情報を発信した。

・アンケートを実施し、利用者のご意見・ご要望を施設運営に反映した。

・「お客様の声ＢＯＸ」を設置し、利用者からのご意見・ご要望に対する回答を掲示した。

・掲示板を活用してイベントの案内などを随時告知した。

・３階にデジタルサイネージ（電光掲示板）を設置し見やすく分かりやすい情報を発信した。

　西成スポーツセンターはコロナによる休館が２か月弱、コロナワクチン接種会場使用が29日あったため事業収入が計画を大きく下

回った。しかし、当年度実績625万円は事業収入の計画値978万円を稼働日数（約９か月）分で割り戻した733万円からも大幅に下

回っており、単純にコロナの影響だけが原因ではないように思われる。

　過年度から、トイレが臭い、シャワールームが暗い等の意見が出ており清掃等では追いつかない問題なのではないだろうか。特に

トイレは大幅修繕が必要だと思われる。

　臨時開館を行うなど努力をしている面もあるが、利用者満足度も100%に到達しておらず、利用者にとって魅力ある施設運営を心掛

けていただきたい。

評価項目 所見

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

施設の管理運営

事業計画の実施状況

施設の有効利用

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

・本社一括仕入れに因る備品コスト単価の値下げ

・電力受給契約を新電力会社へ変更し電気代の値下げ

・修繕・消耗品等の相見積による経費削減

・ペーパーレスを推進

・光熱水費削減

B

評価項目 特記事項

利用者満足度



（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%

72.0%

90.0%

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%

74.6%

93.3%

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

46,584 55,357 -8,773

　　利用状況（屋外プール）

当年度 前年度 前年度比

0

　　利用状況（トレーニング室）

当年度 前年度 前年度比

10,550 11,379 -829

　　利用状況（アイススケート）

当年度 前年度 前年度比

0 0 0

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 41,404,754 34,674,100

計画 34,528,700 34,674,100

実績 14,055,820 15,485,950

計画 25,654,100 25,340,400

実績 9,088,113 13,325,069

計画 35,268,000 34,774,800

実績 64,548,687 63,485,119

計画 95,450,800 94,789,300

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 33,019,034 32,689,894

計画 34,898,600 34,471,600

実績 36,283,938 34,327,137

計画 51,560,600 45,610,000

実績 66,620 3,975,442

計画 8,991,600 14,707,700

実績 69,369,592 70,992,473

計画 95,450,800 94,789,300

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 大阪市立西成屋内プール

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 6,876,054 コロナ補填精算金：6,876,054円

利用料金収入 -11,598,280
4/25～6/20の臨時休館と1/28～

2/28の工事休館により減額。

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

支出

人件費 -1,879,566
4/25～6/20の臨時休館と1/28～

2/28の工事休館により減額。

物件費 -15,276,662
4/25～6/20の臨時休館と1/28～

2/28の工事休館により減額。

その他収入

（自主事業収入）
-26,179,887

4/25～6/20の臨時休館と1/28～

2/28の工事休館により減額。

合計 -30,902,113 同上

その他事業費

（自主事業支出）
-8,924,980

臨時休館と工事休館中は教室休講により自

主事業経費が削減されております。

合計 -26,081,208 同上



（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

90.0% 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

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

・本社一括仕入れに因る備品コスト単価の値下げ

・電力受給契約を新電力会社へ変更し電気代の値下げ

・修繕・消耗品等の相見積による経費削減

・ペーパーレスを推進

・光熱水費削減

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

・1階ロビーへ立て看板にて季節ごとの情報発信を行った。（トレーニング室・プール・スポーツ教室など）

・地域紙「西成わがまち」・「まなびや」へ毎月施設情報の掲載を依頼し、区民の方へ幅広く周知を行った。

・自社ＨＰにて施設情報を掲載しタイムリーに更新することで新鮮な情報を発信した。

・アンケートを実施し、利用者のご意見・ご要望を施設運営に反映した。

・「お客様の声ＢＯＸ」を設置し、利用者からのご意見・ご要望に対する回答を掲示した。

・掲示板を活用してイベントの案内などを随時告知した。

・３階にデジタルサイネージ（電光掲示板）を設置し見やすく分かりやすい情報を発信した。

　西成屋内プールは工事休館や新型コロナウイルス感染症の拡大により、閉館期間が３か月に及んでいたこと、開館後も短縮営業時

間だったことがあったので、収支がマイナスになっても仕方がない面はある。しかし、当期の収入の減少は利用料収入、自主事業収

入ともに計画値を稼働時間に割り戻した金額を大きく下回り、前年実績に比しても下回っている。利用者満足度（72%）も達成率

90%と決して高いとはいえない。

　また、減少金額が目立つのは16歳から65歳未満の利用者であり、これらの層の利用者離れについて早急に対策を講じ改善してい

ただきたい。

評価項目 所見

成果指標の達成


