
（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%

91.0%

113.8%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

96.0% 98.5% -2.5%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

91.6% 87.6% 4.0%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

71.9% 75.4% -3.5%

　　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 18,876,960 19,095,003

計画 17,937,600 17,937,600

実績 5,588,370 4,070,399

計画 7,482,800 7,482,800

実績 3,661,812 7,675,842

計画 13,000,000 13,000,000

実績 28,127,142 30,841,244

計画 38,420,400 38,420,400

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 10,122,990 11,147,259

計画 16,414,400 16,414,400

実績 15,837,711 16,996,425

計画 16,951,000 16,951,000

実績 3,532,740 7,969,012

計画 5,055,000 5,055,000

実績 29,493,441 36,112,696

計画 38,420,400 38,420,400

施設名称 大阪市立此花スポーツセンター

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：池田）

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

明治スポーツ・セントラルスポーツグループ

・㈱明治スポーツプラザ

・セントラルスポーツ㈱

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 -1,894,430

コロナウイルス感染症による利用自粛や臨時休

館・夜間の時短営業が大きな要因ですが、ワクチ

ン接種会場としてご利用いただいたため前年度よ

り収入は改善されました。

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

稼働率

収入

業務代行料 939,360
コロナウイルス感染症拡大による臨時休館

の補填金を含むためです

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）
-9,338,188

コロナウイルス感染症が原因の休会者の増加や臨

時休館による教室の休講が大きな要因です。

合計 -10,293,258

支出

人件費 -6,291,410
前年同様パートをアルバイトで代行したた

めです。

物件費 -1,113,289

臨時休館や機器類（ボイラー温度設定、館内温度

設定等）を適正に管理する事で光熱水費を削減し

ました。

その他事業費

（自主事業支出）
-1,522,260

コロナウイルスによる休館の為、教室の休講、積

極的な会員募集の見送りを行ったため、講師料や

広告費が削減されました。

合計 -8,926,959



（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

113.8% A

（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

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

・利用者の動向に応じてこまめな電源の切り替えを実施し

た。

・スタッフによる修繕・清掃及びメンテナンスを実施した。

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

・施設内で特に良いと感じられた点

　→体温計・消毒があるところ、上履きでトイレに入れるスリッパがあるところ、スタッフが親切なところ等。

・施設内で改善すべきところ

　→卓球台・ネットを新しくして欲しい（次年度に数台新規更新予定しています。）

　→和室のトイレが多い（男女各１台の洋式トイレでお願いいたします。）

・新型コロナウイルス対策としての予防接種会場での活用がありました。

・館内消毒の徹底。

　グループ全体では利用料金収入は前年度より増加しており、コロナ禍で工夫しながら運営している。

　此花スポーツセンターについては、時短営業などの影響で利用が制限されたこと、また、ワクチン会場利用の間自主事業が実施で

きなかったことが収入が下がった要因と考えられる。一方で、光熱水費・人件費等も削減が図られている。ただし、教室事業は直接

的な経費である教室経費を差し引くと、昨年度同様赤字となっている。今年度の教室事業は、前述の理由により昨年度の半分にも満

たないが、そのおかげで皮肉にも教室事業の赤字幅が縮小している点については、今後の課題を考える上でしっかり認識しておいて

いただきたい。

　体育場の利用率は高水準であるが、第1体育場は昨年度より低下しており、さらなる向上を期待したい。また、多目的室の有効利用

や新規事業の展開についても考えてほしい。

　舞洲スポーツセクターとの連携など、今後も特色ある活動を推進されたい。

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%

70.5%

88.1%

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%

71.2%

89.0%

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%

0.0%

0.0%

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

47,652 20,130 27,522

　　利用状況（屋外プール）

当年度 前年度 前年度比

0 0 0

　　利用状況（トレーニング室）

当年度 前年度 前年度比

14,434 13,697 737

　　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 66,178,095 65,072,276

計画 63,354,000 63,834,000

実績 21,601,550 11,381,600

計画 40,500,000 40,220,000

実績 22,198,966 14,299,257

計画 31,100,000 30,900,000

実績 109,978,611 90,753,133

計画 134,954,000 134,954,000

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 41,515,565 39,245,609

計画 64,684,000 64,684,000

実績 58,210,751 42,209,127

計画 71,978,960 63,870,000

実績 2,874,350 7,501,427

計画 6,400,000 6,400,000

実績 102,600,666 88,956,163

計画 143,062,960 134,954,000

物件費 -13,768,209

その他事業費

（自主事業支出）
-3,525,650

臨時休館となり管理費が低減。加えて、日々の使

用量確認と都度の使用管理を徹底し、光熱水費削

減に注力しました。

支出

人件費 -23,168,435
臨時休館および時短営業により人件費が

削減されました。

臨時休館および時短営業による減収

です。

休館、時短営業により休講した教室のコーチ、イ

ンストラクター費用分と会員募集を自粛し、広告

販促費等を節約しました。

合計 -40,462,294

その他収入

（自主事業収入）
-8,901,034

合計 -24,975,389

臨時休館及び教室休講により減収しましたが、

ジュニア水泳教室を増設し、売上増に努めまし

た。

利用料金収入 -18,898,450

施設名称 大阪市立中央屋内プール

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：池田）

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。

業務の概要

数値目標

年度実績

数値目標 利用者満足度80％以上

指定管理者名

明治スポーツ・セントラルスポーツグループ

・㈱明治スポーツプラザ

・セントラルスポーツ㈱

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

稼働率

成果指標

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

収入

数値目標

年度実績

達成率

達成率

利用人数

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

成果指標

業務代行料 2,824,095

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

コロナウイルス感染症拡大による臨時休館

の補填金を含むためです

利用人数

稼働率



（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

88.1% C

89.0% C

（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

C

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

施設の管理運営

事業計画の実施状況

施設の設置目的の達成及びサービスの向上

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

　グループ全体では利用料金収入は前年度より増加しており、コロナ禍で工夫しながら運営している。

　中央屋内プールについては、前年度の天井改修工事やその後のコロナによる休館もあり、苦戦を強いられている印象である。その

中でもジュニア水泳教室の増設など、ニーズを取り込んだ自主事業の展開は評価ができる。光熱水費の抑制などを徹底しており、支

出の削減の努力がみられる。ただし、人件費の削減については雇用を守ることと利用者へのサービスの維持については少なからず関

係がある点に鑑み、くれぐれも双方から不満のないよう注意されたい。

　次年度の目標で積極的にイベントの提案がなされるなど、新規事業に対し意欲的な姿勢がみられる。実現に向けて努力していただ

きたい。

　毎年スタッフの態度について利用者から苦情が寄せられ続けており、指導や研修を行っているとのことであるが、期待されるレベ

ルにまでは改善できていない様子である。そのため、満足度は依然として低い。成果指数でもあり優先的に向上に取り組まれたい。

スタッフに対してサービス業に携わることへの自覚を促しマインドセットの転換を図るべく努力していただきたい。

一方で、ハード面については、利用者の要望に対してきめ細やかな対応していることが評価できる。

評価項目 所見

施設の有効利用

・新型コロナウイルス対策として換気・館内消毒の徹底。

・前年度アンケートの男性、女性のシャワーブースの壁面、扉の塗装・床面の目地埋めを実施。

・前年度アンケートの男性更衣室の床面を一部張替えを実施。

・男性、女性のプール更衣室のロッカーキーバンドを新しく変更・ロッカー内にシューズラックトレーを設置。

　また洗面台にペーパータオルを設置しました。

・オリジナル利用満足度調査アンケートを実施しました。

・光熱水使用量の調整。

・内部書類は使用済み用紙を再利用。

・スタッフによる修繕及びメンテナンス実施を実施。

B

評価項目 特記事項

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



（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%

90.5%

113.1%

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%

90.2%

112.8%

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%

0.0%

0.0%

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

57,596 59,376 -1,780

　　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

15,118 15,592 -474

　　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 49,953,574 51,941,360

計画 47,124,000 47,744,000

実績 20,233,975 20,372,727

計画 40,280,000 40,280,000

実績 25,940,091 20,731,715

計画 30,940,000 30,940,000

実績 96,127,640 93,045,802

計画 118,344,000 118,964,000

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 35,688,085 34,007,326

計画 55,180,000 55,180,000

実績 54,045,460 34,207,340

計画 58,154,000 53,954,000

実績 1,831,443 4,836,163

計画 5,630,000 5,630,000

実績 91,564,988 73,050,829

計画 118,964,000 114,764,000

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 大阪市立都島屋内プール

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：池田）

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

明治スポーツ・セントラルスポーツグループ

・㈱明治スポーツプラザ

・セントラルスポーツ㈱

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 2,829,574
コロナウイルス感染症拡大による臨時休館

の補填金を含むためです

利用料金収入 -20,046,025

施設利用への動機付として新たに成人向け教室を

立上げ集客もしましたが、コロナが原因とした理

由で計画との乖離が大きくなりました。

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

支出

人件費 -19,491,915

コロナウイルス感染症拡大による臨時休館や時短

営業、アシスタントへの業務転換等により労務費

の圧縮に成功しました。

物件費 -4,108,540

臨時休館や機器類（ボイラー温度設定、補給水量

等）の適正に管理する事で光熱水費を削減しまし

た。

その他収入

（自主事業収入）
-4,999,909

教室を増設し入会待ち解消や在籍者増加に成功し

ましたが、コロナが原因の休会者増加や臨時休館

により計画との乖離が大きくなりました。

合計 -22,216,360

その他事業費

（自主事業支出）
-3,798,557

広告チラシの作成からホームページの活用、既存

会員からの紹介等へ切替える事により広告宣伝費

の削減となりました。

合計 -27,399,012



（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

113.1% A

112.8% A

（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

・光熱水使用量の調整。

・内部書類は使用済みの用紙を再利用。

・スタッフによる修繕及びメンテナンスを実施。

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

・ご意見箱を設置し、意見の吸い上げをしている。

・オリジナル利用満足度調査アンケートを実施した。

・プール内・更衣室でのマスクを外した会話を注意できないかというご意見を受け、プールサイドに大きい掲示物を複数設置し、ス

タッフによる声かけを強化した。

・前年度アンケートのご意見を受け、特殊薬品によるプールサイドの錆取りを全面的に行い、日常チェックの項目として日々錆取り

を実施した。

・前年度アンケートのご意見を受け、消毒の頻度を上げ、記録による実施状況の見える化をした。

・前年度アンケートのご意見を受け、薬品によるカビの除去及び床や壁の目地埋めを実施しました。

   グループ全体では利用料金収入は前年度より増加しており、コロナ禍で工夫しながら運営している。

　都島屋内プールについては、土曜の教室を増設したことでキャンセル待ちが解消され、自主事業収入を伸ばすことができた。昨年

の課題であった、今あるニーズを満たすことができた点は評価したい。利用者数について、プールは前年度に比べ増加、トレーニン

グ室は減少している。ただし、どちらも開場日数（いずれも257日）で除した1日当たりの利用人数で見ると、前年度より減少して

いるので、その点は、原因を検証し次年度に改善されたい。

　自主事業について、骨盤ケアなど新事業へ積極的に取り組まれたことが評価でき、また、次年度に向けて介護予防などの新たな着

眼点でのニーズ模索はぜひとも挑戦してもらいたい。

　チラシの印刷をやめ、ホームページの充実による周知が奏功しているが、ホームページに誘導するためにSNSによるさらなる利用

者拡大に努めてほしい。

　次年度に向けて介護予防などの新たな着眼点でのニーズ模索はぜひとも挑戦してもらいたい。

評価項目 所見

成果指標の達成


