
（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(体育館）

利用者満足度

80%

80%

100.0%

　　利用状況（メインアリーナ）

当年度 前年度 前年度比

92.5% 84.7% 7.8%

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 17,796,774 11,867,860

計画 8,890,100 8,934,590

実績 6,407,500 9,608,990

計画 15,981,180 15,845,500

実績 3,138,837 3,769,016

計画 3,838,720 3,836,310

実績 27,343,111 25,245,866

計画 28,710,000 28,616,400

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 12,207,069 12,893,509

計画 16,714,000 16,620,400

実績 11,875,205 11,417,958

計画 11,951,000 11,951,000

実績 51,084 11,957

計画 45,000 45,000

実績 24,133,358 24,323,424

計画 28,710,000 28,616,400

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 大阪市立東淀川体育館（フィットネス21東淀川体育館）

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：徳田）

条例上の設置目的
体育館は、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

指定管理者名 公益財団法人フィットネス21事業団

指定期間 平成31年4月1日～令和6年3月31日（5年間）

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

業務代行料 8,906,674
新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休館や天井改修工事及び

空調設備設置工事の補填( 8,906,674 円）で計画より上回った。

利用料金収入 -9,573,680
新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休館や天井改

修工事及び空調設備設置工事による臨時休館、当初年間

予定の大会中止が影響した。

収入

支出

人件費 -4,506,931
新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休館や天井改修工事及び

空調設備工事に伴い休館し適正な人員配置を実施することにより主

にアルバイト賃金が計画より下回った。

物件費 -75,795

新型コロナウイルス感染症対策や、天井改修工事及び空調改修工事

に伴う臨時休館と時短営業で光熱水費が減少した事で計画よりも下

回ったが、計画外で天井改修工事の電源装置のレンタル費を立替払

いをしたため支出が増加し計画より若干下回った結果になった。

その他収入

（自主事業収入）
-699,883

緊急事態宣言により大会関係キャンセルが多くあり駐車場収入や大

会付属備品レンタル収入が減少したため計画より下回った。

合計 -1,366,889

その他事業費

（自主事業支出）
6,084 ほぼ計画通りであった。

合計 -4,576,642



（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

100.0% 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

・消耗品及び修理については、最安価業者より購入。

・施設劣化部分の補修については、可能な範囲で職員の

手で作業を行い修復を実施。

・利用者の同意に基づき節電、節水等に協力を頂く。

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

・施設利用満足度　80%以上達成。

・意見箱を設置し、意見に対する回答を掲示。

・来館者が一目で分かる様に、受付横に空き利用時間案内を掲示することで使用率の向上に繋げた。

・夏場の熱中症予防のため空調機器設備（９台）を導入し、日常では岩塩と経口補水液を準備している。

・今年度も新型コロナの影響により臨時休館、営業時間短縮、複数の感染防止策を行いながらの1年となったが、修繕対応など施設

不備が発生した際の迅速な対応、及び利用者安全管理について30分～１時間毎に巡回を行うなど、総じて安全な施設運営ができたこ

とが読みとれる。

・大会直前の利用中止もあったが、一般利用者の確保に努めたことで、昨年度より高い92.5％という稼働率を得られたことは評価で

きる。

・今年度は念願の空調設備を新設したことで、利用環境も向上したと思われる。現在、天井改修工事中で12月まで休館予定とのこと

だが、再開後は休館前を上回る利用者の獲得をめざし、取組みを進めていただきたい。

・利用料金収入の大幅な減に比べて物件費の減の幅が小さく、昨年度と比較すると利用料収入は減少、管理費は増加となっている

が、この理由について詳しい分析がなされていない。長期休館していたのに物件費がほとんど下がっていないことについて詳細な説

明を要する。令和4年度中に所管部署へ報告されたい。

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

利用者数 利用者満足度

80%

87%

108.8%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

98.2% 97.1% 1.1%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

97.4% 97.0% 0.4%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

87.1% 81.9% 5.2%

稼働率

稼働率

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

指定管理者名 公益財団法人フィットネス２１事業団

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 大阪市立淀川スポーツセンター

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：徳田）

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。



（様式５） 令和３年度　指定管理者年度評価シート

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 24,422,867 25,344,572

計画 22,740,050 22,880,250

実績 5,659,200 5,589,420

計画 7,167,210 7,167,210

実績 15,536,076 13,817,157

計画 15,882,140 15,622,940

実績 45,618,143 44,751,149

計画 45,789,400 45,670,400

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 17,638,798 18,445,409

計画 18,593,400 18,404,400

実績 18,502,197 19,540,515

計画 17,578,000 17,848,000

実績 10,473,727 9,202,968

計画 9,618,000 9,418,000

実績 46,614,722 47,188,892

計画 45,789,400 45,670,400

その他事業費

（自主事業支出）
855,727

計上する項目が、計画と実績で違った事による差が主な要因。計画

にはなかった自主事業に係る施設使用料を事業経費にした事で計画

より上回った。

合計 825,322

支出

人件費 -954,602
新型コロナウイルス感染症対策に伴う休館や時短

があったため計画より下回った。

物件費 924,197

計画では、本社人件費にかかる費用を人件費に計

上していたが、物件費のその他経費で一括計上を

したため計画より上回った。

その他収入

（自主事業収入）
-346,064

新型コロナウィルス感染症対策で利用制限や時短

営業があり、事業の中止があった事が原因で計画

より下回った。

合計 -171,257

収入

業務代行料 1,682,817
新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休館の

補填（1,682,817円）で計画より上回った。

利用料金収入 -1,508,010
新型コロナウィルス感染症対策による臨時休館や

時短営業が影響で計画より下回った。



（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

108.8% 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

施設の有効利用

・施設利用満足度　80%以上達成。

・意見箱を設置し、意見に対する回答を掲示。

・熱中症予防のため、経口補水液等を用意。

・アンケートから『バスケットボール教室』開催の要望があったため、小学生対象のバスケットボール教室を新規事業として開催。

・今年度も新型コロナの影響により臨時休館、営業時間短縮、複数の感染防止策を行いながらの1年となったが、修繕対応など施設

不備が発生した際の迅速な対応、及び利用者安全管理について30分～１時間毎に巡回を行うなど、総じて安全な施設運営ができたこ

とが読みとれる。

・公共スポーツ施設として障がい者のスポーツ振興ならびに健康増進事業「ハンディキャップチャレンジDAY」等の実施も高く評価

できる。

・淀川区スポーツ推進委員によるイベントや「淀川区生涯学習関連施設連絡会」等のスポーツやそれ以外の各種イベントの開催につ

いても（当該年度は中止となったものもあるようだが）地域の公共施設として引き続き担っていただきたい。

・毎年意欲的に新規教室事業を企画し、利用者の要望にもきめ細やかに対応できていることが評価できる。

・稼働率は、各室とも高く、昨年度より僅かながらもアップしていることは評価できる。

・金額は減少したものの昨年度に引き続き収支がマイナスである点が残念である。稼働率が高いにもかかわらずマイナスになる要因

は何か。昨年度の分析結果も活かして、本年度は収支の改善を果たすように期待する。

評価項目 所見

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

・消耗品及び修理については、最安価業者より購入。

・ＬＥＤ化されてない第一・第二体育場、３階階段ロ

ビーの消費電力をこまめに確認。

B



（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%

106.3%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

94.7% 96.6% -1.9%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

93.4% 90.8% 2.6%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

57.9% 71.4% -13.5%

施設名称 大阪市立東淀川スポーツセンター

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：徳田）

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 公益財団法人フィットネス21事業団

指定期間 平成31年4月1日～令和6年3月31日（5年間）

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

利用人数

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

稼働率



（様式５） 令和３年度　指定管理者年度評価シート

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 22,267,510 39,247,462

計画 18,295,940 18,392,340

実績 7,054,220 7,375,130

計画 9,494,840 9,494,840

実績 6,028,261 7,302,201

計画 10,909,820 9,914,420

実績 35,349,991 53,924,793

計画 38,700,600 37,801,600

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 15,066,112 13,142,116

計画 18,045,600 17,856,600

実績 16,015,801 34,696,334

計画 15,625,000 15,185,000

実績 3,687,484 4,768,752

計画 5,030,000 4,760,000

実績 34,769,397 52,607,202

計画 38,700,600 37,801,600

収入

業務代行料 3,971,570
新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休館や時短営業、ワクチ

ン接種会場への転用に対する補填( 3,971,570 円）で計画より上

回った。

利用料金収入 -2,440,620
新型コロナウィルス感染拡大対策による臨時休館や時短営業、ワク

チン接種会場への転用による影響で計画より下回った。

その他収入

（自主事業収入）
-4,881,559

新型コロナウィルス感染拡大対策による臨時休館や時短営業、ワク

チン接種会場への転用による影響で、半年間自主事業を開催するこ

とができなかったため計画より下回った。

合計 -3,350,609

支出

人件費 -2,979,488

計画では、本社人件費にかかる費用を人件費に計

上していたが、物件費のその他経費で一括計上を

したため計画より下回った。

物件費 390,801

全体的には費用の微減はしているものの、計画の

本社人件費をその他経費で一括計上をしたため計

画より上回った。

その他事業費

（自主事業支出）
-1,342,516

新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休館や、ワクチン接種会

場で半年間の自主事業が開催がなかったので、指導にかかる費用が

かからず計画より下回った。

合計 -3,931,203



（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

106.3% 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

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

・空調は1時間を目途に調整し、要望があればつける。

・トイレの流水時間を短くし、使用量を抑えた。

・貸し出し備品は定期点検を行い、劣化をすぐに補修するこ

とで購入更新時期を伸ばした。

B

評価項目 特記事項

・施設利用満足度　80%以上達成。

・意見箱を設置し、意見に対する回答を掲示。

・体操教室参加の保護者から体操の短期教室開催の要望があったため春休み期間中に『春休み短期子ども体操教室』を開催。

・アンケートから『かけっこ教室』開催の要望があったため、オータムチャレンジスポーツイベントの際に開催。

・今年度も新型コロナの影響により臨時休館、営業時間短縮、複数の感染防止策を行いながらの1年となったが、修繕対応など施設

不備が発生した際の迅速な対応、及び利用者安全管理について30分～１時間毎に巡回を行うなど総じて安全な施設運営ができたこと

が読みとれる。

・また、イベントや教室事業企画の際に利用者の意見や要望に対して、きめ細やかに対応しているところが評価できる。

・コロナ禍の影響がある中、しっかりと感染対策した上で、施設全体の稼働率85.4％という結果を出し、大阪市からの補填があった

とはいえ収支を黒字化させたことは評価できる。

・なお、多目的室の稼働率が57.9％であるが、次年度は、稼働率アップに向け人気の高い教室の増設や有料広告を使った教室参加者

の募集など積極的に挑戦されるとのことであり、コロナ前以上の集客の実現を期待する。

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

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

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%

94%

117.5%

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%

97%

121.3%

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

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

93,909 25,252 68,657

　　利用状況（トレーニング室）

当年度 前年度 前年度比

26,050 26,364 -314

施設名称 大阪市立東淀川屋内プール

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：徳田）

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
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 公益財団法人フィットネス21事業団

指定期間 平成31年4月1日～令和6年3月31日（5年間）

評価対象期間 令和3年4月1日～令和４年3月31日

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

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
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３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 81,197,039 106,364,348

計画 69,404,640 69,044,940

実績 33,001,375 14,202,500

計画 65,903,000 65,653,000

実績 34,061,978 14,528,866

計画 32,254,660 32,081,860

実績 148,260,392 135,095,714

計画 167,562,300 166,779,800

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 47,044,923 47,317,662

計画 69,028,500 67,746,000

実績 88,845,863 76,541,461

計画 95,689,800 96,189,800

実績 16,349,461 2,892,614

計画 2,844,000 2,844,000

実績 152,240,247 126,751,737

計画 167,562,300 166,779,800

収入

業務代行料 11,792,399

新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休館や

天井改修工事の補填(11,792,399円)で計画より上

回った。

利用料金収入 -32,901,625
新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休館や

天井改修工事の影響で計画より下回った。

その他収入

（自主事業収入）
1,807,318

新型コロナウィルスによる臨時休館期間中に支

払った休業手当を雇用調整助成金で受給した事で

計画より上回った。

合計 -19,301,908

支出

人件費 -21,983,577

正職員の人件費のうち、事業に係る人件費を事業費として計上をし

た事と、計画では、本社人件費にかかる費用を人件費に計上してい

たが、物件費のその他経費で一括計上をしたため計画より下回っ

た。

物件費 -6,843,937

緊急事態宣言や空調設備新設工事に伴う休館、20

時までの時短営業により光熱水費が減少したこと

で計画より下回った。

その他事業費

（自主事業支出）
13,505,461

正職員の人件費のうち、事業に係る人件費を事業

費として計上をした事で計画より上回った。

合計 -15,322,053
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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

117.5% A

121.3% S

（２）市費の縮減

評価

（３）管理運営の履行状況

評価

C

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

評価項目 特記事項

利用者満足度(プール）

利用者満足度(トレーニング室）

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

・設備や用具は点検時に破損や消耗度を見極め補修。

・物品の購入及び更新機器、修理については、複数社か

ら見積りをとり、最安価業者より購入。

・施設劣化部分の補修については、可能な範囲で職員の

手で作業を行い修復を実施。

・日々、節電や節水等に努めた。

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

施設の管理運営 本市から指示書が発出されたため

事業計画の実施状況

施設の有効利用

　

・施設利用満足度　80%以上達成。

・意見箱を設置し、意見に対する回答を掲示。

・施設巡回を行い、利用者から直接意見をいただき、施設運営に反映。

・熱中症予防の為に体調管理の喚起と利用者の顔色確認を実施。

・利用者から『子ども教室無料』開催の要望があったため、１カ月間限定で１月に開催。

・例年、利用者の要望に応えて新規教室事業を開催しており、今年度も前向きな新規事業への取り組みが見られ評価できる。プー

ル、トレーニング室ともに高い満足度を維持しており、今後も期待したい。

・今年度も新型コロナの影響により臨時休館、営業時間短縮、種々の感染防止策を行いながらの1年となったが、修繕対応など施設

不備が発生した際の迅速な対応、及び利用者安全管理について30分～１時間毎に巡回を行うなど総じて安全な施設運営ができたもの

と読みとれる。

・人件費を本来の人件費からその他事業経費に計上したとのことであるが、指定管理期間中に計上方法を変えると収支状況を適確に

把握しにくくなるので、計画時の計上方法に改めることも含めて市と協議されたい。

・東淀川屋内プールは、レジャー施設的な性質もあり地域の方から非常に人気のある施設であり、利用者満足度も高い。休館等の影

響で昨年度落ち込んだプールの利用者数も増えてはきているが、全体的にコロナ前には未だ達していない。具体的な広報展開も計画

しているので、それらと合わせた地域との協力・連携、活動の認知向上、PRに努めていただきたい。
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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

C

評価項目 所見

成果指標の達成

総合評価

市費の縮減

C

施設の設置目的の達成及びサービスの向上


