
（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%

86.0%

107.5%

２　管理運営の成果・実績(トレーニング室）

利用者満足度

　　利用状況（メインアリーナ）

当年度 前年度 前年度比

81.0% 71.9% 9.1%

　　利用状況（トレーニング場）

当年度 前年度 前年度比

51.4% 38.1% 13.3%

　　利用状況（サブアリーナ）

当年度 前年度 前年度比

　　利用状況（柔道場）

当年度 前年度 前年度比

19.4% 18.7% 0.7%

利用人数

稼働率

数値目標 利用者満足度80％以上

指定管理者名

大阪クリーン工房・SSK・KSC共同事業体

【構成員】

（株）クリーン工房

（株）エスエスケイ

（株）ケー・エス・シー

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

施設名称 千島体育館

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。

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

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

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

稼働率

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

　　利用状況（剣道場）

当年度 前年度 前年度比

37.6% 32.6% 5.0%

　　利用状況（会議室大）

当年度 前年度 前年度比

57.8% 51.6% 6.2%

　　利用状況（会議室中）

当年度 前年度 前年度比

　　利用状況（会議室小1）

当年度 前年度 前年度比

　　利用状況（会議室小2）

当年度 前年度 前年度比

　　利用状況（会議室小3）

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 10,285,972 10,498,623

計画 8,400,000 8,400,000

実績 15,607,670 8,585,230

計画 19,200,000 19,200,000

実績 7,546,521 5,961,381

計画 2,600,000 2,600,000

実績 33,440,163 25,045,234

計画 30,200,000 30,200,000

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 12,053,448 12,594,378

計画 12,300,000 12,300,000

実績 13,357,053 12,032,900

計画 15,800,000 15,800,000

実績 8,367,667 6,745,303

計画 2,100,000 2,100,000

実績 33,778,168 31,372,581

計画 30,200,000 30,200,000

コロナによる休館で利用者数減少。

収入

業務代行料 1,885,972 休館補填金　\1,885,972

利用人数

稼働率

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）
4,946,521

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

利用料金収入 -3,592,330

前年比でスクール生徒数増のため。

合計 3,240,163

支出

人件費 -246,552 ほぼ計画通りの数字となりました。

物件費 -2,442,947
利用者数減少の為、水光熱費が減少

した。

その他事業費

（自主事業支出）
6,267,667 スクール開催数増のため。

合計 3,578,168



（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

107.5% 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

・収支状況について、昨年度600万円以上あった赤字額が30万円程度に減少している点は一定評価できる。次年度は黒字に転じるよ

う努められたい。

・自主事業のコスト算出について、昨年度に続き計画額と実績額の乖離が大きい。スクール生徒数の増加による収入および支出の増

と記載があるが、具体的にどのような事業でどのような理由で増加したのか検証し、次年度に向け精緻な計画づくりを望みたい。

・オーディオ機器やQR決済など、新たなニーズを的確にとらえた事業展開は評価できる。

・施設が老朽化が進むなか、安全で安心な施設運営及びサービス向上に努めており、引き続き、取り組まれたい。

・日頃からスタッフによる丁寧な補修や、利用者の意見に対する積極的な取り組みなど、サービスマインドのきわめて高い職場であ

ることが伺われる。今後にも大いに期待するところである。

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

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

・光熱水費の節減・コピー用紙の削減等 B

評価項目 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

・築年数（47年）経っていることもあり、老朽化に関する意見が多かったが、スタッフで補修を細かく実施した。また日ごろの点

検・備品点検の項目を増やし、不具合があれば早急に対処するように努めた。今後も日々の点検や修繕対応をより一層しっかり行

い、安全に事故なく利用できる施設管理を実施していきたい。

・「スタッフが明るく丁寧に対応している」「コロナ対策（消毒等）よくしている。」といった意見も多数あった。

・オーディオ機器（iPadやiPhone対応できるようにする）やPayPayなどのQR決済など、時代に合ったサービスをいち早く導入し利

用者に満足いただけた。

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



（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%

83.1%

103.9%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

92.4% 95.9% -3.5%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

92.0% 95.9% -3.9%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

77.0% 74.4% 2.6%

　　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 17,318,482 17,039,434

計画 16,000,000 16,000,000

実績 7,329,270 7,400,980

計画 9,400,000 9,400,000

実績 4,398,222 5,658,257

計画 6,300,000 6,300,000

実績 29,045,974 30,098,671

計画 31,700,000 31,700,000

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 12,622,744 12,548,248

計画 12,400,000 12,400,000

実績 13,964,439 16,051,046

計画 15,900,000 15,900,000

実績 4,627,398 5,067,538

計画 3,400,000 3,400,000

実績 31,214,581 33,666,832

計画 31,700,000 31,700,000

その他事業費

（自主事業支出）
1,227,398

コロナが落ち着くという想定で教室

事業の数を増やしたため。

合計 -485,419

支出

人件費 222,744 ほぼ計画通りの数字となりました。

物件費 -1,935,561
コロナによる休館の影響で減少した

ため。

その他収入

（自主事業収入）
-1,901,778

コロナによる休館の影響で減少した

ため。

合計 -2,654,026

稼働率

収入

業務代行料 1,318,482 休館補填金　\1,318,482

利用料金収入 -2,070,730
コロナ感染状況の影響により利用料

金減少

稼働率

利用人数

稼働率

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

利用人数

指定管理者名

大阪クリーン工房・SSK・KSC共同事業体

【構成員】

（株）クリーン工房

（株）エスエスケイ

（株）ケー・エス・シー

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 港スポーツセンター

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。
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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

103.9% 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

・アンケートを実施し、利用者の意見を施設運営に反映。

・ご意見箱をロビーに設置し、利用者の意見を施設運営に反映。

・利用者とコミュニケーションを図り（窓口での会話）、意見を尊重し運営に繋げる。（小さな声に耳を傾ける）

・教室担当、講師との意見交換の場を設け、教室に関する意見、要望をまとめ反映。

・教室利用者からのヒヤリングによる自主事業への反映。

全体的に施設設備の老朽化に対するご意見が多いが施設対応可能なことに関しては迅速に対応。

・収支状況について、昨年度より赤字幅が減ったものの、200万円以上の赤字となっている。昨年度の外部専門家意見でその他事業費

（自主事業支出）について「教室の入替を含め、これまでの現状を踏まえた改善計画の策定をすることを強く求める」旨の記述が

あったが、今年度は、受講率の最も低いものを取りやめたのみで、事業報告書や収支内訳書からは、新規企画は確認できなかった。

相変わらず、受講率が50％を超えてる教室は4割と低く、計画より120万円強の支出増となっている。丁寧な収支計画はもちろんのこ

と、魅力ある教室運営を行うべく、コロナ以外にも原因を検証し、是非とも次年度には改善されたい。

   なお、利用促進のためにフェイスブックを活用されているとのことである。今後は、3年以上投稿されていない状況を改善するとと

もに、100名にも満たないフォロワー数の強化を図り利用者への情報提供に役立ててほしい。

・築25年を経過しているため、日々の点検や修繕対応をより一層しっかり行い、安全に事故なく利用できる施設管理を実施していた

だきたい。

評価項目 所見

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

・光熱水費の減・紙の削減等 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

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



（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%

90.9%

113.6%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

80.4% 96.6% -16.2%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

76.9% 91.3% -14.4%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

61.3% 68.1% -6.8%

　　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 28,163,560 27,300,347

計画 26,600,000 26,600,000

実績 6,028,670 7,231,780

計画 9,200,000 9,200,000

実績 7,660,067 10,805,669

計画 7,000,000 7,000,000

実績 41,852,297 45,337,796

計画 42,800,000 42,800,000

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 20,529,068 24,286,588

計画 15,600,000 15,600,000

実績 19,032,267 14,518,057

計画 19,000,000 19,000,000

実績 6,011,841 6,071,568

計画 8,200,000 8,200,000

実績 45,573,176 44,876,213

計画 42,800,000 42,800,000

その他事業費

（自主事業支出）
-2,188,159 教室事業の見直しによるコスト削減

合計 2,773,176

支出

人件費 4,929,068 計画より人件費がかかったため

物件費 32,267

その他収入

（自主事業収入）
660,067

合計 -947,703

稼働率

収入

業務代行料 1,563,560 休館補填金　\1,563,560

利用料金収入 -3,171,330
コロナ感染状況の影響により利用者

数減少

稼働率

利用人数

稼働率

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

利用人数

指定管理者名

大阪クリーン工房・SSK・KSC共同事業体

【構成員】

（株）クリーン工房

（株）エスエスケイ

（株）ケー・エス・シー

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 大正スポーツセンター

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

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

113.6% A

（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

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

・スポーツセンター、トレーニングルーム、プールそれぞれにてアンケートを実施。意見を聞いて施設運営に反映した。

・教室やレッスンのインストラクターと意見交換を行い、内容を改善した。

・収支状況について、施設使用可能機会は昨年度より増えているが、利用率が1割以上低下したため利用料収入が120万円減少してい

る。また、自主事業では160万円の黒字となっている。人件費の増加分は、休館中のプール人員をスポーツセンターにて配置したため

であり、その分プールの人件費が減っている。ただ、手厚い人員配置ができた機会を活かして通常業務以上の取り組み（例えば、利

用率改善策や新規事業の開発）がなされていたという記録が見当たらないことが残念である。

・築20年以上経過しているため、日々の点検や修繕対応をより一層しっかり実施し、安全に事故なく利用できる施設運営を行うよう

今後とも努力していただきたい。

評価項目 所見

成果指標の達成

施設の管理運営 顛末書の提出があったため

事業計画の実施状況

施設の有効利用

・光熱費の節約・コピー用紙の節約等 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

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



（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%

92.9%

116.1%

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%

81.8%

102.3%

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

18,350 55,634 -37,284

　　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

13,296 12,553 743

　　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 63,906,653 60,619,323

計画 60,000,000 60,000,000

実績 6,776,050 14,660,350

計画 29,200,000 29,200,000

実績 8,370,940 18,942,639

計画 25,200,000 25,200,000

実績 79,053,643 94,222,312

計画 114,400,000 114,400,000

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 30,461,983 34,926,859

計画 51,000,000 51,000,000

実績 28,567,762 42,609,416

計画 53,300,000 53,300,000

実績 4,935,771 8,324,168

計画 10,100,000 10,100,000

実績 63,965,516 85,860,443

計画 114,400,000 114,400,000

その他事業費

（自主事業支出）
-5,164,229

コロナ及び天井改修工事の影響で休館期

間が長期に及んだ為の減。

合計 -50,434,484

支出

人件費 -20,538,017
コロナ及び天井改修工事の影響で休館期

間が長期に及んだことによる減

物件費 -24,732,238
コロナ及び天井改修工事の影響で休館期

間が長期に及んだ為の減。

その他収入

（自主事業収入）
-16,829,060

コロナ及び天井改修工事による休館

で利用者数減少

合計 -35,346,357

収入

業務代行料 3,906,653 休館補填金　\3,906,653

利用料金収入 -22,423,950
コロナ及び天井改修工事による休館

で利用者数減少

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

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

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

大阪クリーン工房・SSK・KSC共同事業体

【構成員】

（株）クリーン工房

（株）エスエスケイ

（株）ケー・エス・シー

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 大正屋内プール

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。



（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

116.1% A

102.3% B

（２）市費の縮減

評価

B

（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

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

C総合評価

成果指標の達成

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

施設の有効利用

・スポーツセンター、トレーニングルーム、プールそれぞれにてアンケートを実施。意見を聞いて施設運営に反映した。

・教室やレッスンのインストラクターと意見交換を行い、内容を改善した。

・今年度は、新型コロナウイルス感染拡大予防のための2か月休館に加え、プールが吊天井工事のため長期休館（9～3月）となっ

た。再開後、PR手法や教室構成などを工夫して、これまでの利用者が戻ってきてくれるよう取り組まれたい。

・プールが長期休館しているにも関わらず、トレーニング場の利用者が前年度より増加したことは評価できる。

・築20年以上経過しているため、日々の点検や修繕対応についてより一層しっかりと行い、安全に事故なく利用できる施設管理を

実施するよう強く望む。

・トレーニング場の教室事業では、きめ細やかに名称の変更や新規事業の導入を行っており、参加者の増につながっていることが評

価できる。

評価項目 所見

・光熱費の節約・コピー用紙の節約等

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 顛末書の提出があったため

事業計画の実施状況

評価項目 特記事項

利用者満足度（屋内プール）

利用者満足度（トレーニング場）

市費の縮減に係る取組状況 特記事項


