
（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%

80.0%

100.0%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

98.7% 99.0% -0.3%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

95.6% 95.1% 0.5%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

79.9% 74.3% 5.6%

　　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 53,930,119 41,586,000

計画 41,586,000 41,586,000

実績 8,010,890 7,563,670

計画 9,980,000 9,980,000

実績 13,904,661 17,048,794

計画 23,911,660 22,404,935

実績 75,845,670 58,634,794

計画 75,477,660 63,990,935

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 22,936,552 22,124,268

計画 22,910,400 22,633,400

実績 36,904,197 36,006,306

計画 36,158,630 35,113,980

実績 13,764,836 13,150,639

計画 16,408,630 16,223,555

実績 73,605,585 71,281,213

計画 75,477,660 73,970,935

その他事業費

（自主事業支出）
-2,643,794 スポーツ教室講師料減

合計 -1,872,075

支出

人件費 26,152

物件費 745,567 修繕費、設備維持管理費増

その他収入

（自主事業収入）
-10,006,999

5月～9月スポーツ教室休講

（休館・ワクチン会場使用）

合計 368,010

稼働率

収入

業務代行料 12,344,119 コロナ補填精算金：12,344,119円

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

利用料金収入 -1,969,110
4/25～6/20臨時休館、

6/21～7/11・8/3～9/30時短営業

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

オージースポーツ・イオンディライト・パティネレジャー共同事業体

・㈱オージースポーツ

・イオンディライト㈱

・㈱パティネレジャー

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 天王寺スポーツセンター

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。



（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

・施設内掲示物。および備品類（ソファ・テーブル）の配置の大幅見直しし、クリーンで快適な施設づくりに努めた。

・突発的な故障・不具合以外は、計画修繕を心掛け、故障・不具合を未然に防止し、営業、利用者の迷惑につながらないように努め

た。

・利用者の迷惑につながらない・トレーニング場のマシン配置レイアウト変更し、コロナ対策に加えての使いやすさ快適さの向上を

図った。

コロナの休業、時短営業、真田山屋内プールの天井改修工事等があり、全体的に利用料金収入、事業収入が低迷した。休館等に伴う

事業費、光熱水費等の削減があったが、各種補填により黒字になっている状況である。社内ホームページのリニューアルなど、利用

者のアクセス改善に取り組んだ。

天王寺スポーツセンターについては、ワクチン会場の期間は自主事業ができなかったため自主事業収入が計画を大きく下回った。第

1・第2体育場は昨年度と同じく稼働率が高いが、多目的室の稼働率は昨年より好転しているものの、改善する余地がある。休館・ワ

クチン会場期間を加味しても、事業収入の計画比が低い。スポーツ教室の受講率が50％を下回っているものも目立つため、ニーズ把

握し、次年度の計画にもあるように教室の刷新など新しい取り組みを進められたい。

利用率の低い教室に関して、講師と連携して利用者に魅力が伝わる情報発信に取り組まれたい。

売店・自動販売機／物販について、売上向上に取り組んで欲しい。

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

・引続き「エスコ事業」とは別に体育館の照明、空調の

ON/OFFの調整をこまめに実施、未使用時にはOFFを徹

底した。

・備品、消耗品発注の際は最低ロットを守り、必要最小

限の経費で済むよう管理し購入した。

・コロナ禍における消毒液やペーパー類など感染予防対

策に係る消耗品はストック含め確保した。

・修繕については、毎月ミーティングで優先順位と修繕

方法を吟味にコストダウンとともに快適な施設づくりに

努めた。また設備故障等については、必ず相見積を取り

価格交渉を行いコスト削減に努めた。

・人員配置は適材適所に人を配置し、無理無駄の無いシ

フトコントロールに努めた。

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（屋内プール）

利用者人数 利用者満足度

80%

75.0%

93.8%

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%

80.0%

100.0%

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%

80.0%

100.0%

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

23,317 72,225 -48,908

　　利用状況（屋外プール）

当年度 前年度 前年度比

17,673 17,494 179

　　利用状況（トレーニング室）

当年度 前年度 前年度比

11,740 13,114 -1,374

　　利用状況（アイススケート）

当年度 前年度 前年度比

18,385 16,709 1,676

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 205,217,349 168,484,000

計画 168,233,000 168,484,000

実績 27,756,818 42,515,369

計画 66,313,270 66,313,270

実績 22,729,319 38,292,258

計画 64,444,720 64,444,720

実績 255,703,486 249,291,627

計画 298,990,990 299,241,990

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 44,832,573 60,637,327

計画 57,559,600 58,751,600

実績 186,598,511 199,316,012

計画 226,971,870 228,030,870

実績 6,048,034 10,511,728

計画 12,459,520 12,459,520

実績 237,479,118 270,465,067

計画 296,990,990 299,241,990
合計 -59,511,872

支出

人件費 -12,727,027 臨時休館・プール閉鎖による減

物件費 -40,373,359 同上

その他事業費

（自主事業支出）
-6,411,486 同上

その他収入

（自主事業収入）
-41,715,401 自主事業(スイミング)9か月間休講

合計 -43,287,504

利用料金収入 -38,556,452

4/25～6/20臨時休館、6月屋外プール閉鎖

6/21～7/11・8/3～9/30時短営業

9～3月屋内プール閉鎖（天井工事)

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

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

収入

業務代行料 36,984,349 コロナ補填精算金：36,985,342円

利用人数

稼働率

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

オージースポーツ・イオンディライト・パティネレジャー共同事業体

・㈱オージースポーツ

・イオンディライト㈱

・㈱パティネレジャー

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年年4月1日～令和４年3月31日

施設名称 真田山プール

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
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



（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

93.8% B

100.0% B

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

施設の有効利用

・施設内掲示物。および備品類（ソファ・テーブル）の配置の大幅見直しし、クリーンで快適な施設づくりに努めた。

・突発的な故障・不具合以外は、計画修繕を心掛け、故障・不具合を未然に防止し、営業、利用者の迷惑につながらないように努め

た。

・利用者の迷惑につながらない・トレーニング場のマシン配置レイアウト変更し、コロナ対策に加えての使いやすさ快適さの向上を

図った。

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

コロナの休業、時短営業、真田山屋内プールの天井改修工事等があり、全体的に利用料金収入、事業収入が低迷した。休館等に伴う

事業費、光熱水費等の削減があったが、各種補填により黒字になっている状況である。社内ホームページのリニューアルなど、利用

者のアクセス改善に取り組んだ。

真田山プールは屋内プールが天井改修工事のため休館（9月～3月）であったため、自主事業収入が大幅に落ち込んだ。屋外プール

のコロナ対策で入場制限していたため利用料金収入の伸びしろがなく、苦しい1年であった。休館期間を見越しガスの契約方式を見

直すなど、光熱水費の削減の工夫は見られた。また、キャッシュレス化を進めるなど管理の効率化を進めている点も評価できる。次

年度はスクールの時間割を工夫するなど、利用者数の回復のみならず、増加に努めていただきたい。また、長期休暇時の短期集中指

導での参加者数を増加させるような取り組みをして欲しい。

アイススケート場については、昨年度比で利用者数が微増している。さらなる教室の開催など工夫の余地は大いにあるので、今後に

期待したい。

鳩対策など施設の長年の課題改善に取り組んでいる、点は評価できる。全体的に施設が老朽化しているため、計画的なメンテナンス

をお願いしたい。

全体的に良い取り組みをしている。今後スタッフには更なる高度な取り組みをお願いすることになるが、良い結果が出ると期待して

いる。

評価項目 所見

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（プール）

利用者満足度（アイススケート）

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

・引続き「エスコ事業」とは別に体育館の照明、空調の

ON/OFFの調整をこまめに実施、未使用時にはOFFを徹

底した。

・備品、消耗品発注の際は最低ロットを守り、必要最小

限の経費で済むよう管理し購入した。

・コロナ禍における消毒液やペーパー類など感染予防対

策に係る消耗品はストック含め確保した。

・修繕については、毎月ミーティングで優先順位と修繕

方法を吟味にコストダウンとともに快適な施設づくりに

努めた。また設備故障等については、必ず相見積を取り

価格交渉を行いコスト削減に努めた。

・人員配置は適材適所に人を配置し、無理無駄の無いシ

フトコントロールに努めた。

B

評価項目 特記事項

利用者満足度（トレーニング室）



（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%

86.7%

108.3%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

98.2% 99.1% -0.9%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

97.2% 98.9% -1.7%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

79.6% 71.3% 8.3%

　　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 36,508,984 29,454,765

計画 29,362,530 29,454,765

実績 7,700,240 7,535,690

計画 6,292,000 6,292,000

実績 17,320,782 15,400,669

計画 29,363,000 29,362,000

実績 61,530,006 44,855,434

計画 65,017,530 58,816,765

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 27,493,664 27,984,489

計画 20,723,000 20,759,000

実績 25,967,980 24,444,496

計画 29,565,530 29,620,765

実績 12,183,322 11,570,432

計画 14,729,000 14,729,000

実績 65,644,966 63,999,417

計画 65,017,530 65,108,765

その他事業費

（自主事業支出）
-2,545,678

臨時休館・時短営業による教室休講によ

る費用減少

合計 627,436

支出

人件費 6,770,664 人件費単価変更による

物件費 -3,597,550
臨時休館・時短営業による水光熱費減

少。空調温度管理による削減

その他収入

（自主事業収入）
-12,042,218

新型コロナによる臨時休館・時短営業に

より教室休講

合計 -3,487,524

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

利用料金収入 1,408,240
コロナ自粛はあるものの、第１・2体育場は教室

を含めほぼ100％を推移しているため

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

利用人数

稼働率

収入

業務代行料 7,146,454 コロナ補填精算金：7,146,454円

利用人数

指定管理者名

オージースポーツ・イオンディライト・パティネレジャー共同事業体

・㈱オージースポーツ

・イオンディライト㈱

・㈱パティネレジャー

指定期間 平成31年4月1日～令和6年3月31日（2019年4月1日～2024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 城東スポーツセンター

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。



（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

108.3% 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

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

施設の有効利用

成果指標の達成

施設の管理運営

事業計画の実施状況

評価項目 所見

・硬式テニス教室の開催時間を90分では短いので120分に延長して欲しい。

→開催時間に関するアンケート調査を行った結果、約7割が現状のままとの回答であったため、要望者にご納得いただいた。

・多目的室で開催しているヨガ教室が定員のため参加できないので、参加できるようにしてほしい。

→多目的室のスペースを確保するため、用具入れロッカーを小ロッカーに入替えてスペースを確保し参加定員数を増やした。

・施設利用者アンケートのサービス評価については、「スタッフとのかかわり」や「清掃・手入れ」・「施設用具・設備」の項目に

ついては比較的評価が高かったが、「営業時間」・「教室、プログラム」の項目が低い傾向にあった。

→新サービス（バーコード入館・受講料口座振替・メール配信）を導入やスポーツ教室のクラスの改変や増設を行った。

コロナの休業、時短営業、真田山屋内プールの天井改修工事等があり、全体的に利用料金収入、事業収入が低迷した。休館等に伴う

事業費、光熱水費等の削減があったが、各種補填により黒字になっている状況である。社内ホームページのリニューアルなど、利用

者のアクセス改善に取り組んだ。

城東スポーツセンターについては、利用料金収入が計画より2割増となった。一方、コロナ休館や時短営業の影響もあり、夜間の講座

が開講できない期間があり自主事業収入は計画の6割程度にとどまっている。開催できた自主事業の教室は、受講率が８～９割を超え

るものが多く、子ども教室のキャンペーンを積極的に実施するなど、ニーズをとらえた営業ができている点は評価できる。受講率が

高い背景を調べて、他の施設と情報共有を行なって全体的な受講率の向上に努めて欲しい。

重箱の隅をつつくようだが、物販をもう少し力を入れても良いと考える。

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

・館内の空調温度を25℃の一定温度に設定することや、

ON/OFFをこまめに実施することで節電を行った。

室内温度計を各所に設置することで、温度を把握し真夏

や真冬の設定温度を安全に且つ必要最小限に保つように

努めた。

・館内の照明管理については空調同様に、利用状況に合

わせて適宜ＯＮ/ＯＦＦの調整を実施した。

・修繕については、毎月ミーティングで優先順位と修繕

方法を吟味にコストダウンとともに快適な施設づくりに

努めた。

・設備故障修理の際は、必ず相見積を取り価格交渉を行

いコスト削減に努めた。

・人員配置は適材適所に人を配置し、無理無駄の無いよ

う状況に応じてシフトコントロールに努めた。

B

評価項目 特記事項

利用者満足度


