
（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%

89.2%

111.5%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

74.4% 98.6% -24.2%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

80.4% 96.8% -16.4%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

86.1% 88.9% -2.8%

　　利用状況（多目的２・会議室）

当年度 前年度 前年度比

77.2% 87.0% -9.8%

　　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 74,313,188 77,593,517

計画 43,347,400 43,347,400

実績 9,342,880 9,561,920

計画 11,170,350 11,170,350

実績 12,411,618 16,182,148

計画 35,661,716 35,661,716

実績 96,067,686 103,337,585

計画 90,179,466 90,179,466

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 19,725,008 18,130,844

計画 20,451,200 20,451,200

実績 58,397,320 52,721,256

計画 56,185,905 56,185,905

実績 11,514,614 19,114,925

計画 13,542,361 13,542,361

実績 89,636,942 89,967,025

計画 90,179,466 90,179,466

その他事業費

（自主事業支出）
-2,027,747

コロナ休館、時短営業、工事休館中の休講分

の講師費用が削減されました。

合計 -542,524

支出

人件費 -726,192
コロナ休館中、最低人員の出勤で

運営したための削減です。

物件費 2,211,415
休館日を含むコロナワクチン接種会場提供期間

中の水道光熱費、単価変更による超過です。

その他収入

（自主事業収入）
-23,250,098

休館・休講中のマイナスと休館中に退会され

た会員数を挽回しきれなかった減収です。

合計 5,888,220

稼働率

収入

業務代行料 30,965,788
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

利用料金収入 -1,827,470

休館中の利用者数マイナスと再開時の利用者の復

帰に時間を要した分の減収、天井漏水工事により

4ヶ月間、第1体育場を半面で営業したことによる

マイナスです。

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

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

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 浪速スポーツセンター

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

111.5% 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

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

例年社内で実施している顧客満足度調査の結果(運営に関する主なご意見と対応)

・コロナ禍対応についてのご意見

　 マスクの着用は任意にしてほしい

　 →国、大阪市からの指示事項とコロナの感染状況を鑑みて対応していきます。

・清掃、消毒が行き届いている。トイレがきれい。

・トレーニング場の利用に面倒な手続きがないのが良い。

グループ全体としてはコロナによる休館・時短営業のほか、プールの配管改修工事のため屋内プールの休館（11/1～3/4）・スポー

ツセンター第一体育場の半面休館（11/1～3/31）が影響し、大幅に収入減となった。

スポーツセンターについては、上階のプールの配管不具合による天井漏水のため11月1日から年度末まで第一体育場の半面を使用休止

した間の利用料金と、コロナ休館後も6～8月の期間ワクチン会場利用のため休止した間の教室事業が減収となり、大きく計画からマ

イナスとなった。支出面については、人件費・管理費は一定の削減ができたが、光熱水費は第一体育場が半面使用しており削減がで

きずむしろ増額であった。

ワクチン会場使用期間中に、多数の問い合わせの電話にスタッフが全力で対応し、円滑なワクチン接種に貢献したことや、地域の諸

団体と連携し公共性の高い活動の拠点になった点は、地域住民への健康づくりをを担う施設本来の役割にふさわしい行動であり大変

評価できる。

ワクチン会場使用期間中は、接種会場ではない第2多目的室で教室開催するなど工夫して運営した点は評価できるが、コロナワクチン

接種期間中の休講による退会の影響を勘案しても、月会費制の教室事業が受講率が全体的に低い。離れた利用者を呼び戻し、新規利

用者の増加を図るために知恵と工夫を絞っていただきたい。次年度は会議室等の付帯施設の利用率向上を目指すとのこと、期待して

いる。

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

・設備管理業務は引き続き自社スタッフが行うことによ

り保守管理費、修繕費の抑制を行った。

・物品購入の際は、価格交渉、相見積もり取得、比較検

討後に購入し消耗品費の抑制を

  行った。

・空調の運転を手動に変更し、細やかな運転調整を行っ

た。

・消耗品は全社の物品購入システムより購入した。

・修繕、修理の依頼先を増やし、業務内容・価格を最適

化した。

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%

96.2%

120.3%

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%

96.2%

120.3%

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%

91.8%

114.8%

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

22,669 41,078 -18,409

　　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

16,566 17,379 -813

　　利用状況（アイススケート）

当年度 前年度 前年度比

88,415 7,936 80,479

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 79,551,282 87,626,387

計画 33,102,600 33,102,600

実績 95,220,142 24,748,500

計画 185,887,150 185,887,150

実績 81,329,031 41,883,524

計画 166,273,586 165,675,286

実績 256,100,455 154,258,411

計画 385,263,336 384,665,036

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 83,727,207 63,676,754

計画 65,717,600 65,717,600

実績 150,327,539 101,559,330

計画 227,456,843 227,456,843

実績 21,525,111 5,202,842

計画 92,088,893 92,088,893

実績 255,579,857 170,438,926

計画 385,263,336 385,263,336
合計 -129,683,479

支出

人件費 18,009,607

休館,時短営業中は最低人員で運営しました。前

年度まで業務委託契約のｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰが雇用契約に変

更した為人件費は増加していますが、事業経費の

講師費用が減額しています。

物件費 -77,129,304

休館、時短営業中のスケート場以外の水道光熱

費、消耗品の減です。スケート場は休館中も水道

光熱費、管理費がかかりました。

その他事業費

（自主事業支出）
-70,563,782

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たため

の広告販促費がマイナスです。

その他収入

（自主事業収入）
-84,944,555

休館、時短営業中の教室、パーソナルレッスン分

の減収です。プール休館解除後は会員増に注力し

ましたが、挽回に及びませんでした。

合計 -129,162,881

利用料金収入 -90,667,008
コロナ休館、時短営業(ﾌﾟｰﾙ,ｽｹｰﾄ場)と漏水

によるプール4ヶ月休館による減収です。

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 46,448,682
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

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

施設名称 大阪市立浪速屋内プール

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
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

120.3% S

120.3% S

114.8% 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

S

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

①スイミングスクールキャンセル待ちの解消

土、日曜日の入会希望に対し、土、日曜日8：55～9：55のコースを新設すること、日曜日11：05～12：05の利用コースを2コース

から3コースにすることで、キャンセル待ちを解消した。

②アイススケート場一般営業時の一時退場について

喫煙所の閉鎖と、館内食事禁止の規則を施行したことに伴い一時退場（再入場）可能に切り替えて一般営業を行ない、

一時退場時間を最長60分までに拡大することで、利用者の方が１日を通してより利用しやすくした。

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

評価項目 所見

施設の管理運営

事業計画の実施状況

グループ全体としてはコロナによる休館・時短営業のほか、プールの配管改修工事のため屋内プールの休館（11/1～3/4）・スポー

ツセンター第一体育場の半面休館（11/1～3/31）が影響し、大幅に収入減となった。

プールについては、コロナの休館だけでなく配管不具合改修のため4か月間休館したことにより、減収している。一方アイススケー

ト場もコロナによる休館や時短営業のため、利用料金や事業収入は伸び悩んでいる。アイススケート場の前年度工事による長期休

館、プールの今年度の工事による長期休館があり、前年度との比較も難しい状況ではあるが、利用料金収入・事業収入ともに大幅に

計画よりマイナスな状況であった。支出はプールの休館により光熱水費と事業費が抑えられた分が減額であった。アイススケート場

は休館中もリンク維持のため光熱水費の削減ができないため、削減幅は少なかった。施設の不具合で急な休館を避けるよう、施設の

維持管理は注力されたい。

プールは急な改修による休館にもかかわらず休館明けのキッズ教室の受講者数はほぼ回復しており、休館中のフォローが伺える。土

日クラスのキャンセル待ちにしてはより工夫を凝らした対策をお願いしたい。

アイススケート場は、コーチの育成やカリキュラムの改善など、難易度の高い挑戦やきめ細かな配慮を通じて事業の活性化を実現さ

れたことを高く評価する。教室の運営形態を変更したことで在籍数が大幅に増員している。初心者が参加しやすくなったことで種目

のすそ野を広げることができたことは素晴らしく、非常に評価できる。引き続き、市民がスポーツに参加できるような教室運営を期

待している。

市民満足度はプール・トレーニング室・アイススケート場ともに高評価である。今後も市民に親しまれる施設運営を望む。

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）

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

・設備管理業務は引き続き自社スタッフが行うことによ

り保守管理費、修繕費の抑制を行った。

・物品購入の際は、価格交渉、相見積もり取得、比較検

討後に購入し消耗品費の抑制を

  行った。

・空調の運転を手動に変更し、細やかな運転調整を行っ

た。

・消耗品は全社の物品購入システムより購入した。

・修繕、修理の依頼先を増やし、業務内容・価格を最適

化した。

B

評価項目 特記事項

利用者満足度（トレ）


