
（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%

88.9%

111.1%

　　利用状況（体育場）

当年度 前年度 前年度比

97.6% 98.8% -1.2%

　　利用状況（ー）

当年度 前年度 前年度比

0.0%

　　利用状況（ー）

当年度 前年度 前年度比

0.0%

　　利用状況（ー）

当年度 前年度 前年度比

0.0%

　　利用状況（ー）

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 8,480,000 12,466,778

計画 8,480,000 8,430,000

実績 2,260,540 2,243,240

計画 2,670,000 2,670,000

実績 10,950,538 8,317,315

計画 7,840,000 7,790,000

実績 21,691,078 23,027,333

計画 18,990,000 18,890,000

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 11,330,783 11,398,819

計画 7,480,000 12,420,000

実績 6,104,023 3,542,841

計画 6,090,000 4,071,290

実績 8,570,357 8,904,957

計画 5,420,000 2,398,710

実績 26,005,163 23,846,617

計画 18,990,000 18,890,000

施設名称 西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：中村）

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 株式会社ティップネス

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

稼働率

利用料金収入 -409,460
休館の為　期間４/25～6/20

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

収入

業務代行料 0

その他収入

（自主事業収入）
3,110,538

新規教室事業導入による増

合計 2,701,078

支出

人件費 3,850,783
スポーツ教室講師料

【計画】人件費→【実績】その他事業経費に変更

物件費 14,023 修繕費の増

その他事業費

（自主事業支出）
3,150,357

人件費から講師料を反映

新規教室事業導入による増

合計 7,015,163



（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

111.1% 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

①消耗品・備品購入の経費削減

②光熱水の使用量規制
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

・利用者満足度調査アンケートを実施した。

・夏季に、暑さ指数を毎時提示して熱中症対策

    グループ全体として大阪市からの補填を除くと前期比増収となっており、収支状況の改善に向けて努力が必要である。

　西淀川スポーツセンターにおいては、体育場は極めて高い利用率となっている。引続き更なる収益増加のための努力をお願いした

い。

　また、休館日の教室事業実施及び教室事業増設により教室事業については増収となっている。アンケート結果を共有するなど、

ニーズに対応する努力もみられる。

　ただし、施設についてしっかりと分析がなされているとはいいがたい。次年度はこれまでの結果も踏まえ、しっかりとPDCAを回し

て、バランスのとれた収支及び増収に努めること。

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

利用者数 利用者満足度

80%

93.0%

116.3%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

94.5% 97.5% -3.0%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

95.3% 96.5% -1.2%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

84.8% 75.2% 9.6%

　　利用状況（多目的２）

当年度 前年度 前年度比

81.5% 74.3% 7.2%

　　利用状況（多目的3）

当年度 前年度 前年度比

90.4% 88.6% 1.8%

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 10,804,000 21,200,462

計画 10,804,000 11,602,000

実績 11,113,110 8,756,780

計画 14,143,090 14,143,090

実績 16,716,563 9,587,575

計画 12,984,306 12,834,306

実績 38,633,673 39,544,817

計画 37,931,396 38,579,396

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 14,168,102 15,287,323

計画 9,960,960 16,723,960

実績 12,071,749 12,702,849

計画 19,120,437 16,621,101

実績 13,295,740 9,937,457

計画 8,850,000 5,234,335

実績 39,535,591 37,927,629

計画 37,931,397 38,579,396

施設名称 阿倍野スポーツセンター

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：中村）

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 株式会社ティップネス

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

稼働率

利用料金収入 -3,029,980
休館の為　期間４/25～6/20

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

収入

業務代行料 0

その他収入

（自主事業収入）
3,732,257

教室事業好調（新規導入）

合計 702,277

支出

人件費 4,207,142
スポーツ教室講師料

【計画】人件費→【実績】その他事業経費に変更

物件費 -7,048,688
事業収入減の為修繕内容見直し。

館内清掃内製化。

保守点検４施設合同実施より減額

その他事業費

（自主事業支出）
4,445,740

人件費から講師料を反映

教室事業好調

合計 1,604,194



（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

116.3% 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

・消耗品や備品購入の際は、相見積で経費削減

・水光熱費の使用量削減
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

・従業員からの利用者への積極的な声かけにより、運営へ意見を反映した。

・教室事業別にアンケートを実施し、結果を職員間で共有するとともに、教室事業への参考とした。

・実施教室別の案内をインフォメーションボードへわかりやすい表現へ加工した。

　グループ全体として大阪市からの補填を除くと前期比増収となっており、収支状況の改善に向けて努力が認められる。

　阿倍野スポーツセンターにおいては、体育場・多目的室ともに高い利用率となっている。引続き更なる収益増加のための努力をお

願いしたい。

　また、休館があったにもかかわらず利用料収入及び事業収入が前年より増加している点と利用者満足度が高い点は評価できる。

　支出に関しては、人件費は計画値が少なすぎ、物件費は計画値が多すぎるように思われる。予算組みの段階で妥当性をよく検討さ

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

利用者数 利用者満足度

80%

93.4%

116.8%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

93.1% 97.5% -4.4%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

88.5% 91.6% -3.1%

　　利用状況（多目的）

当年度 前年度 前年度比

69.9% 84.0% -14.1%

　　利用状況（会議室）

当年度 前年度 前年度比

20.8% 33.0% -12.2%

　　利用状況（ー）

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 47,103,700 53,532,259

計画 47,103,700 45,437,000

実績 10,773,165 8,425,160

計画 10,607,760 11,387,760

実績 18,600,122 22,423,915

計画 19,729,278 20,102,278

実績 76,476,987 84,381,334

計画 77,440,738 76,927,038

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 22,941,393 20,546,728

計画 25,137,337 28,973,999

実績 59,349,285 52,619,474

計画 44,448,996 39,802,976

実績 9,504,850 14,995,226

計画 7,340,705 8,150,063

実績 91,795,528 88,161,428

計画 76,927,038 76,927,038

施設名称 住吉スポーツセンター

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：中村）

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 株式会社ティップネス

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

稼働率

利用料金収入 165,405
休館の為　期間４/25～6/20

※有料興行サントリーVリーグ等実施あり

12-3月

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

収入

業務代行料 0

その他収入

（自主事業収入）
-1,129,156

自販機収入減

合計 -963,751

支出

人件費 -2,195,944
スポーツ教室講師料

【計画】人件費→【実績】その他事業経費に変更

物件費 14,900,289
管理費（保守清掃）増

通信運搬費計画増

その他事業費

（自主事業支出）
2,164,145

人件費から講師料を反映

合計 14,868,490



（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

116.8% 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

・使用していないエリアのこまめな電気消灯など節電等

による光熱水費の削減

・修繕は業者依頼せずにできるものは指定管理者自身で

対応。また、業者依頼においても相見積もり実施による

経費節減の実施

・業務効率化による人件費の縮減

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

【意見や満足度の把握】

・アンケートの実施

【ニーズへの取り組み】

・アンケート結果をスタッフ間で共有し今後の教室事業への参考とした。

　グループ全体として大阪市からの補填を除くと前期比増収となっており、収支状況の改善に向けて努力が認められる。

　住吉スポーツセンターにおいては、体育場は高い利用率となっているが、会議室・多目的室の利用率を上げる努力をお願いした

い。特に会議室は利用率が低く、原因の特定と対策をとられるのが望ましい。

　また、昨年度に引き続き満足度が高いことは運営側の努力がみられる。前期と比較して、利用料収入増加は評価できるが、駐車場

収入と教室事業収入が減少していることについては、原因の特定と必要な対策をとって来期の増収に備えていただきたい。会議の利

用率改善についても同様である。

　支出に関しては、人件費等について、当年度実績、前年実績との乖離が大きい。予算組みの段階でその妥当性をよく検討された

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%

95.9%

119.9%

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%

95.0%

118.8%

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%

-

-

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

62,054 30,131 31,923

　　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

27,631 25,425 2,206

　　利用状況（アイススケート）

当年度 前年度 前年度比

0

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 76,217,000 99,864,820

計画 76,217,000 77,810,000

実績 22,955,525 15,859,609

計画 35,123,820 35,123,820

実績 21,137,606 11,256,870

計画 61,670,000 60,750,000

実績 120,310,131 126,981,299

計画 173,010,820 173,683,820

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 46,915,185 51,366,808

計画 56,026,781 65,019,834

実績 72,810,696 53,198,683

計画 103,641,828 88,766,289

実績 13,448,336 24,462,249

計画 13,342,211 19,897,697

実績 133,174,217 129,027,740

計画 173,010,820 173,683,820
合計 -39,836,603

支出

人件費 -9,111,596

スポーツ教室講師料

【計画】人件費→【実績】その他事業経費に変更

キッズ講師料減

物件費 -30,831,132
プール関連管理費減

事業収入減の為修繕内容見直し

その他事業費

（自主事業支出）
106,125

人件費から講師料を反映

その他収入

（自主事業収入）
-40,532,394

水泳場　こども教室開催数減の為

合計 -52,700,689

利用料金収入 -12,168,295 休館の為　期間４/25～6/20

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 0

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 株式会社ティップネス

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

施設名称 住吉屋内プール

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：中村）

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。

・利用者満足度80％以上

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

119.8% 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

施設の有効利用

【意見や満足度の把握】

・アンケートの実施

【ニーズへの取り組み】

・こども事業において平日の教室開講要望を受け、新設を決定した。

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

　グループ全体として大阪市からの補填を除くと前期比増収となっており、収支状況の改善に向けて努力が認められる。

　住吉屋内プールでは、25メートルプールの稼働日を、前年104日から257日まで増やすことで利用料収入・事業収入を伸ばした

が、経費を吸収することはできていない。また、25メートルプールについて前年比で稼働率も落ちている。

　近隣の事業所に特にこどものニーズがとられたとのコメントがあったが、対策をたてて来期以降の増収につなげていただきたい。

　支出に関しては、物件費について実績と大きな乖離が生じている。予算組みの段階でその妥当性をよく検討されたい。また、必要

な支出は予算通り行っていただきたい。

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

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

・使用していないエリアのこまめな電気消灯など節電等

による光熱水費の削減

・修繕は業者依頼せずにできるものは指定管理者自身で

対応。また、業者依頼においても相見積もり実施による

経費節減の実施

・業務効率化による人件費の縮減

B

評価項目 特記事項


