
（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

80.0%

83.5%

104.4%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

92.2% 91.4% 0.8%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

91.9% 88.2% 3.7%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

74.4% 64.3% 10.1%

　　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 40,728,124 49,640,411

計画 34,280,100 34,418,700

実績 9,420,600 7,865,340

計画 9,614,630 9,578,870

実績 21,402,179 21,220,952

計画 30,892,920 30,359,430

実績 71,550,903 78,726,703

計画 74,787,650 74,357,000

施設名称 東成スポーツセンター

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

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

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。

指定管理者名

新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス・ゼット共同事業体

・新生ビルテクノ㈱

・㈱東急スポーツオアシス

・ゼット株式会社

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 -194,030
新型コロナウイルスの影響による予約減及びキャンセ

ル増

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

収入

業務代行料 6,448,024 新型コロナウイルス感染症対策に係る補填

その他収入

（自主事業収入）
-9,490,741

新型コロナウイルスの影響による申込者数減及びキャ

ンセル増

合計 -3,236,747



（様式５） 令和3年度　指定管理者年度評価シート

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 20,543,856 20,975,594

計画 26,722,000 26,234,000

実績 32,991,585 38,720,742

計画 37,690,650 37,843,000

実績 21,439,896 22,185,970

計画 10,375,000 10,280,000

実績 74,975,337 81,882,306

計画 74,787,650 74,357,000

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

104.4% 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

支出

人件費 -6,178,144 新型コロナウイルスの影響による休館及び時短営業

物件費 -4,699,065
新型コロナウイルスの影響（事務費・管理費・光熱水

費）

その他事業費

（自主事業支出）
11,064,896 計画時の計上と異なることによる増

合計 187,687

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

B

評価項目 特記事項

光熱水費の縮減

　事務所・ロビー・更衣室・トイレの照明を間引いて節電

　野外壁面灯光器の消灯で節電

　事務所などの冷暖房温度を調整し節電

消耗品の低価格品購入強化

ペーパーレス化の強化

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

・利用者の方々との対話の中でご意見、ご要望を伺い日々対応している。

・利用グループの責任者との意見交換を行うよう努めている。

・ご意見箱を設置してそのご意見、ご要望に対する対応をしている。

・クレームやご意見には時間を置かずできる限り早急な対応を心がけている。

・適宜アンケートを実施し利用者のご意見、ご要望を取り入れるようにしている。

評価項目 所見

・当初計画の自主事業経費と実績との乖離が大きいままである。コロナ禍にあって予測しづらいことはわかるが、戦略を立てることは必要である。アフターコロナを

見据えた戦略をもとに利用状況及び収支状況の回復に努められたい。

・利用促進についても区役所や地域との連携は大切であるが、新規事業が一つもないのは昨年度も指摘している。子ども向けの教室を増やすなど低迷している教室事

業の盛り返しを図っていただきたい。

・別紙2の経費が一括で記載されているため、各教室の真なる利益が分からないのが残念。

・広告宣伝費が0円というのは、広告を抑制しすぎではないのか。

・全体的に投資が不足して、収益が得られない状態になっているのではないのか。

・「５　利用者からの要望、苦情、トラブル対応事例（主なもの）とその対応状況」では具体的事例を記載しているが、「６　利用者の意見や満足度の把握・反映の

取組み状況」ではなぜか他の施設と同じ文言で記載している。意見や満足度を把握し分析しているのか、具体的な取り組みを行なっているのか、詳細を読み取ること

が出来ない。

・次年度に向けた課題と目標であるが、もっと具体的な記載をして欲しい。「稼働率向上に努める」と記述しているが、現状○○％で次年度は○○％を目指すなどの

目標値を記載して欲しい。「イベント等を積極的に企画、立案、遂行」とは、どの程度の頻度でイベント等を実施するのか、「利用者増」とはどの程度の利用者増を

見込んでいるのか具体性が無い。次年度の報告書にはもう少し具体的記載を望む。

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

80.0%

81.9%

102.4%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

94.0% 94.3% -0.3%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

93.0% 90.9% 2.1%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

63.0% 55.2% 7.8%

　　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 47,934,755 38,657,578

計画 25,307,050 25,336,500

実績 5,856,480 5,527,810

計画 6,780,150 6,737,190

実績 17,354,471 11,737,095

計画 16,102,790 15,832,350

実績 71,145,706 55,922,483

計画 48,189,990 47,906,040

施設名称 旭スポーツセンター

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

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

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。

指定管理者名

新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス・ゼット共同事業体

・新生ビルテクノ㈱

・㈱東急スポーツオアシス

・ゼット株式会社

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 -923,670
新型コロナウイルスの影響による予約減及びキャンセ

ル増

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

収入

業務代行料 22,627,705
新型コロナウイルス感染症対策に係る補填及び修繕経

費立替分

その他収入

（自主事業収入）
1,251,681

新型コロナウイルスの影響による申込者数減、キャンセル

増、教室に係る外部講師料や指導手当等の費用増によりトー

タル増

合計 22,955,716



（様式５） 令和3年度　指定管理者年度評価シート

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 16,929,985 17,736,493

計画 16,055,000 15,758,000

実績 41,403,456 29,430,785

計画 23,623,990 23,719,040

実績 14,454,842 10,214,831

計画 8,511,000 8,429,000

実績 72,788,283 57,382,109

計画 48,189,990 47,906,040

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

102.4% B

（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

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

支出

人件費 874,985 新型コロナウイルスの影響

物件費 17,779,466
旭P・旭児童Pのガス代及び水道代をインクルーズして

いる（されている）ため

その他事業費

（自主事業支出）
5,943,842 教室に係る外部講師料や指導手当等の費用増

合計 24,598,293

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

光熱水費の縮減

　事務所・ロビー・更衣室・トイレの照明を間引いて節電

　事務所などの夏季冷房温度を調整し、節電

消耗品の低価格品購入強化

ペーパーレス化の強化

B

評価項目 特記事項

成果指標の達成

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

・ご意見箱を設置してそのご意見、ご要望に対する対応をしている。

・巡回中にご意見、ご要望を聞き、改善活動を行っている。

・クレームやご意見には時間を置かずできる限り早急な対応を心がけている。

・当初計画の自主事業経費と実績との乖離が大きいままである。コロナ禍にあって予測しづらいことはわかるが、戦略を立てることは必要である。アフターコロナを

見据えた戦略をもとに利用状況及び収支状況の回復に努められたい。

・利用促進についても区役所や地域との連携は大切であるが、新規事業が一つもなく、低迷している教室事業の盛り返しを図っていただきたい。

・「５　利用者からの要望、苦情、トラブル対応事例（主なもの）とその対応状況」では具体的事例を記載しているが、「６　利用者の意見や満足度の把握・反映の

取組み状況」ではなぜか他の施設と同じ文言で記載している。意見や満足度の把握し分析しているのか、具体的な取り組みを行なっているのか、詳細を読み取ること

が出来ない

・教室で受講率が低い教室があるが、講師と連携し、もっと教室の魅力が伝わるように利用者などに情報発信をして受講率の向上を目指してほしい。

・「当該施設を管理代行した今年度の総括及び自己評価」で「利用者のニーズにより合わせて教室を見直した」と記載あるが、「施設を活用した事業の実施状況」で

は記載が無く、どの様に見直したのか記載して欲しかった。

評価項目 所見

総合評価

市費の縮減

C 本市から業務内容について改善指示書が発出されたため

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

80.0%

79.2%

99.0%

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

80.0%

89.2%

111.5%

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

80.0%

0.0%

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

64,144 90,256 -26,112

　　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

23,228 19,665 3,563

　　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 53,444,630 49,089,235

計画 45,785,700 45,943,200

実績 29,729,600 27,172,920

計画 41,845,650 40,857,500

実績 46,076,852 35,504,154

計画 37,129,000 36,277,000

実績 129,251,082 111,766,309

計画 124,760,350 123,077,700

業務の概要

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 東成屋内プール

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

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。

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。

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

新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス・ゼット共同事業体

・新生ビルテクノ㈱

・㈱東急スポーツオアシス

・ゼット株式会社

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

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

収入

業務代行料 7,658,930
新型コロナウイルス感染症対策に係る補填、修繕経費

立替分及び設備更新工事実施に係る補填

利用料金収入 -12,116,050 新型コロナウイルスの影響による休館及び時短営業

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）
8,947,852

新型コロナウイルスの影響による休館、時短営業、申込者数

減、計画時の計上と異なることによる増によりトータル増

合計 4,490,732



（様式５） 令和3年度　指定管理者年度評価シート

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 52,426,430 44,694,633

計画 54,658,000 53,648,000

実績 52,679,757 55,084,883

計画 66,090,350 65,465,700

実績 19,336,079 14,079,458

計画 4,012,000 3,964,000

実績 124,442,266 113,858,974

計画 124,760,350 123,077,700

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

99.0% B

111.5% A トレーニング場

（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

支出

人件費 -2,231,570 新型コロナウイルスの影響による休館及び時短営業

物件費 -13,410,593
新型コロナウイルスの影響（事務費・管理費・光熱水

費）

評価項目 特記事項

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

その他事業費

（自主事業支出）
15,324,079 計画時の計上と異なることによる増

合計 -318,084

利用者満足度 プール

利用者満足度

施設の管理運営

事業計画の実施状況

施設の有効利用

〇光熱水費の縮減

　・電気は通年節電に心がけ特に外灯の消灯及び事務所内、ロビー、

廊下等の一部電球間引きを実施

　・ボイラー温度の設定を季節や外気温に合わせ調整

　・節水システムにて水道使用量の縮減

〇消耗品等の削減

　・消耗品や備品関係はリサイクル品選定を心掛ける

　・ペーパーレス化の強化

　・職員で修繕可能なものは職員で実施し修繕等の依頼は２社以上の

見積にて実施

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

・利用者の方々との対話の中でご意見、ご要望を伺い日々対応している。

・ご意見箱を設置してそのご意見、ご要望に対する対応をしている。

・クレームやご意見には時間を置かずできる限り早急な対応を心がけている。

・適宜アンケートを実施し利用者のご意見、ご要望を取り入れるようにしている。

・当初計画の自主事業経費と実績との乖離が大きいままである。コロナ禍にあって予測しづらいことはわかるが、戦略を立てることは必要である。アフターコロナを

見据えた戦略をもとに利用状況及び収支状況の回復に努められたい。

・利用促進についても区役所や地域との連携は大切であるが、新規事業が一つもなく、低迷している教室事業の盛り返しを図っていただきたい。

・別紙2の経費が一括で記載されているため、各教室の真なる利益が分からないのが残念。

・屋内プールの利用者満足度が79.0%と低いのが残念。次年度には目標値を上回る活動に期待する。

・ターゲットと目標を決めて、Instagramを活用したのは評価する。

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（屋内プール）

利用者人数 利用者満足度

80.0%

73.9%

92.4%

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

80.0%

70.3%

87.9%

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

80.0%

0.0%

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

65,376 74,629 -9,253

　　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

21,314 22,056 -742

　　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 85,057,746 95,687,202

計画 72,398,800 72,398,800

実績 32,044,207 26,497,757

計画 53,014,050 51,498,850

実績 34,730,878 19,887,603

計画 33,952,300 32,842,300

実績 151,832,831 142,072,562

計画 159,365,150 156,739,950

業務の概要

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 旭屋内プール

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

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。

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。

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

新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス・ゼット共同事業体

・新生ビルテクノ㈱

・㈱東急スポーツオアシス

・ゼット株式会社

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

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

収入

業務代行料 12,658,946 新型コロナウイルス感染症対策に係る補填

利用料金収入 -20,969,843 新型コロナウイルスの影響による休館及び時短営業

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）
778,578

新型コロナウイルスの影響による休館、時短営業、申込者数

減、計画時の計上と異なることによる増によりトータル増

合計 -7,532,319



（様式５） 令和3年度　指定管理者年度評価シート

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 49,846,012 53,372,122

計画 65,586,000 64,378,000

実績 77,972,310 74,869,673

計画 86,853,150 85,488,950

実績 24,079,013 15,750,876

計画 6,926,000 6,873,000

実績 151,897,335 143,992,671

計画 159,365,150 156,739,950

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

92.4% B

87.9% C トレーニング場

（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

支出

人件費 -15,739,988 新型コロナウイルスの影響による休館及び時短営業

物件費 -8,880,840 新型コロナウイルスの影響（管理費・光熱水費）

評価項目 特記事項

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

その他事業費

（自主事業支出）
17,153,013 計画時の計上と異なることによる増

合計 -7,467,815

利用者満足度 プール

利用者満足度

施設の管理運営

事業計画の実施状況

施設の有効利用

・光熱水費の縮減

　冷暖房の設定温度を外気温に合わせて日々調整

　節水システムにて水道使用量の縮減

　電球の間引き箇所を精査し間引きの実施

・ペーパーレス化の強化やリサイクルの徹底等

・物品購入、修繕依頼は基本的に2社以上の見積りにて購入、修繕を実

施

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

・利用者の方々との対話の中でご意見、ご要望を伺い日々対応している。

・巡回中にご意見、ご要望を聞き、改善活動を行っている。

・クレームやご意見には時間を置かずできる限り早急な対応を心がけている。

・ご意見箱を設置してそのご意見、ご要望に対する対応をしている。

・当初計画の自主事業経費と実績との乖離がさらに大きくなっている。コロナ禍にあって予測しづらいことはわかるが、戦略を立てることは必要である。アフターコ

ロナを見据えた戦略をもとに利用状況及び収支状況の回復に努められたい。

・利用促進についても区役所や地域との連携は大切であるが、新規事業が一つもなく、低迷している教室事業の盛り返しを図っていただきたい。

・「５　利用者からの要望、苦情、トラブル対応事例（主なもの）とその対応状況」では具体的事例を記載しているが、「６　利用者の意見や満足度の把握・反映の

取組み状況」ではなぜか他の施設と同じ文言で記載している。意見や満足度の把握し分析しているのか、具体的な取り組みを行なっているのか、詳細を読み取ること

が出来ない

・利用者満足度の評価が目標値に到達していないのは問題だと考える。次年度は達成出来なかった背景を分析し、対策を講じて目標値を超える満足度を利用者に提供

して欲しい。

・教室で受講率が低い教室があるが、講師と連携し、もっと教室の魅力が伝わるように利用者などに情報発信をして受講率の向上を目指してほしい。

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（屋内プール）

利用者人数 利用者満足度

80.0%

89.3%

111.6%

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

80.0%

0.0%

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

80.0%

0.0%

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

0

　　利用状況（屋外プール）

当年度 前年度 前年度比

5,786 5,401 385

　　利用状況（トレーニング室）

当年度 前年度 前年度比

0

　　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 8,504,182 8,322,720

計画 10,102,300 10,102,300

実績 1,189,400 1,125,000

計画 2,674,750 2,622,000

実績 185,310 160,441

計画 1,258,900 1,234,200

実績 9,878,892 9,608,161

計画 14,035,950 13,958,500

業務の概要

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 旭プール・旭児童プール

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

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。

市民の健康増進と文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。（公園条例より）

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

新生ビルテクノ・東急スポーツオアシス・ゼット共同事業体

・新生ビルテクノ㈱

・㈱東急スポーツオアシス

・ゼット株式会社

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

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

収入

業務代行料 -1,598,118 新型コロナウイルス感染症対策に係る補填

利用料金収入 -1,485,350 新型コロナウイルスの影響

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）
-1,073,590 新型コロナウイルスの影響

合計 -4,157,058



（様式５） 令和3年度　指定管理者年度評価シート

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 3,205,230 3,732,773

計画 4,974,000 4,881,000

実績 5,773,458 5,081,218

計画 8,698,950 8,714,500

実績 0 2,200

計画 363,000 363,000

実績 8,978,688 8,816,191

計画 14,035,950 13,958,500

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

111.6% 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

支出

人件費 -1,768,770 新型コロナウイルスの影響

物件費 -2,925,492
新型コロナウイルスの影響及び光熱水費（ガス・水

道）が旭SC計上

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

その他事業費

（自主事業支出）
-363,000 新型コロナウイルスの影響

合計 -5,057,262

施設の管理運営

事業計画の実施状況

施設の有効利用

・節水システムにて水道使用量の縮減

・消耗品の低価格品購入強化

・ペーパーレス化の強化

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

・利用者の方々との対話の中でご意見、ご要望を伺い日々対応している。

・クレームやご意見には時間を置かずできる限り早急な対応を心がけている。

・今年度は満足調査を実施し、利用者ニーズの把握にも努めた姿勢は評価できる。

・アフターコロナを見据えた戦略をもとに利用状況及び収支状況の回復に努められたい。

・「５　利用者からの要望、苦情、トラブル対応事例（主なもの）とその対応状況」では具体的事例を記載しているが、「６　利用者の意見や満足度の把握・反映の

取組み状況」ではなぜか他の施設と同じ文言で記載している。意見や満足度の把握し分析しているのか、具体的な取り組みを行なっているのか、詳細を読み取ること

が出来ない

・広告宣伝費が0円なので費用を削りすぎている。次年度以降は適切な投資をおこない、利用者数の向上を目指して欲しい。

評価項目 所見

成果指標の達成


