
（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%

95%

118.8%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

95.5% 97.3% -1.8%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

89.7% 92.9% -3.2%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

46.8% 52.9% -6.1%

　　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 29,974,208 28,769,896

計画 28,361,100 28,457,300

実績 6,932,700 7,427,820

計画 10,160,600 10,160,600

実績 5,871,633 6,354,815

計画 8,973,900 8,721,100

実績 42,778,541 42,552,531

計画 47,495,600 47,339,000

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 13,872,080 14,652,475

計画 16,212,000 17,125,000

実績 24,049,413 25,724,145

計画 21,415,000 20,215,000

実績 6,278,708 5,995,730

計画 9,868,600 9,999,000

実績 44,200,201 46,372,350

計画 47,495,600 47,339,000

その他事業費

（自主事業支出）
-3,589,892

臨時休館及び時短営業にともなう教室休講によ

り、指導委託費が減少。

合計 -3,295,399

支出

人件費 -2,339,920
臨時休館及び時短営業により、アルバイト人件費

が減少。

物件費 2,634,413
設備及び清掃等のメンテナンス委託費の高騰によ

り、計画と差異が生じた。

その他収入

（自主事業収入）
-3,102,267

新型コロナウィルス感染拡大にともなう

臨時休館が影響。

合計 -4,717,059

稼働率

収入

業務代行料 1,613,108
新型コロナウィルスの影響による臨時休

館等の補填分(\1,613,108)を計上。

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

利用料金収入 -3,227,900
新型コロナウィルス感染拡大にともなう

臨時休館が影響。

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 公益財団法人フィットネス21事業団

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

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 フィットネス21東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：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

118.8% 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

・令和3年11月1日から令和3年11月7日に利用者アンケートを実施し、満足度95％という高評価であった。

・利用者アンケートに「照明が暗い」というご意見があった。節電の為、間引き消灯等の対応をしていたが、利用頻度が高い場所に

ついては、常時点灯するよう対応した。

・今年度も新型コロナの影響により臨時休館、営業時間短縮、複数の感染防止策を行いながらの１年となったが、総じて安全な施設

運営が出来たであろうことが読みとれる。

・利用率は昨年度に比べて低下しているが、特に多目的室は令和元年度以来毎年の下落幅が大きい。次年度に向けた課題として認識

されているように、多目的室については教室事業の活性化が稼働率向上のためのキーとなる。そこで、魅力ある教室事業を企画する

とともに、コロナ禍で離れた利用者を取り戻し、新規利用者層の開拓にも努めていただきたい。

・利用者満足度が95％、特に利用者に対するスタッフの対応についての満足度が98％以上という高評価から、常に利用者のニーズを

活かす努力をしながら運営していることがうかがえる。

・昨年度に引き続き収支がマイナスとなっているが、マイナス額が前年度より若干改善されている。コロナ禍での休館・時短営業、

工事による休館も影響しているとは思料するが、赤字解消に向けて引き続き取組みを進めていただきたい。

・来年度は、天井改修工事のため夏頃から休館すると聞いている。再開後これまでの利用者が戻るよう、次年度からＰＲ手法や魅力

的な教室構成などについて検討し準備されたい。

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

・館内照明の一部をＬＥＤ化し、電気使用量を削減し

た。

・節水器を設置し、水道使用量を削減した。

・ガス業者、電気業者と特約契約を締結することによ

り、使用単価を抑制した。

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%

85%

106.3%

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%

88.0%

110.0%

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

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

84,452 76,166 8,286

　　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

17,305 16,901 404

　　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 61,338,624 59,713,963

計画 51,759,000 51,504,600

実績 27,484,040 24,269,260

計画 42,964,500 42,712,500

実績 28,557,522 27,311,576

計画 33,027,700 32,123,500

実績 117,380,186 111,294,799

計画 127,751,200 126,340,600

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 39,544,281 41,017,587

計画 56,312,000 59,971,000

実績 58,652,371 55,110,881

計画 62,474,000 57,474,000

実績 14,535,486 13,056,876

計画 8,965,200 8,895,600

実績 112,732,138 109,185,344

計画 127,751,200 126,340,600

その他事業費

（自主事業支出）
5,570,286

計画当初になかった新規事業の事業費を計上。また正職

員の人件費のうち、事業に係る人件費を事業費として計

上をした事で計画より上回った。

合計 -15,019,062

支出

人件費 -16,767,719

新型コロナウィルスの影響による臨時休館等に伴い、人件費が縮

小。収入の減少により、人件費を圧縮したことも要因となってい

る。また、正職員の人件費のうち、事業に係る人件費を事業費と

して計上をした事と、計画では、本社人件費にかかる費用を人件

費に計上していたが、物件費のその他経費で一括計上をしたため

計画より下回った。

物件費 -3,821,629 臨時休館に伴う光熱水費の縮小が影響。

その他収入

（自主事業収入）
-4,470,178

新型コロナウィルスの影響による臨時休館に伴

い、教室や物販等の収入が減少。また、アルバイ

ト休業手当の雇用調整助成金を計上。

合計 -10,371,014

収入

業務代行料 9,579,624
新型コロナウイルスの影響による臨時休

館等の補填分(\9,579,624)を計上。

利用料金収入 -15,480,460
新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休館や

時短営業等の影響により、計画と差異が生じた。

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 公益財団法人フィットネス21事業団

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

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 大阪市立阿倍野屋内プール

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

106.3% B

110.0% 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

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

・令和4年1月20日から令和4年1月25日に利用者アンケートを実施し、プールの満足度が85％、トレーニング場の満足度が88％で

あった。

・利用者からご意見があった場合、スタッフ内で情報を共有し、早急に対応可能な案件については迅速に対応 するようにしてい

る。

・今年度も新型コロナの影響により臨時休館、営業時間短縮、複数の感染防止対策を行いながらの施設運営であったが、利用者満足

度がプール85％、トレーニング場88％、なかでも利用者に対するスタッフの対応への満足度は90％以上と高く、利用者ニーズを事

業に展開できるよう努めている姿勢がうかがえる。その成果として、プール、トレーニング場ともに利用者が前年度から増加してい

る点は評価できる。

・新規事業について、毎年意欲的に導入されているところも評価できる。

・来年度は、工事のため冬頃に休館すると聞いている。再開後にこれまでの利用者が戻ってくれるよう、今年度からＰＲ手法やより

魅力ある教室構成などについて検討し準備していただきたい。

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

・節水器具を設置し、水道使用量の削減をした。

・LED照明及び間引き点灯による電気使用量の削減。

・ガス業者、電気業者と特約契約を締結することによ

り、使用単価を抑制した。

・冬季にプールシートを使用し、ガス使用量を抑制し

た。

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(プール）

利用者満足度（トレーニング室）

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%

82%

102.5%

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%

87.0%

108.8%

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

82,864 75,465 7,399

　　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

22,645 17,891 4,754

　　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 71,407,333 67,103,367

計画 59,370,500 58,466,300

実績 30,026,537 26,921,384

計画 48,049,050 47,965,050

実績 46,525,945 36,830,698

計画 37,249,850 37,018,850

実績 147,959,815 130,855,449

計画 144,669,400 143,450,200

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 45,014,004 45,270,624

計画 56,035,000 59,955,000

実績 71,715,732 69,065,520

計画 72,466,000 66,866,000

実績 19,696,685 15,384,753

計画 16,168,400 16,629,200

実績 136,426,421 129,720,897

計画 144,669,400 143,450,200

その他事業費

（自主事業支出）
3,528,285

計画当初になかった新規事業の事業費を計上。また正職

員の人件費のうち、事業に係る人件費を事業費として計

上をした事で計画より上回った。

合計 -8,242,979

支出

人件費 -11,020,996

新型コロナウイルスの影響による臨時休館等に伴い、人件費が縮

小。収入の減少により、人件費を圧縮したことも要因となってい

る。また、正職員の人件費のうち、事業に係る人件費を事業費と

して計上をした事と、計画では、本社人件費にかかる費用を人件

費に計上していたが、物件費のその他経費で一括計上をしたため

計画より下回った。

物件費 -750,268
各費用の削減及び臨時休館に伴う光熱水

費の費用減。

その他収入

（自主事業収入）
9,276,095 教室受講生の受入増。

合計 3,290,415

収入

業務代行料 12,036,833
新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨

時休館の補填分(\12,036,833)を計上。

利用料金収入 -18,022,513
新型コロナウイルス感染症対策に伴

う臨時休館の利用減少。

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 公益財団法人フィットネス21事業団

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

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 大阪市立西屋内プール

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

102.5% B

108.8% 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

・令和3年11月10日から令和3年12月15日に利用者アンケートを実施し、プールの満足度が82％、トレーニング場の満足度が87％と

いう評価であった。

・子ども水泳教室受講生の保護者からの要望を受け「大阪市塾代助成事業」に参画した。

・子ども体操教室の入会キャンセル待ちを解消するため、1ヶ月限定子ども体操教室や夏･冬･春休み短期子ども体操教室を実施し、

受講機会を多くした。

・子ども水泳教室の入会希望者が多いため、キャンセル待ちの受付を令和4年1月から開始した。

・プライベートレッスン受講の要望があったため増設して対応した。

・今年度も新型コロナの影響により臨時休館、営業時間短縮、複数の感染防止対策を行いながらの施設運営であったが、営業努力に

より昨年度落ち込んだ利用者も徐々に戻り、プール、トレーニング場ともに利用者が前年度から増加している点は評価できる。

・利用者満足度がプール82％、トレーニング場87％、なかでも利用者に対するスタッフの対応への満足度は91％と高く、利用者の

視点に立った細やかな対応状況がうかがえる。

・障がい者を対象としたプログラムなど、公共性の高い取り組みも高く評価できる。

・コロナ禍の影響があるなか大阪市からの補填があったとはいえ、教室事業でキャンセル待ち受付のルールを導入するなどして収入

増加につなげ収支を黒字化させたことについては、評価できる。

・新規事業を積極的に導入されているところも評価できる。

・来年度は、天井改修工事のため秋頃からプールを休館にすると聞いている。再開後これまでの利用者に戻っていただけるよう、今

年度からＰＲ手法や魅力的な教室構成などについて検討し準備していただきたい。

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

・館内照明の一部をＬＥＤ化し、電気使用量を削減。

・節水器具を設置し、水道使用量を削減した。

・ガス業者、電気業者と特約契約を締結することによ

り、使用単価を抑制した。

・冬季にプールシートを使用し、ガス使用量を抑制し

た。

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(プール）

利用者満足度（トレーニング室）

市費の縮減に係る取組状況 特記事項


