
（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%

90.2%

112.8%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

96.9% 97.4% -0.5%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

96.1% 94.9% 1.2%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

0.0%

　　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 21,920,157 22,441,369

計画 21,833,420 22,014,720

実績 4,748,970 4,346,750

計画 5,343,080 5,328,320

実績 6,223,387 8,307,557

計画 7,375,000 7,056,500

実績 32,892,514 35,095,676

計画 34,551,500 34,399,540

施設名称 生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

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

利用料金収入 -594,110
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

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

稼働率

収入

業務代行料 86,737 新型コロナウイルス感染症対策に係る補填

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）
-1,151,613

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 -1,658,986



（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 14,113,168 15,697,277

計画 15,884,000 15,592,000

実績 10,410,362 11,958,437

計画 13,884,500 14,069,540

実績 6,945,905 7,582,186

計画 4,783,000 4,738,000

実績 31,469,435 35,237,900

計画 34,551,500 34,399,540

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

112.8% 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

支出

人件費 -1,770,832 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 -3,474,138
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）
2,162,905 教室に係る外部講師料や指導手当等の費用増のため

合計 -3,082,065

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

・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

・更衣室の冷暖房を施設利用枠に合わせて稼働時間を設定　など

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

・利用者の方々との対話、利用グループの責任者との意見交換の中でご意見を伺い、日々対応に努める。

・ご意見箱を設置して、そのご意見・ご要望へ対応。

・クレームやご意見には時間をおかず、出来る限り早急な対応を心がけている。

・令和２年度の実績及び計画数値に比べ、事業規模が減少している。新型コロナウイルス感染症の影響はあると考えられるが、行政からの規制内容にそれほど差はな

いので、もう少し計画と実績数値の差を減らすことはできたのではないか。

・駐輪場や出入口へのカーテン設置要望などに対し、対応を行っている点は評価できる。

・利用者からの満足度は良い様子であるので、収益の増につながるよう努力されたい。

・スポーツセンター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。

・次年度に向けた課題及び目標では、数値目標など具体的に記載してほしい。例えば、「生野スポーツセンター主催の大会の種目を増やしていき」とあるが、現状何

種目あり、次年度は何種目にするのかなど。頻度は何か月に一度実施するのかなど記載してほしい。

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

80.0%

83.0%

103.8%

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

80.0%

90.9%

113.6%

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

59,943 26,419 33,524

　　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

17,987 18,871 -884

　　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 96,306,851 93,741,177

計画 71,800,680 71,801,660

実績 21,642,055 9,171,177

計画 32,562,100 31,185,800

実績 30,122,560 11,898,926

計画 39,219,050 36,928,250

実績 148,071,466 114,811,280

計画 143,581,830 139,915,710

数値目標 利用者満足度80％以上

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

施設名称 生野屋内プール

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：中村）

条例上の設置目的
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。

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

利用人数

稼働率

稼働率

収入

業務代行料 24,506,171 新型コロナウイルス感染症対策に係る補填

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

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

その他収入

（自主事業収入）
-9,096,490

新型コロナウイルスの影響による休館、時短営業及び

申込者数減

合計 4,489,636

利用料金収入 -10,920,045 新型コロナウイルスの影響による休館及び時短営業



（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 58,347,601 50,172,676

計画 66,917,000 65,670,000

実績 66,750,035 47,009,888

計画 63,834,830 61,614,710

実績 22,255,905 13,838,408

計画 12,830,000 12,631,000

実績 147,353,541 111,020,972

計画 143,581,830 139,915,710

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

103.8% B

113.6% 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

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 -8,569,399 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 2,915,205 光熱水費（精算金）

その他事業費

（自主事業支出）
9,425,905 教室に係る外部講師料や指導手当等の費用増のため

合計 3,771,711

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）

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

光熱水費の縮減

　電気は通年節電を心がけ、特に外灯の消灯及び事務所内、ロビー、

廊下、駐車場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こまめに調整

　節水システムを継続導入し、水道使用量の縮減を継続

消耗品等の削減

DIY、相見積もりの徹底　など

B

評価項目 特記事項

施設の有効利用

・クレーム対応はできる限りその場で早急に誠実に行うようにしている。

・ご意見箱を設置し、そのご意見、ご要望に対する回答を直接回答している。

・施設利用者の方々との対話の中でご意見、ご要望を察知し、日々対応に努めている。

総合評価

市費の縮減

C 管理運営に関して指示書による指示を受けている

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

・子どもの教室は生徒が戻ったが、一般と高齢者の利用者について戻りがないことにより計画数値に達していないと考えられるので、今一度その部分に力を入れてほ

しい。

・クレームへの対応など運営面に関してはさらなる改善を期待する。

・職員の研修を行い、様々な利用者からの声に対応できるようスキルアップを目指すこと。

・今後もさらなる利用者からの満足度を得られるよう取り組まれることを期待する。

・1回券から回数券や定期券に移行してもらうか検討して欲しい。単発的な利用から定期的な利用に利用客を誘導していくか、施策なども含めて考えて欲しい。

評価項目 所見

施設の管理運営 管理運営に関して指示書による指示を受けている

事業計画の実施状況



（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%

85.6%

107.0%

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%

84.9%

106.1%

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

55,814 51,078 4,736

　　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

35,582 37,190 -1,608

　　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 63,115,600 153,068,316

計画 44,775,220 45,307,360

実績 42,610,182 26,169,240

計画 68,140,850 66,522,350

実績 82,264,679 53,972,871

計画 87,292,450 85,061,950

実績 187,990,461 233,210,427

計画 200,208,520 196,891,660

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
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 18,340,380
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（5,951千円）

利用料金収入 -25,530,668 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）
-5,027,771

新型コロナウイルスの影響による休館、時短営業及び

申込者数減

合計 -12,218,059



（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 57,841,443 58,570,695

計画 78,263,000 76,800,000

実績 73,537,320 113,207,797

計画 95,156,520 93,922,660

実績 54,024,723 36,658,022

計画 26,789,000 26,169,000

実績 185,403,486 208,436,514

計画 200,208,520 196,891,660

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

107.0% B

106.1% 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 -20,421,557 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 -21,619,200
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

利用者満足度（プール）

利用者満足度（トレ）

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）
27,235,723 教室に係る外部講師料や指導手当等の費用増のため

合計 -14,805,034

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

　ボイラーや冷暖房の設定温度を外気温に合わせて日々調整

　節水システムを継続導入し水道使用量の縮減を継続

　館内、館外の電球の間引き箇所を精査し間引きの実施

廃棄ゴミの縮減

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。

・クレームの対応は時間をおかず、その時々に迅速かつ誠実に行うようにしている。

・ご意見箱を設置し、そのご意見、ご要望に対する対応をしている。

・今年度は工事による休館がなかったので、前年度にくらべ利用料収入などは伸びているが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、計画数値までの回復には至っ

ておらず、今年度は不確定な部分もあるが、経営努力によるさらなる利用料収入等の増を目指していただきたい。

・厳しい運営が続いており、地道な努力と新たな対策が求められるところであるが、しっかりとＰＤＣＡを回し、検証を行いながら利用者回復に取り組まれたい。

・昨年度から物件費が大幅に減となっているが、これは昨年度は修繕費をたてかえた分を計上したためであり、大きく費用縮減努力をしたものとはみとめがたい。

・次年度に向けた課題及び目標では、数値目標など具体的に記載してほしい。PDCAのP（計画）で定量的な計画を立てなければ、C（チェック）でしっかりした検証

が出来ない。今の表現だと定性的な表現かつ具体性がないので検証が出来ない。

評価項目 所見

成果指標の達成


