
（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

85%

84.6%

99.5%

　　利用状況（第1体育場）

当年度 前年度 前年度比

98.1% 98.1% 0.0%

　　利用状況（第2体育場）

当年度 前年度 前年度比

93.8% 96.1% -2.3%

　　利用状況（多目的１）

当年度 前年度 前年度比

82.8% 83.6% -0.8%

　　利用状況（多目的２・会議室）

当年度 前年度 前年度比

ー ー ー

　　利用状況（多目的3・会議室）

当年度 前年度 前年度比

ー ー ー

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 44,477,590 45,681,944

計画 27,625,000 27,625,000

実績 6,214,800 5,453,600

計画 5,110,000 5,110,000

実績 17,427,846 19,217,274

計画 29,915,000 29,915,000

実績 68,120,236 70,352,818

計画 62,650,000 62,650,000

施設名称 鶴見スポーツセンター

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。

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

鶴見緑地スマイルパートナーズ

【構成員】

大和リース（株）大阪本店

（一財）大阪スポーツみどり財団

美津濃（株）

（株）ウエルネスサプライ

（有）エルミオーレ

三菱電機ビルテクノサービス大阪支社

大和ライフネクスト（株）

指定期間 令和2年4月1日～令和22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 1,104,800
例年同様の高稼働に加え、ワクチン会場での利用があっ

たため

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 16,852,590

精算金

・休館期間中5,278,554円・ワクチン会場2,364,058円

・開館期間中8,884,978円・修繕立替325,000円

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）
-12,487,154

休館とワクチン接種会場利用により、未開催の教室が

あったため。また、マラソンイベントの参加人数が減少

したため

合計 5,470,236



（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 24,612,984 24,266,627

計画 18,890,000 18,710,000

実績 29,966,572 34,222,332

計画 29,370,000 29,790,000

実績 12,657,803 12,171,484

計画 14,390,000 14,150,000

実績 67,237,359 70,660,443

計画 62,650,000 62,650,000

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

99.5% 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 5,722,984 配置変更による増

物件費 596,572
修繕、消耗品等は計画を下回ったが、光熱水費(電気料)が

増加。(換気をしての空調稼働等)

その他事業費

（自主事業支出）
-1,732,197

休館・ワクチン接種会場利用により、教室未開催の影響

が大きく、支出も減少。

合計 4,587,359

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

・光熱水費の削減・事務消耗品費の縮減

・修繕費の削減
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

一般利用者にアンケートを実施し、意見・要望を把握。

備品等の充実を図った。

・利用者満足度については、進んで高い目標値を設定されているからには、是非とも来年度は達成するよう尽力されたい。

・今年度はコロナワクチン接種会場となったために自主事業が計画どおりできなかったようだ。自主事業収入が昨年度に比べて179万円減

少する一方で、対応する事業経費は49万円の増加となっているため、前年度に比べ228万円の収益悪化を招いている。収支状況については

市から補填等もあり黒字となっている点は評価できるが、収益構造については精査し、今後の改善に活かしていただきたい。今後は、Ｗ

ithコロナの観点で収支や自主事業の計画を立てるなど、コロナ禍に対応した事業展開に取り組まれたい。

・卓球ラバーの無料での張替えや、トイレに利用者の利便性に配慮したスリッパを設置するなど、きめ細やかなサービスを行っている点が

評価できる。

・アンケートで、卓球ネットや防球フェンスなど備品が傷んでいるという意見があったようだ。備品等の点検・更新はもちろんのこと、施

設を安全に利用していただけるよう、日々の点検や修繕対応をしっかり実施し、事故なく利用できる施設運営を行うよう望む。

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

85%

93.2%

109.6%

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

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

60,948 44,339 16,609

　　利用状況（屋外プール）

当年度 前年度 前年度比

0 屋内プールとして入力

　　利用状況（トレーニング室）

当年度 前年度 前年度比

　　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 168,922,495 189,948,934

計画 166,206,000 166,206,000

実績 38,298,000 27,980,700

計画 94,580,000 94,580,000

実績 22,045,940 14,661,197

計画 49,022,000 49,022,000

実績 229,266,435 232,590,831

計画 309,808,000 309,808,000

数値目標 利用者満足度80％以上

指定管理者名

鶴見緑地スマイルパートナーズ

【構成員】

大和リース（株）大阪本店

（一財）大阪スポーツみどり財団

美津濃（株）

（株）ウエルネスサプライ

（有）エルミオーレ

三菱電機ビルテクノサービス大阪支社

大和ライフネクスト（株）

指定期間 令和2年4月1日～令和22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 鶴見緑地プール

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。

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 2,716,495
休館中追加業務代行料▲144,730円

開館期間中業務代行料2,861,225円

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）
-26,976,060

休館や利用減に伴う、商品販売、フードコートの

収入も減少。

合計 -80,541,565 コロナ禍の影響が依然大きい。

利用料金収入 -56,282,000
休館に加え、人数制限、自粛の影響もあり大幅

減。2・3月も空調設備更新工事にて休館。



（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 68,392,102 68,449,319

計画 73,650,000 73,470,000

実績 153,944,641 164,976,550

計画 200,200,000 201,988,000

実績 16,933,086 11,380,954

計画 35,958,000 34,350,000

実績 239,269,829 244,806,823

計画 309,808,000 309,808,000

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

109.6% 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 -5,257,898 休館時の雇用調整や配置変更による減

物件費 -46,255,359

大がかりな修繕が少ない。

休館(コロナ・工事)による光熱水費の減が一番大

きい。

その他事業費

（自主事業支出）
-19,024,914

利用減に伴う、商品販売、フードコート収入減で

の原価も減少。

合計 -70,538,171
コロナ休館・工事休館と夏場の人数制限の影響が

大きかった。

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

・光熱水費の削減・事務消耗品費の縮減

・修繕費の削減
B

評価項目 特記事項

施設の有効利用

一般利用者にアンケートを実施し、意見・要望を把握。

フードコートのメニューを多くしてほしいという要望に対して、閑散期のメニュー数を繁忙期と同様数に増やした。

ジャグジーの水温が低いとの意見に対しては、空調設備改修工事により改善を図る。

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

・鶴見プールはレジャープールとしての性質もあり、幅広い年代に利用いただける人気の施設である。昨年度導入された繁忙期の開

館時間の前倒し期間拡大や、スライダーの整理券配布など、密集の回避やサービス向上に努めていることが高く評価できる。昨年度

目標値に達していなかった利用者満足度も、今年度は93.2％と高評価を得ることができた。

・利用者数も昨年度に比べ回復しているものの、休館や夏場の人数制限の影響から、一昨年度にはほど遠い数字となっている。この

影響もあり、昨年度に引き続き収支は赤字となっている。

・コロナ禍での制限付営業がどこまで続くか不明だが、利用者の安全確保を最優先しながら、利用者数の回復に努めていただきた

い。具体的には、閑散期の利用者を増やすよう、豊かなネットワークと経験を活かし、また、鶴見緑地公園内にはスポーツ施設以外

の施設も多数あり、貴団体がこれらを一体管理しているという強みを活かした事業展開を期待する。

・プールを事故なく利用していただけるよう、スライダーをはじめとする設備の適切な利用ルールを設けるとともに、日々点検・修

繕対応をしっかり行い、安全に利用していただける施設運営を行うよう望む。

評価項目 所見

施設の管理運営

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（球技場・運動場）

利用者満足度

85%

87.6%

103.1%

２　管理運営の成果・実績（庭球場）

利用者満足度

85%

88.0%

103.5%

　　利用状況（球技場）

当年度 前年度 前年度比

66.6% 66.9% -0.3%

　　利用状況（運動場1）

当年度 前年度 前年度比

54.8% 45.9% 8.9% ※　Ｒ4.3から第2球技場

　　利用状況（運動場2）

当年度 前年度 前年度比

36.8% 38.0% -1.2%

　　利用状況（庭球場）

当年度 前年度 前年度比

51.3% 52.7% -1.4%

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 59,086,211 46,980,769

計画 40,483,000 40,483,000

実績 54,040,780 56,936,100

計画 70,636,000 70,636,000

実績 43,733,858 47,272,480

計画 59,151,500 59,151,500

実績 156,860,849 151,189,349

計画 170,270,500 170,270,500
合計 -13,409,651

利用料金収入 -16,595,220
4,5,6月コロナ休場と度重なる時短とキャンセル代

免除が要因

その他収入

（自主事業収入）
-15,417,642

4,5,6月コロナ休場と度重なる時短とキャンセル代

免除が要因

利用人数

稼働率

収入

業務代行料 18,603,211 精算金 18,603,211円

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

年度実績

達成率

利用人数

稼働率

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

鶴見緑地スマイルパートナーズ

【構成員】

大和リース（株）大阪本店

（一財）大阪スポーツみどり財団

美津濃（株）

（株）ウエルネスサプライ

（有）エルミオーレ

三菱電機ビルテクノサービス大阪支社

大和ライフネクスト（株）

指定期間 令和2年4月1日～令和22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
施設の経営マネージメント業務全般、集客促進業務、駐輪場の管理等施設の管理運営に関す

ること

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 鶴見緑地球技場、鶴見緑地運動場、鶴見緑地庭球場

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 市民の健康の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。



（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 49,009,766 53,901,488

計画 64,895,000 64,745,000

実績 77,879,574 71,417,259

計画 72,544,000 72,694,000

実績 33,895,391 28,286,971

計画 32,831,500 32,831,500

実績 160,784,731 153,605,718

計画 170,270,500 170,270,500

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

103.1% B

103.5% 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

施設利用者にアンケートを実施し、利用者からの要望等について、迅速に対応した。

球技場：芝起こしを定期的に実施。施設の清掃が行き届いているとの意見あり。

庭球場：共用スペースの清潔感維持、不良備品の速やかな交換。

運動場：ナイター照明，球替えを定期的に実施。グラウンド整備が行き届いているとの意見あり。

・稼働率は施設ごとに異なるが、最も高い施設が球技場の66％で、第2運動場は36.8％とかなり低調である。鶴見緑地公園内にはス

ポーツ施設以外の施設も多数あり、貴団体がこれらを一体管理しているという強みを活かし、利用率アップに向けた事業展開を図っ

ていただきたい。

・球技場

　今年度、集中豪雨による浸水が８回あったようだが、その都度スタッフにより排水作業を行い、利用できる状態にしている点など

評価できる。ただ、球技場館内への浸水が毎年報告されており、近年集中豪雨が増加の傾向にあることが報道されていることなどを

考えあわせると、市と抜本的な浸水対策について相談されることが必要ではないかと思われる。

　なお、今年度は設備トラブルによる停電が発生したとのことだが、回避できた可能性があったとすれば日頃の点検・整備のより一

層の充実が求められるであろう。

・運動場

　第１運動場を人工芝生化し、3月から第２球技場として運営しており評判も良く、また、屋外でのヨガイベントなどを通じて新規

ファンの開拓を試みるなど意欲的であり、大変評価できる。今後も、一層の利用率向上を図る取り組みなどを期待する。また、良い

評判だけでなく、要望やクレームについても案件を幅広く取り上げ対応状況などお知らせいただきたい。

・庭球場

　昨年度に比べ利用件数が昼間・ナイターともに減少している。利用促進に向け、独自のネットワークや経験を活かして、より効果

的な方法を模索し実践していただきたい。

評価項目 所見

成果指標の達成

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

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（庭球場）

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

・光熱水費の削減・事務消耗品費の縮減

・修繕費の削減
B

合計 -9,485,769

評価項目 特記事項

利用者満足度（球技場・運動場）

物件費 5,335,574 第１運動場フェンス防錆塗装517万円の増

その他事業費

（自主事業支出）
1,063,891 運動場の人工芝化減価償却費100万円の増

支出

人件費 -15,885,234 休場による人件費の減


