
（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(体育館）

利用者満足度

85%

90.0%

105.9%

２　管理運営の成果・実績(トレーニング室）

利用者満足度

85%

99.1%

116.6%

　　利用状況（メインアリーナ）

当年度 前年度 前年度比

69.7% ー ー

　　利用状況（サブアリーナ）

当年度 前年度 前年度比

77.5% ー ー

　　利用状況（柔道場）

当年度 前年度 前年度比

74.1% ー ー

　　利用状況（剣道場）

当年度 前年度 前年度比

69.3% ー ー

　　利用状況（会議室大）

当年度 前年度 前年度比

40.9% ー ー

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

利用人数

稼働率

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

数値目標 利用者満足度85％以上

指定管理者名

スポーツパーク八幡屋活性化グループ

・（一財）大阪スポーツみどり財団

・㈱オージースポーツ

・美津濃㈱

・イオンディライト㈱

・㈱加藤商会

指定期間 令和3年４月１日~令和8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 大阪市中央体育館

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
体育館及び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



（様式５） 令和３年度　指定管理者年度評価シート

　　利用状況（会議室中）

当年度 前年度 前年度比

28.6%

　　利用状況（会議室小1）

当年度 前年度 前年度比

31.8%

　　利用状況（会議室小2）

当年度 前年度 前年度比

25.1%

　　利用状況（会議室小3）

当年度 前年度 前年度比

27.5%

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 318,167,492 492,842,936

計画 257,353,000 274,841,499

実績 165,911,650 80,175,305

計画 194,400,000 219,977,000

実績 47,675,079 34,527,514

計画 51,130,000 70,090,947

実績 531,754,221 607,545,755

計画 502,883,000 564,909,446

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 128,692,700 146,735,141

計画 137,216,064 144,031,096

実績 373,495,325 435,315,297

計画 330,775,936 391,882,988

実績 24,917,729 21,865,481

計画 34,891,000 28,995,362

実績 527,105,754 603,915,919

計画 502,883,000 564,909,446

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

105.9% B

116.6% A トレーニング利用者42,768人の96.9%が満足

その他事業費

（自主事業支出）
-9,973,271

大幅な収入減を予見し、支出を抑制したた

め

合計 24,222,754

評価項目 特記事項

利用者満足度 体育館利用者334,022人の90%が満足

利用者満足度

新型コロナウイス感染症の影響

（休館・教室の休講や時短・人数の減少）

合計 28,871,221

支出

人件費 -8,523,364
新型コロナウイルス感染症の影響

（休館、大会の中止、規模の縮小など）

物件費 42,719,389
施設の改修および備品の入替などを実施し

たため

利用人数

稼働率

その他収入

（自主事業収入）
-3,454,921

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

利用料金収入 -28,488,350
新型コロナウイルス感染症の影響

（休館、大会の中止、規模の縮小など）

収入

業務代行料 60,814,492
施設改修、備品入替費、臨時休館に伴う補

填費を代行料として処理しているため
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（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

事業計画の実施状況

施設の有効利用

・中央体育館・大阪プールとも引き続き「ふれあいＢＯＸ」（ご意見箱）を設置して、ご意見と回答内容を掲示

・地域の方からご意見を伺いながら、地域の方々が要望する事業、地域貢献できる事業を開催するため、八幡屋公園活性化検討会議

を開催することで、地域と連携した。八幡屋公園（中央体育館・大阪プール含む）を活用し、地域や利用者が相互に活性化するため

の事業の実施や、地域の各団体が開催する事業に協力や参画をした。

・お客様にとってより利用しやすい施設をめざし、親しみやすく、信頼される施設管理者となるために、今まで以上にご意見やご要

望等を、より早く、より深く聴きとるよう心がけた。またいただいたご意見やご要望等は連絡ノートを活用しスタッフ内で共有する

とともに、職員ミーティングで検討することで、施設の運営や、設備改修、備品入替えの参考にし、施設の管理運営に反映させた。

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

・今年度はコロナ禍の只中であり様々な努力を続けられたが利用料金収入は減少した。

・事業内容では、おびただしい数の修繕の件数が「老朽化した設備等の細やかな維持管理」に大きく貢献している。また、「経費節

減の内容」についても詳細に報告がなされている。それに加え、まん延防止等重点措置期間などで施設の利用に制限がかかる中で

も、利用方法を工夫し、安心して利用していただけるような取り組みを行うと同時に、空き枠についても各種団体に積極的に声かけ

を行い、利用拡大に努めたことは、コロナ禍で思った結果が得られない中、地道に管理運営を行っており高く評価したい。

・港区役所や地域との連携にも力を入れて取り組んでおり、スポーツによる地域活性化・まちづくりを推進する港区版地域スポーツ

コミッション「みなとOSAKAスポーツコミッション」を設立し、健康増進、地域内消費の促進による地域活性化、スポーツSDGｓの

推進を目指した今後の活動に期待したい。

・次に、研修のメニューと回数が他の指定管理者の群を抜いて充実している。事業展開がままならない中で、来る日に備えて人材育

成に励んでいるということであり、次年度以降の展開に期待が持てる。

・次年度も、コロナ禍の情勢が不明な点はあるが、こつこつと実績を積み上げていってほしい。

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

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

・契約する電力会社を比較検討し、最も安価な電力会社

と契約しました。

・トイレ、シャワー等の流量制限を引き続き行いまし

た。

・お客様が早く出られた時など、不要な照明や空調のＯ

Ｎ・ＯＦＦを細やかに管理しました。

・各トイレの洗面所の蛇口の水圧を適度に絞りました。

・ＥＶの一部使用中止

B

評価項目 特記事項

施設の管理運営
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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%

82.0%

96.5%

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

85%

ー

ー

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

85%

91.4%

107.5%

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

92,153

　　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

42,768

　　利用状況（アイススケート）

当年度 前年度 前年度比

26,319

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

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

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85％以上

年度実績

施設名称 大阪プール

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。

指定管理者名

スポーツパーク八幡屋活性化グループ

・（一財）大阪スポーツみどり財団

・㈱オージースポーツ

・美津濃㈱

・イオンディライト㈱

・㈱加藤商会

指定期間 令和3年４月１日~令和8年３月３１日
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３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 395,194,398 323,221,011

計画 323,473,131 323,309,576

実績 57,090,750 51,735,270

計画 55,470,000 73,899,000

実績 39,394,141 34,215,277

計画 39,760,000 63,847,742

実績 491,679,289 409,171,558

計画 418,703,131 461,056,318

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 91,941,529 117,943,973

計画 90,203,515 115,910,524

実績 362,666,738 274,234,890

計画 286,732,616 329,795,286

実績 44,266,771 25,929,583

計画 41,767,000 15,350,508

実績 498,875,038 418,108,446

計画 418,703,131 461,056,318

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

96.5% B

107.5% 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

施設の管理運営

事業計画の実施状況

施設の有効利用

・不要な照明の消灯に努めたことによる節電効果

・電力の契約先見直しによる削減

・トイレ、シャワーの流量制限

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

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）
2,499,771

教室に係る経費などが増えた影響

合計 80,171,907

支出

人件費 1,738,014
新型コロナウイルス感染症対策の影響

物件費 75,934,122
施設の改修及び備品の入替等を実施した

ため

その他収入

（自主事業収入）
-365,859

新規のアイススケート教室等を実施する事

で、ほぼ計画通りの収入となった

合計 72,976,158

収入

業務代行料 71,721,267
施設改修、備品入替費、臨時休館に伴う補填

費を代行料として処理しているため

利用料金収入 1,620,750
冬季の営業時間短縮などが無かったので、計

画に近い収入を上げる事が出来た
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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

・中央体育館・大阪プールとも引き続き「ふれあいＢＯＸ」（ご意見箱）を設置して、いただいたご意見とその回答を掲示した。

・地域に貢献できる事業を開催するため、八幡屋公園活性化検討会議を開催することで、地域と連携し様々なご意見を伺った。八幡屋

公園（中央体育館・大阪プール含む）を活用し、地域や施設が相互に活性化するための事業の実施や、地域の各団体が開催する事業に

協力や参画をした。

・お客様にとってより利用しやすい施設をめざし、親しみやすく、信頼される施設管理者となるために、今まで以上にご意見やご要望

等を、より早く、より深く聴きとるようにした。また、いただいたご意見やご要望等は連絡ノートを活用しスタッフ内で共有するとと

もに、職員ミーティングで検討することで、施設の運営や、設備改修、備品入替えの参考にし、施設の管理運営に反映させた。

・今年度はコロナ禍のただ中であり、プールについては２か月弱の臨時休館があったにもかかわらず、様々な努力を続けられて利用料

金収入は計画比でも対前年比でも増収となった点は大きく評価できる。

・アイススケート場で深夜早朝の貸切枠を増やすような運用の工夫や、コロナ対策を徹底して全国大会開催を可能にしたことなどが増

収原因であり、事業者の努力は高く評価できる。

・事業内容では、前年度の利用者の要望に迅速に対応してトイレの洋式化を実施し、老朽化したロッカーを更新するなど積極的な設備

機能の向上をはかることで更なる利用者満足度アップを図っている点も高く評価できる。

・過年度から事業者より再三指摘されているプールサイドの滑り止め工事や地盤沈下によるプール構内の劣化対策も、安全上看過でき

ないので引き続き問題解消に努めていただきたい。

・「経費節減の内容」についても詳細に報告がなされていてこの点からも事業者の収益改善努力がうかがえる。

・次年度以降もコロナ禍の情勢が不明な点はあるものの、アフターコロナを見据え、引続きさらなる集客アップに取り組んでいただき

たい。

評価項目 所見

成果指標の達成


