
（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（陸上競技場）

利用率 利用者満足度

85.0% 85.0%

40.0% 95.0%

47.0% 112.0%

２　管理運営の成果・実績（第2陸上競技場）

利用率 利用者満足度

85.0% 85.0%

53.9% 82.1%

63.4% 96.6%

２　管理運営の成果・実績（相撲場）

利用率 利用者満足度

30.0% －

22.3% －

74.4% －

２　管理運営の成果・実績（プール）

利用者数 利用者満足度

223,000人 90.0%

133,378人 90.0%

59.8% 100.0%

２　管理運営の成果・実績（トレーニング室）

利用者数 利用者満足度

86,000人 90.0%

55,224人 84.6%

64.2% 94.0%

２　管理運営の成果・実績（庭球場）

利用者数 利用者満足度

70,000人 90.0%

43,235人 84.6%

61.8% 94.0%

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

年度実績

達成率

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

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

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
各種競技大会やイベント開催など市民が身近にスポーツに触れることができ、また気軽に健康づくりや

体力づくりを行う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及び利用率・利用者数

数値目標

長居陸上競技場：利用者満足度85％以上、利用率85%以上

長居第2陸上競技場：利用者満足度85％以上、利用率85％

長居相撲場：利用者満足度（設定なし）、利用率30％以上

長居プール：利用者満足度90％以上、利用者数223,000人以上

長居トレーニングセンター：利用者満足度90％以上、利用者数86,000人以上

長居庭球場：利用者満足度90％以上、利用者数70,000人以上

成果指標

施設名称 長居陸上競技場ほか５施設

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：池田）

条例上の設置目的 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。

指定管理者名

長居わくわくパークプロジェクトチーム

【構成員】

　わくわくパーククリエイト株式会社

　ヤンマーホールディングス株式会社

　セイレイ興産株式会社

　一般財団法人大阪スポーツみどり財団

　タイムズ２４株式会社

　公益財団法人大阪ユースホステル協会

指定期間 令和3年４月１日～令和23年3月31日（20年間）



（様式５） 令和３年度　指定管理者年度評価シート

　　利用状況（第1競技場）

当年度 前年度 前年度比

84,343人 － －

40.0% － －

　　利用状況（第2競技場）

当年度 前年度 前年度比

104,382人 － －

53.9% － －

　　利用状況（相撲場）

当年度 前年度 前年度比

508人 － －

22.3% － －

　　利用状況（屋内プール）

当年度 前年度 前年度比

91,050人 － － スタジオ、会議室利用者（6,153人）含む

　　利用状況（屋外プール）

当年度 前年度 前年度比

42,328人 － －

　　利用状況（トレーニング室）

当年度 前年度 前年度比

55,224人 － －

　　利用状況（庭球場）

当年度 前年度 前年度比

83.0% － －

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

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率

利用人数

稼働率
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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 317,701,702 －

計画 263,153,000 －

実績 157,923,700 －

計画 250,043,750 －

実績 146,149,870 －

計画 94,558,200 －

実績 621,775,272 －

計画 607,754,950 －

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 162,790,543 －

計画 160,989,250 －

実績 391,023,448 －

計画 391,308,820 －

実績 68,185,699 －

計画 55,456,880 －

実績 621,999,690 －

計画 607,754,950 －

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

47.0% C

112.0% A

63.4% C

96.6% B

74.4% C

59.8% C

100.0% B

64.2% C

94.0% B

61.8% C

94.0% 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 相撲場の新設移転

施設の有効利用

市費の縮減に係る取組状況 特記事項

・場内LED化による光熱費の削減

・エアコンの設定温度の厳守

・無用電灯消灯の徹底

B

評価項目 特記事項

合計 14,244,740

評価項目 特記事項

陸上競技場

利用率

利用者満足度

第２陸上競技場

利用率

利用者満足度

相撲場

利用率

利用者数

利用者満足度

プール

利用者数

利用者満足度

トレーニング室

利用者数

利用者満足度

庭球場

物件費 -285,372 ・計画どおりに実施

その他事業費

（自主事業支出）
12,728,819

・主に庭球場、プール教室、サッカースクールにかかる

費用（人件費、使用料など）の増加

合計 14,020,322

支出

人件費 1,801,293 ・計画どおりに実施

・コロナ感染症拡大による補填

・休館指示による補填（35,479,678円）

・開館後の損失補填（7,907,885円）

・修繕補填（11,161,139円）

利用料金収入 -92,120,050

・トレセン、プールはコロナ拡大による、利用制限

および利用者の減が顕著（▼8百万円/▼25百万円）

・休館（4/25～6/20）による損失（▼43百万）

・その他利用（▼16百万円)

その他収入

（自主事業収入）
51,591,670

・行為申請広告収入（33百万円）

・各施設からの光熱水費振替額の増加（18百万円）

収入

業務代行料 54,548,702
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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

C総合評価

市費の縮減

C 協定書に定める期限を順守すること

施設の設置目的の達成及びサービスの向上

評価項目 所見

成果指標の達成 利用者数に関してはコロナの影響を考慮

利用者アンケートによる満足度調査の実施。改善点については予算を見ながら実施していく。

【陸上競技場】

・トラックが走りやすい、天然芝が良い

・Wi-Fiを完備してほしい。トイレを様式化してほしい。

【トレーニング場】

・スタッフ対応がいい。トレーニング機器が充実している。

・レッスンプログラムを増やしてほしい。テレビが小さい。

【プール】

・スタッフの対応が良い。コロナ対策ができている。

・トイレを様式化してほしい。シャワー室を改善してほしい。

【庭球場】

・スタッフ対応がいい。コートがきれい。

・トイレが古い。４・６番コートに日よけを設置してほしい。

　令和３年度から新しい指定管理者の運営となり、２０年の指定期間の１年目である。コロナ禍での指定管理事業開始のため、前年度比でなく

事業計画比とした。

　グループ全体（スポーツ施設）に関しては、新型コロナ対策での休館・時短要請などの影響により利用料金収入は計画の６割程度と大幅に落

ち込んでいる。一方広告事業などはコロナの影響が少なく自主事業収入は好調であった。支出に関してはほぼ計画通りであるが、コロナ対策を

しながらの教室運営による経費の増加があるものの、場内のLED化を進め、長期的な光熱費の削減に取り組んでいる。

　目標達成率がほとんどの項目で１００％を下回っている。コロナ禍で営業の制限があったため利用率・利用者数が達成できない点は理解でき

るが、満足度に関して高水準ではあることに満足することなく貪欲に目標達成を求める姿勢が欲しい。原因分析して今後の経営課題として認識

されたい。

　また、利用者アンケートのすべての施設でトイレなどの水回りへの不満の声がある。大阪市と要協議である。

【陸上競技場・相撲場について】

　大会等のキャンセルにより、利用率が低水準であった。次年度については、規制が緩和されれば陸上競技場の大規模イベントによる収益の増

加を期待している。また、警察などと連携し、治安強化にも取り組まれたい。

【プール・トレーニング場・庭球場について】

　利用者満足度目標値を90％に設定しており、目標達成が難しいなか、プールに関しては達成できた。他の施設も目標値には届かなかったもの

の、8割以上の利用者には満足してもらっている。次年度以降は、よりサービス向上に励まれ目標達成されたい。利用料金収入の落ち込みと教

室運営経費増加により、プールとトレーニングセンターの赤字が非常に大きい。自主事業に関しては、工夫の余地があるのと思われる。収支の

健全化に向けて取り組まれたい。庭球場はニーズに対応しスクールを運営しており、この調子で目標達成に向けて頑張ってもらいたい。

【次年度へ向けた課題及び目標について】

　一部の施設で数値目標を設定しているのは素晴らしい。評価できる。今回、数値目標を立てていない施設でも将来的に数値目標を

たてて計画を実行していってほしい。


