
（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

利用者満足度

80%

87.0%

108.8%

　　利用状況

当年度 前年度 前年度比

14,190

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 45,725,680 47,739,090

計画 45,725,680 43,253,000

実績 5,694,980 4,640,330

計画 8,500,000 7,800,000

実績 3,220,197 3,202,697

計画 7,530,000 6,200,000

実績 54,640,857 55,582,117

計画 61,755,680 57,253,000

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 26,945,861 17,119,663

計画 26,340,400 29,907,000

実績 18,144,091 33,386,042

計画 12,500,000 15,846,000

実績 8,046,072 4,824,497

計画 13,033,900 11,500,000

実績 53,136,024 55,330,202

計画 51,874,300 57,253,000

その他事業費

（自主事業支出）
-4,987,828

感染症予防対策として競技会等事業

を中止あるいは縮小した

合計 1,261,724

支出

人件費 605,461 新規採用のため人員配置を厚くした

物件費 5,644,091
感染症予防対策のため予定より経費

増となった

その他収入

（自主事業収入）
-4,309,803 上記に同じ

合計 -7,114,823

利用料金収入 -2,805,020
感染症予防対策として閉館及び開館時

間短縮により利用者減となった

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

利用人数

稼働率

収入

業務代行料 0

指定管理者名 公益財団法人大阪武道振興協会

指定期間 令和３年4月1日～令和８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
市民に、柔道、剣道、なぎなたや弓道を行う場を提供し、日本古来の伝統武道に接する場を

提供することにより、武道の普及振興を図る。

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 大阪市立修道館

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
修道館は、柔道、剣道その他これらに類するスポーツの場に提供することにより、市民の心

身のたん錬に資するとともに柔道剣道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

108.0% B

（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総合評価

市費の縮減

C
管理運営にかかる不備について、複数回指摘を受けてい

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

施設の管理運営 管理運営の不備について指示書による指示を受けている

事業計画の実施状況

施設の有効利用

・館内施設利用者へ、質問を行ったり要望をお伺いするなど利用者のニーズ把握に努めた。

・ほつれた柔道畳のすみやかな畳替えを実施し、国際規格に適合した畳を採用した。

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、昨年度よりも個人利用者を増加させた点は評価できる。

・今後は、アフターコロナを見据え、通常の事業はもちろんのこと、大会や指導事業も拡大させるべく、意欲的な施策を実施するこ

とを期待する。

・令和３年度は初年度ということも影響したのか何度も大阪市から指示書の交付を受けているとのことであり、新年度は公の施設の

指定管理者として自覚をもって利用者の安全を第一に考えた運営を期待する。

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

・不要な照明の使用制限による光熱水費の削減

・ペーパーレス化による経費節減
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

利用者満足度

80%

85.0%

106.0%

　　利用状況

当年度 前年度 前年度比

12,372

３　収支状況

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 9,866,829 13,296,109

計画 9,866,829 10,747,000

実績 4,501,200 4,383,300

計画 7,350,000 7,800,000

実績 1,385,900 2,584,741

計画 3,880,000 2,700,000

実績 15,753,929 20,264,150

計画 21,096,829 21,247,000

当年度 前年度 差異（実績－計画） 主な要因

実績 10,873,175 10,664,842

計画 10,166,800 10,403,000

実績 8,732,849 6,665,951

計画 7,770,000 7,811,000

実績 571,871 1,262,416

計画 1,681,200 3,033,000

実績 20,177,895 18,593,209

計画 19,618,000 21,247,000

その他事業費

（自主事業支出）
-1,109,329

感染症予防対策として競技会等事業

を中止あるいは縮小した

合計 559,895

支出

人件費 706,375 新規採用のため人員配置を厚くした

物件費 962,849
感染症予防対策のため予定より経費

増となった

その他収入

（自主事業収入）
-2,494,100 上記に同じ

合計 -5,342,900

利用料金収入 -2,848,800
感染症予防対策として閉館及び開館時

間短縮により利用者減となった

成果指標

数値目標

年度実績

達成率

利用人数

稼働率

収入

業務代行料 0

指定管理者名 公益財団法人大阪武道振興協会

指定期間 令和３年4月1日～令和８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
市民に、柔道、剣道、なぎなたや弓道を行う場を提供し、日本古来の伝統武道に接する場を

提供することにより、武道の普及振興を図る。

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 大阪城弓道場

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：中村）

条例上の設置目的 弓道場は、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。



（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

106.0% B

（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総合評価

市費の縮減

C 管理運営にかかる不備について、指摘を受けている。

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

施設の管理運営 管理運営の不備について指示書による指示を受けている

事業計画の実施状況

施設の有効利用

・館内施設利用者へ、質問を行ったり要望をお伺いするなど利用者のニーズ把握に努めた。

・弓道場の安全確保のため、観客席にアクリル防護板を設置した。

・新型コロナウイルス感染防止の観点から休館や時間制限が多く、大会のキャンセルなどで大きな影響を受けている点は残念である

が、今後は、アフターコロナを見据え、通常の事業、さらに大会や指導事業も拡大させるべく、意欲的な施策を実施することを期待

する。

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

・不要な照明の使用制限による光熱水費の削減

・ペーパーレス化による経費節減
B

評価項目 特記事項


