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（様式３－Ａ－１） 

（１）ア 基本方針 

泉大津市民の大切な施設をお預かりするという自覚と責任を持ち、子供達が健やかに育

ち、保護者が安心して子育てができる為に役立つ施設運営に努めます。また、気軽に集

い相互交流や情報収集ができる様に、様々なプログラムを提供致します。加えて、公共

施設として公正で公益的な管理運営に努めます。特に公共施設として「透明性の高い管

理運営」「利用者が満足する管理運営」「環境問題や雇用問題」「福祉の充実」にも適切に

対応します。 

 

①透明性の高い管理運営の実施 

公共施設であることを認識し、特定の団体や個人への

優遇を排除し、人権擁護を配慮した「公正」「平等」

「安全」を担保する透明度の高い管理運営を実施しま

す。可能な限り市民に施設運営状況がわかる仕組みを

構築します。平等性の確保の観点から、利用希望者に

ついては先着順で受付をします。 

 

②利用者が満足する施設運営を実現 

利用者の満足度を追及する為、健康や教育に関わる様々なプログラムを提供します。弊社

は国内で初めて『フィットネスクラブ』を開設し、スポーツ健康産業のパイオニアとして

『０歳から一生涯の健康づくりに貢献する』を企業理念におき、様々な形で健康づくりの

お手伝いをしてきました。 

また、オリンピック選手を輩出した確かな指導ノウハウを持って、全国約２５０ヶ所でス

ポーツクラブを運営しています。本施設においても、これまでの経験を活かし利用者が満

足する施設運営と、プログラムの提供を実現します。 

 

③環境問題、雇用問題、福祉の充実に対応 

施設維持管理は、環境マネジメント（ISO14001）に準拠した地球環境にやさしい環境保全

型の管理手法をします。また、雇用についても併設する自社施設を含め、現地での採用が

できる様に努力します。また、高齢者が気軽に参加できる運動プログラムの提供や、近隣

の小学校での着衣水泳教室を実施することにより、福祉や地域の貢献にも対応します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人の名称 セントラルスポーツ株式会社 

 

【公共施設を運営する留意点】 

 

・いつでも利用できる施設 

・誰もが利用できる施設 

・継続的に利用したくなる施設 

・平等に利用できる施設 
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（様式３－Ｂ） 

（１） イ 施設の運営及び管理に関する業務 

①平等な施設運営をチェックする仕組み 

利用者から見た運営状況に対する所感を直接収集し、管理運営の改善に生かします。 

サービスアンケート調査を年度で実施し、常にサービスレベルのチェックを行うことで

改善に繋げます。 

新しい利用者を呼び込むために初めての利用者へ簡単なオリエンテーションを行い、新

規利用者から聞き出した目的や要望を分析して対応します。 

利用者からの苦情等のご意見については、掲示できる内容を精査し館内掲示で回答しま

す。社内のカスタマーサポートセンターには、多くのトラブル等の事例が蓄積されてお

り、施設責任者はトラブルに関する情報をいち早く入手できるようにします。 

 

 

②職員の研修計画 

施設の管理運営の要諦は、まさしく『人』です。施設・設備を良いコンディションで管

理するのも、利用者様と直接相対するのも、すべて『人』です。弊社は、その『人』を

大事な財産として、育成します。指定管理者の指定を受けましたら、自営店にて研修を

開始し、万全の準備をします。職員の研修方針については、つぎのとおりです。 

・施設の職員として、共通の必要知識・技術習得のため、年２回の合同研修を企画実施

します。 

・職員のマルチ能力を高める研修・育成を行い、臨機応変の対応を可能にします。 

【合同研修】   対象：施設内に勤務する全職員 頻度：年２回 
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 名称 内容 

1 接遇マナー研修 挨拶・マナー・コミュニケーションなどの接遇研修や

クレーム対応研修ほか、ユニバーサルサービスに関す

る研修も実施。 

2 安全研修 救急救命・消防訓練を含む災害対応研修。災害時のマ

ニュアル整備や実地訓練を実施。 

3 コンプライアンス・ 

個人情報保護研修 

公の施設運営管理を代行する自覚を促す。健康福祉プ

ラザに関連する各種法規や個人情報保護に関するケー

ススタディなど。 

 

【マルチ能力向上研修】  対象：常勤職員 頻度：月１回 

 

③施設の運営管理 

弊社は、全国約２５０ヶ所の運動施設を管理・運営しており、そのノウハウを活かして、

施設の維持管理と運営を正確且つ安全性を第一に考え、利用者にご満足頂ける運営に徹

します。全国約２５０ヶ所の管理運営施設には、すべて責任者が配属されており、その

任務は、利用者の安全第一を考えた管理運営であり、それは施設設備等の機器、設備の

管理も含みます。健康福祉プラザにおいても、併設する自社運営施設の責任者がこの任

務に当り、施設設備の維持管理（ハード）の責任者＆接客や指導等運営（ソフト）の責

任者として、日常点検から定期点検まで、すべてを把握し、その管理に当たります。 

 

④安全で安心な管理運営 

利用者が五感で感じる施設好感度の土台は『安全・安心の徹底』された状態である事が

各種アンケート・調査から報告されています。弊社は「清潔で整頓された施設」、「細部

まで心配りのできる職員の配置」、「危険個所排除の撤去」、「日々の設備機器管理」、「利

用者の様子の注視」、「毎日の CPR 訓練」等、万全な体制で『安全・安心な管理運営』を

実現します。 

 

 

 

 

 名称 内容 

1 ＣＰＲトレーニン

グ 

受付、指導などの担当部署に関係なく、ＣＰＲのトレ

ーニングを出勤時または業務終了時に実施。 

2 受付現場研修 受付方法や施設の使用ルールに関する研修を担当部署

に関係なくＯＪＴ研修を実施。 

3 指導業務研修 乳幼児の発育発達や高齢者の運動指導に関する研修な

どを学科及び実地にて研修。 

4 清掃・施設管理研修 日常清掃及び施設や備品の管理方法に関する業務につ

いての実地研修。 

5 担当者ミーティン

グ 

毎日実施し、常に担当責任者が施設内全体の状況を把

握し、各部署の職員にも都度伝達。 
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⑤大阪府内での実績等 

弊社は、大阪府内において４０年間で９ヶ所のスポーツ施設（住ノ江店、平野店、りん

くうタワー店、新大阪駅前店、都島店、蒲生店、豊中店、泉大津店、）関連会社の明治

スポーツザバス高槻店、指定管理では、９ヶ所の（大阪市立此花スポーツセンター・大

阪市立都島屋内プール・大阪市立中央屋内プール・大阪市立浪速スポーツセンター、泉

佐野市立健康増進センター、泉佐野市市民総合体育館、茨木市忍頂寺スポーツ公園、

岬町健康ふれあいセンターピアッツァ５の運営など、）管理運営実績を有しており、

市内や近隣の多種多様な業者様と取引が拡がっています。健康福祉プラザの管理におい

ても、広く府内業者の中から実績があり、業務に信頼のおける業者を選抜して委託をお

願いする予定です。弊社の府内運営施設は大型スポーツクラブであり、健康福祉プラザ

に設置されている設備については、概ね設置されている為、その管理運営の実績から委

託業務の検討、選定を行います。 

具体的には、日常点検や小修繕については、現地担当社が実施し、電気設備点検や消防

設備点検等については、専門業者に委託する事で、確実性を高めます。 

また、日常清掃については、季節や時間帯等で、ご利用者人数により、その負荷が大き

く変る事を十分理解しています。その上で、弊社では仕様書の要件をあくまで最低のラ

インと考え、ご利用者が『いつ来ても気持ちよく使える施設』を維持する様に努力しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人の名称 セントラルスポーツ株式会社 
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（様式３－Ｃ） 

（１）ウ 個人情報の保護方針及び保護措置 

①個人情報に関する考え方と今後の管理体制 

弊社は、個人情報保護法の趣旨に基づき、ISO9001の手順に従って個人情報保護規定や個

人情報保護マニュアルを作成しています。個人情報を取扱いにあたっては、泉大津市個

人情報保護条例及び同施行規則と以下の「個人情報保護方針」に沿い、適正にその保護

に努めます。 

・サービス提供のため、必要範囲で適法かつ適正な方法により参加者情報を収集します。 

・個人情報を参加者の同意なしに、各収集目的以外で利用しません。 

・個人情報を適切かつ慎重に管理し、漏洩･改ざん･紛失がないよう適切な管理に努めま

す。 

・目的が終了した個人情報は終了後1年間保管し、紙媒体はシュレッダーまたは溶解処理

し、電子データは削除処理します。 

 個人情報の管理にあたっては、以下の体制を置いています。 

 

 

②個人情報に関する教育、その他 

パソコンセキュリティについては、専門部署を設け厳重な管理を行うとともに、機密性

の高い資料等は、鍵のかかる書庫に保管するなど、データ管理を適切かつ慎重に行いま

す。 

・人的安全管理 

個人情報保護に関する職員の意識徹底を図るとともに、契約時に守秘義務契約等を締結

いたします。また全従業員に対し、年１回の教育・訓練を実施します。 
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・物理的安全管理 

個人情報は施錠可能な書庫へ保管、社外に出す際は所定の手続きを実施します。シュレ

ッダー、溶解処理により文書を破棄します。また個人情報の机上放置、壁への掲出を禁

止します。 

・技術的安全管理 

添付ファイル付メール送信時はパスワードを付与し、メール受信の際はウィルス感染防

止のため、プレビューウィンドウ機能を解除します。USBメモリ等の記録媒体の使用がで

きぬよう、施設内で使用するパソコンに制限をかけます。 

・利用者への方針開示 

ホームページにおいて、「プライバシーポリシー」という形で、個人情報保護方針を開示

しております。 

 

③特定個人情報取扱規定 

個人ナンバー制度の導入に伴い、特定個人情報の取扱規定を新たに設け、個人情報の取

扱を強化しました。 

 

④指定管理者総合保険の付保・加入 

リスクの低減・回避に限界のある災害や事故などについては、発生後に最小限の被害に

止める仕組みを構築するとともに、保険に加入することで、リスクの対応に備えます。

弊社では、施設所有管理者（指定管理者保険）に加入することとし、有事の際には 1事

故 10億円、個人情報漏洩などに関しても 1事故 1億円までの補償が行われる保険に加入

します 

 

 

法人の名称 セントラルスポーツ株式会社 
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（様式３－Ｄ） 

（１）エ 情報公開方針及び広報計画 

①情報公開方針 

泉大津市情報公開条例の趣旨を踏まえ施設の保有する情報の公開に努めて参ります。 

健康福祉プラザが保有する情報を公開することにより、市民の知る権利の保障と市政へ

の参加をより一層推進し、市政を公正かつ効率的に運営し、市民福祉の向上を図り、市

民の市政への信頼と理解を深め、もって地方自治の本旨に即した市政の発展に寄与しま

す。 

また、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう

配慮します。 

 

②広報計画 

健康福祉プラザの認知度を向上させる為、市の広報活動に協力します。また、弊社がこ

れまで運営してきたノウハウを活用し、下記の広報を実施します。 

・立地状況とマーケティングの活用 

当施設の1km商圏が締める泉大津市の人口2.7万人は弊社がマーケットリサーチに使

う商圏人口に該当しております。また、弊社が大阪府内で運営している店舗で蓄積し

た集客等のノウハウを十分に生かして、泉大津市を活性化したいと考えております。 

また泉大津駅利用者の方へは南海電鉄の駅において乗降者数 2.9万人（100駅中 

10位）という立地を活かし、認知度を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市の広報との協力 

市との協力により、「広報いずみおおつ」や泉大津市のホームページ等へ掲出できる

ように協力体制や広報情報の提供を行います。 

また、近隣小学校で着衣水泳などを実施することにより地域の方々に健康福祉プラザ

の価値を認識して頂ける様に努めます。 
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・当社ホームページの活用 

当社が開設しているホームページ内に同施設の内容を公開します。  

親子ひろばの利用案内・親子ひろばレッスンスケジュール・季節イベントについて 

アクセス方法について・健康福祉イベントについて・地域支援イベント等。 

          
・自社運営施設での告知 

併設する自社運営施設では毎日多くの利用者が来館することが予測されます。 

同施設の来館者及び保護者の方に健康福祉プラザの告知を実施します。 

※隣接の24時間ジム及びHOTヨガスタジオ 

 

                

     

法人の名称 セントラルスポーツ株式会社 
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（様式３－Ａ－２） 

（２）ア 基本方針 

弊社は、健康福祉プラザを以下の方針に基づき、管理運営します。 

 

① 人材・施設・システムを通して地域密着で利用者の立場に立った運営 

職員の接遇マナー研修を通して利用者様の気持ちに寄り添った運営を行ないます。 

親切・丁寧に対応できる人材育成を行ない、利用者様の満足度を向上させる為の最大

限の努力を行ないます。また施設では、いつ・いかなるときでも使用できる良いコン

ディションで管理を行ないます。 

 

② 安全・安心・快適な施設を提供 

CPRトレーニングを実施し、緊急時の対応にも自信を持って行動できる人材 

育成を行ないます。また施設管理も日々の日常点検、定期的な機器点検、法定点検を

確実に行ない、維持管理に努めます。そして、トラブル対応も真摯な態度で接客し、

利用者様がいつ来ても気持ちよく使える施設を維持します。 

 

③ 民間運営の実績を生かし、楽しく、効果の出るスポーツ事業を展開 

月間イベント、季節ごとの行事にあわせた館内装飾を行ない、日本の四季を演出し 

ていきます。あらゆる年代の利用者様の方に喜んでいただけるように変化と楽しさの

あるスポーツ事業を展開していきます。また弊社オリジナルプログラムを有効活用

し、効果の出る指導を行ないます。 

 

④ 適正な経費削減を実施した効率運営 

職員の業務の垣根を取り除き、マルチプレーヤーとして複数の担当業務を担い、適正

な人員配置でのコスト削減を目指します。また水道光熱費の削減に努力し、環境に優

しい ECO運営を行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理運営方針 

① 人材・施設・システムを通して、地域密着で利用者の立場に立った運営を 

行います。 

② 安全・安心・快適な施設を提供します。 

③ 民間スポーツクラブ運営の実績を生かし、楽しく、効果の出る健康福祉事業を

展開します。 

④ 適正な経費削減を実施した効率運営を行ないます。 
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⑤ 積極的な社会貢献活動の実施 

セントラルスポーツは、「0歳から一生涯の健康づくりに貢献する」という経営理念

の下、あらゆる人々が心身ともに健康である、ウェルネス社会の創造に貢献してまい

りました。その実現のために、自らの事業活動が、社会的課題解決の一翼を担ってい

るという自覚を持ち、当社を取り巻く多くのステークホルダーの皆様と共に歩んでい

くことをCSR活動の基本方針としております。この方針のもと、私たちは「明るく仲

よく元気よくプロジェクト」と題して、従業員による社会貢献活動に積極的に取り組

んでいます。私たちにとって「明るく仲よく元気よく」というフレーズは、当社スク

ール事業の象徴であると同時に、お客様、卒業生、地域の皆様、従業員など、セント

ラルスポーツに関わる多くの人々をつなぎ、過去から未来へと受け継がれていく想い

の象徴でもあります。私たちは、ウェルネス社会の創造のために、多くの皆様と共に

歩んでいくという想いをこめて、「明るく仲よく元気よくプロジェクト（社会貢献活

動）」を積極的に推進してまいります。 

 

 

         

         

法人の名称 セントラルスポーツ株式会社 
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（様式３－Ｅ） 

（２）イ サービス向上に向けた取り組み 

弊社は健康福祉プラザのサービス向上の為、利用者の声を聞き運営に反映します。 

利用者の意見を取り入れ、業務に反映させる為に仕組みについて取り組みます。 

①人材の育成 

サービス向上の為に行う施策の 1つ目は、まさしく『人』です。施設・設備を良いコ

ンディションで管理するのも利用者様と直接相対するのもすべて『人』です。弊社は、

その『人』を大事な財産として、育成します。指定管理者の指定を受けましたら、自

社運営施設にて『３-Ｂ（1）イ』に記載した内容の研修を行います。また、日常より

利用者からの声は『良きアドバイス』、『大切な情報』という思いで接することができ

る様に定期的に教育をします。 

 

②施設の管理 

サービス向上の為に行う施策の 2 つ目は、『施設』です。施設・設備をいつ・いかな

るときでも当たり前に使用できる良いコンディションで管理することも重要です。 

施設設備及び器具備品等には寿命があり、完成直後から劣化が始まり、時間と共に劣

化して性能や機能が低下します。その施設設備及び器具備品等の性能・機能を良好に

保ち、利用者に快適で安全な場を提供するために、日常的・定期的な点検や補修等の

保全、すなわち維持管理に注力します。 

 

③PDCAサイクルによる利用者満足度のアップ 

対応した内容について、その後の利用者様の受け止めがどのようであるかをアンケー

トやヒアリングによって確認し、その結果を報告します。満足度の低い対応内容につ

いては、さらに改善方法を検討し、満足度アップに努めます。 

 

④情報共有化  

収集記録した貴重な利用者の意見は、当健康福祉プラザの運営スタッフで共有すると

共に、『泉大津市子育て関係者参画会議』にて、関係者・関係機関との情報を共有化

し、運営に反映させる様に努力します。 

 

⑤コロナ感染防止対策  

利用者に対して毎回親子ひろば入室前に、検温と手の消毒を実施し、遊具等は、使用

のたびに消毒を実施します。また開館前や閉館後の除菌や清掃作業を毎日行い、開館

中も１日1回以上広場内の床面除菌作業を行います。 
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法人の名称 セントラルスポーツ株式会社 

（様式３－Ｆ） 

（２）ウ 利用促進に向けた取り組み 

弊社では、『0歳から一生涯の健康づくりに貢献する』を経営理念としており、さまざ

まな年代の利用者様に満足していただける取り組みを日々行っています。マタニティ

事業から介護事業までの様々な年代に合わせた運営のノウハウやマニュアルを駆使

し、全国約２５０ヶ所に均一的な指導・接客・管理サービスを提供しています。 

  

          

 

①親子広場でのプログラム 

親子広場の利用促進を向上させる為に、弊社オリジナルの体育やマッサージ等のプロ

グラムを提供します。また、同伴される保護者のために、親子体操やストレッチなど

を実施します。子供を楽しませる事業として創業以来培ってきたマニュアルを駆使し

て、親子のスキンシップの取り方・コミュニケーション能力の向上、お子様の成長に

必要不可欠な内容を分かりやすく提供すると共に保護者にも喜んで頂く様に努力し

ます。 

   

※スケジュール案（内容に関しましては変更する場合があります。） 
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②季節イベント 

子どもの日、ハロウィン、クリスマス、お正月など、季節ごとの行事にあわせて館内

の装飾を変えて、季節感を演出していきます。また、祝日等は催しを企画・実施し利

用促進のために努力をします。 

                          

   

 

③健康福祉イベント 

弊社は『０歳から一生涯の健康づくりに貢献する』を経営理念として、幅広い年齢の

方の健康づくりに貢献できるプログラムを実施しています。子育て世帯に特化せず、

体成分測定、栄養相談、腰痛予防体操などを毎月開催することで、あらゆる年代の利

用者様の方に喜んで頂くことで利用を促進します。また、市の行事やイベントに積極

的に参画し子育てサークルをはじめ各種コミュニティーの活性化に努めます。 
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④新たな取り組み 

現在の指定期間中に実施していなかった新しいサービスを実施する事で、今まで以上

に満足していただける親子ひろば運営を行い利用促進に努めます。 

 

・助産師による様々なイベント開催 

産前産後の体のケアについて、授乳や卒乳についてなど、育児に係る疑問等を解消し

利用者の満足度向上に努めます。  

 

 離乳食についての相談会 

 

 

 

   お子様の発育相談 

 

                   
    

・年齢別サークル活動の実施 

今までは、年齢に拘らずレッスン等で知り合った保護様同士のサークル活動のサポー

トを行っていましたが、0歳児サークル、1歳児サークル等、同年齢のお子様をお持ち

の保護者様の集いの場を提供することで、今まで以上に親密な関係作りが可能となり

利用促進に繋がります。 

法人の名称 セントラルスポーツ株式会社 
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（様式３－Ｇ） 

（２）エ 経費削減に向けた取り組み 

弊社は全国約 250ヵ所で運営・管理する運動施設において、管理費や水道光熱費の削

減に取り組んで参りました。これまでのノウハウを活用し、健康福祉プラザの運営に

おいても経費の削減を行うと共に、利用者のサービス低下に繋がらない様に配慮した

『効率の良い運営』に取り組みます。 

 

①管理経費の縮減を実現 

利用促進や利用者のサービス向上に取り組む一方で、ライフサイクルコストの見直し

などを含め、さまざまな創意工夫を行いコストの縮減を図ります。具体的には下記の

様な内容について取り組んで参ります。 

・弊社集中購入により、事務用品や消耗品について大幅割引購入を実現します。 

・日常点検や簡易な修繕の自主化により修繕費や保守管理費を削減します。 

 

①水道光熱費削減に向けた取り組み 

施設の管理方法により、水道光熱費は大幅に削減することができます。利用者の利便

性や必要な機能を失わない様に十分に配慮した上で、以下の削減策に取り組みます。 

 

  

項目 取組み内容 

空調の温度設定 
夏場のクールビズ、冬場のウォームビズを推進し、適切な 
温度に設定します。 

電気の無駄遣い 

削減 
定期的に施設内巡回をおこなうことで、電源をこまめに 
切り、待機電力のある電気製品の利用を控えます。 

節電・節水等を啓発

する貼り紙 
節電・節水等を啓発するポスター等を掲示し、施設利用者様
に協力を求めます。 

意識改革と啓蒙 

活動 

省資源化の啓蒙をするため、案内ポスター等を積極的に掲示

し、職員だけでなく利用者様にも協力を求めます。 

法人の名称 セントラルスポーツ株式会社 



16 

 

（様式３－Ｈ） 

（２）オ 自主事業 

弊社は、健康福祉プラザにおいて、子育て支援の充実と子育て世帯の定住促進を図る

とともに、市民福祉の向上及び健康に貢献することを目的として、施設の空き時間を

有効に活用し自主事業を実施します。泉大津駅前という市の玄関口に幅広い世代の方

の健康づくりに貢献できる施設の運営を行うことにより、市の活性化や医療費の削減

にも寄与する様に努力します。 

 

① 新規キッズスクール 

音楽とふれあい、『リズム感』、『柔軟性』、『体力』を身に付ける、ダンススクールや

運動能力開発スクールを開催します。 

         

 

② 運動と食事 

セントラルスポーツの食育プロジェクトは、「みんなで食を知って・感じて・食べて

楽しもう！」をテーマに食の大切さを楽しく学び、お子さまの食に関する興味や好奇

心を育みます。 

   

 

③ 健康体操教室・健康セミナー 

様々な方が参加できる運動プログラムやセミナーを提供し健康づくりに貢献します。 

     

法人の名称 セントラルスポーツ株式会社 

https://www.central.co.jp/kids/dance/school.html
https://www.central.co.jp/lp/sports-foods/
https://www.central.co.jp/lp/sports-foods/topics/02.html


17 

 

（様式３－Ａ－３） 

（３）ア 基本方針 

弊社は、泉大津市立健康福祉プラザが子育て支援の充実と子育て世帯の定住促進を図

るとともに、市民福祉の向上及び健康福祉に関する諸事業の用に供する目的で設置さ

れる事を十分理解し、目的を達成すべく管理運営して参ります。 

弊社は、全国約２５０ヶ所のスポーツ推進施設を管理運営し、創業51年の歴史におい

てキッズ向けスポーツ教室で200万人以上の卒業生を輩出し、子供たちの健全な発育

に貢献して参りました。 

平成11年6月にフィットネスクラブ業界で初めて、世界基準の品質保証であるISO9001

の認定を受け、平成16年3月に東京証券取引所第一部上場し、「0歳から一生涯の健康

づくりに貢献する」という企業理念に基づき、すべてのお客様にご満足いただける質

の高いサービスの提供に努めるとともに、健康の重要性やスポーツの素晴らしさを多

くの皆様に伝えて参りました。 

この実績と経験を活かし、泉大津市立健康福祉プラザの施設管理を適正かつ確実に実

施して参ります。 

施設の管理については、利用者の安全を第一に考えた管理運営を基本とし、施設はも

ちろんの事、設備や備品においても日常点検、定期点検等を行ないます。 

人員の配置や研修、危機管理体制等については、弊社のマニュアルを活用し運営して

参ります。 

 

 

【企業理念】 

セントラルスポーツは、「0歳から一生涯の健康づくりに貢献する」を企業理念とし

東京オリンピック出場選手により、健康産業のパイオニアとして創業しました。以来

50年以上の歴史と共に、ソウルオリンピック金メダリストの鈴木大地選手、アテネオ

リンピック金メダリスト冨田洋之選手、鹿島丈博選手と、10大会連続、延べ31名の所

属選手を夏季オリンピック日本代表として輩出しました。また、今季東京オリンピッ

クには、水泳と体操で6名の所属選手を送り出しました。 

 

        

法人の名称 セントラルスポーツ株式会社 
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（様式３－Ｉ） 

（３）イ 危機管理体制 

指定管理者として管理運営していく上で最も重要な事は、安全を最優先する体制を作

り、市民が安全で快適に施設を利用する事です。 

弊社が培ってきた実績とマニュアルを基に体制を整え、本社、本部と連携を図り万全

の体制を構築します。 

 

【弊社で運用している一例】 

 

 

 

その他、災害対策マニュアルを作成しており、地震、火災等においても泉大津市立 

健康福祉プラザで活用して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人の名称 セントラルスポーツ株式会社 
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（様式３－Ｊ） 

（３）ウ 管理運営実績 

弊社は、全国約２５０ヶ所のスポーツ推進施設を管理運営し、創業51年の歴史におい

てキッズ向けスポーツ教室で200万人以上の卒業生を輩出し、子供たちの健全な発育

に貢献して参りました。 

スポーツ施設としては、大阪府下で直営店１０店舗、業務受託店３店舗、指定管理業

務としては、弊社グループで、大阪市立此花スポーツセンター・大阪市立都島屋内プー

ル・大阪市立中央屋内プール・大阪市立浪速スポーツセンター、泉佐野市立健康増進

センター、泉佐野市市民総合体育館、茨木市忍頂寺スポーツ公園、岬町健康ふれあい

センターピアッツァ５の運営実績があります。 

スポーツ推進施設の管理運営以外にも、介護予防事業として今までに大阪府下で１０

ヶ所（吹田市・茨木市・豊中市・箕面市・堺市・泉大津市・岬町・大阪市全区・松原

市・寝屋川市）で、地域支援事業や、介護予防運動指導員養成講座の開催、全国の小

学校で着衣水泳教室（毎年、２００施設で２万人を対象）を実施しております。 

 

【セントラルスポーツネットワーク店舗数】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

法人の名称 セントラルスポーツ株式会社 
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（様式３－Ｋ） 

（３）エ 経営の健全性、安定性 

弊社は平成12年11月に日本証券業協会に株式を店頭登録し、平成14年3月東京証券取

引所市場第二部上場、平成16年3月東京証券取引所市場第一部上場し、経営の状況や

決算について公表しています。 

 

令和2年3月期業績（令和元年4月1日～令和2年3月31日） 

   
（百万円） 

連結 令和元年 3月期 令和 2年 3月期 前年比 

売上高 53,386 36,027 67.4% 

営業利益 3,814 878 23.0% 

経常利益 3,374 752 22.2% 

当期純利益 2,138 ▲2,363 -% 

    

個別 令和元年 3月期 令和 2年 3月期 前年比 

売上高 48,048 32,398 67.4% 

営業利益 3,446 946 27.4% 

経常利益 3,003 767 25.5% 

当期純利益 1,914 ▲2,125 -% 

 

弊社の経営の健全性、安定性につきましては、別途添付しています、決算報告関係資

料をご参照ください。 

※令和 2年度は、コロナ渦の影響がありましたが、経常利益は黒字で公表しておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人の名称 セントラルスポーツ株式会社 

 


