
平成 26年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
文化芸術課 

１ 施設の概要等 

施  設  名 広島県民文化センター 

所  在  地 広島市中区大手町１丁目５－３ 

設 置 目 的 県民文化の振興及び福祉の向上に資するため 

施 設 ・ 設 備 ホール（530 席），展示室（3 室），練習室（3室），楽屋（4 室），駐車場（36台） 

指 定 管 理 者 

5 期目 H25.4.1～H30.3.31 
RCC 文化センター・イズミテクノホールマネジメント

グループ共同事業体 

4 期目 H24.4.1～H25.3.31 （財）県民センター 

3 期目 H23.4.1～H24.3.31 （財）県民センター 

2 期目 H20.4.1～H23.3.31 （財）県民センター 

1 期目 H17.4.1～H20.3.31 （財）県民センター 

 

２ 施設利用状況 

利用 

状況 

年度 
目標値 

[事業計画] 
ホール利用率 対前年度増減 

対目標値増減 
（達成率） 

5期 

27～29 68.5％ － － － 

26 67.5％ 71.4％ 1.9％ 3.9％ （105.8％） 

25 65.7％ 69.5％ 1.2％ 3.8％ （105.8％） 

4期 24 75.0％ 68.3％  4.1％ △6.7％  （91.1％） 

3期 23 74.0％ 64.2％ △3.7％ △9.8％  （86.8％） 

2期平均 20～22 75.1％ 67.9％ △4.2％ △7.2％  （90.4％） 

1期平均 17～19 72.0％ 72.1％ 0.7％ 0.1％ （100.1％） 

16（導入前） － 71.4％ － － 

増減 

理由 
積極的な営業活動，自主事業等の実施によるホール利用者増加 

 

３ 利用者ニーズの把握と対応 

調査 

実施 

内容 

【実施方法】 【対象･人数】 

施設利用者からの聴取 来館者（224 人） 

【主な意見】 【その対応状況】 

来館者への駐車場割引制度導入 駐車券(1ｈ340円）を 11枚セット 3,400円で販売 

ホール舞台前面のかまち部分の塗装が剥

げている個所がある。 
かまち部分を塗装し直した。 

 

４ 県の業務点検等の状況 

項 目 実績 備 考 

報告書 

年度 ○ 事業報告書 

月報 ○ 月次業務報告書 

日報（必要随時） ○ 台風等による施設の損傷状況等 

管理運営会議（2回・現地） 

【特記事項等】 

 施設の利用促進のための取組 

【指定管理者の意見】 

 利用者の安全確保と機能維持の観点から，今後とも適切な機能修繕を

図る必要がある。 

【県の対応】 

施設の老朽化が進んでおり，安全性の確保や利用者に支障を来たすこと

がないよう，長期保全計画に基づき，今後も計画的な維持管理に努める。 

現地調査（5 月，3 月に実施） 



５ 県委託料の状況                            （単位：千円） 

県委

託料 

（決算額） 

 

年度 金額 対前年度増減 

料金

収入 

（決算額） 

 

年度 金額 対前年度増減 

5期 

26 66,399 △4,101 
5期 

26 61,649 △12,550 

25 70,500 1,700 25 74,199 △887 

4期 24 68,800 △1,000 4期 24 75,086 △3,818 

3期 23 69,800 △2,708 3期 23 78,904 468 

2期平均 20～22 72,508 △1,254 2期平均 20～22 78,436 △3,086 

1期平均 17～19 73,762 △7,964 1期平均 17～19 81,522 4,437 

16（導入前） 81,726 ― 16（導入前） 77,085 ― 

 

６ 管理経費の状況                            （単位：千円） 

項  目 H26決算額 H25決算額 前年度差 主な増減理由等 

委 
託 
事 
業 

収 
 
入 

県委託料 66,399 70,500 △4,101 
休館に伴う施設管理費の減 
（H27.1.5～3.5 まで大規模修繕(ﾀﾞﾝ
ﾊﾞｰ工事等)により休館） 

料金収入 61,649 74,199 △12,550 
利用料金制（※1） 

休館に伴う稼働期間の減 

その他収入 12,464 277 12,187 
休館に伴う営業補償（12,226 千円）
の増 

計(Ａ) 140,512 144,976 △4,464  

支 
 
出 

人 件 費 25,393 24,485 908 職員給与のベースアップに伴う増 

光熱水費 29,887 33,151 △3,264 休館に伴う使用量の減 

設備等保守点検費 
61,346 61,331 15  

清掃・警備費等 

施設維持修繕費 5,997 6,974 △977 
休館（利用期間の減）に伴う修繕費の
減 

事務局費 10,102 11,033 △931 リース負担の減 

その他 2,971 3,147 △176 公課費の減 

計(Ｂ) 135,696 140,121 △4,425  

 収支①(Ａ-Ｂ) 4,816 4,855 △39  

自 
主 
事 
業 

（※2） 

収 入(Ｃ) 17,133 11,280 5,853 
神楽公演回数増加 

（8公演→38公演） 支 出(Ｄ) 21,987 11,789 10,198 

収支②(Ｃ-Ｄ) △4,854 △509 △4,345  

合計収支（①+②） △38 4,346 △4,384  

 

 ※1 利用料金制：公の施設の使用料について，指定管理者が直接使用料等を収入することができる制度。 
指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくする効果が期待され，地方公共団体および 

        指定管理者の会計事務の効率化が図られる。 

 ※2 自主事業：指定管理者が自らの責任で，更なる施設サービスの向上のために提案・実施する事業 



 

７ 管理運営状況 

項目 
指定管理者 

（事業計画，主な取組，新たな取組など） 
県の評価 

施
設
の
効
用
発
揮 

 
○施設の設置目
的に沿った業
務実績 

 
 
○業務の実施に
よる，県民サ
ービスの向上 

 
 
○業務の実施に
よる，施設の
利用促進 

 
 
○施設の維持管
理 

 
県民へ気軽に日本の伝統芸能に親し

んでもらえるよう，「広島神楽定期公演」
を毎週水曜日（４月～12月）に実施して
いる。 

 
従来から実施している，企業・文化団

体，学校への訪問やホール等の予約抽選
に漏れた方への空き情報の提供等を通
じ，利用促進を図った。 

 
ホール，展示室の利用の際，2 ヶ月前

の事前予約については，利用料金の 20％
を当センターで補助するなど，利用の促
進を図った。 

 
空調機故障，入口グレーチング改修等

の修繕について，外部委託業者と連携し
て迅速に対応した。 

 
施設の老朽化に伴い，計画的な修繕が

必要となっており，平成 26 年度に実施
した大規模修繕（ダンパー工事等）も県
と十分に連携して実施することができ
た。 
 

 
自主事業に取り組み，ホール利用促進及

び伝統芸能である神楽振興に貢献してい
る。 
 
 
平成 26 年度の利用率は，前年度と比べ

て増加しており，施設の設置目的に沿った
利用促進がなされている。 
 
 
早期予約者への利用料金の補助により，

利用率の向上が図られた。 
 
 
 
修繕については，安全面や利用者に支障

を来たすものを最優先に実施した。 
 
 
 大規模修繕の実施に当たり，関係者と連
携することにより，円滑に対応した。 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎 

 
○組織体制の見
直し 

 
○効率的な業務
運営 

 
○収支の適正 

 
共同事業体の本社と連携し，効率かつ

効果的な職員配置を行い，対応した。 
 
施設の緊急修繕に対しても，外部委託

業者との連携で迅速に対応した。 
 
休館期間が長かったため，料金収入は

減少したが，経費節減に努めた。 

 
経験豊富な上席職員を配置し，適正な管

理を行った。 
 
緊急修繕についても，迅速に対応の上，

適切な管理を行った。 

総 括 

 
施設情報のＰＲや営業活動，自主事業

等を積極的に行い，利用促進を図った。 
特に自主事業の「広島神楽定期公演」

では 38 公演で入場者数が 1 万 2 千人を
超え，県内外の多くの方に広島の伝統芸
能を鑑賞して頂くことができた。 

 
自主事業を積極的に行い，伝統芸能の振

興及び利用促進を図った。 
また，老朽化が進む施設の維持管理を適

切に行い，安定した利用を維持した。 

 

８ 今後の方向性（課題と対応） 

項目 指定管理者 県 

短期的な対応 

(平成 27 年度) 

○広島神楽定期公演の入場者数増，新た
な自主事業の実施による利用率の向上 

 
○施設の修繕による利用者の安全面の確   
 保 

○自主事業の実施等，利用率の向上を図る
ための指定管理者との連携の強化 

 
○空調機器更新・修繕工事，舞台照明更新
工事など緊急性の高い修繕を実施 

中期的な対応 

○自主事業の実施等による利用率の向上 
 
○長期保全計画に基づく施設の維持管理

による施設の快適性の保持及び長寿命
化 

○類似施設との差別化を図るための魅力
づくり 

○長期保全計画に基づく施設の維持管理
による施設の快適性の保持及び長寿命
化 

 


