
平成 27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ふくやま 

所  在  地 福山市東桜町 1-21 

設 置 目 的 県民の文化の振興に資する。 

施 設 ・ 設 備 ホール（530 席），練習室（2 室），文化交流室（1 室）,楽屋（4 室） 

指 定 管 理 者 

４期目 H25.4.1～H28.3.31 ㈱不二ビルサービス 

３期目 H23.4.1～H25.3.31 県民文化センターふくやま共同事業体 

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） 

４期 

27 63.2％ 54.9％ 3.8％ △8.3％ (86.9％) 

26 58.0％ 51.1％ △2.8％ △6.9％ (88.1％) 

25 53.0％ 53.9％ 0％ 0.9％ (101.7％) 

３期 
24 59.2％ 53.9％ 4.3％ △5.3％ (91.0％) 

23 57.1％ 49.6％ △1.6％ △7.5％ (86.9％) 

２期平均 20～22 58.6％ 51.2％ △5.5％ △7.4％ (87.4％) 

１期平均 17～19 60.0％ 56.7％ △0.7％ △3.3％ (94.5％) 

（導入前）16 － 57.4％ － － 

増減 

理由 

新規自主事業の実施によりホール利用率は前年度より上昇したものの，新規顧客の開拓は計画ど

おり進まず，目標値は下回った。 

 

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】 

来館者アンケート 94 名 

主催者アンケート 57 団体 

【主な意見】 【その対応状況】 

ホール客席座面のがたつき。 座面を支えているゴム交換を実施 

 

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） － 緊急を要する事例の発生なし 

管理運営会議 

（現地／３回） 

【特記事項等】 

 施設の計画的修繕 

【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いるため，利用者の安全性を確保するとともに

利用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（４月，10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 

４期 

27 57,801 0 

４期 

27 29,997 △185 

26 57,801 1,606 26 30,182 537 

25 56,195 △423 25 29,645 910 

３期 
24 56,618 423 

３期 
24 28,735 1,615 

23 56,195 △1,026 23 27,120 △1,801 

２期平均 20～22 57,221 △4,774 ２期平均 20～22 28,921 △266 

１期平均 17～19 61,995 △14,777 １期平均 17～19 29,187 △2,046 

（導入前）16 76,772 － （導入前）16 31,233 － 

 

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

項  目 H27決算額 H26決算額 前年度差 主な増減理由等 

委 
託 
事 
業 

収 
 
入 

県委託料 57,801 57,801 0  

料金収入 29,997 30,182 △185 
利用料金制（※１） 

ホール利用料金の減 

その他収入 1,143 1,194 △51  

計(Ａ) 88,941 89,177 △236  

支 
 
出 

人 件 費 15,379 17,165 △1,786 労務費削減による減 

光熱水費 12,420 13,420 △1,000 経費節減による減 

設備等保守点検費 2,597 2,624 △27  

清掃・警備費等 40,881 39,902 979 
ホールカーペットクリーニング実施
による増 

施設維持修繕費  6,598 6,940 △342 修繕件数の減 

事務局費 1,866 2,233 △367 経費節減による減 

その他 4,372 4,175 197 租税公課費の増 

計(Ｂ) 84,113 86,459 △2,346  

 収支①(Ａ-Ｂ) 4,828 2,718 2,110  

自 
主 
事 
業 

（※2） 

収 入(Ｃ) 1,387 2,238 △851 ほっとシネマ入場者数の減 

支 出(Ｄ) 5,621 4,445 1,176 
ホール利用体験に対する利用補助事

業費の増 

収支②(Ｃ-Ｄ) △4,234 △2,207 △2,027  

合計収支（①+②） 594 511 83  

 

 ※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，地方公共団体及び 

        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 

 

【自主事業の実施】 
 1.県民文化センターほっとシネマ 

の実施。（11 回） 
8/30感謝祭と称し，ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ，お

菓子つかみ取りｻｰﾋﾞｽを実施した。 
 2.夏休みキッズイベント 
  「ｵﾘｼﾞﾅﾙﾄｰﾄﾊﾞｯｸを作ろう」実施 
    32名参加  

積極的な広報活動を行うとともに自主
事業の実施など，設置目的に沿った利用促
進に努め，ホール利用率は微増した。しか
し，ホール体験キャンペーンなどの単価の
低い利用が増えたため，料金収入は前年度
より下がった。 

【施設の利用促進】 
 1.ホール体験ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施 

 第１練習室の料金でホールが利
用できる事業を実施 
5 月～9月末まで実施 

   利用団体：29団体 
 2.尾道市ﾏﾘﾝﾕｰｽｾﾝﾀｰ及び芦田湖ｵｰﾄｷｬ

ﾝﾌﾟ場にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ及び自主事業のﾎﾟｽ 
ﾀｰを掲示し利用促進に努めた。 

利用率向上に向けたキャンペーン実施
や，指定管理者の関係している施設での広
報に努め，利用促進を図る取組が行われて
いる。 
 
 
 
 
修繕については，安全面や利用者ニーズ

の高いものを最優先に実施するなど，適切
に管理している。 
また，施設の省エネ及びクールシェアの

参加など，イメージアップに努めている。 

○施設の維持管
理 

【施設維持管理】 
 1.冷温水発生機オーバーホール 
 2.ホールロビーＬＥＤ更新工事 
 3.空調機ダンパー修繕 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎 

○組織体制の見 
直し 

 
 
 

【組織体制】 
前年に引き続き，㈱不二ビルサービス

福山支店及びエストパルク管理組合と
の連携により滞りなく業務を遂行する
ことができた。 

施設の利用促進を図るため，関係機関と
連携して適正な管理を行っている。 
また，建物管理を実施しているエストパ

ルク管理組合と協力し，経費節減に努めて
いる。 

○効率的な業務 
運営 

 

【業務運営】 
修繕等計画的にエストパルク管理組

合と協議しながら実施できた。 

○収支の適正 【収支】 
 消耗品等過剰在庫を持たず最小限度
に留めることにより経費節減に努めた。 
 エストパルク管理組合と協力し，空調
等弾力的運転を試み，経費節減に努め，
最終的に収支は黒字となった。 

総 括 

指定管理最終年として，自主事業及び
利用者サービスに努め，顧客より信頼を
得た。また今までの運営経験を活かし，
収支で黒字を出すことができた。 

新規自主事業や駐車場割引などの利用
者サービスの実施，施設の適切な運営・維
持管理に努められているものの，新規顧客
の獲得が計画通り進まず，ホール利用率は
計画を下回った。 

 
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 28 年度) 

○各種団体･企業へ積極的な営業活動及
び積極的に自主事業に取り組むことに
よるホール利用率の向上 

○新たな指定管理者が新規顧客の獲得や，
神楽公演，音楽イベントなど新規自主事
業を着実に実施するよう進行管理 

中期的な対応 

○多様な自主事業実施等による利用率の
向上 

○指定管理者が新規顧客の獲得や，計画に
基づく自主事業の拡充などを着実に実
施するよう進行管理 

○長期保全計画に基づく施設の維持管理 ○施設の快適性の保持，長寿命化のための
長期保全計画の策定 

 


