
 

 

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 
都市計画課  

１ 施設の概要等 

施  設  名 広島県立びんご運動公園 

所  在  地 尾道市栗原町９９７ 

設 置 目 的 備後地域住民のスポーツと多様なレクリエーション活動の振興 

施 設 ・ 設 備 
健康スポーツセンター，陸上競技場，テニスコート，野球場，球技場，コミュニティープール，

冒険の森，多目的広場，オートキャンプ場など 

指 定 管 理 者 

3期目 H23.4.1～H28.3.31 ポラーノグループびんご 

2期目 H20.4.1～H23.3.31 ポラーノグループびんご 

1期目 H17.4.1～H20.3.31 尾道市 

 

２ 施設利用状況 

利用 

状況 

年度 
目標値 

[事業計画] 
入場者数 対前年度増減 

対目標値増減 
（達成率） 

３期 

27 680,000人   716,204人    19,358人   36,204人(105.3％） 

26 674,180人   696,846人    △3,810人   22,666人(103.4％） 

25 679,300人   700,656人    107,122人     21,356人(103.1％） 

24 648,600人   593,534人   △58,953人   △55,066人(91.5％) 

23 657,490人   652,487人     △385人   △5,003人(99.2％) 

2期平均20～22 656,450人   652,872人    22,544人    △3,578人(99.5％) 

1期平均17～19 610,560人   630,328人    43,388人     19,768人(103.2％) 

16（導入前） －   586,940人 － － 

増減 

理由 

誘致したプロ野球公式戦の開催に加え，遊具のリニューアルによる利用増。 

 

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】 

アンケートの実施 自主事業参加者（111人）施設利用者（212人） 

利用者意見箱の設置 施設利用者 

運営協議会の実施 スポーツ団体，地域住民（17名） 

【主な意見】 【その対応状況】 

大会開催日などの昼食時には，食堂が混雑し，

料理が出てくるのが遅い。 

大会開催日など，混雑が予想される場合は，管理事務所ス

タッフによる応援体制をとった。 

卓球台が老朽化し傷んでいる。 卓球台の更新を行った。 

 

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） ○ 事故等報告書 

管理運営協議（随時） 

【特記事項等】 

 施設・設備の老朽化対策が大きな課題 

【指定管理者の意見】 

利用者の安全確保と施設等の機能維持の観点から，維持修繕を優先順位に従

い，計画的に実施する必要がある。 

【県の対応】 

維持修繕に当たっては事前に県と十分協議し，連携しながら実施するよう指定

管理者に指導した。 

現地調査（５月，11月，12月，１

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 

３期 

27 151,374 573 

３期 

27 68,852 267 

26 150,801 4,657 26 68,585 222 

25 146,144 1,475 25 68,363 6,193 

24 144,669 △3,775 24 62,170 △5,168 

23 148,444 △56 23 67,338 2,197 

2期平均20～22 148,500 △18,751 2期平均20～22 65,141 4,993 

1期平均17～19 167,251 △6,508 1期平均17～19 60,148 △1,605 

16（導入前） 173,759 ― 16（導入前） 61,753 ― 

 

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 151,374 150,801 573 設備等保守点検費の増 

料金収入 68,852 68,585 267 利用料金制（※１） 

その他収入 10,340 9,511 829 自動販売機売上等の増 

計(Ａ) 230,566 228,897 1,669  

支 
 
出 

人 件 費 58,211 55,066 3,145 職員増員及び時間外勤務の増加による増 

光熱水費 63,578 67,321 △3,743 電気・燃料単価低下による減 

設備等保守点検費 14,245 14,049 196 保守点検の回数の増加による増 

清掃・警備費等 72,448 71,672 776 草刈作業の追加による増 

施設維持修繕費  3,654 2,596 1,058 経年劣化による修繕の増 

事務局費 4,874 6,042 △1,168 消耗品購入の減 

その他 10,083 11,003 △920 トレーニング機器リース費用の減 

計(Ｂ) 227,093 227,749 △656  

 収支①(Ａ-Ｂ) 3,473 1,148 2,325  

自 
主 
事 
業 
（※2） 

収 入(Ｃ) 6,366 6,103 263 スポーツ教室開催回数の増加による増 

支 出(Ｄ) 7,890 7,051 839 講師等への支払いの増加による増 

収支②(Ｃ-Ｄ) △1,524 △948 △576  

合計収支（①+②） 1,949 200 1,749  

 

 ※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  

○自主事業として，ファミリーキャンプ，カ

ープＯＢ野球教室，リレーカーニバル，グ

ラウンドゴルフ大会などのイベントを開

催した。 

○緑化月間イベントとして，平成 26 年度に

引き続いて園芸講習や園内の樹木ウォッ

チングを開催した。 

○フェイスブックやツイッターなどのＳＮ

Ｓを活用し，イベント等の情報提供や利用

者とのコミュニケーションを図った。 

○施設の維持管理については，安全の観点か

ら早急に修理が必要なものは，県と連携し

ながら最優先で対応した。 

○利用者ニーズに合致した自主事業を実施し，

スポーツの振興と備後地域の広域交流の促

進に努めた結果，利用者の定着が図られた。 

○スポーツ以外のイベントを開催することで，

従来の来園者とは異なる新たな利用者を獲

得した。 

○ＳＮＳの活用により，頻繁にイベント等の情

報発信を行い，利用者の利便性向上に努め

た。 

○施設の維持管理については，施設の老朽化が

進む中で，安全面や利用者の支障を来たすも

のを最優先に実施しており，適切な維持管理

を行った。 

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 

○各共同企業体が持つノウハウや専門技術

を持ち寄り，効果的に管理運営を行った。 

○県内の他の指定管理施設での参考事例を

運営に取り入れるなど，効率的な運営に努

めた。 

○コスト削減のため，「自分でできることは

自分でする」をモットーに，施設の軽微な

修繕は職員が行った。 

○共同企業体のメリットを生かし，適材適所に

職員を配置して効果的な組織体制を確保し

た。 

○指定管理グループが別の施設を管理運営し

ている利点を業務運営の中に十分に活用し

た。 

○職員に呼びかけて，職員一人一人がコスト削

減のためにできることを実行した。 

総 括 

○自主事業の開催を通じて，スポーツの振興

とスポーツ団体・地域団体との連携，利用

促進の取組を行った。 

○スポーツやレクリエーション，健康づくり

を通じて，地域との交流が生まれる場の創

出に取り組んだ。 

 

○利用者のニーズに合致した自主事業の開催

やプロ野球の公式戦の誘致などにより，入場

者数は目標者数を上回り，過去最高の集客が

あった。 

○スポーツの振興や施設の利用促進に努めて

おり，施設の設置目的に沿った適切な管理運

営が行われた。 

 

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) 

○利用者の安全確保を最優先した施設の維持

管理 

○多様なメディアを活用した広報活動や，ネ

ットワークを活用した多種多様な自主事業

の開催等による利用促進 

○老朽化により，発生頻度を増す施設・設備の

不具合については，利用者の安全確保を最優

先に，指定管理者と連携しながら対応する。 

中期的な対応 

○長期修繕計画に基づく施設の維持 

○施設の特徴を活用し，スポーツ以外の幅広

い利用者を公園に呼び込むための取組 

○公園修繕方針により作成した長期修繕計画

に基づき，施設・設備の修繕等を実施し，効

率的な施設の維持管理となるよう努める。 

 


