
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 広島県縮景園 

所  在  地 広島市中区上幟町 2-11 

設 置 目 的 名勝庭園の保存と活用を図り，県民の福祉の増進に資する。 

施 設 ・ 設 備 池泉回遊式庭園，清風館，悠々亭，名月亭，売店，管理棟，駐車場等 

指 定 管 理 者 

３期目 H24.4.1～H29.3.31 廣島緑地建設・広田造園・イズミテクノ共同事業体 

２期目 H23.4.1～H24.3.31 （株）イズミテクノ ※県立美術館と一体管理 

１期目 H20.4.1～H23.3.31 （株）イズミテクノ ※県立美術館と一体管理 

 

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 

28 250,000人 － － － 

27 230,000人 242,739人 29,597人 12,739人(105.5%） 

26 215,000人 213,142人 △28,938 人 △1,858 人(99.1％) 

25 200,000人 242,080人 32,127人 42,080人(121.0％) 

24 190,000人 209,953人 39,616人 19,953人(110.5％) 

２期  23 200,000人 170,337人 △10,109 人 △29,663 人(85.1％) 

１期平均 20～22 195,000人 180,446人 13,249人 △14,554 人(92.5％) 

（導入前） － 167,197人 － － 

増減 

理由 

桜，七夕，もみじの期間の夜間開園，美術館特別展連携企画として実施した，美術館前芝生広

場設置の和風カフェ『にわかふぇ』により入場者数が増加し，目標値も達成した。 

 

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】 

お客様アンケートの実施 来園者から 52件 

施設利用終了報告書 利用団体 32 団体（清風館，明月亭） 

【主な意見】 【その対応状況】 

トイレが古い，少ない 和式を洋式に変更（１台） 

池の水が汚れている 循環ポンプの修理，濾材洗浄回数増 

 

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） ○ 事故報告書 

管理運営会議（３回・現地） 

（7/2，8/5，8/31） 

【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】 

 県と連携し，より効果的な集客を図る必要がある。 

【県の対応】 

 指定管理者と連絡会議を開催し，事業調整等を行った。 現地調査（10 月，11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 41,143 0 

３期 

27 49,333 7,488 

26 41,143 1,143 26 41,845 2,908 

25 40,000 0 25 38,937 △889 

24 40,000 △208,000 24 39,826 △26,561 

２期平均 23 248,000 0 ２期平均 23 66,387 △2,500 

１期平均 20～22 248,000 72,460 １期平均 20～22  68,887 2,253 

（導入前）19 175,540 － （導入前）19 66,634 － 

  ※23 年度までは県立美術館と一体管理のため，両施設の金額を計上 

 

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 41,143 41,143 0  

料金収入 49,333 41,845 7,488 
利用料金制（※１） 

入園者数増 

その他収入 42,241 38,032 4,209 売店売上前年比 117% 

計(Ａ) 132,717 121,020 11,697  

支 
 
出 

人 件 費 17,268 17,108 160 企画担当１名増（女性１名産休） 

光熱水費 6,034 5,255 779 夏場の灌水増 

設備等保守点検費 600 600 0  

清掃・警備費等 24,150 23,219 931 夜間開園による増 

施設維持修繕費  34,042 35,083 △1,041 植栽維持管理業務の経費節減 

事務局費 18,008 15,219 2,789 入園チケット・パンフ印刷増 

その他 20,961 18,521 2,440 売店原価，売店人件費増 

計(Ｂ) 121,063 115,005 6,058  

 収支①(Ａ-Ｂ) 11,654 6,015 5,639  

自 
主 
事 
業 

（※2） 

収 入(Ｃ) 3,735 977 2,758 美術館連携企画『にわかふぇ』の展開
で収入，経費ともに増。七夕夜間開園
も新しい企画で増。 支 出(Ｄ) 9,700 3,373 6,327 

収支②(Ｃ-Ｄ) △5,965 △2,396 △3,569  

合計収支（①+②） 5,689 3,619 2,070  

 

 ※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 

高木整備や園路補修を共同事業体社
員で行うことで，閑散期に低コストの補
修ができた。 

高木伐採など園内整備が進んだほか，自

主事業の実施などにより，有料入園者が増

加し，成果を挙げている。 

美術館に隣接するメリットを生かし，美
術館と連携した取組が求められる。 

○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 
 

美術館との連絡通路に『にわかふぇ』
を展開し，縮景園らしい和の休息場所が
確保できた。美術館からの風景もお客様
から好評を得ている。 

 
七夕期間に夜間開園を行い，家族連れ

の入園者に七夕飾りなどを楽しんでも
らった。 

 

○施設の維持管 
理  

池淵の痛みが激しく，ここ数年の課題
だったが，補修手順，補修部材の研究を
現場で行い，初めての護岸補修ができ
た。 

適切な管理運営がなされ，施設の目的に
沿った利用促進がなされている。 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎 

○組織体制の見 
直し 

 

産休社員業務を新規企画社員に兼務
させ，公休調整，シフト体制を実施。短
期アルバイトも１名増員対応。 

利用促進に努めるとともに共同事業体

として適切な組織体制により運営を行っ

ている。 

 

 

植栽業務を直営化するなど，経費の節減
に努めるとともに，桜，七夕，紅葉のライ
トアップ期間・場所の拡大など効果的な事
業実施により，有料入園者の増加を図り，
収益を確保している。 

○効率的な業務 
運営 

 

修繕，補修作業などのスケジュール打
合せ，経費確認などを事務所と現場で定
期的に行い，予定以上の補修ができた。 

○収支の適正 新しい取組『にわかふぇ』の人件費を，
外部団体との協力で，和服での応対がで
き，安価な費用で運営できた。 

総 括 

新しく始めた「七夕イルミネーショ
ン」で劇的に入園者が増加した。その後，
シルバーウィーク，夏休み美術館連携と
入園者増が続いた。 

新しい企画で国外及び県外からの新
しい顧客の開拓ができ，有料入園者が大
きく伸びた。経費は修繕の自社社員施
工，自主事業の外部協力体制づくりで，
費用を抑えることができた。 

ライトアップや美術館特別展連携企画
の『にわかふぇ』設置などの自主事業の実
施により，入園者数が平成26年度から大き
く増加しているが，美術館と縮景園が隣接
するメリットを生かし，その魅力を相乗的
に発揮できるような取組を強化させる必
要がある。 

 
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) 

○清風池等の配管詰まりの補修 
 

○美術館との連携による共通チケットの
導入や「にわかふぇ」の継続実施など，
美術館との一体的運営の着実な推進 ○池淵園路周りの補修 

中期的な対応 

○多くの来園者が快適に過ごせる庭園環
境の整備 

○大名庭園としての質の向上を図り，国
内外からその価値を評価されるよう県
や専門家等との連携を図った計画的な
維持管理業務の推進 

○美術館と縮景園が隣接するメリットを
生かし，その魅力を相乗的に発揮できる
ような取組の推進 

〇築庭 400 年（平成 32 年）に向け，庭園
管理の強化や記念イベントの検討 

 


