
平成 24 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 広島県立美術館・広島県縮景園 所  在  地 広島市中区上幟町 2-22 設 置 目 的 【美術館】美術に関する県民の知識及び教養の向上に資する。 【縮景園】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 【美術館】展示室（常設，企画），講堂（202 席），県民ギャラリー，駐車場等 【縮景園】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 ３期目 H24.4.1～H29.3.31 【美術館】乃村工藝社・イズミテクノ美術館活性化共同事業体 【縮景園】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 指 定 管 理 者1 期目 H20.4.1～H23.3.31 （株）イズミテクノ  ２ 施設利用状況 年度 目標値 [事業計画] 入館者数 【常設展】 対前年度増減 対目標値増減 （達成率） 25～28     3 期 24 110,000 人 65,582 人 3,707 人 △44,418 人(59.6%) 2 期 23 150,000 人 61,875 人 △19,584 人 △88,125 人(41.3％) 1 期平均 20～22 135,000 人 81,459 人 △9,068 人 △53,541 人（60.3％） 美術館 

 利用 状況 19（導入前） － 90,527 人 － － 増減 理由 ロビーコンサートの開催や近隣店舗と連携したパートナーズクラブの立ち上げなど,入館促進の取組による増 年度 目標値 [事業計画] 入園者数 対前年度増減 対目標値増減 （達成率） 25～28 250,000 人    3 期 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(85.2%) 1 期平均 20～22 195,000 人 180,446 人 13,249 人 △14,554 人(92.5%) 縮景園 
 利用 状況 19（導入前） － 167,197 人 － － 増減 理由 夜桜開園，もみじまつり茶席など新規企画，２月末から３月に梅･桃･桜の開花が重ったこと，フェイスブックの導入による外部への情報発信が素早くできるようになったことなどによる増  ３ 利用者ニーズの把握と対応 実施方法 対象･人数 対面調査・館内アンケートボックス 【美術館】館内対面調査（90件），街頭インタビュー(101人) 【縮景園】お客様アンケート（来園者）（83件） 利用団体への事後アンケート 【美術館】使用団体（88団体） 【縮景園】利用団体 18団体（清風館 14団体､明月亭 4団体） 主な意見 その対応状況 常設展の作品解説の文字が小さい 読みやすくするため，作品解説の文字を大きくした。  地階ソファーの老朽化(汚れ･故障) 地階ソファーの傷みの補修 調査 実施 内容 縮景園売店のメニューが少ない。 物販新規商品導入（ガラス小物、草木小鉢）  



４ 県の業務点検等の状況 項 目 実績 備 考 年度 ○ 事業報告書 月報 ○ 月次業務報告書 報告書 日報（必要随時） ○ 事故報告等 連絡会議（月１回・現地） 現地調査（11月,2月に実施） 【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】 週に１回美術館運営会議を開催し，利用促進のための対応を随時協議している。 【県の対応】 月１回指定管理者と美術館・縮景園合同の連絡会議を開催し，情報交換・事業の調整を行った。  ５ 県委託料の状況                            （単位：千円） 年度 金額 対前年度増減 年度 金額 対前年度増減 208,327 106,694  美 168,327  美 66,868 ３期 24  縮 40,000 △39,673 ３期 24  縮 39,826 40,307 ２期 23 248,000 0 ２期 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 県委託料 （決算額）  19（導入前） 175,540 ― 
料金収入 （決算額）  19（導入前） 66,634 ―    ６ 管理経費の状況                            （単位：千円） H24決算額 項  目  美術館 縮景園 H23 決算額 前年度差 主な増減理由等 県委託料 208,327 168,327 40,000 248,000 △39,673 料金収入 106,694 66,868 39,826 66,387 40,307 ・美術館の所蔵作品展入館料を利用料金に変更したことによる。 その他収入 70,899 37,126 33,773 59,415 11,484 ・美術館ティールーム，縮景園売店の充実による売上の増 収  入 計(Ａ) 385,920 272,321 113,599 373,802 12,118   人 件 費 112,941 95,394 17,547 106,097 6,844 ・指定管理者の変更に伴い組織体制が変わったため。 光熱水費 72,341 66,758 5,583 68,429 3,912 ・燃料費の高騰など 【美術館・縮景園共通】 設備等保守点検費 25,768 25,168 600 21,815 3,953 ・美術館中央監視装置の更新に伴う保守点検箇所の増 清掃・警備費等 27,108 3,935 23,173 11,226 15,882 ・池水管理（縮景園）やその他の施設管理の水準向上等 施設維持修繕費 33,928 2,438 31,490 31,685 2,243 ・庭園としての魅力向上のための樹木等維持管理の強化 事務局費 22,647 7,392 15,255 29,610 △6,963 ・経費の節減 【美術館・縮景園共通】 その他 82,974 68,866 14，108 86,565 △3,591 ・美術館の特別展の出資減 

支  出 
計(Ｂ) 377,708 269,951 107,757 355,427 22,281  

委 託 事 業 
 収支①(Ａ-Ｂ) 8,211 2,370 5,841 18,375 △10,164  収 入(Ｃ) 2,294 1,485 809 176 2,118 ・美術館での地元酒造メーカーと連携したイベントの実施 支 出(Ｄ) 2,955 775 2,180 8,791 △5,836 ・H23年度の美術館ホームページのリニューアル実施による。 自 主 事 業 (※2) 収支②(Ｃ-Ｄ) △661 710 △1,371 △8,615 7,954  合計収支（①+②） 7,550 3,080 4,470 9,760 △2,210   （注）合計が合わないのは，端数処理による。 



※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 【美術館】 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  

ギャラリートークなどの特別展関連イベントを年間 120回近く実施したほか，ロビーコンサートなどの自主イベントや近隣店舗と連携した「パートナーズクラブ」を立ち上げ，入館促進に取り組んだ。 また，地元酒造メーカーとの連携したイベントの実施により夜間の入館を促進した。 さらに，新たにツイッターによる広報を始めるなど，インターネットによる広報について見直しを行った。  利用者からの意見等を踏まえて,いすの補修などを行ったほか,日常点検による小修繕により施設の機能維持に努めた。 

ロビーコンサートの毎月開催や近隣店舗と連携したパートナーズクラブの立ち上げなど,入館促進のための取組を行い,昨年度より入館者数が増加した。           インターネットを活用した新たな広報手段の活用により，若年層の顧客を新規開拓している。   警備の巡回等を通して，建物の点検を実施しており，適切な管理運営を実施している。 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 

事務担当と広報・営業担当の部署を新たに設け，業務の専門化を図った。  広報業務専門の担当を設置して，年間を通じて特別展・常設展等の広報を実施できるよう改善した。  人件費が増となったが,ティールーム利用収入の増などにより黒字を維持している。  
縮景園とも連携して，毎月県と指定管理者による連絡会議を開催したほか，警備・施設・清掃スタッフが定例的にミーティングを実施し,業務の改善に努めている。   指定管理業務を指定管理料の範囲内で適正に実施し，事務費の節減等により経費の縮減に努めている。 

総 括 他県類似施設等での管理運営経験を生かした民間企業の共同事業体として，イベントの実施や修繕等により施設の利用促進を図るような管理運営を行った。 自主事業の実施などにより,入館者が増加するなど,良好に管理業務を実施している。 また，近隣店舗との連携を目指した組織の立ち上げやインターネットを活用した情報発信を通じて，入館促進に努めている。  



【縮景園】 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  

1)季節毎の新企画実施と情報提供頻度増 ････企画(あさがお､夜桜，子供水遊び) ････情報提供(かわら版､ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ情報) 2)高所不要枝の剪定で樹木景観向上  1)夜桜夜間特別開園(～20:30)あさがお早朝開園（7:00～）など，季節に合わせた開園時間延長。 2)子供への鯉のエサ無料サービス 3)雁木船着場の新設  1) 美術館特別展入館者に対し，通常 250 円の入園料を 100円（ワンコイン）とする制度を継続実施 2)団体旅行企画会社への情報発信（かわら版の毎月郵送）  1)橋脚の不良へ緊急修繕(4橋脚) 2)濾材洗浄作業回数増，作業方法改善 3)従来手入れの少なかった場所等の整備 （薬草園，北側川沿い園路，高所不要枝伐採） 

 平成 24 年度の入園者は，前年度と比べ，大幅な増となっており，効果的な自主事業の実施など，施設の設置目的に沿った利用促進がなされた。  樹木管理，清掃，修繕等維持管理業務も適切に実施されている。 

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  

1)清掃責任者の新規配置。 2)売店新規（花木）商材の仕入担当を配置し，季節に合った仕入を実施。  1)樹木管理責任者が事務所常駐としたことで意見調整が頻繁にできるようになった。 2）四半期報告会議の実施で，計画の事前承認が取れ，企画実行がスムーズにできた。  1)週単位での収支変動を確認し，的確な対応策が実施できた。 
 効果的な組織体制となり，成果を挙げている。 

総 括 インパクトのある企画と，タイミングの良い情報発信で，お客様への認知があがり，入園者の大幅な増ができた。また，ＪＶ組織変更で，清掃，樹木の各管理責任者が張り付くことで，作業レベルが大幅にアップし，来園者からの景観評価も大きく向上した。 
効果的な自主事業，広報の実施などにより，大幅な入園者増となった。 

 ８ 今後の方向性（課題と対応） 【美術館】 項目 指定管理者 県 短期的な対応 (平成 25 年度) ○企画から広報まで幅広い範囲における常設展や特別展への関与 ○パートナーズクラブ会員やウェブレポーター拡大による地域との連携強化 ○縮景園との連携強化 ○「ピースアーチひろしま」等の大型イベントとの連携 ○レストランとの連携 ○次期美術館活性化計画の策定 中期的な対応 ○自主事業と特別展の展示計画等との連携による入館（園)者数の増加 ○美術館・縮景園が連携した集客企画 ○施設の計画的な修繕による利用者の安全確保 ○県と指定管理者が充分連携した上で，効果的な自主事業や広報活動を行い，入館者増につながる取組を実施する必要がある。   



 【縮景園】 項目 指定管理者 県 短期的な対応 (平成 25 年度) ○降雨時等の入園者利用スペース確保の検討 ○花木補植による庭園としての魅力向上 ○引き続き，指定管理者との連携を密にし，入園者の増加，サービスレベル・管理レベルの向上に努める。 中期的な対応 ○施設の基本的建物，設備の中長期補修の実施 ○効果的な自主事業や広報活動を行い，入園者増及び満足度の向上につながる取組を実施する必要がある。 ○修繕について，緊急性の高いものから計画的に実施するよう努める。 
 

 


