
1 

 

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 
都市計画課  

１ 施設の概要等 

施  設  名 広島県立みよし公園 

所  在  地 三次市四拾貫町神田谷 

設 置 目 的 備北地域住民の文化及び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 
カルチャーセンター（アリーナ），温水プール，パークゴルフ場，テニスコート，文化

の広場，こども広場，しょうぶ園など 

指 定 管 理 者 

3 期目 H23.4.1～H28.3.31 ミズノグループ共同企業体 

2 期目 H20.4.1～H23.3.31 ミズノグループ 

1 期目 H17.4.1～H20.3.31 ㈱サンアメニティ 

 

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 

27 710,000人 ― ― ― 

26 708,000人 703,672人 12,346人 △4,328人(99.4％) 

25 706,000人 691,326人 31,330人 △14,674人（97.9％） 

24 704,000人 659,996人 4,666人 △44,004人（93.7％） 

23 702,000人 655,330人 △6,106人 △46,670人（93.4％） 

2期平均 20～22 700,000人 661,436人 △4,865人 △38,564人（94.5％） 

1期平均 17～19 762,530人 666,301人 3,368 人 △96,229人（87.4％） 

16（導入前） － 662,933人 － － 

増減 

理由 
積極的に地元の広報媒体を利用し，利用者ニーズに合った自主事業実施等による増 

 

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（10 月） 公園利用者（303名） 

アンケートの実施（随時） 主催教室・イベント参加者（約 250 名） 

意見箱の設置（常時） 施設利用者（９件） 

利用者懇談会（３月実施） 利用者団体代表者 ２名 

【主な意見】 【その対応状況】 

プールのシャワー温度が一定でない。 シャワーサーモスタット(14 台)を交換した。 

プール更衣室に脱水機を設置してほしい。 男女更衣室に脱水機を各１台設置した。 

卓球のスコアボードが劣化，交換希望。 在庫の半分以上の更新を行った。 

ハイレベル選手のクリニックの開催希望。 
全国レベル卓球（硬式)選手の技術指導の実施 

全国レベルフットサル選手による技術指導の実施 

 

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） ○ 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，1月に実施） 
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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 

26 107,485 2,985 

3期 

26 24,728 459 

25 104,500 △500 25 24,269 32 

24 105,000 0 24 24,237 347 

23 105,000 3,000 23 23,890 821 

2期平均 20～22 102,000 △11,597 2期平均 20～22 23,069 △2,754 

1期平均 17～19 113,597 △18,197 1期平均 17～19 25,823 813 

16（導入前） 131,794 － 16（導入前） 25,010 － 

 

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 107,485 104,500 2,985 消費税率引き上げに伴う増 

料金収入 24,728 24,269 459 利用料金制（※1） 

その他収入 12,436 14,299 △1,863 レストラン売上の減 

計(Ａ) 144,649 143,068 1,581  

支 
 
出 

人 件 費 41,334 42,246 △912 上期人員 1 名欠員のため減 

光熱水費 31,547 28,912 2,635 電気・燃料単価上昇のため増 

設備等保守点検費清掃・警備費
等 

38,778 38,809 △31  

施設維持修繕
費 

1,019 572 447 冷暖配管の修繕による増 

事務局費 5,561 5,238 323 広告費増 

その他 26,545 22,925 3,620 消費税率引き上げに伴う公課費増 

計(Ｂ) 144,784 138,702 6,082  

 収支①(Ａ-Ｂ) △135 4,366 △4,501  

自 
主 
事 
業 

（※2） 

収 入(Ｃ) 6,635 6,075 560 
各種スポーツ・文化教室開催 

各種スポーツ大会，イベント開催 
支 出(Ｄ) 5,438 4,664 774 

収支②(Ｃ-Ｄ) 1,197 1,411 △214  

合計収支（①+②） 1,062 5,777 △4,715  

 

 ※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 
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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  

○幅広い年齢層を対象とした「みよし公

園フェスティバル」を３回開催し，特

に，新春フェスティバルは地元住民を

中心に約 3,000 名の来園があった。 

○来園が困難な高齢者を対象に「元気は

つらつ教室」という体力増進に役立つ

運動の出張指導を行い，この運動を取

り入れた大会を公園で開催した。 

○自主事業として，卓球，フットサル，

スイミング，幼児向けスポーツ塾な

ど，多彩な教室や大会を一年中開催

し，施設の利用促進につなげた。 

○施設の維持管理については，老朽化で

冷暖配管の漏水が頻発したが，その都

度，迅速に応急修繕を実施した。 

○幅広い年齢層で楽しめる企画や効果的

な広報により，前年度と比べてより多く

の来園者を獲得できた。 

○「元気はつらつ教室」のように，来園が

困難な高齢者に対しても，出張指導とい

う形で，住民サービスを提供しており，

地域に密着した公園づくりを目指した

取組を展開し，公園利用に繋げた。 

○利用者のニーズを把握した教室や大会

を実施し，施設の利用促進につなげた結

果，入場者数は増加している。 

○施設の維持管理については，施設の老朽

化が進む中で，安全面や利用者支障を来

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 

○指導可能な種目を増やし，より多くの

専門的な指導が出来るよう，スタッフ

の能力向上に努めた。 

○別の指定管理施設(みよし運動公園

等)との相互応援体制を実施し，人的

効率を高めた。  

○節水に向けた取組を進めるなど，経費

配分を考慮した管理運営を引き続き

推進した。 

○各職員の能力向上に努めることで，組織

の総合力がアップし，施設の円滑な管理

運営につながった。 

○同地区に指定管理者として別の施設を

管理運営している利点を業務運営の中

に十分に活用している。 

○同種施設の指定管理者として全国展開

しているグループの強みが施設の管理

運営にも十分に活かされている。 

 
総 括 

○利用者のアンケート調査等により，業

務品質の向上や利用者ニーズの把握

に努めるとともに，今年度の事業の方

向性や組織体制の見直しに役立てる。 

○尾道・松江線の開通により移動時間が

短縮された沿線地区を中心に，引き続

き広報活動を行い，施設の利用を働き

掛ける。 

○指定管理者が利用者ニーズの把握や，全

国的なグループの強みである企画力を

活かし，適切に管理運営を行った結果，

入場者数は年々増加し，前年度は目標人

数をほぼ達成した。 

○尾道・松江線の全線開通という追い風を

活かした事業展開を引き続き進める必

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 27 年度) 

○利用者の安全確保を最優先した施設管
理の継続 

○利用者の要望への対応(出来ること   
から) 

○施設ＰＲ，広範囲集客の推進 

○老朽化の進んでいる施設・設備の修繕に
ついて,機能面だけでなく，利用者の安
全確保や利用頻度を加味し計画的な修
繕を図る。 

 

中期的な対応 

○施設ごとの稼働率を分析し，各年齢層
を対象とした自主事業の実施 

○計画修繕の推進 

○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。 

 


