
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 
スポーツ振興課  

１ 施設の概要等 

施  設  名 広島県総合グランド(愛称：コカ・コーラウエスト広島総合グランド) 

所  在  地 広島市西区観音新町二丁目 11番 124 号 

設 置 目 的 スポーツの普及発展と県民の体位の向上を図る 

施 設 ・ 設 備 メインスタジアム，補助競技場，野球場，ラグビー場，運動場 等 

指 定 管 理 者 

３期目 H23.4.1～H28.3.31 ミズノ・広島県教育事業団グループ共同企業体 

２期目 H20.4.1～H23.3.31 財団法人広島県教育事業団 

１期目 H17.4.1～H20.3.31 ポラーノグループ特定共同企業体 

 

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） 

 27 320,000人 368,749人  △22,498人  48,749 人（115.2％） 

 26 317,000人 391,247人 14,556人 74,247人（123.4％） 

3期 25 313,000人 376,691人 △2,155人 63,691人（120.3％） 

 24 318,000人 378,846人 7,600 人 60,846人（119.1％） 

 23 307,000人 371,246人 69,416人 64,246人（120.9％） 

2期平均 20～23 291,000人 301,830人 31,412人 10,830人（103.7％） 

1期平均 17～19 292,000人 270,418人 26,922人 △21,582 人（92.6％） 

16（導入前） － 243,496人 － － 

増減 

理由 
○メインスタジアム改修工事のため施設を閉鎖したことによる減 

 

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】 

自主事業開催時のアンケート実施 スポーツ教室及びイベント対象30件 回収数 480人 

運営協議会の開催 利用団体代表者  13人 

利用者意見箱の設置 施設利用者全員 回収数 30枚 

【主な意見】 【その対応状況】 

空調故障に伴う修繕の実施 修繕を実施 

平日利用促進 野球場の早朝利用を実施 

喫煙所の変更 ラクビー場トイレ前から公衆電話横に移動 

施設老朽化に伴う修繕の継続実施 安全と緊急対策として修繕実施 

場内外灯故障 修理実施 

新規自主事業の教室（利用者依頼より） 

平成 27 年 4 月から【ピラティス・ヨガストレッチ】

の新設と【ベビー＆ママフィット】の教室増設を実

施（多目的室の有効利用） 

配置図が分かりづらい 施設の看板（配置図）のリニューアル 

 

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） ○ 施設･設備及び備品の修繕等，利用団体の声 



月次連絡会議（12 回・県庁） 

【特記事項等】 

・平日の利用促進を目的とした自主事業の開催 

・利用者の意見を取り入れた施設の整備，改善 

【指定管理者の意見】 

・事業計画で提案したイベント等の報告 

・定期的保守点検の実施報告 

【県の対応】 

・施設点検（ラグビー場及び野球場の座席シート破損並びに野球場外壁

の石垣の破損の修繕指示）→12 月及び 1 月に修繕完了 

・備品確認，廃棄備品の確認 

管理運営会議（2 回・現地） 

現地調査（11 月,12 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 80,540 0 

3期 

27 16,949 △580 

26 80,540 760 26 17,529 531 

25 79,780 0 25 16,998 194 

24 79,780 0 24 16,804 △981 

23 79,780 2,553 23 17,785 2,382 

2期平均 20～22 77,227 △19,397 2期平均 20～22 15,403 △1,323 

1期平均 18～19 96,624 △62,146 1期平均 17～19 16,726 △529 

16（導入前） 158,770 ― 16（導入前） 17,255 ― 

 

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 80,540 80,540 0  

料金収入 16,949 17,529 △580 
利用料金制（※１） 

改修工事に伴う営業中止による減 

その他収入 24,084 7,189 16,895 
物品販売増 

施設設備更新による委託費の増 

改修工事に伴う営業補償の皆増 

計(Ａ) 121,573 105,258 16,315   

支 
 
出 

人 件 費 33,898 29,785 4,113 人事異動による賃金増 

光熱水費 13,456 13,173 283 天候による芝養生の水道費増 

設備等保守点検費 8,852 8,618 234 保守点検などの増 

清掃・警備費等 32,607 32,102 505 委託契約の増 

施設維持修繕費  20,654 8,866 11,788 
空調修繕，給排水設備，消防設備工事，
危険箇所補修工事の増 

施設設備更新の増 

事務局費 13,914 13,891 23  

その他 18 27 △9  

計(Ｂ) 123,399 106,462 16,937  

 収支①(Ａ-Ｂ) △1,826 △1,204 △622  

自 
主 
事 
業 
※２ 

収 入(Ｃ) 5,363 4,926 437 
イベント実施 による増 

支 出(Ｄ) 5,324 5,001 323 

収支②(Ｃ-Ｄ) 39 △75 114  

合計収支（①+②） △1,787 △1,279 △508  
 

 ※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 

 
 
○施設の維持管 
理  
 
 

 

管理業務に関わる仕様書に基づき維
持管理業務を適切に実施し，安全で快適
な施設空間の確保に努めた｡ また巡回
による目視点検と，利用者への注意喚起
により，安全･安心な施設運営に努めた。 
各主要競技団体で構成する「モニタリ

ング」（運営協議会）を開催し，参加者
からの意見や要望に基づき，メインスタ
ジアムの空調工事，野球場のカーテン取
替等，利用者サービスの向上に努めた。 
スクール参加者にアンケートを実施

し，要望の吸い上げを行い，陸上競技の
ハイクラストレーニングイベント，施設
間交流教室，親子キャッチボール教室な
ど，ニーズに沿ったイベントなどを実施
し，新規来場者の利用促進に努めた。 
利用者満足のため，空調工事の実施。

安全管理の為，野球場シャワー室照明の
取替工事，外灯の修理などを実施した。 

平成 27 年度の入場者数は，改修工事に
伴う営業停止に伴い前年度と比べて減と
なったが，事業計画の目標値は達成してい
る。 
施設の設置目的に添った管理運営及び

利用促進が行われている。 
事業計画書で提案した設備整備や自主

事業を着実に実施している。 
アンケートやモニタリングにより利用

者のニーズを把握し，スポーツ教室等の見
直しや新たなイベントの実施に取り組ん
でいる。 
 
 
 
 
施設設備の劣化状況を把握して優先度

や工法について提案を行ったほか，自らも
事業計画を上回る修繕を実施している。 

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 
 
 
 
 

管理業務に関わる仕様書及び事業計
画書に基づき，適正に職員を配置し，管
理運営を行った｡ 
支配人，副支配人が交代勤務で駐在

し，危機事案等にも迅速に対応する体制
を維持した。 
普通救命救急講習会へ職員４名参加，

応急手当普及員取得１名，防火講習会へ
職員２名参加，消防訓練２回実施し，利
用者の安全確保体制の向上を図った。 
また，大会運営上必要なため，休場日

を臨時開場するなど，柔軟な利用者サー
ビスに努めた。 
ミズノの管理する他施設とリスク情

報を共有することにより，事故やトラブ
ルの防止と早期発見を図った。 
未利用であった野球場の早朝時間の

利用促進案を提案し，利用の促進に努め
た。 

職員の配置，緊急時の連絡体制整備は，
仕様書及び事業計画書に沿って適切にな
されている。 
 
 

 
職員を各種講習会に参加させるなど，利

用者の安全確保体制の強化が図られてい
る。 
 
休場日の臨時開場等，利用者のニーズに

柔軟に対応するなど，利用者サービスの向
上に努めている。 
 

 
総 括 

自主事業：「ミズノフットボールキャ
ンプ」など他施設利用者と交流する場を
設けた。また，「サッカーフェスタ」に
よる個人クリニックとチーム対抗戦の
実施でサッカーを通じて利用者の交流
を図った。陸上競技では通常スクール以
外にハイクラスイベントを開催しワン
ランク上の技術向上に努めた。 
地域連携事業：今年度も「広スタサマ

ーフェスティバル」を開催し地元県民へ
の健康スポーツサービスステーション
としての役割が発揮できた。 

全国規模の総合スポーツ企業としての
スケールメリットを活かした取組と，これ
までに培った施設に関するノウハウや地
元競技団体等とのネットワークを活かし
た管理運営の共同企業体としての効用を
発揮し，改修工事によるメインスタジアム
の閉鎖期間があったにもかかわらず，目標
利用者数を上回っている。 

 

  



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) 

○各業務の実態把握と業務改善の実施 

○自主事業の開催 

○事業計画書に沿った業務の遂行 

○事業計画の着実な実施 

中期的な対応 

○諸団体との信頼関係の確立 

○施設整備の計画的な改善の実施 

○芝グランドの質の改善の実施 

○利用者の安全性，利便性の向上 

○施設設備の計画的な修繕 

 


