
 

平成 29年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
スポーツ推進課  

１ 施設の概要等 

施  設  名 広島県総合グランド（愛称：コカ・コーラボトラーズジャパン広島総合グランド H30.4.1～） 

所  在  地 広島県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 

４期目 H28.4.1～H33.3.31 セイカスポーツセンター・鹿島建物・西尾園芸共同企業体 

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） 

4期 
29 395,000人 390,577 人 37,472人 △4,423人(98.9%) 

28 392,000人 353,105 人 △24,250 人 △38,895 人(90.1%) 

3期平均 23～27 315,000人 377,355 人 75,525人 62,355 人(119.8%) 

2期平均 20～22 291,000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 

○ 平成 29年度はメインスタジアムの稼働率が 100％であり（稼働率の過去３年間平均は 97％），

利用者は 34 千人余の増となった。 

○ マシンのリニューアル等によりトレーニングルームの充実を図った結果，利用者が昨年度と

比較し，１千人余の増となった。 

○ 平成 29 年度は，自主事業のスポーツ教室及びイベント開催回数（平成 28年度の 3.1倍）及

び内容を充実させたことにより，参加者が昨年度と比較し，６倍以上の５千人余の増となった。 

○ その他，新規大会誘致等により，昨年度と比較して全体で 37 千人余の増となった。 

 

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】 

○利用者アンケート実施 
専用利用団体及び個人利用者，専用利用調整該当団

体を対象・専用利用 54団体，個人利用 77人 

○自主事業アンケート実施 スポーツ教室及び体験受講者・205人 

○意見交換協議の開催 広島県，指定管理者，競技団体及び学校教育団体 

【主な意見】 【その対応状況】 

メインスタジアムのピッチコンディショ

ンはとてもよいと思う。常にきれいに整っ

ている。 

芝生管理業務強化と，芝生利用ルールを順守し，維

持向上に努めた。 

トレーニング室にランニングマシンやエ

アロバイクがあるといい。 

８月にトレーニング機器を導入し，充実を図った。

有酸素マシンは今後検討する。 

（自主事業を実施する会議室に）鏡がある

といい。 
鏡８台を導入し，環境整備を図った。 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ○ 月間業務報告書 

日報（必要随時） ○ 修繕完了報告書，その他（提案，要望及び苦情等） 

管理運営会議 

（12回・広島県庁） 

【特記事項等】 

 ・施設利用状況や不具合修繕状況，取組事項など，報告と提案，意見 

交換協議を行った。 

【指定管理者の意見】 

 ・引き続き報告と意見交換協議を実施。 

【県の対応】 

 ・労働条件チェック（平成 29 年４月） 

・野球場空調設備及び防球ネット工事に伴う現地調査 

（平成 29年４月，５月，６月） 

 ・施設視察（平成 29年５月） 

 ・野球場トイレ視察（平成 29 年 10月） 

 ・メインスタジアム及び補助競技場視察（平成 29年 10 月） 

 ・ラグビーＷ杯キャンプ候補地 芝クオリティ調査（平成 29年 10 月）

及びアイルランド代表視察（平成 29年 12 月） 

 ・平成 30年度 専用利用調整会議及び意見交換協議（平成 30 年１月） 

現地調査 

（４月，５月，６月，10 月，12

月，２月，３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 

4期 

29 86,511 △ 989 
4期 

29 19,601 2,288 

28 87,500 7,416 28 17,313 100 

3期平均 23～27 80,084 2,857 3期平均 23～27 17,213 1,810 

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 18～19 16,726     △529 

（導入前） 158,770 - （導入前） 17,255 ‐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６ 管理経費の状況                            （単位：千円） 

項  目 H29決算額 H28決算額 前年度差 主な増減理由等 

委 
託 
事 
業 

収 
 
入 

県委託料 86,511 87,500 △989 消費税増税延期に伴う減 

料金収入 19,601 17,313 2,288  
利用料金制（※１） 

利用予約の増 

その他収入 2,948 3,179 △231 工事等に伴う営業補償の皆減 

計(Ａ) 109,060 107,992 1,068   

支 
 
出 

人 件 費 30,800 28,675 2,125  定期昇給による増，社会保険料の増 

光熱水費 12,797 11,904 893  芝生育成に係る水道料金の増 

設備等保守点検費 19,432 19,820 △388 維持管理委託料見直しによる減 

清掃・警備費等 43,453 43,998 △545 植栽管理委託料見直しによる減 

施設維持修繕費  2,271 2,166 105  修繕の増 

事務局費 2,351 2,661 △310 経費節減取組による事務費減 

その他 2,777 1,452 1,325  諸経費の増 

計(Ｂ) 113,881 110,676 3,205   

 収支①(Ａ-Ｂ) △4,821 △ 2,684 △2,137  

自 
主 
事 
業 
（※2） 

収 入(Ｃ) 3,836 663 3,173  
スポーツ教室及びスポーツイベント
参加者の増 

支 出(Ｄ) 2,044 991 1,053  

収支②(Ｃ-Ｄ) 1,792 △328 2,120   

合計収支（①+②） △3,029 △3,012 △17  

 

 ※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 

 
条例及び管理規則，仕様書に則り，利

用申請や料金収受，許可証発行等，適正
に実施した。 
自主事業では，設置目的に沿った企画

を展開し，小学生を対象としたサッカー
大会やラグビー大会を実施した。指定管
理者のノウハウを活かした成人スポー
ツ教室を実施し，健康づくりと体力向上
に寄与した。 

 
 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
でおり，利用者の増加につながっている。 
  
 
 
 
 

○業務の実施に 
よる，県民サ 
ービスの向上 

 
 
 

 駐車スペースの白線引きを行い，事故
の抑制や緊急車両通路の確保等，環境を
整備した。また，広島県事業の「広島県
思いやり駐車場」へも登録した。 
 県民が参加できる夏祭り事業「ひろス
タサマーフェスティバル」を開催し，町
内会と連携し地域貢献に努めた。 

事業計画書で提案された駐車スペース
の白線引きを実施し，緊急車両の移動通路
の確保や，利用者同士の衝突等物損事故の
抑制，場内での人身事故の抑制に努めた。 
 また，近隣地域と連携したイベントの開
催等，地域の活性化に寄与している。 

○業務の実施に 
よる，施設の 
利用促進 

 
 
 
 

 施設専用 Facebook を開設し，利用案
内やお知らせ等の情報を配信し，利用促
進を図った。 
 トレーニング室へ新たな機器を導入
し，利用促進と利用者満足度の向上に努
めた。また，夏季に扇風機を設置し，環
境整備を行った。 

 施設専用 Facebook の活用については，
リアルタイムな情報の伝達，利用者が求め
ている情報の発信等工夫の余地がある。 
 トレーニング室の整備により，利用者が
昨年度と比較し，1 千人余の増となり，利
用促進につながっている。 

○施設の維持管 
理  

 トイレや陸上写真判定装置修理等，利
用に支障をきたさないよう，修繕対応し
た。塗装作業等を中心に積極的な自主修
繕を実施し，不具合箇所改善による安全
性の向上と施設美観向上に努めた。 
 トイレや手洗い場，シャワーへ節水装
置を設置し，経費節減に取り組んだ。ま
た，簡易省エネ診断を行った。 
ラグビー場ヒマラヤスギやカイヅカ

剪定，野球場内野整備による不陸改善及
び排水改善等を実施し，維持向上に努め
た。 

 利用者からの要求や劣化状況により，優
先度をつけ，迅速に修繕等の対応をしてい
る。また，大規模修繕が必要な門扉等につ
いては，塗装作業等の定期的な実施により
劣化を防ぐなど工夫を行っている。 
 芝の維持管理については，利用者からの
要請に基づき対応をしている。今後，良好
な状態を保つための散水方法等について，
県と連携し，検討をしていく必要がある。 
  

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 
 

 
仕様書に則り，適正な体制を取ること

ができた。 
 
 
 スムーズな利用受付と事前打ち合わ
せにより，利用者サービスの向上に努め
た。 
所内研修では，消防訓練や普通救命講

習を実施し，安全管理に努めた。また，
接客接遇研修を実施し，職員の資質向上
に努めた。 
 
全体調整を行いながら適正な予算管

理に努めた。 

 
 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。 
 
 利用者の立場に立った丁寧な対応を行
っている。 
 また，各種研修の実施等により利用者の
安全確保体制の強化を図るなど，利用者サ
ービスの向上に努めている。 
 
 
 
 適正な予算管理に努めている。 

 
 
 
 
 



 

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 

総 括 

 
事業計画に沿った業務遂行と提案遂

行を行った。 
駐車場ライン引きやトレーニング室

へ機器を導入し，施設環境整備を行う
ことができた。 
自主事業では，ノウハウを活かした

健康づくりスポーツ教室や各種スポー
ツ大会等，イベント事業を展開し，ス
ポーツの普及と振興に努めた。 
引き続き，県との報告や相談等を行

い，共通理解と関係性を構築し，連携
を図っていきたい。 

 
利用者の安全確保のための駐車スペ

ースの整備や，トレーニングルーム室の
リニューアル等，事業計画に沿った業務
遂行が実施されている。 
指定管理者のノウハウを活かした健

康増進と体力向上に寄与するスポーツ
教室やイベントを多数実施している。 
 また，地域への広報活動を活発に行
い，目標値には達していないものの，着
実に利用者数の増加につなげている。 
 施設整備については，施設の劣化状況
を把握し，優先度や利用者のニーズに応
じ，修繕を行っている。 
 利用者ニーズの把握として，「お客様
BOX」を設置しているものの，２年連続
何も意見が寄せられていない。今後の在
り方に検討が必要。 

 
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 30 年度) 

○不具合箇所等の修繕対応 
○事業計画に沿った提案業務の遂行 
○自主事業展開による利用促進とスポー
ツ振興及び普及への貢献，地域との連
携等 

○簡易省エネ診断結果に基づく取組と提
案 

○事業計画の着実な実施 
○目標達成に向けた利用者増加への取組 

中期的な対応 

○設備機器の不具合及び改修等の報告及
び提案，協議の実施 

○経費縮減取組対応と提案等 
○芝管理向上の取組と提案等 

○施設設備の計画的な修繕 
○芝の維持管理に関する改善策の検討 

 


