
 

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 広島県立総合体育館 

所  在  地 広島市中区基町４番１号 

設 置 目 的 体育その他一般の利用に供する 

施 設 ・ 設 備 
大アリーナ，小アリーナ，武道場，弓道場，健康・体力サポートセンター，フィットネスプラザ，会

議室，スポーツ情報センター，レストラン，売店，駐車場 等 

指 定 管 理 者 

3 期目 H26.4.1～H31.3.31 （公財）広島県教育事業団 

2 期目 H21.4.1～H26.3.31 （公財）広島県教育事業団(H25.4.1～) 

1 期目 H18.4.1～H21.3.31 （財）広島県教育事業団 

 

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 

29 2,274,000人 2,075,497 人 218,258人 △198,503人（91.3％） 

28 2,229,000人 1,857,239人 △158,243人 △371,761人（83.3％） 

27 2,185,000人 2,015,482 人 77,096人   △169,518人（92.2％） 

26 2,142,000人 1,938,386 人 △81,932 人    △203,614人（90.5％） 

2期平均 21～25 1,940,000人 2,020,318 人 380,802人   80,318 人（104.1％） 

1期平均 18～20 1,993,000人 1,639,516 人 197,786人    △353,484人（82.3％） 

17（導入前） － 1,441,730 人 － － 

増減 

理由 

○ 平成 29 年度は卓球，バスケットボール，バドミントン，剣道等の全国規模の大会が開催され，

アマチュアスポーツは，平成 28 年度から 18万８千人増の，86 万４千人の利用があった。 

○ さらに，アマチュアスポーツ以外の分野においても，広島初開催の東京ガールズコレクション

等の集客イベントが例年と比較し，多く開催されたことにより，全体で入場者が 21 万８千人余

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】 

自主事業開催時のアンケートの実施 行事参加者 約 2,700 人 

ボランティアスタッフのアンケート調査 事業参加者 約 290人 

利用者意見箱の設置 施設利用者 57 件 

利用者アンケートの実施 施設利用者 234件 

モニターへのアンケートの実施 公募モニター 20人 

競技団体・ﾏｽｺﾐ等と意見交換（運営協議会） 利用団体代表者  10人 

【主な意見】 【その対応状況】 

弓道場の巻き藁を新しくしてほしい。 早急に対応し，取り替え作業を行った。 

弓道具の扉が半分しか開かない。 引き戸戸車の不良と判断し，修繕を行った。 

会議室について 

・椅子が汚い 

・プロジェクターの脚が壊れている 

・スクリーンが小さすぎて後ろから見えづ

らい。 

・会議室のスタッキング椅子を新しくした。 

・プロジェクターの修繕を早急に行った。 

・スクリーンは、既存のもので対応をお願いした。 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ○ 月次業務報告書 

日報（必要随時） ○ 従事職員の異動等 

管理運営会議（12回・現地） 【特記事項等】 
利用者の意見を取り入れた整備，改善 

【指定管理者の意見】施設設備の状況を把握し，修繕の優先度を提案 
【県の対応】 施設設備の計画的な修繕の実施 

現地調査（5 月，7 月，8月，9
月，10 月，11 月，12 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 

３期 

29 126,299 7,482 

３期 

29 474,862 14,738 

28 118,817 △21,983 28 460,124 △16,502 

27 140,800 23,575 27 476,626 △11,252 

26 117,225 △2,551 26 487,878 41,636 

2期平均 21～25 119,776 △27,350 2期平均 21～25 446,242 12,065 

1期平均 18～20 147,126 △265,212 1期平均 18～20 434,177 45,205 

17（導入前） 412,338 ― 17（導入前） 388,972 ― 
 
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 126,299 118,817 7,482 施設管理運営費の増 

料金収入 474,862 460,124 14,738 
利用料金制（※１） 
利用予約の増 

その他収入 44,826 56,993 △ 12,167 工事等に伴う営業補償の皆減 

計(Ａ) 645,987 635,934 10,053  

支 
 
出 

人 件 費 66,289 65,218 1,071 定期昇給による増，社会保険料の増 

光熱水費 134,106 120,303 13,803 電気料金の値上げによる増 

設備等保守点検費 127,553 126,461 1,092 
経年劣化によるサポートセンター
測定器等の保守点検経費の増 

清掃・警備費等 184,908 184,408 500 窓口・施設管理業務の増 

施設維持修繕費  46,000 54,634 △ 8,634 大規模修繕の減 

事務局費 34,148 31,072 3,076 消耗品費の増 

その他 16,919 31,550 △ 14,631 事務局共通費の減 

計(Ｂ) 609,923 613,646 △ 3,723  

 収支①(Ａ-Ｂ) 36,064 22,288 13,776  

自 
主 
事 
業 
※２ 

収 入(Ｃ) 43,250 38,302 4,948 スポーツ教室及びスタジオプログ
ラム参加者の増 支 出(Ｄ) 52,108 47,232 4,876 

収支②(Ｃ-Ｄ) △ 8,858 △ 8,930 72  

合計収支（①+②） 27,206 13,358 13,848  

 ※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 

 
自主事業では，障害者のスポーツ機会

の充実を図る事業や，シニア世代の健康
づくり事業を実施した。またがん検診啓
発活動を推進する目的で女子力アップ
セミナーを開催し，検診の必要性を促し
た。その他，ニーズに合った継続的な事
業を実施した。 

 
 
会議室のスタッキング椅子の更新，大

アリーナの養生用防水シートのリニュ
ーアル等，利用者ニーズに対応した。 
施設利用は，大アリーナ 95％,小アリ

ーナ 90％の高い稼働率を維持している。 
 
 
維持管理については，省エネ対策とし

て，館内一部の男女トイレに人感センサ
ーを取り付けた。 
また，専門家による建物診断を行い，

大規模修繕工事のトータル管理による
建物長寿命化とライフサイクルコスト
削減に努めた。 

 
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，新たなイベント
の実施に取り組んでいる。 
平成 29年度の入場者数は，目標値に

は達していないものの，前年度と比較し
て 21 万 8千人余の増となり，高い水準
を維持し，施設の設置目的に沿った管理
運営及び利用促進が行われている。 
 

 多様なモニタリング手法により利用
者のニーズを把握し，利用環境の整備を
進め，利用促進を図り，大アリーナの稼
働率は昨年度と同様，小アリーナの稼働
率は昨年度と比べ増となっており高い
水準を維持している。 
 
施設設備の劣化状況を把握し，優先度

や工法について県に対し提案を行った
ほか，自らも計画的な修繕を実施した。 

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 

 
館長，副館長，館長補佐により交代勤

務で駐在し，運営経験に即した適材適所
の人材配置をし，協力企業も含めた全職
員が危機事案等に迅速に対応できる体
制を維持する管理運営を行った。 

 
無駄な電力消費を減らすためのトイ

レの人感センサーを計画的に実施する
ことで，管理経費やＣＯ２排出量の削減
を図った。 

 
複数年契約を行うことにより経費の

節減や事務処理の簡素化を図った。 
計画的・予防的な修繕の実施等によ

り，運営経費の更なる縮減に努めた。 

 
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。 
 
 
 
指定管理業務について，指定管理料の

範囲内で適正に実施するため，効率的な
業務運営を行うとともに，計画を上回る
修繕を実施している。 

総 括 

 
指定管理者として掲げる「安全・信

頼・快適」な運営を構築するため，職員
が一致団結して業務に取り組み，受託業
者も含めた施設の安全な維持管理を徹
底した。 
また，紙屋町基町地区の賑わい創出に

向けた取組や勉強会にも積極的に参加
し，民間や行政が連携しながら街づくり
を進めるエリアマネジメント活動に参
画し，FISE WORLD SERIES Hiroshima2018
等の大規模イベントとの連携に努めた。 

 
指定管理者制度導入前（H17 年度：約

144万人）に比べ，入場者数が大幅に増
加しているものの，掲げた目標とのかい
離があり，改善策の検討を要する。 
 
施設の維持管理は，適切に行われてい

る。 
 
 多様なモニタリング手法の活用や，エ
リアマネジメント活動への参画等によ
り新たなイベントの開催や，運営の改善
を図る等，利用者へのサービス向上につ
ながる取組を実施しており，利用者数は
前年度から増加しているものの，トレー
ニングルーム，プール，会議室及びミー
ティングルームの利用者が伸び悩んで
おり，更なる利用促進に向けた取組が必
要である。 

 



 

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 30 年度) 

○次期指定管理提案に向けて，これまで

の実施状況を検証し，継続実施と新規提

案を精査しながら，継続運営に全力を尽

くす。 

○照明器具ＬＥＤ化の実施（武道場） 

○事業計画の着実な実施 
○目標達成に向けた入場者数増加への取
組 
○次期指定管理期間の円滑な開始 

中長期的な対応 

○平成 31年度以降の指定管理者を獲得

できた場合には，経年劣化が著しい設備

関係の修繕計画と実施に向けて積極的

に取り組む。 

○施設整備の計画的な実施 

 


