
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 
文化芸術課 

１ 施設の概要等 

施  設  名 広島県民文化センター 

所  在  地 広島市中区大手町１丁目５－３ 

設 置 目 的 県民の文化の振興に資する。 

施 設 ・ 設 備 ホール（530 席），展示室（3 室），練習室（3 室），楽屋（4 室），駐車場（36 台） 

指 定 管 理 者 

５期目 H25.4.1～H30.3.31 
ＲＣＣ文化センター・イズミテクノホールマネジメン

トグループ共同事業体 

４期目 H24.4.1～H25.3.31 （財）県民センター 

３期目 H23.4.1～H24.3.31 （財）県民センター 

２期目 H20.4.1～H23.3.31 （財）県民センター 

１期目 H17.4.1～H20.3.31 （財）県民センター 

 

２ 施設利用状況 

利用 

状況 

年度 
目標値 

[事業計画] 
ホール利用率 対前年度増減 

対目標値増減 
（達成率） 

 29 75.0％ 72.0％ △6.5％ △3.0％ (96.0％) 

５期 
 

28 69.4％ 78.5％ 5.3％ 9.1％ (113.1％) 

27 68.5％ 73.2％ 1.8％ 4.7％ (106.9％) 

26 67.5％ 71.4％ 1.9％ 3.9％ (105.8％) 

25 65.7％ 69.5％ 1.2％ 3.8％ (105.8％) 

４期 24 75.0％ 68.3％ 4.1％ △6.7％ (91.1％) 

３期 23 74.0％ 64.2％ △3.7％ △9.8％ (86.8％) 

２期平均 20～22 75.1％ 67.9％ △4.2％ △7.2％ (90.4％) 

１期平均 17～19 72.0％ 72.1％ 0.7％ 0.1％ (100.1％) 

（導入前）16 － 71.4％ － － 

増減 

理由 
複数年継続利用者の利用が減少したことなどにより，利用率が減少し目標には届かなかった。 

 

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】 

施設利用者からの聴取 施設利用者・イベント主催者約 200 人 

【主な意見】 【その対応状況】 

授乳室がない 事務所応接室を臨時で開放 

練習室ピアノの調律不良 即日調律対応及び，年度の調律回数を追加 

駐輪場の自転車が乱雑 駐輪場を整理し，注意喚起の表示板を貼付 

 

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） － 緊急を要する事例の発生なし 

管理運営会議（２回・現地） 

【特記事項等】 

 ・新規利用者獲得に向けた取組 

【指定管理者の意見】 

 ・新規利用者獲得に向けた取組として，幅広く広報の実施を検討 

【県の対応】 

 ・県の広報手段を活用し，県内高速道路の SA・PA へ施設ガイドブッ

クを配架 

現地調査（９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 

５期 

29 69,943 1,082 

５期 

29 74,656 △1,711 

28 68,861 △1,082 28 76,367 △3,115 

27 69,943 3,544 27 79,482 17,833 

26 66,399 △4,101 26 61,649 △12,550 

25 70,500 1,700 25 74,199 △887 

４期 24 68,800 △1,000 ４期 24 75,086 △3,818 

３期 23 69,800 △2,708 ３期 23 78,904 468 

２期平均 20～22 72,508 △1,254 ２期平均 20～22 78,436 △3,086 

１期平均 17～19 73,762 △7,964 １期平均 17～19 81,522 4,437 

（導入前）16 81,726 － （導入前）16 77,085 － 

 

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 69,943 68,861 1,082 H28は休館に伴う委託料減額あり 

料金収入 74,656 76,367 △1,711 
利用料金制（※１） 

展示室利用減少に伴う減 

その他収入 7 4,102 △4,095 H28は休館に伴う営業補填あり 

計(Ａ) 144,606 149,330 △4,724  

支 
 
出 

人 件 費 26,569 25,672 897 職員の昇給等による増 

光熱水費 24,494 23,655 839 H28は休館に伴う光熱水費減 

設備等保守点検費 
65,270 64,531 739 舞台照明管理経費の増 

清掃・警備費等 

施設維持修繕費 6,429 6,335 94  

事務局費 11,811 11,454 357 事務消耗品費の増 

その他 3,412 3,192 220 租税公課の増 

計(Ｂ) 137,985 134,839 3,146  

収支①(Ａ-Ｂ) 6,621 14,491 △7,870  

自 
主 
事 
業 

（※2） 

収 入(Ｃ) 23,533 24,635 △1,102 
経費削減による支出減 

支 出(Ｄ) 27,560 30,275 △2,715 

収支②(Ｃ-Ｄ) △4,027 △5,640 1,613  

合計収支（①+②） 2,594 8,851 △6,257  

 ※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  

自主事業として伝統芸能である「広島
神楽」定期公演を実施し，伝統芸能に気
軽に触れ合う機会を提供した。 
 

 自主事業を通して，県民だけでなく県外
や外国の方々等幅広く広島県の文化を発
信できた。 

設備の点検や施設の清掃を定期的か
つ丁寧に実施し，県民サービスの向上に
努めた。 
 

来館者の快適性や利便性向上に向け，丁
寧な接客に努めるなど，サービスレベルの
向上に取り組んだ。 

 複数年継続利用者の利用が減少する
など，利用率が減少となった。 
 

複数年継続利用者の利用が減少するな
ど，利用促進に向けた取組に課題が残っ
た。 

 設備について，日々の修繕だけでな
く，急を要する修繕に対しても迅速に対
応した。 

利用者への影響を減らすよう施設の維
持管理に努めた。また，不具合を随時県に
報告するなど適切な情報の共有を行った。 

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 

 
 

共同事業体の本社と連携し，効率的か
つ効果的な職員配置を行った。 

 

人事異動においても施設の運営を適正
に行うための人員配置を適切に行った。 

設備の不具合を未然に防ぐべく，日々
の点検を入念に行ったほか，不具合の予
兆の段階から早めに保守を行った。 
 

設備の点検，予防保守に努め，故障の早
期発見・対処を行ったことにより，機器の
継続稼働に向け取り組んだ。 
 

○収支の適正 自主事業の経費を削減するなど収支
の適正化に向け取り組んだが，展示室の
利用減少等により，利用料収入が減少し
た。 

経費を削減し，黒字は維持しているが，
利用の減少に伴い収入が減少するなど，利
用促進に課題を残した。 

総 括 

施設管理については，きめ細やかな点
検，保守に努めた。 

施設の利用については，「広島神楽」
定期公演等で利用率向上・文化の振興に
努めたが，ホールや展示室の利用減少及
び収入の減少等課題を残した。 

 

施設管理は，不具合等を早めに県に報告
するなど，施設の適切な運営に努めた。 

施設の利用促進については，積極的に自
主事業や営業活動を実施したが利用が減
少する結果となり，営業活動等取組内容を
再度検討する必要がある。 

 

 

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 30 年度) 

新たな自主事業(カルチャー教室）の実
施により展示室等の利用向上を図るとと
もに，ホールの利用促進に向け取組の再
構築を行う。 
 

新たな自主事業の導入や円滑な運営に
向けて支援するとともに，ホールの利用促
進に向けた取組の検討及び効果の検証等
に指定管理者と協力して取り組む。 
 

中期的な対応 

ホール・展示室・練習室全ての施設及
び，平日日中等利用の少ない時間帯も含
めた利用促進に取り組む。 

県民文化センター全体の利用促進に向
け，有効な取組等の検討・検証を指定管理
者と協力し実施する。 

 


