
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ふくやま 

所  在  地 福山市東桜町 1-21 

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），練習室（2 室），文化交流室（1 室）,楽屋（4 室） 

指 定 管 理 者 

５期目 H28.4.1～H33.3.31 広島県民文化センターふくやま共同企業体 

４期目 H25.4.1～H28.3.31 ㈱不二ビルサービス 

３期目 H23.4.1～H25.3.31 県民文化センターふくやま共同事業体 

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 64.0％ 60.1％ 12.9％ △3.9％ （93.9％) 

 28 63.0％ 47.2％ △7.7％ △15.8％ (74.9％) 

４期平均 25～27 58.0％ 53.3％ 1.6％ △4.7％ (91.8％) 

３期平均 23～24 58.2％ 51.7％ 0.5％ △6.5％ (88.8％) 

２期平均 20～22 58.6％ 51.2％ △5.5％ △7.4％ (87.4％) 

１期平均 17～19 60.0％ 56.7％ △0.7％ △3.3％ (94.5％) 

（導入前）16 － 57.4％ － － 

増減 

理由 

過去の利用者等への訪問営業や割引案内等の送付，新たな割引制度の導入，自主事業の追加に

より，前年度と比べ利用率が上昇したが，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】 

主催者アンケート 主催者 176名 

【主な意見】 【その対応状況】 

近隣類似施設と比べ料金が高い 
利用が少ない平日に限り，近隣類似施設相当の割

引制度を導入 

 

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，福山市周辺の文化団体等へ営業を行う。 

【県の対応】 

 ・営業先選定の参考として，類似公共施設の利用傾向等について情報

提供を実施 

現地調査（９月，３月に実施） 

 

  

５期 



 

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 55,864 △136 
５期 

29 31,411 2,450 

28 56,000 △1,265 28 28,961 △980 

４期平均 25～27 57,265 859 ４期平均 25～27 29,941 2,014 

３期平均 23～24 56,406 △815 ３期平均 23～24 27,927 △994 

２期平均 20～22 57,221 △4,774 ２期平均 20～22 28,921 △266 

１期平均 17～19 61,995 △14,777 １期平均 17～19 29,187 △2,046 

（導入前）16 76,772 － （導入前）16 31,233 － 

 

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 55,864 56,000 △136 管理費の減 

料金収入 31,411 28,961 2,450 
利用料金制（※１） 

ホール利用増加に伴う増 

その他収入 3,645 3,896 △251 自動販売機収入の減 

計(Ａ) 90,920 88,857 2,063  

支 
 
出 

人 件 費 17,119 17,180 △61  

光熱水費 12,323 10,968 1,355 施設利用増による経費増 

設備等保守点検費 1,908 1,821 87  

清掃・警備費等 40,709 39,976 733 施設利用増による経費増 

施設維持修繕費  7,235 7,053 182 電子機器修繕費の増 

事務局費 2,933 5,761 △2,828 消耗品費の減 

その他 3,322 3,176 146 施設利用増による経費増 

計(Ｂ) 85,549 85,935 △386  

 収支①(Ａ-Ｂ) 5,371 2,922 2,449  

自 
主 
事 
業 

（※2） 

収 入(Ｃ) 3,300 3,492 △192 
自主事業回数増による経費増 

支 出(Ｄ) 7,798 5,704 2,094 

収支②(Ｃ-Ｄ) △4,498 △2,212 △2,286  

合計収支（①+②） 873 710 163  

 ※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 
 

県民の文化活動を支援・形成できるよ
うコンサートを始めとした自主事業の
実施に努めた。 
 

 指定管理者の特徴を生かした音楽等の
自主事業を実施し，県民の文化の振興に貢
献した。 
  

○業務の実施に 
よる，県民サ 
ービスの向上 

 

利用者の要望等の把握に努め，また，
ホームページを大幅に見直すなど利用
者の利便性向上に努めた。 

利用者の要望等に迅速に対応したほか，
幅広く利用者と接するホームページを更
新するなど，サービスの向上に取り組ん
だ。 

○業務の実施に 
よる，施設の 
利用促進 

 
○施設の維持管 
理  

新規の自主事業や新たな割引制度に
よりホール利用率は前年度から上昇し
たが，目標には届かなかった。 

 

 自主事業等によりホール利用率を伸ば
したが，ホール利用に繋がる有効な対策の
検討で課題がある。 

日々の点検や保守に加え，設備の不具
合について，利用者の不便とならないよ
う迅速に修繕を行った。 

 設備の不具合を迅速に県に報告するな
ど，施設の維持管理を県と協力して適切に
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 

 
 

共同企業体の本社と連携し，業務量等
施設の運営状況に応じた組織体制で運
営を行った。 

 利用促進に向けて共同企業体の構成企
業と役割分担をし，営業活動に取り組むな
ど一体的な組織体制で運営した。 

定期的な設備点検を行い，設備の故障
の低減や早期発見等不具合の影響が少
なくなるよう努めた。 

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 新たな割引制度の導入や営業活動等
による利用増加で収入を増やし，かつ，
経費削減にも努めた。 

収支の適正化に向け，収入の増加及び支
出の減少に取り組み，収支両面で成果を出
した。 
  

総 括 

新たな自主事業や割引制度の導入，営
業活動を積極的に実施し，目標には至ら
なかったが利用率の向上に繋げた。 

利用者の利便性と安全面を考慮した
適切な施設管理及び運営を行った。 

積極的に施設の利用促進に取り組み，目
標に近づく成果を出したが，目標達成に向
けた取組の有効性で課題が残った。 

施設管理は日々の管理や県との情報共
有等適切に取組んだ。 

 

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) 

利用促進に向け，平成 29 年度を振り返
り，より効果的な取組を検討し，目標達
成に向けて実行する。 

利用促進に向けた指定管理者の取組を
協力して検討するとともに，他施設の取組
状況など検討に有効な情報の提供等の支
援を行う。 

中期的な対応 
安定して目標を達成するため，長期的

に有効な利用促進策の検討を行う。 
継続的な施設の利用向上に向けた取組

を指定管理者と協力し検討していく。 

 


