
 

 

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 
都市計画課  

１ 施設の概要等 

施  設  名 広島県立みよし公園 

所  在  地 三次市四拾貫町神田谷 

設 置 目 的 備北地域住民の文化及びスポーツと多様なレクリエーション活動の振興 

施 設 ・ 設 備 
カルチャーセンター（アリーナ），温水プール，パークゴルフ場，テニスコート，文化の広場，

こども広場，しょうぶ園など 

指 定 管 理 者 

4期目 H28.4.1～H33.3.31 ミズノグループ・星光ビル管理共同企業体 

3期目 H23.4.1～H28.3.31 ミズノグループ共同企業体 

2期目 H20.4.1～H23.3.31 ミズノグループ 

1期目 H17.4.1～H20.3.31 ㈱サンアメニティ 

 

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） 

期 
29 704,000人 707,428人 △1,847人 3,428人(100.5％) 

28 704,000人 709,275人 27,053人 5,275人(100.7％) 

3期平均23～27 706,000人 682,222人 20,786人 △23,778人(96.6％) 

2期平均20～22 700,000人 661,436人 △4,865人 △38,564人(94.5％) 

1期平均17～19 762,530人 666,301人   3,368人  △96,229人(87.4％) 

16（導入前） － 662,933人 － － 

増減 

理由 

近隣公園（更新した遊具や，周辺にできた産直品販売施設・室内遊び場の人気により利用者数が増加）へ

の利用者の分散 

 

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】 

アンケートボックスの設置（常時） 施設利用者 35人 

NPS（Net Promoter Score ⇒ 顧客ロイヤリティ

を数値化する指標）実施（５月） 
施設利用者 62人 

【主な意見】 【その対応状況】 

（新春書初め大会後） 

書道教室を定期開催してはどうか 
２月に書道体験会を開催，３月より書道教室を定期開催 

園内の植栽が丁寧に手入れされていて気持ちが

良い 

今後も継続してお客様に満足していただけるよう努め

ている 

 

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） ○ 事故等報告書 

管理運営会議（随時） 

【特記事項等】 

 施設・設備の老朽化対策が大きな課題 

【指定管理者の意見】 

 利用者の安全確保と施設等の機能維持の観点から，維持修繕を優先順位に従 

い，計画的に実施する必要がある 

【県の対応】 

 維持修繕にあたっては，事前に県と十分に協議し，連携しながら実施するよう 

指定管理者に指導 

現地調査（６月，11月，２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 

29 106,232 △168 
４期 

29 25,749 806 

28 106,400 609 28 24,943 157 

3期平均23～27 105,791 3,791 3期平均23～27 24,786 1,717 

2期平均20～22 102,000 △11,597 2期平均20～22 23,069 △2,754 

1期平均17～19 113,597 △18,197 1期平均17～19 25,823 813 

16（導入前） 131,794 － 16（導入前） 25,010 － 

 

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 106,232 106,400 △168 消費税増税がなかったことよる減 

料金収入 25,749 24,943 806 
利用料金制（※１） 

プロバスケットボール公式戦による増 

その他収入 10,925 11,349 △424 飲食関連売上の減 

計(Ａ) 142,906 142,692 214  

支 
 
出 

人 件 費 48,679 45,042 3,637 プール委託料及び常勤職員の単価の増 

光熱水費 28,454 27,433 1,021 電気・燃料の単価の増 

設備等保守点検費 11,758 11,477 281 再委託の一部見直しによる増 

清掃・警備費等 14,757 15,000 △243 再委託の一部見直しによる減 

植栽管理 11,873      11,800 73  

施設維持修繕費  803 810 △7  

事務局費 2,809 2,872 △63  

その他 25,303 25,965 △662 公課費の減 

計(Ｂ) 144,436 140,399 4,037  

 収支①(Ａ-Ｂ) △1,530 2,293 △3,823  

自 
主 
事 
業 
（※2） 

収 入(Ｃ) 10,541 9,147 1,394 
各種教室利用者の増（収入） 

 
支 出(Ｄ) 8,082 8,065 17 

収支②(Ｃ-Ｄ) 2,459 1,082 1,377  

合計収支（①+②） 929 3,375 △2,446  

 

 ※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  

○みよし公園フェスティバルを３回（５・

８・１月）実施した。 

○都市緑化月間に伴い，屋外イベントをメイ

ンにグリーンフェスティバルを開催した。 

○夏休み・冬休み等を利用した水泳の短期教

室，定期親子スイミングを開催した。 

○グランドゴルフ大会の開催数を昨年度の

２回から３回に増やし，利用者の方より好

評を頂いた。 

○県ドッジボール協会による親子教室，協会

所属チームとの練習試合を実施した。 

○フェイスブックやＨＰを活用した情報発

信を継続した。 

○高圧ケーブルの劣化対応を県と協議し，停

電の大きなリスクを回避した。 

○樹木点検は，利用の多い園路を中心に実施

し，安全確保に努めた。 

○既存のイベント，スポーツ教室に加え，新規

事業のグリーンフェスティバルを開催した

り，書道教室などの新分野の文化教室を始め

るなど，地域住民の文化及びスポーツと多様

なレクリエーション活動の振興という施設

の設置目的に沿った業務がなされている。 

○競技人口の増加を踏まえてのグランドゴル

フ大会開催数増加など，ニーズに合ったサー

ビスが提供されている。 

○新規利用開拓のためにドッジボール協会を

招いて競技の普及に努めたり，ＳＮＳを活用

して情報発信を行うなどして，施設の利用促

進が図られている。 

○施設の確実な点検実施により，安全面や利用

者に支障をきたすものを優先的に修繕し，施

設を適切に維持管理している。 

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 

○プール担当の新人スタッフを中心にＡＥ

Ｄ講習会を実施した。 

○ＣＳ（顧客満足度）向上の為，社内講習を

修了した女性トレーナーが講師となり，全

スタッフ対象の研修を実施した。 

○電気料金削減のため，電力契約を変更し

た。 

○利用者の安全・安心のためのスキルをスタッ

フ全員が確保している。 

○利用者の快適性向上に向け，効率的に講習を

実施し，スタッフ全員のスキルアップが図ら

れている。 

○電力契約を見直すなどして，収支の適正を保

つ努力をしている。 

総 括 

○今年度の全社スローガンである『安全』・

『安心』・『信頼』を利用者に全力でお届け

することを目標に，顧客満足度向上・施設

の管理運営能力向上に向けたスタッフの

育成に力を注いだ。 

○稼働率向上に向け，既存自主事業強化に加

え，新分野の施設利用創出に取組んだ。 

○新規事業や利用者のニーズに合った自主

事業の強化によりサービスの向上を図り，  

研修によるスタッフのスキルアップを積

極的に行うなど，施設設置目的に沿った管

理運営が効率的に行われている。 

○計画的な点検・修繕により，施設を適切に維

持管理している。 

 

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30年度) 

○利用者の安全確保を目的とした巡回を強化

し，施設の変化を見落とすことなく，施設

の維持管理に注力する。 

○再来園につながる憩いの場所の更なる創設

と，新規事業を含めた自主事業強化により

利用促進を図る。 

○老朽化により，発生頻度を増す施設・設備の

不具合については，利用者の安全確保を最

優先に，指定管理者と連携しながら対応す

る。 

中期的な対応 

○長期修繕計画を見越した対応と優先順位の

的確な判断を行い，県と相談しながら，老

朽化への対応を実施する。 

○広報活動の強化による施設利用の促進を進

める。 

○公園修繕方針により作成した長期修繕計画 

に基づき，施設・設備の修繕等を実施し，効 

率的な施設の維持管理となるよう努める。 

 

 


