
 

 

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 広島県立びんご運動公園 

所  在  地 尾道市栗原町９９７ 

設 置 目 的 備後地域住民の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 
健康スポーツセンター，陸上競技場，テニスコート，野球場，球技場，コミュニティープール，

冒険の森，多目的広場，オートキャンプ場など 

指 定 管 理 者 

4期目 H28.4.1～H33.3.31 
イズミテクノ・ＲＣＣ文化センター・シンコースポーツ共

同企業体 

3期目 H23.4.1～H28.3.31 ポラーノグループびんご 

2期目 H20.4.1～H23.3.31 ポラーノグループびんご 

1期目 H17.4.1～H20.3.31 尾道市 

 

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 
29 696,470人 710,593人 27,368人 14,123人(102.0％) 

28 683,039人 683,225人 11,280人 186人(100.0％) 

3期平均23～27 667,914人 671,945人 19,073人 4,031人(100.6％) 

2期平均20～22 656,450人  652,872人   22,544人   △3,578人(99.5％) 

1期平均17～19 610,560人  630,328人   43,388人   19,768人(103.2％) 

16（導入前） － 586,940人 － － 

増減 

理由 

○プロ野球公式戦，ＰＬバトン中四国大会開催による利用者の増 

○トレーニングルーム利用者，自主事業会員の増 

 

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】 

アンケートの実施 公園利用者 300人 

利用者意見箱設置 一般利用者 250人 スポーツ団体 15団体 

受付，打合せで聞取り スポーツ団体 25団体 

【主な意見】 【その対応状況】 

プール設備を改善してほしい プール天井ガラスの取り換えを予定している 

トレーニング機器の利用待ち時間が長い 
スタッフによる巡回や，長時間利用禁止の表示を増やすな
どして改善に努めた 

イノシシ被害をなんとかしてほしい 忌避剤を散布するなどして，被害防止に努めた 

 

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） ○ 事故等報告書 

管理運営会議（随時） 

【特記事項等】 

 ・各施設（建物），設備の老朽化対策が課題 

【指定管理者の意見】 

 ・利用者増と安全な施設運営の取組を実施する 

 ・設備保守を強化する 

【県の対応】 

 ・維持修繕にあたっては，事前に県と十分協議し，連携しながら実施するよう 

指定管理者に指導した 

現地調査（６月，12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 

29 153,164 △2,836 
４期 

29 76,658 3,579 

28 156,000 7,714 28 73,079 6,018 

3期平均23～27 148,286 △214 3期平均23～27 67,061 1,920 

2期平均20～22 148,500 △18,751 2期平均20～22 65,141 4,993 

1期平均17～19 167,251 △6,508 1期平均17～19 60,148 △1,605 

16（導入前） 173,759 ― 16（導入前） 61,753 ― 

 

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 153,164 156,000 △2,836 消費税増税がなかったことによる減 

料金収入 76,658 73,079 3,579 
利用料金制（※１） 

プロ野球公式試合による増 

その他収入 10,137 9,678 459 自販機売上の増 

計(Ａ) 239,959 238,757 1,202  

支 
 
出 

人 件 費 76,505 76,505 0  

光熱水費 58,674 63,766 △5,092 水道，電気料金節約による減 

設備等保守点検費 18,101 18,101 0  

清掃・警備費等 69,523 73,848 △4,325 契約見直し等による減 

施設維持修繕費  2,406 3,146 △740 自社での修繕による減 

事務局費 9,511 12,237 △2,726 消耗品削減による減 

その他 11,801 12,604 △803 ユニフォーム等の初期経費の減 

計(Ｂ) 246,521 260,207 △13,686  

収支①(Ａ-Ｂ) △6,562 △21,450 14,888  

自 
主 
事 
業 
（※2） 

収 入(Ｃ) 19,713 13,246 6,467 
スポーツ教室の参加料の増（収入） 

スポーツ教室の開催費用の増（支出） 
支 出(Ｄ) 19,578 16,761 2,817 

収支②(Ｃ-Ｄ) 135 △3,515 3,650  

合計収支（①+②） △6,427 △24,965 18,538  

 

 ※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  

○子どもの心身の発達と運動能力の増進を目

的とした自主事業を実施しており，平成 28

年度から開催しているトップス広島による

能力向上教室は継続開催した。（計6回） 

○プロ野球公式戦を誘致し，地元の方々に間近

でプロ野球観戦をして頂けた。 

○定期的にテニスイベントを開催し，幅広い年

齢層に参加していただけた。 

○熱中症対策として製氷機を設置し，利用者か

ら好評を得た。 

○改装したトレーニングルームは昨年度に続

き利用者が増加した。 

○ＳＮＳやケーブルＴＶ等を活用し，イベント

の情報提供や利用者とのコミュニケーショ

ンを図った。 

○陸上競技場の芝にウィンターオーバーシート

を実施し，冬でも緑の芝生を保った。 

○日々の点検により，支障部の早期発見，修理

を実施。被害を最小限に抑えた。 

○広島に拠点を置く全国トップレベルのスポー 

ツクラブが連携して設立したＮＰＯ法人トッ 

プス広島による能力向上教室の開催，プロ野 

球公式戦の誘致，定期的なテニスイベントや 

各種スポーツ教室の開催など，幅広い年齢層 

の利用を視野に入れた自主事業を展開し，ス 

ポーツとレクリエーション活動の振興という 

設置目的に沿った業務がなされている。 

○熱中症対策用製氷機の設置など，ニーズにあ 

ったサービスの向上が図られている。 

○先見的な施設の改装，大会の誘致，多彩なス 

ポーツ教室開催等により，利用者数の目標は 

達成されている。また，様々な情報ネットワ 

ークでの積極的な情報発信により，更なる利 

用の促進が図られている。 

○施設の確実な点検実施により，危険を早期発 

見し，安全面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 

○異動，退職等で人員の変更はあったが，企業

体にて調整して運用。 

○共同企業体３社のノウハウや専門技術を活

用し業務合理化に努めた。 

○自主事業や利用料金による収入が増加し，契

約の見直しや経費削減により支出を大幅に

削減することができたが，まだ改善が足りず

赤字収支となった。 

 

○人員の変更にも，業務に支障をきたすことな 

く対応できている。 

○共同企業体の各構成企業の強みを生かした効 

率的な業務運営を実現している。 

○電気契約等のさらなる見直しによる経費削減 

や，自主事業の充実及び大会等の誘致による 

収入増加が見込まれ，計画的に赤字が削減さ 

れることが期待される。 

総 括 

○さまざまな自主事業，プロ野球公式戦開催

等で利用者が増え，目標値を達成できた。 

○施設老朽化に伴い，計画的に修繕を実施し 

ていく。 

○多彩な自主事業開催や大会誘致を行い，利 

用促進に意欲的に取り組んでいる。 

○計画的な点検・修繕により，施設を適切に

維持管理するとともに，質の高い施設づく

りに努めている。 

 

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最優先した維持管理，

運営を実施する。 

○新規イベント，新たな自主事業を開催し利

用促進をする。 

○多彩なメディアを活用した広報活動やネッ

トワークを活用した利用促進を行う。 

○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，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 

○長期計画に基づき修繕工事を実施し，施設

の維持管理に努める。 

○施設の特徴をいかし，スポーツ以外でも幅 

広い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に努める。 

 

 


