
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 広島県立美術館 広島県縮景園 

所  在  地 広島市中区上幟町 2-22 広島市中区上幟町 2-11 

設 置 目 的 
【美術館】美術に関する県民の知識及び教養の向上に資する。 

【縮景園】名勝庭園の保存と活用を図り，県民の福祉の増進に資する。 

施 設 ・ 設 備 
【美術館】展示室（常設，企画），講堂（202席），県民ギャラリー，駐車場等 

【縮景園】池泉回遊式庭園，清風館，悠々亭，明月亭，売店，管理棟，駐車場等 

指 定 管 理 者 

４期目 H29.4.1～H34.3.31 イズミテクノ・廣島緑地建設・広田造園共同事業体 

３期目 H24.4.1～H29.3.31 
【美術館】乃村工藝社・イズミテクノ美術館活性化共同事業体 

【縮景園】廣島緑地建設・広田造園・イズミテクノ共同事業体 

２期目 H23.4.1～H24.3.31 ㈱イズミテクノ 

１期目 H20.4.1～H23.3.31 ㈱イズミテクノ 

 

２ 施設利用状況 

利用 

状況 

年度 
目標値 

[事業計画] 
入場者数 対前期比増減 

対目標値増減 
（達成率） 

４期 29 735,000人 747,998人 52,481人 12,998人(101.8％) 

３期平均 24～28 727,000人 695,517人 133,305人 △31,483 人(95.7％) 

２期   23（※） 350,000人 232,212人 △29,693 人 △117,788人(66.3％) 

１期平均 20～22（※） 330,000人 261,905人 4,181 人 △68,095 人(79.4％) 

（導入前）19 ― 257,724人 ― ― 

増減 

理由 

桜のライトアップ期間を開花時期に合わせ実施するとともに，にわかふぇや和装体験コーナー

の設置により，イベント期間中の入園者が増加した。 

 ※ １期～２期の美術館入場者数は常設展のみ 

 

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】 

【美術館】展覧会アンケート 

【縮景園】桜ライトアップ聞取調査 

【美術館】ひつじのショーン展 328 人，所蔵作品展 82 人 

【縮景園】411人 

【主な意見】 【その対応状況】 

特別展の順路表示が分かりにくかった 分かりやすい案内表示に改善した。 

展示の説明文の文字が小さく，見えづらい 
キャプションはパネルと文字を拡大し，分かりやす

くした。 

縮景園のライトアップイベント時の園路

の照明が少なく足元が暗かった 
足元の照明を増やした。 

 

４ 県の業務点検等の状況 

項 目 実績 備 考 

報告書 

年度 ○ 半期，通期報告書 

月報 ○ 月次事業計画書，月次事業報告書 

日報（必要随時） ○ 事故，クレーム，不具合 

現地調査及び意見交換 

（10月，2月に実施） 

【特記事項等】 

 ・紅葉・桜ライトアップ時の集客に向けた取組の検討 

【指定管理者の意見】 

 ・入場者が多く見込まれる土日の集客対策を行う必要がある。 

【県の対応】 

 ・週末のイベント案内についてメディアへ掲載依頼を行い，テレビで

取り上げてもらった外，桜の開花情報をリアルタイムにＳＮＳで発

信することにより，イベントの目標者数を達成した。 

  

 

 



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 29 258,611 46,122 ４期 29 50,945 △83,791 

３期平均 24～28 

 210,556 

△37,444 ３期平均 24～28 

 115,335 

48,948  

 

美 169,870 
 

美 71,091 

縮 40,686 縮 44,244 

２期平均 23 248,000 0 ２期平均 23 66,387 △2,500 

（導入前）19 175,540  （導入前）19 66,634  

 

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 

 美術館 縮景園 

委 
託 
事 
業 

収 
 
入 

県委託料 258,611 212,489 171,346 41,143 46,122 
利用料金制の一部廃止に伴
う委託料増 

料金収入 50,945 134,736 83,456 51,280 △83,791 
利用料金制（※1） 
利用料金制の一部廃止に伴
う収入減 

その他収入 82,520 81,065 33,478 47,587 1,455 委託事業の増 

計(Ａ) 392,076 428,290 288,280 140,010 △36,214  

支 
 
出 

人 件 費 49,231 110,492 90,978 19,514 △61,261 

・指定管理者の変更に伴う計上
方法の変更（保守点検，清掃，
警備等の人件費をそれぞれの
項目に変更） 

・企画・広報を県が行うことに
なったため，人員の減 

光熱水費 76,322 69,403 63,786 5,617 6,919 電気ガス等料金の増 

設備等保守点検費  35,976 24,995 24,395 600 10,981 

・指定管理者の変更に伴う計上
方法の変更（保守点検に係る人
件費を人件費から保守点検費
へ変更） 

・材料費の増 

清掃・警備費等 61,920 27,502 4,124 23,378 34,418 

・指定管理者の変更に伴う計上
方法の変更（清掃警備に係る人
件費を人件費から清掃・警備費
へ変更） 

・警備の外注委託及び材料費の
増 

施設維持修繕費  37,225 35,750 6,157 29,593 1,475 
・修繕件数の増に伴う修繕費の
増 

事務局費 59,655 24,925 6,323 18,602 34,730 
・指定管理者の変更に伴う計上
方法の変更（受付業務をその他
から事務局費へ変更） 

その他 72,068 93,612 69,909 23,703 △21,544 
・指定管理者の変更に伴う計上
方法の変更（受付業務をその他
から事務局費へ変更） 

計(Ｂ) 392,397 386,679 265,672 121,007 5,718  

収支①(Ａ-Ｂ) △321 41,611 22,608 19,003 △41,932  

自 
主 
事 
業 
（※2） 

収 入(Ｃ) 6,341 6,055 1,639 4,416 286 
 

支 出(Ｄ) 5,492 7,940 864 7,076 △2,448 

収支②(Ｃ-Ｄ) 849 △1,885 775 △2,660 2,734  

合計収支（①+②） 528 39,726 23,383 16,343 △39,198  

 ※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 

縮景園に設置した庭園監修者の指導
に基づき，園内の樹木の剪定，補植等を
行った。 

庭園監修者の指導に基づいた樹木剪定
等を行い，庭園美の景観の維持が図られ
ている。 

○業務の実施に 
よる，県民サ 
ービスの向上 

 

駐車場割引サービスを美術館・縮景園
で共通に利用できるようにした。 
ミュージアムカフェの設置や特別展

期間中の託児サービスを新たに取組ん
だ。 

一体的運営による効果を生かした取り
組みや新たなサービス提供により県民サ
ービスの向上を図られている。 
 

○業務の実施に 
よる，施設の 
利用促進 
 

県と連携し，縮景園のライトアップ時
に美術館の開館時間を延長し，連絡通路
で入園受付を設置する等利用促進を図
った。 

美術館と縮景園の連携した取組に協力
し，利用促進が図られている。 

○施設の維持管 
理  

漏水壁補修や地下水ポンプ修理等の
修繕を速やかに行い，施設の機能維持に
努めた。 

日常点検により，施設不具合を早期に
把握し対応する等，適切な運営管理が図
られている。 

管
理
の
人
的
物
的
基
礎 

○組織体制の見 
直し 
 

美術館ミュージアムカフェの責任者
を縮景園売店責任者と兼務させ，効率よ
いシフトとした。 

美術館・縮景園の一体的運営による効
率的なシフト変更を行い，適切な職員配
置としている。 

○効率的な業務 
運営 

美術館と縮景園で修繕打合せを定期
的に行うことで，両施設で優先順位を調
整し，効率よく修繕ができた。 

美術館と縮景園で連携した修繕を行
い，効果的な施設管理が図られている。 

○収支の適正 縮景園のにわかふぇ等が好評で収益
を確保することができ，収支が維持でき
た。 

ニーズに対応した自主事業の実施によ
り，収益を確保している。 

総 括 

一体的な管理運営による共通サービ
スの実施やミュージアムカフェの新設，
特別展期間中の託児サービスなどの魅
力づくりが付加できた。 

美術館・縮景園の一体的な運営により
効果的な職員配備が可能となり，効率的
な業務運営が行われている。 

託児サービスを新たに実施したが，利
用者が少なく，周知が不十分であったこ
とから広報を強化していく必要がある。 

 

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) 

○ 共通駐車場割引サービスや託児サー
ビスを継続し，利用者の増加につなげ
る。 

○ 美術館・縮景園のＨＰを改修し，施
設の魅力を一体的に発信することによ
り，両施設の来館（園）者の増加につ
なげていく。 

○ 託児サービスについてもＨＰで周知
するとともに，県の「子育てポータル
サイト（イクちゃんネット）」へ掲載す
る等，関係機関と連携し，周知を図る。 

中期的な対応 

○ 美術館と縮景園の一体的な管理運営
による効果的，効率的な業務の実施。 

○ 美術館においては，集客力の高い特
別展を企画し，縮景園においては，築
庭 400 年に向け，庭園監修者と連携し
た庭園管理を行い，庭園の魅力向上を
図っていく。 

 


