
平成 30年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況について 
スポーツ推進課  

１ 施設の概要等 

施  設  名 広島県立総合体育館 

所  在  地 広島市中区基町４番１号 

設 置 目 的 体育その他一般の利用に供する 

施 設 ・ 設 備 
大アリーナ，小アリーナ，武道場，弓道場，健康・体力サポートセンター，フィットネスプラザ，会

議室，スポーツ情報センター，レストラン，売店，駐車場 等 

指 定 管 理 者 

３期目 H26.4.1～H31.3.31 （公財）広島県教育事業団 

２期目 H21.4.1～H26.3.31 （公財）広島県教育事業団(H25.4.1～) 

１期目 H18.4.1～H21.3.31 （財）広島県教育事業団 

 

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） 

3期 

30 2,320,000 人 1,891,352 人 △184,145 人 
△428,648 人 

（81.5％） 

29 2,274,000 人 2,075,497 人 218,258 人 
△198,503 人 

（91.3％） 

28 2,229,000人 1,857,239人 △158,243 人 
△371,761人 

（83.3％） 

27 2,185,000人 2,015,482 人 77,096 人 
△169,518 人 

（92.2％） 

26 2,142,000 人 1,938,386 人 △81,932 人 
△203,614 人 

（90.5％） 

2期平均 21～25 1,940,000 人 2,020,318 人 380,802 人 
80,318 人 

（104.1％） 

1期平均 18～20 1,993,000 人 1,639,516 人 197,786 人 △353,484 人（82.3％） 

17（導入前） － 1,441,730 人 － － 

増減 

理由 

○平成 30年度は，前年度に比較して約 184,000 人減の約 1,891,000 人の利用であった。これは，

7 月の豪雨災害の影響によるイベントの中止や，アマチュアスポーツ等のキャンセルが多くあっ

たことが利用者減の原因と考えられる。 

○アマチュアスポーツでは，全国中学校柔道大会・全国中学校卓球大会（24,000 人），NHK 杯フ

ィギュアスケート大会（32,800 人），Ｖプレミアリーグ（16,500 人）等が開催され，集客を得ら

れた。 

○アマチュアスポーツ以外は，集会・展示会の集客イベントも例年同様に開催され，日本皮膚科

学会や就職セミナーなどにより，例年並みの集客があった。  

 

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】 

自主事業開催時のアンケートの実施 行事参加者 約 2,800 人 

ボランティアスタッフのアンケート調査 事業参加者 144人 

利用者意見箱の設置 施設利用者 68 件 

利用者アンケートの実施 施設利用者 159件 

モニターへのアンケートの実施 公募モニター 20人 

競技団体・ﾏｽｺﾐ等と意見交換（運営協議会） 利用団体代表者  10人 

【主な意見】 【その対応状況】 

弓道場の安土用のホースに穴があき，使い

ものにならない。 
この声をいただいた直後に新しいものと交換した。 

弓道場の射場にあるパーテーションの足

が壊れている。 
危険と判断し，一時撤去。新しいものを購入した。 

 

 



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） ○ 従事職員の異動等 

管理運営会議（12 回・現地） 

【特記事項等】 

利用者の意見を取り入れた整備，改善 

【指定管理者の意見】 

施設設備の状況を把握し，修繕の優先度を提案。照明器具 LED 化実施

（武道場）。 

【県の対応】 

 施設設備の計画的な修繕の実施 

現地調査（5 月，7 月，8 月，9

月，10 月，11 月，12 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 

３期 

30 171,162 44,863 

３期 

30 445,027 △29,835 

29 126,299 7,482 29 474,862 14,738 

28 118,817 △21,983 28 460,124 △16,502 

27 140,800 23,575 27 476,626 △11,252 

26 117,225 △2,551 26 487,878 41,636 

2期平均 21～25 119,776 △27,350 2期平均 21～25 446,242 12,065 

1期平均 18～20 147,126 △265,212 1期平均 18～20 434,177 45,205 

17（導入前） 412,338 ― 17（導入前） 388,972 ― 

 

  



 

６ 管理経費の状況                                （単位：千円） 

項  目 H30決算額 H29決算額 前年度差 ○主な増減理由等 

委 
託 
事 
業 

収 
 
入 

県委託料 171,162 126,299 44,863 指定管理委託料の増 

料金収入 445,027 474,862 △29,835 
利用料金制（※１） 

コンサート等の大規模イベントの
減，豪雨災害による利用者の減 

その他収入 46,683 44,826 1,857 消費税還付金の増 

計(Ａ) 662,872 645,987 16,885  

支 
 
出 

人 件 費 61,984 66,289 △4,305 育児休業，欠員による減 

光熱水費 139,038 134,106 4,932 電気料金の増 

設備等保守点検費 121,581 127,553 △5,972 スポーツ設備管理業務経費の減 

清掃・警備費等 183,408 184,908 △1,500 清掃・警備業務経費の減 

施設維持修繕費  116,396 46,000 70,396 
ＬＥＤ照明等工事費の増加，什器備
品購入による増 

事務局費 37,299 34,148 3,151 事務委託費，旅費交通費等の増 

その他 27,092 16,919 10,173 事務局共通経費の増 

計(Ｂ) 686,798 609,923 76,875  

 収支①(Ａ-Ｂ) △23,926 36,064 △59,990  

自 
主 
事 
業 
※２ 

収 入(Ｃ) 44,019 43,250 769 
総合体育館 25周年記念事業等による
増 

支 出(Ｄ) 60,621 52,108 8,513 

収支②(Ｃ-Ｄ) △16,602 △8,858 △7,744  

合計収支（①+②） △40,528 27,206 △67,734  

 ※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  

自主事業では，開館 25周年を記念し，
グリーンアリーナを身近に感じてもら
えるよう幅広い世代が一緒に楽しめる
内容を盛り込んだイベントやシニア世
代の健康づくり事業を実施した。その
他，ニーズに合った継続的な事業を実施
した。 

 
利用者ニーズに対応し，弓道場，武道

場等の壁紙の張替えや本館東・西階段の
長尺シートの張替えを行い，利用者への
安全を配慮した。 

施設利用は，大アリーナ 91％,小アリ
ーナ 85％の高い稼働率を維持している。 

 
 
維持管理については，専門家による建

物診断を行い，大規模修繕工事のトータ
ル管理による建物長寿命化とライフサ
イクルコスト削減に努めた。 

アンケートやモニタリングにより利
用者のニーズを把握し，新たなイベント
の実施に取り組んでいる。 
7月の豪雨災害の影響や大規模イベン

ト数の減により，入場者数及び稼働率が
前年度を下回っている。 
 
 
多様なモニタリング手法により利用

者のニーズを把握し，利用環境の整備を
進め，利用促進を図っている。 
 
 
 

 
 
施設整備の劣化状況を把握し，優先度

や工法について県に対し提案を行った
ほか，自らも計画的な修繕を実施した。 
 

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 

 
 
 
 
 
○収支の適正 

館長，副館長，館長補佐により交代勤
務で駐在し，運営経験に即した適材適所
の人材配置をし，協力企業も含めた全職
員が危機事案等に迅速に対応できる体
制を維持する管理運営を行った。 

 
無駄な電力消費を減らすためのトイ

レの人感センサーを計画的に実施する
ことで，管理経費やＣＯ２排出量の削減
を図った。 

複数年契約を行うことにより経費の
節減や事務処理の簡素化を図った。 

 
計画的・予防的な修繕の実施等によ

り，運営経費の更なる縮減に努めた。 

職員の配置，緊急時の連絡体制整備
は，仕様書及び事業計画書に沿って適切
になされている。 
 
 
 

 指定管理業務について，指定管理料の
範囲内で適正に実施するため，効率的な
業務運営を行うとともに，計画を上回る
修繕を実施している。 

 
総 括 

指定管理者として掲げる「安全・信
頼・快適」な運営を構築するため，職員
が一致団結して業務に取組み，受託業者
も含めた施設の安全な維持管理を徹底
した。 

また，紙屋町基町地区の賑わい創出に
向けた取組や勉強会にも積極的に参加
し，民間や行政が連携しながら街づくり
を進めるエリアマネジメント活動に参
画し，FISE Hiroshima2018 等の大規模イ
ベントとの連携に努めた。 

指定管理制度導入前（Ｈ17 年度：約
144万人）に比べ，入場者数が大幅に増
加しているものの，掲げた目標とのかい
離があり，改善策及び適切な目標値の検
討を要する。 
 施設の維持管理は，適切に行われてい
る。 
 多様なモニタリング手法の活用や，エ
リアマネジメント活動への参画等によ
り新たなイベントの開催や，運営の改善
を図る等，利用者へのサービス向上につ
ながる取組を実施している。 
トレーニングルーム，プール，会議室

及びミーティングルームの利用者数が
伸び悩んでおり，更なる利用促進に向け
た取組が必要である。 

 

  



 

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 

(令和元年度) 

○第 4期指定管理者としてこれまでの実

施状況を検証するとともに継続運営に

全力を尽くす。 

○提案書に沿った，LED 照明，人感セン

サー，トイレの洋式化，スマートトイレ

等を段階的に実施する。 

 

○事業計画の確実な実施 
○入場者数増加への取組 

中期的な対応 

○経年劣化が著しい設備関係の修繕計

画と実施に向けて積極的に取り組む。 

○提案書に沿った，季節ごとの花だんや

スポーツカフェの設置を計画的に取り

組む。 

○施設整備の計画的な実施 

 


