
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 
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～R3.3.31 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） 

 30 65.0％ 69.8％ 9.7％  4.8％ （107.4％) 

 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 
自主事業の積極展開により，ホールの利用率が向上した。（47企画 59 回実施） 

 

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，アンケートボックス 主催者：114 件 

【主な意見】 【その対応状況】 

近隣の会議室が廃止されたため，会議室とし

ても利用したい。 
文化交流室の有効活用を検討し実施した。 
（文化交流室利用率 H29年 81.8％→H30年 89.9％） 

 

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 ―  

管理運営会議（随時・現地） 

【特記事項等】 

 ・新規自主事業の積極展開 

【指定管理者の意見】 

 ・平日のホール利用率増加を目的に取り組み，ターゲットとなる顧客 

へ働きかけを強化する。 

【県の対応】 

 ・指定管理者のターゲットに加え，その他県所有の類似施設の利用傾

向等情報を提供した。 

現地調査（随時実施） 

 

  

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 

30 55,864 0 

５期 

30 32,833 1,422 

29 55,864 △136 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 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 55,864 55,864 0  

料金収入（※１） 32,833 31,411 1,422 文化交流室（会議室）利用増 

その他収入 4,630 3,645 985 
ホールの設備修繕工事に伴う，県から
の休業補填 

計(Ａ) 93,327 90,920 2,407  

支 
 
出 

人 件 費 17,317 17,119 198  

光熱水費 12,565 12,323 242  

設備等保守点検費 1,908 1,908 0  

清掃・警備費等 40,814 40,709 105  

施設維持修繕費  7,553 7,235 318 ホールワイヤレスマイク等交換 

事務局費 3,219 2,933 286  

その他 3,249 3,322 △73  

計(Ｂ) 86,625 85,549 1,076  

 収支①(Ａ-Ｂ) 6,702 5,371 1,331  

自 
主 
事 
業 

（※2） 

収 入(Ｃ) 2,449 3,300 △851 
小規模事業の増 

（H29 年度 18回→H30 年度 35 回） 
支 出(Ｄ) 7,272 7,798 △526 

収支②(Ｃ-Ｄ) △4,823 △4,498 △325  

合計収支（①+②） 1,879 873 1,006  

 ※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  

 楽器体験やピアノ開放 DAY など，新た

な自主事業を積極的に展開し，ホールの

利用率向上に努めた。 

（H29 年度 44回→H30 年度 59 回実施） 

 ホールの稼働率向上に向け，新規の自主

事業を開催した。その結果，目標を上回る

実績を上げた。 

 ホールの利用率目標 65％に対し，

69.8％の実績を上げた。 

文化交流室等について，施設の未利用

時間を有効的に活用した。 

その結果，利用率は前年と比較し文化

交流室８％，練習室５％向上した。 

 楽器体験やピアノ開放 DAYなどの自主事

業を積極的に展開し，県民が文化活動を行

う機会を提供した。 

 

 

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 

指定管理者となっている複数企業と

連携し，施設の利用状況に応じた組織体

制で運営を行った。 

５年計画では，H30 年度 740 千円の黒

字計画であったが，実績 1,879千円の黒

字を達成した。 

多くの県民に施設を使用していただ

くことを優先し，収益性の低い小規模な

事業を多数開催した。 

 利用促進に向けて共同企業体の構成企

業と役割を分担し，一体的な組織体制で運

営した。 

収支の適正化に向け収入の増加に取り

組み，利益を確保した。 

 

  

総 括 

ホールを活用した新たな自主事業（ピ

アノ開放 DAY 等）を積極的に行い，利用

率を大幅に向上させた。また，民間企業

の会議等利用を増加させ，収益向上を図

った。 

 

積極的に施設の利用促進に取り組み，ホ

ール利用率の目標及び収支計画共に目標

を達成した。 

県民が文化活動を行う機会を提供し，文

化振興に貢献した。 

 

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) 

平成 30年度の取組を継続・拡大し，よ

り効果的な取組を検討し，自主事業の取

組拡大と利用者の増加に向けて取り組

む。 

他文化施設の取組状況等の施設活用に

有効な情報を提供するなど，指定管理者へ

の協力を図る。 

中期的な対応 
安定して目標を達成するため，吹奏楽

団や合唱団などの大規模事業（公演）の

誘致に向けた方策検討を行う。 

安定的な施設利用の向上に向けた取組

を，指定管理者と協力して進めていく。 

 


