
リバーパーク犬飼の今後のあり方についてリバーパーク犬飼の今後のあり方について

１．施設の概要
平成 ８年 トリニータの練習場等確保のため、河川改修工事(県単起債)で整備し開園（サッカー場２面、カヌー艇庫等）
平成１８年 指定管理者制度導入（指定管理者：豊後大野市 県 支出  ）

隣接  市有施設（            等） 一体的 管理 実施

【現行指定管理期間】平成２５年４月１日 平成３０年３月３１日（５年間）

２．行財政改革アクションプランの位置づけ

市町村や民間による活用の検討
指定管理期間 終期（２９年度） 目途  市町村 民間    活用 期待   施設    施設   方 検討

【県】
サッカー場
（２面）

【県】
トイレ
更衣室
シャワー室

【県】
カヌー艇庫

【市】管理棟 【市】テニスコート 【市】ちびっこ広場

【市】
ログハウス

【市】
バーベキュー場

（参考）サッカー場整備状況

（１）県整備

※スポーツ公園のうち、２面はトリニータ専用

H8 リバーパーク犬飼 ２面
H13 大分スポーツ公園 ３面
H17 大分スポーツ公園 ２面

合計 ７面

（２）市町村整備

Ｈ２３時点 １３市町 ２８面
H24 杵築市 １面
H28 佐伯市（人工芝改修） （１面）

合計 １４市町 ２９面
※H29 中津市 ２面整備予定
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 天然芝      ２面同時利用可
→        等 利用 定着

 芝 管理経費 大  負担 利用
者 増   芝 管理 支障  

・H27 冬芝廃止 結果 良好  
ラウンド環境が維持できていない

→利用者 多   赤字 続 収支
構造 改善 見込   状況

 天然芝      ２面同時利用可
→        等 利用 定着

 芝 管理経費 大  負担 利用
者 増   芝 管理 支障  

・H27 冬芝廃止 結果 良好  
ラウンド環境が維持できていない

→利用者 多   赤字 続 収支
構造 改善 見込   状況

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27

収入額 2,846 2,327 2,391 3,071 3,253 2,778

支出額 8,313 8,323 8,584 8,512 6,030 4,722

差額 ▲5,467 ▲5,996 ▲6,193 ▲5,441 ▲2,777 ▲1,944

（２）収支状況（支出額は直接経費のみ。
これ以外に人件費４００万円の負担あり。）

３．施設の現状
（１）利用状況

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27

利用者数 11,203 8,279 10,200 13,491 13,154 11,424

（３）料金体系
（中高一般とも） 平日： 2,460円／Ｈ 土日祝： 3,080円／Ｈ

 条例   利用料金 範囲：１時間当  1,000円  4,000円 範囲内 指定管理者 定   

※大分スポーツ公園          場 料金体系 【中高生】 1,550円／H 【一般】 3,100円／H
※サン・スポーツランド三重     場 料金体系 【市民】 1,080円／H 【市民外】 3,240円／H

４．協議の状況
平成２４年  豊後大野市 移管 向  協議 行  …

豊後大野市の意向
○移管は条件の有無にかかわらず困難
 市 行革    市所有     施設 統合 廃止 検討中
 大分市 団体 利用 88％

○委託料    指定管理継続 困難
・施設開設当初から赤字を市が負担している。

豊後大野市の意向
○移管は条件の有無にかかわらず困難
 市 行革    市所有     施設 統合 廃止 検討中
 大分市 団体 利用 88％

○委託料    指定管理継続 困難
・施設開設当初から赤字を市が負担している。

（単位：人）

（単位：千円）
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（Ａ案）県 支出  指定管理継続
○ 利用者 多 施設 引 続 運営   
× 年間約1,000万円の費用負担が必要

     下 排水暗渠 老朽化     近 将来 布設替 （全面再整備 約２億円） 必要

（Ｂ案）施設の廃止
○ 施設改修費用 管理費等 今後 費用負担 不要   
× 年間１万人 利用者 受 入 先 探 必要   

施設 廃止 含  検討    得    利用状況を踏まえれば簡単に廃止する
          施設 管理   方    議論 重  必要    
現在 関係部局 課（室）長会議  議論        
関係団体 含  多  意見 聞      今年度中 結論 出    

施設 廃止 含  検討    得    利用状況を踏まえれば簡単に廃止する
          施設 管理   方    議論 重  必要    
現在 関係部局 課（室）長会議  議論        
関係団体 含  多  意見 聞      今年度中 結論 出    

５．現時点で考えられる主な選択肢
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