
平成27年度　出資法人経営評価表

法人名 公益財団法人　滋賀県体育協会

代表者名 所管部課名

所在地 設立年月日

TEL

URL

１【法人の概要】

 (1) 設立の趣旨・目的

 (千円、％)
出資額 構成比 出資額 構成比

滋賀県 2,000 3.3% 滋賀県 239,500 100.0%
滋賀県体育協会 58,000 96.7%

小計 239,500 100%

小計 60,000 100% 合計 299,500 100%

３【組織・人員】

〈公益法人等用〉

 (2) 業務概要

基本財産等
その他

077-521-8001

会長　河　本　英　典

大津市御陵町４－１

滋賀県教育委員会スポーツ健康課

連絡先等

区分

昭和42年3月31日

http//www.bsn.or.jp

区分
２【出資の状況】（平成26年度末）

　①組織図　（平成27年４月１日現在）

 ( 1) 県民総スポーツの普及・振興に関すること。
 ( 2) 競技力の向上に関すること。
 ( 3) 国民体育大会等全国規模の各種スポーツ大会の選手・指導者等の選考および派遣に関する
    こと。
 ( 4) 社会体育施設の管理運営およびその活用によるスポーツ等の機会の提供に関すること。
 ( 5) 各種スポーツ大会の開催に関すること、等。

  滋賀県のスポーツを統括する組織として、スポーツを総合的に振興することにより、県民の体力向上・健康の
保持増進ならびにスポーツ精神の涵養を図り、もって明るく豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的
とする。

会長 総務・財務 ８人

｜ 生涯スポーツ ９人

副会長 広域スポーツセンター

｜

理事長 競技力向上 ７人

｜

常務理事
10人
７人

｜
11人
11人

事務局長
６人
６人

２人
４人

県立琵琶湖漕艇場
県立栗東体育館

県立柳が崎ヨットハーバー
県立アイスアリーナ

事務局本部

スポーツ少年団

県立スポーツ会館
県立長浜ドーム

県立彦根総合運動場
県立体育館・武道館管理セ



単位：人

②会員の状況（社団法人のみ） ２４年度 ２５年度 ２６年度
２５→２６増

減

③役員の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度
２５→２６増

減
２７年度

評議員総数 42 42 42 42

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

理事総数 25 26 26 26

うち県職員（特別職を含む。） 2 2 2 3

うち県退職職員（ＯＢ） 2 2 2 1

うち常勤役員数 1 2 2 2

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ） 1 2 2 2

監事総数 2 2 2 2

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

うち常勤監事数

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

常勤役員の平均年齢 60.0 61.0 62.0 1.0 62

常勤役員の平均報酬年額（千円） 3,842 4,378 4,803 425 4,817

④職員の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度
２５→２６増

減
２７年度

職員総数 84 82 83 1 81

常勤職員 81 79 80 1 79

プロパー職員 29 29 29 28

うち県退職職員（ＯＢ）

県等からの派遣職員 4 4 4 4

うち県派遣職員 4 4 4 4

臨時・嘱託職員 48 46 47 1 47

うち県退職職員（ＯＢ） 7 8 7 △ 1 7

非常勤職員 3 3 3 2

うち県派遣職員

うち県退職職員（ＯＢ）

プロパー職員の平均年齢 47.1 48.1 49.1 1.0 48.9

プロパー職員の平均給与（年額）（千円） 7,105 7,183 7,320 137 7,421

年代別職員数

10代 20代 30代 40代 50代 60代～ 合計

(平成27年度当初実数) 1 3 3 21 28

⑤役員名簿 平成27年6月30日現在
役 職 名 氏　　　　名 区 分 役 職 名 氏　　　　名 区 分

会長 河本　英典 評議員

副会長 大道　良夫 評議員

副会長 河原　　恵 評議員

副会長 東　　芳生 評議員

副会長 河上　ひとみ 評議員

副会長 久保　九二雄 評議員

副会長 橋本　俊和 評議員

理事長 中嶋　良立 ○ 評議員

常務理事 勝見　直樹 ○ 評議員

理事 中井　敏勝 評議員

理事 松田 　 保 評議員

理事 岡本　直輝 評議員

理事 山田　將人 評議員

理事 岩崎　　賢 評議員

理事 谷山みや子 評議員

理事 澤    弘宣 評議員

理事 松田　善雄 評議員

理事 辻井  美恵子 評議員

理事 松田    滋 評議員

理事 前田  光治 評議員

理事 三澤　明美 評議員

理事 安居    廣 評議員

理事 木村　　隆 評議員

理事 高橋　正行  評議員

理事 奥田  援史 評議員

理事 大西　美和 評議員

監事 金田　隆市 評議員

監事 西川　　甫 評議員
※区分欄には、常勤役員は○印を記入のこと 評議員

評議員

評議員

評議員

評議員

評議員

評議員

評議員

評議員

評議員

評議員

評議員

評議員

評議員

嘉悦　和子

有木　重夫

加納　　隆

小傳良輝男

小林　芳夫

野尻徳太郎

平田　昭三

初田　　茂

山田　康夫

涌井　　努

村田　大作

寺﨑　政子

村田千栄子

東　　清信

山本　博一

市岡ひろみ

海老久美子

松永　敬子

黒川かず江

岸辺　輝弥

藤岡　　学

北村　雅春

井川　英二

首藤　昭亮

伊藤　克己

尾形　文仁

佐野　武司

濱﨑　元彌

秋永　昭治

松岡　一男

三宅　　孝

深尾　宗孝

中村傳一郎

荒谷　善夫

奥村　　功

福永　吉平

北林　勝利

木村　年貴

プロパー職員の年齢
構成等

井上　彌彦

長　伊久男

森津陽太郎

青谷　正章



４【財務】
(1)貸借対照表に関する項目

単位：千円

①資産の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

現金・預金 136,947 164,328 159,876 △ 4,452

その他 14,544 7,224 6,837 △ 387

流動資産　計 151,491 171,552 166,713 △ 4,839

基本財産 60,000 60,000 60,000

うち預金 36 36 36

その他の固定資産 707,905 657,965 581,013 △ 76,952

土地・建物

退職給付引当預金 132,781 119,501 88,084 △ 31,417

減価償却引当預金 16,565 17,933 21,625 3,692

特定目的預金 550,812 510,217 461,924 △ 48,293

823 2,587 1,932 △ 655

6,300 4,140 1,980 △ 2,160

その他の固定資産 624 3,587 5,468 1,881

固定資産　計 767,905 717,965 641,013 △ 76,952

資産合計額 919,396 889,517 807,726 △ 81,791

②負債の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

短期借入金

うち県からの借入金

その他の流動負債 98,471 106,150 95,364 △ 10,786

流動負債　計 98,471 106,150 95,364 △ 10,786

長期借入金

うち県からの借入金

退職給付引当金 132,781 119,501 88,085 △ 31,416

その他の固定負債

固定負債　計 132,781 119,501 88,085 △ 31,416

負債合計額 231,252 225,651 183,449 △ 42,202

③正味財産の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

指定正味財産 417,815 375,355 319,905 △ 55,450

うち基本財産への充当額 52,000 52,000 52,000

うち特定資産への充当額 365,815 323,355 267,905 △ 55,450

一般正味財産 270,329 288,511 304,372 15,861

うち基本財産への充当額 8,000 8,000 8,000

うち特定資産への充当額 208,409 208,935 217,624 8,689

正味財産額　計 688,144 663,866 624,277 △ 39,589

(2) 損失補償、債務保証の状況 単位：千円

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

　県の損失補償または債務保証に係る債務残高

(理由・内容と返済の見通し）

④期間中の県からの借入で、同一年度に貸付けと返済の双
方が行われるものの額



(3) 正味財産増減計算書(20年基準適用年度から記入してください） 単位：千円

①一般正味財産増減の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

基本財産運用益 23 474 474 474

特定資産運用益 4,290 4,269 4,222 △ 47 3,899

受取会費 5,471 5,824 5,939 115 6,100

事業収益 698,059 768,308 706,913 △ 61,395 733,502

自主事業収益(受託以外の事業収益) 324,278 342,583 351,962 9,379 378,264

受託事業収益 373,781 425,725 354,951 △ 70,774 355,238

うち県からの受託事業収益 366,309 368,646 351,348 △ 17,298 351,662

受取補助金等 188,297 199,696 229,091 29,395 265,670

うち県からの補助金 138,944 148,748 164,415 15,667 147,091

受取負担金 280 520 460 △ 60 1,000

うち県からの負担金

受取寄付金等 943 315 350 35 235

うち県からの寄付金等

雑収益 8,395 8,846 21,228 12,382 14,493

うち県からのその他の収益

引当金取崩額 151,959 19,293 △ 19,293 107,508

経常収益計 1,057,717 1,007,545 968,677 △ 38,868 1,132,881

事業費 1,021,428 981,716 943,988 △ 37,728 1,113,776

管理費 15,622 17,098 16,246 △ 852 29,629

経常費用計 1,037,050 998,814 960,234 △ 38,580 1,143,405

当期経常増減額 20,667 8,731 8,443 △ 288 △ 10,524

経常外収益計 135,720 13,826 △ 121,894

経常外費用計 8,990 126,269 6,408 △ 119,861 5,956

当期経常外増減額 △ 8,990 9,451 7,418 △ 2,033 △ 5,956

当期一般正味財産増減額 11,677 18,182 15,861 △ 2,321 △ 16,480

一般正味財産期首残高 258,651 270,329 288,511 18,182 267,789

一般正味財産期末残高 270,328 288,511 304,372 15,861 251,309

②指定正味財産増減の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

当期指定正味財産増減額 -28,689 -42,460 -55,450 △ 12,990 △ 108,340

指定正味財産期首残高 446,504 417,815 375,355 △ 42,460 318,415

指定正味財産期末残高 417,815 375,355 319,905 △ 55,450 210,075

③正味財産期末残高 688,143 663,866 624,277 △ 39,589 461,384

再 人件費 386,410 388,212 395,168 6,956 408,367

うち退職給付費用 17,712 17,952 38,253 20,301 17,382

うち役員人件費 7,684 8,757 9,607 850 9,670

うち非常勤職員人件費 3,310 2,770 2,543 △ 227 5,897

減価償却費 3,282,326 3,621,686 3,796,540 174,854 3,409,000

掲 法人税等 8,989,700 6,768,400 6,408,100 △ 360,300 5,956,000

(4) 長期借入金の内訳

残存額　（千円）
平均借入
残存年数

借入先
平均借入
残存年数

平均借入残存
年数（全体）

24年度末 滋賀県以外

25年度末 滋賀県以外

26年度末 滋賀県以外

借入先

滋賀県

滋賀県

滋賀県

残存額　（千円）



５【主たる事業の実施状況】

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

32 40 35 △ 5

51 53 52 △ 1

916,068 933,367 899,876 △ 33,491社会体育施設管理運営 指定管理施設の管理運営（施設の利用人数）

広域スポーツセンター運営 広域クラブ設立の支援（クラブ設立数）

概　要

大会へ役員選手等を派遣（総合順位）

事　業　名

国民体育大会派遣事業

(5) 指標、伸び率等
項 目 H２４ H２５ H２６ 25→26増減 算出方法

自己資本比率 74.8% 74.6% 77.3% 2.7 正味財産額／ 資産合計額×100

借入金依存率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 （短期借入額＋長期借入額）／ 資産合計額×100

流動比率 153.8% 161.6% 174.8% 13.2 流動資産／流動負債×100

基本財産運用益構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 基本財産運用益／経常収益計

受取会費構成比 0.5% 0.6% 0.6% 0.0 受取会費／経常収益計

自主事業収益構成比（20年基準） 30.7% 34.0% 36.3% 2.3 自主事業収益／経常収益計

受託事業収益構成比（20年基準） 35.3% 42.3% 36.6% △ 5.6 受託事業収益／経常収益計

補助金収益構成比（20年基準） 17.8% 19.8% 23.6% 3.8 補助金収益／経常収益計

管理費構成比（20年基準） 1.5% 1.7% 1.7% △ 0.0 管理費／ 経常費用計

基本財産運用効率（20年基準） 0.01% 0.13% 0.15% 0.0 基本財産運用益／基本財産

人件費の構成比（20年基準） 37.3% 38.9% 41.2% 2.3 人件費／ 経常経費計



H24 H25 H26
効果性 中期経営計画、年度目標とも策定している。

中期経営計画のみ策定している。 ○ ○ ○
年度目標のみ策定している。

策定していない。

全ての事業が社会情勢に適合し、その意義は大きい。 ○ ○ ○
　 社会情勢に照らして意義が薄れてきた事業がいくつかある。

社会情勢に照らして意義の薄れてきた事業が多くある。

活動について成果目標を定め、目標以上に達成している。

活動について成果目標を定め、目標どおり達成している。

活動について成果目標を定め、概ね目標どおりに達成している。 ○ ○ ○
活動について成果目標を定め、達成しているものもあるが、十分ではない。

活動について成果目標を定めていない。

多様な調査を実施し、積極的にニーズの把握に努めている。 ○ ○ ○
ニーズを把握するための手段を講じている。

具体的な取組はしていない。

効率性 管理費比率が２期連続で減少した。 ○
管理費比率が前期に比べ減少した。 ○
管理費比率が前期に比べ増加した。 ○
管理費比率が２期連続で増加した。

経常収益が２期連続で経常費用を上回った。 ○ ○ ○
経常収益が、当期は経常費用を上回った。

経常収益が、当期は経常費用を下回った。

経常収益が、２期連続して経常費用を下回った。

健全性 当期末において債務超過でない。 ○ ○ ○
２期連続で改善した。

前期に比べ改善した。

前期に比べ悪化した。

２期連続で悪化した。

２期連続で増加した。

前期に比べ増加した。

前期に比べ減少した。

２期連続で減少した。 ○ ○ ○
当期末において累積欠損金はない。 ○ ○ ○
累積欠損金は、２期連続で減少した。

累積欠損金は、前期に比べ減少した。

累積欠損金は、前期に比べ増加した。

累積欠損金は、２期連続で増加した。

流動比率は、２期連続で100%以上であった。 ○ ○ ○
流動比率は、当期は100%以上であった。

流動比率は、当期は100%未満であった。

流動比率は、２期連続で100%未満であった。

当期末において借入金はない。 ○ ○ ○
２期連続で低下した。

前期に比べ低下した。

前期に比べ上昇した。

２期連続で上昇した。

長期借入金の返済（所要）年数が平均借入残存年数より短い － － －
長期借入金の返済（所要）年数と平均借入残存年数がほぼ同じ － － －
長期借入金の返済（所要）年数が平均借入残存年数より長い － － －

・債務の超過のない財務内容であるが、正味
財産の期末残高が連続で減少しており、安定
した運営を行うための努力が必要である。債務超過の状況

正味財産期末残高の状
況

累積剰余金（欠損金）の
状況

短期的支払い能力の状
況

借入金依存率の
状況

長期借入金返済能力の
状況

・現在、債務超過や累積欠損はなく財務内容は健全である
が、９年後の滋賀国体開催に向けて、基金の取り崩しによ
る競技力向上対策事業を実施していることから、２期連続
で正味財産期末残高が減少している状況にある。今後、
法人の将来を見通した安定した経営に向けた取り組みが
必要である。

住民、関係者等のニー
ズの把握状況

経常費用に占める管理
費の状況

・管理費については、人件費の抑制をはじめ備品、消耗品
費等の経費削減に努めているが、更なる経営努力が必要
と考えている。
 ・経常収益については、指定管理施設におけるスポーツ
教室等の充実により収益増に努めているが、経常費用の
抑制等引き続き効率的な経営に向けた組織的な取り組み
が必要と考えている。

・人件費等管理費の節減に取り組み、成果を
出している。
・経常収益が２期連続で経常費用を上回って
おり、効率的な組織運営に努めている。

経常収益・費用の比率

６【評価】

区分 評価項目 評価内容
該当項目に○

出資法人の所見 県の所見

中期経営計画、
年度目標の策定

平成24年に策定した本協会の中期経営計画(H25年度～
H27年度)の２年目として、計画の具現化に取り組んだ。
・地域スポーツの推進（スポーツ少年団育成事業、広域ス
ポーツセンター事業、スポーツ指導者の育成･活用促進事
業など）
・県民参加型・観戦事業の拡充（男女駅伝、耐久リレーマ
ラソン、レイクサイドマラソンなど）
・２０２４滋賀国体を意識し、各競技団体と連携し積極的な
事業を展開した。
・指定管理を受託している社会体育施設では、利用者満
足度調査、利用者のご意見箱を設置し県民利用者の意見
を可能な限り反映し、施設の修繕・整備等を含め利用者の
安心・安全・信頼・快適を提供するサービスの向上に努め
た。

・平成24年度に策定した第3次中期経営計画
に沿って各競技団体との連携を図るととも
に、社会体育施設における利用者のニーズを
把握するなど、目標達成に向けて取り組んで
いる。事業活動の社会情勢へ

の適合性

活動の成果の達成度



H24 H25 H26
自立性 当期末において県派遣職員はない

常勤職員に占める県派遣職員の割合が25%未満 ○ ○ ○
常勤職員に占める県派遣職員の割合が25%以上50%未満

常勤職員に占める県派遣職員の割合が50%以上

常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ低下した。

常勤職員に占める県派遣職員の割合は前期と概ね同程度 ○ ○ ○
常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ上昇した。

当期末において県退職職員の就任はない

常勤職員に占める県退職職員の割合が25%未満 ○ ○ ○
常勤職員に占める県退職職員の割合が25%以上50%未満

常勤職員に占める県退職職員の割合が50%以上

常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ低下した。

常勤職員に占める県退職職員の割合は前期と概ね同程度 ○ ○ ○
常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ上昇した。

２期連続で増加した。 ○
前期に比べ増加した。 ○
前期に比べ減少した。 ○
２期連続で減少した。

当期末において県の財政支出はない

経常収益に占める県の財政支出の割合が25%未満

経常収益に占める県の財政支出の割合が25%以上50%未満 ○
経常収益に占める県の財政支出の割合が50%以上 ○ ○
経常収益に占める県の財政支出の割合が２期連続で低下した。

経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ低下した。

経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ上昇した。 ○
経常収益に占める県の財政支出の割合が２期連続で上昇した。 ○ ○
当期末において県の損失補償等なし ○ ○ ○
県の損失補償等の割合が25%未満

県の損失補償等の割合が25%以上50%未満

県の損失補償等の割合が50%以上

県の損失補償等の割合が２期連続で低下した。 － － －
県の損失補償等の割合が前期に比べ低下した。 － － －
県の損失補償等の割合が前期に比べ上昇した。 － － －
県の損失補償等の割合が２期連続で上昇した。 － － －
借入金はすべて県の損失補償等を受けている。 － － －

透明性 規程を整備している。 ○ ○ ○
規程を設けていない。

出資法人のホームページで公開している。 ○ ○ ○
出資法人の事務所において書類を公開している。

県民情報室で公開している。

上記以外の方法で公開している。

不特定の者に対する情報公開はしていない。

財務諸表、事業報告、監査報告書、事業計画、中期経営計画、年度目標、経
営評価表を公開している。

財務諸表、事業報告、事業計画、中期経営計画、年度目標、経営評価表を公
開している。

財務諸表、事業報告、事業計画、中期経営計画、年度目標を公開している。

財務諸表、事業報告、事業計画を公開している。 ○ ○ ○
不特定の者に対する情報公開はしていない。

作成した財務諸表について、会計監査人監査を受けている、または、財務諸
表の作成過程で、会計の専門家の指導・助言を受けている。 ○ ○ ○

会計の専門家による監査・指導・助言等は受けていない。

県退職職員の就任状況
②

県財政支出の状況①

県財政支出の状況②

損失補償等の状況①

県の所見評価内容
該当項目に○

出資法人の所見

経常収益に占める自主
事業収益の割合

区分 評価項目

県派遣職員の状況①

損失補償等の状況②

・県からの派遣職員については、競技力向上対策や生涯
スポーツの推進において県教委と連携した一体的な取り
組みが必要なことから、教員４名が派遣されており、円滑
な業務の推進が図れている。
・法人の自主事業については、指定管理施設におけるス
ポーツ教室等の充実や賛助会員、協賛企業の拡大を図
り、自主財源の確保に努めている。

・各種スポーツ教室等自主企画事業の積極
的な実施等により、自主事業収益の割合が２
期連続増加する結果につながっている。
・また、賛助会員を増やすなど自主財源の確
保に努めている。

・情報公開規程は平成13年10月に制定し平成24年4月に
整備した。貸借対照表は事務局前の掲示板に公開してい
る。また、事業報告、貸借対照表、正味財産増減書につい
てはホームページに掲載し、財務諸表の作成過程におい
ては顧問税理士に助言を受けている。

・財務諸表、事業報告および事業計画をホー
ムページで公開するとともに、財務諸表の作
成においては会計の専門家の指導、助言を
受けるなど透明性の確保に努めている。

会計専門家の関与状況

情報公開規程の整備状
況

不特定の者に対する情
報公開の機会確保の状
況

情報公開の内容

県派遣職員の状況②

県退職職員の就任状況
①



【出資法人の総合的評価・対応】　

【県の総合的評価・対応】　

※1　「出資法人の所見」欄には、各評価区分の状況について出資法人としてどのように評価しているかを記載すること。評価は、経年変化の傾向や要因等を分析するとともに、中期経営計画に定める出資法人の経営上の目標の達成
の状況も踏まえて記載すること（記載要領を参照）

※2　「県の所見」欄には、上記の各項目について、出資法人による評価を踏まえ、県としての評価を記載すること。

※5　各欄の記載は、良好であった事項、課題となった事項の両方の観点から検討すること。

【行政経営方針実施計画、中期経営計画の達成状況に関する事項】
・平成２８年度からの第４次中期経営計画の策定に向けて、これまでの取組を検証し、成果および課題を十分反映させたものとなるよう助言していく。

【総合所見】
・滋賀県のスポーツを統括する公益財団法人として、各種事業を効果的に実施し、目的を達成している。
・自主事業収益は前年度に引き続き増加しているが、より安定した経営が行えるように経費の削減を図るとともに県民ニーズに応えたサービス向上に取り組み、施設利用者の増加を図る必要がある。
・また、平成３６年の国民体育大会に向けたアスリートの育成など競技力向上を図る取組が必要であり、県も連携して取り組んでいく。

※3　「出資法人の総合的評価・対応」欄には、中期経営計画に定める出資法人の経営上の目標の達成の状況のほか、評価区分ごとの記載内容を踏まえ、同欄に掲げる４項目の事項について評価すること。併せて、課題やその改善に
向けた対応方針を記載すること。

※4　「県の総合的評価・対応」欄には、滋賀県行政経営方針の実施計画や中期経営計画の達成状況を踏まえて、同欄に掲げる４項目の事項に係る県としての評価を記載すること。併せて、課題やその改善に向けた対応方針を記載す
ること。

【総合所見】
本協会は、現在５３の競技団体と１６の郡市体育協会、３体育連盟で組織し、本県のスポーツを総合的に推進する団体として、スポーツ環境の整備や各種スポーツ振興事　業を積極的に推進してきたところであり、
今後もスポーツの力で地域や滋賀を元気にする先導的な役割を果たしていくこととしている。また、経営面においては、基金の取り崩しにより正味財産の期末残高が年々減少しており、今後も厳しい経営環境が想
定されることから、継続的な経営改善に向けた取り組みが必要と考えている。

【事業に関する事項】
・滋賀県立長浜ドームなど社会体育施設９施設の指定管理者として各種スポーツ教室などの自主事業を積極的に実施するとともに、利用者ニーズに応えサービス向上に努めている。
・滋賀県スポーツ推進計画、競技力向上基本計画に沿った事業の実施など、県民の積極的なスポーツへの参加やにトップアスリート育成の取組については、今後も連携して取り組んでいく。
・社会体育施設指定管理者として施設の円滑な運営のため県として助言、指導していく。

【財務に関する事項】
・安定した法人運営のためには、自主事業や施設運営による自主財源の確保に努める必要があり、県としても助言していく。

【事業に関する事項】
本協会は、生涯スポーツの推進、競技力の総合的な向上、指定管理施設の効果的・効　率的な運営を重点に事業を展開してきたところである。 生涯スポーツの推進については、広く県民にスポーツ文化が享受さ
れる事業を展開することし、県民総スポーツの祭典、びわこ男女駅伝フェステイバル等スポーツイベントの開催や総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団等の地域スポーツの活動支援に取り組んだ。競技力の
総合的な向上については、ジュニア世代の育成や指導者の養成・確保、企業スポーツの振興に努めたが、国体の成績に結びつかなかった。県において「滋賀県競技力向上対策本部」が設置され、本協会も対策
本部の事務局員として具体の競技力向上対策を進めることとしている。また、指定管理を受けている９施設については、安全・安心・快適・信頼を基本に県民スポーツの拠点として、身近に親しめるスポーツの普及
と競技スポーツの発展に取り組んだ。

【財務に関する事項】
現在、正味財産が２期連続して減少している。また、今後も厳しい財政状況が想定されることから、将来的に安定した法人運営を行えるよう自主財源の確保が課題であると認識している。

【中期経営計画の達成状況に関する事項】
中期経営計画の最終年であり、現在中間評価を行うとともに第4次中期経営計画の基本的な考え方をまとめている。中間評価の結果は項目ごとに目的を達成していると､50%以上達成しているとを合わせると97%に
なり３次中期経営計画はほぼ目的を達成したと言える。



　財務諸表等へのリンク
http://www.bsn.or.jp/

　行政経営方針実施計画の記述

行政経営方針実施計画の各法人に係る部分のデータを貼付してください（画像データでも可）。


