
法人名 公益社団法人びわこビジターズビューロー

１　人員、県の人的関与の状況 （単位：人）

　①会員の状況（社団法人のみ） 27年度 28年度 27→28増減

515 522 7

　②役員の状況 27年度 28年度 27→28増減 29年度

評議員総数

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

理事総数 25 25 25

うち県職員（特別職を含む。） 2 2 2

うち県退職職員（ＯＢ）

うち常勤役員数 1 1 1

うち県職員（特別職を含む。） 1 1 1

うち県退職職員（ＯＢ）

監事総数 3 3 3

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）

常勤役員の平均報酬（年額）（千円）

　③職員の状況 27年度 28年度 27→28増減 29年度

職員総数 22 29 7 30

常勤職員 22 29 7 30

プロパー職員 5 4 △ 1 4

うち県退職職員（ＯＢ） 1 1

県等からの派遣職員 7 15 8 18

うち県派遣職員 6 6 6

臨時・嘱託職員 10 10 8

うち県退職職員（ＯＢ）

非常勤職員

うち県派遣職員

うち県退職職員（ＯＢ）

50.0 55.5 5.5 50

プロパー職員の平均給与（年額）（千円） 6,646 7,193 547 7,688

年代別職員数

10代 20代 30代 40代 50代 60代～ 合計

(平成29年度当初実数) 1 3 4

２　県の財政的関与の状況 （単位：千円）

27年度 28年度 27→28増減 29年度

439,215 348,711 △ 90,504

　　　 396,420 318,064 △ 78,356

131,120 150,120 19,000

平成29年度　出資法人経営評価表

 短期借入金

 県の損失補償・債務保証の年度末残高

常勤役員の平均年齢

プロパー職員の平均年齢

項　　　　　　目

 経常収益計

 うち県からの委託料・補助金等収入

 負債合計

プロパー職員の年
齢構成等

 うち県からの
 借入金

 長期借入金

 年度末残高
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H26 H27 H28
中期経営計画、年度目標とも策定している。 〇 〇 〇
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。 〇 〇 〇
　 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。 〇 〇 〇
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。 〇 〇 〇
具体的な取組はしていない。

管理費比率が２期連続で減少した。 〇 〇
管理費比率が前期に比べ減少した。 〇
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。 〇 〇
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。 〇
経常収益が、２期連続して経常費用を下回った。

当期末において債務超過でない。 〇 〇 〇
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。 〇 〇
前期に比べ増加した。

前期に比べ減少した。 〇
２期連続で減少した。

当期末において累積欠損金はない。 〇 〇 〇
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。 〇 〇 〇
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。 〇 〇 〇
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。

債務超過の状況

正味財産期末残高の状況

短期的支払い能力の状況

　事業費全体が増えたという要因もあるが、適正執行
に努めた結果、管理費率は３期続けて減少した。
　一方、平成28年度は公益目的事業を拡大したこと
により経常収益が経常費用を下回ることとなった。

県の所見

効率性

効果性

　新たに整理した県との役割分担に基づき、
県から事務事業が移管されたが、管理費は
増加していない。今後も効率的な事業執行が
求められる。
　経常収益が経常費用を下回ったことについ
ては、公益法人の趣旨に則り、公益目的事業
を拡大したことによるものであり、効率性の低
下を示すものではない。

中期経営計画、年度目標の策定

　県が策定した観光交流振興指針におけるビュー
ローの役割を果たすべく、中期計画を平成26年度策
定した。年度目標についても、各部会で事業計画を
検討し、毎年理事会および総会で承認を得て効果的
な事業執行に取り組んでいる。
　観光庁において平成27年度から日本版ＤＭＯ登録
制度が発足すると、当ビューローも平成28年に候補
法人として登録を受けるとともに、少子高齢化の進
展、人口減少社会の到来の中で、交流人口を増や
し、地域振興事業の要として観光物産振興事業が注
目されていることから、ビューローが果たす役割は今
後ますます高まっていく。
　目標について、全国認知度や観光情報サイトへの
アクセス数など、平成30年度の目標達成に向け、魅
力の磨き上げと発信に取り組んでいく。

　平成26年1月に県が策定した観光交流振興
指針において、ビューローは滋賀県における
観光交流の振興を担う中核的組織として位
置づけられている。平成26年度末に策定した
中期計画に基づき、毎年度設定した目標の
達成に向けて、効果的な取組を継続する必
要がある。
　平成28年2月に日本版ＤＭＯ候補法人に登
録されたことを受け、マーケティング分析に基
づき、ターゲットを絞ったプロモーションや地
域の関係者を巻き込んだ観光事業の推進を
図っている。
　また、平成28年度から地域懇談会を実施し
ており、県内各地域のニーズの把握にも取り
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

住民、関係者等のニーズの把握状
況

３　評価

経常収益・費用の比率

健全性

経常費用に占める管理費の状況

区分

　平成29年度に開催する「水の文化ぐるっと博」に向
けて公益目的事業を拡大したことにより、経常費用が
経常収益を上回り、正味財産期末残高が前期に比
べ減少した。
　また、財源の９割以上を県に依存している中、会費
収入や会員からの協賛金等はほぼ横ばいであり、今
後は安定した自主財源の確保が課題である。

　正味財産期末残高の減少については、平
成25年度決算以来正味財産期末残高が累
積していたことから、公益法人の趣旨に則り、
公益目的事業の実施を通じて当該累積の解
消が図られたものであり、法人運営の健全性
に支障を及ぼすものではない。
　他の項目も健全な財務運営を示している
が、その一方で、財源の９割以上を県に依存
していることを踏まえると、自主財源の確保に
向けた取組が必要である。

累積欠損金の状況

借入金依存率の状況

評価項目 評価内容
該当項目に○

出資法人の所見
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H26 H27 H28
県の所見区分 評価項目 評価内容

該当項目に○
出資法人の所見

当期末において県派遣職員はない 〇 〇
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。 〇
当期末において県退職職員はない

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 〇 〇 〇
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。

前期、今期ともに自主事業はない。

２期連続で増加した。

前期に比べ増加した。 〇
前期に比べ減少した。

２期連続で減少した。 〇 〇
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。 〇 〇 〇
当期末において県の損失補償等はない 〇 〇 〇
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。

規程を整備している。 〇 〇 〇
規程を設けていない。

ホームページ等により不特定の者に対し情報公開を行っている。 〇 〇 〇
不特定の者に対し情報公開を行っていない。

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。

〇 〇 〇

会計の専門家による監査・指導・助言等は受けていない。

業務監査を実施している。 〇 〇 〇
業務監査を実施していない。

会計専門家の関与状況

経常収益に占める自主事業収益
の割合

透明性

自立性

業務監査の実施状況

　情報公開規程を整備し、同規程により、定款、役員
名簿、事業計画書、収支予算書、貸借対照表、財産
目録などの情報をホームページ等で適正に公開して
いる。
　また、公認会計士による会計上の指導・助言を受け
ており、透明性は確保されている。

 県の観光施策の中核的組織として、県と密接に連携
しながら、事業推進を図っている。民間活力も活用し
ながら、効率的な執行に努めているものの、財源の９
割以上を県に依存している状況にある。
　なお、県とビューローの役割分担を整理し、県で執
行していた事業をビューローで執行することとなった
ことに伴い、平成22年度から停止していた県職員の
派遣を、平成28年度から再開した。したがって、常勤
職員に占める県派遣職員の割合は前期に比べて上
昇することとなった。
　また、平成27年度の大津市や東近江市、日本遺産
水の文化ツーリズム推進協議会からの受託事業が
平成28年度はなくなったことから、県の財源と、自主
財源の占める割合が相対的に増加することとなっ
た。

県派遣職員の状況

県退職職員の就任状況

県財政支出の状況

損失補償等の状況

情報公開の実施状況

情報公開規程の整備状況
　関係規程の整備や関係書類の公開等、透
明性の確保が図られていると認識している。
　県行政と密接に関連する事務事業を実施し
ている法人であることから、平素から透明性
の確保を意識した法人運営に取り組む必要
がある。

　事業内容は、県からの補助金、負担金や受
託金によるものが全体の約９割を占めてお
り、自主財源の割合が低い。
　特に、新たに整理した県との役割分担に基
づき、県直執行事業を、ビューローが県の負
担金により実施することとしたことに伴い、県
職員の派遣、県の財政支出の割合が増加し
た。
　一方で、自立した団体として事業を展開す
るためには、自主財源を増やす努力が必要
である。



出資法人の総合的評価・対応 県による総合的評価・対応

事業に関する事項

 県の「観光交流振興指針」における、観光交流振興を担う中核組織として、滋賀県におけ
る観光物産の振興ならびに地域の活性化を図るべく、精力的に各種の事業を展開してい
る。また、会員組織でありながら、公益社団法人として不特定多数を対象とした公益目的事
業の実施に努めている。

　県の「観光交流振興指針」においては、観光交流振興を担う唯一の中核組織としての位
置づけである。滋賀県の観光物産の振興を図るため、新たに整理した県との役割分担に
基づき、数多くの事業を実施している。また、平成25年度に公益社団法人となってからは、
不特定多数を対象とした公益目的事業の実施に努めている。

財務に関する事項

　公益目的事業を拡大したことから正味財産期末残高は減少したものの、収支相償の考え
方を踏まえたものであり、財務の健全性は維持されている。一方で、財源の９割以上を県
に依存していることから、安定した自主財源の確保が課題である。

　財務状況については、概ね良好であるが、県からの補助金、負担金、受託金が収入の多
くを占め、依存財源に頼る財務構造が続いていることから、自主財源の充実に取り組む必
要がある。

行政経営方針実施計画
に関する事項

※実施計画は次頁参照

　平成27年度から自主財源の拡充と事業の効率的な実施を図るとともに、透明性の高い経
営を推進するという計画のもとで、取組みを進めている。平成25年度に公益社団法人と
なったことから、法律にもとづく予算の執行、財務諸表の作成、監査、決算審、ウエブサイト
における情報公開に取り組むことで、透明性の高い経営を推進できた。
　一方で、自主財源の拡充については、広告収入では前年度比97.5％、観光キャンペーン
協賛金は前年度比93.2％、物産売上手数料は前年度比103.9％となり、全体で前年度比
98.6％と減少した。また、事業予算の９割は、県からの補助金、負担金、委託料となってお
り、財源のほとんどは依存財源となっている.
　事業執行にあたっては、会員の自発的な事業展開を支援しながら、民間の経営感覚を活
かした運営を行うことができた。

　県が策定した観光交流振興指針におけるビューローの役割を果たすべく、中期計画を平
成26年度策定した。年度目標についても、各部会で事業計画を検討し、毎年理事会および
総会で承認を得て効果的な事業執行に取り組んでいる。
　観光庁において平成27年度から日本版ＤＭＯ登録制度が発足すると、当ビューローも平
成28年に候補法人として登録を受けるとともに、少子高齢化の進展、人口減少社会の到来
の中で、交流人口を増やし、地域振興事業の要として観光物産振興事業が注目されている
ことから、ビューローが果たす役割は今後ますます高まっていく。
　目標について、全国認知度や観光情報サイトへのアクセス数など、平成30年度の目標達
成に向け、魅力の磨き上げと発信に取り組んでいく。

目標 実績 目標 実績

・ウエブサイトの広告収入
　平成30年度において、平成25年度より50％
増

・会員数
　平成30年度において平成25年度より５％増

ウエブサイトの広告収入については
　平成25年度　 630千円
　平成26年度　 630千円
　平成27年度 1,973千円
　平成28年度　1,923千円
会員数については
　平成25年度　516者
　平成26年度　508者
　平成27年度　515者
　平成28年度　522者

　　　　　　総　合　所　見

　公益社団法人として、自らが適切な情報開示をおこない、ガバナンスの確立に努めてい
る。増大する観光振興需要に対処するため、平成28年度から県職員の派遣を増やし、事務
局体制は一定の強化ができたが、将来にむけてプロパー職員を増員して、事務局の体制
強化が必要である。
　収入の９割が県からの負担金、補助金となっており、自主財源の拡充に取り組む必要が
ある。

　びわこビジターズビューローは、日本版ＤＭＯ候補法人として本県の観光・物産振興の中
核を担っており、観光物産行政の推進において果たす役割は重要である。しかし、依存財
源に頼る財務状況であることから、自主財源の充実が求められる。県としては、ビューロー
の当該課題への対応を注視ながら、本来の役割がより一層果されるよう、支援を行ってい
く。
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【参考資料】

　財務諸表等へのリンク
https://www.biwako-visitors.jp/disc/

　※行政経営方針実施計画

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）。 

https://www.biwako-visitors.jp/disc/

