
平成27年６月２日 第２回行政経営改革委員会

・公共施設等マネジメントについて

→ 公共施設を取り巻く現状、方針策定の必要性、構成等を説明の上、今後の施設のあり方等について議論

・「公共施設等マネジメント部会」の設置を決定

７月21日 第１回公共施設等マネジメント部会

・滋賀県の公共施設等の状況について

・（仮称）滋賀県公共施設等マネジメント基本方針（骨子案）について

９月８日 第２回公共施設等マネジメント部会

・「原案」策定に向けた前回部会等意見の反映方針について

（前回の部会で出された意見に対する県の考え方等を説明し、議論を深掘り）

※ （９月下旬） 第２回部会の議論を踏まえて作成した「滋賀県公共施設等マネジメント基本方針（原案）」の試案を部会委員に

確認・ご意見いただき、さらに内容を磨き上げ。

10月20日 第３回行政経営改革委員会

・滋賀県公共施設等マネジメント基本方針（原案）について

「滋賀県公共施設等マネジメント基本方針（原案）」作成にあたっての議論のポイント等 資料1-3

■設置の趣旨

時間的制約により、本委員会において十分な審議時間を確保できないことを踏まえ、基本方針の策定過程に

おいて、必要な助言等を得るため、委員５名で構成される部会を設置

（答申を頂くものではなく、県の考え方等に対して、助言・参考意見をお聴きするためのもの。）

■委員構成

浅野委員、田中（宏）委員（部会長）、松田委員、山口委員、山田委員

１



２

■ 本委員会（6/2）および部会（7/21・9/8）の議論のポイントをまとめると、大きくは次の５点に集約

（１）全体を通して

［意見①］ 骨子案では、財政負担の縮小や総量抑制の観点が前面に強調されているが、併せて、その目的である「質の高いサービスの

切れ目ない提供」という観点もしっかり盛り込むべき。

［意見②］ 議論の前提として、施設の現状などに関する個別のデータ整理が必要である。

（２）施設のあり方について

［意見①］ 施設のあり方を考える上で重視すべき視点等

［意見②］ 施設の見直しに当たっては検討の視点、ターゲットを明らかにすべき。

［意見③］ 現状や将来動向を踏まえデータに基づいて分析していくことの必要性を具体的に方針に記述すべき。

（３）施設サービスや運営について

［意見①］ 地域企業・住民との協議プロセスやオープンな議論の姿勢、協働・参画の視点を盛り込めるとよい。

［意見②］ 公共施設等における利活用の視点や環境面への配慮などについて、記述を厚くすべき。

［意見③］ サービス向上の視点から、施設の運営改善や民間活力の積極的導入を図るべき。

［意見④］ 指定管理者制度について、コスト縮減の面ばかりに目が向いた記述にならないよう留意されたい。

（４）施設の長寿命化について

［意見］ 長寿命化の対象施設・対象外施設の区分の考え方や、取扱い等について分かりやすく示すべき。

（５）県財政への影響、負担の平準化等について

［意見①］ 負担の平準化を明確にすべき。維持更新を念頭に置きつつ、持続可能なものをどのような形でキープしていくか。

［意見②］ 財源的に本当に今後の老朽化対策に対応していけるのか。

［意見③］ 建築物について、長寿命化対策後の将来データを示してほしい。

（例） ア 資産価値を最大化する視点

イ 廃止・縮小に止まらず、利活用していく視点

ウ 公共施設等を通じた「まちづくり」「地域づくり」の視点

エ 施設の再配置による地域の活性化の視点

オ 地域特性への配慮の視点

カ 建築物、インフラ施設、公営企業施設のそれぞれの特性に応じた対応の視点

キ 新しい視点・プラスの視点

ク 歴史ある建物の活用、使い続ける視点



［意見①］ 骨子案では、財政負担の縮小や総量抑制の観点が前面に強調されているが、併せて、その目的である「質の高いサービスの切れ

目ない提供」という観点もしっかり盛り込むべき。

■策定趣旨（P.1 抜粋） ■経費の将来見通し（P.10 抜粋） ■公共施設等の管理に関する基本的な考え方

（P.12 抜粋）

方針への反映

（１）全体を通して

県が保有する公共施設等は、道路や学校

など県民の皆さんの生活になくてはならないも

のであり、そのサービス水準を適切に維持し、

将来にわたって切れ目なく提供していくこと

が何より重要

施設の老朽化に伴う財政負担の大幅な増加が

見込まれており、そのサービス水準を適切に維持

し、将来にわたって切れ目なく提供していくために

は、財政負担の縮減および平準化に向けた取組

を計画的に進めることが重要

（２）施設のあり方について

今後とも持続可能で質の高いサービスを

切れ目なく提供していくため、４つの対応方

針に基づく施設マネジメントを展開

３

［意見①］ 施設のあり方を考える上で重視すべき視点等

② 建築物、インフラ施設、公営企業施設の18類型ごとに基本データを整理（P.23～）するとともに、建築物については特に、参考資料として、個々の施

設の概況を示した資料も添付（予定）

［意見②］ 議論の前提として、施設の現状などに関する個別のデータ整理が必要である。

方針への反映

（例） ア 資産価値を最大化する視点

イ 廃止・縮小に止まらず、利活用していく視点

ウ 公共施設等を通じた「まちづくり」「地域づくり」の視点

エ 施設の再配置による地域の活性化の視点

オ 地域特性への配慮の視点

カ 建築物、インフラ施設、公営企業施設のそれぞれの特性に応じた対応の視点

キ 新しい視点・プラスの視点

ク 歴史ある建物の活用、使い続ける視点



地域の特性や実情、県民ニーズ

に即したきめ細かな対応

② 施 設 総 量 の 適 正 化

③施設の長寿命化
計画的な更新・改修
（ハード対策）

①良質な性能および安全性の維持・確保
（点検・診断等、安全確保、耐震化）

④維持管理の最適化
施設の有効活用
（ソフト対策）

持続可能で質の高いサービスの提供

４つの対応方針

地域の活性化やまちづくりの視点 県民や市町等多様な主体との対話・共感・協働

実 現

財政負担の縮減・平準化

資産価値の最大化

方針への反映 ４

■いただいたご意見等を踏まえ、今後の取組として、財政負担の縮減・平準化の視点とともに、資産価値の最大化の視点をしっかり明示するなど、下記のとおり整理

ア 資産価値を最大化する視点

ウ 「まちづくり」「地域づくり」の視点

オ 地域特性への配慮の視点

滋賀県の公共施設等マネジメントの全体像

(2) 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 （P.12 抜粋）

今後とも持続可能で質の高いサービスを切れ目なく提供していくため、次の４つの対応方針に基づく施設マネジメントを展開し、財政負担を縮減・平準化しながら、資

産価値を最大化。その際には、施設を通じた地域の活性化やまちづくりの視点にも留意しつつ、県民の皆さんや市町、企業、ＮＰＯ、公益法人等多様な主体との対

話・共感・協働を十分に図ることによって、それぞれの地域の特性や実情、県民ニーズに即しきめ細かく対応

建築物 施設の見直し、規模の適正化、最適配置の実現

（廃止・縮小、集約化・複合化・転用、機能移転 等）

インフラ施設 真に必要な投資へ重点化

公営企業施設 経営的視点等からの適切な投資・規模の最適化

(1) 現状および課題に関する基本認識等 （P.11 抜粋）

施設の中には、大規模建築物のように地域のシンボル的存在であったり、地域経済や地域の活性化に寄与している施設もあり、引き続き大きな役割が期待

②施設総量の適正化（P.15 抜粋）

将来の利用動向の変化を見据えた施設規模の適正化、国や市町との連携、地域の活性化や県民サービスの向上等を考慮した施設の最適配置の実現といった観点から、今後とも継続的に個別施設ごとに検討

イ 廃止・縮小に止まらず、利活用していく視点 キ 新しい視点・プラスの視点

④ 維持管理の最適化、施設の有効活用 （P.19～20 抜粋）

［維持管理の最適化］
• 経営的視点を取り入れながら、利用者目線に立ったサービスの向上や一層効果的・効率的な
維持管理を推進

• その際、民間活力の活用は、低廉かつ良好なサービス提供に向け有効であるのみならず、民
間の事業機会の創出による経済活性化等にも資することから、積極的に推進

• 施設に関する情報発信を図りつつ、幅広い主体が施設の運営や事業に関わる仕組みを検討

［施設の有効活用］
• 公共施設本来の役割に加え、様々な観点から施設を有効に活用することで、その価値を向上

先駆的・先進的取組のモデルや社会実験の場として、引き続き施設を有効に活用

投資と活用を一体的に考え、施設を活用した歳入確保策も積極的に推進

利用ニーズが低下した施設のうち、利活用の可能性があるものについては、多様な主体と

の協働・連携のもとで、具体的な利活用の方策を検討・有効活用

歴史的価値のある施設については、保存や次世代への継承の観点から有効活用を検討

ク 歴史ある建物の活用、使い続ける視点

「②施設総量の適正化」における建築物の最適配置の実現に向けた取組や、「④ 維持管理の

最適化、施設の有効活用 」における利用ニーズが低下した施設に係る多様な主体との連携・協

働を通じた利活用方策検討の取組をはじめとして、当該視点は、4つの対応方針全般に盛り込み

エ 施設の再配置による地域の活性化の視点

カ それぞれの特

性に応じた対
応の視点



今回の「施設評価」では、施設の棚卸しとして、これまで未検討で

あった庁舎等も含めて、すべての建築物（494施設）であり方を検討

（検討の視点）

■建設時からの状況変化を踏まえた検討

現時点において、施設（およびそのサービス）が必要か

他施設で代替できないか

サービス提供に、専用の県有施設が必要か

施設規模が適正か 等

■現況に着目した検討

費用対効果

利用者数、空きスペースの状況

稼働率、定員充足率の状況

老朽化の程度、維持管理費の水準 等

■将来を見据えた検討

人口減少、少子高齢化等の施設を取り巻く環境変化を

踏まえた将来の施設需要の見通し 等

のいずれかに分類

廃 止 縮 小 統合（複合化・共同利用・転用含む）

機能移転 当面存続

５

施設評価（H26～H27） 公共施設等マネジメント基本方針

②施設総量の最適化（P.15 抜粋）

• 本方針の期間終了時点（平成37年

度）の県全体の施設総量（延床面積）

が平成27年度末より増加しないことを

基本に取組を推進

「施設総量の適正化」において、建築物に係る総量抑制の数値目標

を明確化

取組イメージ（建築物）

全体の延床面積は増加させない

（H27末） （H37末）

施設評価等に
よる減少分

例外的
理由に
よる
増加分

（データ分析の必要性）

②施設総量の最適化（P.15 抜粋）

• 現状等をデータに基づき客観的に把握・分析した上で、将来の利

用動向の変化を見据えた施設規模の適正化、国や市町の施設との

連携、地域の活性化や県民サービスの向上等を考慮した施設の最

適配置の実現といった観点から、今後とも継続的に個別施設ごとに

検討

［意見②］ 施設の見直しに当たっては検討の視点、ターゲットを明らかにすべき

［意見③］ 現状や将来動向を踏まえデータに基づいて分析していくことの必要性を具体的に方針に記述すべき

方針等への反映

（建築物における対応）



［意見①］ 地域企業・住民との協議プロセスやオープンな議論の姿勢、協働・参画の視点を盛り込めるとよい。

６

［意見②］ 公共施設等における利活用の視点や環境面への配慮などについて、記述を厚くすべき

方針への反映

(2) 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 （P.12 抜粋）

• 県民の皆さんや市町、企業、ＮＰＯ、公益法人等多様な主体との対話・共感・協働を十分に図ることによって、それぞれの地域の特性や実情、県

民ニーズに即したきめ細かな対応

④ 維持管理の最適化、施設の有効活用 （P.19～20 抜粋）

• 施設に関する情報発信を図りつつ、県民参加型事業の実施など県民の主体的な活動による施設運営を促進する観点から、幅広い主体が施設

の運営や事業に関わる仕組みを検討

• 利用ニーズが低下した施設のうち、利活用の可能性があるものについては、県民の皆さんや市町、民間事業者など多様な主体との協働・連携の

もとで、具体的な利活用の方策を検討し、財産を有効活用

方針への反映

(1) 現状および課題に関する基本認識等 （P.11～12 抜粋）

• 施設には、環境・エネルギーなどの新たな社会的要請への対応や更なる安全・安心の確保、誰もが利用しやすい施設づくりへの配慮といった観点

から、先導的役割を担うことが期待

④ 維持管理の最適化、施設の有効活用 （P.19～20 抜粋）

• 環境、エネルギー、福祉、産業等に関する先駆的・先進的取組のモデルや社会実験の場として、引き続き施設を有効に活用

＜具体的な取組例＞

【環 境】

農業濁水（排水）対策（農業水利施設）

夏場のヒートアイランド現象を抑制し、水循環の改善を図るため、透水性の高い舗装材の採用などについて検討（道路施設）

建設発生材の減量化、再利用等、資源の有効利用

（３）施設サービスや運営について



［意見③］ サービス向上の視点から、施設の運営改善や民間活力の積極的導入を図るべき。

方針への反映

④ 維持管理の最適化、施設の有効活用 （P.19～20 抜粋）

• 施設の運営に当たっては、主な施設ごとの定量的な管理目標の設定・評価、類似施設間のコスト比較、新技術の積極的な活用、民間のノウハウ

や資金、人材の更なる導入など、経営的視点を取り入れながら、維持管理を最適化

• 施設の整備（更新、新増設）計画立案時には特に、個別の施設ごとにＬＣＣを把握した上で、その低減に向けて歳入確保・歳出削減、民間活力の

活用等によりサービスの向上などを積極的に推進

＜具体的な取組方針＞

更新（新増設）する全ての施設についてＬＣＣの把握・低減策を検討。また、整備費が一定規模以上の施設については、原則、ＰＦＩ方式等の導入可能

性の検討を行い、制度的な支障がなく、かつ、一定以上の効果が見込まれる場合は、積極的に導入

（ただし、平成27年度末時点において実施方針決定済の事業については対象外とする。）

更新（新増設）による施設の付加価値向上や機能の見直しに併せて、歳入確保策や、維持管理費等の歳出削減策をハード・ソフト両面から検討し、具

体的な内容を定めた取組方針を施設ごとに策定

［意見④］ 指定管理者制度について、コスト縮減の面ばかりに目が向いた記述にならないよう留意されたい。

方針への反映

④ 維持管理の最適化、施設の有効活用 （P.19～20 抜粋）

• 民間活力の活用という点でこれまで公の施設の運営において一定の効果が表れている指定管理者制度について、サービスや安全面でのモニタリ

ングを強化するなど、利用者である県民の皆さんや指定管理者の声をよく伺いながら、制度運営の検証・改善を図り、より効果的に活用

公の施設の設置目的を効果的に達成するため、民間事業者等が有するノウハウを活用し、サービスの向上と経費の削減を図っていく制度。本県では平成16年度に導入し、

民間の発想・創意工夫を生かしたサービス向上に伴う施設利用者数の増や、県の支出する管理料の減といった効果が表れている。 ※ 現在40施設で導入

延べ利用者数（利用者数を把握している30施設） ＋約41.7万人増（11.7%） H17～19年度平均356.1万人 → H26年度実績397.8万人

管理料（県営住宅を除く39施設） 単年度の縮減効果額▲7.9億円（▲19.0%） H17年度決算額（制度導入前）41.5億円 → H27年度当初予算額33.6億円

（参考） 指定管理者制度の概要

７



８

［意見］ 長寿命化の対象施設・対象外施設の区分の考え方や、取扱い等について分かりやすく示すべき

③ 施設の長寿命化、計画的な更新・改修（P.17 抜粋）

【建築物】

（長寿命化対象施設）

• 原則、建築後35年以内かつ500㎡以上の建物（長寿命化対象施設）において、長寿命化対策（予防保全）を計画的に実施し、建物の使用期間を延伸

• 「県有施設長寿命化ガイドライン」に基づく「長期保全計画」を施設ごとに作成（H27～H29）し、中長期的なトータルコストも把握した上で、計画的に実施

（長寿命化対象外施設）

• 長寿命化対策を講じない施設（比較的古い施設）については、「（仮称）更新・改修方針」を策定し、選択と集中のもとで、緊急性が高いものから優先

的に事業化

方針への反映

（４）施設の長寿命化について



（５）県財政への影響、負担の平準化等について

９

［意見①］ 負担の平準化を明確にすべき。維持更新を念頭に置きつつ、持続可能なものをどのような形でキープしていくか。

［意見②］ 財源的に本当に今後の老朽化対策に対応していけるのか。

［意見③］ 建築物について、長寿命化対策後の将来データを示してほしい。

方針への反映

■ 公共施設等の老朽化の進行に伴う県財政への影響は、大変重要な課題であることから、「基本認識」および「基本的な考え方」に具体的に記述す

るとともに、建築物については、対策後の経費見込みも明示

(1) 現状および課題に関する基本認識等 （P.11 抜粋）

• 老朽化の進行に伴う、県財政への影響としては、これまでの施設の維持管理経費を中心とした経常的な支出に加えて、今後は、老朽化に伴う大規模改

修や更新等の経費の負担も増加する見込み

• 将来的に財政状況の大幅な好転が見込めない中、こうした負担増が集中すると、今後の財政運営に大きな影響を与えるほか、現役世代だけでなく、将来

世代の負担増にもつながる。

• このため、今後の対策として、施設の劣化や老朽化の進行を極力抑え、より長く使うための「長寿命化対策」や計画的な更新・改修に取り組み、コストを

極力縮減・平準化

(2) 公共施設等の管理に関する基本的な考え方
（P.12 抜粋）

＜対応方針＞

①良質な性能および安全性の維持・確保

②施設総量の適正化

③施設の長寿命化、計画的な更新・改修

④維持管理の最適化、施設の有効活用

財政負担の縮減・平準化

資産価値の最大化
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施設総量削減対象

長寿命化対象外（比較的古い施設）

長寿命化対象（比較的新しい施設）数値は施設総量削減後（点

線分を含まない）所要額
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78

（億円）

②

①

③

④

対策後 （長寿命化＋施設総量の適正化） 所要額：30年間 約3,370億円（112億円／年）

＜参考＞ 建築物に係る経費の将来見込み（対策後）

Ｈ27当初予算の規模
約92億円

※ 老朽化対策以外を含む



（骨 子 案） (原 案）

10

（参考） 骨子案からの主な変更点

①基本認識

（課題）公共施設等の老朽化の進行

（課題）人口減少をはじめとする社会経済情勢等の変化

（課題）施設の維持管理・修繕・更新等に係る財政負担の増大

（課題） さらなる安全・安心の確保、誰もが利用しやすい施設づくり

（課題）民間活力の活用

②基本理念

・ 施設整備に関する方針（例）

・ コスト低減に関する方針（例）

・ サービスや安全性向上に関する方針（例）

・ その他（例）

＜変更点 １＞ 「公共施設等の管理に関する基本的な考え方」について内容を整理・簡略化 （P.11～12）

(１) 現状および課題に関する基本認識等

(２) 公共施設等の管理に関する基本的な考え方

①施設特性に応じた良好な水準の維持と安全性の確保

②施設総量の適正化

③施設の長寿命化、計画的な更新

④維持管理の最適化、施設の有効活用

①点検・診断等 ②維持管理・修繕・更新等 ③安全確保

④耐震化 ⑤長寿命化 ⑥施設総量の適正化等

(１) 現状および課題に関する基本認識等

(２) 公共施設等の管理に関する基本的な考え方

①公共施設等の老朽化の進行への対応

②人口減少をはじめとする社会経済情勢等の変化への対応

＜変更点 ２＞ 建築物について、「長寿命化」および「施設総量の適正化」後の経費見込みを記載 （P.21）

＜変更点 ３＞ 「施設類型ごとの管理に関する基本的な方針」を追加 （P.23～）

＜対応方針＞

①良質な性能および安全性の維持・確保

②施設総量の適正化

③施設の長寿命化、計画的な更新・改修

④維持管理の最適化、施設の有効活用

地域の特性や実情、県民ニー

ズに即したきめ細かな対応

② 施 設 総 量 の 適 正 化

③施設の長寿命化
計画的な更新・改修
（ハード対策）

①良質な性能および安全性の維持・確保
（点検・診断等、安全確保、耐震化）

④維持管理の最適化
施設の有効活用
（ソフト対策）

持続可能で質の高いサービスの提供

４つの対応方針

地域の活性化やまちづくりの視点 県民や市町等多様な主体との対話・共感・協働

実 現
財政負担の縮減・平準化

資産価値の最大化

建築物 施設の見直し、規模の適正化、最適配置の実現（廃止・縮小、集約化・複合化・転用、機能移転 等）

インフラ施設 真に必要な投資へ重点化

公営企業施設 経営的視点等からの適切な投資・規模の最適化



 

 

 

 

＜ 資料 1-3 付属資料 ＞                          
 

                                        

１ 公共施設等マネジメント基本方針の策定経過 

 

２ 公共施設等の概況 

 

３ 公共施設等における長寿命化対策の取組状況 

 

４ 建築物の状況 

 

５ 施設一覧（建築物） 

 

６ 建築物を取り巻く状況・これまでの取組経過 

 



１ 公共施設等マネジメント基本方針の策定の経過

【主な建築物】 経営企画室（幹事）、教育総務課、県警会計課

【インフラ等】 森林保全課、耕地課、道路課、砂防課、都市計画課、

住宅課、流域政策局、県警交通規制課

【公営企業】 下水道課、事業課、企業庁、病院事業庁

上記所属の担当者＋オブザーバー（市町振
興課、監理課）で構成

公共施設等マネジメント連絡員会議

作業・

検討

※建築物・インフラ・公営企業施設関係課の課長級で構成

庁内の取組体制

検討事項に係る協議、報告

県 政 経 営 会 議

県 政 経 営 幹 事 会 議
行革調整会議（次長級）

有識者・県民意見の反映

行財政対策特別委員会

県政モニターとの意見交換

パブリックコメント意見

（県民等）

報告

意見

滋賀県行政経営改革委員会

滋賀県行政経営改革委員会
公共施設等マネジメント部会

委員：田中委員（同志社大学政策学部教授）
松田委員（滋賀大学経済学部准教授）
山田委員（日本労働組合総連合会滋賀県連

合会会長）
浅野委員（NPO法人HCCグループ理事長）
山口委員（公募委員）

（附属機関）

検討体制

（県議会）



１ これまでの策定経過等

（１）行政経営改革委員会における審議
平成27年６月 公共施設等マネジメントについて
（公共施設等マネジメント部会）

７月 (仮称)滋賀県公共施設等マネジメント基本方針（骨子案）について
９月 公共施設等マネジメントについて

（２）行財政対策特別委員会（県議会）における審議
平成27年６月 (仮称)滋賀県公共施設等マネジメント基本方針の策定について

７月 (仮称)滋賀県公共施設等マネジメント基本方針（骨子案）について
10月公共施設等マネジメント基本方針（原案）について

（３）市町との情報交換
平成27年９月 公共施設等総合管理計画について

２ 今後の予定

・平成27年11月～12月 県民政策コメントの実施
・平成28年３月 基本方針策定



２ 公共施設等の概況

施設の類型 数量 備考

公

共

施

設

等

建
築
物

①庁舎等 160施設、1,103棟（59.4万㎡：県庁舎、びわ湖ホール、アイスアリーナ等）
②学校 64校、2,035棟（72.4万㎡：県立高校（併設の３中学校を含む）、特別支援学校） H28.3見込み

③警察施設 269施設、1,006棟（14.9万㎡：警察本部庁舎、警察署、交番・駐在所等）

イ

ン

フ

ラ

施

設

④道路施設 道路延長（実延長）2,235km、橋梁2,873橋、トンネル48本、舗装20,984km、シェッド12箇所、
大型カルバート３箇所、横断歩道橋36橋、門型標識11基

⑤河川管理施設 可動堰２施設、樋門12施設、浄化施設４施設、サイフォン１施設、調整池ポンプ１施設、
除塵機１施設、管理橋57橋

⑥港湾施設 水域施設８施設、外郭施設48施設、係留施設48施設、臨港交通施設８施設、その他58施設

⑦治水ダム ダム６か所（余呉湖、日野川、石田川、宇曽川、青土、姉川）

⑧砂防関係施設 砂防堰堤・床固4,721基、地すべり防止施設10施設、急傾斜地崩壊防止施設295施設
⑨公園施設 園路広場（木橋、ﾃﾞｯｷ等）、休養施設（四阿・ﾊﾟｰｺﾞﾗ等）、遊戯施設（遊具）等 6,818施設
⑩県営住宅 43団地、3,007戸

⑪農業水利施設等
農業用の用排水路 基幹水路約1,000km、末端水路約12,000km
基幹施設（ダム、頭首工、用排水機場等）125箇所、農業用ダム４箇所、ため池703箇所、
農道（橋梁）131橋、地すべり防止施設２地区

⑫治山・林道施設
渓間工10,274基
２路線

⑬交通安全施設 信号柱9,597本、信号制御機2,372基、信号灯器25,545灯、管制情報板18基、交通流監視カメラ20基、
情報収集提供装置482基、情報収集装置1,707基）、標識（オーバーハング（大型）標識2,025本）

⑭その他施設 自然公園施設1,898.50㎡、水質自動測定局８施設、 等

公
営
企
業
施
設

⑮公営競技事業施設 ６棟（48,585㎡）

⑯流域下水道施設 処理場４箇所（1,272,000㎡）、ポンプ場18箇所（29,443㎡）、管渠350.9km 等

⑰工業用水道事業施設・
水道用水供給事業施設

水道用水道管路200km 工業用水道管路108km 浄水場４箇所、ポンプ場９棟、調整池６池、
配水池６池、取水口１か所

⑱病院 21棟（99,428㎡） H28.3見込み

※特別の記載のないものについては、平成27年４月１日現在



３ 公共施設等における長寿命化対策等の取組状況

施設の類型
長寿命化対策 （ 計画策定等 ）

備 考 （ ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス 等 ）
こ れ ま での取組 今後の取組 （ 予定 ）

公

共

施

設

等

建
築
物

①庁舎等
H26 県有施設利活用基本指針策定

県有施設長寿命化ガイドライン策定
H27 県有施設点検マニュアル策定

H27 （仮称）更新・改修方針の策定

（公共施設等マネジメント）
http://www.pref.shiga.lg.jp/gyokaku/sis
etumanegement/index.html

②学校

③警察施設

イ

ン

フ

ラ

施

設

④道路施設

H25 舗装補修ガイドライン策定
H26 舗装修繕計画策定

・個別に修繕計画・修繕方針を策定
（橋梁長寿命化修繕計画）
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/doro/files
/kyouryoutyoujyumyukakeikaku.pdf

H23 橋梁長寿命化修繕計画策定（15m以上） H27･28 橋梁長寿命化修繕計画策定（15m未満）

⑤河川管理施設 H19 管内版河川維持管理計画（案）策定
H24 河川巡視点検マニュアル策定

H29 長寿命化計画策定

⑥港湾施設 Ｈ23・24 港湾維持管理計画策定 H29 港湾維持管理計画の見直し・更新

⑦治水ダム Ｈ25 ダム２か所の長寿命化計画策定
H26 ダム２カ所の長寿命化計画策定

H27 ダム２か所の長寿命化計画策定
⇒６ダムの計画をまとめ、県ダム長寿命化計画策定

⑧砂防関係施設 Ｈ25～26 施設の緊急点検 H27 長寿命化計画策定マニュアル（案）策定
H30 長寿命化計画策定

⑨公園施設 H25 公園施設長寿命化計画策定 H27･30 公園施設長寿命化計画の見直し・更新
（公園長寿命化計画）
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/d-
kanri/kikaku/files/8_nakagawa.pdf

⑩県営住宅 H23 公営住宅等長寿命化計画策定
H25 公営住宅等長寿命化計画の一部変更 H27 公営住宅等長寿命化計画の見直し

⑪農業水利施
設等

Ｈ20 農業水利施設ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ全体計画策定
Ｈ25 農業水利施設ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ中長期計画策定

H27 農業水利施設の個別施設計画策定
H30 ため池、農道（橋梁）等の個別施設計画策定

（滋賀県型農業水利施設ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進について ）

http://www.pref.shiga.lg.jp/g/kochi/miz
ujyunkan/asset_management/

⑫治山・林道
施設

（治山）H21～H26 現況調査実施 H27 治山施設長寿命化計画策定

（治山・林道）水源林保全巡視員による目視点検 H27 林道施設長寿命化計画策定

⑬交通安全施設 年１回の定期点検実施、結果のデータベース化 H32まで （仮称）交通安全施設長寿命化計画策定

公
営
企
業
施
設

⑮公営競技事
業施設 H26 びわこボートレース場中期経営計画策定

H32まで (仮称）びわこボートレース場施設長寿命化計
画策定

⑯流域下水道
施設

H21 琵琶湖流域下水道ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定
H23～ ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく長寿命化計画策定

H27～ 処理場施設・中継ポンプ場の長寿命化計画策定
（滋賀県下水道中期ビジョン）
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/gesuido/r
yuuiki/tyukibijyon.html

⑰工業用水道・
水道用水供給
事業施設

管路老朽度調査、浄水場等耐震診断、管路更新
計画策定

H27 アセットマネジメント計画策定

⑱病院 県立病院中期計画に基づく施設の整備・改修等 H32まで 次期中期計画（新公立病院改革プラン）策定
（県立病院の経営改善に向けた取り組み）

http://www.pref.shiga.lg.jp/n/byouin/to
rikumi.html#kaikaku



４ 建築物の状況

【県有建築物地域別・
性質別分類】

公用施設 公共施設

庁舎
等

警察
施設

産業
施設

福祉・
保健
施設

教育
施設

住宅・
その
他

小計
文化
施設

学校・
教育
施設

社会
体育
施設

産業
施設

福祉・
保健
施設

その
他

小計

大津・高島
地域

大津市 5 32 1 2 1 42 83 2 11 7 2 22

高島市 2 12 1 1 9 25 3 1 4

南部地域

草津市 1 9 1 4 11 26 5 1 5 1 12

守山市 1 7 6 14 3 2 5

栗東市 5 2 5 12 3 1 4

野洲市 6 1 1 3 11 3 1 4

甲賀地域
甲賀市 1 17 4 6 9 37 6 2 1 9

湖南市 4 1 5 3 1 4

東近江地
域

東近江
市 1 20 1 9 31 4 4
近江八
幡市 10 3 1 7 21 1 3 1 5

日野町 7 1 3 11 1 1

竜王町 1 1 1 1

湖東地域

彦根市 1 12 3 4 13 33 7 1 1 9

愛荘町 3 1 4 2 2

豊郷町 1 1 0

甲良町 1 1 1 1

多賀町 2 2 0

湖北地域
長浜市 2 29 2 1 19 53 8 1 1 1 11

米原市 10 2 6 18 1 2 1 1 1 6

計 14 188 21 21 2 143 389 5 65 11 2 13 8 104



施設一覧 （建築物：４９４施設） ※平成27年４月１日現在
※平均値について、一部の施設（1,000㎡未満の施設等）はH22～H24の数値

番号
施設
の

種類
施設名

延床面積
（㎡）

建築年度
所在市

町
設置目的 管理形態

維持管理費
平均H24～H26

（千円）

収入平均
H24～H26

（千円）

利用者数
（人）

平均H24～
H26

1 文化産業交流会館 10,561.04 S62 米原市 県の文化の向上と産業の振興を図るために設置 指定管
理 206,306 31,568 256,147

2 近代美術館 8,544.43 S58 大津市
博物館法の規程に基づき、滋賀ならではの優れた美術作品の
鑑賞機会の提供などを目的として設置 直営 94,961 3,160 128,423

3 希望が丘文化公園 21,254.32 S46
蒲生郡
竜王町

青少年の心身の健全な育成を中心とし、県民の文化の向上と体
育の振興を図るために設置

指定管
理 496,666 112,782 859,313

4 芸術劇場びわ湖ホール 53,930.29 H9 大津市
県民が舞台芸術に親しむ機会を提供するとともに舞台芸術の振
興および普及を図り、県民の文化の向上に資するために設置

指定管
理 844,667 240,137 309,880

5 近江風土記の丘 8,006.17 H3
近江八
幡市

近江風土記の丘の中心施設である安土城考古博物館は、文化
財の保存・発信に重要な役割を果たしている

指定管
理 113,919 16,887 45,221

6 伊吹運動場 664.27 H14 米原市
びわこ国体時にホッケー会場として天然芝のグラウンドを整備
し、その後人工芝グラウンドとして再整備

指定管
理 3,426 1,474 18,398

7 ライフル射撃場 806.27 S55 大津市 びわこ国体時にライフル射撃競技の会場として設置 指定管
理 708 488 1,166

8 アイスアリーナ 7,752.37 H12 大津市 氷上スポーツの普及振興および競技力向上を図るために設置 指定管
理 98,548 86,282 111,535

9 スポーツ会館 3,061.02 S59 大津市
びわこ国体を記念し、同大会によって高められた県民のスポー
ツ意識と競技力向上・発展を目的に設置

指定管
理 46,143 23,177 49,046

10 栗東体育館 3,201.18 H6 栗東市
体操競技の競技力向上と県民スポーツの振興を図るために設
置

指定管
理 38,360 13,025 48,405

11 体育館 10,190.08 S45 大津市 びわこ国体誘致施策の一環として計画され、整備 指定管
理 56,971 28,276 109,748

12 武道館 13,272.20 H4 大津市
県における武道の殿堂として、日本古来の各武道競技に対応で
き、大会開催が可能な施設として設置

指定管
理 48,867 32,431 94,297

13 柳が崎ヨットハーバー 7,396.79 H8 大津市 セーリングスポーツの拠点施設として設置 指定管
理 13,412 15,477 6,479

14 長浜ドーム 15,243.54 H3 長浜市
天候に左右されずに利用できる多目的な屋内運動施設として設
置

指定管
理 73,053 33,489 198,282

15 琵琶湖漕艇場 1,149.57 H45 大津市
ボートのメッカであった瀬田川周辺に、ボート競技の普及振興の
ために設置

指定管
理 36,208 10,630 36,897

16 彦根総合運動場 17,175.43 S44 彦根市
文化、体育を主軸とした学園都市、観光都市への方向づけがさ
れ、その結果、県立彦根総合運動場が設置

指定管
理 91,806 19,754 236,286

文
化
施
設

社
会
体
育
施
設

※記載内容については、現在精査中



番号
施設
の

種類
施設名

延床面積
（㎡）

建築年度
所在市

町
設置目的 管理形態

維持管理費
平均H24～H26

（千円）

収入平均
H24～H26

（千円）

利用者数
（人）

平均H24～
H26

17 林業普及センター 1,519.94 S47 野洲市 森林・林業の技術指導、普及啓発、林木育種を行うために設置
直営 7,712 － －

18 湖北林業苗ほ 319.38 S34 米原市
造林用苗木の育成管理を行う施設で、採種園・採穂園・緑化樹
見本園を擁する。 直営 0 － －

19 油日林木育種場 508.58 S39 甲賀市
造林用優良種子を生産するために自然条件に適した品種改良
を行う施設。採種園・採穂園・試験畑・緑化樹見本園を擁する 直営 198 － －

20 薬業技術振興センター 762.27 S45 甲賀市
医薬品等の製造販売承認・製造許可にかかる事務および査察を行うとともに、
製薬企業に対する製薬技術の向上支援事業や医薬品等の試験検査を行う。 直営 2,792 11,394 653

21
工業技術総合センター
（栗東庁舎）

8,822.10 S59 栗東市
工業に関する広範な分野の総合的な試験・研究・指導機関とし
て設置 直営 41,217 59,306 7,840

22
工業技術総合センター
信楽窯業技術試験場

3,243.99 S41 甲賀市 窯業に関する試験・研究・指導機関として設置
直営 7,460 4,415 1,116

23
東北部工業技術セン
ター（長浜庁舎）

2,243.11 S46 長浜市
工業に関する広範な分野の総合的な試験・研究・指導機関とし
て設置 直営 7,684 18,900 2,367

24
東北部工業技術セン
ター（彦根庁舎）

2,434.02 S49 彦根市
工業に関する広範な分野の総合的な試験・研究・指導機関とし
て設置 直営 6,846 12,360 2,396

25 テクノファクトリー 2,616.27 H12 草津市
新製品の試作や製造に係る技術の開発および改良の支援を行
う施設として設置

指定管
理 2,811 27,485 －

26
旧大津高等職業訓練校（滋賀県
事業内職業訓練センター（大津）） 2,177.62 S42 大津市

国家検定である技能検定をはじめ民間における教育訓練等の
拠点として設置 貸付 8,449 1,946 －

27
旧長浜高等職業訓練校（滋賀県
事業内職業訓練センター（長浜）） 2,047.49 S45 長浜市

国家検定である技能検定をはじめ民間における教育訓練等の
拠点として設置 貸付 3,493 － －

28
高等技術専門校草津校
舎

8,346.68 S58 草津市
職業能力開発促進法に基づき、滋賀県が設置運営している公
共職業能力開発施設 直営 2,725 6,595 24,021

29
高等技術専門校米原校
舎

8,647.05 H3 米原市
職業能力開発促進法に基づき、滋賀県が設置運営している公
共職業能力開発施設 直営 2,795 3,824 22,426

30 農業技術振興センター 8,757.96 S49
近江八
幡市

研究成果等の迅速な普及を始め、環境と調和した農業の確立と
担い手の育成を総合的に進めるために設置 直営 26,028 300 －

31
農業技術振興センター
茶業指導所

1,800.90 S３４ 甲賀市
茶業振興の拠点施設として生産から流通、行政面まで多岐にわたり対
応し、栽培管理・製茶加工技術の研究に取り組むために設置 直営 4,305 36 －

32
農業技術振興センター
花き・果樹分場

3,035.36 S49 栗東市
花きと果樹について、高品質で環境に配慮した栽培技術や生産者の省
力化が可能な栽培技術の研究開発に取り組むために設置 直営 3,911 69 －

33 加工指導センター 607.18 H1
近江八
幡市

農林水産物の加工技術の指導研究の拠点施設として設置
直営 － － 321

産
業
関
係
施
設



番号
施設
の

種類
施設名

延床面積
（㎡）

建築年度
所在市

町
設置目的 管理形態

維持管理費
平均H24～H26

（千円）

収入平均
H24～H26

（千円）

利用者数
（人）

平均H24～
H26

34 畜産技術振興センター 12,048.07 S60
蒲生郡
日野町

滋賀県の畜産の振興を図り、安全・安心で良質な畜産物の生産
を推進するために設置 直営 20,832 69,247 14,967

35 家畜保健衛生所（本所） 1,200.41 S45
近江八
幡市

「家畜保健衛生所法」に基づいて設置。家畜伝染病の予防とま
ん延防止のための検査・衛生指導等を実施 直営 3,881 9,802 －

36
家畜保健衛生所北西部
支所

606.34 S38 高島市
「家畜保健衛生所法」に基づいて設置。家畜伝染病の予防とま
ん延防止のための検査・衛生指導等を実施 直営 1,000 － －

37 水産試験場（本場） 2,820.77 S46 彦根市
琵琶湖漁業にかかる試験調査研究として、増養殖技術の開発
や漁場環境保全技術開発等を行うために設置 直営 15,728 52 －

38 魚病指導総合センター 650.15 S56 彦根市 県内の魚類防疫を推進することを目的に設置
直営 3,499 － －

39 水産試験場醒井養鱒場 2,798.78 S62 米原市
水産振興有望魚種であるﾋﾞﾜﾏｽ資源の増殖を図るため設置。養
殖漁業・河川漁業振興への理解を深めるための施設 直営 1,303 791 45,996

40
（旧）大津健康福祉セン
ター

2,250.39 S56 大津市
大津市の中核市への移行に伴い、現在は大津市保健所に施設
を貸付 直営 14,773 18,045 12,306

41 長寿社会福祉センター 6,459.18 H5 草津市
長寿社会づくりの推進および、高齢者や障害者の自立と社会参
加の促進を目的とする施設として設置

指定管
理 60,537 33,281 90,594

42 福祉用具センター 1,493.42 H9 草津市
高齢者や障害者の自立と社会参加の促進ならびに介護者の負
担軽減を図ることを目的として設置

指定管
理 55,438 83 3,713

43
障害者総合福祉セン
ター（むれやま荘）

4,799.38 S58 草津市
障害者総合支援法に基づく施設障害者福祉サービスおよび短期入所
サービスを提供し、障害者の自立や社会参加を支援するために設置

指定管
理 14,474 134,771 10,758

44 近江学園 5,464.03 S46 湖南市
児童福祉法第42条に規定される障害児入所施設として、障害のある児童を保護するとと
もに、療育的視点による生活訓練や中長期的な支援を行い、退所後も安定した生活を送
ることができるよう支援するために設置 直営 54,612 122,178 32,857

45 近江学園職員宿舎 810.76 H10 甲賀市 信楽学園に勤務する職員のための宿舎として設置
直営 － － 1

46 信楽学園 4,095.49 S45 甲賀市
児童福祉法第42条に規定される障害児入所施設として、障害のある児童を保護するとと
もに、独立自活に必要な知識技能の習得や就労実習体験等により退所後も安定した社
会生活を送ることができるよう支援するために設置

指定管
理 11,661 87,251 13,536

47 信楽学園職員宿舎 66.24 S39 甲賀市 信楽学園に勤務する職員のための宿舎として設置
直営 － － 1

48 （旧）信楽通勤寮 1,114.27 H4 甲賀市
平成１８年度で廃止
公売中 直営 0 － －

49 視覚障害者センター 921.40 H12 彦根市
身体障害者福祉法第３４条に基づく視覚障害者情報提供施設と
して設置

指定管
理 38,717 － 9,597

50 （旧）点字図書館 414.00 S55 彦根市 現在は視覚障害者ｾﾝﾀｰへ移転
直営 0 － －

産
業
関
係
施
設

福
祉
施
設



番号
施設
の
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施設名

延床面積
（㎡）

建築年度
所在市

町
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H26

51
小児保健医療センター
療育部

3,542.77 S48 守山市
児童福祉法に基づく児童発達支援センター（医療型・福祉型併設）として、就学前の重症
心身障害児等を対象に、医療、保健、福祉の連携による総合療育等により、障害児支援
を行うために設置 直営 46,579 88,733 7,598

52 精神保健福祉センター 496.70 S58 草津市
知的障害者に発行する療育手帳の判定業務、知的障害に関す
る相談、ひきこもりに関する相談を行うために設置 直営 56 － 1,033

53 聴覚障害者センター 868.48 H7 草津市
身体障害者福祉法第34条に基づく聴覚障害者情報提供施設と
して設置

指定管
理 37,645 － 9,740

54 障害者福祉センター 3,922.19 H2 草津市
身体障害者福祉法第31条に基づく身体障害者福祉センターとし
て設置

指定管
理 58,740 3,030 75,572

55 淡海学園 4,813.66 S37 甲賀市
児童福祉法第44条の規定により県が設置している児童福祉施
設。情緒の安定を基盤として指導に当たっている 直営 12,388 － 286

56 淡海学園長宿舎 59.66 S37 甲賀市 淡海学園内に設置された園長用宿舎
直営 － － 1

57 淡海学園職員宿舎 89.97 S37 甲賀市 淡海学園内に設置された職員用の宿舎
直営 － － 1

58
中央子ども家庭相談セ
ンター

1,953.29 S58 草津市
児童福祉法第12条第１項および売春防止法第34条第１項、第36条の
規定に基づき設置。児童相談措置、女性相談保護業務等を行う 直営 11,356 11,356 12,195

59
中央子ども家庭相談セ
ンター女性一時保護所

835.39 S58 草津市 中央子ども家庭相談センターと同様
直営 － － －

60
彦根子ども家庭相談セ
ンター

1,265.98 H10 彦根市
児童福祉法第12条第１項および売春防止法第34条第１項の規
定に基づき設置。児童相談措置、女性相談業務等を行う 直営 9,001 3,111 4,801

61
彦根子ども家庭相談セ
ンター（旧）一時保護所

1,176.03 S43 彦根市 彦根子ども家庭相談センターと同様。現在は不使用
直営 0 － －

62 びわ湖こどもの国 6,327.61 H4 高島市
次代を担う児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情
操を豊かにすることを目的として設置

指定管
理 133,889 38,874 207,819

63 東近江健康福祉事務所 1,191.52 S55
東近江
市

地域住民の健康や衛生を支える公的機関であり、地域保健法
に基づき設置 直営 1,494 － －

64 湖東健康福祉事務所 1,205.16 S35 彦根市
地域住民の健康や衛生を支える公的機関であり、地域保健法
に基づき設置 直営 4,277 － －

65 高島健康福祉事務所 1,094.14 S52 高島市
地域住民の健康や衛生を支える公的機関であり、地域保健法
に基づき設置 直営 3,225 － －

66 総合保健専門学校 7,350.55 S52 守山市
保健医療従事者として人々の健康と福祉に貢献する人材を育
成する施設として設置 直営 157,066 152,505 370

67 看護専門学校 5,260.99 S49 長浜市
保健・医療・福祉のニーズに適切に対応できる有能な看護師を
育成することを目的に設置 直営 64,012 87,913 216

福
祉
施
設

保
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施
設
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68 衛生科学センター 3,492.87 S45 大津市
保健衛生行政の推進に必要な科学的根拠を担う機関として、試
験検査等を行うために設置 直営 46,476 67 －

69 食肉衛生検査所 500.00 H20
近江八
幡市

衛生的かつ安全な食肉の供給基地として設置
直営 1,961 － －

70 動物保護管理センター 1,559.15 S57 湖南市
動物による人への危害の防止等を図り、人と動物が共生できる
豊かな社会づくりを推進するため設置 直営 8,242 5,682 7,578

71
南部合同庁舎（保健所
等）

2,392.91 S55 草津市
地域住民の健康や衛生を支える公的機関であり、地域保健法
に基づき設置 直営 10,704 27 －

72
甲賀合同庁舎（保健所
等）

1,748.98 H9 甲賀市
地域住民の健康や衛生を支える公的機関であり、地域保健法
に基づき設置 直営 6,022 27 －

73
湖北合同庁舎(保健所
等）

1,264.37 S44 長浜市
地域住民の健康や衛生を支える公的機関であり、地域保健法
に基づき設置 直営 3,271 18 －

74 消防学校 8,149.12 S59
東近江
市

消防組織法第51条に基づき設置。消防職団員等に対する教育
訓練を行う教育機関 直営 17,941 － 1,525

75 県民交流センター 11,303.93 H10 大津市
社会貢献活動やその他の様々な分野における自発的な活動に
参加する県民が集い、交流するための施設として設置

指定管
理 146,416 104,700 223,017

76 県庁（厚生会館の一部） 1,268.52 S54 大津市 滋賀県の行政機関（会議室）
貸付 5,077 10,750 －

77
公立大学法人貸付財産
（和田職員宿舎）

788.71 S45 彦根市
建設当初は、県職員宿舎として設置。公立大学法人化以後も教
職員宿舎として、現在は留学生宿舎として使用 貸付 － － －

78
公立大学法人貸付財産
（造形活動拠点）

128.06 H17 彦根市
公立大学法人滋賀県立大学に貸し付け、学生の木工作業施設
として使用 貸付 － － －

79
公立大学法人貸付財産
（地域共生センター）

621.40 H14 彦根市
地域の文化および産業等の振興ならびに地域社会の発展に寄
与することを目的にした大学附属施設として使用 貸付 － － －

80
共済宿泊施設（ピアザ淡
海）

5,304.06 H10 大津市
職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を行う施設とし
て設置 貸付 124,189 361,237 94,727

81 南部職員会館 432.07 S55 草津市
職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を行う施設とし
て設置 直営 1,820 － 11,840

82 東近江職員会館 354.50 S54
東近江
市

職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を行う施設とし
て設置 直営 1,889 － 14,693

83 湖北職員会館 345.50 S56 長浜市
職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を行う施設とし
て設置 直営 1,412 － 13,697

84 高島職員会館 357.00 S61 高島市
職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を行う施設とし
て設置 直営 1,369 － 11,794

保
健
施
設
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85 湖東職員会館 360.64 S56 彦根市
職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を行う施設とし
て設置 直営 1,940 － 14,673

86 木之本職員会館 184.00 S58 長浜市
職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を行う施設とし
て設置 直営 576 － 376

87 甲賀職員会館 422.91 H9 甲賀市
職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を行う施設とし
て設置 直営 2,439 － 11,982

88 守山職員会館 340.92 S58 守山市
職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を行う施設とし
て設置 直営 2,584 － 11,942

89
琵琶湖環境科学研究セ
ンター

8,086.22 H16 大津市
琵琶湖環境における基本的課題に対応する総合的視点に立っ
た環境の試験研究の拠点として設置 直営 5,952 120 197

90
ＵＮＥＰ国際環境技術セ
ンター

3,017.69 H6 草津市
国際的湖沼流域環境保全の推進を図る公益財団法人国際湖沼
環境委員会（ILEC）の活動拠点として設置 貸付 13,774 3,856 1,767

91 琵琶湖博物館 25,618.28 H7 草津市
水族展示を有する博物館。琵琶湖を中心に資料や情報を収集・
整理し、望ましい今後を探る研究施設として設置 直営 136,080 119,310 363,378

92 近江富士花緑公園 2,389.44 H3 野洲市
主な施設：ふるさと館、植物園、ウッディールーム、里の家、森林
のわくわく学習館

指定管
理 60,699 62,537 288,612

93 きゃんせの森 206.74 H11 米原市
森林に対する理解を深め、樹木に親しむことのできる場を提供
するために設置 直営 1,494 － 10,886

94
君ヶ畑治山事業現場事
務所

80.00 S53
東近江
市

荒廃した山腹や渓流を復旧する治山事業を行うための現場事
務所 直営 0 － －

95
川並治山事業現場事務
所

42.12 S56 長浜市
荒廃した山腹や渓流を復旧する治山事業を行うための現場事
務所 直営 0 － －

96
近江八幡国民休暇村野
営場

399.46 S60
近江八
幡市

琵琶国定公園における公園事業として設置
貸付 1,216 － 12,665

97 大原ダム野営場 123.57 H9 甲賀市 鈴鹿国定公園における公園事業として設置
貸付 249 － －

98
余呉湖野外活動セン
ター

157.63 S49-H9 長浜市 鈴鹿国定公園における公園事業として設置
貸付 － － －

99 比良管理事務所 29.16 S46 大津市 鈴鹿国定公園における公園事業として設置
貸付 23 － 180

100 厚生会館の一部 254.73 S43 大津市 県民の福祉の増進に寄与することを目的として設置
貸付 2,067 5,272 －

101 厚生会館別館2階 333.85 S43 大津市 県民の福祉の増進に寄与することを目的として設置
貸付 907 － 2,500
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102 計量検定所 1,393.22 H6 草津市
計量法に基づき「適正な計量の実施を確保する」ことを目的とし
た行政機関として設置 直営 5,080 8,930 5,405

103 陶芸の森 5,746.88 H2 甲賀市 陶器産業の振興と陶芸文化の向上を目的とする施設として設置 指定管
理 46,372 18,989 329,300

104
ミシガン州立大学連合
日本センター

5,448.24 H2 彦根市
滋賀県とミシガン州との姉妹提携２０周年を記念して、友好関係
の発展等に寄与するため設置 直営 31,736 10,029 －

105
シガインターナショナル
ハウス

1,077.25 S61 大津市 海外技術研修員向けの宿舎として設置
直営 4,014 4,828 －

106
大津公共職業安定所高
島出張所貸付建物

35.18 S51 高島市
職業安定関係事務を国・県共同して推進する施設として、公共
職業安定所と合築し設置 貸付 246 315 －

107
大津公共職業安定所貸
付建物

129.62 S45 大津市
職業安定関係事務を国・県共同して推進する施設として、公共
職業安定所と合築し設置 貸付 1,083 272 －

108
草津公共職業安定所貸
付建物

65.41 S58 草津市
職業安定関係事務を国・県共同して推進する施設として、公共
職業安定所と合築し設置 貸付 1,048 624 －

109
甲賀公共職業安定所貸
付建物

128.22 S49 甲賀市
職業安定関係事務を国・県共同して推進する施設として、公共
職業安定所と合築し設置 貸付 2,238 458 －

110
東近江公共職業安定所
貸付建物

45.60 H4
東近江
市

職業安定関係事務を国・県共同して推進する施設として、公共
職業安定所と合築し設置 貸付 347 2,002 －

111
長浜公共職業安定所貸
付建物

54.00 S43 長浜市
職業安定関係事務を国・県共同して推進する施設として、公共
職業安定所と合築し設置 貸付 755 46 －

112 男女共同参画センター 3,864.85 S61
近江八
幡市

滋賀県男女共同参画推進条例第15条に基づく、県民、事業者および市町による男女共
同参画の取組を支援するための総合的な拠点となる施設であり、男女共同参画の推進
を図ることを目的に設置 直営 22,539 15,106 88,413

113
農業技術振興センター
農業大学校

7,231.22 S44
近江八
幡市

次代の農業経営を担う優れた人材、地域社会における農業の振興等
に指導的役割を果たす個性豊かな人材を養成するため設置 直営 7,782 6,118 21

114 建設技術センター 1,894.34 H10 草津市
建設事業に関する技術の向上と県内における公共工事の円滑
な推進に関する事業等を行うため設置 貸付 8,321 7,231 2,123

115 議員会館 372.33 S27 大津市 滋賀県議会議員が会議等で利用
直営 766 35 110

116 図書館 12,849.99 S55 大津市
県民に対する直接貸出とともに、県内各市町の公共図書館の支
援を行うために設置 直営 29,141 1,740 251,644

117 長浜ドーム宿泊研修館 1,473.23 H4 長浜市
青少年をはじめ広く県民文化の向上のための拠点とし活用され
ること等を目的に設置

指定管
理 14,567 21,132 10,640

118
湖西線埋蔵文化財整理
場

69.52 H20 大津市
ＪＲ湖西線の線路敷設等に伴って発掘された遺物を整理・保管
するために設置 直営 0 － －
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119 史跡近江国庁舎跡 104.95 H14 大津市
地下に遺跡を保存し、地上は遺構の一部を再現するなどして、
遺跡公園として設置 直営 0 － －

120 環翠館収蔵庫 229.42 S63 長浜市 文化財収蔵庫として設置
直営 0 － －

121 城郭調査事務所 909.57 S45
近江八
幡市

「近江風土記の丘」の資料館（博物館施設）として設置。
直営 2,942 － －

122
早崎文化財活用セン
ター

719.70 S46 長浜市
発掘調査等により出土した埋蔵文化財の収蔵庫および文化財
活用拠点として設置 直営 0 － －

123 大石曽束文化財収蔵庫 314.80 H9 大津市 発掘調査等により出土した埋蔵文化財を保管するため設置
直営 0 － －

124 琵琶湖文化館 4,197.00 S36 大津市
博物館、水族館、植物園、プール、レストランなどを備えた総合
施設として設置。平成20年度から休館中 直営 0 － －

125 埋蔵文化財センター 1,998.73 S55 大津市
県下の埋蔵文化財の中枢機関として、調査および研究、出土品や資料等の整
理、保存処理および収蔵保管、知識の普及および啓発を担う機関として設置 直営 6,645 － 7,406

126-
173

県立学校（48施設）（併設
の中学校を含む）

625,458.15 S15-H7
県内15
市町

学校教育法第50条に基づき設置。中学校における教育の基礎の上に、心身の
発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とす
る 直営 1,197,115 3,457,890 34,612

174-
190 特別支援学校（17施設） 98,415.78

S43-
H25

13市町
学校教育法第72条に基づき設置。視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を
含む。）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上
の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする 直営 307,650 318 3,289

191 総合教育センター 7,691.15 S46 野洲市 滋賀県における教育の充実と振興を図るため設置
直営 23,503 721 28,478

192 心の教育相談センター 469.50 H2 大津市
不登校児童生徒に対する相談等に関する支援を目的とする施
設として設置 直営 1,002 － －

193 警察本部庁舎 28,700.80 H20 大津市
滋賀県公安委員会の管理の下に、警察活動を行うための拠点
施設として設置 直営 89,032 － －

194-
205 警察署（12施設） 36,050.51

S43-
H15

10市
滋賀県警察本部の下部機構で、滋賀県の市町を管轄する区域
に分け、警察活動を行う拠点施設として設置 直営 142,287 6,253 －

206 科学捜査センター 1,573.18 H4 大津市 犯罪捜査に関連する鑑定および検査等を行うために設置
直営 2,007 － －

207 運転免許センター 5,870.87 S57 守山市 自動車運転免許証発行、更新手続等を行うために設置
直営 19,413 － 107,563

208
運転免許センター米原
分室

977.86 S62 米原市 自動車運転免許証発行、更新手続等を行うために設置
直営 4,108 － 45,259

209 機動警察隊 3,827.31 H1
蒲生郡
日野町

警ら用無線自動車による広域機動警ら等の業務を主に行うため
の拠点施設として設置 直営 5,273 － －
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210 交通機動隊 1,914.56 S40 栗東市 交通指導取締等の活動を行うための拠点施設として設置
直営 1,451 － －

211 滋賀県警察ヘリポート 680.54 S63
蒲生郡
日野町

滋賀県内における、警察用航空機による警ら及び遭難者等の
捜索救助の業務を主に行うための拠点施設として設置 直営 3,266 － －

212 警察本部栗東事務室 630.52 S48 栗東市 警察本部各課の事務所
直営 144 － －

213-
267 交番（55施設） 7,652.90

S41-
H25

県内各
地

警察法に基づき、公共の生命・身体・財産の保護等公共の安全
の秩序維持のために設置 直営 35,902 － －

268-
373 駐在所（106施設） 11,239.64

S45-
H26

県内各
地

警察法に基づき、公共の生命・身体・財産の保護等公共の安全
の秩序維持のために設置 直営 26,538 － －

374 長浜詰所 263.19 S38 長浜市
水難救護その他水上における安全を確保するため必要な活動
を行う拠点施設として設置 直営 71 － －

375 堅田詰所 249.01 S57 大津市
水難救護その他水上における安全を確保するため必要な活動
を行う拠点施設として設置 直営 140 － －

376 近江舞子警備派出所 123.53 S39 大津市 警備派出所の管内における治安維持のために設置
直営 － － －

377 大津分駐所 424.58 H3 大津市
水難救護その他水上における安全を確保するため必要な活動
を行う拠点施設として設置 直営 226 － －

378 彦根分駐所 315.54 S44 彦根市
水難救護その他水上における安全を確保するため必要な活動
を行う拠点施設として設置 直営 449 － －

379 高島分駐所 269.88 S55 高島市
水難救護その他水上における安全を確保するため必要な活動
を行う拠点施設として設置 直営 71 － －

380 山中検問所 34.57 S46 大津市
昭和４６年度に設置され、大津署管内の治安維持を目的にして
いる 直営 35 － －

381
県庁（本館・新館等、北
新館を含む）

46,501.01 S14 大津市 滋賀県の行政機関
直営 378,101 19,884 －

382 大津合同庁舎 11,014.87 H3 大津市 滋賀県の地方行政機関
直営 51,121 45,001 －

383 滋賀県公館 595.06 H4 大津市
国内外の賓客をお迎えしたり、 表彰式等の県の重要な行催事
を行うための施設として設置 直営 5,701 － －

384 政策研修センター 2,681.74 H10 大津市
地方公務員法に基づき、勤務能率の発揮および増進のため、任命権者が実施する職員
研修施設として、滋賀県と（公財）滋賀県市町村振興協会が区分所有し、設置 直営 17,021 576 3,664

385 自動車税事務所 1,218.54 H2 守山市
県内における自動車税および自動車取得税の賦課徴収を目的
とする施設として設置 直営 4,016 283 －

警
察
施
設

庁
舎
等



番号
施設
の

種類
施設名

延床面積
（㎡）

建築年度
所在市

町
設置目的 管理形態

維持管理費
平均H24～H26

（千円）

収入平均
H24～H26

（千円）

利用者数
（人）

平均H24～
H26

386 パスポートセンター 649.04 H10 大津市
旅券申請の増大に対応し、県民サービスの向上を図るために設
置 直営 4,014 4,828 －

387 南部合同庁舎（本館等） 4,474.06 S55 草津市 滋賀県の地方行政機関
直営 22,247 889 －

388 甲賀合同庁舎（本館等） 7,727.24 H9 甲賀市 滋賀県の地方行政機関
直営 29,338 6,614 －

389
東近江合同庁舎（本館
等）

5,410.77 S54
東近江
市

滋賀県の地方行政機関
直営 18,242 545 －

390 湖東合同庁舎 5,054.51 S46 彦根市 滋賀県の地方行政機関
直営 22,750 609 －

391 湖北合同庁舎(本館等） 5,172.47 S54 長浜市 滋賀県の地方行政機関
直営 22,384 2,811 －

392 高島合同庁舎（本館等） 3,591.13 S42 高島市 滋賀県の地方行政機関
直営 16,937 235 －

393 木之本合同庁舎 2,795.14 S60 長浜市 滋賀県の地方行政機関
直営 8,850 － －

394
北川水源地域振興事務
所

633.81 H3 高島市
地元高島市との緊密な連携の下で、北川ダム一旦中止後の水
没予定地及び周辺地域の地域振興を行うために設置 直営 3,017 － －

395 知事公舎 310.76 H4 大津市 滋賀県知事の公舎
直営 － 529 －

396 日の出公舎 1,684.09 S63 大津市 幹部職員用宿舎
直営 1,184 4,442 －

397
公立大学法人貸付財産
（平田職員宿舎）

2,050.51 H8 彦根市 県立大学教員および水産試験場職員の宿舎
貸付 － － 28

398 栗林職員住宅 2,104.57 H8 大津市
職員および同居する（しようとする）親族の住居を確保するため
設けている福利厚生施設として設置 直営 1,872 4,555 －

399 唐橋寮 3,780.46 H5 大津市
勤務地から遠方の独身職員の住居を確保するため設けている
福利厚生施設として設置 直営 5,218 5,775 －

400
長浜職員住宅および独
身寮

988.56 H9 長浜市
職員および同居する（しようとする）親族の住居を確保するため
設けている福利厚生施設として設置 直営 1,038 2,814 －

401
坂本職員住宅および独
身寮

3,903.83 H14 大津市
職員および同居する（しようとする）親族の住居を確保するため
設けている福利厚生施設として設置 直営 4,081 14,436 －

402 守山職員住宅 2,871.60 H11 守山市
職員および同居する（しようとする）親族の住居を確保するため
設けている福利厚生施設として設置 直営 3,445 12,530 －

職
員
住
宅
等

庁
舎
等



番号
施設
の

種類
施設名

延床面積
（㎡）

建築年度
所在市

町
設置目的 管理形態

維持管理費
平均H24～H26

（千円）

収入平均
H24～H26

（千円）

利用者数
（人）

平均H24～
H26

403 朝日が丘職員住宅 1,068.56 H10 大津市
職員および同居する（しようとする）親族の住居を確保するため
設けている福利厚生施設として設置 直営 1,250 4,865 －

404 市ヶ谷職員住宅 799.70 H10
東京都
新宿区

東京で勤務する職員の住居を確保するため設けられた職員の
福利厚生施設として設置 直営 1,241 3,016 －

405
（旧）工技センター信楽窯
業技術試験場職員宿舎

86.55 S51 甲賀市
地場産業である窯業全般の振興のため、県外出身の試験場職
員のための宿舎として設置 直営 － － －

406
水産試験場平田職員宿
舎

273.50 H8 彦根市
水産試験場の試験研究の遂行のために、職員の居住の用に供
するために水産試験場内に設置 直営 118 447 －

407 第二東矢倉教職員住宅 649.40 S58 草津市 教職員の福利厚生の増進のために設置
直営 531 1,376 －

408 守山教職員住宅 2,213.28 S62 守山市 教職員の福利厚生の増進のために設置
直営 1,509 6,985 －

409 長浜第二教職員住宅 468.90 S51 長浜市 教職員の福利厚生の増進のために設置
直営 520 959 －

410 東矢倉教職員住宅 1,297.75 S56 草津市 教職員の福利厚生の増進のために設置
直営 1,803 2,726 －

411 彦根教職員住宅 242.70 S52 彦根市 教職員の福利厚生の増進のために設置
直営 482 483 －

412 神領教職員住宅 929.67 H12 大津市 教職員の福利厚生の増進のために設置
直営 2,285 4,785 －

413 栗東教職員住宅 1,058.53 H14 栗東市 教職員の福利厚生の増進のために設置
直営 644 5,368 －

414-
426

本部長・署長公舎（13施
設）

1,182.47
S44-
H17

10市
即時に警察署等に赴いて指揮を執る必要性から、警察署の敷
地内に居住するための公舎 直営 978 － 10

427-
494

宿舎・独身寮・職員住宅
（68施設）

46,644.91
S35-
H25

県内各
地

犯罪や事故に直ちに対応するため、警察官を勤務公署に近接し
て居住するための宿舎として設置 直営 38,481 41,847 510

職
員
住
宅
等



• 人口増加や企業立地等の動きにあわせて、県立学校をはじめとする建築物の整備が大

きく進展

• 昭和43年度～昭和60年度にかけて全体の約46％を整備

（☞ この時期に整備された施設の老朽化が進行し、近年、課題が顕在化）

• 有利な地方債制度（地域総合整備事業債）等を活用し、社会体育施設や文化施設等の

大規模施設の整備が進展

（☞ これらの整備により、サービス水準が大きく向上した反面、建設時

に発行した地方債（借金）の償還と維持管理費が財政上の負担に）

［この時期に整備された主な施設］

H３ 長浜ドーム H４ 武道館 H６ 滋賀県立大学

H７ 琵琶湖博物館 H９ びわ湖ホール 等

６ 建築物を取り巻く状況・これまでの取組経過



• 厳しい財政状況を踏まえ、「財政構造改革」の取組に着手し、会館等公共施設（ハコ

モノ）建設の原則凍結の方針を打ち出すとともに、改修事業についても、特に緊急性が

高い工事や、アスベスト対策など利用者の安全に直結する工事等に重点化

（☞ 損傷等の状況が深刻化してから対策を講じるいわゆる「事後保

全型管理」を余儀なくされ、老朽化の進行に拍車）

• 阪神大震災等を契機とする国民の安全意識の高まりを背景に、多くの活断層が存在

する本県においても、公共建築物の耐震対策に投資を集中（☞ 老朽化対策の遅れの

一因に）

地震防災プログラ
ム（第１次）

H16.3策定

(主な成果） ※H25年度末実績
・防災上特に重要な県有施設（831／1013施設）※１ 耐震化率 82.0％
・防災上重要な県有施設(126／245施設）※ 耐震化率 51.8％

第２次地震防災プ
ログラム（第２次）

H26.12改訂

(主な成果） ※H26年度末実績
・防災上特に重要な県有施設（894／1013施設）※１ 耐震化率 88.3％
・防災上重要な県有施設(127／245施設）※２ 耐震化率 51.8％

※１ 医療機関、社会福祉施設、学校、利用の多い県民供用施設、防災拠点施設
※２ その他の県民供用施設、試験研究機関、その他庁舎、職員宿舎等



• 市町村合併の進展や民間施設の充足状況等を踏まえ、広域自治体である県の「公の

施設※」のあり方について、ゼロベースで見直し。

※ 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設ける施設

• 県で管理する必要性が低い施設や、利用者が特定の地域、団体に偏っている施設等

について「廃止」や「移管」を進める一方、存続させる施設について、一層の運営改善を

実施

（☞ 施設総量の抑制を図ることで、財政負担の軽減にも寄与）

公の施設の見直し
（H17～H19）

廃止（△５） →信楽通勤寮、和風荘、比叡山自然教室 等
移管（△４） →文化芸術会館（長浜、安曇川、八日市、水口）

新しい行政改革の方
針（H20～）

廃止（△１） →しゃくなげ園

公の施設見直し計画
（H21.12～H26）

廃止（△６）
→滋賀会館、水環境科学館、三島池ビジターセンター

朽木いきものふれあいの里センター、きぬがさ荘、
虎御前山教育キャンプ場

移管（△８）
→日野渓園、安土荘、長浜荘、さつき荘、福良荘、

荒神山少年自然の家、アーチェリー場、比良山岳センター



• これらの見直しによるものも含め、施設の廃止等に伴い、未利用地として残った県有地に

ついて、歳入確保の観点から積極的に処分・売却を推進

（☞ 厳しい財政状況下において、歳入確保対策の柱の一つに）

（未利用県有地の処分等の実績）

年度 売却実績 主な売却物件

H15 11.7億円 旧警察会館おおみ荘

H16 4.0億円 野洲川廃川敷

H17 6.7億円 旧短期大学職員宿舎

H18 12.3億円 旧短期大学看護短期大学部

H19 7.9億円 旧大津土木事務所

H20 3.9億円

H21 9.0億円 旧農業総合センター農業試験場

H22 41.3億円 旧短期大学農業部

H23 7.6億円 旧渋川職員宿舎

H24 5.2億円 近江八幡警察署敷地

H25 31.0億円 草津川廃川敷、竜王岡屋用地

H26 2.6億円



• 一方、 「公の施設」 の管理をそれまでの地方公共団体や出資法人だけでなく、民間

事業者にも委ねる「指定管理者制度」が導入されたことは、存続施設の運営改善面で大き

なプラスに

(☞ ソフト面での「民間活力の活用」の代表的な取組）

H27.4.1現在、40施設で指定管理者制度を導入

（学校等を除く「公の施設」55施設のうち、７割強で導入）
（県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.pref.shiga.lg.jp/gyokaku/shiteikanri/index.html）

■サービス面での効果

・利用者数の増（利用者数を把握している30施設）

年間 ＋41.7万人（+11.7％） ［H17～19平均 356.1万人 → H26実績397.8万人］

・開館時間の延長、開館日の拡大 （例）アイスアリーナ、長浜ドーム、希望が丘文化公園

・新たなイベント開催 （例）びわ湖子どもの国、長寿社会福祉センター

・ネットワークの活用による需要喚起 （例）テクノファクトリー

■財政面での効果

・管理経費（※県営住宅を除く39施設） 削減効果額 年間 ▲7.9億円（▲19.0%）

H18決算額 41.5億円 → H27当初予算額 33.6億円



• 施設を活用した歳入確保の取組として、広告事業やネーミングライツを積極的に推進

(☞ 取組は難航しているが、施設を歳入確保に活用する視点は重要で

あり、今後も工夫・改善を図りながら、さらなる推進が必要）

■広告事業の取組 （県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.lg.jp/b/zaisei/zaisan/rikatsuyou.html）

施設に企業広告等の掲載スペースを設ける広告事業を６施設において実施
（平成26年度収入実績 ３施設 約400万円）

［主な施設： 県庁本館、大津合同庁舎、びわこボートレース場 等］

■ネーミングライツの取組 （県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.lg.jp/gyokaku/nr/index.html）

・施設の命名権を売却するネーミングライツの募集を平成25年度にびわ湖ホールで開始

・取組の拡充

○平成27年９月から募集制度を見直し

①募集施設の追加 アイスアリーナ等 ７施設、②パートナー特典の強化等 ８施設

○「提案型」募集制度（企業等から、導入を希望する施設やネーミングライツ料、契約期間等の

提案を幅広く募る制度）の新設

【契約実績】

平成26年２月 「県民の森」について、契約締結

○ネーミングライツパートナー： 滋賀日産自動車株式会社

○ネーミングライツ料： 年額 60万円 ○愛称： 滋賀日産リーフの森

○契約期間： H26年４月１日から平成31年３月31日（５年間）



• こうした財政面、運営面での取組に加えて、幅広い層が利用する公共施設の特性を踏ま

え、ユニバーサルデザインや、施設面における環境配慮などの取組も積極的に推進

（☞ 社会的ニーズへの対応、制度を先導する役割の発揮）

■ユニバーサルデザインの取組(平成16年度～）（県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.lg.jp/ud/）

• 「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例 施設整備マニュアル」に基づき、ス

ロープ、点字タイル、車いす使用者駐車施設、自動ドア、手すり、点字案内板、車いす使用

者でも利用可能な便所、オストメイト対応設備、乳幼児のおむつ替えができる設備 等を設

置

■車いす使用者等駐車場利用証制度の推進（平成25年度～）

（県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.lg.jp/ud/05-riyousyouseido/riyousyouseido.html）

• 障害者や高齢者など、移動に配慮が必要な方が使いやすい駐車場とするため、車いす

マーク等の駐車区画をご利用いただくための利用証を交付する制度

• 「思いやり区画」塗装に必要な用品の貸出し（非営利目的の使用に限り）も行う。



■建築物における環境配慮

・ 工事において、コンクリート殻等を利用した再生骨材やノンフロン・ハロン化材料、廃ガラスや湖

底汚泥を材料としたタイルやブロックを使用。また、ＬＥＤ照明や電気配線のエコケーブル等を標

準仕様化。

・ 温室効果ガス発生量削減の観点から、県産木材の利用を促進。

（県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.lg.jp/d/rimmu/kensanzai/images/houshin.html）

・ 県立施設において、太陽光発電設備を37箇所に設置（計 797.6ｋｗ）

［主な施設：湖南中部浄化センター（130kw）、近江大橋（60kw）、吉川浄水場（57kw）］

（県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.lg.jp/f/eneshin/files/3-4kenyuushisetsu.pdf）

・ 高効率の省電力型照明（ＬＥＤ、ＣＣＦＬ、省エネ反射板）を順次導入（切替え）

■再生可能エネルギーの導入促進

（県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.shiga.lg.jp/f/eneshin/20131216saiene-shinko.html）

・ 県流域下水道湖西浄化センターにおける汚泥処理施設の老朽化に伴う更新において、新たに

下水汚泥燃料化施設を設置することにより、その施設で生成される炭化汚泥・乾燥汚泥を化石燃

料代替エネルギーとして有効利用。

・ 県営再生可能エネルギー施設整備事業

一級河川高時川から取水した農業用水を流す水路落差部に水車発電機を４箇所設置予定

売電収入による農業水利施設の維持管理費の軽減やCO2排出削減、農村地域の活性化に貢献

●最大出力 2号落差工 52.0kW（15kW×2箇所、11kW×2箇所）

●水車形式開放型横軸クロスフロー水車 ●年間可能発電電力量 約26万kWh（4箇所合計）


