
外郭団体および公の施設の見直しについて

○次期外郭団体見直し計画の策定

◆背景

○公社・事業団等外郭団体の見直しを行政改革の重点課題に位置づけ、平成９年度から

取り組んできたが、平成２１年度をもって、現行の「新外郭団体見直し計画」の計画

期間が終了する。

○平成２０年１２月から、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進することを目的と

した新しい公益法人制度が施行されることから、こうした制度改革の趣旨を踏まえつ

つ、今後の外郭団体のあり方を検討する必要がある。

○ 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成２０年４月１日に施行され、

県の将来負担比率に外郭団体の負債等のうちの一定部分が算入されるようになった

ことも踏まえ、改めて外郭団体の経営改革を含めた見直しを進める必要がある。

新たな外郭団体見直し計画を策定

次期見直し計画策定の基本的考え方

① 今後の外郭団体のあり方と県の関与のあり方を提示

県の施策を推進していく上で、外郭団体に期待する役割とともに県がどの

ような関与をしていくべきかについて、その基本的な考え方を示す。

② 行政目的の効果的・効率的達成の視点から抜本的に見直す

公益法人制度改革や財政健全化法の施行など、外郭団体を取り巻く環境変

化や、厳しい県財政に対応するため、行政目的をより効果的・効率的に達成

するという視点から抜本的に見直す。

③ 団体毎の方向性を検討

県民にとって真に必要かどうかという視点から、存廃も含めて外郭団体の

あり方を個別に検討し、その方向性を示す。

特に、経営状況に課題があると認められる団体については、専門部会にお

いて重点的に検討を行う。
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◆計画策定の進め方

① 次期計画策定に向けた見直し方針の取りまとめ

外郭団体の果たすべき役割や県の関与のあり方について基本的な考え方を整理

し、見直しの全体的な方向性を示す基本方針を明らかにする。

② 具体的見直し案の取りまとめ

(a) 個別団体のあり方検討

外郭団体検討部会において、必要に応じ団体のヒアリング等も実施しながら、

次期見直し方針に沿って、団体ごとの見直しの方向性について検討を行う。

(b) 団体経営の改善方策の検討

自主的で効果的、効率的な経営を実現するため、外郭団体として共通的に取

り組むべき具体的方策について検討を行う。

③ 外郭団体見直しに関する提言

①の方針と②の検討結果を踏まえ、外郭団体見直し案を提言する。
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滋賀県行政経営改革委員会

外郭団体検討部会

①改革委員会による提言を踏まえて、見直し計画案を作成

②県民・議会の理解を得ながら、見直し計画を策定
県



外 郭 団 体 の 見 直 し 状 況

○ 外郭団体の団体数および役職員数の推移

※各年度数値は、４月１日現在（平成21年度役職員数は、速報値）
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○外郭団体の統廃合の状況（平成９年度以降）

1 (財)滋賀県大学等学術文化振興財団 平18.7廃止

2 滋賀県土地開発公社 1 滋賀県土地開発公社

3 (財)日本発酵機構余呉研究所 平12.3廃止

4 (財)淡海文化振興財団 2 (財)淡海文化振興財団

5 (財)滋賀県文化振興事業団 3 (財)滋賀県文化振興事業団

6 (財)滋賀県立長浜文化芸術会館

7 (財)滋賀県立安曇川文化芸術会館

8 (財)滋賀県立八日市文化芸術会館

9 (財)滋賀県立水口文化芸術会館

10 (財)滋賀県立草津文化芸術会館

11 (財)びわ湖ホール 4 (財)びわ湖ホール

12 (財)琵琶湖総合開発事業資金管理財団 平10.3廃止

13 (財)淡海環境保全事業財団 平10.3対象外団体（県自然保護財団、県自然保護協会）と統合

14 (財)国際湖沼環境委員会 5 (財)国際湖沼環境委員会

15 (財)滋賀県環境事業公社 6 (財)滋賀県環境事業公社

16 (財)滋賀県下水道公社 7 (財)滋賀県下水道公社

17 (社)滋賀県造林公社 8 (社)滋賀県造林公社

18 (財)びわ湖造林公社 9 (財)びわ湖造林公社

19 (財)滋賀県緑化推進会 10 (財)滋賀県緑化推進会

20 (社福)滋賀県社会福祉事業団 11 (社福)滋賀県社会福祉事業団

21 (財)滋賀県レイカディア振興財団 平15.4対象外団体（県社会福祉協議会）と統合

22 (財)滋賀県腎臓バンク 平15.4対象外団体（県保健衛生協会・県アイバンク）と統合

23 (財)滋賀県動物保護管理協会 12 (財)滋賀県動物保護管理協会

24 (財)滋賀県国民年金福祉協会 平13国へ所管替え

25 (財)滋賀県中小企業振興公社 13 (財)滋賀県産業支援プラザ

26 (財)滋賀県工業技術振興協会

27 (社)びわこビジターズビューロー 14 (社)びわこビジターズビューロー

28 (財)滋賀県陶芸の森 15 (財)滋賀県陶芸の森

29 (財)滋賀県国際協会 16 (財)滋賀県国際協会

30 (財)滋賀県障害者雇用支援センター 17 (財)滋賀県障害者雇用支援センター

31 (財)滋賀県農地協会 18 (財)滋賀県農林漁業後継者特別対策基金

32 (財)滋賀県農林漁業後継者特別対策基金

平10.3設立 19 (財)滋賀食肉公社

33 (社)滋賀県養豚価格安定基金協会

34 (財)滋賀県水産振興協会 20 (財)滋賀県水産振興協会

35 (財)滋賀県建設技術センター 21 (財)滋賀県建設技術センター

36 (財)滋賀県下水道技術センター

37 (財)滋賀県建築助成公社 平16.12廃止

38 滋賀県道路公社 22 滋賀県道路公社

39 滋賀県住宅供給公社 23 滋賀県住宅供給公社

40 (財)滋賀県公園・緑地センター 平21.3廃止

41 (財)滋賀県体育協会 24 (財)滋賀県体育協会

42 (財)滋賀県スポーツ振興事業団

43 (財)暴力団追放滋賀県民会議 25 (財)暴力団追放滋賀県民会議

44 (財)滋賀総合研究所 平18.3廃止

45 (財)びわこ空港周辺整備基金 26 (財)びわこ空港周辺整備基金

46 (財)滋賀県消防協会 27 (財)滋賀県消防協会

47 (財)びわ湖レイクフロントセンター 平20.8廃止

48 (財)糸賀一雄記念財団 28 (財)糸賀一雄記念財団

49 滋賀県信用保証協会 29 滋賀県信用保証協会

50 (財)滋賀県勤労者福祉協会 平17.7他団体の出資増により対象外

51 (株)滋賀食肉地方卸売市場 30 (株)滋賀食肉地方卸売市場

52 (財)滋賀県文化財保護協会 31 (財)滋賀県文化財保護協会

平16.4統合

平10.3統合

平11.3統合

平19.2統合

平10.3統合

平17.4対象外団体（県畜産振興協会、県養豚協会、
県家畜登録協会、県家畜畜産物衛生指導協会）と統合



○外郭団体見直し検討策定部会等開催状況

開 催 日 委員会 外郭団体部会 公の施設小委員会

11月20日 第１回（実施計画の取

組状況報告・部会の

設置）

平20

12月24日 第１回（課題整理）

1 月16日 第２回（概況検討）

2 月 4 日 第１回（見直しの考え方整

理）

2 月13日 第２回（ﾋｱﾘﾝｸﾞ：県民文化

生活部・健康福祉部所管

施設）

2 月17日 第３回（ﾋｱﾘﾝｸﾞ：琵琶湖環

境部所管施設）

3 月10日 第４回（ﾋｱﾘﾝｸﾞ：教育委員

会・土木交通部所管施設）

3 月13日 第３回（考え方整理・ﾋｱﾘﾝ

ｸ ：゙健康福祉部所管団体）

第５回（ﾋｱﾘﾝｸﾞ：健康福祉

部・農政水産部所管施設）

4 月 7 日 第４回（ﾋｱﾘﾝｸﾞ：県民文化

生活部所管団体）

第６回（ﾋｱﾘﾝｸﾞ：県民文化

生活部所管施設）

4 月 9 日 第５回（ﾋｱﾘﾝｸ ：゙警察本部・

健康福祉部・農政水産部

所管団体）

4 月22日 第６回（ﾋｱﾘﾝｸﾞ：琵琶湖環

境部・商工観光労働部・

土木交通部所管団体）

第７回（ﾋｱﾘﾝｸﾞ：琵琶湖環

境部・商工観光労働部・

土木交通部所管施設）

4 月30日 第２回（実施計画の取

組状況報告・部会の

検討状況報告）

5 月12日 第７回（ﾋｱﾘﾝｸﾞ：農政水産

部・教育委員会所管団体)

第８回（ﾋｱﾘﾝｸﾞ：教育委員

会所管施設）

5 月22日 第８回・第９回（ﾋｱﾘﾝｸﾞ：

土木交通部・商工観光労

働部・直轄・琵琶湖環境

部所管団体)

5 月27日 第９回（ﾋｱﾘﾝｸﾞ結果整理調

整）

6 月 3 日 第10回（ﾋｱﾘﾝｸﾞ結果整理調

整）
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6月17日 第10回（個別施設追加検討）



公の施設一覧表

1 男女共同参画センター 啓発施設 直営

2 消費生活センター 消費生活相談施設 行政機関化（H21.4)

3 びわ湖ホール 文化施設 指定管理 非公募 (財)びわ湖ホール 23.3

4 滋賀会館 文化施設 指定管理 非公募 (財)滋賀県文化振興事業団 22.3

5 文化産業交流会館 文化施設 指定管理 非公募 (財)滋賀県文化振興事業団 23.3

6 しが県民芸術創造館 文化施設 指定管理 非公募 (財)滋賀県文化振興事業団 23.3

7 希望が丘文化公園 教育施設 指定管理 公募 (財)滋賀県文化振興事業団 26.3

8 希望が丘野外活動センター 教育施設 指定管理 公募 (財)滋賀県文化振興事業団 26.3

9 青少年宿泊研修所 教育施設 指定管理 公募 (財)滋賀県文化振興事業団 26.3

10 県民交流センター 社会貢献活動施設 指定管理 公募 (株)ビューテック 26.3

11 近代美術館 文化施設 直営

12 琵琶湖博物館 博物館 直営

13 水環境科学館 啓発施設 指定管理 公募 しがの水環境研究会 23.3

14 湖南中部流域下水道 基盤施設 指定管理 非公募 (財)滋賀県下水道公社 23.3

15 湖西流域下水道 基盤施設 指定管理 非公募 (財)滋賀県下水道公社 23.3

16 東北部流域下水道 基盤施設 指定管理 非公募 (財)滋賀県下水道公社 23.3

17 高島流域下水道 基盤施設 指定管理 非公募 (財)滋賀県下水道公社 23.3

18 近江富士花緑公園 啓発施設 指定管理 公募 近江鉄道ゆうグループ 26.3

19 きゃんせの森 啓発施設 指定管理 公募 滋賀北部森林組合 23.3

20 朽木いきものふれあいの里センター 啓発施設 指定管理 非公募 (有)ｸﾞﾘｰﾝｳｫｰｶｰｸﾗﾌﾞ・ﾈｲﾁｬｰｶﾞｲﾄﾞ研究所 25.3

21 野鳥の森ビジターセンター 基盤施設 指定管理 非公募 多賀町 22.3

22 三島池ビジターセンター 基盤施設 指定管理 公募 特定非営利活動法人環境工房ころころ 23.3

23 日野渓園 救護施設 指定管理 非公募 (社福)滋賀県社会福祉事業団 23.3

24 長寿社会福祉センター 社会福祉施設 指定管理 公募 (社福)滋賀県社会福祉協議会 23.3

25
長寿社会福祉センター
（福祉用具センター）

社会福祉施設 指定管理 公募 (社福)滋賀県社会福祉協議会 23.3

26 安土荘 養護老人ホーム 指定管理 非公募 (社福)滋賀県社会福祉事業団 23.3

27 長浜荘 養護老人ホーム 指定管理 非公募 (社福)滋賀県社会福祉事業団 23.3

28 さつき荘 養護老人ホーム 指定管理 非公募 (社福)滋賀県社会福祉事業団 23.3

29 きぬがさ荘 軽費老人ホーム 指定管理 非公募 (社福)滋賀県社会福祉事業団 23.3

30 福良荘 特別養護老人ホーム 指定管理 非公募 (社福)滋賀県社会福祉事業団 23.3

31 むれやま荘 身体障害者更生施設 指定管理 非公募 (社福)滋賀県社会福祉事業団 23.3

32 視覚障害者センター 障害者福祉施設 指定管理 非公募 (財)滋賀県視覚障害者福祉協会 23.3

33 障害者福祉センター 障害者福祉施設 指定管理 非公募 (財)滋賀県身体障害者福祉協会 23.3

34 聴覚障害者センター 障害者福祉施設 指定管理 非公募 (社)滋賀県聴覚障害者福祉協会 23.3

35 近江学園 児童福祉施設 直営

36 信楽学園 知的障害児施設 指定管理 非公募 (社福)滋賀県社会福祉事業団 23.3

37 びわ湖こどもの国 児童館 指定管理 公募 (社)友愛 23.3

（H21.4現在）
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38 草津ＳＯＨＯビジネスオフィス 起業支援施設 指定管理 公募 (財)滋賀県産業支援プラザ 24.3

39 テクノファクトリー 起業支援施設 指定管理 公募 (財)滋賀県産業支援プラザ 24.3

40 陶芸の森 博物館類似施設 指定管理 非公募 (財)滋賀県陶芸の森 23.3

41 農業大学校 農業者研修施設 直営

42 近江米普及啓発施設 農産物普及施設 廃止（H21.3.31)

43 醒井養鱒場 研究・産業振興施設 直営

44 大津港公共港湾施設(２ヵ所) 公共港湾 指定管理 公募 琵琶湖汽船(株)、(株)関西メンテナンス滋賀 26.3

45 彦根港公共港湾施設 公共港湾 直営

46 長浜港公共港湾施設 公共港湾 直営

47 竹生島港公共港湾施設 公共港湾 直営

48 びわこ地球市民の森 都市公園 直営

49 びわこ文化公園（文化ｿﾞｰﾝ） 都市公園 指定管理 公募 近江鉄道ゆうグループ 26.3

50 奥びわスポーツの森 都市公園 指定管理 公募 NPO法人P.P.P.滋賀・ﾏｰﾒｲﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 23.3

51 湖岸緑地（１６か所） 都市公園 指定管理 公募 近江鉄道ゆうグループ 26.3

52 春日山公園 都市公園 指定管理 公募 近江鉄道ゆうグループ 26.3

53 尾花川公園 都市公園 指定管理 公募 近江鉄道ゆうグループ 26.3

54 県営住宅（４５団地） 公営住宅 管理代行制度 24.3

55 県立図書館 図書館 直営

56 荒神山少年自然の家 教育研修施設 直営

57 長浜ドーム スポーツ施設 指定管理 公募 (財)滋賀県体育協会 26.3

58 長浜ドーム宿泊研修館 スポーツ施設 指定管理 公募 (財)滋賀県青年会館 23.3

59 県立体育館 スポーツ施設 指定管理 公募 滋賀県体育協会グループ 26.3

60 栗東体育館 スポーツ施設 指定管理 非公募 (財)滋賀県体育協会 23.3

61 武道館 スポーツ施設 指定管理 公募 滋賀県体育協会グループ 26.3

62 スポーツ会館 スポーツ施設 指定管理 非公募 (財)滋賀県体育協会 23.3

63 アイスアリーナ スポーツ施設 指定管理 公募 SLグループ 23.3

64 彦根総合運動場 スポーツ施設 指定管理 公募 (財)滋賀県体育協会 26.3

65 滋賀県立琵琶湖漕艇場 スポーツ施設 指定管理 公募 (財)滋賀県体育協会 23.3

66 柳が崎ヨットハーバー スポーツ施設 指定管理 公募 滋賀SSグループ 23.3

67 伊吹運動場 スポーツ施設 指定管理 非公募 (財)伊吹山麓青少年育成事業団 23.3

68 虎御前山教育キャンプ場 教育施設 指定管理 非公募 虎姫町 23.3

69 比良山岳センター スポーツ施設 指定管理 非公募 志賀商工会 23.3

70 アーチェリー場 スポーツ施設 指定管理 非公募 愛荘町 22.3

71 ライフル射撃場 スポーツ施設 指定管理 非公募 滋賀ライフル射撃協会 23.3

72 琵琶湖文化館 博物館 直営

73 安土城考古博物館 博物館 指定管理 非公募 (財)滋賀県文化財保護協会 23.3


