
公の施設検討シート 施設番号 1

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 126,911
施設管理費 44,559
人件費 60,428
その他 21,924

収入（H19年度） 計 126,911
料金（使用料・利用料） 13,403
県支出額(一般財源） 112,570
県支出額(その他）
県以外助成金 助成金内訳

その他 938 その他の内容

修繕費合計 300,249 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 15,277 2764 3828 6011 2674
大規模改修 12,972 0 3673 6086 3213
修繕見込額（H21～30） 272,000 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト
6 3 4

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

別紙一覧表のとお
り

有料入場者数 73,919 75296 73475 72986 73000
施設利用者数（無料入 141,656 143700 141404 139863 140000
所在市町利用者数 #DIV/0!

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） #DIV/0!

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

事業費
内訳

男女共同参画センター

県民文化生活部男女共同参画課

滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4
TEL 0748-37-3751 FAX 0748 37-5770

大ホール500人、視聴覚室100人等

建築延面積3686.53㎡ 鉄筋・鉄骨コンクリート造 一部2階建

滋賀県男女共同参画推進条例第15条

男女共同参画計画において男女共同参画の取り組みを支援するための総合的な拠点施設

特になし

昭和61年11月27日

敷地面積17,601.52㎡ 県有地 （近江八幡市が半額負担）。婦人会館に隣接。

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総合的な拠点施設として、研修・講
座の開催、情報の収集・発信、交流・活動の支援、相談等の事業を通じて男女共同参画の推進を図
る。

社会教育施設として設置

公衆電話取扱収入12,720、共益費791,908、コピー代133,910、預金利
子81

別紙のとおり

大ホール 、視聴覚室、研修室A、B、C、調理実習室、トレーニングルーム、展示ギャラリー、貸し茶室
（茶亭）、特別会議室、テニスコート、駐車場（250台）

内訳

職員等にかかる人件費

・男女共同参画社会実現のため、ワーク・ライフ・バランスや女性のチャレンジ支援など、今日的な課題への対応や、県民、
事業者、ＮＰＯなどの団体等との協働の視点からの取組を進めるうえでも、センターは今後とも必要な施設である。
・国の男女共同参画会議の専門調査会の報告書においても、センターの機能の充実強化が求められているところである。
・今後の運営については、社会情勢等の変化に伴い、指定管理者制度導入を含む効率的かつ効果的な手法の検討を行
う。

・今年度、男女共同参画審議会において、センターのあり方について論議されているところであり、その結果をみて今後のセン
ターの方向性を検討する必要がある。
・施設設置後、22年以上を経過しており、今後、施設設備の修繕に要する負担が増大することから、計画的な修繕が必要
である。

別紙一覧表のとおり

修繕費

利用者数

G-NETしがフェスタ 一般県民4,086人参加（H19)、 公開講演会 406人参加（H20)

ホームページの内容充実、メールマガジンによる情報提供、託児室の設置（対象年齢の拡大）

外部委託業務の内容

・センターの主要施設である大ホールや利用頻度の低い施設の利用促進に向け、活動団体等へ
の一層の働きかけや専用封筒の裏面を利用した施設PRを行い、利用率の向上と収入確保に努
める。
・窓口受付、広報誌の発行、チャレンジサイトの作成等の業務を委託事業とすることでサ ービス
の充実を図るとともに、経費の節減を図っている。

施設写真

県 内

近 畿

大津市男女共同参画センター
彦根市男女共同参画センター
米原市男女共同参画センター
高島市働く女性の家

京都府男女共同参画センター
大阪府立女性総合センター
兵庫県立男女共同参画センター
奈良県女性センター
和歌山県男女共生社会推進センター
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公の施設検討シート 施設番号 2

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 107,686
施設管理費 0
人件費 94,580
その他 13,106

収入（H19年度） 計 107,686
料金（使用料・利用料） 0
県支出額(一般財源） 107,686
県支出額(その他） 0
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 0 その他の内容

修繕費合計 4,658 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 4,658 0 0 0 4,658
大規模改修 0 0 0 0 0
修繕見込額（H21～30） 0 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト
7 10 1

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

1 1 1 1 1

有料入場者数 0 0 0 0 0
施設利用者数（無料入場者等を含む） 7,993 9,391 7,927 6,660 5,400
所在市町利用者数 2,691 3,220 2,763 2,089 1,800

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） 25 24 26 25 30

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

・県は、県民の消費生活の安定と向上を図るため、①消費生活相談の実施、②消費者教育・啓発（情報提供）、
③事業者指導の３本を柱として施策を展開しているが、①および②については、当該センターを中心に行っている。

・当該センターは、高度専門性、広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあっせん等を行うとともに、市町の補完
的役割を担い、消費生活相談および消費者教育・啓発を推進する上で、中核的施設である。

以上のことから、消費生活センターは必要不可欠な施設である。

現在、国において、消費者庁の創設、消費生活センターの法的位置付けと全国ネットワークの構築、国・地方一体となった
消費者行政の強化が検討されており、この動きを注視し柔軟に対応

修繕費

利用者数

特になし

平日だけでなく、土日においても消費生活相談を実施

外部委託業務の内容

平成２０年１０月から草津分室を本所に統合 ＊上記管理体制は平成２０年度当初

相談室、研修室、図書室、商品テスト室、啓発展示コーナー、事務室ほか

内訳

職員等にかかる人件費

昭和４６年４月

湖東地域振興局併設 県有地

消費者の利益の用語および増進を図り、県民生活の安定と向上に寄与するため次の業務を行う。
①消費生活に関する相談および苦情の処理
②消費生活に関する情報の提供

昭和30年代からの高度経済成長に伴い、消費者問題が社会問題化し、国においては、「消費者保護
基本法」が昭和43年に制定され、昭和44年
には「地方自治法」で消費者保護が地方の自治事務として規定されたこと等から設置した。

事業費
内訳

消費生活センター

県民文化生活部県民生活課

彦根市元町４－１

建築延面積595.07㎡ 鉄筋コンクリート造３階建

「暮らし 住む １ 安全で快適な生活環境の実現 (5)消費者の保護・育成」に該当
「事業者に対する適正な指導や消費生活相談を実施し消費者被害の救済に努める」機関として位置
づけ

特になし

施設写真

県 内

近 畿

大津市消費生活センター等１３市
に設置

京都府消費生活安全センター、大阪
府消費生活センター、生活科学総合セ
ンター（兵庫県）、奈良県食品・生活相
談センター、和歌山県消費生活セン
ター
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公の施設検討シート 施設番号 3

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 1,477,825
施設管理費 561,411
人件費 284,300
その他 632,114

収入（H19年度） 計 1,556,861
料金（使用料・利用料） 312,520
県支出額(一般財源） 1,129,498
県支出額(その他） 7,601
県以外助成金 70,675 助成金内訳

その他 36,567 その他の内容

修繕費合計 13,070,784 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 65,410 14,001 20,993 18,702 11,714
大規模改修 219,074 39,334 75,260 68,648 35,832
修繕見込額（H21～30） 12,786,300 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト

（財）びわ湖ホール 38 2 3

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

69 66 70 70 69

有料入場者数 108,492 106,538 104,207 114,730 110,000
施設利用者数（無料入 208,859 209,176 189,971 227,430 193,000
所在市町利用者数 #DIV/0! - - - -

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） 437 494 387 430 400

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

舞台管理業務委託、舞台設備点検委
託、設備運転等点検委託、清掃等業務
委託、警備業務委託等

修繕費

利用者数

【20年度の主な主催事業】ピナ・バウシュ舞踏団(1,616人）、子供のためのオーケストラ（1,280人）、１０周年
オペラガラ・コンサート（1,455人）、サロメ（1,467人）【近年の主な貸館】全国学校保健研究集会（H17)
2,000人、近畿地区高P連大会（H18)1,720人、近畿老人福祉施設協議会大会（H19)1,200人、全国豊か
な海つくり大会（H19)1,500人、早寝早起き朝ご飯全国フォーラムinしが（1,300人）、日本商工会議所青年
部全国大会（H2０）2,550人

外部委託業務の内容

文化庁49,600 （財）地域創造15,000 など

自主事業収入など

※平成18年に策定した施設・設備長期保全計画より（未精査）

大ホール 1,848席、中ホール 804席、中ホール 323席、リハーサル室、練習室、研修室、駐車場
849台

内訳

公有財産目的外使用料・共益費

職員等にかかる人件費

平成10年9月

敷地面積20,000㎡ ホール用地は大津市から無償貸与。大津市より駐車場用地費１／２相当額
（26.65億円）の寄付。

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。上記目的に実現に向けて、国際的水準の舞台芸術を最高の鑑賞条件で提供するとともに、プロデュースオペラ
の制作などを通じた「舞台芸術の創造」「観客の創造」に取り組み、滋賀のシンボルとして国内外に情報を発信して
いく。

昭和４７年策定の「文化の幹線計画」において、地域分散中型文化
芸術施設の先行的整備後、その完結として中央文化芸術施設を
整備するとしており、びわ湖ホールはこの計画に基づき設置された。

事業費
内訳

芸術劇場びわ湖ホール

県民文化生活部県民文化課

大津市打出浜15-1

地上４階、地下２階 鉄骨鉄筋コンクリート造等 建築延面積29264.25㎡

基本構想の戦略の一つ「地と知の力を活かす」のその重点的な施策の方向として「文化・芸術が息づく
魅力的なまちをつくる」があり、戦略プログラム3-4-（1）において「びわ湖ホール管理運営」が位置づけられ
ている。

特になし

県 内

近 畿

兵庫県立芸術文化センター
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サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

びわ湖ホールは、十分に練られた計画のもとに、多額の経費を投入して建設された施設であり、後世に引き継いでこそ、その
価値が活かされるものと考えている。これまでの実績のもとに、さらに有効活用していきたいと考えており、財政状況が非常に
厳しい中にあっても、不断の努力をしながら、公共ホールとしての使命を果たしていきたい。

財政構造改革プログラムに伴う指定管理料（特に自主事業費）の大幅な削減により、これまで築き上げてきたびわ湖ホール
の価値を損なうことがないようにする必要があり、外部資金の獲得など、新たな収入増の確保に努める。
自主事業の今後の方向性としては、引き続き「創造する劇場」として情報発信を目指すとともに、県民により親しまれる存在
となるよう努める。

施設利用時間の拡大、コンベンションマネージャー・ステージマネージャーの設置、長時間駐車券の採用、ト
イレの改修、ロビーコンサートの拡充、公演リハーサル公開の拡大、声楽アンサンブルによる地域公演の実
施、託児サービスの実施、チケットのインターネット販売（予定）
※「大津市中心市街地活性化基本計画」に基づく「オープンカフェ事業」として、びわ湖ホールに隣接するな
ぎさ公園・打出の森内に飲食関連の4店舗が21年4月オープンする予定。

光熱水費の削減、委託業務の複数年契約による委託料の削減、自主事業における他館との共同制作に
よる経費の削減、
チケット販売等の事業収入の増、貸館・駐車場利用の増ほか（詳細は別紙のとおり）
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公の施設検討シート 施設番号 4

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 110,215
施設管理費 56,039
人件費 48,563
その他 5,613

収入（H19年度） 計 110,339
料金（使用料・利用料） 17,021
県支出額(一般財源） 48,475
県支出額(その他） 43,485
県以外助成金 1,358 助成金内訳
その他 その他の内容
修繕費合計 34,962 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 19,497 7,919 2,975 5,603 3,000
大規模改修 4,783 2,562 0 2,221 0

修繕見込額（H21～30） 10,682 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト

(財)滋賀県文化振興事業
団

4 1

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

40 26 46 50 56

有料入場者数 56,781 44,296 61,369 64,678 59,207
施設利用者数（無料入 187,145 187,350 192,071 182,015 150,000
所在市町利用者数 #DIV/0! － － － －

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） 63 － － 63 80

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

事業費
内訳

滋賀会館

県民文化生活部県民文化課

大津市京町三丁目15-1

建築延面積2464㎡

施設の老朽化等により休館や用途廃止を行うとともに、多用途への転用など、今後のあり方について検
討する

昭和２９年６月

敷地面積3953㎡

県の文化の向上を図り、県勢の発展に寄与する

昭和29年6月15日開館。大津市から建設時に寄附あり。

文化庁(1,158千円)、秀明文化財団(200千円)

H21：非常照明装置不具合改修工事 4,452千円、
H22：地下汚水槽排水ポンプ取替工事 4,300千円、
H22：受電設備改修工事 1,930千円

大ホール 1,172席（閉鎖）、中ホール 107席、集会室（６）、文化サロン、会館ギャラリー、各種団体事
務所、地下銘店街

内訳

公有財産目的外使用料・共益費

職員等にかかる人件費

平成22年３月末で文化施設としては用途廃止する方針を平成19年10月に公表している。

施設そのもののあり方については、県庁周辺施設の整備計画の中で全庁的に検討する必要があり、企画調整課を中心に
庁内関係課による検討会が設置される予定である。

建築設備運転監視業務、清掃業
務、有人警備業務他

修繕費

利用者数

H18：レニングラード国立舞台サーカス(共催) 769名 小椋佳｢歌談の会」(共催) 604名
吉田兄弟「三味線だけの世界｣(共催)570名他
H19：近畿公立中学校教頭会滋賀大会(貸し館19.11.22) 1,450名

受付・チケット販売時間の延長、利用申込手続の簡素化、利用希望に基づく休館日の開館、
文化芸術の情報提供、文化サロンの営業時間の延長（午後９時３０分まで）

外部委託業務の内容

コスト削減：複数年契約や他事業所との一括契約に等による経費の節減
増収策等：大ホールは閉鎖したが、集会室やシネマホールのＰＲとともに、｢ロビー＆サロンコンサー
ト｣や｢落語寄席｣等を実施し、引き続き滋賀会館の賑わい創出に努め、利用促進につなげる。

施設写真

県 内

近 畿

大津市民会館
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公の施設検討シート 施設番号 5

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 166,422
施設管理費 80,989
人件費 0
その他 85,433

収入（H19年度） 計 172,308
料金（使用料・利用料） 94,412
県支出額(一般財源） 74,394
県支出額(その他） 3,502
県以外助成金 0 助成金内訳
その他 0 その他の内容
修繕費合計 300,610 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 16,854 4,553 2,984 6,526 2,791
大規模改修 40,256 16,328 14,182 756 8,990

修繕見込額（H21～30） 243,500 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト

（財）滋賀県文化振興
事業団

13 1 1

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

49 42 47 58 54

有料入場者数 41,181 43,948 41,007 38,589 37,110
施設利用者数（無料入 329,964 318,718 319,046 352,128 319,000
所在市町利用者数 #DIV/0! - - -

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） 15 - - 15 20

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

文化産業交流会館

県民文化生活部県民文化課

米原市下多良２丁目137

建築延面積10,533㎡ 鉄筋・鉄骨コンクリート造等 ５階建

滋賀県基本構想戦略プログラム 戦略３－４－（２）に管理運営が位置づけられている。

特になし

昭和６３年４月

敷地面積11,409㎡ 県有地 市町の寄付はなし

本県文化の向上と産業の振興を図る

県東北部の活性化と南北格差の解消を期待して整備された。
他の文化施設と異なり、「文化の幹線計画」に基づくものではない。

事業費
内訳

【主要なもの】H22：エレベーター更新(50,000千円)、照明改修工事
(160,000千円)、H23：テレビ電波障害設備撤去工事(1,500千円)、会
館モニター更新(3,000千円)、電話交換機更新(5,000千円)、浄化槽
撤去整備工事(7,000千円)、 H24：音響設備更新(5,000千円)、舞
台袖幕更新(12,000千円) など

イベントホール 2,000人、小劇場 203席、練習室（２）、会議室（２）、びわこ文化センター、レイカディ
ア大学米原校、SOHOビジネスオフィス、パスポートセンター、IT体験プラザ、レストラン

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

創造館と一括指定のため創造館に併せて計上

文化と産業の振興という２つの視点を持った県立施設では他にない施設であり、県東北部の活性化という意味でも必要な施設であ
る。

設備等の改修時期に来ており、適宜対応を行っているが、大規模改修が必要な場合の工事費の確保が課題である。

電気設備等日常運転保守管理業務、清掃
管理業務、警備業務、樹木管理業務、電波
障害補償設備管理業務、駐車場除雪業
務、鼠・害虫等防除業務、管理人業務、消
防用設備点検業務、空調機器保守点検業
務

修繕費

利用者数

【19年度の主な事業】音楽ホール活性化事業(1,019人）、ＮＨＫのど自慢（1,624人）、ぐーチョコ
ランタン ファミリーステージ（２回公演3,811人）、ＢＥＧＩＮアコースティックコンサート2007（1,908
人）、維新派びわ湖公演(4,500人）、公共ホール支援事業 ほか

受付・チケット販売時間の延長、利用申込手続の簡素化、利用希望に基づく休館日の開館、文化芸
術の情報提供、館内のトイレ表示をわかりやすいように変更（表示を大きくし、カラー表示にした）

外部委託業務の内容

委託業務の複数年契約、他館との一括契約により経費削減に努める。利用のない時の消灯、節電・節
水の呼びかけ貼付等により光熱水費の削減に努める。利用者のニーズに柔軟に応え、学校行事やホー
ルの連続利用に伴う準備および後始末のため休館日の部分開館を行う。

県 内

近 畿

みやこメッセ（京都市）
和歌山県ビッグホエール（和歌山県）
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公の施設検討シート 施設番号 6

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 484,192
施設管理費 132,686
人件費 273,048
その他 78,458

収入（H19年度） 計 469,625
料金（使用料・利用料） 37,392
県支出額(一般財源） 422,695
県支出額(その他） 915

県以外助成金 8,623 助成金内訳

その他 0 その他の内容

修繕費合計 425,053 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 12,262 3,063 2,229 6,280 690
大規模改修 142,791 0 33,282 94,549 14,960
修繕見込額（H21～30） 270,000 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト

（財）滋賀県文化振興事
業団

13 1 0

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

65 60 65 71 72

有料入場者数 42,243 27,191 48,655 50,884 44,441
施設利用者数（無料入 133,072 128,442 131,874 138,901 140,000
所在市町利用者数 #DIV/0!

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） #DIV/0!

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

「県民の多様な文化芸術創造活動を支援する」、「多様な芸術の鑑賞機会を提供する」、「県内文化ホールのネットワーク中枢として
の機能を担い、その活動を支援する」という役割を担っている。ネットワーク中枢機能を効果的に担えるのは、現在の県立ホールでは創
造館だけであり、この機能は市町ホールではなく県立ホールの役割であることから、この施設は必要な施設である。

設備等の改修時期に来ており、適宜対応を行っているが、大規模改修が必要な場合の工事費の確保が課題である。

清掃、植栽管理、機械警備、舞台等の
点検他

修繕費

利用者数

【19年度の主な事業】県民創作ミュージカル「フロタキコ」公演（４回）3,046人、ピアノコンクール
2,033人、まちかどアートスポット2,897人、公共ホール支援事業 ほか
受付・チケット販売時間の延長、利用申込手続の簡素化、利用希望に基づく休館日の開館、
文化芸術の情報提供

外部委託業務の内容

委託業務の複数年契約、空調運転時間の見直し、利用のない時の誘導灯消灯、電気料金デマンド管
理、ステージトレーニング料金および青少年割引料金の設定、ＮＰＯ等の文化団体との協働事業の実施

Ｈ22：テレビ電波障害補償設備改修(30,000千円)、Ｈ

ホール 804席、展示ホール、駐車場 161台

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

文産と一括指定のため、文産分も併せて計上

前身である「草津文化芸術会館」は、
「文化の幹線計画」に基づく「地域分散中型
文化芸術施設（文化芸術会館）」の最終館として開館。

地域創造6,160千円、西川文化財団500千円、草津市商店
街200千円他

内訳

しが県民芸術創造館

県民文化生活部県民文化課

草津市野路町1681

建築延面積9,300㎡ 鉄筋コンクリート造 階建

特になし

昭和63年6月

敷地面積10,262㎡ 県有地（草津市より寄付あり）

地域の住民に芸術文化の鑑賞機会や文化活動の場を提供する。

県 内

近 畿

（長浜文化芸術会館）
（甲賀市あいこうか市民ホール）
（藤樹の里文化芸術会館）
（八日市文化芸術会館）

奈良県橿原文化会館
なら100年会館
和歌山市民会館ほか
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公の施設検討シート 施設番号 7,8,9

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 558194
施設管理費 187,859
人件費 355,206
その他 15,129

収入（H19年度） 計 599507
料金（使用料・利用料） 106,844
県支出額(一般財源） 485,716
県支出額(その他） 6,947
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 0 その他の内容

修繕費合計 685,910 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 66,750 17,485 12,034 26,731 10,500
大規模改修 356,160 135,656 40,773 163,851 15,880

修繕見込額（H21～30） 263,000 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト

（財）滋賀県文化振興事
業団

28 6 2

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

80 82 67 90 66

有料入場者数 101,285 86,926 110,715 106,215 132,000
施設利用者数（無料入 685,594 620,977 769,674 666,130 653,000
所在市町利用者数 #DIV/0! - - - -

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） #DIV/0!

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

事業費
内訳

希望ヶ丘文化公園、青少年宿泊研修所、希望ヶ丘野外活動センター

県民文化生活部県民文化課

蒲生郡竜王町大字薬師字妙山1178

東キャンプ場470名、西キャンプ場400名 宿泊定員358名

野外活動センター 建築延面積1,216㎡ 鉄筋コンクリート造 2階建、青少年宿泊研修所 鉄筋コンク
リート造３階建

基本構想における「学ぶ育てる」や「環境」分野の目的実現のために重要な役割を果たす施設である。

特になし

昭和４９年９月

約416ha

すぐれた自然環境を保護し、活用し、県民にいこいの場を提供するとともに、広く県民文化、体育の向上
に資する。

滋賀県の恵まれた自然環境を生かし、青少年の健全な育成に寄与する
広域的な都市近郊緑地を目標に昭和43年10月に知事、教育長、
関係部課長で構成された仮称「県民文化センター」会議を設置し、
この構想の具体化が図られた。

平成21年度は高圧幹線ケーブル改修他で49百万円、平成22
年度はポンプ場機械設備改修他で58百万円、平成23年度は
自転車道整備他で68百万円、平成24年度は青年の城冷暖
房機取替工事ほか88百万円。施設が老朽化しており、それ以
降も多額の経費が見込まれるが修繕金額算定は困難。

＜文化公園＞スポーツ会館、陸上競技場、球技場、野球場、ソフトボール場、テニスコート、草野球場
等
＜野外活動センター＞ホール、集会室、クラフト室等
＜宿泊研修所＞宿泊室、大ホール、研修室、会議室、食堂、浴室等

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

警備、電気・機械設備保守管理、樹
木管理、清掃、料金徴収等

修繕費

利用者数

第２１回全国スポーツ・レクリエーション祭滋賀２００８/第１０回琵琶湖カップ生涯スポーツ大会

開園時間の延長、春休み・夏休み期間中の休園日(月曜日)の開園、予約状況のＨＰ掲載(青
年の城)など

外部委託業務の内容

委託業務の複数年契約、他施設との一括契約による経費削減。利用のない時の消灯、節電・節水の呼び
かけ貼付等により光熱水費の削減。夏休み、春休みの休園日の開園および利用者の希望に応え、休園日
の部分開園。

県 内

近 畿

近江富士花緑公園（一部）
びわ湖こどもの国（一部）

服部緑地（大阪府）
山城総合運動公園（京都府）
嬉野台生涯教育センター（兵庫県）等
が一部類似
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【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

自然が損なわれ、人と自然の関係が薄れていく今の時代にあって、希望が丘文化公園の役割はますます大きくなっていくもの
と考えている。また、災害時の広域陸上輸送拠点、広域応援ヘリコプターの集結基地としても位置づけられていることや、全
国的なイベント等の会場としてもよく利用されることなどから、県立施設として引き続き保有し、活用すべきであると考える。

公園施設は老朽化しており、公園のあり方や有効利用を検討する時期にはきている。しかし、現状の厳しい財政状況の中
では、当面は新たな収入の確保について検討し、公園の活性化や改善を考えていく。
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公の施設検討シート 施設番号 10

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 131,705
施設管理費 112,362
人件費 19,343
その他 0

収入（H19年度） 計 132,245
料金（使用料・利用料） 68,357
県支出額(一般財源） 46,895
県支出額(その他） 16,993
県以外助成金 助成金内訳
その他 その他の内容
修繕費合計 19,277 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 1,928 682 846 400
大規模改修 3,077 0 1,701 1,376

修繕見込額（H21～30） 14,272 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト
(株)コングレ 2 2 5

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

49 50 48 49 45

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 233,090 239,095 262,239 197,937 207,854
所在市町利用者数 #DIV/0!

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） #DIV/0!

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

ピアザホール（426名）・大会議室（216席）など大規模ホールを備え、かつ12の中小会議室を備える施設は近隣に無く、社会
貢献活動や様々な分野における自発的な活動を行う県民が参加する学会や国際会議など、大規模な催しのための施設
需要に応える必要がある。

「県民の自発的な活動や交流のため施設」と定めた設置目的に充分留意した上で、公共施設の有効活用の観点から、定
められた範囲内で設置目的以外の利用についても検討する。
県民交流センターの全部または一部の民間への貸し付けあるいは売却については、複合施設の一部であることから、他の区
分所有者と十分な協議を行ったうえで、検討する。

清掃・警備・各種保守点検

修繕費

利用者数

各種学会・国際会議・国家試験会場・全国豊かな海づくり大会・琵琶湖塾など

（１）職員の意識・理解を統一し、利用規定の公平な実施を図る （２）受付開始日・時間の変
更、その他利用者サービスを引き続き実施する （３）利用者アンケートを実施し、管理業務に反
映させる （４）付帯設備の入れ替えや増設を行い、より使いやすい施設利用を図る （５）自主
事業を企画し、県民交流センターの有効活用を進める

外部委託業務の内容

人件費・光熱水費・保守管理費などを中心に経費を削減する。また、誘致担当として、非常勤
の顧問ならびに担当者を各1名配置する。

ピアザホール舞台照明設備・舞台機構改修工事・大会
議室映像音響設備改修工事(H21年度実施予定)

ピアザホール（426席）、大会議室、会議室（17）、応接室、和室、(財)淡海文化振興財団（淡海ネット
ワークセンター：情報コーナー、事務室）、(財)滋賀県国際協会（国際情報サロン、事務室）、地下駐車
場等

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

職員等にかかる人件費

社会貢献活動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。

事業費
内訳

県民交流センター

県民文化生活部県民活動課

大津市におの浜１丁目1-20

専有床面積8,164.14㎡ 地下駐車場3,320.80㎡

特になし

平成11年４月

ピアザ淡海内

生き生きとした地域づくりを目指して、社会貢献活動その他のさまざまな分野における自発的な活動に参
加する県民が集い、交流する施設として設置する。

県 内

近 畿

大津市民会館、大津市勤労福祉
センター、大津市生涯学習センター
守山市民ホール、栗東芸術文化会
館さきら、大津プリンスホテル

和歌山県立文化会館
京都会館
京都府立府民ホール
兵庫県民会館
奈良県新公会堂
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公の施設検討シート 施設番号 11

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 294,799
施設管理費 80,997
人件費 114,567
その他 99,235

収入（H19年度） 計 294,799
料金（使用料・利用料） 35,244
県支出額(一般財源） 236,343
県支出額(その他）

県以外助成金 5,598 助成金内訳

その他 17,614 その他の内容

修繕費合計 180,707 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 10,458 1,386 1,950 3,122 4,000
大規模改修 13,599 4,500 1,827 3,643 3,629

修繕見込額（H21～30） 156,650 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト

12 3

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

100 100 100 100 100

有料入場者数 34,644 25,751 41,397 36,785 37,000
施設利用者数（無料入 100,477 84,757 108,191 108,482 110,000
所在市町利用者数 #DIV/0! 把握していない 同左 同左 同左

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） 41 40 49 33 40

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

近代美術館

県民文化生活部県民文化課

大津市瀬田南大萱町1740-1

建築面積6,772㎡ 地上２階、地下１階建

博物館法に基づく登録博物館

戦略３『地と知の力を活かす』 の中で［文化・芸術が息づく魅力的なまちをつくる］としており、戦略プロ
グラム3-4-（2） において「近代美術館展覧会開催事業」が位置づけられている。

特になし

昭和５９年４月

敷地面積18,288㎡ 県有地（びわこ文化公園内）

国内外の優れた美術作品の鑑賞を通して、県民の美術に対する理解を深め、美に対する感覚を養
い、生活の中に潤いと心の豊かさをもたらすことを目的とする。

昭和40年代後半から都道府県立美術館の建設が盛んになる中で、
本県においても美術作家や美術教育関係者等から美術館建設に
対して強い要望が出されるとともに、美術館建設のための募金活動までもが
展開されたことを受けて開館した。

芸術文化振興基金助成金、地域創造助成金、民間文化財
団助成金

事業費
内訳

物品販売および図録販売収入

21年度には自動火災報知設備等の更新(37,523)と、ワークショップ室
の整備(8,808）等を実施予定。その後も、展示室・ギャラリーの可動パ
ネル交換(21,000）や冷温水発生装置交換（31,000)など、対応が必
要

展示室（企画展２，常設展２）、ギャラリー展示室、教養室、レファランスルーム等

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

職員等にかかる人件費

当館は、国内外の優れた美術作品の鑑賞を通して、県民の美術に対する理解を深め、美に対する感覚を養い、生活の
中にうるおいと心の豊かさをもたらすことを目的として設置されたものであり、県内唯一の総合的な公立美術館として、今後
とも県民文化の向上のためになくてはならない施設である。
全国的に地方の公立美術館は、観覧者が減少傾向にあり、厳しい状況に置かれている。当館は、開館から24年が経過
し、施設の老朽化が進みつつあるが、美術館の機能を維持し、今以上に県民から親しまれる施設とするためには、大規模
なリニューアルが必要となっている。しかし、県の厳しい財政状況が続く中では当面実施が難しい。
なお、平成20年度中に中期経営計画を策定し、その着実な実施に努める。

作品監視・受付業務、清掃、有人警備、設
備監視 等

修繕費

利用者数

美術館主催展覧会（志村ふくみ展、Ｗ・Ｍ・ヴォーリズ展、イサム・ノグチ展ほか）、滋賀県美術
展覧会（滋賀県芸術祭の一環として開催される。）

委託業者との定期的ミーティング、サービスマニュアルの作成、接遇研修の実施、日曜美術鑑賞
会、サポーターによる作品解説、講演会など関連イベントの実施

外部委託業務の内容

光熱水費では１ヶ月休館により電気代約５００千円を節減。利用率向上に関しては、減免を適
用し学校団体の積極的な利用を促している。

県 内

近 畿

佐川美術館
MIHO MUSEUM

京都国立近代美術館、
国立国際美術館、兵庫県立美術館
奈良県立美術館
和歌山県立近代美術館
京都市美術館、大阪市立美術館等
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公の施設検討シート 施設番号 12

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 969,866
施設管理費 241,750

人件費 343,390

その他 384,726
収入（H19年度） 計 969,866

料金（使用料・利用料） 171,115
県支出額(一般財源） 788,848
県支出額(その他） 0
県以外助成金 8,515 助成金内訳

その他 1,388 その他の内容

修繕費合計 785,518 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 95,518 27,747 34,495 22,411 10,865
大規模改修 20,000 0 0 0 20,000

修繕見込額（H21～30） 670,000 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト

42 15 23

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

308/308 309/309 308/308 308/308 308/308

有料入場者数 329,860 323,947 347,362 318,271 341,032
施設利用者数（無料入 457,015 450,552 476,563 443,931 450,000
所在市町利用者数 #DIV/0! 不明 不明 不明 不明

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） 549 613 474 559 600

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

清掃、警備駐車場管理、設備運営監視、展
示運営補助、水族飼育管理、資料整理ほか

修繕費

利用者数

常設展示の他、年１回有料の企画展示、無料のギャラリー展示を２～３回実施

学校の長期休暇期間における柔軟な開館日の設定、秋期の学校団体向けの事前一斉説明会
の開催、プラズマディスプレイによる館内案内放送の実施等

外部委託業務の内容

繁忙期と閑散期開館日の見直しによる効率的な管理運営費の執行、科研費やその他助成によ
る研究費の確保、外部資金の導入など

水産総合センター、海と船の博物館ネットワーク協議会、科

財産収入(物品売払）、雑入

施設小修繕、冷温水配管修繕、中央制御装置・空調機自動
制御装置更新、空調機更新等

展示室（４）、ホール、実習室、生活科学実習室、セミナー室、情報理容室、図書室、ディスカバリールー
ム、ミュージアムショップ、レストラン

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

報酬： 35，800，765円、共済：3，994，145円、職員給与：268，446，550円、職員
共済：35，148，100円

平成８年４月（一般公開平成８年１０月）

敷地面積42,434㎡ 水資源機構より無償貸与

琵琶湖に対する総合的な理解を深めることにより、湖と人間のよりよい共存関係を築いていく。

湖と人との関係を過去にさかのぼって研究・調査し、資料を収集・整理し、
その成果をもとに県民とともに考え、今後の望ましいあり方を探るための
施設として、１０年以上の準備を経て開館。
（昭和６０年２月に県立博物館整備基金造成。）

事業費
内訳

琵琶湖博物館

琵琶湖環境部環境政策課

草津市下物町1091

建築延面積24,437㎡ 本館棟 RC造 地上２階地下１階、水族棟 RC造 地上2階 屋外昼食ス
ペース 木造

博物館法

第三次滋賀県環境総合計画－第3章 施策の方向－第2節持続可能な滋賀社会の構築に向けた
基盤づくり－（３）調査・研究の推進と成果の活用

特になし

県 内

近 畿

大津市立歴史博物館、栗東市歴
史民族博物館、湖南市東海道石
部歴史民族博物館、甲賀市水口
歴史民族博物館、甲賀市土山歴
史民族博物館 ほか

兵庫県立人と自然の博物館
和歌山県立自然博物館
大阪市立自然史博物館

ほか
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【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

今後も当該博物館は必要である。
（理由）
琵琶湖は世界でも有数の古い湖の一つであり、周囲には古くから人々が住みつき、この地域独自の文化を築き上げてきた。当該博物館
は琵琶湖の持つ多面的で大きい価値をあらためて解明するとともに、これからの「湖と人間」の共存関係を探り、その研究成果を情報発信
することで、県民のみならず、琵琶湖淀川流域の住民らとともに考えるための施設である。
また、例年４５万人ほどの人々が訪れる中で、自分たちが暮らす地域や琵琶湖のことを考えたり、自主的な地域づくりの行動を起こすきっ
かけを常に提供している。
このような理念を持った琵琶湖博物館は、琵琶湖を持つ滋賀県にあってこそその存在価値があるものであり、滋賀県の人づくり、まちづくり
に欠くことのできない施設である。

・来館者数の維持向上の課題があり、現在、有効なＰＲ手法について検討しているところ。
・限られた財源の中でのサービスの維持向上の課題があり、現在、外部資金の導入、事業の効率的な執行や柔軟な組織
運営に努めているところ。
・施設修繕期（建設後１０年余り経過）の到来などの課題があり、現在、修繕計画の策定とその財源の確保などについて検
討しているところ。
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公の施設検討シート 施設番号 13

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 73,632
施設管理費 35,005
人件費 35,217
その他 3,410

収入（H19年度） 計 78,920
料金（使用料・利用 910
県支出額(一般財源） 77,850
県支出額(その他） 0
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 160 その他の内容

修繕費合計 24,788 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 21,533 6,609 4,917 5,007 5,000
大規模改修 3,255 0 0 3,255 0
修繕見込額（H21～
30）

内訳・実施年度

管理体制
（指定管理者の場合は名
称）

正職員 嘱託 アルバイト

8 14

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間
利用可能日数

1 302/302 311/311 312/312 312/312

有料入場者数 3,927 3,615 4,035 4,131 4,200
施設利用者数（無料 73,866 64,615 76,007 80,976 81,000
所在市町利用者数 #DIV/0! 不明 不明 不明 不明

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回
数（有料広報は含まない） 15 不明 10 19 15

利用実績
近年の大規模イベントなど主
な利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

水環境科学館

琵琶湖環境部下水道課

草津市矢橋町字帰帆2108

建築延面積3,500㎡ RC一部鉄筋３階建

地方自治法、滋賀県立水環境科学館の設置および管理に関する条例

滋賀県基本構想：第３章の戦略１「人の力を活かす」の「３こどもの多様な学びの場をつくる」に位置づけ。
滋賀県環境学習推進計画：第６章「環境学習推進のための施策の展開」の中の「環境学習の推進」の「場や機会づく
り」に位置づけ

特になし

平成５年６月

敷地面積7,700㎡

下水道の普及を図り、あわせて県民がよりよい水環境の創造について考え、
学習し、水とふれあい、交流する機会を提供する

下水道の普及を図り、あわせて県民がよりよい水環境の創造について考え、
学習するための施設として設置

内訳

エントランスﾎｰﾙ、展示室、資料室、会議室、研修室、浴室

内訳

職員等にかかる人件費
事業費

下水道の整備により、琵琶湖の水質の指標の１つであるBODについては、減少傾向にあるが、ＣＯＤについては、漸増傾向にある。これについて
は難分解性有機物が原因とされ、そのメカニズムを解明する必要があるが、他方人々の環境への負荷をより縮減する生活様式に変えていかね
ばならない。当館は水に特化した啓発活動を積極的に展開しており、体験・実施型学習（例えば琵琶湖の全循環が起こる仕組みを目の前で
実験により見せる）なども取り入れながら小中学生をはじめ県民に水に関する知識（下水道を正しく使うこと、健全な水循環を守ることなど）を深
めていただき、琵琶湖の水質保全に寄与しているところ。このような館は、他になく今後も必要である。
（※琵琶湖の水質保全は永遠の重要課題。県民への直接の啓発活動により琵琶湖の水質保全に寄与している。）

入館数は順調に伸びており、普及啓発事業も着実に小学校、中学校に定着してきている。現在の館の管理運営レベルを保持できるだけの指
定管理料が確保できれば、更なる館のパフオーマンスが発揮出来るものと考える。

外部委託業務の内容

みずかんポスターコンクール、エコトーク、エコワーク等指定管理者が実施する環境学習等に使用

夏休み期間中毎日開館（H18～Ｈ20）、多言語（英語、韓国語、中国語）によるパンフレット等

環境衛生委託、展示機器保守委託、消防設
備法定点検委託等

人件費削減、光熱水費削減、建物の維持管理を直営化により削減

利用者数

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

税金還付金

修繕費

県 内

（アクア琵琶）

大阪市下水道科学
館

札幌市下水道科学館
愛知県下水道科学館
虹の下水道館（東京都）

県 内

近 畿

（アクア琵琶）

大阪市下水道科学
館

札幌市下水道科学館
愛知県下水道科学館
虹の下水道館（東京都）
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公の施設検討シート 施設番号 14

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

計画処理面積

関係市町

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 3,725,266
施設管理費 3,453,514
人件費 161,682
その他 110,070

収入（H19年度） 計 3,973,292
料金（使用料・利用料） 3,616,592
県支出額(一般財源） 353,666
県支出額(その他） 3,034
県以外助成金 助成金内訳
その他 その他の内容
修繕費合計 2103888 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 183,146 62,280 38,162 28,704 54,000
大規模改修 1,920,742 612,208 406,718 362,502 539,314
修繕見込額（H21～30） 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト
(財)滋賀県下水道公社 18.3 0 2

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

1 100% 100% 100% 100%

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 541159 523531 540867 559078
所在市町利用者数 #DIV/0!

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） #DIV/0!

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

事業費
内訳

琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター

琵琶湖環境部下水道課

草津市ほか

9市3町：大津市（旧大津市）、近江八幡市、草津市・守山市、栗東市・甲賀市、野洲市・湖南市、東
近江市・安土町、日野町・竜王町

約29,227ha

下水道法第２５条の２第１項および滋賀県琵琶湖流域下水道条例

環境の分野での施策展開として「琵琶湖の総合保全をはじめとした自然環境の保全」の項目の（３）下
水道の効果的・効率的な整備として掲げている。

特になし

昭和57年４月供用開始

約63.7ha

都市の健全な発展および公衆衛生の向上に寄与するとともに、公共用水域の保全に資する

琵琶湖をはじめとする公共用水域の水質を保全し、
県民の快適な居住環境を実現するための有効な手段として設置

内訳

職員等にかかる人件費

下水道は県民生活にとって必要不可欠なライフラインであり、今後も適正な管理の下、維持していく必要がある。

県・市町の財政状況が非常に厳しい状況下にあって、維持管理コストの縮減が必要であり、経費削減や効率的な業務運
営の実施により、収支の改善に努めていく必要がある。

修繕費

利用者数

各種協議会等を開催し、流域関連市町や地元自治会住民の意見をお伺いし、処理場の運転
管理に反映させている。

外部委託業務の内容

電気、ガスについて複数年契約を導入し燃料費を削減。処理場の効率的運転に努め薬品等消
耗品に係る経費を削減。

県 内

近 畿

大津市水再生センター

京都府桂川右岸浄化センター
奈良県大和川上流流域下水道処理
区
大阪府猪名川流域下水道原水みらい
センター
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公の施設検討シート 施設番号 15

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

計画処理面積

関係市町

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 921,068
施設管理費 830,633
人件費 66,557
その他 23,878

収入（H19年度） 計 1,097,831
料金（使用料・利用料） 999,161
県支出額(一般財源） 98,451
県支出額(その他） 219
県以外助成金 助成金内訳
その他 その他の内容
修繕費合計 239,216 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 45,655 1,681 8,709 10,305 24,960
大規模改修 193,561 69,869 36,015 38,262 49,415
修繕見込額（H21～30） 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト
(財)滋賀県下水道公社 8.2

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

#DIV/0!

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 105489 103159 106010 107297
所在市町利用者数 #DIV/0!

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） #DIV/0!

1（浄化ｾﾝﾀｰ見
学会）

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

下水道は県民生活にとって必要不可欠なライフラインであり、今後も適正な管理の下、維持していく必要がある。

県・市町の財政状況が非常に厳しい状況下にあって、維持管理コストの縮減が必要であり、経費削減や効率的な業務運
営の実施により、収支の改善に努めていく必要がある。

修繕費

利用者数

各種協議会等を開催し、流域関連市町や地元自治会住民の意見をお伺いし、処理場の運転
管理に反映させている。

外部委託業務の内容

電気、ガスについて複数年契約を導入し燃料費を削減。処理場の効率的運転に努め薬品等消
耗品に係る経費を削減。

内訳

職員等にかかる人件費

昭和59年11月供用開始

約11.1ha

都市の健全な発展および公衆衛生の向上に寄与するとともに、
公共用水域の保全に資する

琵琶湖をはじめとする公共用水域の水質を保全し、
県民の快適な居住環境を実現するための有効な手段として設置

事業費
内訳

琵琶湖流域下水道湖西浄化センター

琵琶湖環境部下水道課

大津市苗鹿三丁目および同市木の岡町地先

大津市（旧大津市、旧志賀町）

約3,543ha

下水道法第２５条の２第１項および滋賀県琵琶湖流域下水道条例

環境の分野での施策展開として「琵琶湖の総合保全をはじめとした自然環境の保全」の項目の(3)下水
道の効果的・効率的な整備として掲げている。

特になし

県 内

近 畿

大津市水再生センター

京都府桂川右岸浄化センター、奈良
県大和川上流流域下水道処理区、
大阪府猪名川流域下水道 原田水み
らいセンター
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公の施設検討シート 施設番号 16

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

計画処理面積

関係市町

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 1,351,972
施設管理費 1,217,399
人件費 75,241
その他 59,332

収入（H19年度） 計 1,732,601
料金（使用料・利用料） 1,600,657
県支出額(一般財源） 131,479
県支出額(その他） 465
県以外助成金 助成金内訳
その他 その他の内容
修繕費合計 593530 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 76,089 6,297 16,545 23,111 30,136
大規模改修 517,441 131,351 157,584 88,568 139,938
修繕見込額（H21～30） 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト
（財）滋賀県下水道公社 10.2 0 0

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

#DIV/0!

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 190137 176682 191734 201994
所在市町利用者数 #DIV/0!

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） #DIV/0!

4（「夏休み自由
研究講座」に関す
るもの）

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

内訳

琵琶湖流域下水道東北部浄化センター

琵琶湖環境部下水道課

彦根市松原町、同市宮田町および米原市磯地内

彦根市・長浜市・東近江市（旧湖東町、旧愛東町）・米原市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・虎
姫町・湖北町・高月町・木之本町

約13,645ha

下水道法第２５条の２第１項および滋賀県琵琶湖流域下水道条例

環境の分野での施策展開として「琵琶湖の総合保全をはじめとした自然環境の保全」の項目の(3)下水
道の効果的・効率的な整備として掲げている。

特になし

平成3年４月供用開始

約64.1ha

都市の健全な発展および公衆衛生の向上に寄与するとともに、
公共用水域の保全に資する

琵琶湖をはじめとする公共用水域の水質を保全し、
県民の快適な居住環境を実現するための有効な手段として設置

内訳

職員等にかかる人件費

下水道は県民生活にとって必要不可欠なライフラインであり、今後も適正な管理の下、維持していく必要がある。

県・市町の財政状況が非常に厳しい状況下にあって、維持管理コストの縮減が必要であり、経費削減や効率的な業務運
営の実施により、収支の改善に努めていく必要がある。

修繕費

利用者数

各種協議会等を開催し、流域関連市町や地元自治会住民の意見をお伺いし、処理場の運転
管理に反映させている。

外部委託業務の内容

電気、ガスについて複数年契約を導入し燃料費を削減。処理場の効率的運転に努め薬品等消
耗品に係る経費を削減。

県 内

近 畿

大津市水再生センター

京都府桂川右岸浄化センター、奈良
県大和川上流流域下水道処理区、
大阪府猪名川流域下水道 原田水み
らいセンター
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公の施設検討シート 施設番号 17

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

計画処理面積

関係市町

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 403,576
施設管理費 356,376
人件費 36,087
その他 11,113

収入（H19年度） 計 496,551
料金（使用料・利用料） 426,524
県支出額(一般財源） 67,539
県支出額(その他） 2,488
県以外助成金 助成金内訳
その他 その他の内容
修繕費合計 97920 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 28,732 8,030 3,281 8,514 8,907
大規模改修 69,188 10,920 6,951 17,073 34,244
修繕見込額（H21～30） 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト
(株)コングレ 3.3 0 0

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

#DIV/0!

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 24608 23461 24217 26147
所在市町利用者数 #DIV/0!

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） #DIV/0!

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

下水道は県民生活にとって必要不可欠なライフラインであり、今後も適正な管理の下、維持していく必要がある。

県・市町の財政状況が非常に厳しい状況下にあって、維持管理コストの縮減が必要であり、経費削減や効率的な業務運
営の実施により、収支の改善に努めていく必要がある。

修繕費

利用者数

各種協議会等を開催し、流域関連市町や地元自治会住民の意見をお伺いし、処理場の運転
管理に反映させている。

外部委託業務の内容

電気、ガスについて複数年契約を導入し燃料費を削減。処理場の効率的運転に努め薬品等消
耗品に係る経費を削減。

内訳

職員等にかかる人件費

平成9年４月供用開始

約7.5ha

都市の健全な発展および公衆衛生の向上に寄与するとともに、
公共用水域の保全に資する

琵琶湖をはじめとする公共用水域の水質を保全し、
県民の快適な居住環境を実現するための有効な手段として設置

内訳

琵琶湖流域下水道高島浄化センター

琵琶湖環境部下水道課

高島市今津町今津および同市新旭町饗庭地先

高島市

約2,443ha

下水道法第２５条の２第１項および滋賀県琵琶湖流域下水道条例

環境の分野での施策展開として「琵琶湖の総合保全をはじめとした自然環境の保全」の項目の(3)下水
道の効果的・効率的な整備として掲げている。

特になし

県 内

近 畿

大津市水再生センター

京都府桂川右岸浄化センター、奈良
県大和川上流流域下水道処理区、
大阪府猪名川流域下水道 原田水み
らいセンター
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公の施設検討シート 施設番号 18

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

管理区域面積

建物
定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 82,491
施設管理費 35,005
人件費 30,678
その他 16,808

収入（H19年度） 計 85,153
料金（使用料・利用料） 10,009
県支出額(一般財源） 72,367
県支出額(その他）
県以外助成金 助成金内訳

その他 2,777 その他の内容

修繕費合計 98,483 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 35,588 7,574 8,786 11,228 8,000
大規模改修 40,056 0 40,056 0 0

修繕見込額（H21～30） 22,839 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト

近江鉄道ゆうグループ 4 9

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

#DIV/0! 310日（開園日数）310日（開園日数）318日（開園日数）318日（開園日数）

有料入場者数 2,853 2,537 2,861 3,162 3,000
施設利用者数（無料入 258,724 266,261 312,189 197,721 198,000
所在市町利用者数 #DIV/0!

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） #DIV/0! － －

12（その他イベント
情報多数）

月２回程度はイベ
ント情報に掲載

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

事業費

近江富士花緑公園

琵琶湖環境部森林政策課

野洲市三上５１９

滋賀県緑化基本構想・第２次緑化基本計画においてみどりに親しめるみどりの拠点施設として位置づ
けている。リゾートネックレス構想にも位置づけられていた。

特になし

内訳

平成４年４月

５２．２ha 元は森林センター管理地および国有地

県民に四季を通じて花と緑に親しむことのできる場および森林を利用した保健休養の場を提供すること
により、森林における自然との様々な触れ合いを通して、森林と人の関わりについて学び、豊かな心を
育む

S59国有地を買収。S61第１次滋賀県緑化基本構想に、県のシンボル的緑化事業
として花木の見本園、学習展示館などの施設を備えた花と緑の公園を整備することが
盛り込まれた。この目的に加え、本県の林業地域の中核をなす本地域において、森林
文化や伝統産業体験型の都市住民誘致のための諸施設を設置し、入り込み客の増
加を促し、林産物生産販売や森林空間利用による林業地域の活性化と所得の増大
を図ることを目的に、広域林業構造改善事業等国補事業・単県事業により整備を図った。

ふるさと館（事務室、宿泊室）、森林のわくわく学習館、ウッディルーム、里の家、植物園、その他（ハーブ
園、炭窯、遊具広場、ロッジ、バーベキュー施設等

修繕費

利用者数

親しみやすい公園のためのマップ作成、体験教室プログラムの新規開発・回数アップ、広範囲への広報
（HP、雑誌、県内全小学校へのﾁﾗｼ配布）等ＰＲに努めるとともに行政担当者（県、市）、地域施設、ＮＰ
Ｏ、イベント協力者、管理者等からなる運営協議会により、公園の長期的な視点や事業内容、課題につ
いて検討を行い、事業実施に反映させている。

内訳

体験教室収入

設置目的にもあるように県民に四季を通じて花と緑に親しむことができる場および森林を利用した保健休養の場を提供することにより、県
民の緑化意識を高め豊かな心の醸成および健康増進を図るための施設として活用する。これに加え、琵琶湖森林づくり基本計画の「県
民協働による森林づくり」「次代の森林を支える人づくり」の場として位置づけ、森林ボランティアの活動、森林環境学習の拠点として活用
する。

施設の老朽化に加え、近年はイノシシによる被害が甚大である。

外部委託業務の内容

４月 近江富士フェスティバルin花緑公園（主催：指定管理者）、１０月森づくり交流会 ふれあ
いフェスタ2008(主催：県）、スポレク祭の宿泊地として利用。

H21 12,162(ﾎﾞｲﾗｰ修繕）H22 10,677(変電設備・地ﾃﾞｼﾞ対応

点検・保安・衛生管理、清掃業務、園地
維持管理、防犯警備、クリーニング、廃棄
物処理、調査

県外利用者 ６割

きゃんせの森

府民の森ひよし（京都府）
大阪府民の森ほりご園地（大阪府）

県 内

近 畿

府民の森ひよし（京都府）
大阪府民の森ほりご園地（大阪府）
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公の施設検討シート 施設番号 19

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

管理区域面積

建物

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 1,620
施設管理費 1,448

人件費 137

その他 35
収入（H19年度） 計 1,620

料金（使用料・利用料） 0
県支出額(一般財源） 0
県支出額(その他） 1,620
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 0 その他の内容

修繕費合計 45 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 45 3 4 38 －
大規模改修 0 0 0 0 0

修繕見込額（H21～30） － 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト

滋賀北部森林組合 7 1

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

#DIV/0! 310日（開園日数）310日（開園日数）310日（開園日数）310日（開園日数）

有料入場者数 0 0 0 0 0
施設利用者数（無料入 3,631 6,988 2,212 1,692 3,000
所在市町利用者数 1,192 － 1,377 1,007 2,700

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） #DIV/0! － － － －

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

設置目的にもあるように森林に対する理解を深め、樹木に親しむ場を提供し、森林での自然とのふれあいを通して森林と人との関わりを学
び、豊かな心をはぐくむ施設として活用とする。これに加え、森林環境学習の拠点の一つとして、全県的・広域的に啓発を行う上で積極的
に活用すべき施設である。

駐車場の修繕等経費の検討の必要性がある。

し尿くみとり、清掃トイレ

修繕費

利用者数

森林体験学習会（地域住民や小学校教師が参加）を開催。近隣小学校や保育園が遠足等で
利用している。

ＨＰの作成、近隣の学校へのＤＭの発送などにより、ＰＲに努めている。

外部委託業務の内容

地元ボランティア団体と連携し、維持管理費の節減に努めている。

－

フォレストセンター（総合案内、研修室）、森林学習林、林間学習広場（芝生広場、全国育樹祭お手ま
き会場跡地）、便所、駐車場

内訳

H6～H8にわたり、山東町長や町議会議長、湖北地方開発振興促進協議会会長から湖北分場
およびお手まき会場を樹木園や森林公園として整備する要望があった。湖北には、一般の人々手
軽に樹木に接し、樹木を学習する場がないため、湖北をはじめ広く一般の人々が森林の重要性を
体感できる場として「もりの学園整備事業」（国補事業）により整備を図った。

事業費
内訳

きゃんせの森

琵琶湖環境部森林政策課

米原市夫馬９

滋賀県緑化基本構想・第２次緑化基本計画においてみどりに親しめるみどりの拠点施設として位置。

特になし

平成１３年４月

３．３７ha 元森林センター育苗地

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ことにより、森林における自然との様々
な触れ合いを通して、森林と人との関わりについて学び、豊かな心を育む。

県 内

近 畿

花緑公園
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公の施設検討シート 施設番号 20

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 32225
施設管理費 9818
人件費 18633
その他 3774

収入（H19年度） 計 32847
料金（使用料・利用料）
県支出額(一般財源） 32400
県支出額(その他）
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 447 その他の内容

修繕費合計 1200 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 1200 1200
大規模改修 0

修繕見込額（H21～30） 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト
(有)グリーンウォーカークラ
ブ・ネイチャーガイド研究

4 0 0

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

#DIV/0!

有料入場者数 0 0 0 0 0
施設利用者数（無料入 18039 20189 17478 16450 18000
所在市町利用者数 3184 3319 3048

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） #DIV/0!

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

朽木いきものふれあいの里センター

琵琶湖環境部自然環境保全課

高島市朽木柏341-3

鉄骨平屋建 999.70㎡

特になし

平成４年７月

高島市の柏、宮前坊および小入谷、生杉周辺の自然のステージを使い、自然の不思議さ、おもしろさを
通して自然に対する関心を深め、自然の仕組み、多様性を理解し、自然と人間のつながりを見る目を養
い、自然保護の意識啓発を図る。

高島市（旧朽木村）の柏・宮前坊および小入谷・生杉周辺の自然のステ
ージを使い、自然の不思議さ、面白さを通して自然に対する関心を深め、
自然の仕組み、多様性を理解し、自然と人間とのつながりを見る目を養い、
自然保護の意識啓発を図る目的で設置。

事業費
内訳

炭販売、イベント参加者材料費負担分等

レクチャールーム、展示室、ふれあいの森、ふれあいの広場、カキツバタの湿地、ブナの原生林等

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

自然観察や自然体験活動等を通じて自然環境保全の意識啓発を行う上で、欠くことのできない施設であり、県内における中核施設とし
て今後も必要。

平成４年度に設置後、大規模な修繕を行っておらず、設備面で多額の修繕費用が必要となってくる可能性がある。

電気設備点検、警備、空調設備保
守点検 等

修繕費

利用者数

ホームページでの自然情報発信の充実、および来館者への自然情報コーナーでの情報提供充実
等。

外部委託業務の内容

平成20年度より県教委からの職員派遣を廃止し、指定管理料を大幅削減するとともに、企業と
しての経営感覚を生かした管理運営の効率化により管理経費の縮減を図ることとした。

県 内

近 畿

栗東自然観察の森
河辺いきものの森

交野いきものふれあいの里
姫路市自然観察の森
橿原市昆虫館
森と水の源流館
根来山げんきの森
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公の施設検討シート 施設番号 21

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）
支出（H19年度） 計 4125

施設管理費 2385

人件費 1540

その他 200
収入（H19年度） 計 4125

料金（使用料・利用料） 0
県支出額(一般財源） 4125
県支出額(その他） 0
県以外助成金 0 助成金内訳
その他 0 その他の内容
修繕費合計 1000 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 1000 1000
大規模改修 0
修繕見込額（H21～30） 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト

多賀町 2 2

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

#DIV/0!

有料入場者数 0 0 0 0 0
施設利用者数（無料入 11671 10945 10569 13499 11100
所在市町利用者数 #DIV/0!

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） #DIV/0!

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

県として維持すべき広域性に乏しく、また、自然観察施設としての役割を終えつつあること、および施設の老朽化が進んでいることから、平
成21年度をもって廃止することとした。廃止までの間、引き続き多賀町を指定管理者としての管理運営を行う。

施設廃止後の建物について、撤去するかどうかどうかを含めて地元と調整を行う必要がある。撤去の場合にはアスベスト対
策、復元、植栽を含めて約3000万円の費用が必要となる。

浄化槽保守点検 等

修繕費

利用者数

県や市その他の広報誌等へのイベント開催情報の提供による広報活動の充実

外部委託業務の内容

平成20年度も引き続き、地元多賀町による管理運営を行うことにより、徹底した省エネルギーの
実践による経費節減と定期的な探鳥路の見回り等による利用者の安全確保に努めることとし
た。

ビジターセンター（展示室、観察室、学習室、図書室等）、屋外施設（芹川ダム周回探鳥路、湿地ゾー
ン等）

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

豊かな自然のシンボルである野鳥とともに暮らせる美しい自然環境を守り
、育み、次世代に継承することの大切さをより一層理解してもらうために
昭和49年に滋賀県で開催された「全国野鳥保護のつどい」にあわせて整備。

事業費
内訳

野鳥の森ビジターセンター

琵琶湖環境部自然環境保全課

多賀町一円

建築延面積752.42㎡ 鉄筋コンクリート造平屋建

順次廃止や団体へ移管

昭和４９年４月

県民と野鳥とのふれあいを通じて自然保護を進める施設として、湖東県立自然公園内に設置

県 内

近 畿

新旭水鳥観察センター、琵琶湖水
鳥・湿地センター
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公の施設検討シート 施設番号 22

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 5192
施設管理費 2548

人件費 2602

その他 42
収入（H19年度） 計 3900

料金（使用料・利用料） 0
県支出額(一般財源） 3800
県支出額(その他） 0
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 100 その他の内容

修繕費合計 0 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 0
大規模改修 0

修繕見込額（H21～30） 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト
ＮＰＯ法人環境工房ころ
ころ

2 1

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

#DIV/0!

有料入場者数 0 0 0 0 0
施設利用者数（無料入 10377 20456 5384 5290 6000
所在市町利用者数 #DIV/0!

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） #DIV/0!

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

事業費
内訳

三島池ビジターセンター

琵琶湖環境部自然環境保全課

米原市池下

建築延面積342.63㎡ 鉄筋コンクリート造平屋建

特になし

昭和５０年５月

水鳥の観察等自然とのふれあいにより、自然保護思想の普及啓発を図る施設として、マガモの自然繁
殖南限地でもある三島池に設置

水鳥の観察等自然とのふれあいにより、自然保護思想の普及啓発を
図る施設として、マガモの自然繁殖南限地出もある当該地に設置。

ビジターセンター（展示室、講義室、工作室）、屋外施設（観察小屋、自然観察探鳥路等）

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

マガモをはじめとした自然観察や自然体験活動等を通じて自然環境保全の意識啓発を行う上で、欠くことのできない施設として今後も必
要。

昭和５０年設置のため、今後施設の維持管理にかなり修繕費用が必要となってくる可能性がある。一方で、指定管理者で
あるＮＰＯ法人本体の経営面での収支状況についても把握していく必要がある。

浄化槽保守点検 等

修繕費

利用者数

市広報誌、ウェブサイト、ケーブルテレビ等あらゆる広報媒体を利用した広報の充実。情報誌「三
島池だより」の定期的な発行等。

外部委託業務の内容

平成20年度より環境ＮＰＯとしての経験を活かした管理運営を行うことにより、きめ細かな対応に
よる経費の節減を図ることとした。

県 内

近 畿

新旭水鳥観察センター
琵琶湖水鳥・湿地センター
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公の施設検討シート 施設番号 23

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 305,865
施設管理費 11,132

人件費 196,775

その他 97,958
収入（H19年度） 計 305,865

料金（使用料・利用料） 39
県支出額(一般財源） 72,494
県支出額(その他） 0
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 233,332 その他の内容

修繕費合計 218,473 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 10,231 3,198 1,005 2,028 4,000
大規模改修 16,527 0 1,646 4,881 10,000

修繕見込額（H21～30） 191,715 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト

滋賀県社会福祉事業団 32 3

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

100 100 100 100 100

有料入場者数 0 0 0 0 0
施設利用者数（無料入 1,182 1,166 1,162 1,219 1,218
所在市町利用者数 1,182 1,166 1,162 1,219 1,218

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） 0 0 0 0 0

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

県立施設として存続させる必要性は必ずしもないが、県民のニーズは今後もあるため廃止することは困難。移管に向けて検討中。

移管の方法について検討中。

修繕費

利用者数

・居宅生活の困難な要保護者を受け入れ、適切な保護を実施。平成１９年度 入所２０人、退
所１７人。稼働率１００．１％

・苦情受付けの広報ポスター掲示方法改善。・健康給食委員会を設置し、利用者の給食嗜好
調査を行っている。

外部委託業務の内容

光熱水費縮減

国庫負担金28,290、市負担金189,473 郡部入所者負
担金15,569

H21～H25 141,480 H26～H30 50,235

居住棟、管理棟等

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

昭和４５年４月

敷地面積12,435㎡

身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、心身
の状況に応じて、生活支援と身辺自立の促進を図るとともに、生きがいの助長や社会参加を図る。

生活保護法に基づき、日常生活を営むことが困難な要保護者を受入れ、
利用者の有する能力に応じた日常生活を支援することを目的に設置。
昭和４５年開設当時、救護施設は県内に１ヶ所のみで、入所待機者が
多く認められた。

事業費
内訳

日野渓園

健康福祉部健康福祉政策課

日野町大字松尾

１００人

建築延面積3,666,37㎡

生活保護法第３８条

順次廃止や団体へ移管

県 内

近 畿

滋賀保護院さわやか荘、橡生の
里、角川ヴィラ

京都 民間 １
大阪 民間１５ 公 ５
兵庫 民間 ６ 公 ２
奈良 民間 ２
和歌山 民間 ２
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公の施設検討シート 施設番号 24

施設名

所管課

所在地

【施設の概要】

設置年月

設置の経緯

設置目的

設置根拠

政策上の位置づけ

行政経営改革の方針

敷地

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 164354
施設管理費 55392
人件費 57111
その他 51851

収入（H19年度） 計 174806
料金（使用料・利用料） 11153
県支出額(一般財源） 114894
県支出額(その他） 48759
県以外助成金 助成金内訳
その他 その他の内容
修繕費合計 258098 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 15466 5441 4050 1975 4000
大規模改修 0

修繕見込額（H21～30） 242632 内訳・実施年度

管理体制 （指定管理者の場合は名称） 正職員 嘱託 アルバイト

滋賀県社会福祉協議会 4 8 1

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20（見込）

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

51 49.7 52.5 51.8 53.0

有料入場者数 14070 集計していません 12320 15820 16000
施設利用者数（無料入 71839 67900 71184 76433 78000
所在市町利用団体申込数 1695 集計していません 1720 1669 1700

新聞等掲載回数
催しや実績が報道された回数
（有料広報は含まない） 4 4 4 3 3

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

サービス向上策 利用者サービスの方策

経営改善策 コスト削減や増収策等

【部局意見】

今後の施設の必要性

現在の課題
および検討状況

事業費
内訳

滋賀県立長寿社会福祉センター

健康福祉部元気長寿福祉課

草津市笠山７丁目8-138

９０５人（貸館部分の定員の合計）

建築延面積8,178.82㎡ 鉄筋コンクリート造２階建て

なし

レイカディア構想の推進拠点

なし

平成５年７月

敷地面積28,023.68㎡

明るく活力のある長寿社会づくりを推進するとともに、高齢者および障害者の自立と社会参加の促進を
図ることを目的とする。

レイカディア構想の一環として、高齢者や障害者の自立と社会参加を図る
施設として建設

H21～23空調設備改修、映像機器の更新、防災設備
の更新、屋根の防水改修等

大教室、教室（２）、調理室、活動室、陶芸室、焼成室、体育館、図書室、介護実習室、介護研修
室等

内訳

入居団体の使用料（目的外使用）

高齢者および障害者の自立と社会参加の促進を図る施設として今後も必要

県主催や委託の研修で貸館が埋まってしまう状況。また、貸館を行うには交通アクセスが不便。
建設から１５年が経過し、空調設備をはじめ老朽化が激しい。

清掃、設備、ゴミ、電気工作物、機
械警備

修繕費

利用者数

近江あきんど塾(H17.11月)、社会福祉学会(例年)、ボランティアフェスティバル（H18～H20)

受講者のニーズを踏まえた学科の変更、研修内容の充実、ホームページの充実
アンケートにより利用者の意見・苦情等を聴取し業務改善を図った。

外部委託業務の内容

光熱水費等の節減に努めた。委託業務の見直し(複数年契約等)

県 内

近 畿

京都府総合社会福祉会館
奈良県社会福祉総合センター

県 内

近 畿

京都府総合社会福祉会館
奈良県社会福祉総合センター
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