
公の施設検討シート 施設番号 25

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 65006
施設管理費 10665

人件費 51678

その他 2663
収入（H19年度） 計 68576

料金（使用料・利用料） 1188
県支出額(一般財源） 67020
県支出額(その他） 0
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 368 その他の内容

修繕費合計 2208 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 208 - 8 0 200
大規模改修 0 - 0 0 0

修繕見込額（H21～30） 2000 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 7 3 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

1 - 1 1 1

有料入場者数 789 - 1001 576 600
施設利用者数（無料入 4416 - 4312 4520 4500
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

地域リハビリテーション推進の観点からも、その一環を担う福祉用具センターの役割は大きく、今後も継続して施設を設置する必要がある。

他機関（県立リハビリテーションセンター・地域の医療機関・障害者福祉施設等）との連携が充分でないことや、福祉用具セ
ンターのPRをさらに広げる必要性などがあり、健康推進課とリハビリテーションセンター、福祉用具センター職員で今後のあり
方を検討している。

修繕費

利用者数

福祉用具展示会を開催し、福祉車両や車いす、特殊ベッドなどを展示したほか、福祉用具講習
会や福祉用具体験を催し、多くの利用者の来館があった。平成19年度は550人。平成20年度は
集計中。

今後は県リハビリテーションセンターとの連携を強めながら、福祉用具関連研修にも重点を置き、さ
らなる利用者増加をめざす。

外部委託業務の内容

外部研修指導料（福祉用具センター職員が外部施設で
講習を実施）

工作機器等の調整修理

工作室、評価分析室、研修室、介護機器展示室、機械部品保管庫、装着テスト室等

内訳

手数料

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

福祉先進県である本県が、福祉施策先進国である北欧の福祉用具
センターを視察し、これを参考に平成９年１月設置（レイカディア振興財団
に委託）。平成15年４月にレイカディア振興財団が県社会福祉協議会
に統合される。平成17年７月、長寿社会福祉センターとは別に指定管理
者を募集。

事業費
内訳

長寿社会福祉センター（福祉用具センター）

健康福祉部健康推進課

草津市笠山７丁目8-138

建築延面積1,493.42㎡

基本構想第4章（P41）に掲げる「リハビリテーション提供体制の整備」の一役を担う。医療法に基づく「滋
賀県保健医療計画」の中においても記載有り。平成17年12月策定の「滋賀県リハビリテーション連携指
針」において関係機関との連携の重要性記載有り。

特になし

平成９年１月

長寿社会福祉センター併設

適合した福祉用具の普及を通じ、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する。

県 内

近 畿

（福祉用具製造業者はあり）
展示施設のみ
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公の施設検討シート 施設番号 26

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 205,433
施設管理費 52,332
人件費 97,155
その他 55,946

収入（H19年度） 計 212,572
料金（使用料・利用料） 48,298
県支出額(一般財源） 29,348
県支出額(その他） 134,673
県以外助成金 0 助成金内訳
その他 253 その他の内容
修繕費合計 13,980 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 11,901 1,468 2,751 4,701 2,981
大規模改修 2,079 0 2,079 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 契約職
員

嘱託 非常勤職短時間雇用

滋賀県社会福祉事業団 10 5 2 2 16

【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 79 78.8 79.2 79.4 80
所在市町利用者数 6 7 6 5 5

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

養護老人ホーム安土荘

健康福祉部元気長寿福祉課

安土町大字中屋771

８０人 ２人部屋 ４２室

建築延面積2,639.89㎡

老人福祉法２０条の４

住宅の困窮や経済的な理由により利用される施設

順次廃止や団体へ移管

昭和２４年９月

9,035.83㎡

老人福祉法に基づき、65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養
護を受けることが困難な者を、養護することを目的とする。

６５歳以上の者であって環境上及び経済的な理由により居宅での
生活が困難な者を入所させる施設

寄付金39、雑収入109、経理区分間繰入金105

医務室、食堂、面談室、静養室、作業室、談話コーナー等

内訳

←福良荘特財76千円含む

入所者の要介護状態への対応と入所者の地域帰りの支援および地域福祉の拠点となっていくことが期待されている。

移管の方法について検討中。

自家用電気工作物保安・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
保守等

修繕費

利用者数

全員懇談会（棟別懇談会）を実施して、利用者ニーズの把握に努め、サービス向上に努めた。

外部委託業務の内容

節電、節水、事務用品の節減に努めた。

県 内

近 畿

大津老人ホーム
真盛園
金亀荘
藤波園

白寿荘（大阪府）
洛南寮（京都府）
和光園（兵庫県）
花咲寮（奈良県）
白菊寮（和歌山県）
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公の施設検討シート 施設番号 27

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 206,006
施設管理費 78,057
人件費 78,746
その他 49,203

収入（H19年度） 計 210,724
料金（使用料・利用料） 57,647
県支出額(一般財源） 25,211
県支出額(その他） 127,741
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 125 その他の内容

修繕費合計 23,145 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 17,811 7,009 2,528 4,074 4,200
大規模改修 5,334 0 5,334 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 契約職
員

嘱託 非常勤職短時間雇用

滋賀県社会福祉事業団 9 6 2 0 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!

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 78 78.8 77.4 78.5 80
所在市町利用者数 32 35 30 30 30

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

入所者の要介護状態への対応と入所者の地域帰りの支援および地域福祉の拠点となっていくことが期待されている。

移管の方法について検討中。

給食業務・自家用電気工作物保安
業務等

修繕費

利用者数

全員懇談会（棟別懇談会）を実施して、利用者ニーズの把握に努め、サービス向上に努めた。

外部委託業務の内容

節電、節水、事務用品の節減に努めた。

寄付金20、経理区分間繰入金105

医務室、食堂、面談室、静養室、作業室、談話コーナー等

内訳

昭和３８年８月

敷地面積11,329.81㎡

老人福祉法に基づき、65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養
護を受けることが困難な者を、養護することを目的とする。

６５歳以上の者であって環境上及び経済的な理由により居宅での生活が
困難な者を入所させる施設

事業費
内訳

長浜荘

健康福祉部元気長寿福祉課

長浜市加田町19-6

８０人 2人部屋 ４２室

建築延面積2,693.37㎡

老人福祉法２０条の４

住宅の困窮や経済的な理由により利用される施設

順次廃止や団体へ移管

県 内

近 畿

大津老人ホーム、真盛園、金亀
荘、藤波園

白寿荘（大阪府）、洛南寮（京都府）、
和光園（兵庫県）、花咲寮（奈良県）、
白菊寮（和歌山県）
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公の施設検討シート 施設番号 28

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 151,953
施設管理費 51,475

人件費 70,979

その他 29,499
収入（H19年度） 計 148,402

料金（使用料・利用料） 40,181
県支出額(一般財源） 20,215
県支出額(その他） 87,866
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 140 その他の内容

修繕費合計 8,985 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 8,985 3,107 2,059 1,384 2,435
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 契約職
員

嘱託 非常勤職短時間雇用

滋賀県社会福祉事業団 8 4 2 0 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

#DIV/0!

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 48 48 47.3 49 50
所在市町利用者数 5 4 5 6 6

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

さつき荘

健康福祉部元気長寿福祉課

日野町大字小御門201-1

50名

建築延面積1,710.87㎡

老人福祉法２０条の４

住宅の困窮や経済的な理由により利用される施設

順次廃止や団体へ移管

昭和４１年３月

敷地面積10,237.8㎡

老人福祉法に基づき、65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養
護を受けることが困難な者を、養護することを目的とする。

６５歳以上の者であって環境上及び経済的な理由により居宅での生活が
困難な者を入所させる施設

寄付金35、経理区分間繰入金105

医務室、食堂、面談室、静養室、作業室、談話コーナー等

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

入所者の要介護状態への対応と入所者の地域帰りの支援および地域福祉の拠点となっていくことが期待されている。

移管の方法について検討中。

給食業務・自家用電気工作物保安
業務等

修繕費

利用者数

全員懇談会を実施して、利用者ニーズの把握に努め、サービス向上に努めた。

外部委託業務の内容

節電、節水、事務用品の節減に努めた。

県 内

近 畿

大津老人ホーム、真盛園、金亀
荘、藤波園

白寿荘（大阪府）、洛南寮（京都府）、
和光園（兵庫県）、花咲寮（奈良県）、
白菊寮（和歌山県）
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公の施設検討シート 施設番号 29

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 95,959
施設管理費 13,268
人件費 55,830
その他 26,861

収入（H19年度） 計 99,071
料金（使用料・利用料） 29,704
県支出額(一般財源） 69,059
県支出額(その他） 1
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 307 その他の内容

修繕費合計 9,976 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 8,191 2,055 2,954 1,218 1,964
大規模改修 1,785 0 1,785 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 契約職
員

嘱託 非常勤職短時間雇用

滋賀県社会福祉事業団 4 3 1 1 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

#DIV/0!

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 41 40.5 43.1 39 37
所在市町利用者数 13 11 14 14 12

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

国の考え方は今後はケアハウスに統一していくこととし、立て替えの機会などに円滑にケアハウスに移行していくことが必要とされ、移管を含
め施設のありかたについて検討していく。

移管の方法について検討中。

給食業務・自家用電気工作物保安
業務等

修繕費

利用者数

全員懇談会（棟別懇談会）を実施して、利用者ニーズの把握に努め、サービス向上に努めた。

外部委託業務の内容

節電、節水、事務用品の節減に努めた。

市町委託料32、寄付金53、雑収入10、経理区分間繰
入金212

内訳

昭和４９年１０月

敷地面積7,941.72㎡

老人福祉法に基づき、60歳以上の者を無料又は定額な料金で入所させ、食事の提供その他日常生
活上必要な便宜を供与することを目的とする。

五個荘町長からの設置要望あり

事業費
内訳

きぬがさ荘

健康福祉部元気長寿福祉課

東近江市五個荘川並町330

50人 個室３８室、 夫婦部屋６室

建築延面積1,789.87㎡

老人福祉法２０条の６

家庭環境や経済的事情により居宅で生活することが困難で、かつ一部生活援助を必要とする方の生活
の場

順次廃止や団体へ移管

県 内

近 畿

ケアハウス 長等の里
ケアハウス 千寿の郷 など

万寿荘（大阪府）、鳥羽ホーム（京都
府）、いずみ寮（兵庫県）、大倭滝の峯
荘（奈良県）、無憂園（和歌山県）

花みずき（大阪府）、リブレ北山（京都
府）、ケアハウス松寿園（兵庫県） など
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公の施設検討シート 施設番号 30

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 422,320
施設管理費 102,191

人件費 245,503

その他 74,626
収入（H19年度） 計 375,730

料金（使用料・利用料） 364,090
県支出額(一般財源） 4,766
県支出額(その他） 5,556
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 1,318 その他の内容

修繕費合計 151,202 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 18,377 8,013 2,062 5,642 2,660
大規模改修 132,825 0 0 63,315 69,510

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 契約職
員

嘱託 非常勤職短時間雇用

26 8 5 1 36

【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 79 77.9 79.4 79.3 80
所在市町利用者数 46 46 44 47 43

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

内訳

福良荘

健康福祉部元気長寿福祉課

長浜市内保町

80名（他に老人短期入所事業 ６名、老人デイサービス事業 ２３名）等

延床面積 3,745.40㎡

老人福祉法１５条

介護が必要であって居宅での生活を維持することが困難な高齢者が生活する施設

順次廃止や団体へ移管

昭和５０年５月

11,697.86㎡

老人福祉法に基づく特別養護老人ホームとして65歳以上の要介護認定を
受けた者に入浴、排泄、食事等の介護をする他に、老人デイサービス事業、
老人短期入所事業および居宅介護支援事業を行うことを目的とする。

湖北圏域で初めて特別養護老人ホームを設置

寄付金849、経理区分間繰入金327、市町委託料142

医務室、静養室、機能訓練室 等

内訳

車庫移転委託
管理料41、ケアマネ手数料5,515

県直接工事63,315、備品1,260含む

今後、益々高齢化が進行することにより、介護需要はさらに高まるものと予想され、在宅サービスとのバランスを考慮しながら、特養の果たすべ
き役割も高まるものと考えられる。

移管の方法について検討中。

給食業務・自家用電気工作物保安業務
等

修繕費

利用者数

リーダー・サブリーダー会議、サービス担当者会議、利用者との話し合い、ISOに基づく利用者満足度
調査・分析の実施

外部委託業務の内容

節電、節水、事務用品の節減に努めた。
入所者に欠員があった際、次の入所者を早く入所できるよう訪問調査を早めに実施した。

県 内

近 畿

福寿荘、真盛園、桐生園、榛原の
里 など

喜久寿苑（大阪府）
市原寮（京都府）
真愛ホーム（兵庫県）
万葉苑（奈良県）
栄寿苑（和歌山県）
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公の施設検討シート 施設番号 31

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 257,080
施設管理費 19,898

人件費 172,188

その他 64,994
収入（H19年度） 計 254,274

料金（使用料・利用料） 146,977
県支出額(一般財源） 107,017
県支出額(その他） 56
県以外助成金 助成金内訳

その他 224 その他の内容

修繕費合計 169,857 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 40,161 10,080 1,468 18,573 10,040
大規模改修 11,696 0 0 0 11,696

修繕見込額（H21～30） 118,000 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
（福）滋賀県社会福祉事
業団

20 8 8

【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 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 #DIV/0!
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） 2 2 2 2 1

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

平成23年度に（福）滋賀県社会福祉事業団に移管予定である。

県下で唯一培ってきた職業的・社会的リハビリテーション機能を活用し、サービス提供の充実に努めていく必要があり、また、
中途障害者に対する社会的リハビリテーションに必要な医療的支援の実施および高次脳機能障害者への支援機能の充実
を図っていく必要がある。

給食業務委託・植栽管理業務委託

修繕費

利用者数

全国ボランティア大会、脳外傷友の会全国大会などでの組紐体験コーナー設置

県内におけるリハビリテーション提供システムの中で、社会的・医学的・職業的リハビリテーション機
能を発揮し、身体障害者が円滑に地域生活や就労等へ移行できるよう支援すべく、施設機能の
整備と充実を図る。

外部委託業務の内容

中途障害者を対象とした、地域生活への移行を進める施設として、社会的・医学的・職業的リハ
ビリテーション機能を生かし、サービス提供に努めている。

雑収入、経理区分繰入金

スプリンクラー設置

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５９年４月

敷地面積21,979㎡ （障害者総合福祉センター）

身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設としての業務、短期入所の業務および医療法に
規定する診療所の業務を行う。

滋賀県社会福祉審議会の答申（S52年）「身体障害者更生施設の整備
促進」を受けて、S59年に設置された。

事業費
内訳

むれやま荘

健康福祉部障害者自立支援課

草津市笠山八丁目5-130

80名

建築延面積4,799.38㎡ 鉄筋コンクリート造１階建

障害者自立支援法第5条第12項

障害者福祉しがプラン

順次廃止や団体へ移管

県 内

近 畿

京都市身体障害者リハビリテーションセ
ンター、京都府立心身障害者福祉セン
ター、兵庫県立総合リハビリテーションセ
ンター 他
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公の施設検討シート 施設番号 32

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 40160
施設管理費 4564

人件費 32184

その他 3412
収入（H19年度） 計 42484

料金（使用料・利用料） 0
県支出額(一般財源） 30098
県支出額(その他） 12386
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 2458 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 2458 387 856 575 640
大規模改修 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
(福)滋賀県視覚障害者
福祉協会

6 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

1 1 1 1

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 5247 5233 5176 5333 5100
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

視覚障害者センター

健康福祉部障害者自立支援課

彦根市松原１丁目12-17

建築延面積905.05㎡ 鉄筋コンクリート平屋建

身体障害者福祉法

障害者福祉しがプランおよび滋賀の生涯学習社会づくり基本構想における、視覚障害に関する各種事
業を実施するための拠点

特になし

平成１２年２月

敷地面積1,904.48㎡

視覚障害者のためのコミュニケーション確保、各種情報の提供、各種相談などの事業を実施し社会参
加の促進と福祉の向上を図る

昭和55年に設置された県立点字図書館と盲人福祉協会会館とが併設された
滋賀県視覚障害者福祉センターの老朽化に伴い、平成12年に身体障害者
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。

事業費
内訳

閲覧室、発送室、書庫、点字印刷室、編集室、録音室、ボランティア活動室、研修室・歩行訓練室、
和室、家庭生活訓練室、対面読書室、聴読室、相談室、事務室、トイレ 等

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

県内唯一の視覚障害者情報提供施設として、視覚障害者への情報提供および社会参加の促進その他視覚障害者の
福祉の増進を図る事業を総合的に実施する必要がある。

施設を利用しにくい地域に在住する方へのサービス提供

各種保守点検、機械警備、清掃等

修繕費

利用者数

図書利用のIT活用、蔵書の拡充、湖南地区での講習会の開催、IT活用支援、利用案内配
布、広報誌の充実

外部委託業務の内容

利用者は視覚障害者に限定され利用料は無料であるため、コスト削減は、業務量増による人員
増の臨時職員での対応、点字図書の所内製本化、省エネの一層の推進、委託業務の見直し
等による管理費の削減。

県 内

近 畿

京都ライトハウス情報ステーション（民間）、丹後視力障
害者福祉センター、大阪府盲人福祉センター点字図
書館、日本ライトハウス盲人情報文化センター（民
間）、早川福祉会館、兵庫県点字図書館、神戸市立
点字図書館、奈良県視覚障害者福祉センター、和歌
山県点字図書館
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公の施設検討シート 施設番号 33

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 158130
施設管理費 66263

人件費 87148

その他 4719
収入（H19年度） 計 158575

料金（使用料・利用料） 3666
県支出額(一般財源） 153941
県支出額(その他） 750
県以外助成金 助成金内訳

その他 218 その他の内容

修繕費合計 55616 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 30836 6903 4204 14729 5000
大規模改修 0 0 0 0 0

修繕見込額（H21～30） 24780 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)滋賀県身体障害者
福祉協会

12 6
15（看護師7名、
プール監視8名）

【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

有料入場者数 8268 8388 8673 7742 8000
施設利用者数（無料入 56739 56967 56499 56752 57000
所在市町利用者数 6963 6781 7143 6965 7000

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） 3 2 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

県内唯一の身体障害者福祉センター（Ａ型）として、更生相談、機能訓練、スポーツ等の指導、ボランティアの養成、身体障害者社会
参加支援施設の職員に対する研修その他身体障害者の福祉の増進を図る事業を総合的に実施する必要がある。

大津市、草津市、栗東市に在住する利用者で８０％以上を占めているのが現状であり、遠隔地の方にもサービスを受けてい
ただけるよう、出張指導等可能な限り対応していく。指導事業の内容を工夫検討していく。

各種保守点検、機械警備、清掃等

修繕費

利用者数

センター夏まつり（Ｈ２０参加者1，019名、Ｈ１９参加者1，214名）、ツリーのつどい（Ｈ１９参加者
388名）、水泳記録会（Ｈ２０参加者158名、Ｈ１９参加者１４７名）

事業内容の充実、福祉センターの利用が困難な沿革地域への出張指導

外部委託業務の内容

不要な照明の消灯および減灯、実施事業・委託事業の見直し等

夏まつり協賛金、実習生受け入れ謝礼等

アリーナ系統空調設備修繕126,000（Ｈ２１）、屋上防水改修
10,920（Ｈ２１）、アリーナ床整備1,260（Ｈ２２）

アリーナ、小アリーナ、多目的ホール、会議室、和室、医務室、ボランティア室、ラウンジ、屋外アーチェリー
場、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

心身障害者に関する各種相談に応じるとともに、心身障害者の教養の向上、健康の増進、社会との交
流促進等のための便宣を総合的に供与し、心身障害者の福祉の増進を図る事を目的として、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、平成２年に設置。

事業費
内訳

障害者福祉センター

健康福祉部障害者自立支援課

草津市笠山八丁目

建築延面積3,922.19㎡ 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 勾配屋根平屋建

身体障害者福祉法

障害者福祉しがプランおよび滋賀の生涯学習社会づくり基本構想における、各種事業を実施する拠点

特になし

平成２年２月

敷地面積12,679㎡

心身障害者に関する各種の相談に応じるとともに、心身障害者の教養の向上、健康の増進、社会との
交流促進等のための便宜を総合的に供与し、心身障害者の福祉の増進を図る。

県 内

近 畿

奈良県心身障害者福祉センター、和歌山県子ど
も・障害者相談センター、京都市障害者スポーツセ
ンター、京都市身体障害者リハビリテーションセン
ター、大阪市舞洲障害者スポーツセンター、神戸市
立心身障害者福祉センター、西宮市身体障害者
福祉センター
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公の施設検討シート 施設番号 34

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 41650
施設管理費 7017

人件費 33173

その他 1460
収入（H19年度） 計 41950

料金（使用料・利用料）
県支出額(一般財源） 29308
県支出額(その他） 12642
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 1605 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 1605 201 423 681 300
大規模改修 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
(福)滋賀県聴覚障害者
福祉協会

4 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

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 10686 11358 10728 9972 10000
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） 18 23 14 17 12

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

聴覚障害者センター

健康福祉部障害者自立支援課

草津市大路二丁目11-33

建築延面積868.48㎡ ２階建

身体障害者福祉法

障害者福祉しがプランおよび滋賀の生涯学習社会づくり基本構想における、聴覚障害に関する各種事
業を実施するための拠点

特になし

平成７年１０月

敷地面積690.14㎡

聴覚障害者に対して、コミュニケーション支援、各種情報の提供、相談、養成研修の事業を実施するこ
とにより、聴覚障害者の社会参加を促進し、福祉の向上を図る。

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

事業費
内訳

聴力相談室、生活相談室、会議室、研修室、字幕編集室、スタジオ、情報サロン、ビデオライブラリー、
団体交流室等

内訳

県内唯一の聴覚障害者情報提供施設として、聴覚障害者への情報提供および社会参加の促進その他聴覚障害者の福祉の増進を
図る事業を総合的に実施する必要がある。

デジタル化対応設備と駐車場の確保。

各種保守点検、機械警備、清掃

修繕費

利用者数

全国手話検定や手話通訳士統一試験等の認定試験の実施

・開所時間の延長（平日は19時まで）、・日曜日や祝日の利用要望に応える、・施設利用者の
ニーズに応えた相談事業、・参加者の利便性を考慮し、各種講座等を湖北地区でも開催、・施
設を利用しづらい方のために、ホームページやメールマガジンでの迅速な情報提供に努める

外部委託業務の内容

①人件費の抑制 ②空調温度管理、裏紙利用などのリサイクルの徹底 ③職員が美化に努め
ることで庁舎の清掃回数を減らし、清掃業務委託料を縮減 ④旅費支給の条件の見直し ⑤
電話回線の見直しによる通信費の縮減

県 内

近 畿

京都市聴覚言語障害センター
兵庫県立聴覚障害者情報センター
和歌山県立聴覚障害者情報センター
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公の施設検討シート 施設番号 35

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 613,171
施設管理費 40,373

人件費 495,637

その他 77,161
収入（H19年度） 計 613,171

料金（使用料・利用料） 24,370
県支出額(一般財源） 440,842
県支出額(その他）
県以外助成金 135,845 助成金内訳

その他 12,114 その他の内容

修繕費合計 408,416 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 27,243 6,564 9,002 4,866 6,811
大規模改修 81,173 0 0 39,214 41,959

修繕見込額（H21～30） 300,000 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

55 11 6

【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 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 #DIV/0!
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） 4 3 5 5 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

庁舎清掃、食器洗浄、衣類等洗濯等の
業務

修繕費

利用者数

子育て支援セミナー（全国に呼びかけ・年1回・約１５０人参加、過去4回実施）、ふれあい広場
（湖南市と共催、年1回実施、約1,200人参加）、体験入園（毎年5月～11月に実施、特別支
援学級・特別支援学校の中学生対象、年平均約100人参加）

ホームページ、広報、セミナー・社会福祉学会等での実践発表による啓蒙活動の実施。見学者
の受け入れ、ショートステイ、体験入園等による在宅障害者支援および施設の開放の実施。

外部委託業務の内容

近年、家庭の養護事情問題や発達障害に関する入所相談が多くなっており、各関係機関と連
携し、入所者等の利用調整を図り、サービス確保に努めている。

障害児施設措置費、国庫（特別対策基金）
生産品売却収入、日中一時支援、ジャイカ派遣収入など

スプリンクラーの設置、居住棟の改修

内訳

昭和21年11月

敷地： 68,044.00㎡

児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設としての業務の他に、同法第6条の2第4項に規定
する児童短期入所事業を行う。

近江学園は、昭和21年11月、大津市南郷に糸賀一雄氏らによって創設され、
昭和23年4月「児童福祉法」の施行に伴い、県立の児童福祉施設となった。
現在、知的障害児の保護並びに自立支援を目的に、知的障害児施設として
運営している。

事業費
内訳

近江学園

健康福祉部障害者自立支援課

滋賀県湖南市東寺４丁目１番１号

定員： 130名(暫定定員107名) 現員： 93名(平20.4.1現在)

建物： 6,274.79㎡

児童福祉法第42条

障害者福祉しがプラン

特になし

県 内
近 畿

信楽学園

京都府：醍醐和光寮60名（京都市立直営）、桃山学園30名名(府立指定管理)、白川学園60名
（民間）ほか
大阪府：敷津浦学園80名（大阪市立指定管理）、桃花塾65名(民間)、豊里学園80名(民間)ほか
兵庫県：三田谷学園34名(民間)ほか、赤穂精華園40名(県立指定管理)ほか
奈良県：登美学園65名(県立直営)、吉野学園50名(民間)ほか
和歌山県：有功ヶ丘学園50名(県立直営)、南紀あけぼの園30名(民間)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

知的障害児の援護の実施は、児童福祉法に基づき県が行うこととなっており、入所による生活支援等を要する知的障害
児については、県立施設での直接処遇、民間施設への措置委託・指定施設への利用決定等により援護を実施することと
している。
近江学園については、義務教育年齢の知的障害児が入所する県下唯一の施設であり、強い行動障害のある児童や専
門性の高い療育が必要な発達障害児など、民間施設での支援が困難な児童を受け入れるとともに、虐待ケースなど緊
急的な利用について、入所機能を活用した全県的なセーフティネットとしての機能が求められており、県による直営が必要
である。

障害者自立支援法の施行後5年を目途に予定されている児童福祉法の改正動向を注視しておく必要がある。
また、被虐待児等へのセーフティネット機能の充実、入所児童の地域移行や療養環境の充実を図っていく必要がある。
・5つの住居棟の老朽化対応として、平成19年度～改修工事を実施。
・厨房、洗濯室等のアスベスト対策工事を平成19年度・20年度に実施。
・耐震調査・改修工事が必要な建物が5箇所ほどあり、21年度以降に実施予定。
・消防法の改正により、スプリンクラー設置工事が平成23年度までに必要。
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公の施設検討シート 施設番号 36

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 229,854
施設管理費 2,364
人件費 160,308
その他 67,182

収入（H19年度） 計 259,365
料金（使用料・利用料） 137,598
県支出額(一般財源） 108,759
県支出額(その他） 8,981
県以外助成金 助成金内訳

その他 4,027 その他の内容

修繕費合計 112,796 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 5,796 673 1,837 1,837 1,449
大規模改修 0 0 0 0 0

修繕見込額（H21～30） 107,000 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

（福）滋賀県社会福祉事業団 19 8 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

1 1 1 1 1

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 #DIV/0!
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） 3 3 10以上

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

信楽学園

健康福祉部障害者自立支援課

滋賀県甲賀市信楽町神山470

60名

管理棟（鉄筋コンクリート造２階建）等 合計4,209.84㎡建築延面積24,437㎡

児童福祉法第42条

障害者福祉しがプラン

順次廃止や団体へ移管

昭和２７年４月

土地：10,351.73㎡（県有地）

児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設としての業務の他に、同法第6条の2第4項に規定す
る児童短期入所事業を行う。

S27年に県立身体障害者更生指導所に知的障害児の施設として
「県立信楽寮」が併設されたのが始まりである。S35年に「県立信楽
学園」に改称される。現在、15歳～18歳未満児童の職業訓練を中
心にして運営されている。

寄付金、雑収入、経理区分繰入金

スプリンクラー設置、耐震化改修

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

なし

修繕費

利用者数

平成１９年１２月２４日映画会（鑑賞者２００人）を主催

信楽学園の広報をＤＶＤにして県内の中学校に配布。
自立訓練事業等により、利用者が就労後安定した生活をするために支援を推進するとともに、就
労自立に向けて、利用者ニーズに沿った職業支援や生活援助を効果的に推進する。

外部委託業務の内容

中学生等の体験入園の実施、社会的自立に向けての支援の実施や発達障害児に対する支援
を実施しサービス向上に努めている。

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

県 内
近 畿

近江学園

京都府：醍醐和光寮60名（京都市立直営）、桃山学園30名名(府立指定管理)、白川学園60名（民
間）ほか
大阪府：敷津浦学園80名（大阪市立指定管理）、桃花塾65名(民間)、豊里学園80名(民間)ほか
兵庫県：三田谷学園34名(民間)ほか、赤穂精華園40名(県立指定管理)ほか
奈良県：登美学園65名(県立直営)、吉野学園50名(民間)ほか
和歌山県：有功ヶ丘学園50名(県立直営)、南紀あけぼの園30名(民間)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

平成23年度に（福）滋賀県社会福祉事業団に移管予定である。

障害者自立支援法の施行後5年を目途に予定されている児童福祉法の改正動向を踏まえてうえ、児童に対する就労支援
サービスの充実や、当学園がこれまで培ってきた生活訓練と職業訓練の一体的な支援を生かした県下にわたる事業展開に
ついて検討していく必要がある。
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公の施設検討シート 施設番号 37

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 122,827
施設管理費 80,209

人件費 42,618

その他 0
収入（H19年度） 計 144,962

料金（使用料・利用料） 50,017
県支出額(一般財源） 94,945
県支出額(その他）
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 43968 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 20,336 4,675 4,994 5,667 5,000
大規模改修 23,632 2,205 12,120 4,557 4,750

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

社会福祉法人 友愛 6 4 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

100 100 100 100 100

有料入場者数 181,451 158,360 165,536 220,458 200,000
施設利用者数（無料入 181,451 158,360 165,536 220,458 200,000
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

本施設は、基本構想において重点が置かれている「次世代育成」の推進を図るうえで、次代を担う子どもに、琵琶湖畔の恵まれた自然の
中で安全で健全な遊びを提供することにより、地域における児童健全育成活動の助長を図りながら、子どもの心身の成長を支援し、本
来持っている生きる力を育む施設として、今後とも必要である。

平成4年の開園以来、平成20年度末で17年を経過し、施設の各所で老朽化が見られる。

清掃(2)、設備管理(1)、駐車場(1)

修繕費

利用者数

スポーツカーニバル（2日間で7,300人）、どんぐりフェスタ（3日間で6,200人）、食べ物フェスタ（2日間
で4,700人）など

定期的な自主事業のイベント開催による入園者の確保

外部委託業務の内容

補修工事等を独自で行うこと等によるコスト削減
定期的な自主事業のイベント開催による入場者数の確保

虹の家(宿泊施設・研修室等)、大型遊具、テントの森、キャンピングステーション、サイクリングステーショ
ン

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

平成４年７月

敷地面積83,901.91㎡

琵琶湖畔の恵まれた自然の中で、次代を担う子どもたちに健全な遊び の場を提供し、健康の増進と
情操を豊かにすることを目的とする。

こどもの国は、琵琶湖畔の恵まれた自然の中で、次代を担う子どもに健全な
遊びを与え、健康の増進と情操を豊かにすることを目的に設置

事業費
内訳

びわ湖こどもの国

健康福祉部子ども・青少年局

高島市安曇川町北船木2981

建築延面積5,542.53㎡（虹の家のみ）

児童福祉法に基づく大型児童館（Ｂ型）

社会で子育てを支える

特になし

県 内

近 畿

キッズプラザ大阪（大阪）
大型児童館ビッグバン（大阪）
こべっこランド（兵庫）
こどもの館（兵庫）
みえこどもの城（三重）
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公の施設検討シート 施設番号 38

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 46,439
施設管理費 35,546

人件費 8,420

その他 2,473
収入（H19年度） 計 51,219

料金（使用料・利用料） 7,721
県支出額(一般財源） 43,405
県支出額(その他） 0
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 93 その他の内容

修繕費合計 2,161 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 0 0 0 0 0
大規模改修 0 0 0 0 0

修繕見込額（H21～30） 2,161 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）滋賀県産業支援プ
ラザ

創業支援室
３

草津ＳＯＨＯ・ＩＭ 創業支援室

【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

77.2% 69.6% 74.6% 87.5% 87.5%

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 185 167 179 210 210
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

内訳

滋賀県立草津ＳＯＨＯビジネスオフィス

商工観光労働部商業振興課

草津市大路一丁目1-1

床面積632.89㎡

２経済産業 １競争力のある産業の育成 ５成長産業分野の育成

特になし

平成１５年４月

エルティ932 ４階

ＳＯＨＯ事業者（自宅や小規模な事業所でＩＴを活用した事業を行う個人または法人）を支援することに
より、県内における産業の振興を図る。

平成１３年１２月に草津市からＳＯＨＯビジネスオフィスの整備について要望あり。
設置にあたり草津市から寄附を受けている。

コピーカード代、受取利息

空調設備1,000千円、什器等1,161千円 （平成２１～２３

区画数：２０区画 （面積：１５～２６㎡）インターネット接続可能の通信回線、一般加入電話用配線、
共有スペース、総合受付ロビー、ミーティングルーム、商談コーナー

内訳

※指定管理13,405、施設賃借料30,000

※指定管理5546、施設賃借料30,000

県内の創業支援システムが草津ＳＯＨＯを核に構築されており、起業家予備軍の発掘からＳＯＨＯでの事業化支援、卒業起業者の県内
定着までを総合的に支援しており、今後も事業を継続をすることにより産業振興が図られる。

草津ＳＯＨＯはＪＲ草津駅前のエルティ９３２の４階部分を賃借して運営しているため、年間３０，０００千円の賃借料が発生
しているが、立地条件の良さなどからＳＯＨＯ施設への入居希望が非常に多く、施設は活性化している。

清掃業務

修繕費

利用者数

草津ＳＯＨＯを中心に平成１８年度から「ビジネスカフェあきんどひろば」を開催。平成１８年度、平
成１９年度で延べ4,830名が参加。

産業支援プラザの事業やネットワークを活用し、多様化する入居起業者のニーズに対応。ＩＭ強
化により入居者の事業の成長促進。卒業企業の県内定着に向けた取組。

外部委託業務の内容

インキュベーションマネージャー（ＩＭ）の常駐により入居者の事業の成長を促進するとともに、リスク
の未然防止に努める。

県 内

近 畿

米原ＳＯＨＯビジネスオフィス、創業オフィス・創業
準備オフィス（産業支援プラザ）、市民交流プラザ
情報産業起業支援室（草津市）、長浜バイオイン
キュベーション（長浜市）等

大阪府（府立産業技術総合研究所開
放研究室、エルおおさかビジネスインキュ
ベータ、クリエイション・コア東大阪）、奈
良県（やまと創業インキュベータ）、和歌
山県（スタートアップオフィス）
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公の施設検討シート 施設番号 39

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 15713
施設管理費 8276
人件費 4298
その他 3139

収入（H19年度） 計 18495
料金（使用料・利用料） 28241
県支出額(一般財源） ▲ 9798
県支出額(その他） 0
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 52 その他の内容

修繕費合計 19555 H17 H18 H19 H20
小規模修繕 3855 873 1147 735 1100
大規模改修 0

修繕見込額（H21～30） 15700 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)産業支援プラザ 3 0 0

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20

施設稼働率
施設利用日数/年間利
用可能日数

89.35% 92.36% 90.28% 85.42% 61.11%

有料入場者数 10 11 11 9 6
施設利用者数（無料入
場者等を含む）

10 11 11 9 6
所在市町利用者数 3 3 3 3 4

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

保安警備業務清掃業務、廃棄物処理、
消防設備点検、植栽管理、受水槽点検、
殺虫殺鼠、自動扉保守点検

修繕費

利用者数

外部委託業務の内容

利息収入、収入印紙代の還付金（Ｈ１８年度の契約書に貼付していた
収入印紙が不要であったため）

入居企業の退居に伴う修繕 ８，５００千円（＝８５０千円×１０年）
受水槽 ４，５００千円（＝２，２５０千円×２台）
門扉 ８００千円（＝４００千円×２台）

駐車場アスファルト １，６００千円（＝２千円（単価）×８００ｍ２）
工場棟のシャッターメンテナンス ３００千円（＝２５千円×１２棟）

工場棟４棟１２区画 支援棟１棟

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

平成１３年３月

敷地面積8029.26㎡

独創的な技術を有する方が、その研究開発の成果を利用して新製品の試作や製造に係る技術の開発および改良
を行うことを支援することにより、県内産業の振興を図ることを目的に整備された。

新規事業や新分野を目指す方が、独創技術や新製品の研究開発を
行う場として、県工業技術総合センターや滋賀県立大学などにレンタル
ラボを整備してきたが、次の段階の製品化、事業化する場が求められて
いた。

このことを受け、独創的な技術を有する方が、その研究開発の成果を
利用して新製品の試作や製造に係る技術の開発および改良を行うこと
を支援することにより、県内産業の振興を図ることを目的に整備された。

事業費
内訳

滋賀県立テクノファクトリー

商工観光労働部新産業振興課

草津市野路町字砂池2257-4

建築延面積2,616.27㎡

基本構想 第３章 戦略３－１ 企業の新たな事業活動への挑戦を支援する
第４章 施策展開①－２－① 競争力のある産業の育成

特になし

県 内

近 畿

京都市創造支援工場
宇治ベンチャー企業育成工場
テクノフロンティア堺

県 内

近 畿

京都市創造支援工場
宇治ベンチャー企業育成工場
テクノフロンティア堺
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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

レンタルラボは県内に数多く設置されてきたが、入居者支援型の賃貸工場施設は県内には無く、ものづくり系の中小企業にとっては今後も
必要である。

入居率の低下

無し

ＩＭ（インキュベーション・マネージャー）による企業訪問を行い、各種支援策を提供する。

各種委託業務について、委託方法や業者選定方法などを工夫し、経費の節減を図る。また、テ
クノファクトリーの知名度の向上と、新規入居者の発掘・確保に努める。
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公の施設検討シート 施設番号 40

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 240,752
施設管理費 84,587
人件費 83,620
その他 72,545

収入（H19年度） 計 252,032
料金（使用料・利用料） 18,282
県支出額(一般財源） 207,450
県支出額(その他） 0
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 26,300 その他の内容

修繕費合計 83,251 H17 H18 H19 H20
小規模修繕 14,570 1769 4,560 4,051 4,190
大規模改修 22,643 1318 11,930 7,862 1,533

修繕見込額（H21～30） 46,038 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

財団法人滋賀県陶芸の森 9 5 4

【利用状況】
平均
（H17～19）

H17 H18 H19 H20

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 23,181 25,991 18,262 25,291 24,779
施設利用者数（無料入 324,718 338,774 309,188 326,191 317,670
所在市町利用者数 - － － － －

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） 42 28 25 72 90

事業費
内訳

陶芸の森

商工観光労働部新産業振興課

甲賀市信楽町勅旨2188-7

建築延面積5,746.88㎡

なし（博物館法の適用を受けない博物館類似施設）

第３章戦略３－４－（２）かおり高い地域文化の創造
第４章施策展開①－学ぶ・育てる－４－④個性豊かな文化の創造、施策展開②－２－④伝統産業の振興

特になし

平成２年３月

○施設の規模 敷地面積 393,917.02㎡ 建築面積 5,746.88㎡

県民の陶芸に対する理解と親しみを深め、広く陶芸に関する交流の場とすることにより県の陶器産業の振
興と文化の向上を図る。

新・国民休養県構想の一環として整備。昭和63年３月に県用地取得（約23ha）、
同年５月に旧信楽町買収用地（約17ｈa）を県に寄附。同年11月工事着手。
平成２年６月竣工・開設。平成３年４月世界陶芸祭開催、同年５月中止。

カタログ等販売収入、展覧会巡回負担金収入、売店
事業収入、協賛金収入等

H21電気窯更新4,600千円
H21～23公共下水道受益者負担金4,551千円
H22以降 電話交換機更新5,281千円

中央監視盤・リモート盤更新工事13,419千円
創作研修館冷温水機改修工事1,328千円
陶芸館避雷針設置工事1,859千円
公共下水道接続工事15,000千円

○施設の内容 陶芸館、創作研修館、公園施設等 （信楽産業展示館は甲賀市の施設）

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

清掃管理、ゴミ収集、設備保守管理、自家用
電気工作物定期点検、エレベータ保守管理、
消防設備点検、受水槽・高架水槽清掃、浄
化槽設備保守管理、釉薬処理維持管理、害
虫等駆除、空調冷暖房保守管理、機械警
備、施設警備、植栽設計管理、植栽維持管
理

修繕費

利用者数

外部委託業務の内容

県 内

近 畿

兵庫陶芸美術館

県 内

近 畿

兵庫陶芸美術館

県 内

近 畿

兵庫陶芸美術館
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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

本県を代表する伝統産業である信楽焼の産業振興を図るとともに、本県の陶芸文化・陶器産業の魅力を世界に発信する拠点的役割
を担う施設として今後も維持運営する必要がある。

県の財政事業の逼迫および信楽焼陶器産業の衰退という厳しい外的要因と、施設の老朽化という内的要因への対
応が課題。対応としては、今後も可能な限り経費節減に一層の努力をするとともに、増収策を創意工夫し、適切な
施設の維持管理に努め、信楽焼陶器産業の振興に繋がるよう、陶芸の森として魅力的な事業展開を図っていく。

信楽セラミックアートマーケットin陶芸の森（H17：12,000人、H18：30,021人、H19：34,214人、H20：21,586
人）

園内の道路や案内標識の改善改良を適宜適切に施工し、利用者に不便のないよう努める。また、新たに
桜の苗木100本（滋賀トヨペットより贈呈）を園内に植えるなど、県民に愛され、親しまれる公園としての魅力
向上に努める。

総務課と創作研修課の事務室を統合し、事務機器や水道光熱費の経費節減を図るとともに、臨時的
任用職員を１名減員。また、冷暖房時季は、来館施設については、当日の気候により時間の短縮、管理
棟は半日のみとし燃料費の削減を図っている。
美術展の企画内容を創意工夫し、他館に巡回展示することにより負担金収入を確保するとともに、海外
デザイナーや企業、陶芸の森の三者で開発した商品のロイヤリティー収入の確保に努めるなど、コスト削減と
併せて様々な増収策を図っている。
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公の施設検討シート 施設番号 41

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 104210
施設管理費 8084
人件費 82421
その他 13705

収入（H19年度） 計 104210
料金（使用料・利用料） 5730
県支出額(一般財源） 68575
県支出額(その他）
県以外助成金 19634 助成金内訳

その他 10271 その他の内容

修繕費合計 65993 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 8776 3670 1908 1444 1754
大規模改修 57217 0 1496 16447 39274

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

9（併任除く） 6 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

101.1% 101.2% 100.8% 101.2% 102.5%

有料入場者数 8026 9163 7789 7127 7726
施設利用者数（無料入 10457 11681 9965 9724 10097
所在市町利用者数 432 344 365 586 793

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） 10 6 8 15 7

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

農業大学校

農政水産部農業経営課

蒲生郡安土町大中503

養成科（旧：本科）30名/学年 就農科（旧：研修科）若干名

研修館925㎡、あしば研修館358㎡、寄宿舎1,265㎡、体育館694㎡、トラクター練習場5,500㎡等

農業改良助長法（昭和23年法律第165号）、学校教育法（昭和22年法律第26号）（H19より専修学校化）

基本構想：戦略３ 滋賀県の特性を活かした産業を育成・支援する重点施策において、時代のニーズに対応
する農水産業の振興を図るため、経営感覚に優れた担い手の育成・確保を進めることとしている。

特になし

昭和４４年４月

用地：敷地86,471㎡(内､農業用地64,816㎡)

明日の本県の農業を担う優れた青年農業者を育成するため、実践教育を行う。

次代の農業を担う人材を養成するとともに、
農業従事者等に対し農業に関する研修を行うため、
昭和４４年度に開校した本県唯一の農業者研修教育施設。

協同農業普及事業交付金（19,634千円）

生産物収入

専攻学習施設：水田435a、果樹園41a、露地畑30a、ガラス温室9棟、ビニールハウス7棟、 鉄骨ビニールハウ
ス９棟、農業機械研修室120㎡、花集出荷選別施設、 実習室、収納舎、農業機械格納庫、ライスセンター

内訳

本県の次代の農業を担う青年農業者等（学卒者、中高年者）の育成・確保を図る観点から、県内唯一の農業者研修教育施
設として必要性は高い。

学生数の確保（定員充足率の向上）、老朽化に伴う施設の修繕補修（安全で快適な学生生活環境の確保）等

機械警備、浄化槽保守点検、消防設備保安
点検、電気保安、空調機器保守点検、高架タ
ンク清掃点検、害虫駆除

修繕費

利用者数

平成１９年度東海近畿農業大学校スポーツ大会開催（参加者2府7県522名）

H19年度専修学校化にともなう学科改編と教育内容の充実。農産物直売実習の実施（月２回）、量
販店での販売ブースの設置、ホームページの改善。

外部委託業務の内容

学生寮の閉鎖による管理運営費の削減（H19）。省エネの徹底による管理運営費の削減。農場での
農作物作付計画、栽培方法の見直しにより暖房用燃油費、肥料・農薬費等の生産資材費を削
減。授業料見直し（高校準拠）による使用料増収。

県 内

近 畿

京都府立農業大学校
大阪府環境農林水産総合研究所農業大学校
兵庫県農林水産技術総合センター農業大学校、
奈良県農業大学校、和歌山県農業大学校
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公の施設検討シート 施設番号 42

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 189,971
施設管理費 7,526
人件費 28,671
その他 153,774

収入（H19年度） 計 197,183
料金（使用料・利用料） 423
県支出額(一般財源） 18,000
県支出額(その他）
県以外助成金 助成金内訳

その他 178,760 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
（有）小杉農園 5 6

【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

314 229 354 359 358

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 223,942 122,287 244,669 304,870 400,000
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

近年「米プラザ」を取り巻く周辺環境が大きく変化していることから、行政施設としての役割は終えたと考え、今年度末をもって公の施設
としての用途を廃止し、第三者への譲渡の方向で検討している

修繕費

利用者数

外部委託業務の内容

○店内掲示板や商品ＰＯＰやイベント企画はすべて店員の手作りで、経費を削減
○各部門毎に責任者を配置し、効果的な運営による人件費等の削減

アンテナショップ農産物売上げ

展示施設、事務室、機械室、研修室

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

近江米をはじめとする滋賀県産農産物の消費に関する啓発を行うことにより、
県の農業の振興に寄与するため

事業費
内訳

滋賀県立近江米普及啓発施設

農政水産部農業経営課

大津市今堅田三丁目1-1

建築延面積712.41㎡

特になし

平成８年１０月

道路公社所有地

本県における稲作を中心とする技術の普及・啓発・研修等の実施により生産性の向上を図るとともに、
生産者と消費者の交流を通じて、近江米を中心とした本県の農産物を広く県内外にPRする。

施設写真

県 内

近 畿

道の駅（１３）

道の駅（９１）
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公の施設検討シート 施設番号 43

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 105,121
施設管理費 4,707

人件費 18,644

その他 81,770
収入（H19年度） 計 105,121

料金（使用料・利用料） 16,034
県支出額(一般財源） 39,581
県支出額(その他）
県以外助成金 助成金内訳

その他 49,506 その他の内容

修繕費合計 19,047 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 6,270 2,171 2,052 1,707 340
大規模改修 12,777 2,839 2,380 3,882 3,676

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

2 0 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

362 365 365 357 358

有料入場者数 51,223 55,290 49,370 49,009 43,600
施設利用者数（無料入 56,011 60,614 54,040 53,378 48,500
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） 13 13 13 11

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

醒井養鱒場

農政水産部水産課

米原市上丹生

建築延面積2,798.78㎡ 鉄筋コンクリート造２階建ほか

「しがの農林水産ビジョン」で目標数値を定めている。県内におけるマス類種卵種苗の唯一の生産基地
として重要な役割と責任を担う。

特になし

昭和４年

敷地面積190,127.61㎡ 周辺の山林を含む

増養殖用のマス類についての調査および技術の普及指導を行うほか、良質な種卵種苗の生産および安
定的な供給により、内水面漁業の振興を図っている。併せて、深山幽谷として「名勝地」にある当場を一
般の観覧に供することで、訪れる人々に自然とふれあう憩いの場、魚と漁業について学ぶ体験学習の場
を提供している。

琵琶湖のビワマスの増殖を図るため、
県営枝折ふ化場を開設。明治１２年現在地に移転。
明治３８年私人に払いさげられるが、昭和４年に県営に復帰。

事業費
内訳

マス類生産物売払収入

本館、研修等、採卵場、ふ化場、無料休憩所、飼育池、ふれあい河川ほか

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

マス類生産事業、研修事業、観覧および
施設管理業務を滋賀県漁業協同組合
連合会に委託。

修繕費

利用者数

「夏休み親子さかな教室」毎年10回開催、参加者数H20:519人、H19:566人、H18:328人

ホームページによる観光情報の発信、魚や自然とのふれあい体験や食体験企画の強化、学校行
事（遠足）に対するビデオ学習や餌やり体験の提供。

外部委託業務の内容

インターネットやマスメディアの活用による効率的な情報提供の実施、米原市観光協会、地元観光施設との
連携強化、入場者の利用状況に即した開場時間・日時の見直しや計画的なマス類の生産によるコスト削
減。

県 内

近 畿

富士養鱒場（静岡県）
（民間譲渡済み）
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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

・醒井養鱒場の豊富な湧水と飼育施設は、マス類を中心とした河川漁業や養殖業振興のための研究普及に最適であり、今後も県の研
究普及拠点として強化維持すべきである。
・醒井養鱒場の自然景観は県民の財産であり、今後も一般開放していくべきである。

・マス類の生産技術は民間でも十分対応できる状態となっており、生産事業の民間への事業移管を検討する必要がある。
・仮に民間に事業移管をするに際には、場内に存在する民間施設の整理や周辺山林の管理、河川漁業振興のための良
質な種卵種苗の継続的な供給、試験研究に不可欠な一部施設の確保、入場料収入も見込んだ安定的な経営を行う必
要がある。
・平成19年度には「醒井」養鱒場将来構想検討会を6回開催し、H20年3月に提言をとりまとめた。
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公の施設検討シート 施設番号 44

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 16,697
施設管理費 2,834

人件費 11,449

その他 2,414
収入（H19年度） 計 20,953

料金（使用料・利用料） 19,306
県支出額(一般財源） 315
県支出額(その他） 1,332
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 10,814 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 1,984 0 637 547 800
大規模改修 1,830 1,830 0 0 0

修繕見込額（H21～30） 7,000 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

㈱関西メンテナンス滋賀 2 3 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

256 256 256 257 255

有料入場者数 - - - - -
施設利用者数（無料入 3,894 - 4,109 3,679 4,100
所在市町利用者数 - - - - -

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） 1 0 2 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

県の管理する地方港湾の中核として、今後も港湾管理のため必要な施設と考えている。

浮桟橋の改修が必要であり、今後、指定管理者と修繕計画を協議していく。

揚降機点検、消防点検、地下タンク
検査等

修繕費

利用者数

マリンフェスタ、親子ボート・ヨット体験乗船会、湖上安全パレード

アンケートによる利用者ニーズの把握、開場時間変更、利用料金改定、利用者用駐車場の設
置、自動販売機の設置

外部委託業務の内容

収入・支出については、毎年、目標数値を設定し、増収ならびに経費の削減に努めている。

平成21年度～平成25年度の各年1,400千円の予定

管理棟、艇置場、船舶用修理施設、洗艇用施設、現場事務所、倉庫、マリーナ桟橋、船舶用給油
施設、給電施設、マリーナ管理用通路、護岸等

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２７年７月１日、地方港湾として認可

事業費
内訳

大津港公共港湾施設（マリーナ施設）

土木交通部河港課

大津市

港湾法

特になし

特になし

昭和２７年

０．６７ha

船舶（プレジャーボート等）の係留施設の設置

県 内

近 畿
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