
公の施設検討シート 施設番号 44(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

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 61,906
施設管理費 39,081
人件費 22,534
その他 291

収入（H19年度） 計 65,030
料金（使用料・利用料） 22,667
県支出額(一般財源） 8,092
県支出額(その他） 34,271
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 131,774 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 5,588 36 1,956 1,096 2,500
大規模改修 126,186 4,416 3,864 117,906 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

琵琶湖汽船(株) 1 2 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

365 365 365 365 365

有料入場者数 - - - - -
施設利用者数（無料入 163,459 174,802 156,752 158,823 -
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） 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

大津港公共港湾施設（マリーナ施設以外）

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7月

船舶の係留施設の設置、船舶利用者の港管理のための
ターミナル設置、多様な用途のための緑地整備等

地方港湾として認可。昭和59年から平成10年までに現在の
大津港を整備。費用166億4,100万円。

事業費
内訳

現時点で詳細は未定。

旅客ターミナルビル、旅客船桟橋、臨港道路、河川管理用道路、歩行者用道路、物揚場、港湾業務
用地、緑地護岸、シンボル緑地、修景緑地等

内訳

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。

港湾の大噴水施設の故障修繕・改修・あり方などについて検討を行っている。

噴水・自動ドア・エレベーター等の点検
委託

修繕費

利用者数

毎年、春には「びわこ開き」、夏には「大津夏祭り」・「びわ湖大花火大会」が開催され、最近
では「スポレク滋賀2008」が開催されるなど大規模イベントの実績があります。

アンケート調査を実施し、ご利用者の意見をまとめ、「顧客満足度」の向上を目指しております。

外部委託業務の内容

コスト削減：業務見直しによる人員配置適正化、適切なアウトソーシング、消灯・空調機温度設
定による水光費削減
増 収 策：独自イベントの企画実行、ホームページの作成、DM・E-mail発信、グループ会社社
員への勧誘、各種提案

施設写真

県 内

近 畿
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公の施設検討シート 施設番号 45

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 10,394
施設管理費 10,394
人件費 -
その他 0

収入（H19年度） 計 9,047
料金（使用料・利用料） 7,062
県支出額(一般財源） 1,985
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 121,800 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 0 0 0 0
大規模改修 121,800 0 0 121,800 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

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

365 365 365 365 365

有料入場者数 - - - - -
施設利用者数（無料入 36,373 36,006 37,423 35,690 -
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） #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

県の管理する地方港湾として、今後も港湾管理のため必要な施設と考えている。

平成１９年度、護岸の耐震補強工事を行い、今後、県の防災拠点として港湾整備を行っていく。

公衆便所清掃委託等

修繕費

利用者数

特になし。

特になし。

外部委託業務の内容

現時点で詳細は未定。

泊地、防波堤、護岸、桟橋、浮桟橋、物揚場、車道、歩道、荷役機、野積場、植栽、公衆便所

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

船舶の係留施設の設置等

昭和２７年７月１日、地方港湾として認可

事業費
内訳

彦根港公共港湾施設

土木交通部河港課

彦根市

港湾法

特になし

特になし

施設写真

県 内

近 畿

長浜港、竹生島港
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公の施設検討シート 施設番号 46

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 4,330
施設管理費 4,330
人件費 -
その他 0

収入（H19年度） 計 7,233
料金（使用料・利用料） 6,406
県支出額(一般財源） 827
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 112,055 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 1,146 0 141 1,005 0
大規模改修 110,909 62,000 2,000 46,909 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

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

365 365 365 365 365

有料入場者数 - - - - -
施設利用者数（無料入 82,472 72,830 84,174 90,414 -
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） - - - - -

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

長浜港公共港湾施設

土木交通部河港課

長浜市

港湾法

特になし

特になし

昭和２７年７月

船舶の係留施設の設置等

昭和２７年７月１日、地方港湾として認可

現時点で詳細は未定。

泊地、防波堤、護岸、物揚場、船揚場、野積場

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

県の管理する地方港湾として、今後も港湾管理のため必要な施設と考えている。

港湾利用者団体等と協議会を持ち、平成２０年度からスロープ利用の有料管理を行うなど、官民協働で港湾管理の適正
化に努めている。

0

修繕費

利用者数

平成１９年度に港湾の緑地や駐車場等を整備し、平成２０年度から長浜港のスロープ利用を有
料化した。

特になし。

外部委託業務の内容

特になし。

施設写真

県 内

近 畿

彦根港、竹生島港
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公の施設検討シート 施設番号 47

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 78
施設管理費 78
人件費 -
その他 0

収入（H19年度） 計 3,546
料金（使用料・利用料） 3,531
県支出額(一般財源） 15
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 72,285 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 4 0 4 0 0
大規模改修 72,281 29,225 20,976 22,080 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

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

365 365 365 365 365

有料入場者数 - - - - -
施設利用者数（無料入 133,360 131,336 128,991 139,754 -
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） #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

県の管理する地方港湾として、今後も港湾管理のため必要な施設と考えている。

特になし

0

修繕費

利用者数

特になし。

特になし。

外部委託業務の内容

現時点で詳細は未定。

泊地、防波堤、護岸、岸壁、桟橋、物揚場

内訳

昭和４２年３月

船舶の係留施設の設置等

昭和４２年３月１７日、地方港湾として認可

事業費
内訳

竹生島港公共港湾施設

土木交通部河港課

長浜市

港湾法

特になし

特になし

施設写真

県 内

近 畿

彦根港、長浜港
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公の施設検討シート 施設番号 48

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

公園面積

建物

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 49,028
施設管理費 29,762
人件費 14,931
その他 4,335

収入（H19年度） 計 49,028
料金（使用料・利用料） 0
県支出額(一般財源） 49,028
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 5,550 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 550 100 100 150 200
大規模改修 0 0 0 0 0

修繕見込額（H21～30） 5,000 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
直営＋（公園・緑地ｾﾝ
ﾀｰに運営委託）

0 3 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 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 71,667 60,000 60,000 95,000 100,000
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

びわこ地球市民の森

土木交通部都市計画課

守山市今浜町、水保町、洲本町

都市公園法第２条第１項に定める都市公園（都市緑地）

戦略2-4-(1) 地域の環境を活かした体験活動の推進 びわこ地球市民の森事業
県土－快適な県土基盤づくり－都市施設の整備

特になし

平成１４年７月

１７．８ha（平成19年度末現在）

公共の福祉の増進に資することを目的に設置

野洲川放水路新設地域対策事業として、旧野洲川廃川敷地の
自然再生を目指し、都市緑地として整備し県民の植樹活動の
拠点として活用している。都市計画決定：H12年5月

事業費
内訳

500＊10年

園路広場、植栽地、トイレ等

内訳

県民の植樹運動の中心となる舞台として、植樹活動を受け入れ、育てる場が他に無い。このため、びわこ地球市民の森のフィールドで行う
森づくりは他に代替性がなく継続して行う事が重要である。

植樹申込みが予想以上あり人気が高いことから、植樹スペースが逼迫している状況にあり、一部植樹活動を制限している。
このため、草刈りや枝払いなどのボランティア活動への転換を進める工夫をしている。

警備、除草、清掃など

修繕費

利用者数

びわこ地球市民の森のつどい"2008"（実行委員会主催） 参加者数約3千人

本県の環境保全・植樹活動の拠点として、多様な主体からの植樹を受け入れる。

外部委託業務の内容

ボランティア活動などによる維持管理経費の縮減

施設写真

県 内

近 畿

京都府：山城総合運動公園ほか９公
園、
大阪府：服部緑地ほか19公園
兵庫県：舞子公園ほか13公園
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公の施設検討シート 施設番号 49

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

公園面積

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 62,576
施設管理費 50,676
人件費 11,900
その他 0

収入（H19年度） 計 62,576
料金（使用料・利用料） 271
県支出額(一般財源） 62,305
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 162,372 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 15,872 2,645 2,441 2,488 8,298
大規模改修 6,500 0 1,500 3,000 2,000

修繕見込額（H21～30） 140,000 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)滋賀県公園･緑地セ
ンター

2 3 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 4,185 4,019 4,887 3,648 3,500
施設利用者数（無料入 221,754 212,231 231,276 210,000
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

都市公園は、都市計画に定められた都市施設として、まちに潤いと安らぎを与えると共にレクリエーション活動の場や自然との触れ合いの
場を提供や災害時の避難場所となるなど市民生活にとって重要な施設であり、適正に保全する義務がある。

・森林部分でＮＰＯ団体が行っている里山保全活動との連携を更に充実する。
・平成18年に施行された高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律への対応についての検討が必要。

夜間警備、除草、清掃など

修繕費

利用者数

みどりのつどい（指定管理者主催） 参加者約3千人

茶室と近代美術館との相互連携による割引など

外部委託業務の内容

ボランティア活動などによる維持管理経費の縮減

14,000*10年

日本庭園、茶室、園路広場、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

昭和５５年７月（当初開設）

４３．２ha

公共の福祉の増進に資することを目的に設置された都市公園

「びわこ文化公園都市構想」の「芸術、教養の文化クラスター」
S54年10月：都市計画決定

事業費
内訳

びわこ文化公園（文化ゾーン）

土木交通部都市計画課

大津市瀬田南大萱町

都市公園法第２条第１項に定める都市公園（総合公園）

県土－快適な県土基盤づくり－都市施設の整備

特になし

施設写真

県 内

近 畿

荒神山公園、みさき公園など大津
市ほか１７公園

京都府：山城総合運動公園ほか9公
園 大阪府：服部緑地ほか19公園 兵
庫県：舞子公園ほか13公園
奈良県：奈良公園ほか8公園 和歌山
県：和歌公園ほか６公園
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公の施設検討シート 施設番号 50

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

公園面積

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 47,179
施設管理費 32,696
人件費 14,483
その他 0

収入（H19年度） 計 47,179
料金（使用料・利用料） 9,430
県支出額(一般財源） 36,720
県支出額(その他） 0
県以外助成金 1,029 助成金内訳
その他 0 その他の内容
修繕費合計 53,119 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 7,619 2,318 1,554 1,747 2,000
大規模改修 10,500 3,000 2,000 3,000 2,500

修繕見込額（H21～30） 35,000 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

PPP滋賀・ﾏｰﾒｲﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 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

1 1 1 1 1

有料入場者数 34,299 33,007 34,398 35,491 36,000
施設利用者数（無料入 97,735 76,205 107,558 109,441 110,000
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

事業費
内訳

奥びわスポーツの森

土木交通部都市計画課

長浜市早崎町

都市公園法第２条第１項に定める都市公園（総合公園）

暮らし－健康－スポーツの総合的な振興
県土－快適な県土基盤づくり－都市施設の整備

地元市町への移管協議を進めるとともに、並行して施設の老朽化の進度や利用状況などを考慮し、関
係団体等の意見などを参考に、県としての考え方の整理・見直しを平成20年度以降の指定管理期間
中に行う

昭和６２年４月

２１．３ha

公共の福祉に資することを目的に設置された都市公園

昭和47年に県政100年記念事業の一環として、
休養とスポーツの場として整備された施設を、
改めて昭和59年に都市公園決定し多目的広場
やプールなどの再整備を実施。

長浜市立びわ体育館維持管理受託

3,500＊10年

多目的運動広場（野球、陸上競技等）、テニスコート、レジャープール、グラウンドゴルフ場、ビジターセン
ター、野外ステージ、駐車場（２）、トイレ４棟、芝生広場、（体育館は、長浜市立）

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

スポーツやレクリエーションの拠点として、地域に親しまれている施設であり、湖北地方有数のスポーツ施設として、その果たす役割は大きく、
現状を維持する必要がある。さらに、当施設は、都市公園法に基づき設置された基幹的な都市施設であるため廃止することはできない。

市町合併の動向を踏まえ、地元市への移管について検討する施設に位置づけられたことから、長浜市と協議を行っている
が、早崎ビオトープの動向や市の考えるホテル誘致などの状況が大きく影響している。

夜間警備、除草、清掃など

修繕費

利用者数

奥びわジョギングコンサート（長浜市主催）

遊具や運動施設の点検を充実し安全管理を徹底する。

外部委託業務の内容

ボランティア活動などによる維持管理経費の縮減

施設写真

県 内

近 畿

水口総合公園、豊公園ほか１７公
園

京都府：山城総合運動公園ほか9公
園 大阪府：服部緑地ほか19公園 兵
庫県：舞子公園ほか13公園
奈良県：奈良公園ほか8公園 和歌山
県：和歌公園ほか６公園
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公の施設検討シート 施設番号 51

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

公園面積

建物
定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 183,580
施設管理費 160,787
人件費 22,793
その他 0

収入（H19年度） 計 183,580
料金（使用料・利用料） 0
県支出額(一般財源） 183,580
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 250,849 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 46,349 12,230 11,132 11,887 11,100
大規模改修 24,500 6,000 5,000 7,000 6,500

修繕見込額（H21～30） 180,000 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

近江鉄道ゆうグループ 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

1 1 1 1 1

有料入場者数 #DIV/0! - - - -
施設利用者数（無料入 1,260,000 1,200,000 1,200,000 1,380,000 1,450,000
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） #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

都市公園は、都市計画に定められた都市施設として、まちに潤いと安らぎを与えると共にレクリエーション活動の場や自然との触れ合いの
場を提供や災害時の避難場所となるなど市民生活にとって重要な施設であり、適正に保全する義務がある。
湖辺の景観維持と併せ、バーベキューやドライブ時の休憩や用便、ウオーキングなど琵琶湖観光には不可欠な存在となっていることから、
現状を維持する必要がある。

ゴミの不法投棄や自動車の放置対策など利用者のマナー不足による事案が後を絶たない。今後も継続して、利用マナーの
向上を利用者に呼びかける。

警備、除草、清掃など

修繕費

利用者数

鳥人間コンテスト（読売テレビ放送主催）、びわこ花火大会観覧

利用エリアと保全エリア分けを行いメリハリのある活用と保全対策を行う。

外部委託業務の内容

ゴミの持ち帰り啓発活動によりゴミ処分経費の削減を図る。

18,000＊10年

北大津地区、堅田雄琴地区、和邇真野地区、生川木戸川地区（大津市）、山田新浜地区、志那地
区（草津市）、赤野井吉川地区（守山市、野洲市）、能登川地区（東近江市）、新海薩摩地区、薩摩
宇曽川地区、犬上川大藪地区、松原米川地区（彦根市）、松原米川地区（米原市）、長浜南浜地
区、大浜安養寺地区（長浜市） 園路広場、トイレ、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

昭和５５年４月（当初開設）

１３８．７ha

公共の福祉の増進に資することを目的に設置された都市公園

平成８年度に完了した琵琶湖総合開発計画により、
湖水位の低下による湖周辺の自然環境の保全と新しい
湖辺の風景を創りだし、レクリエーション利用の増進を図る
目的で琵琶湖岸を公園化した。

事業費
内訳

湖岸緑地

土木交通部都市計画課

大津市７市

都市公園法第２条第１項に定める都市公園（広域公園）

県土－快適な県土基盤づくり－都市施設の整備

特になし

施設写真

県 内

近 畿

大津湖岸なぎさ公園

京都府：山城総合運動公園ほか9公
園 大阪府：服部緑地ほか19公園 兵
庫県：舞子公園ほか13公園
奈良県：奈良公園ほか8公園 和歌山
県：和歌公園ほか６公園
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公の施設検討シート 施設番号 52

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

公園面積

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 10,550
施設管理費 8,535
人件費 2,015
その他 0

収入（H19年度） 計 10,550
料金（使用料・利用料） 0
県支出額(一般財源） 10,550
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 37,484 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 4,484 706 697 711 2,370
大規模改修 3000 0 1,000 1,000 1,000

修繕見込額（H21～30） 30,000 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)滋賀県公園･緑地セ
ンター

2 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

1 1 1 1 1

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 11,333 10,000 10,000 14,000 15,000
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） #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

春日山公園

土木交通部都市計画課

大津市真野谷口町

都市公園法第２条第１項に定める都市公園（総合公園）

県土－快適な県土基盤づくり－都市施設の整備

特になし

平成１３年４月

２３．４ha

公共の福祉の増進に資することを目的に設置された都市公園

企画部所管の県有地を里山と古墳を活用した
都市公園として設置。
都市計画決定：H8年6月

3,000＊10年

多目的広場、ゲートボール場、里山フィールド、芝生広場、駐車場（２）、トイレ（３）

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

都市公園は、都市計画に定められた都市施設として、まちに潤いと安らぎを与えると共にレクリエーション活動の場や自然との触れ合いの
場を提供や災害時の避難場所となるなど市民生活にとって重要な施設であり、適正に保全する義務がある。

都市公園は、都市計画に定められた都市施設として、まちに潤いと安らぎを与えると共にレクリエーション活動の場や自然との
触れ合いの場を提供や災害時の避難場所となるなど市民生活にとって重要な施設であり、適正に保全する義務がある。

夜間警備、除草、清掃など

修繕費

利用者数

隣接する棚田と公園の里山とが一体となった景観保全や体験学習の場として提供する。

外部委託業務の内容

ボランティア活動などによる維持管理経費の縮減

施設写真

県 内

近 畿

荒神山公園、みさき公園など１７公
園

京都府：山城総合運動公園ほか9公
園 大阪府：服部緑地ほか19公園 兵
庫県：舞子公園ほか13公園
奈良県：奈良公園ほか8公園 和歌山
県：和歌公園ほか６公園
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公の施設検討シート 施設番号 53

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

公園面積

建物

定員

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 3,593
施設管理費 2,907
人件費 686
その他 0

収入（H19年度） 計 3,593
料金（使用料・利用料） 0
県支出額(一般財源） 3,593
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 7,303 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 2,303 414 349 355 1,185
大規模改修 0 0 0 0 0

修繕見込額（H21～30） 5,000 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)滋賀県公園･緑地センター 2 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

1 1 1 1 1

有料入場者数 #DIV/0!
施設利用者数（無料入 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
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） #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

都市公園は、都市計画に定められた都市施設として、まちに潤いと安らぎを与えると共にレクリエーション活動の場や自然との触れ合いの
場を提供や災害時の避難場所となるなど市民生活にとって重要な施設であり、適正に保全する義務がある。

整備後約50年を経過し施設老朽化が著しいこと。また、高齢者によるグランドゴルフ利用と子ども利用の調整が必要になっ
てきてきている。地域住民の平等な利用ができるよう調整をおこなっている。

夜間警備、除草、清掃など

修繕費

利用者数

競艇場の緩衝緑地帯としての機能を維持する。

外部委託業務の内容

利用と保全エリアを設定しメリハリのある維持管理を行い効率化を図る。

500＊10年

多目的広場、遊具、トイレ（１）

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29年４月

１．０５ha

公共の福祉の増進に資することを目的に設置された都市公園

琵琶湖競艇場と近隣住宅との緩衝帯として設置。
昭和28年都市計画決定。

事業費
内訳

尾花川公園

土木交通部都市計画課

大津市尾花川

都市公園法第２条第１項に定める都市公園（近隣公園）

県土－快適な県土基盤づくり－都市施設の整備

特になし

施設写真

県 内

近 畿

大津市ほか６９公園

京都府：山城総合運動公園ほか9公
園 大阪府：服部緑地ほか19公園 兵
庫県：舞子公園ほか13公園
奈良県：奈良公園ほか8公園 和歌山
県：和歌公園ほか６公園
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公の施設検討シート 施設番号 54

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 416,578
施設管理費 242,054

人件費 71,292

その他 103,232
収入（H19年度） 計 416,578

料金（使用料・利用料） 330,556
県支出額(一般財源） 4,451
県支出額(その他） 30,100
県以外助成金 51,383 助成金内訳

その他 88 その他の内容

修繕費合計 2,835,559 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 508,053 132,573 145,378 110,102 120,000
大規模改修 330,338 73,054 70,982 89,653 96,649

修繕見込額（H21～30） 1,997,168 内訳・実施年度

管理体制 （管理代行） 正職員 嘱託 アルバイト（臨時職

滋賀県住宅供給公社 7 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

90 90 91 90 92

有料入場者数 2809 2834 2812 2781 2813
施設利用者数（無料入 2809 2834 2812 2781 2813
所在市町利用者数 2809 2834 2812 2781 1813

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

県営住宅

土木交通部住宅課

１３市町

建築延面積延186,492.44㎡

公営住宅法

第４章将来の姿を実現するために－１暮らし－住む－１安全で快適な生活環境の実現－②快適な居
住環境の整備

特になし

昭和１８年～

敷地面積延330,242.78㎡

住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより県民の生活の安定と社会福祉の
増進に寄与する

当初、戦災による住宅不足の解消、その後の高度経済成長に伴う人口増に対応するため、県営住宅
が建設された。今日では、住宅の老朽化により建替を進めている。

国：51,383千円

財産収入

H21:202,668千円、H22:202,268千円、H23:199,029千円
H24～H30:1,393,203千円

45団地3０74戸（うち身障者向け14戸、高齢者向け17戸、ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ28戸）

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

修繕費

利用者数

①郵便で申込みできるようにした。②証明書類の提出は当選後に改めた。③募集に関する問い合わせのた
めにフリーダイヤルを設置した。④外国人からの問い合わせに対応できるよう通訳を設置した。

外部委託業務の内容

・エレベーター等の保守管理契約について長期契約としたり印刷物等を複数年分印刷することなどによりコス
トの削減を図った。
・駐車場の有料化を進めている。

施設写真

県 内

近 畿

市町営住宅(２２市町：大津市、彦根市、長浜市、近江八幡
市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高
島市、東近江市、米原市、安土町、日野町、愛荘町、豊郷
町、甲良町、虎姫町、高月町、木之本町、余呉町）

県（府）営住宅（京都府、大阪府、兵
庫県、奈良県、和歌山県）
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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

市場において自力では適正な居住水準の住宅を確保できない者の居住の安定の確保を図る必要があること、特に最低居住水準確保の
ための市場家賃支払いが困難な者の居住の安定確保のため、今後とも県民の住宅セーフティネットとして県営住宅を供給していく必要が
ある。

・住宅の老朽化が進み、建替が必要になっているが、財政が厳しい中で建替時期を遅らせざるを得ない。
・応募倍率が高い中で、真に住宅に困窮する世帯が入居できるよう管理の見直しを行う必要がある。このため、優先入居の
対象範囲の拡大および承継承認基準の見直しを行った。
・高齢者、一人親世帯、外国人を含め誰もが生き生きと暮らせるよう、良好なコミュニティの形成を進めていく必要がある。外
国人向けの案内や入居のしおりを作成するとともに募集期間中の通訳を公社に設置した。
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公の施設検討シート 施設番号 55

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 443,980
施設管理費 32,210

人件費 242,466

その他 169,304
収入（H19年度） 計 889,361

料金（使用料・利用料） 448,780
県支出額(一般財源） 440,581
県支出額(その他）
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 8,199 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 5,837 2,371 2,509 749 208
大規模改修 2,362 2,362

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

31 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

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 329,415 320,038 333,084 335,122 330,000
所在市町利用者数 260,002 248,937 263,374 267,696 264,000

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） 12 11 13 13 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

【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

県立図書館は昭和55年以降、県内に次々誕生する市町立図書館の設置や運営に関する指導や助言を行い、また、各々の図書館を
結ぶ緊密なネットワークシステムを構築し、全国の先駆けた図書館連携のモデルとして重要な役割を担ってきている。また、県立図書館の
県民への直接サービスとして、市町立図書館にはない専門性の高い蔵書を整備したり、資料的価値の高い文書等を保存する役割を果
たしており、直営で継続していく必要がある。

現在、県を始め各自治体が財政難により図書館の生命線である資料費が削減されている。そうした中、各図書館間のネッ
トワークのこれまで以上の緊密な連携が必要であると思われる。

清掃業務、保安業務、施設維持管理業
務

修繕費

利用者数

土曜サロン（ライブラリーコンサート、講座）延べ1,200人 おはなし会、夏休み子どもこうさく会延べ
1,034人 夏休み文化ゾーン子ども探検隊 68人 文化の日文化ゾーン探検隊137人

インターネットによる予約サービスの実施。 勤務体制を見直し、土・日の利用者に対する職員に
よる資料案内等のフロアワークの実施。年間を通じて各資料室で時機に応じた資料展示の実
施。

外部委託業務の内容

内訳

昭和18年6月20日開館 昭和55年4月現在地に移転
7/10開館 7/11一般利用開始

事業費
内訳

図書館

教育委員会生涯学習課

大津市瀬田南大萱

建築面積 本館・書庫棟 8,75.47㎡ 地下書庫 6,045.68㎡

図書館法（昭和25年４月30日法律第118号） 滋賀県立図書館の設置および管理に関する条例（昭
和39年３月31日滋賀県条例第52号）

地域における教育環境の整備

特になし

昭和１８年６月

文化ゾーン内

図書館法に基づき、滋賀県立図書館の設置および管理に関する条例により設置

県 内

近 畿

県下２６市町のうち、木之本町、余
呉町、西浅井町を除く２３市町に４
７館

近畿２府４県すべてに府県立図書館が
設置されている
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公の施設検討シート 施設番号 56

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 66,307
施設管理費 27,595
人件費 38,482
その他 230

収入（H19年度） 計 66,307
料金（使用料・利用料） 0
県支出額(一般財源） 66,307
県支出額(その他）
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 15,737 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 12,450 4,684 2,704 4,239 823
大規模改修 3,287 0 1,880 1,407 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

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

90 88 88 93

有料入場者数 0 0 0 0 0
施設利用者数（無料入 21582 22637 21288 20822 23281
所在市町利用者数 5941 5941

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

荒神山少年自然の家

教育委員会生涯学習課

彦根市日夏町宮前

168名

建築延面積2,724㎡

昭和４８年文部省社会局長通知「公立少年自然の家について」

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５１年４月

敷地面積20,379㎡

集団宿泊生活を通じて健全な少年の育成を図る

彦根市から土地の無償譲渡、彦根市日夏財産区から土地の無償貸与を受け、建築費は文部省から
６００万円の補助受け昭和５１年４月に設置

野外炊飯場、クラフト棟、集会室、浴室、食堂、ロビー

内訳

自然体験を伴う集団宿泊体験の場として、学校教育を補完する重要な役割を担ってきたが、財政構造改革プログラムにお
いて平成２２年度から休館予定という苦渋の選択を出すに至った。しかしながら、市町、団体や利用者からの強い存続要望
があることや、新しい学習指導要領に自然体験活動の重要性が盛り込まれたことから、あらためて県立施設としての必要性
を検討している。

財政構造改革ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑにおいて、平成２０，２１年度はこれまでの主催事業を廃止し受入れ事業のみを行っており、平成２２
年度以降の施設のあり方について教育委員会事務局において検討している。

修繕費

利用者数

外部委託業務の内容

利用者のない日の冷暖房（ボイラー）の停止、消灯の励行、コピー等の裏面利用

県 内

近 畿

葛川少年自然の家
こんぜの森遊館

大阪府立少年自然の家
国立曽爾少年自然の家（奈良県）
南山城少年自然の家（京都府立）
明石市立少年自然の家、神戸市立少年自然の家、加古川市立少
年自然の家、西宮市立少年自然の家
丹波少年自然の家（兵庫県内９市１町連携事業）

県 内

近 畿

葛川少年自然の家
こんぜの森遊館

大阪府立少年自然の家
国立曽爾少年自然の家（奈良県）
南山城少年自然の家（京都府立）
明石市立少年自然の家、神戸市立少年自然の家、加古川市立少
年自然の家、西宮市立少年自然の家
丹波少年自然の家（兵庫県内９市１町連携事業）

県 内

近 畿

葛川少年自然の家
こんぜの森遊館

大阪府立少年自然の家
国立曽爾少年自然の家（奈良県）
南山城少年自然の家（京都府立）
明石市立少年自然の家、神戸市立少年自然の家、加古川市立少
年自然の家、西宮市立少年自然の家
丹波少年自然の家（兵庫県内９市１町連携事業）
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公の施設検討シート 施設番号 57

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 92,877
施設管理費 43,476
人件費 45,640
その他 3,761

収入（H19年度） 計 96,331
料金（使用料・利用料） 32,426
県支出額(一般財源） 63,429
県支出額(その他） 473
県以外助成金 助成金内訳
その他 3 その他の内容
修繕費合計 304,209 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 12,627 2,534 4,266 2,927 2,900
大規模改修 6,214 0 0 0 6,214

修繕見込額（H21～30） 285,368 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)滋賀県体育協会 4 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

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

有料入場者数 189,433 173,320 183,311 211,668 189,690
施設利用者数（無料入 189433 173,320 183,311 211,668 189,690
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） 23 21 24 24 23

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

長浜ﾄﾞｰﾑ

教育委員会スポーツ健康課

長浜市田村町1320

スポーツ振興法第１２条

滋賀県スポーツ振興計画｢滋賀のスポーツデザイン２０１０｣

特になし

平成４年６月

敷地面積75,000㎡

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律弟１６２号）弟３０条の規定に基づき、
県民の心身の健全な発達と文化、体育・スポーツの普及振興を図る

昭和60年の国際青年年を契機に青少年に夢と希望を与える
施設として、また子どもから高齢者に至るまで県民すべてが、
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、
地元長浜市から土地の無償提供を受け整備した。

H21-小規模3,015
H22-小規模3,015 、大規模：照明制御システム改修ほか15,855
H23-小規模3,015 、大規模：照明安定器取替１ほか2,445
H24-小規模3,015 、大規模：照明案的取替1,993
H25-小規模3,015
H26-大規模：人工芝張替 250,000千円

屋内グランド、トレーニング室、練習室、会議室、談話室、屋外グラウンド、屋外テニスコート

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、機械警備、電気設備等保守管理、自
家用電気工作物保安管理、消防設備点検、
樹木芝生維持管理、

修繕費

利用者数

びわ湖環境ビジネスメッセ

平成１９年度より休館日を開館し、利用可能日を拡大し、利用拡大を行っている。

外部委託業務の内容

屋内グラウンド空き日における利用率向上のため、広報することはもとより、近年中高年者に人気
のグラウンドゴルフのクラブ等にも呼びかけ、効率的な利用促進を行う。

県 内

近 畿

兵庫県立但馬ドーム
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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

テニスコート１２面を有し、県域以上の大会開催が可能な県内でも数少ない施設であり、また稼働率も高く、県民のスポーツ振興を図る
施設として、その目的を十分果たしている。

完成より１６年を経過し、施設および設備ともに今後定期的な大規模修繕が必要になってくる。

66



公の施設検討シート 施設番号 58

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 32,188
施設管理費 19,065
人件費 12,520
その他 603

収入（H19年度） 計 41,197
料金（使用料・利用料） 23,097
県支出額(一般財源） 18,100
県支出額(その他）
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 12,344 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 12,344 3,530 2,970 3,059 2,785
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

(財)滋賀県青年会館 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

90 88 88 93

有料入場者数 5,570 5,138 5,976 5,595 5,230
施設利用者数（無料入 5,570 5,138 5,976 5,595 5,230
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

長浜ドーム（宿泊研修館に限る）

教育委員会生涯学習課

長浜市田村町

宿泊室定員 ５４名 会議室定員８１名

建築延面積1,473.23㎡ RC造２階建

特になし

平成４年１０月

敷地面積4,368㎡ （長浜ドーム敷地の一部）

長浜ドーム利用者の宿泊利用とともに、県域を対象とした青少年をはじめ広く県民文化の向上のための
拠点として、また、湖北地域における青少年団体活動の拠点施設

平成4年に建設された県立長浜ドームの付帯施設として設置する

宿泊室（洋室６、和室７）、会議室 ２

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

県外からの利用者の多い長浜ドームに附帯する宿泊施設として、また、県北部の青少年活動の拠点施設として必要性が高い。

長浜市内への観光客が増えている現状がある一方でビジネスホテルの開業が相次ぎ、競合は避けられないものの、ドームや
会議室を利用した大学の合宿や企業研修などに適した施設であり、きめ細かい情報発信を行うことにより今以上に利用が
高まる可能性があると考える。

修繕費

利用者数

各宿泊室のＬＡＮ工事、冷蔵庫の設置、レンタサイクルの導入、観光スポット・便利地図の作成
配布

外部委託業務の内容

コスト削減：効率的な職員体制となるよう人員配置の見直し、省エネルギーの徹底、物品調達
時の競争原理の導入
増収策:インターネットの宿泊サイトへの登録、各種情報誌への掲載、DMの発信、ＨＰによる情報
提供

県 内

近 畿

県立青少年宿泊研修所、滋賀県
青年会館（アーブしが）

奈良青年会館
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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 129,646
施設管理費 64,427
人件費 58,772
その他 6,447

収入（H19年度） 計 161,323
料金（使用料・利用料） 50,493
県支出額(一般財源） 109,109
県支出額(その他） 1,716
県以外助成金 助成金内訳

その他 5 その他の内容

修繕費合計 53,193 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 10,512 3,428 3,248 1,836 2,000
大規模改修 16,666 11,829 4,837

修繕見込額（H21～30） 26,015 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)滋賀県体育協会 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

99.6% 99.7% 99.4% 99.7% 100.0%

有料入場者数 91,093 72,608 94,329 106,343 109,551
施設利用者数（無料入 91093 72,608 94,329 106,343 109,551
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） #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

清掃、機械警備、電気設備等保守管理、消
防設備点検、自家用電気工作物保安管理、
自動ドア保守点検、エレベーター保守点検

修繕費

利用者数

Ｖリーグ（バレーボール）、実業団リーグ(バスケットボール） 自主事業参加者年間約4300人

休館日の開館対応、早朝等時間外の対応、掲示板の増設、会議室等机・椅子の新調、20回
使用で１回使用料無料

外部委託業務の内容

トイレに疑似音装置設置による水道代削減、冷房25度・暖房20度の完全実施、催し物の誘
致、空き時間利用の自主事業

利息収入

H21-小規模3,119
H22-小規模3,300 、大規模：PCB廃棄物処理ほか5,184
H23-小規模2,600 、大規模：防犯カメラ設置4,197
H24-小規模2,600 、大規模：各部屋扉鍵改修2,415
H25-小規模2,600

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１０月

敷地面積 31,31.73㎡

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律弟１６２号）弟３０条の規定に基づき、
県民の心身の健全な発達と文化、体育・スポーツの普及振興を図る

昭和５６年びわこ国体誘致施策の一環として計画され、地元大津市より敷地
について無償貸与を受け、整備した。

事業費
内訳

体育館

教育委員会スポーツ健康課

大津市におの浜四丁目

収容人員4,905名

建築面積 本館7978㎡ 別館2,047㎡ 本館： 鉄筋コンクリート造３階建 競技場（１階） 1,890㎡

スポーツ振興法第１２条

滋賀県スポーツ振興計画｢滋賀のスポーツデザイン２０１０｣

特になし

県 内

近 畿

野洲総合体育館

大阪府立体育館、京都府立体育館、
兵庫県立総合体育館、和歌山県立
体育館、奈良県立橿原公苑第一体
育館
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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

県下有数の規模と設備を備え、県域レベル以上の大規模大会にも対応可能な施設として、必要不可欠な施設であるとともに、広く県民
にも利用される施設として利用者も多く、県民のスポーツ振興に貢献している。

完成より３８年を経過し、施設および設備ともに今後定期的な大規模修繕が必要になってくる。
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