
公の施設検討シート 施設番号 60

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 52,566
施設管理費 17,919

人件費 31,423

その他 3,224
収入（H19年度） 計 59,502

料金（使用料・利用料） 11,484
県支出額(一般財源） 48,017
県支出額(その他）
県以外助成金 助成金内訳

その他 1 その他の内容

修繕費合計 19,711 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 3,914 1,561 648 905 800
大規模改修 3,864 3,864

修繕見込額（H21～30） 11,933 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 3 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

1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

有料入場者数 58,204 50,053 60,909 63,651 44,680
施設利用者数（無料入 66,044 60,000 67,461 70,671 44,680
所在市町利用者数 66,044 60,000 67,461 70,671

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 1 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

事業費
内訳

栗東体育館

教育委員会スポーツ健康課

栗東市上鈎

観客席１５０席

建築延面積3,201.18㎡

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｣

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

平成６年１１月

敷地面積5,581㎡

体操競技の競技力向上と、県民スポーツの振興を図る

体操競技の競技力向上と県民スポーツの振興を図るために設置され、
地元栗東市が地権者から有償貸与受けている敷地を、栗東市から
無償貸与を受けている。

利息収入

H21 ピットウレタンマット取替 H22 床パネル取替 H23 床下換気エ
アーフィルター取替

アリーナ（体操器具常設・冷暖房完備、ピットＡ（チップ式 61.6㎡）、ピットＢ（ベッド式 51.0㎡）、バドミン
トンコート３面、観客席１５０席）
トレーニング室、会議室（第１会議室（３６名）、第２会議室（５１名）、第３会議室（３６名））、その他（男
女更衣室・シャワー室）

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、自家用電気工作物保
守管理、消防設備点検、

修繕費

利用者数

なし

体操競技だけでなく、幅広い種目の練習も受け入れる。安全確保に努める。

外部委託業務の内容

光熱水費については主に電気使用料の削減に努め、デマンドを減らすよう夏期の使用を工夫した。 空調に
ついても、利用者に協力して頂くよう注意を促した。様々な器具を用いて気軽にスポーツできるﾒﾆｭｰの提供・
各施設のちらしを配布また、県民からの要望に対応した事業を展開した。

県 内

近 畿
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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

体操専用施設として、全国的にも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１４年を経過し、施設、設備、および競技備品について今後定期的な大規模修繕が必要になってくる。
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公の施設検討シート 施設番号 61

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 33,515 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 10,366 1,749 4,583 2,034 2,000
大規模改修 0

修繕見込額（H21～30） 23,149 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

1 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

99.9% 99.7% 100.0% 100.0% 100.0%

有料入場者数 65,508 62,301 68,165 66,058 68,491
施設利用者数（無料入 65508 62301 68,165 66,058 68,491
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

各種武道の県域大会会場として利用されるとともに、武道競技の普及振興の拠点施設として、県のスポーツ振興に貢献している

完成より１５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。

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、駐
車場機器保守点検および夜間管理

修繕費

利用者数

選抜特別訓練講習会（国選抜）自主事業年間参加者約4000人

休館日の開館対応、早朝等時間外の対応、剣道場控え室畳新調、弓道場更衣室上敷き新
調、盗難防止鍵設置､20回使用で１回使用料無料

外部委託業務の内容

階段手動スイッチ設置による電気大削減,、運営の概要、湖国武道を冊子からホームページ掲載
による印刷費削減、DMによる利用者案内

利息収入

H21-小規模2,000
H22-小規模2,450 、大規模：監視カメラモニタ取替ほか12,249
H23-小規模2,450
H24-小規模2,000
H25-小規模2,000

相撲場、会議室、研修室、浴室

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５年７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。

県における武道の殿堂として、日本古来の各武道競技に対応でき、大会開催が可能な施設が建設さ
れた。

事業費
内訳

武道館

教育委員会スポーツ健康課

大津市におの浜四丁目

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

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

草津総合体育館武道場
兵庫県立総合体育館
和歌山県立武道館
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公の施設検討シート 施設番号 62

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 79,755
施設管理費 33,734
人件費 41,724
その他 4,297

収入（H19年度） 計 79,694
料金（使用料・利用料） 19,546
県支出額(一般財源） 57,720
県支出額(その他） 2,426
県以外助成金 助成金内訳
その他 2 その他の内容
修繕費合計 48,412 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 12,753 5,921 3,913 2,219 700
大規模改修 8570 6,195 2,375

修繕見込額（H21～30） 27,089 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 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

1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

有料入場者数 61,019 55,302 62,842 64,913 70,353
施設利用者数（無料入 61019 55,302 62,842 64,913 70,353
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） 5 4 7 4 3

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

事業費
内訳

スポーツ会館

教育委員会スポーツ健康課

大津市御陵町

延べ床面積3,061.02㎡ RC造（一部S造）、地上３階建て

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

昭和５９年８月

2,173.80㎡

昭和56年に開催された「びわこ国体」を記念し、同大会によって高められた県民のスポーツ意識と競技
力向上発展を目標とする

昭和５６年びわこ国体を記念し、同大会に高められた県民のスポーツ意識と競技力向上を目的に開
館された。敷地は地元大津市立都市公園内に位置し、使用料の減免を受け、無償となっている。

利息収入

H21小規模2,004
H22小規模2,004 大規模：エレベーター改修工事11,121
H23小規模2,004 大規模：大屋根補修工事1,911
H24小規模2,004 大規模：事務室空調改修4,037
H25小規模2,004

アリーナ、トレーニング室、測定室、スポーツビジョン測定室、会議室

内訳

清掃、機械警備、消防設備点検、自家用電
気工作物保安管理、エレベータ保守点検

修繕費

利用者数

専門測定利用実績 H16:384人 H17:592人 H18:816人 H19:843人 H20：880人(見込み)

外部委託業務の内容

県 内

近 畿

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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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

本県の競技力向上の拠点として、また生涯スポーツの普及拠点として機能しており、本県スポーツの振興に貢献している。

完成より２４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。

・学校運動部等の合宿等の利用がしやすいよう、開館日を拡大(学校の長期休業期間の春・
夏休みを開館)した。
・測定事業の利用時間帯を延長(各種測定事業の利用時間帯拡大)し、学校運動部の利用
門戸広げた。
・H20年度中にモニタリング調査実施予定。

・トレーニング環境を整備(①トレーニング室ﾘﾆｭｰｱﾙ。②測定室トレーニング環境整備)し、一般
から運動部員まで幅広い利用層獲得。
・節水及び節電対策。事務用品等消耗品の削減。
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公の施設検討シート 施設番号 63

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 127,566
施設管理費 98,926
人件費 26,490
その他 2,150

収入（H19年度） 計 137,791
料金（使用料・利用料） 107,626
県支出額(一般財源） 29,419
県支出額(その他） 737
県以外助成金 助成金内訳
その他 9 その他の内容
修繕費合計 59,140 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 12,364 4,542 4,181 1,829 1,812
大規模改修 19584 8,085 4,252 1,732 5,515

修繕見込額（H21～30） 27,192 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

ＳＬグループ 5 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

1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

有料入場者数 116,639 100,856 131,353 117,709 90,861
施設利用者数（無料入 117789 100956 133353 119059 92761
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! 6件 7件

利用実績
近年の大規模イベントなど主な
利用実績

清掃、機械警備、電気・機械設備等保守点
検、自家用電気工作物保安管理、消防設備
点検、自動ドア保守点検、エレベータ保守点
検

利息収入

(国際規格アイスリンク) ロビー・情報コーナーラウンジコーナー、授乳室・貸スケート室・ロッカー室・採暖
室、氷上監視室・氷上整備車庫・ロッカー室、選手控え室×４室・審判控え室、特別会議室・会議
室１×４室・事務室、応接室・医務室・放送室・宿直室、観客席 ロビー 休憩コーナー

内訳

修繕費

利用者数

平成12年から平成20年までの間毎年プリンスアイスワールドを誘致している。開催は2日間4公
演。毎回２公演で約8,000名
平成19年12月3日と4日にはアイスホッケーアジアリーグ開催：観客900名

外部委託業務の内容

H21-小規模600
H22-小規模600 、大規模：冷凍機オーバーホール①ほか11,178
H23-小規模600 、大規模：冷凍機オーバーホール②6,507
H24-小規模600 、大規模：冷凍機オーバーホール③6,507
H25-小規模600

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）第３０条の規定に基づき、
県民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興を図る

氷上スポーツの普及振興および競技力向上を図るために設置された。敷地の一部は地元大津市から
無償貸与をうけている。

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

事業費
内訳

アイスアリーナ

教育委員会スポーツ健康課

大津市瀬田大江町17-3

収容人数2,400名 観客席 固定席 1,350席 可動席 672席

建築面積 6,140㎡ 鉄筋2階･屋内アイスリンク 60m×30m

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１２年１１月

敷地面積 25,707㎡

県 内

近 畿

京都アクアリーナ、なみはなドーム、大
阪プール、浪速スケートリンク
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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

経費削減策として昼間の一般滑走中は、リンクのカーテンを開放し外光を取り入れて電気代の節約に努
めている。リンク内の天井部分にはシーリングカーテンを設置して冷凍効果ならびに照明の効果を上げてい
る。玄関入口にエアーカーテンを設置して外気の影響をできるだけ少なくして夏場・冬場の冷暖房費を節
約している。近郊の新規の住宅地への営業活動を開始する予定である。特に施設の名前を全面に出した
PRに力を入れている。具体例 施設壁面に施設名の書いた横断幕の設置

本県の氷上スポーツの拠点施設として、競技力向上と競技の普及啓発に寄与し、スポーツ振興に貢献している。

平成１７年１０月より通年リンクとしてスケート場を供用したが、想定外の凍上化現象により通年供用が困難となっており、
今後の運営方法について検討が必要である。

開館時間（条例では8:30～21:30）にとらわれず、貸切利用の希望があれば時間外も貸出対応
する。休館日は毎月第3木曜日のみとして多くの方が利用していただけるよう営業している。
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公の施設検討シート 施設番号 64

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 160,482
施設管理費 77,199
人件費 75,761
その他 7,522

収入（H19年度） 計 160,883
料金（使用料・利用料） 26,505
県支出額(一般財源） 133,558
県支出額(その他） 818
県以外助成金 助成金内訳
その他 2 その他の内容
修繕費合計 471,465 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 33,203 11,971 4,856 12,026 4,350
大規模改修 71,385 777 7,756 26,352 36,500

修繕見込額（H21～30） 366,877 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 5 9 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

97.2% 95.8% 98.1% 97.8% 100.0%

有料入場者数 204,595 213,174 201,030 199,582 265,631
施設利用者数（無料入 204,595 213,174 201,030 199,582 265,631
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

事業費
内訳

彦根総合運動場

教育委員会スポーツ健康課

彦根市松原町3028

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

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

昭和４４年１０月

敷地面積 140,074㎡陸上競技場(25,405㎡)野球場(24,688㎡)スイミングセンター(26,369㎡)庭球場(4,

県民の心身の健全な発達とスポーツの振興を図る

昭和１２年の県庁舎改築時に、県庁は大津市に、彦根市は文化、
体育を主軸とした学園都市、観光都市への方向づけがされ、その結
果、県民の心身の健全な発達とスポーツの普及、振興を図るために、
県立彦根総合運動場が設置されることになった

利息収入

H21-小規模5,160 、大規模：陸上耐震工事ほか46,435
H22-小規模5,220 、大規模：屋外プールﾍアキャッチャー修理ほか
33,346
H23-小規模5,160 、大規模：陸上公認改修250,000、外野入場
シャッター改修1,425
H24-小規模5,220 、大規模：スポーツ会館空調改修工事9,751
H25-小規模5,160
H30-大規模：庭球場人工芝張替60,000

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

清掃、機械警備、電気設備保守及びボイラー
水質管理、消防設備保守、樹木芝生維持管
理

修繕費

利用者数

H17年イースタンリーグ公式戦（野球場）７５００名、

外部委託業務の内容

県 内

近 畿

大津市立皇子山総合運動公園

西京極運動公園、長居公園、橿原公
苑、鴻池運動公園
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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

県下唯一の総合運動施設であり、県北部の拠点施設として、各種大会の会場となるとともに、各種スポーツ活動に利用され、本県の
スポーツ振興に貢献している。

完成より１０年以上経過した施設が大半であり、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。と
りわけ、老朽化の激しいスイミングセンター屋内２５ｍプールは平成２１年４月以降、上屋の解体を実施し、平成22年度か
ら夏季限定になるが公認大会の開催に支障が生じないように整備を行う予定である。

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

節電・節水を行っている。暖房２０度 冷房２８度 また、エコアクションの規定によりコスト削減。
ポイントカード制を導入することにより、利用者増。
営業努力により、スポーツ会館の利用増となった。
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公の施設検討シート 施設番号 65

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 50,431
施設管理費 10,757
人件費 37,524
その他 2,150

収入（H19年度） 計 45,700
料金（使用料・利用料） 9,528
県支出額(一般財源） 35,442
県支出額(その他） 729
県以外助成金 助成金内訳
その他 1 その他の内容
修繕費合計 36,783 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 7,441 1,968 2,067 1,706 1,700
大規模改修 889 889

修繕見込額（H21～30） 28,453 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 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

79.3% 79.5% 78.9% 79.5% 100%

有料入場者数 28,716 28,539 27,083 30,525 36,083
施設利用者数（無料入 28716 28,539 27,083 30,525 36,083
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） 16 22 15 11 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

清掃、機械警備、消防設備点検

修繕費

利用者数

朝日レガッタ、全国高校総体（Ｈ１８）

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

大会のコース設置や艇の修繕・桟橋修理･建物の営繕など職員でできることは全て行い、コスト
削減を行っている。リアルタイムに広報を行い、利用拡大を図る。また、学休期における休場日の
開放や早朝･夕方からの利用対応などを弾力的に行い増収を図る。

利息収入

H21-小規模1,495
H22-小規模1,495 、大規模：女子浴室新設工事ほか11,684
H23-小規模1,995
H24-小規模1,495 、大規模：外壁防水工事6,064
H25-小規模1,495 、大規模：ゴール見通し板設置工事2,730

桟橋、宿泊室

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４６年４月

敷地面積 1,803㎡、河川占有面積 253,863㎡

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第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。

ボートのメッカであった瀬田川周辺に、ボート競技の普及振興のため、昭和４６年に開設された。

事業費
内訳

琵琶湖漕艇場

教育委員会スポーツ健康課

大津市玉野浦6-1

管理棟：延べ床面積746,37㎡、艇庫：延べ床面積403.2㎡

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

大阪府立漕艇センター
加古川市立漕艇センター
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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

県内唯一の公認ボートコースを有し、県内の大会開催には欠かせない施設であるとともに、水上競技の拠点施設として本県のスポーツ
振興に貢献している。

完成より３７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。また、耐震改修工事が未
完であり早期に着手する必要がある。
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公の施設検討シート 施設番号 66

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

艇庫 数

設備

【類似施設】

【管理コスト】 （千円）

支出（H19年度） 計 23,141
施設管理費 10,664

人件費 11,402

その他 1,075
収入（H19年度） 計 19,668

料金（使用料・利用料） 16,347
県支出額(一般財源） 2,261
県支出額(その他） 1,058
県以外助成金 助成金内訳

その他 2 その他の内容

修繕費合計 36319 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 2,804 694 480 645 985
大規模改修 4494 4,494

修繕見込額（H21～30） 29,021 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ＳＳグループ 1 1 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

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

有料入場者数 0 0 0 0 0
施設利用者数（無料入 9348 9461 9374 9208 8986
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

柳が崎ヨットハーバー

教育委員会スポーツ健康課

大津市柳が崎1-2

団体用13室、個人用2階44艇・1階51艇

建築面積 Ｓ造３階建2,220.91㎡

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８年１１月

敷地面積 8,369㎡

ヨット競技を通じて県民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興を図る

昭和30年代の大津市錦織町地先公有水面埋立工事の施行に
伴うヨット用艇庫の移転補償として昭和３６年に県営ハーバーが設
置されたが、その施設の老朽化に伴い、平成８年にセーリングスポーツの拠点施設として再整備された。

H21-小規模600
H22-小規模600 、大規模：艇庫北側階段防水・防錆工事ほか
15,503
H23-小規模600 、大規模：艇庫南側階段防水・防錆工事5,118
H24-小規模600 、大規模：斜路延長工事5,400
H25-小規模600

艇庫、斜路・桟橋、有料駐車場（3階42台・ 屋上53台）

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

セーリング競技の拠点施設として、各種大会の会場地になるとともに、競技力向上の拠点として、またセーリング競技の普及施設として本
県スポーツの振興に貢献している

完成より１２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。

清掃、機械警備、自家用電気工作物保守管
理、消防設備保守点検、駐車場料金システム
保守点検、

修繕費

利用者数

全国大学選手権大会（インカレ・Ｈ１９） 全日本４７０級選手権大会（Ｈ２０）

・艇庫利用者に限り駐車場利用料金を減免（３００円）にしている。
・H21年度夏期モニタリング調査実施予定

外部委託業務の内容

外部散水栓参考メーターを取付け、下水道使用料金の減免措置を講じた。

県 内

近 畿

民間ヨットハーバーあり

淡輪ヨットハーバー（大阪府）
大阪北港ヨットハーバー
神戸市立須磨ヨットハーバー
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公の施設検討シート 施設番号 67

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 4,272
施設管理費 4,272
人件費 0
その他 0

収入（H19年度） 計 5,255
料金（使用料・利用料） 983
県支出額(一般財源） 4,255
県支出額(その他） 0
県以外助成金 0 助成金内訳

その他 17 その他の内容

修繕費合計 152,442 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 0 0 0 0 0
大規模改修 2,442 0 0 0 2,442

修繕見込額（H21～30） 150,000 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)伊吹青少年育成事業団 2人 0人 3人

【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

67.50% 61.56% 75.77% 65.18% 71.59%

有料入場者数 15,691人 14,159人 18,377人 14,537人 20,828人
施設利用者数（無料入 21,600人 19,502人 26,433人 18,866人 26,107人
所在市町利用者数 19,636人 18,204人 24,633人 16,072人 15,771人

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

びわ湖国体開催時に施設の整備がなされ、その後当該施設を利用して、地元、中・高校生を中心としてホッケー競技の普及に繋がり、今
日ではオリンピック選手を輩出すなど、県内唯一のホッケー場であり、将来にわたってのホッケー競技の普及・競技力の強化のため必要であ
る。
H18～H19にかけて、米原市と移管に向けて協議をしてきたが、受け入れ側の財政負担や移管に伴う県の財政支援等の課
題により、H20年度から3年の指定管理となった。

電気保守管理、コートライン改修

修繕費

利用者数

国体予選、西日本小中学生6人制ホッケー選手権大会、全国スポーツ少年団交流大会、全国
社会人王座決定戦等

利用者調整会議により、貸切り希望者が公平に使用できるように配慮している。

外部委託業務の内容

市税

人工芝張替（時期未定、H2、H14に実施、人工芝の耐用年数
は10年）

人工芝グラウンド6,970㎡（１１人制１面、６人制３面）、スタンド、本部室、多目的室、器具庫、更衣
室、シャワー室

内訳

スポーツ振興法、スポーツデザイン２０１０

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５４年

敷地面積10,130㎡

県民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興を図る

昭和56年のびわこ国体時にホッケー会場として天然芝のグラウンドを整備し、
その後平成2年に人工芝グラウンドとして再整備を行い、平成14年に再度人
工芝の張替を行いスタンドを建設し現在に至っている。

利用者調整会議を行い、貸切り利用希望者の調整をする（空き利用時間帯が無いようにする）

内訳

伊吹運動場

教育委員会スポーツ健康課

滋賀県米原市春照１０５

500人（スタンド）

建築延面積410.85㎡ 鉄筋コンクリート造

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第30条

県 内

近 畿

聖泉大学

グリーンランドみずほ（京都府）
舞洲人工芝多目的運動場（大阪府）
マツゲンスポーツグラウンド（和歌山）
篠山市立西紀運動公園.ホッケー場
（兵庫県）
天理大学（奈良県）

県 内

近 畿

聖泉大学

グリーンランドみずほ（京都府）
舞洲人工芝多目的運動場（大阪府）
マツゲンスポーツグラウンド（和歌山）
篠山市立西紀運動公園.ホッケー場
（兵庫県）
天理大学（奈良県）

県 内

近 畿

聖泉大学

グリーンランドみずほ（京都府）
舞洲人工芝多目的運動場（大阪府）
マツゲンスポーツグラウンド（和歌山）
篠山市立西紀運動公園.ホッケー場
（兵庫県）
天理大学（奈良県）
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公の施設検討シート 施設番号 68

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 6,232
施設管理費 4,780
人件費 1,452
その他 0

収入（H19年度） 計 6,732
料金（使用料・利用料） 1,432
県支出額(一般財源） 5,300
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 3,556 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 3,556 745 987 924 900
大規模改修 0 0 0 0 0

修繕見込額（H21～30） 未定 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

虎姫町 1人 1人 5人

【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

43.61% 40.19% 45.79% 44.86% 50.00%

有料入場者数 2,751人 2,552人 2,572人 3,128人 2,919人
施設利用者数（無料入 2,751人 2,552人 2,572人 3,128人 3,021人
所在市町利用者数 916人 754人 974人 1,020人 927人

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

虎御前山教育キャンプ場

教育委員会スポーツ健康課

東浅井郡虎姫町中野

宿泊：９６名 テントサイト：１８０名

建築面積1,498.45㎡ 木造５棟

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第30条

スポーツ振興法、スポーツデザイン２０１０

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

平成１１年３月

敷地面積14,965㎡ 地元中野区より借地

野外における集団生活を通じて青少年の心身の健全な発達を図る。

「自然のなかで規律正しいキャンプ生活を体験させ、たくましい青少年の育成を
図る」場として昭和41年（1966年）8月に開設されたが、老朽化が激しく安全面
から再整備が必要となったため平成11年（1999年）3月整備を行った。

外壁修繕（実施年度未定）

テントサイト（６人用テント３０張りまで可）、 炊事棟、宿泊室（約３２㎡×８室）、集会室和室約３２㎡、
多目的室１１７㎡、ピロティー２８０㎡

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

青少年の心身の健全な発達を図る目的で、平成11年に自然豊かな虎姫町に再整備され、県内外の小・中学生が、自然の中での体験
活動を通して、子どもたちに生きる力を育み、将来にわたって確かな人間性を備えさせるために活用されている施設である。

また、文科省も19年度から「山の子事業」を奨励しており、今後ますます施設の有効活用が図られることから必要である。

H18～H19にかけて、虎姫町と移管に向けて協議をしてきたが、受け入れ側の財政負担や移管に伴う県の財政支援等の課
題がある。

浄化槽保守点検、受水槽清掃、下草
刈、警備保障

修繕費

利用者数

フェスタin虎御前（10回目）、とらひめＭＴＢ4時間耐久レース、虎っ子通学合宿（4泊5日のキャン
プ場で共同生活をしながら学校へ通う。滋賀大学生、地域ボランティアがサポートする）

ホームページ等を活用して、利用者が利用しやすいよう工夫している。

外部委託業務の内容

限られた予算の中で、光熱水費、植栽等の管理経費を工夫をしている。

県 内

近 畿

グリム冒険の森、グリーンパーク山東、奥伊吹キャンプ場、鈴鹿キャンプ場、エコロジー八風キャンプ場、永源寺キャンプ場、愛郷の森、白ひ
げ浜水泳キャンプ場、滋賀県立びわ湖こどもの国、びわ湖ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場、白浜荘オートキャンプ場、家族旅行村ビラデスト今
津、宝船温泉オートキャンプ場、ガリバー青少年旅行村、青土ダムエコーバレー、マイアミ浜オートキャンプ場、滝と渓流の高山キャンプ場、
滝と渓流の高山キャンプ場（※教育キャンプ場であるが一般の方の利用も認めているため類似施設は一般的なキャンプ場を記載。）

多数

県 内

近 畿

グリム冒険の森、グリーンパーク山東、エコロジー八風キャンプ場、愛郷の森、滋賀県立びわ湖こどもの国、白浜荘オートキャンプ場、家族
旅行村ビラデスト今津、宝船温泉オートキャンプ場、ガリバー青少年旅行村、青土ダムエコーバレー、マイアミ浜オートキャンプ場、その他多
数

多数

県 内

近 畿

グリム冒険の森、グリーンパーク山東、エコロジー八風キャンプ場、愛郷の森、滋賀県立びわ湖こどもの国、白浜荘オートキャンプ場、家族
旅行村ビラデスト今津、宝船温泉オートキャンプ場、ガリバー青少年旅行村、青土ダムエコーバレー、マイアミ浜オートキャンプ場、その他多
数

多数
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公の施設検討シート 施設番号 69

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 5,718
施設管理費 3,097
人件費 2,621
その他 0

収入（H19年度） 計 6,795
料金（使用料・利用料） 2,170
県支出額(一般財源） 4,625
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 1,158 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 66 0 0 0 66
大規模改修 1,092 0 0 1,092 0

修繕見込額（H21～30） 未定 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
志賀商工会 1人 1人 3人

【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

34.73% 37.30% 33.12% 33.77% 41.80%

有料入場者数 2,400人 2,684人 2,130人 2,386人 2,491人
施設利用者数（無料入 2,400人 2,684人 2,130人 2,386人 2,491人
所在市町利用者数 533人 448人 392人 760人 840人

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

びわこ国体開催時に山岳競技の拠点施設として整備がなされ、宿泊設備も完備していることから、中・高体連の山岳部や一般県民の
山岳グループの活動拠点であるとともに、同敷地内に国体種目でもある県内唯一の人工登坂壁が整備されており、山岳センターと併せて
普及・競技力向上のため必要である。

H18～H19にかけて、大津市と移管に向けて協議をしてきたが、受け入れ側の財政負担や移管に伴う県の財政支援等の課
題により、H20年度から3年の指定管理となった。

消防設備点検、機械警備、登坂壁講習会

修繕費

利用者数

第１回大津市比良げんき村・比良山岳センター感謝祭（これまで志賀駅で行っていた商工会バ
ザーをげんき村で実施。同時にチャレンジ比良（比良山登山）の会場として使用。来場者2000
名。

ホームページ等を活用して、利用者が利用しやすいよう工夫している。

外部委託業務の内容

比良山岳センター、人工登坂壁は比良元気村内にあるため、比良元気村の指定管理者であ
る、志賀商工会が山岳センター、登坂壁の管理を行うことでコスト削減等を図った。

人工登はん壁修繕（時期未定）、山岳センター屋根修繕

宿泊室（和室２室、洋室５室）、食堂、研修室、浴室、FRP製人工ボード、可変コース（幅４ｍ高さ１５
ｍ）、固定コース（幅３ｍ、高さ１５ｍ）、東側外壁、準備室内壁

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５６年３月

宿泊施設 敷地面積2,234.5㎡、人工登はん壁 288㎡ 神社地を大津市が賃借、県へ無償貸与 大
津市比良げんき村敷地内

県民の心身の健全な発達と登山その他の野外活動の普及振興を図る。

昭和56年のびわこ国体時に山岳競技の現地本部として建設され、
その後平成7年に人工登はん壁を整備した。

事業費
内訳

比良山岳センター

教育委員会スポーツ健康課

大津市北小松

宿泊：５６名

宿泊施設 建築面積505.2㎡ 鉄骨造平屋 人工登はん壁 建築面積149.21㎡ 鉄筋コンクリート
造

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第30条

スポーツ振興法、スポーツデザイン２０１０

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

県 内

近 畿

紀三伊寺公園登はん壁

県 内

近 畿

紀三伊寺公園登はん壁

県 内

近 畿

紀三伊寺公園登はん壁
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公の施設検討シート 施設番号 70

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 740
施設管理費 740
人件費 0
その他 0

収入（H19年度） 計 1,060
料金（使用料・利用料） 320
県支出額(一般財源） 740
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 225 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 225 0 225 0 0
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

愛荘町 2人 0人 1人

【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

32.14% 25.32% 36.36% 34.74% 33.12%

有料入場者数 1,982人 1,673人 2,254人 2,020人 1,532人
施設利用者数（無料入 1,982人 1,673人 2,254人 2,020人 1,532人
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

アーチェリー場

教育委員会スポーツ健康課

愛荘町松尾寺

建築延面積250.53㎡ 鉄骨造 競技スペース 8,450㎡

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第30条

スポーツ振興法、スポーツデザイン２０１０

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。

平成６年４月

敷地面積9,267㎡ 愛荘町が金剛輪寺から賃借し、転貸

県民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興を図る。

昭和56年のびわこ国体時にアーチェリー競技は愛荘町で開催され、
その後競技ルールの改正に伴い90ｍのアーチェリー場が必要になっ
たことから同町に平成５年に整備された。

事業費
内訳

無し

管理棟130.53㎡（会議室、放送室、更衣室）、的場120㎡（常設的場、倉庫）

内訳

指定管理施設について一般財源以外の県支出額

びわこ国体開催会場は、秦荘町(現在：愛荘町)ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰで開催された。その後、90ｍを要する競技ルールの改正に伴い、ｱｰﾁｪﾘｰ場
の整備がなされ、当該施設を利用して、県内の高校生を中心として、ｱｰﾁｪﾘｰ競技の普及に繋がり、今日ではインターハイ等の全国大会
において上位入賞選手を輩出するなど、県内唯一の施設であり、将来にわたってｱｰﾁｪﾘｰ競技の普及・競技力の強化のため必要である。

H18～H19にかけて、愛荘町と移管に向けて協議をしてきたが、受け入れ側の財政負担や移管に伴う県の財政支援等の課
題がある。

清掃業務委託

修繕費

利用者数

全関西選手権大会、高体連総合体育大会

ホームページ等を活用して、利用者が利用しやすいよう工夫している。

外部委託業務の内容

限られた予算の中で、維持管理経費を工夫している。

県 内

近 畿

障害者福祉センター

京都アクアリーナアーチェリー場（京都
府）、浜寺公園アーチェリー場（大阪
府）、橿原万葉の丘スポーツ広場（奈
良）、
兵庫県立播磨中央公園（兵庫）

県 内

近 畿

障害者福祉センター
（３０ｍ・５０ｍ）練習場

京都アクアリーナアーチェリー場（京都
府）、浜寺公園アーチェリー場（大阪
府）、橿原万葉の丘スポーツ広場（奈
良）、
兵庫県立播磨中央公園（兵庫）
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公の施設検討シート 施設番号 71

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 1,036
施設管理費 620
人件費 0
その他 416

収入（H19年度） 計 861
料金（使用料・利用料） 353
県支出額(一般財源） 508
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 8,257 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 1,012 0 0 0 1,012
大規模改修 7,245 0 7,245 0 0

修繕見込額（H21～30） 未定 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法人滋賀県ライフル射撃
協会 2人 0人 0人

【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

37.56% 37.99% 37.34% 37.34% 41.88%

有料入場者数 1,021人 905人 1,164人 993人 983人
施設利用者数（無料入 1,021人 905人 1,164人 993人 983人
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

除草作業、清掃作業、修繕作業は外注せず協会で実施する。

土地賃借料
内訳

ライフル射撃場

教育委員会スポーツ健康課

大津市大石町鉞峠

建築面積 637.76㎡ 延べ床面積 806㎡ 鉄骨造２階建

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第30条

スポーツ振興法、スポーツデザイン２０１０

特になし

昭和５５年５月

敷地面積 15,060㎡

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

びわこ国体時にﾗｲﾌﾙ射撃競技の会場として建設された。

バックボード、その他小修繕は随時

エアーライフル射撃場 １６射座、 ビームライフル射撃場 ７射座、 スモールボアライフル射撃場 ２６射
座

内訳

びわこ国体開催時に施設の整備がなされ、その後当該施設を利用して、県内の高校生を中心としてライフル競技の普及に繋がり、今日
ではインターハイ・国体優勝選手を輩出するなど、県内唯一の射撃場であり、将来にわたってライフル射撃の普及・競技力の強化のため必
要である。

S55年に設置された施設であり、近隣県に代替施設がなく、県には必要な施設であるが、老朽化が激しい状況から施設改
修等にかかる県の財政的負担の課題がある。

し尿処理

修繕費

利用者数

近畿ブロック大会、県民体育大会

ホームページ等を活用して、利用者が利用しやすいよう工夫している。

外部委託業務の内容

県 内

近 畿

（琵琶湖国際射撃場 クレー射撃、民間）

和歌山県ライフル射撃場（和歌山）、国
体記念スポーツセンター能勢町ライフル
射撃場（大阪府）

県 内

近 畿

和歌山県ライフル射撃場（和歌山）、国
体記念スポーツセンター能勢町ライフル
射撃場（大阪府）

県 内

近 畿

（琵琶湖国際射撃場 クレー射撃、民間）
廃止

和歌山県ライフル射撃場（和歌山）、国
体記念スポーツセンター能勢町ライフル
射撃場（大阪府）
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公の施設検討シート 施設番号 72

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 83,602
施設管理費 24,104

人件費 42,133

その他 17,365
収入（H19年度） 計 83,603

料金（使用料・利用料） 2,650
県支出額(一般財源） 76,800
県支出額(その他）
県以外助成金 助成金内訳
その他 4,153 その他の内容
修繕費合計 5,141 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 5,141 2,858 1,868 265 150
大規模改修 0

修繕見込額（H21～30） 未定 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

5 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

308 308 308 308 0

有料入場者数 7,038 5,557 5,939 9,619 0
施設利用者数（無料入 20,417 16,583 18,663 26,004 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） 82 80 80 86 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

琵琶湖文化館

教育委員会文化財保護課

大津市打出浜地先

建築延面積 本棟4,197㎡ 本館 鉄筋コンクリート造、地上５階地下１階

基本構想戦略プログラム「戦略：地と知の力を活かす」の重点的施策の方向「文化・芸術が息づく魅力
あるまちをつくる」に位置づけられている。

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３６年３月

敷地面積98.6㎡ 公有水面占有面積1,372.025㎡

本県の歴史と文化の所産、とりわけ仏教美術を中心として、調査研究、展示、保存、教育普及の活動
を通じて、県民の文化の向上と観光に寄与するため。

昭和３６年、滋賀の豊富な文化遺産の保護と産業文化・観光の進展の
ため、県観光文化館として、県内の市町村、寺社、企業、個人などの寄
付金も合わせ総合博物館として建設された。平成８年琵琶湖博物館開
館に伴い水族部門を移管し、歴史系博物館として推移したが、今年度から休館中である。

事業費
内訳

継続使用の場合：老朽化しており修繕経費が必要、かつ
耐震対策経費が必要。

展示室、ギャラリー、収蔵庫、学習室、事務室等

内訳

財政構造改革プログラムに基づき、琵琶湖文化館の新たな展開として他の公立博物館等との連携構築について検討していく。

庁内の「あり方検討調査検討会」において、約５０００点の収蔵品の安全管理と活用を第一義に、新設・他の公立博物館
との併合、リニューアル、現状維持等いろいろな角度から検討している。

設備管理、清掃、機械警備、受付案内

修繕費

利用者数

特別展示１回×５年、テーマ展７回×５年、企画展４回×５年

休館中であるが、安土城考古博物館で収蔵品の特別陳列を行うなど県民サービスに努めてい
る。

外部委託業務の内容

平成２０年４月から公開展示部門は休止しているため、収入事業はないが、人員の削減は行っ
ている。

県 内

近 畿

安土城考古博物館、大津市歴史
博物館、彦根城博物館、長浜城
歴史博物館 ほか

京都国立博物館
奈良国立博物館
京都文化博物館

県 内

近 畿

安土城考古博物館、大津市歴史
博物館、彦根城博物館、長浜城
歴史博物館 ほか

京都国立博物館
奈良国立博物館
京都文化博物館
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公の施設検討シート 施設番号 73

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 167317
施設管理費 41,336
人件費 65,602
その他 60,379

収入（H19年度） 計 167317
料金（使用料・利用料） 14,004
県支出額(一般財源） 145,637
県支出額(その他）
県以外助成金 助成金内訳

その他 7,676 その他の内容

修繕費合計 19250 H17 H18 H19 H20（見込）
小規模修繕 7650 2,596 2,737 1,325 992
大規模改修 2100 1,092 0 1,008 0

修繕見込額（H21～30） 9,500 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

9 1 9

【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

307 303 309 308 308

有料入場者数 41682 34517 48183 42345 35238
施設利用者数（無料入 51010 43922 58107 51000 43430
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） 83 80 80 89 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

設備管理、清掃、機械警備、受付
案内

修繕費

利用者数

特別展示２回×５年、企画展２回×５年、テーマ展６回、普及啓発事業４０回他

埋蔵文化財整理作業が見学しやすくなるよう、博物館の勤務日（土、日、祝日勤務）に合わせる
など利用者サービスに努めている。
入館者の声を反映させるため、展示室ではアンケート投函箱を設置している。
県内小中学校との博学連携事業や体験博物館、こども考古学教室など児童生徒を対象とした
事業を展開している。

外部委託業務の内容

図録販売等

空調機修繕(100万×７ヶ所),雨漏れ(１５０万）、タイルは
がれ（１００万）

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

平成４年１１月

敷地面積42,434㎡

「考古」と「城郭」を中心のテーマとして郷土の文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もつて県民文化
の向上に資するため。

特別史跡安土城跡をはじ、観音寺城跡、瓢箪山古墳、大中の湖南遺跡等
優れた史跡で構成される「近江風土記の丘」の中心施設である歴史系博物
館として、城郭と考古をテーマとした展示、普及啓発事業を実施するため設置された。

事業費
内訳

安土城考古博物館

教育委員会文化財保護課

蒲生郡安土町下豊浦6678

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

文化財保護法に基づく登録博物館・公開承認施設

基本構想戦略プログラム「戦略：人と知の力を活かす」の重点的施策の方向「文化・芸術が息づく魅力
あるまちをつくる」に位置づけられている。

特になし

県 内

近 畿

大津市歴史博物館
彦根城博物館
長浜城歴史博物館

京都国立博物館
奈良国立博物館
京都文化博物館
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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

財政構造改革プログラムにより、琵琶湖文化館が休館中であり、本県の歴史系博物館の中核施設として必要である。

指定管理期間が平成２２年度までであるため、次期指定管理のあり方を検討する必要がある。

総務課の嘱託職員１名を減じる等コスト削減に努めるとともに、国立博物館、千葉国立民俗博
物館など館外での図録の委託販売をはじめ自主財源確保に努めている。
来館者の少ない冬季や他の季節で平日については、配置人員を縮小して人件費の節減に努め
ている。
地元の連絡機関である「観光ネットワーク会議」に参画し、連携を密にしながら、信長まつり等イベ
ントの開催の他、安土城跡や信長の館など他施設との連携を通じて入館者数の増に努めてい
る。
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