
① 廃止 №5(財)滋賀県障害者雇用支援ｾﾝﾀｰ、№28(財)びわ湖造林公社（吸収合併）

② 外郭団体の対象外となったもの №16(社福)滋賀県社会福祉事業団

① 今年度末解散が理事会で同意されたもの ：№2(財)滋賀県下水道公社（11月理事会で同意）
：№4滋賀県住宅供給公社 （11月理事会で同意､11月議会に解散議案上程中）

② 今年度末解散へ向け手続を進めているもの ：№1(財)びわこ空港周辺整備基金

① 廃止 ：№1滋賀会館、№3水環境科学館

② 市町への移管 ：№17荒神山少年自然の家、№22アーチェリー場

③ 団体への移管 ：№10日野渓園、№11安土荘、№12長浜荘、№13さつき荘、№14福良荘

① 今年度中に廃止予定のもの ：№4きぬがさ荘
（9月末をもって全利用者の転居を完了。11月県議会に設置管理条例の廃止条例を上程中）

② 来年度移管へ向け手続を進めているもの ：№21比良山岳センター
（来年4月、大津市へ移管すべく、施設改修のほか必要な手続を実施中）

③ 施設の取壊しについて地元と合意したもの ：№9三島池ビジターセンター
（9月に地元・市等で構成される協議会において、来年度のセンター撤去の方針について合意）

④ 新たに指定管理者制度を導入予定のもの ：№15醒井養鱒場
（来年度から指定管理者制度を導入する方向で、11月議会に上程中）

⑤ ネーミングライツの導入を検討しているもの ：№28びわ湖ホール

２ 公の施設見直しの主な取組状況

「外郭団体および公の施設見直し計画」平成24年度上期までの取組状況

(１)平成23年度末までに実施済のもの

１ 外郭団体見直しの主な取組状況

(２)平成24年度以降の主な動き

(１)平成23年度末までに実施済のもの

(２)平成24年度以降の主な動き
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区
分

№ 団 体 名 見直し方針 具体的取組内容 24年度上期までの主な取組状況

1 (財)びわこ空港周辺整備基金
公益法人改革による新制度への移行期限までに、資金貸付
事業の継続を前提として類似団体への事業引継等行った上
で、団体の廃止に向けて取り組みます。

事業廃止等による課題を整理するとともに、関係団体等との調整を行いながら、平成２５年度までに団体の廃
止に向けて取り組みます。

解散に向けた課題に係る関係機関との協議、財産処分方法等への対応
を検討し、解散および財産処分方法等について、理事会で概ね理解が
得られた。

2 (財)滋賀県下水道公社

これまで下水道普及率の急速な拡大を図るため、施設整備
と維持管理を県と公社とで役割分担して実施してきましたが、
今後は、増大する下水道資産に対して、建設から維持管理、
改築更新までを一体的に捉えた計画的な資産管理を行って
いく必要があります。
このため、公社が担ってきた施設管理に係るマネジメントの役
割を県自身の役割として再編し、施設整備と維持管理の一
元化を実現することで、下水道事業の推進体制の簡素化や
機動性・柔軟性の向上を図り、効果的、効率的に事業を推
進していくこととし、公社については、平成２５年度末を目途に
団体の廃止に向けて取り組みます。

①下水道公社が担ってきた公的な機能を、平成２３年度から段階的に流域下水道事務所に統合し、建設と管
理の一元化した組織体制を構築するとともに、琵琶湖流域下水道の総合的かつ計画的な資産管理が出来る
体制整備を検討します。
②下水道施設の管理方法の見直しに併せ、組織体制の見直しを行い、平成２５年度末を目途に団体の廃止に
向けて取り組みます。
③団体の廃止に伴う雇用問題については、団体と協力しながら、県としても計画的に取り組みます。

平成25年3月解散の方向で市町と協議・調整を実施。
（解散については、24年11月の理事会で同意を得た）
直営化(包括民間委託)した湖西・高島の２処理区について、継続して包
括的民間委託の履行状況、制度導入効果等の検証を実施。

3 (財)糸賀一雄記念財団

財団の主たる業務が県の補助金により実施されているという
現状から、より効果的・効率的な事業展開を図るため、表
彰、調査研究等の財団事業を県で直接実施することについ
て検討を行い、平成２４年度を目途に団体の廃止に向け関
係者の合意形成への取り組みを進めます。

①平成２２年度に財団、出資者等による検討会を設置し、表彰、資料（糸賀氏、田村氏、池田氏等関連資料）
収集・整理および調査研究等の財団事業を県で直接実施することについて検討します。
②①の検討結果を踏まえ、平成２４年度を目途に団体の廃止に向けた関係者の合意形成に取り組みます。

平成23年度に策定した、財団が自主的・主体的な運営に向け、自主財
源の確保や事業の充実等に取組み公益財団法人として存続するとの方
針に従い、イベント等で財団のPRを行い、自主財源の確保や事業の充実
等に取り組むとともに、公益財団法人への移行に向けた手続を実施。

4 滋賀県住宅供給公社

住宅宅地分譲事業については、民間市場において住宅供給
が充実していることから当初の目的を達成していると考えられ
るため、賃貸住宅管理事業、県営住宅管理代行事業等につ
いては、新たな管理形態に移行し、公社については、平成２４
年度の廃止に向けて取り組みます。

①平成２１年度に県と公社で検討チームを設置し、下記について検討を行い、平成２２年度に方針を決定しま
す。
・未分譲宅地・住宅の売却の促進策および最終処分方法
・賃貸住宅の資産の譲渡方法
・県営住宅管理の新たな管理方法
・廃止に向けた資産の処分方法、債権・債務の引継ぎ方法
②方針に基づき、資産の処理等を進め、平成２４年度の団体の廃止に向けて取り組みます。団体の廃止に伴う
雇用問題については、団体と協力しながら、県としても計画的に取り組みます。

平成23年3月に策定した整理計画に基づき、平成25年3月の解散に向
けて、公社の分譲資産の売却や賃貸住宅の譲渡等を進めるとともに、県
議会での議決後、国へ解散認可手続ができるよう準備。（解散について
は、24年11月理事会で同意を得た後、11月議会に上程中）

統
合

5 (財)滋賀県障害者雇用支援ｾﾝﾀｰ

障害者雇用支援センターの事業に係る国制度が変更された
ことから、団体で実施している就労移行支援事業と働き・暮ら
し応援センター事業を、新設される社会福祉法人へ機能統
合して自立的な事業展開を図ることとし、団体については、平
成２２年度末の廃止に向けて取り組みます。

①就労移行支援事業と働き・暮らし応援センター事業について、新設される社会福祉法人への機能統合に向
け、平成２１年度から関係機関との調整を行います。
②平成２２年度中に団体の解散に向けた検討および事業の移行手続きを行い、平成２２年度末に法人解散に
より団体を廃止します。
③平成２３年４月１日より、団体の事業を新設社会福祉法人に移行するとともに、解散法人の残余財産の清算
手続きを行います。

平成24年3月末で団体廃止。平成24年2月に設立された社会福祉法
人に団体の事業等を移行。

6 滋賀県土地開発公社

近年の公共事業の減少傾向を背景として、公共用地先行取
得業務の必要性が低下していることから、その縮小について
検討を行い、公社保有土地の処分計画を策定し処分を進め
るとともに、廃止を視野に入れた、土地開発公社業務の課題
整理と対応検討を行い、平成２５年度に方針を策定します。

①平成２２年度に公共用地先行取得業務の縮小について、庁内関係課による検討会議を設置し、検証・見直
しを行います。
②長期未利用地について、平成２２年度に県有財産活用検討会議において集中的に検討し、平成２３年度を
目途に処分計画を策定し、処分に努めます。
③既に着手している竜王岡屋地区の工業団地開発については、景気や企業誘致の動向を見極めながら進め
ることとし、ほかの未利用地についても、開発の可能性について、調査・検討します。
④未利用地の処分の見通しが立った段階で、県と公社による検討会議を設置し、廃止を視野に入れた公社業
務の課題整理・対応検討を行い、平成２５年度に方針を策定します。

未利用地の利活用に関して、竜王岡屋地区について工業団地開発に向
け、設計等調査を実施、その他の一部用地について地元と意見交換を
実施。また、公社の今後想定される業務について関係課、公社と情報交
換を実施。

7 (公財)滋賀県文化振興事業団

平成２２年度に公益財団法人への移行を進め、その後の経
営状況や事業展開などを検証するとともに、しが県民芸術創
造館のあり方、文化産業交流会館の運営のあり方および希
望が丘文化公園の運営改善の検討結果を踏まえ、団体のあ
り方について平成２３年度までに方針を決定します。

①平成２２年度に公益財団法人への移行を進めます。
②公益財団法人へ移行後は、団体の自主的・主体的な活動が一層期待され、経営状況等に変化が出てくるこ
とから、その効果や課題等を検証していきます。
③しが県民芸術創造館のあり方、文化産業交流会館の運営のあり方および希望が丘文化公園の運営改善に
係る県の検討結果を踏まえ、団体の文化芸術部門と（財）びわ湖ホールとの統合も含め、団体のあり方について
平成２３年度までに方針を決定します。

平成24年4月公益財団法人移行。しが県民芸術創造館の草津市への
移管協議と平行して、びわ湖ホールとの機能統合について検討を実施。

「外郭団体および公の施設見直し計画」平成24年度上期までの取組状況

■外郭団体見直しの主な取組状況

廃
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区
分

№ 団 体 名 見直し方針 具体的取組内容 24年度上期までの主な取組状況

8 (財)滋賀県動物保護管理協会
将来的には県の直営化を行うこととし、平成２３年度までに移
行に向けた方針を定め、それまでの間は業務の効率的な執
行を図るため、段階的に業務の縮小を進めます。

①直営化に向けた方針を平成２３年度までに策定します。
②動物保護管理業務や動物フェスティバルをはじめとする動物愛護普及啓発事業について見直しを行い、段
階的に業務の縮小を進めます。

平成23年度に補助事業の直営化、更なる見直しの実施を盛り込んだ
「財団法人滋賀県動物保護管理協会の見直し方針」を策定。同方針に
基づき業務の見直しを行い、平成24年度末での縮小に係る検討を実
施。

9 (公財)滋賀県農林漁業担い手育成基金

平成２３年度までに公益財団法人への移行を進め、基金事
業については、その検討に合わせて事業の整理を行うととも
に、農地保有合理化事業については、農地法等の一部改正
により義務化される市町での農地利用集積円滑化事業の動
向を踏まえ、県法人の役割を見極めて事業のあり方を見直し
ます。

①平成２３年度までに公益財団法人への移行を進めます。
②公益財団法人への移行の検討の中で、基本財産や運用益の効果的な活用の観点から、基金事業について
既存の事業や新規事業の必要性等の検証を行い、事業の整理を行います。
③農地保有合理化事業については、農地法等の一部改正により義務化される市町での農地利用集積円滑化
事業の動向を踏まえ、県法人の役割を見極めて事業のあり方について見直しを行います。

平成24年4月公益財団法人移行。基金事業の一部廃止、農地保有合
理化事業の縮小等、新たな事業体系に基づき事業を実施しており、事
務の円滑化に向けた各種規程の見直し等を実施。

10 (公財)滋賀県建設技術センター

公共工事にかかる市町職員の技術力向上など品質の高い
公共工事の適正な執行を図るため、市町への業務支援に重
点を移す方向で業務の見直しを進め、平成２３年度に次期
中期経営計画を策定します。
なお、市町職員の技術力の向上が図られ、市町支援業務の
必要が見込めない場合には、将来的に廃止を含めて団体の
あり方を検討します。

①設計積算等公共工事施行にかかる支援業務の一層の効率化を進めるとともに、材料試験の業務効率の改
善と公的な検査機関として信頼度の一層の向上を図ります。
②市町のニーズの把握等とそれに即した支援業務の開発と普及を進め、業務全体の見直しを進めます。
③業務の見直しや効率化の成果を検証するとともに、今後の団体のあり方について検討し、平成２３年度に次
期中期経営計画を策定します。

平成24年4月公益財団法人移行。市町向け支援業務の一環として、短
期積算研修生受け入れのための体制を整備し、平成24年度は、大津市
から２名、甲良町から１名の研修生を受け入れ。

11 (公財)滋賀県体育協会

平成２４年度までに公益財団法人への移行を進め、組織体
制の強化や税制優遇策も活かした財政基盤の強化による経
営の自立化を図るとともに、指定管理受託施設見直しの状況
も踏まえた業務や組織体制の見直しや県のスポーツ振興を
推進する中核団体としての役割の検討を行い、平成２４年度
に次期中期計画を策定します。

①平成２４年度までに公益財団法人への移行を進め、協賛企業の拡大を図り、財源の確保に努めます。
②指定管理受託施設の見直しの状況を踏まえるとともに、一定広域の県内指定管理施設への公募に民間企
業とのコラボによる参入を検討し、業務や組織体制の見直しを行います。
③「安全・安心・快適・信頼」を提供する事業を展開し、一層の県民サービスの向上に努めます。
④スポーツキャンペーン事業を含め、これまでの事業コストにかかる経費を見直し、受益者負担を基本とする事
業形態にします。
⑤現行の中期経営計画の取り組みを評価するとともに、県のスポーツ振興を推進する中核団体としての役割を
検討し、平成２４年度に次期中期計画を策定します。

平成24年4月公益財団法人移行。財源充実のため、賛助会員の拡大、
寄付金募集等の取組の一環として、平成24年7月、県から税額控除対
象法人として証明をうけた。

12 (財)滋賀県消防協会

自主的な経営改善を進め、県の補助金の縮小など県の関与
のあり方を見直すとともに、公益財団法人への移行や市町の
合併、自助共助による地域防災力の進展の状況などを勘案
しながら、団体のあり方や組織の見直しについて検討を行い、
平成２３年度までに経営計画を策定します。

①県の補助金の縮小など、県の関与のあり方を見直します。
②平成２４年度までに公益財団法人への移行について検討し、方針を定めます。
③市町合併の状況や地域防災力の状況を踏まえ、団体のあり方や組織の再編、適正な事業執行について検
討し、平成２３年度までに経営計画を策定します。

公益財団化に向けて平成24年6月移行認定申請。財政基盤の強化の
ため、資産等の見直しを図り、基本財産の充実･強化について検討中。

13 (公財)淡海文化振興財団

平成２３年度までに公益財団法人への移行を進め、公益財
団法人としてのメリットを活かし、民間資金を積極的に導入す
る等、県費補助だけではない財源の多角化により自立性を高
め、県の関与を縮小するとともに、民の立場から市民活動団
体の自立支援や人材育成等を効果的に進める上で、団体の
役割を検証し、あり方を検討します。

①平成２３年度までに公益財団法人への移行を進めます。
②市民ファンド（民間寄付による募金）の制度設計を平成２１年度に行い、賛同者・寄付の募集、戦略的広報等
を前倒しで進め、税制優遇措置を受けられる平成２３年度に正式発足させ、民間資金の導入を進めます。
③平成２５年度に民間資金の導入状況や事業・組織等を含めた公益財団法人としての運営状況、役割につい
て分析、評価し、団体のあり方について方針を定めます。

平成23年4月公益財団法人移行。同年「未来ファンドおうみ」運用開
始。平成24年度は、企業・団体訪問等によるファンド事業のPR活動を実
施。また、23年度に策定した評価体系に則して、24年度は組織評価と
事業評価の区分ごとに、指標、目標値を定め事業を実施。

14 (公財)びわ湖ホール

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの指定管理者として、引き
続き県民に開かれた劇場運営を目指し、団体の活動に対す
る県民理解の促進に努めるとともに、平成２２年度に公益財
団法人への移行を進め、寄付や助成金等の確保に取り組
み、団体の経営の自立性を高めることにより県の関与を縮小
します。

①「中期経営計画」に基づき、優れた舞台芸術に親しむ機会を提供するとともに、県民により身近なホールとな
るよう劇場運営を行います。
②平成２２年度に公益財団法人への移行を進めます。
③公益財団法人化による税の優遇措置制度のメリットを生かせるよう、寄付金確保の体制づくり、民間資金の導
入等を検討するとともに、平成２３年度に次期中期経営計画を策定します。その計画期間中に民間資金の導入
状況の検証を踏まえ、団体運営のあり方を検討します。
④（財）滋賀県文化振興事業団の文化芸術部門との統合について検討し、平成２３年度に方針を決定します。

平成23年4月公益財団法人移行。同年「びわ湖ホール舞台芸術基金」
を設置。24年度は、しが県民芸術創造館との機能統合に係る検討と併
せて（公財）滋賀県文化振興事業団の文化芸術部門との機能統合を検
討。

15 (財)国際湖沼環境委員会

財団において、平成２２年度に公益財団法人への移行を進
め、国内外からの民間資金の導入を積極的に進めるととも
に、受託収入や運用収入の確保を図り、経営の自立化に向
けて取り組みます。

①平成２２年度に公益財団法人への移行を進め、税制面の優遇措置を得て、寄付による民間資金を確保しや
すい条件整備を行うとともに、平成２２年度に方針を策定し、国内外の水や衛生に関連した企業等に積極的に
働きかけます。
②ＵＮＥＰや世界銀行等が発注する高い収益率の見込まれるコンサルタント事業を数多く受託できるよう、調査
研究活動の見直しを行います。
③有価証券の運用効率化により、運営資金の増収を図ります。
④「中期経営改革方針」（平成２０年度～平成２４年度）の取組結果に対する評価を行うとともに、平成２４年度
に方針の見直しを行います。

平成25年4月公益財団法人移行予定（24年9月内閣府公益認定等委
員会より答申あり）。平成24年度末を目途に中期経営改革方針の見直
しを検討中。有価証券の効率的運用を引き続き実施するとともに、収益
性の高い事業等の受託について検討。
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№ 団 体 名 見直し方針 具体的取組内容 24年度上期までの主な取組状況

16 (社福)滋賀県社会福祉事業団
自主的、主体的な経営を進めていくため、経営改革を促進
するよう支援するとともに、県の関与を段階的に縮小します。

①事業団を指定管理者としている県立社会福祉施設について、平成２３年度から公募による移管等を行いま
す。団体の雇用問題については、団体と協力しながら、県としても取り組みます。
②経営改革の促進を支援するため、事業団からの養成に基づき、一定期間、県職員を派遣します。
③平成２２年度から事業団と協議の上、事業団の決定に基づき、段階的に県の出資割合を縮小します。

平成23年5月県の出資比率低下により外郭団体の対象外へ

17 (公財)滋賀県産業支援プラザ

企業や団体等の理解と協力を得て、引き続き職員派遣を受
け入れ、組織体制の充実を図るとともに、平成２３年度までに
公益財団法人への移行を進めます。
また、競争的外部資金の獲得のほか、自主事業への取り組
み、受益者負担を伴う事業の拡充、民間資金の受け入れな
ど、経営基盤の強化により県の関与を縮小します。

①平成２３年度までに公益財団法人への移行を進めます。
②業績評価制度の本格的な運用とともに、「中期経営計画」の評価・分析を踏まえて、平成２３年度を目途に
次期経営計画を策定し、効果的・効率的な事務執行に努めます。
③常に事業に見直しを加え、管理的経費の徹底した節減に努めるとともに、経済産業省、文部科学省などの競
争的外部資金の獲得に積極的に取り組むなど、財務体質の強化に努めます。また、公益法人の枠組みの中
で、自主事業への取り組みや受益者負担を伴う事業の拡充などに取り組みます。
④企業、団体等の理解と協力を得て、派遣職員の継続的な受け入れを図ります。

平成23年4月公益財団法人移行。23年度に作成した第二期中期経営
計画に基づき24年度事業計画の上半期の点検を実施するとともに、一
部事業の見直し等を実施。近畿経済産業局から戦略的基盤技術高度
化支援事業３件の新規採択を受けた。

18 (公財)滋賀県陶芸の森

財団が培ったネットワークやノウハウを活かした産業振興事業
の充実強化や施設利用の拡大を図るとともに、平成２３年度
までに公益財団法人への移行を進め、財団自ら主体的に経
費節減と収入増に取り組むことにより経営の自立化を図り、県
の関与を縮小します。

①国際的な陶芸家のネットワークや芸術的センス、デザイン力などを活用し、平成２２年度から、信楽焼産地と
連携して新たな信楽ブランドの創出に努めるとともに、巡回展の機会などを活用して信楽焼の販路開拓や観光
客の誘客促進を図ります。
②平成２３年度までに公益財団法人への移行を進めるとともに、中期経営計画の評価・分析を行い、次期経営
計画を策定して、施設の効率的な管理運営による経費節減や民間資金の導入などによる収入増に努めます。
③平成２２年度における指定管理者の募集に向けて、県の人的・財政的関与の縮小を早期に実行します。

陶芸の森で来館制作した作家や企業と連携して、信楽焼の新商品の開
発を行うとともに、国庫事業による園内の整備や旅行会社等へのＰＲ活
動を行い、誘客促進を図った。平成24年3月に第Ⅱ期中期経営計画を
策定。平成24年4月公益財団法人移行。一部企画展において、県外他
館と連携で財団法人地域創造の助成金を獲得した。

19 (社)びわこビジターズビューロー

平成２３年度までに公益社団法人への移行について方針を
定めるとともに、社団としての特性を踏まえ、会費を含めた民
間資金導入の拡充・活用により経営基盤を強化し、県の関与
を縮小します。

①公益社団法人への移行についてのメリットを検討した上で、平成２３年度までに方針を定めます。
②平成２１年度を目途に中期計画を策定し、経済状況の好転にあわせた会費等の見直しのほか、広告収入や
事業実施負担金の拡大など、民間資金の導入について検討し、自主財源の拡充を図ります。
③民間企業からの派遣職員を今後とも積極的に受け入れ、民間の経営感覚を活かした販路拡大、誘客促進
を進めます。

平成25年4月公益社団法人移行予定（滋賀県公益認定等委員会から
答申あり）。民間派遣職員の受入により、民間の専門知識を活用した観
光客の誘致促進や販路拡大の取組実施。

20 (公財)滋賀県国際協会

平成２３年度までに公益財団法人へ移行し自主財源の確保
に努めることなどにより、県の関与を縮小するとともに、県域の
中核的組織としての役割を踏まえて事業の見直しを行い、県
補助事業の一部自主事業化についても検討し、平成２２年
度に、新たな中期計画を策定します。

①平成２３年度までに公益財団法人への移行を進めます。
②外国籍住民の支援のための寄付金の募集および先進的な取組については、民間資金の確保に努めるととも
に、会員特典などの魅力を高めることにより会員拡大に努めます。
③団体採用職員を管理部門へ登用するなど専門職員を中心とした運営に見直します。
④現行中期計画を評価した上で、県域の協会として情報提供、調査研究、サポート機能、パイプ機能、コーディ
ネート機能に特化した中期計画を平成２２年度に策定します。
④県の補助事業については、関係機関との調整を進め、平成２２年度から一部自主事業化を行います。

平成23年4月公益財団法人移行。協会自主事業に外部助成金を獲得
した。外国レストランや国際関係団体、公共施設へのパンフレット設置や
役員名刺による広報活動や新規会員拡大の取組を実施。

21 (公財)滋賀県水産振興協会

琵琶湖漁業の振興に向け重要魚介類の生産放流を県と連
携して実施する団体の役割を踏まえつつ、平成２５年度まで
に公益財団法人への移行を進める中で、効率的かつ効果的
な事業の実施などを含め、持続的な経営のあり方について検
討し、必要な事業の見直を行います。

①平成２５年度までに公益財団法人への移行を進めます。
②公益財団法人への移行にあわせて、効率的かつ効果的な事業の実施や組織体制等を含め、持続的な経営
のあり方について検討し、必要な事業の見直しを行います。

公益財団法人移行前の事業を魚種毎にとりまとめ、実施することにより、
事業の効率化を図った。

22 (公財)滋賀県暴力団追放推進ｾﾝﾀｰ

平成２２年度までに公益財団法人への移行を進め、特別賛
助会員の拡大等により事業資金の獲得を図るとともに、業務
評価制度を導入して、より自立性の高い事業活動を展開しま
す。
また、相談業務については、全国の暴追センターや近隣府県
との情報提供等を活用し、一次的に警察か介入出来ない民
事紛争等の民間の受け皿として重点的に対応するなど、役
割を明確化して取り組みます。

①平成２２年度までに公益財団法人への移行を進めます。
②特別賛助会員数の拡大については、新公益法人移行に伴う寄付金の税制優遇措置があることや会員である
ことに付加価値を設けることで加入効果を高めるとともに、月単位で獲得目標を立て、確実な達成に取り組みま
す。
③相談業務について、警察や滋賀弁護士会の民暴委員会との緊密な連携強化により、民事介入事件の被害
者の支援、解決等のため役割を明確化し、実施要領および広報手段等の見直しと行います。
④団体としてのあり方の検討については、暴力団対策法に基づき全国の都道府県に設置され、その業務につい
ても法定されているという財団の性格を踏まえ、全国の状況を見ながら対応します。

平成22年12月公益財団法人移行。中心事業である相談業務につい
て、滋賀弁護士会と警察本部と「三者協定」を締結して各種相談事案の
体制強化・充実を図った。また、広報の充実も検討中。賛助会員の拡大
については、県内の企業対して新規の加入に努めた。
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23 (公財)滋賀県緑化推進会

平成２４年度までに公益財団法人への移行を進め、家庭募
金や企業募金に積極的に取り組むとともに、事業内容、財務
諸表等の情報公開を一層推進し、透明性の高い経営を進め
る中で、県との役割分担を踏まえた滋賀らしい事業執行に取
り組みます。

①平成２４年度までに公益財団法人への移行を進めます。
②基本財産の充実を図るため、国債、公債を中心に銀行定期預金を加え、安全性・確実性を重視した効果的
な運用を進めます。また、家庭募金の周知啓発や企業募金の積極的な働きかけを行うとともに、賛助会員の拡
大や広報誌等への企業協賛確保による広告料の増収を図ります。
③中期経営計画（平成２１年度～平成２５年度）における５カ年計画の目標達成に向け、着実に事業を実施す
るとともに事業成果をホームページ等で明らかにしつつ滋賀らしい地域に密着した事業に取り組みます。
④緑の募金運営団体について、他府県の組織のあり方や運営方法等の情報を収集し、効果的な財団活動に
ついて研究を行います。

平成24年4月公益財団移行。安全性・確実性を重視した効果的な運用
の実施。緑の募金について、市町の緑化推進委員会と連携して、家庭
募金を含む募金活動を展開した。

24 滋賀県道路公社

現行の中期経営計画（平成２０年度～平成２４年度）を踏ま
え、維持管理の合理化、効率化に取り組むとともに、有料道
路等のより一層安定した健全経営が維持できるよう、道路公
社の今後のあり方も含めて検討し、平成２４年度に次期経営
計画を策定します。

①現行の中期経営計画を踏まえ、不採算路線への対応も含め、健全経営維持の取組みとして、複数年契約の
実施などにより経費の縮減に取り組み、維持管理の合理化、効率化を進めます。
②中期経営計画をもとにＰＤＣＡサイクルによる点検評価を行い、維持管理の合理化、効率化を進め、一層安
定した経営に向け、今後の公社のあり方も含めて検討を行い、平成２４年度に次期計画を策定します。

経営計画の前年度の点検評価を行うとともに、維持管理計画の検討を
進めた。「近江大橋の維持管理のあり方検討会」で、今後の近江大橋の
維持管理の財源に関して議論。
（近江大橋の維持管理有料制度については、平成24年10月国土交通
省から要件に該当しない旨回答あり）

25 (公財)滋賀県文化財保護協会

発掘、保存管理等の本来の業務分野の充実を図るため、発
掘整理調査の受注範囲の拡大に取り組むとともに、安土城
考古博物館においても当該分野を活かした事業展開を通じ
て収入の確保を図るほか、業務量の変動に柔軟に対応でき
るよう、業務量に見合った職員体制に見直すことにより経営
改善を進めます。

①市町における埋蔵文化財調査等の支援要請に応え、平成２２年度から、高度な技術を要する調査はもとよ
り、民間開発業務全般を対象とした発掘調査・整理調査等の受託範囲の拡大を図り、より積極的に受託事業
収入の確保を図ります。
②業務量の変動に柔軟に対応するため、引き続き業務量に応じた県派遣職員数の見直しや雇用期間付き職
員等の雇用などを進めます。
③安土城考古博物館については、事務事業の見直しを図り、経費の節減に努めるとともに、最新の発掘成果や
トレンド等を活かした企画・展示等による入館者の確保やガイドブック・紀要の販売、図録の委託販売などにより、
自主財源の確保を図ります。なお、次期指定管理者として選定されなかった場合には、人員配置、組織体制の
見直しを図り、調査研究、保護、普及啓発等の本来業務への集中化に努めます。

平成24年4月公益財団法人移行。引き続き公共事業に伴う発掘・整理
調査および民間開発等に伴う市町教委からの発掘・整理調査を受託。
安土城考古博物館の指定管理者として、魅力ある展覧会開催や経費節
減の取組。

26 (財)滋賀県環境事業公社

安定的な経営を確率するため、平成２２年度に経営改革の
方針を検討するとともに、平成２３年度にはこの方針に基づき
公社において中期経営計画を策定し、経営改革に取り組み
ます。

①平成２２年度に経営改革の方針として営業方法やさらなる経費削減方策、廃棄物受入条件の緩和方策、公
共関与による支援方策等のあり方について検討します。
②この方針を踏まえ、平成２３年度に公社において中期経営計画を策定し、経営基盤の確立を図ります。

平成23年度に県の「クリーンセンター滋賀経営改善へ向けた基本方針」
策定を受け、「中期経営計画」を策定。現在、公益財団法人化を目指し
て、移行認定申請中。受入搬入量確保のため第２期工事に着手。

27
28

(社)滋賀県造林公社
＜(財)びわ湖造林公社＞

公社のあり方や今後の対応については、現在も継続中である
特定調停の結果等を踏まえて検討を行い、平成２２年度に
経営計画を策定するとともに、収益確保については県の施策
と連携を図りながら取り組みます。

①現在手続き中である特定調停の結果等を踏まえ、公社において「（仮称）造林公社経営計画検討委員会」を
設置し、今後の公社のあり方等の検討を行います。
②平成２２年度に経営計画を策定し、収益確保についても、県が現在進めている県産木材生産流通促進事業
と十分な連携を図りながら取り組みます。

平成23年3月の特定調停成立を踏まえ、同年9月に中・長期経営計画
を策定。24年3月に(財)びわ湖造林公社を吸収合併。現在、公益社団
法人化を目指して、移行認定申請中。また、経営改善計画に基づき収
益確保に係る取組等を実施。

29 (財)滋賀食肉公社

滋賀食肉センター設立後の経営内容を分析するとともに、公
共性や公益性も踏まえた県の関与のあり方や今後の運営形
態も含め、具体的な検討を行い、平成２２年度上半期を目途
に経営健全化計画を見直します。

平成２２年度上半期を目途に（株）滋賀食肉市場が作成する経営改革プランに合わせ、経営健全化計画を見
直します。

経営健全化に関する計画書の見直し。対香港の輸出施設の認定取得
を目指し、平成23年度の厚生労働省現地調査における指摘事項への
対応（施設設備の改善、衛生管理の向上）を継続中。また、運営改善に
資するため、未利用土地等を有償で貸し付け有効活用を図ることとし、
太陽光発電施設の設置運営事業者の公募実施。

30 (株)滋賀食肉市場
事業・経営分析を行い、経費削減や収入基盤の拡大に向け
て取り組むとともに、平成２２年度上半期を目途に経営改革
プランを策定します。

事業・経営分析の結果を基に、平成２２年度上半期を目途に経営改革プランを策定し、経費削減・収入確保の
取組を実践します。

経営改善計画の見直し。計画に基づくと畜頭数等の確保の取組 出荷
奨励金の引き下げ、輸出奨励金の廃止、水曜日の豚のと畜解体の廃止
および就業規則の見直しによる時間外手当の削減などの取組を実践し
経費削減に努めた。

経
営
改
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区
分

№ 施 設 名 見直し方針 具体的取組内容 24年度上期までの主な取組状況

1 滋賀会館 平成２２年３月末をもって文化施設としては廃止します。
文化施設として廃止後の活用方針を引き続き検討し、入居者への説明を含め、できるだけ早期に県として必要
な対応を行います。

平成22年3月文化施設としては廃止

2 県民交流センター

設置当初に比べ県内各地に類似施設が整備され、一定の
役割を終えたことから、公の施設としての機能を平成２５年度
末をもって廃止します。廃止後の施設の活用について、幅広
く検討を行います。

①施設の廃止に向けて、平成２１年度からピアザ淡海入居機関との事務調整を行います。
②廃止後の施設の活用について、関係各課・ピアザ淡海入居機関・有識者による検討会を設置し、他の県施
設の移転や民間への貸付・売却を含め、幅広く検討を行います。

平成24年度に活用検討会を開催。ピアザ淡海入居機関によるＷＧと並
行して、外部有識者を含む検討会を２回実施。

3 水環境科学館

水環境に対する学習・啓発については、類似施設があるた
め、移管や売却が可能な団体等がないか検討し、不調の場
合は、平成２３年度に施設を廃止します。なお、下水道に対
する学習・啓発については、そのあり方の検討を行います。

①平成２２年度に、移管や売却が可能な団体等がないか検討します。
②廃止について地元および関係市町への説明を行います。
③本格的な管理・経営の時代を迎え、下水道料金への理解や下水道の使い方といった、これまでの普及啓発
ではない観点での啓発・教育活動が必要となっていることから、そのあり方について検討します。

平成23年3月廃止

4 きぬがさ荘

県立社会福祉施設のあり方検討委員会の提言を踏まえ、一
定の役割を終えたことから、近い将来に廃止します。
なお、現に入所している利用者の行き先については県が責任
を持って確保することとし、行き先の確保のため、当面は指定
管理者制度により運営します。

平成２１年度の廃止方針の決定に併せて、入所者の不安を払拭するため、十分な説明を行うとともに、転居先
の対応は県が責任をもって行うなど廃止に向けた取組を行います。

平成24年9月30日をもって、全ての利用者の転居を完了した。年度内
の廃止に向けて諸手続等を実施。（平成24年11月県議会に設置管理
条例の廃止条例を上程し、年内に廃止予定）

5 虎御前山教育キャンプ場

市町や民間に類似施設が整備されてきたことから、現在の指
定管理期間内に虎姫町（長浜市）と施設の移管および民間
への売却に向けた協議を行います。不調の場合は、廃止に
向けた手続きを行います。

①虎姫町（長浜市）と施設の移管条件や民間への売却に向けた検討・協議を行い、平成２３年度に移管・売却
を行います。
②移管・売却が不調の場合は、虎姫町（長浜市）、土地所有者の財産区と現状回復に関する協議等の手続を
行います。

地元市・地元自治会と、施設のあり方について協議を実施。

6 琵琶湖文化館

建設後半世紀経過し、収蔵庫・展示室も手狭となっています
が、増改築が困難であり、新たな収蔵品の収集、保管、展示
に影響を与えるため、現施設の機能は廃止します。別の展示
保存施設の確保に努めますが、確保までの間、休館中の現
施設において保管を継続します。

①当分の間、現施設において保管を継続するとともに、収蔵品の活用を図るため、他の博物館等で展示等を行
います。
②別の展示保存施設が確保できるまでの間、現施設の継続利用の適否について検討するため、必要な対応を
行います。
③琵琶湖文化館が果たしている機能を継承するため、別の展示保存施設確保のため基本的な考え方を整理
し財政状況等を踏まえがら、平成２４年度までに検討を終えます。

専門家等による検討委員会において琵琶湖文化館の機能を継承する別
の展示保存施設として近代美術館がふさわしいとされたことを踏まえ、近
代美術館を新生美術館として再スタートするべく進められている検討の
中で琵琶湖文化館の機能継承についても議論。

7 きゃんせの森
利用者の大半が地元住民であり、現在の指定管理期間内
に、米原市への移管について、協議し、不調の場合は、廃止
を含め、施設・土地の活用のあり方を抜本的に見直します。

施設移管に向け、米原市と必要な施設整備等、移管条件の検討・協議を行い、平成２３年度に移管を行いま
す。

地元市との協議を実施。

8 朽木いきものふれあいの里センター

近隣施設と一体的に管理することにより、効果的、効率的な
運営が期待できることから、現在の指定管理期間内に高島
市と移管協議を行います。不調の場合には、廃止に向けた手
続きを行います。

施設移管に向け、高島市と必要な施設整備等、移管条件の検討・協議を行い、平成２５年度に移管を行いま
す。

地元市や施設管理者と協議を実施。

9 三島池ビジターセンター

近隣施設と一体的に管理することにより、効果的、効率的な
運営が期待できることから、現在の指定管理期間内に米原
市と移管協議を行います。不調の場合には、廃止に向けた手
続きを行います。

施設移管に向け米原市と必要な施設整備等、移管条件の検討・協議を実施し、平成２３年度に移管を行いま
す。

平成24年9月に地元、市等で構成される協議会において、平成25年度
のセンター撤去の方針について合意を得られた。

10 日野渓園

県立社会福祉施設のあり方検討委員会の提言を踏まえ、老
朽化した施設の整備や重度・重複障害者への対応等につい
て十分配慮しつつ、公募により平成２３年度から民間への移
管を行います。
なお、入所施設という特性から、移管後において利用者への
サービスが低下するなど著しい環境変化が生じないよう留意
します。

平成２１年度に、移管方針等を決定し、公募により移管先を選定し、平成２３年度から民間への移管を行いま
す。

平成23年4月(社福)滋賀県社会福祉事業団へ移管

■公の施設見直しの主な取組状況
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№ 施 設 名 見直し方針 具体的取組内容 24年度上期までの主な取組状況

11
12
13
14

安土荘
長浜荘
さつき荘
福良荘

県立社会福祉施設のあり方検討委員会の提言を踏まえ、老
朽化した施設の整備等について十分配慮しつつ、公募により
平成２３年度から民間への移管を行います。
なお、入所施設という特性から、移管後において利用者への
サービスが低下するなど著しい環境変化が生じないよう留意
します。

平成２１年度に、移管方針等を決定し、公募により移管先を選定し、平成２３年度から民間への移管を行いま
す。

平成23年4月(社福)滋賀県社会福祉事業団へ移管

15 醒井養鱒場

マス類の生産技術は民間でも対応可能であるため、養鱒事
業の民間への移管を検討し、実現しない場合には、より一層
効果的、効率的な運営方法を検討し、実施します。
なお、引き続き試験研究事業については県が実施します。

①事業の移管に向けての問題点等を検討するため、第三者を交えた検討会開催。
②検討会の結果を踏まえ、平成２４年度に移管先の選定。
③醒井養鱒場における養鱒事業等を平成２５年度に民間へ移管。

検討委員会の検討結果を踏まえて移管手法の比較・検討を行った結
果、平成25年度から指定管理者制度を導入することとし、平成24年度
は制度導入の手続を実施。

16 奥びわスポーツの森

県域施設としての機能よりも、湖北地域のスポーツレクリエー
ション施設としての役割が大きいことから、現在の指定管理期
間内に長浜市と移管協議を行います。不調の場合は多額の
維持管理費用が発生する施設であるプールなどを閉鎖しま
す。

①施設移管に向け長浜市と必要な施設整備等、移管条件の検討・協議を実施し、平成２３年度に移管を行い
ます。
②移管が不調の場合はプールなど、一部の施設を閉鎖します。

地元市への移管について合意が得られなかったため、24年夏からプー
ルの運営を休止。

17 荒神山少年自然の家
地元の利用が多く、また、近隣に体育施設等もあり、効果的・
効率的な運営が期待できることから、彦根市と移管ついて協
議を行います。不調の場合には、抜本的見直しを行います。

①施設移管に向け彦根市と必要な施設設備等、移管条件の検討・協議を実施し、平成２３年度に移管を行い
ます。
②移管が不調の場合は、平成２３年度以降の施設のあり方について検討を行い、抜本的見直しを行います。

平成23年4月彦根市へ移管

18 栗東体育館
特定の団体や一定の地元利用があることから、現在の指定
管理期間内に栗東市と移管協議を行います。
不調の場合には、廃止に向けた検討を行います。

施設移管に向け、栗東市と必要な施設整備等、移管条件の検討を実施し、平成２３年度に移管を行います。 地元市との話合いを実施。

19 柳が崎ヨットハーバー

利用者の大半が特定団体であることから、現在の指定管理
期間内に利用団体と売却について協議し、不調の場合は、
原則として廃止しますが、利用料金等を見直した場合との費
用対効果を勘案し方針を決定します。

①施設利用者に説明を行うとともに、利用団体と売却について平成２２年度までに協議します。
②売却が不調の場合は、原則として廃止しますが、施設使用料の見直しと施設改修費用の負担の見直し、およ
び管理運営費用の縮減を図った場合との費用対効果を勘案し方針を決定します。

指定管理料０円で施設維持の方針決定
（23.4～5年間の指定管理期間）

20 伊吹運動場
地元の利用が多いことから、現在の指定管理期間内に米原
市と移管協議を行います。
不調の場合には、廃止に向けた検討を行います。

施設移管に向け、米原市と必要な施設設備等、移管条件の検討を実施し、平成２３年度に移管を行います。 地元市との協議を実施。

21 比良山岳センター

近隣施設の比良げんき村と一体的に管理されているため、現
在の指定管理期間内に比良げんき村の管理者の大津市と
移管協議を行います。不調の場合には廃止に向けた手続き
を行います。

施設移管に向け、大津市と必要な施設設備等、移管条件の検討・協議を実施し、平成２３年度に移管を行い
ます。

平成25年4月の移管に必要な施設の改修等について、地元市と調整を
実施。

22 アーチェリー場
現在の指定管理期間内に愛荘町と移管協議を行います。移
管が実現しない場合には、廃止に向けた手続きを行います。

施設移管に向け、愛荘町と必要な施設整備等、移管条件の検討・協議を実施し、平成２２年度に移管を行い
ます。

平成22年11月愛荘町へ移管

23 ライフル射撃場

利用者が特定団体に限定されているため、現在の指定管理
期間内に団体と売却について協議します。不調の場合は、原
則として廃止しますが、利用料金等を見直した場合との費用
対効果を勘案し方針を決定します。

①売却に向けての検討を行い、平成２３年度に売却を行います。
②売却が不調の場合は、原則として廃止しますが、施設使用料の見直しと施設改修費用の負担の見直し、およ
び管理運営費用の縮減を図った場合との費用対効果を勘案し方針を決定します。

指定管理料０円で施設維持の方針決定
（23.4～5年間の指定管理期間）

24 男女共同参画センター

県民ニーズや社会情勢が変化してきていることから、他施設
の活用状況を踏まえながら、施設機能およびセンターのあり
方について施設の移転も含め抜本的な見直しを行い、平成２
４年度までに方針を決定します。

①有識者等による第三者委員会を設置し、県民ニーズや社会情勢の変化に対応した機能の複合化や事業展
開など、これからの拠点施設としてのあり方を検討します。
②検討結果を踏まえ、施設の移転も含めて抜本的な見直しを行い、平成２４年度までに方針を決定します。

検討委員会報告書を踏まえ運営方針策定。方針に基づき、滋賀マザー
ジョブステーションの運営や支援機関との連携等県民ニーズや社会情勢
の変化に対応した事業を展開

25 しが県民芸術創造館

平成１８年度の県立文化ホールの再編により、全県域を対象
とした施設として運営してきた成果や役割を踏まえ、施設の
機能について検証します。
上記の検証結果を踏まえ、施設のあり方について抜本的に
見直し、びわ湖ホールへの機能統合について検討するととも
に、移管あるいは売却も含め平成２３年度までに方針を決定
します。移管や売却が実現しない場合は、廃止に向けた検討
を行います。

①これまでの運営状況から施設の機能を検証します。
②検証結果を踏まえ、施設のあり方を抜本的に見直し、移管あるいは売却も含め平成２３年度までに方針を決
定します。

施設のあり方方針の検討結果について、平成24年7月の県議会常任委
員会で報告。草津市との協議、利用者からの意見聴取を実施。

26 長寿社会福祉センター

会議室等の利用率低下などに対する施設の活性化策につい
て検討する必要があることから、今後の施設活用のあり方検
討会を設置し、施設機能の向上などの見直しを行い、早急に
方針を決定し、施設の有効活用を図ります。

①平成２１年度に現在の指定管理者である滋賀県社会福祉協議会とともに施設のあり方検討会を設置し、今
期の指定管理事業などにおける課題の整理、利用者ニーズの分析、貸し館部分の施設機能の向上、施設の利
用率向上についての検討など見直しを行い、方針を決定します。
②①での検討結果をもとに、施設有効利用策を実施します。
③検討結果を平成２３年度の次期指定管理の募集にあたって反映させることで、さらなる施設の有効活用を図
ります。

施設のあり方方針策定。方針に基づき、貸館の受付期間の拡大や自主
事業の実施、貸館ＨＰ新設など、施設利用率向上のための取組を実施。

移
管
・
売
却

抜
本
的
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抜
本
的
な
見
直
し

27 びわ湖こどもの国
施設活用の観点から、民間等への移管や売却などの可能性
を含め、平成２３年度以降の施設のあり方について幅広く平
成２２年度に検討し、方針を決定します。

関係機関と調整の上、施設のあり方について平成２２年度上半期に方針を決定します。
検討委員会提言を踏まえ、施設のあり方方針策定。方針に基づき、子ど
もや若者に、キャンプや湖岸でのネイチャーゲームなどの体験活動の充
実の取組を実施。

28 びわ湖ホール

引き続き施設の維持管理コストの縮減を図るとともに、チケッ
ト販売の促進や寄付金、助成金の確保等、収入の拡大に努
め、運営改善を図ります。
しが県民芸術創造館を見直し、同館の機能をびわ湖ホール
に統合することについては、平成２３年度までに方針を決定し
ます。

①これまで実施してきた運営改善等を踏まえ、次期指定管理料の検討を行うとともに、施設の維持管理費の縮
減や貸し館利用の拡大に努めます。
②パブリシティ活動、びわ湖ホール友の会員の拡大等によりチケット販売の促進に努めるとともに、助成金、企業
協賛金や広告協賛金等の拡大に努めます。
③しが県民芸術創造館の機能統合については創造館のあり方検討に併せて、平成２３年度までに方針を決定
します。

基金設置による寄付金獲得の取組のほか、平成24年度は、財源の確保
策としてネーミングライツの導入を検討。しが県民創造館が担ってきた機
能の一部をびわ湖ホールに移転することが望ましいとの方針を示し、議
会報告、創造館利用者からの意見の聴取を実施。

29 文化産業交流会館
文化振興機能および産業振興機能のあり方について検討
し、今後の施設の運営に関する方針を平成２２年度に定め、
指定管理者の選定方法について決定します。

①文化振興機能および産業振興機能のあり方を検討し、平成２２年度に今後の施設のあり方について方針を
定めます。
②上記の方針を踏まえて、指定管理者の選定方法について決定します。

会館のあり方を策定。これに基づき、地域資源を活かした長栄座等の特
色ある文化事業を企画。ビジネスカフェの共催など、産業振興に資する
取組を実施。

30
31
32

希望が丘文化公園
希望が丘野外活動センター
青少年宿泊研修所

利用率が低い施設の維持管理経費や必要性等について検
討し、次回の指定管理者募集時までに検討結果を反映させ
ます。
また、近江富士花緑公園との一体的管理について検討し、
次回の指定管理者募集時に検討結果を反映させます。

①利用率の低い施設について、維持管理経費や必要性、閉鎖する場合のデメリット、効率的な運用等様々な
角度から施設を分析し、今後の方針を検討の上、平成２５年度までに決定して実施します。
②近江富士花緑公園との一体的管理を行う場合の課題を抽出の上、管理手法について検討を行い、平成２５
年度までに方針を決定します。

希望が丘文化公園内の施設について利用率を調査し、利用率が低い施
設については維持管理経費や必要性、閉鎖のデメリット等を検討。また、
近江富士花緑公園との一体的管理の課題等について所管課と検討。

33 近代美術館

美術館が歩むべき道筋を見出すことを目的として策定した中
期経営計画（平成２１年度～平成２３年度）に基づき、より県
民に親しまれる施設となることを目指して、展覧会を中心とし
た事業展開から、美術館教育も重視した事業などについても
取組を拡充します。

中期経営計画を踏まえた展覧会開催事業、教育事業を実施するとともに、その評価を行い、事業の見直しと運
営改善を図ります。平成２３年度に、３年間の事業実績の評価や社会環境を踏まえ、次期中期経営計画を策
定します。

外部有識者等で構成する[新生美術館基本計画検討委員会」および同
専門部会を開催するなど、美術館に必要な機能と施設・設備について検
討。

34 琵琶湖博物館

「琵琶湖博物館中長期基本計画第３段階活動計画」を策定
します。
また、近隣の観光施設等とタイアップした事業の実施や前売
り制度、館外での販売など、利用者ニーズに合った観覧券の
販売方法を検討することにより、サービスの向上を図ります。
さらに、管理運営経費の節減に努めるとともに、企画展への
企業の協賛など外部資金の獲得について検討を行います。

①平成２２年度に中長期基本計画第３段階活動計画を策定し、平成２５年度に中間評価を行います。
②他の試験研究機関等との協働による事業の企画・実施、体験型事業（講座、教室等）の一層の充実を図りま
す。
③近隣の施設とのタイアップによる事業を検討し、実施します。
④観覧券販売方法の多様化について検討し、実施します。
⑤管理運営費の縮減を行います。
⑥企画展への企業の協賛など外部資金の導入について検討し、実施します。

館内チームによる検討とあわせ、県民ワークショップ、外部有識者による
評価、また業務委託によるマーケット調査により新琵琶湖博物館創造ビ
ジョン策定に向け作業中。また、安土城考古博物館や琵琶湖汽船等と
連携をはかり、琵琶湖体験クルーズを実施。

35
36
37
38

流域下水道４施設
（湖南中部、湖西、東北部、高島）

下水道施設の整備普及を中心とした事業展開から、施設整
備と維持管理の一貫した適正な管理と経営の健全化への転
換が必要であるため、下水道公社が担ってきた県の業務代
行としての施設管理の役割を県自身の役割として再編するこ
とで県の直営とします。段階的に包括的民間委託を導入し、
一層の効率的な管理運営を図ります。

①県における適切な監視体制（技術力と組織体制）を構築しつつ、民間事業者の相違と工夫を適切に反映す
るため、４処理区のうち、対象施設の規模や特徴に応じて包括的民間委託を平成２３年度から段階的に導入
し、管理方法・体制の評価を行い、平成２６年度以降、範囲の拡大と効果的執行体制を構築します。
②事務の円滑な移行と包括的民間委託の効果的な執行を担保する県の組織体制の見直しについて、平成２２
年度から段階的、計画的に取り組み、平成２６年度を目途に新たな組織体制へ移行します。

平成23年4月に湖西・高島の２処理区を直営化(包括民間委託)し、継
続して包括的民間委託の履行状況、制度導入効果等の検証を行った。
残る２処理区については、平成25年度末の県直営化を一年前倒ししす
る方向で市町と協議・調整を実施。（25年3月の下水道公社解散につい
ては、24年11月の理事会で同意を得た）

39 近江富士花緑公園
平成２５年度に予定している次回の指定管理者募集までに、
希望が丘文化公園との一体的管理について検討し、次回の
指定管理者募集時に検討結果を反映させます。

希望が丘文化公園との一体的管理を行う場合の課題を抽出の上、管理手法について検討を行い、平成２５年
度までに方針を決定します。

希望ヶ丘文化公園との一体的管理の課題等について所管課と検討。

40 福祉用具センター

県立リハビリ関係施設（リハビリテーションセンター、福祉用具
センター、むれやま荘、小児保健医療センター療育部）が一
層連携して効果的、効率的な運営ができるよう、福祉用具セ
ンターの移転も含め、リハビリテーション体制のあり方について
平成２２年度に対応方針を決定します。

県立リハビリ関係施設の連携方策など本県のリハビリテーション提供体制のあり方について平成２２年度に検討
を行い、平成２３年度から運営を実施します。

リハビリテーション連携指針改定。改定後の連携指針に基づき、リハビリ
テーションセンター、障害者更生相談所、福祉用具センターの連携のあ
り方について方向性を取りまとめた。（平成25年度からの新たな指定管
理期間で実施予定）

41 むれやま荘

指定管理者の選定は、これまでの施設機能やサービス水準
を確実に維持することに留意しながら公平性や透明性の観
点から、公募とします。
また、県立リハビリ関係施設（リハビリテーションセンター、福祉
用具センター、むれやま荘、小児保健医療センター療育部）
が一層連携して効果的、効率的な運営ができるようリハビリ
テーション体制のあり方について、平成２２年度に対応方針を
決定します。

①公平性や透明性の観点から、平成２２年度に公募により指定管理者の選定を行います。
②県立リハビリ関係施設の連携方策など本県のリハビリテーション提供体制のあり方について平成２２年度に対
応方針を決定し、平成２３年度から運営を実施します。

平成22年度に指定管理者の公募化実施。平成24年度は、県内の回復
期病院の訪問や施設機能説明会を実施し利用促進を図った。また、利
用者ニーズに的確に対応するため一部サービスの定員を変更。高次脳
機能障害者の地域支援ネットワークの構築について勉強会を開催。

運
営
改
善
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42
43
44

視覚障害者センター
障害者福祉センター
聴覚障害者センター

施設利用者のニーズに十分配慮しながら、より効果的、効率
的な運営を図ることにより、経費の削減に努めつつ、引き続き
適正な管理に努めます。

県と指定管理者による検討会で、経費節減および適正な管理について平成２２年度に検討を行い、結果に基
づき平成２３年度より実施します。

光熱水費等の庁舎管理費や事務費等の経常経費の節減を実施。ま
た、指定管理者と県で運営改善に向けた協議を実施。

45 近江学園
施設利用児に必要な支援やニーズに十分配慮しながら、より
効果的、効率的な運営を図ることにより、経費の削減に努め
つつ、引き続き適正な管理を行います。

平成２２年度に検討会を開催し、経費節減、適正な管理に向けた検討、見直しを行い、結果に基づき、平成２３
年度より実施します。

園内の各種定例会議において、事故のない安全安心な施設の運営や
利用者のＱＯＬの向上に向けた業務改善について検討。また、直接処遇
サービスの低下を招かないことに気をつけながら、光熱水費や事務費等
の管理部門の経費削減を実施。

46 信楽学園

指定管理者の選定は、これまでの施設機能やサービス水準
を維持することに留意しながら公平性や透明性の観点から、
公募とします。
また、施設の一層の有効活用について検討します。

①公平性や透明性の観点から、平成２２年度に公募により指定管理者の選定を行います。
②施設の有効活用面から年度途中の園生の受け入れなど、活用方法を検討します。

平成22年度に指定管理者の公募化実施。直接処遇サービス水準を確
保しつつ、効率的な運営がなされるよう配慮するとともに、発達障害等の
課題に対する施設の取組について検討。

47 草津ＳＯＨＯビジネスオフィス

県内の市町や、インキュベーション施設を運営している県内
大学、民間企業との連携を行うとともに、創業後間もない事
業者の育成支援という趣旨を踏まえつつ運営方法や賃料等
について検討を行います。

現在の指定管理期間内に運営方法と賃料等の検討を行うとともに、県・市町・大学・民間企業等との連携につ
いて検討を行います。

常駐のＩＭが、創業から事業化までの相談に応じるとともに、入居者のビジ
ネスの幅が広がるサービスも提供。また、平成24年度も引き続き滋賀ＩＭ
ネットワークと立命館大学との連携でのIM養成研修を実施する等、他機
関との連携を深めている。

48 テクノファクトリー

現在の指定管理期間が終了する平成２３年度まで、入所者
の増加を図るため、新たな方策を継続的に検討し、目標を達
成できるように入所率の改善を図ります。
また、平成２３年度までの入所状況を見極めたうえで、利用
形態の変更も含めた施設のあり方について検討を行い、方針
を決定します。

①平成２３年度までは、指定管理者や関係機関との連携を強化するため検討会議を開催し、他のインキュベー
ション施設との連携によるシームレスな支援や入所見込み者に対する新たなインセンティブとなる内容など、改
善策を検討します。
②①の取組結果を検証し、状況によっては、さらなる改善策や施設利用に係る規制の緩和などについて検討す
るため、施設のあり方検討会を開催し、平成２３年度に方針を決定します。

入居希望者への現地説明会の開催や、入居後の事業支援など指定管
理者と関係機関の情報共有を図り、入居率の向上を図った。

49 陶芸の森

陶芸文化の向上と陶器産業の振興という多目的施設の機能
を十分に発揮し、伝統産業や観光に貢献できる施設の管理
運営のあり方について、平成２２年度に検討を行い、方針を
決定します。

学識経験者や地域ボランティア等による施設のあり方検討委員会兼指定管理者選定委員会を平成２２年度に
設置し、信楽焼産地と連携した新たな信楽ブランドの創出など、伝統産業や観光に貢献できる施設運営のあり
方を検討した上で、県としての方針を決定し、指定管理者の募集・選定を行います。

平成23年3月に「陶芸の森の管理運営に関する県の基本方針」を決定。
デザイナーとの連携による新商品の開発を行い、アートと産業のコラボ
レートの取組を進めるとともに、公園の魅力を高めるための整備を行っ
た。また、展覧会事業において助成金を獲得し、幅広い財源の確保に努
めた。

50 農業大学校
県立の農業研修教育施設として、管理経費の節減を図りつ
つ、県民ニーズに応える適正な施設運営を行います。

今後とも研修資材の老朽化に伴う更新の進度調整を行うなど一層の経費削減に努めるとともに、県民ニーズの
高まってきている就農科の研修内容の拡充など適正な管理運営を行います。

オープンカウンターに積極的に取り組み経費節減を図った（件数で平成
24年度47％（前年度31％））。また、就農科研修生が希望する品目に
係る講義や実習を新設。

51 公共港湾施設（大津港）

ＮＰＯや公共的団体等と地域活性化の取組について連携・協
力を行い、施設の利用率の向上を図り、増収に努めるととも
に、管理経費の節減等の検討を行い、適正な管理運営を行
います。

①管理運営目標については、従来通り、年間４回のモニタリングを通じ、目標値達成のチェックを確実に行って
いくとともに、管理経費の節減等の検討を行います。
②大津港周辺を活性化させるためのＮＰＯや公共的団体の様々な取組に積極的に協力するとともに、施設の利
用率向上（増収）に向けた新しい取組について、積極的な検討を行い、導入を図ります。

施設の利用率向上や増収の取組として、平成24年度は、マリーナ施設
においてフリーマーケットを開催した。また、昨年度から旅客ターミナル柱
に掲示板を設置し広告掲載を募集していたが、今年度応募があり、６月1
日から広告を掲載している。

52
53
54

公共港湾施設（彦根港）
公共港湾施設（長浜港）
公共港湾施設（竹生島港）

引き続き、管理費用の軽減を図るため、委託業務内容の見
直しによる管理費等の縮減を行います。

利用率や収入が低下している施設を対象に、委託業務内容を見直し、管理経費の縮減を進めます。
彦根港は標識灯全３基のLED化を完了した。長浜港・竹生島港は、標識
灯のほか突堤上のすべての灯火に太陽光発電を導入し、光熱費を節
減。

55 びわこ地球市民の森

森づくりサポーターの育成を図り、県民との協働・連携により
適正な維持管理を行います。
また、植樹した樹木のモニタリングを行い、管理の方法や区
域の見直しによる経費の節減を図ります。

①森づくりサポーターについて、募集を行うなどにより、参加者数の増加を図り、県民との協働・連携を進め適正
な維持管理を行います。
②樹木のモニタリングに基づいた管理の方法や区域の見直しを毎年することにより経費の節減を図ります。

森づくりサポーター活動を春・夏の２回実施し、また、樹木の生育調査も
実施。

56 びわこ文化公園

近代美術館、図書館および公園ボランティア団体などからな
る協議会と公園内施設管理者が連携してイベントの同時開
催など催し物を企画・実施する等により来園者数の増加を図
ります。

①美術館や図書館、公園ボランティア団体などと連携し、公園の活用策について検討を行います。
②①の結果を踏まえてイベントの同時開催などを行い来園者数増加を図ります。

春のイベント等を開催して来園者の増加を図った。

運
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区
分

№ 施 設 名 見直し方針 具体的取組内容 24年度上期までの主な取組状況

57 湖岸緑地（１６か所）
来園者の動向を注視し、既存の遊具などの配置見直しを実
施し、安全管理に努めるとともに、経費節減を図ります。

①県と指定管理者で協働して遊具などの施設配置の見直しを行います。
②草刈りなど管理密度の調整などにより、経費節減を図ります。

遊具等の施設配置の見直しを毎年実施する他、草刈りの管理密度の調
整を行い、経費を節減。

58
59

春日山公園
尾花川公園

地域住民や、ボランティア団体との協働・連携を拡大するとと
もに、効果的かつ効率的な管理運営を行います。

利用者協議会を通じて、地域住民やボランティア団体の公園利用を促進し、マイパークサポーター登録による
清掃活動や簡単な除草作業を協働で行い、参加者の拡大を図ります。

利用調整会議等を通じてボランティア団体の公園利用を促進し、参加者
の拡大を図った。

60 県営住宅（４５団地）
平成２２年度に県営住宅を効率的、効果的に管理するため
の方法について検討し、平成２３年度に条例等の整備を行
い、平成２４年度から新たな管理方法を導入します。

①管理代行終了後の県営住宅の効率・効果的な管理方法について平成２２年度に検討を行います。
②新しい管理方法の導入に伴う条例等を平成２３年度に整備を行います。
③新しい管理方法を実施するため、体制整備および準備作業を平成２３年度に完了します。

管理方法を見直し、平成24年度から指定管理者制度を導入。

61 図書館
施設の管理業務の見直しにより管理運営費等の縮減を図る
とともに新たな収入策を検討し、適正な管理運営に努めま
す。

①第６期図書館コンピューターシステムの導入に合わせて、機器の見直しや一層のペーパーレス化を図ることに
より経費を節減します。
②更新する図書館コンピューターシステムにバナー広告の組み込み等、新たに収入を得る方策を検討します。
③図書資料の購入や空調設備の維持管理等の契約手続きに、より競争原理を働かせることにより効率的な運
営を図ります。

ペーパーレス化可能業務の確定と取組促進、図書・雑誌や空調設備保
守管理業務への一般競争入札実施により管理運営経費等の縮減を図
るとともに、バナー広告掲載枠の増による収入確保の取組を実施。

62 長浜ドーム
長浜ドーム宿泊研修館と一体的な管理のメリットデメリットを検
証した上で、平成２６年度以降の管理のあり方について検討
し、平成２５年度までに方針を決定します。

長浜ドーム宿泊研修館との一体的管理を行う場合の課題および手法について検討を行い、平成２５年度までに
方針を決定します。

長浜ドーム宿泊研修館との一体的な管理のメリット・デメリットを検証する
ため、論点の整理、データの収集を行うなど、生涯学習課と連携を図りな
がら、平成26年度以降の管理のあり方について検討を実施。

63 長浜ドーム宿泊研修館
長浜ドームと一体管理のメリットデメリットを検証した上で、平
成２６年度以降の管理のあり方について検討し、平成２５年度
までに方針を決定します。

①平成２２年度に、より効率的な運営を検討した上で、平成２３年度以降の３年間の指定管理者の選定を行い
ます。
②長浜ドームとの一体的管理を行う場合の課題および手法について検討を行い、平成２５年度までに方針を決
定します。

長浜ドームとの一体的な管理のメリット・デメリットを検証するため、論点の
整理、データの収集を行うなど、スポーツ健康課と連携を図りながら、平
成26年度以降の管理のあり方について検討を実施。

64
65
66
67
68
69

県立体育館
武道館
スポーツ会館
アイスアリーナ
彦根総合運動場
琵琶湖漕艇場

施設の設備維持管理計画を策定し、計画的な施設管理に
努めるとともに、各施設管理者による設備の点検強化を図
り、使用頻度の少ない設備の維持の必要性を検討し、機能を
スリム化し、指定管理者の評価方法について見直しを行いま
す。

①施設の設備維持管理計画を策定し、設備の点検強化を図るとともに、機能のスリム化について検討を行いま
す。
②指定管理の選定にあたり、施設の維持管理手法を対象とした評価手法について検討を行います。

直近５年間の維持管理計画策定済。平成24年度は、各施設の点検、
維持管理計画の見直し準備を実施。

70 安土城考古博物館

入館者数の増加を図るため、県民ニーズの的確な把握に努
めるとともに、最新の発掘成果等の展示や発掘現場担当者
の解説など、発掘と展示事業の有機的連携を図り、特色を生
かした、魅力的な企画、展示を行います。
また、経営改善に資するため、観光関連機関・団体を通じた
情報発信、広報活動の充実強化や旅行社等への営業活動
のほか、収入の増加に向けて文芸の郷など近隣施設等との
連携強化を行います。

・平成２２年度に入館者アンケート等を実施し、県民ニーズやトレンド、最新の発掘成果等も踏まえた魅力ある特
別展の企画を検討するとともに、常設展示の一部入れ替え等による内容の充実に努め、入館者の増加を図りま
す。
・子どもから大人まで遊びを通して学べる参加型博物館を目指し、博学連携による体験メニューを充実し、入館
者の増加を図ります。リピーター客の確保の視点から、講演会・講座、映画会等の内容の見直しを図ります。
・びわこビジターズビューローや地域観光協議会などの積極的な連携・活用による広報活動の展開を図ります。
国立博物館等他館での図録販売網の拡充に努めます。学校、旅行社等への営業活動による誘客と情報発信
に努めます。

常設展や特別展など展示毎にアンケートを収集･分析し、課題克服に努
めたほか、学校教育との連携に対応し、体験学習の満足度向上に努
力。また、広報活動、図録の販売促進等の取組の実施。
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