
（県有施設の老朽化対策）

持続可能で質の高い公共施設サービスの提供を目指し、「滋賀県公共施設等マネジメント基本方針」

に基づき、県有施設の老朽化対策の着実な推進を図る。

平成29年度関連予算 計 15,446百万円

分野ごとの「長寿命化計画」等に基づき、計画的にアセットマネジメントの取組の推進を図る。

建築物 計 3,753百万円

インフラ施設・公営企業施設 計 11,693百万円

資料３

(1）長寿命化対策事業 962百万円

後年度の施設更新等に係る財政負担を平準化するため、「建築後の経過年数が35年以内、かつ建物の

延べ床面積が500㎡以上」等の要件を満たす施設（131施設）において、施設ごとに策定する「長期保全計

画」に基づき長寿命化対策事業を実施し、建物の使用期間の延伸を図る。

【事業フロー】

長期保全計画

施設ごとに策定
30年間の長寿命化対策事業
の内容と実施時期を記載

「長期保全計画」に基づき、計画策定の

翌年度以降、長寿命化対策事業を実施

県有施設長寿命化

ガイドライン

（H27.1策定）

(2）更新・改修事業 2,791百万円 （更新事業 1,894百万円 改修事業 897百万円）

長寿命化対策を講じない老朽化が著しい施設等においては、平成28年度から37年度までの10年間の「更

新・改修方針」に基づき、計画的な更新（建替）・改修（概ね3,000万円以上）事業を実施する。

更新・改修方針（H28.3策定）

今後10年間に更新・改修事業や課題整理に着

手する施設を記載
事業着手個別施設ごとの事業規模や

実施手法等の検討

【事業フロー】
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１．建築物 （単位：千円）

所在地 担当所属
平成29年度
当初予算案

1 大津合同庁舎（本館） 大津市 総務課 中央監視盤設備の更新等 92,158

2 滋賀県公館 大津市 総務課 外壁の修繕等 3,900

3 甲賀職員会館 甲賀市 総務事務・厚生課 外壁の修繕等 7,756

4 自動車税事務所 守山市 税政課 外壁の修繕等 15,128

5 文化産業交流会館（本館） 米原市 文化振興課 外壁の修繕等 12,059

6
芸術劇場びわ湖ホール（本
館）

大津市 文化振興課 外壁の修繕等 100,626

7
琵琶湖環境科学研究セン
ター（本館棟）

大津市 環境政策課 空調設備の修繕等 68,532

8 近江富士花緑公園 野洲市 森林政策課 給排水設備の修繕等 2,000

9
総合保健専門学校（校舎
棟）

守山市 健康医療課 外壁の修繕等 6,448

10
看護専門学校（校舎・講堂
棟）

長浜市 健康医療課 外壁の修繕等 1,307

11 近江学園（多目的ホール） 湖南市 障害福祉課 外壁の修繕等 11,960

12 障害者福祉センター 草津市 障害福祉課 空調設備の更新等 59,206

13
大津・高島こども家庭相談
センター（本館）

大津市 子ども・青少年局 受変電設備の修繕等 5,000

14 びわ湖こどもの国（虹の家） 高島市 子ども・青少年局 空調設備の更新等 1,800

15
工業技術総合センター（別
館等）

栗東市 モノづくり振興課 外壁の更新等 5,476

16 検量検定所（本館棟） 草津市 モノづくり振興課 外壁の修繕等 10,340

17 陶芸の森（陶芸館） 甲賀市 モノづくり振興課 外壁の更新 12,272

18 テクノファクトリー 草津市 モノづくり振興課 給排水設備の修繕 249

19
旧大津高等職業訓練校
（研修棟等）

大津市 労働雇用政策課 外壁の更新等 12,080

20
ミシガン州立大学連合日本セ
ンター（センター棟等）

彦根市 観光交流局 空調設備の修繕等 36,564

21
農業技術振興センター(生物
工学棟)

近江八幡市 農業経営課 屋根の修繕等

22 加工指導センター 近江八幡市 農業経営課 屋根の修繕等

23
農業技術振興センター茶業指
導所（研究棟等）

甲賀市 農業経営課 受変電設備の修繕等 1,100

24 畜産技術振興センター（本館） 日野町 畜産課 屋根の更新等 3,000

25
水産試験場（第２飼育実験
棟）

彦根市 水産課 受変電設備の修繕等 1,000

26
水産試験場醒井養鱒場
（本館棟等）

米原市 水産課 外壁の修繕 5,500

27 甲賀合同庁舎(本館) 甲賀市 監理課 外壁の修繕等

28 甲賀合同庁舎(保健所) 甲賀市 監理課 外壁の修繕等

平成29年度　公共施設等マネジメント（老朽化対応）関連予算

施設名

(1)　長寿命化対策事業（53施設）

12,800

67,035

事業概要
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所在地 担当所属
平成29年度
当初予算案

施設名 事業概要

29 高島合同庁舎（別館） 高島市 監理課 空調設備の更新等 4,572

30 建設技術センター（本館棟） 草津市 監理課 外壁の更新等 23,802

31
甲良養護学校（管理・教室
棟等）

甲良町 教育総務課 防災通信設備の更新等 10,911

32
三雲養護学校（高等部棟
等）

湖南市 教育総務課 外壁の更新等 7,276

33
新旭養護学校（管理・教室
棟等）

高島市 教育総務課 外壁の更新等 17,395

34 草津養護学校（教室棟等） 草津市 教育総務課 給排水設備の修繕等 1,775

35 長浜養護学校（校舎等） 長浜市 教育総務課 外壁の修繕等 20,749

36
八日市養護学校（高等部
増築棟等）

東近江市 教育総務課 外壁の更新等 4,521

37
北大津養護学校（高等部
棟等）

大津市 教育総務課 外壁の更新等 6,948

38 野洲養護学校（校舎等） 野洲市 教育総務課 自家発電設備の修繕等 7,501

39 野洲養護学校北櫻校舎 野洲市 教育総務課 屋根の修繕 400

40 盲学校（寄宿舎等） 彦根市 教育総務課 空調設備の更新等 10,594

41
近江風土記の丘（安土城
考古博物館本館）

近江八幡市 文化財保護課 空調設備の更新等 168,569

42 警察本部庁舎（本館棟等） 大津市 警察本部会計課 空調設備の修繕等 8,800

43 長浜警察署 長浜市 警察本部会計課 外壁の修繕等 34,870

44 機動警察隊（本館） 日野町 警察本部会計課 自家発電設備の修繕等 8,970

45
運転免許センター米原分室
（本館）

米原市 警察本部会計課 外壁の修繕等 31,450

46 大門職員住宅 大津市 警察本部会計課 給排水設備の更新 1,400

47 栗東職員住宅 栗東市 警察本部会計課 屋根の修繕等 9,100

48
栗東待機宿舎（こびらい
寮）

栗東市 警察本部会計課 給排水設備の更新等 1,650

49 小脇待機宿舎 東近江市 警察本部会計課 給排水設備の修繕 350

50 小脇待機独身寮 東近江市 警察本部会計課 給排水設備の更新 750

51 水口第１職員住宅 甲賀市 警察本部会計課 給排水設備の更新 860

52 水口第２職員住宅 甲賀市 警察本部会計課 防災通信設備の更新 500

53 彦根第２待機宿舎 彦根市 警察本部会計課 外壁の更新等 22,500

961,509長　寿　命　化　対　策　事　業　　　計
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所在地 担当所属
平成29年度
当初予算案

施設名 事業概要

(2)　更新・改修事業（25施設）

①更新事業（16施設）

1 薬業技術振興センター 甲賀市 薬務感染症対策課 更新 263,610

2 近江学園 湖南市 障害福祉課 更新 5,000

3
畜産技術振興センター(繁
殖牛施設)

日野町 畜産課 更新 100,495

4 甲賀警察署 甲賀市 警察本部会計課 更新 1,006,382

5 運転免許センター 守山市 警察本部会計課 更新 95,161

6 草津警察署 草津市 警察本部会計課 更新 18,200

7 交番・駐在所等７箇所
彦根市
外3市

警察本部会計課 更新 301,301

8 膳所駅前交番 大津市 警察本部会計課 更新 43,769

9 彦根警察署長公舎 彦根市 警察本部会計課 更新 29,916

10 木之本警察署長公舎 長浜市 警察本部会計課 更新 29,916

1,893,750

②改修事業（９施設）

1 消防学校（訓練施設） 東近江市 防災危機管理局 外壁の改修等 48,397

2 県庁舎（新館） 大津市 総務課 空調設備の改修 223,396

3 南部合同庁舎（本館） 草津市 監理課 給排水管の改修等 82,344

4 東近江合同庁舎（本館） 東近江市 監理課 空調設備の改修 175,740

5 湖北合同庁舎（本館） 長浜市 監理課 空調設備の改修 79,790

6 湖東合同庁舎（本館） 彦根市 監理課 空調設備の改修 4,317

7 八日市高等学校（校舎） 東近江市 教育総務課 外壁の改修等 110,771

8 愛知高等学校（校舎） 愛荘町 教育総務課 空調設備の改修 87,365

9 図書館（本館） 大津市 生涯学習課 トイレの改修等 85,534

897,654

2,791,404

3,752,913

更　新　・　改　修　事　業　　計

更　新　事　業　　計

改　修　事　業　　計

建築物　　計　（78施設）
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２．インフラ施設・公営企業施設 （単位：千円）

道路関係施設 道路課 舗装、橋梁、トンネルの修繕、施設の点検 2,991,488

河川管理施設 流域政策局 施設の維持管理、点検 19,631

港湾施設 流域政策局 施設の維持管理計画策定 8,000

ダム施設 流域政策局 施設・設備の更新 72,939

砂防関係施設 砂防課 施設の長寿命化計画策定 94,500

公園施設 都市計画課 施設の改修 39,938

県営住宅 住宅課 施設の更新、改修 153,522

農業水利施設等 耕地課
農業水利施設の保全更新、農道・農業用ダム・
地すべり防止施設の改修等

3,363,253

交通安全施設  警察本部交通規制課 信号等の更新、修繕 434,331

7,177,602

公営競技事業施設 事業課 無停電電源装置、電話交換機の更新 85,510

流域下水道施設 下水道課
ストックマネジメント計画の策定および改築、更
新

3,165,877

工業用水道事業施設・水
道用水供給事業施設

企業庁 管路・設備の更新 1,172,307

病院 病院事業庁 成人病センターの空調機更新等 92,050

4,515,744

11,693,346

施設分野 担当所属 事業概要

公　営　企　業　施　設　　計

イ　ン　フ　ラ　施　設　・　公　営　企　業　施　設　　　計

担当所属 事業概要

(2)　公営企業施設

施設分野

平成29年度
当初予算案

平成29年度
当初予算案

(1)　インフラ施設

イ　ン　フ　ラ　施　設　　計
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