
(単位：千円）

指定期間

施設名 指定管理者名 募集方法 （年）
うち

一般財源
単年度
換算

平30年度
一般財源

増減

A B C=B/A D C-D

滋賀県立県民交流セ
ンター

株式会社コンベン
ションリンケージ

公募 3 8,108 8,108 2,703 3,710 △ 1,007

・施設併用の財団、ホテ
ル、周辺施設をはじめと
する地域団体との連携・
協力を深め、地域づくり
の推進をサポートする。

・利用者がより施設を利
用しやすくなる環境づく
りを目指し、ワンストップ
サービスの充実を図る。
（丁寧な事前打合せ、会
場設営・運営業務、映像
受付・発表システム、当
日のスタッフ手配、写真
撮影、ビデオ撮影、ケー
タリング、コピーサービ
ス、宅配便受付など、催
しに関する様々なサービ
スを提案する。）

・地域に賑わいをもたら
す自主事業イベントを開
催し、県民交流センター
を訪れてもらうことで、人
と文化の交わる場所を提
供する。

［職員配置］
　施設職員は、館長１
名、副館長１名、運営担
当３名、窓口担当・事務
補佐６名、舞台技術運営
責任者１名、舞台兼運営
担当者１名の合計13名
である。
　シフトは、催事の状況
により柔軟なシフトを構
成し、効率的な運営に努
める。

［利用率の向上］
　琵琶湖を臨みながらの
イベントやセミナー、国
内・国際会議、隣接する
びわ湖ホールとのタイ
アップを企画するなど、
地域との連携を強めるこ
とで、利用率の向上を図
る。

　
   びわ湖ホールなどの
周辺施設とも連携し、多
様なコンベンションニー
ズに対応したサービスを
提供することで、施設自
体の付加価値を高め、リ
ピーター獲得や自主事
業の実施による利用者
の拡大を図ることが期待
できる。

指定管理料総額（債務負担行為額） 増　　減

公の施設における指定管理者指定による効果

行政サービスの向上 管理運営の効率化 その他

今回の指定による効果の概要



指定期間

施設名 指定管理者名 募集方法 （年）
うち

一般財源
単年度
換算

平30年度
一般財源

増減

A B C=B/A D C-D

指定管理料総額（債務負担行為額） 増　　減

行政サービスの向上 管理運営の効率化 その他

今回の指定による効果の概要

滋賀県希望が丘文化
公園、滋賀県立青少年
宿泊研修所および滋
賀県立希望が丘野外
活動センター

公益財団法人滋賀
県希望が丘文化公
園

公募 6 2,101,449 2,074,335 345,723 383,658 △ 37,935

・幅広い世代が参加でき
る多彩な事業の展開や
各種大会の開催等の提
案があり、交流・憩いの
場の提供やスポーツ・健
康づくりの推進に向けて
一層の充実が期待でき
る。

・施設利用にかかるオン
ライン申込システムの構
築や園内送迎用マイクロ
バスの台数増等の提案
があり利便性の向上が
期待できる。

　指定管理者による再委
託契約の複数年化、デ
マンド管理による最大電
力の抑制や照明のLED
化および自動点灯化に
よる省資源化、業務運営
の効率化により経費の縮
減が期待できる。

　当該団体は開園当初
から公園管理を担って
おり、これまでの経験や
ノウハウの蓄積により、利
用者の安全・安心に配
慮した安定的な公園運
営が見込まれる。

滋賀県立体育館およ
び滋賀県立武道館

滋賀県スポーツ協
会グループ

公募 6 330,722 317,450 52,908 52,755 153

・利用者の安全確保や
危機管理の徹底
・個人利用においてポイ
ント制の導入による料金
割引
・様々なニーズに対応し
たスポーツﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを提
供
・総合型地域スポーツク
ラブへの支援

・事務局本部との共通業
務の一括管理およびＩＴ
化推進等による経費の
縮減
・効果的・効率的な改
修・修繕と「ライフサイク
ルコスト」の削減
・省エネ機器の導入、新
電力会社との契約の継
続による管理運営コスト
の削減

・広報活動と営業活動に
よる利用者増
・滋賀県スポーツ協会加
盟団体、競技団体等関
係団体等との連携強化
・知識・資格を有するス
タッフの配置による効率
的な管理運営

滋賀県立長浜ドーム
（宿泊研修館を除く。）

滋賀県スポーツ協
会グループ

公募 6 308,897 306,533 51,089 55,898 △ 4,809

・利用者の安全確保や
危機管理の徹底
・個人利用においてポイ
ント制の導入による料金
割引
・様々なニーズに対応し
たスポーツﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを提
供
・総合型地域スポーツク
ラブへの支援

・事務局本部との共通業
務の一括管理およびＩＴ
化推進等による経費の
縮減
・効果的・効率的な改
修・修繕と「ライフサイク
ルコスト」の削減
・省エネ機器の導入、新
電力会社との契約の継
続による管理運営コスト
の削減

・顧客となり得る団体へ
の営業活動による利用
者増
・滋賀県スポーツ協会加
盟団体、長浜ﾄﾞｰﾑ宿泊
研修館、競技団体等関
係団体等との連携強化
・知識・資格を有するス
タッフの配置による効率
的な管理運営
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滋賀県立彦根総合運
動場（野球場）

滋賀県スポーツ協
会グループ

公募 2 105,808 105,054 52,527 53,300 △ 773

・利用者の安全確保や
危機管理の徹底
・様々なニーズに対応し
たスポーツﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを提
供
・総合型地域スポーツク
ラブへの支援

・事務局本部との共通業
務の一括管理およびＩＴ
化推進等による経費の
縮減
・効果的・効率的な改
修・修繕と「ライフサイク
ルコスト」の削減
・省エネ機器の導入、新
電力会社との契約の継
続による管理運営コスト
の削減

・顧客となり得る団体へ
の営業活動による利用
者増
・滋賀県スポーツ協会加
盟団体、競技団体等関
係団体等との連携強化
・知識・資格を有するス
タッフの配置による効率
的な管理運営

滋賀県立琵琶湖漕艇
場

公益財団法人滋賀
県スポーツ協会

非公募 1 31,099 31,008 31,008 31,900 △ 892

・水草の定期的な除去に
よる安全なコース提供
・瀬田川におけるボート・
カヌー競技者の安全確
保
・利用者からのアンケー
トの実施によるニーズ把
握
・滋賀の特性を活かした
ボート・カヌー体験教室
等の開催による利用者
増

・事務局本部との共通業
務の一括管理およびＩＴ
化推進等による経費の
縮減
・効果的・効率的な改
修・修繕と「ライフサイク
ルコスト」の削減
・省エネ機器の導入によ
る管理運営コストの削減

・2024年度国スポ開催を
見据えた次世代の発掘・
育成

近江富士花緑公園
近江富士花緑公園
ゆうゆうパートナー
ズ

公募 5 250,800 240,405 48,081 48,893 △ 812

・森林ボランティアの育
成、参加型の森林体験
や学習プログラムの実施
等、グループのスケール
メリットを活かしたプログ
ラム内容の充実による多
様なニーズへの対応。
・ＧＷや夏休み期間中の
無休や開園時間の延
長。
・アンケートやメールによ
る利用者の声の把握。

・スケールメリットの活
用、委託・発注方法の見
直し、マルチスタッフによ
る直営の維持管理修繕
等による高水準の維持と
経費縮減を両立させるコ
スト管理の徹底。
・多角的な評価を踏まえ
たPDCAマネジメントサイ
クルによる管理水準の向
上。

・地域の周辺施設や関
係機関との連携による安
心・安全の公園づくり。
・高校職場体験の受入
れ等人材育成の支援。
・宿泊提供美の集中化
やインターネット予約の
導入による宿泊業務の
効率化。
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滋賀県営都市公園（湖
岸緑地生川木戸川地
区、和邇真野地区、堅
田雄琴地区および北
大津地区、春日山公園
ならびに尾花川公園に
限る。）

公益財団法人大津
市公園緑地協会・
一般社団法人滋賀
県造園協会西地区
共同体

公募 5 249,000 249,000 49,800 51,429 △ 1,629

災害対応型自動販売機
設置や、地域性と公園
利用者の利便性を考慮
した提案がなされてお
り、行政サービスの向上
が見込まれる。

指定管理者としての実
績に加え、植栽管理等
に地域に精通した事業
者の配置など、経費節
減と効率的な施設運営
が見込まれる。

－

滋賀県営都市公園（湖
岸緑地山田新浜地区、
志那地区、赤野井吉川
地区および中主吉川
地区に限る。）

南湖東岸ゆうゆう
パートナーズ

公募 5 395,000 395,000 79,000 82,752 △ 3,752

公園の特性を踏まえた
施設管理や、利用者の
満足度向上に対して実
現性の高い提案がなさ
れており、行政サービス
の向上が見込まれる。

指定管理者としての実
績に加え、スケールメリッ
トを活かした資材の一括
購入やマルチスタッフの
配置など、経費節減と効
率的な施設運営が見込
まれる。

－

滋賀県営都市公園（湖
岸緑地能登川地区、新
海薩摩地区、薩摩宇曽
川地区、曽根沼地区、
犬上川大藪地区、松原
米川地区、長浜南浜地
区および大浜安養寺
地区に限る。）

湖東湖北ゆうゆう
パートナーズ

公募 5 365,000 365,000 73,000 74,768 △ 1,768

公園の特性を踏まえた
施設管理や、利用者の
満足度向上に対して実
現性の高い提案がなさ
れており、行政サービス
の向上が見込まれる。

指定管理者としての実
績に加え、スケールメリッ
トを活かした資材の一括
購入やマルチスタッフの
配置など、経費節減と効
率的な施設運営が見込
まれる。

－

滋賀県営都市公園（び
わこ文化公園（文化
ゾーン）に限る。）

びわこ文化公園ゆ
うゆうパートナーズ

公募 3 137,130 137,130 45,710 42,168 3,542

利用者の満足度向上に
対して現状の課題を適
確に捉えた上で、今まで
の自主事業の拡充や新
たな提案がなされてお
り、行政サービスの向上
が見込まれる。

指定管理者としての実
績に加え、スケールメリッ
トを活かした資材の一括
購入や各種団体との連
携など、経費節減と効率
的な施設運営が見込ま
れる。

特定施設の利用率向上
について独自のサービ
ス提供など稼働率向上
が期待できる提案がなさ
れている。

滋賀県営都市公園（び
わこ地球市民の森に限
る。）

シダックス大新東
ヒューマンサービス
株式会社

公募 3 195,000 195,000 65,000 68,353 △ 3,353

公園の特性や設置目的
を踏まえた、施設活用お
よび運営について、利用
促進に対して積極的で
実効性が高い提案がな
されており、行政サービ
スの向上が見込まれる。

指定管理者としての実
績に加え、サポーターや
ボランティア団体との調
整に積極的に取り組む
など、経費節減と効率的
な施設運営が見込まれ
る。

－
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大津港公共港湾施設
(マリーナ施設を除く。）

琵琶湖汽船株式会
社

公募 5 147,195 12,685 2,537 2,846 △ 309

現在の大津港の現状を
踏まえた修繕計画が提
案されており、行政サー
ビスの向上が見込まれ
る。

指定管理者としての実
績と、船舶運航事業との
一体運営により、経費節
減と効率的な施設運営
が見込まれる。

－

大津港公共港湾施設
(マリーナ施設に限る。）

セイレイ興産株式
会社

公募 5 0 0 0 0 0

マリーナ施設の特性を
生かした利用促進策や
自主事業の提案がなさ
れており、行政サービス
の向上が見込まれる。

50年に及ぶ民間マリー
ナ経営の経験を生かし、
自社保有設備も活用す
ることで、経費節減と効
率的な施設運営が見込
まれる。

－

滋賀県立長浜ドーム
（宿泊研修館に限る。）

一般財団法人滋賀
県青年会館

公募 5 49,000 46,295 9,259 10,999 △ 1,740

  インターネット・情報誌
の活用などによる積極的
なＰＲや長浜ドーム、大
学、競技団体、観光協
会等との連携強化、併
せて利用者アンケートに
よるニーズの的確な把握
などにより、施設の管理
運営の改善につながると
ともに行政サービスの向
上が期待できる。

　これまでの指定管理者
としての実績から培われ
た管理運営ノウハウを活
かして、早めの小修繕対
応やＬＥＤ電球への順次
切り替えをはじめ徹底し
た省エネルギー・省資源
による管理経費の削減
などにより管理運営の効
率化が期待できる。

   青少年をはじめ広く県
民の文化の向上のため
の拠点である等の施設
設置の目的・役割を理解
した積極的な事業展開
が期待できる。
　また、事業等におい
て、新たにボランティア
等との連携を検討してお
り、施設利用の一層の活
性化も期待できる。


