
(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

令和２年度
一般財源

増減

A B C=B/A D C-D

滋賀県立芸術劇場び
わ湖ホールおよび滋賀
県立文化産業交流会
館

公益財団法人びわ
湖芸術文化財団

公募 5 6,162,221 6,127,071 1,225,414 1,280,353 △ 54,939

２施設を一括管理するこ
とにより、それぞれの強
みを活かして文化芸術
振興拠点機能を強化し、
地域に密着した事業展
開、青少年向けの料金
設定や相互のチケット販
売など利用拡大に取り
組む。

複数年契約や設備機器
の相互活用による経費
縮減など効率化を図る。

寄付の積極的な受入
れ、各種助成金、オフィ
シャルスポンサー等の協
賛金の獲得、友の会会
員拡大などによる収入確
保

滋賀県立安土城考古
博物館

公益財団法人滋賀
県文化財保護協会

公募 5 670,900 645,485 129,097 129,145 △ 48

・入館者のニーズに対応
した運営・施設整備
・博学連携の一層の強
化
・夏休み中の「体験博物
館」の充実
・旅行会社や地元観光
機関と連携した観光客
の誘致

・光熱水費の節減、契約
の見直し
・一括発注や入札による
経費削減
・優待サービスの拡大に
よる誘客強化
・ミュージアムショップや
図録販売拡大の推進

・「公開承認施設」として
の機能を維持する人員
体制の確保
・生涯学習の振興
・学校教育における学習
機会の提供

滋賀県立彦根総合運
動場

ＳＮグループ 公募 2 105,086 99,624 49,812 50,976 △ 1,164

・利用者の安全確保や
危機管理の徹底
・休場日の開場と早朝利
用への対応
・アンケート実施などによ
るニーズの把握
・みなさんの声ＢＯＸの設
置

・事務局本部との一体的
管理による管理経費縮
減
・施設整備等の計画に
基づくライフサイクルマ
ネジメントの実施による
長期的な視点からの管
理コストの縮減
・省エネルギー対策の実
施

・熱中症指標計（ＷＢＧＴ
計）の設置
・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
・新型コロナウイルス感
染症対策の徹底

滋賀県立栗東体育館
公益財団法人滋賀
県スポーツ協会

公募 5 163,430 157,755 31,551 32,687 △ 1,136

・施設の安全確保や危
機管理の徹底
・個人利用の受付簡素
化やポイントカードの導
入による料金割引
・アンケート実施などによ
るニーズの把握
・みなさんの声ＢＯＸの設
置

・事務局本部との一体的
管理による経費縮減
・施設整備等の計画に
基づくライフサイクルマ
ネジメントの実施による
長期的な視点からの管
理コストの縮減
・省エネルギー対策の実
施

・スポーツ教室など自主
事業の充実
・国スポ開催を見据えた
次世代の育成
・新型コロナウイルス感
染症対策の徹底

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
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滋賀県立スポーツ会館

公益財団法人滋賀
県スポーツ協会・日
本管財株式会社グ
ループ

公募 2 82,440 80,220 40,110 40,657 △ 547

・施設の安全確保や危
機管理の徹底
・アンケート実施などによ
るニーズの把握
・みなさんの声ＢＯＸの設
置

・事務局本部との一体的
管理による管理経費縮
減
・専門事業者とのグルー
プ化による施設の長寿
化対策やライフサイクル
コストの削減など長期的
視点からの維持管理
・省エネルギー対策の実
施

・熱中症指標計（ＷＢＧＴ
計）の設置
・スポーツ教室など自主
事業の充実
・新型コロナウイルス感
染症対策の徹底

滋賀県立アイスアリー
ナ

ＳＰＮグループ 公募 5 88,791 81,491 16,298 15,274 1,024

・アイスリンク管理やビル
建物総合管理業務の専
門事業者とのグループ
化による安心・安全な施
設管理
・見るスポーツ（関西学
生アイスホッケーリーグ
戦など）の誘致・定着化
・アンケート実施などによ
るニーズの把握
・みなさんの声ＢＯＸの設
置

・事務局本部との一体的
管理による管理経費縮
減
・施設整備等の計画に
基づくライフサイクルマ
ネジメントの実施による
長期的な視点からの管
理コストの縮減
・省エネルギー対策の実
施

・スケート教室などスポー
ツ振興事業の充実
・大会の開催による競技
スポーツへの支援
・新型コロナウイルス感
染症対策の徹底

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

公募 5 161,329 161,329 32,266 31,084 1,182

・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
・アンケート実施などによ
るニーズの把握
・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

・事務局本部との一体的
管理による管理経費縮
減
・施設整備等の計画に
基づくライフサイクルマ
ネジメントの実施による
長期的な視点からの管
理コストの縮減
・省エネルギー対策の実
施

・スポーツ教室など自主
事業の充実
・国スポ開催を見据えた
次世代の発掘・育成
・新型コロナウイルス感
染症対策の徹底

滋賀県立柳ヶ崎ヨット
ハーバー

ＳＳグループ 公募 5 0 0 0 0 0

・斜路・桟橋の環境整備
（藻、コケの職員等によ
る除去と環境に配慮した
処分など）
・アンケート実施などによ
るニーズの把握
・みなさんの声ＢＯＸの設
置

・事務局本部との一体的
管理による経費縮減
・省エネルギー対策の実
施
・県からの指定管理料0
円を前提とし、利用料金
収入の増収や管理効率
化等を図り、自立的経営

・行政等との連携による
利用促進のための広報
・指導者養成や普及・啓
発などの積極的な自主
事業の実施
・新型コロナウイルス感
染症対策の徹底
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滋賀県立伊吹運動場

公益財団法人伊吹
山麓まいばらス
ポーツ文化振興事
業団

公募 5 10,060 10,045 2,009 2,143 △ 134

・利用者サービス向上の
ためのアンケートの実
施、調整会議による意見
交換等によりニーズの把
握
・日常管理の確実な実
施による利用者への信
頼と安心の提供

・隣接する米原市指定管
理施設等との状況に応
じた弾力的かつ効率的
な管理運営の実施
・不備箇所の早期発見、
早期修繕

・高齢者対象事業を関
連団体と連携して実施
・県域を越えた利用促進
を図るための事業や広
域的大会の実施
・国際大会等へ出場する
次世代選手の育成
・地域スポーツクラブとの
連携
・新型コロナウイルス感
染症対策の徹底

滋賀県立ライフル射撃
場

特定非営利活動法
人滋賀県ライフル
射撃協会

公募 5 0 0 0 0 0

・銃を取り扱う施設とし
て、安全を最重要事項と
して管理・指導
・競技会に必要な時間
帯の開場など柔軟な対
応
・アンケート実施などによ
るニーズの把握

・県からの指定管理料0
円を前提に、利用料金
収入を主な収入として、
管理運営の効率的な執
行

・ビームライフルの射撃
講習会、地元自治体で
の射撃大会など自主事
業の充実
・新型コロナウイルス感
染症対策の徹底

滋賀県立長寿社会福
祉センター

社会福祉法人
滋賀県社会福祉協
議会

公募 5 527,765 324,455 64,891 66,306 △ 1,415

管理者の主体的な創意
工夫によりサービス向上
や利用促進のための活
動への取り組みが期待さ
れるとともに、自主事業
の積極的な展開等によ
り、会議室等の稼働率向
上が期待できる。

長期の指定を行うことに
より、センターの管理運
営、サービス提供の継続
性や安定性を確保する
ことができるとともに、業
務委託の複数年契約に
よる施設管理コストの削
減も期待できる。

滋賀県立むれやま荘
社会福祉法人グ
ロー

公募 3 238,149 237,984 79,328 90,979 △ 11,651

高次脳機能障害者や脊
髄損傷者等の利用者に
対して障害特性に応じ
たサービス提供を柔軟
に行うことができ、あわせ
て関係機関との連携の
強化などによりサービス
の質の向上が期待でき
る。

複数年の指定を行うこと
により施設の管理運営、
サービス提供の継続性
や安定性を確保すること
ができるとともに、業務委
託の複数年契約による
管理コストの削減も期待
できる。また、法人のス
ケールメリットを活かした
管理経費の節減が期待
できる。
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滋賀県立信楽学園
社会福祉法人グ
ロー

公募 3 300,990 254,040 84,680 94,708 △ 10,028

福祉型障害児入所施設
として、障害のある児童
を保護するとともに、障
害特性に応じて独立自
活に必要な知能技能の
習得に向けて、サービス
提供を柔軟に行うことが
できる。あわせて関係機
関との連携の強化などに
よりサービスの質の向上
が期待できる。

複数年の指定を行うこと
により施設の管理運営、
サービス提供の継続性
や安定性を確保すること
ができるとともに、業務委
託の複数年契約による
管理コストの削減も期待
できる。また、法人のス
ケールメリットを活かした
管理経費の節減が期待
できる。

滋賀県立視覚障害者
センター

社会福祉法人
滋賀県視覚障害者
福祉協会

非公募 5 209,265 111,940 22,388 23,600 △ 1,212

歩行訓練士、点字技能
士、音訳指導員等のセ
ンター運営に重要な専
門資格を有する職員を
組織的に配置し、長年
培ってきたボランティア
（点訳・音訳）との連携を
活かした視覚障害者に
対する情報提供が期待
できる。

長期の指定を行うことに
より、センターの管理運
営、サービス提供の継続
性や安定性を確保する
ことができるとともに、業
務委託の複数年契約に
よる施設管理コストの削
減も期待できる。

滋賀県立障害者福祉
センター

公益財団法人
滋賀県身体障害者
福祉協会

非公募 5 745,460 742,060 148,412 152,402 △ 3,990

障害者スポーツ指導員
等のセンター運営に重
要な専門資格を有する
職員を組織的に配置し、
スポーツを通じた障害者
の機能回復およびリハビ
リテーションが期待でき
る。

長期の指定を行うことに
より、センターの管理運
営、サービス提供の継続
性や安定性を確保する
ことができるとともに、業
務委託の複数年契約に
よる施設管理コストの削
減も期待できる。

滋賀県立聴覚障害者
センター

社会福祉法人
滋賀県聴覚障害者
福祉協会

非公募 5 214,875 144,835 28,967 28,918 49

手話通訳,、要約筆記の
センター運営に重要な
専門資格を有する職員
を組織的に配置し、長年
培ってきた支援者（手話
通訳者・要約筆記者）と
の連携を活かした聴覚
障害者に対するコミュニ
ケーション支援が期待で
きる。

長期の指定を行うことに
より、センターの管理運
営、サービス提供の継続
性や安定性を確保する
ことができるとともに、業
務委託の複数年契約に
よる施設管理コストの削
減も期待できる。
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県立びわ湖こどもの国
社会福祉法人
友愛

公募 5 322,120 297,590 59,518 62,865 △ 3,347

　運営委員会を設置し、
年度ごとに運営の評価、
検証および来園者アン
ケートの分析を行い、次
年度以降の運営に反映
することとしており、来園
者のニーズに応じた運
営が期待できる。

　季節に応じた企画イベ
ントや、園内施設・設備
を利用した体験プログラ
ムの実施等により、入園
者数および利用料収入
の増加が期待できる。

　現行の指定管理者とし
て、これまでの15年間に
培った施設経営・管理に
関する知識、能力を活
用した事業展開に加え、
様々な企画イベントの実
施等により、子ども・若者
の健全育成の拠点施設
となることが期待できる。

滋賀県立陶芸の森
公益財団法人
滋賀県陶芸の森

公募 5 867,695 867,695 173,539 173,539 0

　話題性のある展覧会の
開催や陶芸講座、子ども
を対象としたやきもの体
験プログラムの実施など
誰もが楽しめる事業が提
案されている。
　利用者アンケートの実
施によるニーズ把握およ
び定期的な改善検討に
より顧客満足度の向上
が期待できる。

　集客力のある展覧会の
企画・開催による入館者
数の増加および収益の
確保や陶芸講座の充実
によるリピーターの獲得
など効率的な運営が見
込まれる。

　これまでに蓄積された
ノウハウやネットワークを
効果的に活用した事業
展開が期待できる。

滋賀県醒井養鱒場
滋賀県漁業協同組
合連合会

公募 5 115,300 73,390 14,678 11,953 2,725

・祭などのイベント開催を
通じた更なる集客によ
り、養鱒場の活性化を図
ることができる。
・アンケートを通じた顧客
ニーズへの対応や、迅
速な修繕対応などによ
り、顧客の満足度を向上
させることができる。

・柔軟で効率的な人員
配置により人件費の縮
減を図ることができる。
・種苗生産技術の更なる
効率化により、生産・飼
育コストの削減を図ること
ができる。


