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第 1 章 包括外部監査の概要

I. 包括外部監査の種類

地方自治法第252条の 37第 1項及び滋賀県外部監査契約に基づく監査に関する条例

第 2 条の規定に基づく包括外部監査

II. 選定した特定の事件（テーマ）

インフラ資産及び庁舎等の建設・維持管理について

III. 事件（テーマ）を選定した理由

地方公共団体は現在、子育てや介護、雇用や経済対策等の歳出により財政は極めて厳

しい状況にあり、一方で少子高齢化の進展や環境問題の深刻化など対応すべき行政課題

は山積している。このような環境の中、県民の生活に直結する事業に優先的に資源を集中

し、最少の経費で最大の効果をあげることは最も重要な行財政改革の課題である。

ここで、地方公共団体の資産の大部分は固定資産であり、中でも道路、公園などのイン

フラ資産は、県民の生活の根底を支えるうえで重要な役割を果たしている。インフラ資産は、

適切な維持管理を行うことにより、常に一定の状態を維持し、全体がネットワークとして 1 つ

の機能を果たす必要がある。この点、地方公共団体は、老朽化への対応、維持管理費用の

増加などの課題に直面しているものの、包括外部監査により、大規模修繕計画を策定して

いない、委託業務者の選定に際して根拠の薄い随意契約がなされているなどの指摘が多く

なされているところである。また、滋賀県における投資的経費は、平成 23 年度予算で約 600

億円と一般会計予算総額の 12％を占めており、一般行政費約 1,050 億円に含まれる維持

管理費も含めると、相当な割合を占めることとなる。

さらに、庁舎等は公用財産の相当な割合を占めており、合理的な維持・管理ができるよう

にシステム化を進めているところである。将来負担の問題点も含め、最適な修繕計画を策定

できる体制を構築することは県にとって大きな課題である。

したがって、これらの固定資産の建設・維持管理の経済性・効率性・有効性を検討するこ

とは、滋賀県の行財政改革の観点から極めて重要であると考え、特定の事件として選定し

た。

IV. 包括外部監査の対象とした所管課

監査の対象とした所管課は、インフラ資産を主に所管する土木交通部の関係課、県庁舎

及び地方合同庁舎を所管する総務部総務課及び自治振興課、警察本部庁舎を所管する

警察本部会計課である。
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V. 包括外部監査の対象期間

原則として平成22年度とし、必要に応じて直近の状況及び平成21年以前も対象とした。

VI. 包括外部監査の方法

1. 監査の着眼点

（1） 県は、自らの保有又は管理するインフラ資産及び庁舎等の老朽化・陳腐化の状況を

適時かつ適切に把握しているか。

（2） 把握された情報は、県においてどのように管理され利用されているか。

（3） 県は、自らの保有又は管理するインフラ資産及び庁舎等を、経済性（Economy）、効

率性（Efficiency）、有効性（Effectiveness）のいわゆる 3E の観点から、適切に維持管

理を行っているか。

（4） 県は、未利用・低利用の資産について、その有効利用又は売却の可能性について

遅滞なく検討しているか。

2. 主な監査手続

（1） 土木交通部各課所管のインフラ資産について、管理対象資産を把握し、資産ごと

にその維持管理の方法をヒアリング及び書面により確認した。

（2） 公有財産台帳にて土木交通部所管とされている土地について、任意に抽出し、そ

の用途・現在の利用状況・活用方法をヒアリング及び書面により確認した。

（3） 土木交通部建築課にて使用されている県有建築物保全支援システムについて、その

利用状況とアセットマネジメントのための有効活用の可能性について、ヒアリング及び

書面により確認した。

（4） 総務部総務課及び自治振興課所管の庁舎及び地方合同庁舎について、維持管

理の方法をヒアリング及び書面により確認した。

（5） 警察本部会計課の所管する警察本部庁舎の建設にあたり、取得された固定資産が

どのように把握され、台帳整備がなされているかをヒアリング及び書面により確認し

た。

（6） 必要に応じて、現地視察を実施した。

VII. 包括外部監査の実施期間

平成 23 年 7 月 4 日から平成 24年 3月 5日まで
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VIII.包括外部監査従事者

1. 包括外部監査人

公認会計士 遠藤 尚秀

2. 包括外部監査人補助者

公認会計士 坂井 俊介

公認会計士 守谷 義広

公認会計士 福竹 徹

公認会計士 原田 慎士

公認会計士 織田 平

公認会計士 田村 仁美

公認会計士試験合格者 七瀧 雅之

IX. 利害関係

包括外部監査の対象とした事件につき、県と包括外部監査人及び補助者との間には、

地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。

X. 監査の結果（指摘）及び意見について

本報告書では、監査の結果（指摘）に添えて意見を記載している。結果（指摘）は、合規

性の観点から当然に是正・改善を求める事項である。また、県の厳しい財政状況に鑑み、地

方自治法第 2 条第 14 項の趣旨を厳格に解し、経済性、効率性及び有効性の観点から強く

対応を求める事項については結果（指摘）としている事項もある。

他方、意見は、結果（指摘）には該当しないが、組織及び運営の合理化に資するために、

是正・改善に向けた検討を求める事項である。
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第 2 章 包括外部監査の結果及び意見

I. 全般的状況

1. 公共施設を含む公有財産の管理に関する国の動き

（1） 国の方針・法令（主に量的な見直し）

国の簡素で効率的な政府づくり、資産圧縮の方針を受けて、地方公共団体に対しても以

下のような方針等を打ち出し、公有財産の圧縮を促している。

① 行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）5（5）地方における取組

地方においても、国と同様に資産・債務改革に積極的に取り組む。各地方公共団体の資

産・債務の実態把握、管理体制状況を総点検するとともに、改革の方向と具体的施策を明

確にする。総務省は、各地方公共団体と協議しつつ、目標と工程表の作成などの改革を推

進するよう要請した。

② 行政改革推進法の施行（平成18年法律第47号）

地方に資産・債務改革を要請、国は企業会計の慣行を参考とした貸借対照表など地方

に対して財務書類の整備に関して助言することを規定した。

③ 経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（平成18年7月7日閣議決定）

国と同様、資産圧縮を進めるなどの資産・債務改革の推進及び国の財務書類に準拠し

た公会計モデルの導入に向け、計画的に整備を進めるよう要請した。

④ 経済財政改革の基本方針2007（平成19年6月19日閣議決定）

地方公共団体は、地方公社、第三セクターを含む資産・債務改革について、国の取組を

踏まえつつ目標を明確にし、改革を推進することを要請した。

（2） 国の公有財産に関する質的見直し

① 建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、耐震改修促進法。最終改正：平成

23 年 8 月 30 日法律第 105 号）

当法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護す

るため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する

安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的としている（同法第 1 条）。

なお、地方公共団体及の努力義務として、同法第 3 条第 3 項において、地方公共団体は、

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理解と協力を得るため、建築物の
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地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努めるものとしている。

当然、地方公共団体自身が保有する公共施設やインフラ資産においても、安全性の確

保は重要な課題であり、既存の建築物についても早急に安全性が確保されているかについ

て点検し、課題があれば対応する必要がある。

② 地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、温暖化対策推進法。最終改正：平成

23 年 6 月 24 日法律第 74号）

当法律は、地球温暖化対策に関して、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明

らかにするとともに、京都議定書目標達成計画を策定するとともに、社会経済活動その他の

活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球

温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄

与するとともに人類の福祉に貢献することを目的としている。

地方公共団体の責務として、同法第 4 条に以下のとおり記載されている。

第 4 条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの

排出の抑制等のための施策を推進するものとする。

2 地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の

削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに、その

区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動

の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置

を講ずるように努めるものとする。

また、政府は平成 21 年 12 月コペンハーゲンにて COP151において、温室効果ガス排出

量を 2020 年までに 1990 年比 25％の削減を目指すことも表明しているところであり、地方公

共団体においても、公共施設等の修繕・立替えに際して、温室効果ガス排出抑制の方針と

実施計画の策定と住民に対する現状の報告が望まれる。

③ 官公庁施設の建設等に関する法律（最終改正：平成 18 年 12 月 22 日法律第 118

号）

国の官公庁施設の保全について、資格者による定期点検、保全計画の策定、施設保全

責任者の設置等について新たに規定が設けられている。当該法令は国の国有財産に対す

るものであるが、地方公共団体の公共施設においても、同様の保全が望まれるところであ

1
第 15 回気候変動枠組条約締約国会議の略称名。2009 年 12 月 7 日から 12 月 18 日の日程でデンマ

ーク・コペンハーゲンで開催され、温室効果ガス排出規制に関する国際的な合意形成を主な目的とした国

際会議である。具体的には気温上昇 2 度以内の目標、2050 年までの世界全体の排出量を 50%減、先進

国全体の排出量の 80%減を目指した。



6

る。

（3） 地方財政の健全化と公的説明責任2、ニュー・パブリック・マネジメント3の推進

① 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下、地方財政健全化法）の成立（平

成 19年 6月 15 日）

地方公共団体の財政破綻を早い段階で防止することを目的とした法律で、地方分権 21

世紀ビジョン懇談会(平成 18 年 7 月 3 日)において提示された「再生型破綻法制度」の考え

方を踏まえ、総務省において「新しい地方財政再生制度研究会」が開催され、平成 18年 12

月 8 日に提出された最終報告書が同制度の原案となっている。地方自治体財政健全化法

の特徴は、以下のとおりである。

 普通会計だけでなく、公営企業や公社・第三セクターなどまで監視対象を拡大した点

 単年度フローだけでなくストック面にも配慮した財政状況の判断指標を導入した点

 財政悪化を可能な限り早い段階で把握し、財政状態の改善に着手させる点

公表される財政健全性の指標は、地方公共団体に関するものが、実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、公営企業に関するものが資金不足比率

となっている。特に、公有財産との関連で、その財源としての地方債の現在高や債務負担行

為(PFI事業に基づく建設事業費・土地購入費等）に基づく支出予定額、公社及び損失補償

している第三セクター等の負債のうち普通会計の負担見込額等が大きくなれば、将来負担

比率が大きいと判定される。なお、財政指標の公表は平成19年度決算から、計画策定の義

務付けは平成 20 年度決算から適用されている。

② 新地方公会計改革の流れ

総務省における最近 5年間の地方公会計に関する主な動きは、以下のとおりである。

 平成18年5月：「新地方公会計制度研究会」報告書を公表

発生主義ベースの財務書類作成の規範として、基準モデルと総務省改訂モデ

ルを提示した。

 平成18年8月：「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」（総務事

務次官通知）

各地方公共団体においては、「新地方公会計制度研究会報告書」が示すように、

原則として国の作成基準に準拠し、発生主義の活用及び複式簿記の考え方の導

入を図り、貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の

2
国民・県民から税金を付託された国・地方公共団体に携わる公職者には、自らの決定と行動を国民に対

して説明する義務がある、ということを意味し、ガバナンスの一側面として機能する。
3

民間企業における経営理念、手法、成功事例などを公共部門に適用し、そのマネジメント能力を高め、効

率的で質の高い行政サービスの提供を目指すという考え方。特に、1980 年代半ば以降、英国やニュージ

ーランドなどにおいて形成された主な基本原則として、（1）競争原理の導入（2）業績／成果による成果主

義、（3）政策の企画立案と実施執行の分離（権限委譲）が挙げられる。
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4 表の整備を標準形とし、地方公共団体単体及び関連団体等も含む連結ベースで、

「地方公共団体財務書類作成にかかる基準モデル」又は「地方公共団体財務書類

作成にかかる総務省方式改訂モデル」を活用して、公会計の整備の推進に取り組

むことを要請。その際、取り組みが進んでいる団体、都道府県、人口 3 万人以上の

都市は、3 年後までに、取り組みが進んでいない団体、町村、人口 3 万人未満の都

市は、5 年後までに、財務 4 表の整備又は 4 表作成に必要な情報の開示に取り組

むように促した。

 平成19年10月：｢新地方公会計制度実務研究会｣報告書の公表と「公会計の整備推進

について」（総務省自治財政局長通知）

総務省が財務 4表の作成要領等を公表した。また、地方財政健全化法に規定さ

れる健全化判断比率が平成 19 年度決算に基づき平成 20 年秋頃には公表され、

平成 20 年度決算に基づく健全化判断比率の状況によっては、例えば財政健全化

計画の策定が義務付けられる。このことを併せて、平成 21 年度までに一定の資産

評価も行った上で財務書類を整備することが重要であり、平成 19 年度から資産評

価等の公会計の事務に着手し、「新地方公会計制度実務研究会報告書」第 1 部第

22段にあるように、平成19年度決算に基づく財務書類を平成20年度に公表すると

いった早期の取組を推奨し、平成 20年度決算に基づき平成 21年度に財務書類を

公表することが重要とした。

 平成19年12月：「地方公共団体財務書類作成にかかる基準モデル」及び「地方公共団

体財務書類作成にかかる総務省方式改訂モデル」に関するQ&A（平成20 年2 月及

び同10月に改訂）

以上、新地方公会計改革により、地方公共団体が所有する公有財産に係るデータ管理

が極めて重要となってきている。

【総務省モデルにおける固定資産（公有財産）の評価と管理】
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2. 県の財政及び公有財産の状況

（1） 県の財政

滋賀県の一般会計の歳入決算額等及び歳出決算額等の過去からの推移は以下のとお

りである。歳入は、県税収入の減少や三位一体改革による地方交付税の減少などによる落

ち込みを、基金の取り崩しや県債の発行で賄っている状況である。一方、歳出は、歳入の減

少をうけて、財政構造改革等の取り組みにより削減を図っており、その結果、投資的経費が

大幅に減少し、相対的に義務的経費の割合が高まってきている。また、その他の経費につ

いては、市町や団体への社会保障関係の負担金等が大幅に増加していることから、事業見

直しなどの取り組みにも関わらず、ほぼ横ばいで推移している。

平成 22 年 7 月に財政課にて作成された「財政収支見通し」によれば、10 年後の平成 31

年度には財政不足が 200 億円を超えると試算されている。

（出典：財政事情）

（注） 1 歳入決算額は、平成22年度は最終予算額、平成23年度は平成23年5月補正後予算額です。

2 県債については、借換債を除いています。

3 県債残高および基金残高は各年度末現在高であり、平成22年度は決算見込額、平成23年度は平成23年5月補正後予算額に基づく

各年度末現在高見込額です。
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（出典：財政事情）

（出典：財政事情）
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（2） 県の公有財産

① 公有財産とは

公有財産とは、地方自治法（昭和 22年4月 17日法律第67号）238条に規定される地方

公共団体の所有に属する財産をいい、次の 2 種類に分類される。

(ア) 行政財産

地方公共団体において公用または公共用に供し、又は供することと決定した財産のこと

をいう。 行政財産は、公用財産と公共用財産に分類される。

 公用財産

地方公共団体がその事務又は事業を執行するため、自らが直接使用することを目的と

する財産をいい、例えば庁舎、地方合同庁舎等が該当する。

 公共用財産

住民の一般的共同利用に供することを本来の目的とする財産をいい、例えば学校、公

民館、図書館、病院、保育所、公園、道路等が該当する。

(イ) 普通財産

行政財産以外の一切の公有財産のことをいう。

② 県の公有財産の状況

前述のとおり、平成18年8月に公表された「地方公共団体における行政改革の更なる推

進のための指針（総務省）」において、地方公会計改革が打ち出され、都道府県等にあって

は、平成 21年度（平成 20年度決算）までに貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計

算書、資金収支計算書の財務書類 4 表の整備に取り組むこととされた。

こうした流れを受け滋賀県でも、平成21年度から新地方公会計モデル（総務省方式改訂

モデル）による財務書類を作成し、よりきめ細かい財政分析を行っている。

平成 22 年度末（平成 23 年 3 月 31 日現在）の連結貸借対照表は以下のとおりである。

総資産約 3,000 億円のうち 9 割以上を有形固定資産が占め、そのうち 6 割以上がインフラ

資産である。

なお、有形固定資産とは、地方公共団体が行政サービスを提供するために長期にわたっ

て使用ないしは利用するものとして所有し、物理的に存在し実体をもつ資産のことをいい、

原則として公有財産のうち不動産、動産及びそれらの従物を指す。また、売却可能資産とは、

市場性を持ち、市場価値が客観的に把握され、かつ資産・債務改革の推進にあたり重要と

なる資産で、現に公用もしくは公共用に供されていない公有財産、売却することが既に決定

している、又は、近い将来の売却が予定されていると判断される資産の中から地方公共団

体が特定した資産のことをいう。
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【連結貸借対照表】

（単位：百万円）

[資産の部] [負債の部]
１ 公共資産 １ 固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方公共団体
①生活インフラ・国土保全 1,746,699 ①普通会計地方債 938,925
②教育 332,889 ②公営事業地方債 95,299
③福祉 22,186 地方公共団体計 1,034,224
④環境衛生 95,420 (2) 関係団体
⑤産業振興 399,433 ①一部事務組合・広域連合地方債 －
⑥警察 74,220 ②地方三公社長期借入金 151
⑦総務 75,524 ③第三セクター等長期借入金 9,200
⑧収益事業 12,472 関係団体計 9,351
⑨その他 234 (3) 長期未払金 47,920
有形固定資産計 2,759,078 (4) 引当金 284,324

(2) 無形固定資産 946 （うち退職手当等引当金） 168,685
(3) 売却可能資産 3,967 （うちその他の引当金） 115,639
公共資産合計 2,763,991 (5) その他 3,260

固定負債合計 1,379,079
２ 投資等

(1) 投資及び出資金 23,386 ２ 流動負債
(2) 貸付金 24,903 (1) 翌年度償還予定額
(3) 基金等 90,759 ①地方公共団体 69,277
(4) 長期延滞債権 4,552 ②関係団体 2,566
(5) その他 1,913 翌年度償還予定額計 71,843
(6) 回収不能見込額 △ 1,250 (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金 6,638
投資等合計 144,264 (3) 未払金 7,588

(4) 翌年度支払予定退職手当 19,120
(5) 賞与引当金 9,933

３ 流動資産 (6) その他 1,708
(1) 資金 38,967 流動負債合計 116,830
(2) 未収金 5,449
(3) 販売用不動産 212 負 債 合 計 1,495,909
(4) その他 15,189
(5) 回収不能見込額 △ 356
流動資産合計 59,461

純 資 産 合 計 1,472,480
４ 繰延勘定 674

資 産 合 計 2,968,390 負債及び純資産合計 2,968,390

(注）百万円単位で四捨五入しているため、合計等が一致しない場合があります。

借 方 貸 方

（出典：財政事情）

【上記有形固定資産の構成割合】
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（出典；財政事情より作成）

（3） 維持管理費

一般会計における過去 10 年間の維持管理費は以下のとおりである。歳出額に占める維

持更新に係るコストの割合は、10 年前と比べ半減している。

（単位：百万円）

H14 H17 H20 H23

A 維持補修費 3,782 3,387 2,329 1,948

B 普通建設事業費 133,332 88,764 71,783 59,750

C=A+B 維持管理費 137,114 92,151 74,113 61,698

D 歳出額 559,843 499,932 507,137 498,380

C/D 割合 24.5% 18.4% 14.6% 12.4%

（出典：財政事情より作成）
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アセットマネジメントとは、元来、個人または法人が所有する預金、株式、債権などの金融

資産を、適切に管理・運用することにより資産価値を高めるための活動をいうが、近年、この

考え方を社会資本に援用することで、その資産価値を最大化しようという試みが国際的にも

注目されている。国土交通省や土木学会なども、社会資本のアセットマネジメントについて

言及している。

現在、アセットマネジメントについて定義化されたものは存在しないが、本報告書では以
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下のように定義することとする。

【アセットマネジメントとは】

社会資本（道路、橋、トンネルなど）を対象として、中長期的にその効率的・効果的な維持

管理を可能にする考え方、方法論、枠組みの総称

アセットマネジメントには、大きくライフサイクルコスト型アセットマネジメント（以下、LCC

（Life Cycle Cost）型アセットマネジメントという。)と、ニューパブリック型アセットマネジメント

（以下、NPM(New Public Management)型アセットマネジメントという。)がある。前者は、一定

の性能目標を満たしながら各年度の予算とLCC最小化のバランスを図るシステムである。一

方、後者は、民間企業における経営理念、手法、成功事例をできる限り行政分野に導入す

ることで、効率的で質の高い行政サービスの提供を目指すものである。LCC 型はコストの最

小化を目的とするが、NPM 型では価値と投下費用の差の極大化が目的となる。現状、アセ

ットマネジメントといえば、LCC型を前提としているケースがほとんどであるが、将来的には費

用便益分析も含んだNPM型のアセットマネジメントが求められていくことが見込まれている。

（2） アセットマネジメントの必要性

我が国の社会資本（道路、橋、トンネルなど）には高度成長期に建設したものが多く、老

朽化のため、これから続々と更新時期を迎えることとなる。しかしながら、少子高齢化に伴う

歳入の減少、社会保障費の増大により、更新のピーク時に対応する財政的余裕は全くない。

このような状況で、従来のような事後保全による修繕・更新を続けていくならば、結果として

老朽化が放置され、利用者の安全が脅かされる危険性がある。かつて 1980 年代のアメリカ

では、橋の機能不全や崩落事故が発生し、社会資本の老朽化対策が問題となった（「荒廃

するアメリカ4」）。アメリカでは、これを教訓に維持管理費を増額し、長寿命化対策を行ったこ

とで、交通機能が確保されることとなっている。

日本においても、アセットマネジメントを導入し、事後保全の維持管理から予防的・計画

的な維持管理に変更することで、資産の長寿命化及びコストの平準化を図らなければなら

ない。

4
1981 年、米国の経済学者パット・チョートは、その著書「荒廃するアメリカ」で、社会資本の老朽化とそれを

通じた経済社会の衰退を指摘したが、その出版前後に橋梁事故が相次いだことより、社会資本の老朽化

の軽視が社会的に問題視されることとなった。
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II. インフラ資産の建設・維持管理について

1. インフラ資産及びその管理部署について

（1） インフラ資産とは

インフラ資産の確立した定義はないが、国際公会計基準第 17 号「有形固定資産」では、

以下のような特徴の全部または一部を有するものとして定められている。

 システムあるいはネットワークの一部であること

 使用方法が特定されており、代替的使用方法がないこと

 固定されていること（移動させることができないこと）

 処分に制約を受けること

このような特徴を有するものの例としては、道路、港湾、上下水道が挙げられるが、より広

く住民生活の基盤となるといった意味合いから、学校、病院、公園、公営住宅などもインフラ

資産として解釈されることが多い。

総務省基準モデルや東京都モデルでは、インフラ資産は以下のように定義づけられてお

り、通常の固定資産と区分して表示することを求めている。

【新地方公会計制度研究会報告書】（総務省基準モデル）

インフラ資産は、資産形成のための資本的支出がなされた後、将来の経済的便益

（キャッシュ・フロー）の流入が見込まれない非金融資産をいう。

【東京都会計基準】（東京都モデル）

行政財産のうち、道路、橋梁、港湾、漁港、空港及び鉄道をいい、これらの資産と一

体となって機能するものを含む。

総務省方式改訂モデルを採用する滋賀県においても、「Ⅰ.2.（2）県の公有財産」に記載

の通り、貸借対照表に「生活インフラ国土保全」という名称で計上されている。当報告書にお

いては、県のインフラ資産の中でも土木交通部が管理する資産を対象としており、具体的に

は、道路（橋梁、舗装、トンネル）、河川、砂防施設、都市公園、公営住宅、港湾施設、ダム

をインフラ資産として取り扱っている。

（2） 管理部署の概要

当報告書にて対象としたインフラ資産の管理部署は、土木交通部である。

① 組織及び職員数等

(ア) 組織

平成 23 年 4 月 1 日現在の土木交通部の組織は以下のとおりとなっている。各地域の土
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木事務所が監理課所管にて設置されている。各土木事務所は本庁と連携を取りながら、業

務を実施している。

（出典：「創ります守ります滋賀の風土～平成 23 年度滋賀県土木交通部の概要～」より作成）

(イ) 職員数

平成23年4月1日現在の土木交通部の職員数（課付、所付で国・市町等への派遣職員

は除く。）は以下のとおりとなっている。

土木交通部

監
理
課

大津土木事務所

南部土木事務所

甲賀土木事務所

東近江土木事務所

湖東土木事務所

長浜土木事務所

同 木之本支所

高島土木事務所

交
通
政
策
課

道
路
課

砂
防
課

都
市
計
画
課

住
宅
課

建
築
課

流
域
政
策
局

芹谷地域振興事務所

北川ダム建設事務所

芹
谷
地
域
振
興
推
進
室
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（出典：「創ります守ります滋賀の風土～平成 23 年度滋賀県土木交通部の概要～」より作成）

② 予算

滋賀県の平成23年度一般会計予算（当初）は 4,983億 8,000万円で、このうち土木交通

部予算は 465 億 1,672 万円と、予算に占める割合は 9.3％となっている。
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【一般会計予算の目的別構成図】

（出典：土木交通部予算資料より作成）

【土木交通部予算の項別構成図】

（出典：土木交通部予算資料より作成）

議会費, 0.3% 政策調整費,

2.1%

総務費, 4.5%

県民文化生

活費, 1.1%

琵琶湖環境費,

3.4%

健康福祉費,

16.6%

商工観光労働

費, 6.4%

農政水産業費,

3.0%

土木交通

費, 9.3%

警察費, 5.8%

教育費, 25.9%

災害復旧費,

0.1%

公債費, 15.9%

諸支出金, 5.7%

予備費, 0.0%

土木交通管理

費, 14.0%

道路橋りょう費,

50.8%

河川費, 17.5%

港湾費, 0.1%

砂防費, 7.0%

都市計画費, 3.1%

公園費, 1.2%

建築費, 2.5% 住宅費, 2.4% 災害復旧費, 1.3%

水政費, 0.0%
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また、予算の推移は以下のとおりであり、県予算が減少する以上に、土木交通部の予算

は減少している。土木交通部の中でも、財政難を背景に、単独公共事業の減少が大きい状

況である。

【県予算の推移】

【土木交通部予算の推移】

（出典：「創ります守ります滋賀の風土～平成 23 年度滋賀県土木交通部の概要～」より作成）

土木交通部の当初予算の過去 3年間の推移は、以下のとおりである。

875 789 806 671 681 626 554 547 477 465

4,774 4,692 4,642 4,437 4,369 4,447 4,381 4,392 4,470 4,519

0

2,000

4,000

6,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

土木交通部 他部局
(単位：億円)

30,296 30,603 31,888 26,728 27,477 25,246 24,058 22,165 20,956 19,867

27,126
17,522 17,416

13,433 13,697 13,500
8,699 9,260 9,081 10,105

30,040

30,733 31,270

26,912 26,878
23,896

22,692 23,308
17,626 16,545

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

補助公共事業 単独公共事業 その他
(単位：百万円)
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（単位：千円）

区分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

款項別 当初予算額 当初予算額 当初予算額

総務費

* 総務管理費 6,391 ― ―

琵琶湖環境費

** 水政費 ― ― 2,277

土

木

交

通

費

土木交通管理費 8,270,508 7,225,344 6,528,706

道路橋りょう費 27,282,358 24,533,668 23,628,481

河川費 8,186,395 7,589,497 8,140,865

港湾費 1,034,247 837,255 62,352

砂防費 4,392,416 3,382,084 3,249,449

都市計画費 1,581,846 1,233,433 1,460,680

公園費 573,369 535,263 580,391

建築費 1,087,441 785,138 1,151,069

住宅費 1,711,227 949,746 1,122,552

計 54,119,807 47,071,428 45,924,545

災害復旧費 613,266 591,250 589,901

合 計 54,739,464 47,662,678 46,516,723

* 総務管理費 環境・総合事務所等管理費（木之本総合庁舎分）（平成21年度総務部から事務移管）

** 水政費 水政総務費および琵琶湖総合保全対策費（広域河川政策分）（平成23年度琵琶湖環境部

から事務移管）

（出典：監理課提供資料）

③ 管理対象資産

土木交通部においては、各課において主に以下のような資産を管理している。

課名 管理対象施設

道路課
舗装、法面、擁壁、橋梁、トンネル、道路付属物(照明、標識、防護柵等)、

植樹帯、街路樹

砂防課 砂防堰堤、擁壁、法枠、雪崩予防柵等

流域政策局
河川堤防の護岸、河川監視設備、樋門・樋管、排水機場、水門等、港湾施

設（桟橋、防波堤等）、ダム構造物

都市計画課 都市公園(園路広場、建物施設、遊戯施設、運動施設等)

住宅課 県営住宅、共同施設（児童遊園、集会所等）
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（3） 管理台帳の整備状況

土木交通部においては、上述のとおり多様な資産を管理しているが、道路や港湾など公

有財産台帳に記載を求められない資産があるなどの関係から、その情報の管理方法は資

産ごとに異なっている。

主な資産種別とそれを管理する台帳は以下のとおりであり、法令の規定により、インフラ

資産は公有財産台帳に記載されないことが多く、各課で資産種別に管理を行っている。

所管 種別 公有財産台帳 管理台帳

道路課

舗装 記載なし 道路台帳（※1）

橋梁 記載なし 橋梁台帳（※2）

トンネル 記載なし 表計算ソフトによる台帳

砂防課 砂防施設 記載なし 表計算ソフトによる台帳

流域政策局

河川 記載なし 該当無し（※3）

港湾施設 記載なし 港湾台帳（※1）

ダム 記載なし 該当無し

都市計画課 都市公園 記載あり 該当無し

住宅課 住宅 記載あり 表計算ソフトによる台帳

（※1） 法定台帳である。

（※2） システム投資を行い、アセットマネジメントに資する情報が管理可能となっている。

（※3） 法定台帳としては河川台帳があるが、県は河川管理者ではないため、国で台帳管理が行われ

ている。県は異動の都度、国に異動内容を報告することとなる。

2. 道路課

（1） 道路課の概要

道路課は、道路の改良工事の執行および指導、道路の管理、道路の維持修繕、道路の

調査ならびに企画計画等を行っている。道路の管理には、道路の認定、道路の区域の決定

及び供用の開始または廃止、道路台帳の調整・保管、道路の占用の許可及び占用料の徴

収、道路標識等の設置などが含まれる。

道路課では、5 つの政策目標を掲げた『滋賀県道路整備マスタープラン』を策定しており、

当該政策目標を実現させることで、滋賀県の持つ豊かな資源（地理的優位性、自然環境資

源、歴史文化資源、人的資源）を活かし、県政を支える交流基盤の整備により県内の均衡あ

る発展と個性ある地域づくりを目指している。
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【５つの政策目標】

□1 既存産業の振興と新規成長産業の育成・支援による県内産業の活性化

主な取り組み；バイパス整備、道路の立体化、高速道路インターチェンジ整備

□2 誰もが安心・安全に暮らせる優しい県土の実現

主な取り組み；歩道整備、バリアフリー化、橋梁の耐震対策、除雪

□3 個性と潤いのある生活空間の創造

主な取り組み；歴史や文化に配慮した道路づくり

□4 環境に対する負荷の軽減

主な取り組み；渋滞緩和

□5 地域の自立的発展の支援と教育・文化の育成

主な取り組み；県際道路の整備、公共交通機関へのアクセス強化

（2） 管理資産の概要

道路課では、道路法上の道路を管理している。道路法上の道路とは、道路法第 2 条第 1

項にて、「一般交通の用に供する道で、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道

路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附

属して設けられているものを含むもの」とされている。

道路法上の道路は、次のとおり、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村

道の四種類に区別される（道路法第 3条）。

高速自動車国道

（高速自動車国道法第

4 条第 1 項）

高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢

要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を

連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するも

の。

一般国道

（道路法第5条第1項）

全国的な幹線道路網を構成し、政令でその路線を指定したも

の。

都道府県道

（道路法 7条第 1 項）

地方的な幹線道路網を構成し、都道府県知事が当該都道府

県の区域内に存する部分につきその路線を認定したもの。

市町村道

（道路法 8条第 1 項）

市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認

定したもの。

道路に含まれる重要構造物は、舗装、橋梁、トンネルであり、橋梁については「（4）橋梁」

として別項目で記述する。したがって、以降の「（3）道路」の記述は、道路資産全体及び舗

装、トンネルを対象としている。
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（3） 道路

① 滋賀県の道路概況

滋賀県の道路概況は以下のとおりである。

（平成 21 年 4月 1 日現在）

道路の種類 路線数 実延長(km)
改良済み延長

(km)※5

舗装済み延長

(km)※6

道路敷面

積(㎢) 

橋梁数

※7

高速自動車国道※1
3

(30）

160.7

(7,641.8）

160.7

(7,641.8）

160.7

(7,641.8）

11.06

(427.69)

113

(6,813)

一般国道（指定区

間）※2

4

(271)

273.4

(22,873.9)

273.4

(22,870.3)

273.4

(22,578.2)

6.90

(759.17)

189

(11,902)

一般国道（指定区間

外）※3

8

(188)

383.8

(31,915.8)

336.8

(27,303.7)

350.7

(27,377.5)

6.47

(536.10)

185

(13,227)

都道府県道
271

(13,393)

1,832.4

(129,377.4)

1,171.7

(87,860.6)

1,308.3

(80,100.7)

22.63

(1,847.80)

560

(33,730)

県管理道路計※4
279

(13,581)

2,216.2

(161,293.2)

1,508.5

(115,164.3)

1,659.0

(107,478.2)

29.10

(2,383.90)

745

(46,957)

市町村道
29,051

(3,067,817)

9,615.5

(1,016,058.1)

5,200.5

(572,783.7)

1,704.4

(186,031.9)

62.78

(6,590.77)

1,129

(89,487)

（出典：道路統計年報 2010）

※ ：( )内は、47 都道府県及び 18 政令指定都市の合計である。

※1：名神高速道路、北陸自動車道、新名神高速道路

※2：国道 1 号、8 号、21 号、161 号

※3：国道 303 号、306 号、307 号、365 号、367 号、421 号、422 号、477 号

※4：県管理道路とは、一般国道（指定区間外）と都道府県道の合計

※5：改良済み延長は、車道幅員 5.5m 以上を含む延長で算出したもの

※6：舗装済み延長は、簡易舗装を除いた延長

※7：2 つの府県にまたがる場合は、いずれか一方の府県で計上している

上記の国道、県道、市町道は、それぞれ道路管理者（道路法の規定に基づき道路を管

理する者）が異なる。都道府県道及び市町村道の管理は、それぞれその路線の存する都道

府県及び市町村が行う（道路法第 15 条、16 条）。しかしながら、国道は、政令で指定する区

間（指定区間）については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその

路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行うこととなる（道路法第 13条）。

したがって、上記の表のうち滋賀県が管理するのは、県道及び国道のうち指定区間外と

されている部分となる。

また、県の管理対象となっているトンネルは、下記の 31 箇所である。

大 津 ： 宮川隧道、牛の鼻トンネル、行者山トンネル、富川トンネル

甲 賀 ： 裏白トンネル（１号）、裏白トンネル（２号）

東 近 江 ： 佐目隧道、蔵王隧道、蓑川トンネル、相谷第一トンネル、石槫トンネル



23

湖 東 ： 佐目トンネル

長 浜 ： 観音坂隧道、谷坂隧道、寺越トンネル、堂屋敷トンネル、新横山トンネル

木 之 本 ： 杉本隧道、新アツ鳥坂トンネル、城山トンネル、賤ヶ岳隧道、金居原トンネ

ル、川合トンネル、岩熊第二トンネル、七々頭トンネル、明神トンネル

高 島 ： 大崎第一隧道、大崎第二隧道、大崎第三隧道、大崎第四隧道、大崎第五隧

道

② 管理台帳の概要

道路法第 28 条（道路台帳）には、「道路管理者は、その管理する道路の台帳を調整し、

これを保管しなければならない」旨が規定されており、県でも、法定様式（道路法施行規則

第四条の二及び様式第四）に基づいて道路台帳が整備されている。道路台帳は、路線名、

路線の指定又は認定の年月日、路線の起点及び終点などが記載された調書と図面（道路

台帳附図）で構成されており、道路行政の基礎的資料として位置づけられる。

また、県の管理対象トンネルについては、施設数が少ないことから、表計算ソフトでの台

帳管理を行っており、完成年次、経過年数、スパン数、路線名等が記載されている。

【トンネル台帳の一部抜粋】

番

号
事務所 施設名称 完成年次

経過

年数

延長

(m)

スパン

数
路線名

1 7 木之本 奥琵琶湖トンネル 昭和 58 年 7 月 28 1,155 114 国道 303 号

2 8 高島 寒風トンネル 昭和 42 年 12 月 44 256 25 国道 303 号

3 5 湖東 鞍掛トンネル 昭和 49 年 3 月 37 745 78 国道 306 号

③ 点検結果の把握及び取りまとめ

(ア) 日常管理

道路の日常的な維持管理は、土木交通部の各土木事務所にて行われており、各路線を

週 1 回で回れるように道路パトロールを直営（一部委託も利用）にて実施している。特に、8

月や12月頃には夜間パトロールも実施している。落下物の撤去、ポットホールの補修など軽

微なものは直営にて対応、直営で対応できないものについては業者を利用し、道路を安全

に通行できるように管理している。

本監査に際して、代表的なサンプルとして大津土木事務所を選定し、大津土木事務所に

おける道路パトロールの現状についてヒアリング及び関連書類の閲覧を行った。

大津土木事務所では、管内を 6 つのコースに区分けし、1 週間のうち 1 コースの日が 4

日、2 コースの日が 1日というペースで、日常パトロールを実施している。パトロール人員は、
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原則として道路管理技術員の2名となっている。日常パトロールが終了すると、道路パトロー

ル日誌が作成され、上席者へ回付される。検出事項は、その緊急度に応じて A ランク（直ち

に対応が必要な事象）、B ランク（早急に対応しなければならない事象）、C ランク（維持修繕

計画に沿って対応できる事象）に順位付けされ、対応がなされる。

(イ) 路面性状調査

平成19年度より、日常パトロールに加えて、年1回、路面性状調査を実施している。路面

性状調査とは、ひび割れ、わだち掘れ、平たん性などの路面性状を計測し、維持管理指数

（MCI5）を算出することで、広範囲の路面性状を定量的に把握する調査をいう。県の路面性

状調査は、4年程度で県内を一巡する方針となっており、今後2年～3年で2巡目が終了す

ることから、道路舗装の経年劣化の状況が把握でき、将来の劣化予測に資する情報が入手

できることとなる予定である。

(ウ) トンネルの定期点検

トンネル施設の定期点検は、外部の委託業者により、予備点検・詳細点検の二段階に分

けて実施される。県の管理対象となっているトンネルについて、5 年に一度、予備点検を実

施している。予備点検においては、徒歩による目視で、覆工アーチ、側壁部の変状を観察し

ている。

点検の結果、追加の調査が必要と判断された場合は、詳細点検が実施される。詳細点

検についても、外部の業者に委託しており、打音・近接目視・遠望目視等の手法により行わ

れる。詳細点検の結果、対策が必要となった場合は、補修設計を実施する。また、予備点

検・詳細点検の結果は、県の道路課から、各土木事務所に送付され、日常点検の際の参考

資料として利用されている。

(エ) 維持管理計画

a 維持管理計画

道路課では、将来の維持管理コストの平準化及びライフサイクルコストの縮減に向けて、

平成 17 年度に「道路の維持管理計画」を、外部コンサルタントを利用して作成している。当

該計画は、道路構造物を大きく舗装、橋梁、トンネルに区分し、それぞれの構造物の特徴に

応じて設定された管理水準等をもとに、将来の維持管理コストの試算を行ったものである。こ

れによれば、道路の維持管理に要する今後 50 年間の費用は、1 年あたり平均 60 億円（橋

梁架替費、トンネルの設備補修費を除く）と試算されている。

なお、橋梁については、平成 23 年度にて維持管理計画を策定しており、その内容は「（4）

橋梁」に記載している。

5
維持管理指数（MCI）とは、路面特性を表すひび割れ率、わだち掘れ深さ、縦断凹凸(平坦性)という 3 つ

の要因を組み合わせて舗装の評価をする指標である。値の大きい方が健全度が高い。
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【維持管理計画における検討効果】

（出典：道路課より入手の「維持管理計画」）

【サービス水準の確保】

 道路施設に求められるサービス水準の確保

 橋梁・・・構造・走行安全性の確保

 トンネル・・・利用者被害の回避

 舗装・・・平均 MCI：４以上の確保

【コスト縮減】

 橋梁

 補修費の縮減・・・－5.2 億円/年（管理水準ランク 5：平

均 11.8 億円／年、平準化案：平均 6.6 億円／年）

 トンネル

 点検費の縮減・・・－9 百万円/年（国土交通省ベース：23

百万円/年⇒滋賀県ベース：14百万円/年）

 舗装

 補修費の縮減・・・-22 億円/年（49億円/年⇒27億円/年）

【アカウンタビリティ】

 アセットマネジメント手法（劣化予測、健全度

評価、LCC 分析）の導入による透明性の高い維

持管理計画（案）の策定

 橋梁、トンネル、舗装の維持管理計画

【維持管理の効率化】

 点検結果のデータベース化に

よる維持管理業務の効率化

 橋梁、トンネル点検結果

入力システム
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また、特に舗装の維持管理計画については、以下のように試算されている。

■ H19 年度の予算水準で管理（事後的補修工法）

■ 管理水準 MCI：３（予防的補修工法・舗装材料変更・予算平準化）

（出典：道路課より入手の「維持管理計画」）

b 道路整備マスタープランと道路整備アクションプログラム

「滋賀県道路整備マスタープラン」は、限りある財源の中で、真に必要な道路整備を、無

● 現状の予算水準では、路面性状の悪い箇所（MCI:3 未満）が年々増加

＜H19 年度の予算水準＞・・・20.5 億円/年

・車道舗装補修費 ：18.25 億円/年 ・補助費（事務費込み）：1.40 億円/年

・局部改築費（単独費）：0.88 億円/年

● H29 年度には、補修（打換）を実施すべき路面（MCI:3 未満）が急増

● 今後 50 年間の維持管理費は 2,450 億円、年間約 49 億円が必要

● 路面性状は、平均 MCI が 4.6～5.5

予算制約で管理した場合の補修費（事後的補修工法）
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● 予防的補修工法（切削オーバーレイに加え、表面処理など）の採用や舗装材料の変

更（改質アスファルト）により、今後 50 年間の維持管理費 1,350 億円、年間約 27 億円

で維持管理を行うことが可能

● 路面性状は、平均 MCI が 5.1～5.9

● 予防保全を実施した場合、年平均約 22 億円のコスト縮減効果

MCI：３で管理した場合の補修費（予防的補修工法・舗装材料変更・予算平準化）
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駄なくスピーディに進めるための基本方針として、平成 15年 4月に策定されている。対象期

間は、将来概ね 20年間とされており、5 年を目安として見直すこととされている。

「滋賀県道路アクションプログラム」は、マスタープランに基づき、「どこに、どんな道路が、

いつまでに必要か」を定めた具体的な道路の整備計画として策定された。5 年後の見直しに

より、「滋賀県道路アクションプログラム 2008」として公表されている。見直し後のアクションプ

ログラムは、改築系事業、交通安全系事業に維持系事業を加え、3 つの柱で構成されてい

る。
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【滋賀県道路アクションプログラム 2008】

（出典：アクションプログラム 2008）



29

（出典：アクションプログラム 2008）

「アクションプログラム 2008」の事業費からみた進捗状況は、平成 22年度末で計画 59.1%

に対し実績 57.6%と、道路課によれば概ね目標に沿って事業を実施出来ているとのことであ

るが、当該進捗率は、計画額総額 85,968 百万円に対する平成 22 年度末までの累積実績

額 49,489 百万円の割合であるため、本来、消化率として捉えられるものである。計画した内

容に対する実際の進捗率としては、次のとおりである。維持管理系が 120.5%と大幅に計画を

超過している一方、改築系及び交通安全系は 87.4%、73.0%と計画未達となっている。



30

（単位：百万円）

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度

計画（A）

改築 9,593 19,513 30,387

交通安全 937 2,227 3,537

維持修繕 5,530 11,204 16,878

合計 16,060 32,944 50,802

実績（B）

改築 8,893 18,399 26,567

交通安全 966 1,871 2,581

維持修繕 5,931 13,614 20,341

合計 15,790 33,884 49,489

進捗率

（B/A）

改築 92.7% 94.3% 87.4%

交通安全 103.1% 84.0% 73.0%

維持修繕 107.3% 121.5% 120.5%

合計 98.3% 102.9% 97.4%

（出典：道路課作成資料をもとに作成）

④ 監査の結果（指摘）/意見

(ア) 道路（舗装）資産関連情報の整理について（指摘）

上記に記載のとおり、道路は道路法に整備が定められた道路台帳があるものの、舗装に

ついてアセットマネジメントに利用できるような資産情報（取得価額、取得年月日、耐用年数、

直近の劣化状況、過去の工事履歴等）は、十分に整理されていない。また、道路について

は、「滋賀県公有財産事務規則」第 72 条で公有財産台帳の整備について適用除外とされ

ているため、公有財産台帳もない。

平成22年度から、舗装補修工事実施箇所についての補修履歴データの収集（過去5年

分程度）や舗装構成の道路台帳への記載（新設区間）など、情報の蓄積については一部で

取組みを始められているが、今後のアセットマネジメント実施のために、舗装に関する資産

情報や補修履歴データは利用可能な状態まで十分に整理されるべきである。

(イ) 道路に関する日常パトロールについて（意見）

大津土木事務所では、道路管理技術員が 2 名のみという事情から、日常パトロールの人

員が固定的である。「道路維持管理業務実施要領」（道路課）で、パトロール要員は主として

道路管理技術員とされており、人員削減方針で退職者の補充等がないため、同じ人員がほ

ぼ毎日パトロールしている状況である。

経験による熟練、手引きの作成、研修の実施などにより、現在のパトロールにも一定の成

果は認められると考えるが、ノウハウの伝達が困難となるほか、点検内容が硬直化する結果、

継続的な点検漏れ等が発生するおそれがある。日常点検の安定的な実施の確保のために、
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訓練としてのパトロールも別途実施するなど、その実施方法には改善が望まれる。

また、点検結果は日誌という形で日々記録されているが、紙媒体で運用されており、履歴

の確認が困難である。維持作業が済んだか否か、どのような方法で実施したか、結果はどう

であったかなどの記録は、実行管理の観点から有用であるため、いつでも照会可能なように

履歴の電子化による管理を徹底されたい。

(ウ) 道路（舗装）に関する維持管理計画の策定について（意見）

道路アクションプログラム 2008 は、資産の劣化状況等を踏まえたいわゆる長寿命化計画

といわれる性質のものではないため、ライフサイクルコストの縮減及びコストの平準化を目的

とした、上記③（エ）a に記載の維持管理計画（試算）が、アセットマネジメントの観点からでき

るだけ早期に実施されるべき計画といえる。試算によるものではあるが、この維持管理計画

によれば、事後的補修工法による今後50年間の維持管理費2,450億円は予防的補修工法

への転換で 1,350 億円まで縮減（年間 22 億円の縮減）が可能となるとされている。

道路課でも、維持管理計画の基礎となるデータ収集のため、平成 19 年度より路面性状

調査を実施しているところであるが、財政難を理由に一巡に 4 年程度かけており、劣化状況

の予測精度向上のためにもう一巡の調査結果を待つと、二巡目が終了するまで、取組みを

初めて少なくとも 7 年程度を要することとなる。

路面性状調査には、路面性状測定車が導入され、最高時速 100km/hr までの任意の速

度で、わだち掘れ、ひびわれ、平坦性の測定ができるほか、非接触型計測によりスムーズで

安全な測定が可能なため、一般車両の走行中でも測定が可能な状況となっている。劣化予

測のための経過観察期間を勘案しデータ収集には最低 4 年以上が必要とのことであるが、

上記のようなアセットマネジメント導入による効果に鑑みれば、舗装に関する維持管理計画

が早期に策定されることが望まれる。

（4） 橋梁

① 橋梁の概況

県が管理する橋梁は、2,947橋あり（2ｍ以上の橋梁）、そのうち15ｍ以上の橋梁は742橋

となっている。

15ｍ以上の橋梁のうち、2011年度時点において既に建設後 50年を経過している橋梁は

61橋梁で全体の8％である。橋梁は、高度経済成長期（1955年から1973年）に集中的に建

設がなされており、20年後の2031年度には、建設後50年を経過する橋梁が361橋となる。

これは、県が管理している 15ｍ以上の橋梁の 48%に相当し、橋梁の高齢化が急速に進行す

ることが見込まれている。
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（出典：橋梁維持管理計画）

② 管理台帳の概要

県の管理対象となる橋梁については、橋梁台帳にて管理されている。橋梁台帳は、橋梁

の基本情報、図面、写真から構成されており、橋梁の基本情報としては、橋梁番号・橋梁の

区分・供用年月日・規模・材質等の情報が記載されている。

③ 点検結果の把握及び取りまとめ

(ア) 定期点検と日常の点検

橋梁の点検については、5 年に一度、簡易点検・詳細点検の定期点検、及び日常点検を

行っている。定期点検については、15m 以上の橋について土木事務所の職員による簡易点

検、及び外部の委託業者による詳細点検を実施している。また、その他の橋梁については

土木事務所の職員による簡易点検を実施しており、その結果、損傷が発見された場合は、

詳細点検を実施することとしている。

また、日常点検については、道路パトロールを実施する際に、土木事務所職員による目

視での点検を行っている。

(イ) 維持管理計画

橋梁については、将来の維持管理コストの平準化及びライフサイクルコストの縮減に向け
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て、道路、港湾などの他のインフラ設備に先駆けて、維持管理計画の策定を進めている。

a 維持管理計画における基本方針について

橋梁の維持管理計画の策定において、橋梁の部位毎に、損傷の大きさ、劣化の特徴、損

傷への対応手法、社会的な影響を考慮し、適切な補修タイミング・工法を選定しながら、効

率的な維持管理計画を策定することとしている。

【対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本方針】

○ 橋梁は、上部工（ 桁、床版等）・下部工（ 橋台、橋脚等）・付属施設（ 支承、伸

縮装置、地覆等）・桁端部等の特定部位等、個々の特徴的な部材が組み合わさ

れて構成されている。よって、部材毎の特性に応じた適切な方針を適用した維

持管理を実施する必要がある。

○ そのため、日常から点検を行うことによりきめ細やかなメンテナンスを繰り返し、重

大な損傷への進展を抑制した上で、定期的な詳しい点検により確認される損傷

を早期に補修すると共に、劣化予測が可能な施設について予防補修（ 予防保

全型）を実施する。それにより、安全・良好な状態で、橋梁を長寿命化する。

○ このような日常からのメンテナンスと予防補修を組み合わせ、これを繰り返すこと

で、橋梁の長寿命化をめざすことにより、修繕・架替えに係わる事業費の大規模

化および高コスト化を回避し、ライフサイクルコストの縮減を図る。

○ また、限られた予算で最大の効果が得られるよう、路線や橋梁の重要度を踏ま

え、地域に応じたサービス水準を設定する。

【補修の優先順位の決定について】

（出典：橋梁維持管理計画）

b 橋梁維持管理計画の管理サイクルについて

橋梁の長寿命化のため、橋梁維持管理データベースシステムを導入している。当該デー
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タベースに、簡易点検・詳細点検の結果を橋梁ごとに登録することにより、橋梁補修・点検

計画が策定され、計画に基づいて補修・点検を実施するという流れになっている。

【橋梁の維持管理サイクル】

（出典：橋梁維持管理計画）

c 長寿命化修繕計画による効果について

長寿命化修繕計画によって、適切な時期に対策を実施することにより、橋梁の寿命での

掛け替えを実施した時と比べて、大幅なコストの縮減が期待される。

維持管理については、平成22年度の実績で年間約6億円が割かれている。長寿命化計

画によれば、予防保全に注力し、年間の維持管理費用を12億円とすることで、今後50年間

の累積で、総費用が1,708億円から600億円へと、1,108億円のコスト縮減が見込まれてい

る。
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【橋梁維持管理計画による効果】

（出典：橋梁維持管理計画）

④ 監査の結果（指摘）/意見

 橋梁の維持管理計画について（意見）

橋梁の維持管理については、平成 22 年度において年間約 6 億円の維持管理費が計上

されている。現在の維持管理費用と、上記計画において必要とされる費用 12億円には乖離

があり、上記の計画をそのまま実行していくことは予算制約上難しい状況である。そのため、

実際の運用にあたっては、まず今後5年で対応が必要となる橋梁を各土木事務所でリストア

ップし、優先度の高いものから順次対応をしていき、5 年経過した段階で見直しを行う方針と

のことである。作成した維持管理計画の適切な管理が望まれる。

3. 砂防課

（1） 砂防課の概要

県内の土砂災害危険箇所は、土石流危険渓流 2,129 箇所、地すべり危険箇所 62箇所、

急傾斜地面崩壊危険箇所 2,719 箇所の合計 4,910 箇所がある。

砂防課においては、危険箇所における災害を未然に防ぐための各種の対策事業を行っ

ている。砂防課が実施している対策には、ハード対策とソフト対策があり、ハード対策として、

砂防、地すべり対策、急傾斜地崩壊対策（雪崩対策を含む）事業における砂防施設の整備

を行っており、ソフト対策として、土砂災害被害者ゼロを目指して、土地災害防止法に基づく

土砂災害警戒区域等の指定の推進、土砂災害警戒情報の提供、砂防出前講座等による啓

発・周知活動に取り組んでいる。
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（2） 砂防施設

① 砂防施設の概況及び管理台帳について

県内における砂防施設は、砂防えん堤 1,188 基、その他床固工、護岸工、山腹工等が約

500 箇所設けられている。砂防施設の維持管理に係るコストは、道路・橋梁と比較して相対

的に低い。

砂防施設の管理は、紙媒体の砂防施設台帳にて行われている。砂防施設台帳には、砂

防施設の位置、砂防指定地の指定年月日、種類、構造、高さ、長さ、工事着工・竣工年月

日などが記載されている。

【砂防施設台帳】

② 点検結果の把握及び取りまとめ

(ア) 砂防指定地見張員による日常点検

砂防施設については、土木事務所ごとに砂防指定地見張員を配置し、原則として月に 2

回、各見張員が砂防指定地及び砂防施設について、違法な土地の改変等がないか、砂防

施設の機能を損なう状況になっていないか等、現地にて目視での巡視・点検を行う。結果に

ついては、見張員から土木事務所に対して、ハガキにて報告を行っている。

(イ) 土木事務所職員による点検

土木事務所においては、見張員から送付された結果について、特に対処が必要な場合、

実地にて点検を行っている。点検結果については、土木事務所においてその都度対応が

なされているが、一覧性のある資料としてまとめられていなかった。また、紙で管理されてい

る砂防施設台帳においても、各施設の点検時期等は記載されていなかった。

(ウ) 土砂災害危険箇所パトロール

砂防課職員や土木事務所職員等が、対策施設未設置の土砂災害危険箇所についてパ

トロールを行い、その過程で既存の砂防施設についても点検を行うことがある。パトロールの

結果については調査票を作成しているものの、各施設の点検結果が一覧性のある資料とし

てまとめられておらず、砂防施設台帳に点検時期等は記載されていなかった。
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③ 監査の結果（指摘）/意見

(ア) 砂防施設の点検方法について（意見）

砂防指定地見張員による巡視において、活動マニュアルは整備されているものの、どのよ

うな項目をチェックするべきかについてのチェックリストは十分に整備されていなかった。また、

土木事務所における点検についても、点検マニュアル・点検チェックリストともに、整備が不

十分であった。

点検のためのマニュアル・チェックリストを基本的に作成することにより、点検項目や点検

手法のルール化・統一化を図り、県全体での点検レベルを一定以上確保することができると

考えられる。また、これによって、経験の浅い砂防指定地見張員や担当者の点検では発見

しにくかった補修等必要な箇所が発見される可能性が高まる。

県全体として、統一された点検マニュアル・チェックリストの作成を検討願いたい。

(イ) 砂防施設の点検結果の取りまとめについて（意見）

点検の結果については、点検毎に土砂災害危険箇所パトロール調査票を作成しているも

のの、点検結果が一覧性のある資料としてまとめられておらず、どの時期に点検を行ったの

かが不明確となっていた。

一覧性のある取りまとめ資料を作成し、上記パトロールにおける砂防施設点検の管理を

適切に行うべきである。

4. 流域政策局

（1） 流域政策局の概要

流域政策局は、生活再建が困難となる被害を防ぐための流域治水政策を、河川の改修

や維持管理と一体的に推進することを目的としている。流域政策局では、その目的に応じて、

下記の室を設置し、取組を進めている。

室 内容

流域治水政策室 河川整備計画の策定、水害に強い地域づくり、出水情報の発信

広域河川政策室 流域自治の推進、統合的流域管理の検討、琵琶湖の水位対策

河川・港湾室 河川環境の保全と整備、河川改修事業、河川・琵琶湖の管理、

港湾の管理

琵琶湖不法占用対策室 琵琶湖湖辺域における不法占用対策・放置艇対策

水源地域対策室 ダムに関する水源地域の地域振興対策、治水関連ダムの運用・

維持管理・計画
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（2） 河川について

① 河川の概況

滋賀県における河川はすべて一級河川であり、原則として国土交通大臣が管理を行うが、

国土交通大臣が指定する区間（指定区間）の一定の管理については、都道府県知事又は

指定都市の長が管理を行うこととされている。

（出典：河川・港湾調書）

② 管理台帳の概要

河川については、河川法第12条第1項において、「河川管理者は、その管理する河川の

台帳を調製し、これを保管しなければならない。」と規定され、河川台帳の調整・保管が義務

付けられている。

河川台帳には、水系・河川ごとに、主要な河川管理施設の概要、種類、位置、完成年、構

造又は能力、参照する図面番号が記載されている。

③ 点検結果の把握及び取りまとめ

県の管理対象となっている河川について、堤防高さや現況流下能力をもとにランクに分け

を行い、ａ・ｂランクの区間については、外部の業者に点検を委託し、河川維持管理計画巡

視点検委託報告書を入手しており、ｃランクの区間については土木事務所職員が年に一度

実地点検を行い、直営巡視点検簿にまとめている。

④ 監査の結果（指摘）/意見

 河川の点検方法について（意見）

平成23年4月１日現在

淀川水系 496 本
知 木曽川水系 1 本

一 北川水系 3 本

琵琶湖 余呉湖

級 事 西之湖 入道沼

淀川，水越川，鷲見川，

尾羽梨川，針川

川 野洲川，大石川，
臣 8 43.790km 信楽川，大戸川，琵琶湖，

田代川，高時川，奥川並川

内琵琶湖直接流入 118本 河川は流心
内淀川水系 505本 湖沼は周囲

港 湾 4 大 津 ・ 彦 根 ・ 長 浜 ・ 竹生島

準用河川 60本 69.855km 内琵琶湖直接流入 12本

※Ｂ.Ｓ.Ｌ. ±0 Ｔ.Ｐ. 84.371m

北小松 大 溝

504本

4

堅 田 和 邇 北船木
漁 港 20

2254.339km

67.470km

323.223km

大河

13本

5 23.680km

浜 分

延長2321.809km509本計

宇曽川

滋 賀 県 の 河 川 ・ 港 湾

河 川

並 存

湖 沼

単 独

500 1931.116km

今 津

知 内

大 浦 磯

Ｏ.Ｐ. 85.614m

菖 蒲 木 浜

尾 上 南 浜 柳 川 沖之島

海 津

志 那 北山田
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河川の点検については、外部委託者が実施する点検に対するマニュアル・チェックリスト

は整備されている一方、直営巡視点検については、維持管理計画中の「ｃ区間の巡視点検」

の項目でどの様な内容の巡視点検を行うべきかを大まかには整理しているものの、マニュア

ル・チェックリストとしては整備されていなかった。

この点、各土木事務所において、年数回、巡視点検を行う担当者が「維持管理検討会」を

開催し、委託巡視点検や直営巡視点検について意見交換を行っており、その上で巡視点

検を実施していることから、土木事務所間の点検レベルに重要な相違はないものと推測され

るが、点検のための統一したマニュアル・チェックリストを作成することにより、手続の可視化

あるいは標準化が図られ、これによって、経験の浅い担当者の点検では発見しにくかった補

修必要箇所が発見される可能性が高まる。

県全体で、統一された点検マニュアル・チェックリストの作成が望まれる。

（3） 港湾施設

① 港湾施設の概況

港湾法において、港湾区域及び臨港地区における施設と、港湾の利用や管理に必要な

施設（港湾施設）についての定めがあり、県の管理対象となる港湾施設は、地方港湾である

大津港、彦根港、長浜港、竹生島港の4港であり、その他に、市が管理している漁港（20港）、

船溜（44 港）の施設がある。

県の管理対象のうち、大津港については指定管理者が管理しており、その他の施設につ

いては、土木事務所が管理を行っている。

② 管理台帳の概要

港湾施設については、紙の港湾台帳に見取り図が記載されており、施設が更新された場

合は、紙の台帳を差し替えることによって更新を行っている。

③ 点検結果の把握及び取りまとめ

(ア) 日常管理及び取りまとめ

大津港については指定管理者制度を採用し、指定管理者が①使用許可等に関する業

務、②使用に係る料金の収受に関する業務、③施設の維持管理に関する業務、を行ってい

ることから、大津港の日常管理は、指定管理者が行っている。

指定管理者は、指定管理者業務仕様書において定められた内容に基づいて、日常管

理を実施しており、県は指定管理者から月に1回点検結果の報告を受けることで、各施設に

異常がないことを確認している。

その他の港湾については、土木事務所が管理をおこなっており、月に 1 回から週に 1 回

程度、パトロールを行い、業務日誌等に点検結果を記載している。
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(イ) 維持管理計画

維持管理計画については、外部のコンサルタントを導入し、「港湾の施設の維持管理計

画書作成の手引き（監修：国土交通省 港湾局）」に基づいて、策定を進めている。

維持管理計画の策定においては、対象施設のリスト、点検診断記録表、点検診断計画表

及び維持補修計画表等が作成される予定となっている。

④ 監査の結果（指摘）/意見

(ア) 港湾施設関連情報の整理について（指摘）

アセットマネジメントは概ね次のような流れで実行される。

(a) 資産情報（取得価額、取得年月日、耐用年数、直近の劣化状況、過去の補修履

歴等）を的確に把握し、台帳やシステムを整備するなど情報を利用できるように

整理する。

(b) 定期的に適切な点検を行い、資産の劣化状況を上記の資産情報に関連付けて

記録することで資産の劣化予測を可能にする。

(c) 補修実績があれば、どの箇所にどのような補修工事をいついくらで実施したかを

把握し、劣化予測に沿って今後どの程度の維持管理費用が発生するかを予測

する。

(d) ライフサイクルコストの縮減及び維持管理コストの平準化の観点から、中長期的

に、いつどのような補修をどの箇所に実施するかを計画する。

この点、河川港湾室では、港湾施設に関して、取得価額は建設事業費として、取得年月

日は建設終了年次として港湾台帳に記載しているが、上記アセットマネジメント実施の観点

からは、より詳細な物理的な資産区分（建物、機械装置など）や特性に応じた資産区分（構

造、用途など）で情報は整理されるべきである。また、点検結果については、異常なものを除

き土木事務所ごとの管理となっているため、県が管理する 4 港について、全庁的に管理単

位ごと若しくはより詳細な単位で資産の劣化状況を把握した資料はない。

以上より、港湾施設については、アセットマネジメント導入に向けて、利用する資産情報

を整理し管理することが必要である。

(イ) 港湾施設に関する維持管理計画について（意見）

河川港湾室で現在取り組んでいる港湾施設の維持管理計画は、国土交通省監修の手引

きに基づき作成することとなっており、ライフサイクルコストの縮減及び維持管理コストの平準

化を盛り込む作業は含まれていない。そのため、維持補修費用は、今後の定期診断で劣化

が確認された際に、別途に詳細設計を行い、適正・経済的な工法を検討し算出していくこと

としている。
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今後、維持管理計画を発展させ、アセットマネジメントを実施していくことが求められる。

（4） 彦根港

① 土地取得の経緯

県は平成 22 年度において、土地開発公社から彦根港用地の買い戻しを実施している。

当該用地の取得は、昭和 63年に採択された彦根港の公共マリーナ整備事業のために行わ

れたものである。

平成 6 年に土地開発公社が近江鉄道㈱より取得したが、その後、バブル崩壊とともに社

会経済情勢が変化したことにより、土地開発公社にて長期保有されていた。経緯について

は下記の通りである。

時期 内容

昭和 63 年 県において、公共マリーナ事業の事業化が決定

平成 6年 土地開発公社が、近江鉄道㈱より当該用地を 14 億円にて取得

平成 11 年 社会情勢の変化に伴い、公共マリーナ事業を再検討した結果、事

業中止が決定

平成 18 年 彦根港を防災施設として整備するため、国に地域再生計画認定

申請書を提出

平成 22 年 土地開発公社より、土地を 24 億円にて買い戻し

② 施設の状況

(ア) 施設の概要

【施設規模】

岸壁 120m

緑地 12,413 ㎡

【総事業費】

2,568,190,914 円（以下内訳）

岸壁耐震工事費 146,697,600 円

敷地造成工事費 19,400,850 円

用地取得費 2,402,092,464 円

※防災拠点用地としての支出額のみを記載
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【外観】

(イ) 防災拠点としての整備

彦根港は、地域再生計画の一環として、災害対策の防災拠点として、改修されている。災

害対策に必要な物資等を迅速・確実に被災地へ湖上輸送するため、耐震性が確保されて

いる。緊急時には、県内外からの緊急物資等の輸送を円滑に行うため、主要な防災拠点等

を効率的に連絡するネットワークとして機能することを目的として整備されている。

彦根港の改修にあたり、国に提出された地域再生計画の申請書においては、下記の目

標及び、計画終了後の評価として下記の事項が記載されている。

4 地域再生計画の目標

本計画では、港整備交付金を活用し、浮桟橋の新設、緑地整備等を行い、琵琶湖遊

覧に訪れる観光客を迎える玄関口としてふさわしい港湾環境の改善を目指す。また、灯

火を設置することにより視認性が向上され、早朝・夜間においても安全な船舶の航行が

可能となり、併せて港内道路の拡幅を実施することにより、漁業活動の円滑化を図る。
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また、地震調査研究推進本部によると滋賀県において、琵琶湖西岸断層帯地震や東

南海・南海地震の発生確率が非常に高く、甚大な災害が危惧されている。そこで滋賀

県では、「びわこ地震防災輸送拠点調査検討委員会」を設け、もし陸上輸送ルートが途

絶しても、琵琶湖が滋賀県のほぼ中央に位置するという地理的特性を活かした船舶に

よる緊急物資等の輸送が有効であることを検証した。さらに、県が指定する 10港の広域

湖岸輸送拠点のうち、湖南輸送の拠点として京都府側からの経路を確保する大津港、

湖東の拠点として岐阜県側からの経路を確保する彦根港、湖北の拠点として福井県側

からの経路を確保する大浦漁港の 3 港が基幹的広域輸送拠点港として選定されている

ことから、優先的に地震時にも使用できる施設整備を行うことにより、緊急物資等の湖上

輸送軸の構築を図り、被災地の減災につなげることを目標とする。

（目標 1）湖上輸送が担当する避難者相当人数の緊急物資等

0 人分 → 約 33,000 人分

（目標 2）彦根港緑地の総利用者数

0 人 → 60人/ｈａ・日

・・・・・・・（中 略）・・・・・・・・

７ 目標達成状況に係る評価に関する事項

湖上輸送に関係する自治体、輸送業者等で組織する委員会等において、計画終了

後に、4に示す数値目標に照らし、評価を行う。

（出典：地域再生計画認定申請書）

(ウ) 用地の土地開発公社からの買い戻し

当該用地は、平成 6 年に県と土地開発公社で先行取得に係る協定が締結されており、

用地取得に係る資金として、県から土地開発公社に対して、年利 4.3％で 1,446,934,680 円

の貸付がなされ、ほどなく土地開発公社が近江鉄道㈱より用地を購入している。

用地の買い戻しについては、県が平成 19年から平成 22 年の間に、4 年をかけて行って

おり、再取得価額は、平成 6年度から平成 22年度までの 16年間の利息分 955,157,784 円

を含め、合計で2,402,092,464円となっている。仮に、当初の計画通りに平成10年に再取得

がなされていた場合、1,759,389,321 円となると考えられ、現在計上されている取得価額は

642,703,143 円だけ水ぶくれしていることになる。
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③ 監査の結果（指摘）/意見

 彦根港の有効利用について（意見）

彦根港は、地域再生計画より広域輸送拠点港として位置付けられ、今回買い戻した土地

は防災活動拠点を確保するとともに、平常時は多くの港湾利用者が訪れるよう緑地として整

備することとされている。この点、（目標 1）湖上輸送が担当する避難者相当人数の緊急物資

等 約 33,000 人分及び（目標 2）彦根港緑地の総利用者数 60 人/ｈａ・日ともに、次年度以

降の評価となるが、（目標 2）に関しては、現地写真からも判明する通り、必要最小限の整備

を行っているのみである。

当該土地の有効利用については、今後も引き続き検討が望まれる。

（5） 北川ダム

北川ダムは、安曇川流域の洪水被害を軽減するために安曇川の上流の支川に建設する

治水専用ダムである。下流河川および貯水池への環境負荷を軽減するため、洪水時以外

は水を貯めない河床部に洪水吐きを持つダムの建設を計画している。

① 北川ダム事業の概要

昭和 28年 9月の台風 13号により安曇川が各所で氾濫し、死者 13名行方不明１名の大

水害が発生した。また、昭和 34 年 9 月の伊勢湾台風時にも、水田の冠水など、大きな被害

を受けてきた。以来、安曇川の治水対策として、県は、中小河川改修事業、災害復旧事業

等を行ってきたが、昭和 28 年の戦後最大となる洪水には対応できていなかったため、安曇

川上流部に北川ダムを建設し、洪水時には水を溜め少しずつ流すことにより洪水被害を軽

減することが検討されることとなった。

そのような中で昭和 48 年度に北川治水ダムの予備調査が始まり、平成元年には北川第

一ダム、北川第二ダムをあわせた北川ダム建設事業が国に国庫補助事業（総事業費430億

円）として採択された。

② 事業の進捗

平成元年の国の事業採択の後、平成 3 年に北川ダム建設事務所を開所し、平成 7 年 3

月に北川第一ダム建設に関する基本協定を地元と締結、平成 9 年度からは用地の取得を

始め、平成 11 年度からダム建設に必要な道路改良工事に着手した。しかし、平成 19 年に

貴重種（クマタカ）を確認し、貴重種調査のため、工事を中断することとなった。ダム本体工

事着工などに必要な工事用道路及び付替県道のうち平成 19 年度末までに約 61％の整備

を完了している状況である。

そのような中、平成21年に民主党政権に交代になり、国土交通大臣から「できるだけダム

にたよらない治水」への政策転換に対する協力依頼を受けるとともに、北川ダムが国により
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新たな基準に沿った検証の対象とするダムに区分されることとなった。

平成 22年度末までの事業費や用地取得等の進捗率は以下のとおりである。事業費は総

事業費 430 億円のうち約 114 億円が執行済みで、うち用地買収額は 28 億円（973,870 ㎡）

である。

【執行済み事業費の内訳（平成 22 年度末まで）】

（単位：百万円）

節 金額

委託料 4,240

工事請負費 3,018

公有財産購入費・補償補填及び賠償金 3,494

機械器具費 8

営繕費 216

事務費 466

計 11,445

【事業の進捗状況】

0.0%

51.6%

40.0%

52.1%

0.0%

26.5%

100.0%

48.4%

60.0%

47.9%

100.0%

73.5%

付替県道(km)

工事用道路(km)

家屋補償(戸)

用地取得(ha)

ダム本体(百万円)

事業費(百万円)

H22まで H23以降
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③ 検証の経過及び結果

県は、北川ダム事業が検証対象となったことを受けて、平成 21 年 12 月から平成 22 年 1

月にかけて、市長、県議、ダム対策委員会など関係者に対する説明を行ってきた。また、平

成 22 年 9 月に、国の有識者会議にて策定されたダム事業検証に関する新基準に沿って検

討するよう国土交通大臣より要請を受けた。

これにより、県は、「新基準による北川ダム検証（安曇川の治水対策）」として、平成23年2

月、6 月、9 月の計 3 回、「検討の場」（安曇川治水計画に関する意見交換会）を設けて、検

討を重ねてきた。

県は、平成23年9月の第3回「検討の場」にて、国の基準に基づき、3つの案（①第一ダ

ム＋第二ダム＋河道改修案、②第一ダム＋河道改修案、③河道改修単独案）を抽出し、

「国の 7つの評価軸」、「地先の安全度」及び「時間的な観点からの実現性」の 3つの基準に

よる総合的な評価の結果を示した。結果は、河道改修を先行する③案がもっとも優位な治

水対策というものであり、10 月から 11 月にかけてパブリックコメントを実施し、その後 7 箇所

で地域別意見交換会を開催し、12 月に学識者の意見聴取を行った。その後、平成 24 年 1

月 22 日に「報告の場」を開催し、1 月 24 日、滋賀県公共事業評価監視委員会において、

「北川ダム建設事業を一旦中止し、河道改修を先行する。」との県方針が妥当と判断され、

これを受けて県は 1 月 30 日に国に対し当該方針を報告した。
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④ 監査の結果（指摘）/意見

 北川ダム事業に関する今後の対応について（意見）

平成 24年 1月の国への方針報告により、昭和 48年度の予備調査から始まった北川ダム

建設事業は、「北川ダム建設事業を一旦中止し、河道改修を先行する。」という方針で区切

りを迎えたことになる。これまで実に 40 年近い歳月と 100 億円強の事業費を費やしてきた。

今後の対応として河道改修の早期実現が望まれる。

5. 都市計画課

（1） 都市計画課の概要

都市計画課は、滋賀県で指定されている都市計画区域について、その土地利用に関す

る計画、都市施設に関する計画、市街地開発事業に関する計画についての立案を始め、

整備、開発、保全に関する業務を推進し、県内の市町と協力して景観保全にも努めながら

都市づくりを行っている。

（2） 管理資産の概要

① 滋賀県の都市公園

滋賀県は「びわこ文化公園」をはじめとして 6 箇所の県営都市公園6を開設しており、その

うち 2 箇所について整備を進めている。

6
都市公園法に基づいた公園、緑地、墓園を総称して都市公園と呼ぶ。
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【滋賀県の都市公園】

公園名 所在地 公園種別 開設面積 備考 公園管理

尾花川公園 大津市 近隣公園 1.05ha 完了 指定管理

びわこ文化公園 大津市 総合公園 43.2ha 完了 、再

整備中

指定管理

湖岸緑地 大津市他７市 広域公園 144.7ha 整備中 指定管理

春日山公園 大津市 総合公園 23.4ha 完了 指定管理

びわこ地球市民の

森

守山市 都市緑地 23.6ha 整備中 滋賀県直営

奥びわスポーツの

森

長浜市 総合公園 21.3ha 完了 指定管理

近隣公園： 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園

総合公園： 主として都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用

に供することを目的とする公園

広域公園： 主として一つの市町村の区域を超える広域のレクリエーションの需要を充

足することを目的とする公園

都市緑地： 主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市の景観の向上を

図るために設けられている緑地
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（出典：都市計画課作成資料）

② 県営都市公園の維持管理

(ア) 概要

公の施設の管理主体については、これまで公共団体や県が出資している一部の法人等
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に限られていたが、平成 15年 6 月の地方自治法の一部改正により指定管理者制度が導入

され、民間事業者を含む法人その他の団体も指定管理者として施設の管理を行うことができ

るようになった。このため、滋賀県では、県営都市公園について、平成 18 年度より段階的に

住民サービスのさらなる向上と管理運営の効率化を図るため、指定管理者制度を導入して

いる。

指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズにより効果的効率的に対応するため、公の

施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的

として創設された制度であり、これまでの管理委託制度に比較し、施設管理対象者の範囲

及び権限が広がったものである。現在、滋賀県の 6 つの都市公園のうち 5 つが導入してい

る。

(イ) 各公園の維持管理

a 指定管理者制度を導入している公園

公園名 期間 指定管理者（管理料/期間）

奥びわスポーツの森 3 年間（H23～H25） NPO 法人 P.P.P 滋賀・マーメ

イドグループ

（82,000 千円/3 年間）

びわこ文化公園

春日山公園

尾花川公園

湖岸緑地中主吉川地区

5 年間（H21～H25） 近江鉄道ゆうグループ

（352,800 千円/5 年間）

湖岸緑地の南部地域 5 年間（H21～H25） 近江鉄道ゆうグループ

（498,750 千円/5 年間）

湖岸緑地の湖東湖北地域 5 年間（H21～H25） 近江鉄道ゆうグループ

（380,100 千円/5 年間）

b 滋賀県直営管理の公園

公園名 対象期間 金額

びわこ地球市民の森 平成23年度維持管理費 （予算）47,921 千円

（実績）39,295 千円

(ウ) 維持管理料の推移 （H23 年度以降は予定）

a 指定管理者制度を導入している公園
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【奥びわスポーツの森】 （単位：千円）

期間 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

管理者 （財）滋賀県公園・緑地センター 近江鉄道ゆうグループ NPO 法人 P.P.P 滋賀・マーメイドグループ

契約金額 76,515 105,000 82,000

各年金額 39,795 36,720 35,000 35,000 35,000 31,000 25,500* 25,500

*プール閉鎖による減額

【びわこ文化公園】 （単位：千円）

期間 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

管理者 （財）滋賀県公園・緑地センター 近江鉄道ゆうグループ

契約金額 231,790* 352,800

各年金額 73,338 76,448 82,004 70,560 70,560 70,560 70,560 70,560

*契約期間中の増額変更を含む。

【湖岸緑地の南部地域】 （単位：千円）

期間 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

管理者 近江鉄道ゆうグループ 近江鉄道ゆうグループ

契約金額 318,150* 498,750

各年金額 105,000 106,350 106,800 99,750 99,750 99,750 99,750 99,750

*契約期間中の増額変更を含む。

【湖岸緑地の湖東・湖北地域】 （単位：千円）

期間 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

管理者 近江鉄道ゆうグループ 近江鉄道ゆうグループ

契約金額 233,750* 380,100

各年金額 76,600 77,230 79,920 76,020 76,020 76,020 76,020 76,020

*契約期間中の増額変更を含む。

b 滋賀県直営管理の公園

【びわこ地球市民の森】 （単位：千円）

期間 H18 H19 H20 H21 H22 H23

委託先 （財）滋賀県公園・緑地センター （財）滋賀県建設技術センター

各年金額 33,152 51,229 51,228 50,835 47,863 47,921
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（3） 指定管理者制度

① 指定管理者制度の現状

滋賀県では、琵琶湖周辺の各種の公園について、複数の地域を一括し指定管理者に管

理を行わせている。

公募にあたっては、都市公園のすべてを一括して管理を行わせると、広範囲かつ大規模

なものとなり、新規事業者の参入障壁になると考えられる一方、地区ごとに分割すると、選定

作業の事務量が膨大になること及び、経費削減効果が期待できないと考えられる。そのため、

スケールメリットなどを確保しながら公園の特性や地理的条件などを考慮し、複数の公園を

グループ化して公募している。

② 指定管理料

複数の地域を一括して指定管理者に委託している公園のうち、指定管理料が最も高額な

「湖岸緑地の南部地域」を監査の対象として抽出した。

当該公園一帯は、近江鉄道ゆうグループが指定管理者となり維持管理している。

(ア) 湖岸緑地 南部地域の概要

都市公園 湖岸緑地 南部地域の主な設備は以下のとおりである。

地区名 面積 主な設備

赤野井・吉川地区 19.02ha 園路広場、駐車場 9 箇所、トイレ 8棟

志那地区 14.33ha 園路広場池、多目的運動広場

駐車場 5 箇所 トイレ 8 棟

山田・新浜地区 9.35ha 園路広場、多目的運動広場

駐車場 5 箇所 トイレ 5 棟

北大津地区 2.8ha 園路広場、駐車場 3 箇所、トイレ 2棟

堅田・雄琴地区 3.74ha 園路広場、多目的運動広場

駐車場 2 箇所 トイレ 2 棟

和迩・真野地区 5.11ha 園路広場、移動式トイレ 2基

生川・木戸川地区 0.34ha 園路広場、駐車場 1 箇所、トイレ 1棟

合計 54.69ha

上記のうち、志那地区について現地を視察した。
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(イ) 指定管理者

湖岸緑地 南部地域の指定管理者として、近江鉄道ゆうグループを選任している。近江

鉄道ゆうグループは、近江鉄道株式会社と西武造園株式会社により組成されたグループで

あり、近江鉄道株式会社が有する施設の管理、運営、接遇などのノウハウや幅広いネットワ

ークと、西武造園株式会社が有する公園管理ノウハウを結集し、滋賀県の公園管理を行っ

ている。

【近江鉄道ゆうグループの概要】

○ 組織構成

統括所長、管理事務所長、副所長、庶務・運営本部営業企画、経理の 5名

○ 指定管理を行っている都市公園

 びわこ文化公園ほか 3公園

 湖岸緑地の南部地域

 湖岸緑地の湖東湖北地域

○ 業務概要（湖岸緑地の南部地域について）

 公園適正利用啓発活動（利用者への呼びかけ、HP掲載）

 自然観察会の実施（5 回／年程度）

 地域運営協議会の開催（3回／年）

 遊具点検（日常点検 2 回／月、定期点検 1 回／年、臨時点検 適宜、専門業

者による詳細点検 １回／年打合せ）

 維持管理業務（樹木管理（中高木剪定、低木刈り込み、病虫害防除、施肥、支柱

撤去、灌水、枯損木撤去、芝刈り、草刈り、花壇草花管理）、清掃（園内、トイレ）、

設備点検・保守作業（遊具、四阿、ベンチ、パーゴラ、電気・水道設備）

※ 専門業者に委託するものは、その指示監督業務、軽易な修繕は直営作業

 パンフレット、マップの作成

 ホームページの作成・更新
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(ウ) 収支計算書

近江鉄道ゆうグループが作成した「湖岸緑地の南部地域」の収入と支出の予算を、業務

委託期間である平成 21 年から平成 25年まで下記に記載する。

【収入】 （単位：千円）

項目 H21 H22 H23 H24 H25

県からの収入 99,750 99,750 99,750 99,750 99,750

自主事業による収入 100 300 550 800 1,000

収入合計 99,850 100,050 100,300 100,550 100,750

【支出】 （単位：千円）

項目 H21 H22 H23 H24 H25

人件費 13,394 13,670 13,960 14,260 14,590

施設維持管理費

施設維持管理費 委託費

運営管理費

合計

57,730

11,160

68,890

57,500

11,217

68,717

57,430

11,124

68,554

56,880

11,502

68,382

56,360

11,798

68,158

光熱水費 2,015 2,015 2,015 2,015 2,015

自主事業費 50 150 275 400 500

事務費 11,970 11,970 11,970 11,970 11,970

公課 3,531 3,528 3,526 3,523 3,517

支出合計 99,850 100,050 100,300 100,550 100,750

(エ) 奥びわスポーツの森との比較

「湖岸緑地の南部地域」の指定管理料の内容及び金額について、指定管理者の異なる

「奥びわスポーツの森」と比較する。

a 奥びわスポーツの森の概要

【施設概要】

面積 主な設備内容

21.3ha

（うち池が 7.5ha

池除く 13.8ha)

・ビジターセンター（会議室、展望台以外は閉鎖中）

・多目的運動広場（夜間照明施設）

・テニスコート（全転向型コート 4面、クレーコート 2面、夜間照明

施設）
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・グラウンドゴルフ場（18 ホール）

・駐車場 2箇所

・トイレ 4棟

・芝生広場

（水泳プールは平成 23年度に閉鎖）

（長浜市立びわ体育館）

b 収支計算書

【収入】 （単位：千円）

項目 H20 H21 H22

県からの収入 35,000 35,000 35,000

利用料金による収入 9,400 9,540 9,670

収入合計 44,400 44,540 44,670

【支出】 （単位：千円）

項目 H20 H21 H22

人件費 8,000 8,000 8,000

施設維持管理費 26,735 26,705 26,705

光熱水費 5,000 5,000 5,000

自主事業費 200 1,000 1,000

事務費 2,100 2,100 2,165

公課 2,700 2,700 2,700

支出合計 44,735 45,505 45,570

c 面積当たり金額の比較

以下の表にて公園の面積当たりの支出金額を記載している。湖岸緑地南部地域は、平

成22年度の支出を緑地総面積54.69haで除した1ha当たりの金額を、奥びわスポーツの森

は、平成22年度の支出を公園の総面積21.3haで除した1ha当たりの金額を記載している。

なお、奥びわスポーツの森は、公園の総面積の 3 分の 1 近くを池が占めており、池 7.5ha を

総面積 21.3ha から差し引いた 13.8ha で除した金額も参考に掲載している。

【支出】 （単位：千円）

項目 湖岸緑地南部地域
奥びわスポーツの森

総面積 池除く

人件費 249.9 375.5 579.7
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施設維持管理費 1,256.4 1,253.7 1,935.1

光熱水費 36.8 234.7 362.3

自主事業費 2.7 46.9 72.4

事務費 218.8 101.6 156.8

公課 64.5 126.7 195.6

支出合計 1,829.4 2,139.4 3,302.1

【比較結果】

双方の設備、施設概要からも理解できるように、湖岸緑地南部地域は設備が少なく、奥

びわスポーツの森は施設が多いため、設備・施設内容に比例してコストが発生する項目に

ついては、湖岸緑地南部地域の単位当たりコストが小さくなると考えられる。

しかしながら、下記 2 項目については奥びわスポーツの森のコストの方が小さくなってい

る。

 施設維持管理費

施設維持管理費の内容は、指定管理者による運営管理費（通信費、広告宣伝費、その

他経費等）と、植栽維持に係る外部への委託費である。

施設が限定的である湖岸緑地南部地域は、施設が多数ある奥びわスポーツの森に比較

して単位当たり経費が小さくなると考えられるものの、湖岸緑地南部地域1,256.4千円、奥び

わスポーツの森 1,253.7 千円と、双方近似した金額となっており、その形状が湖岸沿いに細

長く点在することから、湖岸緑地南部地域のコストの発生が高い水準にあると考えられる。

 事務費

事務費の内容は指定管理者の本部機能であり、湖岸緑地の場合、総務・人事（運営協議

会、給与計算、研修等）、経理、コンプライアンス（研修、内部監査等）、営業（営業施策の立

案、予算実績分析）などで構成される。

当費用は、管理部門の費用であるため公園の面積や設備、施設内容に比例して発生す

る費用であるとは一概には言えないものの、湖岸緑地南部地域 218.8 千円、奥びわスポー

ツの森 101.6 千円と、湖岸緑地南部地域のコストの発生が高い水準にあると考えられる。

(オ) 監査の結果（指摘）/意見

 湖岸緑地南部地域における指定管理者が管理する地域の分割について（意見）

湖岸緑地南部地域は、（2）①「県営都市公園位置図」からもわかるように、複数の緑地が

細長く湖岸沿いに点在し複数の市に跨る広域公園である。利用のされ方もフィッシングやバ

ーベキューといった活動的な利用から、休憩休息空間としての静的利用など多岐にわたる

利用がある。最近のビワイチ7ブームから湖岸の歩行施設としての利用などで、県外からの利

7
びわ湖を歩いて一周した方を「ビワイチ観光ウオーカー」として滋賀県が認定（ビワイチ認定）する制度を

いう。
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用者が多く、ゴミのポイ捨てや騒音、施設損壊など利用マナーに起因する問題が多く発生し

ている。これらの課題解決には、複数の市や地域団体などとの調整業務等が多く発生する

こととなるため、公園管理を行う指定管理者には、高度なマネジメント能力が必要となってい

る。

したがって、一括して指定管理業者を選定すると、業務を行う範囲が広くなることから、参

入できる業者が限定され、結果、業者間での競争原理が働きにくい状態となるおそれがある。

この点、管理施設がほとんどないにもかかわらず、施設維持管理費が奥びわスポーツの森と

同水準となっていることからも、その細長い形状がコストアップの遠因になっていることが示

唆される。

管理する地域を分割すると、さらなる事務費、諸経費の増加を招くおそれはあるが、一方

で中小規模の業者の参入による競争促進効果も期待される。これらを総合的に勘案し、指

定管理者が管理する地域の分割について検討されることが望ましい。

（4） 指定管理者の管理

① 指定管理者の作業内容の確認方法

滋賀県では、指定管理者の作業内容について、県営都市公園の管理に関する協定（基

本協定）第 21 条第 4 項に基づき、担当者が指定管理を行っている公園に赴き作業内容を

確認している。

担 当 者 ： 都市計画課の維持管理担当の技術職 3名、経理担当の事務職 1 名

頻 度 ： 四半期に一度

対 象 ： 指定管理を行っている公園

作業内容： 指定管理者が協定書に基づいて実施する作業項目の履行確認、出納簿

等原票、支出証拠書類の確認

② 監査の結果（指摘）/意見

 指定管理者の作業内容のモニタリング方法について（意見）

指定管理者の運営の品質を確保するためにも、指定管理者の作業内容をモニタリングす

ることは重要である。現在滋賀県は、対象とした公園での指定管理者の作業項目について、

県職員によるチェックリスト方式での作業の履行確認及び、出納簿等原票、支出証拠書類

から支出した経費の全取引について確認を実施している状況である。

指定管理者の運営について、より効果的にモニタリングを行うために、指定管理者の当

初の提案に沿った作業内容を実際に実施しているかという観点での確認や、場合によって

は第三者による評価委員会などを設けてモニタリングを実施することが有用と考えられる。

さらに、モニタリングから明らかとなった課題などを指定管理者にフィードバックすることで、

その課題の改善を通じ、県民へのサービスが向上されるような運営が望まれる。
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（5） 湖岸緑地中主吉川

① 事業計画の概要等

【事業計画の概要】

公園名 湖岸緑地中主吉川

所在地 野洲市吉川

都市計画決定面積 20,0ha

開設面積 9,8ha（平成 22 年度末現在）

総事業費 1,231 百万円 （見直し前 2,388 百万円）

事業期間 第１期（15.0ha） 竹林・流れ保全活用ゾーン

平成 12 年～平成 24年

第２期（5.0ha） 水辺風景・環境保全ゾーン

平成 23 年～平成 27年

【概要図】

（出典：都市計画課作成資料）

【事業目的と整備目標】

湖岸緑地中主吉川は、旧野洲川北流であった廃川敷を「マザーレイク２１計画―びわこ

総合保全整備計画―」に基づき、琵琶湖周辺のビオトープネットワークの一端を担い、地域

の自然生態的機能の再生および琵琶湖固有の景観の創造を図るとともに、身近なふれあい

の場となる緑地を保全整備するという事業目的の上で整備が進められている。

整備の目標として、旧野洲川北流に残された水辺の貴重な自然環境を環境学習の場と

して、また、過去に行われたものの途絶えている地域住民の竹林への関わりなどを、竹細工

や竹炭づくりなどによる竹林管理を通して、NPO等の県民参加により復活できるように、里山

的な管理活動が行える場として提供し、併せて河畔林の復活による湖岸景観の保全と活用

を図ることを掲げている。
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② 事業の経緯

計画決定から、平成 23 年度の計画見直しまでの事業の経緯は以下のとおりである。

年度 開設状況 備考

平成 12 年度～

平成 22 年度

測量設計、敷地造成

工、園路広場整備工、

公衆トイレ

（予算額：851 百万円）

計画決定：平成 12年 5 月

事業認可：平成 14年 3 月

平成 23 年度 園路広場整備工、公衆

トイレ

（予算額：380 百万円）

全体事業費の見直しを行い、総事業費

2,388 百万円から 1,231 百万円に変更され

た。当初計画にあった樹林観察デッキ等大

型施設の整備を取りやめたことなどによる。

③ 利用状況

ほぼ整備の終わっている竹林・流れ保全活用ゾーンは、自然観察会の開催や、竹炭づく

りなどの活動がしばしば行われている。

【指定管理者の報告書より施設利用状況】

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 累計

23 年度（人） 1,684 632 808 520 736 591 4,971

22 年度（人） 903 1,871 1,607 605 1,158 616 6,144

前期比（％） 186.5 33.8 50.3 86.0 63.6 95.9 80.9

（*）利用者数の把握は、以下の計算方法による推定である。

 週 2 回の巡回時に調査した結果により、一日の平均利用者数の推定値を算出する。平日の「晴日、雨

日」、土日祭日の「晴日・雨日」それぞれの月間日数を掛けて月間利用者数とする。

 一日の平均利用者数は、調査時（約 1 時間）の入場者数の平均を算出し、昼間時間数（8 時間）を掛け、

入場者数に設定する。

④ 現場視察

竹林・流れ保全活用ゾーンは、草刈りや清掃は行われているものの、そもそも入口が分か

りにくく、看板などの案内も見受けられなかった。滋賀県では、第2区画の整備時に、主要な

入口も整備する予定であり、その完了後、民間が周知できるような案内を行う予定でいると

のことである。

また、現地視察当日は 10 月の晴天の平日であったが、訪問者はごく少なく、県民に周知

されていない状況が窺えた。
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⑤ 監査の結果（指摘）/意見

(ア) 湖岸緑地中主吉川に関する計画の見直しについて（意見）

湖岸緑地の中主吉川は、平成12年から事業計画を決定し整備が進められ、平成23年7

月に、総事業費 2,388 百万円から 1,231 百万円へと、大幅に事業計画が縮小された。

全体事業計画とこれに伴う総事業費の検討にあたっては、県の財政状況や予算に応じ、

施設の縮小や変更など柔軟な運営を行うことは当然必要であるが、今回のように大幅な変

更をする場合は、計画当初の見通しが適切であったかを検証するとともに、見直しによる機

能低下などの課題も整理しておくことが望まれる。

(イ) 湖岸緑地中主吉川の利用促進について（指摘）

そもそも湖岸緑地の中主吉川は、自然景観、環境の保護のみならず、人と自然が共生し、

楽しみながら自然に触れ合い、自然を感じ、自然を学び、自然を享受できる施設づくりを目

指し、完成時の利用者数が年間105,000人という想定のもと、平成12年より整備が続けられ

てきたが、これまでは工事中という事もあり十分な市民利用がされていなかった。

工事着工から 11 年が経過し一定、景観や環境学習施設の整備が進んできたことから、

本来の公園設置の目的に適った人と自然が共生しながら学べる利活用のプログラムを構築

して、子どもを始め幅広い市民利用が図られる必要がある。利用者数の目標を掲げ、利用

促進を図る取り組みなどを行い、過剰な設備投資にならないように活用すべきである。

（6） びわこ地球市民の森

① びわこ地球市民の森の概要

(ア) 計画の経緯

びわこ地球市民の森は、廃川となった旧野洲川の跡地に開設されている。旧野洲川は鈴

鹿山脈に水源を持つ県内最大の河川であり、守山市で南流と北流に分派し琵琶湖に注い

でいたが、下流部ではいわゆる天井川を形成し、洪水によりたびたび大災害をもたらしてき
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た。 このため、南流と北流の間に新放水路が計画され、建設省により琵琶湖総合開発事業

として昭和 56年度に新野洲川が完成した。これにより南流と北流は廃川となり、平地化事業

が行われてきた。このうちの南流の一部を「豊かな森」として再生することとなり、「びわこ地球

市民の森」が計画された。なお、北流の最下流部は広域公園「湖岸緑地」の一部として整備

に着手しており、（5）に記載の湖岸緑地中主吉川が該当する。

【概要】

公園名 びわこ地球市民の森（都市公園）

所在地 滋賀県守山市今浜町、水保町、洲本町

都市計画決定面積等 面積：42.5ha、延長：3.2km、幅：100～200m、標高差：4.1m

開設面積 23.6ha（平成 22 年度末現在）

総事業費 35 億円（補助 25 億円、単独 10億円）

事業期間 平成 12 年度～平成 31 年度（20 年間）

施設の概要

森づくりセンター

つどいのゾーン

ふれあいゾーン

出会いのゾーン

里の森ゾーン

ふるさとゾーン

駐車場、トイレ

事務室、会議室、植樹受付

集いと交流の広場：多彩な遊び、活動の出来る集いと交流の広場

水辺の環境学習フィールド：流れ、池、湿地と森の生態観察ゾーン

エントランス・シンボルエリア：多様な森へのいざない、人と森との出合いの

場

森の環境学習フィールド：四季の花や緑、木の実のある森の観察フィールド

現況保全のエリア：かつての野洲川の河畔林（河原などに自生していた高

木の林）が残されたエリア
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（出典：都市計画課作成資料）

（出典：森づくりセンター所有の航空写真）
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(イ) びわこ地球市民の森が目指す姿・コンセプト

びわこ地球市民の森は、県民をはじめ多くの人々が苗木からの植樹に参加し、長い時間

をかけて、昆虫や鳥などさまざまな生きものが暮らす豊かな森の形成を目指している。また、

この森が人々の心に残る森となり、何度でも訪れたいと思うような場所になることを目指して

いる。そのため、次のようなコンセプトで森を作っていくこととしている。

<1> 生態系の形成に配慮したビオトープ空間8の創造

<2> 照葉樹の林と訪れる人たちが自由に楽しめる落葉樹の林や原っぱ形成

a 整備及び管理の方法

植栽基盤を含む公園施設については滋賀県が整備を行う。他方、植樹（木陰となる木や

施設周辺の植樹などを除く）については「森づくりサポーター」など滋賀県民及び他府県を

含めたボランティアを募集し、苗木を中心に植樹し、その後の管理を進めていく計画であ

る。

b 森づくりセンター

森づくりセンターとは、びわこ地球市民の森の内部に建設された、利用者が訪ねることの

できる事務所である。更地から森づくりを行っているため、今後、植えた木がどう育っていき、

樹木の生長とともにどんな昆虫や鳥、動物が棲みつき、どのように生態系が形成されていく

のかといった情報を収集、発信するため、現在 4 名のスタッフで、このような情報の収集・整

理や、植栽樹木の維持管理、植樹の受付、指導、記録等を行っている。

c 森づくりサポーター

森づくりサポーターとは、森づくりのためのボランティア団体として県民や団体から募集し

ており、植樹をはじめ、枝払い、除伐、草刈りなどの管理を中心に年 4 回の活動を実施して

いる。

登録者数：個人 220 名、団体 5 団体 （平成 23 年 3 月現在）

d その他

森づくりサポーターの他に、個人、グループ、企業による間伐、枝うち、剪定、除草等のボ

ランティア活動が年間を通して行われている。

また、ボランティアだけでは管理が行き届かないところについては、滋賀県都市計画課が

業者に業務委託を行い対応している。

8
滋賀県は、「滋賀県ビオトープネットワーク長期構想」というものを掲げている。これは、野生動植物種の

個体の生息、および生育環境の保全および再生、ならびにネットワーク化（すなわち野生動物のすみかの

再生及び保護）に関する長期的な構想である。
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② 事業の経緯

びわこ地球市民の森は約20年の事業期間を想定しており、平成12年度の事業着手から

現在まで 10年以上経過し、開設面積は総面積の 56%となっている。

年度 開設状況 事業費

平成 12 年度～

平成 22 年度

つどいのゾーン H14 末開設 4.4ha

ふれあいゾーン H16 末開設 6.6ha

出会いのゾーン H18 末開設 6.8ha

里の森ゾーン H21 末開設 5.8ha

補助 1,706 百万円

単独 689 百万円

合計 2,395 百万円

平成 23 年度 里の森ゾーン

第一号歩道橋

補助 115 百万円

単独 10 百万円

合計 125 百万円

合計 H22 末開設面積 23.6ha

（面積進捗率 56%）

(事業費進捗率 68%)

補助 1,822 百万円

単独 699 百万円

合計 2,521 百万円

平成 24 年度以降 里の森ゾーン、ふるさとゾーン、つどい

のゾーン、ふれあいゾーン

補助 803 百万円

単独 164 百万円

合計 967 百万円

③ 公園の活用状況について

(ア) 現在の植樹及び訪問者等の状況

びわこ地球市民の森は、平成 12 年から市民と行政の協働により苗木植樹による森づくり

を進めており、平成 22 年度までに延べ約 3 万 5 千人により、約 13 万 1 千本の植樹がなさ

れている。 また、平成23年度は都市計画課として、苗木の植樹本数年間 １万本 を目指し

ている。植樹の人気は高く、多くの植樹申し込みがあるが、植栽地の造成が追いつかないこ

とから、植樹本数を制限している状況である。

しかしながら、植樹については管理されている一方で、公園利用者、訪問者などの把握

はなされていない。また、当公園は、訪問者が四季の変化や自由な散策などを楽しむような

空間を目指しているものの、時期によっては草刈りなどの維持管理が行き届かない時期があ

る。年に何回は行っている草刈り作業の直前時期では雑草繁茂が著しく県民が安心して利

用できる状況であるとは言い難い状況が一部に見受けられた。
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平成 23 年 8 月現況 雑草が生い茂るエントランス部分等

平成 23 年 8 月現況 雑草で覆われ見えなくなった通路と川

（現地視察）平成 23年 10 月 除草後で整備されている

(イ) 監査の結果（指摘）/意見

 びわこ地球市民の森の公園利用実績の把握について（意見）

びわこ地球市民の森は、多くの人々が植樹に参加し、さまざまな生きものが暮らす豊かな

森の形成を長い時間をかけて目指すほか、人々が四季の変化や自由な散策などを楽しみ、

何度でも訪れたいと思うような場所になることも目指している。

この点、森の形成については、植樹の目標を設定し、その目標に対する成果も把握して

いる一方、県民による公園利用については、計画当初は利用者数の想定があったものの、

現在は利用者数に関する目標設定や実績の把握はなされておらず、都市公園施設が有効

に活用されているかの検証が十分に行われていない状況にある。
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目標とする公園利用者数を設定し、継続的・定期的な実績比較から、適切な改善を行う

ことで、県民がいつでも安心して訪れることのできるような公園管理が期待される。

④ 森の運営について

（ア） 維持管理コストの概要

びわこ地球市民の森は滋賀県の直営で公園の維持管理を行っているが、下記のとおり、

発生経費は、芝刈り、除草等の通常の公園整備に関する維持管理費と森づくりの推進に関

する活動推進費に大きく区分される。財団法人滋賀県建設技術センター（以下、（財）滋賀

県建設技術センターという。）とは随意契約にて業務委託契約を締結している。

【平成 22 年度 維持管理費実績】

項目 金額（千円） 内容

維持管理費 19,698 業務委託（株式会社 宝山園、立入造園他 2社）

（芝刈り、除草作業を中心とした植物管理および施設管

理、草地管理、間伐など）

活動推進費 17,863 （財）滋賀県建設技術センター 森づくり推進事務所

（管理事務所人件費、事務費など）

光熱水費 1,506 電気、水道料金など

その他 228

合計 39,295 （予算は 47,863 千円）

（イ） （財）滋賀県建設技術センター 森づくり推進事務所について

（財）滋賀県建設技術センター 森づくり推進事務所 （通称「森づくりセンター」）とは、こ

れまでびわこ地球市民の森を管理していた財団法人滋賀県公園・緑地センターが解散とな

ったため、びわこ地球市民の森の森づくり活動推進業務の継続のために、既存の（財）滋賀

県建設技術センターに、森の管理事業及び人員を移行し平成 21年 4 月 1 日に設けられた

部署である。つまり、びわこ地球市民の森の森づくりを推進することを目的とした事務所であ

り、滋賀県から公園の維持管理業務を受託している。

構成員は、所長（元大津土木事務所長）、職員 2 名（元総務部検査課長、元琵琶湖環境

部自然環境保全課副参事）、事務員 1名の合計4名であり、その着任時期は、平成22年 4

月からが 2名、平成 23年 4 月からが 2 名である。

【平成 22 年度 活動推進費 予算内訳と執行額】

内容 金額（円）

報酬

給料・手当 11,563,000
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通勤手当 417,600

消費税 599,030 (端数調整→) 12,580,000

共済費 1,665,000

旅費 76,000

需用費 1,298,000

役務費 343,000

使用料及び賃借料 631,000

負担金及び補助金交付金 738,000

公課費 20,000

小計 17,351,000

委託事務費 1,388,000

合計（予算） 18,739,000

執行額 （予算の 95,3%） (17,863,000)

（ウ） 森づくりセンターの活動内容

a 契約により指定されている活動内容

森づくり活動を推進するため、植樹のルールに基づいた適切な管理となるよう以下のよう

な活動を行っている。

 企画、運営（植樹の受付、指導、記録の作成、公表）

 調査（育成調査等）

 普及啓発（来園者への説明）

 利用指導、管理（園内巡視、利用指導等）

b 実際の活動内容

実際の活動状況を確認するため、平成 23年 7 月の業務日誌を閲覧した。

平成 23 年 7 月の稼働すべき日数は、土日祝を除く 20 日に、当月は土曜に 2 回の対外

的な活動があったため、これを合わせて 22 日となる。業務日誌の記載内容は下記表のよう

に整理される。
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活動内容 日数

対外的な活動

7 月 9日（土） 企業ボランティアの除草活動（参加者 33 名）

7 月 11 日（月） 大学ボランティアの除草活動（参加者 5 名）

7 月 14 日（木） 大学ボランティアの除草活動（参加者 12 名）

7 月 23 日（土） 第２回サポーター活動（参加者 770 名）

4 日

日常の活動

ボランティア、園内管理業者、自治会や滋賀県担当者との打合せ

12 日

「特になし」の記載 6 日

（エ） 随意契約の理由

びわこ地球市民の森の活動推進業務について、指定管理者制度を導入せずに随意契

約にて業務委託契約としている理由は下記の通りである。

びわこ地球市民の森は「県民等との協働による森づくりを展開するなど特殊な取り組みを

おこなっている公園」であり、「生態学や森林学の専門家が引き続き植栽計画や指導、管理

を行う必要がある」と位置付けられている。そのため、通常の維持管理業務（草刈り、清掃等）

については民間業者への発注が可能であるが、「森づくり」に関する業務については、日常

の植樹の指導・管理、「森づくりサポーター」のコーディネートなどに、従前までの取り組みと

の継続性が不可欠であり、また森の形成過程の調査研究などには専門性が必要となる。

ここで、（財）滋賀県建設技術センターは森づくりセンター機能（森づくりに関する業務を

担っていた人材等）を有しているため、びわこ地球市民の森における「森づくり」業務につい

て、継続性、専門性に対応しうるものは（財）滋賀県建設技術センターのみである。

このため、専門性と継続性から（財）滋賀県建設技術センターに業務委託を行っている。

（オ） 監査の結果（指摘）/意見

 びわこ地球市民の森への指定管理者制度の導入について（指摘）

びわこ地球市民の森は、整備工事を進めている工事中の公園であり、「森づくりサポータ

ー」による育樹のボランティア活動や、県民はもとより企業、淀川流域の方々の応援も得なが

ら、森の再生を県民運動として展開している特殊な公園であることから、森の生態が安定す

るまでの間、県が直営で管理することとしてきた。

しかしながら、県が運営管理を委託している（財）滋賀県建設技術センターについて、そ

の構成員の職歴、着任年数、業務日誌などを総合的に勘案すると、（財）滋賀県建設技術

センター以外の民間の業者においても同様の業務遂行ができると思料される。そもそも、公

的機関である国の独立行政法人においても、随意契約については極力排除するように強く

指導されており、地方公共団体の事務執行においても同様の意識が必要である。事業着手
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から現在10年以上も経過し、開設面積も約60％に達しており、植樹や育樹の技術蓄積も進

んできたことから、指定管理者制度を導入して維持管理費用の削減に努めるべきである。

6. 住宅課

（1） 住宅課の概要

住宅課は、県民の住生活の安定の確保および向上の促進のため、公営住宅や高齢者、

子育て世帯等に配慮した公的賃貸住宅の整備や管理、環境や災害対策に配慮した住宅づ

くりなど、住宅施策を総合的かつ計画的に推進している。

（2） 管理資産の概要

① 県営住宅の目的

県営住宅は、健康で文化的な生活を行うに足りる住宅を整備し、これに困窮する低額所

得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、県民生活の安定と社会福祉の増進に寄与

することを目的としている。

② 県営住宅の状況（平成 23年 3 月末現在）

現況団地 45 団地 205 棟 3,080 戸

うち募集停止団地 10 団地 74棟 535 戸

入居戸数 2,787 戸

敷地総面積 333,105.57 ㎡

延べ床面積 190,135.34 ㎡

③ 県営住宅一覧

所在市 団地名 所在地 戸数 備考

大津市 朝日が丘団地 朝日が丘一丁目 5−5 他 116 戸

神領団地 三大寺 2 他 44１戸 シルバーハウジング 28 戸

身体障害者世帯向 10 戸

高齢者世帯向 3 戸

栗林団地 栗林町 4−17 30 戸

石山団地 大平一丁目 11 256 戸 うち募集停止 144 戸

石山南団地 大平二丁目 33 180 戸

石山東団地 大平二丁目 5 58 戸

一里山団地 一里山四丁目 6−1 18 戸
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彦根市 八坂団地 八坂町 1956−5 42 戸 身体障害者世帯向 2 戸

芹川団地 芹川町 1447 24 戸

東沼波団地 東沼波町 1240 21 戸 高齢者世帯向 5 戸

開出今団地 開出今町 1800 他 132 戸 高齢者世帯向 12 戸

長浜市 新庄寺団地 新庄寺町 248 他 100 戸 募集停止

日之出団地 新栄町 611 14 戸

永保団地 朝日町 11−4 12 戸 身体障害者世帯向 1 戸

殿町団地 殿町 5ー36 40 戸 身体障害者世帯向 1 戸

北新団地 新庄中町 195 36 戸

西神団地 木之本町木之本 1482 20 戸 募集停止

黒田団地 木之本町黒田 637 30 戸

近江八幡市 西本郷団地 西本郷町 269−2 16 戸 募集停止

土田団地 土田町 882−1 18 戸 募集停止

鷹飼団地 鷹飼町 874−1 144 戸

東近江市 清水団地 八日市清水二丁目 1−35 12 戸 募集停止

今堀団地 今堀町 431−1 114 戸 募集停止

大森団地 尻無町 46 戸 募集停止

沖野原団地 沖野原四丁目 6 90 戸

春日団地 春日町 2−13 32 戸

今団地 今町 240−2 20 戸 募集停止

草津市 陽ノ丘団地 木川町 1212 68 戸

矢倉団地 西矢倉二丁目 2 60 戸

渋川団地 西渋川二丁目 6−5 112 戸

守山市 久保団地 播磨田町 1430 90 戸

石田団地 石田町 260−2 30 戸

栗東市 川辺団地 川辺 551 138 戸 うち募集停止 45 戸

小平井団地 小平井 115−2 54 戸

野洲市 上屋団地 上屋市有地 64 戸

永原第二団地 永原官有地 63 戸

甲賀市 古城が丘団地 水口町古城ヶ丘 1−29 他 24 戸

北脇団地 水口町西林口 1−74 30 戸

信楽団地 信楽町長野 1349−32 30 戸

湖南市 西寺団地 石部南四丁目 9 34 戸

田代ヶ池団地 岩根 499−131 24 戸

高島市 弘川団地 今津町弘川 77−8 30 戸
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平ヶ崎団地 今津町日置前 379 66 戸

拝戸団地 拝戸 162−2 23 戸

安井川団地 新旭町安井川 295 78 戸

（出典：滋賀県ホームページ「県営住宅の概要」より作成）

④ 管理方法

滋賀県住宅供給公社による管理代行である。

契約期間 平成 21 年 4 月 1 日～平成 24年 3月 31 日

委託経費

（平成 23 年度）

管理代行費 206,661 千円

施設改善経費 86,282 千円

家賃代行その他経費 20,634 千円

計 313,577 千円

（3） 中長期の設備投資計画/住宅政策

① 滋賀県住生活基本計画

滋賀県は、豊かな住生活の実現を目指し、住みよい「住まい」や「まち」を作っていくため

の基本方針を定め、これを達成するための目標や施策の方向などを『滋賀県住生活基本計

画』に定めている。これは、平成 9 年に県行政の総合的な推進のために策定された『滋賀県

中期計画』を上位とする住宅部門の基本計画であり、滋賀県の住宅行政の最上位計画と位

置づけられるものである。

滋賀県住生活基本計画の位置づけ

（出典：滋賀県ホームページ 「滋賀県住生活基本計画」）
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【滋賀県住生活基本計画の概要】

（出典：滋賀県ホームページ 「滋賀県住生活基本計画」より作成）

② 滋賀県住生活基本計画の背景、目的について

滋賀県ではこれまでも、「快適でゆとりとうるおいのある住まい・まちづくり」を基本理念とし

て、総合的かつ計画的に住宅施策の展開を図り、住宅・住環境水準は着実に向上してき

た。

しかし、滋賀県では当分の間、人口・世帯数の増加が続くと予測されている一方で、大規

模な地震の発生の恐れ、少子・高齢化の進行、社会的弱者の多様化、環境対策の必要性

の増大、県民ニーズの高度化・多様化、住宅に関する消費者保護など様々な課題が生じて

きている。また、市町村合併も進行しており、今後の公的賃貸住宅の整備の在り方や、市町

との役割分担も課題となっている。

このような背景のもと、「滋賀県住生活基本計画」は、近年の社会経済情勢や住宅事情の

変化に対応し、国の住宅政策との整合を図ると共に、地域特性や個別の課題等に応じた住

宅政策を確立するために策定されたものである。

③ 滋賀県営住宅ストック総合活用計画について

滋賀県の県営住宅は、滋賀県全体の住宅施策について示した「滋賀県住生活基本計画」

を踏まえて整備が進められている。県営住宅の整備等の長期的な事業団地・内容等の計画

については、平成 18年 3月策定の「滋賀県営住宅ストック総合活用計画」で定めている。

ここで、「滋賀県営住宅ストック総合活用計画」とは、県営住宅の長期的な管理運営計画

として平成 18 年度～平成 27 年度を対象期間として作成された計画であり、この中では、各

団地の住棟ごとに将来計画として下記の 4 つに区分されている。

「建替え」・・・団地を建替え老朽性や耐震性等の基準を満たすようにする。

「改善」・・・バリアフリー、環境性能の向上などで、基準をみたすようにする。

「維持保全」・・・修理等により、現状の機能を維持する。

＜理念＞

基本理念：快適でうるおいのある安全・安心な住まい・まちづくり

基本姿勢：多様な主体とのパートナーシップに基づく住宅政策の推進

＜基本目標＞

１． 安全安心で快適な住宅・住環境の形成

２． 誰もが安心して暮らせる住宅セーフティネットの再構築

３． 豊かな環境と調和した住宅・住宅地の形成

４． 気候・風土、歴史・文化や地域資源を生かした住宅・住宅地の形成

５． 定住促進や住宅産業の活性化等による地域活力の維持・創出

６． 適切な住情報の提供と市場機能の活用
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「用途廃止」・・・団地を取り壊し、資産について他の利用を行う方針にする。

④ 監査の結果（指摘）/意見

 県営住宅に関する維持管理計画の策定について（意見）

「滋賀県営住宅ストック総合活用計画」は、策定後の財政状況の変化や関連法令の改正

等により計画内容と実態に乖離が生じ、見直しが必要な状態となっている。そのため、「滋賀

県営住宅ストック総合活用計画」は、県営住宅の長期的な維持管理計画として機能している

とは言い難いものとなっており、滋賀県でもこれを認識し、現在資産の長寿命化を取り入れ、

計画の更新に取り組んでいる。

県営住宅の長期的な維持管理計画を策定し、運用すべきことはもっともであるが、策定の

際には、団地の経過年数や土地利用の効率性など限定的な観点から判断されるのみでな

く、滋賀県の将来の人口・住宅政策、市との役割分担など、長期的かつ広い観点での方針

に基づいた計画を策定されたい。

（4） 廃止予定団地

（3）④に記載のとおり、「滋賀県営住宅ストック総合活用計画」は実態と乖離している点が

ある。この中の3団地について、当管理資料上で 「用途廃止」と位置づけられていた時期に、

本来であれば新規募集を停止すべきところ、新規募集が行われていた。

団地名 所在地 戸数

大森団地 東近江市尻無町 46 戸

今団地 東近江市今町 240-2 20 戸

西神団地 長浜市木之本町木之本 1482 20 戸

これらのうち、他項目での視察対象にも適していること及び、地理的利便性から大森団地

を監査の対象として抽出した。

① 大森団地の概要

所在地 面積 竣工 棟数 戸数

東近江市尻無町 7，357.77 ㎡ 昭和 45 年 12 棟 46 戸
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② 大森団地の用途廃止に至る経緯

昭和 45～47 年

平成 13 年

平成 17 年 2 月

平成 17 年

平成 18 年 3 月

12 棟が順次竣工

すべての棟が耐用年限を経過

市町合併により東近江市誕生

東近江市が下水道の供用を開始

用途廃止対象団地に決定。近隣の今堀団地を建替え、大森団

地の住民を移転する計画

③ H18 年度以降の入退去者

上記のとおり、建替え決定後の平成 18年度以降も、募集、入居の事実がある。

年度
入居者 退去者 差引

世帯数 人数 世帯数 人数 世帯数 人数

平成１8 年度 4 7 5 25 △1 △8

平成１9 年度 1 1 2 3 △1 △2

平成 20 年度 3 14 3 7 0 7

平成 21 年度 3 8 2 10 1 △2

平成 22 年度 2 4 2 4 0 0

平成 23 年度 * * 3 6 △3 △6

合計 14 35 18 46 △4 △11

*平成 23 年より募集停止としている。

④ 監査の結果（指摘）/意見

 用途廃止予定団地の方針決定後の対応について（指摘）

「滋賀県営住宅ストック総合活用計画」では、｢耐用年限を経過した住棟は募集を停止す

る｣と定めており、将来用途廃止予定と決定した上記3団地については、決定時点で耐用年

限を経過していたことから、計画策定後直ちに募集停止すべきであった。公営住宅法上は、

耐用年限を経過した住棟や用途廃止予定の住棟について、新規募集を実施しても問題は

ないとはいえ、上述の 3 団地について用途廃止予定を決定後も計画の変更もないままに新

規募集を続けていたことは不適切であったと考える。

また、大森団地においては、平成 17 年に東近江市が下水道の供用を開始しており、本

来であれば、下水道供用後の 3 年以内に、供用区域内の建築物を水洗に改造しなければ

ならない（下水道法第 11条の 3第 1項）ところ、当該建築物が将来廃止予定であるという理

由で改造しないことを容認されていた（下水道法第 11 条の 3 第 3 項但し書き）という経緯か

らして、特にすみやかに廃止に向けた諸施策の実行が求められるところである。

用途廃止予定と位置づけた団地について、廃止に向けた具体的対応策やスケジュール
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を明確にする必要がある。

（5） 長期募集停止団地

県営住宅について、「建替え」または「用途廃止」の方針が決定すると、入居者の新規募

集を停止する。現在の募集停止団地のうち、停止時期が平成 23 年 4 月 1 日以前の団地が

下記のとおりである。

これらのうち、監査期間中に工事実施中である石山団地を監査の対象として抽出した。

団地名
停止

戸数

入居

戸数

空家

戸数
停止時期 停止理由 将来計画

石山団地 144 33 111 H12.4.1 建替え事業 平成 25 年度以降解体

川辺団地 45 0 45 H12.4.1 建替え事業 平成 23 年度解体

西本郷団地 16 5 11 S63.5.31 建替え事業 平成 23,24 年度建替

土田団地 18 7 11 S63.6.28 統合・用途廃止 平成 25 年度以降解体

清水団地 12 9 3 H15.11.4 統合・用途廃止 平成 25 年度以降解体

① 石山団地の概要

所在地 面積 棟数 戸数

大津市大平１丁目 25,417.42 ㎡ 9 棟（工事中の D棟除く） 256 戸

【建替え前と、現在の住棟配置図】

建替え前の 1～12棟が現在のA、B棟に、建替え前の 13～22棟が、現在のC、D棟とな

っている。また、建替え前の 26～29 棟は、駐車場や集会所等のコミュニケーションゾーンと

する予定であり、23～25 棟、30～31 棟については解体もしくは更新について再検討中であ

る。

[建替え前] [現在]

↑北 ↑北

32棟 25棟 32棟 25棟

31棟 24棟 31棟 24棟

30棟 23棟 30棟 23棟

D棟 B棟

C棟 A棟

29棟
28棟
27棟
26棟

13～22棟

（10棟）

1～12棟

（12棟）
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【現在の住棟】

棟番号 戸数 竣工 補足

A 40 平成 15 年 11 月 旧 1～8 棟を解体

B 36 平成 18 年 3 月 旧 9～12 棟を解体

C 36 平成 21 年 5 月 旧 13～18 棟を解体

D 工事中 - 旧 19～22 棟を解体

23 24 昭和 43 年 3 月 平成 22 年 8 月で閉鎖

24 24 昭和 44 年 3 月 平成 22 年 8 月で閉鎖

25 24 昭和 45 年 2 月 平成 22 年 8 月で閉鎖

30 24 昭和 44 年 3 月 D 棟完成後 閉鎖予定

31 24 昭和 45 年 2 月 D 棟完成後 閉鎖予定

32 24 昭和 45 年 11 月 D 棟完成後 閉鎖予定

【現地写真】

（現地視察）C棟から見た B棟 （現地視察）工事中の D棟

② 石山団地の建替えの経緯

平成 11 年 4 月

平成 12 年 3 月

平成 12、13 年度

平成 13 年 9 月

平成 14 年度

平成 14 年 11 月

平成 15 年度

平成 15 年 11 月

平成 15 年 12 月

平成 16 年度

石山団地の建替えの方針決定、新規入居の募集停止

建替え基本計画策定

団地外移転 59戸、団地内移転 10 戸

1,2,4～8号棟 7 棟 42 戸を解体

団地外移転 21戸

A棟着工

団地外移転 2 戸

A棟竣工(40 戸)

3,9～12号棟の残入居者および13～22号棟、26～29号棟の入居

者の一部計 40 戸が A棟に移転

団地外移転 8 戸
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平成 17 年 1 月

平成 17 年 2 月

平成 18 年 3 月

平成 18 年 7 月

平成 19 年 3 月

平成 20 年 3 月

平成 21 年 4 月

平成 21 年 5 月

平成 22 年 3 月

平成 22 年 12 月

平成 24 年 3 月

3,9～12 号棟 5棟 30 戸を解体

B 棟着工

B 棟竣工(36 戸)

13～22号棟の残入居者および26～29号棟の入居者の一部計36

戸が B棟に移転

13～22 号棟 10 棟 60 戸を解体

C 棟着工

C 棟竣工(36 戸)

26～29 号棟および 23～25 号棟の残入居者、32 号棟の入居者の

一部計 36戸が C 棟に移転

26～29 号棟 4棟 24 戸を解体

D 棟着工

D 棟竣工予定

③ 建替えの概要

建替えの方針が決定すると、以下の流れにより新規入居の募集を停止する。建替えを実

施する場合、建替え予定地の既存住棟を解体するために、既存入居者の移転に必要な空

き家を当該団地内で確保するため、当該団地の入居者を減少させる必要がある。そのため、

新規入居に関する募集を停止し、団地の入居者が半分程度になるのを待ってから事業に

着手している。移転する入居者については、「県営住宅団地建替事業実施要領」に基づき

移転料及び事業協力金を支払っているものの、入居者の移転が即座に完了できず、入居

者が半減、すなわち建替の決定から建替に着手するまでに 5 年～10 年程度かかることがあ

る。

【通常の建替えの流れ】

1. 滋賀県において建替え対象団地の決定

2. 新規入居募集の停止

3. 建替え事業実施の決定

4. 事業実施に関する入居者説明

5. 建替え基本計画の策定

6. 事業実施のための移転、解体、建設等のスケジュールに関する入居者説明

7. 解体対象住宅に居住する入居者の移転

8. 解体工事および本体工事の実施設計

9. 解体工事発注

10. 解体工事に関する入居者・周辺住民説明

11. 解体工事着工、完了
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12. 本体工事発注

13. 本体工事に関する入居者・周辺住民説明

14. 本体工事着工、完了

15. 移転入居者の戻り入居

（複数の本体建物を建設する場合は、７～15 を繰り返すことになる）

④ 監査の結果（指摘）/意見

 募集停止状態の長期化について（意見）

石山団地は建替えの方針決定から解体工事着手までが 2 年半と短いものの、他の案件

は 5～10 年要しているとのことである。これには、団地の建替えの拠り所となる建替え計画の

中に、事業費、目標年度が定められていないことも、建替えの長期化を助長する要因である

と考えられる。

建替えの方針を決定したものの、募集停止をしたまま建替えに着手できない状態は、賃

貸料収入が減少した期間が続くことで機会損失が発生し、資産の有効活用ができていない

状態であると考えられる。また、用途廃止の場合も、次の用途に移行できない点で資産の有

効活用ができず、同様である。

建替え及び用途廃止の方針を決定した後は、住民の自発的な移転を待つだけではなく、

立ち退き料を支払う、近隣の他団地を斡旋するなど、機会損失を含めた全体的にかかる費

用を勘案、比較した上で、移転を促進するような方法を検討されたい。

（6） 無料駐車

① 県営住宅の駐車場の経緯及び現状について

県営住宅の多くは昭和 30年代から 40年代に建設したものであり、当時は自動車の保有

が一般的ではなく駐車場整備を行っていなかった。近年、車が生活必需品化し、自動車の

増加に伴い路上駐車等の問題も発生したことから、団地の建替えや改善工事に合わせ、可

能な範囲で住宅戸数分の駐車区画を整備、確保し、駐車場の有料化を図っている状況で

ある。

このような経緯より、県営住宅の駐車場については、県が住宅戸数分の駐車場の整備を

行った団地については有料化しており、「滋賀県行政財産使用料条例」に基づき使用料を

徴収している。これ以外については、駐車可能なスペースが十分にない団地などもあり駐車

場整備が行われておらず、団地内の空地に無料で駐車している。このような無料駐車は、県

としては認めていないため、車庫証明の申請に必要な保管場所使用承諾証明書は発行し

ていない。

（ア）有料駐車場について
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全 46 団地のうち、有料化、もしくは有料化の協議中となっているものは以下のとおりであ

る。なお、石山団地は現在工事中であり、平成 24年度からの有料化を協議中である。

団地名 所在地 区画数 台数 年間使用料（千円）

神領団地 大津市 441 431 6,206

栗林団地 大津市 30 24 971

陽ノ丘団地 草津市 69 69 2,617

川辺団地 栗東市 93 90 2,593

久保団地 守山市 90 87 1,697

古城ヶ丘団地 甲賀市 24 17 272

鷹飼団地 近江八幡市 144 116 4,875

拝戸団地 高島市 23 23 88

計 914 857 19,324

石山団地 大津市 148 0

合計 1,062 857

（出典：住宅課作成資料より作成）

（イ）無料駐車の状況について

上記（ア）の 9 団地以外にあたる 36 団地は、駐車場使用料を徴収していない。その状況

については以下の表に示すとおりであり、ほとんどのケースが団地内の空地に駐車している

状態である。ただし、「できるだけたくさんの車を駐車したい」という入居者の思いから、比較

的整然と駐車されているとのことである。

なお、駐車可能台数とは、団地の敷地内で適正に駐車した場合の駐車可能台数であ

る。

【駐車場使用料の未徴収団地における駐車の状況について（平成 19 年度調査）】

団地名 所在地
住宅
戸数

現在駐
車台数

駐車可
能台数

特記事項
（不適正駐車等）

朝日が丘団地 大津市 116 124 117 通路上 7 台

石山南団地 大津市 180 159 131 通路上 10 台、避難通路 18 台

石山東団地 大津市 58 74 50 通路上 24 台

一里山団地 大津市 18 19 19

芹川団地 彦根市 24 23 17 避難通路 6 台

東沼波団地 彦根市 21 19 14 通路上 5 台

開出今団地 彦根市 132 160 135 公園 10 台、通路上 15 台

八坂団地 彦根市 42 42 42
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永保団地 長浜市 12 10 10

新庄寺団地 長浜市 100 79 39 募集停止、通路はみ出し 40 台

北新団地 長浜市 36 44 36 通路はみ出し 8 台

日の出団地 長浜市 14 0 0 スペースなし

殿町団地 長浜市 40 41 41

西神団地 長浜市 20 0 0 スペースなし、募集停止

黒田団地 長浜市 30 33 31 公園 2 台

西本郷団地 近江八幡市 16 0 0 スペースなし、募集停止

土田団地 近江八幡市 18 0 0 スペースなし、募集停止

清水団地 東近江市 12 0 0 スペースなし、募集停止

今堀団地 東近江市 114 70 0 募集停止、通路はみ出し 30 台

大森団地 東近江市 46 20 0 公園・通路 20 台、募集停止

沖野原団地 東近江市 90 58 58 特記事項

春日団地 東近江市 32 24 24

今団地 東近江市 20 0 0 スペースなし、募集停止

矢倉団地 草津市 60 7 0 通路上 7 台

渋川団地 草津市 112 100 100 普通車は通路はみ出し

石田団地 守山市 30 36 30 通路上 4 台、ボンベ庫前 2 台

小平井団地 栗東市 54 55 54 集会所通路 1 台

上屋団地 野洲市 64 64 64

永原第二団地 野洲市 63 48 43 通路上 2 台、通路はみ出し 3 台

西寺団地 湖南市 34 0 0 スペースなし

田代ヶ池団地 湖南市 24 23 23

北脇団地 甲賀市 30 23 18 花壇上 2 台、通路 3 台

信楽団地 甲賀市 30 32 15 通路上 17 台

平ヶ崎団地 高島市 66 66 66

弘川団地 高島市 30 32 32

安井川団地 高島市 78 63 36 通路上 27 台

合計 1,866 1,548 1,245

（出典：住宅課作成資料を加工）

② 現地視察を行った駐車場の状況

(ア) 石山東団地

団地内の空きスペースに、住民がロープやラインで区画し、駐車している（写真①）。また、

空きスペースだけでは不足するので、団地内通路の端に、ラインで区分けしてスペースを確
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保している（写真②）。

写真①；団地内の空きスペースにロープで区画 写真②；団地内の通路にラインで区画

(イ) 大森団地

団地に隣接した民間所有の空き地に、住民が独自に民間と契約し駐車している状況であ

る。

(ウ) 石山団地

A～C 棟は建替えが完了しているが、D 棟が建替え中である。駐車場についても D 棟が

完成してから有料とする方針であり、現在は A～C棟とも無料となっている。

写真①；一部、ラインで区画されている 写真②；アスファルト舗装はなくロープでの区画
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③ 監査の結果（指摘）/意見

 無料駐車の解消について（指摘）

各団地で駐車場の状況は様々であり、入居者のうち車を使用しない者があるため、希望

者全員が駐車できている団地もあれば、駐車場の確保が先着順となり、新規入居者が駐車

できない状態の団地もある。また、駐車できない台数分について、近隣の民間有料駐車場

を確保し、その料金を団地内の駐車場利用者で均等に負担している団地もある。このように、

駐車場使用料の負担方法に関し、団地間で不均衡となっている。

現在の無料駐車について、いくつかの前提をおいた上で、徴収可能な駐車場収入を試

算した結果が下記の表である。

団地区分 団地戸数 駐車可能台数 年間使用料

駐車可能台数が住宅戸数を上

回っている 12 団地

658 戸 667 台 25,108 千円

駐車可能台数が住宅戸数を下

回っている 14 団地

854 戸 578 台 16,273 千円

合計 1,512 戸 1,245 台 41,382 千円

【試算の前提】

平成19年度の調査を元に作成している。現在募集停止中の団地については、新たな駐車場整備は行

わないという前提により、試算には含めない。不適正駐車は含めない。一般的な普通車の寸法を想定し

ている。空き家も含めているので、実際の収入見込みは少なくなる。

（出典：住宅課作成資料より作成）

滋賀県としても、駐車場使用料を徴収していない団地については、住宅戸数分の駐車場

を順次整備して使用料を徴収していく方針ではあるものの、建替えなどの機会がないと、使

用料の徴収を進めるのは困難な状況である。ただ、実際に有料団地と無料団地という違い

が生じており、無料団地については、上記試算のように徴収すべき使用料の徴収を行って

おらず、機会損失が発生している。

以上より、無料で駐車している団地については、県としては駐車を認めておらず、車庫証

明の申請に必要な保管場所使用承諾証明書も発行していないとはいえ、有効な資産活用

の観点から使用料の徴収に向けた施策の実施が必要である。具体的には、全戸分の駐車

スペースが確保できる団地は速やかに駐車スペースの整備を行い、全戸分の駐車スペース

が確保できない団地については、いかに使用料の徴収を行うかについての検討が求められ

る。

（7） 未収家賃
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① 家賃について

滋賀県の県営住宅の家賃は、収入に応じて負担額が決まる「応能応益制度」となってい

る。具体的には、収入区分に応じて負担すべき「家賃算定基礎額」が定められており、その

額を立地条件、規模、経過年数、設備等の状況を勘案して調整した額が、支払うべき家賃と

なる。

家賃＝家賃算定基礎額×立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数

② 家賃の管理方法

入居者ごとの家賃の発生、回収については、「公営住宅管理システム」により、入居名義

人ごとの台帳を作成し、管理している。当システムには、入居名義人、家賃、調定額、収納

額、未納額、納期限、収入日等の情報が扱われており、滞納がある場合は入居名義人ごと

に滞納金額、滞納内訳、支払日等の確認が可能である。

③ 滞納債権への対処方法

毎月の家賃は月末までに住宅供給公社の口座に納付され、公社でまとめて県に送金さ

れる。期限内に納付されず、滞納した家賃の回収方法については、「家賃滞納者に対する

措置フォロー」が作成されており、滞納の状況に応じた回収方法が下記のとおり定められ、こ

れに従い指導や督促手続きなどが行われている。

1. 住宅供給公社の督促状（1～2 か月滞納）

2. 県の納付指導員の個別訪問（3～7 か月）

3. 知事名の督促状（8 カ月以上または 10万円以上）

4. 知事名の最終督促状と納付訪問指導

5. 条件付き使用許可取消通知（「1 ヶ月以内に全額納付がなければ、使用許可を取

り消す」）

6. 明け渡し催告通知

7. 訴訟提起（住宅の明け渡しと滞納家賃の支払い）

8. 強制執行

また、滞納のまま退去した者に対しては、所在が明らかで遠隔地でない者については県

の納付指導員による個別指導を、遠隔地または所在不明者に対しては、民間債権回収会

社への委託回収を行っている。

④ 滞納内訳

平成 22年度の収入未済額は全体で 66,540 千円である。このうち年度ごとの滞納状況は

以下のとおりである。

平成 22年度 20,129 千円
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平成 21年度 5,739 千円

平成 20年度以前 40,671 千円

また、滞納額について、金額、月数、退去年ごとの傾向を把握する。なお、数値は平成

23 年 9 月 21 日現在のものである。

【滞納金額順（多額な名義順）】

名義 退去年 滞納月数 滞納金額（千円）

A氏 2005 年 25 1,506

B 氏 2001 年 24 1,086

C 氏 2001 年 15 935

D 氏 1998 年 17 778

E 氏 2011 年 17 760

【滞納月数順（月数が多い順）】

名義 退去年 滞納月数 滞納金額（千円）

F 氏 2006 年 38 499

G 氏 1994 年 35 374

H 氏 1983 年 34 235

I 氏 2004 年 33 271

J 氏 1997 年 32 522

【退去日順（退去日が古い順）】

名義 退去年 滞納月数 滞納金額（千円）

K 氏 1983 年 34 235

L 氏 1990 年 7 98

M氏 1990 年 5 26

N 氏 1991 年 5 28

O氏 1992 年 21 410

【比較結果】

これらの滞納額の傾向から、個々の金額自体は多額ではないが、少額のものが集計され

た結果多額となっていること、また、1～2 年前など直近に発生している納入遅延に係るもの

は比較的回収しやすいが、時間が経過し、納入意識の欠如したもの、退去に係るものなど

は回収されにくいことがわかる。
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⑤ 監査の結果（指摘）/意見

 未収家賃の回収について（意見）

家賃未納の状況が長期化すると、住人の支払意識の低下を招き、さらに退去された場合

はより回収が困難となる。そのため、滞納期間が長期化しないうちに確実に回収することが

望ましく、一定期間を経過した滞納家賃の回収活動に民間会社や司法書士などの専門家

に委託するなどし、効率的かつ効果的な回収をされるよう工夫されたい。

また、少額な債権については、回収作業にかかるコストとその効果も勘案された対策をと

られることが望ましい。

（8） 台帳整備

① 現状

県営住宅の管理資料は下記の通り複数ある。

台帳の管理者 対象 内容

滋賀県 土地・建物 公有財産台帳

県営住宅 団地の基礎情報、住棟、共同施設等（表計算ソフトによ

る管理）

団地ごとの計画修繕に対する履歴の整理（紙台帳管理）

一般修繕、空き家修繕の年度ごとの修繕工事（表計算ソ

フトによる管理）

住戸ごとの設備の状況、修繕履歴（表計算ソフトによる

管理）

住宅供給公社 県営住宅 団地ごとのレイアウト、その他関連資料を保管

② 監査の結果（指摘）/意見

 県営住宅に関する管理台帳の整備について（指摘）

共通する団地について、滋賀県と住宅供給公社がそれぞれ台帳を管理していること、ま

た、滋賀県内でも、団地の基礎情報、修繕関係、設備関係とそれぞれ台帳が分かれて複数

存在することは、一部の台帳で更新漏れが起こりやすく、非効率な管理資料となってしまう。

また、住宅課の表計算ソフトによる台帳については、紙面に印刷して情報の共有化はなされ

ているものの、一担当者がデータを管理している。

来年度より指定管理制度が開始されるため、これを機会に整備して、一本化し、最新の

情報を各担当者が確認できるようなシステム化が求められる。

（9） 住宅供給公社との契約終了後の指定管理者について

現在、（2）④にも記載のとおり、県営住宅の管理は滋賀県住宅供給公社が管理を代行し
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ており、平成 24年 3月 31日の契約終了後、指定管理者制度を導入することとなった。平成

23年 10月 3日～7日の応募期間にて、上記条件での指定管理者 1件の募集を行い、1社

が決定している。

① 指定管理者制度の契約内容

 県営住宅（45 団地 208 棟 3,080 戸）の業務

 契約期間 平成 24 年 4 月 1 日～平成 27年 3月 31 日

 業務内容

入居者の募集、入居及び退去の手続きに関する業務

家賃等の収納に関する業務

入居者への指導および連絡に関する業務

県営住宅および協働施設の維持および修繕に関する業務

その他、知事が必要と認める業務

② 1 社の募集とした理由

滋賀県では、発注準備段階で近畿他府県の調査、実際の指定管理者の聞き取り調査も

行った結果、効率的な管理を行うためには、ある程度まとまった戸数が必要であるという結

論に至った。また、県南部と北部に分割して発注することも検討されたが、戸数のバランスの

違いや、サービスに差が出ること、管理者が出ないことを懸念したため、県内一括の応募と

した。

③ 監査の結果（指摘）/意見

 県営住宅における指定管理者の発注方法について（意見）

今回は、管理戸数の調査や南北の分割について検討された上での一括発注となったが、

1 社のみであると、ある程度規模の大きな会社でないと管理することができず、中小規模の

会社の参入が阻まれることが考えられる。また、複数の会社が携わると競争原理が働き、サ

ービスの向上につながることも考えられる。

第１期目 3 年間の業務実態を検証し、次回以降の発注には、そうした方式導入の可能性

も含めて検討されることが望ましい。

7. 監理課

（1） 監理課の概要

監理課は、部内の連絡調整、課内の庶務、土木交通行政の総合企画、部内各課・局（交

通政策課、住宅課および建築課を除く。）の予算・経理に関することのほか、建設業許可、

部の所管工事の入札および契約に関すること等を行っている。
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また、技術管理室および用地対策室を課内に設置している。前者は、部が所管する建設

工事の設計積算の基準および歩掛単価、技術職員の研修指導（建築および設備に係る事

項を除く。）、建設業の指導育成に関すること（建設技術に関することに限る。）等、後者は、

公共事業（他の部の所掌に属するものを除く。）の施行に伴う損失補償基準の運用指導に

関すること等を行っている。

（2） 管理対象資産の概要

監理課の管理対象資産には、行政財産としては、建設技術センター、各土木事務所が

所管する施設（河川関連、ダム関連の管理事務所やポンプ室など）があり、普通財産として

廃川敷地、廃道敷地、引継不適当財産がある。引継不適当財産とは、滋賀県公有財産事

務規則第 23 条ただし書きに規定されているもので、行政財産としての用途廃止後も、担当

課で引き続き管理を行なうこととされたものである。

【滋賀県公有財産事務規則】

第23条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止したときは、当該財産を別記様式第3号

による公有財産用途廃止引継書により総務部長に引き継がなければならない。

ただし、当該財産の管理および処分を総務部長においてすることが不適当と認

められるときは、この限りでない。

（3） 廃川敷地（普通財産）

① 草津川廃川敷

(ア) 概要

県は普通財産として、「草津川廃川敷（所在地；草津市北山田町ほか、面積；322,825 ㎡、

延長 5.7 ㎞）」を所有している。これは、平成 14年 6月に草津川放水路が試験通水されたこ

とをもって廃川された旧草津川の跡地である。現在、草津市道敷地等として一部を貸与して

いる。

当該廃川敷は、下図のとおり、メロン街道から草津市の中央部を通り、JR 東海道新幹線

へと続く約5.7㎞の敷地であり、途中、JR琵琶湖線草津駅、国道1号線がその下を潜ってい

る9。草津市は、JR草津駅周辺での市街地再開発事業やJR南草津駅周辺の土地区画整理

事業、また民間の宅地開発も活発に行われた影響で、2000 年 111,616 人から 2010 年

122,423人（約10％増）へと人口の増加が続いており、その中心部を通る当該廃川敷の利用

度は極めて高く、廃川前の平成8年から県や市が検討委員会を設置するなどその有効利用

について検討が始められていたところである。

9
「潜っている」というのは、旧草津川が天井川（地面より高いところを流れる川）であったことによる。
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（出典：草津市ホームページ）

(イ) これまでの経過

草津川放水路事業の開始から、現在までの大まかな経緯は以下のとおりである。以下に

記載した以外でも、特に廃川される平成 14 年までは、草津市主催でシンポジウムが開催さ

れたり、市民団体から署名や要望書が提出されたり、地域住民も含め活発な議論がなされ

てきた様子である。しかしながら、その後は恒久的利用に関する議論は影を潜め、草津川廃

川敷地の管理・活用に係る運営委員会による暫定活用に焦点を置いた議論が進められてき

たが、平成 20年ごろから再度恒久的利用の議論が行われ出している。

年 経緯

平成 4年～ 土地開発公社が草津川放水路の用地を先行取得（取得費：170 億円）

平成 8年 6 月に草津市が、11 月に県が、それぞれ検討委員会を設置

平成 11 年 「草津川廃川敷地利用計画検討協議会」を設置（建設省、滋賀県、草津

市、栗東町の関係機関で構成）

平成 12 年 協議会の諮問機関として「草津川廃川敷地利用計画検討懇話会」を設置

（学識者及び地域住民等の 15 名で構成）

平成 13 年 懇話会から協議会に対して「草津川廃川敷地の土地利用計画に関する提

言～将来の魅力あるまちづくりの実現に向けて～」を提出
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平成 14 年 3 月 土地開発公社が用地を国へ譲渡（譲渡額：100 億円）

5 月 協議会が「草津川廃川敷地整備基本計画」を策定

6 月 旧草津川 廃川

平成 15 年 滋賀県が国から廃川敷地の譲与を受ける

平成 16 年 草津川廃川敷地管理活用の運営委員会設置

平成 19 年 滋賀県と草津市が「草津川廃川敷地の管理および暫定活用に関する協定

書」を締結

平成 20 年 滋賀県「県有財産活用検討会議」にて、「草津川廃川敷地の対応方針を

早急に決定する。」との方針が出されるが、草津市長より知事に対し「売却

を前提とせず、公共利用を基本とした計画を県で策定すること」という旨の

要請書が提出される

平成 21 年 滋賀県から草津市及び栗東市に対して廃川敷地の土地利用についての

基本方針を提示

平成 22 年 「草津市草津川廃川敷地土地活用検討委員会」を設置（学識経験者、関

係団体代表者等の 22名で構成）

平成 23 年 草津市が「草津川跡地利用基本構想」を策定

（出典：滋賀県及び草津市ホームページ及び都市計画課作成資料より抜粋）

(ウ) 維持管理費の発生

平成 15年に国から廃川敷地の譲与を受けて以来、事業化されないまま、県は、除草、伐

木、清掃などの維持管理費を支出し続けている。なお、平成19年度に草津市と管理に関す

る協定を締結し、市が新田橋から草津川橋までの約 1.7km の間を管理することとされたこと

もあって、平成 20年度以降の維持管理費用は大幅に減少している。平成 23年度の額は当

初予算額であり、それ以外は決算額である。

（単位：百万円）

年度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 合計

費用 22 20 14 16 16 6 6 3 4 111

(エ) 現地の状況

平成 23 年 10 月 18 日に、現地視察を実施した際の現地の様子は写真のとおりである。

写真①は、ちょうど JR 琵琶湖線の上を写したものである。底がコンクリートになっている部

分の下に線路がある。写真からも判明するとおり、現地は河川の形状がそのまま残り、草

地として管理されている状態である。JR 草津駅周辺は除草等の一定の整備はなされて

いるものの、底地も平たんではなく、現状のままでは県民の利用価値は低い。

写真②は、写真①脇の堤防から JR 草津駅を写したものである。駅の左右にマンション

が立ち並んでいるのがわかる。
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写真①；JR 琵琶湖線上

写真②；堤防から望む JR草津駅

(オ) 平成 14 年度の指摘事項の改善状況

草津川廃川敷については、平成 14 年度の包括外部監査結果報告書「その一 公有

財産（特に土地）の取得、処分及び管理について」にて次のような意見が付されている。

＜要旨＞

④県の損失負担に関する会計処理について

用地買収に伴って県が負担することとなった約 70 億円の負担金について、会計

処理上は平成 13 年度において、負担金としての処理は行われていない。



91

県は約 70 億円の負担を県と土地開発公社との契約に基づき、平成 24 年 3 月ま

での間に土地開発公社からの請求により行うこととしている。この契約に基づき、負

担金の処理を行うと、土地開発公社が請求を行わなければ負担金が支出されること

はなく、実質的に 10 年内に任意に負担金処理を行うことになる。

平成 13 年度に約 70 億円を負担金として処理しなかったことにより、決算上は県

が約 70億円の負担を行うという事実が全く表現されず、県民にとってわかりにくい決

算書となっている。

⑤県が行っている貸付金の処理について

平成10年度から平成 14年度まで毎年度年初に4,885百万円を貸し付け年度末

に同一金額が償還されている。しかし、平成 14 年 3 月に取得した用地を国に売却

するまで、土地開発公社は借入金の返済を行うことは不可能である。

にもかかわらず、各年度末で償還処理が行いうるのは、出納閉鎖制度によるもの

である。年度内には償還できないため、翌年度の貸付を先に受けてから、その資金

で前年度の貸付金を償還し、出納閉鎖期間内であるため前年度に償還処理されて

いる。すなわち、翌年度の貸付金をうけ、その資金を原資として前年度貸付金の償

還を行っているにすぎない。

土地開発公社では平成 10 年度以降常に県から約 49 億円の借入金があるにも

かかわらず、県では土地開発公社に対して年度末には貸付金残高が 0 になってい

る。県の真の財政状況が明瞭に表示されるよう会計処理を検討されたい。

上記意見について、「④県の損失負担に関する会計処理について」に関する土木交

通部の見解は、「平成 14 年 3 月 13 日滋賀県議会定例会において債務負担行為の議

決が完了しており、県が約 70億円の負担を行うことは明らかである。また、巨額の負担金

処理を単年度で実施することは不可能であり、分割処理（平成 14 年度から平成 23 年度

までの 10 年間で処理）せざるを得ない。」というものである。

「⑤県が行っている貸付金の処理について」に関しては、平成20年度以降は、土地開

発公社が市中から 3 月 31 日から 4 月 1 日まで資金を借り入れ、その資金で県に対して

は年度末に返済できるようになっている。

(カ) 監査の結果（指摘）/意見

a 草津川放水路事業において発生した約 70 億円の損失処理について（意見）

平成 14 年度の包括外部監査人の意見は、当該負担が平成 13 年度一般会計歳入歳出

決算書には記載されないため、県民にとってわかりにくいことを問題視したものである。

当該負担は、土地開発公社が新川用地を国へ譲渡した時に確定し債務負担行為の

議決も完了しているため、平成 13年度の一般会計で一期に処理すべきものであった。ま

た、処理実施期間は 10 年間と明定されているものの、年度ごとの配分額の定めがないため、



92

各年度における執行額は当該年度における県の財政事情により左右される可能性も否定

できない。

一期で処理することが実務上困難であるとしても、県のホームページ等を利用して県民に

対して後年度の負担について積極的に開示すべきであったと思料する。

b 土地開発公社に対する貸付金について（意見）

土地開発公社では平成 10 年度以降常に県から約 49 億円の借入金があるにもかかわら

ず、県では土地開発公社に対して年度末には貸付金残高が0になっている点について、平

成 19 年度までは特段の対策はとられなかったが、監査委員監査を契機に、平成 20 年度か

らは土地開発公社が市中銀行から借り入れて年度末に返済している。

この結果、土地開発公社の決算上、県からの借入金は収支計算書には記載されるものの、

その残高は貸借対照表には現れない。また、県の決算書には貸付金の執行額は計上され

るものの、年度末の貸付金残高には現れない。さらに、土地開発公社では市中銀行からの

借入金に関して金利（661,644 円）が発生している。

土地開発公社及び県のそれぞれにおいて、借入金の存在について県民に対してよりわ

かりやすい形で情報を開示すべきであったと思料する。

c 草津川廃川敷の有効利用について（意見）

草津川廃川敷の利活用については、草津市の中心街という利便性の高い土地を含んで

いるにもかかわらず、平成 14 年の廃川から長期間低利用の状況が継続している。

遅延の原因は、草津市の財源不足によるところも大きい。今後、草津市主導で利活用の

計画が策定される見込みであるが、県の所有地である以上、県としても適切な支援により市

の取り組みを促進していく必要がある。

② その他廃川敷地

(ア) 家棟川廃川敷

住所 面積

野洲市永原 12,721.15 ㎡

市道、市営住宅および保育所の敷地として野洲市に無償貸付を行っている。無償である

理由は、「公共用に供する」（滋賀県財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（昭和 39

年条例第 12 号。以下「条例」という。）第 4 条第 1 号）ものと認められることに加え、過去に、

隣接する県営住宅土地に関して、野洲市所有と誤認して無償で市から貸与を受けていたこ

とがあることから、県が野洲市に貸付を実行する際にも無償であることが公平性の観点から

適切であると判断したことによる。
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(イ) 野洲川廃川敷

住所 面積

甲賀市土山町鮎川 6,084.00 ㎡

昭和 47 年の青土ダム建設に際し、地元集落より地域防災機能の確保や地域住民憩

いの場として広場の設置を要望され県が用意した土地である。昭和 62 年度に旧土山町

が、国及び県の補助金により多目的グランドとして整備し、地元で山村広場として利用さ

れている。有償での売却若しくは貸付を求める県に対し、甲賀市は、無償譲渡又は現状

の形態による使用を要望し、平成 18年 3月には「鮎河山村広場の野洲川廃川敷地の取

り扱いについて」という要望書を県に提出している。

県と市との間には貸付契約が締結されていないため、契約締結に向けて、現在、甲賀市

と調整中である。

(ウ) 林照寺廃川敷

住所 面積

高島市新旭町饗庭 7,370.31 ㎡

大部分は竹藪などの荒地であるが、利活用が可能な区域もあり、実際に高島市にお

いて地域道路、融雪ポンプ場、消防車庫等の敷地として利用されている。県は、売却又

は貸付に向けて、平成 10 年頃から市町村と協議を行っているが、現在も合意には至っ

ていない。

なお、当該廃川敷についても、平成 14 年度の結果報告書「その一 公有財産（特に

土地）の取得、処分及び管理について」にて、以下のような記載がなされている。

過去の利用状況等の経緯により、地元自治体、地元市民に開放されている。滋賀県では

利用制限等を行っていないが、貸付契約等を行っているわけではない。地域道路は、地

元市町村と貸付契約等を締結し法的な権利関係を明確にすることが適切である。

(エ) 監査の結果（指摘）/意見

 普通財産の無償貸付について（指摘）

普通財産の譲与または減額譲渡、普通財産の無償貸付または減額貸付については、

「条例」第 3条及び第4条にて規定されており、「公用、もしくは公共用または公益事業の

ように供するため」であれば可能となっている。上記無償貸付案件は、第 4条第 1項に基

づくものである。第 3 条に基づき無償譲渡等をした事例は現状ないとのことである。

（イ）野洲川廃川敷、（ウ）林照寺川廃川敷については、地元市町村との貸付契約もな

い状況が長期にわたっている。もっと早期に法的権利関係を明確にしておくべきであっ

た。無償譲渡については前例がないことを理由に見送っている。
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（ア）家棟川廃川敷に関しては、そもそも大蔵省（現在の財務省）から県および野洲町に

廃川敷地が譲与された際に土地の表示登記および保存登記がなされていなかったため、

県と町との土地の境界が明示されていなかったことが、無償貸付の遠因ともなっている。また、

野洲市に無償貸付を行っている土地の中に、「社会福祉法人 和順会 祇王明照保育園

（保育所）」へ転貸されている土地が存在する。県の条例に従えば転貸に関する稟議決裁が

必要であるところ、平成22年4月1日以降の転貸承認の処理に遅延があった。確実な事務

手続きの執行が求められる。

これら普通財産の無償貸付は、「条例」第 4条より「公用、もしくは公共用または公益事

業のように供するため」であれば可能あるが、昨今の厳しい県の財政状態に鑑みれば、

当該条例を根拠に無償貸付を行うのは効率性の観点からは必ずしも適当でない。適正

な賃料を徴収すべきである。

このような市町への無償貸付がある一方で、同様のケースで県が市町から無償で借り

ている場合もあるとのことである。また、土木交通部以外の部課で同様のケースも推測さ

れる。したがって、解消には県が全庁的にその有する資産の利用状況を把握・点検し、

関係者との調整を行わなければならない。

（4） 土地開発基金の保有する土地

① 土地開発基金による土地取得の概要

平成 14 年度の包括外部監査結果報告書によれば、土地の取得手続の概要は以下

のとおりである。

第 2 土地の取得手続・取得状況について

１ 取得手続の概要

土地の取得については、「滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得また

は処分に関する条例」、「滋賀県公有財産事務規則」、「滋賀県事務決裁規程」及び「滋

賀県公有財産審議会事務処理要領」等に基づき以下のような手続により行われることと

なっている。

公有財産審議会への諮問→→予定価格 70 百万円以上または 2 万㎡以上の場合

↓

議会議決→→予定価格 70百万円以上かつ１件 2 万㎡以上の場合

↓

取得伺いによる決裁権者の決裁
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→→・工事に係るものについては1件70百万円以上は知事決裁。それ以外は金額によ

り副知事以下が決裁。

・その他については1件15百万円以上は知事決裁。それ以外は金額により副知事

以下が決裁

土地の取得金額は、県の会計上、一般会計における公有財産購入費により取得され

るもの、土地開発基金により取得されるもの及び土地取得事業特別会計により取得され

るものの 3 つに大別される。

また、県の会計とは別に、滋賀県土地開発公社により取得されるものもある。

２ 一般会計における土地取得の実績の概要

（省略）

３ 土地開発基金による土地取得の概要

（1） 基金の設置目的および経緯

地方自治法第 241 条の規定に基づき、公用もしくは公共用に供する土地または公共

の利益のために取得することにより、事業の円滑化かつ効率的な執行を図るため、昭和

44 年 4 月滋賀県土地開発基金条例が施行され滋賀県土地開発基金が設置された。

設置当初は、滋賀県土地開発基金条例第2条で基金の額は3億円とされていたが、

その後の物価上昇等で基金の額は増加され平成 13 年度末現在では約 292 億円と約

100 倍近く増加している。

（2） 土地開発基金によって取得できる土地

土地開発基金によって取得することができる土地は「滋賀県土地開発基金管理規

則」第 2 条により、下記のように規定されている。

(ア) 地価が著しく高騰し、または移転を要する物件が多数建設されることが予想さ

れるため、数年後に取得することが著しく不利または困難と認められる土地。

(イ) 公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業

の完成を確保するため、あらかじめ取得しておくことが必要と認められる土地。

(ウ) 用地交渉を円滑に行うため、一括して取得することが要請される特別の事情が

あると認められる土地。

(エ) その他事業の促進上、あらかじめ取得することが特に有利と認められる土地。

（以下、省略）

② 平成 22 年度末土地開発基金保有状況
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平成 22 年度中の土地開発基金の運用状況は以下のとおりである。

（単位：百万円）

区分
平成 21 年度末

現 在 高

平成 22 年度中

取 得 高

平成 22 年度中

処 分 高

平成 22 年度末

現 在 高

土

地

面積 481 千㎡ 4 千㎡ 7 千㎡ 479 千㎡

金額 6,525 347 791 6,081

有 価 証 券 3,297 - 3,297 -

現 金 739 5,604 347 5,996

計 10,562 5,951 4,435 12,078

（出典：滋賀県土地開発基金運用状況審査意見書）

基金に属する土地は事業に係る先行取得用地であり、平成 22 年度末現在高の内訳

は、道路事業 14,501.44 ㎡ 7億 1千万円、河川事業 189,424.03 ㎡ 34億 2千万円 、

その他 275,091.67 ㎡ 19 億 5 千万円である。

一方、基金に属する有価証券は、全て処分して現金化し、また現金の平成 22 年度末

現在高は 59 億 9 千 6 百万円で、前年度末に比べ 52 億 5 千 6 百万円増加している。そ

の運用は、確実かつ有利な方法として大口定期預金等により行われている。

③ 長期保有となっている土地

平成22年度末時点において、土地開発基金で保有している資産のうち取得後5年以

上経過しているものの一覧は以下のとおりである。

(ア) 道路事業用地

道路事業用地としての土地開発基金による先行取得の状況は以下のとおりである。中

長期的には 711 百万円の全てを再取得する方針であり、今後 4 年間での再取得の見込

みは 600 百万円である。

（単位：百万円）

平成 23 年

3 月末残高

左記のうち、取得後 5 年以上経過

5 年以上 10 年未満 10 年以上 合計

711 201 85 286

（単位：百万円）

名称 金額 備考

大津能登川長浜線 85 山手幹線の整備（6 車線化）として先行取得

を実施したが、事業化のめどは立っていな

い。



97

10 年以上 計 85

甲賀土山線高規格道路 109 名神・名阪連絡道の位置づけとして事業促

進を図るため先行取得を実施したが、事業

化のめどは立っていない。

小浜朽木高島線 91 平成23年度に補助事業化された。数年内に

再取得を予定している。

5 年以上 10 年未満 計 201

合計 286 3 路線 13,887 ㎡

(イ) 河川事業用地

a 先行取得の状況

河川事業用地としての土地開発基金による先行取得の状況は以下のとおりである。中

長期的に 3,420 百万円の全てを再取得する方針であるが、今後 4 年間での再取得見込

みは 428 百万円にとどまっている。

（単位：百万円）

平成 23 年

3 月末残高

左記のうち、取得後 5 年以上経過

5年以上 10年未満 10 年以上 合計

3,420 867 2,306 3,174

（単位：百万円）

名称 金額 備考

長命寺川 713 ほ場整備事業に併せ先行取得。中長期整

備実施河川の検討における整備区間である

が、上流のため再取得までに 10年以上を要

する。

真野川 568 住宅宅地関連公共施設整備事業として計画

的に先行取得。中長期整備実施河川の検

討における整備区間から外れているため、

再取得のめどは立っていない。

北川 495 対象地域の開発が進む前に先行取得。中

長期整備実施河川の検討における整備区

間から外れているため、再取得のめどは立っ

ていない。

愛知川 213 県道の拡幅事業に併せ先行取得。中長期

整備実施河川の検討における整備区間から

外れているため、再取得のめどは立ってい
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ない。

中ノ井川 150 来年度補助事業化の見込。平成 24 年から

順次再取得の予定。

その他 6河川計 164 ―

10 年以上 計 2,306

大石川 322 地権者からの申し出により先行取得。中長

期整備実施河川の検討における整備区間

から外れているため、再取得のめどは立って

いない。

長命寺川 284 上記参照。

その他 8河川計 260 ―

5 年以上 10 年未満 計 867

合計 3,174 15 河川 184,301 ㎡

上記表にて、「中長期整備実施河川の検討における整備区間から外れている」とは、

平成 20 年 10 月作成の『滋賀県中長期整備実施河川の検討』にて、A・B ランクであるが

整備を想定していない区間、C ランク及び D ランクを示しており、今後概ね 20 年間は整備

を実施しない方針となっている。

b 『滋賀県中長期整備実施河川の検討』について

県は、平成20年10月に、『滋賀県中長期整備実施河川の検討』を公表した。これは、

治水関係事業予算の減少を受け、今後とも治水事業を着実に推進していくために、優

先して治水事業を展開する河川を選定し、効率的・効果的な事業の実施が必要との観

点から、事業着手河川の優先度をランク付けしたものである。また、整備実施期間は概

ね 20 年間を対象としている。

国の補助事業、総額 5 億円以上の県単独事業を対象とし、事業規模が小規模な改

修事業は含まれていない。また、維持管理が必要なものや災害復旧など緊急的に対応

が必要なものについては、ランク分けに関わらず対処することとしている。

当該資料では、河川整備の必要性を 4 つのランクに分けている。

◇ A ランク（整備実施河川）30 河川程度

…緊急性の観点から整備実施を必要とする河川

◇ B ランク（次期整備河川）30～40 河川程度

…緊急性の観点からはＡランクの次に整備実施を必要とする河川

◇ C ランク（整備保留河川）

…整備済みではないが、近年浸水実績等も少なく、今後も多大な被害の恐れが少な

い河川
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◇ D ランク（評価対象外河川）

…整備済み河川や地形的要素等で評価対象外となる河川

◇ T ランク（整備実施河川）

…河川の形態から、破堤による人命への被害の影響が大きい河川であり、現状把握

や対策の検討・実施、予算確保等を進める河川

c 監査の結果（指摘）/意見

 「中長期整備実施河川の検討」にて整備区間から外れた河川事業用地について（意

見）

土地開発基金では、今後概ね 20 年間は整備を実施しない方針の土地を上記のとお

り多額、かつ長期間、保有している。このような中長期整備実施河川とされていない河川

に関する用地を保有し続けることについて、土木交通部は、「財政状況の好転や継続河

川の事業完了などに伴い、期間中であっても適時見直していく必要があり、見直し時に

はこれまで対象外であった河川を整備実施河川とすることが考えられ、その際に河川用

地を確保しておくことは、円滑な事業実施及び事業効果の早期発現のためには必要で

あると考えている」とのことである。

一定の要件を満たす県の公共事業については、公共事業再評価制度に基づき、事

業採択から一定期間が経過した時点で社会経済情勢の変化等を踏まえた事業の再評

価を実施することになっており、事業化の効果自体は継続的に確認されているとのことで

ある。しかしながら、現実的には、県の厳しい財政状況から今後概ね 20 年間は整備を実

施しない方針とされているわけであるから、その方針に従えば財政状況の好転等がない

かぎり、今後概ね 20 年の間、塩漬け土地とせざるを得ないことになる。

事業化を検討する際に、県の財政状況や将来の予算の動向、当該事業における用

地買収の見込みや概ねの事業期間の見積りは不十分ではなかったのか、このように超

長期にわたることは想定されていなかったのか、などが課題として挙げられ、平成14年度

の包括外部監査（P.26「②事業化できない土地」）においても、「事業に供する時期が未

定の状況で基金取得を行うことは地価下落の問題、不急の資産を取得してしまうおそれ

等があり、望ましくないと考える」という意見が出されているところである。

事業化のメリットが確認されていたとしても、厳しい財政状況の中で実施すべきか否か

は、再度検討する必要がある。その検討が、「中長期整備実施河川の検討」であると考え

られることから、当該検討にて整備対象から外れた事業は、継続河川の早期完了や事

業予算の確保などにより、早期に事業着手できるよう工夫することが求められるが、引き

続き基金で保有することについて慎重に判断されるべきである。

(ウ) その他（産業廃棄物処理場）

① 概要
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土地開発基金で産業廃棄物処理場用地が長期保有されている（所管：琵琶湖環境

部循環社会推進課）。

取得年度 平成 22 年度末保有金額 面積

平成 12 年 441,466 千円 159,374 ㎡

平成 13 年 63,490 千円 19,146 ㎡

② 経緯

時期 内容

平成 13 年 3 月～12月 広域の廃棄物処理施設（産業廃棄物および一般廃棄物の焼

却施設、資源化のための施設）の整備を目的とし、上記土地を

取得。

平成 14 年 3 月 環境事業公社に「県南部広域処理システム施設整備計画委員

会」を設置

平成 17 年 12 月 「県南部広域処理システム施設整備基本計画策定のための基

本方針」のとりまとめ

平成 18 年 7 月 事業の凍結を表明

平成 20 年 2 月 事業の中止を決定

事業の凍結、中止に至ったのは、廃棄物の再生利用やエネルギー利用の加速により

予定されていた処理能力が求められなくなったためである。

③ 監査の結果（指摘）/意見

 産業廃棄物処理場用地の有効利用について（指摘）

廃棄物をとりまく社会経済情勢の変化により、事業が中止となったことはやむを得ない

が、事業の中止の決定から 4 年近く経過しているものの、滋賀県として今後の具体的な

土地利用の方針は決められていない。早急に資産の有効活用を検討されたい。

（5） その他（建設技術センター本館棟、試験棟）

① 建設技術センター本館棟・試験棟の管理について

建設技術センター本館棟・試験棟では、（財）滋賀県建設技術センターが、県・市町・

民間の技術職員を対象とした研修業務および建設工事の材料試験等を行っている。

（財）滋賀県建設技術センターが使用している建設技術センター本館棟・試験棟は、

滋賀県の行政財産として計上されている建物であり、滋賀県の行政財産を、（財）滋賀県

建設技術センターが使用・管理するという状況となっている。このことから、（財）滋賀県建

設技術センターは、県に対して行政財産の使用料の支払を行っている。
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② （財）滋賀県建設技術センターおよび建設技術センター本館棟・試験棟の概要について

(ア) （財）滋賀県建設技術センターの目的

（財）滋賀県建設技術センターは、県民の安全で快適な生活環境を確保することを目

的として、建設事業に関する技術の向上と県内における公共事業の円滑な推進を図る

ため、県および市町の職員ならびに建設事業に従事する者に対する研修、建設工事に

使用する資材の試験、地方公共団体が施工する建設工事にかかる設計積算、施工管

理等の業務の受託、下水道排水設備工事責任技術者試験、登録業務等を行ってい

る。

(イ) 沿革

財団の設立 設立許可 ：昭和 58年 7月 30 日

設立 ：昭和 58年 8 月 1日

主な経緯 平成 6 年 4 月 1 日

財団の事業・組織体制の拡充

(地方公共団体の建設工事の設計管理、積算、施工管理業務の受託、

市町派遣研修生の受入等)

平成 10 年 4 月 1 日

(財)滋賀県下水道技術センターを統合

(事業・残余財産〈基本財産 3,000 万円〉を継承)

平成 10 年 4 月 8 日

財団の所在地を大津市より現在地に移転

平成 11 年 4 月 1 日

建設資材試験場を現在地に移転

(ウ) 施設概要

本 館 棟 ： 鉄筋コンクリート造２階建 延床面積 1,425.91ｍ2

試 験 棟 ： 鉄筋コンクリート造平屋建 延床面積 449.08ｍ2

付属施設 ： 駐車場（86 台収容）
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(エ) 建設技術センター外観

【建設技術センター本棟】 【建設技術センター試験棟】

（出典：（財）滋賀県建設技術センターHP）

(オ) 建設技術センター設備

【研修室】 【試験棟内部】
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(カ) 所在地

（出典：（財）滋賀県建設技術センターHP）

③ 建設工事の設計管理、積算及び施工管理について

（財）滋賀県建設技術センターにおいては、県及び市町の建設作業を支援するため、

設計管理、積算、施工管理及び支援検査業務を受託するとともに、業務を通して、必要な

技術支援を行っている。平成 22 年度における受託額の内訳については以下の通りであ

る。

【県】 【市町】

項目 金額(千円） 割合 項目 金額(千円） 割合

道路改良 29,547 23.1% 道路改良 9,754 27.5%

橋梁 31,064 24.3% 橋梁 4,305 12.1%

トンネル 22,231 17.4% 下水道 8,855 24.9%

河川改良 13,461 10.6% 調整池 6,159 17.3%

砂防 31,353 24.6% 公園 6,479 18.2%

合計 127,656 100.0% 合計 35,552 100.0%

（出典：（財）滋賀県建設技術センター 業務案内）

④ 研修の実施について

（財）滋賀県建設技術センターにおいては、建設事業に関する技術の向上と県内にお
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ける公共事業の円滑な推進を行うため、下記の研修を行っている。

 県土木技術職員研修

急激な社会の変革や住民の多様なニーズおよび高度複雑化する土木技術を踏ま

え、土木行政を柔軟かつ効果的に推進していくため、県土木技術職員を対象に新し

い行政課題や技術革新に対応出来る知識習得を目的とした研修

 市町土木技術職員研修

市町の土木行政に関わる職員を対象に、その実務に関する専門的な知識や技術を

習得し、その職務遂行能力を高めることを目的とした研修

 民間土木技術者研修

公共事業の各段階で発生する各種情報の電子化と、受発注者間での効率的な情

報の交換・共有・連携の環境を創出するため、公共事業支援統合情報システム

（CALS/EC）が導入されたことに伴い、当該システムの普及推進を図ることを目的とし

た研修

（出典：（財）滋賀県建設技術センターHP）

なお、平成 22 年度における、上記の研修の実施実績は下記の通りである。

【研修、下水道試験等における業務収入】

事業活動 金額

研修業務収入 8,134 千円

下水道試験等業務収入 3,175 千円

（出典：（財）滋賀県建設技術センター 平成 22 年度事業報告）

【技術職員に対する研修会の開催】

延べ日数 受講者数

県土木職員研修 54 777

市町土木職員研修 31 341

民間事業所関係者研修 7 281

計 92 1,399

【下水道排水工事責任技術者の資格試験及び更新講習会の開催】

回数 人数

更新講習会 18 1,684

受験講習会 2 104
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試験 1 142

計 21 1,930

（出典：平成 22 年度研修実績）

【研修等の人数別集計】

参加人数 研修の回数

86 人以上 17 日

50 人～85 人 26 日

30 人～49 人 10 日

1 人～29 人 83 日

合計 136 日

⑤ 使用料の算定について

(ア) 使用料算定における規定

（財）滋賀県建設技術センターは、滋賀県の行政財産である、建設技術センター本館

棟・試験棟を使用していることから、滋賀県に対して使用料の支払いを行っている。滋賀

県では、行政財産の使用料の算定について、下記のように規定している。

（出典：滋賀県行政財産使用料条例別表第 5項）

(イ) 使用料の算定について

（財）滋賀県建設技術センターから県への行政財産の使用料の算定については、上記

の規定に基づき、以下の算式により計算されている。

（使用料の額）

第２条 前条の使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

別表

５ その他の土地および建物の使用料年額

(２) 建物については、次に掲げる額を合算した額

ア その建物の価格に 100 分の 5.25 から 100 分の 15.75 までの率（当該建物につき、交

付金を交付する場合にあつては、100 分の 6.72 から 100 分の 17.22 までの率）を乗じ

て得た額を床面積によりあん分して得た額（当該建物の廊下、階段、便所等を共用する

場合にあつては、その額に 100 分の 115 を乗じて得た額）

イ その建物の敷地である土地のうち当該建物の建築面積に相当する面積の土地につい

て、前号の規定の例により算定した額（当該敷地が借地である場合にあつては、県が負

担する借地料に相当する額）を床面積によりあん分して得た額
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（出典：平成 23年度 （財）滋賀県建設技術センター 使用料計算書）

使用料については、上記の算式の通り、本館棟・試験棟ともに、延べ床面積に対する使

用面積の比率に基づいて、算出している。

行政財産使用許可申請書上の注意事項によれば、「室内の一部を事務室として使用

する場合の使用面積の算定」については、床の占有面積により、使用面積を算定するとさ

れている。 このことから、建設技術センター試験棟についての使用料算定においては、上

記の規定を準用し、試験室のうち、機械が占用している部分のみを占有面積としている。

また、（財）滋賀県建設技術センターは各種の研修を実施しており、県・市町の技術職

員向けの研修等公共性の高い研修も行われている一方で、民間技術者向けの研修も実

施されているが、当該研修施設部分については、使用料の算定根拠に含まれていない。

⑥ 監査の結果（指摘）/意見

(ア) （財）滋賀県建設技術センターから県への使用料について（指摘）

建設技術センター本館棟について、現場視察を行ったところ、実際には（財）滋賀県建

設技術センターが使用しているが、使用料の算定に含まれていない箇所があった。

研修室においては、（財）滋賀県建設技術センターが、県・市町の技術職員向けの研修

や、民間技術者向けの研修を実施しているが、使用料の算定基礎に含まれていなかった。

試験棟においては、（財）滋賀県建設技術センターが県に対して使用料の算定基礎として

申請している部分以外の箇所についても、機械が設置されており、使用が認められた。

（財）滋賀県建設技術センターの使用料は県の収入となることから、県の収入を確保す

るため、使用料の算定は、適切に行われるべきであり、また、実際の使用実績に基づいて

適宜見直されるべきものである。

上記のように、使用料の算定基礎と実際の使用状況が異なる場合、適切な使用料の収

受が行われないことから、（財）滋賀県建設技術センターによる実際の使用実績に基づい

●建物

建物価格 ×
建物の

使用料率
× （

使用

面積
／

延べ床

面積
） ×

共用部分

使用率
＋

固定資産

評価額
×

一階部分の

床面積
× （

使用

面積
／

延べ床

面積
） ×

土地

使用料率
=

本館棟

606,342,000 × 0.0525 × （ 130.29 ／ 1,425.91 ） × 1.15 ＋ 52,134 × 765.75 × （ 130.29 ／ 1,425.91 ） × 0.0315 = 3,459,886.49

≒ 3,459,886

試験棟

190,785,000 × 0.0525 × （ 76.34 ／ 449.08 ） × 1.15 ＋ 52,134 × 449.08 × （ 76.34 ／ 449.08 ） × 0.0315 = 2,083,444.36

≒ 2,083,444

●平成２３年度 建物使用料 ＋ 2,083,444 ＝ 5 ,543 ,330 円

●土地

駐車場

固定資産

評価額
×

１台あたりの

駐車場面積
× 台数 ×

土地

使用率

52,134 × 10 × 4 × 0.0315 = 65,688.84

≒ 65,688

＝ 65 ,688 円

3,459,886

●平成２３年度 土地使用料



107

た使用料の見直しについて検討されたい。

(イ) 現住所で研修事業や資材試験事業等を行う必然性について（意見）

当該土地は、近年住宅開発が進む JR 南草津駅に程近い好立地であり、県の貴重な財

産である。当地で行っている主な事業は技術職員研修、資材試験そして設計・積算業務

等であり、このような好立地である必然性はない。また、研修の開催日数からも資産をフル

稼働しているといった状況でない。

元は県種鶏場（現県畜産技術振興センター）とのことであり、移転時にはこのような環境

変化は予測できなかったとしても、現在の状況及び将来の合理的な予測に基づいて、県と

して最も有効性の高い利用方法を検討することが望まれる。

(ウ) 建設技術センターの駐車場スペースの有効活用について（意見）

建設技術センター本館棟・試験棟には、利用者のために 86 台分の駐車スペースが確

保されている。駐車場の使用実績を確認したところ、（財）滋賀県建設技術センターでは、

使用実績については把握されていなかった。

代替的に、（財）滋賀県建設技術センターが実施している研修への参加人数で、駐車

場の利用状況を推測すると、30 人未満の研修がほとんどであり、利用人数が 86 人を超え

る研修は、平成 22 年度において 17 日しか実施されていなかった。上記から、駐車場の利

用状況を推測すると、利用状況は低いと思われ、駐車場を建設技術センターの付属施設

として保有する必要性は高くないと考えられる。

駐車場スペースの土地としての利用価値を考えた場合、建設技術センター本館棟・試

験棟は JR 南草津駅に程近い好立地であることから、土地としての利用価値は非常に高い

と考えられる。県有財産の有効活用は、県の財政の改善につながることから、土地の利活

用について検討が望まれる。

III. 庁舎等の建設・維持管理について

1. 土木交通部建築課

（１） 土木交通部建築課の概要

土木交通部建築課は、建築工事に係る仕様・基準等の整備や地方機関の小修繕を

担当する営繕企画担当、県有施設における建築設備の設計・監理を担当する建築設備担

当に分かれており、県有施設所管部局からの依頼により誰もが使いやすい安全で快適な公

共施設の整備を進めている。また、庁舎等を所管する施設管理者が施設をより効果的・効

率的に維持管理し建物の長寿命化と共に維持管理費の縮減を図れるよう、県有施設保全

支援システムを活用した予防保全の推進を図っている。


