
 
  
 
 
 
 
 
 

（県有施設の老朽化対策） 

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

（H28.3策定）」に基づき、県有施設の老朽化対策の着実な推進を図る。 

平成30年度関連予算  計 16,203百万円 

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

建築物   計   2,509百万円 

インフラ施設・公営企業施設   計  13,694百万円 

資料５ 

(1）長寿命化対策事業     1,551百万円 
 
  
 
 
 
 
 
 

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

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

画」に基づき長寿命化対策事業を実施し、建物の使用期間の延伸を図る。 

【事業フロー】 
  
 
 
 
 
 
 

長期保全計画  
 施設ごとに策定（平成29年度に62
施設策定予定） 

 30年間の長寿命化対策事業の内
容と実施時期を記載 

「長期保全計画」に基づき、計画策定の

翌年度以降、長寿命化対策事業を実施 

(2）更新・改修事業     958百万円 （更新事業 596百万円  改修事業 362百万円） 

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

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

更新・改修方針（H28.3策定）  
 今後10年間に更新・改修事業や

課題整理に着手する施設を記載 
事業着手 個別施設ごとの事業規

模や実施手法等の検討 

【事業フロー】 
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１．建築物 （単位：千円）

1 県庁舎（東館等） 大津市 総務課 非常用発電設備の更新 13,200

2 文化産業交流会館（本館） 米原市 文化振興課 外壁の修繕等 193,213

3
芸術劇場びわ湖ホール
（本館）

大津市 文化振興課 防災通信設備の更新等 82,576

4
近江富士花緑公園
（ふるさと館）

野洲市 森林政策課 空調設備の修繕 478

5
看護専門学校
（校舎・講堂棟）

長浜市 医療政策課 外壁の修繕等 10,014

6
総合保健専門学校
（校舎棟）

守山市 医療政策課 給排水設備の修繕 232

7 長寿社会福祉センター 草津市 医療福祉推進課 屋根の修繕 37,632

8 びわ湖こどもの国（虹の家） 高島市 子ども・青少年局 空調設備の修繕 63,600

9
高等技術専門校米原校舎
（本館）

米原市 労働雇用政策課 昇降機設備の修繕 326

10
旧大津高等職業訓練校
（研修棟等）

大津市 労働雇用政策課 防災通信設備の更新等 2,800

11 陶芸の森（陶芸館等） 甲賀市 モノづくり振興課 空調設備の修繕等 1,400

12
工業技術総合センター
（別館等）

栗東市 モノづくり振興課 外壁の修繕等 55,422

13 加工指導センター 近江八幡市 農業経営課 受変電設備の修繕等 3,100

14
農業技術振興センター茶業指
導所（研究棟等）

甲賀市 農業経営課 外壁の修繕 16,848

15
畜産技術振興センター
（本館）

日野町 畜産課 空調設備の修繕 2,300

16
建設技術センター
（本館棟）

草津市 監理課 防災通信設備の更新等 7,800

17 高島合同庁舎（別館） 高島市 監理課 屋根の修繕等 78,251

18 甲賀合同庁舎（本館等） 甲賀市 監理課 空調設備の更新等 105,702

19
堅田高等学校
（特別教室棟等）

大津市 教育総務課 外壁の修繕等 11,890

20
大津商業高等学校
（校舎等）

大津市 教育総務課 受変電設備の修繕等 10,810

21 河瀬高等学校（管理棟等） 彦根市 教育総務課 外壁の修繕等 36,486

22
八幡商業高等学校
（家庭科棟等）

近江八幡市 教育総務課 屋根の修繕 750

23
八日市南高等学校
（本館棟等）

東近江市 教育総務課 外壁の修繕等 11,501

24 草津高等学校（本館等） 草津市 教育総務課 外壁の修繕等 8,367

25 玉川高等学校（本館棟等） 草津市 教育総務課 外壁の修繕等 24,246

26
湖南農業高等学校
（農場管理棟等）

草津市 教育総務課 外壁の修繕等 85,266

27 甲西高等学校（校舎棟等） 湖南市 教育総務課 外壁の修繕等 14,158

28
水口東高等学校
（普通教室棟等）

甲賀市 教育総務課 給排水設備の修繕等 6,780

29 甲南高等学校（教室棟等） 甲賀市 教育総務課 外壁の修繕等 34,094

(1)　長寿命化対策事業（58施設）

平成30年度　公共施設等マネジメント（老朽化対応）関連予算

施設名 所在地 担当所属 事業概要
平成30年度
当初予算案
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施設名 所在地 担当所属 事業概要
平成30年度
当初予算案

30
伊吹高等学校
（普通教室棟等）

米原市 教育総務課 外壁の修繕等 33,382

31
伊香高等学校
（屋内運動場等）

長浜市 教育総務課 外壁の修繕等 49,298

32 高島高等学校（校舎棟等） 高島市 教育総務課 外壁の修繕等 44,434

33 盲学校（寄宿舎等） 彦根市 教育総務課 空調設備の修繕 44,126

34 野洲養護学校（校舎等） 野洲市 教育総務課 受変電設備の修繕等 3,420

35
北大津養護学校
（高等部棟等）

大津市 教育総務課 外壁の修繕等 22,119

36
鳥居本養護学校
（校舎棟等）

彦根市 教育総務課 空調設備の修繕等 2,330

37 長浜養護学校（校舎等） 長浜市 教育総務課 昇降機設備の更新等 13,914

38
八日市養護学校
（特別教室棟等）

東近江市 教育総務課 外壁の修繕等 18,079

39
草津養護学校
（管理・特別教室棟等）

草津市 教育総務課 外壁の修繕等 2,925

40
三雲養護学校
（高等部棟等）

湖南市 教育総務課 外壁の修繕等 59,380

41
甲良養護学校
（管理・教室棟等）

甲良町 教育総務課 屋根の修繕等 20,700

42
新旭養護学校
（管理・教室棟等）

高島市 教育総務課 外壁の修繕等 61,889

43
警察本部庁舎
（本部庁舎等）

大津市 警察本部会計課 空調設備の修繕等 17,840

44 大津警察署 大津市 警察本部会計課 外壁の修繕等 30,090

45 守山警察署 守山市 警察本部会計課 受変電設備の修繕等 71,940

46 米原警察署 米原市 警察本部会計課 空調設備の修繕等 14,000

47 長浜警察署 長浜市 警察本部会計課 空調設備の修繕 7,190

48 機動警察隊（本館） 日野町 警察本部会計課 空調設備の修繕 33,420

49 科学捜査研究所 大津市 警察本部会計課 空調設備の更新等 51,280

50 馬場待機宿舎 大津市 警察本部会計課 防災通信設備の更新等 2,480

51
栗東待機宿舎
（こびらい寮）

栗東市 警察本部会計課 屋根の修繕 4,300

52 瀬田職員宿舎 大津市 警察本部会計課 給排水設備の修繕 1,100

53 守山第二待機宿舎 守山市 警察本部会計課 給排水設備の修繕 2,000

54 野洲待機宿舎 野洲市 警察本部会計課 給排水設備の修繕 1,400

55 水口第１職員住宅 甲賀市 警察本部会計課 外壁の修繕等 11,200

56 水口第２職員住宅 甲賀市 警察本部会計課 外壁の修繕等 4,700

57 木之本待機宿舎・独身寮 長浜市 警察本部会計課 給排水設備の修繕 1,000

58 堅田第二待機宿舎・独身寮 大津市 警察本部会計課 給排水設備の修繕 1,800

1,550,978長　寿　命　化　対　策　事　業　　　計
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施設名 所在地 担当所属 事業概要
平成30年度
当初予算案

(2)　更新・改修事業（12施設）

①更新事業（９施設）

1 近江学園 湖南市 障害福祉課 更新 8,000

2 薬業技術振興センター 甲賀市 薬務感染症対策課 更新 27,528

3
畜産技術振興センター
（繁殖牛施設）

日野町 畜産課 更新 89,310

4 運転免許センター 守山市 警察本部会計課 更新 281,436

5 草津警察署 草津市 警察本部会計課 更新 60,260

6-8 交番・駐在所等3箇所
甲賀市
他2市

警察本部会計課 更新 99,733

9 東近江警察署長公舎 東近江市 警察本部会計課 更新 30,009

596,276

②改修事業（３施設）

1 南部合同庁舎（本館） 草津市 監理課 空調設備の改修 1,704

2 湖東合同庁舎（本館） 彦根市 監理課 空調設備の改修 145,339

3 図書館（本館） 大津市 生涯学習課 屋根の改修 215,132

362,175

958,451

2,509,429建築物　　計　（70施設）

更　新　事　業　　計

改　修　事　業　　計

更　新　・　改　修　事　業　　計
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２．インフラ施設・公営企業施設 （単位：千円）

道路関係施設 道路課
舗装、橋梁、トンネルの修繕、施設の点
検

2,894,052

河川管理施設 流域政策局 施設の維持管理、点検、整備、更新 82,431

ダム施設 流域政策局 施設・設備の更新 70,346

砂防関係施設 砂防課 施設の長寿命化計画策定 65,103

公園施設 都市計画課 施設の改修 118,551

県営住宅 住宅課 施設の更新、改修 240,029

農業水利施設等 耕地課

農業水利施設の保全更新、農道・農業
用ダム・地すべり防止施設の改修等、計
画策定（地すべり防止施設、農業用ため
池）

3,652,161

治山施設 森林保全課 施設の改修、長寿命計画策定 94,245

交通安全施設
警察本部
交通規制課

信号等の更新、修繕 212,432

7,429,350

公営競技事業施設 事業課 設備機器、発走ピットの更新 88,915

流域下水道施設 下水道課 改築更新計画の策定および改築更新 4,289,812

工業用水道事業施設・
水道用水供給事業施設

企業庁 管路・設備の更新 1,806,402

病院 病院事業庁 総合病院防水改修工事等 79,350

6,264,479

13,693,829イ　ン　フ　ラ　施　設　・　公　営　企　業　施　設　　　計

施設分野 担当所属 事業概要
平成30年度
当初予算案

(2)　公営企業施設

公　営　企　業　施　設　　計

イ　ン　フ　ラ　施　設　　計

施設分野 担当所属 事業概要
平成30年度
当初予算案

(1)　インフラ施設
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