
（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31年度関連予算 計 19,067百万円

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

建築物 計 3,390百万円

インフラ施設・公営企業施設 計 15,677百万円

資料５

(1）長寿命化対策事業 1,622百万円

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（126施設策定済、
平成30年度に3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 1,768百万円 （更新事業 1,505百万円 改修事業 263百万円）

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 55,640

2 文化産業交流会館（本館） 米原市 文化振興課 受変電設備の修繕等 43,058

3
芸術劇場びわ湖ホール
（本館）

大津市 文化振興課 空調設備の修繕 1,210

4 アイスアリーナ 大津市 スポーツ局 中央監視設備の更新等 11,354

5 武道館 大津市 スポーツ局 屋根・外壁の修繕等 9,741

6 長浜バイオ大学ドーム 長浜市 スポーツ局 防災通信設備の更新等 27,624

7 彦根総合運動場（野球場） 彦根市 スポーツ局 防災通信設備の更新等 17,800

8
琵琶湖環境科学研究センター
（本館棟）

大津市 環境政策課 受変電設備の修繕 4,000

9 琵琶湖博物館 草津市 環境政策課 屋根・外壁の修繕等 158,503

10 琵琶湖博物館別館 草津市 環境政策課 防災通信設備の更新等 35,890

11 長寿社会福祉センター 草津市 医療福祉推進課 空調設備の修繕 1,400

12 工業技術総合センター 栗東市 モノづくり振興課 受変電設備の修繕 8,310

13 計量検定所 草津市 モノづくり振興課 給排水設備の修繕 240

14 陶芸の森（陶芸館等） 甲賀市 モノづくり振興課 受変電設備の修繕 10,960

15 男女共同参画センター 近江八幡市 女性活躍推進課 空調設備の修繕 1,877

16
高等技術専門校草津校舎
（本館等）

草津市 労働雇用政策課 給排水設備の修繕 1,019

17
滋賀県事業内職業訓練セン
ター（旧大津高等職業訓練校）

大津市 労働雇用政策課 通信設備の更新 1,946

18 畜産技術振興センター（本館） 日野町 畜産課 外壁の修繕 2,400

19 高島合同庁舎（別館） 高島市 監理課 非常用発電設備の更新 39,996

20
安曇川高等学校
（総合学科棟等）

高島市 教育総務課 屋根・外壁の修繕等 24,256

21
伊吹高等学校
（普通教室棟等）

米原市 教育総務課 屋根・外壁の修繕等 136,600

22 玉川高等学校（本館棟等） 草津市 教育総務課 屋根・外壁の修繕 111,100

23
栗東高等学校
（美術科実習棟）

栗東市 教育総務課 屋根の修繕等 7,140

24
湖南農業高等学校
（農場管理棟等）

草津市 教育総務課 給排水設備の修繕 650

25 虎姫高等学校（特別教室棟） 長浜市 教育総務課 受変電設備の修繕等 1,060

26 甲西高等学校（校舎棟等） 湖南市 教育総務課 屋根・外壁の修繕 80,513

27
甲良養護学校
（管理・教室棟等）

甲良町 教育総務課 昇降機設備の修繕 5,600

28
国際情報高校
（管理実習棟等）

栗東市 教育総務課 屋根・外壁の修繕等 59,440

29 三雲養護学校（体育館等） 湖南市 教育総務課 給排水設備の修繕等 860

(1)　長寿命化対策事業（70施設）

平成31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31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31年度
当初予算案

30
守山中学校・高等学校
（特別教室棟等）

守山市 教育総務課 屋根・外壁の修繕等 8,830

31 守山北高等学校（中央棟等） 守山市 教育総務課 防災通信設備の更新等 15,904

32 信楽高等学校（普通科棟等） 甲賀市 教育総務課 屋根・外壁の修繕等 75,432

33
瀬田工業高等学校
（実習棟等）

大津市 教育総務課 屋根・外壁の修繕等 6,906

34
石山高等学校
（湖声ホール等）

大津市 教育総務課 空調設備の修繕等 4,170

35 石部高等学校（センター棟等） 湖南市 教育総務課 屋根・外壁の修繕等 18,239

36
膳所高等学校
（管理・教室棟等）

大津市 教育総務課 通信設備の更新 3,000

37 草津高等学校（本館棟等） 草津市 教育総務課 屋根・外壁の修繕 88,880

38
草津東高等学校
（特別教室東棟等）

草津市 教育総務課 屋根・外壁の修繕等 118,428

39
草津養護学校
（管理・特別教室棟等）

草津市 教育総務課 屋根・外壁の修繕 85,850

40 大津高等学校（特別教室棟） 大津市 教育総務課 屋根の修繕等 7,420

41 大津商業高等学校（実習棟） 大津市 教育総務課 屋根の修繕 10,296

42
大津清陵高等学校
（通信制校舎Ａ棟等）

大津市 教育総務課 屋根の修繕等 8,500

43 長浜農業高等学校（実習棟） 長浜市 教育総務課 屋根・外壁の修繕 9,790

44
長浜養護学校
（高等部棟校舎等）

長浜市 教育総務課 空調設備の修繕 60

45 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 90

46
東大津高等学校
（南教室棟等）

大津市 教育総務課 給排水設備の修繕等 6,070

47 日野高等学校（特別教室棟） 日野町 教育総務課 外壁の修繕等 5,710

48
八日市高等学校
（特別教室棟）

東近江市 教育総務課 外壁の修繕等 1,730

49 八日市南高等学校（本館等） 東近江市 教育総務課 屋根・外壁の修繕 90,900

50
八幡工業高等学校
（実習棟等）

近江八幡市 教育総務課 屋根の修繕等 26,864

51 八幡高等学校（校舎棟等） 近江八幡市 教育総務課 受変電設備の修繕 1,400

52
彦根工業高等学校
（建設課実習棟等）

彦根市 教育総務課 屋根・外壁の修繕等 24,672

53
彦根東高等学校
（特別教室棟等）

彦根市 教育総務課 給排水設備の修繕等 540

54 北大津高等学校（管理棟等） 大津市 教育総務課 屋根の修繕等 7,534

55
北大津養護学校
（高等部棟等）

大津市 教育総務課 発電設備の修繕等 1,950

56 野洲高等学校（校舎棟等） 野洲市 教育総務課 屋根・外壁の修繕等 33,156

57 野洲養護学校（校舎等） 野洲市 教育総務課 空調設備の修繕 1,100

58
長浜バイオ大学ドーム宿泊研
修館

長浜市 生涯学習課 外壁の修繕等 5,700

59 大津警察署 大津市 警察本部会計課 給排水設備の修繕等 4,246

60 守山警察署 守山市 警察本部会計課 屋根・外壁の修繕等 38,401
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施設名 所在地 担当所属 事業概要
平成31年度
当初予算案

61 米原警察署 米原市 警察本部会計課 屋根・外壁の修繕等 4,182

62 長浜警察署 長浜市 警察本部会計課 空調設備の修繕 7,860

63 科学捜査研究所 大津市 警察本部会計課 屋根・外壁の修繕 3,449

64 馬場待機宿舎 大津市 警察本部会計課 屋根・外壁の修繕 3,241

65 瀬田職員宿舎 大津市 警察本部会計課 屋根・外壁の修繕 2,193

66 守山第２待機宿舎 守山市 警察本部会計課 屋根・外壁の修繕 6,257

67 木之本待機宿舎・独身寮 長浜市 警察本部会計課 屋根・外壁の修繕 16,958

68 今津第２待機宿舎 高島市 警察本部会計課 屋根の修繕 2,440

69 堅田第２待機宿舎 大津市 警察本部会計課 外壁の修繕 1,791

70 堅田第２待機宿舎・独身寮 大津市 警察本部会計課 外壁の修繕 1,330

1,621,656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31年度
当初予算案

(2)　更新・改修事業（15施設）

①更新事業（６施設）

1 近江学園 湖南市 障害福祉課 更新 19,100

2 信楽窯業技術試験場 甲賀市 モノづくり振興課 更新 33,910

3 運転免許センター 守山市 警察本部会計課 更新 1,291,434

4 草津警察署 草津市 警察本部会計課 更新 99,772

5-6 交番・駐在所等2箇所
守山市
他1市

警察本部会計課 更新 61,230

1,505,446

②改修事業（９施設）

1 県庁舎（本館） 大津市 総務課 外壁の改修 1,816

2
希望が丘文化公園（スポーツ
会館）

野洲市 文化振興課 大規模改修 17,031

3 農業技術振興センター 近江八幡市 農業経営課 給排水設備の改修 34,014

4 南部合同庁舎（本館） 草津市 監理課 空調設備の改修 50,500

5 高島合同庁舎（本館） 高島市 監理課 空調設備の改修等 4,602

6 木之本合同庁舎（本館） 長浜市 監理課 融雪装置の改修 28,200

7 膳所高等学校（旧体育館） 大津市 教育総務課 外壁の改修 2,115

8 堅田高等学校（本館） 大津市 教育総務課 屋根・外壁の改修 67,912

9
彦根工業高等学校（管理普通
教室棟）

彦根市 教育総務課 屋根の改修 56,368

262,558

1,768,004

3,389,660

※施設数の合計は重複施設分を除く。（県庁舎、高島合同庁舎、膳所高等学校、彦根工業高等学校）

建築物　　計　（81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

2,908,789

河川管理施設 流域政策局 施設の維持管理、点検、整備、更新 175,008

港湾施設 流域政策局 施設の修繕 15,343

ダム施設 流域政策局 施設・設備の更新 63,000

砂防関係施設 砂防課 施設の長寿命化計画策定 71,400

公園施設 都市計画課 施設の改修 105,119

県営住宅 住宅課 施設の更新、改修 659,473

農業水利施設等
耕地課・
農村振興課

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）

5,377,429

治山・林道施設 森林保全課 施設の改修、長寿命計画策定 110,550

交通安全施設
警察本部
交通規制課

信号等の更新、修繕 212,181

9,698,292

公営競技事業施設 事業課
設備機器、発走ピットの更新、長寿命化
計画策定

204,169

流域下水道施設 下水道課 処理場・管渠・ポンプ場の改築更新 4,227,438

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 1,416,354

病院 病院事業庁 総合病院防水改修工事等 131,046

5,979,007

15,677,299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31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31年度
当初予算案

(1)　インフラ施設
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