
【見直しの視点】

１ 県が持つべき施設か

２ 県が持つ場合、

直接、管理すべきか
・法令による設置義務

・県として存置する意義

（各県状況、県の施策との関連性）

・設置後の状況変化

・市町村や民間施設での有効活用

・今後の管理運営コスト（改修等）

・利用状況、収支状況

【方向性】

１ あり方の見直し
・県が保有する必要のない施設

→廃止

→民間や市町村での

有効活用の検討

・県が今後も保有する必要のある施設

→存続（直営や指定管理）

２ 管理運営方法の見直し
・指定管理者制度導入の拡大

・業務委託の拡大 など

公の施設の基本的考え方

○人口減少・少子高齢化の進行など今後の県を取り巻く環境の変化により、厳しい財政運営や多様化する県民ニーズへの
対応が求められることから、施設の存続を前提とすることなく、社会経済情勢や利用状況などを踏まえた抜本的な見直し
が必要

【見直しの必要性】

【アクションプランでの取組】
１ 施設のあり方の見直し

○抜本的な見直し

・社会教育総合センター

○市町村や民間による活用を検討

・長者原オートキャンプ場・

長者原園地

・リバーパーク犬飼

・庄内屋内競技場

○利用促進策の実施

・大分農業文化公園

・マリンカルチャーセンター

２ 管理運営方法の見直し
○指定管理者制度の導入

・別府港北浜ヨットハーバー

○指定管理者制度を含めた

民間活力導入の検討

・香々地青少年の家、

九重青少年の家

○業務委託の拡大

・県立図書館

・歴史博物館

見直しの基本的な考え方
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１　行政機関としての役割が大きい施設　（直営：６施設）

使用料・
手数料等 一般財源

1 公文書館 大分市 総務
歴史的に重要な公文書を評価・選別
するなど行政に関する知識・経験が
必要な業務を実施する施設

重要な公文書等を選
別、収集･保管、利用

閲覧室、貴重書庫、会
議室

50,249 88 50,161

2 婦人相談所
（こども女性相談支援センター）

大分市
法令により設置義務あり。補導処分
や保護更生の措置を行う行政機関

売春防止、配偶者暴力
等の相談、支援

相談室、居室等 46,123 0 46,123

3
身体障害者更生相談所
（こころとからだの相談支援セン
ター）

大分市
身体障害者の更生援護
の相談、判定、支援

相談室、面接室、会議
室研修室、図書室等

4
知的障害者更生相談所
（こころとからだの相談支援セン
ター）

大分市
知的障害者の相談、判
定、支援

相談室、面接室、診察
室、デイケアルーム等

5
精神保健福祉センター
（こころとからだの相談支援セン
ター）

大分市
精神保健の向上、心の
健康相談、社会復帰支
援

相談室、面接室、診察
室、デイケアルーム等

6 婦人寮 大分市
上記婦人相談所と併設し、一体的に
管理運営

入所保護、生活指導、
職業指導

相談室、居室等 － － －

２　社会福祉施設　（指定管理：４施設）

1

社会福祉介護研修センター 大分市
社会福祉事業従事者向けの研修をは
じめ、福祉・介護に関する様々な機
能をあわせ持つ県内唯一の施設であ
り、福祉施策推進の中核拠点

社会福祉事業従事者を
対象とする研修等

研修室・入浴等各種実
習室、福祉用具展示
場、福祉人材ｾﾝﾀｰ、高
齢者総合相談ｾﾝﾀｰ、住
宅改造ﾓﾃﾞﾙ展示場等

49,191

2

母子・父子福祉センター 大分市
ひとり親世帯が増加する中で相談対
応や情報提供を行う支援機関

母子家庭等に対する生
活相談、経営に関する
指導等

相談室、保育室、会議
室等

450

3

聴覚障害者センター 大分市
聴覚障がい者のコミュニケーション
支援を行う県内唯一の施設

聴覚障害者用字幕入り
ビデオカセットの制作
及び貸出し等

ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ、ﾐﾆｼｱ
ﾀｰ、会議室、ｽﾀｼﾞｵ等

25,436

4

身体障害者福祉センター 大分市
障がい者の機能回復訓練、スポーツ
による社会参加を支える県内唯一の
総合施設

身体障害者に対する機
能回復訓練、スポーツ
の指導、教養の向上等

体育館、ﾌﾟｰﾙ、機能回
復訓練室、卓球室、感
覚訓練室、調理実習
室、娯楽室等

78,088

公の施設に係る基本的な考え方

財源内訳
県として設置する意義

福祉 191,987 26,949 165,038
法令による設置義務あり。障害認定
等を行う行政機関

【直営施設】
施設名

所在地
所管
部局

業務概要 施設概要
決算額
（H25)

H26年度決算
県として設置する意義

収支

福祉

収入：252,891(う
ち指定管理料
154,599)
支出：252,891

収入：5,628(うち
指定管理料5,628)
支出：5,628

収入：28,626(うち
指定管理料28,626)
支出：28,626

収入：52,101(うち
指定管理料49,816)
支出：52,101

【指定管理者制度導入施設】
施設名

所在地
所管
部局

業務概要 施設の概要 利用者数等
（単位：人）

直営：２８施設、指定管理：２５施設

（単位：千円）

参考
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３　産業・農林業振興施設　（直営：６施設、指定管理３施設）

使用料・
手数料等 一般財源

1
県立高等技術専門校
（4校）

大分市、佐伯市
日田市、別府市

各地域の人材育成や雇用を支える訓
練施設。訓練科目の見直しを行う

技能・知識習得のため
の普通職業訓練の実施

実習室、教室等 483,364 144,689 338,675

2 県立工科短期大学校 中津市
産業人材育成の基盤施設であり、地
場中小企業の技術支援の拠点施設

高度な技能・知識習得
のための高度職業訓練

実習室、教室、多目的
ホール、学生寮等

440,334 228,266 212,068

3 県立農業大学校 豊後大野市 農林
農業の担い手を育成する機関。
（学校教育法による専修学校）

生産や農業経営に関す
る人材の育成

教室、作物栽培・畜産
関連関連施設等

292,653 42,608 250,045

大分農業文化公園 杵築市
宇佐市

物産館、果樹園、ｺﾃｰ
ｼﾞ、ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場等

278,670

都市農村交流研修館 杵築市 研修室、工房、実習室等

2 林業研修所 由布町
県内唯一の林業に関する研修教育を
行う施設

林業技術の改善、林業
経営の合理化に資する
研修教育

機械保管庫、講義室、
宿泊室、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等練
習ｺｰｽ、実習林

3,427

４　基盤施設　（直営：10施設、指定管理２施設）

使用料・
手数料等 一般財源

1 県央飛行場 豊後大野市 農林
災害時の広域輸送拠点、防災ヘリ等
の活動拠点

農産物輸送、防災ヘリ
コプタ－基地

滑走路、誘導路、航空
灯等

37,450 3,989 33,461

2
海岸・港湾環境整備施設
（７施設）

大分市、別府
市、津久見市、
佐伯市、国東
市、姫島村

港湾（海岸）管理者として県が一元
的に管理する必要あり

観光・散策のための親
水空間の確保

公園・緑地、駐車場等
例：つくみん公園（津久
見市）

2,470
(西大分
港）

0 2,470

3 別府港北浜ヨットハーバー 別府市

海洋性レクリエーションの振興及び
港内のヨットやプレジャーボートを
適正保管させるために整備した施
設。Ｈ28から指定管理者制度を導入

利用者の受付等
浮桟橋、ボートヤー
ド、駐車場

9,212 8,243 969

4 大手町駐車場 大分市 会計
中心市街地の慢性的な駐車場不足に
対応する施設。維持管理及び料金徴
収業務のみ（外部委託済み）

料金徴収、回数券の販
売

地上４階４層の自走式
駐車場

13,980
収入総額
54,025

0

1 別府港機械管理駐車場・県
営３号上屋・石垣地区緑地

別府市
県管理の重要港湾である別府港の主
要施設

港湾施設の利用促進 県営3号上屋、駐車
場、遊歩道等

88,936
（駐車場利
用台数）

2 大分港大在コンテナターミ
ナル

大分市
東九州の物流拠点として整備した県
内唯一のコンテナターミナル

港湾施設の利用促進 ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝ、くん蒸
庫、ﾏﾘｰﾝﾊｳｽ、照明設
備等

54,609
（コンテナ取
扱量(TEU)）

県として設置する意義
収支

教育

収入：34,613(うち
指定管理料0)
支出：31,189
収入：48,544(うち
指定管理料48,544)
支出：49,986

県として設置する意義

土木

【指定管理者制度導入施設】
施設名

所在地
所管
部局

業務概要 施設の概要 利用者数等
（単位：人）

H26年度決算

収入：22,605(うち
指定管理料20,940)
支出：22,605

【直営施設】
施設名

所在地
所管
部局

業務概要 施設概要
決算額
（H25)

財源内訳

H26年度決算
県として設置する意義

収支
1

農林

農業・農村に係る情報
の提供、都市と農村と
の交流促進

収入：208,236(う
ち指定管理料
126,633)
支出：208,164

農業を体験し、農業に興味を持っても
らう公園として整備。世界農業遺産国
東半島宇佐地域の情報発信・周遊の起
点としても活用。利用促進策を実施

財源内訳
県として設置する意義

商労

【指定管理者制度導入施設】
施設名

所在地
所管
部局

業務概要 施設の概要 利用者数等
（単位：人）

【直営施設】
施設名

所在地
所管
部局

業務概要 施設概要
決算額
（H25)

（単位：千円）
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５　文化・教育施設　（直営６施設、指定管理３施設）

使用料・
手数料等 一般財源

1 県立図書館 大分市
市町村図書館等の支援等を担う施
設。民間委託の拡大を検討

資料収集、貸出、市町
村図書館・学校支援

閲覧室、公開書庫、閉
架書庫等

391,566 1,698 389,868

2 県立歴史博物館 宇佐市
県内の文化財に関する調査、研究等
を行う高い専門性と経験が求められ
る施設。民間委託の拡大を検討

歴史資料収集、修復、
展示、調査研究

博物館、史跡公園 207,137 10,752 196,385

3 県立社会教育総合センター 別府市

生涯学習に対する需要に対応。県民
の学習の場を県が直営で提供する必
要性が薄れたことから、継続を要す
る事業の社会教育課等への移管や民
間委託と併せ、施設については廃止
も含めた利活用のあり方について検
討

社会教育指導者研修、
生涯学習講座、貸ホー
ル

多目的ホール、視聴覚
室、研修室

113,018 15,126 97,892

4
青少年の家
（香々地、九重）

豊後高田
市、九重町

青少年の団体活動や野外活動等を効
果的に行う施設。学校支援機能の維
持に配慮した上で、指定管理者制度
を含めた民間活力の導入を検討

青少年の集団宿泊研
修、自然体験活動

宿泊、研修施設、キャ
ンプ場等

135,691 17,289 118,402

５　文化・教育施設県立先哲史料館 大分市
県内の先哲に関する調査、研究等を
行う高い専門性と経験が求められる
施設

先哲叢書刊行、古文書
等収集・公開

展示室、史料収蔵庫等 70,956 1,263 69,693

1 県立総合文化センター ﾎｰﾙ、ｱﾄﾘｳﾑﾌﾟﾗｻﾞ、練
習室等

251,423

2 県立美術館 展示室、収蔵庫、ｱﾄﾘ
ｴ、研修室等 －

3 県立別府コンベンションセ
ンター

別府市

ＭＩＣＥ開催に不可欠な大型コンベ
ンション施設

センターの利用の促進 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ、国際会
議室、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀﾜｰ等

500,629

収支

大分市

企画

音楽・演劇等芸術文化
の鑑賞の機会を提供

県の芸術文化推進の中核施設とし
て、県民に優れた文化芸術を鑑賞
し、参加できる機会を提供

収入：350,376
(うち指定管理料
21,903)
支出：350,335

収入：603,284
(うち指定管理料
345,769)
支出：603,284

教育

【指定管理者制度導入施設】
施設名

所在地
所管
部局

業務概要 施設の概要 利用者数等
（単位：人）

H26年度決算見込み
県として設置する意義

【直営施設】
施設名

所在地
所管
部局

業務概要 施設概要
決算額
（H25)

財源内訳
県として設置する意義

（単位：千円）
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６　レクリエーション・スポーツ施設　（指定管理：１３施設）

長者原オートキャンプ場 ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場：ｹﾋﾞﾝ、炊
事棟等

4,317

長者原園地 園地：駐車場、園地、
植生復元施設等

青少年の森 展示館、吊り橋等 209,022

平成森林公園 森、広場、ｷｬﾝﾌﾟ場、
展望台等

神角寺展望の丘 展望台、広場、樹林
地、ﾊｲｷﾝｸﾞ道等

3 マリンカルチャーセンター 佐伯市 海洋に関する学習活動、スポーツ及
びレクリエーションの場を提供。
400名の宿泊定員を持つ社会教育施
設としても利用。利用促進策の実施

海洋に関する学習活
動、スポーツ及びレク
リエーション。社会教
育活動の支援

宿泊室、ﾎｰﾙ、研修
室、体育館、海洋科学
館、ﾌﾟｰﾙ､ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ､
ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ館

103,298

4 リバーパーク犬飼 豊後大野市
大野川の景観を活かしたスポーツ及
びレクリエーションの場として整
備。施設のあり方を検討

スポーツ及びレクリ
エーションの場を提供

多目的広場（ｻｯｶ－
場）、艇庫

13,491

5 大分スポーツ公園 大分市 総合競技場、ｻｯｶｰ･ﾗｸﾞ
ﾋﾞｰ場、軟式野球場、ﾃ
ﾆｽｺｰﾄ、多目的運動広
場等

1,251,769

6 高尾山自然公園 大分市 ｷｬﾝﾌﾟ場、野外ｽﾃｰｼﾞ、
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場等

7 ハーモニーパーク 日出町
都市公園であり、管理は地方公共団
体が担う必要あり

都市公園の利用の促進 実証展示林、皇太子殿
下御成婚記念庭園、ﾌｪ
ｽﾃｨﾊﾞﾙｽﾃｰｼﾞ、駐車場
等

466,550

8 大洲総合運動公園 大分市 有料公園施設の利用の
許可、都市公園の利用
の促進

硬式野球場、軟式野球
場、ﾃﾆｽｺｰﾄ、弓道場、
ｱｰﾁｪﾘｰ場等

174,958

9 県立総合体育館 大分市 体育施設の利用の許
可、体育施設の利用の
促進

体育館、柔道場、剣道
場等

291,180

10 県立庄内屋内競技場 由布町 国体および国体の九州ブロック大会
の会場として設置。施設のあり方を
検討

体育施設の利用の許
可、体育施設の利用の
促進

ライフル射撃場、ｿﾌﾄﾃ
ﾆｽ、卓球

7,169

土木

収入：3,253(うち
指定管理料0)
支出：6,030

有料公園施設の利用の
許可、都市公園の利用
の促進

収入：401,143(う
ち指定管理料
371,080)
支出：397,991

県のスポーツ振興の中核的施設。両
公園は一体となった都市公園であ
り、管理は地方公共団体が担う必要
あり

収入：66,678(うち
指定管理料66,678)
支出：66,843

収入：137,241(う
ち指定管理料
135,304)
支出：136,591

県営の総合運動公園及び総合屋内体
育施設として国体の九州ブロック大
会及び県体育大会、高校県体等に幅
広く活用

教育 収入：2,238(うち
指定管理料0)
支出：2,364

2 大分市

農林

森林に関する学習活動
を促進

収入：86,125(うち
指定管理料81,464)
支出：86,125青少年の自然環境教育や県民の緑豊

かな憩いの場として定着

収入：302,004(う
ち指定管理料
81,124)
支出：321,537

H26年度決算
県として設置する意義

収支

1 九重町

企画

キャンプ場等の利用の
促進

収入：13,681(うち
指定管理料0)
支出：15,830

観光客のキャンプ需要に対応するた
め整備。施設のあり方を検討

【指定管理者制度導入施設】
施設名

所在地
所管
部局

業務概要 施設の概要 利用者数等
（単位：人）

（単位：千円）
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