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  記者発表                                                     

平成２７年度の組織・人事異動方針について 

 

平成27年(2015年)3月13日 

総 務 部 人 事 課 

内線３１５３、３１５４ 

１ 組織について 

平成 27 年度は、新しい「基本構想」と「行政経営方針」に沿って取り組む初年

度であり、「夢や希望に満ちた豊かさ実感・滋賀～みんなでつくろう！新しい豊か

さ～」の実現に向けて、対話と共感、協働のもと、先駆的・重点的な施策の取組を

着実に推進するため、組織を整備します。 

 

 

 

①秘書課に「政策推進室」を設置 

さまざまな政策に関する情報を整理するとともに、知事からの指示に基づき

新たな行政課題について、迅速・的確に関係部局と調整しながら、施策化の方

向性を検討するため、秘書課内に政策推進室を設置します。 

 

 

 

 

①商工観光労働部に「女性活躍推進課」を設置 

男女共同参画社会の実現に向けた取組とともに、女性が継続して就労できる

ための支援や企業において女性管理職を増やす取組など、女性が活躍できる仕

組みづくり・風土づくりを強力に推進していくため、商工観光労働部に女性活

躍推進課を設置します。 

これに伴い、総合政策部男女共同参画課を廃止します。 

 

②教育総務課に「企画室」を設置（教育委員会事務局） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う教育委員会制度

改革への対応など、事務局の企画調整機能の一層の強化を図るため、教育総務

課内に企画室を設置します。 

 

（１）政策推進機能の強化 

（２）子どもの生きる力を育み、若者や女性が輝く社会の実現 
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①県民活動生活課に「県民活動・協働推進室」を設置 

ＮＰＯなど多様な主体との協働の県政を一層推進するため、総務部経営企

画・協働推進室から協働の推進に関する事務を、総合政策部県民活動生活課に

移管し、同課内に県民活動・協働推進室を設置します。 

これに伴い、総務部経営企画・協働推進室を経営企画室に改称します。 

 

②健康医療課に「健康寿命対策室」を設置 

健康寿命の延伸に向けた施策を総合的に推進するため、健康医療課内に健康

寿命対策室を設置します。 

また、「滋賀県歯および口腔の健康づくりの推進に関する条例」の施行(平成

26 年 12 月 26 日施行)を踏まえ、歯科保健施策を総合的に実施するため、同室に

「口腔保健支援センター」(呼称)を設置します。 

 

③成人病センターに「緩和ケアセンター」を設置 （病院事業庁） 

がん診療連携拠点病院として、入院患者の緩和ケアのほか、がん患者などへ

の相談支援機能や地域医療機関への支援機能の強化を図るため、成人病センタ

ーに緩和ケアセンターを設置します。 

 

 

 

 

 

①知事直轄組織に「エネルギー政策課」を設置 

原子力発電に依存しない新しいエネルギー社会の実現が求められる中、再生

可能エネルギーの導入促進などエネルギーに関する事項を一元的に担当するエ

ネルギー政策課を設置します。 

これに伴い、商工観光労働部地域エネルギー振興室を廃止します。 

 

 

 

 

 

 

（４）滋賀の強みを活かし、 
新たな強みを生み出す滋賀発の産業の創造 

（３）すべての人に居場所と出番があり、 
最期まで充実した人生を送れる社会の実現 
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〔エネルギーに関する事務の一元化〕 

 

   知事直轄組織 

    防災危機管理局(原子力防災室) 

     ・原発再稼働に対する対応 

     ・原発に依存しない新しいエネルギー社会の 

実現に向けた道筋の検討 

     ・エネルギー構造に係る情報収集 

 

   琵琶湖環境部 

    温暖化対策課 

     ・再生可能エネルギーの導入促進(個人向け) 

・関西広域連合エネルギー検討会 

     ・節電・省エネの個人向け啓発  

 

   商工観光労働部 

    地域エネルギー振興室         ＊地域エネルギー振興室は廃止 

     ・再生可能エネルギー振興戦略プランの推進 

     ・発電事業(メガソーラー)の導入 

     ・再生可能エネルギーの導入促進(事業者向け) 

     ・節電・省エネの事業者向け啓発           商工観光労働部モノづくり振興課へ 

 

 

②成人病センターに「聴覚・コミュニケーション医療センター」を設置 

（病院事業庁） 

 

聴覚・コミュニケーション医療の確立、実践、新薬および聴覚機器開発を産・

学・官との連携で展開するため、成人病センター内に聴覚・コミュニケーショ

ン医療センターを設置します。 

これに伴い、同センター準備室は廃止します。 

 

 

 

 

①循環社会推進課に「廃棄物対策室」を設置 

廃棄物指導業務と監視取締業務の連携の強化を図るとともに、不法投棄事案

や不適正事案に迅速かつ的確な対応を行うため、循環社会推進課廃棄物指導担

当と廃棄物監視取締対策室を統合し、同課内に廃棄物対策室を設置します。 

 

知事直轄組織 

エネルギー政策課 

  

（５）琵琶湖をはじめとするめぐみ豊かな環境と 
いのちへの共感を育む社会の実現 
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②森林政策課の「鳥獣対策室」を自然環境保全課に移管 

鳥獣保護法の改正を受け、鳥獣の保護と管理を一体的に推進するため、森林

政策課の鳥獣対策室を自然環境保全課に移管します。 

 

③琵琶湖博物館に広報営業課を設置 

琵琶湖博物館のリニューアルを機に、広報活動、営業活動、企業連携等に戦

略的に取り組み、継続的に展開するため、広報営業課を設置します。 

 

 

 

 

①「滋賀県ブランド推進本部」の設置  

琵琶湖に代表される滋賀ならではの素材や強みを掘り起こし、個々の魅力と

して高めるとともに、それらを多様な地域資源として活用し、滋賀のイメージ

を高め、売り込んでいくことにより、地域の活性化を図るため、「滋賀県ブラ

ンド推進本部」(事務局：総合政策部企画調整課)を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①交通政策課を「交通戦略課」に改称 

滋賀交通ビジョンの具体化を図る公共交通条例の検討、交通事業者との包括

連携協定の拡充、北陸新幹線米原ルートやリニア中央新幹線への対応などに、

中長期的な視点から施策の展開を図っていくため、交通政策課を交通戦略課に

改称します。 

（７）人やものが行き交う活力ある県土づくりと 
安全・安心社会の実現 

（６）豊かに実る美しい地域づくりと滋賀・びわ湖ブランドの発信 
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②道路課に「道路保全室」を設置 

老朽化が急速に進行する道路インフラの点検、補修、更新を的確に実施する

とともに、15ｍ未満の橋梁の長寿命化修繕計画およびインフラ長寿命化計画（行

動計画）の策定、市町の道路施設長寿命化の取組への支援など、道路インフラ

の戦略的維持管理に重点的に取り組むため、道路課内に道路保全室を設置しま

す。 

 

 

 

 

 

職場におけるチェック機能や人材育成機能をより一層強化し、組織力の向上

や組織の活性化ならびに職員の意欲向上を図るため、本年４月から本庁におい

てグループ制を係制に移行します。 

（地方機関については、平成 28 年(2016 年)４月から移行予定） 

 

                                       

 
 
（参考）知事部局本庁の組織数 
                                                   
      平成 26 年度  ９部局等 ４局 ５２課 ４０室 １８７グループ 
                                          
 
      平成 27 年度  ９部局等 ４局 ５３課 ４３室 ２２８係 
                  ※部局等とは部、知事直轄組織、会計管理局を言います。 
 

        （内訳）※組織名の改称は除く。 

          課…＋２ エネルギー政策課、女性活躍推進課 

            △１ 男女共同参画課 

 

             室…＋５ 政策推進室（秘書課） 

県民活動・協働推進室（県民活動生活課） 

廃棄物対策室（循環社会推進課） 

               健康寿命対策室（健康医療課） 

               道路保全室（道路課） 

            △２ 廃棄物監視取締対策室（循環社会推進課） 

   地域エネルギー振興室（商工観光労働部） 

 

 

（８）グループ制を係制に移行 
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２ 知事部局等の職員定数について 

  これまでの数次にわたる行政改革の取組により、知事部局の職員定数は、ピーク

であった平成９年度の 3,767 人を平成 26 年度には 3,051 人と、716 人（約 20％）

削減したところです。この結果、平成 26 年度の一般行政部門の職員数では、全国

で３番目に少ない状況となっています。 

平成 27 年度からは、新しい行政経営方針に基づき、事務事業の見直しや業務の

効率化を徹底し、引き続き、業務とのバランスを考慮した適正な定員管理を行いま

す。 

 

〔主な定数増減〕 

 (1) 知事部局 

   知事部局では、平成３６年度の国民体育大会開催に向けた主会場整備などの準

備業務対応や中央子ども家庭相談センターの機能強化などにより増員しますが、

一方で、事務事業の見直しなどにより減員し、その結果、職員定数の増減はあり

ません。 

（平成 26 年度：3,051 人 → 平成 27 年度：3,051 人） 

 

 (2) 教育委員会 

  ① 教育委員会事務局では、全国高等学校総合体育大会や全国高等学校総合文化

祭の準備対応などにより 10 人を増員します。 

（平成 26 年度：  214 人 → 平成 27 年度：  224 人） 

 

② その他の教育機関・県立学校 

    その他の教育機関および県立学校では、学級数の増減などにより４人を減員

します。 

（平成 26 年度：4,062 人 → 平成 27 年度：4,058 人） 

 

 

 

（参考）小中学校・警察官の定数増減 

                                              Ｈ２６         Ｈ２７ 

  (1) 小中学校の教員              △  ６２人  （８，３１９人   ８，２５７人） 

  (2) 警察官                  ＋ １３人 （２，２４３人   ２，２５６人） 
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３ 人事異動の方針について 

  平成 27 年度の人事異動にあたっては、公平、公正かつ適材適所の人事配置はも

とより、「人こそが最大の経営資源である」との認識のもと、常に感度を高く保ち

つつ、チャレンジ精神や創意工夫を発揮しながら目標や使命の達成に向けて果敢に

取り組む人材の登用と育成に努めます。 

 

 (1) 女性職員の積極的な登用と中長期的な視点での育成 

    現在策定中の「女性職員の活躍推進のための取組方針」に基づき、意思決定

に関わる管理職への登用を一層進めるとともに、若いうちから幅広い業務の経

験を積ませるなど、中長期的な視点で将来の女性管理職員を育成します。 

 

 (2) 専門性が発揮できる人事 

    豊富な経験を有する職員を養成し、県に求められている専門性を発揮するた

め、短期の異動は可能な限り抑え、専門性が蓄積できる人事配置に努めます。 

 

 (3) 広域的な視点をもった人材の育成 

    分権型社会の実現に向けて求められる人材を育成するため、引き続き国や府

県などへ職員を派遣します。 

 

① 国、府県などへの職員の派遣 

       ・国等との人事交流、研修派遣              １７人 

  内閣府１、総務省３、財務省１、文部科学省１、厚生労働省４、 

  経済産業省１、国土交通省３、環境省２、文化庁１ 

        ・関西広域連合派遣                 ４人 

      ・府県間の職員交流                 ４人 

(福井県、三重県、京都府、大阪府) 

 

  ② 海外への職員の派遣 

   ・友好州省経済交流駐在員 

姉妹友好州省との強固な関係を活用することにより経済交流を推進す

るため、引き続き米国ミシガン州および中国湖南省に職員各１人を派遣し

ます。 

 

    ・自治体国際化協会派遣  

      多様な価値観に触れることによって幅広い人間力をもった国際的人材

を育成するとともに、本県の施策に係る情報の収集や発信のため、職員１

人を派遣します。 

      ＊平成 27年度：同協会本部(東京) 

       平成 28年度～平成 29年度：同協会ニューヨーク事務所 
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  ③ 政策研究大学院大学派遣  

    地域政策のプロフェッショナル人材を育成するため、「地域政策プログラム」

に職員 1人を派遣します。 

 

 (4) 現場感覚を持ち、実践力のある人材の育成と人事配置 

現場感覚を持ち、実践力のある人材を育成するために、引き続き本庁と地方

機関、技術職種間の交流人事を積極的に行うとともに、市町や東日本大震災被

災地へ職員を派遣します。 

 

  ① 県内市町への職員の派遣等 

      ・市町への技術職員の派遣                            ４人 

              (彦根市、東近江市、竜王町、多賀町)           

      ・若手職員の市町交流研修（いきいき新自治交流研修） ２人 

  (甲賀市、愛荘町) 

      ・市町との保健師交流（大津市、豊郷町）       ２人 

      ・市町との福祉業務交流（長浜市）          １人 

 

  ② 被災地の復興支援に向けた技術職員の派遣 

     東日本大震災被災地の復興支援のため、また災害対応の備えとして知見や経

験を蓄積するため、10 人の職員を福島県(９人)および岩手県(１人)に引き続

き派遣します。 

     

  福島県：環境行政１、農業１、農業土木３、土木３、建築１（計９人） 

岩手県：文化財１ 

 

 (5) 不祥事の未然防止   

    許認可事務や業者との関わりの特に深い業務に従事する職員は、３年を目処

に異動させるなど不祥事の未然防止に努めます。 

 

 (6) 異動規模 

    県に求められている専門性を発揮するため、引き続き短期の異動は極力抑え

ることとし、異動規模は昨年と同規模程度になる見込みです。 

 

          ※過去５年間の異動数   

      平成 26 年 4 月 １，４２５人   

平成 25 年 4 月 １，４３２人    

       平成 24 年４月  １，５２３人     

      平成 23 年４月  １，５２８人     

       平成 22 年４月  １，４７６人     

（注）病院の医師、看護師は異動者数には含まない。 
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４ その他 

 (1) 退職、採用見込み（平成２７年３月１２日現在） 

  ① 退職 

    今年度末退職者  定年退職１１６人    昨年度 定年退職 １０４人 

                          希望退職  ３５人    (実績)  希望退職  ３４人 

             合  計１５１人            合  計 １３８人 

 

② 採用 

    新年度採用者   事務系  ７１人    昨年度 事務系   ４３人 

        （４月１日採用）  技術系  ５８人    (実績)  技術系   ５５人 

             合 計 １２９人            合 計   ９８人 

 

  （注）退職、採用とも病院医師、看護師、国・市町等との人事交流を除く。 

 

 

 (2) 人事異動内示日(予定)  平成２７年３月２５日（水）午前９時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


