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記者発表 

 

平成 30 年度の組織・人事異動方針について 
～県庁の健康経営の推進を目指して～ 

 
 

平成 30 年度は、「滋賀県基本構想」と「滋賀県行政経営方針」の計画期間の最終年度

であり、総仕上げに向けて、これまでの取組を具体的な成果に繋げていく重要な年度と

なります。 

「夢や希望に満ちた豊かさ実感・滋賀」の実現に向け、施策構築の重点に沿って必要

な組織を整備するとともに、県庁の健康経営の基盤となる職員定数の確保、人事、働き

やすい職場づくりおよび人材確保に取り組み、県民サービスの向上を図ります。 
 

１ 組織整備  

 

 

 

○「健康しが企画室」の設置  （健康医療福祉部） 
 

 県民一人ひとりが輝ける健やかな滋賀の実現を目指し、健康寿命のさらなる延伸を

図るため、健康医療福祉部健康寿命推進課に「健康しが企画室」を設置します。 

 食、スポーツ、環境、文化、教育、産業振興などの様々な観点から、県民の健康づ

くりのための新たな活動の創出を目指す「健康しが」コ・クリエーション事業に取り

組むとともに、「健康」をキーワードとした施策の体系化や施策構築を部局横断的に

行います。 

 加えて、健康寿命の延伸につながる医療福祉の基盤整備に係るプロジェクトとして、

リハビリテーション推進体制の整備や地域における医療情報連携ネットワーク（びわ

湖メディカルネット）の利用促進にも取り組みます。 

 

現   行  平成 30 年度 

健康医療福祉部 

 健康寿命推進課 

 健康医療福祉部 

 健康寿命推進課 

 ◇健康づくり係 

 ◇母子保健・周産期係 

 ◇がん・疾病対策係 

  ◇健康づくり係 

 ◇母子保健・周産期係 

 ◇がん・疾病対策係 

 〇健康しが企画室 

  ◇事業推進係 

  ◇健康科学情報係 

   （本・衛生科学センター） 

重点施策 
（１）だれもが健康で、活躍する社会づくり 

平成30年(2018年)3月12日

総 務 部 人 事 課  

内 線 3 1 5 3 ・ 3 1 5 4 
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〇商工観光労働部観光交流局に「ここ滋賀推進室」を設置 

   （商工観光労働部） 

 

情報発信拠点「ここ滋賀」については、平成 29 年 10 月 29 日に東京日本橋に開設し、

運営も軌道に乗ってきたことから、東京本部の内部組織から単独機関化して機動的な

運営を図るとともに、商工観光労働部に移管します。 

また、商工観光労働部観光交流局に「ここ滋賀」を本庁から支える「ここ滋賀推進

室」を設置し、商工観光労働部の持つ観光・物産振興関連団体、事業者等とのつなが

りを活用するとともに、「ここ滋賀」と本庁各部局との連携を強化し、県への誘客お

よび県産品の販売の促進に繋がる個別ブランドの磨き上げを推進します。 

 

現   行  平成 30 年度 

総合政策部 

 広報課 

 

 

総合政策部 

 広報課 

 

商工観光労働部 

 観光交流局 

 〇観光政策室 

 〇ビワイチ推進室 

 

○国際室 

○旅券室 

 商工観光労働部 

 観光交流局 

 〇観光政策室 

 〇ビワイチ推進室 

○ここ滋賀推進室 

○国際室 

○旅券室 

 

 

総合政策部所管 

 東京本部 

 ◇情報発信拠点 

 

 

 総合政策部所管 

 東京本部 

 

 

商工観光労働部所管 

 ここ滋賀 

 

 

 

 

重点施策 
（２）新たな価値の創造・発信 

ここ滋賀、 
ブランド 
関連業務 
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①国民体育大会・全国障害者スポーツ大会等の開催に向けた体制整備 

 （県民生活部） 

 

 平成 33 年開催のワールドマスターズゲームズ 2021 関西や、平成 36 年開催予定の国

民体育大会・全国障害者スポーツ大会の開催準備に対応するため、県民生活部スポー

ツ局の体制を強化します。 

 

現   行  平成 30 年度 

県民生活部 

 スポーツ局 

  ◇管理係 

  ◇施設係 

  ◇主会場整備係 

  ◇競技力向上対策係 

  〇交流推進室 

 

 

  〇国体・全国障害者スポーツ 

   大会準備室 

     

 

 

 

県民生活部 

 スポーツ局 

  ◇管理係 

  ◇施設第一係 

  ◇施設第二係 

  ◇競技力向上対策係 

  〇交流推進室 

   ◇県民スポーツ係 

   ◇広域スポーツ係 

  〇国体・全国障害者スポーツ 

   大会準備室 

   ◇企画係 

   ◇競技調整係 

 

②「公園緑地室」の設置  （土木交通部） 

 国民体育大会・全国障害者スポーツ大会開催を見据えた主会場整備を始めとする公

園緑地整備に機動的に対応するため、土木交通部都市計画課に「公園緑地室」を設置

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他の組織整備 
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（参考）知事部局本庁の組織数 
                                                   
      平成 29 年度  ９部局 ５局 ５６課 ３９室  

※部局：部、会計管理局 
                                 
 
      平成 30 年度  ９部局 ５局 ５６課 ４２室 
 

 

        （増減内訳） 

             室…＋３ 健康しが企画室（健康寿命推進課） 

               ここ滋賀推進室（観光交流局） 

               公園緑地室（都市計画課） 
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２ 知事部局等の職員定数  

 知事部局の職員定数は、平成 29 年度には 3,072 人と、数次にわたる行政改革に取り組

む以前の平成９年度の 3,767 人に比べ、695 人（約 18％）削減しており、一般行政部門

の職員数は、全国で６番目、人口の類似する 17 県中では一番少ない状況となっています。 

平成 30 年度においては、行政需要の増加や県政課題の多様化に的確に対応していくと

ともに、業務量に見合った人員配置を進め、県庁の健康経営を実現するため、平成 29 年

度に引き続いて知事部局の職員定数を増員することとし、執行体制の強化を図ります。 

 

〔主な定数増減〕  ※滋賀県職員定数条例の一部を改正する条例案を２月議会に提案中 

 (1) 知事部局 

   知事部局では、公共事業対応や、子ども家庭相談センターの体制強化、国民体育大

会・全国障害者スポーツ大会、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西、全国植樹祭等

の開催に向けた準備業務対応等のための増員を行う一方で、事務事業の見直しや業務

の効率化などの徹底による減員を図ることとし、知事部局全体では差引き 17 人の増員

を行います。 

（平成 29 年度：3,072 人 → 平成 30 年度：3,089 人） 

  〔主な増員要素〕 

・ 公共事業対応                ５人 

・ 子ども家庭相談センターの体制強化      ２人 

・ 国体・全国障害者スポーツ大会等の開催準備 １０人 

 

 (2) 教育委員会 

  ① 教育委員会事務局では、学ぶ力向上に向けた体制整備などにより差引き７人を増

員します。 

（平成 29 年度：  200 人 → 平成 30 年度：  207 人） 

 

② その他の教育機関および県立学校では、学級数の状況等にあわせて 43 人を減員し

ます。 

（平成 29 年度：4,039 人 → 平成 30 年度：3,996 人） 

 

（参考）小中学校・警察官の定数増減 

  Ｈ29 Ｈ30 

(1) 小中学校の教員 ＋  ２２人 （８，３１３人   ８，３３５人） 

(2) 警察官 ±  ０人 （２，２８２人 ２，２８２人） 

警察官以外の警察職員 ＋  １人 （   ２９８人 ２９９人） 
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３ 人事異動の方針  

 平成 30 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、基本構想に掲げた「新しい豊かさ」

の具現化に向けて、県民とともに滋賀の未来を切り拓いていくチャレンジ精神を持った

人材の登用と育成に努めます。 

 

(1) 県庁における健康経営のためのマネジメント能力の重視 

 県庁における健康経営を推進するため、管理職の登用にあたっては、限られた時

間で成果を上げる生産性の高い働き方や、職員のワーク・ライフ・バランスを実現

する「働き方改革」に取り組むことができる等の管理職としての資質を重視します。 

 

(2) 組織力、技術力の継承 

 新規採用者が増加し、職員の年齢構成の変化が進む近年の状況を踏まえ、各所属

に若手職員とベテラン職員をバランスよく配置し、組織力や技術力が確実に継承さ

れるよう努めます。 

 

(3) 専門性が発揮できる人事 

 県に求められている専門性を蓄積し、業務に発揮できるよう、豊富な経験を有す

る職員を養成するとともに、生産性の高い働き方の観点も踏まえ、４～５年を基本

とした長めの人事ローテーションとします。 

 

(4) 職務の公正性・中立性の確保 

 許認可事務や業者との関わりが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。 

 

(5) 女性職員の積極的な登用 

 最終年度を迎える「女性職員の活躍推進のための取組方針」に基づき、女性職員

が能力を一層発揮できるよう、若いうちから幅広い業務の経験を積めるように努め

るとともに、女性職員が政策や方針の決定過程に参画することで県民サービスの向

上に繋がるよう、管理職や係長への積極的な登用を行います。 

 

(6) 幅広い視野や柔軟な発想をもった人材の育成 

 社会・経済のグローバル化に対応するとともに、広域的な視点を持った人材を育

成するため、引き続き国や府県などへ職員を派遣します。 

 また、職員の視野の拡大と意識改革、さらには、問題解決能力の向上を図るため、

民間企業等への職員派遣を継続します。 
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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              １９人 

内閣府３、総務省３、外務省１、財務省１、文部科学省１、 

厚生労働省４、国土交通省４、環境省１、文化庁１ 

 

      ・関西広域連合派遣             ５人 

 

    ・府県間の職員交流(福井県、京都府、大阪府) ３人 

 

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、引き続きニューヨ

ーク事務所に職員１人を派遣します。 

 

    ・外交実務研修派遣 

 外務省本省や在外公館における業務経験を通じて、県の各種施策の海外展開

など国際化に対応できる人材を養成するため、引き続き職員１人を派遣します。 

  

 

③ 民間企業等への職員の派遣 

   ・株式会社滋賀銀行（市場国際部） 

   ・西日本旅客鉄道株式会社（京都支社） 

   ・一般財団法人地域活性化センター 新規 

 

④ 政策研究大学院大学派遣 

防災および危機管理のプロフェッショナル人材を育成するため、「防災・危機管

理コース」に職員１人を派遣します。 

 

 (7) 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、県内市町や東日本大震災および熊

本地震被災地へ職員を派遣します。 
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  ① 県内市町への職員の派遣等 

   ・市町への技術職員の派遣                            ３人 

         (彦根市、東近江市、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、高島市) 

   ・市町との保健師交流（草津市）           １人 

   ・市町との薬剤師交流（大津市）           １人 新規 

 

  ② 被災地の復興支援に向けた技術職員の派遣 

     東日本大震災および熊本地震被災地の復興支援のため、また、災害対応の備えと

して現場での知見や経験を蓄積するため、９人の職員を福島県(６人)、熊本県(２人)

および熊本市（１人）に引き続き派遣します。 

   ・福島県：農業土木３人、土木３人（計６人） 

  ・熊本県：土木２人 

  ・熊本市：文化財１人 

 

(8) 庁内公募の活用 

特定の業務や民間企業への派遣研修を対象に庁内公募を実施することにより、職

員の士気・意欲の向上および組織の活性化を図ります。 

 
 
 
 

 

 （参考）異動規模 

     異動規模は昨年と同程度規模になる見込みです。 
 

           ※過去５年間の異動者数 

        平成 29 年４月  １，３３７人    

平成 28 年４月  １，３８８人 

平成 27 年４月  １，３２５人   

       平成 26 年 4 月 １，４２５人   

平成 25 年 4 月 １，４３２人    

（注）病院の医師、看護師は含まない。 
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４ 働きやすい職場づくりと人材確保の取組 

若年人口の減少に加え、民間企業や他の公務職場における採用意欲が高まる中、県が

引き続き良質な行政サービスを提供するためには、多様で有為な人材を積極的に確保し

ていく必要があります。 

現在取り組んでいる働き方改革などの働きやすい職場づくりを一層進めるとともに、

県の職場としての魅力を積極的に発信します。 

 

 (1) 多様で柔軟な働き方を可能とする取組 

  ① 在宅勤務の利用拡大 拡充 

 平成 29 年度から導入している在宅勤務の利用拡大に向けて、ライセンス数を増や

す等さらなる環境整備を行います。 
 

  ② サテライトオフィスの増設 拡充 

 平成 29 年度に湖東合同庁舎で実証実験を行ったサテライトオフィスについて、平

成 30 年４月から本格実施することとし、南部、甲賀、東近江、湖北、高島の各合同

庁舎にもサテライトオフィスを順次設置します。 

 

  ③ 旧姓使用範囲の拡大 拡充 

 職員の旧姓使用については、対象範囲を拡大し、法令上または実務上支障が生じ

る場合を除くすべての文書等において旧姓を使用することができることとします。 

 

 (2) 多様な人材を確保・育成・活用する取組 

  ① キャリアリターン制度の新設 新規 

 職員の多様な働き方の推進、多様な人材の活用による組織力の維持・向上のため、

平成 30 年４月から、介護、育児その他の事情により退職した本県退職者を再採用す

る制度を設けます。 

 

  ② 精神障害者・知的障害者を対象としたチャレンジ雇用の実施 新規 

 障害者雇用の一層の推進を図るため、知事部局において精神障害者または知的障

害者を非常勤職員として雇用します。（予定雇用人数：２人） 

 

  ③ 採用試験合格者ガイダンス等の実施 継続 

 採用試験合格者に対し、就職先として滋賀県庁を選択してもらうとともに、入庁

までに県職員となる意識を高めてもらうための取組を平成 30 年度も継続して行い

ます。 

・合格発表時の電話連絡および知事メッセージの送付 

・最終合格者ガイダンスの実施 

・採用前交流研修の実施 
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・県政情報の提供 

 

 (3) 県庁の健康経営を支える仕組みづくり 

  ① 勤務間インターバルの確保による職員の健康維持 新規 

 概ね 11 時間の勤務間インターバルを設けられるようにするため、災害対応などで

やむを得ない場合を除き原則として 22 時以降の時間外勤務を行わないよう、また、

やむを得ず深夜まで勤務を行った職員等がその翌日に遅出勤務をすることができる

よう遅出等勤務制度を拡大するなど、勤務間インターバルの確保に向けて取り組み

ます。 

 

 ② 在庁時間の適正な把握 拡充 

 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

（厚生労働省策定）を踏まえ、平成 30 年１月から全庁で試行を行ってきたパソコン

のログオン、ログオフ時間の確認により職員の在庁時間を適正に把握する取組につ

いて、平成 30 年４月から本格実施します。 

 

  ③ 係制の定着に向けた研修や支援の取組（係長支援） 拡充 

 県庁における組織の最少単位である「係」におけるマネジメント（業務運営、職

員の健康管理、人材育成等）機能を強化するため、係長の能力開発のための研修や

係制の定着に向けた職員への意識啓発などの取組を行います。 

 

 

５ その他 

 (1) 退職、採用見込み（平成３０年３月１２日現在） 

  ① 退職 

    今年度末退職者  定年退職１１２人    昨年度 定年退職 １２４人 

                          希望退職  ３７人    (実績)  希望退職  ３５人 

             合  計１４９人            合  計 １５９人 
 

② 採用 

    新年度採用者   事務系  ８０人    昨年度 事務系   ８２人 

        （４月１日採用）  技術系  ７７人    (実績)  技術系   ７４人 

             合 計 １５７人            合 計  １５６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３０年３月２３日（金）午前９時 

 

 

※「健康経営」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。 


