
「滋賀県行政経営方針2019」実施計画（案）　概要一覧

大中小 取組内容 目標（2022年度） 担当課（局・室）
目指す

県庁の姿
頁

ⅳスマート 1

（ア）採用活動の強化
　　　（説明会、リクルーター・インターンシップ活用、情報発信）

・平成30年度を上回る受験者数の確保
・インターンシップ実習生における採用試験受験割合　40％
・ポータルサイトの閲覧数　平成30年度比10％向上

人事課
人事委員会事務局

（イ）試験制度の見直し
　　　（SPI等導入、首都圏会場の設置、試験実施時期の検討）

・平成30年度を上回る受験者数の確保 人事委員会事務局

（ウ）任期付職員制度の活用および会計年度任用職員の円滑な
導入と運用

・円滑な制度導入と運用 人事課

ⅴ健康 5

（ア）人材育成基本方針に基づく研修等の取組の実施
人事課
政策研修センター

（イ）効果的なOJTや円滑な組織運営に向けた支援
人事課
政策研修センター

（ウ）組織目標の実施 行政経営企画室

（エ）自発的な学びの促進（自主勉強会開催の支援） 政策研修センター

（オ）職員提案の実施 行政経営企画室

（カ）地域活動等への参加促進
　　　　（地域に飛び出している職員等を研修を通じて紹介）

政策研修センター
行政経営企画室

（キ）県と市町等の人事交流の充実 ・いきいき新自治交流研修の拡大　2市　→　4市町 人事課

ⅳスマート
ⅴ健康

8

（ア）若手職員の育成の充実
・能力を十分に発揮できるような仕事等を与えられていると思う職
員の割合　89％　→　100％

人事課
政策研修センター

（イ）効果的なOJTや円滑な組織運営に向けた支援（再掲） ・OJTの実施率　77.7％　→　100％
人事課
政策研修センター

（ウ）定年延長制度の構築および再任用制度の見直しの実施 ・速やかに定年延長等の制度を検討・実施 人事課

（エ）女性職員の活躍の推進
・参事級以上の職員に占める女性の割合　10.0％以上
・係長職の職員に占める女性の割合　　　　20.0％以上　※調整中

人事課

視座１「ヒト」

(1)人材

①組織の基盤となる多様な人材の確保

②職員の意欲や能力を高めるための人材育成の推進

③職員一人ひとりの活躍の推進

・OJTの実施率　77.7％　→　100％

・積極的にスキルアップに取り組む職員の割合　95％以上

県 政 経 営 会 議 資 料 3

平 成 3 1  年 （2019年） 2 月19 日

総 務 部 行 政 経 営 企 画 室
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大中小 取組内容 目標（2022年度） 担当課（局・室）
目指す

県庁の姿
頁

（オ）県における障害者雇用の今後のあり方検討
・2019年度中に障害者雇用のあり方についての方針を策定し、方
針に基づく取組を実施

人事課

（カ）ハラスメントゼロに向けた取組の実施
人事課
政策研修センター

ⅴ健康 12

（ア）健康診断の完全実施と精密検査・要治療者への受診勧奨 ・定期健康診断受診率、がん検診にかかる精検受診率100％ 総務事務・厚生課

（イ）ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境の改善 ・各職場での職場環境改善の取組実施率　66.0％→80％以上 総務事務・厚生課

（ウ）滋賀県職員版スマート　ライフ　プロジェクトの推進

・「運動」：積極的に階段を利用したり、週１回以上の定期運動をし
たりする職員の割合　　82.2％　→　85％以上
・「食事」：毎朝朝食をとっている職員の割合　87.7％→90％以上
・「禁煙」：煙草を吸う職員の割合　　12.4％→10％未満
・「睡眠」：休養が十分とれている職員の割合　49.9％→60％以上

総務事務・厚生課

ⅴ健康 15

（ア）年次有給休暇の取得促進 ・年休の職員一人あたりの平均年間取得日数　12.0日→14.0日 人事課

（イ）定時退庁日における定時退庁の徹底 ・定時退庁実施率　　87.8％→95.0％ 人事課

（ウ）インターバル確保に向けた取組の推進 ・22時以降の時間外勤務（災害対策業務等除く）件数　9,000件 行政経営企画室

（エ）在宅勤務およびサテライトオフィス勤務の推進 ・在宅勤務、サテライトオフィス勤務の実施者数　19名→300名 人事課

（オ）勤務時間制度のさらなる弾力化の検討 ・ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽの実現ができている職員割合　53.9％→80％ 人事課

（カ）管理職員の意識改革
人事課
行政経営企画室

①最適な組織体制の構築 ・必要な見直しを行い、次年度の組織体制に反映 人事課 ⅳスマート 18

②地方機関のあり方検討（対話と丁寧な議論を経ての必要な見直し） ・2019年度から検討を開始し、実施可能なものから順次見直し 人事課
ⅲ市町
ⅳスマート

18

ⅳスマート
ⅴ健康

20

（ア）適正な定員管理および給与管理 ・毎年度、適正な定員管理および給与管理を実施 人事課

ⅰ持続 22

（ア）内部統制体制の整備
・改正地方自治法の施行に向けた試行の実施
・円滑な内部統制制度の導入および監査委員の視点も踏まえた
効果的な制度の運用

行政経営企画室

③業務（質・量）とのバランスを十分考慮した適正な定員管理および給与管理

④業務上のリスクに適切に対応するための内部統制体制の整備

(2)組織・体制等

④職員の健康の維持・増進（職員の心と身体の健康づくり）

④職員の健康の維持・増進（職員の健康とワーク・ライフ・バランスを重視した働き方の推進）
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大中小 取組内容 目標（2022年度） 担当課（局・室）
目指す

県庁の姿
頁

ⅲ市町 24

（ア）地方自治にかかる様々な課題について議論する場の設置検
討

・県と市町が地方自治のあり方を検討し、ビジョン共有できる場を
設置

市町振興課

（イ）水道事業における広域連携の推進
・水道ビジョンに基づき、広域化にかかる方向性とそのロードマップ
について検討

（生活衛生課）

（ウ）下水道事業等にかかる広域化・共同化計画の策定 ・「広域化・共同化計画」の策定 （下水道課）

（エ）森林・林業分野の人材育成支援等
・森林整備事業の発注が円滑に実施できる体制の構築　11市町
・市町職員の人材育成支援　　19市町

（森林政策課）

（オ）土木分野の人材育成支援等
　　　　（人材育成支援、市町公共事業の発注支援等）

・専門技術や入札事務等に対応できる人材の育成
・総合評価方式の導入・実施　10市町
・最新の成績評定要領の適用　19市町

（監理課）

ⅲ市町 28

（ア）権限移譲・規制緩和に関する市町からの提案制度の活性化 ・全市町訪問し意見交換を実施 行政経営企画室

（イ）県税・市町税の徴収業務の共同実施等 ・徴収業務の共同実施地域　1地域以上追加 税政課

（ウ）建設工事等入札参加審査の共同化の実施に向けた検討 ・申請受付、審査の共同化の実施 監理課

ⅱ進取 31

（ア）包括的連携協定の更なる推進 ・包括連携協定に基づく新たな連携事項　毎年度3件以上 私学・大学振興課
県民活動・協働推進室

（イ）コレクティブ・インパクトの導入 ・県内で導入 県民活動・協働推進室

（ウ）ソーシャル・インパクト・ボンドの導入 ・県事業でのモデル導入　１件
県民活動・協働推進室

行政経営企画室

（エ）県の施策等へ共感を得る取組や、地域課題解決に資する寄
附文化の醸成

・寄附　500件／年以上 関係課

(オ）ネーミングライツを活用した地域貢献の土壌づくり ・ネーミングライツ成約　2件／年以上 行政経営企画室

ⅳスマート
ⅴ健康

35

（ア）行政手続の簡素化の推進 ・電子申請利用率　毎年5ポイント増 行政経営企画室

（イ）AIやRPA等ICTを活用した業務の自動化
・自動化された事務処理の件数　5件／年
・AI活用方策の研究、実用化に向けた検証の実施

情報政策課

(3)事務（広域自治）

①協働・連携の更なる推進

（４）事務（推進・改善）

②ICTの活用による事務の効率化や県民サービスの向上

①市町との連携等を通じた地域課題への対応

②権限移譲・規制緩和や事務の共同化の推進
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大中小 取組内容 目標（2022年度） 担当課（局・室）
目指す

県庁の姿
頁

ⅱ進取 37

（ア）県立図書館業務のアウトソーシングの導入可否等の検討
・効果的効率的な図書館運営が行われるよう、アウトソーシングの
導入等について検討し、可能なものから実施（導入可否は2019年
度中に判断）

生涯学習課
図書館

（イ）県立学校（特別支援学校・定時制高校）給食調理業務のアウ
トソーシングの導入可否の検討

・2020年度までに、アウトソーシング導入可否を判断
教職員課
保健体育課

（ウ）県立学校業務員業務のアウトソーシングの導入可否の検討 ・2019年度にアウトソーシング導入可否を判断 教職員課

(エ）他自治体における最近の事例を参考にしたアウトソーシング導
入可否の検討

・2020年度までにアウトソーシング導入可否を判断 行政経営企画室

ⅳスマート 41

（ア）情報システム開発・調達関連事務の集中化 ・情報政策課が予算化、調達の事務を行うシステム数　28 情報政策課

（イ）県立学校事務についての集中化等の検討 ・県立学校における適正な事務執行に向け、新たな取組を実施
教育総務課
教職員課

ⅳスマート
ⅴ健康

43

（ア）職員間での対話を通じた業務の見直しの実施 行政経営企画室

（イ）業務効率化に資する職員研修の実施 政策研修センター

（ウ）キラリひらめき改善運動の実施 行政経営企画室

（エ）タスクフォースを活用した業務の見直し（公募制のTF設置） 行政経営企画室

ⅰ持続
ⅱ進取

45

(ア）PPP/PFI推進ガイドライン等の改定 ・PPP/PFI推進ガイドライン等の改定 行政経営企画室

ⅳスマート 46

ⅳスマート 46

（ア）公共施設等マネジメント基本方針の改定
・施設総量(建築物）　1,440,000㎡
・個別施設計画の策定数　（建築物）　494施設（100％）
                   （インフラ・公営企業）　　36計画（100％）

行政経営企画室

(2)見直し

・前例にとらわれず事務の見直しに取り組む職員の割合
85％以上　※調整中

②更なる見直しに向けた検討等

①PPP/PFIの推進

①施設総量の適正化

③民間活力の活用

④事務の効率化、適正化

⑤業務の更なる見直し

(1)整備

視座２「モノ」
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大中小 取組内容 目標（2022年度） 担当課（局・室）
目指す

県庁の姿
頁

ⅰ持続 48

ⅰ持続 48

（ア）ファシリティマネジメントの推進
　（官民連携による情報交換の場「仮）県有資産活用ひろば」設置）

（イ）アセットマネジメントの推進

ⅱ進取 50

（ア）指定管理者制度の見直し等
　　（募集条件見直し、施設管理状況の見える化、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ充実）

・指定管理者募集施設における申請者数の増
・施設管理運営状況の見える化　　2020年度より実施

行政経営企画室

（イ）コンセッション方式の導入にかかる研究・検討 ・コンセッション方式の情報収集・研究および検討・具体化 行政経営企画室

ⅱ進取 53

（ア）Park-PFIの導入
・県管理都市公園における導入　3公園予定
・湖岸緑地での導入検討

都市計画課

ⅰ持続
ⅳスマート

48

ⅰ持続
ⅱ進取

48

（ア）ファシリティマネジメントの推進
　（官民連携による情報交換の場「仮）県有資産活用ひろば」設置）

（イ）アセットマネジメントの推進

ⅰ持続 55

（ア）スポーツイベントを活用したスポーツツーリズムの推進 ・推進組織の立ち上げ

（イ）施設の特徴を生かした活用 ・施設の運用管理の方向性決定ほか

ⅰ持続

ⅰ持続 57

（ア）県税の適正な賦課徴収を通じた県税収入の安定確保
・県税の収入未済額　毎年度1億円ずつ縮減
・徴収業務の共同実施　1地域以上追加

税政課

（イ）県税以外の収入未済額の縮減に向けた対策の推進
・「税外未収金の共同管理」による税外収入未済額の縮減対策推
進

財政課

ⅰ持続 57

③アセットマネジメントの推進

②サウンディング型調査の積極的活用

ア　県税収入の安定確保と貸付金等未収債権の徴収

イ　地方税財源の充実強化

(2)財源不足への対応

①歳入確保

②指定管理者制度の導入拡大等（指定管理者制度の見直し等）

②指定管理者制度の導入拡大等（Park-PFIの導入検討）

①ファシリティマネジメントの推進

③国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催に向けて整備する施設の有効活用

(4)活用

スポーツ局

・運営改善の目標の達成状況が80％以上到達している施設（建
築物）の割合　　79.7％　→　90.0％以上

行政経営企画室
インフラ施設所管課
公営企業所管課

(3)管理

視座３「財源」

①未利用地の有効活用

行政経営企画室
インフラ施設所管課
公営企業所管課

・運営改善の目標の達成状況が80％以上到達している施設（建
築物）の割合　　79.7％　→　90.0％以上
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大中小 取組内容 目標（2022年度） 担当課（局・室）
目指す

県庁の姿
頁

（ア）県税収入の増収に向けた産業振興の推進 ・本県経済の発展や雇用の維持・拡大、地域の活性化 商工政策課

（イ）県税収入増加に向けた県内消費等の呼びかけ・働きかけの
枠組みづくり

・県税収入増加につながる新たな枠組　3件以上導入 税政課

（ウ）地方税財源の確保と充実強化に向けた国への提案・要請 ・国への政策提案・要請事項の実現
財政課
税政課

ⅰ持続 62

（ア）受益者負担の適正化 ・適切な料金設定の維持 財政課、各所管課

ⅰ持続 63

（ア）県有資産の売却 ・売却　24件、3,040百万円

（イ）県有資産の利活用 ・資産の新規活用件数　8件（4年間）

ⅰ持続 65

（ア）寄附等の促進 ・98百万円　　　→　　105百万円

（イ）ネーミングライツの活用促進 ・7百万円　　　　→　　　56百万円

（ウ）宝くじ販売の促進 ・2,894百万円　→　3,400百万円

（エ）広告の活用推進 ・29百万円　　　→　　　29百万円

（オ）自動販売機の設置 ・74百万円　　　→　　　76百万円

（カ）その他（リサイクル資源の売却等） ・265百万円　　→　　 357百万円

ⅰ持続

ⅰ持続

ⅰ持続 68

（ア）売上の向上

（イ）本場の来場促進

（ウ）効率的な開催運営

（エ）内部留保資金の確保

（オ）次期中期計画の策定

ⅰ持続 72

（ア）滋賀県企業等水道ビジョンおよび経営計画の改定 ・2020年度末に改定

（イ）水道施設の耐震化等の推進
・吉川浄水場耐震対策工事　　完了
・管路耐震化率　水道用水40.2％　　工業用水　16.1％

ⅰ持続 74

オ　自主財源拡充に向けた歳入確保の積極的な推進

ウ　流域下水道事業

②歳出見直し　　※調整中

エ　県有資産の売却・利活用

イ　工業用水道事業および水道用水供給事業

(3)特別会計等

①公営企業の経営基盤の強化、自主性拡大

ア　モーターボート競走事業

事業課

企業庁経営課

・4年間で12億円の繰出金を確保

財政課、各所管課
行政経営企画室

全ての部局
全ての行政委員会

ウ　受益者負担の適正化
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大中小 取組内容 目標（2022年度） 担当課（局・室）
目指す

県庁の姿
頁

(ア）流域下水道事業の組織のあり方研究 ・2024年度を目途に一定の結論を得るための論点整理

（イ）汚水処理事業の広域化・共同化計画の策定 ・「広域化・共同化計画」の策定

ⅰ持続 76

(ア)第四次中期計画に基づく取組の推進 ・収支目標の達成（2019年度　100.1％、2020年度　100.3％）

(イ）県立病院のあり方検討、第五次中期計画の策定・取組の推進 ・2020年度末までに第五次中期計画を策定

ⅰ持続 78

（ア）法人ごとの計画に基づく進捗管理

（イ）経営評価の実施および公表

ⅰ持続
ⅱ進取

99

（ア）「琵琶湖森林づくり県民税」の見直し
・「琵琶湖森林づくり県民税」制度を見直し、2020年度を目途に条
例改正

税政課
森林政策課

（イ）「琵琶湖の活用に伴う適切な負担のあり方」検討
・琵琶湖の活用と負担について一定整理し、実現可能なものから
取組を開始

琵琶湖保全再生課

（ウ）「地域特性を踏まえた公共交通の維持確保」に向けた検討
・地域公共交通を支えるために必要な投資や費用負担のあり方等
について取りまとめ

交通戦略課

（エ）「（仮称）滋賀県税制審議会」の設置・運営
・「（仮称）滋賀県税制審議会」を設置し、年１件以上の案件につい
て諮問

税政課

ⅱ進取 102

（ア）県民政策コメント制度の見直し
・活性化に向けた制度見直し　　　2019年度末まで
・１案件当たりの意見提出件数　　平均64件以上

行政経営企画室

ⅱ進取
ⅳスマート

104

（ア）日常業務で得た情報を行政経営に生かすための方法・仕組
みの研究

・2020年度を目途に研究結果を一定取りまとめ 行政経営企画室

下水道課

病院事業庁

行政経営企画室
各出資法人所管課

・県以外の者からの収入の拡大　　法人全体として平成30年度よ
り拡大
・県の財政的リスク（損失補償・債務保証、長期・短期貸付け）の
縮小　　法人全体として平成30年度より縮小

②情報収集・活用の研究

エ　病院事業

視座４「情報」

(1)収集

②出資法人の経営改善、自立性拡大の推進

(4)「未来へと幸せが続く滋賀」構築に向けた行政需要と新たな財源

①県民とのきめ細かな対話の実践、県民の声の施策への一層の反映
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大中小 取組内容 目標（2022年度） 担当課（局・室）
目指す

県庁の姿
頁

ⅱ進取
ⅲ市町
ⅳスマート

105

（ア）データに基づく施策検討の仕組づくりの検討・構築
・2021年度までに県の政策立案プロセスへの反映方法を検討し、
具体の仕組を構築

（イ)県・市町職員を対象にした統計に関する研修の充実 ・統計研修の年間受講者数　　150人以上（過去5年の平均94.4人）

ⅱ進取 107

（ア）オープンデータ化の推進

（イ）オープンデータ利活用の促進

ⅱ進取 109

（ア）現用公文書の適正な管理の徹底
・アンケートにおいて文書管理が「常にできている」または「ほぼ、で
きている」と回答した職員の割合　100％

（イ）特定歴史公文書等の適切な保存、利用等 ・県立公文書館の年間利用者数　　3,000人

111

（ア）職員に対する周知と職員意見等の把握

（取組内容）
・方針および実施計画の概要版の配布
・地方機関を含む全庁を対象とした意見交換会等の開催
・職員アンケート等の実施

行政経営企画室

（イ）職員と知事が思いを共有する場の設置 ・「知事と話そう！職員座談会」の定期開催 秘書課

（ウ）健康経営にかかる取組の人事評価への反映 ・健康経営にかかる取組を人事評価の業績評価項目に設定 人事課

113

（ア）目標の達成状況の把握等

（取組内容）
・担当課等において、取組内容に応じて適切な期間ごとに、目標
の達成状況を把握し、Study(振り返り、課題検証、対策検討)実施
・年2回程度、全取組項目の取りまとめ

行政経営企画室
各担当課

（イ）行政経営改革委員会における評価等 ・主要な取組項目について、行政経営改革委員会が評価 行政経営企画室

（ウ）分かりやすい情報発信 ・県ホームページ等を通じて、県民に分かりやすく情報発信 行政経営企画室

県民情報室

(1)職員の理解と行動

(3)進行管理

①オープンデータ化の徹底と民間活用の推進

②条例に基づく現用公文書の適正な管理および特定歴史公文書等の適切な保存、利用等の推進

(2)活用

(3)公開

行政経営方針の着実かつ迅速な推進のために

・オープンデータ化された情報数　152種→290種（6,600データ） 情報政策課

企画調整課
市町振興課
統計課

①客観的な証拠に基づく政策立案（EBPM)の推進
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