
 滋賀の
ミライを創

ろう！ 滋賀の
ミライを創

ろう！
We a

re

Shig
a Fu

ture

Crea
tors!

滋賀県職員採用ガイド

よ
り
良
い
滋
賀
の
未
来
に

　
　
　
　
　

 
　全
力
前
進
！







様々な職種で活躍中の
若手先輩職員たちにインタビュー。
仕事の内容とその職種の魅力を
ご紹介します！
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商工観光労働部　女性活躍推進課

入庁2年目堀口 朋華

多種多様な仕事に挑戦で
きることや仕事、対話を通
じて、新たな発見や着眼点
を得ることができる点に面
白さを感じています。

職種ならではの面白さ

業務内容
県内の全学校に配布している男女
共同参画に係る児童生徒向け副
読本の作成や、庁内向け研修の開
催、パンフレットの作成などの広
報啓発を主に担当しています。

琵琶湖環境部　森林政策課

入庁3年目古川 修平

大学で学んだことを森林、
林業、土木、建築、環境等の
幅広い分野で発揮できるこ
とや実際に森林に入り、自
然に触れることができるこ
とが魅力です。

職種ならではの面白さ

業務内容
森林域において航空レーザ計測に
より取得されたデータを用いた森
林資源情報の解析や、県民の方々
が求められる森林に関する情報を
提供する業務を担当しています。

土木交通部　建築課

入庁3年目東野 一星

ビフォーアフターが目に見
えて分かるのも面白いです
し、施設や利用者の方が竣
工したものを見て喜んでく
ださるととてもやりがいを
感じます。

職種ならではの面白さ

業務内容
県有施設の工事の発注や設計・工
事監理を担当しており、設計図の
チェックや現場で工事をスムーズ
に進めるための調整、設計どおり
の施工がされているかどうかの確
認等を行っています。

知事公室　防災危機管理局

入庁2年目青谷 文吾

一つひとつの業務が県民の
皆さんの生活を守ることに
直結しているので、責任感
もありますがその分やりが
いも多く感じます。

職種ならではの面白さ

業務内容
滋賀県の防災行政無線や防災関
連システムの運用保守を担当して
おり、このほかに災害対応業務な
ど、滋賀県の防災・減災に関わる
仕事をしています。

南部流域下水道事務所

入庁5年目宮脇 基裕

たくさんの機械設備の中か
ら維持管理性や経済性等
を考慮して滋賀県に合った
設備を選ぶ過程に面白さと
やりがいを感じます。

職種ならではの面白さ

業務内容
設計コンサルタントや機械メー
カーと協力しながら、下水道の機
械設備の更新や増設の設計、工事
監理を行い、滋賀県の下水道をよ
り良いものとする仕事を担当して
います。

長浜土木事務所

入庁5年目澤田 萌子

土木の施設は将来にわたっ
て長く利用されるものです。
工事が完了し、より良く変化
した、まちの景色を目にした
ときはとても感動します。

職種ならではの面白さ

業務内容
管内の県道の補修、道路の拡幅、
舗装修繕などの工事の監督業務、
除草や消雪、除雪など道路を利用
する上で不可欠な維持管理など
を担当しています。

大津・南部農業農村振興事務所

入庁8年目齊藤 篤志

自分が設計したものが形と
なっていく様子を見ること
ができる点です。数か月、数
年かけて実施される工事が
完了したときの達成感はひ
としおです。

職種ならではの面白さ

業務内容
滋賀県内では最も都市化している
地域である草津市一円の農業用
水を供給する農業用水管の更新
工事や設計業務を関係機関と調
整しながら行っています。

琵琶湖環境部　循環社会推進課

入庁6年目桐畑 孝佑

長期的に環境政策に関わ
ることができ、専門性が身
に付くことや、専門分野の
関係者とも長く、深くお付
き合いができることです。

職種ならではの面白さ

業務内容
ごみ・廃棄物に関わる仕事を担当
しており、災害時に発生する大量
のごみを適切に処理できる体制づ
くりに向けて県としてできることを
考え、事務に取り組んでいます。

琵琶湖環境科学研究センター

入庁4年目城戸 宥香

環境に関する試験研究・分
析から届出書の審査や事
業場への立入検査など様々
な分野から環境保全に携
わることができることです。

職種ならではの面白さ

業務内容
県内の環境大気中の有害汚染物
質の調査や事業場の排ガスの分
析、光化学スモッグやPM2.5のモ
ニタリングなどの業務を担当して
います。

社
会
福
祉

彦根子ども家庭相談センター

入庁5年目松井 咲子

現場で直接支援・指導する
対人援助の仕事と、県の福
祉分野の行政事務の仕事
の両方を経験できることは
社会福祉職ならではの面白
さだと感じています。

職種ならではの面白さ

業務内容
児童虐待に関する通告受理、情報
収集、子どもの安全確認など、児
童虐待が疑われる家庭に関する
初期調査や児童の保護に関する
業務に従事しています。

小
・
中
学
校
事
務

草津市立草津第二小学校

入庁9年目宗和 康代

学校行事や何気ない日々の
会話から子どもたちの笑顔
や成長を近くで見られるこ
とは、学校で働く事務職員
だから感じられる魅力です。

職種ならではの面白さ

業務内容
電話応対、来客者対応や先生方の
給与・旅費・福利厚生関係事務、
予算事務、備品管理事務、就学援
助事務、教育環境整備（施設）と
いった多岐にわたる業務を担当し
ています。

水 

産

農政水産部　水産課

入庁2年目谷口 皆人

漁業法等の法令関係業務、
資源の増殖・管理、水産物
の流通・経営、外来魚やカ
ワウの対策などの様々な分
野を経験できることに面白
さを感じます。

職種ならではの面白さ

業務内容
琵琶湖で獲られる魚介類（湖魚）
を多くの人に知ってもらい、食べ
てもらう取組、また、近年増加傾向
にあるカワウによる漁業被害の防
止対策、内水面漁業などの振興に
関する業務を担当しています。

農 

業

東近江農業農村振興事務所

入庁5年目坊山 麻衣

普及活動をすればするほど
農家との距離が近くなって
いることを実感でき、人との
つながりも広がっていくとこ
ろが面白いと感じています。

職種ならではの面白さ

業務内容
作物の普及指導員として地域の
稲・麦・大豆の生産振興に関わっ
ており、農家と情報共有をしなが
ら作物の収量、品質の向上や農業
経営の改善などに向けて日々活動
しています。

こちらより
詳細なメッセージを
ご覧いただけます！
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県職員の魅力・やりがい

とにかく仕事の幅が広いのが県の仕事の特徴

です。仕事の幅が広いということは、様々な角

度から県のことを見ることができるということ

で、全く飽きることがありません。

また、仕事の幅が広いので、多種多様な職員が

集まっていることも特徴です。職種も様々です

し、民間企業、国、市町など異なる組織での勤

務経験がある方もいます。一つの専門分野を

長く深く極めている人もいれば、いろんな分野

を幅広く経験した人もいます。

「様々な個性、スキル、経験を持つ職員がチー

ムを組み、自らの生活の場でもある滋賀をより

良くするためにみんなで新しいものを生み出

す。」これが県職員の魅力だと思います。

活躍する2人の職員に、 それぞれのキャリアパスについて語っていただきました。

後輩に受け継いでいきたいこと 後輩に受け継いでいきたいこと

県職員として、どの部署でも共通する大事なこ

とは、「この仕事が誰を幸せにするのか」をイ

メージしながら仕事をすることだと思います。

仕事で迷った時の判断基準はごくシンプルに、

しかしぶれずに持ち続けることが重要だと思

います。

八代　章八代　章八代　章
総合企画部  企画調整課  高専設置準備室総合企画部  企画調整課  高専設置準備室総合企画部  企画調整課  高専設置準備室

参事兼室長参事兼室長参事兼室長 八代　章
総合企画部  企画調整課  高専設置準備室

参事兼室長 前田 由紀子前田 由紀子前田 由紀子
文化スポーツ部  国スポ・障スポ大会局文化スポーツ部  国スポ・障スポ大会局文化スポーツ部  国スポ・障スポ大会局

参 事参 事参 事 前田 由紀子
文化スポーツ部  国スポ・障スポ大会局

参 事

※職場名称は当時の名称であり、変更になっている場合があります。

「すべての人と地球を支え続ける技術を磨く学校」を目指し、県

立高等専門学校の設置に取り組んでいます。データサイエンス、

AIなど情報技術をベースに工学系の学びを掛け合わせた新た

な学びを提供し、様々な分野、様々な場面で活躍する人材を育成

します。

滋賀県初の高等専門学校設置に
取り組んでいます！

管

理職
員インタビュー

26
年目

入 庁 管

理職
員インタビュー管

理職
員インタビュー

29
年目

入 庁

特に印象に残っている職場

My Career

県立高等専門学校設置に向け、施設内容や教育内容の検討などを進めているほか、
県内の大学・短期大学等の「知の力」を活かすため、地域と大学との連携を進めています。

担当
業務

令和７年（2025年）に滋賀県で開催予定の「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」の準備を
行っている国スポ・障スポ大会局で、局内事務の総括、局員の服務等を担当しています。

担当
業務

後輩職員と
仕事の打合せ！

県職員の魅力・やりがい

県職員の大きな魅力は、「仕事を通して県民の

皆さんの暮らしを豊かにできること」だと思い

ます。滋賀県がどうすればよくなるのか、みんな

で知恵を出しながら、未来の滋賀の姿、理想の

滋賀の姿を思い描き、そのための施策を考え、

様々な事業を実施していきます。業務の内容は

多岐にわたりますが、どこかで県民の皆さんの

暮らしにつながっているので、それが魅力でも

あり、やりがいでもあると思っています。

また、仕事を通して様々な方と接し、いろいろ

な話を聞き、自分では気づかなかった視点や

考え方を知ることができます。その中で、視野

が広がり、自分自身の成長につながることも

魅力であると感じています。

「滋賀県のことを思う気持ち」です。滋賀県がこ

うなればいいなという未来の滋賀の姿を思い

描きながら、県民の皆さんに住み続けたいと

思ってもらう地域にするには何に取り組むべ

きかを考えていく気持ちを受け継いでいきた

いと思います。

国スポ・障スポ
の開催準備に
取り組んで
います！

平成10年に開館した滋賀県立芸術劇場
びわ湖ホールの開館準備と、開館後の
施設管理等に従事しました。みんなが手
探りでしたが、新しい施設の立ち上げと
いう貴重な経験をすることができました。

特に印象に残っている職場

財団法人びわ湖ホール

My Career

平成9年度

11年度
〜

令和
元年度

1年間の派遣研修で、地方財政計画や
地方交付税など、地方財政制度の根幹
を深く学ぶことができました。派遣先で
は国の職員や他都道府県からの派遣職
員等、幅広い交友関係を築くことができ
ました。

総務省自治財政局財政課
（省庁派遣研修）

地方交付税、地方債、第三セクター改革
など、国での経験も活かしながら市町の
財政制度の助言等に従事しました。様々
な業務を通じ、経営上の指標(数字)を
読む力を身に付けることができました。

総務部自治振興課

近代美術館の老朽化対策や琵琶湖文化
館の後継施設のあり方を検討し、多くの
専門家とともに、近江の文化財を保存・
継承・活用・発信するためにはどのよう
な施設にすべきか議論しました。

文化スポーツ部
文化芸術振興課

CAREER PATHCAREER PATH

平成
18年度

平成19年度

23年度
〜

※職場名称は当時の名称であり、変更になっている場合があります。

平成15年4月開設の県立大学人間看護
学部の開設準備を行いました。キャンパ
スガイドの作成を担当したことが印象
に残っています。

総務部総務課

平成20年秋に滋賀県で開催された全国
スポーツ・レクリエーション祭の式典の
準備や広報等を担当しました。全国規
模のイベントの開催という貴重な経験
をすることができました。

教育委員会事務局
スポーツ健康課

消費者問題を県民の皆さんに知ってい
ただくため、アイディアを出し合って、啓
発番組やＣＭの制作、啓発イベントを行
いました。

県民文化生活部
県民生活課

全国知事会や中部圏知事会などの県域
を越えた広域連携を担当したほか、次
年度の施策構築などを担当しました。

総合政策部企画調整課

平成
20年度

平成
14年度

平成20年度

25年度
〜

平成26年度

30年度
〜

詳細は
こちらから

2025年に滋賀県で第79回国民スポーツ大会、第24回全国障害

者スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」を開催します。

大会に関わる全ての人が主役として光り輝き、夢や感動、連帯感、

未来への希望として将来にわたって引き継がれるよう、市町・競技

団体・県民の皆さんとともに大会開催準備に取り組んでいます！

2025年に滋賀県で
「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」開催！

詳細は
こちらから

※イラストはイメージです。

こちらより詳細なメッセージを
ご覧いただけます！
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県職員の魅力・やりがい

とにかく仕事の幅が広いのが県の仕事の特徴

です。仕事の幅が広いということは、様々な角

度から県のことを見ることができるということ

で、全く飽きることがありません。

また、仕事の幅が広いので、多種多様な職員が

集まっていることも特徴です。職種も様々です

し、民間企業、国、市町など異なる組織での勤

務経験がある方もいます。一つの専門分野を

長く深く極めている人もいれば、いろんな分野

を幅広く経験した人もいます。

「様々な個性、スキル、経験を持つ職員がチー

ムを組み、自らの生活の場でもある滋賀をより

良くするためにみんなで新しいものを生み出

す。」これが県職員の魅力だと思います。

活躍する2人の職員に、 それぞれのキャリアパスについて語っていただきました。
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メージしながら仕事をすることだと思います。

仕事で迷った時の判断基準はごくシンプルに、
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総合企画部  企画調整課  高専設置準備室総合企画部  企画調整課  高専設置準備室総合企画部  企画調整課  高専設置準備室
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参 事参 事参 事 前田 由紀子
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※職場名称は当時の名称であり、変更になっている場合があります。
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My Career
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担当
業務

令和７年（2025年）に滋賀県で開催予定の「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」の準備を
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後輩職員と
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県職員の魅力・やりがい

県職員の大きな魅力は、「仕事を通して県民の

皆さんの暮らしを豊かにできること」だと思い
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暮らしにつながっているので、それが魅力でも
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また、仕事を通して様々な方と接し、いろいろ

な話を聞き、自分では気づかなかった視点や
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「滋賀県のことを思う気持ち」です。滋賀県がこ

うなればいいなという未来の滋賀の姿を思い

描きながら、県民の皆さんに住み続けたいと

思ってもらう地域にするには何に取り組むべ

きかを考えていく気持ちを受け継いでいきた

いと思います。

国スポ・障スポ
の開催準備に
取り組んで
います！

平成10年に開館した滋賀県立芸術劇場
びわ湖ホールの開館準備と、開館後の
施設管理等に従事しました。みんなが手
探りでしたが、新しい施設の立ち上げと
いう貴重な経験をすることができました。

特に印象に残っている職場

財団法人びわ湖ホール

My Career

平成9年度

11年度
〜

令和
元年度

1年間の派遣研修で、地方財政計画や
地方交付税など、地方財政制度の根幹
を深く学ぶことができました。派遣先で
は国の職員や他都道府県からの派遣職
員等、幅広い交友関係を築くことができ
ました。

総務省自治財政局財政課
（省庁派遣研修）

地方交付税、地方債、第三セクター改革
など、国での経験も活かしながら市町の
財政制度の助言等に従事しました。様々
な業務を通じ、経営上の指標(数字)を
読む力を身に付けることができました。

総務部自治振興課

近代美術館の老朽化対策や琵琶湖文化
館の後継施設のあり方を検討し、多くの
専門家とともに、近江の文化財を保存・
継承・活用・発信するためにはどのよう
な施設にすべきか議論しました。

文化スポーツ部
文化芸術振興課
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平成19年度

23年度
〜

※職場名称は当時の名称であり、変更になっている場合があります。

平成15年4月開設の県立大学人間看護
学部の開設準備を行いました。キャンパ
スガイドの作成を担当したことが印象
に残っています。

総務部総務課

平成20年秋に滋賀県で開催された全国
スポーツ・レクリエーション祭の式典の
準備や広報等を担当しました。全国規
模のイベントの開催という貴重な経験
をすることができました。

教育委員会事務局
スポーツ健康課

消費者問題を県民の皆さんに知ってい
ただくため、アイディアを出し合って、啓
発番組やＣＭの制作、啓発イベントを行
いました。

県民文化生活部
県民生活課

全国知事会や中部圏知事会などの県域
を越えた広域連携を担当したほか、次
年度の施策構築などを担当しました。

総合政策部企画調整課

平成
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平成
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平成20年度
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〜

平成26年度

30年度
〜

詳細は
こちらから

2025年に滋賀県で第79回国民スポーツ大会、第24回全国障害

者スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」を開催します。

大会に関わる全ての人が主役として光り輝き、夢や感動、連帯感、

未来への希望として将来にわたって引き継がれるよう、市町・競技

団体・県民の皆さんとともに大会開催準備に取り組んでいます！

2025年に滋賀県で
「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」開催！

詳細は
こちらから

※イラストはイメージです。

こちらより詳細なメッセージを
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新たなキャリアの形
成や自身の成長、新

しい仕事のやりがい
に出会える!! 急な休暇の取得や保育園への迎えが必要になっ

ても同じ係や課内の方々がフォローしてくださる
体制になっているのは精神的にとても心強いです。
時差出勤も複数の出勤パターンがあったり、育児
時間休暇のほかにも部分休業や育児短時間勤
務など色々な選択ができ、子どもの成長やその時
のライフスタイルに合わせて多様な働き方がで
きるので、安心して働き続けることができる職場
だと思います。

先輩職員が利用した主な休暇制度

この他にも部分休業や子育て支援時間休暇など子育てのための制度はいろいろ！
詳しくはホームページをご覧ください。

丹羽　生命保険会社で営業に４年間、給
付金の査定業務に３年間従事しました。

営業では代理店営業として保険商品を販

売する保険代理店に対し事務的なサポー

トを行い、給付金の査定業務では給付金

の支払い可否や追加調査の必要性を判

断していました。

村山　私は大学関連会社で保険事務、一
般事務の業務を担当していました。主に

は、保険の手続書類の作成や大学で使用

する備品の発注、大学のオリジナルグッズ

の作成に携わっていました。

――前職ではどのようなお仕事を？

丹羽　生まれ育った地元、滋賀県で安心
して長く働ける環境であること、幅広い分

野の業務に携われることに魅力を感じた

からです。今後の長いキャリアを考えたと

きに、色々な分野にチャレンジできる環境

は自分の志向に合っていると考えました。

村山　前職で保険業務に携わり、健康で
あることの大切さを学んできましたので、

「健康」に焦点を当てて様々な事業に取り

組んでいる滋賀県に興味を持ったことが

きっかけです。また、丹羽さんと同じく長く

働き続けることができる環境であること

にも魅力を感じました。

――滋賀県職員を目指したきっかけは？

丹羽　乳幼児や重度心身障害者、ひとり
親家庭の方などの医療費の自己負担部分

を助成する福祉医療費助成制度に関する

事務や、課の予算に関わる業務の窓口と

して他部局へ提出する資料を作成し、そ

の内容を関係者へ説明する業務を主に担

当しています。

村山　私は、若年者の就労支援が主な担
当業務です。例えば、滋賀県内の企業と学

生とのマッチングの機会を創出するため、

インターンシップ事業を推進したりしてい

ます。

――どんな仕事を担当していますか？

丹羽　前職で保険制度の基本的な知識
を勉強していたことで、担当業務への理解

が早まりました。また、資料作成やデータ

処理のスキルは、短い期限で説明資料や

データを作成して、関係者に提供する機

会が多い現在の担当業務に非常に役立っ

ていると感じています。

村山　前職での交渉経験等は、県庁外の
関係機関と話し合いの機会を持ちながら

就労支援の事業を進めていく上で、役に

立っていると感じています。

――前職での経験が活きていると
　　　　　　　感じることはありますか？

丹羽　小さいことでもよいので、毎年最低
でも１つは、「これは自分がやった」と胸を

張って言える仕事の成果を出したいと

思っています。また、抽象的な目標ですが、

子どもたちに将来、住みたいと思ってもら

える滋賀県にしていきたいです。

村山　入庁２年目でわからないことだ
らけなので、基本的な事務手続を学び、確

実に行えるようになることが当面の目標

です！

――これからの目標を教えてください。

丹羽　県庁には気さくで優しい職員の方
が多いと感じますね。また、休暇も取得し

やすい雰囲気で、子どもが産まれた際は

男性職員育児休暇を取らせていただきま

したし、今年度からは保育園の送り迎え

のため、毎日朝と夕方に45分ずつの育児

時間休暇を取得しています。

村山　経験年数にかかわらず様々な仕事
を担当させてもらえるので、成長できる環

境だと思います。また、年次の近い職員同

士では、仕事の悩みなど相談しあえる関

係も築きやすいのではないかと思います。

――職場の雰囲気はどうですか？

子育てのための
制度を利用した先輩職員

インタビュー

健康医療福祉部  医療保険課

生命保険会社から転職
丹羽 明稔

商工観光労働部  労働雇用政策課

大学関連会社から転職
入庁３年目

入庁２年目村山 綾実滋賀県では、民間企業などでの職務経験を通して

培われた能力を県政に活かしていただくため、

社会人経験者等を対象とした採用試験を実施しています。

滋賀県では、民間企業などでの職務経験を通して

培われた能力を県政に活かしていただくため、

社会人経験者等を対象とした採用試験を実施しています。

私は、３人目の子どもが生まれたときに
初めて育児休業を取得しました。休業
中は、上の子どもの時以上に子どもの
日々の成長を近くで感じることができ、
とても充実していました。
周りの職員にサポートしてもらえたお
かげで、心置きなく制度を活用すること
ができ、育児休業明けも、休業中の業務内容を丁寧に引き継いでもらえた
ので、スムーズに復帰することができました。

配偶者出産休暇

制度と内容・利用期間渡邊さん
が利用

北川さん
が利用

産前産後休暇

男性職員育児休暇

育児休業

学校等行事休暇

育児時間休暇

看護休暇

3日以内（男性のみ）

産前8週間、産後８週間（女性のみ）

妻の産前産後期間中、5日以内（男性のみ）

子が3歳に達する日まで

子1人につき2日以内

子が３歳に達する日まで1日2回、それぞれ45分

渡邊さんのとある日のスケジュール

Day Schedule

起床
朝食準備など
保育園送り
登庁
係内朝礼・メールチェック
Web会議
昼食
来客対応、資料作成
退庁
保育園迎え
夕食
お風呂
子どもと遊ぶ
寝かしつけ
翌日の準備・自由時間
就寝

7:00

9:00
8:00

12:00

16:15

18:00

23:00
24:00

北川さんのとある日のスケジュール

Day Schedule

起床

朝食

登庁

メールチェック、課内ミーティング

昼食

事業者との打合せ、資料確認

退庁

夕食

お風呂

寝かしつけ

自由時間

就寝

6:00

8:30

12:00

17:15

18:30

21:00

23:00

農政水産部
農政課

入庁12年目
渡邊 麻美

商工観光労働部
商工政策課

入庁16年目
北川 寛人

一緒に
働き

ましょう！

幅広い
分野の業務に
携われる！

ぜひ
滋賀県で！

経験者採用の
先輩職員インタビュー

できること

社会人経験者
だ か ら

多様な働き方ができる制度が整っています！多様な働き方ができる制度が整っています！

周りの職員のサポートもあり、

心置きなく制度を活用できました！

仕事と育児の
両立

男性職員の育休100％取得を目指し、取組を行っています！

知事からの
応援メッセージ

お父さんの
子育てプラン イクボス面談

子どもの出生予定のある男性職員
に対して、知事が育児参加を応援
するメッセージを送っています。

小学校卒業までの子どもがいる男性職員に子
育てプランの作成を呼びかけ、育児など家事
への参加のきっかけづくりに努めています。

早出勤務、遅出勤務と
いった時差出勤制度の
活用を促進し、職員の
多様な働き方を推進し
ています。

子育てプランを作成した職員と上
司との面談を通じて、休暇や育児
休業の取得を促しています。

100%
（2021年度）

女

性職
員の育児休業取得率

46.5%
（2021年度）

男

性職
員の育児休業取得率

男性職員の育児休業100％宣言！

育児休業取得率 柔軟な働き方

各種休暇に加えて、ワーク・ライフ・バランス実現のための柔軟な働き方が可能となる制度を設けています。

時差出勤
リモートワー
ク環境を利用
し、職員が在
宅で勤務できるよう環境を整備してい
ます。

在宅勤務
最寄の県庁舎のサテライトオ
フィス環境を活用し、子育てを
行う職員等が通勤等に要する
時間を縮減できるよう環境を
整備しています。

サテライトオフィス勤務
職員全員が

在宅勤務を行えるよう
取り組んでいます！

１暦年につき5日
（中学校就学の始期に達するまでの子を複数養育する場合は最大10日）

仕事の
悩みも相談
しあえる！

こちらより詳細なメッセージを
ご覧いただけます！

こちらより詳細なメッセージを
ご覧いただけます！

休日は、習い事の送迎や子どもたちと
プールに行ったり、公園で鬼ごっこや
ボール遊びをしたりしています。
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新たなキャリアの形
成や自身の成長、新

しい仕事のやりがい
に出会える!! 急な休暇の取得や保育園への迎えが必要になっ

ても同じ係や課内の方々がフォローしてくださる
体制になっているのは精神的にとても心強いです。
時差出勤も複数の出勤パターンがあったり、育児
時間休暇のほかにも部分休業や育児短時間勤
務など色々な選択ができ、子どもの成長やその時
のライフスタイルに合わせて多様な働き方がで
きるので、安心して働き続けることができる職場
だと思います。

先輩職員が利用した主な休暇制度

この他にも部分休業や子育て支援時間休暇など子育てのための制度はいろいろ！
詳しくはホームページをご覧ください。

丹羽　生命保険会社で営業に４年間、給
付金の査定業務に３年間従事しました。

営業では代理店営業として保険商品を販

売する保険代理店に対し事務的なサポー

トを行い、給付金の査定業務では給付金

の支払い可否や追加調査の必要性を判

断していました。

村山　私は大学関連会社で保険事務、一
般事務の業務を担当していました。主に

は、保険の手続書類の作成や大学で使用

する備品の発注、大学のオリジナルグッズ

の作成に携わっていました。

――前職ではどのようなお仕事を？

丹羽　生まれ育った地元、滋賀県で安心
して長く働ける環境であること、幅広い分

野の業務に携われることに魅力を感じた

からです。今後の長いキャリアを考えたと

きに、色々な分野にチャレンジできる環境

は自分の志向に合っていると考えました。

村山　前職で保険業務に携わり、健康で
あることの大切さを学んできましたので、

「健康」に焦点を当てて様々な事業に取り

組んでいる滋賀県に興味を持ったことが

きっかけです。また、丹羽さんと同じく長く

働き続けることができる環境であること

にも魅力を感じました。

――滋賀県職員を目指したきっかけは？

丹羽　乳幼児や重度心身障害者、ひとり
親家庭の方などの医療費の自己負担部分

を助成する福祉医療費助成制度に関する

事務や、課の予算に関わる業務の窓口と

して他部局へ提出する資料を作成し、そ

の内容を関係者へ説明する業務を主に担

当しています。

村山　私は、若年者の就労支援が主な担
当業務です。例えば、滋賀県内の企業と学

生とのマッチングの機会を創出するため、

インターンシップ事業を推進したりしてい

ます。

――どんな仕事を担当していますか？

丹羽　前職で保険制度の基本的な知識
を勉強していたことで、担当業務への理解

が早まりました。また、資料作成やデータ

処理のスキルは、短い期限で説明資料や

データを作成して、関係者に提供する機

会が多い現在の担当業務に非常に役立っ

ていると感じています。

村山　前職での交渉経験等は、県庁外の
関係機関と話し合いの機会を持ちながら

就労支援の事業を進めていく上で、役に

立っていると感じています。

――前職での経験が活きていると
　　　　　　　感じることはありますか？

丹羽　小さいことでもよいので、毎年最低
でも１つは、「これは自分がやった」と胸を

張って言える仕事の成果を出したいと

思っています。また、抽象的な目標ですが、

子どもたちに将来、住みたいと思ってもら

える滋賀県にしていきたいです。

村山　入庁２年目でわからないことだ
らけなので、基本的な事務手続を学び、確

実に行えるようになることが当面の目標

です！

――これからの目標を教えてください。

丹羽　県庁には気さくで優しい職員の方
が多いと感じますね。また、休暇も取得し

やすい雰囲気で、子どもが産まれた際は

男性職員育児休暇を取らせていただきま

したし、今年度からは保育園の送り迎え

のため、毎日朝と夕方に45分ずつの育児

時間休暇を取得しています。

村山　経験年数にかかわらず様々な仕事
を担当させてもらえるので、成長できる環

境だと思います。また、年次の近い職員同

士では、仕事の悩みなど相談しあえる関

係も築きやすいのではないかと思います。

――職場の雰囲気はどうですか？

子育てのための
制度を利用した先輩職員

インタビュー

健康医療福祉部  医療保険課

生命保険会社から転職
丹羽 明稔

商工観光労働部  労働雇用政策課

大学関連会社から転職
入庁３年目

入庁２年目村山 綾実滋賀県では、民間企業などでの職務経験を通して

培われた能力を県政に活かしていただくため、

社会人経験者等を対象とした採用試験を実施しています。

滋賀県では、民間企業などでの職務経験を通して

培われた能力を県政に活かしていただくため、

社会人経験者等を対象とした採用試験を実施しています。

私は、３人目の子どもが生まれたときに
初めて育児休業を取得しました。休業
中は、上の子どもの時以上に子どもの
日々の成長を近くで感じることができ、
とても充実していました。
周りの職員にサポートしてもらえたお
かげで、心置きなく制度を活用すること
ができ、育児休業明けも、休業中の業務内容を丁寧に引き継いでもらえた
ので、スムーズに復帰することができました。

配偶者出産休暇

制度と内容・利用期間渡邊さん
が利用

北川さん
が利用

産前産後休暇

男性職員育児休暇

育児休業

学校等行事休暇

育児時間休暇

看護休暇

3日以内（男性のみ）

産前8週間、産後８週間（女性のみ）

妻の産前産後期間中、5日以内（男性のみ）

子が3歳に達する日まで

子1人につき2日以内

子が３歳に達する日まで1日2回、それぞれ45分

渡邊さんのとある日のスケジュール

Day Schedule

起床
朝食準備など
保育園送り
登庁
係内朝礼・メールチェック
Web会議
昼食
来客対応、資料作成
退庁
保育園迎え
夕食
お風呂
子どもと遊ぶ
寝かしつけ
翌日の準備・自由時間
就寝

7:00

9:00
8:00

12:00

16:15

18:00

23:00
24:00

北川さんのとある日のスケジュール

Day Schedule

起床

朝食

登庁

メールチェック、課内ミーティング

昼食

事業者との打合せ、資料確認

退庁

夕食

お風呂

寝かしつけ

自由時間

就寝

6:00

8:30

12:00

17:15

18:30

21:00

23:00

農政水産部
農政課

入庁12年目
渡邊 麻美

商工観光労働部
商工政策課

入庁16年目
北川 寛人

一緒に
働き

ましょう！

幅広い
分野の業務に
携われる！

ぜひ
滋賀県で！

経験者採用の
先輩職員インタビュー

できること

社会人経験者
だ か ら

多様な働き方ができる制度が整っています！多様な働き方ができる制度が整っています！

周りの職員のサポートもあり、

心置きなく制度を活用できました！

仕事と育児の
両立

男性職員の育休100％取得を目指し、取組を行っています！

知事からの
応援メッセージ

お父さんの
子育てプラン イクボス面談

子どもの出生予定のある男性職員
に対して、知事が育児参加を応援
するメッセージを送っています。

小学校卒業までの子どもがいる男性職員に子
育てプランの作成を呼びかけ、育児など家事
への参加のきっかけづくりに努めています。

早出勤務、遅出勤務と
いった時差出勤制度の
活用を促進し、職員の
多様な働き方を推進し
ています。

子育てプランを作成した職員と上
司との面談を通じて、休暇や育児
休業の取得を促しています。

100%
（2021年度）

女

性職
員の育児休業取得率

46.5%
（2021年度）

男

性職
員の育児休業取得率

男性職員の育児休業100％宣言！

育児休業取得率 柔軟な働き方

各種休暇に加えて、ワーク・ライフ・バランス実現のための柔軟な働き方が可能となる制度を設けています。

時差出勤
リモートワー
ク環境を利用
し、職員が在
宅で勤務できるよう環境を整備してい
ます。

在宅勤務
最寄の県庁舎のサテライトオ
フィス環境を活用し、子育てを
行う職員等が通勤等に要する
時間を縮減できるよう環境を
整備しています。

サテライトオフィス勤務
職員全員が

在宅勤務を行えるよう
取り組んでいます！

１暦年につき5日
（中学校就学の始期に達するまでの子を複数養育する場合は最大10日）

仕事の
悩みも相談
しあえる！

こちらより詳細なメッセージを
ご覧いただけます！

こちらより詳細なメッセージを
ご覧いただけます！

休日は、習い事の送迎や子どもたちと
プールに行ったり、公園で鬼ごっこや
ボール遊びをしたりしています。
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分
鉄
道
で

大 阪
まで

男性の
平均寿命

40
（JR新快速 大津駅から大阪駅まで）

分車
で30

（名神高速道路 大津ＩＣから吹田ＩＣまで）

時間
鉄
道
で

兵 庫
まで1

（JR新快速 大津駅から三ノ宮駅まで）

分車
で50
（名神高速道路 大津ＩＣから尼崎ＩＣまで）

分
鉄
道
で

名古屋
まで 25
（東海道新幹線ひかり 米原駅から名古屋駅まで）

時間車
で1

（名神・東名高速道路経由 米原ICから名古屋ICまで）

出生率

［「令和2年人口動態統計〈確定数〉」 厚生労働省］ 給 与 職員住宅（単身用・世帯用）

唐橋寮（大津市内）

令和５年４月１日に採用される職員の初任給は下記のとおりです。また、
それぞれ相当学歴の新規学卒者を例にとったものですので、卒業後に職
歴がある場合や短期大学・大学
院等を卒業している場合には、
一定の額が加算されます。
その他、扶養手当、住居手当、通
勤手当、期末・勤勉手当等の支
給があります。昇給は、原則とし
て毎年1 回です。

大津市内にある唐橋寮、坂本職員住宅をはじめ、県内に単身用住宅、

世帯用住宅を備えています。

配属・異動
新規採用時には、事務系は原則として本庁と地方機関
に約半数ずつ配属され、おおむね3年後には、違った分
野の仕事や他の勤務地に異動します。技術系は、現場
に近い地方機関に配属されることが多くなっています。

本人の希望を参考に、4～5年のサイクルで適材適所の
異動を実施しています。福祉などの部門では、専門職員
を育成する必要から、本人の希望も考慮し、比較的長
期間の勤務になることもあります。

昇 任
昇任は勤務実績などを考慮し、

学歴、性別に関係なく能力主義

により行われます。

勤務時間
勤務時間

新規
採用時の
配属

異 動

8：30～17：15（休憩時間12：00～13：00）

（完全週休2日制）休 日 毎週土・日曜日、祝日、年末年始
※職場や仕事の内容によって異なる場合があります。

主な休暇制度
年次有給休暇 年20日付与（4月1日採用者は初年度15日）

主事・技師

主任主事・主任技師

主　査

係　長

主　幹

課長補佐

参　事

課　長

次　長

部　長

夏季休暇

●扶養手当（配偶者6,500円、子9,900円、父母等6,500円）
●住居手当　●通勤手当　●期末・勤勉手当（年間4.4か月分）等

年６日付与（6～10月の間で取得可能）

特別休暇 夏季休暇のほかに、病気、忌引、結婚、産前産後、育児時間、
ボランティア、配偶者出産、男性職員育児、看護  など

育児休業 子が３歳になるまでの間

介護休暇 介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、通算6月まで

キャリア
ステップの例

知事部局での
基本的な職制ライン

宿泊・保養施設

ホテルルポール麹町 など

全国の地方公務員共済組合施設を組合員

料金で利用できます。

書道サークル

中国語会
囲碁
絵画
湖謡会
書道
泉会
手話
将棋
茶道
詩吟
お花倶楽部
競技かるた
県庁合唱団
軽音

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

文化系 体育系

野球サークル

共済・互助会制度
病気、けが、入院、結婚、出産などに対し、給付や手当金を受けられる

ほか、住宅資金などの貸付制度があります。

保健事業
職員の健康増進、元気回復を図るため、各種セミナーや健康事業を開

催しているほか、余暇活動などへの支援を行っています。

サークル活動
文化系14、体育系14のサークルがあり、活発に活動をしています。

（令和４年4月現在）

野球
バスケットボール
ソフトテニス
卓球
バレーボール
走友会
弓道
サッカー
スキー
バドミントン
剣道
山の会
居合道部
自転車部

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

住
み
や
す
い
！

働
き
や
す
い
！

［「人口推計」 総務省（令和3年10月1日現在）］

自然公園面積割合

［「自然公園面積調査」環境省（令和4年3月31日現在）］

（県土総面積に対する割合）

［令和4年6月1日現在／文化庁］

ボランティアの
年間行動者率

［平成28年社会生活基本調査／総務省］

（10歳以上）

［「平成27年都道府県別生命表」 厚生労働省］

位全
国1

位全
国1

位全
国1 位全

国4

位全
国4

位全
国4

％
滋
賀
県13.4

％80.4

長寿県！

ボランティアが
とても盛ん！

滋賀県に
「住み続けたい」と
答えた人の割合

［2020年滋賀県政世論調査］

（人口千人当たり）

自然が
いっぱい！

子どもを産み
育てやすい

子どもが
多い！

採用試験の種類 初任給

上級
（大学卒業程度） 206,076円

初級
小・中学校事務
（高校卒業程度）

170,816円

※地域手当を含んだ額です。

※上記の額は、令和5年4月1日現在の金額です。

人3,356
職員数（2022年4月）

円317,332
平均給与月額 （2022年4月）

平均年齢

歳41.8

日11.1 日/20

（2022年４月）

男女比（令和4年度）

平均年次有給休暇取得日数（2021年）

年少人口割合（15歳未満の総人口に占める割合）

平均寿命

国指定
重要文化財件数
（国宝含む）

優れた交通アクセス

各種手当

他府県から通勤している
職員もたくさん！

男性

71.2%
女性

28.8%

時間16.1
月平均時間外労働時間（2021年度）

11.4%
参事級以上の女性比率（2022年度）

82.5%
定時退庁日における定時退庁実施率（2021年度）

育児休業の取得率については、10ページをご覧ください。

※滋賀県庁では毎週水曜日や
　毎月19日（育児の日）を
　定時退庁日としています。

勤務条件 福利厚生

職場環境 について

滋賀県7.6（全国6.8）

（全国11.8％）

滋賀県37.3%（全国14.8%）

滋賀県33.9%（全国26.0%）

滋賀県828件

滋賀県81.78年（全国平均 80.77年）

滋賀県87.57年（全国平均 87.01年）

女性の
平均寿命

多くの歴史が
残る県！

数字で見る

滋賀県の
住みやすさ

滋 賀 県
職員

1211



分
鉄
道
で

大 阪
まで

男性の
平均寿命

40
（JR新快速 大津駅から大阪駅まで）

分車
で30

（名神高速道路 大津ＩＣから吹田ＩＣまで）

時間
鉄
道
で

兵 庫
まで1

（JR新快速 大津駅から三ノ宮駅まで）

分車
で50
（名神高速道路 大津ＩＣから尼崎ＩＣまで）

分
鉄
道
で

名古屋
まで 25
（東海道新幹線ひかり 米原駅から名古屋駅まで）

時間車
で1

（名神・東名高速道路経由 米原ICから名古屋ICまで）

出生率

［「令和2年人口動態統計〈確定数〉」 厚生労働省］ 給 与 職員住宅（単身用・世帯用）

唐橋寮（大津市内）

令和５年４月１日に採用される職員の初任給は下記のとおりです。また、
それぞれ相当学歴の新規学卒者を例にとったものですので、卒業後に職
歴がある場合や短期大学・大学
院等を卒業している場合には、
一定の額が加算されます。
その他、扶養手当、住居手当、通
勤手当、期末・勤勉手当等の支
給があります。昇給は、原則とし
て毎年1 回です。

大津市内にある唐橋寮、坂本職員住宅をはじめ、県内に単身用住宅、

世帯用住宅を備えています。

配属・異動
新規採用時には、事務系は原則として本庁と地方機関
に約半数ずつ配属され、おおむね3年後には、違った分
野の仕事や他の勤務地に異動します。技術系は、現場
に近い地方機関に配属されることが多くなっています。

本人の希望を参考に、4～5年のサイクルで適材適所の
異動を実施しています。福祉などの部門では、専門職員
を育成する必要から、本人の希望も考慮し、比較的長
期間の勤務になることもあります。

昇 任
昇任は勤務実績などを考慮し、

学歴、性別に関係なく能力主義

により行われます。

勤務時間
勤務時間

新規
採用時の
配属

異 動

8：30～17：15（休憩時間12：00～13：00）

（完全週休2日制）休 日 毎週土・日曜日、祝日、年末年始
※職場や仕事の内容によって異なる場合があります。

主な休暇制度
年次有給休暇 年20日付与（4月1日採用者は初年度15日）

主事・技師

主任主事・主任技師

主　査

係　長

主　幹

課長補佐

参　事

課　長

次　長

部　長

夏季休暇

●扶養手当（配偶者6,500円、子9,900円、父母等6,500円）
●住居手当　●通勤手当　●期末・勤勉手当（年間4.4か月分）等

年６日付与（6～10月の間で取得可能）

特別休暇 夏季休暇のほかに、病気、忌引、結婚、産前産後、育児時間、
ボランティア、配偶者出産、男性職員育児、看護  など

育児休業 子が３歳になるまでの間

介護休暇 介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、通算6月まで

キャリア
ステップの例

知事部局での
基本的な職制ライン

宿泊・保養施設

ホテルルポール麹町 など

全国の地方公務員共済組合施設を組合員

料金で利用できます。

書道サークル

中国語会
囲碁
絵画
湖謡会
書道
泉会
手話
将棋
茶道
詩吟
お花倶楽部
競技かるた
県庁合唱団
軽音

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

文化系 体育系

野球サークル

共済・互助会制度
病気、けが、入院、結婚、出産などに対し、給付や手当金を受けられる

ほか、住宅資金などの貸付制度があります。

保健事業
職員の健康増進、元気回復を図るため、各種セミナーや健康事業を開

催しているほか、余暇活動などへの支援を行っています。

サークル活動
文化系14、体育系14のサークルがあり、活発に活動をしています。

（令和４年4月現在）

野球
バスケットボール
ソフトテニス
卓球
バレーボール
走友会
弓道
サッカー
スキー
バドミントン
剣道
山の会
居合道部
自転車部

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

住
み
や
す
い
！

働
き
や
す
い
！

［「人口推計」 総務省（令和3年10月1日現在）］

自然公園面積割合

［「自然公園面積調査」環境省（令和4年3月31日現在）］

（県土総面積に対する割合）

［令和4年6月1日現在／文化庁］

ボランティアの
年間行動者率

［平成28年社会生活基本調査／総務省］

（10歳以上）

［「平成27年都道府県別生命表」 厚生労働省］

位全
国1

位全
国1

位全
国1 位全

国4

位全
国4

位全
国4

％
滋
賀
県13.4

％80.4

長寿県！

ボランティアが
とても盛ん！

滋賀県に
「住み続けたい」と
答えた人の割合

［2020年滋賀県政世論調査］

（人口千人当たり）

自然が
いっぱい！

子どもを産み
育てやすい

子どもが
多い！

採用試験の種類 初任給

上級
（大学卒業程度） 206,076円

初級
小・中学校事務
（高校卒業程度）

170,816円

※地域手当を含んだ額です。

※上記の額は、令和5年4月1日現在の金額です。

人3,356
職員数（2022年4月）

円317,332
平均給与月額 （2022年4月）

平均年齢

歳41.8

日11.1 日/20

（2022年４月）

男女比（令和4年度）

平均年次有給休暇取得日数（2021年）

年少人口割合（15歳未満の総人口に占める割合）

平均寿命

国指定
重要文化財件数
（国宝含む）

優れた交通アクセス

各種手当

他府県から通勤している
職員もたくさん！

男性

71.2%
女性

28.8%

時間16.1
月平均時間外労働時間（2021年度）

11.4%
参事級以上の女性比率（2022年度）

82.5%
定時退庁日における定時退庁実施率（2021年度）

育児休業の取得率については、10ページをご覧ください。

※滋賀県庁では毎週水曜日や
　毎月19日（育児の日）を
　定時退庁日としています。

勤務条件 福利厚生

職場環境 について

滋賀県7.6（全国6.8）

（全国11.8％）

滋賀県37.3%（全国14.8%）

滋賀県33.9%（全国26.0%）

滋賀県828件

滋賀県81.78年（全国平均 80.77年）

滋賀県87.57年（全国平均 87.01年）

女性の
平均寿命

多くの歴史が
残る県！

数字で見る

滋賀県の
住みやすさ

滋 賀 県
職員
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受験から採用までの流れ

本県の目指す「変わる滋賀 続く幸せ」を実現するためには、これまで以上に新たな視点や発想

で県政を担うことができる人材の育成が必要です。

「チャレンジ精神を持ち、県民とともに、滋賀の未来を切り拓く行政のプロフェッショナル」を目

指す職員像として、職員の能力開発に向け、取組を進めています。

「人こそが最大の経営資源である」

人材育成の専門機関として、職員に求められる取組姿勢や能力の養成を図り、職員の自律

的な能力開発への意識づけや支援を行うため、適切な体系の下で効率的、効果的に職員

研修を実施しています。

下記の情報は令和４年度の情報です。最新の情報は滋賀県職員採用ポータルサイトでご確認ください。

下記のスケジュールは令和４年度のスケジュールです。最新の情報は滋賀県職員採用ポータルサイトでご確認ください。
受験資格や受験申込受付期間、受験申込手続など詳細は、それぞれの試験の「受験案内」をご確認ください。

政策研修センター研修

職員が日常の業務とは異なる「異体験」をすることにより、自己

改革や発想の転換を図り、また、職場研修やセンター研修では

得ることのできないノウハウや知識の獲得を目的として、国、県

内各市町、他府県、自治大学校、民間企業への派遣研修を実施

しています。

派遣研修
職員が業務を遂行するうえで必要となる、現実の行政課題に即

した実践的な政策形成能力の向上や専門的知識の習得等を図

るため、部局および地域を単位として行っています。

部門研修

政策研修センター（大津市 ピアザ淡海内）

県職員として求められる能力や教養の
向上を図るため、新規採用時および昇
任時等に実施します。

●新規採用職員研修（4月:基礎コース、
10月:フォローコース）

●主事・技師級3年目研修 など

ステップアップ研修1

例

個々の職員の「強み」「弱み」に応じて、法
令関係の知識や実務スキルの向上に向
けた研修等、様々な科目から選択して受
講します。

●行政法の基礎
●残業なしの仕事術
●A4一枚でまとめる資料作成術
●相手を動かすプレゼンテーション
●仕事の効率アップ など

選択型研修
（スキルアップコース）

2

例

職場でのOJTや、キャリ
ア形成を支援する研修
を実施します。

●ブラザー・シスター研修
●キャリア形成支援研修 など

職場支援研修3

例

新規採用職員も安心!
先輩職員が指導役になり、
日頃の業務をサポート

試験科目

第１次試験
方法

第２次試験
方法

行政 総合土木
一般事務
警察事務

小・中学校事務
総合土木

教養試験
択一式
2時間［100点］

専門試験
択一式
2時間［100点］

口述試験
個別面接
［100点］

教養試験
択一式
2時間［100点］

アピールシート
記述式
1時間［100点］

アピールシート
記述式
1時間［100点］

適性検査

教養試験
択一式
2時間［100点］

専門試験
択一式
2時間［100点］

適性検査

教養試験
択一式
2時間［200点］

適性検査
※小・中学校事務A以外

※小・中学校事務Aのみ

職務基礎力試験
択一式
1時間30分［50点］

アピールシート
記述式
1時間［100点］

専門試験
記述式
1時間［50点］

適性検査

論文試験 1時間30分［100点］

口述試験 個別面接、集団討論［300点］

適性検査

論文試験 1時間30分［100点］

口述試験 個別面接（プレゼンテーションを含む）
集団討論
［400点］

作文試験 1時間30分［100点］

口述試験 個別面接、集団討論［300点］

適性検査

能力検査
SPI3
約1時間10分
［100点］

口述試験
個別面接
（プレゼンテーションを含む）
［100点］

行政
アピール試験型
[合計700点][合計700点] [合計700点] [合計700点]

[合計600点]
[合計600点]

行政
アピール試験型以外

採　用 採用日は、翌年4月1日を基本としつつ、合格者に当該年度中の就労可能時期も併せて確認し、
欠員等の状況を踏まえ決定します。なお、合格者の希望日に採用されるとは限りません。

受験申込 5月中旬～5月下旬 10月上旬～11月上旬 8月上旬～9月上旬

第１次試験 6月上旬～ 7月上旬 11月下旬 9月下旬

第１次試験
合格発表 7月中旬 12月中旬 9月下旬

第２次試験 7月下旬～8月上旬 12月中旬 10月中旬

最終
合格発表 8月中旬 1月中旬 10月下旬

研修制度
について
研 修制度
について

Staff T
raining

スケジュール

試 験 情 報

上 級 上 級 初級／小・中学校事務
大学卒業程度（経験者採用以外） 大学卒業程度（経験者採用） （高校卒業程度）

上 級 上 級 初級／小・中学校事務
大学卒業程度（経験者採用以外） 大学卒業程度（経験者採用） （高校卒業程度）
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受験から採用までの流れ

本県の目指す「変わる滋賀 続く幸せ」を実現するためには、これまで以上に新たな視点や発想

で県政を担うことができる人材の育成が必要です。

「チャレンジ精神を持ち、県民とともに、滋賀の未来を切り拓く行政のプロフェッショナル」を目

指す職員像として、職員の能力開発に向け、取組を進めています。

「人こそが最大の経営資源である」

人材育成の専門機関として、職員に求められる取組姿勢や能力の養成を図り、職員の自律

的な能力開発への意識づけや支援を行うため、適切な体系の下で効率的、効果的に職員

研修を実施しています。

下記の情報は令和４年度の情報です。最新の情報は滋賀県職員採用ポータルサイトでご確認ください。

下記のスケジュールは令和４年度のスケジュールです。最新の情報は滋賀県職員採用ポータルサイトでご確認ください。
受験資格や受験申込受付期間、受験申込手続など詳細は、それぞれの試験の「受験案内」をご確認ください。

政策研修センター研修

職員が日常の業務とは異なる「異体験」をすることにより、自己

改革や発想の転換を図り、また、職場研修やセンター研修では

得ることのできないノウハウや知識の獲得を目的として、国、県

内各市町、他府県、自治大学校、民間企業への派遣研修を実施

しています。

派遣研修
職員が業務を遂行するうえで必要となる、現実の行政課題に即

した実践的な政策形成能力の向上や専門的知識の習得等を図

るため、部局および地域を単位として行っています。

部門研修

政策研修センター（大津市 ピアザ淡海内）

県職員として求められる能力や教養の
向上を図るため、新規採用時および昇
任時等に実施します。

●新規採用職員研修（4月:基礎コース、
10月:フォローコース）

●主事・技師級3年目研修 など

ステップアップ研修1

例

個々の職員の「強み」「弱み」に応じて、法
令関係の知識や実務スキルの向上に向
けた研修等、様々な科目から選択して受
講します。

●行政法の基礎
●残業なしの仕事術
●A4一枚でまとめる資料作成術
●相手を動かすプレゼンテーション
●仕事の効率アップ など

選択型研修
（スキルアップコース）

2

例

職場でのOJTや、キャリ
ア形成を支援する研修
を実施します。

●ブラザー・シスター研修
●キャリア形成支援研修 など

職場支援研修3

例

新規採用職員も安心!
先輩職員が指導役になり、
日頃の業務をサポート

試験科目

第１次試験
方法

第２次試験
方法

行政 総合土木
一般事務
警察事務

小・中学校事務
総合土木

教養試験
択一式
2時間［100点］

専門試験
択一式
2時間［100点］

口述試験
個別面接
［100点］

教養試験
択一式
2時間［100点］

アピールシート
記述式
1時間［100点］

アピールシート
記述式
1時間［100点］

適性検査

教養試験
択一式
2時間［100点］

専門試験
択一式
2時間［100点］

適性検査

教養試験
択一式
2時間［200点］

適性検査
※小・中学校事務A以外

※小・中学校事務Aのみ

職務基礎力試験
択一式
1時間30分［50点］

アピールシート
記述式
1時間［100点］

専門試験
記述式
1時間［50点］

適性検査

論文試験 1時間30分［100点］

口述試験 個別面接、集団討論［300点］

適性検査

論文試験 1時間30分［100点］

口述試験 個別面接（プレゼンテーションを含む）
集団討論
［400点］

作文試験 1時間30分［100点］

口述試験 個別面接、集団討論［300点］

適性検査

能力検査
SPI3
約1時間10分
［100点］

口述試験
個別面接
（プレゼンテーションを含む）
［100点］

行政
アピール試験型
[合計700点][合計700点] [合計700点] [合計700点]

[合計600点]
[合計600点]

行政
アピール試験型以外

採　用 採用日は、翌年4月1日を基本としつつ、合格者に当該年度中の就労可能時期も併せて確認し、
欠員等の状況を踏まえ決定します。なお、合格者の希望日に採用されるとは限りません。

受験申込 5月中旬～5月下旬 10月上旬～11月上旬 8月上旬～9月上旬

第１次試験 6月上旬～ 7月上旬 11月下旬 9月下旬

第１次試験
合格発表 7月中旬 12月中旬 9月下旬

第２次試験 7月下旬～8月上旬 12月中旬 10月中旬

最終
合格発表 8月中旬 1月中旬 10月下旬

研修制度
について
研 修制度
について

Staff T
raining

スケジュール

試 験 情 報

上 級 上 級 初級／小・中学校事務
大学卒業程度（経験者採用以外） 大学卒業程度（経験者採用） （高校卒業程度）

上 級 上 級 初級／小・中学校事務
大学卒業程度（経験者採用以外） 大学卒業程度（経験者採用） （高校卒業程度）
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滋賀県  採用

滋賀県人事委員会事務局
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号（県庁東館６階） 077-528-4454 jinji-i@pref.shiga.lg.jp

滋賀県警察本部警務課

滋賀県教育委員会事務局教職員課 077-528-4534・4532

077-522-1231

職員採用試験に関する Q

Q1

A1

Q5

A5

Q6

A6

Q3

A3

Q2

A2

&

滋賀県ではどのような
採用試験を行っていますか？
滋賀県人事委員会では、上級試験、初級試験、市町立小・中

学校事務職員採用試験、就職氷河期世代を対象とした採

用試験、任期付職員採用試験（一般事務）および障害者を

対象とした採用試験を実施しています。

なお、警察官採用試験については、滋賀県警察本部警務

課、教員採用試験については、滋賀県教育委員会事務局教

職員課までお問い合わせください。

インターネットにより申込みを受け付けています。
滋賀県職員採用ポータルサイトの各受験案内のページから
注意事項に従ってアクセスしてください。

配布開始時期

※障害者を対象とした採用試験については、インターネットのほかに、持参または郵送による申込みも受け付けていま
す。郵送の場合は、申込書に必要事項を記入の上、必ず簡易書留または特定記録郵便により滋賀県人事委員会事
務局宛てに送付してください。

Ｑ１の試験以外に
どのような職員の採用がありますか？
専門的な知識・技術、特定の免許・資格を必要と

する職種（獣医師、保健師等）については、別途、

採用選考により採用しています。これらは、原則と

して欠員補充のために実施するもので、受験資格

や実施時期、採用予定人員などは職種ごとに異

なります。主な採用選考の問合せ先は下記のとお

りです。

各試験の採用予定人員は
いつごろ決まるのですか？
各試験の試験区分、採用予定人員については、例年５月上

旬に決まります。決まり次第、滋賀県職員採用ポータルサイ

トに掲載します。

試験に合格すると必ず採用されますか？
最終合格後、本人が辞退する場合を除いて、例年、全員が

採用されています。

試験の結果は教えてもらえますか？
各試験とも、受験者本人に限り、口頭による開示を行っていま

す。開示内容は試験区分によって異なるので、各受験案内で確

認してください。

Q7

A7

Q4

A4

出身地、出身校、年齢、性別、
職歴などによる有利、不利はありますか?
採用試験は、全ての受験者に公平・公正に行われており、そ

のようなことは一切ありません。

過去の試験問題を公表していますか?
試験ごとに、教養試験および専門試験（択一式）の例題、論作

文および集団討論の過去の課題について滋賀県職員採用

ポータルサイトに掲載しています。

獣医師、薬剤師、
精神保健福祉士、保健師等 077-528-3153

総務部人事課

看護師等の
病院事業庁勤務職種

病院事業庁経営管理課

077-582-5106

教員、実習助手、
寄宿舎指導員、学校司書等

教育委員会事務局教職員課
077-528-4534・4532

警察官、科学捜査研究所研究員等の
滋賀県警察本部勤務職種

滋賀県警察本部警務課
077-522-1231

水道技術職
（電気、機械、化学）

企業庁経営課
077-589-4608

●上級試験（経験者採用試験以外）…………
●経験者採用試験 ……………………………
●初級／小・中学校事務職員採用試験………

5月中旬頃
9月中旬頃
7月上旬頃

受験申込方法

受験案内について

詳しくは、滋賀県職員採用
ポータルサイトをチェック！

受験案内は、滋賀県職員採用
ポータルサイトの「試験情報」からも

ご確認いただけます。

A

詳細は
こちらから


