
１．ねらい

「滋賀県基本構想」の着実な推進を行財政面から下支えするため、平成27年度からの４年間の行政経営の基本的な考え方等を示した「滋賀県行政

経営方針」の取組を着実に推進していく必要があります。そのため、取組の実施状況等を毎年度把握し、進捗に遅れ等が見られる項目の課題を検

証するなど進行管理を適切に行うとともに、「見える」行政経営を推進する観点から、取組状況等を分かりやすく発信し、行政経営全般に対する県民

の理解と共感につなげていくこととします。

項 目
取組
項目数

うち
具体的な
取組
内容数

年度計画の年度末達成見込(H27年度上半期時点)

◎ ○ △ × －

１ 開かれた県政の推
進と多様な主体と
の協働・連携

(1) 効果的な県政情報の発信、積極的な情報公開の推進 7 17 8 9

(2) 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 3 9 8 1

(3) 多様な主体との連携・協働の推進 5 12 8 4

２ 地方分権のさらな
る推進

(1) 国への提案活動の推進 3 5 2 3

(2) 広域連携の推進 2 2 2

(3) 市町との連携の推進 2 5 2 3

３ 質の高い行政サー
ビスの提供

(1) 人材・組織マネジメント 9 27 22 2 3

(2) 業務マネジメント 7 39 23 15 1

(3) 公共施設等マネジメント 3 17 10 7

(4) 財務マネジメント 9 21 9 12

４ 進行管理 1 3 3

計 51
157
(100%)

95
(60.5%)

58
(37.0%)

3
(1.9%)

0
(0%)

1
(0.6%)

２．進捗状況

滋賀県行政経営方針実施計画（平成27年度上半期）の取組状況 資 料 ３－１
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8月末現在（一部9月末現在）
◎達成可能、○概ね（80%以上）達成できる、△達成がやや困難、×達成は困難、－当期該当なし



３．主な取組状況等

取組項目 具体的な取組内容 主な平成27年度の計画とこれまでの進捗状況 達成
見込

１ 開かれた県政の推進と多様な主体との協働・連携

(1) 効果的な県政情報の発信、積極的な情報公開の推進

①トップの発信力を活かし
た県政情報の発信

①知事定例会見に
おける市町情報
コーナーの新設

【計画】 知事定例会見を原則毎週開催するとともに、「今月のイチオシ」を月1回設ける。
【状況】 知事定例会見を原則毎週開催。また、「今月のイチオシ」は月1回の割合で設定。 ◎

④県の魅力や県政情報の
積極的な発信

①滋賀・びわ湖ブラ
ンドの発信

【計画】 各取組を通じて魅力発信を行うとともに、戦略的県外ＰＲ事業の活用や首都圏での新たな情報発信
拠点の展開を通じて、首都圏中心に県外に向けても積極的に滋賀の魅力を発信する。

【状況】 首都圏情報発信拠点の整備に向けた検討を行うとともに、先行展開として秋葉原「ちゃばら」の滋賀
県コーナーを開設。（9月13日）

○

⑥オープンデータ化の
推進

①庁内推進体制の
整備
③オープンデータ利
活用の推進

【計画】 ①庁内関係部署による調整機関を設置し、オープンデータ化ルールの整備と周知を図る。
③県行政情報のオープンデータ化に対する利活用ニーズの調査、掘り起こしを行う。

【状況】 ①庁内主要関係課による担当者会議を開催し、今後の取組方針、範囲、スケジュールについて意
見調整を実施した。
③県内の企業・大学・市町等が参画する「滋賀県地域情報化推進会議」の構成団体に対して、県域
におけるオープンデータのニーズ・シーズを把握する調査を実施した。（H27.6月）

○

(2) 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

①県民とのきめ細かな
対話の実践
②県民の声の施策への
一層の反映

②「県民と知事との
県政テレビ対話事
業」の実施

【計画】 上半期および下半期に各1回、テレビ対話番組を制作放送する。
【状況】 人口減少社会を対話テーマとして、7月5日(日)19時からの1時間番組をびわ湖放送で生放送した。 ◎

(3) 多様な主体との連携・協働の推進

①「(仮称)協働推進ガイド
ライン」の策定・運用

①「(仮称)協働推進
ガイドライン」の策
定

【計画】 「県民協働の推進に関する研究会」等における検討を踏まえ、「(仮称)協働推進ガイドライン」を策定。
【状況】 以下の取組を進めながら、現在、「(仮称)協働推進ガイドライン」（素案）を作成中。

6月 県職員・市町協働推進主管課を対象とした協働に係るアンケートを実施
7～9月 「県民活動の推進に関する研究会」を4回実施、庁内協働推進体制等について意見交換
8月 市町との意見交換を実施

◎

（「今月のイチオシ」の例） ・近江牛について（4月） ・栗東いちじくについて（8月）

（その他の情報発信の例） ・メディアリリース (14本）
（他の取組例） 「おいしがうれしが」キャンペーン推進店の登録 1,326店舗
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取組項目 具体的な取組内容 主な平成27年度の計画とこれまでの進捗状況 達成
見込

２ 地方分権のさらなる推進

(2) 広域連携の推進

①中部圏・北陸圏との連携
の推進

「広域連携推進の指
針」の改定および
指針に基づく施策
の推進

【計画】 年度前半までに「広域連携推進の指針」を改定し、指針に基づく施策を推進する。
【状況】 H27.6月に「広域連携推進の指針」を改定し、その内容に沿った取組を進めている他、インターンシッ

プや観光等における広域連携の可能性の調査、「日本まんなか共和国」（福井県、岐阜県、三重県、
滋賀県）の4県による中部圏・北陸圏との広域連携に向けた事業の掘り起こし等を実施。

○

(3) 市町との連携の推進

①市町との間の権限移譲
や事務の共同化の推進

②税務事務の共同
化の推進

【計画】 湖東地域において、各町との協議を進め、徴収業務の共同実施を開始する。
【状況】 湖東地域において、H27.8月から、徴収業務の共同実施を開始した。また、高島地域で徴収業務の

共同実施を継続している。
○

３ 質の高い行政サービスの提供

(1) 人材・組織マネジメント

②横つなぎの総合行政の
さらなる推進

③（仮称）クリエイ
ティブルームの設
置

【計画】 機能や利用方法を検討し、年度前半をめどに、（仮称）クリエイティブルームを整備する。
【状況】 H27.10月よりクリエイティブルームを開設。今後は具体的な活用事例を示すことなどを通じて利用を

促進する。
◎

③県庁力最大化や職員の
意識改革に向けた取組
の推進

①組織目標の実施 【計画】 4月に部局目標ディスカッション（知事と部局長の協議）を公開で実施し、部局目標を公表。
中間評価および年度末評価を行う。

【状況】 部局目標ディスカッションを報道およびインターネットで公開。部局目標をホームページで公表。

◎

⑤女性や若手職員の活躍
推進

①女性職員の活躍
推進

【計画】 「女性職員の活躍推進のための取組方針」に基づく各種取組を実施する。
【状況】 「イクボス宣言」や所属長等を対象とした意識改革研修等により女性も男性も活躍できる職場づくり

を推進。職域の拡大や女性職員キャリアアップ研修等により女性職員を育成。

◎

⑥人事評価制度の構築 ②人事評価制度の
制度設計

【計画】 H28.4月の本格実施に向けて、全職員を対象に制度を試行し、参事級以上の職員の処遇に反映す
るとともに課題を把握。

【状況】 「人事評価制度の手引き」を作成し、説明会や研修会を実施。「苦情相談」や「苦情処理」の仕組み
を導入。

◎

（H27.4月の状況） ・管理職に占める女性職員の割合 10.5％
・係長に占める女性職員の割合 11.3％

（具体例） （公財）中部社会経済研究所との共同研究調査を関係県および機関に聞き取り等、実施中
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取組項目 具体的な取組内容 主な平成27年度の計画とこれまでの進捗状況 達成
見込

⑧職員の心身の健康管理
の推進

③男性職員の育児
参加促進

【計画】 子が生まれた男性職員とその所属長に対する知事からのメッセージの発信、およびイクボス面談
（所属長による面談）の実施、「お父さんの子育てプランの策定・実践、男性職員が育児休業を取得
した所属への知事表彰制度の創設等により、男性職員の育児参画を促進。

【状況】 ・各所属からの情報提供に基づき、子の出生予定の職員に知事メッセージ（書面）を送付
・所属長に対して、子の出生予定の職員に「お父さんの子育てプラン」の作成を呼びかけるとともに、
イクボス面談を実施し、出生前後の休暇や育児休業の取得等を奨励するよう通知。

○

(2) 業務マネジメント

②民間活力活用の推進 ③指定管理者制度
の見直し

【計画】 指定管理者への適切なインセンティブのあり方等について、上半期に制度見直しの検討を行い、年
度後半から運用する。施設の老朽化対策に関する役割分担について、制度の見直しを行う。

【状況】 指定管理者制度のこれまでの取組と成果を検証し、①指定管理料の参考額の算出方法の変更、②
指定管理者の行うべき修繕費等の基準の撤廃 について見直し。従来非公募だった2施設について
公募に変更。

○

⑤入札および契約に関す
る制度の適正化【公共工
事】

①入札契約制度の
改善や工夫等
②総合評価制度の
見直し等
③県内事業者の受
注機会の確保等

【計画】 総合評価制度の適用範囲をさらに拡大し、施工能力の評価は評価手続きを簡素化する。技術提案
の評価は品質の向上が図られることを重視する。県内業者の優先発注や県産材の利用を促進する。

【状況】 国や他府県の入札契約制度等改正の取組を検討し、社会保険等未加入対策のため入札参加資格
等を見直し。建設工事における総合評価方式において総合評価の適用範囲を拡大し、「若手・女性」
に対する評価項目を追加。建設コンサルタント業務等においても、今年度より総合評価方式を導入。
工事の発注にあたっては、大規模工事や特殊な工事を除き、原則として県内業者に発注。総合評価
方式の入札において、県内企業や県産材使用者を加点評価する評価項目を設定。

◎

⑥出資法人の経営改善、
自立性拡大の推進

②経営評価の実施
および公表

【計画】 平成27年度から、各出資法人について県および出資法人自身による経営評価を行い、その内容を
公表する。

【状況】 新たに「経営評価」を実施し、法人の取組の達成度や課題を明らかにして経営改善につなげるととも
に、評価結果を公表し、経営状況の「見える化」を図った。

◎

⑦公営企業の経営基盤の
強化、自主性拡大

【流域下水道事業】
①固定資産調査お
よび評価

【計画】 公営企業会計への移行のため、固定資産調査業務委託を発注する。
【状況】 固定資産調査費用にかかる県と市町の支出割合について、市町と協議して了解を得るとともに、9

月補正予算に計上。

◎
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取組項目 具体的な取組内容 主な平成27年度の計画とこれまでの進捗状況 達成
見込

(3) 公共施設等マネジメント

①建築物におけるファシリ
ティマネジメントの推進

①施設総量の適正
化
②施設の長寿命化

【計画】 ①施設評価の結果を公表する。②長期保全計画の調整をするとともに、施設の長寿命化に関する
職員の意識を醸成する。

【状況】 ①施設評価結果を公表した。②第１次、第２次施設（22施設分）は長期保全計画（案）を調整中。ま
た、点検マニュアルによる点検結果をとりまとめ中。

○

②インフラ施設におけるア
セットマネジメントの推進

⑤河川管理施設 【計画】 河川管理施設の現状調査を行い、長寿命化計画策定にあたっての基本方針を策定する。
【状況】 基本方針を策定するため、プロポーザル方式により委託業務の契約相手の特定を行い、9月に契約

した。

◎

③「公共施設等総合管理
計画」の策定および推進

①公共施設等総合
管理計画の策定

【計画】 公共施設等総合管理計画（名称：「滋賀県公共施設等マネジメント基本方針」）を策定する。
【状況】 骨子案を7月に、原案を10月に策定。今後、県政モニターとの意見交換や県民政策コメント等を経て

3月策定予定。

◎

(4) 財務マネジメント

②歳入確保対策の積極的
な推進

①未利用県有地の
処分の推進

【計画】 年2回を目途として未利用県有地を売却するための一般競争入札を実施する。
【状況】 9月に一般競争入札を実施。 ◎

④ネーミングライツ
売却の推進

【計画】 「提案型募集制度」を新設する。営業活動の実施により、新規契約を目指す。
【状況】 17施設の随時募集を継続。9月より、新たに社会体育施設7施設で追加募集するとともに、従来から

募集している施設の募集条件を見なおし。企業から導入希望施設やネーミングライツ料等の提案を
幅広く募る「提案型募集制度」を新たに創設し、受付開始。

◎

⑧効率的な予算執行の徹
底

①電力の調達コスト
の抑制
③その他の取組

【計画】 電力調達の入札導入に係る調査等を行い、段階的に実施。また、継続してその他の取組を実施。
【状況】 全県有施設の電力設備や使用量等の調査を実施し、電力調達に係る入札仕様を検討中。また、昼

の休憩時間の室内照明の消灯など、全庁あげて徹底した経費節減等に取り組んでいるほか、公共
事業等の執行について、目標（上期75％以上）を定め、取り組んでいる。

○

（H27.9月 ２件 約１億３，０００万円売却）
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6

取組項目 具体的な取組内容 主な平成27年度の計画とこれまでの進捗状況 達成
見込

３ 質の高い行政サービスの提供

(1) 人材・組織マネジメント

③県庁力最大化や職員の
意識改革に向けた取組
の推進

③キラリひらめき改
善運動の実施

【計画】 改善運動の詳細の制度設計を行い、職員へ働きかけて効果的に実施する。優良事例を表彰する。
【状況】 H27.5月より運動を開始。6月末までを集中受付期間とし、重点的に取り組む提案を選定するとともに、

7月以降、提案された内容について、各所管課で実施を検討中。
【達成困難な原因】 職員一人ひとりへの運動の浸透が十分でないと考えられること。

△

⑤一緒にやりましょ
うプロジェクトの実
施

【計画】 特別な事業予算を伴うことなく政策課題の解決や県民サービス向上を図る「一緒にやりましょう
プロジェクト」を推進し、実施事業の増加に取り組む。

【状況】 年度当初に、各事業の方向性や留意事項を定め、プロジェクトの趣旨に沿った事業の実施に随時取
り組んだ。

【達成困難な原因】 プロジェクトの趣旨等についての周知が不足していると考えられる。

△

⑧職員の心身の健康管理
の推進

①年次有給休暇の
取得促進

【計画】 年次有給休暇の毎月最低１日の取得と年間を通じた期間での９連休の取得の呼びかけ、
年２回の集中取得促進期間の設定、節目ごとにリフレッシュを図るための休暇取得の促進など
の取組を通じて、１人当たり年間１４日の取得を目指す。

【状況】 １人当たりの平均取得日数：7.7日（平成27年１月～８月）
（取組内容）年休の計画的取得通知の発出、年休取得促進期間の設定を通じた呼びかけ、

夏季集中休暇の実施
【達成困難な原因】 5月の年休取得促進期間に呼びかけを行ったものの、年休取得日数が増加しなかった。

△

４．達成がやや困難と見込まれる取組

提案件数 6月末まで 改善提案 322件、実践報告 52件 計 374件
（累計） 9月末日現在 改善提案 342件、実践報告 54件 計 396件

（プロジェクト件数） 108件（H27.8月末現在）

目標

毎年度職員一人１
件（計4000件）

目標
毎年度150件以上



特別な事業予算を伴うことなく、職員一人ひとりの創意工夫、あるいは県民等との対

話と共感、協働の実践等により、政策課題の解決や県民サービスの向上を目指す事業を

「一緒にやりましょうプロジェクト」と位置付け、実施するものです。 

１：県民等との協働・連携             37事業 

２：市町との連携・支援                  7事業 

３：県民向け行政サービスの拡大    42事業 

４：県有施設等の維持管理               2事業 

５：各種行政情報の提供                14事業 

６：行政資源の有効活用                  1事業 

７：それ以外のもの                        5事業 

                          合計    108事業 

  
  取組の内訳 

■ ひろげよう みんなのあんまちネットワーク事業（県民活動生活課） 

■ 「びわ湖の日」推進事業（環境政策課） 

■ 湖底清掃活動（琵琶湖政策課） 

■ 自然公園施設修繕ボランティア活動（自然環境保全課） 

■ 自生大麻・ケシ撲滅作戦（薬務感染症対策課） 

■ 働くあなたへ 絵てがみ募集事業（労働雇用政策課） 

■ 家畜の放牧とふれあい支援事業（家畜レンタル事業）（畜産技術振興センター） 

■ 土曜サロンの開催（図書館） 

■ 地域おこし協力隊ネットワークの構築（市町振興課） 

■ 商店街ルネサンス研究会の開催（中小企業支援課） 

■ ようこそ！県庁 わくわく探訪（広報課） 

■ 啓発資材「ジンケンダー」着ぐるみ等を活用したふれあい型啓発（人権施策推進課） 

■ 「ふれよう！身近なびわ湖の魚たち」ミッション（水産課） 

■ 砂防出前講座、親子砂防学習会（砂防課） 

■ 住まいの地震対策啓発事業（建築課（建築指導室）） 

■ 出前講座・水害図上訓練（流域政策局） 

■ 浄水場見学、水道出前講座、夏休み自由研究講座、水道パネル展（企業庁） 

■ しが生涯学習<出前>スクエア（生涯学習課） 

■ 滋賀の文化財講座「打出のコヅチ」（文化財保護課） 

■ 文化財建造物保存修理現場見学会、校内・校外学習サポート（文化財保護課） 

■ 県民向け各種講習会の開催（県警本部） 

■ 県有史跡地（近江風土記の丘）維持管理（文化財保護課） 

■ 薬物乱用問題についての出前講座（薬務感染症対策課） 

■ オープンセンターの開催（東北部工業技術センター） 

具体的な内容 

 １：出前講座              31事業 

 ２：情報発信              19事業 

 ３：施設見学                6事業 

 ４：公開講座                7事業 

 ５：イベント              12事業 

 ６：その他                 33事業 

  
  一緒にやりましょうプロジェクトとは 

  
  主な取組事例 



番
号

事業区分 概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要 所　　属

 １　県民等との協働・連携 37事業

1
「ＮＰＯ・協働はやわかり講
座」事業

出前講座

 あらゆる機会をとらえて、ＮＰＯ法人の設立・運営および仕組み県の施策等につい
て、一般県民やＮＰＯ関係者を対象に県職員が講義を行い、ＮＰＯの活動や県行政
について知っていただくとともに、社会貢献活動への参加や多様な主体との協働を
呼び掛ける講座を実施する。

県民活動生活課

2
ひろげよう みんなのあんまち
ネットワーク事業

その他

　県が積極的に企業と地域等を結びつけるコーディネートを行い、協働による防犯
活動を実施する。これにより、防犯活動の活性化・防犯意識の高揚を図り、犯罪を
減少させ、安全・安心な地域社会を実現するとともに、企業のＣＳＲにも貢献する。
　【活動事例】
　事業所祭りでの防犯フェアの実施

県民活動生活課

3 Ｇ－ＮＥＴシネマの上映 情報発信
　女性監督の作品や女性問題をはじめとした社会世相の問題を取り上げた作品等
を、事業ボランティアとの協働により上映する。

男女共同参画セ
ンター

4
「びわ湖の日」推進事業
・包括連携協定締結事業者と
の連携

その他
　包括的連携協定締結事業者との連携により、｢びわ湖の日｣関連商品（弁当、パン
等）を開発するほか、湖魚・近江米等の販売・PRを行うブースを設置する。

環境政策課

5
「びわ湖の日」推進事業
・大学との連携

その他 　県内の大学との連携により「びわ湖の日」ポスターを作成する。 環境政策課

6
「びわ湖の日」推進事業
・下流域の学校との連携

出前講座
　琵琶湖疏水のほとりに位置する京都市内の中・高校で、琵琶湖に関する出前講座
を実施する。

環境政策課

7 琵琶湖岸水草刈取清掃活動 その他
　毎年７月１日のびわ湖一斉清掃や湖岸の繁茂状況を見極めながら、県職員が琵
琶湖岸等に出向き水草を人力で刈り取るなどのクリーンアップ活動を行うとともに、
県民の皆さんにも呼びかけ協働で作業する。

琵琶湖政策課

8 外来魚釣り上げ隊 その他
　外来魚の釣り上げをより多くの人と協働して進めるため、民間団体等が釣り大会
を自主開催する「外来魚釣り上げ隊」を引き続き募集する。

琵琶湖政策課

9 湖底清掃活動 その他 　日本釣振興会との連携により市町の協力を得て湖岸の湖底清掃を行う。 琵琶湖政策課

10 つながり再生プロジェクト その他
  野洲市の家棟川流域等において、人々と水環境とのつながりを再生するために、
地域住民と協働して取り組む。

琵琶湖政策課

11
びわこルールバスフィッシン
グ大会

その他 　ブラックバス駆除に協力してもらえる釣り人を対象に釣り大会を実施する。 琵琶湖政策課

12
低炭素商品・企業取組の発
信に対する協力

情報発信

　省エネルギー・創エネルギー分野などの技術開発や製品普及に向けた取組を進
展させ、温室効果ガスの発生を抑制する製品の家庭や事業所等への普及拡大を
図るために、県施設を普及広報と温室効果ガス削減効果検証の場として提供し、省
エネ・節電に対応した器具等の県施設へのモデル導入を図る。

温暖化対策課

13
官民連携による琵琶湖岸漂
着物一斉環境美化活動

イベント

　平成26年度、琵琶湖岸漂着物美化活動研究会を設置して、民間団体が行政と連
携し、漂着物を処理する仕組みを検討した。
　その結果を踏まえて、平成27年度、官民連携による琵琶湖岸漂着物一斉環境美
化活動を行う。

循環社会推進課

14
自然公園施設再生ボランティ
ア活動

その他
　ボランティア団体「ネイチャーサポート滋賀」との協働により、老朽化した自然公園
施設を再生する。

自然環境保全課

15 自生大麻・ケシ撲滅作戦 その他
　県内に自生している大麻・けし撲滅に向けて、県民等からの通報協力を得て職員
が現地に赴き、迅速・着実に抜去する。

薬務感染症対策
課

16
子どもと家族を守る家づくり
事業

その他
　社会的養護の必要な子どもやその家族を、地域において支援していくために、里
親や保健師、保育士などを対象に、県が「子どもと家族を守る家」として認定・登録
し、市町の子育て短期支援事業（ショートステイ）の受入れ先を確保する。

子ども・青少年
局

平成27年度  一緒にやりましょうプロジェクト　　（事業一覧）

取　　組　　項　　目



番
号

事業区分 概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要 所　　属取　　組　　項　　目

17
現場の声をきき、しがの子ど
もをみんなで考えるアフター
ミーティング事業

その他
　啓発事業や行政説明会、指導監査などでNPO等民間団体や市町職員、施設職員
と接する機会を活用し、子ども・青少年局若手職員と、団体等の職員との間でアフ
ターミーティングを行う。

子ども・青少年
局

18
商品量目試買テスト支援事
業

出前講座
　消費者団体等が量目調査を実施される際、これに必要な器物の貸し出し・職員の
派遣等の支援を行い、量目に関する認識を深めてもらうことにより計量する意義を
理解してもらう。

計量検定所

19
働くあなたへ　絵てがみ募集
事業

情報発信

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）についての理解の促進や、男性も女
性も働きやすい環境づくりへの社会全体の気運の醸成を図ることを目的に、働く人
や、働く人の周囲にいる家族等からのメッセージを、絵てがみ・イラストを通して発信
する「働くあなたへ 絵てがみ・イラスト作品展」を開催する。

労働雇用政策課

20

「滋賀の食材」大都市で魅力
発信事業」のうち
　滋賀の食材団体連携推進
会議の開催

その他
　近江米、近江牛、近江の茶、湖魚、近江の野菜の生産者団体の販売担当者を招
集し、団体間の連携を図り、イベントの相互活用等を推進する会議を開催する。（26
年度2300千円は団体向け補助金）

食のブランド推
進課

21
家畜の放牧とふれあい支援
事業（家畜レンタル事業）

その他

　家畜に対する理解を深めることや家畜の持つ多面的機能（農林地の保全、景観
形成、家畜とのふれあい、癒しやセラピー効果など）の発揮を目指した放牧等を行う
ため、センターで飼養する和牛、羊、山羊等を貸し出すとともに、専門的な立場から
家畜の放牧や飼養に関するアドバイスを行う。

畜産技術振興セ
ンター

22
多面的活動モニタリングサ
ポート事業

その他
　要請に応じて、漁業者等が実施する多面的な活動の成果を把握するため、環境
調査や生物調査などのモニタリングの指導やサポートを実施する。

水産課

23 基幹水利施設の合同診断 その他

　農業水利施設において、長寿命化に重点を置いた効果的なアセットマネジメントを
進めるためには、施設状態を的確に把握し、適正な対策を行っていく必要がある。
　このため、施設管理者より要請のある施設について、市町や施設管理者、県土連
と合同で機能診断・評価を行い、マネジメントを実施する。

耕地課

24 営農指導スキルアップ講座 その他
　農家に対するサービス向上をめざし、農協営農指導員、農業共済職員や肥料・農
薬販売所の技術指導員等を対象に、県の専門担当者から水稲や野菜、果樹などの
農作物の生産技術について講義と演習を行うことにより、指導スキルの向上を図る

農業技術振興セ
ンター

25
田んぼの果たす役割につい
て学ぼう！

出前講座

　田んぼは、お米を作るだけでなく様々な機能を持っている。
　湖北地域の農村集落や小学校、PTAなどを対象として田んぼの果たす役割など
についてクイズやミニ講座をしたり、地域の排水路などを対象として「生き物観察
会」などを実施する。

湖北農業農村振
興事務所

26
琵琶湖一周健康ウオーキン
グ

イベント

　滋賀県ウォーキング協会との協働、連携により、県内のＪＲ駅を起終点とする分割
コースで琵琶湖を歩いて一周するウォーキング大会を開催し、大会参加者による鉄
道利用を図るほか、公共交通機関を利用した琵琶湖一周ウォーキングコースとして
定着させることにより、全国から琵琶湖へのウォーキング来客による公共交通機関
の利用を促進する。

交通政策課

27
公共交通機関で行くスポーツ
観戦推進事業

イベント

　滋賀県草津線複線化促進期成同盟会およびびわこ京阪奈線(仮称)鉄道建設期
成同盟会が実施する鉄道利用促進キャンペーンにおいて、JFLチーム「ＭＩＯびわこ
滋賀」と協働、連携することにより、沿線で開催される公式戦ホームゲームに鉄道利
用者を無料招待することとし、鉄道利用のインセンティブに係る経費の節減を図る。

交通政策課

28 鉄道ダイヤ改善促進事業 その他
　鉄道沿線の企業や事業所とダイヤ改善等について情報交換を行うともに、JRに地
元の生の声を直接届け、ダイヤ改善の実現を図る。

交通政策課

29 湖上交通活性化研究事業 その他
　交通事業者、観光団体、行政等で構成する研究会を設置し、エコツーリズムなど
への活用も含め、琵琶湖の湖上交通の有効活用や活性化に向けた検討を行う。

交通政策課

30
交通安全マナーアップ啓発ラ
ジオ放送スポンサー事業

情報発信
　ＫＢＳ京都で３分間の生放送により交通安全情報番組を提供する取り組みに対し
て、県内企業等からスポンサーを集めることで、経費削減を図りつつ、交通安全啓
発を推進する。

交通政策課
（交通安全対策
室）

31 滋賀あんしん賃貸支援事業 その他

　高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て世帯、被災者世帯および低所得
者世帯（以下「高齢者等」という）の入居を受け入れる民間賃貸住宅、仲介業者およ
び高齢者等に対する居住支援団体の情報を登録し、公開することにより、高齢者等
と賃貸人双方の不安解消を図る。

住宅課

32 自然観察会の実施 イベント
　木の岡地区、家棟川地区ビオトープにおける自然観察会の実施
　地域住民、地元企業、NPOとの連携、協働による良好な河川環境の保全

流域政策局
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33 クリスマスコンサートの実施 イベント
　患者、患者家族、その他すべての来院者に対するサービス向上のため、この事業
に理解と協力を頂けるボランティア団体とともに、クリスマスコンサートを実施し、安
らぎと憩いのひとときの場を提供する。

病院事業庁
（成人病セン
ター）

34
子どもの育ちを支える環境づ
くり講座

出前講座
　社会全体で子どもの育ちを支える環境づくりについて、地域で開かれる各種研修
会等に課員を派遣し、当課の事業、社会教育施策の動向および先進的な取組を紹
介する。

生涯学習課

35
高等学校等開放講座の開催
支援

公開講座
　県立学校が、各々の有する教育資源を生かした特色ある講座を開設することによ
り、地域への学習機会の提供と開かれた信頼される学校づくりに資するため、各学
校が行う講座開設に対し広報協力等の支援を行う。

生涯学習課

36 土曜サロンの開催 イベント

　来館者に様々な角度で文化・芸術を味わってもらい、図書館にさらに親しみを感じ
てもらうとともに、新たな利用者開拓を目的として、ロビーや談話室を利用して、文
化講演会やライブラリーコンサートを実施する。講師や出演者には県内で活動して
いる文化・芸術分野の関係者にボランティアでお願いするほか、県機関実施の出前
講座を依頼する。

図書館

37 ボランティア研修会の開催 その他
　各地域の自主防犯団体のスキルアップ、活動活性化および相互の連携強化を図
るための研修会を開催する。

県警本部
（生活安全企画
課）

 ２　市町との連携・支援 7事業

38
「職員のための統計講座」の
開催

その他
　統計データを正しく理解し、適切に利用する”統計リテラシー”を身に付けて、統計
をより有効活用できるよう、県および市町職員を対象とした統計講座を実施する。

統計課

39
地域おこし協力隊ネットワー
クの構築

その他
　各市町から委嘱されている地域おこし協力隊の相互の情報交換やネットワーク作
りを行い、協力隊の活動を支援するため、協力隊および担当行政職員による交流
会等を開催する。

市町振興課

40
商店街ルネサンス研究会の
開催

その他

　国（近畿経済産業局）、県、市町、各種支援機関の商店街振興担当職員が一堂に
会し、それぞれの商店街振興施策について、情報共有を行うとともに、商店街の抱
える課題や支援策等について意見交換を行うことにより、横のつながりを強化し、課
題解決策や新たな支援策等、商店街を再活性化するための方策の構築の一助と
する。

中小企業支援課

41 心の健康！出前講座 公開講座
　市町で開催される心の健康（アルコール等薬物依存やうつ・自殺など精神医療分
野）に関わるセミナーや講習会等に精神科医師等の派遣依頼があれば派遣する
（年度当初に市町に照会し、派遣を希望する市町との調整の上実施）。

病院事業庁
（精神医療セン
ター）

42
市町の特別支援教育推進事
業への指導主事の派遣

その他
　市町などが行う研修会や就学相談会に、指導主事を派遣し、市町の特別支援教
育の推進を支援する。

学校支援課

43
市町立図書館職員(司書)研
修

その他

　市町立図書館職員(司書）の専門的な能力の向上を目的に、県立図書館の司書
や市町の経験豊かな司書が協力して講師を勤め、市町立図書館職員(司書）の経
験年数に応じた図書館員専門講座を実施する。
　①基礎講座　　　　　　　　　　　4日間
　②中堅職員向け講座　　　  　1日間
　③館長研修　　　　　　　　　　　1日間

図書館

44
市町職員対象の不当要求対
策講習会

その他
　行政機関に対する暴力団等反社会的勢力排除対策として、市町職員を対象とし
た不当要求対策講習会を開催し、公共工事等に絡む不当要求被害の根絶を図る。

県警本部
（捜査第二課、
組織犯罪対策
課）

 ３　県民向け行政サービスの拡大 42事業

45
「いいね！」いっぱいプロジェ
クト

情報発信
　県公式ツイッターやフェイスブックにおいて、県政情報やお知らせに加え、より県民
の皆さんに「共感」してもらえるような話題を織り交ぜて発信することにより、県政を
身近に感じ、行動につなげていただく。

広報課

46 ようこそ！県庁　わくわく探訪 施設見学
　随時受付による県庁見学に加えて、県職員自ら講師となるミニ講座を開く。
　さらに、登録有形文化財となった県庁本館について、参加者公募の県庁見学ツ
アーを2回実施する。

広報課

47
「職員イチオシ！県政」コー
ナー

情報発信
　ニュースとして取り上げられなかった県政の出来事を、職員が記事の形にして県Ｈ
Ｐに掲載することにより、情報発信を行い、職員が記者に「なりきる」ことで広報マイ
ンドの向上を図る。

広報課

48 地震防災出前講座 出前講座
　地震の基礎知識や個人・地域における身近な防災対策等について説明し、地震
に対する危機意識を持っていただくと共に、自助・共助の取り組みの重要性につい
て理解を深めていただけるよう、出前講座を実施する。

防災危機管理局
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49 個人情報保護どこでも講座 出前講座
　事業者等の個人情報保護に関する理解を深めるため、各事業者等が開催される
説明・研修会等に県職員が講師として出向き、個人情報保護についての説明を行
う。

県民活動生活課

50 くらし安全安心出前講座 出前講座
　防犯など安全安心な地域づくりについて、個人や地域でできる取り組みなどを紹
介する。

県民活動生活課

51 地籍調査出前講座 出前講座
　地籍調査の実施で、土地の権利関係が明確になり、万が一の災害時にも復旧を
迅速に行うことができる等、地籍調査の効用を、地域の自治会や集落の集まり、勉
強会に参加して解りやすく紹介する。

県民活動生活課

52 消費生活親子体験学習 イベント
　生涯学習課が実施する学校支援メニューフェアー「しが☆まなび☆発見！」に参加
し、一般県民が親子で体験学習できるコーナーを設け、子どもたちの消費生活に対
する関心を高め、正しい知識を養うことを目的として実施する。

消費生活セン
ター

53 「じんけん通信」の発信 情報発信

　様々な人権課題をテーマに、行政、団体、ＮＰＯ等の取組を現場取材したり、最新
トピックスをわかりやすく解説した「じんけん通信」を、県ＨＰで定期的に掲載すること
により、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に向けた県民の気づき
と学びへの支援を行い、共感を生み出す。

人権施策推進課

54
啓発資材「ジンケンダー」着ぐ
るみ等を活用したふれあい型
啓発

情報発信

　人権研修・啓発への接触度が高いほど人権意識の向上が期待できることから、着
ぐるみ、パネル、紙芝居など、既存の啓発資材を活用した、ふれあい（対話）型の啓
発事業を実施することで人権の大切さについての共感を生み出し、理解を促進す
る。地域、幼保学校など様々な場所や機会に応じて、資材の貸出しや課員による直
接対応など適切な協働の手法により実施する。

人権施策推進課

55
出前講座「しが統計・キッズク
イズ」の開催

出前講座
　各種統計データから見えてくる滋賀県の姿をテーマに、クイズ形式で進め、子ども
たちが楽しみながら理解を深められよう工夫し、図書館など子どもたちが集まる場
所に職員が出向いて実施する。

統計課

56 琵琶湖講習 出前講座
　各種団体・学校等からの要請に応じて、センターの調査研究で蓄積された知見を
講演等で還元し、地域への貢献を行う。

環境政策課
（琵琶湖環境科
学研究センター）

57
滋賀県試験研究機関研究発
表会

公開講座
　琵琶湖と滋賀県の環境に関する県立の試験研究機関がそれぞれの取組や成果
を広く発信するため、発表会を開催する。

環境政策課
（琵琶湖環境科
学研究センター）

58
博物館学芸員による、博物館
内外での講座

出前講座 　博物館学芸員が、その専門知識を生かした県民向けの講義を行う。
環境政策課
（琵琶湖博物館）

59 ギャラリー展示の開催 情報発信 　博物館が収集整理したコレクションの紹介や、他機関と協力した展示を実施する。
環境政策課
（琵琶湖博物館）

60
琵琶湖総合保全に係る出前
講座

出前講座
　県内外の学校や団体からの要望に応じて職員を派遣し、琵琶湖の総合保全につ
いての講義を実施する。

琵琶湖政策課

61 多文化共生出前講座 出前講座
　県民の国際理解を図るため、アメリカ・ブラジルからの国際交流員が出前講座を
行い、それぞれの国の文化や学校生活、その他について紹介する。

観光交流局

62
「びわ湖の魚・漁・幸をもっと
知ろう」出前講座事業

出前講座
　琵琶湖の漁業、魚、食文化等についての出前講座を実施するほか、県内で開催さ
れる料理教室や手作りふなずし講習会について、企画・開催に向けたアドバイスや
技術指導を行う。

水産課

63
「ふれよう！身近なびわ湖の
魚たち」ミッション

出前講座
　アユの産卵人工河川や水田を用いたニゴロブナなどの種苗生産現場を会場に、
観察会を開催して琵琶湖の魚介類の身近さや関わりを認識する機会をつくる。

水産課

64
琵琶湖の魚と環境学習応援
事業

施設見学
　要請に応じて水産試験場に来場していただく、または職員が出張して、琵琶湖の
魚や水産試験場の研究を紹介する。

水産課
（水産試験場）

65
「豊かな生きものを育む水田
づくり」出前講座

出前講座
　希望者に向けて（主に小中学校、農家など）、魚のゆりかご水田プロジェクトを含
む豊かな生きものを育む水田づくりについて、わかりやすく解説する。

農村振興課

66 砂防出前講座 出前講座
　小中学生、教職員、要配慮者利用施設職員、その他一般県民を対象に、土砂災
害の様子や土砂災害を防ぐための工事、日頃から注意する点などについて、職員
が出かけて最新情報を交えつつ解説して、土砂災害への理解を深めてもらう。

砂防課
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67 親子砂防学習会 出前講座
　小学生およびその保護者を対象に、砂防工事現場での体験学習を通して、土砂
災害防止に関する知識を身につけてもらうための学習会を実施する。

砂防課

68 住まいの地震対策啓発事業 出前講座

　市町と協働して、自治会等地域へ出向き、住宅耐震化への支援制度や地震に対
する住まいの安全対策等の出前講座（説明）を実施するとともに、個別相談を実施
する。
　学校の求めに応じて、小学校高学年対象に、職員が住まいの地震対策について
授業を行う。
　市町の防災訓練などで、市町と協働して展示ブースを設置し、住宅の地震被害パ
ネルや耐震改修パネル等の展示や、住宅の耐震相談を行う。
　市町とともに戸別訪問を行い、住宅耐震化の支援制度の説明を実施する。

建築課
（建築指導室）

69 出前講座・水害図上訓練 出前講座

　職員が自治会や消防団・学校等に出かけ、地域の水害リスクや水害体験者から
の聞き取り調査結果などを説明して、地域の防災意識を高めるとともに、地域が主
体となって、どのような洪水からも命を守るための避難体制づくり等の取り組みを進
める”きっかけ”づくりとして実施

流域政策局

70 浄水場見学 施設見学
　学校からの要請により、小学生などを対象に施設見学の受け入れを行い、職員に
より浄水場のしくみや施設の説明を行う。また、「水道週間」（6/1～7）に一般の方を
対象に施設見学会などを実施する。

企業庁

71 水道出前講座 出前講座
　水道について理解を深めるため、浄水場見学に来ることができない学校の希望に
より、職員が教室に出向いて浄水場のしくみや水道についての授業を行う。

企業庁

72 夏休み自由研究講座 公開講座
　小学生とその家族を対象に、夏休みの自由研究として、実験と見学により飲み水
がどのようにできるか理解していただき、水を大切にする気持ちを育む。

企業庁

73 水道パネル展 イベント
　公立施設や大型店舗など人が集まり、無料で実施できる場所を選び、水道パネル
展を実施する。

企業庁

74 保健医療ゾーンの清掃業務 その他
　経営管理課職員による保健医療ゾーンの清掃活動を近隣施設にも参加を呼びか
け毎月１回、昼休み時間を利用して実施する。

病院事業庁
（経営管理課）

75
「看護の日」および「看護週
間」ふれあいイベントの実施

イベント

　看護の日に患者、患者家族、その他すべての来院者に対し、ボランティアによるコ
ンサートなどのふれあいイベントを実施する。
　また、あわせて看護週間期間中、ボランティアによる裁縫作品や園芸作品などを
院内に展示し、来院者に癒しを提供する。

病院事業庁
（成人病セン
ター）

76 健康教室 公開講座
　本センターの医療スタッフが、県民に対して、健康づくりに役立つ健康教室を実施
する。

病院事業庁
（成人病セン
ター）

77 公開講座 公開講座
　本センターの医療スタッフが、県民や医療従事者に対して、疾患に関する講座を
実施する。

病院事業庁
（成人病セン
ター）

78
「看護の日」および「看護週
間」ふれあいイベントの実施

イベント

　看護の日に患者、患者家族その他来院者に対し、ボランティアでの「心を癒す」た
めの音楽演奏等イベント実施。
　また、週間期間中、看護師による健康相談、アルコールや摂食障害等の指導研
修を開催する。

病院事業庁
（精神医療セン
ター）

79
特別な支援を必要とする子ど
もの就学に関する一次相談

情報発信
　障害のある幼児児童生徒（発達障害を含む）について、当課のホームページ上に
相談窓口を集約して紹介するとともに、メールにより一次相談を行い、相談機関に
つなげる。

学校支援課

80 しが生涯学習<出前>スクエア 情報発信

　県民が多く集まる機会や場に課員を派遣し、生涯学習の総合的な窓口である「し
が生涯学習スクエア」のブースを設け、視聴覚教材や学習機会についての情報提
供、学習相談の対応を行い、県民の生涯学習に対するきっかけづくりや取組を推進
する。

生涯学習課

81 書庫見学会の実施 施設見学

　利用者が日頃目にすることがなく、要望も高い書庫内の見学を通して、資料の収
集、整理や保存の大切さを知ってもらうことを目的に、書庫の見学会を年3回実施す
る。みどりの日、夏休み期間、文化の日については、美術館等文化ゾーン内の各施
設と連携し共同実施する。
　①みどりのつどいフェスティバル　地下書庫探検(みどりの日）
　②夏休み文化ゾーン子ども探検隊(夏休み期間）
　③文化の日文化ゾーン探検隊（11月3日）

図書館
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82
滋賀の文化財講座「打出のコ
ヅチ」

公開講座
　本県の国・県指定文化財等について、文化財調査による成果や保存修理等の取
り組み内容を、当課専門職員等が自ら講師を務め、講座形式で紹介することによ
り、本県の歴史・文化に対する魅力の発信と、文化財に関する理解を深める。

文化財保護課

83
文化財建造物保存修理現場
見学会

施設見学
　県が受託し実施している国・県指定建造物の保存修理現場見学会を開催し、当課
専門職員による伝統的な修理技法等の解説を行い、また実際の修理体験を通じ
て、本県の文化財建造物や歴史・文化に対する理解を深める。

文化財保護課

84 校内・校外学習サポート 出前講座
　県内外の小中高校生・大学生・一般を対象とした安土城跡・観音寺城跡での現地
校外学習授業のほか、各学校への出前授業、また各種団体からの要請による出前
講座等で当課専門職員が講師を務める。

文化財保護課

85 県民向け各種講習会の開催 その他
　防犯教室、非行防止教室、薬物乱用防止教室、暴力団排除講習会、交通安全教
室等を開催し、防犯・交通安全の啓発を行う。

県警本部
（生活安全企画課
少年課、組織犯
罪対策課、交通
企画課）

86
「ふれあい号」による運転適
性診断等の実施

その他
　警察官、県職員、県交通安全協会および学生ボランティアが連携して、各地区の
道の駅、量販店等に赴き、地域内の高齢者を対象とした運転適性診断や交通事故
防止の呼びかけを行う。

県警本部
（交通企画課）

 ４　県有施設等の維持管理 2事業

87
公共施設等の老朽化対策に
係る出前講座

出前講座
　出前講座を希望される県民等のもとに出向き、本県の公共施設等の老朽化対策
の現状や課題、今後の取組の方向性等について説明する。

経営企画・協働
推進室

88
県有史跡地（近江風土記の
丘）維持管理

イベント
　近江風土記の丘の維持管理業務について、地元ボランティアや観光協会などとの
協働により、史跡見学等とセットにした草刈りイベントを実施する。

文化財保護課

 ５　各種行政情報の提供 15事業

89
目指せニュース掲載率up！
広報マインド向上アクション

その他
　重要な会議、表敬訪問、式典等について、情報の受け手側を意識した記載方法
やタイミングとなるよう研修会等を実施することにより、職員の情報発信力の向上を
図り、県民の目に留まる記事の掲載に繋げる。

広報課

90
『キャッフィーのびわブロ』によ
る滋賀の魅力の発信

その他

　滋賀・びわ湖ブランドの向上を図るため、庁内に「戦略的ブランド情報発信ワーキ
ンググループ」を設置しているが、このワーキング関係課職員および県有施設職員
等が公私を通じて発見・感じた滋賀の魅力を、楽天市場の「まち楽滋賀」内に立ち
上げたブログ『キャッフィーのびわブロ』により、県内外に発信する。

企画調整課

91
2024年に滋賀で開催する国
民体育大会・全国障害者ス
ポーツ大会出前講座

出前講座
　県民の皆さんに対して、国民体育大会・全国障害者スポーツ大会の概要や、2024
年の滋賀での開催に向けて現在進めている準備等について説明する。

国体準備室

92 地籍調査パネル展 情報発信

　県内の各地域で「地籍調査」の啓発を図るため、商業施設等の協力を得てパネル
展示を行う。
　また、職員自らが会場でパンフレットを配布しながら直接県民のみなさんに説明を
行う。

県民活動生活課

93
文化施設以外の文化活動場
所の情報収集・提供事業

情報発信
　公園、商店街、病院、駅等、文化施設以外の場所で、県民が文化・芸術活動がで
きる場所の情報収集や情報提供を行う。

文化振興課

94
ＨＰ「滋賀県なんでも一番」の
提供

情報発信
　全国でランキングが一番あるいは一番に近い統計データを県ホームページに掲載
し、統計から見る滋賀県勢の姿を紹介する。データは定期的に更新し、最新情報を
提供する。

統計課

95 明るい選挙出前講座 出前講座

　若年層に対する早期選挙啓発を行うため、小学校（高学年）、中学校（中学教育学
校の前期課程を含む）および特別支援学校の児童・生徒を対象に選挙に関する出
前講座を実施する。
　①選挙の仕組みについての講演
　②模擬投票

選挙管理委員会
事務局

96 低炭素社会実現出前講座 出前講座
　温暖化対策における県の施策や行程表などについて、大学・NPO・自治会・経済
団体等の要請に応じて、担当職員を派遣して説明を行い、低炭素社会実現に向け
た取組の理解を求める。

温暖化対策課



番
号

事業区分 概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要 所　　属取　　組　　項　　目

97 ﾌｸﾛｳ先生の森・守塾 出前講座

　近年の局所集中型の豪雨が頻発するなか、緑のダムづくりによる防災対策や公
共事業の実施が災害防備上重要であることや森林の現状について、次代を担う子
どもたちや地域に発信し、今後の森林について一緒に考える。
　①がんばれﾌｸﾛｳくん塾
　学校と連携し、森林のはたらきや治山ダムの効果、森林と動物などについて子ど
もたちと一緒に考える
　②森・守講座
　地域との連携で間伐の重要性や森づくり、治山ダムの重要性などについて一緒に
考える。

森林政策課・森
林保全課

98
薬物乱用問題についての出
前講座

出前講座
　県内各地で薬物乱用防止についての出前講座を実施し、薬物乱用防止について
の正しい知識を広く普及する。

薬務感染症対策
課

99 オープンセンターの開催 施設見学

　センターの業務を広く県民の皆様に知っていただくとともに、センターが保有する
設備や技術を中小企業の方々により一層ご活用いただくために、テーマを決めての
講習会開催と、数種類の機器のデモンストレーションを含む機器見学ツアーなどを
実施する。

東北部工業技術
センター

100
「かしこいクルマの使い方」出
前講座の実施

出前講座 　環境に配慮したクルマ利用について考えてもらうための出前講座を実施 交通政策課

101
琵琶湖環状線乗り換え時刻
表の作成

情報発信

　ＪＲ時刻表に掲載されない、オリジナルの琵琶湖環状線乗り換え時刻表（近江塩
津駅での北陸本線と湖西線との乗り換え時刻表）を作成し、通勤・通学者に限ら
ず、琵琶湖環状線でびわこ周遊を楽しむ観光客に向けてホームページ等で提供し、
琵琶湖環状線の利用促進を図る。

交通政策課

102 交通安全サポート事業 情報発信
　交通安全を確保するため自主的に活動している事業所や団体の活動を、県の
ホームページ等で紹介することにより、交通安全への取組の推進を図る。

交通政策課
（交通安全対策
室）

103 広報誌による情報発信 情報発信 　職員により広報誌を発行し、情報発信を行う。 企業庁

 ６　行政資源の有効活用 1事業

104 団体誘致に向けた取組 その他

　国内および海外の団体を誘客するため、びわこボートレース場の恵まれた自然景
観資源やロケーションの良さをアピールし、滋賀県、競走会、びわこ企業、選手会の
協働による初心者講座、舟券購入、バックヤード見学、ペアボート試乗等のプログラ
ムを各種団体の国内、海外旅行会社との商談会において提案する。
　あわせて近隣府県の旅行会社に対して営業活動を実施し、県内の観光施設とタ
イアップした慰安旅行や募集型企画旅行の旅行企画を提案する。

事業課

 ７　その他 4事業

105 計量教室 出前講座
　小学生とその保護者を対象に計量について学び、いろいろなものを「はかる」こと
を通して計量への理解や興味を深めてもらう。

計量検定所

106 ふるさと観光大使事業 情報発信
　滋賀ふるさと観光大使 西川貴教さんの知名度を活かして、本県の観光地や物産
品等のPRや認知度の向上を図る。

観光交流局

107
「看護の日」および「看護週
間」ふれあいイベント

イベント
　「看護週間」　子どもたちとともに作成した看護師からのメッセージを展示。
　「看護の日」　看護師のお話・実技、保健師による検診案内、保育士の手遊び、ﾎﾞ
ﾗﾝﾃｨｱによるﾋﾟｱﾉ演奏を実施。

病院事業庁
（小児保健医療
センター）

108 子どものアレルギー教室 その他
　アレルギーを持つ子どもの保護者を対象に病気のメカニズムと日常生活の工夫
等についての正確な知識を学んでもらい、病気を悪化させずに快適な生活を送って
いただくことを目的とする。年間３回実施予定。

病院事業庁
（小児保健医療
センター）



業務改善に関
する実践例

ツール・様式・定型
文等の提供・共有

係・所属等での
優良な取組事例

県庁改革や全庁的な取組
に関する提案

(例) 全庁協働推進月間の設定
定時退庁日の一斉ﾗｲﾄﾀﾞｳﾝ

③行革調整会議（次長級）等で内容を
精査 （８月［集中受付期間分］／１月）

④各項目に係る検討 【関係課】

⑤重点検討項目を中心に、庁議等で検討結果を報告（２月）

業務や事務の改善に
関する提案・ｱｲﾃﾞｱ

（特定の所属に対するも
のを含む）

長期的な視点に立っ
て、将来の県のある
べき姿を念頭に置い
た施策提案

「行政経営方針」に掲げる「人材・組織マネジメント」の一方策として、職員からの提案を行政経営に反映する仕組みを再構築

職員や職場の「キラリとしたアイデア」や「優秀な取組」に光を当て、その輪を拡げることで、県庁が変わるための一歩とする。

この取組により、県庁力の最大化、職員の意識改革、業務の効率化につなげるとともに、県庁内の「対話と共感、協働」を推進するた

めのツールとしても活用する。

イメージ

職員・係・

所属等か

らの提案

②提案内容の取りまとめ 【人事課】

③関係課へ提供
（随時） 【人事課】

④提案項目に係る検討 【関係課】
※政策課題協議・予算要求への反映も検討

③庁議等で提案
状況を報告

(集中受付期間分）

④上記内容を各自閲覧し、実践、
ツール活用

【職員・係・所属等】

③提案内容ごとにディレクトリに
分類、一覧表・事例集の作成

【経営企画室】

概 要

新

①総合事務支援システムの掲示板の『キラリひらめき改
善コーナー』に投稿 【提案者】

②提案を「改善提案」と「実践報告」に分類 【経営企画室】

①人事課あてメールで提出 【提案者】

①経営企画室あてメール
で提出 【提案者】

メール・掲示板のいずれも可

重点検討項目 その他

⑤庁議等で次年度予算等へ
の反映結果を報告（２月）

掲示板で受付

（取組にあたり検討が必要なもの） （個人や所属ですぐに取り組めるもの）

③庁議等で提案
状況を報告

(集中受付期間分）

1

職員提案を活かした行政経営（施策提案・キラリひらめき改善運動）



H27スケジュール （予定）

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

施 策 提 案

（集中受付期間）

（随時受付）

キラリひらめき改善運動

（集中受付期間）

（随時受付）

共 通

●提案状況

の報告（庁

議）

●予算への

反映状況、

検討結果等

の報告（庁

議）

提案受付
5/8 ～ 6/30

提 案 受 付 （随時）

関係課における検討、政策課題協議
や新年度予算要求への反映

実 践 報 告 を 参 考 に し た 個 人 ・ 係 ・ 所 属 で の 取 組 の 実 施

表彰制度や運用改善に係る検討

制度の周知・呼びかけ

優秀事例（表彰対象）の選定

政策課題協議 新年度予算要求

表彰

関係課における検討

【集中受付期間】 ５月８日（金） ～ ６月30日（火） ※７月１日以降も、随時受け付け

取りまとめ、関
係課への提供

取りまとめ、関
係課への提供

提 案 受 付 （随時）

提案受付
5/8 ～ 6/30

提 案 受 付 （随時）

関係課における検討

新年度予算要求

表彰

関係課における検討

【改善提案】

重点検討項目

の選定、関係課

への提供

提 案 受 付 （随時）

【改善提案】

重点検討項目

の選定、関係課

への提供

提案受付期間（共通）

職員提案を活かした行政経営（施策提案・キラリひらめき改善運動）

2



大項目 中項目 件数

(1) 開かれた県政の推進
（６６件）

積極的・効果的な情報発信 25件

県民への応対・応答の向上 10件

来庁者の視点にたった環境改善 16件

県民の利便性・サービスの向上 15件

(2) 業務・組織マネジメント
（２２０件）

職場内の情報共有・連携（朝礼、ミーティング) 1件

職場内の情報共有・連携（スケジュール管理) 5件

職場内の情報共有・連携（ICTの活用) 42件

職場内の情報共有・連携(その他） 20件

効率的・効果的な会議の開催 21件

ICTを用いた業務の効率化 34件

マニュアル・様式等の整備、見直し 28件

職場環境整備による効率化 21件

業務分担の見直し 14件

自分の仕事時間の設定 5件

みんなで考える業務改善 9件

各種業務の簡素化・効率化 20件

(3) 財務マネジメント
（２８件）

コピー用紙・印刷経費の削減 7件

光熱水費の節減 3件

各種経費の節減 14件

各種収入の確保 4件

(4) 人材マネジメント
（２８件）

研修等の充実 3件

その他の人材育成 5件

ワーク・ライフ・バランスに向けた取組 14件

その他の職員健康管理・福利厚生 6件

現時点までの運動状況

キラリひらめき改善運動の取組について

2

全庁合計 施策提案

キラリひらめき改善運動

総計

改善提案 実践報告 計

件数 72件 342件 54件 396件 468件

のべ人数 79人 866人 312人 1,178人 1,257人

平成27年９月30日現在

→5/8～6/30を集中受付期間として全庁的に取組を推進

→関係所属において実現に向けて検討

3



番号 表題 個別提案（番号・表題）

4
会議室予約システム・
公用車予約システムの
見直し

74 設備予約システムにおける予約開始時間について
75 会議室の予約システム
76 会議室および公用車予約システムの改善
77 会議室予約システムの改善について
78 会議室の予約システムの運用改善
79 会議室および公用車予約システムの運用改善
80 会議室、公用車の予約システムの「見える化」
81 公用車の予約システムの機能の追加について
82 公用車の予約について
83 所属管理公用車の情報提供等
84 会議室の予約について

5
協議用スペース等の確保・
共有

212 「小規模面談ルーム」の設置
213 共用来客対応スペースの確保・設置
214 内部協議用スペースの共有について
215 職員向けコワーキングスペース「シンクロのスペース」
216 県地方機関職員および市町職員向け庁内待合スペースの設置について

6
来庁者向け案内表示等の
改善

38 やさしい県庁への第一歩
39 各庁舎点検チームによる自主点検の実施
40 県民が気兼ねなく相談に来れる県庁を！
41 庁内廊下の交通安全について
42 県民が利用しやすい合同庁舎へ
43 県民が利用しやすい庁舎へ
44 庁内案内の改善について
45 フロアーマネージャーの配置

7
庁内ポスター掲示等の整
理

34 県庁舎内のポスター掲示の整理
35 廊下等の掲示物について
36 県庁舎内廊下でのポスター掲示けやチラシ据置きの廃止

37 庁内廊下壁のポスターの一掃（係単位のコピーカード貸与）

8
共有フォルダの設置・容量
拡大

149 共通利用可能なファイルサーバの容量拡大
150 事務データのファイルサーバーによる管理の徹底
151 係ごとの共有フォルダの設置
152 全庁共有フォルダの設置
153 所属内共有フォルダの新設
154 データの情報共有
155 ワークライフバランスの実現に向けた業務環境の改善

9
物品・備品等の共同利用・
情報共有

278 消耗品の在庫数の把握と供覧
279 庁内で共同利用できる各課所有物品等の公開について
280 共通備品の充実
281 各課の啓発物品の共有化について
282 物品の共同利用

10 業務スケジュールの情報共有 64 定型業務に係る年間スケジュール表（実績）の作成・共有

「重点検討項目」について

キラリひらめき改善運動の取組について

3

○選定の趣旨

集中受付期間終了時点の改善提案のうち、関係所属において提案の
趣旨の実現に向けて特に前向きな検討を図るべき提案として、行政経営
改革調整会議（各部局の次長等により構成）において選定。

○選定要件等

おおむね次の選定要件に基づき選定。（※類似提案は、一体的にまとめて選定。）

［効果要件］ ①重要性または緊急性の高いもの
②全庁的な波及効果が高いもの
③先駆性・独創性が高いもの

［費用要件］ 費用対効果が高いと考えられるもの

○重点項目の取扱い

関係所属において提案の趣旨の実現に向けて特に前向きな検討を図
るとともに、年度末の全庁的な会議および行政経営改革委員会において、
詳細な検討結果の報告を行う予定。

番号 表題 個別提案（番号・表題）

1 会議の開催方法の見直し

130 県が主催する会議等一覧表の作成（全庁ライブラリへの登載）

131 会議や協議の効率化について

132 会議時間の５分前位終了の徹底

133 会議の時短（シフト制とタイムキーパー）

134 会議資料回収ボックス

135 会議等の復命書作成総時間の削減

136 開催場所の明示化

2
県政経営会議・
本部員会議の見直し

128 本部組織の改革

129 県政経営会議・本部員会議のあり方等の見直し

137 連絡員等に係る無用な報告手続廃止の徹底

3
会議室の利用方法・
活用方法等の見直し

138 １日の会議室の予約単位の４分割化

139 会議室の有料化と適正利用について

140 会議室の予約について

141 「ミーティングルーム（会議室）コンタクトセンター」

142 庁内会議の生産性向上と会議室予約の円滑化

143 会議室の有効利用等について

144 会議室予約の適正化

145 会議室予約の事前調整について 4


