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第６回滋賀県行政経営改革委員会 会議概要 

 

１ 日  時  平成 29 年７月 27 日（木）10:00～12:00 

２ 場  所  滋賀県公館 

３ 議  題  (1) 滋賀県行政経営方針実施計画の平成 28 年度の取組状況について 

        (2) 今後の財政運営の基本的な考え方について 

                (3) 働き方改革の取組について 

(4)その他 

４ 出席委員  浅野智子、片岡雄治、澤田好子、大道良夫、田中宏樹、田中正志、殿村美樹、 

松田有加、山田清、山本昌仁（順不同、敬称略） 

５ 県出席者  副知事、総務部長、総務部次長、総務部管理監（女性職員活躍・コンプライアン

ス担当）、総務部管理監（行政経営企画・働き方改革担当）、人事課長、行政経営

企画室長、財政課長 

６ 資  料  

資料 1-1 滋賀県行政経営方針実施計画（平成 28 年度）の取組状況 

資料 1-2 滋賀県行政経営方針実施計画（平成 28 年度）の取組状況一覧 

資料 2 今後の財政運営の基本的な考え方 

資料 3-1 県庁における働き方改革の取組状況について 

資料 3-2 県庁における「働き方改革」実現のための行動計画 

資料 4   人材育成および女性職員活躍推進のための取組の進捗状況について 

 

７ 会議概要 

(1) 開会 

①副知事あいさつ 

おはようございます。会議の開催にあたりまして、一言御挨拶申し上げます。 

委員の皆様におかれましては、大変御多用の中、大変お暑い中、本日の会議に御出席いただきま

して、本当にありがとうございます。また、日頃は、本県行政の推進に格別の御理解と御協力を賜

り、重ねてお礼申し上げます。 

本日は、平成 26 年度から任期が始まりました第５期委員会の第６回目の委員会となります。本

日は、「行政経営方針」実施計画の平成 28 年度取組結果について、前回の委員会におきまして、公

表資料に関して皆さんから頂戴した御意見を踏まえまして、取りまとめをさせていただきましたの

で、御報告をさせていただきたいと存じます。 

この「行政経営方針」でございますが、計画期間の折り返し時期を経過いたしました。目標年次

は平成 30 年度でございます。これを見据えまして、しっかりと取り組んで参りたいと考えており

ますので、委員の皆様には、多様な視点・観点から、引き続き、御意見、御助言を賜れば幸いでご

ざいます。 

また、本日は、本県の行政経営上の特に重要な２点の課題、取組につきまして、説明もさせてい

ただくことといたしております。 
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その一つ目でございますが、「今後の財政運営の基本的な考え方」という点でございます。県財

政の状況でございますけども、現行の「行政経営方針」を策定いたしました平成２６年度以前でご

ざいますが、これまでの様々な取組の結果、一旦、厳しい状況を脱しておりましたけども、地方の

一般財源総額が実質的に伸びない中で、歳出面におきまして、社会保障関係費は増加し、また、地

方創生、あるいは公共施設の老朽化対策などの課題への着実な対応、加えまして、これは本県独自

の事情でございますが、７年後の国体・全国障害者スポーツ大会の検討の色々な具体化が進んで参

りまして、これはハード面・ソフト面両面でございますが、こういう新たな課題等によりまして、

今後、再び厳しい局面になることも予想、懸念されるところでございます。今般、今後の収支見通

しと、今後見込まれる財源不足への対応・対処につきまして、一定考えをとりまとめておりますで、

委員の皆様の御見解をお伺いしたいと存じます。 

もう一つの大きな論点は、「働き方改革の取組」についてでございます。これは、国レベルにお

きましても、また我々地方行政レベルにおきましても、それぞれ皆様の企業におかれましても、大

変大きな問題でございまして、ニュースでも取り上げられることが多くなっております。我々行政

といたしましては、人員や財源が限られている中で、やはり県民サービスのさらなる向上を図って

いかなければならない訳でございますが、そのためには職員がいきいきとやりがいを持って働き、

それが組織としての力、我々は「県庁力」と呼んでいますが、「県庁力」が最大限発揮できる職場

環境を整えると同時に、より生産性の高い働き方の実現を目指していく必要があると認識をいたし

ております。今般、県庁における働き方改革を着実に推進していくために、平成 29 年度における

行動計画を策定しましたので、御説明をさせていただきます。 

以上の２点ございますが、いずれも本県の行政経営を考える上で、大変重要な議題でございます。

皆様方の御意見、御助言を、それぞれのお立場から賜れば幸いでございます。 

また、以上の議題の他、人材育成および女性活躍推進のための取組の進捗状況も併せて、御報告

をさせていただきます。 

なお、この第５期の委員会でございますが、任期の関係から、本日の開催が最後となると考えて

おります。委員の皆様方には、これまで、行政経営に、大変有益な御意見、御助言を頂きましたこ

とを改めて御礼申し上げます。 

最後になりましたが、委員の皆様方には、本日、将来を見据えた活発な御議論をお願い申し上げ

まして、開催にあたりましての、私からの御挨拶とさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

②委員長あいさつ 

  皆さんおはようございます。議事に先立ちまして、一言御挨拶を申しあげます。皆様には、た

いへんお忙しい中、この行政経営改革委員会に御出席いただきましてありがとうございます。 

 さて、最近の経済状況でございますが、国の７月月例経済報告におきましては、景気の基調判

断として、「景気は、緩やかな回復基調が続いている。」とされているところでございます。 

現場の実感といたしましても、県内景気の現状は、回復基調から緩やかな拡大局面に移行しつ

つあると考えられ、今後も、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に加え、人手不足

による業況悪化などが懸念されるものの、拡大局面に向けて緩やかに移行していくものと捉えて

おります。 

 そのような中ではございますが、県においては、人口減少や少子高齢化などに起因する多くの
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行政課題に、引き続き直面しております。限られた人員や財源を最大限に活かし、これら課題を

乗り越えていくため、「滋賀県行政経営方針」を着実に推進していただく必要があります。 

 本日は、計画期間の折り返し地点である２年を経過したということで、昨年御議論いただきま

した内容も踏まえて、この方針の昨年度における進捗状況について、報告をいただき、その進捗

やこれからの対応について、委員の皆様の御意見をお伺いしたいと考えております。 

また、先ほどの副知事からお話もございましたとおり、本日はそれ以外の議題としまして、「今

後の財政運営の基本的な考え方」および「働き方改革の取組」について報告をいただきます。併

せて、昨年６月の本委員会での議論を踏まえ、人材育成および女性活躍推進のための取組のその

後の進捗状況についても、その他の議題として、報告いただくこととしております。 

いずれにつきましても、県の行政経営上の重要な課題や取組に関するものであります。先ほど

の副知事からのお話にもありましたとおり、第５期の委員会としては本日が最後となりますので、

今後の県の行政経営をしっかり後押ししていけるよう、委員の皆様の経験と知見をもとに、広く

御意見、御提言を賜りたいと存じます。 

 結びに、委員会の円滑な進行への御協力をお願いいたしまして、私からの冒頭のあいさつとさ

せていただきます。 

 本日はよろしくお願い申し上げます。 

 

(2)議題１ 行政経営方針実施計画の平成 28 年度の取組状況について 

＜事務局より、資料１－１により説明。＞ 

 

＜質疑および意見＞ 

Ｂ委員 資料１－１の 11ページのメタボリックシンドロームについてですが、厚生労働省の

統計を見ても、10 歳刻みで分析していて、40 代、50 代で増えてきます。また、女性

と男性で比べると、倍くらい、男性の方が多くなっています。全体だけでなく、年齢

や性別などで分析をした方が、さらに内容が分かっていいと思います。 

事務局 ありがとうございます。今後、この見せ方や考え方については、整理を考えてみた

いと思います。 

Ｈ委員 資料１－１の 11ページのキラリひらめき改善運動について、この種のものはだいた

い低調ですが、職員の側からどう映っているか、分析はされているのですか。 

事務局 職員の声を統計的に捉えてはいませんが、提案を受け取った所属が色々と考えなけ

ればならないことを思うと、提案を躊躇してしまうということを聞いたことがありま

す。提案を受け取った所属が、時間を掛けずに対応できるよう、改善運動の見直しを

しています。 

委員長 担当の総務部では、数字で結果を把握いただいていますが、庁内横断で、第三者的

な視点で議論して頂き、「これはかなり前進したね」とか、「浸透はまだまだしていな

いね」、等の意見をお聞きになったことはありましたでしょうか。 

事務局 一つは、良い提案は表彰することにしています。もう一つは、庁内の幹事会議にお

いて、提案について議論することとしています。 

委員長 実際に効果が上がっているのか分かりにくいので、できるだけ多様な方々の実感を

把握されたほうがよいと思います。 
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Ｅ委員 見せ方の中で、前の委員会でも申し上げたのですが、取組を進める中で見えてきた

課題や障害を積極的に出していただいて、分かるようにしていただいたら、よかった

かと思います。 

事務局 目標に達していない項目については、おっしゃったようなことがあると思い、総括

欄で、課題や障害について触れております。目標に一定達している項目については、

今回は、事細かにお伝えしておりませんが、委員がおっしゃったように、次の取組が

あるものは、書かせていただいております。 

委員長 一般企業ですと、ＣＳ（顧客満足度）に、最近特に関心を持って取り組んでいます。

我々の場合ですと、専門の機関にお願いし、各店舗を回って、覆面で評点を付けて頂

いていますが、散々です。行政サービスも、何か角度を変えて御覧頂くと、実態が見

えてくるのではと思います。 

Ｇ委員 見やすくなった点はよかったと思いますが、前回の部会の際には、県民サービスの

面での効果が、測定できるような記載にするとのお話をしていたかと思います。しか

し、今見ると、前の記載とほとんど変わっていないのではないでしょうか。例えば、

資料１－１の４ページの「開かれた県政の推進と多様な主体との協働・連携」につい

ては、実績が知事との対話の開催回数だけでは、どういう効果があったか分かりにく

いのではないでしょうか。また、５ページの「大学および企業との積極的な連携」に

ついての評価も、もう少し活動内容に踏み込んで、効果が分かるようにしていただく

よう、改良いただいてはどうかと思います。 

また、資料１－１の２ページにあるとおり、「オープンデータ化」の評価が「◎」と

のことですが、次の３ページに記載されている実績率では、44.5％となっています。

中間地点ということを考えても、これは低いのではないでしょうか。こういったよく

分からない評価がたまにある点が、気になります。 

事務局 開催回数だけではなく、中身の記載を充実すべきでないかとの点でございますが、

今回は、御指摘のように、まだ十分でない部分があるかと思います。今後、指標自体

をどうしていくかとの観点もございますので、行政経営方針の次期方針を考えていく

上でも、意識して参りたいと考えております。 

また、「オープンデータ化」の評価について、目標 100％に対して、実績が 44.5％と

半分にもなっていないのではないかということでございますが、平成 28 年度の目標値

としては、平成 29 年度に向けて、現時点で十分上回っていると認識しております。 

Ｇ委員 それでしたら、目標として平成 28年度のものの記載も足していただけたらと思いま

す。 

Ｃ委員 今の話は、御説明のなかった資料１－２の取組状況一覧の方に、もう少し詳しく書

いていただいているようです。この資料によると、平成 28 年度の目標は 33％、それ

に対して実績は 44.5％で、目標値達成の「◎」とのことです。これはこれでいいのか

なと思いますが、中長期的な活動であるのであれば、何年計画というように、それが

分かるような記載が必要と思います。その点で、現状の記載で十分とお考えでしょう

か。 

事務局 資料１－２の造りとしては、方針策定時から予定している取組の状況は、全て平成

28 年度の取組状況と達成状況の欄へ記載することとしています。平成 29 年度以降の
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(2)議題２ 今後の財政運営の基本的な考え方について 

＜事務局より、資料２により説明。＞ 

 

＜質疑および意見＞ 

欄には、新たな取組のみを記載することとしています。ただ、今御指摘いただいたよ

うに、それでは平成 29年度以降の取組がわかりづらいということでれば、整理の仕方

を工夫したいと思います。 

委員長 概ねデータのとり方や、結果の見せ方について、工夫をお願いしたいという御意見

でございました。事務局には、よろしくお願いしたいと思います。 

Ｄ委員 資料２の２ページに、財政調整基金が平成 28 年度から平成 29 年度にかけて、約 100

億円減少しているというデータがあります。同じページに記載のあるプライマリーバ

ランスの推移でも、134 億円程度の悪化が見られます。だいたい 100 億円から 130 億

円の収支の悪化があるということです。６ページの方には、悪化の原因が示されてい

ますが、各々の原因は、どの程度、100 から 130 億円の収支悪化に寄与しているので

しょうか。 

社会保障関係費等は、平成 29 年度は前年に比べて、30 億円程度増えているので、

他に 100 億位円程度悪化している要因があると思われます。税収の落ち込みも、過去

のトレンドからいうと、100 億円も落ちるとは考えられないので、一番気になるのが、

過去に解消できなかった税収不足の継続です。これが大体どの程度の割合を占めてい

るのか、もう少し具体的な説明があれば、お願いしたいと思います。 

事務局 平成 29 年度の当初予算では、一般財源の総額は、税も含め、前年度とほぼ同水準に

留まっています。その中で、社会保障関係費も伸びていますが、やはり基金の取り崩

しなどが大きな要因としてあると考えております。お示ししている要因の各々の金額

の分析までは、現時点ではできておりません。 

Ｆ委員 滋賀県さんは、水を握ってらっしゃるのではと考えておりましたが、関西電力でも

大変な時期には毎年料金を値上げされましたので、同じようなことを検討する必要が

あるのではないでしょうか。それとも水を握っているように思っていましたが、実は

その部分は触れることができないとの認識でよろしいのでしょうか。  

事務局 

 

委員がおっしゃった、水を握っているという部分は、すぐにイメージがわかないと

ころではありますが、歳入に寄与するという点では、なかなか難しいと考えられます。

本県に琵琶湖があることで、様々な恩恵を受けていることはたしかですが、一方、琵

琶湖があることで、財政需要が生じていることは事実でございます。そうした中で、

地方交付税の面や、過年度に成立した琵琶湖保全再生法に基づき、琵琶湖に係る様々

な取組について財源面でより充実させるよう、国に対しても働きかけをしているとこ

ろです。 

Ｆ委員 簡単にいうと、水は触れることができない部分であるのですね。 

委員長 水道料金みたいに、県で値上げすることはできないというわけですね。 

実際は次期行政経営方針で議論されることかとは思いますが、私から申し上げます
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と、県の財政が厳しいのは分かるものの、その対応は一気にできるわけではありませ

ん。今後の対応について、県の皆さんがどれだけしっかり考えているか、私には疑問

に思うところがあります。対応として記載されている、大規模事業や既存事業の見直

しは、第二期や第三期の当委員会で取り組んだ外郭団体の見直しなどと同じ発想では

ないでしょうか。県の職員の皆さんの給与費は平成 20 年に比べて少なくなっており、

そこは努力いただいているとは考えますが、個々の給与をより減らす、行政のスタッ

フや業務をよりスリム化するということはできないのでしょうか。民間企業は、業務

フローの改善、生産性の向上に、積極的に取り組んでいます。県の取組にもそういう

ところが見えない限り、「県の財政が厳しいから、事業や施設を廃止します」と言って

も、県民からは理解が得られないのではないでしょうか。 

Ｇ委員 委員長が今おっしゃったとおりかと思います。特に滋賀県も人口減少の局面にある

中で、今のままの組織体制の維持は、だんだんと難しくなってくるのではないでしょ

うか。サービスの質を落とさないような形で、重複している部分など、組織を整理し

ていただく必要があるのではと思います。 

事務局 この度お示しした方向性は、まだ抽象度の高いところもあります。今後、次期の行

政経営方針に向けて、今頂いた御意見を踏まえながら進めるとともに、改めてこうし

た場で御意見賜りたいと存じます。 

Ｉ委員 財政が今大変なところで、不要なものはできる限り廃止、統合をしなければとは思

いますが、その中で、県として打って出ることも大事かと思います。人口が減るので

あれば、増やせばいいのではないでしょうか。そのためには、住みたいと思う滋賀県

にすることが必要ですが、それが今は見えてきていないと思います。 

悪い中でも打って出ようとしているものについて、今お考えがあるのであれば、教

えていただきたいと思います。 

事務局 将来にとって必要な投資は、本県の強みになっていく部分が対象になるかと思いま

すので、本県の現状をしっかり分析したうえで、次期の基本構想や行政経営方針の検

討と併せて、しっかりと考えていく必要があると認識しています。 

副知事 今、大切な御指摘をいただいたと思います。今後の収支見通しをお示ししましたが、

財政基盤をしっかり固めることは、将来に向けて、極めて大事であると考えています。

同時に、新しい基本構想を作っていくという時期に来ておりますので、決してネガテ

ィブな話だけではなく、滋賀県がどういうところを伸ばしてくかについての議論も、

必要と認識しております。知事は琵琶湖新時代やＳＤＧｓということを提案しており

ますが、滋賀県がどのように強みを伸ばし、独自性を発揮していくか、財政収支の話

と併せて、一緒に考えていく必要があります。基本構想と財政収支の問題は、極めて

相互に関連している話ですから、今年から来年にかけて、トータルにしっかりと議論

し、その中で、滋賀県の将来を見据えて何をすべきか、県民の皆様にしっかりと説明

してまいりたいと考えております。 

委員長 民間では、働き方改革として、時間外労働の削減や一人あたりの生産性の向上に取

り組み、その結果として、業績を落とさずに、それぞれの生活にもゆとりができるよ

う、チャレンジしています。県におかれても、そういう気持ちがないことには、財政

改革も働き方改革も、成し遂げることはできませんので、大胆に取り組んでいただき
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(3)議題３ 働き方改革について 

＜事務局より、資料３－１および資料３－２により説明。＞ 

 

＜質疑および意見＞ 

たいと思います。 

副知事 この 11 年、12 年の間に、1000 人以上の人員削減に取り組みましたけども、そのよ

うな体制の中で、個々の職員の能力を高め、組織として最大限に力を発揮していく、

まさに生産性の高い職員、職場にならないといけないと強く思っております。少ない

体制ではありますが、県民サービスを低下させることなく、職員はさらに頑張らない

といけませんし、私もしっかりと取り組んで参りたいと考えております。 

Ｈ委員 説明いただいたことは、本当にそのとおりだと思います。問題は、職員が、県庁の

抱えている課題などを、どれだけ共有できるかということです。 

今話を聞いている限りだと、この計画は、現時点ではトップダウン的に上層部がお

決めになったことかと思います。職員の意識改革やボトムアップの取組なしに、テレ

ワークや研修会、提案活動などのツールだけを持ってきても効果に乏しいので、それ

をどう形成していくのか、気になるところです。 

事務局 委員の御指摘のとおり、この計画を定着させていくことが非常に重要と認識してお

ります。今考えておりますのが、一つ一つの事例を職員に共有してもらうことで、こ

の取組によって前と何か変わったと、職員に実感してもらおうとしています。また、

取組を集中的に取り組むような期間を設けることも検討しております。そういった中

で、職員が我が事として取り組んでもらえるように進めてまいりたいと考えておりま

す。 

Ｄ委員 資料３－１の３ページに、時間外勤務時間の分布状況が出てきますが、今後、時間

外勤務時間を全庁的に削減するものであるのか、それとも特定の看過しがたい長時間

労働を是正しようとするものか、そのあたりが少しわかりにくい気がしますので、考

え方をお聞きしたいと思います。 

また、長時間労働ではなく、例え１時間や１時間半の残業であっても、時間外労働

自体を極力減らして、定時退庁を徹底するというのであれば、仕事の仕方、業務全体

の見直しを図っていかないと難しいと感じますが、御見解をお願いしたいと思います。 

Ａ委員 フレックス勤務についてですが、週５日働く方の弾力化を認めるものなのか、それ

とも、週４勤務など日数そのものも弾力化する方向で考えているのか、お聞かせくだ

さい。というのは、例えば、うちの職員にも週３日、週４日で働く者がいますが、こ

ういった場合は、外で勉強する機会も出てくるわけで、それを職場に持ち帰ると、モ

チベーションも高く、提案能力も増すことになります。女性は多様な働き方も求めら

れていますので、週５日勤務を前提としない、専門性を持った人に対する弾力化も検

討していただくと、よりありがたいと思います。 

事務局 どういう観点で時間外勤務の縮減を進めるのかという御質問でございますが、全体
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の目標としては、一人あたり 14 時間未満／月を目標しております。しかしながら、実

際の分布をみますと、本庁、地方でも違いますし、本庁の中でも部局によって時間外

勤務は違うところでございます。 

そうした中で、全体的な取組としては、現状の 16 時間／月から 15％削減すれば 14

時間になることから、15%削減を目標としております。 

もう一つの観点では、1,000 時間、800 時間の過労死ラインを超えている者もいます

ので、このあたりを重点的に下げていくこととしております。平成 27 年度は 1,000

時間以上が 20 人おりましたが、平成 28年度は 10 人となっています。人員配置等、時

間外勤務の多いところはしっかり個別対応をしてまいりたいと考えております。 

事務局 業務の見直しに係る御指摘についてですが、時間外勤務は最終的には減らしていく

べきものであり、仕事の仕方の見直しが当然必要と考えております。県民サービスを

維持しながら、そこに至るまでの業務の仕方に無駄はないか、一つ一つ見ていくこと

で、生産性を高めてまいりたいと考えております。今回の行動計画の中でも、それぞ

れの部局における業務の見直しを位置づけているのは、そういった点を踏まえたもの

でございます。 

事務局 もう一点、週５日をより弾力化できないかという御質問でございますが、現段階で

は週５日が原則で、難しいと認識しています。一方で、国の方で、公務員型のフレッ

クスタイムということで、変形労働時間制というものも提案されております。今年度

働き方改革の行動計画の中でも、この点について今後どう取り組んでいくか、検討し

ていくということになっております。 

もう一つ、重要な御指摘といたしましては、家庭生活など、仕事以外のものに刺激

を受けて、これを仕事に活かしていくことでございます。現段階では、夏の朝方勤務

を導入しており、勤務時間帯を少し前に倒し、夕方は早く帰って、私生活を充実して

もらうこととしております。まずはできることから取り組んでまいります。 

Ｆ委員 経営者をする中で、成果が上がっている取組として聞くものには２つあります。先

ほど別の委員がおっしゃったように、制度改革をしても、意識改革がないとダメです

が、それに対して、現代では、20～30 代と 40 代以上は、文化が違うので、分けて考

える必要があります。 

40 代以上に対しては、社員を介さず、直接家族に対して、組織から連絡を行うこと

です。どんな仕事にあたっているかとか、家族に協力をお願いしたいことなどを、ダ

イレクトに家族へ連絡するわけですが、これは上手くいっているそうです。 

もうひとつの 20～30 代は、SNS の影響を大変受けた、仲間外れにされるのが嫌な世

代です。一人ひとりに働きかけてもなかなか動かないが、６人くらいのチームで仕事

をするという仕組をつくれば、その中で自分が迷惑を掛けるのは避けたいという思い

が上手く働いていて、頑張って取り組んでもらえる傾向があります。個人差はありま

すが、参考にしていただければと思います。 

委員長 事務局から業務の見直しについて説明がありましたが、非常に観念的なお話だと感

じます。より数字をもとに取り組んでいくべきで、業務プロセスが各部署にいくつあ

るか数えてみて、その中で不要なものを潰していってはどうでしょうか。「この払い込

みのチェックは、機械にやってもらったらどうか」とか、「この報告ものはいらないの
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(4)議題４ その他 

○人材育成および女性職員活躍推進のための取組の進捗状況について 

＜事務局より、参考資料４－１および参考資料４－２により説明。＞ 

 

（質疑および意見はありませんでした。） 

  

(5)閉会 

＜副知事あいさつ＞ 

ではないか」という具合に、いくつプロセスを潰していけるかが、重要です。民間企

業はどこでも取り組んでいます。結果として、各人の業務が何分減ったかについて、

具体的に確認することができ、より少ない人数で多くの仕事をこなすことができるよ

うになります。これはぜひチャレンジしていただきたいと思います。 

Ｃ委員 委員長がおっしゃったことは、私も実践してきたところです。特定の部署や職員だ

け、残業時間が多いということがあったので、私も職員がどんな仕事をしているか、

分析をしたことがあります。例えば、これまで継続して実施してきた報告ものでも、

確認してみると実施の必要性が特にないことが分かるように、細かいところがどんど

ん見えてきました。こういった重複業務や不要業務の廃止は、各部署のトップの方が

取り組まないとできないことです。 

キラリひらめき改善運動のような取組は、大切です。昨年の委員会では、「忙しいの

に、なぜ提案をしなければいけないのか」との職員の声があるとのことでしたが、も

っと自分のための改善につなげていくという意識を高めたらどうかと思います。 

我々の企業でも、働き方改革は、はやり文句にせず、継続的に取り組まないと進ま

ないと考えています。５年も６年も前にノー残業デーを設けたところ、全然定着しま

せんでしたが、今は、取締役が、自ら電気を消す等、先頭に立って取り組んでいます。

参考にしていただければと思います。 

Ｈ委員 県の財政状況は、民間でいうと、売り上げは伸びない、利益は上がらない、まさに

リストラの世界に入っているところです。その中でも、今後攻めていくことも必要で

すが、そのためには、現状の仕事は所定内の時間以下でやりきるくらいのことも求め

られます。こういった大きな視点は、管理職も含めて、職員の間で共有することが大

切です。 

また、職員にも能力差があって、優秀な人とそうでない人が混在しているとは思い

ますが、一方でお互いが助け合うチームワークの力も大事で、そのためのコミュニケ

ーションも必要でないかと考えています。 

事務局 今、沢山の素晴らしい御示唆をいただきまして、ありがとうございます。我々の県

庁組織も、今、係制ということで、コンパクトな形で、一つ一つのユニットを形成し

ています。係という単位を大切にしながら、今お話のあった助け合いや、不要な業務

プロセスの確認に、取り組んでいくことも大切だと感じています。御示唆いただいた

ことを、実際の業務の改善へどういう風に反映できるか、考えていまいりたいと思い

ます。 
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一言御挨拶申し上げたいと思います。委員の皆様におかれましては、活発に御議論いただきまし

て本当にありがとうございました。大変有益で、示唆に富んだ御意見を賜りました。 

 県の経営資源である人員や財源に限りがある中、県民サービスを低下させることなく、様々な行

政課題に対応していくためには、より一層の効果的・効率的な行政経営が求められていると痛感し

たところでございます。やはり職員一人ひとりの個の力をしっかりと高める、生産性を高める。そ

して、チームとして、組織として、力の発揮できる、しなやかなスリムな組織を作っていく。その

うえで、県民の皆さんのニーズはどこにあるのか、あるいは時代は何を求めているのか、そういう

ことをしっかり見極めながら、常に不断の見直しをし、業務の入れ替えやスリム化を図っていく。

滋賀県が進んでいく道は何なのか、しっかり押さえて、取り組んでまいりたいと改めて意識しまし

た。我々管理職が、その思いをより強くして、しっかりとリーダーシップを発揮してまいりたいと

思います。個々の職員のモチベーションをしっかりと維持し、向上させてまいりたいと思います。 

 これまでの「行政経営方針」の進行管理や「公共施設等マネジメント基本方針」の策定など、本

県の重要な行政経営の取組を進めるにあたり、大道委員長様をはじめ、第５期委員会の委員の皆様

には、その経験と知見をもとに、大変有益な、大変有意義な、御意見、御提言を多数賜りました。

改めて厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

私どもも、知恵を絞りながら全庁挙げて取り組んでまいる所存でございますので、どうか今後と

も、委員各位の御理解ならびに御支援をお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、終わ

りにあたっての私からの御礼の御挨拶とさせていただきます。 

本当にありがとうございました。 


