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《 （ ）小さくて創造的な県庁への変身 新行革大綱
》における取り組みの目標

○知事部局等の職員（小・中・高校等教員および警
） （ ）察官を除く の２割を削減 平成２２年４月１日

○施策・事業の仕分けや人件費の削減によるさらな
る約１６０億円の削減

○基礎的財政収支（プライマリーバランス）の均衡
の確保（平成２１年度に確保、以降は県債残高の
減少に向け黒字の維持）

県政の基本目標『自然と人間がともに輝くモデ
ル創造立県・滋賀』の実現



【自主自立の滋賀県づくりを支える

】基盤の確立のための取組項目
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「 」① 財政危機回避のための改革プログラム
の推進 担当部課 総務部

取組項目 ②施策・事業の仕分け 行政経営改革室
③新たな「財政構造改革プログラム」の策 （室）名 予算調整課
定・推進

１．これまでの取組状況および課題

県では、平成１０年度に県税収入が前年度に比べ１１０億円以上も減収するとい
、 。う事態を踏まえ財政構造改革に着手して以来 数次の取り組みを実施してきました

①「財政構造改革の指針」(平成 年度～ 年度)による取り組み10 12
「歳入に見合った歳出」の原則に基づき投資単独事業を中心に歳出規模の抑

制、会館等公共施設整備の原則凍結、総人件費の抑制、県債発行の抑制等を実
施し、１，７７６件、１５６億円余の事務事業を見直すとともに、１６６人の

定数削減を行いました。

②「当面の財政運営方針」(平成 年度～ 年度)による取り組み13 14
上記「財政構造改革の指針」の趣旨を継承して同様の取り組みを展開し、

８７２件、７１億円余の事務事業を見直すとともに、１３４人の定数削減を行

いました。

③「第二次財政構造改革の指針」(平成 年度～ 年度)による取り組み15 17
１４年度予算編成で、県税が予想を遙かに超える減収となったため、改めて

１５年度以降３年間の収支見通しを立て 「財政構造改革プログラム」を作成、

し、職員給与費の独自カットや歳出全般にわたる徹底した削減等により、平成
１５年度は１５６億円、１６年度は１８１億円を縮減し、期間中に７５人の定

数削減を行いました。

しかし、平成１６年度予算編成の最終段階において、三位一体改革の大きな影響
を受けたことから、改めて１７年度以降３年間の収支見通しを試算したところ、新

たな取り組みが必要になり、平成１６年度には 「財政危機回避のための改革基本、

方針」に基づき 「財政危機回避のための改革プログラム」を策定しました。今後、

は、これに基づく着実な取り組みを行います。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方
平成１７年度から１９年度における財政収支改善目標を達成するために 「県、

行政のより一層のスリム化と効率化」の視点 「市町村との新たな役割分担と協、

力関係の構築」の視点 「地域の多様な主体との協働」の視点あるいは「選択と、

集中の徹底」の視点を踏まえて、歳出全般について、聖域を設けず、緊急度や重
要度により優先順位をつけ、施策の徹底した見直しを進めます。

見直しに当たっては、従来の一律的、定量的な数値目標に基づく見直しでは不

十分であるため、スライス的な削減にとどまらず、ポイントを絞った見直しや事
業の存廃まで踏み込んだ抜本的な見直しを行います。

なお、平成２０年度～２１年度は、平成１８年度に実施する「施策・事業の仕

分け」の結果を踏まえ、新たな「財政構造改革プログラム」を策定し、これに基

づく取り組みを進めます。
(2) 具体的な取り組み

①「財政危機回避のための改革プログラム」に基づく取り組み

（平成１７年度～１９年度）
○歳出の削減と歳入の確保

・県行政の一層のスリム化 縮減見込額 約１２４億円

県の内部努力の徹底による見直しや減量化などを進め、より効率的な行

政運営を行うとともに、一層スリムな組織、体制を目指し、職員給与等人
件費の抑制に努めます。

・ 選択と集中の徹底」による施策の重点化 縮減見込額 約７５億円「

すべての事務事業、補助金等について、ゼロベースの視点から見直し、
「選択と集中の徹底」により施策の重点化を図ります。
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・投資的経費の重点化、効率化 縮減見込額 約６４億円
投資規模の見直しや事業の進度調整を行います。

・歳入の確保等 見込額 約１６億円

未利用県有地の有効活用や売却、県税の徴収向上、新税の導入などによ

り歳入の確保に努めます。
また、使用料、手数料について応益負担の原則を踏まえつつ、計画的に

見直しを行います。

○事務事業の見直し
次表のとおり事務事業の見直しに取り組みます。

（単位：件）

区分 廃止 縮小 進度調整 その他 計

年度 ２２３ ５９６ ９１ ７０ ９８０17
年度 １６ ３５ ２ ３ ５６18
年度 ７ １５ ０ ０ ２２19
計 ２４６ ６４６ ９３ ７３ １，０５８

②施策・事業の仕分け（平成 年度）18
県が現在実施している全ての施策・事業について、庁内だけでなく、有識者

や市町職員等を含めたメンバーにより、人件費も含め、聖域を設けることなく

その必要性を再検証し、実施が必要なものについても、その実施主体は本当に
県が適切なのか、また、県が実施する場合でも最も効果的・効率的に実施する

方法は何かなどについて 公平性や透明性を確保しながら 抜本的に見直す 施、 、 「

策・事業の仕分け」を実施します。
「 」 （ ）③新たな 財政構造改革プログラム に基づく取り組み 平成 年度～ 年度20 21

「 」 、 「 」施策・事業の仕分け の結果を踏まえ 新たな 財政構造改革プログラム

、 、 。を策定し 平成２０年度～２１年度においても 徹底した取り組みを進めます

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

「財政危機回避のため
の改革プログラム」に
基づく取り組み
歳出の削減と歳入の
確保

県行政の一層のスリ ７１ １１４ １２４
ム化

選択と集中の徹底に ６４ ６８ ７５
よる施策の重点化

投資的経費の重点 ５４ ５８ ６４
化､効率化

歳 出 計 １８９ ２４０ ２６３ 新たな「財政構造改革プ
ログラム」に基づく取り

歳入の確保等 １４ １６ 組み
（ ）約１６０億円を目標

事務事業の見直し
推 進

施策・事業の仕分け プログラム
実施 に反映

新たな「財政構造改革
プログラム」に基づく プログラム
取り組み の策定

※ 「歳出の削減と歳入の確保」の各項目は、削減額等の累計額（単位：億円）です。
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④「県と市町の対話システム」の効果的な 担当部課
取組項目 総務部自治振興課

活用 （室）名

１．これまでの取組状況および課題

地方分権一括法による地方自治法の改正により、県と市町の関係は、これまでの

上下関係から対等、協力の関係に大きく転換されました。
また、市町村合併の進展により、県内の市町村も５０市町村から２６市町に再編

され、滋賀県の自治の姿も大きく変わりました。

こうした状況の中で、平成１６年度に県と市町で組織した「滋賀県・市町のパー

トナーシップのあり方検討協議会」において、県と市町が双方向で協議ができる制
度の基本理念について整理しました。

２．計画期間中における取り組み
(1) 基本的な考え方

「滋賀県・市町パートナーシップのあり方検討協議会」において整理した基本

理念を踏まえ、今後の滋賀県の地域自治の基本に関わる事項や県と市町の双方の
、 、連携を必要とする事項等について 県と市町が双方向で協議ができる場を創設し

県と市町の協働による創造的な自治を推進します。

(2) 具体的な取り組み
○県と市が双方向で協議ができる場の創設

県と市町が双方向で協議ができる場を創設するとともに、当該協議の場の効

果的な活用を図ります。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

県と市町が双方向で協

議ができる場の創設 制度設計 創設・活用
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担当部課 総務部
取組項目 ⑤市町への権限移譲の一層の推進

（室）名 行政経営改革室

１．これまでの取組状況および課題
平成１２年４月１日に地方分権一括法が施行されたことに伴い、市町への権限移

譲をより一層推進するため、市町村と県が共同で設置した「滋賀県・市町村権限委
譲検討協議会」において権限委譲実施計画(平成 年 月)を策定し 「住民に身近12 9 、
な市町村において地域課題の解決を完結して行えるよう 、平成１３年度から計画」

。（ ）的に市町村への権限移譲を進めてきました 平成 年 月時点 事務 項目18 3 37 442
しかし、この実施計画が終了したことや市町村合併の進展等に伴って市町の行政

能力の一層の向上が期待されること、さらには、地域の多様な主体による公共的活
動が活発になってきたことから、市町と県が共同で設置した「滋賀県・市町パート
ナーシップのあり方検討協議会」において、さらなる権限移譲の推進の必要性を確
認し、権限移譲計画を策定することとしました。
このため、平成１７年度には 「さらなる権限移譲基本計画」を策定し、１８年、

度以降はこの計画に基づき、市町への一層の権限移譲を進めます。

２．計画期間中における取り組み
(1) 基本的な考え方

基本計画に掲げた事務について、市町において円滑かつ適切に事務処理を行う
ことができるように、県と市町が協働で移譲にあたっての課題や対応策等を整理
し、市町の意欲や受入体制等に応じて、平成１９年４月～２２年４月までの計画
期間中にさらなる権限移譲を進めます。
また、県は市町に対して必要な支援を行います。

(2) 具体的な取り組み
○「さらなる権限移譲基本計画」の策定

移譲事務の選定基準、分野ごとの権限移譲の推進の考え方、移譲が望ましい
事務、移譲方法や支援方法を整理し 「さらなる権限移譲基本計画」を策定し、
ます （ 事務 項目）。 74 901
また、基本計画策定後に、権限移譲を進めるにあたっての課題等を整理しま

す。
○権限移譲の準備・推進

、 、 、 、移譲事務について 市町との移譲協議 説明会の開催 マニュアル等の整備
条例改正や引継などの準備を行い、順次権限移譲を進めます。

○市町への支援
市町が円滑かつ適切に移譲事務を処理することができるように、県は情報提

供や説明会等の実施、事務処理マニュアルの作成、相談、照会等に対する窓口
の設置、市町の担当職員の研修の受入れ、県職員の派遣等必要な支援を行いま
す。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

基本計画の策定
検討・策定 基本計画周知

課題整理等

権限移譲の準備 推進・
準備 実施・

市町への支援
実施
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総務部
⑥協働の実績づくり 担当部課 行政経営改革室

取組項目 県民文化生活部
(a)ＮＰＯや地域等との協働の一層の推進 （室）名 県民文化課

ＮＰＯ活動促進室

１．これまでの取組状況および課題

自然環境の悪化や少子高齢化等複雑な問題を抱え、住民の価値観やニー ズも多様
化する中で、住民の身近な地域で活動しているＮＰＯや地域との協働は、新しい公

共を考えるうえで不可欠です。

このため、特に、ＮＰＯとの協働については、一層の推進を図るため、平成１６

年度には「しが協働モデル研究会」を設置し、協働のルールや仕組みづくり等より
よい協働のあり方について検討を行い、この報告書に基づき、平成１７年度から具

体的な取り組みを実施しています。

今後も、ＮＰＯや地域等との協働を推進するため、これまで以上に具体的な取り
組みを積み上げていくことが必要です。

２．計画期間中における取り組み
(1) 基本的な考え方

複雑多様化する地域課題に対して、地域の多様な主体との協働により役割分担

を明確にしながら公共サービスを提供していくことが求められています。
ＮＰＯとの協働については、地域で様々な課題解決に取り組んでいるＮＰＯと

行政が、互いの特性を活かしながら相乗効果の得られるよりよい協働を推進する

ため、研究会の報告書に基づき、人材育成や協働の土壌づくり等を行うしがＮＰ

Ｏ協働推進プロジェクトを展開します。
また、県民、地域社会、企業などとの協働については、各事業の実施にあたっ

て協働の取り組みを推進するとともに、平成２０年度以降は１８年度に実施する

「施策・事業の仕分け」の結果を踏まえて検討します。

(2) 具体的な取り組み

○しがＮＰＯ協働推進プロジェクトとして、主に次の取り組みを進めます。

・しが協働ル～ムの開設
具体的な協働事業の提案や意見交換の場を設置します。

・ラウンドテーブルしがの開催

ＮＰＯと県行政が協働して話し合いの場を設置し、テーマを設定して意見

交換や課題の抽出を行います。
・協働部活プロジェクトの実施

協働の事業について、ＮＰＯや県の各部局からテーマの募集を行い、提案

したＮＰＯと県関係部局および公募したメンバー（ＮＰＯ・職員）でプロジ
ェクトチームを編成して、具体的なモデル事業等を実施することにより、検

討プロセスや成果を共有します。

○県庁改革実践運動の推進

職員の意識改革ため、仕事の内容やその進め方などの改革、改善に向けて職
員自らが提案、実践する運動を実施していますが、その中で、地域等との協働

についても積極的に取り組みます。
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３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

しが協働ル～ムの開設
開 設

ラウンドテーブルしが
の開催 開催(月１回程度)

協働部活プロジェクト
の実施 テーマ募集 モデル事業 テーマ募集 テーマ募集 テーマ募集

評価 モデル事業 モデル事業 モデル事業
評価 評価 評価

県庁改革実践運動の推
進 継続実施
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担当部課
取組項目 (b)教育における役割分担の見直し 教育委員会総務課

（室）名

１．これまでの取組状況および課題

家庭教育は全ての教育の原点であり、子どものしっかりとした生活習慣を身につ

けさせ、しつけをすることは家庭の責任です。これまで、子育て学習講座など親の
学習機会の充実や子育てサポーターの養成など、親の子育てを支援する取り組みを

進めてきました。しかし、多くの保護者に支援が行き届いている状況にはなく、さ

。らに家庭の教育力向上のための行政の関わり方や強化策を検討する必要があります

また、地域では、学校外での多様な体験・学習活動の機会の提供や居場所づくり
のため、これまで地域の公民館単位での地域教育協議会を設置し、地域コミュニテ

ィコーディネーターの研修など同協議会の活動の促進を図ってきました。今後も、

地域全体での子どもの体験活動への取組や地域で子どもの安全を見守る活動の一層

の広がりなど地域の教育力の向上を図っていく必要があります。
さらに、企業においては、大人が家庭や地域で子どもの教育に十分役割を果たせ

るよう、企業内での取り組みとして児童生徒の職場体験の実施や家庭教育への協力

など、企業との協働も必要となっています。
家庭や地域等の教育力が依然として不十分な中で、今後、それぞれの教育力の向

上を図るともに、役割分担を明確にしながら、家庭や地域がその責任を果たすこと

が必要です。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方
２１世紀においては、単に学校で知識・技能を習得するだけではなく、知識・

技能を活かして社会で生きて働く力、生涯にわたって学び続ける力を育成するこ

とが重要です。このため、学校教育においては、社会との広い接点を持つ、開か

れた学校、信頼される学校が求められるとともに、社会全体でこうした子どもの
「生きる力」を育むために、家庭や地域における教育力の向上を図る必要があり

ます。

これらを踏まえ、学校、家庭、地域、企業等との役割分担の見直しを行うとと
もに 「開かれた教育」をキーワードにした協働の取り組みを推進します。、

(2) 具体的な取り組み

○ 「滋賀の教育協議会」での検討
今後の本県の教育の在り方を検討する「滋賀の教育協議会」を設置し、家庭

や地域の教育力の向上や学校、家庭、地域、企業等の役割分担について検討し

ます。
○ 庁内のワーキングチームでの検討

「滋賀の教育協議会」での議論を踏まえながら、庁内のワーキングチームに

より、教育における役割分担に基づく、具体的な施策の見直しを行います。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

「滋賀の教育協議会」
での検討 設置・検討・提言

庁内のワーキングチー
ムでの検討 検 討 実 施
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担当部課 総務部
取組項目 (c)指定管理者制度の積極的な活用

（室）名 行政経営改革室

１．これまでの取組状況および課題

指定管理者制度の導入にあたり、次の取り組みを行ってきました。

①公の施設の見直し点検
指定管理者制度の導入を進めるに当たり、県立施設として存続することの必

要性も含め、施設自体のあり方を原点から見直す必要があることから、社会経

済情勢の変化や県民ニーズの変化、施設の利用状況等を踏まえ、直営施設を含

む全ての公の施設（９２施設（うち直営施設２２施設 ）について見直し点検）
を行いました。

②「県立施設の指定管理者制度導入ガイドライン （平成 年 月 日策定）」 16 10 22
指定管理者制度の円滑な導入を図るため、本県における基本的な考え方を取

りまとめ、制度導入に向けた具体的な検討を進めることとしました。
③「公の施設の見直しについて」の策定（平成 年２月策定）17

上記( )公の施設の見直し点検結果を 「公の施設の見直しについて」として1 、

平成１７年２月に取りまとめました。

今後は、公の施設の見直しに伴う、廃止や移管を円滑に進めていくため、関係機

関等との協議調整を進めます。

また、指定管理者制度においては、幅広い主体の参画を前提とした制度趣旨を踏
まえ、施設における住民サービスの向上と経費の縮減といった目的が達成できるよ

うに配慮しながら円滑な導入を進めます。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方
「公の施設の見直しについて」に基づき、公の施設の見直しを着実に進めると

、 、 、ともに 引き続き県が設置する必要がある施設については 厳しい財政状況の中

限られた財源を有効に活用し行政サービスの向上を図るため、ＮＰＯや民間事業
者の参画による県民との協働の観点も踏まえながら、指定管理者制度の積極的な

活用を図ります。

(2) 具体的な取り組み
○公の施設の見直し

「公の施設の見直しについて」に基づき、平成１９年度までに次の区分によ

り取り組みを進めます。
・施設の廃止・移管：類似施設の整備状況や施設の利用状況等を踏まえ、廃止

または移管を行います。

・移管に向けた協議：施設の設置目的、近隣施設の整備状況、施設の利用状況

等を踏まえ、市町への移管に向け協議を行います。
・あり方の検討：施設のあり方について検討し、その方向性を具体的に決定し

ます。

○指定管理者制度の導入
現在、管理運営を委託している公の施設のうち、平成１７年度中に廃止・移

管等が見込まれない６３施設について、平成１８年４月１日から指定管理者制

度を導入します。

また、直営施設についても、効果的・効率的な運営が期待できる場合は、そ
の導入について検討するとともに、次回以降の指定に向けては、多様な主体の

参画をより一層推進していくため、原則公募としたガイドラインの趣旨に沿っ

て募集方法の検討を進めます。
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〈取り組み項目別施設数〉

公の施設の見直し
指定管理者導入

廃止・移管 移管協議 あり方検討

８ ５ ２４ ６３

※ ) 公の施設の見直しと指定管理者の導入が重複する施設や取り組み項目に該当しない施1
設があるため、総施設数（９２施設）とは一致しません。
) 施設ごとの取り組み内容は別紙のとおりです。2

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

公の施設の見直し
廃止・移管

協議・調整 廃止･移管

移管に向けた
協議 協 議 移管等

あり方の検討
あり方の検討 方針決定 廃止・移管協議等

指定管理者制度の導入
条例改正 制度導入
管理者指定

直営施設の検討・次回募集方法の検討



〔別紙〕　各施設の取り組み内容等

公の施設の見直し 管理運営方法

1 男女共同参画センター 文教施設 直営

2 消費生活センター 文教施設 直営

3 びわ湖ホール 文教施設 管理委託 指定管理者制度の導入

4 滋賀会館 文教施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

5 文化産業交流会館 文教施設 管理委託 指定管理者制度の導入

6 長浜文化芸術会館 文教施設 管理委託 廃止

7 安曇川文化芸術会館 文教施設 管理委託 廃止

8 八日市文化芸術会館 文教施設 管理委託 廃止

9 水口文化芸術会館 文教施設 管理委託 廃止

10 草津文化芸術会館 文教施設 管理委託 指定管理者制度の導入

11 希望が丘文化公園 文教施設 管理委託 指定管理者制度の導入

12 希望が丘野外活動センター 文教施設 管理委託 指定管理者制度の導入

13 青少年宿泊研修所 文教施設 管理委託 指定管理者制度の導入

14 県民交流センター 文教施設 管理委託 指定管理者制度の導入

15 近代美術館 文教施設 直営

16 琵琶湖博物館 文教施設 直営

17 水環境科学館 文教施設 管理委託 指定管理者制度の導入

18 湖南中部流域下水道 基盤施設 管理委託 指定管理者制度の導入

19 湖西流域下水道 基盤施設 管理委託 指定管理者制度の導入

20 東北部流域下水道 基盤施設 管理委託 指定管理者制度の導入

21 高島流域下水道 基盤施設 管理委託 指定管理者制度の導入

22 近江富士花緑公園 基盤施設 管理委託 指定管理者制度の導入

23 きゃんせの森 文教施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

24 比叡山自然教室 基盤施設 管理委託 廃止 指定管理者制度の導入

25 鈴鹿自然教室 基盤施設 管理委託 廃止 指定管理者制度の導入

26 東海自然歩道滋賀県案内所 基盤施設 直営 廃止

27 朽木いきものふれあいの里センター 基盤施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

28 野鳥の森ビジターセンター 基盤施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

29 三島池ビジターセンター 基盤施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

30 日野渓園 医療･社会福祉施設 管理委託 指定管理者制度の導入

31 成人病センター 医療･社会福祉施設 直営

32 小児保健医療センター 医療･社会福祉施設 直営

33 精神保健総合センター 医療･社会福祉施設 直営

34 長寿社会福祉センター 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

35 長寿社会福祉センター  （福祉用具センター） 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

36 安土荘 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

37 長浜荘 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

38 さつき荘 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

39 和風荘 医療･社会福祉施設 管理委託 廃止

40 きぬがさ荘 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

41 福良荘 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

42 むれやま荘 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

43 視覚障害者センター 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

44 障害者福祉センター 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

45 聴覚障害者センター 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

46 しゃくなげ園 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

47 信楽通勤寮 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

取り組み内容番
号

施設の種類個別施設名
平成16年度末の
管理形態
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公の施設の見直し 管理運営方法

48 近江学園 医療･社会福祉施設 直営 施設のあり方検討

49 信楽学園 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

50 淡海学園 医療･社会福祉施設 直営 施設のあり方検討

51 びわ湖こどもの国 医療･社会福祉施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

52 草津ＳＯＨＯビジネスオフィス 産業振興施設 管理委託 指定管理者制度の導入

53 テクノファクトリー 産業振興施設 管理委託 指定管理者制度の導入

54 陶芸の森 産業振興施設 管理委託 指定管理者制度の導入

55 草津高等技術専門校 産業振興施設 直営

56 近江高等技術専門校 産業振興施設 直営

57 農業大学校 産業振興施設 直営

58 近江米普及啓発施設 産業振興施設 管理委託 指定管理者制度の導入

59 醒井養鱒場 産業振興施設 直営

60 大津港公共港湾施設 基盤施設 管理委託 指定管理者制度の導入

61 彦根港公共港湾施設 基盤施設 直営

62 長浜港公共港湾施設 基盤施設 直営

63 竹生島港公共港湾施設 基盤施設 直営

64 びわこ地球市民の森 基盤施設 管理委託

65 びわこ文化公園（文化ゾーン） 基盤施設 管理委託 指定管理者制度の導入

66 奥びわスポーツの森 基盤施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

67 湖岸緑地 基盤施設 管理委託 指定管理者制度の導入

68 春日山公園 基盤施設 管理委託 指定管理者制度の導入

69 尾花川公園 基盤施設 管理委託 指定管理者制度の導入

70 県営住宅（４６か所） 基盤施設 管理委託

71 県立図書館 文教施設 直営

72 荒神山少年自然の家 文教施設 直営

73 長浜ドーム ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 指定管理者制度の導入

74 長浜ドーム宿泊研修館 文教施設 管理委託 指定管理者制度の導入

75 県立体育館 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 指定管理者制度の導入

76 栗東体育館 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 移管に向けて協議 指定管理者制度の導入

77 武道館 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 指定管理者制度の導入

78 スポーツ会館 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 指定管理者制度の導入

79 アイスアリーナ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 指定管理者制度の導入

80 彦根総合運動場 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 指定管理者制度の導入

81 滋賀県立琵琶湖漕艇場 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 指定管理者制度の導入

82 柳が崎ヨットハーバー ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 指定管理者制度の導入

83 伊吹運動場 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 移管に向けて協議 指定管理者制度の導入

84 虎御前山教育キャンプ場 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 移管に向けて協議 指定管理者制度の導入

85 比良山岳センター ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 移管に向けて協議 指定管理者制度の導入

86 アーチェリー場 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 移管に向けて協議 指定管理者制度の導入

87 ライフル射撃場 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ施設 管理委託 指定管理者制度の導入

88 琵琶湖文化館 文教施設 管理委託 施設のあり方検討 指定管理者制度の導入

89 安土城考古博物館 文教施設 管理委託 指定管理者制度の導入

90 南部水道事務所 基盤施設 直営

91 中部水道事務所 基盤施設 直営

92 甲賀水道事務所 基盤施設 直営

取り組み内容番
号

施設の種類個別施設名
平成16年度末の
管理形態
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(d)民間委託の推進と市場化テストの積極 担当部課 総務部
取組項目

的な活用 （室）名 行政経営改革室

１．これまでの取組状況および課題

限られた経営資源で、多様化する県民ニーズに対応しつつ、質の高い行政サービ

スを提供するため、これまでから、事務事業全般にわたる見直しを行う中で、県民
サービスを低下させることなく、経費の節減や効率性の向上が期待できるものにつ

いては、積極的に民間委託を推進してきました。

今後も厳しい財政状況を踏まえ、限られた資源を有効に活用しつつ、地域の多様

な主体と協働して公共を担う「新しい官民協働の政策」が形成できるよう、積極的
に民間委託を推進します。

〈平成１６年度末における取り組み例〉

・全部委託 本庁舎清掃、本庁舎警備、保存文書の配送
・一部委託 案内・受付（県庁見学等の案内を除く ）。

公用車運転（バス運行管理業務）

道路維持・補修（パトロール業務）
情報システム維持管理（汎用機の操作等）

ホームページの作成（コンテンツの作成等）

職員研修（準備・運営等の業務）

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

「官から民へ」の流れの中で、民間とのパートナーシップのあり方を見直し、
これまでの「住民や民間に任すべきは任す」という考え方をさらに一歩進め、直

接県が実施しなければならない業務を除いて、できる限り民間に委託するよう検

討を進めます。特に、２０年度以降については、平成１８年度に実施する「施策

・事業の仕分け」で、事業事業全般を精査することにより、一層の民間委託の推
進を図ることとします。

また、国において検討が進められている市場化テスト（官民競争入札制度）に

ついても、国のモデル事業の状況や法令等の制定状況を踏まえて、実施に向けた
検討を進めます。

併せて、ＰＦＩの活用についても検討を進めます。

(2) 具体的な取り組み

○民間委託の推進
現行の民間委託を継続実施するとともに 「施策・事業の仕分け」の結果を、

踏まえ、さらなる民間委託を推進します。

○市場化テストの導入
国のモデル事業の状況等を踏まえて、実施に向けた検討を進めます。

○ＰＦＩの活用

さらなる導入について検討を進めます。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

民間委託の推進 現行委託の継
続実施 施策・事業

の仕分け 検 討 実 施

市場化テスト 法制度化
導入検討 実 施

ＰＦＩの活用
検 討 ・ 実 施
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⑦積極的な歳入確保・増収策の展開 担当部課
取組項目 (a)滞納整理強化策による収入未済額の縮 総務部税政課

減 （室）名

１．これまでの取組状況および課題

「財政危機回避のための改革プログラム」の一環として、平成１７年度から３年
間を目途として２０名体制で滞納整理特別対策室を新たに設置し、自動車税と個人

県民税に特化した特別な滞納整理に取り組んでいます。

①自動車税対策

車検切れ放置自動車に係る悪質滞納者に対して滞納処分を強化するとともに、
車検時納付の防止や早期徴収の取り組みを推進しています。

また、収納機関としてコンビニエンスストアを追加し、納税者の利便性向上を

図っています。( )平成１７年１２月試験導入、平成１８年度本格実施
②個人県民税対策

平成１５年２月に県および市町を構成団体とする滋賀県地方税務協議会を設置

し、地方税法第４８条(県の直接徴収)や税務職員の交流併任制度の活用などによ

り、収入未済額(滞納繰越分)の縮減や市町自らの積極的な滞納処分の実施に向け
て支援を行っています。

今後、平成１９年度までの数値目標を設定し、自動車税の納期内納付の促進や個
人住民税における県と市町の連携強化を図りながら、収入未済額の縮減（徴収率の

向上）に向けた取り組みを行います。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

県財政の根幹をなす県税の収入未済額の縮減(徴収率の向上)を県政の重要課題
と位置付け、自動車税については税事務所と滞納整理特別対策室との機能分担に

よる効果的な滞納処分を実施するとともに、個人県民税については県と市町との

連携をより一層強化して収入未済額の縮減(徴収率の向上)に取り組みます。

また、地方分権時代にふさわしい地方税財源の充実や確保に向けた検討を行い
ます。

(2) 具体的な取り組み
○目標の達成に向けた進行管理の徹底

・自動車税対策

悪質滞納者に対する滞納処分の強化、車検時納付の防止および早期徴収に

向けたねばり強い納税折衝に取り組みます。

〈目標〉 徴収率全国順位 １５年度 ２７位 → １９年度 １０位以内

・個人県民税対策

交流併任制度など県と市町の連携を強化するとともに、滞納整理特別対策

室を中心とした県の直接徴収を計画的に実施します。

〈目標〉 徴収率全国順位 １５年度 １０位 → １９年度 ５位以内
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３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

目標の達成に向けた進
行管理の徹底
自動車税対策

全国１０位 達成順位を
以内 維持

(９６．２％) (９６．７％)（徴収率）

個人県民税対策
全国５位以 達成順位を
内 維持

（徴収率） (９３．１％) ( －)

※税源移譲によ

り比較不可

※ 徴収率 ＝ 収入済額 ÷ 調定額
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(b)使用料・手数料にかかる受益と負担の 担当部課
取組項目 総務部予算調整課

見直し （室）名

１．これまでの取組状況および課題

、 、特定のサービスを受ける受益者負担の原則に基づき 負担の公平を図る観点から

原価計算により所要経費を把握し、これに対する負担のあり方を検討した上で、適
正な料金に改定しています。

２．計画期間中における取り組み
(1) 基本的な考え方

県立施設については、サービス提供の充実を図りつつ、指定管理者制度も活用

しながら、効率的な運営に努める中で、施設を維持管理するために必要な経費に
ついて、受益者負担の原則に基づき、利用者に一定負担いただくこととし、使用

料の計画的な改定（所要経費との差の範囲内で原則５％）を行います。

また、手数料についても、同様に所要の事務経費に見合うように改定します。

(2) 具体的な取り組み

○使用料および手数料の改定

３年～４年のサイクルで、負担のあり方を検討し、適正な料金改定を行いま
す。

３．具体的な取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

使用料および手数料の
改訂 ３年～４年のサイクルで改定
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(c)未利用県有地の有効活用や売却などに 担当部課
取組項目 総務部予算調整課

よる財産収入の確保 （室）名

１．これまでの取組状況および課題

これまでから、将来にわたり利用計画のない県有地については計画的に売却を行

ってきたところであり、平成１５年～１６年度においては、平成１４年１２月に策
定した「財政構造改革プログラム」に基づき、約１６億円の収入を確保しました。

今後は 「財政危機回避のための改革プログラム」に基づき、未利用県有地の計、

画な売却を進めます。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

平成１７年度～１９年度は 「財政危機回避のための改革プログラム」に掲げ、
る売却目標を達成するよう、全庁的に未利用県有地の洗い出しを行い、将来にわ

たり利用計画のない県有地については、調査測量や境界確定などの条件整備を進

め、積極的な売却処分に取り組みます。
また、平成２０年度～２１年度は、新たな「財政構造改革プログラム」に基づ

き、取り組みます。

(2) 具体的な取り組み
○未利用県有地の売却による売払収入

平成１７年度～１９年度は、売却目標を約２０億円として売却処分に取り組み

ます。

３．具体的取り組みのスケジュール

（単位：億円）

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

未利用県有地の売却に １０ １０
よる売払収入 新たな「財政構造改革プ

ログラム」の取り組み

※１） １８年度～１９年度は、収入額です。
２） １７年度は、６億円の収入の見込みです。
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担当部課 商工観光労働部
取組項目 (d)法人二税の増収を図るための企業誘致 新産業振興課

（室）名 企業誘致推進室

１．これまでの取組状況および課題

日本の中心に位置し、近畿・中部・北陸の３経済圏の結節点である本県の地理的

優位性や優れた文化、歴史環境等本県の魅力をさらに高めるため、これまで第二名

神高速道路、琵琶湖環状線、東海道新幹線新駅の実現を目指すとともに、理工系、
医療、環境、バイオ等に関する大学の知的資源の集積を行ってきました。

また、企業誘致戦略の一環として、全国初の県版経済振興特区制度を活用し、企

業立地助成金や不動産取得税の減免等各種優遇措置を講じることにより、特区内に
関連分野の企業の集積を図っています。

地域間競争が激化する中で、地域におけるしっかりとした社会経済基盤を創るこ

とが重要であることから、今後も、雇用の創出と安定した地域財政を支える、競争

、 。力のある多くの企業が本県に立地されるよう 誘致活動を推進することが必要です

（県が認定した特区）

○びわ湖南部エリア新産業創出特区（１６年度～）
○長浜バイオ・ライフサイエンス特区（１６年度～）

○滋賀統合物流センター（ＳＩＬＣ）特区（１７年度～）

２．計画期間中における取り組み
(1) 基本的な考え方

企業誘致を推進するため、本県の地理的優位性や、理工系をはじめとする多様

な大学の集積や豊かな自然、文化など恵まれた素材やポテンシャルを本県の魅力

として情報発信をします。
また、戦略分野としては、時代に先んじる３ＫＢＩ産業、関連企業への波及効

果の大きいデジタル家電、自動車関連企業等を重点的に積極的な誘致活動を展開

します。
(2) 具体的な取り組み

○びわこ立地フォーラムの開催

本県の優れた立地環境のＰＲを行い、企業のトップと知事や市町長が直接、

意見交換や情報交換を行うフォーラムを各地で開催します。
○県版経済振興特区制度の活用

、 、 、特区制度による各種優遇措置を活用し びわ湖南部エリアに環境 健康福祉

ＩＴなどの関連産業を、長浜にバイオ関連の企業や研究拠点の集積を図り、ま
た、米原に計画される物流拠点の整備を契機として、湖東、湖北方面での企業

立地につなげます。

○トップセールスの展開

企業に対し県の積極的な誘致姿勢を示すため、知事による企業訪問活動を実
施します。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

びわこ立地フォーラム
の開催 継続実施（年１～２回）

県版経済振興特区制度
の活用 継続実施

トップセールスの展開
継続実施
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⑧既存の枠組みを超えた組織の再編・整備 担当部課 総務部職員課
取組項目

と地域振興局など出先機関の見直し （室）名 教育委員会総務課

１．これまでの取組状況および課題

県としての役割を的確に果たすとともに、スリムで効率的な組織を目指して、こ
れまでから政策課題に対応した本庁の部局や課（室）の見直し、市町村合併に伴う

地域振興局の再編、その他地方機関の見直しなどを行ってきました。

これにより、平成１７年４月は、知事部局の本庁で８部１局５９課、地方機関は

５７機関になっています。
今後も、本庁組織では、県に求められる役割の変化を踏まえ、複雑化・広域化し

た高い専門性を要する課題に対して迅速・的確に対応できる組織となるよう見直し

を行うとともに、地方機関においては、県が果たすべき役割と市町合併の状況を踏
まえながら （地域）振興局の役割や位置づけを明確にして地方機関全体を再編す、

る必要があります。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

知事部局等は、平成１８年度に実施する「施策・事業の仕分け」の結果を踏ま
え、引き続き本庁、地方機関ともスリムで効率的な組織となるように見直しを行

います。

また、高等学校および警察機関についても、環境の変化に的確に対応した見直

しを検討します。

(2) 具体的な取り組み

○本庁部局編制、地方機関の見直し
平成１７年４月には、地域振興局等の見直しを行いましたが、平成１８年度

以降は 「施策・事業の仕分け」の結果を踏まえて、県組織の見直しに関する、

基本的な考え方をまとめ、見直しを行います。

○高等学校の見直し
平成１８年度に設置予定の「滋賀の教育協議会」での社会のニーズに応じた

活力ある学校のあり方の議論を踏まえて検討を進めます。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

本庁部局編制、地方機
関の見直し 地域振興局等 検討・実施

の見直し

高等学校の見直し
検討・実施
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担当部課
取組項目 ⑨思い切った定数削減 総務部職員課

（室）名

１．これまでの取組状況および課題

スリムで効率的な行政を目指して、数次にわたって行政改革に取り組んできた結

果、人口類似の１７県（本県から前後７県）の中で人口１万人当たりの職員数を比
較すると、本県は一般行政部門で少ない方から２番目にあるなど、各部門において

少ない職員数となっています。

本県では、今後も人口は増加することが予想されていますが、県民サービスへの

、 、 、配慮を行いながら 県の財政状況を踏まえた上で 県が果たすべき役割を明確にし
一層スリムで効率的な体制になるよう取り組みを進めることが必要です。

２．計画期間中における取り組み
(1) 基本的な考え方

「財政危機回避のための改革基本方針」に基づき策定した定員管理計画の取り

組みを着実に推進するとともに、平成１８年度に実施する「施策・事業仕分け」
の結果を踏まえ、県が果たすべき役割を明確にして、知事部局等の職員の２割の

削減目標を目指します。

また、教育部門では公私の役割分担などにより、また、警察部門では内部管理

事務の効率化などにより定数の見直しを進めます。

(2) 具体的な取り組み

○現行の「定員管理計画」の推進
人口増加率が日本一であることから、行政需要の増加が見込まれる中、平成

２０年度までの４年間に知事部局等で約３２０人を削減するとともに、学校教

職員で児童生徒数の減少に伴い約８０人減員します。

○新たな「定員管理計画」の推進

知事部局等の職員の２割の削減を目指し 「施策・事業の仕分け」の結果、、

組織の見直し、県立大学の独立行政法人化の実施や試験研究機関等の独立行政
法人化の検討などを踏まえ、新たな「定員管理計画」を策定し、これに基づく

取り組みを推進します。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

「定員管理計画」の推
進 実 施

「 」新たな 定員管理計画
の推進 検 討 策 定 実 施

(可能なものは前倒しで実
施)
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⑩職員手当を含む給与の見直し・査定昇給 担当部課
取組項目 総務部職員課

制度の導入検討 （室）名

１．これまでの取組状況および課題

これまで、適正な給与制度の運用に努めてきており、諸手当についても特殊勤務

手当等の手当の見直しや退職時の特別昇給の廃止、退職手当の支給率の削減を実施
してきました。

、 、 、 、また 平成１８年度からは 給与構造改革に対応し 年功的な給与上昇を抑制し

より職責に応じた給与支給を行うため新たな給与制度を導入することとしていま

す。
、 、 、今後も 引き続き手当の適正化に取り組むとともに 査定昇給制度の導入に向け

公正性や納得性の高い人事評価制度の確立に向けた検討を進める必要があります。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

平成１８年度から、給与構造改革に対応し、枠外昇給の廃止等年功的な給与上
昇を抑制し、より職責に応じた給与制度への転換を図ります。また、特殊勤務手

当についても、平成１８年度から見直します。

、 、 、また その他の手当についても 県民の理解と納得が得られるものとなるよう

見直しに取り組みます。
併せて、査定昇給制度の導入に向けて、人事評価制度における評価方法等の検

討を進めます。

(2)具体的な取り組み

○給与構造改革の対応

昇給カーブのフラット化や枠外昇給の廃止により年功的な給与上昇を抑制す

る新たな給与制度を導入します。
○主な手当の見直し

・農林漁業改良普及手当等の見直し

農林業改良普及手当および寒冷地手当は、平成１７年４月に見直しを行い
ました。

・特殊勤務手当の見直し

平成１８年度から、６手当の廃止、２手当の統合、２０手当の対象業務の

縮小、日額化等の見直しを行います。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

給与構造改革の対応
検 討 導 入

主な手当の見直し
農林漁業改良普及手
当等の見直し 実 施

特殊勤務手当の見直
し 検 討 実 施
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総務部福利厚生課
取組項目 ⑪福利厚生事業の見直し 担当部課 教育委員会福利課

（室）名 警察本部警務部
厚生課

１．これまでの取組状況および課題

職員への福利厚生事業については、地方公務員法第４２条に基づく福利厚生計画

に基づき実施しています。

この事業は、民間企業や地域の労働者互助会等で実施されている福利厚生事業と
同様のものであり、県は事業主として、主たる実施主体である職員互助会に事業の

実施に必要な補助を行い、実施しています。

事業の実施には県の補助金が充当されていることから、今後も職員互助会の運営
状況の透明性を確保しながら、昨今の厳しい財政状況や社会情勢を踏まえた事業の

見直しを行う必要があります。

２．計画期間中における取り組み
(1) 基本的な考え方

、 。厳しい財政状況などを踏まえて 職員互助会への補助金を段階的に削減します

これに伴い、職員互助会が実施する福利厚生事業について見直しを行います。

(2) 具体的な取り組み

○職員互助会への補助金の削減

「財政危機回避のためのための改革プログラム」に基づき、平成１９年度ま
でに、県から各職員互助会への補助金額を段階的に削減します。

〈補助金削減目標〉

平成１６年度 ５５６百万円→平成１９年度 ２７６百万円 (約△５０％）

○職員互助会の補助対象事業等の見直し
毎年度の事業の見直しに併せて、次のとおり見直しを行います。

・(財)滋賀県職員互助会

新福利厚生制度検討委員会において、福利厚生代行サービスの導入を検討
するとともに、補助対象事業の一層の見直しを行います。

・(財)滋賀県教職員互助会

補助対象事業と補助対象外事業を明確に区分し、互助会事業検討委員会に

おいて、補助対象事業の一層の見直しを行います。
・(財)滋賀県警察職員互助会

補助対象事業と補助対象外事業を明確に区分し、職員互助会評議員会等に

おいて、補助対象事業の一層の見直しを行います。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

職員互助会への補助金
の削減 段階的に削減 約５０％削減

職員互助会の補助対象
事業等の見直し
(財)滋賀県職員互助

会 委員会設置・ 実 施
検討

(財)滋賀県教職員互
助会 委員会設置・ 実 施

検討

(財)滋賀県警察職員
互助会 実 施
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担当部課 総務部
取組項目 ⑫公社・事業団等外郭団体の見直し

（室）名 行政経営改革室

１．これまでの取組状況および課題

平成９年度から、公社・事業団等外郭団体の見直しを行政改革の重点課題に位置

付け、団体の設立の趣旨を再点検し、組織や経営のあり方などについて見直しを行
ってきました。

その結果、対象団体数は、統廃合などにより、平成９年４月の５２団体から平成

１７年４月には３７団体に減少しています。

しかし、社会経済の枠組みの大きな変化に積極的に対応するために、県行政の役
割について見直しが求められる中において、外郭団体についても、今後一層の効率

的、効果的な業務運営を進める必要があります。

なお、本県の外郭団体の定義は次のとおりです。

〈特定法人 （平成１７年４月現在：２７団体 ：〉 ）
県が資本金、基本金、基金その他これらに準ずるもの（以下「資本金等」と

いう ）の２分の１以上を出資している出資法人および指定出資法人のうち地。

方自治法施行令第１５２条第３項に規定する法人。
〈指定出資法人 （平成１７年４月現在：１０団体）〉

県が資本金等の４分の１以上を出資し、かつ県の出資割合が最も高い法人。

２．計画期間中における取り組み
(1) 基本的な考え方

厳しい財政状況から、団体が実施する事務事業の見直しや減量化を進め、県の

団体への財政支出の縮減を図る必要があります。また、指定管理者制度の導入に
より民間事業者等と団体との競合が生じることから、県と団体との関係は大きく

変わらざるを得ない状況にあります。

このため、県は団体に対する関与のあり方を見直し、団体は主体的、自主的な

経営を目指すこととします。

(2) 具体的な取り組み

「新外郭団体見直し計画 （見直し期間：平成１７年度～２１年度）を策定し、」
これに基づき以下の取り組みを行います。

○団体ごとの整理合理化

統廃合などにより、対象団体を３７団体から３１団体へ削減します。

○財政的関与の縮小
県の財政支出を１８億円以上削減します（平成１９年度まで 。）

○業績評価の実施

計画期間中に、全ての団体で業績評価制度を導入します。
○外部専門家による監査体制の強化

一定規模以上の団体に外部専門家による監査体制を強化します。

○組織体制の簡素化、人件費の抑制

計画期間中に、平成１６年４月１日時点と比較して、団体の役職員数の約２
割（約３５０人 、人件費で約１２億円相当を削減します。）

○情報公開の推進

計画期間中に、全ての団体で財務諸表、事業計画、業績評価など経営に関す
る情報を積極的かつ分かり易く公開します。

３．具体的取り組みのスケジュール

団体ごとの整理合理化の方針およびスケジュールは別紙のとおりです。
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⑬地方公営企業の経営の健全化と事業の活 担当部課 琵琶湖環境部
取組項目 性化

(a)流域下水道事業 （室）名 下水道計画課

《流域下水道事業の概要》

「琵琶湖流域別下水道整備総合計画」および「マザーレーク２１計画」に基づき、

生活環境の改善や水質保全等を目指して、湖南中部処理区、湖西処理区、東北部処

理区、高島処理区の４処理区からなる琵琶湖流域下水道の整備を進めています。

また、整備を進める際には 「滋賀県汚水処理施設整備構想」に基づき、下水道、

施設、農業集落排水施設、合併浄化槽等の各生活排水施設のそれぞれの役割分担の

下、計画的、経済的な汚水処理施設整備に努めています。

（下水道普及率）

年度 年度 年度 年度 年度 年度11 12 13 14 15 16

下水道普及率 ％ ％ ％ ％ ％ ％58.8 64.5 69.5 72.6 75.6 78.2

（計算式 下水道普及率＝処理区域内人口÷行政区域内人口）

１．これまでの取組状況および課題

〈取組状況〉

①経営改革の推進

○収支均衡を図る適正な事業推進

・ 経済活動や家庭の生活様式の変化に伴う排水量の変化に対応して、下水道施

設の規模等の見直しを行い、過大な設備投資とならないような事業推進を行っ

てきました。

・ 処理区毎に、施設の維持管理費用と施設の建設に係る地方債元利償還費用を

基にして、関係市町および県の維持管理負担費用を定める経営計画を策定し、

収入と支出の均衡を図ってきました。

・ 市町への補助による流域関連公共下水道の整備の促進、および水洗化促進の

ためのＰＲや下水道普及啓発事業の実施による下水道接続率の向上によって処

理水量の増加を図り、下水道施設や経営の効率性を高めてきました。

（維持管理原価に係る費用の削減）

年度 年度 年度 年度 年度 年度11 12 13 14 15 16

維持管理原価
64.4 67.6 64.0 61.6 58.3 56.6（ ）円／â

（計算式 維持管理原価＝維持管理費用÷年間有収水量）

○外部委託の推進

・ 処理場の建設工事の多くを日本下水道事業団へ委託しています。

・ 下水道処理施設の維持管理を(財)滋賀県下水道公社へ委託しています。

②組織・体制の簡素化

○流域下水道事務所の廃止

、 。事業量の減少に伴い 平成１５年度に高島流域下水道事務所を廃止しました
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○定員の適正化

事業量の増減や流域下水道事務所の廃止に伴う適正な人員配置に努め、平成

１１年度から平成１６年度まで１２名の定数を削減しました。

年度 年度 年度 年度 年度 年度11 12 13 14 15 16

定 数 ８４ ８２ ７５ ７５ ７１ ７２

増 減 △２ △７ △４ ＋１

〈課題〉

下水道施設は建設から約３０年、供用開始から約２５年経過しており、今後、計

画的に施設の修繕・更新を行う必要があります。

また、より一層の効率的な維持管理を目指して、維持管理の外部委託について見

直しを行う必要があります。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

計画的な事業を推進するとともに、経営の合理化・効率化を図るため、効率的

な施設更新や維持管理を行います。

また、平成１８年度から維持管理業務に指定管理者制度を導入することから、

管理目標を定め経費削減に取り組むとともに、次回の指定管理者制度に向けた維

持管理のあり方を検討します。

〈下水道普及率の目標〉

平成２２年度の下水道普及率を８５％とすることを目標とします。

〈維持管理原価に係る費用の削減目標〉

平成２２年度の維持管理原価を対平成１６年度比で８％削減することを目標

とします。

(2) 具体的な取り組み

○効率的な施設更新

湖南中部浄化センターにおいて、施設の改築更新に必要な費用と施設の維持

管理に必要な費用とをトータルに考慮する経済的手法（アセットマネジメント

手法）を導入した施設更新計画を作成し、その計画に基づき、施設の更新を実

施します。

○指定管理者制度の導入

。平成１８年度から下水道施設の維持管理業務に指定管理者制度を導入します

なお、平成１８年度から平成２２年度までの５年間は、(財)滋賀県下水道公

社を指定管理者とします。

また、導入により、管理運営目標として、各処理区の単位水量当たりの維持

管理費を対平成１６年度比で次のとおり削減することとします。

〈目標〉 湖南中部処理区 ８％減 、 湖西処理区 ８％減

東北部処理区 ０％ 、 高島処理区 ３７％減
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○維持管理体制の検討

平成２３年度以降の下水道施設の維持管理体制の検討を進めます。

○定員の適正化

効率的な運営や減量化の徹底などにより、適正な定数の管理に努めます。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

効率的な施設更新

経済的手法導入検討 実施

(湖南中部浄化センタ (基礎調査) (詳細調査) (改築更新)

ー施設更新)

指定管理者制度の導入

指定管理者選 導 入

定

維持管理体制の検討

維持管理あ

り方検討

定員の適正化

実 施
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担当部課 健康福祉部
取組項目 (b)病院事業

（室）名 県立病院課

《県立病院の概要》

高度専門医療を提供し、県民の健康増進と保健福祉の向上を図るため、次の３セ

ンターを運営しています。

○成人病センター（昭和 年４月診療開始、 診療科、 床）51 19 541
生活習慣病に関する高度専門医療を提供する拠点施設です。

○小児保健医療センター（昭和 年４月診療開始、９診療科、 床）63 100
小児を対象とした特定高次の医療を提供する中核的施設です。

○精神保健総合センター（平成４年９月診療開始、３診療科、 床）100
精神障害の発生予防や治療および社会復帰を専門的に行う総合施設です。

１．これまでの取組状況および課題

〈取組状況〉

①高度専門医療の提供

開設以来それぞれの設置目的や特性を踏まえ、不採算分野の高度専門医療や特

殊医療を提供するとともに、保健指導や社会復帰など一般行政分野との一体的な

運営にも努め、県民の医療と保健ニーズに応えてきました。

②経営改革の推進

○経営改善アドバイザーの設置

経営改善の戦略や運営改善について助言を受けるため、平成１６年６月から

民間企業経験者の経営改善アドバイザーを成人病センターに設置しました。

○外部委託の導入推進

、 、 、 、 、医事業務 診療報酬請求事務 給食業務 庁舎清掃警備 物品管理業務など

委託可能な業務については積極的に民間委託を実施するとともに、複数施設で

の一括契約や複数年契約を行うなど、効率的な執行を図っています。

③定員の適正化

医師、看護師等の増員により診療体制や看護体制を充実させ、医療の質の向上

と収益の確保を図りつつ、技能労務職員については退職後の補充を行わず、委託

化を図るなど、適正な定数の管理を行ってきました。

年 度 年度 年度 年度 年度 年度 年度11 12 13 14 15 16
定 数 ７７９ ７７７ ７８３ ８３９ ８３７ ８３６

増 減 ＋６ －２ ＋６ ＋５６ －２ －１

※平成 年１月に成人病センターを増床（ 床→ 床）しました。15 466 541

④給与の適正化

○平成１１年８月に診療手当を廃止しました。

⑤経費節減等財政効果

平成１０年度以降の数次にわたる財政構造改革の取り組みに対応し、病院事業

に対する繰出金についてもその必要性や算定方法を精査するなど、見直しを行っ

てきました。

１１年度決算額 百万円 → １６年度決算額 百万円（△ 百万円）4,621 4,199 422
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〈課 題〉

県政世論調査において「病院などの医療サービス」が県民ニーズの第１位になる

など、医療に対して大きな期待が寄せられています。県立病院も、高度専門医療の

提供や地域医療機関に対する支援など、その機能を充実することにより、こうした

期待に応えていく必要があります。

また、国の医療制度改革などにより経営環境が大きく変化する中、固定経費の大

幅な増加や低い病床利用率などにより平成１４年度から３年連続の赤字決算となる

など経営状況が悪化しており、良質な医療サービスを今後も提供するため、経営基

盤を強化することが必要となります。

２．計画期間中における取り組み

平成１８年度から平成２１年度までの具体的な取組項目や目標数値などを定めた

「滋賀県立病院中期計画」を策定し、県立病院の抜本的な改革を推進します。

(1) 基本的な考え方

病院改革の目標として次の項目を掲げています。

○ 社会の要請に即した高度専門医療の提供と患者サービスの向上により、患者

満足度を高めます。

○ 病院事業の経常収支を平成２１年度までに黒字転換し、安定的な経営基盤を

構築します。

○ 平成１８年度から地方公営企業法を全部適用し、病院事業管理者のもと責任

と権限が一体となった自主・自律的な経営体制を整備します。

○ 職員の意識改革と、すべての職員が主体的に経営改革に取り組める職場風土

づくりを進めます。

(2) 具体的な取り組み

①高度専門医療を提供するための病院機能の充実

○疾病部門別診療体制の構築（成人病センター）

従来の診療科を超えた横断的な医療を提供する組織として がん部門 心、「 」「

臓・循環器部門 「脳神経部門」といった、疾病部門別の診療体制を構築し、」

病院機能の充実を図ります。

○リハビリテーションセンターの設置（成人病センター）

新たに設置される県立リハビリテーションセンターの医療部門として、高

度専門的な回復期におけるリハビリテーション医療を提供します。

○新たな専門外来の充実（小児保健医療センター）

現在の小児科、整形外科を中心とした機能を維持し、より専門性を高める

とともに、新たな医療ニーズに対応するため、児童精神科の新設など新たな

専門外来の充実を図ります。

○救急医療体制整備の検討（精神医療センター）

本県精神科救急医療システムの見直しと調整を図りながら、救急医療体制

の整備について検討を進めます。

②経営改革の推進

○地方公営企業法の全部適用＋（プラス）

地方公営企業法の全部適用に加えて、独立行政法人制度の長所を取り入れ

た運営を行います。



- 37 -

・地方公営企業法の全部適用

経営の効率化・健全化を図るため、平成１８年４月から地方公営企業法

の全部適用を実施し、病院事業管理者の下、機動的、効率的な管理運営体

制を整備します。

・目標管理の徹底

経営改革の目標を設定し、取り組みの成果を適正に分析、評価して、必

要な見直しを行うなどＰＤＣＡサイクルによる目標管理を徹底します。

・外部評価制度の導入

経営改革の達成度について、外部委員で構成する「経営協議会 （仮称）」

を設置し、評価、提言を求めます。

・情報公開の推進

経営に関する情報や医療に関する情報などをより分かりやすい形で積極

的に公開します。

・経常収支の黒字化

病院事業全体の経常収支を平成２１年度に黒字化することを目標とし、

収益確保と費用削減に取り組みます。

〈収益の確保〉 効果額 百万円（平成 年度～ 年度の合計）2,184 18 21
）平均在院日数の短縮と病床利用率の向上a
) 診療体制に即した施設基準の取得b
) 診療報酬請求漏れ・査定減対策の充実 等c

〈費用の削減〉 効果額 百万円（平成 年度～ 年度の合計）1,594 18 21
) 原価計算システムに基づく効率的な業務運営の実施a
) 人件費の見直しb
) 材料費の見直しc
) 後発医薬品の利用促進d
) 委託業務内容の見直しe
) 人材や医療機器の共同利用による効率化 等f

なお 「財政危機回避のための改革プログラム」に基づき、病院事業繰、

出金を平成１７年度から１９年度の間で２２８百万円削減します。

また、平成２０年度、２１年度は、新たな「財政構造改革プログラム」

に基づき、病院事業繰出金についても削減に向けてさらなる見直しを検討

します。

③定員の適正化

県立病院に求められる機能、役割を果たすとともに、収益確保のために、必

要な定数を確保するものとします。なお、原価計算システムによる効率的な人

員配置や人材の共同利用による効率化などについて検討し、適正な定数の管理

に努めます。

④給与の適正化

○特殊勤務手当の見直し

平成１８年度４月から病院業務手当や医事研究調査手当を廃止するととも

に、夜間看護等手当や毒物劇物取扱手当は支給対象の見直しを行います。

○業績評価制度の検討

職員の意欲、能力、実績を適正に評価し、人材育成や人材活用につなげる

ための業績評価制度の検討を行います。
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３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

高度専門医療を提供す

るための病院機能の充

実

疾病部門別診療体制

の構築(成人セ) 検 討 実 施

リハビリテーション

センターの設置 建設工事 設置・運営

（成人セ）

新たな専門外来の充

実（小児セ） 検 討 児童精神科

新設

救急医療体制整備の

検討(精神セ） 検 討

経営改革の推進

地方公営企業法の全

部適用 検 討 実 施

目標管理の徹底

検 討 実 施

外部評価制度の導入

検 討 経営協議会設置

評価・提言・反映

情報公開の推進

実 施

経常収支の黒字化

実 施

定員の適正化

実 施

給与の適正化

特殊勤務手当の見直

し 検 討 実 施

業績評価制度の検討

検 討
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担当部課
取組項目 (c)水道用水供給事業・工業用水道事業 企業庁総務課

（室）名

《企業庁の概要》

住民福祉の向上と産業経済の健全な発展に寄与するため 「水道用水供給事業」、

および「工業用水道事業」を経営し 「安全」で「安心」できる水を「安定」かつ、

「安価」に供給しています。

○水道用水供給事業

・南部上水道供給事業…昭和 年 月給水開始、基本水量 日53 8 81,100 /â
・東南部上水道供給事業(中部地区)…昭和 年 月給水開始、54 11

基本水量 日72,380 /â
・東南部上水道供給事業(甲賀地区)…昭和 年 月給水開始、59 6

基本水量 日31,840 /â
○工業用水道事業

・彦根工業用水道事業…昭和 年 月給水開始、基本水量 日46 5 37,042 /â
・南部工業用水道事業…昭和 年 月給水開始、基本水量 日43 5 63,455 /â

※基本水量は、いずれも平成１７年４月１日時点です。

１．これまでの取組状況および課題

〈取組状況〉

①経営改革の推進

、 、経営の理念に基づき 公営企業を取り巻く社会経済情勢の変化に的確に対応し

より効率的な経営形態の下で、事業展開を行えるよう経営計画を策定し、その一

環として次のとおり外部委託の導入を推進してきました。

○ 効率的な経営を図るため、従前から排水処理施設の運転管理業務、排水・

浄水施設の保守点検業務および水質検査業務等を委託しています。

○ 組織体制に大きなウエイトを占める浄水場運転監視業務の一部について、

平成１２年度から計画的に委託をしています。

②定員の適正化

運転監視業務の一部委託や、事務事業に見合った適正配置により、平成１１年
度から平成１６年度までに１０名の定数を削減しました。

年度 年度 年度 年度 年度 年度11 12 13 14 15 16

定 数 ８９ ８７ ８７ ８３ ８３ ７９

増 減 △２ △４ △４

③給与の適正化

○ 平成１１年８月に特殊勤務手当（業務手当）を見直し、管理職や事務職員等

一部の職員を支給対象職員から除外しました。

○ 給料、住居手当など各種手当の見直しについては、知事部局に準じて改正を行っ

ています。
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④経費節減等財政効果

○ 平成１１年度から１６年度までの職員定数の削減等により、給与費等を年間

約４６百万円削減しました。

○ ３浄水場の運転監視業務の一部を計画的に委託化することにより、事務事業

費を年間約１９百万円削減しました。

〈課題〉

水道用水供給事業では、県水道整備計画に基づき、安定した経営を行うため、平

成２３年度を目標年度として事業統合の実現に向けた取り組みが必要です。また、

工業用水道事業も含め、近年水需要の伸びが鈍化傾向にあることから全ての職員が

これまで以上に経営感覚を備え、安全な用水の供給に留意しながら、より合理的か

つ効率的な事業経営を図るため、今後も一層経営改革を推進する必要があります。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

厳しい社会情勢の中でも、水道事業者としての使命が達成できるよう、職員の

意識改革を行うとともに 「経営戦略モデル （企業庁版ＰＤＣＡサイクル）に沿、 」

って、経営の総点検を行うとともに、業績評価、情報の開示を通じて、健全で効

率的な事業展開を推進します。

(2) 具体的な取り組み

①経営改革の推進

○経営戦略評価の導入

健全な事業経営を目指し、民間で導入されている業績評価の手法等を参考

に、多面的な視点による目的指向型の評価方法である「経営戦略評価制度」

の導入に取り組みます。

○事業統合の推進

経営の効率化を目指し、平成２３年度を目標として現行の南部、東南部(中

部地区)、東南部(甲賀地区)上水道供給事業の統合（会計の一元化等)を目指

して検討を進めます。

○組織体制の整備

事業統合と併せて 「安全」な用水を安定して供給できるよう、機動的で、

効率的な組織体制に整備します。

○外部委託の推進

経営の基盤強化を含め、効率的な経営ができるよう、引き続き外部委託の

導入に向けた検討を行います。

○職員研修の充実

事業経営に求められる知識を身につけた職員が主体的に経営改革に取り組

めるよう職員研修の充実を図ります。

②定員の適正化

、 。業務量の変化や事務事業の見直しなどにより 適正な定数の管理に努めます

また、平成２３年度を目標とした事業統合に向けて組織体制を改編します。

これらにより、平成１７年度から平成２２年４月１日までに職員定数の５

名を削減します。

〈目標〉 １６年４月 ７８名 → ２２年４月 ７３名 （△６．４％）
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③給与の適正化

、 、○ 平成１８年４月から特殊勤務手当を見直すことにより 業務手当を廃止し

深夜交替制勤務手当を新設します。

○ 給料、その他の手当の見直しについては、知事部局に準じて改正します。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

経営改革改革の推進

経営戦略評価の導入

試 行 実 施

事業統合の推進

継続検討 ( 年 度23
事業統合)

組織体制の整備

検 討 実 施

外部委託の推進

現状把握・

検討・実施

職員研修の充実

継続検討 実 施

定員の適正化

検討・実施

給与の適正化

特殊勤務手当の改正

検 討 実 施

給与の見直し

検討・実施
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⑭地方税財政制度の改革に向けた国への強 担当部課 総務部
取組項目 予算調整課

力な働きかけ （室）名 税政課

１．これまでの取組状況および課題

三位一体の改革が真の地方分権改革を推進するものとなるよう、全国知事会や地

方六団体が意見を集約などにより、国への働きかけを行ってきました。その結果、

約３兆円規模の税源移譲が実現したものの、約４兆円強の国庫補助負担金が削減さ

れ、さらに、地方交付税が約５兆円削減されました。

なお、国庫補助負担金改革では、地方から提案したものはほとんど実現せず、単

なる補助負担率の引き下げなど、国に権限と関与を残したままで地方に負担を転嫁

したものもあり、さらに地方交付税も大幅な削減となったことから、地方の裁量度

を高め、かつ地方が自立できる税財源の確保といった趣旨に沿った改革とはなって

いないのが現状です。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

真の地方分権改革の実現に向けて、安定的な税源で、地域偏在性の少ない消費

税から地方消費税への税源移譲が実現できるよう働きかけるとともに、地方の裁

量度が高まるような国庫補助負担金改革をさらに進めるため、平成１９年度以降

の「第２期改革」が引き続き実施されるよう、地方が一体となってあるいは県独

自で、国に働きかけます。

なお、当面は、国と地方の協議の場が続けられ、地方の意見が国の取り組みに

反映されるよう求めるとともに 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２、

００６」において、平成１９年度以降の地方分権改革の取り組み（第２期改革）

が盛り込まれるように働きかけます。

(2) 具体的な取り組み

○県独自の働きかけ

国への提案の機会等を通じて、国への働きかけを強力に実施します。

○全国知事会等を通じた働きかけ

全国知事会、地方六団体、圏域知事会などを通じて、国への働きかけを強力

に実施します。

３．具体的な取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

県独自の働きかけ

随時実施

全国知事会等を通じた

働きかけ 随時実施



【ビジョンとミッションを明確にした

戦略的・一体的経営体の構築

のための取組項目】
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①行政経営戦略会議の構成、位置付け等の 担当部課 政策調整部
取組項目

見直し （室）名 企画調整課

１．これまでの取組状況および課題

分権時代にふさわしい地域経営の主体としての役割を担い、行政課題に的確かつ

迅速に対応できる、より質の高い県政運営の推進を図るため、三役や各部局長等を

構成員とした行政経営戦略会議を設置し、これまで「中期戦略プログラム」や「財

政危機回避のための改革基本方針」など政策調整や予算編成等に係る重要事項につ

いて議論し、県政の方向性を決定してきました。

しかしながら、深刻化する財政状況や、地方分権の具体的な進展など、今後ます

ます県政運営上の課題が多様化・複雑化していくことが予想され、これまで以上に

これらの課題に的確かつ迅速に対応する戦略的な行政経営が求められます。

このため、トップマネジメント機能を十分に発揮させる視点から、行政経営戦略

会議の構成や位置付けを見直す必要があります。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

庁内ガバナンスが的確に機能するよう、トップマネジメント機能を十分に発揮

させる視点から、行政経営戦略会議の構成や位置付けを見直します。

(2) 具体的な取り組み

○行政経営戦略会議の見直し

先進事例の調査や庁内での議論などを行うとともに、具体的な取組内容を検

討のうえ、全庁的な合意形成のもとに、行政経営戦略会議を機能的に運用する

よう見直します。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

行政経営戦略会議の見

直し 検 討 見直し・運 用
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②内部管理事務の効率化と管理部門から実 担当部課 総務部
取組項目 職員課

施部門への庁内分権の一層の推進 （室）名 予算調整課
行政経営改革室

１．これまでの取組状況および課題

機動的な組織運営や現場重視の観点から、次の取り組みを進めてきました。

①組織、定数における庁内分権

・ 平成１２年度からグループの改廃やグループにおける職員の配置数は各所

属長の判断としています。

・ 平成１３年度から地域振興局の主幹級以下の職員の配置は地域振興局長の

判断としています。

・ 平成１６年度から部局内の職員定数の一定の権限を各部局長に委ねていま

す。

②予算における庁内分権

・ 平成１４年度の当初予算編成から、政策判断を要しない標準的な経費につ

いては、各部局の判断としています。

・ 平成１６年度の当初予算編成から、政策的な経費について後年度負担や類

似事業との均衡等の観点から一定の調整を行う経費以外は、原則として各部

局の判断としています。

戦略的・一体的な組織運営を図るためには、政策方針や目標が組織全体に生き生

きと目的意識化されるといった庁内のガバナンスが的確に機能するとともに、県民

のニーズや環境変化などに的確・迅速に応えるために、今後も施策の実施段階等に

おいて一層の庁内の分権化を図る必要があります。

２．計画期間中における取り組み

(1)基本的な考え方

限られた経営資源を有効に活用し県民ニーズに的確に対応するべく、現場対応

を重視した迅速なサービスの提供を行うため、内部管理事務の効率化をより一層

図り、実施部門の部局長の権限と責任を明確にしながら、管理部門から実施部門

への庁内分権をより一層進めます。

(2) 具体的な取り組み

○庁内分権の推進

平成２０年度を目途に、各部局との意見交換や他府県の取組事例の調査等に

、 、 。より 課題等を整理するとともに 庁内分権の再構築に向けた検討を行います

３．具体的な取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

庁内分権の推進

継続実施・検討 再構築・運用
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③自律性・柔軟性・機動性の高いグループ 担当部課
取組項目 総務部職員課

制の運用 （室）名

１．これまでの取組状況および課題

平成１４年度に全所属で導入したグループ制については、より効果的な運用を図

るため、平成１５年度からは目標管理制度の導入を行い、平成１７年度には「自律

型人材育成研修」の一環としてグループリーダーを対象に「目標管理研修」を実施

しています。

また、平成１６年度からはグループ制組織のキーパーソンである所属長、グルー

プリーダー等に対して、研修体系の中で「グループ制サポート研修」を一つの柱と

して位置付けて実施しています。

しかし、グループ制本来の目的に沿った運用は十分でない面があり、自律性、柔

軟性、機動性の高い組織運営を確保するための条件整備の必要があります。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

柔軟で機動的な組織体制を実現するために、グループ制のより効果的な運用を

図るため、目標管理の手法の活用や管理監督者の能力・資質の向上など、必要な

条件整備に努めます。

(2) 具体的な取り組み

○グループ制の効果的な運用

グループ制の課題等を把握するとともに、改善策の検討を行い、一層の効果

的な運用に取り組みます。

また、引き続き、グループリーダー等を対象に「目標管理研修」や「グルー

プ制サポート研修」を実施します。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

グループ制の効率的な

運用 検討・実施
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④ＰＤＣＡ型行政運営のツールの総合的・ 担当部課 政策調整部
取組項目 企画調整課

体系的な再構築 （室）名 総務部
行政経営改革室

１．これまでの取組状況および課題

限られた経営資源を有効に活用するため、目的志向や成果重視の効果的、効率的

な行政運営が求められる中、施策評価、しがベンチマーク、組織目標、中期計画進

行管理など、ＰＤＣＡ型行政運営の確立に取り組んできました。

しかし、ツールの重なりによる負担感や評価の結果を反映するプロセスのあいま

いさが指摘されるなど、より簡潔でツール本来の機能をより発揮できるように総合

的、体系的に再構築する必要があります。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

平成２０年度を目途に、シンプルなＰＤＣＡサイクルによる効果的、効率的な

目標管理型行政運営をめざして、ツールを行政評価と組織目標に重点化し、予算

や組織編成にも活用しうるよう再構築します。

(2) 具体的な取り組み

○ツールの見直し

中期計画を基本として、毎年度、知事の政策方針の実現に向けて、職員から

の提案などを活用しながら、行政評価と組織目標によるＰＤＣＡ型行政運営を

目指します。

このため、現行の施策評価をはじめとする行政評価を再構築するとともに、

県庁改革実践運動は組織目標の１項目と位置づけて取り組むこととします。

また、次期基本構想の策定にあわせ 「しがベンチマーク」の改訂作業を進、

めます。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

ツールの見直し

再構築・運用検 討
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⑤県民により一層分かりやすい情報提供や 担当部課
取組項目 政策調整部広報課

情報公開の推進 （室）名

１．これまでの取組状況および課題

、 、 、 、県政に対する県民の幅広い理解や協力を得るため 広報誌をはじめ 新聞 雑誌

テレビ・ラジオ放送、ホームページなど各種の媒体を通じて県政の重点事業や県民

ニーズの高いさまざまな情報を広報するとともに、県政運営の透明性を確保するた

め、情報公開や情報提供に努めてきました。

今後とも「地域の自立と協働の自治」への転換を図る上で、県民との信頼関係を

構築しながら、県政に対する理解や協力を得るため、より一層分かりやすい広報に

努める必要があります。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

県政の重要な施策や情報を県民に分かりやすくタイムリーに伝えるため、パブ

リシティの積極的な活用をはじめ、情報の入手手段としてニーズの高い広報誌、

新聞、雑誌、テレビ・ラジオ放送、ホームページなど各種広報媒体の閲読率・視

聴率の向上を図りながら、各媒体の特性を生かした広報を推進するとともに、広

報テーマごとにさまざまな媒体を組み合わせることにより、さらに効果的・効率

的な情報発信に取り組みます。

(2) 具体的な取り組み

○パブリシティ活用の推進

新聞や雑誌、放送局など各メディアへ積極的な情報提供を行い、各種媒体で

県政情報が数多く取り上げられるよう努めます。

○広報誌のリニューアル

引き続き分かりやすい紙面となるよう工夫、改善に努めるとともに、新たに

コンビニエンスストアでの配布を検討するなど閲読率の低い若者層への浸透を

図ります。

○県政テレビ放送番組のリニューアル

新たに１週間分の県政情報をまとめてお知らせする番組を週末に放送すると

ともに、平日毎夕に生放送している番組を毎夜に再放送することにより、情報

発信を強化します。

○ホームページのバリアフリー化

ホームページに音声読み上げ機能や文字拡大機能を付加し、バリアフリー化

を図ります。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

パブリシティ活用の推

進 検 討 実 施

広報誌のリニューアル

検 討 実 施

県政テレビ放送番組の

リニューアル 検 討 実 施

ホームページのバリア

フリー化 検討 委託 運用開始
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担当部課
取組項目 ⑥コンプライアンス制度の確立 総務部職員課

（室）名

１．これまでの取組状況および課題

職員が、職務に関して職員以外の者から働きかけを受けた場合に、県庁内の情報

の共有化を図り、公平、公正で的確な事務処理を行いことができるよう、平成１６

「 」 「 」年度に 職務に関する働きかけについての対応要領 および 対応要領マニュアル

を策定し、これに基づき適正な処理を行っています。

今後は、平成１８年４月に施行予定の公益通報者保護法に基づき、通報の対象や

手段を検討のうえ、職員向けの「公益通報制度に関する要綱」を策定し、一層の取

り組みを進めます。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

「公益通報制度に関する要綱」の策定にあたっては、公益通報者保護法や他府

県の要綱を参考にしながら、通報対象として、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意

図または私憤、敵意等個人的感情なものは除外するとともに、通報により通報者

本人が不利益な取扱いを受けないように、また、通報・調査手段等についても個

人情報保護の観点に十分配慮するなど慎重に検討し、策定します。

(2) 具体的な取り組み

○「公益通報制度に関する要綱」の策定

公益通報者保護法に基づき、１７年度中に「公益通報制度に関する要綱」を

策定し、適正な運用を行います。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

「公益通報制度に関す

る要綱」の策定 策 定 運 用
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⑦全体最適化による効果的・効率的な情報 担当部課 総務部
取組項目

システムの確立 （室）名 行政経営改革室

１．これまでの取組状況および課題

平成１７年度に構築したＣＩＯ（最高情報責任者）体制を活用して、情報システ

ムの企画から運用管理にいたるライフサイクルという観点から、情報システムの全

体最適化を図るマネジメントシステムの構築を進めてきました。また、ライフサイ

クルの個々のフェーズにおいては、業務・技術・仕組みの共通化・標準化に努めて

きました。

しかし、システム機能要件の定義が不十分なため、調達コストの増大を招くこと

、 、 、や 事前の業務プロセスの精査が不十分なため 期待どおりのシステムでないこと

さらには非効率な業務のままシステム化したため、業務の効率化につながらないこ

と等の事例もみられ、情報システムの調達を一層効果的・効率的にする必要があり

ます。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

情報システムの計画から運用までのライフサイクル全体を管理する仕組み（マ

ネジメントシステム）を構築し、ＰＤＣＡサイクルを回すことによって、継続的

な改善を行い、情報システムのライフサイクルコストの最小化を図ります。

(2) 具体的な取り組み

○情報システム調達の支援

・調達ガイドラインの作成と運用

、 （ ）各業務所管課が行う情報システムの調達について テンプレート 様式集

などを作成し、業務フローの作成からシステム機能要件の定義やシステムの

構築、運用まで各段階ごとで支援します。

・ライフサイクルコストの低減

情報システムのライフサイクルコストの低減を図るため、総合評価一般競

争入札の導入検討や、複数年契約の活用などを推進します。

○全庁的システムの部門間調整

全庁的な視点から最適な情報システムを構築するため、システム開発や再構

築に併せて関連業務や関連情報システム間の調整を行います。

・公金収納事務の電子化

効果的、効率的なマルチペイメントネットワーク接続システムを構築する

ため、公金収納関連システムの調整を行います。

・財務関連システムの最適化

現行の財務会計システムの再構築に併せて全体最適化の観点から財務関連

システムを検討し、調整を行います。

○情報システム共通基盤の整備、見直し

・職員認証基盤の整備

各情報システムの利用者を認証し、情報セキュリティ対策の強化を図るた

め、庁内共通の職員認証基盤を整備します。

・汎用コンピュータ利用業務範囲の見直し

汎用コンピュータを利用している業務の見直しを行い、今後の汎用コンピ

ュータのあり方について検討します。
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３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

情報システム調達の支

援

調達ガイドラインの

作成と運用 作 成 試行・改善 運用・改善

ライフサイクルコス

トの低減 事例調査 検 討 試行実施 実 施

全庁的システムの部門

間調整

公金収納事務電子化

部局間調整

（システムの構築） (基本調査) （基本設計） (開発・運用) （運 用）

財務関連システムの

最適化 部局間調整

(システムの構築) (既存業務の (システム化 (開発・運用) （運 用）

見直し) 検討)

情報システム共通基盤

の整備、見直し

職員認証基盤の整備

事例調査 検 討 基盤整備 運用・改善

汎用コンピュータ利

用業務範囲の見直し 現状把握 方針決定 移行準備 運 用
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担当部課 総務部
取組項目 ⑧業務改革の推進

（室）名 行政経営改革室

１．これまでの取組状況および課題

各所属に共通している給与、福利厚生等の総務事務について、簡素化、効率化を

図り、内部管理業務のコストの削減につなげるため 「業務改革実施計画」を作成、

したところであり、この計画の着実な推進を図ります。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

内部管理事務について、将来のアウトソーシングやＩＴ化を見据えて 「業務、

改革実施計画」に基づき、制度、運用の見直しや事務の簡素化などの業務改革を

推進します。

また、財務会計システムを運用している汎用機の更新に伴い、財務関連事務の

業務改革を推進します。

(2) 具体的な取り組み

○総務事務の改革

「 」 、 、 、業務改革実施計画 に基づき 順次試行を行うとともに 試行状況を評価

改善しながら業務改革を進めます。

○財務関連業務の改革

財務会計に関連する一連の業務の見直しを行い、制度改正や事務処理方法の

変更など業務改革を進め、効率的で効果的なシステム構築に資することとしま

す。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

総務事務の改革
実施計画作成 試行実施・ 本格実施

評価・改善

財務関連事務の改革
課題・新規 制度改正等 試行実施 本格実施

フロー検討 の検討
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⑨安全・安心な情報システム実現のための 担当部課 総務部
取組項目

情報セキュリティ対策の実施 （室）名 行政経営改革室

１．これまでの取組状況および課題

情報セキュリティポリシーを策定し、情報システムの自己点検を実施するなど情

報セキュリティ対策に着手していますが、具体的な実施手順や統一的なガイドライ

ンが明確化できていないなどの課題があります。

また、個人情報保護法の施行により、組織の社会的責任として、これまで以上に

セキュリティ対策の強化が求められています。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

ＣＩＯ（最高情報責任者）を中心とする推進体制のもとに、全庁的に、人的、

物理的、技術的な情報セキュリティ対策を実施していくとともに、継続的にその

対策を改善していくＰＤＣＡサイクルを回していくマネジメントシステムを構築

して、情報セキュリティに対するリスクの低減を図ります。

(2)具体的な取り組み

○情報セキュリティマネジメントシステムの構築

・リスクアセスメントの実施と対応

、 、 、情報セキュリティリスクの評価を行い 規定 運用ルールの見直しや物理的

技術的対策を効果的に実施します。

・外部監査の実施

重要システムを中心に外部監査を実施し、その結果を踏まえた改善を行いま

す。

・自己点検の実施

実施手順書等を作成するとともに、これに基づく年１回自己点検を実施し、

その結果を踏まえた改善を行います。

・内部監査の実施

内部監査の要員の育成や規定、様式等の整備を行い、内部監査を実施し、そ

の結果を踏まえた改善を行います。

○端末認証システムの導入

職員一人１台の共通事務端末は、日常の様々な業務に使用し、情報漏えいの

リスクが高いため、端末認証システムの導入など緊急の対策を実施します。

○情報セキュリティ教育の実施

従来のＩＴ化県庁総括推進員研修などに加えて、職場研修や事故発生時の対

応模擬訓練等実践的な内容の研修を充実し、職員のセキュリティに関する意識

を高めます。
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３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

情報セキュリティマネ

ジメントシステムの構

築

リスクアセスメント

の実施と対応 現状分析 リスク評価・ 対策の実施・

対策案検討 改善

外部監査の実施

実 施

自己点検の実施

実施手順書等 実施・改善

作成

内部監査の実施

要員育成・ 試 行 本格実施・

規定等整備 改善

端末認証システムの

導入 現状分析・方 導 入 運用・改善

針検討

情報セキュリティ教

育の実施 従来の研修 研修内容の充

実
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⑩「自律型人材」の育成への体系的・戦略 担当部課
取組項目 総務部職員課

的な取り組み （室）名

１．これまでの取組状況および課題

これまで、職員の意識改革を徹底し、能力開発の推進や資質の向上を図るため、

「人材育成基本方針」に基づき多様な研修を実施してきました。

しかし、厳しい財政状況の下、限られた経営資源を効果的、効率的に活用するこ

とが今まで以上に求められており、職員の意識改革の徹底に、組織として取り組ん

でいく必要があります。

このため、今後も、職員の自己改革を促進し、意欲や能力を最大限に引き出せる

よう、職員の育成や職員への支援を充実させ、体系的・戦略的な人材育成に取り組

んでいくことが必要です。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

本県のめざす職員像である『滋賀への熱い思いと改革精神にあふれた自律型人

材』の育成に体系的、戦略的に取り組むとともに、職員自らの成長に向けた自律

的な取り組みを促進し、職員の意欲と能力をさらに引き出すような人材育成、人

事制度を展開します。

めざす職員像： 滋賀への熱い思いと改革精神にあふれた自律型人材』『

・滋賀を愛し、地域の未来を創造する意欲にあふれた職員

・改革精神を持ち、地域経営の視点で行動する職員

・使命感を持って自律的に行動し、自ら成長する職員

(2)具体的な取り組み

○キャリアビジョンに基づいた人材育成と多様な働き方の選択

これからの人材育成には、職員自身が今までの経験や経歴を振り返り、自分

の「強み」や「弱み」を把握し、自らのキャリアビジョン（めざすべき自分の

将来像）に向かって能力開発に主体的に取り組むとともに、職員への支援を組

織として効果的に行っていくことが必要です。

このため、職員のキャリアデザインを支援する研修を実施するとともに、自

己申告制度、自律型人材育成制度および育成志向型のジョブローテーションを

通じ、職員のキャリアビジョンの実現に向けた支援を行います。

また、職員の意欲を高め、持てる能力を最大限に発揮してもらうため、国の

給与構造の改革の動向も踏まえながら、自己の適性やキャリアデザインに基づ

いて職務を選択できる制度（複線型人事制度）の検討を行います。

○民間企業への長期派遣研修

現行の民間企業への派遣研修を継続しながら、今後の派遣研修のあり方を検討

します。

○若手の登用

給与構造改革に伴う級構成の再編を踏まえ、目前に迫った団塊の世代の退職に

伴う職員の年齢構成の変化に対応し、組織のマネジメントを担える人材を早期か

ら育成するため、若手職員の登用をさらに進めます。
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○人事評価制度の検討、整備

職員の意欲や能力を引き出し、職員の育成につながるような制度にするととも

に、人事委員会の勧告・報告で採り上げられた「給与構造の見直しによる改定」

を適切に運用していくための基盤として、公正性や納得性の高い制度となるよう

検討、整備を行います。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

キャリアビジョンに基

づいた人材育成と多様 検討・実施

な働き方の選択

民間企業への長期派遣

研修 検討・実施

若手の登用

検討・実施

人事評価制度の検討、

整備 検討・整備



【推進にあたっての取組項目】
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①実施計画の策定・進行管理と県民への 担当部課 総務部
取組項目

理解を求めるための広報活動 （室）名 行政経営改革室

１．これまでの取組状況および課題

「滋賀県行政システム改革新方針 （平成 年 月策定）に基づく取り組みにつ」 14 4
いては、毎年度末にその実施状況を確認し 「滋賀県行政経営改革委員会」等に報、

告するとともに、ホームページ等により県民に公表しています。

今後 「小さくて創造的な県庁への変身（新行革大綱 」の取り組みを着実に実、 ）

施していくためには、県民の理解や協力を得ながら進めることが重要であり、その

取り組みの内容や進捗状況などについて、より一層透明性の向上を図ることが必要

です。

２．計画期間中における取り組み

(1) 基本的な考え方

「小さくて創造的な県庁への変身（新行革大綱 」の実現に向けて、数値目標）

や期限、具体的な取り組み内容等を設定した実施計画を策定し、計画的に推進し

ます。

また、この改革を着実に進めるため 「滋賀県行政経営改革委員会」に毎年度、

進捗状況等の確認および取り組みの助言を受けるとともに、県民等にわかりやす

く公表し、理解を得ながら進めます。

(2) 具体的な取り組み

○実施計画の策定・進行管理と「滋賀県行政経営改革委員会」への報告

平成２１年度までの取り組みの期間における実施計画を策定するとともに、

これに基づき、毎年度、計画の取組内容や進捗状況等をとりまとめます。

また、その状況を「滋賀県行政経営改革委員会」に毎年２回程度報告し、進

、 。捗状況の確認や取り組みに対する助言を受けながら 着実に改革を推進します

○県民への広報活動

、 、当該年度の取り組み内容や結果 進捗状況および翌年度の計画などについて

年２回程度、県の広報紙「滋賀プラスワン」やホームページ等を活用して県民

にわかりやすく公表します。

３．具体的取り組みのスケジュール

具体的取組項目 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

実施計画の策定・進行

管理と「滋賀県行政経 実施計画策定 進捗状況 の確認・ 委員会への報告(年２回程度)

営改革委員会」への報

告

県民への広報活動

計画・結果の公表（年２回程度）




