資料１
「新しい行政改革の方針実施計画」取組状況（平成 20 年度末）

滋賀県では、危機的な財政状況に直面する中にあっても、滋賀県基本構想を実現していくた
め、平成２０年３月に「新しい行政改革の方針実施計画」
（平成２０年度〜平成２２年度）を策
定し、県政経営の一つの柱として行政改革の取組を進めています。
計画の初年度に当たる平成２０年度の取組状況は、次のとおりとなっています。

取組の進捗状況
平成２０年度の取組計画に対する進捗状況では、全細目項目数の１０３項目のうち、計画
を超える進捗となっているものが３項目、また、やや遅れがあるものの７５％以上の進捗が
見られるものが８４項目あり、これらをあわせると８４.４％で、計画初年度としては、概
ね計画どおり進捗していますが、進捗が遅れているものもあることから、さらに積極的に取
組を進めていく必要があります。
☆ 各取組の進捗状況（全細目項目数１０３項目）
・１００％を超える進捗

３項目（ ２.９％）

・７５％以上１００％以下の進捗

８４項目（８１.５％）

・２５％以上７５％未満の進捗

１５項目（１４.６％）

・２５％未満の進捗

１項目（ １.０％）

主な取組状況
計画どおり進捗したもののうち主なもの
取 組 内 容
「県と市町の対話システム」の
効果的な活用
①よりフットワークの軽い仕
組みづくり
②意見聴取や提案機会の確保
(ルールづくり)

取
組
実
績
第３回滋賀県自治創造会議(4 月 15 日開催)の場で、
「滋賀県市
町対話システム」を確認した。
①副知事−副市町長を構成員とする滋賀県・市町調整会議を新
たに設置
②県と市町間の申し合わせとして、
「県政の基本的な政策を立案
する過程で、市町からの意見・提案の機会を確保し、的確に
応答する手続」および「自治の基本に関わる重要な事項につ
いて双方向で議論する手続」の対象、手法などをルール化
歳入確保の 企 業 誘 致 の 推 竜王町岡屋地区の工業団地開発の事業化に着手した。
ための取組 進・長期保有地 （平 21.1 環境影響評価着手）
の利活用
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取 組 内 容
負担のあり方の
検討と適正な料
金改定
振興局および地域振興局等の
見直し

地 ○農業技術振興センター
方
研究部の再編整備の検
機
討、効率的な試験研究体
関
制と農業の担い手育成
等
体制の確立
の ○高等技術専門校
組
県民や産業界のニーズ
織
にあった弾力的な訓練
・
内容としていくための
機
見直し
構 ○公園緑地事務所
の
一元的な公園緑地業務
見
を行うための効率的な
直
体制への見直し
し
一層の定員削減（知事部局等の
職員定数について３００人以
上の定数削減計画の策定とこ
れに基づく取り組みの推進）
給与の独自削減

取
組
実
績
使用料・手数料の全面的な改正作業を行い、平成 20 年 6 月県議
会定例会で関係条例を改正した。
〔原則平成 21 年 4 月 1 日施行、
約１億３千万円の増収見込（指定管理者制度導入施設を除く。
）
〕
地域振興局・県事務所制度を廃止し、行政分野ごとの単独事務
所に再編した。
環境総合事務所（６）
県税事務所（４）
森林整備事務所（４）
健康福祉事務所（６）
農業農村振興事務所（６）
土木事務所（８）
・研究部門の先端技術開発部と栽培研究部を統合し、湖北分場
を廃止した。
・企画管理部の企画調整担当と普及部を企画情報部に再編する
など、５部、２分場、１指導所、１学校を５部、１指導所、
１学校に再編した。
・草津高等技術専門校および近江高等技術専門校の２校の統合
を行った。
（関係条例の一部改正：平成 21 年 2 月議会可決）
・産業界や社会的ニーズに対応した訓練科の内容の見直しや将来的
なあり方について検討するため、
「滋賀県立高等技術専門校の訓
練サービスのあり方検討会」を設置した。
平成１９年度末で公園緑地事務所を廃止し、都市計画課に統合
した。
（前倒し実施）

平成２０年度においては、９８人の削減を行った。
（なお、平成２１年４月には、さらに１３７人の削減を行って
いる。
）

計画に基づき、以下の独自削減を行った。
a)給与カット
部次長級６％、課長級４％、参事級２．５％、その他１.５％
b)管理職手当のカット
部次長級１５％、その他管理職１０％
（なお、平成２１年４月には、部次長級２５％、課長・参事級
２０％、その他職員１５％に削減率を引き上げた。
）
c)期末勤勉手当の加算額の１０％カット
病院事業・次期中期計画の策定 各病院に医師、看護師およびコメディカル等の多職種からなる
中期計画策定プロジェクトチームを設置し、第二次滋賀県立病
院中期計画を策定した。
「協働提案制度」の検討・実施 検討委員会（6 月〜12 月：全 6 回）での議論の結果を提言書に
まとめ、1 月 6 日に会長から知事に手渡された。
これをもとに、県として協働推進本部で制度案の詳細を協議し、
3 月に決定した。
一般競争入札への移行推進
・平成 21 年１月から、1 千万円未満の工事に簡易型一般競争入
（工事関係）
札を導入した。
・平成 20 年 10 月から、１千万円以上の委託業務に簡易型一般
競争入札を導入した。
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「新しい行政改革の方針実施計画」取組状況（平成 20 年度）
※達成度： 平成 20 年度計画に対する達成度＜25％未満･･･×、25％以上 75％未満･･･△、75％以上 100％以下･･･○、100％超･･･◎＞
取組項目
1

地方分権改革の進展を
踏まえた県の役割の明
確化

取組内容
地方分権改革の推進に向
けた取組

県の役割について、市町と
の連携のもとに調査・検討

2

県と市町の対話の充実
と連携・協力の強化

「県と市町の対話システ
ム」の効果的な活用
①よりフットワークの軽
い仕組みづくり
②意見聴取や提案機会の
確保(ルールづくり)

県と市町の人的交流の活
性化

平成 20 年度計画

取組実績

達
成
度

今後の計画

地方六団体、知事会として具体的な提案・提言を行
【平 21】
い、県単独としても政府へ政策提案を行った。
国に対し、地方への権限と財源の一体的な移譲な
滋賀県地方分権推進自治体代表者会議として、県選
ど積極的に働きかけていく。
出国会議員に要請するとともに、11 月 30 日にシン ○ 【平 22】
ポジウムを開催。
新分権一括推進法の確実な実施に向けた提案・提
言とともに、道州制導入に向けた動きを見据えな
がら、分権社会における県の役割を検討する。
第二期地方分権改革や今後の市町合併の動 地方分権改革や市町合併の動向等の情報収集を行
【平 21】
向を踏まえながら、改めて県の役割につい うとともに、
「新しい権限移譲に向けた意見交換
地方分権改革推進計画や新分権一括法の内容に
て、市町との連携のもとに調査・検討を行う。 会」の場も活用して、県の役割について、市町職員
ついて情報収集を行う。
と自由な意見交換を行った。
△ 【平 22】
地方分権改革推進計画や新分権一括法の内容を
踏まえ、今後の県の役割のあり方について、基本
的な考え方を整理する。
①滋賀県自治創造会議の前段階などで県と 第３回滋賀県自治創造会議(4 月 15 日開催)の場で、
市町が情報・意見を交換し、調整を行う場 「滋賀県市町対話システム」を確認
を設置する。
①副知事−副市町長を構成員とする滋賀県・市町調
②一定のルールの下で市町からの意見聴取
整会議を新たに設置
や提案が行われるように、これまでも行わ ②県と市町間の申し合わせとして、
「県政の基本的
○ ‑
れている様々な方法を整理し、ルール化を
な政策を立案する過程で、市町からの意見・提案
図る。
の機会を確保し、的確に応答する手続」および「自
治の基本に関わる重要な事項について双方向で
議論する手続」について、その対象、手法などを
ルール化
・市町に対する農業技術職員による人的支援 ・６市町(守山市、甲賀市、東近江市、甲良町、湖
【平 21】
を行う。
北町、高島市)に対し、６名の職員を駐在派遣し
・農業技術職員については４市町(彦根市、日野
た。
・県から市町への権限移譲への対応や県と市
町、高月町、余呉町)に対し４名の職員の駐在
町の双方向の人的交流を行う。
・開発許可事務を支援するため、３市（栗東市、野
派遣を拡大する。
洲市、湖南市）に職員を派遣した。
・大津市の中核市移行による事務の移管に伴い、
・３市町(守山市、高島市、日野町)と保健師の交流
大津市からの派遣要請に基づき技術職員を派
を行った。
遣する。
○
・市町合併に向けた事務事業が円滑に遂行できる
よう、関係町からの要請に基づき、合併準備期
間中に職員を派遣する。
【平 22】
権限移譲や専門的な分野において市町を支援す
るため、市町の要請に基づき引き続き人的支援を
行う。
全国知事会等とともに地方分権改革推進計
画策定に向け提案・提言を行う。
滋賀県地方分権推進自治体代表者会議によ
る要請活動を行うとともに、地方分権推進の
シンポジウムを開催する。
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取組項目
3

市町への権限移譲の一
層の推進

5 歳
入
確
保
の
た
め
の
取
組

①行政サービスに
見合う税財源の
確保に向けた国
に対する強力な
要請

② 収入未済額の
県 縮減
税
収
入
の
確
保

取組内容

平成 20 年度計画

取組実績

権限移譲の準備・推進
市町への支援

「さらなる権限移譲基本計画（平成 18 年 3
月策定）
」に沿って、計画的に取り組んでい
る権限移譲を着実に進める。

平成 21 年 4 月時点では、５２事務の権限移譲が進
んでおり、事務量で見た進捗率は８５.８％である。

新たな権限移譲の検討

新たな権限移譲項目について、市町の意見を
聞きながら調査・検討を進める。

地方団体や本県独自の財
政需要に対応した財源の
確保についての国への強
力な要請

地方六団体や他の地方団体と連携して行う ５月と 11 月に国への政策提案において強力に要請
要請活動や県独自の要請活動などを、あらゆ したほか、全国知事会や地方六団体など他府県や関
る機会を通じ、より強力かつ積極的に行う。 係団体とも連携しながら、積極的な要請活動を行っ
た。
＜平成 21 年度地方財政対策＞
通常ルールとは別枠で１兆円の地方交付税が確
保された。
平成１７年度から平成１９年度にかけて数 平成２０年度から平成２２年度にかけての新たな
値目標を設定して取り組んできた成果を検 数値目標を設定
証し、収入未済額縮減・徴収率向上に向けた
20 年度 21 年度 22 年度
平成２０年度から平成２２年度にかけての 個人県民税(徴収率) 95.2％ 95.2％ 95.4％
自動車税(徴収率)
96.7％ 96.9％ 97.1％
新たな数値目標を設定する。
引き続き滞納整理のための組織体制を整備 １２月の滞納整理強化月間や２月の滞納整理重点
し、税事務所等との機能分担を図りながら、 月間などを実施
適時・的確かつ効果的な滞納処分を推進す １２月強化月間： 差押え 533 件 26,356 千円
る。
未済縮減 6,139 件 400,136 千円
２月重点月間： 差押え 337 件 17,863 千円
執行停止 113 件 11,593 千円
県とすべての市町が協働して地方税の滞納 「滋賀地方税滞納整理機構」を設置
整理の取り組みを進めるため、
「滋賀地方税
滞納整理機構」を設置し、市町との連携・支
援を一層強化する。
知事によるトップセールス、びわこ立地フォ 知事が事業所訪問等を通じてトップセールスを実
ーラムの開催、企業誘致ＰＲ資料による情報 施
H20.5 びわこ立地フォーラム(東京都) 55 社出席
発信を通じて企業誘致活動を行う。
H21.2 びわこ立地フォーラム(大津市) 58 社出席
ＰＲ資料の作成・配布、ホームページによる情報発
信

新たな数値目標の設定

機能分担による効果的滞
納処分の推進

市町との連携・支援策の強
化

戦 ①
略 企業誘致の
的 推進
企
業
誘

トップセールス・企業誘致
PR 事業

達
成
度

今後の計画

【平 21】
計画の最終年度であり、計画通りに移譲が進むよ
う、引き続き必要な支援を行っていく。
△ 【平 22】
市町合併、地方分権改革の動向等も踏まえなが
ら、移譲されなかった事務について、調査・検討
を行い、移譲の推進に努める。
【平 21・平 22】
市町職員と関係課職員からなる「新しい権限移譲に
地方分権推進委員会等の国の動向を見極めつつ、
向けた県と市町職員意見交換会」を設置し、県と市
町の役割分担や連携のあり方等について意見交換 △ 権限移譲の進め方や県と市町の協働のあり方に
ついて、検討を進めていく。
を行った。
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【平 21・平 22】
国税と地方税の税源配分の５：５の実現や消費税
を含めた税体系の抜本改革の実現、地方交付税算
○ 定における本県財政需要の的確な反映など、引き
続き強力に要請活動を行っていく。

○ ‑

【平 21・平 22】
平成２０年度から平成２２年度にかけての新た
○ な数値目標を踏まえた取り組みの推進

【平 21・平 22】
「滋賀地方税滞納整理機構」を中心としたさらな
○
る連携・支援の強化
【平 21・平 22】
知事によるトップセールス、びわこ立地フォーラ
○ ムの開催、企業誘致ＰＲ資料による情報発信を通
じて企業誘致活動を行う。

取組項目
致
の
推
進
・
県
内
企
業
の
活
性
化

取組内容

平成 20 年度計画

研究開発型事業所の立地
支援
企業立地のための環境整
備の推進

研究開発型事業所の設備投資に対して支援
する助成金を交付する。
企業立地促進法に基づき各市町の産業集積
区域を定めた基本計画を策定する。

長期保有地の利活用

②
県内企業の
活性化

③使用料・手数料な
どの受益者負担
のあり方の抜本
的見直し
④県有資産の有効
活用

滋賀県産業振興新指針に
沿った地域経済の活性化
に向けた諸施策の推進

取組実績

達
成
度

今後の計画

H21.3 新たに研究開発型事業所３社に対して助成
【平 21・平 22】
○
金の交付を決定
（当制度は 20 年度着工分をもって廃止）
H20.12 大津・草津地域基本計画の国同意
【平 21・平 22】
H21. 3 米原地域基本計画の国同意
○ 企業立地促進法に基づき各市町の産業集積区域
を定めた基本計画を策定する。
①IC 整備・アクセス道路整備（甲南 IC・甲 ①甲南 IC・甲南インター線の供用開始
【平 21･22】
南インター線）
②スマート IC について、実施計画書、連結許可申
地元・関係機関と協議し、スマート IC の事業促
○
②スマート IC(湖東三山、蒲生)の事業促進
請書を提出
進に努めるとともに、道路整備アクションプログ
③広域的ネットワーク形成のための道路整備
③延長 13km の道路整備を実施
ラムに基づき道路整備を実施する。
滋賀県土地開発公社等で保有している土地 竜王町岡屋地区の工業団地開発の事業化に着手
【平 21・平 22】
について、企業誘致の観点からの利活用を検 （H21.1 環境影響評価着手）
竜王町岡屋地区の工業団地開発
○
討・実施する。
環境影響評価・測量調査設計・許認可等開発協議、
文化財調査等
しが新事業応援ファンドを創設する。
しが新事業応援ファンドを創設し、このファンドの
【平 21・平 22】
運用益を財源とした助成金交付事業の募集を行っ
中小企業等が地域資源を活用して新事業を行う
○
た。
ため、平 20 年度に創設したファンド事業を引き
〔27 件の応募があり、5 件を採択〕
続き実施する。
滋賀県産業振興推進会議等の既存の仕組み 他府県の取組に関する情報収集を行った。
【平 21】
や他府県の取組を調査し、検討する。
他府県の取組等をさらに調査するとともに、滋賀
県産業振興推進会議等の既存の仕組みを検討す
△
る。
【平 22】
新たな仕組みを創設する。
「産学官」連携による新産業創出を促進する 大学教員と企業との出会いの場の開催を通じて、よ
【平 21・平 22】
ため、既存の産学官連携事業を再検討する。 り的確に大学シーズと企業ニーズとのマッチング
従来の出会いの場の開催に加え、産学官連携コー
ができる方策を検討した。
○ ディネータ等のネットワークを活用し企業ニー
ズから大学シーズのマッチングを行う。

負担のあり方の検討と適 受益者負担の原則に基づき、すべての使用料
正な料金改定
および手数料を対象に見直しを行い、改正作
「滋賀県財政構造改革プ 業を進める。
ログラム」推進期間中にお
いても順次改定
未利用県有地の売却によ ・未利用県有地を一般競争入札等により売却
する。
る売払収入の確保（平 20
〜22 の売却目標：約 73 億 ・県有財産活用会議において、未利用財産の
利活用および処分方針の決定・処理目標期
円）および未利用財産の利
限の決定を行う。
活用の促進

全面的に改正作業を行い、平成 20 年 6 月県議会定
【平 21・平 22】
例会で関係条例を改正した。
〔原則平成２１年４月
改正が必要となった使用料および手数料を順次
１日施行、約１億３千万円の増収見込（指定管理者 ○ 見直す。
制度導入施設を除く。
）
〕
・一般競争入札において、１０物件の公売を実施し
【平 21・平 22】
た（平成２０年度売却額４．５億円）
・未利用県有地を一般競争入札等により売却す
・普通財産の未利用財産について処分方針等を決定
る。
×
し、売却をはじめ利活用の処理を進めた。
・県有財産活用会議において、未利用財産の利活
用および処分方針の決定・処理目標期限の決定
を行う。
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取組項目

⑤寄附の促進

6

本庁の組織・機構の見
直し

取組内容

平成 20 年度計画

県有資産等の広告、宣伝媒
体としての活用

県の財産や印刷物、権利（施設命名権を含
む。
）などの県有資産等を民間企業等の広告、
宣伝の媒体として有効活用することとし、平
成 19 年度中に方針を決定し、平成 20 年度か
ら具体的検討を行い、実施する。
①寄附条例の検討・制定
②情報発信・滋賀ファンづくり

滋賀県に対する寄附の促
進

新たに取り組むべき重要
課題や部局横断的課題に
対応できる組織体制の整
備と、事務事業の見直しに
伴う定数削減を考慮した
本庁組織の見直し
振興局および地域振興局
等の見直し

7 地 ①振興局および地
方
域振興局等
機
関
等
の
組
織
・
機
構 ②試験研究機関、
そ 知 ○琵琶湖研究
の
の他の機関
事
組織再編の考え方の
見
部
とりまとめ
直
局
し
の

取組実績

本庁の部課体制を検討し、必要な見直しを行
う。

関係市町との調整、庁内の意見を踏まえて論
点整理、見直し方針を作成し、再編に向けた
作業を進める。

検討の実施

達
成
度

今後の計画

県有資産等の広告、宣伝媒体としての活用の基本方
【平 21・平 22】
針を定めた「滋賀県広告等事業実施要綱」を平成 20
施設命名権や財産にかかる活用について具体化
年 4 月 9 日に制定し、印刷物やウェブページを活用 △ に至っている事例がなく、原因分析も含め、さら
した。
なる活用の範囲の拡大に努める。
①5 月にマザーレイク滋賀応援サイトを立ち上げ、
【平 21・平 22】
ふるさと納税のＰＲと寄附の協力を呼びかけた。
・ふるさと納税制度やマザーレイク滋賀応援寄
平成 20 年 10 月に「マザーレイク滋賀応援寄附条
附のＰＲを積極的に行うとともに、広報誌「マ
ザーレイク」を作成し、県外向けに情報発信す
例」を制定した。
○
〔寄附実績：42 件／14,721,647 円（平 21.3.31 現
る。
・滋賀の地域ブランド力の向上を図るための具体
在）
〕
②広報誌「マザーレイク」を作成し、県外向けに情
的な取組を検討・実施するとともに、
「滋賀フ
報発信した。
ァン」づくりを進めるため、滋賀を応援する仕
組みを構築する。
・知事直轄組織の設置
【平 21・平 22】
・部制の見直し
８部→７部体制
スリムで効率的な組織体制となるよう、引き続き
見直しを行う。
○

地域振興局・県事務所制度を廃止し、行政分野ごと
の単独事務所に再編することとした。
環境総合事務所（６）
県税事務所（４）
森林整備事務所（４）
健康福祉事務所（６）
農業農村振興事務所（６）土木事務所（８）

【平 21】
市町村合併が進展し、県に求められる役割も総合
化から専門化へと変遷してきていることを踏ま
え、総合地方機関制度を廃止し、行政分野ごとの
単独事務所に再編するとともに円滑な移行を行
○
う。(平 21.4〜)
【平 22】
市町合併の進展の状況や県と市町の役割分担な
どを勘案しながら、地域における最も適切なサー
ビス提供ができる体制となるよう検討を進める。
関係課で打ち合わせ会議等を開催し、現状把握等を
【平 21】
行い、課題を共有した。
琵琶湖研究に係る検討の場を設置し、方針案をま
△ とめる。
【平 22】
各機関の計画改定等の手続きを行う。
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取組項目

取組内容
組
織
・
機
構
の
見
直
し

農
業
関
係

○農業技術振興センター
研究部の再編整備
の検討、効率的な
試験研究体制と農
業の担い手育成体
制の確立
○畜産技術振興センター
本県特産の「近江
牛」の育成をはじ
めとした業務内容
等に特化する。
○工業関係
企業ニーズに応えるた
めの支援体制の確立

そ
の
他
の
機
関

○高等技術専門校
県民や産業界のニ
ーズにあった弾力
的な訓練内容とし
ていくための見直
し

○公園緑地事務所
一元的な公園緑地
業務を行うための
効率的な体制への
見直し
○直轄地域の機関

平成 20 年度計画

取組実績

達
成
度

今後の計画

平成２３年度に向けて試験研究体制の再編
整備を実施するための検討を行う。

・研究部門の先端技術開発部と栽培研究部を統合
し、湖北分場を廃止。
・企画管理部の企画調整担当と普及部を企画情報部
○ ‑
に再編するなど、５部、２分場、１指導所、１学
校を５部、１指導所、１学校に再編。

繁殖牛を計画的に増頭する。
（計画頭数１４５頭）

繁殖牛の増頭に取り組んだ結果１４３頭となり、ほ
ぼ計画が達成できた。

【平 21・22】
繁殖和牛を 200 頭に増頭する。
○

他府県の取組等を調査し、本県への導入可能
性を検討する。

他府県の取組を調査するとともに、工業技術センタ
【平 21】
ー、産業支援プラザ等とも連携を密にして技術開発
外部資金を積極的に活用した研究開発を推し進
などを積極的に推進できた。
める。
また、機能充実強化を図るための歳入確保策とし ○ 【平 22】
て、設備機器使用料等について県外料金設定の提言
使用料収入、外部資金獲得による特定財源確保に
を行い、平 21 から改正。
努める一方、企業ニーズに応えられるよう拠点庁
舎を改善し、センター機能の充実強化を図る。
スリムで効率的な組織運営にあわせ、県民や ・草津高等技術専門校および近江高等技術専門校の
【平 21】
産業ニーズにあった訓練内容とするため、県
２校の統合を行った。
（関係条例の一部改正：平
中長期の専門校のあり方について「あり方検討
ワーキングチームおよび外部委員による検
成 21 年 2 月議会可決）
会」による意見を受け、職業能力開発審議会の審
討会を設置し、検討する。
・産業界や社会的ニーズに対応した訓練科の内容の
議を経て、
22 年度以降の訓練内容の方向性を決定
○
見直しや将来的なあり方について検討するため、
するとともに、取り組み計画を作成し、22 年度の
「滋賀県立高等技術専門校の訓練サービスのあ
募集計画に反映できるよう進める。
り方検討会」を設置した。
【平 22】
23 年度以降の募集に関する要綱改正等準備
平成２０年度末で公園緑地事務所を廃止し、 平成１９年度末で公園緑地事務所を廃止し、都市計
都市計画課に統合する。
画課に統合。
（前倒し実施）
◎ ‑

地域振興局の再編時期にあわせて見直しを
行う。

農政水産部農業経営課大津地域経営指導担当、耕地
課大津地区担当の業務を大津・南部農業農村振興事
務所に移管し、担当を廃止した。
○ ‑
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取組項目

③公の施設
（指定管
理者制度）

取組内容

平成 20 年度計画

県立学校のあり方の見直
し

第三者機関を設置し、今後の県立学校のあり
方について、協議・検討を行う。

「公の施設の見直しにつ
いて」によりとりまとめた
方針の着実な実施

指定管理者制度の一層の
推進

8

一層の定員削減

9

給与の見直し

平成 20 年度から平成 22 年
度までの３年間における
知事部局等の職員定数に
ついて３００人以上の定
数削減計画の策定とこれ
に基づく取り組みの推進
給与の独自削減

取組実績

達
成
度

今後の計画

平成 20 年７月に「県立学校のあり方検討委員会」
【平 21・平 22】
を設置し、計６回の会議を開催し、今後の県立学校
県立学校のあり方検討委員会の報告ならびに平
のあり方について、協議・検討を行い、平成 21 年 3
成 21 年度から開催予定の滋賀県産業教育審議会
○
月に「今後の県立学校のあり方について」の報告を
の答申を踏まえながら、具体的な計画の策定に向
受けた。
けた取組を進める。
（滋賀県産業教育審議会での
審議の進行状況に応じ検討する。
）
施設毎の「廃止・移管」
、
「休館・用途廃止」
、 ○廃止・移管（対象 10 施設）
【平 21・平 22】
「施設のあり方の検討」
、
「市町との移管協
・廃止：２施設（しゃくなげ園、野鳥の森ビジタ
施設所管課と計画を推進する上での課題を協議
議」
、
「考え方の整理・見直し」を着実に推進
ーセンター）
し、着実な取組を支援する。
する。
○休館・用途廃止（対象５施設）
・用途廃止：１施設（滋賀会館）
△
・休館：１施設（琵琶湖文化館）
○市町との移管協議、考え方の整理・見直し（対象
５施設）
検討を実施
指定管理者制度の公募化の一層の推進
平成20 年度末に指定期間が終了する22 施設につい
【平 21】
て、緊急に募集した２施設を除き、すべて公募によ
従来のガイドラインの内容を見直し、モニタリン
り募集を行った。
グ指針や手続きのマニュアル、協定書例等の様式
を盛り込むなどの充実を図る。
○
【平 22】
平成 22 年度中に新たに指定管理者の指定を行う
施設について、公募による募集を一層推進してい
く。
新たな「定員管理計画」に基づいた執行体制 平成２０年度においては９８人の削減を行った。
【平 21】
を検討し、定数削減を実施する。
１３７人の定数削減を行う。
【平 22】
○
定員管理計画に掲げた定数削減の達成に向け、引
き続きスリムで効率的な体制となるよう適正な
定員管理を行う。
平成 22 年度まで、職員給与の独自削減に取 計画どおり実施した。
【平 21・平 22】
り組む。
管理職手当の独自削減について、削減率を引き上
A)給与カット
げる。
部次長級６％、課長級４％、
部次長級２５％、課長・参事級２０％、
○
参事級２．５％、その他１.５％
その他職員１５％
b)管理職手当のカット
部次長級１５％、その他管理職１０％
c)期末勤勉手当の加算額の１０％カット
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取組項目

取組内容
給与構造改革の対応

諸手当の見直し

10 福利厚生事業の見直し

11 地 ①流域下水道事業
方
公
営
企
業
の
経
営
の
健
全
化
と
事

平成 20 年度計画

取組実績

給料表の水準を平均で５．７％引き下げると
ともに、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する。
諸手当の見直し
・農林漁業普及指導手当：支給率の引下げ等
・旅費制度の見直し：日当廃止等

達
成
度

計画どおり実施した。
○

今後の計画
【平 21・22】
引き続き実施

農林漁業普及指導手当、旅費制度については、計画
【平 21・22】
どおり見直しを実施した。
引き続き実施
◎
また、義務教育等教員特別手当について、引下げを
実施した。
20年度においては19年度に対して３６,５００千円
【平 21】
減の３６,５００千円となった。
職員互助会への補助金は、計画より１年前倒しで
○
補助対象事業の見直しを行った。
廃止とする。

県職員互助会への事業費
補助金の廃止、県職員互助
会の補助対象事業の見直
し
警察職員互助会への事業
費補助金の廃止、互助会の
補助対象事業の見直し

事業費補助金の段階的削減、補助金対象事業
等の見直し

事業費補助金の段階的削減、補助対象事業等
の見直し

20年度においては19年度に対して１６,７１６千円
【平 21】
減の１６,７１６千円となった。
○ 警察職員互助会への補助金は、計画より１年前倒
補助対象事業の見直しを行った。
しで廃止とする。

教職員互助会への事業費
補助金の廃止、教職員互助
会の補助対象事業の見直
し

事業費補助金の段階的削減、補助金対象事業
等の見直し

20年度においては19年度に対して１０７,０００千
【平 21】
円減の６１,０００千円となった。
教職員互助会への補助金は、計画より 1 年前倒し
○
補助対象事業の見直しを行った。
で廃止とする。

下水道基本計画の見直し
（平成 20 年度）と耐震化
の推進

下水道基本計画の見直し。
「地震防災プログラム」に基づき、段階的に
耐震化を実施。

下水道基本計画の見直し、および事業認可変更を実
【平 21・平 22】
施。
・
「財プロ」
、
「更なる見直し」を踏まえた整備計
「地震防災プログラム」に沿って段階的に耐震化工
画に基づき事業を実施する。
○
事を実施（湖南中部浄化センター脱水機棟、守山ポ
・
「地震防災プログラム」に基づき耐震化工事を
ンプ場）
。
実施する。

一般競争入札の一層の拡
大（平成 21 年度に原則指
名競争入札を廃止）

一般競争入札の段階的拡大

簡易普及型総合評価（5 千万〜1 億円）を新たに１
件、試行実施した。

ストックマネジメント実
施計画の作成（平成 20 年
度）

ストックマネジメントガイドラインの策定
４処理区の再構築基本計画の策定
データベースとしての台帳整理

【平 21】
ストックマネジメントガイドラインの策定は、2 月
データ取得によるガイドライン検証
4 日の学識者による検討委員会の審議を経て了し
た。
○ 長寿命化計画の立案
【平 22】
４処理区の再構築基本計画の策定も同時併行で進
データ取得によるガイドライン検証
めてきた。
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【平 21・平 22】
全ての工事について、制限付き一般競争入札を実
○
施。
（内、８件が総合評価方式）

取組項目
業
の
活
性
化

取組内容
単位水量当たりの維持管
理費についての管理運営
目標の設定（対平成 16 年
度比）と経費削減
全体
８％減
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
維持管理のあり方の見直
し（平成 20 年度中）

施設整備や維持管理コス
トの縮減、環境負荷の低減
に向けた新技術の開発・導
入

②病院事業

平成 20 年度計画

取組実績

経費節減に向けた取り組み

現在の指定管理期間を見据えて、維持管理の
あり方を見直し、平成２０年度中に琵琶湖環
境部としての方針案を出す。

琵琶湖流域下水道フィールド提供型共同研
究実施要綱に基づき、省エネ、資源循環につ
ながる技術開発の提案を民間等から受け実
施する。
超高度処理実証調査の継続。

効率的な運営や事務事業 組織体制や事務事業の見直しを行い、適正な
の見直しなどによる適正 人員配置について検討・計画する。
な定数管理
県 高度専門医療を提供す ・都道府県がん診療連携拠点病院の指定に向
立 るための病院機能の充
けた取り組みを進める。
病 実
・医師派遣の拠点機能（琵琶湖マザーホスピ
タル事業）を整備する。
院
中
期
計
画
に

複数年契約、改築・更新計画と整合した整備・点検
業務の実施、薬品添加量の削減、電気使用量の削減、
脱水汚泥の含水率低下等により縮減
全体
１５.５％減
湖南中部処理区 １５.９％減
湖西処理区
１８.５％減
東北部処理区
１１.９％減
高島処理区
１８.１％減
※数値については、決算前につき見込値
平成２３年度以降の下水道事業を展望した中で、従
来の建設整備を中心とした事業展開から、施設の一
貫した適正な管理とそれを担保するための経営の
健全化へと転換していく必要性から、手法や管理体
制等の維持管理のあり方を検討し、琵琶湖環境部と
しての基本的な考え方を取りまとめた。
①下水汚泥の改質乾燥技術の完了
②新たに３件の申請について審査、採択
1)反応槽用陸上型低動カインペラ式攪拌機の開
発
2)下水道汚泥炭化物の多機能多重利用技術に関
する研究開発
3)ＣＯ２削減をめざすバイオ炭による下水道処
理施設の効率化
③超高度処理調査を実施
組織体制や事務事業の見直しを行い、適正な人員配
置について検討した。
平 20：61 人 → 平 21：57 人（４人減）
・都道府県がん診療連携拠点病院の指定にあたり必
須とされる７５項目すべてをクリアし、指定を受
けた。
・医師不足の地域の病院の産科やへき地等の公立診
療所に医師を派遣し、県内の医療提供体制の確保
に努めた。
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達
成
度

今後の計画
【平 21・平 22】
引き続き処理経費の縮減を目指す。

◎

【平 21】
庁内議論を踏まえ、関係機関等への説明・調整を
行うとともに、移行に向けた所要の事務を進め
○
る。
【平 22】
移行に向けた所要の事務を進める。
【平 21】
①平成 20 年度に採択した３件の共同研究の実施
②超高度処理実証調査の継続
③新たな課題の募集
○ 【平 22】
①平成 20 年度に採択した３件の共同研究のう
ち、1)について継続

【平 21・平 22】
○ 引き続き適正な定員管理に努める。
【平 21・平 22】
・成人病センター： 県がん診療連携拠点病院と
して、がん医療の充実に向けた取り組みを総
合的に推進する。
○ ・小児保健医療センター： 子どもの心の問題へ
の医学的対応の充実を図る。
・精神医療センター： 地域医療機関と連携を強
化し、地域生活への移行を促進するとともに
新たな政策医療への取り組みを検討する。

取組項目

取組内容
基 経営改革の推進
づ
く
取
り
組
み
の
推 定員管理の適正化
進

③水道用水供給事
業・工業用水道事
業

平成 20 年度計画

取組実績

・バランススコアカードを作成し、事業を実
施する。
・業務改善活動を実施する。

達
成
度

今後の計画

・各病院の役割を明確にして、中期計画を推進する
【平 21・平 22】
ためのバランススコアカードを策定し、病院ごと
・新たに策定した中期計画を PDCA サイクルによ
に戦略マップ、数値目標、アクションプランを定
り進行管理を徹底。
めた。
・収支改善に直結する業務改善活動を継続・拡大
○
・各病院ごとに職員アンケートを実施して、職員が
する。
診療現場で抱えている業務改善テーマを設定し
・経営協議会による外部評価を実施する。
改善活動を実施した。
・繰上償還（小児保健医療センター、精神医療セ
ンター）を実施する。
（平 21 のみ）
・県立病院に求められる機能、役割を果たす ・医師の早期補充に向けて関係大学と折衝を重ね要
【平 21・平 22】
とともに、収益確保のために必要な定数を
請を行った。
・診療科別損益計算により、各診療科のコスト管
・看護師採用試験を４回実施した。
確保する。
理を徹底し、効率的な業務運営を進める。
・原価計算システムによる効率的な人員配置 ・再チャレンジ研修会を開催した。
・大学病院と連携を強化し、医師の確保を図る。
や人材の共同利用による効率化を検討し、 ・離職防止や育休からの早期復帰に向けた環境整備 ○
また、必要に応じて公募による医師の採用を行
適正な定数の管理に努める。
に努めた。
う。
・看護師の確保対策や離職防止対策を総合的に実
施し、働き続けたいと思える病院づくりを行
う。
給与の適正化
職員の意欲、能力、実績を適正に評価し、人 医療機関における人事・労務に関する研修に参加す
【平 21・平 22】
材育成や人材活用につなげるための業績評 るなど先進事例の情報収集に努めた。
業績評価制度について、先進事例を参考にしなが
△
価制度を検討する。
ら、職員の意欲、能力、実績を適正に評価できる
制度について検討を進める。
次期中期計画の策定
平成19 年12 月に総務省が策定した公立病院 各病院に医師、看護師およびコメディカル等の多職
【平 21】
改革ガイドラインに対応するため、現行の県 種からなる中期計画策定プロジェクトチームを設
新しい中期計画の策定にあたっては、現行の医療
立病院中期計画を見直し、新たな計画を策定 置し、第二次滋賀県立病院中期計画を策定した。
○ 制度の仕組みや国の施策・方針を前提としてお
する。
り、制度等の大きな変更があれば、計画期間中に
おいて見直す。
執行体制再編
検討チームを設置し、検討する。
検討チームを立ち上げ、定期的に会議を開催し検討
【平 21・平 22】
を行った。
危機管理に対応した効率的な統合組織の構築に
○
平成 21 年度から運転監視業務委託の拡大を行い、
向け検討を進め、平成 23 年度実施を目指す。
一部職員体制の見直しを図った。
浄水場運転監視設備の集 企業庁が管理する４浄水場の運転監視を集 平成 20 年 6 月に総合評価方式（高度技術提案型設
【平 21】
中化
中化するための集中監視制御設備を吉川浄 計施工一括発注）により入札公告を行い、技術提案
集中監視制御設備の設計および機器を製作する。
水場に導入するため、総合評価方式（高度技 書の審査等を経て入札を執行し、平成 21 年 3 月に ○ 【平 22】
術提案型設計施工一括発注）の入札手続きに 契約を締結した。
集中監視制御設備を吉川浄水場に設置し、平成
23 年度から運用できるよう調整する。
より発注を行う。
新たな経営計画の策定
東南部上水道供給事業の水需要調査を実施 東南部上水道供給事業の水需要調査を実施。各受水
【平 21】
する。
市町と調整を行い、水需給計画を取りまとめた。
南部拡張事業実施の判断や統合後の料金案につ
○ いて協議する。
【平 22】
新たな経営計画を策定する。
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取組項目

取組内容

12 県出資法人（外郭団体） 新外郭団体見直し計画に
の効率的・効果的な経 よる取組の着実な実施
営の促進

平成 20 年度計画

取組実績

団体ごとの整理合理化、中期経営計画の策
定、業績評価の実施、外部専門化による監査
体制の強化、情報公開を着実に推進する。

・団体ごとの整理合理化：
平 20.8 (財)びわ湖ﾚｲｸﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ廃止
平 21.3 (財)滋賀県公園・緑地ｾﾝﾀｰ廃止
・中期経営計画の策定： 平 20 中に２団体策定（対
象 31 団体中 18 団体策定）
・業績評価の実施： ７団体において、試行を含め
て取組を推進
・外部専門家による監査体制強化：
外部監査は未実施であるが、外部専門家の監事
等就任により対応（対象 14 団体中 10 団体）
・情報公開：
事業計画、財務諸表等をホームページ等で公開
（30 団体）
平成 20 年度当初予算において、県から外郭団体へ
の支出に関する事業を見直し、政策的に増額するも
のなどを除き、約 14 億円を削減した。
内部管理業務等の共同化については、次期外郭団体
見直し計画の議論も踏まえて検討することとした。
平成 20 年 11 月、滋賀県行政経営改革委員会に専門
部会を設置し、年度内に 3 回の部会を開催し、検討
を行った。
・第 1 回 12 月 24 日
・第 2 回 1 月 16 日
・第 3 回 3 月 13 日
平成 19 年度から検討を行い、平成 20 年 6 月 10 日
に試行要領を定め、平成 20 年度予算に係るサービ
ス等から 107 件を選定して、
「値札」を作成した。
作成した「値札」については、8 月 6 日に、県ホー
ムページや県民情報室で一括して表示するととも
に、可能なものについては、サービス等の実施時に
併せて表示を行った。

事業規模や組織体制の見
直しおよび業務の共同化
等の推進

平成 20 年度は、政策的なものを除き、事業
の見直しや事業の終了などにより、外郭団体
への支出を見直すとともに、内部管理業務等
の共同化について検討する。

次期外郭団体見直し計画
の検討

団体のあり方そのものから見直すため、次期
外郭団体見直し計画の策定に向けた検討を
行い、平成 20 年中を目標に一定の方針を取
りまとめる。

13 費用を明確化した情報
提供(値札）の推進

「値札」の作成・表示

県のサービス等について、内容や効果などの
情報とともに、人件費を含めた総費用を県民
に身近で分かりやすい形で表示する「値札」
を平成 20 年度から順次表示できるよう、平
成 19 年度から準備を進める。

14 効果的な行政評価手法
の導入

滋賀県中期計画の進行管
理、基本構想の進行管理

達
成
度

今後の計画
【平 21・平 22】
団体所管課と計画を推進する上での課題を協議
し、着実な取組を支援する。

○

【平 21・平 22】
予算編成を通じ、外郭団体に対する県の支出につ
○ いても見直しを行うとともに、次期見直し計画の
議論も踏まえ、内部管理業務等の共同化の可能性
を検討する。
【平 21】
行政経営改革委員会の提言を受け、県として平成
21 年中に次期の外郭団体見直し計画を策定する。
△

【平 21】
「値札」の試行の結果を踏まえ、対象や算定方法、
情報提供方法等を検討した上で、平成 21 年度の
方針を定めて実施する。
○
【平 22】
前年度までの取組結果を踏まえ、改善すべき点に
ついては見直し、平成 22 年度の方針を定めて実
施する。
中期計画の総括的な評価を行ったうえで、 中期計画に掲げる施策や事業の多くは新たに策定
【平 21・平 22】
（新たな）基本構想の進行管理を実施してい した基本構想に引き継がれているとともに、年度途
引き続き、成果指標の達成状況、別途策定した戦
く。
中で中期計画の廃止と基本構想の策定を行ったた
略プログラムの進行管理により、基本構想の実施
め、平成 19 年度の中期計画の進行管理は基本構想
状況を把握する。
○
の進行管理の中であわせて実施した。
【平 21】
戦略プログラムの進行管理においては、定性的な
評価や代表的なアウトカム指標も取り入れる等
の工夫を行う。
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取組項目

取組内容
しがベンチマーク

15 県 ①県政情報の共有
民
の促進
と
の
対
話
の
推
進

県政放送の新たな展開

広報誌のリニューアル

ホームページの新たな充
実

パブリシティの活用

情報提供

平成 20 年度計画

取組実績

しがベンチマークを廃止し、基本構想に掲げ
る成果指標の達成状況を把握していく。

達
成
度

今後の計画

しがベンチマークを廃止し、基本構想に掲げる成果
【平 21・平 22】
指標の達成状況を把握するとともに、指標ごとの説 ○ 基本構想に掲げる成果指標の達成状況を把握す
明シートを作成し,ＨＰで公表した。
る。
①テレビ県政番組を 30 分に編成し放送。
①平成 20 年 4 月から、県政週刊プラスワンを 35 分
【平 21・平 22】
②地デジを活用した県政情報の発信を行う。
番組に、県政の課題の特集や滋賀の魅力発信など
①テレビについては県政課題に特化した番組と
充実した内容で編成し放送した。
するとともに、再放送を行い、より多くの県民
②平成 20 年 4 月から、地デジを活用した県政情報
に県政への理解や情報共有を図る。
○
データ放送を地上デジタルテレビ放送およびワ
②利用頻度の低いワンセグを休止するが、地域情
ンセグで開始した。
報基盤整備事業により防災安心安全情報をワ
ンセグで発信するとともに、
「しらしが」で登
録した県民の携帯電話にメール配信する。
ページ数を 8 ﾍﾟｰｼﾞに減ずるものの、必要な 平成 20 年度第 1 号となる 5 月号から、8 ﾍﾟｰｼﾞに改
【平 21・平 22】
情報をわかりやすく県民に伝え、より多くの めて発行した。
平成 21 年 5 月号から、16 ﾍﾟｰｼﾞに増ﾍﾟｰｼﾞするも
県民に親しまれ読まれる広報誌を発行する。 県の重要課題の取組を掲載し県民に理解いただけ
のの、隔月発行とする。
るよう内容を工夫した。お出かけ情報なども施設で
特集は県政課題をより多角的に取り上げ県民の
対応している障害者対応設備なども記載した。
理解と情報共有を図り、課題解決に向け県民の行
○
動につなげるような内容とする。併せて、インタ
ビュー、県の魅力紹介、事後広報、子ども向けペ
ージなど内容を充実する。
広報誌を発行しない月のお知らせについては、新
聞広告でカバーし情報発信量を確保する。
①県ホームページについて、英語版とポルト ①ホームページの外国語サイト用原稿を作成し、現
【平 21・平 22】
ガル語版により外国人向けの県政情報を
在翻訳中。
外国語サイトを早急に立ち上げる。モバイル県庁
充実する。
②モバイルサイトはホームページ作成後検討。
のポルトガル語サイトを検討・実施する。
②携帯電話によるポルトガル語のモバイル ③ＲＳＳ機能は導入済み。
△
サイトを創設する。
③ＲＳＳにより県政の新着情報を自動配信
するシステムを導入する。
①知事の定例記者会見を毎週 1 回に強化し、 ①知事の定例記者会見は原則毎週実施。
【平 21・平 22】
県政情報のタイムリーな提供に努める。
②庁内広報「ひとこと」を週 2 回発行し、広報マイ
①定例会見は引き続き毎週 1 回実施。
②職員の広報マインド向上を図り、積極的な
ンドやスキルアップを図った。
②庁内広報「ひとこと」は広報マインドのアップ
○
情報発信ができるよう取り組む。
に止まらず、組織の一体感の醸成につながるよ
う内容を充実する。併せて、パブリシティ活用
等の職員向けの出前研修も実施する。
【平 21・平 22】
①情報提供の推進に関する要綱に基づき県 ①県政経営会議の情報を新たにホームページ上で
発信することとした。
各担当部署等の情報提供の取組が、より充実し、
政情報の共有を促進する。
より積極的になるよう、情報公開・情報提供につ
②県政の重点事業やニーズの高い各種情報 ②各種情報についても、内容の充実・更新等随時行
○
っている。
をホームページ上で発信するとともに、各
いての研修会や庁議等の機会をとらえて、随時、
研修や啓発を行っていく。
担当部署が所管するデータ内容について
もさらに充実を図る。
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取組項目

②職員のコミュニ
ケーション能力
の向上

16 多様な主体との協働の
推進・地域の多様な主
体との協働を促進する
仕組みの構築

取組内容

平成 20 年度計画

取組実績

地域情報提供システムの
構築

システムを構築し、運用を開始する。

コミュニケーション能力
向上のための研修の実施

新採職員を対象に県内に暮らす人たちとの
対話を行う近江地元学研修を県内 12 カ所で
実施する。
新任の主任主事・主任技師級職員を対象に県
民との対話能力の向上を目指した研修を実
施する。
クレームへの対応を通じてコミュニケーシ
ョン能力の向上を図る「県民満足度の向上
（クレーム対応の実務）
」研修を実施する。

接遇指導者の養成

接遇指導者養成研修を実施し、接遇指導者の
養成を行う。

「ラウンドテーブルしが」
の開催

平成 21 年度までに、開催回数、世話人を削
減し、効率化を図る。

「しが協働ル〜ム」の
実施

多様な主体と行政が協働で課題解決できる
と考える施策、事業について具体的に協議す
る場として積極的な活用を図る。

「協働推進セミナー」の開
催

平成 21 年度までに、参加対象者を行政と共
に今後の公共を担う、地域団体、ＮＰＯ、企
業、大学等との協働を深めるため、拡大を図
る。

達
成
度

今後の計画

３月から運用を試行し、４月１日から本格運用を開
【平 21・平 22】
始
・システムの運用と携帯電話メール等の登録者募
○システム名：しらせる滋賀情報サービス
集・拡大
○
（略称「しらしが」
）
・システムへの市町参加の協議・調整
【平 22】
・システムへの市町利用の推進
近江地元学研修を12 カ所で実施した。
（修了者８６
【平 21・平 22】
名）
○ 引き続き、新採職員を対象に左記の研修を実施す
る。
左記研修を実施した。
（修了者３０名）
【平 21・平 22】
○ 引き続き、左記の研修を実施する
左記研修を実施した。
（修了者３２名）

【平 21】
引き続き、左記の研修を実施する。
○
【平 22】
必要性および効果を検討の上、実施する。
左記研修を実施した。
（修了者２３名）
【平 21・平 22】
養成した接遇指導者は接遇研修の講師として活
○ 用するほか、部局や職場での接遇における率先垂
範行動により、職員のコミュニケーション能力の
向上を図る。
・農政、景観形成、地域医療、野生生物、地域の地
【平 21・平 22】
場産品・産業をテーマに県庁および地域振興局、
およそ２月に１回の頻度で、県政に関わる様々な
県事務所にて計６回開催。延べ 114 人参加。
テーマを取り上げ、県内各地域で開催。
○
・平成 21 年度予算見積において開催回数を６回、
各回ごとの出席世話人謝金を２人分とした。
【平 21・平 22】
協働提案制度における担当課との相談会等の場
に活用する。
△
上記にあわせて、協働提案制度よりも緩やかな形
で協働事業の提案・意見交換を行える場としての
活用を検討する（平 22：試行）
参加対象を、第１回は「協働事業の実施担当者」
、
【平 21・平 22】
第２回は「県、市町の管理職等」とし、第３回は、
参加対象者、実施内容の異なるセミナーを２回程
地域団体、ＮＰＯ、企業の関係者と行政との相互理 △ 度開催予定。
解・交流連携を図る内容で開催。
（延べ 146 人参加）

大津青年会議所から県への申し出により１回実施
した。
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取組項目

取組内容
「協働提案制度」の検討・
実施

民間提案制度の検討・実施

「庁内推進体制」の整備

「職員研修」の実施

教育における協働の推進

17 県庁力の最大化に向け
た業務執行

県庁内ガバナンスの発揮
による迅速な施策の実施
職 職員提案制度の実施
員
の
自
発

平成 20 年度計画

取組実績

委員会で検討

達
成
度

今後の計画

検討委員会（6 月〜12 月：全 6 回）での議論の結果
【平 21】
を提言書にまとめ、1 月 6 日に会長から知事に手渡
協働提案制度によって協働事業を公募し、予算化
された。これをもとに、県として協働推進本部で制
する。
○
度案の詳細を協議し、3 月に決定した。
【平 22】
予算化した協働事業を実施し、県・実施団体双方
による評価(実施中・実施後）を行う。
滋賀県版市場化テスト導入に向けて、他府県 他府県等の取組事例を調査し、滋賀県版市場化テス
【平 21】
の事例等を調査し、本県への導入可能な業務 トの対象となりうる業務について検討した。
試行実施となった際には、対象となる業務の実施
について検討する。
提案を民間事業者等に対して募集し、外部委員に
よる審査を経て、採択案を決定し、改めて実施者
○ を入札により決定する。
【平 22】
試行対象業務を落札者に業務委託する。また、試
行の実施状況を踏まえて本格導入について検討
する。
平成 20 年度までに、
「協働推進本部」を設置 平成 20 年 11 月 27 日に「滋賀県協働推進本部」を
【平 21・平 22】
し、推進体制の充実、強化を図る。
設置。
「協働提案制度」の創設・運用、協働事業の検証・
「協働提案制度の創設」を主たる議題として、本部 ○ 評価等を議題として、本部員会議、幹事会議およ
員会議を１回、幹事会議を２回、連絡員会議を１回
び連絡員会議を年数回開催予定。
開催。
①人材育成指導員に対する研修を実施する。 ①6.19 「協働に関する人材育成指導員研修会」を
【平 21・平 22】
共通事務支援システムによる「しが協働通信」で
②協働をテーマとした職場研修、部門研修を
開催。
（対象者：各所属の人材育成指導員約 300
の情報発信、協働事例集の活用、協働推進セミナ
実施する。
名→うち約 200 名が参加）
②統一テーマによる職場研修を実施。3 月 31 日時点 ○ ーでの理解促進を行う。
では、99.7％の所属で実施。また、南部振興局お
よび県民文化生活部の部門研修において、協働コ
ーディネーターを講師として派遣。
平成 19 年度の「滋賀の教育協議会」の報告 社会全体で教育に取り組む気運の醸成をはじめ、社
【平 21・平 22】
を踏まえ、事務局で対応を検討し、必要な施 会全体で子どもの育ちを支える環境づくりについ
社会全体で子どもの育ちを支える取組について、
○
策については反映する。
て、事務局で検討を進めるとともに、必要な施策を
事務局で検討し、必要に応じ施策に反映する。
実施した。
（「地域の力を学校へ」推進事業など）
知事直轄組織の設置
知事のトップマネジメントのもと、緊急、重要な課
【平 21・平 22】
題や危機事案に対し、県庁組織全体が機動的に対応 ○ 多様な県政の課題に対し、機動的に対応できる組
できる体制とするため、知事直轄組織を設置した。
織、体制の整備に向けて、引き続き検討を行う。
全職員を対象としたアンケートを実施し、こ 職員アンケートを実施した。
【平 21・平 22】
れを活かす取組を検討・実施する。
また、そこから明らかになった課題を解決するため
・提出された提案を全庁で実践できるようにす
に、公募職員による県庁力最大化ＰＴを設置し、全 ○
る。
職員が取組やすくかつ、成果の実感しやすい提案を
・職員提案制度の活性化について検討する。
得た。
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取組項目

18 事 ① 業務プロセス、
業
制度・仕組みの見
執
直し等による業
行
務改革の推進
方
法
等
の
効
率

取組内容

平成 20 年度計画

的 職員の意識の向上と県
な 民満足を意識した業務
提 執行
案
促
進
と
意
識
改
革
組織としての力が発揮
される職場環境づくり
の推進

①電子会議室を活用した職員提案の一層の
促進に努める。
②職員の自発的な創意工夫や改善の具体的
な取り組み事例の募集を行う。
③多様な職員の参加できるプロジェクトチ
ームを編成する。
④職員提案やすぐれた取り組み効果の数値
化、可視化の検討をするとともに県民に積
極的に広報する。

業務改革の推進

取組実績

①人材育成指導員に対しその役割を周知徹
底し、OJT の活発化を図る。
②階層別研修においてコミュニケーション
能力、チームワーク、人材育成力の向上の
ための研修を実施する。
③職場での行動実践につなげ、OJT を活性化
するため、事後課題を７課程で課すととも
に、様式を定めた復命書の職場への提出を
課す。
④提出された事後課題から参考となる取り
組みを全所属に情報提供し、OJT の活発化
を図る。
全庁的・組織横断的観点で職員の負担軽減と
経費縮減が実現可能な業務を抽出し、実現可
能なものから着手する。

達
成
度

今後の計画

①電子会議室で、名刺を活用した滋賀県の広報につ
【平 21・平 22】
いての意見交換や、県庁力最大化ＰＴの提案に対
・電子会議室を活用して、これまでの職員の創意
する改善提案がなされた。
工夫や地域・ＮＰＯ・住民等との協働等による
②「しごと☆きらり」の応募を行い、８件の取り組
優れた取組の要点をまとめ、全庁での共有と議
み応募があった。
論の活発化を図る。
③職員アンケートにより明らかになった問題を解 △ ・日常業務の効率化のヒントとなるような事例を
決するため、公募職員による県庁力最大化ＰＴを
まとめ、全庁での共有を図る。
設置し、全職員が取組やすく、かつ、成果の実感
しやすい提案を得た。
④「しごと☆きらり」応募事例の取り組みプロセス
の可視化について検討した。
①４月１６日付で人材育成指導員に対しその役割
【平 21・平 22】
を文書により周知徹底した。
①人材育成指導員研修を実施し、その役割を改め
②主任主事・主任技師級研修ではコミュニケーショ
て徹底するとともに、人材育成能力の向上を図
ン能力向上を、副主幹級研修ではチームワークの
る。
向上を、そして主幹級研修では人材育成力の向上
②組織としての力が発揮される職場環境づくり
をテーマに研修を実施した。
の推進のため、内容を検討しながら効果的な研
③事後課題を、階層別研修６課程、職場支援研修１ ○
修の実施を図る。
科目で実施するとともに、復命書の様式を定め、
③引き続き取り組みを続け、職場での OJT の一層
職場への提出を課した。
の定着、浸透を図る。
④人材育成情報誌「石積み」において、研修センタ
④より良い情報提供の方法を検討しながら、情報
ーでの研修の事後課題やレポートから、他の職員
提供を図る。
にも参考となる職場での取り組み事例や気づき
などを紹介した。２０年度６回発行。
部局内で重複して講読している定期刊行物や法規
【平 21】
追録を調査し、事務手続きの負担軽減と経費縮減を
・予算編成プロセスの「見える化」に取り組み、
図った。
（経費縮減効果 240 万円）
改善策について検討する。
・全庁的・組織横断的観点から職員の負担軽減と
経費削減が可能な業務を抽出し、新たな全庁的
△
課題と認識するようにする。
【平 22】
全庁的・組織横断的視点で見て職員の負担軽減と
経費節減の両方を実現できる可能性のある業務
について業務分析を行い、解決策を探る。
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取組項目
化
・
適
正
化

② 安全・安心な情
報システム実現
のための情報セ
キュリティ対策
の実施

③ 契約事務の競争
性・公正性の向上

取組実績

達
成
度

取組内容

平成 20 年度計画

個別業務システムの最適
化

情報システム調達プロセスや考え方を示し
た手順書を見直し、庁内への周知を図るとと
もに、調達実施時および予算化時に実施状況
の確認と評価を行って、課題があれば改善を
図っていく。(PDCA サイクルのスパイラルア
ップ)

情報システム調達手順について、調達担当職員向け
に 2 回の説明会を行った。
システムの予算要求時の評価と500 万円以上の調達
時の評価を行った。
○

業務・システム全体最適化

情報システムの統合を見据えて、関連業務を
分析する手法「最適化モデル」を作成し検証
する。

情報セキュリティリスク
への対応

重要な情報資産に対するセキュリティリス
クを分析・評価し、対応すべき対策を実施す
る。

情報セキュリティ監査の
実施

情報セキュリティポリシーに定められた事
項について、自己点検または内部監査による
評価・見直しを継続的に実施する。

情報セキュリティ教育の
実施

全職員に対する情報セキュリティ研修や教
育を実施する。

一般競争 工事関係
入札への
移行推進、
電子入札
の導入

１千万円未満の工事に簡易型一般競争入札
を導入

庁内業務システムで、エンタープライズ・アーキテ
【平 21】
クチャー（ＥＡ）※手法による業務分析ツールを選
最適化モデルに基づき、庁内共通業務やシステム
の統合を図るための業務・システム分析を行い、
定し様式等の作成を行った。
○
統合モデルの試行拡大により検証を行う。
※ＥＡ(Enterprise Architecture)･･･業務、IT 機能、関
【平 22】
係する情報について、現行体系や将来体系を定
最適化モデルの改善を行い、庁内システムの業務
められた様式で「見える化」して、最適な業務
分析への適用を拡大する。
体系とするための分析手法
保護すべきデータの区分を明らかにした情報セキ
【平 21・平 22】
ュリティ対策基準に見直し、庁内周知を行った。
効果的な情報セキュリティ対策のため、リスクの
○
分析の見直しを行い、対応すべき対策の見直しを
図る。
全システム、22 所属を対象にセキュリティ自己点検
【平 21・平 22】
を実施した。
自己点検および内部監査の対象を拡大し、更なる
監査要領の作成、内部監査人の養成等の事前準備を ○ セキュリティ対策の向上につなげる。
行い、10 所属 2 システムの内部監査を実施した。
また、内部監査の拡大に対応する監査人の養成を
行う。
19 年度に実施した全職員対象の e‑ラーニング研修
【平 21】
の未受講者に研修を行った。
新規採用職員や団体派遣から復帰した職員など、
e‑ラーニング研修の未受講者に研修を実施する。
全所属の管理者向けのセキュリティセミナーを実
全所属の管理者向けに実践的な情報セキュリテ
施して職員への周知徹底を図った。
○
ィ研修を実施する。
【平 22】
e‑ラーニング研修の内容を見直し、実施する。
全所属の管理者向けに情報セキュリティセミナ
ーを実施する。
平成 21 年 1 月から１千万円未満の工事に簡易型一
【平 21】
般競争入札を導入
○ 指名競争入札の廃止

１千万円以上の委託業務に簡易型一般競争
入札を導入
電子入札の全面運用

今後の計画
【平 21・平 22】
情報システム調達プロセスや考え方を示した手
順書を見直し、庁内への周知を図るとともに、調
達実施時および予算化時に実施状況の確認と評
価を行って、課題があれば改善を図っていく。
(PDCA サイクルのスパイラルアップ)

平成20 年10 月から１千万円以上の委託業務に簡易
【平 21】
○
型一般競争入札を導入
指名競争入札の廃止
全ての案件を電子入札で実施
【平 21】
○ 電子入札の全面運用
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取組項目

取組内容

取組実績

委託を含む契
約全般

随意契約のより厳格な適用のための内部牽
制機能の強化

物品調達

物品調達におけるより競争性、透明性の高い
方法として、物品電子調達システムを活用し
た「公募型見積合せ（オープンカウンタ）
」
の全庁での利用を開始
契約状況調査による契約改善状況の把握、分
析および調査結果の公表内容の充実

契約情報の公表

入札事務の独立性の検討

19 人 ①人事管理の見直
事
し
管
理
の
見
直
し

平成 20 年度計画

自律型人材の育成、人材の
活用

達
成
度

今後の計画

全庁的に同一の観点・レベルで、かつ事務の効率性
【平 21・平 22】
を損なわずに執行原課において随意契約の事前チ
随意契約事前チェックリストの利用の徹底およ
ェックができるよう、全庁共通の事前チェックリス ○ び内容の厳格な確認
トを作成し、新年度から運用を開始することとし
た。
H20.10.1 より５万円を超える案件（備品は３万円）
【平 21・平 22】
の物品調達については原則としてオープンカウン
業者説明会および職員研修を実施し、周知徹底を
○
タによることとして、全庁での利用を開始した。
図る。
四半期ごとの契約状況調査を実施するとともに、公
表については単なる数値データだけでなく、新たに
平成 18 年度〜19 年度の契約改善状況の比較分析を
行い、議会への報告および県ホームページへの掲載 ○
を行った。

【平 21・平 22】
・四半期ごとの契約状況調査
・前年度契約状況との比較分析
・より分かりやすい契約状況の公表内容へ充実を
図る
・入札制度検討チーム員会議での課題検討（庁舎
設備保守管理委託のあり方等）
発注と契約事務の独立性の確保に向けて、組 発注と契約事務の独立性の確保について、情報収集
【平 21】
織の効率的なあり方についての情報収集を を行ったが、電子入札の運用状況が契約事務の流れ
発注と契約事務の独立性を確保するための手法
行う。
にも影響することから、その状況を見極めて検討す △ について方針を定める。
ることとした。
【平 22】
方針を踏まえ、必要な仕組みを構築する。
・自律型人材育成制度を推進する。
・自律型人材育成制度の定着を図るため、評価者研
【平 21】
修を延べ１６回実施した。
・国における新たな人事評価制度の導入、地
・職員が自らの「強み」や「弱み」を把握し、自
方公務員法の改正の動向を注視しながら、 ・管理職の登用には職務遂行能力に加え、マネジメ
らの目標に向かって主体的に能力開発や職務
公正性や納得性の高い人事評価制度につ
ント能力を重視した選考を引き続き実施した。
に取り組み、上司が職務を通じて支援や指導を
・国における新たな人事評価制度の導入に向けた試
いて検討する。
行う自律型人材育成制度の拡大に取り組む。
行の状況等情報収集を行った。
・グループ制の課題およびあり方について引き続
き検討、見直しを行う。
○
【平 22】
・職員の年齢構成の変化や給与構造改革に対応し
た簡素な職制の導入に向けた調査、検討を行
う。
・改正地方公務員法の動向も踏まえながら公正性
や納得性の高い人事評価制度の検討、整備を行
う。
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取組項目
②多様な働き方の
推進

20 行政改革の進行管理

取組内容

平成 20 年度計画

特定事業主行動計画の推
進

・
「滋賀県特定事業主行動計画」に基づき、
仕事と子育てが両立できる環境を整える
など、ワーク・ライフ・バランスのとれた
職場環境の整備に取り組む。
・特に、
「配偶者出産休暇」および「男性職
員育児休暇」の完全取得をめざし、
「お父
さんの子育て促進プロジェクト」において
取得計画を盛り込み、男性職員の育児参加
を進める。
・
「県庁子ども参観日」を実施する（７月〜
８月）
。
実施計画を策定し、公表する。

実施計画の策定
進行管理

行政経営改革委員会への
報告
県民への情報公開

取組実績

達
成
度

今後の計画

【平 21】
・統一テーマ職場研修 「仕事と生活の調和（ワー
・引き続きワーク・ライフ・バランスについて周
ク・ライフ・バランス）の推進のために」を全所
知を図るとともに、
「お父さんの子育て促進プ
属で実施した。
ロジェクト」により男性職員の育児参加を促
・
「お父さんの子育て促進プロジェクト」において、
す。
配偶者出産休暇（３日）と男性職員育児休暇（５
○ ・更なる推進のため特定事業主行動計画を改定す
日）の完全取得を奨励した。
る。
・
「県庁子ども参観日」を７月から８月にかけて本
【平 22】
庁（２日４回）および地域振興局等（３日６回）
改定特定事業主行動計画の推進
で行い、１５０人が参加した。

実施計画を平成 20 年 3 月に策定し、県ホームペー
ジに掲載した。
進捗状況、課題等を年２回程度把握
・8 月 12 日に取組状況の把握とともに、計画の前倒
しや実施内容の拡充等を含めた取組内容やスケ
ジュールの具体化について検討を指示した。
・年度末に平成 20 年度の取組状況を把握した。
進行管理の結果を、毎年度、滋賀県行政経営 平成 20 年 11 月 20 日の滋賀県行政経営改革委員会
改革委員会へ報告し、意見や提案を受ける。 において、主な取組状況を報告した。
取組状況や翌年度の計画等を県ホームペー 滋賀県行政経営改革委員会へ報告した内容につい
ジ等を活用して公表する。
て、県ホームページに掲載した。
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○ ‑

○

【平 21・平 22】
引き続き実施する。

【平 21・平 22】
引き続き実施する。
【平 21・平 22】
○
引き続き実施する。
○

