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「滋賀県行財政改革方針」の主な取組状況（平成２３年度）

Ⅰ これからの自治の仕組みづくり

１ 地域主権改革に対応した自治体づくり

(1) 横つなぎの総合行政の実現

○部局横断的な施策課題に一体的に対応できる部局編成

・横つなぎの総合行政を図るため「総合政策部」を設置し、部局横断的な企画立案・総合

調整機能を一元的に所管

(2) 県、市町の施策事業のあり方についての見直し

県と市町の事務の共同化についての検討

○「地域の自主性および自立性を高める改革のための市町・県推進会議」を開催

・事務の共同化等、検討すべき施策・事業について市町と意見交換を実施し取りまとめた。

取組対象施策・事業 ２３項目

施策・事業の共同化 ９項目（情報システム、地方税務事務ほか）

施策事業の執行支援 １０項目（建設工事検査技術の向上ほか）

執行方法の見直し ６項目（都市農村交流事業ほか）

※一部重複項目あり

２ 協働型の県行政を進める仕組みづくり

(1) 「協働提案制度」を踏まえたさらなる協働の推進

協働型県政の推進のための職員研修の充実

○協働推進セミナーの実施

・協働推進員の設置および協働推進セミナーの開催を通じ、職員に対する協働マインドの

醸成を図った。

協働セミナー 3 回開催、118 人参加

３ 効率的な行政運営体制の整備と業務改善の推進

(1) 組織・機構の見直し

○地方機関の組織、機構の見直し

①平成 23 年度

・６つの地方機関（環境・総合事務所、県税事務所、森林整備事務所、健康福祉事務所、

農業農村振興事務所、土木事務所）について、実施計画期間中における見直しの方向に

ついて取りまとめた。

・木之本土木事務所を廃止し、長浜土木事務所木之本支所に再編。

②平成 24年度

・環境・総合事務所を廃止し、環境事務所を設置
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(2) 適正な定員管理

○「定数削減計画」の推進

①平成 23 年度 対前年△３１人

②平成 24 年度 対前年△５３人

(3) 適正な給与管理

○行政委員会の非常勤委員の報酬見直し

・労働委員、収用委員会の報酬日額化、その他の行政委員会の月額報酬引き下げ

（平成 23 年 4月～）

○特殊勤務手当の見直し

・県税事務手当、社会福祉業務手当の日額化、深夜緊急業務等手当（年末年始の業務）、と

畜検査手当の廃止、潜水等作業手当（潜水作業）の額引き下げ等（平成 24 年 4 月～）

○旅費の見直し

・宿泊料の引き下げ（平成 24 年 4月～）

○時間外勤務手当の縮減

・全庁をあげた取組を推進することとし、知事部局等と平成 24 年度予算額を 1 割削減

４ 組織の活性化と地域課題の解決を目指す県政の推進

(1) 現場感覚に優れた人材育成

○現場感覚に優れた人材の育成

・平成 23 年度から、「現場主義」「県民本位」「対話能力」「歴史をふまえた未来志向」「チ

ャレンジ精神」の５つの視点に「実務能力」を加えた６つの類型で、現場を知り、行政

とは異なる企業文化等に触れ、視野を広げることをねらいとした体験型研修を中心に実

施する「ブラッシュアップ研修」を新設し、実施

Ⅱ 財政の健全化

１ 財源不足への対応

(1) 平成２３年度

① 当初予算において、２０９億円の財源不足額が見込まれたことから、以下のとおり対応

・歳出による対応： 事業見直し２３億円、人件費対応３５億円

・歳入による対応： 土地の売却９億円

・財源対策としての対応： 基金の取崩８５億円、県債の発行４４億円

市町振興資金特別会計からの繰入１３億円

上記の対応の結果、見込まれていた平成２３年度末の財源調整的な基金および県債残高

の年度末残高（前年度決算反映後）は、次のとおり。

財政調整基金・県債管理基金残高 合計１１５億円

県債残高 １兆１９２億円（臨時財政対策債以外 ７,０７１億円）

② 最終補正予算を編成した時点では、県税や地方交付税等の一般財源となる歳入の増に加

え、効率的な予算執行の徹底や執行残などにより、平成２３年度においては、１０１億

円の財源が確保できる見通しとなったことから、後年度の安定的な財政運営に資するよ

う、財源調整的な基金のほか、福祉・教育振興基金などの残高について、合計１０１億

円を確保。

その結果、平成２３年度末の財源調整的な基金および県債残高の見込みは、次のとお
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りとなった。

財政調整基金・県債管理基金残高 合計１８４億円

県債残高 １兆１７４億円（臨時財政対策債以外 ７,０５０億円）

(2) 平成２４年度

① 当初予算において、２５０億円の財源不足額が見込まれたことから、以下のとおり対応

・歳出による対応：

事業見直し： 内部事務経費の節減等により、行財政改革方針の取り組みを５億円上

回る２９億円を削減

人件費対応： 行財政改革方針の取組を上回る定数削減や給与の独自カットなどによ

り、７億円増の４２億円を削減

・歳入による対応： 土地の売却５億円

・財源対策としての対応： 基金の取崩１０４億円、県債の発行５９億円

市町振興資金特別会計からの繰入１１億円

その結果、平成２４年度末の財源調整的な基金および県債残高の年度末残高（前年度最

終補正予算反映後）は、次のとおり。

財政調整基金・県債管理基金残高 合計１１９億円

県債残高 １兆４０２億円（臨時財政対策債以外 ６,８８０億円）

２ 歳入確保の取組

(1) 税収確保対策の充実・強化

○徹底した滞納処分等の実施

・滞納額の縮減に向けて、徹底した滞納処分等を実施するとともに、特に個人県民税につ

いては、地域の実情に沿った市町との連携を実施

【実績】共同徴収（１町）、合同捜索チーム（５団体）、短期派遣（４市）

直接徴収（６市町・収納額 2,200 万円）

(2) 県有資産の利活用

○未利用県有地の売却処分等の推進

・一般競争入札を実施したほか、昨年度の入札不落物件等の随意契約による売却等の実施

【処分実績】20件 処分金額 7億 6,000 万円

○公募可能な自動販売機の設置拡大の検討

・自動販売機の設置について、公募制を本格実施

【公募実績】227 台、納付金額 7,200 万円

○広告等事業の推進

・広報誌「滋賀プラスワン」や「県ホームページのバナー広告」などを活用

【広告事業収入】1,200 万円
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「滋賀県行財政改革方針実施計画」の取組状況 ＜平成２３年度分＞

取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

1
県政の基本理念や県政運営
の基本原則のあり方について
の検討

県民・市町の意向を踏まえた意義、内容の検
討

・（平成22年度末に前倒し実施）平成23年３月、自治基本条例の
制定・検討等を行った市町職員とのグループインタビューを実施
・平成23年８月、県政モニターに対し、「県政運営の基本理念や
基本原則のあり方」についてのアンケートを実施
・平成24年３月、庁内関係課による「自治基本条例研究会」を設
置し、県政の基本理念や基本原則のあり方について研究を開始
した。

○
・先行事例での具体的な成果や課題の把握などを行い
ながら、庁内関係課による「自治基本条例研究会」にお
いて研究を進める。

関西広域連合や全国知事会
等における地域主権改革の諸
課題についての検討および政
府提案の実施

・関西広域連合で、国出先機関の事務・権限
移譲に向けた検討を行い、政府に実現を求め
ていく。
・全国知事会等の構成員として、義務付け・枠
付けの見直しやひも付き補助金の一括交付金
化の実現に取り組む。

・丸ごと移管の実現に向けた、本県としての対応方針を決定すると
ともに、移譲の対象（経済産業局、地方整備局、地方環境事務
所）や条件、課題等について具体的な検討を行い、関西広域連
合を通して国へ提案した。
・関西広域連合の国出先機関対策委員長として、政府主催の「ア
クション・プラン」推進委員会等において提案を行い、特例制度の
基本構成案に反映させた。
・全国知事会等を通じて、国出先機関の事務権限の早期移譲や
地域主権改革一括法の早期成立など、積極的に国に対して、提
言や働きかけを行った。

○

・政府における取組の進捗状況を踏まえながら、関西広
域連合への国出先機関の「丸ごと移管」の実現を目指
し、事務・権限の移譲に係る検討を行うとともに、受け皿と
しての体制づくりを行う。
・全国知事会等が、今夏に政府が策定予定の「地域主権
推進大綱（仮称）」に盛り込むべき事項について提案する
にあたり、本県としての見解を主張していく。

県と市町が担うべき役割につ
いて「県、市町の施策・事業の
あり方についての見直し」の中
で検討

県と市町の担うべき役割を整理

・5月18日に「地域の自主性および自立性を高める改革のための
市町・県推進会議」を開催し、市町との意見交換を行い、事務の
共同化・二重行政の解消を検討すべき施策・事業について調査
を実施し、５４の施策・事業について提案がなされた。
・検討の結果、類似するものなどを整理し、23の施策・事業に整理
を行った。
会議開催回数 5回（5月18日～2月16日） 市町・県調査 6月

～7月
滋賀県・市町調整会議（2月1日）
外部意見の聴取：県政モニター(256人）、滋賀経済団体連合会

加盟団体（4団体）

○

・「権限移譲」「関与のあり方の見直し（一括交付金化を含
む）」について、市町と検討を行う。
・平成23年度に取りまとめた「事務の共同化」等の施策・
事業について進捗管理を行う。

2
滋賀らしさのある条例づくりの
検討

第１次一括法および第２次一括法により対応
が必要となる条例の制定

・第１次一括法の内容および条例制定における留意点を庁内各
課に通知（H23.6.6）
・庁内関係課と総務課による第１次一括法による条例制定に向け
たスケジュール等の確認
・第２次一括法の内容および条例制定における留意点を庁内各
課に通知(H23.9.16)
・第１次一括法および第２次一括法により対応が必要な条例の制
定（H23対応分）

○
・第１次一括法および第２次一括法により対応が必要とな
る条例の制定（H24対応分）

県に条例委任された基準等の
公表

取組方針を庁内へ通知・実施

・第１次一括法および第２次一括法の内容について、庁内各課に
通知や適宜情報提供を行ったほか、平成２３年９月には、義務付
け・枠付けの見直しの柱となる施設・公物設置管理の基準条例に
ついて、「基準条例制定に係る留意点」を示し、条例化の検討に
あたって留意すべき次の点について徹底を図った。
*現行基準に起因する課題等の把握
*国から示される（条例の）基準の考え方の確認と県の実情等に
照らした検証

*幅広く県民等の意見を聴くこと
*条例で定める基準等の考え方について、わかりやすく発信す
ること

*市町の事務に影響を及ぼす場合、あらかじめ関係市町の
意見 を聴くこと

○

・「基準条例制定に係る留意点」について改めて徹底を
図るとともに、第１次、第２次の一括法に係る基準条例の
制定や、平成24年３月９日に閣議決定された第３次一括
法案への対応についても、各部局に対し、「留意点」に
沿った適切な対応が図られるよう促すとともに、情報提供
等、必要な支援を行っていく。

義務付け・枠付けの見直しに基づ
く地域の実情に沿った特色ある
ルールづくり

実施項目

地域主権時代を担う自治の基本
原則の確立に向けた検討
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取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

実施項目

3 国への政策提案活動の実施

・春と秋の政策提案活動等を実施する。
・全国知事会等の一員として、全国知事会等
で実施する国への提案活動の充実を図る。
・政策提案の充実を図るため、東京事務所を
通じた情報収集活動を実施する。

・6月に政府への政策提案活動を実施した。（政策提案：14項目）
・8月に全国知事会による政策提案活動を実施した。
・11月に平成24年度国の施策・予算に関する提案活動を実施し
た。（提案：21項目）
・東京事務所を通じて各省庁や都道府県等から国の概算要求や
政府予算案にかかる最新情報を収集し、各担当部局へ提供する
など庁内の情報共有を推進した。

○

・春と秋の政策提案活動等を実施する。
・全国知事会等の一員として、全国知事会等で実施する
国への提案活動の充実を図る。
・政策提案の充実を図るため、東京事務所を通じた情報
収集活動を実施する。

4

部局横断的な政策課題に一
体的に対応できる部局編成、
プロジェクトチーム等による施
策の推進

・県政の重要課題や部局横断的な政策課題に
一体的に対応できるよう「総合政策部」を設置
するなど、全庁一丸となって取組を進める組織
体制を構築する。
・部局を超えて連携して推進する課題が発生
した時には、プロジェクトチーム等を設置する
など関係部局が柔軟に連携を図り課題対応に
あたる。

・平成２３年４月、横つなぎの総合行政を図るため、部局横断的な
企画立案・総合調整機能を一元的に所管する総合政策部を設置
・平成２３年５月、再生可能エネルギーへの転換などを検討するた
め、庁内関係課で構成する「中長期的なエネルギー戦略検討プ
ロジェクトチーム」を設置

○
引き続き、県政の重要課題や部局横断的な政策課題に
一体的に対応し、全庁一丸となって取組を進める組織体
制を検討する。

基本構想に掲げる未来戦略プ
ロジェクトごとの目標管理によ
る施策の推進

目標管理・施策構築等の実施

・４月 ８つの未来戦略プロジェクトごとに部長級の「プロジェクト総
括者」を置き、関係部局が連携して各プロジェクトを推進するととも
に、総合政策部長が主宰して総合調整を行う「未来戦略推進調
整会議」を設置
・４月 第１回未来戦略推進調整会議（取組方針等の確認）
・６月 第２回未来戦略推進調整会議（進行管理、時代潮流の認
識）
・８月 平成24年度に向けた施策構築の方針を提示
・９月 平成24年度施策構築に向けた知事と部局長との政策課題
協議の実施
・10月 第３回未来戦略推進調整会議（政策課題協議の結果）
・２月 第４回未来戦略推進調整会議（「住み心地日本一滋賀プラ
ン」の改定）
・３月 「住み心地日本一滋賀プラン2012」の策定

○
・引き続き、「未来戦略推進調整会議」で総合調整を図り
ながら、８つの未来戦略プロジェクトを部局連携で推進す
る。

5
全国知事会等を通じた働きか
け

地方共通の要望、提案を全国知事会等を通じ
て国へ働きかける。

・23年５月に全国知事会に設置された地方税財政特別委員会の
委員に本県知事の就任をいただき、発言機会の拡大を行った。
・23年７月の「平成２４年度国の施策並びに予算に関する提案・要
望」および１０月の「平成２４年度税財政等に関する提案」におい
て、社会保障と税の一体改革の中で、地方の安定税源としてかね
てから主張してきた地方消費税の引き上げや抜本的税制改正に
ともなう地方法人特別税の廃止などの要請を行った。
・24年5月現在、消費税率引上げを柱とする社会保障と税一体改
革法案が国会で審議されているところ。法案では、引上げ分の消
費税率（国・地方）の配分について、地方が主張してきた乳幼児
医療助成等の地方単独事業が算定根拠として認められ、引上げ
分税率5％のうち1.2％が地方消費税とされている。

○
・年間を通じた全国知事会等の要請活動に、随時、意見
を提出する。

県独自の働きかけ
本県独自の要望、提案を春および秋の政策提
案等の機会を通じて国へ働きかける。

・春と秋の政策提案において、法人二税の中間納付に係る還付
加算金制度の改善や地方消費税について消費が税収に適切に
反映する清算指標の改善について、要望活動を行った。

○
・引き続き、春と秋の政策提案の機会を通じて、本県独自
の要望、提案を国へ働きかける。

低炭素社会実現の観点から、
必要な財源が地方へ配分され
る「新しい環境税」の創設に向
けて、引き続き提案する。

提案の継続
・平成24年3月30日に租税特別措置法の改正案が可決し、地球
温暖化対策を推進する観点から、石油石炭税の税率の特例
（H24.10.1から段階的に上乗せ）が設けられた。

△
・地球温暖化対策を推進するための環境税は創設された
が、地方の財源確保のための仕組みづくりについては、
未だ実現されていないことから引き続き提案していく。

6
地方交付税の確保に向けた
国への要請

あらゆる機会をとらえ、実施
・全国知事会を通じた提案活動を７月に実施
・本県独自の制度改正要望を９月に実施

○ ・あらゆる機会をとらえ、実施

7
一括交付金化に伴う国への提
案

国の制度設計に際して、適切に実施
・６月および11月の国への政策提案において、一括交付金の充
実改善を提案したほか、全国知事会における課題等の取りまとめ
に際して、意見を提出。

○
・引き続き、国への政策提案や全国知事会を通じた意見
の申し入れ等により、制度の充実改善を求めていく。

横つなぎの総合行政の実現

地方交付税の確保（地方交付税
総額の確保に向けた提案活動）

「ひも付き補助金の一括交付金
化」の推進

国への積極的な政策提案活動の
実施

税源移譲の推進等（地方税体系・
制度の見直しに向けた提案活動）
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取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

実施項目

一括交付金の効果的な活用 随時必要な検討を実施
・平成23年度は、国からの交付金の配分が所要額を下回ったこと
から、特に継続事業の実施に支障が生じないことに留意の上、適
切に各事業に配分した。

△

・国における一括交付金の制度拡充の動きや本県にお
ける新規事業の割合の高まり等を踏まえつつ、県として
重点的に取り組む施策への配分等について、引き続き検
討を行う。

8
地域主権戦略大綱に基づく市
町への権限移譲の推進

市町への情報提供・支援方法の検討・実施

･5月18日 市町担当部課長会議で法案の概要およびスケジュー
ルについて説明
･9月7日 第２次一括法等に関する事務担当者説明会 開催
・各部局における説明会、マニュアル整備等支援の状況等の把
握、情報提供の実施

○
・市町における事務執行等の状況について情報収集を
行い、課題等への対応等円滑な移譲に努める。

特例条例による県から市町へ
の権限移譲

県と市町の事業見直し結果を踏まえた事務の
整理

5月18日 市町・県推進会議で権限移譲については国の動向を
踏まえる必要があるため、平成24年度以降の取組として整理
6月 「さらなる権限移譲基本計画」未委譲事務の対応について
調査

○

・「地域の自主性および自立性を高める改革のための市
町・県推進会議」において「さらなる権限移譲基本計画」
による権限移譲の検証および検証を踏まえた権限移譲
の考え方について検討を行う。

9

・県・市町ワーキンググループ
の設置による事前準備
・事業仕分け会議
・実現のための県・市町ワーキ
ンググループの設置、検討

・事前準備の実施
・仕分けの実施
・仕分け結果の検討

・「地域の自主性および自立性を高める改革のための市町・県推
進会議」において市町との意見交換を行い、事務の共同化・二重
行政の解消を検討すべき施策・事業について調査を実施した。
・提案のあった５４の施策・事業について検討の結果、類似するも
のなどを整理し、23の施策・事業について取り組んでいくこととし
た。
会議開催回数 5回（5月18日～2月16日） 市町・県調査 6月

～7月
滋賀県・市町調整会議（2月1日）
外部意見の聴取：県政モニター(256人）、滋賀経済団体連合会

加盟団体（4団体）

○

・「権限移譲」「関与のあり方の見直し（一括交付金化を含
む）」について、市町と検討を行う。
・平成23年度に取りまとめた「事務の共同化」等の施策・
事業について進捗管理を行う。

10

・「県・市町の施策・事業のあり
方についての見直し」による検
討結果を踏まえ、県と市町で
具体の議論・検討を進める。
・具体的な業務等について、
人員、手順、行程等を明らか
にし、可能なものから実施す
る。

・施策・事業のあり方の見直しによる共同化項
目の検討・決定
・事務の共同化について県・市町で調整

・「地域の自主性および自立性を高める改革のための市町・県推
進会議」において市町との意見交換を行い、事務の共同化・二重
行政の解消を検討すべき施策・事業について調査を実施した。
・提案のあった５４の施策・事業について検討の結果、類似するも
のなどを整理し、23の施策・事業について取り組んでいくこととし
た。
会議開催回数 5回（5月18日～2月16日） 市町・県調査 6月

～7月
滋賀県・市町調整会議（2月1日）
外部意見の聴取：県政モニター(256人）、滋賀経済団体連合会

加盟団体（4団体）

○ ・平成23年度に取りまとめた「事務の共同化」等の施策・
事業について進捗管理を行う。

市町への助言・情報提供 地方自治法の改正に関する情報提供

・地方自治法の一部を改正する法律（平成23年法律第35号）の公
布（平成23年５月２日）および施行（平成23年８月１日）に際して、
各市町に通知を発出し、「行政機関等の共同設置」を含めた改正
内容を周知

○
・事務の共同化に向け、市町と県が議論検討を進めるに
あたり、地方自治法等の法的な課題に関して市町に対す
る助言・情報提供

11
｢滋賀県版一括交付金制度｣
の検討

庁内検討 ・既存の県交付金に対する市町要望や課題を整理 ○
・関係課と協議のうえ、滋賀県版一括交付金制度のス
キームを策定する。

｢県、市町の施策・事業のあり
方についての見直し」での検
討

県・市町間での検討調整

・5月に開催した地域主権改革担当部課長等で構成する「地域の
自主性及び自立性を高めるための改革」のための市町・県推進会
議において、一括交付金化を含む関与の見直しについては、事
務の共同化と二重行政の解消の検討した後取り組むこととした。

○

・ 「地域の自主性及び自立性を高める改革のための市
町・県推進会議」において、「県、市町の施策・事業のあり
方についての見直し」について検討する中で、市町の意
見を踏まえ、導入の検討を行う。

地域主権改革等に基づく市町へ
の権限移譲の推進

県、市町の施策・事業のあり方に
ついての見直し

県と市町の事務の共同化につい
ての検討

「滋賀県版一括交付金制度」の導
入の検討
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取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

実施項目

12
受け入れるべき事務・権限や
受け入れ体制等の検討

国による取組に先立ち、国の出先機関の事
務・権限に係る情報収集・分析を行い、住民
サービスの向上の観点から、県として受け入れ
が望ましい事務・権限や受け入れに伴い必要
となる人員や予算等を検討する。

・本県の「国出先機関の原則廃止」への対応方針を定め、移譲に
向けた検討体制を整え、移譲を求める機関や課題ごとに検討を開
始した。（第1次：4月、第2次：7月）
・「地域の自主性及び自立性を高める改革のための市町・県推進
会議」を設置し、市町と県が情報を共有しながら、意見交換を実
施した。（毎月1回程度開催）

○

・国の出先機関改革の進捗状況を踏まえ、関西広域連合
への移譲を求めている３機関については、機関ごとに移
譲に向けた具体的な検討および受け皿としての体制づく
りを進めるとともに、その他の機関については、対象機関
の業務内容の把握等を行う。
・自治創造会議や県・市町調整会議、「地域の自主性及
び自立性を高める改革のための市町・県推進会議」にお
いて、市町と県が情報を共有しながら、意見交換を実施
する。

関西広域連合「国出先機関対
策委員会」での検討

委員会に設置された６つの検討会のうち、本県
は地方整備局移管検討会の河川砂防部会の
幹事として検討を進め、関係府県とともに国出
先機関の権限、財源、職員の一体的移管を目
指す。

・丸ごと移管の実現に向けた、本県としての対応方針を決定すると
ともに、移譲の対象（経済産業局、地方整備局、地方環境事務
所）や条件、課題等について具体的な検討を行った。
・関西広域連合の国出先機関対策委員長として、政府主催の「ア
クション・プラン」推進委員会等において検討を行った。

○
・国出先機関対策委員長として、国出先機関の丸ごと移
管を目指し、事務・権限の移譲に係る検討を行うととも
に、政府と協議していく。

関西広域連合や全国知事会
等での、出先機関改革の実現
に向けた提案活動の実施

関西広域連合や全国知事会等の一員として、
国出先機関改革の実現に向けた提案活動を
行う。

・丸ごと移管の実現に向けた、本県としての対応方針を決定すると
ともに、移譲の対象（経済産業局、地方整備局、地方環境事務
所）や条件、課題等について具体的な検討を行い、連合を通して
国へ提案した。
・関西広域連合の国出先機関対策委員長として、政府主催の「ア
クション・プラン」推進委員会等において提案を行い、特例制度の
基本構成案に反映させた。

○
・関西広域連合や全国知事会等の一員として、国出先機
関改革の実現に向けた提案活動を行う。

13
関西広域連合での広域的取
組の推進

・設立当初の事務の実施
・拡充する事務事業の検討

・広域計画に基づく７分野の事務に取り組むとともに、５つの分野
別広域計画を策定した。
・東日本大震災に際しては、カウンターパート方式により被災自治
体への支援活動を行うとともに、関西における節電に関する取り
組みなどを実施した。
・８月にエネルギー検討会、９月に広域インフラ検討会を設置し
た。

○
・設立当初の事務の実施
・拡充する事務事業の検討

広域行政推進会議での広域
的行政課題の検討・施策化、
近隣府県との連携強化

現状分析、広域行政指針の策定、施策化に向
けた検討

・広域行政指針策定に向け、３圏域の情勢や、人・モノ・社会・経
済の構造変化等を踏まえた県の強み・弱み等を分析するととも
に、有識者による意見交換会等を実施し、指針（素案）を取りまと
めた。
・中部圏知事会議では「新エネルギーの導入促進」について、ま
た日本まんなか共和国の会議では、「歴史観光にかかる研究等の
推進」について提案し、今後、連携していくことで合意した。

△
・来年度の早い段階で「（仮）広域連携推進の指針」の最
終とりまとめを行い、これらに基づき、具体的な連携施策
の展開を図る。

14

自治創造会議について、次の
とおり改め運営する。
・会議開催回数については、
概ね2月、4月、8月および11月
の年4回の開催（必要に応じて
臨時会議）とする。
・座長は持ち回りで、出席は原
則本人とする。
・自治創造会議の議題・テー
マについては、県・市町から提
案し、多数の場合はアンケート
により決定する。

自治創造会議を年4回（2月、4月、8月、11月）
定期開催するとともに、必要に応じて臨時会議
を開催する。

4月12日 第8回自治創造会議を開催
8月9日 第9回自治創造会議を開催
11月8日 第10回自治創造会議を開催
2月14日 第11回自治創造会議を開催

○
・自治創造会議を年4回（2月、4月、8月、11月）定期開催
するとともに、必要に応じて臨時会議を開催する。

調整会議や部課長レベルで
の会議を適切に開催していく。

県・市町調整会議および部課長レベルの会議
を適切に開催する。

2月1日 第3回県・市町調整会議を開催
各部局において部課長レベルの会議を適切に開催

○
県・市町調整会議および部課長レベルの会議を適切に
開催する。

15
「新しい公共の場づくりのため
のモデル事業」の実施

県、市町とＮＰＯ等が連携、協働して地域課題
の解決に取り組むモデル事業を募集し、実施
する。

県事業で３件、市町事業で８件の事業を採択し、事業に取り組ん
だ。

○

・県事業として新たに4事業、市町事業として5事業を実施
予定
・平成23年度からの継続事業についても併せて実施（県
事業2、市町事業８）。

国の出先機関改革に伴う受け入
れが適当な出先機関事務の検
討・提案

府県境を越える広域的課題への
対応

「県と市町との対話システム」の効
果的な運営

「協働提案制度」を踏まえたさらな
る協働の推進

4／14



5／14

取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

実施項目

「協働化（市場化）テスト」の検
討､実施

制度の検討および実施

全庁的な作業量、見る側からの見やすさの視点から、「協働化テ
スト」の実施方法を見直し、３つの取組に再編成して実施
①県から提示する事業について、より効果的なサービスが提供で
きる手法、アイデアなどの募集
②協働や民間開放につながる事業について民間からの提案・相
談の随時受付
③県事業への参加・協力を求める情報提供

△
・制度の周知、庁内への該当事業の照会
・随時、提案・相談窓口での対応

協働事業成果の公表・評価
平成22年度に実施した協働提案事業の成果
報告会を開催する。また、評価結果をホーム
ページにて公表する。

平成23年９月６日に滋賀県厚生会館別館大会議室にて平成22年
度協働提案制度成果報告会を協働推進セミナーと兼ねて開催
し、５事業の成果と課題についてＮＰＯ等の実施団体および所管
課からそれぞれ報告を行った。
（ 参加者数 ： 64人 （内訳 県 41人、市町 19人、ＮＰＯ ４
人） ）
平成23年10月に平成22年度協働提案制度に基づく協働事業の
全１１事業の評価シートをホームページ上で公開した。

◎
平成２２年度に実施した協働提案事業の成果報告会を
開催する。また、評価結果をホームページにて公表する。

「協働アドバイザー」の設置

県と多様な主体との対話の場のコーディネート
をはじめ協働の取組に関する幅広い指導・助
言・評価を得るため、「協働アドバイザー」を設
置する。

・協働に関して関わりの深い業務分野に精通し、かつ、ＮＰＯ等と
の協働事業の業務経験者を協働推進員として平成23年11月から
設置した。
・協働推進員が職員向け啓発誌「しが協働通信」への記事執筆、
第３回協働推進セミナーにおける企画、当日のグループ進行等に
関わることで、これまで以上に職員に対して協働の取組に関して
理解促進を図ることができた。

◎
引き続き、協働事業に関して経験豊かな職員を協働推進
員として選任し、協働型県政の一層の推進を図る。

「協働コーディネーター」の養
成

養成講座の開催

協働に関して関わりの深い業務分野に精通し、かつ、ＮＰＯ等との
協働事業の業務経験者を協働推進員として設置することとした。
今年度計画していた養成講座については、協働推進員の設置が
第３四半期後半であったため、平成24年度へ事業を先送りした。

○

引き続き、協働事業に関して経験豊かな職員を協働推進
員として選任し、協働型県政の一層の推進を図る。また、
対話力（傾聴力、会話力、調整力）と関係者間の合意形
成のスキルをつける講座を開催し、協働推進員となる得る
人材を増やす。

16 協働推進セミナーの実施

日頃他の主体との協働に関連する業務を計
画・実施している行政職員等が、事例発表、現
地研修等を通して多様な主体との協働につい
て理解を深める。平成23年度は年３回実施す
る。

第１回 平成23年９月 （協働提案制度成果報告会） 64名参加
第２回 11月 （現地研修） 21名参加
第３回 平成24年３月 （職員による協働事例報告、グループワー
ク） 33名参加

◎

職員の協働に対する理解を進めるため、協働事業の成
果報告会、職員による協働事例報告等、事例を中心とし
た協働推進セミナーとし、職員が職場で実践しやすい内
容とする。

協働コーディネーターの養成 養成講座の開催

協働に関して関わりの深い業務分野に精通し、かつ、ＮＰＯ等との
協働事業の業務経験者を協働推進員として設置することとした。
今年度計画していた養成講座については、協働推進員の設置が
第３四半期後半であったため、平成24年度へ事業を先送りした。

○

引き続き、協働事業に関して経験豊かな職員を協働推進
員として選任し、協働型県政の一層の推進を図る。また、
対話力（傾聴力、会話力、調整力）と関係者間の合意形
成のスキルをつける講座を開催し、協働推進員となる得る
人材を増やす。

17
淡海ネットワークセンターを通
じた支援

「未来ファンドおうみ」による寄附募集と助成事
業の実施、おうみ未来塾を通じた人材育成を
行う。

公益財団法人化に合わせ「未来ファンドおうみ」の運用を開始し
た。おうみ未来塾（第11期生、24人）の継続および卒塾生のフォ
ローアップを行った。
未来ファンドおうみの基金として5基金を創設し、8団体に助成。

○

（１）未来ファンドおうみ
・寄付の募集、寄付文化醸成のﾌｫｰﾗﾑ開催、ﾌｧﾝﾄﾞPR活
動
・未来ﾌｧﾝﾄﾞ2012採択団体ｻﾎﾟｰﾄ、未来ﾌｧﾝﾄﾞ2013募集、
審査等
（２）おうみ未来夫塾
・未来塾12期生入塾、講座運営、ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動、目標発表
会開催

新しい公共支援事業を通じた
支援

ＮＰＯ等の自立的活動を支援する事業を行うこ
とにより、新しい公共の拡大と定着を図る。

新しい公共の場づくりのためのモデル事業および新しい公共支援
事業（活動基盤整備等）の公募、選定等をし、採択決定を行った。

○

・平成23年度は分野を絞って、事業別に募集を行ってき
たが、平成24年度募集に際しては、事業の自由度を高
め、県内ＮＰＯニーズに対応した事業を実施することとし、
地域別、事業別の事業展開を行う。
・認定ＮＰＯ法人のための相談窓口を設置する。

県の役割を踏まえた地域づく
り支援方法の検討

ホームページの運営
地域づくり情報を集約、発信したホームページを平成23年6月に
開設

○
引き続きホームページの適切な運営を行うとともに、周知
の徹底を図る。

18
寄附金税額控除の対象として
指定する寄附金や指定方法
の検討

庁内関係課との調整、指定対象・指定方法な
どを検討する。

庁内関係課との協議と並行し、平成24年度に予定していた市町と
の意見交換・調整を前倒しして実施し、指定寄附金および指定方
法にかかる検討を行った。

◎
制度導入のため県税条例を改正し、その後は制度の周
知に努める。

多様な主体が活動しやすい基盤
の整備

公益社団・財団法人への「個人県
民税における寄附優遇措置」導
入等

協働型県政の推進のための職員
研修の充実
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取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

実施項目

寄附金税額控除対象を指定
する条例案の検討

寄附金税額控除対象となる寄附金について定
める条例案を検討する。

上記の検討を基に条例案を作成した。 ○ 条例案に必要な修正を検討し、県税条例を改正する。

NPO法人への寄附金につい
ての検討

税制改正により地方団体が条例で指定できる
仕組みができた時点で検討対象とする。

認定ＮＰＯ法人に対する寄附金控除制度の導入について、平成
24年度早期の条例化に向けて取り組み、併せて、NPO法人の実
態調査にとりかかった。

○

平成２４年４月から開始されるＮＰＯ法人の新認定制度の
利用状況等を踏まえて、課題等を整理のうえ、「滋賀らし
さ」を実現できるような個別指定にかかる基準作成・条例
化の検討を行う。

19
職員への様々な広報研修の
実施「広報マニュアル」の作成
と活用

「広報マニュアル」の作成

広報課でマニュアル原案を作成し、各広報・広聴連絡員等に意
見照会のうえ修正を加え、冊子を作成した。
さらに、本マニュアルを活用して9/30にブラッシュアップ研修、
11/11に新採フォローアップ研修、11/29に所属長等向け説明会
を実施するとともに、各所属へ配布した。

◎

・マニュアルの見直しを行い、総合事務支援システムに掲
載している電子版の更新を行う。
・前年度に引き続き、本マニュアルを活用して広報研修を
実施する。

「パブリシティの手引き」の活
用促進

パブリシティの手引きの改訂
従来からある「パブリシティの手引き」を改訂に併せて見直し、使
用者側の使いやすさ、利便性等を考慮して、「広報マニュアル」と
一体化した手引きにした。

◎
「広報マニュアル」を環境・総合事務所の廃止等に伴う内
容の改訂をしていくこととする。

「知事と語る滋賀の未来事業」
の実施と活用

実施・結果公表、施策への反映

開催実績 「知事とふれあい座ぶとん会議」 １回
「おじゃまします！知事です」 27回

上記対話で出された意見や提言等は県のホームページに掲載す
るとともに、施策等に活かされるよう関係所属につないだ。

◎

開催回数：１８回
関係所属と連携しながら、県の重点テーマを中心に地域
性や活動内容を考慮しつつ対話先を選び、より多くの県
民の声を県政につないでいく。

より積極的な情報提供の取組
を進めるため、情報公開・個人
情報保護調整会議を開催し、
「情報提供の推進に関する要
綱」の対象となる情報の全般
にわたって見直しを実施する。

・積極的な情報提供の推進策、情報提供内
容の充実策の検討
*公文書公開・情報提供の状況の現況の
把握

*県政モニターアンケートの実施
*情報公開・個人情報保護調整会議の開
催

・「情報提供に関する推進要綱」の見直し、
ＨＰ「県政情報」の改訂

情報提供内容の充実策の検討
・公文書公開・情報提供の状況の現況の把握
・県政モニターアンケートの実施
・調整会議の開催

△
・ＨＰ「県政情報」のリニューアル
・「推進要綱」の見直し

新公会計制度の充実
・新公会計制度に基づく情報開示
・県民へのわかりやすい情報提供の実施

11月に財務諸表を作成、解説を付して公表を行ったが、従前の内
容に加え、新たに全国順位や県民１人あたりの経年比較を設ける
など、解説の内容をより充実させた。

○
・新公会計制度に基づく情報開示
・県民へのわかりやすい情報提供の実施。

財務会計システム再構築における新公会計制
度への対応検討

財務会計システム再構築等検討調整会議および担当ワーキング
において、新公会計制度へのシステム対応等についての情報共
有、検討を行った。

△

・引き続き、総務省、全国の都道府県の動向を見守る。
・平成24年度から開発する新しい財務会計システムにお
いて、将来、公会計制度が導入される場合に大規模なシ
ステム改修を行わずに済むよう、システム設計時に考慮
する。

行政サービスの「値札」の作
成・表示の実施

予算に係るサービス等について年度前半に行
政サービスの「値札」の作成・表示による情報
提供を行う。

8月 しがネット受付サービスでアンケートを開始
10月 「値札」を県ホームページにおいて全庁分を一括表示

(103件)
平24.1月 「値札」の追加提出あり(1件）（計104件）

◎
アンケートで寄せられた「分かりやすくするための意見」を
参考に表示改善を実施し、引き続き、行政サービスの「値
札」の作成・表示を行う。

市町との「値札」表示の共同実
施の検討

行政サービスの「値札」の作成・表示につい
て、市町との共同実施の検討を進める。

10月に市町の共同実施に向けて検討を行うため、「値札」表示に
ついて市町へ通知し、市町職員へヒヤリングを実施

○
値札の実施時に市町へも通知し、共同実施の申し出が
あった市町と値札の共同実施を行う。

20
施策の構築過程における知事
と部局長との協議の見える化
の推進

知事と部局長との協議における実施概要の公
表をより一層充実

・８月 平成24年度に向けた施策構築の方針を公表
・９月 平成24年度施策構築に向けた知事と部局長との政策課題
協議の実施
・10月 政策課題協議の実施概要の公表（平成23年度は12月）
・11月 政策課題協議の実施概要について、市町職員との意見
交換会を開催
・２月 政策課題協議の結果を踏まえた重点化特別枠事業予算
案を公表

◎
施策の構築過程における知事と部局長との協議の見える
化の推進

行政サービスの値札表示

施策構築や予算編成過程におけ
る見える化の拡充

情報提供・公開と県民の声
の反映

財政情報開示のための新
公会計制度の充実

県
政
情
報
の
積
極
的
提
供
・
公
開
と
県
民
の
声
の

施
策
へ
の
一
層
の
反
映
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取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

実施項目

予算編成過程の見える化の推
進

平成23年度当初予算から予算の査定理由等
を公開

平成23年度当初予算編成から、内示、部長調整後、知事査定後
の各段階における予算措置状況を査定理由と併せて公表してお
り、平成24年度当初予算編成においても、同様に実施。

○
平成25年度当初予算編成等において、より一層、見える
化の取り組みを推進

21
協働化（市場化）テストの検
討、実施

制度の検討および実施

全庁的な作業量、見る側からの見やすさの視点から、「協働化テ
スト」の実施方法を見直し、３つの取組に再編成して実施
①県から提示する事業について、より効果的なサービスが提供で
きる手法、アイデアなどの募集
②協働や民間開放につながる事業について民間からの提案・相
談の随時受付
③県事業への参加・協力を求める情報提供

△
・制度の周知、庁内への該当事業の照会
・随時、提案・相談窓口での対応

・指定管理者制度の改善
・インセンティブの付与の仕組
みなど継続的な改善に取り組
む

インセンティブの付与手法の検討

・指定管理者制度の改善の取組例として、平成23年10月に静岡
県等が全国調査を実施したが、調査の結果、最も有効なインセン
ティブ付与手法とされる「利用料金制」の導入率が本県は88.6％
(39/44)で全国３位と進んでいること、また、これに代わるインセン
ティブの手法は、一長一短あり、いまだ確立されていないことが判
明したため、新たなインセンティブ付与の検討は当面見送ることと
した。
・これに代わる改善として、平成24年3月に、指定管理者選定委員
会設置要綱モデル等を改正し、外部委員の割合を「過半数」に増
やすなど、指定管理者の選定過程の透明性の向上を図るととも
に、指定管理者の募集においても、原則通り公募化を検討するよ
う改めて所管部に通知し、競争性の確保を図るよう改善を図った。

○

・指定管理者の募集において、公募の拡大により競争性
を高めることが引き続き求められており、指定期間の更新
の機会を捉えて、引き続き所管部に対して公募化の検討
を求めていく。
・また、各部局の所管する指定管理施設の課題、国の制
度改正および他県の取組を注視し、全庁的に制度改正
等が必要な課題について、継続して改善を図っていく。

22
本庁の組織・機構の見直し
（部課体制の見直し）

・各部局の意見、提案や他府県の動向などを
踏まえながら、毎年度、部課体制の検討を行
い、必要な見直しを実施する。
・スリムで効率的な組織体制とすることを基本
にしながら、平成23年度から基本構想に沿っ
た取組を全庁あげて着実に進めるため、県政
の重要課題や部局横断的な政策課題に一体
的に対応できる部局編成などの組織体制を整
備する。

・平成２３年４月、横つなぎの総合行政を図るため、部局横断的な
企画立案・総合調整機能を一元的に所管する総合政策部を設置

○

・平成２４年４月、基本構想の重点テーマの一つである
「地域を支える医療福祉・在宅看取り」の着実な推進のた
め、医務薬務課医療福祉推進室と元気長寿福祉課を再
編し、医療福祉推進課を設置。
・鳥獣被害対策に対応するため、森林政策課に鳥獣対
策室を設置。琵琶湖環境部、農政水産部にとどまらず関
係部局が連携することにより総合的に鳥獣害対策を進め
るため、鳥獣被害対策本部を設置。

地方機関の組織・機構の見直
し

簡素で効率的な組織体制の整備を念頭に置
きながら、県の役割の変化を踏まえ、地方機関
の機能や事務所数など必要な見直しを進め
る。

・平成２３年４月、湖北地域の土木事務所を再編し、木之本土木
事務所を長浜土木事務所の木之本支所とした。
・また、次の６つの地方機関について、実施計画期間中における
見直しの方向について取りまとめた。（環境・総合事務所、県税事
務所、森林整備事務所、健康福祉事務所、農業農村振興事務
所、土木事務所）

○
・環境・総合事務所を廃止し、県内６か所に環境事務所
を設置。（平成２４年４月）

グループ制の効果的な運営
グループ制の課題を整理し、あり方の検討を
行い、一層効果的な組織の運営ができるよう
見直しに取り組む。

サブグループリーダーの位置づけを明確化
（サブグループリーダーは、自らの担当事務のほか、グループ員
の事務処理のチェックやグループ員の支援・指導等を中心に、グ
ループリーダーのマネジメント補佐の役割を担う。）

○
・サブグループリーダーの設置による効果的なグループ
運営を推進する。
・サブグループリーダーへの意識啓発の機会を設ける。

23
事務・権限の地方移譲に伴う
組織づくり

実施計画(１２)の具体的な取組を受けて、事
務・権限の地方移譲に伴う組織（機関）再編の
検討を行う。

国における地域主権戦略会議、アクション・プラン推進委員会お
よび人材調整準備会合における検討状況の情報収集に努めた。

○ 引き続き、国における進捗状況の情報収集に努める。
国の出先機関改革に伴う効果的
な組織や二重行政解消に向けた
組織の見直し

市場化テストの実験的導入等

組織・機構の見直し
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取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

実施項目

「県、市町の施策・事業のあり
方についての見直し」の実施
結果を踏まえ、対応する庁内
組織のあり方を検討し見直
す。

県と市町の施策・事業のあり方見直し

・「地域の自主性および自立性を高める改革のための市町・県推
進会議」において市町との意見交換を行い、事務の共同化・二重
行政の解消を検討すべき施策・事業について調査を実施した。
・提案のあった５４の施策・事業について検討の結果、類似するも
のなどを整理し、23の施策・事業について取り組んでいくこととし
た。
会議開催回数 5回（5月18日～2月16日） 市町・県調査 6月

～7月
滋賀県・市町調整会議（2月1日）
外部意見の聴取：県政モニター(256人）、滋賀経済団体連合会

加盟団体（4団体）

○

・「権限移譲」「関与のあり方の見直し（一括交付金化を含
む）」について、市町と検討を行う。
・平成23年度に取りまとめた「事務の共同化」等の施策・
事業について進捗管理を行う。

24 「定数削減計画」の推進 定数削減計画に沿って着実に取り組む。

平成２３年４月１日 △３１人の定数削減を行った。
（内訳）

知事部局△２８人、教委＋２人、
警察官以外の警察職員＋１人、
その他の教育機関・県立学校△６人

○

平成２４年４月１日 △５３人の定数削減を行った。
（内訳）

知事部局△４５人、教委△１人、
警察官以外の警察職員△１人、
その他の教育機関・県立学校△６人

25 特殊勤務手当の見直し 特殊勤務手当の全般的な検証

全手当を対象に、手当を取り巻く状況の変化、全国の状況、各関
係部局から聴取した内容等を踏まえ、検討を行い見直しを行っ
た。
知事部局では、２手当を日額化したほか、１手当の廃止、２手当の
支給対象業務等の見直しを行った。教育委員会、警察本部でも
同様の見直しを行い、一般会計全体で年間約1,200万円を見直し
た。

○ 継続して、手当の点検を行う

時間外勤務の縮減 時間外勤務縮減に向けた調査等

全都道府県の時間外縮減の取組み状況を調査し、参考となる取
り組み等について検討を行い、定時退庁の徹底等について改め
て通知（８／26）するとともに、時間外が多い所属や長時間の時間
外が連続する者等について対応方針を聴取した。

△

H24当初予算において、知事部局等の時間外勤務手当
の予算額をH23年度と比較して約１割、１億6千万円減額
しており、定時退庁日の拡大等により時間外勤務の縮減
に向け取り組みを行う。

行政委員会の非常勤委員の
報酬見直し

行政委員会非常勤委員の報酬見直し
H22に設置した検討委員会からの意見を踏まえ、H23年４月から、
労働委員会・収用委員会の報酬を日額化し、その他の委員会の
月額報酬についても引き下げた。

○ 継続して、報酬についての点検を行う。

26
情報化推進指針に基づく業務
のシステム化やシス テムの更
新・再構築の最適化

情報化推進指針に基づくシステム計画の作成
支援・審査

・情報システム調達ガイドラインの改訂（７月）
・情報システム企画説明会（７月）、計画説明会（８月）の開催
・情報システム企画書の作成に係る支援の実施（随時）
・情報システム計画審査会の開催（１０月：企画段階、１２月：予算
化段階）

○

平成25年度に情報システムの開発・再構築・大規模改修
を検討する業務所属を対象とした説明会を開催する。（７
月：企画段階説明会、８～９月：計画・予算化段階説明
会）
業務所属の平成25年度システム化事業の審査を実施す
る。（１０月：企画・構想段階審査、１１月：予算要求段階審
査）
情報システムの企画・計画に取り組む所属に対する支
援、指導を実施する。（随時）

サーバ統合基盤の整備と庁内
システムサーバの移行、庁内
システムサーバの一元管理

・サーバ統合の検証、システム所管課との協
議、サーバ統合基盤整備計画・移行計画の策
定
・サーバの一元管理に係る業務・体制の検討

・サーバ統合基盤調査分析の実施（５～７月、対象：４４所属・７０
システム）
・調査分析結果に基づくサーバ統合方針の策定、関係システム所
管課通知（９月）
・平成24年度サーバ統合対象システム所管課に対する統合方針
の説明（９月）
・平成24年度サーバ統合基盤整備・運用保守業務の調達準備（１
～３月）

○

・平成23年度策定のサーバ統合方針に基づき、サーバ
統合基盤を整備、１０月から運用を開始する。（総合評価
一般競争入札による調達実施）
・平成24年度サーバ統合対象システムの順次受け入れを
行う。
・平成25年度対象システム所管課との協議により移行時
期、方法等を決定する。

27

情報システム調達ガイドライン
に基づく適切なシステム調達
の促進、情報システム調達審
査会によるシステム調達の事
前審査および是正

・情報システム調達事務の整理、手順の標準
化とガイドラインの見直し
・情報システム調達ガイドラインを反映したシス
テム調達審査の実施

・情報システムの調達の手順、契約形態・調達方法の考え方等を
整理し、ガイドラインへ反映（７月）
・情報システム調達審査会の開催（１０件）
・平成24年度における情報システム積算標準単価の通知（３月）

○

・システム調達業務所管所属に対して、情報システム調
達ガイドライン等を活用した指導、助言を行う。
・情報システム調達審査会によるシステム調達内容の事
前審査を実施する。（調達予算規模が500万円以上のシ
ステム開発、再構築、改修のみ）

個別業務システムの最適
化等

個
別
業
務
シ
ス

適正な定員管理

適正な給与管理

情報システムの全体最適化
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取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

実施項目

情報セキュリティ対策に係る自
己点検、内部監査の実施

・情報システム内部監査の実施（50所属、15シ
ステム）
・情報セキュリティ監査等中期計画（平成24～
26年度）の策定

・情報セキュリティ管理者セミナーの開催（８月）
・情報システム対策に係る自己点検、内部監査の実施方法の見
直し
・情報セキュリティ管理者、システム管理者に対する自己点検の実
施（全所属、システム）
・情報セキュリティ内部監査の実施（24所属、8システム）

△

平成23年度から引き続き、監査事務の効率化を進める。
情報セキュリティ監査等中期計画を策定し、平成24年度
以降の内部監査、自己点検の実施方針、年次スケジュー
ル等を決定する。
中期計画に基づき、内部監査、自己点検を実施する。

セキュリティ対策上の課題等の
解消、全庁セキュリティポリ
シー等への反映

・情報セキュリティ内部監査結果の検証、フォ
ローアップ監査の実施
・情報セキュリティ侵害事案等の把握および検
証
・検証結果を踏まえた情報セキュリティ対策基
準、緊急時対応計画等の見直し

平成22年度実施の内部監査結果を踏まえた、自己点検、内部監
査の実施方法の見直し

○

・前年度の情報セキュリティ内部監査結果を検証し、フォ
ローアップ監査を実施する。
・情報セキュリティ侵害事案等を把握・検証し、課題の抽
出、対応策の検討を行う。
・検討結果を踏まえた情報セキュリティ対策基準、緊急時
対応計画等の見直しを行う。

財務会計システムの再構築

・開発業者に対する情報提供依頼
・入札仕様書の作成
・庁内調整
・平成２４年度予算の要求

・開発業者に対し、情報提供を依頼（２回）
・庁内で財務会計システム再構築検討調整会議およびワーキング
グループを開催し、システム内容を検討

○
平成24年度にシステム開発業者を決定し、システム開発
を行う。

総務事務の一層の効率化の
検討

現状把握および課題整理

・庁内の財務会計システム再構築検討調整会議、旅費および予
算サブシステムのワーキンググループで、全庁的な総務事務の効
率化について検討した。
・平成23年12月には、システム導入後の総務事務の体制、体制移
行の進め方と課題等について、人口類似県の状況を聴取するとと
もに、本県本庁各課の庶務担当者の業務に占める庶務のウェイト
を把握し、これらの結果をもとに、本庁各課の庶務担当者を各部
幹事課に集約する案についてシミュレーションを行った。

○

・新財務会計システム導入後の総務事務の体制につい
て、先行県の事例および平成23年度に人事課が試行し
た総務部における手当認定事務の集中処理試行の検証
結果を踏まえて、本庁各部幹事課における部内総務事
務の集中処理へ向け、人事課等、関係課とともに検討を
行う。

28
業務マニュアル作成要領の作
成
業務マニュアルの取組

・業務マニュアル作成要領を作成し、各所属に
周知する。
・作成要領を参考にしながら、各所属で定型業
務について、業務マニュアルの作成に取り組
む。

庶務業務、秘書業務等にかかる引継書類を収集した。 △
・実施手法、業務マニュアル作成要領作成の検討
・庶務業務の引継書の作成

29
工事（工事関係の委託を含
む｡）

・全ての予定価格を引き続き事後公表とする。
（22年10月から実施）
・総合評価方式での入札を引き続き促進する。
・最低制限価格制度や低入札価格調査制度
等を通して、適正な契約事務を実施する。

継続実施している。 ○

・予定価格を引き続き事後公表とする。（２２年１０月から
実施）
・総合評価方式での入札を引き続き促進する。
・最低制限価格制度や低入札価格調査制度等を通し
て、適正な契約事務を実施する。
・最低制限価格、低入札価格調査基準価格の算定式を
公表する。
・暴力団排除のための要綱等を改正する。

物品、委託（工事関係を除く）
・物品調達システムの適正運用の徹底
・仕様の改善検討・適切な予定価格等の設定

・研修会で物品調達システムの操作チェックシートの利用による操
作ミスの防止を指導
・入札制度検討チーム員会議を開催し、諸課題について検討

○
委託・請負についての最低制限価格導入の是非等、入
札・契約事務の諸課題について、庁内関係課職員で構
成する入札制度検討チーム員会議において検討する。

随意契約の適正な執行

・四半期毎の契約状況調査の実施
・ホームページで契約状況を公表
・入札契約事務の適正化に関する会計管理局
長通知の発出

・平成２２年度の契約状況をホームページで公表
・平成２３年度第１～第３四半期までの契約状況調査を実施

○
・平成２３年度契約状況をホームページで公表
・平成２４年度契約状況調査の実施

適正な入札執行

随意契約の適正な執行

契
約
事
務
の
競
争
性

、
透
明
性

、

公
正
性
の
向
上

財務会計システムの再構
築と総務事務の一層の効
率化の検討

定型業務の処理手順の整備

テ
ム
の
最
適
化

、
情
報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
実
践
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取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

実施項目

委託（工事関係を除く。）の入
札契約事務における電子シス
テムの導入

・物品電子システムの再構築に合わせて、物
品以外にも役務・委託に対応可能な電子入札
システムを構築する。
・Ｈ23.7～Ｈ24.7システム構築、Ｈ24.8～本格
運用開始の予定。

・H23.4～.6 総合評価方式入札公告（WTO）、提案評価、
業者決定

・H23.7～ 契約締結、開発着手、システム要求機能の
細部協議

・H23.8～ 市町共同利用に向けた市町との調整開始
（ワーキング参加：10市町）

・H24.1～ 新システム登録用の入札参加資格申請受付
開始

・H24.2 入札参加資格名簿登録者あて新システムの
概要案内（2/9）

・H24.2～ 各課備品の現存確認開始（台帳と現物の突合）

○

・特に高い信頼性を求められるシステムであるため、テスト
を徹底して開発を進める。
・システム稼働（H24.8）までに業者向け説明会および職
員研修を行う。特に、業者向け説明会については県内複
数箇所で開催する。
・各課での備品の現存確認等を行った後、新システムへ
移行する。
・役務・委託の電子入札の執行基準（一般競争or指名競
争の選択基準、参加条件・指名条件の基準、電子入札
導入分野（役務全部or特定業務）等）について検討する。
・H26年度内のシステム市町共同利用の開始を一応の目
標として設定し、そのためのスケジュールを作成するととも
に、より具体的な内容について市町との協議を進める。

30
職員の専門性と実務能力の向
上

・ＯＪＴを推進するため、職場支援研修を実施
する。
・教育・研修機関に職員を派遣する。
・職員の能力や専門性を発揮できる適材適所
の人事配置を進める。

・職場支援研修の実施
・教育・研修機関への職員の派遣

○
引き続き、職場支援研修、教育・研修機関への職員の派
遣、適材適所の人事配置を通じて、職員の専門性と実務
能力の向上を図る。

新規採用者の継続的な確保
職員採用試験実施公告に向けて職員採用数
を検討する。

・競争試験において一定数の新規採用者の確保を図った。（試験
実施事務は人事委員会）

（上級試験：７０人、初級試験：２人）
○

・職員採用試験実施公告に向けて、職員採用数を検討
する。
（試験実施事務は人事委員会）

早期退職者制度の活用 早期希望退職制度について検討する。 ・早期希望退職制度の実施に向けて必要な検討を行った。 ○ 引き続き検討する。

高齢期雇用のあり方の検討 国の動向について情報収集を行う。 定年延長に関する国の動向について情報収集 ○

退職共済年金の支給開始年齢が平成２５年度以降段階
的に６０歳から６５歳に引き上げられることに伴う雇用と年
金の接続に関しては「国家公務員の雇用と年金の接続に
関する基本方針」（平成２４年３月２３日国家公務員制度
改革推進本部決定・行政改革実行本部決定））により国
家公務員の取扱いについて一定の方針が出されたが、
地方公務員の取扱いについては、現在、総務省におい
て検討中である。総務省における検討経過を踏まえなが
ら、対応方針を決定する。

31

・再編計画を策定するにあ
たっての説明会等
・再編計画の策定および計画
的な実施

滋賀県立高等学校再編計画の策定

滋賀県立高等学校再編基本計画（原案）、同実施計画（原案）
が、７月に教育委員会で議決された後、同月から８月にかけて県
民政策コメント制度による意見・情報の募集および県民向け説明
会を実施し、県民の意見の集約に努めてきた。こうした中、教育委
員会において、県民からいただいたご意見等への対応のために、
策定の時期を平成２４年度とする必要があるとの方向が確認され、
引き続き策定に向けた検討を進めている。

△ 滋賀県立高等学校再編計画の策定

32
人材育成基本方針に基づく取
組の推進

上半期に人材育成基本方針を見直す。
・職員アンケートを実施した。また、原案をとりまとめ、24年当初に
見直しが完了する。

△
人材育成基本方針に基づき人材育成の取り組みを推進
する。

自律型人材育成制度の効果
的な実施

より効果的な制度の実施に向けて運用を見直
す。

事務の簡素化とＰＤＣＡサイクルによる職務遂行を図る観点から制
度の見直しを行った。

○
引き続き自律型人材育成制度により職場における取り組
みを推進する。

人材育成基本方針に沿った
研修計画の策定および研修プ
ログラムの実施

①人材育成基本方針に沿った平成24年度
から26年度の「滋賀県職員研修推進計
画」 を策定する。

②平成23年度の「滋賀県職員研修推進計
画」に基づく研修プログラムを実施する。

① 研修計画の策定：検討中
② 研修プログラムの実施：階層別研修（12科目中11科目を

実施）、ブラッシュアップ研修（21科目中15科目を実施）、
職場支援研修（６回実施）、特別研修（１回実施）

○ 新計画に基づき研修プログラムを実施する。

33 組織目標の進行管理
当該年度に取り組むべき組織の使命を再確認
し、組織（部局、課室、地方機関、グループ）単
位での進行管理を行う。

４月に組織目標を設定し、9～10月に各部局において中間評価
を、3月に年度末評価を実施

○
引き続き、当該年度に取り組むべき組織の使命を再確認
し、組織（部局、課室、地方機関、グループ）単位での進
行管理を行う。

教育内容の質的充実と学校活力
の維持向上を図る県立高校再編
の推進

自律型人材の育成

目標を明確にし、組織として集中
的に取り組む

委託(工事関係を除く｡)に
も対応するシステムの見直
し

組織の活性化
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取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

実施項目

基本構想に掲げる未来戦略プ
ロジェクトごとに設定された目
標の進行管理

進行管理の実施

・６月 基本構想の進行管理結果・時代の潮流の変化等の
取りまとめ

・６月 第２回未来戦略推進調整会議（進行管理、時代潮
流の認識）

・８月 進行管理結果を滋賀県基本構想審議会に報告
・９月 進行管理結果を９月県議会に報告
・９月以降 進行管理結果等を踏まえて、次年度施策の構

築・予算編成・実施計画改定を実施

○ 進行管理の実施

34
現場感覚に優れた人材の育
成

①引き続き新規採用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」を実施する。

②本年度からブラッシュアップ研修を新
設し、未来への変化を先読みしながら、
柔軟な発想で課題解決に取り組むこと
のできる職員の育成を目指す。

① 近江地元学研修：研修受入先の確保（１２地域）、プログラム
の決定、研修生への通知
② ブラッシュアップ研修：全２１科目のうち１５科目で現場感覚を
養成する研修を実施

○
引き続き「近江地元学研修」を実施する。
ブラッシュアップ研修については、受講対象者を拡大し、
充実を図る。

高い倫理観を備えた人材の育
成

各種コンプライアンス研修の実施
・コンプライアンス推進員研修
・所属長等研修
・新任グループリーダーコンプライアンス研修
・各部局コンプライアンス研修

・コンプライアンス推進員研修（平成23年6月9日～10日 18名）
・所属長等研修（平成23年6月20日・23日 141名）
・新任グループリーダーコンプライアンス研修

（平成23年7月8日・8月9日 95名）
・各部局コンプライアンス研修（平成23年9月～）

○
引き続き研修を実施し、コンプライアンス意識の向上、不
祥事の再発防止に取り組む。

35
「知恵だし汗かきプロジェクト」
の推進

・「知恵だし汗かき隊」任命式を開催する。
・実施事業を公表する。
・実施事業報告書を作成する。

・平成23年度「知恵だし汗かき隊」任命式を開催し、職員の意欲
向上と県民向けのＰＲを実施
・平成23年度実施事業の一覧表をＨＰで公表（Ｈ23 113事業）
・平成22年度実施事業の報告書を作成し、ＨＰで公表（Ｈ22 120
事業）
・平成23年度実施事業の実績調査

○
・実施事業の公表
・実績報告書の作成、公表

職員と知事との対話の実施
「しごと☆きらり」など、職員の現場からの発想
による取組や諸課題等の情報提供を通じ、職
員と知事との意見交換を活発に行う。

・平成22年度「しごと☆きらり」に推薦のあった取組について、知事
と職員との意見交換を実施（3回）
・平成23年度「しごと☆きらり」推薦募集（8件推薦）
・平成23年度「しごと☆きらり」知事との意見交換(3回）

○
・該当事業の推薦募集
・知事との意見交換の実施

県庁力最大化プロジェクトの
取組推進

県庁力最大化プロジェクトチームの３つの提案
について、庁内に周知し取組の推進を図る。

・総合事務支援システムに取組を掲載し、庁内への周知を図っ
た。
・「しごと☆きらり」の対象項目として取組事例を募集

○ ・実践事例の収集、庁内への紹介

36
子育てを支え合う職場環境づ
くり
〈職場によい〉

・各種制度の周知と意識啓発
・子育てに配慮した勤務形態の活用・促進
・県庁子ども参観日の実施
・時間外勤務の縮減等

・「子育てハンドブック」の作成（H23年4月作成し庁内LANに掲
示）
・県庁子ども参観日の開催（H23年8月実施 参加者数：184名）
・年次有給休暇の取得促進通知発出（毎月、最低1日は年休取得
を呼びかけ）
（H23.4.25人事課長通知）
・「時間外勤務の一層の縮減について」（H23.8.26人事課長通知）
・「時間外勤務の縮減に向けた取組の徹底について」（H24.2.17
人事課長通知）
・「定時退庁日」の追加設定について（H24.2.17人事課長通知）

○

・「子育てハンドブック」の改定、および「服務関係Q＆A」
の作成
・新たに子が生まれた男性職員に、人事課長名で育児休
業の取得呼びかけを行う。
・「県庁子ども参観日」の実施
・新任グループリーダー研修の「明るく働きやすい職場づ
くり」講義や育児休業者職場復帰研修等の機会をとらえ
て、子育てに関わる休暇制度について周知を図る。

男性職員の主体的な育児参
加を応援
〈家庭によい〉

「お父さんの子育て促進プロジェクト」の積極的
な活用等により、男性職員の育児への参加を
促進します。

・４月、８月および10月に各所属長あて「お父さんの子育て促進プ
ロジェクト」の周知と積極的な参加を呼びかける通知をした。
・プロジェクト参加者は、前年度の実績(47名)を大幅に上回る、92
名に達した。
・参加者の感想では、「職場の協力を得やすくなった」「来年度も
続けて欲しい」との好意的な反応が多い。

○

・「お父さんの子育てプラン」の提出者数の大幅な増加を
目指す。
・育児休業を取得した男性職員の育休体験談を掲示板
に掲載し、育休取得者の増加を目指す。

｢県庁力最大化｣に向けた業務執
行の推進

「特定事業主行動計画」による取
組

現場感覚に優れた人材育成
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取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

実施項目

地域における子育て活動への
参加促進
〈社会によい〉

地域における子育て活動への参加を奨励す
る。

・年次有給休暇の計画的取得の促進について(H23.4.25人事課
長通知）
・夏季における年次有給休暇の計画的な取得の奨励について
（H23.6.20人事課長通知）
上記通知において、職員に対して社会全体で子育てに対する環
境を整備していく必要性と、併せて地域社会の一員として、積極
的に地域活動に参画していくことを呼びかけた。

○

・人事ヒアリング等の機会を捉えて、引き続き職員に地域
活動等への参加促進を呼びかける。
・地域社会活動支援講座の実施（県・互助会）、地域社会
活動助成の実施(互助会）

37 歳入の確保

・税財源確保に向けた国への働きかけ
・税収の確保と貸付金等未収債権の徴収
・県有資産の利活用
・使用料・手数料の見直し

・随時実施。
・あらゆる機会をとらえ、税財源確保に向け国へ働きかけを行って
いる。
※税収の確保等各論については、実施項目（39）～（41）を参照

○

引き続き、計画に基づく取り組みを実施する
・税財源確保に向けた国への働きかけ
・税収の確保と貸付金等未収債権の徴収
・県有資産の利活用
・使用料・手数料の見直し

歳出の見直し
・事業費の見直し
・人件費の見直し

・予算編成過程で見直し反映済み
事業見直し約２９億円、人件費の見直し約４２億円
※行革方針に加え、事業費の見直しで５億円、人件費の見直

しで７億円のさらなる削減を実施

○
経済情勢や地方財政対策の状況を踏まえつつ、行革方
針に沿った取り組みを着実に進め歳出の削減に努める。

38

水道用水供
給事業･工
業用水道事
業

計画的な事
業運営と進
行管理

計画的な事業運営と進行管理

経営計画で設定した具体的な行動計画・目標
値に対し、年度の期中・期末に実績の把握を
行い、課題の整理、分析・評価、対応策の検
討を行う。

・経営戦略会議において、今年度目標（行動計画・目標値）を設
定し、期中評価・期末（見込み）評価を実施するとともに、次年度
目標（案）を作成した。
・PDCAサイクルによる目標管理により、各事業の進捗が図れた。

○

経営戦略会議で決定する今年度目標（行動計画・目標
値）に対し、期中・期末に実績の把握、課題の整理、分
析・評価、対応策の検討を行うことにより、着実に目標達
成にむけた取組を実施する。

適切な維持
管理と効率
的・効果的な
施設整備の

適切な維持管理の推進
維持管理を的確、効率的に行うため、今年度
管路管理システムを構築するとともに、設備保
全管理システムの運用に向けた準備を行う。

・管路管理システムの構築に向け、検討・準備を行った。
・設備保全管理システムの効果的な活用方法の検討、運用準備
を行った。

△
維持管理を的確、効率的に行うため、管路管理システム
を構築するとともに、設備保全管理システムの運用に向
け、基礎データの整理・入力などの運用準備を行う。

アセットマネジメントの手法に
よる更新計画の策定

中長期の更新計画策定に向け、管路基礎調
査を実施するとともに、水運用・更新基本計画
策定の業務に着手する。

・平成21年度より引き続き管路老朽度調査を実施した。
・水道用水供給事業の管路更新基本計画策定に向け着手した。
・工業用水道事業の管路更新は、課題を整理し進め方の方針を
決めた。

○

・水道用水供給事業は、管路更新基本計画を策定する。
・工業用水道事業は、管路更新の検討（案）を作成し、受
水企業と協議を行う。
・電気・機械設備の更新計画を策定する。

経営基盤の
強化

定員の適正化
平成２３年度の事業統合、組織再編に合わ
せ、効率的な人員配置や業務内容の見直しを
行い、職員定数を削減する。

・今年度当初に企業庁全体で５名の職員を削減した。
・新体制での人員配置・業務内容の検証を行った。

○
組織再編後の人員配置・業務内容等について引き続き
検証を行い、必要な改善を図る。

維持管理コスト等の削減
省エネルギーへの取組、企業債の繰上償還等
によるコスト削減策を実施する。

・菩提寺加圧ポンプのラインポンプ化や各浄水場を結ぶ連絡管の
運用方法の見直し等により動力費を削減した。省エネルギー対策
について、検討・協議を行った。
・H24.3月に水道用水供給事業の企業債の繰上償還（105,163千
円、金利6.2%）を実施し、将来の支払利息の低減を図った。

○
・吉川浄水場工水送水ポンプのインペラーカットにより動
力費の削減を図るとともに、引き続き省エネルギー対策の
検討を行うなど、維持管理コストの削減に努める。

病院事業

第二次県立
病院中期計
画に基づく取
組の推進

第二次県立病院中期計画に
基づく取組の推進

中期計画の目標達成のためバランス・スコア・
カード(ＢＳＣ）の手法を用いて、評価と業務の
改善に取り組む。

・病院現場におけるＢＳＣ実践
・平成22年度の達成状況について自己評価を行い、７月に外部
評価を受けた。「計画どおり達成した」との評価を受ける
・結果をホームページで公表（平成23年10月3日）

○
第三次県立病院中期計画に基づく取り組みの実施
（中期計画の目標達成のためバランス・スコア・カード(ＢＳ
Ｃ）の手法を用いて、評価と業務の改善に取り組む。）

次期中期計
画の策定

次期中期計画の策定 第三次県立病院中期計画を策定する。
・議会、外部有識者から次期中期計画への意見を聴取
・第三次県立病院中期計画を策定し、公表した。
（平成２４年３月２８日ホームページ掲載）

○
第三次県立病院中期計画に基づく取り組みの実施
（中期計画の目標達成のためバランス・スコア・カード(ＢＳ
Ｃ）の手法を用いて、評価と業務の改善に取り組む。）

39 新たな数値目標の設定

平成17年度から平成22年度まで数値目標を
設定して取り組んできた成果を検証したうえ
で、平成23年度からの新たな数値目標を設定
する。

平成２２年度までの取り組みの結果、自動車税の滞納額は半減で
きたものの、個人県民税については、滞納額全体の７割を占める
に至ったことから、個人県民税に特に重点をおいた現繰毎の徴収
率および縮減目標額を新たに設定した。

現年課税分徴収率対前年度同月比 －0.0％
滞納繰越分徴収率対前年度同月比 －0.8％
現年繰越合計徴収率対前年度同月比 ＋0.1％
滞納額対前年度同月比 -60百万円

（４月末現在）

○
平成１７年度から平成２３年度まで数値目標を設定して取
り組んできた成果を検証したうえで、平成２４年度の新た
な数値目標を設定する。

財政健全化に向けた取組～財政
改革推進計画～

税収確保対策の充実・強
化

地
方
公
営
企
業
の
健
全
化

税
収
の
確
保
と
貸
付
金
等
未

参考
全国の現年繰越

合計徴収率 －0.4％
全国順位 10位(H22 9位)

(2月末現在)

参考
全国の現年繰越

合計徴収率 －0.1％
全国順位 6位(H22 6位)

(3月末現在)
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取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

実施項目

徹底した滞納処分等の実施、
滋賀地方税滞納整理機構に
よる市町との連携の強化

・新たな数値目標を踏まえた徹底した滞納処
分等の実施を推進する。
・県と市町により地方税の滞納整理を推進する
ために設置している「滋賀地方税滞納整理機
構」において地域の実情に沿った市町との連
携を強化する。

滋賀地方税滞納整理機構事業として、次の事業により市町との連
携を強化するとともに、地方税法第48条特例を活用した個人県民
税の滞納処分を実施した。
・県と市町職員の合同チームによる市町派遣

【県から竜王町へ２名派遣、竜王町から大津市へ１名派遣】
・市町への短期派遣【守山市、栗東市、長浜市、甲賀市に延べ
111日、146名の派遣】
・地方税法第48条特例の活用【長浜市、高島市、愛荘町、豊郷
町、野洲市、多賀町からの引受502件、約68百万円、うち約22百
万円（31.8％）の収納、差押171件】
・合同捜索チーム派遣【栗東市、甲賀市、守山市、長浜市、東北
部県税で現金33万円、動産等51点の差押】

◎

・新たな数値目標を踏まえた徹底した滞納処分等の実施
を推進する。
・県と市町により地方税の滞納整理を推進するために設
置している「滋賀地方税滞納整理機構」において地域の
実情に沿った市町との連携を引続き強化する。

広域徴税体制の整備

県と市町で設置している「滋賀県地方税務協
議会」(構成員：県総務部長、副市町長)におい
て税務機関の共同設置など、効率的な広域徴
税体制について検討を行い、年度末に最終報
告書をまとめる。

・協議会に、徴収部門、管理収納部門、課税部門の３部門からな
る専門部会を設置し、部門ごとに５月から１２月にかけて計１５回に
わたって検討した。
・いくつかある選択肢の中から、「税務機関の共同設置」による広
域徴税体制の検討に的を絞り、県内を７つまたは４つのブロックに
分け、ブロックごとに広域化、共同化した場合の効果と課題につい
て検討を進め、最終報告書をとりまとめた。
・また、共同化するにあたり、比較的調整項目が少ない高島地域
と湖東地域をモデル地域と位置付け、１月から県と市町との共同
化について先行して検討を開始した。

○

・平成23年度に取りまとめた最終報告書により検討結果
を協議会の総会(７月頃開催)において報告する。
・協議会に報告後、市町に対し広域徴税体制(共同化)の
整備に向けた意向調査を行い、要望のあるブロックごとに
検討を進める。
・また、平成23年度から先行して検討を進めている高島
地域と湖東地域においては、平成25年度に広域徴税体
制(共同化)の導入を目標に、早期に合意が得られるよう
協議を進める。

推進会議および同会議の分
科会における未収金対策の推
進に必要な事項の協議、検討

・ガイドラインの策定
・共通課題に対する検討

・ガイドラインについて分科会にて協議
・税外未収金対策にかかるガイドラインを策定

○

未収金所管所属に対する支援等
①未収金所管所属に対する助言等
②税外未収金処理方針検討委員会の開催
③未収金所管所属との共同管理による未収金の管理・

回収

研修会等の開催 関係職員を対象とした研修会の開催
2/8 研修会開催 講演「法的観点からみた税外未収金対策」

講師 弁護士 児玉 憲夫 氏
受講者 １４８名

○ 関係職員を対象とした研修会の開催

関係所属の未収金対策の直
接支援

関係所属に対する助言等
・関係所属との協議、助言を実施
・関係所属へ出向いて説明会を開催

○ 関係所属との協議、助言等を実施

40
ア 未利用県有地の売却処分
等の推進

・未利用県有地を一般競争入札等により売却
する。
・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。

・一般競争入札（H23.9.15／6物件、H24.1.26／1物件、H24.3.19
／1物件）を実施したほか、昨年度の入札不落物件等の随意契約
による売却を行った。
・県有財産活用検討会議をH24.3.26に開催し、行政財産の未利
用財産・有効活用可能財産3物件について利活用・処分方針等を
決定するとともに、「未利用財産等」の基準を定めた。

○

・未利用県有地について、一般競争入札等により売却す
る。
・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。

イ 庁舎および敷地等の有効
活用の推進

・行政財産の余裕敷地・余裕床を洗い出し、貸
付に向けた物件の環境整備など条件整備や
募集を推進する。
・自動販売機の設置について､公募制を本格
実施する｡
・県有資産を活用したネーミングライツ販売の
推進や広告の募集施設の拡大など広告等事
業を推進する。

・行政財産の余裕敷地・余裕床の貸付 ２件
・自動販売機の設置について､公募制を本格実施
・広告募集の拡大など広告等事業を推進（H23年度見込額
12,837千円）

○

・行政財産の余裕敷地・余裕床を洗い出し、貸付に向け
た物件の環境整備など条件整備や募集を推進する。
・自動販売機の設置について､公募制を全面実施する｡
・県有資産を活用したネーミングライツ販売の推進や広告
の募集施設の拡大など広告等事業を推進する。

41
負担のあり方を検討し、適正な
料金改定を行う。

改正が必要となった使用料および手数料を順
次見直す。

・サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度、および特定保
険業の認可の事務が新たに設けられたことから、それぞれについ
て審査の手数料を定めたほか、通訳案内士法に規定する事務が
関西広域連合に移管することならびに薬事法および介護保険法
の一部改正に伴い、関係規定を削除した。

○ 改正が必要となった使用料および手数料を順次見直す。

42
法定外目的税の導入に向け
た検討

各関係課の提案に基づき、税制度としての妥
当性等を検討、審査できる仕組みや組織を設
置し、制度導入の促進を図る。

関係課から新税に関する課題整理についての相談（１件）。
他の都道府県の法定外目的税に向けた状況についての調査実
施。

△
関係課から提案があれば、妥当性等について検討してい
く。

税外未収金の徴収強化

県有資産の利活用

未
収
債
権
の
徴
収

使用料・手数料の見直し

課税自主権の拡充に向けた検討
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取組内容 平成23年度計画 取組実績
達
成
度

平成24年度
今後の計画

実施項目

普通税としての超過課税の導
入に向けた検討

普通税として超過課税を実施した場合の県民
や企業への負担の影響等について検討する。

超過課税を導入した団体について行った調査事項の分析。
他の都道府県の超過課税に向けた状況についての調査実施。

○
経済情勢や復興増税等の影響も踏まえ、県民や企業へ
の負担の影響等について検討していく。

43 取組の進行管理 進捗状況、課題等を年２回程度把握
・平成23年度上半期の取組状況の調査を９月に実施
・平成23年度の取組状況の調査を３月に実施

○ 取組状況の調査（２回）

滋賀県行政経営改革委員会
への報告

平成23年度上半期の取組状況を滋賀県行政
経営改革委員会に報告する。

平成23年度上半期の取組状況について、主なものを平成23年10
月18日開催の滋賀県行政経営改革委員会で報告

○
・行政経営改革委員会に取組状況を報告（２回）
・県議会 行財政対策特別委員会に取組状況を報告

県民への情報公開
当年度の取組内容や取組状況、翌年度の取
組計画等を県のホームページを活用して公表
する。

平成23年10月18日の第1回行政経営改革委員会の開催後、県
ホームページにおいて委員会の概要および委員会の資料を公表

○
・当年度の取組内容や取組状況、翌年度の取組計画等
を県のホームページを活用して公表

計画以上の進捗 ◎ 10 8.7%

計画通りの進捗 ○ 91 79.1%

計画に満たない進捗 △ 14 12.2%

未実施 － 0 0.0%

115 100.0%

改革の取組の進行管理

14／14


