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記者発表                                                     

平成 29 年度の組織・人事異動方針について 

 

平成29年(2017年)3月13日 

総 務 部 人 事 課 

内線３１５３、３１５４ 

 
 

１ 組織について 

平成 29 年度は、「滋賀県基本構想」と「滋賀県行政経営方針」の計画期間の後半とな

る３年目を迎え、成果が求められる重要な年度です。 

「夢や希望に満ちた豊かさ実感・滋賀」の実現に向けて、多様な主体との協働のもと、

「新しい豊かさ」を具現化すべく、４つの視点を重視して編成した平成 29 年度当初予算

案に基づく重点的な取組を推進するための組織を整備します。 

 

 

 

 

 

①「ビワイチ推進室」の設置 

 

「新しい豊かさ」を実感できる観光資源「ビワイチ」による観光振興に向け、自転

車の走行環境整備・交通システム整備・観光施策を一体として推進していくため、観

光交流局内にビワイチ推進室を設置します。 

 

現   行  平成 29 年度 

   

観光交流局  観光交流局 

 ○観光政策室 

 ○国際室 

 ○旅券室 

  ○観光政策室 

 ○ビワイチ推進室 

 ○国際室 

○旅券室 

 

  

（１）国内外から人やものを呼び込む新たな価値の創造・発信 
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②「全国・世界から選ばれる滋賀」を目指して、東京事務所を「東京本部」

に改組 

 

「全国・世界から選ばれる滋賀」を目指して、首都圏におけるネットワーク強化の

取組などをこれまで以上に展開するとともに、滋賀の魅力を継続的に広く発信し、本

県への人やモノの誘引を図るため、総合的な活動拠点として東京事務所を東京本部に

改組します。 

東京本部においては、従来担ってきた業務に併せ、平成 29 年 10 月に東京日本橋に

開設する首都圏と滋賀とを結ぶ新たな情報発信拠点の開設に向けた準備および運営を

担います。 

 

 

 

 

 

 

①「スポーツ局」の設置 

 

第79回国民体育大会および第24回全国障害者スポーツ大会開催に向けた準備の着

実な推進を図るとともに、東京オリンピック・パラリンピック、関西ワールドマスタ

ーズゲームズ 2021 開催に向けた体制を強化するため、県民生活部にスポーツ局を設

置します。 

併せて、東京オリンピック・パラリンピック等の参加国と地域との交流事業をはじ

めとするスポーツを活かした交流を推進するため、同局内に新たに交流推進室を設置

します。 

 

現   行  平成 29 年度 

スポーツ課  スポーツ局 

 ◇管理施設係 

 ◇主会場整備係 

 ◇企画係 

 ◇競技力向上対策係 

 ○国体・全国障害者スポーツ 

大会準備室 

  ◇管理係 

 ◇施設係 

◇主会場整備係 

◇競技力向上対策係 

○交流推進室 

○国体・全国障害者スポーツ 

大会準備室 

 

  

（２）だれもが健康で、活躍する社会づくり 
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②医療および健康づくり・疾病予防に関する体制の強化 

 

健康寿命の延伸に向け、健康・医療・疾病等に関するデータの分析・活用による健

康課題の「見える化」等の新たな取組を進めるとともに、疾病予防に係る施策を強力

に推進していくため、健康医療課内のがん・疾病対策室と健康寿命対策室とを統合し、

健康寿命推進課を設置します。 

これに伴い、健康医療課を医療政策課に改称します。 

 

現   行  平成 29 年度 

健康医療課  医療政策課 

 ◇企画係 

 ◇医療人材確保係 

 ◇医療整備係 

○がん・疾病対策室 

  ◇企画係 

 ◇医療人材確保係 

 ◇医療整備係 

 

 ○健康寿命対策室  健康寿命推進課 

    ◇健康づくり係 

◇母子保健・周産期係

◇がん・疾病対策係 

 

 

 

③地域包括ケアシステム構築に向けた市町支援体制の強化 

 

    地域包括ケアシステムの構築に向け、各圏域における企画調整機能や市町支援体

制の強化を図るため、健康福祉事務所（保健所）に医療福祉連携係を設置します。 

 

 

 

 

 

 

①「特別支援教育課」の設置（教育委員会） 

 

インクルーシブ教育システムの構築に向けた取組や、障害のある子どもの職業的自

立と社会参加を目指した取組など、特別支援教育の更なる充実に向けた体制を強化す

るため、教育委員会事務局に特別支援教育課を設置します。 

 

 

（３）若者の希望の創造 
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②「高校再編室」の設置（教育委員会） 

 

教育内容や指導力の充実の取組と一体となり、より魅力と活力ある県立高校づくり

を推進するため、学校支援課の高校再編係を高校教育課に移管し、高校再編室を設置

します。 

 

これら①②に伴い、学校支援課および同課特別支援教育室を廃止します。 

 

現   行  平成 29 年度 

   

高校教育課  高校教育課 

 ◇企画管理係 

 ◇学校経営支援係 

 ◇教育力向上係 

  ◇企画管理係 

 ◇学校経営支援係 

 ◇教育力向上係 

 ○高校再編室 

学校支援課 

 ◇高校再編係 

  

 ○特別支援教育室  特別支援教育課 

◇企画管理係 

◇教育指導係 

 

 

 

 

 

 

 

① 国立環境研究所の一部機能移転を契機とした取組の推進 

 

本年４月に、国立研究開発法人国立環境研究所琵琶湖分室が本県琵琶湖環境科学研

究センター内に設置される予定です。 

今後、同室設置を契機として、密接な連携のもと、琵琶湖の保全および再生に向け

た湖沼環境研究の更なる発展と研究成果の活用等を図るとともに、「琵琶湖モデル・

水環境ビジネス推進プロジェクト」など、地方創生につながるプロジェクトを推進し

ていくため、生態系保全・再生に係る研究体制を強化します。 

 

 

 

（４）琵琶湖や山と人々の暮らしとのつながりの再生 
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知事のリーダーシップのもと、働き方改革に向けて定めた４本柱の具体的な取組を

全庁的に推進するため、池永副知事を委員長とする働き方改革推進委員会（構成員：

各部局次長等、事務局：総務部行政経営企画室）を設置します。 

 

 

 

 

 

 

①知事部局 

  ・ 丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備に対応するため、土木交通部に丹生水源

地域整備推進室を設置します。 

併せて、県が担うこととなる道路整備や河川整備等に的確に対応していくため、

長浜土木事務所木之本支所に丹生水源地域整備課を設置します。 

 

・ 芹谷地域振興事業の早期事業の完了に伴い、芹谷地域振興事務所および芹谷地域

振興推進室を廃止し、湖東土木事務所に芹谷地域振興課を設置します。 

 

 

②企業庁 

・総務課を「経営課」に改称 

総務課を経営課に改称し、更なる費用低減に向けた不断の経営努力や、新規需要

開拓、営業活動を含め、より一層経営に重点を置いた業務推進を図っていきます。 

 

 

③病院事業庁 

・成人病センターに「財務企画室」を設置 

病院の経営判断に必要な情報の集積や分析を行い、医業収益確保に向けた企画機

能や戦略構築体制の強化を図るため、経営企画室と総務課経理係を統合し、財務企

画室を設置します。 

  

（６）その他の組織整備 

（５）働き方改革の推進に向けて 
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（参考）知事部局本庁の組織数 
                                                   
      平成 28 年度  ９部局 ４局 ５６課 ４１室 

※部局：部、会計管理局 
                                 
 
 
      平成 29 年度  ９部局 ５局 ５６課 ３９室 

 

        （増減内訳） 

          局…＋１ スポーツ局 

 

          課…＋１ 健康寿命推進課 

            △１ スポーツ課 

 

             室…＋３ 交流推進室（スポーツ局） 

               ビワイチ推進室（観光交流局） 

               丹生水源地域整備推進室（流域政策局） 

            △５ 首都圏拠点開設準備室（広報課） 

   がん・疾病対策室（健康医療課） 

   健康寿命対策室（健康医療課） 

   介護保険室（医療福祉推進課） 

   芹谷地域振興推進室（流域政策局） 

（※組織名の改称は除く。） 
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２ 知事部局等の職員定数について 

  これまでの数次にわたる行政改革の取組により、知事部局の職員定数は、ピークであ

った平成９年度の 3,767 人から平成 28 年度には 3,062 人と、705 人（約 19％）の減とな

っており、平成 28 年度の一般行政部門の職員数は、全国で５番目に少ない状況となって

います。 

平成 29 年度においては、行政需要の増加や県政課題の多様化に的確に対応していくた

め、37 年ぶりに知事部局の職員定数を純増（※）することとし、執行体制の強化を図り

ます。 

※ 他の事務部局からの事務移管に伴い定数を増やした平成９年度および平成 28 年度を除きます。 

 

〔主な定数増減〕 

 (1) 知事部局 

   知事部局では、平成 36 年度の国民体育大会・全国障害者スポーツ大会開催に向けた

準備業務への対応や、子ども家庭相談センターの体制強化、公共事業対応等のための

増員を行う一方で、事務事業の見直しや業務の効率化などの徹底による減員を図るこ

ととし、知事部局全体では 10 人の増員を行います。 

（平成 28 年度：3,062 人 → 平成 29 年度：3,072 人） 

  〔主な増員要素〕 

   ・ 国体・全国障害者スポーツ大会の開催準備 ５人 

・ 子ども家庭相談センターの体制強化    ４人 

・ 公共事業対応              ６人 

・ 首都圏における情報発信機能の強化    ５人 

 

 (2) 教育委員会 

  ① 教育委員会事務局では、県立学校における空調設備整備事業への対応などにより

２人を増員します。 

（平成 28 年度：  198 人 → 平成 29 年度：  200 人） 

 

② その他の教育機関および県立学校では、学級数の増減などにより 18 人を減員しま 

す。 

（平成 28 年度：4,057 人 → 平成 29 年度：4,039 人） 

 

（参考）小中学校・警察官の定数増減 

  Ｈ２８ Ｈ２９ 

(1) 小中学校の教員 ＋  ３３人 （８，２８０人   ８，３１３人） 

(2) 警察官 ＋ １３人 （２，２６９人 ２，２８２人） 

警察官以外の警察職員 ＋  ２人 （   ２９６人 ２９８人） 
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３ 人事異動の方針について 

  平成 29 年度の人事異動にあたっては、公平、公正かつ適材適所の人事配置はもとより、

「人こそが最大の経営資源である」との認識のもと、基本構想に掲げた「新しい豊かさ」

の具現化に向けて、チャレンジ精神を持ち、県民とともに滋賀の未来を切り拓いていく

人材の登用と育成に努めます。 

 

 (1) 女性職員の積極的な登用 

    「女性職員の活躍推進のための取組方針」に基づき、女性職員が能力を一層発揮

できるよう、若いうちから幅広い業務の経験を積めるように努めるとともに、政策

や方針の決定過程に参画することができるよう、管理職や係長への積極的な登用を

行います。 

 

(2) 専門性が発揮できる人事 

    県に求められている専門性を蓄積し、業務に発揮できるよう、豊富な経験を有す

る職員を養成するとともに、生産性の高い働き方の観点も踏まえ、４～５年を基本

とした長めの人事ローテーションとします。 

 

(3) 職務の公正性・中立性の確保   

    許認可事務や業者との関わりの特に深い業務に従事する職員は、３年を目処に異

動させるなど不祥事の未然防止に努めます。 

 

(4) 幅広い視野や柔軟な発想をもった人材の育成 

    社会・経済のグローバル化に対応するとともに、広域的な視点を持った人材を育

成するため、引き続き国や府県などへ職員を派遣します。 

    また、職員の視野の拡大と意識改革、さらには、問題解決能力の向上を図るため、

民間企業へ職員を派遣します。併せて、民間企業からも人材を受入れることにより、

その知識と経験を活用するとともに、組織の活性化を図ります。 

 

① 国、府県などへの職員の派遣 

     ・国等との人事交流、研修派遣              １７人 

内閣府３、総務省３、外務省１、財務省１、文部科学省１、 

厚生労働省３、国土交通省３、環境省１、文化庁１ 

 

      ・関西広域連合派遣                 ４人 

 

    ・府県間の職員交流(福井県、三重県、京都府、大阪府) ４人 
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  ② 海外への職員の派遣 

   ・友好州省経済交流駐在員 

姉妹友好州省との強固な関係を活用することにより経済交流を推進するため、

引き続き米国ミシガン州および中国湖南省に職員各１人を派遣します。 

 

    ・自治体国際化協会派遣  

      多様な価値観に触れることによって幅広い人間力をもった国際的人材を育成

するとともに、本県の施策に係る情報の収集や発信のため、職員２人（協会本

部１、ニューヨーク事務所１）を派遣します。 

 

    ・外交実務研修派遣 

      外務省本省や在外公館における業務経験を通じて、県の各種施策の海外展開

など国際化に対応できる人材を養成するため、引き続き職員１人を派遣します。 

 

  ③ 民間企業への職員の派遣 新規 

   ・株式会社滋賀銀行 

   ・西日本旅客鉄道株式会社 

 

  ④ 政策研究大学院大学派遣 

医療政策のプロフェッショナル人材を育成するため、「医療政策コース」に職員

１人を派遣します。 

 

 (5) 現場感覚を持ち、実践力のある人材の育成と人事配置 

現場感覚を持ち、実践力のある人材を育成するために、引き続き本庁と地方機関、

技術職種間の交流人事を積極的に行うとともに、市町や東日本大震災および熊本地

震被災地へ職員を派遣します。 

 

  ① 県内市町への職員の派遣等 

   ・市町への技術職員の派遣                            ４人 

         (彦根市、守山市、東近江市、多賀町)           

   ・若手職員の市町交流研修（いきいき新自治交流研修） ２人 

 (甲賀市、高島市) 

   ・市町との保健師交流（愛荘町）           １人 

   ・市町との福祉業務交流（長浜市）          １人 
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  ② 被災地の復興支援に向けた技術職員の派遣 

     東日本大震災および熊本地震被災地の復興支援のため、また、災害対応の備えと

して現場での知見や経験を蓄積するため、９人の職員を福島県(７人)、熊本県(１人)

および熊本市（１人）に引き続き派遣します。 

     福島県：農業１、農業土木３、土木３（計７人） 

熊本県：土木１ 

熊本市：文化財１ 

 

(6) 庁内公募の活用 

特定の業務や民間企業への派遣研修を対象に庁内公募を実施することにより、職

員の士気・意欲の向上および組織の活性化を図ります。 

 

 (7) 部局間連携のさらなる推進 

行政分野を越えた課題に適切に対応していくため、引き続き関連する部局間の連

携を推進します。平成 29 年度は、福祉と教育とがともに課題に取り組むため、引き

続き福祉行政と教育行政との間で、豊富な経験を有する職員の交流人事を行います。 
 
 

 

 （参考）異動規模 

     異動規模は昨年と同程度規模になる見込みです。 
 

           ※過去５年間の異動者数 

平成 28 年４月  １，３８８人 

平成 27 年４月  １，３２５人   

       平成 26 年 4 月 １，４２５人   

平成 25 年 4 月 １，４３２人    

        平成 24 年４月  １，５２３人    

（注）病院の医師、看護師は含まない。 
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４ その他 

 (1) 退職、採用見込み（平成２９年３月１３日現在） 

  ① 退職 

    今年度末退職者  定年退職１２４人    昨年度 定年退職 １１１人 

                          希望退職  ３５人    (実績)  希望退職  ３３人 

             合  計１５９人            合  計 １４４人 
 

② 採用 

    新年度採用者   事務系  ８２人    昨年度 事務系   ６５人 

        （４月１日採用）  技術系  ７４人    (実績)  技術系   ７２人 

             合 計 １５６人            合 計  １３７人 
             

（注）退職、採用とも病院医師、看護師、国・市町等との人事交流を除く。 

 

 

 (2) 人事異動内示日(予定)  平成２９年３月２４日（金）午前９時 


