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本日の内容

１ 岡山県庁の組織と仕事

２ 岡山県職員の構成

３ 人事異動

４ 働きやすい職場環境

５ 求められる職員像

６ 岡山県職員として働く魅力
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１ 岡山県庁の組織と仕事（県の役割）

国家、国全体にわたるもの

防衛、外交、立法、
地方への補助金交付 など

国

住民生活に直結するもの

住民登録、ごみ処理、
上水道や下水道の運営 など

市町村 基礎的
自治体

広域・
専門

身近・
定型

都道府県全体にわたるもの、
国との連絡調整、市町村支援

産業の振興（雇用、企業誘致等）、教育の再生
医療体制の確保、幹線道路や河川の整備
市町村の支援や助言 など

都道府県

広域的
自治体
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１ 岡山県庁の組織と仕事（県庁の組織）

知 事

地域事務所

本 庁

県民局

出先機関

出先機関

県立学校

教育委員会 事務局(教育庁)

警察署・交番等警察本部長 警察本部

警察学校

副知事

運転免許センター

施策の企画・立案、計画の策定、
条例・規則の制定、国との調整
など

税金の徴収、監視・監督、
公共工事の設計・施工・監理
など
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１ 岡山県庁の組織と仕事（知事部局の仕事）

部局名 仕 事 の 内 容

(知事直轄) 危機管理、消防・保安 など

総合政策局 公聴・広報、秘書、政策の企画・立案、統計・分析 など

総務部 人事、行革、財政、税務、デジタル化、庁舎管理、法制 など

県民生活部 地域振興、国際交流、消費者行政、男女共同参画 など

環境文化部 環境保全、文化振興、スポーツ振興 など

保健福祉部 保健、医療、衛生、障害者福祉、子育て など

産業労働部 企業誘致、産業振興、雇用対策、観光振興 など

農林水産部 農林水産漁業の生産基盤・流通機構の整備 など

土木部 道路、河川、港湾、都市計画、住宅、建築 など

出納局 歳入歳出の出納・決算、物品の出納・保管 など
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１ 岡山県庁の組織と仕事（知事部局の機関）

県民局

県民ニーズに

基づく地域の

政策全般を担

う拠点機関

地域事務所

県施設の 管理、

災害・危機管

理など現地で

業務を実施
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知事部局・諸局（約3,800人）
行政事務、環境、衛生、農業、土木、
農業土木、畜産、林業、建築、電気
薬剤師、獣医師、保健師…

教育委員会（約13,000人）
行政事務、小・中学校事務、
教員、司書…

警察本部（約3,900人）
警察官、警察行政、
術科指導員、財務捜査官…

２ 岡山県職員の構成（人数、職種）

7

©岡山県「ももっち・うらっち」



３ 人事異動
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・概ね２～３年で異動
・毎年度、所属で事前にヒアリング
・ジョブチャレンジ制度もある

人事異動

・省庁での実務研修
・他県交流
・県内市町村との交流
・民間企業への研修派遣

人事交流

《例》 ある職員（行政・１５年目）のケース

保健福祉部１年

美作県民局 ２年

本 庁 局・出先等

総合政策局２年

保健福祉部

県民生活部２年

総務部（現在）３年

厚生労働省（実務研修） ２年

３年



４ 働きやすい職場環境
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勤務時間

主な休暇等

種 類 内 容

年次休暇 年２０日（採用時期により異なる）、繰越制度あり

夏季休暇 ７月～１０月の間に最大６日取得可能

結婚休暇 結婚後概ね１年の間に取得可能

出産休暇 出産予定日の８週前から出産日の８週後まで取得可能（女性職員）

育児休業 ３歳未満の子を養育する期間について休業可能（無給）

家族休暇 配偶者の出産付添、子の看護や学校行事などで取得可能

原則、月曜日から金曜日の８：３０～１７：１５
休憩時間は１２：００～１３：００



４ 働きやすい職場環境

10

休暇制度（平均取得日数）

令和３年 平成27年

年次休暇 12.7 12.0

夏季休暇 5.9 5.8
※上記以外に、子育て休暇、介護休暇など、多数の特別休暇が
あります。

仕事のスケジュール感が

つかみやすい
だから休暇も取りやすい！

1

日 日

日 日



４ 働きやすい職場環境
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育児休業取得率2

岡山県職員 全国の事業所

女性 100 85.1

男性 30 14.0
※「岡山県職員」の値は、令和３年度の取得率。
※「全国の事業所」の値は、令和2年10月1日～令和3年9月30日までの
１年間の取得率。雇用均等基本調査（厚生労働省）結果。

育児休業は

最長で３年間取得できます

％

％ ％

％



5 求められる職員像（基本目標の実現に向けて）

県政の基本目標

全ての県民が明るい笑顔で暮らす

「生き活き岡山」の実現

に向けて、求められる職員像とは？

① チャレンジ精神を持つ職員

② コスト感覚を持つ職員

③ スピード感覚を持つ職員

④ サービス感覚を持つ職員
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５ 県職員の魅力♪ ８5 求められる職員像（求められる基本姿勢）

① チャレンジ精神を持つ職員
過去に例のないことであっても、チャレンジ精神を持ち、幅広く

正確な情報を集め、自らの頭で主体的に考える。

② コスト感覚を持つ職員

行政の運営経費は、そのほとんどが税金で賄われていることを

念頭に、最小の経費で最大の成果を上げるよう常に意識する。

③ スピード感覚を持つ職員

日常業務に追われて意思決定が先延ばしにならないよう、時間管

理や優先度を決めるなど、限られた時間内に課題を解決する。

④ サービス感覚を持つ職員

政策の企画・立案～実行、あらゆる段階で、県民の視点に立って

考える。 14



５ 県職員の魅力♪ ８5 求められる職員像（人材育成の基本的方向）

① 人を育てる職場環境へ

ＯＪＴを推進するとともに、職員の政策形成への参画を促す。

② キャリア形成に向けた研修制度へ

通常の職員研修に加え、ビジネススクールや海外への派遣など、

多様な研修・経験の機会を確保する。

③ 能力開発型の人事管理へ

人材育成に配慮した人事配置のほか、人事評価制度、庁内公募

などを活用し、やる気のある職員を積極的に登用する。
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８6 岡山県職員として働く魅力

①県民のため幅広い仕事ができる
観光、産業振興、福祉関係など、県政を支える多種多様な分野に

挑戦できます。

②住民との距離感がちょうど良い
県の住民との距離感は、市町村と国の中間。近すぎず遠すぎない、

ちょうど良い距離感で仕事ができます。

③自分の提案を政策にして実行できる！
全国知事会の先進政策バンクで「先進政策大賞を２回」、

「優秀政策を18回」受賞。全国約4,000事業の中から選ばれました。
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【受賞例】 大賞 H28 商品開発マーケティング支援事業

大賞 H30 通所付添サポート事業

優秀政策 R4 地元高専と農業イノベーション！

～誰でも簡単、（ぶどう・トマト）DIY型

システムの開発～



８6 岡山県職員として働く魅力

④派閥のないカラッとした社風
県外出身者や民間からの転職者など、様々な方が集まって岡山県を

より良くしていくために働いています。

⑤チームで議論する職場の雰囲気
担当者が1人で悩んだり、抱え込んだりせず、同僚や上司と一緒に

チームで仕事に取り組んでいます。

⑥知識や活動の範囲が広がる
国、市町村、民間企業などの方と様々な交流を通じて

だんだん顔が広くなり、世の中のことがよくわかる

ようになります。
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