
 

 

 

 

 

 

 

 

東近江市総合計画 

【後期】 

 

（案） 

1 

 



東近江市総合計画 目次 
 

第１部 序論  1

 第１章 計画の概要  2

 第２章 策定の背景  4

 第３章 まちづくりの課題  15

    

第２部 基本構想  19

 第１章 東近江市の将来性  20

 第２章 基本理念と将来像  22

 第３章 将来人口の見通し  25

 第４章 将来の都市構造  26

 第５章 まちづくりの基本方針  28

 第６章 基本構想の推進にあたって  31

    

第３部 基本計画  32

  後期基本計画の見方  33

 第１章 市民が主役となるまちづくり  

  １ 市民主体のまちづくり自治システムの構築 【コミュニティ】 

【まちづくり】 

【広報・広聴】 

35

  ２ 地域の一体感を生む市民交流の推進 【市民交流】 37

  ３ 多様な交流活動の展開 【多文化共生】 38

  ４ お互いを認め合う人権尊重のまちづくり 【人権】 40

  ５ 一人ひとりが輝く男女共同参画社会の実現 【男女共同参画】 42
    

 第２章 人と環境にやさしいまちづくり  

  １ 豊かな自然環境の保全・再生と活用 【自然環境】 

【環境美化】 

43

  ２ 環境にやさしい循環型社会の構築 【廃棄物対策】 

【地球温暖化対策】 

45

  ３ 快適な暮らしを支える良好な住環境づくり 【緑化景観】 

【景観形成】 

【環境衛生】 

【公園】 

【住宅】 

48

  ４ 災害に強いまちづくり 【防災】 

【消防】 

53

  ５ 地域の安全を守るまちづくり 【防犯】 

【交通安全】 

【消費生活】 

56

    

 

2 

 



 

 第３章 誰もが笑顔で暮らせるまちづくり  

  １ 健康づくりの推進 【健康】 

【医療】 

【保険・年金】 

59

  ２ 互いに支え合う地域福祉の充実 【地域福祉】 

【生活保障】 

65

  ３ 高齢者福祉の充実 【高齢者福祉】 67

  ４ 障がい者（児）福祉の充実 【障がい者福祉】 73
    

 第４章 次代を担う人材を育むまちづくり  

  １ 安心して子どもを生み・育てられる環境づく

り 

【児童福祉】 76

  ２ 教育環境の充実と青少年の健全育成 【学校教育】 

【青少年育成】 

80

  ３ 生涯にわたる学習機会の充実 【生涯学習】 85

  ４ 地域文化の保存・継承と活用 【文化財】 89
    

 第５章 地域の活力を生み出すまちづくり  

  １ 新規企業の誘致と既存産業の活性化 【企業支援】 

【雇用就労】 

91

  ２ 地域資源を活かした観光交流産業づくり 【観光】 94

  ３ 多面的機能を有する農林水産業の活性化 【農林水産業】 

【食育地産地消】 

96

  ４ にぎわいを生む地域商業の活性化 【地域商業】 103
    

 第６章 市民生活・地域経済を支えるまちづくり  

  １ 道路ネットワークの充実 【道路】 105

  ２ 公共交通ネットワークの充実 【公共交通】 107

  ３ 情報基盤の拡充 【情報通信】 109

  ４ 計画的な土地利用・基盤整備の推進 【土地対策】 110

  ５ 河川整備・治山・砂防対策の推進 【河川】 

【治山・砂防】 

111

  ６ 自然環境に配慮した上下水道の充実 【上水道】 

【下水道】 

113

    

 第７章 計画推進のために  

  １ 効率的・効果的な行政経営の推進 【行政経営】 

【議会・行政委員会】

【計画推進】 

115

    

資料   118

  財政推計  119

  施策指標一覧  122

  総合計画に関連する主な個別計画  130

  まちづくり懇話会の提言  133

3 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 

序 論 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



計画の概要 

第１章 

第1節 策定の趣旨 

平成 17（2005）年 2 月 11 日（八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町）と平成

18（2006）年１月１日（東近江市、能登川町、蒲生町）の２度の合併を経て、東近江市は、人

口・面積とも日本のほぼ千分の１の規模のまちとして、スタートしました。 

そして平成 19（2007）年 3 月、本市では、市民が共有できる東近江市の新たな将来ビジョ

ンを描くとともに、市民と行政が協働して取り組む魅力あるまちづくりの指針として、「東近江市

総合計画」を策定しました。 

その後、国においては地域主権改革の動きを加速しつつあり、本市においても、地域住民が自

らの判断と責任において、地域が抱える様々な課題に取り組めるような地域づくりを進めていま

す。今後、さらに、自主・自立の視点にたった主体的な取組が一層求められます。また、平成２

２（２０１０）年３月、スリムで市民本位の市政をめざし、効率的・効果的な行財政運営を確立

させ、分権時代の地域経営を着実に進めるため「第２次行政改革大綱」を策定し、行財政改革に

積極的に取り組んできました。 

しかし、今後の本市の財政見通し、人口動態等を考えた場合、非常に厳しい状況であり、右肩

上がりの成長意識からの脱却が必要となっています。 

したがって、総合計画の役割も市民と行政が共通の現状認識に立って、夢を共有しながら、地

域の様々な力を結集して、市民満足度を最大限に高めることを目指すものとしつつ、同時に、行

政にとっては、「選択と集中」の観点で重点的に取り組む工程を示した「戦略的な経営指針」的な

位置付けのものとなるよう、その性格を変えていく必要があります。 

このことから、本計画は、基本構想に示すまちの将来ビジョンやまちづくりの基本理念を引き

継ぎながら、平成 24（2012）年度から平成 28（2016）年度までの後期基本計画を策定する

ものです。 

また、基本構想については、これまでのまちづくりの進捗や社会情勢の変化をふまえ、必要な

見直しを行います。
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第 2 節 計画の構成と期間 

総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画により構成します。 

 

1. 基本構想 

基本構想は、東近江市の 10 年後を展望し、まちの将来ビジョンを表すものとして、まちづく

りの基本理念、基本構想に示す将来の都市像（以下「将来像」という。）及び基本方針を示し、総

合的かつ計画的な行政運営の指針とするものです。 

構想の期間は、平成 19（2007）年度から平成 28（2016）年度までの 10 年間とします。 

 

2. 基本計画 

基本計画は、将来像を達成するための基本的な施策の体系を示し、まちの将来ビジョン実現の

ための施策方針及びこれらの目標指標を示すものです。 

計画期間は基本構想期間の後期に相当する平成２4（2012）年度から平成２8（2016）年度

の５年間とします。 

 

3. 実施計画 

実施計画は、基本計画に示された施策を具体的な事業として定め、計画する主な事業の内容、

事業費及び事業の方向性を示します。３年間の計画をローリング方式により毎年度更新し、実効

性の高い計画とします。 

 



策定の背景 

第２章 

第 1 節 東近江市の概況 

（１）位置と地勢 

本市は、滋賀県の南東部に位置し、京阪神と中京都市圏との中間にあたります。 

地形は東西に細長く、東は鈴鹿の山々から西は琵琶湖畔まで、なだらかな丘陵地と肥沃な大地

が美しい田園風景を形成しています。 

面積は、388.58k ㎡で県総面積の 9.7％を占めています。 

 

（２）交通体系の状況 

道路網は、名神高速道路をはじめ、国道 8 号、国道 307 号、国道 421 号、国道 477 号など

が広域幹線網を形成しています。 

鉄道では、近江鉄道とＪＲ琵琶湖線があり、京阪神への通勤・通学圏となっています。 

また、市内には路線バスが運行されるとともに、公共交通の空白地域にはコミュニティバスを

運行しています。 

 

（３）歴史文化 

本市は、縄文時代の集落跡や古墳群、大陸文化の影響を残す遺跡などが数多くあるとともに、

万葉の時代から蒲生野に伝わる歴史ロマンや、全国に広がる木地師発祥の地として有名です。中

世以降は市場町や門前町として、また交通の要衝として栄えるとともに、佐々木六角氏を取り巻

く戦国ドラマの舞台となり、近世には近江商人の活躍が見られるなど、それぞれの地域において

積み重ねられた豊かな歴史文化を誇っています。 

こうした背景のもと、現在でも伝統的な行事をはじめ、歴史文化資源を活用したまちづくりや

市民活動が展開されています。 
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（４）人口・世帯数の状況 

本市の人口は、近年、ゆるやかな増加傾向をみせていましたが、平成 22（2010）年には減

少に転じました。世帯数は増加を続けており、1 世帯あたりの人数が減少しています。 

年少人口（14 歳以下の人口）と老年人口（65 歳以上の人口）の割合は、平成 12（2000）

年の調査で逆転しており、今後、さらに少子高齢化が進むものとみられます。 

また、平成 23（2011）年 4 月 1 日現在の外国人登録人口は 3,172 人で、総人口の 2.7％

を占めており、滋賀県全体の 1.5％と比較して、外国人の割合が高いことが特徴です。 
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資料：国勢調査
 

 

 



（５）産業の動向 

①就業構造・事業所数 

本市の産業別就業者人口は、製造業を中心とした第 2 次産業の割合が、県内全域と比べて高い

地域であることが特徴です。 

農業などを中心とした第 1 次産業の割合は減少傾向にあり、商業・サービス業などを中心とし

た第 3 次産業は徐々に増加しています。 

一方、産業別事業所数は、約 7 割が第 3 次産業、約 3 割が第 2 次産業となっています。 

 

資料：国勢調査
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※グラフ内％は小数点第 2 位以下を端数処理しているため、合計が 100.0％にならない場合がある。 
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②農業 

平成 22（2010）年の販売農家数は 3,839 戸となっており、減少傾向にあります。しかし、

法人としての農業経営体の増加がみられ、平成 22（2010）年の法人数は、１１０団体となっ

ています。 
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※H22は滋賀県における農林業センサス調査結果「概数値」
 

H22 

（2010） 

③工業 

平成 21（2009）年の事業所数は 305 事業所、従業者数は 14,715 人となっており、減少

傾向にあります。一方、製造品出荷額等については、平成 21（2009）年は増加し、約 5,473

億円で、県内の 8.9%を占めています。 
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資料：工業統計調査
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④商業 

平成 19（2007）年の事業所数は 1,198 事業所、従業員数は 7,592 人となっており、減少

傾向にあります。一方、年間商品販売額については、平成 19（2007）年には約 1,640 億円と

増加し、県内の 6.5%を占めています。 

 

 

 

7,774人

8,340人
7,967人

7,592人

1,514事業所
1,410事業所

1,326事業所
1,198事業所

209,822百万円

179,869百万円

156,166百万円

164,012百万円

8 

 

0

50,

100,

150,

200,

250,

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

H9

（1997）

H14

（2002）

H16

（2004）

H19

（2007）

(（人） 商業の推移

000

000

000

000

000

百万円)

東近江市

6.5%

平成19（2007）年

年間商品販売額の県内に占める割合

滋賀県全体

2兆5,165億円

従業者数（人） 事業所数（事業所）

年間商品販売額（百万円）

資料：商業統計調査  



9 

 

第2節 私たちを取り巻く社会潮流 

社会経済情勢が急速に変化する中、本計画の策定にあたり踏まえるべき社会潮流を次のとおり

整理します。 

  

◇ 地方分権と協働のまちづくり 

地方分権の動きが本格化する中で、これまで行政が主導的に担ってきた画一的な行政サービス

には限界が見えてきました。 

国では、平成 22（2010）年 6 月「地域主権戦略大綱」を閣議決定し、平成 23（2011）年

5 月には地方自治法等の改正を行うなど、様々な地域主権改革の動きが加速しつつあり、自主・

自立の視点にたった分権時代の取り組みを着実に進める必要があります。 

さらに、市民のまちづくりへの参加意識が高まる中、まちづくりの担い手は市民であることを

改めて認識し、市民の自主的、主体的な活動を進めることが必要となっています。そして、市民

と行政が役割を分担し、協働のまちづくりを進めることが求められています。 

また、極めて厳しい財政状況にある中で、地方自治体は、従来にも増してより効率的・効果的

な行財政運営を確立する必要があります。 

 

◇ グローバル化、情報化の進展と個人情報の尊重 

情報化の進展により、人々の価値観やライフスタイルをはじめ、産業や教育など様々な分野に

おいて、私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。このような中、個人情報の保護義務を

遵守するとともに情報通信ネットワークを活用した行政システムの確立など、行政サービスのあ

り方にも新たな対応が求められています。 

一方、今後は暮らしの中で、様々な国の人々との交流が一層進んでいくと思われ、互いを認め

合うことによって、多文化共生の考えや相互理解を深めるなど、地域社会においても国際化への

対応が求められています。 

 

◇ 少子高齢社会での安全・安心な暮らし 

団塊の世代が 65 歳を迎える 2010 年代の間には、4 人に１人が 65 歳以上となることが予測

されています。また、急速な出生率の低下による少子化が進行し、本格的な少子高齢社会、そし

て人口減少時代を迎えています。こうした現象は、わが国の経済をはじめ、医療や介護などの社

会保障制度だけではなく、地域コミュニティの存立といった、日本の社会全体に大きな影響を及

ぼし始めており、このような人口構造に対応できる社会の確立が求められています。 

また、私たちの暮らしにおいては、地震や津波、台風、大雨などによる深刻な自然災害や複合
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的な災害の発生、住環境や食生活、消費生活をめぐる問題、さらにはエネルギー問題など、暮ら

しを脅かす社会不安が大きくなっています。 

このため、暮らしの中の様々な面において、思いやり、助け合いの心を育む「地域の絆」を取

り戻しながら、子どもからお年寄りまですべての市民が、安全で安心して暮らせるまちづくりを

進めることが強く求められています。 

 

 ◇ 地球規模での環境問題と心豊かな暮らし 

地球規模での環境問題は、ますます重要視され、日本をはじめ各国では、地球温暖化防止に向

けた取り組みが本格化しています。恵み豊かな自然を後世に伝えるため、市民一人ひとりが、次

の世代の豊かな暮らしの実現を念頭において、地球温暖化防止をはじめとする環境問題への意識

を高めるとともに、自然と共生し、環境への負荷をできるだけ少なくする持続可能な社会の構築

に向けた暮らしの実践が求められています。 

また、人々の価値観が、「モノの豊かさ」から「心の豊かさ」へと変化し、右肩上がりの成長

神話から脱却する中で、地域活動や生涯学習などを通じて、人々が健康で心豊かに暮らすことの

できる社会が求められています。 

   

◇ 人権の尊重と男女共同参画社会の実現 

人権の尊重は、私たちの暮らしにおいて最も基本となるものです。しかし、女性、子ども、高

齢者、障がい者、同和問題、在住外国人などの人権に関する様々な課題が私たちの身の回りには

存在しており、互いを思いやり尊重し合う、人権尊重の精神を醸成することが求められています。 

さらに、より活力ある社会を形成するためには、男性も女性も家庭、地域、学校、職場などあ

らゆる場で、個性や能力を十分に発揮し、共に責任を担いながら、生きがいを持って意欲的に暮

らせる男女共同参画社会の実現が求められています。 

 

 

第3節 広域的な連携 

広域的な連携については、東近江行政組合、八日市布引ライフ組合、中部清掃組合、布引斎苑

組合、愛知郡広域行政組合、湖東広域衛生管理組合を近隣市町と構成し、消防、し尿処理、ごみ

処理、火葬等の事務について効率的な共同処理を進めています。 

また、広域にわたる道路や河川などの整備について、関係市町と連携しながら、その促進に努

めています。 



第４節 まちづくりアンケートに見る市民意向 

本計画の見直しにあたっては、前回調査（平成18年2月）結果との比較を行うとともに、市民

からみた施策の評価や優先度の把握を行い、後期基本計画の内容や実施計画への反映を図るため、

18歳以上の市民3,124人を対象にまちづくりアンケートを実施しました。（平成23年1月実施・

回収率：39.2％） 

主な結果は次のとおりです。 

 

（１）東近江市の住みごこちについて 

住みごこちについては、「良い」が14.5％、「どちらかといえば良い」が54.1％で、合わせて

68.6％が住みよいと回答しており、前回調査から6.2ポイント向上しています。 

 

 

悪い

4.9%

良い

15.3%

どちらかと

いうと悪い

17.7%

無回答

0.8%
わからない

14.2%

どちらかと

いうと良い
47.1%

前回調査（H18） 

どちらかと

いうと良い

54.1%

わからない

7.8%

無回答

2.5%

どちらかと

いうと悪い

16.7%

良い

14.5%悪い

4.4%

今回調査（H23） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住みやすいと思う点については、「自然が豊かだから」や「買い物が便利だから」、「治安が良い

から」、「近所づきあいがしやすいから」が上位となっています。前回調査と比べると、「治安」や

「近所づきあい」の比率が上昇しています。 

一方、住みにくいと思う点については、「道路・バス・鉄道など交通が不便だから」や「医療・

福祉サービスが不十分だから」、「働く場が少ないから」が上位となっています。前回調査と比べ

ると、「医療・福祉サービスが不十分」や「働く場が少ない」の比率が上昇しています。 

11 
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（２）東近江市のまちづくりに関する重要度や満足度について 

施策の優先順位を検討するため、まちづくりの基本方針ごとに、施策の重要度や満足度をたず

ねました。重要度が平均よりも高く、かつ満足度が平均よりも低い項目は次のとおりです。 

 

 重要度が平均よりも高く、かつ満足度が平均よりも低い項目 

柱 項目 

市民が主役となるまちづくり 
市民への情報提供や市民の声を聞くための活動 

自治会などへの支援 

人と環境にやさしいまちづくり 
不法投棄防止など環境美化の取り組み 

地球温暖化を防止する対策の取り組み 

誰もが笑顔で暮らせるまちづくり 

病院や診療所など地域医療の充実 

医療費助成の充実 

介護保険サービスの充実 

障がいの早期発見と支援 

寝たきり防止のための健康づくりの取り組み 

次代を担う人材を育むまちづくり 
児童虐待防止への取り組み 

子育て家庭への支援 

地域の活力を生み出すまちづくり 

雇用対策の充実 

地元中小企業支援の充実 

企業誘致の取組み 

地産地消の取り組み 

担い手の育成と経営の安定支援 

商店街や商店の活性化対策 

市民生活、地域経済を支えるまちづくり

鉄道、バスなどの公共交通機関の充実 

地域の生活道路の整備 

主要幹線道路の整備 

行政の手続や申請をしやすい情報環境づくり 

 



（３）行政改革への取り組みについて 

行政改革の取り組みについて、81.6%が「必要だと思う」と答えています。 

優先的に取り組んでほしいものは「経費削減」や「職員の人件費」が上位に、次いで「民間活

力を導入」、「類似施設を統廃合」、「補助金等を見直す」が多くあげられています。 

 

 行政改革の取り組みの必要性

必要だと思う

81.6%

必要ないと思う

1.9%

わからない

12.5%

無回答

4.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
行政改革として優先的に取り組んでほしいもの

69.8

54.5

35.7

32.9

28.3

18.9

11.9

4.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

業務の効率化や無駄をなくして経費を削減する

職員の人件費を削減する

民間活力を導入（民営化・民間委託等）して経費を削減する

類似施設を統廃合して経費を削減する

補助金や各種助成金を見直す

監査（関係団体含む）機能を強化し公表する

税等の徴収体制を強化する

公共施設などの利用料を上げて経費とのバランスをとる

 

(％) 
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（4）市民がまちづくりに参加できること 

『住みよいまちにするために市民ができること』はどのようなことかをたずねたところ、「自分

でできることは自分でするという気持ちを持って行動すること」がトップにあげられました。一

方、「互いの協力」や「地域の支え合い」の項目では、地域の美化や防災など相互扶助意識が低下

していることが見られます（前回調査と比べ割合が減少しました）。 

また、自分が『地域のまちづくりに参加できること』をたずねたところ、「地域活動やボランテ

ィア活動を積極的に支援する」が過半数でトップにあげられました。 

 

 
住みよいまちにするために市民にできること(上位３位）

49.8

47.3

41.1

48.3

54.8

43.2

0 10 20 30 40 50 60

自分でできることは自分でするという気持ちを持って行

動すること

市民が互いに協力しし、地域を美しくすること

地域で困っている人を地域が支え合うこと

今回調査(H23) 前回調査(H18)

 

(％) 

市民が互いに協力し、地域を美しくすること

 

 
あなたが地域のまちづくりに参加できること(上位３位）

51.0

32.6

28.5

0 10 20 30 40 50 60

地域やボランティア活動を積極的に支援する

各委員会などで性別や役職にとらわれない柔軟な
人選をする

まちづくりについて積極的に情報を提供する

 

(％) 

14 

 



まちづくりの課題 

第３章 

私たちを取り巻く社会潮流、まちづくりアンケートにみる市民意向、まちづくり懇話会の提言

から、まちづくりの主な課題を次のとおり整理します。 

（１）市民が主役となるまちづくりに関する課題 

◇ 市民相互の一体感の醸成と地域特性の発揮 

合併により一つのまちとなった本市では、市民がこれまで培ってきた歴史や文化、伝統をお互

いに大切にし、活かし合いながら、共に手を携えてまちづくりを進めることが大切です。しかし、

今回実施したまちづくりアンケートの結果からは、「市民が互いに協力すること」や、「地域で困

っている人を地域で支えあう」という意識が前回調査時に比べて希薄になっています。 

このため、市民相互の様々な交流機会の拡充などにより、支えあいと助け合いの「地域の絆」

を育み、新たな地域文化の創造と東近江市民としての一体感の醸成を図る必要があります。 

合併は地域ごとの特性を否定するものではありません。市内の各地域が様々な特性を持つこと

は、本市にとっても大きな財産となります。地域ごとの特性が活かされ、さらに発揮されるよう、

そして、これらの多様性が融合し、より高い価値を生むよう、市民への情報提供や市民の声を聴

く機会の充実等に努め、地域主体のまちづくりを進めていく必要があります。 

 

◇ 市民と行政の協働によるまちづくり 

価値観の多様化や少子高齢化に伴い、行政サービスもより一層きめ細やかに市民ニーズに応え

ることが求められています。しかし、その解決のためには、公共サービスの多くを行政が担って

きたこれまでの社会システムを見直し、まちづくりの主役は市民であることを改めて認識するこ

とが必要とされています。 

本市では、これまでから市民による多彩な地域活動が展開されてきました。このような特性を

活かし、まちづくりを協働の観点から見直す中で、市民と行政による新しい地域経営の仕組みを

確立し、市民の主体的な参加を進めるとともに、市民による多彩な地域活動がうまく展開してく

よう、行政職員が積極的に地域に飛び出し、市民とともに「汗をかく」ことが必要となります。 

さらに、地域活動の担い手となる人材を発掘、育成する仕組みづくりが必要であり、地域の中

に暮らす定年退職者などを含めた地域住民の地域参加（地域デビュー）を積極的に進めて行くこ

とが求められています。 

 

◇ 人権の尊重 

21 世紀は「人権の世紀」と言われ、すべての人の命と人権が大切にされる世の中を、みんな

が望んでいます。しかし、私たちの身の回りには、女性、子ども、高齢者、障がい者、同和問題、

在住外国人などの人権に関する様々な課題が存在しています。 

市民一人ひとりの人権が尊重され、誰もが輝き、共生しながら自らの能力を発揮できる地域社

会の創造のため、市民とともに人権尊重のまちづくりを進める必要があります。 
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（２）人と環境にやさしいまちづくりに関する課題 

◇ 自然と共生する暮らしの実現 

鈴鹿の雄大な山並みから、それを源流とする河川、湖東平野に広がる田園、里山風景、湖辺の

水辺空間など、広大な市域を有する本市は、水と緑の多い豊かな自然と美しい風景に恵まれた地

域です。 

このような恵まれた自然環境を、保全・再生・活用することにより、自然と共生する暮らしを

進め、次代に引き継いでいく必要があります。環境問題に対する市民の意識が高まる中、自然と

共生する新たな地域社会のモデルを構築するという視点から自然エネルギーの活用やライフスタ

イルの転換など環境にやさしい持続可能な社会の構築に向けた取り組みを進める必要があります。 

 

◇ 安全で安心な地域づくり 

 近年、地震、津波、台風、大雨などによる自然災害や複合的な災害が発生し、全国各地に深

刻な被害がもたらされています。 

本市でも、琵琶湖西岸断層帯地震や鈴鹿西縁断層帯地震、東南海・南海地震の発生による被害

が危惧されています。このような中、行政の防災や減災への取り組みはもとより、日頃から市民

の防災意識を高め、家庭や身近な地域を単位とした防災対策の強化が必要です。 

また、様々な犯罪が私たちの生命や暮らしを脅かす現在、家庭や地域における防犯意識を高め、

子どもから高齢者まですべての市民にとって、安全で安心な地域づくりを進める必要があります。 

さらに、食の安全に対する関心が高まる中、市民の安全・安心な食生活に向けた取り組みが必

要です。 

 

（３）誰もが笑顔で暮らせるまちづくりに関する課題 

◇ 医療福祉のネットワークの確立と健康づくりの推進 

地域において互いに支え合い助け合う「地域の絆」づくりを目指し、障がい者や高齢者の地域

活動の場づくり、子育て支援も含めた施設や移動手段の確保を行うとともに、地域医療体制の再

構築を図りつつ、保健・医療・福祉の連携を確保し、最期まで住み慣れた地域で安心して生活が

できる医療福祉のネットワークを構築する必要があります。 

また、健康でいきいきとした人生を過ごせるよう、市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取

り組むとともに、家庭や地域、学校、職場、行政が一体となってこれを支援する環境づくりを推

進する必要があります。 

さらに、発達障害をはじめとする障がい者や若年性認知症者など、ハンディキャップのある人

に対し、就学後から就労期を含めた切れ目のない包括的な支援体制の整備が求められており、こ

れに対応できる総合的な相談・支援体制の確立が必要です。 
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（４）次代を担う人材を育むまちづくりに関する課題 

◇ 教育環境の整備と生涯学習などの機会の充実 

近年、教育をめぐる環境が大きく変化する中で、生活習慣や道徳の確立、基礎学力の定着を図

り、心豊かでたくましく生きる力の育成や情報化、国際化など時代に対応した教育が必要となっ

ています。 

また一方で、少子化や核家族化などによる家庭環境の変化や地域におけるコミュニティ意識の

希薄化などが子どもたちの健全な育成にも影響しており、人と人とのつながりを重視した、地域

社会における子育て環境の整備が一層重要となっています。 

さらに、個人の生活様式や嗜好がますます多様化する中で、生涯を通じた多様な学習や文化芸

術活動、スポーツ活動等の機会の充実が求められています。 

 

◇ 歴史文化の継承と活用 

本市には、百済寺や永源寺をはじめとする古刹・名刹や古墳・遺跡など、多くの歴史文化遺産

が点在しています。 

豊かな自然風土に育まれてきた歴史文化など、先人が築き、継承してきたこれらの貴重なかけ

がえのない遺産を守り、次代へ引き継ぐための取り組みを進めるとともに、まちづくりの資源と

してこれらを活用する必要があります。 

さらに、体験交流型の観光事業に取り組み、観光の東近江市ブランドとして構築することが求

められています。 

 

（５）地域の活力を生み出すまちづくりに関する課題 

◇ 地域産業の振興と観光ネットワークの形成 

本市は、古くから農業、商業が盛んな地域であり、また、交通の利便性に恵まれ、多くの企業

の進出が見られます。こうした特徴を活かしながら、地域産業の活力を高めるためには、農林水

産業・工業・商業の各産業間の連携を図るとともに、コミュニティビジネスなど新規事業者の育

成や商店街の活性化による、にぎわいづくりを進めるとともに、地域産業の育成が求められ、そ

れに伴う税収増加も期待されています。 

また、本市は、豊かな自然や個性ある歴史文化施設、歴史文化遺産をはじめとする様々な観光

拠点を有しており、これらを観光資源としてさらに活かす必要があります。このため、ＰＲを積

極的に進めるとともに、広域観光ネットワークを形成する必要があります。 
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（６）市民生活、地域経済を支えるまちづくりに関する課題 

◇ 都市基盤の整備 

本市は、近畿圏と北陸圏、中部圏をつなぐ広域交通の要衝であり、名神高速道路のインターチ

ェンジがあることや、各国道が市内を縦横断するなど恵まれた立地条件にあることから、こうし

た条件をまちづくりにおいてさらに活かしていくための都市基盤整備が必要です。 

さらには、市内各地域を結ぶ幹線道路の整備とともに、鉄道、バスなどの公共交通の利便性を

高める必要があります。 
 

◇ 地域情報基盤の整備 

本市は、合併を契機に、地域間の情報格差の是正や将来を見据えた情報基盤として地域情報ネ

ットワークの整備を行い、その中で全市的に統一した情報提供手段の確保を図るためケーブルテ

レビ事業の導入を行いました。 

今後は、防災・防犯、教育、福祉及び産業など様々な分野において、行政はもとより企業や市

民など地域全体の中で、こうしたネットワークを活用した新たな取り組みを進める必要がありま

す。また、ケーブルテレビ事業については、加入促進に努めるとともに、市民や行政による有効

的な活用が求められています。 

 

（７）行財政運営に関する課題 

◇ 効率的・効果的な行財政運営の確立 

地方分権の時代にあって、地域が自らの判断と責任において地域の実情にあったまちづくりを

行うためには、行政のスリム化を図り、市民と行政が協働して地域経営に取り組むことが求めら

れています。 

また、本市の財政は、合併による財政支援措置があるものの、今後、さらに厳しさを増すもの

と予想されます。今後の財政運営については、国や県の動向を見極めるとともに、合併特例が終

了する時期を見据え、さらに慎重を期すべき状況にあります。 

このため、公の施設改革など、これまで取り組んできた行財政改革をふまえ、一層の行財政運

営の見直しや行政機構のあり方の検討など、行政の効率化の推進と行財政基盤の強化に努めなが

ら、定期的な行政評価の実施など、経営の視点を取り入れた行財政改革の推進によって、効率的・

効果的な行財政運営の確立を図る必要があります。 

また、これを機に一人ひとりの職員が、「縦割り」の発想からの脱却を図り、市民目線に立った

施策の展開を進めて行く必要があります。 
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第２部 

基本構想 
 

様々な木々や草花が共生することによって、 

豊かな森となり、 

多くの生命
い の ち

を育むように、 

いろいろな地域の資源や人々の連携・協働によって、 

新たに「まちづくりの森」を育て、 

市民一人ひとりがいきいきと暮らし、 

幸せを実感できるまちをめざします。 

 

 



東近江市の将来性 

第１章 

第1節 東近江市の歴史 

滋賀県は古くから近江と呼ばれてきましたが、それは「近
ち か

つ淡
あ わ

海
う み

」、つまり琵琶湖を意味して

いました。 

琵琶湖の水運や諸街道の発達によって、人とともに物資が各地から近江を経て 都
みやこ

へ運ばれまし

た。また、琵琶湖の漁業や東部に広がる肥沃な大地を中心とした農業など、豊かな資源と生産力

は、都に近いという立地もあって近江の発展を支えてきました。そして、大陸からの渡来文化と

の交流もさかんで、それらを取り入れてつねに先進の文化を培ってきました。さらには、歴史上、

交通の要衝であったことから、古代の大津京や戦国時代の安土城が築かれるなど、政治的にも重

要な位置にありました。 

このように近江は、日本海と瀬戸内海及び東西日本を結ぶ交流の大動脈に位置し、日本の歴史

のうえで大きな役割を果たしてきました。 

東近江市は、こうした歴史をもつ滋賀県のほぼ中央に位置し、鈴鹿山系から琵琶湖に至る愛知

川や日野川などの流域に広がり、個性的で多彩な地域文化を培ってきました。 

鈴鹿山系の美しい緑を背景として、古刹百済寺や紅葉の名所永源寺、三重石塔で知られる石塔

寺などの仏教文化を花開かせるとともに、豊かな森林は全国へと広がっていった木地師発祥の歴

史を生みました。そして鈴鹿から流れ出る水は、愛知川や琵琶湖・内湖を舞台とした漁業や水運

などの豊かな恵みをもたらすとともに、湖東平野の肥沃な大地をうるおし、米をはじめとする豊

かな農産物を育んできました。その経済力を基盤とした守護大名佐々木六角氏を取り巻く戦国ド

ラマは、近江の近世、ひいては日本の近世を到来させる引き金となりました。また、豊かな生産

物は、「市
い ち

」のにぎわいを支えるとともに、全国へと流通網を開拓した山越商人、近江商人を生

み、「三方よし」の商い文化へと結実していきました。このように、先人たちは、美しい自然と共

に生き、恵み豊かな地域文化を築いてきました。そして、今日でも、日本の広域交通の要衝に位

置する立地条件を活かして、多くの企業の集積のもと、絶えず次代を見つめる進取の気質を引き

継いでいます。 

一方では、人と人のつながりを大切にするコミュニティの力を土壌として、特色ある祭りやイ

ベントが開催されています。また、市民協働の力や多様な事業者のネットワークによって、まち

づくり協議会の設立、図書館活動を通じた地域づくりをはじめとして、本市を発祥とする菜の花

エコプロジェクト、遊林会などの里山保全活動、認知症ケアを通じたコミュニティづくりのほか、

近年は、福祉、農業、民芸、環境、伝承文化などの分野において、また、時には分野を越えて、

多様、多彩な市民活動が繰り広げられています。 
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第2節 広域的な視点から見た展望 

二度の合併を経て誕生した本市は、豊かな自然を背景に、このような多彩な文化が比較的ゆっ

たりとしたのびやかな広がりの中で、地域に溶け込み、いくつもの個性をもって息づいている都

市です。 

名神高速道路や国道 8 号などの主要幹線道路が走り、ＪＲ琵琶湖線とともに京都や大阪、名古

屋といった大都市圏をつなぐ国土軸上に位置しています。また、日本海と太平洋を結び、北陸や

三重方面とも交流が広がる位置にあります。 

今後は、国道 421 号の石榑トンネルの開通や、名神名阪連絡道路の整備、びわこ京阪奈線（仮

称）鉄道建設構想の推進などによって、中部圏をはじめ周囲の都市圏とのさらなる広域交流の展

開が期待される都市です。 

 

第3節 魅力ある都市への可能性 

私たちを取り巻く社会潮流においては、少子高齢社会への対応や安全・安心な暮らし、自然と

共生する暮らし、心豊かな暮らし、情報通信技術の活用などが求められています。 

その中で、本市は、鈴鹿山系から琵琶湖まで水と緑の美しい自然に恵まれており、癒しややす

らぎを求める人々のニーズにこたえられる新たな地域文化の可能性をもっています。また、豊か

な自然とそこに育まれる産物は、現代の本物志向や健康志向にあった価値を高めていく可能性を

もっています。 

そして、若者をはじめ、各世代のニーズに対応した都市の核となる中心市街地の形成や、調和

のとれた土地利用の推進などによって、利便性の高い市街地とのどかな田園が共存し、地域コミ

ュニティの強さや人と人のつながりをかねそなえた、魅力ある都市や、異分野の多様な取り組み

が、点から線に繋がることによって、融合し広がり、新たな価値や発想が生まれる地域となる将

来性をもっています。 

今後は、広域幹線道路や情報基盤など社会基盤の整備により、新たな企業の立地や、さらに豊

かな交流の展開が期待され、のびのびとした子育て環境を求める若い世代をはじめ、いろいろな

世代の人々が住みたくなるような、交流型の定住都市となる可能性をもっています。 



基本理念と将来像 

第２章 

これからの東近江市のまちづくりは、豊かな自然やこれまで育んできた固有の歴史文化を大切

に守り、活かすとともに、市全体としての一体的な連携強化によって、新しい東近江文化を創造

し、魅力ある都市を創っていくものでなければなりません。 

そのため、市民と行政が、自助・互助・共助・公助の連携のもと、知恵と力を合わせてそれぞ

れの役割を果たしていく「市民と行政の協働」を基本的な考え方としてまちづくりを進めます。 

様々な木々や草花が共生することによって、豊かな森となり、多くの生命を育むように、本市

では、いろいろな地域の資源や人々の連携・協働によって、新たに「まちづくりの森」を育て、

市民一人ひとりがいきいきと暮らし、幸せを実感できるまちをめざします。 

 

 

 

【まちづくりの森】 

森の中には、草木や動物など多くの生命
い の ち

が息づいています。これらが、きらりと光り輝くこ

とが、森の美しさや豊かさの源となります。この光り輝く一つひとつの生命が「ひと」です。

しかし、森という豊かな空間の中であっても、草木や動物たちはそれぞれ単独で生きていくこ

とはできません。お互いに関わり合うことにより、そこにいとなみが生まれ、水のうるおいを

得て、森は活気に満ちあふれます。それが「くらし」です。そして、それらの生命活動を力強

く支え、育むのが大地、つまり「まち」です。 

まちづくりの森が、美しく豊かに育つためには、生命の「光」、いとなみの「水」、それら

を育む「大地」が必要です。 

そこで、本市のまちづくりにかかせない大切な考え方として、この「光」「水」「大地」を

「ひと」「くらし」「まち」の視点から考え、次の３つの基本理念を掲げます。 
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主役は光り輝く「ひと」 
～ひとが輝き、まちづくりの主役として活躍できるまち～ 

本市のまちづくりの基本的な考え方である「市民と行政の協働」を推進するため、一人ひとり

の人権を尊重し、市民が主役となって様々な分野で活躍できる、ひとが輝くまちづくりをめざし

ます。 

このため、市民一人ひとりがその個性と能力を磨き、高めていくよう努めるとともに、お互い

を認めながらつながり合い、多様な価値観に応じた暮らしや、まちづくりのための様々な活動が

展開できる環境づくりを進めます。 

さらに、市民相互、地域相互の交流により、地域の文化を多彩で魅力的なものに高めるととも

に、市民一人ひとりが東近江市民としての誇りをもち、一体感のあるまちづくりをめざします。 

 

 

うるおいの水が流れる「くらし」 
～心おだやかに、暮らしにうるおいが実感できるまち～ 

安全・安心で、うるおいのある暮らしは、元気で健やかな市民生活を支えるうえで、まちづく

りの最も基本的な要素です。 

このため、災害や犯罪などの不安がなく、誰もが安全に暮らせるまちづくりをめざすとともに、

一人ひとりが意識を高め、地域で支え合うことによって、子どもからお年寄りまですべての市民

が、住み慣れた地域の中で、健康で安心して暮らせるまちづくりをめざします。 

また、本市には鈴鹿の山々とそれを源とする河川、田園、里山、そして琵琶湖など、人々

に恵みをもたらす豊かな自然と美しい風景があります。これらの自然環境を本市の貴重な

財産として次代に継承するため、保全・再生・活用し、自然と共生するまちをめざします。 
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大地に根をはる元気な「まち」 
～活力と快適さをそなえた、にぎわいのある元気なまち～ 
「住んでみたい、住み続けたい、住んでよかった、そして訪れてみたい」と思えるまちづくり

のためには、いきいきと働ける場や学べる場、新たな出会いの場とともに、利便性が高く快適な

生活空間がある、元気なまちを築かなければなりません。 

このため、地域産業の活性化とそれを支える都市基盤や生活基盤の整備を図るとともに、市民

交流や国内外の人々との交流を進め、活力に満ちたにぎわいあるまちをめざします。 

さらに、身近に広がる豊かな自然環境の中に、既存の地域資源を最大限活用しながら、市民ニ

ーズに対応した都市機能をバランスよく配置することにより、市民の暮らしを支え、ゆとり、や

すらぎ、活力、にぎわいの調和のとれた、住み続けたいと思えるまちをめざします。 

 

 

 

このようなまちづくりの基本理念を基に、本市のめざすべき将来像を 

以下のように定めます。 

 

 

みんなで育む まちづくりの森 

うるおいとにぎわいのまち 東近江市  
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将来人口の見通し 

第３章 

本市の人口は、ゆるやかな増加傾向にありましたが、平成22（2010）年10月1日現在の総人

口（国勢調査）は 115,479人となり、減少に転じました。 

この推移をふまえた人口推計結果では、本構想の目標年次である平成28（2016）年には、本

市の総人口は平成22年より約2.5％減の112,614人になると推計されます。 

また、「総人口と年齢3区分別構成比の推移と推計結果」や「人口ピラミッドの推移」に示すと

おり、少子高齢化は今後も進むものと予測されます。 

 

16.8% 15.9% 15.5% 14.8% 14.2%

65.3% 65.1% 63.0%
60.2%

58.2%

17.8% 19.0% 21.5%
25.0%

27.6%

114,323 116,797 115,479 113,238
110,118

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年

（人）

総人口と年齢３区分別構成比の推移と推計結果

老年人口

（65歳以上）

生産年齢人口

（15歳～64歳）

年少人口

（0歳～14歳）

総 数

 

（平成 28 年 112,614 人）

総人口と年齢 3 区分別構成比の推移と推計結果 

114,395 

   （平成 12・17・22 年は国勢調査人口）       （平成 27・32 年は推計人口） 

人口ピラミッドの推移

平成12年 平成22年 平成32年
女性 男性 女性 男性 女性 男性

5,000 2,500 0  0  2,500  5,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

5,000 2,500 0  0  2,500  5,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

5,000 2,500 0 0 2,500 5,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

 

※ コーホート変化率法：同時期に出生した集団の一定期間の変化率が将来にわたり維持されるものと仮定して将来人口を算出する方法。 

※ 平成 22 年 10 月時点の国勢調査人口を基準とし、平成 17 年 10 月現在の人口との比較のもとに 5 歳階級ごとの変化率を求めた。これを

平成 22 年 10 月人口に再帰的に乗じて平成 32 年までの 5 年ごとの東近江市人口を算出し、各年 10 月現在の値を推計した。 
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将来の都市構造 

第４章 

東近江市の都市構造の視点から、現在の土地利用の現状と自然環境等を勘案し、市域を 3 つの

ゾーンに分け、その中に交流創造エリアと歴史文化創造エリアを設定して、それぞれの地域特性

を明らかにします。 

そのうえで、各ゾーンおよび各エリアの整備の基本方針を示します。 

 

（1）自然うるおいゾーン 

本市の大半を占める鈴鹿山系の森林は、豊かな水を育み、緑のダムとして土砂災害や洪水から

市民の生命・財産を守るとともに、地球温暖化防止にも寄与するなどの公益的機能を有しており、

多くの人々に恵みとうるおいを与えています。しかし、古くから「木地師の文化」を育んできた

森林も、社会経済情勢の変化に伴う林業の不振から、手入れが行き届かない状況が見られます。 

この地域では、自然に親しむ癒しの場としての保健休養機能やレクリエーション・観光の場、

教育の場としての交流機能の向上を図るとともに、森林保全への理解と協力を得ながら保全・整

備に努め、多面的機能が持続的に発揮される豊かな森林を貴重な財産として次代に引き継いでい

きます。 

また、内湖などの湖辺域のヨシ原や樹林地は、琵琶湖と一体となった景観を形づくる一方、琵

琶湖や河川に生息する生物の生育地となっています。さらに、観光・レクリエーションなど、人々

にうるおいを与える空間としての機能も有しており、これらの調和を図りながら、多様な生態系

を育む自然環境の利用と保全に努めます。 

 

（2）田園やすらぎゾーン 

鈴鹿山系に源を発する愛知川が市域の中央を琵琶湖まで流れ、日野川・佐久良川とともに、そ

の流域に肥沃な大地が広がり、緑豊かな美しい田園風景を形成しています。また、布引丘陵や箕
み

作山
つくりやま

、 繖 山
きぬがさやま

のほか、集落の近くには、山すその林や、河辺林・平地林などの里山が点在するな

ど、豊かな自然に恵まれています。 

この地域では、こうした里山の保全、再生や活用に努めるとともに、県下有数の農業生産を支

える優良農地の保全、確保に努めます。また、持続可能な農業経営を進めるための基盤の整備や、

農地、農村集落の果たす多面的機能の維持増進を図り、美しい自然と調和した住環境の整備に努

めます。 

さらに、就労の場の確保と地域経済の活性化を図るため、周辺の景観や環境に配慮しながら、

計画的な工業用地の確保に努めます。 
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（3）市街地にぎわいゾーン 

 国道 421 号が東西に走り、近江鉄道や名神高速道路、幹線道路などが交差するこの地域は、市

内の交通の要衝に位置し、その大部分が市街化区域となっています。その中では、八日市駅前を

はじめとする商業、名神高速道路八日市インターチェンジ周辺を中心とした工業のほか、住宅地

や公共機関など多様な機能が集積しており、本市の都市機能の中核を担っています。 

この地域では、都市基盤の整備、居住環境の改善をはじめ、商業・交流・サービス機能や、文

化、行政サービスなど、魅力ある市街地としての各種専門的機能の強化を図り、総合的な都市生

活機能の拠点としてふさわしい市街地の形成とにぎわいの創出に努めます。   

 

（４）交流創造エリア 

このエリアにおいては、本市の西の玄関口としてＪＲ能登川駅のターミナル機能を発揮できる

よう、市内東部地域から能登川駅へのアクセス道路及び周辺道路などの整備を推進します。 

また、広域の都市を結ぶＪＲ駅を活かした交流や商業などの機能の創出に努めます。 

 

（５）歴史文化創造エリア  

このエリアは、先人の築いてきた数多くの伝統・文化や歴史的な建造物・まち並み等の歴史文

化遺産を多く残しています。 

エリアの中には、万葉相聞歌で有名な蒲生野や雪野山古墳をはじめ、古刹百済寺や紅葉の名所

として知られる永源寺、近江商人発祥の地として多くの商人屋敷が残る伝統的建造物群保存地区

などがあり、これらの歴史文化遺産の周辺景観を含めた保全を図るとともに、地域資源を活かし

た観光交流などへの積極的な活用に努めます。 

 



まちづくりの基本方針 

第５章 

第 1 節 市民が主役となるまちづくり 

～私たちのまちは私たちが創る 輝きの森 を育てよう～ 

これまで、本市では各地域で活動する市民の手によって、多様な地域資源を活用しながら個性

あるまちづくりを展開してきました。 

今後、より一層、住んでよかったと実感できるまちづくりを展開していくために、地域の「絆」

を大切にしながら、市民と行政がまちづくりの理念や将来像を共有し、「自分たちの地域は自分た

ちで創り育てる」という考えのもと、市民からの提案や意見も踏まえて、お互いが協力して地域

のまちづくりを進めます。そのため、広報紙やホームページ、ケーブルテレビなどを活用し積極

的な情報公開に努め、一層の市民参加を進めるとともに、市民一人ひとりが地域を考え、主体的

にまちづくりに参加できる仕組みづくりに取り組みます。 

また、市民自らが地域の歴史や伝統、文化などを再発見し、地域への誇りや愛着を持ちながら、

地域づくりの中心となって活動していくとともに、地域で暮らす外国人との交流を通して多文化

共生を図ることが求められます。 

そのため、今後のまちづくりの展開にあたっては、人権の尊重を基本として、市民一人ひとり

が輝き、つながり合う中で自らの個性や能力を発揮する、市民が主役となるまちづくりへの取り

組みを推進します。さらに、地域において、行政とともに地域づくりを担える人材を発掘、育成

するとともに、その活動を維持・発展させていくための活動基盤を創造し、人生経験豊かな定年

退職者や元気な高齢者を含む多種多様な市民が、積極的に地域活動に従事できる仕組みづくりを

めざします。 

 

第2節 人と環境にやさしいまちづくり 

～人、水、緑、空さわやかな 共生の森 を育てよう～ 

豊かな自然を活かして個性あるまちづくりを引き継いだ本市では、将来にわたって自然と共生

するまちづくりを大切にしていかなければなりません。 

自然エネルギー活用や省エネ推進などの地球温暖化対策から、ごみの減量化、リサイクル、リ

ユースなどの身近な環境問題まで、環境に対する市民の意識が高まる中、地域から持続可能な社

会を構築していくことが求められています。 

また、うるおいのある暮らしを送るためには、安全・安心で快適な生活環境の整備を進めてい

くことが望まれています。 

そのため、一人ひとりが地球温暖化対策や生物多様性保全等の地球規模の環境を意識しながら、

自然との共生の考え方にたって、身近な自然環境を活用、保全し、自然の恵みを享受しながら、

環境への負荷をできる限り少なくする暮らしを実践するとともに、安全・安心で、真に豊かさを

実感できる生活環境の実現をめざします。 
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第3節 誰もが笑顔で暮らせるまちづくり 

～誰もが安心して笑顔で暮らせる 生きがいの森 を育てよう～ 

少子高齢化が急速に進行する中、一人ひとりが互いに理解し尊重し、共に支え合いながら、安

心して暮らせる地域社会の実現や、自らの健康に関心を持ちながら、誰もが生きがいを持って、

笑顔で暮らせるまちづくりが求められています。 

そのため、保健・医療・福祉の相互連携を強めるとともに、他分野の資源や人材と交流する中

で新たな地域資源を創造し、総合的な施策の展開により、多様化・高度化する市民ニーズに対応

していきます。 

また、地域の支え合いや絆を大切にし、住み慣れた地域において、その人ならではの働き方、

生き方で、いつまでも安心して暮らすことができるよう、自助・互助・共助・公助の連携のもと

に安心と分かち合いのネットワークが広がる施策に積極的に取り組み、誰もが自分の知識や経験

を活かして地域社会に参加できるまちづくりを進めます。 

さらに、発達障害をはじめとする障がい者や若年性認知症者など、ハンディキャップのある人

に対し、就学前から就労期を含めた切れ目のない継続した包括的な支援が行えるよう、相談・支

援体制の確立をめざします。 

 

第4節 次代を担う人材を育むまちづくり 

～安心して子育てでき、子どもが元気に育つ 学びの森 を育てよう～ 

少子化が進み、全国的な人口減少時代を迎えている中で、次代を担う青少年の健全な育成は、

本市にとっても重要な課題となっています。 

そのため、若い世代が家庭や子育てに夢を持ち、安心して子どもを産み育てることのできる環

境づくりを総合的に進めます。子どもたちの心身の健康と確かな学力の定着を図り、地域との連

携を図りながら、多様性と心豊かでたくましく生きる力を育む就学前教育・学校教育を進めると

ともに、子どもたちが安全で安心していきいきと学ぶことができる教育環境の整備を計画的に取

り組むと共に、外国籍児童に対する学習を支援します。また、心身の健康と豊かな人間性を育ん

でいく基礎とするため、食育への取り組みを進めます。 

さらに、市民の学習ニーズや個々の自己実現に向けた気運の高まりに対して、生涯を通じた学

習環境の提供や充実したスポーツ環境により、人材を育むまちづくりを進めます。 



30 

 

第5節 地域の活力を生み出すまちづくり 

～にぎわいが広がる 活力の森 を育てよう～ 

本市は、豊かな森林や農地を活かした農林業が基幹産業であるとともに、多くの企業や事業所

が立地する工業都市でもあります。また、古くから市
い ち

がたつ商業都市として、さらには歴史文化

資源を活用した観光のまちとして、農林水産業・工業・商業などの産業がバランスよく形成され

た地域です。長期にわたる経済の低迷に加えて、震災による新たな課題の中で、今後は、各産業

ともこれまでの枠組みを超えたシステムづくりが求められており、異業種間の交流を含め各産業

間のネットワーク化が、なお一層重要となります。このため、農業においては安全で安心な農産

物の生産を基本に、地域で生産されたものを地域で消費する地産地消を積極的に展開し、多様な

農業の振興と６次産業化を促進し、東近江ブランドの開発に努めます。また、林業においては、

建築物に使う木材の供給だけではなく、エネルギー源の供給や、二酸化炭素の吸収源としての多

面的な機能の保全に努めます。 

さらに、「地域の店をみんなで守る」という視点からのまちのにぎわいの場としての中心市街地

の活性化や中小企業への支援、優良企業の誘致、コミュニティビジネスなどの新規事業者の育成

や、良好な雇用機会の創出を図ります。また、それに伴う税収増加も見込みます。 

また、観光資源の掘り起こしを行い、広域的な視点で、観光振興を戦略的に進め、各産業や地

域が有する様々な資源を連携させ、体験交流型の観光事業に取り組み、観光の東近江市ブランド

として構築し、活力ある地域産業の振興を図ります。 

 

第6節 市民生活、地域経済を支えるまちづくり 

～暮らしとまちを支える 交流の森 を育てよう～ 

豊かな市民生活や活力ある地域活動を支えていくためには、その根幹となる都市基盤の充実が

不可欠です。また、市の一体感を保ち、都市の魅力を高めていくためにも、地域内をはじめ周辺

地域との交流を深め、連携強化に向けた基盤の整備を図っていく必要があります。  

そのため、石榑トンネル開通による中部圏との交流強化と併せて、国道を軸とした広域幹線道

路の整備促進を図るとともに、スマートインターや、地域内の交流を高める地域幹線道路の整備

充実を進めます。 

また、子どもや高齢者などが安心して交流できるよう、鉄道やバスなど公共交通ネットワーク

の充実に努めます。一方、豊かな自然環境を有する地域として、自然と共生する計画的な土地利

用を図り市街地整備、農村整備を進めます。また、市民の生命・財産を守るための河川整備や治

山・砂防対策を推進します。さらに、市民サービスの向上や効率的で高度な行政運営の実現に向

けて地域情報化を推進します。 



基本構想の推進にあたって 

第６章 

基本構想の推進にあたっては、効率的・効果的な地域経営を実現するため、その担い手である

市職員の一人ひとりが、行政の「縦割り」発想からの脱却を図り、地域経営の視点と市民目線に

立った施策の推進に努めます。 

そのため、財政運営の中・長期の目標を立てながら、公債費や管理費を削減するほか、事務事

業評価を行いながら実施計画に基づき事業を推進します。 

また、事業の効率化のために近隣市町等との広域的な行政連携を一層進めるとともに、成果を

重視する行政評価システムを導入するなど、行政経営の視点から効率的で質の高い行財政運営を

進めます。 

さらに、電子自治体の推進により、行政サービスの迅速化に努めるとともに積極的な情報公開

により透明性の高い開かれた行政の推進に努めます。 

併せて、行政職員が積極的に地域との関わりを持ち市民とともに「汗をかき」、多彩な市民活動

と地域づくりへの支援の充実に努めます。 
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第３部 

基本計画 
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後期基本計画の見方 

第 2章 人と環境にやさしいまちづくり 

4 災害に強いまちづくり 

 （基本項目）   （施策） 

■防災 １ 防災・減災対策の充実 

  ２ 耐震化の推進 

■消防 １ 消防体制の充実 

■ 防災 

現状分析 

大規模災害時において、被害の拡大を防ぐために、国、県、市の対応だ

けでは限界があります。また、近年、滋賀県内で大規模な自然災害が発

生していないため、防災意識が低いことが懸念されています。 

  

達成目標 
自主防災体制と危機管理体制が整った、防災意識の高いまちをめざしま

す。 
 

施策１ 防災・減災対策の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

自主防災組織の組織率 % 72.1 80.0 以上 

取り組み 主な事業 担当部

・防災訓練の実施や防災研修会を開催します。 

・自主防災組織の設置促進と活動を支援します。 

・自主防災組織の資機材整備を支援します。 

・自主防災組織間の交流活動による活性化の取り組みを支援し

ます。 

・防災行政無線を適正に管理します。 

・災害用資機材を整備します。 

・非常用食糧等の備蓄を進めます。 

・県防災ヘリコプターの運行を支援します。 

防災対策事業 総務部 

 
 市民活動情報 No.25 

 

自主防災組織 
 

自治会などの単位で自主防災組織を組織し、

防災訓練の実施、災害用資機材の整備、地域防

災マップの作成や災害時の要援護者避難への対

応などの取組みが行われています。 

市民活動情報 No.26 
 

災害時応援協定 
 

災害時における様々な応急復旧活動に関する

人的・物的支援について、市と企業・団体とが

応援協定を締結しています。 

 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市地域防災計画（H17～随時見直し） 
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○総合計画基本構想及び前期基本計画にあるまちづくり基本

方針及び、基本的施策を引き継いでいます。 

 
 

○基本的施策内の施策の体系を表しています。 
○「基本項目」は、基本的施策の分野を表しています。 
○「施策」は、具体的に取り組む施策名を記載しています。 

考え方 
 

「現状分析」の状態を 
↓ 

「施策」実施により 
↓ 

「達成目標」の状態にする

○「現状分析」は、「基本項目」に関して、どのような問題が残っ

ているのかなどを簡潔に整理しました。 
○「達成目標」は、「現状分析」で把握した問題が、どのような状

態になることを目標にするかを簡潔に整理しました。 

○「施策」は上記「施策」のとおり。 

○「指標」は、施策の達成の状態を測るものとして設定しています。 
○施策の性質上、達成の状態を表すことが難しいものについては、事業の投入量などの活動の量

を指標として設定しています。 
○「基準値」は平成 22 年度、「目標値」は平成 28 年度としていますが、最近の統計数値がない場

合など、年度が違う場合は該当年度を明示しています。 

○「目標値」は、今までの施策の取り組みから考えられる成果や、国県や他団体と比較、個別計

画にて設定している目標値を参考に設定しています。 

○「取り組み」は、施策の内容について、後期に取り組む事業内容を簡潔に表現しています。 
○「主な事業」は、平成２３年度時点の予算事業名を記載しています。 
○「担当部」は、「施策」を所管する「部」を記載しています。 

○「市民活動情報」は、市内で取り組んでいただいている市民や団体、企業などの市民活動につい

て、紹介しています。 
○具体的な取り組みを紹介することで、活動がさらに広がるきっかけになり、多くの方が参加し、

市民活動が活性化することを目指しています。 
○掲載した市民活動情報以外にも、市内には数多くの団体が活発に活動いただいています。 

○「関連する主な個別計画」は、平成２３年度末時点で作成済みの市の計画について記載してい

ます。 
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第 1章 市民が主役となるまちづくり 

１ 市民主体のまちづくり自治システムの構築 

 （基本項目）   （施策） 

■コミュニティ １ 地域コミュニティへの支援 

■まちづくり １ 市民活動への支援 

 ２ 協働のまちづくりの推進 

■広報・広聴 １ 広報・広聴の充実 

■ コミュニティ 

現状分析 
都市化の進展などから、市民の連帯感が希薄化し、地域での課題解決が

難しくなっている地域が見られます。 

  

達成目標 
一人ひとりが地域を意識し、自治会などの組織において、地域の課題を

自ら解決する力を高めることをめざします。 
 

施策１ 地域コミュニティへの支援   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

自治会の加入率 ％ 81.9 82.8 

認可地縁団体数 団体 107 120 

取り組み 主な事業 担当部

・自治会加入の啓発に取り組みます。 

・自治会の活動を支援します。 

・地区自治会連合会の活動を支援します。 

・地縁団体の設立を支援します。 

自治振興事業 総務部 

■ まちづくり 

現状分析 
ＮＰＯなどの市民活動団体の裾野が広がっていますが、人材や資金が不

足しています。また、まちづくりを行う際の基本的な考え方やルールが

明確になっていません。 

  

達成目標 
多彩な人材と安定的な活動基盤をもった市民活動の広がりをつくり、「協

働」のまちづくりの意識のもとに、市民の意見を市政に反映できるまち

をめざします。 
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施策１ 市民活動への支援   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

市内の特定非営利活動法人（NPO 法人)の数 法人 39 54 

取り組み 主な事業 担当部

・市民活動団体設立や運営を支援します。 

・市民活動団体を活性化する人材を育成します。 

・市民活動を担う人材を発掘し、人材を活用できる体制をつく

ります。 

・市民活動情報を効果的に情報発信します。 

市民活動支援事業 企画部 



 
 

施策２ 協働のまちづくりの推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

まちづくり協議会の実施事業数（平均） 事業 15 20 

取り組み 主な事業 担当部

・まちづくり協議会の自立に向け支援します。 

・市民と行政がともに取り組める事業を拡大します。 

・市民とともに協働事業の評価・改善を行います。 

・（仮称）まちづくり条例の制定を検討します。 

・市職員が積極的に地域活動に参加し、市民と共に知恵を出し

地域課題の解決に向け活動します。 

 

協働のまちづくり事業 企画部 

 

■ 広報・広聴 

現状分析 
市の取り組みの情報が市民に届いていない、市民の声が行政に届いてい

ないとの意見があります。 

  

達成目標 
市の情報が広く市民に届き、市民の声が市政に反映されるまちをめざし

ます。 
 

施策１ 広報・広聴の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

市ホームページのアクセス件数 件/月 47,871  60,000 

取り組み 主な事業 担当部

・広報紙、ホームページ、ケーブルテレビ等の様々な媒体を利

用して、行政情報や地域情報を幅広く発信します。 

・市民が意見を言える機会を増やします。 

・市民の声が市政へ反映されるように、各部署の連携体制を充

実させます。 

広報活動事業 

広聴事業 

企画部 

 
市民活動情報 No.1 

 

地縁団体の登録 
 

自治会等が法人格を得ることにより、不動産

等を団体名義で保有し登記等ができる取組みが

進んでいます。 

市民活動情報 No.2 

 

各地区のまちづくり計画 
 

各地区のまちづくり協議会では、各地域の特性

を活かしたまちづくり計画を策定されていま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 
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第 1章 市民が主役となるまちづくり 

２ 地域の一体感を生む市民交流の推進 

 （基本項目）   （施策） 

■市民交流 １ 地域間交流の推進 

 

■ 市民交流 

現状分析 歴史や自然など地域の特性を活かした取り組みが多くあります。 

  

達成目標 
市民が「地域の出来事」ではなく、「わが市の出来事」として地域情報を

共有し、地域の魅力を再発見し新たな地域文化の創出をめざします。 
 

施策１ 地域間交流の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

地域イベントの参加者数 人 
161,000 

(H19～H22 平均)  
168,000 

取り組み 主な事業 担当部

・地域で行われているイベントなどの効果的な連携を推進しま

す。 

・市民主体による各種イベント事業の推進を図ります。 

・地域に埋もれている地域資源を活用したまちづくり活動を支

援します。 

・中山間地域の活性化を推進します。 

 

地域活性化支援事業 

中山間地域活性化事業 

企画部 

 
 
 

市民活動情報 No.３ 

 

地域のイベント 

 

各地区まちづくり協議会や市民でつくる実行

委員会が主催で、いろいろなイベントが開催さ

れています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 
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第 1章 市民が主役となるまちづくり 

３ 多様な交流活動の展開 

 （基本項目）   （施策） 

■多文化共生 １ 多文化共生の推進 

 ２ 市民主体の国際国内交流の推進 

 

■ 多文化共生 

現状分析 
日本語が理解できないために、在住外国人に必要な情報の取得や、生活

の上で様々な困難が生じています。 

  

達成目標 
在住外国人が生活する上で必要な情報を得られ、在住外国人と市民がお

互いの文化や習慣等を理解し、認め合うまちをめざします。 
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施策１ 多文化共生の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

在住外国人への情報提供回数 回/年 6 12 

日本語指導ボランティアの登録者数 人 38  43 

取り組み 主な事業 担当部

・市役所窓口に外国語通訳者を配置します。 

・市広報紙や市施策などを外国語に翻訳し情報を提供します。

・日本語教室の開催や日本語指導ボランティアの育成を支援し

ます。 

・在住外国人に対して、不法就労・不法滞在・犯罪防止などを

啓発します。 

・在住外国人と市民との交流活動を支援します。 

在住外国人支援事業 

多文化共生推進事業 

市民環境部

企画部 

 

現状分析 友好関係にある都市との相互交流を図っています。 

  

達成目標 
市民が身近に国際社会を感じ、活発に活動することができるまちをめざ

します。 
 

施策２ 市民主体の国際国内交流の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

国際交流事業における協力通訳者数 人 30  35 

市民主体の国際国内交流実施団体数 団体 ０ 1 

取り組み 主な事業 担当部

・姉妹都市交流の位置付けやそのあり方を再検討し、市民レベ

ルの交流を推進します。 

・東近江国際交流協会を支援します。 

国際交流事業 

国内交流事業 

日韓文化交流事業 

 

企画部 

教育部 



 
 

市民活動情報 No.４ 

 
日本語教室の開催 

 

八日市日本語教室ボランティアグループで

は、在住外国人の方を対象に日本語教室を開催

されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 
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第 1章 市民が主役となるまちづくり 

４ お互いを認め合う人権尊重のまちづくり 

 （基本項目）   （施策） 

■人権 １ 人権施策・啓発の推進 

 ２ 人権教育の推進 

 ３ 市民相談体制の充実 

 

■ 人権 

現状分析 
人権意識の向上に努めていますが、依然として、人権を侵害する事象が

見られます。 

  

達成目標 
人権を大切にし、尊重し合う意識が市民にいきわたり、様々な人権課題

を身近に感じ、学ぼうとするまちをめざします。 
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施策１ 人権施策・啓発の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

町別懇談会参加数 人 8,087  10,000  

企業内同和問題研修啓発推進班員による訪問企業数 社 226  236  

取り組み 主な事業 担当部

・関係機関との連携や人権擁護委員・人権擁護推進員の相談業

務の向上に取り組みます。 

・人権施策基本計画を見直します。 

・人権のまちづくり推進員等の人材の育成を図ります。 

・町別懇談会を実施する自治会や啓発を行う人権のまちづくり

協議会を支援します。 

・研修に参加しやすい学習環境づくりに取り組みます。 

・隣保館や教育集会所の各種事業の精査と今後の方向性を整理

します。 

・企業内での人権教育・啓発の取り組みを支援します。 

 

人権施策推進事業 

人権啓発推進事業 

隣保館等管理運営事業 

教育集会所管理運営事業 

企業内人権啓発推進事業 

市民環境部
産業振興部
教育部 

 
 

施策２ 人権教育の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

人権まちづくり講座修了者数 人 33  50  

取り組み 主な事業 担当部

・人権のまちづくり講座を開催します。 

・人権学習冊子を発行します。 

・人権教育啓発講師の育成・充実を図ります。 

 

人権学習推進事業 

 

市民環境部
教育部 



 

現状分析 市民を取り巻く生活課題や相談が多様化、複合化しています。 

  

達成目標 多様化、複合化する生活課題に対応できる市民相談をめざします。 

41 

 

 

施策３ 市民相談体制の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

市民相談実施件数 件 703 770 

取り組み 主な事業 担当部

・弁護士等の有識者による相談を充実します。 

・セーフティネットワーク会議と関係機関との連携強化を図

り、自殺予防対策に取り組みます。 

 

市民相談事業 

 

市民環境部

 
   
 

市民活動情報 No.5 

 
人権ふれあい市民のつどい 

人権のまちづくり町別懇談会 
 

東近江市人権のまちづくり協議会などでは、

すべての人権が尊重され、明るく住みよいまち

づくりを築いていくことを目的に、人権のふれ

あい市民のつどいなどを開催されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市人権施策基本計画（H20～H24） 
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 （基本項目）   （施策） 

■男女共同参画 １ 男女共同参画の推進 

 

■ 男女共同参画 

現状分析 
仕事と育児・介護の両立、男女間の暴力などの問題がみられ、また、家

庭・地域・職場等では男女の固定的な性別役割分担意識が残っています。 

  

達成目標 
男女共同参画の意識が広がり、男女の固定的な性別役割分担意識が解消

され、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）が整った社会を

めざします。 
 

施策１ 男女共同参画の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

「男は仕事、女は家事・育児」という考え方に反対

する人の割合 
％ 

男 38.２ 

女 51.0(H23) 

男 45.0 

女 55.0 

各種審議会や委員会における女性委員の割合 % 31.3 40.0 

取り組み 主な事業 担当部

・男女共同参画の意識を高める学習や研修機会を充実します。

・政策・方針決定への女性の参画を促進します。 

・女性リーダーの養成など、女性のあらゆる分野へのチャレン

ジを支援します。 

・チャイルドルーム支援事業※を推進します。 

・臨床心理士による相談の連携強化を図ります。 

・「ワーク・ライフ・バランス※」の推進と育児・介護休暇の

取得率向上に向けて啓発します。 

男女共同参画推進事業 市民環境部

※チャイルドルーム支援事業：講演会や学習会において、会場に設置される託児所への保育士の派遣や、

費用の助成を行う事業。 

※ワーク・ライフ・バランス：誰もが、仕事と生活が自ら希望するバランスで両立できる状態。 

 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市男女共同参画推進計画（H19～H28） 

第 1章 市民が主役となるまちづくり 

５ 一人ひとりが輝く男女共同参画社会の実現 

市民活動情報 No. 

 

男女共同参画リポーター 
 

男女共同参画リポーターとして市に登録し、

自治会などで、手作り紙芝居などを活用した啓

発活動を行われています。 



第 2章 人と環境にやさしいまちづくり 

1  豊かな自然環境の保全・再生と活用 

 （基本項目）   （施策） 

■自然環境 １ 自然環境の保全 

■環境美化 １ 環境美化の推進 
 

■ 自然環境 

現状分析 
生活様式の変化や地球温暖化などにより自然が損なわれ、多様な生態系

が失われつつあります。 

  

達成目標 多様な生態系の保全をめざします。 

 

施策１ 自然環境の保全   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

にぎわい里山づくり団体認定数（面積） 
団体
ha 

16  
109 

23 
141 

保護樹木・樹林の指定数 
本 

箇所

樹木３１  

樹林２０ 

樹木３９  

樹林２５ 

取り組み 主な事業 担当部

・環境関係協議会の活動を支援します。 

・市民活動促進等による里山の活用を図ります。 

・「河辺いきものの森」の利用促進と環境学習を推進します。

・伊庭内湖の保全活動を推進します。 

・野生動物保護地区の指定に取り組みます。 

・保護樹木及び保護樹林の指定に取り組みます。 

環境対策推進事業 

里山保全活動推進事業 

河辺いきものの森管理運営

事業 

環境啓発事業 

市民環境部

 

■ 環境美化 

現状分析 
回収が困難な場所への不法投棄や、散在性ごみが後を絶たず、環境の悪

化を招いています。 

  

達成目標 不法投棄や散在性ごみを減らすことをめざします。 

 

施策１ 環境美化の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

不法投棄件数 件/年 151  121 

取り組み 主な事業 担当部

・廃棄物不法投棄監視員によるパトロールを強化します。 

・不法投棄重点箇所の監視・取締りを強化します。 

・環境美化推進員による散乱ゴミの回収や啓発を推進します。

・ボランティアや地域団体によるゴミ回収を支援します。 

・環境美化活動を啓発します。 

美化推進対策事業 市民環境部
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市民活動情報 No.6 

 

里山保全活動 
 

にぎわい里山づくり団体では、地域の里山を

保全するため、間伐、倒木の処理、竹林処理、

散策道の整備等の活動を行なわれています。 

市民活動情報 No.7 

 

里山保全と環境学習 
 

ＮＰＯ団体「遊林会」では、市民ボランティ

アで河辺いきものの森を保全し、自然体験活動

や環境学習を行なわれています。 

 
市民活動情報 No.9 

 

野生保護地区の保全 
 

自然保護団体では、希少動植物が生息する地

域を保全するため、啓発・観察等の活動を行な

われています。 

市民活動情報 No.8 

 

国定公園の清掃 
 

滋賀県勤労者山岳連盟では、鈴鹿国定公園の

登山道のごみを回収する、清掃登山を行なわれ

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.10 

 

保護樹木・樹林の保全 
 

自治会等では、保護樹木・樹林の保全や清掃

活動を行なわれています。 

市民活動情報 No.11 

 

伊庭内湖の保全 
 

市民団体や自治会等では、内湖の水質保全の

ため、ヨシ刈作業や清掃活動、また、生態系の

保全のため、外来植物や外来魚の駆除作業を行

なわれています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.12 

 

環境美化活動 
 

さわやか環境づくり協議会では、循環型社会

の実現をめざしたエコライフの啓発のため、廃

食油回収、清掃活動、各種環境学習会を開催さ

れています。 

市民活動情報 No.13 

 

散在性ごみ・不法投棄回収 
 

環境ボランティアの会やまちづくり協議会で

は、後を絶たない散在性ごみや不法投棄の回収

活動を行なわれています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市環境基本計画（H21～H30） 
 



第 2章 人と環境にやさしいまちづくり 

2 環境にやさしい循環型社会の構築 

 （基本項目）     （施策） 

■廃棄物対策 １ ごみの適正処理 

 ２ 合併浄化槽の適正管理 

■地球温暖化対策 １ エネルギーの有効活用 

■ 廃棄物対策 

現状分析 資源ごみのリサイクル率が伸び悩んでいます。 

  

達成目標 
資源循環型社会対する市民意識をさらに高め、実行できるまちをめざし

ます。 
 

施策１ ごみの適正処理   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

一般廃棄物排出量 t/年 35,266(H20) 30,329 

ごみのリサイクル率 % 14.1(H21) 18.0 

取り組み 主な事業 担当部

・中部清掃組合、湖東広域衛生管理組合及び愛知郡広域行政組合に

おいてごみを適正に処理します。 

・ごみ処理体制を見直し、分別方法の統一化に向けて取り組みます。

・ごみの出し方や分別を啓発します。 

・ごみステーションの設置を支援します。 

・ごみ減量化システムの構築を検討します。 

・家庭ごみの有料化を検討します。 

・資源回収・資源分別活動を推進します。 

・生ごみ減量化、堆肥化を推進します。 

・市民持込み型分別拠点回収を推進します。 

廃棄物処理対策事業 

廃棄物減量化推進事業 

市民環境部

 

現状分析 
し尿処理量の減少とともに、処理施設が老朽化しています。また、維持
管理が十分でない合併浄化槽から排出される水質保全が問題となってい
ます。 

  

達成目標 衛生的な暮らしができるまちをめざします。 

 

施策２ 合併浄化槽の適正管理   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

合併浄化槽法定検査（法第 11 条）の受検率 % 23.2 70.0 

取り組み 主な事業 担当部

・八日市布引ライフ組合及び湖東広域衛生管理組合においてし尿

を適正に処理します。 

・広域行政組合の合理化と処理施設の改修を検討します。 

・下水道区域外における合併浄化槽による汚水処理を支援します。

・合併浄化槽検査の受検推進を啓発します。 

し尿処理対策事業 市民環境部
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■ 地球温暖化対策 

現状分析 地球温暖化防止のための取り組みや、市民の意識が広がっています。 

  

達成目標 
市民の意識をさらに高め、CO2 削減やエネルギー利用の抑制を図り、環

境への負荷の軽減をめざします。 

 

施策１ エネルギーの有効活用   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

廃食油の回収量・BDF 製造量 ㍑ 
廃食油 28,571 

ＢＤＦ14,065 

廃食油 50,000 

ＢＤＦ32,800 

住宅用太陽光発電普及率 ％  4  6 

取り組み 主な事業 担当部

・菜の花エコプロジェクトを推進します。 

・三方よし環境にやさしい暮らしの普及促進事業（家庭の自然

エネルギー導入）を推進します。 

・新エネルギーの啓発及び学習を進めます。 

・バイオマスエネルギー・自然エネルギーの導入に取り組みま

す。 

・緑のカーテンなど身近にできる地球温暖化防止活動を普及啓

発します。 

 

菜の花エコプロジェクト推

進事業 

地球温暖化対策推進事業 

 

市民環境部

 

市民活動情報 No.14 
 

ダンボールコンポスト普及事業 
 

南部地区まちづくり協議会では、生ごみ減量

化を推進するため、講習会等を開催し、ダンボ

ールコンポストによる生ごみ処理の普及活動に

取り組んでおられます。 

市民活動情報 No.15 
 

共同利用型コンポスト普及事業 
 

蒲生地区まちづくり協議会では、生ごみ減量

化を推進するために、講習会等を開催し、共同

利用型コンポストによる生ごみ処理の普及活動

に取り組んでおられます。 

市民活動情報 No.16 
 

資源ごみ・金属性粗大ごみ回収 
 

各自治会や、ＰＴＡ、女性会、まちづくり協

議会などでは、ごみの減量化やリサイクルの推

進のため、資源ごみ（古紙等）や金属性粗大ご

みの回収を行なわれています。 

市民活動情報 No.17 
 

廃食油のリサイクル 
 

ＮＰＯ法人愛のまちエコクラブでは、廃食油

を回収し、ＢＤＦの精製や粉石けんづくり（愛

のまちエコライフ）を行なわれています。 
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市民活動情報 No.18 
 

環境・農業等の体験学習 
 

ＮＰＯ法人愛のまちエコクラブでは、環境学

習や、農業体験等の体験学習に取り組んでおら

れます。 

市民活動情報 No.19 
 

グリーン購入学習会 
 

さわやか環境づくり協議会では、環境にやさ

しいグリーン商品の購入の普及と促進のため、

学習会の開催や、スーパー等と連携した体験学

習に取り組んでおられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.20 
 

新エネルギー学習会 
 

新エネルギー推進会議では、太陽光発電、風

力発電、小水力発電やバイオマス等の新エネル

ギーに関する学習会を開催されています。 

市民活動情報 No.21 
 

ＢＤＦの利用促進 
 

市内の営農組織や、コミュニティバス、工場

などでは、廃食油から精製されたＢＤＦ（バイ

オディーゼル燃料）を使用されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.22 
 

東近江 SUN 讃プロジェクト 
 

八日市商工会議所が中心となり、太陽光発電

による市民共同発電所を設置するとともに、そ

の売電益を地域商品券で還元し地域経済の活性

化も併せて目指し活動されています。 

 
■ 関連する主な個別計画 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（H19～H34） 
湖東地域一般廃棄物処理基本計画（H18～H32） 
東近江市ごみ減量基本計画（H24～H33） 
東近江市生ごみ等リサイクル基本方針（H18～） 
東近江市生活排水処理基本計画（H24～H33） 
東近江市環境基本計画（H21～H30） 
東近江市バイオマスタウン構想（H23～H27） 

 東近江市次世代エネルギーパーク構想（H21～H25） 



第 2章 人と環境にやさしいまちづくり 

3 快適な暮らしを支える良好な住環境づくり 

 （基本項目）   （施策） 

■緑化景観 １ 緑化の推進 

■景観形成 １ 良好な景観の形成 

■環境衛生 １ 公害防止対策の推進 

  ２ 斎場・墓地の適正管理 

  ３ 狂犬病予防対策 

■公園 １ 適正な公園の整備、維持 

■住宅 １ 市営住宅の計画的な整備 

 

■ 緑化景観 

現状分析 
緑の少ない市街地はヒートアイランド現象の助長や、季節感の喪失を招

き、自然と共生しなければならない市民の心を阻害する要因になってい

ます。 

  

達成目標 まちに緑があふれ、市民がより優しい心を持つことをめざします。 

 

施策１ 緑化の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

花いっぱい運動の活動団体数 団体 51  70  

取り組み 主な事業 担当部

・「あゆみの樹」事業※を推進します。 

・街の木植栽や花いっぱい運動を進める緑の街づくり事業を推

進します。 

・緑の少年団活動を支援します。 

・生活環境緑化（苗木の配布）を推進します。 

・公共施設の緑化を推進します。 

 

緑化推進事業 市民環境部

  ※「あゆみの樹」事業：婚姻届・出生届を出された方に記念樹を贈る事業。 
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■ 景観形成 

現状分析 
鈴鹿から琵琶湖まで多様で個性豊かな風景に恵まれていますが、人々の

価値観の多様化や生活様式の変化、都市化の進展に伴って、恵まれた風

景が損なわれる危険性もあります。 

  

達成目標 
市民共有の財産である景観を次世代へ継承するとともに、さらに魅力あ

る風景づくりを目指します。 
 

施策１ 良好な景観の形成   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

景観形成重点地区の指定数 地区 0  ２ 

景観重要建造物の指定数 件 0  ５ 

取り組み 主な事業 担当部

・森林景観と調和した開発・建築の規制・誘導を図ります。 

・田園風景と調和した建物・工作物の規制・誘導を図ります。

・市街地の特色に合った建物・工作物の規制・誘導を図ります。

・地区計画等を活用し住宅地景観を形成します。 

・「景観形成重点地域」「景観形成重点地区」を指定します。

・「景観重要建造物」「景観重要樹木」を指定します。 

・屋外広告物の適正な設置を指導します。 

・違反広告物の除却を推進し、美観の形成を図ります。 

景観形成事業 都市整備部

 

■環境衛生 

現状分析 
工場や事業所では、環境保全のため各種環境基準等を守り経済活動が行

われていますが、苦情などが発生しています。 

  

達成目標 市民にとって公害等のない良好な生活環境をめざします。 

 

施策１ 公害防止対策の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

公害苦情件数 件 249  224  

取り組み 主な事業 担当部

・河川、大気、水質等の環境調査を実施します。 

・公害の発生源を調査し原因者へ指導します。 

・工場に対してパトロールや指導をします。 

・公害防止と緑の協定を締結します。 

・公害防止を啓発します。 

環境調査事業 市民環境部
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現状分析 斎場施設の老朽化が進んでいます。また、墓地区画が不足しています。 

  

達成目標 火葬や墓地の需用に適切に対応できるまちをめざします。 

 

施策２ 斎場・墓地の適正管理   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

布引斎苑中規模整備  ― 完了(H25) 

取り組み 主な事業 担当部

・八日市布引ライフ組合及び愛知郡広域行政組合において、火

葬を適正に運営、管理します。 

・広域行政組合の合理化と処理施設の改修を検討します。 

・布引山霊苑及び能登川墓地公園を適正に管理します。 

・墓地確保について検討します。 

斎場・墓地管理運営事業 市民環境部

 
 

現状分析 
狂犬病予防接種率の低下により、感染の危険性が高まっています。また、

犬の放し飼いや散歩時のふんの放置に対する苦情があります。 

  

達成目標 飼い主のマナーが良いまちをめざします。 

 

施策３ 狂犬病予防対策   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

狂犬病予防注射の接種率 % 63 70 

取り組み 主な事業 担当部

・畜犬登録を推進します。 

・狂犬病予防接種を推進します。 

・犬の飼育に関する市民啓発に取り組みます。 

狂犬病予防事業 市民環境部
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■ 公園 

現状分析 
都市公園及びその他公園の遊具が老朽化しています。また、市街地での

公園が不足しています。 

  

達成目標 
市民の憩いの場となり、子どもが安心して遊べる、安全で良好な公園が

あるまちをめざします。 
 

施策１ 適正な公園の整備、維持   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

都市公園の面積 ha 78.9 80.1 

取り組み 主な事業 担当部

・都市公園やその他の公園を適正に管理します。 

・自治会による児童遊園の管理を支援します。 

・市街地における都市公園を整備します。 

公園緑地管理事業 

公園緑地整備事業 

都市整備部

 
 

■ 住宅 

現状分析 
市営住宅は、小規模団地が多く維持管理効率が悪くなっています。また、

耐用年数を経過した住宅が多く、更新時期を迎えています。 

  

達成目標 
市営住宅の計画的、効率的な維持管理をすすめ、安全で快適な住宅供給

をめざします。 
 

施策１ 市営住宅の計画的な整備   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

市営住宅建替等改善率 % 42.0 87.0 

取り組み 主な事業 担当部

・市営住宅の計画的な改修、建替等を行います。 

・市営住宅を適正に管理します。 

住宅管理事業 都市整備部
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ぜん 
 
 
 

市民活動情報 No.23 

 

緑の街づくり事業 
 

市民や自治会、事業所などにおいて、「緑の湖」

といえるまちとなるよう、緑化活動が行われて

います。 

市民活動情報 No.24 

 

児童遊園の管理 
 

児童遊園がある自治会では、日常点検や管理

を行われています。 

 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市環境基本計画（H21～H30） 
東近江市景観計画（H22～） 
東近江市風景づくり基本計画（H22～） 
東近江市住宅マスタープラン（H19～H28） 
地域住宅計画（東近江地域）（H22～H25） 
東近江市公営住宅等長寿命化計画（H23～H32） 

 



第 2章 人と環境にやさしいまちづくり 

4 災害に強いまちづくり 

 （基本項目）   （施策） 

■防災 １ 防災・減災対策の充実 

  ２ 耐震化の推進 

■消防 １ 消防体制の充実 

 

■ 防災 

現状分析 

大規模災害時において、被害の拡大を防ぐために、国、県、市の対応だ

けでは限界があります。また、近年、滋賀県内で大規模な自然災害が発

生していないため、防災意識が低いことが懸念されています。 

  

達成目標 
自主防災体制と危機管理体制が整った、防災意識の高いまちをめざしま

す。 
 

施策１ 防災・減災対策の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

自主防災組織の組織率 % 72.1 80.0 以上 

取り組み 主な事業 担当部

・防災訓練の実施や防災研修会を開催します。 

・自主防災組織の設置促進と活動を支援します。 

・自主防災組織の資機材整備を支援します。 

・自主防災組織間の交流活動による活性化の取り組みを支援し

ます。 

・災害図上訓練の講師を養成し、地域で効果的に実施します。

・防災行政無線を適正に管理します。 

・災害用資機材を整備します。 

・非常用食糧等の備蓄を進めます。 

・県防災ヘリコプターの運行を支援します。 

・災害時応援協定の締結を図ります。 

・防災ハザードマップを普及啓発します。 

・防災アセスメントを実施し、原子力災害対策も含めて「地域

防災計画」を見直します。 

・防災拠点を整備します。 

 

防災対策事業 総務部 
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現状分析 市内には旧耐震基準の建物が全体の約３割存在しています。 

  

達成目標 地震災害に強いまちをめざします。 

 

施策２ 耐震化の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

特定建築物耐震化率 % 13.6 100.0 

取り組み 主な事業 担当部

・旧耐震基準の木造住宅の耐震診断、改修を支援します。 

・緊急輸送道路沿道住宅の耐震改修を支援します。 

・高齢者世帯の耐震改修を支援します。 

・滋賀県産材を活用した耐震改修を支援します。 

・既存住宅の耐震化を啓発します。 

・公共施設の耐震化を進めます。 

・建築基準法に基づく審査を行い、適正な建築計画を指導 

します。 

・違反建築物の是正を指導します。 

 

建築物地震対策推進事業 

公共施設営繕事業 

建築確認事業 

都市整備部
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■ 消防 

現状分析 

火災発生件数の大幅な減少は見られません。また、二つの広域行政組合

での消防体制を敷いていることから、効率的な消防体制を取りにくい状

況があります。 

  

達成目標 
市民の火災予防意識と消防力が高く、最適な地域消防力があり、火災が

少ないまちをめざします。 
 

施策１ 消防体制の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

人口 1 万人当たりの出火件数（出火率） 件/年 2.4  2.0  

取り組み 主な事業 担当部

・消防本部の統合を検討します。 

・消防団の再編に取り組みます。 

・防火意識の啓発を強化します。 

・消防車両等を計画的に整備します。 

・消火栓、耐震性防火水槽の整備を推進します。 

・地域の消防防災設備の整備を支援します。 

 

常備消防事業 

非常備消防事業 

消防施設整備事業 

総務部 

 
 

市民活動情報 No.25 
 

自主防災組織 
 

自治会などの単位で自主防災組織を組織し、

防災訓練の実施、災害用資機材の整備、地域防

災マップの作成や災害時の要援護者避難への対

応などの取組みが行われています。 

市民活動情報 No.26 
 

災害時応援協定 
 

災害時における様々な応急復旧活動に関する

人的・物的支援について、市と企業・団体とが

応援協定を締結しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市地域防災計画（H17～随時見直し） 
東近江市国民保護計画（H18～随時見直し） 
東近江市既存建築物耐震改修促進計画（H20～H27） 
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第 2章 人と環境にやさしいまちづくり 

5 地域の安全を守るまちづくり 

 （基本項目）   （施策） 

■防犯 １ 防犯対策の充実 

■交通安全 １ 交通安全運動の推進 

  ２ 交通安全施設の整備 

■消費生活 １ 消費生活相談・啓発の推進 

 

■ 防犯 

現状分析 
犯罪が多様化している状況に対する認識が低く、刑法犯認知件数が、増

加傾向となっています。 

  

達成目標 市民の防犯に対する意識が高く、犯罪の少ないまちをめざします。 

 

施策１ 防犯対策の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

人口 1 万人当たりの刑法犯認知件数（犯罪率） 件/年 100.7  80.0 

取り組み 主な事業 担当部

・防犯灯の設置を推進します。 

・東近江・愛知地区の防犯自治会を育成支援します。 

・防犯情報の発信を推進します。 

・自治会、学校等への防犯活動の推進を啓発します。 

・関係機関の連携による防犯体制強化を図ります。 

・安全なまちづくり自主活動団体を支援します。 

 

防犯対策事業 総務部 
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■ 交通安全 

現状分析 
交通事故発生件数、負傷者数は減少傾向ですが、高齢者の事故件数が増

加しています。 

  

達成目標 
高齢者の交通事故をはじめ、交通事故が少なく、交通弱者にとって安全

なまちをめざします。 
 

施策１ 交通安全運動の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

交通安全教室参加者数 人/年 8,156  8,200  

高齢ドライバー事故率 % 14.6 14.1 

取り組み 主な事業 担当部

・交通安全教室等を充実します。 

・交通安全団体の活動を支援します。 

・交通災害共済への加入促進を図ります。 

・高齢者の交通安全対策の充実を図ります。 

・関係機関と連携し交通安全施策を推進します。 

 

交通安全対策事業 市民環境部

 
 

施策２ 交通安全施設の整備   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

通学路（国・県・市道）における歩道及び歩道帯整備率 ％ 26 30 

取り組み 主な事業 担当部

・カーブミラーや区画線・防護柵等の整備を行います。 

・通学路における歩道帯の整備をします。 

 

交通安全施設整備事業 都市整備部
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■ 消費生活 

現状分析 
消費者問題が増加しており、消費者に関するトラブルや多重債務相談が

多く寄せられています。 

  

達成目標 消費者意識が高く、消費者トラブルが少ないまちをめざします。 

 

施策１ 消費生活相談・啓発の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

消費生活啓発員登録者数 人 30  40  

取り組み 主な事業 担当部

・消費生活相談を充実します。 

・消費生活啓発員を育成・支援します。 

・消費生活学習会を充実・支援します。 

・消費者問題の啓発を充実します。 

・消費者教育を推進します。 

消費生活対策事業 市民環境部
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市民活動情報 No.27 

 

防犯活動 
 

東近江・愛知地区防犯自治会では、防犯の街

頭啓発や研修会（講演会）等を行なわれていま

す。 

市民活動情報 No.28 

 

交通安全教室 
 

東近江市カンガルークラブ連絡協議会では、園

児の交通安全教育を行われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.29 

 

交通安全啓発 
 

交通安全シルバー指導員の方々は、高齢者の

交通事故防止のリーダーとして活動されていま

す。 

市民活動情報 No.30 

 

消費生活啓発活動 
 

消費生活啓発員の方々は、消費生活に関する

学習会を開催されています。 

 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市交通安全計画（第９次）（H23～H27） 



第 3章 誰もが笑顔で暮らせるまちづくり 

１ 健康づくりの推進 

 （基本項目）   （施策） 

■健康 １ 健康づくりの推進 

 ２ 保健事業の推進 

■医療 １ 地域福祉医療の推進 

■保険・年金 １ 国民健康保険の健全運営 

 ２ 後期高齢者医療の円滑な運営 

 ３ 福祉医療費助成制度の推進 

 ４ 国民年金の啓発 

 

■ 健康 
 

 

現状分析 
育児や子どもの成長・発達について継続的に支援が必要な親子が増えて

います。また、不規則な食生活やがん検診の受診率が国の目標値を下回

っていることや、生活習慣病の疾患が増えています。 

  

達成目標 
安心して子どもを生み育てることができ、自らも健康意識を高く持ち、

仲間や地域ぐるみで健康づくりが実践できるまちをめざします。 

施策１ 健康づくりの推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

健康推進員の数 人 213  300 

野菜平均摂取量 ｇ/日 284.1 (H21) 350 以上 

取り組み 主な事業 担当部

・市民健康づくり協議会等と協働して健康づくりを推進しま

す。 

・健康推進員の育成と活動の支援をします 

・健康に関する知識の普及・啓発を行います。 

・食育推進計画に基づき、食を通して健康づくりを推進します。

 

地域保健衛生活動事業 健康福祉
こども部
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施策２ 保健事業の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

がん検診受診率 ％ 26.0 31.0 

20～69 歳の男性の肥満の割合 ％ 24.8 15.0 以下 

取り組み 主な事業 担当部

・乳幼児健診・乳幼児歯科健診を実施します。 

・母子健康手帳を交付し、妊婦健診の啓発や、妊娠期の支援を

します。 

・すくすく手帳を発行し、子育て支援や予防接種の啓発を行い

ます。 

・乳幼児の育児相談・訪問を行います。 

・感染症予防の周知啓発を推進します。 

・各種予防接種を推進し、啓発を充実します。 

・不妊治療に関する普及啓発を推進し、特定不妊治療を支援し

ます。 

・保健センターを適正に管理運営します。 

・成人健康診査・がん検診を推進します。 

・健康教育や相談・生活習慣病の予防啓発を推進します。 

 

母子保健事業 

感染症予防対策事業 

保健センター管理事業 

成人保健事業 

 

健康福祉
こども部

 



■ 医療 

現状分析 
医療サービスを担う人材不足によって、安心かつ継続して医療を受ける

ことが不安な状況にあります。 

  

達成目標 生涯を通じて安心できる医療基盤が整ったまちをめざします。 

 

施策１ 地域福祉医療の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

病院事業 実質収益対経常費用比率 % 69.5 80.0 

自宅での死亡割合 % 13.9(H21) 20.0 

取り組み 主な事業 担当部

・中核病院として東近江総合医療センター（仮称）の整備と併

せて、市立病院の新たな体制整備をします。 

・多業種の連携による在宅医療福祉や在宅看取りを推進します。

・医療福祉サービスを担う人材を育成し、在宅医療をはじめと

する地域医療体制の一層の充実を図ります。 

・在宅医療福祉の拠点施設整備を支援します。 

・救急や救助の体制を強化します。 

・国民健康保険診療施設において一次診療※を行います。 

・国民健康保険診療施設は地域包括医療の拠点としてサービス

を提供します。 

・国民健康保険診療施設を適正に管理します。 

・市立病院の健全経営を図ります。 

 

地域医療対策事業 

国民健康保険診療所運営

事業 

病院管理運営事業 

病院事業

地域医療

  ※一次診療：一般的な疾病や軽度の外傷などに対する診断、治療 
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■ 保険・年金 

現状分析 
低所得化、高齢化、医療の高度化の進行により、医療費が増大し、国民健

康保険財政を圧迫しています。 

  

達成目標 
安心して医療を受けられる制度を確保し、国民健康保険事業の安定した運

営をめざします。 
 

施策１ 国民健康保険の健全運営   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

国民健康保険料収納率 % 95.0 95.0 以上 

国民健康保険特定健康診査の受診率 % 32 65 以上 

取り組み 主な事業 担当部

・国民健康保険資格及び給付の受付相談を行います。 

・国民健康保険による医療給付を行います。 

・国民健康保険医療費の適正化を推進します。 

・国民健康保険料の収納率向上に努めます。 

・国民健康保険被保険者の特定健診・特定保健指導の普及啓発

を推進します。 

・国民健康保険被保険者の保健事業を推進します。 

国民健康保険受付相談事業 

国民健康保険給付事業 

国保医療費適正化特別対策

事業 

国民健康保険料収納対策事

業 

保健事業（国民健康保険） 

市民環境部

 

 

現状分析 
高齢者医療費の増大により、医療保険財政を圧迫しています。また、国

では後期高齢者医療制度について、平成 26 年３月から新高齢者医療制

度に移行することが検討されています。 

  

達成目標 
75 歳以上の老人が安心して医療を受けられる制度を確保し、健康保持

と福祉の増進をめざします。 
 

施策２ 後期高齢者医療の円滑な運営   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

後期高齢者医療保険料収納率 % 99.7 99.7 以上(H25)

取り組み 主な事業 担当部

・後期高齢者医療制度の普及啓発を推進します。 

・後期高齢者医療保険料の収納率向上に努めます。 

・滋賀県後期高齢者医療広域連合と連携を図ります。 

・新高齢者医療制度への対応を行います。 

後期高齢者医療事業 市民環境部
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現状分析 
子どもや社会的弱者が経済的理由により必要な医療が受けられず、重い

病気や生命に関わる病気に発展するようなことは防がなければなりませ

ん。 

  

達成目標 対象者の保健の向上と福祉の増進をめざします。 

 

施策３ 福祉医療費助成制度の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

福祉医療費受給券資格管理率 % 100 100 

取り組み 主な事業 担当部

・子ども、障がい者、母子家庭などの対象者に対して医療費の

一部助成を行います。 

・持続可能な福祉医療費助成制度を検討します。 

福祉医療助成事業 市民環境部

 

 

現状分析 年金の未加入者や未納者が増加しつつあります。 

  

達成目標 無年金者が無く、安定した国民年金制度をめざします。 

 

施策４ 国民年金の啓発   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

国民年金制度広報回数 回/年 9 12 

取り組み 主な事業 担当部

・国民年金制度の啓発を行います。 

・国民年金に関する相談業務を行います。 

・国民年金を受給できない在日外国人に対して、老齢・障害者

福祉金を支給します。 

国民年金事務 

在日外国人福祉金支給事務 

市民環境部
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市民活動情報 No.31 

 

「健康ひがしおうみ２１」推進活動 

 

市内の商店、企業、団体が健康応援団として

市に登録し、栄養・運動・たばこ・アルコール

など市民の健康を応援する活動が行われていま

す。 

市民活動情報 No.32 

 

健康推進員活動 

 

健康推進員の方々は、市民の健康増進の推進

のため、健康づくりに関する普及啓発や、市が

行う保健衛生事業の協力などに取り組んでおら

れます。 
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市民活動情報 No.33 

 

元気のつどい 

 

能登川地区では、市民の自主グループ等によ

る健康づくり活動発表「元気のつどい」が行わ

れています。 

市民活動情報 No.34 

 

福祉モール構想 

 

地域介護・福祉の連携拠点施設を整備し、傷

病、障がい、高齢でも安心して暮らせるエリア、

拠点づくり（福祉モール）の実現をめざして取

り組んでおられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.35 

 

地域医療（自治体病院）を考える会 

 

蒲生地区まちづくり協議会では、蒲生病院の

今後のあり方を中心に地域医療について考えて

います。 

市民活動情報 No.36 

 

地域から医療福祉を考える東近江懇話会 

 

医療や介護等福祉に携わっている人、宗教家、

子育て中のお母さん、救急隊員、行政職員が、

自分たちでできる医療福祉活動を行い、その活

動の情報を共有し、より一層、質の高い活動と

なるよう、話し合い、行動されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.37 

 

東近江地域医療連携ネットワーク推進会議 

（三方よし研究会） 

      

多職種の人が、顔の見える関係を大事にしな

がら、脳卒中を中心に、急性期から在宅生活ま

での医療福祉連携について検討が行われてい

ます。 

 
■ 関連する主な個別計画 

    東近江健康増進計画 健康ひがしおうみ２１(H20～H28) 

東近江市病院等整備計画(H22～H25) 

東近江市病院事業改革プラン(H21～H23) 

特定健康診査実施計画（H20～毎年見直し） 

東近江市地域福祉計画(H23～H28) 
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 （基本項目）   （施策） 

■地域福祉 １ 地域福祉活動の推進 

 ２ 地域福祉の担い手の育成 

■生活保障 １ 生活安定への支援 

 

■ 地域福祉 

現状分析 
市民の地域福祉活動への関わりのきっかけは少なく、ボランティア活動

も少ない状況です。また、要援護者に対して災害時の的確な対応が求め

られています。 

  

達成目標 
ボランティア活動が活発で、地域の見守りが行き届き、災害時要援護者

の安全が確保されるまちをめざします。 
 

施策１ 地域福祉活動の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

地域福祉ボランティア活動に参加した人数 人 3,332  4,000  

民間施設の福祉避難所としての契約協定数 箇所 0  13  

取り組み 主な事業 担当部

・ＮＰＯやボランティア団体等と地域のネットワークづくりを

支援します。 

・ボランティア活動の情報を提供します。 

・社会福祉協議会の自立を支援し、地域福祉の推進体制の見直

しを行います。 

・災害時要援護者支援を推進します。 

・福祉避難所の適正配置と避難者の支援体制を確立します。 

・社会を明るくする運動を推進します。 

・総合的な相談支援体制の整備に向け検討します。 

・福祉センターの適正な管理を行います。 

 

社会福祉推進事業 

福祉センター等管理運営事

業 

健康福祉
こども部

 
 

施策２ 地域福祉の担い手の育成   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

地域福祉委員の数 人 398  528  

取り組み 主な事業 担当部

・民生委員児童委員の活動を支援します。 

・地域福祉委員の育成と活動を支援します。 

・民生委員児童委員の担当区域を見直します。 

・地域活動に必要な技能習得や学習講座の開催を支援します。

・地域福祉を担う人材の確保を支援します。 

 

民生委員児童委員活動事業 健康福祉
こども部

第 3章 誰もが笑顔で暮らせるまちづくり 

2 互いに支え合う地域福祉の充実 



■ 生活保障 

現状分析 
昨今の社会情勢や雇用情勢を反映し、生活保護受給件数が増加傾向にあ

ります。 

  

達成目標 だれもが健康で文化的な最低限度の生活ができるまちをめざします。 

 

施策１ 生活安定への支援   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

就労支援を実施している者のうち、就労に結びついた

者の割合 
％ 22.3 25.0 

取り組み 主な事業 担当部

・生活困窮世帯に生活保護費を支給します。 

・就労等による自立を支援します。 

・中国残留邦人の生活困窮世帯に生活費を支給します。 

・行旅病死人の救護等を行います。 

・高齢者の養護老人ホームへの入所を措置します。 

生活保護事務 

生活保護費適正化推進事業 

生活保護費支給事業 

生活支援給付費支給事業 

住宅手当緊急特別措置事業 

行旅病死人救護費支給事業 

老人保護措置事業 

健康福祉
こども部

 
 

市民活動情報 No.38 

 

赤十字奉仕団ボランティア活動 
 

東近江市地区赤十字奉仕団では、赤十字の人

道・博愛・奉仕の精神のもとに、災害時の炊き

出し訓練や街頭募金活動、高齢者友愛訪問、一

声ふれあい運動など行われています。 

 

市民活動情報 No.39 

 

更生保護ボランティア活動 
 

東近江市地区更生保護女性会では、犯罪や非

行のない明るい社会の実現を目指して、罪を犯

した人の立ち直りに資するため、ミニ集会や更

生保護施設の訪問、愛のパトロールなど行われ

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市地域福祉計画(H23～H28) 
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第 3章 誰もが笑顔で暮らせるまちづくり 

3 高齢者福祉の充実 

 （基本項目）   （施策） 

■高齢者福祉 １ 生きがいづくりの推進 

 ２ 介護予防の推進 

 ３ 認知症ケア支援体制の整備 

 ４ 地域包括ケアの推進 

 ５ 介護保険制度の健全運営とサービスの充実 

 

■高齢者福祉 

現状分析 
老人クラブの会員が減少しています。また、知識・技術や豊富な人的ネ

ットワークを持っている団塊世代の退職によるシニア世代が増加してい

ます。 

  

達成目標 高齢者自らが、健康で生きがいがもてるまちをめざします。 

 

施策１ 生きがいづくりの推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

高齢者が週１回以上外出している割合 ％ 87.1 90.0 

取り組み 主な事業 担当部

・老人クラブ活動を支援します。 

・シニア世代の地域での仲間づくりを支援します。

・高齢者の生きがいづくり事業を支援します。 

・高齢者慶祝、敬老事業を実施します。 

・高齢者の生きがいづくりなどの活動ができる場を

確保します。 

 

高齢者の生きがいと健康づくり推進事

業 

高齢者慶祝事業 

高齢者福祉施設管理運営事業 

健 康 福 祉

こども部 
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現状分析 
高齢化の進展にともない、要支援状態になるリスクの高い高齢者が増加

しています。また、在宅生活が困難になってきているひとり暮らし高齢

者や高齢世帯も増加しています。 

  

達成目標 自立して過ごすことができる高齢者の割合が高いまちをめざします。 

 

施策２ 介護予防の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

介護予防事業の参加率  ％ １.２ １.７ 

地域サロンの数 箇所 221 350 

取り組み 主な事業 担当部

・高齢者生活支援施設の適正な管理運営を行いま

す。 

・緊急通報システム事業を行います。 

・介護予防が必要な高齢者を把握します。 

・介護予防事業を充実します。 

・予防給付と自立支援のマネジメントを行います。

・介護予防活動を支援します。 

・配食サービス見守り事業を実施します。 

・あったかサロンの運営を支援します。 

・生活管理指導員を派遣します。 

・生活管理指導短期宿泊事業を実施します。 

 

高齢者生活支援施設管理運営事業 

介護予防ケアマネジメント事業 

地域自立生活支援事業 

地域介護予防活動支援事業 

 

健 康 福 祉

こども部 
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現状分析 高齢化の進展にともない、認知症の高齢者が増えています。 

  

達成目標 
市民、地域の理解を深めて、認知症になっても住み慣れた地域で、安心

して暮らせるまちをめざします。 
 

施策３ 認知症ケア支援体制の整備   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

認知症サポーター数 人 12,394  18,500  

取り組み 主な事業 担当部

・認知症家族介護者を支援します。 

・認知症に関する啓発を推進します。 

・認知症サポーターを養成します。 

 

認知症ケア支援事業 

 

健康福祉

こども部

 
現状分析 

高齢者虐待などの権利侵害や生活上の不安などに関する相談が増えてい

ます。 

  

達成目標 
高齢者の人権を尊重し、権利と財産を守り、安心して生活できる専門的・

継続的な支援があるまちをめざします。 
 

施策４ 地域包括ケアの推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

地域密着型事業所数 箇所 18 33 

取り組み 主な事業 担当部

・切れ目のない地域包括ケア※のネットワークの構築を支援し

ます。 

・介護支援専門員を育成・支援します。 

・介護についての相談を実施します。 

・高齢者虐待防止ネットワーク協議会の運営を充実します。 

・高齢者の権利擁護に必要な人材の育成や体制整備を支援しま

す。 

・高齢者の虐待予防や対策支援を行います。 

・成年後見制度の利用支援を行います。 

 

包括的・継続的ケアマネジ

メント事業 

地域包括ケア支援事業 

 

健康福祉

こども部

※地域包括ケア：高齢者が要介護状態になっても可能な限り住み慣れた地域において継続して生活でき

るよう介護、医療、予防、住まい、生活支援サービスについて、住民の助け合いのもと切れ目なく提

供すること。 
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現状分析 
介護保険の対象高齢者が増加する中、基盤不足が見られ、ニーズにあっ

たサービスの提供が安心して受けられない場合や、在宅で介護する家族

の負担が大きくなっている場合があります。 

  

達成目標 誰もが安心して介護サービスを受けられるまちをめざします。 

 

施策５ 介護保険制度の健全運営とサービスの充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

介護保険料収納率 % 99.3 99.3 以上 

取り組み 主な事業 担当部

・高齢者福祉施設等の整備を支援します。 

・高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画の進捗を管理し

ます。 

・低所得者の利用者負担の軽減を支援します。 

・寝具乾燥サービスを行います。 

・機能回復訓練等の事業を行います。 

・介護保険制度の健全運営に取り組みます。 

・介護保険サービスを充実します。 

・介護用品の購入等を支援します。 

・認知症高齢者 24 時間支援事業を実施します。 

高齢者福祉事業 

湖東リハビリステーション

管理運営事業 

介護保険一般管理事務 

介護保険収納対策事業 

介護保険給付事業 

介護保険啓発・受給者管理

事務 

特定入所者給付事業 

介護認定事務 

家族介護支援事業 

市民環境部

健康福祉

こども部

 
 

市民活動情報 No.40 
 

ふれあいの場・いきがいづくり 

 

ＮＰＯ法人かじやの里では、園芸教室など生

涯学習や地域福祉の向上実現のための研修会ま

た地域のふれあいの場づくりとしてのイベント

の開催などの活動を行われています。 

市民活動情報 No.41 
 

生きがいづくり 

 

東近江市老人クラブ連合会では、会員相互の

親睦と交流を図り、地域に生活する高齢者の生

きがいづくりや健康づくり、社会奉仕活動を行

われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.42 
 

パソコンでつながる絆 

 

パソコンボランティア能登川和ねっと！で

は、シニア世代の生きがいと高齢者・障がい者

等の社会とのコミュニケーションを目的にパソ

コン教室を開催されています。 

市民活動情報 No.43 
 

婚活応援セミナー 

 

応援塾では、シニア世代がいろんな世代と連

携し、今日まで培ってきたものを生かして、未

婚男女の縁結び役として婚活応援セミナーを開

催されています。 
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市民活動情報 No.45 
 

介護予防運動教室 

 

市主催の介護予防教室（運動機能向上）の卒

業生が、自主グループを作り、仲間づくりと継

続的な運動機能向上を目的に介護予防教室を運

営されています。 

市民活動情報 No.44 
 

楽しく予防スリーA 教室 

 

ＮＰＯ法人認知症を学び介護する会ほほえみ

では、認知症予防のための講座や、指導者研修

会を開催されています。 

市民活動情報 No.46 
 

ひがしおうみ元気きらり体操 

 

市民が講師「体操きらりサポーター」となり、

地域等を対象に、ひがしおうみ元気きらり体操

の普及啓発と介護予防活動を行われています。 

市民活動情報 No.47 
 

民具を活用した回想法講座 

 

市民が講師「回想きらりサポーター」となり、

地域等を対象に、能登川博物館の民具を活用し

た地域回想法を行う出前講座を開催されていま

す。 

市民活動情報 No.48 
 

認知症予防ゲーム研修 

 

ＮＰＯ法人認知症を学び介護する会ほほえみ

では、脳、身体を総合的に使うゲームの指導、

介護予防教室の運営指導を行われています。 

市民活動情報 No.49 

 

地域サロン・宅老所 

 

住み慣れた地域で安心して暮せるよう、自治

会の集会所等を活用して高齢者等が気軽に参加

し、交流できる場所（サロンや宅老所）を住民

が主体となって開設、運営されています。 

市民活動情報 No.50 
 

認知症サポーター養成講座 

 

市民が講師「キャラバンメイト」となり、地

域や学校・職域団体等を対象に、認知症の正し

い知識や関わり方についての講義を行う出前講

座を開催されています。 

市民活動情報 No.51 
 

認知症徘徊高齢者の早期発見・保護訓練 

 

自治会などでは、認知症の高齢者が行方不明

になったことを想定して、できるだけ早期に安

全に保護するための研修会や訓練を行われてい

ます。 

市民活動情報 No.52 
 

認知症ケア・ネットワークを考える会 

 

医療・介護関係者を中心に、認知症について

学ぶ機会を年３～４回設けられています。 

市民活動情報 No.53 
 

介護者の悩み相談・情報交換・リフレッシュ

 

認知症や寝たきりなどの高齢者等を在宅で介

護している方々が、介護者という同じ立場で集

まり、介護についての悩みや仲間づくりを目指

して、介護者の会をつくり活動されています。
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市民活動情報 No.54 
 

介護者のつどい開催 

 

介護者の会代表者が実行委員になり、心身の

元気回復（リフレッシュ）を図っていただくた

め、在宅介護者を対象に「介護者のつどい」を

開催されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市高齢者保健福祉計画(H24～H26) 

東近江市介護保険事業計画(H24～H26) 

東近江市地域福祉計画(H23～H28) 
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第 3章 誰もが笑顔で暮らせるまちづくり 

4 障がい者（児）福祉の充実 

 （基本項目）   （施策） 

■障がい者福祉 １ 障がい福祉サービスの充実 

 ２ 障がいに関する啓発の推進 

 ３ 発達障がい等に対する支援体制の充実 

 ４ 総合的な支援体制の充実 

■障がい者福祉 

現状分析 
障がい者（児）のためのサービス基盤は不足している上、障がい者の生

活基盤は必ずしも安定していません。 

  

達成目標 障がい者が、安心して適切なサービスが利用できるまちをめざします。 

 

施策１ 障がい福祉サービスの充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

障がい者の就労支援サービス利用者数等 人/年 261 416 

障がい者グループホーム・ケアホームの利用者数 人/年 93 105 

取り組み 主な事業 担当部

・障がい者が安定した生活ができるよう支援します。

・障がい者の自立を支援します。 

・就労の場づくりを推進します。 

・地域生活支援事業を推進します。 

・障がい児の地域活動を支援します。 

・障がい者施設を適正に管理します。 

・障がい者施設整備を支援します。 

 

障害者福祉サービス事業 

特別障害者等手当支給事業 

障害者自立支援給付事業 

地域生活サービス支援事業 

障害児地域生活支援事業 

障害者施設管理・整備支援事業 

 

健康福祉

こども部
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現状分析 社会には障がい者の地域活動や社会参加を阻む様々な課題があります。 

  

達成目標 
障がいに対する理解があり、障がい者の地域活動等への参加機会がある

まちをめざします。 
 

施策２ 障がいに関する啓発の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

障がい者自身が感じる市民の障がいに対する理解度 %  28(H19) 50 

取り組み 主な事業 担当部

・障がい者団体を支援します。 

・障がい者の地域活動への受入を支援します。 

・障がい者やその家族の社会参加を支援します。 

・障がいに関する広報を推進します。 

・障がいの正しい理解を学習する機会を増やします。

 

障害者団体等育成事業 健 康 福 祉

こども部 

 
 

現状分析 発達障がいのある人が増加傾向にあります。 

  

達成目標 
一人ひとりの障がいに応じ、継続したきめ細かい相談・支援があるまち

をめざします。 
 

施策３ 発達障がい等に対する支援体制の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

サポートファイルの活用件数 件 245 285 

個別の指導計画作成率（保育園幼稚園） % 100 100 

取り組み 主な事業 担当部

・サポートファイルを活用し、継続的に情報共有できる体制を

つくります。 

・個別指導計画及び教育支援計画を活用した特別支援を推進し

ます。 

・発達障がいに対する正しい知識を普及啓発します。 

・発達相談や教育相談を充実します。 

・障害児通園事業めだかの学校を充実します。 

・ことばの教室を充実します。 

発達支援センター管理運営

事業 

健康福祉

こども部

教育部 
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現状分析 障がい者の相談件数の増加と相談内容が複雑化・多様化してきています。 

  

達成目標 
障がい者の人権を尊重し、権利と財産を守り、安心して生活できる権利

擁護に関する専門的･継続的な支援体制をめざします。 
 

施策４ 総合的な支援体制の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

障がい者の日常生活支援（権利擁護）事業利用者数 人 127 170 

取り組み 主な事業 担当部

・総合的な相談支援体制を推進します。 

・２４時間対応型地域生活支援事業を推進します。 

・就労に向けた支援をします。 

・精神障害者地域生活支援センターの運営を支援します。 

・成年後見制度の利用支援を行います。 

・障がい者の権利擁護に必要な人材育成や体制整備を支援しま

す。 

地域生活相談支援事業 健康福祉

こども部

 

市民活動情報 No.55 
 

障がい者の自立・社会参加促進活動 

 

東近江市身体障害者厚生会や、東近江市手を

つなぐ育成会では、自立・社会参加促進活動や、

保護者の交流などの活動が行われています。 

市民活動情報 No.56 
 

障がい児の地域交流活動 

 

おそらの家、げんきっ子やスマイルクラブで

は、障がい児の学校・家庭以外での地域交流活

動が行われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.57 
 

薪プロジェクト 

 

里山の保全と資源の有効活用のため、里山の

木を利用した薪燃料の生産販売を、障がいのあ

る方々と共に行われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市障がい者計画(H21～H26) 

東近江市障がい福祉計画(H21～H23) 

東近江市地域福祉計画(H23～H28) 
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第 4章 次代を担う人材を育むまちづくり 

1 安心して子どもを生み・育てられる環境づくり 

 （基本項目）   （施策） 

■児童福祉 １ 幼児教育保育の充実 

 ２ 学童保育への支援 

 ３ 子育て支援環境づくり 

 ４ 子育て家庭への支援 

 ５ 児童虐待防止の推進 

 

 

■児童福祉 
 

現状分析 
保育園の０、１、２歳児の入所希望の増加や、幼稚園の３歳児の就園率

の増加により、保育室と職員が不足し、待機児童が発生しています。施

設は、老朽化が進み、耐震強度不足の保育園・幼稚園施設があります。 

  

達成目標 
待機児童がなく、安全で安心な、保育園・幼稚園の保育サービスを提供

できるまちをめざします。 
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施策１ 幼児教育保育の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

保育時間の延長実施園数 園 ９ 14 

一時保育事業の実施箇所数 箇所 3 5 

取り組み 主な事業 担当部

・保育園・幼稚園の一体化に併せて、保育サービスと保育料の

見直しを検討します。 

・地域の実情に併せて、幼保一体化施設の整備や、保育園・幼

稚園施設の改修等を、整備方針に基づき進めます。 

・保育園・幼稚園を適正に管理します。 

・保育士の確保や人材を育成します。 

・３歳以上児の教育保育課程を充実します。 

・多様な保育ニーズに対応するため、延長保育や一時保育など

の特別保育や、病後児保育に向けた体制づくりを進めます。

・保育の中に『食育』を位置づけ、家庭・地域・保育園・幼稚

園の連携による食育を進めます。 

・民間保育園の施設整備や運営を支援します。 

 

保育推進事業 

幼保一体化施設整備事業 

公立保育所施設整備事業 

幼稚園施設整備事業 

公立保育所施設管理事業 

幼稚園施設管理事業 

公立保育所振興事業 

幼稚園教育振興事業 

民間保育所施設整備支援事

業 

民間保育所運営支援事業 

 

健康福祉
こども部

 

 

 

 

 



現状分析 
核家族化によって、放課後の子どもを見守る保護者のいない家庭が増え、

学童保育所への入所希望者が増加しています。また、実施施設の老朽化

が進んでいます。 

  

達成目標 
放課後における子どもの健全育成の場として安心で安全な学童保育が整

ったまちをめざします。 

 

施策２ 学童保育への支援   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

学童保育所実施数 箇所 23 27 

取り組み 主な事業 担当部

・ニーズにあった学童保育所を整備します。 

・学童保育所を適正に管理、運営します。 

学童保育所施設整備事業 

学童保育所施設管理事業 

学童保育所運営事業 

健康福祉
こども部

 

現状分析 
子育てに不安を抱える親の増加や一時的な児童の預かりニーズも増えて

います。また、児童が健全で安心して遊べる場が少ない状況があります。 

  

達成目標 
子育ての不安や悩みに対して、様々な子育てに関する支援に対応できる

まちをめざします。また、児童が健全で安心して遊べるまちをめざしま

す。 
 

施策３ 子育て支援環境づくり   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

地域子育て支援拠点※数 箇所
センター型 ４ 

ひろば型  ２ 

センター型 ４ 

ひろば型 １０ 

取り組み 主な事業 担当部

・次世代育成支援対策地域行動計画の進行管理を行います。 

・子どもの遊び場づくりを支援します。 

・子育て中の親が、気軽に交流や相談できる、地域子育て支援

拠点事業を推進します。 

・子育て支援ボランティアやサークルを育成します。 

・子育て支援コーディネーターを育成します。 

・ファミリーサポートセンター※事業を推進します。 

・児童センターの運営内容の充実に努めます。 

児童福祉推進事業 

次世代育成対策事業 

ファミリーサポートセンタ

ー運営事業 

 

健康福祉
こども部

※地域子育て支援拠点： 

   「センター型」：子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点 

   「ひろば型」：子育て家庭の親とその子どもが気軽に集い、相互の交流を図る場 

※ファミリーサポートセンター：児童の預かり等の援助を受けたい人と支援できる人との相互援助活動 
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現状分析 
ひとり親家庭の多くは、仕事と子育ての両方を担っており、様々な困難

に直面している場合があります。また、子育てにかかる経費が増えてい

ることや、養育上の問題を抱える家庭があります。 

  

達成目標 
子育てに対する経済的負担を軽減し、子育てに対する不安や養育上の問

題を抱える家庭のニーズに対応できるまちをめざします。 

 

施策４ 子育て家庭への支援   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

家庭支援員※・ホームフレンド※の登録者数 人 
家庭支援員 18 

ホームフレンド 16 

家庭支援員 24 

ホームフレンド 22 

取り組み 主な事業 担当部

・ひとり親家庭の相談体制を充実します。 

・ひとり親家庭の自立を支援します。 

・事故や病気等で父又は母を亡くされた遺児の把握に努め、支

援します。 

・経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を

支援します。 

・児童手当を対象家庭に支給します。 

・養育上の問題を抱える家庭に、家庭支援員やホームフレンド

を派遣します。 

母子・父子福祉事業 

児童扶養手当支給事業 

遺児福祉年金給付事業 

助産施設入所委託事業 

児童手当支給事業 

家庭支援事業 

健康福祉
こども部

※家庭支援員：育児相談や育児支援を行うボランティア   

※ホームフレンド：児童の相談相手・話し相手または学習指導をするボランティア 
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現状分析 
児童虐待に関する相談件数の増加とともに、重篤なケースも増大してお

り、虐待ホットラインには、昼夜を問わず重篤なケースの相談が持ちか

けられています。 

  

達成目標 
児童虐待が未然に防止され、万一虐待があれば、早期に一時保護できる

体制をめざします。 

 

施策５ 児童虐待防止の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

児童虐待に関する情報提供のあった件数 件 535 700 

取り組み 主な事業 担当部

・虐待の早期発見・早期対応を推進します。 

・虐待防止の啓発を行います。 

・子育て支援短期利用事業を推進します。 

・子どもと家族を守る家づくり事業を推進します。 

・CAP 事業※を推進します。 

・子ども家庭相談センターとの連携を強化します。 

児童虐待防止対策事業 

 

健康福祉
こども部

※ＣＡＰ事業：子どもへの暴力防止プログラムを活用した啓発事業 

 
市民活動情報 No.58 
 

冒険遊び場づくり 
 

まちづくり協議会などでは、子どもたちが好

奇心や冒険心を発揮して、やってみたいことに

挑戦できる場「冒険遊び場」を開催されていま

す。 

市民活動情報 No.59 

 
CAP プログラムによる虐待防止啓発事業 

 

CAP 滋賀では、子どもへの虐待防止のため、

子ども向け・大人向けワークショップを開催さ

れています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.60 

 

こどもと子育てを地域で支えるつどい 
 

市民による実行委員会により、子育てを地域

で支えていくことの大切さを再認識させるつど

いを開催されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市次世代育成支援対策地域行動計画（H22～H26） 
東近江市幼児施設整備計画（H22～H28） 
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第 4章 次代を担う人材を育むまちづくり 

２ 教育環境の充実と青少年の健全育成 

 （基本項目）   （施策） 

■学校教育 １ 児童・生徒の育成 

 ２ 教育内容の充実 

 ３ 特別支援教育の推進 

 ４ 学校給食の充実 

 ５ 安全安心な教育環境の充実 

 ６ 教育相談体制の充実 

■青少年育成 １ 青少年の健全育成 

 

■ 学校教育 

現状分析 
少子化や核家族化、社会状況の変化から、家族の絆や地域での人間関係

が希薄化の傾向にあり、ルールや社会性、人を思いやる心や感動する心

など豊かな心が十分に身に付いていない子どもたちが増えています。 

  

達成目標 
児童生徒が、規範意識や思いやりの心などの社会性や豊かな人間性を身

につけ、心身ともに健やかに育つことをめざします。 
 

施策１ 児童・生徒の育成   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

児童生徒の長期欠席率 % 
小学校 0.37 

中学校 3.22 

小学校 0.3 

中学校 2.8 

取り組み 主な事業 担当部

・自分だけでなく常に相手のことや社会全体を考え行動できる

「三方よし」の教育を進めます。 

・保幼小中が連携して、育ちを支える取り組みを進めます。 

・生きる力を育む体験学習・校外活動を支援します。 

・主治医や保護者と連携して適切な健康管理に努めます。 

 

教育委員会運営事業 

教育振興事業 

小学校教育振興事業 

中学校教育振興事業 

教育部 
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現状分析 
児童生徒の「生きる力」（確かな学力、豊かな心、健やかな体）が十分に

養われていない現状があります。 

  

達成目標 確かな学力、豊かな心、健やかな体を育む教育をめざします。 
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施策２ 教育内容の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

児童生徒の読書冊数 冊 
小学校 7.2 

中学校 2.7 

小学校 10.0 

中学校 4.2 

取り組み 主な事業 担当部

・教職員の指導力の向上を推進します。 

・郷土学習の推進に取り組みます。 

・教師のＩＣＴ機器活用能力の向上を推進します。 

・外国籍児童に対する学習を支援します。 

・外国語教育を推進します。 

・児童生徒の読書環境を整備します。 

 

教育総務管理事業 

教育研究所管理運営事業 

教育指導事業 

教育部 

 

現状分析 特別な教育的支援を必要とする児童生徒が増加しています。 

  

達成目標 
特別な教育的支援を必要とする児童生徒の、生活や学習に対する困難を

克服し、自立を図ることをめざします。 
 

施策３ 特別支援教育の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

個別の指導計画作成率（小中学校） % 
小学校 84.2 

中学校 45.2 

小学校 90.0 

中学校 60.0 

取り組み 主な事業 担当部

・教職員の特別支援教育の研修の機会の充実を図ります。 

・保幼小中が連携し特別支援教育の充実を図ります。 

・発達相談員を配置します。 

・通級指導教室を実施します。 

 

特別支援事業 教育部 

 



 

現状分析 
子どもの年齢が高くなるにつれ、規則正しい食生活が送れていない割合

が高くなっています。 

  

達成目標 園児、児童、生徒の規則正しい食習慣の確立を目指します。 
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施策４ 学校給食の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

給食実施率 % 68 100 

取り組み 主な事業 担当部

・幼稚園、小学校、中学校の完全給食実施を推進します。 

・給食センターを整備します。 

・学校給食への地場農産物の利用拡大を進めます。 

・伝統的食文化の理解を深める郷土料理などを提供します。 

・「早寝・早起き・朝ごはん」を基本に食育を進めます。 

 

学校給食センター整備事業 

学校給食事業 

学校給食センター管理運営

事業 

教育部 

 
 

現状分析 
市内の小中学校の耐震化は進んでいますが、中には老朽化により耐震強

度不足の校舎等が一部残っています。また、通学時などの不審者情報が

後をたたない状態があります。 

  

達成目標 
全小中学校が耐震基準を満たしているとともに、安心して通学できる教

育環境をめざします。 
 

施策５ 安全安心な教育環境の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

耐震補強整備が完了した義務教育施設数 ― 
校 舎 26 校 

体育館 27 館 

全３１校の 

校舎・体育館 

取り組み 主な事業 担当部

・学校施設の耐震化の整備を進めます。 

・学校施設を適正に管理します。 

・通学路の安全対策、スクールガード等の強化を進めます。 

 

小学校管理事業 

小学校施設整備事業 

中学校管理事業 

中学校施設整備事業 

児童生徒等支援事業 

 

教育部 

 



 

現状分析 
学習や人間関係に対する不安など様々な要因により、学校に登校できな

い児童・生徒がいます。 

  

達成目標 
個々の相談や不登校支援において、きめ細かな対応ができる教育相談を

めざします。 
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施策６ 教育相談体制の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

学校への復帰率 % 72.4 75.0 

取り組み 主な事業 担当部

・子ども相談を実施します。 

・スクーリングケアサポーターを配置します。 

・スクールカウンセラーを配置します。 

・子どもオアシス事業を通して、学校復帰を支援します。 

子ども相談事業 

児童・生徒指導事業 

不登校児童生徒支援事業 

子どもオアシス管理運営事

業 

 

教育部 

 

■ 青少年育成 

現状分析 
家庭や地域の教育力の低下や、子どもの生きる力を育む自然体験や社会

体験が不足しています。また、無職や閉じこもりの若者が増加していま

す。 

  

達成目標 市民全体で、健全な青少年を育成するまちをめざします。 

 

施策１ 青少年の健全育成   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

少年補導人数（東近江警察署管内の刑法犯） 人 119  83  

取り組み 主な事業 担当部

・東近江少年センターを核として、若者に就学や就労に関する

助言と相談をします。 

・青少年育成市民会議などの市民活動を支援します。 

・地域教育協議会を核として、家庭や地域の教育力の向上を図

ります。 

・やまの子キャンプや通学合宿など、子どもの自然体験や社会

体験の機会づくりを推進します。 

 

青少年対策事業 

青少年育成事業 

青少年活動推進事業 

教育部 

 



 
 

市民活動情報 No.61 
 

図書の読み語り 
 

ボランティアグループや小学校保護者によ

り、始業前や昼休みの時間を利用して、クラス

単位・学年単位で、本の読み語りが行われてい

ます。 

市民活動情報 No.62 
 

学校などの補修 
 

東近江市商工会愛東支部や滋賀県電気工事工

業組合八日市支部、滋賀県建築組合八日市支部

などでは、夏休み期間中等に、ボランティアで、

学校・幼稚園・保育園等の修繕を行われていま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.63 
 

スクールガード 
 

ＰＴＡや老人クラブなどの地域住民の方が、

あらかじめ各小学校にスクールガードとして登

録し、子ども達の登下校の安全を守るため、通

学路の危険個所の監視や巡回パトロールなど行

われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■関連する主な個別計画 

東近江市人づくりプラン（学校教育編）（H20～H29） 
東近江市人づくりプラン（生涯学習編）(H21～H25) 
東近江市学校給食基本計画（H23～H27） 
東近江市公立学校等施設整備計画（H24～H26） 
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第 4章 次代を担う人材を育むまちづくり 

３ 生涯にわたる学習機会の充実 

 （基本項目）   （施策） 

■生涯学習 １ 多様な学習機会の提供 

 ２ 市民のための図書館づくり 

 ３ 文化芸術の振興 

 ４ スポーツの推進 

 

■生涯学習 

現状分析 
多くの市民は、自己の充実や生活の向上のため、多様な学習の機会を求

めています。一方、各地区で育んできた伝統文化や工芸などの資料等が

市民に十分周知できていない状況があります。 

  

達成目標 
市内の各種学習施設が有効に活用され、いつでも、どこでも、だれでも

が、主体的に個々に応じた適切な方法で学習できる生涯学習のまちをめ

ざします。 
 

施策１ 多様な学習機会の提供   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

市民一人当たりのコミュニティセンターの利用回数 回 2.4 2.9 

市民講師による生涯学習出前講座数 講座 69 83 

取り組み 主な事業 担当部

・コミュニティセンター等で各種講座・講演を実施します。 

・多様な学習情報を提供します。 

・学んだことを社会で活かせる機会を創出します。 

・市民大学や生涯学習出前講座を実施します。 

・社会教育団体等への指導助言を充実し、自立を支援します。

・個々の博物館等の機能を見直し、効率的･効果的な展示を行

い、学習機会の提供を進めます。 

 

社会教育推進事業 

社会教育関係団体支援事業 

生涯学習推進事業 

コミュニティセンター管理

運営事業 

博物館等管理運営事業 

教育部 
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現状分析 地域や年齢によって、図書館の利用頻度に差があります。 

  

達成目標 市民誰もが親しみやすく利用しやすい図書館をめざします。 
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施策２ 市民のための図書館づくり   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

市民一人当たりの年間貸し出し冊数 冊 10.3  12  

図書館の利用者数 人/年
29,658 

(延べ 246,590) 

31,170 

(延べ 259,168)

取り組み 主な事業 担当部

・市民ニーズに対応した資料収集やサービスを提供します。 

・地元情報などの収集・発信をします。 

・子どもの読書活動を推進するため読書環境を整備します。 

・移動図書館車の巡回により全域サービスを充実します。 

・必要に応じた施設の複合化、多機能化を進めます。 

・図書館施設及び資料を適正に管理します。 

 

図書館管理運営事業 

移動図書館事業 

教育部 

 
 

現状分析 
各地区にある多様な団体の活動が市民全体の文化芸術の振興につながっ

ていない状況があります。 

  

達成目標 市民全体の文化芸術が活発なまちをめざします。 

 

施策３ 文化芸術の振興   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

市芸術文化祭観客数 人 3,100 3,400 

取り組み 主な事業 担当部

・美術展覧会・芸術文化祭を開催します。 

・芸術文化活動団体への指導助言を充実し、自立を支援します。

・芸術文化活動の情報を発信します。 

・各地区文化協会（団体）の連携と類似団体の統合を支援しま

す。 

・文化振興施設を適正に管理します。 

 

文化振興事業 

文化振興施設管理運営事業 

教育部 

 



 

現状分析 
総合型地域スポーツクラブの会員数が伸び悩んでいますが、市民の健康

やスポーツに対するニーズは高まっています。 

  

達成目標 
子どもから高齢者まで、誰もが気軽にスポーツが楽しめるまちをめざし

ます。 

87 

 

 

施策４ スポーツの推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

成人の週１回以上のスポーツ実施率 % 35 
1 回以上/週=65

3 回以上/週=30

取り組み 主な事業 担当部

・総合型地域スポーツクラブの活動を支援します。 

・各種スポーツ大会の開催を支援します。 

・ニュースポーツの出前講座を実施します。 

・スポーツ団体や競技の情報を提供します。 

・スポーツ団体、選手の育成を支援します。 

・スポーツリーダーを育成します。 

・体育施設を適正に管理します。 

・学校体育施設を開放するなど、スポーツできる場を提供しま

す。 

スポーツ交流事業 

スポーツ振興事業 

体育施設管理運営事業 

学校体育施設開放事業 

 

教育部 

市民活動情報 No.64 
 

市民学芸員制度 
 

博物館運営において、様々な分野で専門性を

発揮できる人材として、市民学芸員として登録

し、地域で活動されています。 

市民活動情報 No.65 
 

図書の読み語り 
 

図書館で、ボランティアグループによる、本

の読み語りが行われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.66 
 

図書館縁側カフェ 
 

蒲生地区まちづくり協議会では、土日を中心

に蒲生図書館の縁側スペースを利用してカフェ

を開店し、地域の交流の場づくりに取り組んで

おられます。 

市民活動情報 No.67 
 

図書館応援隊五図ん会 
 

五個荘地域住民の会「五図ん（ごっとん）会」

では、図書館を盛り立てるため落語会などの企

画事業に取り組んでおられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
市民活動情報 No.68 
 

図書館を活用し情報発信 
 

○人と自然を考える会 

住みやすい環境づくりを発信されています。

（八日市図書館） 

○地域から医療福祉を考える東近江懇話会 

健康医療情報を発信されています。（能登川

図書館） 

○湖東地域材循環システム協議会 

ヒト・モノ・カネが循環する取り組みを発信

されています。（湖東図書館） 

市民活動情報 No.69 
 

ちょっときてえな講座 

 

様々な学習により習得された成果や特技等を

持つ市民等が講師となり、グループやサークル

などの要望に応じ、「学びの場」を提供する出前

講座を開催されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■関連する主な個別計画 

東近江市人づくりプラン（生涯学習編）（H21～H25） 
東近江市子ども読書活動推進計画（H20～H24） 
東近江市立図書館計画（H23～H33） 
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第 4章 次代を担う人材を育むまちづくり 

４ 地域文化の保存・継承と活用 

 （基本項目）   （施策） 

■文化財 １ 文化財の保存・継承 

 ２ 文化財の活用・愛護の普及 

 ３ 市史編さんの推進 

 

■文化財 

現状分析 
少子高齢化など急激な社会情勢の変化により、地域組織の維持が困難に

なってきており、各地域での伝統文化の保存・継承が難しくなっていま

す。 

  

達成目標 市民の貴重な財産である文化財が未来へ継承されるまちをめざします。 

 

施策１ 文化財の保存・継承   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

市指定文化財件数 件 197 212 

取り組み 主な事業 担当部

・文化財保護のマスタープランを策定します。 

・未指定文化財の調査を行い、指定に取り組みます。 

・伝統文化の調査と資料収集、支援などを行います。 

・歴史資料・出土品等を適正に管理します。 

・伝統的建造物群の適切な保存を図ります。 

 

文化財保護事業 

埋蔵文化財保護事業 

史跡等管理事業 

伝統的建造物群保存事業 

埋蔵文化財保護受託事業 

教育部 

 
 

現状分析 文化財についての情報が、広く市民に伝わっていない状況があります。 

  

達成目標 
市民が文化財について関心を持ち、学び、情報を得られるまちをめざし

ます。 
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施策２ 文化財の活用・愛護の普及   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

文化財保護啓発事業の参加者数 人 2,000 2,300 

取り組み 主な事業 担当部

・文化財の普及啓発事業に取り組みます。 

・貴重なふるさとの歴史･文化を守る心を育みます。 

・文化財保護活動への市民参加を図ります。 

 

埋蔵文化財センター管理運

営事業 

教育部 

 



 

現状分析 東近江市全体の市史の編さんができていない状況があります 

  

達成目標 市全体を対象とした市史の完成をめざします。 

90 

 

 

施策３ 市史編さんの推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

市史の編さん地域の数 地域数 6 7 

取り組み 主な事業 担当部

・「能登川の歴史」を完成します。 

・東近江市史編さんに取り組みます。 

 

市史編さん事業 教育部 

市民活動情報 No.70 
 

町並み保存活動 
 

ＮＰＯ法人金堂まちなみ保存会では、歴史的

町並みを保存・伝承し、まちづくりを推進する

ための事業や啓発活動に取り組んでおられま

す。 

 
 市民活動情報 No.71 

 

市史編さんへの調査協力 
 

市民が調査協力員として、市史編さんや古文

書調査に参加されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■関連する主な個別計画 

東近江市文化政策ビジョン（H19～H28） 
五個荘金堂伝統的建造物群保存地区保存計画（H17～） 
東近江市史編さん事業『能登川の歴史』推進計画（H19～H27） 
東近江市史編さん事業『湖東地区古文書調査』実施計画書（H22～H26） 
 

 



第５章 地域の活力を生み出すまちづくり 

1 新規企業の誘致と既存産業の活性化 

 （基本項目）   （施策） 

■企業支援 １ 企業誘致の推進 

 ２ 企業支援の推進 

■雇用就労 1 勤労者支援の推進 

 2 雇用機会の充実 

 

■企業支援 

現状分析 
長引く経済の低迷や企業を取り巻く環境の変化が企業経営に大きな影響

を与え、地域経済は厳しい状況が続いています。また、その結果、市税

に影響を及ぼす状況にあります。 

  

達成目標 
新たな企業立地だけでなく既存産業が安定的に継続するとともに、設備

投資が拡大するなど、地域経済が活性化するまちを目指します。 
 

施策１ 企業誘致の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

企業立地件数（H24 以降） 件 ― 5 

取り組み 主な事業 担当部

・企業誘致活動を推進します。 

・設備投資をより進める対策を行います。 

・企業進出用地の確保に努めます。 

・企業連携を支援します。 

 

企業立地促進対策事業 

 

企画部 

 

現状分析 
長引く経済の低迷は中小企業の経営に大きな影響を与え、厳しい状況が

続いています。 

  

達成目標 
中小企業が安定的な経営を継続でき、地域の活性化を生むまちをめざし

ます。 
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施策２ 企業支援の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

中小企業セーフティネット保証制度認定件数 件 525 530 

取り組み 主な事業 担当部

・中小企業への資金の融資制度を推進します。 

・経営相談、経営指導活動を支援します。 

・地場産業の需要開拓を支援します。 

・起業を支援します。 

 

中小企業対策事業 

商工振興対策事業 

 

産業振興部



■雇用就労 

現状分析 
勤労者の福利厚生事業を行う互助会組織を持たない中小企業では事業所

における勤労者の福利厚生が不十分な状況です。 

  

達成目標 
勤労者互助会の活動などを支援し、勤労者にとって魅力ある福利厚生サ

ービスをめざします。 

 

施策 1 勤労者支援の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

勤労者互助会加入者数 人 2,548 2,600 

取り組み 主な事業 担当部

・東近江地域勤労者互助会を支援します。 

・東近江労働者福祉協議会を支援します。 

・雇用保険の加入を促進します。 

・中小企業退職共済制度への加入を促進します。 

・勤労者関係融資制度を推進します。 

・勤労者関係施設を適正に管理します。 

 

勤労者施設管理運営事業 
勤労者支援事業 
 

産業振興部
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現状分析 

雇用状況は不安定な状況にあり、失業者の増加が心配されています。特

に、高齢者や障がい者、外国人労働者などの雇用環境は厳しい状況にあ

ります。 

  

達成目標 
若年者、女性、高齢者、障がい者及び外国人など、すべての勤労者に適

切な雇用機会が提供されるまちをめざします。 

 
 

施策 2 雇用機会の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

東近江公共職業安定所管内有効求人倍率 倍 0.56 0.61 

取り組み 主な事業 担当部

・事業所に雇用機会の充実を啓発します。 

・デュアルシステム※の受け入れ企業を開拓します。 

・就労相談のワンストップサービスを促進します。 

・外国人労働者を積極的に受入れられるよう企業に啓発しま

す。 

・障がい者の法定雇用率の遵守を啓発します。 

・障がい者の就労を支援する団体等との連携を強化します。 

・シルバー人材センターの活動を支援します。 

・地元中小企業の後継者育成を支援します。 

・若者の地元市内での就職を支援します。 

 

雇用対策事業 産業振興部

※デュアルシステム：教育と職業訓練を同時に進めるシステム。 
 
 

市民活動情報 No.72 
 

地場産物を活用した情報発信 
 

ファブリカ村では、麻織物の作製だけでなく、

カフェによる人の集まる場の提供や、芸術作品

のギャラリーやイベントなどを通じた情報発信

を行われています。 

市民活動情報 No.73 
 

障がい者の雇用促進 
 

ＮＰＯ法人自分らしい暮らしと働き協議会

（RASHIKU）では、障がいのある市民に対し

て働く場の提供を行われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 
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第５章 地域の活力を生み出すまちづくり 

２ 地域資源を活かした観光交流産業づくり 

 （基本項目）   （施策） 

■観光 １ 観光資源の活用 

 ２ 観光事業の推進 

 

■観光 

現状分析 観光資源は多くありますが、十分活用していない状況にあります。 

  

達成目標 観光戦略を確立し、観光拠点が連携した着地型観光※をめざします。 

 

施策１ 観光資源の活用   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

東近江市を訪れた観光客数 人/年 1,962,000  2,600,000 

東近江市を訪れた宿泊観光客数 人/年 29,000  34,000  

取り組み 主な事業 担当部

・観光振興の基本的な方針を策定します。 

・市内の新たな観光資源を掘り起し、観光ＰＲを強化します。

・広域的な観光資源の連携を図ります。 

 

観光活性化事業 

 

産業振興部

  ※着地型観光：旅行者を受け入れる側の地域（着地）が、その地域のおすすめの観光資源を基にした旅

行商品や体験プログラムを企画・運営する形態をいう。 

 

施策２ 観光事業の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

東近江市観光協会ホームページへのアクセス件数 件/年 74,792 100,000 

農家民泊年間受入れ人数 人/年 70 1,200 

取り組み 主な事業 担当部

・地域住民・事業者・観光業界と連携した観光情報を発信しま

す。 

・地域住民が支える観光イベントの開催を支援します。 

・特産品の販売拡大を支援します。 

・観光施設の適正な維持管理と必要な改修を行います。 

・東近江市観光協会の活動を支援します。 

・東近江市観光ボランティア協会を育成、支援します。 

・観光拠点のネットワーク化を図ります。 

・農家民泊事業を拡大支援します。 

 

観光活性化事業 

観光施設管理運営事業 

産業振興部
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市民活動情報 No.75 
 

ボランティアガイド 
 

東近江市観光ボランティアガイド協会連絡会

では、八日市、永源寺、五個荘、愛東、蒲生の

５地区のグループがあり、観光客からの依頼に

より観光ボランティアを派遣されています。 

 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.74 
 

伝統文化の保存 
 

八日市大凧保存会では、八日市大凧の保存継

承と普及活動に取り組んでおられます。 

 
市民活動情報 No.76 
 

農家民泊の推進 
 

東近江市体験交流型旅行協議会では、農林漁

業地域の資源を活かした体験学習や農家民泊に

関する企画運営を行われています。 

市民活動情報 No.77 
 

農家レストランと農業体験 
 

東近江ハンドシェーク協議会では、地元経済

の活性化を目指し、魅力ある地域の資源や団体

を活かし、農家民宿や郷土料理を提供する農家

レストランの開業支援など行われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.78 
 

体験型教育旅行の受け入れ 
 

都市の子どもたちが、農家に滞在し、農作業

などの体験を通じて農村の暮らしを実感し、

人々との交流を楽しむ農家民泊の受け入れが行

われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■関連する主な個別計画 
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第５章 地域の活力を生み出すまちづくり 

３ 多面的機能を有する農林水産業の活性化 

 （基本項目）   （施策） 

■農林水産業 １ 農業生産基盤の整備 

 ２ 農地の保全 

 ３ 担い手育成 

 ４ 農業生産・特産品の振興 

 ５ 環境農業の推進 

 ６ 有害鳥獣対策 

 ７ 林業の振興 

 ８ 畜産の振興 

 ９ 水産業の振興 

■食育・地産地消 １ 食育・地産地消の推進 

 

 

■ 農林水産業 

現状分析 
ほ場が未整備で効率的な農業ができない地域や、農道や用排水路をはじ

め基幹水利施設の老朽化による管理業務が増大しています。中山間地域

では、耕作条件が不利で、耕作放棄地が発生しています。 

  

達成目標 
安定した生産性の高い農業を継続できる生産基盤の整ったまちをめざし

ます。 

 

施策１ 農業生産基盤の整備   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

農業生産基盤の整備（ほ場整備）ができた割合 ％ 88.9 90.8 

取り組み 主な事業 担当部

・ほ場整備や用排水施設を整備します。 

・基幹水利施設を計画的に更新整備します。 

・基幹水利施設を適正に管理します。 

・用排水路や農道を適正に管理します。 

・中山間地域において集落単位による農業の生産活動等を支 

援します。 

 

土地改良施設維持管理事業 

国営関連かんがい排水事業 

国営、県営土地改良事業 

農道維持管理事業 

大中の湖地区基幹水利施設

管理事業 

中山間地域総合整備事業 

 

産業振興部
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現状分析 
集落による農業用排水路等の適切な維持管理が難しくなっています。耕

作されていない農地や利用が低い農地など耕作放棄地が増加傾向にあり

ます。 

  

達成目標 
優良農地の保全を基本として、農業生産基盤の適切な維持と農地の有効

利用をめざします。 
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施策２ 農地の保全   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

耕作放棄地面積 ha 38.9 33.9 

取り組み 主な事業 担当部

・老朽化した用排水路等を補修・更新し施設の長寿命化を図る

集落を支援します。 

・農地法と農業振興地域整備計画により農地を保全します。 

・耕作放棄地対策を推進し農地の有効利用を図ります。 

 

農用地環境保全事業 

農業振興地域整備計画等管

理運営事業 

農業委員会運営事業 

 

産業振興部
農業委員会

 

 

現状分析 
高齢化や後継者不足とともに集落営農の経営基盤が脆弱なため、農業経

営が成り立たず、担い手が不足しています。 

  

達成目標 
安定的な経営体として認定農業者、特定農業団体、法人をはじめ多様な

経営体が育成され、地域農業の生産体制が確立したまちをめざします。 

 

施策３ 担い手育成   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

農用地の担い手への利用集積率 ％ 52.3 70.0 

認定農業者数（特定農業法人数） 件 320(20) 320(50) 

取り組み 主な事業 担当部

・担い手への農用地の利用集積を促進します。 

・認定農家や特定農業団体を育成・支援します。 

・集落営農組織の法人化を推進します。 

・女性や新規就農者等の担い手を育成します。 

・担い手の育成と支援を農業再生協議会と連携し推進します。

・家族経営協定の締結を推進します。 

・農業経営基盤強化資金の利子補給等の制度融資を行います。

 

農業総務管理事業 

担い手育成事業 

農業経営安定対策事業 

 

産業振興部
農業委員会

 



現状分析 
消費者が求める安全・安心で需要に即した農産物の生産や特産品が少な

く、農業経営も安定していません。 

  

達成目標 
近江米をはじめとする農産物の品質向上や、収益性の高い農産物の安定

的な生産など、需要に即した農業振興をめざします。 

 

施策４ 農業生産・特産品の振興   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

水田野菜生産拡大推進事業取組面積 ha 145 160 

取り組み 主な事業 担当部

・近江米の品質向上と販路拡大を図ります。 

・国の制度を生かし、売れる米づくりと水田を有効活用した

麦・大豆・野菜等の産地づくりを推進します。 

・果樹の生産を推進します。 

・地場農産物のブランド化を推進します。 

・野菜の価格下落に対して補てんします。 

・一次加工処理、販路開拓等により、６次産業化を図ります。

・農業イベントや農業セミナー等の取り組みを推進します。 

 

米政策支援推進事業 

特産振興対策事業 

農業振興啓発事業 

 

産業振興部

 

 

現状分析 
安全・安心な農産物に対する意識が高まっており、農薬や化学肥料の使

用を削減し環境への負荷を低減した農業が必要になっています。 

  

達成目標 
安全・安心な農産物を生産し、琵琶湖の水環境保全と地球温暖化防止に

つながる環境こだわり農業がさかんなまちをめざします。 

 

施策５ 環境農業の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

環境こだわり農産物の栽培面積 ha 2,648 3,100 

取り組み 主な事業 担当部

・環境こだわり農業を推進します。 

・濁水防止、農業用廃棄プラスチック及び廃棄農薬の回収など

農業環境負荷軽減対策を推進します。 

・資源循環型農業を推進します。 

・バイオマス資源の利活用を推進します。 

・環境保全型農業の取組みを支援します。 

 

環境農業推進事業 産業振興部
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現状分析 イノシシ・シカ・サル等の獣害が続いています。 

  

達成目標 獣害のないまちをめざします。 

 

施策６ 有害鳥獣対策   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

獣害防止フェンスの設置（更新）延長距離 km 54 102 

取り組み 主な事業 担当部

・有害鳥獣の捕獲や追払い対策を行います。 

・獣害対策施設の整備を支援します。 

・被害防除技術を啓発します。 

鳥獣対策事業 産業振興部

 

 

現状分析 
木材価格低迷による山林所有者の山林離れが進み、管理の不適切な山林

が多い状況です。また、林業離れによって、担い手がなくなりつつあり

ます。 

  

達成目標 
林業の経営が安定し、災害に強い豊かな森林が保全されているまちをめ

ざします。 

 

施策７ 林業の振興   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

森林集約化計画面積 ha 4,276 17,990 

取り組み 主な事業 担当部

・林業関係団体を支援します。 

・地元木材の利用促進を図ります。 

・間伐材の利用促進を図ります。 

・長伐期施業※への誘導を図ります。 

・施業の集約化による効率的な森林管理を推進します。 

・森林病害虫防除を推進します。 

・森林の保全と育成を行います。 

・林道等を適正に管理、整備します。 

・鈴鹿山系の森林保全に関係機関や自治体と連携して取り組み

ます。 

林業総務管理事業 

林業振興対策事業 

森林病害虫等防除事業 

造林事業 

林道整備事業 

 

産業振興部

※長伐期施業：スギ・ヒノキは約４０年で皆伐されていましたが、価値の高い大径材生産を目的として、

間伐材で収入を得ながら７０～８０年生以上の長期まで育てること。 
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現状分析 
飼料等の価格変動、家畜伝染病等のリスクにより、生産、流通環境が変

化し、安定した生産、供給ができません。 

  

達成目標 
生産コストの低減が図られ、安定的な畜産経営が行えるまちをめざしま

す。 

 

施策８ 畜産の振興   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

飼料自給率 ％ 20.9 35.0 

取り組み 主な事業 担当部

・飼料作物の増産を推進します。 

・家畜の伝染病対策を推進します。 

・畜産の環境対策を推進します。 

 

畜産振興事業 産業振興部

 

 

現状分析 
外来魚やカワウによる食害や異常繁茂した水草などによる漁場環境の悪

化、漁業者の高齢化による後継者不足が深刻です。 

  

達成目標 水産資源が持続的に利用できる環境をめざします。 

 

施策９ 水産業の振興   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

漁業組合員数（河川を除く） 人 39 39 

取り組み 主な事業 担当部

・漁場環境づくりを支援します。 

・カワウ防除対策を推進します。 

 

水産業振興対策事業 産業振興部
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■ 食育・地産地消 

現状分析 
社会経済状況の変化に伴い、食生活の乱れによる生活習慣病の増加や、

食文化の衰退、食糧自給率の低下などの多くの食に関する問題がある中

で、消費者の食の安全、安心に対する関心が高まっています。 

  

達成目標 
地域でとれた農産物を地域で消費し、生産者と消費者の顔が見える中で、

食の大切さへの関心が高く、安全で安心な食文化があるまちをめざしま

す。 
 

施策１ 食育・地産地消の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

学校給食地場農産物利用率 ％ 29.4 40.0 

取り組み 主な事業 担当部

・地場農産物の持続可能な生産・流通システムの構築に取り組

みます。 

・学校給食への地場農産物の供給拡大を推進します。 

・直売所の運営の充実を図ります。 

・地産地消の啓発を行います。 

・食育講座、農業体験講座を開催し、食育学習を推進します。

・観光・体験農業を推進します。 

 

食育・地産地消推進事業 

あいとうマーガレットステ

ーション管理運営事業 

湖東味咲館管理運営事業 

ファームトピア蒲生野管理

運営事業 

産業振興部

 

市民活動情報 No.79 
 

土地改良施設の維持管理 
 

土地改良区などでは、地域の地権者や耕作者

により協働で農道や用排水路、ポンプ施設の維

持管理を行われています。 

市民活動情報 No.80 
 

田んぼのオーナー制度 
 

読合堂営農組合では、米作り、野菜作りの田

んぼのオーナーを募集し、作業及び収穫を通じ

て、農業や農産物への理解を深め、地産地消を

体験できる取り組みが行われています。 

市民活動情報 No.81 
 

獣害フェンス設置 
 

自治会・営農組合などでは、シカ・イノシシ

などの獣害防止のため、現地点検・学習会等を

踏まえて地区別の計画を作り、雑木の伐採やフ

ェンスの設置が行われています。 

市民活動情報 No.82 
 

新規就農者支援 
 

㈱晴れやかファームでは、代表自らが新規就

農し、有機農業の実践と販路の開拓をしてきた

なかで、新規就農を目指す人に対して学校を開

校されています。 
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市民活動情報 No.83 
 

こだわりの豆腐 
 

チーム川原では、地域の農業者が集い、うす

青大豆を栽培し、豆腐に加工して販売されてい

ます。 

市民活動情報 No.84 
 

田舎ほんまもん体験 
 

ＮＰＯ法人愛のまちエコ倶楽部では、耕作放

棄地などの農地を活用して、都市住民が、農作

業などを一から体験する取り組みが行われてい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

市民活動情報 No.85 
 

地元材の利用 
 

湖東地域材循環システム協議会(kikito）では、

次世代に豊かに森を引きつぐため、地元産材を

安定的に供給するシステムづくりや、地域材を

活用した商品開発など森と人をつなぐ様々な活

動に取り組んでおられます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■関連する主な個別計画 

農業振興地域整備計画（H23～H32） 
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（H22～H32） 
農業農村整備事業管理計画（H23～H27） 
東近江市森林整備計画（H20～H30） 
森林病害虫等防除法に基づく地区実施計画（H19～H24） 
東近江市酪農・肉用牛生産近代化計画（H23～H32） 
東近江市地産地消推進計画（H18～） 
東近江市鳥獣被害防止計画（Ｈ23～Ｈ25） 
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第５章 地域の活力を生み出すまちづくり 

４ にぎわいを生む地域商業の活性化 

 （基本項目）   （施策） 

■地域商業 １ 商店街等の活性化 

 

 

■地域商業 

現状分析 
大規模店の進出や後継者問題等により小規模な個人商店が衰退し、空き

店舗が増え、中心市街地の活力が低下しています。 

  

達成目標 
商店と商店街に魅力があり、中心市街地に賑わいのあるまちをめざしま

す。 
 

施策１ 商店街等の活性化   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

小売業における年間商品販売額 百万円 95,551(H19) 95,551 以上 

卸・小売業の事業所数 箇所 1,198(H19) 1,198 以上 

取り組み 主な事業 担当部

・空き店舗対策を推進します。 

・商店街や商業活性化イベントを支援します。 

・特色のある中心市街地の商店の創出を推進します。 

・中心市街地活性化の市民ニーズを把握します。 

・八日市公設地方卸売市場の安定した経営に取り組みます。 

 

商工振興対策事業 

中心市街地活性化対策事業 

商店街支援事業 

八日市公設地方卸売市場事

業 

 

産業振興部

 
 市民活動情報 No.86 

 

ガオが来るぞ 
 

商工会議所会員で組織する「ほない会」では、

地域でのしつけが、最近薄れてきていることか

ら、地域に伝わる伝承妖怪「ガオ」を使い、子

どもたちにしつけと戒めを行われています。 

市民活動情報 No.87 
 

本町パサージュ 
 

本町商店街において、商店街の活性化のため、

芸術作品と食の実演、販売を行うイベント「パ

サージュ」を開催されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 市民活動情報 No.88 

 

びわこＪＡＺＺフェスティバル 
 

ボランティア有志が中心となって、八日市駅

から市役所周辺を中心に、約 25 カ所のステー

ジで音楽の演奏を行う、びわこＪＡＺＺフェス

ティバルを開催されています。 

市民活動情報 No.89 
 

二五八祭 
 

東近江青年会議所が中心となって、商業活性

化のため二五八祭を開催されています。 
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市民活動情報 No.90 

 

八日市聖徳まつり 

 

商工会議所が主催で商店街の住民が協力し、

40 年以上続く伝統的な地域活性化のための夏

まつりイベントを開催されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■関連する主な個別計画 

八日市中心市街商業等活性化基本計画(H13～) 
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第 6章  市民生活、地域経済を支えるまちづくり 

１ 道路ネットワークの充実 

 （基本項目）   （施策） 

■道路 １ 主要幹線道路の整備 

 ２ 地域内道路の整備 

 ３ 道路の安全と快適性の確保 

 

■ 道路 

現状分析 
主要幹線道路（国道・県道）や地域内幹線道路（市道）において、交通

集中による渋滞が発生しているところがあります。また、名神高速道路

でインターチェンジの区間が長く利便性が悪い区間があります。 

  

達成目標 
地域内の交通分散が図られ、利便性が高く円滑な交通ができるまちをめ

ざします。 
 

施策１ 主要幹線道路の整備   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

蒲生スマートインターチェンジの整備 ― ― 完成 

取り組み 主な事業 担当部

・国道、県道を含めたネットワークを構築し、バイパス等の整

備を推進します。 

・蒲生スマートインターチェンジを整備します。 

・名神名阪連絡道路の整備を推進します。 

主要幹線道路整備促進事業 

インターチェンジ設置推進

事業 

都市整備部

 
 

施策２ 地域内道路の整備   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

都市計画道路の整備率 ％ 29.8 33.0 

取り組み 主な事業 担当部

・道路整備計画を見直し、計画的に、地域内幹線道路を整備し

ます。 

・都市計画道路を見直し、計画的に整備します。 

・地域の実情に応じた生活道路を整備します。 

地域内幹線道路整備促進事

業 

道路新設改良事業 

街路事業 

道路補修事業 

都市整備部
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現状分析 
交通量の増加や、道路や橋梁の経年劣化により破損等がみられる箇所が

あります。また、冬季には積雪により安全で円滑な交通に支障をきたし

ています。 

  

達成目標 道路の安全と快適性が確保されたまちをめざします。 

 

施策３ 道路の安全と快適性の確保   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

橋梁長寿命化修繕計画 － － 策定(H25) 

取り組み 主な事業 担当部

・道路を適正に管理します。 

・橋梁の長寿命化計画を策定し、計画的に修繕します。 

・道路の除排雪や融雪対策を推進します。 

・道路管理事務の効率化を図ります。 

・自治会が行う集落周辺道路整備を支援します。 

 

道路維持管理事業 

雪寒対策事業 

土木総務管理事業 

法定外公共物管理事業 

 

都市整備部

 
 

市民活動情報 No.91 
 

道路愛護活動事業 
 

地域の団体（自治会、ＰＴＡ、老人クラブな

どの団体）において、道路の植栽や路肩の除草

など行われています。 

市民活動情報 No.92 
 

集落周辺道路道普請 
 

自治会では、地域住民の共同活動により集落

周辺道路の補修や舗装、側溝の修繕を行われて

います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市道路整備マスタープラン（H21～H30） 
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第 6章  市民生活、地域経済を支えるまちづくり 

２ 公共交通ネットワークの充実 

 （基本項目）   （施策） 

■公共交通 １ 公共交通の充実 

 ２ 公共交通の利用促進 

 ３ 公共交通関連施設の適切な管理 

■ 公共交通 

現状分析 
近江鉄道では、便数が減少し、バリアフリー化されていない駅舎もあり

ます。また、ちょこっとバスの運行経費が大きな負担となっています。 

  

達成目標 
公共交通網の軸として近江鉄道が維持確保され、交通弱者が必要とする

日常生活の移動手段が確保されるまちをめざします。 

 

施策１ 公共交通の充実   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

駅のバリアフリー化（近江鉄道） 箇所 4 5 

コミュニティバス（ちょこっとバス）の収支率 ％ 26.7 30 

取り組み 主な事業 担当部

・近江鉄道の利便性の向上に向けて検討をします。 

・需要動向に合った効率的なコミュニティバスを運行します。

・低床バス導入や駅舎バリアフリー化に対して支援します。 

・近江鉄道活性化協議会を支援します。 

・びわこ京阪奈線（仮称）鉄道建設構想の推進を図ります。 

 

バス・鉄道対策事業 市民環境部

 

現状分析 
近江鉄道の利用者は伸び悩んでいます。また、コミュニティバスの利用

も伸び悩んでいます。 

  

達成目標 
鉄道やバスが多くの人に利用され、地域に根ざした持続可能な公共交通

が確保されたまちをめざします。 

 

施策２ 公共交通の利用促進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

コミュニティバス（ちょこっとバス）の平均利用者数 人/便 6.7 7.2 

取り組み 主な事業 担当部

・お店などの利用者に対する公共交通利用助成など、商店街や

企業と連携し、利用促進に取り組みます。 

・エコ通勤や高齢者の運転免許証自主返納など、マイカーから

の利用転換を啓発します。 

・自転車振興と連携した公共交通の利用推進策を検討します。

公共交通利用促進事業 市民環境部
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現状分析 
公共交通を取り巻く環境において、一部の自転車駐輪場の老朽化や、放

置自転車などの問題があります。 

  

達成目標 快適な公共交通の利用を支える関連施設が整ったまちをめざします。 

 

施策３ 公共交通関連施設の適切な管理   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

放置自転車の台数 台/年 38  20 

取り組み 主な事業 担当部

・自転車駐輪場を計画的に改修します。 

・放置自転車の監視を強化します。 

公共交通関連施設管理事業 市民環境部

 
 市民活動情報 No.93 

 

バスの自主運行 
 

愛東地区まちづくり協議会では、愛東地域に

根ざした持続可能なバス運行を研究し、地域で

の自主運行を目指して検討が行われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市コミュニティバス第２次再編計画（H22～H24） 
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第 6章  市民生活、地域経済を支えるまちづくり 

３ 情報基盤の拡充 

 （基本項目）   （施策） 

■情報通信 １ 地域情報化・電子自治体の推進 

 ２ ケーブルネットワークの活用促進 

 

■ 情報通信 

現状分析 
庁内の電算システムは、制度改正に伴うコストの増大、情報セキュリテ

ィの確保、災害時の情報システム復元作業の長期化など、様々な問題が

残されています。 

  

達成目標 
現在の電算システム業務を維持しながら、安全で、効率的で、災害時に

も早期に復元できる情報システムが確保された電子自治体をめざしま

す。 
 

施策１ 地域情報化・電子自治体の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

電算システム最適化後の維持管理コストの削減率 % ― 20.0 

取り組み 主な事業 担当部

・地域情報化計画の具現化に取り組みます。 

・現在の業務フローを見直し、維持管理コストの低減が図れる

よう市電算システムの最適化に取り組みます。 

・情報セキュリティ対策を徹底します。 

・災害時に当面の業務が行えるよう復旧体制を強化します。 

 

情報システム管理事業 総務部 

 

現状分析 
地域情報格差を是正するために整備したケーブルネットワークは、地域

情報の道となっています。 

  

達成目標 
ケーブルネットワークの安定的運用と、安定したスマイルネットの経営

をめざします。 

 

施策２ ケーブルネットワークの活用促進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

スマイルネットの加入件数 件 17,937  20,000 

取り組み 主な事業 担当部

・ケーブルネットワークの適切な維持管理をします。 

・スマイルネットの加入促進など、経営基盤強化を指導します。

 

ケーブルネットワーク施設

管理事業 

総務部 

 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市地域情報化計画（H21～H26） 
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第 6章  市民生活、地域経済を支えるまちづくり 

４ 計画的な土地利用・基盤整備の推進 

 （基本項目）   （施策） 

■土地対策 １ 計画的な土地利用の推進 

 

■ 土地対策 

現状分析 
豊かな自然環境と美しい風景がある一方、規制が緩やかな地域における

無秩序な開発のおそれや、市街化区域内の利用度の低い土地の存在、既

存市街地における防災上の問題などがあります。 

  

達成目標 
豊かな自然環境や優良農地を保全・継承し、計画的な土地利用のもとに

良好な市街地が形成されたまちをめざします。 

 

施策１ 計画的な土地利用の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

市街化区域内の未利用率 ％ 15.0(H19) 13.6 

地籍調査実施面積 k ㎡ 26.8 27.6 

取り組み 主な事業 担当部

・計画的な土地利用を推進する東近江市国土利用計画を見直し

ます。 

・法律改正の動向を見ながら、都市計画区域の再編について方

針を定めます。 

・都市計画区域外の無秩序な開発を防止するため、土地利用に

関する自主条例を制定します。 

・区域区分や用途地域を見直します。 

・市街化区域内の空閑地整序に取り組みます。 

・市街化調整区域の地区計画運用基準を策定し、良好な市街地

形成を誘導します。 

・歩いて暮らせる「まちなか居住」を推進する施策に取り組み

ます。 

・適切な開発指導、開発許可をします。 

・地籍調査を計画的に実施します。 

 

都市計画整備推進事業 

開発指導事業 

地籍調査事業 

企画部 
都市整備部

 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市国土利用計画（H20～H29） 
東近江市都市計画マスタープラン（H22～H32） 
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第 6章  市民生活、地域経済を支えるまちづくり 

５ 河川整備・治山・砂防対策の推進 

 （基本項目）   （施策） 

■河川 １ 河川の整備 

■治山・砂防 ２ 治山・砂防等の災害対策の推進 

 

■ 河川 

現状分析 
愛知川、日野川、蛇砂川など市内の河川の中に、氾濫、堤防決壊、浸水

などの危険性が存在しています。 

  

達成目標 安全で、良好な河川環境が整ったまちをめざします。 

 

施策１ 河川の整備   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

八日市新川の整備 ― ― 一部通水 

取り組み 主な事業 担当部

・一級河川愛知川や日野川の改修の早期実現を図ります。 

・蛇砂川の本川改修と八日市新川の早期通水に取り組みます。

・計画的な雨水排水対策をします。 

・河川の浚渫をします。 

・自治会による河川愛護活動を支援します。 

河川砂防整備推進事業 

河川改良事業 

河川維持管理事業 

都市整備部

 

■ 治山・砂防 

現状分析 山間部などでは、土砂災害の危険性がある箇所があります。 

  

達成目標 土砂災害などの危険性が減り、災害への備えができたまちをめざします。 

 

施策１ 治山・砂防等の災害対策の推進   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

土砂災害警戒区域の指定 % 64.0 100.0 

取り組み 主な事業 担当部

・急傾斜地対策をします。 

・水防活動を行います。 

・土砂災害警戒区域の指定を行い、土砂災害の住民への PR と

警戒避難発令時の対応に取り組みます。 

・洪水ハザードマップによる、住民への浸水災害の啓発に取り

組みます。 

急傾斜地崩壊対策事業 

水防活動事業 

河川砂防整備推進事業 

都市整備部
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市民活動情報 No.95 
 

清水川湧遊プロジェクト 
 

清水川湧遊会では、地域を流れる清水川を地

域住民自らの手で、親水性の高い河川に改修し、

昔のようにきれいな水を湛える川に再生するた

めに活動されています。 

市民活動情報 No.94 
 

河川愛護活動 
 

自治会などでは、良好な河川環境の保全や水

害の防止を図るため、河川敷内における草木の

伐採や障害物の取り除き等が行われています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

東近江市浸水対策下水道(雨水)基本計画（H18～） 
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第 6章  市民生活、地域経済を支えるまちづくり 

６ 自然環境に配慮した上下水道の充実 
（基本項目）   （施策） 

■上水道 １ 上水道の安定供給 

■下水道 １ 汚水の適正処理 

 

■ 上水道 

現状分析 
地下水や、山間部の表流水などの水源地の安全が問題となるケースが全

国で発生しています。また、施設の老朽化が進み、維持管理経費が増大

していることから経営を圧迫しています。 

  

達成目標 安全な水を安定的に供給することのできるまちをめざします。 

 

施策１ 上水道の安定供給   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

有収水量率 % 88.9 90 以上 

水道事業総収支比率 % 96.0 100 以上 

取り組み 主な事業 担当部

・水道水源の保全を検討します。 

・上水道の水質を適正に管理します。 

・計画的に配水池や老朽管等の施設の改修をします。 

・簡易水道と上水道との統合に向けて経営の健全化を図り、併

せて料金の統一を行います。 

・大規模災害に備え、耐震管の布設や配水池の耐震化をします。

・簡易給水施設を適正に管理します。 

 

水道事業 

簡易水道事業 

簡易給水施設管理事業 

水道部 
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■ 下水道 

現状分析 
下水道整備が進み、水質の保全と快適で衛生的な生活環境が確保されて

いますが、下水道施設の老朽化が進んでいることや、農村下水道の維持

管理経費が増大しており、経営を圧迫しています。 

  

達成目標 
整備された下水道が有効かつ適切に利用され、水質の保全と快適で衛生

的な生活環境が確保されたまちをめざします。 

 

施策１ 汚水の適正処理   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

下水道（公共、農業集落排水）普及率 ％ 97.7 97.7 

下水道水洗化率 % 
公共 78.0 

農集 98.8 

公共 83.8 

農集 98.8 

取り組み 主な事業 担当部

・農村下水道の公共下水道への接続に取り組みます。 

・下水道の適正な維持管理、計画的な施設の改修をします。 

・水洗化促進を啓発します。 

・農業集落排水処理施設使用料を見直します。 

・農村下水道管渠施設や宅内配管の点検調査をします。 

・安定的で効率的な経営を行います。 

公共下水道整備事業 

下水道管渠管理事業 

水洗化促進事業 

農業集落排水事業 

水道部 

 
 

市民活動情報 No.96 
 

水の大切さの啓発 
 

東近江市水道工事協同組合では、水道週間に

合わせて、水に対する理解や関心を持ってもら

うよう、街頭啓発を行われています。 

市民活動情報 No.97 
 

処理施設の日常管理 
 

農業集落排水施設管理組合では、組合員が協力

して、処理施設内の立木及び除草等の管理や、建

物内の清掃、残渣除去など行われています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 関連する主な個別計画 

水道ビジョン（H23～H32） 
水道アセットマネジメント（H23～H62） 
琵琶湖流域下水道（湖南中部処理区）東近江市公共下水道全体計画（S53～H37） 
琵琶湖流域下水道（東北部処理区）東近江市公共下水道全体計画（H20～H37） 
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第 7章 計画推進のために 

１ 効率的・効果的な行政経営の推進 

 （基本項目）   （施策） 

■行政経営 １ 効率的な行政運営 

 ２ 行政経営力の強化 

■議会・行政委員会 １ 議会・行政委員会 

■計画推進  

 

■ 行政経営 

現状分析 
厳しい財政状況の中で、老朽化した施設の維持管理費や社会保障費、事

業実施に伴う公債費の増大により、歳出に占める経常的経費の割合は依

然として高く、財政の硬直化により市民サービスの低下が懸念されます。 

  

達成目標 
限られた経営資源（ヒト・モノ・カネ）を効率的・効果的に活用すると

ともに、社会情勢の変化や市民ニーズの変化を的確につかみ、市民満足

度の向上や、公平性・透明性の高い行政運営の実現をめざします。 

 

施策１ 効率的な行政運営   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

情報公開平均処理日数 日 11 ９ 

市職員の数 人 1,187 1,107(H27) 

取り組み 主な事業 担当部

・例規の適正な運用とパブリックコメントを推進します。 

・歴史的文書のデジタル化や収集、管理及び公開をします。 

・公文書の適正な保存管理をします。 

・情報公開制度の適正かつ円滑な運営をします。 

・職員の定員管理の適正化と給与の適正化を図ります。 

・職員の健康管理と福利厚生を図ります。 

・職員研修を実施し人材育成を図ります。 

・広域行政組合を、近隣市町と協力連携し共同で運営します。

・広域行政組合の再編について検討します。 

・統計調査の実施と調査員の育成をします。 

・戸籍、住民基本台帳の適正な管理を図ります。 

・窓口サービスの向上を図ります。 

 

総務一般管理事業 

文書法規事務 

文書管理事業 

情報公開・個人情報保護事

業 

人事・給与管理事務 

職員健康管理・福利厚生事

業 

職員研修事業 

広域行政推進事業 

統計事務 

基幹統計調査事業 

戸籍・住民基本台帳事務 

 

総務部 

企画部 

市民環境部
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施策２ 行政経営力の強化   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

経常収支比率 ％ ７８.5 95 以下 

実質公債費比率 ％ 1２.９ 18 未満 

取り組み 主な事業 担当部

・遊休地等の活用や処分により公有財産を適正管理します。 

・公用車の適正な運行管理をします。 

・本庁支所庁舎等を適正に管理します。 

・本庁舎の耐震化と大規模改修に取り組みます。 

・経常収支や公債費負担に着目した財政運営をします。 

・入札及び契約の公平性、透明性及び競争性の向上により適正

化を図ります。 

・公共工事のコスト削減をします。 

・公共施設の適正化や補助金等の整理統合を図ります。 

・事務事業の見直しや民間委託、指定管理者制度の推進を図り

ます。 

・総合計画の着実な推進と進行の管理をします。 

・大学と地域の連携により地域課題の解決に取り組みます。 

・地域資源を活用し、ヒト・モノ・カネが地域でまわる仕組み

を作ります。 

・公金を安全かつ効率的に運用します。 

・市税の公正で適正な賦課を行います。 

・公正で適正な収納と滞納整理の強化を図ります。 

公有財産管理事業 

公用車運行管理事業 

本庁支所管理事業 

庁舎耐震化等施設整備事業 

財政運営事業 

契約検査事務 

行財政改革推進事業 

企画調整事業 

緑の分権改革推進事業 

会計管理事務 

固定資産税賦課事務 

市民税賦課事務 

納税管理事務 

 

総務部 

企画部 

税務部 

 

■ 議会・行政委員会 

施策１ 議会・行政委員会   

指標名 単位 基準値(H22) 目標値(H28) 

― ― ― ― 

取り組み 主な事業 担当部

・議会を円滑に運営し、議会活動の活性化を図ります。 

・議会中継や議会だよりによる広報を充実します。 

・選挙管理委員会を適正に運営します。 

・各種選挙の投票率の向上を目指し、啓発を行います。 

・事務事業の監査を実施し、適正な予算・事務執行を管理します。

・公平委員会を適正に運営します。 

議会運営事業 

議会広報活動事業 

選挙管理委員会運営事業 

選挙啓発事業 

監査事業 

公平委員会運営事業 

 

議会事務局

総務部 

監査委員事務局

116 



■ 計画推進 

①行財政マネジメント 

 基本計画の各施策の具体的な取組みである事業について、毎年、前年度の事業評価を行うと共に、

３ヵ年の実施計画を策定し、進捗状況を管理します。また、限られた経営資源（ヒト・モノ・カネ）

を効果的に投入するため、財政状況を的確に把握し、希望都市づくり行動計画の重要度の高い施策

の実現を含めて、施策の優先度に基づく事業の執行を行います。 

 

②横断的な考え方による計画推進 

本基本計画では、事業や施策の効果・評価を把握しやすくするため、複数の分野に関係する事業

であっても、一つの施策に位置づけています。しかし、事業の効果を最大限に上げる為には、他施

策への効果も念頭において、事業の推進を行います。また、施策を推進するためには、事業間の連

携は重要であることから、組織横断的な運営を行い、市政の重要な企画・調査・研究を行うプロジ

ェクトチームを設置するなど、諸問題を解決する効果的な施策の推進を図ります。 

 

  ③地方分権・地域主権改革への対応 

 中央集権的な仕組みから、地域のことは地域で決定する分権型の仕組みへの転換を図る地方分

権・地域主権改革の進展により、権限の委譲等が進み、地域の総合的な行政主体として、市民に一

番身近な基礎的自治体である市の役割を的確に果たしていくことが必要となっています。「自己決

定・自己責任」のもと、主体的で自立的な都市経営を目指すため、行財政改革を更に進め、限られ

た財源を効率的に執行し、更に、職員の資質の向上を図り、質の高い公共サービスの提供に努めま

す。 

 
 
■関連する主な個別計画 

東近江市人材育成基本方針（H18～） 

東近江市職員子育て支援プラン（特定事業主行動計画）（H22～H26） 

定員適正化計画（H23～H27） 

東近江市行政改革大綱(H22～H24) 

東近江市集中改革プラン(H22～Ｈ24) 

東近江市公の施設改革計画(H23～H27) 
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資料 財政推計 

  

■ 財政推計 

 この財政推計は、東近江市総合計画後期基本計画の施策展開に向けた、計画期間中の全体的な枠

組みを示したものです。ただし、今後の社会経済状況や国の動向等に大きく左右されることから、

将来の財政負担を十分考慮し、計画期間中に随時見直すなど行い、持続可能な財政運営に努めます。 

 

◆財政推計の考え方 

①市税は、過去の実績等を踏まえ、現行税制度を基本に、また、地方交付税は、現行制度を基本に、

合併に係る財政支援措置を見込み算定しています。国県支出金については、過去の実績等を踏まえ

て算定するともに、計画期間中の事業に係る補助を加えて算定しています。 

 

②少子・高齢化の進展により、社会保障関連経費（医療・介護・子育て・生活保障など）について

は、今後さらに増加することを見込み算定しています。 

 

③普通建設事業費については、緊急度が高く、早期に取り掛かる必要があるものを優先的に整備す

ることを見込んで算定しています。併せて、その財源となる市債の借入れについても、将来負担を

考慮し、発行することとして算定しています。 

 

④集中改革プランを確実に実行し、人件費・物件費等については、業務の効率化を図り経費削減に

取り組むとともに、公の施設改革や補助金制度に関する改革など考慮し算定しています。 

 
（１）歳入（普通会計）【平成２４年度～平成２８年度】 

  

160 164 167 166 166

116 115 114 112 108

75 76 79 73 72

68 75 56
49
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35

35

33

0
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200

300

400

500
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（単位：億円） 

459 456 451 
434 

409 

その他 

市債 

国県支出金 

地方譲与税等

地方交付税 

市税 
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（２）歳出（普通会計）【平成２４年度～平成２８年度】 

  

75 68 76 76 66

65 67 67 66
67

73 75 77 78 79

56 48 46 46 46
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54

34

59 58 57
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61

54 54 54
56

56
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200
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456 459 
451 

434 

409 

人件費 

補助費等 

公債費 

その他 

物件費 

扶助費 

普通建設事業費

（単位：億円） 

この財政推計は、H23.10 月時点の推計であり、H24 予算編成により数値は変わります。



施策指標一覧

基準値 目標値

H22年度 H28年度 値 年度 内容

1-1 自治会の加入率 81.9％ 82.8％
自治会加入世帯÷
市内の世帯数

地域組織への参加意識の高さ
をみる指標として設定する。

H19加入率82.8％を目
指す。

96.6％
69.8％

H21
H20

守山市
大津市

1-1 認可地縁団体数 107団体 120団体
地縁による団体
（自治会）の認可
数の合計

良好な地域社会が維持・形成
され、広く地域的な共同活動
が行なわれているかをみる指
標として設定する。

年間2～3自治会の増加
を目指す。

前
期

1-1
市内の特定非営利活動法人
（NPO法人)の数

39法人 54法人
市内の特定非営利
活動法人数

市民活動の広がりをみる指標
として設定する。

過去のＮＰＯの年間平
均設立数3法人を維持
し、15件の増加を目指
す。

39法人 H22
滋賀県知事認証
の法人数

前
期

1-1
まちづくり協議会の実施事
業数（平均）

15事業 20事業
年度末の各まちづ
くり協議会の平均
事業数

市民活動の広がりをみる指標
として設定する。

15事業(H22)×平成21
年度から平成22年度ま
での伸び率1.33を目指
す。

前
期

1-1
市ホームページのアクセス
件数

47,871件/月 60,000件/月
市ホームページに
アクセスされた年
間件数÷12月

行政情報や地域情報が広く伝
わっていることをみる指標と
して設定する。

H22.4～H23.9の間の
大アクセス件数が
60,374件(H23.5)であ
ることから、年間を通
じて目標値を目指す。

1-2 地域イベントの参加者数
161,000人

(H19～H22平均)
168,000人

地域イベントの参
加者数の合計

より多くの方が地域情報を共
有していることをみる指標と
して設定する。

過去 高の参加者数
(H22)を継続して目指
す。

前
期

1-2 ケーブルテレビの加入件数 削除 第６章で設定する

1-3
在住外国人への情報提供回
数

6回/年 12回/年

県国際協会の情報
紙みみタロウ、市
の翻訳した情報紙
の関係先への年間
発送回数

在住外国人が情報を得られて
いるかをみる指標として設定
する。

毎月情報提供すること
を目指す。

前
国際・国内交流に関する市 具体的に関わっていただける

第１章　市民が主役となるまちづくり

章 指標名 算出方法 指標の考え方 目標値の設定根拠
参考数値（他市・県等）

前
期

1-3 民ボランティア（会員）の
登録者数

削除 ボランティアや協力者数に変
更

1-3
日本語指導ボランティアの
登録者数

38人 43人

日本語指導ボラン
ティアとして、東
近江国際交流協会
に登録された人数

在住外国人と市民がお互いの
文化や習慣等の理解を深める
ことができるかをみる指標と
して設定する。

日本語指導ボランティ
ア養成講座修了者など
毎年1人の登録を目指
す。

1-3
国際交流事業における協力
通訳者数

30人 35人
国際交流事業で、
通訳・翻訳協力と
して依頼できる人

国際交流を活発に行うことが
できるかをみる指標として設
定する。

毎年派遣しているマー
ケット市留学生などの
うち毎年1人の増加を
目指す。

1-3
市民主体の国際国内交流実
施団体数

0団体 1団体
市民主体で国際国
内交流を行なって
いる団体数

市民主体の交流が進んでいる
かをみる指標として設定す
る。

市が支援している団体
のうち１団体の自立を
目指す。

前
期

1-4 町別懇談会参加数 8,087人 10,000人

22年度開催会場
302会場参加者に
＋3人＋前年度参
加者数
8,087人

人権を尊重し合う意識の高さ
をみる指標として設定する。

会場数や参加者数の増
加により、1.25％の増
加を目指す。
概ね400人×5年

1-4
企業内同和問題研修啓発推
進班員による訪問企業数

226社 236社
企業内同和問題研
修啓発推進班員に
よる訪問企業数

企業内の人権活動が進んでい
るかをみる指標として設定す
る。

訪問企業数として毎年
2社の増加を目指す。

1-4
人権まちづくり講座修了者
数

33人 50人
講座の修了証授与
者数

人権学習の意識の高さをみる
指標として設定する。

受講者の内25％(全講
座修了者)を目指す。
(H22：約20％)

1-4 市民相談実施件数 703件 770件 年間の相談件数
身近な相談窓口となっている
かどうかをみる指標として設
定する。

過去3年間の平均相談
件数が789件であるの
で、H22年度よりも概
ね10％程度増加した件
数を、継続して受入れ
ることができることを
目指す。

前
期

1-5
「男は仕事、女は家事・育
児」という考え方に賛成す
る人の割合

削除 下記に変更

1-5
「男は仕事、女は家事・育
児」という考え方に反対す
る人の割合

男38.2％
女51.0％

男45.0％
女55.0％

市民意識調査結果
男女共同参画への意識の高さ
をみる指標として設定する。

前期計画期間中の伸び
率と同等の伸び率を目
指す。

(目標）
50%
75%
53%
56%

 
H27
H30
H26
H31

　
大津市
草津市
栗東市

〃

前
期

1-5
各種審議会や委員会におけ
る女性委員の割合

31.3% 40.0％

審議会委員等の数
のうち女性委員の
数÷審議会委員等
の数×100
※審議会委員等＝
(地方自治法第202
条の3に定める付
属機関）

男女共同参画の視点からの意
見が反映されているかをみる
指標として設定する。

国の2020年目標指数で
ある30％をクリアして
おり、近隣市の目標値
も考慮し、増加を目指
す。

 
(目標)
40%
40%
40%
50%

 
H23
H27
H32
H27

近江八幡市
野洲市
草津市
大津市
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施策指標一覧

基準値 目標値

H22年度 H28年度 値 年度 内容

前
期

2-1
にぎわい里山づくり団体認
定数（認定面積）

16団体
（109ha）

23団体
（141ha）

同条例に基づき市
長が認定した団体
の数

多様な生態系の保全状況をみ
る指標として設定する。

毎年度１団体の認定を
目指す。

2-1 保護樹木・樹林の指定数
樹木３１本

樹林２０箇所
樹木３９本

樹林２５箇所
保護指定数

貴重な樹木・樹林の保護状況
をみる指標として設定する。

公募等により、25％の
追加指定を目指す。

2-1 不法投棄件数 151件/年 121件/年
市によせられた不
法投棄件数

不法投棄の防止への市民意識
をみる指標として設定

毎年6件減少させ、
20％の減少を目指す。

2-2 一般廃棄物排出量
35,266t/年
（H20）

30,329t/年
一般廃棄物実態調
査から把握される
一般廃棄物排出量

一般廃棄物量の発生抑制への
市民意識をみる指標として設
定する。

年2％の減少を目指
す。

前
期

2-2 ゴミの資源化の推進 削除 下記に変更

2-2 ごみのリサイクル率
14.1％
(H21)

18.0％
総資源化量を年間
ごみ総排出量で
割ったもの

リサイクルに対する市民意識
の高さをみる指標として設定
する。

ごみ減量化基本計画に
基づき設定。

2-2
合併浄化槽法定検査（法第
11条）の受検率

23.2％ 70.0％

浄化槽法第11条に
よる検査（定期検
査年１回）の受験
率

水質保全への意識の高さをみ
る指標として設定する。

県内の他市の実績を参
考に目標値を設定。年
420基の受検数向上を
目指す。（浄化槽設置
総基数4500基）

86.2％
61.7％

H22
甲賀市
栗東市

前
期

2-2
公用車・コミュニティバス
におけるバイオディーゼル
燃料車両の数

削除 下記に変更

2-2
廃食油の回収量、ＢＤＦ製
造量

廃食油28,571㍑
ＢＤＦ14,065㍑

廃食油50,000㍑
ＢＤＦ32,800㍑

菜の花館における
年間の廃食油の回
収量、ＢＤＦ製造
量

環境負荷低減への市民意識の
高さをみる指標として設定す
る。

菜の花館のプラント施
設 大能力の稼動を目
指す。

2-2 住宅用太陽光発電普及率 4％ 6％
住宅用太陽光発電
の普及率

環境負荷低減への市民意識の
高さをみる指標として設定す
る。

H23.1現在1,560戸設置
しており、年160戸の
設置目指す。

花 ぱ 運動活動 体数 体 体

緑の街づくり事業
補助金交付要綱に 緑化に対する市民意識の高さ

市内14地区において平
均 各地 体

第２章　人と環境にやさしいまちづくり

章 指標名 算出方法 指標の考え方 目標値の設定根拠
参考数値（他市・県等）

2-3 花いっぱい運動活動団体数 51団体 70 団体
補助金交付要綱に
基づき対象となる
団体の数

緑化に対する市民意識の高さ
をみる指標として設定する。

均して各地区５団体の
活動を目指す。

2-3 景観形成重点地区指定数 0地区 2地区

良好な景観を形成
し、重点的に保全
育成を図るべき地
区として指定した
数

本市独自の良好な景観形成を
図る指標として設定する。

景観審議会の議論など
から２地区の指定を目
指す。

　 　

2-3 景観重要建造物指定数 0件 5件

良好な景観を形成
するうえで優れた
建造物等を保全す
るため指定した数

本市独自の良好な景観形成を
図る指標として設定する。

景観審議会の議論など
から５件の指定を目指
す。

前
期

2-3 公害苦情件数 249件 224件 公害等苦情件数
公害防止に対する意識の高さ
をみる指標として設定する。

毎年5件の減少を目指
す。

2-3 布引斎苑中規模改修整備 ― H25完了
平成25年度末に完
成

火葬が適切に対応できる状態
にあるかをみる指標として設
定する。

―

2-3 狂犬病予防注射接種率 63％ 70％
登録犬に対する予
防注射接種率

飼い主のマナーの高さをみる
指標として設定する。

日本獣医師会が提言す
る注射率70％を目指
す。

前
期

2-3 布引運動公園の整備 目標達成済み 削除

前
期

2-3
開発許可区域内の公園緑地
の割合

削除 制度変更により適正でない

前
期

2-3 都市公園の面積 78.9ha 80.1ha
都市公園開設面積
の合計

市民の憩いの場の確保を図る
指標として設定する。

人口一人あたり都市公
園面積の滋賀県平均値
に近づける。

8.3㎡/人 H21
滋賀県の一人あ
たり都市公園面
積

2-3 市営住宅建替等改善率 42% 87%
戸別改善、建替等
を実施する住居数

安全で快適な公営住宅の割合
をみる指標として設定する。

公営住宅等長寿命化計
画に基づき設定する。

前
期

2-4 自主防災組織の組織率 72.1% 80.0%以上
組織されている地
域の世帯数÷全世
帯数×100

防災意識の高さをみる指標と
して設定する。

全国の平均値を目指
す。

66.9
69.9
71.7
73.5
74.4

H18
H19
H20
H21
H22

全国の平均値推
移

( H28推定 80%
）

前
期

2-4 地震ハザードマップの作成 目標達成済み 削除

2-4 特定建築物耐震化率 13.6％ 100％

S56以前に建築さ
れた公共施設のう
ち主に耐震化をす
べき建築物で耐震
基準を達成してい
る施設数の割合
(全44施設)

災害につよいまちかをみる指
標として設定する。

既存建築物耐震改修促
進計画に基づき設定す
る。

100％ H27

滋賀県における
公共建築物のう
ち特定建築物の
耐震化率の目標
値
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施策指標一覧

基準値 目標値

H22年度 H28年度 値 年度 内容

第２章　人と環境にやさしいまちづくり

章 指標名 算出方法 指標の考え方 目標値の設定根拠
参考数値（他市・県等）

2-4
人口1万人当たりの出火件
数（出火率）

2.4件 2.0件
年間出火件数÷人
口

火災予防意識の高さをみる指
標として設定する。

全国で一番高い値を目
指す。
１位：富山2.0
２位：京都2.1
３位：福井2.7

4.0
3.3

H21
全国平均
滋賀県

前
期

2-5 市内の犯罪の発生件数 削除 下記に変更

2-5
人口1万人当たりの刑法犯
認知件数（犯罪率）

100.7件 80件
年間犯罪認知件数
÷人口

防犯意識の高さをみる指標と
して設定する。

県内の人口同等規模の
市のうち 低値を目指
す。

124.8
111.8
80.1

H22
全国平均
滋賀県の平均
長浜市

2-5 交通安全教室参加者数 8,156人/年 8,200人/年
1年間に交通安全
教室へ参加した人
数

交通安全に対する意識の高さ
をみる指標として設定する。

少子化のため、現在の
水準の維持を目指す。

2-5 高齢ドライバー事故率 14.6％ 14.1％

高齢者(65歳以上)
が自動車を運転中
に第一当事者と
なった事故率

高齢者の交通事故を減らす指
標として設定する。

高齢者が増加していく
中で、滋賀県内での事
故発生率までの減少を
目指す。

14.1 H22
滋賀県内の高齢
ドライバー事故
率

2-5
通学路（国・県・市道）に
おける歩道及び歩道帯整備
率

26％ 30％

通学路の内、歩道
施設設置率
歩道延長60km÷通
学路延長231km

安全に道路を歩くことができ
るかをみる指標として設定す
る。

年間2kmの整備計画に
基づき設定する。
歩道延長70km÷通学路
延長231km

2-5 消費生活啓発員登録者数 30人 40人
消費生活啓発員養
成講座受講者

消費生活問題への意識の高さ
をみる指標として設定する。

消費生活啓発リ-ダ-現
状30名を3割程度の増
加を目指す。
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施策指標一覧

基準値 目標値

H22年度 H28年度 値 年度 内容

前
期

3-1 健康推進員の数 213人 300人
健康推進員登録者
数

地域ぐるみで健康づくりがで
きるまちかをみる指標として
設定する。

H22県の健康推進員一
人当たり受け持ち世帯
数を目目標として健康
推進員数の増加を目指
す。

3,871人 H22
滋賀県の健康推
進員登録者数

3-1 野菜平均摂取量
284.1ｇ/日

(H21)
　350ｇ/日以上

栄養マップ調査に
よる

自らの健康意識が高く、健全
な食生活を送っているかをみ
る指標として設定する。

国の「21世紀における
国民健康づくり運動」
の目標値を目指す。

277ｇ/日 H21
滋賀県の野菜摂
取量

前
期

3-1 がん検診受診率 26.0% 31.0％
胃・大腸・子宮・
乳がん検診の平均
受診率

がん予防、早期発見、早期治
療に対する意識の高さをみる
指標として設定する。

国の「21世紀における
国民健康づくり運動」
において目標受診率を
50％に掲げていること
や、定期の検診が早期
発見につながる大切な
機会であることから、
啓発にも重点をおき受
診率の5％向上を目指
す。

16.5％ H21
滋賀県の各がん
検診の平均受診
率

3-1
20～69歳の男性の肥満の割
合

24.8％ 15.0％以下
栄養マップ調査に
よる

生活習慣病等の原因となる肥
満を減らし、重症化予防のた
めの指標として設定する。

滋賀県の「健康しが増
進プラン健康いきいき
21」の目標値を目指
す。

25.1％ H21
滋賀県の男性の
肥満の割合

3-1
病院事業実質収益対経常費
用比率

69.5% 80.0%
（経常収益－他会
計繰入金）÷経常
費用×100

市立病院の安定した経常基盤
の確立による安全で安心な医
療提供をみる指標として設定

100%が望ましいが、赤
字を減価償却額内に抑
えることを目指す。

83.7％ H21 全国平均値

3-1 自宅での死亡割合 16.2% 20.0%
市内の死亡総数÷
自宅での死亡数×
100

在宅医療福祉がどの程度浸透
しているかをみる指標として
設定する。

市内で在宅看取りのモ
デル的な地域の自宅死
亡率を目指す。

15.2% H22 県平均値

3-1 国民健康保険料収納率 95.0% 95.0%以上
国民健康保険料収
納額（現年度分）
／調定額×100

国民健康保険制度の維持や適
正な運営状況をみる指標とし
て設定する。

H22現年度分収納率の
維持を目指す。

93.1% H23

滋賀県国民健康
保険広域化等支
援方針に定める
目標収納率

国民健康保険特定健康診査 受診者数／受診対
国民健康保険制度の維持や適

各保険者ごとに運営形
態や加入状況などを考

第３章　誰もが笑顔で暮らせるまちづくり

章 指標名 算出方法 指標の考え方 目標値の設定根拠
参考数値（他市・県等）

3-1
国民健康保険特定健康診査
の受診率

32% 65%以上
受診者数／受診対
象者×100

国民健康保険制度の維持や適
正な運営状況をみる指標とし
て設定する。

態や加入状況などを考
慮して国が定めた数値
(65%)を目指す。

3-1
後期高齢者医療保険料収納
率

99.7%
99.7%以上

(H25)

後期高齢者医療保
険料収納額（現年
度分）／調定額×
100

後期高齢者医療保険制度の維
持や適正な運営状況をみる指
標として設定する。（ただし
平成26年度制度廃止予定）

H22現年度収納率の維
持を目指す。

99.59% H22 県平均値

3-1
福祉医療費受給券資格管理
率

100% 100%
受給勧奨案内数／
資格対象者×100

福祉医療を対象者が漏れなく
利用できるかをみる指標とし
て設定する。

H22実績値の維持を目
指す。

3-1 国民年金制度年間広報回数 9回/年 12回/年 年間の広報回数
国民年金制度の周知の広がり
をみる指標として設定する。

毎月の市広報への掲載
を目指す。

前
期

3-2
地域福祉ボランティア活動
に参加した人数

3,332人 4,000人
社会福祉協議会に
おけるボランティ
ア保険加入人数

ボランティア活動など、地域
福祉への意識の高さをみる指
標として設定する。

新たに、65歳以上75歳
未満の人（約14,000
人）のうち、4.5％程
度の参加を目指す。

3-2
民間施設の福祉避難所とし
ての契約協定数

0箇所 13箇所
市内の老人福祉施
設･療養医療施設
の数

災害時の安全が確保できるか
をみる指標として設定する。

市内の老人福祉施設
（8箇所）、老人保健
施設（4箇所）、療養
医療施設（1箇所）と
の協定を目指す。

3-2 地域福祉委員の数 398人 528人
社協登録福祉委員
数

地域の見守りができているか
をみる指標として設定する。

14地区の内5地区にお
いて未配置のため、自
治会数に準じて市内全
域に配置することを目
指す。

3-2
就労支援を実施している者
のうち、就労に結びついた
者の割合

22.3％ 25.0％
生保受給者で就労
に結びついた者の
数

生活保護からの自立更正の状
況をみる指標として設定す
る。

過去の実績
(H21=17/127、
H22=29/130）を基に
H28年度において
35/140（H22稼動年齢
層にある者で就労支援
を実施した者の数）を
目指す。

3-2
高齢者が週１回以上外出し
ている割合

87.1％ 90.0％
高齢者のうち週1
回以上外出してい
る割合

高齢者が生きがいをもってい
るかをみる指標として設定す
る。

高齢者のうち９割を目
指す。（3％増）

3-3 介護予防事業の参加率 1.2％ 1.7%

基本チェックリス
ト送付者の内、一
般高齢者予防事業
（一次予防事業）
およびニ次予防事
業に参加した者の
率

一般高齢者および二次予防事
業対象者に介護予防事業を実
施することで、要介護状態に
なることを予防する指標とし
て設定する。

過去の実績などから毎
年0.1％増を目指す。

前
期

3-3 地域サロンの数 221箇所 350箇所
地域サロン開催自

治会等

要介護状態を予防できている
かをみる指標として設定す
る。

全自治会(386)のう
ち、H22開催箇所割合
57％を、毎年10％ずつ
増加し、 終年度で
90％の開催を目指す。
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施策指標一覧

基準値 目標値

H22年度 H28年度 値 年度 内容

第３章　誰もが笑顔で暮らせるまちづくり

章 指標名 算出方法 指標の考え方 目標値の設定根拠
参考数値（他市・県等）

前
期

3-3 介護予防サポータの数 削除 下記に変更

前
期

3-3 認知症啓発リーダーの数 削除 下記に変更

3-3 認知症サポーター数 12,394人 18,500人
サポーター養成講
座参加者

認知症に対する理解の高さを
みる指標として設定する。

高齢者2人に対して1人
のサポーター数(H22)
を、 終年度で高齢者
1.5人に対して1人を目
指す。

3-3 地域密着型事業所数 18箇所 33箇所

22年度末事業所数
+23年度指定事業
所数+23年度整備
予定事業所数＋未
整備（小規模多機
能・認知症対応型
通所）圏域数

介護サービスが十分に提供で
きているかをみる指標として
設定する。

介護保険事業計画に定
める10圏域に3種類の
事業所を1カ所以上の
整備を目指す。
（2箇所あるところが3
つある）

3-3 介護保険料収納率 99.3% 99.3%以上
介護保険料収納額
（現年度分）／調
定額×100

介護保険制度の維持や適正な
運営状況をみる指標として設
定する。

H22現年度収納率の維
持を目指す。

98.90% H21
介護保険事業状
況の県平均値

前
期

前期
3-4

障害者が働ける場の拡大 削除
指標設定時と法制度が変化
し、継続して比較する指標と
ならない。

前
期

前期
3-4

障害者の日中活動の場の拡
大

削除
指標設定時と法制度が変化
し、継続して比較する指標と
ならない。

3-4
障がい者の就労支援サービ
ス利用者数

261人/年 416人/年
1年間に就労支援
サービスの利用者
の数

障がい者の生活基盤が向上し
ているかをみる指標として設
定する。

・特別支援学校の卒業
予定者数（毎年15人前
後）＊70％の利用増を
目指す。(50人増)
・働き暮らし応援セン
ターからの一般就労者
24人/年＊90％（3年間
で72件の実績）を目指
す (105人増)す。(105人増)

前
期

前期
3-4

障がい者グループホーム・
ケアホーム利用者数

93人/年 105人/年
1年間にグループ
ホーム・ケアホー
ムの利用者の数

障がい者が自立生活を送るこ
とができているかをみる指標
として設定する

定員4人＊3施設の新
設・利用増を目指す。

3-4
障がい者が感じる障がいに
対する理解度

28％
(H19)

50%
アンケート調査に
よる数値

障がいに対する理解の進捗を
みる指標として設定する。

障がい者が感じる障が
いに対する理解の進捗
率を半数の50%を目指
す。

3-4
サポートファイルの活用件
数

245件 285件

通常学級における
学校把握件数＋支
援学級における所
持件数

障がい児に継続して相談･支援
ができているかをみる指標と
して設定する。

年8件の増加を目指
す。

3-4
個別の指導計画作成率（保
育園幼稚園）

100% 100%

保育園幼稚園は支
援員のついている
園児数のうち個別
の指導計画を作成
している割合

障がいに応じたきめ細かい支
援がてきているかをみる指標
として設定する。

保育園幼稚園では現状
と同様全員の作成を目
指す。

3-4
障がい者の日常生活支援
（権利擁護）事業利用者数

127人 170人

日常生活自立支援
事業（地域福祉権
利擁護事業）の利
用者数

障がい者が安心して生活でき
る権利が保証されているかを
みる指標として設定する。

毎年10人前後の新規利
用を目指す。
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施策指標一覧

基準値 目標値

H22年度 H28年度 値 年度 内容

前
期

前期
4-1

保育時間の延長実施園数 9園 14園
年度末時点の実施
園数

保育サービスが充実している
かをみる指標として設定する

東近江市次世代育成支
援対策地域行動計画に
基づき設定。

前
期

前期
4-1

一時保育事業の実施箇所数 3箇所 5箇所
年度末時点の実施
箇所数

保育サービスが充実している
かをみる指標として設定する

東近江市次世代育成支
援対策地域行動計画に
基づき設定。

前
期

前期
4-1

病後児保育事業（施設型）
の実施箇所数

削除 上記を代表的な指標とする。

前
期

前期
4-1

学童保育所の数 削除 下記に変更

4-1 学童保育所実施数 23箇所 27箇所 実施箇所数
放課後における子どもの見守
りができているかをみる指標
として設定する。

東近江市次世代育成支
援対策地域行動計画に
基づき設定。

小学校数
(228)

学童保育
所数
(246)

H22
滋賀県内の整備
状況

4-1 地域子育て支援拠点数
センター型4箇所
ひろば型2箇所

センター型4箇所
ひろば型10箇所

拠点の設置数
子育て支援環境が整っている
かをみる指標として設定す
る。

東近江市子育て支援総
合センター構想に掲げ
る拠点整備を目指す。

4-1
家庭支援員・ホームフレン
ド登録者数

家庭支援員18名
ホームフレンド
16名

家庭支援員24名
ホームフレンド
22名

登録者数
子育てに対する不安や問題が
解消できているかをみる指標
として設定する。

各年1名の登録者の増
を目指す。

4-1
児童虐待に関する情報提供
のあった件数

535件 700件
情報提供のあった
件数

住民の虐待への意識の高さを
みる指標として設定する。

市民啓発による早期の
気づきによる件数の増
を目指す。

前
期

前期
4-2

児童生徒の長期欠席率
小学校0.37％
中学校3.22％

小学校0.3％
中学校2.8％

病休等を除き、30
日以上欠席してい
る児童・生徒割合

子どもたちにとって魅力ある
学校となっているかを指標と
して設定する。

全国平均値を目指す。

小学校
0.32％
中学校
2.74％

H22 全国平均値

4-2 児童生徒の読書冊数
小学校　7.2冊
中学校　2.7冊

小学校　10.0冊
中学校　 4.2冊

子どもの読書活動
に関する調査（毎
年５月１か月間の
読書冊数）

本に親しむ子、読書によって
生きる力を育む指標とする。

全国平均値を目指す。

小学校
10冊

中学校
4.2冊

H22 全国平均値

4-2
個別の指導計画作成率（小
中学校）

小学校84.2％
中学校45.2％

小学校90.0％
中学校60.0％

学校が気になる子
と認識するケース
に対する作成割合

障がいに応じたきめ細かい支
援がてきているかをみる指標
として設定する

小学校では家庭環境要
因を除いてほぼ全て
を、中学校では生徒指
導教育相談ケースが多

章

第４章　次代を担う人材を育むまちづくり

指標名 指標の考え方算出方法 目標値の設定根拠
参考数値（他市・県等）

中学校） 中学校 中学校
に対する作成割合 として設定する。 導教育相談ケ スが多

いことから６割を目指
す

4-2 給食実施率 68% 100%

市内幼稚園･小学
校･中学校の総数
に占める給食実施
施設の割合

規則正しい食習慣が定着して
いるかをみる指標として設定
する。

東近江市学校給食基本
計画に基づき設定。

前
期

4-2
耐震補強整備が完了した義
務教育施設数

校　舎26校
体育館27館

全31校の
校舎・体育館

耐震化基準を達成
している学校数

安全な学校施設の充実をみる
指標として設定する。

全ての学校施設の耐震
化を目指す。

73.3％ H22
H22.4.1現在全国
の小中学校の耐
震化率

4-2 学校への復帰率 72.4％ 75.0％
通室児童・生徒の
学校復帰割合

きめ細かな支援ができている
かをみる指標として設定す
る。

復帰率は上下するとこ
ろがあるが、５年後に
75％を目指す。

4-2
少年補導人数（東近江警察
署管内の刑法犯）

119人/年 83人/年

東近江署管内(東
近江市、日野町、
愛荘町）の年間刑
法犯少年数

健全に青少年を育成できてい
るかをみる指標として設定す
る

H22年度の３割減を目
指す。

4-3
市民一人当たりのコミュニ
ティセンターの利用回数

2.4回/年 2.9回/年
コミュニティセン
ターの年間利用者
総数÷年度末人口

学習機会の提供ができている
かをみる指標として設定す
る。

H22年度の２割増を目
指す。

4-3
市民講師による生涯学習出
前講座数

69講座 83講座
生涯学習出前講座
のうち市民講師に
よる講座数

学習機会の提供ができている
かをみる指標として設定す
る。

H22年度の２割増を目
指す。

前
期

4-3 図書館の年間貸出冊数 削除 下記に変更

4-3
市民一人当たりの年間貸し
出し冊数

10.3冊 12冊
７図書館の資料貸
出総数（対個人）
÷人口

図書館の利用状況をみる指標
として設定する。

図書館計画中間答申に
基づき設定。

4－3 図書館の利用者数
29,658人/年
(延べ246,590

人)

31,170人/年
(延べ259,168

人)

1年間に1回以上図
書館で利用カード
を使った市民の数
（家族利用、館内
利用の方の人数は
含んでいません）

図書館の利用状況をみる指標
として設定する。

年１％増を目指す。

4-3 市芸術文化祭観客数 3,100人 3,400人
市芸術文化祭観客
数

文化芸術に対する意識の高さ
をみる指標として設定する。

H22年度の１割増を目
指す。

前
期

4-3
総合型地域スポーツクラブ
の数

前期達成済み 削除

4-3
成人の週１回以上のスポー
ツ実施率

35%
1回以上/週=65%
3回以上/週=30%

成人のスポーツ実
施回数÷週

スポーツが盛んであるかどう
かをみる指標として設定す
る。

スポーツ基本法公布に
伴う重点戦略の目標値
を目指す。

4-4 市指定文化財件数 197件 212件 市指定文化財件数
文化財が将来へ継承されてい
くかをみる指標として設定す
る。

各年度、新規に３件の
指定を目指す。

4-4
文化財保護・愛護啓発事業
の参加者数

2,000人 2,300人
文化財保護・愛護
啓発事業の参加者
数

文化財に対する意識の高さを
みる指標として設定する。

H22実績の15％増を目
指す。

前
期

4-4 市史の編さん地域の数 6地域 7地域
市史の編さんが完
了した地域数

市内全地域の市史が刊行され
ているかをみる指標として設
定する。

市内7地域すべての市
史が、刊行済になるこ
とを目指す。
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施策指標一覧

基準値 目標値

H22年度 H28年度 値 年度 内容

前
期

前期
5-1

企業立地件数(H24以降) ― 5件
工場進出に市が関
わった数

企業誘致の推進をみる指標と
して設定する。

毎年１社の企業誘致を
目指す。

16 H22

工場立地動向調
査結果に基づく
新設立地件数
（滋賀県分）

5-1
中小企業庁セーフティネッ
ト保証制度認定件数

525件 530件

中小企業信用保険
法に基づくセーフ
ティネット保証制
度の利用を認定し
た件数

安定な企業経営への支援の状
況をみる指標として設定す
る。

景気の状況に大きく左
右されるため、現在の
水準の維持を目指す。

5-1 勤労者互助会加入者数 2,548人 2,600人
東近江地域勤労者
互助会の事業報告
から把握

勤労者の福利厚生が受けやす
い環境にあるかをみる指標と
して設定する。

減員の傾向のある中
で、２％増を目指す。

5-1
東近江公共職業安定所管内
有効求人倍率

0.56倍 0.61倍
東近江公共職業安
定所の「月報」に
より把握

雇用機会が増加しているかを
みる指標として設定する。

0.05ポイント増を目指
す。

前
期

5-2 東近江市を訪れた観光客数 1,962,000人/年 2,600,000人/年
1月から12月滋賀
県観光入込状況調
査報告数値

観光客動向をみる指標として
設定する。

３割増を目指す。

前
期

5-2
東近江市を訪れた宿泊観光
客数

29,000人/年 34,000人/年
1月から12月滋賀
県観光入込状況調
査報告数値

観光客動向をみる指標として
設定する。

２割増を目指す。

5-2
東近江市観光協会ホーム
ページへのアクセス件数

74,792件/年 100,000件/年 アクセス数調査
観光に対する関心の高さをみ
る指標として設定する。

３割増を目指す。

5-2 農家民泊受入れ人数 70人/年 1,200人/年
受け入れた人数調
査

新たな観光資源に対する関心
の高さをみる指標として設定
する。

200人/月×6校を目指
す。

前
期

5-3
農業生産基盤の整備（ほ場
整備）ができた割合

88.9% 90.8%
ほ場整備実施済み
面積

効率的に農業ができているか
をみる指標として設定する。

ほ場整備予定面積
H23　　31ha
H24　　28ha
H25    29ha
H26    26ha
H27    20ha
H28    25ha

88.8% H21 滋賀県の整備率

農地が適正管理 有効活用さ

章

第５章　地域の活力を生み出すまちづくり

指標名 指標の考え方算出方法 目標値の設定根拠
参考数値（他市・県等）

5-3 耕作放棄地面積 38.9ha 33.9ha
耕作放棄地全体調
査面積

農地が適正管理、有効活用さ
れているかをみる指標として
設定する。

年間1haの解消を目指
す。

前
期

5-3
農用地の担い手への利用集
積率

52.3% 70.0%

担い手農家（個
人・団体）利用権
設定・作業受託を
行う農用地の面積

安定的な農業経営ができてい
るかをみる指標として設定す
る。

７割の利用集積を目指
す。

前
期

5-3
特定農業団体数とその法人
化数

削除 下記に変更

5-3
認定農業者数（特定農業法
人数）

320(20)件 320(50)件
年度末の認定農業
者数および特定農
業法人数

安定的な農業経営ができてい
るかをみる指標として設定す
る。

各集落の意向や取り組
み状況から目標値を設
定。

5-3
水田野菜生産拡大推進事業
取組面積

145ha 160ha
水田野菜生産拡大
推進事業取組面積

収益性の高い農産物が安定的
に生産されているかをみる指
標として設定する。

平成22年を基準として
1年に3～4haの面積増
を目指す。

前
期

5-3 環境こだわり米の栽培面積 削除 下記に変更

5-3
環境こだわり農産物の栽培
面積

2,434ha 2,900ha
環境こだわり農産
物の栽培面積

環境農業の推進状況をみる指
標として設定する。

市内の環境こだわり農
産物の栽培面積が年6%
（実績H21:2,293ha→
H22:2,434ha）の増加
を示しているが今後は
年3%（計画
H22:2,516ha→
H23:2,600ha）程度と
予測する

5-3
獣害防止フェンスの設置
（更新）延長距離

54km 102km
獣害防止フェンス
の設置（更新）延
長された距離

獣害の防止状況をみる指標と
して設定する。

被害発生箇所の全林辺
延長距離の整備を目指
す。

5-3 森林集約化計画面積 4,276ha 17,990ha 森林集約化面積

木材生産コストの低減と供給
量の拡大など、安定な林業経
営状況をみる指標として設定
する。

集約化推進計画に基づ
き設定。

5-3 飼料自給率 20.9％ 35.0％ 飼料の自給率
安全で安定的な酪農経営の状
況をみる指標として設定す
る。

酪農・肉用牛生産近代
化計画に基づき設定。

5-3
漁業組合員数（河川を除
く）

39人 39人 漁業組合員
漁業環境が整っているかをみ
る指標として設定する。

減少傾向にある状況
で、現状維持を目指
す。

5-3 学校給食地場農産物利用率 29.4% 40.0%
学校給食で地場産
農産物が使用され
ている率

地産地消の推進状況をみる指
標として設定する。

現況及び取組状況から
４割の利用率を目指
す。

23.4％ H22
滋賀県公立小中
学校地場産物活
用状況

前
期

前期
5-4

小売業における年間商品販
売額

95,551百万円
(H19)

95,551百万円
以上

商業統計調査によ
り把握

商業振興の状況をみる指標と
して設定する。

減少傾向にある状況
で、現状維持を目指
す。

前
期

前期
5-4

卸・小売業の事業所数
1,198箇所

(H19)
1,198箇所

以上

商業統計調査によ
り把握

商業振興の状況をみる指標と
して設定する。

減少傾向にある状況
で、現状維持を目指
す。
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施策指標一覧

基準値 目標値

H22年度 H28年度 値 年度 内容

前
期

6-1
広域幹線道路の整備（国道
421号トンネル整備

前期達成済み 削除 整備完了のため削除

6-1
蒲生スマートインターチェ
ンジの整備

― 完成
平成28年度末に完
成

交通の利便性の向上をみる指
標として設定する。

―

前
期

6-1 都市計画道路の整備率 29.8% 33.0%
改良済み延長／都
市計画道路計画延
長

地域内交通の利便性の向上を
みる指標として設定する。

Ｈ28整備率（目標）全
延長　  L= 115.07km
改良済 L=37.973km
(31％)
未改良 L=77.097km
(69％)

56.24 H20
滋賀県の街路整
備率

6-1 橋梁長寿命化修繕計画 ― 策定(H25)
平成25年度に計画
策定

安全な道路（橋梁）の確保の
状況をみる指標として設定す
る。

―

前
期

6-2
コミュニティバスのバリア
フリー車両数

前期達成済み 削除

前
期

6-2 駅のバリアフリー化 4ヶ所 5ヶ所
駅のバリアフリー
化数

利便性の高い公共交通の確保
の状況をみる指標として設定
する。

鉄道事業者と調整し1
箇所の整備を目指す。

6-2
コミュニティバス（ちょ
こっとバス）の収支率

26.7％ 30％
運賃収入／運行経
費

安定した公共交通の確保の状
況をみる指標として設定す
る。

全国平均値を上回るこ
とを目指す。

収支率
30％未満
が全国で
57％

H20

財）豊田都市交
通研究所が実施
したアンケート
調査の結果によ
るもの

6-2
コミュニティバス（ちょ
こっとバス）の平均利用者
数

6.7人/便 7.2人/便
1日の乗車人数／
全路線運行便数

公共交通の利用促進状況をみ
る指標として設定する。

収支率30%としたとき
の平均利用者数を目指
す。

6-2 放置自転車の台数 38台/年 20台/年
放置自転車の年間
の台数

適正な公共交通関係施設の管
理状況をみる指標として設定
する。

年間の減数3台を目指
す。

6-3
電算システム 適化後の維
持管理コストの削減率

― 20.0%
従来までの構築・
維持費／今後の構
築・維持費×100

効率的な電算システムの運用
状況をみる指標として設定す
る。

他の地方公共団体の取
り組み実績値20％削減
を目指す。

前
期

6-3 スマイルネットの加入件数 17,937件 20,000件
ケーブルテレビの
加入件数

地域情報を伝えるスマイル
ネットの安定的な運用をみる

概ね加入率50％を目指
す

章

第６章　市民生活、地域経済を支えるまちづくり

指標名 指標の考え方算出方法 目標値の設定根拠
参考数値（他市・県等）

期
イ ッ 加入件数 , 件 , 件

加入件数
ッ 安定的な運用を る

指標として設定する。
す。

6-4 市街化区域内の未利用率
15.0％
（H19）

13.6％

市街化区域（工業
専用地域は除く）
に占める空閑地の
割合

都市機能の集約に向け、市街
化区域内の未利用地の解消を
みる指標として設定する。

年間の2haの利用増加
を目指す。

15.0％ H19

東近江市
180.43ha
（都市計画基礎
調査）

前
期

6-4 地籍調査実施面積 26.8k㎡ 27.6k㎡

地籍調査実施面積
(国土調査法第19
条第5項指定面積
は含まない)

大切な土地の境界を明確にす
る地籍調査の推進状況をみる
指標として設定する。

調査計画中の面積
0.86k㎡の実施を目指
す。

26.77k㎡ H22
東近江市
調査済み面積

前
期

6-5
八日市新川の整備率（暫々
定整備）

削除 下記に変更

6-5 八日市新川の整備 ― 一部通水 ―
安全な河川整備の進捗状況を
みる指標として設定する。

愛知川～国道421号線
間の通水を目指す。

6-5 土砂災害警戒区域の指定 64.0% 100.0%
土砂災害指定箇所
数／全体箇所数

土砂災害地域への市民意識の
高さをみる指標として設定す
る。

土砂災害警戒区域全箇
所において指定を目指
す。（20箇所/年）

185/289 H22
東近江市
指定済箇所数
／全体箇所数

前
期

6-6
緊急時の飲料水（貯水量）
の確保

削除 下記に変更

6-6 有収水量率 88.9% 90%以上
年間総有収水量/
年間総配水量×
100

安定した水道経営状況をみる
指標として設定する。

全国平均値を上回って
いるが、更なる向上を
目指す。

88.43% H22 全国平均

6-6 水道事業総収支比率 96.0% 100%以上
総収益/総費用
×100

安定した水道経営状況をみる
指標として設定する。

10年間で累積欠損金が
解消できる数値を目標
とする。（100％以上
で単年度欠損金はなく
なる）

105.97% H22 全国平均

前
期

6-6
下水道（公共、農業集落排
水）普及率

97.7% 97.7%
処理区域内人口
／　行政区域内人
口

衛生的な生活環境の状況をみ
る指標として設定する。

下水道の面的整備は概
ね完了していることか
ら大きな伸びは難し
い。

93.6% H22

滋賀県の汚水処
理人口普及率
（公共、農業集
落排水計）

6-6 下水道水洗化率
公共78.0%
農集98.8%

公共83.8%
農集98.8%

処理区域内水洗化
人口　／　処理区
域内人口

衛生的な生活環境の状況をみ
る指標として設定する。

水洗化の啓発などによ
り増加を目指す。（た
だし、農集地域は、水
洗化率も高く大きな伸
びは難しい。）
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施策指標一覧

基準値 目標値

H22年度 H28年度 値 年度 内容

7-1 情報公開平均処理日数 11日 9日

(公文書公開請求
書受付日から公開
日までの期間）÷
件数

情報公開の推進状況をみる指
標として設定する。

情報公開条例による公
開決定等期限15日以内
×6割＝9日以内を目指
す。

前
期

7-1 市職員の数 1,187人
1,107人
(H27)

年度ごとの定年退
職者推計と採用計
画による職員推計
値

効率的な行政運営が行われて
いるかをみる指標として設定
する。

第二次定員適正化計画
基づき設定。

前
期

7-1
パブリックコメント手続の
制度化

前期達成済み 削除

前
期

7-1 人事考課制度の確立 前期達成済み 削除

前
期

7-2 行政評価システムの確立 前期達成済み 削除

7-2 経常収支比率 78.5％ 95％以下

経常的経費に充当
された一般財源が
経常一般財源に占
める割合

健全な財政運営が行われてい
るかをみる指標として設定す
る。

H22を除いて、合併以
降80％台後半で推移し
ており、計画期間中に
おいても、普通交付税
など経常一般財源の確
保が困難と予想される
ことから、95％以下を
目指す。

7-2 実質公債費比率 12.9％ 18％未満

一般会計等が負担
する元利償還金及
び準元利償還金が
標準財政規模に占
める割合
（三ヶ年平均）

健全な財政運営が行われてい
るかをみる指標として設定す
る。

地方債協議制度の下で
は18％以上の団体は、
総務大臣等の許可（現
状は同意）を得なけれ
ばならないことから、
18％未満を目指す。

章

第７章　計画推進のために

指標名 指標の考え方算出方法 目標値の設定根拠
参考数値（他市・県等）
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総合計画に関連する主な個別計画

1-4 東近江市人権施策基本計画 H19 5年 H20 ～ H24 滋賀県人権施策基本方針
東近江市人権尊重のまちづくり条
例

市民環境部

1-5 東近江市男女共同参画推進計画 H18 10年 H19 ～ H28
第３次男女共同参画基本計画
滋賀県男女共同参画計画

女子差別撤廃条約
男女共同参画社会基本法
配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律（DV防止
法）

市民環境部

2-1
2-2
2-3

東近江市環境基本計画 H20 10年 H21 ～ H30
東近江市民の豊かな環境と風土づ
くり条例

市民環境部

2-2 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 H19 15年 H19 ～ H34 滋賀県廃棄物処理計画
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第6条第1項

市民環境部
滋賀県一般廃棄物
広域化計画H10～
H29（参考)

2-2
湖東地域一般廃棄物処理基本計画(ご
み・生活排水）

H18 15年 H18 ～ H32 滋賀県廃棄物処理計画
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第6条第1項

市民環境部
滋賀県一般廃棄物
広域化計画H10～
H29（参考)

2-2 東近江市ごみ減量基本計画 H23 10年 H24 ～ H33 任意 市民環境部

2-2 東近江市生ごみ等リサイクル基本方針 H18 任意 市民環境部

2-2 東近江市生活排水処理基本計画 H23 10年 H24 ～ H33 滋賀県廃棄物処理計画
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第6条第1項

市民環境部

2-2 東近江市バイオマスタウン構想 H22 5年 H23 ～ H27 バイオス活用推進基本法第２１条 企画部
国庫補助対象事業
計画

2-2 東近江市次世代エネルギーパーク構想 H21 5年 H21 ～ H25 新・国家エネルギー戦略 任意 企画部

2-3 東近江市景観計画 H22 滋賀県景観計画 景観法第８条 都市整備部

2-3 東近江市風景づくり基本計画 H22
湖国風景づくり宣言－ふるさと滋
賀の風景づくりマスタープラン－

風景づくり条例第６条 都市整備部

2-3 東近江市住宅マスタープラン Ｈ19 10年 H19 ～ H28
住生活基本計画(全国計画)
滋賀県住生活基本計画

任意 都市整備部

2-3 地域住宅計画（東近江地域） Ｈ21 4年 H22 ～ H25 滋賀県地域住宅計画
地域における多様な需要に応じた
公的賃貸住宅等の整備等に関する
特別措置法第６条

都市整備部
国庫補助対象事業
計画

2-3 東近江市公営住宅等長寿命化計画 H22 10年 H23 ～ H32 滋賀県公営住宅等長寿命化計画 社会資本整備総合交付金交付要綱 都市整備部
国庫補助対象事業
計画

2-4 東近江市地域防災計画 H17 滋賀県地域防災計画 災害対策基本法第５条 総務部 随時見直し

2-4 東近江市国民保護計画 H18 滋賀県国民保護計画
武力攻撃事態等における国民の保
護のための措置に関する法律第３
５条

総務部 随時見直し

2-4 東近江市既存建築物耐震改修促進計画 H19 8年 H20 ～ H27
建築物の耐震改修の促進に関する
法律第５条

都市整備部

2-5 東近江市交通安全計画（第９次） H23 5年 H23 ～ H27 滋賀県交通安全計画（第９次） 交通安全対策基本法第１８条 市民環境部

3-1
東近江市健康増進計画　健康ひがしお
うみ２１

H19 9年 H20 ～ H28
健康いきいき２１－健康しが推進
プラン

健康増進法第８条 健康福祉こども部

3-1 東近江市病院等整備計画 H22 4年 H22 ～ H31 滋賀県地域医療再生計画 任意 地域医療

3-1 東近江市病院事業改革プラン H20 3年 H21 ～ H23 総務省公立病院改革ガイドライン 任意 地域医療

3-1 特定健康診査実施計画 H20
高齢者の医療の確保に関する法律
第１９条

市民環境部 毎年更新

3-1
3-2
3-3
3-4

東近江市地域福祉計画 H23 6年 H23 ～ H28 滋賀県健康福祉総合ビジョン 社会福祉法第１０７条 健康福祉こども部

3-3 東近江市高齢者保健福祉計画 H23 3年 H24 ～ H26

レイカディア滋賀プラン
滋賀県保健医療計画
健康いきいき２１　-健康しが推
進プラン-

老人福祉法第２０条の８ 健康福祉こども部

3-3 東近江市介護保険事業計画 H23 3年 H24 ～ H26

レイカディア滋賀プラン
滋賀県保健医療計画
健康いきいき２１　-健康しが推
進プラン-

介護保険法第１１７条 健康福祉こども部

3-4 東近江市障がい者計画 H20 6年 H21 ～ H26 障害者福祉しがプラン 障害者基本法第１１条 健康福祉こども部

3-4 東近江市障がい福祉計画 H20 3年 H21 ～ H23 障害者福祉しがプラン 障害者自立支援法第８８条 健康福祉こども部

県計画等（関連計画） 根拠法令 所管部章 計画・指針等の名称
策定
年度

備考期間 計画期間
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総合計画に関連する主な個別計画

県計画等（関連計画） 根拠法令 所管部章 計画・指針等の名称
策定
年度

備考期間 計画期間

4-1
東近江市次世代育成支援対策地域行動
計画

H21 5年 H22 ～ H26 淡海子ども・若者プラン 次世代育成支援対策推進法第８条 健康福祉こども部

4-1 東近江市幼児施設整備計画 H21 7年 H22 ～ H28 任意 健康福祉こども部
国庫補助対象事業
計画

4-2
東近江市人づくりプラン（学校教育
編）

H19 10年 H20 ～ H29 教育基本法第１７条 教育部

4-2
4-3

東近江市人づくりプラン（生涯学習
編）

H20 5年 H21 ～ H25
滋賀の生涯学習社会づくり基本構
想

教育基本法第１７条 教育部

4-2 東近江市学校給食基本計画 H17 5年 H23 ～ H27 食育基本法第１８条 教育部

4-2 東近江市公立学校等施設整備計画 H23 3年 H24 ～ H26
義務教育諸学校等の施設費の国庫
負担等に関する法律第１２条

教育部
国庫補助対象事業
計画
毎年更新

4-3 東近江市子ども読書活動推進計画 H19 5年 H20 ～ H24 滋賀県子ども読書活動推進計画
子ども読書活動の推進に関する法
律第９条

教育部

4-3 東近江市立図書館計画 H23 10年 H23 ～ H33 任意 教育部

4-4 東近江市文化政策ビジョン H18 10年 H19 ～ H28 任意 教育部

4-4
五個荘金堂伝統的建造物群保存地区保
存計画

H17 文化財保護法第１４３条 教育部

4-4
東近江市史編さん事業『能登川の歴
史』推進計画

H18 8年 H19 ～ H27 任意 教育部

4-4
東近江市史編さん事業『湖東地区古文
書調査』実施計画書

H22 5年 H22 ～ H26 任意 教育部

5-3 農業振興地域整備計画 H23 10年 H23 ～ H32 農業振興地域整備基本方針
農業振興地域の整備に関する法律
第８条

産業振興部

5-3
農業経営基盤の強化の促進に関する基
本的な構想

H22 10年 H22 ～ H32 農業経営基盤強化促進法第６条 産業振興部

5-3 農業農村整備事業管理計画 H23 5年 H23 ～ H27 任意 産業振興部
国庫補助対象事業
計画
毎年更新

5-3 東近江市森林整備計画 H20 10年 H20 ～ H30 地域森林計画 森林法第１０条の５ 産業振興部

5-3
森林病害虫等防除法に基づく地区実施
計画

H19 5年 H19 ～ H24 森林病害虫等防除法第７条の１０ 産業振興部

5-3 東近江市酪農・肉用牛生産近代化計画 H23 10年 H23 ～ H32
滋賀県酪農・肉用牛生産近代化計
画

酪農及び肉用牛生産の振興に関す
る法律第２条の４

産業振興部

5-3 東近江市地産地消推進計画 H18
しがの農業・水産業新戦略ﾌﾟﾗﾝ
滋賀県食育推進計画

任意 産業振興部

5-3 東近江市鳥獣被害防止計画 H23 3年 Ｈ23 ～ Ｈ25
鳥獣による農林水産業等に係る被
害の防止のための特別措置に関す
る法律第４条

産業振興部

5-4
八日市市中心市街商業等活性化基本計
画

H13
中心市街地の活性化に関する法律
第９条

産業振興部

6-1 東近江市道路整備マスタープラン H20 10年 H21 ～ H30
滋賀県道路整備アクションプログ
ラム

任意 都市整備部

6-2
東近江市コミュニティバス第２次再編
計画

H22 3年 H22 ～ H24 任意 市民環境部

6-3 東近江市地域情報化計画 H21 6年 H21 ～ H26 任意 総務部

6-4 東近江市国土利用計画 H19 10年 H20 ～ H29
国土利用計画（全国計画）
滋賀県国土利用計画

国土利用計画法第８条 企画部

6-4 東近江市都市計画マスタープラン H22 10年 H22 ～ H32

近江八幡八日市都市計画都市計画
区域の整備、開発及び保全の方
針、湖東都市計画都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針

都市計画法第１８条の２ 都市整備部

6-5
東近江市浸水対策下水道（雨水）基本
計画

H18 琵琶湖流域別下水道整備総合計画 下水道法第４条 都市整備部

6-6 水道ビジョン H23 10年 H23 ～ H32
厚生労働省水道ビジョン
滋賀県企業庁水道ビジョン

任意 水道部

6-6 水道アセットマネジメント H23 40年 H23 ～ H62
滋賀県企業庁水道アセットマネジ
メント

任意 水道部
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総合計画に関連する主な個別計画

県計画等（関連計画） 根拠法令 所管部章 計画・指針等の名称
策定
年度

備考期間 計画期間

6-6
琵琶湖流域下水道（湖南中部処理区）
東近江市公共下水道全体計画

S53 47年 S53 ～ H37
琵琶湖流域別下水道整備総合計画
滋賀県汚水処理施設整備構想

下水道法第４条 水道部
国庫補助対象事業
計画

6-6
琵琶湖流域下水道（東北部処理区）東
近江市公共下水道全体計画

H20 17年 Ｈ20 ～ Ｈ37
琵琶湖流域別下水道整備総合計画
滋賀県汚水処理施設整備構想

下水道法第４条 水道部
国庫補助対象事業
計画

7-1 東近江市人材育成基本方針 H18 任意 総務部

7-1
東近江市職員子育て支援プラン（特定
事業主行動計画）

H21 5年 H22 ～ H26
次世代育成支援対策推進法第１９
条

総務部

7-1 定員管理適正化計画 H22 5年 H23 ～ H27 任意 総務部

7-1 東近江市行政改革大綱 H21 3年 H22 ～ H24 任意 企画部

7-1 東近江市集中改革プラン H22 3年 H22 ～ H24 任意 企画部

7-1 東近江市公の施設改革計画 H23 5年 H23 ～ H27 任意 企画部

新市まちづくり計画 H16 11年 H16 ～ H26
地方自治法第２５２条の２
市町村の合併の特例に関する法律
第６条

企画部

合併建設計画 H17 11年 H17 ～ H27
地方自治法第２５２条の２
市町村の合併の特例に関する法律
第６条

企画部

※個別計画については、計画の方向性を明確にするため、主として位置づける施策項目にのみ「関連する主な個別計画」として掲載しています。よって、各個別計画が関係する
全ての施策については、実施計画において明記します。
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まちづくり懇話会の提言 

本構想の策定に関して意見を聴取し、今後のまちづくりの推進に資するため、東近江市まち

づくり懇話会を開催しました。（平成１８年に３回開催）懇話会からの提言は次のとおりです。 

 

まちづくり懇話会による｢六つの提言｣ 

 

提言① 一体感の醸成 

「人と人」という視点から、地域と地域、人と人とのつながりを強化できるよう、市民が互

いの地域の歴史や文化を知り、暮らしの中において様々な交流機会の拡大を図ること。 

 

提言② 豊かな自然と歴史の継承 

「人と自然」という視点から、歴史を大切にし、恵まれた自然を損なうことなく、次代へ継

承していけるよう、これまでの暮らしを見直し、自然と共生する暮らしを実現すること。 

 

提言③ 心豊かな人づくり 

「人と心」という視点から、ふるさとを愛し、互いを思いやる豊かな心を持った人が育つ環

境の整備を図ること。 

 

提言④ 安全・安心 

「人とまち」という視点から、地震など自然災害に対する日頃からの防災体制の強化ととも

に、子ども、高齢者、障害者が日常生活の中で安心して暮らせる地域づくりや体制づくりを図

ること。 

 

提言⑤ 市民と行政の協働 

「協働のまちづくり」の視点から、まちの様々な情報の共有化に努めるとともに、地域住民

が主体的に取り組む地域活動を活性化するために、市民の役割とそれを支援する行政の役割が

明確に分かるしくみを構築すること。 

 

提言⑥ 都市基盤の整備 

都市基盤の強化として、地域経済の活性化、地域間を結ぶ道路交通の整備、市街地の再整備、

農地や山林の保全に協働で取り組むこと。  

 

以上によって、「安全・安心で快適な暮らしと活力あるまちづくり」をめざすため、市民と

行政が共に手を携えて進める「協働のまちづくり」を進めること。 
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