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東近江市定住自立圏共生ビジョン 成果報告 

 

(1) 生活機能の強化に係る政策分野 

ア 保健・医療・福祉・子育て 

 【基本目標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

合計特殊出生率 1.62(H26) 1.63(Ｈ27)     1.68(H32) 

 

(ｱ) 保健体制の充実 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

3 歳 6 か月児健康診査

の受診率 
94.1％ 97.3％     97.0％ 

5大がん検診受診率 24.0％ 21.3％     36.0％ 

 

 

事 業 名 保健センター整備事業 

事 業 概 要  保健センターの利便性の向上と機能強化を図るため、施設の移転整備等を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

19,600 218,801 未定 未定 未定 未定 未定 

11,225       

成 果 等 

【成果実績】 

すくすく東近江市事業実施設計 31,742 千円 

健康推進課 ：11,225千円 

幼児施設課 ：14,904千円 

こども家庭課： 5,613千円 

 

【課題や今後の予定等】 

平成 29 年度 保健・子育て複合施設整備  平成 30年 11月完成予定 
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事 業 名 母子保健事業（健診・健康相談・健康教育・家庭訪問） 

事 業 概 要 

 保健センター等において、妊婦健康診査、各成長発達時期に合わせた乳幼児健診・歯科健

診・健康相談・健康教育・家庭訪問を行う。また、不妊治療や産後ケア等出産に関する支援

を実施するなど、妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援を提供する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

131,766 149,867 149,800 149,800 149,800 149,800 880,833 

122,278 － － － － －  

成 果 等 

(1) 妊婦健康診査、乳幼児健診 

  安心、安全な出産と子どもの健やかな成長発達を目指して、妊婦健康診査等を実施しま

した。 

 平成 27年度 受診率 平成 28年度 受診率 増減 

妊婦健診 1,648人  1,520人  △128人 

乳幼児健診 5,079人 97.3％ 5,064人 98.4％ 1.1％ 

 ４か月 992人 99.5％ 992人 99.1％ △0.4％ 

 10か月 1,013人 98.3％ 1,009人 99.0％ 0.7％ 

 1歳 6か月 996人 99.0％ 1,000人 98.6％ △0.4％ 

 2歳 6か月 1,050人 96.1％ 994人 97.9％ 1.8％ 

 3歳 6か月 1,028人 94.0％ 1,069人 97.3％ 3.3％ 

 

 ・乳幼児等教育・相談・訪問等 

  乳幼児等について教育・相談・訪問等を実施しました。 

 平成 27年度 平成 28年度 増減 

母子健康手帳交付 1,075人 1,005人 △70人 

マタニテ

ィ教室 

開催回数 30回 28回 △2回 

参加人数 504人 371人 △133人 

赤ちゃん

サロン 

開催回数 84回 84回 0回 

参加人数 3,828人 3,176人 △647人 

離乳食 

教室 

開催回数 36回 35回 △1回 

参加人数 330人 373人 43人 

７か月児 

相談 

開催回数 36回 36回 0回 

参加人数 875人 855人 △20人 

新生児訪問者数 991人 927人 △64人 

(2) 乳幼児歯科健診 

   むし歯予防対策として、1 歳 6 か月、2 歳 6 か月、3 歳 6 か月児健診において歯科医師

の診察と歯科衛生士による指導及びフッ素塗布を実施しました。園児対象に歯科健康教

育、園児・児童対象にフッ化物洗口を行いました。 

・歯の健康教室     幼稚園・保育園（34園） 2,098人 

   ・フッ化物洗口（永源寺、湖東、蒲生地区、能登川地区） 

    幼稚園・保育園（13園） 470人、小学校（8校） 1,636人 

(3) 不妊治療・不育症治療費助成 

   ・特定不妊治療費助成金 138件 

   ・不育症治療費助成金    4件 

(4) 未熟児養育医療給付 27人 

(5) 産後ケア推進 

   市内の産科を持つ医療機関、開業助産院等の助産師と産後ケアの現状と課題の共有を

行い、必要な支援について検討しました。 

   ・産後ケア検討会  2回 

   助産師による育児相談・授乳指導に利用できるチケットを配布しました。 

   ・産後ケアチケット利用 263件 

(6) 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付  1件 

 

【課題や今後の予定等】 

フッ化物洗口を全市に拡大します。 

新生児聴覚検査費用助成を行います。 

男性不妊治療費助成を行います。 
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事 業 名 成人保健事業（健診事業） 

事 業 概 要 

 保健センター等において、健康診査やがん検診をはじめとする健（検）診事業を実施する

とともに、生活習慣病の発症や重症化の予防を図る。また、生活習慣病予防に対する市民意

識を高めるための啓発を積極的に行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

116,048 122,186 122,100 122,100 122,100 122,100 726,634 

90,527       

成 果 等 

(1) 健康診査 

 ・成人保健 

健康診査の種類 
受診者数 

平成 27年度 平成 28年度 増減 

特定健康診査 6,705人 6,448人 △257人 

高齢者健康診査 919人 768人 △151人 

一般健康診査 820人 691人 △129人 

 

(2) がん対策 

 ・がん検診、成人健診 

検診(健診)等の種類 
平成２７年度 平成２８年度 

増減 
受診者数 受診率 受診者数 受診率 

胃がん検診 4,495人 14.9％ 3,924人 13.0％ △1.9% 

大腸がん検診 7,321人 24.3％ 6,327人 21.0％ △3.3% 

子宮頸がん検診 3,702人 33.5％ 3,198人 28.5％ △5.0% 

乳がん検診 3,095人 32.7％ 2,821人 30.7％ △2.0% 

肺がん検診 4,388人 14.6％ 3,953人 13.1％ △1.5% 

健康診査結果説明会 1,794人 52.4％ 1,633人 54.7％ 2.3% 

骨粗しょう症検診 363人 － 316人 － △47人 

歯周疾患検診 64人 － 51人 － △13人 

結核健診 5,025人 － 4,724人 － △301人 

健康教育 

40～64歳 

開催回数 85回 － 69回 － △16回 

参加人数 2,160人 － 2,217人 － 57人 

健康相談

40～64歳 

開催回数 118回 － 109回 － △9回 

参加人数 300人 － 260人 － △40人 

 ・新たなステージに入ったがん検診の総合支援 

 ・働く世代の助成支援のためのがん検診未受診者対策緊急支援 

 ・未受診者にはがきで再度受診勧奨 

 

【課題や今後の予定等】 

胃内視鏡検査導入に向けた検討を行います。 

市民が受けやすい検診体制（日程・会場・予約制等）の見直しを行います。 

また、無料クーポン券発行による受診率の向上を検討します。 
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(ｲ) 地域医療体制の向上 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

病院や救急時の医療体

制に満足している人の

割合 

46.2％

(H28) 

46.2％

(H28) 
    50.0％ 

 

事 業 名 発達支援センター相談支援事業（小児発達支援学講座事業） 

事 業 概 要 

 滋賀医科大学小児科が開設している、小児発達支援学講座の取組に協力し、緊急対応すべ

き課題である「発達障害」の診断・対応ができる小児の発達診断専門医の育成と、圏域にお

ける小児の発達障害及び発達支援の医療体制の充実を図るために、東近江総合医療センター

と連携し、医療診断や東近江市発達支援センター内での医療相談を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

10,000 10,000 10,000 10,000 未定 未定 未定 

10,000       

成 果 等 

【成果実績】 

小児の発達障害及び発達支援に対する医療体制の充実を図るため、専門小児科医による、

医療相談及び医療診療を実施しました。 

 

・医療相談の件数：延べ 58件 

（毎月第 2・第 4火曜の午前と第 4月曜日の午後） 

・医療診療：新患 24名、延べ外来患者数 80名 

（毎月第 2・第 4火曜日の午後） 

 

【課題や今後の予定等】 

医療受診を希望されるケースや継続ケースも徐々に増えてきたため、平成 29年度は、診療

枠を 1つ増やし、月 3回の医療診療を東近江医療センターにて実施します。 

     

事 業 名 地域医療対策事業（地域医療教育研究拠点事業） 

事 業 概 要 
 圏域の医療を担う医師に対する教育及び養成と確保に関する研究を行うため、東近江総合

医療センター内に設置された地域医療教育研究拠点に対して支援する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

6,000 6,000 6,000 6,000 未定 未定 未定 

6,000       

成 果 等 

【成果実績】 

東近江総合医療センター内に設置された滋賀医科大学地域医療教育研究拠点における講座

の維持経費に対して寄附しました。 

  

医師数 45人（平成 28年 4月末） 

 

【課題や今後の予定等】 

地域医療を担う医師を教育、養成するため、当該寄附講座を継続して実施します。 
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事 業 名 家庭医養成事業 

事 業 概 要 
 蒲生医療センターにおいて、プライマリケアを中心とした幅広い診療ができる家庭医を養

成するためのプログラムを実施する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 48,000 

16,000       

成 果 等 

【成果実績】 

 蒲生医療センターにて研修医 2名を受け入れました。 

 

【課題や今後の予定等】 

継続的な研修医の受入と指導医の養成を目指します。 

 

  （参考）公立病院の医師数の推移 

項    目 
平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

東近江総合医療センター 43人 45人      

能登川病院 9人 13人      

蒲生医療センター 7人 5人      

合   計 59人 63人      

 

事 業 名 国民健康保険（施設勘定）特別会計繰出金（診療所運営事業） 

事 業 概 要 

 診療所 4か所（永源寺診療所、愛東診療所、湖東診療所、蒲生医療センター）、出張診療所

3か所（永源寺東部出張診療所、鋳物師診療所、長峰診療所）において、必要な医療を提供や

医師の確保を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

401,071 361,434 414,000 379,000 337,000 325,000 2,217,505 

367,239       

成 果 等 

【成果実績】 

○各診療所患者数 

  永源寺診療所（東部出張診療所含む）  17,770人 

  あいとう診療所            10,854人 

  湖東診療所               6,602人 

  蒲生医療センター         入院 4,158人  外来 38,122 人 

  鋳物師診療所               97人 

  長峰診療所               2,558人 

 

【課題や今後の予定等】 

地域住民に継続的に医療を提供するとともに、経営基盤の強化を図ります。 
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事 業 名 地域医療対策事業（政策的医療実施事業） 

事 業 概 要 
 安定した地域医療を確保するため、能登川病院に公設民営による指定管理者制度を導入し、

救急医療と小児医療を政策的医療に位置付け、運営を支援する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

182,000 191,000 146,000 130,000 120,000 120,000 889,000 

182,000       

成 果 等 

【成果実績】 

能登川病院における政策的医療（救急医療、小児医療）の充実のため、指定管理者である

医療法人社団昴会に政策的医療交付金を交付しました。 

 

【課題や今後の予定等】 

今後も政策的医療の充実のため、交付を継続していきます。 

 

事 業 名 地域医療対策事業（夜間当番医救急業務委託事業） 

事 業 概 要  平日夜間の救急患者に対応するため、在宅当番医による救急医療体制を確保する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 24,000 

4,000       

成 果 等 

【成果実績】 

 ・夜間当番医救急医療業務委託料（医師会） 4,000千円 

 

  受診件数 962件 

 

【課題や今後の予定等】 

地域住民が安心して暮らせるよう二次救急医療体制と連携しながら委託を継続していきま

す。 
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(ｳ) 地域福祉の充実 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

発達相談・教育相談の

件数 
2,302件 2,092件     2,600件 

 

事 業 名 地域生活相談支援事業（相談支援事業） 

事 業 概 要  障害者の身近な相談支援を実施し、障害者の社会参加と自立を促進する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

14,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 80,200 

14,200       

成 果 等 

【成果実績】 

・地域生活相談支援  

市単独相談委託事業所 2事業所 

相談件数 3,182件 

 

【課題や今後の予定等】 

サービス利用者の増加に伴い事業所の相談支援員が不足しており、事業所との一層の連携

を図ることで適切なサービス利用に努めます。 

     

事 業 名 障害児地域生活支援事業（障害児ホリデーサービス事業） 

事 業 概 要 

 養護学校などの特別支援学校や小学校及び中学校の特別支援学級に通う子どもたちの仲間

づくり、理解者づくりのため、夏休み期間中に通所事業を実施し、創作活動や遊びを通じて

たくさんの友達や地域の方々とふれあい、楽しく有意義な時間を過ごせるよう支援する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

13,377 13,523 13,500 13,500 13,500 13,500 80,900 

13,420       

成 果 等 

【成果実績】 

 障害児の長期休暇及び放課後の余暇活動を支援しました。 

・障害児サマーホリデー事業（全地区 17日間開催） 

地区名 参加人数 延べ人数 

八日市地区 36人 251人 

永源寺地区 5人 59人 

五個荘地区 26人 176人 

愛東・湖東地区 11人 128人 

能登川地区 7人 79人 

蒲生地区 20人 132人 

 

【課題や今後の予定等】 

放課後等デイサービス事業等の利用者が増え、能登川地区の利用者が減少しました。 

しかし、保護者が実施する障害児童クラブとともに併用しなければ長期休暇を過ごすこと

ができない児童もあり止めることはできませんが、今後は、他地区の参加状況も注視し合同

開催などの実施方法を検討する必要があります。 
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事 業 名 発達支援センター事業（相談・療育・地域支援事業） 

事 業 概 要 

 発達支援センターにおいて、心身の発達に課題のある者（児）とその家族及びそれらの人

に関わる関係者などを対象に、医療・保健・福祉・教育などの各関係機関と連携し、総合的

かつ継続的な相談・支援、さらに地域啓発活動を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

4,540 4,334 3,900 3,900 3,900 3,900 24,474 

4,294       

成 果 等 

【成果実績】 

・相談支援 

  発達相談・教育相談の件数 2,092 件 

  学童保育所巡回相談対象児（24名） 

  発達支援セミナーの開催（7月 31日、11月 20日） 

・療育支援 

  児童発達支援センター「めだかの学校」通所児（前期 97名、後期 100名） 

  保育所等訪問支援事業利用児（5名） 

  ことばの教室通級児（55名） 

・地域支援 

障害児相談支援件数 

新規利用計画作成 58件 

利用計画作成   65件 

モニタリング   364件 

・学習支援 

市内通級指導教室（市内 5 校）に通う読み書きが苦手な児童に対し、タブレットＰＣ

を活用した学習支援を実施しました。 

 

【課題や今後の予定等】 

発達相談件数が年々増加しており、今後も関係機関との連携の中で効率的な相談対応を図

りながら、相談体制のあり方について検討します。 

心理士の確保と研修会や講習会への参加により、専門職としてのスキルアップを図ります。

療育を必要とする児童が増える中で、受入れ体制の整備を中長期的に検討します。 

相談支援専門員の資格者確保のため、従事者現任研修会の受講を計画的に実施します。 
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(ｴ) 子育て支援の充実 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

子育て支援拠点利用人

数（親子） 
68,002人 68,725人     93,000人 

待機児童数 39人 72人     0人 

 

事 業 名 次世代育成対策事業（相談等子育て支援事業） 

事 業 概 要 

子どもの遊びの広場の提供や子育て家庭に対する育児不安についての相談指導、親育ちや

子育て力を向上するための支援、地域の保育資源の情報提供等、家庭で保育を行う人を支援

する地域子育て支援拠点を運営する。また、民間の地域子育て支援拠点の運営支援を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

33,237 35,858 35,800 35,800 35,800 35,800 212,295 

29,147       

成 果 等 

【成果実績】 

(1) 子育て親子の交流の場づくり つどいの広場 

   各支援センターにおいて、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・

悩みの相談ができる場の提供を行いました。 

 ・公営 

名称 平成 27年度 平成 28年度 増減 

八日市子育て支援センター 12,197人 12,517人 320人 

五個荘つどいの広場 3,851人 3,488人 △363人 

愛東永源寺つどいの広場 2,660人 2,851人 191人 

湖東子育て支援センター 7,978人 7,073人 △905人 

能登川子育て支援センター 7,185人 7,226人 41人 

蒲生子育て支援センター 8,830人 8,858人 28人 

計 42,701人 42,013人 △688人 

 ・民営 

名称 平成 27年度 平成 28年度 増減 

つどいの広場ぽれぽれ 7,710人 6,719人 △991人 

つどいの広場つくし児童館 7,606人 7,636人 30人 

つどいの広場童夢の館どむどむ 4,409人 4,169人 △240人 

つどいの広場やまびこ 2,668人 2,829人 161人 

つどいの広場えがお 2,908人 2,825人 △83人 

つどいの広場ぐるり 0人 2,534人 2,534人 

計 25,301人 26,712人 1,411人 

 

合計 68,002人 68,725人 723人 

 

(2) 地域支援活動 

   親育ちや地域の子育て力を向上するための支援として、子育てに関する講習会や地域

での友だちづくりを応援するお出かけ広場やサークルリーダー養成講座などを行いまし

た。 

  ・子育て講座 親子交流活動 年 6回 759組 

  ・サークルリーダー養成講座 年 3回  70組 

  ・のびのび親子の教室    年 8回 288組 

 

(3) 切れ目ない子育て拠点づくり 

   結婚から妊娠、出産、育児までワンストップで相談に応じる相談員を設置し、広場や

教室の開催により、拠点を中心に人がつながる仕組みを構築しました。 

 

(4) 子育てコンシェルジュ 6箇所設置 
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【課題や今後の予定等】 

今後は、地域子育て支援の拠点を「認定こども園」としての開設に向けて取り組みます。 

園での開設が困難な場合については、代替場所での開設を検討します。 

 

事 業 名 ファミリーサポートセンター運営事業（子育て相互援助活動事業） 

事 業 概 要 
 子育ての援助を受けたい人と子育ての援助ができる人が会員登録を行い、地域において相互

に助け合い、安心して子育てできる環境を提供する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

1,023 938 900 900 900 900 5,561 

609       

成 果 等 

【成果実績】 

会員数 

 平成 27年度 平成 28年度 増減 

依頼会員 282人 315人 33人 

協力会員 118人 129人 11人 

両方会員 26人 27  人 1人 

  ・活動件数 841件 

  ・ひとり親家庭利用促進クーポン利用 延べ 53人 150枚 

  ・会員養成講座の開催 年 4回 

 

【課題や今後の予定等】 

「子育て支援センター」にて施設型の預かりを実施することで、保護者が希望する一時預

かりのニーズへ対応します。 

 

事 業 名 保育推進事業（保育者研修事業） 

事 業 概 要 
 保育ニーズの多様化や、子どもを取り巻く環境の変化等に対応するため、公私立等の区別

なく保育研修会を開催し、保育者の資質向上を図る。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

1,530 1,020 1,000 1,000 1,000 1,000 6,550 

797       

成 果 等 

【成果実績】 

未満児保育モデル研修会等開催  23回  参加者 延べ 1,149名 

研究会発表会           3回  参加者 延べ  147名 

各保育施設において園内研究に取り組みました。 

 

【課題や今後の予定等】 

平成 28～30年度に、幼児教育の推進体制構築事業による研修体制の構築を目指します。 
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イ 消防・防災 

 【基本目標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

市民の緊急情報等の受

信体制の確保 
－ 整備中     確保 

 

(ｱ) 消防防災体制の強化 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

市民の緊急情報等の受

信体制の確保 
－ 整備中     確保 

 

事 業 名 防災施設整備事業（防災情報告知放送システム整備事業） 

事 業 概 要 
 圏域の全戸に防災情報を効果的に伝達するため、同報系防災行政無線と光ケーブル網を併

用した防災情報告知放送システムを整備する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

2,036,874 124,546 未定 未定 未定 未定 未定 

1,324,010       

成 果 等 

【成果実績】 

市役所（親局）設備及び中継局２局、簡易中継局９局を整備しました。併せて公共施設等

の館内放送への接続や、有線受信世帯へ発信するためにＣＡＴＶ連携設備の整備を実施しま

した。 

 

【課題や今後の予定等】 

平成 29 年度には無線受信世帯への設置完了を目指します。 
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ウ 教育 

 【基本目標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

児童生徒の長期欠席率 

小学校

0.56％ 

中学校

2.17％ 

小学校 

0.51％ 

中学校 

2.84％ 

    

小学校

0.40％ 

中学校

2.00％ 

 

(ｱ) 教育、スポーツ環境の充実 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

学校への復帰率 50.0％ 60.7％     60.0％ 

成人の週一回以上のス

ポーツ実施率 
－ 

1回以上 

23.4％ 

3回以上  

8.7％ 

    

1回以上 

65％ 

3回以上 

30％ 

図書館実利用率 22.1％ 21.3％     23.3％ 

 

事 業 名 教育研究所運営事業（教職員研修事業） 

事 業 概 要 

 圏域の教職員の資質向上を図るため、教育に関わる専門的・技術的事項の研修の実施や地

域学習資料・ＩＣＴ活用教材等の研究開発を行う。また、教育情報や研究の成果等について、

教職員に対して広報・啓発する。  

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

1,923 1,940 1,900 1,900 1,900 1,900 11,463 

1,573       

成 果 等 

【成果実績】 

各種研修会・講座を開催し、学力向上・生徒指導や学級集団活動等について、教職員の指

導力向上をめざしました。 

 

(1) 教職員研修 29回 2,225人 

(2) 調査研究 

  ・学力向上に資する授業法の研究と普及 

   ・学力向上プロジェクトチームの活動  17回 のべ 191人 

   ・研究員の研究     検証授業２中学合計 96時間 

・ICTを活用した授業改善 

   ・授業研究  2時間分の授業研究 

(3) コンピュータ教材開発 

  小・中学校でのコンピュータを使った授業の研究や教材の研究及び教材開発の推進を図

りました。    3時間分の授業研究 

 

【課題や今後の予定等】 

学力向上のため、今後とも授業や授業に活用できる資料の開発を充実していきます。 
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事 業 名 教育指導事業（学力向上対策事業） 

事 業 概 要 
 市内ケーブルテレビを活用した学力向上支援番組の制作等児童生徒の学力向上対策を行

う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

4,876 0 0 0 0 0 4,876 

4,875       

成 果 等 

【成果実績】 

学力向上プロジェクトチームによる研究推進、学力向上番組制作放映、教職員全員研修会

等を実施しました。 

 

【課題や今後の予定等】 

学力向上番組の制作と放映にかかる事業は、平成 28年度で事業終了しました。 

 

事 業 名 外国人児童生徒等教育支援事業 

事 業 概 要 
 日本語指導を必要とする外国人児童生徒への学習支援として、ポルトガル語・スペイン語

等支援員を配置し、圏域の小中学校を巡回し学習支援・通訳・翻訳等を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 100,800 

16,800       

成 果 等 

【成果実績】 

日本語指導を必要とする外国人児童生徒への学習支援としてポルトガル語・スペイン語・

タガログ語通訳者を配置し、通訳、教科指導援助等により、安定した学校生活や学習の確保

を図りました。 

日本語指導支援相談員 6人 

 

【課題や今後の予定等】 

日本語の初期指導が必要な児童生徒に対して、集中的に日本語や生活指導を行う「日本語

初期指導教室」を開設する必要があります。 

 

事 業 名 学校問題対策事業（スクールカウンセラー等設置事業） 

事 業 概 要 

 子どもたちの抱える問題を解決するため、スクーリング・ケアサポーター、スクールカウ

ンセラー、スクールソーシャルワーカー等を設置し、圏域の小中学校を巡回し相談等を行う

など専門的な支援を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

6,492 5,092 5,000 5,000 5,000 5,000 31,584 

6,492       

成 果 等 

【成果実績】 

 スクーリング・ケアサポーター、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを

派遣し、学校不適応児童生徒への支援や不登校児童生徒の学校復帰に向けた支援を進めまし

た。 

  スクーリング・ケアサポーターの派遣 

   9校 13件 

 

【課題や今後の予定等】 

今後も、継続的に派遣を実施し、児童生徒の抱える問題解決に取り組みます。 
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事 業 名 いじめ対策推進事業 

事 業 概 要 
 学校での児童生徒にかかる問題に専門的に対処するため、学校問題対策室を中心に、いじ

め問題等に総合的に対応する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

2,307 3,528 3,500 3,500 3,500 3,500 19,835 

2,290       

成 果 等 

【成果実績】 

教師が児童生徒に対する理解を深め、学級集団の状態を的確に把握し、不登校やいじめを

防止する教育環境づくりを確立するために、標準化された質問用紙「Ｑ－Ｕ」を活用しまし

た。 

 

【課題や今後の予定等】 

Ｑ－Ｕテストの結果を生かすための研修を工夫し、より良い教育環境づくりに努めます。 

 

事 業 名 通級指導教室運営事業 

事 業 概 要 

 通常学級で学習におおむね参加できるが、一部に特別な支援が必要な児童生徒への支援の

ため通級指導教室（市内５校）を設置し、障害の状況に応じた特別な指導支援を行う。 

 学力向上の基礎となる「ひらがな（単語）聴写テスト」を全小学校で実施する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

2,502  1,614 1,600 1,600 1,600 1,600 10,516 

2,502       

成 果 等 

【成果実績】 

通級指導教室で、通常学級での学習におおむね参加できるが、一部に特別な指導を必要と

する児童の支援を行いました。 

 

【課題や今後の予定等】 

「ひらがな（単語）聴写テスト」を継続して続け、読み書きに課題のある児童への早期対

応と学力の向上を図ります。 

 

事 業 名 特別支援教育推進事業（発達障害サポート事業） 

事 業 概 要 

 発達に障害のある幼児・児童・生徒の学校等における行動観察や心理検査等を通じて指導・

助言や保護者や学校に対して高度なサポートを行う。また、対象児童生徒の教育的ニーズに

合った就労先等の検討を行う。 

 教育支援に関する研修会の開催や通常の学級における教育のユニバーサルデザイン化に向

けた支援についての授業や学級経営及び校内体制等の改善等、特別支援教育の推進に係る教

職員への指導を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

7,560 8,304 8,300 8,300 8,300 8,300 49,064 

7,560       

成 果 等 

【成果実績】 

指定校に教育課題に応じた専門家を派遣し、授業改善、学級経営改善、校内支援体制改善

に関わる助言を行うとともに、通常学級における教育のユニバーサルデザイン化に向けた支

援を行いました。 

  ・発達障害サポート 

相談員 4人 延べ 320回 

  ・ユニバーサル教育 

     研修会 14回開催 参加人数 274人 

 

【課題や今後の予定等】 

発達検査の依頼が多く、その対応について考える必要があります。 
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事 業 名 不登校児童生徒支援事業（相談事業） 

事 業 概 要 
 不登校の子どもや保護者の悩み・不安を解消するため、専門的な相談員を配置し、相談支

援を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

3,391 3,380 3,300 3,300 3,300 3,300 19,971 

3,129       

成 果 等 

【成果実績】 

市内小・中学校在籍で不登校（傾向）の児童生徒とその保護者及び教員への対応として、

相談員を配置し、面接相談を行いました。 

 

面接相談件数 216 件 

 

【課題や今後の予定等】 

 学校との緊密な連携を図りながら、児童生徒とその保護者の不安解消に向けた支援を行い

ます。 

 

事 業 名 不登校児童生徒支援事業（オアシス教室等開設事業） 

事 業 概 要 
 不登校児童生徒に対し地区ごとに３教室（オアシス教室、さわやか教室、チャレンジ教室）

を開設し、不登校に悩む児童生徒の自信回復や居場所づくりや、学校復帰への支援を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

1,434 1,443 1,400 1,400 1,400 1,400 8,477 

1,356       

成 果 等 

【成果実績】 

学校へ行きたくても行けない小学生・中学生の心をときほぐし、生活意欲を高めて学校生

活に復帰できるように支援しました。 

 ・児童生徒成長支援教室（適応指導教室） 

不登校児童・生徒の学校復帰の一助としての「心の居場所」づくりを目指しました。 

平成 28年度 
在籍児童 

生徒数 
延べ対応数 

関係機関との 

連携数 

オアシス教室 19 人 741回 1,492回 

チャレンジ教室 5 人  307回 519回 

さわやか教室 4 人 207回 262回 

 ・スーパーバイザーによる指導助言 

 

【課題や今後の予定等】 

関係機関との更なる連携を図り、児童生徒の居場所づくりや学校復帰に取り組む必要があ

ります。 
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事 業 名 社会体育施設整備事業（体育館等改修事業） 

事 業 概 要  安全・安心にスポーツ施設が利用できるよう、老朽化した施設の改修等を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

47,900 74,200 未定 未定 未定 未定 未定 

44,171       

成 果 等 

【成果実績】 

(1)設計監理委託 

  能登川プール暖房設備改修工事設計監理業務 1,059千円 

(2)体育施設改修工事 

  ひばり公園みすまの館空調設備等改修工事 8,370千円 

  能登川プール暖房設備改修工事 20,707千円 

  ふれあい運動公園屋外便所設置工事 7,290千円 

  やわらぎの郷管理棟・屋外便所改修工事 1,685千円 

  永源寺運動公園グラウンド身体障害者便所改修工事 1,080千円 

  永源寺グラウンドフェンス改修工事 2,922千円 

  能登川プール防火戸改修工事 1,059 千円 

 

【課題や今後の予定等】 

引き続き老朽化に伴う社会体育施設整備を計画的に実施します。 

また、滋賀国体等に向けて必要となる施設改修等を計画的に実施します。 

     

事 業 名 図書館管理運営事業（図書館コンピュータシステム運用・更新事業） 

事 業 概 要 

 図書館の利用促進と利便性の向上を実現するため、圏域の７つの図書館で借りた資料は、

どの図書館でも返却できる等相互利用が可能なネットワークを運用するとともに、システム

の更新整備を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

5,508 6,908 44,000 5,000 5,600 5,600 72,616 

5,508       

成 果 等 

【成果実績】 

現行の図書館コンピュータシステムの運用と保守を実施するとともに、次期システム更新

にむけた調査・研究を行いました。 

 

【課題や今後の予定等】 

日々進化するセキュリティ脅威に対応するため、図書館コンピュータネットワークのセキ

ュリティ強化を図る必要があります。 

現行のコンピュータシステムは、老朽化が進んでいるため、平成３０年度を目途に図書館

コンピュータシステムの更新を図ります。 
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事 業 名 移動図書館事業（移動図書館車運行・車両更新事業） 

事 業 概 要 
 圏域全体の均衡のとれた図書館サービスを提供するため、移動手段を持たない児童や高齢

者、山間部や遠隔地などを対象に、移動図書館車を運行する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

3,167 3,199 3,100 3,100 20,000 3,100 35,666 

3,010       

成 果 等 

【成果実績】 

山間部・遠隔地など、図書館サービスの行き届かない地域のサービスステーションや、市

内の保育園、幼稚園、認定こども園、学童保育所、高齢者施設を１ヶ月に一度巡回しサービ

スを提供しました。 

○巡回場所   合計 61箇所 

＜内訳＞   

・保育園・幼稚園・認定こども園  30箇所 

    ・学童保育所           6箇所 

    ・高齢者施設           5箇所 

    ・地域ステーション        20箇所   

○貸出冊数   29,636冊 

 

【課題や今後の予定等】 

移動図書館車が老朽化しており、今後も継続して事業を実施するために車両の更新が必要

となります。 
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エ 産業 

 【基本目標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

市内事業所従業者数 
49,300人

(H26) 
―     

50,000人

(H32) 

 

(ｱ) 農業、特産の振興 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

水田加工業務用野菜の

作付面積 
38ha 47ha     70ha 

農産物直売所の販売額 702百万円 768百万円     726百万円 

 

事 業 名 農業振興啓発事業（晴耕塾等開催事業） 

事 業 概 要 

地域農業の振興に取り組むリーダーや意欲ある担い手の育成・確保を図るため、農業者や

市民の方を対象として実践に役立つ講演会や視察等を行う農業セミナー「ひがしおうみ晴耕

塾」を開催する。また、東近江市秋まつりの一環として、各農協と連携し「農林水産まつり」

を開催する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 7,800 

1,300       

成 果 等 

【成果実績】 

・農林水産まつり開催（10月 30日） 

   来場者数 6,000人 

 ・ひがしおうみ晴耕塾開催 

   7講座 参加者 64人 

 

【課題や今後の予定等】 

若者の定住や農家の担い手、新規就農を増やしていくため、国内の成功事例や儲かる農業

の仕組みづくり、一般企業で働きにくい若者が農業を担う仕組みづくりなど、研鑽できる場

を提供していく必要があります。 

 

事 業 名 特産振興対策事業（地域特産作物生産振興事業） 

事 業 概 要 

水田野菜の作付けなど、加工・業務用野菜の産地化、複合経営や６次産業化・ブランド化

を推進するため、周年での作業体系の確立に向けたパイプハウス等施設園芸や作業省力化に

向けた機械化の促進、新たな技術導入や販路拡大に対して支援を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

2,488 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,488 

2,488       

成 果 等 

【成果実績】 

野菜の周年栽培や収益性の高い地域特産物等の生産振興を行いました。 

  ・パイプハウス整備 5件 2,631.5 ㎡ 

  ・果樹植栽整備 1件 2,090㎡ 

  ・生産・出荷用機械導入 2件  ・生産技術導入 1件 

 

【課題や今後の予定等】 

果樹・ハウス農家の高齢化や担い手不足により、木々やハウスの手入れが行き届いていな
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いところがあるため、新規参入農家の受入れや世代交代ができるよう支援していく必要があ

ります。 

     

事 業 名 食農・食育推進事業（地産地消・直売所活性化事業） 

事 業 概 要 

地域と連携し、学校給食や各事業所等での地場産農産物の活用を推進するため、農産物の

生産振興を図り、学校での農業体験を通じて農業や食生活に対する意識を醸成する等地産地

消の啓発を行う。また、地場産農産物の販売拠点である直売所の活性化を図るため、新鮮で

安全・安心な食材・加工品等の提供ができるよう支援を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

5,000 4,860 4,800 4,800 4,800 4,800 29,060 

3,067       

成 果 等 

【成果実績】 

地産地消推進協議会補助金  1,000 千円 

 田んぼの学校推進事業委託料 1,500 千円 

 直売所活性化支援事業補助金  567千円 

 

【課題や今後の予定等】 

地域で採れた新鮮な野菜を学校給食へ導入するため、生産農家や営農法人への野菜作付け

の働きかけや、カットなどの一部加工ができる仕組みを作っていく必要があります。 
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(ｲ) 森林等地域資源の活用の推進 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

自然と関わる人の割合 － 48.8％     58.8％ 

ホンモロコの漁獲高 234kg 298kg     1,500kg 

 

事 業 名 里山保全活動推進事業（森に人が集まる事業） 

事 業 概 要 

森林が持つ様々な魅力を集めることで市民の関心を誘い、森と人の関わりを取り戻し、ま

たは生み出すきっかけを創出するため、「東近江 森の博覧会」を実施する。また、長期的視

点に立って、将来的に生産年齢人口の増加も視野に入れた幅広い施策として、里山保育を実

施し、地域の里山保全団体の活性化や、奥山とのつながりづくりなどを進め、森林を活用し

た子育て世代にとって魅力ある環境を整えていき、子育て世代の移住を促進する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

3,300 2,700 500 500 500 500 8,000 

3,106       

成 果 等 

【成果実績】 

(1) にぎわい里山づくり 

   里山の保全活動を実施しようとする団体を「にぎわい里山づくり団体」と認定し、活

動を支援しました。 

    新規 0団体 

    継続 5団体 

(2) 森の博覧会 

   本市の森林などの自然環境の魅力を、展示や体験等の方法で広く市民に周知するため、

「森の博覧会」を開催しました。今回は２年目として、テーマを「やってみよう」とし、

昨年度より中身の濃い体験型のイベントを多くしました。 

    森の博覧会（2年目） 9月 4日開催 来場者数 600人 

(3) 森に人が集まる場所づくり 

   保育園や幼稚園の近くの里山に、四季を通じて園児を連れて行き、里山保全団体とと

もに、地域の森に人のにぎわいを取り戻しました。昨年度より１園増やし、計２園で実

施しました。 

    五個荘東幼稚園   10回 参加園児数 延べ 221人 

    能登川ひばり保育園 10回 参加園児数 延べ 257人 

 

【課題や今後の予定等】 

平成２８年度はにぎわい里山づくり団体の新規認定数が０でした。里山保全活動を独自

に行われている団体等に対して認定制度やそのメリット等について周知し、里山保全活動

のより一層の促進を図ります。 

   

事 業 名 水産振興対策事業（ホンモロコ特産化事業） 

事 業 概 要 
伊庭内湖が県下で有数のホンモロコの産卵場所であることから、希少な琵琶湖産天然ホン

モロコの特産化を推進する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

1,000 800 800 800 800 800 5,000 

938       

成 果 等 

【成果実績】 

ホンモロコの普及啓発に向けたイメージ戦略として、ホンモロコマイスターの募集・登録

やホンモロコＰＲシール及びチラシの作成・配付を行いました。 

 

【課題や今後の予定等】 

今後は、地区外へのＰＲ強化及び市内での天然ホンモロコ取扱店舗の拡大を図ります。 
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 (ｳ) 企業誘致、商業の活性化の推進 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

空店舗バンクマッチン

グ件数 
0件 1件     7件 

事業所と求職者のマッ

チング件数 
18件 31件     36件 

中心市街地の往来者の

人数 
7,471人 5,740人     8,218人 

新規企業立地件数 － 2件     延べ 5件 

 

事 業 名 商店街等活性化事業（ウェルカムショップ支援事業） 

事 業 概 要 商店街等の空店舗への入居を推進するため、家賃補助を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

600 600 600 600 600 600 3,600 

409       

成 果 等 

【成果実績】 

ウェルカムショップ支援事業補助金による開店 ２店舗（飲食店） 

 

【課題や今後の予定等】 

八日市商工会議所や東近江市商工会、商店街等と連携し、入居希望者をさらに募っていき

ます。 

また、空店舗バンクへの登録数が少ないため、空店舗の実態を把握し所有者や希望者のニ

ーズを細かく分析するなど、登録を増やす工夫を検討する必要があります。 

  

事 業 名 商店街等活性化事業（空店舗改修支援事業） 

事 業 概 要 空店舗への出店を推進するため、事業者に対し店舗改修にかかる費用の補助を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

5,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 17,500 

500       

成 果 等 

【成果実績】 

空店舗改修支援事業補助金による開店 1店舗 

 

【課題や今後の予定等】 

空店舗バンクへの登録数が少ないため、空店舗の実態を把握し所有者や希望者のニーズを

細かく分析するなど、登録を増やす工夫を検討する必要があります。 
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事 業 名 商店街等活性化事業（空店舗バンク運営事業） 

事 業 概 要 
市内各地域にある空店舗の状況調査等を行い、「空店舗バンク」として整理し、ホームペー

ジ等を通じて空き店舗情報の発信を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,400 

400       

成 果 等 

【成果実績】 

・空店舗バンク相談件数 32件 

 ・マッチング件数    1件 

 

【課題や今後の予定等】 

空店舗バンクへの登録数が少ないため、空店舗の実態を把握し所有者や希望者のニーズを

細かく分析するなど、登録を増やす工夫を検討する必要があります。 

 

事 業 名 商工振興対策事業（買物弱者対策事業） 

事 業 概 要 
公共交通以外に移動手段を持たない高齢者等が居住している買い物不便地域において、宅

配・移動販売車による買い物支援を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

2,200 0 0 0 0 0 2,200 

2,200       

成 果 等 

【成果実績】 

永源寺東部地域での巡回移動販売を実施しました。 

  実施回数     38回 

  延べ利用者数 1,184人 

 

【課題や今後の予定等】 

買物弱者のニーズに幅広く応えられるように、平成２９年度から民間事業者への委託事業

となります。 

 

事 業 名 雇用対策事業（しごとづくり応援センター事業） 

事 業 概 要 
事業所が必要とする人材の確保と就業の定着を図るため、しごとづくり応援センターを設

置する。職業紹介や体験実習等により事業所の支援を行い、雇用を創出する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

5,536 5,660 5,600 5,600 5,600 5,600 33,596 

5,477       

成 果 等 

【成果実績】 

市内での就職の実現と市内事業所の求人活動の支援を目的に、「しごとづくり応援センタ

ー」を設置し、無料職業紹介事業を行うことでよりきめ細やかな就労支援に努めました。 

 ・事業所訪問数 349件 

 ・登録事業所数  58社 

 ・求人数    421件 

 ・見学者数    86人 

 ・体験実習者数  38人 

 ・採用者数    31人 

 

【課題や今後の予定等】 

事業所と求職者のニーズを的確に把握し、更なる就労支援が実施できるよう、マッチング

を行うコーディネーターの人材育成を促進する必要があります。 
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事 業 名 中心市街地にぎわい創出事業（街なか環境整備事業） 

事 業 概 要 
街なか居住や街なかの交流人口の増加を図るため、中心市街地の修景等街なか環境の整備

を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

20,000 88,000 未定 未定 未定 未定 未定 

21,492       

成 果 等 

【成果実績】 

かつて飲食店街としてのにぎわいを見せていた、八日市駅前にある延命新地地区の修景を

図り、駅周辺の集客性を向上させるため、街並みの環境整備に向けた整備方針を定め、道路

美装化の警備事業計画を策定しました。 

 ・立命館大学と連携した地区調査 4日間 

 ・街なみ環境整備方針策定 地元協議 3回 

   区域の設定、方針決定、道路整備について、住宅等街なみ整備について 

  ・街なみ環境整備事業計画策定 地元協議 3回 

    道路美装化整備、案内誘導施設整備、夜間照明施設整備、景観形成基準 

 

【課題や今後の予定等】 

修景整備により良好な街なみ環境は整いますが、街なか居住や交流人口増加のためには、

新規店舗の誘致や景観づくりの継続した実施が必要となります。 

今後は、地元と連携した景観づくり協議会の設置を図るとともに、道路の美装化に順次着

手していきます。 

 

 

事 業 名 企業立地促進対策事業（工場等立地・雇用促進事業） 

事 業 概 要 
 新たな企業の進出や既存企業の規模拡大等に対して、立地促進奨励金による支援を行う。

また、東近江市民を新規雇用（正社員）された場合、雇用促進奨励金を交付する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

72,480 126,050 未定 未定 未定 未定 未定 

72,480       

成 果 等 

【成果実績】 

本市の長期的な財政基盤の安定化と地域雇用の拡大を図るため、新規企業誘致や既存企業

の設備投資の拡大などの相談に応じ、工場等の立地を支援しました。また、奨励措置の改正

に伴う制度内容の周知に取り組みました。 

 ・新規立地企業   2社 

 ・立地促進奨励措置の対象要件の見直し 

 ・工業等立地促進条例に基づく措置 

   指定件数 新設  1件 

        増設 10件 

    交付件数     16件（15社） 

 

【課題や今後の予定等】 

更なる企業の誘致を進めるため、未利用地の把握、企業や関係機関との連携を図るなど、

多くの情報を収集し、地域特性を生かした企業が求める条件の分析を進める必要があります。 
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(1) 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

ア 地域交通 

 【基本目標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

圏域内の交通手段確保

の継続 
確保 確保     確保 

 

(ｱ) 公共交通の維持確保 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

バス・鉄道の公共交通

に対する満足度 
－ 16.7％     22.0％ 

 

事 業 名 バス・鉄道活性化事業（バス路線維持対策事業） 

事 業 概 要 

 近江鉄道(株)が運行する路線バス３路線（神崎線・御園線・日八線）５系統については、

圏域内外を結ぶ市民の重要な移動手段であることから、運行にかかる経常欠損額に対し国

（1/2）、県（1/4）とともに市（1/4）が補助を実施し、路線バス運行の確保維持を図る。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

37,325 34,516 37,000 37,000 37,000 37,000 219,841 

35,192       

成 果 等 

【成果実績】 

近江鉄道路線バス 3 路線について、運行維持を図るため国や県と共に、運行事業費欠損額

に対する補助を行いました。 

 

【課題や今後の予定等】 

平成 30 年度から国の補助対象経費の算定が見直しとなります。 

 

事 業 名 バス・鉄道対策事業（コミュニティバス運行事業） 

事 業 概 要 

 圏域の公共交通空白地の解消と交通弱者の移動手段確保のため、路線バスや鉄道と連携し、

コミュニティバス（ちょこっとバス、ちょこっとタクシー）を運行する。 

 また、利用状況等を把握し、効率的で効果的な運行について検討し、利用促進を図ると共

に、老朽化した車両の更新を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

144,129 166,840 166,800 166,800 166,800 166,800 978,169 

137,196       

成 果 等 

【成果実績】 

公共交通空白地の解消と交通弱者の移動手段確保のため、コミュニティバス（ちょこっと

バス・タクシー）の運行を実施しました。 

 ・運行路線 

   ちょこっとバス 8路線 

   角能線及びちょこっとタクシー14路線 6エリア 

 

【課題や今後の予定等】 

東近江市コミュニティバス再編計画に基づき、更なる利便性の向上を目指します。 
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(ｲ) 道路の整備促進 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

道路整備計画路線の整

備率 
19.6％ 21.1%     44.7％ 

 

事 業 名 街路整備事業（小今建部上中線【聖徳・今崎工区】整備事業） 

事 業 概 要  国道、県道へのアクセス道路の整備のため街路事業による道路整備を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

301,777 288,540 未定 未定 未定 未定 未定 

178,426       

成 果 等 

【成果実績】 

 小今建部上中線（聖徳工区） 

  ・道路改良工事 工事延長 Ｌ＝105.3ｍ 

 ・用地買収 2件 

  ・物件移転等損失補償 2件 

 

【課題や今後の予定等】 

  事業用地取得における交渉が難航し、事業の進捗に影響が出ています。 

 

事 業 名 街路整備事業（ＪＲ能登川駅東口周辺整備事業） 

事 業 概 要 
能登川駅東口周辺道路の利便性を向上させるため、駅前広場と中学校線やアクセス道路（Ｊ

Ｒ東口線、能登川北部線）の道路整備を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

21,200 11,000 未定 未定 未定 未定 未定 

0       

成 果 等 

【成果実績】 

 ＪＲ能登川駅東口周辺整備事業 

・ＪＲ能登川駅東口駅前広場及び 3・5・702JR東口線道路整備に伴う基本計画委託業務 

   １件 

 

【課題や今後の予定等】 

 能登川駅東口周辺の整備を視野に入れながら、駅前広場や道路整備の検討を行います。 
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事 業 名 道路新設改良事業（幹線道路・地域内道路整備事業） 

事 業 概 要 
圏域の交通ネットワークを強化するため、地域間を結ぶ幹線道路や地域内道路の整備を行

う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

242,100 247,700 未定 未定 未定 未定 未定 

229,909       

成 果 等 

【成果実績】 

 市道学校横山線 

  ・設計監理費 設計業務(橋梁設計)N=1 式 

  

 市道山上上二俣線 

  ・道路改良工事    工事延長 L=177.0m 

  ・物件移転等損失補償 水道移転 N=1式、電柱移転 N=1式 

 

 市道小川林能登川林線 

  ・ＰＣ橋工事  橋梁上部工 L=13.0m 

  ・道路改良工事 工事延長 L=35.7m 

 

 市道妹市ケ原線 

  ・測量試験費  用地測量 A=350百 m2 

 

 市道中学校大塚線 

  ・道路改良工事  工事延長 L=460.0m 

  ・測量試験費   用地測量 A=20百 m2 

 ・用地買収    4件 

 ・物件移転等損失補償 1件 

 

市道小田苅愛東線 

 ・道路改良工事 工事延長 L=240.0m 

 ・舗装工事   工事延長 L=320.0m 

 ・用地買収    3件 

 ・物件移転等損失補償 1件 

 

【課題や今後の予定等】 

交差点での信号機の新設、及び鉄道との平面交差について関係機関との協議が必要となり

ます。 
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ア 情報・交流 

 【基本目標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

東近江市を訪れた観光

客数 

1,905,800 人 

うち宿泊

75,300 人 

2,133,900 人 

  うち宿泊 

 109,000 人 

    

2,600,000 人 

うち宿泊

100,000 人 

 

(ｱ) 地域情報の共有、発信の強化 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

ケーブルテレビで情報

を取得する割合 
－ 23.0％     30.0％ 

 

事 業 名 ケーブルネットワーク施設管理事業 

事 業 概 要 市内全域に整備した光ケーブル網の更新や適切な維持管理を行う。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

103,821 114,475 114,400 114,400 114,400 114,400 675,896 

99,084       

成 果 等 

【成果実績】 

「情報の道」として市内全域に整備してきた光ケーブル網について、スムーズで安定した

運用ができるよう適正な維持管理を実施しました。 

 

【課題】 

施設の安定稼働を図るため、センター設備等、耐用年数が経過する機器について適正な更

新を検討する必要があります。 

 

事 業 名 広報活動事業（行政情報番組作成） 

事 業 概 要 
 行政情報や防災情報を広く市民に伝えるため、ケーブルテレビを活用した行政情報番組を

作成するとともに、地域の情報を提供する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

46,474 46,474 46,400 46,400 46,400 46,400 278,548 

46,474       

成 果 等 

【成果実績】 

 ・市政広報特別番組 年間 5番組 

           議会中継 20回 

 ・行政だより「こんにちは市役所です」 年間 52番組 

 ・文字放送、音声告知放送 

 

【課題や今後の予定等】 

 行政情報の媒体として認知度を上げるとともに、視聴率・加入率の増加に貢献できるよう

親しみやすい番組づくりに努めます。 
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(ｲ) 観光交流、移住の推進 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

着地型観光利用者数 1,057人 1,424人     1,300人 

移住相談を通した移住

人口 

4世帯 

12人 

7世帯 

21人 
    

累計 14世帯

42人 

 

事 業 名 ニューツーリズム推進事業（着地型観光推進事業） 

事 業 概 要 

修学旅行生の農家民泊の受入れや、都市部の住民との交流等地域資源を生かした着地型観

光の推進を図る。 

 インバウンド観光客も視野に入れ、日本国内外の観光旅行業者の招待事業を実施し、市内

の魅力を発信する。また、農業、商業などの体験プログラムを関係機関と連携する等受入体

制の充実を図る。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

7,159 5,100 4,100 4,100 4,100 4,100 28,659 

7,046       

成 果 等 

【成果実績】 

 受入が決定している修学旅行生の農家民泊を着実に進めるとともに、本市の地域資源を活

用した旅行商品を造成し、多くの観光客を本市に呼び込みました。 

 ・着地型観光ツアー企画      61件 参加者数 1,187人 

 ・体験交流型旅行（農家民泊）補助 3中学校 参加者数 237人 

 

【課題や今後の予定等】 

将来的な展望を考慮すると、農家民泊から農家民宿へ移行していく必要があるため、それ

に向けて各農家の理解醸成や意識向上を促進します。 

また、地域資源を活用した旅行商品造成については、費用対効果の上がる内容を目指して

検討を進めます。 

  

事 業 名 定住移住推進事業（移住相談・定住移住支援等） 

事 業 概 要 

 圏域外からの移住を促進するため、移住相談員の配置や移住イベント・婚活イベント等を

開催する。 

 また、住宅補助金や多世代同居支援補助金、起業支援補助金制度等を制定する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

91,000 91,700 91,700 91,700 91,700 91,700 549,500 

51,985       

成 果 等 

【成果実績】 

定住移住の促進に向け、新たな定住移住補助金制度を設けました。また、婚活イベントや

移住促進イベントなどを通して移住推進を図りました。 

  ・住宅取得補助金 新築 36件 

           中古  5件 

・空家改修補助金     2件 

・多世帯同居   新築 44件 

         中古  9件 

・移住イベント 3回開催 参加者 44人（うち、2組 6名が移住） 

・婚活イベント 1回開催 参加者 31人（うち、8組のカップルが誕生） 

 

【課題や今後の予定等】 

 平成 28 年度末には 14 地区のまちづくり協議会と協働して「結婚サポート連絡会」を設立

し、同会と連携を行うことにより活発な婚活イベントを展開することで定住移住の推進を図

ります。 
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(3) 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

ア 人材 

 【基本目標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

職員の対応の印象が良

かった割合 
－ 51.4％     60.0％ 

 

(ｱ) 職員力、組織力の向上 

  【成果指標】 

項    目 

基準値 実績値 目標値 

平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

（2016 年度） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

平成 30 年度 

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

平成 32 年度 

（2020 年度） 

平成 33 年度 

(2021 年度) 

職員研修受講率 94.0％ 95.5％     97.0％ 

 

事 業 名 人事・給与管理事務（政策推進型組織体制構築） 

事 業 概 要 

限られた経営資源（財源・職員）を有効に活用し、政策・施策を戦略的に立案して強力に

推進するため、各部・課の政策・施策立案・実行力を高めるとともに、政策と組織が一致し

た政策推進型の組織体制を整備する。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

- - - - - - - 

15,339       

成 果 等 

【成果実績】 

定員適正化計画に基づき、適正な定員管理に向けた組織体制の整備（指定管理者制度の導

入等）を実施しました。 

 

【課題や今後の予定等】 

大量退職後の組織体制が弱体化しないように、計画的な職員採用計画が必要となります。 

 

事 業 名 人材育成事業（職員力向上） 

事 業 概 要 

分権時代の地域経営が進む中、人材の育成と組織力の向上を図るため、「東近江市職員力向

上・組織活性化プラン」に基づき、様々な取組を実施する。  

 リーダー養成プログラムや業務改善運動、職員の自学の支援や人事考課制度の改善の実施

により、職員力の向上を図る。また、職員が挑戦する組織風土づくりをめざして、職員行動

指針の徹底や職員提案の奨励、研修方法の見直しを実施し、組織力の向上を図る。 

また、地域担当職員制度の実施により、市民と行政の協働のまちづくりをさらに推進する

とともに、現場主義でまちづくりを進める意識を持つ職員の育成を図る。 

事 業 費 

(千円) 

計画 

実績 

平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

平成 31年度 

(2019 年度) 

平成 32年度 

(2020 年度) 

平成 33年度 

(2021 年度) 
合 計 

9,045 10,602 10,600 10,600 10,600 10,600 62,047 

7,032       

成 果 等 

【成果実績】 

直面する行政課題の解決や将来に向けた人材の育成と確保及び組織の活性化を図るため、

職員研修を実施しました。また、職員の自学を支援するため、職員力向上自主研修等への助

成を実施しました。 

 ・職員力向上自主研修等助成 12件 

 ・地域担当職員制度 14地区 68人（平成 29年 3月 31日現在） 

 

【課題や今後の予定等】 

職員力の向上と組織の活性化は、取組を進める中で、適時成果及び効果を検証しながら、

職員から納得の得られる取組や今後の方向性を検討していくことが必要となります。 
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