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２章 大津市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

1. 大津市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

1.1  策定の目的 

大津市まち・ひと・しごと創生総合戦略（大津市総合戦略）は、大津市人口ビジョンで示し

た将来のまちの姿と人口目標の達成に向け、今後５年間で達成すべき目標を定めるとともに、

その実現に向けた方向性と具体的な施策を示し、進捗・達成状況の評価を行うことを目的とし

ます。 

1.2  位置付け 

1.2.1 総合戦略策定の根拠  

まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年 11 月 28 日法律第 136 号）第 10 条において、「市町

村は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該市町村の区域の実情に応じたまち・

ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めなければならない。」

とされており、また、まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 26 年 12 月 27 日閣議決定）に

おいては、「各地方公共団体は、国の「長期ビジョン」と「総合戦略」を勘案し、遅くとも 2015

年度中に、中長期を見通した「地方人口ビジョン」と５か年の「地方版総合戦略」を策定し実

行するよう努めるものとする」とされていることから、本市においても策定するものです。  

 

1.2.2 国及び滋賀県の総合戦略との関係 

大津市総合戦略は、国や滋賀県の総合戦略を勘案し、大津市人口ビジョンで示した将来のま

ちの姿をめざし、５年間で実施していく具体的施策と推進方策を示します。 

また、目標の実現に向けて、国の支援制度を積極的に活用し、県とも連携しながら進めてい

きます。 

 

1.2.3 総合計画等との関係  

市の最上位計画である「大津市総合計画」（計画期間：平成 19 年度～28 年度）との整合性

を考慮しながら、総合戦略では人口減少克服、地方創生に向けた取り組みに焦点をあてていき

ます。 

 

1.2.4 対象期間 

国の総合戦略と整合を図り、平成 27 年度(2015)から平成 31 年度（2019)までの５年間とし

ます。 

 

1.2.5 目標達成のための指標の設定  

対象期間の５年間で達成すべき目標に関する数値目標を設定するとともに、施策ごとにでき

る限り効果を客観的に検証できる重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定します。 

 （基準値・目標値は、年度（３月末時点）と年（12 月末時点）の２種類の表記があります。） 
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2. 総合戦略の基本目標 

2.1  国の「総合戦略」における基本目標 

国の総合戦略では、人口減少の克服と地方創生を実現するために、４つの基本目標を設定し

ています。 

 

 

 

 

 

2.2  大津市における基本目標 ～大津市まち・ひと・しごと創生ストーリー～ 

大津市は、京阪神に近接ながらも琵琶湖と比叡・比良の山々、その間に広がる里山と河川な

どの自然を贅沢に享受できる“住環高質(住むこととその環境両面において高質感がある)”の

まちです。 

また、京阪神で就業する生産年齢層の方々には、公共交通面でも通勤約１時間圏内にあり、

居を構える所としてもたいへん有効なまちです。 

このことから、子どもを生み育てる環境としても優れており、職住近接で利便性の高いとい

う立地的なメリットも考慮して、是非とも若い子育て世代の家族にこそ移り住んでいただきた

いまちと言えます。 

大津市が「まち・ひと・しごと創生総合戦略」においてめざすこととは、人口減少に歯止め

をかけるためには、京阪神をはじめ県内や近隣の都市から、若い家族に大津へ移り住んでいた

だいて、安心して出産、子育てしながら快適に仕事を続けていただき、子どもをみんなで健や

かに育むまちづくりを推進することです。このことにより転入人口の増加と合わせて、子ども

の出生率や出生数を増やしていくことが可能となります。 

加えて、「観光政策」を重視し、多くの観光客、中でもインバウンドによる多くの来訪者で

賑わうまちづくりを展開します。人口減少によって国内消費は低下していくとともに地方への

影響も同様であることから、市内で今後の交流人口を増やし、消費アップにつなげる方途とし

て、インバウンド観光収入による産業振興やこれに伴う新たな起業及び就業アップにもつなげ

ていくものです。 

一方、人口減少社会に備えるために社会資本や施設等の公共施設のマネジメント等による効率

化を図り、都市機能と周辺部の地域がつながり合いながら、持続可能なまちづくりめざします。 

そして、こうした「ひと」と「しごと」と「まち」をテーマとした取り組みは、それぞれが

有機的に関係しあい、相乗的に効果を発揮して、総合戦略の目標達成にも大きく寄与するもの

です。 

基本目標１  子育て世代が満足するまちづくり －国の基本目標①、③ 

基本目標２  仕事と暮らしが充実したまちづくり  ―国の基本目標①、②、④ 

基本目標３  あったか市民と活性のまちづくり ―国の基本目標①、② 

基本目標４  持続可能なまちづくり ―国の基本目標④   

① 地方における安定した雇用を創出する 

② 地方への新しいひとの流れをつくる 

③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④ 時代にあった地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、 

地域と地域を連携する 

国
の
基
本
目
標 
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大津市総合戦略 

 

大津市人口ビジョン 

 
人口減少に対応する基本姿勢 

＜基本姿勢 1＞人口減少に歯止めをかける 

＜基本姿勢 2＞人口減少に備える社会をつくる 

目指すべき都市の姿 

子育て家族元気都市 

［ひとの創生］ 

産業活力・就労支援都市 

［しごとの創生］ 

「ひと」と観光うるおい都市 

［まちの創生］ 

 

 

テーマ 

子育て支援・女性活躍の 

推進「ひとの創生」 

 

子育て世代が満足するまちづくり 

（国の基本目標①、③） 

 

 

テーマ 

「しごとの創生」 

仕事と暮らしが充実したまちづくり 

（国の基本目標①、②、④） 

 

テーマ 

インバウンド魅力倍増 

「まちの創生」 

あったか市民と活性のまちづくり 

（国の基本目標①、②） 

 

 

テーマ 

持続可能なまちの再構築 

持続可能なまちづくり 

（国の基本目標④） 

子育て世代が満足するまちづくり 

 テーマ  

子育て支援・女性活躍の
推進 「ひとの創生」 

仕事と暮らしが充実したまちづくり 

 テーマ  

近隣と市内就業“快適 
家族” 「しごとの創生」 

あったか市民と活性のまちづくり 

 テーマ  

インバウンド魅力倍増 
 「まちの創生」 

持続可能なまちづくり 

 テーマ  持続可能なまちの再構築 
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3. 目標を達成するための取り組み 

基本目標１：子育て世代が満足するまちづくり 

テーマ 子育て支援・女性活躍の推進 「ひとの創生」 

 

１ 施策の基本方向 

男女の働き方や家庭での役割分担など男女共同参画意識の向上などから、結婚、出産後も働

き続けたいと願う女性が増えてきている一方で、まだまだ“仕事か家庭かの二者択一”を迫ら

れる社会の狭間で、結婚、出産に踏み出せない女性と生計を立てる就業に不安があることで結

婚に踏み切れない男性といった若い世代の事情があります。その中で、未就学児を育てる世帯

においては、その約４割が共働きで、そのうち２割は母親がフルタイムで働いており、仕事と

家庭、子育てなどを両立する女性も着実に多くなってきています。一方、核家族化が進み、地

域との関わりが薄れつつある中、子育てへの不安や心の支えを求めて悩む若い母親なども多く、

こうした状況が本市においても、出生率や出生数に影響を与えているものと推測できます。  

大津市では、特に「子育て支援」施策に力を注いでおり、保育所等の新設や児童クラブの充

実、病児保育、乳幼児健診とすこやか相談所の運営、子ども発達相談センターの開設等、子ど

も・子育て支援の充実に努めてきた結果、喫緊の課題であった保育所等の待機児童数において

は平成 27 年（2015）４月１日時点でゼロを達成しました。 

また、仕事における「女性活躍」にも力を入れており、女性の就業継続、キャリアアップ、

女性起業、ワーク・ライフ・バランス、時間外勤務縮減、男性の育児休暇・休業取得の推進な

どをテーマに取り組みを展開しています。 

今後、教育やいじめ対策を含めて子どもの健やかな育ちを大切にする施策と子育て世帯を支

援する施策の積み上げを背景に、更なる子育て施策の推進を掲げて、結婚、出産、子育ての幸

せを叶え、“結婚、出産、子育てをするなら大津市”と女性、男性を問わず、高い評価を得て、

県内外からの若い世代の転入を促すまちづくりを進めます。 

 

 

２ 数値目標 

 

合計特殊出生率：  

1.48（平成 25 年）⇒1.58（平成 31 年） 
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３ 施策 

施策１ 子どもを大切にする更なる子育て施策の推進 

(1) 大津市の優れた子育て環境を、市内外の子育て家族や女性をはじめ、全ての方々に広くＰＲ

し、子育て支援の充実した大津市の魅力の発信を図る。 

(2) 女性が人生において、仕事か家庭かという二者択一を迫られず、それぞれの人生選択の中で

幸せに子どもを生み育てていくことのできる子育て支援の取り組みを更に充実する。  

(3) 若い世代の仕事を支え、経済的安定を図るとともに、子育てにかかる経済的負担の軽減や安

心して子育てに励める環境づくりを推進する。 

(4) 多様化した子育てニーズに対応するため、子育て世代への包括支援として、結婚・妊娠・出

産・子育てへの相談やケア体制の充実、保育所等の施設整備や預かり保育、病児保育等の充

実、さらには健診・医療等への取り組みを進める。 

(5) 未来を担う全ての子どもたちが「生きる力」を身に付け、グローバル社会に向き合う学びも

重視した学校教育を充実するほか、教員、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセ

ラー、学校協力者会議のメンバー等、教育活動に携わるスタッフを充実することにより、様々

な教育課題に対応するとともに、確かな学力、人とまちを思いやる豊かな心、健やかな体を

育成する。 

(6) 障害の有無にかかわらず、すべての子どもが健やかに成長していけるよう、インクルーシブ

教育※7や、身近なところでの相談や療育などが受けられるよう支援を行う。 

(7) 子どもたちの幸せ体験などを通じて、子どもたちの地域への愛着を醸成し、児童クラブをは

じめ様々な教育・保育関連施設との交流や幅広い世代の地域活動、地域ぐるみの子育て支援

を更に推進する。 

(8) 子どもの食育の充実はもとより、保護者の負担軽減に向けた中学校給食実現への取り組みを

推進する。 

(9) 市立幼稚園・保育園のあり方の検討など、子どもたちにとって最適な教育・保育環境の充実

に向けた取り組みを進める。 

 

＜施策毎の重要業績評価指標＞ 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（平成 26 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

合計特殊出生率が現状（1.48）で推移した場合の出

生数（推計値）と実出生数との差の累計 
0 人 1,100 人 

 

  【関連計画】 大津市教育振興基本計画、（仮称）第２次大津市次世代育成支援行動計画、 

         大津市子ども・子育て支援事業計画、第２次大津市食育推進計画、 

大津市障害者計画、大津市障害福祉計画（第４期計画） 

 

 

                                                      

 
※7 インクルーシブ教育：障害の有無にかかわらず、可能な限り共に学べる教育。 
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施策２ 女性の就業継続とキャリアアップ 

(1) 若い世代が希望を持って働けるよう、特に女性の就労面における環境づくりを推進し、仕事

の継続や活躍が図れる取り組みを推進する。 

(2) 女性独自の視点や特性、感性等を活かし、身近な地域ビジネスとしての観光やソーシャルビ

ジネス※8への参入も含めて、起業への支援にも努めていく。 

(3) 子育てしながら仕事を継続し、キャリアアップ等、女性の活躍を推進することで、女性の就

業に向けた社会機運を高めていく。 

(4) フレックスタイム制など時間や場所に捉われない働き方について調査・研究し、取り組みを

深めていく。 

(5) 就業を継続するためにも保育施設に見合った保育士確保が必須であり、新規雇用と再雇用を

促すための取り組みを進める。 

(6) 慢性的な児童クラブの狭隘解消のため、民間整備を支援する取り組みを進める。  

 

＜施策毎の重要業績評価指標＞ 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（平成 24 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

女性の有業率（30 歳～34 歳） 68.9％ 75％ 

女性の有業率（35 歳～39 歳） 61.6％ 70％ 

 

  【関連計画】 大津市男女共同参画推進計画、（仮称）女性活躍推進法に基づく推進計画 

 

 

施策３ “働き方を変える”ワーク・ライフ・バランスの推進 

(1) 働き方改革として仕事と生活の調和を図り、ワーク・ライフ・バランスを充実することで、

家庭ぐるみでの子育てを進め、女性が働きやすい環境整備を推進していく。 

(2) 働き方、労働評価のあり方を見直し、長時間勤務の廃止や男性の育児休業・休暇の取得を促

進するとともに仕事と家庭の両立支援をめざした取り組みを深めていく。 

 

＜施策毎の重要業績評価指標＞ 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（平成 26 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

くるみん認定企業※9数 7 社 32 社 

 

  【関連計画】 大津市男女共同参画推進計画、（仮称）女性活躍推進法に基づく推進計画 

 

                                                      

 
※8 ソーシャルビジネス：地域社会の課題となる子育て・教育、福祉・介護、環境やまちづくりなどに取り組むビジネス。 
※9 くるみん認定企業：次世代育成支援対策推進法に基づき策定した行動計画の目標を達成し、一定の基準を満たした、

厚生労働省認定企業。 
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施策４ 結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」 

(1) 結婚に対する意識を高める情報提供や啓発等の取り組み、出会いの機会提供等の支援に努め

る。 

(2) 人生に多様な選択肢があることを前提とした上で、市民が希望する形で子どもを産み、育て

られるよう家庭、地域、学校等あらゆる機会を通じて、思春期あるいはそれ以前の若い世代

からの意識啓発や情報提供、相談等に努め、結婚・妊娠から出産、子育てまでの効果的で魅

力的な支援をめざす。 

また、母子健康手帳発行時の専門職による面談、妊娠期から子育て期までの情報提供や相談

支援、必要なサービスの提供･提案など、多機関が連携して幼児期から成長期までの一貫した

子どもの育ちの支援を行い、より住民に寄り添った安心できる子育て環境を拡充する。  

 

＜施策毎の重要業績評価指標＞ 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（平成 25 年） 

目標値 

（平成 31 年） 

合計特殊出生率 1.48 1.58 

 

  【関連計画】 （仮称）第２次大津市次世代育成支援行動計画、 

大津市子ども・子育て支援事業計画 

 

施策５ 地域等による支えあい 

(1) 安心して子どもを産み育てやすい社会を実現するためには、制度やしくみのみならず、地域

の中で助け合うコミュニティの存在も重要であり、防犯や防災をはじめとして子どもの見守

り、教育、祭等の文化やイベント、集団生活等、行政、教育機関、地域住民の協働によりさ

まざまな地域サポートの促進に努めていく。 

(2) 地域に根付いた精神や育まれてきた地域社会の良い面を活かして、人とのふれあいを重視す

る地域志向型の若い世代とともに子育てしやすい多世代（三世代）協力型の地域形成に取り

組む。 

(3) 学校と家庭・保護者や地域住民がともに知恵を出し合い、協働しながら子どもたちの豊かな

成長を支え、地域とともにある学校づくりを進める「コミュニティ・スクール」の推進を図

る。 

 

＜施策毎の重要業績評価指標＞ 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（平成 26年度） 

目標値 

（平成 31年度） 

コミュニティ・スクール実施率 0％ 50％ 

 

  【関連計画】 大津市教育振興基本計画、第２次大津市地域福祉計画  
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基本目標２：仕事と暮らしが充実したまちづくり 

テーマ 近隣と市内就業“快適家族” 「しごとの創生」 

 

１ 施策の基本方向 

大津市は、京都や大阪へ通勤する人が全就業者数の約４割を占めており、大阪や京都へ１時

間圏内で通勤できるまちとしての地理的優位性から、京阪神のベッドタウンとして流入人口が

増加してきましたが、近年は京阪神への就業家族の居住先が更に広域化し、本市への流入人口

が減少してきています。 

そのため、通勤の便利さや豊かな自然と住民同士の心が通い合う風土の魅力を高めるととも

に、昼間は共働きで家を離れる若い家族にとっては、幼い子どもを育てている状況を考慮する

と、安全な地域整備や子育て支援をはじめ健康、医療、教育、福祉などの環境アップは生活の

安定と安心、快適に欠かせない条件であることから、こうした点からのまちづくりを強化しま

す。そして、近隣都市で働く人の移住を促進し、更に転入者の獲得を高めていくとともに、一

方で地域産業を活性化し、雇用の創出によって市内で仕事に就くことができる施策を展開し、

全体として働く世代とその家族が居を構えることに大きな魅力を感じるまちへと向上させて

いきます。 

一方、近年、びわこサイエンスパークや株式会社堀場製作所及び株式会社サンデリカをはじ

めとした企業誘致に力を注ぎ、大きな成果を上げてきています。企業誘致が直接的、また短期

的に人口増加に結びつくとまでは言えないものの、企業業績の向上に伴う更なる雇用や地元関

連企業との取引の展開等でまちの活力と魅力を創生するものです。 

 

２ 数値目標 

 

付加価値額の増加：  

   381,863 百万円（平成 24 年）⇒400,000 百万円（平成 32 年） 

 

 

３ 施策 

施策１ 働く家族の満足を請け負う取り組み 

(1) 市内での就労はもとより「しごと創生」を都市間の広域的な視点で捉え、京阪神への通勤者

にとって、安全快適で子育てにも最適な「職」・「住」・「遊」全て快適な環境を有する都

市に更に磨きを掛けて、働く家族を包み込む視点で取り組みを推進する。 

(2) 特に京阪神や県内等からの大津市への転居を更に促進するために本市の住宅事情や子育てを

含む優れた生活環境等の積極的な情報ＰＲや案内・体感イベント等の実施に努め、機運醸成

から行動へと導く。 

(3) 限られた市域内で未利用や利用性の低い建物、空き家等の既存住宅ストックを有効に利活用

する方策も検討し、一方で大津らしい歴史的な町家の魅力を生かして、空き町家等の利活用

に係る情報ニーズを把握し、戦略等を検討していく。 
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(4) 中古建物を活用した魅力ある商業施設を整備する者等に対する整備費用に係る資金面の支援

措置については、金融機関等との連携に努めるとともに、既存住宅地への転居に際しては、

新旧居住者の融合が図られ、多世代で子どもを見守り、育まれる多世代協力型の地域形成に

取り組む。 

 

＜施策毎の重要業績評価指標＞ 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（平成 26 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

30～39 歳の市外からの転入者数（純移動数） +74 人 +97 人 

 

  【関連計画】 第２期大津市中心市街地活性化基本計画 

 

 

施策２ 地域特性を生かした新産業創出と地域イノベーション※10の推進 

(1) 中小企業対策として、地域経済と雇用に係る「（仮称）大津市中小企業振興計画」を策定し、

中小企業や小規模事業者が抱える人材や経営についての諸課題に対応し、地元企業発展によ

る雇用数アップも視野に入れて、総合的な施策推進に努める。 

(2) 市内の地域産業の活性化と新産業の創出、充分なＰＲを踏まえた企業誘致等による新規事業

所の進出等を促進し、地元での雇用確保に努める。 

(3) 地域ビジネス支援室による支援の強化と市内の中小企業の情報を発信する体制を整備し企業

間のビジネスマッチングや支援組織の充実を図る。 

(4) 起業家を育成するためのインキュベーション施設※11や産業・金融一体となった支援体制の整

備等に取り組み、地域の企業がさらなる成長・発展を実現するだけでなく、若者や女性によ

る起業が促進され、このことにより就労拡大を推進する。 

(5) 市内商業地における空き店舗の再生や新規利活用を進めるなど、既存商店とまちの活性化を

めざす。 

(6) 農林水産業の振興に向けて、新規就農者等の発掘による生産基盤の安定化と充実をめざすと

ともに、例えば農商工が連携した大津らしい特産品開発や地産地消、中山間地域での活性化

策としての６次産業化※12、地場産野菜の販路拡大等に努める。 

(7) 女性独自の視点や特性、感性等を活かし、身近な地域ビジネスとしての起業を支援する。 

 

 

 

 

                                                      

 
※10 地域イノベーション：新しい技術や商品・サービスの開発をはじめ、それまでのモノや仕組みなどに対して、新し

い発想や技術を取り入れて、新たな価値を創造し、社会や暮らしによりよい変化をもたらすこと。 
※11 インキュベーション施設：創業間もない企業や起業家に対し、低賃料スペース提供、マーケティング支援などの経営

ノウハウを提供し、その成長を促進させることを目的とした施設。 
※12 ６次産業化：１次産業の農林漁業に加え、２次産業の製造業、３次産業のサービスや販売業等の総合的・一体的な推

進を図り、新たな付加価値を生み出し、農林漁業者等の所得向上や地域雇用の創出を図る取り組み。 
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＜施策毎の重要業績評価指標＞ 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（平成 24 年） 

目標値 

（平成 32 年） 

市内事業所の付加価値額 381,863 百万円 400,000 百万円 

 

  【関連計画】 （仮称）大津市中小企業振興計画 

 

施策３ 就業の拡大 

(1) 地元大学卒業者をはじめ、若者の市内就業を進めるため、市内企業に関する情報提供や見学・

面接機会の提供等を通じた就職支援を行う。 

(2) 就職の受け皿となる地域企業を活性化して雇用を確保するため、企業の本社機能、マザー工

場、研究開発拠点等の市内拠点化や誘致促進に努める。 

(3) 元気な高齢者が更に活躍する地域社会をめざし、長年の知識や能力を十分に活かし、生きが

いを感じる就労支援施策に取り組む。 

 

＜施策毎の重要業績評価指標＞ 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（平成 26年度） 

目標値 

（平成 31年度） 

新規就業者数（企業立地助成分） 53 人 75 人 

 

  【関連計画】 第６期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

 
  



45 
 

基本目標３：あったか市民と活性のまちづくり 

テーマ インバウンド魅力倍増 「まちの創生」 

 

１ 施策の基本方向 

訪日外国人旅行者数は平成 25 年（2013）に初めて 1,000 万人を突破し、平成 26 年（2014）

には過去最高の 1,341 万人となっており、国際観光収支は 2,099 億円の黒字です。世界の中の

日本の観光競争力は平成 25 年（2013）の 14 位から世界第９位に躍進、世界の国際観光市場は、

アジア地域での大幅な伸びを中心に平成 32 年（2020）には 18 億人へと膨れ上がると見込まれ

ています。 

こうしたアジア大交流時代を迎える中において、平成 26 年（2014）の観光庁「都道府県別

宿泊者数調査」では、延べ宿泊者数において滋賀県は前年比 13.6％増と全国１位の伸び率で、

なかでも外国人延べ宿泊者数は前年比 77％増の全国２位の伸び率を示しています。大津市の外

国人延べ宿泊者数は 89,546 人で、前年比 82.7％増の記録的な伸び率となっています。 

一方、人口減少によって国内消費は低下していくとともに地方への影響も同様であることか

ら、今後の消費アップにつなげる方途として、観光振興、中でも人口減少によって限界となる

国内間での観光に加えて、今後は特にインバウンド観光収入による産業振興やこれに伴う新た

な起業及び就業アップを図ります。 

観光政策は、今後ともまちのにぎわい、活力、国際化、収入源、産業振興、就業などにおい

て重視すべきものであり、観光客数の動向に鑑みて、特にインバウンド施策に力を注いでいき

ます。 

琵琶湖や美しい山並みに囲まれた自然、世界遺産比叡山延暦寺をはじめとする国内有数の歴

史遺産、伝統的文化など、資源が豊富にあり、また、公共交通を含むアクセスの良さは観光面

の強みとなるもので、今後見込まれる人口減少により国内消費、市内消費の低下が見込まれる

中、昼間に人を呼びこむことでまちの賑わいや活性化が期待できます。 

本市では、平成 27 年（2015）を「インバウンド元年」と位置付け、外国人観光客をターゲ

ットとした観光施策をスタートしています。湖都として本市の持つ資源や強みを最大限に活か

し、外国人旅行者に向けて多言語に対応した環境整備、海外への情報発信など各種取り組みで

外国人宿泊者を市内観光へと誘導し、インバウンドに強いまちをめざします。  

一方、来訪者の印象を何よりも左右するのは、迎える市民の印象とも言えます。積極的にあ

たたかく笑顔で声を掛け合い、大津自慢を語れることや、おもてなしの心で親交を深められる

市民性を大切にしていきます。このことは、日頃からの人のつながり、あたたかさを意識した

コミュニティの絆が基礎となるものであり、まちづくり全体に通ずるものとして重視し、取り

組みを進めます。 

 

２ 数値目標 

 

観光入込客数：  

1,200 万人（平成 26 年）⇒1,400 万人（平成 31 年） 
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３ 施策 

施策１ 外国人観光施策 

(1) 増加している外国人宿泊旅行者を市内観光へと誘導することで滞在時間を延ばし、観光消費

額を増やす。団体旅行者・個人旅行者ともに、外国観光客が楽しく便利で快適に旅を企画・

実行できるよう豊富な自然環境や歴史的街並みなど湖都大津の魅力観光情報を積極的にＰＲ

し、他都市との連携を図っていく。 

(2) 国際文化観光都市として、姉妹・友好都市などとの国際交流を推進し、親善を深めることで

大津の魅力を国際的に広く発信する。 

(3) ホームページの多言語化や無料 Wi-Fi など外国人観光客受入れの環境整備を進める。 

(4) アンケート調査の実施や、オープンデータ、ビッグデータ等の活用も視野に入れながら、Ｉ

ＣＴ※ 13を駆使して旅行者の行動分析等を行うとともに、大津の観光コンテンツや交通・宿

泊・飲食・買い物等の観光情報を収集・整理・発信する。 

(5) 観光地づくりのために各観光関係主体のみならず様々な産業分野の主体が横断的に協力・連

携し、大津の観光振興を戦略的に推進する専門的な組織“大津版ＤＭＯ※14”の設置について

も調査・研究を行う。 

(6) 指定文化財の所在件数が京都市、奈良市に次いで第３位と多いことからも、こうした貴重な

文化遺産を観光価値としても高め、適切に保全していく。 

 

＜施策毎の重要業績評価指標＞ 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（平成 26 年） 

目標値 

（平成 31 年） 

延べ宿泊者数（外国人のみ） 104,210 人 110,000 人 

 

  【関連計画】 大津市観光交流基本計画、大津市ＩＴ推進プランⅣ  

 

施策２ 観光産業の振興 

(1) 大津三大祭り（大津祭・山王祭・船幸祭）や琵琶湖大花火大会など湖都大津の代表的で魅力

的な観光資源を最大限に活かし、観光産業に付加価値を与え、地域経済全体の活性化に努め

る。 

(2) インバウンドを契機として、本市の特徴でもある北から南までのそれぞれの自然や地域の特

性を活かした各種周遊プランの整備をはじめ、着地型観光施策とともに観光消費額の増加に

つながる食や特産品の開発をめざす。 

(3) 外国人観光客の多様な滞在・宿泊ニーズに応えるため、民泊の活用、自然を体感できる農林

水産体験等、幅広い観点から検討を加える。 

(4) インバウンドをはじめとする観光客の誘致や市内での観光、体験、食事、買い物等による滞

在時間を延ばすための観光施策を進めることで、観光産業の新たな発展が期待されることか

ら、市内での新たな観光就業を育み、雇用アップにもつなげる取り組みを進める。 

                                                      

 
※13 ICT（Information and Communication Technology）：情報通信技術。 
※14 DMO（Destination Management / Marketing Organization）：観光産業に加え、地域コミュニティ、環境、文化等の

調整を行い、地域全体の観光マネジメントを一体化するための組織のこと。 
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＜施策毎の重要業績評価指標＞ 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（平成 17 年） 

目標値 

（平成 31 年） 

観光消費額 84,000 百万円 111,200 百万円 

 

  【関連計画】 大津市観光交流基本計画、大津市ＩＴ推進プランⅣ  

 

 

施策３ おもてなしのあったか市民 

(1) 観光の原点を踏まえ、市民と地域が自らのまちの大切な観光資源に気付き、まちへの誇りと

愛着を持って、観光客に開放的にあたたかく接し、笑顔と活力に満ちた大津を実現すること

をめざし、事業者と行政とが積極的に連携を図り、来訪者をもてなす気質の更なるパワーア

ップをめざす。 

(2) 大津の有数の自然環境や地域の歴史と文化、祭、風習から日々の素朴な暮らし方に至るまで、

観光資源は幅広く、興味深いものであることを踏まえて、市民ぐるみで、また本市在住の外

国人も主体となって、外からの外国人観光客を迎え、ふれあう心の融合によるおもてなしを

めざす。 

(3) 観光を通じて、大津らしい自然・歴史風土と地域のすばらしい文化・風習と暮らしを見直す

ことで、市民のふるさと意識とまちへの誇りが醸成され、更に魅力ある「ひと」が育む「ま

ちの創生」をめざす。 

 

＜施策毎の重要業績評価指標＞ 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（平成 26年度） 

目標値 

（平成 31年度） 

観光ボランティアの登録者数 86 人 100 人 
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基本目標４：持続可能なまちづくり 

テーマ 持続可能なまちの再構築 

 

１ 施策の基本方向 

大津市では、高度経済成長とこれに伴う都市化や人口増加を背景とした行政需要の高まりに

より、全市均一な行政サービスの提供をめざし、多くの公共施設をはじめとした都市基盤の整

備に取り組んできました。今後、これまで整備してきた公共施設や道路等インフラ資産の老朽

化が進むなか、人口減少など社会の成熟化による行政ニーズの変化にも対応していく必要があ

ることから、公共施設マネジメント基本方針の中で、「30 年後（平成 54 年度）までに将来コ

ストを 30％縮減する」ことを目標に掲げ、取り組みを進めています。そのためには、保有する

全ての公共施設等について、あるべき姿を見直すとともに、将来にわたり持続可能なサービス

の提供と将来世代（子や孫の世代）に大きな負担を残さないことをめざし、公共施設や公的不

動産の適切な利活用、インフラの戦略的な維持管理等、既存ストックのマネジメントも重視し

た持続可能なまちの整備を推進します。 

また、大津の最大の特徴であり、ブランドは琵琶湖の存在であり、これとともに比叡・比良

の山系や里山・里地といった自然の存在は、本市の大きな魅力であります。この自然を大切に

守り育て、都市のオアシスとして、例えば休日の憩いの空間、家族レクリエーション、自然体

験型の教育やスポーツへの活用など、貴重な場として重視します。そして、交通機関等の利便

性を更に活かして、現代のスピーディな時間感覚にストレスを感じさせない効率的かつ効果的

な生活と時間に無限の付加価値を生み出す暮らしが可能となるよう、生活空間の魅力を高めて、

時代感覚を研ぎ澄ませたまちづくりをめざします。 

また、コンパクトで効率的かつ効果的なまちの形成をめざして、核となる地域と周辺部を結

ぶネットワーク化により、中山間地域等も含めたまちの活性化に努めます。 

 

 

２ 数値目標 

 

ＤＩＤ※15地区の人口密度： 

6,980 人/k ㎡（平成 22 年度）⇒7,050 人/ k ㎡（平成 31 年度） 

                                                      

 
※15 DID(Densely Inhabited District)：人口集中地区。人口密度が 4,000 人/k ㎡以上の国勢調査の調査区が集合し、合

計人口が 5,000 人以上となる地域。 
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３ 施策 

施策１ 公共施設・インフラの適正維持 

(1) 大津市公共施設マネジメント基本方針に基づき、30 年後（平成 54 年度）までの公共施設に

係る将来コスト 30％の縮減と公共施設を重要な経営資源としてとらえた公共施設マネジメ

ントの取り組みを進めていく。 

(2) 公共施設、公的不動産の利活用における民間力の活用、インフラの戦略的な維持管理等、ま

ちの既存ストックのマネジメントを推進する。 

(3) 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画（公共施設等総合管理計画）づ

くりを推進する。 

(4) 限られた財源のもと、最も効率的かつ効果的な行政サービスを提供するために、ガス小売り

の全面自由化に向けた供給形態や効率的な水道施設の統廃合、下水道や道路、橋梁の計画的

な維持管理及び改築更新による長寿命化など公共インフラの適正なマネジメントを実施して

いく。 

(5) 市民センターの機能や幼稚園・小学校・中学校の適正規模・適正配置についての検討を進め

ており、将来を見据えた各施設の機能や適正維持に向けた方向性について検討を進めていく。 

 

＜施策毎の重要業績評価指標＞ 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（平成 24 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

公共施設（建物）の延床面積削減割合 － △3％※ 

   ※大津市公共施設マネジメント基本方針において、平成 25 年度～平成 34 年度までの目標値として設定。 

 

  【関連計画】 大津市公共施設マネジメント基本方針、大津市公共施設適正化計画、  

第Ⅲ期大津市（水道事業）中期経営計画、第Ⅲ期大津市（ガス事業）中期経営計画、

第Ⅱ期大津市（下水道事業）中期経営計画、市道橋長寿命化修繕事業計画、  

大津市ＩＴ推進プランⅣ  

 

 

施策２ 持続可能なまちの再構築 

(1) 京阪神都市圏に近接するまちとしての大津は、利便性に富み、良好な環境を有する居住ポテ

ンシャルの高いまちであり、今後ともその価値を持続し、更に高度化・活性化をめざしたま

ちの整備を進め、「ひと」と「しごと」の好循環を支える活力ある基盤形成を図る。 

(2) ＤＩＤ地区の人口密度の推移にも着目しながら都市としてのコンパクト化とそれぞれの周

辺部をつなぐネットワーク形成をめざす。 

(3) 多様化する生活サービスの中から、それぞれの日常生活に必要なサービスを提供するととも

にその体制や運営のあり方を検討していく。 
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(4) 限りあるエネルギー資源や安全性、環境保全、災害に強いまちづくり等の観点から省エネル

ギーやスマートコミュニティ※16の導入検討等再生可能エネルギー等の利活用を進める。 

(5) 琵琶湖、山系、河川、里山、里地等の大津の最大の魅力である都市近接型の豊かな自然は、

優れた子育て環境でもあり、これらを最大限に生かし、外国人を含む観光客をはじめ、子育

て家族やすべての市民が日々の暮らしの中で存分に享受でき、観光、休息、散策、レジャー、

スポーツ等、それぞれの用途に合った過ごし方を可能とする都市近接型オアシスとしての高

質な快適環境を守り育てていく。 

(6) スポーツに関して、将来スポーツ選手になりたいという子ども達の夢を育めるよう、国体や

オリンピックに関連する取り組みを進める。 

(7) 生涯スポーツの推進のため、「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」スポー

ツに親しめる環境づくりに努める。 

(8) 南北に細長く、多核的な地域を背景に都市の発展を続けてきたことに鑑みて、今後とも持続

可能なまちの発展のために、中山間地域においては、有効な資源を活用した活性化をめざす。 

(9) 琵琶湖をはじめとした水辺や憩いと安らぎのある緑地を保全し、適切な廃棄物処理や不法投

棄に対応するとともに、美しい都市景観と風景を守り育て、まちの衛生、快適な環境を高め

ていく。 

(10) 京阪神や県内等で就労する家族にとって、通勤１時間程度の圏内に位置する本市は仕事を機

軸とした生活環境に最適のまちであり、このことを支える鉄道や道路を活用した交通網確保

を重視し、さらなる効率的な利便性向上をめざす。 

(11) 仕事をしながら居を構える場所として安心して暮らせるよう、防犯・消防体制の充実に努め

るとともに、近年の未曾有の自然災害に対する防災対応力の向上に努める。 

(12) 乳幼児から高齢者まで、老若男女すべての市民が健康に活き活きと笑顔で暮らせるよう各種

検（健）診の充実を図る。 

(13) 高齢者とその家族が安心して生活が送れるよう、在宅医療、在宅看護・介護の充実を図るた

めの地域包括ケア体制の整備を進める。 

(14) 高齢者の生きがいづくりや、健康づくりを推進するとともに、障害の有無にかかわらず、お

互いに個性を尊重し、支え合いながら、一人ひとりが地域社会の一員として心豊かに暮らす

ことができるなど、誰もが住みなれた地域で生活が送れるまちをめざす。 

(15) 市民の医療ニーズに対応するため、安心して健康に暮らし続ける充実した地域医療環境をめ

ざす。 

(16) 「おおつ学」等の大津に関する学習機会を通じて、地域への関心を高め、地域への愛着心を

育むとともに、仲間同士の絆を深め、まちづくり活動の地域における核となる人材の育成を

めざす。 

 

  

                                                      

 
※16 スマートコミュニティ：一定の区画において再生可能エネルギーの導入を促進し、ICT ネットワークにより電力、熱、

下水等のインフラの統合的な管理・最適制御を実現し、区域全体のエネルギーの効率化を図るもの。 



51 
 

＜施策毎の重要業績評価指標＞ 

重要業績評価指標（KPI） 
基準値 

（平成 22 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

ＤＩＤ地区の人口密度 6,980 人/ｋ㎡ 7,050 人/ｋ㎡ 

 

  【関連計画】 市有施設における新エネルギー利用方針（第２次）、大津市景観計画、  

第６期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画、健康おおつ２１（第２次計画）、 

大津市障害者計画、大津市障害福祉計画（第４期計画）、（仮称）大津市スポ

ーツ推進計画、大津市地域公共交通総合連携計画、第３次大津市緑の基本計画、

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画、  

大津市教育振興基本計画、大津市生涯学習推進基本計画、大津市環境基本計画（第２次）、 

大津市地球環境保全地域行動計画アジェンダ２１おおつ（第２次）、  

大津市生活排水対策推進計画、大津環境人を育む基本方針  
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4. 推進体制及び効果検証の仕組み 

4.1  推進体制 

(1) 総合戦略は行政のみでなく、市民、市民団体、企業、大学、金融機関、滋賀県等と共に連

携した中で推進していきます。 

(2) 総合戦略の検討組織である「大津市まち・ひと・しごと創生本部」において、戦略の着実

な推進を図ります。 

(3) 戦略の進捗等についてご意見をうかがうため、住民をはじめ産官学金労言といった様々な

分野からの構成員からなる「大津市まち・ひと・しごと創生懇話会」を運営します。  

 

4.2  効果検証 

(1) 総合戦略の事業を着実に推進するために、「大津市まち・ひと・しごと創生本部」及び「大

津市まち・ひと・しごと創生懇話会」において、各年度における施策の進捗状況の点検な

どの検証を実施します。 

(2) 個々の施策については、その進捗・達成状況の評価、及び適切な見直し・改善を行なうた

め、ＰＤＣＡサイクル※17に基づく管理を実施します。 

(3) 大津市総合計画との連携の観点から、管理スキームについては、現行の総合計画及び施策

評価システム等を活用し、管理に努めます。 

(4) 必要に応じて、総合戦略を改定していきます。 

 

                                                      

 
※17 PDCA サイクル：Plan(計画)、Do(実施)、Check(評価)、Action(改善)を繰り返して施策の進捗を管理する仕組み。 


