
頁 全般 詳細箇所

1 11 　

行政改革大綱
1　本市の行政経営を取り
巻く環境の変化
(５)SDGｓの推進

　国はデジタル化に加えて脱炭素社会を
掲げているなか、経済と密接に係る地球温
暖化に係る記載ついて、一言も記載がな
いのは、力の入れ方に偏りを感じる。

　行政改革大綱の一部に「この目標のうち特に気候変動への対
策については、近年、脱炭素化に向けた取組が世界的に加速し
ているところであり、本市においても更なる取組が求められていま
す」を加筆します。
   なお、本市としては、現在策定を進めている「大津市環境基本
計画（第３次）」及び同計画の地球温暖化等に係る行動計画であ
る「アジェンダ21おおつ」 において、「脱炭素」や環境保全型行政
の推進に向けた施策を設定し、取組を推進しています。

2 ○

　交通手段の選択の意識なく、CO2を排出
し、ガソリン代の要する公用車を選んでい
ないか。
→・公共交通機関や職員の自転車の利用
の促進。

　 業務における移動手段については、場所や時間、手荷物など
の条件を総合的に鑑み、公用車・公用自転車・公共交通機関の
中から最適な手段を選んでおります。
   なお、平成14年３月以前に登録のあった公用車を順次入れ替
えており、温室効果ガスの排出量の少ない自動車の導入を進め
るとともに、公用自転車も既に導入しており、順次、活用している
ところです。
　 今後も、環境保全への貢献のため、職員の環境負荷の少ない
移動手段の利用を推進していきたいと考えています。

全体的に地球温暖化に係る記載を追加

大津市行政改革プラン2021(仮称)(案)に対するパブリックコメントでのご意見と本市の考え方

１　意見募集期間　　　　令和３年９月１日（水）～同月21日（火）
２　意見の提出者件数　 ３名
３　意見総数　　　　　　　２０件
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3 ○

　公用車の電動化
　防災力強化への投資とも兼ねられるの
で、蓄電機能をもつ電気自動車の適正数
導入。各支所に１台程度導入するだけも、
市民の環境意識も向上される。

　 災害発生時には、停電やガソリン等の燃料の入手が困難にな
る恐れもあり、災害時の電源供給としては注目されていますが、
一方では、電気自動車は、購入コストがガソリン車よりも高額な
上、電気自動車には、充電設備を設置する際の費用も必要となり
ます。
　 電気自動車や燃料電池自動車の導入については、インフラ整
備や充電時間等の課題を整理しながら、導入の可能性について
調査・研究した上で、行政改革プランの視点における効果の有無
を検討していきます。

4 ○
　自動車運転などMaaSとの連携。
→目標に温室効果ガス排出量の削減率を
加えてはどうか。

  行政改革プランの取組項目は、「『行財政改革として「財政の健
全化・適正化・財源確保・効率化」において効果があるもの』として
いることから取組項目には設定していないものです。
　 なお、本市としては「大津市地域公共交通計画」に基づき、自
動車交通量の減少等を通じて温室効果ガスの排出削減にも取り
組んでいます。
　 また、超高齢社会における新たな移動手段及び観光客の二次
交通を目的として自動運転の実証実験を、さらにＩＣＴ技術による
公共交通の利便性向上を目的として、スマートフォンアプリを活用
したＭａａＳの実証実験を進めており、現在、実証実験の実施及び
結果等を踏まえて、実装に向けた検討を行っているところです。

5 42
改革実行プラン
NO.９　税外収入の充実

　 大津市の施設において、ネーミングライ
ツに魅了される企業がどのくらいあるのか
疑問である。

　ネーミングライツは、本市の魅力を発信する良い機会でもあり、
これまでに本市に問合せをいただいた実績もあることから、募集
に向けて取組を進めてまいります。

6 44
改革実行プラン
NO.11　ふるさと納税の拡
充

   容易に達成できる目標（広告掲載数）を
扱うのでなく、デジタルを重視するなら、
「電子感謝券の加盟店数」を目標に追加す
る。

　広報媒体の活用によるＰＲ拡大、魅力発信については引き続き
重点的に取り組むべきものと考えており、目標については原案ど
おりとさせて頂きます。
   いただいたご意見については、今後、具体的な取組を検討する
上での参考とさせて頂きます。
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7 48
改革実行プラン
NO.15　働き方改革とワー
クライフバランスの推進

　 時間外勤務の縮減については、目標値
の設定が甘い（令和３年度比で2.5％しか
減っていない）。長期的（５～10年）で、10
～20％にしないと、本当に期待される効果
が表れるか、疑問を感じる。

 　これまでから、各所属での仕事のあり方、進め方について抜本
的な見直しを行うとともに、各所属における仕事の平準化も図り
ながら、効率的・効果的な事務の執行を行うことなどにより、時間
外勤務の縮減に向けて取組を進めています。
   しかし、一方で市民サービスの低下につながらないよう、適切
に業務を行っていかねばならないことや、特に新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大対策における業務は増大しているところで
あり、引き続きワクチン接種をはじめコロナに係る業務を最優先
に捉え、柔軟な人員配置に努める必要があります。
　 これらの状況を踏まえて目標値を設定しており、原案どおりとさ
せていただきます。
　 なお、今後も業務量に見合った職員体制を整備するなど、時間
外勤務の縮減に向けた方策を検討していきます。

8 48
改革実行プラン
NO.15　働き方改革とワー
クライフバランスの推進

　 男性職員の育児休業取得の促進につい
ては、目標達成のために、通常有給取得
を育児休業取得に置き換えてにならないよ
うにする。

　育児に係る休暇を、他の休暇に置き換えての取得にならないよ
う、庁内で情報共有を図るなど、しっかりと周知してまいります。

9 59
改革実行プラン
NO.26　行政手続きオンラ
イン化

   容易に達成できる目標（スマートフォン・
パソコンの基礎講座の実施数など）は目標
として扱わなくてよい。

　スマートフォン・パソコンの出前講座については、行政改革大綱
に掲げた「誰ひとり取り残さない」「市民に寄り添う行政改革の実
現」のために必要な取組であると考えていることから、その効果を
目に見える数値で表す講座実施数を指標としたものです。

10 59
改革実行プラン
NO.26　行政手続きオンラ
イン化

   事業者に係る記載はあるので、市民に
促した結果が分かる、「マイナンバー交付
率」の追加が必要。

　 マイナンバーカードの交付等の事務は、国の法定受託事務で
あることからマイナンバーの交付率は設定していないもので、利
活用事業数を数値目標としています。

11 ○

　SDGs の推進について
　SDGsを推進し、企業等と連携するのはよ
いのですが、SDGsウォッシュだけは避ける
べきです。この旨明記して下さい。

　原案のとおりとさせて頂きますが、本市の行政改革プランを推進
していく上で、SDGsの目標を念頭において取組を推進していくこ
とは重要であると考えておりますので、SDGsの目的を正しく捉え、
適切に取組を推進していきたいと考えています。
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12  ○
改革実行プラン
NO.５　 補助金・負担金の
適正化

　大いに賛成です。特に、○○○○への分
担金支出は無駄以外の何ものでもないの
で、打ち切って下さい。協議会は脱退すべ
きです。

   補助金・負担金の適正化の取組においては、「大津市補助制
度適正化基本方針」及び「負担金の評価・見直しに関する指針」
に基づき、定期的な見直しを実施することにより、公平性や有効
性の確保に努めていきます。

13 20 　

行政改革大綱
２　本市の行政経営の状
況
(２)行政の状況
③財政状況

P.20 将来負担比率の推移・・・V 字で激増
する見込みである。問題あるのではない
か？

14 20

行政改革大綱
２　本市の行政経営の状
況
(２)行政の状況
③財政状況

P.20 市債残高の推移・・・市債残高が微増
している。見直す必要あるのではないか？

15 34
改革実行プラン
NO.１　財政指数の適正管
理

P.34 将来負担比率・・・激増する目標に
なっている。問題あるのではないか？

16 38
改革実行プラン
NO.５　補助金・負担金の
適正化

P.38 終期を迎える補助金件数・・・令和５
年度の目標値が突出しているが、理由
は？

　 平成24年12月に策定した「大津市補助制度適正化基本方針」
に基づき、全ての補助金について終期を設定し、定期的な見直し
を実施しているためで、殆どの補助金が３年又は５年を終期設定
期間としていることから、見直し周期が合致する年度においては、
他の年度と比べて補助金数が多くなっています。

　 将来負担比率及び市債残高（臨時財政対策債等を除く建設事
業債）については、財政規律の堅持のために設定している財政指
標の目標値であり、中期財政フレームでは前者は50％以下を、後
者は700億円以下をそれぞれ維持することを目標としています。
　令和２年度の中期財政フレーム改定時に基づく推計では、いず
れも令和元年度実績に比べ上昇していますが、目標値の範囲内
で推移する見込みです。
　令和２年度の中期財政フレームの公表は、パブコメ実施後であ
る10月に公表されたことから、令和２年度の中期財政フレームに
基づき、下記のとおり変更します。
　●一般会計市債残高の数値目標
　（パブコメ時）
　　　令和３年度：665億円　令和４年度：689億円
　　　令和５年度：684億円　令和６年度：675億円
　（変更後）
　　　令和３年度：700億円以下　令和４年度：700億円以下
　　　令和５年度：700億円以下　令和６年度：700億円以下
　●将来負担比率の数値目標
　（パブコメ時）
　　　令和３年度：2.9％　　令和４年度：11.7％
　　　令和５年度：16.4％　令和６年度：23.0％
　（変更後）
　　　令和３年度：50％以下　令和４年度：50％以下
　　　令和５年度：50％以下　令和６年度：50％以下
　今後とも社会状況の変化に柔軟かつ適切に対応した財政運営
に取り組んでまいります。
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17 49
改革実行プラン
NO.16　職員数(定数)の適
正化

P.49 職員数、条例定数の適正化（人）とも
に増加する目標であるが、デジタル化等を
進めても効率化が図れないのか？見直す
必要があると思われる。

　行政改革プラン2017においても「電子決裁の導入」に取り組む
などの事務の効率化に努めておりますが、一方では、市民サービ
スの低下につながらないよう、適切に業務を行っていかねばなら
ないことや、特に新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策にお
ける業務は増大しているところであり、引き続きワクチン接種をは
じめコロナに係る業務を最優先に捉え、柔軟な人員配置に努める
必要があると考えております。
　このことから、原案どおりとさせて頂きます。
　今後も、それぞれの業務や時々に見合った職員体制と、効率
的・効果的な事務の執行に努めてまいります。

18 58
改革実行プラン
NO.25　先端技術活用によ
る行政事務効率化

P.58 大津市LINEアカウント※友達登録数
（件数）・・・現在でも、全国人口の７割ほど
が使用していると思われるにもかかわら
ず、目標値が低すぎる。

　ご意見を受けて、目標値を次のとおり修正します。
　大津市LINEアカウント友達登録数（件数）
令和３年度（18,000件：そのまま）
令和４年度（23,000件から26,000件に修正）
令和５年度（28,000件から34,000件に修正）
令和６年度（33,000件から42,000件に修正）

19 59
改革実行プラン
NO.26　行政手続オンライ
ン化の推進

P.59 マイナンバーカード利活用事業数（累
計）・・・政府が積極的に進めている事業で
あるにもかかわらず、目標値が小さすぎ
る。

　数値目標につきましては、現状の進捗状況等を鑑み、適正な数
値であると考えており、原案どおりとさせていただきます。
　なお、全国の自治体では、行政サービスの電子化が急速に進
められており、マイナンバーカードを活用するケースの増加も予測
されることから、引き続き、マイナンバーカード利活用事業の導入
に向けて検討してまいります。

20 62
改革実行プラン
NO.29　ガス事業の経営の
健全化

P.62 当年度純利益が激減。見直す必要あ
り。

　 当年度純利益については、大津市ガス事業中長期経営計画
（以下「経営計画」という。）において各年度の収支状況をまとめた
投資・財政計画による当年度純利益の計画数値を目標値として
計上したものです。
　経営計画は、将来必要となる投資の状況などを考慮し、持続可
能な事業運営を維持していくために、令和１４年度までの計画期
間を策定しているものです。
　従って、当年度純利益は、業務量に応じて変動が生じるもので
あることから、適正な数値を計上しているものと考えています。な
お、経営計画については、状況の変化に対応するため、定期的に
見直しを実施しております。
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