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デジタルイノベーション戦略本部設置要綱の改正 
及び 

専門部会の設置について 
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要綱改正の目的と改正内容 

 ◎デジタルイノベーションをより効率的、機動的に推進するため、 

     既設の本部員会議の他に、幹事会議を設置する。 

 ◎幹事会議は各部局筆頭課の課長補佐級職員で構成し、部局間の 

   連絡や調整を行う。 

本部長（杉江副市長） 

副本部長（清水副市長） 

          （政策調整部長） 

本部員（各部局長13名） 

本部員会議 

イノベーション戦略室、情報システム課 事務局 

幹事長（デジタル推進監） 

幹事（各筆頭課 課長補佐級14名） 

幹事会議（新設） 

幹事長（デジタル推進監） 

専門部会 

専門の事項について必要に応じて設置 

各テーマの関係者 
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新旧対照表（１） 
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旧 新 

（組織） 
第３条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。 
(1) 本部長 
(2) 副本部長 
(3) 本部員 
 《新設》 
 《新設》 
２ 本部長は、主管の副市長の職にある者をもって充てる。 
３ 副本部長は、主管の副市長以外の副市長および政策調整部
長の職にある者をもって充てる。 
４ 本部員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充て、及び別
表第２に掲げる職にある者に対し市長が委嘱する。 
 
 《新設》 
 《新設》 
  
 
  
（職務） 
第４条 本部長は、本部の事務を統括するとともに、本部員を指揮
監督する。 
  
２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は
本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ定めた順序によりその職
務を代理する。 
３ 本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を処理する。 
 《新設》 
 《新設》 
 

（組織） 
第３条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。 
(1) 本部長 
(2) 副本部長 
(3) 本部員 
(4) 幹事長 
(5) 幹事 
２ 本部長は、主管の副市長の職にある者をもって充てる。 
３ 副本部長は、主管の副市長以外の副市長および政策調整部
長の職にある者をもって充てる。 
４ 本部員は、別表第１本部員の欄に掲げる職にある者をもって充
て、及び別表第２本部員の欄に掲げる職にある者に対し市長が委
嘱する。 
５ 幹事長は、デジタル推進監の職にある者をもって充てる。 
６ 幹事は、別表第１幹事の欄に掲げる職にある者をもって充て、
及び別表第２幹事の欄に掲げる職にある者に対し市長が委嘱する。 
 
（職務） 
第４条 本部長は、本部の事務を統括するとともに、本部員、幹事
長及び幹事を指揮監督する。 
 
２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は
本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ定めた順序によりその職
務を代理する。 
３ 本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を処理する。 
４ 幹事長は、次項に規定する事務を統括する。 
５ 幹事は、調査、研究、企画、検討その他本部の所掌事務を処
理するため必要な事務を担当する。 
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旧 新 

 《新設》 
  
  
（会議） 
第５条 本部の会議（以下「会議」という。）は、本部長が招集し、
その議長となる。 
２ 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を
求め、意見を聴くことができる。 
 
 《新設》 
  
 《新設》 
  
  
  
  
  
  
 
（専門部会） 
第６条 本部長は、専門の事項について調査審議するため、必要
に応じて専門部会を置くことができる。 
２ 専門部会の委員は、職員のうちから市長が任命し、又は委嘱す
る。 
３ 専門部会に部会長を置き、委員の互選により定める。 
４ 部会長は、専門部会の事務を総括する。 
５ 前条の規定は、専門部会の会議について準用する。この場合に
おいて、同条第１項及び第２項中「本部長」とあるのは、「部会長」
と読み替えるものとする。 

（会議） 
第５条 本部の会議は、本部員会議及び幹事会議とする。 
  
（本部員会議） 
第６条 本部員会議は、本部長、副本部長、本部員及び幹事長
で構成し、所掌事務について審議する。 
２ 本部員会議は、本部長が招集し、その議長となる。 
  
３ 本部長は、必要があると認めるときは、本部員会議に関係者の
出席を求め、意見を聴くことができる。 
  
（幹事会議） 
第７条 幹事会議は、幹事長及び幹事で構成し、所掌事務を遂
行するために必要な事項であって本部長が必要と認めるものについて
審議する。 
２ 前条第２項及び第３項の規定は、幹事会議について準用する。
この場合において、これらの規定中「本部長」とあるのは、「幹事長」と
読み替えるものとする。  
 
（専門部会） 
第８条 本部長は、専門の事項について調査し、及び検討するため、
必要があるときは、本部に専門部会を置くことができる。 
２ 専門部会の委員は、職員のうちから市長が任命し、又は委嘱す
る。 
３ 専門部会に部会長を置き、委員の互選により定める。 
４ 部会長は、専門部会の事務を総括する。 
５ 第６条第２項及び第３項の規定は、専門部会の会議につい
て準用する。この場合において、これらの規定中「本部長」とあるのは、
「部会長」と読み替えるものとする。 

新旧対照表（２） 
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旧 新 

（庶務） 
第７条 本部の庶務は、政策調整部イノベーションラボ及び情報シ
ステム課において処理する。 
  
（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事
項は、本部長が別に定める。 
附 則 
この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和２年７月１０日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（庶務） 
第９条 本部の庶務は、政策調整部情報システム課及び同課イノ
ベーション戦略室において処理する。 
  
（その他） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な
事項は、本部長が別に定める。 
附 則 
この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和２年７月１０日から施行する。 
附 則 
この要綱は、令和３年５月１０日から施行する。 
 

新旧対照表（３） 
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旧 新 

別表第１（第３条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表第２（第３条関係） 
 

別表第１（第３条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表第２（第３条関係） 

部    局  本  部  員  

 総務部  
 総務部長  

 危機管理監 

 市民部   市民部長  

 福祉子ども部   福祉子ども部長  

 健康保険部   健康保険部長  

 産業観光部   産業観光部長  

 環境部   環境部長  

 都市計画部  都市計画部長 

 建設部  建設部長 

出納室  会計管理者  

部    局  本  部  員  幹  事 

 政策調整部 企画調整課長補佐 

 総務部  
 総務部長  総務課長補佐 

 危機管理監 危機・防災対策課長補佐 

 市民部   市民部長  自治協働課長補佐 

 福祉子ども部   福祉子ども部長  福祉政策課長補佐 

 健康保険部   健康保険部長  長寿政策課長補佐 

 産業観光部   産業観光部長  商工労働政策課長補佐 

 環境部   環境部長  環境政策課長補佐 

 都市計画部  都市計画部長 都市計画課長補佐 

 建設部  建設部長 地域交通政策課長補佐 

出納室  会計管理者  出納室参事 

部  局  等  本  部  員  

 教育委員会   教育部長  

 消防局   消防局長  

企業局  企業局長  

部    局  本  部  員  幹  事 

教育委員会事務局 教育部長 教育総務課長補佐 

消防局 消防局長 消防総務課長補佐 

企業局 企業局長 企業総務課長補佐 

新旧対照表（４） 
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専門部会の設置 

〔１〕DX推進検討部会 
 
  国の計画するDX（デジタルトランスフォーメーション）推進について、大津市 
 の取り組む方向性等を検討し、デジタル社会における市民サービスの向上 
 を図る。 
 
  《重点取組事項》 
   ①マイナンバーカードの普及促進 
   ②行政手続のオンライン化 
   ③AI・RPAの利用推進 
 
  構成メンバーはイノベーション戦略室兼務者を中心にして、必要に応じて 
 実務担当者を加える。 
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◎今年度、要綱に基づく専門部会を設置する。 
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専門部会の設置 

〔２〕情報システム標準化検討部会 
 
  全国統一の標準システムが導入される17業務について、国や他の自治体 
 の動向を調査し、大津市の対応を検討する。 
 
 《17業務一覧》 
  ①住民基本台帳  ②選挙人名簿管理  ③固定資産税  ④個人住民税 
  ⑤法人住民税  ⑥軽自動車税    ⑦国民健康保険  ⑧国民年金 
  ⑨障害者福祉  ⑩後期高齢者医療  ⑪介護保険   ⑫児童手当 
  ⑬生活保護   ⑭健康管理  ⑮就学  ⑯児童扶養手当   
  ⑰子ども・子育て支援 
 
  構成メンバーは上記業務に係る所管課の担当者とする。 
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