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回答
修正の
有無

対応

1
【第1期基本計画について】
「行財政マネジメントについて」のところに「職員力の向上」と
あるが、どのような内容なのか。

具体的には、「基本方針23-2」の「職員力の向上」に記載してお
りますが、職員一人ひとりが職務の遂行に必要な能力を高める
とともに、それぞれの職階・職制ごとの役割を果たすことで組織
力を最大限に発揮し、市民福祉の向上につなげていくものでご
ざいます。

無 - 総合政策部 企画調整課

2

【リーディング・プロジェクト（全体）】
「リーディング・プロジェクト（重点方針）の位置付けと方向
性」に「分野横断的な施策転換を図っていく」とあるが、どの
ような内容を想定しているのか。また、具体的には、どのよ
うに進めていくのか。

今後、課題が多様化・複雑化していく中で、将来ビジョンの実現
に向けて、２３の分野に横ぐしをさして、進めていくものでござい
まして、次回の審議会では、体系図として、各リーディング・プロ
ジェトに関連する分野をお示しさせていただきたいと考えており
ます。また、リーディング・プロジェクトについては、予算編成方
針等に一貫した方向性を持たせるなど、市として戦略的に推進
してまいります。

無 - 総合政策部 企画調整課

3
【リーディング・プロジェクト（全体）】
リーディング・プロジェトに関連する分野を関連図などがある
とわかりやすいのではないか。

各リーディング・プロジェトに関連する分野につきましては、次
回の審議会で体系図としてお示しさせていただきたいと考えて
おります。

無 - 総合政策部 企画調整課

4

【リーディング・プロジェクト（全体）】
きれいな言葉が並んでいるが、文章よりも箇条書きの方が
わかりやすいに思うが、もっと読み手にやさしくしたほうがよ
いのではないか。また、アフターコロナの視点で、市として、
IT関係の取組などを進めていこうという姿勢が感じられな
い。

今回の文章では、各リーディング・プロジェクトの必要性や内容
がわかるように、前段で課題、後段で取組の方向性をお示しさ
せていただきました。最終の製本段階では、見やすさについて
工夫しながら調整させていただきます。また、新型コロナウイル
スの内容については、「暮らしの安全・安心向上プロジェクト」に
記載しておりますが、「第１期基本計画について」の「行財政マ
ネジメントについて」に全体にかかわる概要を記載しておりま
す。

有
アフターコロナの視点につきましては、御意見を踏まえP3の「行
財政マネジメントについて」に、「行政のデジタル化・オンライン
化」の視点を記載しました。

総合政策部 企画調整課

第１期基本計画について、リーディング・プロジェクト（P1～P11）

主な意見 担当部課
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回答
修正の
有無

対応

第１期基本計画について、リーディング・プロジェクト（P1～P11）

主な意見 担当部課

5

【リーディング・プロジェクト（全体）】
レイアウトのデザインではなく、箇条書きにすることでわかり
やすくなるのではないかと思うがいかがか。リーディング・プ
ロジェクトの中では、記載しないということでよいか。

計画書にするため、ある程度の文章の量が必要にはなるが、
概要版の作成など計画書の内容が分かりやすくなるよう検討し
ます。

無 - 総合政策部 企画調整課

6
【リーディング・プロジェクト（全体）】
文章とあわせて、図やイラストなどを示した方がわかりやす
いと思う。

最終の印刷製本段階では、図やイラストを記載することを検討
しております。次回、体系図などもお示しさせていただきますの
で、再度、御確認いただき、お気づきの点がございましたら、御
意見を頂戴できればと考えております。

無 - 総合政策部 企画調整課

7

【リーディング・プロジェクト（地域の支え合い推進プロジェク
ト）】
「地域の力結集プロジェクト」は、タイトルから内容がわかり
にくいと思うので、タイトルなどを再検討いただきたい。

－ 有 タイトルから取組内容がわかるような記載としました。 総合政策部 企画調整課

8

【リーディング・プロジェクト（暮らしの安全・安心向上プロ
ジェクト）】
新型コロナウイルスの内容をもっと記載にしてはどうか。ま
た、「強さ」と「しなやかさ」については、ハードとソフトを表し
ているということでよいか。

御意見を踏まえ、感染症の世界的大流行の記載について、検
討する。また、「強さ」と「しなやかさ」については、災害や事故な
どにより致命的な被害を負わない強さと速やかに回復するしな
やかさを表しており、ハードとソフトを組み合わせたものになり
ます。

有

アフターコロナの視点につきましては、「暮らしの安全・安心向
上プロジェクト」にかかわらず、全施策に関係する内容であると
考え、御意見を踏まえ、P3の「行財政マネジメントについて」に
「行政のデジタル化・オンライン化」の視点を記載しました。

総合政策部 企画調整課
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回答
修正の
有無

対応

1

【全体】
「私たちの役割（市民）」について、全体をとおして、言い切り
の形になっているが、市民に求めるのであれば、もう少し書
き方を変えてはどうか。

総合計画は、行政だけでなく、市民などのあらゆるまちづくりの
主体の計画でございますので、このような記載をしております。

無 - 総合政策部 企画調整課

2

【全体】
指標の満足度について、基本方針の名称の満足度となって
いるが、名称だけでは、わかりにくい印象を受ける。また、
満足度だけではなく、客観的な指標があってもよいと思う。

各基本方針の満足度については、市民意識調査を実施する際
には、分かりやすいように具体的な取組を例示している。また、
客観的な指標については、特別委員会においても、同じ御意見
をいただいたところであり、市民満足度のほかに、基本方針の
進捗を図るうえでより適切な指標がないかを検討します。

有
各基本方針ごとで再度適切な指標について検討を行い、一部
の基本方針で修正を行いました。

総合政策部 企画調整課

3
【全体】
若い世代をはじめ、様々な世代に読んでもらえるような計画
書にしてほしいので、用語集などを作成してはどうか。

最終的には、用語集を作成させていただきます。 無 - 総合政策部 企画調整課

4

【全体】
総合計画を若い世代に読んでわかってもらうために、関連
する市のホームページのQRコードを記載するなど、工夫し
てみてはどうか。

製本の段階では、市民の方が読みやすくなるように工夫したい
と考えており、例えば、余白に写真やイラストを記載するなど、
御意見も含め、検討させていただく。

無 - 総合政策部 企画調整課

5

【全体】
目次を見たときに分野別施策の並びに、「行財政マネジメン
ト」が位置付けられているのに違和感がある。「行財政マネ
ジメント」は、市としての取組に関することがまとめられた項
目であり、他の分野とは、内容が異なるので、位置付けにつ
いて、再検討いただきたい。

－ 有
行財政マネジメントの推進に向けて、分野別の位置づけを整理
いたしました。

総合政策部 企画調整課

分野別施策について

意見 担当部課
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回答
修正の
有無

対応

分野別施策について

意見 担当部課

6

【基本方針 1-1人権の尊重（P20、P21）】
「私たちの役割（行政）」について、「同和問題をはじめとす
るあらゆる人権問題の早期解決を図ります。」とあるが、「あ
らゆる人権問題の早期解決を図ります。」にしてもよいので
はないか。

生まれた土地による差別が、過去からも、そして現在も続いて
おり、正しく差別の現状を学習いただくことによって、差別をなく
していきたいという思いで、「同和問題をはじめとする」と記載し
ているところでございます。

無 - 総合政策部 人権政策課

7

【基本方針 2-1男女共同参画社会の構築（P24、25） 】
（仮称）市民総合交流センターの中に「男女共同参画セン
ター」が設置される予定となっているが、P20、P21のところ
に記載しないのか。

御意見を踏まえ、「男女共同参画センター」に関する記載を検
討します。

有

私たちの役割の欄に「男女共同参画センターを拠点として、市
民、事業者、各種団体、教育に関わる人との協働のもとに、家
庭、職場、地域、学校等における男女共同参画を推進しま
す。」を追記します。

総合政策部 男女共同参画課

8

【基本方針 2-1男女共同参画社会の構築（P24、P25）】
「私たちの役割（行政）」に「女性の総合相談を行うことで、
DVなどさまざまな困難を抱える女性を支援します。」とある
が、男性のDVに関する記載はしないのか。

男性のDVの相談も受けておりますので、御意見を踏まえ、表
現を検討します。

有
「私たちの役割（行政）」に「女性総合相談窓口として様々な困
難を抱える女性、ＤＶやセクシャルハラスメントで悩みを抱える
男女の相談および支援を行います。」を記載します。

総合政策部 男女共同参画課

9

【基本方針 3-1子どもの生きる力を育む教育の推進（P28、
P29）】
「施策①豊かな心と健やかな体の育成」のところで、子ども
の体力向上と健全な心身の醸成を目的として、中学校給食
の実施に向けた取組を進めるとあるが、これはどのような考
え方か。

子どもの体力向上と健全な心身の醸成を図るための１つ要素
として、給食も含まれると考えておりますが、ここでは、第１期基
本計画の計画期間中に、中学校給食センター整備の取組を進
めてまいりますので、このような記載とさせていただいておりま
す。

無 - 教育委員会 教育総務課

10
【基本方針 6-1市民自治の確立（P48、P49）】
「主要事業」に「（仮称）市民総合交流センター整備事業」と
あるが、最終の計画書でも名称は（仮称）のままなのか。

最終的には、（仮称）を外し、正式な名称とさせていただきま
す。

無 - まちづくり協働部 まちづくり協働課

11

【基本方針 7-1「地域力」のあるまちづくり（P58、P59）】
「主要事業」の「社会福祉協議会活動補助事業」に（福）の
記載は必要ないのか。また、「私たちの役割（市民・地域）」
に「「地域で支える支援者」に登録します」とあるが、どこに
登録するかをわかるように記載すべきではないか。

御意見を踏まえ、記載を検討します。 有

「主要事業」の「社会福祉協議会活動補助事業」につきまして
は、事業名のため（福）は記載しておりません。また、「私たちの
役割（市民・地域）」の「「地域で支える支援者」に登録します」の
記載を「地域福祉を支える一員として活動します」としました。

健康福祉部 健康福祉政策課
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回答
修正の
有無

対応

分野別施策について

意見 担当部課

12

【基本方針 8-1市民の健康づくり（P64、P65）】
「私たちの役割（行政）」について、「健康推進員を増やしま
す。」とあるが、「養成講座を受けた上で、健康推進員になっ
ている」ことがわかるような記載をしてほしい。

御意見を踏まえ、記載を検討します。 有
健康推進員として活動いただくためには健康推進員養成講座
の受講をしていただいていることから、「私たちの役割（行政）」
に「健康推進員の育成に努めます」と記載しました。

健康福祉部 健康増進課

13

【基本方針 8-1市民の健康づくり（P64、P65）】
「私たちの役割（市民）」について、「地域で健康づくりや健
康増進の輪をいっそう拡げます。」とあるが、「赤ちゃんから
高齢者まで」など、対象を記載してほしい。

御意見を踏まえ、記載を検討します。 有
健康推進員が全年齢を対象に幅広く活動いただいていること
が明確になるよう「様々な世代を対象に」を記載しました。

健康福祉部 健康増進課

14

【基本方針 9-1切れ目のない子育て支援（P70～P72）】
「施策①総合相談窓口の充実」とあるが、「7-2福祉の総合
的な相談・支援の充実」の「施策①」は「福祉の相談総合窓
口」となっているので、名称を整理する必要があるのではな
いか。

御意見を踏まえ、記載を検討します。 有
「施策①総合相談窓口の充実」の記載を「施策①子育て総合相
談窓口の充実」としました。

子ども未来部 子育て相談センター

15

【基本方針 10-2あんしんできる高齢期の生活への支援
（P86～P88）】
【基本方針 11-1共に生きる社会の推進（P90、P91）】
「主要事業」の「権利擁護事業」と「基本方針 11-1共に生き
る社会の推進」の「主要事業」の「成年後見制度利用支援事
業」について、どちらも重要なものになるが、ひとつずつしか
入っていないので、同じ扱いにできないか。

御意見を踏まえ、記載を検討します。 有

御意見を踏まえ、「基本方針10-2あんしんできる高齢期の生活
への支援」の主要事業に「高齢者成年後見制度利用支援事
業」を、「基本方針11-1共に生きる社会の推進」の主要事業に
「障害者虐待防止対策支援事業」を追加し、「権利擁護事業」、
「成年後見制度利用支援事業」に関連する事業をそれそれ記
載しました。

健康福祉部
障害福祉課

長寿いきがい課

16

【分野 防災（P95～P101】
コロナ禍にあって、避難所での感染症対策がクローズアップ
されているが、災害時の避難所運営においては、感染症対
策がとても重要になるので、追記いただきたい。

記載について、検討します。 有
「基本方針12-1自助・共助による防災対策の充実」に「避難所
における感染症対策」などの視点を記載しました。

総合政策部 危機管理課
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回答
修正の
有無

対応

分野別施策について

意見 担当部課

17

【基本方針 14-3資源循環型社会の構築（P114、P115）】
最近は、プラスチックごみを減らすために買い物袋が有料
化したことや、海洋プラスチックごみの問題、家庭ごみの削
減、食品ロスなどを聞くことが多いが、琵琶湖の環境をよく
するためにも、ごみを減らしましょうだけでなく、もう少し踏み
込んだ表現ができるとよいと考える。

現在、一般廃棄物（ごみ）処理基本計画を策定しておりまして、
その計画の審議会の中でも御意見の内容を議論してまいりた
いと考えておりますが、御意見の趣旨を踏まえ、表現について
検討します。

有

課題を具体的に表現し、明確にするため、「課題」に「食品ロス
（食べられるのに廃棄される食品）、マイバッグなどによるプラ
スチックごみの削減などの発生抑制（リデュース）および製品等
の繰り返し使用等による再使用（リユース）によるごみの減量を
より一層図る必要があります。また、資源ごみの適正な分別に
より、資源循環をさらに推進していく必要があります。」と記載し
ました。

環境経済部 資源循環推進課

18

【基本方針 16-1安全・安心な道路の整備（P124、P125）】
「施策①広域主要幹線道路等の整備促進」は、しっかりと取
り組んでいただきたい。また、「施策②幹線道路の整備」で
は、「都市計画道路大江霊仙寺線の整備に努めます。」とあ
るが、ネットワークを充実させるなどの表現を検討してはど
うか。

「施策①広域主要幹線道路等の整備促進」は、しっかりと取り
組んでまいります。また、「施策②幹線道路の整備」の都市計
画道路大江霊仙寺線の記載は、御意見を踏まえ、表現を検討
します。

有
「施策②幹線道路の整備」に「幹線道路の整備を行い、道路
ネットワークの充実に努めます」と記載しました。

建設部 道路課

19
【分野 商工観光（P141～P151）】
事業者への新型コロナウイルス対策の記載をしてはどう
か。

「基本方針 19-2 商業の振興」につきましては、新型コロナウイ
ルス対策等を含めた中での商業振興の方針、施策を記載をさ
せていただいております

無 - 環境経済部 商工観光労政課

20

【基本方針 19-1中心市街地の活性化（P142、P143）】
【基本方針 20-2まちなかの魅力向上と地域再生の推進
（P156、P157）】
「基本方針19-1中心市街地の活性化」の「主要事業」の「中
心市街地活性化推進事業（商工費）」と、「基本方針 20-2ま
ちなかの魅力向上と地域再生の推進」の「主要事業」の「中
心市街地活性化推進事業（土木費）」はどのような違いがあ
るのか。

基本的には、どちらも中心市街地活性化に向けた取組を進め
るものでございますが、「中心市街地活性化推進事業（土木
費）」は、中心市街地活性化基本計画の策定業務やフォロー
アップ業務など中心市街地にかかる組織や基盤整備にかかる
事業費であり、予算上の違いがございます。

無 - 都市計画部 都市再生課

21

【基本方針 22-1まちづくり情報の提供の充実（P168、
P169）】
ITやICTなどの記載について、「22-1 まちづくり情報の提供
の充実」などに記載があってもよいと思うので、検討いただ
きたい。

－ 無
「基本方針」の概要の「時代に合った行政情報等の提供」に含
むものと考えます。

総合政策部 広報課
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回答
修正の
有無

対応

分野別施策について

意見 担当部課

22
【基本目標 未来への責任（P173～P181）】
「未来への責任」とあるが、未来ではなく、いまどうするかが
重要なので、「市民への責任」に変更してはどうか。

未来に向けて、次世代に負担を先送りすることのないように、
いまできることを責任をもって取り組んでいくことを表しておりま
すので、原案のとおりとさせていただきます。

無 - 総合政策部 企画調整課

23

【基本方針 23-3行政事務の効率化と最適な行政サービス
の実現（P180、P181）】
「施策①」に「先端技術を活用した～」とあるが、ITに関する
記載がここにしかなく、業務改善だけにITを使うように捉えら
れる。今後の社会において、何においてもITが関わってくる
ため、全体的にITを意識した記載ができないか。

御意見のとおり、今後、IT、デジタル化が進んでいくものと考え
ておりますが、「基本目標 未来への責任」では、今後、次世代
に負担を先送りすることのないように、市民から信頼される市
政運営を行うため１つとして、行政改革を位置付けております。
今後、行政改革を進めていく中で、先端技術のRPA等の活用
は必須となってまいりますので、このような記載をさせていただ
いております。

無 - 総合政策部 経営戦略課
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回答
修正の
有無

対応
修正の
有無

1 なし

地方創生（P183～P188）

意見 担当部課
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