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は じ め に 

 

本市は、平成１８年２月の１市２町の合併、また平成２２年１月の１市６町合

併により、人口、面積ともに県下有数の規模を誇る自治体として新たな歩みを始

めました。 

この合併により、多様な歴史や文化、風土を有することとなった本市は、旧市

町の垣根を超えた市民同士の交流や多種・多様な地域資源の活用による新しいま

ちづくりの可能性が開けた一方、多額の地方債残高の返済や、段階的に開始され

る地方交付税の縮減に対し早期に対応する必要があるなど、極めて厳しい状況に

あります。 

こうした状況のなか、本市を１２万都市として発展させていくためには、これ

までの行政改革の取組を継承・発展させ、さらなる行政改革に取り組んでいく必

要があります。 

このため、１市６町合併後の新長浜市における行政改革の指針となる行政改革

大綱を策定しました。この大綱は、長浜市地域経営改革会議による「新たな行政

改革の取組に関する提言」をもとに策定したものであり、『未来にツケを残さない、

持続可能な行財政経営の確立』と『「協働・連携」で取り組む活力に満ちた地域社

会づくり』を改革の方針とし、市民の皆様と共に考え、知恵を出し合い、理解と

協力を得ながら、取り組んでいきたいと考えております。 

行政改革は、単に行政内部の効率化や、行政サービスの削減・縮小を目的とす

るものではなく、限りある財源を真に必要な施策に振り分け、「選択と集中」に基

づく、メリハリの効いた市政運営を実現し、この長浜市を健全な姿で次世代を担

う子どもたちに引き継いでいくための取組です。 

今後は、本大綱に基づく取組を進め、着実な成果をあげることにより、厳しい

社会経済情勢のなかにあっても、長浜市基本構想に掲げる都市の将来像を実現す

るとともに、自らの意思と責任において将来の本市の発展につながる政策を実行

していく自治体への変革を図って参ります。 

 

平成２３年３月 

 

長浜市長  藤井 勇治
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第第第第１１１１章章章章    さらなるさらなるさらなるさらなる改革改革改革改革のののの必要性必要性必要性必要性    

 

１１１１    改革改革改革改革のののの背景背景背景背景とととと必要性必要性必要性必要性    

 

(1) １市６町の合併による 12 万都市の誕生 

本市は、平成 22 年 1 月に虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井

町と合併し、人口124,498人（平成 17年国勢調査。合併前の約1.5倍）、面積680.79

ｋ㎡（琵琶湖含む。合併前の約 2.8 倍）の多様な歴史・文化・風土を有する県下

有数の規模を誇る都市となった。 

また、市の財政規模は 497 億円（平成 22 年度一般会計予算。合併前の約 1.6

倍）、公の施設の数は約 450（合併前の約 1.9 倍）、職員数は 1,006 人（病院など

公営事業職員及び臨時職員を除く職員数。合併前の約 1.7 倍）となり、本市と同

等規模の自治体に比べ大きく膨らむこととなった。 

今後、12 万都市としての市政運営を進めていくため、合併によるスケールメリ

ットを最大限に活かして、最少の経費で最大の効果を発揮していく必要がある。 

 

(2) 人口減少、少子・高齢化の進行 

本市の人口は、これまで概ね増加傾向で推移してきたものの、長浜市及び東浅

井郡・伊香郡６町合併協議会が作成した合併基本計画での将来推計人口では、平

成 17 年と比較して、平成 27 年には 1.5％減の 122,666 人、平成 32 年には 3.5％

減の 120,179 人になると予測されている。 

また、年少人口（０～14 歳）と生産年齢人口（15～64 歳）が減少する一方、老

年人口（65 歳以上）が増加し、今後も少子・高齢化の傾向が進んでいくと予測さ

れる。特に、高齢化の傾向は非常に大きくなり、福祉・介護・医療サービス等へ

の需要の増大等、高齢化の進行への適切な対応が必要となる一方で、高齢者が、

豊富な経験や知恵を活かして活躍できる仕組みを整備するなど、活力ある地域社

会をつくっていくことが求められている。 

 

(3) 地域主権や「新しい公共」の進展 

国は、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる活気に

満ちた地域社会をつくっていくことをめざす「地域主権」の確立を重要政策に位

置付け、平成 21 年 12 月には、国から地方公共団体への義務付け・枠付けの見直

しや国と地方の協議の場の法制化などを盛り込んだ「地方分権改革推進計画」を

策定し、平成 22 年６月には、地域主権改革の取組方針を定めた「地域主権戦略大

綱」を閣議決定した。今後は、この地域主権の確立に向けた動きが加速化すると

思われる。 
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また、「新しい公共宣言」が、平成 22 年 6 月に内閣府（「新しい公共」円卓会議）

で取りまとめられたように、市民、地域団体、ＮＰＯ、事業者（＝「新しい公共」

の担い手。この大綱では、これらを総称して「市民」という。）、行政の全ての主

体が協働し、地域の特色を活かしたまちづくりを担う「新しい公共社会」を再構

築する動きも加速している。 

こうしたなか、本市においても、住民に最も身近な「基礎自治体」として、自

らの判断と責任による行政運営を行い、地域ごとの諸課題や高度化・多様化する

市民ニーズに対応した、新しいまちづくりを展開していくことが重要な課題とな

っている。 

 

(4) 厳しさを増す財政状況と求められる財政健全化 

地方債残高約 1,400 億円の返済や、少子・高齢化の進行に伴う扶助費など、い

わゆる義務的経費が増加傾向にあることに加え、市税収入が減少傾向にあるなど

本市の財政は大変厳しい状況にある。また、地方交付税の合併特例措置は平成 27

年度から平成 31 年度にかけて段階的に縮減され、平成 32 年度以降は合併前の水

準に比べて約 50 億円が縮減される見込みであり、生産年齢人口が減少傾向にある

ことなどを考えると、本市は構造的な財政危機に近い状況にあるといえる。 

さらに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行により、財政健全化

指標の公表や、財政が悪化した団体の早期健全化・財政再生にかかる是正措置等

が定められたことも踏まえると、一般会計に加え、特別会計・企業会計・一部事

務組合・地方公社・第三セクター等も含めた財政健全化を進めていく必要がある。 

  

２２２２    これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組    

 

平成 18 年２月の長浜市、浅井町、びわ町による１市２町合併後の同年 12 月に、

行政改革の基本方針となる『行政改革大綱』を策定し、「市民とのパートナーシッ

プによる地域社会づくり」をめざして、「徹底した行政のスリム化」と「市民と行

政の協働による地域経営」を進めてきた。また、改革の推進にあたり、大綱に掲げ

る推進項目の具体的な取組計画を定めた平成 18 年度から平成 22 年度までの５カ年

の実施計画である『集中改革プラン』を策定し、「財政の改革」、「仕事の改革」、「市

民自治の改革」、「組織機構の改革」、「職員の改革」を柱に 104 の項目について実効

ある改革を進めてきた。合併前の６町においても、集中改革プランを策定し、同様

に行政改革を推進してきた。 

その結果、平成 22 年１月の１市６町の合併も経て、平成 18 年度と比較して、174

人の職員削減（１市６町合計。平成 22 年４月現在）等により人件費で約 14 億円、

事務事業の効率化や見直しで約 6 億円、合計で約 20 億円の経費が削減されたほか、
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公共施設や外郭団体などの整理・統合、病院事業の地方公営企業法全部適用、地域

づくり協議会の設立や活動の拡大による市民と行政との「協働・連携」の進展等の

成果を得ることができた。 

 

以上のことから、人口減少や少子・高齢化の進行、地域主権や「新しい公共」の

進展に対応しつつ、厳しい財政状況のなか、本市を１市６町合併後の 12 万都市と

して発展させていくために、これまでの行政改革の取組をさらに継承・発展させ、

より一層の行政改革に取り組んでいくものとする。 
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第第第第２２２２章章章章    行政改革行政改革行政改革行政改革のののの基本方向基本方向基本方向基本方向    

 

１１１１    改革改革改革改革のののの目的目的目的目的    

 

本市では、平成 28 年度を目標年度として策定した「長浜市基本構想」において、

めざす都市像として『協働でつくる 輝きと風格のあるまち 長浜』を掲げ、その

実現のため、「豊かな人間性を育み、市民が活躍するまちづくり」、「安全で安心し

て暮らせるまちづくり」、「住み良さが実感でき、自然を慈しむまちづくり」をまち

づくりの基本目標として、各種施策を推進している。 

また、町衆をはじめとする進取の気性に富んだ創造の担い手や、結いに代表され

るような相互扶助の精神による自治の取組が古くから行われてきており、こうした

住民自治の心は今もそれぞれの地域の中に息づき、様々な取組が進められている。 

こうしたなか、住民に身近な行政は地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担い、

「地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる活気に満ちた

地域社会をつくっていくことをめざす」地域主権の確立に向けた動きが加速してい

る。 

この地域主権時代の到来をこれからのまちづくりの好機ととらえて、本市がこれ

まで進めてきた市民と行政との「協働・連携」によるまちづくりをさらに発展させ、

10 年後そして次の世代の長浜市のあり方を想定しながら、「基本構想」に掲げる都

市の将来像『協働でつくる 輝きと風格のあるまち 長浜』を実現していく必要が

ある。 

このため、行政改革を進めることによって、「基本構想」に掲げる都市の将来像の

実現に向けた各種施策の実行を可能にする行財政基盤を確立するとともに、市民と

行政との「協働・連携」によるまちづくりを推進し、自己判断と自己責任で政策を

実行していく自立した自治体への変革をめざすものとする。 

 

２２２２    改革改革改革改革のののの方針方針方針方針        
 

改革の目的を達成していくために、次の２つの方針のもと、市民と共に考え、知

恵を出し合い、理解と協力を得ながら、取り組んでいくものとし、行政改革が、単

に行政内部の効率化や、縮小・削減を目的とするのではなく、市民と行政との「協

働・連携」により、「『夢と希望の持てる住みよい長浜』を共に創りあげ、次代の子

どもたちに引き継いでいくための改革」との認識を共有しながら取り組むものとす

る。 
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    (1) (1) (1) (1) 未来未来未来未来にツケをにツケをにツケをにツケを残残残残ささささないないないない、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな行財政経営行財政経営行財政経営行財政経営のののの確立確立確立確立 

危機的な財政状況の下において、今までと同じような事業やサービスを提供し

続けることは、さらなる財政状況の悪化をまねきかねず、本当に必要な事業やサ

ービスの提供すら困難となるなど、次代を担う子どもたちに多くの負担を押し付

けることにもなりかねない。 

また、合併が、長浜市を湖北の中核となる「基礎自治体」として確立していく

ために行われたものであることに立ち返れば、合併の効果を最大限に発揮して、

より効率的・効果的な行政運営を進める必要がある。 

このため、現行の事務事業や施策について例外や聖域を設けずに不断の改革を

進め、行政サービスの質的向上と時代の変化に適切に対応できる、将来にわたり

持続可能な行財政経営を確立していくものとする。また、改革によって生み出さ

れた成果を還元しながら、削るべきところは削り、強めるところは強めるという

「選択と集中」の考えに基づき、本市の将来的な発展につながるメリハリの効い

た施策を推進していくものとする。 

 

(2) (2) (2) (2) 「「「「協働協働協働協働・・・・連携連携連携連携」」」」でででで取取取取りりりり組組組組むむむむ活力活力活力活力にににに満満満満ちたちたちたちた地域社会地域社会地域社会地域社会づくづくづくづくりりりり 

本市においては、多くの市民が自分たちの地域や行政に関心を持ち、まちづく

りに参加しており、「地域主権」の実現に向け、地域のことは地域の住民が責任を

持って決める活気に満ちた地域社会を創りあげていくための条件が整っていると

いえる。 

今後は、この長浜市を構成する市民、地域団体、ＮＰＯ、事業者と行政との「協

働・連携」によるまちづくりが一層重要になると考えられる。 

このため、本市が持つ様々な地域の歴史や文化、特性などを活かしながら、合

併で得られた資源（人材、財産、財源）を効率的・効果的に活用し、本当に必要

な公共サービスを最も適切な質と量、提供主体、方法で実施し、活力に満ちた地

域社会をつくっていくものとする。 

 

３３３３    改革改革改革改革のののの期間期間期間期間        
 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度までまでまでまで（（（（４４４４年間年間年間年間））））    

 

１市６町の合併基本計画において、「地方交付税の合併特例措置が失効する平成

32 年度までに、合併に対する特例的な財政支援に依存しない健全な財政運営を図

る」とされていることを踏まえて、まずは地方交付税の段階的縮減が開始される平

成 27 年度までに改革の成果をあげておく必要があることから、平成 26 年度までの

４年間を改革の期間とする。 
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４４４４    改革改革改革改革のののの総括目標総括目標総括目標総括目標    
 

行政改革を着実に推進し、その成果を市民に分かりやすく説明していくために、

行政改革全体の進捗状況を示すものとして、総括目標を設定する。この総括目標に

は、行財政基盤の強化に向けた取組状況を客観的に示すものとして、以下の数値目

標を設定する。 

また、行政改革のもうひとつの方針である活力に満ちた地域社会づくりを推進し

ていくために、市民と行政との「協働・連携」による取組や進展状況を確認し、評

価する仕組みをつくり、全庁的に実施していくものとする。 

 

(1) 財政健全化指標 

効率的な行政運営を行うとともに新たな行政課題に対応していくため、次の４

つの指標により、持続可能な行財政基盤の確立の状況を把握していく。 

 

① 経常経費の削減 目標：30億円以上（対平成22年度比） 

地方交付税の約50億円縮減等を踏まえ、まずは、義務的経費（人件費、扶助

費、公債費）や施設の維持管理などに必要となる経費（物件費、補助費等）の

削減を図る必要がある。 

経常経費の削減目標は、平成32年度までに60億円を削減するものとし、本大

綱の計画期間においては、30億円（平成22年度一般会計予算の約6%に相当）以

上の削減を目標とする。 

 

② 経常収支比率  目標：85％以下（平成 21 年度決算：91.3％）  

経常的経費に充当された一般財源等の比率で、財政構造の弾力性を判断する

ための指標であり、比率が低いほど自由に使えるお金が多く、財政の柔軟性が

高いといえる。 

歳出削減を図りつつ、計画的な財政運営を行うため、県内第一位の水準であ

る 85％をめざし、この比率を管理していく。 

 

③ 公債費負担比率 目標：15％以下（平成 21 年度決算：17.2％） 

一般財源等が公債費に充当された比率で、公債費による財政負担の度合いを

判断する指標であり、地方債の残高を削減し公債費による財政負担を縮減する

必要がある。 

１市６町の合併基本計画に基づき、一般的に警戒ラインとされている15%を下

回るよう、この比率を管理していく。 
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④ 将来負担比率  目標：70％以下（平成21年度決算：70.8％） 

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の度合いを示す比率であり、これ

らの負債が将来、財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標となる。 

この比率が高い場合、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能

性が高くなるため、少なくとも現在の比率以下の70%以下を目標として、この比

率を管理していく。 

 

(2) 職員削減数 目標：平成23年４月１日から４年間で、60人以上の削減 

簡素で効率的な行政運営を進めるとともに、人件費の抑制を図るため、本市と

同等規模の自治体の職員数を参考に、計画的に職員数を削減する必要がある。 

１市６町の合併基本計画に伴う職員の削減目標は、平成 21 年４月１日から平成

32 年４月１日までの間に 260 人以上を削減することとしており、本大綱の計画期

間においては、60 人以上を削減目標とする。 
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第第第第３３３３章章章章    改革改革改革改革のののの柱柱柱柱とととと推進項目推進項目推進項目推進項目 
 

改革の目的と方針のもと、これまでの行政改革の成果と課題を踏まえ、「行政運営の

改革」、「財政運営の改革」、「組織機構の改革と人材育成」、「市民と行政との協働・連

携による地域社会づくり」の４つの改革の柱と、その柱ごとに推進項目を定め、重点

的に取り組むものとする。 

 

１１１１    行政運営行政運営行政運営行政運営のののの改革改革改革改革    

厳しい財政状況のもと、高度化・多様化する市民ニーズに的確に応えていくため

には、事務事業やサービスのあり方を見直すとともに、行政と民間との適切な役割

分担を図り、行政運営の改革を進める必要がある。 

特に、公共施設については、合併にあたって一定の見直しを行ったものの、本市

と同等規模の自治体と比較しても非常に多くの施設を有しており、多額の施設の維

持管理費や将来発生する改修・改築費用に対応するためにも、重点的に見直すもの

とする。 

    

(1) 公共施設の計画的見直し 

公共施設の今後のあり方やその経営方法について、施設が果たしている役割を

はじめ、利用状況や地域との関わり、財政事情などを総合的に勘案しながら、計

画的・段階的に見直す。 

見直しにあたっては、旧市町の行政区域にとらわれずに公共施設の適正配置を

進めるとともに、機能の転換・複合化やより効率的な運営、地域や民間への移譲

など、施設の有効活用を図る。 

また、今後も継続的に利用する施設については、定期的なメンテナンスを実施

することで中長期的なライフサイクルコストの縮減に努める。 

 

(2) 外郭団体の見直し 

第三セクター、土地開発公社などの外郭団体は、行政機能を補完・代替する役

割を果たしているが、その役割を再検証し、団体の自主性・自立性を重視した経

営へとシフトできるよう、市の人的・財政的・経営的関与の見直しや類似業務の

合理化・効率化などにより、改革を進める。 

また、民営化することでより効果的な運営が可能となる外郭団体については、

その方向性について検討のうえ、民営化を進める。 

 

(3) 民間活力の活用 

行政と民間の役割分担を明確にし、民間の知識やノウハウを活かすことで、効
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率的・効果的な運用を図ることができる事業や施設運営等については、民営化や

業務委託、指定管理者制度の適用などによりアウトソーシングを推進し、ビジネ

スチャンスの創出や地域雇用の拡大、地域経済の活性化等を進める。 

また、行政が担うべきサービスでも、民間事業者等に委ねた方がより効率的・

効果的なものについては、サービス水準や費用対効果、定員管理や組織改革等の

関連など総合的な見地から検討を行いつつ、アウトソーシングを推進する。 

 

(4) 事務事業の整理と合理化 

 限られた財源を有効に活用し、社会経済状況や市民ニーズに的確に対応できる

よう、事務事業の点検や評価を行う仕組みを構築し、行政関与の必要性、受益と

負担の公平性、行政の効率性等を精査しながら、事務事業の整理・合理化に向け

た見直しを進める。 

  

(5) 広域行政の見直し 

合併により湖北地域には本市と米原市の２市のみとなったことから、現在の一

部事務組合など事務の共同処理について、その必要性も含めて見直すとともに、

事務の効率化とサービスの向上を図るため、より広域における事務の共同処理に

ついて検討を行う。 

 また、隣接県の市町村や県域市町との事務の連携についても、必要な検討を行

う。 

  

  (6) 行政サービスの質的向上 

時代の変化とともに高度化・多様化する市民ニーズを的確に把握し、市民にと

ってより便利で分かりやすい行政を実現するため、窓口等における市民の利便

性・快適性を高めるとともに、情報通信技術の積極的な活用などにより、一層の

サービスの質的向上と業務の効率化を推進する。  

 

２２２２    財政運営財政運営財政運営財政運営のののの改革改革改革改革    

厳しい財政状況のなか、財政の健全化を図り、未来にツケを残さない持続可能な

行財政経営を確立するため、中長期的な視点に立ち、計画的に財政運営の改革を進

めるものとする。 

 

(1) 地方債残高の削減 

  本市の地方債残高は約 1,400 億円にのぼっており、本市と同等規模の自治体と

比較して高水準となっていることを踏まえ、投資的事業の計画的実施による地方

債発行額の抑制や繰上償還などを実施することでプライマリー・バランスの黒字
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を堅持し、地方債残高の削減を図る。 

 

(2) 税源のかん養と収納率の向上 

財政運営の改革は、歳入・歳出の両面から取組を進めることが重要であり、な

かでも、歳入の根幹である市税収入の安定、増強が不可欠である。このため、地

域経済の振興、企業誘致、若い人たちが定住できる環境の整備等、総合的・多角

的な対策により税源のかん養を図るとともに、歳入確保や市民負担の公平性を図

るため、啓発活動や徹底した未収金対策により市税、使用料、保険料等の収納率

の向上を図る。 

 

(3) 受益者負担の適正化 

施設使用料、サービス利用料等については、利用率向上による収支改善や施設

維持管理コストの縮減を前提として、県内他都市や本市と同等規模の自治体の水

準も参考にしつつ、市としての統一基準に基づき、サービスやコストに応じた料

金水準とする。 

また、料金体系が未統一な施設等については、統一に向けた取組を進める。 

 

(4) 未利用財産の有効活用 

未利用となっている公有財産については、地域団体や民間に貸付や売却を積極

的に行うなど有効な利活用を進め、歳入増加や維持管理コストの縮減を図る。 

 

(5) 負担金・補助金の見直し 

負担金・補助金は、急激に変化する社会経済状況の中で、支出の根拠、必要性、

公平性、費用対効果などを絶えず検証し、見直しを進める。 

 

(6) 特別会計・企業会計の健全化 

特別会計、企業会計が提供するサービスは、保険、上・下水道、病院事業など、

市民の暮らしに深く関わるものであることを踏まえ、経営計画の策定等により、

経営の自立化・健全化を進める。 

 

３３３３    組織組織組織組織機構機構機構機構のののの改革改革改革改革とととと人材育成人材育成人材育成人材育成    

12 万都市に求められる市政運営を可能とするよう、本庁・支所の適正な配置や計

画的な職員数の削減、また、職員の意識改革や都市経営能力の向上など、組織機構

の改革と人材育成に取り組むものとする。 
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(1) 本庁と支所の見直し 

  今後の本庁と支所のあり方について、市民へのサービス水準の質的な維持・向

上や地域振興の推進に配慮しつつ、市全体として効率的・効果的な市政運営を可

能とするよう、本庁・支所の機能や役割、適正配置についての見直しを進める。

あわせて、支所内の空きスペース等の有効活用を進める。 

 

(2) 組織機構の再編・整備 

職員数の適正化による職員減に対応しつつ、高度化・多様化する市民ニーズや

新たな行政課題に迅速に対応できるよう、地域主権時代にふさわしいスリムで柔

軟性、機動性のある組織づくりを進める。 

 

(3) 職員数の適正化と総人件費の抑制  

簡素で効率的な行財政運営を図るため、計画的な職員数の削減を進める。また、

給与の適正化や時間外勤務管理を徹底し、臨時職員を含めた総人件費の抑制を進

める。 

 

(4) 人材の育成 

市民本位の視点に立ち、行政の専門家として必要な政策立案力、実行力、判断

力、調整力、改善意識を持った職員の育成を進めるとともに、職員の適正配置を

行うことにより、行政サービスの向上に努める。 

また、客観的で公平性、透明性の高い人事評価制度を確立し、職員の能力・実

績を適正に把握し、人材育成、任用等に反映させることで、職員の意欲を引き出

し、組織全体のレベルアップを図る。 

    

４４４４    市民市民市民市民とととと行政行政行政行政ととととのののの協働協働協働協働・・・・連携連携連携連携によるによるによるによる地域社会地域社会地域社会地域社会づくりづくりづくりづくり    

多様な地域の課題に迅速かつ柔軟に対応したまちづくりを進めることが求められ

ていることから、様々な分野における、多様な主体による自発的な取組を通じ、市

民と行政との「協働・連携」により、活力に満ちた地域社会づくりを進めるものと

する。 

 

(1) 協働・連携の推進 

市民と行政との「協働・連携」によるまちづくりについての市の方針を策定す

るなかで、自治会、地域づくり協議会、市民団体、ＮＰＯなどが本来果たすべき

役割を明確にし、それぞれの特性を活かしたサービスの提供、地域の課題解決や

地域の活性化に向けた取組が進むよう必要な支援を行う。 

 



- 12 - 

 

(2) 市民参画の推進 

市の政策形成過程に市民の声を反映させるため、パブリックコメントや審議会

等への委員公募制を拡充するなど、市民が市政に参画できる仕組みを充実する。 

 

(3) 透明で信頼される市政運営の推進 

市民と行政との「協働・連携」による取組や市民参画を推進していくため、市

の現状や課題、施策の取組内容等の行政情報を広報やホームページなど様々な媒

体によって市民に分かりやすく積極的に提供するとともに、より一層の行政の透

明性の確保に努める｡ 

また、市職員は市民全体の奉仕者であることを自覚して、公平公正に職務を遂

行するとともに、コンプライアンス（法令遵守）とアカウンタビリティ（説明責

任）を徹底し、市民に信頼される行政運営を進める。 
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第第第第４４４４章章章章    改革改革改革改革のののの進進進進めめめめ方方方方    

 

１１１１    アクションプランアクションプランアクションプランアクションプランのののの策定策定策定策定        
  

行政改革を着実に推進するため、改革の具体的な取組計画を定めた「アクション

プラン」を策定する。 

   アクションプランに掲げる取組項目は、総括目標の達成に寄与するものや、合併

効果の発揮が期待できるものなどの重点事項に絞り込むとともに、改革の柱と推進

項目に体系づけ、プランごとに目標を設定して、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理

を行うものとする。 

また、今後の社会経済情勢の変化に応じて、適宜、目標を見直していくこととす

る。 

 

２２２２    推進体制推進体制推進体制推進体制とととと進行管理進行管理進行管理進行管理        
 

これらの行政改革は、市長を本部長とする「行政改革推進本部」を中心に各部局

が連携して取り組むものとし、市民の誰もが改革の進行状況や成果等を確認・点検

できるよう、毎年度、公表するとともに、市議会はもとより、市民をはじめ、有識

者で構成する「長浜市地域経営改革会議」などの意見を踏まえ、着実に推進してい

くものとする。 
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第第第第 1111 章章章章    1 1 1 1 改革改革改革改革のののの背景背景背景背景とととと必要性必要性必要性必要性    

(1) (1) (1) (1) １１１１市市市市６６６６町町町町のののの合併合併合併合併によるによるによるによる 12121212 万都市万都市万都市万都市のののの誕生誕生誕生誕生    （（（（本編本編本編本編ＰＰＰＰ１１１１））））    

 

１－（１）人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：合併基本計画 長浜市及び東浅井郡・伊香郡６町合併協議会） 

 

１－（２）面積 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：合併基本計画 長浜市及び東浅井郡・伊香郡６町合併協議会） 

 

１－（３）職員数の推移 

 
H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 

旧長浜市 650 630 615 587 
1,006 

6 町 530 513 488 475 

合計 1,180 1,143 1,103 1,062 1,006 

（単位：人、消防職員を除く普通会計職員数（教育長を含む）） 

 

 面積 
（km2） 

可能住地面積 うち琵琶湖面積

（km2） 
うち琵琶湖除外 

面積（km2） 面積（km2） 比率（％） 

長浜市 247.01 80.93 32.8 97.44 149.57 

虎姫町 9.45 8.84 93.5 - 9.45 

湖北町 42.76 20.41 47.7 13.68 29.08 

高月町 41.22 18.58 45.1 12.95 28.27 

木之本町 91.92 11.55 12.6 3.48 88.44 

余呉町 167.62 12.25 7.3 - 167.62 

西浅井町 80.81 11.84 14.7 13.76 67.05 

合計 680.79 164.40 24.1 141.31 539.48 

 昭和35年 平成7年 平成12年 平成17年 
増減率 

H17/S35 H17/H12 

長浜市 68,572人 77,339人 80,532人 82,676人 20.57% 2.66% 

虎姫町 6,148人 6,007人 5,854人 5,582人 △9.21% △4.65% 

湖北町 8,932人 9,023人 8,826人 8,926人 △0.07% 1.13% 

高月町 8,886人 10,976人 10,366人 10,242人 15.24% △1.20% 

木之本町 12,290人 9,628人 9,170人 8,519人 △30.69% △7.10% 

余呉町 6,344人 4,417人 4,218人 3,931人 △38.04% △6.80% 

西浅井町 5,894人 5,025人 4,896人 4,622人 △21.58% △5.60% 

計 117,066人 122,415人 123,862人 124,498人 6.35% 0.51% 



- 2 - 

 

１－（４）県内同規模自治体との財政規模・職員数・人口の比較 

 
 
※同規模自治体：人口が同規模の自治体 
※職員数：消防職員を除く普通会計の職員数（教育長を含む） 

 

１－（５）公の施設の状況（平成 22 年 1 月 1 日現在） 

 

 

第第第第 1111 章章章章    1 1 1 1 改革改革改革改革のののの背景背景背景背景とととと必要性必要性必要性必要性    

(2) (2) (2) (2) 人口減少人口減少人口減少人口減少、、、、少子少子少子少子・・・・高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進行進行進行進行    （（（（本編本編本編本編ＰＰＰＰ１１１１）））） 

 

１－（６）将来推計人口 

 

（資料：合併基本計画 長浜市及び東浅井郡・伊香郡６町合併協議会） 

平成２１年度
普通会計決算額

平成２２年度
一般会計予算額

職員数
（H22.4.1現在）

人　口
（H17国勢調査）

長浜市 61,409 49,702 1,006 124,498
彦根市 38,699 36,100 654 109,779
草津市 39,718 36,590 644 121,159
東近江市 45,880 39,550 920 116,797

（単位：百万円、人）

旧長浜市 旧６町 合計
保育園・学校関連施設 39 36 75 小学校(28)、中学校(13)、保育園(13)など

生涯学習関連施設 51 44 95 文化ﾎｰﾙ(8)、図書館(6)、スポーツ施設(44)など

病院・社会福祉関連施設 15 20 35 福祉ステーション(10)、病院(2)など

公営住宅関連施設 11 26 37 市営住宅(28)、改良住宅(8)など

上下水道関連施設 26 64 90 農業集落排水処理施設(58)、簡易水道(25)など

都市公園・漁港等 37 12 49 都市公園(32)、漁港・舟だまり(17)

その他 33 36 69 駐車場・駐輪場(17)、宿泊施設(4)など

合計 212 238 450

※　条例等に規定されている公の施設の数（二以上の区分に該当する施設は、一の区分にまとめています。）

区分
施設数　（※）

主な施設
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 １－（７）年齢３区分別人口比率の推移 

16.5 15.5 15.2 14.7 14.3

63.7 62.9 61.6 59.9 59.2

19.8 21.6 23.2 25.4 26.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H12 H17 H22 H27 H32

65歳以上

15～64歳

0～14歳

 

（資料：合併基本計画 長浜市及び東浅井郡・伊香郡６町合併協議会） 

 

１－（８）年齢３区分別人口の見通し 

 実  績 推  計 

平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 平成 32 年 

2000 2005 2010 2015 2020 

人 

口 

0～14 歳 20,434人 19,345人 18,881人 18,049人 17,186人 

15～64 歳 78,900人 78,323人 76,408人 73,411人 71,144人 

65 歳以上 24,517人 26,829人 28,844人 31,205人 31,848人 

構
成
比 

0～14 歳 16.5％ 15.5％ 15.2％ 14.7％ 14.3％ 

15～64 歳 63.7％ 62.9％ 61.6％ 59.9％ 59.2％ 

65 歳以上 19.8％ 21.6％ 23.2％ 25.4％ 26.5％ 

（資料：合併基本計画 長浜市及び東浅井郡・伊香郡６町合併協議会） 

 

推計 
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第第第第 1111 章章章章        1 1 1 1 改革改革改革改革のののの背景背景背景背景とととと必要性必要性必要性必要性    

(4) (4) (4) (4) 厳厳厳厳しさをしさをしさをしさを増増増増すすすす財政状況財政状況財政状況財政状況とととと求求求求められるめられるめられるめられる財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化    （（（（本編本編本編本編ＰＰＰＰ２２２２）））） 

 

１－（９）各会計の地方債残高 

各会計の平成 21 年度末の地方債残高は 13 会計で 1,373 億円です。 

一般会計

診療所特別会計

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

浅井簡易水道事業特別会計

湖北簡易水道事業特別会計

木之本簡易水道事業特別会計

余呉簡易水道事業特別会計

西浅井簡易水道事業特別会計

病院事業会計

老人保健施設事業会計

木之本・高月水道事業会計 2,573

60,155

149

48,121

8,215

1,747

588

合計合計合計合計 137,340137,340137,340137,340

平成２１年度末残高

        　　　 　（単位：百万円）

会計名

105

512

517

14,596

62

 

 

１－（10）義務的経費と投資的経費の推移 

義務的経費（人件費、扶助費、公債費）は、扶助費と公債費の増加により増加しています。特に扶助

費はこの 10 年で約 2.1 倍、公債費は約 1.4 倍となっています。 

人件費は退職手当（退職手当組合負担金）を除くと減少しています。投資的経費は年度ごとの変動は

ありますが、合併年度を除くと減少しています。 
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１－（11）扶助費・公債費の推移 

歳出のうち、特に増えているが、扶助費と公債費です。特に扶助費の伸びは著しく、国県負担を除

く一般財源の割合も増加しています。 

 

＜扶助費の推移＞ 

 

＜公債費の推移＞ 

 

 



- 6 - 

 

１－（12）普通交付税の見通し 

合併後(1 市 6 町)の交付税は、合併特例措置により、現在は、合併後の新市として本来交付される

額に約 50 億円（平成 22 年度における算定額）が加算されており、合併前の水準が維持されています

が、平成 27 年度（合併後 6 年目）から段階的に縮減され、平成 32 年度（11 年目）以降は加算がなく

なります。加算されている基準財政需要額は消防費で 6.4 億円、教育費で 3.7 億円、民生費で 15.5

億円、産業経済費で 3.4 億円、包括算定経費で 18.4 億円となり、年間約 54 億円（臨時財政対策債含

む）の交付税の加算分がなくなることとなります。 

 

 

第第第第 2222 章章章章    4444    改革改革改革改革のののの総括目標総括目標総括目標総括目標    

(1(1(1(1) ) ) ) 財政財政財政財政健全化健全化健全化健全化指標指標指標指標    （（（（本編本編本編本編ＰＰＰＰ６６６６）））） 

 

２－（１）県内各市の財政状況 

 

団体名 歳　入 歳　出 経常収支比率 公債費負担比率 将来負担比率

大津市 103,238 101,751 87.7 18.1 98.1

彦根市 39,501 38,699 94.7 19.1 118.9

長浜市 64,126 61,409 91.3 17.2 70.8

近江八幡市 28,131 26,705 85.3 12.5 28.5

草津市 40,181 39,718 95.4 19.9 14.0

守山市 24,053 22,602 91.8 15.5 42.1

栗東市 34,422 34,156 93.4 22.8 309.3

甲賀市 33,997 33,190 90.9 20.1 107.5

野洲市 18,610 18,213 94.0 19.9 109.9

湖南市 19,257 18,734 94.6 19.3 78.7

高島市 27,778 26,717 91.9 20.5 158.6

東近江市 47,311 45,880 89.5 17.0 111.4

米原市 21,949 21,082 89.8 19.5 101.0
○歳入・歳出額は、平成２１年度普通会計の決算額

○経常収支比率と将来負担比率は、平成２１年度決算に基づく値。

○公債費負担比率は、長浜市は平成２１度決算、その他の団体は平成２０年度決算

　に基づく値。

（単位：百万円、％）

約約約約△△△△55554444 億円億円億円億円    
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＜用語の説明＞ 

 

【【【【ああああ行行行行】】】】    

 

アウトソーシングアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシング    

業務の一部を専門業者等に委託することや、民営化すること。アウトソーシングには、コスト

削減や資源の有効活用以外にも、内部では得られない能力や資源を取り込むことによる内部資源

の高度化というねらいもある。 

 

アカウンタビリティアカウンタビリティアカウンタビリティアカウンタビリティ（（（（説明責任説明責任説明責任説明責任））））    

市民から市政運営を負託された行政機関は、その運営責任を負い、活動内容について市民に説

明する義務があるということ。 

 

一部事務組合一部事務組合一部事務組合一部事務組合    

地方公共団体が、事務の一部を共同処理するために設ける組合のこと。（地方自治法第 284 条

等。） 

 

公公公公のののの施設施設施設施設    

公園、体育館、文化センター、図書館、美術館等、市民の福祉を増進するために地方公共団体

が設ける施設。（地方自治法第 244 条） 

 

【【【【かかかか行行行行】】】】    

 

合併基合併基合併基合併基本計画本計画本計画本計画    

１市２町合併時、及び１市６町合併時に合併協議会で作成され、新しいまちづくりの基本方針

や、基本方針を実現するための主要施策、公共的施設の統合整備、財政計画等により構成されて

いる。（市町村の合併の特例等に関する法律第 6 条等） 

 

企業会計企業会計企業会計企業会計    

一般的には、株式会社等の民間企業における会計をいうものであるが、地方財政上は地方公営

企業法の全部又は一部が適用される公営企業の会計をいう。本市では、木之本・高月水道事業、

病院事業、老人保健施設事業があり、水道事業と病院事業は地方公営企業法の全部適用、老人保

健施設事業は一部適用となっている。 

 

基礎自治体基礎自治体基礎自治体基礎自治体    

住民に最も身近な地方公共団体である市町村等のことで、地域における行政の中心的な役割を
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担っている（地域主権戦略大綱(平成 22 年 6 月）)。 

 

基本構想基本構想基本構想基本構想    

まちづくりの長期的展望に立った最上位の計画で、行政経営の基本となるもの。本市では、「長

浜市基本構想」を平成１９年６月に策定している。（地方自治法第2条） 

 

義務付義務付義務付義務付け・け・け・け・枠付枠付枠付枠付けのけのけのけの見直見直見直見直しししし    

国等による地方自治体に対する事務の処理又はその方法の義務付けを見直すこと。法制的な観

点から、地方自治体の自主性を強化し、政策や制度の問題を含めてその自由度を拡大するととも

に、地方自治体が自らの責任において行政を展開できる仕組みを構築することが求められている。 

 

義務的経費義務的経費義務的経費義務的経費    

歳出のうち、その支出が義務付けられ、任意に削減することができない経費。人件費・扶助費・

公債費からなる。 

 

協働協働協働協働・・・・連携連携連携連携    

「コラボレーション」や「パートナーシップ」という言い方で使われることもあり、単に一緒

にやる、協力してやるというだけでなく、新しい相乗効果や創造性を期待する意味を込めて使わ

れることが多い。この大綱では、「市民、地域団体、NPO、事業者と市が、お互いの立場を理解

し、公共の利益の増進を図るための共通の目標に向かって、対等な立場で協力し合い、新しいサ

ービスや制度などを共に作り出していくこと」を指す。 

 

繰上償還繰上償還繰上償還繰上償還    

地方債の返済期限を繰り上げて、一部又は全部を返済すること。後年度の利子や元金返済額を

軽減することができる。 

 

広域行政広域行政広域行政広域行政    

複数の市町村等が連携調整し、行政区域を越えたまちづくりや施策の展開を行うこと。一部事

務組合もその一つである。 

 

公債費公債費公債費公債費    

地方債の元金返済及び利子支払の経費 

 

コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス    

一般には、法令遵守。法律や社会的な常識・通念を厳密に守ること。「長浜市不祥事根絶宣言

（平成23年１月６日）」では、法令遵守に加えて市職員の常識力、倫理観、道徳観のレベルアッ



- 9 - 

 

プを図ることを長浜市職員のコンプライアンスとして定義している。 

 

【【【【ささささ行行行行】】】】    

 

指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度    

民間の能力を活用することにより、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応し、住民サ

ービスの向上や経費の節減を図るために、公の施設の管理を市が指定する法人その他の団体（指

定管理者）が行う制度。本市では、平成 22 年度当初において、78 の施設について指定管理者制

度を導入している。 

 

推計人口推計人口推計人口推計人口    

直近の国勢調査人口（母数）に、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく人口移動状況（出

生、死亡、転入、転出等）を合算したもので、５年ごとに実施される国勢調査の間の時点におい

て推計した人口。 

 

スケールメリットスケールメリットスケールメリットスケールメリット    

規模を大きくしたことで得られる効果、利益のこと。 

 

総人件費総人件費総人件費総人件費    

   この大綱においては、正規職員の人件費に加え、臨時職員の賃金等も含めた人件費をいう。 

 

第三第三第三第三セクターセクターセクターセクター    

第一セクター（国・地方公共団体）と第二セクター（民間企業）との共同出資で設立された法

人のこと。 

 

【【【【たたたた行行行行】】】】    

 

地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの財政財政財政財政のののの健全化健全化健全化健全化にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（財政健全化法財政健全化法財政健全化法財政健全化法））））    

地方公共団体の財政の健全性に関する指標である健全化判断比率等の公表の制度を設け、その

比率に応じて、早期健全化計画等を策定する制度を定めることで、地方公共団体の財政の健全化

に資することを目的とする法律。平成 21 年 4 月 1 日から全部施行された。 

    

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税    

地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営

を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割

合の額を、国が地方公共団体に対して交付するもので、一定の算式により交付される普通交付税
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と、当該年度の特殊事情を考慮して交付される特別交付税に分かれる。 

 

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税のののの合併特例措置合併特例措置合併特例措置合併特例措置    

地方交付税（普通交付税）は、人口等が大きい程、スケールメリットにより経費が割安になる

ことを反映する制度となっており、合併した市町村の普通交付税の額は、一般的には、合併前に

比べて削減される。このため、普通交付税が急激に減少しないよう、合併後一定期間は、旧市町

村が存続したものとみなして普通交付税を算定する措置。 

 

特別会計特別会計特別会計特別会計    

国又は地方公共団体の財政において、一般的な歳出・歳入を経理する一般会計に対して、特定

の行政目的を達成するために特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳出・歳入と区分して

経理する会計。 

本市では、平成22年度において、国民健康保険、診療所、老人保健、後期高齢者医療保険、介

護保険、休日急患診療所、公共下水道事業、農業集落排水事業、浅井簡易水道事業、湖北簡易水

道事業、木之本簡易水道事業、余呉簡易水道事業、西浅井簡易水道事業の１３の特別会計がある。 

 

【【【【はははは行行行行】】】】    

 

パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント    

政策形成過程において、市民の意見を求め、意思決定に反映させる方式。 

 

扶助費扶助費扶助費扶助費    

社会保障制度の一環として地方公共団体が各種法令に基づいて実施する給付や、地方公共団体

が単独で行っている各種扶助に係る経費。 

 

普通会計普通会計普通会計普通会計    

地方公共団体の会計のうち、一般会計を中心とする公営事業会計以外の会計を指す。 

 

プライマリー・バランスプライマリー・バランスプライマリー・バランスプライマリー・バランス    

歳入から市債発行額を引いた金額と、歳出から公債費（市債の元利償還金）を引いた金額の差

で、基礎的な財政収支のことをいう。 

 

【【【【まままま行行行行】】】】    

 

民営化民営化民営化民営化    

これまで政府・自治体が主体となって行ってきた業務を施設の所有等も含め民間企業が主体と
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なって行うこと。もしくはその外郭団体等を民間企業化すること。 

 

ライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコスト    

施設の企画設計、建設、維持管理及び解体再利用すべての段階において必要とされる経費の合

算。 

 

【【【【アルファベットアルファベットアルファベットアルファベット略語略語略語略語】】】】    

 

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ    

Non-Profit Organization（非営利組織）の略で、特定非営利活動促進法に基づき、営利を目

的としない公益的な市民活動などを行う法人のこと。 

    

ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイクル    

Ｐ（Plan）、Ｄ（Do）、Ｃ（Check）、Ａ（Action）で表される活動の検証サイクルモデル。企画

し実施した事業について評価検証を加え、その分析から得られる改善点を、再び企画段階に活か

していくというねらいがある。 

 

 


