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平成２７年度第１回草津市行政システム改革推進委員会 会議録 

■日時： 

 平成２７年６月１７日（水）１０時００分～１２時０５分 

■場所： 

 市役所４階 行政委員会室 

■出席委員： 

石井委員、八幡委員、中委員、中原委員、進藤委員、山口委員、清水委員、一浦委員、

加藤委員 

■欠席委員： 

 岡井委員 

■事務局： 

 善利副市長、山本総合政策部副部長、経営改革室：山田専門員、島川主査 

■傍聴者： 

 なし 

 

開会 

 

１．あいさつ 

【善利副市長】 

 委員の皆様には、御多用のところ出席いただき厚くお礼申しあげます。 

全国的に少子高齢社会を迎える中で、現時点では人口増が続いております本市も、将来

的には人口が減少していくことが見込まれており、今後の市政運営における様々な分野に

おいて、過去に経験のないような影響がもたらされることが予想されます。 

今後も、「活気と潤いのあるくさつ」、市民の皆様に「安らぎと幸せを実感いただけるく

さつ」を実現していくため、引き続き、草津川跡地整備をはじめといたします大規模事業

を進めながら、協働のまちづくりの推進と、地方創生のための取り組みについて、市全体

を挙げて取り組んで参りたいと考えておるところです。 

そのような中、平成２５年度から４年間の計画として取り組んでおります「第２次草津

市行政システム改革推進計画」につきまして、平成２６年度末で２年を終え、ちょうど折

り返しとなったところです。 

委員の皆様方には、本推進計画を着実に実行し、改革の成果を確実なものとするため、

行政システム改革の取組について、専門的な見地から、また、市民としての視点から、幅

広く御意見を賜りますようよろしくお願い申しあげます。 
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２．委員自己紹介、事務局紹介 

 

３．草津市行政システム改革推進委員会について 

【事務局】 

＜資料 2の草津市附属機関設置条例（関係個所抜粋版）および草津市附属機関運営規則

（関係個所抜粋版）について説明＞ 

 

４．今年度の委員会の進め方について 

【事務局】 

＜資料 3の今年度の草津市行政システム改革推進委員会の進め方について説明＞ 

 ・今年度は 5回の委員会を開催する予定で、第 2回に「事務事業点検中間レビュー（資

料 5-4）」を実施する予定である。 

 ・その他に、第 3 回から第 5 回目の 3 回の委員会で、「公共施設等総合管理計画」の策

定について審議を行い、御意見いただく予定である。計画策定にかかる進捗の状況に

より、諮る内容、回数が変わる場合もある。 

 

５．推進計画アクション・プランの進捗について 

【事務局】 

＜推進計画の概要および資料 4-1の平成 26年度工程表と資料 4-2の平成 27年度工程表

について説明＞ 

・平成 26年度工程表は、昨年度に 39のアクション・プランの当該年次の取り組み予定

を作成し、年度が終了した後に、予定に対する実績を記載し、その評価を担当部署で

行ったものである。 

・アクション・プラン毎の表中の、上段が当初の取り組み予定であり、下段の網掛けし

ているところに実績を記載し、ページの下部にその評価を①から③で行っている。 

 ①工程表の計画どおり実施ができ、十分な成果が得られた。 

 ②工程や実施項目に変更があったが、概ね成果が得られた。 

 ③実施できなかった、あるいは、実施できたが十分な成果が得られなかった。 

・資料 4-1 の表紙で評価の集計をしており、①と評価したもの 26 項目、②と評価した

もの 11項目、③と評価したもの 2項目となっている。 

（③として評価している項目については、実施内容等について資料に沿って説明。） 

・平成 26年度工程表の評価をした後に、資料 4-2の平成 27年度工程表を担当部署で作

成した。今後、取り組み状況のフォローアップを継続していく。 

 

＜資料 4-3 の第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン中間

評価について説明＞ 

・現在、４年間の計画である推進計画は２年を計画し、ちょうど折り返しを迎えた。 



 3 

・計画の進捗については、資料 4-1 と資料 4-2 のとおり、年度ごとの工程表による状況

の確認を行っているが、計画を策定した当初の平成 25 年の 3 月の段階で予定してい

た4年間の計画と、2年が経過した現在の状況を比較してどのように進んでいるのか、

また、計画期間終了後の平成 29 年度以降、その事業をどのような方向性で進めてい

くのかなどについて各担当課に照会し、状況の把握および計画期間終了後の行政シス

テム改革の方向性についての検討材料とするため、アクション・プランの中間評価を

行う。 

・本委員会終了後に各課に照会したいと考えている。 

 

 

６．事務事業点検について 

【事務局】 

＜資料 5-1の事務事業の点検について、資料 5-2の平成 25年度事務事業点検工程表対象

事業、資料 5-3の H26 事務事業の点検 工程表対象事業一覧について説明＞ 

・事務事業点検は、推進計画に 39項目あるアクション・プランのうちの 1つ、「効率化

のための事務事業の点検」という項目に位置付けられている。 

・事務事業の点検については、一部の事務事業を除いた全事務事業を対象として、すで

に平成 25年度、平成 26年度の 2カ年で実施済みであり、今後はその中で計画的な見

直しが必要な事業として工程表作成の対象となった事業についての進捗状況を確認し

ていく。 

・平成 25年度は、全事務事業の中から点検対象とした 305事業のうち、26事業を工程

表作成対象事業として選定した。 

・平成 26年度は、全事務事業から、すでに平成 25年度に点検を行った事業、総合計画

に位置づけの無い事業、法令によって義務付けられている事業などを除いて選定を行

い、点検の対象事業とした 271事業のうち 15事業を工程表作成対象事業とした。 

 

【委員長】 

  2年間で計 576事業を対象に事務事業の点検を実施したが、まだ、点検対象としてい 

ない事業は残っているのか。 

【事務局】 

  2年間で、総合計画に位置づけの無い事業や法令によって義務付けられている事業な 

どの一部の事務事業を除いて、全ての事務事業について点検を行った。 

【Ａ委員】 

  事務事業点検の対象外とした一部の事業について、ひも付き補助金を財源とする事業 

については対象とするべきであると考えるがどうか。 

【事務局】 

  ひも付き補助金を財源とする事業については、点検の対象としている。 

一方で、国からの受託事業など、一定の金額内で決められた内容を執行するような事 

業については手法の変更などができないものであるため対象としていない。 
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平成 27年度 事務事業点検中間レビューについて 

【委員長】 

＜資料 5-4の平成 27年度 事務事業点検中間レビューについて説明＞ 

 ・昨年度に引き続き、平成 26年度に実施した事務事業の点検の工程表対象事業 15事業

のうち、5事業程度を選定し、平成 27年度の事務事業点検中間レビューを開催する予

定をしている。 

・開催日時、場所については、８月に市役所内の会議室等での開催を予定している。 

・昨年度と同様に、広報や市のホームページによる周知を行い、当日の傍聴については

事前の登録は不要とし、入退室も自由というスタイルでの実施を予定している。 

・「中間レビュー」と「事業仕分け」の違いについて、「事業仕分け」は、行政が行う公

共サービスの必要性や実施方法等について、外部委員会の仕分け人が公開の場で議論

し、「不要である」、「民営化すべき」などといった、事業そのものの方向性について仕

分けを行うものであったが、「事務事業点検中間レビュー」は、公開で行う点では「事

業仕分け」と同じであるが、あくまでも事業を所管する担当の所属が課題解決に向け

て作成した工程表の進捗状況、そのあり方や方向性などについて御意見をいただき、

前向きな議論を行うものである。 

 

【委員長】 

 昨年度に引き続き、是非実施したいと考えます。 

【Ｄ委員】 

  アドバイスシートについては、当日に必ず作成しなければならないか。 

【事務局】 

  当日、中間レビューを行いながら、アドバイスシートへの記入をお願いしたいと考え

ているが、その場で書ききれない場合については、後日、追って御提出いただくことも

可能である。 

【委員長】 

  では、中間レビュー対象の 5 事業について、委員の投票により選びたいと思います

が、対象となる 15事業について、事務局から概要説明いただきたい。 

【事務局】 

 ＜資料 5-3 の平成 26 年度 事務事業点検 事業概要シート、工程表に沿って 15 事業の

事業概要について説明＞ 

・「3.税務証明等事務費」については、平成 26年 11月に関係課による効果検証のための

会議を行い、廃止に向けた庁内の調整を行った結果、日曜開庁における税務証明の発

行業務は平成 27年 3月末で廃止されることとなった。工程表対象事業として選定した

段階では、平成 28 年 10 月の諸証明のコンビニ発行業務の開始に合わせた廃止に向け

た検討という視点で、工程表として選定していたが、予定よりも早く見直しを進めた

形となったことから、中間レビューの対象事業とする必要はないと考える。 

・「15.給食センター管理運営費」については、外部委託化に向けた検討を進めることを

工程表対象としていたが、昨年度の末に方針が決定され、平成 28年度から外部委託化

することとなったことから、中間レビューの対象事業とする必要はないと考える。 
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【委員長】 

  中間レビュー当日の事業概要シートには平成 27 年度の予算も反映されるというこ

とで良いか。 

【事務局】 

  平成 27年度の予算も反映する形で、現在の事業概要シートを時点修正する。 

【委員長】 

  先ほどの説明で、「3.税務証明等事務費」と「15.給食センター管理運営費」は対象と

する必要がないと考えますが、それに加えて、「9.すっきりさわやかサービス費」と「14.

学びの教室開催費」についても工程表に沿った形で予定どおりの見直しが行われてい

ると思われる。 

【事務局】 

  基本的には工程表に沿った取り組みを行うことができているが、特に内容を聞きた

いという意見があれば中間レビューの対象としてもらうことは可能である。 

【Ａ委員】 

  15事業の中でも、関連があると考える事業については担当部署が違う事業でもセッ

トにして考えて、事業推進の加速を図るという考え方はどうか。 

【Ｂ委員】 

  確かに、似たような事業があるので、併せて選んでいくという意見は良いと考える。 

【事務局】 

  関連する事業であっても、担当部署と根拠法令が異なる場合がある。そのため、事

業を進めていく過程では、関係部署間での協議をしっかり行いながら進めている。 

【委員長】 

一旦そのような視点も含めながら、委員の皆さん中間レビューとして対象としたい

事業について、投票いただきたい。 

【各委員】 

  （中間レビューの対象としたい 5事業について投票） 

【委員長】 

  結果、 

  ・1.シティセールス推進費 

  ・4.市民センター管理運営費 

  ・5.風力発電施設 

  ・8.地域サロン推進費 

  ・11.中心市街地活性化推進費維持管理費 

  の 5事業を中間レビューの対象とする。 

  事前の勉強会等により、しっかりと準備をお願いしたい。 

 

 

７．公共施設等総合管理計画について 

【事務局】 

 ＜資料 6-1の公共施設等総合管理計画について説明＞ 
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・本市は、昭和 40 年～50 年に京阪神のベッドタウンとして人口が増加し、これに伴っ

て、学校等の教育施設の整備が昭和 53 年前後に集中していることから、これらの大

規模な修繕や更新の時期が一斉に来る。 

・現在はまだ人口が増加している本市についても、将来的には、人口減少や年齢構成の

変化等により、施設の廃止や統廃合といった選択を迫られる時期が来ると考えられる。 

・本計画では、人口推計などを基に、本市では今後、インフラ施設も含めた公共施設の

数や延べ床面積などがどのくらい必要で、それらを維持管理していくためにいくらぐ

らい必要で、実際の財源はどのくらいあるのか、また、仮に、そのための財源が不足

するのであれば、どのような対策を講じていくのか、といったことについて、大枠の

方針をまとめていく。 

・個別の施設をどうするかまでは踏み込まないが、施設類型ごとの管理等の方針につい

てまとめていく。 

・策定にかかる支援業務委託を予定しており、6 月 1 日から公募型プロポーザル方式に

よる入札を実施している。順調に進めば、7月上旬に契約締結となる予定である。 

・また、庁内横断のプロジェクトチームを立ち上げて、全庁的な体制で臨んでいきたい

と考えている。 

・今後、事務局にて計画の策定を順次進める。10月頃に開催予定の第 3回目に策定の中

間報告、12月頃に開催予定の第 4回目に素案をお示しし、パブリックコメントを実施

したのち、3 月に開催予定の第 5 回目の委員会で策定の結果をお示しさせていただき

ながら、その都度、御意見を頂戴したいと考えている。 

【委員長】 

 ・計画の対象はいわゆるハコモノ施設だけではなく、インフラ施設も対象となってく

るということで良いか。 

【事務局】 

 ・インフラ施設も対象に含まれる。 

【委員長】 

 ・秋以降、素案をもとに審議したい。 

 

以上で、本日の委員会は終了といたします。 

 

閉会 

 

 

以上 


