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平成２６年度第３回草津市行政システム改革推進委員会 会議録 

■日時：平成２６年１０月２９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、中村委員、進藤委員、村田委員、清水委員、宮島委員、

堀江委員、三好委員 

■欠席委員：中委員 

■事務局：岸本総合政策部理事、経営改革室：黒川参事、山田専門員 

■傍聴者：４名 

 

１．開会 

【石井委員長】 

 新たな試みとして 7月に実施しました事務事業点検中間レビューでは、選抜した 5事業

について詳細な内容にまで踏み込んで議論することにより、市の事業への姿勢も分かりま

すし、その事業だけでなく行政の風土も見えてきたと思います。また行政においても非常

に前向きな検討をされているという面も垣間見えたのではないかと思っています。 

 本日の委員会では、その中間レビューの報告もありますが、10月ということで年度の折

り返しということになり、後半の行政システム改革の取組み内容等についても議論いただ

ければと思います。 

 

２．事務事業点検中間レビューについて 

【事務局】 

＜資料 1-1、1-2 事務事業点検中間レビューについて説明＞ 

 ・市広報等でも周知したが、傍聴者は延 15 名と少なく、事業や時間帯による偏りもあ

り、市民参加・参画を進めるうえで課題であると認識している。 

・資料 1-2 のアドバイスシートは、中間レビュー当日の各委員の意見をまとめて「委員

会としての意見」として集約し、その意見に対する担当課の考え方を「委員会意見に

対する対応」としてまとめたものである。 

【Ａ委員】 

アドバイスシートの委員会意見に対する対応で、検討するという対応は仕方ないが、

具体的なタイムスケジュールをフォローできないのか。 

【事務局】 

  中間レビューは、昨年度の事務事業点検の工程表対象事業 26事業の中から選定した 5

事業について実施したが、残りの 21 事業についても進捗管理は行い次回の委員会で諮

ることになる。その中でレビュー対象の 5事業についてもタイムスケジュールをフォロ
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ーしていくことになる。 

【委員長】 

  草津市の場合、平成 22 年度の事業仕分け以降、公開の場での個々の事業に踏み込ん

だ議論の場がなかったので、中間レビューの検証の意味も含め、今回のレビューについ

ての各委員の感想、意見等を求めたい。 

【Ｂ委員】 

  レビューを実施し、今まで資料を見ているだけではイメージできなかった事業が、担

当所属の職員と議論することで具体的に分かるようなった。また、どういった視点で資

料を読めばよいのか分かるようになった。 

【Ⅽ委員】 

  各事業について踏み込んだ議論を行政とできるという意味ではよかったが、委員会意

見に対する今後の対応は、もう少し具体的に記入していただきたい。 

【委員長】 

  事務局への依頼だが、工程表についてはもう少し詳細な工程表とするよう指導いただ

きたい。 

【Ⅾ委員】 

  委員会意見に対する対応の説明は、事務局からではなく担当課から説明いただければ

説得力もあるのではないか。 

【Ｅ委員】 

  公開の場での事業説明ということで、担当課にとっても漠然と事業を続けていくので

はなく、改めて事業を見つめ直す機会にもなるのではないか。 

【Ｆ委員】 

  見直しの全体的な進め方が数年かけて進めるものもあるが、企業の場合だと、その間

にトップが交代し新たな経営方針ができ、姿勢がごろんと変わってしまう。行政の進め

方は丁寧に進めなければならないのは理解できるが、あまりにも期間が長くスピード感

が感じられない。 

【Ｇ委員】 

  5 事業だけでなく、可能であればもっと多くの事業についてもレビューできればと思

う。また、レビューすることが最終目的ではなく、事業の見直しの成果がでないと意味

のないものとなってしまう。 

  レビューでは、議論の内容が噛み合わないところもあったが、事業内容を熟知するこ

とやしっかり事業内容を説明することなど行政職員のレベルアップにもつながるのでは

ないかと思う。 

【Ｈ委員】 

  先日、市民センターにまちづくり団体による指定管理者制度を導入している先進市に

視察研修に行ってきた。草津市は平成 29 年 4 月から導入を目指しているところで、ま

ちづくり協議会の熟度の差など難しい課題もあるが、先進市の事例を研究するなどして

着実に進めてほしい。 

【委員長】 

  平成 29年より早く導入してほしいという意見はあるのか。 
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【Ｈ委員】 

  今新しいまちづくりの体制の過渡期であり、平成 29 年を目標にしっかりとした体制

整備をしているところである。 

【Ａ委員】 

  中間レビューで期待したのは、これは行政システム改革なので抜本的な見直しである。 

 担当課の委員会意見に対する対応に書かれているのは、現行の制度や仕組みの中で忠実

に業務を遂行し改善に取組む姿であり、それはそれで正しいのだが、行政のシステムそ

のものを抜本的に変えるといった切り口の意見がどの事業からも出てこなかった。 

 市民のためにどうしたら最適なサービスが提供でき、それも安いコストでという切り口

での意見が出てこなかったので、そういった視点をもって事業見直しを行なうというこ

とを行政は認識していただきたい。 

【委員長】 

  個々の事業に言及すると、まちづくり協議会推進費は、ある意味、草津市のまちづく

りのシステムを改革しているもので、その取組みの方向性について、頑張ってください

という応援メッセージを与えたものであったと考える。 

  指定ごみ袋購入配布費は、最初はごみ袋の有料化という漠然とした思いがあったが、

議論を通じて、一概に有料化というものだけでなく、ごみ量をどのように削減するのか、

ごみ袋をどのような方法で配布したりまた金銭的な負担をどう求めるのがよいのかなど、

白紙の状態から考え、評価できたのではないかと考える。この事業については見直すべ

きところも含め、市民会議や審議会に諮り今後検討することになる。 

  就園奨励給付・私立幼稚園保育料補助金は、大きく制度が変わる真っただ中で、レビ

ューの対象とすべきではなかったのではないかと議論していて感じた。認定こども園の

モデル実施など今後担当課でパブリックコメントをされるので、その結果等を見ていく

ことになる。 

  老人クラブ活動費補助金は、委員会としては抜本的なシステムの改革が必要とのメッ

セージを送ったと思うが、対応は改善的なもので納得がいかない部分もあるが、そのあ

たりは担当課も認識はされていると思う。現行制度の中での改善、見直しということで

納めていっているが、どこかの段階で大きく見直しをしていただきたい。 

  シルバー人材センター運営・活動費は、事前の勉強会をした時には大きく見直すべき

と思ったが、議論をする中で高齢者雇用の問題は身近な問題であり、存続し補助金の削

減など見直すべきところは早急に実施するということで、現在もその調整はされており、

その経過を見守りたいと思う。 

  中間レビューについては、議論を通して問題点を明らかにし、委員会としての方向性

をまとめることにより、それが担当課の改善改革に対する背筋を伸ばす役割は果たせた

のではないかと考える。これで終わりではなく、これからの担当課による見直しの経過

を委員会として厳しく見つめ、その内容が不十分なら再度委員会の場で議論していけれ

ばと考える。 

  また次の議題の平成 26 年度事務事業の点検の工程表対象事業の中から事業を選定し

来年度も中間レビューを実施できればと考える。この件については次回の委員会での審

議とする。 
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３．平成２６年度事務事業の点検について 

【事務局】 

＜資料 2-１～2-3 平成 26年度事務事業の点検について説明＞ 

 ・今年度の事務事業の点検を行い、自己点検した 268 事業中の 47 事業についてヒアリ

ング点検を実施した。結果は、Ａ(廃止) 0件、Ｂ(民間実施) 0件、Ⅽ(国県実施) 0

件、Ｄ(手法改善) 11件、Ｅ(内容改善) 28件、Ｆ(維持・拡充) 9件であった。 

 ・ヒアリングした 47事業から計画的に見直しを行なう事業として 13の工程表対象候補

事業を挙げている。 

【Ｆ委員】 

2.シティセールス推進費の実績指標でふるさと寄附件数が H25 の 8 件から H26 見込

が 4,230件と劇的に増えているがこれはどういうことか。 

【事務局】 

従来からの制度を平成 26 年 4 月からリニューアルし草津の特産品を特典としてプレ

ゼントするようにし、それを民設のサイトに掲載するとともに、全国放送のテレビ番組

で特集として取り上げてもらったことで飛躍的に伸びたものである。 

【Ａ委員】 

  特典にはコストが必要で、行政間の競争が過熱しやりすぎではないかとの意見もある。 

【事務局】 

本来の趣旨は地域に愛着を持って寄付される制度であるが、特産品を貰うために寄附

するということが先行している節もある。市にとっては歳入が増加し、草津市産の特産

品のＰＲにもなるので、現行制度の中で積極的に活用していくべきであると考えている。 

【委員長】 

この制度には問題点もあり、結局は国税で賄うことになり、ふるさとづくりという本

当の意味での効果があるのかという意見もある。 

【Ｂ委員】 

1.広報映画作成費で、ＤＶＤを実際見たが、これは小学校で学習教材に利用すべきも

ので、図書館において市民に閲覧を期待するのは無理と感じた。 

事業目的にある市民に視聴してもらうということであれば、今さら学校用教材としての

利用を検討するというのは本末転倒ではないか。見てもらうという目的があって作るの

ではないのか。 

【事務局】 

  当事業の視聴のためという目的は後付であり、本来は総合計画の作成資料として計画

期間毎の実施事業を映像記録として残す目的であった。それが平成 21 年度の事業仕分

けでの議論で記録資料としての活用だけではという議論がされ、市民にも見ていただき、

こういった資料があると周知することとなった経過がある。昨年度までは図書館でのＤ

ＶＤ視聴であったが、今年度からユーチューブでの動画視聴をできるように改善した。

それを今後、学校の教材として利活用できるよう検討していくものである。 

【Ｂ委員】 

  2.シティセールス推進費のマスコットＰＲ活動委託料 500万円とあるが、これは何か。 
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【事務局】 

ＰＲ活動委託料は、これまではたび丸は借用された課や団体の人が中に入っていたが、

動きに統一性が無く、おとなしいたび丸やはしゃぐたび丸が存在したりしたのを、中に

入る人を固定化しイメージを統一させ、草津のＰＲに行くときにはその専門の人が入る

ための経費である。 

【Ｂ委員】 

市からたび丸がゆるキャラグランプリに出場するから応援してほしいと依頼が来て、

毎日投票していたが、30人位しか応援している人がいなかった。市もシティセールスで

売り出すのであればまず市の職員が盛り上げるべきである。シティセールスを実施して

いる部署は熱心で盛り上がっているが、それ以外の部署はしーんとしており、まず市役

所の中から盛り上げていくべきである。 

【Ｃ委員】 

25.地域サロン推進費について、これはデイサービスにお世話になるのを予防する重要

な事業であり、その重要性を市や市民にも理解いただき、見直しの方向性はＤの実施手

法の改善ではなく、Ｆの拡大にすべきである。 

【事務局】 

地域サロンについては担当課の指標にもあるとおりもっとサロン数を増やしていかな

ければならないと考えているが、現状のサロン数の伸びは頭打ちの状態である。 

サロンの設置は原則 1町内会 1つとし補助をしているが、サロンの中には特定の活動

に特化したものもあり、誰もが気軽に行ける建前ではあるがそうなっていないものもあ

り、今までは無かったところにサロンをつくってもらうことで進めてきたが、これから

は内容も含めて拡大していくべきであると考えている。また今後の介護保険制度の見直

しで、要支援 1.2 の人の生活支援をボランティアや地域に担っていただく方向になるの

で、その方向に対応した地域サロンとするためにどうしたらよいのかをもう少し考えて

もらうということでＤとした。 

【委員長】 

  ⅮとＦの合わさった前向きなⅮという解釈でよいのではないか。 

【Ａ委員】 

地域サロンに老人クラブとのドッキングなど、地域の活性化にもつながる見直しを検

討いただきたい。 

【Ｇ委員】 

新たな地域支援事業の担い手という意味からすると月 2回位の地域サロンではとても

足りない。新制度が平成 27年から始まるが、各学区ごとにコーディネーターが置かれ、

地域支援事業の中で様々なサロンや介護予防事業、ごちゃまぜのデイサービスや元気な

老人が寄り合う場所などが、老人クラブや地域の主催で補助金の対象として出てくるよ

うになる。平成 27年度当初からは一気にとはいかないが平成 29年度までにはどんどん

増えていく。そうなればすごいサロンもできていくようになる。 

【Ｃ委員】 

利用する老人の方にも理解できるように進めていかなければならない。 

【委員長】 
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  大きな変革期ということで実施手法の見直しということでよいのではないか。 

【Ｄ委員】 

6～9.の各隣保館デイサービス事業の事業参加者数にかなりのバラツキがある。同じく

らいの予算額で数百人から数千人の開きはおかしいのではないか。 

【事務局】 

各隣保館により参加人数算定の基準が違ったため、今後は統計の考え方を統一するよ

う各隣保館に要請する。 

【Ａ委員】 

  47.給食センター管理運営費について、保育園の給食を賄ったりする余力はあるのか。 

【事務局】 

給食センターは市内の小学校の給食を対象とした施設で、現行の給食センターで中学

校や保育所の給食を賄う能力はない。中学校は家庭弁当持参制を基本として今年度の 2

学期からスクールランチ制度を導入した。保育所は自園調理を原則としており、アレル

ギー食の対応やおやつづくりもしている。 

【Ａ委員】 

H25 から H26 は喫食数の増加に比べ事業費が大幅に伸びているが。事業費には減価

償却費は入っているのか。 

【事務局】 

減価償却費は事業費には含まれていない。H26の事業費の増加要因として、H25から

新施設を稼働させ、実際に使ってみて調理や配送等の人員不足が分かり仕様を見直した

ことも一因にある。その他には光熱水費のアップと消費税率の引き上げも要因である。 

【Ａ委員】 

15.風力発電施設維持管理費と 40.みずの森管理運営費の関係について、風力発電の財

源説明で平成 24年度までは関西電力への売電料だけであったが平成 25年度からはみず

の森の指定管理者制度の導入により当施設の電気料金が追加となったとあるが、そうな

るとみずの森の電気代の支出が増えることになるのか。 

【事務局】 

風車は、みずの森へのクリーンエネルギーの導入を目的に建設された。発電した電気

はみずの森へ供給し、余った電気を関西電力に売電している。風車は発電以外にも、首

を風向きに合わせ振ったり羽の角度を変えたり電気を自己消費する。その電気代を指定

管理者制度導入前は、みずの森の電気代に含めてみずの森で支払ってもらっていたが、

民間事業者が指定管理者になるので、みずの森と風車の電気使用量をはっきり分けるこ

ととなった。その手段として全体の電気代を風車所管課の環境課で支払い、みずの森の

使用分についてはみずの森から環境課に支払うことにしている。そのため環境課の歳入

のその他財源と歳出が増え、みずの森については支払先が変わっただけである。 

【Ｈ委員】 

風車はずっと止まっており発電していないため売電収入がない。止まっているのに年

間 1人の人件費を負担するのはいかがなものか。耐用年数まであのまま放っておいても

人件費と電気代がかかるのなら、その役目は終わったということにしてＡの廃止も考え

られるのではないか。 
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【事務局】 

  あらゆる角度から検討してもらうためにもＥとしている。 

風車の現状を説明すると、平成 25 年 4 月から稼働をしていない。その当時に京都府

や三重県で風車の落下事故が発生したため国から安全基準が示されるまで休止すること

とした。その間、再稼働を目指し各種点検をしている中でブレードの故障個所等が見つ

かり今も止まっている。議会の決算審査特別委員会でも今後について議論もされ、法定

の耐用年数経過以降はどうしていくのか、またそれまでの間はどうするのかという部分

について検討が必要と考えている。 

ただ、単純に廃止といっても、建設時もかなり大がかりな工事をした経過もあり解体

についても同規模の工事が必要となる。 

【委員長】 

  そういったことを全体的に検討するという事で工程表対象としている認識である。 

【Ａ委員】 

  33.34.中心市街地活性化推進費について、まちづくり会社の役割や、株式会社なので

自主財源等の将来の収支見込み等について教えてほしい。 

【事務局】 

  まちづくり会社は、衰退傾向が見られるＪＲ草津駅前の再生ということを使命に、市

の出資比率が 26.6%の株式会社である。収支については、設立当初は市からの補助金で

運営支援をしており、駅前の魅力店舗を集めたニワタスのテナント収入が現在の会社の

自主財源である。今後は市で整備する草津川跡地でのテナントミックス事業や施設の指

定管理などを受託し自己収入を増やすことを計画している。 

  市からの補助金は、会社の早期の経営安定化ということで、人件費について 5年間補

助をし、その後補助率を下げ、最終的には補助金無しで自立した会社運営を行うという

ことで、そこに向け事業を進められている。 

  この事業については、平成 25年度に中心市街地活性化計画の認定を受けたばかりで、

まだ見直しの段階ではないと考えＦの維持・拡大としている。 

【委員長】 

  これからということで、会社の自主努力も市のサポートも当然だと思うが、今後の展

開を整理し情報開示いただくという意味で工程表対象とするべきである。 

【Ａ委員】 

  29.母子福祉活動費補助金について、母子家庭の数は増えているがのぞみ会に入る人が

減っているというミスマッチになっている。予算額 16 万円と少なく、見直しの方向性

も消極的に思える。事業の本質は、のぞみ会自体をどうするのではなく、草津市は住み

やすいまちと言っているので、増えている母子家庭に対しどういったフォローアップを

していくのか前向きに考えないといけないのではないか。 

【事務局】 

  16 万円は市の補助金で、のぞみ会の活動費は年間 120 万円位ある。対象者が増えて

いるのに会員が減っていることについて、ニーズに合っていないのか、または周知が不

足しているのかなど団体自体も悩んでいただいており、担当課も認識している。 

【委員長】 
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  24.健康診査費と 27.特定健康診査費について、事前の予防のため健診を受けてもらう

ことが重要だが、いずれも受診率が低い、難しいがそこを改善していかなければならな

いので工程表対象として検討してもらってはどうか。 

【事務局】 

  特定健康診査の受診率が低いのは大きな課題で、受診率向上が医療費の削減につなが

るということで、担当課でも受診率が高い市の事例や受診料を無料としている市の事例

等を研究し、来年度予算の要求での取組みを進めているため工程表対象としなかった。

受診料無料化で受診率は上がると思われるがそれをキープしていくための施策も必要と

考えている。 

【委員長】 

  26.すっきりさわやかサービス事業について、在宅介護のおむつの支給だが、これから

ますます対象者が増えていき事業費が膨らむことが予想される中で、所得制限や枚数制

限などの制限が必要となってくるのではないか。 

【事務局】 

  今後の事業費の増加という課題はあるが、事業仕分けでも議論され、昨年度で在宅介

護支援金を廃止したこともあり、すぐの見直しを現在のところ考えていない。 

【委員長】 

  では、各委員の合議により工程表対象事業を選定することとする。 

 

選定の結果、資料 2-2の一覧にある工程表対象事業 13 事業の他に、26.すっきりさわや

かサービス事業と 33.34.中心市街地活性化推進費が工程表対象事業に追加された。  

   

 

４．その他（公共施設等総合管理計画について） 

【事務局】 

＜資料 3-1 公共施設等総合管理計画について説明＞ 

・アクションプランでは公共施設白書を作成した後に施設の再配置の検討を行うことと

していたが、平成 26年 4月 22日付け総務大臣通知で、建物だけでなく道路・橋梁・

上下水道等のインフラも含めた公共施設等総合管理計画の策定要請があり、その計画

の中で再配置等の検討も行うことになる。 

・公共施設等総合管理計画は、過去に建設された公共施設が大量に更新時期を迎える一

方で行政の財政状況は厳しさを増す、また今後の人口減少を見据えて公共施設の適切

な管理運営を行うための計画である。 

【委員長】 

草津市として公共施設等総合管理計画をつくるのかつくらないのかの意思決定はでき

ているのか。 

【事務局】 

  どの市町村も平成 28 年度までには必ずつくらなければならない計画と認識している

が、今年度からの取組みで他市事例がまだ無いため、どの程度のボリュームでつくるの
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かが見えていない。各施設の個別計画まで踏み込むのか、全体的な方針レベルでの計画

にするのかなど。 

【委員長】 

  施設の除却についての起債など措置がある以上、方針だけでなく個別計画まで必要と

なってくるのではないか、そうでないと作成するメリットがなくなる。 

  アクションプランでは今年度に公共施設白書の作成とあるが状況はどうなのか。 

【事務局】 

  公共施設白書は建物だけを対象としているが、現在作成し公表前の最終段階にある。

白書は建物の築年数や稼働率等のデーターをつまびらかにするものであり、将来の再整

備等までには踏み込んでいない。 

【Ａ委員】 

  公共施設等総合管理計画の対象は、白書よりもっと広範囲になるということか。 

総合管理計画はどちらかというと行政のスリム化に視点を置いた計画で、草津市の場

合は現在成長戦略で大規模な公共施設の整備事業を実施しており、まだ数年先まで人口

も微増するといった状況の中で、この計画を作ることはミスマッチにも思える面がある

が、計画は 30 年スパンの人口動向を見て施設のあり方を検討するものであり、それを

比較的余裕のあるこのタイミングで始められることは他市に比べ恵まれたことと思わな

ければならない。 

【事務局】 

どういったスキームで計画を作るのかは現在検討中であり、当委員会を活用するのか、

また専門の外部委員会を立ち上げるのかなども決めていかなければならない。 

【委員長】 

  公共施設等総合管理計画は、これからの行財政改革の一番の礎となるものである。 

【事務局】 

不確定な要素もあり、本日は今後こういった計画を作っていかなければならないとい

う報告としたい。 

【委員長】 

  庁内でスキーム等を検討し、また状況の報告を当委員会でお願いしたい。 

 

閉会 

 

【岸本理事】 

  中間レビューについての庁内での受けとめ方や感想を報告します。中間レビューの前後

に庁内で本部会議等に諮り、実施後に意見を求めたところ、昔の事業仕分けとの違いが分

からないという意見と、担当課との議論が噛み合っていない場面もあったなど若干否定的

な意見もあったが、レビュー当日の委員長の挨拶の中で言われた、行政の公開性、透明性

や市民の視点による改革の加速や、協働型の行政スタイルの確立といった視点での効果は

あったと認識しています。また委員から御指摘のあった実施していることが行政のシステ

ムを変える取組みであることを意識しなければならないということも十分認識して今後の

取組みを進めていきたいと考えています。 



 10 

本日の審議ありがとうございました。 

 

以上 


