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第２次草津市行政システム改革推進計画アクションプラン公開ヒアリング議事概要 

（平成２８年度第２回草津市行政システム改革推進委員会） 

 

 

 

■日時：平成２８年７月２２日（金） 午前８時５０分～午後０時２５分 

■場所：市役所８階 大会議室 

■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、 

■欠席委員：岡井委員、加藤委員 

■事務局：善利副市長、山本総合政策部理事、永原室長、山田専門員、島川専門員 

■事業担当部署（説明員） 

①「財政規律ガイドラインの策定」 

財政課：宮嶋課長、吉川専門員 

 ②「まちづくり協議会への支援」、「まちづくり協議会による市民センターの指定管理」 

まちづくり協働課：辻課長、坂居専門員 

 ③「コミュニティビジネスの立ち上げ支援」 

   商工観光労政課：角課長、寺内副参事、山本主任 

   社会福祉課：古川課長 

   まちづくり協働課：辻課長、服部副参事 

 ④「草津市の魅力の発信」 

   企画調整課：南川課長、林専門員 

⑤「人材育成の推進」 

職員課：山本課長、黒澤主査 

 ⑥「効率化のための事務事業の点検」 

   経営改革室：永原室長、山田専門員 

■傍聴者：延べ２２名 

 

 

開会 

【善利副市長】挨拶 

 おはようございます。委員の皆様におかれましては、本市行政システム改革の推進に御理

解、御協力をいただき、誠にありがとうございます。また、本日は御多用の中、御出席を賜

り、重ねてお礼申しあげます。 

さて、持続可能な共生社会の構築を目指して、平成２５年度から取組を進めてまいりまし

た第２次草津市行政システム改革推進計画でございますが、今年度、いよいよ計画期間の最

終年度を迎えました。 

本日の公開ヒアリングでは、計画のうち、３９項目のアクションプランから選定した７項目

について、様々な角度から委員の皆様の意見を頂戴し、その上で現計画の総括と次期計画の

策定を、進めてまいりたいと考えております。 
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また、本日、各アクションプランの説明を行う担当所属においても、実施している事務事

業の課題等を含めて公開の場で御説明し、事業実施者としての責任を果たすことにより、市

政の透明性の向上につなげたいと考えているところでございます。 

１項目あたり３０分と限られた時間内ではございますが、専門的な見地から、また市民の視

点で幅広く、御意見を頂き有意義な議論となりますようお願い申しあげます。 

 

 

公開ヒアリングの概要説明 

事務局：本日の公開ヒアリングは、第２次行政システム改革推進計画のアクションプランの

取組実績を確認し、次期計画にどのように反映していくのかの検証材料とするこ

とを目的に開催するため、各項目のこれまでの取組により、草津市の行政システム

改革がどのように進んだのか、また、今後の改革の取組をどのように進めていくべ

きかという視点を意識しながら、議論を進めていただきたい。中には細かい事業内

容を掘り下げた議論をしたくなるものもあろうかと思われるが、できるだけ大き

な視点から、項目ごとの目的、取組内容、成果、課題等について、今後どうしてい

くのかを確認する場にしていただけるような議論を進めていただきたい。また、傍

聴者の方についても、円滑な議事進行の妨げとなる行為については厳に慎むよう

御協力をいただきたい。 

 

 

委員長挨拶 

委員長：おはようございます。本推進委員会については、提言書という形で現行の第２次行

政システム改革推進計画の策定から関わらせていただいている。その後の進捗管

理として、中間レビューなど、一定の時期ごとに担当課の声を直接聞く機会を設け

ながら進めてきた。今回は、次期計画の策定にあたり、過去４年間の取組を振り返

るということで、対話型によるヒアリングにより、各課の取組に対する意識等も確

認したいと思いますのでよろしくお願いしたい。 

 

 

 

①「財政規律ガイドラインの策定」（財政課） 

【財政課】 

≪総括評価シート・添付資料について説明≫ 

 

質疑応答・意見等 

 委員：添付資料「ガイドライン指標の推移」において、ほとんど全ての指標において目標

値を達成しているが、いくつか目標値に満たない指標が見受けられる。これは何か

特別な事情等があるのか。 

 市 ：例年、予算ベースの時点においては一部、目標値に満たない項目があるが、決算ベ

ースにおいては、各指標とも目標の基準値を達成している。 
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委員：添付資料「ガイドライン指標の推移」の「人口１人当たり市債残高」について、目

標値は類似団体の平均値から設定しているという説明であったが、草津市は資料

のとおり、はるかに小さい値となっており、この目標値の設定自体が甘いのではな

いかと思うがどうか。 

市 ：市では、現在、より魅力のある都市に向けて、いくつかの大規模事業に着手または

これから順次、着手しようとしている。たとえば、クリーンセンターの更新、中心

市街地活性化にかかる野村市民体育館の更新、草津川跡地整備に係る事業、老上西

小学校の新設などである。そういった事情を踏まえ、また、多くの事業を実施した

過去のバブル期の状況等も踏まえたうえで設定した目標値となっている。 

委員：添付資料「ガイドライン指標の推移」の「H26-32プライマリー累積見込額」の赤

字はどのような算定によるものか。先ほどの説明にあった各事業等の影響を加味

したものか。 

   また、条例化の話があったが、そもそも財政は弾力的な運用が求められるものであ

るが、条例化を行うことで、その改廃に議会の承認等の手続きが必要になるなど、

非弾力的なものになる。この点についてどう考えているか。 

市 ：別添資料の「計画期間中のプライマリー・バランスの推移（H26～H30）」にある

通り、毎年度、今後３年間の事業計画等を反映した財政運営計画に基づき、プライ

マリー・バランスを推計しているものである。なお、関連して、「計画期間中の財

政健全化判断比率等の推移（H26～H30）」にある将来負担比率が、将来の状況を

予測したものであり、当該数値が最大値となる時期はもう少し後であるが、当ガイ

ドラインの目標値である 55.0％以内を満たすものである。 

   また、条例化について、先ほど御意見をいただいた内容については十分承知してい

る。現時点で、健全な財政運営をさせていただいていると考えており、この健全な

状況を将来にわたり維持していくという思いで、理念的な条例の策定を検討して

いる。先にお示しした１１指標を条例の中で明示しようとは思っていない。また、

市民への制約を課すような内容の条例ではない。 

委員：例えば、「特に認める場合はこの限りではない」といった例外を規定した文言を加

えることによって、弾力性を持たせる条文とすることはできるかもしれないが、逆

にその例外規定を広く捉えてしまうことで、根本的な意義が反故になるという恐

れもある。こういったことから、財政は弾力的なものであるべきという前提に立つ

と、条例化については慎重になる必要があると思うので注意いただきたい。 

委員：現在、財政規律ガイドラインは H32 までのものであるが、条例化するということ

は、この財政規律ガイドラインというものを永続的に活用していくということか。 

市 ：条例化においては、市の健全な財政運営についての姿勢のようなものを示していき

たいと思っている。その中で、何年から何年までのガイドラインとその指標につい

ては、別途策定をしていきたいと考えている。 

委員：条例とは別に財政規律ガイドラインを策定していく中で、果たして条例化にどのよ

うな意義があるのかについては疑問である。条例策定のスケジュールからも、現時

点である程度の素案があると思うが、理念だけを示したものか。 
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市 ：策定中の条例案については、現時点では内部における検討段階で、まだ外部への説

明等は行っていないが、中身は財政運営における基本原則や計画的な財政運営、財

政規律の確保など、基本的な大原則を示した内容となっている。現在、市の総合計

画を最上位計画として、各個別計画が多くあるが、その計画を進めるための財政面

の裏付けを担保するため、条例を定めることにより、自ら律していくという考えで

ある。 

委員：それはあくまでも市の都合であって、市民にメリットはあるのか。 

市 ：他市では、すでに市民に多額の市税負担を求めざるを得ないであるとか、十分な市

民サービスの提供ができなくなっている自治体もある。また、国から財政運営の面

において警告を受けている自治体もある中で、本市は幸いにしてまだ健全な財政

状況である。今後、都市間競争や地方創生により、本市も様々な取組を行っていく。

一方で、財政面ではどうかという点については、市民の皆様も気にされていると思

う。そういった点から、条例化を進めているところである。 

委員：条例の内容について、市民から意見を言う機会はあるのか。 

市 ：パブリックコメントを実施する。 

委員：条例は中間見直し後のガイドラインとセットというイメージでよいか。 

市 ：現在のガイドラインは今年度見直しを行ったうえで、その上位の理念として、条例

化を進めていくものである。 

委員：ガイドラインの指標の種類や内容はどうなるのか。 

市 ：現在のガイドラインを策定した際の各項目の趣旨等に鑑み、基本的には現在の指標

は継続していこうと考えているが、今後検討をしたい。また、類似団体の状況の変

化等に対応して、目標値等の設定についても検討を行いたい。 

委員：財政課としては、所管課として財政規律ガイドラインを意識した財政運営に取り組

んでいると思うが、全庁的に見た場合において、この財政規律ガイドラインを意識

した事業の推進が果たして行われているか。 

市 ：市の予算の編成については、各課、各部において予算案をまとめ、財政課が審査す

る流れとなっている。その中で、予算編成にあたっての当初の説明において、財政

課から財政規律ガイドラインにおける１１の指標と１７の取組を意識した予算要

求を指示することで、それらの取組が守られており、このことから、全庁的な意識

を持って取組がされていると考えている。 

委員：もし、すでに財政破綻した市において、本市の財政規律ガイドラインのようなもの

があったら破綻を防ぐことができたであろうか。 

   また、本市では今まで健全な財政運営を行えているにも関わらず、なぜ、条例化を

行うのか。 

市 ：現在では、そういった過去の経過を踏まえて、国で財政健全化法が定められ、各自

治体における財政運営の状況をチェックし、指導する仕組みができている点から

も状況は変わっていると思う。ただ、そういった法律がある中で、さらに本市では

自ら律する姿勢のもと、条例を定めて、市民の皆様に安心していただける財政運営

を進めていきたいと考えている。 
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委員：総括評価の最後の部分で、次期計画の個別アクションプラン項目に位置付けた進捗

管理は必要ないとされているが、ここについてもう少し説明いただきたい。 

市 ：平成２５年度の第２次行政システム改革推進計画の策定以降に財政規律ガイドラ

インを策定し、さらに条例の制定を予定をしていることから、次期の行政システム

改革推進計画のアクションプランに位置付けなくても、進捗管理が行えるという

考えである。 

委員：財政規律ガイドラインについて、第三者からの意見を聞く機会や仕組みというもの

はあるか。 

市 ：それぞれの指標を予算、決算の際に議会に審議いただき、また、市ホームページで

も市民の皆様に公開している。 

委員：財政規律ガイドラインについては策定で終わることなく、それに基づく運用が重要

であるため、今後もしっかりと取り組んでいただきたい。 

委員：条例化しなくても、現時点で健全な財政運営がされている中で、条例化する意義が

今一つ見えない。また、財政規律ガイドラインのチェックの仕組みを、もっと説明

いただきたかった。 

市 ：チェック機能については、決算時は決算特別委員会、予算の段階では予算特別委員

会ということで、市民の皆様の代表である議会にしっかりと審査いただいている。 

 

委員長コメント 

 私自身は、条例化を積極的に進めていただきたいと考えている。ただ、条例の中身につ 

いては、市民にしっかりと情報公開を行い、丁寧な説明を行いながら、市民にも財政規律 

の重要性を理解いただくような努力をしていただきたい。 

現在までの取組については、財政規律ガイドラインの存在もあって、市の財政は健全で 

あると思う。財政課として職員はたいへんな激務であると思うが、今後も頑張っていただ 

きたい。 

 

 

②「まちづくり協議会への支援」 

「まちづくり協議会による市民センターの指定管理」（まちづくり協働課） 

【まちづくり協働課】 

≪総括評価シート・添付資料について説明≫ 

 

質疑応答・意見等 

 委員：平成２９年度から始まる市民センターの指定管理制度について、地元の受け止め方

はどうか。 

 市 ：１４学区にそれぞれ異なった課題等があり、受け止め方もそれぞれである。指定管

理者となることは地域にとって負担となる面があるが、住民自治の活性化という

目的達成のため、将来的にあるべき姿を見据えたなかで、今から準備が必要という

事で前向きに取組んでいただいているまちづくり協議会が大半であると認識して

いる。市としても、順次、地域に出向いて説明を行っている。 
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 委員：予定通り、８月、９月に指定管理者の募集というスケジュールでよいか。 

 市 ：そのように予定している。 

 委員：交付金の見直しについて、具体的な算出方法等は明らかにされているか。 

 市 ：「地域一括交付金」の見直しについては、当初の工程通りには進んでいない状況で

ある。これは、平成２４年度の制度開始からまだ間もないという点で、未だに地域

において当該交付金の活用等について困惑されている状況があるためである。こ

れまで、毎年度、同額が各団体に交付されていたが、一括交付金として交付し、ま

ちづくり協議会内部の配分により、年度ごとの各団体への金額が異なるなどの状

況を受け入れられないところがある。現在、実施事業の１２項目を算定基礎として

交付しているが、それぞれの算出根拠については従来から変更していないため、各

団体においてその内訳を見れば、本来自分たちに交付されるべき金額を把握する

ことはできる。 

    「ふるさとづくり交付金」については、すでに見直しを行い、平成２８年度から「が

んばる地域応援交付金」として交付させていただいている。いずれも、地域からの

提案事業に対して交付するもので、４年間で３００万円の交付ということは同じ

である。ふるさとづくり交付金は「地域まちづくり計画」の策定を条件として、ま

ちづくり協働課で審査を行い交付していたが、地域から、まちづくり協議会の理事

会等の決定を経たうえで申請される内容に対して、まちづくり協働課だけで審査

し、内容の変更や適正な執行に関する判断、助言等を行うことが困難であった。そ

のため、「がんばる地域応援交付金」においては、市の各部の総括副部長における

審査を行うこととし、横断的な視点から助言を行い、それを地域にフィードバック

して、当該取組をより良いものにしていく、また、様々な角度から協働や連携の糸

口を探る機会を加えた制度として開始をしている。 

 委員：がんばる地域応援交付金については、交付金の審査について、第三者の目を入れた

方が良いと思う。 

また、地域一括交付金を受け入れるための、まちづくり協議会側の体制整備につい

ては進んでいるのか。 

 市 ：資料として添付している、過去の広報くさつの記事において、まちづくり協議会の

部会制のイメージ図を掲載しているが、全くこの通りではないものの、各地域の実

情に合った形で交付金を受け入れる体制を構築していただいている。 

 委員：ふるさとづくり交付金の活用の状況はどうであるか。 

 市 ：昨年度までにすべての学区１３学区が活用されている。 

 委員：全ての学区が４年間で３００万円という満額を活用しているか。 

 市 ：一部の学区では満額ではないところもある。 

 委員：当初に思い描いたイメージ通りで進んでいない部分はあるが、未熟な状態であって

も動かしていくということは重要であると考えるため、とにかくやっていくこと

で見えてくることもある。市の応援体制の考え方はどうか。 

 市 ：指定管理者制度導入に向けて、この１年、２年についてはたいへん重要な時期であ

ると認識している。今以上に地域の意見を聞いて、地域と一緒に伴走しながら作り

上げていくようなイメージを持って取組を進めている。市の職員、中間支援組織も
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含めて、今以上のフォロー体制の推進を目指している。 

 委員：仮に平成２９年度から全ての学区が指定管理を受け入れなかった場合は、受け入れ

なかった学区については、引き続き、市が管理を行うのか。 

 市 ：市としては、１４学区全てにおいて指定管理者制度の導入が進んでほしいという強

い思いを持っているが、地域ごとに事情があるため、場合によっては全学区が一斉

にスタートできないケースも想定できる。指定管理の受け入れが無かった地域は、

引き続き、市が直営で運営を行っていく必要があると考えている。 

 委員：交付金の使途について、複式簿記の導入による分析等が必要ではないか。 

 市 ：現在、単式簿記による経理管理をしているが、今後、複式簿記の導入による分析に

ついて、導入検討を進めている。導入にかかる支援体制も平成２９年度から検討し

ていく。 

 委員：交付金や指定管理料も含めて、かなりの多額になると思う。経理はたいへん重要で

ある。剰余金は収益という取扱いになるであろうから、それをまた自主的な活動に

充てていくなどされると思う。東近江市では法人化の指導等を行っている。全てが

一斉には難しいが、法人化についても検討が必要ではないかと思う。 

 市 ：まちづくり協議会の法人化について検討はしているが、該当する法人格の設定につ

いて国で議論されているため、今後、こちらも注視しながら進めていきたい。 

 委員：まちづくり協議会を継続的に運営していくなかで、若い世代の確保が必要であるが、

市として何か取組や検討を行っているか。 

 市 ：それについては非常に大きな課題であり、従来の連絡・調整を継続するだけでは、

若い世代を確保するには至らない。今回、地域まちづくりセンターの設置によって、

社会教育法の範疇よりもさらに広く施設を活用できることとなるので、例えば、子

育てサロンや各種イベント等、さらに活発な活動を行っていただくなど、今まで足

を運んでいないような方が少しでも立ち寄っていただけるものとしていきたいと

考えている。 

 委員：先ほど、財政面の透明化という視点で、まちづくり協議会の法人化ということが意

見された。それに加えて、協働のまちづくり条例における市と地域の協働をさらに

強固なものにするためには、まちづくり協議会の会長個人に重大な負担、責任がか

かってくるような現在の任意団体のような形式では限界がある。そのため、会長個

人の負担、責任の軽減を図るためにも、法人化を進めて、まちづくり協議会の理事

会として責任を担保するような組織体制の構築について、早急に検討をいただき

たい。 

 委員：それぞれの地域ごとに色々な課題があって大変ですが、頑張っていただきたい。 

 

委員長コメント 

  まちづくり協議会の設置に踏み切ったということは、草津市における地方自治の特徴 

であると思う。災害等が発生した際においても、このような自治組織が有るか無いかで、 

その後の復興のスピード等が異なる点においては、東日本大震災の事例で証明されてい 

る。草津市はベッドタウンでありながら、草の根自治も進んでいるため、是非、短期的な 

成果に捉われることなく、長期的な視点で、まちづくり協働課とまちづくり協議会が伴走 
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しながら育てあげていってほしい。そういう意味では、まちづくり協働課が果たす役割は 

たいへん大きいと考えるため、できれば、担当者や考え方が頻繁に変わらないような体制 

で、じっくり進めていただきたい。頑張ってください。 

 

 

 

③「コミュニティビジネスの立ち上げ支援」 

（商工観光労政課、社会福祉課、まちづくり協働課） 

【商工観光労政課】 

≪総括評価シート・添付資料について説明≫ 

 

質疑応答・意見等 

 委員：平成２５年度に開催された講座には１００名規模の参加が、平成２６年度に開催し

た講座についても多数の方が参加されていて、皆さんが興味を持たれていること

が見て取れる一方で、実際に取組を支援する支援制度の活用については、１件だけ

であり、担当課としても悩まれているということが、明確にこの資料から読み取れ

る。このコミュニティビジネス支援の目的は、商工観光労政課が補助制度を所管す

るということは、新たなビジネスを生んで雇用を創出していこうということなの

か、それとも、まちづくりの課題を解決しようということなのか。 

 市 ：商工観光労政課では、商業や観光、工業の支援などが主な業務になるため、そうい

う意味では先ほどの説明と照らして、この支援制度の所管に違和感があるかもし

れないが、市としては、まちづくりの課題を解決するという目的に対して、コミュ

ニティビジネスの手法を取り入れて実践される方に対して、支援していこうとい

う思いである。 

 委員：コミュニティビジネスの定義を、ソーシャルビジネスよりも地域寄りということで

整理されているところであるが、国においてもこのソーシャルビジネスの重要性

については、強く認識されており、利益追求だけでは解決できない課題に対して、

特に若い人たちを中心的に想定しながら推進している。 

例えば、草津市発で実施されている貧困問題に対する国際活動など、商工観光労政

課が所管する意義からすると、そういった広いビジネス的な視点からのアプロー

チの方が良いのではと感じる。 

 市 ：おっしゃるとおり、商工観光労政課が所管するということで、対象を対国内または

国際的なビジネスなどに対する支援という大義名分を掲げた取組でも良いのかも

しれないが、あくまでも、市税を地域の中で還元していこうという立場でもって、

現時点においては取組を行っている。 

 委員：草津市内に既に様々なコミュニティビジネス、ソーシャルビジネスが存在し、活動

されているが、そういった事業等のリスト化はできているか。 

 市 ：完全にリスト化されている訳ではない。この支援事業はどちらかというと新規に取

組む方への初期投資の負担軽減を目的としたものである。 

 委員：市としての予算額はいくらか。 
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 市 ：チャレンジ事業が２５万円×２件、立ち上げ事業が２００万円の２５０万円である。 

 委員：ＮＰＯ等に案内等されているということであるが、学生は対象ではないのか。最近

では、学生の起業は珍しくないし、柔軟なアイデアを持っている。 

 市 ：学生を対象とすることを想定していなかったが、今後、対象として検討したい。補

助要件に年齢制限はない。 

 委員：広報くさつで、補助制度の案内を見たが、どの段階であれば相談できるのか分かり

にくいと感じた。取組む事業について、どれくらいの具体性がある状態であれば相

談に応じてもらうことができるか、説明することが必要ではないか。市のホームペ

ージについては確認していないが、同じような案内なのか。 

 市 ：いかに相談してもらえるかが重要であるため、周知の方法については、随時、改良

したい。コミュニティビジネスに係る体制としては、どちらかというと伴走型で、

まずは相談をいただき、一緒に作りあげていければと考えている。 

 委員：相談が２３件あったが、法的な課題等により話が進まないと資料に示されている。

法的な課題について十分に検討されたのか。また、市場ニーズが低いとあるが、も

ともとコミュニティビジネスは市場ニーズがそれほどないものである。市場ニー

ズがあれば、既に一般の企業が営利目的で事業を行っているはずである。あるいは、

地域課題とは何を指しているのかということが不明確ではないか。内容的に守秘

義務等もあると思うため、差し障りの無い範囲で説明をお願いしたい。 

 市 ：基本的に、伴走型で相談者を支援していこうとうスタンスについては、先ほどの説

明のとおりであり、相談者に壁を作っているということはない。 

    添付資料に事例をいくつか示したが、事例①では特定商取引法が、また、事例②で

はニーズが無いことが、事業実施にあたっての阻害要因となっており、いずれも市

として解決することが困難なものである。そのため、例えば、当該事業実施にあた

って、違った角度からの検討をお願いするなどしている。 

    また、地域課題についても、コミュニティビジネスとして相談された内容が地域課

題の解決手法としてふさわしいかの判断を行いながら、相談者と事業内容をブラ

ッシュアップしながら進めているところである。 

 委員：現在、チャレンジ事業は２５万円であるが、例えば１０万円にするなど補助単価を

下げて、かつ、失敗しても良いので申請要件も緩和して件数をとりあえず増やすと

いうスタンスとしてみてはどうかと思う。 

    根本的な問題は、経営計画の審査や経営指導等について、市は責任を持って判断で

きない点である。これらができる商工会議所の事業として、コミュニティビジネス

の立ち上げ支援を位置付けることを検討してみてはどうか。 

 市 ：商工会議所では、会員を対象に経営指導等を行っているところである。そのような

中で、コミュニティビジネスは、個人やＮＰＯやその他任意団体を対象としている。

この点で確認は必要となるが、商工会議所による実施という点は今まで考えたこ

とが無かったため、今後、検討をしても良いかと思う。コミュニティビジネスの立

ち上げ支援を行うことで、地域の課題が解決できて、うまく地域が回っていければ、

支援者は市でも商工会議所でも良いと考えるので、ひとつの選択肢かもしれない

と感じている。 
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 委員：地域課題を市がどのように考えているのかが不明確であるため、それに伴う法的な

問題等もなかなか見えにくいのではないか。市が考える地域課題を示せば、それに

伴って取組を検討する団体等も出てくるのではないかと思う。 

 市 ：草津市における地域課題についてはたいへん幅広いと考えている。その中で、考え

方の一つとして、市が地域課題を限定して募集する方法もあると思うが、現時点で

は、地域課題を限定しない方法で、様々な気付きに期待する方法で進めていこうと

している。今後検討したい。 

 委員：まちづくり協働課のふるさとづくり交付金、がんばる地域応援交付金とどう違うの

か。がんばる地域応援交付金に集約しても良いのではないか。 

 市 ：市民からすると分かりにくく、御指摘のとおりかと思うところもあるので、今後、

当該交付金の定着と併せて、検討したい。 

 委員：立ち上げ事業の条件である国や県の補助等というのは、どのようなものを想定して

いるか。 

 市 ：例えば、しが新事業応援ファンドやしが絆プロジェクトである。 

 委員：それらは補助額等が大きいものであるが、なぜ、そこに市が追加補助する必要があ

るのか。事業の対象範囲も県の制度の方が広いため、両者の整合性が不明である。 

 市 ：草津市を拠点として活動する事業について、支援していきたいという考えである。 

 委員：実績がないのであれば、全てチャレンジ事業にして、単価を下げ、補助率を上げて

件数を増やす方向で考えてみても良いかもしれないと感じる。 

 委員：対象を地域とするなど要件を絞り過ぎており、また、地域課題についても、市が何

を求めているのか分かりにくい。 

 委員：市が地域課題について一定のテーマを示す方が良いのではないか。また、立ち上げ

後の市のサポートについてもアピールが必要ではないかと思う。 

 委員：以前から、個人的に東京にある Fab Lab のようなモノづくりの場ができないか考

えていたが、このコミュニティビジネス支援の記事を広報くさつで見て、相談して

みようか迷っていたところである。 

 

委員長コメント 

  いろいろなアイデアをキャッチアップしていくことが重要である。「芽」までいかない 

「種」の状態に水をやって、とりあえず芽が出るところまでの支援といった姿勢でなけれ 

ば、なかなか推進は難しいと考える。最初の支援費は物品購入費等で消費されてしまうた 

め、思い切ってそこは割り切ってしまって、件数を増やしていく方向でも良いのかと思う。 

 

 

 

④「草津市の魅力の発信」（企画調整課） 

【企画調整課】 

≪総括評価シート・添付資料について説明≫ 
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質疑応答・意見等 

 委員：昨年度実施した中間レビュー時の意見では、行政主導の傾向が強いので、もう少し

市民主導にした方が良いのではないか、草津市の住みよさの要因を整理してアピ

ールした方が良いのではないかなどの意見があった。中間レビュー後、今年度に見

直した点があれば説明いただきたい。 

 市 ：中間レビューでの意見等を踏まえながら、今年度に予定している取組の一部を紹介

させていただくと、例えば、草津ブースターズから、ふるさと寄附の返礼品につい

てのレビューやグッズの提供、また、たび丸の発信強化として、学園祭への出演等

を予定している。たび丸のイラストは、庁内の使用許可について、すでに要件を緩

和したところである。さらには、庁内でたび丸が目に入るような工夫を検討してお

り、本日、午後からキックオフイベントを開催するが、今年もゆるキャラグランプ

リにエントリーしている。さらには東海道五十三次の旅という企画を考えている。 

    写真コンテストについても市のＰＲ動画を募集し、シティセールスと絡めていく

予定をしている。 

 委員：ブースターズについては任期を設定せず、肩書だけを付与しているだけで、草津市

に関わるＰＲ等が行われていないと思うがどうか。 

 市 ：ブースターズについては、委嘱のみで終わっていたため、現在、例えば自己紹介の

機会に「滋賀県出身」でなく「滋賀県“草津市”出身」と言っていただくであると

か、そのような形で少しずつでも草津市の知名度に貢献いただくよう、順次、働き

かけている。また、各種イベントの司会等、ブースターズの活動の場を広げるよう

企画している。さらには、生まれも育ちも草津市という２名の方に対して、新たに

ブースターズへの参加を依頼しており、その方の同級生や保護者等も巻き込みな

がら盛り上げていくような策も考えているところである。 

 委員：たび丸について、ＰＲの機会の増加やグッズ化について検討いただきたい。 

 市 ：たび丸の使用許可については、庁内においては要件を緩和したが、外部の方が使用

する際は申請をいただくことなる。そのような中で、運動会等の学校行事への参加

を新たに呼び掛けている。また、グッズについては、ポロシャツ等を民間の方に作

成いただいており、道の駅で新たに販売を開始している。 

 委員：草津市シティセールスアクションプランの「出会い交流促進事業」については、ど

のような意図で盛り込まれたのか。 

 市 ：地方創生のまち・ひと・しごと総合戦略の中で、国からの１００％補助を想定して

計画したものであるが、結果、不採択となった。そのため、実施が困難な状況とな

っているが、何らかの事業と絡めながら取組ができないか検討したい。 

 委員：ゆるキャラグランプリの予想はどうか。 

市 ：一昨年は８００位程度、昨年は２４２位でしたので、今年は１００位以内を目標と

している。 

委員：今までにない視点や観点で他と差別化を図っていくことが重要かと思う。魅力発信

にはハード面、ソフト面があると思うが、両面においてしっかりとＰＲしていただ

きたい。 
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市 ：他市と比較して、草津市の歴史的遺産については見劣りする部分があり、また、ゆ

るキャラグランプリにおいて、たび丸が上位になったとしても草津市の知名度や

印象が大きく変わるとは限らない。ただ、たび丸を一つのツールと捉えて、少しず

つ良い方向へ進めて行きたいと思う。 

委員：ファンクラブ、サポーターはどうなっているか。 

市 ：活用できていない。昨年の秋ごろからメールによる情報発信も途絶えている状況で

ある。本日の午後からのキックオフイベントについても、サポーターの方に協力い

ただき、ファンクラブの方に応援に来ていただくというのが本来の姿であると思

うが、実際はそのようになっていない。後期の取組に向けて、他の団体との集約化

なども含めた今後のあり方を検討していきたい。 

委員：琵琶パールの活用についても検討いただきたいと思う。また、複数のＰＲ要素を合

わせた戦略を検討いただきたい。 

市 ：ふるさと寄附の返戻品に琵琶パールを含めた結果、実際に寄附いただいている。今

後もそういった形で工夫していきたい。 

 

委員長コメント 

  新しい発想により、さらに草津市の魅力が発信できるよう、今後も頑張っていただきた 

い。 

 

 

 

⑤「人材育成の推進」（職員課） 

【職員課】 

≪総括評価シート・添付資料について説明≫ 

 

質疑応答・意見等 

 委員：人材育成評価制度については、多くの民間企業では既に導入されており、評価の結

果が賞与や給与に反映される仕組みとなっている。市の「新・人材育成評価制度」

はどのような形で活用されるのか。 

 市 ：人材育成評価制度については、平成２２年度から実施しており、当初は能力評価の

みであったが、地方公務員法の改正により、平成２６年度から業績評価を導入して

いる。また、平成２８年度からは評価結果を人事管理の基礎として活用し、次年度

の勤勉手当、定期昇給に一部反映させる仕組みづくりを行ったところである。 

 委員：他の自治体では職員の不祥事が目立つ。様々な面から管理しているにも関わらず、

発生してしまう。また、メンタルヘルスに問題を抱えて、長期休養している公務員

が増えているといわれている。これらの点について、草津市ではどのような状況か。 

 市 ：職員の不祥事について、昨年度および今年度においては、内部的に事務の執行が不

適切であったとして処分を行った事例はあるが、外部的に大きく問題となる不祥

事案件は無かった。ただ、平成２６年度には生活保護に関する事務で不祥事が発生

してしまった。不祥事については当然、起こってはならないことであるため、研修
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等を重ね、また、綱紀粛正ということで文書による職員への通知を行い、防止に努

めているところである。 

    また、民間企業、官公庁を問わず、メンタル面から体に不調をきたして仕事が思う

ようにできないという方が増えている状況にある。本市でも数名がそのような状

態にあるため、職員課として当該所属と連携を図りながら、職場復帰に向けたフォ

ローアップを行っているところである。今年度は休職者が５名程度、病気休暇が 

１０名程度となっているが、メンタル面に不調をきたすと、なかなか復帰が難しい

ということから、１か月程度は環境に慣れていくための短時間勤務を推奨してい

る。 

 委員：正規職員を増やすことができないことから、非正規職員の割合が非常に多くなって

いる。また、職員の年齢層も低くなってきており、全体として業務経験が浅い職員

が多くなっていると思われる。そのため、業務量が多く、また、内容が十分に分か

らない中で業務を進めていかなければならないことや、そういった部下を多く抱

える中堅職員についてもパワハラ的な言動が増えてしまうことから、メンタル面

に悪影響が出ているのではないか。 

そういった中で、非正規職員についても戦力として活躍してもらう必要があると

思うが、正規職員の育成だけではなく、非正規職員の育成についても、人材育成基

本方針等に何らかの位置付けがされているのか。 

 市 ：非正規職員に対する研修制度については、正規職員と比べると十分ではない。現状

はＯＪＴという形で業務の進め方を習得いただいている。今後、何らかの方法を検

討していきたい。 

 委員：国が提唱している、同一労働・同一賃金について、何か考えなどがあるか。 

 市 ：非正規職員の賃金、報酬については、人事院勧告による正規職員の昇給率とほぼ同

等の率で、かつ、最低賃金等の基準を遵守しながら、正規職員と同様とはいかない

までも、なるべく処遇面で不利にならないような形としている。 

 委員：本日の最初に財政規律ガイドラインについて公開ヒアリングを行った際に、当該ガ

イドラインが全庁的に浸透しているかどうかについては、研修等を通じて浸透し

ているということであった。実際にどのような形で研修されているのか。 

 市 ：新規採用職員研修として、法務、財務、広報等、一連のテーマに沿った研修を行っ

ている。その中で、財政規律ガイドラインについての内容にも触れている。ただ、

その他にも、庁内に様々な計画や指標があるが、それらを職員が共通で閲覧できる

グループウェアに掲示したことにより共有化を図ったと言って良いのかなど、検

討すべき点は多くある。 

 委員：草津市の課はグループ制か。 

 市 ：グループ制である。課長、グループ長、グループ員という構成になっている。 

 委員：課長昇級試験はあるのか。 

 市 ：ない。 

 委員：グループ長試験もないのか。 

 市 ：ない。 

 委員：非正規職員から正規職員への登用制度はあるのか。 
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 市 ：非正規職員から正規職員への登用制度はないため、一般の採用試験を受けていただ

くこととなる。 

 委員：次のフェーズとしては、部長、課長、グループ長の登用試験制度を導入して、もう

一度、勉強する機会づくりや、若い世代の管理職への登用といった仕組みが必要で

はないかと思う。また、保育所などの現場では、同じ仕事でありながら給料が違う

などといった問題があるため、非正規職員から正規職員への登用制度の導入など

の工夫が必要であると思う。 

 市 ：県内でも管理職試験を導入している自治体がある事は把握している。一方で、職員

が試験を受けたがらないという課題についても聞き及んでいるため、メリット、デ

メリットをより研究して、検討したい。また、非正規職員から正規職員への登用試

験についても、課題として検討していきたい。 

 委員：非正規職員は各所属での採用となるため、他所属への異動はできないのか。 

 市 ：異動はできないため、他所属への異動は、再度、採用試験を受けていただく形にな

っている。 

 委員：能力や経験を積んだ非正規職員をもう少し、フレキシブルに適性に応じて活用しな

いともったいないと考える。 

 市 ：就職の機会の公平性の観点から、難しい面がある。 

 委員：再任用職員はどういう基準で選ばれるのか。本人の希望は反映されるのか。 

 市 ：夏から秋にかけて、退職される職員について希望を聞いて、勤務状況等を考慮した

うえで、最終的には内部組織の委員会で再任用の妥当性について審査を行ってい

る。その中で、採用しないという結論に至った事例は無い。７割から８割が再任用

を希望している状況である。 

 委員：人材育成は長期的な取組であり、人材育成無くして組織の活性化はあり得ない。 

非正規職員においてもメンタル面で休む場合があるのか。 

 市 ：病気休暇として短期で休まれるケースはある。 

 委員：草津市は近隣の自治体と比べて、メンタルヘルスに不調をきたして休まれている職

員は多い方か、少ない方か。 

 市 ：しっかりしたデータに基づいたものではないが、少ない方であると思う。ただ、顕

在化していないだけで潜在的にメンタル面に不調をきたしている職員がいる可能

性はある。今後、厚生労働省のストレスチェック制度を活用したセルフチェックに

より、不調を自ら早期に気付かせるという取組を行うため、それが良い方向に進ん

でいけばと考えている。 

 

 

 

⑥「効率化のための事務事業の点検」（経営改革室） 

【経営改革室】 

≪総括評価シート・添付資料について説明≫ 
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質疑応答・意見等 

 委員：２年間で５７６事業の点検を行ったことについては、たいへん頑張ったと思う。 

点検の方法としては、担当各課がシートを作成し、そのシートに指摘事項等を記し

て、再度、担当各課へ送り返すといった方法で行ったのか。 

 市 ：平成２５年度は担当各課に事務事業の点検表を作成いただいて、全ての事業におい

てヒアリングを実施した。ただ、全ての事業を理解して、課題を抽出するというこ

とが、体制的にも困難であったため、平成２６年度は、担当各課に事務事業の点検

表を作成いただいて、その中から抽出した事業に限ってヒアリングを実施した。 

 委員：平成２７年度はどうだったか。 

 市 ：平成２５年度、平成２６年度において一応、全ての事務事業について点検を実施し

た。平成２７年度以降は各部局における自己点検という形で、事務事業の点検を実

施し、その結果を次年度の予算要求に反映させるというルール化のため、「事務事

業見直しチェックリスト」を示して、予算要求時の説明会に経営改革室から説明を

行った。 

 委員：そういう意味では、シート作成は毎年度行われているということか。 

 市 ：事務事業の点検表とは異なるが、必要性、効率性、有効性等をチェックできるシー

トによって確認を行い、課題があれば次年度以降に改善を行っていくという形で

進めている。 

 委員：平成２５年度、平成２６年度に行った事務事業の点検が、その後も予算編成などで、

ルーティンワークとして定着しているということであると思う。 

ただ、抜本的な見直しは難しいため、中間レビューを行ったわけであるが、中間レ

ビューを実施した後の見直しについてはどのように評価しているか。 

 市 ：中間レビューを乗り切ることが目標になってしまって、その後の見直しがあまり進

んでいないのが実際のところかと感じている。中間レビューの時点で、方向性があ

る程度決まっている事業については、その後の取組が進んでいくが、そうではない

ものについては、継続検討という状態のままである。 

    また、「事務事業見直しチェックリスト」による事務事業の点検は、引き続き各部

局において進めていくが、その結果を事業の廃止案や見直し案としてボトムアッ

プしても、上層部へ上がっていくにつれて、決定が先延ばしとなる、というのが実

情であると感じている。 

    一方で、平成２１年度、平成２２年度において実施した事業仕分けのような機会が

あると、事業を廃止しやすいという一面はあるが、事業を廃止することを目的とし

て事業仕分けを行うことについては、本来の趣旨と照らして違和感がある。また、

事業仕分けは１日かけても１０事業程度の精査しかできないため、費用対効果と

してどうか、抜本的な改革となるのかというと疑問である。 

 委員：本来、抜本的な改革が求められるのかもしれないが、実情は改革というよりも改良

という形で止まっている。第三者的な力によって改革を進めていくということに

なると、この委員会はどのような存在であるべきなのか。 

 市 ：外部からの力を借りて、ということであれば、どうしても事業仕分けのような形に

ならざるを得ないのかと考えている。たた、事業仕分けをしようとすると庁内の反
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発に加えて、かなりの労力が必要となることが課題である。 

 委員：事業仕分けは事業の削減ではなく、事業の最適化を目的としたものである。行政が

行う事業に間違ったものは無いが、ただ、その進め方に問題があることがあるため、

その進め方の方向転換を行うきっかけとして、例えば、次期計画４年間のうちの２

年間については、ＰＰＰに関連する事業を抽出して、市民判定員方式を取り入れた

公開事業評価を行ってみてはどうかと思う。 

 市 ：ＰＰＰということであれば、先ほどの職員課の「人材育成の推進」に関連して、ア

ウトソーシングを推進することで、窓口業務の非正規職員に関する採用事務や教

育など人事管理の面で、職員の負担軽減が期待できる。一方で、市の職員側のノウ

ハウが失われる恐れがあるといった懸念はあるが、そこはやり方次第であると思

う。 

  

 

 

公開ヒアリング全体に対する委員のコメント 

委員：窓口のアウトソーシングについては、市民サービスが低下しないように注意してい

ただきたい。 

委員：若い世代がもっとまちづくりの場に参加して、活躍できるような仕組みづくりをお 

   願いしたい。 

委員：担当課にとって事務の負担は大きいだろうと思うが、コツコツと進めていただいて 

   いると思う。様々な事業があって、不十分なところもあるかもしれないが、住みよ

さランキングで１位となっているように、草津市は外部からも評価されているた

め、現行のように行政システム改革の取組を引き続き進めていただきたい。 

委員：優秀な非正規職員が任期満了で辞めてしまうのはもったいないため、引き続き活躍

いただけるような何らかの方法を検討いただきたいと思う。 

委員：私自身、本委員会の委員となって様々な事業を知ったことで、新たな興味が広がっ

たという経験から、いろいろな人がこういう機会にもっと関わって、市の取組に関

心を持つ人が増えれば良いと思う。 

委員：行政の仕組みは、内部から変えていくことが難しい面があり、やはり外部からの力

によって変えていけるという点が多くあると思う。永続的に続けていくべきこの

取組を今後もしっかりと進めていただきたい。 

委員：職員は真剣に取り組んでいるが、行政側からの都合で進められているのではと感じ

る面もある。また、職員が若返っているということは、それだけ若い力が活かされ

る組織であるという捉え方をしていただいて、頑張っていただきたい。 

委員：今回はたまたま６項目であったが、残りの項目についても検証を行って、次期計画

の策定を進めていただきたい。 
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閉会 

【山本総合政策部理事】挨拶 

  長時間にわたり、ありがとうございました。本日いただきました御意見を反映しながら、

再度、各アクションプランの振り返りを行いまして、次期計画の策定を進めてまいります。 

  引き続き、御協力を賜りますようよろしくお願いします。 


