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Ⅰ 計画策定の趣旨（はじめに） 

 

 本市では、昭和５６年以降、数次にわたる行政改革に関する取組の中で、事業の効率化

や外部委託化、情報化の推進、組織機構等の執行体制の見直しなど、行財政運営に関する

改革を推進してきました。 

 また、平成１６年度から平成１９年度にかけて、行政の内部改革にとどまらず、市民、

市民団体、企業等を含めた「草津市」の活性化と自立に向けた行政システムの確立を目指

した、行政システム改革の取組を進めました。（第１次行政システム改革） 

 その後、東日本大震災を契機として、行政活動のみによる安全・安心の確保の限界と、

地域の支え合い、助け合いの重要性を改めて認識する中で、平成２５年度から平成２８年

度には「持続可能な共生社会の構築」を改革理念とし、最適な公共サービスの提供による

「公共の再編」を目指す、『第２次草津市行政システム改革推進計画』を策定し、「市民自

治の活性化」と「地方政府への転換」を推進するための３９項目のアクション・プランの

取組を進めてきたところです。（第２次行政システム改革） 

 こうした取組の中で、協働の分野においては、草津市協働のまちづくり条例の制定等に

よる協働のまちづくりを推進するためのルールづくりを行うとともに、各地域主体のまち

づくりの中心となる、まちづくり協議会の設立や中間支援組織と連携した市民公益活動団

体の活動促進など、地域や市民が主体となったまちづくりの活性化を図りました。 

 また、市民参加と情報公開を市政の基本原則と定める草津市自治体基本条例を制定し、

行財政運営を市民との十分な合意形成を図りながら進められる仕組みを構築していくとと

もに、財政規律ガイドラインや草津市公共施設等総合管理計画の策定、人材育成基本方針

の見直しなど、適正な行財政マネジメントを行うための仕組みづくりと、事務事業の点検

やファシリティマネジメントの推進、組織機構の見直しなどの内部改革の取組を進めてき

ました。 

 これらの取組において、達成された項目がある一方で、充分な成果が得られなかった項

目や取組の中で新たな課題が浮かび上がった項目などもあることから、現在までの成果を

後退させることなく、引き続き、行政システム改革に取り組んでいく必要があります。 

 現在の本市を取り巻く環境は、行政需要の多様化・複雑化や社会保障関係経費等の義務

的経費の増加、インフラ資産を含めた公共施設等の老朽化、将来必ず訪れる人口減少、高

齢化社会への対応など、課題は山積している中で、人員や財源には限りがあることから、

市が保有する資源だけではなく、草津市を構成する多様な主体を含めた社会資源・地域資

源を有効に活用する「地域経営」の取組を引き続き推進していくことが重要です。 

 このような背景を踏まえながら、第３次草津市行政システム改革推進計画（以下、「本計

画」という）は、平成  年  月  日に草津市行政システム改革推進委員会から提言

された『・・・・・・・・・・・・』の内容を尊重し、平成２９年度から平成３２年度ま

でを計画期間として策定したものです。 
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Ⅱ 本計画の基本的な方向性 

 

 本計画では、第２次草津市行政システム改革推進計画における改革理念および方向性を

継承することを基本とし、持続可能な共生社会の構築に向けた地域経営のための公共の再

編を行うため、「協働のまちづくりの推進」と「自律的な行財政運営」の２つを改革の方向

性とした取組を推進します。 

また、取組を進めていくための手法として「ＰＰＰ(公民連携)の推進」を図りながら、

草津市を構成する市民や地域、市民公益活動団体、民間企業や大学等の多様な主体とのさ

らなる連携、協働を意識し、社会資源や地域資源を有効に活用するなかで、改革の加速化

を図ります。 

 

■□■ 第３次行政システム改革の理念と取組の構成 ■□■ 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●.ＰＰＰ・・・Public Private Partnership のこと。官民連携、公民連携と訳される。行政と民間が連携して、それぞれ 

がお互いの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足

度の最大化を図る手法。 
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１．協働のまちづくりの推進 

≪課題≫ 

少子高齢化の進行やライフスタイルの変化などを背景として、社会情勢が大きく変化

する中で、地域の課題も複雑・多様化しています。 

また、地方分権の進展により国と地方の役割が明確化され、地方自治体においては、

地域の実情に沿った自治体運営と地域全体で将来にわたってまちを持続・発展させる仕

組みの構築が求められています。 

本市では、まちづくり協議会を中心とする地域活動、町内会による地域コミュニティ

の活性化、ＮＰＯやボランティア団体による市民公益活動も盛んに行われ、市民の「自

分たちの地域は自分たちでつくる」「まちづくり活動に積極的に関わりたい」という協働

によるまちづくりをさらに進めていく必要があります。 

 

≪課題に対する推進事項≫ 

（１）まちづくり活動の環境整備と情報提供 

①市民が活動しやすい環境整備 

草津市中心市街地活性化基本計画に基づき、コミュニティ活動の拠点となる（仮称）

市民総合交流センターの整備を計画的に推進します。また、多様化する市民ニーズに

対応し、地域主体のまちづくりを進めるため、市民センター（公民館）について指定

管理者制度を導入します。指定管理者制度の導入にあたっては、地域まちづくりセン

ターとして位置づけ、地域住民が主体となった施設の管理運営を進めながら、まちづ

くり協議会が主体となった協働のまちづくりを推進します。 

②まちづくり情報の提供 

   市ホームページや SNS を活用し、各主体の活動情報や支援情報など、積極的に情報

提供を行い、情報紙の作成や広報くさつ等を活用し、各主体の活動情報や支援情報な

ど、積極的に情報発信を行います。また、町内会やＮＰＯ向けに各種支援情報を掲載

した資料集を発行し、市民自らが行うまちづくり活動を応援します。 

 

（２）まちづくり活動への支援 

①まちづくり活動支援・資金助成 

   まちづくり協議会、基礎的コミュニティおよび市民公益活動団体が安定した活動が

できるよう財政的な支援を行います。また、中間支援組織が安定した運営を図れるよ

う支援を行います。また、まちづくり協議会や基礎的コミュニティの安定した運営の

ため、技術的な支援を行います。また、市とまちづくり協議会との連携や情報共有が

図れるよう仕組みづくりに努めます。 
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②協働事業の推進 

協働で取り組むことができる可能性のある施策や事業について検証し、協働による

事業実施を推進します。 

③中間支援組織の活用 

協働事業の促進、市民公益活動およびまちづくり協議会活動の健全な運営にあたり、

中間支援組織の活用を図ります。 

 

（３）協働を推進するための人材育成 

①人材育成事業の展開 

   協働について正しく理解することで、各担当業務に生かしていけるよう、市職員を

対象とした研修会を開催します。 

 

 

２．自律的な行財政運営 

 ≪課題≫ 

本市における人口減少への転換期は、全国的な傾向と比較して少し遅れて到来する見

込みです。しかしながら、将来的に高齢化の進展による個人市民税収入の減少や社会保

障関係経費の増加、また、公共施設等の老朽化への対応による将来的な財源不足が懸念

されます。こうした課題や環境の変化に対応し、本市がこれからも持続的な発展を遂げ

ていくため、事務事業の最適化や、将来に向けた財政規律の確保、また、職員の能力を

最大限に発揮できる組織づくりを行うとともに、市民参加と情報公開により市民との十

分な合意形成を図りながら自律的な行財政運営を進められる仕組みの構築を目指す必要

があります。 

  

≪課題に対する推進事項≫ 

（１）まちの魅力創造と多様な主体との連携 

草津市のまちの魅力を高め、市内外に発信することで、地域の活性化につなが

る取組を進めます。 

    また、多様な主体との連携を図るための公民連携手法の活用や広域連携の推進

による事務の効率化などの取組を進めます。 

 

 （２）健全な行財政運営の維持 

将来にわたって安定した行財政マネジメントを行うため、財政規律を確保し、

毎年のＰＤＣＡサイクルの中で事務事業の適正化を図ります。また、公共施設等

の総合的かつ計画的な管理を推進するとともに、使用料等の適正化と公平性の確

保に努め、併せて、地方分権改革に関する提案募集制度の活用を検討します。 
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 （３）組織力・職員力の向上 

財政状況が厳しさを増す中で、必要な事業量に見合った職員数の管理を行って

いきます。また、ワーク・ライフ・バランスの実現と市民サービスの向上を図る

ため、職員の意識と働き方の改革を推進するとともに、政策形成能力の向上やプ

ロジェクトチーム方式の活用、職員の大量退職による大幅な年齢構成の変化や、

人材の多様化に柔軟な対応ができる、職場マネジメントや部局間連携の強化等を

図り、職員の能力を最大限に発揮できる組織づくりを進めます。 

 

 （４）市民参加と情報公開の推進 

    様々な媒体による情報提供などにより、課題の発見、立案、実施、評価等の行

政の政策過程にかかる意思決定過程での早い段階から、幅広い市民参加が推進

できる取組を進めます。 

    また、積極的な情報公開を推進し、市政の透明化を図るとともに、オープンデ

ータの利活用を促進します。 
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ＰＰＰ（公民連携）の推進 

本計画の改革理念である「持続可能な共生社会の構築」に向けた「地域経営のための

公共の再編」とは、行政と市民や地域、市民公益活動団体、企業、大学など、草津市を

構成する多様な主体が連携、協働する、まさにＰＰＰによる地域経営の推進に向けた取

組です。 

このような中、全国的な人口減少対策と地方創生に係る施策の展開により、地方分権

と地域活性化を背景とした地域間競争と差別化が進む中、今後は以前にも増して各地方

自治体における政策形成能力が重要となることが考えられます。それに伴い、さらに行

政ニーズが多様化、高度化していくことが予想され、人的、財政的な両面において限ら

れた行政経営資源だけでは、それらのニーズを充足していくことは困難になると考えら

れます。 

一方、国において、平成２７年６月３０日に閣議決定された「経済財政運営と改革の

基本方針 2015」（「骨太方針 2015」）等を踏まえ、総務省から「地方行政サービス改革の

推進に関する留意事項」が平成２７年８月２８日に通知され、民間委託等の推進や指定

管理者制度等の活用をはじめとした、「行政サービスのオープン化・アウトソーシング等

の推進」等に努めるよう助言されたところです。 

  こうしたことから、本計画の取組を進めていくための手法として、引き続き、ＰＰＰ

の推進を図りながら、特に、従来の「単純・定型的業務」における外部委託化に加えて、

窓口業務などの「専門的・定型的業務」についての積極的なアウトソーシングを行うこ

とで、本来、行政が担うべき業務への適切な職員配置や市民サービスの向上を図ります。 
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Ⅲ 改革に向けたアクション・プラン 

 

１．協働のまちづくりの推進 

 

実施事業 ① 協働のまちづくり推進計画に基づく施策の実施 

実施内容 草津市協働のまちづくり条例および平成２７年３月に策定した草津

市協働のまちづくり推進計画に基づき、各地域のまちづくり協議会を中

心とした、地域による主体的なまちづくりや、様々なまちづくり活動へ

の支援、中間支援組織の活用や、まちづくりを担う人材の育成など、協

働によるまちづくりの推進と状況に応じた手法等の見直しを行うとと

もに、草津市協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会による計画の

進捗管理を行います。 

担当部署 まちづくり協働課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

 

 

 

    

※草津市協働のまちづくり推進計画（H27～H31）に示された施策については、草津市協

働のまちづくり・市民参加推進評価委員会において、毎年度、意見聴取と進捗管理が行

われることから、当計画においては、協働のまちづくり推進計画の進捗管理の確認を行

います。 

 

 

  

協働のまちづくり推進計画に基づく施策展開・手法等の見直し 

協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会による計画の進捗管理 

計画の見直し

検討 

次期計画の 

策定 

次期計画に基

づく施策展開 

（以下参考） 
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「草津市協働のまちづくり推進計画（H27～H31）」の具体的施策 

 

基本方針(1) 各主体への支援 

【推進項目Ａ 市民が活動しやすい環境整備】 

ａ 市民活動拠点の充実 

①（仮称）市民総合交流センター整備事業 

ｂ 市民センター（公民館）のコミュニティ施設への転換 

①市民センター（公民館）の指定管理 

【推進項目Ｂ まちづくり情報の提供】 

ａ 情報サイトの充実 

 ①市ホームページ等を活用した情報提供 

 ②市民活動レポート事業 

ｂ 情報誌の充実 

 ①市民活動団体情報誌の発行 

 ②まちづくり資料集の発行（町内会向け） 

 ③まちづくり資料集の発行（ＮＰＯ向け） 

 ④協働事業事例集の発行 

【推進項目Ｃ まちづくり活動支援・資金助成】 

ａ 財政的援助 

 ①まちづくり協議会への交付金事業 

 ②基礎的コミュニティへの補助金事業 

 ③市民活動保険助成事業 

 ④中間支援組織への補助金事業 

ｂ 技術的援助 

 ①まちづくり協議会との協働推進体制の整備 

 ②基礎的コミュニティ設立支援・加入啓発事業 

 

基本方針(2) 協働推進体制の強化 

【推進項目Ａ 協働事業の推進】 

ａ 協働事業の実施 

 ①市民まちづくり提案事業 

 ②協働事業の実施 

 ③協働契約ハンドブックの作成 

【推進項目Ｂ 中間支援組織の活用】 

ａ 市民公益活動・地域活動の推進 

 ①活動団体のネットワーク促進の連携 

 ②情報発信の連携 

 ③技術的支援における連携 

 ④人材育成事業の活用 

 ⑤活動支援や資金の助成における連携 

【推進項目Ｃ 人材育成事業の展開】 

ａ 職員研修の実施 

 ①職員対象協働研修 

 ②ＮＰＯ派遣研修 
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２．自律的な行財政運営 

（１）まちの魅力創造と多様な主体との連携  

実施事業 ② 草津市の魅力の発信 

実施内容 草津市の特産品、宿場町などの歴史資源、琵琶湖をはじめとする自然な

どの地域資源を活用して、市の魅力を高めるとともに、市内外に市の魅

力を積極的に発信するシティセールス事業を進めます。 

担当部署 企画調整課、各課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略基本プラ

ン後期取組の

検討 

シティセールス事業の推進 



10 

 

実施事業 ③ 公民連携手法の活用 

実施内容 ア）アウトソーシングの推進 

  ＰＰＰ（公民連携）の推進方針に基づき、市が重点的に取り組むべ

き事業への適切な職員配置や市民サービスの向上を図るため、これま

で外部委託化が進んでいなかった業務について、段階的にアウトソー

シングを導入します。 

イ）アーバンデザインセンターびわこくさつ（ＵＤＣＢＫ）の活用 

  南草津駅前に開設されたアーバンデザインセンターびわこくさつ

を活用し、産学公民が連携したまちづくり活動創出の支援を行いま

す。 

ウ）ＰＰＰ／ＰＦＩプラットフォームの活用 

  滋賀大学を中心に、滋賀県および県内の参画市町により形成される

地域プラットフォームである「淡海公民連携フォーラム」が開催する

セミナー等に参加し、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業等にかかる県内自治体と民

間事業者、金融機関との情報共有、ノウハウの取得によりＰＰＰ／Ｐ

ＦＩ事業の案件形成のための準備を進めます。 

エ）公共施設の運営の効率化 

  市内の公共施設について、管理運営の効率化やサービスの向上、地

域による自治の拠点への機能転換などの観点から、指定管理者制度の

導入を進めます。 

  また、指定管理者制度導入済みの施設について、施設運営等の評価

手法を見直し、さらなる運営の効率化やサービス向上を図ります。 

担当部署 経営改革室、草津未来研究所、総務課、各課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

   ア）      

   イ）      

   ウ）      

   エ）      

PPP 推進方針

の策定 

指定管理者制度導入の検討 

開 設

準備 

アウトソーシングの導入 

指定管理業務の事業評価 

ＵＤＣＢＫの運営 

連携事業の実施 

評価手法の 

見直し 

淡海公民連携研究フォーラムへの参加と産官学金の連携 
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実施事業 ④ 広域連携の推進 

実施内容 草津市単独で実施するよりも、湖南４市(草津市、守山市、栗東市、野

洲市)や大津市をはじめとした周辺市等との広域での実施により効率化

が図れる事業について、連携して取り組みを進めます。 

担当部署 企画調整課、各課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

 

 

    

 

実施事業 ⑤ コミュニティビジネスの立ち上げ支援 

実施内容  市民や公益活動団体、民間事業者等が、地域課題を解決するために行

う取組に対して、支援を行います。 

また、事業を推進する地域リーダー等を養成するための研修会を開く

など、事業の立ち上げ支援を行います。 

担当部署 商工観光労政課、まちづくり協働課、社会福祉課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

     

 

（２）健全な行財政運営の維持  

実施事業 ⑥ 財政規律ガイドラインに基づく取組の推進 

実施内容 （仮称）草津市健全で持続可能な財政運営および財政規律に関する条

例や草津市財政規律ガイドライン（平成 25年 10月策定、平成 28年 10

月改訂）に基づき、引き続き財政状況を判断するための指標として設定

した各種財政指標について、目標値の達成に向けた取組を推進すること

で、効果的・効率的な行財政運営を実現します。 

担当部署 財政課、経営改革室、各課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

 

 

    

ガイドライン 

見直し 

ガイドラインに基づく運用 

財政規律に関

する条例制定 

広域連携の推進 

人材育成支援・コミュニティビジネス育成費補助金による支援 

補助制度の 

見直し 
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実施事業 ⑦ 統一的な基準による地方公会計を活用した財務マネジメント 

実施内容 平成 28年度の決算から、国が示している統一的な基準に基づく財務書

類を作成、公表します。これにより、他の自治体との財政状況や行政コ

ストの比較・分析等が可能になることから、資産債務管理や政策判断を

行う上での内部管理（マネジメント）ツールとしての活用を検討します。 

担当部署 財政課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

 

 

    

 

実施事業 ⑧ 事務事業の効率化 

実施内容 ア）事務事業の点検とＢＰＲの取組を活用した業務の見直し 

  各部局の主体的なマネジメントに基づく事務事業の点検を引き続

き実施するとともに、既存の制度や仕事のやり方について、ＢＰＲの

取組により、業務プロセスの抜本的な見直しと再構築を図り、業務の

効率化を進めます。 

イ）既存の事務事業の廃止による戦略的な資源配分 

  時代に合った新たな事業を展開し、さらなる市民サービスの向上を

図るためには、既存事業の再検証により、相対的に必要性が低いと判

断された事業等について優先的に廃止を検討し、限られた人員と財源

の戦略的な資源配分を図ります。 

ウ）アウトソーシングの推進（再掲） 

 ＰＰＰ（公民連携）の推進方針に基づき、市が重点的に取り組むべ

き事業への適切な職員配置や市民サービスの向上を図るため、これま

で外部委託化が進んでいなかった業務について、段階的にアウトソー

シングを導入します。 

担当部署 経営改革室、各課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

   ア）      

   イ）      

ウ）      
PPP 推進方針

の策定 
アウトソーシングの導入 

統一的な基準による財務書類の作成、公表 
固定資産台帳

の整備等 

業務プロセスの見直し 

各部局の主体的なマネジメントに基づく事務事業の点検 

既存事業の再検証等（廃止、見直し等の検討対象事業の抽出） 

事業の廃止等に係る庁内合意、市民等への説明 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●BPR・・・Business Process Re-engineering(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)のこと。 

既存の業務の構造を抜本的に見直し、業務の流れ（ビジネスプロセス）を最適化する観点から再構築する 

こと。 
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実施事業 ⑨ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進 

実施内容 ア）公共施設等総合管理計画に基づく施設マネジメント 

  草津市公共施設等総合管理計画に基づき、インフラ資産を含めた公

共施設等について、長期的な視点に立った総合的かつ計画的な管理を

行い、適正な施設マネジメントと将来にわたる財政負担の軽減・平準

化を図ります。 

イ）ファシリティマネジメントの推進 

 市有建築物については、草津市ファシリティマネジメント推進基本

方針等に基づき、保全情報管理システムによる情報の一元管理を行う

とともに、計画的な点検・劣化度調査や保全計画に基づく長寿命化等

により、維持管理費等の縮減と平準化を図ります。 

ウ）公共施設の運営の効率化（再掲） 

  市内の公共施設について、管理運営の効率化やサービスの向上、地

域による自治の拠点への機能転換などの観点から、指定管理者制度の

導入を進めます。 

  また、指定管理者制度導入済みの施設について、施設運営等の評価

手法を見直し、さらなる運営の効率化やサービス向上を図ります。 

エ）市有空閑地の活用・処分 

  市が所有する空閑地や公共施設跡地等の利活用について、個々の土

地の課題整理および公共利用や処分を含めた民間活用等の検討を行

い、可能なものから利活用を実施します。 

担当部署 経営改革室、総務課、企画調整課、各課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

   ア）      

   イ）      

   ウ）      

   エ）      

公共施設等総合管理計画のフォローアップ 

計画の見直し 

個別施設計画の策定、改定 

ファシリティマネジメント推進基本方針、保全計画等に基づく施設保全 

指定管理者制度導入の検討 

指定管理業務の事業評価 

評価手法の 

見直し 

市有空閑地の利活用の検討、実施 
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実施事業 ⑩ 使用料等の適正化と公平性の確保 

実施内容 施設の使用料や諸証明発行の手数料等について、利用する者と利用し

ない者との立場の違いを考慮した「市民負担の公平性」を図るため、定

期的に受益者負担等の見直しを行い、適正化を図ります。 

担当部署 経営改革室、各課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

 

 

    

 

実施事業 ⑪ 国・県の提案募集方式の活用 

実施内容 地方分権改革に関する提案募集方式を活用し、国・県からの権限移譲

や義務付け・枠付けの見直し、規制緩和等の提案について、本市の地域

性や実情を勘案しながら積極的な検討を行い、業務見直しの契機とする

とともに、提案の実現により、本市の自主性・自立性の向上を図ります。 

担当部署 経営改革室、各課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

 

 

    

 

（３）組織力・職員力の向上 

実施事業 ⑫ 職員の意識と働き方の改革 

実施内容 職員の意識と働き方の改革を推進し、業務の効率化や時間外勤務の縮

減に取り組むとともに、休暇制度等の利用促進や女性活躍推進法に基づ

く草津市特定事業主行動計画およびイクボス宣言に基づく取組を行い、

職員のワーク・ライフ・バランスの実現を図ります。 

担当部署 職員課、経営改革室、男女共同参画推進室、各課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

 

 

    

 

使用料等の 

全庁的見直し 
改定実施 

使用料等の随時見直し 

県の提案募集方式の活用 

国の提案募集方式の活用 

特定事業主行動計画に基づく取組の推進と進捗状況の確認 

イク

ボス 

宣言 

イクボス宣言に基づく取組の推進 
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実施事業 ⑬ 人材育成の推進 

実施内容 ア）職員の政策形成能力の向上 

  草津市人材育成基本方針に基づき、職場研修等を実施し、業務の専

門化に対応できる能力、協働を進めていくためのコーディネート能

力、政策法務・政策形成能力など、自主自立の市政運営のために必要

な力を持つ職員を育成します。 

また、職員提案制度について、政策形成能力のさらなる向上と職場

の事務改善につながるよう見直しを行います。 

イ）人材育成評価制度の運用 

 人材育成評価制度に基づき、業績評価による業務マネジメントと行

動評価による組織マネジメントを実施し、能力および実績に基づく人

事管理を徹底することで組織力の最大化を図ります。 

ウ）職員の心身の健康づくり 

  時間外勤務の縮減や休暇制度の利用促進等の働き方改革と併せて、

ストレスチェックの実施によるメンタルヘルスケアや、運動の習慣づ

けなど、職員の健康づくりに取り組みます。 

担当部署 職員課、経営改革室 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

   ア）      

   イ）      

   ウ）      

 

 

 

 

 

 

 

政策形成実践研修等の職員研修の実施・充実 

職員提案制度の運用 

人材育成評価制度の運用 

ストレスチェックの実施 

職員提案制度 

見直し 

職員の健康づくりのための取組 
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実施事業 ⑭ 職員の適正な配置 

実施内容 様々な行政需要に的確に対応するため、働き方改革等の取組ととも

に、本市の状況に応じた各部局の業務配分の適正化や組織・機構の見直

しの検討を行います。 

また、ジョブローテーションや複線型人事制度により、職員の意向と

適正を見極めた人事異動を行い、職員のキャリア形成による能力開発と

適材適所の人員配置を進めます。 

担当部署 職員課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

 

 

    

 

実施事業 ⑮ プロジェクトチーム方式の活用 

実施内容  分野を横断する事業や計画の立案、実施などの機会には、複数部局か

ら選抜した職員で構成するプロジェクトチームの活用を促進し、部局間

連携の強化と職員の政策形成能力の向上を図ります。 

担当部署 経営改革室、職員課、各課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

 

 

 

    

 

（４）市民参加と情報公開の推進 

実施事業 ⑯ 市民参加状況の評価 

実施内容 草津市市民参加条例に基づき、政策過程の各段階において、さまざま

な手法を用いた市民参加を促進します。また、草津市協働のまちづくり・

市民参加推進評価委員会において、毎年の市民参加の状況を評価します。 

担当部署 まちづくり協働課、各課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

 

 

 

    

組織・機構の見直しの検討 

適材適所の人員配置 

プロジェクトチーム方式の活用 

市民参加の推進 

市民参加の状況の評価 
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実施事業 ⑰ 幅広い市民の参加につながる情報提供 

実施内容 ア）様々な媒体による情報提供 

  ソーシャル・ネットワーキング・サービスやスマートフォンアプリ、

メール配信サービスなど、様々な媒体による情報発信を行うとともに、

利用者の拡大を図ります。 

  また、市ホームページや広報などの既存の情報媒体についても適宜

見直し、市民が関心を持ちやすく、分かりやすい情報提供を行います。 

イ）オープンデータの活用推進 

 市が保有する各種行政情報等のデータをオープンデータとして、二

次利用が可能な形で公開することで、市の施策への透明性・信頼性が

向上し、市政への関心を高める効果が期待できるとともに、新たなビ

ジネスの創出や企業活動・行政サービスの効率化等も期待できること

から、市保有データのオープンデータ化と利用促進に向けた取組を推

進します。 

担当部署 広報課、草津未来研究所、各課 

年次計画 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 

   ア）      

   イ）      

 

 

プロジェク

トチームに

よる検討 

市保有データのオープンデータ化の検討・推進 

様々な媒体による市民が関心を持ちやすく、分かりやすい情報提供の推進 

ホームページ

の見直し 
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Ⅳ 本計画の進捗管理 

 

 具体的な実施計画や取組の期間は、個別のアクション・プランの項目ごとに推進します。 

 また、アクション・プランの進捗状況については、毎年、市民や学識経験者で構成する「草津

市行政システム改革推進委員会」において点検し、検証を行うとともに、その結果を公表し、広

く市民の意見を得て、改善を加えながら進めていきます。 
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草津市 総合政策部 経営改革室 

〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目 13 番 30 号 

電話：077-561-6544(直通) FAX：077-561-2490 

E-mail：keiei@city.kusatsu.lg.jp 

草津市公認マスコットキャラクター「たび丸」 


