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平成２９年度 第２回草津市行政システム改革推進委員会 会議録 

 

■日時： 

平成２９年１０月２７日（金） 午前１０時００分～１１時５０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、黒川委員、花澤委員、進藤委員、山口委員、遠藤委員、 

上野委員 

■欠席委員： 

坂森委員 

■事務局： 

田中総合政策部理事、永原課長、島川専門員、村木主査 

■傍聴者： 

なし 

 

開会 

 

 

１．あいさつ 

【田中総合政策部理事】 

委員の皆様におかれましては、御多用の中、御出席賜り、誠にありがとうございます。 

県内にも大きな爪痕を残しました台風２１号でございますけれども、また２２号が差

し迫っているようでございまして、改めて危機管理の重要性を再認識させていただいて

いるところでございますが、財政も非常に厳しい状況にあり、行政改革についてもより

力を入れて頑張っていく必要があると考えているところです。本日審議、報告案件とし

て３件ございますが、業務改革モデルプロジェクト、使用料等の見直し、事務事業の効

率化に係る業務見直し工程表の３つが今年度行政経営課の例年にない仕事として一生

懸命取り組んでいるところでございます。本日につきましては、上半期における取組の

進捗状況を事務局から報告させていただきますとともに、下半期に向けて委員の皆様か

ら広く御意見、御指摘等を賜りたいと考えております。活発な御意見、御議論をお願い

しまして、私の挨拶とさせていただきます。 
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２．業務改革モデルプロジェクトに係る取組について 

【事務局】 

＜資料１に基づき説明＞ 

・現行業務フロー等の作成と関係各課へのヒアリングを終え、今後具体的な検討を進めて

いくためのデータがある程度揃ったところ。 

 

委員長：庁舎１階に市民課の窓口があるが、今後総合窓口にすると何がどう変わるの

か。例えば、別の階に行って手続きしていたものがすべて１階で済むように

なるとか、何が良くなるのか。 

 

事務局：一例として、資料４ページにも先進地として記載している池田市では総合窓

口で完結する事務、申請受付までの事務、申請書を作成して案内する事務、

最初から担当課を案内する事務に分けている。転入されてきた方は今までは

市民課で受付をした後、介護保険課まで足を運んでそこでまた申請書を記入

するといったかたちであるが、そういう移動の手間がなくなることが一番大

きいと思う。また、申請書を書く手間、場合によっては職員が記入説明に５

分くらいかけることもある。それが一回で終わると、申請事務がそこで終わ

らなくても総合窓口の時点で申請書を書くところまでは既に終わっているの

で、次の窓口を案内したとしても申請書は完成している状態であり、効率化

が図れると想定している。 

 

委 員：市民課はサービス業の要素が強いと思うが、分析の表の中には時間が書いて

いない。でも急に時間という言葉が出てくる。市民の方一人当たりに平均何

分かかっているという状況は把握されているのか。 

 

事務局：時間については、業務特性調査票にて取りまとめるかたちになっている。手

続きによって３分かかるもの、１０分かかるものを同じように並べてしまう

とそこで滞留してしまう恐れがあるので、そこの時間を３分かかる事務、 

１０分かかる事務、それ以上かかる相談が伴う事務という特性で分けて、総合

窓口に持ってくるのか、今までどおり所管課で行うのかといった切り口も時

間とともに分析に入っている。 

 

委 員：時間はレイアウトでなんとかなる部分があると思う。総合窓口を作っただけ

ではだめだと思うので、パターンＡとかのイメージだとフロアマネージャー

を置くというだけではどんな部分をアウトソーシングしても結局人が変わっ

ただけの結果になってしまいそう。そのへんを図に入れられたほうがいいと
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思う。フロアマネージャーやコンシェルジュを置いている市があると思うが、

コンシェルジュが逆に邪魔だったりすることがあるので。その辺がパターン

の中に落とし込まれたほうがいいと思う。ＡやＢのパターンではあまりにも

少ないと思う。 

 

事務局：業務分析をしている途中なので、それが終わった後におっしゃっていただい

たような流れ、動線も含めてお示しができればと思う。現状まだそこまでに

は至っていない。 

 

委 員：市民が来る窓口は１階のほうがいいだろうと言いながら意外と２階がいいこ

ともある。１階は混むので２階が良かったりする。そういうのも組み込まれ

ていくと、より委員の皆さんのイメージがわきやすいと思う。 

 

委員長：今年度にレイアウト案まで作るのか。 

 

事務局：はい。ただ、どこまで詰められるかはまだわからない。今ちょうど１階で調

査員の方が人の動きと来庁者の人数をカウントしていただいている。庁舎の

入口が４つあり、立体駐車場に停められた方は２階からも来られる。どうい

う動線をたどる方が多いのか、介護保険課等がある別棟への動線も含めて最

後どうまとめられるかは別としてそういった視点でも見ていただくよう調査

会社の方にお願いしているので、もう少し具体的なフロアレイアウトをお示

しできるかと思う。 

 

委員長：今おっしゃった別棟にある介護保険課は本庁舎に持ってくるのか。 

 

事務局：最終的にはどうするべきかスペースの問題もある。介護保険課の横に長寿い

きがい課があり、２つ一緒に持ってくるとなるとスペース的に厳しいかもし

れない。いろんな制約がかかってくる。最後は庁舎のスペースの限度も含め

ての検討になる。 

 

委員長：全てを１階に集めることはできない。あまり件数がないものは元のところに

置いておいたほうがいいということですよね。 

 

事務局：はい。 

 

副委員長：違う切り口の質問であるが、９月に学生を引率して市内大手製造業の草津
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工場に行き一番驚いたのがラインが４つ並んでいるとして、２つを丸ごとア

ウトソーシングしていたこと。同じ工場なのに違う制服を着ている人が働い

ていて、学生もみんなびっくりして、契約職員と正規職員とアウトソーシン

グの３本立てになっていて工場長が管理が大変だとおっしゃっていた。たぶ

ん同じことが起きるのではないかと思われるが、契約職員と正規職員とアウ

トソーシングの関係はどういう風に整理される予定か。 

 

事務局：契約職員、私どもで言う非正規職員は市が雇用して労務管理をしているのだ

が、業務委託に出した部分というのは市に管理権限や指示命令系統もないの

でそこは業務としてお願いするかたちになる。 

 

副委員長：そうするとこの図の中では正規職員の一部の中に契約職員が入ってくると

いうかたちか？ 

 

事務局：非正規職員のほうが委託に出すよりも効率的であるという判断であれば残る

可能性は十分ある。 

 

委員長：基本的な発想は非正規職員の部分も含めて委託に出すということですよね？

そうでないと人件費の削減につながらないし、契約する分量が大きくならな

い。 

 

事務局：今の事例にもあった４つのうち２つを丸ごと委託という、結局これができな

いと効率化にならない。ただ、始めから思い切りいってしまうと戻せないの

でそこを段階的にどう切り出していくかというのもまだ出口が見えていない

が、後半に向けて検討する必要がある。 

 

委 員：業務委託における最終的な責任の所在はどうなるのか。 

 

事務局：あくまでも業務委託なので最終責任は市にある。 

 

委員長：スポーツ施設などもたくさんアウトソーシングしていると思うが、現場の責

任は全面的にアウトソーシング先の事業者が負うが、最終責任はあくまでも

市にある。それとたぶん同じ。 

 

委 員：結局フロアマネージャーなり、どう仕分けができるかが大事だと思う。人を

並べただけではそこで止まってしまったら何の意味もない。それだけの人材
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を配置できるのか、ある程度ベテランというかいろんな業務に精通していな

い限りは仕分けもできない。市役所としてはそういう人材配置は可能なのか。 

 

事務局：フロアマネージャーは悩ましいところで、正規職員で対応するのか、総合窓

口で取り扱う業務だけを案内するかたちにするか、あるいは池田市のように

配置しないのか。池田市では総合窓口でいったん受けて、そこで取り扱わな

い業務であれば他課につないでいる。熟練するまでは時間がかかると思うの

で、そのためにまずはスモールスタートで、熟練までの時間を十分にとると

いうことと並行して進めるしかないと思っている。 

 

委 員：フロアマネージャーという考え方が少し違うのではないか。フロアマネージ

ャーというのは基本的にオペレーションをしている側に立って、マネジメン

トしなければならない。フロアマネージャーはカウンターの外にいるイメー

ジをされているが、サービス業の観点からいえばオペレーションの管轄をす

る人がフロアマネージャーなので、カウンターの奥にいなければいけない。

カウンターの中にフロアマネージャーがいることで、業務が１本の動線にな

り早くなる。外にはパーテーションを置けばよい。パーテーションでこの申

請はあちらに行ってくださいという誘導をすればフロアマネージャーになる。

オペレーションを統括するというかたちでフロアマネージャーを配置すると

いう考え方も入れたほうが、外部委託したとしても委託業者と各所管課との

コミュニケーションができなければいけないのでそれが一つのポイントかと

思う。 

 

委員長：名称の問題もあると思うが、こういう人を何と呼ぶのか。 

 

委 員：サービス業であれば、店舗責任者になる。 

 

事務局：振り分けるだけではなくて、総合窓口の責任者ということか。 

 

委 員：ラウンドサービス者としてわからない方に案内する、市役所全体のラウンド

マネージャーがいてもいいと思うが、アウトソーシングをして総合窓口を作

った場合は中に置かないといけない。委託業者と所管課の責任者がコミュニ

ケーションがとれていなかったら終わりであり、そこをつなぐフロアマネー

ジャーがいたほうがよいと思う。 

 

委員長：今のイメージでは、フロアマネージャーは市役所の職員か委託業者の職員の
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どちらか。 

 

事務局：いきなり委託ではなかなかうまくいかないと思うので、最初は職員かと思う。

将来的には委託をする想定をしている。 

 

委員長：本来は最初の数カ月はいてもいいけど、ないほうがいいですよね。 

 

副委員長：私はこのイメージを見て、銀行の支店にいるご案内係、税金の場合はこれ

も書いていただかないといけないですよといった簡単な案内をする人のイ

メージを持ったが、それとは違うのか。 

 

事務局：現在、市民課にそういう人を置いている。困った素振りをされている方に「今

日は何の御用ですか」とお声かけして申請の案内をするとか、そういうこと

をしている。その職員は非正規職員である。 

 

委 員：この間、印鑑証明書をとりにいったときに一つ見た現場として、混んでおり、

フロアの中でゴタゴタしていた。そこがコントロールできていないと結局一

緒である。フロアマネージャーがいらっしゃってももちろんいいと思うが、

これは市役所全体をご案内するマネージャーというイメージのほうがいいと

思う。試行運転の期間だけいらっしゃったらいいかなと思う。新しいシステ

ムを入れたときは中がゴタゴタするので、中にしっかりした責任者を置かれ

たほうがいいと思う。 

 

副委員長：この改革で重要になるのは専門性の高い職員の育成の仕方だと思う。専門

職みたいなものを従来の一般職から切り離しておくとか、リタイアした方

の活用の仕方とか。先月は滋賀県の危機管理センターに学生を引率して行

ったところ、そこも一般の職員だと２～３年で異動してしまうのでなかな

か防災のスペシャリストが育っていないということで退職された方の活用

をされていた。検討では専門的な職員をどう育成するかというのも併せて

考えていく必要があると思う。 

 

委員長：６ページの図であるが、委託業者側にはマネージャーというべき責任者がい

て、その方は常駐か。 

 

事務局：常駐である。 
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委員長：その方と各業務所管課の課長さんなりが日常的なやり取りをして問題解決を

するというイメージか。 

 

事務局：そうである。 

 

委員長：カウンターの外の方は困っておられる方に対して案内をするイメージか。 

 

事務局：そうである。ここでいうフロアマネージャーは中のフロアというよりも１階

全体のフロアというイメージでとらえていただくとイメージがしやすいかも

しれない。 

 

委員長：フロアマネージャーという名称がちょっと違うかもしれませんね。ご案内係

のことですもんね。 

 

委 員：よく勘違いされるが、リーダーとマネージャーは違う。マネージャーは後ろ

から支える側であり、そうなるとここのイメージはご案内係になるかな。マ

ネージャーになるとバックのカウンターの中の責任者みたいになってしまう

ので。 

 

委 員：委託業者のマネージャーは常駐されるとおっしゃったが、それはそうなのか。

というのも、他市に関わることがあって、外部にいる委託業者と連絡をとっ

てそこからまた指示が下りてというのを本来はしなければいけなかったとこ

ろ、職員が直接指示をして問題になったりしたことがあった。今回のこれは

マネージャーは常駐されるということか。 

 

事務局：基本的にはそう考えている。今おっしゃっていただいたのは、会社同士での

やり取りの中で指示をちゃんと下ろすということを守っておかなければなら

ないということか。 

 

委 員：そうである。 

 

委 員：本来は事務所の中も区分けしなければならない。 

 

事務局：パーテーション等の区切りや服も違うものにする等、明確に市と区別できる

ようにしなければならない。 
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委 員：もう少し分析を細かくされないとイメージがわきにくい。フロアを実際に見

てみるのがいいかもしれない。 

 

委 員：ライフイベントに関する手続き以外にもたくさんあると思うが、全然知らな

いのでライフイベントだけといわれてもわからなかったりする。 

 

事務局：本日資料としてご用意できていないが、５５業務、１０８フローがどういう

ものかという一覧表がある。そこでは窓口業務なのか内部事務だけのものか

という区分けをしている。 

 

委員長：今回窓口業務はライフイベントに関するものということだが、何を対象にし

ようと考えているか。 

 

事務局：手続きによっては難易度が違うと思う。一番簡単なのは転居で、一番難しい

のは離婚かと思う。最初は引越しをベースにしてそこからどこまで広げられ

るかを検討したい。直営で始めるか、少しでもアウトソーシングを入れるか

で業務量が変わってくるのでそこも検討したい。 

 

委 員：市内の引越しの届出は多いか。 

 

事務局：はっきりとした件数は今持っていない。 

 

委 員：一番多いところからやられたほうがいいと思う。 

 

委員長：工場もあるのでなんとなく転入・転出が多い気がする。分析して効果が大き

いところからやられるべきだと思う。 

 

委 員：一度窓口を視察してみたい。 

 

委 員：いくつも回らないといけない手続きがあるというのがあまりわかっていない。 

 

委 員：離婚は確かにいろいろあるので難しいと思う。 

 

委員長：９ページの課題に、費用削減効果や時間外勤務の削減による働き方改革の効

果と削減とあるように、市民にとっての利便性向上と庁内としての費用削減

効果がきちんと出ないとお金かけて何のためにやるんだということになるの
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で、ここをきちんと説明いただきたい。 

 

事務局：費用削減効果の考え方については難しく、国のほうにも指針なりを示してほ

しいとお伝えはしているが、明確な答えは得られていない。おそらく他の自

治体でもお悩みの部分かと思う。 

 

委員長：例えば池田市ではどう言っているか。 

 

事務局：池田市は聞くと、そもそも時間外をしていないということだった。ただ新し

い仕事はどんどん増えてきている中、委託をしていたので新しい仕事にも柔

軟に対応できたということだった。 

 

副委員長：ざっくり言うと、職員を雇っていると年俸４百万円だとして、アウトソー

シングをすると２百万に落ちるわけでその部署だけでみると、半分は経費

削減になるかと思う。 

 

委 員：年度末だと市民課では３時間待ちとかになっていて、残業もすごく多く、ま

た休日も出ておられるみたいなのでその分かなり削減はできるかと思う。 

 

事務局：忙しい時期というのが人事異動の時期でもあって、初めて窓口に立つ職員が

対応するといったこともある。事業者の方に入っていただくとそういうとこ

ろも軽減できるかと思う。 

 

委員長：市役所の本来業務は事務手続きではなく、相談とか政策立案のところなので、

こういうことは民間企業が先行しているが、市役所もようやく改善が図られ

るということかと思う。 

 

委 員：高齢者はあらかじめ聞いている者はわかるかもしれないが、実際に庁舎に来

てうろたえてどうしていいかもわからない方もたくさんおられると思う。そ

ういう方に対して、出入り口に案内を書くのではなく、床に示すといった高

齢者に対する配慮も必要かと思う。 

 

事務局：９ページにフロアレイアウトの変更云々と書いているが、今おっしゃってい

ただいたことについても含まれている。 

 

委員長：では、フロアマネージャーの役割や配置するのかしないのか、費用対効果、
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何の手続きを対象にするのか等をはじめ引き続き検討をしていただきたい。 

 

３．使用料等の全庁的見直しについて 

【事務局】 

＜資料２－１、２－２に基づき説明＞ 

 ・今回の見直し結果では、値上げとなる項目もあれば値下げとなる項目もあり、結果

的に全体としては増収を見込んでいる。あくまで、行政サービスにかかるコストに

対応した料金の見直しを実施し、適正な改正を行い、受益と負担の適正化を図るこ

とを目的としている。 

 

委員長：前回はかなり見直しがあったが、今回は時点修正である。７割くらいが据え

置きの中、ほとんどが火葬場の効果だと思うが、５，６７７千円の増収とな

る。 

 

４．事務事業の効率化に係る業務見直し工程表について 

【事務局】 

＜資料３に基づき説明＞ 

 ・事業の廃止だけを指すものではなく、既存事業の統合や見直し等による縮小等、

従来のやり方を見直すことも含む。 

 ・見直しの対象は一定の判断基準に基づき判断。 

 ・行政経営課がリストアップした約３０事業、各課からの自主的な提案による 

約１０事業についてヒアリングを実施し、課題整理等を一通り終えたところ。 

 ・１１月以降、各事業担当課において課題解決に向けた取組を進め、今後も行政経

営課によるフォローアップを継続して行う。 

 ・フォローの一つの方法として、担当課の課題解決に向けた解決の中で、当委員会

において第三者的な立場からの御意見を伺うことを想定している。 

 

委員長：事業が確定したといっても皆さんにどの事業かを示せる状況ではないとい

うことで具体的な内容についての議論はできないということだが、４０事業

というと総事業費はどれくらいか。 

 

事務局：一般財源ベースで想定している方向で仮説も含めて概算で６千万削減にな 

る。 

 

副委員長：業務見直しの中には、先ほどの議論であった外部委託や退職者の活用とか

も入ってくるか。 
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事務局：アウトソーシングの視点は入ってくる。アウトソーシングすることによって

効率化できるケースについて考え方として入っている。 

 

委 員：一番大変なのは補助金かと思う。廃止や削減となると、いろんな方の反対も

あるし議論が必要かと思う。 

 

副委員長：市では退職者の活用はあまりやっておられないのか。６０歳で定年だが、

今は７０歳くらいまで働ける方が多い。それを積極的に活用していくとか。 

 

事務局：今の市では６０歳退職で、６５歳までは再任用制度を導入しており、希望す

る方は再任用で働いていただくとなっている。 

 

副委員長：経験のある方なので市役所として積極的に、それこそ７０歳まで働いても

らったほうがいいと思う。 

 

委員長：逆に働きたくない人の方が多いと思う。 

     

委 員：再任用は非正規となるのか。 

 

事務局：非正規である。 

 

委員長：今後のスケジュール案に第三者的な立場からの意見を伺うとあるが、やると

したらだいたいいつ頃のイメージか。 

 

事務局：早ければ来年度の一番はじめを５月あたりに予定をしていて、項目を照会さ

せていただいたうえで、おそらく早くて７、８月になるかと思う。ここで第

三者的な立場からと申し上げたのは、事業によっては担当課で委員会を持っ

ている場合があり、うちの委員会から第三者的な意見を添えたうえで、向こ

うの委員会にかけるということを想定している。そのスケジュールによって

は前後する可能性がある。 

 

委員長：全く内部事務だったら自分たちで判断すればよいものもあるでしょう。 

    その他よろしいですか。まだ具体的な話ではない段階なので進めてください

としか言えないと思うが。 

 

委 員：発想そのものは間違っていないなと思う。 
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委員長：今までこういうことができなかったが、思い切ってやろうということで、担

当課から１０事業も出てきたので非常に前向きに考えていらっしゃるとい

うことだと思う。 

 

閉会 

【永原課長】 

本日は様々な御意見をいただきましてありがとうございます。３つ目の案件のよう

にまだ確定していないものや、また、途中段階の報告になってしまっているものもご

ざいます。業務改革モデルプロジェクトについては、いただいた意見を参考にさせて

いただきながら、２月の国への報告に向けて庁内議論を重ねていきたいと思っており

ます。今後とも様々な方面からの御意見を賜りたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。本日はありがとうございました。 

以上 


