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平成２９年度主要事業概要説明
～第３次草津市行政システム改革推進計画 アクション・プラン～

◆アクション・プランＮｏ５ 「公民連携手法の活用」 ・・・ Ｐ１

◆アクション・プランＮｏ８ 「事務事業の効率化」 ・・・ Ｐ５

◆アクション・プランＮｏ１０「使用料等の適正化と公平性の確保」・・・Ｐ９



アクション・プランＮｏ５ 「公民連携手法の活用」
▸計画冊子Ｐ１５、資料４－２ Ｐ５，１０

ア）アウトソーシングの推進

目的 ＰＰＰ（公民連携）の推進により、民間の有するノウハウや活力等を活用し、積極的なアウトソーシン
グを行うことによって、行政が担うべき業務への適正な職員配置と市民サービスの向上を図る。

背景
本市を取り巻く課題
・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
・市民ニーズの多様化・複雑化
・市民のライフスタイルの変化 など

● このまま行政だけで、様々な市民ニーズを充足していくことは、
人的・財政的にも困難となるおそれがある。

● 行政内部の改革には限界がある。

多様化・複雑化していく市民ニーズに対応する公共サービスを将来にわたって提供していくためには、
行政だけではなく、多様な主体によってトータルで公共サービスを担っていく「地域経営」の取組を推
進していくことが重要です。

ＰＰＰによる公共サービスの担い手のイメージ

１



国の動き

本市の方針

本市においては、「第３次草津市行政システム改革推進計画」(計画期間:H29～H32)に基づき、ＢＰＲ手法によ
る業務分析を行いながら、アウトソーシングの推進を検討します。

特に、従来の「単純・定型的業務」および給与事務等の「単純・非定型的業務」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
き業務への適正な職員配置と市民サービスの向上を図ります。

H27.6.30 「骨太方針2015」閣議決定
H27.8.28 総務省通知「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項」

→ 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」等に努めること。

H28.6.2 「骨太方針2016」閣議決定
→ 窓口業務の適正な民間委託等の推進について示された。
総務省において「業務改革モデルプロジェクト事業」の受託自治体を募集。※次ページ参照

２



「業務改革モデルプロジェクト」

・地方自治体における①住民サービスに直結する窓口業務、②業務効率化に直結する庶務業務等の内部管理事務に
ついて、民間企業の協力のもとＢＰＲの手法を活用しながら、ＩＣＴ化・オープン化・アウトソーシングなど、
住民の利便性向上に繋がる業務改革にモデル的に取り組む自治体を支援。

・人口規模10～20万人程度の団体を主なターゲットとしてＨ28～30年度の各年度で公募の上選定。
・ＢＰＲの手法を活用した業務分析や計画策定などの検討経費について国費で支援。

（①の場合、上限１７，０００千円／１団体）
【スケジュール概要】

平成２９年 ４月１０日 総務省から各自治体へモデルプロジェクト募集開始
５月１０日 総務省へのモデルプロジェクト事業提案の応募締め切り
６月 ５日 採択自治体の選定・公表（全国７自治体が採択 うち滋賀県からは本市と彦根市が採択）
６月２７日 総務省とモデルプロジェクト事業の受託契約
７月中旬予定 再委託契約締結
随時 各課照会、業務分析、ヒアリングなど
随時 総務省への経過報告・勉強会等への参加

平成３０年２月２８日 総務省への最終報告

【想定される対象部署】
市民課、ごみ減量推進課、学校教育課、保険年金課、障害福祉課、介護保険課、健康増進課、子ども家庭課、
子ども子育て推進課、幼児課、 税務課、納税課 など

平成２９年度 平成３０年度

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

現状分析・課題抽出
対象部署の業務調書作成
ヒアリング調査・分析

アウトソーシング導入可能性検討
新業務フロー、人員体制、フロア
レイアウト検討、マニュアル案作成

アウトソーシング
導入計画、総務省
への報告書作成

民間事業への
アプローチ
予算要求
各種庁内調整
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利便性向上のための総合窓口化およびアウトソーシングとおうみ自治体クラウド協議会を
母体とする共同アウトソーシングによる広域展開検討事業 【草津市】

業務改革モデルプロジェクトに係る提案事業計画
（提案書概要）

【目標とする成果】
・市民サービス水準の向上を図るとともに、職員の適正配置によるコア業務への専念ならびにコスト削減と事務

の効率化・平準化、時間外勤務労働の縮減等による働き方改革を目指す。
・民間事業者等が広く行政サービス提供者として参入できる機会創出を図り、ＰＰＰ(公民連携)の取組を推進する。

各ライフイベント・ニーズに対応したワンストップ総合窓口化（およびアウトソーシング）

◆総合窓口化およびアウトソーシングのイメージ

＋会計事務に係る内部管理業務改革
（内部管理業務改革を並行して検討）

将来的な広域展開
おうみ自治体クラウド協議会を母体とした広域展開（近隣他市
との共同アウトソーシングの導入）による、さらなる事務の効
率化およびコスト削減を検討

◆事業取組のイメージ

アウトソーシング
導入検討
・いつから？
・どこから？
・どこまで？

BPR・・・Business Process Re-engineering(ビジネス プロセス リエンジニアリング)の略。
既存の業務の構造を抜本的に見直し、特にサービスを受ける側から見て不必要なプロセス
（非付加価値業務）を省いて業務の流れ（ビジネスプロセス）を再構築し、最適化すること。

市 民 課

･転入届出等記入
書類確認
受理

･住民票交付申請記入
書類確認等手続き
交付

保 険 年 金 課

･加入届出等記入
書類確認
受理

子ども家庭課

･児童手当認定請求
書類確認
交付

保育所入所申請
ごみ出し関係

障害者手帳住所変更
・
・
・

ＢＰＲ手法による業務の見える化･再構築

・各業務の業務分析(業務量･コスト･フローなど)
・業務フロー作成
・各業務の統合可能性分析 など

◆ライフイベントに伴う手続きを集約
◆来庁者のニーズに合わせて窓口を再編し、動線（導線）短縮を図る

想定される事務
・転入出･出生等の手続き／証明書発行 など
・国保･年金／障害／介護／子育て など
・税務／収納対策 など

総 合 窓 口 化

手続きの簡略化、集約化、分野別ゾーニング
による動線（導線）の整理等を検討していく

住民異動・戸籍届出等に伴う手続き（特別な事情等がないケース）

専門性や個別のニーズがある場合、担当窓口へつなぐ

導入イメージ

現在の手続きフロー

段
階
的
な

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
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アクション・プランＮｏ８ 「事務事業の効率化」
▸計画冊子Ｐ１７、資料４－２ Ｐ１０

イ）既存の事務事業のスクラップによる戦略的な資源配分

名称等 備 考

草津市行政システム改革に係る集中改革プラン
（Ｈ１７～２１）

※集中改革プランは「総量削減型」の内容

①事務事業の再編・整理、廃止・統合（行政評価システムを活用）
②民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む）
③定員管理・給与の適正化
④第三セクターの見直し
⑤経費節減（職員の削減、給与・諸手当の見直し）
⑥地方公営企業関係（上下水道、駐車場事業）

事業仕分け（Ｈ２１、２２）

Ｈ２１・・・２０事業対象（直近の行政評価における評価が下位の事業、前改革で検討対象と
した直営の施設事業など）

Ｈ２２・・・①３２事業対象（法定受託事務等を除く総合計画の全事業を執行形態別に分類し、
各分類から幅広く事業選択）

②対象となった３２事業の課題を元に、他の事業についても各所管部局が自己点検

第２次草津市行政システム改革 （Ｈ２５～２８） １．市民自治の活性化 ２．地方政府への転換

草津市におけるこれまでの取組 概要

第２次草津市行政システム改革における総括報告
アクション・プランＮｏ．２８ 「効率化のための事務事業の点検」→ 今後も継続的に取り組んでいく事業と評価

（課題）
事業の最適化、特に事業のスクラップについては、担当部局のマネジメントのみでは進めにくい
ことから、手法の検討を行う必要がある。
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業務見直し工程表（スクラップロードマップ）の趣旨

◆ 本来、新たな事業等を始める場合、まずはスクラップ（廃止、縮小、手法の見直し）が基本

◆ 限られた人員と財源の中で提供できる行政サービスについて検討するべき

新規事業の開始（ビルド）と同じように業務のスクラップ（廃止、縮小、手法の見直し）に

ついても工程表 （ロードマップ）を作成した上で、課題整理や手法の検討、関係者等への説

明を行い、計画的に進めていく必要がある。

上手くスクラップが進まないまま新たな事業が始まっている

新規事業への着手により、スクラップの検討を行うためのマンパワーが不足

スクラップを検討する時間を十分に確保できず・・・
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行政経営課にてピックアップした事業等からスタート。

過去の庁内議論等において見直しの対象となった事業等や、一定の基準に基づいて

上記のほか、いずれかの基準に該当する事業について、全庁照会。

業務見直し工程表（スクラップロードマップ）の進め方

今後、内部からさらに業務の見直しを進めていくためには

の構築が必要。

▶ 事務事業をビルドするだけではなく、スクラップすることが評価される仕組みの検討など。

以下の基準のいずれかに該当する事業等
① 費用対効果に見合わない、または、費用対効果が見えにくい事業等
② 時代の潮流や流行に伴い開始したものの、見直しの時期を逸し、現在まで漫然と継続している事業等
③ 終期の設定がある事業等（サンセット） → 終期到来後の事業のあり方について前もって検討が必要
④ 対象者は限定されていないが、行政サービスの対象者が固定化されている事業等
⑤ 行政サービスとして水準が高すぎると考えられる事業等
⑥ 取組実績がない、または、少ない事業等
⑦ 市として取り組むのではなく、他の主体により取り組んだ方が効果的であると考えられる事業等

（実際に実施主体の移管を可能とする「他の主体」が存在しているものに限る。）
⑧ 他に類似の事業があり、それらの事業と統廃合で対応できると考えられる事業等
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スケジュール

取組項目

６月

全庁照会
・行政経営課でリストアップした事業等
・各課からのスクラップ検討対象事業等の提案
ヒアリング

７月 ヒアリング

８月
ヒアリング
廃止・見直し方針案の作成

９月
ロードマップ検討対象事業確定
必要に応じて次年度予算への反映

１０月以降

平
成

３
０
年
度
以
降

年月

平
成

２
９
年
度

各事業担当部署において
　・課題整理
　・適宜、庁議等庁内調整

必要に応じて適宜、議会協議、
外部委員会開催、地元説明等

方向性決定

結果の公表方法や範囲等について
は、現段階では内部検討の段階で
あるため、今後、各項目ごとに判
断していく予定。

行政経営課リストアップ事業以外
にも、課題整理や代替案、方向性
などが未確定であっても、原課か
らは業務見直しの良い機会として
提案が多数あった。

行政経営課において各課から全件
ヒアリングを行い、課題整理等を
行ったうえで原課の考え方と擦り
合わせた方向性案を理事者に説明

行政経営課による理事者説明の
結果を、原課へフィードバック
し、必要に応じて庁内調整を含
めたフォローアップを継続する。
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アクション・プランＮｏ１０「使用料等の適正化と公平性の確保」

▸計画冊子Ｐ１９、資料４－２ Ｐ１５

目的 使用料および手数料等（以下「使用料等」という。）の料金設定
・提供する行政サービスは、「利用する特定の者が利益を受けるもの」であることから、
利用する者と利用しない者との立場を考慮した負担の公平性を図ることが必要である。
・この場合、その料金が受益の程度に応じた額であることが基本であり、それを下回った額
であれば、その差額は市税等の一般財源で補填されることとなり、結果として負担の公平
性が損なわれることとなる。
・したがって、使用料等は行政サービスにかかるコストに対応した料金であることが求められ、
応益・応能に基づいた見直しを行い、受益と負担の適正化を図る必要ある。

本市の現行使用料等の状況

本市における使用料等については、物価や所要経費の変動等に対応した適正な受益者負担を求
めるために、３～５年ごとの見直しがルール化されており、前回は、平成２５年度に全庁的な見直し
が行われたことから、その ４年後である今年度に全庁的な見直しを行うものである。

見直しの対象範囲
全ての会計における以下の費目
使用料、手数料、分担金、負担金、諸収入、歳入予算がゼロであるが条例等において料金を定
めているものや、受益者負担なしの行政サービスであるが受益者の範囲が限定的なもの（国保
特定健康診査受診料 等）
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見直しの基本的な考え方
原則として前回見直し時（平成２５年度）の考え方を踏襲し、時点修正をするものとする。

【前回見直し時の考え方】
料金の算定にあたっては、そのサービスが、利益が広く市民に及ぶものか、ある特定の者のみに及ぶものか、
民間等との競合的サービスか、公営企業的サービスか、代替施設があるか等に、着目して以下の３つに整理。
維持管理費や１件（１人）当たりのコストを基準としつつ、利用形態や類似施設とのバランス等を考慮して算定。

Ａ：利益が特定される企業的なサービスで、利用者の負担によって必要な経費を賄うべきもの
Ｂ：利用（受益）している時間またはサービスの処理に要する時間に応じて必要な経費について負担を求めるもの
Ｃ：公益性や、国・県基準を考慮し、負担を求めるもの

区分 具体例 所要経費と使用料等との関係

Ａ
広告掲載料
駐輪場使用料
軽自標識弁償金

現在の利用状況をベースに所要経費を回収することの可能な料金とす
る。

Ｂ
会議室使用料
諸証明発行手数料

所要経費をベースに算定するが、利用し、受益している時間に直接必
要な経費を回収することを考慮した料金とする。

Ｃ
社会体育施設使用料ホー
ル

所要経費をベースに算定するが、公益性や国県等の基準を考慮した料
金とする。
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平成２９年度使用料等の見直し業務 【全庁的見直しスケジュール】（案）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

使用料等の見直し

平 成 29 年 度 平 成 30 年 度

各課条例案作成

全庁照会

●

方針の決定

総務部

協議
理事者

報告

周知期間ヒアリング・担当査定

各課議案提出

●

内示

●

各課との調整

議会各委員会

等への説明

議決

●

4/1 新料金施行

●

●

第１回委員会

●

第２回委員会


