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 議長 瀬川 裕海 様 

 

草津市議会会派 草政会 

会長 中嶋 昭雄 

 

 

会派行政視察結果について、下記の通り報告書を提出いたします。 

 

記 

 

１．期 間  令和２年２月４日(火)～令和２年２月６日(木) 

 

２．日 程  ２月４日(火)  14：00～15：30 於：宇城市役所 

   「ＲＰＡの活用について」 

 

  ２月５日(水)  10：00～11：30 於：八代市役所・八代市中心市街地 

   「ＤＭＯやつしろについて」 

 

  ２月６日(木)  10：00～11：30 於：佐賀市役所 

   「スポーツ合宿の誘致・支援事業について」 

 

３．参加者 草政会 中嶋 昭雄 西田 剛 瀬川 裕海 永井 信雄 小野 元嗣 

            山元 宏和 横江 政則 伊吹 達郎 遠藤 覚 中島 美徳 

            川瀬 善行 井上 薫 田中 香治 服部 利比郎 

 

４．添付資料 別紙のとおり 

 

以上 

  



研修会報告書  【RPA の活用について】 

報告者： 草津市議会会派 草政会 服部利比郎 

Ⅰ 視察の概要 

 

１．視察日時   ：令和２年２月４日（火）１４：００～１５：３０ 

２．視察先 ：宇城市役所 

３．担当者  ：宇城市 総務部 市長政策室 参事 中山健太氏 、 同 主事 松井佑樹氏 

４．視察項目 ：「宇城市における RPA の活用について」 

５．視察目的 ： 

宇城市においては慢性的な職員のマンパワー不足という課題の解消をするために「RPA」

の活用を検討し、総務省が実施する業務改革モデルプロジェクトの事業採択を受け、「RPA

等を活用した窓口業務改革」として先進的な取り組みをされていることから、草津市におい

ても、総合窓口化や業務アウトソーシングなど内部管理業務改革の検討を進めていく中で、

RPA 等を活用した業務改革化の手法や運用を方法の参考にしたい。 

 

－RPA とは－ 

RPA は、定型業務をミスなく的確に遂行する、またいくつかのアプリケーション連携が必要とされる

単純作業に対応する。人事・経理・総務・情報システムなどのバックオフィスの事務・管理業務や、

販売管理や経費処理などに使われている。 

RPA と AI はよく混同されるが、この 2 つには違いがあり、RPA は標準化されているルール通りに、

ミスなく正確に業務を遂行する。ただし、あくまで人間が指示をしなければならず、RPA 自体が「意

思決定する」ことはできない。 

 

  



Ⅱ 視察の内容 

 

１．RPA 導入の経過や目的について 

宇城市においても人口減少の問題があり、将来の推計人口は 2040 年にはマイナス 22.8％

(2015 年比)の増減率となっており、それに伴い市役所職員の人件費抑制と職員数減への対応

が急務となっている。 

また、熊本地震における災害復興業務への対応において通常業務以外の事案対応等で長

時間の残業が発生するなど、マンパワー不足が顕著に現れた。 

こういった現状や経験を踏まえ、宇城市ではこれからの権限移譲や、地方創生など新たなニ

ーズへの対応をすべく、職員の定型業務を削減し、付加価値の高い業務等へ人と時間の再配

分を行い、そういった業務改革によって諸課題を解決するために、RPA 等を活用した窓口業務

改革の検討を始め、政府の「平成 29 年業務改革モデルプロジェクト」に採択された。 

 

２．窓口業務改革における具体的な活用手法について 

 まずはどういった業務に RPA 導入が効果的か、各担当部署で全 128 業務を対象に棚卸を実

施された。（例：予防接種関係の各種届出書・申請書の受付および予診票等の交付） 

 棚卸は統一フォーマットのシートに職員が業務の手順を記載し、業務作業工程ごとに処理時

間を入れる。そのシートを基に民間事業者によるヒアリング及びプロジェクトチームの意見を踏ま

え RPA 化の対象業務を洗い出したところ、宇城市における RPA 導入における効率化可能時間

は 22,654 時間／年で人員換算では 11.8 人と分析された。 

 第一段階として「ふるさと納税業務」において RPA を導入し、定型業務の自動化を実施され、

実施後の効果検証では単純作業はなくなり、時間の削減効果はあったものの単体業務ではコス

トパフォーマンスが悪いため、様々な問題点を洗い出し、複数業務への本活導入を開始された。 

 平成 30 年度は公募型プロポーザルにより RPA 業者を選定し、6 分野（職員給与、ふるさと納

税、住民異動、会計、後期高齢者医療、水道）の作業を自動化し、職員の作業負担軽減（約

1700 時間の削減）を目指して取り組まれた。 

 



 

 

３．本活導入にあたっての課題や効果について 

 導入にあたっては、まず利用する職員が興味を持ち、単純作業がなくなることで「楽になる」体

験を作り出すことが重要であるということ、複数の業務において RPA を導入することによってコス

トメリットを出すことを課題とし取り組まれた結果、成功事例として、臨時・非常勤職員給与管理業

務では、毎月半日～１日かかっていた作業を短縮し生産性向上が図れたとのこと。 

 

４．導入効果の検証方法について 

上記のような作業時間の短縮を他業務についても分類ごとに時間軸で歳出削減効果を見え

る化し、PDCA サイクルを運用されている。これによって、当初見込んだ目標削減時間に対して

達成度評価をされ、現時点では見込み削減可能時間に対して 50％程度までの進捗とのこと。 

また、業務担当者への導入後アンケートによって効果のさらなるヒアリングを行い、課題抽出と

対策立案につなげられている。RPA 導入の副次的効果として、業務の見える化をしたことにより、

無駄の発見ができ、職員の意識改革にもつながったとのこと。 

 

５．今後の利活用拡大に向けた取り組みについて 

平成 30 年度「宇城市地域 IoT 実装計画策定～スマート自治体への転換に向けたファースト

ステップ」や、令和元年度採択の「革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業」などを通して、

最先端技術の RPA や AI 等を駆使した行政サービスの提供で、地方創生業務、復興業務、権

限移譲業務などの各種課題解決に取り組んでいくとのこと。 

RPA や AI 等は人の「代替」として捉え、「手段の目的化」にならないよう、BPR につなげていく

という内容もあわせてお話いただいた。 

 



Ⅲ 視察研修を終えて（感想） 

 

 震災がきっかけではあったが、人口減少時代に差し掛かっている昨今においては、行政サー

ビスを維持または向上しながら人員削減、人件費削減という課題は本市でも共通であり、その中

の解決手法のひとつである RPA 導入の挑戦はとても参考になった。 

業務工程の分解と見直しを時間をかけてしっかり行い、どの工程に RPA を導入すべきか、ま

たは効果があるかをプランニングの段階で計画と評価がしやすいシートにまとめられており、効

果検証もしやすい工夫は民間業者との連携によって、そのノウハウをうまく活用されていた。 

RPA の利活用は、実際に利用する職員のスキルだけでなく意識的な改革も重要なことから、

業務に楽しみを感じる取り組みにも重きを置かれ、職員の削減できた時間がより付加価値の高

い仕事へスライドできるかが、あるべき成功の姿であると感じた。 

また、RPA の基本的概念である‘日常的に発生する「定型業務」’だけでなく、人間の判断が

必要な「非定型業務」も自動化する N 対話型アシスト機能の活用による、より一層踏み込んだ自

動化の今後に注目したい。 

 

Ⅳ 研修資料 

  

 別添のとおり 

 

  

  



研修会報告書  【DMO やつしろについて】 

報告者： 草津市議会会派 草政会 田中香治 

Ⅰ 視察の概要 

 

１．視察日時 ：令和２年２月５日（水）１0：００～１１：３０ 

２．視察先  ：八代市役所・八代市中心市街地現地視察 

３．担当者  ：経済文化交流部 観光振興課 松本康雄氏 

４．視察項目 ： 

① 「一般社団法人 DMO やつしろ」の設立経過・背景について 

      ② 観光地域づくりにおける「DMO やつしろ」の役割について 

      ③ 「DMO やつしろ」の具体的な運営事業について 

      ④ 戦略ビジョンとコンセプトの策定について 

      ⑤ 現在の課題と今後の展望について 

５．視察目的： 

八代市は日本版 DMO である「DMO やつしろ」を中心とした観光地域づくりを進めておら

れ、官民一体となって地域の観光産業とその地場産業の活性化の実現に向けた戦略的な

取り組みをされている。 

草津市では、外国人観光客の増加やシティセールスの推進を背景に、広域連携による

観光振興や効果的な情報発信および情報収集の在り方が課題となっており、商工会議所

をはじめとする関係団体や地域住民との緊密な連携による観光施策の更なる推進が図れ

るよう、八代市の取り組みを参考にしたいと考えている。 

 

Ⅱ 視察の内容 

１．「一般社団法人 DMO やつしろ」の設立経過・背景について 

 DMO とは Destination Management Organization の略で、Destination は旅の目的地を、 

Management は管理・運営を、Organization は組織・団体をそれぞれ意味する。 

八代市の 「八代よかとこ宣伝隊」は八代市観光協会等が改名・愛称化された組織であったが、

2016 年 3 月に「一般社団法人・DMO やつしろ」として再スタートしている。 

DMO やつしろは、八代市を着地型観光の目的地として位置づけ、その会員、産業界、市役

所、市民等が一体になって観光地域づくりを行う行政主導による観光協会再編型の DMO であ

る。 

代表理事は地元でバスやタクシーを運行する神園交通の代表取締役で現在 9 名の職員で活

動している。法人化によって、これまでの業務を続ける一方、これまでできなかったさまざまな業

務 を行うことができるようになった 

 

２．観光地域づくりにおける「DMO やつしろ」の役割について 

従来の八代市観光行政や八代よかとこ宣伝隊は、組織的とも非組織的とも言えずマネジメント

機能が弱い存在だった。また、会員である個人や企業体とともに取り組む事業体では、マネジメ

ント機能が強いけれども、カリスマ的なリーダーのマネジメントが成功の鍵を握っていたし、非組

織的な力に劣る取り組みがほとんどであった 

DMO やつしろは、観光を上手く利用する地域づくり法人（観光地域づくり法人）である。法人



のタイプは一般社団法人で、NPO 法人に比べて収益性の高い事業を行うことができる。法人格

のない観光協会（八代よかとこ宣伝隊）では不可能だった信用取引（カード決済）、補助金・交付

金事業の受け皿機能、収益事業の着手などが可能になり、地域住民や社会を巻き込んだ観光

地域づくりに関する幅広い取り組みが実施できるようになった。   

また、DMO やつしろの誕生によって、直接、旅行者である顧客に対して、セールスすることが

可能になった。また、従来の旅行会社からも顧客に対するセールスもできるから、多様な形で、

仕入と訪問の形を新たに作り出せるようになったわけである。加えて、観光物産関連事業者だけ

ではなく、住民や他産業も含めた地域全体で、新たに着地型の観光商品（体験交流型の新しい

ツアー等）を開発・販売する仕組みを有する事で、DMO やつしろは旅行業という収益事業を新

たに開設することになり、売り手市場（観光地が優位になる）のプロモーション活動も可能になっ

た。 

 

 

 

３．「DMO やつしろ」の具体的な運営事業について 

DMO やつしろは、公益的性格を持つ業務だけでなくさまざまな収益事業に着手することがで

きる。主たる収益事業部門を表すと、公益事業としては①八代および周辺地域の観光戦略をと

るためのアンケート調査の実施と集約検証、②国内外への観光プロモーション活動（商談会へ

の参加）③宣伝・販売に関わるプロモーション媒体作成業務（観光案内、看板、多言語対応、

WEB 対応）、④クルーズ船入港に伴うバス廻しと安全管理⑤観光案内所における接客業務があ

る。 

収益事業としては①物産販売（地元のイベント、市外での物産展、くまナンステーション）②花

火大会のイベントにおける実行委員会からのバスツアーと物産展事業を受託、③学会等コンベ

ンションの誘致、スポーツ大会の運営等旅行の宿泊斡旋を通じ、まちづくりに関わる国や県の補

助事業や交付金事業に申請する団体、市の指定管理者として、受け皿的役割をはたすこともで

きる。 



 
 

４．戦略ビジョン（八代港における大型クルーズ船の受け入れ）について 

八代市と競合する他の観光地域と比較し、自らの地域が相対的にどのような位置にあるのか

を明確にする事と、ポジショニングを確立することによって、八代市の優位性・劣位性を見極め、

他の観光地域と差別化を図ることができる。 

八代市は 2017 年 1 月に国土交通省が定める「官民連携による国際クルーズ拠点」として全国

の６港のうちの１つに選定され、２０２０年４月にはクルーズ拠点「くまモンポート八代」が供用開始

される。 

これまでは中国発着のクルーズ寄港が主で乗客（3,000 人から 4,000 人）のほとんどが大型バ

スで免税店でのショッピングを含めた寄港地観光に出かけるが、今後は多様な国と地域からの

気候が期待され、個人で行動する乗客が大幅に増える見込みである。 

また DMO やつしろとしても岸壁と中心市街地シャトルバスの運行管理、観光案内所の運営通

訳の手配、乗客へのチラシの配布等の業務を請け負っている。 

 



 

  

 

 

５．現在の課題と今後の展望について 

課題としては、 観光客の本物志向が高まるなか、観光客の居住地では体験できず、八代市

でなければ体験できない提供できない、当地ならではのリアリティある過ごし方・体験を観光客に

提案することが求められていることである。 

そのためにも、八代市は、観光振興計画（総合計画の一部となっている場合を含む）を策定し、

これにもとづき各種観光振興施策を実施していく。このため、観光地域づくりを効果的・効率的

に推進するには、八代市と DMO やつしろとの間で、役割分担を明確にし、取り組み内容の整合

性を図る必要がある。 

地域住民との関係においては、住民の観光地域づくりに対するさらなる意識の向上が求めら

れる。八代市の観光地域としての持続性を高めていくためには、八代市の各観光地を訪れる観

光客が、できるだけ長く地域に滞在し、地域住民と交流できる観光地域づくり（滞在交流型観光）

を進めていく。 

また、八代市民の観光客に対しての「おもてなしの質」も滞在交流型観光を志向する上では

重要なコンテンツとなり、観光客のリピーター率を高めることが重要である。住民の観光に対する

意識の向上によって、地域の自然・文化等を管理・保全していこう とする意識の醸成も望まれる。 

このように「住んでよし、訪れてよしの八代市」の観光地域づくりを進めていくためには、 地域



住民を広く地域づくりに巻き込んでいくことが不可欠である。 

DMO やつしろが地域住民の理解と関与を確保していくためには、地域住民が地域に対する

愛着と誇りを持ち、主体的に観光地域づくりに参画できるような意識醸成やコミュニケーションの

場づくりが重要になる。 

一方、八代市が国際競争力の高いブランド力を持った観光地域づくりを行うためには、宿泊

業者や旅 行業者のみならず多様な関係者を巻き込み、八代市の各地域が一体となって、地域

に存在する多様な観光資源をストーリー化して結びつける等、地域全体のコンセプトにもとづい

た観光域づくりに取り組むことが重要になる。 

 

Ⅲ 視察研修を終えて（感想） 

役所の担当者から一般社団法人 DMO の説明を受けている間、私の八代市に抱いた感覚は、

海に面した港の整備を通じ、1 回の客船に乗った 4000 人ほどのインバウンドを時代の流れに乗

り有効に活用しているそれが私の印象でした。 

人口は 12 万程度で、本市とさほど変わらず特産といえば畳の製造原料であるイグサの生産

地であり当日、現地視察した商店街も本市と同じくシャッター街で活気もなく人通りもまばらであ

った。しかし八代市は明確に観光戦略において、競合する他の観光地域と自らを徹底的に比較

し、地域が相対的にどのような位置にあるのかを明確にする事と、ポジショニングを確立すること

によって、地域の優位性・劣位性を見極め、他の観光地域と差別化を図っていると認識できる最

前線の環境を視察する機会を与えられました。 

この機会を通じ本市でなければ体験できない提供できない、当地ならではの過ごし方・体験を

観光客に提案することとは何に当たるのかを模索していこうと考えます。 

 

Ⅳ 研修資料 

  

 別添のとおり 

 

  



研修会報告書  【スポーツ合宿の誘致・支援事業について】 

報告者： 草津市議会会派 草政会 井上薫 

Ⅰ 視察の概要 

 

１．視察日時 ：令和２年２月６日（木）１0：００～１１：３０ 

２．視察先  ：佐賀県佐賀市役所 

３．担当者  ：佐賀市 地域振興部スポーツ振興課長 稲冨 弘人様 他 

４．視察項目 ：「スポーツ合宿の誘致・支援事業について」 

５．視察の概要 : 

佐賀市においては、第二次総合計画の基本計画におけるスポーツ振興施策の中で

「誰もが親しめる市民スポーツの充実」を図ること、スポーツ人口を増やすこと手

段の一つとして、競技スポーツの推進に力を入れられ、トップ選手との交流による

市民のスポーツへの関心を高めるとともに競技力の向上、地域活性化への期待から

平成２６年度からスポーツ合宿の誘致や支援事業が実施されている。本市において

もスポーツ人口を増やすことを目的に予てから様々な取り組みをされているが伸

び悩みが課題であることから、佐賀市の取り組みや成果を参考にすることで今後の

草津市のスポーツ振興施策を模索する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 視察の内容 

 

１．スポーツ合宿の誘致・支援事業について 

スポーツ振興計画の競技スポーツの推進として平成２６年度よりトップチー ム

（サガン鳥栖との連携）やアスリートとの交流事業やスポーツ合宿等を積極的 

に実施されている。 

 

・スポーツ合宿補助金制度の実施 

 市外の中学生以上のアマチュアスポーツ団体が実施するスポーツ合宿に、のべ 

宿泊数に応じて補助金を交付。 



 

  ・目的 

 スポーツ合宿受け入れによりスポーツ振興や地域の活性化を図る。 

 スポーツ振興：合宿団体の練習を見ることでの関心喚起。 

練習試合や合同練習での指導による競技力、指導力向上。 

   地域活性化 ：合宿団体、観覧者、メディア等の宿泊、飲食等の経済効果。 

          合宿情報発信による市や団体の宣伝効果。 

 

 ２．スポーツ合宿補助金制度の導入経緯について 

  スポーツは、市民の心身両面にわたる健康の保持増進に大きく貢献するととも

に、青少年の健全育成、地域コミュニティ形成などにつながることが期待されて

いる。佐賀市においては、さが桜マラソンのフルマラソン化や天然芝を使用した

サッカー・ラグビー場を新設されるなど、競技や施設の充実が図られてきた。 

  ２０２０年の夏季オリンピック・パラリンピック競技大会が東京で開催されるこ

とにともない、スポーツへの関心も高まってきており、日常的にスポーツを行っ

ている市民の割合も半数になっている。一方では、生活の利便性がさらに向上

し、日常生活の身体活動の低下が見込まれるため、意識的に身体を動かし、体力

低下や健康不安を自ら解決していく必要があること。また、少年スポーツ活動に

おいて、子どもたちの体力や発達段階を無視した過度の練習や、勝利至上主義的

な競技活動に対して、健康面や教育面での弊害が指摘されてきた。このような背

景から、市民のライフステージに応じた健康・体力づくりを進めるため、誰もが

いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに接することのできる仕掛けづくりの

一環として、導入されたもの。 

 

 

 

 

 

 

  



３．実施内容 

  ・補助金の額 

    

対象団体 補助金額 上限額 

学生 

（中学生以上） 
１，０００円/泊 １０万円 

一般 

（大学生含む） 
１，５００円/泊 １５万円 

トップレベル団体 ３，０００円/泊 ３０万円 

   

・これまでの実績 

 

年度 件数（団体数） 人数 延べ泊数 交付額 

平成２６年度 ２（３） ６６ １３３ １２８，０００ 

平成２７年度 ５（５） １２５ ２４９ ２７８，０００ 

平成２８年度 ９（１３） ３０５ ６５７ ７１７，０００ 

平成２９年度 ６（８） ３３５ １，８３４ ６４６，０００ 

平成３０年度 ７（８） ２３４ １，０５０ ４２５，０００ 

令和元年度 ５（５） １２０ ２９３ ３０７，５００ 

 

Ⅲ 視察研修を終えて（感想） 

  スポーツをする人と全くしない人との二極化が進み、さらに生活の利便性からも

今後もスポーツ人口の減少が懸念されたことから、スポーツを楽しむことへのきっ

かけづくりとして本事業が実施されてきた。効果はまだ不十分であるとのお話もさ

れていたが、佐賀市でのスポーツ施設の整備や支援対策はとても充実されていると

感じた。 

  本市においても、トップアスリートを迎え授業に取り入れたり、立命館大学等と

の交流を進めたりしながら子どもたちへのスポーツへの関心を高める取り組みがさ

れているが、スポーツへの関心の高まりやスポーツ人口が増えることは、市民の健

康づくりにも、また地域の活性化にもつながるが、それに比例して施設が必要とな

る。学校開放しかり現在でも練習会場の確保に苦慮されている団体も多いことか

ら、本市における施設整備の必要性を強く感じた。 
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