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平成２６年度第４回草津市行政システム改革推進委員会 会議録 

■日時：平成２７年３月４日（水）１３時３５分～１５時２０分 

■場所：市役所４階行政委員会室 

■出席委員：石井委員、中委員、八幡委員、中村委員、進藤委員、村田委員、清水委員、

宮島委員、堀江委員、三好委員 

■欠席委員：無し 

■事務局：岸本総合政策部理事、経営改革室：黒川参事、山田専門員 

財産管理課：永池課長、前川副参事 

■傍聴者：０名 

 

１．開会 

【岸本理事】 

 今年度の最後の委員会ということで、お忙しい中、御出席いただきありがとうございま

す。また、当委員会委員の皆様の委嘱任期につきましては３月末で満了となります。 

 本日まで通算いたしますと７回の委員会を開催させていただきましたが、その間、様々

な視点から貴重な御意見を賜りましたことに厚く御礼申しあげます。 

 本日は、今年度の事務事業点検の状況と、公共施設マネジメントということで、公共施

設白書がまとまりましたので、その内容について説明させていただきますのでよろしくお

願いします。 

 

【石井委員長】 

 この１年間、草津市が行政システム改革にしっかり取り組んでいたのかをチェックする

のが我々の役割であり、今日はその取り組み結果が出てきているので、市民の目、外部の

目で確認してもらえればと思います。 

 

２．平成２６年度の事務事業点検について 

【事務局】 

＜資料 1-1～1-5 平成 26年度 事務事業の点検について説明＞ 

 ・今年度は 271 事業について自己点検を実施し、うち 47 事業についてはヒアリング点

検を行い、課題抽出と今後の方向性を示し見直しを図った。 

・昨年度の点検事業は、平成 21・22 年度実施の事業仕分けの候補事業を対象としてお

り、今年度の点検事業は、その候補事業から漏れたものを対象としているため、見直

し結果で廃止や民間実施が無く、手法改善や内容改善が多くなった。 

・また、計画的に見直しを行う必要がある事業については、工程表対象事業として工程
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表（資料 1-5）を作成した。 

・工程表対象事業については、今後、中間レビュー等により進捗管理を行っていきたい

と考えている。 

【委員長】 

工程表対象事業について、各委員の意見等あればお願いしたい。 

【委員長】 

  「2.シティセールス推進費」で成果が見えにくい事業であるのは分かるが、成果とし

て分かるものはあるのか。 

【事務局】 

  ふるさと寄附制度は昨年４月に返礼品の見直しとメディアを使ったＰＲの結果、寄附

額が平成 26 年度の見込みで約 1 億 2 千万円に達する。平成 25 年度の寄附額が約 130

万円なので、これは大きな成果であったと考えている。 

【Ａ委員】 

  大幅に増えた要因は何なのか。 

【事務局】 

  平成 25 年度までは寄附いただいた方に、金額に関係なく市内の公共施設の入場券や

パンフレットを配布する程度であったが、全国的なふるさと寄附制度のはやりの波に乗

り、返礼品を市内業者の近江牛やお米、お菓子などにし、全国放送のテレビ番組でも取

り上げられ、またインターネットのふるさと寄附専用サイトにも委託し特集ページを組

んでもらい、そういった事の効果が成果につながったと考える。 

【委員長】 

  見直し内容にある、目標を設定して毎年効果を検証することは大切である。 

【Ａ委員】 

  ふるさと寄附制度に係るコストは。 

【事務局】 

  返礼品に係るコストは寄附額の 3割以下というルールでやっている。 

  1億円の寄付をいただいたら、約 3千万円の返礼コストが必要となる。 

  シティセールス事業の成果はふるさと寄附だけでないが、シティセールスの効果が寄

附にも表れたと考えることもできる。 

【Ａ委員】 

  返礼品の業者とのトラブルはないのか。他市では業者が売り込みにくると聞いたが。  

また、過度の返礼品合戦になっているということで全国的にも制度見直しという動きも

あるが。市内還元という点では良い制度だと思う。 

【事務局】 

  業者とのトラブルは聞いていない。毎年返礼品をリニューアルしていく方がよいので、

提供できる業者を募集し、お願いに回っている状況である。 

  制度自体には、総務省からも過度な返礼品を自粛するよう通知が出ており、ある自治

体では市税収入よりふるさと寄附の額が多くなっているところもある。 

  ただ、現在の制度が国から認められている状況では、制度を活用する方が得策であり、

節度をわきまえて続けていくことになる。 
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【委員長】 

  「15.風力発電施設維持管理費」について、これだけ長期間稼働していないのなら何故

止めてしまわないのかと思うのだが。国からの補助金をもらっているからなのか。 

【事務局】 

  ＮＥＤＯから補助金を受けており、耐用年数が 17 年で、その期間が過ぎるまでに廃

止することは補助金の返還となる。そのことも今後の方針を決定するうえで勘案すべき

事項のひとつと考える。 

【委員長】 

  稼働していない風車の維持管理に毎年多額の税金を投入するのはいかがなものか。 

【Ｂ委員】 

  撤去するのにも経費が必要となるのか。 

【事務局】 

  撤去にも多額の費用を要するが、いつ撤去しようが、どの時点でも必ずかかる費用で

ある。 

  風車建設の総事業費は約 3億円で、補助金が 45％で約 1.34億円もらっている。 

【Ａ委員】 

  廃止したらいくら返還することになるのか。 

【事務局】 

  減価償却をした分を除いた残存価格分を返還することになる。 

  事務事業点検では、補助金返還に拘らず、多面的な角度から検討を加え、今後どうし

ていくのかをはっきり決めていくことを見直しの方向性として指摘した。 

【Ａ委員】 

  市としては単純に廃止かどうかを決めるのではなく、その後の跡地利用や代替え事業

などもセットで考えていかないといけない。維持管理経費と補助金返還額を市は把握し

ているので損益分岐点は分かると思うので、そのラインを踏まえ代替案等を検討するの

がプランニングである。 

【事務局】 

  景観のシンボルとして残してはという意見もあるが、残す以上、安全面からの維持管

理経費が必要となる。 

【Ｂ委員】 

  残しておいても劣化により維持管理経費も膨らんでいく。もう止めてしまい、維持管

理に充てている経費を違う施策に充当するほうがよい。 

【Ａ委員】 

  シンボルというが、これだけ長い間稼働していないと負のシンボルとなる。 

【Ｃ委員】 

  こども環境会議の風車パワーコンテストの時にも回らない風車として話題になってい

た。 

【Ａ委員】 

  「25.地域サロン推進費」について、地域サロンの主体者はだれなのか。 

【事務局】 
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  5 人以上のグループで町内会や老人クラブなどで実施されており、申請すれば社会福

祉協議会が認定することになる。 

【Ａ委員】 

  まちづくり協議会との関連になるが、まち協は各種団体の取りまとめ的役割でできた

ものと認識しており、まち協の中にも学区社協の機能もあると思う。その状況でサロン

を社協で進めていくのは、まち協との関係性はどうなのかと思う。 

  政策そのものは間違いではないが、まち協との関係を明確にして運営していく方が、

まち協が活性化していくのではないか。 

【Ⅾ委員】 

  工程表で平成 27 年からモデルサロンの実施とあるが、介護保険の地域支援事業が平

成 29 年 4 月から始まり、その事業の中で居場所づくりやサロンなど全部入ってくるこ

とになり、そのこととの整合性はとれるのか。 

  現在のサロンでいうと月２回位実施されているところもあるが、回数が少なく、地域

支援事業としてなら、せめて週 2～3回やっていかないといけないことになる。 

  このモデルサロンはどのようにやっていかれるのか。また各サロンへのアンケート調

査は終わっているのか。 

【事務局】 

  アンケート調査は現在取りまとめ中である。 

【Ⅾ委員】 

  そのアンケート結果に基づきモデルサロンの実施は決定しているのか。 

【事務局】 

  決定事項ではないが、サロンの回数が介護保険の地域支援事業としては少ないことは

認識しており、どのサロンもスタートが高齢者の引き籠り対策、居場所づくりというこ

となので、サロンを実施している団体の中にも、地域支援事業としてやっていくところ

と、とてもできないというところが出てくると思われる。 

  その辺りの課題抽出したうえで、できるところから回数も増やし移行していくように

する予定である。 

【Ｄ委員】 

  長寿いきがい課から社会福祉協議会に委託しているのか。 

【事務局】 

  一緒にプログラムの検討や地域支援事業への移行を進めており、全サロンの移行が望

ましいが、居場所づくりに特化したサロンを引き続きされるところもあると考える。 

【Ⅾ委員】 

  では４月からのモデルサロンの実施の矢印はありえないのではないか。 

【事務局】 

  検討・作成も含めて４月から矢印を引いている。 

【委員長】 

  学区社協は草津市では頑張っておられるが、まち協の構成団体に入っているのか。 

【事務局】 

  組織体系としては入っている。 
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【委員長】 

  入っておられるが、昔からの独自活動が熱心というところか。 

【事務局】 

  地域差はあると思われる。 

  また、まち協の取組課題として地域福祉に十分踏み込めていないところもあり、一方

地域で熱心に取組まれているところもあり、その辺りを市としてどのように考えていく

かである。 

【Ａ委員】 

  市はまち協をまちづくりの中心組織として推進しているので、その辺りも十分踏まえ

地域事情に合わせ事業展開していく必要がある。 

【委員長】 

  「33.34.中心市街地活性化推進費」について、平成 35年度には自立とあるが。 

【事務局】 

  当初からそういう方針で支援している。 

【委員長】 

  10年間は支援するということか。 

まちづくり会社で今後草津川跡地テナントミックス事業をされるが、駅前のニワタス

の状況次第では、この事業にも影響が出てくるのではないか。 

【Ｅ委員】 

  立地条件が良いニワタスが成功しないなら、他の場所のテナントミックスは厳しいと

思う。 

【Ｂ委員】 

  入居しているテナントに補助金を出しているのか。 

【事務局】 

  テナントには補助金を出していない。まちづくり会社にテナント料を払われている。 

  初度投資で補助はあったが、あとはテナントの自立運営である。 

  市はまちづくり会社に土地を貸し、会社がテナント運営管理をされている。まちづく

り会社の役員にも地元で事業をされておられる方もおり、課題等は十分認識され、にぎ

わい創出に尽力されている。 

【Ｆ委員】 

  確かにマルシェ等のイベントを頻繁に行い、力を入れているように感じる。 

【Ｂ委員】 

  「35.景観を生かしたまちづくり推進費」について、景観は先程の風車と関係してくる

のか。 

【事務局】 

  びわこ大津草津景観推進協議会で両市にまたがる景観として対岸の景観も取り扱って

おり、草津から大津は比叡山があり、大津から草津を見た時に風車はその象徴的なシン

ボルのひとつである。 

【委員長】 

  景観形成重点地区はまだ指定されていないのか。 
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【事務局】 

  地域の方に合意形成していただき重点地区を指定していくことになり、まずは準備会

からになる。 

【委員長】 

  県内でも遅い方ではないか。 

【事務局】 

  景観形成の指定団体になったのも遅かった。 

【Ｆ委員】 

  草津川跡地だけがすばらしい景観とならないよう、市内全域で取り組んでいただきた

いと思う。 

【委員長】 

  「42.史跡草津宿本陣整備費」について、建物や土地は市の所有だと思っていたのだが。 

【事務局】 

  公開している本陣含め史跡指定されているところは市の所有ではなく所有者がおられ

ます。 

【委員長】 

  本陣で丁寧に説明してくださる方が所有者か。 

  思い入れがかなりあるように思う。 

【事務局】 

  今後も整備保存していくうえで所有形態もはっきり決めていくべきと考えている。 

【Ｇ委員】 

  「45.学びの教室開催費」について、現在は 2会場での実施か。 

【事務局】 

  現在は、人権センターと市民交流プラザの２会場であるが、来年度は、隣保館 4館中

2 館が指定管理者制度に移行するので、そこで行われていた自主活動学級の一部を放課

後学びの教室として実施するので 4会場となる。 

【Ｇ委員】 

  2会場しかないのに市内全域の小中学校から参加しているのか。 

【事務局】 

  全小中学校で募集しているが定員いっぱいまでにはなっていない。 

【Ｇ委員】 

  隣保館は指定管理者制度を導入しないと学びの教室をできないのか。 

【事務局】 

  現在隣保館では自主活動学級をされており、その中で子どもの学力向上と仲間づくり

をしており、指定管理に移行する隣保館の学力向上部分を放課後学びの教室として実施

するものである。 

【委員長】 

  この事業は、目標と手段をしっかり整理しておかないと、なんでもかんでもやること

になる可能性がある。 

  この事業は学校教育課だけで考えているのか。 
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【事務局】 

  事業の担当は学校教育課だが、社会福祉部局の方での生活困窮者自立支援事業の子ど

もの学習支援事業もあり、市全体での学びのセーフティネットの構築を検討している。 

  最終的には各中学校区単位で放課後学びの教室を開催することとしている。 

【委員長】 

  来年度の委員会でも工程表対象事業については引き続き進捗管理を行っていくという

ことにします。 

 

３．公共施設マネジメントについて 

【事務局】 

＜資料 2-１について説明＞ 

 ・アクションプラン「ファシリティマネジメントの推進」の中にある「施設の再配置の

検討」を公共施設等総合管理計画の策定として平成 27年度に実施していく。 

 ・来年度の当委員会にも諮り計画を策定していく予定である。 

【財産管理課】 

 ＜草津市公共施設白書概要版について説明＞ 

【委員長】 

総合管理計画の所管はなぜ財産管理課ではなく経営改革室なのか。 

【財産管理課】 

ファシリティマネジメントは財産管理課で行い公共施設白書を作成した。白書を受け

ての公共施設の再配置・利活用は経営改革室の所管であるため、それらを網羅する総合

管理計画は経営改革室が所管となった。当然連携して取り組むことにはなる。 

【委員長】 

公共施設白書で土木系のインフラを入れて分析していないのはなぜか。 

【財産管理課】 

ファシリティマネジメントの取組みを開始した平成 22 年度当時は、公共施設白書は

ハコモノだけのものが主流であったため、本市も建物だけで作成した。 

最近ではアセットということで、道路や橋梁などのインフラも含めて作成されるとこ

ろが増えてきている。 

【委員長】 

道路や橋梁の詳細なデータは収集しているのか。 

【財産管理課】 

収集していない。 

【Ｇ委員】 

  先日報道で、築年数が判明していない橋梁が多いという報道があったが、草津市はど

うか。 

【財産管理課】 

  一定把握はしていると思うが、国でもまずは状況把握から進めていくという方針であ

る。 
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【委員長】 

  本日は公共施設白書の概要説明だが、来年度の委員会の重要な審議事項となることを

各委員了承いただきたいと思います。 

 

 

閉会 

 

【事務局】 

  ２年間という委員委嘱任期が３月で満了いたします。 

委員の皆様には行政システム改革全般にわたり各種御意見、御助言等をいただきありが

とうございました。 

以上 


