
平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成２８年度
○草津市シティセールス推進懇話会
シティセールス全体の進行管理について年４回程度委員が集まり意見交換を行う懇話会組織
○草津市シティセールス戦略基本プラン
計画期間は平成２５年度から平成３２年度で、平成２５年度から平成２８年度を前期取り組み期間、平成２９年度から平成３２年度を後期取り組み期間とし、前期取り組み期
間を総括して目標設定や取り組みの見直しなどを行い後期取り組み期間を展開していく。
○魅力発信塾の実績
平成２６年度は、平成２５年度に塾生から企画書として提出された「ＣＭとサウンドロゴの制作」の実現に向けて取り組んだ。結果、企画から絵コンテ、シナリオ・撮影・編集ま
で本塾で学び、ＣＭと併せてサウンドロゴを制作いただいた。ＣＭはテレビ放送する予定である他、一般にも視聴可能なようしていくことでＰＲに今後活用していく。

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

草津市シティセールス
戦略基本プラン

ふるさと寄附

重点アクション

推進体制の展開

4 7 10 1

H29

10 1 4 7 10 1 4 7 10

H26 H27 H28

1

事業名称 ２．シティセールス推進費 担当部課 総合政策部　企画調整課 所属長 荒川　武仁

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

「ＫＵＳＡＴＳＵ　ＢＯＯＳＴＥＲＳ」設置やＣＭ制作など、メディアに多数取り上げ
ていただいた。取り組みが「草津市の魅力」として定着するには長期的に継続
していく必要がある。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

直接的な成果がみえにくい事業ではあるが、ＨＰのアクセス件数など間接的
に目安となる数値等を分析した上で、継続・見直し・廃止についてはしっかり
判断していく。シティセールス推進懇話会を中心とした、シティセールスを長
期的に実施できるような参加型の体制（協働）は組めたので、それら体制が
より機能するよう運用していく。

経営改革室において
抽出した課題等

（ｂ）

シティセールスとして行っている各事業について、それぞれの目的を明確にし
た上で、指標や年次目標の設定を行うべきである。成果が見えにくい事業で
あることから、目標設定がないと漫然と事業継続していくことになりかねない。
また、市民活動団体等との協働による取り組みや市民主導による事業実施を
支援する体制の整備を進めていく必要がある。
ふるさと寄附制度については、特産品等の活用により大きな成果を上げてい
る。一過性のものとならないよう継続的なＰＲを続ける必要がある。

今後の方向性 D 市実施
（実施手法の改善）

③ 市民や市民活動団体等との
取り組みを進めるべき

シティセールス活動認定事業（募集・認定） 見直しをした上で運用継続 

特産品メニュー・寄附メニューを随時見直し 

 ・  ・ 
草津市シティセールス推進懇話会（年４回程度） 

ＫＵＳＡＴＳＵ ＢＯＯＳＴＥＲＳの更新・活用 

たび丸ＰＲ活動（随時県外イベント出展） 

くさつ魅力発信塾（２期） くさつ魅力発信塾（１期） くさつ魅力発信塾（３期） 

運用 

計画期間：平成２５年度～平成３２年度 

前期取り組み期間：平成２５年度～平成２８年度 後期取り組み期間：平成２９年度～平成３２年度 

資料１－５ 



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

説明会の実施

H29

10 1 4 10 14 77 10 1 4 7 10 1

川﨑　廣明

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

これまで、大学におけるリクルート活動やインターネットでの受験申込みの導
入などにより、受験生の増加と求める人材の確保に努めてきた。
今後の採用選考活動の開始時期の後ろ倒しに伴い、自治体間のみならず、
民間企業との人材確保競争が激化し、求める人材の確保がより一層厳しくな
ることが予想される。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

説明会の実施、ポスターの作成、大学などにおけるリクルート活動の増加な
ど広報活動を強化することにより、受験者数の増加・辞退者の減少を図る。
また、求める人材をより確実に確保するために、効果的な試験方法を検討す
る。

経営改革室において
抽出した課題等

（ｂ）

H26 H27 H28

時代背景の変化に伴う専門職の受験者減少の対策や、多様で優秀な人材確
保のための広報や採用方法の工夫が必要である。

今後の方向性 E 市実施
（事業内容の改善）

① 事業内容を見直すべき

総合政策部　職員課 所属長事業名称 ３．職員採用費 担当部課

見直し項目についての説明、特記事項等

ポスター・パンフレットの作
成

見直しの完了
目標年度

平成２７年度

【全体について】
平成２７年度の採用活動からの「採用選考に関する指針（※）」に伴う民間企業と県・他自治体等の採用活動の動向を注視したうえで、それぞれの取り組みを進めていく必要
がある。
※採用選考に関する指針：民間企業の採用活動時期が卒業前年度の３月に、選考活動が卒業年度の８月にそれぞれ後ろ倒しになる
【説明会の実施について】
近隣大学において実施。
【ポスター・パンフレットの作成】
大学や市施設等に配布。
【採用試験の方法の見直し】
これまで進めてきた試験方法の結果を分析・課題点を整理・方法の見直しを図る。

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

採用試験の方法の見直し 従来の試験方法を検証

し、見直す 

見直し後の方法で 

採用試験を実施 

デザイン等 

を検討 
作成・配布 デザイン等 

を検討 

デザイン等 

を検討 

デザイン等 

を検討 
作成・配布 作成・配布 

スケジュール 

設定 

スケジュール 

設定 

スケジュール 

設定 

スケジュール 

設定 

デザイン等 

を検討 

デザイン等 

を検討 

説明会の実施 

見直し後の 

方法を検証 
採用試験の実施 検証 

デザイン等 

を検討 

デザイン等 

を検討 

採用試験の実施 

デザイン等 

を検討 

デザイン等 

を検討 

検証 

説明会の実施 説明会の実施 



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

所属長 森　安幸

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

平成２０年１０月より転入、転出者の手続きに便宜を図るべく、毎月第一日曜
日に税務証明の窓口を開いてきた。しかし、この開庁時に税務課を利用され
るのは転出の方のみで利用は大変少なく、費用対効果を考えると業務の見直
しが必要である。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

需要が少ない原因として、税証明は住所異動の手続き時に必要な証明の種
類や通数が不明な場合が多いこと、また、郵便申請が可能であることが考え
られる。
したがって、今後郵便申請への対応を強化することでサービスが低下しない
ように努めるとともに、関係所属による実績効果を検証の上、第一日曜日の
税務証明発行窓口の廃止を検討する。
この廃止により、職員を利用者が多い平日勤務に充てることで、窓口業務の
強化に繋げたい。

経営改革室において
抽出した課題等

（ｂ）

第一日曜日の税務証明発行業務については、取扱件数も少なく、郵便申請
の活用による対応も可能であることから、費用対効果や職員の労務環境の改
善も考慮して廃止の検討をすべきである。
併せて、第一日曜日の開庁について、関係所属による実績・効果の検証を行
う必要がある。

今後の方向性 E 市実施
（事業内容の改善）

⑤ 事業の執行体制を見直すべ
き

事業名称 １１．税務証明等事務費 担当部課

日曜開庁事務関係所属と
効果検証

日曜開庁事務（税務証明発
行業務）の廃止に向けた検
討

総務部　税務課

H29

10 1 4 7 10 1 4 7 10

H26 H27 H28

1 4 7 10 1

日曜開庁事務（税務証明発
行業務）の廃止

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成26年度

・現在、日曜開庁事務を行っている関係所属との効果検証（平成２６年１１月２１日実施）を踏まえた上で、平成２６年度中の廃止に向けて見直しをする。

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

所属長 岸本　久

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

地域団体や自主教室などが各市民センターにおいて活動されることで、各地
域の実情に応じた地域活動の拠点としての機能を果たしている。
今後は、まちづくり協議会を中心として、地域コミュニティの形成拠点としての
役割をより一層果たせるよう検討を進める。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

マイナンバー制度開始とあわせて、平成28年度末で市民センターでの諸証
明発行業務を廃止するとともに、出張所および公民館機能を見直し、平成29
年度から地域コミュニティの形成拠点と出来るよう（仮称）地域まちづくりセン
ターとして、各学区まちづくり協議会による指定管理者制度を導入する予
定。

経営改革室において
抽出した課題等

（ｂ）

指定管理者制度への移行に向けて、現行の市民センターと公民館の機能の
あり方について、各学区のまちづくり協議会等と調整を図りながら、早急に方
針を定める必要がある。

今後の方向性 D 市実施
（実施手法の改善）

④ 協働を進めるため、民間や
市民等と連携を図るべき

事業名称 １２．市民センター管理運営費 担当部課

指定管理業務の検討等
（庁内検討）

各学区のまちづくり協議会
との協議・調整

まちづくり協働部　まちづくり協働課

H29

10 1 4 7 10 1 4 7 10

H26 H27 H28

1 4 7 10 1

（参考）マイナンバー制度

（仮称）地域まちづくりセン
ター条例の制定等

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成28年度

・庁内検討については、部内での検討結果を草津市協働のまちづくり推進本部会議、草津市協働のまちづくり推進本部会議幹事会で報告、審議する。
・各学区のまちづくり協議会との協議・調整については、草津市まちづくり協議会連合会を中心に進める。
・指定管理者制度は、平成29年度からの一斉導入を目標に検討を進めているが、老上学区においては、平成28年度の小学校新設に伴い新たなまちづくり協議会の設立に
向けて意見交換をされている状況であり、このような中、まちづくり協議会の熟度や状況を確認しながら段階的に導入することも併せて検討する。

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

条例の制定 結果の公表 パブリックコメン

トの実施 
素案作成 

業務概要の決定 業務詳細の決定 指定管理者の選定 制度の開始 

随時 

個人番号の通知 個人番号カード 

の交付開始 
コンビニでの諸証明 

発行の開始 



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成30年度

・ブレード詳細点検の結果、ブレードの修繕による運転の再開には多額の費用を要することが判明したことに加え、国において定期点検が義務化される方針が示されている
ため、今後、維持管理費の増加が見込まれる。そのため、経済性や安全性などの多面的観点から検討を行い、今後の方針を固める。
・安全を確保しながら、当分の間は観光や環境のシンボルとして活用していく予定である。

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

維持管理業務

検討結果に基づく対応

国の方針に基づく維持管理
経費の検証と存廃検討

自然エネルギー普及にか
かる啓発

4 7 10 1

H29

10 1 4 7 10 1 4 7 10

H26 H27 H28

1

事業名称 １５．風力発電施設維持管理費 担当部課 環境経済部　環境課 所属長 仲川　喜之

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

　平成13年7月から運転を開始し、平成25年度末までに、205団体3,708名の
視察受け入れを行い、7,299,443kwh(一般家庭1,712世帯分の年間電力消費
に相当)の発電をしたことで、2,682,689kg（杉の木191,621本の年間CO2吸収
量に相当）のCO2を削減した。
　建設から１３年が経過し、経年劣化や故障による修繕に多額の費用を要す
るため、経済性や安全性などの多面的な観点から今後の方向性を検討する
ことが求められる。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

平成13年の運転開始後、今年で13年が経過し、部品の交換や突発的な修
繕にかかる費用が増加しているが、安全を第一に考えながら、観光や環境
のシンボルとして活用していく。しかし、ブレードの修繕による運転の再開に
は多額の費用を要することが判明したことに加え、今後、国において定期点
検が義務化される方針が示されていることから、更なる維持管理費用の増
加が懸念される。そのため、平成２７年度において経済性や安全性などの多
面的観点から検討を行い、今後の方針を決めていく予定である。

経営改革室において
抽出した課題等

（ｂ）

　「くさつ夢風車」は草津市における琵琶湖岸の景観的なシンボルとして定着
しているが、運転開始から13年を経過し、故障等による停止期間も長く、維持
修繕費用が増加している。全国的にも風力発電施設における重大な事故が
頻発している中で、施設の今後について、存廃も含めて方針を決定していく必
要がある。

今後の方向性 E 市実施
（事業内容の改善）

⑦ その他
（今後の方針を早期に決定すべき）

施策の展開 



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

所属長 角　一朗

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

観光・物産の振興は継続的に行う必要があり、目に見えた数値で明確に把握
できないため、意識調査の指標や統計上の算出で判断する必要がある。現
在観光物産協会事務局は商業観光課内に設置しているが、協会および行政
としての位置づけを整理したうえで、草津市にあった協会の体制を検討してい
く必要がある。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

草津の観光・物産振興に関する明確で実現可能な方向性を決定し、協会の
役割、事業、体制等の整理を行いながら、具体的な協会の体制を決定して
いく。経営改革室において

抽出した課題等
（ｂ）

観光物産協会の自立のためには、草津市の観光施策における行政との役割
分担を明確にした上で、これまでの行政主導による事業実施体制から、協会
会員をはじめとした民間事業者の主導による実施体制へと転換していく必要
がある。

今後の方向性 E 市実施
（事業内容の改善）

⑤ 事業の執行体制を見直すべ
き

事業名称 １６．観光振興事務費 担当部課

観光物産協会の課題整理
および事業の見直し

観光物産振興に向けた方
向性の決定

環境経済部　商業観光課

H29

10 1 4 7 10 1 4 7 10

H26 H27 H28

1 4 7 10 1

新体制での執行

庁内協議（執務スペース・
予算・人員関係）

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成２７年度

・協会の事業については、必要性や役割分担なども含めて随時見直しを行う。
・草津の観光・物産振興に相応しい体制を明確にするため、観光物産協会と随時協議を行い、協会の方向性を決定する。
・庁内協議において、新たな体制に向けて必要となる予算および人員（人件費）の確保を進めていく。

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

【随時】課題の整理、事業の見直し（アウトソーシングの検討含む） 

【随時】観光物産協会との協議 方向性の決定 



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

●協議 ●協議

堀　佳子事業名称 １８、１９．市民交流プラザ運営費／市民交流プラザ施設維持管理費 環境経済部　市民交流プラザ 所属長担当部課

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

勤労者福祉施設として、市民および市内の事業所に勤務する勤労者の福祉
増進に努めてきた。利用者、収入共に徐々に増加してきている。しかし施設
の老朽化に伴い、維持修繕費が高騰しつつあり、適切な維持管理に努めて
いかなければならない。
又、マイナンバー制度の導入による証明書のコンビニ発行の実現に伴い市民
交流プラザへの指定管理者制度の導入を実現していかなければいけない。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

各種証明書のコンビニ発行制度の導入により、今後は、証明書発行にかかる関係
各課との協議を進める。この制度導入に併せ、市民交流プラザの指定管理制度の
導入に向けて、課題の抽出を行い、スケジュールを作成していく。経営改革室において

抽出した課題等
（ｂ）

指定管理者制度の導入に向けて、円滑な移行ができるよう、課題の整理を図
りながら、着実に準備を進める必要がある。

今後の方向性 D 市実施
（実施手法の改善）

① 民間事業者等に委託する方
が事業効果を高められる。

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

H26 H27

指定管理者制度導入
・条例改正（議会対応）

勤労者福祉施設運営審議
会

執務室の分離

●協議（随時）

H29

10 1 4 7 10 1 4 7 10

H28

1

・マイナンバー付与に伴う、
コンビ二交付制度導入
　＊諸証明発行廃止

4 7 10 1

・現状の課題整理（抽出）
・各関係課との情報共有
（協議・検討）

●協議（随時） ●協議 ●協議 ●協議 ●協議 ●協議

・業者選定
入札
広報
説明

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成２８年度
・市民交流プラザ執務室を分離（指定管理者・南草津図書館）する場合、平成28年度には予算計上が必要となる。
・各関係課との協議は、システム更新状況や導入内容の結果等の情報の共有を図りながら随時行う必要がある。
・「草津市勤労者福祉施設運営審議会」において、平成27年度には制度導入に向けた状況報告を、平成28年度には運用開始に向けた説明を行う必要がある。
・運用開始までに、施設･設備管理に伴う長期修繕計画や移行準備に係る機器整備、抽出を行う必要がある。
・指定管理者制度導入は、市民センターと同時期を目標としているが、市民交流プラザにおける諸証明発行業務については、市民センターにおける諸証明発行業務の廃止とコンビニ交付の内容
を総合的に勘案し、市全体としての協議が必要となる。（市民サービスの低下とならない対応を検討する必要がある。）

マイナンバー付番･通知（全国スタートＨ27.10～） 

課題の抽出 方針（案）作成 

マイナンバー利用開始28.1～ 

コンビ二交付開始H28.10～ 

マイポータル運用開始H29.1～ 

指定管理者募集要項 

管理業務仕様書の整理 
募集 

基本協定 条例改正 

規則改正 

業者決定 

選定委員会  指定管理者制度 

運用開始H29.4.1～ 

財シミュ計上 分離形態の検討 予算要求 

見積入札・契約 工事施工 

各市民センター諸証明発行廃止 

H29.3.31 

指定管理者制度導入、

諸証明発行業務につい

て状況説明 

指定管理者制度運用開

始について説明 



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

事業名称 ２５．地域サロン推進費 担当部課 健康福祉部　長寿いきがい課 所属長 木村　博

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

これまで、各学区の社協を通じてサロンの普及に努めてきた結果、全ての学
区にサロンが設置され、その活動についても市民権を得たといえる。しかしな
がら、サロン数の伸びは、ここ数年は落ち着き、伸び悩んでいる。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

今後も市社協と連携し、地域サロン活動の市内全域への普及のため、活動
支援員への働きかけや増加のための啓発方法の検討を行うとともに、新た
な地域支援事業の担い手となるよう、活動内容の充実に向けた支援を行う。経営改革室において

抽出した課題等
（ｂ）

サロン数は増加しているものの特定の活動に特化したサロンもあり、誰もが気
軽に集える場所づくりのためには、さらなるサロン数増加のための方策の検
討が必要となる。
介護保険制度の見直しを控え、介護予防や生活支援の分野において、地域
サロンが新たな地域支援事業の担い手としての役割を果たせるような活動を
支援していく必要がある。

今後の方向性 D 市実施
（実施手法の改善）

③ 市民や市民活動団体等との
取り組みを進めるべき

10 1 4

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

H26 H27 H28 H29

10 1 4 7 4 7 10 17 10 1

②介護予防型プログラムの
作成

①既存サロンへのアンケー
ト調査　（現状と課題の洗い
出し）

③地域サロン交流会の開
催

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成２８年度
＜上記の市社協の活動に対する支援をおこなう。＞
②介護予防型プログラムの作成：介護予防型サロンへの移行に向け、モデル事業の実施・検証を行う。

③地域サロン交流会の開催：既存サロンおよび一般参加者を対象にサロン立ち上げのノウハウや、介護予防型のメニューの紹介、既存サロンが情報・交換する交流会を開
催し、新規サロンの開設につなげるとともに、既存サロン活動の充実を図り、地域支援事業の担い手として「通いの場づくり」を推進する。

工程表

実施 

実施 実施 実施 

検討・作成・モデルサロン事業の実施 各サロンで導入 

反映 



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成28年度

　判定方法には、介護認定にかかる資料を使用することを予定しており、所管の介護保険課との協議および本人の同意が必要。
　介護保険認定の最長有効期間は2年であるため、変更後の判定方法の周知期間等も同期間としている。
　介護保険法改正に合わせて、一定の所得以上の人については、負担の見直しを行う。（平成27年8月～）
　

介護保険法改正に伴う負
担額変更の検討

●

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

現利用者の判定確認期間 ●

要綱改正

H29

10 1 4 7 10 1 4 7 10

H26 H27 H28

1 4 7 10 1

●

事業名称 ２６．すっきりさわやかサービス事業 担当部課

判定方法の検討

変更後の判定方法の周知

健康福祉部　長寿いきがい課 所属長 木村　博

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

日常生活を営むのに援助を必要とする高齢者にとっては、必要不可欠なサー
ビスであり、需要も高い。
より細やかな在宅生活支援を実施できるよう、支給内容（紙おむつの種類）や
支給方法についてのよりよい支援の方法を検討する。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

介護保険制度の改正により施設から在宅への転換が明確に打ち出されたと
ころであり、在宅生活を支える紙おむつの支給は、後退することなく継続実
施することが必要である。昨年度、在宅からの入院患者に対してサービスの
拡充を図ったのもこの流れの一環であり、市の施策としても最上位に位置づ
けられるものと考える。
　なお、サービスの受給者に対しては、不要時は休止を行うなどの周知を徹
底するとともに対象者の判定方法については、より確実な方法について検討
していく。また、介護保険法の改正に合わせて所得に応じた負担額について
も検討していく。

経営改革室において
抽出した課題等

（ｂ）

現行の自己申告に基づく対象者の把握方法では、本当に必要としている人以
外にも支給される可能性があることから、客観的な事象に基づく対象者の判
定方法を検討すべきである。
また、今後対象者が増加し続けることが予想される中で、所得制限の導入や
支給量の見直しも必要と考える。

今後の方向性 E 市実施
（事業内容の改善）

① 事業内容を見直すべき

関係課との協議 

関係機関等への周知 

様式の変更 

利用者に判定方法の資料確認の署名をもらう。 

移行期間 

関係機関等への周知 

条例改正 負担額の変更 



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

田中　祥温

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

必要な栄養素の提供とともに食育の推進を行うことができている。また、アレ
ルギー除去食の対応など食に対する安全性の確保に努めている。今後の課
題として、近年の急増するアレルギー除去食の対応など十分な体制を検討す
ることが必要である。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

子ども・子育て支援新制度の実施に合わせた利用者負担額の検討を行った
が、現行月額730円の料金設定の変更は行わないものと決定した。また、給
食の提供体制については安全性、効率性、あるいは保護者のニーズ等、多
角的な視点から外部委託化を選択肢の一つとしつつ、現行の給食体制の検
討を行う。

経営改革室において
抽出した課題等

（ｂ）

新制度への移行に合わせて受益者負担金の見直しを行うとともに、現在の臨
時職員のみによる給食の提供体制については、外部委託化も含めて検討の
必要がある。

今後の方向性 E 市実施
（事業内容の改善）

⑦
その他
（最適化に向けた検討をすべ
き）

事業名称 ３０．公立保育所給食事業費 担当部課 子ども家庭部　幼児課 所属長

H29

10 1 4 7 10 1 4 7 10

H26 H27 H28

1 4 7 10 1

給食の提供体制の
検討

幼保一体化モデル園
スケジュール

給食費（実費）の料金の検
討

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成２９年度

「給食費（実費）の料金の検討」は平成27年度からの利用者負担額（保育料）の検討と平行して見直しを行い、料金設定の変更は行わないものと決定した。今後、認定こども
園の開園を見据え、１号認定子どもの給食料金について、平成２７年度上半期中に検討を行う。「給食の提供体制の検討」は、平成28年度に開始を予定している認定こども
園（モデル園）の運営において、質の高い保育の提供を前提とした課題検討を行う中で、安全性、効率性、あるいは保護者のニーズ等、多角的な視点から外部委託化を選
択肢の一つとしつつ、現行の給食体制について検討を行う。

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

料金設定

の見直し 

平成27年度に向け

て見直しを行った

が、料金設定の変

更は行わない。 

平成３０年度使用料見直し時に検討する。 

新年度入所募集 新年度入所募集 新年度入所募集 

（仮称）矢橋認定こども園開園 

（仮称）笠縫東認定こども園開園      
（仮称）草津中央認定こども園開園 

認定こども園の開園を見据え、１号認定

子どもの給食料金の検討を実施 

給食の提供のあり方について検討を行う。 



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

所属長 中村　秀史

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

中心市街地活性化の新たな集客拠点として、駅前の未利用地であったアニ
マート跡地を草津市と草津まちづくり株式会社の官民連携により、niwa+（ニワ
タス）を整備した。
また、草津まちづくり株式会社や草津市中心市街地活性化協議会を中心とし
て多様な関係者と協働して中心市街地活性化事業に取り組むことで、新たな
まちづくりの人材発掘、育成等、活性化まちづくりの裾野を広げていく必要が
ある。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

草津市、草津まちづくり株式会社、地域の代表者や草津商工会議所等で構
成している草津市中心市街地活性化協議会において、行政と民間が草津市
の中心市街地の活性化施策について、協議・検討を行い、集客拠点整備、継
続したソフト事業の展開等を官民連携のもと実施することにより、その集客効
果をまちなかへ波及させ回遊性の高い中心市街地を形成していく。経営改革室において

抽出した課題等
（ｂ）

草津市中心市街地活性化基本計画に基づいて、官民協働による取り組みを
着実に進めていく必要がある。
また、草津まちづくり株式会社については、市の補助金に依存しない経営体制
の確立に向けて、自主財源の確保等、計画的な取り組みが必要となる。

今後の方向性 F 市実施
（現行どおり）

① 継続実施
（継続的な見直しは必要）

事業名称 ３３、３４．中心市街地活性化推進費 担当部課

中心市街地活性化事業の
推進

中心市街地活性化協議会
の運営支援
（タウンマネジメント会議・プ
ロジェクト会議の開催）

都市計画部　まちなか再生課

H29

10 1 4 7 10 1 4 7 10

H26 H27 H28

1 4 7 10 1

草津まちづくり株式会社の
支援

草津川跡地テナントミックス
事業

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成３１年度

・中心市街地活性化基本計画の計画期間である平成３１年３月までの間、随時、必要に応じて基本計画の変更（新規事業の追加）を実施する。
・平成２６年１２月３日の中心市街地活性化協議会において、草津川跡地テナントミックスプロジェクト会議を立ち上げた。今後、当プロジェクト会議において、草津川跡地にお
けるテナントミックスの店舗コンセプト、業種、業態等を検討するとともに、整備後のオープンスペースの活用について検討する。
・草津まちづくり株式会社については、現在、早期の経営安定化を目的として、市から人件費等について補助をしているが、今後は市の補助金は減額していき、平成３５年度
以降は補助金等に頼らない自立経営を目指している。加えて、まちづくり会社の設立趣旨の達成のため、地域へ収益還元事業を行えるような経営状況を確立する必要があ
り、短期的には草津川跡地テナントミックス事業の整備により、一定の収益を上げるとともに、長期的には、安定的な財源確保のため、他のまちづくり会社で実施されているよ
うに、指定管理等の業務を獲得することを検討する。

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

事業を推進し、必要に応じて基本計画の変更（新規事業の追加）を行う 

毎月１回程度タウンマネジメント会議を開催。また、随時プロジェクト会議の開催、新規プロジェクト会議の立ち上げを行う 

草津まちづくり会社への補助金の交付、運営の支援 

テナントリーシング 活性協内：プ

ロジェクト会

議の立ち上げ 

店舗整備開始 
３月 店舗OPEN 

指定管理事業等の検討 

調査実施 事業内容検討 



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

所属長 堀田　智恵子

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

草津市景観計画や景観づくりについて、市民および事業者に周知すること
で、地域での景観づくり推進や気運向上に取り組んできた。
今後は、市民主体で各地域での景観づくり活動を実施できるよう、より多くの
方に景観づくりに関わってもらいながら、景観形成重点地区の指定やリー
ダーの育成など、ニーズに応じた支援を行っていく必要がある。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

・景観まちづくりに関する普及啓発の成果が徐々に現れ、景観に関わる取組
みを地域独自で計画・実施するなど、積極的に行う地域も出始めていること
から、当該地域で継続的な支援と一層の普及啓発を行い、H26年度中に景
観形成重点地区準備会の設立を目指す。
・びわこ大津草津景観推進協議会については、今年度は両市の景観計画の
共通事項を抽出し、両市にまたがる広域的な景観形成にかかる「びわこ大
津草津景観基本計画」の策定に向けて協議を進める。また、東海道を介して
の連携推進を目的として、平成26年11月29日に「東海道サミット」を草津市で
開催した。

経営改革室において
抽出した課題等

（ｂ）

成果が見えにくい事業であり目標設定がないと漫然と事業継続していくことに
なりかねないことから、目的に対する指標や年次目標の設定を行うべきであ
る。
また、びわこ大津草津景観推進協議会については、両市の連携による景観形
成の具体的な取り組みおよび将来展望が見えにくい。

今後の方向性 E 市実施
（事業内容の改善）

⑦
その他
（最適化のための見直しをすべ
き）

事業名称 ３５．景観を生かしたまちづくり推進費 担当部課

景観まちづくりに関する
普及啓発

景観形成重点地区

都市計画部　景観課

H29

10 1 4 7 10 1 4 7 10

H26 H27 H28

1 4 7 10 1

びわこ大津草津景観推進
協議会

東海道沿道無電柱化事業

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成２７年度
・景観まちづくりに関する普及啓発を今後も継続して実施し、平成２６年度に重点地区準備会を１地区で設立し、平成２７年度は当該準備会の提案による重点地区の指定に
向けて進めていく。
・平成２７年度に目標３地区のうち残りの２地区についての課題整理を行いながら、当該年度内にいずれか１地区の準備会の設立を目指す。
・平成２８年度以降は残りの１地区での準備会の設立と併せて、重点地区の指定について進めていく。
・びわこ大津草津景観推進協議会の基本計画策定に向けて、滋賀県の広域景観施策との整合を図りながら、基本計画策定に向けた連携項目についての調査研究を実施
する。

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

景観形成重点地区準備会の設立 

景観審議会の開催 
景観審議会の開催 

景観形成重点地区準備会の設立 

景観形成重点地区の指定 

連携事業の実施 

（Ｈ２６東海道サミット） 

推進協議会の開催 推進協議会の開催 推進協議会の開催 推進協議会の開催 

連携事業の実施 

（大津市開催） 

連携事業の実施 

（草津市開催） 

連携事業の実施 

（大津市開催） 

景観まちあるき、景観スケッチ、くさつ景観百選普及啓発、都市計画制度啓発用紙芝居 など 

⇒景観まちあるき、景観スケッチについては、時期・季節に合わせて、地域と協働で実施。くさつ景観百選、紙芝居は年間を通して随時実施。 

無電柱化事業に係る検討調整（庁内・対象地域での検討委員会の開催） 調整結果に応じて事業実施 



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

所属長 谷口　智樹

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

○破損建物の保存修理は、所有者の同意を得て着実に実施できている。
○破損建物に借家人があるので、整備を進められない。
○指定地内には４家の借家人があるので、退去がないと史跡全体の整備が
完了しない。
○初期の整備箇所に耐震対策など新たな対応が必要となっている。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

借家人の整理については、所有者と協議を進めた上で新たに保存管理計画
（第三次）などにおいて検討し、その方針に基づき対応を進める。また、破損
建物の整備を当面進めるとともに、公開主要部の耐震対策についても、別
途早期に進める。

経営改革室において
抽出した課題等

（ｂ）

本陣保存管理計画（第二次）の事業進捗については、計画に遅れが見られる
が、借家人の存在もあり、急な進展は困難な状況である。しかし、建物の老朽
化も進んでいることから、早期に市の方針を決定し、所有者および借家人と積
極的な協議・交渉をする必要がある。
一方で、公開主要部の耐震補強についても、保存管理計画との優先順位を
勘案しながら、進めていく必要がある。

今後の方向性 E 市実施
（事業内容の改善）

⑦
その他
（最適化に向けた検討をすべ
き）

事業名称 ４２．史跡草津宿本陣整備費 担当部課

土蔵２の保存修理

公開主要建物の耐震対策
工事

教育委員会事務局　文化財保護課

H29

10 1 4 7 10 1 4 7 10

H26 H27 H28

1 4 7 10 1

第三次保存管理計画（整備
計画含む）の策定準備

借家人の取扱いに係る所
有者との協議

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成３１年度

・当面は破損建物（土蔵２）の保存修理を進める。
・引き続き現在公開主要建物の耐震対策を施す。
・上記の工事を進めながら、所有者や借家人と協議・交渉を進める。
・合わせて関係者との協議・交渉の経過を勘案して、市の方針を検討しながら新たな保存管理計画策定の準備を進める。

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

修理工事基本設計 

補助金申請 

修理工事施工 修理工事施工・工事報告書刊行 

補助金申請・実績 

対策工事 

土蔵２公開・資料の保管 

耐震診断・補強計画・実施設計 

実績報告 

随時、関係者との協議・交渉 

所有者等との協議・交渉の結果に基づき市の方針を検討、整備・活用事例の調査 

補助金申請 



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

所属長 中瀬　悟嗣

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

これまでの３年間募集人員を超える参加はないが、H２６年度は初めて市内公
立全小中学校より参加があった。これまでの情報発信がようやく実を結び、保
護者等に本事業が認知されてきた結果であるととらえている。今後はさらに内
容やPRの仕方を工夫し、参加者を増やしたい。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

来年度の土曜日学びの教室は、当初の「学びのセーフティネット」の役割を
明確に果たす事業とするため、国県補助金を受けず市費単独事業として、
教科学習に特化した内容で実施する。参加対象は、草津中校区、新堂中校
区以外の中学校区の小学５，６年生および中学生とする。会場は、これまで
どおり人権センターおよび市民交流プラザを想定している。なお、草津中学
校区および新堂中学校区の児童･生徒については、それぞれ指定管理者制
度へと移行する教育集会所を会場として、平日の放課後に教科学習に特化
した学習教室への参加を促す。他の隣保館等が指定管理者制度へ移行す
ると想定される平成２９年度には、土曜日学びの教室を終了し、市内６中学
校区ごとに平日の放課後を利用した学習教室を開催し、全市的な学びの
セーフティネットを完成させる予定である。

経営改革室において
抽出した課題等

（ｂ）

平成26年度より国県補助金の交付を受けているが、補助金の交付を受ける
ために事業の内容が変更となることで、当初の「学びのセーフティネット」とし
ての役割が薄れている。
国県の補助金に固執するのではなく、受益者負担金の見直しも含めて、事業
のあり方を検討する必要がある。
隣保館等の指定管理者制度導入に伴う自主活動学級の見直しや「生活困窮
者自立促進支援事業」の「子どもの学習支援事業」も含めて、市全体での学
びのセーフティネットのあり方を検討する必要がある。

今後の方向性 E 市実施
（事業内容の改善）

① 事業内容を見直すべき

事業名称 ４５．学びの教室開催費 担当部課

「土曜日学びの教室」の実
施

「放課後学びの教室」の実
施

教育委員会事務局　学校教育課

H29

10 1 4 7 10 1 4 7 10

H26 H27 H28

1 4 7 10 1

H29年度以降のあり方につ
いての協議

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成２６年度

今年度の指摘内容についての見直しは、過日の戦略会議にて結論が出され、来年度から見直した内容で実施する。見直し内容は、上記「課題への対応の方向性」のとおり
である。H29年度以降については、指定管理者制度への移行状況並びにH28年度までの実施状況を勘案し、全市的な学びのセーフティーネット構築という趣旨と照らし合わ
せて、実施内容・方法の見直しを図ることもありうる。

（参考）隣保館等への指定
管理者制度の導入予定

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

国県の補助事業を受託せず、市費単独による事業として展開する。学習内容は、教科学習の補充に特化する。

（高穂・玉川・老上・松原中学校区を対象範囲として募集：２会場開催） 

9/18に行われた戦略

会議にて、H27年度

以降の方向性が決定

9/18に行われた戦略

会議にて、H27年度

以降の方向性が決定

西一会館・常盤東総合センターの指定管理者制度への移行に伴い、各教育集会所を会場として、平日の放課

後に学習教室を実施する。学習内容は、教科学習の補充とし、「土曜日学びの教室」と同じ内容とする。（草津・

新堂中学区を対象範囲として募集） 

戦略会議：指定管理とと

もに学びの教室の方向

性を協議（戦略会議） 

新田会館・橋岡会館が指定管理となった場合は、６会場

（４教育集会所＋２会場）にて、各中学校区ごとに「放課

後学びの教室」を開催することを想定。 

西一会館・西一教育集会所、常盤東総合センター・芦浦教育集会所 

新田会館・新田教育集会所、橋岡会館・橋岡教育集会所 



平成26年度 事務事業点検　見直しの工程表

事業名称 ４７．給食センター管理運営費 担当部課 教育委員会事務局　学校給食センター 所属長 青野　泰代

事業の自己評価
（これまでの成果・

課題等）
（ａ）

① 地産地消の推進については自所炊飯ができるようになり、草津市産100％
のコシヒカリを提供し、またできる限り、地元の野菜等を使うようにしている
が、量、品質、価格での合致が難しく安定した調達が課題となっている。
② 給食費の滞納については、平成23年度に私債権では過去にない預金差
押を実施したが、常習化している滞納者には預金口座が見当たらず、費用に
対する成果が上がらなかった。しかし、生活保護費や就学援助費の振替充当
の徹底を図ったため、未納額は、全体として減少した。
③配膳補助員の管理事務が煩雑化しており、民間委託化（アウトソーシング）
等を検討している。

左記（ａ）、（ｂ）
の課題への

対応の方向性

・配膳補助員の管理事務が煩雑化しており、平成27年度に配膳補助員の大
多数が任用５年満了を迎えることから、事務効率を上げ、サービス向上を図
るため、民間委託化（アウトソーシング）等に向けた検討を進める。

経営改革室において
抽出した課題等

（ｂ）

学校給食配膳補助員については、現在、市が直接雇用をしているが、コスト
の削減と労務管理事務の軽減、急病による欠員対応等のリスク管理の面か
ら、アウトソーシングの検討を進めるべきである。

今後の方向性 D 市実施
（実施手法の改善）

② 民間事業者等への委託によ
り最適化を図るべき

運営懇談会での説明

H29

10 1 4 7 10 1 4 7 10

H26 H27 H28

1 4 7 10 1

基本方針の決定

配膳補助員への通知（調
整）

業務マニュアル（仕様書）の
検討

新制度（民間委託化）の運
用準備

見直し項目についての説明、特記事項等 見直しの完了
目標年度

平成２７年度

＊現在任用している配膳補助員への説明（調整）が必要。

新制度（民間委託化）の運
用開始

工程表

　　　　　　　　　　　年度・月
　　項目

方向性の説明 計画の進捗説明 運用状況の説明 

基本方針の検討と決定 

希望調査時に通知 年度当初に説明 民間委託化の通知 

任用期間満了 


