
1 様式３
担当部署：

　経営改革室
　まちづくり協働課

実施事業

実施内容

担当部署
Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

平成２５、２６年度に、事務事業の点検（自己点検およびヒアリング点検）を実施し、各事業の実施手法（協
働の領域）について、現在の実施主体の領域と、今後望ましいと考える実施主体の領域を整理するととも
に、今後、地域への移譲の可能性がある事業について、今後の方向性を、市民や市民活動団体との連
携・協働を進めるべき事業と位置付けた。うち、１事業については、平成２６年度に市民まちづくり提案事業
に採択され、平成２７年度から予算化、実施されることになった。

経営改革室、まちづくり協働課、各課

年次計画

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

H２６までの取り組みの状況について

①-1　事務事業の点検による実施主体の検証

　行政が現在行っている事業について、補完性の原理の視点から実施主体が適切かの
検証を行い、地域で行ったほうがより高い効果がでる事業については、地域への移譲
を進めます。

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

地域で行ったほうがより高い効果がでる事業については、地域への移譲を進めていくことが
望ましい。

上記の方向性に向けた課題等

地域への移譲によってより高い効果が見込まれる事業の事例研究や地域における担い手育成のための
手法等について引き続き検討していく必要がある。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

６・・・その他

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

地域で行ったほうがより高い効果が期待される事業を抽出し検討を行ったが、事業を積極的に地域に移
譲するという行政側のスタンスとともに、その事業の適切な担い手の存在が重要であるが、どちらも十分と
は言えない状況である。

事務事業の検証 地域への事業の移譲



2 様式３
担当部署： 　まちづくり協働課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

１・・・計画を達成済みである。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

平成２５年度から「市長とまちづくりトーク」により、各まちづくり協議会を通じて、市へまちづくりの提起がで
きる仕組みを構築した。
また、平成２６年３月に協働のまちづくり条例を制定し、同年７月から施行している。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

①-2　地域によるまちづくりの提起の仕組みづくり

　現在策定中の(仮称)草津市協働のまちづくり条例において、まちづくり協議会の位
置づけ・役割を明確にし、地域を代表する組織として地域の意見を提起できる仕組み
を構築します。

まちづくり協働課

年次計画

H２６までの取り組みの状況について

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

すでに運用段階に入っているが、継続して地域が意見を提起できる仕組みは必要である。

上記の方向性に向けた課題等

多様な意見が市政に反映できるよう、各まちづくり協議会に多様な地域住民の関わりを求めていく必要が
ある。

協働のまちづくり条例制定 条例施行

意見提起の仕組み検討 実施



3 様式３ 担当部署： 　まちづくり協働課

実施事業

担当部署

年次計画 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

ア）

理由：

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

①-3　まちづくり協議会への支援

ア）交付金制度による支援

現行の地域一括交付金制度、ふるさとづくり交付金制度の運用を進めながら、より
地域の実情に応じた新たな交付金制度の実施に向けて検討を進めます。

H２６までの取り組みの状況について

実施内容
イ）事務局運営支援

まちづくり協議会の安定的な組織運営のため、人的・技術的支援および事務局運営
費にかかる資金的支援を行います。

まちづくり協働課

イ）

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

Ｂ・・・計画期間内に未完了・未達成の見込みのため継続して取り組む。

地域の実情により即した交付金制度の実施に向けて、引き続き取り組む。

上記の方向性に向けた課題等

交付金制度の運用や見直しにあたっては、各まちづくり協議会の間での不公平感が出ないよう十分な調
整が必要である。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

３・・・内容に大きな変更はないが、当初計画から遅れが生じている。

地域一括交付金制度の実施については、平成２７年度から積算方法の見直し等を実施する予定をしてい
たが、制度の定着を図り、まちづくり協議会の成熟度を高めるため、また、指定管理者制度の導入を平成
２９年度からに変更したこと等から、実施時期を平成２８年度以降に遅らせることとなった。
現行の交付金制度を見直すにあたっては、各まちづくり協議会の間での不公平感が出ないよう十分な調
整が必要である。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

地域一括交付金、ふるさとづくり交付金、まちづくり協議会運営交付金をまちづくり協議会に交付し、活動
や運営の支援を行った。また、より地域の実情に応じた新たな交付金制度の実施に向け、平成２６年度末
から検討に着手した。
（ふるさとづくり交付金：平成２８年度から実施予定、地域一括交付金・まちづくり協議会運営交付金：平成
２８年度以降に実施予定）

地域一括交付金制度（検証）

ふるさとづくり交付金制度（検証）

地域の実情により即した交付金

制度の実施

新たな制度の実

施

まちづくり協議会への人的・技術的支援

まちづくり協議会への事務局運営費支援



4 様式３
担当部署： 　まちづくり協働課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

３・・・内容に大きな変更はないが、当初計画から遅れが生じている。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

現在の市民センター（公民館）を、地域活性化のためのまちづくりの拠点として、より地域住民に使いやす
いものにするため、（仮称）地域まちづくりセンターとして機能転換し、指定管理者制度を導入することにつ
いて検討を行った。その結果、平成２９年度から指定管理者制度を導入することを平成２６年度に市の方
針として決定した。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

①-4　まちづくり協議会による市民センターの指定管理

まちづくり協議会が活動拠点とする各市民センターを主体的に管理運営するため、
市民センターに指定管理者制度を導入します。

H２６までの取り組みの状況について

まちづくり協働課

年次計画

当初計画では、平成２７年度から指定管理者制度の導入を予定していたが、各地域のまちづくり協議会の
成熟度が高まっていないこと、また、（仮称）地域まちづくりセンターでの諸証明の発行の廃止およびマイナ
ンバー制度の開始に伴う諸証明のコンビニ交付を考慮し、導入時期を平成２９年度に変更した。

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

Ｂ・・・計画期間内に未完了・未達成の見込みのため継続して取り組む。

平成２９年度から開始する指定管理者制度による運営の安定化に向けて、引き続き必要な
支援に取り組む。

上記の方向性に向けた課題等

指定管理者となる予定の各地域のまちづくり協議会との十分な調整が必要である。

選定手続

市民センターへの指定管理者制度導入検討

指定管理者による管理運営



5 様式３
担当部署：

　経営改革室
　まちづくり協働課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

４・・・計画内容に大きな変更が生じている。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

平成２６年３月に協働のまちづくり条例を制定し、同年７月から施行した。
平成２６年度に庁内各所属に対して、既存組織見直しについての照会およびヒアリング調査を実施した
が、既存組織の見直しまでは至っていない。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

①-5　既存組織の見直し

まちづくり協議会を構成する各分野の組織と類似する既存組織について見直しを行い
ます。

H２６までの取り組みの状況について

経営改革室、まちづくり協働課、各組織所管課

年次計画

当初計画では、既存組織を積極的に見直すことを予定していたが、市が主導権を持って積極的に地域の
組織を再編するのはかえって地域に混乱を招くことになるため、現在は、市民の自主性を尊重し、必要に
応じて支援を行っていくよう方向を転換している。

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

Ｄ・・・その他

既存組織の見直しについては、関係団体との調整等が必要なものもあるため、継続的な取
組のなかで、市の支援が必要な組織があれば、必要に応じてまちづくり協議会を通じて支援
を行い、段階的に取り組んでいく。

上記の方向性に向けた課題等

市の支援が必要な組織があれば、必要に応じてまちづくり協議会を通じて支援を行っていけるよう仕組み
づくりを行っていく必要がある。

協働のまちづくり条例制定 既存組織の見直し



6 様式３
担当部署： 　まちづくり協働課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

１・・・計画を達成済みである。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

平成26年3月に「草津市協働のまちづくり条例」を制定し、7月1日に施行した。
同条例に基づき、（公財）草津市コミュニティ事業団及び（社福)草津市社会福祉協議会を本市の中間支援
組織として指定するとともに、市内全13学区のまちづくり協議会を公共的団体として認定した。
また、平成27年3月に草津市協働のまちづくり推進計画を策定した。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

まちづくり協議会をはじめとして、協働のまちづくりに取り組む各主体の位置づけ
や役割を明確にした、(仮称)草津市協働のまちづくり条例を制定します。

まちづくり協働課

H２６までの取り組みの状況について

②-1　協働のまちづくり条例の制定

年次計画

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

Ａ・・・計画期間内に事業完了（目標達成）見込みのため終了。

平成26年7月1日に、草津市協働のまちづくり条例を施行したため、目標を達成した。

上記の方向性に向けた課題等

協働のまちづくり条例制定 条例施行



7 様式３
担当部署：

　経営改革室
　まちづくり協働課

実施事業

担当部署

年次計画 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

ア）

イ）

理由：

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

②-2　町内会等の活性化

ア）町内会の設立支援および地域の絆づくり

　　新たな開発団地等において、町内会設立のための支援を行います。また「くさつ
“絆”プロジェクト」により地域の絆づくりを推進します。

H２６までの取り組みの状況について

実施内容
イ）行政から地域への依頼事務の見直し

　　地域の負担軽減および主体的な自治の活性化のため、行政から町内会へ依頼して
いる事務の見直しを行います。

まちづくり協働課、経営改革室

新たな町内会設立のために必要な手続等の相談や支援等を行うとともに、草津“絆”プロジェクトとして、
市ホームページ掲載等により、町内会名簿づくりを推進した。（H26年度3町内会設立）
また、町内会の負担軽減のための配布物等削減に向けての庁内啓発を行った。

地域の負担軽減に向け、配布物の削減だけでなく、イベントや会議等への参加依頼等も含め、さまざなま
見直しを図る必要があるが、関係団体との調整等が必要なものもあるため、継続的な取組のなかで、各
種依頼事務を軽減していくこととなった。その手法等については、引き続き、検討を行っていく。

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

地域コミュニティの希薄化が進んでいる中、誰もが安心して暮らせる住みよいまちにするた
め、町内会設立の支援や絆づくりは今後も必要であり継続的に取り組んでいく必要がある。
また、地域の負担が増えないように、事務の内容について随時見直す必要がある。

上記の方向性に向けた課題等

行政から町内会へ依頼している事務の見直しにより、地域の負担軽減を図ることは重要だが、協働のまち
づくりを推進していくにあたり、地域と行政が情報の共有を図っていくことも重要であることから、両者のバ
ランスを考慮するとともに引き続き効果的な手法についての検討が必要である。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

３・・・内容に大きな変更はないが、当初計画から遅れが生じている。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

町内会設立支援、くさつ“絆”プロジェクトの実施

地域への依頼事務

の見直し



8 様式３
担当部署： 　まちづくり協働課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

上記の方向性に向けた課題等

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

引き続き市民公益活動団体との連携による事業実施に取り組む。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

①-1　市民まちづくり提案制度の推進

　市民まちづくり提案制度により、市民公益活動団体との連携を進め、協働事例を増
やします。

まちづくり協働課

H２６までの取り組みの状況について

H28から実施予定である新制度の検討を行っている。

事業主体としての市民公益活動団体の育成を推進する必要がある。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

市民まちづくり提案制度により、行政が応募テーマを設定する「応募型」、市民公益活動団体の自由な発
想で提案する「創造型」の2形態による、提案募集を行い、事業の選定に取り組んだ。
■H25採択数　6件（応募数8件）
■H26採択数　7件（応募数8件）

年次計画

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

市民まちづくり提案制度による協働事業の実施

協働事業の評価・検証



9 様式３
担当部署： 　まちづくり協働課

実施事業

実施内容

担当部署
Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

（公財）草津市コミュニティ事業団等の中間支援組織と役割分担しながら市民公益活動団体への支援を
行った。

【主な事業実績】
・パワフル交流・市民の日の開催（H25-26）
　市民公益活動団体と市民の交流イベント
・ひとまちキラリ助成事業（H25-26)
　市民公益活動団体への助成金制度
・コミュニティくさつの発行（H25-26)
　地域活動および市民公益活動の情報誌
・協働コーディネーター（H25-26）
　市民公益活動の経験豊かなコーディネーターによる相談窓口の設置　 など

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

　市民公益活動団体の活動が活発に展開されるよう、中間支援組織である(公財)草津
市コミュニティ事業団と連携し、相談窓口、活動場所、活動機会、助成金、情報提供
などの支援を行います。

まちづくり協働課

H２６までの取り組みの状況について

①-2　市民公益活動団体への支援

年次計画

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

協働のまちづくりを進めるため、継続して中間支援組織と連携し取り組む必要がある。

上記の方向性に向けた課題等

中間支援組織との更なる連携

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

草津市コミュニティ事業団による市民公益活動団体への支援



10 様式３
担当部署： 　まちづくり協働課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

上記の方向性に向けた課題等

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

協働のまちづくりを進めるため、継続して計画に基づき事業を執行する。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

市民協働推進計画に基づき市民公益活動団体との協働を推進するとともに、制度の見
直しや、計画の進捗管理を行います。

まちづくり協働課

H２６までの取り組みの状況について

①-3　市民協働推進計画の進捗管理

中間年度（H29）における計画の見直し
計画期間（H27～H31）終了後の計画更新

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

草津市協働のまちづくり条例の施行を機に、まちづくり協議会の設立に向けた「協働のまちづくり行動計
画」ならびに市民公益活動および協働の推進に向けた「市民協働推進計画」を統合した「草津市協働のま
ちづくり推進計画（H27-31）」を平成27年3月31日に策定した。

年次計画

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

市民協働推進計画に基づく施策展開

計画の進捗管理・評価の見直し



11 様式３
担当部署：

　まちづくり協働課
　社会福祉課

実施事業

実施内容

担当部署
Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

市のまちづくり協働課、社会福祉課と（公財）草津市コミュニティ事業団、（社福）草津市社会福祉協議会に
よる4者協議を随時開催するほか、中間支援組織間での人材交流や事業連携により中間支援機能の強
化を進めた。

H25-　人材交流の実施（職員派遣、合同研修）
H25-　事業連携（市民ふれあい秋まつり、レンタルネットくさつ等）
H26　　本市の中間支援組織として指定（平成26年7月1日）
H27-　事業連携（とく・得バスツアー等）、事業費補助の開始

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

②-1　中間支援組織の機能強化

(公財)草津市コミュニティ事業団や(社福)草津市社会福祉協議会を中間支援組織とし
て機能強化を図ります。

H２６までの取り組みの状況について

まちづくり協働課、社会福祉課

年次計画

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

今後も機能強化を行った中間支援組織を活用していく。

上記の方向性に向けた課題等

中間支援組織の市民への浸透

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

各中間支援団体の機能強化策検討

既存の中間支援策の検証および発展・充実



12 様式３
担当部署： 　経営改革室

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

上記の方向性に向けた課題等

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

現在、協定に基づいて取り組んでいる防災や環境などの取組みや、また、企業が実践する環
境ビジネスや省エネ事例を周知の機会を提供する草津エコフォーラムなどについて、継続し
て行っていく必要がある。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

②-2　企業の社会貢献活動との連携

現在様々行われている企業の社会貢献活動との連携をより深めるとともに、地域と企
業との連携促進も進めます。

H２６までの取り組みの状況について

経営改革室、関係課

連携促進の検討を行う中で、企業が行う社会貢献活動については、企業自身の理念とアイデアに基づい
て自主的に実践されているものであり、市が連携の促進を先導して働きかけていくよりも、企業の社会貢
献活動を市としてどのようにサポートできるかという視点で、現在、連携して行っている取り組みの継続・拡
大を重視していくべきである。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

６・・・その他

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

防災や環境などの分野において、市が企業の社会貢献活動との連携を行っている事業等についての現
状調査を実施し、とりまとめた。
現在行っている取組みをさらに前進させていくための「連携促進の仕組み」について検討を行ったが、具体
的な結論に至らず、その手法を見出すため、「企業の社会貢献活動との連携」の推進方策を新規アイデア
提案のテーマとして、平成２６年度に職員提案を実施したが、結果、提案がなかった。

年次計画

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

企業との連携の推進

連携状況の

調査
連携促進の

仕組みの検討



13 様式３
担当部署： 　草津未来研究所

実施事業

実施内容

担当部署
Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

市の課題解決のための政策立案を行うため、立命館大学等の協力を得て調査研究を実施した。

【平成２５年度実績】
①６次産業化に関する調査研究(２年目)、②草津市の医療福祉のあり方に関する調査研究(１年目）、③広
域行政に関する調査研究
【平成２６年度実績】
①草津市の産業構造と雇用に関する調査研究（１年目）、②草津市の医療福祉のあり方に関する調査研
究(２年目）、③大学と地域の連携に関する調査研究

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

大学や高等教育機関と市の課題解決のための政策立案に関する共同研究を実施しま
す。

草津未来研究所

年次計画

H２６までの取り組みの状況について

②-3　大学や高等教育機関との連携

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

草津市の政策審議機能の充実に向けて、草津市の政策課題を分析し、課題解決を目指す調
査研究活動を継続していく必要がある。

上記の方向性に向けた課題等

さらなる調査研究の質的向上を図るため、立命館大学等との共同研究のあり方に検討を重ねていく必要
がある。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

大学との共同研究等の推進



14 様式３
担当部署： 　草津川跡地整備課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

草津川跡地での市民活動におけるコンセプトやルールを決めるワークショップやフォーラムなどの仕掛け
で、市民をはじめとする活動主体のコミュニティづくりを促し、持続可能なにぎわい空間の創造に向け、市
民や団体が主体的に関わりを持つことができる取り組みを行った。また、ワークショップの意見は基本設計
や実施設計に反映した。
【Ｈ２４年度】
・草津川跡地プロジェクト（空間デザイン）ワークショップ３回（参加者計２０９名）
・草津川跡地ガーデンデザインワークショップ３回（参加者計１２２名）
・草津川跡地市民フォーラム１回（参加者１８０名）
【Ｈ２５年度】
・草津川跡地市民ワークショップ1回（参加者８４名）
・草津川跡地市民フォーラム1回（参加者１５０名）
【Ｈ２６年度】
・草津川跡地市民ワークショップ８回（参加者計３４９名）
・草津川跡地市民フォーラム１回（参加者２００名）
・社会実験（草津川跡地ナイトピクニック）1回（来場者７０名）

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

②-4　新たなまちづくり手法の促進

草津川跡地整備における「コミュニティデザイン」の取り組みなど、市民をはじめ
とする活動主体のコミュニティづくりを促し、市民や団体が主体的に関わりを持つ
ことができるまちづくり手法を活用します。

草津川跡地整備課

年次計画

H２６までの取り組みの状況について

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

平成２９年春に予定する供用開始とともに、市民活動が展開されていく。

上記の方向性に向けた課題等

草津川跡地での市民活動が自立的かつ活発に展開されるとともに、継続した取り組みにしていく必要があ
る。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

新たなまちづくり手法の活用



15 様式３
担当部署：

　商工観光労政課
　社会福祉課
　まちづくり協働課

実施事業

実施内容

担当部署
Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由： 地域課題には、様々な分野の課題があることから、関係課で意識を共有した上で、地域課題
の解決に向けたニーズの把握を行い、事業の方向性について検討を行う必要がある。

上記の方向性に向けた課題等

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

Ｄ・・・その他

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

本事業を継続する場合、まだ、本市においては、コミュニティビジネスの認知度が低いため、草津市コミュ
ニティ事業団や社会福祉協議会と連携しながら、ＮＰＯなど様々な事業主体に応じた周知方法等を検討す
る必要がある。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

６・・・その他

コミュニティビジネスについての先進事例調査を行うとともに、中間支援組織と連携を図りながら、市民等
向けの講座を開催し、事業の立ち上げ支援のための情報提供を行った。
また、平成26年4月に「草津市コミュニティビジネス育成費補助金」制度を創設した。

・コミュニティビジネス講座の開催
　H25：5回　　H26：1回
・コミュニティビジネス育成費補助金実績
　H26：1件

・多種多様な地域課題が顕在化している現代社会において、地域住民やＮＰＯ法人、民間企業等、様々な
主体が事業収益を伴うビジネス的な手法で、地域が抱える課題を解決する「コミュニティビジネス」が全国
的に注目されている。しかし、本市において、現段階では、コミュニティビジネスという手法の活用について
浸透しているとは言えず、引き続き制度周知を行うことが必要である。
・本市におけるコミュニティビジネスの今後の方向性について、関係課が共通した認識を持つ必要がある。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

③-1　コミュニティビジネスの立ち上げ支援

　コミュニティビジネスについての先進事例調査・研究を進めます。
また、事業を推進する地域リーダー養成のための研修会等を開くなど、事業の立ち上
げ支援を行います。

H２６までの取り組みの状況について

商工観光労政課(旧:産業労政課)、社会福祉課、まちづくり協働課

年次計画
調査・研究 人材育成・事業立ち上げ支援



16 様式３
担当部署： 　まちなか再生課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

中心市街地活性化基本計画の先導的事業として位置づけているアニマート跡地賑わい空間整備事業を、草津まち
づくり株式会社と協働で進め、ガーデン空間とこだわりのショップ群（5店舗）を一体とした緑化広場niwa+（ニワタス）
が平成26年7月26日にオープンした。
　また、niwa+（ニワタス）のオープンを契機に、中心市街地活性化協議会の場を活用しながら、多くの関係者と連携
を深め、草津駅の東西が連携した初のイベントである冬季のイルミネーションイベント「草津まちイルミ」を開催したほ
か、ニワタスの広場を利用したマルシェやガーデニング講座等のイベントを草津まちづくり株式会社と協働で開催し
た。
　なお、中心市街地活性化基本計画の参考指標として、「魅力ある新たな店舗の増加数」を掲げ、平成３０年度まで
に１８店舗の増加を目標にしており、うち５店舗をニワタスの完成によって算入した。

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

③-2　まちづくり会社と連携した中心市街地活性化の事業推進

　民間事業者のノウハウや事業能力を最大限に活用し、中心市街地活性化のための取
り組みをまちづくり会社と連携して進めます。

まちなか再生課

年次計画

H２６までの取り組みの状況について

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

草津まちづくり株式会社と連携を図りながら、草津市中心市街地活性化基本計画に基づいて
中心市街地の活性化事業を実施し、所期の目標達成を目指すと共に、平成３１年３月末の基
本計画期間終了後も引き続き中心市街地活性化に取り組む。

上記の方向性に向けた課題等

まちなかの拠点の整備と合わせて、拠点間を繋ぐ仕掛け作りや拠点間が連携した取り組みを進めること
で、まちなかの回遊性を向上させ、賑わいを創出していく必要がある。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

まちづくり

会社設立
まちづくり会社と連携した事業推進



17 様式３
担当部署： 　まちづくり協働課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

草津市コミュニティ事業団と連携し、市民に学習や交流の機会を提供した。

市民活動実務講座の開催（H25：10回、H26：3回）
コミュニティビジネス講座の開催（H25：5回、H26：1回）
パワフル交流・市民の日の開催（H25、H26）

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

①-1　地域の人材発掘・育成のための学習・交流機会の提供

　(公財)草津市コミュニティ事業団と連携して、地域のリーダーの養成や地域の人材
発掘につながる学習機会や、その交流の場となるイベントを開催し、人材発掘や育成
を行います。

まちづくり協働課

年次計画

H２６までの取り組みの状況について

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

住民自治を推進するため、継続して取り組む必要がある。

上記の方向性に向けた課題等

実績を検証し、より効果的な手法の検討が必要。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

学習機会の充実・発展

交流の場となるイベント等の開催



18 様式３

担当部署：
　草津未来研究所
　職員課
　まちづくり協働課

実施事業

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

②-1　職員と市民との協働研修の実施

行政職員と市民が共に学ぶ研修を実施します。講義型研修だけでなく、ワークショッ
プ形式などの手法を導入し、さらに協働を進めていくうえで重要となるパートナーの
視点を学ぶため、市民公益活動団体の活動現場での体験研修を試行実施します。

H２６までの取り組みの状況について

実施内容
また、アウトリーチング手法を取り入れ、まちづくり協議会をはじめとするまちづく
り活動の現場を体験することにより、地域の実情や特性を理解し、地域に根差した施
策が実現できるような人材の育成を図ります。

草津未来研究所、職員課、まちづくり協働課

年次計画

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

・協働を推進するため、継続して職員の意識醸成を行う必要がある。
・「草津市人材育成基本方針」において、求められる職員像の一つに掲げている“協働する職
員”を目指すため、継続的な取り組みが必要である。
・引き続きアウトリーチング手法を取り入れた施策展開を検討していく必要がある。

上記の方向性に向けた課題等

・より効果的な研修とするため、受講対象・実施手法についての検証、受講後の効果測定の手法について
の検討が必要である。
・地域担当制によるアウトリーチング手法については実現可能性の検討を要する。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

６・・・その他

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

職員が協働の理念を理解し、協働の意識を醸成するために研修を実施した。平成26年度からは、研修目
的を明確化するため、対象を絞った研修を実施している。また、アウトリーチング手法について、資料収集
を行った。

H25実績：新規採用職員研修、NPO派遣研修（若手～中堅職員対象）、管理職対象研修、全体研修
H26実績：新規採用職員研修、NPO派遣研修（若手対象）、中堅職員対象研修、管理職対象研修

協働研修については、概ね計画に沿った取り組みを行っているが、アウトリーチング手法については、問
題意識の共有も含めた関係部署間の連携も不足しており、実施の可否は検討段階である。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

市民公益活動団体

への派遣研修
研修手法の改善・実施

協働研修の推進

アウトリーチング手法の検討



19 様式３
担当部署： 　職員課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

各所属で把握している清掃活動や地域行事等の情報を、グループウェアを通じて提供するなど、参加しや
すい環境づくりにより、職員のまちづくりの実践の場への積極的な参加を促した。特に、新規採用職員の
自主的な参加を促進するため、庁内メールにより情報提供を行った。
また、職員自己申告書の中に、社会貢献活動を含む自己啓発の取り組み状況を記載する欄を設けること
により、参加することの意識付けを行っている。

システム構築は行ったが、利用状況が良くなく、実際の参加者の増加に繋がっているとは言えない状況で
ある。
市職員がイベント等に積極的に参加するよう、システムの活用を周知するとともに、別途呼びかけを行う必
要がある。

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

②-2　まちづくりの実践の場への積極的な参加

　地域の現状や課題を市民感覚で捉える力を養うため、職員がボランティア活動や、
地域行事などのまちづくりの実践の場に積極的に参加するよう努めます。

職員課

年次計画

H２６までの取り組みの状況について

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

「草津市人材育成基本方針」において、求められる職員像の一つに掲げている“協働する職
員”を目指すため、継続的な取り組みが必要である。

上記の方向性に向けた課題等

研修等を通じて、職員の協働への意識醸成を引き続き行う必要がある。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

６・・・その他

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

まちづくりの実践の場への参加



20 様式３

担当部署：
　草津川跡地整備課
　まちなか再生課
　企画調整課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

・草津川跡地の整備について、優先整備区間（区間2、5）において、基本設計及び実施設計を完了させるとともに、用地取
得を行い、両区間の造成工事等に着手した。
・中心市街地活性化基本計画について、平成25年11月に内閣総理大臣からの認定を受け、先導的プロジェクトとして、平
成26年7月に草津駅前にｎｉｗａ＋（ニワタス）がオープンした。また、東海道・草津宿テナントミックス事業および観光案内所
改修事業を国の重点的な支援を受けて実施するため、基本計画の変更を申請し、平成２７年３月２７日付けで認定を受け
た。
　基本計画の数値目標において、「空き店舗率」と「歩行者通行量」を設定しており、空き店舗率についてはH24年の10.4％
から9.1％へ減少し、状況が改善されつつあり、歩行者通行量についてもH24年の11,067人から11,337人と増加傾向にあ
る。

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

①-1　魅力あるまちづくりのための地域資源の活用

草津市の貴重な地域資源である草津川跡地の整備や中心市街地の活性化を中心とし
た、将来を見据えた魅力あるまちづくりのための取り組みを進めます。

H２６までの取り組みの状況について

草津川跡地整備課、まちなか再生課、企画調整課、関係課

年次計画

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

・草津川跡地整備事業については、平成28年度末の優先整備区間の整備完了後、次期整備
区間の検討を行う予定。
・草津市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、計画に基づいて
拠点施設の整備に取り組むと共に、基本計画のフォローアップを行い各事業の進捗状況を確
認しながら、必要に応じて計画変更・見直しを実施して事業を進めていき、所期の目標達成を
目指すと共に、基本計画期間終了後も引き続き中心市街地活性化に取り組む。

上記の方向性に向けた課題等

・広大な草津川跡地における整備計画については、優先整備区間の整備完了後においても、次期整備区
間の実施計画を検討しながら、計画的な事業進捗に努めていく必要がある。
・商店街の空き店舗や町家などの地域資源を再生・活用することにより、本市の魅力を生み出す新たな事
業者を呼び込む仕掛けづくりを行い、魅力的な中心市街地の形成を図る必要がある。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

中心市街地活性化

基本計画策定

草津川跡地
利用基本計画策定

草津川跡地整備事業の推進

中心市街地活性化事業の推進



21 様式３
担当部署： 　企画調整課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

平成24年度に策定した「草津市シティセールス戦略基本プラン」に基づき、各種事業を展開した。
平成26年度は、草津市市制60周年記念事業を中心に庁内外の各所と連携事業を行い、統一イメージでシ
ティセールスの取り組みを行った。

【主な活動（H25～H26）】
・「ＫＵＳＡＴＳＵ ＢＯＯＳＴＥＲＳ」設置
・くさつ魅力発信塾の開催（魅力発見ＣＭ作成等）
・シティセールス活動認定事業
・たび丸によるＰＲ活動
・ふるさと寄附制度のリニューアル　等

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

①-2　草津市の魅力の発信

草津市の特産品、宿場町などの歴史資源、琵琶湖をはじめとする自然などの地域資
源を活用して、市の魅力を高めるとともに、市内外に市の魅力を積極的に発信する
シティセールス事業を進めます。

企画調整課、関係課

年次計画

H２６までの取り組みの状況について

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

 事業の性格から、積極的なシティセールスは途切れることなく継続的に取り組むべきもので
ある。

上記の方向性に向けた課題等

事業実施内容からの効果が具体的に数値等に見えにくい事業であるが、市民が住み続けたいと感じ、魅
力あるまちとして地域の活力を維持していくために、行政だけでなく市民を巻き込んだシティセールスを展
開していくことが必要である。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

戦略基本

プラン策定
シティセールス事業の推進



22 様式３
担当部署：

　商工観光労政課
　農林水産課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

年次計画

大池事業用地の売却により市内にまとまった工業用地がなくなったことから、県や金融機関と連携を図り
ながら、新たな工業適地、工業用地の確保に向けた取組みについて検討を行う必要がある。
企業立地助成金制度については、平成24年度に既存制度の拡大等による充実について検討した結果、
社会・経済情勢等の総合的な観点から、現時点で改正を行わなくとも、事業効果は発揮できるという結論
に至った。
6次産業の推進のため補助制度を創設したが、問合わせはあったものの事業希望者がない状況であり、
制度の周知や担い手の育成が必要である。

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

・工業分野では、平成21年3月に策定した「草津市工業振興計画」に基づき、引き続き草津イノベーション・コーディネータ
（通称ＫＩＣ）を２名配置し、企業間や産学官のマッチングを推進した。また、大池事業用地へ企業を誘致した。その他、中小
企業の販路拡大支援として、セールスプロモーション支援事業を実施した。
　　【H25実績】　・マッチング件数　産学連携4件　企業間連携9件
　　　　　　　　　　・セールスプロモーション支援事業　出展企業数　4社　商談件数78件
　　　　　　　　　　・大池事業用地に企業誘致を行った。
　　【H26実績】　・マッチング件数　産学連携7件　企業間連携8件
　　　　　　　　　　・セールスプロモーション支援事業　出展企業数　4社　商談件数36件

・平成26年8月に6次産業化推進事業費補助金交付要綱を制定し公募を行った。（実績0件）
・平成26年12月に「草津ブランド推進協議会を設立し、先進地視察や産地ＰＲのための草津野菜マルシェを開催した。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

①-3　地域経済活性化のための成長戦略

 工業分野では、企業同士のマッチングや中小企業向けのセールスプロモーション支
援を行い、地元企業の活性化を図ります。
 また、高度ものづくり、環境、医療・健康・福祉、ＩＴなどの付加価値の高い分野
における企業誘致を図り、地域雇用の拡大につなげます。
　農林水産業では、関係機関と連携しながら、草津の特産野菜を中心とした、市内
事業所や中心市街地などでの市内販売の拡大を図るとともに、６次産業化も進め、
市内経済の活性化につなげていきます。

H２６までの取り組みの状況について

商工観光労政課(旧:産業労政課)、農林水産課

大池事業用地の売却により市内にまとまった工業用地がなくなったことから、県や金融機関と連携を図り
ながら、新たな工業適地、工業用地の確保に向けた取組みについて検討を行う。企業立地助成金制度に
ついては、制度の拡大を行う予定はないが、工場等の新規設置だけでなく、改築や増築も本制度の対象
であることから、市内の既存事業者の積極的な活用を促進し、事業の拡大等による地域産業の活性化お
よび雇用の維持・拡大を図っていく。
農水産物をブランド化していくためには、生産者や流通事業者、関係機関の理解と連携が重要となる。
また、6次産業の推進のためには、担い手の育成も課題であるが、事業開始にあたっては大きなリスクも
伴うことから、既存の補助制度が事業希望者のニーズに合った制度となっているかの検証が必要である。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

企業間や産学官のマッチング、企業誘致などにより、地元企業の活性化、産業構造の高度
化および雇用の拡大を図り、本市の経済の活性化と市民生活の安定に資するため、草津市
工業振興の計画期間後も事業に取り組んでいく必要がある。
産地間競争が激化する中、農林水産業の振興施策に対して今後ますます重要性が高まって
くると考える。草津ブランド推進協議会も平成26年12月に設立し、日が浅いことに鑑み、特色
ある農水産物の魅力を発信するため、継続して取り組む必要がある。

上記の方向性に向けた課題等

６・・・その他

企業誘致の推進のための企業立地助成金制度の拡大

農林水産業施策の推進

企業同士のマッチング、セールスプロモーション実施



23 様式３
担当部署：

　財政課
　経営改革室

実施事業

実施内容

担当部署
Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由： 第5次草津市総合計画に掲げる施策の確実な実行を推進しつつも、本市が将来にわたって
持続的に発展していけるよう、財政規律の確保を図るとともに、健全な財政運営を維持してい
くことを目的としているため、第5次草津市総合計画の計画期間である平成32年度まで継続
的に取り組む必要がある。

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

①-1　財政規律ガイドラインの策定

財政の健全性維持のため、中長期的な行財政運営の基準となる草津市独自の財政規
律のガイドラインを策定し、効果的・効率的な行財政運営を行います。

財政課(旧:予算調整課)、経営改革室

H２６までの取り組みの状況について

年次計画

第５次総合計画等に掲げる施策の確実な実行を推進しつつも、本市が将来にわたって持続的に発展して
いけるよう、財政規律の確保を図るとともに、健全な財政運営を維持していくことを目的として「草津市財政
規律ガイドライン（Ｈ２６～Ｈ３２）」を策定し、各指標の目標達成に向けた予算編成を行うとともに、決算に
おいてその達成状況を公表した。

【ガイドライン上の3つの視点】
（Ⅰ）財政の弾力性を高めるための財政構造の見直し
（Ⅱ）将来への備えとなる財政基盤強化
（Ⅲ）財政リスクの把握と事前統制
【設定する指標】
①経常収支比率　89.9％以下
②人口一人当たり人件費・物件費等の合計　109,215円以下
③市税収納率　98.2％以上
④人口千人当たり職員数　5.38人以下
⑤ラスパイレス指数　100.0
⑥財政調整基金等残高　標準財政規模の12.14％以上
⑦プライマリー・バランスの黒字確保
⑧市債借入額に占める交付税措置のあるものの割合　70.0％以上
⑨実質公債費比率　9.0％以内
⑩将来負担比率　55.0％以内
⑪人口1人当たり市債残高　425,000円以下

大規模プロジェクト事業が本格始動し、市債残高および公債費の増嵩、多額の維持管理経費が発生する
ため、ガイドラインで示している各指標の推移に留意し、市債発行の抑制や経費の執行を必要最低限に
抑えることが必要である。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

上記の方向性に向けた課題等

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

ガイドライン

策定
ガイドラインに基づく運用



24 様式３
担当部署： 　財政課

実施事業

実施内容

担当部署
Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由： 今後も厳しい財政状況となることが想定されるが、将来にわたって健全な財政運営を維持し
ていくためにも、各部局において財政マネジメント機能の強化を図り、予算の効率的かつ効果
的な編成・執行をするために継続的に取り組む必要がある。

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

①-2　各部局による予算要求方針の作成

各部局において予算編成時に予算要求方針を作成し、重点事項は何か、スクラップ＆
ビルドをどのように行うか、財源確保の考え方などを明示することによって、部局単
位で責任ある財政マネジメントにつなげます。

H２６までの取り組みの状況について

各部局、財政課(旧:予算調整課)

平成26年度予算編成より「部局別予算見積方針」を各部局により作成・公表しているが、枠配分額を超過
した予算見積額となっており、各部局の財政マネジメントが今一つ機能していない。今後、各部局の財政
マネジメントの強化をより一層図っていくための仕組みを再度検討する必要がある。

年次計画

平成２６年度の予算編成から、予算要求時に各部局の幹部職員が作成した「部局別予算見積方針」を公
表し、効率的・効果的な予算編成を目指すとともに、各部局による財政マネジメントの強化を図った。

各部局の財政マネジメントの強化をより一層図っていくための仕組みを検討していく必要がある。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

上記の方向性に向けた課題等

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

検討 制度導入・運用



25 様式３
担当部署：

　総務課
　経営改革室

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由： 当事業は一過性のものでなく、継続して取り組むことで十分な効果が得られるものであること
から、計画期間後も継続して取組みを行っていく。

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

①-3　ファシリティマネジメントの推進

ファシリティマネジメント推進基本方針および公共施設保全指針に基づき、公共施設
の最適な企画・管理・活用を行うとともに、公共施設白書を作成するなど、各施設の
データを活用して、施設保全の適正化や長寿命化、配置の適正化などを進めます。

H２６までの取り組みの状況について

財政課(旧:予算調整課)、経営改革室

公共施設の再配置の検討については、平成２６年度からの着手を予定していたが、平成２６年４月２２日付
け総務大臣通知により、国から、「公共施設等総合管理計画」の策定が要請された。そのため、施設の再
配置にかかる方針等については、平成２７年度に策定する「草津市公共施設等総合管理計画」の中で、一
定の方針を整理する予定をしている。

年次計画

・平成24年度から公共施設の保全マネジメントシステムを導入し、劣化度調査・建築基準法に基づく法定
点検を実施した。
・各施設の現状分析や今後の在り方の検討を行うための基礎資料として平成26年11月に公共施設白書を
策定した。
・計画的な施設の保全を実施するため、草津市市有建築物中長期保全計画及び短期実施計画を策定し
た。また、維持管理費縮減の具体的方策を検討した。

平成２７年度に策定する「草津市公共施設等総合管理計画」の中で明らかとなる、公共施設等の維持管
理・更新等にかかる費用に対する充当可能な財源見込みによっては、すでに策定された個別の施設長寿
命化計画や保全計画等について、内容の見直し等が必要になる可能性がある。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

上記の方向性に向けた課題等

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

施設の現状把握・

データベース整備

公共施設

白書作成

保全計画策定

施設の再配置検討

計画に基づく施設保全



26 様式３

担当部署：

　財政課
　経営改革室
　総務課
　企画調整課

実施事業

担当部署

年次計画 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

　
ア）

　
イ）

　
ウ）

理由：

・施設使用料の営利加算基準の統一について検討が必要である。
・今後、他市においてもふるさと寄附金制度の充実が図られることが予想される中で、草津市を積極的に
PRし、さらなる寄附額の増加を図るためには、魅力ある特産品の開発と制度の運用について工夫が必要
である。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

財政課(旧:予算調整課)、総務課(旧:財産管理課)、関係課

・使用料等の見直しについては、今後も受益者負担の適正化と公平性を担保するため、３～
５年の間隔で定期的な一斉見直しを実施していく必要がある。
・ふるさと寄附制度は、国の税制改正からも今後益々発展する制度であると予測され、市の
財政に与える影響も大きい。
・インターネットオークションでは、全国から入札参加があるため、比較的高額での売却が期
待できる。また、インターネットオークションを活用した未利用財産の売却を促進することで、
自主財源の確保に繋がる。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

①-4　自主財源の確保

実施内容

ア）使用料・手数料の見直し

　　施設の使用料や諸証明発行の手数料等について、市民負担の公平性の観点から、
算定方法や受益者の負担割合等の見直しを行います。

上記の方向性に向けた課題等

イ）未利用財産の売却促進

・平成25年度に、受益者負担の適正化と公平性の確保のため、使用料・手数料等の見直しを行い、平成26年7月1日から
各種料金の改定を行った。（一部、4月1日から）
これに伴い、市ホームページや広報等で市民への周知を行うとともに、各種規定について、利用者の公平性の確保や手
続きの明確化の観点から、類似施設間の整合と明文化を図った。
・平成26年度から、ふるさと寄附特産品制度を創設し、積極的なＰＲを行った結果、前年に比べ約100倍の寄附があった。
【H26年度実績】5,598件、120,934千円
・平成26年2月からインターネットオークションを活用した一般競争入札を開始した。
【インターネットオークション売却実績】
〔H25年度〕旧収入役使用の執務机（肘付回転椅子付）
〔H26年度〕２ｔユニック車、身体障害者輸送車　他３点

ウ）ふるさと寄附制度のＰＲ

　　インターネットオークションを活用し、未利用財産の売却を促進します。

H２６までの取り組みの状況について

　　ふるさと寄附制度を積極的にＰＲし、寄附金収入の増加を図ります。

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

使用料等

見直し改定
改定実施

未利用財産調査

売却のための環境

整備

財産売却処分

ふるさと寄附制度のＰＲ



27 様式３
担当部署： 　経営改革室

実施事業

実施内容

担当部署
Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由： 現在、具体的な手法については検討中であるが、多額の事業費を要する事業について、事
業内容、費用対効果、将来の財政に与える影響などを事前に評価するため、何らかの仕組
みを導入することは必要である。

Ｄ・・・その他

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

②-1　大規模事業の事前評価制度の検討

多額の事業費を要する事業について、事業内容、費用対効果、将来の財政に与える
影響などについて事前に評価する仕組みの導入を検討します。

H２６までの取り組みの状況について

経営改革室

本市における導入方法等についての検討を行ったが、対象事業の範囲や金額、外部委員会の有無、国・
県補助金の手続き等とのスケジュールの整合など、課題が多く、結論に至っていない。
事前評価の手法の一つとして、公共建築物整備を行う場合のコスト管理指針の策定も考えられる。

年次計画

他市の状況等について調査を行い、本市における導入方法等を検討し、導入にかかる事業規模や評価手
法について庁内の意見聴取を行ったが、結論を導くことができず、継続的に検討することになった。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

３・・・内容に大きな変更はないが、当初計画から遅れが生じている。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

上記の方向性に向けた課題等

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

評価制度の仕組みの導入検討



28 様式３ 担当部署： 　経営改革室

実施事業

担当部署

年次計画 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
　
ア）
　
イ）
　
ウ）
　
エ）

理由：

エ）内部事務・内部ルールの点検

　行政の内部事務および関連する内部ルールについても点検し、非効率なものは見直
しや改善を図ります。

経営改革室、各課

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

　平成２５年度に全事務事業から事業仕分け関連事業等の３０５事業を選定し、各課の自己点検と経営改
革室のヒアリングによる事務事業の点検を実施し、改革・改善のために計画的な見直しが必要な事業とし
て、２６事業を工程表対象事業として選定した。
　平成２６年度には、全事務事業から平成２５年度対象事業、総合計画に位置づけのない事業、法令によ
る義務付け事業、国県からの受託事業等を除いた２７１事業について、点検を実施し、１５事業を工程表対
象事業として選定した。
　また、平成２６年度には、平成２５年度の工程表対象事業から、５事業を選定し、外部委員会である行政
システム改革推進委員会において公開の場で「事務事業点検中間レビュー」を開催し、事業を担当する所
属の説明員から直接、具体的な事業の説明や質疑応答を行うことにより、工程の進捗確認と事業内容の
さらなる理解、認識を深めた。

Ｄ・・・その他

市が行う事業について、事業の見直し(改善や廃止)を継続して行っていく行政システムを定
着させる必要がある。

上記の方向性に向けた課題等

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

②-2　効率化のための事務事業の点検

ア）事務事業の点検

　行政が主体となる必要性や費用対効果などの観点から、既存の事務事業について点
検を行います。

H２６までの取り組みの状況について

実施内容

イ）スクラップの工程表作成

点検の結果を踏まえ、見直し(改善や廃止)の方向性を定めた事務事業については見
直しの工程表に位置づけ、着実に見直しを進めます。

ウ）アウトソーシング・事業集約化の推進

　他の主体が担うべき事務事業、類似業務を集約することなどで効率化やサービスの
質の向上が図れる事務事業について、積極的にアウトソーシングや集約化を進めま
す。

事務事業の点検

事務事業見直しの工程表作成

アウトソーシング・事業の集約化

内部事務・内部ルールの点検・見直し



29 様式３
担当部署：

　企画調整課
　財政課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由： 第５次草津市総合計画第２期基本計画が平成２８年度で計画最終年度を迎えることから、平
成２９年度から３２年度を計画期間とする第３期基本計画の策定において、施策評価の手法
改善等についても検討を進める。

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

②-3　事業の評価と予算との連動

総合計画の進捗管理を行う施策評価を、より効果的な手法に見直し、評価結果が予
算要求へ反映できるよう連動を図ります。

企画調整課、財政課(旧:予算調整課)

H２６までの取り組みの状況について

年次計画

平成２５年度から平成２８年度を計画期間とする第５次草津市総合計画第２期基本計画の進捗管理として
施策評価を実施し、結果を公表するとともに、施策評価の結果を総合計画の執行管理および決算、予算
等の過程を通じて重視することにより、総合計画と予算との連動を図った。
これを機に新たな評価方法を導入して、施策に含まれる主要事業の達成度評価と評価理由を明示する等
の見直しを行った。

第５次草津市総合計画第２期基本計画の評価にあたって、市民意識調査による市民意見の分析を毎年
度実施しているが、施策評価については内部評価により実施している。
第３期基本計画の策定に向けた取り組みの中で、外部の視点も踏まえた評価のあり方について検討する
ことが考えられる。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

上記の方向性に向けた課題等

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

評価手法の改善

評価の実施、予算への反映



30 様式３
担当部署：

　企画調整課
　草津未来研究所

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

性質上、広域的に処理すべき事務を取り扱うことから、計画期間後も継続的に関係市（湖南４
市）との協議が必要である。
（「湖南地域情報システム共同化連絡協議会」を構成する５市において、次期基幹システムの
共同利用（平成２８年１０月～平成３６年９月）を行うが、今後も自治体クラウドを推進し、新た
な共同利用等に向けて、継続的に関係市との協議・調整等を図っていく。）

上記の方向性に向けた課題等

効果が期待できるシステムについては広く共同利用を検討する必要がある。
また、基幹システムは付随する事務が多く、共同アウトソーシングや共同委託などでさらに効率化を図る
必要がある。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

・湖南４市で組織する湖南広域行政組合において、し尿および浄化槽汚泥の収集および処理、消防、第二次救急医療を
広域実施している。
・平成25年度に広域行政に関する調査研究を実施し、広域で事務の共同処理を協議していく具体的な業務等も検討し、さ
らに、道州制や大都市制度の導入による湖南地域への影響を検討し、草津市の今後の市政運営の方向性を探った。
・広域連携を推進するために湖南広域行政組合や湖南総合調整協議会などにおいて、相互の連携・調整が必要とされる
事務の共同処理や、共通の課題解決に向けた協議を行うとともに、広域的な課題として、湖南圏域各駅の利便性向上を
図るため、ＪＲに対してＪＲ琵琶湖線の複々線化の要望を行った。
・草津市、栗東市、守山市、野洲市、湖南市の５市で構成する「湖南地域グループウェア共同化連絡協議会」で、クラウド
型の自治体向けグループウェアを共同利用するため、平成２５年度にパッケージの提案募集・選定等を行い、決定したグ
ループウェアを各市が共同利用することで、事務効率の向上および運用コストの低減を図った。
また、平成２６年４月に上記協議会を「湖南地域情報システム共同化連絡協議会」に改組し、次期基幹システムの共同利
用や法定協議会の設立に向けて協議・調整を図った。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

②-4　広域連携の推進

草津市単独で実施するよりも、湖南４市(草津市、守山市、栗東市、野洲市)や大津市
等との広域での実施により効率化が図れる事務事業について、連携して取り組みを進
めるとともに、道州制や大都市制度を含めた広域連携についての調査研究を行いま
す。

企画調整課、草津未来研究所

年次計画

H２６までの取り組みの状況について

広域連携の推進

広域連携に関する

調査研究



31 様式３

担当部署：

　経営改革室
（まちづくり協働課）
（社会福祉課）
（商工観光労政課）

実施事業

実施内容

担当部署
Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

(公社)草津市シルバー人材センターについては今後のあり方について検討を進めたが最終的な報告書の
作成には至らず、継続検討となった。

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

今後についても、各団体の運営の効率化、自立化に向けて、所管課による継続的な見直しが
必要である。

上記の方向性に向けた課題等

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

３・・・内容に大きな変更はないが、当初計画から遅れが生じている。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

各担当部署において、外郭団体と継続して協議を行うとともに、経営改革室および外郭団体を所管する関
係課(まちづくり協働課、社会福祉課、産業労政課(現:商工観光労政課))による「外郭団体の見直しに係る
関係課長協議」を行い、今後の外郭団体のあり方・方向性を検討した。
その結果、(公財)コミュニティ事業団、(社福)草津市社会福祉協議会については検討報告書をとりまとめ、
(公社)草津市シルバー人材センターについては検討を進めたが最終的な報告書の作成には至らず、継続
検討となった。
また、平成２６年７月に(公財)コミュニティ事業団および(社福)草津市社会福祉協議会を草津市協働のまち
づくり条例に規定する中間支援組織に指定し、平成２７年度当初予算に両法人が、市と市民の間に立っ
て、また、市民と市民の間に立って取り組む、コミュニティ支援活動や地域福祉活動を支援し、協働のまち
づくりの体制づくりを促進するため、「協働のまちづくりを進める中間支援組織事業費補助金」を計上した。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

③-1　外郭団体の見直し

外郭団体(草津市土地開発公社、(公財)草津市コミュニティ事業団、(社福)草津市社
会福祉協議会、(公社)草津市シルバー人材センター)が担うべき役割、補助金支出や人
的支援などの行政の関与のあり方等を検証し、各団体の機能強化や運営の効率化を図
ります。

H２６までの取り組みの状況について

各団体所管課、経営改革室

年次計画
検証・見直し



32 様式３
担当部署：

　総務課
　経営改革室

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

年次計画

当事業は、公の施設を民間企業等のノウハウを用いて効率的・効果的に管理・運営を行うも
のであって、計画期間後も引き続き指定管理による管理が適切と判断される施設については
導入を検討していく必要がある。

３・・・内容に大きな変更はないが、当初計画から遅れが生じている。

上記の方向性に向けた課題等

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

指定管理者制度の導入施設が増える中で、該当施設の指定管理者としての実績がある事業者へのイン
センティブを付与する手法の見直し等の検討も必要である。

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

・事務事業の点検の中で、実施手法（民間委託化等）について、点検を行い、指定管理者制度の導入の可能性のあ
る施設を把握し、導入を推進するとともに、導入まで一定の期間が必要な施設については導入予定年次を明確にす
るよう調整を行った。
・指定管理者選定委員会を開催し、効率的または効果的な運営が期待できる指定管理者候補者を選定した。
・評価手法の見直しの一環として、評価書の見直し案を作成したが、運用には至っていない。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

平成26年度に評価書の項目・様式等の見直し、新たな評価書案を作成したが、各施設の持つ特徴および
性格等に対応できる評価項目について調整を行っているため、運用が遅れているが、平成28年度（平成
27年度評価）から新たな評価書を導入予定。

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

③-2　公共施設の運営の効率化

　市内の公共施設について、管理運営の効率化やサービスの向上、地域による自治の
拠点への機能転換などの観点から、指定管理者制度の導入を進めます。
　また、指定管理者制度導入済みの施設について、施設運営等の評価手法を見直し、
さらなる運営の効率化やサービス向上を図ります。

H２６までの取り組みの状況について

各施設所管課、総務課、経営改革室

指定管理者制度導入の検討

導入手続（各施設条例の改正、管理者募集、選定等）

【可能な施設から随時】

指定管理者による管理運営

【可能な施設から随時】

指定管理業務の事業評価

評価手法の

見直し



33 様式３
担当部署：

　職員課
　経営改革室

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

高度化・多様化する市民ニーズや人口増に伴う行政需要に対応する必要があるが、団塊世代の大量退
職に伴い、組織の新陳代謝が急速に進んでおり、事務事業の見直しや多様な任用勤務形態職員の活用
などさらに進める必要がある。

①-1　職員定員管理計画の策定

類似団体との比較等から適正な人件費率、職員数を測るとともに、事業量の最適化
も図り、最適な職員数を管理していくための「職員定員管理計画」を策定します。

職員課、経営改革室

年次計画

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

定員管理は継続的に必要であることから、Ｈ28年度にＨ29年度～Ｈ32年度までの職員定員
管理計画を策定する。

上記の方向性に向けた課題等

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

H２６までの取り組みの状況について

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

平成26年4月に、草津市定員管理計画（平成26年度～平成28年度）を策定し、計画（人口１万人当たり職
員数59.83人を維持）に基づき、職員の適正な定員管理を行った。
H25：754人/126,032人×10,000人＝59.83人
H26：［目標］59.83人×127,444人／10,000人＝762人、［実績］748人
H27：［目標］59.83人×128,843人／10,000人＝770人、［実績］754人

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

計画策定 計画に沿った定員管理



34 様式３
担当部署：

　職員課
　経営改革室
　草津未来研究所

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

H２６までの取り組みの状況について

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

・民間企業等での経験を持つ高度専門職員を特定任期付職員として継続して雇用することで地域経営にかかる職
員の意識の向上を図った。（広報戦略担当、シティセールス戦略担当、中心市街地活性化担当、政策研究担当）
・職員の意識改革を目標に、未来塾を実施した。
【平成２５年度】
「分権時代の自治体職員の役割と心構え」後藤･安田記念東京都市研究所 　西尾勝　氏
「自ら考え行動できる基礎自治体職員を育てるために」公益財団法人東京財団　研究員・政策プロデューサー　亀井
善太郎　氏
【平成２６年度】
「調査・統計の基礎、分析事例の検討、AHPを用いたワークショップ」立命館大学地域情報研究センター 客員研究員
西出崇 氏
・職員提案制度について、平成２５年度は、サポート機能の充実や実現性と表彰をリンクさせるよう見直しを行い、平
成２４年度の提案件数の９件を上回る２１件の提案があった。そのうち、実現した提案は７件だった。また、平成２６
年度は、従来の「事務改善提案」と、第２次草津市行政システム改革推進計画のアクション・プランの中から選定した
２事業を「新規アイデア提案」とし、募集を実施した。その結果、前年を上回る３０件の提案があり、うち６件の提案が
実施されることになった。

・特定任期付職員がもつ知識・経験のなかで所属に関わらず有益であると考えられるものについては、職
員研修の実施やマニュアルの作成等の手法により、広く共有化を図ることが必要である。
・未来塾について、より多くの職員参加を促すため、日程や周知方法、研修としての位置づけの明確化等
の検討が必要である。
・職員提案制度について、柔軟で自由な発想により、数多くの提案があることは好ましいことである一方
で、その内容が単なる思いつきではなく、政策的な視点や実現可能性の根拠を備えた、より質の高い提案
であることが求められる。

年次計画

・特定任期付職員について、行政内部では得られにくい高度で専門的な知識または経験を有
する職員を採用することで、特定分野の課題に対して効率的な対応を図ることができる。ま
た、民間的発想・感覚が各職場において新たな刺激をもたらし、職員の育成、意識改革や活
性化につながっている。
・職員提案制度をきっかけとして、職員の政策形成能力の強化と、日頃の業務を振り返ること
によって、常に課題意識を持って事務の執行にあたる機会となることが効果として期待され
る。

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

　市長の地域マネジメントによる管理職の意識改革や、民間企業等での活動経験を持
つ高度専門職員を採用し、民間や外部の視点・考え方を取り入れることで、地域経営
にかかる職員の意識の向上を図ります。
　また、より風通しがよく、自由に発言できる組織風土の構築に向けて、職員提案制
度の抜本的な見直しを行います。

上記の方向性に向けた課題等

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

①-2　職員の意識改革

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

職員課、経営改革室、草津未来研究所

未来塾については、テーマによって参加職員が少ないことから、参加しやすい研修となるよう、内容や日
程、周知方法などについて工夫の必要がある。

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

地域マネジメント、高度専門職員の採用による職員の意識改革

職員提案制度

見直し
見直し後の制度運用



35 様式３ 担当部署： 　職員課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

H２６までの取り組みの状況について

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

・新所属長・施設長を対象に、「人材育成・評価制度」および「労務管理マニュアル」（H25作成）の運用に関
する説明会を行い、職場におけるマネジメント力の向上を図った。
・副参事級職員を対象に、所属長として必要な職場の管理能力を高め、組織経営に必要となる心構えや
知識の習得を図るため、所属長入門研修を行った。（H25～H26）
・専門員級職員を対象に、中堅職員としてのマネジメント能力、人材育成能力の向上を図るため、マネジメ
ント入門研修を行った。（H23～H26）

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

①-3　所属長の組織マネジメント力の強化

多様化する組織体制を効果的に運営する所属長のマネジメント力を強化し、人材育成
評価制度の実効性をさらに高めるため、新たに所属長になる職員向けの労務管理を含
めたＯＪＴに係る研修を進めます。

職員課

年次計画

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

上記の方向性に向けた課題等

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

大量退職に伴い、管理職の若年化が進行している状況にある。管理職に就く前から、先を見据えての部
下育成能力やマネジメント力の向上を図ることが必要である。
また、「人材育成・評価制度」の制度見直しと適正運用を重ねながら、マネジメントツールとしての活用を進
めていく必要がある。

自治体経営には職員のマネジメント能力が求められ、職場におけるＯＪＴの実践により組織
力・職員力の向上を図っていく必要がある。

所属長の組織マネジメント力強化



36 様式３
担当部署： 　経営改革室

実施事業

実施内容

担当部署
Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

H２６までの取り組みの状況について

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

平成２６年５月２７日付けで「草津市プロジェクトチームの設置等に関する要綱」を施行した。
これにより、プロジェクトチームを設置するための手続き等のマニュアル化が図られた。
また、当該要綱の施行と併せて、庁内イントラネットの公開羅針盤に掲示し、要綱の周知および活用促進
を図った。
その結果、現在、当該要綱を活用して「まちなか賑わい創出プロジェクト」と「公共施設等総合管理計画策
定検討プロジェクトチーム」の２つが設置されている。

年次計画

分野を横断する事業や計画の立案、実施などの機会には、複数部局から選抜した職員で構
成するプロジェクトチームをもって対応することが有効な手段のひとつとなり得る。

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

分野を横断する事業や計画の立案、実施などの機会には、複数部局から選抜した職
員で構成するプロジェクトチームをもって対応する仕組みをつくり、部局間連携の強
化を図ります。

上記の方向性に向けた課題等

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

①-4　プロジェクトチーム方式の活用

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

経営改革室、各課

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

要綱に基づくプロジェクトチーム方式の活用
プロジェクトチー

ム運用要綱(仮称)の

策定



37 様式３
担当部署：

　職員課
　草津未来研究所

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

H２６までの取り組みの状況について

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

・平成26年3月に、人材育成基本方針の一部見直しを行った。その方針に基づき、組織力・職員力人材育成基本方
針に掲げる、人事管理・職場運営・職員研修（能力開発）などに関する個別取り組み事項５６項目のうち、５２項目の
取り組みを開始した。
・滋賀県市町村職員研修センターの政策形成研修修了職員を対象に、政策実践研修を実施し、職員力の向上を
図った。また、H26年度は、幹部職員による政策実施の体験講話を聴く機会も追加し、ロールモデルに触れることで
職員の政策提案意欲の向上を図った。

【政策実践研修の実績】
平成２５年度７回開催１３名修了　研修アドバイザー　立命館大学経営学部 肥塚浩教授
平成２６年度４回開催９名修了　研修アドバイザー　立命館大学経営学部 肥塚浩教授

地方公務員法の改正に合わせ、「人材育成評価制度」の見直し改訂を行う。人材育成に寄与する制度とし
て、適正運用が必要である。

年次計画

人材育成は継続的に必要であることから、引き続き研修等を実施するとともに、Ｈ２８年度に
Ｈ２９年度以降の方針の見直しを行う。

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

　職員の適性や能力をより高めるため、昇任前の各年代におけるキャリア形成に役立
つ独自研修の充実を図るとともに、能力や業績を適正に評価し人材育成につなげる人
材育成・評価制度を充実させていきます。
　また、人材育成基本方針を見直し、業務の専門化に対応できる能力、協働を進めて
いくためのコーディネート能力、政策法務・政策形成能力など、自主自立の市政運営
のために必要な力を持つ職員を育成します。

上記の方向性に向けた課題等

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

①-5　人材育成の推進

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

職員課、草津未来研究所

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

独自研修の充実・実施

人材育成基本方針

の見直し
見直し後の方針に基づく人材育成

人材育成・評価制度の充実



38 様式３
担当部署： 　まちづくり協働課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

H２６までの取り組みの状況について

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

平成25年3月に制定した市民参加条例を周知し、条例の運用ルールを制度化することで市民参加の推進
を図るとともに、条例に基づく審議会を設置し、市民参加の進捗および達成状況を評価した。

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

①-1　市民参加の推進と評価

草津市市民参加条例に基づき、行政の政策過程の各段階において、市民の参加を促
進します。また、市民参加推進評価委員会を設置し、毎年の市民参加の状況を評価
します。

まちづくり協働課、各課

年次計画

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

上記の方向性に向けた課題等

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

市民参加条例に基づく事務手続きの徹底と職員の意識改革を進めていく必要がある。

市民参加は、自治体基本条例に定める市政運営の基本原則であり、継続して推進する必要
がある。

市民参加の推進
市民参加条例の制

定
市民参加の状況の評価



39 様式３
担当部署： 　広報課

実施事業

実施内容

担当部署

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

理由：

第２次草津市行政システム改革推進計画におけるアクション・プラン（中間評価）

H２６までの取り組みの状況について

H２６末時点における計画の進捗に対する評価

月2回発行の「広報くさつ」や平成25年10月にリニューアルしたホームページにより、わかりやすい情報提
供に継続して努めている。
また、平成25年6月に開設した市Facebookや平成26年8月に開設した市民参加型の写真投稿専用
Facebook「写すんですくさつ」および動画共有サービスYoutubeに開設した草津市専用のチャンネル「くさつ
チャンネル」を活用し、多様な媒体による情報発信を行った。
このほか、民間情報誌「ロトス」（株式会社 中広）に加え、「しがでおでかけ」（株式会社インデンクリエイ
ティブ）にもH27.2月号から毎号市政情報を掲載してもらうなど、新たな媒体の開拓にも努めた。
また、特定任期付職員を中心にパブリシティの研究、分析を行い、最適な時期に効果的な情報提供ができ
るようパブリシティ年度計画を策定するとともに、パブリシティ時評（※）で助言を加え、全庁的な資質向上
を目指した。

※パブリシティ時評とは、各課が実施したメディア向けパブリシティ活動の実績を月毎に集計の上、分析・
評価した報告書（特定任期付職員が作成）

既存の媒体を有効活用し、市民への情報提供や情報交流に努めるとともに、市の媒体だけではなく、マス
コミ報道による情報発信を図るため、全庁的に効果的なパブリシティ活動を全庁的により一層推進していく
必要がある。

年次計画

協働のまちづくりを進める上で、パートナーである市民に対し、市政の情報を提供、共有する
ことにより、市政への関心と理解を深めてもらい、より良い信頼関係を築くとともに、シビックプ
ライドの醸成を図り、今後さらに市政参画への意識を高めていただく必要がある。

２・・・概ね計画に沿って取り組んでいる。

　ソーシャル・ネットワーク・サービスや民間情報誌など、新たな媒体による情報発
信の方法を研究します。
　また、ホームページなど既存の情報媒体についても適宜見直し、市民が関心を持ち
やすく、分かりやすい情報提供の取り組みを進めます。

上記の方向性に向けた課題等

Ｃ・・・計画期間後も継続的に取り組んでいく事業である。

②-1　幅広い市民の参加につながる情報提供

※上記の状況や理由、課題点等について記入ください。

広報課、各課

H２６年度末時点における計画終了後（平成２９年度以降）の事業の方向性

市民が関心を持ちやすく、分かりやすい情報提供の推進

新たな媒体による

情報提供の研究

新ホームページの運用ホームページの見直し


