
 
 

第２次草津市行政システム改革推進計画アクションプラン 

公開ヒアリングについて 
 

実施の目的 

  第２次草津市行政システム改革推進計画（H25～H28）については、計画期間の最終

年度を迎えることから、今年度、現計画の総括とその評価を踏まえて、次期計画（（仮

称）第３次行政システム改革推進計画）の策定を行う。 

  次期計画については、現計画の改革理念および方向性を踏襲することを基本とするが、

現計画のアクションプランの進捗状況や今後の方向性については、それぞれの検証を行

った上で、次期計画のアクションプランへの反映等についての検討を行っていく。 

  この検証の過程の中で、内部評価のみでなく外部委員会委員の意見等を反映させる手

法として「草津市行政システム改革推進委員会」（以下、「委員会」）において「公開ヒ

アリング」を実施しようとするもの。 

 

１）開催日時・場所 

   平成２８年７月２２日（金） ８：５０～１２：２０ 

   （平成２８年度 第２回草津市行政システム改革推進委員会にて） 

   草津市役所 ８階大会議室 

 

２）対象項目 

  第２次草津市行政システム改革推進計画アクションプラン３９項目のうち委員会で

選定した７項目   

 項目名 担当部署 

1 財政規律ガイドラインの策定 財政課、（経営改革室） 

2 まちづくり協議会への支援 
まちづくり協働課 

3 まちづくり協議会による市民センターの指定管理 

4 コミュニティビジネスの立ち上げ支援 
商工観光労政課 

（社会福祉課、まちづくり協働課） 

5 草津市の魅力の発信 企画調整課 

6 人材育成の推進 職員課、（草津未来研究所） 

7 効率化のための事務事業の点検 経営改革室 

 

３）公開ヒアリング当日の流れ 

 ・選定された項目の所管課が作成した検証シートと参考資料を基に審議を行う。 

 ・審議は公開で行い、事前の広報により傍聴者を受け入れる。 

 ・委員会委員長のコーディネートにより進行し、委員会委員が項目についての質問や状

況の確認等を行う。 

 ・事業説明、質疑応答等を含めて１項目につき３０分程度。 

   事業説明（所管課）     ５分 

   質疑応答、議論等     ２０分 

   事業点検シートの作成    ５分 
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4年間の
取組内容

自己評価の
妥当性

4年間の取組と
評価について

の意見等

H29以降の
方向性

H29以降の方
向性と次期計
画への位置づ
けについての

意見等

その他
特記事項

次期計画への
位置づけ

・市民に情報開示し、意見を募りながら、是非、条例化を進めていただきたいと思います。
・条例化により法的担保が得られるとのことですが、内容については個別の財政規律ガイドラインに託されるということですので、結局はその内容をどこまで充実させ、実施してい
くのかが重要であることから、次期計画へは（総論として）位置付けを行うべきであると考えます。
・財政運営は弾力的な運用が必須であり、条例化によってその改廃に議会の承認が必要となるため、非弾力的なものになると考えるため、条例化には反対です。
・条例化していない草津市の財政状況は良好であり、現在の取組で十分であると考えます。
・市民に財政規律を遵守するという姿勢をアピールするための条例化という説明でしたが、条例化を行う必要性に疑問が残りました。
・財政規律ガイドラインは、市民が市の予算、決算をチェックするための拠り所となる基本的な指標であると考えますが、財政規律を遵守していくという理念をアピールするために
は、条例化ではなく、他の方法でも良いのではないかと思いました。
・条例を制定されたとしても常に見直しを行いながら、かつ、災害等の不測の事態にも対応できるよう、備えていくことも必要であると感じます。

公開ヒアリング結果シート

アクションプラン項目名称

①　No.23 財政規律ガイドラインの策定

・条例はあくまで理念的な内容を定めることになるでしょうから、むしろ、対外的に「宣言」、「アピール」する手段という印象を持ちました。
・ガイドラインを市民がチェックするのは、現行では難解であると感じますので、もっとわかりやすい仕組みづくりが必要であると考えます。
・条例化についてパブリックコメントを実施する際には、市民センターの他に、広報くさつ、ＴＶ、ラジオ等の活用により、広く、意見を受け取りやすいような工夫を検討いただきたい
と思います。

担当課

財政課

【全体について】
・よく努力されています。
・人口増加の影響もあってか、財政運営の状況は健全であると思われます。
・財政状況は健全なので、取組としては適切であると考えます。
・平成２５年１０月に財政規律ガイドラインを策定されてから、市民に公表し、理解を得ようとする努力を行っておられると感じますが、今よりもより多くの市民に届くよう、これからも
継続して説明と情報開示を行っていただければと思います。

【条例化について】
・健全な財政運営ができている中で、条例化する意義があるのかと、疑問に思います。
・条例化によるメリットが明確ではない気がします。
・条例化は、メリットを市民に分かりやすく説明、公開したうえで、慎重に進めるべきであると考えます。

A．適切・・・１名 B．概ね適切・・・７名 C．やや不適切・・・０名 D．不適切・・・０名

A．適切・・・２名 B．概ね適切・・・５名 C．やや不適切・・・１名 D．不適切・・・０名

A．取組を継続すべき・・・５名 B．手法等を見直した上で、取組を継続すべき・・・３名 C．縮小または廃止を検討すべき・・・０名 D．その他・・・０名

A．引き続きアクションプランに位置づけた方がよい ・・・６名 B．総論として記載した方がよい（アクションプランには位置づけない）・・・２名

C．計画への位置づけは必要ない・・・０名 D．その他・・・０名
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・がんばる地域応援交付金については、第三者による審査の仕組みを導入して、金額の減額、増額の審査を行った方がインセンティブになると思います。
・長期的な視点で、まちづくり協議会を育ててほしいと思います。また、法人化についても、視野に入れながら、支援を行ってほしいと思います。
・若い世代の参加を推進していくことが重要であると考えます。
・平成２９年度から市民センターの指定管理者制度が導入されますが、形式だけになる恐れがあるため、十分な検証とフォローが必要です。まちづくり協議会の運営の良し悪し
が、市民自治の原点の良し悪しを左右すると思います。
・各地域により、事情も特性も異なるため、個々のまちづくり協議会の能力に合わせて、市が相当の支援を行わなければ、計画の実施は困難であると思います。特に財政的な面
においては、当初は市からの全面的なバックアップが必要ではないかと思います。
・まちづくり協議会の法人化に向けて、早急に検討していただきたいと考えます。
・各種団体との連携ができる場を積極的に構築して、まちづくり協議会の市民の認知度を上げることや若い世代の人材確保の取組を重点にしていくべきではないかと思います。
・市民が積極的にまちづくり協議会に参加することで地域が活性化していくと思いますので、行政がバックアップして市民や団体が協働できる場を作ってほしいと思います。
・学区ごとの状況が異なるため、それぞれの良い点や成果、また、改善の必要な点の例など、紹介いただければと思います。
・現在の方向性自体は良いものと考えますので、市が元気で活性化されるよう、長期的な視点で常に説明責任を果たしていただきたいと思います。
・市民センターの指定管理は大きな取組であり、導入後も、様々な問題が発生すると思います。しっかりとしたサポート体制を担保するためにも、アクションプランへの位置付けが
必要であると考えます。

・まちづくり協議会は、地域住民の“顔”を知っている団体ということで、意義のあることだと思います。
・地域が活動するための交付金について、誤解などが生じないよう、また、適正に執行されるよう、細心の注意を払っていただきたいと思います。
・多くの異なる意見をまとめていくことは大変なことであると思いますが、頑張っていただきたい。

・まちづくり協働課の重要性が増していると思います。
・あくまで地域の実情に応じて柔軟に対応せざるを得ないことから、当初の計画通りに進められない部分があることは仕方ないとも言えるが、やはり進捗状況は遅れ気味であると
思います。
・現行の交付金制度を見直すにあたっては、一部においてまちづくり協議会と調整ができていないと思われますので、交付金の算出方法を明確にしていくことや交付金のあり方を
見直しながら計画を進めてほしいと思います。
・まちづくり協議会を活発化し、継続して発展させるため、各まちづくり協議会と連携して次世代の人材確保について積極的に取組むべきであると思います。
・仕組みを大きく変えたので、地域での混乱等に対して、サポートすべきことなどが多く、大変かと思います。取組が当初の工程よりも遅れているようですが、今後も頑張っていた
だきたいと思います。
・各学区ごとに異なる課題があり、苦労されていると思うが、地域一括交付金をはじめとして、市民への説明がまだまだ届いていないと思います。

次期計画への
位置づけ

公開ヒアリング結果シート

アクションプラン項目名称 担当課

②　No.3 まちづくり協議会への支援
　　 No.4 まちづくり協議会による市民センターの指定管理

まちづくり協働課

A．適切・・・０名 B．概ね適切・・・６名 C．やや不適切・・・２名 D．不適切・・・０名

A．適切・・・０名 B．概ね適切・・・７名 C．やや不適切・・・１名 D．不適切・・・０名

A．取組を継続すべき・・・６名 B．手法等を見直した上で、取組を継続すべき・・・１名 C．縮小または廃止を検討すべき・・・０名 D．その他・・・１名

A．引き続きアクションプランに位置づけた方がよい ・・・７名 B．総論として記載した方がよい（アクションプランには位置づけない）・・・０名

C．計画への位置づけは必要ない・・・０名 D．その他・・・１名
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・ソーシャルビジネスという形で、対象の範囲を広げた方が良いと思います。
・既に取組が行われている事例について、事例集としてまとめることが有効であると思います。
・チャレンジ事業は１０万円上限の１００％補助の方が良いと思います。なお、立ち上げ事業は不要ではないかと思います。
・まちづくり協働課のがんばる地域応援交付金と重複する部分がほとんどであると見られることから、見直しが必要です。
・チャレンジという意味合いを強調するのであれば、補助の対象を広くして、交付件数による実績を上げる、また、ビジネスの立ち上げと捉えるのであれば、市から地域課題を示し
て明確化し、応募数を増やすなど、求める方向性をはっきりさせたうえで実施していくべきであると思います。
・どのような地域課題がコミュニティビジネスによって解決できるのかを明確化したうえで、周知の方法を見直しながら、取組を継続していくべきであると考えます。
・各担当課間の情報交換により、地域課題を見出していくべきであると考えます。
・福祉団体やＮＰＯに対する周知方法が適切であるのかを、今一度、検討するべきであると思います。
・まだこれからの項目であると思いますので、今後の実施内容を見守りたいと思います。
・老若男女を問わず、広く活用できる制度であってほしいと思います。
・取組自体は良いものと思うので、このまま無くならないように、周知をしてほしいと思います。

・文化振興など、一般のビジネスにはなりにくい点などにも裾野を広げて、シビックプライドの醸成に寄与するような展開についても期待しています。
・例えば、宿場まちとしての街道を生まれ変わらせるという課題設定にチャレンジしてもらって、ビジネス化できるようなサポートをお願いしたいです。

・最大の問題は、市が、事業計画の策定の指導、経営指導ができないことです。商工会議所の事業の一部として取組むことはできないでしょうか。
・行政システム改革推進計画の中での当該アクションプランの位置付けが不明確ではないかと思います。（取組自体は問題なし）
・対象の条件を限定して縛りが強くなっているため、取組が実績につながっていないと思います。
・各種団体にはコミュニティビジネスへの認知度、理解度が高まってきていると感じますが、一般の市民の認知度等については、まだまだ足りないと感じます。
・地域の課題というものが明確化されていないので、市民や各種団体が取組みにくいと感じているのではないかと思います。
・まだまだ始まったばかりの支援制度であると思いますが、多くのコミュニティビジネスが立ち上がって、草津市のまちが活性化されることを期待しています。
・地域課題の解決のため、地域資源の活用とビジネスの手法を取り入れたいという姿勢は伝わります。
・情報提供や講座の開催を行ったにも関わらず、思ったような結果が伴わなかったということは、取組の方法に問題があると思います。
・例えば、コミュニティビジネスを広めていくことを自らのビジネスとするような人の発掘や支援など、視点を広げて検討することも良いかと思います。

次期計画への
位置づけ

公開ヒアリング結果シート

アクションプラン項目名称 担当課

③　No.15 コミュニティビジネスの立ち上げ支援 商工観光労政課　（社会福祉課、まちづくり協働課）

A．適切・・・１名 B．概ね適切・・・３名 C．やや不適切・・・３名 D．不適切・・・１名

A．適切・・・０名 B．概ね適切・・・７名 C．やや不適切・・・１名 D．不適切・・・０名

A．取組を継続すべき・・・２名 B．手法等を見直した上で、取組を継続すべき・・・５名 C．縮小または廃止を検討すべき・・・１名 D．その他・・・０名

A．引き続きアクションプランに位置づけた方がよい ・・・５名 B．総論として記載した方がよい（アクションプランには位置づけない）・・・１名

C．計画への位置づけは必要ない・・・０名 D．その他・・・２名

3
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・ブースターズ、ファンクラブ、サポーターの見直しが必要です。
・地道に継続した取り組みが必要であると思います。
・ハード面の優位性というよりは、ソフト面の充実を望みます。
・既存の手法では不十分であったり、制度等を創設しただけで終わっているものもあることから、工夫を重ねて、その都度、状況を見ながら継続して計画を進行していただきたい。
・「住み続けたい」に関する発信は推進されているため、さらに、「草津市に新たに住みたい」に関する発信についても強力に進めていただきたい。
・各取組が少しずつ進んできていると思いますので、市民を巻き込みながら進めていける仕掛けづくりを検討いただけたらと思います。
・草津ブースターズや特産品等を、地域のイベントなどと連携して、魅力を発信していただきたいと思います。
・草津市のアピール点が県内の他市に比べて少ないと思っていましたが、今回、説明いただいたたび丸の東海道五十三次を旅する企画は良いと思います。
・１つ軸になるものを決めて、全ての要素をそこに集約、関連付けてアピールしていくことが効果的であると思います。
・活動の実績がより増えて、いろいろな主体と連携するような取組を実施していただきたい。
・琵琶湖の真珠のような地域資源を活用した取組など、活動を活発化させていただきたい。
・工夫を繰り返すことが必要な部署であるため、常に見直しや意見交換など、市民をどんどん巻き込んでいくような計画策定をお願いします。

・成果が見えにくいです。メディア関連の件数などの指標を活用できないでしょうか。
・様々な手法を検討しながら、ある程度、結果にもつながっているように感じるが、たび丸のキャラクター設定や活動方法、利用手続き等の一つだけでも、まだまだ工夫が必要な
部分があると思います。
・たび丸によるＰＲ活動は成果が見受けられるので、継続していただきたいと思います。
・草津市の魅力の発信は弱いと感じており、宿場としての歴史的観光資源や特産品がたくさんありますので、各担当課や地域の方々と連携して、積極的な魅力の発信を期待しま
す。
・シティセールスの最終目的がどこなのか、まだまだ分かりづらいですが、これからも草津市の魅力を発掘して発信いただきたいと思います。
・実際に住みやすい街として、若い方だけではなく、高齢者には優しく、子供たちが自然と触れ合える楽しい街の魅力をもっと発信していただきたい。
・前回の中間レビューで出た意見に対して、取組が考えられていたことは良かったと思います。

次期計画への
位置づけ

公開ヒアリング結果シート

アクションプラン項目名称 担当課

④　No.21 草津市の魅力の発信 企画調整課

A．適切・・・１名 B．概ね適切・・・６名 C．やや不適切・・・１名 D．不適切・・・０名

A．適切・・・０名 B．概ね適切・・・８名 C．やや不適切・・・０名 D．不適切・・・０名

A．取組を継続すべき・・・４名 B．手法等を見直した上で、取組を継続すべき・・・４名 C．縮小または廃止を検討すべき・・・０名 D．その他・・・０名

A．引き続きアクションプランに位置づけた方がよい ・・・８名 B．総論として記載した方がよい（アクションプランには位置づけない）・・・０名

C．計画への位置づけは必要ない・・・０名 D．その他・・・０名

4



4年間の
取組内容

自己評価の
妥当性

4年間の取組と
評価について

の意見等

H29以降の
方向性

H29以降の方
向性と次期計
画への位置づ
けについての

意見等

その他
特記事項

・管理職への昇級試験の実施を検討してはどうかと思います。
・昇級試験や非正規から正規への任用等について、評価の機会を増やしてはどうかと思います。
・非正規職員の戦力化に向けて、研修の機会を増やす等、検討を行いながら、市職員全体の能力向上に努めていただきたいと思います。
・まちづくり団体等への若手職員の積極的な派遣等、様々な経験を積む実践の場の提供をお願いします。
・臨時職員から正規職員への道に関しては、何かあっても良いかもしれないと思いました。
・全体の職員数の増加について、非正規職員の増加という点が気になりました。臨時職員に対する研修メニューが資料では見当たりませんが、必要がないということなのか、単に
実施していないだけなのかも気になります。
・メンタル面で業務に支障をきたしている背景には、やはり人間関係での課題が大きいのではないかと推測されますが、最終的に良い市民サービスを提供していくために、いわゆ
るベテラン職員の存在が重要なのではないでしょうか。
・今後もアクションプランに位置付けたフォローアップをお願いしたい。

・組織は人なり。人材育成無くして、組織の活性化はありません。
・経験や技術的な面だけではなく、意欲を持った若手職員の育成についても注力いただければと思います。

・職員推移は改善していると思います。
・正規職員に対する人材育成への取組については評価できるが、年齢構成の変化や非正規職員の増加に対して、どのように対応していくべきか、という点については疑問が残り
ました。
・まちづくりにおいて人材育成は必須であると考えますので、継続的な研修は良いと評価させていただく一方で、もう少し、まちづくり実践の場への参加や市民活動公益団体への
積極的な派遣を進めていただき、特に若手職員に様々な経験を積んでいただければと思います。
・研修等、必要な取組が行われていると思います。
・現状において、職場における風通しは良くなっているのか疑問に思いました。
・臨時職員や嘱託職員で、能力の高い方については、正規職員への登用等、人材確保の制度を検討しても良いと思います。

次期計画への
位置づけ

公開ヒアリング結果シート

アクションプラン項目名称 担当課

⑤　No.37 人材育成の推進 職員課

A．適切・・・０名 B．概ね適切・・・８名 C．やや不適切・・・０名 D．不適切・・・０名

A．適切・・・０名 B．概ね適切・・・８名 C．やや不適切・・・０名 D．不適切・・・０名

A．取組を継続すべき・・・７名 B．手法等を見直した上で、取組を継続すべき・・・１名 C．縮小または廃止を検討すべき・・・０名 D．その他・・・０名

A．引き続きアクションプランに位置づけた方がよい ・・・８名 B．総論として記載した方がよい（アクションプランには位置づけない）・・・０名

C．計画への位置づけは必要ない・・・０名 D．その他・・・０名
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4年間の
取組内容

自己評価の
妥当性

4年間の取組と
評価について

の意見等

H29以降の
方向性

H29以降の方
向性と次期計
画への位置づ
けについての

意見等

その他
特記事項

・試験的に２年間程度、市民判定人方式による公開事業評価をやってみても良いかもしれません。
・今後はアウトソーシングを推進していただきたい。
・第三者機関が「抜本的な見直し」のお墨付きを与えるという方向で見直しを可能にできれば良いが、それが逆に改悪に利用される可能性もあることから、いろいろと試行錯誤し
ながら、見直しを継続してもらいたいと思います。
・類似する事務事業については、統合するなど、事務の集約化を図る必要があると思います。
・引き続き、現在の取組を継続していただきたいと思います。
・自己点検は大変であると思いますが、単なる作業になることなく、引き続き頑張っていただきたいと思います。
・今後、事務事業見直しチェックリストによる事務事業の点検や、中間レビューの結果を踏まえながら、適正な事務執行にあたっていただきたい。
・行政システム改革については、庁内で嫌がられる存在ではありますが、引き続き取組をよろしくお願いしたいと思います。

・公開ヒアリングはもう少し時間を長くとって、質疑応答の時間を確保しても良かったかと思います。

・よく頑張っておられると思います。
・継続的に事務事業の点検が実施されたという点では、ある程度取組が定着し、事業の見直しにつながっていると思われるが、抜本的な見直しはできていない（現実的に、担当
部署でその判断は困難）。一方で、担当者の負担増もあり、手法の見直しは必要であると考えます。
・委員会において、事務事業点検中間レビューや公開ヒアリングを行うことで、事業を担当する所属から直接具体的な説明や質疑応答を行うことで、情報の共有化が図られ、事
業の見直しや最適化、予算の削減効果があったのではないかと思います。
・全事業の取組を点検する作業は地道で大変な作業であると思いますが、そこに当事者以外の目が向けられることで、さらに取組をきちんと進められると思います。
・中間レビューなどの実施が、良い方向に向かうきっかけになっていると思います。今後も不断の見直しをお願いします。
・中間レビューについて、実施後から各事務事業が改善されたかどうかは不明な点が多々ありますが、こういう場がなくなると風通しが悪くなるため、良かったと思います。

次期計画への
位置づけ

公開ヒアリング結果シート

アクションプラン項目名称 担当課

⑥　No.28 効率化のための事務事業の点検 経営改革室

A．適切・・・３名 B．概ね適切・・・５名 C．やや不適切・・・０名 D．不適切・・・０名

A．適切・・・３名 B．概ね適切・・・５名 C．やや不適切・・・０名 D．不適切・・・０名

A．取組を継続すべき・・・７名 B．手法等を見直した上で、取組を継続すべき・・・１名 C．縮小または廃止を検討すべき・・・０名 D．その他・・・０名

A．引き続きアクションプランに位置づけた方がよい ・・・６名 B．総論として記載した方がよい（アクションプランには位置づけない）・・・２名

C．計画への位置づけは必要ない・・・０名 D．その他・・・０名
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