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平成２５年度第２回草津市行政システム改革推進委員会会議録 

■日時：平成２５年１１月６日（水）９時３０分～１２時００分 

■場所：市役所 行政委員会室 

■出席委員：石井委員、中委員、八幡委員、中原委員、進藤委員、村田委員、宮島委員、

堀江委員、水野委員 

■欠席委員：辻委員 

■事務局：平沢副市長、進藤特命監、山田室長、黒川参事、山田専門員 

■傍聴者：１名 

 

１．開会 

【石井委員長】 

 今年も残すところ後 2月となり、年末が押し迫ってまいりました。 

本日は事務事業の点検についてが議事のメインになり膨大な資料がありますが、その内

容等について審議いただくことになりますのでよろしくお願いします。 

 

２．議事 

事務事業の点検について 

【事務局】 

＜資料 1-1、1-2について説明＞ 

・最終的には資料 1-2の 2ページの表のとおりまとめることになるが、当初予算審議と

の関係もあり、数値が入ってくるのは 1月以降になる。 

・今後の方向性の考え方に基づき、平成 26 年度予算に反映させるものと、各種調整等

が必要で工程表を作成し取り組むものとに分けて改善を実施する予定である。 

・今後の方向性や見直し結果等については、現在も担当部署と協議している段階であり、

本日の当委員会の意見等を踏まえ、修正等を行い再協議し確定させていく予定である。 

 

【委員長】 

どの事業も市民の税金を使って、市民へのサービスを提供しているものであり、委員の

皆様もどこかで係わっている重要なことであるため、時間を取って議論したいと考える。 

まず、事務事業の点検を行うことの意義はどういうところにあるのか。 

【事務局】 

 総合計画に位置づけられた約 780事業の内、今年度は約 300事業について、その事業の

最適化を図るために実施している。最適化の中には効率化を図り市民負担を少なくさせる
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という視点もあり、またサービス水準の向上を図るという視点もある。 

最適化された事務を執行することにより、まちづくりに貢献できるものと考えている。 

 各事業の抽出した課題を中心に最適化の方法等について協議しているが、事業によって

はその他の課題もあり、そういったものは日常のＰＤＣＡサイクルの中で見直していくこ

とになる。 

【委員長】 

 各事業の点検表を見る限りでは、事業の詳細や活動量等が見えないのだが、別に事業シ

ートがあるのか。 

【事務局】 

個別のシートは作成していませんが、各所属において自己点検するときは当然把握した

上で行っており、また当室のヒアリングにおいても施策評価や予算要求書等のデータを確

認し行っている。 

【Ｄ委員】 

 一覧表の 1 ページの No132 の在宅介護支援金支給費について、不要という方向性にな

っており、これに替わる事業として 3事業を予定しているとあるが、月 5千円出ている現

金給付を止めることになるのか。 

【事務局】 

 介護されている方の労をねぎらうための現金支給を見直し、負担軽減に繋がる３事業の

実施を考えているというものであるが、今、予算要求の段階で確定していないため必ず実

施とまでは言えない。 

【委員長】 

 工程表を作成して見直しを行う事業の選択基準はあるのか。 

【事務局】 

今後の方向性を示した中で、平成 26 年度までに見直しをできないものについて、各所

属の見直し案で、いつまでに、どこまでを、どのような内容について行うのかというとこ

ろが明確でないものを、工程表を作成して取り組むべき事業として選択した。 

【Ｂ委員】 

一覧表の 1ページのNo75のリサイクルの館管理運営費について、点検表の実施手法の

今後の望ましいと考える領域が市民主体となっているが、市民の方がこの事業に対してど

う考えているのか、また必要とされているのかどうかというニーズが把握できているのか。 

ヒアリングで市の職員が考えていることと市民の考えに違いがないのかというところが気

になるのだが。 

【事務局】 

担当課において館を運営しながら利用者のアンケートも取りニーズ把握しているが、課

題にもある利用者の固定ということで、利用者の声は聴取できていても市民全体の意見ま

での聴取はできていない。 

市民主体としているのは、民間のリサイクルショップやフリーマーケット、譲りますコ

ーナーの活用など行政を介さずに市民主体のリユース活動が展開されることが望ましい姿

と考えているためである。 
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【Ｆ委員】 

予算額が 0円の事業はどういうことか。 

予算額が多いものを重点的に点検し見直していく方がよいのではないか。 

【事務局】 

予算額が 0円となっている事業については、補助金関係で、まちづくり協議会への一括

交付金化されたもの等で事業自体は残っているが予算の配当事業名が替わったことによる

ものである。 

【委員長】 

もう一点の質問の、予算額が大きい事業を集中的に見直す方が効率的ではないかという

点はどうか。 

【事務局】 

そういった戦略的な見直しも必要ではないかと考えますが、平成 22 年度の見直しを更

に進めていくという経過があるため約 300事業となっている。 

また一方、継続的に行っていく事業であって予算額が少額でも人的パワーをかけて行っ

ている事業もあるため、今回は予算額での対象の絞込みはしていない。 

【Ａ委員】 

行政の人的パワーを各事業にいかに効率的に投入するかということが本来のシステム改

革が行うべきところであるが、点検表では人件費を含まない予算額だけで、人的パワーが

どれだけ投入されているかが分からない。ステップ的には次の段階でもいいが、その視点

は重要である。 

【Ｇ委員】 

 事業によっては、「新規利用者が無い」や「相談者が少ない」ため見直しといったことが

あるが、そもそも事業の周知がどこまでできているのかが問題であり、制度を作り十分周

知しても利用者が少ないようであれば見直すべきであるが、周知が十分でないなら周知方

法を見直すべきものもあるのではないか。 

 例えば一覧表 1ページの No177の勤労者教育資金貸付事業などは聞いたこともない。 

【事務局】 

当事業は、貸付実施の金融機関である労働金庫と労働関係団体を通じて周知されている。 

100 万円を限度に、かかる利子の一部を補給するものであるが、見直しの方向性はＢの民

間が実施とし、行政が敢えてするべき事業ではないと位置づけている。 

民間金融機関では、市で利子補給した後の金利以下の低利の教育ローンもあり、また 100

万円という限度額が入学金位にしか充当できないという使い勝手の悪さもある。では上限

を上げるという議論もあるかもしれませんが、税金を使って行う事業で民間に同様の事業

があるのであれば、民間にお任せしてはどうかということ。 

【Ｅ委員】 

一覧表の 13ページのNo167の育児等支援家庭訪問費で、ブックスタート事業の効果検

証とあるが、これはどのような方法で効果検証されたのか。アンケートを配ってどうでし

たかというものなのか。 

【事務局】 

効果検証はこれからになるため具体的な方法は担当部局で決めることになる。事業自体



 4 

は平成 22 年度に開始されたものであり、方向性はＦの維持としているが、効果検証して

見直すことは必要と考えている。また効果測定の方法にも一考が必要であり、アンケート

の取り方次第では、給付事業であり、絵本が３冊もらえるので良い事業であるとの回答が

大半を占めることも考えられる。そのため、この事業によって幼児になってからも読書習

慣がついたなどの指標を設け効果測定しなければと考えている。 

【Ｅ委員】 

家庭訪問でも、母親が必要としている情報、どこにどのような育児サークルがあるなど

のことを、家庭訪問に来られる方が知らないという事象もあった。こういった制度として

すばらしい事業を、運用開始後に十分検証していただきたい。 

あとイオンモールとロクハ荘にある子育て支援施設は継続となるのか。 

【Ｃ委員】 

 市として子育て支援施策として拠点の充実を図っており、各中学校区に１箇所設置で事

業展開しているので現状維持のＦとしている。 

【Ｅ委員】 

イオンモールに有る施設の評価は届いていないのか。 

場所代が高いあの中にあって税金を使って子育て支援していく必要があるのかという声

はどこに言えばいいのか。 

【事務局】 

 こういった委員会の場で言っていただいても、担当部署には伝えますし、直接担当部署

に言っていただいてもよい。 

【Ｅ委員】 

一覧表 7ページの No57の男女共同参画学習事業費と No59の男女共同参画啓発事業費

について、毎年市民の参加を増やすための努力をし、その実績等は把握しているのか。 

【事務局】 

 実施主体を直営から実行委員会形式にし、各種団体の方に企画段階から係わってもらい

手法も変えながら実施はしているが、担当部署の課題としては男女共同参画の意識浸透が

進まないという課題もあげていることからＦの②で拡充して頑張ってくださいとしている。 

【Ｄ委員】 

 先ほどの現金給付の見直しを検討されている No132 の在宅介護支援金支給費について

は、現在支給を受けておられる方にアンケートを取ったのか。これが無くなれば年間にす

れば６万円が入ってこないことになり、在宅で介護することはお金がかかるという事実が

あるので、十分な周知が必要となる。どの過程で現金給付の見直しの話が出たのかが知り

たい。 

【事務局】 

 受給者を対象にアンケートは取っていないが、あんしんいきいきプラン委員会において、

現金給付が介護者の慰労という目的にあった手段かという意見をいただいたことから担当

部署において見直しを行ったものである。 

 見直しの考え方としては、現金給付より 1日でも在宅介護されている方の負担を軽減す

るための制度設計として新たな代替施策を考えている。 
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【Ｄ委員】 

 一覧表 1ページのNo44のまちづくり協議会推進費について、点検表を見ると予算額が

154,632 千円となっているが、市内 13 のまちづくり協議会に 1 千万円位交付することに

なるのか。 

【事務局】 

 まちづくり協議会への交付金としては１学区 300～400 万円位になる。まちづくり協議

会推進費には、その他に各市民センターの嘱託職員の人件費なども含まれているため事業

費が大きくなっている。 

【Ｃ委員】 

 一覧表でＦの維持となっている事業においても、見直し結果等で検討するとなっている

ものについては、Ｅの改善等にすべきではないか。 

 またＦの事業は課題等の空欄が多いが、事業に対して何も問題がないと捉えられるのは

いかがなものか。 

【委員長】 

 Ｆの事業をＥに変えると何か問題が生じるのか。 

【事務局】 

 具体的な改革の方向性を明示し、内容によっては工程表を作成することになるが、本日

の意見を踏まえ方向性の位置づけの見直しを行いたいと考える。 

 また、空欄が多いことについては、事業所管課の外部委員会で外部評価等を実施されて

いる事業もあり、また土木関係の事業は最低限やっていかなければならないインフラ整備

等が多いことから抽出した課題がなく空欄が多くなっている。 

 ただ、Ｆで維持としている事業についても、一覧表の右上段にあるように継続的な見直

しは必要としており、当然予算要求時には各担当部署において費用対効果等を考えて最適

な方法で事業実施するよう見直し、常にＰＤＣＡサイクルの中で継続的な見直しは行うも

のとしている。 

【Ｃ委員】 

 他の外部委員会で評価を受けている事業については、その旨をこの一覧表に記入するな

どすればより分かりやすくなるのではないか。 

【Ｈ委員】 

 事業数が多すぎるのではないか。内容をみれば統合できる事業もあるのではないか。 

例えば、先ほどの男女共同参画の啓発と学習を統合するなどできないか。 

【事務局】 

 それぞれの事業には目的や性質、手段があって、予算の細事業が組まれている。予算は

それぞれの事業にかかる必要経費の積み上げにより積算しており、その一番小さい末端の

単位がこの単位であり、それら事業を施策として統合して総合計画の進捗管理として施策

評価を毎年実施している。 

【委員長】 

 数億円単位の事業もあれば、数十万円単位の事業もあり、調整が必要で直ぐには無理で

も一定の単位以上で整理した方がよいのではないか。あまりにもばらつきがあるので。 
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【事務局】 

 目的も手段も類似している事業については、事業や事務の効率化につながるようであれ

ば、統合等の見直しを行う必要はあると考える。 

【Ａ委員】 

 保育所の待機児童の問題についてはかなり大きい問題だと考えるが、この事務事業点検

で課題として挙げているのか。 

【事務局】 

 一覧表の 3ページにNo157の公立保育所管理運営費を始め保育所関連の事業があるが、

待機児童解消のための施設整備に係る事業は今回抽出した305事業の中には入っていない。 

 ただ、事務点検には入っていなくても待機児童解消のための事業は行っている。 

【Ａ委員】 

 認定こども園の進捗状況はどのような段階なのか。 

【事務局】 

 詳しい資料は手元にはないが、民間の園の認定こども園の調査費を 9月に補正予算で予

算化している。幼保一体化については国の方でかなり大きな動きがあることから、使える

補助金などの連携をとりながら、平成 27 年度以降に向けて公立の保育園、幼稚園につい

ても、幼保一体化に向けてどのようなことができるのか、場所をどこにするのかや、どの

ような形態にするのかなどを外部委員会で議論いただいているところである。 

 待機児童の解消については、平成 27 年 4 月に向けて 120 名の定員増を民間で行ってい

ただけるよう補助を行っている。 

【Ｅ委員】 

志津南には小学校があるが公立の幼稚園がない。これは将来もこのままか。 

【事務局】 

 推測になるが、現状では新設はないのではないかと考える。保育所はニーズがあり待機

児童が沢山おられるが、幼稚園は定員に届いていないところもあり待機がない状態である

ことから新設は難しいのではないかと思われる。 

【委員長】 

 事務事業の点検については、本日の委員会の意見も踏まえ、方向性がＦの事業をＥに見

直すなどし、また工程表や削減額等の具体的なものを次回の委員会で示していただくとい

うことで本日の議論は終了とする。 

 

３．その他 

使用料等見直しの改定時期について 

【事務局】 

＜資料 2について説明＞ 

・前回の委員会では使用料等の改定時期を平成 26年 4月 1日とし、平成 25 年 11 月議

会に改定案を上程する予定と説明したが、各種諸規定の見直しも併せて行うため、改

定時期を一部、平成 26年 7月 1日とし、平成 26年 2月議会に改定案を上程すること

に変更した。 
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【Ｅ委員】 

 オールシーズン同一料金なら冷暖房は年中使用してよいのか。 

【事務局】 

 冷暖房期間というものがあり、原則その期間内の運転となる。 

【Ｃ委員】 

 冷暖房期間外でもかなり暑い時や寒い時があるので、室温を基準とした対応をお願いし

たい。 

【事務局】 

 この見直しの機会に冷暖房期間に固執せず、柔軟な対応ができるよう検討したい。 

【Ⅰ委員】 

 高齢者を一律に減免すること自体の是非についても検討が必要ではないか。社会情勢か

らすると、若い世代の方の経済状況が厳しく、高齢者の方が比較的裕福ではないかという

考え方もある。将来への投資という考え方も検討の余地はあるのではないか。 

 また、社会福祉団体やまちづくり団体の減免による施設使用が多くて一般の団体の施設

使用ができない状況にあるようなら、その見直しも必要ではないか。 

 例えば、他市の事例で全額減免から 200円という少額の負担を求めたところ、予約が激

減した。全額減免なら予約だけ入れておきキャンセルしない事例もあるのではないか。 

【Ｇ委員】 

 資料にある判明した課題は、前回平成 13 年度の見直し時には分からなかったのか。そ

うか平成 13年度以降に発生した課題なのか。 

【事務局】 

 施設間で各種諸規定の不整合は、今回の見直しにおいて、全体を並べて検証して判明し

たものであり、分かった以上放置するべきものでないことから今回整合を図るものである。 

 

 

 

４．閉会 

 

 

以上 

 


