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平成２５年度第３回草津市行政システム改革推進委員会会議録 

■日時：平成２６年１月１０日（金）１３時３０分～１６時３０分 

■場所：市役所８階 大会議室 

■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：進藤特命監、山田室長、黒川参事、山田専門員 

■傍聴者：０名 

 

１．開会 

【石井委員長】 

 本日は次第にあります２つの議題となっています。 

限られた時間ではありますが、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、事務事業点検表について説明＞ 

・資料 1-1の 4ページの表の予算額等の数値は、現在当初予算編成中であるため空白と

しているが、当初予算がまとまり次第、数値を入れ完成させることとなる。 

・事務事業点検表は、工程表対象とした事業について添付している。（裏面の最下段に工

程表を添加している。） 

・工程表については来年度以降の当委員会で進捗管理を行う予定である。 

【委員長】 

改革改善の方向性Ａ～Ｆは、前回の委員会から変わったところはあるのか。 

【事務局】 

 前回の委員会後、Ｄを 11事業から 15事業に、Ｅを 32事業から 56事業と改善等の事業

数を増やし、維持であるＦを減らしている。 

【委員長】 

 当初予算編成中で確かな数値は出ないと思うが、事務局が想定している削減額の見込み

はどれくらいになるのか。 
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【事務局】 

削減額は通年ベースで 4,100万円位になると想定している。 

例えば、廃止としている事業でリサイクルの館の事業は、事業費 346万円が 0円になり、

在宅介護支援金支給費は約 1,900万円が無くなるということで削減額としている。この事

業のスクラップによる財源を基にしたビルドである新たな事業展開を考えているが、削減

額ベースとしては全額を計上している。 

その他にも、職員福利厚生費の公費負担率の引き下げで 280万円余の削減、情報化推進

費でグループウエアの近隣 5市による共有化により 380万円程ランニングコストが削減さ

れ、そういった諸々の削減額を積み上げると約 4,100万円になると想定しているが、これ

は主だったものだけであるため、これ以外にも予算査定の中で、細かい経費も含めて積み

上げていくことになるので、それを資料 1-1の表で示すこととなる。 

【Ａ委員】 

 在宅介護支援金支給費では、現金給付に替わる 3事業を行うのであれば、削減額はその

3事業に係る経費を引いた額にすべきではないのか。 

【事務局】 

 まずはスクラップしてから新たな事業を創設するということが、まだ市役所の中でも定

着しておらず、なかなか難しい中で、そこを切り込んだという事で全額削減額としている。 

 ただ、事務事業の見直しは、事業費の削減だけでなく、事業の充実も目的としているた

め、削減額だけでなく増加額も示すこととする。 

【Ｃ委員】 

 見直し結果の全体像を、数値による指標を用い表現しないと言葉だけの見直し結果等で

は分かりにくい。 

【事務局】 

予算がまとまり次第、資料 1-1の表の数値も入れ完成させ、委員にも送付するとともに、

市ホームページにて見直し結果として公表する予定である。 

【Ｄ委員】 

資料 1-2の 8ページの№34の中に出てくる、「（仮称）市民総合交流センター」は新たに

建設する施設か。 

【事務局】 

草津駅東口の西友跡地に新たに建設を予定している施設で、まちづくりセンターやサン

サンホール等を集約統合する複合施設である。 

昨年に基本構想のパブリックコメントを実施したが、廃止されるまちづくりセンター等の

跡地利用については現時点では未定である。 

【Ｅ委員】 

方向性がＦの事業の中で、市民主体の実行委員会方式によりイベント等を行っている事

業があるが、うまく機能せず手詰まり感があるものもあり、市直営に戻すなどの選択肢は

ないのか。 

【事務局】 

平成 22 年度の事業仕分け時の関連見直しにおいて、協働の推進ということで、市直営

の催しを、市民参加の実行委員会方式による実施に切り替えたものが多くある。 
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実行委員会方式でも、事務局である市が事務を丸抱えしているものもあれば、成人式の実

行委員会のように企画から委員のアイデアを取り入れうまくいっているところもある。 

協働の推進の観点から実行委員会方式を市の直営に戻すことは難しいため、現状の実行委

員会方式をうまく機能させることが重要であると考える。 

 また、事業そのものはＦで維持・拡充としているが、実施手法については、各所属にお

いて最善のもので執行するよう常に見直しは必要と考えている。 

【Ｂ委員】 

事務事業点検表の「サービス水準の妥当性」の欄で、「把握していない」とチェックして

いる事業で、その根拠が明示されていないものがあるが、どういうことか。 

【事務局】 

類似事業が近隣市に無い場合は、「把握していない」をチェックしている。本市の独自事

業などは比較の対象とならないため、他市の制度の有無等は把握していると思われるが、

２択なので「把握していない」としているものもある。 

【Ａ委員】 

そのような状況ならば、２択ではなく「把握することができない」などの選択肢も入れ

るべきである。 

【委員長】 

当委員会や市民が事務事業を点検する場合、コストの適正化とサービス水準が重要な観

点になってくる。 

コストの適正化は、前回までの委員会の議論で、人件費を含めたトータルコストによる

点検を来年度に実施するように求めたが、サービス水準についても把握するだけでなく、

将来のサービス水準の目標値を設定してもらうようにすれば、現時点での達成度合いが分

かるのではないか。それがないとコストとサービスのバランスを検討することができない。 

 今年度の実施分については難しいため、次年度以降の検討課題にしたいと考える。 

【Ｈ委員】 

実績としてＮＰＯ法人への業務委託としている事業があるが、しっかり業務を遂行され

ているのか、またどのような選考基準で選んでいるのか。 

【事務局】 

発注時に業務仕様書で、業務内容を明確にし、その事業に対する計画書を提出させてい

ます。また年度終了時には実績報告書を提出させ事業の遂行内容を確認している。 

選考については、ＮＰＯ法人には設立目的が有り、それが委託業務の内容と合致するな

どの基準で選考している。 

【Ｇ委員】 

事務事業点検表の工程表の中で、具体的な取り組みが明示されていないものもあり、あ

えて工程表を作成して取り組まなければならないのかと思うものもあるが。 

【事務局】 

 工程表を作成したのは、改善のためには対外調整等も必要なものもあり一定時間をかけ

て見直すものとした事業である。工程表を作成する意味は、それぞれの年次においてこの

時期にはこの作業をやるべきということを位置づけるものである。 

工程表で示しておかないと、検討するだけでは、ずるずると遅延し見直しが行われないこ
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とも想定されるので、その担保を取る意味でも必要と考える。 

現時点では抽象的なものもあるが、各年度において、実際に行った具体的内容について、

当委員会に報告し進捗管理していただくことを考えている。 

【Ｇ委員】 

資料 1-2の 12ページの№101の消費生活相談啓発費はＦ①で維持となっているが、課題

に対する対応として、相談員体制のより一層の充実に努めるとあり、これを見るとＦ②の

拡大になるのではないか。 

【事務局】 

 相談体制そのものを拡大するのではなく、現状の嘱託職員の相談員を 5年で任期満了と

せず、専門性が高い職種については、再度応募いただき選考対象とすることができるよう

に制度見直しを検討するなど、得難い職種の確保を図ることにより充実させようとするも

のである。 

【Ｇ委員】 

 消費生活相談は今後ますます需要が増える事業であり、専門性を持った職員を確保する

にはやはり費用面でも優遇しないと確保が難しいが、見直し結果のとおり、相談体制の充

実を図っていただきたい。 

 資料 1-2の 18ページの№213の道路関係団体負担金は、各種団体への負担金となってい

るが、各種団体とはどういったところか。道路関係の業者の団体への支出になるのか。 

【事務局】 

 業者の団体ではなく、具体的に言うと、日本道路協会や用地対策連絡協議会など、縦横

の情報交換のためや、用地買収交渉等の研修会など道路行政に役立つような目的を持った

団体となっている。 

【Ａ委員】 

 例えば、点検の切り口として、公立幼稚園自体を廃止するなどの観点はないのか。 

幼保一体化の議論中ではあるが、保育所については入所待ちの状態で、幼稚園については

定員割れを起こしている。 

詳細なデータを持っての議論が必要となるが、効率性の観点からは、幼稚園を保育園に転

換するなど、そういったことを考えるのが行政システム改革の発想ではないか。 

【事務局】 

 国の方でも幼保一体化の議論はされており、幼稚園・保育園についてはそれぞれに良さ

もありニーズはある。しかし現状と乖離してきているところもあるので、国の見直しでも

多様なニーズに適応した運営方法を考えており、その方針が出ることとなる。市ではその

方針を待つことなく、幼稚園での延長保育の実施など部分的ではあるが受け入れを進めて

いる。 

また、私立の保育所が開園される支援なども行い、保育ニーズには応えるようにしてい

る。待機児童０名という大きな目標が草津市にもあり、今年度も認可保育所の施設整備に

よる定員増などの対応はしている。ただ潜在需要というものがあり、整備すると新たに需

要が増えるということもあり、待機児童０名という目標は達成できていない。 

 では、幼稚園を保育園にシフトするかということですが、これは大きな話であるため、

幼稚園でも延長保育などニーズに応えていこうというのが現段階での考え方である。 
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民間の幼稚園については、歴史もあり、認定こども園に移行せず、今後も幼稚園としてや

っていきたいと考えられているところもあると聞いている。 

 市としての幼保一体化の対応については、平成 27年度施行の国の新制度に向け、現在、

有識者等の外部委員会で検討中であるため、事業点検ではそこまで踏み込んだ議論はして

いない。 

【Ａ委員】 

 他市では、既にこども園を開設しているところもあり、草津市ではまだ無いが。 

【事務局】 

 本市においては、平成 24 年度から外部委員会で検討をしており、今年度に提言書が提

出される予定である。 

【Ａ委員】 

 最終的に言いたいのは、幼稚園を無くし保育園に転用するとかいうことでなく、行政シ

ステム改革はそういった制度自体を大きな視点から見て、見直しが必要であれば制度改革

を行うべきものであると考えている。 

【事務局】 

 行政システム改革は、全体で 39 項目のアクションプランがあり、現在審議いただいて

いる事務事業の見直しはその 1項目である。他の項目で外郭団体の見直しや広域連携の推

進、指定管理者制度の導入推進などシステムに関する項目もあり、そちらの方もしっかり

進め、市役所全体の最適化を図ることとしている。 

【委員長】 

 当委員会で事務事業の点検を最初に審議したのが10月9日の第1回の委員会になるが、

事務事業点検自体は、事務局で 5月から実施されている。実際点検表自体の内容およびそ

の評価の仕方などについては、当委員会ではコミットメントしていない。 

実際、今後、進捗管理をするうえで、この点検表と工程表では定性的過ぎて評価が困難と

考える。 

そこで提案ですが、委員会として、今年度のここまでの作業については、一旦は良しと

し、今後この見直し結果がしっかり実行されるよう見守っていかなければならない。 

そういう意味ではこの事業全てを今後議論することは、時間的にも不完全となるため、委

員の皆さんが、さらに踏み込んだ議論が必要であると考える事業を改めて確認した上で、

5 事業分位を取り上げ、来年度の夏くらいに公開事業診断的な形式で、委員会の場で、担

当所属も入れ、本当に見直しを進めているのかを確認することをしたいと考えるが、委員

の皆さんどうでしょうか。平日だと、他の市民が傍聴に来られにくいので土曜日とかに実

施するようなことも考えてはどうか。その進め方などは、当委員会で決めていくことにな

るが。 

【各委員】 

 はい。（特に異論無し） 

【委員長】 

 では、事務事業の点検について、この結果を良しとし、見直し結果の進捗管理の部分に

ついて、来年度以降に確認作業を行うということで、当委員会のまとめとします。 

事務局はどうでしょうか。 
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【事務局】 

 確かに 300を超える事業全てを委員会で審議いただくのは困難であると考える。 

 来年度、その審議する事業の絞込みを行い、深く議論いただくことはありがたいことで

あり、元々、当委員会は、市民の皆さんの声をしっかり吸い上げ、施策に反映するという

大きな役割があるため、委員長が提案されたことも一つの手法であると考える。 

少し時間をいただきたいのは、点検結果自体の予算額が確定していないため、その結果

を取りまとめて報告させていただいた上で、その結果に基づき委員で審議を深める事業の

絞込みをいただくという作業を、来年度早々に行っていくようなスケジュールで進めたい

と考える。 

【委員長】 

 では、そのような形で委員の皆さんに諮るということでよろしくお願いします。 

 

 

使用料等の見直しについて 

【事務局】 

＜資料 2-1～2-4について説明＞ 

・施設使用料の単価を引上げているところも、冷暖房費を廃止しているため結果として

減収となっている施設もある。 

・使用料等の額の見直しだけでなく、各種諸規定の見直しと明文化、また市民サービス

の向上に向けての取り組みも行うこととなる。 

・改定時期は、周知期間が必要なものは平成 26年 7 月 1 日とし、その他は 4 月 1 日と

して、２月議会に条例改正案を上程する予定である。 

【委員長】 

 減免や還付の諸規定については、市として決まったものがあるのか。減免対象について

は施設によってそれぞれ違うのか。 

【事務局】 

 減免については、どのような場合に減免するかの基準がないところについては、各所属

において明文化するようにした。減免対象については、施設それぞれに設置目的があり、

その設置目的に沿った活動をされている団体等を減免対象としている。 

【委員長】 

 施設使用で、冷暖房費を廃止してオールシーズン同一料金としたのも大きな変更点であ

るが、従来、冷暖房については運転期間などがあったのか。 

【事務局】 

 6 月 15 日から 9 月 15 日までを冷房期間、11 月 15 日から 3 月 15 日までを暖房期間と

している施設が市の標準であるが、6 月の上旬でも暑いのに期間外なので冷房を入れられ

ないという事象も生じていることから、一定の温度基準等を設け、基準を満たした場合に

はどの時期でも冷暖房を入れる対応をしていきたいと考えている。 

【委員長】 

 資料 2-4 のサンサンホール使用料の場合、所要経費が 22,305 千円で歳入額が 6,012 千
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円となっており、この差額の 16,293 千円が、施設を使われていない市民の税金から賄わ

れていることになる。使用料等の額の決定については、受益を受けている人から徴収し賄

うのか、市民の税金で賄うのかのバランスの問題になってくる。使用料が上がって損をし

た気持ちにはなるが、実際はその差額を市民の税金で賄っていることになるので、市全体

として検討いただくことが重要である。 

【Ｇ委員】 

関係してくる所属との調整は済んでいるのか。 

【事務局】 

 見直しにあたっては、経営改革室で算定式などの基準を示し、対象所属にて積算を行っ

た結果となっている。それぞれ各所属において、条例改正案を上程することになるが、経

営改革室と関係所属で協議調整は行っている。 

【Ｇ委員】 

 減免や還付の諸規定の明文化も各所属において作成することになるのか。 

【事務局】 

 経営改革室で一定の標準モデルを示し、そのモデルに準拠し、各施設の設置目的等を勘

案し、各所属において明文化することになる。明文化により市民への説明責任を果たすこ

とにも繋がると考えている。 

【Ｈ委員】 

 冷暖房については、古い施設でもしっかり効くようにしていただきたいというのが希望

である。 

【事務局】 

 古い施設でも、冷暖房機器の更新は行っており、また日常のメンテナンスもしっかり行

うことにより、冷暖房が効かないということにはならないようにする。 

【Ｆ委員】 

 使用料の積算の経費の中で、減価償却費は含まれているのか。 

【事務局】 

 使用料の積算にあたって、施設の整備費用等のイニシャルコストは積算の中に含んでい

ない。日常の管理費等のランニングコストでの積算としている。 

本来であれば減価償却費も含めたイニシャルコスト含めて積算するのがよいのかもしれな

いが、使用料がかなり値上がりするため、ランニングコストでの積算としている。 

【Ｅ委員】 

 減免や還付以外の諸規定で、営利目的での施設使用にあっては、使用料に 10 割を加算

した額を徴収するという規定等があるが、ホームページを見ても、何が営利に該当するか

が分からない。他市を見ていると、どういった使用の場合が営利目的になるかを具体的に

例示している。各種諸規定の明文化については、他市のように利用者に分かりやすいよう

にしていただきたい。 

 また、明文化だけでなく、それを施設窓口でしっかりチェックするようにすべきである。 

例えば、施設使用申請の際に、自己申告で非営利と記入すれば営利加算がされないなどの

事象もある。県の施設の場合だと、初めて使用する団体については、証明書等の関係書類

の提出を求められたりするなどチェック機能がある。市もしっかりとした受付体制を整備
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いただきたい。 

【事務局】 

 営利加算の基準も、諸規定の見直しと合わせ、明文化を図り利用者に分かりやすいもと

となるよう対応していく。 

【Ｄ委員】 

 資料 2-4を見ていると、所要経費に対する歳入決算額の比率が異常に少ないものがあり、

これは利用者があまりいない施設ということになるのか。 

【事務局】 

 施設の設置目的に合った団体を無料としている施設や、関係団体を全額減免している施

設の場合は、歳入である使用料収入が少額となっている。 

【委員長】 

 所要経費と歳入額に大きな開きがあるようならば、減免対象の見直しや施設の設置目的

を変更するなどして一般の利用を増やすことなども考えていかなければならないのではと

考える。 

【Ｃ委員】 

 資料 2-2の№20～23の自転車駐車場関係については、据え置きとなっているが、これは

草津駅前地下駐車場使用料と同様に国の認可制となっているという理由なのか。 

その理由でないなら、使用料収入が所要経費を上回っているため、引下げとするものでは

ないのか。 

【事務局】 

 自転車駐車場の使用料金の算定にあたっては、周辺の民間自転車駐輪場の料金との均衡

も考慮して決定している。 

使用料金を引下げることにより民業圧迫にも繋がるため据え置きとしたものであり、市で

はランニングコストは賄っているがイニシャルコストまでは使用料金に転嫁していない。

民間では当然イニシャルコストを回収しなければ業としては成り立たないものである。 

【Ａ委員】 

 ランニングコストを上回る収益については、防犯カメラの設置等の防犯対策にも使用す

るなど、今後必要となる設備更新やサービス向上の施策に充当いただきたい。 

【Ｃ委員】 

 各種健診受診料については、自己負担額を２割に統一したとあるが、国民健康保険でも

3 割負担の方と 1 割負担の方がおられるが、その率をそれぞれ適用するのはできなかった

のか。 

【事務局】 

 各種健診は、保険適用ではなく市の独自施策として行っている事業であるため負担率に

定まった基準がない。現行では各健診により負担率が様々であったため、現在の健診料も

加味し、2割という統一基準を設定したものである。 

【Ｃ委員】 

 市民の健康に係わる項目なので、できれば受益者負担という考え方でなく、税金で賄う

ものとしてもいいような事業であるとも考える。 
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【Ａ委員】 

 資料 2-4の 2ページのその他使用料で、ロクハ荘となごみの郷使用料について、所要経

費に対する収益の比率が 10％程度となっている。 

主に高齢者を対象とした施設だが、費用対効果の観点からこれだけのコストをかけて続け

ていくべき事業なのか。 

火葬場であれば公益性はかなり高く、赤字が出ても、誰もがお世話になる施設であるた

め仕方ないと考えるが、利用者が特定の人を対象とした施設では、効率性の観点から見直

しが必要ではないか。 

【事務局】 

 ロクハ荘となごみの郷の収入は、主に入浴料となっている。 

市内には公衆浴場が２軒有り、その入浴料金も物価統制令で価格の上限が決まっているた

め、市の施設も民間の入浴料に合わせる形で今回見直しを行っている。 

 市の両施設は入浴料以外では一部貸室で収入があるものの、他のスペースは高齢者福祉

や多世代交流の目的で無料で開放している。そういう意味からすると施設自体のあり方と

して収益率を上げることは難しいと考える。また少子高齢化ということも含め、市民福祉

の向上という大きな目的からすると、多大な負担ではあるが現時点では維持し、施設が老

朽化して来るときに立ち止まってあり方を検討すべきであると考えている。 

【Ａ委員】 

 今ある施設を直ぐやめることはできないのは分かるが、そういった課題を認識しながら

業務を進めることが重要である。 

また、そもそも施設を建てる時に、しっかりとした将来予測を行っていなかったためこ

ういった状況になったので、今後、新たに施設を建てる時には、経営改革室の権限を強化

して、しっかりとした将来予測の基に施設の是非を検討すべきである。 

【事務局】 

 この施設に限らず全体に言えることであるが、行政システム改革の中でも、大規模な公

共事業を実施する場合、トータルコストを含めた費用対効果や将来への影響を事前に評価

する制度を検討の対象としている。そういったことをしっかり行い、市民の皆さんに構想

段階から提示をした上で進めていくのか判断をするということが大事であると考える。 

 また、ファシリティマネジメントということがある。草津市の場合、昭和 40 年代から

50年代にかけて多くの公共施設を建設した。その施設が更新時期を向かえる時に、それを

そのまま建替えるのではなく、統廃合や用途変更による多目的化を行うことなどを検討し

ていくことになり、そのファシリティマネジメントも行政システム改革のアクションプラ

ンとして位置づけているので、その場でも議論できる項目である。 

【Ⅰ委員】 

 公共施設については、関係団体への減免を限定的にすべきであると考える。 

特定の人達の繰り返し利用により、一般利用者が使えないようなことにならないようにし

ていただきたい。 

 また、高齢者に対する減免も、今後ますます高齢者が増えてくるので、公共施設を維持

するうえで高齢者の方で支払い能力がある方にはしっかり担っていただくことにしてはど

うか。例えば現在 65 歳以上を減免の対象としているなら 70 歳以上に引き上げることや、
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所得制限をかけるなどの検討をしていかなければ、どんどん一般財源を投入することにな

る。 

これは今後の課題として考えていただきたい。 

【委員長】 

使用料等の見直しについては、諸規定の分かりやすい利用者への周知など検討課題はあ

るが、見直しの考え方を含めた全般として当委員会では、概ね了承ということでよろしい

でしょうか。 

【委員】 

 はい。（了承） 

 

 

４．閉会 

 

【進藤特命監】 

 行政システム改革推進計画は平成 28年度までの計画となっており、今年度は事務事業

の点検と使用料等の見直しを主に議論いただいたところです。 

当委員会の役割には、市民の皆様の声を反映させるということもあり、様々な角度か

らの貴重な意見、提案をいただきありがとうございました。 

また、計画には推進項目が多くあり、来年度についても重点的に取り組む事項を当委

員会に諮ることとなりますのでよろしくお願いします。 

 

 

以上 

 


