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Ⅰ 草津市行政経営改革プランの考え方 

 

草津市では、昭和５６年以降、数次にわたる行政改革に関する取組の中で事業の効率化

や外部委託化、情報化の推進、組織機構等の執行体制の見直しなど、行財政運営に関する

改革が行われてきた。 

特に、平成１６年度からは、行政の内部改革にとどまらず、市民、市民団体、企業等を

含めた「草津市」の活性化と自立に向けた行政システムの確立を目指した行政システム改

革の取組を進め、協働のまちづくりを推進するためのルールや体制等を構築するとともに、

健全な財政運営、組織力・職員力の向上等の内部改革が進められてきたところである。 

 

 こうした取組を通じて平成２６年７月１日には、草津市協働のまちづくり条例が施行さ

れ、平成２７年３月に策定された草津市協働のまちづくり推進計画では、各まちづくり協

議会を中心とした地域による主体的なまちづくりや、様々なまちづくり活動への支援、中

間支援組織の活用、まちづくりを担う人材の育成などの取組を実施するとともに、草津市

協働のまちづくり・市民参加推進評価委員会による計画の進捗管理を行う体制が構築され

た。 

 

 しかし、一方で行政内部の改革においては、達成された項目がある一方で、十分な成果

が得られなかった項目や取組の中で新たな課題が浮かび上がった項目があることから、「自

律的な行政経営」に特化した取組をこれまで以上に進めていく必要がある。 

 

現在の草津市においては人口増加傾向にあるものの、全国的には人口減少社会が到来し

ており、近い将来草津市においても、必ず訪れる人口減少局面や既に到来している超高齢

社会を背景に、市税収入の減少や社会保障関係経費の増大等による影響が自治体経営に影

を落とすことが予想されることから、経営資源（人・物・資金・情報・時間）が大きく制

約されることを前提とした縮小社会への早期の対応を進めていくことが重要である。 

 

 このような背景を踏まえ、「草津市行政経営改革プラン」では、第６次草津市総合計画の

まちづくりの基本目標である、「未来への責任」を果たすための具体的な行動計画として「第

３次草津市行政システム改革推進計画」の改革のうち、「自律的な行政経営」の改革の方向

性を継承し、行政経営改革に取り組まれるよう提言するものである。 
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Ⅱ 改革の基本的な方向性 

 

中長期的な観点から、「第６次草津市総合計画」におけるまちづくりの基本目標である「未

来への責任」を改革理念とし、時代の変化を捉え、未来を見据えながら、限りある経営資

源を有効に活用し、共通の目標に向かって職員が協力しあい、多様な主体と連携すること

で、時代の変化に対応した最適な行政サービスを創出し、提供し続けていくことで「自律

的な行政経営」を目指すことが必要である。 

そのためには、政策立案に係るプロセスの充実や職員のコア業務への専念、行政事務の

デジタル化、新型コロナウイルス感染症等の新たな課題や、すでに作成した計画等にとら

われすぎない柔軟な対応などの「業務プロセスを進化させる取組」と、職員が目指すべき

姿や価値観の共有と定着、成長支援や長時間勤務の解消等、職場環境の改善によるモチベ

ーション維持・向上に係る“人”の課題、公共施設の適切な管理・運営、更新費用の抑制・

平準化に係る“物”の課題、財政規律の確保、健全な財政運営、新たな財源の確保に係る

“資金”の課題、オープンデータの開示による市政の透明性の確保やデータを活用した企

業活動等の創出等“情報”の課題、既存事業の廃止を含めた抜本的な見直しによる余力の

創出等“時間”の課題など「経営資源をよりよい状態で引き継ぐための取組」を推進して

いくべきであると考える。 

 

■□■ 行政経営改革の理念と取組の構成 ■□■ 
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Ⅲ 行政経営がめざす姿の実現に向けた課題と推進事項 

 
ⅰ．管理型から経営視点を加えた行政運営へ転換  

 草津市では、これまで数次にわたる行政改革の取組等において、事業・施策の在り方の

見直しや業務のシステム化、職員の定数管理など量的な改革に重点を置いてきた。 

こうした減量型（管理型）の改革では、行政のスリム化に一定の成果を挙げており、継

続していく必要があるものの、そうした改革だけでは、先述の課題に対応することは困難

であると考える。 

これからは、経営的な視点をこれまで以上に意識し、限られた経営資源（人・物・資金・

情報・時間）を最大限に活用し、市民の目線に立った行政サービスを効果的・効率的に提

供していく質的な改革に取り組むことが重要であり、その実現に向けて、業務プロセスを

進化させるための取組と、将来にわたって経営資源をよりよい状態で引き継ぐための取組

を進めていくことが必要である。 

 

ⅱ．第３次草津市行政システム改革推進計画の取組と引き続き取り組むべき課題  

〔１．協働のまちづくりの推進〕 

 ◎取組概要 

 ・平成２９年度に協働のまちづくり推進計画の中間見直しを行い、計画理念に「地域共 

生社会」や、新たな具体策に「健幸都市宣言実現に向けた地域への関わり」などを 

追加。 

 ・平成３０年度には、職員の協働・市民参加に対する意識調査を実施し、職員の協働・ 

市民参加に対する現状把握を実施。 

 ・令和元年度には、協働のまちづくり推進計画が計画最終年度であることから、これま 

での取り組みの成果や課題を踏まえて、より一層の市民活動の活性化と協働の推進を 

図るため、課題共有型地域円卓会議や LIVE市民フォーラム等の新たな市民参加の手法 

を取り入れながら第２次協働のまちづくり推進計画を策定。 

 ・令和２年度からは、草津市協働のまちづくり推進計画に掲げる協働理念を引き継ぐと 

ともに、さらなる協働型社会を目指した「第２次草津市協働のまちづくり推進計画」 

に基づく取り組みを実施。 

 

〔２．自律的な行政経営〕 

◎取組概要 

 ・草津市の魅力を発信する取組として、シティセールス事業を推進し、ふるさと寄附に 

おいて、ポータルサイトの拡大や草津市ならではの返礼品の充実、イベント等を中心 

とした啓発活動を行った結果、寄附金額が増加。 

・おうみ自治体クラウド協議会では、参画自治体と連携し共通の行政課題の解決等に取 

り組んだ結果、図書館システムの構築・共同利用を実施。 

・平成２９年度には国の業務改革モデルプロジェクトに採択され、BPR（Business  
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Process Re-engineering）手法を用いた業務分析および、会計事務の業務フローを再構 

築した結果、令和３年１月から会計課の審査事務のアウトソーシングを実施(予定)。 

・平成２９年度から事務事業等の抜本的な見直しの徹底、将来を見据えた「選択と集中」 

を推進する手法として「業務見直し工程表」を策定した結果、令和元年度までに 

５７，０８５千円の事業費を削減。 

・公共施設の運営においては指定管理者制度の導入を進めるとともに、施設運営に対す 

る評価制度の見直しを行った結果、第三者の視点による評価を加えた仕組みを構築。 

・規律ある財政マネジメントの下で自律した地域経営の実現を図るため、財政運営に関 

する基本方針や取組等を定めた「草津市健全で持続可能な財政運営および財政規律に 

関する条例」を平成２９年４月に施行。 

・「草津市財政規律ガイドライン」に基づく取組をより一層推進するとともに「草津市公 

共施設等総合管理計画」に掲げる指標の管理や施設の使用料、諸証明発行の手数料等 

について、全庁的な見直しを実施し受益者負担の適正化を図った。 

・働き方改革を進めるため、平成２９年度に働き方改革プラン、平成３０年度に働き方 

改革ロードマップを策定し、職員研修（意識改革研修や生産性向上研修）や業務効率 

化アクションの実施による意識改革とともに業務の見直しや ICT の活用による効率化 

を進めた結果、職員の時間外勤務の縮減が図られた。 

・職員の人材育成の取組では、草津市人材育成方針に基づき政策形成実践研修の実施や 

職員提案制度を実施するなど政策形成能力の育成に取り組んだ結果、予算化を伴う職 

員提案の実現に至った。 

 

 〔３．引き続き取り組むべき課題等〕 

  上記の成果の一方で将来到来する人口減少社会を見据え、持続的で健全な行政経営を

行うため、規律ある財政マネジメントと長期的な視点に立った施設マネジメントに取り

組んでいく必要がある。取り組みを進めるにあたっては、緊急事態時に最善最良の選択

ができるよう平常時から緊急事態を想定した取り組みが重要である。 

 また、行政経営改革の取組の中心とも言える、事務事業の効率化については、業務見

直し工程表の作成や BPR 手法を活用した業務分析により会計審査業務の一部でアウトソ

ーシングを導入するなど、一定程度、業務の効率化が図られたが、行政事務の効率化を

さらに進めていくためには、AI や RPA などの先端技術の導入による効果を検証していく

必要がある。 

  また、職員の大量退職、大量採用により組織の新陳代謝が急速に進む中で、多様化・

複雑化する市民ニーズに対応していくためには、職員一人ひとりが業務遂行に必要な能

力を向上させることとともに、職員が健幸でやりがいを持って働き、成長できる職場環

境が重要であることから、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」の推進と

「イノベーション（業務の見直し等を含む生産性の向上）」を柱とした働き方改革をより

一層進めていく必要がある。 
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ⅲ．草津市行政経営改革プランで主に目指す成果  

 現行の第３次草津市行政システム改革推進計画の取組および課題等から、次期計画にお

いては、主に下記の４つを目指す成果に掲げることで、より効果的かつ効率的な取組の推

進が図られるものと考える。 

 

（１）行政サービスの質の向上 

   ・公民連携手法の活用による最適な行政サービスの実現 

   ・各種申請手続きのオンライン化等による市民負担の軽減 

（２）事業の見直し等による重点施策への人員・財源の戦略的な配分 

   ・効率化によって生み出した人的資源を戦略的に強化すべき部門や繁忙部署へ配置 

   ・事務事業の見直しによって生み出した財源を重点施策へ戦略的に配分 

（３）財政規律の確保と健全な財政運営の維持 

・本市が将来にわたって持続的に発展 

   ・市民ニーズに対応した質の高い行政サービスを安定的に提供 

（４）草津市役所の組織力の強化と職員の資質・スキルの向上 

・働き方改革の推進による多様な働き方や働きやすい組織の実現 

   ・職員のモチベーションと生産性の向上 

 

ⅳ．推進事項  

 

 

 

 

 

 

 

≪解決すべき課題≫ 

・多様化・複雑化する行政課題に対応するため、政策立案にあたって、庁内の職員の知を

結集するだけでなく、多様な主体との連携やプラットフォーム７を活用する必要がある。 

・正規職員が担うべきコア業務を明らかにし、それに専念できる役割分担（正規職員、非

正規職員、外部委託化、ＡＩ・ＲＰＡ等の活用）を実現すること。特にアウトソーシン

グやＡＩ・ＲＰＡ等の活用は、費用対効果だけでなく時間対効果（職員の時間削減）に

も価値を置き、導入の判断を行う必要がある。 

・市民サービス向上のために行政のデジタル化を進める必要がある。 

・新たな課題に対応するため、前例踏襲を是とせず、既存事業を常に見直し、余力（財源、

時間）を生み出す必要がある。 

・新型コロナウイルス感染症のように、何が起きるかわからない時代であることを認識し、 

計画等にとらわれ過ぎずに柔軟な対応をする必要がある。 

 

 

政策立案に係るプロセスの充実や職員のコア業務への専念、行政事務のデジタル化、

新型コロナウイルス感染症等の新たな課題や、すでに作成した計画等にとらわれすぎな

い柔軟な対応などの課題に取り組む必要がある。 

 

１．業務プロセスを進化させるための取組 
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≪課題に対する推進事項≫ 

①公民連携手法の活用 

 ＰＰＰ（公民連携）の推進方針に基づき、これまで外部委託化が進んでいなかった業務

について、外部委託と先端技術の活用を組み合わせた方法等を含めて導入方策を検討し、

導入効果が期待される場合、導入に向けた取組を進めること。また、全国の自治体におけ

る様々な公民連携手法を研究し、草津市に適した手法の活用を進めていくため「PPP（公民

連携）推進方針」等にその内容を反映させること。 

 

②広域連携の推進 

 草津市単独で実施するより、湖南４市（草津市、守山市、栗東市、野洲市）や大津市を

はじめとした周辺市との実施により効率化が図れる事業は、連携した取組を検討すること。 

 

③プロジェクトチーム方式の活用 

 多様化・複雑化する行政課題に対応するため、職員が複数部局から横断的に参加するプ

ロジェクトチームを設置し、参加する職員の知識や経験を活かした政策立案を積極的に行

うこと。また、限られた時間で効果的な政策を立案できるよう、プロジェクトチーム方式

の検討プロセスを研究・検証すること。 

 

④国・県提案募集方式の活用 

 国、県「地方分権改革における提案募集」制度を活用し、国・県の事務・権限や、地方

に対する規制に関わる支障事例について、積極的に改善提案を行うこと。 

 

⑤情報化推進計画に基づく取組の推進（行政運営の効率化） 

 AI・RPA等などの先端技術の効果等を検証し、事務改善など効果が見込める業務には、 

積極的に先端技術を活用すること。また、先端技術の活用では、広域連携の手法を検討し、

コスト削減に努めること。 

 

⑥事務事業の点検と BPR手法を活用した業務の見直し 

 当初予算編成時に既存事業の自己点検を実施するとともに、業務プロセスをＢＰＲ（ビ

ジネス・プロセス・リエンジニアリング）手法による抜本的な見直しと、先端技術の活用

を含めた業務プロセスの再構築による業務の効率化を進めること。また、職員提案による

業務改善を継続し、改善意識の醸成を図るとともに、提案内容の実現性を高める取り組み

を研究することが必要である。 
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≪解決すべき課題≫ 

・多様化・複雑化する行政課題に対応するため、挑戦心をもって、皆で知恵を出し合い、

助け合い、目標を達成しようという価値観（=自立し自律した自治体）を共有し、職場風

土として定着させる必要がある。 

・職員の成長の姿を描くともに、その実現に向けた成長を支援する必要がある。 

・職員がモチベーションをより向上させる必要がある。 

・職員の健康に影響を及ぼす長時間勤務を解消する必要がある。 

・働き続けやすいような職場づくりを進めていく必要がある。 

・様な働き方ができるような仕組み・環境づくりを進めていく必要がある。 

・財政規律を確保し、健全な財政運営を将来にわたって実現していく必要がある。 

・新たな財源を確保する必要がある。 

・長期間にわたって財政に影響を及ぼす大規模公共施設については、適切に計画・運営し

ていく必要がある。 

・公共建築物やインフラ資産等の更新等に要する費用の抑制と平準を進める必要がある。 

・市が保有する各種行政情報等のオープンデータ化を更に進めることや、広域による共同

のオープンデータ化を進めることにより、市政への透明性や信頼性の向上や新たな企業

活動等の創出へ繋げることが必要である。 

・新たな課題に対応する余力（財源、時間）を生み出す必要がある。 

 

≪課題に対する推進事項≫ 

⑦人材育成の推進と職員の適正配置 

人材育成基本方針に掲げる「目指す職員像」の実現とともに、全職員共通の役割を示し、

それを果たすための実践項目としてコンピテンシーモデルを設定するなど、全職員が目指

す方向性を共有できる仕組みを検討すること。また、人材育成評価制度に基づいた業績評

価による業務マネジメントと行動評価による組織マネジメントを通じて、組織目標への貢

献と職員の成長を促し組織力の向上を図ること。また、専門性の育成の観点から複線型人

事制度などについて、導入の効果と課題の両面から検討を行うこと。 

 

職員が目指すべき姿や価値観の共有と定着、成長支援や長時間勤務の解消等、職場環境

の改善によるモチベーション維持・向上に係る“人”の課題、公共施設の適切な管理・運

営、更新費用の抑制・平準化に係る“物”の課題、財政規律の確保、健全な財政運営、新

たな財源の確保に係る“資金”の課題、オープンデータの開示による市政の透明性の確保

やデータを活用した企業活動等の創出等“情報”の課題、既存事業の廃止を含めた抜本的

な見直しによる余力の創出等“時間”の課題に対して取り組む必要がある。 

２．経営資源をよりよい状態で引き継ぐための取組 
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⑧職員の意識改革と働き方改革 

働き方ロードマップ「Kusatsu Smart Project」に基づく取組を推進し、職員の意識改革

やテレワークの普及、フレックスタイム、フリーアドレスオフィス等の導入など多様で柔

軟な働き方の実現を推進すること。また、時間外勤務の縮減や休暇制度の利用促進等と併

せて、ストレスチェックの実施によるメンタルヘルスケアや、運動の習慣づけなど、職員

の健康づくりに努めることが必要である。 

 

⑨財政規律ガイドラインに基づく取組の推進 

 「草津市健全で持続可能な財政運営および財政規律に関する条例」および「草津市財政

規律ガイドライン」に基づき、今後、厳しい財政状況が見込まれる中にあっても、中長期

的な財政見通しのもと、目標達成に向けた取組を通じて各種財政指標を遵守することによ

り、財政規律の確保を図り、健全な財政運営の維持に努める必要がある。また、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を勘案し、適切な時期に次期ガイドラインを策定する必要がある。 

 

⑩使用料等の適正化と公平性の確保 

 使用料および手数料等について、市のルールである概ね３から５年の間隔で全庁的な見

直しを実施するとともに、制度改正等に伴い見直しが必要な使用料等については適宜、適

正な使用料に見直しを行うこと。 

 

⑪新たな財源の確保 

 新たな財源確保について、プロジェクトチーム方式の活用や他市町・企業等の事例を 

調査・研究し、草津市において効果的かつ実現可能な取組の導入を検討すること。 

  

⑫公共施設等総合管理計画に基づく施設マネジメント 

 公共施設等（インフラ資産を含む。）の老朽化の状況や、今後の人口や財政状況等の見通

しについて把握・分析を行い公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うこと。また、計

画の改訂にあたっては、固定資産台帳等の公会計データの反映を検討するとともに、長期

的な視点で公共施設等の再整備方針等の作成に向けた調査研究を始めることが必要である。 

 

⑬ファシリティマネジメントの推進 

 市有建築物については、草津市ファシリティマネジメント推進基本方針等に基づき、保

全情報管理システムによる情報の一元管理を行うとともに、計画的な点検・劣化度調査や

保全計画に基づく長寿命化等により、維持管理費等の縮減と平準化を図る必要がある。ま

た、新たな管理手法の導入に向けた調査・研究を進めること。 
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⑭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の観点から指定管理者制

度の継続および新規施設設置時に導入を検討すること。また、指定管理者制度導入済みの

施設は、運用ガイドラインに基づき評価を行うとともに、指定管理者が安定的かつ継続的

に事業を行えるか経営状態の確認を行う必要がある。 

 

⑮市有空閑地の活用・処分 

 市が所有する空閑地や公共施設跡地等の利活用について、個々の土地の課題整理および

公共利用や処分を含めた民間活用等の検討を行い、利活用方針を定める必要がある。 

 

⑯大規模事業の実施状況の確認 

 市が行う大規模事業は多額の財政負担を伴い、将来の財政運営に与える影響が大きいこ

とから、第三者の多様な意見等により事業の実施状況を確認すること。また、確認で得ら

れた知見を次期大規模事業に反映するため、大規模事業の立案・計画プロセスに反映する

新たな仕組みを検討すること。 

 

⑰情報化推進計画に基づく取組の推進（オープンデータの推進） 

 オープンデータカタログの充実を図り防災マップをはじめ、都市計画図、まめバス路線

図や教育施設、各種健診、ごみ収集地区など市民生活にかかわりの深い情報の公開に努め

ること。 

 

⑱業務見直し工程表の活用による既存事業や業務の見直し 

 既存事業の見直しツールである、ボトムアップ方式の業務見直し工程表を毎年度作成す

るとともに、数年間隔でピックアップ方式によるスクラップリストの作成を行うことで、

事務事業費および人件費の削減と職員の業務負担の軽減に努めること。 

 

Ⅳ 改革の着実な進捗 

 

 以上、行政経営改革において取り組んでいくべき内容について提言したが、改革の実効

性を担保するため、行政は個々の推進事項について、アクション・プランとして定め、具

体的な実施計画や取組の期間を明示した上で進めていくことが必要である。 

 また、定められたアクション・プランの進捗状況については、当委員会において点検、

検証を行っていくべきであると考える。 

 今後、本提言を活用し、早期に実効性のある改革が行われることを期待する。 
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