
◎業務見直し工程表（スクラップロードマップ）　項目一覧表

1 企画調整課
パブリックコメントに関する諸手続きや実施

手法の見直し
手法の見直し Ｈ30年度～

パブリックコメントの実施を伴う条例や計画策定を行う案件について、計画ごとに庁議に諮り議会に報告しているが、例えば年度当初に定める

策定方針やスケジュールについては一括して報告するなど、各部局と調整のうえ検討し、全庁的な負担の軽減に向けた事務の効率化を進める。

2 まちづくり協働課
パブリックコメントに関する諸手続きや実施

手法の見直し
手法の見直し Ｈ30年中旬～

市民参加条例の主旨を踏まえ、市民参加の後退とならないようパブリックコメント実施にかかる配架施設の見直しなどの事務量縮減の手法につ

いて検討を行う。また、現状、パブリックコメントの実施については、市民参加条例第5条の規定に基づき運用しているものの、明確な基準とは

言い難いことから、一定の明確な基準を設ける一方で、必要に応じて、実施の有無について協議を行うような仕組みの検討を行う。

3 企画調整課 草津市統計書 手法の見直し Ｈ30年度～
本市の各種統計データを掲載した統計書の発行に際して、庁外を含め多方面からのデータ収集・集計・内容確認、原案作成等に時間を要してお

り、事務の効率化を進めるため統計書の掲載項目の精査をはじめ、オープンデータ化の仕組みや製本のあり方も含めて検討する。

4 企画調整課 スマホアプリ通報システム 手法の見直し Ｈ32年度～

「安心」が得られるまちづくりに関する協定の協定締結事業者や職員向けに、異変や不審者・行方不明者等の発見、道路・河川の異常個所等を

発見した際に、発見から対応までの処理の迅速化を目的に、平成２８年１０月にスマホアプリ通報システムを試験導入したが、導入から３年を

目途(平成３１年９月)に、それまでの利用実績や費用対効果を検証し継続か廃止の検討を行う。

5 広報課 シティセールス推進費 手法の見直し Ｈ30年度～

平成25年度に策定した「草津市シティセールス戦略基本プラン（Ｈ25～32）」に基づき、様々なシティセールスにかかる事業を展開している

が、現在の個別事業の成果を検証し、見直しを図る。

また、業務を包括的に委託する等の検討を行う。

6 広報課 広報くさつ発行事業 縮小 Ｈ32年度～

より見やすく・読みやすく・楽しめる広報紙とするため、広報くさつの運用の変更を検討する。（①発行回数　月２回　→　月１回　②全ペー

ジのカラー化や内容の充実等のわかりやすい紙面づくり　③市民との協働の促進（市民レポーターの積極的な活用等）　④他のコンテンツの充

実　等）

7 職員課 出退勤システムを用いた出張旅費の支出管理 手法の見直し Ｈ30年度～
平成２９年１月よりアウトソーシングしている人事給与・出退勤システムを活用し、出張命令簿をシステム化することで、現在、各所属に紙ベー

スで対応している旅費の支出手続きを集約し、事務の効率化を図る。

8 人権政策課
住民交流啓発事業

（草津市同和事業促進協議会への委託）
縮小 H29年度～

平成29年度から市同促の理事報酬の廃止と住民交流スポーツ大会を、実行委員会による地域の自主的な運営がなされてきた経緯をふまえ、町同

促の住民交流事業に位置付けながら、市同促と町同促の役割分担の明確化を図った。

今後も引き続き、隣保館事業への移行に向けての地元協議等を行うことにより、役割分担の明確化を図るとともに、同和対策施策の見直しに関

する基本方針における「委託内容の変更や縮小を含め事業の最適化」に関する取組を進める。

9 人権政策課
住民交流啓発事業等補助金

｛町（地区）同和事業促進協議会への補助金｝
縮小 H29年度～

上記の委託事業と合わせて、今後も引き続き市同促と町同促の役割分担の明確化を図る。

また、当該補助金については、補助率が10/10であることから、補助率を段階的に引下げる等の検討を行い、地域がより主体的に取り組みを進め

るような見直しを図る。

10 人権センター
「いのち・愛・人権のつどい」と「人権尊重

と部落解放をめざす市民のつどい」
手法の見直し Ｈ31年度～

「いのち・愛・人権のつどい」の参加者数は、横ばいであるが、「人権尊重と部落解放をめざす市民のつどい」の参加者数は、減少傾向にある

ことから、両つどいを統合開催することにより事業効果拡大の検討を行う。

※見直し区分のうち「手法の見直し」に係る実施時期については、検討の結果、見直した手法等を反映する想定時期です。

NO 担当課 項目名 見直し区分 実施時期 見直し内容

資料２－２
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資料２－２

11 草津未来研究所 未来研究所 手法の見直し Ｈ30、Ｈ31年度～
コンサルティング機能やトレーニング機能を縮小し、主たる目的である調査研究に軸足を置いた取り組みを行い、各部署が必要とする政策提言

ができるよう調査研究項目の精査に努める。

12 総務課 ファシリティの光熱水費調査 手法の見直し Ｈ30年度～

13 環境課 KEMSに基づく調査 手法の見直し Ｈ30年度～

14 財政課 「草津市の予算」作成業務 手法の見直し Ｈ30年度～
別途作成している「当初予算概要」と内容が相当重複していることから、「草津市の予算」の代わりに、町内会全体集会においては、財政状況

に関する情報を充実させた上で「当初予算概要」を配布することにより対応するとともに、町内会回覧は実施しないこととする。

15 財政課 予算編成過程の公開 手法の見直し H29年度～

予算編成過程について、ホームページ上に公開している情報には事業概要、目的・効果、見積の原因・背景等が記載されているが、これらの項目

は、あくまでも補足情報であり、予算編成のプロセスを直接示す情報ではないことから、各審査段階における「措置金額」のみに簡素化した上

で（復活見積調書は変更しない）、財務会計システムから一括出力できる帳票に変更を行うことにより事務の効率化を図る。

16 税務課 外会場申告相談受付業務 廃止 Ｈ30年度～

平成２９年度から地域まちづくりセンターの指定管理者制度導入に伴い、市職員の配置がなくなり、施設の庁内ＬＡＮが利用できないことか

ら、課税資料データを確認することができなくなるが、これまでどおりの申告相談の実施には多額の庁内ＬＡＮ敷設費用がかかる（１カ所あた

り約３５万円）ことから、例年行っていた外会場（隣保館・市民センター）での申告相談受付については、平成30年度から廃止し、市庁舎での

相談受付期間を拡大する検討を行う。

17 まちづくり協働課 地域一括交付金 手法の見直し Ｈ32年度～
平成31年度を以って、がんばる地域応援交付金が終了することに合わせて、地域一括交付金について、地域の実情に応じた交付金額の算定や上

限額の設定等の制度改正の検討を行う。

18 市民課 日曜開庁の見直し 手法の見直し H31年度～

住所異動の多い年度当初と年度末の日曜日(年2回)の臨時開庁は継続するが、それ以外の毎月第１日曜日の開庁は廃止の検討を行うとともに、平

日の開庁時間に来庁できない利用者のため、月2日程度窓口対応可能時間を2時間(午後7時15分まで)延長することを検討する。

また、運用については、外部委託による手法も含めて検討を進める。

19 環境課 愛する地球のために約束する協定締結事業 手法の見直し Ｈ31年度～
愛する地球のために約束する草津市条例に基づき実施している事業であり、条例との整合を保ちながら、地球温暖化対策の最近の動向も踏ま

え、これまでの取り組みを検証し、当該事業の見直しを行う。

20 環境課 温暖化防止大賞 縮小 Ｈ30、Ｈ31年度～
愛する地球のために約束する協定締結事業の手法の見直し同様、条例との整合を保ちながら、低迷している企業部門と一般部門について原因を

分析し、手法の検討や事業の継続の必要性を含め、見直しを行う（子ども部門は継続予定）。

21 商工観光労政課 セールスプロモーション 手法の見直し H31年度～
草津市工業振興計画の重点事業に当該事業が位置づけられており、現在も計画期間内であることから、次期計画の策定時（平成３０年度）に、

出展社負担金の見直しや事業そのものの在り方を検討する。

ファシリティの光熱水費調査とＫＥＭＳでの各所属・施設のエネルギー使用量の調査において重複している調査項目も見受けられることから、

調査を一本化する等、事務の効率化を図る。
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22 商工観光労政課 就業資格取得支援補助金 手法の見直し Ｈ30年度～ 利用実績が上がるように、十分な周知や活用促進を行うなど、手法の見直しの検討を行う。

23 商工観光労政課 草津市コミュニティビジネス育成費補助金 手法の見直し Ｈ32年度～ まちづくり協議会に対する各種交付金制度の見直しと併せて、一体的な見直しがされるよう検討を行う。

24 商工観光労政課 湖南就労サポートセンター 手法の見直し Ｈ30年度～

平成18年8月から湖南４市の就労支援相談員のサポートや湖南４市の各就労支援計画の基となる湖南就労支援計画の作成を主な目的として事業を

開始し、４市の相談員がキャリアを積み、また、求人票は各市が低価格でネットで情報収集が可能となっているが、現時点では時代に沿った事

業をしているとは言えない状況であることから、事業スキームの見直しによる機能強化の検討を行う（就職困難者等の受け入れ企業の開拓業務

の付加、関係機関との連携機能など）。

25 農林水産課 需給調整促進事業費補助金 縮小 Ｈ30年度～

平成３０年度から国による生産数量目標の配分が廃止されることから、交付要件とする指標や交付対象等を見直す必要がある。また、国におい

て、作付がされない水田を活用した高収益作物への転換が促されており、現在では、市において、作付がされない土地に対しても補助を行って

いるため、補助要件の見直しを行う。

26 農林水産課 平湖・柳平湖淡水真珠 廃止 Ｈ32年度～ 淡水真珠の養殖実験については、地元の意向や調整結果に基づき、真珠棚を段階的に縮小していくことにより、Ｈ31年度に廃止する。

27 農林水産課 6次産業化推進事業費補助金 廃止 Ｈ30年度～

平成26年度から開始した補助制度であるが（補助率1/2、上限額25万円）、生産者自らが加工するには、多大な初期投資が必要となり、現制度

の枠組み（上限額）では利用のニーズが見込めない状況にあり、また、国においては、加工施設や販売施設等の整備のための交付金制度（上限1

億円）が設けられていることから、今後は、補助金制度を取りやめ、ブランド推進協議会を中心に、市内農業者と加工・販売のプロである商工

業者とのコラボやそれらのコラボ商品のＰＲを促進するなど、既存の協議会予算の中で対応できる支援策を検討していく。

28 健康増進課 フッ化物洗口事業 手法の見直し Ｈ30年度～
当該事業については、平成26年度から山田幼稚園と第４保育所においてモデル事業として開始したが、現在においても同施設のみでの実施状況

であり、保育園、幼稚園から小学校へ継続的に実施できる体制が今年度中に整わない場合は、モデル事業としては一旦終了する。

29 長寿いきがい課 長寿の郷ロクハ荘・なごみの郷の温浴施設 手法の見直し Ｈ32年度～
温浴施設の老朽化がすすみ、大規模修繕が必要であることから、市民アンケートや施設の実態調査を行い、施設全体の今後のあり方の検討を行

う。

30 長寿いきがい課 シルバーほっとカード発行費 縮小 Ｈ32年度～

本カードは、65歳以上の本人確認書類として、また、裏面は有事の際に備え緊急連絡先をご記入いただけるよう配布しているが、本人確認書類

として一般的な運転免許証や、免許返納者に対しては運転経歴証明書（永年有効）が交付（希望者のみ）されることから、本カードの利用実態

調査を行い、Ｈ32年度からは希望者のみの発行とすることを含めて検討する。

31 長寿いきがい課 長寿祝金支給事業 縮小 Ｈ32年度～

現状、長寿祝金の支給対象者は77歳（喜寿）、88歳（米寿）、99歳（白寿）、100歳以上となっているが、平均寿命の延伸や県内他市の実施状

況、また、長寿に対する意識の変化を勘案し、77歳到達予定者への支給を廃止する方向で見直しを行う。またあわせて、一括交付金に含まれて

いる敬老会への補助金（現在は70歳以上が対象）についても、まちづくり協働課と調整の上検討を行う。
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32 長寿いきがい課 すっきりさわやかサービス事業費 手法の見直し Ｈ30年度～

一般福祉施策として実施している、すっきりさわやかサービス（おむつ現物支給等）について、第７期あんしんいきいきプランの策定に合わせ、

市町村特別給付として実施することの適否（特別給付とした場合、第１号被保険者の負担が過大とならないよう、軽減措置を行うことも含め検

討）、さらに受給対象者の範囲（介護予防事業としての要支援者に対する給付範囲の縮小等）の見直しの検討を行う。

33 子ども子育て推進課 子育て支援拠点施設等運営事業 手法の見直し Ｈ30～31年度

平成30年4月のJR南草津駅前子育て支援拠点施設の開設や平成31年秋頃の（仮称）市民総合交流センター内の子育て支援拠点施設の開設に伴

い、２つの新施設を市南部地域と市北部地域の中核施設と位置付け、遊び場や相談機能等の充実を図ることで、子育て支援センター（ぽかぽか

タウン）とつどいの広場３か所（とまとっこ、ぽけっと、まめっこ）について、機能の移転・集約を行う。

34 都市計画課 景観の啓発や各種イベント等 縮小 Ｈ30年度～

景観計画については、施行後5年を経過し認知されてきていること、また今後は、景観形成重点地区指定に向け、景観への意識が醸成された地区

への支援を重視していくこと、大津市との共同による啓発事業は継続して実施していくことにより、草津市単独の広く市民に啓発する事業につい

ては縮小する（景観グランプリ、景観スケッチ、宿場まつり等での景観啓発の廃止）。

35 公園緑地課 花街道事業 廃止 Ｈ31年度～

湖岸緑地（滋賀県都市緑地の一部を市が占用管理）において花街道区域を定め、コスモスやスイセンの植付を市民協働で実施することにより、

憩いと潤いの空間として整備するため、昭和６２年に開始した事業であるが、県有地の占用許可期間の満了（平成30年度末）に合わせて廃止の

検討を行う。

36 上下水道総務課 水のポスターコンクール 廃止 Ｈ30年度～

代替事業として、日本水道協会主催で同様のポスター募集があるなかで、市の事業としては、事業開始から今年度で１０年目を迎えるにあた

り、これまでの効果の検証等を行い、小学校の負担軽減も考慮し廃止へ向けた検討を行う。なお、廃止する場合には、日本水道協会主催等の、

類似のポスター募集への参加を促していく。

37 上下水道総務課 水道および下水道にかかる啓発事業 縮小 Ｈ30年度～
現在、様々な媒体で啓発を行っているが、幟旗や懸垂幕での啓発は、その場所を通った人にしか啓発効果がなく、また、幟旗や懸垂幕が老朽化

してきていることから、廃止に向けた検討を行うとともに、市主催以外のイベントでの啓発の縮小を検討する。

38 生涯学習課 市美術展覧会開催費 手法の見直し Ｈ31年度～

市美術展覧会は、これまで大きな見直しが実施されたことがなく、出品者、来場者の高齢化が進んでいる状況である。

草津市文化振興審議会からは事業見直しの意見が出ていることから、組織、会期および表彰数の見直し、部門の整理、高校生の出品料の減免等

の検討を行う。

39 生涯学習課 草津シネマ塾運営委託費 手法の見直し Ｈ32年度～

当該事業は、草津の歴史、文化などに触れることを主眼に置いた教育委員会事業として、地域学習を深め、地域活動の活性化と人材育成を図る

ものであるものの、行政主導では、事業運営において柔軟性が乏しいことから、市民主導による運営へとシフトし、より良い事業展開を図るた

め、クレアホールの指定管理業務への移行を検討する。

40 スポーツ保健課 食の「芽生え」と「育み」推進事業 廃止 Ｈ32年度～
中学校の昼食は家庭弁当持参制を基本としており、画一的な食育指導が難しいことから、家庭弁当を通じた子どもや保護者への食育支援を行う

ため当該事業を実施しているが、平成32年度に中学校給食を開始予定であるため、給食開始に合わせて当該事業を廃止する。

41 学校政策推進課 子どもの思考力育成事業 廃止 Ｈ30年度～

小学校５年生を対象に、市教育委員会が作成した家庭学習用問題プリント（年間７回）に取り組ませ、教員ＯＢ等が添削指導を行う事業を実施

しているが、５年間、本事業を実施するなかで、多くの家庭学習用問題プリントを作成・蓄積してきた。今後は、これらの問題プリントを有効活

用することで、本事業の目的を達成することが可能であり、また、県における重複事業が存在するため、平成30年度から廃止とする。
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