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第３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議事概要 

（令和２年度第２回草津市行政システム改革推進委員会） 

■出席委員： 

石井委員、黒川委員、八幡委員、中委員、伊庭委員、山口委員、田中委員、南委員、 

石原委員、河野委員 

■欠席委員：なし 

■事務局： 

堀田総合政策部理事、経営戦略課 小川課長、村木係長、寺田主査、佐藤主査 

■事業担当部署（説明員） 

①「財政規律ガイドラインに基づく取組の推進」 

財政課：安藤課長、山田課長補佐、田中主査 

 ②「公共施設の運営の効率化」 

総務課：有村課長、高坂課長補佐、清水副係長 

 ③「職員の適正な配置」 

   職員課：橋本課長、吉川課長補佐、山元主査 

 ④「人材育成の推進」 

   職員課：橋本課長、吉川課長補佐、山元主査 

■傍聴者：延べ１名 

 

開会 

【堀田理事】挨拶 

 皆さん、おはようございます。総合政策部理事の堀田でございます。 

本日ここに、「第３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」 

を開催するにあたりまして、一言御挨拶を申しあげます。 

委員の皆様におかれましては、本市行政システム改革の推進に御理解、御協力をいただ 

き、誠にありがとうございます。また、本日は御多用の中、早朝から御出席を賜り、重ね 

てお礼申しあげます。 

さて、本日は、計画期間の最終年度を迎えた第３次草津市行政システム改革推進計画 

アクションプラン１８項目のうちから、当委員会において選定いただきました４項目に 

つきまして、公開ヒアリングを実施しようとするもので、様々な角度から委員の皆様の意 

見を頂戴し、その上で現計画の総括と次期計画の策定を、進めてまいりたいと考えており 

ます。 

また、本日、各アクションプランの説明を行う担当所属においても、実施している事務 

事業の課題等を含めて公開の場で御説明し、事業実施者としての責任を果たすことによ 

り、市政の透明性の向上につなげたいと考えているところでございます。 

１項目あたり３０分と限られた時間内ではございますが、専門的な見地から、また市民 

の視点で幅広く、御意見を頂き有意義な議論となりますようお願い申しあげまして、私の

挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞよろしくお願いします。 
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公開ヒアリングの概要説明 

委員長：事前に、事務局から配布された、「公開ヒアリングのポイント」にもあるが、本日 

の公開ヒアリングは、第３次行政システム改革推進計画のアクションプランの取 

組実績を確認し、次期計画にどのように反映していくかの検証材料とするための 

もの。 

    このことから、各項目のこれまでの取り組みで、草津市の行政システム改革がどの 

ように進んだのか、また、今後の改革の取り組みをどのように進めていくべきか、 

という視点を意識しながら、議論を進めていただきたい。 

進め方は、１項目 30分で市担当課の説明 5分、質疑応答 20分、ヒアリング結果 

シートの作成、コメント 5分とする。 

    質疑応答は、一問一答方式で質問は手短にお願いする。また、最初は簡単な質問か 

らお願いし、後半は意見提案をしていただき議論が深まればと思う。 

     

① 「財政規律ガイドラインの策定」（財政課） 

【財政課】 

≪総括評価シート・添付資料について説明≫ 

 

質疑応答・意見等 

 委員：財政調整基金等残高の目標値が各年度の標準財政規模の１２．０８％以上を保持と

なっているが、平成３０年度で言えば目標値はいくらとなるか。 

 市 ：約３０憶円である。 

 

委員：人口一人当たり人件費・物件費の合計について、予算時点で目標値を超えているの

はなぜか。 

市 ：入札などの執行により当初の執行予定額から金額が下がることが想定されること

から、決算時点で目標値がクリアできるよう設定している。 

 

委員：ラスパイレス指数はどのような指標か。 

市 ：国家公務員の給与を１００としたときに、各地方公共団体の給与水準を表した 

数値である。 

 

委員：市税収納率に国民健康保険税は含まれているのか。 

市 ：市民税や固定資産税など一般会計で計上するものになるため、特別会計であるもの

は含まれていない。 

 

委員：国民健康保険税の収納率が悪いように聞き及んでいる。指標に含まれていない税の

収納率について財政部門として把握はしているか。 

市 ：財政規律ガイドラインの指標として管理は行っていないが、毎年度予算決算を議会

報告しており、財政部門として状況は把握している。 
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委員：経常収支比率が平成３０年度決算で前年度から４％程度上昇している要因は。 

市 ：平成２６年、２７年から大型公共事業を実施し、それらの運営経費の部分が要因の

一つであると考えている。また、オールジャパンの話であるが都市計画税等につい 

ては、経常収支比率の算定に含まないとされていることから、大都市や都市化が進

んでいる地域では、１００％を超えているところもあり、こういった点も要因であ

ると考えている。しかし、近年数値が上昇していることから注視しながら財政運営

を行っていく。 

 

委員：普通交付税の金額が県内他市と比べて低いがなぜか。 

市 ：地方財政制度での歳入と歳出の差額が交付税として、国から入ってくる。草津市は

近隣市に比べると、企業等からの税収入が多いことから交付税の金額としては少

なくなっている。現在の草津市は自前の歳入等で財政運営が出来ている市である

と考えている。 

 

委員：令和元年度のプライマリーバランスの数値についてどう考えているか。 

市 ：平成２６年度頃から大型公共事業を実施しており、公債費という形で返済していく

ことから経常収支が悪化する要因となっている。また、実質交際費率についても同

様の要因から数値が上昇してきていると認識している。 

  

委員：新型コロナウィルス感染症の関係で次期ガイドラインの策定を延伸するとの事で

あるが、どの程度延伸する予定であるか。 

市 ：新型コロナウィルスの状況を見ながら来年度に策定時期を改めて判断する。  

 

委員：議会には、先ほどの説明と同じで策定時期は未定ということで調整しているという

認識でよいか。 

市 ：その通りである。 

  

委員：延伸というのは、現在の目標値に対して結果を検証していくということでよいか。 

市 ：その通りである。 

 

委員：指標の算定に使っている人口は住民基本台帳の数値であるが、草津市は立命館の学

生が多く国税調査の推計人口と差異が大きい。推計人口を使用することで数値は

良化すると思うがどうか。 

市 ：他市においても住民基本台帳の数値を使っており、各数値の他市比較を行えること

から本市では住民基本台帳の数値を採用している。 

  

委員：財政規律ガイドラインの市民への公表はされているのか。 

市 ：市のホームページに掲載している。また、財政事情の公表を年２回行うことを条例

に定めており、ガイドラインの数値をそのまま掲載するのでなく、もう少しわかり

やすい形で広報紙に掲載し周知を行っている。 



4 

 

委員代表コメント 

 財政規律ガイドラインに基づく各種指標の管理を継続的にされることが大切である。 

次期ガイドラインの策定については、新型コロナウィルスの影響で不透明なところが 

あるが、現行の数値をいつまでも使っていられないので、変動することも想定しながら、 

策定時期を見極めていただきたい。 

 

委員長コメント 

 委員代表コメントと同じく、策定の延伸は１年程度と考える。また、数値自体は悪くな 

ることが想定されるが、目標を設定したうえで悪い指標をどのようにコントロールする 

かが重要であると考える。 

 

② 「公共施設の運営の効率化」（総務課） 

【総務課】 

≪総括評価シート・添付資料について説明≫ 

 

質疑応答・意見等 

 委員：公募、非公募、利用料金制の採用については、選定評価委員会が市長に具申して、

市で決定するということでよいか。 

 市 ：選定評価委員会で公募、非公募、利用料金制の妥当性について、具申書という形で

市に提出いただき市で決定している。 

 

委員：条件付き公募とはどのようなものか。 

 市 ：施設によっては法律によって求められる条件が定まっていることから、その部分 

を条件付としている。 

 

 委員：公募と非公募となる基準を説明いただきたい。 

 市 ：原則公募であり、施設の特性、設置目的から候補者が限定されるものを例外的に 

非公募としている。 

 

 委員：指定管理者制度の導入にはコスト削減の視点はあるのか。 

 市 ：市が直営で管理していた際の管理経費を上限に設定し公募を行うことから、一定の

価格競争によるコスト削減効果があるものと考えている。 

 

 委員：候補者からの提案、報告の際に施設の維持管理にかかるコストがしっかり反映出来

ているか確認することで、継続して安定的な運営が行えるものと考えるので、そう

いった視点で選定・評価を行っていただきたい。 

市 ：そういった視点を踏まえた評価方法等を検討していく。 

 

 委員：施設所管課の評価が指定管理者の自己評価と同評価であることから第三者評価を

加えたとのことだが、施設所管課の業務量が多いことが原因と考えられるか。 
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 市 ：施設所管課の業務量から第三者評価の導入に至ったわけではなく、制度の成熟が進

み、第三者によるチェック機能が必要となったものである。 

 

 委員：市立まちづくりセンターや地域まちづくりセンターは、コミュニティ事業団やまち

づくり協議会が指定管理者として指名され管理を行っているが、その構成団体等

が会議室等を利用する際の利用料はどうなっているか。 

 市 ：市立まちづくりセンターは利用料金制の施設であることから、貸館収入は指定管理

者の収入となる。 

また、地域まちづくりセンターについては、使用料金制であることから、貸館収入 

は市の歳入として処理を行っている。 

構成団体が使用する場合は、一般利用と同じ扱いとなるが、指定管理者の自主事業 

として使用する場合は料金を取らずに使用されている。 

 

  委員：公募となっている施設は競争環境が成立しているのか。 

  市 ：実際、公募であっても１社のみの施設もあり、必ずしも競争環境が成立している

わけではない。 

 

  委員：新たに指定管理者選定評価委員会での評価をされているとのことだが、現地視察

はすべての施設に委員会が視察しているのか。 

 市 ：次年度に選定を行う施設の中からいくつか選定して視察を行っており、すべてで 

はない。 

  

  委員：令和元年度の指定管理者の指定取消、辞退についてその理由を教えてほしい。 

  市 ：辞退については、児童育成クラブである。理由については保護者とのコミュニケ

ーション図りながら運営をすることが困難であることから、一旦選定作業に入っ 

たが指定の前に辞退となった。 

     指定取消については、市営地下駐車場である。理由については指定管理者の財政 

状況の悪化が原因であり、指定期間の途中であったが申し出により指定を取り消 

したものである。 

 

  委員：現行の評価の視点は、草津市が指定管理に出している事業の経営状況のみを評価 

していたのか。 

  市 ：そのとおりである。ガイドラインの見直しでは、過去３年間の法人全体の財務諸 

     表から確認を行い、危険性のあるものは公認会計士に依頼する等、早い段階で対 

処できるよう見直しを行う 

 

 委員：財務諸表の提出は毎年ではないのか。 

 市 ：毎年提出いただく。 
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  委員：指定取消後のフロー、現在はどうなっているのか。 

  市 ：取り消し後の運営は市が直営で行っている。今年の５月に新たな指定管理者の 

選定を行い、８月から新たな指定管理者での運営を開始する予定である。 

   

  委員：コロナの影響で大きい会議室を使いたいと思ったときに、近くの地域まちづくり 

センターに相談したが、なかなかうまくいかなかった。貸館使用料が指定管理者 

の収入となれば、もう少し柔軟な運用が出来のではと感じた。 

  

委員：ガイドラインの見直しは予定通り今年度行うのか。 

  市 ：その通りである。 

 

 委員代表コメント 

  評価する人がその施設をあまり利用したことがない人であれば、もっとこうしたら 

いいのにとか、実際使用しているからこそわかる改善点が反映されるのかが心配であ 

る。こういった使用者の声が反映できる仕組みであればもっと良い施設になると思う。 

  

委員長コメント 

   この計画期間に見直しを行い、ガイドラインも作成されている。また、選定評価委員 

会として外部評価も取り入れるなど、仕組みが作り上げられたので継続して取り組ん 

でいただきたい。ただ、全国的に指定管理者の取消・辞退が相次いでいるので、その予 

防の観点でガイドラインの見直しを行ってほしい。 

 また、新型コロナウィルスへの対応として、公共施設を安全に使っていただけるよう 

に、施設所管課と連携を図りながら見直しを進めていただきたい。 

 

 

③ 「職員の適正な配置」（職員課） 

【職員課】 

≪総括評価シート・添付資料について説明≫ 

 

質疑応答・意見等 

 委員：定員管理計画の見直しは予定どおり今年度行うのか。 

 市 ：今年度実施する。 

  

 委員：現在の計画では人口１万人当たりの職員数が 58.45となっているが、見直し後は 

増やす方法か。 

 市 ：行政需要を見ながら検討していく。  

 

 委員：職員の実数が令和２年度は昨年度と比較して 16人減となっているが、子育て等に

よる一時離職が多かったということか。 

 市 ：その通りである。 
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 委員：係制に移行した理由とその評価を教えていただきたい。 

 市 ：業務の繁閑に応じて対応ができるグループ制のメリットを継承しながら、職位と職

責を一致させることで、職員それぞれが担う役割を明確化することを目的に行っ

た。課長補佐や副係長という職位を設けたことで、上席の職責を意識した人材育成

が行えたと考えており、徐々にではあるが職位と職責の一致が図られつつある。 

 

 委員：退職された方のノウハウや経験を生かした再雇用制度について教えていただきた

い。 

 市 ：再任用制度ということで、退職後６０歳から６５歳までの５年間再雇用する制度を

設けている。 

 

 委員：職員採用の募集期間が年度によって違うが、通常は同じような募集期間となるので

はないのか。  

 市 ：基本的には８月に上級職の、９月に初級職および一部の専門職という形で実施して

いる。年度によっては年度末に当初の予定より退職者が増えたり、専門職で欠員が

生じた場合に追加募集を行っているためである。 

 

 委員：どのような試験を経て採用になるのか。 

 市 ：基本は３段階となっている。１次試験では、教養試験か SPI 試験を選択できるよ

うになっており、専門職については加えて専門試験がある。 

    ２次試験では集団面接と集団討議を行っており、保育士であれは加えてピアノ等

の実技試験を行っている。３次試験については個人面接を行っている。 

 

 委員：面接官は市の職員が行っているのか。  

 市 ：２次は課長級、３次はその上席クラスの職員が行っている。 

 

 委員：滋賀県の教員採用試験では、民間の方を入れて集団面接をされている。職員以外の

方が入ることで違った視点も加わり、採用後の活躍につながるかもしれない。離職

率を低下させる取り組みの参考としていただきたい。 

 

委員：育休代替任期付職員の任期は。  

 市 ：該当の職員が育休を取得する期間である。 

 

 委員：令和２年度であると保育士・幼稚園教諭が１０名、保健師２名、社会福祉士１名を

育休代替職員として採用されたということか。 

 市 ：その通りである。 

 

 委員：専門職 については自治体で取り合いになっていることを聞いている。募集に対し

てそれに見合う応募があり、定数を満たすことができたのか。 

 市 ：多くの応募があったわけではないが、定数どおりの採用が行えた。 
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 委員：任期付職員の更新や正規職員への転換のような制度はあるのか。 

 市 ：無期雇用の正規職員への転換および更新の制度はない。 

 

 委員：土木職の採用は難しい状況なのか。 

 市 ：土木職、機械職については応募が少なく難しい状況である。  

 

 委員：定員管理計画の概要では土木部門に多くの職員を配置しているとなっているが。 

 市 ：他市と比較すると比較的多くの職員を配置できている。 

 

 委員：橋や道路の修復が専門職の不足により、できないとの報道を見たが草津市ではどの

ような状況か。 

 市 ：他市に比べて社会基盤整備が多いが、優先順位をつけながら対応できているものと

考える。 

 

委員：会計年度任用職員は何名いるのか。 

 市 ：令和２年４月現在で８７８名となっている。 

 

委員：会計年度任用職員の正規職員への採用制度は整備したのか。 

 市 ：正規職員の試験を受けるにあたって、ほかの方より優遇される制度はない。  

 

委員：会計年度任用職員の方が中途採用として採用された事例はあるのか。 

 市 ：ある。 

 

委員：定数の算定は住民基本台帳を基に実施されているが、国勢調査の推計人口を使用 

することは検討されないか。 

 市 ：基準値については、類似団体との比較をしている。草津市は住民基本台帳の数値と

国勢調査の数値の差が大きいのでご提案の内容についても検証できればと思う。 

 

委員：指定管理を導入した施設から引き揚げた職員の配置はどうしているのか。 

 市 ：こうしたことを見越した定員管理を行っており、子育て分野など行政需要が高く 

なって分野への拡充を行っている。 

 

委員代表コメント 

 職員の皆さんは日々大変苦労されていると思う。定員管理ということで数の適正の議 

論であったが、それ以上に働く職員のモチベーションが非常に重要。職員の専門性をいか 

に育てていくか、複線型人事制度については、またはっきりと見えない部分がある。新型 

コロナウィルスへの対応など非常に業務量が増えているところであるがそういった視点 

で取り組みを行ってほしい。また、正規職員よりも会計年度任用職員の数が多い現状も 

あることから、そういった職員のモチベーション向上にも取り組んでいく必要があると 

考える。 
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委員長コメント 

  財政状況が厳しくなることが想定されることから、財政規律ガイドラインの目標値と 

もすり合わせる形で、目標値の設定を慎重に行っていただきたい。 

 

④ 「人材育成の基本」（職員課） 

【職員課】 

≪総括評価シート・添付資料について説明≫ 

 

質疑応答・意見等 

 委員：草津市人材育成方針は何年に策定されたのか。 

 市 ：平成２９年度に策定し、その後係制への移行を行ったことから改訂を行っている。 

  

委員：評価制度の見直しは終わっているのか。 

 市 ：現在行っているところである。基本方針の改訂と合わせて行う予定である。 

  

委員：人材育成基本方針の目指す職員像と評価制度がうまくリンクできていない印象が

ある。見直しにあたっては連動させるようにしていただきたい。 

 

委員：職員間のコミュニケーションがうまくいっていれば、動きも早くなるし、市民に対

してもいい対応ができると思う。仕事は一生懸命されているが、職場は仕事のしや

すい雰囲気になっているのか。 

 市 ：職員として共通の方向性を見ながら、所属間で連携することが重要であると考えて

おり、そういった視点を基本方針の中に盛り込んでいかなければならいと考えて

いる。 

  

委員：現行の基本方針では、ジェネラリストしか育たないように感じる。市役所の仕事は

多岐にわたり、それぞれの業務で高い専門性が必要であり、特に事務系の職員の専

門性を育てる工夫が必要であると思う。  

  

委員：団塊の世代の職員の大量退職に伴い、若年層の職員が増えているというのは、他の

自治体も同じではないかと思うが、草津市の職員の平均年齢が低いというのは特

有の要因があるのか。 

 市 ：本市の一般行政職の平均年齢が３８．１歳となっており、他市は４０歳から４５歳

の市町が多い。採用時期の違いなど過去の経緯からこのような差が生まれている

と考えている。 

  

委員：新型コロナウィルスの対応によって、職員に過度の負担がかかっていることを報道

で見かけるが草津市の状況はどうか。 

 市 ：メンタルを原因とした休職者は平成２８年度には年間通じて１０名程度であった 

    が、昨年度は１９名となっている。ただ、コロナ対応にあたって休職者が増加して
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いるという現状はない。 

  

委員：在宅勤務で具体的に進めていることはあるか。 

 市 ：平成３０年１月からテレワーク制度を導入している。自宅から専用端末を使用して

職場のパソコンを遠隔操作することで、職場と同じデータ環境で業務が行えるも

のである。今回の新型コロナウィルスに起因した２交代制では、専用端末を必要数

数準備することが困難であったため、通常業務で使用しているパソコンに必要な

データを移したうえで、在宅勤務を実施した。しかし、すべてのデータを持ち帰る

ことができず、実施できる業務が限定されたことや、窓口課で対応する職員が少な

くなることで、来庁者の待ち時間が長くなるなどの課題があることから、在宅勤務

の実施方法について継続して検討しなければならないと考えている。 

 

委員：在宅勤務における評価は定めているのか。 

 市 ：テレワークは原則週２日までとしていることから、まったく上司の目が届かないと

いう状況ではなく、また在宅勤務での成果物を確認するようにしており、別途在宅

勤務に応じた評価基準は設けていない。 

  

委員：コロナの収束が見えない状況であることから、パソコンや情報リテラシーの課題が

あると思うが、在宅勤務については本気で検討していくべきだと感じる。その結果、

自宅で子育てをしながら働けるということにつながるかもしれない。草津市はぜ

ひ先進的に取組んでほしい。 

 

委員：複線型人事制度が進まないのはなぜか。 

 市 ：毎年自己申告書を提出し、各自どういった分野で活躍したいかなどなど個人の希望

等を聞きながら人事配置を配慮しているものの、管理職を目指す職員と管理職に

ならず専門分野で専門性を高める職員に分け、処遇に反映することはしていない。

理由としては職員の若年化が進む中、管理職のなり手不足が危惧されることなど

から制度化には至っていない状況である。 

  

委員：職員提案制度は比較的順調に進んでいる認識でよいか。 

 市 ：職員提案制度では「業務改善提案」と「新規アイデア提案」の２つに分けて募集を

行っており、「新規アイデア提案」については毎年テーマを変えて募集を行ってい

る。近年は働き方改革の関連テーマを設定していることから、比較的提出数は多い

傾向にある。以前は提案があっても実現することがなかったが、ここ数年は実現す

る提案も出てきており、そういった意味でもよくなってきていると考えている。 

  

委員：職員提案は政策研修の受講者以外でも出すことができるのか。 

 市 ：職員であれば誰でも出せる。また個人ではなくグループで出すこともでき、特に制

限は設けていない。政策研修受講者へは研修の成果を生かしてもらうため提案を

勧奨しているものである。 
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 委員：専門性を高めると、市役所ではなく外部に出ていく人材も出てくると思う。 

そういったことを許容しないと、職員のモチベーションを向上させることは 

難しいように感じる。定年まで市役所にいることを前提にコンピテンシ―モデ 

ルを作るのではなく、そういったことを受け入れる覚悟が必要であると思う。 

   

 委員：講演や雑誌等の執筆等を職場として推奨することも必要ではないか。資格 

    取得や新たなことにチャレンジすることを組織として応援、支援するという 

姿勢が非常に大切だと感じる。 

  市 ：職員には職務専念義務があり、副業は原則禁止であるが、講演や執筆については 

一部免除規定もあることから申請を出したうえで行うことは可能である。 

また、資格取得等の支援については、福利厚生の制度の中で一部そういったこと 

を行っている。 

 

委員代表コメント 

 ジェネラリストの育成はうまくいっているように感じるが、スペシャリストの育成が 

不十分だと感じている。本日に限らず真面目に一生懸命努力されていることは評価でき 

る。だが、真面目だけではなく、少し型破りな職員がいることで組織がこじんまりとせず、 

結果として人材育成がうまくいくように感じる。 

 

委員長コメント 

  基本的には非常にうまく取り組んでいると感じる。人材育成基本方針を実現する 

ために、様々な制度と連動させることでより良いものになると強く感じた。 

 

 

公開ヒアリング全体に対する委員のコメント 

委員：職員がこんなに頑張っていることが市民には全然伝わっていない。 

 

委員：市民と職員がもっと密接な関係を築いていける機会が増えればいいと感じる。 

 

委員：本日のような機会はとてもよかった。今後も続けていただければと思う。 

職員の皆さんのモチベーションが市の運営に大きく関わってくると感じるので、

人事異動の際の引継ぎをしっかりやること、所属の垣根を越えて連携することで 

職員間のコミュニケーションが図られると思う。その結果が市民にとってもいい

形でつながってくると感じた 

 

委員：コツコツ真面目に取り組んでいただいているという理解でいる。ただ、現在の状況

のように何がいつ起こるかわからない時代である。決めた方針に従って一貫して

取り組んでいくことも大切だが、決めたことにとらわれず職員の方には柔軟に取

り組んでいっていただきたいと思う。 
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委員：ヒト・モノ・カネの観点から事業を選定しヒアリングが行えたことは非常に有意義

であった。 ヤフーで財政用語解説と検索すると草津市で作成されたものがトップ

に上がってくる。よく取り組んでいただいていると感じている。 

   予算等についてもそうだが、一旦決めたから絶対にそのとおり行うのではなく、 

弾力的に取組んでいただきたいと思う。 

 

委員：わかりやすく説明いただきありがたく感じている。災害などの緊急事態には前面に

立って取り組まれるのが市の職員だと思う。優秀な方が多くおられると思うので、

これからもよろしくお願いしたい。 

 

委員：財政について、きっちり取り組んでいただいていると感じた。若い世代の負担が増

えないよう、過剰な行政サービスとなっていないかバランスととりながら、取り組

んでいただきたいと思う。公共施設については施設によっても年齢やニーズが異

なると思うので利便性の向上に努めていただきたいと思う。また、自治体のサービ

スはあって当たり前と思われがちだが、当たり前のサービスを当たり前に提供す

るには大変な準備等が必要である。 

 

委員：行政はスペシャリストを育成しにくい環境にあるように感じる。許認可や営利が伴

う業務には長くつくことができない。個人個人が達成感を感じられる様、業務にあ

たっていただきたいと思う。仕事が面白いと思える環境づくりをしていっていた

だきたい。 

 

委員：草津市の職員は真面目でよく頑張っていると毎回思うが、何か一つ足りないように 

も感じる。スペシャリストが育つような環境があってもいいように感じる。学生に 

公務員のイメージを聞くと時間にルーズなイメージがあるようだ。メーカーであれ 

は一つのものを作りあげるのにどれくらい時間がかかったかを厳密に計っている。 

公務員は好き放題に仕事をさせ、しているように感じるので時間に対する意識を変 

えていく必要があると感じる。 

 

 委員：こういった機会があると行政職員に対する見方も変わってくるので、非常に良かっ 

たと思う。本日説明してくれた課長級の方は市の経営に一部携わっておられる。 

上に立つ人がいなくなると組織は崩壊する。次世代の経営者をどう育成するかが 

大きな課題である。技術のスペシャリストも重要だが経営のスペシャリストを育 

成するといった視点でこの委員会からも提案が出来ればと思う。 

 

閉会 

【堀田総合政策部理事】挨拶 

  長時間にわたり、ありがとうございました。本日いただきました御意見を反映しながら、

再度、各アクションプランの振り返りを行いまして、次期計画の策定を進めてまいります。 

  引き続き、御協力を賜りますようよろしくお願いします。 


