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平成２９年度 第１回草津市行政システム改革推進委員会 会議録 

 

■日時： 

平成２９年７月１４日（金） 午前１０時００分～１１時５０分 

■場所： 

市役所４階 ４０１会議室 

■出席委員： 

石井委員、八幡委員、中委員、黒川委員、花澤委員、進藤委員、山口委員、遠藤委員、 

上野委員、坂森委員 

■欠席委員： 

なし 

■事務局： 

善利副市長、田中総合政策部理事、永原課長、島川専門員、村木主査、山本主任 

■傍聴者： 

なし 

 

開会 

 

 

１．あいさつ 

【善利副市長】 

委員の皆様におかれましては、御多用のところ御出席を賜り、厚くお礼申しあげます。 

さて、この度、皆様には、今年度から開始しております、第３次草津市行政システム

改革推進計画の着実な実行と改革の成果を確実なものとするため、専門的な見地から、

また市民の視点で幅広く、御意見、また、御指摘をいただきたく、当委員会の委員とし

て委嘱させていただいたところでございます。 

全国的には少子高齢化、人口減少社会に突入しております中、本市は現在のところ、

全体的に人口増加が続いており、高齢化率も全国と比較して低くなっておりますものの、

近い将来において、同様の課題に直面することは避けられないものと認識しているとこ

ろでございます。 

そのような中、平成２５年度から４年間で取組を進めました、第２次草津市行政シス

テム改革推進計画期間におきましては、市政運営の基本であります「協働のまちづくり」

を進めるうえで、各学区の拠点となる「地域まちづくりセンター」を開所し、地域の皆

さんが主体となる新たな管理運営を開始いただいておりますし、また、財政規律に関す

る条例の制定によりまして、財政規律を確保し、将来にわたって健全で持続可能な財政
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運営を行うことを市民の皆様とお約束するなど、市民サービスを安定的かつ継続的に提

供し、市民福祉の向上を図っていくための改革を進めてまいりました。 

今年度から始まる第３次行政システム改革推進計画におきましても、第２次推進計画

の改革理念でございます「持続可能な共生社会の構築」を継承し、「協働のまちづくり

の推進」と「自律的な行政経営」の 2つを改革の方向性として、不断の行政システム改

革の推進を図っていく所存であります。 

詳細につきましては、後ほど、事務局からご説明いたしますが、委員の皆様におかれ

ましては、行政システム改革の推進に何卒格別の御協力・御支援を賜りますようお願い

を申しあげまして、挨拶とさせていただきます。 

 

 

２．委員自己紹介、事務局紹介 

 

 

３．草津市行政システム改革推進委員会について 

＜資料２ 附属機関設置条例と規則について説明＞ 

 

 

４．委員長、副委員長の選出について 

委員より、事務局に一任する声あり。 

事務局が指名することに対し、一同了承。 

事務局が石井委員を委員長に、黒川委員を副委員長に指名し、一同了承。 

 

 

５．第３次草津市行政システム改革推進計画について 

【事務局】 

＜委員会における議題および進め方について資料３に基づき説明＞ 

＜第３次草津市行政システム改革推進計画および資料４－２について説明＞ 

・本計画（平成２９年度～３２年度）は第２次行政システム改革推進計画における改

革理念および方向性を継承することを基本とし、「持続可能な共生社会の構築」に

向けた「地域経営のための公共の再編」を行うため、「協働のまちづくりの推進」

と「自律的な行政経営」の２つを改革の方向性とし、その推進にあたり１８項目の

アクション・プランを定めている。 

・資料４－２はアクション・プラン１８項目の今年度の取組内容を実施計画として作

成したものであり、来年度当初にその結果を総括し、当委員会で検証し公表する予
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定をしている。 

・工程表は各担当部署において４年間の計画全体を見据えながら各年度当初に一年

間の実施計画を立て、年度末に期末評価を行い、次年度は昨年度の実施結果と４年

間全体における進捗状況を確認しながら同じように一年間の実施計画を立てる、と

いったＰＤＣＡサイクルを行いながら計画期間の進捗状況を確認できる仕組みと

なっている。 

・本日は時間の都合上、事務局にて今年度の主要事業をピックアップした資料４－１

に基づき説明をする。 

 

委員長：資料４－２の３ページの広域連携について、どういうところと何を目的として

連携しているのか伺いたい。 

 

事務局：こちらは企画調整課が担当し、それぞれの協議会等はおおむね情報共有や事務

の効率化を趣旨としている。草津・栗東広域行政協議会については、以前から

広域行政について両市で連携を図ること等を目的として開催している。最近は

草津川跡地整備事業における両市にまたがる区間についての協議や、草津市営

火葬場についての協議をされている。栗東市には火葬場がないため、栗東市民

の多くの方が草津市営火葬場を利用されている状況がある。湖南広域行政組合

については、消防署やし尿処理等共同で行っている。京都都市圏自治体ネット

ワークについては、京都都市圏の自治体が集まって各自治体の状況等の情報交

換をしている。おうみ自治体クラウド協議会については、主に湖南地域の６市

から構成され、基幹システムの共同利用による経費節減や事務の共通化を図る

こと等を進めている。 

 

副委員長：主管課が担当部署①だと思うが、担当部署②、③など複数にまたがっている

ものについては、当委員会でどういう形で議論を進めていくのか。 

 

事務局：各課の取組についてまず事務局でとりまとめを行っている。また、各課におい

て外部委員会を持っているところもあり、踏み込んでいくことは越権的なとこ

ろもあるので、あくまで取組の方向性といったところの意見を担当原課にフィ

ードバックしていく。 
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【事務局】 

＜今年度の主要事業３つのうち、資料４－１に基づきアクション・プラン No5につい

て説明＞ 

・国の事業である業務改革モデルプロジェクトを活用して窓口業務改革（総合窓口化、

アウトソーシング）に取り組む。 

・将来的には近隣市との共同アウトソーシングも検討していく。 

 

委員長：大規模自治体では既に導入されているが、１０～２０万人規模の自治体ではあ

る意味先進的であると思う。 

 

副委員長：委託に出すということで、今回契約職員の雇用環境の変化の議論も含まれて

くるのか。 

 

事務局：そのとおり含まれてくる。本市では１５００人ほどの職員がいるが、半分が非

正規職員であり、アウトソーシングをする際に非正規職員の仕事が委託に移る

ということも考えられる。その場合、アウトソーシング先の事業者が上記の非

正規職員の受け皿になっていただき、非正規職員にとって雇用主体は変わるが、

勤務場所は変わらないといった工夫をされている事例もある。ただ、うまく移

行できるかといったところや、委託先事業者について一社に長年委託するので

はなく、評価を行いながら、一定期間で順次変わっていくことも十分考えられ

るのでその調整等、他市の事例も参考に十分検討していかなければならないと

考えている。 

 

委 員：資料４－１の４ページのアウトソーシングのイメージ図において、課をまたい

で窓口を一体化するイメージだが、市役所はどちらかというと縦割りだと思う

が、そこでの混乱はないのか。 

 

事務局：その点も十分注意しなければならないところである。課のセクションで分ける

のではなく、ある業務を切り出して総合窓口課という１つの課を作るのも一つ

の手段かと思う。窓口のあり方についてはメリット・デメリットを踏まえなが

ら検討していきたい。 

 

委 員：将来的にはおうみ自治体クラウド協議会で標準化していきたいとのことであっ

たが、草津市は財政的に余力があると思うが、財政的にあまりよくないところ

とどう標準化していくのか。 
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事務局：標準化を目指しているのは業務のやり方という部分である。例えば、申請を受

け、交付物を渡すという一連の中で、法律に則りやっていることは同じである

が、処理のところで微妙なずれがある等各市の運用が異なるところがあるかと

思うので、それを標準化、さらには効率化していきたい。また、財政面の差が

ある点はどこの市もコスト削減を図るべく悩んでいるが、単独ではコストメリ

ットが出せなくても共同ですれば効果が高まるので、まずは本市で検証してそ

の結果を公表してそれを基に判断して手を挙げてもらうといったところから

始まると考えている。 

 

委 員：イニシアティブをとりたいということか。 

 

事務局：草津市が先行してやっていきたい。従来職員課が行っていた給与計算事務を今

年からアウトソーシングしているが、委託先事業者は本市にとどまらず、近隣

他市への参入という次の展開を期待している。 

 

委 員：総合窓口で対象とされているのは各ライフイベントに伴うものとあるが、もっ

ぱらそれに関するものだけか。窓口業務は各課たくさんあると思うが、それも

全部横断する形で作ることまで考えているのか。 

 

事務局：まずは転入・転出に伴う待ち時間の短縮をしていきたいと考えている。ただ、

福祉関係の窓口では申請のタイミングで相談も併せてされることも多いため、

相談も伴う業務を総合窓口で扱うことは難しい。もっとも、切り分けて扱うこ

とができる業務があればそれも含めていきたい。まずは一般的なところを集約

して段階的に広げていきたい。 

 

委 員：総合窓口は一つの部署を作るのか、それとも今の市民課の一部に作るのか。  

 

事務局：検討はこれからになる。総合窓口を実施している市区町村において運営形態は

統一されておらず、業務の状況やフロアのレイアウト面も絡んでくるので形態

についてまだ決まっているわけではなく本市に適した形をこれから検討して

いく。 

 

委 員：今まで非正規職員に直接指導・指示できたことが、委託だと委託先の従事者に

対して指示ができないため、うまく整理しないと余計に混乱することも考えら

れる。同じ課にいるのに直接指示できないと混乱しかねないので、委託するな

ら一つに集めてしまうのはどうか。 
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事務局：おっしゃっていただいているように偽装請負の問題は大きな課題であり、実際

にある自治体では偽装請負であると労働局から是正指導を受け、その結果アウ

トソーシングが一部後退した事例もある。そうならないよう、まずはマニュア

ルを細かく作成していくのはもちろんのこと、先進地の取組を十分に調査・研

究して進めていきたい。テクニックの一つとして、最初は直接指導できる派遣

の形態をとってマニュアルを一緒に作り、ある程度成熟してきたところで委託

契約に切り替えていくという手法を採っている例もあり、参考にしていきたい。 

 

委員長：総合窓口というのは市民が窓口で手続きをする際に、ワンストップなので今ま

でのようにあちこちの窓口に行かずとも複数の手続きが一つの窓口で受付さ

れ、交付を受けられるといったものだが、この部分をアウトソーシングした場

合、審査するために後ろで控えている市職員が受付にいる従事者に直接指示で

きない。従事者に対して直接指示をすると偽装請負になるため、指示をすると

きは委託先事業者のマネージャーと市職員がやり取りをして、それをマネージ

ャーが従事者に伝えるという仕組みをきちんと作らなければならない。もう一

つ心配されるのが情報の管理であるが、万が一漏えいした場合は、役所であろ

うと民間事業者であろうと罰せられるため契約の下できちんと担保すること

になる。 

 

委 員：災害時のときはどうするのか。委託先の社員の方が災害に遭われたり、本市が

災害に遭った場合の対処も考えておかないと、人員が削減されて災害時に何も

機能が働かないといったことでは困るのでマニュアルを揃えておいたほうが

いいと思う。 

 

事務局：契約の中で災害時の対応や、また併せてリスク分担の面やどこまで誰がどの役

割をするのかといったことも整理したい。 

 

委 員：資料４－１の４ページで『現在の手続きフロー』を見る限り、普通の流れのよ

うに思え、市民にどういう負担をかけているかが見えてこないのでもう少し具

体的に現状を説明いただきたい。 

 

事務局：『現在の手続きフロー』は転入手続きを例にとり、お客様が市民課で転入届を

届出され、その他必要に応じて保険の窓口など各課でも手続きをされる流れを

表している。各課で申請書を記入し、その際住所や氏名などを各課ごとに何度

も書く必要があるというのがまず一つある。その改善として、他市では申請書
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を複写式にして共通して必要な住所や氏名などの情報を一度の記入で済ませ

ることで負担を軽減している例がある。もう一つは申請書に記入された内容を

各課で個別に入力をしているので、同じデータを市役所内の別の部署でまた入

力するという重複した作業を行っている点である。それを一つの窓口で行える

と、時間短縮になると考えている。個別相談があるような場合は各課で手続き

をしてもらい、一般的な転入・転出と、個別の場合とを切り分けることによっ

て、１００人の方が来られたら１００人が同じ時間を待ってもらうのではなく

て、分けて対応することによって効率化を図りたいと考えている。 

 

委 員：一般的なケースとそれ以外を分けることと、待ち時間の短縮との連動性が見え

てこない。 

 

事務局：市民課を考えたときに、現状だと、住民票を申請される方や印鑑登録をされる

方など様々な用事で来られるが、それらを順番に処理している。また、複数の

課で手続きが必要な場合だと、市民課で順番を待ち、終わればまた次の保険の

窓口でも順番を待ち手続きをするといった流れになっているので、最初に内容

による区分けをすることで時間短縮を図るということを目指している。 

 

委 員：アウトソーシングと業務の一元化とは全然違うと思う。アウトソーシングをし

なくても、総合で一元化してシステムで連動すればすぐ済むことであると思う。 

 

委員長：総合窓口化とアウトソーシングは別の話である。段階として、まず総合窓口の

業務設計を行い、総合窓口化をしてどれくらい時間短縮効果があるかという市

民にとってのメリットを出す。次はそれをアウトソーシングしたらどれくらい

コスト効果があるかという別の話であり、分けて検討をしなくてはいけない。 

 

委 員：そのとおり別のことであると思うが、資料はアウトソーシングがメインになっ

ている。また、先ほど非正規職員の割合が半分であると伺ったが、アウトソー

シングをすると相当いろんな形で組織改革を行うことになり、長年いた職員が

異動するなど職員に対する教育・研修が大変であると思う。その点はどうか。 

 

事務局：おっしゃるように、総合窓口化とアウトソーシングは別の話であり、まずは総

合窓口化を検討する。ある程度の業務が集約されると、そこにアウトソーシン

グの可能性が生まれる。そこで次のステップとして、アウトソーシングを検討

するといった流れである。 
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委員長：アウトソーシングするためには誰がやってもほとんど間違えないといった事務の

標準化をしないといけない。個別対応のものはアウトソーシングできない。  

     

委 員：この資料だけを見るとアウトソーシングをしたいがための業務改革モデルプロジ

ェクトに見える。窓口業務を総合化するのだったら単なる組織改編で、３か月後に

できそうなことである。それを無理に進めてアウトソーシングにもっていきたい

という資料にしか見えない。ここにメリット・デメリットとして何があるのかとい

うのがもう少しわかるとありがたい。  

 

委 員：いずれにしても進めてもらわないといけない。 

 

委員長：そもそもまだ検討しておらず、これは案であるので、メリット・デメリットも次の

１０月の段階では整理できているのではないかと思う。 

 

副委員長：おそらくＰＰＰの意味合いである。直営でやるよりも切り取って民間に出したほ

うが良いアイデアが出やすいというのが進めている理由であると思う。私がいた

ＪＩＣＡでも観光推進の研修が日本でもたくさん行われている中、それをアウト

ソーシングした。実際やっていただくと、直営でやるよりもはるかに色々な人脈や

ネットワークがあって良い内容ができる。やってみるまではわからない部分はあ

るけれども、基本的な考え方はＰＰＰでやった方が、役人が直営でやるよりも色々

なアイデアが出るというところであると思う。まずは切り出して何とかならない

か。その提案を受けて、我々がそれはダメだというような議論をしていけばいいの

ではないかと思う。 

 

委 員：最後に業者を選んでいく際は、我々は検討するのか。一番大事なところであると思

うが、誰が決めるのか。 

 

事務局：業者の選定はおそらくプロポーザル方式で行う。提案をいただいて、その提案内容

で市役所が決めていく形になると思う。 

 

委 員：それは市民が全く関与しないということか。行政の職員だけの目で選ぶのか。 

 

事務局：そのとおりである。 

 

委 員：それでいいのか。それがずっと疑問に感じている。最終導入するとき、一番大事な

ところである業者を選ぶときにそれを市役所が決め、アウトソーシングを導入す
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るとなったときに、市民の意見が全く反映されていない。それはどうなのか。 

 

事務局：今はアウトソーシングの話であるが、公共の施設では市が事業者を募集し、指定管

理者選定委員会を経て、指定管理者を選んできている。 

 

委 員：全く我々市民の意見が反映されていない。施設を使ったときに不満が出ている。市

民の声が全く聞かれておらず、市民の使う場所が指定管理者の意向で好き放題さ

れていると思うところがある。検討するときは市民の意見を聞いて、最終的に業者

を選ぶときは市役所が決めるというやり方がいいのか疑問である。 

 

事務局：市民の方の意見を聞くとなった場合に、色々な意見が出てくると思うが、それをど

ういう形でくみ取って判断材料にするのかというのが難しい。 

 

委 員：パブリックコメントでいいのではないか。 

 

委 員：それか審議会や協議会はどうか。そのために開いているのではないのか。 

 

委 員：協働のまちづくりの計画を出したときも、まずはパブリックコメントを行って、出

てきたコメントを見て、審議会で計画に反映させるという流れであった。今回だと、

業者を決める段階で審議会に下ろす、パブリックコメントを行う、出されたコメン

トをもって審議会でもう一度協議をするというのが時間はかかるが一つのやり方

ではないか。 

 

事務局：指定管理は選定委員会があるので市民の意見は聞いている。そうであったとしても

色々な意見を持っていらっしゃるとは思うが、なかなか全員の意見を満たすよう

な選定は難しいとは思う。各施設とも指定管理選定委員会にかけて意見を聞いた

上で決定しているので全く市民の意見を聞いていないわけではない。 

 

委 員：今回の件も最終的に聞くべきであると思う。 

 

委員長：第三者委員会での審査にするか、それとも行政内部で行うのかというのは今後検討

いただきたいと思う。 

 

事務局：プロポーザル方式であるので金額だけで決めるのではなく、総合評価で決めていく。

その評価の中にどういった形で加味していくか今後検討していきたい。 
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事務局：今クリーンセンターの建て替えを行っているが、その維持管理の業者についても技

術的な部分を反映させるべく、第三者委員会をつくってそこで検討することにな

っていたと思う。今回がそうなるのかは別にして、そういう視点で考えていくのは

大事なことであるので、ご指摘いただきありがとうございます。 

 

【事務局】 

＜資料４－１に基づきアクション・プラン No8、10について説明＞ 

・新規事業の開始（ビルド）と同じように業務のスクラップ（廃止、縮小、手法の直

し）についても工程表を作成した上で、課題整理や手法の検討、関係者等への説明

を行い、計画的に進める必要がある。 

・使用料等について３～５年ごとの見直しを行っており、今年度４年振りに見直しを

行う。 

 

委員長：業務見直しについて、４５事業出ているということだが、事業費は総額でどれ

くらいか。 

 

事務局：現在整理中ではあるが、概算で１億４千万円である。 

 

委 員：４５事業は公表できないのか。 

 

事務局：現在、検討段階で調整が必要であるため、公表できない。また、先ほどの１億

４千万円というのは、原課や我々が考える案がうまくいった場合の金額である。

市民サービスに影響する部分もあるため、スクラップしていく上で今後市民の

方の意見や議会にも聞いていく中で変わってくるのであくまで参考額である。 

 

委員長：今まではスクラップしようと思ってもなかなかできなかったので、意識が変わ

ってきたのではないかと思う。 

 

委 員：原課から１５事業も上がってきたというのはすごいことだと思う。行政という

のは計画すればそれを絶対にやるというのが典型的なパターンで、そんな中で

自らの意志でスクラップしようとする草津市は大したものだと思う。 

 

委 員：資料４－１の７ページの基準の中の、「行政サービスとして水準が高すぎると

考えられる事業等」というのがどういうものかわからない。 

 

事務局：例えば、ある制度を始めるときにはどの水準までやるのかといった視点で、他
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市の事例を参考にするのだが、年月が経ち他市が制度を縮小、廃止している中

で変わらず高い水準でやり続けている状況などを指している。始めたときは目

的や狙う効果があるわけだが、止めるタイミングを逸してしまい、ずっと同じ

やり方で続けている状況を横並びで見たり、今現在の視点で見直すということ

である。 

 

副委員長：一つ例を紹介すると、高島市では「リアルタイム高島」というメール配信サ

ービスを行っており、防災の情報から料理教室や行方不明情報などあらゆる

情報を発信している。サービスとしては非常に高い水準で、まさにこれに当

てはまるのだが、これはやり始めると止まらないため、草津市もやっている

が、これは見直した方がいいと思う。もし、続けるのであればそこに広告を

入れて、そこから入る収益で一部外部委託する等をしないと、市民には喜ば

れていると思うが相当大変である。 

 

委 員：スクラップ事業には協議会や審議会も入るのか。重複する審議会があると聞い

たりする。中には、無駄な協議会があると思われるが、そういうのもスクラッ

プ事業に含まれるのか。 

 

事務局：協議会に重複があって無駄ではないかと挙げていただくのは構わない。見直し

の対象になるかどうかでいえば対象になる。 

 

委 員：今回初めて参加させていただいているが、行政改革システムについてなかなか

意見が言えないでいる。 

 

委員長：自分の気になることがあればそれを言っていただければいいと思う。 

 

委 員：改革というのは専門家からは生まれず、一市民が発する意見によって改革が始

まるのでわからないままでもどんどん発言していただければいいと思う。 

 

事務局：おっしゃっていただいたことは、本市が進めている「市民参加」の課題の部分

であると考えている。市は市民の方に参加してほしいとお願いする中、その内

容を市民の皆様にわかるように伝えたうえで意見をいただけるように我々が

工夫をしていかなければならない。本日は計画や流れという大きい話をしてい

るが、これからは一事業の細かな話などより手触り感のある議論にしていくべ

きであると考えており、そこで気づいたことをおっしゃっていただければと思

う。 
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委 員：他市を参考にすると伺ったが、草津市特有の場合はどのように考えるのか。 

 

事務局：財政規模や人口規模が近い類似団体の事例を参考にしたり、規模は取り払って

個別に同じことをやっているような市に聞く等色々な角度から情報を集める。

ケースバイケースである。 

 

委員長：使用料等については以前の委員会でも取り扱い、相当程度削減でき、また標準

化もしたので、基本的にその考え方を踏襲して時点修正をしていく。内容につ

いては次回の委員会で状況を報告いただく。スクラップロードマップについて

は、具体的な事業の名前というよりも進捗状況を説明いただければと思う。 

 

委 員：使用料等の適正化について、例えば貸館において１７時で閉めるのではなく２

０時まで利用時間を延ばすことでより有効に活用できるのか、単なる単価の話

だけではなく現在の利用状況と市民のニーズからみて時間という面でも検討

してほしいと思う。 

 

委員長：公共施設の貸館についてはすべてシステムで予約できるのか。 

 

事務局：全てではないと思う。 

 

委 員：まちづくりセンターでは窓口に直接電話をかけて予約している。予約状況はネ

ットで確認できるが、予約は直接する必要がある。 

 

委員長：多くの方がスマホを持っている時代だが、応募が多くて逆にそうしている場合

もあるかもしれない。 

 

委 員：登録団体の区分によって、団体であれば早くから申込みができる。 

 

委員長：稼働率が低いところがあれば、貸出しをどうすれば促進できるか検討したほう

がいい。 

 

委 員：公共施設は年に一回、草津市がこれを事業で使うといったことを出していなか

ったか。それは体育館だけであったか。 

 

事務局：大会等のイベントがあるため、この期間は使えないといったことは年度当初く
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らいに通知しているかと思う。 

 

委員長：市主催の事業等は先に押さえておかないとイベントができないということはあ

ると思う。 

 

委員長：今回３つの事業がメインになってくるが、アクション・プランに沿ってその他

も進めていただいて、当委員会で途中段階の状況について次回以降議論したい

と思う。特に公民連携手法の活用については、色々心配な事項もあるので市民

のメリットや行政コストの削減が数字でわかるように整理したうえで説明い

ただきたいと思う。 

 

閉会 

【田中総合政策部理事】 

皆様本日は大変お忙しい中、当委員会にご出席を賜り様々な角度から非常に貴重な

ご意見を賜りまして本当にありがとうございました。今後、本市の行政システム改革

のさらなる推進に向けまして委員の皆様には色々とお世話をかけることになりますけ

れども、今後ともよろしくお願いを申し上げまして本日はお開きとさせていただきた

いと思います。 

以上 


