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草津市では、平成28年度のイクボス宣言を皮切りに働き方改革の取組を進めています。

平成30年度は、「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に積極的
に取り組むことにより、政策の質や行政サービスの向上を図るとともに、職員が健幸でやりがいをもって働き、成長できる環境づくりを進めることを目的として取組
を強化しています。

今後の人口減少、超高齢社会の局面を控え、税収減等の要因が、自治体経営に影を落としてくることになります。
こうした経営資源が大きく制約されることを前提に、自治体が本来担うべき機能を発揮できる仕組みが必要と言われており、自治体は持続可能な形で住民サー
ビスを提供し続けなければなりません。

そのために草津市ではこのほど、改革をより強力かつ着実に進めていくために、働き方改革の目指す姿と、その実現に向けた3年間（平成31年度～平成33年度
）の取組内容をロードマップ 「Kusatsu Smart Project」として策定しました。

今後3年間、このロードマップに沿って働き方改革を進めていきます。

改革に当たっては、第3次草津市行政システム改革推進計画の理念である「持続可能な共生社会の構築」を目指し、市民目線での業務の効率化やICT化等を進
め、それによって生み出された時間や人的資源を、より付加価値の高い業務に充てることによって、市民サービスの質の向上につなげていきます。
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働き方改革のロードマップの概要 テーマ：「Ｋｕｓａｔｓｕ Ｓｍａｒｔ Ｐｒｏｊｅｃｔ」の実現

働き方改革プランの目指すべき姿 （H30年度働き方改革プランから）
・ 政策の質や行政サービスの向上
・ 職員が、健幸でやりがいをもって働き、成長できる（達成感と成長可能性）
・ 時間の制約がある職員も含めて全職員がその能力を最大限発揮
・ 優秀な人材の確保

働き方改革プランを踏まえ、 「Ｋｕｓａｔｓｕ Ｓｍａｒｔ Ｐｒｏｊｅｃｔ」の実現へ
・ ワーク・ライフ・バランスの実現（多様な価値観、生き方、ライフスタイルを
容認できる職場づくり）

・ 市民福祉・市民満足度向上につながる付加価値の高いサービスの提供
・ 利便性のあるスマートな市民サービスの実現

PLAN １ 職員の意識改革と多様で柔軟な働き方の実現
PLAN ２ 事務事業の効率化・BPRによる生産性向上
PLAN ３ ワンストップサービス等の実現

BPR…Business Process Re-engineering(ビジネス プロセス リエンジニアリング)の
略。
既存の業務の構造を抜本的に見直し、特にサービスを受ける側から見て不必要なプ
ロセスを省いて業務の流れを再構築し、最適化すること。



○ 職員が自ら働き方を見直し、変える環境づくり
○ 在宅勤務・テレワークの普及
○ フレックスタイム等の普及
○ フリーアドレスオフィスの導入

職員の意識改革と多様で柔軟な働き方の実現PLAN １

PLAN ２ 事務事業の効率化・ＢＰＲによる生産性向上

○ PPP・アウトソーシングの推進
○ ペーパーレス化の促進
○ 内部共通事務の効率化・システム化
○ チャットボット・AI・RPAの導入
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PLAN ３ ワンストップサービス等の実現

○ 総合窓口の導入とアウトソーシングの一体的推進
○ 電子申請対象業務の拡大
○ マイナンバーカードの普及促進
○ 外国人向け窓口サービスの向上

ＰＰＰ…Public Private Partnership（パブリック
プライベート パートナーシップ）の略。
公民連携、官民連携と訳される。行政と民間
が連携して、それぞれがお互いの強みを活か
すことによって、最適な公共サービスの提供を
実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を
図る手法
チャットボット…Chatbot
人工知能を利用し、人間との対話やメッセージ
のやりとりを行うコンピュータプログラム

ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）

・・・データ化された情報を使ったシステム入力や伝票作成、あるいは、定型的な情報収集など
の定型業務といった、手作業で行っていた処理プロセスを、自動化する仕組み

フレックスタイム

日々の始業・終業時刻を自身で決定して働
くことができる制度

フリーアドレスオフィス

コミュニケーションの活性化、業務の効率化
を目的として行うオフィス改革

ワーク・ライフ・
バランスと

イノベーション

事業等
の見直し

働き方改
革



目標と具体的施策 H31年度（2019） H32年度（2020） H33年度（2021） 目指す姿

目

標

・政策の質や行政サービスの向上
・職員が、健幸でやりがいをもって働き、
成長できる（達成感と成長可能性）

・時間の制約がある職員も含めて全職員
がその能力を最大限発揮
・優秀な人材の確保

「Ｋｕｓａｔｓｕ Ｓｍａｒｔ Project」の実現
・ワーク・ライフ・バランスの実現（多様
な価値観、生き方、ライフスタイルを容
認できる職場づくり）

・市民福祉・市民満足度向上につなが
る付加価値の高いサービスの提供

・利便性のあるスマートな市民サービス
の実現

PLAN
1

職員の意
識改革と多
様で柔軟な
働き方の実
現

職員が自ら働き方を見直し、
変える環境づくり

業務効率化に係る職
員提案の活用

スクラップロードマップ
の徹底

業務効率化に係る職
員提案の活用

スクラップロードマップ
の徹底

更なる業務の効率化
（第6次総合計画ス
タート）

＜PLAN １＞

・職員の自主性の発揮、スキルの向上、
働きがいを実感できる職場の実現

・「時間制約」があることを前提としたマ
ネジメントや働き方の実現

・育児・介護等と仕事との両立の環境づ
くり
・多様な働き方の実現

・コミュニケーションの活性化、オフィス
環境の改善で働きやすい職場の実現

在宅勤務・テレワークの普
及

利用の拡大 利用の拡大 利用の定着

フレックスタイム等の普及
柔軟な勤務制度の検
討

柔軟な勤務制度の導
入・検証

多様で柔軟な勤務制
度の運用

フリーアドレスオフィスの導
入

導入の検討 導入の検討 モデル導入・試行

PLAN
２

事務事業
の効率化・
ＢＰＲによる
生産性向
上

PPP・アウトソーシングの推
進

PPP、シェアリングエコ
ノミー等の導入検討

PPP、シェアリングエコノ
ミー等の導入検討

PPP、シェアリングエコ
ノミー等の導入・検証

＜PLAN ２＞

・効率化による生産性の向上
・会議・会議資料の効率化の実現

・事務の簡素化、電子化により効率的
な事務処理の実現

・職員がコア業務に集中できる環境の
実現

ペーパーレス化の促進
ペーパーレス会議、
電子決裁の検討

ペーパーレス会議徹底、
電子決裁の検討

ペーパーレスの浸透
電子決裁の検討

内部共通事務の効率化・
システム化

各種の業務プロセス
の簡素化・システム化

集約化、アウトソーシン
グの検討

可能な分野での運用

チャットボット・AI・RPAの導
入

導入の検討（一部本
格導入）

導入範囲の拡大の検
討

導入効果の検証、導
入範囲の拡大の検討

PLAN
３

ワンストップ
サービス等
の実現

総合窓口の導入とアウト
ソーシングの一体的推進

総合窓口の導入の検
討

総合窓口・バックヤード
等の業務運用開始予
定

総合窓口の運用 ＜PLAN ３＞

・職員がコア業務に集中できる環境の
実現（再掲）
・バックヤード業務等の効率化
・ICTの活用で、市民の手続が簡単に、
来庁不要の環境の実現
・市民の問合せは、電話・Web・AI活用
で効率的に集約

・集約化により、市役所内の処理作業
は最小限に

電子申請対象業務の拡大
対象業務の拡大の選
定

対象業務の拡大
対象業務の全面的運
用

マイナンバーカードの普及
促進

マイナンバーの普及・
拡大、マルチコピー機
の設置

マイナンバーの普及・
拡大、個人ポータルサ
イトの拡大の検討

個人ポータルサイトの
活用拡大

外国人向け窓口サービス
の向上

音声通訳タブレット等
の実証実験

音声通訳タブレット等
の本格導入の検討

音声通訳タブレット等
の導入効果の検証、
運用範囲拡大の検討

「Ｋｕｓａｔｓｕ Ｓｍａｒｔ Project」働き方改革 ロードマップ

3

シェアリングエコノミー

物・サービス・場所などを、多くの人と共有
・交換して利用する社会的な仕組み



ロードマップの推進体制について

○全庁的な取組とするが、強力なトップマネジメントの下で改革を推進していく必要があるため、次の組織により
取組を進める。
○事務局は、職員課、行政経営課および情報政策課が連携する。

市 長

職員課 行政経営課 情報政策課

副市長

全 所 属
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「Ｋｕｓａｔｓｕ Ｓｍａｒｔ Ｐｒｏｊｅｃｔ」 取組のステップ

トップのコミットメントStep 1 トップのコミットメントの発信

Step 2 コアメンバー等を決定
コア組織（メンバー）の選定
モデル部署の選定

Step 3 現場の声を聴く
WLBの課題等について検証
ヒアリング等

Step 4 最初の取組を明確に 具体的な取組を設定

Step 5 全員でトライ 取組内容の周知・職員の意識

Step 6 オープンに共有
効果・課題を共有
⇒ 追加策投入（トライ＆エラー）

Step 7 効果を検証 検証・結果のフィードバック

総合政策部長


