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平成２８年度第１回和光市行政改革推進市民委員会 会議要旨

１ 開会（１８時３０分）

２ 企画部長あいさつ

こんばんは。企画部長の橋本と申します。

本日はご多用のところ、和光市行政改革推進市民委員会にご参集いただきありがとう

ございます。

この和光市行政改革推進市民委員会は、平成２７年度から第３期目を迎えております。

委員の皆様におかれましては、本日も市の行政改革の取組について貴重なご意見をいた

だくことになりますので、よろしくお願いいたします。

私から、本日ご審議いただく２つの議事につきまして少しお話しいたします。

１つ目の議事として、平成２７年度の行政改革に係る取組について２点ご報告します。

１点目は、行政改革推進計画に掲げられた、改革を実現するための取組の１つでありま

す一課一提案の取組状況です。そして２点目は、行政改革推進計画に掲げられたテーマ

型行政改革の１つである公有資産の有効活用について、この委員会でもご意見をいただ

いた公共施設の設置及び機能の再編等に関する基本方針の策定に関するご報告をします。

２つ目の議事といたしまして、第二次和光市行政改革推進計画（案）について、とい

うことで、本日の市民委員会は、現在パブリックコメントを行っております第二次和光

開 催 日 平成２８年６月１５日（水） １８時３０分～２０時００分

開催場所 和光市役所５階 ５０４会議室

次 第 １ 開会

２ 企画部長あいさつ

３ 議題

行政改革推進計画における平成２７年度の取組状況について

第二次和光市行政改革推進計画（案）について

４ その他

５ 閉会
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傍 聴 者 １名
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市行政改革推進計画の素案についての説明会も兼ねておりますので、計画の内容につい

て説明してまいります。

委員の皆様におかれましては、これらの議事について、なにとぞ忌憚の無いご意見を

いただき、行政改革の推進にご協力くださいますようお願い申し上げます。

本日はよろしくお願いいたします。

３ 議題

議事１ 行政改革推進計画における平成２７年度の取組状況について

ア「一課一提案」について

（事務局から報告）

長谷川清委員長

只今の一課一提案の報告について、各委員にご意見を伺います。

（坂野委員）

○ 一課一提案は数値、定量化がなされていて、非常に見やすい状況です。ただ、厳

しい言い方をすれば、もう少し簡単な表にしていただければもっと見やすかったの

ではないかな、と思います。記述がたくさんあっていいのは別として、ぱっと一目

で見られるような工夫があれば市民の方には見やすかったのではないかと思います。

ただ、あえて申し上げますと、忙しい中このような表を作られてご苦労されたこと

には御礼申し上げますとともに今後もよろしくお願いいたします。

（横田委員）

○ 前回も申し上げたかもしれませんが、この場での意見がどう反映されるかはわか

りませんが、数値化されているのはわかりますが、実際に行政サービスとしてどの

程度向上しているのかがよくわかりません。意見を求められても答えづらく、実際

に向上されている点もあるのかもしれませんが、数値だけではない部分、資料の作

成の多さとか、そういった部分で時間の削減がどのくらいできるのか、作成に多大

な時間を費やしているだろう資料がたくさんありますので、資料作成よりも行政サ

ービスを向上させるような提案をしてほしいというのが市民としての希望です。

（長谷見委員）
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○ 表が見にくいということと、「～が必要である」という言い方をしていても、「～

は難しい」等、その結果が乏しかったりしています。自分が知っているものについ

てはわかりますが、未知のものについては言葉自体が難しいです。

（石田委員）

○ 資料を見ようとした時に、面白そうという感じで見られませんでした。見れば見

るほど、難しい言葉と片仮名が多かったです。また、文章の一文が長く、例えば、

最初の取組事項というところが短いが、それに対して取組の結果が長いものがあっ

て、この取組は一生懸命やられているのだ、と思うのですが、同じことを何回か繰

り返すことがあったり、職員掲示板（サイボウズ）と何度も出てくる取組もあるが、

かっこの中は一度書けば分かるし、あえてサイボウズを書かなくてもよいのかとも

思います。そういうものが各課で見られるので、自分にとっては見づらかったです。

もっとわかりやすい表や数字があれば、もっと目に留まりやすいという気がしまし

た。

（長谷川清委員長）

○ 委員の皆様と同じ感想を持ちました。たくさんの字が書いてあるのを、どう理解

するかというのは時間がかかります。受けた印象としてはもう一つ、行政改革とい

うタイトルではあるが、中身はいわゆる事務改善に関するものがほとんどであり、

事務改善については、当然のことながら担当の方が常に考えている話ですので、あ

えてこういう形で目標設定して行う意味がどこにあるのか、と思います。平たく言

うと、こんな資料を作って、こんな会議を開いて意見を求めるような事柄ではない

でしょう。ごく当たり前にやっていただければよいでしょうと思います。一方で、

その中でもまさしく行政改革に係るような事項もあることも事実です。例えば、戸

籍住民課で取り組もうとしているコンビニエンスストアでの住民票の交付は、時代

の流れに沿った、住民にとってもサービスの向上につながる話ですので、しっかり

戦略的に進めていただきたいし、ぜひ実現していただきたいと思います。

（坂野委員）

○ この表を見ると、行革推進委員会では適切ですが、市民委員会向けの資料として

は、例えばマークで笑っているとか、ダメとかを表現すれば見やすいのかと思いま

した。というのは、市役所の職員の方は、自己評価についてはすごく正確にされて

いると思っています。他市、他県においても、かなり自己評価は厳しいです。甘め
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の評価をしていらっしゃる自治体さんはいませんので、それを考えますと自らの自

己評価で、○などでもいいのですが、やっていることとやっていないことが明確に

見えたほうが市民委員会ではいいのかな、と思いました。

イ テーマ型行政改革「市有資産の有効活用」について

（事務局から報告）

（長谷川清委員長）

事務局からの報告の内容について、ご意見等を各委員に伺いたいと思いますが、なか

なか結果について意見を求めるのも難しいようですので、私から２点伺います。

○ パブリック・コメントを実施しているようですが、その結果はどのようなものであ

ったのか、ポイントだけご紹介ください。

→ 公共施設の設置及び機能の再編等に関する基本方針のパブリック・コメントは１

名から６件寄せられ、例えば、本方針案は、対象をハコモノに限定しているが、イ

ンフラにおいても必要ではないか、といった問いに対し、市としては、インフラに

ついては、現在策定中の「和光市公共施設等総合管理計画」において、整備方針等

を定めてまいります、と回答した。また、公共施設の利用団体、地域住民との丁寧

な話し合いを前広に進める、との意見に対しては、市民、利用団体との話し合いに

ついては、適切な時期に説明会、意見交換会を実施する予定です、と回答しました。

○ 報告書には取組の効果、課題が書かれていますが、皆様方の関心は、個別施設の分

析評価にあると思われます。総論はわかるが、具体的に個別施設はどうなるのだ、と

いうように、住民の方にとっては、図書館はどうなるか、コミュニティセンターはど

うなるか、という疑念が出てくると思いますが、今後の個別施設の分析評価について

は、今の段階ではどのようにまとめられているのでしょうか。

→ 平成２８年度に（仮称）第１次和光市公共施設マネジメント実行計画を策定し、

仮説として、１つひとつの施設の今後のあり方を明らかにするため、定量データに

基づく分析・評価を実施する予定である。また、平成２９年度から平成３３年度に

かけて、その実行計画に基づく具体的取組の実践、実行計画の進行管理を行う予定

であり、それらの過程で検討結果の公表も行う予定である。

（坂野委員）

○ 評価の主体となる機関、諮問機関として審議会みたいなものもあるかもしれませ
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んし、あるいは条例等に基づかないものもあるかもしれませんが、評価の主体とな

る機関についてまず伺います。

→ 現時点では調整中の段階のものもあるが、推進委員会、政策課でいうところの

行政改革推進委員会のようなものだが、庁内で検討する組織をまず準備している。

行政改革推進計画と同様、市民委員会と部長級以上の職員で構成される推進本部

に類する機関の設置も併せて検討中である。

○ 客観的には公共施設等に係る手続が適正に進んでいるように感じるのですが、先

ほど委員長がおっしゃったパブリック・コメントの中にあった話として、施設利用

者としての当事者団体からの意見の聴取が、通常、パブリック・コメントと同時に

行われているような気がします。そういった懇談会、懇親会というようなものがあ

ったかというのが１点と、もう１点は、複合化・多機能化としますと、１箇所に核

を中心とするコンパクト・シティという形で進んでいくのか、あるいはいろいろな

ところに核を作って進めていくのか、という手法について市としてのご意見を伺い

ます。

→ 利用者団体との意見聴取については、今年度の実行計画策定に当たり、今後行

う予定である。複合化・多機能化については、方針にあるとおり、既存施設につ

いて行われることが想定されるため、特定の１箇所の施設に限られない。また、

小学校単位で再編することを想定しており、開校したばかりの下新倉小学校を先

進的なモデルとして考えていく。

（長谷見委員）

○ 平成２９年度から平成３３年度までを一つの単位としていることがわかりました。

市民の率直な意見として、行政の対応は遅い、ということがあります。市の計画は

時期がはっきりしないことが多いと思います。

→ 公共施設等総合管理計画自体は３０年間に及ぶが、実行計画ごとに時期を区切

って進めていく。

（横田委員）

○ 市民との調整について、パブリック・コメントで８万人のうち１名しか意見がな

かったことについて、なかなか市民が行政に意見を言うのは難しいかもしれません

が、意見が少ないことを課題としてみるべきではないでしょうか。先日の議会報告

会も、市民の方が１名しか来なかったと聞いているので、市民との調整を具体的に
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どうやっていくのでしょうか。

→ 公共施設の再編については、総論賛成で、各論はいろいろな意見がある。自

宅の近所にある施設については関心を持つこともある。例えば無作為抽出で意

見をいただくなど、市民との調整についてはいろいろな手法を検討したい。

また、公共施設の設置及び機能の再編等に関する基本方針のパブリック・コメ

ントは大枠の方針で、これまでの公共施設は維持できないという総論部分の話

だったので、意見が少なかったとも考えられる。

（坂野委員）

○ 複合化・多機能化というと、自宅の近所から施設がなくなるのではないか、とい

うことで、騒動となるケースがあります。小学校ごとに再編するということであれ

ば、地域コミュニティの活性化や、コミュニティ政策を推進する意味では、和光市

の政策的評価は高いです。また、横田委員が言われたように、パブリック・コメン

トが１件というのは、和光市の現状はわかりませんが、時と場合によっては、問題

になる自治体もあります。ですから今後の課題として、いかに周知徹底して意見を

求めるか、ということが重要となっていくと思いますので、先ほどから危惧されて

いたことを念頭に置いたほうがいいのではないかと思います。

（長谷川清委員長）

○ この手の議論はすごく難しいです。配布資料は極めて事務的なもので、これを基

に議論をすると混乱を招きます。将来の住民の利害にも関わる話なので、基本的な

姿勢、あるいは哲学が重要だと思います。先ほど小学校単位というお話があって、

腑に落ちるところがあったのですが、地域住民にとってコミュニティの再構築であ

るとか、小学校の有効活用であるとか、そういうフレーズが「市有資産の有効活用」

の前に言葉としてあれば、この文章が説得力を持つはずなので、そうした工夫が必

要です。それから、前回も申し上げましたが、市が保有している施設は、全て地域

住民のためにあり、特に昨今は、首都圏の直下型地震についていろいろ話題が出さ

れておりますが、和光市の住民が、和光市に安心して暮らせるための施設として、

公共施設があるのだと私は理解しています。どこに避難したらいいんだ、小学校だ。

小学校で溢れた人は体育館だ、というような、避難の対象となる施設として、公共

施設は全て使うべきだと思っています。３月に熊本で起きた大地震についても、施

設から人が溢れてしまうという現実があるわけですので、和光市でもしそういう事

態が起きたときに、市としてどう考えるか、ということもこの議論の中でしっかり
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と検討していただきたい。そして、市民が理解できるような説明をしていただきた

い、と考えております。

第二次和光市行政改革推進計画（案）について

（事務局説明）

（長谷川清委員長）

第二次和光市行政改革推進計画（案）について、総括的な感想で結構ですので、ご意

見、指摘事項等を各委員に伺いたいと思います。

○ 非常に意見を言いにくいテーマですが、行政改革だからこのような計画になるのか

とも思いますが、いわゆる引き算ばかりで、足し算のない計画だと思いました。具体

的には、いかに税収を増やすか、という項目が一切ない。手数料を値上げするなど、

市民負担の話ばかり出てくるのですが、そうではなくて、行政としては、この地域の

将来を考えて、いかに税収を増やしていくか、という問題意識がどこかに出てこなく

てはいけないのではないか。それは、この行政改革推進計画の役割ではないかもしれ

ないけれども、そういった問題意識は持たなければいけないだろうと思います。

その上で、一つだけ褒めさせていただきたいのは、私はこの委員になってから数年

経ちますが、一番最初の時期に、税のとりっぱぐれについてご指摘した際に明確なお

答えがなかったのですが、今回の計画にはそれがかなり最初のところに登場した。し

かも具体的な数字が記載されて、それが目標値として設定された、ということは高く

評価をさせていただきたい。和光市に住んでいる住民の方が、しっかり税金を払わな

ければならない、その税金を払った対価が、住民として戻ってくるんだという意識を、

どうしたら醸成できるのか、市役所の方も問題意識を持っていただければ、この計画

も、我々住民にとっても身近なものになると思っております。

（坂野委員）

○ これまでの行政改革の取組で終わってしまったというものがいくつか出てきま

した。よく進んでいるな、と思っているし、私自身は原因もわかっているのですが、

和光市職員定員管理計画の策定について、結果として職員が増えたというと、世の

中の流れからは逆に感じられてしまいますね。市民としては、減らさなければいけ

ないはずの職員がなぜ増えるのか、ということになると思います。書き方の問題で

すが、こういう理由で職員を増やした、ということを明確にしないと、なぜこの行

政改革推進計画で職員増加を掲げているのか、ということになってしまいます。理
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由としてはおそらく、官製ワーキングプアの問題とか、委託や指定管理がされ尽く

してきたということや、再任用の定年制の問題もありますし、分権による事務量の

増加ということもあるのですが、市民にはおそらく職員増加が必要な理由がわから

ないだろうと思いますので、ちょっと書き方を工夫されたほうがいいのではないか

と思います。

後は、先ほど委員長もおっしゃいましたが、６ページの収入未済額、税外債権額

について、和光市はかなり収納をしっかりされていると思います。人口８万人くら

いの規模の自治体の場合、この４～５倍はあるのではないかと思います。なので、

和光市は県内何番目に収納率がいいと書けば、和光市は大したものだということが

わかります。人口８万人くらいの規模の自治体の場合、確認したところでは４５億

円の市民税の収入未済額がある市がありました。それから考えると、和光市の市民

税の収入未済額が７億円というのは異常だと思います。埼玉県は連携して収納を行

っているという評判は高いところなので、そうなのだと思いますが、かなり厳しい

取立てがあるのではないかと思います。

→ 県南で都境ということで、地域性があります。県北はずっと住んでいる方がい

らっしゃるので、納税率が高いのですが、転出入が激しい地域にしては、異常に

納税率が高いと考える。

収納の体制が３～４年前に変わったが、今の体制にしてだいぶ収納率が上がっ

た。厳しいというか、効率的に行っている。納税サポートセンターを設置する等

して徴収の努力をしているので、その成果が現れていると考えている。

○ 収納率が高いということは、市民にアピールしたほうがいいと思います。こんな

にも未納がある、と逆に捉えてしまう市民もいるはずですので。

また、おそらく、和光市は埼玉県内でも豊かな自治体の一つですよね。財政力指

数も県内で３番目のはずです。豊かな自治体なのに、ここまで厳しいことを言う必

要があるのかな、という気持ちはするんです。財政的に厳しい自治体であれば、計

画も厳しくするのはわかりますが。先ほど委員長もおっしゃいましたが、プラスマ

イナスのこともあっていいのではないか、とも思いました。使用料の見直しについ

ては、埼玉県内のある市では、使用料を取るようになってから問題が起こった、と

いうことがありました。というのは、使用料が無料だった時は、施設を借りている

人が掃除をしっかりやってくれた。しかし、使用料を取るようになってからは、お

金を払っているからということで全然きれいにしなくなり、かえって清掃業者を入

れてお金がかかったということがあるので、一概には言えないと思います。
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（横田委員）

○ 坂野委員のお言葉通りというか、すごく厳しい計画だと思います。和光市の人口

が１０万人になる予想が出ていた計画があったと思いますが、この計画中にあった

少子高齢化の進展は全国的にそうだが、和光市だけで考えると、１０万人に増える、

子どもも増える、小学校も建てた、という市はなかなかないと思います。生産年齢

人口の減少により地方税の減収が見込まれる、とありますが、そんなに痛手になる

ほどか、という印象は受けます。ただ、公共の福祉という面を考えると、住みやす

い街に人はいたいものだと思います。和光市が、「みんなでつくる 快適環境都市

わこう」というキャッチフレーズどおりの街なら、人が定着するのではないか、と

考えます。現状、交通の利便性がいいので住む人が多いですが、転出入が多く、１

割入っては１割出ていくとなってしまっているので、定着してもらうにはどうする

か、ということをこれから考えていくことが、税収入も上がるし、定着してもらう

ことで行政サービスもよくなって、あまり市民からお金を取らずに運営ができるの

ではないかとか、が考えられると思いますが、その案が何もなくて、滞納している

人から取るとか、地方税の減収のことばかり書かれているこの文章が、何も希望が

ないように見えてしまう。人の定着をどう考えるか、駅前の乱雑そうに見える環境

をどうかな、と思うところもありますし、住宅がいっぱい建っている反面として自

然がなくなってきている状況もあるので、そういったところも考えてほしいです。

（長谷見委員）

○ 財政豊かな和光市ではありますが、豊かさがあまり出ていない。ゆったり、どっ

しりとしたところがないです。見直し、というのは、安くしてもらえるのも期待し

たいのですが、委託料の見直しは市民にどう関わるのですか。

→ 委託料については、いろいろな施設で指定管理や維持管理の委託がされている

が、これらは単年度か複数年度で同じような契約が続いているといった現状があ

るので、これらについて、業務委託ガイドラインに基づいて見直しを行っていき、

契約更新の際に、これは委託でやるべきものか、職員ができるのではないか、と

いったことや、発注の仕方等を工夫したりしていこうという趣旨の見直しで、サ

ービス内容についても、委託料等が安ければいいというものではなく、適正な価

格とサービス内容で受託する業者を選ぶという意図である。

（石田委員）
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○ 先ほど坂野委員の話の中にあった収入未済額はこんなにもあるのか、と思いまし

たが、少ないと聞いて勉強になりました。委員長がおっしゃったように税収を増や

すためにはどんなことができるのか、ということについて、横田委員もおっしゃっ

ていた住んでもらう、定着してもらうという視点で考えると、和光市は、とても緑

も多いですが、開発が遅れていまして、いくら住みたいと思っても、ほとんど１０

０％に近い状態で不動産関係が回っていますので、住む場所がないんです。和光市

は、「みんなが選んだ住みたい街ランキング２０１６（これから人気が出そうな郊外

の街ランキング）」で３位に入っているようですが、成増や朝霞に比べたら住宅はす

ごく高いです。なので、高さ制限をなくして高層住宅を作って、値段を下げていく

ことで税収を上げるとか、やり方があると思います。個人的な意見ですが、和光市

は住みたい人がいっぱいいると思うので、不動産屋のインターネットでの検索でも

朝霞駅前のマンションにもかかわらず和光市駅から徒歩１７分、のような紹介のさ

れ方をしています。和光市もそういったことをうまく活用してほしいと思います。

（横田委員）

○ 朝霞のほうが住宅が安いから、朝霞に人口が流れていることはあると思います。

和光市には住めないという人がいるのは聞いています。朝霞に住んで、朝霞のネッ

トワークを作っている人は、朝霞で少し広いところに住んでゆったりしたり、同じ

くらいの層の人たちとネットワークが作りやすい、と言っている。和光市は、単身

層もいるが、単身層は孤立している状態なので、それが転出につながっている気も

します。

（石田委員）

○ 和光市駅前の地下駐輪場は朝霞の住民も多く使っていると聞いています。和光市

内と市外とで料金を少し変えたようですが、それぐらい和光市は、魅力的な街だが

住めない街でもあります。そういったところもこれから考えてほしいと思いました。

（長谷川清委員長）

ありがとうございました。今日は計画について、様々な角度でのご意見をいただきま

した。ぜひ今日の意見を踏まえて、極めて事務的な文章を、住民が読んで、将来に希望

が求められるような計画に衣替えしていただければ、この委員会としての役割が果たせ

たかと思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。



11

４ その他（事務連絡）

事務局

多くのご意見をいただきありがとうございました。

本日いただいたご意見につきましては、計画の案に関するものについては、ご意見を

踏まえて見直しを検討し、計画の策定に当たっては市民との合意形成を図りながら手続

を進めてまいります。

取組内容の報告に関するものについては、各所管課にフィードバックし、対応を図る

よう周知します。

平成２８年度の会議についてですが、会議の目的である計画案の審議が完了したこと

から、今回の会議をもちまして終了の予定となっております。

第３期の市民委員の皆様におかれましては、昨年度から多くの貴重なご意見をいただ

き、そのご意見を市の計画及び方針に反映できましたことを深くお礼申し上げます。

なお、今後、計画案の内容の変更等に伴い、市民委員の皆様のご意見をいただく場合

には、こちらからご連絡させていただきますので、その際にはよろしくお願いいたしま

す。

５ 閉会（２０時００分）


