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平成２７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 委嘱式

市長より各委員へ委嘱状の交付を行った。

３ 市長あいさつ

改めまして、皆様こんばんは。本日は、第１回和光市行政改革推進市民委員会という

ことで、お忙しい中ご参集いただき誠にありがとうございます。この会議ですが、平成

２３年の７月に始まりまして、２期ごとに２年ずつで４年間が経過し、今回が３期目と

いうことになります。

この委員会では、行政改革の取組に対して委員の皆様から助言・評価等を行っていた

だいてきたところで、今回は１つ目として平成２６年度の行革の取組に関してご助言い

ただき、２つ目には、公共施設白書や、白書を基にした総合管理計画にも係りますが、

そのベースとなる公共施設の配置及び機能の再編等に関する方針（案）について中身を

検討していただくということになります。本日の議論の内容によっては、今後の当市の
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大きな流れを左右するという風に認識しておりまして、委員の皆様には何卒忌憚のない

ご議論をいただき、いいものに仕上げたいなという風に思っております。いずれにいた

しましても、本当に今回議論することは大きなテーマということでありますので、よろ

しくお願いいたします。

議論の中身につきましては、改めて議事録等で把握させていただきますので、よろし

くお願いいたします。

４ 企画部長あいさつ

こんばんは。企画部長の山﨑と申します。

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。

先ほど市長からもお話がございましたが、この和光市行政改革推進市民委員会は、今

年度から第３期目を迎えました。委員の中には、第１期から引き続きお世話になる方も

いらっしゃいますが、皆様に、これから約２年の任期の間、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。

この委員会の役割と今年度の作業内容につきましては、後ほど事務局から説明があり

ますが、私からは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つ目の議事といたしまして、平成２６年度の行政改革に係る取組について３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。２点目は、昨年度までの第２期の委員会でそ

の実施手法についてご意見をいただいた業務分析の実施とその結果を踏まえた職員定員

管理計画の策定です。そして３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つであり、本日の２つ目の議事にも関連する公有資産の有効活用です。

２つ目の議事としては、和光市の公共施設の配置、維持管理等に関する課題を解決す

るための方針となります公共施設の配置及び機能の再編等に関する方針の素案について、

その内容を検討してまいります。

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

いただき、市政の発展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。

５ 委員長等の選出

和光市行政改革推進市民委員会設置要綱第５条第１項の規定に基づき、委員の互選に

より長谷川清委員が委員長に選出された。
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また、同要綱第５条第３項の規定に基づき、委員長の職務を代理する者として長谷川

一樹委員が委員長より指名を受けた。

６ 議題

議事に先立ち、事務局から以下のとおり委員会の運営及び役割並びに第２期委員会の

作業予定についての説明があった。

議事１ 行政改革推進計画における平成２６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

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。報告書

のボリュームが非常に多く、目を通すのが大変であるため、初めてこの議論に参加して

いただく委員には恐縮ですが、ご自身の関心のある分野についてご意見をいただければ

と思います。

（長谷川一樹委員）

○ 一課一提案は平成２４年度からの取組であるが、以前の委員会でも指摘したとお

り、目標や効果を達成している課とそうでない課が見受けられる。目標を達成した

所管課にインセンティブを与えなければ取組への意欲が出ないのではないか。また、

取組自体もマンネリ化している印象が強い。取組の結果に対し、どういうアプロー

チをしているのかが見えづらいため、その点を事務局に伺いたい。

→ 取組の結果について特段インセンティブは与えていない。達成が見込まれない

課に対して目標を達成できるように依頼してはいるが、もし達成できなかった場

合のペナルティは設けていない。

○ 数値目標を掲げて取り組んでもらったのは良いが、その数値目標の設定自体が妥

当なのか。達成できそうにない目標を掲げている例も見受けられる。目標設定は所

管課が主導で決定し、政策課で修正を加えてはいないのか。

→ 政策課から所管課に対してヒアリングはしているが、基本的には各課から提出

された数値をそのまま目標値として掲げている。

（坂野委員）



4

○ 目標達成に向けて各課が努力していることは分かるが、目標設定自体が妥当なの

かという点が気にかかる。特に総務系の仕事では、いかに業務を粛々と確実にこな

すかということが重要になるが、財政課の例を見ると「財務上の合議年間約４，３

００件を１割程度削減する」と目標設定しており、確実性の面では適正が図られて

いるのか疑問である。

○ また、人権文化課では「男女共同参画わこうプラン推進委員会会議回数を計１６

回からその約８割に当たる１３～１４回に減少させ、事務の効率化を図る」と目標

設定しているが、男女共同参画は話し合うことによって広がる面もあるので、会議

自体を減らすのは事務局の負担軽減やコストカットにはなるが、その一方、会議に

よって出される意見が十分に聞けないといったデメリットもあると思うので、政策

実行や会議運営の観点上は妥当なのかについても疑問である。

（石田委員）

○ 市の職員が一課一提案の取組に対して努力しているのは分かったが、達成できな

かった取組について、その理由は何なのかが気にかかる。また、結果が出た後、そ

の取組が庁内でどのように生かされるのかも不明瞭である。

（長谷見委員）

○ 図書館の図書館サポーター制度の取組のように、市民からも認識されるような取

組に繋げることが大事ではないか。

（横田委員）

○ 経費の削減が図られているのは分かるが、その結果として市の運営に具体的にど

のようにプラスになるのか。結果が見えないと、取組自体をやっている意味も見出

しづらい。また、市民活動推進課の取組では、目標を「市民サービスの向上」とし

ているが、どのような市民に向けたどのようなサービスの向上なのかが不明瞭であ

るため、実態としての取組内容が分かりづらい。和光市は平均年齢が若いことから、

市民から市役所が夜間開庁していない不便さを聞くことが多いが、現在、夜間開庁

は行われておらず、市民のニーズに合った取組ができているのかは気にかかる。

（長谷川清委員長）

○ 第１期から委員を務めてきたため、これまでの経緯は把握しているところだが、

その中で平成２６年度の取組一覧を見て考えさせられたのは、各課の目標を見ると、
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事務改善を目的としたものと、業務改善を目的としたものが混在しているというこ

とである。事務改善については、ほとんど技術的な話であり、これをあえて議題に

することは一般の民間企業では有り得ないことである。現場でできることは早くや

れ、ということに尽きる。一方、業務改善については組織のあり方も絡んでくる問

題で大きなテーマなので、そこが一番大きな課題なのではないかと思う。そして、

その成果をどのように表現するかが重要であり、過去の委員会でも各委員から成果

を金額で示してほしいというご発言もあり、事務局からは努力しますという回答も

いただいていたわけだが、残念ながら今日いただいた資料には成果の表示がみえて

こない。非常に難しいことではあるが、成果をどういう風に表現するか、というこ

とに今後配慮していただく必要があると思う。何人かの方からもお話にあったよう

に、行政の仕事というのは住民に満足をしてもらわなければならない、ということ

なので、そこでどういう付加価値が生まれてきたのか、ということはしっかりと認

識しなければならない。また、金額で表現できるものは、いくら安くなったのか、

というところはしっかりと資料に書き込むべきではないかと思う。この点は、平成

２７年度以降の課題としてもらい、取り組んでいただければと思う。

→ 一課一提案については、元々は「各課が簡単に取り組めること」から始まった

ものだったが、ご意見をいただいたことで、課によってはバージョンアップした

取組を行ったり、そうでなかったりと目標の設置が課ごとにまちまちになってい

る現状がある。委員長のご指摘のとおり、今回の資料では数値化が十分に図れて

いない課もあるため、平成２７年度以降の報告は数値の部分を明確に記載してお

示しする。

イ 職員定員管理計画について

（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。

（長谷川一樹委員）

○ 市民への分かりやすさという観点で言うと、資料１０の６ページ、④類似団体平

均との比較について、専門的で分かりづらい印象を受ける。できれば、近隣で似た

規模である朝霞市、志木市、新座市等との比較をしてもらえたほうがよい。
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（坂野委員）

○ 和光市は人口規模に比べ職員数が少ないことがいえるのは間違いない。埼玉県で

は比較的そういったことを推進はしているが、もっと増員しなくて大丈夫なのか、

職員が少なすぎるのではないか、という印象を受ける。資料１０の７ページ、⑤年

齢別職員構成比等の状況を見ると、２８～３１歳の層が多いようにも見えるが、急

激に多いとか急激に少ないという世代もないため、これ以降は比較的緩やかな構成

比になるのではないか。

（石田委員）

○ 人口比に対する職員数が適正なのかはよく分からないが、長谷川一樹委員がご指

摘のとおり、他市との比較についてはより分かりやすくしてほしい。

（長谷見委員）

○ 職員研修等、職員のスキルアップに関することでどのように取り組んでいるか、

またそれがどう生かされているのかが分かるようにしてほしい。

（横田委員）

○ 定員数ということでいうと、職員の仕事量が分からないので、適正かということ

自体がよく分からないが、他市との比較は分かりやすくしてもらいたい。職員の育

成を追加したことに関することでいうと、職員は概ね３年で部署異動があるかと思

うが、部署を異動した後も積み上げたスキルは生かされているのかということが気

にかかる。

（長谷川清委員長）

○ 行政改革推進委員会の委員となった後、他の自治体との関わりもあるが、和光市

は少ない職員数でよくやっている、という話をよく聞く。今後、大きな行政課題を

こなしていくときに、人をどうやって活用していくのか戦略的な視点は欠かせない。

ただ人数が少なければよいという問題ではなく、戦略的にどう人員配置をするかと

いったところが重要である。

→ 今回の資料は行政の内部的な資料であったため、委員に見ていただくには分か

りづらい点もあったかもしれない。資料１０の中では、例えば１３ページの 民

間委託等の推進について、これまでは清掃業務や給食業務の民間委託を進め、そ

の分の職員を不補充とする等の取組を行ってきた。朝霞市等の４市との比較のほ
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うが分かりやすいと思うので、その点も加味して資料作成するように留意する。

ウ 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、事務局に質問がありましたら、各委員からお願い

します。

（横田委員）

○ 資料中に「公共施設」とあるが、市内にはいくつ公共施設があるのか。また、具

体的にはどのような施設があるのか。

→ 市内には９４の公共施設があり（いわゆる「ハコモノ」と呼ばれるもの。）、そ

の内訳としては、市役所等の行政系施設が１６施設、保育所、放課後児童クラブ

等の子育て支援施設が２２施設、総合福祉会館等の福祉・保健施設が７施設、小

中学校、公民館等の教育施設が１８施設、文化センター、コミュニティセンター

等の市民文化施設が１３施設、総合体育館、勤労福祉センター等のスポーツ・レ

クリエーション施設が７施設、清掃センター、浄水場等の供給処理施設が５施設、

リサイクル活用センター等のその他施設が６施設となっている。インフラも含め

ると、「公共施設等」という表記になる。

（長谷川清委員長）

○ 市有施設２箇所に太陽光パネルが設置したとあるが、具体的にはどの施設か。ま

た、どの程度収入を得たか。ネーミングライツに関しても、どの程度収入を得たか。

→ 太陽光パネルを設置したのは、総合体育館とアクシス（勤労福祉センター）の

２箇所である。総合体育館は年間３０万円の収入があるが、体育館自体が県管理

の樹林公園内に建っているため、収入の半分は県に入っている。アクシスでは年

数万円程度の収入を得ている。ネーミングライツについては、事業者の愛称等を

前面に出す代わりに、施設の整備改修、衛生陶器の管理、メンテナンス等を対価

とすることで、市では施設管理等に係る支出を軽減することが主な目的であるた

め、市としては収入を得ていない。和光市駅南口公衆便所については、事業者が

３年間で５００万程度負担し衛生陶器の管理を行うこととした。和光市役所本庁

舎ロビーへのバイク展示については、展示台、支柱、アクリルパネル設置等につ
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いて市内事業者の協力を得た。

公共施設のネーミングライツとしては、味の素スタジアムが分かりやすい代表

例であるが、和光市にはそのような大型集客施設がないため、ネーミングライツ

により、現物給付として施設保全、修繕等を事業者に依頼する手法を取った。

（横田委員）

○ ネーミングライツはすごくいい制度だと思う。施設の利便性について市民からは

どの程度意見を聴いているのか。ふじみ野市では廃校の小学校を公民館等の公共施

設に活用したという例を聞いたことがあるため、廃止した施設を活用する方法も併

せて検討してほしい。

（長谷見委員）

○ 太陽光パネルが設置されるのは分かりやすい取組で、市民も認識し評価している。

市庁舎の案内表示板も非常に綺麗で分かりやすい。これからも、市民に見えるよう

なかたちでの市内資産を有効活用を進めていただきたい。

（石田委員）

○ バイク展示はいいことだが、せっかくならば市役所ではなく、より多くの市民が

見やすい駅南口に設置するのではどうか。

（坂野委員）

○ ネーミングライツの入札状況を教えてほしい。また、図書館の運営は直営か委託

か。

→ 和光市駅南口公衆便所に関しては２社から応募があり、庁内での審査会を経て、

うち１社を選定した。バイク展示に関してはホームページで募集をかけたところ、

市内の５事業者より協力をいただくことができた。図書館は直営での運営である。

（長谷川一樹委員）

○ 電気自動車の充電スタンドは何台あるか。市所有の電気自動車は何台あるか。ま

た、どの程度の収益があるか。

→ 充電スタンドは２台設置。電気自動車は１台所有している。

充電スタンドについては、補助金をもらいスタンドを整備したが、その後充電

料は有料化した。同じ利用者が月に何回か利用している。収益としては電気料金
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が年４万円、維持管理経費が２３万３千円。利用者から合同会社日本充電サービ

ス（ＮＣＳ）事務局に料金が支払われ、その事務局から市に収益が入る流れとな

っている。

（長谷川清委員長）

○ 色々な工夫をして収入を確保し、支出をカットしているのは良く分かるが、民間

の一般企業とはまだまだ差がある。いかに知恵を発揮するか。住民からの協力も得

ながら、今後も努力を続けていく必要がある。例えば、図書館の経費を広告費用で

賄うよう工夫している地方公共団体もあるため、情報収集し、他市の先進事例も参

考にすべきである。

公共施設の配置及び機能の再編等に関する基本方針（案）について

（事務局説明）

長谷川清委員長

公共施設の配置及び機能の再編等に関する基本方針（案）について、ご意見、指摘事

項等を各委員に伺いたいと思います。

（石田委員）

○ 本方針（案）内での「公共施設」には、公園は含まれているのか。

→ 含まれていない。

（横田委員）

○ 方針の策定スケジュールについて教えてほしい。

→ 本方針の策定に当たっては、庁内委員会、本日の市民委員会、７月に実施予定

の行革本部に付議した後、案として認められる。その後、８月中にパブリック・

コメントを実施し、再度行革本部に付議し、基本方針として承認される。その基

本方針を踏まえて、公共施設総合管理計画を定める（インフラも含む）。そのため、

個別施設の評価・分析は平成２８年度以降に行うことを予定している。

（長谷川清委員長）

○ 「６．具体的な取組」 地方公会計における固定資産台帳の活用について、市民

には内容が分かりづらいので、具体的にどのようなことを活用したいのか説明をお
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願いしたい。

→ 当市では、水道・下水道事業は企業会計制度を採用している。その他について

は、単式簿記で出入金のみで行っているので、資産の全体が見えてこない。今後、

新公会計制度の中では、複式簿記の方法により、市の総資産を把握し、全ての固

定資産の財産評価を行い、今後市が財源をどのようにつぎ込んでいくかといった

ことの基となる固定資産台帳をデータベース化して残し、複式簿記の考え方を一

般の会計にも及ぼしていく。

長谷川清委員長

和光市公共施設白書に記載されたことも含め、ご疑問・ご意見があれば、ご発言をお

願いします。

（長谷見委員）

○ 単独施設とは具体的にどのような施設を指しているのか。

→ 単独施設とは、地域センター等、１つの公共施設について１つの機能のみ持た

せている施設をいう。一方、坂下公民館と坂下出張所が同じ施設に入っているが、

このような１つの公共施設に複数の機能を持たせた施設を複合施設という。

（横田委員）

○ 今後、方針の策定に当たって、市民の声を具体的にはどのように反映していく予

定なのか。市民の声としては、アクシス（勤労福祉センター）が遠く利用しづらい、

等の声をよく聞くが、そういった市民同士の声を集めた話し合いをどこで設ける予

定なのか。施設を実際に利用している人の意見を聞くことも必要である。

○ 公共施設の中でも、公民館は年輩の方が多く利用している印象で、若者は入りづ

らい雰囲気がある。若者が気軽に集まることができる施設があると良い。

（長谷川一樹委員）

○ この方針に反対する人はおそらくいないと思うが、今後細部をどのように実行し

ていくかが重要である。自分自身が普段利用している施設が無くなったら嫌だ、と

いう声も出てくるだろう。つまり、総論としては賛成であっても、各論で反対とな

る流れが予測される。

○ 平成２８年度以降は、資料４和光市行政改革推進計画のフローで示しているよう

に、公共施設の配置・再編に関しても計画立てて実行していく必要がある。
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実行にあたっては、長寿命化の推進、単独施設の削減等、実行計画ベースに移し

ていき具体化しないとなかなか進まないと思われる。和光市公共施設白書３－２６

ページには和光市総合児童センタープールの休館について記載されているが、プー

ルは平成２４年度に休館となった後復旧の見通しが立たず、建て替えの予定も立っ

ていない。このことから、３年なら３年、５年なら５年と具体的な取組期間を定め

て、その期間中、年度毎にどのようなことをするか、の重要性が見えてくる。でき

ることから、何をどうやるかの組立てが重要である。

○ 各論的に、和光市の公共施設において何が問題なのか、これから何が問題になっ

ていくか、というところについては、まず、小学校が課題だと思われる。例えば、

和光市公共施設白書３－５８ページ【図３－４－２ 小学校の位置】を見ていただく

と分かるように、本町小、広沢小、第三小、北原小が隣接している状況がある。ま

た、３－６１ページ【図３－４－４ 児童数の推移】を見ると、広沢小は特にそうだ

が、平成２１年から平成２５年までの５年間に、子どもの数が非常に減っているこ

とが分かる。今後も子どもの数の減少は続くと思われるので、小学校をどうするか

は今後の懸案事項である。

次に、集会施設に関してであるが、３－９７ページ【図３－５－５ 集会施設の位

置】を見ると、オリンピック道路に面したところに隣接している状況がある。一方

で、３－９９ページ【図３－５－７ 貸室の稼働率の推移（Ｎｏ．１～１１）】を見

ると、ほとんどが４割から５割の稼働率であり、施設の用途変更を考えるのであれ

ば、こういった施設をどのように活用していくのか、というのは課題である。

（長谷川清委員長）

○ 市が保有している施設は、全て住民のためにある。今ある公共施設は、本当に市

民のために設計されたものなのか、ということは初めの段階でチェックする必要が

ある。

例えば、サンアゼリアは音楽ホール以外の用途が見つからないが、本来であれば

災害時にも使えるような施設であるべきではないか。東日本大震災の直後に石巻市

へ向かった際、人々が地元の小学校に避難している姿を見たが、災害時にこそ公共

施設が活用される側面がある。今後首都圏直下型地震も懸念される中で、行政とし

て最低限のことは整備しておく必要がある。公共施設としての側面では、災害時に

は市民が避難できるよう配置しておくことが重要である。和光市での現状の施設配

置においてそのような事態になった場合、耐えうるだけの力があるのか。今後施設

再編等の計画を立てていくときには、災害時のことも頭に入れた上で計画立案して



12

もらいたい。

７ その他（事務連絡）

事務局

本日いただいた意見等につきましては、平成２６年度の取組状況に関するものについ

ては、各課にフィードバックし、今後の取組に反映させていただきます。

公共施設の再編等に関する基本方針については、いただいたご意見に基づき、政策課に

て修正を行います。

次回の会議については、会議の中でもお話させていただきましたが、１１月後半での

開催を予定しております。

次回の会議では、公共施設の配置及び機能の再編等に関する基本方針の策定のご報告

に加え、次期行政改革推進計画の策定方針をお示しし、ご意見等をいただきたいと考え

ております。

日程につきましては、後日候補日をお示しして調整させていただきますので、ご協力

をお願いいたします。

８ 閉会（２０時２０分）


