
平成２４年度第１回和光市行政改革推進市民委員会 会議要旨 

 

開 催 日 平成２４年１１月１３日（火） １８時３０分～２０時１０分 

開催場所 和光市役所６階 ６０２会議室 

次  第 １ 開会 

２ 企画部長挨拶 

３ 議題 

  行政改革推進計画における平成２３年度の取組状況について 

  一課一提案における新たな提案事項について 

４ その他 

５ 閉会 

出 席 者 長谷川 清、多田 款、村上 誠二、関口 泰典 

事 務 局 石田部長、結城次長、前島副主幹、矢内主事 

傍 聴 者 １名 

 

 

１ 開会（１８時３０分） 

 

２ 企画部長挨拶 

 

３ 議題 

  行政改革推進計画における平成２３年度の取組状況について 

  事務局 

議論いただく前に事務局から説明をさせていただきます。 

行政改革推進計画における平成２３年度の取組につきましては、「取組Ⅰ 職員定員

管理計画の策定に向けて」、「取組Ⅱ 一課一提案」、「取組Ⅲ テーマ型行政改革の推

進」と、３つの取組を実施してまいりました。 

ア 「取組Ⅰ 職員定員管理計画の策定に向けて」について 

職員定員管理計画策定に向けた取組の１つに掲げた「適正な人員配置と組織の機

能強化」を図るため、組織改正の実施を決定し、平成２４年８月１日の施行に向け

て、組織の再編や事務分掌の見直し等の組織改正に向けた取組に着手いたしました。 

この組織改正の取組としましては、全庁的な視点から、組織改正案を検討するた

めに、職員による行政組織検討委員会を設置いたしました。 

また、現行組織の課題及び問題点と、その解決策を抽出するため、全職員を対象



とした意見募集を実施するとともに、各部局における課題と問題点を抽出するため

に部局及び課所等を対象とした意見募集も行いました。寄せられた意見は、庁内に

公表の上、関係課とのヒアリングを実施いたしました。 

 

イ 「取組Ⅱ 一課一提案」について 

平成２３年度は、庁内３５の課所等で４０件の提案に取組んでまいりました。こ

れらの取組は、平成２３年度から平成２７年度までの取組期間の中で、５年間を通

じて一つの目標を定めて取り組むものから、２から３年の期間の中で取り組むもの

があります。したがって、平成２４年度で取組が終了する１７の課所等につきまし

ては、新たな取組を提案しております。この新たな提案につきましては、２件目の

議事として、ご意見をいただきます。 

また、平成２３年度においては、計画の策定が平成２４年１月になったことから

調査・検討期間としている課所等が多いため、取組による効果が得られていない課

所等もございますのでご承知おきください。 

なお、平成２４年８月１日付けで組織改正があったことから、検査室の提案は財

政課に、市政情報課の提案は情報推進課に、くらし安全課の提案は危機管理室に、

市民相談室の提案は市民活動推進課にそれぞれ移管されております。 

 

ウ 「取組Ⅲ テーマ型行政改革の推進」について 

平成２３年度においては、テーマ型行政改革の取組の一つである「業務委託の見

直し」について取組を実施しました。この取組としては、平成２２年度に職員を構

成員として設置した和光市行財政問題検討会議において行財政の効率的かつ健全な

運営について検討し、その検討結果をまとめた報告の中で、現在、市が委託してい

る業務に関する委託料の見直し等についての提案がされており、その内容について

の検討を実施しました。 

また、財政の健全な運営を維持するために、必要な指標や規制を定める条例を策

定することとし、職員と公募市民による検討委員会を設置いたしました。検討委員

会では、委託料の見直しを含めた、計画的な財政運営を行っていくための、指標や

規制の明文化について検討をしております。 

 

 

  長谷川清委員長 

  それでは、こ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。 

  報告書の量が多いことから、まずは、職員定員管理とテーマ型行政改革の業務委託

に関する報告から伺いたいと思います。 



 

 （多田委員） 

○ 組織改正に向けた取組の意見募集について、職員としては声を上げにくい取組だ

と思うがどのような方法で実施したのか。また、提出された意見は職員に公表され

たのか。 

 → 個人と部局等を対象に２度の意見募集を実施したが、どちらも庁内ＬＡＮのサ

イボウズ掲示板を使用して全職員に周知し、約２週間の期間で意見を募集した。

提出された意見については同掲示板を使用して公表した。 

 

 （村上委員） 

  ○ 職員定員管理とテーマ型の両方とも取組が実施されており、取組の内容について

も特に疑問をもたなかった。平成２３年度に取り組んだ実績が平成２４・２５年度

に成果として見えてくれば良いと思う。 

 

 （関口委員） 

  ○ 意見募集で提出された意見を公表する際に、意見提出者の名前は公表したのか。

名前の公表の有無によって提出される意見が変わってくると思う。 

   → 意見の提出に当たっては、匿名での意見は認めていないが、提出された意見を

公表する際に氏名は公表しない旨をアナウンスした上で意見募集を実施した。そ

のため意見提出者の氏名は公表していない。 

  ○ 平成２４年８月から組織が改正されているが、組織改正案の検討はどのように行

われたのか。職員側から提案したのか。もしくは市長が変えたいというものだった

のか。 

   → 職員で構成する検討委員会を設置して組織改正案の検討を行った。委員会では、

職員・部局等を対象とした意見募集で得られた課題以外は取り扱わないこととし、

提出された課題の緊急性や重要度を勘案して改正案を検討した。 

 

 （長谷川清委員長） 

  ○ 職員定員管理計画については、３年計画の今年が２年目である。定員管理という

のは組織運営の大きなテーマである。計画策定に向けて取組が実施されているが、

この計画が最終年度においてどのように議論されるかが大変重要であり、注目され

るところである。 

 

 

 



  長谷川清委員長 

次に、一課一提案の報告について、ご意見等を伺いたいと思います。まずは、報告

書全体を通しての印象、評価、意見等を伺いたいと思います。 

 

（多田委員） 

 ○ 市全体に言えることだが、ホームページや広報の活用が上手く出来ていないよう

に感じる。窓口での対応も大事だが、ホームページ等の充実により個別対応をいか

に抑えるかという取組も重要である。 

 ○ ホームページのフェイスブック化により情報の発信能力が向上するので検討して

みてはどうか。全部をフェイスブックにしないまでも、市民環境部の生活に直結す

るような情報を抽出して発信するだけでも効果は出ると思う。無料ツールを利用し

ての新たな取組を検討して欲しい。 

 ○ サイボウズのシステムを有効に活用できないか。プロジェクト進行管理や備品管

理もサイボウズのシステムで利用できるはずである。各課でばらばらに進めるより

もシステムを抜本的に見直すことで一括して解決できるものがあるように感じるの

で検討してはどうか。ちょっとしたＩＴ化ですぐに出来る取組を数年かけているも

のが見受けられる。 

 

（村上委員） 

 ○ 部署によって仕事量が多くなかなか進められないところもあると思うが、スピー

ド感をもって出来るだけ早く取組を進めてほしい。 

 

（関口委員） 

 ○ 取組の内容が総合振興計画の施策にそのままつながる課所も見られるが、事務の

改善により余力を生み出すためにこれからどのように取り組んでいくかという点で

課によって若干温度差があるように感じた。 

 ○ 総合振興計画の施策７５で掲げている電子市役所の推進をすることで行政改革に

つながっていくと思うので積極的に推進してほしい。 

 ○ 報告書に、取組の効果としてどれだけの余力が生まれたか、その生み出した余力

を何に振り向けた（振り向けることを予定している）のかを記載する欄を設けてほ

しい。 

 ○ 他の会議でも見られるが作成する資料に間違いが多い。資料の作成が大変なこと

は理解しているが、数値や定型文をデータ化・コード化する等により時間をかけず

に間違いを減らすことを考えてほしい。 

 



（長谷川清委員長） 

 ○ 報告書に書くほどの内容じゃないものもあれば、現場の苦労が滲み出ているよう

な取組も見受けられる。ＩＴ化・システム化によって合理化が図れるはずである。 

 ○ 各課で抱えている問題をどのように全体としてコーディネートしていくか。戦略

的な視点で全庁的に整理していくことが必要な時期にきているように感じる。 

 ○ 企画部門の業務は全庁的なものが多いと推測されるが、取組において市の哲学の

ようなものが感じられない。 

 

 

  長谷川清委員長 

  続きまして、各課の報告書について、ご意見等を伺いたいと思います。 

課の数が多いため、一件ずつ意見を伺うことはできませんので、部局ごとに意見の

ある報告を選んでご発言願います。 

 

 【記載例：[課名（取組の概要）] 】 

  企画部  

  [政策課（事務用品に係る経費節減）] 

   ・個人使用している事務用品に個人名を記載（名前シールの貼付）することで紛失

等の無駄が無くなる。共有物だとどうしても扱いが雑になってしまう。年間で見れ

ばかなりの購買金額の削減が図れるはずである。（多田委員） 

 

  [人権文化課（外国籍市民に対する窓口の利便性向上）] 

   ・ホームページをグローバル化（主要な手続を英語・中国語等で記載）することで

窓口での対応を抑えられるのではないか。外国籍市民は来庁する前にウェブで調べ

ているはずである。（多田委員） 

   ・報告書に「全庁的な理解、協力体制を整備」と記載があるが、グローバル化への

対応は重要なことなので、イニシアチブを取って躊躇することなく進めてほしい。

（村上委員） 

   ・時代背景が大きく変化していく中でひとつの市の方向性を示している取組なので

評価できるものである。（長谷川清委員長） 

 

  総務部・危機管理室 

  [情報推進課（通信回線の運用の適正化）] 

   ・当初の予定より予算化が１年間延びしたのはなぜか。（村上委員） 

 



  [収納課（転出者への収納業務の改善）] 

   ・未申告者への対応は非常に難しいことだと思うが、税の徴収率向上のための取組

は重要なことであるため、住民とトラブルにならないよう注意しながら毅然とした

態度で進めてほしい。（村上委員） 

   ・税の徴収率の向上の取組は、課の提案として取り組むよりも、市全体の大きなテ

ーマとして取り組んでもよいと感じる。（長谷川清委員長） 

 

  [危機管理室（土のうの再利用）] 

   ・必要な取組だと思うので継続して取り組んでいってほしい。（村上委員） 

   ・東日本大震災以降、各自治体で防災に関する取組が行われている。その中でこの

提案を見たときに市民に防災の取組をしていないような誤解を与えてしまうように

感じた。（関口委員） 

 

  市民環境部 

  [戸籍住民課（住民票等の交付時における待ち時間の解消）] 

   ・市民環境部全体として取組の効果が出ている印象を受けた。特に番号案内表示機

の導入により大きな効果が表れているので、水平展開を図って全庁に拡げていって

ほしい。（村上委員） 

 

  [市民活動推進課（異業種体験研修の実施）] 

   ・報告の内容が物足りない。市民とのつながりが大事な課だと思うので積極的に取

組を進めてほしい。（多田委員） 

   ・仕事を改善していく上では具体的な数値目標を設定することが不可欠であり、そ

れが無いから報告の内容が薄くなっているように感じる。（長谷川清委員長） 

 

  [産業支援課（部局・課を超えたOJTの実施による業務知識の習得）] 

   ・職員のスキルアップに向けた取組が日常的に行われるは非常に良いことであり、

取組を推進していることは評価できる。（村上委員） 

   ・効果が出た取組は継続するとともに、水平展開して全庁に拡げていくとよいので

はないか。（村上委員） 

   ・研修を受けたことでどれだけのスキルアップがあったのか。協働によるまちづく

り、産業振興に積極的に取り組んでほしい。（関口委員） 

   ・地方自治体における産業支援の取組は、税収の向上につながるものなので非常に

重要である。スキルアップした力を産業支援の取組に注いでいってほしい。（長谷

川清委員長） 



 

  [環境課（苦情・要望等のホームページでの公表）] 

   ・効果として問合せ件数の減少と記載があるが、どの程度減っているのか。減少件

数のようなものは数字で効果を出してほしい。（村上委員） 

 

  保健福祉部 

  [健康支援課（予防接種の通知方法の改善）] 

   ・通知方法を切り替えたことで、学校を通しての通知よりも個別通知のほうが有効

であることが分かり、従前の方法に戻す結果となったが、取組を実施したことで分

かったことなので評価できる。（村上委員） 

 

  建設部 

  [駅北口土地区画整理事業事務所（区画整理に対する市民理解を深める）] 

   ・いろいろなところを参考にしているようだが、和光市が目指す将来像を明確にし

て取り組むべきである。（村上委員） 

   ・組合施行で行われている市内の他の区画整理事業と連携しての取組があるといい。

（関口委員） 

 

  上下水道部 

  [水道施設課（業務委託によるコストの削減）] 

   ・実施した取組による効果として、「検討した内容から効果が得られそうなのか、委

託しないほうがいいのか」といった今後の方向性が分かるように記載してもらえる

と良い。（多田委員） 

 

  教育委員会 

  [教育総務課（学校における施設管理経費の削減）] 

   ・目標に掲げたことを実施できなかったのであれば、その理由をしっかりと書いて

ほしい。出来なかったとの報告で済ませてしまっては、この取組が意味を成さなく

なってしまう。（長谷川清委員長） 

 

  [学校教育課（グループウェアの活用）] 

   ・学校だけではなく、全庁的にグループウェアを活用しての情報共有をできないか。

学校間だけの取組にとどめるのはもったいないように感じる。（多田委員） 

 

 



  [生涯学習課 公民館（電子申請の導入による講座等の申込方法の多様化）] 

   ・実施した取組と取組による効果の記載内容が読み取れない。何もやっていないと

いうことは無いと思うので、実際に何をやって、その結果がどうだったのかを分か

るように記載してほしい。（村上委員） 

 

  [生涯学習課 図書館（図書館のあるべき姿を掲げた計画の策定）] 

   ・図書館協議会で出た意見を参考に計画を検討するとあるが、ここでどういった意

見が出たのか分かれば教えてほしい。（村上委員） 

 

  その他 

  [会計課（課を超えた職員の応援体制をつくり、残業ゼロを目指す）] 

   ・残業については、最近ニュースにもなり市民としても気になっているところだと

思う。残業（負担）を分散させる取組は、全庁的なものとして取り組んでいってほ

しい。（多田委員） 

   ・取組の内容はすごく良いものなので、拡大展開をしていってほしい。（村上委員） 

 

  [議事課（定型事務のマニュアル化）] 

   ・マニュアル化によりどのような取組がされたのか。具体的な報告がほしい。（関

口委員） 

 

  [選挙管理委員会事務局（開票事務の効率化）] 

   ・取組による効果が表れているので継続していってほしい。（村上委員） 

 

 

  一課一提案における新たな提案事項について 

  事務局 

議論いただく前に事務局から説明をさせていただきます。 

一課一提案における新たな提案事項につきましては、先にも述べたとおり、平成２

４年度に取組が終了する１７の課所等から１７件の新たな提案が提出されております。

各提案の内容につきましては、資料に配付したとおりとなっております。皆様には事

前に、各課の提案について一覧表と提案書の原本をお示ししておりますが、これらの

提案について、改革の取組としての視点の持ち方や、内容の改善等についてご意見・

ご助言をいただきたいと思いますので、宜しくお願いします。 

 

 



  長谷川清委員長 

  提案書全体を通じての印象、ご意見、指摘事項等、また、各課の提案書について各

委員が特に着目した提案についてのご意見等を各委員にお伺いしたいと思います。 

 

 （多田委員） 

  ○ 印刷コストや紙の削減の取組（前回の提案でも見受けられた）があるが、紙の削

減につながる取組として、コピーやプリントアウトと逆のスキャン等のインプット

の作業を増やすことで紙の削減が図れる。 

    また、パソコンをダブルモニターにすることで、印刷量は大幅に削減される。（現

在使用しているモニターを格安で買い取れることが前提） 

  ○ [秘書広報課の取組（市ホームページの利便性の向上）]について 

    庁内で実施している取組は、そのほとんどが市民のためにやっていることなので、

積極的に公表していくことが重要である。市役所の動きを市民から分かりやすくす

るためのホームページの活用についても考えてほしい。 

  ○ [産業支援課の取組（イベント等への職員派遣による応援体制の構築）]について 

   ・産業の振興に目を向けた取組（産業支援に直結するような取組）をしてほしい。

和光市は、中小企業の誘致・育成や個人商店への支援が弱いと感じる。そのため、

市内にどんな会社があって、どんなことをしているのかが分からない。 

・他課との連携を目標とするなら、学童保育を利用している家庭への産業側からの

支援をする等、連携によって産業振興・雇用創出につながるような取組を考えてほ

しい。 

 

 （村上委員） 

  ○ 全体的に提案して取り組む内容ではなくすぐに出来る取組が多いので、早く進め

てほしい。 

  ○ [情報推進課の取組（トナー代等の印刷コストの削減）]について 

 運用ルールの策定もいいが、複合機を利用してのシステム化をしてはどうか。パ

ソコンから印刷の指令をかけても、実際にその場に行ってパスワードを入力しなけ

れば印刷されないシステムにすれば不要な印刷物を減らせる。また、資料のＰＤＦ

化を推奨することによっても印刷量が減らせる。 

○ [収納課の取組（窓口表示や案内板の充実）]について 

  提案して取り組む内容ではないように感じる。 

○ [環境課の取組（イベント参加者の増加に向けたＰＲ）]について 

参加者が少ない原因を把握しなければ意味がないのではないか。ＰＲが足りない

のではなく、イベントそのものに魅力が無いのかもしれない。原因が分からなけれ



ば取組を実施しても効果が出ない可能性が高い。 

○ [都市整備課の取組（不要回覧物の選別）]について 

提案して取り組む内容ではないように感じる。１年間も準備期間が必要なのか。

早く進めてほしい。 

○ [道路安全課の取組（苦情処理のデータ化）]について 

  スピード感をもって取組を進めてほしい。 

○ [建築課の取組（古封筒の活用による経費節減）]について 

  提案して取り組む内容ではないように感じる。新しい封筒をまだ使用しているこ

とに驚きを感じたのですぐに取り組んでほしい。 

○ [生涯学習課公民館の取組（始業時の１分間スピーチ）]について 

  提案して取り組む内容ではないように感じる。 

 

 （関口委員） 

  ○ 職員の発意により取り組むという一課一提案の趣旨を考えれば、出された提案に

取り組んでもらえればいいと思う。ただし、取組の内容としては、すぐに出来るも

のが多く物足りなさを感じる。 

 

 （長谷川清委員長） 

  ○ 産業支援課と建築課の提案は、一課一提案として取り組む内容ではないように感

じる。改めて別の目標を設定してほしい。 

  ○ ルーティンワークとして取り組むべきものが多いように感じる。 

 

 

４ その他 

 事務局 

事務局より事務連絡をいたします。 

本日いただいた意見等につきましては、各課にフィードバックするとともに、提案書

に関するものは、１１月２６日・２７日に予定しています庁内委員会と各課とのヒアリ

ングの際の資料として使用させていただきます。 

次回の会議についてですが、第１期委員会の最終の会議を年明けの２月頃に開催した

いと考えております。次回の会議では、ヒアリング等を経て取組事項として決定した一

課一提案の提案事項をお示しします。また、今年度策定を予定している指定管理と業務

委託のガイドラインの素案についてご意見をいただければと存じます。 

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よろしく

お願いします。 



 

 

 長谷川清委員長 

 本日の会議全体を通じまして、皆さまからご意見等ございますか。 

 

（関口委員） 

 ○ この委員会で行政改革の取組について外部評価をするのか。 

  → この委員会から得られた意見等は、各課にフィードバックするとともに行政改 

   革推進本部等に報告するが、委員会で取組に対する評価を求めることは考えてい 

   ない。 

 

（長谷川清委員長） 

 ○ 次回の会議まで期間があるが、本日の会議の中で質問があった事項等については

会議を開いても個別対応でも構わないので対応してもらいたい。 

  →了承 

 

 

５ 閉会（２０：１０） 

長谷川清委員長 

それでは、これで平成２４年度第１回和光市行政改革推進市民委員会を終了いたしま

す。 


