
第２回和光市行政改革推進市民委員会 会議要旨 

 

開 催 日 平成２３年８月２日（火） １８時００分～２０時１０分 

開催場所 和光市役所３階 庁議室 

次  第 １ 開会 

２ 議題 

  「一課一提案」における各課提案内容について 

  その他 

３ 閉会 

出 席 者 長谷川 清、多田 款、村上 誠二、大竹 綾子、関口 泰典、長谷川 一樹 

事 務 局 結城次長、阿部副主幹、矢内主事 

傍 聴 者 １名 

 

 

１ 開会（１８時００分） 

 

２ 議題 

  「一課一提案」における各課提案内容について 

 事務局 

  議論いただく前に若干の説明をさせていただきます。 

  各課の提案について一覧表の形式で事前に皆さまにお示ししておりますが、これらの 

提案につきまして、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よろしくお願いします。時間の都合もございます

ので、初めに提案全体を通じてのご意見をいただきまして、次に各委員の皆さまが注目

された提案を選んでご発言いただくという形をとりたいと思います。 

 提案書は、各課から提出されたものを事務局で手を加えずにお示ししております。今

回の会議で得られたご意見等を踏まえて庁内委員会によるヒアリングを実施し、各課に

対して必要な修正等を提案していきます。取組事項の最終的な決定については、庁内委

員会のヒアリングを経て、行政改革推進本部で決定いたします。 

 前回の会議の中で、各課の提案として採択に至らなかった提案についてもご覧になり

たいとのご意見をいただきましたので、副案として提出を求め資料として添付しており

ます。 

 提案の件数についてですが、課の数としては全３５課ですが、各課からの提案の件数

を一件に限定せず複数の提案も可としているため、正案（課の正式な提案）が４９件、



また副案は採択に至らなかった提案がある場合に提出を求めているため、２７件となっ

ております。 

 提案の内容としましては、課の所管する専門性のあるものから全庁にわたるものまで

様々ございますが、各課における問題点の認識の度合いや問題点と取組事項の関係性に

ついて忌憚のないご意見等をいただけますようお願いします。 

 

 長谷川委員長 

  まず初めに、提案書全体を通じての印象、ご意見、指摘事項等について各委員にお伺

いしたいと思います。 

 

 （多田委員） 

 ○ 全ての提案は、「ヒト・カネ・モノ・情報」に分類することができる。例えば「ヒ 

   トが足りないという事象は情報の共有不足から生じる」というように、因果関係の 

   分析が必要である。 

 

 （村上委員） 

  ○ 提案書の「目標」欄に「目的」が記入されているものが多く見られる。本来、目

標とは「いつまでに・何を・どれだけ」といった事項を可能な限り数値化して表現

すべきである。目標が正確に記載されていないため、現状に対してこの先どうした

いのかがぼやけてしまう。この認識を変えない限り、目標の達成につながる施策が

曖昧になる。 

  ○ 「すぐに実行できるのでは」「まだやっていないのか」といった取組が多い。 

  ○ 職員全員がスキルアップすれば、市民対応が良くなる。市全体としてカテゴリー

を決めて取り組めば、サービスの平準化ができるのではないか。 

 

 （大竹委員） 

  ○ 取組内容については「今さら」という印象が強く、簡単なことができていないよ

うに感じる。 

  ○ 各課のコミュニケーションが取れていないように感じる。コミュニケーションの

不足が市民サービスの低下につながっているのではないか。 

 

 （関口委員） 

  ○ 今すぐに実施できるもの、社会人のマナーとして身につけておくべきものが取組

として提案されている。 

  ○ システムに関する取組が多いが、職員はシステムリテラシーを理解しているとい



う認識があるので、取組内容としては「今さら」という印象を受ける。行革の取組

とするレベルではないように思える。 

 

 （長谷川一樹委員） 

  ○ 今すぐできる取組が多い。 

  ○ 取組の実効性を高めるために、PDCAサイクルをどこまで機能させるかが課題とな

る。目標を数値化して取組の進行を定量的に把握する必要がある。 

  ○ 目的を明確にすることが必要である。「何のためにそれをやるのか」ということを

きちんと示すべきである。 

 

 長谷川清委員長 

  続きまして、各課の提案内容についてご意見をいただきたいと思います。提案の件数

が多いため、部局ごとに進めて参りますので、気になった取組を選んでご発言願います。 

 

【記載例：[課名（取組の概要）] 】 

 企画部  

 [秘書課（市長スケジュールの電子管理）] 

  ・今まで手書きでやっていた理由は何か。（大竹委員） 

  ・市役所でサイボウズを導入しているのであれば、それを利用して管理できるのでは

ないか。（多田委員） 

 

 [政策課（各課の仕事内容の公開・各課で購入する事務用品の管理・ノー残業デイの徹底）] 

  ・人材育成に関する取組は複数の課で提案している。類似する取組については、どこ

かの課が中心となって庁内全体の取組として進める必要があるのではないか。（村

上委員） 

  ・事務用品については、サイボウズやエクセルを使用して、全体の在庫量を管理し過

剰発注をしないシステムをつくるとよい。（多田委員） 

  ・ノー残業デイに残っているのはなぜか。取組を実施する前に実態を調査して本質を

知ることが大事である。（村上委員） 

  

 [市政情報課（通信回線の運用の適正化）] 

  ・取組内容が第四次総合振興計画方針７５「電子市役所の推進」と逆行するのではな

いか。（関口委員） 

 

 [人権文化課（外国籍市民に対する窓口の利便性向上）] 



  ・地域の国際化を象徴する提案である。和光市は土地柄として外国人が多いので積極

的に外国人や帰国子女を活用してはどうか。（長谷川清委員長） 

  ・外国人の登用やJETプログラム等、外部の力の活用を考えてはどうか。語学能力の

向上など職員が自力でやるには限界がある。（多田委員） 

 

 [市民相談室（市以外の相談機関の取組のデータベース化・正確な問合せ先の表示）] 

  ・FAQ（よくある質問）で質問を受けた内容をホームページで公開し、質問を減らす取

組を検討してほしい。それにより職員の省力化にもつながる。（多田委員） 

  ・FAQの庁内版を作成して周知することで、担当課の判断が必要な専門的な質問以外

は誰でも答えられるシステムづくりをしてはどうか。（長谷川一樹委員） 

  

 総務部 

 [職員課（職員によるオリジナル名札の作成）] 

  ・名札の愛着度も大事だが、ID化するなどセキュリティ面にも重点を置くべきではな

いか。セキュリティの面で考えると、名札のフォーマットはある程度統一したほう

がよいのではないか。（村上委員） 

  ・他に改革・改善の取組はなかったのか。（大竹委員） 

  ・プライバシーマークの取得など、情報を守る取組を検討してはどうか。（関口委員） 

 

 [財政課（部分的に残っている紙入札を電子入札へ移行）] 

  ・紙入札で行うことのメリットがなければ電子化すべきである。（長谷川清委員長） 

 

 [課税課（窓口の分かりやすい表示と書類記入例等の充実）] 

  ・手続や許認可をどのように行うのかをホームページでFAQ等にして公開し、市民に

わかりやすく周知することが必要である。（多田委員） 

  ・他の自治体で取組の例があるはずなので、先進事例をベンチマークしてそこに近づ

けていく、又は視察等により取り入れるとよい。（村上委員） 

 

 [収納課（転出者に対する収納業務の改善・特殊勤務手当の廃止）] 

  ・収納事務の合理化により、課税漏れ、収納漏れを防ぐための体制づくりが必要であ

る。（長谷川清委員長） 

  ・手当が支給されている理由を検証した上で廃止を検討する必要がある。（村上委員） 

  ・収納課の手当に限らず、全体の特殊勤務手当について、時代に合わせた見直しを行

うべきである。（長谷川一樹委員） 

 



 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）] 

  ・初期費用をかけても電子化することで効率化を目指すべきである。（村上委員） 

  ・住民登録をしていない人の管理をどのようにしていくか今後検討していく必要があ

るのではないか。（長谷川清委員長） 

 

 [市民活動推進課（執務体制の確立・市民との交流による職員のコミュニケーション能力 

  等の向上・ファイリングシステムの効果的な運用）] 

  ・執務体制の確立については、すぐにでも取り組むべきである。（長谷川一樹委員） 

  ・市民との交流を図るのであれば、協働推進センターとの連携により取組を進めるこ 

  とを検討するべきである。（大竹委員） 

  ・紙ベースでのファイリングだけでなく、文書の電子ファイル化による保存方法も検

討できないか。（多田委員） 

 

 [産業支援課（始業、就業時における挨拶運動）] 

  ・すぐにでも実行でき行革にはなじまない取組であるため、業務を見直し再度問題点

を抽出してほしい。産業支援課ならば、積極的に外に出て事業者等と交流し、産業

振興に関する取組を示すべきではないか。（多田委員） 

  ・市民環境部は、市民等と一番関わるので会社でいうと営業である。外部とのかかわ

りについての提案を出してほしかった。（関口委員） 

 

 [環境課（審議会等の会議環境の改善）] 

  ・計画に載せるまでもなくすぐに取り組むべきものである。取組の内容が行革と言え

るか疑問である。（長谷川一樹委員） 

 

 [資源リサイクル課(廃棄物処理申請の効率化)] 

  ・事前申請などのもっと有効な利用方法を検討してほしい。（多田委員） 

  ・リサイクル事業の認知向上を図る取組ができないか。（多田委員） 

 

 保健福祉部 

 [社会福祉課（職員を総合案内窓口に配置）] 

  ・人材育成に関する取組は複数の課で提案している。類似する取組については、どこ

かの課が中心となって庁内全体の取組として進める必要があるのではないか。（村

上委員） 

  ・フロアに立っているだけでは意味がない。来庁者に自ら声がけをするような積極的



な取組とするべきである。声がけは、利用者サービスだけでなく、不審者等の侵入

を抑制し事故を防止する防犯上の効果もある。（長谷川清委員長、多田委員） 

  ・実施に当たっては職員教育を徹底し、ただの「日直」にならないようにしなければ

ならない。（多田委員） 

 

 [こども福祉課（配布物や印刷方法等の統一による経費削減）] 

  ・印刷方法による紙の削減も大事だが、印刷の必要があるかの判断（ペーパーレス化）

も重要である。（村上委員） 

  ・冊子やパンフレット等の配布物のあり方や市民への案内方法について再考する必要

がある。例えば、ロビーのラックに置いているパンフレットをメーリングリストで流

す、あるいはweb化すれば印刷費の外注経費の節減が図れる。（多田委員） 

 

 [長寿あんしん課（業務のマニュアル化による窓口サービスの向上）] 

  ・作成したマニュアルの運用、制度の改廃に合わせた見直しまで考えて取り組む必要

がある。時間をかけて作成しても、数年経ったら形骸化してしまっては意味がない。

（長谷川一樹委員） 

  ・事務マニュアルではなく、接客マニュアルとして作成してほしい。（関口委員） 

 

 [健康支援課（予防接種通知方法の改善によるコスト削減）] 

  ・任意の予防接種であれば、全員に通知する必要があるかを検討してはどうか。（村

上委員） 

  ・通知方法の変更により、通知が届かない家庭が出ないように注意が必要である。（多

田委員） 

 

 建設部 

 [都市整備課（執務室内への職員以外の者の進入防止の徹底）] 

  ・情報保護の観点から対策が必要である。名札のID化と併せて検討できないか。（村

上委員） 

 

 [道路安全課（印刷方法の変更による用紙使用量の削減）] 

  ・道路関係は苦情等が多いと思うが苦情処理のシステムづくりを検討できないか。市

民サービスの向上の観点からの提案がほしい。（長谷川一樹委員） 

 

 [建築課（カウンター資料の整理等）] 

  ・すぐにでも取り組める事項ではないか。（長谷川一樹委員） 



  ・配布物をホームページで公開し、印刷量を減らす取組も必要である。（多田委員） 

 

 [下水道課（窓口における名刺の一括受付）] 

  ・名刺のデータベースを構築し、全庁的に共有することで職員の手間も減るのではな

いか。（多田委員） 

  ・カウンターに案内の紙（省資源の観点から個人への名刺配布は遠慮している旨）を

設置するだけでも効果が出るのではないか。（村上委員） 

  ・ホームページ上にデータエントリーをできる場所をつくれないか。（関口委員） 

 

 [駅北口土地区画整理事業事務所（インターネットによる議会中継の配信）] 

  ・議会中継を見たい市民がどれだけいるのか。市長がツイッターやフェイスブックで

議会報告をするほうが市民は見るのではないか。（多田委員） 

  ・市民ニーズを調査し、費用対効果の検証が必要ではないか。（村上委員） 

 

 教育委員会事務局 

 [教育総務課（文書事務の整理）] 

  ・この事案は、課の中でどれだけ優先順位の高い問題なのか。課の業務の中に取り組

む事項はないのか。（多田委員） 

  ・ファイルから業務の属人化が進むので、保存方法や保存場所は誰もが分かるように

しておかなければならない。（多田委員） 

 

 [学校教育課（ファイリングシステムの効果的な運用）] 

  ・管理する主管を明確にして実行することが必要。（村上委員） 

  ・ファイルの保管場所の一覧表を作成してはどうか。情報の属人化を防ぐ取組は必要

である。（多田委員） 

 

 [生涯学習課（法令等に義務付けのない計画やプラン策定事務の廃止・データのフォルダ

名やファイル名の統一）] 

  ・計画は必要とする背景があって作成されているはずである。計画の必要性の検討と

作成した計画の運用まで考えて作成するとよいのではないか。（長谷川一樹委員） 

  ・計画について作成前と作成後に必要性を検討し、取捨択一すれば作成することは問

題ないのではないか。（村上委員） 

  ・情報の属人化が進んでいるようなので情報共有のシステムづくりは必要である。（関

口委員） 

  ・データ管理の統一を図りローカルルールを無くす。統一されていないと異動したと



きに分からなくなってしまう。（多田委員） 

 

 [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）] 

  ・図書館のあり方については、職員が共通のビジョンを持って取り組むべきではない

か。（長谷川一樹委員） 

  ・あるべき姿の検討に当たって、他市の図書館との設備比較や電子図書館も考慮して

はどうか。（関口委員） 

  ・市民サービスの向上の観点からの改善点（駐車場、開館時間など）があるのではな

いか。（村上委員、長谷川一樹委員） 

 

 [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）] 

  ・申込みの優先順位をつけて電子申請を取り入れていけばよいのではないか。ただし、

電子申請を利用できない人への配慮が必要である。（村上委員） 

  ・施設利用状況（空き状況など）もネットで確認できるとよい。（大竹委員） 

  ・公民館とコミセンは、所管が違うだけで同じ業務をやっている施設なのであり方を

検討してほしい。（関口委員） 

 

 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）] 

  ・アイデアとしては非常におもしろい。繁忙期には人員を徴収するところまでやって

もいいのではないか。（多田委員） 

  ・人件費等のもろもろの課題がクリアできるのであれば、職員の相互補完の取組は効

果的である。（村上委員） 

  ・一人（出来る人）に負担がかからないシステムづくりが必要である。（多田委員） 

  ・助け合いで業務を行った際に得たノウハウを次に活かす制度づくりも検討が必要で

ある。（関口委員） 

  ・アイデアとしてはおもしろいが、実行性としては低いのではないか。（長谷川一樹

委員） 

 

 [議会事務局（定型事務のマニュアル化と書類や事務用品等の所在の明示） 

  ・どこに何があるか分からないと仕事を進める上で支障がある。すぐに取り組むべき

ものである。（多田委員） 

 

 長谷川委員長 

  続きまして、副案についてのご意見等があればお願いいたします。 



 （多田委員） 

  ○ ミステリーショッパー（覆面調査員）の取組は、やることを言わずに市長等を調

査員として外部委託等のお金をかけずに実施する。魔女狩りをするのではなく、職

員に緊張感を持たせる意味で実行してみるといいと思う。 

 

 （関口委員） 

  ○ システムや様式の煩雑化への対応に関する提案があるが、行政の仕事は他の自治

体でも同じような仕事をしているはずである。他の自治体を参考にして和光市モデ

ルにカスタマイズして実施できないか。実施可能なものはどんどん取り組むべきで

ある。 

 

 （長谷川一樹委員） 

  ○ 担当者不在時の問合せへの対応に関する取組があるが、職員向けのFAQを作成し

て、多く寄せられる質問は担当課でなくても答えられる体制づくりを全庁的な取組

として実施できるとよいのではないか。 

 

 （長谷川清委員長） 

  ○ 各課の取組内容は「ヒト」にかかるものが多いように感じる。市役所の職員が仕

事を充実させていくことは、市民生活の向上にも繋がっていくと思います。職員の

人材育成に取り組み、常に新しいスキルを身につけていけるような職場風土をつく

ってもらいたい。 

 

  その他 

 事務局 

本日いただきましたご意見等につきましては、庁内委員会と各課とのヒアリングに反

映させてまいります。 

次回の会議について説明いたします。次回の会議では、テーマ型行革のテーマと職員

定員管理に関する取組事項についてご意見をいただきたいと考えております。取組事項

に関しましては、市でまとめた案文を事前に送付させていただきます。 

なお、次回の会議は、９月下旬から１０月上旬に予定しております。９月議会との兼

ね合いもあり、まだ開催日が決まっておりませんが、本日同様平日の１８時からの開催

を予定しております。日程は、後日調整させていただき決定いたします。 

２ヶ月程度会議があいてしまいますが、その間、別途お願いすることがあるかもしれ

ませが、その際はご協力をお願いします。 

 



 長谷川委員長 

 今後の運営も含めまして、皆さまからご意見等ございますか。 

（長谷川一樹委員） 

  「一課一提案」については、今日議論した内容を踏まえてヒアリング等を実施した

後、市民委員会にフィードバックしてもらえるのか。 

（事務局） 

ヒアリングの結果、必要に応じて修正や再提案等を行いまして、取組案としてまと

まった段階で再度お示ししたいと考えております。 

 

（多田委員） 

各課の提案は、「できること」を取組事項として自己解決してしまっているものが多

い。実現困難な本当の問題点を拾い出していくことが必要である。 

 

（村上委員） 

県内市町村の同じ業務を行っている職員の意見交換会等の場があると思いますが、

そういった場所を有効に使って情報の共有をしていくのがいいと思う。自分たちの課

の中だけで考えるよりは他の自治体の意見を聞いて取り入れていくほうが有益な取組

ができると思う。 

 

 

３ 閉会（２０：１０） 

長谷川委員長 

長時間にわたりましてありがとうございました。 

それでは、これで第２回和光市行政改革推進市民委員会を終了いたします。 

 


