
平成２６年度第２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 企画部長挨拶

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。

委員の皆様には、これまで第１期の委員会から約３年半にわたり、市の行政改革の取

組について貴重なご意見等を賜り、感謝申し上げます。

行政改革推進計画の計画期間も残すところ１年余りとなり、計画で掲げている取組も

一定の進捗と成果を得ているところですが、厳しい財政状況の折、効率的かつ効果的な

行財政運営を行っていく上で、引き続き行政改革の取組が重要となってまいります。

今回ご審議いただく議事は２つございます。

１つ目の議事といたしましては、昨年からその実施手法についてご意見をいただいて

いる「業務分析」の実施状況の報告と、その結果を踏まえて作成することになります「職

員定員管理計画」の素案の検討となっております。

２つ目の議事として、行政改革推進計画の一課一提案の取組について、各課から提案

のあった平成２７年度の新たな取組の提案状況を報告いたします。

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。

開 催 日 平成２６年１１月２７日（木） １８時３０分～１９時３０分

開催場所 和光市役所３階 庁議室

次 第 １ 開会

２ 部長挨拶

３ 議題

業務分析実施状況の報告及び職員定員管理計画（案）の検討につい

て

一課一提案における新たな取組事項の提案状況の報告について

４ その他

５ 閉会

出 席 者 長谷川 清、多田 款、関口 泰典、長谷川一樹

事 務 局 山﨑部長、結城次長、前島課長補佐、梅津副主幹、堀井主事

傍 聴 者 ０名



本日はよろしくお願いいたします。

３ 議題

会議に先立ち、事務局から、第１回行政改革推進市民委員会で議題となった公共施設の

使用料等の見直しについて、パブリックコメント及び説明会を実施し、庁内の委員会及び

意見募集を経た上、基本方針を策定し、その方針は１２月定例会に上程する予定である旨

報告があった。

議事１ 業務分析実施状況の報告及び職員定員管理計画（案）の検討について

事務局

まず、業務分析実施状況について、ご説明します。

職員定員管理計画に係る業務分析については、１０月７日（火）から９日（木）にか

けて、庁内委員によるヒアリングを行いました。

ヒアリングにおける指摘事項等を踏まえ、修正を加えた各課所等の業務時間等につい

ては、資料５のとおりとなっております。

また、ヒアリングの際に確認した各課所等の会議録作成に係る時間については、資料

６のとおりとなっています。これらの会議録作成業務については、一括して委託等を検

討することとし、その旨を職員定員管理計画（素案）１２頁に掲載しています。

次に、庁内委員会の意見に基づいて作成した職員定員管理計画（素案）について、ご

説明します。

素案の２頁をご覧ください。計画の構成については、比較可能性等を考慮し、他の自

治体が策定している計画と概ね同様となっています。

３頁については、計画策定の目的や当該計画の位置づけなど、計画策定の趣旨を記載

しています。

４頁から６頁については、定員管理の現状として、過去の職員数の推移や総務省が提

示している定員回帰指標、定員モデル及び類似団体平均値による試算値と本市の職員数

の比較を行っています。

７頁については、これまでの定員管理の課題として、課所別の目標値が設定されてい

なかった点及び本市の地域特性等が目標値に反映されていない点を明示しています。

８頁については、今後の定員管理における基本的な考え方、計画期間、対象となる職

員、目標値の算出方法について掲載しています。

９頁から１０頁については、計画期間最終年度（平成３１年度）における課所別の職

員数の目標値を掲載しています。

１１頁については、目標達成に向けた取組みを記載し、１２頁については、取組みの



具体的内容として、「資料１ 業務の担い手変更計画」を記載しています。

１３頁から最終頁については、「資料２ 業務分析の結果」を掲載しています。

本日お集まりいただいた委員の皆様には、素案の内容について、忌憚のないご意見を

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

議事１についての説明は、以上になります。

長谷川清委員長

それでは、ただいまの報告について、各委員からご意見等を伺いたいと思います。

（長谷川一樹委員）

○ 職員定員管理計画素案の１１ページの５ 目標達成に向けた取組みについて、

空き家の問題や高齢者の問題、ゲリラ豪雨の問題など、自治体がやらなければな

らない仕事が増えている一方で、総務省から自治体の職員を減らせといわれてい

る状況の中では、職員一人ひとりの生産性を上げていくしかない。職員の資質向

上・能力向上は定員管理計画を進めていく上で重要な課題になると考えるので、

目標達成に向けた取組みの中の柱として、職員の能力を上げるということを掲げ

たほうがよいのではないかという印象を受けた。

（関口委員）

○ 実際に行政が行っている事務事業を見ていて、どう見ても職員の人数が少ない

と思う。そのために第四次総合振興計画の事務事業を減らそう、ということも考

える余地がある。和光市は協働のまちづくりを目指し、快適環境都市わこうとい

う将来像を掲げているが、職員が少なくて仕事が多い現状では、協働のまちづく

りに関わる職員の姿勢が各担当課によってまちまちになってしまう。事務事業を

減らして、職員と市民とがどのようなまちづくりにしたらいいかを共に考えてい

くのがいいのではないか。

（多田委員）

○ 職員定員管理計画素案の６ページの類似団体との比較について、農林水産分野

がないのは和光市の特色ではあるが、職員数が少ないことは若干不安である。職

員に負担が生じているレベルの数値かとも思う。指標について年齢分布が入って

いないことが気になった。市役所は持続的な組織であるということを考えると、

組織の疲弊があるタイミングで出てきてしまった場合に備えて、次世代を育てて

いく視点も加えてほしい。数値目標に年齢構成も入れていいのではないかと少し

考えた。



（長谷川清委員長）

○ 人員に係る計画を立てる際には、仕事それ自体を見ること、行政需要が際限な

く広がっていく実態とのバランスをどう取るかということ、一人ひとりの職員が

元気に仕事をしていく必要があることを考える必要がある。「和光モデル」の計画

が作れるのであればそれに越したことはないが、行政サービスを根本的に見直す

中で、職員が身に付けるべきスキルは何か、市役所が担う部分はどこか、市職員

が元気に過ごして仕事をこなしていくためには年齢を重ねるごとに新しい職場が

開発され、役所の外に出て行く仕事が生じる中で、組織のメカニズムを考える必

要がある。行政サービスそれ自体が民間の提供するサービスとかなり重複する部

分が出てきていて整理しづらいが、どこかで人員を見直す必要がある。それぞれ

の数値については、少ない職員数で頑張っていることは伝わってくるので、新し

い時代に合わせた行政のあり方を考えてほしい。

（関口委員）

○ 臨時職員や社会福祉協議会や文化振興公社などの関連団体の職員数について、

概算でいいので教えてほしい。

→ 非常勤職員も多くいるが、臨時職員と合わせて１８０名程度と把握している。

文化振興公社は１０数名、社会福祉協議会は把握していない。

○ 社会福祉協議会については福祉分野の予算で支出されているので、正職員４０

０名の数だけで見てしまっているのが気になる。

→ 社会福祉協議会については、指定管理者として任せている業務と福祉分野の

補助金を支出している業務とは違うので、一概には言えないが、児童センター

の管理運営業務などは、一般的な委託業者と変わらない扱いにしている。

和光市の場合、委託料が物件費で計上されているので、人件費に代わるもの

が物件費として計上される。委託した業務については、委託の管理等を職員が

担うことになる。

（長谷川一樹委員）

〇 業務分析時間集計表の中で、担い手変更可能時間について、戸籍住民課は担い

手変更が可能とされている時間数が多い。窓口業務の外部委託については、足立

区で偽装請負の問題が指摘されたこともあったが、和光市は窓口業務の効率化に

ついて何か取組みを考えているか。

→ 集計を行って、計画の取りまとめのために担い手の変更をどのように行うか

を詰める段階での調整により、変更となった。本来は窓口業務の外部化を行い



たかったが、ちょうど足立区の問題が顕在化してしまったという背景もあり、

計画の素案では証明書のコンビニ交付の取組みとした。

議事２ 一課一提案における新たな取組事項の提案状況の報告について

事務局

それでは、一課一提案の取組につきましてご説明します。

資料７をご覧ください。平成２７年度から新たに一課一提案の取組を行っていただく

１１の課所等を 平成２６年度 提案対象課所等一覧 に示してあります。

そして、資料７では一覧に続き、各課所等からの提案書を添付しています。

昨年度までは、庁内の委員に一課一提案の取組についてヒアリングや取組事項候補案

の決定の作業を行っていただきましたが、今年度は、庁内委員には既に業務分析のヒア

リングで多大なご協力をいただきましたので、各課所等との一課一提案の取組内容の個

別の調整については、事務局で行わせていただきたいと考えております。

事務局で調整を行う際には、これまでに行政改革推進庁内委員会及び市民委員会でご

意見をいただいてきた一課一提案のヒアリングを行ってきた際の視点であります、

・ 「解決しなければならない課題・問題」が的確に把握できているか？

・ 提案の背景となる問題等の解決優先度は？

・ 課題・問題に対して提案事項が解決手法として有効か？

・ 数値目標が明確になっているか？

・ 目標を達成するための手法（取組）が適当か？目標と取組が乖離していないか？

・ 提案事項の他に、課題・問題を解決するための手法はないか?

・ 課題・問題をより効果的に解決するため、提案事項に改善の余地はないか？

に加え、今年度の第１回の委員会でご意見をいただいた

・ 業務上の懸案事項を洗い出し、その改善に取り組んでいるか？

といった視点を加えて進めてまいります。

資料８の提案書につきましては、今月１０日に行われました庁内委員会での意見を踏

まえて所管課との調整を行っておりますが、この委員会でいただくご意見を基に、再度

調整を行った上で、取組内容を最終決定する運びにしたいと考えております。

本日お集まりいただいた委員の皆様には、各課から提出された提案書の内容等につき

まして、忌憚のないご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

説明は以上になります。

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。内

容は多岐にわたっておりますので、各委員が着目した点についてご意見いただきたい



と思います。

（関口委員）

○ 図書館の取組みについて、図書館協議会の委員をやっていた際に、ヤングアダル

ト（中学生・高校生）の世代の図書館利用者がなかなか伸びないと聞いていた。図

書館サービス計画の中に、市民団体が自発的に図書館を作っていこうという市民サ

ポーター制度があるので、ＬＩＮＥの運営も市そのものが実施するのではなく、い

ろいろな方の意見を聴くべきだと提言したことがあった。

○ 学校教育課の取組みについて、和光の教育は印刷費に年間２０万円かかっている

ということであるが、これを紙面にしたとしても手にする人はほとんどいないので、

データブック化してホームページに掲載すればいいと考える。

（多田委員）

○ 市民に対しての情報の提供については、ホームページ上に全ての情報を掲載する

ということが、一番単純だが意外とできていないと思う。そうすることで、市民が

検索をかけて興味がある情報を見ることができる。インターネット上に文字情報を

掲載する啓発の効果は、紙面で行うより高いと思う。プッシュ通知の利用など情報

を発信する仕組みについては、市が全ての情報を送ると送受信する情報が過剰にな

ってしまうので、子育てをしている人は子育ての情報が得られるなど、利用者が情

報を取捨選択できる仕組みがあれば効果的である。

（長谷川一樹委員）

○ 都市整備課の取組みについて、仕事中に電話がかかってくると仕事の能率が低下

するので、ＦＡＱを載せるなどして問合せ数を減少する取組を全庁的に推進したほ

うがいいと思う。他市では、例えば札幌市はコールセンターを設置してコールセン

ターでさばいているといった方法もあるが、和光市の規模では費用対効果が悪いの

でＦＡＱの充実がよいと思う。自治体の規模によっては、原課の電話番号はホーム

ページ上にアップしないという方法もある。

○ 戸籍住民課の取組みで個人番号カードの保有率を３０％にするとあるが、過去に

住基カードが普及しなかった例もあるので、なかなか難しいのではないか。

○ 公民館の取組みについては、公民館だよりはそもそも興味がある人しか見ないの

で、利用者を１０％以上増やすためには講座ごとに必ずアンケートを行うなどして

講座の中身を充実させたほうがよいと思う。

（長谷川清委員長）



○ 一課一提案については全体的に取り上げられるテーマの合理化が進んできて、原

課の対応で処理できるものも増えてきたので、もう会議に上げる必要がないと思う。

会計課の取組みについては、私のいた銀行業界からすると手数料を払わなくなるの

はつらいことだが、送金に係る技術革新が進んでいて、経費が安くなっているので、

通知しないということも方法の一つではあるが、いろいろな工夫によって通知書を

やめることに伴って発生するトラブルも未然に防げるので、ぜひ新しい手立てを積

極的に講じて経費の削減に努めてほしい。

（長谷川一樹委員）

○ 戸籍住民課の取組みで、コンビニ交付サービスの対象となる証明書は発行数が多

いものにしなければ、システムの維持だけに費用がかかる結果を招くことになりか

ねない。サービスを一度始めると止めづらいので、費用対効果を考慮してほしい。

（関口委員）

○ 下水道課の取組みについて、今日、ちょうど総合体育館にマンホールトイレを見

に行ったところだった。そこで思ったが、４００名の職員のうち、いざ災害になっ

た際に何人くらい市役所に来られるのか。職場の近くにいる職員は何名ほどいるか。

→ ３割から４割程度と思われる。

（多田委員）

〇 地元のマンションでは、どの家に高齢者がいて、どの家に高齢者を背負える人が

いるかなどのマップが作られているなどの住民自治が進展する中で、トイレと給水

の問題があり、住民に係が割り振られている。災害時に備え行政が計画しているこ

とを住民に伝えていくという仕組みを作ってもよいと思う。

（関口委員）

○ 自助や共助、公助といった考え方と、災害時要援護者の制度がある中で、住民に

も市の方針を伝えてほしい。

→ 現在、公共施設にすぐ行ける職員を決めていて、例えばある公民館には近くに

住んでいる職員がすぐに行って鍵を開けるという訓練が実施されている。また、

災害時にどの職員が何をするかという対応方法を定めるＢＣＰ（業務継続計画）

も作り始めている。加えて、なるべく建設部と危機管理室の人員は近隣に住む者

を配置している。

（長谷川一樹委員）



○ 余談だが、区部、特に港区などは職員がほとんど区内に住んでいない。東日本大

震災は平日午後だったからそれぞれの自治体に職員がいたが、休日だったらどうな

っていたかわからない。武蔵野市では市の防災センターに交替で必ず１人宿直をさ

せており、文京区では民間のマンションを借り上げて、そこに若手の職員を住まわ

せているなど、どこの自治体も苦労しているという印象を受ける。地方では職員が

地元に住んでいることが多い。

（多田委員）

〇 マンホールトイレの使い方のように、防災に係る事項で市民も知っておくべき事

項については、講習会を開いてもコストと手間がかかり、参加者が集まらないとい

うこともあるので、ホームページ上に動画をあげておけば、震災によって動画サイ

トが見られなくなることはまずないし、スマートフォンによっても見ることができ

るので、世代を問わずわかりやすい説明が可能となり、震災時の市役所への電話の

問合せ件数を減らすこともできる。

→ 市から情報を送信する仕組みについては、マイナンバー制度の中でのマイポー

タル（自分の個人情報を確認する仕組み）へのプッシュ通知ということも始まる

とされている。また新聞では戸田市が市民が興味のある情報を取得できる仕組み

を始めたということも報道されているので、これからの時代に合わせてそういっ

たものも参考にしていきたい。

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。

定員管理計画につきましては、本日いただいたご意見を踏まえまして、本年度中の制

定に向けて準備を進めてまいります。

一課一提案につきましては、各課に本日いただいたご意見を示して調整を行った上で

実施内容を最終決定してまいります。

なお、本日の会議をもちまして、第２期の委員会の会議は終了となります。委員の皆

様には、取組の評価等について貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。

また、２年間にわたり委員会の運営にご尽力いただきましたことを重ねて御礼申し上

げます。

来年度、第３期の委員会を構成するに当たり、委員の再任のお願いや公募等の実施に

ついて情報提供をさせていただきますので、その際にはご協力をいただけると幸いです。

５ 閉会（１９時３０分）


