
平成２５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

企画部長より各委員へ委嘱状の交付を行う。

３ 企画部長あいさつ

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。

この委員会は、第１期が平成２３年７月から今年の３月までということで、一区切り

をつけさせていただきましたが、今回第２期として本日から平成２６年度末までを任期

として、１年６ヶ月余となりますが、引き続き同じ委員さんによりご検討いただけると

いうことで、感謝申し上げます。

本委員会は、行政改革推進計画に掲げた行政改革の各取組事項について、皆様からご

助言やご意見をいただくことを趣旨としております。第２期の委員会におきましては、

第１期からの引き続きとなる議題、「一課一提案」、「指定管理者制度運用ガイドラインの
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見直し」に、今年度、実施を予定しております、市の行っている業務委託を包括的に見

直すための「業務委託ガイドラインの策定」、職員定数管理計画策定に向けた取組である

「業務分析の実施」、「市有資産の有効活用に向けた検討」を新たな議題として加え、ご

意見を頂戴したいと考えております。

なにとぞ忌憚の無いご意見をいただき、市の発展にご尽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。

４ 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る。

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多田款

委員が委員長より指名を受ける。

５ 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。

事務局

①委員会運営について

委員会の会議を開催するに当たり、和光市市民参加条例の規定により委員の氏名、

会議の開催情報、会議録等について市のホームページ等で公表することになります。

また、会議を開催した際に会議録を作成することになりますが、会議録作成のため、

会議を録音させていただきます。作成する会議録は要点記録とし、その取扱いは第１

期の委員会と同様になりますのでご承知おきください。

②委員会の役割

和光市行政改革推進計画につきましては、平成２３年度に策定し、平成２７年度ま

での５年間の計画期間の中で「職員定員管理計画の策定」「一課一提案」「テーマ型行

政改革」の３つの取組により効果的な行財政運営を推進し、限られた財源を有効かつ

効率的に活用するとともに、職員が自ら発想し行動する創意工夫と事務改善等を基礎

とした「創造・自律的行政改革」へと発展させることを目的として現在取組を進めて

いるところです。

この委員会は、学識経験者３名と公募による市民２名の計５名で構成され、行政改



革推進計画に掲げた行政改革の取組が計画的に取り組まれているか、あるいは、計画

に基づいて作成する各種ガイドラインや方針等についてご意見や評価等をいただく機

関として位置づけられています。なお、計画で位置づけられた機関としましては、本

委員会のほかに、市長、副市長、教育長及び部長級の職員で構成され、行政改革に関

する重要事項を決定する行政改革推進本部と市の職員で構成され、行政改革に関する

調査、研究等を行う作業機関である行政改革推進委員会があります。

なお、この委員会でいただいたご意見や評価等につきましては、各課にフィードバ

ックし、取組内容の向上を図るとともに、新たに作成する計画等に関するものについ

ては、いただいた意見等を反映させて計画等を修正してまいりますので、委員の皆様

には、忌憚のないご意見をいただけますようお願いします。

③作業予定

第２期の委員会は、平成２５年度と平成２６年度の約２年間を任期として委員会運

営を行ってまいります。

行政改革推進計画においてこの２年間で予定している作業としましては、職員定員

管理計画の策定に向けた取組として業務分析を実施し、その結果等を踏まえ計画を策

定します。テーマ型行政改革の取組としましては、「指定管理者制度運用ガイドライン

の改訂」と「業務委託ガイドラインの作成」及び市有資産の有効活用として、施設の

配置や機能の再編、ファシリティマネジメントに関する方針の検討を行ってまいりま

す。

それぞれの取組において、市で作成した素案や取組方針案等をお示ししてまいりま

すので、ご意見やご助言等をいただき、第三者の視点を取り入れた計画を作成してい

きたいと考えております。

また、一課一提案の取組としましては、現在各課において自ら提案して実施してい

る取組事項についての評価等を行っていただくとともに、新たに提案される来年度以

降に実施する取組に対してご意見等をいただきます。

これらの作業について、委員の皆さまにお集まりいただく会議としてましては、年

２、３回とし、必要に応じて、メール等でご意見をいただくなど、なるべく体をとら

ない形での委員会運営をしていきたいと考えております。

議事１ 行政改革推進計画における平成２４年度の取組状況について

ア 一課一提案における各課取組状況の報告

事務局

議事の説明の前に、本日の会議運営について、それぞれの議題のボリュームが多い



ことから、行政改革推進計画に定める実施年度等を考慮して次第で示した議事を一部

変更し、初めに「行政改革推進計画における平成２４年度の取組状況」、続いて「業務

分析の手法の検討」、「業務委託ガイドライン」、「指定管理者制度運用ガイドラインの

見直し」の順に議題とさせていただきます。

それでは、一課一提案の取組状況についてご説明します。一課一提案については、

業務を担当する職員が自ら改革に取り組む事項を提案し、職員自身が改革の当事者で

あるという自覚の下、積極的に事務の改善等に取り組むことで、職員の業務改善意識

の高揚を促進するとともに、事務の改善等により生じた余力を新たな行政サービスや

事務事業の取組に振り向けるなど、市役所が元気になる行政改革の実現を目指すもの

です。

昨年度の会議において平成２３年度の取組状況を報告させていただきましたが、今

回お示ししている報告書はその記載内容を平成２４年度に実施した内容に変えて各課

から報告を受けたものになります。なお、個別の報告書については、様式の一部を修

正し、平成２３年度の取組状況報告書に対して市民委員会でいただいたご意見への対

応状況を記載することとしました。なお、この欄が空欄のものについては、ご意見に

ついて対応を図らなかったものではなく、いただいた意見がなかったものです。

一課一提案は、平成２４年度までに３５の課所等において４０件の取組を実施して

きましたが、取組ごとに実施年度が異なり、平成２４年度までの取組が１７件、平成

２５年度以降も継続する取組が２３件となっています。本日の会議では、これらの取

組において平成２４年度に実施した取組に対する評価、また、平成２５年度以降も継

続して実施する取組については、平成２５年度に実施を予定している取組の欄に記載

されている取組に対するご意見、提案事項に関連した取組として他に実施できる事項

がないか等のご助言をいただければと考えております。

また、一課一提案としてこれまで各課において実施された取組のうち、内容が全庁

的に実施でき、かつ、改革効果が高い取組を全庁的に実施することについて５月に開

催した行政改革推進本部において承認を得たことを併せてご報告させていただきます。

全庁的な取組として推進する事項として、８件の取組を選出しました（資料１５参照）。

これらの取組のうち３件については、これから取組手順書を庁内委員会で作成し、行

政改革推進本部で承認を得た後、平成２６年度からの実施を予定するものです。他の

５件については、各課の取組により制度設計が確立しているものでしたので、すでに

全庁的な取組を推進しております。

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。

また、報告書全体を通しての印象、評価、意見等があれば併せて伺います。

報告書全体に対する意見

〇 掲げている取組でどうやって目標を達成するのか不明確なもの、目標と取組の内

容が乖離している提案がいくつか見られる。目標について、数値化できるものにつ

いては出来る限り数値目標を立ててほしい。数値目標を設定することで手段（取組）

が明確になるはずである。（長谷川一樹委員）

〇 せっかく各課で取組が行われているのに、効果が数値で示されないのでどれだけ

の効果が出ているのか市民に分かりづらくなっている。目標を分かりやすく設定し、

達成状況に応じてその組織を評価する等、制度を改善していかなければやることが

目的になってしまう。（長谷川一樹委員）

〇 各課において、提案した取組以外で市民サービスにつながるような効果的な取組

が行われていることもあると思うが、そういった場合には、提案内容とは関係なく

ても記載させる欄を設けてもいいのではないか。そうすれば他に何も行われていな

いのかといった誤解が生じないと思う。（関口委員）

〇 取組（検証）の結果として新たにどのような課題が出てきたのか、それを解決す

るために翌年度に何に取り組むのかなど、具体的に記載されるよう報告書のフォー

マットを検討してほしい。（長谷川一樹委員）

〇 ５Ｗ１Ｈにしたがってフォーマットを修正して記載すると、報告内容がわかりや

すくなると考える。（多田委員）

各課の取組に対する意見

【記載例：［課名（取組の概要］ 】

企画部

［政策課（会議資料等のペーパレス化］

〇 取組効果として予算の削減額が記載されているが、この効果はどのように算出し

たのか。（多田委員）

→ 現在、予算書及び決算書を製本して配布しているが、これを廃止してアイパッ

ドなどの電子器具で確認することを念頭において算出した。

〇 この会議でのペーパーレスも検討してほしい。タブレット、プロジェクターを活

用するなど。事前に資料は配布されており、チェックはできるので、紙の配布は必

要最小限でよい。（村上委員）

〇 ペーパーレス化については、かつての職場で行った議論を思い出した。民間の動



きから１５、６年遅れている。ペーパレス化の取組によりこれまで無かった新たな

市民サービスが受けられるようになると良い。（長谷川清委員長）

総務部

［職員課（職員によるオリジナル名札の作成）］

〇 取組を決定する際にも発言したが、職員課としてやるべきものは何かを考えてほ

しい。自己分析をしっかりして取組を提案してほしい。（長谷川清委員長）

［情報推進課（通信回線の運用の適正化）］

〇 通信回線の見直しについて、回線の利用状況が検証されているようだが、費用面

において使用している電話回線のコストを下げることについても検討されているの

かがこの報告からは見えてこなかったので、どの程度検証されているのか疑問に感

じた。（多田委員）

［収納課（転出者への収納業務の改善）］

〇 目標に徴収率の向上を掲げているが、効果として徴収率がどれだけ上がったのか

検証されていない。徴収率であれば効果を数値で出せるのではないか。当初に目標

を設定する上で、数値目標を立てていないため、達成されているのか見えてこない。

（長谷川一樹委員）

〇 課税課、収納課については、しっかりと税を収納し、住民に対してのサービスを

どのように行うかを現場が意識してほしい。（長谷川清委員長）

市民環境部

［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）］

〇 研修を受けた、研修内容を電子データ化したなど取組が書いてあるが、実際にそ

れにより職員のスキルアップや省力化で仕事の進め方にどのような変化（効果）が

あったのか。（多田委員）

〇 この取組以外のことになるが、情報発信のための冊子を作成するなど、産業振興

の取組が新たに行われていると思うが、それが報告書からは見えてこない。提案事

項以外でも成果が上がっている取組があれば記載してもよいのではないか。そうす

れば他に取り組むことはないのか、何もやっていないのではないかといった誤解が

生じないのではないか。（関口委員）

〇 もっと具体的な取組を挙げてほしい。産業活動の現状と課題を前面に打ち出して、

今後の産業活動の活性化につなげていただきたい。（長谷川清委員長）



［資源リサイクル課（廃棄物処理申請の効率化）］

〇 報告書から資源の活用、リサイクルに関する問題意識が見られない。積極的な活

動を期待する。（長谷川清委員長）

保健福祉部

［社会福祉課（業務のマニュアル化）］

〇 取組の効果として、今後の課題が発生したとあるが、その課題とは具体的に何な

のか。そこまで記載されないと報告としては不十分であるし、評価もできない。（長

谷川一樹委員）

［こども福祉課（配布物の印刷方法等の統一による費用削減）］

〇 効果も出ており良い取組だと思うので、全庁的な取組として推進してほしい。消

耗品や備品類の削減のための取組は全庁的に展開するべきである。（村上委員）

［長寿あんしん課（業務のマニュアル化）］

〇 効果的な取組だと思うので、全庁的な取組として推進してほしい。（村上委員）

上下水道部

［下水道課（執務室のセキュリティ確保）］

〇 下水道事業が公営企業に移行することになるが、公営企業化に伴って今後どのよ

うな取組が行われるのか期待したい。（関口委員）

［水道施設課（業務委託化によるコスト削減）］

〇 業務委託する内容が定まらない、他市を調査しても難しいというのは迷っている

現状を伝えているだけで全く前進していない。このままでは迷った結果無理でした

となるのではないか。この取組が無理なのであれば違ったアプローチや別の取組を

行うべきである。（多田委員）

教育委員会

［スポーツ青少年課（事務用品のリサイクル等による消耗品費の削減）］

〇 目標と取組効果の関連が不明である。目標を５％削減としているのだから、効果

としては消耗品費が何％削減されたのか（目標が達成できたのか）を記載すべきで

ある。（長谷川一樹委員）

［生涯学習課（ファイル管理の統一化による情報の共有）］



〇 今はクラウドでデータ管理する時代になっている。共有のサーバーを全体で利用

していると思うが、その利用に関しての指針がないのか。IT 分野に関しては進展が

早いのであまり時間をかけて取り組んでも時代遅れになることがある。（多田委員）

→ ファイル管理は、共有のサーバーを使用しているが、そこに保存されているフ

ァイルの名称の付け方がばらばらなため担当者以外が探せないといった情報の属

人化等の課題があった。そのため、ファイルの整理方法を統一していこうという

のがこの取組である。

［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）］

〇 図書館計画の策定についての取組だったと思うが、一課一提案にしては規模が大

きすぎたのではないかという印象を受けた。計画の策定は一つの施策であり、一課

一提案としては、職員の業務改善といった視点で取り組んではどうか。（関口委員）

イ 市有資産の有効活用について

事務局

市有資産の有効活用について説明させていただきます。テーマ型行政改革の取組の

ひとつである「市有資産の有効活用」については、公共施設の配置及び機能の再編等

に関する基本方針を策定すること、及び市有財産について、その有効利用に関する基

本方針を策定すること、この二つの基本方針の策定を目指すものです。市有資産は、

大きく行政財産と普通財産に分類され、行政財産とは、市庁舎のように市がその事務

や事業に直接使用する「公用財産」と学校や図書館といった市民が使用する「公共用

財産」に分類されます。行政財産以外の財産を普通財産といいます。

これまでの取組として、平成２４年度、計画では実施体制の整備としてアセットマ

ネジメント及びファシリティマネジメントに関する研究を行うこととされていますが、

平成２４年８月１日に組織改正を行い、市が所有する土地、建物等の公有財産を経営

資源として捉え、経営的な視点をもって管理運営を行うための組織として、総務部総

務課に「資産戦略担当」を設置しました。担当の設置により、公有財産の有効活用に

関する事業実施の迅速化、また、公共施設の保全台帳の運用と営繕工事の監督の一元

化により業務の効率化を図ることができたものです。

平成２５年度においては、アセットマネジメントに関し引き続き研究を行うととも

に、公共施設白書の作成、及びファシリティマネジメント事業の推進に取り組むこと

を計画しています。平成２６年度以降、公共施設の配置及び機能の再編等に関する基

本方針、市有財産の有効活用に関する基本方針の策定に取り組む計画であることから、

各公共施設のあり方や機能の再編等に関するご意見は、基本方針の策定に取り組む来



年度以降に改めてご意見をいただくことを予定しています。

この場では、平成２４年度に実施した取組に対する評価と、これから市有資産の有

効活用に関する取組を進めていく上で必要な視点等があればご助言をいただければと

存じます。

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。

（多田委員）

〇 市有資産の有効活用に関する取組は、他の自治体においても行われていると思う。

他でどのようなことが行われているのかを集積し、現状の和光市の市有資産と併せ

て一般に公開することで、民間事業者の参入などビジネスチャンスを広げるべきで

ある。それにより従来の引き算の行政改革から足し算の行政改革へと転換できると

思う。

〇 公開することにより門戸を開き、その中で行き過ぎた取組になりそうな部分を委

員会でチェックできればいいと思う。

（長谷川一樹委員）

〇 公共施設については、どこの自治体でも議論になっているところであり、おそら

くほとんどの自治体が経費等の問題から現在の保有総量を今後維持できなくなって

いく。その中で和光市においても公共施設の統廃合の取組は必要である。

〇 公共施設の統廃合は、住民サービスに直結する取組なので市民や議会との合意形

成に時間がかかる。そのため市の方針を早めに決定し、議論を早く開始することが

重要である。このスタートが遅れてしまうと施設の老朽化が進み手遅れになってし

まう。

〇 近隣では、さいたま市や川越市が先進的に取り組んでいたと思うので、ベンチマ

ークしてみてはどうか。

〇 和光市では、特に学校施設の再編が必要ではないか。学校はコミュニティ施設と

しての役割が強いため、直ちに廃止することは難しいと思うが、最近鶴ヶ島市で小

学校の敷地に保育園を併設した例もある。和光市でも乗り遅れないように早く検討

を進めてほしい。

〇 施設等の箱モノの検討と併せて、行政が提供しなければならないサービスなのか

を検討する必要がある。ある施設では、民間の運営と直営では民間のほうが人気が

あることも多い。行政はチェックをしっかりすればよく、すべてを担う必要はない。

そういう視点で検討してほしい。



（村上委員）

〇 この取組については、１０年先を見据えて展開してほしい。ただ現状に対応する

だけの取組では、元の木阿弥になってしまう。

〇 電気自動車や太陽光発電施設の導入は、流れが速いので慎重に考えながら推進し

たほうが良いと思う。

〇 耐震が持たない建物をどうするのか。耐震補強して維持するのか、すぐに代替施

設を建築しなくても、取り壊して更地にしてから次の利用方法を検討するなど、活

用の選択肢を増やして先を見ながら進めてほしい。

（関口委員）

〇 和光市でも今後公共施設を維持していく上で改修等にどのくらいかかるかといっ

たデータを持っているはずである。そういったデータを市民にも公開しながら進め

てほしい。

〇 wi-fi や屋根貸しの成果なども見えてこないので、市民向けに中間的な数字の報

告もしてほしいところである。

〇 市民ニーズを的確に捉え、市民との協働によりお互いが負担しあってまちづくり

を進めるという考え方でないと、財源等が足りない。そのような考え方もファシリ

ティマネジメントにつながると思う。

（長谷川清委員長）

〇 行政サービスは時代とともに変わってくる。今後どんなサービスを提供していく

のか。特に福祉分野の仕事は今後重要であり、そこでどんな施設が必要になってく

るのか見えない部分もある。その中で施設等の箱モノの検討も大事だが、そこで行

われるサービス（中身）の検討も重要である。

〇 行政が保有する施設には、民間事業者では建てない無駄な空間を使った建物が多

い。民間で同様の施設を保有した場合、固定資産税の支払等、維持管理に莫大な費

用がかかるからである。そのため、我々住民としては税金が無駄に使われていると

感じてしまう。

〇 マネジメントという言葉の使い方が民間とは違うように感じる。行政におけるマ

ネジメントとは具体的に何を指しているのかを示していく必要があるのではないか。

〇 和光市の市有建物を見たときに、これらの建物はいろいろな用途に活用がされて

しかるべきである。小学校なら避難所といったように、用途の多重性を考える必要

がある。



職員定員管理計画策定に向けた取組「業務分析」の手法について

事務局

これまで職員定員管理は、総務省の定めた「地方公共団体における行政改革の推進

のための新たな指針」に基づき、数値的な目標を設定し、定員管理の適正化の取組を

進めてきましたが、当該数値目標は、一般的に「定員モデル」や「類似団体別職員数

の状況」等のマクロ方式による全国一律の指標に基づくものであり、和光市政の実状

に即したものではありませんでした。

今後、策定する職員定員管理計画では、和光市政の実状に即し、和光市政の運営に

必要な事務事業を適切に執行するために最適な正規職員数の実現を図ることを目的と

するものです。目的とする最適な正規職員の職員数を算出するに当たっては、和光市

政の運営に必要な事務事業を執行するに当たり正規職員が担うべき事務とその量を把

握することが前提となります。そのため正規職員が担うべき事務量を明らかにするた

め、市の全事務事業を対象として業務分析を実施するものです。なお、業務分析の対

象となる事務事業は実施計画や予算編成において必要と判断され採択されているもの

であるため、業務分析において、事務事業の必要性について判断することは想定して

いません。

これまでの職員定員管理計画の策定に向けた取組としては、平成２４年度に組織改

正を実施し、効率的な事務執行体制の構築と組織の機能強化を行い、職員定員管理計

画策定に向けた土台づくりを行いました。

平成２５年度においては、組織改正後の事務執行体制の検証を行うとともに、職員

定員管理計画の基礎資料となる正規職員が担うべき業務量を算出するため、業務分析

を実施することを予定しています。

業務分析は、その目的が正規職員が担うべき業務量の把握であることから、市の事

務事業全てを対象とするミクロ方式となっています。また、業務分析の主要な目的が

業務の性質を分析することであり、性質を分析するためには業務の内容を詳細に把握

する必要があることから、事務事業を構成する業務を執行過程ごとに細分化し、それ

ぞれの業務内容を詳細に記載することとし、細分化した業務は、それぞれについて「専

門性」と「定型性」により性質を判断し区分することとしています。これらをそれぞ

れの業務について行うことで、その内容と性質から正規職員が担うべき業務とそれ以

外の業務に区分し、平成２４年度の職員の勤務時間と処理件数の実績を基に、事務事

業における正規職員が担うべき業務量を算出する内容の実施要領案となっています。

なお、業務分析において作成した調査票については、業務分析の際の一過性の使用で

終わるのではなく、現在、和光市において事務執行マニュアルが制定されていないこ

とにより異動時における引継ぎや事務執行に支障が生じている場合があることから、



業務内容を詳細に記載することにより事務執行マニュアルとしての役割を持たせるこ

とを予定しています。

なお、計画では平成２５年度に定員管理計画を策定することとしていましたが、平

成２４年度に大規模な組織改正を行ったことにより、改正後の組織体制において一定

期間事務を執行し、業務実績を把握した上で業務を分析する必要性があったこと、ま

た、定員管理計画に掲げる最適な職員数を算出するためには、計画策定前の業務分析

が重要になることから、平成２５年度において業務分析の手法を検討、実施すること

とし、計画は平成２６年度に策定を先延ばしすることを考えています。

業務分析は、当市において初めての試みであり、他の自治体においても実施してい

る例が少なく事例の収集が難しいこともあり、その内容や手法については手探りの部

分が多いため、実施手法や分析の内容等の妥当性、他の手法の有無等についてご意見、

ご助言をいただき、より精度の高いものに改善していければと考えております。

長谷川清委員長

職員定員管理計画策定に関する平成２４年度の取組状況や業務分析の手法について

ご意見、指摘事項等を各委員に伺いたいと思います。

（多田委員）

〇 業務分析を行うことは非常に良い取組であるが、業務分析を進める上でコンサル

を導入する予定があるのか、分析の内容を公表するのかなど、計画のアウトライン

があれば教えていただきたい。

→ 政策課が担当して実施手法を説明するなど、外部発注はせずに自分たちで実施

する予定である。まだ内部での合意形成も出来ていないため内容の公表等は今後

検討する。

（長谷川一樹委員）

〇 業務分析の内容を見ると、最終的に正規職員から非常勤等にどれだけシフトでき

るか、それを積み重ねっていって職員数を出そうということだと思う。私が仕事と

して業務分析を実施した経験から所管課でシートを作成させると正規職員でなくて

も出来る業務だとはなかなか言ってこない。また、正規職員から非常勤職員等に切

り替えることを提案すると、原課から相当の反発が予想される。職員で対応するの

は大変だとは思うが頑張ってほしい。

（村上委員）

〇 現状を把握する取組は良いことなので進めてほしい。もし、和光市の正規職員の



年齢分布に偏りがあり、この取組により業務を外に出していこうとした時に、現在

の正規職員の雇用（受け皿）をどうするかといった問題が生じると思う。それをど

のように克服して適正な職員数にしていくかの検討も重要である。そこがはっきり

していないと正規職員でなくても良いとはなかなか言わないと思う。

〇 この問題は、企業にとってはもっと切実である。よい方策があれば意見交換させ

ていただきたい。

（関口委員）

〇 事務事業における業務量に応じて、職員数を決めていこうという考えの取組であ

ると思うが、民間企業であればまず人員の整理が先に行われる。この考え方は行政

になじまないことは理解しているが、行政では次年度の事務事業を予算で決めてお

り、議会との関係等もあるので、人員の整理をどのタイミングでやっていくのかが

見えにくいと感じた。

〇 計画を立て、その流れの中で丁寧に適正化に取り組んでもらいたい。

（長谷川清委員長）

〇 民間企業であれば業務が減ればすぐ人員削減につながるが、行政についてはそれ

は難しい。この取組は、指定管理や業務委託といった行政事務の運営の問題とも深

く関わっており、業務分析の結果だけで結論を出すのは難しいという印象を持って

いる。

テーマ型行政改革「業務委託ガイドライン（素案）」について

事務局

テーマ型行政改革の取組のひとつである「業務委託の見直し」については、これま

で当市において行財政運営の効率化と合理化、サービスの質的向上を目的として業務

の外部委託を積極的に推進してきたことにより、物件費の割合が増大し、財政構造の

硬直化をもたらす主な要因となっていることから、業務委託に関する統一的な基準と

してガイドラインを作成し、委託業務やその委託内容を包括的に見直すことで増大し

た物件費を抑制するため、平成２３年度から取り組んでまいりました。

現在、市が委託を行っている主な業務としましては、本日追加で配布した資料１９

「平成２３年度委託事業調べ」をご覧ください。この資料からも、これまで業務委託

を推進してきたことにより相当数の業務が外部委託により行われていることがお分か

りいただけると思います。また、同種の業務について施設ごとに委託契約が行われて

いたり、別の委託業者に発注していたりと業務委託が合理的に行われていない現状も



一部に見られます。これは、今まで委託してきた業務の内容や経費について十分な検

証が行われず、前例を踏襲する形で業務委託を行ってきた例が一部に見られること、

また、新たな業務が発生した際に、その業務についての委託内容の検討は行われてい

ても、既に委託している業務を含めての発注方法の検討等が行われていないことなど、

委託した業務を包括的に見直すための基準がなかったことから、検証に当たっての視

点が不十分であったことが一因になっているものと考えられます。

また、少子高齢化をはじめとした社会構造の変化により増大する社会保障業務への

対応や、地方分権の推進により、市が行う業務量は増加の一途をたどっており、限ら

れた職員数で効率的に事務を執行するためには、更なる業務委託を行うことも必要に

なりますが、これまで業務委託を行う際の判断基準等を明文化したものがなく、統一

的な基準に基づいて委託することの是非や委託内容の検討が行われていないといった

課題もあり、その基準を整備することも重要になります。

これらの状況を改善するため、業務を委託する際の考え方や委託した業務について

包括的な見直しをするための統一的な基準を定めるためガイドラインの作成が不可欠

なものとなっています。

ガイドラインの作成に向けた取組としましては、これまで、市職員で組織する行財

政問題検討会議における委託料の見直しの提案についての検討や、委託業務の内容や

手続の現状を調査するなど、ガイドラインの作成に向けた準備をするとともに、「和光

市健全な財政運営に関する条例」を制定し、定期的に委託料の見直しを行う旨を規定

することで、委託料の見直しについて法規範による強制力をもたせました。また、平

成２５年度の予算編成過程において、前年度比３パーセントの委託料の削減に努める

よう全庁的に周知し、平成２５年度当初予算における経常的な委託料を約１，１００

万円削減するなど、委託料の削減に向けて取り組んでまいりました。これまでの取組

状況については、資料１０の報告書に記載しております。

これらの取組を踏まえて、業務委託ガイドラインの作成に取りかかり、作成した素

案が今回資料１１としてお示ししたものになります。

続きまして、ガイドラインの内容についてご説明します。行政改革推進計画におい

ては、既存の業務委託を見直すことに力点を置いた取組内容となっていますが、社会

情勢の変化や地方分権の推進により増加する事務量に限られた職員数で対応するため

には、今後も新たな業務を委託していく必要があることは先ほども述べました。その

ため既存の委託業務の見直しに関する基準だけでなく、新たに委託を導入する際の判

断基準や手続についても併せて定めることとしています。

まず、ガイドライン策定の背景及び趣旨として、物件費が増大していること、事務

量の増加により更なる委託の推進が必要となる現状や業務委託の検証や見直しが十分

におこなわれていないことなどを説明し、ガイドライン策定の必要性を記載していま



す。

次に、「４ 業務委託に当たっての判断基準」として新たに業務を委託する場合の判

断基準を定めることで、各課において統一的な基準に基づいて委託の是非を検討する

ことができるようにするとともに、実際に委託することと決定した場合に、契約をす

る上での留意事項として「５ 実施に当たっての留意事項」を定め、委託する業務の

水準を確保できるようにしています。

委託した後の業務内容の見直しの方法については、業務水準や事務経費、事務の効

率性について検証し、業務内容や委託料、委託発注方法などを見直すための基準を「７

委託効果の検証と業務内容等の見直し」として定めることで、統一的な基準による包

括的な見直しが行われるようにしています。

新たに業務委託をする際、又は委託した業務の見直しをする際の手順としましては、

業務所管課における検討は当然のことながら、各課で検討された内容を、現在すでに

行われている、実施する事業内容等を確認する「実施計画策定時」及び各事業に対す

る予算額等を検討する「予算編成時」においてそれぞれの担当課職員がダブルチェッ

クをすることでその精度を高め、さらに PDCA サイクルに沿って委託した業務の検証と

改善が毎年度行われるシステムにしています。手続の流れについては「10 業務委託の

手順イメージ図」を参照ください。

なお、既に外部委託により行われている業務については、委託効果の検証と業務内

容等の見直しから手続を進めることになります。

このガイドラインに基づく見直し等については、今年度の１１月頃から行われる予

算編成前までに庁内に周知し、来年度の予算に反映されるようにしていきたいと考え

ております。

なお、個々の業務に関する委託の必要性や内容、委託先、委託料等については、こ

のガイドラインに基づいて今後見直しを行っていくこととなりますので、この場での

意見は、個々の業務に関するものではなく、ガイドラインで定めている基準や手続等

が適正か、また、別の視点からの取組や手法、委託発注方法等がないかなど、見直し

の基準となるガイドラインの内容についてご意見等をいただきたいと存じます。

長谷川清委員長

それでは、業務委託ガイドラインに関する平成２４年度の取組状況やガイドライン

の内容についてご意見、指摘事項等を各委員に伺いたいと思います。

（多田委員）

〇 策定の背景からしっかりと書かれているガイドラインになっているので、実際に

こういった事項に取り組んでいることが市民にも分かるようにホームページ等で積



極的に公開してほしい。それによって市民満足度の向上につながるし、外部の視点

からのチェックも行われると思う。

（長谷川一樹委員）

〇 実施計画段階と予算編成段階でのダブルチェックがされるようだが、このチェッ

クは財政担当課によって行われるのか。

→ 実施計画は政策課、予算編成は財政課の職員により担当課を変えて別の視点で

のダブルチェックが行われる手続としている。

〇 ガイドラインに基づく運用をしてみて修正点があれば適宜修正を加えていけば良

い。実際に運用をしてみればチェックシートの内容がこれで十分なのかなど、課題

が見えてくると思う。

（関口委員）

〇 業務委託の委託先や金額は公表されているが、市民向けに透明性を知らしめるた

め、業者選定の形式（入札なのか随意契約なのか）も含めて一覧でわかるようにし

て公表していただきたい。

〇 ガイドラインはまず運用してみて課題を修正していけばよい。

（村上委員）

〇 かなりの量の業務が委託されているが、これらの委託内容等を全体的に管理する

課があるのか。それとも各業務所管課で管理しているのか。

→ 業務所管課において管理されている。

〇 法務的な観点でリスクを考えると、業務所管課で管理している場合、それぞれの

委託契約書の中身をチェックする仕組みがあるのか気になった。その仕組みがなけ

れば検討すべきと考える。

→ 契約書の大枠についてのスタンダードはあるが、委託契約については、その業

務によって内容も異なってくることからその部分は、その都度相手先と協議しな

がら契約書を作成している。

（長谷川清委員長）

〇 民間企業では、契約においてコンプライアンスの確保が重要である。契約書の

ひな型を簡素に作ってしまうと、実際に契約を結ぶ際に問題が生じてしまう。

〇 業務委託を進めると、定員管理と密接に関わってくるので、組織としての方向性

をしっかりと持った上で取組を進める必要がある。



※ 時間の都合により、本日の議事はここまでとし、「指定管理者制度運用ガイドラインの

改訂」に関する議事は次回の会議において議論することとする。

６ 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、一課一提案に関するものは各課にフィードバ

ックし、業務分析、業務委託に関するものはいただいた意見を基に素案等の修正を行い

ます。

次回の会議についてですが、１１月頃に開催したいと考えております。次回の会議で

は、今年度で一課一提案の取組が終了する課が提案する来年度以降の新たな取組事項、

本日いただいた意見等を基に修正したガイドライン等をお示しし意見等をいただきたい

と考えております。なお、テーマ型行政改革「指定管理者制度運用ガイドライン」につ

いては次回の会議の議題とさせていただきます。

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。

７ 閉会（２０時３０分）


