
 

令和３年度朝霞市行政改革懇談会（第１回） 

次 第 

 

 

令和３年１０月６日（水） 

午後１時３０分から 

ゆめぱれす（朝霞市民会館）会議室（梅） 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

（１）今後の朝霞市行政改革の進め方について 

（２）朝霞市行政改革基本方針（素案）について 

（３）行政改革の柱と主な取組について 

（４）その他 

 

３ 閉 会 
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今後の朝霞市行政改革の進め方について 

 

１ 行政改革の推進に当たって 

平成２８（２０１６）年から令和２（２０２０）年度までを期間とする第５次行政改革

は一定の成果をもたらしたが、一部の取組項目が目標未達成となったほか、使用料や補助

金等の見直しなど、社会経済情勢の変化に応じて、今後も継続した取組が求められるもの

もある。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大のように想定外の事象に対する行政課題のほか、

近年のデジタル化の加速など、本市を取り巻く状況の急激な変化に迅速かつ柔軟に対応で

きる行政改革の体制を構築していく必要がある。 

このような背景から、これまでの行政改革大綱及び実施計画を５年毎に策定する形式を

改め、今後は新たに行政改革推進基本方針（以下、「基本方針」という。）を策定するとと

もに、同基本方針に基づいた行政改革推進実施計画（以下、「実施計画」という。）を毎年

度見直しながら定めていくことにより、複雑化・多様化する行政課題に的確に対応し、将

来にわたって持続可能な行政運営を継続していくための体制を構築する。 

 

従来（例 第５次） 今後 

・第５次行政改革大綱 

（平成２８年度～令和２年度） 

・行政改革推進基本方針 

（令和３年度～）※終期なし 

・第５次行政改革実施計画 

（平成２８年度～令和２年度） 

・行政改革推進実施計画 

（期間３年）※毎年度策定 

 

２ 基本方針 

（１）行政改革を推進していくに当たっての基本的な考え方、進め方、推進体制等について

まとめる。 

（２）基本方針の期間は令和３（２０２１）年度を始期とする。 

 

３ 実施計画 

（１）具体的な取り組みの名称、担当部署、内容、数値目標等を記載する。 

（２）実施計画には、大きく２つに分類して取組を定める。 

（分類１）集中的な取組が求められるもの 

例 ＤＸ等の新しい変革が求められる課題への取組みなど 

（分類２）定期的な見直し、継続的な実施が求められるもの 

 例 使用料、手数料、補助金、委託料、減免規定等の見直しのほか、事務改善報告等 

（３）実施計画の期間は、社会情勢に応じて必要な取り組みを適宜定めることができるよう、

３年間を計画期間とし、毎年度見直して策定する。 

資料１ 
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４ 策定体制 

（１）庁内組織 

朝霞市行政改革推進本部及びその下部組織である朝霞市行政改革幹事会において素案

等を作成し、基本方針及び実施計画を策定する。 

（ア）朝霞市行政改革推進本部 

市長を本部長とし、副市長、教育長、部長級職員で構成する。 

（イ）朝霞市行政改革幹事会 

市長公室長を幹事長とし、部次長級職員で構成する。 

（２）第三者機関 

朝霞市行政改革懇談会において、知識経験者や関係団体代表者、公募委員から、素案等

に対する意見等を求め、基本方針及び実施計画の策定に反映させる。 

 

５ その他 

基本方針については、パブリック・コメントを実施し、素案に対する意見を求め、基本

方針の策定に反映させる。 

 

６ 策定スケジュール 

令和３（２０２１）年 

７月 基本方針（骨子案）及び実施計画（骨子案）作成 

１０月 基本方針（素案）及び実施計画（素案）決定 

１１月 基本方針（素案）のパブリック・コメント実施 

１２月 基本方針及び実施計画の策定完了 
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朝霞市行政改革推進基本方針（素案） 

 

１ 基本方針策定の趣旨 

本市では、昭和６１（１９８６）年に朝霞市行政改革大綱を策定して以来、行政の簡素

効率化をはじめとする行政改革に取り組んできました。平成２８（２０１６）年度から令

和２（２０２０）年度までを期間とする第５次行政改革大綱においては、多様化・高度化

する市民ニーズに応えるため、自主財源の確保や組織機構の見直しと定員の適正化など、

１０の取組項目を推進しています。 

第５次行政改革は一定の成果をもたらしましたが、一部の取組項目が目標未達成となっ

たほか、使用料や補助金等の見直しなど、社会経済情勢の変化に応じて、今後も継続した

取組が求められるものもあります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大のように想定

外の事象に対する行政課題のほか、近年のデジタル化の加速など、本市を取り巻く状況の

急激な変化に迅速かつ柔軟に対応できる行政改革の体制を構築していく必要があります。 

このような背景から、従来およそ５年毎に策定してきた行政改革大綱の形式を改め、今

後は新たに朝霞市行政改革推進基本方針（以下、基本方針という）を策定するとともに、

同基本方針に基づいた朝霞市行政改革推進実施計画（以下、実施計画という）を見直しな

がら毎年度定めていくことにより、早期に新たな行政課題の把握、施策への取り込みを行

い、迅速に対応していくことで、将来にわたって持続可能な行政運営を継続していくため

の体制を構築します。 

 

２ 推進に当たっての基本的な考え方 

行政改革は、行政経営を効率的に実施するためのものであり、行政経営の主点は、いか

に良質な市民サービスを提供し、市民満足度をあげるかという点にあるものと思われま

す。 

そのためには、サービスの提供主体である職員の能力向上、組織の効率的運用が必要と

されます。 

また、行政経営には、市の持つ様々な資源の活用が図られますが、これら資源には限り

があり、効率的な運用が求められます。特に、財源については、今後、危機的な状況が見

込まれるため、新たな財源の確保を含め、効率的な財政運用が求められています。 

行政改革の推進については、こうした経営観点をもちつつ、様々に影響してくる外部要

因への対応が迅速に検討することができるよう、機動的に改革の対象を選択していくもの

とします。 

 

 

 

 

資料２ 
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３ 行政改革の進め方 

（１）行政改革推進実施計画の策定 

行政改革の推進に当たっては、行政改革推進実施計画（以下「実施計画」という。）を

策定し、具体的な取組の名称、担当部署、内容、数値目標等を記載します。社会情勢に

応じて必要な取組を適宜定めることができるよう、実施計画は３年間を計画期間とし、

毎年度見直して策定します。 

なお、取組については、様々な外部要因に機動的に対応するため、３年間の計画の中

途においても、新たな取組を取り上げることができるものとします。 

 

また、実施計画には、大きく２つに分類して取組を定めます。 

（分類１）集中的な取組が求められるもの 

（分類２）定期的な見直し、継続的な実施が求められるもの 

 

（２）実施 

実施計画に基づき取り組みます。 

（３）効果検証・評価 

実施計画に定めた各取組の進捗状況をまとめます。また、審議会等の第三者機関にお

いて進捗状況を報告し、市の取組に対する意見を求めます。 

（４）取組状況の公表 

  実施計画に基づき実施した取組の状況については、市のホームページ等を通じて市民

に公表するとともに、市議会に対して報告を行います。 

 

４ 推進体制 

（１）庁内組織 

全庁的に推進するため、次の組織を設置します。 

ア 行政改革推進本部 

市長を本部長とし、副市長、教育長及び部長級職員で構成する。基本方針、実施計

画の策定のほか、行政改革に関するその他の重要事項を決定します。 

イ 行政改革幹事会 

各部署を代表する職員で構成する組織。基本方針、実施計画の案の検討のほか、行

政改革に関する調査、研究等を行います。 

（２）第三者機関 

朝霞市行政改革懇談会等の第三者機関において実施計画に基づき実施した取組の状況

について報告し、知識経験者や関係団体代表者、公募委員から、市の取組状況について

意見等を求め、今後の取組に反映させます。 
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５ その他 

（１）本市は総合計画を最上位計画と位置付け、総合計画に基づく行政の推進を徹底して

いることから、行政改革の取組についても、総合計画との連動を図ります。 

（２）本基本方針に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。 

 

６ 資料（これまでの行政改革の取組） 

（１）朝霞市行政改革大綱：昭和６０（１９８５）年～ 

・事務事業の見直し 

・組織・機構の簡素合理化 

・給与の適正化 

・定員管理の適正化 

・民間委託、ＯＡ化等事務改革の推進 

 

（２）第２次朝霞市行政改革大綱：平成８（１９９６）年～平成１５（２００３）年 

・事務事業の見直し 

・時代に即応した組織・機構の見直し 

・定員管理及び給与の適正化の推進 

・効果的な行政運営と職員能力開発の推進 

・行政の情報化の推進等による行政サービスの向上 

・会館等公共施設の設置及び管理運営 

（３）第３次朝霞市行政改革大綱：平成１６（２００４）年～平成２２（２０１０）年 

・組織改革と職員の意識改革 

・合理的で健全な行財政運営の推進 

・開かれた市政の推進 

（４）第４次朝霞市行政改革大綱：平成２３（２０１１）年～平成２７（２０１５）年 

・行政サービスの選択と集中－行政評価の活用 

・市民ニーズと地方自治が重視される時代を捉えた組織と人づくり－組織改革と人材 

・合理的で健全な行財政運営の推進－持続可能な行財政運営 

・市民と行政をつなぐ仕組みづくり－情報公開と市民参画の推進 

（５）第５次朝霞市行政改革大綱：平成２８（２０１６）年～令和２（２０２０）年 

・効率的で効果的な行政運営と市民参加 

・安定した財政運営と財産の活用 

・機能的な組織運営と人材育成 

 



行政改革の柱と主な取組（案） 

（１）集中的に実施する取組 

取組名 実施項目 

①デジタル化の推進 １ 行政手続きの電子化 

２ 事務手続きの電子化 

②予算編成の見直し １ 予算編成の見直し 

 

（２）定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組 

取組名 実施項目 

①デジタル化の推進（再掲） １ 行政手続きの電子化 

２ 事務手続きの電子化 

②予算編成の見直し（再掲） １ 予算編成の見直し 

③財源の確保 
１ 使用料・手数料について 

２ 多様な財源の創出・確保 

３ 補助事業の見直し 

④市民との協働の推進 １ 市民との協働の推進 

⑤業務委託の在り方 
１ 業務委託について 

２ 指定管理者制度について 

⑥公共施設の在り方 １ 公共施設について 

⑦組織改革 
１ 組織制度の見直し 

２ 審議会の見直し 

 

資料３ 



次期行政改革に取り組むべき課題一覧

柱 取組 実施項目 課題 内容 取組番号

（１）集中的に実施する取組
①デジタル化への推進

行政手続きの電子化

1 デジタル化への対応

行政手続きなどにおける市民の利便性の向上、業務の効率化を図
るため、
Ｗｅｂ会議の実施、ＡＩ、ＲＰＡなどの導入の検討を行う。
（例）ＡＩによる音声テキスト化ソフトウェアを用いて、自動的に会議録
を作成することにより、業務の効率化を図る。

1-1-1
1-1-2

2
行政手続きの電子申請
化の推進

ペーパーレス化を推進するためにも、各種手続きにおいて可能な限
り電子申請を導入する。窓口における受付処理が減少し、ペーパー
レス化が推進される。

1-1-1
1-1-2

3 デジタル化への対応

毎日多量に硬貨での収入がある駐輪場や溝沼子どもプールなどの
利用料の支払いにキャッシュレス決済を導入し（駐輪場は拡大）、市
民サービスの向上及び金融機関にて硬貨を入金する際に発生する
「大量硬貨取扱手数料」の負担の軽減を図る。

1-1-1

4 広報のデータ配信化

転入時にメールアドレスも登録し、個人のアドレス宛に広報を配信す
る。
※期待できるメリット
現在は高齢者もスマートフォンを利用している。広報を全戸配布から
データ配信に切り替えることにより、各記事をライフステージごとにカ
テゴライズすることや、広報内の記事を検索することなども可能とな
り、必要な情報に簡単に辿り着くことが可能となる。また大幅な印刷
料及び配布コストが削減できる。

1-1-1

5 行政手続きの電子化

クレジット　支払の導入
理由・各課で作成する支出命令書の廃止及び請求書発行手数料の
削除のため。

1-1-1

6 行政手続きの電子化

庁内窓口での手数料支払いのキャッシュレス化
理由・国がデジタル庁を設置することになり、自治体においても
キャッシュレス化を率先して推進する必要があるため。

1-1-1

6
（第５次行革）の課題
戦略的な情報発信

・戦略的な市の魅力の発信方法について検討する。

1-1-1

〇行政手続きの電子化は、喫緊の課題であることから、１～６については、「行政手続きの電子化」としてまとめた

事務手続きの電子化

1
(再掲）

デジタル化への対応

行政手続きなどにおける市民の利便性の向上、業務の効率化を図
るため、
Ｗｅｂ会議の実施、ＡＩ、ＲＰＡなどの導入の検討を行う。
（例）ＡＩによる音声テキスト化ソフトウェアを用いて、自動的に会議録
を作成することにより、業務の効率化を図る。

1-1-1
1-1-2

2
(再掲）

行政手続きの電子申請
化の推進

ペーパーレス化を推進するためにも、各種手続きにおいて可能な限
り電子申請を導入する。窓口における受付処理が減少し、ペーパー
レス化が推進される。

1-1-1
1-1-2

7 デジタル化への対応
消防団本部及び分団長にタブレット端末を配布し、ペーパーレス会
議などの業務の効率化を図るとともに、災害等に出場した際の情報
共有等に活用する。

1-1-2

8
行政文書のペーパーレ
ス化の推進

紙の使用量が多く、保管文書量も多い。電子データ化し、検索が容
易になる環境を構築することにより、業務効率の向上が図られる。 1-1-2

9
職員に個人メールアドレ
ス付与

※期待できるメリット
・回覧を印刷する時間、紙代削減。キャビネットスペースの削減。
・スピーディーな情報共有が可能。(特に２０人以上の課)
・特定の人への連絡が、現状では電話または直接対面で伝えてい
たことが、個人メールで伝えることができることで、相手の仕事の妨
げにならない。

1-1-2

資料４

1



柱 取組 実施項目 課題 内容 取組番号

10 デジタル化への対応
ＡＩの活用（市内通報システム、災害時観測システム）などにより、業
務の効率化や市民の利便性、サービスの向上を図る。 1-1-2

11
行政情報の発信及び庁
内共有

道路台帳等のデジタル化を推進することで、外部への情報提供の
円滑化をはじめ、職員の事務負担軽減を図ることができる。また、各
課で所有している地図情報（小中学校通学区など）を庁内で共有で
きるようにする。

1-1-2

12
職員の感染症対策等へ
の取組の推進

すぐにでもできる「ＷＥＢ会議」や「在宅勤務」を実施する。（感染症対
策、働き方改革への対応） 1-1-2

13 デジタル化への対応
リモートでのWEB会議が多くなり広く定着しつつある。市においても
活用により業務の効率化が図れるため、環境整備を図っていく。 1-1-2

14
デジタル化社会への対
応

今後、デジタルコンテンツを駆使することで、外部機関や市民との情
報共有をこれらにより確立していくほか、庁舎外の市の公共施設に
おいても、電子図書の提供やWEB博物館の実施、博学連携におけ
るデジタル資料利用など幅広いデジタル化が求められていることか
ら、Wi-fiなどのハード面とデジタルアーカイブなどのソフト面の両方
の整備を進めていく必要がある。

1-1-2

15 行政手続きの電子化

各課が作成する支出命令書の一本化
理由・各課で共通している支出命令書の処理部署を一本化し事務
効率の向上を図る。
例：全職員の出張旅費は職員課が処理する。
通勤手段(電車、徒歩等）の個人情報は職員課で把握しているた
め、処理システムの構築等を検討する。

1-1-2

②予算編成の見直し
予算編成の見直し

16
歳入の増加が見込めな
い状況下における予算
編成の対応

新型コロナウイルス感染症の影響などにより市税等の歳入の増加
が見込めない状況下で、真に必要な事業に予算を配分するため事
業課が主体となって事業の方向性を決めていく総額枠配分方式に
よる新しい予算編成方法を導入する。

1-2-1

17 予算の編成

事業別予算において、需用費、役務費については毎年枠配分予算
の指示があるが、消耗品などは、課単位で一括して計上することに
より、微弱ながらも経費の縮減が図れる。また、予算執行においても
柔軟な執行が可能になる。

1-2-1

〇１６～１７については、「予算編成の見直し」としてまとめた

〇１～２については、事務手続きに関わるので、こちらにも再掲。また、７～１５についても、事務のデジタル化は喫
緊の課題であることから「事務手続きの電子化」として取りまとめた
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柱 取組 実施項目 課題 内容 取組番号
（２）定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

①デジタル化への推進（再掲）
②予算編成の見直し（再掲）
③財源の確保

使用料・手数料について

18
証明書発行手数料の見
直し

朝霞市では、公の扶助を受けるための証明書（例えば児童手当用
など）は無料で交付している。そのため、申請書に提出先などを詳
細に記入してもらう必要がある。また、コンビニ交付では、使用目的
を選択することもできないため、減免とならないなど、交付方法に
よって取扱いが異なっていることなどから、使用目的による減免は
廃止し、生活保護受給者のみ減免対象に限定する。
　また、総合窓口課などの混雑緩和を含め、窓口で交付する場合と
コンビニ交付の場合の手数料に差をつける。

2-3-1

19
手数料や使用料等の全
庁的な見直し（値上げ）

・手数料徴収条例の別表１と２にある金額を全面的に改定する。既
出の対応方針等では、改修等が終わった施設の使用料について値
上げを検討する等々としているが、財政が厳しい現状を踏まえ、当
該事務に係る人件費等も踏まえた適切な料金に改定し、施設の維
持管理費に充てるなど、全体的な見直しを図る。
・また、証明書等の発行手数料についても、同様に料金の見直しを
行う。

2-3-1

20
公共施設におけるサー
ビス提供と受益者負担
のありかた

体育施設等の公共施設については、引き続き、指定管理等による
適切な管理・運営を行い、利用者への安定的なサービスの提供に
努める一方で、サービスの利用者が、その対価として、適切な額の
使用料を負担していただけるよう、その額について検討していく。

2-3-1

21 使用料・手数料の見直し

新規、改修による施設のリニューアルに伴い、本市の公共施設使用
料見直しに関する基本方針等により検討の必要性があるため。 2-3-1

〇１８～２１については、「使用料・手数料について」としてまとめた

多様な財源の創出・確保

22
国・県等の補助金の活
用

国の補助金制度を有効的に活用していくため、財政部局で統括して
推進していく体制づくりを検討していく。 2-3-2

23 （５次）自主財源の確保
企業広告収入の拡大、各種事業における産・官・学の連携と取り組
み等を推進する。 2-3-2

24 ふるさと納税の活性化

安定的な財源の確保を図るため、近隣市と協働して共通の返礼品
を発掘するなどして、引き続き魅力がある返礼品の充実に努めてふ
るさと納税の活性化を図っていく。

2-3-2

〇２２～２４については、「多様な財源の創出・確保」としてまとめた

補助事業の見直し

25 補助金事業の見直し

補助金の有効性を高めるため、公益性、必要性、有効性、公平性、
妥当性の視点で検証する。
特に申請が無いもの、実績が年々減少している補助金については、
廃止、縮減等の検討をする。
ただし、法令で義務付けられている補助金や数年以内に終了する
補助金については、実情に応じた予算計上であるかについてのみ
検証する。

2-3-3

26
市単独の支援制度（補
助金）の見直し

・今後も財政が厳しい状況が続く一方、取り組むべき事業は増える
ので、既存の補助制度の必要性の有無を含めた見直しに加え、当
市が独自で上乗せ横出ししている部分を廃止する。
・第５次行政改革において、他市の状況等を踏まえて見直しを行っ
ていくとあったが、進捗率の対象が「調査やニーズの把握、検討な
ど」であったため、実際には縮減等がされなくても進捗率が１００％と
なっていたので、進捗率の対象を「(市単独の総数を分母として）縮
減金額や件数」にする。

2-3-3

〇２５～２６については、「補助事業の見直し」としてまとめた
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柱 取組 実施項目 課題 内容 取組番号
④市民との協働の推進

市民との協働の推進

27

多様なサービスを提供
するため、地域住民と協
働した新しいまちづくり
に寄与できる事業展開

情報化や高齢化が進展する中で、多様なサービス提供に努めていく
ために、担い手不足と言われる中にあっても、主体性を持った地域
住民と協働したまちづくりに寄与できる事業展開を目指し、住民との
相互の信頼関係の構築を図っていく。

2-4-1

28 地域住民との協働

部内における各種主催事業等
理由
生涯学習部にて主催する各種事業（文化・スポーツ）において、学校
のほか地域の協力を得て、繫がる生涯教育、生涯スポーツが求め
られているため。

2-4-1

29 市民活動への参加促進

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会で活動を予定して
いる、「おもてなしボランティア」の方々を中心に、大会のレガシーと
して、地域イベントなどのボランティア活動を継続していただく仕組み
づくりを行っていく。

2-4-1

30
（第５次行革）の課題
参加と協働によるまちづ
くり

市民参画を推進するために設けている制度がより有効に機能する
よう改善に取り組む。また、自治基本条例等の制定について検討す
る。

2-4-1

⑤業務委託の在り方
業務委託について

31
アウトソーシング等の活
用

現在、公共施設の維持管理を中心に指定管理制度を導入している
が、今後はさらに窓口業務など、市民サービスを向上させ、行政運
営の効率化が図られるものは積極的に導入していく。

2-5-1

指定管理者制度について

32 指定管理者制度の検討

指定管理者制度が導入されて以来、選定方法、対象施設などにつ
いて、時間を掛けた検討が行われていないことから、選定方法、対
象施設は現在のままで良いのか検討する。
　（例）市財政がより一層厳しくなる状況下において、指定管理者に
一定の裁量を持たせている現在の指定管理制度の運用を見直し、
市が仕様書にて厳格にコントロールできる委託契約方式に戻すこと
を検討する。

2-5-2

⑥公共施設の在り方
公共施設について

33
ファシリティマネジメント
の推進

「公共施設等マネジメント実施計画」の基本方針に基づき、公共施
設の長寿命化対策、維持管理経費縮減（ランニングコスト縮減、自
主財源確保、新たな収入の確保）について検討を行う。

2-6-1

34
（５次）ファシリティマネジ
メントの推進

公共施設の統廃合、柔軟な利活用に向けた検討を行う。
2-6-1

35
公共施設マネジメントの推
進

施設の長寿命化対策
照明のＬＥＤ化の検討
理由
・施設の新築、改修等にあたっては、長寿命化対策の検討が必要な
ため。
・ＬＥＤ化を推奨することにより、ランニングコスト（電気料）の大幅な
削減となることが確実であるため。

2-6-1

36
（第５次行革）の課題
ファシリティマネジメント
の推進

「公共施設等総合管理計画」を踏まえて、今後50年間を見据えた成
果の達成に向けた仕組みづくりとその運用を開始する。 2-6-1

〇３１については、「業務委託について」としてまとめた

〇３２については、「指定管理者制度について」としてまとめた

〇２７～３０については、第5次で未達成の項目であることから、名称は「市民との協働の推進」として引き続きまとめ

〇３３～３６については、第5次で未達成の項目でもあり、「公共施設について」としてまとめた
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柱 取組 実施項目 課題 内容 取組番号
⑦組織改革

組織制度の見直し

37
包括的な相談支援体制
等の構築（組織体制の
見直し）

市民相談、子ども相談、高齢者相談、障害者相談、生活困窮相談、
住宅相談、消費生活相談、人権相談（女性、ＤＶ）、納税等の相談
（市民税、国保料水道料金）などさまざまな相談を各部署で専門ス
タッフを配置するなどして対応している。
最近では、家庭によって複雑化・複合化している相談も多く、縦割り
の枠を超えて、各部署連携して対応しているが、どこの課を案内す
ればよいか難しい場合もある。
最近では、高齢者の親と子供の面倒を見るダブルケアの問題、５０
代の子が働けず親の年金等で生活する８０５０問題、それに加えて
障害があったり、生活保護を受けているなど複合化する事例もあり、
各部署で連携して対応に努めている事例もあるが、ワンストップで総
括的な対応はできていない。
児童虐待では要保護児童対策協議会、障害者支援では自立支援
協議会、高齢者支援では地域ケア会議など、その分野における支
援体制は構築されているほか、各部署で庁内検討委員会を設置し、
その分野における情報共有などの連携に努めているが、包括的な
体制は構築されておらず、各部署における検討にも限界があると思
われる。
包括的な支援体制の構築等は、福祉分野のみならず、全庁的な問
題として、検討する必要性がある。

2-7-1

38 業務の平準化
平準化を図るため、それぞれの部署（部・課・係）が抱える業務の見
直しを行う。 2-7-1

39 職員の適正な配置
業務の平準化に併せ、職員を適正に配置し、勤務の平準化を図る。

2-7-1

40 組織の見直し
上記業務の見直しを行った結果、必要に応じて組織の見直しを行
う。 2-7-1

41
職員の適材適所配置
（方針）

各部署における管理職配置、一般職及び専門職配置、再任用職員
配置の方針を決める。 2-7-1

42
適切な人員配置（定員
管理）

時間外の多さが増員の判断基準の大半を占めているように感じる
が、中には業務改善に着手せず既存のやり方で事務を進め、人員
を増やしても時間外が減らず、更に職員を増やす部署がある。
単に時間外が多く大変そうだから人を増やすのではなく、業務改善
の取り組み状況なども要望と併せて提出させ、総合的に判断し、あ
る程度の透明性をもって人員配置（職員数の配置）を行った方が有
効的である。

2-7-1

43 組織の統廃合

この課題抽出の結果や、総合計画後期が始まったことを受けて、必
要な組織改革を実施する。例えば、同類の事務を複数課で行うのは
非効率であり、（１）シティプロモーション課を解体し、シティプロモー
ション系の事務は産業振興課へ、広報系の事務は、以前のように市
政情報課にそれぞれ移管する。（２）デジタル化の導入に向けて、財
産管理課の情報管理係を市政情報課へ移管し、デジタル化や情報
全般を一括して担わせる、など。

2-7-1

44 所掌事務の見直し

事務事業の目的や趣旨等を踏まえて、効率的・効果的に取り組める
よう事務の移管を含めて全庁的に所掌事務（事務分掌）の見直しを
実施する。例えば、イルミネーションは産業振興課やシティプロモー
ション課、プレイパークはこども未来課など。

2-7-1

45
シティプロモーションの
取り組み

シティプロモーションの展開が中柱に位置付けられているが、ぼやっ
とした目標ではなく、明確な目標設定が必要。他の自治体のように
明確な目標を立てるなど、シティプロモーション課が旗振り役となっ
て、全庁的に推進していく取組と体制が必要。

2-7-1

46
住んでみたい・住み続け
たいと思われるまちとな
るために

本市が選ばれるまちとなるために、「まちの魅力」を売り込むための
効果的な事業を創出するとともに、シティプロモーションを戦略的に
推進していく組織体制の構築を図る。

2-7-1
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柱 取組 実施項目 課題 内容 取組番号

47 組織制度の見直し

統廃合された課の再編成、また統廃合の可能性の再考
理由・過去の機構改革により、統合された課については、必要に応
じて再度分割する等により、各分野でのきめ細かい市民対応とニー
ズの把握・事業展開や施設等の管理がより円滑に実施できる場合
があると考える。
一方で、同一ジャンルの事業を実施する所管課を統合することによ
り、施設を所管する課であれば、別の事業課と一体的に行うことで、
学習拠点の整備や運営と事業展開に一貫性を持たせることが考え
られる。その場合、職員の増員も行わず、庁舎内の在課を施設へ移
動する等により、本庁舎内のスペースの創出等にもつながるなどの
メリットも考えられる。

2-7-1

審議会の見直し

48 審議会制度の見直し

公民館運営審議会とコミュニティセンター運営審議会の一本化
理由
どちらの審議会も、施設の運営について諮問・答申をしていただく会
議体ですが、費用対効果や事務の効率化の点で一本化がよいた
め。

2-7-2

49 審議会の統合

外部評価審議会、まち・ひと・しごと総合戦略会議、行政改革懇談会
の３つは、内容が重なる部分があり、全体として、外部評価審議会
で評価する方が、効率が良いと考えることから、庁内においても審
議会の統廃合を検討する。

2-7-2

〇４８、４９については、「審議会の見直し」としてまとめた

〇３７～４７については、「組織制度の見直し」としてまとめた
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柱 取組 実施項目 課題 内容 取組番号
（３）その他

50 財政改革の実施

第５次行政改革では、敢えて財政面の課題を取り上げていないよう
に感じた。財政が厳しい中、いかに入りを増やして、出を少なくする
かの課題に全庁で取り組む必要があるので、名称を【行財政改革】
とし、財政面の改革も確実に実施する。

51
新型コロナウイルス等に
よる緊急事態等におけ
る事業展開

コロナ禍などによる緊急事態の状況下においては、感染症拡大防
止策を行いつつ、事業規模を縮小する等、新しい方法を工夫・模索
しながら、効果的かつ効率的に事業を展開していく。

52
財政状況に応じた事業
運営

コロナ禍等により、市の財政負担が増える反面、住民税等の税収は
減少し、財政状況は厳しいものとなるため、民間団体等のノウハウ
を活用し、経営の視点も取り入れながら、計画的かつ効率的な事業
運営に努めていく。

53
行政改革に見合った取
組課題の設定と、忖度
のない取組課題の抽出

第５次では行政改革としては弱い取組もあり、無理に１０項目設けた
感があったので、今回は重要な取組にいくつか絞って。
達成が見込めない難しい課題も、積極的に取組項目に位置付ける。

54 行政評価制度の改革

外部評価委員１０人の意見では行政を評価する意見としては少な
く、委員も市民公募以外はほとんどメンバーが変わらないため、毎
回同じような視点の意見が多く評価機関として機能しているとはい
いがたい。
委員の意見を聞くことに加えて、施策評価シートと事務事業評価
シートをホームパージで公開し、パブコメのように意見を募るなど、
多面的に意見を求める。また、外部評価委員も委員数を増やして多
方面の分野から委員を募る。

55
行財（政）改革の進捗管
理

行政改革懇談会の取り組み（進捗管理関係）は外部評価委員会の
取り組みと被るので、審議会の集約を実施する良い機会と捉えて、
行政改革懇談会の所掌事務を計画策定とし、進捗管理は外部評価
委員会で一括して行う。ひいて言えば、地方創生関係も進捗管理は
外部評価委員会で実施する。（そのためにも外部評価委員会の委
員の増員や多方面から募ることが必要。）

56
職員提案及び事務改善
の廃止、他の取り組み
の検討

職員提案については、他の自治体で実施していることの焼き回しも
多く、提出する方も毎年限られているなど、実施する意義が薄れて
いる。既存の取組の廃止も含めて、制度の見直しを図る。
事務改善については、各職員は通常の業務を通して課題を認識し、
常に改善の意識を持って取り組むことは当然であり、また、所管に
よっては改善の幅やレベルが異なることから、表彰はもとより報告自
体を廃止する。

57 被服費について 被服費を市の予算で措置するかどうかを検討する。

58
特別職非常勤職員に係
る費用弁償の見直し

定額支給としている特別職非常勤職員の会議出席費用弁償につい
て、見直しを行う。

59 警察署との連携強化
消防訓練と合わせて、警察署員による窓口対応講座、さすまた使用
講座等、防犯についての講習を行う。

60
プロポーザル募集要領
等の作成

円滑にプロポーザル方式を実施していくため、庁内共通の募集要項
や実施マニュアル等の作成について検討していく。

61 職場環境の改善
職場環境、市民向け窓口環境を改善する。（机上照度、カウンター
照度確保、夏場・冬場の温熱環境、冷水器、冷蔵庫、電子レンジ
等々）

62
職員のexcelスキルアッ
プ強化

目的にあったexcelの研修をライブラリ化し、いつでも職員がExcelを
学ぶことができる環境を整備する。
※期待できるメリット
Excelを活用することで、業務の高速化、またexcelをダブルチェック
に使用することでミスの減少化が可能となる。どのような機能がどの
ように業務に生かすことができるのかも効果的に周知することで、業
務での活用が期待できる。時間外勤務の短縮にも効果がある。

63 研修のライブラリ化

現在職員向けに行っている研修は、一部の職員のみが参加し、受
講後課内で資料を回覧するなどして共有しているが、研修内容を録
画しライブラリ化する。
※期待できるメリット
いつでもすべての職員が知りたい研修を受けることが可能となり、職
員のスキルアップの効果が増大。仕事の都合などで出席ができない
場合などにも対応可能。
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柱 取組 実施項目 課題 内容 取組番号

64 職員の資質向上

会計年度任用職員の処遇の改善
理由・同じ報酬額で、業務内容に差がある場合は報酬額に差を設
け、会計年度任用職員のモチベーション及び事務処理能力の向上
を図る。

65 職員育成と人事異動

入庁１０年間で分野が異なる３部署を異動するような計画で職員育
成がされていると思うが同じ部内で異動したり、それ以降も明らかに
適正ではないと思われる異動があるなど、職員育成と人事異動が
適切に実施されていないように思われる。経験や性別等にとらわれ
ることのない実効性がある育成計画の作成や人事異動が求められ
る。

66 人事考課制度の見直し

評価に係る時間の削減、運用の効率化、評価の「質」の向上、満足
度の向上、離職率の低下、マネジメントへの活用を見据えた人事評
価システムの導入を検討する

67
職員の専門性を強化し
た組織作り

市民からの要望等に対して、経験則による回答も必要であると考え
るが、専門性を活かした技術的な対処も必要と考える。

68
弁護士資格を持つ職員
の配置

相談や苦情等に対して、専門的な知識に基づき機動的に対応して
いくため、弁護士資格を持つ職員の配置を検討していく。

69 職員の資質向上
人材育成の観点から業務に支障のない範囲での副業の許可を柔軟
に対応し、職員の資質向上を図る。

70 職員の資質向上
自己啓発休業制度を導入し、職員の能力向上にかかる自発的な取
組の支援と、モチベーションの向上を図る。

71
社会教育主事等の専門
職員の確保

生涯学習部の所管課において各事業を実施していくに当たり、社会
教育主事、学芸員、司書（図書館）などの専門職員の配置は必須で
あるため、将来的にも生涯学習施策を継続して実施していくために
は、これらの専門職の確保のため、定期的な採用と育成が必要であ
る。

72
社会教育施設の職員配
置

社会教育施設の管理・運営については、社会教育事業を実施する
専門職員と、市民が安心・安全に利用することのできる建物の維持
管理を実施していくため、その経験のある職員が必要である。職員
の配置については、この両面に配慮することが求められる。

73 職員の資質向上

会計年度任用職員等への社会教育主事、学芸員、司書など職務発
令
理由
社会教育主事を配置することにより、①地域の多様な専門性を有す
る人材や資源をうまく結びつけ、地域の力を引き出すこと、②地域活
動の組織化支援を行い、地域住民の学習ニーズに応えていくこと、
③学習者の地域社会への参画意欲の喚起、多様な特性に応じて学
習支援を行うこと、などが期待されます。これにより、学びのネット
ワーク化が広がることで、国が進めている「地域と家庭、学校」が連
携した”繫がる社会教育の実現”が具現化されるものと考えます。
現在、本市においては、社会教育主事の発令は正職員のみにとど
まっておりますが、会計年度職員の中にも有資格者がおり、日常業
務の中で生涯学習施策推進のため、優秀に業務を行っております。
有資格者として発令する必要があると考えます。

74 職員の資質向上

職責に応じた業務遂行状況の把握及び評価
理由
人事考課制度に合わせ実施することで、より現実的な評価や各課
の事務及び業務能力の向上につながると考えるため

75
市長印の原則電子公印
化

公印が必要な場合は、その書類を人権庶務課にメールし、人権庶
務課が電子公印を押して担当課に返却する。
※期待できるメリット
交付先にメールで送ることが可能となるため、紙代、郵送料のコスト
削減出先機関職員の来庁が不要。

76
窓口に申請受付用電子
機器の設置

申請の記録が電子的に残ることにより、審査処理前の申請状況の
確認ができる、申請の有無についてのトラブルを防ぐことができる等
のメリットがある。また、複数の申請を同時に行う場合、申請者情報
等を繰り返し記入する必要がなくなり、スムーズな受付が可能にな
る。
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朝霞市行政改革懇談会（第１回）　事前質問に対する回答

資料
番号

該当箇所
見出し等

委員からの質問・意見等 市からの回答

1 資料１

５　その他
基本方針については､パブ
リック・コメントを実施し､素
案に対する意見を求め、
…

資料２がパブコメにかけられるという解釈でよろしいのでしょ
うか。

資料２の朝霞市行政改革推進基本方針（素案）につい
て、行政改革懇談会終了後パブリック・コメントを実施する
予定です。

2 資料２ 1基本方針策定の趣旨

資料３(１)集中的に実施する取組において、①デジタル化の
推進、が最初に掲載されていること、また、定型的な行政業
務の変化への対応やその先の時代の変化を視野に入れた
新たな改革への備えが重要になるなど、本文中の「デジタル
化」についての記述を加筆してはどうかと思います。

喫緊の課題としてデジタル化があげられることから、「デ
ジタル化の推進」については（１）集中的に実施する取組
へと位置付けています。
来年度の行政改革の核となる「デジタル化」の部分につい
て、加筆をしていきます。

3 資料２
２　推進に当たっての基本
的な考え方

内容としては十分理解できますが、基本的な方針や今後の
取組姿勢を示す部分でもあることから、行政改革では何を対
象にするのか、その視点をわかりやすく簡潔に列記すると更
によいのではないかと思いました。
例）行政改革の視点について
総合振興計画や各種個別計画では十分対処できない課題、
組織横断的な取組等を行政改革のテーマとして取り扱う。
行政改革の視点として、
①市民サービスの向上　②市民・企業・関係機関との協働・
連携　③行政事務・事業運営の効率化　④行政資産の保全・
活用⑤財政運営の健全性向上　⑥職員の意識改革・組織運
営の効率化　⑦重要な外部要因への対応
　現時点で重点的な対応を要する外部要因として、「デジタ
ル・モバイル社会への対応」に基づき、緊急性、重要性、期
待される効果等を考慮して、適切なテーマ選定を行う。

御指摘の点を踏まえ、箇条書きにするなど、分かりやすく
なるよう、表現の見直しを検討します。

4 資料３
③財源の確保
３．補助事業の見直し

前計画では、「市単独の支援制度の見直し」の検討の際、具
体的な事業名や金額などのデータが提供されなかった。
今回も取り上げるなら、現状のデータを示す必要がある。

今後、実施計画や進捗報告などの詳細について検討して
いきますが、数値や金額のデータを用いるなど、効果が
分かりやすくなるよう努めます。

資料５



資料
番号

該当箇所
見出し等

委員からの質問・意見等 市からの回答

5 資料３ 取組名と実施項目

まだ素案の段階だとは思いますが、取組名と実施項目のレ
ベルが近似しており、何を対象にどのようなことをするのか､
その目的は何かなどがなかなか見通せないものもあるように
思います。課題認識は内発的なものなので項目選定につい
ては異論はありませんが、今後、資料４の課題一覧をもと
に、実施計画において各項目の目的、対象、取組の方向性
等をとりまとめるという解釈でよろしいでしょうか。

今後、実施計画や進捗報告などの詳細について検討して
いきますが、その際に目標・対象などもとりまとめる予定
です。

6 資料４ 「課題」の位置付け
「内容」の記載を見ると、①問題点を書き出したもの、②改善
の方向を示したもの、③個人的見解を書いたように見えるも
のなど、バラバラであるが、資料４の位置付けは？

資料４については、事務局において、今回の次期行政改
革への検討に際し、庁内へ「次期朝霞市行政改革に向け
た課題抽出」を調査し、とりまとめたものです。
そのため、記載内容が不整合となっている場合がありま
す。
今回の懇談会に当たり、参考資料としてお示しさせていた
だきました。

7 資料４
次期行政改革に取り組む
べき課題一覧

取り組むべき課題の内容について、今後実施計画に定めた
各取り組みの進捗状況の効果検証・評価について、わかり
やすい記載方法の工夫をお願いしたい。

今後、実施計画や進捗報告などの詳細について検討して
いきますが、評価の際に分かりやすくなるよう努めます。

8 資料４
次期行政改革に取り組む
べき課題一覧

第5次朝霞市行政改革実施計画の取り組み項目と次期行政
改革に取り込むべき課題項目との継続的な関係性について

第５次行政改革の総括で未達成となった項目と今後も継
続した取組が必要とされる項目については、次期行政改
革の項目に入れて、継続し取り組んでいきます。

9 資料４
（１） 集中的に実施する取
り組み
① デジタル化への対応

行政でのデジタル化への対応は出来るが、市民の教育、高
齢者、主婦、個人自営業の人達はついていけない今すぐに
も、講習会や、公民館等にサークル活動を楽しみにして参加
できる、組織学習の場が必要だと思う。

今後の行政改革の中での課題とさせていただきます。

10 資料４ 組織の統廃合

４３、ではシテイプロモーション課を解体し
４５、シテイプロモーション課が旗振り役となって全庁的に推
進していく取り組みが必要。
４６、ではシテイプロモーションを戦略的に推進してゆく組織
体制の構築を図るとなっており、産業振興課で係りとして実
行して行くのかもしれないが、解りにくいので、質問します。

今後の行政改革の中での課題とさせていただきます。



資料
番号

該当箇所
見出し等

委員からの質問・意見等 市からの回答

11 資料４ 組織制度の見直し

花とみどりのまちづくり構想を作成するは、みどり公園課文
章だけは出来上がるが、実施するのは多くの課にまたがり、
植栽するときは適切に出来るが、維持管理となると、余りにも
不適切な状態になる、維持管理を統合し、公園,街路樹、河
川敷,学校、市役所保有する全ての施設等の、みどりの管理
が出来る様な組織ができたらと思います、意見として提案し
ます。

今後の行政改革の中での課題とさせていただきます。

12 資料４ 審議会制度の見直し
緑化推進会議と景観審議会の一本化を出来そうな気がする
けど、どうですか、意見です。

今後の行政改革の中での課題とさせていただきます。

13 資料４
社会教育
施設職員配置

施設の管理、運営については職員に管理のマニアルを充分
熟知させて設備関係の故障等、一日でも早く修理出来る様
な指導すべき。
社会教育事業を展開する場所であるので公民館等、専門職
員が建物の維持管理でなく、生涯学習の教育の指導、豊か
な場所つくりが、必要だと思う。
現在カルチャースクール的に使用しているのが目立つ施設
を利用者に社会教育の場所である事を強く方向づけも必要
です。

今後の行政改革の中での課題とさせていただきます。

14 資料４ P４　市民との協働の推進
自治基本条例については、今回取り上げる必要があるの
か？

市民との協働については第５次朝霞市行政改革で未達
成となった取組であるため、継続する課題として認識して
います。
取り組みの方法などについては、今後検討します。



会議体制の見直しについて 

 

１. 見直しのポイントについて 

主要計画の会議体制について次年度から見直しを検討しています。 

 

主要計画とその会議体制 

計画名 目的 会議体 

総合計画 行政運営全般 外部評価委員会 

総合戦略 
地域経済の活性化 

人口減少克服 

まち・ひと・しごと創生

総合戦略審議会 

行政改革 
行政事務の効率化 

行政サービスの向上 
行政改革懇談会 

 

表に挙げた３つの計画は全庁で横断的に施策を推進していく性質の計画です。 

同じような議論が繰り返し行われる場面も多く、所属する委員から改善を求める声が

あったことから、現在見直しに向けたご意見をお伺いしているところです。 

したがって、今後この３つの会議体を１つに統合し、一体的に審議することを検討し

ています。 

市としては、市の取組を全体的に見ている外部評価委員会の中で、人口・経済や、行

政改革についても審議していただくことで、より効果的に評価・審議ができるものと考

えています。 

 

２. 御意見等について 

本件について、先日開催した外部評価委員会、まち・ひと・しごと創生総合戦略審議

会に示したところ、方向性としては概ね問題ないとの御意見をいただきました。 

また、統合後の審議会では、より効果的な審議となるよう進め方についても検討して

ほしいとのご意見もいただいています（別紙参照）。 

本懇談会の委員の皆さまからも、御意見がございましたらお願いします。 

資料６ 



統合に関する意見 

 

〇外部評価委員会からの意見 

・ 会議間で、重複している部分がかなりあり、ほぼ同じような議論が繰り返される場

面もあるのではないかと想像するため、会議体制の見直しは検討をお願いしたい。 

・ 専門的な要素が増えていることから、専門性の高いテーマについては、事前にワー

キングチームで１、２度議論をした上で、全体会に提案すると議論がスムーズにな

るのではないか。 

 

〇まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会からの意見 

・ 単純に会議の回数が増やすだけでなく、統合による効率化を図り、効率化した分、

別の施策に向けられるようにしてほしい。 

・ 多様化が叫ばれる中で、さまざまな意見が反映されるようにしてほしい。 

・ 委員の人数が多いと、意見が言いづらいこともあるため、部会、分科会を設けるの

も一つの案である。 

・ 統合されても市民の参加があり、主婦や子育て世代の方の意見も反映される会にし

ていただきたい。 

 

〇統合実現に向けた課題と解決策について（案） 

統合の実現に向け、課題と解決策をまとめましたので、委員の皆さまから御意見を伺

いたいと思います。 

 

 課題 解決策（事務局案） 

１ １つの資料の読み込みにかけられる時間を増

やす 

・評価シートの見直し 

・審議対象の絞り込み 

（対象を全施策→一部施策に変更し、 

２年でローリングする等） 

２ １つのテーマの審議にかけられる時間を増や

す 

３ 専門性の高い審議が行われるようにする ・産官学金労言士を構成員に加える 

・部会、分科会の設置 

４ 委員が発言しやすい体制の実現 

別紙 


