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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 令和３年度第１回朝霞市行政改革懇談会  

開 催 日 時 

令和３年１０月６日（水） 

午後 １時３０分から 

午後 ３時０４分まで 

開 催 場 所 ゆめぱれす（朝霞市民会館）会議室（梅）  

出 席 者 別紙のとおり 

会 議 内 容  別紙のとおり 

会 議 資 料 別紙のとおり 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 □電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 委員全員による確認 

そ の 他 の

必 要 事 項 
傍聴者 ２人 
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令和３年度第１回 

朝霞市行政改革懇談会 

令和３年１０月６日（水） 

午 後 １ 時 ３ ０ 分 か ら 

午 後 ３ 時 ０ ４ 分 ま で 

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）朝霞市行政改革推進基本方針（素案）について 

（３）行政改革の柱と主な取組について 

（４）会議体制の見直しについて 

（５）その他 

３ 閉 会 

 

 

 

 

出席委員（８人） 

会       長  知識経験を有する者 武 田 知 己 

副   会   長  市が関係する団体から推薦された者 鈴 木 龍 久 

委       員  知識経験を有する者 池 田 邦 臣 

委       員  知識経験を有する者 篠 﨑 孝 夫 

委       員  知識経験を有する者 宮 澤 謙 介 

委       員  市が関係する団体から推薦された者 松 尾   哲 

委       員  公募市民 岡 田 一 成 

委       員  公募市民 西 村 嘉 髙 

欠席委員（２人） 

委       員  市が関係する団体から推薦された者 加 藤 大 志 

委       員  公募市民 堀之内 貴 恵 
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事務局（４人） 

事   務   局  市長公室長 宮 村   徹 

事   務   局  同室次長兼政策企画課長 関 口 豊 樹 

事   務   局  同課政策企画係長 松 尾 賢 治 

事   務   局  同課同係主任 髙 橋 萌恵子 

 

 

 

資料一覧 

 ・令和３年度朝霞市行政改革懇談会（第１回）次第 

・資料１ 今後の朝霞市行政改革の進め方について 

・資料２ 朝霞市行政改革推進基本方針（素案） 

・資料３ 行政改革の柱と主な取組（案） 

・資料４ 次期行政改革に取り組むべき課題一覧 

・資料５ 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６ 会議体制の見直しについて 

・第５次朝霞市行政改革［成果と検証］ 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）  

◎１ 開会 

○事務局・松尾係長 

まず初めに、４月１日付けの人事異動に伴いまして、新たに事務局となりました職員を紹介しま

す。 

○事務局・宮村市長公室長 

  市長公室長の宮村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

  関口です。よろしくお願いいたします。 

○事務局・松尾係長 

  委員の皆様におかれましては、今年度も引き続き本会議をよろしくお願いします。 

本日、加藤委員、堀之内委員から欠席の旨の連絡をいただいております。 

本日の懇談会の出席委員は総数１０人のうち８人でございますので、朝霞市行政改革懇談会条例

第７条に定める開催定足数を満たしていることを御報告します。 

議事に入る前に、資料の確認をいたします。 

まず、事前に送付させていただきました資料ですが、６点ございます。 

資料１「今後の朝霞市行政改革の進め方について」、資料２「朝霞市行政改革推進基本方針（素

案）」、資料３「行政改革の柱と主な取組（案）」、資料４「次期行政改革に取り組むべき課題一覧」、

資料５「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６「会議体制の見直しにつ

いて」の６点でございます。 

また、当日資料として机の上に配付いたしましたのが、２点ございます。 

１点目が次第、（４）の議題の名称が固まりましたので、差し替えております。 

それから、冊子ですが、第５次朝霞市行政改革［成果と検証］ということで、こちらは昨年度皆

様に御審議いただきました第５次朝霞市行政改革の報告書が固まったものでございますので、配付

したものでございます。 

以上、全部で８点の資料になりますが、お手元におそろいでしょうか。 

会議開催に当たり、１点お願いがございます。 

会議録を作成する都合上、発言されるときはまず挙手をしていただきまして、会長に指名されて

から発言してくださいますようお願いします。 

また、本会議は、市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針に基づき、原則公開す
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ることとしてございますので、御了承願います。 

会議の進行は、武田会長に進めていただきます。 

 

◎２ 議事 （１）今後の朝霞市行政改革の進め方について 

○武田会長 

それでは、御指名でございますので、会議の進行を務めさせていただきます。 

さて、議事に入る前に、本会議は原則公開と決定し、傍聴要領に基づいて傍聴を許可していま

す。会議の途中で傍聴希望者があった場合には、傍聴要領に沿って入場させますので、どうぞ御了

承ください。 

それでは、次第に基づいて、議事を進めたいと思います。 

まず、議事の「（１）今後の朝霞市行政改革の進め方について」、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

○事務局・松尾係長 

議事（１）の説明を開始する前に、本日の全体の流れについて簡単に説明します。 

委員の皆様には、昨年に引き続きまして、本年度も本市の行政改革の推進に御協力いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

昨年御審議いただきました第５次の行政改革ですが、こちらが令和２年度末をもって終期を迎え

ておりますことから、新たに行政改革の基本方針を策定したいと考えております。 

まず初めの議事（１）では、新たな基本方針の策定の経緯を説明し、その次の議事（２）で基本

方針の案を示します。その後、議事（３）で次期行政改革での取組を検討している項目の案につい

ても御審議賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、お手元の資料１「今後の行政改革の進め方について」、説明いたします。 

１ページを御覧ください。 

「１ 行政改革の推進に当たって」です。 

令和２年度までの５年間を期間とする第５次行政改革は一定の成果をもたらしましたが、一部の

項目が目標未達成となっているほか、使用料や補助金等の見直しなど、今後も社会経済情勢の変化

に応じて、継続した取組が求められるものがあります。 

また、中段の方になりますが、新型コロナウイルス感染症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、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

の体制構築が必要となってきております。 

このような背景を踏まえまして、従来のように５年ごとに大綱及び実施計画を策定する形式を改
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め、今後は、まず新たな基本方針を策定するとともに、実施計画に位置付ける取組項目については

毎年度見直しをかけながら定めていくことで、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まいりたいと考えております。 

次に、「２ 基本方針」でございます。 

基本方針は、行政改革を推進する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

とめるほか、方針の期間を令和３（２０２１）年度を始期といたします。 

続いて、「３ 実施計画」についてでございますが、（１）具体的な取組の名称、担当部署、内

容、数値目標等を記載するほか、（２）取組項目を大きく二つに分類したいと考えております。 

分類１は集中的な取組が求められるもの、例としまして、ＤＸ等の新しい変革が求められる課題

への取組などを位置付けます。また、分類２としては、今後も定期的な見直し、継続的な実施が求

められるものとして、例としては、使用料・手数料や減免規定等の見直しのほか、事務改善報告に

分類することといたします。 

また、（３）実施計画の計画期間は３年間としますが、社会情勢に応じて新たに必要な取組項目を

定めたり、分類１で集中的に取り組んで、目標を達成した項目は分類（２）に回したりと、実施計

画に位置付ける取組項目については見直しをかけながら、毎年度策定するものとします。 

続いて、裏面２ページを御覧ください。 

「４ 策定体制」から「６ 策定スケジュール」まで、一括で説明します。 

策定体制については、庁内組織である行政改革推進本部と幹事会にて素案等を作成し、基本方針

及び実施計画を策定します。 

また、第三者機関である、行政改革懇談会にて素案等への意見等を求め、基本方針及び実施計画

の策定に反映させます。 

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

め、基本方針の策定に反映をさせてまいります。 

資料の説明は以上ですが、この資料１に対して事前に質問を頂いております。ここで触れたいと

思います。 

資料５も併せて御覧ください。 

１番目の質問で、「資料２の基本方針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」と頂いておりますが、回答にあるとおり、そのとおりであります。資料２の詳細につきまして

は、次の議事（２）で説明しますので、よろしくお願いします。 

○武田会長 

  それでは、今の説明に対しまして、委員の先生方から御質問、御意見等、新たにございました
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ら、よろしくお願いいたします。 

○篠﨑委員 

意見というか要望なのですが、今後の要望ですね。 

この基本方針が今年度からスタートですよね。タイムスケジュールを見ると今年いっぱいはかか

ってしまうということなので、今年というか、去年から今年にかけては、事務局の皆さんもコロナ

関係でですね、政策企画課なんかもいろいろ忙しかったんだろうと思うんですよね。ですから、 

今回はやむを得なかったと思うんですけれども、今後、計画を作るときにはその辺もやはり、計

画年度の初年度までには終わっているようにしておかないと話の流れとしておかしくなってしまう

と思いますので、その辺御留意いただきたいなと思います。 

○事務局・宮村市長公室長 

貴重な御意見、ありがとうございます。 

今まで、５年間の計画ということでやってきたんですけれども。今までも５年が終わってから作

るというようなサイクルでやってきた経緯があるのですが、今後その辺は検討したいと思います。

あと今後はですね、５年間のサイクルではなくて、この基本方針というのは、改定するまで続くわ

けで、その基本方針を基に実施計画をローリングしていきますので、それらが遅れるということ

は、なくなってくるのかなと考えております。 

○武田会長 

そのほか、ございましたらお伺いいたします。 

○篠﨑委員 

２ページの「６ 策定スケジュール」に関してですが。 

今回、ここで１回あったわけですが、今年度の全体の中では、行政改革懇談会は今回でおしまい

で、この１回ということでよろしいですか。あるいは、この後このスケジュールの中で、年内にま

たやる必要はあるのか、その辺をちょっと教えてください。 

○事務局・松尾係長 

資料１の２ページ目の最後に策定スケジュールがございます。１２月に策定完了を目指している

わけですけれども、今回の懇談会自体が、８月末に一度予定しておりましたが、非常事態宣言を受

けまして、１か月ほど遅れています。 

この後につきましては、今日頂いた御意見を反映させた基本方針（素案）というものをパブリッ

ク・コメントに１か月ほどかけます。それが１１月か１２月になりますので、次回懇談会は１月。

パブリック・コメントの意見を確認いただきながら、基本方針（案）を決定してもらうような審議

になると思います。 
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○武田会長 

私も最初に１か月延びたということは、改めて確認すればよかったと思っております。コロナの

関係で、スケジュールが大分乱れておりますので、その点考慮して、問題ないように進めていきた

いと思っております。 

そのほか、資料の２に入る前でございますけれども、何かこの段階で質問等ございましたらお願

いいたします。 

次の素案の説明をしていただいた方が、いろいろ質問が出るかもしれませんので。 

（意見なし） 

では、議事の２の方に進めさせていただきます。 

 

◎２ 議事 （２）朝霞市行政改革推進基本方針（素案）について 

○武田会長 

議事「（２）朝霞市行政改革推進基本方針（素案）」につきまして、事務局から説明をお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

○事務局・松尾係長 

資料２「朝霞市行政改革推進基本方針（素案）」について説明いたします。こちらの資料ですが、

資料１と内容が大分重複しているところがございますので、ポイントを絞って説明します。 

１ページ、「１ 基本方針策定の趣旨」でございますが、先ほどの説明のとおり、今後の行政改革

の推進については、急激な変化に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築していく必要があり、その

実現のために新たな基本方針を策定するとともに、取組項目について見直しをかけながら実施計画

を毎年度定めていきたいという趣旨の考えを示しています。 

ここで、事前質問を頂いております。資料５の２番目の事前質問を読み上げますと、「デジタル

化」について本文中に加筆してはどうかという御意見でした。「デジタル化の推進」につきまして

は、市としましても集中的に実施する取組に位置付けたい喫緊の重要課題と認識しておりますの

で、本文中に「デジタル化」の記述は、既に入ってはおりますが、もう少し補強したいと思ってお

ります。 

説明を次に進めます。資料２の「２ 推進に当たっての基本的な考え方」です。 

こちらは、５つの文章で記載しておりますが、また資料５の事前質問の方で３番目の事前質問を

頂いておりますが、「今後の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」という御意見を頂いております。事務局もそう考えておりますの

で、御意見を踏まえまして、今後箇条書きにするなど、視点が分かりやすくなるように表現を見直
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したいと考えております。 

そのような視点で説明しますと、「２ 推進に当たっての基本的な考え方」につきましては、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って、主に（１）市民サービスの向上、二つ

目に行政事務の効率化と経費の縮減、３番目に財源の確保。このような主な三つの経営観点の下、

市の総合計画のほか、各分野の個別計画では対応の難しい課題や分野を横断するような取組等につ

いて取り扱うものとします。 

また、行政改革の推進に当たりましては、こうした経営観点を持ちつつ、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ことを基本的な考え方としま

す。 

２ページを御覧ください。「３ 行政改革の進め方」です。 

（１）ですが、先に述べました基本的な考え方に基づいて検討した取組について、実施計画を策

定し、具体的な取組名称、担当部署、内容、数値目標等を記載します。 

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年間の計画の途中において

も、新たに取組項目を取り上げることができるものとします。 

また、分類１として「集中的な取組が求められるもの」、分類２として「定期的な見直し、継続的

な実施が求められるもの」の二つに分類しまして、取組を定めます。 

（２）「実施」につきましては、計画に基づき取り組み、（３）「効果検証・評価」として、各取組

の進捗状況をまとめて、審議会等の第三者機関に報告し、取組に対する意見を求めます。 

（４）取りまとめた報告については、ホームページ等を通じて公表するとともに、市議会に対し

て報告を行っていきます。 

次に、「４ 推進体制」です。 

庁内推進体制については、これまでと同様に、「ア 行政改革推進本部」と「イ 行政改革幹事

会」を設置し、推進本部では基本方針、実施計画の策定のほか、その他の重要事項を決定してまい

ります。幹事会では、基本方針、実施計画案の検討や行政改革に関する調査、研究等を行います。 

なお、（２）「第三者機関」に関しましては、行政改革懇談会で意見等を求め、今後の取組に反映

させることを検討しております。 

続いて、３ページを御覧ください。 

「５ その他」としましては、総合計画との連動を図ることを記載しております。 

また、「６ 資料」については、参考情報として、これまでの行政改革の取組を記載しておりま

す。 

資料２についての説明は、以上となります。よろしくお願いします。 
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○武田会長 

ただいまの事務局からの説明に関しまして、委員の先生方から御質問や御意見等ございましたら

自由にお出しいただければと思います。事前の質問を超えるものでも、もちろん歓迎いたします。 

○池田委員 

先ほど事務局の方からお答えがあったとおりなんですけれども、一応事前に出させていただきま

した。あと資料も結構今回詳しく付いておりますので、そこら辺のことを見させてもらいました

ら、デジタル化ということの加速で、先ほどもお答えがありましたとおり、ちょっと肉付けしてい

ただくというお話がありました。そこら辺、ちょっと簡潔にまとめて付け加えていただくような感

じで文章をまた後で見させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局・宮村市長公室長 

デジタル化につきましては、市の方も来年度専門の部署を立ち上げたいと考えておりまして、今

検討しているところです。 

行革への書き込みなんですけれども、デジタル化につきましては、この後に出てくる取組方針と

いうのがありまして、そこで明確にうたっていきたいなとは思っております。それ以外の書き込み

については、今後また検討させていただきたいと思います。 

○武田会長 

今回は事前に質問を頂戴していますので、なかなか質問と言っても出ないのかもしれませんが。 

質問がないようでしたら、私から意見なんですけど、今、デジタル化のことについてお話があっ

たんですけれども、やっぱりデジタル化と言うときのその言葉で何を意味しているのかというの

が、自治体や周りの組織を見て違うこと多々ありまして。私、大学に勤めておりますけれども、大

学もデジタルの加速というのは言われているのですけれども。 

例えば紙で配っているものをPDFにするのもデジタル化というふうに呼ばれますし、会議の資料を

配るときにいろいろなものを使ったりするのもデジタル化と呼ばれるわけですし。仕事のフローを

全て変えてしまうＤＸ的なものもデジタル化と呼ばれることもあると思うので、その辺やっぱりど

こまで達成するのかということを少し精査していただいた方がこちらもイメージが湧くと思います

し、いろいろなアドバイス、意見も出せるのかなと思いますので。何かもう少し具体的なイメージ

を出していただけるといいかなというふうには、私も思いました。 

○事務局・宮村市長公室長 

我々が考えているデジタル化というのは、具体的なものをここに書き込むと、大分普遍的にずっ

と続く基本方針ですので、余り具体的に書き込み過ぎるのもとは思っております。 

ただ、行政のデジタル化の基本となりますのは、まずデジタル化による市民サービスの向上が１
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点。もう１点は、デジタル化による我々の業務効率の向上です。それら２点が大きな柱になってく

るものと考えております。 

○武田会長 

本当にもしかしたら、基本方針よりも少し下のレベルで考えた方がいい課題なのかもしれません

ね。 

○西村委員 

デジタル化というのは、かなり重要なことだと思うのですが、この市の体力といった点でいう

と、近々予想される大地震とかがあったときに、地震があったときなんかに電力の供給がなくなる

とデジタル化でパソコンや何かでいろいろ使っているものが全然使えなくなる。１０年ほど前の東

日本大震災でもメールは飛ばしたけども全然行かないとか、そんなこともあったりしたので、そう

いった対応のときにどうするかということも一方で考えておくということも必要かなと。ですか

ら、デジタル化に反対ではなくて、一方で使えなくなったときのためのフォローをどうするかとい

ったところも考えておかなければいけないかなと思います。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

確かに今御指摘のように、デジタル化が進んでいく中で、実際に震災なりあったときの電源です

とかバックアップですとか、その辺はどうするのかというのが確かに余り触れられていないような

気がしますので、重要な視点かと思いますので、その点も含めて今後デジタル化は進めてまいりた

いと思います。 

○武田会長 

そのほか、ございますでしょうか。 

では、議論も出尽くしたようでございますので、議事の（２）につきましては以上とさせていた

だきます。 

                                              

◎２ 議事 （３）行政改革の柱と主な取組について 

○武田会長 

議事（３）「行政改革の柱と主な取組について」、事務局からまた説明をお願いいたします。 

○事務局・松尾係長 

それでは、資料３と資料４を使って、まず内容を説明します。 

資料３「行政改革の柱と主な取組（案）」につきましては、行政改革における課題を全庁に照会し

まして、行政改革幹事会において取りまとめた実施計画において位置付ける項目の案になります。 

また、次の資料４ですが、「次期行政改革に取り組むべき課題一覧」につきましては、本日は個別



- 12 - 

 

の一個一個の説明は割愛させていただきますが、こちらが各部から挙げられた課題を一覧化したも

のです。資料３の取組項目の案を固める際に、検討材料として使用したものの位置付けになりま

す。 

資料３にお戻りいただきまして、先ほどの基本方針案で定めました、分類（１）「集中的に実施す

る取組」と分類（２）「定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組」を二つの柱としまして、

（１）の取組項目として、「①デジタル化の推進」と「②予算編成の見直し」を位置付けておりま

す。①には、先ほどの市民サービスの向上を目指すものとして「行政手続きの電子化」という実施

項目、それから庁内内部の「事務手続きの電子化」といった二つを位置付けております。②には、

「予算編成の見直し」をそのままタイトルと同じなんですけれども位置付けています。 

（２）には、集中的に実施する取組の二つの項目を再掲したほか、「③財源の確保」、「④市民との協

働の推進」、「⑤業務委託の在り方」、「⑥公共施設の在り方」、「⑦組織改革」を位置付けておりま

す。③には、「使用料・手数料について」、「多様な財源の創出・確保」、「補助事業の見直し」を。④

には「市民と協働の推進」を。⑤には「業務委託について」、「指定管理者制度について」を。⑥に

は「公共施設について」を。⑦には「組織制度の見直し」、「審議会の見直し」を実施項目というこ

とで下の柱として位置付けております。 

現在、行政改革幹事会におきまして、各取組項目の詳細について検討し、実施計画の庁内案を作

成しているところです。次回懇談会で、作成した実施計画案を披露できると考えておりますが、取

組項目に対する御質問や取組項目の抜け漏れ等の御指摘などがございましたら御意見等を頂きた

く、この場で御紹介させていただきました。 

資料３、４についての事前質問についても、紹介させていただきます。 

資料５の４番目で頂いたものを読み上げさせていただきますと、「市単独支援制度の見直し」に取

り組むのであれば、具体的な事業名や金額などのデータを示す必要があるとの御意見を頂きまし

た。これに対しては、今後の実施計画の検討の際に、数値や金額のデータを用いて説明等進めるよ

うに努めたいと考えています。 

事前質問の５番目で頂いたものでは、「資料４の課題一覧を基に、実施計画において各項目の目

的、対象、取組の方向性等をまとめるという解釈でよいか」という御質問を頂いております。 

今後策定する実施計画では、資料３の各取組項目について、どんどん詳細化していきまして、目

標、対象などについて詳細化を進めてまいります。 

このほかに、幾つか事前質問を頂いておりますが、本日の御意見も含めて、今後の実施計画の策

定の方で御意見を生かしてまいりたいと考えております。 

 



- 13 - 

 

○武田会長 

資料４の様々な質問についても、これに対する回答もこの資料を見れば分かるということでよろ

しいですね。 

（はい、の声） 

それでは、今の事務局からの説明に対しまして、委員の先生方からの事前の質問を改めていただ

くということでも構わないと思いますが、いろんな御質問、御提案を頂ければと思います。 

○篠﨑委員 

直接質問というか、これに関連することではないんですけれども、その前提条件で、ここに書い

てあるデジタル化の関係なんですけれども、昨年になるでしょうか。例の一律の交付金があったと

思うんですね。国が一人１０万円、交付金がありまして、各団体で御苦労されたと思うんですが、

あれがうまくいくかいかなかというのは、一つには多分マイナンバーが使えたのかどうかというこ

ともあったんだと思うんですね。実は私はマイナンバー登録してあったので、私さいたま市ですけ

れども比較的早く交付を受けちゃったんですね。誰に対しても一律に交付することは、いいかどう

かという政策の議論は別として、とにかく申請すればすぐできる。スマホでできました。朝霞市の

場合、その辺の事務はどうであったのかというのはどうなんですか。その辺の実態を知りたいなと

思いました。 

○武田会長 

現状というか実態ですね。 

○事務局・宮村市長公室長 

１０万円を払ったときの事務の取扱いですか。 

○篠﨑委員 

その辺がうまく、あれもうまくマイナンバーなんかに登録者が多くてというのができていれば、

余り苦労しないで配れたかもしれないんですが、いろいろニュース等を見ますと結局あれは駄目

で、手作業で申請書を書いてもらう、それが行ったり来たりしてとかですね、誤りがあってチェッ

クが大変だったとか、いろんな業務が生じちゃって、国が一言で配りますよというのは簡単だけれ

ども、現場を任された市町村は非常に苦労されたというお話をいろいろ聴いているので、その辺が

朝霞市としては御自身の立場で見てうまくいった方なのか、あるいは、マイナンバーの登録者が余

りいなかったりして円滑にいかなかったのか、その辺がどういうふうに評価されているのかなとい

うのが。 

○事務局・宮村市長公室長 

あれはまず国がマイナンバーを使って何かをしないといけないという最初の取り掛かりがありま
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してマイナンバーを推奨してきたと。それによって今朝霞市では、マイナンバーカードの発行率は

３９パーセントぐらいです。４割ちょっと切っています。ただ、４割の方は持っていらっしゃる。

ただ、口座とはまだ結び付いていない状況だと思うんですね。市民の方で申請した方は、それがす

ぐに支払い事務に生きるのではなくて、それを打ち出したものを、うちのプロジェクトチームを作

ってうちもやったんですけれども、プロジェクトチームの人間が入力をし直していました。申請書

を書いて送ってもらった方が早いような。市民の方の入力も入力漏れがあったりとか、電話の問合

せが多かったりとか、かえってマイナスだったと思う。それがなおかつ、それと両方、申請書に書

いて両方２回申請した方には二重の支払をしてしまって後からお返しいただいたとか、そういう複

雑な内容が出てきまして、やはり今それもあって、国ではここでデジタル庁を作ってデジタル化を

推進していくということを言っていると思うんですけれども、予防接種、コロナワクチンの接種に

ついてもそうだと思うんですけれども、まだまだ生かされている状況ではない。 

我々も、今後それをほとんどの方が持つようになれば、国が言うように今から何年後かに９割の

方が持つようになれば、かなり事務は進んでいくんでしょうけれども、なかなか今ここで、マイナ

ンバーカードを作ってくれたら５，０００円ポイントをあげますよと、それをやってもなおかつ３

９パーセントという状況です。なかなかデジタル化を推進するのは難しいんじゃないかと思う。た

だ、ここで各自治体はデジタル専門の部署を作ってきておりますので、あとはデジタル庁がどれだ

け今度考えてやってくるかということと、あと、もう一つはデジタル庁が求めるのは市のシステ

ム、住民基本台帳のシステムの統一化を図るということを言っておりますので、今後それがどうい

う影響が出てくるのか。また戸籍を今度はそれに統合するという話も出ておりますので、非常に

我々としては不安が大きいところです。 

○鈴木副会長 

ちょうど今デジタル化の問題でいろいろ出ていますけれども、私も事前質問でいろいろ書かせて

いただいたんですが、行政としてはデジタル化はどんどん進めることができるけど、要するに市民

側からしてみれば二重の手間になっていると。これ出した人は、いろいろ得意とする人はみんな出

したと思うんですよ。市民のそれこそ半分以上、５０パーセント以上の人が、ほとんどパソコンで

もスマホでも、それほど自由に使えるという人はいないわけですよね。いろいろ質問した中では今

後の課題としてというお答えを頂いているんですけれども、是非そういう行政側としても取り入れ

てやってもうまくいっていないというようですから、やっぱりできるだけ早い間に多くの市民に、

いろんな形で講習会だとか勉強会だとか、あるいは、社会教育の場の公民館等でサークルをどんど

ん作っていただいて、講師やなんかを招かなくても、そういうところで積極的に参加をしていただ

いて覚えていただこうというようなことが必要だと思うんですよね。それを今後の課題という形で
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お答えいただいてますけれども、できるだけ早い時期に、それに取り組んでいっていただいた方が

いいんじゃないかなと思いますので、発言させていただきます。以上です。 

○事務局・宮村市長公室長 

これからの行政のデジタル化というのは、多分市民の方もスマートフォン１台あれば全ての手続

ができるようなデジタル化が進んでいくようになると思っています。今多分スマートフォンって結

構皆さん持っていらっしゃるのかなと思います。ただ、それを使いこなせているかどうかという部

分では、やはり今、高齢者のスマホ教室とか、そういうのは各会社でもやってくれていますので、

今後市がどういうふうに絡んでいけるかというのが課題だと思っています。どんどんそういうもの

を使えるようになっていただくようになれば、我々も手続が簡単になりますので、そういうところ

を今後きちんと検討していければと思います。 

ありがとうございます。 

○鈴木副会長 

積極的に取り入れをやっているところとほとんどやっていないところはあるのが実態なんです

ね。使用料金の関係とかいろいろ絡んでくるので、いろいろ検討された方がいいと思いますので。 

○松尾委員 

話がデジタルばかり出ちゃうようなのですが、先ほどデジタル化の目的は市民サービスの向上と

事務の効率化というお話があったわけなんですが、この資料３、４を見せていただいても事務の効

率化の方がほとんどで、市民サービスの向上という方がちょっとよく見えないかなという気がいた

しますので、スマホをそれぞれが持たないと、なかなかそれもできない部分があろうかと思います

が、市民サービスの向上、こういったものがあるというのをもう少し出した方がいいかなという感

じがいたしました。そして、その項目も今申し上げたように、その二つのどちらになるのか、これ

は市民サービスの向上であると、これは事務の効率化であるという区分けもあってもいいかなとい

う気がいたしました。 

○事務局・宮村市長公室長 

デジタル化について、市民サービスの向上と事務の効率化というものを二つ位置付けていくとい

うのは、非常に参考になる意見だと思っております。ほかの取組項目については、これは行政改革

の取組項目ということで、デジタル化は別の次元にある部分が多いので、どうしても行政改革の取

組ということで、行政サイドに触れるものが多いのかなというのはやむを得ない部分があるかと思

います。ただ、デジタル化の推進についてはこの後、取組事例が出てきますので、それはやっぱ

り、その二つどちらに、行政手続の電子化が１番。２番が事務手続きの電子化。このどちらかに位

置付いていくかで今私が言った二つの位置付けが分かってくることかと思います。 
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○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

資料４の中で、いろんなデジタル化の対応が出てきたんですが、こちら基本的に市の職員の中で

デジタルを考えて来るという中でどうしても自分の業務のところをいかにデジタル化するかという

話が多く出てきてしまったというところがあると思います。ただやはり、自分の仕事が今後デジタ

ル化されることで、それを今度はどう市民の方に向かって行くかという考えも出てくるかと思いま

すので、その辺をこの行政改革懇談会の場で、例えばほかの部署の人たちと話すようなときも、そ

ういったベクトルも提示しながら話を進めていきたいと思っております。 

○岡田委員 

今のデジタル化について一つお願いなんですけど、いろいろ方向を示していただいて解決策をデ

ジタルの中に入れていただくんだと思うんですが、使う側の視点がちょっと欠けているのかなと。 

先ほどの市民教育、使い方の教育ということ。これも大事ですし、実際に自分で今までのパソコ

ンだとか、あるいはスマートフォンでホームページ開いたりしてみて、ここから行くとすーっとつ

ながらないんですよね。指定どおりにやっているんですけど。この間のワクチン接種の予約なんか

もそうだったんですが、とんとんとんと流れていかないんです。また元に戻っちゃうというような

ケースが何回もありまして、それをどこに聴けばいいんだろう、こんなこと聴いてもいいんだろう

かというようなことが幾つかありまして。それは今ワクチンのことで例えて言ったんですが、ほか

のことも含めて言いました。これから皆さんの業務の効率化の中でデジタル化をうまく取り入れて

いこうという、そこにうまく市民サービスの効率化といいますか、こういったものの向上も取り込

んでいこうという発想だと思うんですけど、作る側の発想だけではなくて使う側の発想をもう少し

重点に挙げていただく、事務局としても各分科会なりプランを出してくる方々にですね、自分たち

がこうあってほしいんじゃなくて、使う側に立って、こうなったときに例えばフローチャートじゃ

ないんですが、そういったものを分かりやすくしていただくという努力をもう少しお願いしたいな

と。 

使う側はどうしても使ってみたい、やってみようと思うんですけれども、そこでぶつかって先に

進めなくなるとなんかやめちゃう。どうしてもこうなっちゃうんですよ。そうすると、次から言わ

れても、また駄目なんじゃないかとかいう先入観がどうしても強くなるんですね。教育も大事なん

ですけれども、やっぱり最初がうまくいって、次もこうやっていけばうまくいくという成功体験じ

ゃないですけど、うまくいく、うまくいくというイメージが定着した方が、せっかくこういう行政

改革だとかデジタル化だとか、いろんなことを考えていくのであればですね、そういう視点をもう

ちょっと強くしていただきたいなと思います。 
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○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

確かに御指摘のとおり、例えば今回のワクチンのインターネット含めての入力の方法について

も、当初は恐らくいろいろな市町村も企業もいろいろなところにお願いして作っているので、なか

なか使いづらいというのがあったかと思います。それが数か月たって、いろいろな声が市のところ

に届くことによって何となく使いやすくなったし、何かつながりやすくなったかなというのがある

かと思います。やっぱり、いろいろなソフトですとかハードを開発していくときに、一つはそのま

ま企業と連携して作ってしまって、できたものをそのままというのもあるでしょうし、またその過

程で、いろいろな皆さんの声を伺いながら開発していくという方法もあるかと思いますので、なる

べく使う側の方といろいろな意見交換をしながら、そういったものが進められればいいなというふ

うに思っています。 

○池田委員 

私も仕事柄、県の方と、ある専門的な部署とのやりとりが結構あるんですけれども、そこら辺の

手続関係は、やっぱりペーパーが多いんですよね。手書きで行って窓口に行って、ここ直せ、直し

てまた返ってきて。忙しいので何とかしてくださいよみたいなことも言いたいことがいっぱい出て

くるんですけど。 

これが、今説明があったような形で行政手続の電子化という言葉でくくりがありますけれども、

これがどのぐらい改良されて、１回でボタンを押せば。ボタンを押すのとかあれですけど。何日か

後に決裁が下りてきて、向こうで電子決裁して、一週間後辺りにふっと下りてくれば素晴らしいな

という感じがするんです。そこまで行くのがなかなか県レベルでも。逆に言えば、県レベルの方が

組織が大きいですから市の方がちょっと早くなるのかなという感じはしますけども、そこら辺、さ

っき主語が市民サービス、県民サービスがスムーズにいくようなことが主語で、行政手続の電子化

ということがありますので、そこら辺どんな形で進んでいくのか楽しみな面もありますけれども、

ちょっと頑張ってよというような言い方もあれですけれども、そこら辺は楽しみに待って、早く進

めていただきたいなというところが正直なところあります。 

感想も含めてそんな感じです。 

○事務局・宮村市長公室長 

今、池田委員がおっしゃったように、少なくとも行ったり来たり何回もというのは、無くなるの

かなと。書類の電子のやり取りで修正できるようになるのかなとは思っていますので、あとはスピ

ードというのはどんどん後から追っかけて慣れてくれば上がるのかなと思います。ただ、最初の何

回も行ったり来たりというのだけは、すぐに無くなるものかなと、それを考えていますけれども。 
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○池田委員 

私も行政にいたので、これくらいのやり取りはしょうがないのかなということで、諦めている面

もありますけど、もう少し進んでほしいです。 

○篠﨑委員 

よく分かっていなのであれなんですけど。 

デジタル化として、ここで挙げているものの中身というのは、市の事務をデジタル化しましょう

とか、ＩＴ化しましょうというものが多いのか、あるいは、国が今デジタル庁なるものがどのくら

い機能するのか分かりませんけど、マイナンバーとか健康保険の話とかというのは、全国的な話な

ので、そういった国に合わせてこっちも連動しますよというのが多いのか、どっちの方の感じなん

ですか、今は。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

基本は、国のデジタル庁の創設を受けて、受け皿になるような組織がまず必要になると考えてい

まして、そういった組織作りをする中で、そのマイナンバーを利用した様々なデジタルの話が出て

くるかと思います。その中で、どうしても市の仕事の中で、今まではアナログでやっていたものを

デジタル化に切り替えていくことによって、何か効率化が図れるものがあるだろうということは考

えられます。どちらかというところは、今なかなか見当がつかないところなんですけれども、基本

的にその二つの話ではいるというところです。来年度組織改編をしてデジタルをする部署も作ろう

と思っているんですけれども、そうしたところにそういったことを検討してもらいたいということ

は考えております。 

○篠﨑委員 

そうすると、市として今イメージしているデジタル化の中身というのは、国との連動でというも

のが多いんですね。 

○事務局・宮村市長公室長 

まず、デジタル庁ができますので、デジタル庁が言ってくるのは、全国統一したシステムの更新

とか組立てになりますので、それには必ず対応しなければならない。まずはそれを第一義的にやり

ながら、そのほかにもデジタル化によって市民サービスの向上ができるものがあればやっていく。 

ただ、どうしてもやらなければならないのは、まずは国からの、デジタル庁からのものが、まず

はやらなければいけないものでありますから、市でやるのはまだその次になってしまう可能性があ

るということです。ただ、進めていくことは間違いなく進めていきたいと思っています。 

○篠﨑委員 

そうすると、それで多分基本的にはいいんだと思うんですね。ただ難しいなと思うのは、いろい
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ろこのコロナに関連して話があると思うので私も関連で調べてみたんですけれども、昔、 

「ｅ－Ｊａｐａｎ」という計画があったんですよね。それが何かというと、やはり電子化していき

ましょうという、多少中身が違うにしても大きな方向は同じだと思うんですよ。その方針を国が出

したのが２００１年なんですね。だから２０年間全然進んでいないと。全然ということはないけれ

どもほとんど進んでいなくて、そこの基本方針の中に、「５年以内に世界最先端の電子立国」と書い

てあるんですね。全然できていないんです。だから、国がそういう状況なので、地方はしょうがな

いんですけどね。だからあんまり国に期待しても本当に大丈夫かなと。ちょっと心配な…。 

コロナに関して分かったのは、皆さんも同じでしょうけれども、日本がやっぱり遅れちゃってい

るということですよね。「ＣＯＣＯＡ」というのも、そのうち言わなくなっちゃったんですよね。接

触したときに分かるアプリというのを作ったけれども、何か通知されないとか、うまくチェックで

きないとかですね、結局最近は何も言わなくなっちゃったとかですね、そういう点で、やはりかな

り国がやっているものも当てにならないなというのが相当あって。 

これも調べてみたら、国連の範囲がいろいろ取り方があるんでしょうけれども、電子政府のレベ

ルというのが日本はベストテンに入っていないんですよね。だから先進国の中では遅れちゃってい

るわけですよ。そういう中で、方向としてはね、確かにやっていただかなければならないんですけ

ど、国がちょっと当てにならない状況なので、ちょっと心配なので。 

そこで一つ考えていただいた方がいいかなと思っていることがありまして、それはやっぱり、デ

ジタル化よりも人と人だと思うんです。要するに、行政の関係だと必ずしも専門家がいないから

と、みんな丸投げしてしまうんですけど、結局丸投げしてもうまくできているかどうかチェックす

る人や何かというと、やはり中の人間じゃないとできない。ほかの委託業務も同じですけどね。だ

から、そういう面では、いろいろなハードウェアの整備もいるかもしれないけれども、人的な組織

もしっかり作らないとデジタル化は進まないんじゃないかなという心配があるんですね。 

行革ということだと、やはりいろいろなものを節約して減らしてという部分も強いんですけれど

も、やはりデジタル化だとか、あとはデジタルじゃなくても、今言っている子供の少子化対策だと

か虐待の問題というのは、逆に厚くしなければいけない部分だと思うんです。人を配置しないと虐

待を見逃してしまうということも当然あって、その悲劇がたくさん起こっていますし。 

デジタル化に関して最近ある本を読んだんですけど、アメリカだと公務員の１割ぐらいはデジタ

ルの専門の人がいるというふうに書いてあったですね、その本には。日本は１パーセントだと思う

んです。それから、あとはいわゆる情報関係のセクションの定数は、総務省の調査らしいんですけ

ど、分野別に見るとむしろ行政改革の中で減っちゃっているという話があるみたいなんですね。ち

ょっとその元データには当たっていないんですが、本で読んだ範囲ではそういう話がありました。
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なので、それは私の経験から言ってもありそうな話だなという気がしています。 

ですから、朝霞市だけで頑張るといってもなかなか難しい部分もあると思うんですけれども、デ

ジタル化を進めるのは非常に大事だと思いますので、一つ留意しなければいけないのは、組織を作

ることは大事だと思いますが、そこにちゃんと人を必要な人数を充てるということだと思うんです

よね。逆に言えばそういう採用をしていくとか。日本全体は、やはりデジタルを専門とする人材は

少ないという話も聴いていますので、そういう中で取りっこになるかもしれませんけれども、そう

いう人的配置をちゃんとしないと、やはり進めていけないんじゃないか。 

今、ここでもデジタル化の話が度々出ていますが、それ以外にも、やはり配置しなければいけな

いものがたくさんあるので、先ほど申し上げましたような虐待を防止するところとかなんとかとい

うのは、それに関わる人がいれば、児童相談所なんかは県の業務ではありますけれども、関連する

業務が市にもあると思いますので、やはり人の命に関わる仕事については、行革の中でも、やはり

充実しないといけない部分もありますので、その辺の目配りをしっかりお願いしたいなと思いま

す。 

○事務局・宮村市長公室長 

今、おっしゃっていただいたこと、非常に有り難いと思っています。 

行革のイメージなんですが、昔は、１０年前は人を絞っていきましょう、というのが行政改革の

イメージだったと思うんですけれども、もちろんそういう部分は今もあるんですが、我々の視点は

経営的視点に立って強く事務を進めていかなければいけないもの、厚く手当てをしなければいけな

いもの。そういうものも行革に位置付けてやっていくというのが今回の行革であると思っています

ので、そういう点は、今篠﨑委員にいただいたことに対しても、デジタル化の期待には応えられる

かどうかそこは置いておいてですね、行革の在り方としてはしっかりとお答えできるのかなという

ふうに思っております。 

○池田委員 

感想も含めて、定型業務というか、今までの行政の中で定型業務っていろいろ、事務みたいなの

がありますよね。それをデジタル化するというのはある程度見当も付くんですけれども、それだけ

じゃ寂しいというかね、それを一歩進んだ深堀りというか、その先にいわゆる職員がいろいろなこ

とを考えて職務に専念できるような、そこら辺を捉えて、ＤＸというんですか、デジタルを捉えて

一歩進んで、そこら辺の波を少し加速していきたいみたいな、そこら辺まで捉えていただければい

いんじゃないかなというような感じもします。 

助かるんですけどね、定型業務、事務をデジタル化する。そこだけですごいお金を。デジタル庁

を作るってことじゃないと思うんで、その先のことをにらんだようなことを多分国は考えていると
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思うんですけど。そこら辺が実現するかどうかというのはまた、国は実績を作らなければいけない

ので実現はするとは思うんですけれども。実現してもね、また使えないようなあれじゃなんか、ち

ょっとなかなか言葉では難しいんですけど、本当に身になるようなデジタル化を進めていってほし

いなという感じはありますけどね。これは感想を含めてですけれども。 

○岡田委員 

ざっと今までのところを伺って、私なりに思ったんですけれども、この基本方針の策定の趣旨だ

とか基本的な考え方だとか書いてあるんですけど、「２ 推進に当たっての基本的な考え方」に、

「良質な市民サービスを提供し、市民満足度を上げる」という点が書いてありますよね。あえて言

えば、ここをもう少し強調していただいてもいいんじゃないかと。こういう目的のために行政改革

をこれからやりますよと。朝霞市はそれを基にデジタル化も含めていろいろなことをやっていきま

すよという、市民サービスを向上させるんだ、市民皆さんにより幸せになっていただくというよう

なことをもう少し強調していただくような基本方針があってもいいかなと思うんですが、いかがで

しょう。 

○事務局・宮村市長公室長 

今おっしゃっていただいたような御意見、非常に有り難いと思っています。市民サービスを向上

させるものもありますが、昔ながらの観点の組織を絞っていくようなものもありますが、全てが市

民サービスを向上させるようなものにはならないかもしれませんけれども、そういう視点を持った

行政改革であるということは触れていきたいとは考えております。 

○武田会長 

そのほか、デジタル化に関する御意見、御質問等ございましたら。 

それ以外でも結構でございます。 

○岡田委員 

ちょっと的外れなことになるかもしれないですけれども、先日テレビ放送で、市の業務用車をで

きるだけ少なくしていこう、そのためにダイチャリを使って朝霞市は取り組んでいますみたいな放

送がＮＨＫで流れまして、そうなんだと。市の職員の方々も、近くの出張所だとか派遣先、関連先

に伺うときにダイチャリを使って頑張っていますよというふうなお話だった。 

ダイチャリという、最近いろいろなところでたくさん見るようになったんですけれども、あれの

運営はどちらかに業務委託されて、そこから上がりを頂くようなシステムになっていらっしゃいま

すか。 

○事務局・宮村市長公室長 

あちらの方は、やはり民間の会社が、ソフトバンク系の会社と聴いているんですけれども、民間
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の会社が自転車を置いて、上がりは１５分で７０円でしたっけ。１５分で７０円をその会社が取っ

ている。市の方は一切収入はないです。ただ、市はあれを設備していただくことで市民の利便性の

向上性を図るとともに、公共交通の代役にはならないんですけれども、その一環としての役目はあ

るということで。最初はセブンイレブンに置くということで、ポートを置いたんですけれども、市

の公共施設にもあれを広げて置くことで、非常に便利に利用できる。また、ここら辺近隣でも、志

木とか和光でも同じものがありますので、ほかの市に乗り付けることもできるということで、便利

に使っていただいていることを前提に、市の方はお金の方にはタッチはしていないんですが、市民

の方には便利に使っていただけるようにポートを置いて、無料で公共施設の場所貸しをしていると

いうことで、ギブアンドテイクでやらせていただいているのがダイチャリの制度で、最近、私も駅

を朝使って市役所まで歩いて通勤しているんですが、駅に向かってダイチャリに乗っていかれる

方、結構いらっしゃるので、結構定着してきたかなというふうに思っています。 

我々も業務で使うことになったので、ここでマスコミにプレス発表して、少しでも公用車を減ら

していこうかということで、ＣＯ２排出にも貢献しようということでダイチャリを使うということ

になっているんですけれども、今日ここにダイチャリで来るかという話もあったんですけれども、

４人いるから車で行こうと車で来ちゃいましたけれども、今後は業務に生かしていこうと思ってい

ます。 

○武田会長 

  岡田委員、よろしいですか。 

○岡田委員 

そうですね。 

何とか市の財源に生かせないかなと私は思っちゃったんですけどね。かなり市民の方の利用も増

えていると思いますし、設置場所もいろいろなところにありますよね。おっしゃったようにセブン

イレブンが最初だったかもしれませんけれども、今市の公共施設の駐車場の一部を設置場所に変え

たり、あるいは病院の駐輪場の一部が変わっていたりとかしていまして、それはそれぞれみんな使

用料は頂いてないのかな。変な話、公有地だけじゃなくて、私個人の土地に置いてという方もいら

っしゃるかと思うんですけれども、そういった方々にも費用は払ってらっしゃらないんですかね。 

○事務局・宮村市長公室長 

まず、あちらの方が今１５分で７０円ですけれども、あの自転車って電気自動車で非常に高価な

自転車を多くの台数用意しているので、あれが１５分７０円で全てがペイできるかというと、あの

会社自体はペイできていないそうです。ただ、あそこから得られるビッグデータがありますよね。

人の移動のデータ。そのビッグデータを活用しているという部分があるみたいですので、なかなか
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市の財源にまで結び付くところまでは、今のところは難しいのかなと思っています。 

 今、あれは実証実験ということでやっておりますので、今後の展開はまだ。どういう展開になっ

ていくかということは分かりませんけれども、市の方としては、当然本当はポートを置けば、その

分の敷地の料金を取りたいとかという部分はあるんですけれども、それでその会社の負担がすごく

大きくなってしまうよりは、市民の皆さんに便利に使っていただける方をまだ優先しているという

ことです。今後の展開は、まだ今のところ分からないという状況でございます。 

 今おっしゃっていただいたのは、今回の取組の中にもある「２ 多様な財源の創出・確保」とい

うところにも関わってきますので、参考にさせていただきたいと思っております。 

○武田会長 

それでは、そのほかの御意見、ございますでしょうか。 

○鈴木副会長 

６番目のですね、「公共施設の在り方」の「１ 公共施設について」。ここのことについてお伺い

したいんですが、朝霞の公共施設はですね、大変多くの施設があるんですけど、大分老朽化してで

すね、耐用年数も来てしまっているようなものが非常に多いと思います。また、耐震構造の前の建

物が多くてですね、多くの施設が耐震構造に補強したというような状況でございます。そんな中で

すね、耐震補強をしてもですね、寿命は延びないんですよね。それと同時にですね、いろいろな設

備の器具、冷暖房器具とかですね、放送器具だとかいろいろあるんですが、こういうものの故障が

最近多いと。あちこちの施設でね。これをですね、今は学校だと教育、あるいは公民館だと社会教

育だとかですね、児童館だと福祉の方とか、みんな施設が分かれていますよね。市民会館だとどこ

でとか知りませんけど。そういうものをですね、企業の営繕みたいなものをですね、一つにまとめ

て全部をチェックできるような機能も作っていかなければ、これからはいけないんじゃないかな

と。 

最近耳にしていることはですね、公民館の冷房器具が壊れてしまって、それも真夏いっぱい予算

がないからと言って全然できない。去年辺り１年間、冷房なしで使わなくちゃならない。それで、

音楽なんかをやっている人だと、窓を開けてやったのでは近所に御迷惑だからできない。それは西

朝霞公民館だったんですが、つい最近今度は東朝霞公民館でもですね、冷房器具が壊れているので

窓を開けて利用してくださいとか、気を使ってくださいとかなっているんですね。その施設ごと

で、壊れたからといっても予算がないからできないというのが現状なんですね。それを、全部を統

括して一か所でそれを見るような営繕課みたいなものがあることによって、管理がしっかりできる

ようになると思う。そういうことがあると思いますので、建物だけではなくて、設備から何かいろ

いろあるわけですね。その辺をですね、今後工夫していかなければいけないんじゃないかなと感じ
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ていますもので、御検討していただけたらと思います。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

朝霞市でも昨年度、公共施設マネジメント計画ということで、計画的に現在も公共施設の修繕を

していくという計画を作ったところで、この４月から担当が財産管理課というところになりまし

た。そちらで基本的には公共施設全般を見てもらうという話をしてはいるんですけれども、この

後、どれくらい全体が修繕できるかというところは、様子を見ながら、必要とあれば人をさらに導

入してということになると思います。 

確かに公共施設は非常に老朽化が進んでいて、今年度、東朝霞公民館もエアコンが…大体６月の

試運転をやると、そこで駄目なのが分かるという状況です。計画的に修繕も入れていく必要がある

んだろうというところで公共施設に目を配りながら、公共施設総合管理計画の案を見ますと、やは

り数を今後減らしていかなければいけないというような話もある中で、今後公共施設をどう位置付

けていくのかというところは、この場でいろいろ議論していただければと思っております。 

○武田会長 

そのほか、議事（３）「行政改革の柱と主な取組について」、御意見ないようでしたら、次に進め

させていただきます。 

よろしいでしょうか。 

 

◎２ 議事 （４）会議体制の見直しについて 

○武田会長 

それでは、議事（４）「会議体制の見直しについて」、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局・松尾係長 

それでは、【資料６】と【別紙】を使って説明いたします。【資料６】は、会議体制の見直しにつ

いてです。 

市で策定する計画は法令で定められたもののほかに、求められる目標の達成や課題解決に向けた

必要性を判断して、市が独自で策定している計画、そのようなものが様々にございます。そのそれ

ぞれに、進行管理等のためにですね、多くの会議体が設置されている状況です。 

「１ 見直しのポイント」に表組で記載しましたが、例えば市では、総合計画、総合戦略、行政

改革に関する計画をそれぞれ策定しております。そしてその進行管理は、外部評価委員会、総合戦

略審議会、行政改革懇談会と三つの会議体で行っております。 

これらの三つの計画ですが、いずれも市の全体に関わる性質の計画であるために、会議の場で同

じような意見が重複して出されるという流れがございました。そしてその会議体に所属する委員の
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皆様からも、幾つか改善を求めるような声が上がっておりましたので、今後より効果的な推進が行

えるように、これら計画の進行管理を行っている三つの会議体を次年度から統合できないかと検討

しているところです。 

本件については、先日既に外部評価委員会、まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会に案を示し

ましたところ、方向性としてはおおむね問題はないとの御意見を頂いております。併せて、より効

果的な審議となるような進め方についてということで幾つか御意見を頂いておりますので、別紙の

方にまとめて記載をしておりますので、別紙を御覧いただきたいと思います。 

まず、「外部評価委員会からの意見」ですが、同じような議論が繰り返される場面が想像されるた

め、会議体制の見直しは是非検討をお願いしたいということと、専門的な議論が求められる場面が

増えていることから、ワーキングチームで事前に議論をした後、全体会で議論をすると会議がスム

ーズに進むのではないかというような御意見を頂いております。 

次に、「まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会からの意見」では、単純に会議の回数を増やすだ

けではなくて、統合による効率化を図って、その分議論を深められるとよいのではないか。それか

ら、多様化が叫ばれる中で、様々なバックグラウンドを持つ方からの意見が反映されるようにして

ほしい。委員が多いと意見が出しづらい。部会、分科会を設けてはどうか。最後に、統合しても市

民参画や女性の参画の推進を進めていただきたいというような御意見を頂いております。 

これらの御意見を踏まえまして、下の「統合実現に向けた課題と解決策について（案）」という表

組で、課題と解決策をまとめております。 

頂いた意見から抽出される課題は四つと考えておりまして、その右側には、解決のために考えら

れる方向性を事務局案として示しております。 

一つ目、二つ目の課題としまして、資料の読み込みにかけられる時間、また審議にかけられる時

間を増やすことが課題だと考えております。 

これに対しては、評価シートの見直しを初めとして、対象となる施策を絞り込んだ上で集中的な

審議の進め方と考えております。 

また、三つ目、四つ目に挙げた課題として、専門性の高い審議が行われるようにすることや、委

員が発言しやすい体制を構築することなどが課題として捉えておりますので、これについては、

「産・官・学・金・労・言・士」と、産業界、公的な機関、教育機関、金融機関、労働団体、「言」

がマスコミ、「士」は士業ですね。というような、できる限りそれぞれの分野からの委員で構成する

ことや、部会や分科会の設置が行えるように条例を制定してまいりたいと考えております。 

本懇談会の委員の皆様からの御意見も踏まえた上で、引き続き会議体制の見直しを検討してまい

りたいと考えておりますので、御質問でも構いませんので、御意見を頂ければと思います。 
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○武田会長 

ただいま、会議体制の見直しについて事務局から説明がございましたが、これに関しまして委員

の先生方から御質問や御意見等がありましたら、お願いします。 

○岡田委員 

参考までにですけれども、今分かれている三つの委員会というのは、担当課は全部政策企画課に

なるんですか。 

○事務局・松尾係長 

三つとも政策企画課が事務局を務める会議体になります。これ以外の会議体というものも庁内に

はありまして、いわゆる附属機関と言われるものが８０前後ほどあります。 

○岡田委員 

ちなみに、政策企画課としてですね、統合した方がいいと思われますか。どう思われますか。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

やはり、審議会が二つ、三つあるとして、議論することも非常に似通ったものが多いんですね。

例えば人口問題ですとかそういった問題もありますし、同じような議論をいろいろなところでやっ

てしまっているというような反省が少しあるものですから、議論の場を１か所に集中して、それに

対してしっかりフィードバックできるようにした方がいいのではないかというところで、今のとこ

ろ政策企画課としては統合に向けて話を進めたいというふうに思います。 

○岡田委員 

引き続きで。今それぞれの審議会に、それぞれの計画だとか今回の方針だとか、そういったもの

がおありになると思うんですけれども、それもまとめることは可能なんでしょうか。 

○事務局・松尾係長 

この行政改革の基本方針と、そのほか総合戦略の計画をまとめられないかという御質問を頂いた

と認識はしたが、例えば総合戦略というものが、人口問題に対して国が策定するようにと法律で定

められていますけれども、国が言うには、総合戦略と総合計画が狙いが同じようなものであったら

一体化することができるという見解を示しておりますので、統合することは可能でございます。 

実際に、今後は計画の統合というところまで踏み込んで進めていきたいと考えております。 

○西村委員 

ちょっと違う角度で、別紙の方にも「主婦とか子育て世代の方々の意見も」ということなんです

けれども、この懇談会でも、堀之内委員が小さいお子さんがいてということで、やはり平日のこの

午後の時間に来るとなると、かなりしんどいかなと。私も今日は年休を取って来て、年休を取れる

から、そういうところにいるからいいんですけれども、なかなか参加が難しいといった場合に、例
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えばさっきのデジタル化じゃないですけど、ＺＯＯＭみたいなものを使って、ここにぴょんとある

と、もしかしたら家で泣く子供をあやしながら参加することもできるかもしれませんし、やはり実

態として女性が家にいて子供を育てるとかいうのが実態としてはあるので、そういった幅広い意見

を聴くといったときには、そういった方々が参加できるような方法というのを取ることが重要かな

と思っています。 

ですので、例えば今日みたいなところで、もしうちで機材があればＺＯＯＭで参加していいよと

か、そんなふうな、ＺＯＯＭでも何でも媒体はいいんですけれども、そういうふうにするというこ

ともやはり必要かなと。特に女性の参加というのが今求められている中で、女性が出られるような

環境整備というものを、本当は男性も子育てしなければならないというのもあるけれども、実態と

してそうでなければ、こういうような状況の中でもできるような方法を取るということが大事かな

というふうに思っています。ですからこちらの別紙のところに関して、その意見を持ちました。 

○事務局・宮村市長公室長 

まさしく、今おっしゃっていただいたことが、今ここで我々が提案していること自体が行政改革

の一環なのかなというふうに思っておりまして、その中の今のは、デジタル化がそこにちょっと含

まれていたりとか、そういうことで会議体の在り方も変わってくる、参加しやすい会議になる。そ

ういうことが行政改革でありデジタル化。全ての良さが含まれてきているのかなと思いますので、

今後の会議体の在り方自体が変わっていくものかなというふうに思っており、その取り掛かりがこ

こでまず示されているのかなという考えで、是非お願いしたいと思っております。 

○武田会長 

そのほか、関連して御意見でも結構ですし、また異なるものでも構いません。 

○鈴木副会長 

私はですね、朝霞市の審議会が多すぎるということでですね、できるだけまとめておいた方がい

いという考え方を持っていますから、この問題については、それほど問題点はないというふうに考

えているんですが、総合計画と行政改革は非常に似通ったことをやっているんだから、絶対一つに

なるべきだというふうに考えます。 

そして、総合戦略というのはちょっと違うような感じがしましてですね、この辺、私は中身は分

かりませんからなんですけど、この辺もですね、事務局がいつも議題として提案したりなんかして

いる問題でですね、女性とか子供の関係とかって今も御意見ありましたけれども、こういうことに

問題がなければ、三つまとめてもらっていいんじゃないかなというふうに感じます。 

○事務局・宮村市長公室長 

鈴木副会長が審議会の数が多過ぎると言われるのがよく分かりまして、あちこちの審議会委員を
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やっていただいているものですから、多分そう思うのも仕方がないなと思うんですけれども、総合

計画と総合戦略なんですけれども、総合戦略というのは、総合計画の中の人口問題に特化した部分

を集めて、特出ししてやっているような部分がありまして、これを一括でやること自体には特に問

題はないと思っております。 

○鈴木副会長 

それでしたらですね、三つまとめて進められた方がいいと思いますね。 

それから、部会を作るほど審議委員いっぱいいなくてもいいんじゃないかと思うんですけれど

も、その辺、どのぐらいの人数を考えていますか。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

今のところ、部会を何人規模という案は、正直今のところ持っておりません。ただ、やはり会議

体を一つにしてしまうことで、今度は逆に多様な問題が一つの審議会のところで議論されることに

なりますので、そのときにそういったことを予備的に議論する場が必要なのかなというところで、

今のところ部会という枠組みを一つ残しているというところですので、今のところ規模とか、特に

そういったものの案は持っていないという状況になります。 

会議体を三つの部会、例えば１０人ずついて、３０人の審議会というのはできないので、そのと 

きに部会という特化した議論する場は必要かなということを今のところ想定しているというとこ 

ろです。 

○事務局・宮村市長公室長 

極端なことを言いますと、三つのものを一つにするのですが、一つの部会は今までの一つの部会

で、それほど人数には変わりはなくて、こちらから提示する施策の評価シートとか、そういうもの

の要素を盛り込んで工夫したもので評価していただけるように効率化を図りたいなという考えでお

ります。 

○鈴木副会長 

部会を作ると言っても、人数が３０人というとちょっと多すぎると思うので、１５人から多くて

も２０人ね。１５人ぐらいだったら、ほとんど集まった方で議論できると思うんですよね。 

行政改革をしていくのにですね、三つの委員会をまとめるから３０人だというのではなく、思い

切って人数も減らしていいんじゃないかなと、そういうふうに感じます。 

○池田委員 

これだけというか、外部評価委員とかそれぞれ立派なお仕事、委員の方が来て、いろんな意見を

出されて今までの歴史もありますから、まち・ひと・しごと創生、戦略なんていうのは、これから

の経営戦略みたいな視点であるところ、人口減少克服と一番ものすごくこれからの課題ですから、
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人口が減っちゃうわけですからね。これで相当な行政に対しての影響があると思いますので、これ

に特化した形で総合戦略みたいな形も、これは本当に頑張っていただきたいような審議会ですよ

ね。 

全体的に言えば、今副会長が言ったようにですね、まとめて実のあるものをこれから出せていけ

たらなというふうには個人的には思っております。 

○武田会長 

そのほか、どうですか。 

○篠﨑委員  

これ、全部政策企画課が事務局ということでですね、それぞれ違うメンバーも分かっているし、

重なっているところもよくお分かりだと思いますので、場合によってはテーマで、例えばここにい

る皆さんでも総合計画の話をされたら分からないとかということはないと思いますから、それなり

に資料を提示していただいて資料を見てきて、自分の経験からお話をさせていただければいいわけ

ですから。その辺は整理できるものは整理、率先してやられた方がいいのかなというふうに思って

います。 

○宮澤委員  

今のこの別紙の案についてはというか、まず話がだぶっているかどうかというのは、我々には全

く判断がつかないので、それは主体的にそちらで判断していただければいいと思います。 

本来、まち・ひと・しごとなんていうのは、総合戦略審議会ですから、そういった点では言って

みればアクションプランとか、そういうものを審議する、そこで練り上げていくというような、そ

ういう役割にあるところだとは思うんですけれども。でも、現実にはこのテーマが余りにも大きす

ぎて、断片的な意見を言い合っているだけということなのかなという想像がここに出てきちゃった

ということで、どうして出てきちゃったのかなと最初思ったんですけど、結局その程度にとどまっ

ているのかなという感じが聴いていてしました。 

それであるならば、抜本的な対策、対応をすればいいんだろうなと思うんですけれども、ただ、

課題を挙げると、こうやって解決策と出てくるのを見ると、どうしてもまた、ちまちまと細かい方

向に行ってしまうので、大きくまとめるというような形で統合してくことが必要だと思います。 

もう一つ、我々は懇談会なので、そういう練り上げるとかなんとかというよりも、いろいろな情

報を皆様方に提供する役目なのかなとは思うんですけれども、そういう場というか、そういう触角

というのはどうしても必要になりますよね。多分、外部評価委員会だけ一つだけになっても、それ

だけでは情報量というのが少なくなるんだろうと思うんです。そこをどうやって補うのかというの

で、また何か会議を始めましょう、ネットでどうこうしましょう、単なる手段ですけれど、ひょっ
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とするとモニター制度があったりして、そういうものをうまく活用していくだとか、新たに作らな

くてもあるものを上手に使っていく方法がないのかなというふうに思って聴いていました。 

○松尾委員 

私も幾つかの審議会に参加させていただいているんですけれども、やはり、なんで同じようなこ

とを、同じような中身のが幾つもあるのかなというふうな疑問を持っておりましたので、是非進め

ていっていただけたらと思います。統合の方向でお願いします。 

○武田会長 

では、岡田委員からいかがでしょうか。 

○岡田委員 

異論はありません。 

○西村委員 

会議の数が減れば、やはり市役所の皆さんの負担も減っていくかと思うんですね。去年も申し上

げましたけども、やはり市役所の体力をどう作るかというのはとても大事で、仕事が過多になって

いる状況を何とかしなければいけないかなということは繰り返し申し上げてきたわけですけれど

も、スリム化できる審議会とか会議体はスリム化していただければ、やはり役所に働く皆さんの負

担軽減になっていくかと思います。 

一方でですね、やはり先ほどお話もありましたけれども、人の数を多くした方がいいとか、そう

いったところはそのように分厚くするというのは当然だと思いますので、そこのメリハリをどう付

けるのかということが図られていって、朝霞市の市役所というか市全体での体力が高まっていくこ

とを期待いたします。 

○武田会長 

各委員の先生方からおおむね賛成という御意見を頂戴しました。なので、池田委員の方からもあ

りましたけど、大体２０４０年ごろと言われていますけれども、高齢化人口がピークになって人口

減少も、ほぼそのぐらいにピークを迎えるというときに、自治体が、朝霞市がどういうふうに戦略

を立てていくのかということは大変大きな問題だと思いますので、西村委員からもお話がありまし

たとおり、うまくメリハリを付けるような形で会議を統合していただければと思います。 

そのほか、この議題につきまして追加の意見とか質問とかございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

それでは、議事の４については、以上といたします。 
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◎２ 議事 （５）その他 

○武田会長 

次に、議事の（５）になりますけれども、事務局からの連絡の前に何か委員の先生方の方からこ

れまでの議題につきまして、言い忘れたこととかございましたらお願いいたします。 

よろしいですか。 

それでは、事務局から御連絡等ございましたらお願いいたします。 

○事務局・松尾係長 

議事の（５）その他で、事務連絡が２点ございます。 

１点目が今後の予定でございますが、本日頂いた御意見を会長に御確認いただきながら修正案を

取りまとめますので、その取りまとめた修正案を市長を本部長とする本部会議へ提出し、素案を固

めてまいります。 

実施計画については、今幹事会の方で策定をしておりますが、次回の懇談会で説明していければ

と思います。推進基本方針の素案については、今後、市民の皆様にパブリック・コメントを１か月

ほど期間を要して作成しまして御意見を頂こうと思っております。その結果を１月ごろに次回懇談

会を開いて委員の皆様に確認をしていただきたいと思います。 

２点目ですけれども、会議録についてございます。 

本日の会議録につきましては、後日、委員の皆様にいつもの通りですけれども、確認のお願いを

しますので、校正の御協力をお願いします。 

○武田会長 

次回は１月ごろということでございます。その頃にコロナの感染状況がどうなっているか。改善

することを祈るしかありませんけれども、今回の開催につきましてはいったん延期させていただく

ということになりましたが、今年度もう１回委員の先生方には御指導を賜りますけれども、どうぞ

惜しみなく御意見等よろしくお願いいたします。 

 

◎３ 閉会 

○武田会長 

ほかに、何かございますでしょうか。 

なければ、以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきたいと思います。 

御協力どうもありがとうございました。 

  


