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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２回朝霞市行政改革懇談会  

開 催 日 時 

令和４年１月３１日（月） 

午後 ２時００分から 

午後 ３時４０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 １人 
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令和３年度第２回 

朝霞市行政改革懇談会 

令和４年１月３１日（月） 

午 後 ２ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 後 ３ 時 ４ ０ 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）朝霞市行政改革推進基本方針（案）について 

（２）朝霞市行政改革推進実施計画（案）について 

（３）その他 

３ 閉 会 

 

 

出席委員（６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 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 

 

欠席委員（４人） 

委       員  知識経験を有する者 篠 﨑 孝 夫 

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 西 村 嘉 髙 

委       員  公募市民 堀之内 貴 恵 
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事務局（６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  同課長補佐 平 間 雄 介 

事   務   局  同課政策企画係長 松 尾 賢 治 

事   務   局  同課同係主査 高 橋   宏 

事   務   局  同課同係主事 大久保 慶 陽 

 

 

 

資料一覧 

 ・令和３年度朝霞市行政改革懇談会（第２回）次第 

・資料１ 朝霞市行政改革推進基本方針（案） 

・資料２ 朝霞市行政改革推進基本方針（素案）に係る職員コメント 実施結果 

・資料３ 行政改革の柱と主な取組（案） 

・資料４ 朝霞市行政改革推進実施計画（案） 
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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・高橋主査 

定刻となりましたので、ただいまから令和３年度第２回朝霞市行政改革懇談会を始めます。 

本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

事務局を務めます、政策企画課の高橋です。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日、西村委員、堀之内委員、加藤委員、篠崎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人中６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いたします。 

議事の内容に入る前に、資料の確認をいたします。 

事前に皆様に送付させていただきました資料は、次第、【資料１】朝霞市行政改革推進基本方針

（案）、【資料２】朝霞市行政改革推進基本方針（素案）に係る職員コメント、【資料３】行政改革の

柱と主な取組（案）、【資料４】朝霞市行政改革推進実施計画（案）でございます。 

また、当日資料として机の上にございます、次第、朝霞市行政改革推進実施計画（集中的に実施

する取組）（１）－【２】－１、予算編成事務の見直し。こちらは、事前配付資料の差し替えとなり

ますので置かせていただいております。 

以上の資料でございますが、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、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いたします。 

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、原則公開する

こととしてございますので、御了承願います。 

それでは、会議の進行は武田会長に進めていただきます。 

武田会長、よろしくお願いいたします。 

 

◎２ 議事 （１）朝霞市行政改革推進基本方針（案）について 

○武田会長 

それでは、皆さんこんにちは。 

今日は年度末のお忙しい中、またオミクロン株が流行っておりますけれども、御出席を賜りまし

て誠にありがとうございます。 
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それでは、議事に入る前に、本会議は原則公開と決定させていただき、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ていた

だきますので、御了承いただきますようお願い申し上げます。 

それでは、お手元の次第に基づいて、議事を進めさせていただきたいと思います。 

まず、 議事の「（１）朝霞市行政改革推進基本方針（案）について」、事務局からお願いいたしま

す。 

○事務局・高橋主査 

それでは、お手元の【資料１】朝霞市行政改革推進基本方針（案）について御説明いたします。 

前回の懇談会におきましても説明させていただきましたが、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め、朝霞市行政改革推進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。 

前回の懇談会開催後、皆様から頂いた御意見及び庁内に設置した朝霞市行政改革幹事会での検討

を踏まえ、事務局において【素案】を作成いたしました。 

その後、令和３年１１月１８日に推進本部会議を開催し素案を承認いただきましたので、１１月

２５日からパブリックコメントを実施いたしました。パブリックコメントの実施結果につきまして

は後ほど御説明をさせていただきます。 

パブリックコメントの実施結果及び幹事会で議論を重ねた結果、お手元にある朝霞市行政改革推

進基本方針（案）を策定いたしました。 

続けて内容の説明をさせていただきます。 

１ページ目を御覧ください。 

まず１点目になりますが、修正が間に合わずこの場で修正の御報告をさせていただきます。 

「１ 基本方針策定の趣旨」の部分になりますが、第一段落の最後、上から５行目になりますが、

「１０の取組を推進しています。」と表記をしておりますが、こちらは第５次行政改革大綱に関する

記述になっておりますので、「推進してきました。」という表現に修正したいと考えております。こ

の場での御報告となり申し訳ございません。 

次に、前回からの主な変更点を御説明いたします。 

「２ 推進に当たっての基本的な考え方」の部分になります。 

こちらにつきましては、前回懇談会の場において、文章だと基本的な考え方が読み取りにくいた

め、「何を対象にするのか、箇条書きなどでその観点を分かりやすくなるように記述を見直したほう
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がよい」という御意見を頂きましたので、表記を箇条書きに修正し、より分かりやすくなるよう見

直しをしております。 

具体的には、満足度の高い市民サービスの提供をするための観点として、（１）事務・組織運営の

効率化、（２）財政の健全化、この二つの観点を明確にしております。（１）事務・組織運営の効率

化につきましては、多様化する行政課題に対応するため、事務処理の合理化及び効率化を推進する

とともに、組織機構の見直しや職員の能力向上を図り効率的な組織運営を行うという観点になりま

す。（２）財政の健全化につきましては、今後、危機的な状況が見込まれる財政運営を持続可能なも

のとするため、職員のコスト意識を高めるとともに新たな財源の確保に取り組むという観点になり

ます。 

行政改革の推進に当たっては、こうした観点を持ちつつ、様々に影響してくる外部要因の変化に

迅速に対応できるよう、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ておりま

す。 

２ページ及び３ページを御覧ください。「３ 行政改革の進め方」、「４ 推進体制」、「５ その

他」及び「６ 資料」となります。 

これらの項目につきましては、行政改革懇談会や行政改革幹事会におきましても特に意見がなか

ったことから、修正は行っておりません。 

以上が内容の説明となります。 

続きまして、先ほど御説明したパブリックコメントについて御説明をいたします。 

昨年１１月２５日から１２月２４日まで市民向けパブリックコメントを実施いたしました。ま

た、１１月２５日から１２月１０日まで同様に職員向けパブリックコメントを実施いたしました。 

市民向けパブリックコメントを実施した結果、市民からの意見は０件でございました。また、職

員向けパブリックコメントの結果、職員１人から１件の意見がございました。 

その結果が、配付しております【資料２】になります。 

【資料２】を御覧ください。 

頂いた意見は「２ 推進に当たっての基本的な考え方」に関して、「持続可能な財政運営を行うた

めに、『職員のコスト意識』『新たな財源確保』に取り組むとなっているが、部をまたぐ取組に対す

る財政措置の『柔軟性』や『効率化』、『効率性』を掲げた方が良いと思います。」という意見でござ

いました。 

こちらにつきましては、「本基本方針を受けて策定、推進する行政改革推進実施計画の中で検討し

てまいります。」と市の考え方を記載しております。 

議題１についての説明は以上となります。 
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○武田会長 

  どうもありがとうございました。 

  ただいま、資料（１）、それから資料（２）に基づきまして朝霞市行政改革推進基本方針（案）に

ついて、事務局から説明をいただきました。委員の皆様から御質問、御意見等がありましたらお願

いいたします。 

副会長、お願いいたします。 

○鈴木副会長 

パブリックコメントをやっても市民からはゼロという形でですね、行政改革推進基本方針という

のは非常に市民の皆さんには分かりづらいとは思うんですよね。大事なことだと言っても分かりづ

らいからゼロ。そして、職員からもたった１件だというように、職員の方も意見が出しづらいと。

実施計画の中では、もっともっと職員の方から出てくるのではないかなと思いますけれども、職員

からは常に意見をもらう分野というか、そういう担当みたいなものがあって。１年中気が付いたら

出せるというような係を作ってですね、いろいろな声を聴いていくというようなふうに実施計画の

方でされたらいかがかなと。また、コストの関係ですけど、職員の方は余りコストというのはほと

んど考えていないと思うんですよね。ところが、私たち民間から見ますと、施工物件、建物の施工

だとかですね、それから道路の検査とか、いろいろ道路なんかでも途中の検査とかいろいろあるわ

けですが、特に完成検査のときに、余りにも大勢の方が検査に関わっていると。これはもう私が言

うまでもなく、今までいろいろな方から言われているのではないかなと思うんですけど、要するに

公務員でありますから、一人では立ち会えない。学校建設だとか市民会館の建物とかそういうもの

だと、教育委員会も携わってくる、検査も立ち会ってくる、それから建築担当も立ち会ってくる。

５か所も６か所もの課が立ち会うわけですね。その制度を変えられないんだったら、一つの課から

は一人だけ出てくると。そうすれば外から見て何事が始まったかと思うほど大勢の方が出て来なく

て済むと思うんですね。そういうことを考えてですね、コストのことについて研究されたらいかが

かなと。実施計画のときにもですね。この素案はこのままで結構ですけど、そういうふうに感じま

すもので、意見として発言させていただきます。 

○武田会長 

ありがとうございました。 

事務局お願いします。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

本日はありがとうございます。 

職員の意見をいかに吸い上げるかということに関しましては、今行政改革の幹事会というものを
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組織しておりまして、そちらが今、部次長級で組織されております。そこで話し合った事柄又は行

政改革懇談会で、いろいろなこうした資料なども提供させていただいて、それを一度部へ持ち帰っ

ていただいていますので、その中で各職員の意見の吸い上げというものはある程度できているのか

なと考えております。 

ただ、部次長なので、どこまで若い職員が率直な意見を言えるかという部分もあるかと思います

ので、今後更に門戸を開くような形を少し考えていきたいというふうに思います。 

また、コスト意識につきましては、公式というわけではないですけれども、一番今回の行政改革

で訴えたいのは、職員の皆さんにコスト意識を持っていただきたいというのを一番感じておりま

す。その辺は後から説明があると思いますが、枠配分予算ですとか、その辺にも関わってくるもの

だと思います。 

特に、予算で例えば１万円のお金を使う場合に、税金ですので、この１万円というのは市民の方

の１万円の働きの結果得られているお金ではないわけですよね。常にその１０倍とか何倍かという

お金の中から頂いている貴重な財源なので、それをいかに効率的に使うかということを意識してい

ただきたいというところで一番感じております。 

最後の検査の話なども、本当に効率性をどうやっていくかというところで、権限の委譲ですとか

その辺も含めて、本当に今後の行政改革懇談会の中で、そういった議論ができていけばいいなとい

うふうに感じております。 

ありがとうございます。 

○武田会長 

ありがとうございました。 

池田委員、何かございますか。 

○池田委員 

最初のこの基本方針案についてという形で、職員の１件という意見の表明みたいな形がここで出

てきておりますけれども、もう少し出てきてもいいかなという感じは当然ありますが、今課長が答

えたように本部の方から下に降りて行って、その段階で各部、課である程度真剣な議論が交わされ

ているというふうには認識しておりますので、先ほどの説明の中にもあったように、その中で上に

立つものは下の者についての意見表明について、ある程度議論を皆で共有していくというような形

で、なるべく建設的な意見で進めていただければなというふうに思っております。 

○武田会長 

ありがとうございました。 

大変重要な御指摘だと思いますので、意見を集約できるように考えていただければと思います。 
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それでは、議事（１）について意見は出尽くしたようですので、以上とさせていただきたいと思

います。 

 

◎２ 議事 （２）朝霞市行政改革推進実施計画（案）について 

○武田会長 

次に、議事（２）に移らせていただきます。 

「（２）朝霞市行政改革推進実施計画（案）について」 、事務局から説明をお願いします。 

○事務局・高橋主査 

続きまして、朝霞市行政改革推進実施計画（案）について、説明をさせていただきます。 

まず、【資料３】行政改革の柱と主な取組み（案）を御覧ください。 

こちらにつきましては、前回の懇談会でも御説明をさせていただきましたが、各部から挙げられ

た課題を一覧化したものとなり、その後開催した庁内の行政改革幹事会において議論を重ね、事務

局で取りまとめたものになります。 

前回からの主な変更点としましては、公共施設に関する取組を定期的な見直し、継続的な実施が

求められる取組から集中的に実施する取組に加えております。 

新たに加えた理由についてですが、公共施設につきましては令和３年２月に「朝霞市公共施設等

マネジメント実施計画」が策定されたこと、また将来の公共施設の保全、更新のための財源を確保

するため、今年度、新たに「公共施設マネジメント基金条例」を制定したことなど大きな動きがあ

ったことを踏まえ、集中的に実施する取組に加えております。 

それ以外の修正点ですが、以前は集中的に実施する取組に記載のあった取組を定期的な見直し、

継続的な実施が求められる取組にも再掲しておりましたが、再掲をやめたほか、一部文言の修正を

行っております。 

次に【資料４】を御覧ください。 

ただいま御説明した行政改革として取り組んでいく主な取組を、具体的な実施計画として策定し

たものになります。 

集中的に実施する取組の実施計画は、デジタル化の推進で「行政手続きの電子化」、「ＩＣＴの導

入による事務の効率化」の二つの実施計画、それと「予算編成事務の見直し」、「公共施設等の計画

的な管理・運営」の計四つの実施計画となっております。 

まず、一つ目のデジタル化の推進の実施項目「行政手続きの電子化」のシートを御覧ください。 

資料を１枚おめくりください。 

まず、「集中的に実施する取組」のシート全体の説明をさせていただきます。 
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取組番号、分類、取組名及び実施項目につきましては、【資料３】行政改革の柱と主な取組み

（案）に連動した内容を記載しております。 

推進課の欄には、行政改革の取組を推進していく庁内の担当課を記載しております。その下、目

的の欄には、行政改革に位置付けた取組、実施項目を取り組むに当たって目指すべき目的を記載し

ております。取組内容は、目的を達成するための具体的な取組内容を記載しております。また、見

込まれる効果につきましては、行政改革に取り組んだ結果として、どのような効果が見込まれるの

かを記載しております。 

「１．実施スケジュール」につきましては、今後３年間のスケジュールを記載しております。な

お、今年度につきましては、策定時期に合わせるため、第４四半期からのスタートとしておりま

す。その下の「２．関連する指標・数値等」につきましては、客観的に判断できるような指標・数

値等をそれぞれ記載しております。 

それでは引き続き「行政手続きの電子化」のシートを御覧ください。 

この取組におきましては、財産管理課、収納課、出納室を推進課としております。 

次に、この取組の目的ですが、こちらは主に市民の利便性向上のためのデジタル化の取組ですの

で、「来庁することなく申請・手続きができる手段を提供することにより、市民の利便性の向上を図

るほか、接触機会を減らし、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の感染リスクを低減

する。」としております。 

そして、具体的な取組内容として、「①電子申請の拡充」、「②キャッシュレス決済への対応」を掲

げております。 

見込まれる効果につきましては、市民の利便性向上、負担軽減、感染リスクの低減などを挙げて

おります。 

実施スケジュールにつきましては、今年度から検討を開始し、来年度以降は関係課との調整や予

算化などを想定しております。 

関連する指標等につきましては、「①電子申請が可能となった事業数」、「②キャッシュレス決済を

導入した事業数」を成果を図る指標として記載しております。 

以上が行政手続きの電子化についての説明になります。 

続けて、（１）－【１】－２、「ＩＣＴの導入による事務の効率化」のシートを御覧ください。 

この取組におきましては、財産管理課を推進課としております。 

次に、この取組の目的ですが、こちらは主に職員の事務効率化を図るためのデジタル化の取組の

ため、「デジタルツールを導入、活用することにより、業務の効率化や働き方の多様化を図る。」と

しております。 
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そして、具体的な取組内容として、「①定型的な業務にＩＣＴ導入」、「②ＷＥＢ会議システムを活

用した会議等の開催」を取組内容に掲げております。 

見込まれる効果につきましては、事務の効率化を図ることで、必要な業務、職員でなければでき

ない業務に集中して取り組むことができるようになることなどを挙げております。 

実施スケジュールについては、来年度以降本格的な検証、他市事例研究などを行う予定となって

おります。関連する指標等につきましては、「①新たに導入したデジタルツール数」、「②ＷＥＢ会議

システムを活用した会議等の数」を成果指標として記載しております。 

以上がＩＣＴの導入による事務の効率化についての説明となります。 

続いて、（１）－【２】－１、「予算編成事務の見直し」のシートを御覧ください。 

この取組においては、政策企画課及び財政課を推進課としております。 

次に、この取組の目的ですが、「予算編成事務の見直しを行うことにより、市民が必要とするサー

ビスが適切に提供できるよう、限られた財源の効果的な活用を図る。」としております。 

そして、具体的な取組内容として、「枠配分方式の予算編成について検討し、より効果的な行政運

営を行う。」を取組内容に掲げております。 

ここで今回、新たに導入した枠配分予算方式について御説明いたします。地方財政を取り巻く環

境は、少子高齢化や新型コロナウイルス感染症など大きく変化する社会情勢の中で、財政需要は増

大する一方、市税などの自主財源は伸び悩みが見込まれるなど引き続き極めて厳しい状況にござい

ます。 

本市の財政状況につきましても、当初予算要求時の収支ギャップが年々増加しており、これに伴

い財政調整基金の取崩し額も増加し、財政調整基金に頼らざるを得ない予算編成状況となっており

ます。このような状況の中で、これまでどおりの予算編成では真に重要な事業にまで影響が及び、

事業の実施が難しいものとなります。 

今後においては、市税など歳入の増加が見込めない一方、社会保障関連経費が年々増加するとと

もに、老朽化した公共施設の更新や小学校少人数学級への対応など、極めて厳しい局面にある中

で、市民サービスの水準を維持しながら将来を見据えた持続可能な財政運営を行う必要がありま

す。真に必要な事業に予算を配分するには、各事業の有効性、優先性、効率性を重視した予算配分

ができるよう、予算編成手法の見直しが必要であり、「枠配分予算方式」を導入することとなりまし

た。 

枠配分予算方式の概要についてですが、経常的な歳入（市税等）の範囲内で、横断的な事業の実

施ができるよう部ごとに一定額の予算枠を配分し、歳出予算を編成するものとなります。 

以上が枠配分予算方式についての説明となります。 
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シートに戻りまして、スケジュールの欄ですけれども、来年度（令和４年度）予算編成におきま

して、今年度から既に枠配分方式を導入し、検証等をしております。 

見込まれる効果につきましては、部ごとに枠予算を配分することにより、必要な事業の精査やサ

ービスの見直し、事業実施の可否など担当課において判断することが可能となり、実態に即した市

民サービスの提供が可能となる。また、コスト意識を持って事業を実施することにより職員の意識

向上も見込んでおります。 

関連する指標等につきましては、「新たに実施した事業数及び金額」を成果指標として記載してお

ります。 

以上が予算編成事務の見直しについての説明になります。 

最後に、「公共施設等の計画的な管理・運営」について、御説明をいたします。 

この取組におきましては、政策企画課及び財産管理課を推進課としております。 

次に、この取組の目的ですが、「市民が公共施設を将来にわたって安心して利用できるよう、計画

的な維持管理を図る。」としております。 

具体的な取組内容として、「①公共施設の維持管理費縮減」、「②公共施設（未利用地含む）の有効

活用」、「③朝霞市公共施設マネジメント基金の運用」を取組内容に掲げております。 

見込まれる効果につきましては、計画的な管理運営を行うことにより、経費削減や不動産貸付料

の増収を図るとともに、来年度から積立てを開始する基金を適切に運用することで今後の必要経費

に備えることを挙げております。 

実施スケジュールにつきましては、来年度以降本格的な実施、検証を行うほか、基金の積立、運

用を行う予定となっております。 

関連する指標等につきましては、「①公共施設の維持管理費の縮減額」、「②貸付による収入額」、

「③充当した事業数」、こちらを成果指標として記載しております。 

以上が公共施設等の計画的な管理運営についての説明となります。 

集中的に実施する取組の実施計画の説明は、以上となります。 

一度会長に進行をお戻しします。 

○武田会長 

御説明ありがとうございました。 

集中的に実施する取組とそれから継続的な実施が求められる取組と分けて審議を進めたいという

ふうに思っています。 

今事務局から説明がございました。第１番目の取組項目である「行政手続きの電子化」につきま

して、委員の先生から御意見、御質問を頂戴したいと思います。 



- 13 - 

 

では、岡田委員お願いします。 

○岡田委員 

適切かどうか定かではないですけれども、二つあります。 

一つは、本日のホームページで市民税だったと思いますが、口座振替化を促進する意味合いで新

規に手続きを開始された方は、大栄翔の手形入りエコバッグを配付しますという記載がありまし

た。大栄翔は、今この地元のかなり有名人と言いますか人気者になっておりまして、毎場所取組を

見るのが楽しみではありますけれども、多分キャンバス地だったような気がするんですが、口座振

替をもう既にやっている人間からすると、ちょっと残念だと思うようなところもあります。こうい

うグッズは口座振替を促進するというためにシンボル的なものになるかもしれませんけれども、希

望する人には購入するようなことができるのかどうかというようなことをお伺いしたいと思いま

す。 

それから二つ目、これも今日新聞だったかネットだったかで見た情報なんですけれども、ほかの

自治体の取組でデジタル化を推進することで、今直接窓口に行って住民票とか、そういう証書類を

入手するのではなくて、コンビニとかで導入すると。確か記事では、そういう市民サービスを向上

する、要は出向く費用だとか、そういったものを軽減するので、手数料も下げますよと。確か１通

１０円で交付しますというような記事だったように見受けましたが、今朝霞市では、どういうふう

に取り組んでいらっしゃるのかということを知りたいと思いました。 

○武田会長 

ありがとうございました。 

では、関口次長お願いします。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

まず、大栄翔の関係なんですけど、確かに今もう既に口座振替をやられている方から見れば、早

くやっているのにというのも当然あると思うんですよね。その辺については担当の方に声掛けをし

て、こういう意見もあるし何か希望される方に売るとか、何かそういうことができないかについて

は話をしてみたいというふうに思います。ありがとうございます。 

あと、デジタル化についてなんですけれども、いかに市民の皆さんを市役所まで来ることなく何

か用事を済ませるようにすることができるのかということが、感染症防止も含めた今現在の課題に

なっているところです。 

基本的には、ソフト面については、今後来年度デジタル推進課ができますので、その辺でデジタ

ルの話については更に詳しく詰められていくと思います。その中で費用面ですね、いろいろなコス

トの関係も含めたことについての議論も当然していくことになるかなというふうに思っています。
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それについては次年度以降のお話になってしまいますけれども、基本は接触を避けてなるべく市役

所に来ないで用を済ませていただくというのは一つの目的で、それは感染症の対策も一つあるんで

すけど、あとは子育てですとか、そういったことでなかなか外へ出向けない方々の用をいかに済ま

せるかということも含めてのデジタル化を今考えているというところでございます。 

○事務局・宮村市長公室長 

あとは、岡田委員が今言われた料金体系の話なんですけれども、朝霞市もコンビニエンスストア

でマイナンバーカードがあれば住民票をお取りいただくことができます。料金につきましては、前

は１００円だったんですけれども、窓口でもコンビニエンスストアでも２００円に値上げをしたと

ころです。 

今のおっしゃられた、千葉かどこかの自治体でしたか１０円で出すとかというのは。それはその

町の考え方次第で、その分窓口の人数を減らして効率化を図った上でコンビニエンスストアに誘導

すると。その代わり、窓口料金をすごく高く設定したというような確か気がしたんですけれども。 

○岡田委員 

窓口料金はそこに載っていなかったのでね。比較はできなかったんですが、当市ではね、２００

円だというのは私も承知しています。 

○事務局・宮村市長公室長 

例えばコンビニエンスストアに行った方が１０円で、窓口に来た方はそれだけ人の手がかかるの

で４００円にしましょうとか、いろいろな戦略があると思うんですけれども、そういうところは今

後やはり検討してく余地はあるのかなというふうには考えています。 

○岡田委員 

デジタル化を推進するという今の新聞の記事のようなことをもくろんでおられるとするのであれ

ば、将来的には、ここまで利用率が上がったら料金をこういうふうに変えますよというような、要

するに成果を見せておいて住民を動かすというようなことがあってもいいんじゃないかなと。そう

しないと、何か他市はもっと進んでいて、朝霞は何でこんなに進んでないのか。料金は変わらない

と思います。それから、同じような取組なのかもしれませんけれども、マイナンバーカードが必要

だと言われてもまだ取得していらっしゃる方は全国で４割ぐらいで、なかなか増えておらず、持つ

意義が分からない。そういうようなものを余り強制されるのも、どうかなという気はしますけれど

も。 

○事務局・宮村市長公室長 

確かに、マイナンバーカードがないとコンビニエンスストアでは取れませんし、また、高齢の方

がコンビニエンスストアで取るのはやはり難しい方の対応というのは考えなければいけないという



- 15 - 

 

のはありますので、一概にそういう誘導というのはできないかなと思っております。 

○武田会長 

ありがとうございました。 

では、松尾委員お願いします。 

○松尾委員 

デジタル化が進んでくると、申請書なんかも当然パソコンはもちろん携帯とかタブレットででき

るようになろうかと思うんですが、その際にはみんなが使っているからということでライン（ＬＩ

ＮＥ）なんかを使うのは良くないのではないかなと思うんですよ。特定の企業名を挙げるわけでは

ないですが、やはり国内にサーバーを置いていないところはですね、これはやはり中国で全てデー

タを抜き取られたとか見られていたなんていう事例も出ていますので、その辺十分気を付けてデジ

タル化を図っていただきたいと思います。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

確かに御指摘のような事例もあるかと思いますので、デジタル化に当たりましてはセキュリティ

の問題と表裏一体というか、一緒に考えて進めていきたいというふうに思います。 

ありがとうございます。 

○武田会長 

ありがとうございました。 

宮澤委員。 

○宮澤委員 

今の御意見そのままなんですけれども、多分こういうキャッシュレスという形になると専用のシ

ステムというか、そういった形で作り込んでいかないと、どこかの既存の幾つもの行政が乗ってい

るシステムがあって、そこに相乗りするということであれば安く済むんでしょうが、そうではなく

独自で自分たちができるものからやっていこうとなった場合には、どうしてもシステムを作り込ん

でいくような作業がどこかここか出てきてと。それには当然ながらお金がかかってというようなこ

とが、行政改革でやろうとしていることと相反するような厳しい部分があるんじゃないのかなと。

その予算措置的な部分だとかいうようなことについては特別触れられていないのが、果たしてどう

やってやるのかなという、そういう疑問点というのがあったんですけれども、何か方針になるよう

なものがあれば。 

○武田会長 

ありがとうございました。 

関口次長、お願いします。 
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○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

正直言って費用の問題を一番気にしているところで、今まだデジタル化の枠組みを作ろうとして

いく中で実際にハードが見えてこない中で、じゃあそのお金を一体どこから捻出するのかという話

はあるかと思います。枠配分予算をやることによって、ある程度新規の事業はやりやすくなってい

るというのは事実なんですが、そのあとは規模と額ですよね。あとは、どのようにやっていくのか

というところが今のところあんまり見えていないというのが実際のところですので、若干遅れ気味

ではあるんですけど新しい組織ができたところで一緒にですね、その辺の設計なり、そういった考

え方は詰めていく必要があるなというふうに考えております。 

○武田会長 

池田委員、お願いします。 

○池田委員 

同じようなことになるかなと思うんですけれども、このシートを見る限り、令和３年度に「①電

子申請の拡充」ということで検討を、更にその下も検討ということで、本当に重たいというかお題

目はいいと思うんですけども、第５次の方でいろいろ細かく出てきて、集中して間口を絞ってデジ

タル化の推進という担当課を作って来年度実行していくという、これは素晴らしいことだと思うん

ですけれども、実際本当にどういう形で動かすのか、こういう機会があったので、いろいろ見てみ

たんですが、先進市というか、いろいろなところでデジタル化の推進ということに関して悩んでい

るようなレポートも見受けられるし、今言われたような新しく開発するうんぬんという話になる

と、相当大きい話になりますので、既存システムのどこまで乗っていくのかという、その取捨選択

も出てくると思うので、これは本当に担当課が来年度できた段階で行政手続法の関係もあるでしょ

うし、その行政手続法の検討の中で、国が何もしなければ動けないという問題もあるかもしれない

んですけれども、今、国が何もしないということはあり得ないと思うので、もうある程度行政手続

法の改正は終わっているのかなというふうなことは、これから改正しなければ何もできないという

段階ではないと思うので、そこら辺のことは国から多分降りてくるのか、これから国の方にいろい

ろ聴くのか、県を通して聴くのか、国に対して直接聴くのか、そういう制度があるかどうか分かり

ませんけれども、本当に担当課が大変な課題を背負って令和４年度、令和５年度に向けて、ローリ

ングとかがあるかなと思うんですけれども、相当な覚悟を持ってやらないと、課を作ったはいいけ

れども、大変なことになるじゃないかなと思って。 

○武田会長 

関口次長お願いします。 
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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、デジタル化につきましては、いろいろな市町村で先進的にやっているところがありま

す。そういったところを見ていく中で、何をどこまで朝霞の場合はやるのかと、どこまでやればい

いのか。どこまでやれば市民にとってどれくらいの効果が出るのかというところ、実際デジタル化

が始まっている中での話ではあるんですけれども、こういったことを詰めてですね、落としやすい

ところに落とせればいいなというふうに考えております。 

○池田委員 

今この話題の「①電子申請の拡充」電子申請という形で、あと今「②キャッシュレス決済への対

応」、二つある程度絞り込んでいらっしゃると思うんですけれども、これの更に絞り込みが難しいか

なというような感覚がします。 

○武田会長 

宮澤委員お願いします。 

○宮澤委員 

行政ＤＸというというのは何かはっきりとしたものが出て来てなくて、私も不勉強でよく分かっ

ていないんですけれども、国の方としては大きな枠組みとしてこんなふうにやってくれよというよ

うな感じで、これを使ってくれというのを準備してくれる兆しは全くないんですよね。近場の何市

町村とかが集まって、それでどこかのベンダーと組んで作っていってくれ。そんな中で何かいいも

のができたら、ちょっと国の方がそれいいなというふうになるのかなみたいな感じの流れ。何とな

く今のところ私の認識ってそんな感じなんですけど、よろしいでしょうか。 

そっちの方で進んでいくものがあったとすると今度は自分のところだけじゃなくって、仲間の市

町村とシステムを共有する。そんな中で市民の方々と情報交換できるような、あるいは、電子申請

だ何だのというのを対応していくような仕組みを作っていかなければならない。今だとよく言われ

る基幹システムというのがあって、そこでやっている話なんでしょうけれども、今度はクラウドに

なるのか何なのか分かりませんが、全然違うものになって変わっていくとなると、今ここでやった

ものが、ひょっとするとほんの数年の間にどうなっちゃうのかなというのもあって、その辺の先を

見通した手の付け方というのがすごく大切なのかなと、そういった検討、構想段階のところの練り

込みっていうのが大切なような感じなのかなと思って聴いていました。 

○武田会長 

ほかに、お答え等ありますか。 

関口次長、お願いします。 
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○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

デジタル化は大きい話で、行政情報の共有化という、システムの共有化という大きな話もある一

方で、あとはこの後に出てきますけれども、リモートの仕事の仕方の話ですとか、いろいろな話が

出てくる中で、共有化の話ですと国が進めていきますので、そのまま進んでいくと思うんですけ

ど、それ以外の市のデジタル化の話というのがどこまで本当に、ほかの市町村との兼ね合いもある

かと思いますので、その辺は情報収集、今からやっていると遅いかもしれませんけれども、その辺

をしっかり調べていきたいというふうに思います。 

○武田会長 

ありがとうございました。 

一つ目の取組項目の「行政手続きの電子化」に関してですけれども、そのほかございますか。 

一つ目の取組項目は、出尽くしたということで、二つ目の取組項目の方に移らせていただきま

す。 

二つ目の取組項目は、「ＩＣＴの導入による事務の効率化」についてでございますが、委員の先生

から今のやり取りにも関係することがあるかもしれませんけれども、御意見と御質問等ございまし

たらお願いいたします。 

事務局から説明お願いします。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

取組内容のところで、例えばＡＩですとか、ＲＰＡですとか、いろいろ書いてあるんです。これ

を今現在全部やろうとしていることではなくて、あくまでも類例で、こうしたもののようなツール

を使っていきたいということを考えているというところでございます。 

○武田会長 

ありがとうございました。 

ここに挙げられているのは例示であって、全て導入を必ずするというものではないという意味で

ございますね。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

そうですね。その中でもＧＩＳについては幹事会の中から実際に具体的なツールとして出てきた

ものではあるというところでございます。 

○武田会長 

補足説明ありがとうございました。 

宮澤委員、お願いします。 
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○宮澤委員 

確かに今、ＧＩＳの話もありましたけれども、システム的にかなりお金のかかるもので、運用上

も慣れが必要かもしれないんですが、確かに土木関係とかそういうのにはすごくいいのかなとは思

うんですけど、そのほかにもこれを使ってほかの部署でも不動産関連、税制とかそういう部分も関

わってくるでしょうから、一緒に使えるようなところを増やしていくというか、ここの部署の専用

品みたいな使われ方をするのではなくて、全体で使っていけるような、そういうスキルをみんなで

共有していくというようなことが必要なのかなと思いました。 

それと、ここの「２．関連する指標・数値等」なんですけれども、デジタルツール数とかＷＥＢ

会議の数とか、指標としてこういうのってどうなのかなと、何となく生産管理的な考え方をするな

らば「作業時間を短縮しました」であるとか、「作業工程数が減りました」であるとか、単純に言う

とそんな感じで計るものなのかなと、そういうのでなかなか計れない、今の状態では絞り切れなく

て計れないということなのだろうとすると、その内容とか段階とかに応じた指標を選んでいくとい

う作業がこれからも出てくるんじゃないのかなと。もしそうだとすると、例えばＷＥＢ会議でも、

ＲＰＡ的なものでも、何か簡略な仕組みを作ったとかいったときに、これだけの効果がありました

よとか、そういうノウハウであるとか効果の共有をして、そこからブラッシュアップを図っていく

というような、そういったような段階がこの前に何か入っていてもいいのではないかなと感じまし

た。 

○武田会長 

関口次長、お願いします。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

ＧＩＳにつきましては、今年度いろいろ予算の話をしていく中で、幾つかの部署から地図情報を

という話があったので、それを一度どこかでまとめましょうという話をさせていただいて、今回予

算措置までいってないですけれども、そういったところから多分ＧＩＳの話が出てきていると思い

ますので、このＧＩＳの話は本当に全庁を挙げていろんな地図情報システムを使えるようなものが

できればいいなと考えております。 

○武田会長 

指標については。 

○事務局・高橋主査 

指標につきましては、頂いた内容等をまずこの指標の前にブラッシュアップする、やるべき内容

があるということですので、ちょっとまた内部で検討させていただければと思います。 
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○武田会長 

池田委員、お願いいたします。 

○池田委員 

勉強不足なんですけれども、ＩＴとかＩＣＴとか。今ＩＣＴというのが一般的になってきたの

か、ある程度共有してＩＴを進めていくみたいなことで自分なりに解釈してお話しするとですね、

この典型的な業務にＩＣＴを導入、先ほど上の取組内容の中で、これはあくまでも取組内容の例示

をしたんだというような言い方もありましたけれども、②のＷＥＢ会議システムを活用した、我々

もＷＥＢ会議システムをうまく民間でもちょっと何回かやるような形になってきましたけれども、

これは会議の開催数で何かやったとか、余りこれにそぐわない。そんな数を入れて何になるのかな

という感じはあると思ったんですけれども、今実際このオンラインの講座などにＷＥＢ会議システ

ムを活用する実績というのは、今各課で何か進めているみたいなことはあるんですか。この指標の

内容がよく分からなかったんですけれども。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

そうですね。確かに何回やったかという。 

○池田委員 

まさかそんなことじゃないですよね。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

全会議体の中のどれぐらいでそういうものを導入できたかというところを、当然できないのもあ

るかもしれないので、その辺を測りたいなと思ったので、ここではそうした指標にさせていただい

たというところがございます。 

○池田委員 

今も専門的なセミナーとか、我々が今やるのもオンラインがほとんどになってきて、有り難いこ

とに全然行かなくて済んじゃうことは済んじゃうので、お金さえ払えば向こうから送ってきますの

で、それでそこにアクセスすれば、そこの会議の中でいろいろできてセミナーも終わりますので、

そんなようなことを行政上も当てはめてするのかな。何かそれがこの取組内容で、いかがなものか

なと、ちょっと勉強不足で申し訳ありませんけれども。どんなことをやるのかちょっとまだ飲み込

めないことがちょっとあるんですけれども。 

あくまでもそれがデジタル化の推進の指標になるって言えばなるのか。ＩＣＴの導入ですよね、

当然。どこの辺りを詰めてくるのか。これからどんな形になるのかなと。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

想定しているのが、ＷＥＢ会議システムはＷＥＢだけでやる会議というのも一つあると思いま
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す。全部それで集まってくると。あとは、こういった今日みたいな場の中に、例えばハイブリッド

じゃないですけど、ＷＥＢの人がいる。今日はちょっと行けないからとか。ただ、会議なら参加で

きるという方がいらっしゃるかもしれないので、そういった意味でＷＥＢ会議システムを入れて、

システムの話というよりも、行けない人をなるべくなくしたいというような中でのＷＥＢ会議シス

テムの在り方というのも一つあるかなと思いますので、その辺も含めて検討していきたいと思って

います。 

○池田委員 

対面でやるのと、ＷＥＢでやるのを混合でやるみたいなことも考えていらっしゃる感じか。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

そうですね。やれればいいなというふうに思っています。 

○武田会長 

よろしいですか。 

では、松尾委員。 

○松尾委員 

この行政改革というのは市役所内のことだと思うんですけれども、ちょっと市議会のからみでも

いいんでしょうかね。見当違いかもしれないんですが、現在市議会の模様をユーチューブ（Ｙｏｕ

Ｔｕｂｅ）で見ることができますよね。ただ、開始前からずっとやっていて、何分も開始前もある

し、休憩時間に入ればその休憩時間の間もずっと中継しているんですね。ですから見たいところが

見られない、聴きたいところが聴けないのが現状だと思うんです。 

それと、１２月の定例議会は今載っているんですが、１月の臨時議会があったかと思うんです

が、その模様はまだ見られないんですね。ですから、そんなものも含めてデジタル化というのであ

れば、そちらの方ももっと早く見られるような環境を整えていただけたらなというふうに思いま

す。 

○武田会長 

関口次長、お願いします。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

ありがとうございます。 

市議会のインターネットのアップとかは非常に早い段階でやられていて、もう既に何年もたって

いるかなと思うんですね。今後その市全体のデジタル化の中で、何かそういったところも動きが一

緒にできればというふうには考えますので、それについてはその議会の方との意見交換ですとか、

事務局とその辺は話をしてみたいというふうに考えています。 
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○武田会長 

そのほか、ございますか。 

それでは、続きまして第３番目の取組項目になります「予算編成事務の見直し」について、同じ

ように御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。 

宮澤委員からお願いします。 

○宮澤委員 

御説明の中で、枠予算配分方式というのはもう今年度から実施ということで、ここでの目的にな

っている部分は、枠予算配分方式のスキームを試行しながら変えていくというか、ブラッシュアッ

プしていくというか、そういうスキームの部分が対象ではなくて、この関連する指標にもあるよう

に、それから見込まれる効果にもあるように、担当課にもう予算として投げてしまって、各部署の

中での工夫をここの項目では対象にしているというふうに捉えてよろしいですか。両方ではなく

て、各部署に投げた形でそこで活動の成果を測りたいんだという解釈でよろしいのでしょうか。 

○武田会長 

  関口次長、お願いします。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

予算編成につきましては、それぞれ各部に予算をお預けして、その中で自由にといってもある程

度縛りはあるかと思うんですけれども、そこでいろいろな事業を考えていただいて予算を作ってい

ただくと。その中で、どのようなものが今後できていくのかというところを行政改革の場で見てい

きたいというふうに考えているところです。 

○宮澤委員 

そうしますと、どのような効果が表れたかというその効果の測り方というのは、余り公開したく

ない部分もあるかもしれないんですけれども、新たに実施した事業数だけでよろしいのかどうなの

かと。予算はどちらにしても限りがあるわけで、新しいものをやろうと思ったら今までのものを見

直してやめちゃわなければならないものもあるかもしれないし、そうじゃなくても消化率みたいな

もので余分にある部分を振り替えるだけで新しいのが出てくればいいんですけれど、そうとはなら

ないケースというのも結構あると思うんですよね。そういう意味で、むしろ各部署にこういうふう

にやってくれ、こういうのが望ましいんだというものを伝える意味合いでの評価基準であるとか、

何か取り組み方であるとか、そのようなものをもうちょっと明らかにした方がいいんじゃないかな

という印象です。 

○武田会長 

関口次長、お願いします。 
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○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

確かにそうですね。今までの予算編成の中で一番苦労したのが、なかなか毎年予算の要求という

のが膨れ上がってくる中で、新しいものができないという悩みがあったものですから、膨らんでく

るところをちょっと皆さんで少しずつ慣らしていってもらう中で新しい事業ができていくといいな

と思ったものですから、まずはここで新規事業数ということを指標として、我々としては出したと

いうところがあるんですね。そこで枠配分の目的とか、その辺が確かに見えないとかもあるかもし

れませんので、それについては少し深めていきたいというふうに思います。 

○武田会長 

ありがとうございました。 

そのほか、予算編成事務の見直しに関して御意見、御質問等ございませんか。 

よろしいでしょうか。 

それでは、「公共施設等の計画的な管理・運営」に関して。 

鈴木副会長、お願いします。 

○鈴木副会長 

取組内容の「①公共施設の維持管理費縮減」の最後の方に、「維持管理費縮減について検討を行

う」ということですから、検討を行うだけでもいいのかも分かりませんけれども、朝霞市の多くの

施設が昭和４０年代に建てられたものじゃないかなと思うんですよね。その頃に建てたものがそろ

そろ耐用年数も来てしまって、そして一昨年からの例ですけれども、西朝霞公民館だとか東朝霞公

民館、寒いときそして真夏の暑いときに、設備の冷暖房機が壊れたままで、予算がないからという

ことで使えなかったというような。それで、音楽なんかをやる人は窓を開けて歌ったんじゃ外にう

るさくて使うわけにはいかないというので、非常に困ったという時期があったんですね。それで、

財政課の方からいろいろ声を掛けていただいて、公民館等に話して、どうにか冷房も使わなくて済

む１０月ごろになってようやく冷房機が取り付けられたと。そんな年度に予算がなかったから、予

算がないからできませんというような、よくありましたね。これが、当初の予算が取っていなくて

もですね、どうしても必要なものについては予算をやり繰ってやれるような、そういう検討も一つ

しておく必要があるんじゃないかなと感じています。 

○武田会長 

関口次長、お願いします。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

公民館はここのところちょっと冷暖房が続いておりまして、大変御迷惑をお掛けしたと思いま

す。 
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その辺の予算の兼ね合いについても、大体６月ぐらいでしょうかね、試運転をかけるとそこで動

かないという話になってしまうと次に予算を取るのが９月になってしまいますので、非常に効率が

悪いというのがございます。 

今、公共施設については、公共施設マネジメント計画にのっとって大きな施設の長寿命化とかに

手を付けているところなんですけれども、大きな耐震ですとか長寿命化とは別のところでの改修の

問題が今すごく出ています。財政課ともいろいろ話をしているところで、そういったところは、全

然間に合わないんですよね。考えていると壊れてしまうのであれなんですけど、何とか壊れる前に

計画的に修繕を入れていかないと当然間に合わないだろうという話は出ておりますので、そのよう

にして特に今公共施設のエアコンという話が出ているんですね。そこをやっていきたいと思うんで

すけれども、どうもここのところ計画の前に後手になっているような状況です。やる前に壊れてし

まうのがここのところ多くて、計画的にエアコンの修繕は入れていきたいというふうに考えていま

すので。 

○鈴木副会長 

設備については、前もって予定しようとしてもなかなか難しいんですね。その機種によって耐用

年数が十四、五年までがぎりぎりかなと思って、それでは少し前にしておこうかというふうにして

も、場合によって１８年ぐらいは持つとか、そういうのもありますから、大変難しいと思うんです

よ。外壁の塗装だとか屋上の防水なんかは、一応予定した対応年数よりは少し残してというのは可

能だと思いますけれども。そういう機械については、何かうまい方法で予算をいじれるような体制

を作ってあげた方が担当の方も助かると思います。 

○武田会長 

ありがとうございました。 

そのほか、「公共施設等の計画的な管理・運営」に関しまして、御質問、御意見等ございますか。 

宮澤委員、よろしくお願いします。 

○宮澤委員 

教えていただきたいんですけど、まずは「『朝霞市公共施設等マネジメント実施計画』に基づ

き、」となっていて、それで「基づき」なので、実施計画に従ってやるということなのかと。それ

で、公共施設の維持管理費の数値目標の縮減額というのは、実施計画には確か年に１．２億円の縮

減を目指すという形で書かれているわけですよね。そうすると、この行政改革推進実施計画と朝霞

市公共施設等マネジメント実施計画との関係というのが、一体どうなっているのかなと。もちろ

ん、担当部署は施設マネジメントの方も政策企画課なので、施設マネジメントというのは行政改革

の中核を成しますというような形であればそれは全然問題ないことなんですけれども、この関係性
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がよく理解できないので、「基づき」の言葉にちょっとこだわりすぎかもしれませんけれども、御説

明いただければと思うところと、あと聴き逃しちゃったと思うので申し訳ないんですけど、「朝霞市

公共施設マネジメント基金を設置し、」というので財源とか、そういうところはどうだったか、お話

あったかもしれないんですが、教えてください。 

○武田会長 

関口次長、お願いします。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

マネジメント実施計画があるので、基本的にはそちらでというのはあるかなというふうに思いま

す。ただ、公共施設がいっぱいある中で、そちらの方でどのように進行管理していくのかというの

もあるかと思うんですけれども、行政改革の中で取り上げることによって、全庁的な議論を盛り上

げていきたいというのが一つございます。公共施設を持っていない部局も含めてということです

ね。それの全庁的なところで、その辺の議論をしていきたいというのが一つございます。その後、

また行政改革で取り上げることによって、進行管理というものを少し明確にして全庁的な位置付け

の中に置いていきたいというふうに思います。 

また、実施計画の方でどういう議論になるかと、ちょっとまだ移管したばかりで具体的なところ

が見えてきていないんですけれども、その公共施設の話をやはり市民レベルのいろいろな方の御意

見を伺いながら少し話を進めていきたいというのもありますので、まずは行政改革のこういう場に

位置付けをさせていただいて、そういった意見を聴いていこうというところからまず行政改革に位

置付けました。 

あと、マネジメント基金に関しましては、基本は決算余剰金の通常なら財政調整基金に積み立て

る中で、ただ全部そこを財政調整基金に積み立てるのではなくて、毎年一定額は公共施設のために

あらかじめ確保させていただいて、それこそエアコンの修繕とかではないですけれども、そういっ

たものに計画的に充てられるようにしていきたいというところから基金を設けたというところがご

ざいます。 

○武田会長 

ありがとうございました。 

では、池田委員お願いします。 

○池田委員 

見込まれる効果の中で三つ出ていますけれども、この上にあるのは財産白書みたいな、建設白書

みたいなこともあるのかなと思うんですけれども、そこら辺は確か朝霞市の中で作っていると聴い

たんですけれども、その中である程度議論をみんなでたたき上げて、その下に公共施設等マネジメ
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ント実施計画みたいなものを作り上げてきて、その実施計画を補完する意味合いで基金という形の

財政調整基金が幾らあって、その中から基金をどのぐらい積み立てられるような余裕があるみたい

な、そこら辺のことが一貫性を持って話し合われているのかなと思うんですけれども、先ほど一番

上にマネジメント実施計画があって、「維持管理の手法を実施することで、経費削減を図る。」とあ

って、設備関係、先ほど鈴木副会長の方から話が出ましたけれども、設備に関しては本当に突然壊

れるというのがあるんですけれども、そこら辺に対応できるような形で、対応できると言っても設

備関係は物によって違いますけれども、本当に億までいっちゃうようなものもあるし、１，０００

万、２，０００万単位である程度対応できるものもあると思うんですけれども、そこら辺の中で本

当に現場の方は結構苦労されているのかなというふうに考えます。 

また、２番目の「公共施設（未利用地含む）を有効活用」。例えばこの前広報文で市役所の駐車場

がタイムズというところが入って、ある程度日銭を稼ぐじゃないですけれども、不動産の有効活用

みたいな形で賃料を取って、ある程度市民サービスがちょっとまずいかなというところはある程度

免除して、今土日ですか、一般開放していて、ただで使わせてもらっているという形をある程度今

度は少しお金を取って財産収入を増やすみたいな形になるというふうに聴いたんですけれども、そ

こら辺のことが一つの実例として、２番目の「不動産貸付料の増収に繋げる。」みたいな形で受け取

ってもよろしいんですか。 

○武田会長 

宮村市長公室長、お願いします。 

○事務局・宮村市長公室長 

今おっしゃられたとおり、今市役所の駐車場は料金がそのまま市に入るのではなくて、あそこを

駐車管理会社に年間幾らで貸し付けて、駐車料金はそちらの会社に入る。うちは年間幾らかの賃貸

料をもらうという形。ですから、正しくこれに当たるかと。 

そのほかには、例えば自動販売機の設置に関しても、販売機を設置する料金を頂けるとか。その

ほかには、今、新電元工業株式会社が旧四小跡地に来ましたけれども、未利用地の不動産、もし貸

し付けられるものがあれば貸し付けて不動産収入を得る。もちろん公共施設で使うのが大前提です

けれど、使わないところはそれで活用するというような形で考えられているのがその２番目のとこ

ろだと考えております。 

マネジメント基金の方は、もちろんマネジメント実施計画だけのための基金ではなくて、それは

メインに考えますが、そのほかの修繕にも必要において使っていけるものと考えております。 

ただ、先ほど来出ている冷暖房の話があるんですけれど、故障してそこにお金を投入してすぐに

修繕できるものだったらいいんですが、かなり老朽化している設備は設備自体が駄目で、その設備
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の今度は入替えで設計から入っていかなければならないとなると、設計に１年近くかかったりと

か、そういうものにかかるのですぐに修繕ができないとなっているのが今の内間木公民館であった

り、東朝霞公民館がそういうふうになっています。 

○武田会長 

どうもありがとうございました。 

そのほか、ございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、続きまして、朝霞市行政改革推進実施計画（定期的な見直し、継続的な実施が求めら

れる取組）」について、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○事務局・高橋主査 

それでは、続きまして朝霞市行政改革推進実施計画（案）の定期的な見直し、継続的な実施が求

められる取組の実施計画について御説明いたします。 

定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組につきましては、集中的に実施する取組と違

い、これまでの行政改革等でも扱ってきた取組でもあることなどを踏まえまして、シートの仕様を

変えております。具体的には、スケジュール等の記載を省略し、年度末の実績報告に焦点を当てた

仕様となっております。 

それでは、まず【資料４】２－１「財源の確保」を御覧ください。 

定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組の実施計画は、「財源の確保」、「市民との協働の

推進」、「業務委託等の活用」、「機能的な組織づくり」の計四つの実施計画となっております。 

まずはシート全体の説明をさせていただきます。 

取組番号、取組名は、行政改革の柱と主な取組に連動した内容を記載しております。 

推進課及び目的の欄につきましては、集中的に実施する取組同様に担当課及び目指すべき目的を

記載しております。実施項目につきましては、行政改革の柱と主な取組に記載のある実施項目を記

載しておりまして、具体的な取組内容を記載しております。実績及び今後の方向性については、特

に指標等は定めていないものの当該年度に取り組んだ結果、実績等について記載をしていただく予

定となっております。 

それでは、引き続き「財源の確保」の実施計画を御覧ください。 

この取組におきましては、政策企画課及び財政課を推進課としております。 

次に、この取組の目的ですが、「将来にわたり安定した財政運営を行うため、使用料等の適正化や

多様な財源の創出などにより、財源確保を図る。」としております。 

目的達成のための具体的な実施項目として、「①使用料・手数料の適正化」、「②多様な財源の創
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出・確保」、「③補助事業の見直し」を掲げており、それぞれの実施項目に対する取組方法も記載し

ております。 

以上が「財源の確保」についての説明になります。 

次に、（２）－【２】、「市民との協働の推進」のシートを御覧ください。 

この取組においては政策企画課、市政情報課及び地域づくり支援課を推進課としております。 

次に、この取組の目的ですが、「市民と行政が連携し、より効果的に事業が行われるよう、市民参

画の推進を図る。」としております。 

目的達成のための具体的な実施項目として、「市民との協働の推進」に取り組み、具体的な取組内

容を記載しております。 

以上が「市民との協働の推進」についての説明になります。 

次に、（２）－【３】、「業務委託等の活用」のシートを御覧ください。 

この取組におきましては、政策企画課を推進課としております。 

目的につきましては、「行政サービスを効果的かつ効率良く提供し、市民サービスを向上させるた

めの業務委託について検討する。」としております。 

具体的な実施項目として、「①業務委託の活用」、「②指定管理者制度の検証」を実施項目として進

めていきます。 

以上が「業務委託等の活用」についての説明になります。 

最後に、（２）－【４】、「機能的な組織づくり」のシートを御覧ください。 

この取組におきましても、政策企画課を推進課としております。 

目的につきましては、「社会状況の変化に伴って多様化する行政需要に対し、機動的に対応するた

めの組織づくりを図る。」としております。 

目的達成のための具体的な実施項目として、「①組織機構の見直し」、「②審議会の見直し」を実施

項目として記載しております。 

以上が「業務委託等の活用」についての説明となります。 

定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組の実施計画の説明は以上となります。 

よろしくお願いいたします。 

○武田会長 

御説明、ありがとうございました。 

ただいま、事務局から説明がありました「朝霞市行政改革推進実施計画（定期的な見直し、継続

的な実施が求められる取組）」について、まずは一つ目の取組項目である「財源の確保」の部分につ

きまして、委員の先生方から御質問や御意見等がございましたら、お願いいたします。 
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特にないようでしたら、２番目の方に行かせていただいてもよろしいですか。 

それでは、続きまして、二つ目の取組項目「市民との協働の推進」につきまして、御質問、御意

見等ございましたら、お願いします。 

それでは、続きまして、ページをめくっていただきまして三つ目の取組項目でございます。「業務

委託等の活用」につきまして、同じように御質問、御意見等がありましたら、お願いします。 

○鈴木副会長 

この項では、業務委託の活用とですね、実施項目の欄です。 

②の指定管理者制度の検証とかありますけど、一律何パーセントを来年度の予算からは市の財政

が厳しいので削ってくださいというような通知がなされているようでございますけれども、一律何

パーセントというとですね、施設によっては非常に難しいところと、それからやりやすいところと

いろいろとあるか分かりませんけれども、この辺が実際はどのような方向でなされているんです

か。 

○武田会長 

では、関口次長、お願いします。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

来年度の予算に対して指定管理料の一律削減というのは、多分枠配分との関係で、枠配分のパー

センテージか何かで担当課の方で掲げているものかなというふうに思いますが、制度として一律何

パーセントを求めるということは今のところやっていなくてですね、ここで議論していきたいとい

うのは、今指定管理制度を各施設に導入されているんですけれども、これが本当に指定管理者制度

になじむのかどうかというような議論ですね。ここでまた新しく指定管理者が決まってですね、今

後５年間そこの事業者が請け負っていくんですけれども、本当に適切に指定されているのかとか、

その辺について検証していこうというのがございます。これに関しても、指定管理者については、

部長級で組織する違う指定管理の在り方検討委員会ですとか、いろいろな委員会があるんですけれ

ども、そこでの議論にとどまらず市民の声ですとか、また幹事会で部次長クラスも含めたいろいろ

な意見を少し拾ってみたいというのがありましたので、ここに指定管理者制度はいわば委託業務に

当たりますので、この中に入れさせていただいたということがございます。 

○鈴木副会長 

特に指定管理制度の方はですね、お願いというような状況が何パーセントという形ですかね。そ

れで、今までの数字からいくとですね、利益の出ている指定管理をしている施設、それからぎりぎ

りの施設、あるいは足りない施設とか、そういうのは数でいくとどれくらいの差があるんですか

ね。 
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○武田会長 

関口次長、お願いします。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

利用料金制を敷いているところが、わくわくどーむですかね。それ以外については基本的には指

定管理料をお支払いさせていただいて、その中でやっていただいているので、最終的にいろいろ事

業者の努力で例えば余剰金が出たりですとか、そういったものの最終的な返還をどうするんだとい

う議論の中で、そのまま積み立てるところもあるでしょうし、半分返還していただくところもある

し、全額返還いただいているところもあるかと思うんですね。その辺の余剰金をどうするかという

話の中ですので、基本的には料金制を敷いていないので、基本的には市からの委託のお金でやって

いただいているということになるかなと思うんですが。 

○鈴木副会長 

個人的に感じたことを言わせていただきますと、事業の少ない施設ですと、そんなに利益は出な

い。特にわくわくどーむはですね、いろいろな事業をやっていますよね。それで実際に利益が出て

いるかどうかは分かりませんよ。そこまで知りませんけど、総合の講習内容というんですか。参加

者の募集なんかときどき出ていますが、それを見ているとですね、民間の企業の値段より割合と高

いような計画が載っているんですよね。そうであれば、あの建物をそっくり貸しますよと。それ

で、その家賃をもらうことによってですね、利益が出てくるというように私は個人的に感じるんで

すよね。 

新電元に土地を貸していますよね。あのような形でやっていただいた方がよっぽど市に資金、財

政が上がってくるというふうに感じるので、是非参考にしていただいて、今どんなふうになってい

るか研究していただけたら。 

○武田会長 

よろしいですか。 

では、そのほか。「業務委託等の活用」につきまして、御意見、御質問等ございましたら。 

それでは、最後にページをめくっていただきまして、「機能的な組織づくり」に関しまして、御質

問、御意見等がございましたら、お願いします。 

それでは、この朝霞市行政改革推進実施計画（案）につきまして、まだ御質問されていないよう

な項目がございましたら、どの項目についてでも結構です。 

では、宮澤委員、お願いします。 

○宮澤委員 

冒頭、基本方針の説明のところで、パブリックコメントにかけたけど意見がなかったと。実際の
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ところ意見をする対象になるのが、「２ 推進に当たっての基本的な考え方」の部分しかなくて、最

初の素案の段階では、もうちょっとこういうことがやりたいという具体的なことが書いてあったと

思うんですが、修正されて非常にスマートになったんですけど、むしろ効率化であるとか健全化で

あるとか、具体的に何をやるのというのが分かりにくくなって、意見はむしろ出しにくくなっちゃ

ったんじゃないかなという印象があるんですね。 

ただ、それはそれとして、今度こちらの実施計画のところで、公共施設の管理のところ。（１）－

【３】－１のところですね。これを出したのは市民レベルの話をしたいんだというお話をいただい

たものですから、それであればこの実施計画というのも、やはり基本方針だけじゃなくて実施計画

の方も公開していく必要があるのではないかというふうに感じました。 

その辺でどういうふうに考えられているのかということと、パブリックコメントという形でやっ

てしまうと、パブリックコメントもいいところも悪いところもあると思って、必ずしもパブリック

コメントをやるのがいいとも言い切れないと思うんですね。ただ、市民レベルの話をしたいという

のであれば、質問も御意見もそうですけれども、何かいいアイデアがあったらお寄せくださいとい

うような形で、パブリックコメントであればフィードバックしないといけなくなるんでしょうけ

ど、それでは非常に事務負担が重くなるので、関係部署の情報共有、それから例えばこういう懇談

会の場とか、そういう討議の場で、市民からの意見ということで情報共有した上で討議を進めます

というような形で意見なりいろいろなアイデアを受け取るというような、そういう対応とかをして

みたらどうかなと思ったんですがいかがでしょうか。 

○武田会長 

関口次長、お願いします。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

パブリックコメントは基本的に柱だけは。 

○宮澤委員 

項目だけですね。 

○事務局・関口市長公室次長兼政策企画課長 

中身がなかなか見えてこなかったというところがあるかと思います。 

今おっしゃっていただいたように、市民の声を拾っていくというのは重要な作業だと思いますの

で、やはり市民と協同というのをうたっているところでもありますので、これについては何かしら

の方法で市民の皆さんの意見を吸い上げるような、何か手法をやっていきたいと思っております。 

○武田会長 

そのほか、委員の先生方からございますか。 
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特にございませんようでしたら、議事の（２）について以上とさせていただきます。 

 

◎２ 議事 （３）その他 

○武田会長 

それでは、続きまして議事（３）その他 についてでございますが、事務局の方から何か連絡等は

ございますでしょうか。 

○事務局・高橋主査 

事務連絡が２点ございます。 

まず、１点目につきましては、今後の予定でございます。 

本日頂いた御意見につきましては、会長、副会長扱いとさせていただきまして、また事務局内で

協議をさせていただいた上で検討させていただきます。 

取りまとめるとともにですね、朝霞市行政改革推進基本方針（案）及び実施計画を固め、市長を

本部長とする推進本部会議へ提出をさせていただきます。 

２点目につきましては、会議録についてでございます。 

本日の会議録につきましては、後日委員の皆様に確認のお願いをいたしますので、御協力の方よ

ろしくお願いいたします。 

また、前回の懇談会でもお知らせしましたが、会議体の見直しをするということで、今後この会

議体は統合していく流れになっております。皆様には２年間任期の方をお願いしておりましたが、

今回が最後となりますのでこの場をお借りして改めてお礼申し上げます。 

長い間お力添えをいただきまして、ありがとうございました。 

事務局からの連絡は、以上でございます。 

○事務局・宮村市長公室長 

皆さん、２年間どうもありがとうございました。 

本日も含めて貴重な御意見を頂いて、本当に感謝しております。前回、前々回とお話を伺ったと

おり、外部評価委員会とまち・ひと・しごと創生委員会とこの行政改革懇談会。非常に似通った議

論がなされるということで、皆様にも御意見を伺ったときに、統合することがいいのではないかと

いう御意見を皆さまに頂いたところです。 

ほかの委員会でもやはり同じような御意見を頂きまして、ここで３月の議会にこれを統合するよ

うな議案を出させていただいて、現在のところ統合したいと考えております。 

メンバーはいろいろ変わってくると思うんですけれども、また皆様の御意見を頂ければと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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どうもありがとうございました。 

 

◎３ 閉会 

○武田会長 

ほかに、何かございますでしょうか。 

ないようでございましたら、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。 

最後に私からも、２年間本当に委員の先生方に御協力をいただきまして、滞りなく議事を終える

ことができました。改めて感謝を申し上げたいと思います。 

また御縁がございましたら、このような会議で先生方と御一緒させていただきたいと思っており

ます。以上、御協力どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


