
 

「富士見市第６次行財政改革大綱（案）」 
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  パブリックコメント実施方法 

 募集期間    平成２８年２月１０日～平成２８年３月９日 

 告知方法    広報ふじみ 市役所ホームページ  

 意見提出方法  郵送、ファックス、電子メール 

 

番号 意見概要 対応方針 市の考え方 

１ 
公民館等公共施設使用料の値上げに関して 

現行決められている金額が世間常識とか

け離れています。 

一番安い使用料は１００円／３時間とい

う例があります。その１００円の意味は何

か疑問です。更に１１万市民の内一部の人

が利用していて大部分の人はその使用料の

補助をしている様に思えます。 

反面古い施設はカーテンの修理も出来ず

困っています。 

値上げをしっかりして、その増した部分

を改修費用にあて気持ち良く使って頂ける

様に出来ないものかと思います。 

今や時代は何でもお願いしてやっていた

だく時代からおのおのが自分達で何が出来

るかの時代になって来ていると思います。 

多少の受益者負担は当然の事と思いま

す。 

使用料の見

直しを行っ

てまいりま

す。 

公民館などの使用料につきまして

は、平成１３年１２月の議会におい

て、受益者負担の原則から使用料の見

直しが決議されました。市は議会と協

議を行い、受益と負担の公平性の観点

から、平成１７年１０月より使用料を

原則有料にしております。 

 使用料の設定にあたりましては、市

民活動に大きな制約とならないよう

配慮し、各施設の光熱水費を基準に算

定いたしました。 

 今後の使用料の見直しにつきまし

ては、行政コストの上昇や消費税率の

改正の際など、適宜、行ってまいりま

す。 

 公共施設の修繕につきましては、状

況を勘案し、優先順位を決めながら実

施してまいります。 

 

富士見市は「富士見市第６次行財政改革大綱（案）」に対する意見の募集を、   

平成２８年２月１０日から平成２８年３月９日まで行いました。 

 その結果１０件のご意見をいただきました。お寄せいただいたご意見と当該意見

に対する富士見市の考え方は下記のとおりです。 



２ 
Ｐ４情報発信 

東武東上線の各駅にはキラリ☆ふじみの

情報発信スタンドは有っても市役所のスタ

ンドが無い。（ふじみ野駅、鶴瀬駅、みずほ

台駅）また、市民の多くが利用する柳瀬川

駅、志木駅にスタンドそのものが無い。キ

ラリのスタンドではなく、市役所のスタン

ドを設け駅頭での情報を紙媒体で発信して

欲しい。（三芳町、川越市、志木市、新座市、

朝霞市は市民の利用する駅でしっかり情報

発信している。） 

情報発信の

あり方を検

討してまい

ります。 

市内３駅では、鉄道事業者にご協力

をいただき、鉄道事業者が設置したス

タンドに広報ふじみを掲出し、情報発

信を行っております。今後は、広報紙

のほか、市の魅力や市民生活に役立つ

情報等の発信を検討してまいります。 

また、広報紙に限らず、ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス  

（ＳＮＳ）の活用や広報紙をスマート

フォンで閲覧できる「ｉ広報紙」など

を導入し、情報発信の充実に努めてお

り、今後におきましても、さまざまな

情報発信方法を検討してまいります。 

３ 
Ｐ１２情報発信 

地域活性化研究会で市の観光情報のスマ

ホアプリを開発している。スマホ利用は市

民の三割程度だが、七割がこのサービスを

利用できない。これを補う紙ベースの観光

情報を発信する計画が無い。（志木市、新座

市、ふじみ野などは紙ベースの観光地図に

よる健康増進を熱心に取り組んでいる。こ

れを当市も行うべきである。）又、スマホ観

光アプリは埼玉県がより広域で詳細なソフ

トを開発しており、当市の事業は全くのダ

ブルワークとなっており、無駄である。（初

年度約１００万円、次年度以降メンテナン

ス費用が数十万円のソフト。民間業者が無

料で便乗している構図。） 

国史跡の水子貝塚資料館から定期的な情

報発信が無く何が行われているのかよくわ

からない。「難波田城だより」のように「水

子貝塚だより（仮称）」を季刊で刊行すべき

である。 

情報紙の刊

行を検討し

てまいりま

す。 

スマートフォンを活用した観光ア

プリ「ココシル☆ふじみ」は、情報提

供の即時性、多様性、視覚効果などが

あり、本市の豊かな地域資源を積極的

に発信し、地域の活性化を図っていく

ための有効な手段の一つと考えてお

ります。 

水子貝塚資料館の情報につきまし

ては、市ホームページや広報を通して

情報発信に努めてきております。 

ご提案の紙ベースによる観光情報

及び水子貝塚資料館の情報紙につき

ましては、刊行に向けて検討をしてま

いります。また、様々な情報発信の手

法を研究してまいります。 

４ 
Ｐ１９仕事の進め方 

市役所前の見事な四本の桜が市民に何の

相談もなく切られてしまった。この桜は、

４０年以上経たもので、４０年×４＝  

１６０年分の歴史の詰まった樹であった。

移植しても根の除去のコストを考えるとコ

スト的には差が無かったはず。市民への配

親しまれる

施設づくり

を進めてま

いります。 

市民の利便性を高めるため、市内公

共交通網の整備に伴う県道三芳富士

見線の拡幅やバス停設置工事、また、

駐輪場等の整備を実施したことによ

り、桜植樹部分を歩道にいたしまし

た。 

ご指摘の桜につきましては、近年、



慮を欠き、商業施設の言いなりになってい

ないか心配する。 

老化による腐朽が進行し、枝の落下頻

度が増え、事故が懸念されていたほ

か、根張りにより歩道の舗装が隆起

し、これに来庁者がつまづいて転倒す

る危険性が高まっておりました。ま

た、整備の際に、移植の検討もいたし

ましたが、老化による腐朽が進行して

いたことから移植を断念いたしまし

た。 

なお、庁舎敷地に、新たに河津桜２

本、ハナミズキ２本を植樹いたしまし

た。今後におきましても、市民の皆さ

まに親しまれる施設づくりを進めて

まいります。 

５ 
Ｐ５ キラリ☆ふじみの指定管理者が毎年

作成する変形判のパンフレット「ＫＩＲＡ

ＲＩ ＦＵＪＩＭＩ ２０１×年ＰＲＯＧ

ＲＡＭ」はムダです。 

理由① 年度はじめにつくるので後半に

日程未定の事業がたくさんある（今年も予

定しているなら中止すべき） 

理由② 毎年３月になると、在庫のこのパ

ンフレットが大量に配布され紙ごみの山

になる（そもそも年度末にもらっても利用

価値が少ない） 

理由③ キラリカレンダー×月号、ＨＯＴ

キラリは月刊・季刊で新しい情報がわかり

変形版パンフレットを見る必要が全くな

い 

理由④ さいたま市の例では、ＨＯＴキラ

リやキラリカレンダー×月号に相当する

パンフレット月刊で出しており、Ｂ５変形

版に相当するものとつくっていない。これ

は練馬区でも全く同じ。 

理由⑤ 指定管理者だからと言っても費

用対効果を考えることを市として要求し

徹底させるのは税のムダを省くために必

須な業務と考える。（包括的にといっても

無駄をさせてはならない。マネージメント

能力が無いなら変更すべきである。） 

ご指摘も含

め取り組ん

でまいりま

す。 

「富士見市民文化会館キラリ☆プ

ログラム」につきましては、一年間の

事業計画や事業目標に沿ったライン

ナップを市内外に広く発信するため

に発行しており、引き続き、発行を継

続してまいります。 

また、一人でも多くの方にパンフレ

ットを手に取っていただけるよう、ご

指摘も含め、内容や構成の精査に取り

組んでまいります。 



理由⑥ Ｂ５変形判パンフレットは重い

ので郵送コストもかかる。ＤＭ（ダイレク

トメール）では料金の無駄である。 

６ 
４頁下から７行目「社会保障・税番号制度」 

 丸括弧で（マイナンバー）と表記した方

が読みやすいです。 

文言を修正

い た し ま

す。 

ご指摘を踏まえ、「社会保障・税番

号制度（マイナンバー制度）」とし、

わかりやすい表記に修正いたします。 

７ 
１２頁７行目「民間活力の活用」 

 公園とその周辺の徒歩圏内にある道路・

水路・集会所の巡回・市民からの不具合通

報対応・補修などの管理を一括して企業に

委託できないでしょうか。道路については、

府中市「けやき並木通り周辺地区道路等包

括管理事業」が参考になると思います。 

 それらの管理事務所として小さな建物が

園内にあれば、便益施設としてのオープン

カフェなどの売店（都市公園法２条２項７

号）、サイクルポート（平成２８年２月５日

閣議決定「都市再生特別措置法等の一部を

改正する法律案」報道発表資料）管理等の

機能も兼務させることができると思いま

す。来園者の少ない時間帯や雨天時に公園

以外の施設の日常巡回をすればコストを下

げられるのでは。 

民間活力の

活用をより

一層研究し

てまいりま

す。 

道路の民間活力を活用した管理に

つきましては、本市においても検討す

べき方法として捉えておりますので、

委託可能な業務範囲や具体的な事業

化手法、効率性などを研究してまいり

ます。 

 また、公園内に管理事務所などを設

置することにつきましては、市内各公

園の施設規模や利用者への影響など

を十分考慮する必要があります。民間

活力の活用による市民サービスの向

上やコスト削減など、先進地の事例を

研究してまいります。 

８ 
１３頁１２行目「採用試験のより一層の充

実」 

 家庭の事情による転居によって他自治体

を退職した方向けの採用試験があればよい

と思います。 

 地方銀行６４行は、結婚・配偶者の転勤・

介護などの家庭の事情で退職して転居する

行員に、転居先他行への就職を紹介する制

度をスタートさせました（平成２７年から。

「輝く女性の活躍を加速する地銀頭取の

会」による「地銀人材バンク」）。 

 従業員側の「キャリアの継続形成」と、

組織側の「即戦力人材の確保」というニー

ズの一致によるものですが、地方自治体に

も参考になるのではないでしょうか。 

 地銀同様、自治体では遠隔地に異動でき

ませんので、退職して違う職種に就いてい

今後の研究

とさせてい

た だ き ま

す。 

市民満足度の高い行政サービスを

提供するためには、高い意欲と幅広い

視野を持ち、時代の変化に柔軟に対応

できる人材を確保する必要がありま

す。 

 本市では、公務員経験者も含めたよ

り広く多様な人材に採用試験を受験

していただき、職員となっていただく

ことが組織の活性化へと繋がるもの

と考えており、新卒者に限ることな

く、社会人の方が受験しやすいように

年齢に幅を持たせた受験資格にして

いるところです。 

 ご提案の即戦力となる人材の確保

も組織の維持に必要なことですので、

本市の求める人材が確保できるよう

研究してまいります。 



る方もいるかと思います。その中で、再び

自治体で働きたいという意欲と、他県での

公務員及び生活者としての経験による視野

を持った方がいらっしゃれば、当市でも活

躍していただけるのでは。 

９ 
１４頁２行目「ＩＣＴを活用した業務の効

率化を推進します」 

 単に機器のソフトウェアの効率化だけで

なく、それらと操作する人間が融合したシ

ステムとしての効率化を考えての提案を業

者に求めていただければと思います。 

 例えば、事務用机や椅子の寸法に関する

ＪＩＳ規格は、改訂から時間が経過し、最

近の若い人の体格を反映していないとの指

摘もあります。画面を注視する時間が長く

なる施策ですから、身体と什器・ＯＡ機器

の位置関係が適切でないと疲労による効率

低下につながります。 

 また、電話機にヘッドセット（なお、盗

聴の可能性がゼロではないので有線が良い

ですが）がなければ受話器を持ちながらの

応対となり、ＰＣで検索したり入力したり

の作業が両手ではできず、迅速な受け答え

ができません。図面を扱う部署ではマルチ

モニターやマウスもそれなりのものがない

と、「プリントアウトした方が楽」というこ

とにもなりかねません。 

効果的かつ

効 率 的 な 

ＩＣＴの利

活用を研究

してまいり

ます。 

市民ニーズに対応したＩＣＴの利

活用により、業務効率の向上を図ると

ともに、職場環境、安全面などにも配

慮した仕組みを研究してまいります。 

１０ 
１４頁下から３行目「歳入確保については、

引き続き市有財産の有効活用を進める…」 

 現在利用されている市有財産について

も、さらに活用できる余地はないかご検討

いただければと思います。例えば、キラリ

西側や市役所南東側の「文化の杜公園」に

面した平面駐車場は、シティゾーンという

人の往来の真ん中で、交通・日当たり・眺

望も良い場所なので、空間を高度利用する

ことも考えられます。 

 定期借地権を設定。１階に市役所駐車場、

２階や屋上に飲食や民間スポーツ施設等が

入居する官民複合施設を建て、外壁を緑の

市有財産の

運用を検討

してまいり

ます。 

本市では、基本計画などで土地利用

構想を定めており、計画的かつ魅力的

な土地利用の検討を進めております。 

 今後におきましても、土地利用構想

やインフラを含めた公共施設等総合

管理方針を策定し、さらなる市有財産

の利活用を検討してまいります。 



 

カーテンで覆う。その民間側の負担でらら

ぽーと側と接続する渡り廊下や歩道橋等の

立体横断施設を設置すれば、商業エリア・

公共施設エリアのシティゾーンとしての一

体性や回遊性といった価値が高まり、交通

安全にも資すると思います。 


