
1 

富士見市基本構想策定ふじみ市民会議 

第２回 市民協働・自治・財政・行革専門部会 会議録 
 

 

 

出席状況 

市民会議委員 
長島委員、荒田委員、川添委員、気賀澤委員、榊原委員、島村委員、

田中委員、飛田和委員、森田委員 

庁内専門部会員 市民生活部副部長、総合政策部副部長、政策財務課長 

事務局（政策財務課） 吉野、森園 

 

傍聴者 １名 

 

内 容  

１ 開 会 

   事務局 

 

２ あいさつ 

   市民会議委員部会長あいさつ 

   

３ 検討事項 

 ・第４次富士見市基本構想・後期基本計画の「取組み実績」と「今後の課題」について

 事務局から大柱ごとに、目標、取組み実績、今後の課題について説明した後、質疑応答、

意見等を出し合った。 

 

○質疑・意見 

＜広域行政の推進＞ 

委 員： 目標の中に合併について、「その方向性を検討し、決定していく」と表現され

ているが、これは合併をしなくても民意を反映すればいいということか。 

 

専門部会員： 基本計画に明記されているということは、当然合併を推進していくとい

う含みはあるが、住民の意思を確認し、その結果を最大限尊重しなければなら

ないということを前提としているものである。 

 

委 員： 現在、合併の方向性が出ていないのなら、目標から削除した方がよいのでは

ないか。 

 

事務局： 「合併」については、今後十分議論し、市として次期計画の中でどう位置付

けるのか、削除も含め検討していきたい。 

日時：平成２１年１２月１７日(木)

   午後７時～午後９時３５分 

場所：市長公室 
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委 員： 最終的には合併しなかったにも関わらず、達成度がＡとなっていることに疑

問を感じる。 

 

専門部会員： 確かに最終的には合併に至らなかったが、合併協議会を設置し、合併を

するための準備をしてきた。市としてできる限りのことはやってきたというこ

とを評価したものである。 

 

委 員： 市民会議検討調書の達成度については、誰がどのようにして評価したものか。

 

事務局： 達成度については、庁内の専門部会で評価したもので、その内容は後期基本

計画に基づく取組み実績を基にした評価である。従って、市民意識調査の結果

や他団体と比較した行政水準など、いわゆる成果的な視点などを踏まえた評価

とはなっていない。 

 

委 員： 評価は市民や識見者などを含めて外部の者がやるべきである。また、評価を

行うに当たっては客観的な評価とするため、明確な指標の設定が必要となる。

 

専門部会員： その通りである。第５次の総合計画策定では、策定後の適切な進行管理

が可能となる計画を考えている。そのため、数値化できるものは可能な限り、

施策別に具体的な数値目標を設定していく考えである。 

 

委 員： 東武東上線沿線自治体が連携して、駅などを利用した市民サービスの向上、

例えば、沿線住民の住民票発行などの広域的な取り組みをしていく予定はない

のか。 

      

専門部会員： 東武東上線沿線自治体における地域連携については、東上線沿線団体に

おける協議会があり、輸送力の増強やバリアフリーなどについて東武側と話し

合ったり、要望書を提出したりしている。今後も騒音や振動、自転車駐車場、

踏切など利用者や住民の利便性、安全性、快適性が向上するよう沿線団体と協

議をしていきたいと考えている。 

また、駅の中を利用しての自治体間の連携については、具体的な案はないが、

システムの連動の問題など調整事項は多く、実施にあたっては、非常に時間が

かかると思われる。 

 

委 員： 小児医療体制の連携について、志木市民病院等に急患で入れてもらえるよう

なことはできないのか。ごみ処理については、志木市と連携しており広域的な

取組みも行っている。医療の面でも協力していくことは十分可能と考えるが。

 

専門部会員： 救急医療圏域は、県において、初期・第二次・第三次に区分し、それぞ
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れ圏域を分けている。小児救急医療については、富士見市は川越の区域に入っ

ているので、原則として急患などの場合は、埼玉医科大学総合医療センターで

対応するということになるのではないか。 

 

専門部会員： ただ、志木市は隣接している地域なので、どのような連携が図れるか検

討の必要はある。 

      

委 員： 消防の分野についてだが、特に勝瀬地域はマンションなどの高層化が進んで

おり、それらの建物で複数火災などが起きた場合、現有のはしご車の適応能力

などについて把握しているか。 

 

専門部会員： 実際にはしご車がどのくらいの高さまで対応できるかについては、確認

の必要があるが、はしご車が来るまでの間にどれだけの消火活動が地域の力で

できるかということも重要である。 

 

委 員： 下水の最終処分場が和光市にあるということだが、水子の旧暫定逆線引き地

区では、まだ、下水の整備が整っていないところもある。今後、そういった地

域についても早めに対応していただきたい。 

 

＜計画的な総合行政の推進＞ 

委 員： 民間活力導入行動計画について、指定管理者制度の導入を進めてきていると

のことだが、具体的な効果額は。 

 

事務局： 平成１７年度から２０年度までの間において指定管理者制度を導入してきた

施設での効果額は、費用算定できる７種１５施設で、約２億４千万円程度とな

っている。 

      経費的な効果以外でも平成２０年度から指定管理者制度を導入した針ヶ谷コ

ミュニティセンターでは、登録団体に限られるが、夜間の施設利用許可申請が

できるようになり、利便性が向上された。 

 

委 員： 指定管理者制度導入後における市民からの声はどのようなものか。 

 

事務局： 平成２１年度からは指定管理者制度導入施設において、所管課によるモニタ

リングを行っており、必ず毎年１回は利用者アンケート等の実施を指定管理者

に義務付けている。針ヶ谷コミュニティセンターでは９月～１０月に掛けてア

ンケート調査を実施したが、その結果などからみても、職員の接遇面では、「良

い」と回答している人が８０％近くを占めていた。 

      それ以外の施設においても、指定管理者制度を導入して市民サービスが悪く

なったとの声はあまり聞いていない。 
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専門部会員： ただ、実際には各施設において、職員の対応が悪いとの指摘がメール等

でたまにあり、施設所管課で対応状況を確認し対処することもある。 

 

委 員： ＩＴ化の推進についてだが、職員が使用しているパソコンについて、ウィン

ドウズなど有料のＯＳではなく、無料のＯＳをダウンロードして使用している

団体もあるとの話を聞いたことがある。市ではそのような方向性はあるのか。

 

専門部会員： ＯＳをそのような方向性にしていくということは、今のところない。 

      市でもＩＴ化については進めてきており、市民からの各種申請については、

なるべくインターネットを利用してできるように電子申請共同運営協議会に

加入し、共同開発を進めてきた。初期導入時は負担金も高かったが、システム

のパッケージ化も進展しており、今後はコスト面もだいぶ低く抑えられる見込

みである。 

 

委 員： ＩＴ化が進むのはいいが、高齢者においては馴染めない者も多い。 

      また、駅近くの公共施設を拠点に機能を高めていく等の話も聞くが、高齢者

の中には、駅に行くことも大変な人が多く、なるべく家の近くに出張所等があ

る方がいい。出張所のあり方等を検討する際には、そういった地域の特性にも

十分配慮してほしい。 

 

専門部会員： ＩＴ化の推進を図りながら、高齢者にとっては身近な公共施設が必要で

あるということも考慮し、総合的に検討していきたい。今後のまちづくりのキ

ーワードになる「地域力」などを活かし、工夫をしながら高齢化社会にも対応

していきたい。 

 

委 員： 第４次行財政改革大綱においては、各部局が年度ごとに具体的な行動計画を

定めて取り組んできている。具体的に行革で生み出すべき金額の目標は、大綱

の中でどのくらいの額を設定しているのかを次回でもいいので教えていただ

きたい。  

今後も、市民と職員が協力して行革に取り組んでいき、これからの 10 年間

のまちづくりの道筋を定めた基本構想、基本計画の実現を図っていかなければ

ならない。 

      

専門部会員： 財源の裏づけのある計画とするとともに、市民の役割も明確化する必要

がある。  

 

委 員： 職員の意識改革を図るために、いろいろな研修を行っているということだが、

研修の効果測定はどのようにしているのか。 

     また、研修はただ実施すればいいというものではなく、アウトカムが重要で

あり、本人のスキルアップを図った上で、その効果を周りの職員にも広げてい
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くということが重要である。 

 

専門部会員： 新規採用職員の研修では、学んだことの効果測定はしているが、その効

果が職場へ波及しているかは疑問である。また、その他の研修では、研修報告

書を所属長が評価しているが、職場でどう活かされているかまでは、把握して

いない。 

 

専門部会員： 意欲的な若い職員の育成を図るため、平成 18・19 年度に若手による政策

提言プロジェクトを実施した。その際の提言は、現在「市民にとって使いやす

い窓口レイアウト」や「総合窓口」を検討している庁内の窓口改善検討委員会

で活用されている。 

 

委 員： 実際に研修したことが活かされていかないと研修をしてきた職員のモチベー

ションにも影響してくる。 

 

委 員： 職員研修についてだが、私もよく市役所に来て色々な課の職員と話すが、も

う少し市民が気持ちよく帰れるような対応をして欲しいと思う。基本的な挨拶

ができない職員もいる。まず、市民に自然なあいさつができるようになってほ

しい。 

 

専門部会員： 職員に対する苦情が職員課に寄せられることもあり、接遇研修について

は、今までの取り組み内容から変えていきたいと考えている。実際に接遇研修

を企画する我々自身が研修内容等を直接確認し、どのような研修が最も効果的

なのかを検討している最中である。今のところ実施したいと考えているのは、

接遇の講師が直接、窓口業務を行っている部署に出向いて接遇の状況を確認

し、指導等をしていただくことなどの内容である。 

 

委 員： 心のケアが必要な職員はどの程度いるのか。 

 

専門部会員：具体的な人数は差し控えるが、数名、鬱などの診断を受けている職員がい

る。現在は、精神保健福祉士による面談を行い、メンタル面にも十分留意して

いる。 

 

委 員： 人事評価制度の取り組み状況はどうなっているのか。 

 

専門部会員： 平成１９年度に試行的に実施し、様々な問題点について検証していると

ころである。また、そのとき使用した評価シートなどを改良して一部昇任試験

等にも利用している。 

 

専門部会員： 評価をするということは、評価者がきちんと制度を理解して、公正にか
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つ客観的に評価し、評価者によって大きな差が生じないようにする必要があ

る。そういった問題点を解消するために、評価者研修の方法などを中心に、も

う少し時間をかけて制度設計をしなければならないと考えている。 

 

委 員： 富士見市は県内の団体において、職員の給料が高い。それに比べ、資料の「歳

出構造の県内市部比較」を見てもわかるように、平成１９年度決算による義務

的経費比率は５３．２％と高く、投資的経費の指標となる普通建設事業比率は

低い。言い方を変えれば、職員の給料が高いことが義務的経費比率を押し上げ、

投資的経費の圧迫につながる要因の 1 つになっているといっても過言ではな

い。 

 

専門部会員： 富士見市は、採用をしばらく凍結していたことの影響等から、職員の年

齢階層も高く、平成２０年４月現在の職員の平均年齢は４７歳となっており、

県内市では一番高い。また、平成１８年度に給与構造改革を行い、国に準拠し

た給料表に改正しており、国家公務員との水準を比較したラスパイレス指数に

ついても、平成２０年度は、９９．４となり給与の適正化が図られていると考

えている。 

 

委 員： 市税において徴収できていない金額というのはどれくらいか。 

 

専門部会員： 平成２０年度の収入未済額は、現年分で 3億 4884 万 5398 円、滞納繰越

分で 7億 7843 万 5398 円、合計で 11 億 2728 万 717 円となっている。また、現

年分と滞納繰越分を併せた徴収率では、92.26％となっている。 

    

委 員： 徴収率だけみると、それなりの数値だが、金額を見るとかなり大きい金額が

徴収できていないことになる。 

 

専門部会員： 昨年からのリーマンショックの影響等により、景気が後退したこともひ

とつの要因にはなっている。 

 

委 員： コンビニ収納等、市民が納付しやすい環境を整えることも必要である。 

 

専門部会員： 西部地区でコンビニ収納を導入していない団体は、当市ぐらいの状況で

ある。基幹系のシステム入れ替えが今年度あったことも、導入が遅れている要

因のひとつではあるが、いずれにしても他市の状況や納税者のサービス向上の

観点からは導入していくことが望ましいと考えている。  

   

＜自治の拡充と財政基盤の確立＞ 

委 員： 「地方分権の推進」という題名についてだが、国の権限を地方に移譲すると

いう表現は、現状に合わない。今後は、「地域主権」という言葉にした方がい
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いのではないか。 

 

専門部会員： 市長のマニフェストにおいても「地域主権」という言葉を用いて、地域

主導の自治について明記している。考え方からしても「地域のことは地域住民

が決める」というスタンスを明確にする上では、「地域主権」の方が妥当であ

る。 

 

委 員： 財政基盤の確立については、コストダウンを行うだけではなく、土地利用に

基づく新たな税財源の確保を積極的に行うべきである。 

 

専門部会員： 産業系についての当市の行政水準は、県内でも最下位である。 

     シンボル的な大型店舗と地域の商業施設が共存できるようなまちづくりがで

きるといいが、いろいろな課題がある。 

 

委 員： 鶴瀬西地域の公団開発地域においても、併せて中規模の商業施設ができれば、

相乗効果で地元商店街も活気づくのではないか。 

 

委 員： 山室・勝瀬地域以外にも浦和・所沢バイパス沿い、２５４バイパス沿い、南

畑地域、水子の旧暫定逆線引き地域などの土地を有効に活用すれば、かなりま

ちが活性化されるのではないか。 

     近隣の他市では、大型商業施設の誘致などにより、周辺地域がだいぶ活性化

されたという話も聞く。 

 

専門部会員： いずれにしても、次期総合計画の策定において、土地利用が柱になるこ

とは間違いない。今後１０年のまちづくりを見据えて、様々な角度から議論を

重ねて計画を策定していきたいと考えている。 

 

４ 次回会議 

  下記の予定とし、会場については後日連絡することとした。 

第３回 平成２２年１月１８日（月）午後７時から 

第４回 平成２２年１月２５日（月）午後７時から 

 

 

５ 閉 会 

 


