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様式第３号（第５条関係） 
審議会等会議録概要 

会 議 の 名 称 平成２９年度 第３回久喜市行政評価委員会 
開 催 年 月 日 平成２９年１１月３０日（木） 
開 始 ・ 終 了 時 刻 午後２時００分から午後３時３５分まで 
開 催 場 所 久喜市役所本庁舎 ４階 第６会議室 
議 長 氏 名 委員長 石上 泰州 
出席委員（者）氏名 石上 泰州、桂田 恵子、小林 英一、鈴木 美栄子、竹長 吉正、

布川 勇、山田 恵理子 
欠席委員（者）氏名 柏浦 茂 
説 明 者 の 職 氏 名 総務部参事兼企画政策課長 関口 康好 

企画政策課行政管理係 係長 安藤 孝浩 
事務局職員職氏名 総務部副部長 中村 晃 

総務部参事兼企画政策課長 関口 康好 
企画政策課行政管理係 係長 安藤 孝浩 

主任 蓮実 純夫 
 
会 議 次 第  

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 議題 

（１）平成２９年度施策評価の結果に対する委員会意見について 

（２）その他 

４ 閉会 
配 布 資 料 次第 

平成２９年度施策評価シートに付す委員会意見（案）一覧表 

久喜市の権限移譲の受入れ推進について 

会議の公開又は非公開 公開 
傍 聴 人 数 ０人 
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様式第４号（第５条関係） 
審議会等会議録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

１ 開会 

司会（関口

参 事 兼 課

長） 

 皆様、こんにちは。委員の皆様におかれましては、お忙しいところご出席をいた

だきまして、ありがとうございます。 

 定刻になりましたので、「平成２９年度第３回久喜市行政評価委員会」を開催さ

せていただきます。 

 開会に先立ちまして、現在の出席委員について、ご報告申し上げます。 

 委員８名中、出席委員７名でございます。過半数に達しておりますことから、本

委員会は、久喜市行政評価委員会条例第７条第２項の規定により、成立いたします

ことをご報告申し上げます。 

 次に、皆様にご了承をいただきたいことがございます｡ 

これまでもお願いしておりますが、会議終了後に会議録を作成し、ホームページ

等で公開するため、審議の内容を録音させて頂きますことをご了解願います。 

 また、この会議は、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例第３条の規定に基

づき公開となりますことから、傍聴を希望される方がいる場合には受け入れるもの

でございます。 

 ここまで何かご質問等はございますでしょうか。 

 

 （質問等なし） 

 

 

２ 委員長あいさつ 

司会（関口

参 事 兼 課

長） 

 それでは、開会に当たりまして、石上委員長からごあいさつを頂戴したいと存じ

ます。 

 

石上委員長 （委員長あいさつ） 

 

司会（関口

参 事 兼 課

長） 

それでは、審議に移らせていただきます。 

会議の進行につきましては、久喜市行政評価委員会条例第７条第１項の規定に基

づきまして、委員長に議長をお願いしたいと思います。 

それでは、石上委員長、よろしくお願いいたします。 

 

石上委員長 それでは、しばらくの間、議事進行を務めさせていただきます。 

最初に本日の会議にあたり、会議録の署名委員についてお諮りさせていただきま

す。 

会議録の署名につきましては、私ともう一人の２名に一任いただき、署名をもっ

て確定をしております。 
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今回の署名委員につきましては名簿順ですと、鈴木委員にお願いしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

 

 （異議なし。鈴木委員了承） 

 

石上委員長 それでは、会議録の署名の件につきましては、そのようにさせていただきます。 

  
３ 議題 
（１）平成２９年度施策評価の結果に対する委員会意見について 

石上委員長  それでは、本日の議題に入りたいと思います。「平成２９年度施策評価の結果に

対する委員会意見について」を議題としていきたいと思います。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（安

藤係長） 

それでは、説明させていただきます。   

なお、資料は第１回委員会で使用した資料及び事前に送付させていただきました

「平成２９年度施策評価シートに付す委員会意見（案）一覧表」となります。お手

元にございますでしょうか。 

また、本日の次第及び資料を１部、配布させていただきました。 

はじめに前回、第２回の委員会におきまして、ご質問、ご意見いただいた件につ

いて、説明させていただきます。 

まず、大綱２施策４、資料の４ですと１９ページでございます。リサイクル率の

状況について、ご質問をいただきました。 

リサイクル率の算定をしております久喜宮代衛生組合に確認したところ、リサイ

クル率については、分子となる再生利用量を分母となるごみの総排出量で割った数

値で算定しております。ごみの分別の仕方が市内各地域で多少異なっていても、分

子となる再生利用量の算定には影響を及ぼさないため、久喜市全域での算定が可

能、とのことでございます。 

なお、リサイクル率についての本市の状況でございますが、平成２６年度実績値

で申し上げますと、全国値が20.6%、埼玉県が24.6%のところ、本市が32.3%であ

り、全国や県と比較しても高い数値となっております。 

次に、大綱３施策３、資料の４ですと２９ページでございます。子育て支援セン

ターなどへの若い方のボランティアの活用状況でございます。 

担当課に確認したところ、児童センターや鷲宮児童館、ファミリー・サポート・

センター、そして子育て支援センターの運営におきましては、各種事業の実施につ

いて、職員のほかに、成人の方を中心としたボランティア団体の協力をいただいて

おります。その中でも、特に児童センターまつりや交流会といったイベントには高

校生や大学生、青少年団体のメンバーの参加があるとのことでございます。 

こちらにつきましては、委員会意見を付す施策として、後ほど、大綱３で説明さ

せていただきます。 
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次に、大綱５施策５、資料の４ですと７９ページでございます。先月の台風時の

備前堀川の状況でございます。なお、備前堀川につきましては、加須市から清久工

業団地周辺、久喜菖蒲工業団地周辺を通って宮代町方面に流れている河川でござい

ます。 

建設部門に確認したところ、台風の影響が大きかった１０月２２日の夜、清久工

業団地に隣接するＮＨＫのグラウンド付近で川から水があふれたとの情報があり、

所管する県の杉戸県土整備事務所へ連絡したとのことでございます。 

県により、応急処置として土嚢の積み上げなどを行ったところ、朝には水もひ

き、特に被害等の報告はなかったと聞いております。 

次に、大綱５施策７、資料の４ですと８５ページでございます。管理不全空き家

の数値についてでございます。 

担当課に確認したところ、次ページの８６ページにございます、ＫＰＩの管理不

全空き家の改善率の算定については、市民の方等から連絡・相談のあった管理不全

空き家の件数が分母、そのうち、調査、指導、勧告などにより解決された件数を分

子として算定しているとのことでございます。 

次に、大綱６施策６、資料の４ですと１０１ページでございます。消費生活相談

の内訳についてでございます。 

担当課に確認したところ、内訳については、毎年度、決算についての資料として

おります。その資料を確認したところ、内訳は、商品一般、食料品、金融・保険、

通信サービスなど、購入したり勧誘を受けたりした種類ごとに集計している状況で

ございました。 

特にホームページ等には掲載しておりませんでしたので、後ほど大綱６で説明さ

せていただきますが、消費者保護のため、積極的に情報提供を行うよう意見を付し

たいと考えております。 

前回の委員会に関する報告については以上でございます。 

続きまして、布川委員から事前にいただきました質問について、回答させていた

だきます。資料を本日、１部配布させていただいております。久喜市の権限移譲事

務の受入れ推進についてでございます。 

質問は２点ございまして、１点目は、本市の権限移譲はかなり進んでいるようだ

が、その状況と主な内容を、資料を配布して示してほしい、という質問でございま

す。 

本日配布しました資料、久喜市の権限移譲事務の受入れ推進についてをご覧くだ

さい。また、資料の４ですと、１０９ページでございます。 

本市の権限移譲事務の受入推進につきましては、２の久喜市の取組みに、具体的

に記載しておりますが、市民サービスの向上や自ら住む地域のことは自らの責任で

決定する総合行政の実現を目指し、それに向けたチャンスと捉えて積極的に実施し

ているところです。 

２の最後の段落に記載しておりますが、平成２９年４月１日現在の移譲率は

78.3%と県内５位となっており、県内同規模市と比較して高い移譲率となっていま

す。 
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なお、主な移譲事務でございますが、一番分かりやすいのは、パスポートの申請

受理や交付の事務でございます。あとは、ＮＰＯ法人の設立認証や開発行為の許可

など、許認可関係の事務が多くなっているところでございます。 

県内の移譲の状況は裏面のとおりとなっております。市の人口規模ごとに、移譲

対象事務が異なっておりますが、人口１５万人以上のカテゴリーでは、本市が最上

位となっております。 

権限移譲につきましては、以上でございます。 

次に、田園都市づくり協議会の活動状況でございます。特に、防災関連につい

て、説明してほしい、という質問でございます。 

資料の４の１０９ページの一番下、平成２８年度の施策の実施内容の２段落目を

ご覧ください。 

田園都市づくり協議会でございますが、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸

町と本市の４市２町で構成し、共通する広域的な行政課題について協議しておりま

す。公共施設の相互利用を通年で実施しているほか、専門部会として、人事給与制

度専門部会、環境専門部会、介護保険専門部会、防災相互応援専門部会の４つの部

会があり、各部会においてそれぞれの課題についての情報交換等を行っておりま

す。 

防災関連では、防災相互応援専門部会において、防災訓練、防災行政無線、災害

に備えた備蓄品など、防災に関する様々な課題について、各市町の担当者が集ま

り、情報交換を行ったところでございます。なお、平成２８年度におきましては、

７月と平成２９年２月の２回、開催されたところでございます。 

以上でございます。 

 

石上委員長  ただ今、事務局から、前回の質問と事前にいただいた質問に対する回答について

説明がありました。ここまでの内容について、ご質問、ご意見等がありましたら、

お願いいたします。 

 権限移譲について、本日配布した資料ですと１０１事務となっていますが、資料

４ですと９２事務となっています。これはどういうことですか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 資料４の９２事務というのは、平成２８年度の移譲状況でございまして、本日配

布いたしました資料の事務数は、平成２９年４月１日現在の移譲状況でございま

す。平成２９年４月１日からは、新たに事務を受け入れたことによりまして、 

１０１事務となっているところでございます。 

 

石上委員長  他に何かお気付きの点等ございますでしょうか。 

 

布川委員  本日配布していただいた資料では、移譲事務を例示していただいていますが、こ

れ以外に何か市民にとって直接的に影響のある事務はあるのでしょうか。 
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事務局（安

藤係長） 

 権限移譲事務は、許認可関係が多くございまして、市民全体に直接的に影響のあ

る事務というのは、そんなに多くはないのが実情です。 

 権限移譲というのは、移譲を受けるとそれだけ市町村の事務負担が増えることに

なります。また、財政負担も生じますが、財政負担に対しましては、県から分権推

進交付金が交付されるものでございまして、事務ごとに事務量等に応じて交付され

ます。 

 

布川委員  ２８事務は、まだ久喜市として移譲を受けていないということなのですね。 

 

事務局（安

藤係長） 

 おっしゃるとおりでございまして、２８事務については、受入体制が整っていな

いことから、現状では移譲を受けておりません。 

 

布川委員  いずれ受け入れたいという意向はあるのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 県の持つノウハウを引き継ぐことなど、有効性や体制を考慮して、可能であれ

ば、基本的には受け入れるという姿勢ではあります。 

 担当課の判断もありますが、可能であれば積極的に受け入れるよう周知しており

ます。 

 

布川委員  権限移譲を積極的に推進し、１５万人規模の市で県内５位ということは、素晴ら

しいことだと思います。 

 市長をはじめ、職員の方の意識の高さというのもあると思います。残りの２８事

務についても受入れを推進していただきたいと思います。 

 中には、受入れが難しい事務もあるのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 最も多く事務を受け入れている市でも、受け入れていない事務が一定数あります

ので、事務の内容によっては難しい部分もありますが、基本的には、受け入れると

いう姿勢でおります。 

 

布川委員  今後、さらに地方分権が進展していく中で、現在の国や県の事務について、市町

村が処理しなければならないことが増えていくと思われます。 

 未来を見据えて、受けられる事務は積極的に受け入れていただきたいと思いま

す。 

 

石上委員長  他に何かございますでしょうか。 

 

  （意見等なし） 

 

石上委員長 それではこれから、順次委員会意見欄を確定させていきたいと思います。 

 なお、審議は、大綱ごとに分けて行い、はじめに、事務局から、その大綱の意見
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欄の案について説明をいただいたうえでご意見等いただきたいと思います。 

  それでは、大綱１について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（安

藤係長） 

 それでは、大綱１について、委員会意見の案について説明いたします。 

 事前に送付させていただきました、平成２９年度施策評価シートに付す委員会意

見（案）一覧表をご覧いただきたいと存じます。 

施策２「協働のまちづくりの推進」につきまして、資料４では３ページ、４ペー

ジでございます。 

少し長いのですが、「附属機関において幅広く市民の意見を取り入れるため、広

報・ホームページなどによる周知を強化するなど、公募への応募人数の増加に積極

的に取り組むとともに、関係団体からの推薦についても活用を図られたい。また、

無作為抽出による委員選任の実施や、土日または平日夜間の会議開催なども検討さ

れたい。」を案としております。 

 次に、施策４「男女共同参画社会の実現」につきましては、「附属機関における

女性委員の登用率の向上に努められたい。」を案としております。 

 大綱１については、以上でございます。 

 

石上委員長 それでは、大綱１について、意見は２件でございまして、前回ご意見いただいた

ことがまとめられていると思いますが、いかがでしょうか。 

 

布川委員  土日や平日夜間の会議の開催について、実際にやろうとした際に、参考となるよ

うな自治体はありますか。 

 

石上委員長  私が委員をしていたのは、東京都文京区ですが、都内は結構多いと思います。 

 このようなことは、特定のことについて意見を聴くような性質の審議会等ではな

く、行政全般について幅広く意見を聴くような性質の審議会等で行われているよう

です。 

 特定の団体等ではなく、一般の市民の方の意見を吸い上げたいという性質の審議

会等の場合は、日中働いている方ですと、平日の昼間というのは参加が難しいの

で、平日の夜や土日など、平日の日中に働いている方が参加しやすいような開催日

時を設定しているようです。 

 

布川委員 実際にやろうとすると難しいのではないかと思い、参考となる自治体はあるのか

と思って質問しました。 

 

事務局（安

藤係長） 

 先進事例を研究することについて、意見に追加することは可能だと思います。 

 少人数ではなく、大人数でワークショップを行った際は、土日に開催した実績が

あります。 

 

布川委員  ワークショップや市民懇談会は土日でも可能だと思うのですが、附属機関の会議
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は、諮問を受けて答申をしますので、ある意味責任があるような会議では、難しい

のではないかと思います。 

 検討していただくのはいいのですが、職員の方も時間外勤務となりますので大変

ですし、実際にやるとなると難しいのではないでしょうか。 

 

石上委員長  実際、事務局は大変なのです。それでもなお、平日の昼間の開催では汲み取れな

い市民の意見を伺う意欲があるかどうか、待ちの姿勢ではなく、自ら進んで様々な

方の意見を伺う意欲があるかどうかだと思います。 

 私が委員をしていたのは、この委員会と同様で行政評価に関する審議会でした。

行政評価となりますと、市政全般が審議の対象となりまして、三分の一くらいの方

がサラリーマンの方でした。女性の方もいらっしゃいまして、区で託児を行ってい

ました。 

 平日の夜は、７時くらいからの開催でした。夜７時からですと、都心であればサ

ラリーマンの方も参加が可能ですが、久喜市の場合は、都内で働いている方の参加

は難しいかもしれません。 

 自治体の実情に応じた工夫は必要だと思います。 

 

布川委員  意見するのは簡単ですが、実際に検討していただく際に困ってしまうのではない

かという懸念があります。 

 

事務局（安

藤係長） 

 市といたしましても、幅広い方の意見を伺いたいという意向はありますので、検

討事項の一つとして考えなければならないことだと思います。 

 委員会として意見をいただくということは、非常にありがたいことだと思いま

す。 

 

布川委員  職員の方の負担は増えるかもしれませんが、若い方に関心を持っていただくため

に、一度実施してみればよいと思います。 

 前例ができれば、それに倣って他の審議会等にも広がっていくと思います。少し

でも前進していただきたいと思いますので、やはり委員会意見として付すのがよい

と思います。 

 

石上委員長  行政改革や行政評価に関しては、民間企業で働いている中堅・若手の方からは、

的確且つ厳しい意見が投げかけられ、それが議論の刺激にもなりまして、非常によ

い効果があるのではないかと感じました。 

 自治体は、民間企業で働いている中堅・若手の方の意見を伺う機会というのは、

意外と少ないと思います。また、こういった方は意外にも市政に対する関心が高い

ので、伺う機会を設けてもよいのではないでしょうか。 

  

布川委員  関心を持っていただくということが一番だと思います。 

 自治振興のためには、市民に関心を持っていただかなければ成り立たないと思い
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ます。 

 

小林委員  委員会意見としては、実施していただきたいというのではなく、検討していただ

きたいにとどまっていますので、文言としてはこのとおりでよいと思います。 

 

石上委員長  施策４の男女共同参画に関する意見につきましても、案のとおりとしてよろしい

でしょうか。 

 

  （異議なし） 

 

石上委員長 それでは、大綱１への意見につきましては、案のとおりとして確定したいと思い

ます。 

 次に、大綱２について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（安

藤係長） 

 大綱２の委員会意見の案について、説明いたします。 

 施策４「廃棄物処理の充実」につきまして、資料４では１９ページ・２０ページ

でございますが、「再生利用率（リサイクル率）については、目標と実績の乖離が

大きくなっている。乖離の縮小に向けて積極的に取り組まれたい。」を案としてお

ります。 

 大綱２については、以上でございます。 

 

石上委員長 ありがとうございます。 

再生利用率（リサイクル率）については、全国平均と比べますと高い数値である

とのことですが、あまり伸びてはいないということでこのような案としています

が、いかがでしょうか。 

 

布川委員  久喜市のリサイクル率は、国や県と比べると高い数値であるとご説明いただきま

したが、算出方法は、ごみの総排出量に対する再生利用量の割合でよろしいでしょ

うか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 そうです。参考までに申し上げますと、ごみの総排出量が48,105トンで、そのう

ち再生利用量は15,527トンでございまして、その割合として再生利用率32.3%が算

出されるものでございます。 

 

布川委員  率の算出の仕方について、分母を変更することはできないのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 他市との比較もありますので、おそらく算出方法は決まっているのだと思いま

す。 

 

布川委員  例えば、リサイクル可能なごみの総量に対する再生利用量とすれば、リサイクル
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できたはずのごみが、どの程度リサイクルできなかったのかといったように、技術

的な問題なのか、あるいはそれ以外の問題なのかという問題が明らかになると思い

ます。 

 問題点を明らかにするために、久喜市独自でそういった指標があればよいと思い

ます。 

 

事務局（関

口参事兼課

長） 

布川委員がおっしゃったような指標とした場合、燃やせるごみとして収集された

ごみは、そのまま焼却処分をしてしまいますので、リサイクルできるものとできな

いものとを区別するのは、現実的には難しいのではないかと思います。 

 

布川委員  目標値に至っていない原因として、目標設定が高すぎるのか、リサイクルの方法

に問題があるのか、明らかにするためにも、久喜宮代衛生組合において検討課題と

していただけたらよいと思います。 

  

石上委員長  委員会意見としては、達成できない要因の分析が必要ではないかという趣旨の意

見としたいと思います。 

 大綱２について、他にご意見等ございますでしょうか。 

 

  （意見等なし） 

 

石上委員長  意見は事務局で整えていただきまして、後日文書で確認することとしたいと思い

ます。 

 それでは、先に進めさせていただきます。大綱３について、事務局から説明をお

願いします。 

 

事務局（安

藤係長 

 大綱３の委員会意見の案について、説明いたします。 

 施策２「地域医療体制の充実」につきまして、資料４では２７ページ、２８ペー

ジでございますが、「「とねっと」の参加申込者数を増加させるよう、メリットや

活用例などを紹介するなど、医療機関や市民への周知を一層図られたい。地域医療

体制の整備に向け、かかりつけ医の普及・定着の一層の推進を図られたい。また、

選定療養費制度の変更やジェネリック医薬品の普及の周知も行われたい。」を案と

しております。 

 次に、施策３「子育て支援の充実」につきましては、資料４では２９ページ、 

３０ページでございますが、「子育て支援センターや児童館の事業に、大学生や高

校生にボランティアで参加してもらうなど、若年層の方が子どもと関わることの出

来る機会を確保するとともに、利用者の増加に適切に対応できるよう組織体制の拡

充に努められたい。」を案としております。 

 次に、施策４「高齢者福祉の充実」につきましては、資料４では３３ページ、 

３４ページでございますが、「いきいきデイサービスにより介護予防の推進を行う

中で、子どもとふれあう時間を設けるなど、世代間交流の取組みを推進された
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い。」を案としております。 

 大綱３については、以上でございます。 

 

石上委員長  ありがとうございました。 

 こちらも前回の議論を整理していただいたところでございますが、いかがでしょ

うか。 

 

  （意見等なし） 

 

石上委員長  後ほどお気付きの点等ありましたら、ご意見をいただきたいと思います。 

 それでは、先に進めさせていただきます。大綱４について、事務局から説明をお

願いします。 

 

事務局（安

藤係長 

 大綱４の委員会意見の案について、説明いたします。 

 施策２「学校教育の充実」につきまして、資料４では４９ページ、５０ページで

ございますが、「情報化に対応した教育の充実では、学校間における技能などの差

を可能な限りなくし、高い水準での推進を図られたい。」を案としております。 

 次に、施策３「高等教育機関との連携」につきましては、資料４では５３ペー

ジ、５４ページでございますが、「連携事業の実施に向けた取組みの推進を図られ

たい。」を案としております。 

 次に、施策４「青少年の健全育成」につきましては、資料４では５５ページ、 

５６ページでございますが、「青少年団体事業に参加する児童・生徒数が増加傾向

にも関わらず、青少年相談員の人数が減少している。青少年相談員の増加につい

て、一層の取組みを図られたい。」を案としております。 

 大綱４については、以上でございます。 

 

石上委員長 ありがとうございました。 

こちらは３点ございますが、いかがでしょうか。 

 

桂田委員  施策２の学校教育の充実について、前回の会議で竹長委員から学校や先生によっ

て差があると伺いました。公立ですと決まった学区に子どもを通わせることになり

ます。保護者にとっては、学校や先生による差ですとか、どのような水準で授業が

行われているのか分かりませんが、学校や先生による差を限りなく減らしていくこ

とは重要なことだと思います。 

  

事務局（安

藤係長） 

 ただ今のご意見に直接的には関係するものではないのですが、前回の会議で桂田

委員からご質問をいただきましたタブレット端末の設置状況についてでございます

が、各小・中学校にそれぞれ９台ずつ導入しているところでございます。 

 タブレット端末の活用については、教育委員会において各学校の活用事例集を作

成し、全小・中学校に配布しております。この事例集を通じて、他の学校での優れ
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た活用方法を導入するなど、学校や先生による差を少しずつでも減らしていこうと

いう取組を行っているところでございます。 

 

桂田委員  その事例集は、市ホームページ等で拝見することはできるのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 各学校に配布されているのみとなり、先生の間で活用されているものでございま

す。先生が各校の取組を取り入れるための参考資料として、教育委員会が作成して

いるところでございます。 

 

石上委員長 ただ今のご意見をまとめますと、学校間における授業のレベルの差を減らしてい

くということになるかと思います。 

他にはなにかございますか。 

 

竹長委員  情報教育に関する研究会が埼玉県内でも行われております。私の記憶ですが、そ

ういった研究会に参加する先生の中で、久喜市の先生方は少ないように感じまし

た。数年前のことなのですが、そのような状況だったと思います。 

 例えば、何らかの研究の推進校に指定されている学校では、研究発表を行います

が、そういった場に先生方が積極的に参加していただけるような体制づくりや働き

かけを行ったらよいのではないかと思います。 

 先生方は様々な課題をかかえており、そういった場に中々参加することができな

いという状況もあると思いますが、情報化は国を挙げて推進していますので、先生

方に積極的に参加できるような環境づくりをしていただければよいのではないかと

思います。 

 

石上委員長  どこの学校へ行っても同レベルの授業を受けることができるようにしていただき

たく、そのためには、先生方の時間を確保して、研修を受けることができるような

環境を整えられたい、というような意見としてまとめていただきたいと思います。 

 その他、大綱４で何かございますでしょうか。 

  

山田委員  施策４の青少年の健全育成の意見（案）ですが、青少年団体事業の実施に、青少

年相談員が密接に関わっていたりですとか、主催したりですとか、そういったこと

はあるのでしょうか。 

 特にそういったことがないのであれば、現在の意見（案）である、青少年団体事

業の参加者が増加傾向にあるにもかかわらず、という表現と合わなくなってしまう

と思います。 

 

石上委員長  青少年相談員は県で登録しているものですが、そのことと市の青少年団体事業は

切り離して考えられるものなのでしょうか。 
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事務局（安

藤係長） 

 資料４の５５ページの下段に青少年団体として９団体記載しておりますが、これ

らの団体に青少年相談員がどれだけ関わっているのかというのは、今お答えするこ

とはできませんので、後ほど確認させていただきたいと存じます。 

 おっしゃるとおり、青少年相談員の関わりが少ないとなると、意見（案）の表現

が合わなくなりますので、後ほど調整させていただきたいと存じます。 

 

石上委員長  いずれにしましても、需要はあるが供給が追い付いていないというような趣旨で

まとめていただきたいと思います。 

 その他、教育関係で何かございますでしょうか。 

 

  （意見等なし） 

 

石上委員長  それでは、施策２の学校教育の充実と施策４の青少年の健全育成に関しては、意

見（案）の文言を修正させていただきます。 

 先ほど同様、事務局で文案を作成していただきまして、後ほど文書で郵送させて

いただき、ご確認いただくということにしたいと思います。 

 それでは次に、大綱５について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（安

藤係長 

 大綱５の委員会意見の案について、説明いたします。 

 施策２「道路・公共交通の整備・充実」につきまして、資料４では６９ページ、

７０ページでございますが、「久喜地区におけるデマンドタクシーの実証実験の実

施結果や路線ごとの乗車人数の分析を行うことで、交通弱者への対応をはじめ、よ

り市民のニーズに合った公共交通の確立を図られたい。」を案としております。 

 次に、施策６「防災・消防体制の充実」につきましては、「ハザードマップの一

層の周知を行うなど、各家庭における防災への意識の向上につながる取組みを推進

されたい。」を案としております。 

 大綱５については、以上でございます。 

 

石上委員長 ありがとうございます。 

それでは、大綱５について、何かございますでしょうか。 

 

山田委員  施策２の道路・公共交通の整備・充実について、意見（案）の文言なのですが、

「路線ごとの乗車人数の分析」は、市内循環バスのことに限られるものだと思いま

すので、「市内循環バスの路線ごとの乗車人数の分析」とした方がよいと思いま

す。 

 

石上委員長  デマンドタクシーと市内循環バスと分かるような表現に改めたいと思います。 

 他に何かございますでしょうか。 

 

布川委員  施策６の防災・消防体制の充実について、意見として、防災情報について、ツイ
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ッター等で情報提供されていると思いますが、市民との相互の情報提供について、

意見として入れていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 市では、防災情報のメール配信を行っております。また、防災行政無線のデジタ

ル化に取り組んでいるところでございます。 

 防災行政無線やメール配信の他に情報提供手段を検討されたい、という意見を付

すことはできると思いますが、他に手段が考えられない中で意見とするのは難しい

かと思います。 

 

布川委員  前回の会議の中で、栃木県小山市のコミュニティＦＭの例を出したのですが、こ

ういったことも一つのやり方としてよいのではないかと思います。 

 ＮＰＯ法人が運営しているものですが、どのようなものなのか、市としてお話を

伺うなどして検討していただきたいと思います。 

 防災行政無線は、大雨の際は窓を閉めますので、室内では聴こえにくいというこ

とがあります。大きな災害が起きるときは、これに近い状況であると思いますの

で、そういった状況を念頭に置いた市の情報発信のあり方について、調査して検討

していただければよいと思います。 

 このことについて、ぜひ意見として入れていただきたいと思います。 

  

石上委員長  それでは、ただ今のご意見につきましては、多様な通信連絡体制の構築に向けて

検討されたいということで、日進月歩で多様なツールや手段が生まれていますの

で、そういったことも調査しながら検討されたい、ということでまとめさせていた

だきたいと思います。 

 

布川委員  もう一点なのですが、ハザードマップの周知の取組について、「推進」ではなく

「強化」としていただきたいと思います。 

 ハザードマップに関しては、市と市民の理解・意識というのは、かなり温度差が

ありますので、その温度差を縮めるために、ハザードマップの周知を「強化」して

いただきたいと思います。 

 

石上委員長  それでは、「推進」を「強化」としたいと思います。 

 市では、防災に関する市民意識向上のために、行っていることはあるのですよ

ね。 

 

事務局（関

口参事兼課

長） 

 市では、自主防災組織の育成を推進しておりまして、それぞれの自主防災組織に

おいて、防災訓練を行ったり、防災に関する啓発を行ったりしているところでござ

います。 

 

布川委員  実際にそういったことに参加されている方達はいいのですが、参加されないよう

な方達への啓発が重要だと思います。 
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事務局（関

口参事兼課

長） 

 布川委員がおっしゃったように、参加されない方々への対応ということも、重要

なことであると考えております。 

 

 

石上委員長  大綱５について、他に何かございますでしょうか・ 

 

  （意見等なし） 

 

石上委員長  それでは、大綱６について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（安

藤係長） 

 大綱６の委員会意見の案について、説明いたします。 

 施策６「消費生活の充実」につきまして、資料４では１０１ページ、１０２ペー

ジでございますが、「消費生活相談の相談内容の集計や具体例をホームページで公

開するなど、消費生活情報の提供や注意喚起を推進されたい。」を案としておりま

す。 

 大綱６については以上でございます。 

 

石上委員長 ありがとうございました。 

消費生活相談については、件数よりも、具体的な相談内容の情報提供が注意喚起

につながると思いますが、何かございますでしょうか。 

 

布川委員  広報紙で相談事例の掲載がありましたよね。 

 

事務局（安

藤係長） 

 広報紙には掲載していますが、市ホームページには掲載しておりませんので、意

見を付すことで担当課に対する問題提起となるのではないかと思います。 

 

石上委員長 ホームページに限ることではないので、「ホームページ等」にしていただきたい

と思います。 

 他には何かございますでしょうか。 

  

  （意見等なし） 

 

石上委員長  それでは、大綱７について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（安

藤係長） 

大綱７について、委員会意見の案について説明いたします。 

 施策２「健全な財政運営の確立」につきまして、資料４では１０７ページ、 

１０８ページでございますが、「ふるさと納税については、魅力ある返礼品の発掘

や宣伝力の強化を行うなど、寄附者の増加に向けた工夫に努められたい。」を案と

しております。 
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 大綱７については以上でございます。 

 

石上委員長 ありがとうございます。 

それでは、大綱７について、何かございますでしょうか。 

 

布川委員 昨今、ふるさと納税について、返礼品競争の過熱から返礼割合を下げるなど、状

況が変化していますが、この点についての意見との整合は取れているのでしょう

か。 

 

事務局（関

口参事兼課

長） 

 ふるさと納税について、返礼割合は寄付金額の３割以内とすること、高額なもの

や換金性の高い返礼品は取り止めることが、国から通知されたところでございま

す。 

また、返礼品に頼らず、共感を得るような事業に対して寄附を募ることなども通

知されたところでございます。 

 

布川委員  本来のふるさと納税の趣旨に沿うようなことにするということですね。 

 

石上委員長  ふるさと納税の返礼品をひとつの契機として、久喜市の魅力は一体何なのか、改

めて見つめ直し、再発見されたいですとか、そういった表現とするということも考

えられます。 

 

布川委員  そういった文言がよいと思います。 

 

石上委員長  それでは、そういった趣旨で文言を整理していただきたいと思います。 

 

布川委員  事業に対する寄附ということは、ふるさと納税の趣旨にも沿った大変よいことだ

と思います。まさに、「個性輝く」ということを前面に出して推進していただきた

いと思います。 

 

石上委員長  事業に対する寄附について、市では何か考えていますか。 

 

事務局（関

口参事兼課

長） 

 現在のところ、特段のものはございません。 

 

石上委員長  意見（案）ですと、返礼品を推進していく表現となっていますので、先ほど申し

上げました意見とした方がよいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

布川委員  その方がよいと思います。 
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事務局（安

藤係長） 

 それでは、そのような表現に改めたいと思います。 

 

 

石上委員長  それでは、一通り前回頂戴した意見を事務局で整理していただいて、１３項目に

ついて意見を付すことといたしました。 

 慣れもありますので、来年度は意見を付す項目は増えると思いますが、今年度の

評価はこのような形としたいと思いますが、他にも何かご意見等ございますでしょ

うか。 

 

  （意見等なし） 

 

石上委員長  それでは、各施策に対する審議を終了し、いただいた意見につきましては、委員

会意見欄に反映させたいと思います。 

 意見につきましては、事務局で文言等整えていただきまして、委員の皆様に案を

ご確認いただきたいと思いますが、事務局ではどのくらいで準備できますか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 意見欄については、早めに確定させていただきたいと考えておりまして、遅くと

も週明けの月曜日までには、会議録より先行して郵送させていただきたいと存じま

す。 

 

石上委員長  郵送されますので、なるべく早めにご確認いただければと思います。 

  
（２）その他 

石上委員長  続きまして、議題（２）その他について、委員の皆さんから何かございますか。 

 

 （特になし） 

 

石上委員長  事務局から、何かございますか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 それでは、今後の予定等につきまして、ご説明申し上げます。 

 まず、会議録の関係ですが、案を作成後、委員の皆様に郵送により送付させてい

ただきます。 

 修正等のご指摘をいただきました後、これを反映させまして、石上委員長と今回

の署名委員であります鈴木委員一任で、確定とさせていただきたいと存じます。 

 また、本日ご審議いただきました意見欄につきましては、事務局におきましてま

とめさせていただきまして、会議録よりも早めに郵送させていただき、ご確認いた

だきたいと存じます。 

 なお、施策評価シートにつきましては、委員会の意見欄を確定後、完成したシー

トを久喜市議会議員に情報提供いたします。併せて、ホームページへの掲載、公文
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書館、図書館への配架等により公開いたします。 

 次に、次回の委員会の開催予定でございます。 

 本日のご審議によりまして、行政評価委員会意見欄を確定していただき、これを

もちまして個々の施策に対する審議は終了となるものでございます。 

 次回の委員会は、平成３０年度の施策評価として、１年後の平成３０年１１月頃

に開催させていただきます。正式に日程が決まり次第、ご通知を差し上げたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、第１回委員会でもお話ししましたが、平成２９年度で総合振興計画前期基

本計画が終了いたします。その関係で、次年度、平成３０年度の本委員会につきま

しては、今回実施しました施策評価に加えて、そのひとつ上の階層、７つの大綱に

ついて評価を行う政策評価についてもご審議いただきたいと考えております。その

ため、平成３０年１１月から１２月上旬にかけて２回から３回、続いて平成３１年

１月から２月にも３回程度、委員会を開催させていただきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

石上委員長  ただ今、事務局から、次回の委員会の日程などについて説明がありました。 

 意見欄でございますが、事務局から案文を郵送していただきまして、場合によっ

ては修正等のご意見をいただくかと思います。そこから先の文言修正等、意見の取

扱いにつきましては、私委員長へ一任させていただければと思いますが、よろしい

でしょうか。 

 

  （異議なし） 

 

石上委員長  それでは、そのようにさせていただきます。 

委員の皆様からほかに何かご質問等ございますか。 

 

 （特になし） 

 

石上委員長  それでは、以上で本日の議題は終了とし、進行を司会に戻したいと思います。 
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４ 閉会 
司会（関口

参 事 兼 課

長） 

 石上委員長、ありがとうございました。 

また、委員の皆様におかれましても、長時間にわたりご審議いただきましてあり

がとうございました。 

これを持ちまして、平成２９年度第３回久喜市行政評価委員会を閉会させていた

だきます。 

ご協力ありがとうございました。 

 

 会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 
平成２９年１２月２０日    

 

委員長 石上 泰州 

 

委 員 鈴木 美栄子  

  


