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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 令和２年度第１回久喜市行政改革推進委員会 
開 催 年 月 日 令和２年６月３０日（火） 
開 始 ・ 終 了 時 刻 午前９時００分から午前１０時４５分まで 
開 催 場 所 栗橋総合支所 第１・２会議室 
議 長 氏 名 委員長 浅野 和生 
出席委員（者）氏名 浅野 和生、枝 重雄、岡田 善治、久芳 しげ子、 

齊田 保彦、冨田 伯枝、長谷川 容子、松本 陽子 
欠席委員（者）氏名 大鹿 浩彰、柏浦 茂、加藤 武男、林 欣也、溝田 瑩貴 
説 明 者 の 職 氏 名 総務部参事兼企画政策課長 関根 義寛 

企画政策課 課長補佐兼行政管理係長 藤本 健 
企画政策課 行政管理係 担当主査 森山 真一 
企画政策課 行政管理係 主事 下田代 秀弥 

事務局職員職氏名 総務部参事兼企画政策課長 関根 義寛 
企画政策課 課長補佐兼行政管理係長 藤本 健 
企画政策課 行政管理係 担当主査 森山 真一 
企画政策課 行政管理係 主事 下田代 秀弥  

会 議 次 第  １ 開会 
２ 議題 
（１） 第２次久喜市行政改革実施計画の進捗状況について 
（２） 久喜市行政改革に関する提言書（案）について 
（３） その他 
３ 閉会 

配 布 資 料 ・次第 
・資料１第２次久喜市行政改革実施計画（令和２年４月１日見

直し） 
・資料２第２次久喜市行政改革実施計画の進捗状況（令和２年

３月３１日時点） 
・資料３個別事業シート（令和元年度年間実績） 
・資料４個別事業シート（令和２年度年次計画） 
・資料５久喜市行政改革に関する提言書（案） 
・追加資料１事前質問回答・委員会意見対応状況シート 
・追加資料２委員意見一覧表（案） 
・追加資料３個別事業シート（取組項目２４）（資料３、４差

替え） 
・追加資料４調書別表４０・４１（資料４） 

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 
１ 開 会 
発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 
司会（関根参

事兼課長）  皆様、こんにちは。  本日は、大変お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうござい
ます。 
ただいまから、令和２年度第１回久喜市行政改革推進委員会を開会さ

せていただきます。 
私は本日の司会を務めさせていただきます、企画政策課長の関根でご

ざいます。どうぞよろしくお願い申し上げます。はじめに、本日の会議

は、年度が変わり初めての会議でありますことから、事務局職員の紹介

をさせていただきます。 
始めに私、総務部参事兼企画政策課長の関根でございます。 
企画政策課課長補佐兼行政管理係長の藤本でございます。 
同じく行政管理係担当主査の森山でございます。 
同じく行政管理係主事の下田代でございます。 
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 
開会に先立ちまして、はじめに、現在の出席委員について、ご報告申

し上げます。委員１３名中、出席委員８名でございます。本委員会は、

久喜市行政改革推委員会条例第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。 
続きまして、皆様にご了承をいただきたいことがございます｡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。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。 
委員の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。 
続きまして、本日の会議資料の確認をさせていただきたいと存じま

す。事前にお配りしております資料でございますが、 
次第 
資料１  第２次久喜市行政改革実施計画（令和２年４月１日見直し） 
資料２  第２次久喜市行政改革実施計画の進捗状況 

（令和２年３月３１日時点） 
資料３  個別事業シート（令和元年度年間実績） 
資料４  個別事業シート（令和２年度年次計画） 
資料５  久喜市行政改革に関する提言書（案）  
また、本日机の上にお配りさせていただきました資料でございます

が、 
・追加資料１ 事前質問回答・委員会意見対応状況シート 
・追加資料２ 委員意見一覧表（案） 
・追加資料３ 個別事業シート（取組項目２４）（資料３、４差替え） 
・追加資料４ 調書別表４０・４１（資料４） 
以上でございますが、不足等はございませんでしょうか。  
（不足等なし）  
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ありがとうございました。 
それでは、開会にあたり、浅野委員長からご挨拶を頂戴したいと存じ

ます。  
浅野委員長  （委員長あいさつ） 
司会（関根参

事兼課長）  ありがとうございました。それでは、早速ですが、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、久喜市行政改革推進委員会条

例第７条第１項の規定に基づき、浅野委員長に議長をお願いしたいと存

じます。それでは、浅野委員長よろしくお願いいたします。     
２ 議 事 
（１）第２次久喜市行政改革実施計画の進捗状況について 
議長（浅野委

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。 
円滑に議事が進行いたしますよう、皆様方の特段のご協力をお願いい

たします。 
はじめに、本日の会議に当たり、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、これまで、私ともう一人の２名に一任

いただき、署名をもって確定としております。 
今回の署名委員につきましては、５０音順ですと、加藤委員にお願い

するところですが、本日はご欠席の連絡を頂いていることから、繰り下

げ、久芳委員にお願いしてもよろしいでしょうか。  
（委員了承）  
ありがとうございます。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。 
それでは、議事に入ります。 
「（１）第２次久喜市行政改革実施計画の進捗状況について」を議題

といたします。 
事務局から説明をお願いします。  

事務局（下田

代主事） それでは、審議に入ります前に、会議資料、会議の進行方法につい

て、ご説明いたします。  はじめに、会議資料についてご説明いたします。  資料１をご覧ください。  こちらにつきましては、令和元年度に開催いたしました、久喜市行政
改革推進委員会の意見を踏まえ、令和２年４月に見直しを行った第２次

久喜市行政改革実施計画となっております。 
変更箇所につきましては、赤字で印字をしております。主に「目標」

「現状・課題」について変更を行っており、資料４の令和２年度年次計

画に反映させるとともに、次年度以降の評価において反映させる予定で

ございます。 
資料２をご覧ください。 
第２次久喜市行政改革実施計画の令和２年３月３１日時点における進
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捗状況について、総括的な資料としてまとめたものでございます。 
全体の進捗状況、方針別進捗状況等を資料３、資料４から抜粋して記

載しております。 
なお、資料３には、令和元年度の年間実績、資料４には令和２年度の

年次計画が記載されております。 
評価の基準は、資料２の３ページに記載しております。  評価にあたりましては、評価を開始した年度である平成２９年度と同

一の基準で実施しており、達成・完了のＡＡ評価から実施見合せのＤ評

価までの５段階によるものとしております。 
資料３、資料４につきましては、追加資料３、個別事業シート２４に

ついて差替えをいただきますようお願いいたします。 
資料５につきましては、７月２８日開催予定の第２回委員会におきま

して、市長宛てに答申をいただく際の提言書（案）となっております。 
追加資料１については、事前質問・前回委員会意見についての対応状

況となっております。 
追加資料２については、今回の事前質問時に頂戴した意見となってお

ります。 
追加資料３については、資料３、４の個別事業シート（取組事項２

４）について差替えをいただきますようお願いいたします。 
追加資料４については、資料４、項目４０～４１の別表の速報値とな

っております。 
続きまして、会議の進行方法についてでございます。 
本来であれば、資料３、資料４の個別事業シートにつきまして、１項

目ずつご審議をお願いしたいところではございますが、お時間も限られ

ておりますことから、総括としてまとめた資料２に基づき、ご説明申し

上げたのち、個別の項目について、資料３、資料４をご覧いただきなが

ら、ご審議いただきたいと存じます。 
続きまして、全体の進捗状況でございます。 
資料２をご覧ください。１ページでございます。 
１の全体の進捗状況でございますが、令和２年３月３１日時点の進捗

状況でございます。 
全５０項目のうち、ＡＡ評価が５項目、Ａ評価が１４項目、Ｂ評価が

２０項目となり、合計３９項目につきましては、Ｂ評価以上であり、概

ね順調に進捗しているところでございますが、７項目につきましては、

Ｃ評価、２項目については、Ｄ評価となっております。また、項目４

０、４１については実績値が出ていないため評価不能としております。 
また、財政効果額については、計画額を上回り進捗しております。 
続きまして、２ページをご覧ください。 
２の方針別進捗状況でございますが、各取組項目を方針別に分類した

ものでございまして、各方針の進捗状況に大きな違いは見受けられてい

ないところでございます。 
続きまして、４ページをご覧ください。 
４ページ以降につきましては、３つの基本方針別の進捗状況の詳細と

なってございまして、【令和元年度の進捗状況】、【個別の項目】を記

載しております。 
個別の項目については、計画どおり以上の進捗であるＡ評価、Ｂ評価

の項目は、令和３年度までの取組目標の達成に関し、問題がないものと

考え、ＡＡ評価、Ｃ評価、Ｄ評価の項目のみを資料３、資料４から抜粋

して、記載しております。 
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審議前の説明につきましては、以上でございます。  

議長（浅野委

員長）   ただ今事務局から説明がありました。 
質問や意見がありましたら、発言を願います。    

（質問・意見なし）  
議長（浅野委

員長）  ないようであれば、引き続き事務局から「基本方針１ 効率的・効果
的な行政サービスの提供」について、説明をお願いします。  

事務局（下田

代主事）   （資料１、資料２、資料３、資料４、追加資料１に基づき説明） 
議長（浅野委

員長）   ただ今事務局から説明がありました。 
質問や意見がありましたら、発言を願います。 

富田委員  マイナンバーカードについてこれまでの会議でも議論がされてきまし
たが、この度の新型コロナウイルスに係る特別定額給付金と関連すると

は思ってもみませんでした。  今回の久喜市の特別定額給付金の素早い対応については、とても評価
すべきものであると思っております。 
未だに特別定額給付金が支給されていないとの報道がある中、久喜市

では、迅速な対応がされていることについては、ものすごく評価すべき

であると思います。 
また、今回の件で、マイナンバーカードに対する考え方について見直

すべきだと感じました。  
議長（浅野委

員長）   特別定額給付金への対応について、久喜市は、周辺他市と比べて、郵
送を含め大変素早い対応がされていました。  しかし、マイナンバーカードでの申請手続きについては、指定のカー
ドリーダーがないと申請ができないなど課題もございました。  

久芳委員  今朝のニュースで、マイナンバーカード申請率の全国平均が１７％台
という数字が出ておりました。  そのことを踏まえると、令和元年度実績評価はＣ評価となっておりま
すが、令和元年度の申請率１９％という数値はいい数値であると考えま

す。  また、特別定額給付金については、周りからもとても素早い対応で良
かったとの声を聞いております。私自身もそのように感じております。  そこで、参考としてご質問をさせていただきます。  今回の特別定額給付金の申請数のうち、マイナンバーカードを使った
オンライン申請は何％でしたか。  

事務局（下田

代主事）  令和２年６月２４日時点で、全体の３．９％がオンラインでの申請と
なっております。  
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議長（浅野委

員長）  事前質問において、マイナンバーの発行促進について、市独自の計画

がないと質問があり、それに対して、回答がなされていますが、それに

ついて、皆様ご意見はございますか。  
松本委員  マイナンバーカードの制度自体が国の方針で縦割り的な部分があると

ころや、前提としてマイナンバーカードの使いづらさもあるため、Ｃ評

価とありますが、市の取組結果のみが原因ではないため、あまり、評価

が悪いと思わなくても良いと思います。  
議長（浅野委

員長）   他にご意見等が無いようでしたら、次に進めます。 
「基本方針２ 効率的・効果的な行政運営」について、事務局の説明

をお願いします。  
事務局（下田

代主事）  （資料１、資料２、資料３、資料４、追加資料１に基づき説明） 
議長（浅野委

員長）  追加資料３について、説明をお願いします。 
事務局（下田

代主事） 取組項目２４の時間外勤務の削減について、差替えとなっておりまし

て、修正内容については、数値目標の令和元年度実績の数値が変更とな

っております。  
議長（浅野委

員長）   年度別実績の令和元年度分においてカッコ書きのあった選挙、台風の
表記がなくなっていますが、その部分が時間数の変更になった理由でし

ょうか。  
事務局（藤本

補佐兼係長）   数値が変更となった理由については、当初管理職の時間外勤務数も含
んで計算しておりましたが、管理職分を含まない数字に改めておりま

す。  年度別実績の令和元年度分においてカッコ書きのあった表記について
も管理職の時間数が含まれている可能性があるため、精査し、カッコ書

きについて７月の審議会において正しい数値をご報告いたします。  
岡田委員  整理番号１９の職員提案制度の推進について、数値目標の項目につい

て意見がございます。 
① 事務改善実施件数については、職員一人当たり１件以下であり、 

目標も実績も少ないと思います。 
② 「改革・改善しやすい職場の風土がある」と感じている職員の割 

合については、①の数値の割には、高い数値であると思います。  
議長（浅野委

員長）  「改革・改善しやすい職場の風土がある」と感じている職員の割合が数

値目標となっていて、実績値が平成３０年度から比べると４％下がって

おり、このまま取組みを進めていても、数値が改善されるようには感じ

られません。  
事務局（森山

担当主査） これまで実施した職員アンケートの回答の中には、制度自体が使いづ

らい、職員提案をしても、採用されるまで半年以上かかってしまうなど
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の意見がありましたので、令和元年度において、職員提案制度を誰でも

気づいたことをすぐに提案できるような簡素な制度に改めました。 
また、職員アンケートの「改革・改善しやすい職場の風土がある」と

いう項目について、回答の選択肢の一つに「どちらともいえない」とい

う選択肢があり、この選択肢を選択した職員が全体の２５％程度おりま

した。今後は、回答の選択肢について、「改革・改善しやすい職場の風

土がある」と感じているか、感じていないかはっきりと分かるようなア

ンケートを実施していきたいと考えております。  
松本委員 職員アンケートの「改革・改善しやすい職場の風土がある」という項

目について、職員提案制度を通して改善しやすいと感じているか、日常

業務において改善しやすいと感じているか、どちらについて聞いている

のでしょうか。 
また、アンケートは無記名で行っているのでしょうか。  

事務局（森山

担当主査）  日常業務において、改善しやすい職場の風土があるかという趣旨でア

ンケートを取っております。 
アンケートは無記名で行っております。  

久芳委員  取組項目２４の時間外勤務の削減についての意見です。 
ノー残業デーについて現在、一律、水曜日、木曜日となっております

が、所属所によって繁忙期は異なることから、個々にノー残業デーを設

定すれば、定時で帰りやすくなるのではないでしょうか。  
事務局（藤本

補佐兼係長）   時間外勤務の削減については、本市においても試行錯誤しながら削減
に向けて取り組んでいるところでございます。  その中で、少なくとも週に２日は全庁的に定時に帰るという取組みを
行っていますが、なかなかうまくいっていない現状でございます。  今回の意見について人事課にも伝えさせていただき、より良い制度運
営に努めてまいりたいと考えております。  

松本委員  時間外勤務の削減に関連し、時間外を超えさせない取組みではなく、
例えば、ＡＩを活用することで作業時間を減らすなど残業しないための

仕事のやり方を考えた職員を評価する仕組みがあるといいと思います。  
事務局（藤本

補佐兼係長）   市役所は営利企業ではないため、残業縮減に向けた提案をした職員に
インセンティブを与えるような思い切ったことに踏み込みにくいという

課題があります。 
ご提案いただいたＡＩの活用については、現在、本市でも、会議録作

成システムやＡＩ－ＯＣＲの導入に向けて取り組んでいるところでござ

います。   
議長（浅野委

員長）   取組項目１２のシティプロモーションの推進について、取組項目１３

の市政情報の積極的な発信、取組項目１４の広報紙のあり方の見直しに

ついて、いずれも令和元年度実績がＡ評価となっております。評価の枠

組みからすると理解できますが、内容を見ると本当にＡ評価としてよい

か疑問です。 
取組項目１２を見ると、ことりっぷ久喜の配布について計画されてい

ますが、配布数を見ると平成３０年度の２万部に対し、令和元年度は１



８ 
万部となっており、半減しています。 
メディアの紹介数においても、同じ取組みを行っているとメディアも

紹介しなくなるのは分かるのですが、平成３０年度の１４件に対し、令

和元年度は２件となっています。 
取組項目１３については、ツイッターやメールの配信数が数値目標と

なっており、数値目標を超えるとＡ評価となるが、平成３０年度のツイ

ッター発信数５２８件、メール配信数６０６件に対し、令和元年度は、

ツイッター発信数４６７件、メール配信数５７０件であり、平成３０年

度に比べると発信力は低下しています。 
取組項目１４については、令和元年度の実績評価の成果・効果の項目

において、「市が発信したい情報を分かりやすく伝えることができた」

と表記しているが、根拠がありません。外部から分かりやすいという評

価を得たのか、得ていないのであれば、単に市の自己評価となってしま

うがいかがでしょうか。  
事務局（関根

参事兼課長）  取組項目１４について、昨年度、広報紙のカラー化を行った際に、カ

ラー化に対する意見を募集する記事を広報に掲載いたしました。その中

で、市民の方からカラー化して見やすくなったという意見を頂戴してお

ります。  
岡田委員  取組項目２２の職員定員管理の適正化について意見がございます。 

ただ単に職員数を追っている計画ですが、現在、短期的に職員数のみ

を追っているため、計画に意味があるのか疑問です。中長期的に臨時職

員や指定管理や業務委託先の嘱託人数まで含めて考えるべきであると思

います。  
事務局（藤本

補佐兼係長）     第２次行政改革大綱については、前行政改革推進委員会での議論を踏

まえ、策定し、市として取り組んでいくという決定がなされたもので

す。 
しかし、委員目線で疑問に感じる項目については、この先、あらため

て計画を作成する場合、取組項目についても、検討していく必要がある

と考えております。 
ご指摘のあった点について人事課に伝えさせていただき、今後の計画

について検討させていただきます。  
枝委員 職員の仕事量が増大したことにより、精神的に病んでしまい、休んで

しまう職員や退職してしまう職員がいるという話を聞きます。  職員定員管理の適正化も含め、今後の運営方針についてお伺いしま
す。  

事務局（藤本

補佐兼係長）   ご指摘のとおり、行政は、一度始めた事業等を止めることに取り組み

にくい体質であり、年々事務量が増えている状況です。 
そのような状況からも、職員数を減らすことだけが、職員定員の管理

適正化ではないと人事課も判断しており、令和２年度に新たに策定され

た久喜市職員適正化計画では、令和３年度以降職員を増やす計画となっ

ております。 
今後は、事務量の簡素化、時間外勤務の縮減、窓口業務委託やＡＩ導

入など、多角的な行政改革に取り組みながらより良い職場づくりに努め

てまいります。 



９ 
議長（浅野委

員長）   取組項目２０の研修の充実による人材育成の推進について計画通りに

進捗できていることから，Ｂ評価となっているが、研修機関への派遣者

数が年々減少している状況で、Ｂ評価としてよいのか伺います。 
事務局（藤本

補佐兼係長）  ご意見として承ります。 
人事課へ伝えさせていただき、今年度以降改善できるよう努めてまい

ります。 
ただし、今年度につきましては、コロナ禍で研修数は減少するものと

思われます。  
松本委員  オンライン研修を受講すれば、研修自体は受けることができると思い

ます。  
事務局（藤本

補佐兼係長） ご意見として承ります。 
久芳委員  研修内容について、職場に還元できるようにできればいいと思いま

す。  
事務局（藤本

補佐兼係長）  現在、研修報告書については、所属長までの決裁ラインのみが共有し

ている状況でございます。 
事務改善に係る研修などの報告書については、決裁ライン以外の職員

にも情報共有できるような仕組みづくりについて検討してまいりたいと

思います。  
議長（浅野委

員長）   他にご意見等が無いようでしたら、次に進めます。 
「基本方針３ 健全な財政運営」について、事務局の説明をお願いし

ます。  
事務局（下田

代主事） （資料１、資料２、資料３、資料４、追加資料１に基づき説明） 
議長（浅野委

員長） ただ今の事務局の説明について、ご意見等ございますか。  
岡田委員  取組項目３３のスクラップ・アンド・ビルド予算編成の推進、取組項

目３４ゼロ予算事業の推進に関連した意見があります。  現在、予算編成時に予算要求額を少なくする取組みとなっているが、
予算が配分された後の執行額を減らす工夫をする取組みがあると、財政

効果額を算出することができると思います。 
また、財政課だけでなく、全課で取り組むことができると思います。  

事務局（藤本

補佐兼係長）  現在の予算編成のやり方として、事業部ごとに予算が配分され、その

範囲内で予算編成を行っているところでございます。  執行に当たっては、どうすれば安価でより効果の高い予算執行ができ
るか考えながら執行できていると考えておりますが、制度として執行額

を財政効果額に繋いでいるものはない状況です。  ご意見のあった、執行額を減らすことで、財政効果額に反映させる方
法については、非常に効果的だと思います。今後の行政運営に生かして

まいりたいと思います。  



１０ 
議長（浅野委

員長）  ほかにございますか。  
（意見等なし）  
それでは、これまでいただいた意見につきまして、事務局にて担当課

と調整し、委員長確認の上、各実施項目の今後の取組みに反映させるこ

ととして、当委員会の意見としたいと思いますが、よろしいでしょう

か。  
（意見等なし）   それでは、そのようにさせていただきます。     

２ 議  題 
（２）久喜市行政改革に関する提言書（案）について 
議長（浅野委

員長）  続きまして、議事（２）「久喜市行政改革に関する提言書（案）につ

いて」を議題といたします。 
事務局から説明をお願いします。  

事務局（下田

代主事）  （資料５、追加資料２に基づき説明） 
議長（浅野委

員長）  ただ今の事務局の説明について、ご意見等ございますか。 
齊田委員  過去の委員会意見について、追加・修正することはできますか。 
事務局（藤本

補佐兼係長）   過去の委員会意見については、すでに審議内容として公表されており
ますので、本日の審議会意見としていただきたいと思います。 

齊田委員  それでは、本日の意見として、取組項目３５の水道事業の健全運営に
ついて、提言書では、令和２年１月の意見として、「適正な水道料金体

系の構築に努められたい。」とあるが、理由等の背景に記載がないた

め、「水道ビジョンに則り、収支バランスを精査の上、適正な水道料金

体系を作っていただきたい。」と記載していただきたいと思います。  
事務局（藤本

補佐兼係長）   本日いただいたご意見を基に提言書（案）を修正し、委員の皆様にご
確認いただきますので、その際にご確認ください。 

岡田委員  追加資料２、整理番号３３のスクラップ・アンド・ビルド予算編成の
推進についての事前意見について、「新規事業が発生する場合、スクラ

ップ化する事業がなければ認めないこととするなど、スクラップ・アン

ド・ビルドの徹底に努められたい。」とありますが、実際のところ、運

用は不可能であると考えます。 
スクラップもビルドも大事なことではありますが、ビルドするために
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スクラップしなければならないという発想が生まれてしまうと、真に必

要な事業を始める際の弊害となる可能性があるので、この意見を省いた

ほうが良いのではないか。  
議長（浅野委

員長）   只今の意見について、整理番号３３のスクラップ・アンド・ビルド予
算編成の推進については今回の実施計画見直しにおいて目標値を５０％

から１００％に変更しています。  そうなると、事前意見は必要となるのではないでしょうか。  
事務局（藤本

補佐兼係長）   こちらにつきましては、考え方が２つございまして、１つは、財政部
局としては、毎年歳入に対する歳出が超過していることから、スクラッ

プ・アンド・ビルドの徹底について事業を開始する際は、違う事業を廃

止するよう全庁的に周知しております。  以上のことから、今回の実施計画変更において目標値が１００％とな
っております。  一方で委員会意見の中に、新規事業が発生する場合、スクラップ化す
る事業がなければ認めないことを入れる必要がないのではないかという

議論もあると思います。  こちらについては、表現を改めるべきか省くべきかについて委員会で
議論いただきたく存じます。  委員長よろしくお願いします。  

議長（浅野委

員長）   皆さんご意見はございますか。 
岡田委員  文言を「新規事業が発生する場合、極力スクラップ化に努めるなど、

スクラップ・アンド・ビルドの徹底に努められたい。」と変更すると良

いのではないかと思います。  
事務局（藤本

補佐兼係長）   委員の皆様がよろしければ、只今のご意見のとおり変更させていただ
きます。 

議長（浅野委

員長）   ほかにございますか。  
それでは、これまでいただいた意見につきまして、事務局にて担当課

と調整し、委員長、確認の上、当委員会の意見として決定したいと思い

ますが、よろしいでしょうか。  それでは、そのようにさせていただきます。            
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２ 議 事 
（３）その他 
議長（浅野委

員長）           続きまして、議題（３）その他について、委員の皆さんから何かござい

ますか。   それでは、私から一言申し上げます。 
委員の皆様におかれましては、２年間のご審議お疲れ様でした。  これまでの審議において、活発な意見交換、議論ができ、行政改革の

推進に寄与することができたと考えております。  今後の行政改革につきましては、これまでの審議を踏まえ、ＰＤＣＡ
サイクルを念頭に置きながら、策定時期や進捗管理方法など行政改革制

度全般において更なる改革、改善に努めていただきたく存じます。  私からは以上でございます。   事務局から何かありますか。  
事務局（下田

代主事）     それでは、事務局から事務連絡をさせていただきます。 
まず、本日の会議録についてでございますが、今回の署名委員であり

ます委員長及び久芳委員一任で、確定とさせていただきたいと存じま

す。 
次に、次回の委員会でございますが、皆様に平成３０年度からご審議

いただいた事項を答申する予定でございます。令和２年７月２８日、火

曜日、午後２時３０分に開催予定となっております。後日、詳細につい

て通知いたしますが当日の予定について、本日、ご回答いただける方

は、お帰りの際に事務局までご回答をお願いいたします。 
事務局からは、以上でございます。  

議長（浅野委

員長）  以上で本日の審議を終了とします。進行を司会に戻したいと思いま

す。ご審議いただき、ありがとうございました。    
３ 閉  会  
司会（関根参

事兼課長） 浅野委員長、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す。  以上を持ちまして、令和２年度第１回久喜市行政改革推進委員会を終
了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。  

令和２年７月２０日  
委員長 浅野 和生 
委 員 久芳 しげ子   


