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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２８年度 第１回久喜市行政改革推進委員会 

開 催 年 月 日 平成２８年５月１３日（金） 

開 始 ・ 終 了 時 刻 午前１０時００分から午後０時１５分まで 

開 催 場 所 久喜市役所本庁舎 大会議室 

議 長 氏 名 委員長 井上 洋 

出席委員（者）氏名 

井上 洋、内田 サイ子、枝 重雄、大島 修一、岡田 善治、 

柏浦 茂、加藤 武男、斉藤 駿、佐竹 淑子、冨田 伯枝、 

松本 陽子、溝田 瑩貴 

欠席委員（者）氏名 藤山 善博 

説 明 者 の 職 氏 名 
企画政策課長 関口 康好 

企画政策課 行政管理係 係長 栗原 稔 

事務局職員職氏名 

総務部長 増田 議一 

総務部副部長 中村 貴子 

企画政策課長 関口 康好 

企画政策課 行政管理係 係長 栗原 稔 

      主任 蓮実 純夫 

 

会 議 次 第 

 

１ 開  会 

２ 議  題 

（１）次期行政改革大綱における具体的な実施項目について 

（２）今後のスケジュールについて 

（３）その他 

３ 閉  会 

配 布 資 料 

次第 

資料１－１現行行政改革大綱総括調書達成状況等一覧表【性質

別】 

資料１－２現行行政改革大綱総括調書 

資料２－１新規取組項目調書一覧表 

資料２－２新規取組項目調書 

資料３次期行政改革大綱における取組項目選別結果（案）一覧表 

資料４平成２８年度久喜市行政改革推進事業概要スケジュール

（案） 
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参考資料１ 次期行政改革大綱策定方針 

参考資料２ 資料の見方 

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

課長） 

 定刻になりましたので、「平成２８年度第１回久喜市行政改革推進委員会」

を開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、お忙しいところご

出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

議題に先立ちまして、４月１日付け人事異動に伴いまして、事務局職員の異

動がありましたので、紹介をさせていただきます。 

 始めに、増田総務部長でございます。 

 中村総務部副部長でございます。 

 企画政策課 栗原行政管理係長でございます。 

 同じく蓮実行政管理係主任でございます。 

最後に、企画政策課長の関口でございます。どうぞ、よろしくお願い申し上

げます。 

 

続きまして、皆様にご了承をいただきたい点が２点ほどございます｡ 

前回の会議と同様に、会議録作成のための録音、久喜市審議会等の会議の公

開に関する条例第３条に基づく、傍聴希望者の受け入れにつきまして、ご了承

いただきますようお願いいたします。 

なお、藤山委員におかれましては、欠席のご連絡をいただいております。 

それでは、開会に当たり、井上委員長からごあいさつを頂戴したいと存じま

す。 

委員長よろしくお願いいたします。 

 

井上委員長 （委員長あいさつ） 

 

司会（関口

課長） 

ありがとうございました。 

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６条の規定に

基づき、井上委員長に座長をお願いしたいと存じます。 

それでは、井上委員長よろしくお願いいたします。 

 

井上委員長  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。 

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。 

それでは、本日の議題に入る前に、庶務的事項について、事務局から説明があり

ますので、お願いします。 
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事務局（栗

原係長） 

 それでは、まず、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。 

お配りいたしました資料でございますが、事前に郵送でお配りしておりま

す、次第、資料１－１ 現行行政改革大綱総括調書達成状況等一覧表【性質

別】、資料１－２ 現行行政改革大綱総括調書、資料２－１ 新規取組項目調

書一覧表、資料２－２ 新規取組項目調書、資料３ 次期行政改革大綱におけ

る取組項目選別結果（案）一覧表、資料４ 平成２８年度久喜市行政改革推進

事業概容スケジュール（案）、参考資料１ 次期行政改革大綱策定方針、参考

資料２ 資料の見方、以上でございますが、不足等はございませんか。 

 

 （一部で不足あり。事務局で対応。） 

 

事務局（栗

原係長） 

 続きまして、会議録の作成についてでございます。 

会議録は、原則として全文記録、又はできる限り全文記録方式に近い形で作

成することとされておりますので、その方法により作成してまいります。 

次に、会議録の確認及び署名の方法でございます。 

会議録の確定に当たっては、委員の皆様全員の確認を得た後、確認委員の署

名をいただくこととされておりますので、前回と同様に、会議録の案を委員の

皆様に送付いたしまして、ご意見をまとめ、委員長及び指名された方のお二方

に一任することで確定し、署名をいただきたく存じます。 

また、署名委員でございますが、前回は、井上委員長のほか、１名の方を名

簿順でお願いいたしたところでございますが、これでよろしいか、ご審議をお

願いしたいと存じます。 

委員長よろしくお願いいたします。 

 

井上委員長  ただ今、事務局より確認及び提案がありました。 

会議録及び署名委員について、前回と同様に、全文記録又はできる限り全文

記録方式に近い形で作成し、委員皆さんの確認を得たうえで、私ともう一人の

２名に一任いただき、署名をもって確定するとのことです。 

署名委員につきましては、名簿順ですと、枝委員にお願いしたいと思います

が、いかがですか。 

 

枝委員  はい。わかりました。 

 

井上委員長  ありがとうございます。 

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。 

続けて、事務局、説明をお願いします。 
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事務局（栗

原係長） 

（参考資料１ 次期行政改革大綱策定方針の概容 について説明した後、配布資

料の見方について説明。） 

 

井上委員長 ただ今事務局から、参考資料１及び配布資料の見方について説明がありまし

た。 

質問やご意見がありましたら、お願いいたします。 

 

加藤委員 ２つあります。 

１つ目は、資料３のチェック項目の中で、８項目を整理して実施するかしな

いかの判断をしたという説明がありました。 

例えば、有効性ですが、効果が無いものをやっているはずは無いと思いま

す。そういったことを考えた場合、有効性の項目自体がチェック項目として果

たして妥当なのか、と考えます。 

有効性の場合には、著しい効果を求めるような基準があって、しかるべきも

のではないかと考えます。 

２つ目は、達成して継続するか、又は達成して終了するか、この判断の際

に、ＰＤＣＡサイクルの考え方を入れてチェックをしていただきたいと思いま

す。どういうことかと申しますと、こういう目標を設けてこういう風に進みま

した、それで今後はこうなりますよ、というような判断の中に、いわゆる「標

準化」、「歯止め」という発想を持っていただきたいと思います。「標準化」

して「歯止め」が出来ているものについては、終了でよいと思います。そうい

った視点を入れていただきたいと思います。 

達成／継続の中には、「標準化」、「歯止め」が出来上がっているにもかか

わらず、今後も継続するとしているものがあるようです。これらについては、

もう少しお考えいただいて、市長が管理するべき項目なのかどうか、というこ

とを整理して考えていただいた方がいいのかと思います。 

この２点ほど、意見させていただきます。 

 

井上委員長 ただ今、加藤委員から意見がありました、有効性に対する基準、それから達

成／継続に関しての考え方についてですが、このことについて、事務局として

は何かございますか。 

 

事務局（栗

原係長） 

有効性のご意見をいただきまして、行政改革を進めるということは、改革・

改善効果が当然あるものであろうという、加藤委員がおっしゃるとおりでござ

います。 

業務を進めるにあたって、通常業務の範囲でいいのかどうか、行政改革の項

目として著しい効果を求めるのかということにつきましては、少し認識が甘か

った部分もあります。 

確かに、行政改革を進めていく中で、効果を求めることは当たり前のことで
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すので、その点の考え方については、ご意見として参考にさせていただきたい

と存じます。 

２点目につきましても、達成見込／方向性につきましては、各主管課におき

まして、行政改革の取組みを進めていく中で、これまでの取組みを総括してど

のように考えるか、また、それを行政改革大綱に位置付けるか、それとも通常

業務の中で行っていくものなのか、という視点で選別をしたところでございま

すので、ただ今のご意見を参考にさせていただきたいと存じます。 

 

加藤委員 もう少し整理した方がいいと思います。項目が少し多いという気がしていま

す。 

市長が管理する項目なのか、ラインの長でよいかという選別を、「標準

化」、「歯止め」という視点でしていただければと思います。 

今後、達成状況のＰＤＣＡを回す際にも、そういった視点が必要であると考

えます。 

 

井上委員長 ただ今のご意見を参考にしていただいて、事務局で考えていただきたいと思

います。 

他にご意見等はございますか。 

 

斉藤委員 各項目の達成水準については、数値化していただけると達成状況の判断がし

やすいのではないでしょうか。文言だけよりも、大まかにでも数値化されてい

れば、分かりやすいのではないかと考えます。 

 資料を見させていただきましたが、文言中心で、読み込まないと現状を理解

するのに時間がかかります。どの程度進捗しているのか、数値化して、誰が見

てもすぐに分かるようにしていただきたいと思います。 

 

井上委員長 表現の中で、数値化できるものは数値化していくということだと思います。

事務局からは、このことについて何かございますか。 

 

事務局（栗

原係長） 

現行の行政改革大綱におきましては、数値目標を設定しているところでござ

います。 

次期行政改革大綱におきましても、数値化した目標を設定してまいりたいと

考えております。 

 

井上委員長 他にございますか。 

 

岡田委員 参考資料１の２ページ目、３（１）基本的な考え方の３行目で、「基本方針

の柱は３つ程度と単純化し、全体的な効果を測定しやすくすること」とありま

すが、次期大綱の基本方針は、いつ頃決める予定なのでしょうか。資料４のス

ケジュールを見てもよくわかりません。 
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なぜそう感じたかというのは、資料３の選別結果がありますが、この選別の

前提が現行の大綱に基づいて実施しているようでして、それを評価してやるか

やらないかを選別しているようです。８つのチェック項目の前に、そもそも次

期の基本方針がどういうもので、それに当てはまるかどうか、というふるいが

あって、さらに細かなチェック項目が次のふるいになる、というプロセスにな

るのではないかと思います。 

次期大綱の基本方針が決まっていないということでしたら、今やろうとして

いる選別プロセスでは、抜けてしまっているのではないかと思います。 

６年後のゴールを目指すために、現在やってきていることを前提として、選

別しようとしているプロセスとなっているのではないかと思います。 

もしそうだとしたら、プロセス自体の見直しが必要になるのではないかと考

えます。 

大前提となる基本方針が有るのか無いのか、無いとしたらいつ決まるのか、

ということを教えていただきたいと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

基本方針ですとか、最終的な計画については、予定では、８月に予定してお

ります、第４回委員会で決定する予定でございます。 

 

岡田委員 それはいつ決まるのですか。 

 

事務局（栗

原係長） 

基本方針につきましては、参考資料１の３（２）設定すべき実施内容の①個

別の項目例として３つほど記載してございますが、効率的、効果的な行政サー

ビスの提供、効率的、効果的な行政運営、健全な財政運営、こちらの３つを基

本的な方針としているところでございます。 

 

岡田委員 この３つの項目は、どういった集まりでどのように決定されたのでしょう

か。 

 

事務局（関

口課長） 

資料の中で、効率的、効果的な行政サービスの提供、効率的、効果的な行政

運営、健全な財政運営を基本的な方針としておりまして、最終的には文言の整

理をさせていただくこともありますが、これは、昨年度、事務局で策定方針を

作成いたしまして、市長に了解していただいております。その後、２月に開催

しました本委員会におきまして、お示しさせていただきまして、このような方

向性で策定作業を進めていく、と説明させていただきました。 

その際に、ご了承いただいたものと認識しております。 

 

岡田委員 そうですか。私はそこまでの認識は有りませんでした。 

 

事務局（関

口課長） 

最初に細かい説明をしておりませんでしたので、申し訳ございませんでし

た。 
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岡田委員 それでは、資料３の選別結果というのは、すでにこの３つの基本方針の枠の

中に該当するという前提で、さらに継続的にやっていきたいものを評価する、

というプロセスでよろしいのですか。 

 

事務局（栗

原係長） 

これに基づきまして、選別をしたということになります。 

 

 

岡田委員 わかりました。 

 

井上委員長 よろしいでしょうか。 

その他にございますか。 

 

 （特に無し） 

 

 

２ 議題 

（１）次期行政改革大綱における具体的な取組項目について 

井上委員長 それでは、本日の議題に入りたいと思います。 

議題（１）次期行政改革大綱における具体的な取組項目について 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（栗

原係長） 

（・第１回委員会では、概要の説明にとどめ、第２回委員会（５／２３）まで

に各委員それぞれで考えをまとめていただき、第２回委員会での審議によ

り具体的な取組項目の選別を実施することについて説明。 

・会議の進行方法として、資料１－１に基づき、性質別に分類した３つの項

目ごとに、現行行政改革大綱の達成状況、次期行政改革大綱において継続

して取り組む項目について説明し、その後、資料２－１に基づき、新たに

取り組む項目について説明することを説明。 

・全体状況について説明。） 

 

井上委員長  ただ今事務局から、審議の進め方として、第１回委員会は事務局説明にとど

め、具体的な取組項目の選別は第２回委員会の審議により実施したい、とのこ

とでございます。 

また、会議の進行方法として、まず資料１－１に基づき、現行大綱について

は３つの性質別分類ごとに説明し、続いて資料２－１に基づき新規取組項目に

ついて説明する、とのことでございます。 

このことについて、また、全体状況について、委員の皆様のご質問やご意見

がありましたら、お願いいたします。 
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大島委員  資料１－１の中で、達成見込／方向性について、未達成で継続するというの

は分かるのですが、達成したものに対しては、終了と継続があります。 

これを次期大綱に反映させるのに、例えば、学校の耐震化が終了したから目

標を達成したので終了、というのは分かりやすいのですが、学校給食費の滞納

額の圧縮ですとか、徴収に関する項目については、徴収率向上の取組を実施し

て達成したけども継続するということになっているようです。 

これは、基本的には１００％の徴収率を目指す目標でなくて、最初の大綱の

ときに、おそらく未収金の何割かが解消されれば達成とする目標が立てられた

のだと思います。 

また、保育園の項目で、０歳児保育を２園で始めたから目標は達成し、終了

したとあります。 

これも、最初に立てた目標に対して達成したというのは分かるのですが、保

育園の要望に対する充足率がどの程度あるのか、その辺が分かりませんので、

保育園の項目については、達成して終了としてしまって果たして良いのかどう

か、ということがあります。 

次期大綱への反映について、絶対的な目標と相対的な目標が数値として分か

りませんので、それで良いのかどうかを判断するというのは、難しいと思いま

す。 

達成として終了とするとしてしまっていますが、それで終わりにしてしまっ

ていいのかどうか、その辺がよく分かりません。 

 絶対的な目標を達成していないと、終了としてしまっていいのかどうか、こ

れを読んでいるだけだと分からないと思います。 

 この点については、どうなのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 あくまでも、ここでの達成／終了につきましては、現行政改革大綱で当初立

てた目標について達成したかどうか、方向性につきましては、目標を達成した

ことによりまして、行政改革の項目として継続していくかどうか、ということ

を判断しているところでございます。 

 担当課で行っていく通常の業務の中でカバーできるといいますか、また、新

たに行政改革の取組項目として特出しで目標立てて推進していくのかどうか、

という判断をしたものでございます。 

 担当課での通常業務は、改革・改善をしていかなければならないのは当然で

ございますが、これを行政改革大綱の中で特出しして推進していくかどうか、

という判断がございます。 

 こちらの資料１－１につきましては、あくまで、資料の抜粋でございまし

て、それぞれの項目の個別の具体的な内容につきましては、資料１－２の個別

調書にございますので、併せてご覧いただきたいと存じます。 

 

斉藤委員  整理番号８６番の項目については、資料１－１でもある程度は分かると思い

ます。 
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大島委員  状況はよく理解しています。資料２－１も見させていただいて、分かるので

すが、保育料の徴収にしても、給食費の徴収にしても、本来は１００％にすべ

きことですよね。でもこれを見ていると、目標を大幅に上回っているから達成

し、これからも継続していく、ということですが、目標値の設定というのが、

数値的に妥当であるのかどうか、というように思います。 

 先ほども申しましたが、０歳児保育を２園で開始したので、保育園の施設を

作ることについては、充足し、達成しました、という風に本当に言ってしまっ

ていいのかどうか。最終的には、今の社会的な状況を考えると、待機児童ゼロ

というのが目標なのでしょうけど、この資料の中では、数値が見えませんの

で、目標は達成したというのは分かるのですが、それが果たして社会的な要望

等と目標との間に差が無いかどうか、疑問に思ったところです。 

 

井上委員長  確かに、最初に目標を設定して、それよりも上回っていたら達成、終了とな

るのでしょうけども、理想を言えば、１００％ですが、それも項目によって異

なります。それで、達成、終了したとしても、今現在の目標に対しては、目標

値を上回っているので達成、終了ですが、それで終わったわけではなくて、や

はりそれは日常の業務の中で継続していくわけですよね。そういう意識で行っ

ていくということ含まれているのではないかと思いますが、その点いかがでし

ょうか。 

 

大島委員  状況は良くわかります。予算的な制約もある中で、全て一度にできるわけで

はありません。優先順位を付けて達成目標を立てるわけですから、それはそれ

でいいのですが、これだけみていると分からない部分もあると感じました。 

 

井上委員長  ただ今のご意見も参考にしつつ、進めていけたらと思います。 

 

松本委員  事務局のご発言の中で、各部門の日々の改善は必要だけれども、行政改革と

いう視点で作成している、ということでしたが、今回対象とするべき内容にお

いて、行政改革の対象となっていない課があるのか、あるいは対象としていな

い課は無く、１つずつ位は目標立てされているのか、その辺はどのように考え

ているのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 現行行政改革大綱の総括につきましては、各項目の主管課に照会しておりま

して、それ以外の視点で、各所管課の業務の中で行政改革の新たな取組みとす

るものがあるかということを、全庁的に照会して項目出しをしております。 

 全課に照会しているところでございますが、通常業務として行政改革の取組

みとしては特出しをしないというものもありまして、必ずしも各課１つ以上と

いうわけではございませんが、各課で所管する事務を見直して、行政改革とし

ての取組項目の吸い上げを行ったところです。 
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事務局（関

口課長） 

 行政改革につきましては、全庁的に推進していくべきものということは、各

課においても共通認識としてあるものと考えております。 

 その中でも、特出しをして行政改革大綱に位置付けて推進していくものにつ

いて、今回ご提示させていただいているものでございます。 

 そのため、全ての課がこの計画に該当するというものではございませんの

で、ご理解いただきたいと存じます。 

 

井上委員長  よろしいでしょうか。 

続きまして、資料１－１ 現行行政改革大綱総括調書達成状況等一覧表 に

基づきまして、性質別項目ごとに、状況の報告を受けたいと思います。   

はじめに、「性質別項目① 基盤・体制整備、強化」について、事務局の説

明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

（資料１－１に基づき説明。） 

 

 

井上委員長  ただ今事務局から説明がありました。ご質問等がありましたら、発言を願い

ます。 

 

 （質問等無し） 

 

井上委員長  特にご意見等が無いようでしたら、次に進めます。 

「性質別項目② 市民サービス向上」について、事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事務局（栗

原係長） 

（資料１－１に基づき説明。） 

 

 

井上委員長  ただ今事務局から説明がありました。ご質問等がありましたら、発言を願い

ます。 

 

 （質問等無し） 

 

井上委員長  特にご意見等が無いようでしたら、次に進めます。 

「性質別項目③ コスト縮減、収入増、事務改善」について、事務局の説明を

お願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

（資料１－１に基づき説明。） 
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井上委員長  ただ今事務局から説明がありました。ご質問等がありましたら、発言を願い

ます。 

 

加藤委員  整理番号７２「一部事務組合負担金の精査」について、主管課で精査するの

でチェック結果（案）では「見送り」としたということですが、それぞれの一

部事務組合の負担金の合計は、調書を見ると、約２２億円ということですが、

金額的にすごく大きいので、改善する必要が私はあると思います。 

 ただ、事務局としてそうはいっても、よく見るところはもう少なく、２２億

円というのは既定の数字に近いので見る必要が無いと判断したのか、というの

を教えていただきたいと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

 主管課としましては、負担金とはいえ市のお金ですので、当然精査をした上

で負担金を支出しております。 

一部事務組合からの要求をそのまま支出するのではなく、金額の妥当性があ

るのかを常に精査しながら支出をしていますので、行政改革大綱の中で、通常

行っているような精査は位置付けない、という考えでございます。 

 

加藤委員  細かいところを見る必要は無い、というような一部事務組合であるから、行

政改革としては位置付けないのかどうか、ということを聞いているのです。 

 ２２億円という数字はすごく大きいものであると思います。 

 そういった中で、精査については、担当課でルーチンとして回っているから

行政改革としてはやらないということでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 一部事務組合の負担金の精査につきましては、必要性や有効性を判断した上

で行っており、その年ごとに必要とする額というのは異なりますことから、一

部事務組合担当課や財政課で判断していくものであり、あくまで行政改革大綱

としては位置付けない、と事務局では判断しているところでございます。 

 

加藤委員  ラインによる精査で十分であろう、という考え方でよろしいですね。 

 

事務局（栗

原係長） 

 そのように考えております。 

 

 

加藤委員  わかりました。 

 

冨田副委員

長 

 「見送り」の説明の中に、通常業務の範囲内という言葉が多く出ておりまし

たが、たしかにそうだと思うのですけども、毎日通常業務を行っていて、大き

なくくりとして改革は必要であるということは分かりますし、改革というもの

は終了するものでもないし、ずっとついて回ってくるものであると思います。 
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また、新たな問題や課題が日々発生している中で、通常業務の範囲内で見送

りとされた、整理番号７８「監査の充実」に関しては、たしかに通常業務の範

囲内ではありますが、見送りというところにはあてはまらないのではないかと

思います。 

今様々な報道がされていますが、その中でも、限られた財源の中で行政を運

営していかなければならない中で、細かな税金の使い道についても、市民とし

ては知りたいということもあります。 

 監査につきましても、通常業務の範囲内で監査はされているのかと思うので

すが、これからますます少子高齢化が進行して、税財源が減少する中で、税金

がいかに適切に、有効に使われているか、ということは通常業務の範囲内であ

っても、見送りというのはどうか、と思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

 監査につきましては、毎月の定例監査におきまして、外部の監査委員により

まして、支出に問題が無いのかを含めまして、監査をしていただいておりま

す。 

 通常の業務の範囲内というのは、通常の監査の中で、市の支出が最適か、常

に外部の監査委員による監査をしていただいておりまして、決して今までと同

じという訳ではなく、常に改善をしております。 

 今回の行政改革大綱の策定に当たりましては、通常業務の中で改善していく

ことは全ての業務に該当するものではございますが、その中でも、３０から 

５０に絞り込んで取組項目を設定するという前提で絞込みをしておりますの

で、あくまで行政改革大綱で特出しして取り組むことの妥当性につきまして、

チェックをしているというところでございます。 

 

冨田副委員

長 

 今までの５年間とこれからの５年間というのは、正直どうなっていくのか、

逆にもっと厳しくなっていくような気がしますので、その辺を踏まえて、将来

を見据えた、こういったものは中々タイムリーにはいかないと思いますが、通

常業務の中で、タイムリーに改善・改革されていっているものもあると思いま

すけれども、その部分もこれからのことを見据えて、さあどうなるのだろうと

いうことが、もう少し見えてくると良いのかなと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

 行政改革大綱というものはありますが、当然各担当課におきまして業務の個

別の計画を立てて実施しているものもございます。 

 その個別の計画の中で目標値等を定めて業務を行っておりますので、この行

政改革の目標だけが全てではなく、あらゆる計画等の目標の達成に向けて日々

業務を行っているというものでございます。 

 ここでは、あくまでも行政改革大綱に位置付けるかどうか、ということでお

考えいただければと思います。 

 

井上委員長  見送りの項目がいくつかございますが、見送りとしたことによって担当部署
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に安心してもらっては困るということですよね。やはり時代は絶えず変化して

おりますから、見送られた項目の中にもやはりきちんとした審議は続けていっ

てほしいと思います。 

 他に何かございますか。 

 

松本委員  加藤委員のおっしゃったことを聞いて思ったのですが、整理番号７２「一部

事務組合の負担金の精査」の説明の中で、財政課が中心となってとおっしゃっ

ていましたが、例えば、別の視点で、監査もこれに関係してくるのではないか

ですとか、他の課の視点と言いますか、視点を変えれば行政改革というものに

当てはまってくるものが出てくるのではないかと思います。 

別の視点での考え方ということもできたらいいのではないかと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

 はじめにご説明させていただきましたが、本日の審議につきましては、資料

や全体状況の説明をさせていただきまして、次回の第２回委員会におきまして

実質的なご審議をお願いしたいということでご説明させていただきました。 

 本日お示ししております、選別結果５０項目というのは、あくまで事務局の

案でございますので、２３日の第２回委員会の審議を踏まえまして具体的な項

目の選別をしてまいりたいと考えております。 

 本日の審議におきましても委員の皆様からのご意見に対しまして、事務局か

らの考え方を申し上げさせていただきましたが、次回の委員会では、事務局で

選別した５０項目について、行政改革の取組みとしてふさわしくないものがあ

るですとか、終了、見送りとした項目について、次期大綱の取組みとすべきで

はないかなどのご審議をお願いしたいと考えております。 

 

井上委員長  よろしいでしょうか。 

続きまして、資料２－１ 新規取組項目調書一覧表 につきまして、事務局

の説明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

（資料２－１に基づき説明。） 

 

 

井上委員長  ただ今事務局から説明がありました。ご質問等がありましたら、発言を願い

ます。 

 

大島委員  日曜開庁のことですとか、コンビニ交付ですとか、その辺はリンクするもの

であると思います。 

 所属所の中で整理番号１１「証明書自動交付機の見直し」という項目があり

ますが、日曜開庁を減らしていくということであれば、コンビニ交付によって

どの程度業務量を減らすことができるのか、日曜開庁についても減らしていく

ことができるのかどうか、総合的に判断していく必要があると思います。 
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 自動交付機については、コストに見合わないので廃止ということなのかどう

かなど、全体的な窓口業務の方向性について、あるいは日曜開庁の負担軽減に

ついて、どのようにリンクするのか伺いたいと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

 自動交付機の廃止につきましては、コンビニ交付と密接に関係するのです

が、自動交付機が設置されているのが、市内３箇所、いずれも久喜地区でござ

いますが、マイナンバーカードによりましてコンビニエンスストアでの諸証明

の交付が可能となるものでございまして、自動交付機と相応のものがより広い

範囲で可能となるものでございます。 

 これを踏まえまして、自動交付機のリース期間の満了、コンビニ交付の開始

によりまして、廃止の検討をするというものでございます。 

 日曜開庁の関係でございますが、証明書等の発行だけではなく、様々な届出

等も実施しておりますことから、そういったことも踏まえまして、また、コン

ビニ交付によりまして窓口がどの程度業務が軽減するのか、測定していかなけ

れば判断できませんので、今後研究した上で検討していくということで考えて

おり、何をどのように見直すということは、現時点ではございません。 

 コンビニ交付で発行できる証明書につきましては、住民票の写し、印鑑登録

証明書、所得証明書、課税・非課税証明書、納税証明書、戸籍全部・個人事項

証明書、戸籍の附表の写しでございまして、一般的に市民の方が多く利用され

るものでございます。これを推進し、自動交付機はリースの満了と合わせて廃

止の検討をする、というものでございます。 

 

事務局（関

口課長） 

 日曜開庁、自動交付機の廃止、マイナンバーの関係というのは、当然セット

で考えていかなければならないものでございまして、それぞれ項目として設定

するものでございます。 

住民票や印鑑証明などの発行につきましては、１年間に約１７万件ございま

す。 

 マイナンバーカードを利用することで、これまで市内３箇所にしかなかった

自動交付機に替わりまして、より市民の利便性の高いコンビニ交付に移行しよ

うというものでございます。 

 コンビニ交付のためには、マイナンバーカードが必要ですので、その発行、

普及啓発も併せて推進していこうというものでございます。 

 先ほど大島委員がおっしゃいましたとおり、全てリンクするものでございま

して、それぞれ取組項目として位置付けまして、推進していくものでございま

す。 

 

大島委員  日曜開庁に関しましても、運営経費の削減の話もあると思いますので、せっ

かく自動化などを進めるのであれば、サービス上、日曜開庁をやめてしまうと

いうことではなく、削減できる部分は人員的にも削減できれば、それがこの委

員会の目的のひとつなのかではないかと思います。 
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加藤委員  全体的な話になってしまうのですが、「見送り」という表現はもう少し言葉

を工夫した方が良いと思います。 

 「ラインで継続実施」というような表現にした方が良いと思います。 

 「見送り」だと、何もしないと捉えられかねないと思います。その点につき

ましては、工夫してほしいと思います。 

 

事務局（関

口課長） 

 「見送り」とした項目につきましても、実際に業務としてやっていないわけ

ではありません。学校の耐震化などは、「終了」としても良いと思いますが、

その辺の表現の仕方につきましては、検討させていただきたいと思います。 

 

井上委員長  よろしいでしょうか。 

それでは、議題（１）次期行政改革大綱における具体的な取組項目について 

の本日の審議は終了とさせていただきます。 

次回、第２回委員会におきまして、皆様からご意見等をいただきまして、具

体的な取組項目の選別をしていきたいと思います。 

委員の皆様におかれましては、配布資料や事務局説明を参考として、第２回

委員会におきまして、ご意見等をいただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

それでは、次の議題に進ませていただきます。 

 

 

 

２ 議題 

（２）今後のスケジュールについて 

井上委員長  議題（２）今後のスケジュール につきまして、事務局から説明をお願いい

たします。 

 

事務局（栗

原係長） 

（今後のスケジュールについて、資料４に基づき概要を説明。） 

 

 

井上委員長  ただ今、事務局から今後のスケジュールについて概要説明がありました。 

ご質問等がありましたら、発言を願います。 

 

 （質問等無し） 

 

井上委員長  それでは、次の議題に進ませていただきます。 
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２ 議題 

（３）その他 

井上委員長  それでは、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。 

 

岡田委員  ２点ほど事務局にお願いがあるのですが、まず、グルーピングがうまくでき

ていないように思います。 

例えば、資料３の４ページ以降で３つの性質別に分類されていると思うので

すけども、そもそも現行の大綱は３つの基本的視点があって、それから６つの

重点項目に分かれており、ツリー上に設計されているものと思います。 

 既存の計画であれば、この構造で分類して示していただいた方が、今何が進

んでいて、何が進んでいないのかを大枠で捉えることができますので、事務局

サイドで新たに３つの性質ということに分類されてしまうと、判断しづらいと

思います。 

 資料は相当作りこんでいますので、間に合えば、並び替えを検討いただきた

いと思います。そうしますと、短い時間で判断ができるかと思います。 

 それから、会議の案内ですが、本日も前回も説明の時間が長すぎまして、事

前に読み込んでいるにもかかわらず、半分くらいは事務局の説明の時間に取ら

れてしまっており、非常にもったいないと思います。 

 これだけの委員の皆様が集まっていますので、資料は読み込んできていると

いう前提で、会議の意思をはっきりとさせて、次回の会議では、こういったこ

とを検討して、こういった結論を出すんだと、そのために、各委員はこの意見

を持ってきてください、といったような、会議の意思をはっきりとしたような

ご案内をいただいた方が、資料を読み込む際に、結論として自分はどういった

考えでいけばいいのか、進行によって発言するべきか否か、という判断ができ

ますので、審議会として意見交換が円滑になり、議論も深くなると思います。 

 その点につきまして、会議案内の際に意思をはっきりさせるということ、準

備は何をしてください、考え方と結論は何を持ってきてください、といったよ

うなものをはっきりと打ち出していただいた方が、効率的であると思います。 

 この２点につきまして、ご検討いただきたいと思います。 

 

事務局（関

口課長） 

 ただ今、２点ほどご意見をいただきまして、後段に関しましては、今後、そ

うさせていただきたいと存じます。 

 前段の方なのですが、区分の仕方につきましては、前期の委員会の中で、 

６つの重点項目の分類では、これで評価していくと効果が分かりづらい、とい

うご意見をいただいておりましたことから、３つの性質別に分けさせていただ

いているところでございます。 

 新しい行政改革大綱を作成するためには、前の計画との対比をしますので、
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６つの重点項目別の分類というのは見やすい部分もあるかとは思いますが、毎

年の進捗管理・評価につきましては、３つの性質別に分類した方が分かりやす

いのではないかと考え、今回におきましても、同様に作成しているところでご

ざいます。 

 ６つの重点項目別に戻した方が良いという皆様のご意見であれば、そうさせ

ていただきたいと存じます。 

 

岡田委員  私は、俯瞰的に判断できないので、そもそもの作った体系でお示しいただい

た方が判断しやすいのではないかという意見です。 

 この点につきましては、皆様色々なご意見があると思いますが。 

 

井上委員長  ただ今のご意見に関しましては、皆様がどう考えるかにもよりますが、私も

前期の委員会のことについては分かりませんので、何も申し上げることはでき

ません。 

 

佐竹委員  事前に資料を読み込んできていただきたいというご意見がございましたが、

中々読み込むというところまではいかなく、資料をいただいてからの日にち的

な余裕もあまり無く、目を通してもそこから何を読み取れるか、自分の意見を

どこに入れていこうかという、そこまでの時間的な余裕がありませんでしたの

で、読むので精一杯という状況で本日参りました。 

もっと読み込まなければいけないと自分で反省しなければいけないのです

が、中々そこまでできないのではないかとも思いました。もっと読むことに務

めたいと思います。 

 

事務局（関

口課長） 

 説明の方も、簡略化して分かりやすく説明させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

斉藤委員  ポイントがあると思います。今日の争点はどこにあるのか、時間の制限もあ

りますので、今日結論を出さなければならないのはこの点ですとか、その辺の

ポイントをお示ししていただきたいと思います。 

 

井上委員長  次期大綱に向けてということですので、項目も多々ございますし、評価等の

考え方もいくつかあると思います。 

確かにいろいろな意味で私達の頭の中も整理していかなければ、中々全体を

把握するということは難しいことであると思います。 

 今、岡田委員からいただいた意見を参考にしていただいて、事務局の方で考

えていただくということでお願いしたいと思います。 

 それでは、他に何かございますか。 
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松本委員  前期の委員会でも委員として担当させていただいたのですが、資料ですとか

内容は、前期の委員会の意見が反映されておりまして、簡略化されており、改

善されていると思います。 

 今後、委員の皆様の意見により、より良いものになっていければ良いと思い

ます。 

 

井上委員長 ありがとうございます。 

それでは、事務局から、何かありますか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 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、会議録の関係でございますが、案を作成後、委員の皆様に郵送等によ

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、反映させて、今回の署名委員でありま

す委員長及び枝委員一任で、確定とさせていただきたいと存じます。 

次に、次回の第２回委員会の開催でございます。 

既に第１回と合わせてご案内しているところでございますが、５月２３日

（月曜日）午前１０時から場所は本日と同じく、市役所４階の大会議室でござ

います。 

第２回委員会では、本日、事務局におきましてご説明いたしました内容を踏

まえまして、次期行政改革大綱の取組項目の選別に関する実質的な審議をお願

いしたいと存じます。 

なお、会議を円滑に進行するため、あらかじめご質問等がございましたら頂

戴したいと存じます。 

ご質問等がある場合、事務局宛に電話、ファックス、メール等どのような方

法でも結構ですので、５月１８日（水曜日）までに各項目の具体的な中身等に

つきましてご質問がございましたら、ご連絡いただきますようお願い申し上げ

ます。 

また、会議資料につきましては、本日の資料を引き続き使用いたしますの

で、次回、第２回委員会におきましてもご持参くださいますようお願い申し上

げます。 

事務局からは以上でございます。 

 

井上委員長  以上で、本日の議題は終了となりました。長時間に渡りご審議いただき、あ

りがとうございました。 

 以上をもちまして議長の任を解かせていただき、進行を司会に戻したいと思

います。 

ご協力ありがとうございました。 
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３ 閉会 

司会（関口

課長） 

井上委員長、ありがとうございました。 

委員の皆様におかれましても、貴重なご意見ありがとうございます。 

また、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。 

さらに、所期の予定時間を越えてしまいまして、誠に申し訳ございませんで

した。 

以上を持ちまして、平成２８年度第２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。 

 

 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２８年６月３日 

委員長 井上 洋 

委 員 枝 重雄 

 

 


