
整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

12 小・中学校施設の耐震化の推進 教育総務課 達成／終了
当初の目標であった小・中学校施設の耐震補強工事が完了したた
め。

13
本庁舎及び公民館等の公共施設の耐震化
の推進

管財課
施設所管課

未達成／終了
本庁舎の耐震補強は完了しており、今後は、施設所管課及び建築審
査課において取り組む項目であるため。

14 自主防災組織の育成 消防防災課 達成／継続

平成２８年１月末日現在、自主防災組織の組織率は７１％であり、
目標値である６４％を大きく上回り、目標を達成することができ
た。方向性については、今後も継続して実施していく必要があるこ
とから継続とする。

自主防災組織の育成 実施

15 介護予防ボランティアの育成 介護福祉課 達成／継続

介護予防ボランティアの登録者数は目標を達成しているものの、平
成28年度以降も、運動教室会場数を拡大する予定があること。ま
た、既存のボランティアリーダーの中には、活動を辞退される方が
いるため、今後も継続してボランティアの育成を図る必要がある。

介護予防ボランティアの育成 実施

24 防災体制の充実 消防防災課 達成／継続

災害対策基本法等の改正に併せて、適切に地域防災計画の改訂、防
災行政無線の適切な運用や、防災行政無線のデジタル化にむけた基
本設計及び実施設計の実施、市民への啓発のため防災ハザードマッ
プの作成・全戸配布、防災倉庫の設置、防災備蓄品の購入、防災訓
練を実施し、災害対応の充実・強化を図れたことから、達成とし
た。
方向性については、引き続き実施する必要があることから、継続と
した。

防災体制の充実 実施

26 シティセールスの推進
シティプロ
モーション課

達成／継続

久喜市ＰＲビデオの作製など、シティセールスの取り組みを積極的
にメディア等に提供し、多くの報道をされているところから、本市
の知名度やイメージの向上をはじめ、市の魅力をＰＲできていると
ころである。方向性については今後も引き続き魅力発信に注力して
いくところである。

シティプロモーションの推進 実施

27 パブリシティの推進
シティプロ
モーション課

達成／継続

情報提供に係る基準の作成は完了し、それらに基づき、積極的な情
報提供を行っていことから、達成とした。
方向性については、今後も引き続き積極的な情報提供を行っていく
必要があることから、継続とした。

パブリシティの推進 統合 →現行29
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2

整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

29 市政情報の積極的な発信
シティプロ
モーション課

達成／継続

ツイッターによる市政情報の発信件数が数値目標の計画を上回り、
尚且つフェイスブック・ライン・動画チャンネル・テレビ埼玉ｄ
チャンネルによる情報発信も実施しているため、達成とした。
方向性については、今後も引き続き様々な媒体を利用し市政情報を
発信していく必要があることから、継続とした。

市政情報の積極的な発信 統合実施
←現行
27、現行
30

30 ホームページの充実
シティプロ
モーション課

達成／継続

実施内容どおり進めることができ、当初から数値目標を達成してい
ることから、達成とした。方向性については、今後も引き続きホー
ムページを充実させ、積極的な情報提供を推進していく必要がある
ことから、継続とした。

ホームページの充実 統合 →現行29

31 議会本会議のインターネット配信の導入 議会総務課 達成／継続

当初の目標であった議会本会議のインターネット配信の導入が完了
し、これまでライブ中継・録画配信ともに配信できないなどのトラ
ブルもなく継続してインターネット配信できていることから、達成
とした。
今後は、ライブ中継についてスマートフォンやタブレット端末から
も視聴できるよう更なる議会公開度の向上を推進していく必要があ
ることから、継続とした。

議会本会議のインターネット配信の配信
方法の拡大

実施

32 電子入札の拡充 契約検査課 達成／継続

電子入札の導入が完了し、順調に執行や拡充ができていること、数
値目標を上回っていることから達成とした。
今後も、電子入札の対象となる案件の拡大を検討する必要があるこ
とから継続とした。

電子入札の拡充 実施

33 情報システム再構築計画の見直し 管財課 達成／終了

再構築計画に基づきシステム更新が進められており、今後の基本方
針として「久喜市情報システム最適化指針」を策定したため、達成
とした。
ＩＣＴの活用による業務改善は、システム導入や維持管理等の財政
負担が必要であり、行政改革の実施項目としては終了し、情報化推
進計画等に基づき推進していく。

34 住民情報システムの改修 管財課 達成／終了

法改正に伴い必要なシステム改修を実施し、改正後も円滑な事務執
行ができたことから達成とした。
また、法改正に基づくシステム改修であり、実施しないことはでき
ないので、行政改革の実施項目として市の選択する余地はないもの
と考え、終了とした。

35 統合型ＧＩＳの導入の検討 管財課 達成／継続

統合型ＧＩＳの導入の検討からはじめ、行政改革大綱の計画期間中
にシステム構築を完了する見込みであるため、達成とした。
方向性としては、統合型地理情報システムの利用範囲を広げ、行政
サービスの向上を図る観点から、継続とした。

統合型地理情報システムの活用促進 実施



整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

41 道路台帳の一元化の推進 建設管理課 未達成／継続

基準点測量には多額の費用を要することから、当初の計画は下回っ
ている状況であるものの、道路台帳の一元化に向けて同一水準の道
路台帳を整備するためには、３級基準点の整備は必要となることか
ら、継続とした。

道路台帳の一元化の推進 実施

46 安定した水の確保 水道施設課 達成／終了

県水への段階的な切り替えについては、計画どおり進捗しているこ
とから、達成とした。
なお、平成30年度から森下浄水場の水源を全て県水に切り替える予
定であるが、行政改革の項目としては完了とし、安定した水道水の
供給の一環として推進していく。

48
障がい者の差別の禁止に関する条例の制
定の検討

障がい者福祉
課

達成／継続

法に「障がいを理由とする不当な差別の禁止」が規定され、職員対
応要領にも反映させ策定することから目標達成とする。
平成28年4月より法が施行され、事業所や市民への周知を行ってい
く必要があることから、継続とした。

障がいを理由とする差別の解消の推進 実施

53 太陽光発電の推進 環境課 達成／終了

総括・見込みの状況から達成と判断した。
太陽光発電システムは、公共施設の新規設置若しくは大規模改修時
に設置をする方針に基づき、施設所管課で対応している。太陽光発
電システムを導入する場合、初期投資に大きな経費が掛ることか
ら、電気使用量の縮減という考え方より地球温暖化対策としての環
境に配慮の取り組みの性格が強いと判断したことから方向性は、終
了とした。
大綱では終了としたが、今後も環境に配慮した取り組みとして推進
していく。

54 ＬＥＤ照明等の導入の検討 環境課 達成／継続

総括・見込みの状況から達成と判断した。
ＬＥＤ照明は、蛍光灯照明と比較して、消費電力量の縮減を図れ、
また、計画的に設備を更新することができるため、継続実施とし
た。
※ＬＥＤ照明と蛍光灯照明の消費電力量等の比較（出典：シャープ
ホームページ）
　直管ＬＥＤ照明に交換した場合　約50％の省エネ効果
※ＬＥＤ照明設置費用（出典：パナソニックホームページ）
　照明器具24,300円＋初期設備費48,600円×1.08＝78,732円

ＬＥＤ照明の導入の推進 実施

55 雨水の有効活用の推進 環境課 達成／終了

総括・見込みの状況から達成と判断した。
雨水貯留施設の設置により、水道使用量の縮減ができるものと考え
られるが、天候や施設の利用状況により、どの位水道使用量の縮減
が図られているかの把握が困難である。
この取り組みは、環境に配慮した事業の性格が強く、次期大綱策定
方針に馴染まないものと考えられることから、方向性を終了とし
た。
大綱では終了としたが、今後も、環境に配慮した取り組みとして推
進していく。
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整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

56 緑のカーテンの設置の推進 環境課 達成／終了

平成24年度から平成28年度まで、ほぼ計画を上回る状況で推移して
いることから達成と判断した。
緑のカーテンの設置により、消費電力の縮減が図られると考えてい
るが、緑のカーテンの生育状態や気候の状況、施設の利用状況によ
り、どの位消費電力の縮減が図られているかの把握が困難である。
この取り組みは、環境に配慮した事業の性格が強く、次期大綱策定
方針に馴染まないものと考えられることから、方向性を終了とし
た。
大綱では終了としたが、今後も、環境に配慮した取り組みとして推
進していく。

58 職場における人材育成の推進 人事課 達成／継続

毎年度、計画通りに研修を実施しており、必要に応じて内容や方法
についても見直しを行うことで、人材育成の推進が図れたと考えら
れるため、達成とした。
研修は継続的に実施する必要があるものであり、また、今後新規採
用職員も多く入ってくるため、研修の重要性は今後も増すものと考
えられる。このため、引き続き研修の充実により人材育成の推進を
図っていく必要があるため、継続とした。

研修の充実による人材育成の推進 実施

59 人事評価制度の推進 人事課 達成／継続

計画期間中、地方公務員法の一部改正に伴い、人事評価制度が法定
化されたことにより、計画を見直す必要性が生じたが、計画どおり
実施できていることから、達成とした。
方向性については、今後も引き続き制度自体を推進していく必要が
あることから、継続とした。

人事評価制度の推進 実施

60 職員の昇任・昇格制度の適正運用 人事課 未達成／終了
係長級職員への昇任については、「久喜市職員の係長職への昇任に
関する規程」に基づき、筆記試験、面接試験及び勤務評定により適
正に実施しているため、計画を下回るが終了とした。

66 財政調整基金の確保 財政課 達成／継続

仮に平成27年度標準財政規模を平成26年度標準財政規模
（30,606,128千円）と同額と見込んだ場合、平成27年度末に見込ま
れる基金現在高の割合は17.0％となることから、達成する見通しで
ある。
また、将来に亘って健全な財政運営を実施するには、財政調整基金
を安定的に確保し続ける必要があるため、本項目を継続して実施し
ていく。

財政調整基金の確保 実施



整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

95
栗橋いきいき活動センターしずか館と栗
橋公民館の統廃合の検討

生涯学習課
中央公民館

未達成／継続
栗橋いきいき活動センターしずか館と栗橋公民館の統廃合が完了し
ていないことから、引き続き、両館で連携を図りながら、栗橋公民
館の新設に向けた協議やしずか館の廃止に係る準備を進めていく。

栗橋公民館新設の推進 実施

達成／終了 7 実施 14

達成／継続 15 統合実施 1

未達成／終了 2 見送り 0

未達成／継続 2 統合 2

①小計 26 ①小計 17

①継続の小計 17 ①実施、統合実施の小計 15
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整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

1 総合窓口の充実 企画政策課 達成／継続

本庁舎の耐震化工事等を経て、本庁舎の１階エリアに総合窓口エリ
アの関係各課を配置し、ワンストップサービス実施のための窓口を
構築したため、達成とした。
今後も、関係所属所による調整会議を開催し、窓口業務の効率化や
市民の利便性向上を推進していく必要があることから、継続とし
た。

総合窓口エリアの充実 見送り

2
一般旅券（パスポート）の申請受理、交
付等の実施

市民課（総合
窓口）

達成／終了
埼玉県のパスポートセンター等で行っている一般旅券発給事務の権
限移譲を受入れ、久喜市民の旅券の発給（申請受理、交付）事務を
行うという目標を達成することができたため終了とする。

3 証明書交付方法の拡充
市民課（総合
窓口）

達成／終了

他の公共施設への自動交付機の設置は行っていないが、全国のコン
ビニエンスストアで住民票の写し等が取得できるサービスを平成
２８年１月２５日から開始し、今後、継続的に運用していくことに
より、サービスの向上が図られると判断したため、達成とした。

4
自動交付機による証明書発行手数料の引
き下げ

市民課（総合
窓口）

未達成／終了

自動交付機による証明書発行手数料の引き下げには至らなかった。
コンビニ交付のサービスを開始したことに伴い、手数料について
は、今後も窓口、自動交付機、コンビニ交付の各サービスについて
総合的に判断していく必要があることから、自動交付機による証明
書発行手数料の引き下げという実施項目については、終了すること
とした。

5
市税等のペイジー及びクレジットカード
による収納の検討

収納課 達成／終了
平成２７年度にペイジー及びクレジット収納に係る導入に向けての
準備が整い、平成２８年度当初課税分より運用を開始することか
ら、達成／終了とした。

6
重度心身障害者医療費の市内窓口払いの
見直し

障がい者福祉
課

達成／終了

当初の目標であった市内窓口払い廃止を導入し、受診者の経済的負
担の軽減を図ることができ、行政改革の項目を達成した。
なお、新規対象者には制度の周知及び手続きを実施し継続してい
く。

7 自立支援デイサービス事業の推進 介護福祉課 達成／終了

平成24年度まで、久喜地区10会場、菖蒲地区3会場、栗橋地区3会
場、鷲宮地区5会場の計21会場で実施し、平成25年度に菖蒲地区2会
場で新規に開始したことで計23会場となり、目標を達成することが
できた。

②市民サービス向上



整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

8 公立保育所の乳児（０歳児）保育の拡大 保育課 達成／終了
当初の目標であった、すみれ保育園及びさくら保育園での０歳児の
保育体制を整備し、保育を実施できたため、目標達成とした。

9 放課後子ども教室の推進 生涯学習課 達成／終了
目標であった市内23校全校の開設が完了したことから、達成とし
た。

10 市内公共交通の充実 生活安全課 達成／終了

市内全域に公共交通網の整備することができたため、「達成」とし
た。
方向性については、市内全域に公共交通網を整備することができた
ことから「終了」とした。

11 市民活動のための場所の提供 自治振興課 達成／継続

市民の相互交流と市民活動のための場の提供の拡大を図るため、週
1回の休館日を月1回に改めたことにより、平成26年度の利用者数及
び利用団体数は、平成24年度よりそれぞれ24,950人、2,305件と大
幅に増加していることから、市民活動のための場所の提供は達成と
した。方向性については、今後も市民活動のための場の提供の拡充
を図る必要があることから継続とした。

市民活動のための場所の提供 見送り

16
コンビニエンスストアとの業務提携の推
進

企画政策課 達成／終了
コンビニ収納の追加と証明書等のコンビニ交付を実施したため、方
向性の通りとした。総括に記載したとおり、業務提携については、
次期大綱には引き継がないことと判断した。

19
市民課（総合窓口）業務に民間活用の検
討

市民課（総合
窓口）

未達成／継続
現在、民間活用については実施に至っていないが、効率的な行政
サービスを実施していくため、より効果が得られる業務内容や導入
方法を、引き続き検討していくべきであると判断した。

市民課（総合窓口）業務に民間活用の検
討

実施

22 日曜開庁の見直し 企画政策課 達成／継続

本庁舎については、耐震化工事等を経て、１階の各関係所属所にて
日曜開庁を実施し、各総合支所については、引き続き、市民課にて
一部業務を実施していることから、達成とした。
今後、コンビニ交付の開始や日曜開庁の利用者実績等を踏まえて、
総合支所での実施のあり方を含めた、実施所属所や取扱業務等につ
いて検討をしていく必要があることから、継続とした。

日曜開庁の見直し 実施

7
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整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

23 幼保一体化のあり方の検討
学務課
保育課

達成／継続

主管課による幼保一体化の具体的な取り組みの実施、及び幼保一体
化の検討についての協議を随時行っていることから、計画を達成で
きる見込みである。
方向性としては、子ども・子育て支援新制度施行に伴い、今後より
幼児期の教育・保育の一体化による保育の質の向上が重要となって
くること、また地域における一体的な子育て支援の拠点が必要と
なってくることから目標を継続とする。

幼保一体化の推進 実施

25 権限移譲事務の受入れの推進 企画政策課 達成／継続

計画的に権限移譲事務の受入れを行い、計画どおり達成できる見込
みであるため、達成とした。
今後も、自己決定・自己責任の下、総合行政を推進する必要がある
ことから、次期大綱においても継続して取り組んでいく。

権限移譲事務の受入れ推進 実施

28
田園都市づくり協議会による広域行政の
推進

企画政策課 達成／終了
公共施設相互利用について、新規や廃止、一部変更等の見直しを適
宜実施をするとともに、毎年、各専門部会において意見交換等を実
施してきたことから達成とした。

45 学校給食の運営方針の検討 学務課 達成／終了
『久喜市における学校給食基本方針』の策定により、所期の目的は
果たしたものと考える。

79 使用料の見直し 使用料所管課 達成／継続

平成29年4月に消費税率の引上げに係る施設の管理運営費のコスト
増が適正に反映されるよう、使用料の見直しを実施する予定であ
る。
また、見直し後においても使用料が常に社会情勢や物価の変動に即
したものとなるよう、見直し後の使用料と本来徴収すべき使用料と
の乖離について、定期的に把握する必要がある。

使用料の見直し 統合実施 ←現行80

80 手数料の見直し 手数料所管課 達成／継続

平成29年4月に消費税率の引上げに係る事務費のコスト増が適正に
反映されるよう、手数料の見直しを実施する予定である。
また、見直し後においても手数料が常に社会情勢や物価の変動に即
したものとなるよう、見直し後の手数料と本来徴収すべき手数料と
の乖離について、定期的に把握する必要がある。

手数料の見直し 統合 →現行79

81 下水道未接続者への加入の促進 下水道業務課 達成／終了

下水道未接続者への加入促進は、下水道業務課排水設備係における
業務・目的であるとの職員意識として、定着したこと及び平成２８
年度までの目標総件数を上回っていることから達成とした。
なお、加入の促進自体は継続していくが、行成改革の項目としては
完了とし、事務事業評価目標として継続していく。

→新規9

82 下水道使用料の見直し 下水道業務課 達成／終了
改革の方針である料金統一について、下水道条例の改正により下水
道使用料が統一されたことから終了とした。

→新規9



整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

83 農業集落排水使用料の見直し 下水道業務課 達成／終了
改革の方針である料金統一について、農業集落排水処理施設条例の
改正により農業集落排水処理施設使用料が統一されたことから終了
とした。

→新規9

84 公立幼稚園の保育料の検討 学務課 達成／終了

子ども・子育て支援新制度の趣旨に基づいた幼稚園利用料は、国が
定めた基準額の限度内で定められている、久喜市教育・保育に係る
保育料に関する規則第３条で定める別表１（１）教育の提供を受け
る場合の保育料基準額と同額としているため、達成したものである
と考える。

達成／終了 15 実施 4

達成／継続 7 統合実施 1

未達成／終了 1 見送り 2

未達成／継続 1 統合 1

②小計 24 ②小計 8

②継続の小計 8 ②実施、統合実施の小計 5

9
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整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

17 民間委託の推進 企画政策課 達成／継続

久喜市アウトソーシング推進指針に基づき、アウトソーシングを継
続して推進することができていることから、達成とした。
市民サービスの向上、行政運営の効率化のためには、今後も民間活
力を適切に活用していく必要があるため、継続とした。

民間委託の推進 実施

18 選挙事務に人材派遣の導入 庶務課 達成／終了

当初の目標であった選挙事務に人材派遣の導入が完了し、継続的に
実施していることから達成とした。
なお、人材派遣及び臨時職員の任用自体は継続するが、行政改革の
項目としては完了とし、選挙の適正な管理執行の一環として推進し
ていく。

20 指定管理者制度の推進 施設所管課 達成／終了

本大綱で設定した数値目標を達成するとともに、当初計画以外の施
設にも指定管理者制度を導入することができた。また、引き続き指
定管理者制度導入の検討を進める必要のある施設については、同様
の取組みである「民間委託の推進」において包括的に検討を進めて
いくものとして、本取組は終了するものとした。

21 効率的・効果的な組織機構の構築 企画政策課 達成／継続

組織機構の見直しについては、毎年度、行政需要や各課の状況確認
を行い、実施をしており、平成27年度は各総合支所の税務課収納係
を本庁収納課へ集約をしたことから、達成とした。
今後も必要に応じて組織機構の見直しは必要であることから、継続
とした。

効率的・効果的な組織機構の構築 統合実施 ←新規2

36 行政評価システムの推進 企画政策課 達成／継続

事務事業評価及び施策評価は、本格的実施を開始しており、それぞ
れ活用を図っている。また、政策評価についても、評価実施には
至っていないものの運用の方向性が概ね定まっており、３階層にお
ける評価が実施、或いは実施見込みとなっている。

行政評価システムの推進 実施

37 事業仕分けの実施の検討 企画政策課 達成／終了

事業仕分けについては、黎明期であった第１期、政府主導により
華々しく実施された第２期が終了し、社会的要請は低い状況にある
と考えられる。また、行政評価等、別の手段による事業見直しも進
められている。

38 職員提案制度の導入 企画政策課 達成／継続

職員提案制度の導入自体は完了したこと、また、職員提案について
は提案件数が伸び悩み、当初の数値目標を下回っている状況である
ものの、事務改善について件数が目標を達成していることから、達
成とした。
方向性については、今後も引き続き制度自体を改善し推進していく
必要があることから、継続とした。

職員提案制度の推進 実施

③コスト縮減、収入増、事務改善



整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

39 事務専決の見直し 企画政策課 達成／継続

法律の改正や組織規則の改正、権限移譲に伴う専決事務の見直しに
ついては適宜、実施をしていることから、達成とした。
今後についても、同様の取り組みを進めるとともに、専決が可能な
事務の調査・検討を進める必要があることから、継続とした。

事務専決の見直し 見送り

40 電子決裁の導入の検討 庶務課 達成／終了
費用対効果や事務の効率性について検討した結果、導入しないとの
結論を出すに至ったため。

42
新電力（特定規模電気事業者）制度の活
用

管財課 達成／継続

新電力（PPS）事業者を活用することにより、電力料金の削減を達
成できている。今後は、電力の小売が全面的に自由化され、東京電
力の料金プランも含めて様々な料金体系が提案されることが考えら
れることから、引き続き、電力事業者の料金体系を比較検討して活
用していく必要があるため。

電力小売自由化の活用 実施

43
「久喜市公共工事コスト縮減対策行動計
画」の策定

道路河川課 達成／終了
公共工事のコスト縮減については、国の計画等を踏まえ、ライフサ
イクルコストの低減や施設の延命化を図れるように、橋梁長寿命化
修繕計画を策定し、計画的に修繕工事を実施することができた。

44 団体事務局の見直し 企画政策課 達成／継続
見直し基準策定から対象団体の洗い出し、事務局の団体移管が順次
進んでおり、着実に取組みが進んでいる。また、実質的に見直し可
能な２１団体が選別されており、継続的な見直しが可能である。

団体事務局の見直し 実施

47 公用自動車保有台数の見直し 管財課 達成／終了

合併後５年間の中で、教育部が菖蒲総合支所へ移動、第二庁舎の稼
動等、本庁舎との間の移動回数等が増加する中で、公用車の２０台
削減を達成し、一定の効果が上げられた。道路レスキュー事業等の
開始などにより、これ以上の削減は難しいと考えるが、現行台数の
中で新規事業等にも対応していきたいと考えている。

49 久喜市民プール事業の検討 都市整備課 未達成／継続
引き続き、施設の大規模な改修を行う前に、プール事業の廃止を検
討する必要があることから「未達成／継続」とした。

久喜市民プール事業の検討 実施

50 農業センター事業の検討
鷲宮総合支所
環境経済課

未達成／継続

農業センターの利用状況、受託事業の収支、農業センターの運営状
況など、農業センターの今後を検討するために参考とする資料の収
集によって、農業センターを廃止した場合に、籾の乾燥調製作業の
受け皿が無くなる等の問題点が明らかになってきた。
農業センター事業廃止を検討するにあたっては、新たな受け皿を確
保する等、農業者への影響を十分考慮して進める必要があるため、
継続とした。

農業センター事業の検討 実施

11
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整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

51 常任委員会会議録の見直し 議会総務課 未達成／終了

製本した常任委員会会議録を閲覧する方がいる限りは、市民サービ
ス低下の観点から0冊の目標を達成することは困難であり、未達成
とした。
目標を達成できないまでも、毎年、製本冊数の見直しを図り平成28
年度の製本冊数18冊は見直しの限界であると判断し、終了とした。

52 公共施設の節電の推進 管財課 達成／終了 節電は、取り組むことが当然であるため。

57 公用自転車の推進 管財課 達成／継続
利用回数が減少していることから、引き続き、公用自転車の利用を
推進する必要があるため。

公用自転車の推進 見送り

61 職員定員管理の適正化 人事課 達成／継続

定員適正化計画に基づき、職員定員管理の適正化を図った結果、同
計画の目標値を上回ることができたため、達成とした。
方向性については、今後も引き続き定員管理の適正化を図る必要が
あることから、継続とした。

職員定員管理の適正化 実施

62 適正な給与制度の堅持と公表 人事課 達成／継続

毎年度、人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告を基に適正な給与水
準を維持してきたため、達成とした。
今後も引き続き、適正な給与水準の維持及び公表をすることは必須
であるため、継続とした。

適正な給与制度の堅持と公表 見送り

63 時間外勤務の削減 人事課 達成／継続

基準とした平成２２年度と比較し、数値目標は達成している。
今後も、時間外勤務を削減し時間外勤務手当を縮減することは、財
政的観点及び職員の健康維持の観点から必要であるため、継続とす
る。

時間外勤務の削減 実施

64 長期財政計画の定期的な見直しと公表 財政課 達成／継続

同計画の記載に従い、毎年度の見直しを適切に実施できている。ま
た、中長期的な財政計画の構築や社会情勢に即した行財政運営の一
助とするためにも、今後も継続して見直していくのが望ましいと考
える。

中期財政計画の定期的な見直しと公表 見送り

65 分かりやすい財政状況等の公表 財政課 達成／継続

平成２４年度から計画どおりに公表を実施しているため達成とす
る。
また、市として市民の方へ市の財政状況を公表する責務があること
から、継続して実施していく。

分かりやすい財政状況等の公表 見送り

67
財政指標（経常収支比率・公債費負担比
率）の目標値の設定

財政課 未達成／継続

経常収支比率及び公債費負担比率ともに、年度ごとに設定している
計画値を超える実績値を出すことができず、平成28年度までの目標
値を超えることが難しい状況であるため。また、本市の財政がより
健全に運営してくためには必要な目標値であると考えるため。

財政指標（経常収支比率・実質公債費比
率）の目標値の設定

実施



整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

68
公共施設修繕基金の創設及び土地開発基
金の廃止の検討

財政課 達成／継続

公共施設修繕基金は、公共施設管理における全体的な方向性を把握
したうえで、将来発生する公共施設の修繕費を適正に推計し、計画
的に基金を運用することができるよう、積立、取崩について推計す
る必要がある。
公共施設等総合管理計画及び公共施設白書の内容を踏まえ、基金創
設の適否について検討していく。

公共施設修繕基金の創設の検討 見送り

69 市債の繰上げ償還の実施 財政課 達成／継続

当初の計画になかった繰上償還について、その後の財政状況から実
施したこともあり、計画を上回る成果をあげたため。
また、繰上償還を継続して実施することで、後年度の財政負担が軽
減され、より健全な財政運営を促すため。

市債の繰上げ償還の実施 実施

70 補助金の見直し 補助金所管課 達成／継続

「補助金等の見直し方針」を策定し、この見直し方針に基づき見直
しを数年実施してきたが、一度見直しを行えばよいというものでは
なく、社会情勢等の変化を踏まえ、継続して見直しを行っていく必
要があるため。

補助金の見直し 統合実施 ←現行71

71 各種団体への加入・負担金の精査 負担金所管課 達成／継続

「補助金等の見直し方針」を策定し、この見直し方針に基づき負担
金の見直しを数年実施してきたが、負担金の見直しは一度行えばよ
いというものではなく、社会情勢等の変化を踏まえたものにする、
継続して見直しを行っていく必要があるため。

各種団体への加入・負担金の精査 統合 →現行70

72 一部事務組合負担金の精査
一部事務組合
所管課

達成／継続

久喜宮代衛生組合及び埼玉東部消防組合への負担金について、適正
に査定したため。
また、今後についても同様に事業内容を確認し、組合の負担金を精
査する必要があるため。

一部事務組合負担金の精査 見送り

73 部への予算配分（事業部制）の推進 財政課 達成／継続

今後も、普通交付税の合併算定替の加算分の減少、老朽化した施設
の修繕や社会保障費の増など厳しい財政状況が続くことから、限ら
れた財源を有効に活用するために、部単位での枠配分予算編成は継
続実施する必要があると判断したため。

事業部制（枠配分）予算編成の推進 実施

74 トータルコスト予算の導入 財政課 達成／終了

一定の導入成果はあったと考えてはいるが、調書の作成・照会・集
計・公表などの主管課としての事務量と、調書作成に要する各所属
所の総人件費を考慮すると、導入成果を上回る事務負担があり、効
率的な行財政改革の手法とは言えないと思われるため。
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整理
番号

実施項目 主管課
達成見込／

方向性
判断理由 次期大綱での取組項目名

チェック結果
（案）

備考

75
スクラップ・アンド・ビルド予算編成の
推進

財政課 未達成／継続

平成28年度当初予算の例では、新規事業56事業から、法令に基づく
ものや国や県の制度改正に基づくもの、経費全てが特定財源で賄わ
れるものを除くと、32事業になる。これに対して、スクラップ・ア
ンド・ビルドをしたと認められる事業は、15事業に留まっている。
このように、双方の事業が同数となるのが理想的だが、現状では新
規事業のほうが多いため。
また、今後の財政状況を鑑みると、これまで以上に厳しい予算編成
が続く可能性が高いことから、既存事業の見直しと大胆な歳出削減
策が必須であると思われるため。

スクラップ・アンド・ビルド予算編成の
推進

実施

76 ゼロ予算事業の推進 財政課 達成／継続

予算編成方針及び各種通知等へゼロ予算事業について掲載を行い、
積極的な導入を促した。
また、今後の財政状況を鑑みると、事業の見直しと大胆な歳出削減
策は必須であるため、このような取組は継続していくのが望ましい
と考えられる。

ゼロ予算事業の推進 実施

77 プライマリーバランスの黒字化 財政課 達成／継続

平成24年度から平成27年度にかけていずれもプライマリーバランス
の黒字化を達成したため。
また、今後についても久喜市の健全な財政運営を実施する上で、プ
ライマリーバランスの黒字化は必要であるため。

プライマリーバランスの黒字化 見送り

78 監査の充実
監査委員事務
局

達成／継続

監査の充実については、毎年各種監査を実施しているほか、必要に
応じて提出資料様式等の見直しや現地調査を行なっていることから
達成とした。方向性については、今後も引き続き監査の充実を図っ
ていく必要があることから継続とした。

監査の充実 見送り

85 市税・国民健康保険税の滞納額の圧縮 収納課 達成／継続

滞納額の圧縮については、当初の数値目標を達成していることか
ら、達成とした。
方向性については、今後も「公平な税負担」の原則のもと、早期の
滞納整理に努めるため、継続とした。

市税・国民健康保険税の収入未済額の圧
縮

実施

86 保育所保育料の滞納額の圧縮 保育課 達成／継続

平成25年度実績の段階で、既に平成28年度までの計画を大幅に上回
り、平成26年度以降も引続き計画額を上回るように実施できている
ため、達成見込みであると判断した。
方向性については、保育所保育料の滞納額の圧縮は納付者と滞納者
の公平性を図る上でも重要であることから、継続実施とする。

保育所保育料の滞納額の圧縮 統合 →新規10

87 学校給食費の滞納額の圧縮 学務課 達成／継続

平成２４年以降、毎年度、計画値を上回り、財政効果額についても
平成２６年度の時点で平成２８年度までの累計額を上回っているこ
とから、目標は達成できると考える。
また、学校給食費の滞納額の圧縮は、納付者と滞納者の公平性を図
る上でも重要であることから、継続実施とする。

学校給食費の滞納額の圧縮 統合 →新規10
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チェック結果
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88 有料広告等の導入による収入確保 企画政策課 達成／継続
懸案であった例規制定について、公共施設壁面広告と併せて検討し
ていくという方向性が確認されたことにより、残りの計画期間にお
いて事業の進捗が見込める状況となった。

有料広告等の推進 実施

89 自動販売機設置事業者の公募 施設所管課 未達成／継続 市の財源を確保するため。 自動販売機設置事業者の公募 実施

90
ネーミングライツ（公共施設の命名権）
の検討

企画政策課 達成／終了

当初の目標であったネーミングライツの導入が完了し、継続的に募
集していることから、達成とした。
なお、募集自体は継続するが、行政改革の項目としては完了とし、
有料広告の一環として推進していく。

91 ふるさと納税の受入れ推進 企画政策課 未達成／継続 数値目標が明確なため ふるさと納税の受入れ推進 実施

92 産業基盤の整備による自主財源の確保
都市計画課
商工観光課

達成／継続

工業団地の整備が完了し、用地も完売しており、新規の企業進出は
見込めないことから、達成とした。
企業誘致条例に基づく奨励金等の交付は平成３４年度まで継続予定
だが、対象企業は、平成３０年度には１６社、平成３１年度には７
社、平成３２年度には３社、平成３３年度には１社となる見込みで
ある。

産業基盤の整備による自主財源の確保 実施

93 市有財産の有効活用の推進
企画政策課
管財課

達成／継続
空きスペースや売却可能な普通財産などが存在する限りは、継続し
て取り組むべき項目であるため。

市有財産の有効活用の推進 実施

94 ＰＲＥ戦略の検討 企画政策課 達成／継続

国から全ての地方自治体に対し、平成２８年度までに策定が要請さ
れている「公共施設等総合管理計画」が平成２７年度末に策定予定
であることから、ＰＲＥ戦略の検討については、達成とした。
方向性については、今後はこの「総合管理計画」に基づき、「個別
施設計画」、「アクションプラン」を策定する必要があることか
ら、継続とした。

公共施設アセットマネジメントの推進 実施

達成／終了 9 実施 21

達成／継続 29 統合実施 2

未達成／終了 1 見送り 9

未達成／継続 6 統合 3

③小計 45 ③小計 35

③継続の小計 35 ③実施、統合実施の小計 23
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達成／終了 31 実施 39

達成／継続 51 統合実施 4

未達成／終了 4 見送り 11

未達成／継続 9 統合 6

95 合計 60

達成 82 実施、統合実施の合計 43

未達成 13

合計 95

終了 35

継続 60

合計 95

合計

チェック結果（案）              達成見込/方向性


