
【平成２８年１月末日現在】

整理番号 １ 主管課 企画政策課 関係課
市民課（総合窓
口）

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

マイナンバー制度など各種法改正等に対応し、市民等に分かりやすい窓口を構築
するため、適宜、関係各課による連絡調整会議を開催する必要がある。

総合窓口エリアの充実

市民課（総合窓口）を中心に、効果的・効率的で市民にわかりやすい窓口を構築
するとともに、各種届出や申請が１箇所で完結できるワンストップサービスの充
実を図る。

・関係所属所間の連絡調整会議の実施

現行行政改革大綱総括調書

総合窓口の充実

市民課（総合窓口）を中心に、効果的・効率的で市民にわかりやすい窓口を構築
するとともに、各種届出や申請が１箇所で完結できるワンストップサービスの充
実を図ります。

市民課（総合窓口）、市民税課、資産税課、収納課、子育て支援課、保育課、国
民健康保険課を総合窓口エリアとして設定し、ワンストップサービスを実施して
いる。
また、毎年度、取扱業務等の検討や見直しについて、関係所属所による調整会議
を開催し、担当課間で情報共有・意見交換を行い、窓口業務の効率化等のため相
互に調整を図っている。
法改正や窓口業務の効率化等に伴う、総合窓口エリアの連携体制の見直しを図る
ため、今後においても、定期的に市民課（相互窓口）を中心に、連絡・調整を行
い、ワンストップサービスを充実していく見込みである。

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。

資料１－２ 
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ２ 主管課
市民課（総合窓
口）

関係課 企画政策課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

現行行政改革大綱総括調書

一般旅券（パスポート）の申請受理、交付等の
実施
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）事務を行います。

市民サービスの向上を図るため、平成２４年６月１日より、埼玉県から権限移譲
を受け、旅券発給（申請・交付）手続きを開始した。現在も引き続き、パスポー
トの手続きを通常業務として行っている。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ３ 主管課
市民課（総合窓
口）

関係課 関係課

実施項目 目標時期 平成26年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

サービスについての周知を図っていく必要がある。

現行行政改革大綱総括調書

証明書交付方法の拡充

市民サービスの向上を図るため、他の公共施設への自動交付機の設置及びコンビ
ニエンスストアでの各種証明書の交付を検討します。

平成２４年度から、市民サービスの向上を図るため、コンビニエンスストアに設
置されたマルチコピー機で住民票の写し等が取得できるサービスの導入を検討し
た。
個人番号カードの交付が開始される平成２８年１月からサービスが開始できるよ
う、平成２６年度まで情報収集や内容の検討を行い、平成２７年度にサービス開
始に必要な手続きを行うとともにシステムを構築し、平成２８年１月２５日から
サービスを開始した。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ４ 主管課
市民課（総合窓
口）

関係課 関係課

実施項目 目標時期 平成26年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

今後も、「久喜市使用料及び手数料の見直し方針」に基づき、証明書発行手数料
の適正化については検討していく必要がある。

現行行政改革大綱総括調書

自動交付機による証明書発行手数料の引き下げ

自動交付機の利用を促進し、市民サービスの向上及び窓口業務の軽減を図るた
め、自動交付機による証明書発行手数料の引き下げを検討します。

平成２４年度から、自動交付機による証明書発行手数料の引き下げを検討してき
たが、平成２８年１月より個人番号カードを利用しての住民票の写し等のコンビ
ニ交付が実施されることに伴い、コンビニ交付における証明書発行手数料を、窓
口交付と同額とすることが決まったため、自動交付機における証明書発行手数料
の引き下げは行わなかった。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ５ 主管課 収納課 関係課 関係課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

本市における市税等のペイジー及びクレジット収納サービスについて、市のホー
ムページや広報紙に掲載するなど、納税者の方に周知を図る必要がある。

現行行政改革大綱総括調書

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
市税等の納付機会の拡大及び市民サービスの向上を図るため、ペイジー（税金や
公共料金などの支払いを、パソコンや携帯電話、ATMから支払うことができるこ
と）及びクレジットカードによる収納を検討します。

平成２６年度までの３ヵ年においては、ペイジー及びクレジット収納セミナーに
参加し、サービスの概要や導入に向けた準備事項など、内容の理解を深めるとと
もに、埼玉県内における先行自治体の導入状況、初期費用や導入後のランニング
費用及び決済手数料などの情報収集に努めた。また、平成２６年度は、先行自治
体の導入状況などを参考に、サービスの対象とする税目や導入時期などを決定の
上、初期導入費用の予算措置を行い、導入までの工程をスケジュール化した。
平成２７年度には、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会や運営機構に
対して各種申請手続きを行い、電算システムの改修やシステムの接続試験、指定
金融機関の埼玉りそな銀行と契約内容や収納事務に関する調整など、導入に向け
ての準備を行った。また、平成２８年度のランニング費用の予算要求を行った。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ６ 主管課 障がい者福祉課 関係課

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

窓口払い廃止により受診者の経済的負担は軽減されたことで、医療費の助成額が
増加していることから、市の財政的負担が増加していくと考えられる。ついて
は、適正な利用を周知していく必要がある。

現行行政改革大綱総括調書

重度心身障害者医療費の市内窓口払いの見直し

受診者の一時的な経済的負担の軽減を図るため、助成方法を見直し、市内医療機
関での窓口払いを廃止します。

市内各機関（医師会、歯科医師会、薬剤師会）と調整し、平成24年10月から市内
窓口払いの廃止を開始した。
また、医療費の支払いに関しては、社会保険診療報酬支払基金埼玉支部及び埼玉
県国民健康保険団体連合会を通じ請求、支払を行うため、システムの改修及び受
給者証の発行・交付を行った。
導入以降は、新たに重度心身障がい者となった方に制度の周知をすると共に、市
内に新規の医療機関が開業した場合、窓口払い廃止の手続きを行うこととしてい
る。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ７ 主管課 介護福祉課 関係課 各総合支所福祉課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

現行行政改革大綱総括調書

自立支援デイサービス事業の推進

自立支援デイサービス事業を各小学校区（23会場）で実施します。

自立支援デイサービス事業（いきいきデイサービス事業）は平成１２年度から久
喜地区で開始し、平成２３年度から市内全域に拡大している。
平成２２年度には１０会場であったが、平成２３年度に３会場、平成２４年度に
８会場、平成２５年度に２会場を開設し、平成２５年度をもって２３会場として
目標を達成した。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ８ 主管課 保育課 関係課

実施項目 目標時期 平成26年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

０歳児は３人につき、１人の保育士が必要とするため、今後拡大した定員数の受
入を確保するため、安定した保育士確保が必要となる。

現行行政改革大綱総括調書

公立保育所の乳児（０歳児）保育の拡大

すみれ保育園とさくら保育園の建て替えに併せて、両園で乳児（０歳児）保育を
実施します。

すみれ保育園については、平成24年度中に、さくら保育園については、平成25年
中に建て替えを行い、それぞれ乳児（０歳児）保育の受入体制を整備した。
これまで、ひまわり保育園のみで実施していた乳児保育６人に、すみれ保育園６
人、さくら保育園６人を合わせて、１８人の受入体制を整備し、目標を達成し
た。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ９ 主管課 生涯学習課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

今後は、放課後子ども教室の講座の更なる充実と参加児童数の拡充、サポーター
の育成を図る。

現行行政改革大綱総括調書

放課後子ども教室の推進

放課後子ども教室の開設を市内全校（23校）に拡大します。

平成23年度末時点では約７割にあたる16校が開設されていたが、未実施校におけ
る学校・地域・保護者等との調整・連携により、平成24年度には３校、平成25年
度２校、平成26年度３校、そして平成27年度に1校が開設し、目標であった市内
23校全校の開設が実施された。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 １０ 主管課 生活安全課 関係課 企画政策課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

本市が運営する市内循環バスとデマンド交通は、民間交通事業者が運営する鉄道
や路線バス等を補完する位置付けで運行している。今後、事業の見直しを行う場
合には、公募市民や民間交通事業者などで構成する地域公共交通会議で合意形成
の上、実施する必要がある。

現行行政改革大綱総括調書

市内公共交通の充実

公共交通の充実を図るため、市内全域における公共交通を検討し、市内循環バス
の必要に応じた再編及び延伸並びにデマンド交通（事前予約による乗り合い移動
交通）の導入などに取り組みます。

平成25年4月に「久喜市地域公共交通計画」を策定し、本市の公共交通の基本方
針を定めた。
この計画に基づき、久喜市地域公共交通会議の中で、具体的な運行内容の協議を
行い、平成25年10月22日から、菖蒲地区及び栗橋・鷲宮地区はデマンド交通の導
入を行うとともに、久喜地区において運行している市内循環バスの再編・延伸を
行った。
このことにより、市内全域に公共交通網の整備を図ることができた。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 １１ 主管課 自治振興課 関係課 関係課

実施項目 目標時期 平成26年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

市全体の公共施設の活用の検討

市民活動のための場所の提供

市民活動を推進するため、会議や打合せを行う場所の提供を検討する。

・コミュニティセンターの利用状況を検証
・複合施設の先進地視察

現行行政改革大綱総括調書

市民活動のための場所の提供

市民活動を推進するため、市民活動団体の活動状況を調査し、会議や打合せを行
う場所の提供を検討します。

現施設を最大限に活用するとともに利用者の利便性の向上を図るため、平成23年
12月から各コミュニティセンターの使用料及び開館時間を、また、平成25年4月
からは、それまで週１回であった休館日を月１回に統一した。この結果、平成24
年度の市内5ヶ所のコミュニティセンターの利用者数と利用件数は、146,068人、
9,173件であったが、26年度は、それぞれ171,018人、11,478人、率にして
17.1%、25.1%の増加を示しており、利用者の利便性の向上に寄与することができ
た。一方、新たな場所の提供として、総合振興計画前期基本計画に中規模集会施
設の整備を位置付けた。しかし、市内には老朽化の進む多くの公共施設があり、
こうした施設の統廃合や余剰施設の複合的な活用などを行い、一定の市民サービ
スを維持しつつ、長期的な財政支出の削減も念頭におく必要がある。このため新
たな中規模集会施設の整備については、これらの点も踏まえて引き続き総合的に
検討していく。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 １２ 主管課 教育総務課 関係課
営繕課
建築審査課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

現行行政改革大綱総括調書

小・中学校施設の耐震化の推進

小・中学校施設は、平成27年度までに耐震補強工事を完了します。

平成２４年度　青葉小学校校舎２棟、本町小学校、鷲宮小学校、上内小学校、砂
　　　　　　　原小学校の各学校の屋内運動場の耐震補強工事を実施
平成２５年度　久喜小学校、太田小学校、青毛小学校、栗橋南小学校、鷲宮中学
　　　　　　　校の各学校の校舎１棟と、青葉小学校屋内運動場の耐震補強工事
　　　　　　　を実施
平成２６年度　久喜小学校、江面第一小学校の各学校の校舎１棟と、太田小学校
　　　　　　　青葉小学校の各学校の校舎２棟の耐震補強工事を実施
平成２７年度　砂原小学校の校舎１棟の耐震補強工事を実施
対象施設数　　１１３棟
耐震化完了数　１１３棟

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 １３ 主管課
管財課
施設所管課

関係課 建築審査課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

耐震工事が完了していない６施設については、施設の存続・統合等を含めて、公
共施設等総合管理計画の中で総合的に検討すべき事項であることから、今後は施
設所管課及び久喜市建築物耐震改修促進計画を所管している建築審査課におい
て、計画を策定すべきであると考える。

現行行政改革大綱総括調書

本庁舎及び公民館等の公共施設の耐震化の推進

本庁舎及び公民館等の公共施設のうち、耐震化に未対応の施設は、平成27年度を
目途に、耐震化を図ります。

本庁舎は、平成27年度に耐震補強及び改修工事が完了した。

他の公共施設のうち、耐震改修工事を実施していない施設は、６施設である。
（農村センター（南公民館）、栗橋公民館Ａ棟、栗橋公民館Ｂ棟、鷲宮福祉セン
ター、栗橋いきいき活動センターしずか館本館、栗橋いきいき活動センターしず
か館屋内運動場）

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 １４ 主管課 消防防災課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

・自主防災組織は、行政区が主体となり設立する組織であるが、地域によって
は、必要性を感じていない行政区もあり、意識改革を行う必要がある。
・災害発生から時間がたつと、防災意識の低下がみられ、高い意識で継続的な活
動を実施することが難しい。

自主防災組織の育成

自主防災組織の設立を更に促進するとともに、自主防災組織の育成、支援に努め
る。

自主防災組織が未設立の行政区に対して
・設立説明会を実施する。
・区長会や防災訓練時などに自主防災組織の必要性を説明する。
自主防災組織が設立されている行政区に対して
・自主防災組織のリーダー養成講座等を活用し、育成に努める。
・自主防災組織の補助金を活用し、既存の団体を支援していく。

現行行政改革大綱総括調書

自主防災組織の育成

自主防災組織の設立を促進するとともに、自主防災組織の支援、育成に努めま
す。

自主防災組織の設立及び必要性について、区長会や防災訓練時等に周知・啓発を
行った結果、自主防災組織の設立の促進を図ることができた。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 １５ 主管課 介護福祉課 関係課 各総合支所福祉課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

各地域に広がりつつある介護予防運動教室ではあるが、介護予防ボランティアの
担い手が不足している現状は継続しており、引き続きボランティアを育成する必
要がある。

介護予防ボランティアの育成

地域における介護予防の体制をさらに充実させるため、地域に眠っている介護予
防の担い手を発掘し、継続して介護予防ボランティアの育成に取り組む。

介護予防ボランティア（はつらつリーダー）の継続育成
・会場の空白地区があることから、会場の開設を進め、その中で地域住民の中か
ら必要な担い手を育成する。
・初期の開設会場でははつらつリーダーの高齢化が課題となっているため、会場
近辺の地域住民の中から担い手を育成する。
・はつらつ運動教室の利用者にリーダーへの就任を働きかける。
・区長や民生委員などの地域の関係者と連携して、会場の確保とリーダー候補の
推薦とセットで取り組む流れを作っていく。
・地域における介護予防と地域づくりについて、積極的な広報活動を行い、地域
で介護予防に取り組む雰囲気を醸成する。

現行行政改革大綱総括調書

介護予防ボランティアの育成

介護予防を推進するため、市内全域を対象として、介護予防事業の担い手となる
介護予防ボランティアを育成します。

平成18年度から栗橋地区で実施している一般高齢者を対象とする介護予防運動教
室「はつらつ運動教室」は、平成25年度から久喜・菖蒲・鷲宮地区でも会場を新
設し、現在に至っている。
この運動教室での、運動指導を担当する介護予防ボランティア（はつらつリー
ダー）を新たに養成するため、介護予防に必要な知識と適切な運動方法、および
運動技術を習得させる「はつらつリーダー養成講座」を実施している。
平成27年9月末現在で、90名のはつらつリーダーが登録し、市内28会場の運動教
室を運営していただき、指導の維持向上を図っている。
養成事業参加者は、年度により計画を下回ることもあるが、介護予防ボランティ
ア登録者数の数値目標としては、当初の目標を上回り、達成する見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 １６ 主管課 企画政策課 関係課 関係課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

2000年代中頃から、自治地とコンビニ等において、業務提携を結ぶ事例が見受け
られている。当初は、防災に関するものが中心であったが、最近では、商業や環
境など多様な項目が含まれる。多くは都道府県や政令市など大きな規模の自治体
において実施されている。

現行行政改革大綱総括調書

コンビニエンスストアとの業務提携の推進

コンビニエンスストアの特性を活用し、コンビニ収納に加え、様々な証明書の交
付のほか、行政との連携・協働を推進します。

平成２４年度から、コンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機で住民票
の写し等が取得できるサービスの導入を検討した。
個人番号カードの交付が開始される平成２８年１月からサービスが開始できるよ
う、平成２６年度まで情報収集や内容の検討を行い、平成２７年度はサービス開
始に必要な手続きを行うとともにシステムを構築し、平成２８年１月２５日から
証明書等のコンビニ交付サービスを開始した。
また、平成２６年１２月からは、これまでの諸税のコンビニ納付に加え、ふるさ
と納税についてもコンビニ納付を開始した。
なお、全国展開するコンビニエンスストアとの業務提携については、地元特産品
の全国販売や災害時の物資提供など都道府県レベルで業務提携を実施している例
はあるが、市レベルで実施する内容等を検討した結果、現段階においては見送る
こととした。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 １７ 主管課 企画政策課 関係課 全課

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

窓口部門等、施設整備・管理以外への民間委託の拡大

民間委託の推進

市民サービスの向上、行政運営の効率化のため、久喜市アウトソーシング推進指
針に基づき、適切に民間委託を推進する。

・新たな施設への指定管理者制度の導入
・窓口部門への民間委託の導入の検討

現行行政改革大綱総括調書

民間委託の推進

民間委託に関する指針を策定し、民間委託を推進します。

平成24年度に民間委託の全庁的な指針として、久喜市アウトソーシング推進指針
を作成し、以降同指針の下にアウトソーシングを推進している。
平成25年度には、ＰＦＩ事業のＢＯＴ方式と同様の方式により、東鷲宮駅西口自
転車駐車場を整備した。平成26年度には、久喜市体育施設、久喜市栗橋Ｂ＆Ｇ海
洋センター及び久喜市有料公園施設等の15施設について、新たに指定管理者制度
を導入した。平成27年度には、指定管理者が満了となる施設について、指定管理
者による管理を継続した。
平成28年度には、菖蒲文化会館、栗橋文化会館について、新たに指定管理者制度
を導入する予定である。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 １８ 主管課 庶務課 関係課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

職員に代えて人材派遣及び臨時職員を任用することにより、選挙事務の経験を積
む機会が減り、投票所を切り盛りできる責任者の育成が今後の課題となる。
また、衆議院の解散などの急な選挙においては、人材派遣といっても、人数を集
めることが難しく、単価も高くなるなどの問題点がある。
なお、国政選挙については、任期満了であっても選挙期日が決まる日が遅く、臨
時職員などの募集についても十分な周知ができない点も問題である。

現行行政改革大綱総括調書

選挙事務に人材派遣の導入

選挙事務の一部（受付事務）に、人材派遣の導入を検討します。

平成25年度執行の参議院議員通常選挙において人材派遣を試行的に導入した。平
成26年度執行の市長選挙及び市議会議員一般選挙においては、人材派遣よりも経
費削減効果がさらに高い臨時職員の導入もあわせて試行した。また、衆議院の解
散による突発的な選挙においても導入が可能であったことから、平成27年度執行
の県議会議員一般選挙、知事選挙においては本格的に実施した。
実績としては、解散総選挙があったこともあるが、当初の計画を上回っている。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 １９ 主管課
市民課（総合窓
口）

関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

民間委託に適した事務を洗い出し、職員との業務分担や費用対効果を検討してい
く必要がある。

市民課（総合窓口）業務に民間活用の検討

市民課（総合窓口）業務の一部（受付等の業務）に、民間委託の活用を引き続き
検討する。

・民間活用の方法（人材派遣、業務委託など）の検討
・民間活用が可能な業務の洗い出し
・活用方法、業務内容ごとの費用対効果の検証
・先進自治体からの情報収集

現行行政改革大綱総括調書

市民課（総合窓口）業務に民間活用の検討

市民課（総合窓口）業務の一部（受付等の業務）に、民間委託の活用を引き続き
検討します。

平成２４年度に、フロアマネージャー業務を委託した場合の見積もりを徴した。
平成２５年度には先進自治体の調査を行い、平成２６年度及び平成２７年度には
業務の民間委託に関するセミナーに参加し、情報収集に努めた。今後も、引き続
き検討が必要と考える。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ２０ 主管課 施設所管課 関係課 企画政策課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

今後、指定管理者制度導入を検討する施設には、施設の老朽化やこれまでの管
理・運営方法等に課題があることから、これらの課題を解決しながら、指定管理
者制度導入に向けた作業を進める必要がある。

現行行政改革大綱総括調書

指定管理者制度の推進

公の施設の中で、直営で管理するよりも、市民サービスの向上やコスト削減がで
きる施設は、積極的に指定管理者制度への移行を推進します。

直営で管理している公の施設に指定管理者制度を導入することにより、市民サー
ビスの向上やコストの削減を図っており、平成２４年度以降は、直営管理を行
なっている１９施設に指定管理者制度を導入した。
さらに平成２８年４月からは新たに２施設に指定管理者制度を導入予定であり、
指定管理者制度の推進に向けた取り組みは進んでいる。
以上のことから、本大綱の計画期間で設定した、新規導入施設の数値目標は達成
したところである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ２１ 主管課 企画政策課 関係課 全課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

効率的・効果的な組織機構とするため、本庁舎等への一元化が必要な事務につい
て、執務室のスペース等の問題により、その実現が困難な場合がある。

効率的・効果的な組織機構の構築

行政需要に柔軟に対応した組織機構に見直す。

行政需要及び各課の状況確認を行う。
ヒアリング等を通じて、本庁舎や各総合支所の課題や必要な機能を把握する。
ヒアリングの結果等をもとに、本庁舎や各総合支所に必要な機能について検討
し、組織について見直しを行う。
※「合併協定項目４　新市の事務所の位置」において、本庁の位置を現久喜市役
所とすると同時に、市民の利便性を考慮して３町の役場を総合支所とすることが
確認されている。
総合支所機能の見直しをする場合、合併協定項目の確認事項との整合をあわせて
検討する必要がある。

現行行政改革大綱総括調書

効率的・効果的な組織機構の構築

行政需要に柔軟に対応した組織機構に見直します。

市の組織については、効率的・効果的な組織機構とするため、毎年度検討し、次
年度の組織に反映させている。
平成28年度以降も、その時の行政需要に対応した効率的・効果的な組織機構とす
るため、各課の状況確認をおこない、改善を検討していくため、目標を達成する
見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ２２ 主管課 企画政策課 関係課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

個人番号カードを利用した住民票の写しなどの各種証明書が取得できるコンビニ
交付を開始したことから、個人番号カードの普及率やコンビニ交付の利用状況、
日曜開庁の窓口利用実績者数を参考にしながら、利用者の利便性や事務の効率化
の観点から、利用者数の少ない窓口や各総合支所の実施について今後検討を行う
必要がある。

日曜開庁の見直し

日曜開庁の所属所及び取扱業務等を検証し、見直す。

・市民課（総合窓口）を中心に実施をしている、総合窓口エリアの連絡調整会議
等を通じた、日曜開庁に関する意見交換の実施。
・個人番号カードの普及率やコンビニ交付サービスの利用状況、関係所属所及び
各総合支所ごとの日曜開庁の窓口利用実績者数の把握。
・総合支所での実施のあり方を含めた、日曜開庁を行う所属所及び取扱業務等の
検討。

現行行政改革大綱総括調書

日曜開庁の見直し

日曜開庁の所属所及び取扱業務等を検証し、見直します。

窓口業務を中心に本庁及び各総合支所において、日曜開庁を実施している。
また、主に、日曜開庁を実施している所属所以外の課長補佐以上の職員が、日曜
開庁統括管理者として、来庁者への案内等を行っている。
今後も、利用者の利便性や事務の効率化の観点から、日曜開庁の実施所属所や取
扱業務等について検証をしていく見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ２３ 主管課
学務課
保育課

関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

幼稚園と保育園による生活時間に配慮した継続した保育カリキュラムの実施、適
正な職員配置及び職員間の研修等が今後の課題としてあげられる。
施設整備に向けての準備及び関係課との協議が必要となってくる。

幼保一体化の推進

幼保一体化した施設「公立幼稚園型認定こども園」を設立します。

・主管課（学務課・保育課）において幼保一体化の取組み内容の検討・見直し
　及び認定こども園設立のための制度設計等定期的な打合せの実施
・公立幼稚園型認定こども園施設整備に係る関係課との協議
・所管行政の一体化の協議

現行行政改革大綱総括調書

幼保一体化のあり方の検討

中央幼稚園と中央保育園分園で実施している幼保一体化のあり方を検討します。

幼保一体化の促進の取組みとして、幼保共通カリキュラムの下、午前中の幼稚園
児と保育園児の合同保育や運動会や卒園式の実施等の行事を合同で実施し、集団
の確保による育ちの保障及び幼児期の教育・保育の一体化による保育の質の向上
に努めた。
また、平成26年度においては、平成27年度から施行する「子ども・子育て支援新
制度」について、制度の趣旨及び内容等の共通認識を図るために、打合せや協議
等を実施した。平成27年度には幼保一体化とした今後の施設のあり方等の検討を
学務課、保育課で打合せを行う等協議を行ってきた。
平成28年度も引続き、主管課で幼保一体化とした今後の施設のあり方等を検討し
ていく見込みであることから、計画は達成見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ２４ 主管課 消防防災課 関係課 全課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

地域防災計画やハザードマップの改訂等は、法令や国・県計画の改訂内容と整合
を図る必要がある。
防災行政無線のデジタル化には多大な予算と一定の事業期間が必要となる。

防災体制の充実

災害時等の非常時に円滑な対応をするため、防災体制の更なる充実を図る。

・災害対策基本法等の修正を注視し、適切に地域防災計画の改訂を行う。
・防災備蓄品の充実
・防災体制の整備
・防災訓練の充実

現行行政改革大綱総括調書

防災体制の充実

災害等の非常時に円滑な対応をするため、防災体制の更なる充実を図ります。

災害による被害を軽減するため、防災体制の充実を図った。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ２５ 主管課 企画政策課 関係課 全課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

権限移譲事務の受入れに当たっては、適切な人員配置や事務分担・配分を考慮す
る必要がある。

権限移譲事務の受入れ推進

権限移譲事務を積極的に受け入れることで、自らの地域のことは自らで決める自
己決定権の拡大を図り、総合行政を推進する。

・権限移譲事務の受入れ
・受入れに係る庁内調整

現行行政改革大綱総括調書

権限移譲事務の受入れの推進

積極的に権限移譲事務を受け入れます。

埼玉県権限移譲方針に基づき、権限移譲事務を積極的に受け入れてきた。
平成24年度、平成25年度は、「第三次埼玉県権限移譲方針」に基づく受入れを行
い、95事務（移譲率74.8％）を受け入れた。
平成26年度から平成28年度にかけては、「第四次埼玉県権限移譲方針」に基づく
受入れを行っており、平成28年度には、93事務（移譲率72.1％）の受入れとなる
見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ２６ 主管課
シティプロモー
ション課

関係課 全課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

限られた予算の中でいかに効率的に市のＰＲをしていくか。その為には市の魅力
を一律に紹介していくのでなく、絞って発信をしていくべきである。

シティプロモーションの推進

市の魅力の更なるＰＲとブランドイメージの確立を図るため、全国に発信するシ
ティプロモーション（地方自治体が都市の特色や魅力などを他の自治体や企業な
どに売り込むことによって、知名度や好感度を上げていくこと）を推進する。

住みやすさＰＲパンフレットの作成
観光ガイドの作成
久喜市ＰＲビデオの作製
クッキー甲子園の開催
クッキーお絵かき教室の開催
ＬＯＶＥくきネットワークの運営
シティプロモーション自治体等連絡協議会への参加
シティプロモーション推進指針の随時見直し
埼玉新聞「久喜市特集」の掲載

現行行政改革大綱総括調書

シティセールスの推進

市の魅力の更なるＰＲとブランドイメージの確立を図るため、全国に発信するシ
ティセールス（地方自治体が都市の特色や魅力などを他の自治体や企業などに売
り込むことによって、知名度や好感度を上げていくこと）を推進します。

シティセールスの推進は、平成２５年１２月のシティプロモーション推進指針の
策定及び平成２６年度「シティプロモーション課」の発足により取り組みを開始
した。平成２６年度は、市内有識者等により構成する「ＬＯＶＥくきネットワー
ク」の発足、シティプロモーション自治体等連絡協議会への参加をはじめ、合併
５周年記念イベントや埼玉新聞「久喜市特集」の掲載により、市の魅力を積極的
にＰＲした。平成２７年度は、市民や地域企業等が参加の久喜市ＰＲビデオの作
製を実施することで地域を巻き込んだＰＲ活動を展開しているところである。平
成２８年度においても引き続き市の魅力を地域と連携してＰＲしていく見込みで
ある。

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、多くの報道が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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ２７ 主管課
シティプロモー
ション課

関係課 全課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

各担当課がパブリシティを意識した情報提供を積極的に行っていく必要がある。

パブリシティの推進

市の行事・話題等の情報が、新聞やテレビ等で取り上げられるように、パブリシ
ティを意識した情報提供を目指す。

全庁的なパブリシティの推進

現行行政改革大綱総括調書

パブリシティの推進

市の行事・話題等の情報が、新聞やテレビ等で取り上げられるように、パブリシ
ティ（マスメディアを通して報道として伝達されるよう働きかける広報活動）を
意識した情報提供をします。

「パブリシティ活動推進の基本方針」及び「久喜記者クラブ等への情報提供の事
務処理要領」に基づき、報道各社に市の行事・話題等の情報提供を行っている。
また、定例記者会見において市の行事・話題等を説明し、新聞・テレビ等に取り
上げられるよう積極的な情報提供を行っている。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ２８ 主管課 企画政策課 関係課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

・公共施設相互利用対象施設については、新規や廃止、一部変更等があることか
ら、適宜、構成市町に周知を行う必要がある。
・構成市町の住民が公平に対象施設を利用できるよう関係市町の調整を図る必要
がある。

現行行政改革大綱総括調書

田園都市づくり協議会による広域行政の推進

構成市町（4市2町）による広域行政の一層の強化を図ります。

公共施設総合利用ガイドマップを活用し、対象施設利用者に公共施設相互利用の
周知を図るとともに、埼玉県利根南部地域の4市2町に共通する広域的な行政課題
について協議するために設置をした4つの専門部会（人事給与、環境、介護保
険、防災）の開催している。
平成の大合併が一段落したことや、広域行政に対する国の基本的な考え方が、
「国の施策に基づいた全国一律の推進」から「市町村が多様な選択肢の中から自
主的に選択」へと変化したことも踏まえ、事業の今以上の強化は、当面、難しい
と判断した。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ２９ 主管課
シティプロモー
ション課

関係課 全課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

ＩＣＴの進歩・普及に伴い、情報発信方法が多様化し、様々な情報を手軽に収集
できるようになった。しかし、このような技術を多様化することによって、情報
格差（デジタル・デバイド）が広がる危険性にも注意しなければならない。今
後、新たな媒体の導入を検討するにあたっては、媒体の操作性や普及率などを考
慮する必要がある。

市政情報の積極的な発信

様々な媒体を活用した市政情報の発信を目指す。

ツイッター・メール配信・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

現行行政改革大綱総括調書

市政情報の積極的な発信

ツイッターやメール配信などを活用した、市政情報の発信をします。

ツイッター・メール配信・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を行っている。
様々な媒体を活用した情報発信を行うことで、市民が自ら利用媒体を選択できる
ようになり、より手軽に市政情報を入手することが可能になる。
また、ホームページ以外に情報発信も可能になり、特に災害発生時の情報発信体
制が強化される。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ３０ 主管課
シティプロモー
ション課

関係課 全課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

高齢者や障がい者を含む誰もが、必要な情報をホームページから入手するために
は、アクセシビリティに配慮したページの作成が必要不可欠である。
各担当課がアクセシビリティに対する意識を持ち積極的な、情報発信を行う必要
がある。

ホームページの充実

市の保有する情報を、迅速かつ積極的に提供するとともに、利用者にとって見や
すく、情報を探しやすいホームページを目指す。

積極的に情報提供するよう各担当課への呼びかけ
掲載情報の再点検し、情報分類方法等の適宜修正
アクセシビリティへの配慮が不十分なページに対する適宜修正
各担当課へのホームページ作成等の指導

現行行政改革大綱総括調書

ホームページの充実

市の保有する情報を、迅速かつ積極的に提供するとともに、利用者にとって見や
すく、情報を探しやすいホームページの充実を図ります。

情報の充実に向けて各課で保有する情報を積極的に提供するよう促すとともに、
不足している情報については担当課へ作成を依頼している。また掲載情報を再点
検させることで不足している情報や利用しやすいページとなるよう改善に取り組
んできている。その上、平成26年度により分かりやすく、使いやすいホームペー
ジにするため、リニューアルを実施するとともにＣＭＳを導入した。リニューア
ルに伴い、障がい者・高齢者のホームページの利用に配慮する指針である日本工
業規格（ＪＩＳ規格：達成等級ＡＡ）に準拠した。このような取組を実施してき
たところ、当初の目標を上回って数値目標を達成している。ホームページアクセ
ス件数自体は例年数値目標を上回っていることから、平成28年度においても、目
標を達成する見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ３１ 主管課 議会総務課 関係課

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 平成３０年度

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

視聴者の増加を図るべく、インターネット配信の実施について広く周知する必要
がある。

議会本会議のインターネット配信の配信方法の
拡大

議会本会議のライブ中継をスマートフォンやタブレット端末からも視聴できるよ
う配信し、いつでもどこでも議会映像が見られる環境を整備することにより、議
会公開度の更なる向上の推進を図る。

これまで、録画配信についてはパソコン、スマートフォン、タブレット端末で議
会映像を見られるよう環境の整備をしてきたが、ライブ中継についてはパソコン
からのみの視聴となっていたため、スマートフォン、タブレット端末からも視聴
できるよう環境の整備を図る。

現行行政改革大綱総括調書

議会本会議のインターネット配信の導入

議会公開度を高めるため、議会本会議の模様をインターネットでの動画配信を導
入します。

議会本会議のインターネット配信については、議会活性化を目指した議会運営の
あり方を検討するために平成２３年度に組織された議会運営等検討委員会にて導
入することについて合意が図られ、具体的な内容については代表者会議にて協議
が重ねられた。その後、プロポーザル方式により業者を選定し、平成２４年１１
月定例会にて試行を行った後、平成２５年２月定例会から本稼動（一般公開）と
なった。
導入当初は、パソコンからのみライブ中継及び録画配信を視聴可能としていた
が、平成２６年度からは、スマートフォンやタブレット端末からも録画配信を視
聴できるよう利便性の向上を図り、議会公開度を高めている状況にある。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ３２ 主管課 契約検査課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

電子入札は、契約検査課のみで執行していることから、電子入札の対象となる案
件の拡大を含め、各担当課での執行も推進していく必要がある。

電子入札の拡充

埼玉県電子入札共同システムへの参加を継続し、電子入札の対象となる公共工事
等を拡充する。

電子入札の対象となる案件の拡大
各担当課における電子入札執行の推進

現行行政改革大綱総括調書

電子入札の拡充

埼玉県電子入札共同システムへの参加を継続し、電子入札の対象となる公共工事
等を拡充します。

電子入札は、平成２３年度に、設計金額３千万円以上の建設工事の一般競争入札
に導入し、契約検査課で執行している。
平成２５年度からは、電子入札の対象となる建設工事の設計金額を３千万円から
２千万円に拡大した。
各年度において数値目標は達成できており、平成２８年度も、目標を達成する見
込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ３３ 主管課 管財課 関係課 関係課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

現行行政改革大綱総括調書

情報システム再構築計画の見直し

久喜市情報システム再構築計画を見直します。

「久喜市情報システム再構築計画」に基づき再構築されたシステムについて状況
確認するとともに、今後の情報システムの方向性について検討した。
平成２６年６月に、本市の所有する情報システムの最適化を、全庁的に推進して
いくための基本方針として「久喜市情報システム最適化指針」を策定し、庁内へ
の周知を図った。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ３４ 主管課 管財課 関係課 市民課(総合窓口)

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

現行行政改革大綱総括調書

住民情報システムの改修

住民基本台帳法改正に伴い、外国人住民へ対応した住民情報システムに改修しま
す。

法改正に対応したシステム改修を実施し、平成２４年７月９日の改正法施行日よ
り改修後のシステム運用を開始した。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ３５ 主管課 管財課 関係課 関係課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

利用方法によって行政サービスの向上に結びつくシステムであるが、費用削減効
果などをはかる指標が明確になりにくく、また、一定の業務委託を行う財政負担
を伴うこととなる。

統合型地理情報システムの活用促進

紙データやExcelデータなどで管理している地理情報について、統合型地理情報
システムの活用を促進する。

・新たな地図データの搭載
・職員への操作研修の実施
・地図データ公開の検討

現行行政改革大綱総括調書

統合型ＧＩＳの導入の検討

各課で行っている各種業務に活用できる統合型ＧＩＳの導入を検討します。

統合型ＧＩＳについて、先進地事例や近年のシステム動向を踏まえ、業務効率の
向上や費用対効果の面から検討し、平成２６年度に統合型ＧＩＳの導入について
決定した。
平成２７年度は、プロポーザル方式（ＲＦＰ）により、導入するシステムを選
定、システム構築を行い、平成２８年４月から本稼動する見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ３６ 主管課 企画政策課 関係課 全課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

行政評価システムの推進

事務事業、施策、政策の３階層で評価を実施する。

事務事業評価、施策評価は現行手法を基本としながら、継続的な運用を進めてい
く。政策評価は、総合振興計画後期基本計画の総括を基本的考え方に置き、制度
設計、運用を始めていく。

現行行政改革大綱総括調書

行政評価システムの推進

事務事業評価に加え、政策評価、施策評価に取り組みます。

事務事業評価は平成２３年度から、施策評価は平成２５年度から試行として取組
みを始め、基準日現在では、本格的実施段階に至り、全庁的に定着してきた状況
にある。
事務事業評価は、予算事業を単位として評価を行うことにより、事業の改革改善
ツールとして活用を図っている。
施策評価は、総合振興計画の施策を単位として評価を行うことにより、総合振興
計画の進捗管理ツールとして活用を図っている。
政策評価は、総合振興計画を大綱レベルで総括するものとして、平成２８年度に
実施予定である後期基本計画の市民意識調査を活用した制度設計を進めていく状
況にある。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ３７ 主管課 企画政策課 関係課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

事業仕分け自体を検証した場合、華々しい議論の反面、多くの課題を持つ手法で
あることは巷間指摘されているとおりである。
再度の検討の際は、事業仕分けを実施するために投下したコストに対して相応以
上の行財政改革効果が得られるかどうか、事業仕分けの問題点を補ってなお実施
する意義があるかどうかなど、メリットとデメリットを比較考量する必要があ
る。

現行行政改革大綱総括調書

事業仕分けの実施の検討

事業仕分けを実施するか、また実施する場合には市民が参加する手法も含めて検
討します。

平成２４年度の検討において、久喜市における事業仕分けの方法や人的コストも
含めた費用対効果等について調査・研究を重ねた結果、事業仕分けは実施しない
との結論に至った。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ３８ 主管課 企画政策課 関係課 全課

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

職員提案については、制度導入当初と比べ、提案件数が減少傾向にある。
市政全般に対する課題発見・解決能力の向上、自発的・積極的に行動・提案する
ための職員の意識改革、職員が提案しやすい環境づくりを図る必要がある。

職員提案制度の推進

職員の自発的に提案しやすい環境づくりや意識改革を図り、職員提案件数の向上
を目指す。

職員提案の推進方法の見直し
・『職員提案のススメ』の見直し
・職員研修の実施の検討
・グループ提案の募集促進
事務改善の推進方法の見直し
・改善のヒントを提示するため、推進テーマの設定
・事務改善マニュアルの作成

現行行政改革大綱総括調書

職員提案制度の導入

職員提案制度を導入します。

職員提案制度は、平成24年度に導入し、平成25年度からは所属所単位の事務改善
も導入することで推進を図っている。
職員提案については、『職員提案のススメ』を職員に公開するとともに、職員提
案ボックスを設置しているが、提案件数の向上には結びついておらず、提案件数
自体も減少傾向にある。そのため、平成28年度での大幅な増加は見込めない。
事務改善については、取組みを更に促すため、平成27年度に実施方法を変更し、
上・下期に分けそれぞれテーマを設定し実施したところ、当初の目標を上回って
数値目標を達成している。事務改善件数自体は安定していることから、平成28年
度においても、目標を達成する見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ３９ 主管課 企画政策課 関係課 全課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

事務専決の見直しは、組織改正との関連性が高いことから、関係各課の状況等を
十分に勘案しながら実施をする必要がある。

事務専決の見直し

専決権限を下位の職に委譲するため、事務専決規則の見直しを行う。

・法律の改正や組織規則の改正、権限移譲に伴う見直し
・その他、専決が可能な事務の調査、検討の実施

現行行政改革大綱総括調書

事務専決の見直し

専決権限を下位の職に委譲するため、事務専決規則の見直しを検討します。

事務専決については、法律の改正や組織規則の改正、権限移譲に伴うもの等、決
裁権者が行う専決事務について、総合的に整理を行い事務専決規則の改正を必要
に応じて行っている。
今後についても、適宜、見直しを進める予定である。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ４０ 主管課 庶務課 関係課
公文書館
関係課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

電子決裁導入にあたっての課題・問題点としては、システムの導入に約３千万円
の費用が見込まれること、また、導入後は電子文書と紙文書との併用になること
が予想され、電子決裁により効率性が特段に向上することが期待できないこと。

現行行政改革大綱総括調書

電子決裁の導入の検討

電子決裁の導入を検討します。

先進自治体に電子決裁システムを提供している業者から、当該システムを導入し
た場合の概算費用、運用に係る経費、導入までに行う条件の整備、スケジュー
ル、電子決裁ができる率などについて調査を行った。その結果、システムの導入
に約３千万円の費用が見込まれること、また、導入後は電子文書と紙文書との併
用になることが予想され、電子決裁により効率性が特段に向上することが期待で
きないことが判明したことから、現段階では実施を見合わせることとした。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ４１ 主管課 建設管理課 関係課 総合支所建設課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

基準点の整備には多額の予算を必要とすることから、予算の範囲内で計画的な基
準点整備を実施し、道路台帳の一元化に向けた検討をする必要がある。

道路台帳の一元化の推進

久喜市内全域の公共基準点の充実

久喜市内の３級基準点の整備

現行行政改革大綱総括調書

道路台帳の一元化の推進

道路台帳を同一水準として整備します。

道路台帳の一元化に向けて、整備水準を均一化するのに必要となる、公共基準点
の整備を行うため、久喜市全域の１級～３級基準点の整備を実施することとして
いる。
平成２４年度に市内全域を網羅する１級基準点の整備を行い、平成２７年度まで
に鷲宮地区の一部を除く市内の２級基準点整備を実施した。
平成２８年度は鷲宮地区の２級基準点１９箇所を整備することにより、市内全域
の１級及び２級基準点の整備は完了するが、３級基準点までの整備完了を目標と
した当初の計画より下回ることとなる。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ４２ 主管課 管財課 関係課 関係課

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

電力の小売が全面的に自由化されることに伴い、料金体系が複雑になったり、種
類が多くなり過ぎて比較検討に時間を要するなどの問題点が考えられる。

電力小売自由化の活用

電力の契約を見直し、料金の削減に努める。

・現在の電力契約の見直し
・他事業者の料金体系との比較検討

現行行政改革大綱総括調書

新電力（特定規模電気事業者）制度の活用

電気料金の削減が期待できる新電力（特定規模電気事業者）制度を活用します。

新電力（PPS）事業者の契約は、平成24年度24施設平成25、26、27年度は46施設
である。

東京電力と契約した場合と比較すると電力料金の削減の割合は、平成24年度では
16.43％、平成25年度は7.40％、平成26年度は8.42％である。

平成28年4月1日から電力の小売が全面的に自由化されることから、料金体系など
を比較検討する必要がある。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ４３ 主管課 道路河川課 関係課 全課

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

橋梁長寿命化修繕計画については、計画的に予防保全的に修繕工事を実施
し、橋梁の延命化を図ることで、多額の費用が掛かる橋の大規模な改修や架
け替え等をせずに済むものであり、今後５０年で約４５億円の費用の削減を
図るもので、単年度のコスト縮減額が算出するものではないことから、市民
の皆様に、年度毎の財政効果額を示すことができるものではない。

現行行政改革大綱総括調書

「久喜市公共工事コスト縮減対策行動計画」
の策定

「久喜市公共工事コスト縮減対策行動計画」を策定します。

公共工事縮減対策行動計画については、調整事項が多く、市の計画を策定で
きていいないが、国が策定している公共工事コスト縮減対策に関する計画等
を踏まえ、公共工事のコスト縮減が図れるように、資源の再利用やライフサ
イクルコストの低減等に努めている。
こうした中、コスト縮減を目的する具体的な計画として、平成２５年度に橋
梁長寿命化修繕計画を策定しており、平成２６年度から計画的に橋梁の修繕
工事を実施している。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ４４ 主管課 企画政策課 関係課 団体事務局所管課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

団体側の実情も関係してくるため、市からの働きかけが事務局移管に至らない
ケースがある

団体事務局の見直し

事務（事務局）を当該団体に移管することを前提に、見直し基準に基づき、見直
しを進める。

これまで取組みにより選別された２５団体については、団体事務局見直し基準に
基づき、見直しを進める。
新たに設立された団体については、本取組の趣旨に鑑み、できる限り事務局機能
を当該団体で担うことを原則とする。

現行行政改革大綱総括調書

団体事務局の見直し

事務（事務局）を当該団体に移管することを前提に、見直し基準を作成し、見直
します。

市が事務局機能を担っている団体について、事務局機能を団体に移管するための
全庁的な基準である「団体事務局見直し基準」により、各所管課において見直し
に取り組んでいる。
これまでの取組みにより、実質的に見直し可能な２５団体が選別されてきてお
り、段階的に見直しが進んでいる。

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２５団体が選別されて
おり、継続的な見直しが可能である。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ４５ 主管課 学務課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

基本計画を策定したが、今後の状況の変化等によっては、基本方針の見直しが必
要となる場合がある。

現行行政改革大綱総括調書

学校給食の運営方針の検討

学校給食の運営方針等について、久喜市学校給食審議会等の意見を踏まえ、検
討・見直します。

学校給食の運営方針の検討にあたり、久喜市学校給食審議会に久喜市における学
校給食基本方針について諮問を行った。同審議会で審議を重ねた後、平成２６年
９月３０日に開催された第１７回審議会において、久喜市における学校給食基本
方針についての答申をいただいた。
教育委員会では、この答申を下に平成２６年１２月に『久喜市における学校給食
基本方針』を策定し、「適正な衛生管理に基づく安全性の確保」「食育の充実」
「地産地消の推進」「施設の効率的な運営管理」「その他学校給食の実施に関す
ること」の５項目からなる基本方針を定めた。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ４６ 主管課 水道施設課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

水源を県水に切り替えたことにより、使用していない水道施設の撤去について検
討する必要がある。

現行行政改革大綱総括調書

安定した水の確保

水道水の水源を、受水の安定している県水へ段階的に切り替えます。

平成24年4月に佐間浄水場、鷲宮浄水場及び森下浄水場の水源を全て県水とする
計画とし、水道事業認可を取得した。
この事業認可に基づき、佐間浄水場の水源を平成24年4月から全て県水に切り替
え、鷲宮浄水場については、新たに県水を受水することから、埼玉県公営企業管
理者と「水道用水の受水地点追加に係る協定書」を平成24年7月に締結するとと
もに、施設整備を実施し平成27年4月から県水受水を開始した。
また、森下浄水場は、平成28年度から準備を開始し、平成30年度から全て県水に
切り替える予定である。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ４７ 主管課 管財課 関係課
総合支所総務管理
課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

今後、大きな組織の改編があった場合は、その都度、公用車の保有台数について
検討する必要がある。

現行行政改革大綱総括調書

公用自動車保有台数の見直し

公用自動車の保有台数を見直します。

平成26年末時点で公用自動車の保有台数は195台であり、合併時の保有台数215台
から20台を削減した。

合併後5年が経過する中で、第2庁舎が稼動し、教育部が菖蒲総合支所へ移転し
た。平成28年度からは第二庁舎へ各総合支所の建設部が統合される予定である。

平成28年度の公用車の保有台数については、統合された第2庁舎における公用車
の稼働状況を見極めながら公用車の保有台数を検討する必要がある。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ４８ 主管課 障がい者福祉課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

法の施行後、事業所や市民の意識向上、及び職員の対応力向上のため周知、見直
しを行っていく必要がある。

障がいを理由とする差別の解消の推進

市民や事業者等に対し、障がいのある方への社会的障壁や偏見の取り除きに関す
る意識の醸成を図り、誰もが社会参加できる共生社会づくりを推進する。

市民や事業者等に対し、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づ
く「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」について、様々な方
策を通じて周知を図り、意識の啓発に努める。
また、障がいのある方が本市の窓口や施設等を利用される際に、不安や不快な思
いを抱くことなく、主体的に要件を済ませることができるよう、「久喜市におけ
る障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」及び「障がい者等へ
の配慮マニュアル」に基づき、適切な対応に努める。

現行行政改革大綱総括調書

障がい者の差別の禁止に関する条例の制定の検
討
国の動向を見極めながら、障がい者の差別の禁止に関する条例を、制定するか検
討します。

平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が公布さ
れ、平成28年4月から「障がいを理由とする不当な差別の禁止」と「合理的配慮
の提供」が義務付けられることとなった。
このため、独自に条例を制定するのではなく、法の規定に基づく職員対応要領を
策定することとし、平成28年3月末の完成に向けて取組を進めている。
また策定に当たって、市内の各障がい者団体及び障害福祉サービスの事業所を通
じて「障がい者への差別や配慮に関するアンケート」を実施し、その取りまとめ
を行い職員対応要領に反映させていく。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ４９ 主管課 都市整備課 関係課 －

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

・施設の老朽化が進み、維持管理費が増加傾向にある。
・施設運営に係る費用対効果は、決して高いものではない。
・営業を期待する人も相当数ある｡

久喜市民プール事業の検討

指定管理者と協議調整を図りながら、効率的かつ適切なプールの管理運営を実現
することで、事業を継続できるよう努めていく。

市民プールの施設に大規模な改修が必要となった場合には、プール事業の廃止を
検討します｡

現行行政改革大綱総括調書

久喜市民プール事業の検討

　市民プールの施設に大規模な改修が必要となった場合には、プール事業の廃止
を検討します｡

今夏の市民プールの供用にあたり、大規模な施設改修を要しなかったことから、
事業の廃止に係る検討は実施していない。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ５０ 主管課
鷲宮総合支所環境
経済課

関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 平成２９年度

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

・農作業の受託については、農協や農業者団体等において実施することが望まし
い業務である。
・施設の老朽化に伴い設備、農機具等の維持費のさらなる増加が見込まれる。
・農業センター事業廃止後の新たな農作業等の受け皿を確保する必要がある。

農業センター事業の検討

農業センターの事業の検討

・現在の利用者に対する丁寧な説明。
・新たな引受け先の確保。

現行行政改革大綱総括調書

農業センター事業の検討

農業センター事業の廃止、又は民間等への全面移管を検討します。

農業センターの利用者数や利用面積、委託作業の種別、農業センター以外に農作
業を受託することが可能な農業団体の有無、農業センターを廃止した際に鷲宮地
区の農業者が受ける影響について調査を行なってきた。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ５１ 主管課 議会総務課 関係課

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

会議録インターネット検索システムの利用拡大の推進を図る。

現行行政改革大綱総括調書

常任委員会会議録の見直し

常任委員会会議録の製本の見直しを実施します。

常任委員会会議録については、本会議会議録のように地方自治法に作成の定めが
なく、各自治体にその方法は委ねられている中、毎年、委員会会議録の製本につ
いて検討を重ねてきた。結論としては、会議録インターネット検索システムを利
用できず、公文書館や図書館などの閲覧場所に常任委員会会議録を閲覧に来る方
がいる限りは、市民サービスの低下を招くことのないよう製本を継続することと
し、目標の0冊を達成できずにいる状況である。
なお、毎年製本冊数の見直しを図り、平成23年度30冊製本していた常任委員会会
議録を、平成24・25年度は25冊、平成26年度は22冊、平成27年度は20冊、そして
平成28年度には18冊まで減冊して製本する見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ５２ 主管課 管財課 関係課 施設所管課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

現行行政改革大綱総括調書

公共施設の節電の推進

公共施設の節電を更に推進します。

久喜市本庁舎節電計画を策定し、電力消費量の多い6月から9月にかけて重点的に
節電に取り組んでいる。あわせて各総合支所及び出先機関に対し、本庁舎と同様
に節電への取り組みを通知している。

その結果、公共施設全体で平成22年度と比較した電気使用量の削減割合は、平成
24年度1.07％、平成25年度5.48％、平成26年度8.92％である。

達成／終了

節電は、取り組むことが当然であるため。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ５３ 主管課 環境課 関係課 施設所管課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

太陽光発電システムを計画的に導入出来る計画書の作成及び予算措置が必要であ
る。

現行行政改革大綱総括調書

太陽光発電の推進

公共施設への太陽光発電システムの設置を推進することにより、省エネルギー・
省資源型の施設を目指します。

公共施設への太陽光発電システムの設置については、環境に配慮した取り組みと
して推進をしている。
新規設置数について、平成24年度から平成26年度までの新規設置数は、7施設の
計画に対して8施設の実績、平成27年度は2施設の計画に対して、3施設が設置予
定であることから計画を上回る見込みである。平成28年度は、現時点で判断でき
ないが、平成27年度の見込みの時点で5年間の新規設置計画累計数と同数のた
め、目標は達成できた考えている。
発電規模は、平成26年度の実績で238.06kWとなっている。平成27年度には、新た
に3施設で太陽光発電システムを設置することから、平成28年度の計画を上回る
見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ５４ 主管課 環境課 関係課 施設所管課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

ＬＥＤ照明等を計画的に導入出来る計画書の作成及び予算措置が必要である。

ＬＥＤ照明の導入の推進

消費電力の縮減を図るため、省エネ効果の大きいＬＥＤ照明の導入を推進しま
す。

・公共施設において、現在設置している蛍光灯などの照明機器をＬＥＤ照明機器
に切り替える。

現行行政改革大綱総括調書

ＬＥＤ照明等の導入の検討

消費電力の縮減を図るため、省エネ効果の大きいＬＥＤ照明等環境配慮型照明の
導入を検討します。

ＬＥＤ照明等の導入については、環境に配慮した取り組みとして推進してきた。
新規設置数について、平成24年度から平成26年度までの計画累計数5施設に対
し、実績累計数12施設となっており、計画を上回っている。平成27年度は6施設
が設置を予定していることから、計画を上回る見込みである。
平成28年度は、現時点で判断できないが、5年間の計画累計数9施設に対し、平成
27年度の見込みも含めた実績累計数18施設であることから、目標は達成している
と考えている。

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
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ５５ 主管課 環境課 関係課 施設所管課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

雨水貯留施設を計画的に導入できる計画書の作成及び予算措置が必要である。

現行行政改革大綱総括調書

雨水の有効活用の推進

公共施設への雨水貯留施設の設置を推進します。

公共施設への雨水貯留施設の設置については、環境に配慮した取り組みとして推
進してきた。
新規設置数について、平成24年度から平成26年度までの計画累計数3施設に対
し、実績累計数12施設となっており、計画を上回っている。平成27年度は4施設
が設置を予定していることから、計画を上回る見込みである。
平成28年度は、現時点で判断できないが、5年間の計画累計数5施設に対し、平成
27年度の見込みも含めた実績累計数16施設であることから、目標は達成している
と考えている。
貯留容量は、平成26年度まで計画どおりに推移し、平成27年度も新たに4施設で
設置することから計画を上回る見込みである。平成28年度は、現時点で判断でき
ないが、平成27年度にほぼ目標を達成する見込みである。

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。

55



【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ５６ 主管課 環境課 関係課 施設所管課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

設置施設を増やすことに伴う予算の確保。

現行行政改革大綱総括調書

緑のカーテンの設置の推進

公共施設への緑のカーテンの設置を推進します。

公共施設への緑のカーテンの設置については、環境に配慮した取り組みとして推
進してきた。
緑のカーテンの設置個所については、平成27年度まで計画を上回る状況である。
平成28年度については、31施設に設置する予定であることから、計画を上回る見
込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ５７ 主管課 管財課 関係課
総合支所総務管理
課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

自転車の台数は増えたので、今後はこれらを有効活用する取り組みを実施する必
要がある。

公用自転車の推進

近距離の移動には、公用自動車の利用を控え、公用自転車の利用を推進する。

・自転車の利用を啓発するため、掲示板により周知する。

現行行政改革大綱総括調書

公用自転車の推進

近距離の移動には、公用自動車の利用を控え、公用自転車の利用を推進します。

自転車の導入台数は、平成24年度6台、平成25年度4台、平成26年度2台、平成27
年度2台である。うち平成27年度は電動アシスト自転車である。

自転車の利用回数は、平成24年度6,645回、平成25年度6,263回、平成26年度
5,887回である。

自転車は増えているが、利用回数は減少傾向にある。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ５８ 主管課 人事課 関係課 全課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

研修は効果がすぐに出るものではなく、成果の測定が難しい。また、効果的で
ニーズの高い研修を実施するためには、内容や方法の見直しを常に行う必要があ
る。

研修の充実による人材育成の推進

各種研修の充実により、人材育成を推進する。

・市独自研修
・共同研修（久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町による合同研修）
・派遣研修（彩の国さいたま人づくり広域連合、市町村職員中央研修所、自治大
　学校、日本経営協会他）
・ＯＪＴ

現行行政改革大綱総括調書

職場における人材育成の推進

ＯＪＴ計画に基づき、職場における人材育成を推進します。

市独自研修の充実及び各種研修への職員派遣の充実を図るとともに、職場でのＯ
ＪＴを通じて職員の人材育成を推進するため、新規採用職員に対するＯＪＴ計画
書・日誌等を報告させ、ＯＪＴの適正実施を図っている。
また、平成２４年１０月に策定した全職員向けの久喜市ＯＪＴ実施マニュアルを
活用し、職員一人ひとりの人材育成を図っている。
更に、平成２５年度から各部に接遇リーダー、各課に接遇リーダー補助員を配置
し、接遇リーダー及び補助員の指導のもと職員の接遇力向上を図っている。
平成２８年度についても、これまでと同様に、より効果的・効率的な実施方法を
検討し、取り組んでいく予定である。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ５９ 主管課 人事課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

平成28年4月1日から本格実施に向けて、人事評価制度の基本的な部分の構築は平
成27年度で完了となるが、引き続き、制度の改善を図るための見直しを行ってい
く必要がある。
また、人事評価結果の活用方法等については、引き続き検討が必要である。

人事評価制度の推進

全職員を対象とした人事評価制度を推進します。

・人事評価制度の実施
・人事評価制度の改善
・人事評価制度の周知
・人事評価研修会の実施

現行行政改革大綱総括調書

人事評価制度の推進

全職員を対象とした人事評価制度を推進します。

人事評価制度は、平成23年度に試行的に導入して以来、被評価者を拡大して取り
組むとともに、毎年、職員アンケートの結果等を踏まえ、制度の改善を図りなが
ら実施してきたところである。【被評価者…平成23年度：各係から1人選出（課
長補佐級又は係長級）、平成24年度：担当主査以上の職員、平成25年度：全職員
（部長・副部長除く）、平成26年度以降：全職員】
このような中、地方公務員法の一部改正により、人事評価の実施が法定化され、
平成28年4月1日から本格的に実施することが必要となった。このため、平成27年
度は、国に準拠した制度の見直しを行い、試行の最終年度として人事評価に取り
組んでいるところである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ６０ 主管課 人事課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

昇任に対する意識の低下が職員アンケートから伺える状況にある。引き続き、
キャリアアップ研修の実施や、新たにメンター制度を導入するなど、昇任に対す
る意識改革が必要である。

現行行政改革大綱総括調書

職員の昇任・昇格制度の適正運用

人事評価制度の充実や昇任基準の明確化を図り、引き続き、客観性、透明性があ
る昇任・昇格制度の適正な運用を行います。

久喜市職員昇任試験実施要領を定め、試験を適正に実施している。平成26年に
「久喜市職員の係長職への昇任に関する規程」を改正し、育児休業者の受験資格
を新たに認めるなど、受験しやすい試験のため制度改正を行っているが、受験者
数は例年減少傾向にあり、目標である受験者数４５人を近年下回っている。平成
28年度についても、同様に計画を下回る見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ６１ 主管課 人事課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

合併によるスケールメリットを活かした組織改正、事務事業の見直し、指定管理
者制度・民間委託の積極的な活用推進等により、定員の適正化を推進することが
できたが、今後については、一律に職員数を削減することは難しい状況にあるこ
とから、きめ細かな対応と新たな取組の検討が必要である。

職員定員管理の適正化

定員適正化計画に基づき、職員定員管理の適正化を推進する。

・定員適正化計画に基づく定員管理の適正化の推進。
・定員適正化計画に設定する目標達成に向けた取組の推進。

現行行政改革大綱総括調書

職員定員管理の適正化

定員適正化計画に基づき、職員定員管理の適正化を推進します。

定員適正化計画に基づき、職員定員管理の適正化を推進している。【職員数…平
成24年度：952人、平成25年度：941人、平成26年度：935人、平成27年度：923
人】当該計画は、平成27年4月1日を目標年月日とする計画であり、目標を13人上
回る結果となった。
各地方公共団体の定員管理については、国から定員削減の目標を掲げた取り組み
を行うよう求められてはいないが、近年の地域における行政需要の変化に対応す
るため、地域の実情を踏まえながら、自主的に適正な定員管理の推進に取り組む
ことが重要であることから、平成28年度以降の目標を定めた定員適正化計画を年
度内に策定する予定である。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ６２ 主管課 人事課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

今後も、人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告が出された際には、適正な給与水
準を維持するため、迅速に制度改正等を実施していく必要がある。

適正な給与制度の堅持と公表

適正な給与水準の維持に努めるとともに、分かりやすく公表する。

・人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告に基づく、適正な給与水準の維持
・総務省が定めた様式に従い「久喜市の給与・定員管理等」及び「人事行政の運
営等の状況」をホームページや広報で公表する。

現行行政改革大綱総括調書

適正な給与制度の堅持と公表

適正な給与水準の維持に努めるとともに、分かりやすく公表します。

人事院勧告制度全体の趣旨を踏まえ、人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告を基
に、適正な給与水準の維持を達成している。
公表については、総務省が定めた標準の様式に従い「久喜市の給与・定員管理
等」をホームページに掲載するとともに、「人事行政の運営等の状況」を広報く
きに掲載している。
平成２８年度以降も、人事院勧告等に従い、適正な給与水準を維持していく。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ６３ 主管課 人事課 関係課 全課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

ノー残業デー及び時間外勤務削減の周知徹底。

時間外勤務の削減

ノー残業デーの徹底などにより、職員の時間外勤務を削減し、時間外勤務手当の
縮減に努める。

・ノー残業デーの周知徹底。
・時間外勤務削減に向けた取り組みの強化。

現行行政改革大綱総括調書

時間外勤務の削減

ノー残業デーの徹底などにより、職員の時間外勤務を削減し、時間外勤務手当の
縮減に努めます。

ノー残業デーの実施に取り組んでいるほか、「時間外勤務の縮減に向けた取り組
みの強化」について各所属長に通知し、時間外勤務削減に取り組んでいる。

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。

63



【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ６４ 主管課 財政課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

翌年度の当初予算編成に同計画の見直しを生かしていくためには、見直しの時期
を改め、予算編成作業開始前に改訂を実施する必要があると考える。

中期財政計画の定期的な見直しと公表

今後も、合併による影響や歳出の削減効果等を考慮し、社会情勢の変化や諸制度
の変更、決算状況等を踏まえて、毎年度見直しをしていく。

・適切な時期に見直しに必要な資料を収集し、数値の推計にあたる。
・総合振興計画実施計画の見直しとの連携を図る。

現行行政改革大綱総括調書

長期財政計画の定期的な見直しと公表

長期財政計画は、新市基本計画において、現行の制度を踏まえ、合併による国か
らの財政支援や歳出の削減効果等を考慮し、策定しています。

久喜市総合振興計画を財政的に補完するものとして、平成25年度から平成29年度
を対象に、平成26年3月に「中期財政計画」を策定し、市ホームページに掲載す
ることで公表した。
同計画は、社会情勢の変化や諸制度の変更、決算状況等を踏まえて毎年度見直し
をするとしていることから、平成26年度は平成27年3月に改訂を行った。
今後も、同様に見直しを行う予定である。
（＊平成27年度見直しは、ローリング方式により直近3ヵ年の平成30年度までの
財政動向を推計し、改訂を行う予定。その後も同様である。）

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ６５ 主管課 財政課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

分かりやすい財政状況等の公表をするため、継続して改良を加えて公表する必要
がある。

分かりやすい財政状況等の公表

分かりやすい財政状況等の公表を実施する。

・財政状況の公表
　例年６月１日、１２月１日　広報紙、市ホームページ、公示にて公表
・決算概要の公表
　例年１１月１日　広報紙、市ホームページにて公表
・予算編成過程の公表
　例年１１月～２月にかけて要求、財政課査定、最終査定と段階を分けて市ホー
ムページにて公表
・健全化判断比率・資金不足比率の公表
　例年１０月１日　広報紙、市ホームページにて公表
・財務書類４表の公表
　例年１２月１日　広報紙、市ホームページにて公表

平成２９年度からは、「財政状況の公表、決算概要の公表及び予算編成過程の公
表」に加え、「健全化判断比率・資金不足比率の公表、財務書類４表」について
も、現在公表している内容について、わかりやすく工夫して公表を行う。

現行行政改革大綱総括調書

分かりやすい財政状況等の公表

財政状況等を分かりやすく工夫して公表します。

分かりやすい財政状況等の公表については、以下のとおり平成２４年度から平成
２８年度（見込）まで実施した。
・財政状況の公表
　例年６月１日及び１２月１日に広報紙、市ホームページ及び公示にて公表
・決算概要の公表
　例年１１月１日に広報紙、市ホームページにて公表
・予算編成過程の公表
　例年、１１月～２月にかけて要求、財政課査定、最終査定と段階を分けて市
ホームページにて公表

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ６６ 主管課 財政課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

合併算定替の経過措置の段階的終了により、平成27年度から平成31年度まで普通
交付税が減額していくため、更に厳しい財政運営となる見通しであり、幅広い行
政ニーズに応えつつ歳入・歳出の均衡を維持するには、財政調整基金による調整
の必要性が増す。
今後の厳しい財政運営を考慮しながら健全な財政運営を継続するには、財政調整
基金による調整を更に適切なものとしなければならない。

財政調整基金の確保

財政調整基金は標準財政規模の10％以上を確保する。

今後の厳しい財政運営を考慮しつつ健全な財政運営を継続するためには、引き続
き財政調整基金を過度に取崩すことのないよう抑制する必要がある。

現行行政改革大綱総括調書

財政調整基金の確保

財政調整基金は標準財政規模の10％以上を確保します。

平成26年度末までの財政調整基金現在高及び標準財政規模に対する基金現在高の
割合は以下のとおりである。

　平成23年度末　3,542,084千円、11.7％
　平成24年度末　4,539,207千円、15.0％
　平成25年度末　5,379,715千円、17.7％
　平成26年度末　5,486,463千円、17.9％

また、平成27年度末に見込まれる標準財政規模に対する基金現在高の割合は標準
財政規模が未確定のため算出できないが、平成27年11月補正予算後の平成27年度
末財政調整基金現在高見込は5,187,769千円であり、安定した財政調整基金の確
保を継続できている。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ６７ 主管課 財政課 関係課

実施項目 目標時期 平成28年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

経常収支比率については、市税等の収納強化、職員定数の減少による人件費削減
及び内部努力による歳出経費の削減等により改善を図っているが、経常経費（生
活保護費の扶助費等）が増加しているため目標達成に至らない。また、公債費負
担比率については、新たに借り入れる地方債の抑制を図っているが、繰上償還の
実施などにより目標達成に至らなかった。

財政指標（経常収支比率・実質公債費比率）の
目標値の設定

経常収支比率は、90.0%以下を目標とする。また、公債費負担比率については、
実質公債費比率に改めた上で、実質公債費比率は5.4%以下を目標とする。

経常収支比率については、引き続き以下の点についてより一層の取組みを実施す
る。
・市税等の収納の強化（滞納整理の強化等）
・内部努力による経常経費の削減
実質公債費比率については、引き続き新たに借り入れる地方債を当該年度の元金
償還額以下になるよう抑制を図っていく。

現行の経常収支比率の目標値（87.8％）は、平成22年度決算における埼玉県平均（市町村）を用
いたが、合併算定替の加算措置の段階的減少で普通交付税が減少すること等により、今後も目標
値の達成が難しいと考えられるため、これまでの実績を踏まえ、高めの目標値90.0％以下とし
た。目標値を90.0％とした根拠は、Ｈ22～26年度埼玉県平均（市町村）の単純平均90.06％である
こと、国の「地方財政の状況　平成27年度版」において、市町村平均が、10年間連続で90.0％を
上回っていることから。
平成29年度より公債費負担比率を実質公債費比率に変更する。
実質公債費比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律において、健全化判断比率の一つ
として位置付けられているため。目標値5.4%は、平成26年度決算に基づく埼玉県平均（市町村）
を用いる。

現行行政改革大綱総括調書

財政指標（経常収支比率・公債費負担比率）の
目標値の設定
経常収支比率は、87.8％以下を目標とします。
公債費負担比率は、12.8％以下を目標とします。

経常収支比率及び公債費負担比率の各年度の数値は以下のとおり
・経常収支比率　　計画値　　　実績値
　　　　H24　　　88.5%以下　　92.2%
　      H25      88.2%以下    92.4%
　      H26      88.1%以下    91.0%
　　　　H27　　　88.0%以下    91.7%
        H28      87.8%以下　　 ‐
・公債費負担比率　計画値　　　実績値
　　　　H24　　　14.5%以下　　15.6%
　　　　H25　　　14.4%以下　　14.7%
　　　　H26　　　14.0%以下　　15.6%
　　　　H27　　　13.5%以下　　13.8%
　　　　H28　　　12.8%以下　　 ‐

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ６８ 主管課 財政課 関係課

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

公共施設修繕基金の実行可能性の検証について、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ていく
必要がある。

公共施設修繕基金の創設の検討

公共施設修繕基金の創設を検討する。

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、平成29年度末までに
基金創設の適否について検討していく。

現行行政改革大綱総括調書

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
公共施設修繕基金の創設を検討します。
土地開発基金の廃止を検討します。

土地開発基金については、平成26年度末に廃止した。
また、公共施設修繕基金は、今後策定が予定されている公共施設等総合管理計画
に併せて、公共施設白書に掲載されている更新費用を参考に、積立、取崩の推計
等を実施しながら検討していき、その検討結果を踏まえ、基金創設の適否につい
て検討していく予定である。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ６９ 主管課 財政課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

繰上償還を実施することにより、当該年度の公債費負担比率の数値が悪くなる。

市債の繰上げ償還の実施

市債の繰上げ償還を実施し、後年度負担を軽減する。

市債の契約状況と市の財政状況を鑑み、市債の繰上償還を実施する。

現行行政改革大綱総括調書

市債の繰上げ償還の実施

市債の繰上げ償還を実施します。

平成24年度から平成26年度に実施した市債の繰上償還は以下のとおり。
平成27年度から平成28年度については、見込である。

　　　　　　　　　 繰上償還額
平成24年度　　　　12,429,725円
平成25年度　　　 405,071,269円
平成26年度　　　  46,727,801円
平成27年度　　　 165,359,592円（見込）
平成28年度　　　　　 174,770円（見込）

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ７０ 主管課 補助金所管課 関係課 財政課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

各団体等との調整・協議を行っているが、なかなか見直しを進めることが難しい
補助金もある。

補助金の見直し

補助金交付の目的や効果などを総合的に勘案し、補助金の見直しを行う。
また、必要に応じて「補助金等の見直し方針」を改定する。

・平成25～27年度と同様に「補助金等の見直し方針」に基づき補助金の見直しを
行う。
・社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じて「補助金等の見直し方針」を改定す
る。

現行行政改革大綱総括調書

補助金の見直し

補助金交付の目的や効果などを総合的に勘案し、補助金の見直しを行います。
また、補助金を交付する際の基準となる指針を作成します。

【平成24年度】
　補助金の交付状況調査（補助対象、目的、事業費補助への移行、補助金の算定
基準等）を行い、「補助金等の見直し基準（案）」を作成した。
【平成25年度】
　平成25年8月に「補助金等の見直し方針」（以下、見直し方針という）を策
定、公表した。また、見直し方針の見直し手順に沿って補助金の目的や効果、積
算方法や金額の妥当性等について確認を行い、適正な額を予算に反映させた。
【平成26年度】
　平成25年度の見直し後の進捗状況調査を行ったほか、平成25年度同様に補助金
の見直しを行い、削減効果の集計を行った。また、一定の見直しが進んだと考え
られる補助金については見直し方針に基づく見直し対象から外し、見直しが進ん
でいない補助金については引き続き見直しを行うものとした。
【平成27年度】
　平成25～26年度と同様に補助金の見直しを行っている。
【平成28年度】
　平成25～27年度と同様に補助金の見直しを行う予定。

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。

70



【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ７１ 主管課 負担金所管課 関係課 財政課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

各団体等との調整・協議を行っているが、なかなか見直しを進めることが難しい
負担金もある。

各種団体への加入・負担金の精査

各種団体（協議会等）への加入を見直し、負担金を精査する。
また、必要に応じて「補助金等の見直し方針」を改定する。

・平成25～27年度と同様に「補助金等の見直し方針」に基づき負担金の見直しを
行う。
・社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じて「補助金等の見直し方針」を改定す
る。

現行行政改革大綱総括調書

各種団体への加入・負担金の精査

各種団体（協議会等）への加入を見直し、負担金を精査します。
また、負担金を見直しする際の基準となる指針を作成します。

【平成24年度】
　負担金の交付状況調査（交付対象、負担金の算定基準等）を行い、「補助金等
の見直し基準（案）」を作成した。
【平成25年度】
　平成25年8月に「補助金等の見直し方針」（以下、見直し方針という）を策
定、公表した。また、見直し方針の見直し手順に沿って負担金の目的や効果、積
算方法や金額の妥当性等について確認を行い、適正な額を予算に反映させた。
【平成26年度】
　平成25年度見直し後の進捗状況調査を行ったほか、平成25年度同様に負担金の
見直しを行い、削減効果の集計を行った。また、一定の見直しが進んだと考えら
れる負担金については見直し方針に基づく見直し対象から外し、見直しが進んで
いない負担金については引き続き見直しを行うものとした。
【平成27年度】
　平成25～26年度と同様に負担金の見直しを行っている。
【平成28年度】
　平成25～27年度と同様に負担金の見直しを行う予定。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ７２ 主管課
一部事務組合所管
課

関係課 財政課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

一部事務組合の負担金については、久喜宮代衛生組合及び埼玉東部消防組合だけ
でなく、他の組合もある。

一部事務組合負担金の精査

一部事務組合の事業内容を確認し、負担金を精査する。

・引き続き、久喜宮代衛生組合及び埼玉東部消防組合への負担金の精査を実施す
る。
・他の組合については、先ずは担当者会議などの機会を用いて負担金の精査に取
り組んでいく。

現行行政改革大綱総括調書

一部事務組合負担金の精査

一部事務組合の事業内容を確認し、負担金を精査します。

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ヒアリングを実施の
上、査定した。平成28年度についても、平成29年度負担金について同様に実施す
る予定。

　　　　　　　　　　久喜宮代衛生組合　　　　埼玉東部消防組合
平成24年度　　　　　　2,290,277千円　　　　　2,187,679千円
平成25年度　　　　　  2,290,277千円　　　　　2,118,145千円
平成26年度　　　　　　2,232,312千円　　　　　2,123,028千円
平成27年度　　　　　　2,232,604千円　　　　　2,179,377千円

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ７３ 主管課 財政課 関係課 全課

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

現在、全事業のうち経常的な経費等を枠配分の対象事業としているが、削減も限
界にきているため、今後は事業全体を対象とした部単位の枠配分予算編成も視野
に入れ、配分方法等の改善をする必要がある。

事業部制（枠配分）予算編成の推進

枠配分方法の改善

・枠配分の上限設定方法の見直し（財源確保への努力や先進地の優れた手法の導
入などに対して加算、不用額・流用額等に対し減算する等）
・対象事業費の見直し（臨時的な事業費について、対象事業費から除外する等）

現行行政改革大綱総括調書

部への予算配分（事業部制）の推進

予算の一部を部へ配分し、各部内で予算管理を行う事業部制を推進します。

平成24年度当初予算編成時から、部単位の枠配分予算編成を実施しており、毎年
度配分方法等の改善を行っている。例年8月に所要額調査を実施、その集計結果
から、部毎の枠配分上限額を決定しているが、平成28年度予算編成においては、
所要額調査を6月に前倒しして実施し、8月には初めて所要額ヒアリングを実施し
た。このことにより、予算編成ヒアリングの簡素化が図れたことや枠配分方式導
入から初めて、上限額からの削減率を0％とすることができた。また、厳しい財
政状況ながらも、身の丈に合った予算を編成できたのは、各部において、枠の中
で、自己責任・自己決定を重んじながら、事業費の節減や適正な見積り等を行
なったことによるものと捉えている。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ７４ 主管課 財政課 関係課 全課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

事務の煩雑化にともなう人件費の増と比較して、それを上回る効果が見込めると
は考えにくい。権限委譲や新規事業等で年々増大する自治体職員の事務量を勘案
すると、継続は困難であると考える。

現行行政改革大綱総括調書

トータルコスト予算の導入

主要事業の事業費に人件費を含めたトータルコストを算出し、公表します。

トータルコスト予算の導入については、平成25年度に内容を検討、平成26年度当
初予算から同コストを算出し、市ホームページに掲載することで公表してきたと
ころである。
同項目の導入は、市の行財政の動向を示す一指標として、職員のコスト意識の醸
成と歳出削減に一定の効果があったと考えている。

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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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ７５ 主管課 財政課 関係課 全課

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

地元住民の要望や社会構造の変化に対応して、新規事業を立ち上げる場合も多
い。このような際に、事業の見直しにより削減できる事業があればよいが、現状
は困難であるときも多いと思われる。
そのような場合はどうするか検討する必要がある。

スクラップ・アンド・ビルド予算編成の推進

政策的な新規事業（ビルド）数に対するスクラップしたと認められる事業数の割
合を、50％以上（半数以上）とする。

・同項目について、予算編成方針及び各種通知等への掲載の継続
・所要額ヒアリング、予算ヒアリング等での啓発

現行行政改革大綱総括調書

スクラップ・アンド・ビルド予算編成の推進

新規事業を実施する場合は既存の事業の見直しや削減に取り組む、スクラップ・
アンド・ビルドによる予算編成を推進します。

当初予算の編成にあたっては、事業のスクラップ・アンド・ビルドの徹底を毎年
度予算編成方針等に掲げており、その他にも予算ヒアリングや各種通知により、
内容の周知と実施の徹底を図ってきた。
このような取組の結果、その目的や内容、実施背景としての厳しい財政状況等
は、職員間の共通認識となったと考えられる。
しかしながら、平成28年度の実際の各所属所の予算要求を見ると、実施が徹底さ
れているとは言いがたい状況にある。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。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ７６ 主管課 財政課 関係課 全課

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

特になし。

ゼロ予算事業の推進

予算措置を伴うことなく実施できるゼロ予算事業の実施の推進

・同項目について、予算編成方針及び各種通知等への掲載の継続
・所要額ヒアリング、予算ヒアリング等での啓発

現行行政改革大綱総括調書

ゼロ予算事業の推進

予算措置を伴うことなく実施できるゼロ予算事業の実施を検討します。

毎年度、当初予算編成時に、予算措置を伴うことなく実施できる事業を検討して
いただき、積極的な導入を要請している。
各年度においては、このようなゼロ予算事業がある場合とない場合があるが、
①事業内容は同じでも経費の支出は隔年化する
②同じ事業でもより事業費を削減して実施する
など、職員の歳出削減の意識付けの一助となっていると思われる。今後も継続し
て推進してべきと考える。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ７７ 主管課 財政課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

年度により地方債に充てられる事業費の上下がある中、公債費と比較して借入額
を決定しなくてはならない。

プライマリーバランスの黒字化

プライマリーバランスの黒字化を予算編成の基本とする。

予算編成時に、公債費と比較して、公債費より借入額が低くなるよう努める。

現行行政改革大綱総括調書

プライマリーバランスの黒字化

プライマリーバランスの黒字化を予算編成の基本とします。

各年度のプライマリーバランス
平成28年度についても、プライマリーバランスの黒字化を基本に平成29年度予算
を編成する。

　　　　　　　　　地方債を除く歳入　　公債費を除く歳出　　　　　差
平成24年度　　　　39,586,500千円　　　38,415,999千円　　　1,170,501千円
平成25年度　　　　43,016,756千円　　　41,868,973千円　　　1,147,783千円
平成26年度　　　　44,381,710千円　　　43,334,735千円　　　1,046,975千円
平成27年度　　　　43,329,400千円　　　41,938,689千円　　　1,390,711千円
※平成27年度については、見込額である。

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。

77



【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ７８ 主管課 監査委員事務局 関係課 全課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

効果的かつ効率的な監査を実施する必要がある。

監査の充実

効果的かつ効率的な監査を実施し、監査の充実を目指す。

・監査実施方法の見直し
・提出資料様式等の見直し
・現地調査の実施

現行行政改革大綱総括調書

監査の充実

必要に応じて提出資料様式等の見直しや現地調査を行うなど、監査の充実を図り
ます。

毎年、例月出納検査、決算審査、定期監査、健全化判断比率審査、資金不足比率
審査、政務活動費に関する監査を実施した。（平成２６年度は、住民監査請求に
基づく監査、財政援助団体等監査も実施）
監査の実施にあたっては、提出資料の見直し（追加や一部変更）を行った。
定期監査では、現地（各総合支所や学校）にも赴き監査を実施した。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ７９ 主管課 使用料所管課 関係課 財政課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

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

公共施設の使用料等を受益者負担の観点から検討し、必要がある場合には改定す
る。

使用料が社会情勢や物価の変動に即したものとなるよう、引き続き、本方針に基
づく試算等を実施しつつ、見直しを継続していく。

現行行政改革大綱総括調書

使用料の見直し

公共施設の使用料等を受益者負担の観点から検討し、必要がある場合には改定し
ます。また、見直しの基準を作成します。

平成26年10月に「久喜市使用料及び手数料の見直し方針」を策定し、本方針に基
づく試算等を実施した。
また、本方針に基づく試算方法等における算出額の年度間の差異の解消や対象経
費の明確化を図るため、平成27年10月に本方針を改訂した。
今後については、平成29年4月に予定される消費税率の引上げに併せて、各課の
試算結果を参考とし、必要な場合、使用料を改定していく予定である。
また、平成29年4月以降についても、使用料が社会情勢や物価の変動に即したも
のとなるよう、見直しを継続していく必要がある。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ８０ 主管課 手数料所管課 関係課 財政課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

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

証明書等の発行手数料等を受益者負担の観点から検討し、必要がある場合には改
定する。

手数料が社会情勢や物価の変動に即したものとなるよう、引き続き、本方針に基
づく試算等を実施しつつ、見直しを継続していく。

現行行政改革大綱総括調書

手数料の見直し

証明書等の発行手数料等を受益者負担の観点から検討し、必要がある場合には改
定します。また、見直しの基準を作成します。

平成26年10月に「久喜市使用料及び手数料の見直し方針」を策定し、本方針に基
づく試算等を実施した。
また、本方針に基づく試算方法等における算出額の年度間の差異の解消や対象経
費の明確化を図るため、平成27年10月に本方針を改訂した。
今後については、平成29年4月に予定される消費税率の引上げに併せて、各課の
試算結果を参考とし、必要な場合、手数料を改定していく予定である。
また、平成29年4月以降についても、手数料が社会情勢や物価の変動に即したも
のとなるよう、見直しを継続していく必要がある。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ８１ 主管課 下水道業務課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

下水道未接続者への加入促進は、下水道事業が継続し加入率が１００％になるま
で、継続して実施していかなければならない。
また、下水道等へ加入するには、家屋等の所有者が、自ら実施しなければならな
いことから、生活環境の改善に向けた市民の協力が必要である。

現行行政改革大綱総括調書

下水道未接続者への加入の促進

公共下水道や農業集落排水の未接続者に対して、加入を促進します。

下水道未接続者への加入の促進は、平成２４年度に導入し、平成２５年度に目標
件数を大幅に増加して、公共下水道や農業集落排水の未接続者に対し、広報誌へ
の掲載や地区を分けて、戸別訪問を実施した。
戸別訪問による加入の促進を実施した結果、平成２４年度から平成２８年度まで
の間の目標件数を上回る加入を見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ８２ 主管課 下水道業務課 関係課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

区域ごとで別々の設定となっていた料金について統一は図れたが、下水道使用料
を財源とするべき下水道事業の運営は一般会計繰入金や市債に依存したものと
なっている。

現行行政改革大綱総括調書

下水道使用料の見直し

公共下水道使用料の料金を統一します。

旧久喜・旧菖蒲・旧栗橋・旧鷲宮区域で別々になっていた下水道使用料につい
て、久喜市下水道・農業集落排水事業運営審議会から答申を得て、平成２５年４
月に下水道条例の改正を実施し統一を行った。

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を統
一したことから終了とした。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ８３ 主管課 下水道業務課 関係課

実施項目 目標時期 平成25年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

区域ごとで別々の設定となっていた料金について統一は図れたが、農業集落処理
施設使用料を財源とするべき農業集落排水事業の運営は一般会計繰入金や市債に
依存したものとなっている。

現行行政改革大綱総括調書

農業集落排水使用料の見直し

農業集落排水使用料の料金を統一します。

旧久喜・旧菖蒲区域で別々になっていた農業集落排水処理施設使用料について、
久喜市下水道・農業集落排水事業運営審議会から答申を得て、平成２５年４月に
農業集落排水処理施設条例の改正を実施し統一を行った。

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を統一したことから終了とした。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ８４ 主管課 学務課 関係課

実施項目 目標時期 平成29年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

久喜市立幼稚園保育料等検討委員会の答申において、公立幼稚園の教育内容のよ
り一層の充実を図る検討を行うよう求められているため、今後、教育・保育の質
の検討が必要となる。

現行行政改革大綱総括調書

公立幼稚園の保育料の検討

公立幼稚園の保育料の見直しを検討します。

子ども・子育て支援法に基づく新制度が、平成２７年４月から本格的に開始さ
れ、久喜市立中央幼稚園及び栗橋幼稚園も、新制度に基づく特定教育・保育施設
へと移行したことに伴い、幼稚園の保育料については、これまで一律月額8,000
円（年額96,000円）と定めていたが、子ども・子育て支援新制度においては、幼
稚園の保育料は、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して国が定める基準を限
度として、市町村が定めることとされていることから、市立幼稚園の利用者負担
額について、久喜市立幼稚園保育料等検討委員会に諮問し、慎重なる検討のうえ
答申をいただき、２月定例議会に一部改正条例を上程する予定である。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ８５ 主管課 収納課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

滞納者の財産調査を実施しているものの差押可能な財産が見つからず、差押え件
数、換価金額が減少傾向にある。また、高額滞納事案について厳正な滞納整理に
取組み、早期解決を図る必要がある。

市税・国民健康保険税の収入未済額の圧縮

現年度滞納者に対する催告強化や滞納処分を含めた滞納整理の早期着手を図り、
翌年度への滞納繰越額を圧縮し、収入未済額を縮減する。

・文書、電話による納税催告等を行うとともに、日曜開庁時における納税相談を
実施。
・滞納者の給与、生命保険、預貯金及び不動産などの財産調査を実施。
・財産調査の結果、
　納付資力のある滞納者　⇒　給与、生命保険、預貯金や不動産などの差押えを
実施。
　納付資力のない滞納者　⇒　滞納処分の執行停止を実施。

現行行政改革大綱総括調書

市税・国民健康保険税の滞納額の圧縮

市税・国民健康保険税の滞納整理を継続し、滞納額の圧縮を図ります。

市税や国民健康保険税の滞納者の中で、納付資力があるにもかかわらず督促や催
告を行っても連絡・相談のない滞納者には、「公平な税負担」の観点から国税徴
収法に基づき差押えなどの滞納処分を執行、納付資力のない滞納者には滞納処分
の執行停止を促進し、収入未済額の圧縮を図っている。
なお、収入未済額の圧縮については、当初年度から継続して数値目標を達成して
おり、平成２８年１月末の数値も前年度対比で減額となっている。効果的、効率
的な滞納整理の継続実施により、平成２８年度においても目標達成の見込みであ
る。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ８６ 主管課 保育課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

順調に計画を上回って推移しているが、滞納者の保育料の完納により、平成27年
度は平成26年度に比べ納付額は減少する見込みである。今後は新規の児童手当か
らの徴収対象者の獲得及び現年分の保育料の徴収率向上に努める必要がある。

保育所保育料の滞納額の圧縮

保育料の滞納整理を継続し、滞納額の圧縮を図る。

・口座振替申込者数を増やすため、定期的に口座振替の勧奨通知を発送
・新規の分納誓約者及び児童手当からの申出対象者の獲得のため、滞納者との定
　期的な折衝
・現年度分の滞納額圧縮のため、随時滞納者への督促及び訪問
・市内私立保育所に保育料納付のポスターを掲示する等市内園との連携による、
　保育料納付の催告
・高額な滞納者を収納課へ移管
・財産照会の実施

現行行政改革大綱総括調書

保育所保育料の滞納額の圧縮

保育料の滞納整理を継続し、滞納額の圧縮を図ります。

平成24年度までは、保育料の滞納額の圧縮を計画通りに実施できなかったが、平
成25年度から新たに申出による児童手当からの保育料徴収を実施することによ
り、滞納額の圧縮に努めた。
結果として、平成25年度には平成24年度に比較して過年度納付額をおよそ2.7倍
増やし、平成26年度には、平成25年度納付額にさらに100万円増やすなどして、
順調に計画通りに推移している。
申出による児童手当からの保育料徴収を引き続き実施することで、平成27年度及
び平成28年度についても計画を上回り、計画を達成できる見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ８７ 主管課 学務課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

徴収率のさらなる向上

学校給食費の滞納額の圧縮

学校給食費の滞納整理を継続し、滞納額の圧縮を図る。

・滞納状況の把握
・滞納者への督促状の送付
・滞納者宅への個別訪問の実施

現行行政改革大綱総括調書

学校給食費の滞納額の圧縮

学校給食費の滞納整理を継続し、滞納額の圧縮を図ります。

各学校と連携を図りながら滞納者の縮減に努めてきた。
平成２４年度以降、学校給食費の滞納者数、滞納額ともに減少してきており、滞
納額の圧縮が進んでいる。
数値目標である「年度末滞納額」については、平成２６年度実績で３,４０８千
円となっており、平成２８年度の目標額４,１２３千円以下を上回る成果を上げ
ている。
今後も順調に滞納整理が進行すれば、さらなる滞納額の圧縮が見込まれ、目標値
を上回る成果を上げられるものと考える。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ８８ 主管課 企画政策課 関係課 関係課

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

公共施設については、埼玉県屋外広告物条例により外向きの広告が実質上不可能
な状況にあるため、内向き広告に限定される。
印刷物等については、広告効果を考慮すると、継続的に発行するもの、或いは市
民が手元にストックしておくものが主たる対象物となるため、既存媒体を除く
と、広告媒体が限られる可能性がある。

有料広告等の推進

市の財産や印刷物等への有料広告掲載を推進するほか、広告を掲載した物品等の
寄贈を受けることにより、収入確保や無償物品調達を進める。

既存媒体である広報くき、ホームページ、循環バス、市封筒については、継続し
て取組みを進めるほか、広告掲載物品の寄贈による無償物品調達は、積極的に進
めていく。
公共施設壁面広告は、今後の検討・進捗状況を踏まえながら、事業実施に至った
場合、順次導入を進めていく。

現行行政改革大綱総括調書

有料広告等の導入による収入確保

市の保有する財産や発行する印刷物等に、広告を掲載する有料広告等の導入を推
進します。また、有料広告等の取扱に関する例規等を制定します。

既存媒体である広報くき、ホームページ、循環バス、市封筒については、継続し
て取組みを行っているほか、暮らしの便利帳や受付番号表示板など個別の取組み
も実施している。
また、公共施設の壁面広告が職員提案として採用されており、総括的例規の制定
と併せて検討を進める状況にある。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ８９ 主管課 施設所管課 関係課 管財課

実施項目 目標時期 平成24年度

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

既存の自動販売機設置事業者、福祉団体、災害時応援協定を締結している事業者
など配慮を要する団体との関係から、公募対象とすることができる自動販売機が
限られる。

自動販売機設置事業者の公募

新規に設置する自動販売機の設置事業者を公募します。

・新規に設置する自動販売機の設置事業者を公募する。

現行行政改革大綱総括調書

自動販売機設置事業者の公募

自動販売機の設置事業者の公募を検討します。

平成28年度から7箇所の自動販売機について公募を実施する予定である。

未達成／継続

市の財源を確保するため。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ９０ 主管課 企画政策課 関係課 施設所管課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

これまで導入実績がないことから、企業への働きかけや周知方法を検討する必要
がある。

現行行政改革大綱総括調書

ネーミングライツ（公共施設の命名権）の検討

ネーミングライツの導入を検討します。

平成24年度に市内企業へのアンケートを実施するとともに、先進事例の研究を行
い、平成25年度に「久喜市ネーミングライツ導入に関するガイドライン」を策定
し、命名権購入者（ネーミングライツパートナー）の募集を開始した。
本市におけるネーミングライツは、基本的に命名権の導入を希望する企業からの
申入れにより実施することとしている。
平成26年度には、本市施設を対象としたネーミングライツを企画・計画している
事業者が対象施設をイメージしやすくするため、ホームページをリニューアル
し、市が対象施設として想定している施設を規模別に6つの区分、約30施設を明
示した。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ９１ 主管課 企画政策課 関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

今後も、目標を達成するため、魅力的な返礼品の開発など、ふるさと納税寄附を
推進していく。

ふるさと納税の受入れ推進

魅力的な返礼品の開発など、ふるさと納税寄附を推進していく。

より魅力的な返礼品の開発

現行行政改革大綱総括調書

ふるさと納税の受入れ推進

ふるさと納税制度を積極的にＰＲし、受け入れを推進します。

ふるさと納税寄附金の件数及び金額の増を図るため、久喜市及び株式会社サイ
ネックスによる官民協働事業として、平成２６年１２月１０日（水）から地域の
特産品などの返礼品の取り扱いを始めた。お礼の品は、久喜市外にお住いの方
で、1万円以上ご寄附いただいた方が対象。また、寄附者の利便性を図り、ＷＥ
Ｂ上に申込専用ページを作成し、クレジット納付、コンビニ納付を取り入れた。
平成２７年度以降は、年間1,000件、１千万円を年間目標としている。
１月末までの収入状況は、633件6,451,000円であるので、年度の目標達成は現状
では厳しいと見込んでいる。

未達成／継続

数値目標が明確なため
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ９２ 主管課
都市計画課
商工観光課

関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

本市は、圏央道が久喜ＪＣＴで、東北道と結ばれる交通の要衝であることから、
さらなる企業進出が見込まれるので、新たな用地選定が課題である。

産業基盤の整備による自主財源の確保

産業基盤を整備し、企業誘致による新たな税収の確保に努める。

・新たな用地選定に向けた取り組みの実施
・久喜市企業誘致条例に指定した地域（菖蒲北部地区、菖蒲南部産業団地、清久
工業団地周辺地区）へ進出した企業に対する、条例に基づいた奨励金等の交付

現行行政改革大綱総括調書

産業基盤の整備による自主財源の確保

産業基盤を整備し、企業誘致による新たな税収の確保に努めます。

まちづくりの基本的な方針を示した久喜市都市計画マスタープランを平成２５年
３月に策定した。
産業基盤整備については、菖蒲北部地区、菖蒲南部産業団地及び清久工業団地周
辺地区の整備が完了し、造成した用地もすべて完売した。
条例で指定した地域（菖蒲北部地区、菖蒲南部産業団地、清久工業団地周辺地
区）へ進出した企業に対しては、久喜市企業誘致条例に基づき奨励金等を交付し
ている。
奨励金等の交付は、平成３４年度までを予定している。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ９３ 主管課
企画政策課
管財課

関係課
総合支所総務管理
課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

普通財産の売却については、買い手が付かない限りは、売却できない。

市有財産の有効活用の推進

行政財産の建物のうち、空きスペースの有効活用を図ります。
普通財産の売却又は賃貸借などにより有効活用を図ります。

・売却可能な普通財産を適宜売却する。

現行行政改革大綱総括調書

市有財産の有効活用の推進

行政財産の建物のうち、空きスペースの有効活用を図ります。
普通財産の売却又は賃貸借などにより有効活用を図ります。

空きスペースについては、平成24年度に検討会議を開催、平成25年度は栗橋総合
支所2階などを活用、平成26年度に検討会議を開催した。

普通財産の売却は、平成24年度10件、平成25年度6件、平成26年度9件である。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ９４ 主管課 企画政策課 関係課
管財課
施設所管課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

「総合管理計画」に基づき、今後、策定を進めることとなる「個別施設計画」、
「アクションプラン」については、県内や全国においても事例が少ないため、ど
のような内容（構成）とするか、調査・研究を進める必要がある。

公共施設アセットマネジメントの推進

「個別施設計画」（「アクションプラン」）の策定

「総合管理計画」に基づいて策定する
・「個別施設計画」、「アクションプラン」の策定・公表
・「アクションプラン」の進捗管理

現行行政改革大綱総括調書

ＰＲＥ戦略の検討

公的不動産の適切で効率的な管理運用を図るＰＲＥ（Public Real Estate：公的
不動産）戦略を検討します。

PRE戦略については、平成２５年度より県が主催する「埼玉県市町村アセットマ
ネジメント推進会議に参加し、情報交換を図りながら取組みを進めてきた。
その結果、平成２６年４月には、市内の公共施設の現況をまとめた「久喜市公共
施設白書」を作成、公表し、平成２６年度は県の補助金を活用し、「アセットマ
ネジメント基本方針」を策定、平成２７年度はこの基本方針や人口・財政の将来
見込み等をまとめた「久喜市公共施設等総合管理計画」を策定する予定である。
平成２８年度においても、「総合管理計画」に基づき、アセットマネジメントの
取組みを進めていくことから、目標を達成する見込みである。

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。
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【平成２８年１月末日現在】

整理番号 ９５ 主管課
生涯学習課
中央公民館

関係課

実施項目 目標時期 継続実施

改革の方針

総括・見込

達成見込／
方向性

判断理由

課題・問題点

次期大綱での
取組項目名

目標時期 継続実施

次期大綱での
目標

具体的な取組
内容

備考

しずか館においては、利用者に対し今後の施設利用や廃止の方向性等について説
明・理解を図っていく。施設内にある所管課、団体の資料・備品等の移動を実施
していく。
栗橋公民館においては、しずか館の今後の廃止に向けた進捗を考慮しながら
新設について検討していく必要がある。

栗橋公民館新設の推進

栗橋公民館の建て替えを目指す。

基本調査に基づき次のことを検討する。
・測量業務
・地質調査
・基本設計
・実施設計
・新築工事
・解体工事

現行行政改革大綱総括調書

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

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を検討します。

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に向けて、平成24年度
に関係各課による会議を実施し、問題点、課題等について共通認識を図った。ま
た栗橋公民館及びしずか館耐震化比較検討業務委託を実施し、耐震化工法の検討
を行った。平成25年度には、栗橋公民館及びしずか館耐震化比較検討会議や関係
課との調整会議を実施した。平成26年度に両館の統合に係る計画（案）の骨子を
作成した。また施設内に設置のある適応指導教室等の移転については現在も調整
を行っている。平成27年度は栗橋公民館の基本調査を実施し、具体的な施設利用
における方向性や計画等について検討していく。またしずか館では、適応指導教
室等の移転完了に併せて、施設利用者に廃止に向けた説明等を行っていく。

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。
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