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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２回久喜市行政改革推進委員会 

開 催 年 月 日 平成２８年５月２３日（月） 

開 始 ・ 終 了 時 刻 午前１０時００分から午後０時１０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 

欠席委員（者）氏名 藤山 善博、溝田 瑩貴 

説 明 者 の 職 氏 名 

総務部長 増田 議一 

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）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 １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２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、皆様にご了承をいただきたいことがございます｡ 

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、溝田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、井上委員長からご挨拶を頂戴したいと存じます。 

 

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。 

 

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。 

資料でございますが、本日配布しております、次第を除きましては、前回の会

議で使用した資料と同様でございます。 

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。 

また、第１回委員会の会議録（案）につきまして、依頼文とともに配布して
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おります。このことにつきましては、議題（２）その他の項目におきまして、

確認期限等につきましてご説明させていただきたいと存じます。 

これら資料につきまして、不足等はございませんか。 

 

 （不足等無し） 

 

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、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

で作成して参ります。 

次に、会議録の確認及び署名の方法につきましても、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、全文記録またはできる限り全

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、大島委員にお願いしたいと思います

が、いかがですか。 

 

 （意見等無し） 

 

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。 
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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） 

本日の審議につきましては、次期行政改革大綱に位置付ける取組項目の選別

に関する実質的な審議となります。 

本日の審議を持ちまして、委員会としての取組項目を確定したいと考えてお

りますことから、取組項目の選別に関する最終的な審議とさせていただきたい

と存じますので、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

なお、本日、取組項目の選別をしていただきまして、次回の委員会では、こ

の選別した取組項目の目標値等の具体的な中身につきまして、ご審議をお願い

するものでございます。 

会議の進行方法につきましては、まず、資料１－１に基づき、性質別に分類

した３つの項目、①基盤・体制整備、強化、②市民サービス向上、③コスト縮

減、収入増、事務改善 ごとに区切り、次期行政改革大綱において継続して位

置付ける取組項目についてご審議いただきまして、その後、資料２－１に基づ

き、新たに位置付ける取組項目について、ご審議いただきたいと存じます。 

また、最後に、委員の皆様におかれまして、新たに取り組むべき項目がござ

いましたら、ご提案をいただきたいと存じます。ご提案いただき、審議の結

果、委員会として取り組むべきとされた場合につきましては、一度担当課によ

りまして実施の可否を検討させていただき、次回委員会におきましてご報告さ

せていただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

 

井上委員長  ただ今、事務局から、次期大綱に位置付ける取組項目については、本日の審

議をもって確定させ、項目の選別に関する最終的な審議としたい、との説明が

ありました。 

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審議し、続いて資料２－１に基づき新規取組項目

について審議、最後に、委員の皆さんから新たな項目の提案があれば提案いた

だきたいとの説明がございました。 

このことについて、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。 

事務局に確認なのですが、事前質問は出されたのでしょうか。 
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事務局（栗

原係長） 

 事前質問は、特にございませんでした。 

 

 

井上委員長  事前質問は無かったとのことです。 

 それでは、以上のような進め方でよろしいでしょうか。 

 

 （意見等無し） 

 

井上委員長  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、審議を進めていきたいと思います。 

はじめに、１ページから５ページの、「性質別項目① 基盤・体制整備、強

化」について、ご意見等がありましたら、発言をお願いします。 

 

加藤委員  整理番号３１「議会本会議のインターネット配信の配信方法の拡大」、５４

「ＬＥＤ照明等の導入の推進」ですが、この２つについては、目標を達成して

いますが、さらにこの委員会の高いレベルでの管理項目とすることが妥当なの

かどうか、ラインの部長等での管理項目として回るのではないかと考えます。 

 ３１番、５４番について、チェック結果を「実施」するとした理由につい

て、説明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

 ３１番につきましては、現在、本会議がインターネット上で配信しておりま

して、スマートフォンやタブレット端末上では、録画配信のみとなっており、

録画配信を視聴するためには、数日間を要しているところですが、これをスマ

ートフォンやタブレット端末でもライブ配信を視聴することができるようにす

ることで、市民の利便性向上を図るというものでございます。 

 ５４番につきましては、整備を現在も進めているところでございますが、整

備が済んでいない施設もございますことから、今後もＬＥＤ照明の整備を推進

していく必要があることから、項目として位置付けるものでございます。 

 

加藤委員  実施することに反対しているのではありません。委員会での管理項目とする

理由、重点項目として実施することについて、教えてください、ということで

す。 

 例えば、ＬＥＤの整備についても、計画的にやればいい話で、これを行政改

革大綱に位置付ける理由を教えていただきたい、ということです。 

 

事務局（栗

原係長） 

 こちらにつきましては、資料３のチェック項目に基づきまして、実施という

判断をさせていただいたところでございます。 

 このことが、次期大綱でも位置付けるとした理由でございます。 

 ですから、まずは主管課で継続するか否かの判断をしまして、継続するとさ

れたものにつきまして、事務局でチェック項目に基づきましてチェックを行っ



 7 

ている、というものでございます。 

 理由としましては、このチェック項目によって「実施」としたというもので

ございます。 

 

加藤委員  そうしますと、他の項目で「見送り」とした項目と判定基準は一緒な訳です

よね。 

 一緒なのに、違うやり方をしている、という理由を教えてほしいというのが

真意です。 

 他の項目でもチェック項目に「○」が付いていて、これはやるべきである、

継続だという判断がなされているものの中に、ラインの部長以下で仕事を進め

ることができる項目であると判定した項目と、そうではない、この３１番や 

５４番については、重要な項目として「実施」としているのだとしたら、基準

がはっきりしないと思います。 

 私は、この２つについては、部長以下の管理項目で良いのではないかという

のが真意なのですが、そうではない、ということであれば教えていただきたい

と思います。 

 

井上委員長  ただ今の加藤委員の意見では、整理番号３１「議会本会議のインターネット

配信の配信方法の拡大」と５４「ＬＥＤ照明導入の推進」につきまして、行政

改革の項目として入れる必要は無い、業務の範囲内でやっていただければとい

うことですが、他の方、いかがでしょうか。 

 

松本委員  整理番号３１については、スマートフォントとタブレット端末のライブ配信

をすることによって、費用面や、達成するまでに時間がかかるなどの理由によ

り、市民の理解が必要なものであるならば、実施ということで良いと思いま

す。 

方向性がある程度定まっており、部長による管理で大丈夫というのであれ

ば、必要ないと思いますが、この点についてどうなのでしょうか。 

 達成困難度というものがあって、それによってこうなったのか、というのが

知りたいと思います。 

 回答が難しいというのであれば、その点も考えつつ判断できたらと思いま

す。 

 

事務局（栗

原係長） 

 ライブ配信の範囲を広げることについて、どの程度費用がかかるのかという

のは、申し訳ありませんが、資料を持ち合わせておりませんので、すぐにお答

えすることはできません。 

 

斉藤委員  議会のインターネット配信の導入については完了していて、今後は更に多く

の市民が利用できる、わざわざ議場に来なくても議会を観ることができるよう

にする、というような取組内容ですよね。 
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事務局（栗

原係長） 

 本会議の当日は、パソコンではライブ配信を視聴することができますが、ス

マートフォンとタブレット端末ですと、当日に観ることはできず、後日となっ

てしまっている状況でございます。 

 それを、当日でもライブ配信を視聴することができるようにする、というよ

うな取組内容でございます。 

 

井上委員長  どちらの項目も、時代の変化とともに、技術的に進化をしているということ

であります。 

 ですから、今ご意見が出ましたが、趣旨としては、こういったことについて

は、おのずと項目として取り上げなくてもやっていけるのではないか、という

ことですが、他の皆さんはいかがですか。 

 

大島委員  両方とも達成したということなので、当初の５年間の期間での目標を達成し

たということですよね。 

継続するということは、おそらく、年度の計画や長期計画なりで、あと何％

の設置を目指すのだというような目標があるのだろうと思います。予算上の裏

付けがあるのであろうと思うのですが、それがあるのであれば、あえて重点項

目として行政改革大綱に位置付けなくても良いと思います。 

 今後、目標を達成していける見込みであるという計画性があるのであれば、

あえて項目として位置付ける必要はないと思います。 

 インターネット配信は、どれくらいの利用があるのですか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 平成２７年度実績でございますが、パソコンは、ライブ配信は８，２５５

件、録画配信は３，６３２件でございます。 

 スマートフォン・タブレット端末は、録画配信のみとなりまして、８３４件

となっております。 

 

大島委員  これだけの需要があるのでしたら、積極的に拡大していくべきなのかとは思

います。 

 

枝委員  整理番号５４のＬＥＤ照明については、あくまでも各施設にＬＥＤ照明を導

入するもので、防犯灯のＬＥＤ化とは別なのですよね。 

  

事務局（栗

原係長） 

 そうです。 

 

 

枝委員 私は、以前から、防犯灯のＬＥＤ化については、推進していくべきと主張し

ていたのですが、それとは別で、防犯灯は項目としてはないのですね。 

他の自治体では、防犯灯のＬＥＤ化が進んでいるところもあります。 
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事務局（栗

原係長） 

 行政改革の項目としては、公共施設のみとなっております。 

防犯灯については、行政改革の項目としてではありませんが、現在、ＬＥＤ

化に取り組んでいるところでございます。 

 

冨田副委員

長 

 ただ今の２件に関してですが、私も議会のライブ配信を視聴したことがあり

ます。 

 ただ今事務局から実績について説明がありましたが、件数は意外と多いとい

う印象を持ちました。 

 では、行政改革ということなので、配信しているから終わりでいいのかとい

うと、そうではなくて、それに対しての市民の意見ですとか、この案件だけに

関わらず、そういうことって大事なことなのだと思います。 

 何件多いからいいですとか、悪いから行政改革として位置付けるとか、そう

いうのではなくて、それに対して市民の反応がどうなのか、それに対して、行

政改革としてどのように取り組むのか、ということが一番大事なことなのでは

ないかと思います。 

 私も、ネット配信を視聴した経験があるのですが、たくさん視聴されている

からもういい、というのではなく、その先の取組みも見据えることも大事なこ

とだと思います。 

 

井上委員長 冨田副委員長の意見は、相対的なこともできるだけ市民がどう考えているの

か、ということを考えながら、ということだと思います。 

今議題に上がっています、３１番と５４番の２つの項目につきまして、今

２、３名の方からは項目として特別に位置付ける必要は無いという意見があり

ましたが、皆さん他にご意見等はありますか。 

行政改革として位置付ける、あるいは位置付けない、どちらかに決めなけれ

ばならないのですが、いかがでしょうか。 

 

岡田委員  私は、加藤委員と同意見です。 

 

井上委員長  その他の方、いかがでしょうか。 

 

 （特に無し） 

 

井上委員長  それでは、３１番と５４番の項目については、行政改革大綱に位置付けなく

てもいい、ということでよろしいでしょうか。 

 

 （異議無し） 

 

井上委員長  それでは、そのようにさせていただきます。 
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大島委員  事業自体は継続されるのですよね。 

 

井上委員長  行政改革の項目として位置付けませんが、業務の範囲内で継続して実施して

いただくということになります。 

 その他にご意見等ございますか。 

 

柏浦委員  今のこの２件なのですが、再度確認ですが、行政改革の項目としては入らな

い、ということですか。 

 

井上委員長  そうです。今私たちが選別しているわけですが、行政改革の取組みとしては

項目とはしない、ということになります。 

 

柏浦委員  話が先になってしまうかもしれませんが、今回の基本的な考えといいます

か、前回の委員会で９５項目あったものを５０項目以内に収めようということ

がありましたが、資料１－１の最後の１６ページを見ますと、達成／継続が 

５１件あって、そのうち１１項目が見送りになっているのですね。 

 この１１項目の内容は色々あるのだと思いますが、主管課としては継続して

実施したいという意見もあるし、事務局としては入れないという判断があると

思います。 

項目によっては、すんなりとまとまるものもあったかと思いますが、中に

は、フィフティーフィフティーといいますか、中々まとまらなかった項目もあ

ったかと思いますが、その辺の状況はどうでしたか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 「見送り」という判断は、あくまで事務局で判断した案でございますので、

まだ主管課には示しておりません。 

 本日の委員会で「見送り」ではなく、行政改革として位置付けるという結論

になりましたら、位置付けていくということになるものでございます。 

 

柏浦委員  実施項目数が５０項目ありき、という考えではないのですよね。 

 

事務局（栗

原係長） 

 はい。 

 

 

井上委員長  特別に数が決められているわけではなく、今ここで上がってきている項目を

整理するとこのような形になる、というものです。 

 今審議している性質別項目①基盤・体制整備、強化の中には、「見送り」は

ございませんが、後ほど出てきますので、そこでご意見等があったらお願いし

たいと思います。 

 ①の基盤・体制整備、強化について、他にはよろしいでしょうか。 
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大島委員  質問なのですが、例えば整理番号３２「電子入札の拡充」について、達成し

て継続するということなのですが、こういうのは、一つ一つの案件について、

どちらにするべきか、ということを検討する必要はあるのでしょうか。 

 例えば、基準を作って、こういう基準のものは電子入札にする、そうでない

ものは、従来どおりの入札とするなど、ある一定の基準はなく、案件ごとに電

子入札か否かを判断していかなければならないことから、継続するということ

なのでしょうか。 

 

井上委員長  ただ今のご質問に対しまして、事務局からは何かございますか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 電子入札につきましては、平成２５年度から対象となる金額を設計額３千万

円から２千万円に引き下げまして、電子入札の対象となる範囲を拡大したもの

でございます。 

 今後も、対象範囲を拡大していくという取組みでございます。 

 

大島委員  入札の仕組みが良くわからなかったので質問させていただきました。ありが

とうございます。 

 

井上委員長  他にご意見等ございますか。 

 

 （意見等無し） 

 

井上委員長 他にご意見等が無いようでしたら、性質別項目①についての審議を終了とし

ます。 

それでは、審議結果について確認したいと思います。事務局、お願いしま

す。 

 

事務局（栗

原係長） 

 性質別項目①につきまして、審議の結果を確認させていただきます。 

整理番号３１「議会本会議のインターネット配信の配信方法の拡大」、５４

「ＬＥＤ照明の導入の促進」につきましては、チェック結果（案）が「実施」

となっておりましたが、「見送り」としまして、次期行政改革大綱には位置付

けない、とするものでございます。 

その他の項目につきましては、事務局案どおりの審議結果となったものでご

ざいます。 

以上でございます。 

 

井上委員長  ただ今の事務局からの説明につきまして、ご意見等がありましたら、発言を

お願いします。 
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 （意見等無し） 

 

井上委員長  それでは、性質別項目①の審議結果は、事務局説明のとおりとさせていただ

きます。 

続きまして、６ページから９ページの、「性質別項目② 市民サービス向

上」について、ご意見等がありましたら、発言をお願いします。 

 

大島委員  整理番号２３「幼保一体化のあり方の検討」ですが、これは元々文部科学省

と厚生労働省と所管が異なりますよね。 

幼保一体化に関しては、最終的な目標というのは、何かあるのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 幼保一体化につきましては、現行大綱の目標としては、幼保一体化のあり方

について検討するというものでございます。 

 現在、平成２７年４月から開始された「子ども・子育て支援新制度」に基づ

きまして、市立幼稚園２園を移行したところでございまして、幼保一体化を薦

めているというところでございます。 

 

大島委員 ありがとうございました。 

 

井上委員長 他にご意見等ございますか。 

 

 （意見等無し） 

 

井上委員長 他にご意見等が無いようでしたら、性質別項目②についての審議を終了とし

ます。 

それでは、審議結果について確認したいと思います。事務局、お願いしま

す。 

 

事務局（栗

原係長） 

 性質別項目②につきましては、事務局案のとおりの審議結果とさせていただ

きます。 

 

井上委員長  ただ今の事務局からの説明につきまして、ご意見等がありましたら、発言を

お願いします。 

 

 （意見等無し） 

 

井上委員長 それでは、性質別項目②の審議結果は、事務局説明のとおりとさせていただ

きます。 

続きまして、１０ページから１５ページの、「性質別項目③コスト縮減、収

入増、事務改善」について、ご意見等がありましたら、発言をお願いします。 
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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、前回の委員会でも金

額が大きいので、ラインだけの精査だけでは不十分ではないかと意見させてい

ただきました。 

 現在「見送り」というチェック結果となっていますが、このことについて、

皆さんのご審議をお願いします。 

 

井上委員長  ただ今、加藤委員からご意見をいただきました。７２番の項目については、

「見送り」となっています。 

たしかに額としては大きな額でありますが、このことに関して、皆さんのご

意見をお聞きしたいと思います。 

これは、久喜宮代衛生組合と埼玉東部消防組合の負担金ということです。 

前回も、加藤委員からはご意見をいただいておりますが、きちんとした形で

精査されているかどうか、ということも含めて、「見送り」ということに対し

てご意見を申し上げているということです。 

 

事務局（栗

原係長） 

 先日の委員会で加藤委員からご意見をいただきまして、財政課に精査の方法

につきまして、再度確認をさせていただきました。 

 これは、一部事務組合への負担金を支出する前の段階で、見積もり書等を出

していただきまして、精査を行っているものでございます。 

 市の財政状況も厳しい状況にありますことから、削減できるところはない

か、話し合いをしながら精査を行っているという状況にございます。 

 

佐竹委員  この負担金というのは、年々増えているのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 負担金は、人件費等の固定的なものもございますが、年度によっては、施設

の改修ですとか、備品の購入ですとか、そういった費用がかかる年度もござい

ます。 

 毎年上がっているとかそういうことではなく、その年その年の事情によりま

して必要な経費を計上する、というところでございます。 

 

岡田委員  資料１－２に年度別の負担金の額が記載されていますが、毎年ほとんど変わ

っていないようです。 

 加藤委員が気にされていることは、査定ではなく、精査の仕組みではないで

しょうか。それが機能するようになったからもういいのではないかと判断した

のかどうか、ということをすごく気にされているのだと思います。 

 財政状況からすると、少しでも減らしたいというのは、財政部門としては意

思としてあるのでしょうから、すごくいい仕組みで、少しでも財政負担を減ら

していけるような仕組みが十分に機能した、ということを判断されたのかどう

か、その観点で財政部門とは調整したのでしょうか。 
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 今後も大丈夫であるという、要求された通りの言いなりにならないだろうと

いう状態になったので「見送り」としたのかどうか、聞きたいのだと思いま

す。 

 

事務局（栗

原係長） 

 主管課としては、「継続」としているところでございますが、事務局による

チェックでは、「見送り」としているものでございます。 

 一部事務組合からの要求に対して、ヒアリングを行いながら、常に金額が膨

らまないように、できるだけ必要最低限の経費で抑えられるようにできている

のであろうという判断の基に、事務局では「見送り」としているものでござい

ます。 

 この項目につきましては、主管課におきましては、「継続」という方向性が

出されておりますので、委員会の審議の中で、次期大綱でも位置付けていくべ

き、という審議結果となりましたら、次期大綱でも位置付けていく、というこ

とになるものでございます。 

 

井上委員長  これは、何もこの項目だけではなくて、一般的に請求や申告等がきた際に、

一つ一つのデータに基づいて、データの背後にあることまでよく考えて、要求

額が反映されているかどうか、そのプロセスが大事になってくると思います。 

たしかに、私たちは、適正に査定されたと記載されていますので、それを信

じるということになってしまいますが、額の大きさを考えたら、少しでも削減

するという方向で担当課も考えていると思いますが、できる限り精査という部

分をきちんとやっていただきたいと思います。 

 今、議論されています７２番につきましては、事務局では「見送り」として

いますが、行政改革の項目として位置付けた方がよろしいですか。 

 

斉藤委員  位置付けた方が良いと思います。 

 一部事務組合については、ごみ収集等で、私たちも日頃の生活でお世話にな

っているものです。 

 ごみの収集については、効率的に運びやすいように、ごみの分別を含めてか

なり厳しく住民に負担を強いている部分があります。そういった実情を組合の

方も、分かっていると思います。 

 人件費の削減を含めた組合側の収集の効率化を求める観点からも、私は項目

として位置付けた方が良いと思います。 

 

冨田副委員

長 

 私もただ今の意見と同様で、衛生組合に関しては、今では市民はゴミ袋を購

入して、その売り上げがどうかは分かりませんが、ある意味市民に負担を強い

ていることもあり、少しでも効率化していくということは、当たり前のような

気がします。 

 税金以外でさらに負担をしているということで、市民がゴミ袋を購入してい

るということを忘れずにいてほしいと思います。 
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 また今後、その他に市民が負担している手数料等もあるかと思いますので、

財源だけではなくて、市民も負担しているものもあるということを考えていた

だけたらと思います。 

 

井上委員長  そうしましたら、７２番は、「見送り」ではなく、行政改革大綱に位置付け

るということでよろしいでしょうか。 

 

 （異議無し） 

 

井上委員長  それでは、そうさせていただきます。 

 他に性質別項目③の中で、ご意見等ございますか。 

 

斉藤委員  整理番号３８「職員提案制度の推進」ですが、継続実施となっていますが、

仕事の中で、こうしたことをすれば市民のためにもプラスになるし、効率も上

がるということで、色々な提案がこれまで出されていると思いますが、具体的

な件数は、年間どの程度あるのでしょうか。 

また、他の資料になりますが、提案はほとんど採用されていないようなので

すが、職員の方々が仕事に対する取組の真剣さ、市民のためにということを表

す数字だと思うのですが、その辺をお聞きしたいと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

 職員提案につきましては、平成２７年度は３件の提案がありまして、数とし

ては少ない状況にございます。 

 また、各課での周辺環境や業務内容について、常に改善をしていくというこ

とで、事務改善の取組みを上期と下期に分けて報告していただく、という取組

みを実施しているところでございます。 

 事務改善につきましては、平成２７年度は１４４件の取組みがなされたとい

う状況でございます。 

 職員提案につきましては、庁内で審査委員会を設置しておりまして、その中

で提案内容が有効であるか等の審査を行っているところでございます。 

 提案件数が少ないということは、改善しなければならないところでございま

すが、提案しやすい環境、風土づくりのために、各課での事務改善の取組みを

推進しているところでございます。 

 事務改善の優れた取組みにつきましては、各課に情報提供をしまして、全庁

的に取り組みことができるようにしているところでございます。 

 

斉藤委員  分かりました。ぜひ楽しく仕事をしてほしいということと、市民に貢献した

いという気持ちを持ってほしいと思います。 

 

井上委員長  他にご質問、ご意見等はございますか。 
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松本委員  ２点ほどあります。 

まず、整理番号７０「補助金の見直し」について、何を目的としているので

しょうか。削減していくことなのか、それとも団体と調整・協議しているが、

難しい補助金もあるということで、本来市が他のことに補助金を使いたいのだ

けれども、既存の団体との調整が難しいので、調整や協議が目的となっている

のか、ということが１点です。 

２点目は、９２「産業基盤の整備による自主財源の確保」について、企業の

誘致をしていきたいということなのですが、これも何を目的としているのでし

ょうか。 

誘致をして件数を増やしたいのか、ある程度売り上げのある企業を誘致した

いのか、あるいは来てもらうために奨励金を交付しているということなので、

奨励金の交付を行って、費用はかかるが市としては企業が増えるので、奨励金

の交付自体を増やしたいと考えているのか、どのように目標を定めているので

しょうか。 

 以上２点についてお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

 ７０番につきましては、担当課におきまして、毎年度支出している補助金の

精査をしているところでございます。その中で、補助金を支出することが適正

であるかどうか、必要性があるのかどうか、担当課がチェックを毎年度行った

後、財政課によるチェックを行いまして、常に継続して見直しを行っていると

いうところでございます。 

 補助金の見直しについては、事業や団体の活動が補助金によって適正になさ

れているかどうか、というのが最終的な目的となるものでございます。 

 次に、９２番でございますが、奨励金を交付しているところでございます

が、企業を誘致して、固定資産税等の税収を将来的に増やし、自主財源を確保

していくということが最大の目的となるものでございます。 

 

松本委員  ありがとうございました。 

 

井上委員長  他にご意見、ご質問等ございますか。 

 

 （意見等無し） 

 

井上委員長 他にご意見等が無いようでしたら、性質別項目③についての審議を終了とし

ます。 

それでは、審議結果について確認したいと思います。事務局、お願いしま

す。 

 

事務局（栗

原係長） 

 整理番号７２「一部事務組合の負担金の精査」につきましては、事務局のチ

ェックにおきまして「見送り」としておりましたが、審議の結果、「実施」と
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なりまして、次期行政改革大綱に位置付けて実施する項目とさせていただきた

いと存じます。 

 その他の項目につきましては、事務局案のとおりの審議結果となるものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

井上委員長  ただ今の事務局からの説明につきまして、ご意見等がありましたら、発言を

お願いします。 

 

 （意見等無し） 

 

 それでは、性質別項目③の審議結果は、事務局説明のとおりとさせていただ

きます。 

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、ご意見

等がありましたら、発言をお願いします。 

 

岡田委員 整理番号８「栗橋駅構内市民サービスコーナーの廃止」について、実施する

こととしております。ややこしいのは、加須市との共同運営となっていること

ですが、最近は１日平均数件の利用にとどまっている状況のようです。 

久喜市では、コンビニ交付が開始されましたので、その影響もあるのでしょ

うが、件数としてかなり少なくなっています。 

調書では、臨時職員の賃金と機械警備委託料について数値が記載されてお

り、計算しますと、１件当たり数千円のサービス単価となっている現状があり

ます。 

これは、コンビニでできることをそこまでの単価をかけてやるべきものなの

か、ということが明白ですので、別に行政改革に位置付けるようなものではな

くて、通常業務で粛々と加須市との調整の上、無駄な出費を削減して、他に予

算を振り分けた方が良いのではないか、と思います。 

わざわざ行政改革に位置付けなくても、良いというのが私の意見です。 

 

井上委員長 ありがとうございます。 

このことについて、ご意見等ございますか。 

 

加藤委員 私は、行政改革大綱に位置付けるべきであると思います。 

これは、行政改革の一環で、特に普段栗橋駅を利用している方にとっては、

大きな変化となります。 

ライン業務だけで処理するのは難しいのかなという気がしています。 

この他にも、日曜開庁ですとか、総合支所のあり方ですとか、項目がありま

すが、こういったことは、まさに行政改革の大きなポイントであると私は思い

ます。 
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規模は小さいですが、大きなポイントの一つとして位置付けた方が良いので

はないかと思います。 

 

井上委員長 加藤委員からは、これは行政改革の一つとして位置付けるべきだとのご意見

がありました。 

他の方々はいかがでしょうか。 

 

松本委員 実施の方向性が決まっていて、位置付けていた方が実施しやすいというので

あれば、位置付けた方が良いと思います。 

 

佐竹委員 利用度だけで測ると、確かに低い数値かもしれませんが、駅の中にあるとい

う利便性を考えて、少なくともコーナー自体は残すべきであると思います。 

廃止ではない方向で検討していただきたいと思います。 

 

井上委員長 廃止ではなく、ということですか。 

他の方々は、いかがでしょうか。 

 

柏浦委員 私は、岡田委員の意見に賛成です。 

 

井上委員長 意見が分かれていますが、他の方々はいかがでしょうか。 

 

内田委員 ただ今の審議は、行政改革大綱に位置付けるか位置付けないか、という審議

ですよね。 

私は、位置付けなくても良いと思います。 

 

大島委員 大綱に位置付けるのと位置付けないのと、廃止を実行するに当たっての有効

性といいますか、位置付ける、位置付けないとで、どの程度異なるのでしょう

か。 

 

事務局（関

口課長） 

栗橋駅構内市民サービスコーナーにつきましては、廃止に向けて検討してい

る段階でございますが、位置付ける、位置付けないとで、格段に違ってくると

いうことは無いとは思いますが、気持ちの問題というのでしょうか、職員のモ

チベーションといいますか、その点が違ってくるのかと思います。 

また、位置付けることによって、あらかじめ市民の方に知らしめる、という

ことがあると思います。廃止することについて検討していることを、市民の方

に対して周知するということで、仮に位置付けない場合、ある意味水面下で動

いているというイメージに取られかねないと思いますので、私は位置付けても

良いのではないかと思います。 

既存のサービスを廃止するものですので、そういったことを含めて、何らか

の時点で周知はしなければなりませんが、位置付けることによって、市民の方
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に今こういう方向で市は動いているんだ、ということを示すことができるもの

と思います。 

 

大島委員 ありがとうございます。 

まさに、私も廃止すべきであると思いますので、そういうような背景がある

のであれば、位置付けて良いのではないかと思います。 

ただ、この市民サービスコーナーの審議とは関係の無いことかもしれません

が、このことは、日曜開庁であるとか、コンビニ交付であるとか、一連の流れ

の中で考えていくべきことなのだろうと思います。 

例えば、栗橋駅の近くにコンビニエンスストアがあれば、別に駅構内でなく

ても良いと思うのです。 

ですから、これを廃止するかしないかというのは、窓口業務の合理化を考え

る中の一つとして、全体的に考えるべきなのではないかと思います。 

例えば、整理番号５２「公共施設の節電の推進」、５３「太陽光発電の推

進」、５６「緑のカーテンの設置の推進」という項目がありますが、これらは

達成したから終了するということですが、５４「ＬＥＤ照明の導入の推進」に

ついては、達成したけれども継続するということですが、これらについては、

公共施設内の冷暖房あるいは電気や照明のことなどを含めて、総合的に考えて

いかなければならない内容であると思います。 

主管課が分かれているということもあるのだと思いますが、分かりやすくす

るためには、統合するなど考えていただければと思います。 

ですので、栗橋駅構内市民サービスコーナーの廃止についても、それ単独で

はなくて、関連する項目と総合的に考えていただければと思います。 

これは、ここでの審議とは直接関係があるわけではありませんが、意見させ

ていただきます。 

 

井上委員長 ありがとうございます。 

ただ今のご意見なのですが、これは課同士のコミュニケーションといいます

か、総合的な目標の中で色々な課同士がお互いに話し合えるという、そういっ

た場というのはあるのでしょうか。 

 

事務局（関

口課長） 

事業を進めるに当たっては、課を跨いでいる場合には、連携しなければなり

ませんが、それは今でも行っていることです。 

行政改革に位置付ける項目につきましても、それぞれの関係課で協議をして

いる状況でございます。 

 

斉藤委員 廃止するにしても、加須市と関係がありますから、加須市から廃止はやめて

いただきたいとされたら、どうするかという問題もあるのと思います。 

相手方との契約ですとか、そういったこともあるのだと思います。 
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井上委員長 ただ今審議しております、整理番号８「栗橋駅構内市民サービスコーナーの

廃止」につきましては、廃止に反対というご意見もありましたが、項目として

位置付けるか、位置付けないか、ということですが、意見は分かれておりま

す。皆さんのご意見は出揃いましたか。 

今出ました意見では、項目として位置付けた方が良いという意見が多いよう

に思いますが、再度ご意見等ございますか。 

 

岡田委員 審議の結果ですので、それで良いかと思います。 

 

井上委員長 考え方の観点からも少し違いがあるも知れませんが、それでは、この８「栗

橋駅構内市民サービスコーナーの廃止」につきましては、項目として位置付け

る、ということにさせていただきます。 

ありがとうございます。 

その他の項目に関しまして、ご意見等ございますか。 

 

冨田副委員

長 

 整理番号２「女性職員の管理職への登用推進」について、目標値を掲げてい

て、人事異動も計画的に行っているから次期大綱では実施しない、と記載され

ているのですが、せっかく職員の方から提案があったのですから、こういうも

のこそ、「実施」として行政改革に位置付けてほしいと思います。 

 ぜひ、計画でも行政改革でも両方で位置付けて実施してほしいと思います。 

 パーセンテージが上がるかもしれませんし、埼玉県でもウーマノミクスを積

極的に推進しています。 

先ほど関口課長からも職員の気持ちの問題という説明がありましたが、大綱

に位置付けることで、モチベーションを上げるためにも、職員の方から提案が

あったのでしたら、ぜひとも「実施」として大綱に位置付けていただきたいと

思います。 

 

井上委員長  ただ今、２番について、「実施」として行政改革の項目として位置付けるべ

きという意見がありました。 

 このことについて、事務局からは何かありますか。 

 

事務局（関

口課長） 

現在、市の男女共同参画行動計画におきまして、目標を２０％以上という目

標を掲げて、それに向けて推進しているところでございます。 

昨年度現在では、１５．５％にとどまっておりまして、目標値には達してい

ない状況でございます。 

目標に達しておりませんので、大綱に位置付けることも良いかと思います。 

 

冨田副委員

長 

私は、ぜひ位置付けていただきたいと思います。 

職員の方の提案ですので、これは大事にする必要があるのではないかと思い

ます。 
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松本委員 目標が２０％となっていますが、例えば、人事課で４０％ですとか、５０％

ですとか、高い目標を立てたら２０％ですとか３０％になって、達成率は低い

かもしれませんが、実質的な人数は増えている、という可能性もあると思いま

す。 

大綱に位置付けた上で、あえて高過ぎる目標を立てるということも検討して

みても良いと思います。 

 

事務局（関

口課長） 

ただ今のご意見についてですが、高めの目標に向かって努力すれば、２０％

を超える可能性はあるとは思います。 

ただ、２０％という数値について、実現可能性はあるかという観点からも検

討していただければと思います。 

２０％という数値は、ある程度クリアできそうな現実的な目標となっており

ますことから、あまりにも目標からかけ離れてしまっているとどうなのか、と

いうこともございます。 

市議会におきましても、現実的に実現できそうな目標として２０％にさせて

いただいている、という説明もしているところでございます。 

現在は、２０％という目標を達成するために取り組んでいるという状況にご

ざいます。 

 

井上委員長 他の皆さんはいかがでしょうか。 

 

大島委員 大綱に位置付けるか、位置付けないか、というのは別にして、女性職員の登

用ということ自体に反対をしているわけではありませんが、数値目標ありき、

というのはどうかと思います。 

数値というのは、結果として出てくるものであって、そうではなくて、やる

べきことは、女性を登用できる環境整備が大事なのではないかと思います。 

２０％という目標を掲げるのであれば、保育園の整備をするであるとか、就

業時間の問題を考慮するであるとか、様々な環境整備をすることによって、同

じ条件で働ける環境をつくって、結果的に２０％に到達する、ということだと

思います。 

目標を立てるのであれば、こういうことのためにこういうことをしましょ

う、ということにしないと、ただ単に数値目標に合わせて、部長２割、課長２

割、と仮にしてしまうのであれば、それは違うのではないかと思います。 

 

岡田委員 私は、昨年まで大企業の経営企画部門にいまして、推進しているテーマの一

つがこのことでした。 

内閣府から色々な指導があって、ダイバーシティという大きなテーマの中の

一つのコンテンツとして、女性職員の管理職への登用というのがあり、これを

進めていたのですが、大きな企業でさえ、５％から７、８％というのが現状で
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す。 

安倍内閣となってから号令が出ましたが、役所は進めやすい制度となってお

りますが、民間企業の場合は、そうなっていない理由が山ほどあり、その解消

にものすごく費用と時間とパワーが必要な現状にありますので、どんなに力を

入れても一向に進んでいかないという状況です。 

私の体験を踏まえて申し上げるとすれば、取り組む理由付けの一つとして、

市内の民間事業所に対する波及効果を視野に入れるのが良いと思います。 

役所は、どちらかというと女性の登用は進めやすいのですが、それにして

も、この手を打った、あの手を打った、こういう話があったと、そういったコ

ンテンツを体験的に作って、市内の民間事業所に対してオープンにしたりです

とか、もっと女性の活躍できる環境を、時間をかけて整備していくということ

を、行政の枠を広げた目標にした方が、大綱に位置付ける価値があるのではな

いかと思います。 

これをむやみやたらに進めてしまうと、男性から猛反発がくる場合がありま

す。むしろ、女性を登用することから、男性だから不利になってしまうのでは

ないか、といったことでギクシャクしてしまう場合もあります。 

そういったことも全部含めて、段階的に進めて、民間事業所への波及効果と

して良い影響となるようにしていければ、大綱に位置付けて良いのではないか

と思います。 

 

井上委員長 今、お二人の方から、非常に参考となる意見が出ました。 

数値目標も大切ですが、環境をどのように整備していくのか、ということだ

と思います。 

また、こういったことを波及させるためには、どのようなことが考えられる

か、ということも考えないといけないということだと思います。 

他の方々のご意見はいかがですか。 

 

加藤委員 目標が数値ではない、というのはそのとおりだと思います。 

何のためにやるのか、どういった条件を整備しなければならないのか、とい

う周辺のことがすごく広いものですが、やるべきことであると思います。 

人事サイドから申しますと、能力評価と任用と同じはずなのです。結果でし

かないのですね。 

その結果を導くために、同じような条件で働いてもらうために何をしたら良

いのか、という視点が必要なのだと思います。 

そういった目を持って、目標の立て方ですとか、中身を見ていただきたいと

思います。 

結果として、女性職員の管理職登用を推進しているのだというような目標で

あれば良いのかと思います。 
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枝委員 「実施しない理由」にもありますが、平成３２年４月１日までの目標に向か

って着実に進んでいるということですので、あらためて大綱に位置付けなくて

も、久喜市においては、相当程度認識が浸透している、というのであれば、あ

えて位置付ける必要は無いのではないか、と私は思います。 

 

井上委員長 ２番については、大綱に位置付けた方が良いという意見、色々なことを鑑み

て、慎重に考えた方が良いという意見、位置付けなくて良いという意見が出さ

れましたが、まだ発言されて無い方で、ご意見等がある方はいらっしゃいます

か。 

 

岡田委員  私は、位置付けた方が良いという意味合いで発言させていただきました。 

 

松本委員  調書の中では、具体的な取組みが記載されておりませんので、もう少し具体

的な取組内容が記載された上で、判断したいというような皆さんの認識であっ

たように感じました。 

 

大島委員  それでしたら、行政改革の項目として位置付けても良いのではないでしょう

か。 

 

枝委員  私は、行政改革に馴染まないと思います。 

 このことによって、効率化が図られ、コスト縮減等に直接的に結びつくとい

う性質のものではないと思います。 

 他の計画できちんと推進されているのであれば、そちらの方で進行管理をす

るということで、行政改革の項目として位置付けなくても良いと思います。 

 

井上委員長 ２番につきましては、様々なご意見等をいただきまいて、ありがとうござい

ました。 

最終的にどうするか、決定しなければなりませんので、採決とさせていただ

きます。 

２番の項目につきまして、行政改革大綱に位置付けた方が良いという方は、

挙手をお願いします。 

 

 （挙手多数） 

 

井上委員長 それでは、整理番号２「女性職員の管理職への登用推進」については、行政

改革大綱に位置付ける項目とさせていただきたいと思います。 

 

事務局（関

口課長） 

ただ今の件でよろしいでしょうか。 

この項目につきましては、男女共同参画行動計画にもありますし、特定事業

主行動計画にもございまして、どちらも２０％という目標がございます。 
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そのため、別々の計画で進行管理をしなければなりませんが、そういった際

に、２０％という目標は重なることになりますので、次回の会議の際に目標値

等の具体的な中身につきましてご審議いただく際に、異なる目標を立てるわけ

にはならず、整合性を図らなければなりません。 

そこで、提案なのですが、例えば、これに加えて、ワークライフバランスの

推進ですとか、他の計画とは異なる、新たな視点を盛り込んでいくということ

でも良いのかと思います。 

審議結果としまして、行政改革の項目としては位置付けますが、今後の具体

的な目標設定の際に、他の計画と重複する部分がございますので、異なる新た

な視点を加えていくこともできるのかと思います。 

 

大島委員  他の項目との統合というのは、できないのですか。 

 

事務局（関

口課長） 

現行の行政改革大綱、新規取組項目の中では、本項目と重なる項目は見当た

りません。 

 

佐竹委員 決して登用しないという方向に行くものではないですよね。 

 

事務局（関

口課長） 

そうです。 

既に他の計画に項目としてございますので、それぞれの進行管理の中で整合

性を図る必要がございます。 

そのため、行政改革では、異なる視点で進行管理をしていただきたいと思い

ます。 

 

枝委員 重なってしまうということですよね。 

 

事務局（増

田部長） 

ただ今、目標値のお話が出ているところでございます。これは、次回の委員

会でご審議いただくことになります。 

この項目につきましては、調書の「実施しない理由」にもございますとお

り、男女共同参画行動計画及び特定事業主行動計画において、最終的に２０％

以上という数値で進行管理をしているところでございます。 

この目標値が適正であるかどうかというのは、それぞれの計画で整合性を図

る必要があることから、ここでの議論にはならないものでございます。 

行政改革大綱に位置付けるということについては、問題は無いと思います

が、目標値を設定するのであれば、同じ２０％以上という目標設定の数値を使

わせていただかないと、整合性が図れず、内容に齟齬が生じてしまうことにな

ります。 

また、先ほど関口課長が申し上げましたが、行政改革の項目としては、数値

目標だけではなくて、他の視点で位置付けた方が良いのではないか、というこ

とでご提案させていただいたものでございます。 
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冨田副委員

長 

これまで行政改革に携わらせていただいて、目標値として数値化できるも

の、できないもの、財政効果を測定できるもの、できないものがこれだけの項

目がある中であります。 

目標値２０％以上ということにこだわらずに、意欲的に登用するとか、そう

いったことで表現上は良いのだと思います。 

私には、職員の方から出していただいた提案を、つぶしたくはないという気

持ちがありますので、２０％以上という数値にこだわらず、久喜市は今後積極

的に女性を管理職に登用していくという表現で構いません。 

一番の願いは、男性か女性かは分かりませんが、職員の方に出していただい

た、ということは大事にしていただきたいと思います。 

 

井上委員長 ただ今、事務局及び冨田副委員長からございましたが、数値目標だけではな

く、数値目標に替わる何らかの形で、女性職員の管理職への登用を推進できる

ような考え方、文言等で表すことも必要だというご意見等がありました。 

このことについては、今後、具体化する際に、これらの意見を含めて作成し

ていただけるという考えでよろしいですか。 

 

事務局（栗

原係長） 

こちらにつきましては、主管課では「実施しない」という項目を「実施す

る」という委員会の意見になりますので、主管課におきまして、委員会の意見

を踏まえまして、再度、実施の可否について検討させていただきまして、その

上で、具体的な目標立てを行うということになるものでございます。 

 

井上委員長 それでは、ただ今のご意見等を主管課にお伝えいただいた上で、考えていた

だきたいと思います。 

２番については、そのような形にさせていただきたいと思います。 

他の項目でご意見等はございますか。 

 

枝委員 整理番号６「福祉総合相談窓口の設置」について、主管課としては「実施し

ない」ということですが、私は行政改革の取組みとして位置付けていただきた

いと思います。 

福祉需要がますます増加している中で、市では、１階と２階とで福祉関係の

窓口が分かれております。そのような中で、超高齢社会に対応する福祉のまち

づくりのためにも、ぜひ位置付けていただきたいと思います。 

 

井上委員長 ただ今、枝委員から、福祉総合相談窓口の設置について、項目として位置付

けるべきというご意見がございました。 

このことについて、事務局からは何かございますか。 

 

事務局（栗 職員提案の内容と主管課の考えにつきまして、ご説明させていただきます。 
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原係長） 職員からは、福祉のワンストップ相談窓口を設置することで、相談窓口の体

制強化ができないかというような提案でございます。 

現在の市役所本庁舎では、１階に子育て支援課と保育課がございまして、子

どもに関する窓口を設置しているところでございます。 

２階につきましては、社会福祉課、障がい者福祉課、介護福祉課ということ

で、窓口を設置しているところでございます。 

「実施しない理由」として、総合的な窓口を設置しますと、あらゆる分野の

福祉に関する専門性の高い高度な知識が必要となりますことから、結局はそれ

ぞれの課で対応していくことになることが予想されます。 

このことについては、現在でも、相談の中で、必要があれば該当する職員に

直接来ていただくなど、たらい回しにすることのない相談体制となっておりま

すことから、特段の需要は無いものと考えまして、主管課では「実施しない」

としたものでございます。 

特段、総合相談窓口を設置なくても、職員間で連携を図ることで、現在の体

制で対応ができているというところでございます。 

 

枝委員 ただ今の説明でよく分かるのですが、専門性も必要ですし、様々な難しい要

素があると思います。 

しかし、福祉需要が増えていく中で、今までの取り組み方を改革・改善し

て、知恵を絞っていけば、市民からの多様な相談に対応できるのではないか、

という思いがあります。 

 

井上委員長 他にご意見等ございますか。 

 

 （特に無し） 

 

井上委員長 ６番の項目について、調書を見ますと、需要が少ないですとか、専門の相談

員を雇用するためのコストですとか、そういったことが実施しない大きな理由

となっているというように考えられます。 

 

事務局（栗

原係長） 

福祉の窓口では、一つの事案に対してその課で全て完結することは難しく、

個別の事案に対して専門の職員で対応する必要があることがありますので、総

合的な相談窓口の設置は実施しないとしているものでございます。 

 

枝委員 このことについては、社会福祉協議会とも協力してやっていることだと思い

ますので、そういうことであれば、丁寧におもてなしの心で対応していただき

たいと思います。 

 

井上委員長 それでは、６番については、行政改革の項目としては位置付けませんが、で

きるだけ丁寧に対応していただくということにしたいと思います。 
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他にご意見等ございますか。 

 

 （意見等無し） 

 

井上委員長 他にご意見等が無いようでしたら、新規取組項目についての審議を終了とし

ます。 

それでは、審議結果について確認したいと思います。事務局、お願いしま

す。 

 

事務局（栗

原係長） 

 新規取組項目につきましては、整理番号２「女性職員の管理職への登用推

進」は主管課判断として「実施しない」、となっておりましたが、こちらを

「実施」として次期行政改革大綱に位置付けて実施するよう、主管課に対しま

して委員会意見を踏まえて再検討を依頼するものでございます。 

 また、その他の項目につきましては、事務局案のとおりの審議結果となった

ものでございます。 

 

井上委員長 それでは、新規取組項目の審議結果は、事務局説明のとおりとさせていただ

きます。 

続きまして、これまで審議してまいりました取組項目以外で、新たに取り組

むべき項目につきまして、委員の皆様からご提案がありますでしょうか。あり

ましたら、発言を願います。 

 

岡田委員  今取り組んでいる大綱の項目と、これから取り組もうとしている項目につい

ては、それが良かったかどうかの部分の評価について、市民目線での評価が無

いように思います。 

 大綱に盛り込むのか、それとも大綱を機能させるための仕組みなのか、位置

付けは難しいと思いますが、行政に対する満足度調査というものを、市民に対

して定期的に実施をして、改革に取り組んでいることが市民にどれだけ伝わっ

ているかどうかを含めまして、まちづくりが市民にとって良い方向に向かって

いるかどうか、そういった調査を定期的に行うことができないものかと思いま

す。 

例えば、住みたい街ランキングというものがございますが、関東のベスト 

３０には埼玉県内では大宮が入っているのみとなっています。 

 どの程度、市民にとって良い街になったのかどうか、様々な尺度から見て、

行政改革についても、改革・改善に取り組んだ結果、良くなっている、支持さ

れている、逆に市民に伝わっていないなど、クリティカルな制度でなくても、

市民目線で市が取り組んでいることについて、市民の声、評価を聴くというこ

とをそんなにコストをかけずにうまくできないものかと思います。 

そのような仕組みがあれば、このような審議の場での一つの資料として、こ

れまでの評価と照らし合わせるができると思います。 
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この委員会のメンバーでの知見では限界がありますので、できればより多く

の市民の統計的な意見を聴くための仕組みや調査ができないものかと思いま

す。 

 

井上委員長  このことについて、部分的にはやられているのでしょうか。 

 

事務局（関

口課長） 

 行政改革に限っては、そういった調査は行ってはおりませんが、その他の各

種計画を策定する際には、それぞれの計画に関わる事項について、市民アンケ

ート調査を適宜行っております。 

 行政改革の観点からの実施ということは、今後の検討課題とさせていただき

たいと思います。 

 総合振興計画や、昨年度策定しました総合戦略の策定の際には、市民アンケ

ートをさせていただいたところでございまして、その他の計画につきまして

も、同様に必要に応じて調査をしているところでございます。 

 

井上委員長  たしかに、行政改革大綱に関して、また、各項目に対して、市民の方々がど

のように考えているかということが検証できるということは、一番理想的だと

思います。 

 これも様々な面での制約があり、すぐに実行できることではないと思います

が、今後の検討課題としていただければと思います。 

 その他、何かございますか。 

 

 （特に無し） 

 

井上委員長 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。 

これをもちまして、次期行政改革大綱に位置付ける取組項目の選別に関する

審議を終了し、事務局においては、各取組項目に関する委員の皆さんからのご

意見等を担当課に周知をしていただきたいと思います。 

それでは、次の議題に進ませていただきます。 

 

 

２ 議題 

（２）その他 

井上委員長  それでは、議題（２）その他について、委員の皆さんから何かございます

か。 

 

 （特に無し） 
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井上委員長 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、本日の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

す委員長及び大島委員一任で、確定とさせていただきたいと存じます。 

また、本日配布しております第１回委員会の会議録（案）につきましては、

依頼文のとおり、５月３０日（月曜日）までにご確認いただき、修正点等がご

ざいましたら、事務局宛にご連絡いただきたいと存じます。 

委員の皆様の確認後は、第１回委員会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、次回の開催予定でございます。 

本日のご審議によりまして、委員会として次期行政改革大綱に位置付けるべ

きといたしました取組項目数につきましては、合計で５０項目となったところ

でございます。 

これをもちまして取組項目の選別に関する審議は、終了となるものでござい

ます。 

次回の委員会におきましては、各取組項目の目標値等の具体的な中身に関す

る審議を行いたいと考えております。 

開催時期は７月中旬から下旬辺りと考えておりますが、詳細な日程が決まり

次第、改めてご通知を差し上げたいと存じますので、よろしくお願いいたしま

す。 

事務局からは以上でございます。 

 

井上委員長  ただ今、事務局から、会議録及び次回の委員会の予定について説明がありま

した。 

委員の皆様から何かご質問等ございますか。 

 

 （質問等無し） 

 

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

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。また、委員の皆様におかれまして

も、大変お疲れ様でございました。 

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。 

ご協力ありがとうございました。 

 

 会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

平成２８年６月１４日 

委員長 井上 洋 

委 員 大島 修一 

 


