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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３回久喜市行政改革推進委員会 

開 催 年 月 日 平成２８年７月１９日（火） 

開 始 ・ 終 了 時 刻 午後３時００分から午後４時４５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、岡田 善治、 

柏浦 茂、加藤 武男、斉藤 駿、佐竹 淑子、冨田 伯枝 

欠席委員（者）氏名 大島 修一、藤山 善博、松本 陽子、溝田 瑩貴 

説 明 者 の 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 行政管理係 係長 栗原 稔 

            主任 蓮実 純夫 

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 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基本目標及び基本方針について 

（２）次期行政改革大綱に位置付ける取組項目の具体的な計画に

ついて 

（３）その他 

３ 閉  会 

配 布 資 料 

次第 

資料１次期行施改革大綱における基本目標及び基本方針（案） 

資料２次期行政改革大綱取組項目一覧表 

資料３次期行政改革大綱取組項目調書 

資料４財政効果を見込む取組項目一覧表 

当日配布資料事前質問・意見等一覧表 

会議の公開又は非公開 公開 

傍 聴 人 数 ０人 
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様式第４号（第５条関係） 

審議会等会議録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

 

１ 開会 

司会（栗原

係長） 

 定刻になりましたので、「平成２８年度第３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。 

 本日、関口課長につきましては、研修のため、本日の会議は不在となりま

す。司会につきましては、栗原が行わせていただきます。 

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、大島委員、松本委員、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（栗原

係長） 

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７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（蓮

実主任） 

 それでは、庶務的事項といたしまして、まず、本日の会議資料の確認をさせ

ていただきます。 

 事前にお配りしております資料でございますが、資料１ 次期行政改革大綱

における基本目標及び基本方針（案）、資料２ 次期行政改革大綱取組項目一

覧表、資料３ 次期行政改革大綱取組項目調書、資料４ 財政効果を見込む取

組項目一覧表、続きまして、本日配布させていただいております資料でござい

ますが、次第につきましては、本日配布したものと差替えをお願いいたしま
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す。次に、当日配布資料 事前質問・意見等一覧表、以上でございます。不足

等はございませんでしょうか。 

 

 （不足等無し） 

 

事務局（蓮

実主任） 

 続きまして、大変申し訳ございませんが、資料の訂正が４点ほどございま

す。 

 資料３の個別調書でございますが、ページでいいますと１ページ、整理番号

１「自主防災組織の育成」でございます。 

 資料下段の数値目標でございますが、基準値（現状値）の説明欄の２段目の

後段、45,890世帯とありますが、正しくは44,571世帯の誤りでございます。 

次に、６３ページ、整理番号３２「事業部制（枠配分）予算編成の推進」で

ございます。 

 資料中段の「具体的な取組内容」におけます、平成30年度以降の内容につき

まして、書き出しが「平成28年度の予算編成方法～」となってございますが、

内容が前年度の編成方法を検証するものでございますことから、平成30年度欄

は平成29年度、平成31年度欄は平成30年度、平成32年度欄は平成31年度、平成

33年度欄は平成32年度の誤りでございます。 

 次に、７５ページ、整理番号３８「使用料・手数料の見直し」でございま

す。 

 こちらにつきましても、先ほど同様に、資料中段の「具体的な取組内容」に

つきまして、前年度決算の状況を踏まえて試算していくものでございますこと

から、平成30年度以降の内容につきまして、書き出しが「①平成28年度決算額

に基づき～」となってございますが、平成30年度欄は平成29年度、平成31年度

欄は平成30年度、平成32年度欄は平成31年度、平成33年度欄は平成32年度の誤

りでございます。 

 最後に、８３ページ、Ａ３版の調書別表でございます。 

 No.9の債権名が「農業集落排水処理事業受益者負担金」とございますが、正

しくは、「受益者分担金」でございます。 

以上、大変申し訳ありませんが、資料の訂正をお願いいたします。 

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。 
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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、岡田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、岡田委員了承） 

 

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。 

 

 

 

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基本目標及び基本方針について 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（蓮

実主任） 

それでは、議題（１）次期行政改革大綱における基本目標及び基本方針

（案）につきましてご説明申し上げます。 

まず、資料１及び資料２をご覧いただきたいと存じます。 

次期行政改革大綱の策定に当たりましては、「次期行政改革大綱策定方針」

に基づき、策定作業を進めているところでございます。 

これまでの久喜市行政改革推進本部会議及び附属機関である久喜市行政改革

推進委員会における審議によりまして、現行行政改革大綱の総括や、新たに取

り組む項目の検討を踏まえた、取組項目の選別が終了し、次期行政改革大綱に

位置付ける取組項目としては、５０項目となったところでございます。 

次期行政改革大綱の策定に当たりましては、「次期行政改革大綱策定方針」

におきまして、現行の行政改革大綱の課題や問題点、総括を踏まえた上での計

画とするという方針の下で策定を進めてまいりましたことから、これまで、次

期行政改革大綱の基本目標や基本方針につきましては、改めて定めてはおりま

せんでした。 

これまでの審議によりまして、５０の取組項目が位置付けられることとなり

ましたことから、この５０項目に基づきまして、改めまして基本目標・基本方

針を明文化するものでございます。 

資料１をご覧いただきたいと存じます。 
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まず、上段の基本目標の前に、中段の基本方針から説明いたします。 

次期行政改革大綱に位置付ける取組項目５０項目の選別に当たりましては、

「次期行政改革大綱策定方針」におきまして、設定すべき実施内容としてい

る、「効率的、効果的な行政サービスの提供」、「効率的、効果的な行政運

営」、「健全な財政運営」の３点につきまして、設定すべき実施内容としてい

るところでございます。 

この３点につきまして、改めて基本方針として位置付け、明文化するもので

ございます。 

まず、基本方針１ 効率的、効果的な行政サービスの提供でございます。 

こちらにつきましては、限られた財源の中で多様化する市民ニーズに的確に

対応し、質の高い行政サービスを提供するため、市民との協働、連携や民間活

力を活用するとともに、窓口サービスの効率化や、行政サービスの向上を一層

推進していくことで、効率的・効果的な行政サービスの提供を目指すというも

のでございます。 

この基本方針１では、計画区分といたしまして ①市民との協働、②民間活

力の活用、③窓口サービスの効率化、④行政サービスの向上 に関する取組項

目を位置付けるものでございます。 

具体的な個別の取組項目につきましては、資料２の１ページ上段のとおり、

１１の取組項目を位置付けるものでございます。 

次に、基本方針２ 効率的・効果的な行政運営でございます。 

こちらにつきましては、社会環境の変化や多様化する市民ニーズに対して柔

軟且つ的確に対応していくために、行政組織や事務の効率化・高度化を図ると

ともに、人材育成や職員の意識改革等を一層推進していくことで、効率的・効

果的な行政運営を目指すというものでございます。 

この基本方針２では、計画区分といたしまして ①シティプロモーションの

推進、②行政運営の効率化・適正化、③人材育成の推進、④事務の効率化・高

度化 に関する取組項目を位置付けるものでございます。 

具体的な個別の取組項目につきましては、資料２の１ページ下段から２ペー

ジの上段のとおり、１６の取組項目を位置付けるものでございます。 

次に、基本方針３ 健全な財政運営でございます。 

こちらにつきましては、本市が将来に渡って安定した財政基盤の下で行政運

営を行うために、自主財源の確保、市税収納力のより一層の強化、受益と負担

の適正化、公共施設アセットマネジメント、公営企業の健全経営等を推進する

ことで、健全な財政運営を目指すというものでございます。 

この基本方針３では、計画区分といたしまして ①安定した財政運営、②受

益と負担の適正化、③自主財源の確保、④市有財産の有効活用・適正化 に関

する取組項目を位置付けるものでございます。 

具体的な個別の取組項目につきましては、資料２の２ページ下段から３ペー

ジのとおり、２３の取組項目を位置付けるものでございます。 

以上、これら３つの基本方針を踏まえまして、次期行政改革大綱における基
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本目標につきまして、事務局で設定したところでございます。 

資料１の１ページ上段をご覧いただきたいと存じます。 

四角い枠で囲んでいる部分でございますが、事務局案では、基本目標を、

「持続可能な行政運営の実現」としているものでございます。 

先ほどご説明申し上げました３つの基本方針を踏まえまして、今後、益々厳

しくなることが予想される財政状況の中で、多様化する行政課題に的確に対応

していくため、市が有する人的・物的資源を効率的・効果的に活用するととも

に、真に必要な事業の「選択」と「集中」を推進することで、持続可能な行政

運営の実現を目指すことを、基本目標としたいと事務局では考えているところ

でございます。 

議題（１）次期行政改革大綱における基本目標及び基本方針についての説明

は以上でございます。 

 

井上委員長  ただ今、事務局から次期行政改革大綱における基本目標及び基本方針につい

て説明がありました。 

質問やご意見がありましたら、発言を願います。 

 

 （意見等無し） 

 

井上委員長  それでは、事務局案のとおりとして、議題（１）を終了します。 

 

 

 

２ 議題 

（２）次期行政改革大綱に位置付ける取組項目の具体的な計画について 

井上委員長 次に、議題（２）次期行政改革大綱に位置付ける取組項目の具体的な計画に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 それでは、議案（２）次期行政改革大綱に位置付ける取組項目の具体的な計

画について につきましてご説明申し上げます。 

 まず、審議の進行方法でございますが、資料３次期行政改革大綱取組項目調

書に基づきまして、３つの基本方針の分類ごとに、次期行政改革大綱で新たに

取り組むこととなった項目、特に説明を要する取組項目についてご説明申し上

げた後、各取組項目の具体的な取組内容、数値目標、財政効果等の目標設定が

妥当であるか、ご審議いただき、委員会としての意見をまとめていただきたい

と考えてございます。 

 このような進め方でよろしいかどうか、ご審議いただきたいと存じます。 

 次に、資料３の個別調書におけます、数値目標の考え方につきまして、ご説

明いたします。 

 数値目標につきましては、目標への到達度やプロセスを測定・評価するため
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の年度別の目標値や、指標となる数値を設定しているものでございます。 

数値による管理に馴染まない等の理由により、数値目標を設定することがで

きない場合には、無理な数値目標の設定はしておりません。 

 続きまして、次期行政改革大綱におけます、財政効果の基本的な考え方につ

きましてご説明申し上げます。 

 資料４ 財政効果を見込む取組項目一覧表 をご覧いただきたいと存じます。 

次期行政改革大綱の財政効果につきましては、取り組みを行ったことによる増

収又は削減の財政効果額を設定しているものでございます。 

現在の行政改革大綱では、事業実施に係る整備のための費用も財政効果額と

して設定しておりましたが、結果として５年間では回収しきることのできない

経費も財政効果として設定しておりましたことから、全体としてマイナスの財

政効果、支出超過の財政効果となっているところでございます。そのため、こ

れまでの行政改革推進委員会の審議におきまして、効果が不明確であるとのご

指摘をいただいているところでございます。 

このことを踏まえまして、次期行政改革大綱では、整備費用を財政効果とし

ては測定せず、実施することによる、経常的な経費の基準額（現状額）との比

較で測定していくこととするものでございます。 

 例えば、ＬＥＤ照明を整備して、将来の電気代を減らす取組みをした場合、

現行の行革大綱ですと、ＬＥＤ整備費用を財政効果としておりましたが、次期

の大綱では、整備費用は効果として反映せず、整備に伴う、電気代の削減額を

財政効果として測定するものでございます。 

財政効果の考え方につきましては、以上でございます。 

次に、財政効果の全体状況といたしまして、資料３の個別調書の中から、財

政効果が見込まれる項目につきまして、抜粋してご説明申し上げます。 

 財政効果を見込む取組項目でございますが、資料４の、１ページ目には削減

効果、２ページ目には増収効果を見込む項目をまとめてございます。 

 まず、削減効果でございますが、ご覧の７項目で、平成２９年度から平成 

３３年度までの５年間で、合計４億１，４８８万２千円の削減効果を見込んで

いるところでございます。 

 多くの削減効果が生じる見込みである取組項目につきましては、No.２２

「職員定員管理の適正化」でございまして、平成３２年度までを計画期間とす

る「久喜市定員適正化計画」に基づく人件費の削減効果といたしまして、平成

３２年度までに合計３億８９９万７千円を見込んでいるものでございます。 

 なお、この項目の財政効果額の算出に当たりましては、決算見込みが固まっ

ていないことから、平成２７年度ではなく、平成２６年度の平均人件費により

算出しているところでございます。 

 そのため、平成２７年度決算見込みが固まり次第、平成２７年度の平均人件

費により算出し直し、次回の会議におきまして、報告させていただきたいと存

じます。 

 また、平成３３年度の財政効果額が空欄となっておりますが、現在の「久喜
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市定員適正化計画」では、平成３２年度までの計画となっておりますことか

ら、今後、次期の定員適正化計画が作成された際に、財政効果額を設定するも

のでございます。 

 次に、増収効果が生じる項目につきましては、２ページでございます。ご覧

の３項目で、平成２９年度から平成３３年度までの５年間で、合計６億 

３，２８９万５千円の増収効果を見込んでいるところでございます。 

 多くの増収効果が生じる見込みである取組項目につきましては、No.４５

「産業基盤の整備による自主財源の確保」でございまして、５年間の取組みで

５億４，９５３万５千円の増収効果を見込んでいるところでございます。 

 １ページにお戻りいただきまして、最終的に削減・増収効果の目標額の合計

につきましては、１０億４，７７７万７千円を現在のところ見込んでいるもの

でございます。 

 この財政効果につきましては、現在記載されている項目のほかに、今後行政

改革の取組みが進められた結果、新たに財政効果が見込まれる項目がいくつか

ございます。 

これらの項目につきましては、取り組みが具体的に進められましたら、財政

効果額を順次追加で設定していくものでございます。 

 審議の進行方法、数値目標及び財政効果が見込まれる項目の説明につきまし

ては、以上でございます。 

 

井上委員長  ただ今、事務局から審議の進行方法、数値目標の考え方及び財政効果の状況

について説明がありました。 

質問やご意見がありましたら、発言を願います。 

 

岡田委員  数値目標の設定に馴染まない項目もあるということですが、一般論でいいま

すと、定量的な測定ができないということをおっしゃっているのだと思いま

す。 

 定量的な測定ができない項目については、定性的な項目をなるべく具体的に

設定して、それに基づいて振り返りをするということが一般的な手段であると

思います。 

 数値目標の設定が困難であるとしたならば、代替の指標の設定というのは一

切やらずに進めていくということでよろしいのでしょうか。 

 効果の測定をするには、何らかの指標となるものを設定しないとできないと

思います。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 今回の数値目標の設定に当たりましては、数値目標を設定できるものは、で

きるだけ数値目標を設定するという考え方で、設定しているものでございま

す。 

 先ほどもおっしゃられた定性的な指標については、必ずしも設定しているも

のではなく、実際に取り組んだ実績で目標管理をしていくものでございます。 
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 そのため、必ずしも数値目標を設定しているものではございません。 

 

岡田委員  その点は分かったのですが、取組みの効果の測定はしなければならないと思

います。 

 数値目標には馴染まないから設定しないということであれば、代替手段とし

て、定性的な目標設定は一般的には行うと思います。 

 そういう手段は取られないということでしょうか。 

 

栗原係長  数値目標でございますが、岡田委員がおっしゃったように、定性的な目標を

測定していくことは、有効な手段の一つであると思います。 

 現在、数値目標を設定していない項目につきましては、取組みを進めていく

中で数値目標を設定することが可能な項目もあると考えております。 

 取組みの内容を毎年度進捗管理していくことも、手段の一つであると考えま

すので、必ずしも、数値目標を設定しているわけではございません。 

 

岡田委員  数値目標の設定ができない項目があるというのは、理解しています。 

 数値目標に馴染まない項目の進捗を見ていくため、何らかの指標を設定する

つもりはあるのでしょうか。 

 一般論としては、定性的な文言や指標を作りながら測定していくものと思い

ます。 

 全てを数値化するということは、難しいと思いますので、そういった項目を

測るために定性的な数値では無い指標等を設定する考えはありますか。 

 

加藤委員  具体的な取組項目の中で、目標が見えてきますから、具体的な取組みの中で

これはどういうことか、どうすべきか等個別に見ていくしかないのかと思いま

す。 

 全体的なことについては、回答が難しいのではないかと思います。 

 

井上委員長  状況によって変わると思いますので、今後の検討課題とさせていただきたい

と思います。 

それでは、資料３ 次期行政改革大綱取組項目調書 につきまして、３つの基本

方針ごとに、事務局からの説明を受け、質疑、応答といたします。 

はじめに、「基本方針１  効率的・効果的な行政サービスの提供」につきまして、

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 それでは、基本方針１ 効率的・効果的な行政サービスの提供 につきまし

て、ご説明申し上げます。 

この基本方針１におきましては、マイナンバー制度・コンビニ交付の開始に

伴い、設定した項目につきましてご説明申し上げます。 

まず、資料３の９ページ、整理番号５「マイナンバーカードの発行促進」で
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ございます。 

こちらにつきましては、新たに取り組むこととする項目でございまして、平

成２８年１月２５日から、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付を開始

したことに伴いまして、市民の利便性の向上を図るために、マイナンバーカー

ドの発行を促進する項目でございます。 

具体的な取組内容につきましては、マイナンバー制度、コンビニ交付サービ

スに関する周知・広報を行っていくものとしてございます。 

数値目標につきましては、マイナンバーカードの申請率を、平成３３年度ま

でに平成２８年３月３１日現在の人口に対するくき市民カード所有者の割合で

ございます、３０％とすることを目標としているところでございます。 

また、コンビニ交付利用件数を、平成３３年度までに平成２７年度の自動交

付機利用件数でございます、１５，０００件を目標としているところでござい

ます。 

財政効果額につきましては、コンビニ交付利用率が向上することによる窓口

混雑の緩和による、臨時職員賃金の削減を削減効果額として設定しておりまし

て、平成３２年度から削減効果が生じるものと見込んでいるものでございま

す。 

平成３２年度、平成３３年度の削減効果額の合計は、３３９万４千円と見込

んでいるところでございます。 

次に、１１ページ、整理番号６「証明書自動交付機の見直し」でございま

す。 

こちらにつきましても、新たに取り組むこととした項目でございまして、コ

ンビニ交付の開始に伴い、証明書等発行業務の効率化を図るため、自動交付機

の廃止を含めた検討を行うものでございます。 

具体的な取組内容につきましては、平成２９年度におきまして、自動交付機

の廃止を含めた検討を行うとともに、平成３０年度に廃止とする場合には、各

種の周知を行い、平成３０年度に現在の自動交付機のリース期間満了に伴い、

廃止又は存続するものでございます。 

財政効果額につきましては、自動交付機のリース期間が満了となる平成３０

年１０月末で廃止した場合の、リース料の削減効果額を目標として設定してい

るものでございまして、平成３０年１１月以降の削減効果額の合計を、 

５，７６２万９千円と設定しているところでございます。 

次に、１３ページ、整理番号７「日曜開庁の見直し」でございます。 

こちらにつきましては、効率的・効果的な行政サービスの提供を推進するた

め、総合支所での実施のあり方を含め、日曜開庁を行う所属所及び取扱業務等

を検証し、見直すものでございます。 

具体的な取組内容でございますが、総合支所での実施のあり方につきまし

て、平成２９・３０年度におきまして検討を行い、平成３１年度に総合支所で

のあり方について見直しを行うものでございます。 

また、継続して、取扱業務等の検討を行うものでございます。 
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次に、１５ページ、整理番号８「栗橋駅構内市民サービスコーナーの廃止」

でございます。 

こちらにつきましては、新たに取り組むこととした項目でございまして、コ

ンビニ交付の開始に伴いまして、証明書等発行業務の効率化を図るため、栗橋

駅構内市民サービスコーナーを廃止するものでございます。 

具体的な取組内容につきましては、平成２９年度におきまして、加須市との

廃止に向けた協議を行うとともに、廃止に係る周知や関係規則等の改正を行

い、年度内に廃止するものでございます。 

平成３０年度におきましては、機材や設備の撤去によりまして、廃止が完了

となるものでございます。 

財政効果額につきましては、廃止による、窓口業務の削減効果を設定してい

るところでございまして、平成２７年度事業費決算見込み額から加須市の負担

金を控除した１９８万６，０４９円を、廃止後の平成３０年度から平成３３年

度までの各年度における財政効果としているところでございます。４年間の削

減効果額の合計は、７９４万４千円としているところでございます。 

続きまして、基本方針１の取組項目に関しまして、事前にいただきました、

ご質問につきましては、本日お配りしております、当日配布資料事前質問・意

見等一覧表をご覧いただきたいと存じます。 

この一覧表では、事前にご質問・ご意見等をいただいた内容につきまして、

主管課における回答を記載しているところでございます。 

基本方針１におきましては、１ページから２ページにかけてでございます

が、ご覧の９項目に対しまして１５件の事前質問をいただいたところでござい

ます。 

この事前質問・意見等一覧表、担当課による回答を踏まえまして、ご審議い

ただきたいと存じます。 

基本方針１における、特に説明が必要な項目の説明につきましては、以上で

ございます。 

 

井上委員長  ただ今事務局から、事前質問への回答を含めて説明がありました。 

これらについて、委員会としての意見として、担当課に提案していくかどう

かを含めまして、検討していきたいと思います。 

 なお、時間が限られていますので、時間内になるべく効率的に進行したいと

思います。 

 それでは、ご質問やご意見等がありましたら、発言をお願いします。 

 

斉藤委員  整理番号８「栗橋駅構内市民サービスコーナーの廃止」ですが、市民の方の

アンケートや利用実績等を勘案して、廃止が可能であるとしているのでしょう

か。 

 

事務局（蓮  こちらの項目につきましては、現在の利用状況ですとか、コンビニ交付を開
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実主任） 始したことから、コンビニ交付が市民サービスコーナーの代替手段となるもの

でございますので、これらを総合的に勘案しまして、平成２９年度中には廃止

するという判断に至ったものでございます。 

 

斉藤委員  加須市との関係もありますので、その点についても確認しておきたいと思い

ます。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 加須市につきましては、現在はコンビニ交付を実施しておりませんが、平成

２９年３月に実施予定であるとのことでございますので、随時、加須市と調整

しながら、廃止に向けて協議を進めているものでございます。 

 

加藤委員  整理番号１１「防災体制の充実」ですが、数値目標について、備蓄食料、備

蓄保存水の購入数を目標としていますが、このことについて、事前に質問をし

ました。 

 目標として適正なのかどうか、疑問に思います。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 この数値目標につきましては、ある意味、当たり前であるという考え方もご

ざいますが、久喜市備蓄計画の中でも明確に数値目標を設定しているというこ

ともございまして、着実に、間違いなく実施していくという姿勢を含めて、こ

うした数値目標を設定しているものでございます。 

 

加藤委員  この項目は、定性的な目標設定となる項目ではないかと思います。 

 いつまでに何をやるのか、例えば、今のマニュアルをいつまでにチェック

し、見直すのか、ということが、この項目では目標として設定すべきことなの

だと思います。 

 物を購入するということが、数値目標として適正なのかどうか、この点につ

いて、疑問に思います。 

 

井上委員長  ただ今、加藤委員から出されたご意見に対しまして、いかがでしょうか。 

 備蓄食料や備蓄保存水については、当然という考え方もあると思いますが、

それ以外に、マニュアルや対処の仕方に対して、どういう風に対処していくの

か、そういったことを目標として設定すべきではないか、ということだと思い

ます。 

 

加藤委員  私は、いつまでに何をするのかということが、防災体制の充実のための目標

になるのだと思います。 

 物を購入することが、体制の充実につながるわけでは無いと思います。 

 

 

事務局（蓮  担当課では、今回数値目標としては、備蓄品等の購入を目標設定していると
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実主任） ころでございます。 

具体的な取組内容としては、数値化はしておりませんが、地域防災計画及び

班別行動マニュアル等の見直しにつきましては、国や県の計画との密接な関係

性がございますので、市単独ではなく、国や県の状況を踏まえながら、常に見

直しを行うべきであろうという考えから、具体的な取組内容の所で、数値化せ

ずに実績を測っていくというものでございます。 

また、防災行政無線デジタル化更新工事につきましては、電波法の改正によ

り、現在のアナログ方式の防災行政無線を順次デジタル化していかなければな

らないという状況の中で、平成３１年度までに着実に更新工事を進めていくも

のでございますことから、数値ではなく、取組内容について進捗管理してまい

りたいということで目標設定をしているものでございます。 

 

斉藤委員 各年度の購入数ですが、災害が起きなければ無駄になってしまう場合がある

と思います。 

この点については、どのように考えているのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 賞味期限が間近の食料品等につきましては、年に一度実施する防災訓練にお

きまして、炊き出し訓練等で活用しております。 

 廃棄処分するという訳ではございません。 

 

井上委員長  その他にご意見等ございますか。 

 

冨田副委員

長 

 防災に関してですが、備蓄食料や備蓄保存水については、市民に対する姿勢

として、数値目標として設定した方が良いと思います。 

市民や自主防災組織等の中でも備蓄食料等が足りないかもしれないという、

注意喚起をする意味でも重要なことだと思います。 

また、災害時には、久喜市在住の方に限らず、お勤めの方やたまたま観光で

いらっしゃった方等、多数の避難者が出た場合を想定すると、もしかしたら、

現状の備蓄量では少ないのかもしれない、という意識付けにもなると思いま

す。 

防災体制の充実には、内部体制の整備だけではなく、自主防災組織の育成も

取組みとして推進する等、連携していければ、ＰＲにもなりますので、良いの

ではないかと思います。 

行政頼みだけではなく、市民一人ひとりの自主防災意識を向上させる上で

も、数値で明記するということは、重要なのではないかと思います。 

 

井上委員長  自治体の方針や施策に関して、特に防災に関しては、市民一人ひとりが日常

において気をつけていかなければならないと思います。そういう意味では、防

災のあり方について、市民に浸透していくように、一人ひとりが意識していく

ことは大事なことだと思います。 
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 他にご意見等はありますか。 

 （意見等無し） 

 

井上委員長  それでは、ただ今出ました意見等について、担当課へ反映させていただきた

いと思います。 

 他にご意見等が無いようでしたら、基本方針１の審議を終了します。 

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（蓮

実主任） 

 基本方針１についての審議結果につきましては、内容についての特段の修正

点等はございませんが、担当課に対しまして、防災体制の充実に関して、自主

防災組織との連携を意識した防災体制の構築をしていくべき、というようなこ

とを意見として付したいと存じます。 

 

井上委員長 それでは、基本方針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。 

続いて「基本方針２ 効率的・効果的な行政運営」について、事務局の説明をお

願いします。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 それでは、基本方針２ 効率的・効果的な行政運営 につきまして、ご説明

申し上げます。 

まず、２７ページ、整理番号１４「広報紙のあり方の見直し」でございま

す。 

こちらにつきましては、新たに取り組むこととした項目でございまして、広

報紙の紙面の内容や発行方法等、時代の変化に即した広報紙となるよう広報紙

のあり方の見直しを行うものでございます。 

具体的な取組内容としては、平成２９年度に広報紙に対する意向調査結果の

分析を行い、平成３０年度に広報紙のあり方の見直しにつきまして結論を出す

こととしてございまして、平成３１年度以降は、あり方の見直し結果に基づい

た広報紙を発行していくこととしているものでございます。 

次に、３１ページ、整理番号１６「権限移譲事務の受入れ推進」でございま

す。 

こちらにつきましては、数値目標につきまして、特に説明を要する項目でご

ざいます。 

数値目標でございますが、権限移譲事務数を数値目標としているものでござ

います。 

現在、権限移譲につきましては、埼玉県の計画である「第四次埼玉県権限移

譲方針」に基づきまして、毎年度、市の移譲計画を策定しながら、受入れを進

めているところでございます。 

現状値としては、平成２８年度受入れ事務数９２事務としておりまして、平
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成２９年度につきましては、昨年度策定いたしました市の移譲計画における事

務数９８事務としているところでございます。 

最新の移譲計画では、受入事務数が増加する見込みでございますが、この最

新の移譲計画は、平成２８年８月末に策定する予定でありますことから、パブ

リックコメント実施の際には、最新の数値と差し替える予定でございます。 

 また、平成３０年度以降は、埼玉県が平成２８年度末までに策定する予定で

ございます、次期の権限移譲方針に基づく受入れとなるものでございますが、

次期の権限移譲方針におきまして、移譲対象事務の見直しが見込まれることか

ら、次期行政改革大綱の策定時点では、目標値は設定しないものでございま

す。 

 埼玉県の次期権限移譲方針の移譲対象事務の確定後、市の移譲計画を策定

し、数値目標を設定するものでございます。 

次に、４５ページ、整理番号２３「女性職員の管理職への登用推進」でござ

います。 

こちらにつきましては、新たに取り組むこととした項目でございまして、男

女が性別に関わりなく能力を発揮できる環境を整えるため、女性職員の管理職

への登用を推進するものでございます。 

具体的な取組内容、数値目標につきましては、「久喜市男女共同参画行動計

画」におきまして、同様の項目を位置付けておりますことから、整合性をはか

るために、平成３２年度までの計画を設定しているところでございます。 

具体的な取組内容につきましては、女性職員キャリアアップ研修、メンター

制度の実施によりまして、女性職員のキャリア形成意識の向上を働きかけてい

くものでございます。 

数値目標につきましては、管理職に占める女性職員の割合を段階的に向上さ

せ、平成３２年度までに２０％とする目標としているものでございます。 

続きまして、基本方針２の取組項目に関しまして、事前にいただきました、

ご質問・ご意見等につきましては、当日配布資料の２ページから４ページにか

けてでございます。 

基本方針２におきましては、ご覧の１１項目に対しまして１５件の事前質問

をいただいたところでございます。 

この事前質問・意見等一覧表、担当課による回答を踏まえまして、ご審議い

ただきたいと存じます。 

基本方針２におけます、特に説明が必要な項目の説明につきましては、以上

でございます。 

 

井上委員長  ただ今事務局から、事前質問への回答を含めて説明がありました。 

これらについて、委員会としての意見として、担当課に提案していくかどう

かを含めまして、ご質問やご意見がありましたら、発言を願います。 

 

加藤委員  整理番号１５「効率的・効果的な組織機構の構築」と整理番号２２「職員定
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員管理の適正化」に関して、事前質問をしたのですが、もう少し具体的に人事

課と企画政策課の役割について、説明をいただきたいと思います。 

私は両方一体だと思います。 

新たな事業もあれば、スクラップしていく事業もある中で、市の組織をどの

ようにしていくのか、要員に関する計画があり、その要員を目指す中で、どう

取り入れていくのか、というのがポイントになると思います。 

 そう考えたときに、企画部門がメインになるのだと思います。人事部門は、

言われた人数をいかに採用するかというのが本来で、何人にするのかというの

は組織論も含めて、企画部門がメインとなるものだと思います。 

 このことについて、もう少し説明をいただきたいと思います。 

 

事務局（中

村副部長） 

 加藤委員がおっしゃったように、まずは様々な行政課題や多様化する市民ニ

ーズに対し、組織を統廃合する場合と、新たに組織を構築しなければならない

場合がございます。 

 そういったことを総合的に勘案しまして、きめ細かな行政サービスを提供し

ていくということが、市の役割だと思います。 

 そういった中で、まずは組織を構築して、その中で専門的な職員が必要かど

うかですとか、そういったことを含めまして、職員採用、人員配置を行うとい

うことで、久喜市としては現在取り組んでいる状況でございまして、今後も同

様に取り組んでいきたいと考えております。 

 

井上委員長  他にご意見等ございますか。 

 

斉藤委員  整理番号２３「女性職員の管理職への登用推進」ですが、数値目標の設定が

低いと思います。 

 基準値が１８．２％で平成３２年度目標が２０．０％とあまり差がなく、推

進という割には数値の伸びが足りないように思います。 

 そうではなく、推進というからには、数％ずつ上げていけるような目標とす

るべきではないかと思います。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 こちらの項目につきましては、他の計画との整合性を図っている項目でござ

まして、「久喜市男女共同参画行動計画」におきましても、平成３２年度まで

に２０．０％とするという同様の数値目標を設定しておりますことから、整合

性を図るためにこのような目標としているところでございます。 

 

斉藤委員  男性職員とのバランスということですね。 

 女性職員だからといって、特別に上げていくわけにはいかない、ということ

もあるのだと思います。 

 

冨田副委員  整理番号２２「職員定員管理の適正化」に関して、民間でも正規雇用ではな
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長 く、派遣社員が多く、男性も派遣社員が多くいるという状況があります。 

 ここでいう職員の定義とは、どのようなものなのでしょうか。臨時職員がい

らっしゃると思いますが、臨時職員と正規職員との割合というのは、どのよう

にお考えなのでしょうか。 

 職員数の中には、臨時職員も含まれているのかどうか、併せてご説明いただ

きたいと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

 こちらの職員数には、正規職員のみが該当し、臨時職員は含まれておりませ

ん。 

  

冨田副委員

長 

 臨時職員と正規職員とのバランスというのは、どのようにお考えなのでしょ

うか。 

正規職員は段階的に減らしていくのですが、その分臨時職員が増えてしまう

ということになってしまうのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 臨時職員の配置につきましては、事務の状況ですとか、育児休暇を取得した

職員の代替ですとか、状況を見た上で臨時職員を配置していきますので、正規

職員が減った分だけ臨時職員が増えて、それを補うという前提で考えているこ

とはございません。 

 あくまで、事務の補助として、臨時職員を採用しているものでございます。 

 

加藤委員  もう少し見える化をした方が良いのではないかと思います。 

臨時職員、正規職員の目標値があって、両方を見ることによって全体的な要

員管理ができるのではないでしょうか。 

民間の会社でも、誤魔化すことがあります。 

非正規社員でも正規社員と同様の仕事をさせることが意外とあります。 

 

事務局（中

村副部長） 

 市役所に限らず、民間企業におきましても、定員管理というのは大変難しい

ことであると思います。 

 現在の久喜市の状況ですと、ただ今栗原係長が説明したように、例えば、税

の申告時期等の繁忙期等に、専門的な知識や判断を要する業務以外の業務に、

一時的に臨時職員を配置することがあります。 

 また、育児休業を取得した職員の代替として配置しています。 

 業務の住み分けをして、臨時職員でも対応できる業務については、必要に応

じて臨時職員を配置しております。 

 また、退職した職員の再任用を行い、短期雇用でフルタイムではありません

が、職員としての位置付けで週３・４日、配置しているところでございます。 

 定員適正化計画では、フルタイムでの正規職員の計画でございまして、再任

用職員は、計画には入っておりませんが、いかに効率よく業務を進めていく

か、費用対効果を含めて総合的に勘案して、定員適正化を進めているという状
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況でございます。 

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、基本方針２の審議を終了します。 

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（蓮

実主任） 

 様々なご意見等がございましたが、基本方針２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 それでは、基本方針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。 

続いて「基本方針３ 健全な財政運営」について、事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 それでは、基本方針３ 健全な財政運営 につきまして、ご説明申し上げま

す。 

まず、資料３の７９ページから８４ページ、整理番号４０「市税・国民健康

保険税の収入未済額の圧縮」、整理番号４１「重点取組債権の適正な管理」で

ございます。 

これらの項目につきましては、数値目標、及び財政効果額につきまして、債

権の持つ性質によりまして、他の項目とは異なる取扱いとしているところでご

ざいます。 

まず、数値目標の取扱いでございます。 

資料は８３ページのＡ３版、右上に調書別表とあるものでございますがこち

らをご覧ください。 

債権管理に関する両項目は、債権が持つ性質上、現時点において、今後５ヵ

年の目標を立てて進捗状況を測定することは、目標値と当該年の実績値との間

に大幅な乖離が生じ兼ねず、効果的な進捗管理ができないおそれがあります。 

また、市では、「久喜市債権管理庁内連絡会議」におきまして、重点取組債

権の前年度決算見込みが固まった段階で、当該年度の各債権の目標設定をして

いる状況にございます。 

そのため、債権管理に係る両項目につきましては、５ヵ年の目標は立てず、

前年度の実績をベースに当該年度の目標を立てていく、単年度ごとのローリン

グによる進捗管理とするものです。 

この数値目標の管理つきましては、Ａ３版の調書別表によりまして目標設定

をするものでございます。 

本日の審議におけます調書別表につきましては、目標設定のための、参考資
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料として作成しているものでございます。 

右側に各債権の概要・性質を記載しておりまして、また、参考値として、平

成２４年度から平成２６年度までの各債権におきまして設定した、目標となる

指標を上段に、収入未済額の実績を下段にそれぞれ記載しているものでござい

ます。 

平成２７年度見込み、平成２８年度目標につきましては、「※印」としてお

りますが、現在のところ、平成２７年度決算見込みが固まっていないことか

ら、実績値と平成２８年度目標値を算出することはできませんので、「※印」

としているものでございます。 

この「※印」の部分につきましては、今後、庁内連絡会議の開催によりまし

て、固まる見込みでございます。 

時期としましては、８月頃を予定しておりますことから、次回の行政改革推

進委員会におきまして、ご提示させていただく予定でございます。 

今後、次期行政改革大綱の実施計画に掲載する際の取扱いにつきましては、

本日の調書を基本といたしまして、参考値として平成２７年度の目標となる指

標及び収入未済額の実績値、平成２８年度の目標値を入れ込み、平成２８年度

の収入未済額の実績、平成２９年度以降の目標及び実績につきましては、空欄

又は斜線として表記するような形としたいと考えております。 

次に、財政効果の考え方でございます。 

これら債権管理の項目の財政効果でございますが、市債権を圧縮していくこ

とは、当然の責務であり、圧縮額を財政“効果”と捉えることには馴染まない

ことから、財政効果額としての設定はせず、調書別表におきまして、債権ごと

の収入未済額の実績値を測定していくこととするものでございます。 

次に、９７ページ、整理番号４８「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」でございます。 

こちらにつきましては、しずか館と栗橋公民館を統廃合し、栗橋公民館の建

て替え等を実施するものでございます。 

具体的な取組内容につきましては、平成３０年度に、現在シルバー人材セン

ターに委託している、しずか館の施設管理業務委託を見直すものでございま

す。 

また、平成３０年度まで栗橋公民館の改修等の方法の検討を行い、平成３１

年度以降、栗橋公民館の改修等の準備を進めていくものでございます。 

財政効果額といたしましては、平成３０年度からしずか館の施設管理業務を

縮小することによる委託料の削減額、年度当たり５２３万１千円を見込んでお

りまして、平成３３年度までに合計２，０９２万４千円の財政効果額を見込ん

でいるものでございます。 

次に、９９ページ、整理番号４９「久喜市民プール事業の検討」でございま

す。 

こちらにつきましては、事業の継続のため、指定管理者と協議調整を図りな

がら、効率的且つ適切なプールの管理運営を図るとともに、大規模な改修が必
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要となった場合は、廃止を検討するものでございます。 

財政効果額といたしましては、参考として、廃止した場合の削減効果額を次

ページの上段に記載してございまして、廃止した場合、現在の指定管理料相当

額である、年間１，３３７万３千円分の削減効果が見込まれるものでございま

す。 

続きまして、基本方針３の取組項目に関しまして、事前にいただきました、

ご質問・ご意見等につきましては、当日配布資料の４ページから５ページにか

けてでございます。 

基本方針３におきましては、ご覧の１３項目に対しまして１４件の事前質問

をいただいたところでございます。 

この事前質問・意見等一覧表、担当課による回答を踏まえまして、ご審議い

ただきたいと存じます。 

基本方針３における、特に説明が必要な項目の説明につきましては、以上で

ございます。 

 

井上委員長  ただ今事務局から、事前質問への回答を含めて説明がありました。 

これらについて、委員会としての意見として、担当課に提案していくかどう

かを含めまして、ご質問やご意見がありましたら、発言を願います。 

 

加藤委員  整理番号４１「重点取組債権の適正な管理」に関して、調書別表のNo.９

「農業集落排水処理事業受益者分担金」、No.１０「生活保護法第６３条返還

金」について、納付率を見ますと、３割から５割程度のようです。 

 特に、分担金については、接続して既に使用しているものです。督促が優し

いのではないかと思います。 

 工夫して、更なる納付率の向上に向けた取組みはできないものかと思いま

す。 

 

事務局（栗

原係長） 

 「農業集落排水処理事業受益者分担金」でございますが、収入未済額は年々

減少しておりまして、平成２４年度からはおよそ半分程度まで減少しておりま

す。 

 徴収につきましては、直接訪問や催告書の送付等によりまして、市と相手方

との交渉を行っております。 

 納めなければならないという趣旨をご理解いただくことが一番大事なことで

はございますが、それが難しい方もいることから、収入未済額が残っている状

況にございます。 

 市でも徴収努力はしているところでございますが、ゼロにするのは中々難し

いところでございます。 

 生活保護法第６３条返還金につきましては、対象者が生活保護を受けている

方ということで、元々資力の無い方が対象ですので、市としても苦慮している

状況でございます。 



 21 

 生活保護自体が年々増加していることもございまして、収入未済額も増加し

ている状況にございます。 

 個別訪問等によりまして、少しずつでも納めていただくように、取り組んで

いるところでございます。 

 

加藤委員  気になるのは、６３条の返還金の説明で、「資力があるにもかかわらず」と

いう表現になっていることです。 

 資力があれば、きちんと納めるべきです。資力があるかどうか判別できない

というのなら分かるのですが。 

 

事務局（栗

原係長） 

 資力の状況は、人それぞれ異なりますので、その点を勘案しながら、少しつ

でも納めていただいているという状況でございます。 

 

加藤委員  「資力があるにもかかわらず」という表現を変えたら良いのではないでしょ

うか。 

 実際に苦しい状況にある方であれば仕方が無いので、できる範囲で徴収努力

をしていただきたいとは思いますが。 

 

斉藤委員  関連ですが、歳をとればとるほど、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢

者医療保険料等、多くのものを年金からの天引きで支払いをしている状況で

す。 

 年金は２ヶ月に１回支払われますが、年金が支払われる前に納付期限が来る

ことがあり、支払いが難しい場合があります。 

 こうした状況を踏まえて、年金の支払時期を考慮した納付時期となるように

考えていただきたいと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

 債権管理に関しまして、未納の方に対しましては、納めなければならない制

度の趣旨をご理解いただきながら、進めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

加藤委員  転出した未納者の追跡というのは、どのように行っているのですか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 基本的には、転出先の住所宛に催告書を送付し、宛所がないとして返送され

てこなければ、確実にその住所にいるということが判明します。 

 転居等により催告書が宛所がないとして返送されてしまった場合は、職権で

当初の転居先の自治体に転居先を問い合わせまして、追跡をしているところで

ございます。 

 

加藤委員  転出先の自治体との連携は、どのように行っているのでしょうか。 

 情報の連携だけで、徴収していただくことはできないのでしょうか。 
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事務局（増

田部長） 

 代理収納（徴収の嘱託）という制度はあります。ただ、有効に活用できてい

るかというと、これだけの滞納額がございますので、中々そこまでは難しいの

が実状です。 

 各市町村間で転出先の住所の確認というのは、確実に実施しています。 

 納税の相談をしていただき、自主納付していただくというのが基本です。そ

れにも関わらず未納の方については、強制徴収公債権であれば、最終的には捜

索を行う権利もありますので、給与や預金の調査を行い、納めていただくとい

うものでございます。 

 

井上委員長  いずれ、マイナンバーカードでの連携もされるのでしょうか。 

 

事務局（増

田部長） 

 今のところは、そういった話は伺っておりません。 

 もし連携するとすれば、国税が先行するものだと思いますが、今のマイナン

バー制度では、そこまでは至っていない状況です。 

 

加藤委員  どのくらいの未納額があるかによって、力を入れていく債権が決まると思い

ますが、多額の未納額がある債権については、自治体同士の連携というのも考

えるべきであると思います。 

 

事務局（増

田部長） 

 滞納額が多い方から順次、滞納整理を実施していくというのが基本ですの

で、件数が多いと、小額の方までは中々手を入れられないというのが現状とし

てあります。 

 ５年で時効となり、不能欠損となりますが、時効となる前に何らかの手立て

を講じていくというのが基本です。 

 不能欠損には簡単にはしないという考え方です。 

 

井上委員長  その他でご意見等ございますか。 

 

柏浦委員  整理番号４５「産業基盤の整備による自主財源の確保」に関して、現状・課

題欄において、交付対象企業は合計で５０社近くが対象となっているようです

が、新規に進出した企業ということでよろしいのですか。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 こちらの企業の件数につきましては、現在奨励金を交付している企業の数で

ございまして、今の工業団地に新規に進出した企業に奨励金を交付していると

いうことでございます。 

 

柏浦委員  立地済みということですか。 

 

事務局（栗  そうです。奨励金は期間限定で交付していますので、年を経るごとに交付対
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原係長） 象企業は減少していきますので、平成３３年度には、交付対象企業が１社とな

る見込みです。 

柏浦委員  財政効果額の合計約５億４千万円というのは、現時点でほぼ確定された数値

なのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 固定資産税額の若干の変動はある可能性はありますが、大きくは変わらない

ものと見込んでいます。 

 財政効果としては、固定資産税納付額が対象となるものです。 

 

井上委員長  他にご意見等はございますか。 

 

 （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、基本方針３の審議を終了します。 

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（蓮

実主任） 

 基本方針３におきましてご意見等をいただいた項目につきましては、資料３

の８３ページ、調書別表のNo.１０「生活保護法第６３条返還金」の債権の概

要・性質欄におけます、１行目「資力があるにもかかわらず」という部分につ

いて、誤解を招くというご意見がございましたので、この部分につきまして、

表現方法を再検討することとして、意見を付すものでございます。 

 基本方針３の審議結果につきましては、以上でございます。 

 

井上委員長 それでは、基本方針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。 

これまでいただいたご意見や、修正するべき点を反映することとして、議題

（２）を終了します。 

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。 
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２ 議題 

（３）その他 

井上委員長  それでは、議題（３）その他について、委員の皆さんから何かございます

か。 

 

斉藤委員  以前の会議でも話題になりましたが、久喜宮代衛生組合の負担金が約２２億

円あるということで、その点の改善について、盛り込まれていないと思います

が、この点についてはどうなっているのでしょうか。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 取組項目で言いますと、整理番号３１「一部事務組合負担金の精査」でござ

います。資料３では、６１ページでございます。 

 随時、一部事務組合の負担金の精査を行っていくこととしておりまして、一

部事務組合を所管する担当課での精査を実施するとともに、財政課によります

精査を実施していく、という取組内容でございます。 

 

斉藤委員  精査というのは、一部事務組合に支払っている負担金の精査ということでよ

ろしいのですよね。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 はい。 

 

 

斉藤委員  ゴミを捨てるに当たって、住民はゴミ袋を購入する等、協力しています。 

 できるだけ効率の良い収集方法になるように協力している訳ですから、精査

した結果、住民へのフィードバックが欲しいと思います。 

 例えば、久喜宮代衛生組合から１００万円を還元する等、精査の結果が何ら

かの形で住民に還元されるようになると良いと思います。 

 そうすれば、住民の協力も得られやすくなると思いますし、関係も良くなる

と思います。 

 

井上委員長  その他、何かご意見等がありましたらお願いします。 

 

 （特に無し） 

 

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。 
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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

す委員長及び岡田委員一任で、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。 

これまでの審議によりまして、次期行政改革大綱の基本目標及び基本方針、

実施計画部分となります各取組項目の具体的な計画に関する審議が概ね終了し

たところでございます。 

本日ご意見をいただきました取組項目につきましては、ご意見を踏まえて再

度検討を行いまして、その検討結果につきまして、次期の行政改革大綱（案）

に反映させていきたいと存じます。 

次回の会議におきましては、これまでの審議を踏まえた次期行政改革大綱の

全体案につきまして、ご審議いただきたいと考えております。 

また、現在の行政改革実施計画の平成２７年度の年間実績につきまして、ご

審議いただきたいと考えております。 

開催時期は８月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。 

 

岡田委員  審議の中で意見が出された際、事務局が各課の代弁者としてお答えいただい

ている場面が多くあります。 

 そうしますと、手元に資料が無いですとか、説明が苦しいのが現状です。 

短い時間の中で、明確に質問に回答できるようにする方が、モヤモヤ感が無

くなると思いますので、わずか２時間程度ですので、各取組項目の部署のお答

えできる方がいらっしゃった方が、効率の良い審議ができるのではないかと思

います。 

そういったことをお考えいただきたいという意見です。 

 

井上委員長  他に何かございますか。 

 

 （特に無し） 

 

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（栗原

係長） 

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３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８月１６日 

委員長 井上 洋 

委 員 岡田 善治 

 


