
事前質問・意見等一覧表

基本方針１　効率的・効果的な行政サービスの提供

No.
整理
番号

取組項目名 主管課 事前質問・意見等 回答

1 1 自主防災組織の育成 消防防災課 　８０％を超える目標はできないのか。もう少し高めの目標設定はできないのか。
　久喜市総合振興計画において、平成34年度に組織率80％を達成する目標を掲げていることから、整合性を図って
いるところです。

2
　介護ボランティア養成講座の受講修了者の７０～８０％に設定できないか。
　そのためには、何らかの施策が必要であるので、例えば「お試しボランティア」の仕組みを取
り入れ、「お試しボランティア」後に新規登録する等、考えたらいかがか。

　現状では、毎年受講修了者は全員登録に至り、各会場で活躍していただいております。目標設定は、長年活躍さ
れた方が引退するようなケースもありますので、差し引きで養成者の半数程度の人数が増加すればよいのではない
かとの意図で設定しております。
　また、介護予防ボランティア「はつらつリーダー」は、半年間の養成期間を経て、受け持ち会場を担当し、週１
回必ず参加して体操指導に当たるという性格のものです。体操については、正しい知識を持って指導にあたらない
と怪我の元になりますので、飛込み的なボランティアにはなじまないものと考えております。
　まずははつらつ運動教室で体操を体験し、指導に当たる介護予防ボランティアの指導振りを見るなどして、興味
とやる気があれば養成講座にご参加いただければ、といった拡大方法、あるいは、まず各会場のセッティングなど
体操指導以外のボランティアとして教室運営に関わるところから始めるなど、関わりやすい入り口を設定して介護
予防ボランティアの育成拡大につなげてまいりたいと考えております。

3
　介護予防ボランティアを育成することで、結果としてどのような成果を得られるのか、その指
標・目標の設定が必要と考えられるが、何故設定されていないのか？

　介護予防ボランティアの育成につきましては、これを行うことにより、市民に介護予防の知識を普及し、自ら健
康を維持して要介護状態に至らないようにしていただくとともに、地域における介護予防活動を核とした福祉の街
づくりにつなげ、高齢者が安心して地域の中で在宅生活を継続できるようにするという行政サービス向上の効果を
狙うものです。
　しかし、このような効果につきましては、指標や目標を設定することにはなじまないものであることから、設定
していないものでございます。

4 　更なる民間委託化とあるが、指定管理者導入施設数が５３施設と横ばいの理由は何か。

　指定管理者制度導入については、現行の行政改革大綱においても取り組んでおり、取組開始年度である平成２４
年度から平成２８年度の５年間で、２１施設に指定管理者制度を導入しました。
　次期行政改革大綱においてもこの取組みは継続してまいりますが、指定管理者制度の導入にあたっては、施設の
現状・課題等を分析・検討したうえで指定管理者制度導入に向けた結論を導き出す必要があります。
　そのため、数値目標の設定にあたりましては、市として指定管理者制度導入に向けて、十分な検討を行なうこと
が重要であると考えていることから、現状の数値を目標としているところであります。

5

　指定管理者制度導入施設数がＨ２８年度で５３施設に至っている中で、Ｈ２９年度以降の目標
設定が５３施設と設定されている。Ｈ２８年度の水準を維持するという意味であるならば、通常
業務に位置づけるべきで行政改革大綱に取組項目に位置づけるのは意味が無いのではないか？行
政改革大綱に位置づける理由は何か？

　指定管理者制度導入については、現行の行政改革大綱においても取り組んでおり、取組開始年度である平成２４
年度から平成２８年度の５年間で、２１施設に指定管理者制度を導入しました。
　数値目標の設定にあたりましては、市として指定管理者制度導入に向けて、十分に検討を行なう必要がであると
考えていることから、現状の数値を目標としているところであります。
　数値目標については、現状の数値としていますが、民間委託の推進は、市として取り組まなければならない課題
であると考えておりますことから、行政改革大綱に位置付けております。

6

　民間委託の狙いは２つある。「市民サービスの向上」「行政運営の効率化」の視点で、そんな
水準を目指し、どの程度達成されたか、数値目標の設定をするべきでないか？
　「行政運営の効率化」については財政効果額が算出されるべきで算出されていない理由は何
か？

　民間委託を推進した結果、得られる「市民サービスの向上」の把握については、手法も含めて検討してまいりま
すが、「行政運営の効率化」も含めて数値目標を設定することについては、目標の設定は困難であると判断しまし
た。
　民間委託の推進に伴う財政効果については、職員の削減効果となることから、職員人件費に関する部分が多いと
考えられます。
　これについては、「職員定員管理の適正化」と密接な関係がありますことから、本項目において財政効果は算出
しないものであります。

7 　制度の周知、広報しか施策がないが、広報紙以外の周知はどのようなことを考えているのか。
　広報紙への掲載のほか、市ホームページや本庁舎及び各総合支所ロビーの広報モニターへの掲載、出前講座など
による周知を行っております。

8
　マイナンバーカード申請率の目標をＨ３３年度で３０％と設定し、その根拠がくき市民カード
所有者となっている。くき市民カードをマイナンバーカードに置き換える発想と受け取られる可
能性があり、マイナンバー制度、マイナンバーカード発行の本来と違ってしまうのではないか？

　マイナンバーカードの発行促進の目的は、くき市民カードの代替だけではありません。ただし、自動交付機が廃
止になった場合を想定して、既に窓口以外の証明書交付サービスをご利用いただいている方々と同数までは、マイ
ナンバーカードを普及させることが必須であると考えているため、このような数値目標を設定いたしました。

9
　数値目標として「マイナンバー申請率」「コンビニ交付利用件数」が設定されているが、マイ
ナンバー申請率向上の推移とコンビニ交付利用件数向上の推移が同期していないのは何故か？

　マイナンバーカードは、２０歳以上の方は有効期間が１０年となっており、一度申請をすると、大半の方は１０
年はそのままということになります。それに対し、コンビニ交付は、制度の普及や、利用者の慣れによって、繰り
返しご利用いただけるものと考えておりますので、伸び率については同期の必要がないと考えます。

10 6 証明書自動交付機の見直し
市民課（総合
窓口）

　取組項目名が内容と合致していない。
　「証明書自動交付機の廃止による経費削減」とし、目標値は経費削減額としＨ３０年度で
6,902千円、Ｈ３１年度以降で16,908千円と設定するのが妥当ではないか？

　数値目標は廃止する場合を想定して設定しましたが、現時点では必ずしも廃止することを目標にしているわけで
はありません。費用対効果や利便性、くき市民カードの存続など、色々な視点を持って、これから検討していきた
いと考えております。

介護予防ボランティアの育成2

民間委託の推進3

マイナンバーカードの発行促進5

介護福祉課

企画政策課

市民課（総合
窓口）

当日配布資料 
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No.
整理
番号

取組項目名 主管課 事前質問・意見等 回答

11 7 日曜開庁の見直し 企画政策課
　取組項目名が内容と合致していない。
　「総合支所の日曜開庁の廃止による経費削減」とし、目標値は経費削減額を具体的に設定す
る。

　総合支所における日曜開庁の廃止については、確実に実施をするものではなく、取扱業務などとともに総合的に
検討を行っていくものです。

12 9
障がいを理由とする差別の解消
の推進

障がい者福祉
課

　障がい者雇用に関する施策は、考えないのか。

　雇用の分野における障がいを理由とする差別の禁止及び合理的配慮の提供については、障害者差別解消法によら
ず、障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）によるところとされております。障害者差別解消法
の制定に合わせて障害者雇用促進法の改正も行われ、厚生労働省から、事業主に向けた障害者差別禁止指針及び合
理的配慮指針が示されました。
　雇用の分野においても障がいを理由とする差別の解消の推進に取り組むことは当然求められることですが、一方
で、障害者差別解消法とは別に取り扱われていることから、国や県の労働部局において、事業主に対し周知を図っ
ているところです。
　市においては、国や県で行われているこうした取り組みについて、その周知に努めるといった取り組みが考えら
れるところです。

13 10 幼保一体化の推進
学務課
保育課

　取り組みたい内容は「公立幼稚園型認定こども園」であり、その設置時期、及び運用開始によ
る成果を数値目標に設定すべきではないか？

　「認定こども園」は、幼保一体化を推進していく上での、一つの手法（形）であり、必ずしもこれを前提として
いるものではありません。
　「認定こども園」の設立を視野に入れた検討をしている段階にあり、現時点で設立について明確な目標設定はで
きない状況です。

14
　備蓄食料や備蓄飲料水の購入は、数値目標にならないと思うが、防災マニュアルの見直しや防
災行政無線のデジタル化などの工事の工程管理等が、目標になるのではないか。

　備蓄品の購入量については計画を策定しており、計画の中で明確に数値目標を設定しています。備蓄品の購入は
確実な実施が求められることから、本項目の数値目標として採用したところです。
　地域防災計画や防災マニュアルの見直しについては、法改正や新しい指針などが策定された際に随時見直しを
図っています。
　防災行政無線デジタル化については、各年度ごとの工程は全て工事スケジュールが決まっており、これに基づき
粛々と実施するのみです。これらのことから、目標数値化には馴染まないと考えております。

15
　既に策定されているかと思われる「久喜市BCM（事業継続マネジメント）」の中での位置づけ
を明確にした方がいいのではないか？そうすることで数値目標の妥当性・関連性が出てくる。

　業務継続計画については、発災時においても継続すべき優先業務や執務環境等の確保について策定しているもの
であり、防災体制の充実とは性質を異にするものです。したがって、数値目標の設定にあたり、妥当性等の直接的
な判断資料にはならないと考えます。

基本方針２　効率的・効果的な行政運営

No.
整理
番号

取組項目名 主管課 事前質問・意見等 回答

16 12 シティプロモーションの推進
シティプロ
モーション課

　何故、数値目標が設定されていないのか？

　シティプロモーションを推進するにあたって、市の特色や魅力の発信には様々な手段がありますが、その時々の
状況やターゲットに合わせ、絶えず新たな視点で手段を考え、実施していく必要があると考えています。
　その結果として、市内外の久喜市についての知名度や好感度の向上を目標としていますが、現状ではその数値化
について明確な手段が確立されていないことから、数値目標の設定は困難と判断しました。

17 14 広報紙のあり方の見直し
シティプロ
モーション課

　全戸配布型のプッシュ型情報提供媒体である広報紙の利活用を向上させるのが狙いとなるが、
見直しによりどんな成果を得たいのか明確にして数値目標に設定すべきでないか？
　例えば、広報紙の閲覧率、広報紙情報の活用率、等を意向調査時に把握して、見直し後に再度
意向調査を実施し、その結果を比較する。

　広報紙につきましては、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今後市民の皆様の意向
を把握した上で、見直しを実施していく必要があると考えています。
　このため、現状では数値目標の設定は困難と判断しました。

18
　新組織の編成時期やその規模を目標化すべきではないか？
　組織規模の目標は、部数、課数をどこまで減らすか明確にガイドラインを示すのかが妥当では
ないか。

　新組織の編成時期は例年、11月を目途に取り組みを進めておりますので、その時期を目標時期とすることが考え
られます。
　組織規模の目標につきましては、権限移譲等により市が取り組む業務は増加する傾向にあることから、今後の部
や課の数をガイドラインに示すことは困難なものと考えております。

19
　現在、具体的な見直しの仕組みとなっているのか。また、見直しの仕組みはシステム化されて
いるのか。
　整理番号２２「職員定員管理の適正化」との連携はどうなっているのか。

　現在、毎年５月に各課ヒアリングを実施し、当該年度の主要事業や翌年度以降の新規事業の確認、分掌事務や
課・係の体制に関する問題点や変更案についての考えを伺っています。
　このヒアリングの結果等を参考にしながら、次年度の組織機構改革を行っています。
　整理番号２２「職員定員管理の適正化」との連携につきましては、ヒアリングの結果や次年度の組織機構改革案
について人事課と相互に情報交換を行いながら、対応しているところです。

20 17 行政評価システムの推進 企画政策課
　PDCAサイクルの展開が肝となるが、現状PDCAのCAが現実的に機能しているのかを検証している
のか？
　CAが機能していなければ実施率１００％は意味を持たない。

　事業評価の実施にあたり、事務事業評価シート内にPDCAサイクルのCAの部分にあたる「総合評価と今後の方向
性」の項目を設定しており、この項目で挙げた課題等を踏まえて、次年度以降の取り組みを進めるシステムとして
います。
　また、次年度以降の事業執行にあたっては、この総合評価結果を反映した予算要求の方針が示されていることか
らPDCAサイクルは機能しているものと考えます。

消防防災課

企画政策課

11 防災体制の充実

効率的・効果的な組織機構の構
築

15
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No.
整理
番号

取組項目名 主管課 事前質問・意見等 回答

21
　事務局機能を団体側に移管することが成果になるので、数値目標として対象２５団体に対し移
管出来た団体数を年度毎に設定すべきではないか？
　それに伴い削減される事務局業務工数を財政効果として算出すべきではないか？

　団体事務局の見直しにつきましては、事務局となっている各担当課において、団体と事務局移管に向けた話し合
いを進めております。
　事務局の見直しについては、各団体に事務局を移管する趣旨や目的等を理解していただたきながら進めています
が、団体側の実情も考慮しなければなりません。
　以上のことから、団体事務局の見直しにつきましては、数値目標を設定せず、各団体に対し、誠意をもって協議
を進めていきながら、現在の見直し対象団体である２１団体を削減していきたいと考えます。
　団体事務局見直しに伴う財政効果については、職員人件費に関する部分が多いと考えられます。
　これについては、「職員定員管理の適正化」と密接な関係がありますことから、本項目において財政効果は算出
しないものであります。

22 　数値目標はないのか。

　団体事務局の見直しにつきましては、事務局となっている各担当課において、団体と事務局移管に向けた話し合
いを進めております。
　事務局の見直しについては、各団体に事務局を移管する趣旨や目的等を理解していただいたきながら進めていま
すが、団体側の実情も考慮しなければなりません。
　以上のことから、団体事務局の見直しにつきましては、数値目標を設定せず、各団体に対し、誠意をもって協議
を進めていきながら、現在の見直し対象団体である２１団体を削減していきたいと考えます。

23

　「職員提案」と市民からの市政改善要望などとの連携はどうなっているのか。
　職員提案制度の定着化などのためのその他の施策はないのか。
　例えば、提案制度を身構えないためにプチ提案制度を取り入れるとか、「褒める」ことから始
める、改善意欲の醸成を考えたらどうか。
　また、提案内容の質の確保などに資する「ＱＣ活動」の実施や職員研修の中で、「提案制度」
の狙いとか、「ＱＣ活動」とは何かなどを実施したらどうか。

　職員提案制度につきましては、職員向けの制度であることから、市民の方からの市政に関する改善の要望とは、
制度としての連携はしておりません。市民の方から何らかの提案がなされたら、提案に関係する所属所において、
その都度提案内容について検討しているところです。
　改善意欲の醸成のためには、職場内での改善提案を気軽にできる環境づくりが何より重要であると考えているこ
とから、現在、各所属所単位での事務改善の取組みを推進しているところです。事務改善では、プチ提案のよう
な、ささいな改善提案でも実施・報告していただいているところです。
　また、新規採用職員研修におきまして、職員提案制度や事務改善のポイントや考え方について、説明をしている
ところです。
　ＱＣ活動ですが、ＱＣ活動とは、ＱＣサークルなどの小集団を形成して、実際に改善を行う職場単位の業務改善
活動です。
　本市におきましては、各所属所単位での事務改善を職員提案制度に位置付け、推進しているところです。
　職員提案制度の更なる推進方法につきましては、ご提案いただきました「ＱＣ活動」の実施や職員研修等の実施
を含めまして、今後の検討課題とさせていただきます。

24
　提案数も大切だが、提案したことで何が変わったのかを測る指標が本来の成果となる。
　改善成果としてQCDの観点で成果捕捉する仕組みが必要になるのではないか？、

　職員提案につきましては、提案数の多さではなく、改善提案しやすい職場の風土づくりが重要であると考えてお
ります。
　そのため、今後職員アンケートを実施することで、職員の意識がどの程度向上しているのかを測定する目標とし
ております。
　ご提案のＱＣＤの観点で成果補足する仕組みにつきましては、今後の検討課題とさせていただきたいと存じま
す。

25 20
研修の充実による人材育成の推
進

人事課
　数値目標が設定されていない。職員一人一人の能力課題がどれだけ解消されたかを何らか指標
かすべきではないか？
　但し、研修は手段であって目的でないので、研修実施を成果とすべきでない。

　研修の受講にあたっては、研修生が研修受講時に報告書の作成を行っております。その中で、研修受講前に目標
設定を行い、研修修了後にその目標の達成度を振り返ることにより、能力課題がどの程度達成できたか、自己評価
を行っております。
　しかしながら、達成度は自己の評価によることや、研修生の設定した目標の難易度等により差異が生じます。ま
た、所属長等が研修生の能力課題が解消されたかを判断することも難しいことから、指標の設定は困難であると考
えます。

26
　人事評価制度の定着化にあたっては、「評価の透明性」と「納得性」が重要なので、その点は
どのように実施しようと推進考えているのか。

　本市の人事評価制度につきましては、目標設定時及び評価時において、一次評価者が被評価者と面談を行うとと
もに、評価期間終了後は、一次評価者から被評価者に評価結果の開示を行っております。また、定期的に全職員を
対象に人事評価制度に関するアンケート調査を実施しており、制度に対する理解や制度の活用状況等を把握してい
るところです。
　今後もこれらの取組を通じて、評価の透明性及び納得性の確保に努めてまいります。

27
　数値目標が設定されていない。
　評価結果がどの程度活用されているのかの視点で指標設定すべきではないか？
　人事評価結果の活用とは何を意味するのか、明確に定義するのが前提となる。

　人事評価制度の活用状況等については、定期的に実施している「人事評価制度に関するアンケート調査」の中で
質問項目を設定し、把握していきたいと考えております。
　また、人事評価結果を活用する内容は、明記していきたいと考えております。

28 22 職員定員管理の適正化 人事課
　職員数目標値の９０８人の根拠は、整理番号１５「効率的・効果的な組織機構の構築」との連
携はどうなっているのか。
　業務のスクラップ化の理念は、どうなっているのか。

　平成３２年４月１日現在の目標職員数９０８人につきましては、今後の退職者数の推移に基づき、採用人数の抑
制を考慮したシミュレーション結果として、久喜市定員適正化計画に定めた目標数となっております。
　また、毎年、人事課で実施している人事ヒアリングと企画政策課で実施している組織ヒアリングの結果を踏ま
え、人事課と企画政策課との間で協議を行い、連携を図っております。
　業務のスクラップ化については、事務事業評価において、総合評価と今後の方向性について評価を行うことで、
常に業務の必要性を検証し、判断しているところです。

団体事務局の見直し18

19

21

企画政策課

職員提案制度の推進 企画政策課

人事評価制度の推進 人事課
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No.
整理
番号

取組項目名 主管課 事前質問・意見等 回答

29 23 女性職員の管理職への登用推進 人事課
　女性職員の管理職への登用推進に当たって、障がいとなるシステムの洗い出しとその対策につ
いても言及したらどうか。

　定期的に実施している人事に関する職員アンケートの中に、昇任に対する意識や女性管理職が少ない要因などの
質問項目を設定し、現状を把握しております。
　その結果等を踏まえ、メンター制度を今年度から実施する予定であり、具体的な取組内容に対策の一つとして記
載したところです。

30 24 時間外勤務の削減 人事課

　時間外勤務手当と予算管理の関係はどうなっているのか。予算管理に縛られるとサービス残業
が発生してしまうのではないか。
　実際の時間外の削減の施策はどんなことを実施しているのか。
　「指定勤務」、「指定休日」制度などどんな仕組みを採用しているのか。

　時間外勤務につきましては、所属長の事前命令により行うこととなっております。事前命令によって行われた時
間外勤務は、全て時間外勤務命令簿に記載されて人事課へ報告され、命令簿に基づき支給事務を行っておりますこ
とから、時間外勤務手当の不払いはないと認識しております。
　時間外勤務削減の施策につきましては、各所属長に対して、業務の適切な執行管理の徹底、臨時職員の弾力的な
任用、ノー残業デイへの取組みの徹底等を周知しております。
　また、公民館や図書館等の施設につきましては、各所属長の判断にて「指定勤務」、「指定休日」の仕組みを採
用し、適切な勤務を行っております。

基本方針３　健全な財政運営

No.
整理
番号

取組項目名 主管課 事前質問・意見等 回答

31 29 市債の繰上げ償還の実施 財政課
　数値目標が設定されていない。
　久喜市の財政健全化計画に基づき、年度毎に公債費の削減額を目標設定すべきではないか？

　公的資金については、補償金免除繰上償還制度などの制度が創設されれば、積極的に活用し、その他、銀行等資
金については、借換債発行時点の財政状況を勘案し、可能なものは繰上償還を実施するなど考えています。
　上記の理由から、数値目標の設定は行わず、その時々の財政状況及び社会情勢を勘案したうえで適宜市債の繰上
償還を実施していくものです。

32 31 一部事務負担金の精査
一部事務組合
所管課

　精査しても何の成果も得られない。
　取組項目名を「一部事務負担金の適正化」とし、精査は前提とし削減を狙いとした適正化を段
階的に図る。それに伴い数値目標は「事務負担金の前年比削減率」となるのではないか？

　一部事務組合の負担金については、例えば、年度によって、実施しなければならない大規模な事業も発生するこ
とから、必ずしも、対前年度で減額するわけではないため、年度ごとに事業内容を把握し、妥当性をはかり適切な
負担金額を算出することがこの取組み目標になると考えます。

33 32
事業部制（枠配分）予算編成の
推進

財政課
　数値目標が設定されていない。取組みの主旨からすると「総額予算削減額」になるのではない
か？

　事業部制（枠配分）予算編成については、限られた財源を有効に活用するため、平成２４年度予算編成から導入
しています。
　毎年度、限られた財源を有効かつ合理的に活用し、財源に見合った予算編成を行っていく必要があり、この予算
編成方法を毎年度検証し改善を図りながら推進していくことを取り組み項目として位置づけているものです。
　このようなことから、数値目標の設定はなじまないと考えます。

34 34 ゼロ予算事業の推進 財政課

　数値目標が設定されていない。
　事業部制（枠配分）予算編成の考え方で、事業部の中でどれだけ（比率・件数）のゼロ予算事
業を編成するのか、Ｈ２８年度ゼロ予算事業実績も踏まえガイドライン的に数値目標を設定すべ
きではないか？

　現行予算及び新規の取り組みの中で、予算を掛けずに執行できる事業を模索することにこの取組項目の意義があ
ることから、予め事業数を設定することは困難です。
　このようなことから、数値目標の設定は行わず、その時々の財政状況や社会情勢を勘案した上で、取り組みを実
施していくことが望ましいと考えます。

35 35 水道事業の健全経営 水道業務課
　数値目標が設定されていない。
　多大な施設更新費用を織り込んだ上の収支バランスとはどんな水準をめざすのか？
　その指標を設定し数値目標化すべきではないか？

　収支バランスとは、水道事業収益と水道事業費用の比較のことです。また、課題にある収支バランスの均衡の趣
旨は、単年度における収支バランスの均衡ではなく、中長期にわたって収支バランスの均衡（黒字）を図ることで
す。
　このことから、単年度の目標である数値目標に収支バランスの均衡を設定することは、そぐわないと考えます。

36 37 電力小売り自由化の活用 管財課

　数値目標が設定されていない。
　電力小売り自由化を活かし、現状の４５施設での更なる電力削減額とするのか、４５施設以上
での契約を目指し電力削減を図るのか、数値目標化すべきではないか？
　当然、財務効果額も算出されることになる。

　施設数に関わらず久喜市全体として電気料金の削減を目標とするものです。
　施設ごとにどの電気事業者とどのような料金プランで契約するかは違いが生じること、また、今後、新しい料金
プランなどが提案される可能性もあるため、施設数や削減金額を数値目標とすることは困難です。

37 38 使用料・手数料の見直し
使用料・手数
料所管課

　数値目標が設定されていない。取組みの主旨からすると「久喜市の全使用料・手数料の見直し
実施率 」になるのではないか？

　使用料・手数料については、社会情勢や物価変動を踏まえ受益者負担の適正化を図ることを目的とし、毎年度、
試算を行い検証しています。
　その結果、必要に応じて見直しの必要がある使用料・手数料について見直しを実施するものであるため、見直し
の実施率のような指標の設定はなじまないものと考えます。

38 39
補助金・負担金等の見直し、精
査

補助金・負担
金所管課
※財政課

　数値目標が設定されていない。
　取組みの主旨からすると「補助金・負担金の削減数及び金額」になるのではないか？

　補助金については、公平性・公益性等勘案し、適正な内容となっているか精査することを目標としています。ま
た、負担金については、公益上の必要性などにより、その妥当性を評価し精査することとしています。具体的に
は、毎年度予算要求前に補助金・負担金等の事業が適当なものであるか、所管課でチェックリスト等により、条件
を満たしていないものがあれば、是正を目指すこととしているものです。
　特に、補助金については、市として推進する事業等、行政を補完する活動を行う団体の支援等も必要なことか
ら、削減ありきとはならないものと考えます。
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整理
番号

取組項目名 主管課 事前質問・意見等 回答

39 40
市税・国民健康保険税の収入未
済額の圧縮

収納課
　国保税収入未済額の対策はどんなことを実施しているのか。今後の重点対策にはどんなことを
考えているのか。

・国民健康保険課と連携し、短期被保険者証更新時に来庁要請を行い、収納課窓口において納税相談を実施してい
ます。
　※短期保険者証・・・本来１年間の有効期限である国民健康保険被保険者証について、特別の有効期限を定めて
交付するものです。本市では、国民健康保険税を納期限から６か月以上納付せず、納税相談等に応じない等の事由
に該当する場合に、有効期限が６か月以内の被保険者証を交付し、納税折衝機会の拡大を図っています。

・滞納者の調査過程において、国保資格を喪失しているにもかかわらず、喪失手続きを行っていないケースを発見
した場合は、速やかに手続きを行うよう指導しています。
・滞納整理にあたっては、早期に電話や文書による催告を行い、必要に応じて納税相談を実施しています。また、
財産調査により換価可能な財産を発見した場合は、速やかに差押え等の滞納処分を実施しています。一方で、財産
調査等により納付資力が確認できない滞納者に対しては、滞納処分の執行停止を行い収入未済額の圧縮に努めてい
ます。

・収納率は年々上昇傾向にあり、収入未済額についても減少していることから、今後についても、引き続き上記の
とおり滞納整理等を実施してまいります。

40 社会福祉課 　「生活保護法第６３条返還金」の回収に、具体的にはどのような対策を実施しているのか。

　未納者に対しては、督促状を送付し、その後も納付が確認できない場合は催告書を年１回以上送付しています。
　また、必要に応じて、電話や訪問による催告等を並行して行い、誠実に履行するよう促しています。
　なお、滞納者の大半が生活保護受給者等の低所得者であることを考慮し、無資力に近い状態である場合には、履
行延期の措置により分割納付を認めることにより、収入確保の推進及び収入未済額の圧縮に努めているところで
す。

41 下水道業務課
　「農業集落排水処理事業受益者分担金」の回収に、具体的にどのような対策を実施しているの
か。

　未納者に対しては督促状を送付し、その後も納付が確認できない場合は催告書を送付しています。また、電話連
絡や戸別訪問により滞納者と納付相談を行い、滞納額を分割して納めることを「納付誓約書」でお約束いただき、
回収に努めているところです。
　なお、現在の滞納者からは「納付誓約書」を全て提出いただいているので、それぞれの滞納者に対して、約束い
ただいている納付額の納付書を送付し、納付の確認ができない場合は電話や訪問により納付を促しています。

42 42 有料広告等の推進 企画政策課
　有料広告の拡大による広告収入額の増大が狙いなので、数値目標は「有料広告収入額」になる
のではないか？

　数値目標では、継続して募集していく媒体数を目標としております。
　有料広告収入額については、財政効果額におきまして目標設定をしておりますので、財政効果として目標管理を
していきたいと考えております。

43 44 ふるさと納税の受入れ推進 企画政策課
　取組みの主旨からすると、寄付件数だけでなく、納税金額も数値目標化すべきではないか？
　又、地域産品を返礼品とする場合、返礼品購入額は地元業者への貢献額となるので、それも成
果として把握しておきたい。

  数値目標では、寄附件数を目標としております。
　寄附金額については、財政効果額におきまして目標設定をしておりますので、財政効果として目標管理をしてい
きたいと考えております。
　返礼品購入額につきましては、10,000円以上の寄附金額に対し、4,000円相当の返礼品を贈呈していることか
ら、寄附金額の4割分が見込まれるところであります。

44 46 市有財産の有効活用の推進
企画政策課
管財課

　数値目標が設定されていない。
　取組みの主旨からすると「資産活用による収入額」「資産売却金額」になるのではないか？
　当然、財務効果額も算出されることになる。

　普通財産を売却するためには購入する相手方が必要となるため、該当の普通財産に対して購入希望者がいるかど
うか確認することが難しいため、売却金額を数値目標とすることは困難であると考えます。

41 重点取組債権の適正な管理
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