
 1 

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４回久喜市行政改革推進委員会 

開 催 年 月 日 平成２８年８月３０日（火） 

開 始 ・ 終 了 時 刻 午後２時００分から午後３時４５分まで 

開 催 場 所 久喜市役所本庁舎 第５・６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 

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 

事務局職員職氏名 

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 

      主任 蓮実 純夫 

 

会 議 次 第 

 

１ 開  会 

２ 議  題 

（１）第２次久喜市行政改革大綱（案）について 

（２）久喜市行政改革実施計画の進捗状況について（平成２７年

度年間） 

（３）その他 

３ 閉  会 

配 布 資 料 

次第 

資料１第２次久喜市行政改革大綱（案） 

資料２久喜市行政改革実施計画の進捗状況（平成２７年度年間） 

資料３－１久喜市行政改革実施計画 進捗状況一覧表【性質別】 

資料３－２久喜市行政改革実施計画 財政効果額一覧表【性質

別】 

資料４久喜市行政改革実施計画（平成２７年度年間） 

当日配布資料事前質問一覧表 
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参考資料公共施設の年度別整備状況（平成 28年 4月 1日現在） 

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（関口

課長） 

 定刻になりましたので、「平成２８年度第４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、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（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

ていただきたいと存じます。 

事前にお配りしております資料でございますが、本日の次第でございます。 

資料１第２次久喜市行政改革大綱（案）、資料２久喜市行政改革実施計画の

進捗状況（平成２７年度年間）、資料３－１久喜市行政改革実施計画 進捗状

況一覧表【性質別】、資料３－２久喜市行政改革実施計画 財政効果額一覧表

【性質別】、資料４久喜市行政改革実施計画（平成２７年度年間）でございま

す。 

また、本日机の上に配布させていただきました資料でございますが、次第に
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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す。 

当日配布資料事前質問一覧表、参考資料公共施設の年度別整備状況（平成28

年4月1日現在）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、資料の訂正がございます。 

資料４の個別事業シートでございますが、２２１ページの数値目標でござい

ます。平成２７年度の実績が６５８件とありますが、６５６件の誤りでござい

ます。 

 次に、２２２ページの平成２７年度の取組実績でございますが、受け入れ件

数６５８件とありますが、こちらも６５６件の誤りでございます。 

 次に、これらの修正に伴う修正でございまして、資料２でございます。１２

ページの「Ｃ 計画を下回る」項目の一番下、整理番号９１「ふるさと納税の

受入れ推進」でございますが、１行目の後段の受入れ件数でございますが、 

６５８件とありますが、こちらも６５６件の誤りでございます。 

 大変申し訳ございませんが、訂正をお願いいたします。 

続きまして、個人番号（マイナンバー）の収集についてでございます。 

先日、８月２３日付けで通知を送らせていただいたところでございますが、

委員の皆様へ報酬を支払うにあたりまして、法律に基づき、個人番号を収集す

る必要がございます。 

本日、個人番号入力シートをお持ちいただきました方につきましては、会議

終了後、事務局までご提出いただきますようお願いいたします。 

ご提出の際は、個人番号カード又は個人番号通知カードの写しをご提示いた

だきまして、事務局におきまして個人番号を確認させていただきたいと存じま

す。 

また、本日個人番号入力シートをお持ちいただいていない方につきまして

は、後日、通知と同封しております封筒によりまして、個人番号カード又は個

人番号通知カードの写しを同封の上、郵送していただきますようお願いいたし

ます。 

なお、郵送の際は、大変お手数をおかけいたしますが、ポストへの投函では

なく、郵便局の窓口までお持ちいただきますようお願い申し上げます。 

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
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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、柏浦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、柏浦委員了承） 

 

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）第２次久喜市行政改革大綱（案）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）第２次久喜市行政

改革大綱（案）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）第２次久喜市行政改革大綱（案）につきましてご説明

させていただきます。 

 資料１第２次久喜市行政改革大綱（案）をご覧ください。 

 資料１につきましては、これまでの次期行政改革大綱に関する審議を踏ま

え、次期行政改革大綱の全体案としてまとめたものでございます。 

 名称につきましては、「第２次久喜市行政改革大綱」としているものでござ

います。 

 それでは表紙をおめくりいただきまして、表紙の裏面でございますが、目次

でございます。 

 全体構成といたしましては、大きく分けまして、５つの項目に分けてござい

まして、 

 「１ 市を取り巻く現状と課題」、「２ 前期行政改革大綱の成果」、「３ 

行政改革の基本目標と基本方針」、「４ 行政改革の推進方法」、「５ 第２

次行政改革実施計画」以上の５項目で構成しているものでございます。 

また、最後に参考資料を掲載しているものでございます。 
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 それでは、１番から順番にご説明申し上げます。 

まず、１ページから４ページにかけましては、「１ 市を取り巻く現状と課

題」といたしまして、人口や財政状況の現状と課題について整理した後、これ

らを踏まえた行政改革の必要性について説明しているものでございます。 

「（１）人口及び財政の状況」といたしまして、①から④まで状況を整理し

てございます。 

 まず、「①人口の減少と高齢化の進行（人口の状況）」でございます。 

こちらにつきましては、久喜市人口ビジョンに基づき、今後３０年間の久喜

市の人口の将来見通しにつきまして、グラフを用いて説明しているものでござ

います。 

概要といたしましては、最後の２行でございますが、生産年齢人口の減少や

高齢化率の増加は、市の施策や財政運営に大きな影響を与えることが予想され

るというものでございます。 

次に、２ページでございます。「②税収の伸び悩み（歳入の状況）」でござ

います。 

こちらにつきましては、過去１０年間の歳入決算額の推移についてグラフを

用いて説明しているものでございます。 

歳入の多くを占める市税収入は、近年ほぼ横ばいで推移しておりますが、今

後、生産年齢人口の減少が見込まれることから、大きな伸びを期待することは

できず、また、地方交付税の合併による特例措置は平成２７年度以降段階的に

減少するという状況にございます。そのため、自主財源の確保が課題となって

いるものでございます。 

なお、グラフにつきましては、現在のところ、平成２７年度決算の確定前で

ございますことから、平成２７年度決算額は、決算が確定次第、反映させてい

くものでございます。 

 

次に、３ページでございます。「③社会保障関係費の増大（歳出の状況）」

でございます。 

こちらにつきましても、歳入と同様に、過去１０年間の歳出決算額の推移に

ついてグラフを用いて説明しているものでございます。 

人件費については、減少傾向にありますが、扶助費の伸びにより義務的経費

が歳出の半分近くを占めている状況にありますことから、さらなる歳出の抑制

や公共施設等の老朽化対策のための経費の確保が課題となっているものでござ

います。 

なお、こちらにつきましても、グラフにつきましては、現在のところ、平成

２７年度決算の確定前でございますことから、平成２７年度決算額は、決算が

確定次第、反映させていくものでございます。 

 

次に、４ページの上段でございます。「④公共施設等の老朽化」でございま

す。 
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こちらにつきましては、築年数が３０年以上経過している施設の延べ床面積

の割合は、公共施設全体の６割以上を占めており、維持・更新費用の確保、公

共施設アセットマネジメントによる維持管理・修繕・更新等を推進していく必

要があるというものでございます。 

なお、こちらのグラフを拡大・カラー刷りにしたものにつきましては、本日

参考資料としてお配りしてございますので、後ほどご確認いただきたいと存じ

ます。 

 

続きまして、４ページの下段でございます。「（２）行政改革の必要性」で

ございます。 

これまでの現状と課題を踏まえて、行政改革の必要性について説明している

ものでございます。 

 様々な課題が山積している中、市民ニーズを的確に捉え、限られた財源の中

で効率的・効果的な行政サービスを提供していく必要があり、また、市町村

は、自らの責任の下で、自らのことは自ら考え実行する自己決定力と、自ら主

体的に政策を立案し、効率的・効果的に施策を展開していく政策実行力が求め

られているものでございまして、これらのことを踏まえまして、さらなる行政

改革の推進に取り組むというものでございます。 

 

 続きまして、５ページでございます。「２ 前期行政改革大綱の成果」とい

たしまして、現在の行政改革大綱における平成２７年度までの成果について、

説明しているものでございます。 

 平成２７年度年間の進捗状況につきましては、この後、ご審議いただくもの

でございますが、現時点での状況を説明しているものでございます。 

 平成２７年度における達成率は、８９．５％となってございまして、一部計

画を下回る進捗状況となっている実施項目があるものの、全体としては一定の

成果を収めることができているものでございます。 

 計画を上回る成果を収めている主な実施項目につきましては、「自主防災組

織の育成」、「職員定員管理の適正化」などが計画を上回る成果を収めている

ところでございます。 

 一方で、計画を下回る進捗状況となっている実施項目につきましては、「道

路台帳の一元化の推進」、「財政指標（経常収支比率・公債費負担比率）の目

標値の設定」などが目標を下回る進捗状況となっています。 

 財政効果の面では、全体では、マイナス２４億５，１２１万２千円と、支出

超過となっているものでございます。 

 

 続きまして、６ページでございます。「３ 行政改革の目標と基本方針」で

ございます。 

基本目標といたしましては、四角の枠内でございますが、「持続可能な行政

運営の実現」としているところでございます。 
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 基本方針といたしましては、３つの基本方針を定めるものでございます。 

 それぞれの基本方針につきましては、計画区分を設けてございまして、計画

区分の説明を２行程度で記載しているところでございます。 

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、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の以上４つの計

画区分を位置付けているところでございます。 

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、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・

高度化の以上４つの計画区分を位置付けているところでございます。 

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、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・適正化の以上４つの計画区分を位置付

けているところでございます。 

 

 続きまして、８ページでございます。「４ 行政改革の推進方法」でござい

ます。 

 まず、「（１）推進期間」でございますが、平成２９年度から平成３３年度

までの５年間を計画期間として推進するものでございます。 

 次に、「（２）推進体制」でございますが、行政改革推進本部、幹事会、附

属機関の久喜市行政改革推進委員会の３つの体制の下、推進するものでござい

ます。 

 なお、この体制につきましては、９ページにおきまして、推進体制の概念図

を記載しているものでございます。 

 次に、「（３）市民への情報提供」でございますが、広報くきや市ホームペ

ージ等を活用し、市民目線で分かりやすい情報提供に努めるものでございま

す。 

 次に、「（４）ＰＤＣＡサイクルの徹底」するというものでございます。 

 

 続きまして、１０ページ以降につきましては、「５ 第２次久喜市行政改革

実施計画」でございまして、行政改革の個別の取組項目につきまして定めるも

のでございます。 

 １０ページから１２ページにかけましては、各基本方針、計画区分ごとに各

取組項目を位置付けた実施計画の一覧表でございます。 

 ご覧の５０項目につきまして、実施計画として位置付けるものでございま

す。 

 １３ページから６５ページにかけましては、各個別の取組項目の実施計画部

分でございます。 
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 これまでご審議いただきました各取組項目の計画につきまして、実施計画と

して整理しているものでございます。 

 なお、大綱策定時には、参考となる指標や各項目の数値につきまして、最新

の数値となるよう、順次改めていく予定でございます。 

 

 それでは、個別の取組項目のうち、特に説明が必要な項目につきまして、ご

説明申し上げます。 

 

 ３４ページ、整理番号２２「職員定員管理の適正化」でございます。 

 こちらにつきましては、下段の財政効果額でございます。計画設定の段階で

は、平成２６年度平均人件費により算出していたところでございますが、平成

２７年度平均人件費の決算見込みが固まりましたことから、財政効果額の積算

を見直したところでございます。 

 平成２６年度の平均人件費は、７９２万３千円でございましたが、平成２７

年度は、７８６万２千円と若干の減となりましたことから、財政効果額全体と

いたしましては、３億６６１万８千円となり、目標設定時の３億８９９万７千

円から、２３７万９千円の減となっているものでございます。 

 

 次に、５５ページＡ３版の「調書別表」でございます。 

 こちらにつきましては、前回の会議におきまして、参考として各債権の平成

２４年度から２６年度までの実績を参考に記載していたところでございます

が、実施計画として整理をしたものでございます。 

また、平成２７年度、平成２８年度数値は米印となってございましたが、債

権管理庁内連絡会議におきまして、平成２７年度実績、２８年度目標の数値が

確定しましたことから、数値を追加しているものでございます。 

 

続きまして、事前質問をいただきました取組項目でございます。 

本日お配りいたしました、Ａ３版の当日配布資料事前質問一覧表をご覧いた

だきたいと存じます。 

当日配布資料の上段でございますが、ご覧の４項目につきまして、関係課を

追加した方が良いのではないかというご質問でございます。 

ご質問によりまして、関係課として追加するとした項目でございますが、整

理番号１５「効率的・効果的な組織機構の構築」、資料１では、２７ページで

ございますが、こちらにつきましては、関係課を人事課としたいと存じます。 

整理番号１９「職員提案制度の推進」、資料１では、３１ページでございま

すが、こちらにつきましては、関係課を全課としたいと存じます。 

整理番号２２「職員定員管理の適正化」、資料１では３４ページでございま

すが、こちらにつきましては、関係課を企画政策課としたいと存じます。 

次に、整理番号４０「市税・国民健康保険税の収入未済額の圧縮」、資料１

では５２ページでございますが、事前質問では、関係課を全課とした方が良い
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のではないかというご意見でございますが、市税・国民健康保険税の徴収事務

につきましては、収納課のみで所管する事務でありますことから、関係課を全

課とすることは馴染まず、全課とはしないものでございます。 

  

 個別の取組項目の実施計画のご説明につきましては、以上でございます。 

 

 続きまして、６６ページ「（３）第２次久喜市行政改革実施計画財政効果額

一覧表」でございます。 

 こちらにつきましては、大綱策定段階で財政効果を見込む取組項目を削減効

果、増収効果の２つに分けて一覧表にしているものでございます。 

 このうち、整理番号２２「職員定員管理の適正化」につきましては、個別の

取組項目のご説明でも申し上げましたが、平成２７年度平均人件費の決定によ

りまして、財政効果額の積算を見直したものでございます。 

 財政効果額全体といたしましては、１０億４，５３９万８千円を目標額とす

るものでございます。 

 

 続きまして、６７ページ以降につきましては、参考資料でございます。 

 ６７ページは、「１ 第２次久喜市行政改革大綱策定経過」でございまし

て、今後、策定経過を追加していくものでございます。 

 ６９・７０ページでございますが、「２ 久喜市行政改革推進委員会条

例」、７１ページでございますが、「３ 久喜市行政改革推進委員会委員名

簿」、７２・７３ページでございますが、「４ 久喜市行政改革推進本部規

程」、７４ページから７６ページにつきましては、「５ 次期行政改革大綱策

定方針」でございます。 

 以上、５つの項目を参考資料として、掲載しているところでございます。 

 

「第２次久喜市行政改革大綱（案）」のご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、事務局から第２次久喜市行政改革大綱（案）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。 

 

枝委員  第２次久喜市行政改革大綱では、５０項目の取組項目がありますが、その中

で、財政効果額の目標額が設定されているのが、１０項目あります。他の項目

は財政効果額が設定されていないようですが、その辺の理由を教えてくださ

い。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 財政効果につきましては、全ての取組項目に必ずしも生じるものではござい

ません。 
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 ５０項目の中で、財政効果が見込まれる項目が、現在のところ１０項目とい

う状況でございます。 

 取組項目の性質によりまして、必ずしも財政効果が生じるような計画とはな

っておりませんので、その点につきましてご理解いただきたいと存じます。 

 

枝委員  現在見込まれる１０項目以外の取組項目で、財政効果が見込まれるような取

組項目は無いのですか。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 現在のところは１０項目ですが、今後、取組みによりまして新たに財政効果

が見込まれる場合は、財政効果額として順次追加してまいりたいと考えており

ます。 

 現状では、この１０項目につきまして財政効果が見込まれるものです。 

 

枝委員  分かりました。 

 

井上委員長  他にご意見等ありますか。 

 

斉藤委員  財政的に厳しい状況になっている中で、５５ページの調書別表ですが、収納

率について、国民健康保険税は７２．１％から７３．６％と１．５％しか上が

らない目標となっています。 

 下水道事業受益者負担金は、７４．２％から７６．２％と２．０％しか上が

らない目標となっています。 

 一方で、農業集落排水処理事業受益者分担金は、６０．９％から７６．４％

と高い目標となっています。 

 他の債権は、１００％に近い数値となっています。 

 ただ今申し上げました債権については、収納率が低いのではないかと思いま

すので、さらなる徴収努力が必要だと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

 本来であれば、収納率の目標は１００％となるべきですが、当然払っていた

だかなければならないものですので、それに向けた取組みをしていくというこ

とでございます。 

 特に、国民健康保険税が約７０％と低い状況でございますが、全国的にも低

い収納率となっておりまして、実際に支払うことが困難な方もいますが、資力

があるにも関わらず、払っていただけない方もいらっしゃいます。 

 国民健康保険税の性質として、自営業の方が中心となりますので、資力の関

係で支払いが困難な方がいるのも現状です。 

 たしかにご指摘のとおりでございますが、市といたしましても、債権回収に

ついては、色々手を講じておりますが、中々厳しい現状があります。 

 これで良いというわけではございませんが、厳しい中で少しずつでも収納率

を向上させていくという目標とさせていただいておりますので、ご理解いただ
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きたいと存じます。  

 

井上委員長  他にご意見等ありますか。 

 

 （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）久喜市行政改革実施計画の進捗状況について（平成２７年度年間） 

井上委員長 次に、議題（２）久喜市行政改革実施計画の進捗状況について（平成２７年

度年間）、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、議題の説明に先立ちまして、本日の会議の進行についてご説明申

し上げます。 

 本日は、久喜市行政改革大綱に定められた各実施項目の平成２７年度年間の

事務進捗状況につきましてご説明させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、各実施項目の進捗状況をご確認いただき、実

施項目の円滑な達成のために、改善すべき点や調整の必要がある事項、事務の

進捗に関して取り組むべき事項、その他行政改革の推進に関しましてご審議い

ただき、そのご意見を各実施項目の達成に向けた事務執行に反映してまいりた

いと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 会議の進行でございますが、まず、資料２に基づきまして、進捗状況の全体

傾向をご説明申し上げた後、資料２に基づきまして、個別の実施項目につきま

してご審議いただきたいと存じます。 

資料２につきましては、３つの性質別項目ごとに、平成２７年度の取組みに

よりまして、新たに「ＡＡ 達成／完了」となった項目、「Ａ 計画を上回る」

項目、「Ｃ 計画を下回る」項目を資料４の個別調書から抜粋している資料で

ございます。 

 資料３－１、３－２は、資料４を取りまとめた一覧表となってございますの

で、索引的にご覧いただきたいと存じます。 

 

なお、本来であれば、９５全ての項目につきまして資料４を基にご審議いた

だきたいところでございますが、時間が限られておりますので、資料２に掲載

している各項目につきまして、３つの性質別項目に区切りご説明させていただ

きます。 

 

それでは、平成２７年度年間の進捗状況についてご説明させていただきま
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す。 

資料２をご覧いただきたいと存じます。 

まず、１ページでございますが、全体の進捗状況をまとめてございます。 

 項目１の平成２７年度年間の行政改革各実施項目の全体の取組状況でござい

ますが、「Ｂ計画どおり」以上の推進状況とされた実施項目が８５項目 

（８９．５％）となったものでございます。一部、進捗の遅れがある実施項目

があるところでございますが、全体としては、概ね計画どおりに進捗している

ところでございます。 

財政効果の面では、実績額の計は、マイナス７億９，９９９万４千円となっ

てございます。 

なお、参考として、削減・増収効果額、財政負担額の平成２７年度までの累

計を記載しています。 

次に、２ページ、項目２の性質別進捗状況でございます。 

こちらにつきましては、行政改革実施計画の各実施項目が行政活動に及ぼす

作用・性質に基づき、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 の３つの性質別に分類し、まとめてございます。

それぞれの性質別分類ごとの進捗状況と財政効果額は、ご覧の一覧表のとおり

となってございます。 

続いて、資料４ページから１３ページにつきましては、性質別項目ごとの内

訳となってございまして、こちらにつきましては、この後、性質別項目ごとに

概要をご説明申し上げます。 

全体状況につきましては、以上でございます。 

 

井上委員長  ただ今事務局から、本日の会議の進行方法及び平成２７年度年間の全体の進

捗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。 

 

 （意見等無し） 

 

井上委員長 それでは、性質別進捗状況につきまして、性質別項目ごとに、進捗状況の報

告を受け、質疑、応答といたします。 

はじめに、「性質別項目① 基盤・体制整備、強化」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、性質別項目①「基盤・体制整備、強化」の実施項目についてご説

明いたします。 

資料２では、４ページから６ページでございます。 

この分類につきましては、インフラの整備や事業等の実施体制の構築など、

サービス環境を整えるとした実施項目を割り振ってございます。 
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５ページをご覧ください。 

 性質別項目①のうち、平成２７年度年間の取組みによりまして、新たに 

「ＡＡ達成／完了」となった項目が３項目ございます。 

  

まず、整理番号１２「小・中学校施設の耐震化の推進」でございます。資料

４は、２７ページでございます。 

こちらにつきましては、砂原小学校の校舎の耐震補強工事が完了したことに

よって、市内全ての小・中学校施設の耐震化が完了したことによるものでござ

います。 

 

次に、整理番号３５「統合型ＧＩＳの導入の検討」でございます。資料４

は、７７ページでございます。 

 こちらにつきましては、統合型ＧＩＳを導入することを決定し、構築作業を

行うことができたことによるものでございます。 

 

次に、整理番号４８「障がい者の差別の禁止に関する条例の制定の検討」で

ございます。資料４は、１１１ページでございます。 

 こちらにつきましては、平成２５年６月に公布された「障害を理由とする差

別の解消の推進に関する法律」に基づき、平成２８年３月に「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「障がい者への

配慮マニュアル」を策定することができたことによるものでございます。 

 

続きまして、性質別項目①におきまして、「Ａ 計画を上回る」となった項

目が８項目ございます。 

 

まず、整理番号１４「自主防災組織の育成」でございます。資料４は、３３

ページでございます。 

こちらにつきましては、数値目標である自主防災組織の組織率が 

７０．９７％と目標である６９％を上回り、新規設立数も９団体と目標である

４団体を上回ったことによるものでございます。 

 

次に、整理番号２９「市政情報の積極的な発信」でございます。資料４は、

６５ページでございます。 

こちらにつきましては、数値目標であるツイッターによる市政情報の発信件

数が４５９件と目標である３６５件を上回ったことによるものでございます。 

 

次に、整理番号３０「ホームページの充実」でございます。資料４は、６７

ページでございます。 

こちらにつきましては、平成２６年３月のリニューアルから安定して運営で

きているとともに、数値目標であるホームページアクセス件数が５２５万 
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７，５４２件と目標を大きく上回ったことによるものでございます。 

 

次に、整理番号３２「電子入札の拡充」でございます。資料４は、７１ペー

ジでございます。 

こちらにつきましては、数値目標である電子入札実施件数が６２件となり、

目標である４０件を上回ったことによるものでございます。 

 

次に、整理番号５３「太陽光発電の推進」でございます。資料４は、１２３

ページでございます。 

こちらにつきましては、新たに２施設に太陽光発電システムを設置したこと

で、数値目標である発電規模が２８５．８６ｋWと目標である２２０ｋWを上回

ったことによるものでございます。 

 

次に、整理番号５４「ＬＥＤ照明等の導入の検討」でございます。資料４

は、１２５ページでございます。 

 こちらにつきましては、数値目標である新規設置数が６施設となり、目標で

ある２施設を上回ったことによるものでございます。 

 

次に、整理番号５５「雨水の有効活用の推進」でございます。資料４は、 

１２７ページでございます。 

 こちらにつきましては、数値目標である新規設置数が６施設となり、目標で

ある１施設を上回るとともに、貯留容量も７２４．２２m3 と目標である７２３

m3を上回ったことによるものでございます。 

 

次に、整理番号５６「緑のカーテンの設置の推進」でございます。資料４

は、１２９ページでございます。 

 こちらにつきましては、数値目標である緑のカーテンの設置箇所が２８施設

となり、目標である２７施設を上回ったことによるものでございます。 

 

続きまして、性質別項目①におきまして、「Ｃ 計画を下回る」となった項

目が２項目ございます。資料２は、６ページでございます。 

 

 まず、整理番号１３「本庁舎及び公民館等の公共施設の耐震化の推進」でご

ざいます。資料４は、２９ページでございます。 

 こちらにつきましては、数値目標である公共施設の耐震化率が８９．２９％

にとどまり、目標である１００％には至らなかったことによるものでございま

す。 

 なお、耐震改修未実施の公共施設については、建て替え等を含めて検討中で

ありますことから、計画期間中の達成は困難な状況でございます。 
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次に、整理番号４１「道路台帳の一元化の推進」でございます。資料４で

は、９１ページでございます。 

こちらにつきましては、２級基準点の整備が９９点にとどまり、平成２５年

度までの目標である市全域での２級基準点１５８点の整備に至らず、境界座標

の測地系移行・図面の再編も実施には至らなかったことによるものでございま

す。 

こちらにつきましても、進捗が目標を大きく下回ることから、計画期間中の

達成は困難な状況でございます。 

 

 続きまして、財政効果でございますが、合計でマイナス１４億９，５５１万

９千円と、財政負担が生じているところでございます。 

 財政負担が生じた主な項目につきましては、資料６ページのとおりとなって

ございます。 

 

性質別項目①「基盤・体制整備、強化」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  整理番号１２「小・中学校施設の耐震化の推進」と整理番号３５「統合型Ｇ

ＩＳの導入の検討」の財政効果額について適正かどうか、実績額を計画額と比

べようと思ったのですが、計画額そのものがこの２項目に関してはありませ

ん。 

 予算外で実施した事業なのでしょうか。単なる計画額の記入漏れなのでしょ

うか。 

予算ゼロで財政負担が生じたということでは、業務執行上問題であると捉え

ることができます。 

単なる計画値の漏れなのでしょうか。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 整理番号１２「小・中学校施設の耐震化の推進」につきましては、資料４で

は２８ページでございますが、当初、平成２６年度までに耐震補強工事を完了

させる予定でございましたことから、平成２６年度までの計画額が記載されて

おります。 

 その後、砂原小学校の耐震補強工事につきましては、翌年度の平成２７年度

にずらして実施しましたことから、平成２７年度につきましては、当初計画額

は記載されておらず、実績額のみが記載されているという状況でございます。 

 

岡田委員  平成２４年度から平成２６年度については、平成２４年度に計画額を変更し

たようです。 
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 平成２６年度の時点で１校できず、年度ずれがおこることがあらかじめ分か

っていますので、その時点で計画額を変更するべきではなかったでしょうか。 

 そうしなければ、ＰＤＣＡサイクルのＣとＡとはならないと思います。 

 実態に合った計画の修正というのが、できていないように思えます。 

 

加藤委員  予算としては、平成２７年度の予算として繰り延べて計上されているものと

思いますが、この計画では、当初の５年間で計画立てをしているのではないか

と思います。 

 

岡田委員  項目によっては、その時点その時点で計画額に変更を加えているようです。 

 あらかじめ年度がずれるのが分かっており、この計画上は、数値をずらせば

よかったのに、そうしなかったものと推測しています。 

 事業を実施するには、当然予算措置がなされるものだと思うのですが、この

計画では漏れてしまっているのではないでしょうか。 

 分かっていて数値を繰り延べていなかったということだと思います。 

 もう一つ気になるのが、統合型ＧＩＳの導入ですが、平成２７年度の計画値

がありませんが、各年度に導入の検討をしてきて、平成２６年度に導入を決定

したということは、平成２７年度の概算予算はあらかじめ分かっていたのだと

思います。 

 ＰＤＣＡサイクルを回すためには、平成２７年度の計画額は、平成２６年度

の時点で設定するべきであったと思います。 

 見方によっては、予算、計画がゼロで実施したのではないかと捉えられま

す。 

 

事務局（増

田部長） 

 岡田委員がおっしゃるとおりでございます。 

砂原小学校につきましては、平成２６年度末に耐震補強工事を完了させると

いう、市の大きな方針の下で計画設定をしておりましたが、国庫補助の関係

等、財政上の事由によりまして、平成２７年度に繰り延べさせていただいたと

いうものでございます。 

平成２７年度末までには耐震補強工事を完了させるという国の方針がありま

したので、そこまでであれば繰り延べするのも止むを得ないだろうという判断

でございました。 

計画額につきましては、岡田委員のおっしゃるとおり、繰り延べることが分

かった時点で、追加・変更するべきであったと考えております。 

また、統合型ＧＩＳの導入につきましても、検討から実施となった時点で、

計画値として設定するべきであったと考えております。 

 

井上委員長  他にご意見等ありますか。 

 

 （意見等無し） 
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井上委員長 他にご意見等が無いようでしたら、次に進めます。 

「性質別項目② 市民サービス向上」について、事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 続きまして、性質別項目②「市民サービス向上」でございます。 

 資料２では、８ページ、９ページでございます。 

 この分類につきましては、市民サービスや生活に関わる諸条件を向上させる

ための新たな取り組みや、改善を行うとした実施項目となってございます。 

 ９ページをご覧ください。 

 性質別項目②のうち、平成２７年度年間の取組みによりまして、新たに 

「ＡＡ達成／完了」となった項目が３項目ございます。 

 

まず、整理番号３「証明書交付方法の拡充」でございます。資料４は、７ペ

ージでございます。 

 こちらにつきましては、平成２８年１月２５日から、個人番号カードを利用

したコンビニ交付サービスを開始することができたことによるものでございま

す。 

  

次に、整理番号４「自動交付機による証明書発行手数料の引き下げ」でござ

います。資料４は、９ページでございます。 

 こちらにつきましては、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としたことに伴い、自動交付機における証明書発行手数料

の引き下げは、実施しないこととしたことによるものでございます。 

 

次に、整理番号９「放課後子ども教室の推進」でございます。資料４は、 

２１ページでございます。 

 こちらにつきましては、平成２７年６月に新たに１校で開校したことにより

まして、市内すべての小学校で開校することができたことによるものでござい

ます。 

 

続きまして、性質別項目②のうち、「Ａ 計画を上回る」となった項目が１

項目ございます。 

整理番号８１「下水道未接続者への加入の促進」でございます。資料４は、

２０１ページでございます。 

 こちらにつきましては、広報紙への接続促進記事の掲載や、鷲宮地区におけ

る戸別訪問等による接続依頼を実施したことによりまして、数値目標である公

共下水道、農業集落排水への新規接続が、公共下水道は６７件、農業集落排水

は１９件と、目標である公共下水道３５件、農業集落排水１５件を上回ったこ

とによるものでございます。 
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続きまして、性質別項目②のうち、「Ｃ 計画を下回る」となった項目が２

項目ございます。 

 整理番号７９「使用料の見直し」、及び整理番号８０「手数料の見直し」で

ございます。 

 資料４は、１９７ページ、１９９ページでございます。 

 この２つの項目につきましては、平成２７年１０月に「久喜市使用料及び手

数料の見直し方針」を改訂し、試算を行ったものの、平成２９年４月に予定さ

れる消費税増税に併せて使用料・手数料を見直すこととしたことによるもので

ございます。 

  

続きまして、財政効果でございますが、合計でマイナス１億１，１３２万４

千円と、支出超過となっているところでございます。 

 財政負担が生じた主な項目につきましては、資料９ページのとおりとなって

ございます。 

 

 性質別項目②「市民サービス向上」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。 

 

枝委員 資料２の９ページの整理番号７９「使用料の見直し」、整理番号８０「手数

料の見直し」の説明書きについて、平成２９年４月に予定される消費税増税に

併せて使用料・手数料を見直すこととしたとありますが、現在、消費税増税は

再延期することとなりましたので、平成２９年４月に予定されるという表現は

適切ではないと思います。 

また、再延期されたことを踏まえて、再度試算し直す必要があると思います

が、この点について、どうお考えなのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

本日ご審議いただいておりますのは、平成２７年度の実績でございまして、

平成２７年度時点では、消費税増税の再延期につきましては、決まっておりま

せんでしたので、このような表現とさせていただいておりますので、ご理解い

ただきたいと存じます。 

また、使用料・手数料の見直しにつきましては、次期の行政改革大綱におき

ましても項目として位置付けておりますので、消費税増税の再延期は正式には

決定しておりませんが、再度試算を行うこととなるものと考えております。 

 

井上委員長 私からよろしいでしょうか。 

財政負担が生じた主な項目ということで、証明書交付方法の見直しの項目が

５，８４４万４千円と多くの財政負担があったようですが、これは、コンビニ
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交付の開始による導入費用、システム改修・構築等の費用なのでしょうか。 

 

事務局（蓮

実主任） 

コンビニ交付を実施するに当たっての導入経費が、財政負担額となっており

ます。 

内訳といたしましては、システム構築業務委託料が最も多く、５，６４８万

４千円となってございます。その他、証明書発行手数料や接続料等の諸経費を

含めまして、５，８４４万４千円の費用がかかったということでございます。 

 

井上委員長 一旦構築すれば、しばらくの間はこれだけの経費はかからないということで

よろしいのですか。 

 

事務局（蓮

実主任） 

導入に関しましては、やはりコストは多くかかりますので、単年度としてこ

れだけの額がかかったということでございます。 

 

冨田副委員

長 

関連なのですが、導入時だけではなくて、導入後も委託料等の維持管理費用

がかかってくると思われますが、その点については、計画としては入れていか

ないのでしょうか。 

 

事務局（蓮

実主任） 

先ほどの岡田委員のご意見のように、ＰＤＣＡサイクルを回すために、財政

効果額として追加していくべきというご意見だと思います。 

コンビニ交付につきましては、ランニングコストがかかってきますので、平

成２８年度の計画額に費用として入れ込んでまいりたいと考えております。 

また、今後、この項目に限らず、全ての項目につきまして、同様に見直しを

してまいりたいと考えております。 

 

井上委員長  他にご意見等ありますか。 

 

斉藤委員  関連して、コンビニ交付と証明書自動交付機との兼ね合いはどうなっている

のでしょうか。 

 

事務局（蓮

実主任） 

コンビニ交付の開始に伴いまして、市民に身近なコンビニエンスストアで諸

証明書の発行が可能となりますので、次期の第２次久喜市行政改革大綱（案）

の実施計画におきまして、証明書自動交付機の見直しについては、取組項目と

して位置付けているところでございます。 

 

井上委員長  他にご意見等ありますか。 

 

 （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、次に進めます。 
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「性質別項目③ コスト縮減、収入増、事務改善」について、事務局の説明

をお願いします。 

 

事務局（蓮

実主任） 

続きまして、性質別項目③「コスト縮減、収入増、事務改善」でございま

す。 

 資料２では、１０ページから１３ページでございます。 

この分類につきましては、歳入確保や支出削減、また事務改善などによりま

して財政効果を生み出すこととした実施項目を割り振ってございます。 

 

 １１ページをご覧ください。 

 性質別項目③のうち、平成２７年度年間の取組みによりまして、「Ａ 計画

を上回る」となった項目が１０項目ございます。 

 

まず、整理番号１８「選挙事務に人材派遣の導入」でございます。資料４

は、４１ページでございます。 

 こちらにつきましては、人材派遣と併せて、経費削減効果がより高い臨時職

員も活用したことによって、計画を上回る削減効果が生じたことによるもので

ございます。 

 

次に、整理番号２０「指定管理者制度の推進」でございます。資料４は、 

４５ページでございます。 

 こちらにつきましては、平成２５年度、平成２６年度において、新規導入施

設数が目標を上回っており、また、平成２６年度に指定期間が満了となる施設

において、平成２７年度から指定管理者による管理を継続することができたこ

とによるものでございます。 

 

次に、整理番号３８「職員提案制度の導入」でございます。資料４は、８３

ページでございます。 

こちらにつきましては、事務改善の実施方法を見直し、取組期間を上期（５

月～８月）と下期（９月～１２月）の２期に分けて実施したことによって、数

値目標である職員提案件数が１４７件となり、目標の１００件を上回ったこと

によるものでございます。 

 

次に、整理番号４２「新電力（特定規模電気事業者）制度の導入」でござい

ます。資料４は、９３ページでございます。 

こちらにつきましては、新電力制度の対象施設が４７施設となり、目標であ

る４６施設を上回り、財政効果におきましても計画を上回る削減効果が生じた

ことによるものでございます。 

 

次に、整理番号４７「公用自動車保有台数の見直し」でございます。資料４
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は、１０７ページでございます。 

 こちらにつきましては、公用車の導入年次等を踏まえて計画的に入れ替えを

行ったところ、数値目標である公用自動車保有台数が１９５台となり、目標の

１９６台以下とすることができたことによるものでございます。 

 

次に、整理番号５２「公共施設の節電の推進」でございます。資料４は、 

１１９ページでございます。 

 こちらにつきましては、「久喜市本庁舎節電計画」に基づき、全庁的に節電

の取組みを実施したところ、数値目標である夏期消費電力削減率（平成２２年

度比）が３２．０１％となり、目標の１５％以上を達成することができたとと

もに、公共施設（４５施設）にＰＰＳを導入したことによって、計画を上回る

削減効果が生じたことによるものでございます。 

 

次に、整理番号６１「職員定員管理の適正化」でございます。資料４は、 

１４１ページでございます。 

 こちらにつきましては、職員数が９２３人と目標である９３６人以下とする

ことができ、計画を上回る削減効果が生じたことによるものでございます。 

 

次に、整理番号６９「市債の繰上げ償還の実施」でございます。資料４は、

１６９ページでございます。 

 こちらにつきましては、３件の繰上げ償還を行ったことで、計画を上回る削

減効果が生じたことによるものでございます。 

 

次に、整理番号８６「保育所保育料の滞納額の圧縮」でございます。資料４

は、２１１ページでございます。 

 こちらにつきましては、数値目標である年度末滞納額が、１,５５３万３千

円となり、目標である２,１１３万１千円以下を達成したことによるものでご

ざいます。 

 

次に、整理番号８７「学校給食費の滞納額の圧縮」でございます。資料４

は、２１３ページでございます。 

 こちらにつきましては、数値目標である年度末滞納額が、３６４万８千円と

なり、目標である４３４万円以下を達成したことによるものでございます。 

 

 続きまして、性質別項目③のうち、平成２７年度年間の取組みによりまし

て、「Ｃ 計画を下回る」となった項目が６項目ございます。資料２は、１２

ページでございます。 

  

まず、整理番号５１「常任委員会会議録の見直し」でございます。資料４

は、１１７ページでございます。 
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 こちらにつきましては、常任委員会会議録の製本部数を平成２６年度から２

部減冊し２０部としたものの、目標である０部には至らなかったことによるも

のでございます。 

 

次に、整理番号６３「時間外勤務の削減」でございます。資料４は、１４７

ページでございます。 

こちらにつきましては、「時間外勤務の削減に向けた取り組みの強化」につ

いて、一層の削減を促したものの、新規業務が増加したことによって、数値目

標である時間外勤務時間削減率（平成２２年度比）が１０．０％に止まり、目

標の１４％には至らなかったことによるものでございます。 

 

次に、整理番号６７「財政指標（経常収支比率・公債費負担比率）の目標値

の設定」でございます。資料４は、１５９ページでございます。 

 こちらにつきましては、経常収支比率は、扶助費等の増加に伴い経常経費総

額が増加したことにより、比率が９１．７％となり、数値目標である 

８８．０％以下には至らず、また、公債費負担比率は、地方債借入を抑制し、

公債費の縮減に努めているところでございますが、比率が１３．８％となり、

数値目標である１３．５％以下には至らなかったことによるものでございま

す。 

 

次に、整理番号８８「有料広告等の導入による収入確保」でございます。資

料４は、２１５ページでございます。 

 こちらにつきましては、職員提案により、公共施設壁面広告が採用となり、

実施することを前提として、関係法令の調査や掲示場所の検討を進めたもの

の、導入には至らず、数値目標である新規有料広告等の導入件数が０件とな

り、目標である１件には至らなかったことによるものでございます。 

 

次に、整理番号８９「自動販売機設置事業者の公募」でございます。資料４

は、２１７ページでございます。 

 こちらにつきましては、平成２８年３月に自動販売機設置事業者の公募を実

施し、３件の設置事業者を決定したが、数値目標である２７台には至らなかっ

たことによるものでございます。 

 

次に、整理番号９１「ふるさと納税の受入れ推進」でございます。資料４

は、２２１ページでございます。 

 こちらにつきましては、返礼品について、平成２７年７月に梨等の特産品を

加えてリニューアルを実施したものの、数値目標である受け入れ件数が６５６

件にとどまり、目標である１,０００件には至らなかったことによるものでご

ざいます。 
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 次に、財政効果でございますが、８億６８４万９千円の財政効果が生じたと

ころでございます。 

 財政効果が生じた主な項目につきましては、資料２の２ページ下段から１３

ページのとおりとなってございます。 

 

 次に、性質別項目③の実施項目につきまして、事前質問をいただいたところ

でございます。 

 当日配布資料事前質問一覧表をご覧いただきたいと存じます。 

 資料の下段でございますが、ご覧の４項目につきまして、事前質問をいただ

いたところでございます。 

 事前質問の回答につきましては、資料右側の回答欄のとおりでございます。 

 

 性質別項目③「コスト縮減、収入増、事務改善」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。 

 

柏浦委員 計画を上回る項目ですが、整理番号４２「新電力（特定規模電気事業者）制

度の活用」について、計画を上回る削減効果が生じたとありますが、具体的に

金額はどの程度削減されたのでしょうか。 

 

事務局（蓮

実主任） 
資料４の９５ページをご覧いただきたいと存じますが、こちらの平成２７年

度の取組実績でございますが、東京電力料金との差額といたしまして、 

４，５６６万７千円の削減効果額となったものでございます。 

 

柏浦委員 ＰＰＳ事業者については、今年１社倒産している状況がありますので、安心

できる事業者と契約していただきたいと思います。 

 

事務局（増

田部長） 
ＰＰＳ事業者と契約する際には、基本的には指名競争入札により事業者を選

定しますが、その際に事業者の財務状況等につきましても参考にしているとこ

ろでございます。 

 

加藤委員 事前質問を出させていただいたのですが、整理番号６３「時間外勤務の削

減」について、時間外勤務時間が増えたのは、個人番号通知カードの発送業務

等により増えたとのことですが、それであれば、従来の業務に付加されたもの

ですので、それは分離するべきではないか、という趣旨の質問です。 

回答では、全ての業務が該当するために、省けないとなっています。 

個人番号に関する業務は、単年度だけだと思いますので、継続的ではないこ

とから、管理する項目からは外しても良いのではないかと思います。 
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事務局（関

口課長） 
たしかに突発的な業務があって、それを含めて時間外勤務が増えている状況

ですが、毎年、何かしら突発的な業務が出てきますので、そのような業務を除

くということは考えてはいないところでございます。 

 

加藤委員 あらかじめ時間外勤務時間を見込んで予算計上し、管理していくものだと思

います。 

突発的な業務が発生したにも関わらず、当初見込んだ時間外勤務の予算内で

業務をしなければならないとなると、各部署は納得するのかということです。 

 

事務局（増

田部長） 
時間外勤務の削減につきましては、市役所全体に関わることでございまし

て、加藤委員のおっしゃるように、国からの補助金などについては、人件費が

補助される場合もありますが、人件費が補助されない場合もあります。 

市では、国でも実施しておりますが、「ゆう活」など、職員の健康管理の面

でも、何とか時間外勤務を減らしていくための取組みを実施しているところで

ございます。 

時間外勤務につきましては、所属長の命令により実施しまして、予算につき

ましても、本来は当初の見込みで年間の時間外勤務時間を計測して、それに見

合った分で所属長が命令するものです。 

ただ、実情としてできていない状況がありますが、時間外勤務の削減は、全

庁的に取り組んでいかなければならないと考えております。 

 

加藤委員 分かりました。 

次に、整理番号９１「ふるさと納税の受入れ推進」ですが、１，０００件の

目標に対し、実績が６５６件にとどまっています。 

回答にあるように、返礼品を加えるだけで目標を達成するだけの改善がなさ

れるのか疑問に思います。 

返礼品の数を増やすのだけではなく、さらなる改善方法は考えていないので

しょうか。 

 

事務局（関

口課長） 
返礼品の数を増やすことで、様々な返礼品の中から選ぶことができるという

選択肢を増やすことは、有効な手段の一つであると考えます。 

また、周知の方法につきましても、考えなければならないと考えておりま

す。 

幅広く周知して、久喜市の魅力を知っていただくことは、重要なことだと思

いますので、返礼品を追加するだけではなく、周知方法も併せて考えてまいり

たいと考えております。 

 

岡田委員 整理番号８６「保育所保育料の滞納額の圧縮」、整理番号８７「学校給食費

の滞納額の圧縮」について、実施内容では、①として現年度分、②として過年
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度分の滞納に対する取り組みが設定されていますが、数値目標では、①として

現年度分の年度末滞納額しか目標設定されていないように見えます。 

これだけを見ますと、過年度分の年度末滞納額が抜けているようです。数値

目標で②として過年度分の目標設定をしていないのはなぜでしょうか。これだ

け見ると、年々滞納額が積み上がっているように見えます。 

過年度分は金額として大きいと思いますので、どのような状況なのでしょう

か。 

 

事務局（栗

原係長） 
記載の方法といたしましては、実施内容と数値目標がリンクしていない状況

でございまして、数値目標の①年度末滞納額につきましては、実施内容の②に

あたります過年度分が記載されているものでございます。 

滞納繰越分の積み上げがこの数値目標となっております。 

 

岡田委員 現年度分の数値は入っていないということですね。 

 

事務局（栗

原係長） 
はい。過年度分の年度末滞納額でございます。 

この場合、数値目標の記載は、①ではなく、②に記載されていれば、実施内

容とリンクして分かりやすいものになると思います。 

 

岡田委員 年度の活動の成果としては、①で現年度どれだけがんばったのかというのも

評価の対象となるものと思います。 

①の取組みも数値目標を入れたほうが良いと思います。 

 

斉藤委員 関連ですが、保育料の滞納については、対策をよく考えないと増えていく一

方になってしまうと思います。 

督促や催告をしていると思いますが、金額がかさむなど、場合によっては、

法的な手段を取るなどしていかなければならないと思います。 

 

事務局（増

田部長） 
資料１第２次久喜市行政改革大綱（案）の５５ページの調書別表をご覧いた

だきたいと存じます。 

保育料につきましては、整理番号４の保育所保護者負担金でございますが、

こちらにつきましては、強制徴収公債権でございます。 

そのため、市が直接滞納処分できる債権でございます。 

保育料につきましては、保育課が所管しておりますが、交渉しても中々応じ

ていただけない債権者につきましては、収納課に徴収事務を移管する場合があ

ります。 

収納課でしたら、給与の調査や銀行口座の調査ですとか、滞納処分に関する

ノウハウを持っておりますので、毎年度、額にもよりますが、徴収事務を収納

課に移管することで、滞納額を減らしていく取組みを行っているところです。 
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斉藤委員  分かりました。 

 次に、整理番号８８「有料広告等の導入による収入確保」ですが、事前質問

の回答で、平成２８年７月より、市ホームページの広告募集ページの一元化を

図ったとありますが、約１ヶ月経過していますが、一元化を図ったことによる

効果は出ているのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 
 これまで広告募集につきましては、広告の所管課がそれぞれの課のページ内

で掲載していたものを、１つの広告募集のページとしてまとめたものでござい

ます。 

 すぐに収入が増えたということは無いのですが、広告の掲載について、事業

者から問合せがございました。 

 一元化したことで見やすくなりましたので、今後、事業者からの申し込みを

期待しているところでございます。 

 

斉藤委員  広告募集ページの一元化は、職員提案によるものなのですか。 

 

事務局（関

口課長） 
 ただ今栗原係長が申し上げましたのは、対外的に市の広告募集の情報を分か

りやすいように１箇所に集約したということでございまして、このことにつき

ましては、職員提案ではなく、内部で検討したものでございます。 

 職員提案につきましては、公共施設の壁面広告でございまして、庁舎内など

の壁面に広告を掲載して広告料をいただく、というものでございます。 

 こちらにつきましては、昨年度、職員提案で採用となりましたことから、現

在、実施に向けて検討しているところでございます。 

 

井上委員長  他にご意見等ありますか。 

 

 （意見等無し） 

 

井上委員長 それでは、議題（２）を終了したいと思います。 

 

 

 

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。 

 

 （特に無し） 



 28 

井上委員長  事務局から、何かありますか。 

 

事務局（蓮

実主任） 

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

す委員長及び柏浦委員一任で、確定とさせていただきたいと存じます。 

 

次に、今後の予定でございます。 

本日ご審議いただきました資料１第２次久喜市行政改革大綱（案）につきま

しては、今後、１１月に市民意見提出制度（パブリック･コメント）を実施

し、市民の皆様からのご意見を募集する予定でございます。 

次回の会議につきましては、パブリック・コメントの実施結果について報告

させていただきまして、提出された意見について、第２次久喜市行政改革大綱

に反映させていくか否かについて、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２８年度の上半期実績につきまして

も、ご審議いただきたいと考えております。 

開催時期につきましては、来年、平成２９年の１月下旬から２月上旬あたり

を考えておりますが、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。 

 

次に、会議の冒頭でも申し上げましたが、個人番号（マイナンバー）の収集

についてでございます。 

本日、個人番号入力シートをお持ちいただきました方につきましては、会議

終了後、事務局までご提出いただきますようお願いいたします。 

ご提出の際は、個人番号カード又は個人番号通知カードの写しをご提示いた

だきまして、事務局におきまして個人番号を確認させていただきたいと存じま

す。 

また、本日個人番号入力シートをお持ちいただいていない方につきまして

は、後日、通知と同封しております封筒によりまして、個人番号カード又は個

人番号通知カードの写しを同封の上、郵送していただきますようお願いいたし

ます。 

なお、郵送の際は、大変お手数をおかけいたしますが、ポストへの投函では

なく、郵便局の窓口までお持ちいただきますようお願い申し上げます。 

お手数でなければ、後日、市役所までご持参いただいても構いません。 

個人番号の収集につきまして、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

事務局からは以上でございます。 
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井上委員長 ただ今、事務局から、会議録及び今後の予定等について説明がありました。 

委員の皆様から何かご質問やご意見等ございますか。 

 

岡田委員  一つ気になったことがあります。 

 傍聴について、本日はいらっしゃっていないようですが、事前の予約が必要

なのでしょうか。 

それとも、事前予約無しに当日来ても良いのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 事前予約は必要なく、当日直接お越しいただければ傍聴することは可能で

す。 

 市のホームページや市内公共施設にある市民参加コーナーにおきまして、市

民の皆様にご案内しています。 

 

岡田委員  傍聴席にある会議資料の紙の量を見ますと、かなりコストがかかっていると

感じました。 

 

事務局（増

田部長） 

 傍聴につきましては、どなたでも自由にということが原則ですので、止むを

得ない部分ではあります。 

 

枝委員  委員会によっては、資料をいただけない場合があったようです。 

 

冨田委員  自分で印刷して参加するという場合もあります。 

 

枝委員  委員会によって差がありますね。 

 

冨田委員  徐々にペーパーレスということも考えていく必要があるのではないかと思い

ます。 

 

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４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９月２３日 

委員長 井上 洋 

委 員 柏浦 茂 

 


