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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５回久喜市行政改革推進委員会 
開 催 年 月 日 平成２９年２月２日（木） 
開 始 ・ 終 了 時 刻 午後２時００分から午後４時１５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、 

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 柏浦 茂、藤山 善博、溝田 瑩貴 
説 明 者 の 職 氏 名 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）第２次久喜市行政改革大綱（案）に対する意見募集の実施

結果について 

（２）久喜市行政改革実施計画の進捗状況について（平成２８年

度中間（上半期）） 

（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）に対する意見募集の実施 

結果 

資料２ 意見募集実施後の変更箇所 

資料３ 第２次久喜市行政改革大綱（案） 

資料４ 久喜市行政改革実施計画の進捗状況（平成２８年度中間 

（上半期）） 

資料５－１ 久喜市行政改革実施計画 進捗状況一覧表【性質別】 
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資料５－２ 久喜市行政改革実施計画 財政効果額一覧表【性質別】 

資料６ 久喜市行政改革実施計画（平成２８年度中間） 

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５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。 

開会に先立ちまして、現在の出席委員について、ご報告申し上げます。 

委員１３人中、出席委員１０名でございます。本委員会は、久喜市行政改革

推進委員会条例第７条第２項の規定により、成立いたしますことをご報告申し

上げます。 

なお、柏浦委員、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。 

次に、皆様にご了承をいただきたいことがございます｡ 

まず、会議終了後に会議録を作成し、ホームページ等で公開するため、審議

の内容を録音させて頂きますことをご了解願います。 

次に、この会議は、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

き公開となりますことから、傍聴を希望される方がいる場合には受け入れるも

のでございます。 

 続きまして、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。 

・次第 

・資料１ 第２次久喜市行政改革大綱（案）に対する意見募集の実施結果 

・資料２ 意見募集実施後の変更箇所 

・資料３ 第２次久喜市行政改革大綱（案） 

・資料４ 久喜市行政改革実施計画の進捗状況（平成２８年度中間（上半 

期）） 

・資料５－１ 久喜市行政改革実施計画 進捗状況一覧表【性質別】 

・資料５－２ 久喜市行政改革実施計画 財政効果額一覧表【性質別】 

・資料６ 久喜市行政改革実施計画（平成２８年度中間） 

以上でございますが、不足等はございませんか。 

 

  （不足等無し） 

 

司会（関口

課長） 

 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、よろしくお願いいたします。 

 

井上委員長 皆さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、本日の委員会は、第２次久喜市行政改革大綱（案）に対する意見募集
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の実施結果及び現在の行政改革実施計画の平成２８年度中間（上半期）の進捗

状況についての審議となります。 

委員の皆様におかれましては、活発なご審議を頂戴したいと思いますので、

ご協力をよろしくお願いします 

 

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条第１項の

規定に基づき、井上委員長に議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。 

 

議長（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。 
最初に本日の会議に当たり、会議録の署名委員についてお諮りさせていただ

きます。 
会議録の署名につきましては、これまで、私ともう一人の２名に一任いただ

き、署名をもって確定としております。 
今回の署名委員につきましては、名簿順ですと、加藤委員にお願いしたいと

思いますが、よろしいでしょうか。  
 （加藤委員、了承。） 

 

議長（井上

委員長） 

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）第２次久喜市行政改革大綱（案）に対する意見募集の実施結果について 

議長（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）に対する意見募集の実施結果について 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）に対する意見募集の

実施結果について、ご説明申し上げます。失礼ですが、着座にてご説明申し上

げます。 

 資料１、第２次久喜市行政改革大綱（案）に対する意見募集の実施結果をご

覧ください。 

 第２次久喜市行政改革大綱（案）につきましては、１１月１日から１１月 

３０日までの期間、市民意見提出制度（パブリック・コメント）による意見募

集を実施したところでございます。 

 意見募集の結果でございますが、３人の方から、３５件の意見が提出された

ところでございます。 

資料１につきましては、提出されました意見ごとに、意見の概要及び意見に

対する市の考え方の案、計画案への反映案につきまして、一覧としてまとめた

ものでございます。 

最終的には、行政改革推進委員会における審議後、市ホームページ及び市内

公共施設２４施設にございます市民参加コーナーにおきまして、公表する予定

でございます。 

本来であれば、意見ごとにご説明の上ご審議いただきたいところでございま

すが、時間も限られておりますので、意見を大綱案に反映させるとした意見に

つきまして、ご説明申し上げます。 

説明に当たりましては、資料３、第２次久喜市行政改革大綱（案）も併せて

ご覧いただきたいと存じます。 

まず、資料１の２ページ、番号は６番と８番でございます。 

資料３では、４ページでございます。 

項目④公共施設等の老朽化の項目に関する意見でございます。 

資料１の意見の概要でございますが、６番につきましては、「公共施設の老

朽化対策については、将来かかる費用を具体的に算定し開示するべきであり、

また、予算や決算に対する単年度的な考え方からは転換すべきである。」との

意見でございます。 

８番につきましては、「「久喜市公共施設等総合管理計画」を策定すること

を明記するとともに、個別施設計画の策定を推進していることを明記された

い。また、「久喜市公共施設白書」にもあるように、更新費用の年間平均費用

の推計を明記されたい。」との意見でございます。 
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このことに対する市の考え方（案）でございますが、６番の意見について

は、「「久喜市公共施設等総合管理計画」において、公共施設等の更新費用の

推計を実施しています。「久喜市公共施設等総合管理計画」に基づき、長期的

な視点で公共施設の老朽化対策に取り組んでいきます」としているところでご

ざいます。 

 ８番の意見につきましては、「公共施設の老朽化対策に対する具体的な取組

項目として、実施計画において、公共施設アセットマネジメントの推進を設定

しています。更新費用の推計については、記載します。」としているところで

ございます。 

 計画案への反映（案）につきましては、６番、８番ともに「本文中に「久喜

市公共施設等総合管理計画」における更新費用の推計について記載します。」

としているところでございます。 

 この意見を反映させましたのが、資料３の４ページでございます。本文５行

目から７行目にかけまして、アンダーラインを引いている部分でございます

が、更新費用の推計に関する内容を追加しているところでございます。 

 次に、資料１の３ページ、番号は９番の意見でございます。 

 資料３では、４ページでございます。 

 項目（２）行政改革の必要性の本文についての意見でございます。 

資料１の意見の概要でございますが、「「市を取り巻く状況は非常に厳し

く、様々な課題が山積しています。」と述べているが、非常に厳しい状況は何

か述べられたい。」との意見でございます。 

このことに対する市の考え方（案）でございますが、「非常に厳しい状況と

は、前項の１ページから３ページにかけてでございますが、（１）において記

載した、人口及び財政の状況です。（１）を踏まえた行政改革の必要性という

ことが明確になるよう、文言を追記します。」としているところでございま

す。 

 計画案への反映（案）につきましては、「本文の書き出しに「前述のとお

り、」と記載します。」としているところでございます。 

 この意見を反映させましたのが、資料３の４ページでございます。（２）行

政改革の必要性の本文の書き出し、アンダーラインを引いている部分でござい

ますが、「前述のとおり、」と追加しているところでございます。 

 次に、資料１の５ページ、番号は１４番の意見でございます。 

 資料３では、８ページでございます。 

 項目４ 行政改革の推進方法（４）ＰＤＣＡサイクルの徹底 についての意

見でございます。 

資料１の意見の概要でございますが、「Ｐ→Ｄ→Ｃ→Ａサイクル図によって

具体的に分かり易く説明されたい」との意見でございます。 

このことに対する市の考え方（案）でございますが、「本大綱案の推進に当

たっては、Plan（計画）、Do（実施）、Check（評価）、Action（改善）の4つ

の視点により取り組んでいきます。表記については、分かりやすい表現とする
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よう努めます。」としているところでございます。計画案への反映（案）につ

きましては、「ＰＤＣＡの意味を追記します。」としているところでございま

す。 

 この意見を反映させましたのが、資料３の８ページでございます。 

（４）ＰＤＣＡサイクルの徹底の２行目、アンダーラインを引いてある部分

でございますが、「Ｐｌａｎ－Ｄｏ－Ｃｈｅｃｋ－Ａｃｔｉｏｎ」のそれぞれ

の単語の後ろに、計画、実施、評価、改善と括弧書きとして追加しているとこ

ろでございます。 

 次に、資料１の１０ページ、番号は３４番の意見でございます。 

 資料３では、３２・３３ページでございます。 

 実施計画の整理番号２０「研修の充実による人材育成の推進」及び整理番号

２１「人事評価制度の推進」についての意見でございます。 

意見の概要でございますが、「職員の専門性の向上を図るべきである。ま

た、人事評価は、成果の有無により評価すべきである。」との意見でございま

す。 

このことに対する市の考え方（案）でございますが、「職員の専門性を高め

るため、市町村職員中央研修所や日本経営協会等で実施している実務研修に職

員を派遣し、専門的能力の向上を図っています。また、人事評価は、目標の達

成度を業績として評価する「業績評価」と業務を通じて発揮された能力、業務

に対する意欲や態度を評価する「能力・行動評価」に取り組んでいます。今後

もこれらの取組みの充実を図り、人材育成を推進してまいりたいと考えており

ます。」としているところでございます。 

 計画案への反映（案）につきましては、「整理番号２０「研修の充実による

人材育成の推進」については、目標の表記を改め、専門的能力の向上の視点を

加えます。 

 整理番号２１「人事評価制度の推進」については、目標の表記を改め、より

具体的な表現とします。」としているところでございます。 

 この意見を反映させましたのが、資料３の３２・３３ページでございます。 

まず、３２ページの整理番号２０につきましては、上から３段目の「目標」欄

の表記を改め、「職務の遂行に必要な基本的知識の習得や専門的能力の向上を

図るため、各種研修を充実させ、人材育成を推進する。」としているところで

ございます。 

３３ページの整理番号２１につきましても上から３段目の「目標」欄の表記

を改め、「職員のモチベーションの向上、計画的な人材育成、組織の活性化を

図るため、職務を通じて発揮した能力及び業績等を把握できる人事評価制度の

取組みを推進する。」としているところでございます。 

 意見募集の結果、大綱案に反映させるとした項目につきましては、以上でご

ざいます。 

 なお、資料１に関しまして、事前にご質問を頂戴しております事項につきま

して、ご説明申し上げます。 
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 資料１は８ページ、資料３は、７ページをご覧いただきたいと存じます。 

資料１の番号は２７番の意見についてのご質問でございます。 

 ２７番の意見の概要につきましては、「「久喜市総合振興計画実施計画」

は、予算編成着手前までに策定する。」というものでございまして、このこと

に対します市の考え方の案といたしましては、行政改革の項目としては馴染ま

ないことから、大綱案に追加することはせず、原案どおりとしているものでご

ざいます。 

 質問の内容でございますが、「「意見募集２７」の意見を踏まえ、「総合振

興計画実施計画」と「行政改革大綱」とは深く関係することから、資料３の７

ページ、基本方針３健全財政運営の書き出しを「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」を削除し、「総合振興計画実施計画」

と「行政改革大綱」との整合を図り、」と修正したらいかがか。」というご質

問でございます。 

 このご質問に対しまして、事務局では、基本方針３の取組項目だけではな

く、行政改革大綱に位置付けている全ての取組項目について、総合振興計画と

の整合を図る必要があることから、ご意見いただいた修正案を反映させること

は考えておらないところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。 

 続きまして、意見募集実施後の変更箇所につきまして、説明いたします。 

 資料２、意見募集実施後の変更箇所をご覧いただきたいと存じます。 

 意見募集の実施後、内容等につきまして変更を加えたのは、ご覧の１１項目

でございます。 

こちらのＮｏ．５から９までは、先ほどご説明いたしました、市民意見を反

映させるとした項目でございまして、その他のＮｏ．１から４、Ｎｏ．１０・

１１につきましては、時点により変更を加えた項目でございます。 

 まず、資料２のＮｏ．１でございますが、資料３では１ページをご覧いただ

きたいと存じます。 

 人口の将来見通しのグラフでございますが、先般、平成２７年国勢調査人口

が確定いたしましたことから、久喜市人口ビジョンによる推計値でありました

平成２７年人口につきまして、国勢調査人口に改めたものでございます。 

 次に、資料２のＮｏ．２から４でございますが、資料３では、２ページ・３

ページでございます。 

 これらにつきましては、平成２７年度決算額が確定いたしましたことから、

グラフにつきまして平成２７年度決算額を追加したものでございます。 

 なお、平成２７年度決算につきましては、液状化対策推進事業に伴い、決算

規模が他年度と比較して大きくなっておりますことから、※２として説明書き

を加えているところでございます。 

 また、３ページの本文４行目の義務的経費とその割合につきまして、約 

２２８．４億円（４８．０％）から約２３０億円（４４．１％）に改めている

ところでございます。 

 次に、資料２のＮｏ．１０でございます。資料３では、４０ページでござい
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ます。 

 こちらにつきましても、平成２７年度決算の確定によりまして、現状・課題

の平成２６年度決算による数値を平成２７年度決算による数値に改めるもので

ございます。 

 経常収支比率につきましては、９１．７％から９０．２％、県内市平均につ

きましては、９２．４％から９１．４％と改めているところでございます。 

実質公債費比率につきましては、９．０％から８．３％、県内市平均につきま

しては、５．２％から４．７％と改めているところでございます。 

また、数値目標（指標）につきまして、②実質公債費比率の平成３３年度目

標の数値につきまして、平成２６年度決算の県内平均５．２％以下から、平成

２７年度決算の県内平均４．７％以下と改めているところでございます。 

最後に、資料２のＮｏ．１１でございます。実施計画の整理番号５０「農業

センター事業の検討」でございます。資料３では、６５ページでございます。 

 こちらにつきましては、市議会１１月定例会におきまして、「久喜市農業セ

ンター条例を廃止する条例」の議案が可決されたことによりまして、平成３０

年３月３１日をもちまして農業センターを廃止することが確定したことに伴い

ます内容の修正でございます。 

 取組項目名につきまして、「農業センター事業の検討」から「農業センター

事業の廃止」に改めるものでございまして、その他、アンダーラインを引いて

いる部分でございますが、現状・課題、年度別工程につきまして、廃止に向け

た内容に改めているところでございます。 

 議題（１）第２次久喜市行政改革大綱（案）に対する意見募集の実施結果に

ついての説明は、以上でございます。 

 

議長（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）に対する意見募集の実

施結果について、説明がありました。 

質問や意見がありましたら、発言を願います。 

 

斉藤委員 整理番号５０「農業センター事業の廃止」について、廃止することが決定さ

れ、廃止後は地域農業者などが農業センターの業務を引き継ぎ、継続して実施

していく予定であるということですが、このことについて、どういうことなの

かご説明いただきたいと思います。 

 

事務局（関

口課長） 

 農業センターにつきましては、鷲宮地区にあるのですが、施設や機器の老朽

化が進行しておりますことから、平成３０年３月３１日をもって廃止するもの

でございます。 

農業センターがどのような事業を行っているのかといいますと、農地をお持

ちの方がその農地の農作業を市に委託して実施するものでございます。 

廃止後は、これまで農業センターに対して農作業を委託していた方が引き続

き委託できるよう、市が同様の業務を行う市とは別の法人に業務を引き継ぎま
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して、現在利用されている方が現在と変わらずに農作業を委託することができ

るようにするというものでございます。 

 

斉藤委員  久喜市には農地も多く、大変貴重なものだと思います。 

 現在、農業をされている方は高齢の方が多く、後継ぎがいないという状況が

あるようです。 

 若者に農業に従事していただいて、教育しながら、将来は独立できるような

ことが理想だと思います。 

 ハード面は廃止しても、ソフト面については、農業の技術はすぐに向上する

ことはできませんので、配慮していただきたいと思います。 

 

事務局（関

口課長） 

市では、新たに就農する方に対する支援事業を実施しておりまして、どのく

らいの方が利用されているかは現在お答えすることはできませんが、そういっ

たソフト面での支援は実施しております。 

 

斉藤委員  今後も、できるだけそういった支援は行っていただきたいと思います。 

 

議長（井上

委員長） 

 全国的にも問題になっているものです。 

 少しでも若い方達が継続して就農していただけると良いと思います。 

 他にご意見等ございますか。 

  

加藤委員  ただ今の関連で、鷲宮地区ではセンターを廃止しますが、その他の地区の状

況はどうなっているのでしょうか。 

 

事務局（関

口課長） 

 農業センターがあるのは、鷲宮地区だけです。 

 その他の地区につきましては、このような施設は無く、農協に委託して実施

したりですとか、農家同士で実施したりしている状況です。 

 

加藤委員  合併後ある程度年数が経過しています。 

こういうことを引き継ぐことがいいことなのか、他の地区と同様なやり方に

改めるのがいいことなのか、その点を整理する必要があると思います。 

 

冨田委員  私は現在、農地利用最適化推進委員として活動しています。 

 後継者育成に関する国の助成金を受けようとしたところ、年齢制限により受

けられませんでしたが、民間の学校に通っています。 

 農地利用最適化推進委員の活動では、市内全域の休耕地を調査して状況を把

握しました。 

 私が知るところでは、栗橋地区では、農業委員と連携して農地を集約化し

て、後継者がいない農地でも農業を継続するという取組みを積極的にやられて

いて、菖蒲地区では、大きな法人化された農業団体がいくつかあるなど、地区
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によって状況は異なるようです。 

 課題としては、新規就農者を育成する「明日の担い手育成塾」というものが

あるのですが、これに対してのバックアップですとか、申込みが少ないことだ

と感じています。 

 実際に、就農したいという若者は増えています。 

 ＩＴの活用などによって休耕地を活用しようという動きも出てきましたの

で、久喜市でもそういったことができるよう支援していただきたいと思いま

す。 

 大綱案の項目としては、主管課と農業委員会との連携が読み取れず、農業施

策としてどう考えているのかが見えてこないと思います。 

 

加藤委員  大綱案の項目の書き方として、他の地区の状況を踏まえているのだというよ

うな記載があった方が良いのではないかと思います。 

 項目だけ見ると、鷲宮地区の状況は分かりますが、他の地区の状況が分かり

ません。 

 ただ今事務局から説明いただいたようなことが記載されていると、地域特性

はあるがそれぞれ実施しているということが分かると思います。 

 

議長（井上

委員長） 

 ただ今のご意見を踏まえて、事務局いかがでしょうか。 

 

 

事務局（関

口課長） 

 施設といたしましては、農業センターが鷲宮地区１箇所しかなく他の地区には無

いものでございます。 
項目としては農業センターをどうしていくか、という内容ですので、他の地区の

状況を記載するということは、馴染まないものと考えております。 
あくまでも行政改革としての項目は農業センターの廃止ですので、今の農業セン

ターをどうするのか、という内容で記載しているものでございます。  
議長（井上

委員長） 

 それでは、この項目につきましては、農業センター事業の廃止の内容ですの

で、ただ今事務局からご説明があったとおりとさせていただきたいと思いま

す。 

 その他に何かございますか。 

 無いようでしたら、私の方から１点提案させていただきたいと思います。 

 資料３の第２次久喜市行政改革大綱（案）の１ページですが、冒頭が「１ 

市を取り巻く現状と課題」となっていますが、これに続きまして、５ページで

は「２ 前期行政改革大綱の成果」、６ページでは「３ 行政改革の基本目標と

基本方針」と続いています。 

 「１ 市を取り巻く現状と課題」からすぐに人口及び財政の状況となり、グ

ラフと説明書きがされておりますが、「１ 市を取り巻く現状と課題」の後

に、少しリード文と言ったらいいのでしょうか、２・３行でもいいと思うので
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すが、概要とまではいきませんが、何か文章を入れた方がいいのではないか

と、体裁上のことではございますが、考えております。 

 今具体的にどのような表現が良いのかということまでは申し上げられません

が、このことについて、いかがでしょうか。 

 確かに、平成２４年度に最初の行政改革大綱ができまして、第２次ではこれ

を引き継いでいくという形になると思いますが、やはりすぐにデータがあって

説明というのではなくて、何らかの形で、例えば、人口が減少してくることに

よってどのような影響を受けるのか、というようなことを、２・３行でもいい

ので、体裁的にも入れたほうが良いのではないかと思います。 

 このことにつきまして、ご意見いただきたいと思います。 

 

岡田委員  おそらく、話の流れの構成のことなのだと思いますが、行政改革大綱の大き

なＰＤＣＡサイクルを回す上で、５ページにある「２ 前期行政改革大綱の成

果」がありますが、ここで書かれていることは、集計的なことがさらりと書い

てあるのみで、前期行政改革大綱は、何を目標として設定していて、どういう

取組結果だったのかというコンテンツの評価が抜けていると思います。 

 また、前期行政改革大綱で実施した課題がこれで見る限りでは、無いようで

す。 

 ですから、ＰＤＣＡサイクルを回す上でのＣとＡ、Ａが何なのかがここに出

て来ていないように思います。 

 要するに、前期の取組結果によって残された課題や、ＰＤＣＡサイクルのＣ

とＡについて、記載する必要があると思います。 

現状における環境分析というところで、１から４まで出ているのですが、非

常に大くくりとなっており、人口の状況から始まり、財政と公共施設の老朽化

という部分的なこととなっています。 

 前期行政改革大綱の振り返っての課題を整理することと、現状における環境

分析とがあって、それが前提で今回の大綱をこうしますよとつながりを付けた

方が、おそらく見る方にとっては、自然な流れになると思います。 

  

議長（井上

委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私も岡田委員と同じようなことを考えたのですが、第２次の大綱ということ

で、前期からの継続という形をとりますと、そこまですると少し大げさになっ

てしまうのかと思いまして、少なくとも１のところに数行程度文章を追加して

いただければ、つながりが見えるかと思います。 

 理想的には、岡田委員がおっしゃった形が望ましいと思います。 

前期の大綱を第２次でも継続して取り組んでいくんだということにするの

か、あるいは今言われたように、前期の結果や課題を踏まえて、第２次での取

組みはこのように取り組んでいくというところまで入れていくのか、いずれか

二通りあるものだと思います。 

ただ、今全てを見直しするとなると時間的にも厳しいですので、私としては

少なくとも数行ここに入れていただいたらどうかというものです。 
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佐竹委員 私も委員長の提案に賛成です。 

 １ページをめくって最初がグラフとなっていますし、私達は委員としても１

年目ということもあり、前期大綱の策定の経緯もよく分からないところもあり

ます。 

若い方たちが市に転入してきていますので、これまで市のことを知らなかっ

た方達も結構いると思います。 

少しでも文章で書いていただけると、これまでの経緯とこれからどうしてい

くのか、分かりやすいものになるのではないかと思います。 

ですから、私は導入部としては文章から始まった方が良いのではないかと思い

ます。 

斉藤委員  私も５年前に転入してきたばかりで、これまでの久喜市の状況というのはよ

く分かりませんでした。 

 このように人口の状況を明らかにしていただけると、久喜市の状況が良く分

かります。 

 

冨田副委員

長 

 教育振興基本計画策定委員会の委員をしていますが、その際の資料で、若い

方達の久喜市を「ふるさと」と思っていない方の割合の高さに愕然としまし

た。 

 １ページ目から人口が減少していくとありますが、確かにそれは現状なのか

もしれませんが、中身を見ていくと夢がないように感じてしまいます。 

 行政改革推進委員会の委員としての立場であると、こうした書き方となって

しまうのかもしれません。 

夢よりも現実を明らかにすることは、仕方のないことかもしれません。 

 

議長（井上

委員長） 

 これまでご意見をいただきましたが、文章を加えるとした場合、事務局とし

てはどの程度まででしたら可能ですか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 井上委員長からは、文章を追加してはどうかというご意見をいただきまし

た。 

岡田委員からは、前期行政改革大綱の課題を明らかにして、それを踏まえて

どうしていくのかという構成の方が良いというご意見をいただきました。 

第１期の行政改革大綱につきましては、まだ平成２９年３月まで取組期間が

残っており、現在取り組んでいるところでございまして、これまでの成果と課

題の振り返りにつきましては、来年度の平成２９年度の委員会におきましてま

とめさせていただきたいと考えております。 

５ページにまとめておりますのは、あくまでも計画期間の途中経過でござい

ますことから、現時点におきましても成果と課題はある程度は見えてきている

ところではございますが、全体的な総括は、全ての計画期間が終了してからす

るべきではないかと事務局では考えており、平成２９年度の本委員会におきま
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してご審議いただきたいと考えております。 

そのため、ご意見いただいた件につきまして、事務局としては「１ 市を取

り巻く現状と課題」に文章を追加してまいりたいと考えております。 

現状と課題の詳細は、それぞれの項目で詳しく説明しておりますので、案文

といたしましては、数行程度でまとめさせていただきたいと存じます。 

現在の行政改革大綱の課題の洗い出し等につきましては、来年度の本委員会

でご審議いただきたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

 

議長（井上

委員長） 

 そうしましたら、「１ 市を取り巻く現状と課題」については、少し文章を

入れていただくということでよろしいでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 事務局としてはそうさせていただきたいと考えております。 

 案文につきましては、委員の皆様に本日の会議録をご確認いただく際に、案

文についてもご確認いただき、確定させてまいりたいと考えております。 

 

議長（井上

委員長） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 それでは、議題（１）を終了とします。 

   
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２８年度中間（上半期）） 

議長（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２８年

度中間（上半期））、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（２）久喜市行政改革実施計画の進捗状況について（平成 

２８年度中間（上半期））につきまして、ご説明申し上げます。 

 こちらにつきましては、現在運用しております行政改革実施計画の平成２８

年度中間（上半期）時点での進捗状況につきまして、ご審議いただきたいと存

じます。 

審議の進行方法でございますが、まず全体状況につきまして事務局から説明

申し上げた後、資料４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４につきましては、３つの性質別項目ごとに、平成２８年度中間（上半

期）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」項目につきまして、資料６から抜

粋している資料でございます。 

本来であれば、９５全ての項目につきまして資料６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、本日は資料４に掲載

している各項目につきまして、順番にご審議いただきたいと存じます。 
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まず、資料４の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２８年度中間（上半期）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 

８７項目、率にして９１．６％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、▲３億６，９７８万４千円となっている

ところでございます。 

なお、進捗状況につきましては、平成２８年度上半期時点での評価としてい

るのに対しまして、財政効果につきましては、年間の計画額に対しての効果額

という捉え方をしてございます。 

財政効果につきましては、半年間の財政効果を測定する項目や年間を通して

財政効果を測定する項目、これまでの蓄積により財政効果を測定する項目が混

在しておりますことから、中間時点での財政効果額に対しましては、時間軸に

ギャップが生じているところでございます。 

昨年度の行政改革推進委員会における審議におきましても、同様のご指摘を

いただいているところでございますが、これまでの経緯や、本年度が計画の最

終年度でもございますので、ここで考え方を改めるというのは時間的にも難し

いところでございますことから、財政効果額につきましては、参考値のような

捉え方をしていただきたいと存じます。 

次期の大綱では、中間時点での財政効果の測定方法については、見直してま

いりたいと考えております。 

 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、４ページから１０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。 

続きまして、個別の実施項目に関しまして、ご審議いただきたいと存じま

す。 

まず、性質別項目①「基盤・体制整備、強化」につきまして、ご説明申し上

げます。 

資料４は４・５ページをご覧ください。 

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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 性質別項目①のうち、平成２８年度中間の取組みによりまして、「Ａ 計画

を上回る」とした項目が４項目ございます。 

まず、No.14「自主防災組織の育成」でございます。資料６では、３７・ 

３８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 

７３．０３％と目標である７０％を上回り、新規設立数も３団体と目標である

２団体を上回ったことによるものでございます。 

なお、この実施項目に対しましては、事前にご質問をいただいております。 

質問の内容につきましては、「組織率１００％を目標とした最終目標の達成

時期を、そろそろ、明示すべきだと思いますがいかがか。」とのご質問でござ

います。 

このご質問への回答でございますが、地域ごとの総会・役員会や各地区の区

長会開催時など、様々な機会を捉えて自主防災組織の必要性等を説明し、その

設立について鋭意促進しているところでございます。平成２９年１月現在、組

織率は７３．９％へと高まってきたところでございますが、毎年度数％程度の

伸びであることを考慮すると、現時点では、具体的な１００％の達成時期を明

示することはできません。 

なお、今後につきましては、組織率の低い地区を重点的に自主防災組織の設

立について一層促進してまいるところでございます。 

次に、No.32「電子入札の拡充」でございます。資料６では、７９・８０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５０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、No.53「太陽光発電の推進」でございます。資料６では、１３７・ 

１３８ページでございます。 

こちらにつきましては、新たに１施設に太陽光発電システムを設置したこと

で、目標である発電規模が２９５．８６ｋＷと目標である２４０ｋＷを上回っ

たことによるものでございます。 

次に、No.56「緑のカーテンの設置の推進」でございます。資料６では、 

１４３・１４４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３１施設

となり、目標である２８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。 

 まず、No.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６では、３３から３５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、この実施項目に対しましては、事前にご質問をいただいております。 
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質問の内容につきましては、「未改修公共施設６施設の建設計画は、まだ定ま

らないのか。いつ定まるのか。」とのご質問でございます。 

このご質問への回答でございますが、耐震未改修の６施設につきましては、

建替え等を含めて施設の在り方を検討しているところでございますことから、

現段階では具体的な時期をお示しすることができませんので、ご理解賜りたい

と存じます。 

次に、No.41「道路台帳の一元化の推進」でございます。資料６では、 

９９・１００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。 

なお、この実施項目に対しましては、事前にご質問をいただいております。 

質問の内容につきましては、「２級、３級の基準表の整備が大幅に遅れてい

るが、その原因は何か。対策はどのようなことを考えているのか。また、境界

座標の測地系移行、図面の再編ができていないが、その原因は何か。対策はど

のようなことを考えているのか。」とのご質問でございます。 

このご質問への回答でございますが、公共基準点の整備については、測量作

業等に多くの労務を要することから、多額の予算を必要とする事業でございま

す。このようなことから、限られた予算の範囲内で鋭意整備を進めているとこ

ろでございます。 

対策といたしましては、道路台帳整備に必要な基準点の数量と費用を正確に

把握し、境界座標の整備が早期に実施できる地区から優先的に進めてまいりた

いと考えております。 

また、境界座標の測地系移行や道路台帳図の再編につきましては、公共基準

点を整備する必要があるため、これに伴い遅延しているところでございます。 

対策といたしましては、限られた費用で実施できる境界座標の整備方法や図

面の統合モデルケースを具体化し、整備にかかる年次スケジュールを明確化し

てまいりたいと考えています。 

性質別項目①「基盤・体制整備、強化」の説明につきましては、以上でござ

います。 

 

議長（井上

委員長） 

 ただ今事務局から説明がありました。 

質問や意見がありましたら、発言を願います。 

 

加藤委員  No.14「自主防災組織の育成」について、区長会等で説明しているが、現状

では１００％を目標とするのはいつになるか分からないという説明と理解しま

した。 

 もう少し意気込みを持って取り組んでいただきたいと思いますが、この点に
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ついていかがでしょうか。 

 

事務局（蓮

実主任） 

自主防災組織の育成につきましては、私からも説明させていただきました

が、現状では１００％という目標を設定することはできていないところでござ

います。 

このことにつきましては、第２次久喜市行政改革大綱（案）におきまして

も、同様の項目を設定しているところでございます。 

資料３の１３ページをご覧いただきたいと存じます。 

整理番号１といたしまして、「自主防災組織の育成」を引き続き項目設定し

ているところでございまして、資料下段の数値目標（指標）欄をご覧いただき

たいと存じますが、自主防災組織の組織率につきまして、引き続き数値目標と

して設定しているところでございます。 

目標では、少しずつでも組織率を上げていく目標としておりまして、平成 

３３年度までに７８．５％という目標設定をしているところでございます。 

 現状では１００％という目標設定をすることは難しいところでございまし

て、当面は平成３３年度までに７８．５％というのを目標として、少しずつで

も組織率を向上させてまいりたいと考えているところでございます。 

 

加藤委員 災害はいつ起こるか分からない中で、防災対策に対する取組みにはもう少し

力を入れるべきではないかと思います。 

もう少し意気込みがあってもいいのではないかと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

平成３３年度までに７８．５％という目標を設定しておりますが、担当課と

しても当然この目標値で満足している訳ではありません。 

加藤委員がおっしゃいますように、担当課といたしましても１００％とする

意気込みで取り組んでおり、機会があるごとに行政区等に対して補助金や市の

支援等について説明し、設立についてご理解いただけるよう取り組んでいると

ころでございまして、少しずつ組織率も伸びている状況でございます。 

来年度にも１００％とすることが望ましいことは重々承知しておりますが、

中々設立が難しい場合もあります。 

最終的には１００％となるような意気込みを市としては持っておりますの

で、この点につきましてご理解賜りたいと存じます。 

 

斉藤委員  自治会等に入らない方も地区によってはいらっしゃいます。 

 自治会長や区長によっても温度差があると思います。 

 理解を進めるため、組織の設立の前に、消防署の協力を得てＰＲするなど、

できることもあると思います。 

 

議長（井上

委員長） 

災害に対する危機感を持つなど、住民の方の意識が向上しなければ１００％

となるのは難しいことだと思います。 
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少しずつでも向上させていき、今後も目標を上回る成果が出ると良いと思い

ますが、目標としては、資料のとおりとさせていただきたいと思います。 

他にご意見等ありますか。 

 

  （意見等無し） 

 

議長（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」につきまして、ご説明申し

上げます。 

資料４は、６・７ページをご覧ください。 

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。 

性質別項目②のうち、平成２８年度中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１項目ございます。 

No.5「市税等のペイジー及びクレジットカードによる収納の検討」でござい

ます。資料６では、１１から１３ページでございます。 

こちらにつきましては、平成２８年度当初課税分から、ペイジー及びクレジ

ットカードによる収納を開始することができたことによるものでございます。 

性質別項目②「市民サービス向上」の説明につきましては、以上でございま

す。 

 

議長（井上

委員長） 

 ただ今事務局から説明がありました。 

質問や意見がありましたら、発言を願います。 

 

冨田副委員

長 

 市民税について、会社勤めの方は、給与天引きによる特別徴収があると思い

ますが、それ以外の方は４期に分けての納付であるかと思います。 

 特別徴収の方は、毎月自動的に引き落とされるということで、確実に納めら

れると思いますが、特別徴収から変更となった場合、４期に分けての納付とな

りますことから、一度に納める額が大きくなりますので、負担に感じる方もい

らっしゃると思います。 

そうした場合に特例で分割して納付できるなど、そういうことはできるので

しょうか。  

 

事務局（栗

原係長） 

 市民税につきましては、一般的な会社勤めの方は、会社の手続きによる特別

徴収により給与天引きされておりますが、自営業の方は、４期に分けた納付書

により納付するものでございます。 
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ペイジーやクレジットカードなど様々な納付手段がございますが、市に直接

納める方に対しましては、まずは、口座振替による納付をお願いしておりま

す。 

 口座振替であれば、市の窓口や金融機関に行かなくても納期が来れば自動的

に引き落としされ、納め忘れがなくなりますので、口座振替をお願いしており

ます。 

 市民税につきましては、前年の収入に応じて翌年の課税額が決まりますこと

から、前年に収入があったが翌年の収入が無い場合は、一度に納付することが

困難な場合もございます。 

 そうした場合には、市の収納課にご相談いただき、収入の状況に応じて対応

しているところでございます。 

 

議長（井上

委員長） 

 他にご意見等ありますか。 

 

 

 （意見等無し） 

 

議長（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」につきまし

て、ご説明申し上げます。 

資料４は、８・９ページをご覧ください。 

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財

政効果を生み出すこととした実施項目を主に割り振ってございます。 

性質別項目③のうち、平成２８年度中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４項目ございます。 

まず、No.18「選挙事務に人材派遣の導入」でございます。資料６では、 

４５・４６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、No.20「指定管理者制度の推進」でございます。資料６では、４９か

ら５１ページでございます。 

こちらにつきましては、菖蒲文化会館及び栗橋文化会館において、平成２８

年度から新たに指定管理者による管理を導入することができたことによるもの

でございます。 

次に、No.61「職員定員管理の適正化」でございます。資料６は、１５５・

１５６ページでございます。 
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こちらにつきましては、職員数が９２０人と目標である９２１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、No.86「保育所保育料の滞納額の圧縮」でございます。資料６は、 

２３５・２３６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９月末日現在で 

１，３１７万４千円となり、目標である２，０６６万１千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２８年度中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。 

まず、No.51「常任委員会会議録の見直し」でございます。資料６では、 

１３１・１３２ページでございます。 

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２７年度から２

部減冊し１８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、No.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６では、１７３から１７８ページでございます。 

こちらにつきましては、公債費負担比率は１１．７％となり、目標である 

１２．８％以下を達成することができましたが、経常収支比率が９０．２％と

なり、目標である８７．８％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、No.87「学校給食費の滞納額の圧縮」でございます。資料６では、 

２３７・２３８ページでございます。 

こちらにつきましては、学校に対し、「児童手当を活用した学校給食費の支

払い」の確認を依頼するとともに、滞納者の滞納状況等の把握を行ったもの

の、数値目標である年度末滞納額が、９月末日現在ではございますが、５９７

万１千円となりまして、目標である４１２万３千円以下には至らなかったこと

によるものでございます。 

なお、この実施項目に対しましては、事前にご質問をいただいております。 

質問の内容につきましては、「平成２８年度の滞納額が５９８万円と平成 

２７年度と比べ大幅に増加しているが、その原因は何か。対策はどのようなこ

とを考えているのか。」とのご質問でございます。 

このご質問への回答でございますが、学校給食費の徴収については地区ごと

に行っており、各校の実情に合わせた徴収方法となっております。今回報告の

滞納額が増加しているのは、就学援助を受けている児童・生徒の納入が遅れた

こと及び事務処理の遅滞によるものでございます。 

今後につきましては、適切に事務を執行するとともに、年度末に職員による

臨託徴収を実施し、未納額の縮減を図ってまいりたいと考えております。 

次に、No.88「有料広告等の導入による収入確保」でございます。資料６で

は、２３９・２４０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、
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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。 

なお、この実施項目に対しましては、事前にご質問をいただいております。 

質問の内容につきましては、「有料広告等の収入についての、これからの見

通しはどうか。」とのご質問でございます。 

このご質問への回答でございますが、本実施項目では、新たな有料広告の導

入について位置付けているところでございますが、第２次久喜市行政改革大綱

（案）におきましても取組項目として位置付けているところでございます。 

現在、新たな有料広告媒体として、公共施設壁面広告について、平成２９年

度から募集を開始できるよう場所の選定等の作業を進めているところでござい

ます。 

収入額の見通しといたしましては、第２次久喜市行政改革大綱（案）では、

財政効果として直接的な収入額について設定しており、全ての広告媒体による

収入目標を、年間約６６０万円と目標設定しているところでございます。 

次に、No.89「自動販売機設置事業者の公募」でございます。資料６では、

２４１・２４２ページでございます。 

こちらにつきましては、新たに自動販売機設置事業者を公募する施設及び場

所について検討したものの、公募の実施には至らなかったことによるものでご

ざいます。 

次に、No.91「ふるさと納税の受入れ推進」でございます。資料６では、 

２４７・２４８ページでございます。 

こちらにつきましては、返礼品に新たな特産品を追加したものの、数値目標

である受け入れ件数が１１５件にとどまったことによるものでございます。 

なお、この実施項目に対しましては、事前にご質問をいただいております。 

質問の内容につきましては、「平成２８年度の受入件数が１１５件と平成 

２７年度と比べ大幅に下回っているが、年末までの実績を踏まえると大丈夫

か、現状と今後の見通しはいかがか。」とのご質問でございます。 

このご質問への回答でございますが、久喜市のふるさと納税の現状といたし

ましては、平成２８年１２月末までの寄附件数は２１９件、寄附金額は２６２

万１千円でございます。 

平成２７年度の同時期の寄附件数は５３６件、寄附金額は５４３万９千円で

ありますことから、平成２７年度と比較すると、大きく下回っている状況でご

ざいます。 

市では、返礼品の充実の他、寄附金額に応じて返礼品の件数を選択できるよ

うにすること、転出される方へ久喜市のふるさと納税パンフレットを配布する

こと、本市のリピーターになっていただくよう、昨年中に寄附をいただいた方

に、最新の久喜市のふるさと納税パンフレットを郵送するなどしております

が、昨今の返礼品競争の過熱化等の影響もございまして、寄附件数の増加には

結びついていないという状況にございます。 
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今後も返礼品の拡充や効果的なＰＲ方法について検討し、目標達成に向けた

取組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。 

性質別項目③「コスト縮減、収入増、事務改善」の説明につきましては、以

上でございます。 

 

議長（井上

委員長） 

 ただ今事務局から説明がありました。 

質問や意見がありましたら、発言を願います。 

 

加藤委員 No.87「学校給食費の滞納額の圧縮」について、滞納額が増えたから計画を

下回るとなったとのことですが、滞納額が増えた要因として、過去と比較して

平成２８年度に新たに増加してしまったものなのでしょうか。 

 

事務局（蓮

実主任） 

 平成２８年度中間時点での学校給食費の滞納額が増えてしまっているという

状況でございますが、要因の一つといたしまして、納入が遅れてしまったこと

がございます。 

 中間時点での進捗状況につきましては、９月末日時点での状況でございまし

て、９月末日時点で区切りますとこれだけの滞納額があるということになりま

すが、実際には事務の遅滞によりまして納入自体が遅れてしまったということ

でございまして、１０月以降では改善している状況にございます。 

 ９月末日時点のタイミングとして増えてしまっているという状況でございま

して、実際のところ今現在の滞納額といたしましては、ここまでの金額とはな

っていない状況でございます。 

 

加藤委員  そうしますと、平成２７年度の同時期の締めと平成２８年度中間時点での締

めの状況としては、あまり差はないということでしょうか。 

 

事務局（蓮

実主任） 

近い数字にはなるかと思います。 

 

 

加藤委員 ただ今の説明ですと、期ずれのように思います。 

納入のタイミングでこれだけの滞納額となってしまったが、年度末には例年

どおりの水準にはなると考えてよいのですか。 

 

事務局（蓮

実主任） 

おっしゃるとおりでございます。 

 

 

加藤委員 わかりました。 

 

事務局（栗

原係長） 

現在の行政改革大綱の中間時点の進捗管理では、財政効果を中間時点で測定

しており、期ずれが生じてしまっている場合があり、状況が分かりづらいこと
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がございますことから、次期の大綱では、中間時点における財政効果の測定の

方法につきましては、見直しをして分かりやすいようにしてまいりたいと考え

ております。 

 

議長（井上

委員長） 

それでは、今後改善していただくということでお願いします。 

他にご意見等ございますか。 

 

大島委員 全ての項目においてもそうなのですが、特に滞納額の圧縮については、目標

としては滞納額を０円にすることが目標とすべきものではないかと思います。 

何をもって目標値を設定しているのか。また、０円としない根拠が分かりま

せん。 

先ほど意見があった自主防災組織の組織率や農業センターのことについても

そうなのですが、資料では今後どうしていきたいのかが見えないと思います。 

確かに、行政改革として農業センターを廃止することで費用はかからなくな

るのかもしれませんが、市の行政改革の姿勢として果たしてそれでいいのかど

うか、全体として分かりにくいと思います。 

No.86「保育所保育料の滞納額の圧縮」とNo.87「学校給食費の滞納額の圧

縮」について、０円目標としないことと、目標設定している数値の根拠はどの

ようなものなのでしょうか。 

これらのことは、太陽光発電の推進等の項目とは異なり、単年度で０円を目

指す性質の項目であると思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

次期行政改革大綱の策定を進める中で、数値目標の設定につきましては、こ

れまでもご意見をいただいているところでございます。 

滞納額を０円にするということは、市の取組みといたしましては当然のこと

でございまして、当然それに向けて努力していくものでございます。 

No.86、87の項目の目標設定している数値の根拠といたしましては、現在の

行政改革大綱は、平成２４年３月に策定し、平成２３年度に策定作業を進めた

ものでございまして、直近徴収状況を基に、これまでの徴収実績を踏まえまし

て、平成２４年度から平成２８年度までの目標値を設定したものでございま

す。 

おっしゃるとおり０円にするというのは当たり前の目標ではございますが、

差押えするなど市税等の徴収には力を入れて行っているところでございまし

て、学校給食費につきましても、児童手当を活用した学校給食費の支払いを依

頼する等の取組みは実施しているところでございますが、現状としましては

中々０円とすることが難しい状況でございます。 

このような状況がございますことから、目標設定をさせていただいていると

ころでございます。 

現在の大綱では、５年間の目標値を先に設定しているものでございますが、

次期の行政改革大綱では、資料３の５５・５６ページでございますが、重点取
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組債権すべてを項目として位置付け、毎年度ごとの状況を見ながら単年度の目

標設定をしていくものでございます。 

全ての債権について、滞納額を０円とすることは難しいものと考えておりま

すが、生活に必要な額以上を差押えるということも難しいという状況もござい

ますので、０円にするのは難しいところでございます。 

市では、目標値を達成すればそれでいいという考えはなく、目標値以上を目

指す中での目標値ということでご理解賜りたいと存じます。 

 

大島委員 ありがとうございました。 

滞納額が０円になるとは思ってはいないのですが、これを見ると、滞納者が

これだけ払わなくてもいいんだと思われてしまいかねないと懸念してしまいま

す。 

差押えせざるを得ないという状況であれば、別の施策で位置付けるものなの

かと思います。 

ここでは、あくまでも目標としては０円となるべきものだと思います。 

 

斉藤委員 資料３の５５・５６ページを見ますと、債権によっては、徴収率の目標が 

１００％となっているものもあり、債権によって目標値の幅が異なっているよ

うです。 

 債権によって性質が異なるとは思いますが、分割納付を認める等、納付しや

すい環境を整えることも重要なことであると思います。 

 払いたくても払えない方もいらっしゃいますので、そういった方に対する配

慮というのも必要ではないかと思います。 

 

枝委員 No.91「ふるさと納税の推進」について、目標からすると、実績が非常に少

ない状況となっています。 

久喜市では市の特産品を返礼品として送るなどの取組みを行っているとのこ

とですが、県内の他市町村と比べて、久喜市の実績はどの程度なのでしょう

か。 

財政も厳しくなっていますので、久喜市在住の方にふるさと納税をしていた

だくキャンペーンを実施することなどの推進方法を考えて、寄附件数を向上さ

せていただきたいと思います。 

 

事務局（関

口課長） 

平成２７年度の実績につきましては、県内市町村の中では平均よりやや上と

いう状況でございます。 

現在、ふるさと納税は返礼品競争が過熱化しておりまして、市町村によって

は億単位で寄附を受けている場合もあり、それらと比較しますと久喜市の実績

は少ない状況でございます。 

久喜市におきまして返礼品として贈呈している特産品は、梨やお米、麺類等

３３品目ございます。 
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ご意見いただきました、市内在住の方にふるさと納税をしていただいたらど

うか、ということにつきましては、市内在住の方の寄附に対して返礼品を贈呈

しますと、寄附金の控除がありますので、逆ザヤとなってしまい、結果として

市の収入としては減少してしまいます。 

そのため、現在市内在住の方の寄附に対しましては、返礼品は贈呈しており

ません。 

寄附件数を増やすための取組みにつきましては、説明の中でもありましたよ

うに、転出された方にパンフレットを配布したりですとか、圏央道の菖蒲パー

キングエリアにおきましてパンフレットを配布したりですとかしております

が、件数の伸びにはつながっていない状況でございます。 

 

枝委員 市内在住の方からは、どの程度寄附はあるのですか。 

 

事務局（関

口課長） 

市内在住の方からは、数件程度ございます。 

 

 

議長（井上

委員長） 

ふるさと納税は、大都市ほど減収となっており、さいたま市でも、約８億９

千万円ほどの減収となっているようです。 

ブランド力のある返礼品に、例えば牛肉ですとか、そうした自治体は多額の

寄附を集めているようです。 

考えますと、ふるさと納税は、現状ではふるさとを応援するという趣旨を逸

脱している状況にあって、返礼品目的となってしまっているように思います。 

 久喜市在住の方は必ず久喜市に寄附していただかないと、減収になってしま

うような状況であると思います。 

 ふるさと納税は、寄附者は寄附先を選ぶことができる制度ですので、このよ

うな状況になっているものと思います。 

 久喜市においても、魅力的な返礼品を増やす等していただいて、少しでも寄

附件数・寄附金額が伸びるようになればいいと思います。 

 他にご意見等ございますか。 

 

斉藤委員 ふるさと納税に関連して、昨年度、プレミアム商品券の販売がありました

が、販売開始早々に売り切れてしまい、購入することができなかった方が多く

いたようです。 

プレミアム商品券も地元に還元されるお金ですので、今後実施する際は、販

売方法の見直しや発行枚数を増やす等していただきたいと思います。 

 

松本委員 No.88「有料広告等の導入による収入確保」について、計画を下回る状況で

すが、そこまで難しい内容ではないと思いますが、導入が進まないことに何か

理由はあるのでしょうか。 
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事務局（栗

原係長） 

有料広告につきましては、様々な媒体で実施しておりまして、例えば広報紙

やホームページのバナーですとか、循環バスに広告を掲載しております。 

また、他の項目ではございますが、ネーミングライツ（施設命名権）につき

まして、事業者の提案により、平成２８年９月より導入し、久喜市総合体育館

を「毎日興業アリーナ」という愛称としているところでございます。 

新たな広告媒体といたしましては、公共施設の壁面広告につきまして、導入

に向けて検討しております。 

公共施設の外には県条例の関係で掲載することはできませんので、公共施設

の中に広告を掲載できるように検討を進めているところでございます。 

現在、市民課（総合窓口）におきまして受付番号表示モニターに広告を掲載

しておりますが、こちらにつきましては、事業者が広告を募集して事業者がモ

ニターを設置しているものでございます。 

公共施設の壁面広告の掲載場所の検討に当たりましては、市役所内に掲載で

きる場所はないか検討しているところでございますが、モニターが設置されて

いる状況や、官公庁からの依頼によりまして多くのポスターが掲示されている

状況がございますので、こういった状況や、市役所以外の公共施設にも拡大で

きるかどうか勘案しながら検討を進めているところでございます。 

慎重に検討を進めていることから、松本委員のおっしゃいますとおり、動き

としては遅いものとなってしまっておりますが、今後、平成２８年度中に要綱

を整備しまして、平成２９年度中には広告の募集を開始したいと考えていると

ころでございます。 

 

議長（井上

委員長） 

 他にご意見等ありますか。 

 

 （意見等無し） 

 

議長（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。 

「３ 実施計画に変更のあった項目」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、項目３の実施計画に変更のあった項目につきましてご説明申し

上げます。 

資料４では、１０ページ、１１ページでございます。 

平成２８年度中間（上半期）時点におきましては、ご覧の実施項目におきま

して計画の変更があったところでございます。 

こちらにつきましては、資料６の個別調書におきまして説明させていただき

たいと存じます。 

資料６をお手元にご用意いただきたいと存じます。 

まず、資料６では、８ページでございます。項目といたしましては、No.3

「証明書交付方法の拡充」でございます。 
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こちらにつきましては、新たに費用負担が見込まれるとして財政効果額の計

画額を設定した項目でございます。 

コンビニ交付のランニングコストにつきまして、平成２８年度計画額にマイ

ナス８６９万８千円を追加するものでございます。 

次に、資料６では、１３ページでございます。項目といたしましては、No.5

「市税等のぺイジー及びクレジットカードによる収納の検討」でございます。 

こちらにつきましては、新たに費用負担が見込まれるとして財政効果額の計

画額を設定した項目でございます。 

ペイジー・クレジットカード納付のランニングコストにつきまして、平成 

２８年度計画額にマイナス１，１４８万１千円を追加するものでございます。 

次に、資料６では、３３ページでございます。項目といたしましては、

No.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。 

こちらにつきましては、平成２７年度までに完了する計画でございました

が、完了することができず、平成２８年度におきましても取組みとして設定す

る必要がある項目でございます。 

実施内容の項目①公共施設の耐震化につきまして、平成２８年度計画に実施

の矢印を伸ばすとともに、数値目標の項目①耐震化率につきまして、平成２８

年度計画に１００％を追加するものでございます。 

次に、資料６では、６２ページでございます。項目といたしましては、

No.24「防災体制の充実」でございます。 

こちらにつきましては、新たに費用負担が見込まれるとして財政効果額の計

画額を設定した項目でございます。 

防災行政無線のデジタル化更新工事費用につきまして、平成２８年度計画額

にマイナス５，２２１万６千円を追加するものでございます。 

次に、資料６では、６３ページでございます。項目といたしましては、

No.25「権限移譲事務の受入れの推進」でございます。 

こちらにつきましては、埼玉県知事からの権限移譲につきましては、埼玉県

で策定している「第四次埼玉県権限移譲方針」に位置付けられた事務につきま

して移譲を受けるものでございますが、県の移譲方針の改正によりまして、移

譲対象事務数が１事務減少したことから、平成２８年度数値目標の９３事務を

９２事務へと時点修正するものでございます。 

次に、資料６では、６６ページでございます。項目といたしましては、

No.26「シティセールスの推進」でございます。 

こちらにつきましては、新たに費用負担が見込まれるとして財政効果額の計

画額を設定した項目でございます。 

シティプロモーション推進事業につきまして、平成２８年度計画額にマイナ

ス７４７万４千円を追加するものでございます。 

次に、資料６では、８６ページでございます。項目といたしましては、

No.35「統合型ＧＩＳの導入の検討」でございます。 

こちらにつきましては、新たに費用負担が見込まれるとして財政効果額の計
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画額を設定した項目でございます。 

統合型ＧＩＳのランニングコストにつきまして、平成２８年度計画額にマイ

ナス３１７万９千円を追加するものでございます。 

次に、資料６では、１０１ページでございます。項目といたしましては、№

42「新電力（特定規模電気事業者）制度の活用」でございます。 

こちらにつきましては、検討の結果、１１施設については、東京電力エナジ

ーパートナー（株）との契約形態の方が新電力（ＰＰＳ）事業者よりも有利で

あると判断したことから、平成２８年度数値目標を当初の５８施設から１１施

設差し引いた４７施設と変更するものでございます。 

次に、資料６では、１５５・１５６ページでございます。項目といたしまし

ては、No. 61「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、平成２８年度を始期とする「久喜市定員適正化計

画」の策定に伴い、平成２８年度の目標値が明確となり、整合性を図るため、

平成２８年度数値目標を９２１人と新たに設定するとともに、財政効果額につ

きましても、１，５７２万４千円と新たに設定するものでございます。 

次に、資料６では、２４５ページでございます。項目といたしましては、

No.90「ネーミングライツ（公共施設の命名権）の検討」でございます。 

こちらにつきましては、新たに財政効果が見込まれるとして財政効果額の計

画額を設定した項目でございます。 

ネーミングライツの導入による財政効果額につきまして、平成２８年度計画

額に１０５万円を追加するものでございます。 

項目３、実施計画に変更のあった項目の説明につきましては、以上でござい

ます。 

 

議長（井上

委員長） 

 ただ今事務局から説明がありました。 

質問や意見がありましたら、発言を願います。 

 

岡田委員  中間時点での計画変更ということで、新たに計画額を追加している項目がい

くつかありますが、これらについては、当初予算を措置せず、補正予算や予備

費により財源を確保して実施しているということなのでしょうか。 

 それとも、単なる計画設定の漏れなのでしょうか。 

 金額が大きいものですから、この点について説明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

 市の事業につきましては、急きょ発生する費用でなければ、当初予算に計上

するのが原則でございまして、今回計画額を追加した項目につきましては、当

初予算において措置されているものです。 

 前回の委員会での審議におきまして、あらかじめ予算措置されているのであ

れば、計画として追加するべきであるとのご意見をいただきましたことから、

今回追加しているものでございます。 

 本来であれば、当初予算として措置していることから、平成２７年度年間実
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績の際に追加するべきであったものを、今回の平成２８年度中間実績の際に追

加したものでございます。 

 

岡田委員  記載漏れということなのですね。 

 取組みを進めていくうちに、どの程度費用がかかるか分かり、平成２８年度

中間時点で追記したということでよろしいのですね。 

 金額が大きいものが多くあり、市民の方に疑問を持たれかねないと思います

ので、今後の目標設定の際には、漏れがないようにしていただきたいと思いま

す。 

 

議長（井上

委員長） 

 他にご意見等ありますか。 

 

 （意見等無し） 

 

議長（井上

委員長） 

様々な意見が出ましたが、これらの意見を今後の取組みに反映させていただ

くこととしまして、議題（２）を終了したいと思います。 

   
２ 議題 

（３）その他 

議長（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） 

議長（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

す委員長及び加藤委員一任で、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。 

本日の審議によりまして、第２次久喜市行政改革大綱（案）につきまして、

修正することとなりましたが、このことにつきましては、事務局におきまして

案文を作成後、会議録の確認と併せまして委員の皆様に郵送等により送付させ

ていただき、ご確認ただいた後、委員会案を確定させたいと考えております。 

なお、資料１につきましては、委員会案の確定後、市ホームページ及び市内

２４箇所にございます市民参加コーナーにおきまして公表させていただきたい
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と存じます。 

次回の会議でございますが、第２次久喜市行政改革大綱（案）につきまし

て、田中市長に対し、答申をいただく予定でございます。 

開催日時等でございますが、本日、開催通知を机の上にお配りさせていただ

いておりますが、平成２９年３月２１日（火曜日）の午前１０時４５分、会場

は本日と同様、市役所本庁舎４階大会議室を予定してございますので、よろし

くお願い申し上げます。 

事務局からは以上でございます。 

 

議長（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等ございますか。 

 

  （特に無し） 

 

議長（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は、長時間にわたりご審議いただきまし

て、誠にありがとうございました。 

以上を持ちまして、平成２８年度第５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２９年２月２７日 
委員長  井上 洋 

委 員  加藤 武男  


