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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６回久喜市行政改革推進委員会 
開 催 年 月 日 平成２９年３月２１日（火） 
開 始 ・ 終 了 時 刻 午前１０時４５分から午前１１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、大島 修一、岡田 善治、 

柏浦 茂、加藤 武男、斉藤 駿、冨田 伯枝 
欠席委員（者）氏名 佐竹 淑子、藤山 善博、松本 陽子、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 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）の答申について 

（２）その他 

３ 閉  会 

配 布 資 料 ・次第 

・答申書 

・第２次久喜市行政改革大綱（案） 

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） 

 委員の皆様におかれましては、お忙しいところ、また、お足元の悪い中ご出

席いただきまして、誠にありがとうございます。 

ただ今より、平成２８年度第６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。 

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９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、佐竹委員、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。 

次に、皆様にご了承をいただきたいことがございます｡ 

毎回お願いしているものでございますが、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。 

以上につきましてよろしくお願いいたします。 

 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 

・答申書 

・第２次久喜市行政改革大綱（案） 

以上でございますが、お手元にございますでしょうか。 

 

  （資料の不足等なし） 

 

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、これまで審議してまいりました第２次久喜市行政改

革大綱（案）について、委員会としての最終的な案として取りまとめたいと考

えております。 

委員の皆様におかれましては、議事が円滑に進行しますよう、ご協力をよろ
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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

規定に基づきまして、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まして、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、斉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。  
 （斉藤委員了承） 

 

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。 

   
２ 議題 
（１）第２次久喜市行政改革大綱（案）の答申について 

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）の答申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）の答申について、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。 

第２次久喜市行政改革大綱（案）につきましては、平成２８年２月にご委嘱

申し上げて以来、本日を含め７回の会議におきまして、委員の皆様からご意見

を頂戴しながら、案として取りまとめたところでございます。 

 本日は、この大綱（案）を委員会の案として確定させていただきまして、井

上委員長から答申書とともに市長に提出していただきたいと存じます。 

それでは、大綱（案）につきまして、前回の第５回委員会から修正を加えた
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箇所につきまして、ご説明申し上げます。 

第２次久喜市行政改革大綱（案）の表紙をめくりまして、１ページをご覧い

ただきたいと存じます。 

 冒頭の「１ 市を取り巻く現状と課題」直下の文章でございますが、こちら

につきましては、前回の第５回委員会におきまして、文章を加えることとされ

たものでございます。 

前回の委員会終了後、事務局におきまして案を作成し、委員の皆様に既にご

確認いただいているところではございますが、ここでは、追加した文章につき

まして、改めて確認させていただきたいと存じます。 

 読み上げさせていただきますと、「市を取り巻く社会環境は、少子高齢化の

進行や、生活環境の変化等により大きく変化しており、住民ニーズも高度化・

多様化しています。 

そのような中、市の財政状況は、市税収入や地方交付税の大きな伸びが見込

めない一方で、社会保障関係費や公共施設の老朽化対策等の財源を確保しなけ

ればならない厳しい状況にあります。 

限られた財源の中で質の高い行政サービスを提供するためには、市の実情に

即した行政改革の実施項目を定め、取組を積極的に進める必要があります。」 

と、このような文章を追加し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）の答申についての説明につきま

しては、以上でございます。 

 

議長（井上

委員長） 

ありがとうございます。 

ただ今、事務局から第２次久喜市行政改革大綱（案）の答申について、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。 

 

 （意見等なし） 

 

議長（井上

委員長） 

 特にご意見等がないようでしたら、ご異議なしと認めまして、この第２次久

喜市行政改革大綱（案）を委員会としての案として確定し、市長に提出したい

と思います。 

 それでは、市長が見えるまで、暫時休憩したいと思います。 

 

司会（関口

課長） 

 ありがとうございます。 

委員の皆様には、大変申し訳ありませんが、休憩の間にお席のレイアウトを

若干、変更させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

  （休憩、座席準備、市長到着） 

 

司会（関口  ただ今から、答申書の提出をお願いいたします。 
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課長）  答申書は、委員会を代表いたしまして、井上委員長から田中市長へ提出して

いただきたいと思います。 

 恐れ入りますが、委員長と市長はご起立をお願いいたします。 

  

  （井上委員長、田中市長、起立） 

 

議長（井上

委員長） 

 （答申書を読み上げ、田中市長に答申書及び第２次久喜市行政改革大綱

（案）を手交） 

 

 

田中市長  ありがとうございました。 

 

 （写真撮影） 

 

司会（関口

課長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、改めまして、田中市長からごあいさつを申し上げます。 

 

田中市長  皆さん、こんにちは。市長の田中暄二でございます。 

 ただ今、委員の皆様を代表いたしまして、井上委員長様より、第２次久喜市

行政改革大綱（案）につきましての答申を頂戴いたしました。 

 委員の皆様におかれましては、昨年の２月に委嘱申し上げたわけですけど

も、以来、本日まで７回の委員会において、精力的にご審議を尽くされた結果

として、本日、こうして答申をいただいたわけでございます。改めて心から厚

く御礼申しあげます。 

 今後、この答申に基づきまして、さらなる行政改革を推進してまいります。 

 私は、行政改革は、市政を運営していく上で、常に取り組むべき課題でござ

いまして、行財政資源を最大限に活用した効率的・効果的な行財政運営を念頭

に、積極的にこれからも取り組んでいく必要があるものと考えております。 

 先週の金曜日に平成２９年２月定例市議会が最終日を迎え、私が提案いたし

ました４０議案すべて可決いただきました。その４０議案の中に、平成２９年

度の予算関係議案が含まれていたわけでございます。 

 平成２９年度の一般会計の当初予算額ですが、４９１億５千万円でございま

す。合併前の旧久喜市の予算額が約２００億円強でございましたので、予算規

模としては倍以上という大型予算と言えるかと思います。 

 また、平成２９年度予算につきましては、市長の任期は４年でございますこ

とから、任期中の最終年度となるものでございます。 

 これまでの久喜市を振り返り、そして今後の久喜市を想い、まとめた予算で

ございます。 

 それぞれの地区に大きな課題がありまして、菖蒲地区におきましては、旧菖

蒲高等学校の跡地の有効活用の問題、これにつきましては、（仮称）菖蒲運動
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公園として事業を進めております。 

 また、現在市内３か所にありますごみ処理施設ですが、大変老朽化しており

まして、ごみ処理行政を行っていく中で、今後これを一つにまとめるというこ

とに現在取り組んでいるわけでございます。 

 また、久喜地区にあります東京理科大学久喜キャンパス跡地でございます

が、東京理科大学が撤退し、その土地の概ね４割を無償でいただきました。ま

た、その上にある建物につきましては、これもすべて無償でいただいたわけで

ございます。さらに、１億円の教育資金をいただきまして、その有効活用に取

り組んでいるところでございます。 

 基本的には、高等教育機関の跡地ということもございまして、子ども・子育

てのための施設として、有効活用を図っていくというものでございます。 

 全体の活用までには、若干時間がかかりますが、できるだけ早くすべての施

設が市民のための施設として利用できるよう、精一杯取り組んでまいりたいと

考えております。 

 鷲宮地区につきましては、ＪＲ東鷲宮駅のバリアフリー化の問題がございま

す。 

 現在の地下道を通って改札まで行くというのは、子どもや高齢者にとりまし

ては、使い勝手が良くないものでございますので、バリアフリー化を進めてい

るところでございます。 

 東側につきましては、昨年度バリアフリー化工事が完了しましたが、西側に

つきましては、地下埋設物がたくさんございまして、電気系統など少し移動す

るだけで驚くような費用がかかり、ＪＲと協議を進めながら、西側のバリアフ

リー化に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、保育所につきましては、全国的に不足しているところでございまし

て、全国的にも話題となっているものでございます。 

 幸い、久喜市におきましては、歴代の議会関係者の皆様、首長の方々が熱心

に取り組んでまいりまして、基本的には待機児童はいないという状況でござい

ます。 

 そのような中で、近くに保育所があれば預けたいという、いわば潜在的な待

機児童もいるのではないか、ということで調査を進めた結果、やはりいたとい

うことでございまして、そのことを踏まえ、来月４月１日、平成２９年度のス

タートの時点で新たな保育所をＪＲ東鷲宮駅周辺に開設いたします。 

 栗橋地区につきましては、東日本大震災の際に、液状化の大変大きな被害が

出たものでございます。 

 大きな被害があったのは南栗橋でございますが、約４０億円の国費をいただ

きまして、二度と液状化の被害が出ないように、対策工事を進めているわけで

ございます。 

 工事の完了までにはもう少し時間がかかりますが、鋭意取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 各地区の重要課題については、そのような状況でございます。 
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 また、４地区を繋ぐ主要な市道を作っていくというお約束もさせていただき

ました。 

 すべて一度にというわけにはいきませんが、全体計画の中でこれを進めてい

くものでございます。 

 色々と申し上げてまいりましたが、平成２９年度は私の公約でございます

「久喜Ｎｏ.１宣言」の総仕上げの年でもありますことから、精一杯取り組ん

でまいります。 

 この４９１億５千万円の予算でございますが、社会環境の変化や市民ニーズ

に的確に対応し、将来にわたり持続可能な行政サービスを提供していくため

に、「選択」と「集中」を図る中で、まとめました予算でございます。どうぞ

よろしくご理解のほどお願いを申し上げたいと存じます。 

委員の皆様の任期は、平成３０年２月までお願いしているところでございま

す。 

今後も引き続き、本市の行政改革の推進につきまして、ご指導、またご協力

賜りますようお願い申し上げまして、答申をいただきました御礼のあいさつと

代えさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

司会（関口

課長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、委員長、引き続き議事進行をお願いいたします。 

 

議長（井上

委員長） 

 ただ今、委員会の総意として答申書を提出しましたが、せっかくの機会であ

りますので、これまでの委員活動などについて、委員の皆様から一言ずつ感想

をいただければと思います。 

 それでは、冨田副委員長から順にお願いします。 

 

冨田副委員

長 

 私は副委員長を務めさせていただきました。 

 行政改革に関しましては、合併前から取り組ませていただいております。 

 特に今回の大綱案では、前期大綱の内容を精査して、実施計画をコンパクト

にするということと、内容の見直しを行ってまいりました。 

 他の審議会にも関わらせていただいておりますが、課題に対して時節に即し

た審議会だと私は思っています。 

 総合振興計画では、市の方針が大枠で示されますが、行政改革は、民間企業

の経営もそうですが、常に先を見ながら進めていかなければなりません。 

 基本方針などは、時代の変化によって、時代に即していないものになってし

まいかねません。 

 もっと異なる事項も出てくると思います。担当の方と密にやって、市民のた

めにも、常に時節に即していかなければならないと思います。 

 この審議会に限らず、３０代、４０代の方にもっとたくさん参加していただ

きたいと思っています。参加し、知っていただくことで、もっと久喜市に興味
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を持っていただきたいと思います。 

 私は社会教育委員を務めているのですが、今の２０代、３０代の方は、久喜

市をふるさとと思っている方の割合がものすごく少ないということはショック

でした。 

 こうして欲しいという要望は個々にあるのでしょうが、それが表に出て来て

いないだけで、そういったものを吸い上げるようなことが必要なのではないか

と思います。 

 東鷲宮地区は、市内でも最も人口が増えていて、桜田小学校の学童保育は、

１３０人を超えるような状況であるとのことです。 

 社会教育委員の活動の中で伺ったのですが、久喜東小学校の学童保育の定員

は７０人になるとのことですが、広報紙での募集定員と比較すると、大分開き

があるようです。 

 保育所を作ることも良いのですが、学童保育や放課後こども教室など、子ど

もに関する施策について、行政改革の実施計画に入れ込むなど、若い世代が住

みやすい、未来が明るくなるような計画となればよいと感じています。今後、

こういった子育て支援に関する行政改革の項目が出てくることを願っていま

す。 

 私が行政改革の項目として推したのが、整理番号２３「女性職員の管理職へ

の登用推進」です。 

 ぜひ、女性目線で、保育に関して、学童に関して、一緒になって久喜市を良

いものにすることができるのであれば、今後もお手伝いしていきたいと思いま

す。 

 １年間委員を務め、もう少し時節に合わせ、そして若い方たちにも参加して

いただきたいと感じました。 

 分厚い資料はともかく、会議録などであれば自分で印刷できますし、広報紙

に情報を載せたい場合もメールで担当者の方とやりとりをしていますので、も

っとペーパーレス化が進展するとよいと思います。 

 常に新しいことに目を向けて、時節に合わせて対応していかなければならな

いということが私の１年間の感想です。 

 長くなりましたが、ありがとうございました。 

 

斉藤委員  現在の行政改革大綱は９５項目と膨大な項目がありまして、これだけの項目

の資料を読みこなすのは大変でした。 

 これからますます高齢者が増え、あと十数年もたてば高齢者の割合が３割以

上となるとのことですので、若い世代への支援も大切ですが、高齢者に対する

施策も考えていかなければならないと思います。 

 財政的にも厳しい状況がありますので、住民への財政状況の開示を徹底し

て、節減に対して理解、協力を得ることも必要であると思います。 

 職員に対しても、市民目線でもう一度業務を見直すことで、市民のため、自

分のためになりますので、積極的な業務改善提案をさらに推進していただきた
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いと思います。 

 １年間ありがとうございました。 

 

加藤委員  ４点ほど申し上げたいと思います。 

 １点目として、効率的・効果的な行政運営を行うために、行政改革の仕組み

は重要であるため、今後も引き続き進めていただきたいと思います。 

継続は力なりという言葉もありますので、引き続き進めていただきたいと思

います。 

 ２点目として、審議の中でも申し上げましたが、目標と数値目標との整合を

図った上で進めていただきたいと思います。 

 数値目標は大切なのですが、どういった理由で達成できなかったかというこ

とを探ることが、次の数値目標の設定につながりますので、この点について、

もう少し工夫してほしいと思います。 

 ３点目として、合併後一定の期間が経過していますので、本格的な選択と集

中をするべき時期に来ているのではないかと思います。 

 例えば、日曜開庁や栗橋駅構内市民サービスコーナーなど、一つの市として

どのような役割が必要なのかを考えていただいて、選択と集中を本格的に進め

ていただきたいと思います。 

 ４点目として、目標設定の際には、もっと若い人の意見を取り入れていただ

きたいということです。 

年寄りは無難な発想しかしないので、例えばヒアリングの際に若い人の発想

を取り入れるなど、その工夫により目標として設定すべきかどうか、判断して

いただきたいと思います。 

 以上４点申し上げましたが、今後も引き続き行政改革の取組を進めていって

いただきたいと思います。 

 

柏浦委員  先ほど市長から久喜市の予算は４９１億５千万円というお話がありました。 

 これだけの予算であれば、久喜市の財政は比較的豊かなのではないかと思い

ます。 

 今回の大綱案は総じて甘いのではないかと感じます。スピード感ですとか、

目標値の設定・見直しなどについて、総じてゆるい気がします。 

 また、職員からの意見が足りないと思います。現場のことを一番良く知って

いるのが職員だと思いますので、もう少し職員からの意見があっても良いので

はないかと思います。 

 感想としては以上です。引き続きよろしくお願いします。 

 

岡田委員  行政などで大事なことは、個人的には３点ほどあると思っていまして、継続

性、リアリティ、改革と、この３側面で進めていくのが大事なのではないかと

思います。 

 その比率なのですが、昨今の環境の変化からすると、改革の比率が大きくな
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るのだろうと思います。 

 改革を通常業務の延長で行うとなると、苦労してしまいますので、改革をす

るということはどういうことなのかという考え方やプロセスをどうするか、き

ちんと整理し確立して、将来に向けて改革が着々と進められるような構造的な

見直しがあると、今回作成した大綱案ももっと進展していくと思いますし、次

の大綱を作成する際もいいものになるのではないかと感じました。 

 改革にもっと焦点を当てていった方がよいのではないかと思います。 

 

大島委員  全体的な印象として、先ほど加藤委員からもお話があったのですが、合併後

の市の姿をはっきりさせ、選択と集中を進めるべきではないかということにつ

いては、そのとおりであると思います。 

 合併して旧１市３町が一つになりましたが、それぞれの地域性がまだ抜けて

いないという印象を強く感じています。 

 市域が広域となりましたが、サービスと不便さ、あるいは過剰なサービスと

合理性の関係ですとか、考えていかなければならないのだろうと思います。 

 平成４２年には人口が１０％近く減少し、それに伴いまして予算も縮小して

いくのだろうと思います。 

 合併の一番の目標は、市の予算をいかに合理的に使うかということだと思い

ますので、合理的な予算の配分をするために、これからどのような選択をして

いくのかということが重要であると思います。 

 そういった背景の中で、先ほど市長から社会保障費の増大というお話があり

ましたが、今介護の現場は人事が不足していて、どのようにして補わなければ

ならないのか、といったことを考えたときに、市民の力で補っていかなければ

ならない部分が最終的には出てくるのだろうと思います。 

 その前提として、最近寂しく感じるのは、幼稚園や保育園を整備しようとす

ると、うるさいから隣に整備しないでほしいという声があると聞きますが、そ

ういった意識は変えていかないと、これからの社会は成り立っていかないと思

います。 

人が何に対して、何に満足できるのかということなのだと思いますが、そう

いったことを含めて、行政改革のそれぞれの取組も必要ですが、市民の意識を

変えるようことも重要なのではないかと思います。 

１年間ありがとうございました。 

 

枝委員  本委員会の審議事項は、各課にまたがり、取りまとめるのも大変ですが、事

務局の頑張りもあり、私は他の審議会の委員を務めていますが、その中でも、

本委員会は活発に意見が交換され、それを反映させて第２次久喜市行政改革大

綱（案）が本日市長に答申されまして、本当に良かったと思っております。 

 行政改革は、「言うは易く、行うは難し」と言われておりますように、高度

経済成長期が終了し、厳しい社会環境により、財政的な危機を迎えている自治

体がある中で、そこでさらに身を削るということは大変なことです。 
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 そういった中でも、市長を先頭に着実におもてなしですとか、市民主役とい

うことが久喜市においても徐々に認識されつつあると感じています。 

 時代の変化のスピードが速い中で対応していくのは大変だと思いますが、団

塊の世代の方が一線を退いて、７０歳前後になっています。ごく一部の方は地

域の活動に参加されていますが、大半の方は家で静かにしているということを

感じています。 

 そういった方々をいかにして地域の活動に参加させるのか、そういったこと

にも気を配ってほしいと思います。 

 ４９１億５千万円という予算の中で、明るい未来にむけて平成２９年度から

再スタートするということで、皆さんと一緒に協働の社会づくりに参加してま

いりたいと思います。 

 １年間ありがとうございました。 

 

内田委員  １年間ありがとうございました。 

初めての委員を務め、あっという間に１年が過ぎてしまいました。 

 はじめは分からないことだらけでしたが、会議に欠かさず出席して、皆さん

の意見を伺いながら自分なりに勉強できたのは、良かったと思います。 

 事務局におきまして莫大な量の資料を作成していただいて、その熱心さを感

じて感心しました。 

 限られた財源の中で、私たち市民の中で、合併してよかったという声が聞こ

えるようになればいいと思います。 

 また、市民が行政にもっと関心を持っていただくことも重要なのではないか

と思いました。 

 自分自身、委員会を通じてもっと勉強していきたいと思います。 

 

議長（井上

委員長） 

 ありがとうございました。 

 皆さんから色々と感想や意見をいただきました。最後に私からも一言感想を

述べさせていただきたいと思います。 

 この１年間、委員の皆さん、事務局の皆さんのご協力をいただいて、委員長

を務めることができました。 

 振り返りましたときに、私の印象では、様々な意見が出され、活発な審議が

なされたと思います。 

 これまで皆さんがおっしゃった中に含まれていますが、項目の整理から始ま

って、目標などのプロセス、また個別の項目に対しましても意見をいただきま

した。 

 そしてまた、審議された内容が大綱案に反映された面もたくさんあります

し、反面、反映されなかった面もあります。それは、様々な条件、状況、時間

的な制約等、様々な要因が関わってのものです。 

 しかし、一番大事なことは、課題や項目について、議論していくということ

ではないかと思います。 
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やはり、議論をするということは、その項目や課題一つひとつに関して、か

なりの知識や理解を深めるということになります。そういった議論を聴いて、

こういう考え方もあるのかと思い知らされたこともあります。 

皆さんからの話にもあったように、目標を定めて進めてきたわけですが、中

にはこれ以上は市民に対してはできない、無理だという内容もあると思いま

す。 

もちろん市民に対してサービスをしていくということは大事なのですが、で

きることとできないこととがあると思います。反面、異なる観点から見れば、

それなりにできることがあるのではないかと思います。 

今までのように、これからも様々な意見を出していただいて、いい方向にい

けばよいと思います。 

ありがとうございました。 

それでは、次の議題に移らせていただきます。 

    
２ 議題 
（２）その他 

議長（井上

委員長） 

それでは、議題（２）その他について、委員の皆さんから何かございます

か。 
 

 （特になし）  
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、事務局から事務連絡をさせていただきます。 

まず、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、これを反映させまして、井上委員長と

今回の署名委員でございます斉藤委員一任で、確定とさせていただきたいと存

じます。 

次に、本日市長にご提出いただきました「第２次久喜市行政改革大綱

（案）」につきましては、最終的に市内部で決裁の上確定とし、市ホームペー

ジ等で公開する予定でございます。 

本年４月より、この「第２次久喜市行政改革大綱」に基づき行政改革の取組

を推進していくものでございます。 

次に、今後の予定でございます。 

平成２８年度の取組は、本日の会議を持ちまして終了となるものでございま

す。 
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来年度の平成２９年度におきましては、現在運用しております行政改革大綱

の平成２８年度年間進捗状況及び全体的な総括につきまして、ご審議いただき

たいと考えているところでございます。 

開催日時等が決まりましたら別途ご案内申し上げますので、よろしくお願い

申し上げます。 

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。 

 

冨田副委員

長 

 次回の会議は、大体いつ頃なのでしょうか。 

 

 

事務局（蓮

実主任） 

 例年そうなのですが、７月から８月の間に開催できればと考えているところ

でございますが、また別途ご案内申し上げたいと存じますので、よろしくお願

いいたします。 

 

議長（井上

委員長） 

よろしいでしょうか。 

以上で、本日の議題は終了となりました。議事の円滑な進行にご協力いただ

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、長期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。 

平成２８年度の会議は、本日をもちまして、すべて終了するものでございま

すが、引き続き平成２９年度につきましてもよろしくお願いしたいと存じま

す。 

委員の皆様におかれましては、久喜市の行政改革の取組がより一層進展いた

しますよう、引き続きご協力いただきますようお願い申し上げまして、平成 

２８年度第６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４月１４日  
委員長 井上 洋 

委 員 斉藤 駿 

  


