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会 議 次 第 

 

１ 開会 

２ 議題 

（１） 第２次久喜市行政改革実施計画の平成３０年度上半期進

捗状況について 

（２） その他 

３ 閉会 

配 布 資 料 

・次第 

・資料１第２次久喜市行政改革実施計画の進捗状況 

・資料２個別事業シート（平成３０年度上半期実績） 

・事前質問一覧表 

・事前意見一覧表（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 

１ 開 会 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会（石井課

長） 

 

お待たせいたしました。開催予定時刻から少し遅れましたが、ただいま

から、平成３０年度第２回久喜市行政改革推進委員会を開会させていただ

きます。委員の皆様におかれましては、急な時間変更等でお手数をおかけ

して、申し訳ございませんでした。 

開会に先立ちまして、はじめに、現在の出席委員について、ご報告申し

上げます。委員１３名中、出席委員７名でございます。本委員会は、久喜

市行政改革推委員会条例第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、柏浦副委員長、枝委員、岡田委員、松本委

員、溝田委員の５名におかれましては、欠席のご連絡をいただいておりま

す。また、林委員におかれましては、遅れての出席とご連絡をいただいて

おります。 

続きまして、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

議でも、ご説明いたしましたが、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。また、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。 

 

（林委員出席） 

（傍聴人なし） 

 

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。

事前にお配りしております資料でございますが、 

次第 

資料１ 第２次久喜市行政改革実施計画の進捗状況 

資料２ 第２次久喜市行政改革実施計画個別事業シート 

また、本日机の上にお配りさせていただきました資料でございますが、 

１つ目、次第、時間の変更を行った後のものになります。 

２つ目、事前質問一覧表 

３つ目、事前意見一覧表（案） 

 

以上でございますが、不足等はございませんでしょうか。 

 

（不足等なし） 

 

ありがとうございました。 

それでは、開会にあたり、浅野委員長からご挨拶を頂戴したいと存じま

す。 
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浅野委員長 

 

（委員長あいさつ） 

司会（石井課

長） 

 

ありがとうございました。それでは、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、浅野委員長に議長をお願いしたいと存じま

す。それでは、浅野委員長よろしくお願いいたします。 

 

 

２ 議 事 

（１）第２次久喜市行政改革実施計画の平成３０年度上半期進捗状況について 

議長（浅野委

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。 

はじめに、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、５０音順ですと、大鹿委員にお願いした

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（大鹿委員了承） 

 

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。 

では、議事に入ります（１）第２次久喜市行政改革実施計画の平成３０年

度上半期進捗状況について 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（松橋

主事） 

 それでは、審議に入ります前に、会議資料及び会議の進行方法につきまし

て、ご説明申し上げます。 

 はじめに、会議資料についてでございます。 

資料１をご覧ください。１ページでございます。こちらにつきましては、

第２次久喜市行政改革実施計画の平成３０年９月３０日時点における進捗状

況について、総括的な資料としてまとめたものでございます。２ページをお

開きください。２ページ以降につきましては、３つの基本方針別の進捗状況

の詳細となってございまして、【平成３０年度の上半期評価】、【評価一覧

表】、【個別項目】で構成されております。併せて、資料２をご覧くださ

い。３ページ、４ページでございます。Ｃ評価の項目につきましては、４ペ

ージの右上、評価理由を資料１に記載をしております。また、実施計画を変

更した箇所については、赤文字で記載をした上で、資料１に記載しておりま

す。前回の会議でもご説明いたしましたが、ここで、個別事業シートの見方

等について、再度、ご説明いたします。３ページの上段でございます。基本

方針、計画区分順に、整理番号・取組項目・目標等が記載されております

が、年度別工程に基づき、平成２９年度から５年間で、取組目標の達成、推

進を目指すものでございます。３ページ中段でございます。年次計画につい

ては、当該年度における年度別工程の実施項目を括弧書きで落とし込み、箇

条書きで具体的な実施内容と時期を記載し、計画を立てております。年次計
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画の下の段でございますが、計画に対する取組実績を記載しておりまして、

年次計画の内容と対応するような形で詳細な取組実績を記載することで、当

該期間の達成度合いを計るものとしているところでございます。なお、数値

目標が設定されている項目については、３ページ下段のように、項目、目

標、実績が記載されております。次に、４ページの上段をご覧いただきたい

と存じます。実績評価欄でございます。こちらの一番左側、アルファベット

で記載しておりますのが、評価の区分でございます。評価につきましては、

平成２９年度年間実績で実施した基準と同様に、達成・完了のＡＡ評価、計

画を上回るＡ評価、進捗どおりのＢ評価、計画を下回るＣ評価、実施見合せ

のＤ実施までの５段階によるものとしております。 

続きまして、会議の進行方法についてでございます。本来であれば、資料

２の個別事業シートにつきまして、１項目ずつご審議をお願いしたいところ

ではございますが、時間も限られておりますので、大変恐縮ではございます

が、資料１に基づき、全体状況につきまして、事務局からご説明申し上げた

のち、３つの基本方針ごとに区切りまして、「Ｃ評価となった項目」、「実

施計画を変更した項目」「事前にご質問を頂いた項目」について、事務局か

らご説明いたしますので、「資料２」、「事前質問一覧表」をご覧いただき

ながら、ご審議いただきたいと存じます。なお、前回の委員会における提案

により、「事前意見一覧表（案）」を作成しております。作成にあたりまし

ては、事前にご質問がされた項目で、ご意見の意味合いが強いものを抽出

し、作成しておりますが、本委員会終了後に、ご審議いただいた内容を加え

て、委員長・副委員長確認のうえ、「意見一覧表」として決定をしたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

ご審議前の説明につきましては、以上でございます。 

 

議長（浅野委

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。 

 

（意見等なし） 

 

それでは、引き続き事務局から「全体の進捗状況」及び「基本方針１ 

効率的・効果的な行政サービスの提供」について、説明をお願いします。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

それでは、ご説明いたします。 

資料１をご覧ください。１ページでございます。１全体の進捗状況でござ

いますが、平成３０年９月３０日時点の進捗状況でございます。上段の表

中、合計の欄をご覧ください。全５０項目のうち、ＡＡ評価が２項目、Ａ評

価が９項目、Ｂ評価が３０項目となり、合計４１項目につきましては、Ｂ評

価以上であり、概ね順調に進捗しているところでございます。一方で、９項

目につきましては、Ｃ評価となっているところでございます。なお、Ｄ評価

の項目はございませんでした。全体状況につきましては、以上でございま

す。 

続きまして、２ページでございます。ここからは、先程申し上げましたと

おり、３つの基本方針ごとに区切り、個別の項目の達成状況につきまして、

ご審議いただきたいと存じます。はじめに、基本方針１の効率的・効果的な

行政サービスの提供でございます。１１項目のうち、ＡＡ評価を含むＢ評価

以上の項目が９項目でございまして、概ね順調に進捗しているところでござ

いますが、一方でＣ評価となりましたのが、２項目でございます。 

はじめに、「Ｃ評価となった項目」についてでございます。 
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まず、「整理番号２の介護予防ボランティアの育成」でございます。資料

２では、３ページ・４ページでございます。資料４ページの右上、評価理由

でございます。こちらにつきましては、介護予防ボランティア養成事業申込

者数が、数値目標を下回っていることから、Ｃ評価としたものでございま

す。 

次に、「整理番号５のマイナンバーカードの発行促進」でございます。資

料２では、９ページ・１０ページでございます。こちらにつきましては、コ

ンビニ交付利用件数が数値目標の５，０００件に対し、上半期時点では、

１，３００件となり、目標値の半分に至らなかったことから、Ｃ評価とした

ものでございます。 

 続きまして、「実施計画を変更した項目」でございます。 

まず、「整理番号２の介護予防ボランティアの育成」でございます。資料

２では、戻りまして、恐縮ですが、３ページ・４ページでございます。変更

箇所につきましては、年次計画、及び数値目標（指標）でございます。変更

理由につきましては、「はつらつ運動教室については、高齢者福祉計画・第

7 期介護保険事業計画に定める目標の会場数を満たしていることから、介護

予防ボランティアも充足できているものと考えられるため」でございます。 

次に、「整理番号４の市民課（総合窓口）業務に民間活用の検討」でござ

います。資料２では、７ページ・８ページでございます。変更箇所につきま

しては、目標時期、及び年度別工程でございます。変更理由につきまして

は、「委託する内容、委託業者の事務スペースの確保等を十分に検討し実施

する必要があることから、導入の有無を含めた更なる検討をするため、年度

別工程の見直しを行った。」でございます。 

 続きまして、「事前質問を頂いた項目」でございます。Ａ３横の資料、

「事前質問一覧表」の表面１ページをご覧ください。 

 まず、「整理番号３の民間委託の推進」でございます。質問については、

「平成３１年度より市内すべての図書館で指定管理者制度が実施されると聞

いていますが、①従来の図書館サービスと異なる新しいサービスの導入があ

りましたらおしえてください。②各図書館の特色を生かして、地域住民のニ

ーズを反映できる図書館運営をこころがけていただきたいと思います。」で

ございます。担当課の回答については、「①について、従来の図書館サービ

スと異なる新しいサービスのうち主なものは、以下のとおりです。１、利用

時間が増えます（４館ともに午前９時から午後７時３０分までの１０時間３

０分になります）。参考として、中央図書館の火曜日から金曜日の開館時間

は、午前１０時から午後７時までの９時間です。２、休館日が減ります（４

館ともに定期の休館日が月２日になり、特別の休館日を加えた年間休館日が

約３７日になります）。参考として、中央図書館の年間休館日数は約８０日

でございます。３、中央図書館に学校支援担当スタッフ２名を配置し、市内

の市立小中学校全校を対象に支援の輪を広げていきます。②について、スタ

ッフによる積極的な声がけを推進します。また、図書館アンケート箱を設置

するとともに、提出された図書館への要望や不満を見える化できるようにし

ます。」でございます。 

 次に、「整理番号４の市民課（総合窓口）業務に民間活用の検討」でござ

います。質問については、「民間活用の導入におけるメリット・デメリット

の再検証結果はどのようなものでしたか。また、計画工程の大幅な見直しと

なっておりますが、その理由はなんですか。」でございます。担当課の回答

については、「これまで検討していた業務に関する民間活用の導入における

メリットについては、安定的な人員の確保ができることです。一方で、デメ

リットについては、民間委託により現在よりも 人件費が高くなること、職
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員による確認を要するため人員の削減が難しいこと、委託業者の別スペース

の確保等です。また、民間活用の検討については、委託する業務内容、委託

業者の事務スペースの確保等を十分に検討し実施する必要があることから、

導入の有無を含めた更なる検討をするため、目標時期を変更することとしま

した。」でございます。 

 次に、「整理番号５のマイナンバーカードの発行促進」でございます。質

問については、「マイナンバーカード申請率やコンビニ交付利用件数が計画

と実績との間に大きな乖離がありますが、その原因、要因は、何だと考えて

いますか。目標計画達成するためには、抜本的な対策が必要だと考えます

が、どのような対策を考えていますか。」でございます。担当課の回答につ

いては、「マイナンバーカードの申請につきましては、平成２８年２月から

交付を開始し、年々増加しているところではございますが、マイナンバー制

度が始まって間もないことから、マイナンバーカード自体やカードの申請方

法、利便性等について、市民の方にあまり知られていないことが計画を下回

る要因と考えております。そのため、コンビニ交付サービスや e-tax等、マ

イナンバーカードの利便性を広報、ＳＮＳ等で定期的に実施するとともに、

マイナンバーカードに関する啓発品等を活用した周知を検討してまいりたい

と考えております。」でございます。 

次に、「整理番号７の日曜開庁の見直し」でございます。質問について

は、「広報くき２月号に菖蒲・栗橋・鷲宮総合支所の日曜開庁業務終了（３

月３１日）が記載されていました。住民の協力が一番です。ＰＲを徹底しス

ムーズに移行ができますようお願いします。」でございます。担当課の回答

については、「ＨＰ及び広報くき３月１日号への掲載や、本庁舎及び各総合

支所の市民課（総合窓口）でのポスター掲示などにより、周知に努めてまい

ります。」でございます。 

次に、「整理番号９の障がいを理由とする差別の解消の推進」でございま

す。質問については、「研修実施でＢ評価ですが、久喜市は障がい者法定雇

用率を達成されているのでしょうか。」担当課の回答については、「本市の

障害者雇用率は 3.08％（平成 30 年 6 月 1日現在）となっており、法定雇用

率（2.5％）を達成しております。今後も引き続き、障がい者雇用の推進に

努めてまいります。」でございます。 

 基本方針１の説明につきましては、以上でございます。 

 

議長（浅野委

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  整理番号４の市民課業務の民間活用に係るデメリットとして、民間委託に

より人件費が高くなること、人員の削減が難しいこと、別スペースの確保と

されておりますが、具体的な説明を求めます。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

 補足をさせていただきます。人件費が高くなることについては、現在の業

務について、臨時職員で対応をしているところですが、民間業者としては、

人が集まらないため、給与等の待遇を良くしなければならないことから、人

件費が高くなるものです。また、別スペースの確保については、偽装請負の

問題があり、決められた方にしか指示が行えないため、部屋、服装等で指揮

系統を分ける必要があるとのことです。 

 

加藤委員  人件費についてです。例えば、休日に開庁する際には、職員の休日割増賃

金が参考の値の１つになると思いますが、どういう状況でしょうか。 



７ 
事務局（松橋

主事） 

 

 日曜開庁の際には、職員は振替休日で対応を行うため、基本的には、割増

賃金は発生しないところです。 

加藤委員  わかりました。次に、業務委託にあたり、直接の指示命令ができないとの

ことであれば、具体的に詳細な仕様書を定めて、委託を行えばよいと思いま

す。人を張り付ける必要はあるのでしょうか。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

 指示がまったくできないというわけではなく、例えば、代表者等の決めら

れた方に対しては指示が可能です。その代表者が他の方に指示することは指

示系統として問題ありません。業務を行う上で、指示をする職員がいる必要

がございます。 

 

加藤委員 一般企業においては、指示ができないので、仕様書に力を入れ、実際に職

員の手を煩わせないような仕組みを構築しています。職員がいなければなら

ないならば、委託化のメリットがなくなってしまうと思います。 

  

事務局（安藤

係長） 

 

 市民課業務のうち、住民票等の証明書発行業務は、多くの臨時職員が行っ

ているということが実情です。先程の人件費が高くなることについても、こ

の臨時職員よりも、民間の人材派遣会社等の職員のほうが、賃金が高くなる

ということです。しかし、市民サービスの向上が図れるというメリットも考

えられるため、費用対効果を鑑みて、検討を進めていきたいというもので

す。 

 

久芳委員  なぜ、民間への委託を実施するのでしょうか。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

 一番のメリットは、市民課業務に従事している正規職員を引き上げ、政策

部門等の他の部署に人員を充てることができるという点でございます。 

久芳委員  窓口に外部の方が入るということがよくわからないです。郵便局のように

民営化することにより、混んでいる窓口、空いている窓口が混在し、職員間

のフォロー等がなくなり、サービス自体が低下するということもあると思い

ます。この民間委託についても、市民サービスの低下につながらないか気に

なります。完璧に業務ができる方が来るというわけでもないでしょうし、仕

様に基づいた業務しかやらず、相談がしづらくなるのではないかという不安

があります。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

 今のお話は、ご意見としてまとめさせていただきますが、今ご懸念されて

いるような仕様にないからやらないといったことは、行政としていたしませ

ん。また、そういったことにならないよう、正規職員の配置が必要だと思い

ます。 

 

議長（浅野委

員長） 

 

 ほかにございますか。 

 それでは、私からですが、障がい者雇用率については、一時、中身の問題

が指摘されていましたが、久喜市の３．０８％という数値はどうでしょう

か。 

 

事務局（安藤

係長） 

 障がい者手帳の確認を含めて厳格に実施していることを人事課に確認済み

でございます。 



８ 
久芳委員  法定雇用率を超えていることからも久喜市のＰＲになると思います。 

 

議長（浅野委

員長） 

 

 マイナンバーカードに係る評価については、コンビニ交付数が至っていな

いため、Ｃ評価とされておりますが、年間目標の５，０００件を超えること

が難しいからでしょうか。評価の基準は。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

 担当課に依頼した段階で、上半期時点で半分に満たないものは基本的にＣ

評価という一定の基準を設けております。 

議長（浅野委

員長） 

 

 目標値について、今後、１０，０００件以上という大きな目標を掲げてい

ますが、継続をお考えでしょうか。実状と目標が極端すぎると思います。 

事務局（松橋

主事） 

 

 当初に定めた目標に向かって実施をしているところですが、達成できない

から目標値を減らすことがよいのかどうかという問題もあります。ご意見と

していただきます。 

 

加藤委員  マイナンバーカードについては、目標と施策とのリンクが見えないため、

次のアクションに結びつかないのだと思います。目標に届いてないからこう

いうことをやりますとは言っているのですが、目標と実施することが明確で

ないため、今後どうするかというところに力が入っていないと思います。今

までが甘かったのかもしれません。 

 

大鹿委員  コンビニ交付について質問です。私たちやご高齢の方がコンビニに行くだ

けですぐ操作ができるものなのでしょうか。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

 マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニにある所定の端末で久喜市

の証明書が発行できるというものです。ご高齢の方が初見で操作できるのか

ということについては、難しいところもあると思います。 

 

冨田委員 

 

 例えば、住民票の提出の際、マイナンバーの表記を有にすると、公民館等

では発行できず、市民課に来庁しなければなりませんが、コンビニ交付の場

合はどうでしょうか。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

 マイナンバーが記載された場合は、発行できません。 

冨田委員 

 

 社会全体の流れが速いので、市役所業務が追い付いていないという印象が

あります。先程の民間委託についても同様ですが、人ではなく、ＩＴ化・機

械化の流れになっており、今後は、銀行窓口の廃止をはじめ、ＡＩ・電子マ

ネー等の分野が強くなると思います。県単位で統一化をする等で、細かい事

務の負担を軽減できると思います。本委員会についても、時代はどんどん進

んでいるため、審議の期間が開いてしまうと、目標と合わなくなるという問

題が生じます。目標を設けることは必要だと思いますが、他にもっとやるべ

きことがあると思います。 

 

議長（浅野委

員長） 

 

 市役所にマイナンバーカードを持ってくれば、混雑している窓口ではな

く、機械で交付を受けることは可能でしょうか。 



９ 
事務局（松橋

主事） 

 

 市役所に交付機がないため、できない状況です。 

議長（浅野委

員長） 

 

 例えば、銀行の場合、窓口もＡＴＭもあり、窓口に並ぶことを避けたいた

め、ＡＴＭを利用する、そして、説明が必要であれば対応できるという状況

です。市役所の場合、それができないとなると矛盾が生じると思います。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

 ご意見として頂きます。補足ですが、マイナンバーについては、本市だけ

申請率が低いのではなく、全国的な課題となっています。 

 

議長（浅野委

員長） 

 

 他にご意見等が無いようでしたら、次に進めます。 

「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（松橋

主事） 

 

資料１ ４ページでございます。 

 基本方針２の効率的・効果的な行政運営でございます。１６項目のうち、

Ｂ評価以上の項目が１２項目でございまして、概ね順調に進捗しているとこ

ろでございますが、一方でＣ評価となりましたのが４項目でございます。 

はじめに、Ｃ評価となった項目についてでございます。 

まず、「整理番号１８の団体事務局の見直し」でございます。資料２で

は、３５ページ・３６ページでございます。こちらにつきましては、新規に

事務局移管が完了した団体が０であったことから、Ｃ評価としたものでござ

います。 

次に、「整理番号１９の職員提案制度の推進」でございます。資料２で

は、３７ページ・３８ページでございます。こちらにつきましては、事務改

善実施件数が、上半期時点において、目標値の半分を下回ることから、Ｃ評

価としたものでございます。 

次に、「整理番号２４の時間外勤務の削減」でございます。資料２では、

４７ページ・４８ページでございます。こちらにつきましては、昨年度と比

較し、時間外勤務の縮減が図られているが、上半期時点の実績が年間の数値

目標の半分以下となっていないことから、Ｃ評価としたものでございます。 

次に、「整理番号２７の道路台帳の一元化の推進」でございます。資料２

では、５３ページ・５４ページでございます。こちらにつきましては、公共

基準点整備について、測量労務費の上昇等のため計画より３点少ない実績と

なる見込みであることから、Ｃ評価としたものでございます。 

続きまして、「実施計画を変更した項目」でございます。 

まず、「整理番号１７の行政評価システムの推進」でございます。資料２

では、３３ページ・３４ページでございます。変更箇所につきましては、

「年度別工程、及び数値目標（指標）でございます。変更理由につきまして

は、政策評価の実施の検討過程において、政策評価の結果を次期総合振興計

画の策定に活用するため、平成３３（２０２１）年度に実施することとし

た。」でございます。 

次に、「整理番号２５の電子入札の拡充」でございます。資料２では、４

９ページ・５０ページでございます。変更箇所につきましては、数値目標で

ございます。変更理由につきましては、「電子入札の対象とする設計金額を

引き下げることにより、対象案件を拡大する予定であるため、平成３０（２

０１８）年度から平成３３（２０２１）年度までの数値目標の見直しを行っ

た。」でございます。 

続きまして、「事前質問を頂いた項目」でございます。Ａ３横の資料、



１０ 
「事前質問一覧表」の表面１ページをご覧ください。 

 まず、「整理番号１４の広報紙のあり方の見直し」でございます。こちら

は２名の委員からご質問を頂いております。１つ目の質問については、「広

報紙に対する意向調査の中で、特に改善要望の多かった意見を教えてくださ

い。その市民要望に対して、行政側として見直すべきものとの結論に至った

ことがありましたら教えてください。」でございます。担当課の回答につい

ては、「広報紙に対する意向調査の中で、広報紙の望ましい発行回数に関す

る問いでは、「月１回」と回答した方が５２．６％、「月２回」と回答した

方が４３．０％となっており、月１回の発行を望む声が高かったところで

す。また、広報紙のデザイン・レイアウトでは、「とても見やすい」又は

「見やすい」と回答した方は、２０代では、約４２％、３０代以上では、約

７９％でした。一方、２０代のうち、約５８％の方が、「見にくい」又は

「とても見にくい」と回答しています。さらに、広報紙に必要な情報との問

いには、「子育て情報」、次いで「街の話題、出来事」、「イベントや講座

の情報」が求められています。この意向調査の結果等を参考に、広報紙の発

行回数を平成３１年度から月１回とし、若い世代にも市政に関心を持っても

らえるよう、広報紙の掲載内容やデザインをリニューアルする予定です。」

でございます。 

２つ目の質問については、「広報紙に対する市民の意識調査の結果、市民

が求めている広報紙とはどんなものでしたか。」でございます。担当課の回

答については、「広報紙のページ数・記事の量や、デザイン・レイアウトで

は、３０代以上の約７０％の方が、「ちょうど良い」、「見やすい」と回答

しており、市民が求めている広報紙は、市政情報などを見やすく、読みやす

く正確に伝える広報紙が求められていることが伺えます。一方で、２０代で

は多くの方が、「見にくい」又は「とても見にくい」と回答していますの

で、特に若い世代に必要な情報を掲載し、市政に興味や関心を持ってもらえ

るような広報紙が求められているものと考えています。」でございます。 

次に、「整理番号１８の団体事務局の見直し」でございます。こちらは２

名の委員からご質問を頂いており、内容も重複している部分がありますこと

から、回答は一括して行わせていただきます。 

１つ目の質問については、「平成 30 年度中未協議団体数７とあります

が、協議に至らなかった理由を教えてください。さらに、今後の見通しまた

は課題がわかれば教えてください。」でございます。 

２つ目の質問については、「議中団体、９団体の見直しの進捗状況はどう

なっていますか。未協議団体、７団体の今後の展望はどのようなものです

か。」でございます。 

担当課の回答については、「団体事務局の見直しについては、平成２４年

度に策定した「団体事務局見直し基準」に基づき、事務を進めてきたところ

です。基準策定段階では対象団体が８１団体でしたが、平成 30年 9月 30日

現在、今後も協議を進めていく団体は１６団体となっています。これら１６

団体につきましては、公共性・公益性が高く、市行政との関連も深い団体と

なっています。そのため、平成２９年度中に未協議の団体や協議中の団体に

ついては協議自体ができていない、または協議の進展が見込めない状況とな

っています。今後につきましても、各団体の理解と協力を得ることが不可欠

であることから、所管課において丁寧な説明をしてまいります。」でござい

ます。 

次に、「整理番号１９の職員提案制度の推進」でございます。 

質問については、「業務改善提案にはどんなものがありましたか。コスト

削減につながった提案はありませんでしたか。業務改善意欲を駆り立て・維



１１ 
持させる方策のひとつとして「ちょっとした」ことを「褒める」仕組みの導

入も一考だと思いますが。」でございます。担当課の回答については、「コ

ピー用紙の削減に寄与する提案【例：セキュアプリント機能（※パソコン上

で印刷命令を行った後に、印刷機で承認を行うと印刷がされる機能）の利用

等により無駄な印刷を削減する】等、小さいものですが、コスト削減に寄与

する提案がございます。また、「褒める」仕組みの導入につきましては、毎

年度、優れた提案について、内部の審査委員会による選定を経て、市長から

褒賞を行う仕組みがございます。」でございます。 

次に、「整理番号２０の研修の充実による人材育成の推進」でございま

す。質問については、「自主研究グループ活動の支援として、自主研究グル

ープはあるのですか。そのグループの活動内容を教えてください。」でござ

います。担当課の回答については、「自主研究グループは、年度によって活

動しているグループがある年度とない年度があります。平成３０年度は、２

つのグループが活動しています。１つ目のグループの活動内容は、高い住民

サービスの提供を維持するため、総合窓口業務における今後の方策について

検討し、職員提案制度を利用して業務の運用方法等についての提言を行うこ

とです。２つ目のグループの活動内容は、保健師の資質向上を図るため、感

染症予防について知識習得、資料作成及び訓練実施を行うことです。」でご

ざいます。 

次に、「整理番号２３の女性職員の管理職への登用推進」でございます。 

質問については、「女性職員を対象としたキャリアアップ研修では、どの

ようなことを実施していますか。１日とか、２～３日の集合研修のみ実施で

あるならば業務の「課題」を半年かけて実施する実務型「課題研修」も一考

する必要があるとも考えますが。」でございます。担当課の回答について

は、「女性職員キャリアアップ研修は２部構成の集合研修となっておりま

す。一部では、ロールモデルである女性管理職職員を講師として、自身の経

験をもとに仕事と家庭の両立、女性職員が活躍していく必要性、リーダーと

してのやりがいなどについて講演を行い、参加者の意識啓発を図っておりま

す。また、二部では、参加者がグループに分かれて、仕事への取り組み方、

仕事と家庭の両立などについて話し合い、悩みの共有や解決方法の意見交換

などを行い、参加者間の情報共有化を図っております。「課題研修」につき

ましては、既に男女問わず若手職員を中心として毎年「政策形成能力向上研

修」を実施しております。「政策形成能力向上研修」では約９ヶ月間に渡

り、多様な行政需要へ適切に対応するために必要とされる問題を深く考察

し、新たな視点や柔軟な発想によって政策案を企画し、これを効果的に提案

していく能力を養成するものとなります。」でございます。 

次に、「整理番号２４の時間外勤務の削減」でございます。質問について

は、「時間外業務の削減の目標を達成するためには、更なる対策が必要だと

考えますが、どのような対策を考えていますか。時間外勤務の削減は、人事

課の取組みだけでなく、各所属が我がこととして主体的、自主的に取組むこ

とが重要ですので、各所属で実施した取組みの中で他の部課所が取組んだ方

がよい事例がありましたか。」でございます。担当課の回答については、

「ゆう活の一環として、業務終了時にその日の時間外勤務の内容、終了予定

時間を所属長に口頭で報告する夕礼を実施し、一定の成果があったため、ゆ

う活期間終了後も継続実施することとしました。また、各所属ごとに上期・

下期で事務改善のテーマを設定し、業務効率改善に取り組んでいるところで

す。」でございます。 

 基本方針２の説明につきましては、以上でございます。 
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議長（浅野委

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 

 

 整理番号１８の団体事務局の見直しについて、事前質問に対する回答にお

いて、協議自体ができていない、または協議の進展が見込めない状況とあり

ますが、こちらについて、詳細説明をお願いします。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

記載させていただいたとおり、未協議団体等については、公共性・公益

性が高く、市と関連が強いため、事務局の移管に関する進捗を図ることが難

しい状況です。 

 

加藤委員 

 

必要な団体の事務局を無理に移管することは望ましくないと思います。

進捗が見込めない項目であれば、取組の見直しを行ったらどうでしょうか。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

取組み達成か実施見直しかを含めて、検討します。 

斎田委員 

 

整理番号１７の行政評価システムの推進について伺います。政策評価の

実施時期を変更していますが、１回しか実施しないのでしょうか。平成３０

年度から平成３２年度までの評価をやらない理由はなんでしょうか。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

はじめに、行政評価の仕組みについてご説明いたします。政策、施策、

事務事業から構成されており、施策評価については、毎年度、本委員会と同

様、外部委員会の審議、評価を行っております。なお、事務事業評価と同様

に、公開もしているところです。政策評価については、毎年度等ではなく、

次回の総合振興計画の改訂に合せて行い、ご意見等を直接反映させることが

効果的と考えたことから、時期の見直しを行ったものです。 

 

議長（浅野委

員長） 

 

整理番号２０の研修の充実による人材育成の推進及び整理番号２３の女

性管理職への登用推進については、重複する部分がありますね。 

事前質問一覧表に記載されている自主研究グループについて、この活動は

時間外に行われているのでしょうか。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

お見込みのとおりです。 

議長（浅野委

員長） 

 

業務時間内の実施ができないこと、働き方改革等により、時間外に実施

する自主研究グループとしているのでしょうが、インセンティブはあるので

しょうか。人材育成の推進につながると考えます。なお、東京都庁において

は、補助金がでる仕組みがあると聞いております。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

当市も同様に図書購入費、旅費などに対して、補助金の交付制度がござ

います。 

議長（浅野委

員長） 

 

 他にご意見等が無いようでしたら、次に進めます。 

「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。 
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事務局（松橋

主事） 

 

資料１ ６ページでございます。 

 基本方針３の健全な財政運営でございます。 

 ２３項目のうち、ＡＡ評価を含むＢ評価以上の項目が２０項目でございま

して、概ね順調に進捗しているところでございますが、一方でＣ評価となり

ましたのが３項目でございます。 

はじめに、Ｃ評価となった項目についてでございます。 

まず、「整理番号２８の財政指標（経常収支比率・実質公債費比率）の目

標値の設定」でございます。資料２では、５５ページ・５６ページでござい

ます。こちらにつきましては、実質公債費比率は目標を達成できたが、経常

収支比率は目標達成には至らなかったことからＣ評価としたものでございま

す。 

次に、「整理番号４４のふるさと納税の受入れ推進」でございます。資料

２では、９１ページ・９２ページでございます。こちらにつきましては、イ

ベントでのパンフレット配布、前年度寄附者への働きかけ等により、ＰＲに

努めたが、目標値の半分に満たなかったことからＣ評価としたものでござい

ます。 

次に、「整理番号４８の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。資料２では、９９ページ・１００ページで

ございます。こちらにつきましては、昨年度から全体的に進捗しているが、

上半期においては、関係所管課との協議回数が少なかったことなどから、Ｃ

評価としたものでございます。 

続きまして、「実施計画を変更した項目」でございます。 

「整理番号４５の産業基盤の整備による自主財源の確保」でございます。

資料２では、９３ページ・９４ページでございます。変更箇所につきまして

は、年度別実績、財政効果額の積算方法、財政効果額合計でございます。 

 変更理由につきましては、「一度企業誘致を行った企業は操業を続ける限

りは固定資産税等を納付し続ける点から、奨励金等の交付が終了しても操業

が続いている場合はその納税額を財政効果としてあげることが適切と考えら

れることから、積算方法の修正を行い、平成 29年度から平成 33年度までの

財政効果額の見直しを行った。」でございます。 

続きまして、「事前質問を頂いた項目」でございます。Ａ３横の資料、

「事前質問一覧表」の裏面２ページをご覧ください。 

 まず、「整理番号４０の市税・国民健康保険税の収入未済額の圧縮」でご

ざいます。質問については、「国民健康保険税について、収納率がさほど変

化をしていませんが、収入未済額が大幅に増加していますが、その理由はな

んですか。」でございます。担当課の回答については、「調書別表の平成３

０年度目標に記載した収入未済額は、平成３０年９月３０日時点の数値で

す。そのため、納期限が未到来の税額も含むことから、数値が大きくなって

おり、年度末にかけて、収入未済額が減少していくことになります。」でご

ざいます。 

次に、「整理番号４４のふるさと納税の受入推進」でございます。こちら

は、２名の委員から３つの質問を頂いております。１つ目の質問について

は、「久喜市は特産物や観光地としての「売り」が少ない中”ふるさと納税

の受入れ推進”に努力されていらっしゃることを「久喜市ホームページ」等

で拝見しています。確認ですが、実質寄附金額＝ふるさと納税金額―業務代

行手数料と理解してよいのでしょうか。例１）1,370,361 円（68％）＝

2,030,000 円－  659,639 円（32％）【平成 30 年 9 月 30 日時点】、例２）

1,272,833 円（37％）＝3,445,000 円－2,172,167 円（63％）【平成 29 年度

実績】、「久喜市ホームページ」上に業務代行手数料は記載しないのでしょ
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うか。実質寄附額を明記しないのでしょうか。」でございます。担当課の回

答については、「本市においては、寄附拡大を図るため、ふるさと納税ポー

タルサイトの活用や返礼品の送付の取組を実施していることから、業務代行

手数料等が発生しており、市への歳入としては、寄附金額から手数料等を差

し引いた金額となるところです。なお、手数料等については、寄附額の約

10％の手数料（業者により異なる）及び、郵送料を含む商品代金となってお

り、概ね一定となります（質問の例１では、9 月 30 日時点での寄附額から

その時点での支払済手数料等を引いているため、割合が異なっておりま

す）。市の HP への掲載については、当制度を活用し本市を応援していただ

いた件数や金額等を示すことにより、ふるさと納税の PR を兼ねて実施して

おりますので、現時点では、業務代行手数料を掲載することは考えていない

ところです。」でございます。２つ目の質問については、「寄附金の使い道

は５つの分野（１福祉事業、２環境事業、３教育事業、４観光事業、５街づ

くり事業）を提示されていますが、寄付してくださる方は、具体的に何に

（見える化）使われたか興味があると思います。希望する分野がそれぞれ異

なると思いますが、「今年は１福祉事業の何々（見える化）に活用しまし

た」「昨年は２環境事業の何々（見える化）に活用しました」等と久喜市ホ

ームページ上や前年寄付してくださった方にご案内の際に明記されたら「活

かされている寄附」になり気持ちが動かされるのではないでしょうか。」で

ございます。担当課の回答については、「現在、多くの自治体で返礼品を導

入したふるさと納税の取組を実施している一方で、国では、ふるさと納税の

さらなる活用として、ふるさと納税を活用する事業の趣旨や内容、成果をで

きる限り明確にする取組を推進しています。今後のふるさと納税の推進にあ

たりましては、寄附者の共感が得られるよう「使い道」を明示することも検

討していく必要があると認識しているところです。他自治体の事例等を参考

に、引き続き調査・研究してまいります。」でございます。３つ目の質問に

ついては、「計画と実績との間に大きな乖離がありますが、その原因、要因

は、何だと考えていますか。目標計画達成するためには、抜本的な対策が必

要だと考えますが、どのような対策を考えていますか。加えて、新たな業務

代行者の検討結果はどうなりましたか。」でございます。担当課の回答につ

いては、「多くの寄附者においては、インターネット上のふるさと納税ポー

タルサイトを活用されているところですが、依然として返礼品を目的にふる

さと納税をされる方が多い傾向が続いております。このポータルサイトにお

いて、返礼割合の高い豪華な返礼品や、肉や海産物をはじめとした人気の返

礼品を取りそろえる自治体に寄附が集中していることが、本市のふるさと納

税が低調である要因と考えております。また、本市の代行業者のポータルサ

イトの閲覧件数が、他社と比較し非常に少ない状況であったため、サイトを

通じた本市のふるさと納税のＰＲが、効果的にできていなかったことも、要

因のひとつと考えております。このようなことから、平成 30 年 3 月及び平

成 30年 10月から、新たなポータルサイトでの寄附受付を開始したところで

す。これにより、現時点で、前年度を上回る寄附をいただいている状況とな

っております。今後は国の法改正の動向を注視しつつ、これらのポータルサ

イトを活用し、地域の産品を活用した返礼品（例：「らき☆すた」を活用し

た返礼品など）などの拡充に努めてまいりたいと考えております。」でござ

います。 

次に、「整理番号４８のしずか館と栗橋公民館の統廃合の検討」でござい

ます。質問については、「検討の状況はどうなっていますか。ネックとなっ

ている課題はありますか。」でございます。担当課の回答については、「検

討の状況につきましては、今後の方針を決定するため、今までの経緯等を整
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理・情報共有を行ったうえで、現地を視察し、老朽化等の状況を確認したと

ころです。課題につきましては、受入れ先の栗橋公民館においては、しずか

館と同様に老朽化が著しく、耐震化工事が未実施であり、受入れ体制の整備

が必要であることです。」でございます。 

基本方針３の説明につきましては、以上でございます。 

 

議長（浅野委

員長） 

 

ただ今の事務局の説明について、ご意見等ございますか。 

 

久芳委員 整理番号４４のふるさと納税の受入推進について、東京、大阪、埼玉と

いった都市部は不利な状況であると思います。地方から都心に勤める・住む

といった場合が多く、自身の田舎にふるさと納税をする方が多いと思いま

す。また、被災地等にも寄附が集中すると思います。久喜市においては、目

玉となる返礼品、ＰＲの工夫を行わないと寄附者が集まらないと思います。

また、久喜市に実家があり、子供が東京等の他市に住んでいる場合が多いと

思いますので、その方々を対象にＰＲできるといいと思います。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

ＰＲの中身等について工夫をされたいというご意見とさせていただきま

す。 

久芳委員 久喜市だけではなく、都心の埼玉県の市町村は寄付者を集めることがと

ても難しいと理解していますが、良いアイディアがあるといいと思います。

よくニュースで聞く「肉」等の返礼品は検討しないのでしょうか。久喜市の

返礼品をすべて確認しましたが、魅力のある返礼品が欠けている気がしまし

た。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

確かに、他市町村では「肉」等を取り扱っているところもございます。

寄附額は集まると思いますが、法令の問題もあり、取り扱うことは難しいで

す。 

 

久芳委員 それでは、ＰＲ方法の１つの案ですが、例えば、インターネット、パン

フレットに掲載されている「梨」の写真について、時期等により大きくした

りすれば効果的ではないでしょうか。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

広告方法の見直しを検討されたいというご意見とさせていただきます。 

冨田委員 

 

同じく、ふるさと納税について、数値目標からも受入に焦点があたって

いるように思えます。久喜市の方が他市にふるさと納税した場合の流失金額

が記載されておりません。実際の赤字分はどのくらいなのでしょうか。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

１億円近い金額でございます。 

 

冨田委員 

 

受入金額よりも流失金額が問題だと思います。 

 

久芳委員 ふるさと納税という制度については、雇用が増え、関連業者の収益が上

がることで、国全体ではプラスとなると思います。 
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事務局（安藤

係長） 

 

国がふるさと納税制度を実施している限り、久喜市だけやめるというこ

とはできない状況です。返礼するのをやめた場合、ただ流失金額だけが増え

てしまうため、対応をしていかなければならないと考えます。 

 

長谷川委員 

 

魅力のある返礼品が必要だと思います。 

久芳委員 

 

 他の市町村のように返礼品を高価にするという考えも理解できます。 

事務局（松橋

主事） 

 

寄附額の３割を上限とするという基準があり、本市はその基準を遵守し

ております。 

大鹿委員 

 

 返礼品の取扱事業者は何社くらいあるのでしょうか。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

正確な数は手持ち資料がないため、お答えできませんが、２０社程度だ

と思います。 

大鹿委員 

 

 募集を行って新たな事業者は集まるものなのでしょうか。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

 担当が直接店舗に訪問、商工会を通じた活動を行う等で募集をしており、

集まっているというものです。 

加藤委員 

 

 先程少しお話のあったふるさと納税のポータルサイト、インターネット上

での掲載についてです。特定の商品を大きく表示すると事業者間の公平性の

問題が生じると思いますが、どうお考えでしょうか。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

 特定の商品がマスコミに取り上げられる等の予期せぬ周知は除き、ＰＲに

ついては、おっしゃるとおり、事業者の優劣、公平性の観点が必要になると

思います。 

 

加藤委員 

 

 公平性を鑑み、掲載を時期等でローテーションする方法もあると思いま

す。検討をお願いします。 

 

久芳委員  質問です。代行業者は全国の市町村のふるさと納税に関する業務を請負っ

ているのでしょうか。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

 その通りです。 

議長（浅野委

員長） 

 

 整理番号４０に係る事前質問についてですが、この項目のように上半期だ

けでは、十分な評価が実施できないものがあると思います。担当課の事務負

担を軽減、事務を効率化するという行政改革の本来の目的からも、年間で評

価するべきもの、半期で評価するもの等で仕分けをする必要があると思いま

す。 

 

加藤委員  整理番号４０については、年間評価で問題ないと思います。 
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事務局（松橋

主事） 

 

 行政改革に関する全体意見として、今後の運用に反映させたいと思いま

す。 

大鹿委員  整理番号４５の産業基盤の整備による自主財源の確保について、新たな産

業団地の選定を検討とありますが、近隣市では、企業が率先して進出してい

るように見えますが、久喜市はどのような状況でしょうか。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

 本市については、現在、新たな産業団地を開発する予定はございません。 

大鹿委員  近隣市では、特定の企業が率先して、開発、造成を行っていると聞いてお

ります。久喜市は、圏央道のジャンクションもあり優位な状況であることか

ら、積極的に推進していくことが必要だと思います。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

 久喜市は、清久地区・菖蒲地区において、産業基盤の整備を行ってきたと

ころですが、委員おっしゃるとおり、取組みを進めていくことが重要である

と認識しております。 

 

議長（浅野委

員長） 

 

ほかにございますか。 

 

（意見等なし） 

 

それでは、これまでいただいた意見につきまして、事務局にて担当課と調

整し、委員長、副委員長の確認の上、各実施項目の今後の取り組みに反映さ

せることとして、当委員会の意見としたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

 

（意見等なし） 

 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

 

 

２ 議  題 

（２）その他 

議長（浅野委

員長） 

 

 続きまして、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。 

 

（意見等なし） 

 

 事務局から、何かありますか。 

 

事務局（松橋

主事） 

 

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、本日の会議録の関係でございますが、今回の署名委員であります

委員長及び大鹿委員一任で、確定とさせていただきたいと存じます。 

次に、次回の委員会でございますが、平成３０年度年間実績のご審議を

頂く予定でございます。現時点では詳細な日程等は未定ですが、前年と同

様、８月頃となる見込みでございます。詳細が決まり次第、ご案内申し上

げますので、よろしくお願いします。なお、開催に当たっては、できるだ



１８ 
多くの委員にご出席いただけるよう、いくつかの日程で事前調整をさせて

いただきたいと思いますので、ご協力をお願いします。 

事務局からは、以上でございます。 

 

議長（浅野委

員長） 

 

以上で本日の審議を終了とします。進行を司会に戻したいと思います。

ご審議いただき、ありがとうございました。 

 

３ 閉  会 

事務局（安藤

係長） 

浅野委員長、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、長時間にわたりご審議いただきましてありがとうございます。 

 以上を持ちまして、平成３０年度第２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３１年３月４日 

委員長  浅野 和生 

委 員  大鹿 浩彰 

 

 


