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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１回久喜市行政評価委員会を開催さ

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、４月１日付け人事異動に伴いまして、事務局職員の異

動がありましたので、紹介をさせていただきます。 

 はじめに、総務部長の増田でございます。 

 企画政策課行政管理係長の栗原でございます。 

 同じく行政管理係主任の蓮実でございます。 

同じく企画政策係担当主査の斉藤でございます。 

最後に、企画政策課長の関口でございます。どうぞ、よろしくお願い申し上

げます。 

 

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８人中、出席委員８名でございます。本委員会は、久喜市行政評価委員

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。 

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いただ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、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、一部の委員さんには、９月１２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当たりまして、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、次回、１０月２７日（木）開催予定でございます、第２回久喜市行政評価

委員会におきまして、ご持参いただきますようお願いします。 

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。 

まず、事前にお配りいたしました資料でございますが、 
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・次第 

・冊 子   久喜市総合戦略（概要版） 

・資料１  久喜市の施策評価について 

・資料２ 平成２８年度施策評価結果の概要 

・資料３ 評価結果一覧表 

・資料４ 平成２８年度施策評価シート 

・資料５ 総合戦略ＫＰＩ一覧 

 

また、本日、委員の皆様のお席に第２回久喜市行政評価委員会開催のご案内

を配布させていただいております。 

以上でございますが、ここまでご質問や不足等はございませんか。 

 

 （質問、不足等無し） 

 

司会（関口

課長） 

 それでは、開会にあたり、大島委員長からご挨拶を頂戴したいと存じます。 

 大島委員長、よろしくお願いいたします。 

 

大島委員長 （委員長あいさつ） 

 

司会（関口

課長） 

ありがとうございました。 

それでは、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、久喜市行政評価委員会条例第７条の規定に基づ

きまして、委員長に議長をお願いしたいと思います。 

それでは、大島委員長、よろしくお願いいたします。 

 

大島委員長 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、署名をもって確定をしております。 

今回の署名委員につきましては、名簿順ですと、桂田委員にお願いしたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

 

 （異議無し。桂田委員、了承） 

 

大島委員長  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。 
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２ 議題 

（１）平成２８年度施策評価結果について（平成２７年度実施施策） 

大島委員長 それでは、本日の議題に入りたいと思います。 

議題（１）平成２８年度施策評価結果（平成２７年度実施施策）について 

を議題といたします。 

最初に、「久喜市総合戦略」について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 

（斉藤担当

主査） 

（久喜市総合戦略について説明） 

 

 

大島委員長 ただ今の事務局の説明について、ご質問等はございますか。 

 

岡田委員 ４つの基本指標があり、ＫＰＩが基本指標ごとに設定されていますが、基本

指標については、現状値のみが示されています。 

久喜市総合戦略の最終年度が平成３１年度となっていますので、一般論で言

えば、それぞれの基本指標について、平成３１年度までの達成水準が設定され

るものだと思いますが、設定されていないようです。 

このことについては、何か意図があるのでしょうか。概要版の冊子には示さ

れていないだけなのでしょうか。 

 

事務局 

（斉藤担当

主査） 

本編におきましても、基本指標については、目標設定をしておりません。 

概要版に記載があるとおり、現状値の増加や維持という表記とさせていただ

いているところでございます。 

 

岡田委員 そのことについて、何か理由はあるのでしょうか。 

 

事務局 

（斉藤担当

主査） 

実際にどの程度の目標設定をするかということは困難であることから、現状

値とさせていただいているところです。 

 

岡田委員 検討したができそうもないということで、あえて設定しなかったという理解

でよろしいのですね。 

 

事務局 

（斉藤担当

主査） 

維持するということが一つの目標であるという考えで、現状値を記載してい

るところでございます。 

 

岡田委員 各基本指標については、平成３１年度終了時点での達成水準は設定していな

いということでよろしいのですね。 
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事務局 

（斉藤担当

主査） 

具体的な数値の目標につきましては、設定しておりません。 

例えば、基本目標１の基本指標「市内事業所数の維持」につきましては、現

状値である５，１６２事業所を維持していくという考え方でございます。 

 

岡田委員 その確認をしたかったものですから、ありがとうございます。 

 

大島委員長 よろしいですか。 

他にご意見等ございますか。 

 

安部委員 基本目標３について、項目の中で、「結婚・出産・子育ての切れ目のない支

援」とありますが、市内においては、出産できる病院がありません。 

そういったことを取組みの中で踏まえているのか。また、その点について、

どう考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

産めよ増やせよ、と言っても、市内では産む場所が無く、他の市町村へ行か

なければ産むことができない現状があります。 

この点についても、どのようにお考えなのでしょうか。今後病院について

も、どのように考えているのか伺います。 

 

事務局 

（斉藤担当

主査） 

久喜市総合戦略の策定に当たりましては、各事業を所管する庁内の各課へ照

会し、調整しながら策定したところでございます。 

照会や調整の中では、子どもを産む場所についての、例えば産婦人科の誘致

等はございませんでした。 

久喜市総合戦略では、今年度から開始しました、男性を対象とした不妊治療

費の助成、地域子育て支援センターやファミリー・サポート・センターの運営

等につきまして、取組みとして盛り込んでいるところでございます。 

 

安部委員 病院のことに関しては、この久喜市総合戦略には盛り込まれていないという

ことですね。 

現実として、近隣の市町への受け入れを希望しても、空きがなく、さいたま

市の病院しかないという場合もあります。 

例えば、新久喜総合病院での実施ですとか、そういった産む場所を作ってい

くことにも取り組んでいただきたいと思います。 

 

大島委員長 よろしいですか。 

他にご意見等ございますか。 

 

大島三栄子

委員 

基本目標４のＫＰＩで「８０歳以上の方のデマンド交通の利用人数」が設定

されていますが、デマンド交通とはどういうもので、利用者数はどれくらいい

らっしゃるのでしょうか。 
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事務局（栗

原係長） 

市内循環バスにつきましては、主に久喜地区で運行しており、停留所があ

り、定時運行しているものでございまして、デマンド交通につきましては、菖

蒲地区、栗橋・鷲宮地区で運行しており、事前に登録し、予約に応じてエリア

内で運行している乗り合いの交通でございます。 

市全体の利用者数については、現在資料を持ち合わせておりませんが、８０

歳以上の利用者数につきましては、平成２７年度は５，７５４人でございま

す。 

 

大島三栄子

委員 

久喜地区では見かけないので、どのようなものなのか、お伺いしました。 

久喜地区は、市内循環バスが運行されているのですね。 

 

事務局（栗

原係長） 

そうです。市内循環バスは、菖蒲地区、鷲宮地区の一部も運行しております

が、基本的には久喜地区で運行しております。 

 

大島三栄子

委員 

平成３１年度までに、久喜地区でもデマンド交通が運行される予定はあるの

でしょうか。 

 

事務局（関

口課長） 

デマンド交通と市内循環バスの関係でございますが、現時点では、現状の体

制を継続いたしまして、久喜地区では市内循環バスを、菖蒲地区、栗橋・鷲宮

地区ではデマンド交通を運行していくものでございます。 

 

大島委員長 よろしいですか。 

他にご意見等ございますか。 

 

田中委員 基本目標１のＫＰＩに「空き店舗の活用件数」とありますが、これについ

て、ご説明いただきたいと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

こちらにつきましては、市内の商店におきまして、１か月以上経営されてい

ない空き店舗を、一定の条件はございますが、新たに経営を希望する事業者の

方に、活用していただくものでございます。 

 

田中委員 空き店舗の活用希望者は多いのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

平成２８年の２月から開始した事業でございまして、平成２８年度につきま

しては、市の想定を上回る活用希望が寄せられております。 

 

田中委員 久喜市内だけに限ることではありませんが、近隣の商店には、空き店舗が増

加してきており、後継者問題ですとか、事業形態の変化ですとか、小規模商店

をめぐる状況というのは、非常に厳しい環境にあります。 

やむを得ず商売を辞めてしまうという方が増えていると感じています。 
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辞める方に理由を伺いますと、後継ぎがいないですとか、将来の見込みがな

いですとか、悲観的な材料が多いように思います。 

活用できるのは、市内からの希望者が対象なのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

活用希望者は、市内・市外を問わず、久喜市内の空き店舗を活用して事業を

行いたいという方が対象でございます。 

 

田中委員 安心して働けるまちということで、私がまちづくりにおいて危惧しているこ

とは、商店街機能が無くなってしまうのではないかということです。非常に厳

しい環境にあると思います。 

若い方が久喜市に住んで買い物ができる環境を整えることにおいて、どのよ

うなことが一番理想的なのかを考えたときに、例えば、工業団地にお勤めの方

は、駅ロータリーからバスによる企業までの往復で、駅前の商店にあまり立ち

寄ることが無いように思いますので、街の中を回遊できるようなまちづくりを

していくなど、根本的なことを考えていく必要があると考えています。 

久喜市の魅力の一つでもある祭りを地元で支える商店の方が、厳しい状況に

ある中で、なんとかしなければと苦慮している状況にあります。 

そういったことも、安心して働けるまちですとか、若い人に選ばれるまちと

いうことにつながっていくものだと思います。 

 

大島委員長 よろしいですか。 

他にご意見等ございますか。 

 

加藤委員 岡田委員もおっしゃってましたが、久喜市総合戦略の中の基本指標に、数値

的な目標が無ければ、ＰＤＣＡサイクルが回らないのではないかと思います。 

ＫＰＩには具体的な目標がありますのでＰＤＣＡサイクルが回るのですが、

基本指標については、ＫＰＩを達成することで、改善するのかしないのか、具

体的な数値目標があって、次年度に向かって何をどうすれば基本指標が改善し

ていくのかということが見えません。 

今後、基本指標について、どのようにＰＤＣＡサイクルを回していくのでし

ょうか。 

 

大島委員長 基本指標に対して、目標設定がされるべきということですね。 

 

岡田委員 基本指標は成果指標で、ＫＰＩは先行指標であると思います。 

基本指標（成果指標）にぶら下がるのがＫＰＩ（先行指標）だと思います

が、その点の関連付けがなされていないようです。 

１から４まである基本目標の評価について、何を指標として見ていくのか、

ＰＤＣＡのＣのチェックの確認を、まずは基本指標（成果指標）で見ていき、

その後ＫＰＩ（先行指標）を見ていくのですが、そこが関連付けられていない
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ように思います。 

よって、ＰＤＣＡサイクルが回らないのではないかという加藤委員のご意見

はよくわかります。 

ただ、事務局としては、設定していないことから、答えようがないのではな

いかと思います。 

戦略というのは、ローリングしていくということが当たり前ですので、欠け

ているパーツが見つかったらそれを補いながら、この場合、基本目標の基本指

標について、最終年度の平成３１年度までの達成水準を設定することと、そこ

からさかのぼって年度ごとのマイルストーンを設定すること、また、基本指標

とＫＰＩの関連付けをしてツリー構造としていくことが必要なのだと思いま

す。 

そうしないと、説明する側も非常に難儀してしまうと思います。 

細かな施策ごとにＰＤＣＡサイクルを回していこうというように見えてしま

います。 

事務局では、今お答えは持ち合わせていないと思いますので、今後、ローリ

ングしていく中で設定したほうが良いと思います。 

 

大島委員長 この場は、ＰＤＣＡサイクルのチェックの場でありますので、何らかの形で

成果指標である基本指標の達成水準をチェックしてしておいた方が良いという

ことだと思います。でないと、評価のしようがないということですね。 

この点については、本日準備不足だと思いますので、次回までに岡田委員、

加藤委員の意見を踏まえて、事務局で考えていただきたいと思います。 

他にご意見等ございますか。 

 

安部委員 基本目標１のＫＰＩに「耕作放棄地解消面積」とありますが、耕作放棄地の

解消のために、誰が主体となって対策していくのでしょうか。 

また、現在、鷲宮地区におきましては、すごい勢いで水田が売られていま

す。私の知り合いの近所では、広い範囲で水田が売り出されていて、業者の方

が開発して、水田が無くなってしまっている状況があります。 

市内の他の地区ではこういったお話を聞くことはなく、鷲宮地区だけ開発さ

れている状況のようです。 

耕作放棄地を解消するために、具体的にどのようなことをしていくのでしょ

うか。開発することも耕作放棄地を解消することですから、この点についてお

伺いしたいと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

この項目につきましては、耕作放棄地の地主の方に、市から、以前のように

耕作していただくことをお願いすることで、耕作放棄地の解消に取り組んでい

るところでございます。 

開発の関係につきましては、ただ今資料を持ち合わせておりませんので、申

し訳ありませんがお答えすることができません。 
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安部委員 開発に関して、市としての基本的な姿勢はどのようなものなのでしょうか。 

市として、全地区で一貫した開発がされていないのではないかと感じていま

す。 

乱開発につながることの無いように、どのような指導、体制づくり等をされ

ているのでしょうか。 

 

事務局（関

口課長） 

開発の関係につきましては、担当課に確認させていただきますが、申し訳あ

りませんが、本日ご審議いただくこととは異なりますので、ご理解いただきた

いと存じます。 

 

大島委員長  今後、審議が進めばこういった議論にもなるかと思います。 

 久喜市総合戦略の全体的なこととして、他にご意見等ございますか。 

 

  （意見等無し） 

 

大島委員長 他になければ、次に、平成２８年度施策評価結果について、事務局から説明

をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

それでは、平成２８年度の施策評価結果につきまして、資料１の久喜市の施

策評価について を基にご説明させていただきたいと存じます。 

 施策評価結果につきましては、昨年度も本委員会におきましてご審議いただ

いたところでございます。 

 本日の説明では、主な改正点を中心にご説明申し上げます。 

 それでは２ページの、３として、施策評価の実施についてご説明申し上げま

す。 

 施策評価の実施に当たりましては、総合振興計画との連携を考慮し、総合振

興計画の進捗管理ツールとして導入するものとしたところでございます。 

 具体的には、総合振興計画前期基本計画の成果指標を、そのまま施策評価の

成果指標として、その達成度を測るとともに、施策の課題や今後の方向性を導

き出す構成としているところでございます。 

 平成２６年度から、総合振興計画運用初年度である平成２５年度実施施策を

対象として評価を実施し、各施策の進捗度合いを検証しており、３年目である

平成２８年度施策評価もこれまでと同様に、施策評価を総合振興計画の進捗管

理ツールとして活用を進めてまいります。 

併せて、平成２８年３月に策定しました「久喜市総合戦略」につきまして

は、総合振興計画に基づきながら、地方創生に関する基本的な考え方と施策の

方向を表したものであり、この進捗管理については、総合振興計画と一体的に

行うことが効果的、効率的と考えられます。 

そのため、総合振興計画の進捗管理ツールである施策評価シートに総合戦略
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の視点を盛り込み、評価を実施することで、総合戦略の進捗管理を行っていく

ものと考えているところでございます。 

 続いて、３ページをご覧いただきたいと存じます。 

 ２．評価シートの見方でございます。 

 施策評価シートは、昨年の様式に若干変更を加え、２面６部構成となってお

りまして、６つの部分ごとに分けて、その中で特に説明が必要と思われる点に

つきまして、ご説明申し上げます。 

 まず、１．施策概要欄でございます。こちらは、施策に関する基礎的な情報

の記入欄となっています。 

 こちらの中では、④細施策と⑤所管部課についてご説明申し上げます。 

 総合振興計画前期基本計画では、施策の実現のために、より具体的な取組内

容を設定しており、施策評価においては、これを細施策としております。 

 例示した「農業の振興」には、ご覧いただいています６つの細施策が設定さ

れているところでございます。 

 次に、⑤所管部課でございます。 

 施策を所管する部課名の記入欄でございます。総合振興計画の策定段階にお

いて、各施策に担当課を定めています。 

 事務事業評価が予算事業を単位として評価し、基本的には１つの課、あるい

は本庁担当課とそれに対応する支所担当課の組み合わせで完結することに対

し、施策には、施策担当課と異なる部課が所管する事務事業がぶら下がる場合

があります。 

 評価に当たりましては、他部課が所管する事務事業の内容も含め、施策担当

課が施策全体を総括して評価することになるものでございます。 

 次に、４ページ、２．施策の結果欄でございます。こちらは、施策の実施結

果を整理する欄となっております。 

 こちらでは、成果指標につきましてご説明申し上げます。 

 まず⑥、指標名でございます。 

 こちらは評価対象施策の成果指標名称の記入欄となっています。総合振興計

画前期基本計画におきまして各施策に設定された成果指標を、そのまま施策評

価の成果指標としているものでございます。 

 次に、⑦平成２９年度目標値でございます。総合振興計画前期基本計画の成

果指標において、平成２９年度目標値として設定した目標値を、そのまま施策

評価における平成２９年度目標値としているものでございます。 

 次に、⑧平成２５年度から平成２８年度の目標値でございます。総合振興計

画前期基本計画から転記した⑦平成２９年度目標値を前提として、平成２５年

度から平成２８年度までの目標値を設定しているものでございます。 

 次に、⑨実績値、達成率でございます。各年度の成果指標の実績値とその達

成率の記入欄となっています。平成２８年度施策評価では、平成２５年度から

平成２７年度の実績値、達成率が記入されております。データなしなど達成率

を算出しない指標については、「－」バー表示としております。 
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 次に、５ページ、３．総合戦略との関連欄でございます。こちらは、総合戦

略で設定された、重要業績評価指標（ＫＰＩ）の実施結果を整理する欄となっ

ており、今回、新たに加えた項目でございます。 

このＫＰＩは、資料５ 総合戦略ＫＰＩ一覧にあります指標が、施策評価シ

ートのいずれかにぶら下がることとしており、１つの施策に関連するＫＰＩが

４つ以上ある場合は、関連度が強いと考えられる上位３つまで記入することと

しております。 

こちらでは、⑫基本目標から、⑯平成２７年度から平成３０年度の目標値に

ついての５項目について、ご説明申し上げます。 

⑫基本目標、⑬ＫＰＩ番号、⑭ＫＰＩ名称でございます。こちらにつきまし

ては、資料５ 総合戦略ＫＰＩ一覧に記載されている各指標が、各施策評価シ

ートのいずれかにぶら下がることとなっていることから、そのぶら下がった指

標が属する施策評価シートに内容を記載することとしております。 

次に、⑮目標値でございますが、こちらにつきましては、資料５にございま

す、久喜市総合戦略において設定した、平成３１年度目標値を記載していま

す。 

次に、⑯平成２７年度から平成３０年度の目標値でございます。久喜市総合

戦略から転記した⑮平成３１年度目標値を前提として、平成２７年度から平成

３０年度までの目標値を設定しています。 

次に、６ページ、４．施策の目標達成度、主要課題、今後の方向性欄でござ

います。こちらは、施策の実施結果を基に、施策の目標達成度と今後の方向性

を導き出す欄となっております。 

 こちらでは、⑰施策の目標達成度から⑲今後の施策の方向性の３項目につい

て、ご説明申し上げます。 

 ⑰施策の目標達成度でございます。⑨実績値、達成率記入欄で明らかになっ

た数値を基に、施策の目標達成度を総合的に判定するものでございます。 

 ⑱施策の主要課題でございます。施策の実施結果や目標達成度から、目標値

の達成や、より効果的な施策実施に向けた課題や改善点を明らかにするものと

しております。 

 ⑲今後の施策の方向性でございます。施策の実施結果、目標達成度、施策の

主要課題などを踏まえ、今後の施策の方向性を導き出すものとしております。 

次に、７ページ、５．構成する事務事業欄でございます。こちらは、施策を

構成する事務事業を一覧表として整理し、施策の全体像を把握する構成として

います。 

 こちらでは、２つの項目についてご説明申し上げます。 

 ㉑総合振興計画への位置付けでございます。各所属所が所管する事務事業の

洗い出し作業において、各事務事業に整理番号を付番したものでございます。 

 付番に当たっては、総合振興計画への体系付けを判別しやすくするため、先

頭の３桁は、大綱番号－施策番号－細施策番号を表示することといたしまし

た。 



 12 

 例示した一覧の項番１「生産調整推進事業」は、先頭３桁が６１１となって

いますことから、大綱６－施策１－細施策１に関連する事務事業であることが

判別できるものでございます。 

 成果指標につきましては、成果指標への関連付けの有無について判別する欄

となっており、成果指標欄に表示された丸番号は、４ページ、施策の結果欄の

左端の項番に付された丸番号に対応しております。 

 例示した一覧では、７ページ表の項番８「農学経営安定推進事業」、項番 

１１「人・農地問題解決推進事業」は４ページの「施策の結果」の表にござい

ます、項番①「農業生産法人数」、項番②「認定農業者数」に対応しておりま

す。 

 次に㉒総合戦略への位置付けでございますが、構成する事務事業が、総合戦

略のＫＰＩに関連する事業の場合、記載することとしております。 

ＫＰＩ欄に表示された丸番号は、５ページ、総合戦略との関連欄と対応して

おります。 

 例示した一覧では、７ページの表にあります、項番１１「人・農地問題解決

推進事業」は、ＫＰＩの丸番号は④となっており、５ページの総合戦略との関

連欄にあるＫＰＩ番号④のＫＰＩ「耕作放棄地解消面積」、また７ページに戻

っていただきまして、項番１３「農産物ブランド化推進事業」は、ＫＰＩの丸

番号が③となっており、５ページの総合戦略との関連欄にあるＫＰＩ番号③の

ＫＰＩ名称「農作物ブランド認証件数」にそれぞれ対応しているものでござい

ます。 

次に、８ページ、６．行政評価委員会意見欄でございます。これまでの評価

内容は、行政の内部評価になるものでございますが、この内部評価に対し、行

政評価委員会の意見を付すものでございます。 

 評価シートの見方については、以上でございます。 

 

大島委員長  ただ今の事務局の説明について、ご意見等はございますか。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長  それでは、事務局は説明を続けてください。 

 

事務局（栗

原係長） 

続きまして、資料４ 平成２８年度施策評価シートをご覧ください。例とし

て、２ページをご覧ください。 

施策評価シートは２面構成としており、２ページ目の最下段に６番として行

政評価委員会意見欄を設けております。  

この行政評価委員会意見欄については、先程、評価シートの見方でもご説明

申し上げましたが、内部評価結果に対し、審議機関である行政評価委員会の意

見を付す欄でございます。 

事務局といたしましては、行政評価委員会における実務的な内容として、委
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員会審議により、この意見欄に意見を入れ込んでまいりたいと考えておりま

す。 

昨年度につきましては、限られた時間と情報の中で、すべての評価シートに

意見を入れ込んでいくことは難しいとの認識から、委員会意見欄は原則空欄と

し、特に意見がある施策について意見を付していく取扱いとしたところでござ

います。 

また、昨年度における審議の進め方についてでございますが、第１回委員会

におきましては、事務局から評価結果に関する傾向や特徴をご説明申し上げる

のみとし、実質的な審議は行わなかったところでございます。 

そして、続く第２回委員会におきまして、実質的な審議を行い、意見を入れ

込まない評価シートも含め、意見欄を確定するという手順により進めさせてい

ただいたところでございます。 

今年度につきましても、実質的な審議に入る前に、委員会意見欄の取扱いと

審議の進め方について、昨年度と同様の扱いとしてよろしいか整理させていた

だきたいと存じます。 

この２点について、ご審議をお願いいたします。以上でございます。 

 

大島委員長  ただ今、委員会意見欄の考え方及び本委員会の審議により委員会意見欄を確

定することについて、事務局の説明がありました。 

 昨年度の委員会では、委員会意見欄は原則空欄とし、特に意見のあるものに

ついて意見を付ける取扱いとし、また、審議の進め方として、第１回委員会は

事務局説明にとどめ、委員会意見欄は第２回委員会の審議により確定しており

ます。 

 本年度の取り扱いについても、昨年度と同様の方法により、確定することで

よろしいか、委員の皆様のご意見をお願いします。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長  それでは、昨年度と同様に、委員会意見欄は原則空欄とし、特に意見のある

ものについては意見を付す取扱いとし、また、審議の進め方として、第１回委

員会は事務局説明と質疑を行い、委員会意見欄は第２回委員会の審議により確

定する取扱いとしていきたいと思います。 

 それでは、引き続き事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

それでは、平成２８年度施策評価結果についてご説明申し上げます。 

 資料は主に資料２の平成２８年度施策評価結果の概要を基にご説明申し上げ

ます。 

 資料２の１ページから３ページに平成２８年度施策評価の全体的な数値を集

計・掲載してございます。 

 まず、１ 施策評価の概要でございますが、これまでも繰り返しご説明して
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おりますが、施策評価は、総合振興計画の進捗管理ツールとしての導入を目指

しており、具体的には、総合振興計画の施策を単位として評価を実施し、各施

策に設定された成果指標をそのまま施策評価の成果指標として評価するものと

してございます。 

 これにより、総合振興計画の進捗度合いを測る仕組みとしているものでござ

います。 

 次に、２ 評価結果の概要でございます。評価結果は、施策ベースと成果指

標ベースの２つの側面から集計をしてございます。 

 まず、（１）施策ベースの集計でございますが、総合振興計画の全４３施策

のうち、「目標を上回る」施策が７施策、割合にして 16.3%、「目標どおり」

の策が２４施策、割合にして 55.8%となり、全体では３１施策、割合にして

72.1%の施策が順調に進捗しております。 

 一方、「目標を下回る」施策が１２施策、割合にして 27.9%となり、想定し

た成果・進捗となっていない施策は 1施策減少しております。 

 なお、１ページ中段の表には、参考として平成２７年度施策評価の結果を２

段書きしております。 

 この平成２７年度施策評価との比較では、「目標を上回る」施策が増加した

一方、「目標どおり」と「目標を下回る」の施策がそれぞれ減少する結果とな

ったところでございます。 

 次に、（２）成果指標ベースの集計でございます。集計表は、２ページ中ほ

どにございますので、そちらをご覧いただきたいと存じます。 

 総合振興計画に設定された全１２０成果指標のうち、「達成率 100.0%以上」

である指標が７１指標（59.2%）、「90.0%以上 100.0%未満」が１９指標

（15.8%）、「80.0%以上 90.0%未満」が８指標（6.7%）、「70.0%以上 80.0%未

満」が１指標（0.8%）、「60.0%以上 70.0%未満」が７指標（5.8%）、「60.0%

未満」が４指標（3.4%）、「データなしなど成果指標全体では達成率を算出し

ない」指標が１０指標（8.3%）となりました。 

 達成率を算出しない成果指標を除き、成果指標単体で達成率を算出する 

１１０指標に限定した場合、「達成率 100.0%以上」である指標の割合が

64.5%、「90.0%以上 100.0%未満」の割合が 17.3%、「80.0%以上 90.0%未満」の

割合が 7.3%、「70.0%以上 80.0%未満」の割合が 0.9%、「60.0%以上 70.0%未

満」の割合が 6.4%、「60.0%未満」の割合が 3.6%となりました。 

 この結果から、達成率が概ね良好と判断される「達成率 100.0%以上」、

「90.0%以上 100.0%未満」、「80.0%以上 90.0%未満」の割合が、達成率を算出

する指標に限定した場合では約 89%となり、９割弱の指標では良好に進捗して

いることが確認されました。 

 平成２７年度施策評価との比較では、「達成率 100.0%以上」の指標が増加し

ている一方、「60.0%以上 70.0%未満」、「60.0%未満」の指標も増加している

ことから、課題・問題点を整理し、目標達成に向けた取組みをさらに進める必

要があります。 



 15 

 次に、（３）総合戦略ベースについては、重要業績評価指標（ＫＰＩ）を関

連する施策評価シートにおいて、進捗状況をまとめております。 

 総合戦略進捗状況につきましては、この後、各大綱別の進捗状況においてご

説明いたします。 

 次に、３ページに３ 全体傾向をまとめてございます。 

 まず（１）として施策評価結果の全体概要でございますが、施策ベースで約

３割の施策において想定した目標を達成していない状況です。また、成果指標

ベース（達成率算出指標限定）では、達成率が 80.0%に届いていない指標の合

計が約１割ありまして、進捗が遅れております。 

 達成率が 80.0%に届いていない指標については、目標未達成、進捗の遅れの

原因を検証し、今後の施策、事務事業執行に反映させていく必要があるところ

でございます。 

 続きまして、（２）平成２７年度施策評価結果との比較でございますが、施

策ベースでは、「目標を上回る」施策と「目標を下回る」施策がそれぞれ増加

した一方、「目標どおり」の施策が減少しております。 

 成果指標ベースでは、「達成率 100.0%以上」の指標が増加したことから、成

果指標の進捗が順調に進んでいる結果となりました。 

 今後は、前の項目で触れました達成率が 80.0%に届いていない指標の改善を

図りながら、前期基本計画残り２年間において、「全評価指標、達成率

100％」を目指し、施策・事務事業に取り組んでいく必要があります。 

平成２７年度施策評価結果の全体的な集計・傾向につきましては、以上でご

ざいます。 

 

大島委員長  ただ今の事務局の説明について、ご意見等ございますか。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長 それでは、大綱ごとに区切り、評価結果を審議していきたいと思います。 

まず、大綱１について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

それでは、大綱ごとに分けて評価の概要をご説明申し上げます。 

 資料は、資料２の４ページ以降を基にご説明申し上げます。資料３ 施策評

価結果一覧表は、施策ごとに成果指標と目標達成度を一覧にしたものでござい

ます。 

資料４は平成２８年度施策評価シートでございますが、本日は、資料２に基

づき、ご説明させていただきます。 

 それでは、改めまして資料２の４ページをご覧いただきたいと存じます。 

 始めに、大綱１「市民が参加し、地域コミュニティ豊かなまち」でございま

す。大綱１には、６つの施策、１０の成果指標が設定されています。 

 施策ベースでは、「目標を上回る」施策が１施策、「目標どおり」の施策が
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４施策、「目標を下回る」施策が１施策となっています。 

 成果指標ベースでは、達成率を算出しない２指標を除き、「達成率 100.0%以

上」が６指標、「達成率 80.0%以上 90.0%未満」が１指標となり、多くの指標

は順調に進捗していますが、残りの１指標は達成率が 64.5%にとどまり、進捗

に若干遅れが出ています。 

大綱１の概要説明につきましては、以上でございます。 

 

大島委員長  ただ今、大綱１について、事務局から評価結果等に関する説明がありまし

た。 

大綱１の施策評価シートや評価結果等について、ご質問等がありましたら、

発言を願います。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長  それでは、続いて大綱２につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

次に、大綱２「自然とふれあえる、環境にやさしいまち」でございます。大

綱２には、５つの施策、１０の成果指標が設定されております。 

 施策ベースでは、「目標どおり」の施策が２施策、「目標を下回る」施策が

３施策となっています。 

 成果指標ベースでは、「達成率 100.0%以上」が５指標、「達成率 90.0%以上

100.0%未満」が３指標、「達成率 80.0%以上 90.0%未満」が１指標となり、多

くの指標は順調に進捗していますが、残りの１指標は達成率が 66.2%に止ま

り、進捗に若干遅れが出ています。 

 大綱２に設定された施策の達成度及び成果指標ごとの進捗率につきまして

は、ご覧の表のとおりとなってございます。 

大綱２の概要説明につきましては、以上でございます。 

 

大島委員長 ただ今、大綱２について、事務局から評価結果等に関する説明がありまし

た。 

大綱２の施策評価シートや評価結果等について、ご質問等がありましたら、

発言を願います。 

 

大島三栄子

委員 

 大綱２施策２の「快適な生活環境の創造」の進捗状況について、指標となる

「公害に関する苦情処理件数」が平成２７年度は平成２６年度と同様に目標値

を下回っているのですが、施策全体の進捗状況については、平成２６年度は

「目標どおり」となっているのに対し、平成２７年度は「目標を下回る」とな

っています。 

 この点について、施策全体の達成状況の考え方は、総合的な判断だと思うの

ですが、担当部署によって異なるのでしょうか。 
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事務局（栗

原係長） 

 評価の基準につきましては、事務局からは具体的に示してはいなかったもの

ですから、バラつきが見られますので、今後、具体的な基準を示して整理して

まいりたいと考えております。 

 

大島委員長  相対的な評価であるということですね。 

 他にご意見等ございますか。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長  それでは、続いて大綱３につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

次に、大綱３「子どもから高齢者まで、誰もが安心して暮らせるまち」でご

ざいます。大綱３には、７つの施策、２７の成果指標が設定されております。 

 施策ベースでは、「目標を上回る」施策が３施策、「目標どおり」の施策が

３施策、「目標を下回る」施策が１施策となっています。 

 成果指標ベースでは、達成率を算出しない２指標を除き、「達成率 100.0%以

上」が２０指標、「達成率 90.0%以上 100.0%未満」が２指標、「達成率 80.0%

以上 90.0%未満」が２指標となり、多くの指標は順調に進捗していますが、残

りの１指標は達成率が 63.8%に止まり、進捗に若干、遅れが出ています。 

 大綱３に設定された施策の達成度及び成果指標ごとの進捗率につきまして

は、ご覧の表のとおりとなってございます。また、達成率を算出しない指標に

つきましては、特記事項として囲みにまとめております。 

 次に総合戦略の進捗状況ですが、「達成率 100.0%以上」が４指標となり、多

くの指標は順調に進捗していますが、残りの１指標は達成率が 0%という状況で

ございます。 

 大綱３の概要説明につきましては、以上でございます。 

 

大島委員長  ただ今、大綱３について、事務局から評価結果等に関する説明がありまし

た。 

 大綱３の評価シートや評価結果等について、ご質問、ご意見がある方は挙手

をお願いします。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長  それでは、続いて大綱４につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

次に、大綱４「心豊かな人材を育み、郷土の歴史文化を大切にするまち」で

ございます。大綱４には、８つの施策、２８の成果指標が設定されておりま

す。 

 施策ベースでは、「目標を上回る」施策が１施策、「目標どおり」の施策が
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３施策、「目標を下回る」施策が４施策となっています。 

 成果指標ベースでは、成果指標単体として達成率を算出しない５指標を除き

「達成率 100.0%以上」が１３指標、「達成率 90.0%以上 100.0%未満」が５指

標、「達成率 80.0%以上 90.0%未満」が１指標となり、多くの指標は順調に進

捗していますが、残りの４指標の達成率はそれぞれ 63.9%、44.4%、67.1%、

77.6%に止まり、進捗に遅れが出ています。 

 大綱４に設定された施策の達成度及び成果指標ごとの進捗率につきまして

は、ご覧の表のとおりとなってございます。また、達成率を算出しない指標に

つきましては、特記事項として囲みにまとめております。 

 次に総合戦略の進捗状況ですが、「達成率 70.0%以上 80.0%未満」が１指標

であります。 

 大綱４の概要説明につきましては、以上でございます。 

 

大島委員長  ただ今、大綱４について、事務局から評価結果等に関する説明がありまし

た。 

 大綱４の評価シートや評価結果等について、ご質問、ご意見がある方は挙手

をお願いします。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長  それでは、続いて大綱５につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

 次に、大綱５「安全で調和のとれた住みよい快適なまち」でございます。大

綱５には、８つの施策、２１の成果指標が設定されております。 

 施策ベースでは、「目標を上回る」施策が１施策、「目標どおり」の施策が

７施策となっています。 

 成果指標ベースでは、「達成率 100.0%以上」が１５指標、「達成率 90.0%以

上 100.0%未満」が５指標となり、多くの指標は順調に進捗していますが、残り

の１指標は達成率が 57.2%に止まり、進捗に若干遅れが出ています。 

 大綱５に設定された施策の達成度及び成果指標ごとの進捗率につきまして

は、ご覧の表のとおりとなってございます。 

 次に総合戦略の進捗状況ですが、「達成率 100.0%以上」が２指標、「達成率

90.0%以上 100.0%未満」が１指標となり、順調に進捗しています。  

また、達成率を算出しない指標につきましては、特記事項として囲みにまと

めております。 

大綱５の概要説明につきましては、以上でございます。 

 

大島委員長  ただ今、大綱５について、事務局から評価結果等に関する説明がありまし

た。 

 大綱５の評価シートや評価結果等について、ご質問、ご意見がある方は挙手
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をお願いします。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長  それでは、続いて大綱６につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

次に、大綱６「地域の産業が元気で、多彩な企業が集積する豊かなまち」で

ございます。大綱６には、６つの施策、１５の成果指標が設定されておりま

す。 

 施策ベースでは、「目標どおり」の施策が４施策、「目標を下回る」施策が

２施策となっています。 

 成果指標ベースでは、達成率を算出しない１指標を除き、「達成率 100.0%以

上」が６指標、「達成率 90.0%以上 100.0%未満」が３指標、「達成率 80.0%以

上 90.0%未満」が２指標となり、多くの指標は順調に進捗していますが、残り

の３指標は達成率がそれぞれ 0%、67.4%、50.0%にとどまり、進捗に若干の遅れ

が出ています。 

 大綱６に設定された施策の達成度及び成果指標ごとの進捗率につきまして

は、ご覧の表のとおりとなってございます。また、達成率を算出しない指標に

つきましては、特記事項として囲みにまとめております。 

 次に総合戦略の進捗状況ですが、「達成率 90.0%以上 100.0%未満」が２指標

となっておりますが、残りの３指標は達成率が 66.7%、0%、50%でございます。 

大綱６の概要説明につきましては、以上でございます。 

  

大島委員長  ただ今、大綱６について、事務局から評価結果等に関する説明がありまし

た。 

 大綱６の評価シートや評価結果等について、ご質問、ご意見がある方は挙手

をお願いします。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長  それでは、続いて大綱７につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

次に、大綱７「行財政を見直し、改革をすすめるまち」でございます。大綱

７には、３つの施策、９の成果指標が設定されております。 

 施策ベースでは、「目標を上回る」施策が１施策、「目標どおり」の施策が

１施策、「目標を下回る」施策が１施策となっています。 

 成果指標ベースでは、「達成率 100.0%以上」が６指標、「達成率 90.0%以上

100.0%未満」、「達成率 80.0%以上 90.0%未満」がそれぞれ１指標となり、多

くの指標が順調に進捗していますが、残りの１指標は、達成率が 63.8%にとど

まっており、進捗に若干遅れが出ています。 
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 大綱７に設定された施策の達成度及び成果指標ごとの進捗率につきまして

は、ご覧の表のとおりとなってございます。 

 次に総合戦略の進捗状況ですが、「達成率 100.0%以上」が１指標となり、順

調に進捗しています。 

 また、達成率を算出しない指標につきましては、特記事項として囲みにまと

めております。 

 大綱７の概要説明につきましては、以上でございます。 

 

大島委員長  ただ今、大綱７について、事務局から評価結果等に関する説明がありまし

た。 

 大綱７の評価シートや評価結果等について、ご質問、ご意見がある方は挙手

をお願いします。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長  それでは、議題（１）平成２８年度施策評価結果についての本日の審議は終

了とさせていただきます。 

 次回、第２回委員会におきまして、皆様からご意見等をいただきまして、評

価シートの委員会意見欄を確定していきたいと思います。 

 委員の皆様におかれましては、配布資料や事務局説明を参考として、第２回

委員会におきまして、ご意見等をいただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 それでは、次の議題に進ませていただきます。 

 

 

 

２ 議題 

（２）その他 

大島委員長  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。 

 

  （特に無し） 

 

大島委員長 事務局から、何かありますか。 

 

事務局（栗

原係長） 

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、会議録の関係ですが、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
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す委員長及び桂田委員一任で、確定とさせていただきたいと存じます。 

次に、次回の委員会の開催でございます。 

本日、配布させていただきましたご案内のとおり、１０月２７日（木）午後

２時、場所は市役所４階大会議室を予定しております。 

また、本日の資料を次回の会議で使用しますので、必ずお持ちくださるよう

お願いします。 

事前質問につきましては、ご案内にもございますが、１０月１７日（月）ま

でに、担当までご連絡をお願いします。 

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、次回、１０月２７日（木）開催予定でございます、第２回行政評価委員会

におきまして、ご持参いただきますようお願いします。 

以上でございます。 

 

大島委員長 

 

 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。 

 

  （質問等無し） 

 

大島委員長 

 

 以上で本日の議題は終了となります。 

 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。 

 以上で本日の議題は終了といたし、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） 

大島委員長、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、貴重なご意見ありがとうございます。 

以上を持ちまして、平成２８年度第１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。 

 

 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１０月２７日 

委員長 大島 邦夫 

委 員 桂田 恵子 

 

 


