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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２回久喜市行政評価委員会 

開 催 年 月 日 平成２８年１０月２７日（木） 

開 始 ・ 終 了 時 刻 午後２時００分から午後３時３０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 大島 邦夫 

出席委員（者）氏名 
大島 邦夫、安部 智代、大島 三栄子、岡田 善治、桂田 恵子、

加藤 武男、田中 吉長 

欠席委員（者）氏名 長島 一枝 

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 

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）平成２８年度施策評価について 

（２）その他 

３ 閉会 

配 布 資 料 ・次第 

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２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。 

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７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。 

それでは、開会に当たりまして、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、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。 
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 （異議無し。加藤委員、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。 

 

２ 議題 

（１）平成２８年度施策評価について 

大島委員長 改めまして、本日の議題に入りたいと思います。前回の会議から継続審議と

なっている平成２８年度施策評価結果を議題としていきたいと思います。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

それでは、ご説明させていただきます。 

前回の委員会におきまして、委員の皆様にお願いいたしました、施策評価シ

ートに関する事前質問はございませんでした。 

次に、前回の委員会におきまして、ご質問・ご意見をいただいた件について

ご説明させていただきます。 

最初に安部委員からご質問いただきました、鷲宮地区の開発の関係でござい

ます。 

鷲宮地区の市街化調整区域におきましては、都市計画法３４条第１１号の規

定に基づき、開発規制を緩和している区域を一部指定しております。 

主にアパートなどの共同住宅や分譲住宅の開発が行われているかと思います

が、これらの開発に伴い、周辺地域の交通上の問題や道路冠水の発生が懸念さ

れることから、市は条例及び審査基準の一部を改正いたしました。 

この改正では、建築できる用途が、居住の用に供する一戸建ての住宅のみと

することで、共同住宅の建築が出来なくなるほか、国道・県道・１級市道と呼

ばれる主要幹線道路に接続するための開発地域の道路の幅員について、これま

で0.3ha未満は幅4ｍ以上、0.3ha以上0.6ha未満は4.5ｍ以上としていたものを、

すべて0.6ha未満にまとめ、幅を5ｍ以上とすることとしたものでございます。 

しかしながら、この改正の施行期日は平成２９年１月１日でございまして、

平成２８年１２月２８日までに開発許可申請が出された案件につきましては、

これまでの基準に基づき、平成２９年以降も開発が可能となりますことから、

来年からすぐに開発の状況が変わるということではございませんが、徐々に変

わってくるものと考えております。 

また、防犯灯やカーブミラーの設置につきましては、市の設置基準に基づき

まして、事業者に対して設置に関する指導をしているところでございます。 

次に、岡田委員及び加藤委員からご意見をいただきました、久喜市総合戦略

の基本指標の進捗管理の関係でございます。 
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地方版総合戦略には、盛り込む政策分野ごとに５年後（平成３１年度）の基

本目標を設定しています。この基本目標には、基本的に、行政活動そのものの

結果（アウトプット）ではなく、その結果としてもたらされた便益（アウトカ

ム）に関する数値目標を設定する必要があります。 

今回、久喜市総合戦略で設定した基本指標につきましては、各項目の直近の

現状値に対し、「維持」や「向上」、「改善」という表現で表していますが、

これは、各項目の直近の現状値が、平成３１年度に目指すべき数値目標である

ことを表しています。 

基本目標を達成するために、様々な施策を実施していく必要がありますこと

から、各基本目標に設定されている数値目標であります「基本指標」と、これ

を達成するための具体的な施策に関する数値目標「重要業績評価指標（ＫＰ

Ｉ）」には、当然関連がございますが、「基本指標」に関しましては、目標と

して設定している項目が、市内事業所数の維持や人口の社会増減数の改善など

であり、市が実施する個別の事業が直接的に、また、短期間で数値として反映

することが難しい側面がございます。 

しかしながら、「重要業績評価指標（ＫＰＩ）」と同様に、「基本指標」に

つきましても、今後５年間でどのような成果が得られるのか、進捗管理を行っ

ていくことは重要でありますことから、久喜市総合戦略で設定されている基本

指標につきまして、各年度の目標を設定し、進捗管理していく方向で検討させ

ていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

事務局からの説明は、以上でございます。 

それでは委員の皆様には、本日、施策評価シートの意見欄について、ご審議

をお願いいたしますが、前回の会議におきまして、意見のある施策について意

見を付し、特段の意見が無い場合には空欄とすることとしておりますので、ご

審議のほどよろしくお願いします。 

 

大島委員長 ただ今、事務局より、委員の皆さんからの事前質問は無かったこと、また、

施策評価シートの行政評価委員会意見欄については、前回の会議において、意

見のある施策について意見を付し、特段の意見のない施策については空欄とす

る取扱いとしたことについて説明がありました。 

 これらのことにつきまして、ご質問やご意見等がございましたらお願いしま

す。 

 なお、個別施策については、この後、大綱ごとに審議をしていきたいと思い

ますので、特に全体的な内容についてご質問、ご意見等をいただきたいと思い

ます。 

 

加藤委員  ただ今ご説明いただきましたが、前回の会議におきまして、基本指標とＫＰ

Ｉの関連性について、このままですとＰＤＣＡサイクルが回らないのではない

かと意見させていただきました。 

 要するに、基本指標とＫＰＩのツリーが出来上がっていないのではないか、
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という意見を申し上げたところです。 

 そうしなければ、基本指標の達成に向けてできていること、できていないこ

とが分からないのではないか、という趣旨で意見を申し上げたのですが、ただ

今のご説明を聞きますと、極端に言いますと、その点については関係ないとい

うように理解しますが、このような理解でよろしいのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 基本指標とＫＰＩにつきましては、当然関連性があるものでございます。 

 当初の進捗管理の方法といたしましては、ＫＰＩによりまして、施策評価シ

ートの中で進捗管理を行っていくことを考えておりましたが、今後は、基本指

標に関する進捗管理につきましても、行ってまいりたいと考えております。 

 このことによりまして、基本指標とＫＰＩを関連付けしてまいりたいと考え

ております。 

 

加藤委員  そうしますと、変化は見れますが、施策との関連性がありませんので、なぜ

そうなったか、結果に対する原因と改善点を把握することができず、ＰＤＣＡ

サイクルが回らないのではないかと思います。 

 基本指標とＫＰＩをツリー化しなければ、原因と改善点を把握することがで

きないのではないでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 まずは、ＫＰＩを達成するために、個別の事業を実施していく中で、検証し

ていきながら改善していくことを考えております。 

 基本指標につきましては、市の施策のみで達成することは難しい部分がござ

いますが、ＫＰＩの目標の達成に向けた取組みを進める中で、基本指標の達成

度合いを計り、改善しながら目標達成のための取組みを進めてまいりたいと考

えております。 

 

大島委員長  あまりにも目標との乖離が激しい場合には、後ほど議論することとして、今

のところは議論の必要が生じたら議論し直す、という取扱いでよろしいでしょ

うか。 

 

  （異議無し） 

 

大島委員長  それでは、これから、個別施策を対象に審議していきたいと思います。 

 審議は、大綱ごとに分けて行い、行政評価委員会意見欄を確定していきたい

と思います。 

 行政評価委員会意見欄は、意見のある施策について意見を付し、特段の意見

のない施策については空欄とする取扱いで進めていきたいと思います。 

 それでは、大綱１の６つの施策について、ご意見やご質問等がありましたら

挙手をお願いします。 
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岡田委員  大綱１施策５「交流活動の推進」について、日本語教室を継続して実施する

ことは良いと思いますが、外国語（併記）刊行物が本当に役に立つのか、何種

類作成するかにもよりますが、手間とノウハウが必要ですので、進めていくべ

きかどうか、今一度立ち止まって考えて、止めるのであれば止めるということ

を検討したほうが良いのではないかと思います。 

 

大島委員長  他にございますか。 

 

岡田委員  大綱１施策６「情報公開の推進」について、ホームページアクセス数を向上

させることで、情報公開を推進していくということです。 

ホームページのアクセス数が伸長していることは非常に良いことだと思いま

すが、自治体のホームページにおいて重要なコンテンツは、議事録ですとか、

通知等の文書であると思います。アクセス件数だけですと、実際に議事録等を

ダウンロードして確認したのかどうか、把握することはできませんので、アク

セス数だけではなく、添付ファイルのダウンロード数のようなことを追加で目

標としたら良いのではないかと思います。 

そうすれば、情報公開が進んでいるのかどうか、実態として把握することが

できると思います。 

 

大島委員長  他にございますか。 

 

大島三栄子

委員 

 大綱１施策５「交流活動の推進」の外国語（併記）刊行物について、例え

ば、災害時の避難場所など外国人がいざという時に困らないための内容は含ま

れているのか、冊子なのか、パンフレットのようなものなのか、一体どのよう

なものを想定しているのでしょうか。 

 

大島委員長  外国語（併記）刊行物とは、どのようなものを想定しているのですか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 現在のところは発行しておりませんので、当初の想定ということでご理解い

ただければと思うのですが、１冊以上作成するということが目標でございまし

て、全戸配布しております「暮らしの便利帳」のように、外国の方が久喜市で

生活する中でのごみの出し方や市民サービスに関することを、ガイド的に作成

したものを想定しているところでございます。 

 現状では、どのような内容を盛り込んでいくのか、検討を進めているところ

でございます。 

 

加藤委員  ごみの出し方については、既に外国語で発行していると伺いました。 

 

事務局（栗

原係長） 

 ただ今ご説明申し上げましたのは、あくまでも目標設定時の当初の想定でご

ざいまして、中には既に先行しているものもございます。 
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大島委員長  日本語で書かれたものの、重要な部分のみの縮小版というようなイメージで

すか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 実際に作成する際には、ニーズ等を勘案して内容を検討するものでございま

すが、あくまでも当初の想定ということでご理解いただければと思います。 

 

大島委員長  まだ具体的な形にはなっていないとのことです。他にございますか。 

 

加藤委員  大綱１施策２「協働のまちづくりの推進」について、指標である附属機関公

募委員の応募率について、目標を下回る状況が続いております。 

この点については、重要なことだと思いますので、もっとがんばっていただ

きたいということを意見として付したいと思いますがいかがでしょうか。 

 

大島委員長  いかがでしょうか。 

 

  （異議無し） 

 

大島委員長  それでは、加藤委員の意見の趣旨を事務局でまとめていただいて、意見とし

て付したいと思います。 

 他にご意見等ございますか。 

 

  （意見等無し） 

 

事務局（栗

原係長） 

 ただ今の審議の中で、大綱１施策５「交流活動の推進」の外国語（併記）刊

行物に関する取扱いにつきましては、どのようにしたらよろしいでしょうか。 

 岡田委員からは、手間とコストを勘案して発行しないという考え方もあるの

ではないかというご意見であり、大島三栄子委員からは、発行するべきである

とのご意見であったかと思います。 

 

大島三栄子

委員 

 私が申し上げたのは、どのような形態での発行が良いのかということで、対

象を特定しないで網羅的な刊行物を作成するというよりは、内容をある程度特

定するなどして、市内にお住まいの外国の方が真に必要な内容となるよう検討

していただきたい、という趣旨の意見です。 

 発行した方が良いということだけではなく、内容についてニーズを踏まえて

検討していただきたい、という意見です。 

 

事務局（栗

原係長） 

 意見として入れ込む際には、外国語（併記）刊行物については、ニーズを的

確に捉えながら、どのような発行形態が良いのか、手間やコストを勘案して最

適な方法を判断されたい、という内容の意見としてまとめさせていただきたい
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と思います。 

 

大島委員長  大綱１について、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、意見が出されなかった施策については、意見欄を空欄として確定

したいと思います。 

次に、大綱２の５つの施策について、ご意見、ご質問等がありましたらお願

いします。 

 

岡田委員  大綱２施策２「快適な生活環境の創造」について、指標となる公害に関する

苦情処理件数が目標に対して大幅に未達の状況ですが、この指標に関しては、

短絡的に苦情が多いから良くない、ということでは無いと思います。 

 苦情を申し出ていただいて、結果として効果的な改善策が取れたか、という

ことが重要だと思いますので、効果的な改善策を実施できた件数を今後指標と

した方が、公害に対する対応策がとれているかどうか、測定していけると思い

ます。 

 そういったものを積み上げていけば、再発防止にもなりますし、同じような

苦情や問い合わせが減っていくのではないかと思います。 

 

大島委員長  他にご意見等ございますか。 

 

加藤委員  先ほどご意見のあった施策について、例えば、１件当たりの処理時間又は日

数、最大処理時間又は日数を指標として捉えれば、問題点に対してどのように

対策をとれたかといいうのが見えてきますので、こうしたことを指標としては

どうかと思います。 

 苦情処理に関する処理期間の分布の状況を見れば、処理状況の偏りが見えて

きて、課題や改善策を検討することができると思いますので、そういったこと

を指標として捉えることが有効だと思います。 

 

大島委員長  苦情処理の適正化を図るためには、処理にどれだけの時間がかかったのかと

いうことを調べ、長いものには問題があるのだろうということや、それがどれ

くらいあるのか、把握することで課題や改善策が見えてくるということです

ね。 

 ある意味、統計データを測定し活用するということだと思います。 

 

加藤委員  それがあれば、苦情処理に関してどこに対応していかなければならないか、

課題が見えてくるのだと思います。 
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大島委員長  ただ今いただいたご意見について、意見として載せることができるスペース

は、物理的にありますか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 多少要旨はまとめさせていただきますが、幅を広くする等して、意見として

載せたいと思います。 

 

大島委員長  それでは、意見として載せていただくということでお願いします。 

大綱２について、他にご意見等ございますか。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長  無ければ、これで大綱２についての議論を終了とし、意見が出された施策に

ついては、事務局で取りまとめて意見欄に入れ込み、意見が出されなかった施

策については、意見欄を空欄として確定したいと思います。 

 次に、大綱３の７つの施策についてご意見、ご質問等がありましたらお願い

します。 

 

岡田委員  大綱３施策１「健康づくりの推進」について、時代的に予防医療に重点が置

かれている中で、がん検診の受診者数や精密検査受診率は高水準となってお

り、努力が伺えます。 

これらについては、市の事業ですので、国民健康保険が財源だと思います

が、国民健康保険は財務的には厳しい状況だと思いますので、費用対効果も見

ていければ良いと思います。 

 がんの早期発見で再検査し治療できたことを、簡単なシミュレーション・モ

デルを作成し、受診者数や受診率が上がったことによって、どれだけ財務的に

改善できたのか、今後受診率が増々高まることが予想されますので、費用対効

果を測定した方が良いのではないか、という意見です。 

 

大島委員長  他にご意見等ございますか。 

 

大島三栄子

委員 

 大綱３施策２「地域医療体制の充実」について、「とねっと」参加申込者数

が目標を下回っているようです。 

事前に事務局に「とねっと」に参加している医療機関数について確認したの

ですが、久喜市では、平成２６年度は２１施設で平成２７年度は２０施設と１

施設減少しているとのことです。利根広域医療圏全体でも、平成２６年度は 

１１３施設、平成２７年度は１０７施設と減少しているとのことです。 

 減少してしまうということは、医療機関が「とねっと」に参加しなくなった

ということですよね。ということは、何か問題があるのだと思います。 

 加入者数を増やすために、市民にチラシを配るなどして周知することは分か

るのですが、医療機関の参加数を増やさなければ、市民の参加も増えないと思
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います。 

 医療機関の参加数が増えない問題点を解決しないと、市民の参加は増えない

と思います。 

 

大島委員長  他にご意見等ございますか。 

 

岡田委員  大綱３施策３「子育て支援の充実」について、待機児童数については、平成

２５年度以来ゼロとのことで、昨今の話題からしますと、素晴らしい成果が出

ているものと思います。 

 久喜市人口ビジョンを見ますと、１９９５年以前については、２０代後半か

ら３０代にかけての子育て世代の転入が多くあったようです。それ以降は逆転

しているようですが、先々人口減少を抑制していくためには、「産みやすく育

てやすいまち」というビジョンがどうしても必要になると思います。 

 このことについては、各課でバラバラに施策を実施している可能性がありま

すので、「産みやすく育てやすいまち」というビジョンに基づいて、出産施設

の拡充、出産手当や児童手当の補助・支給、保育環境の充実、医療費の補助、

奨学金の充実など、産みやすくて子どもがそのまま育っていけるような、トー

タルの施策というのでしょうか、そういった施策をさらに実施した方が効果的

ではないかと思います。 

 

大島委員長  他にご意見等ございますか。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長 無ければ、これで大綱３についての議論を終了とし、意見が出された施策に

ついては、事務局で取りまとめて意見欄に入れ込み、意見が出されなかった施

策については、意見欄を空欄として確定したいと思います。 

 次に、大綱４の８つの施策についてご意見、ご質問等がありましたら挙手を

お願いします。 

 

岡田委員  大綱４施策２「学校教育の充実」について、多岐にわたって施策が打ち出さ

れています。 

学校教育における社会的問題として、いじめ、不登校、校内暴力、学級崩

壊、モンスター・ペアレントなどネガティブなことが問題になっていますが、

これらの撲滅についてのことに関しては、施策として触れられていないようで

す。 

 自治体として、率先して取り組むことが大事なことであると思いますので、

学校に関する社会的問題について、施策として触れられた方が良いのではない

かと思います。 

 また、久喜市がそういった学校に関する社会的問題をどのくらい抱えている
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のか、情報開示をすることも住民にとって大事なことであると思います。 

 学校に関する社会的問題が改善傾向にあるということであれば、先ほど申し

上げました「育てやすいまち」につながっていくと思います。 

 学校に関する社会的な問題の改善実績について、情報開示していくというこ

ことも、意見として追加できればと思います。 

 

大島委員長  他にご意見等ございますか。 

 

岡田委員  大綱４施策８「スポーツ・レクリエーション活動の充実」について、多くの

施策があり、事務事業も多いように思いますが、印象としては、満遍なく施策

を展開されているようですが、あまり特徴が見られないように思います。 

 地域の魅力づくりというのは、ブランド化であったりするのですが、スポー

ツに関してよく見られるのは、核となるスポーツがあったりすると、推進しや

すくなるということです。 

 近隣では、ラグビーといえば熊谷市であったり、サッカーといえばさいたま

市であったりするのですが、手っ取り早いのはマラソンなのですが、マラソン

はコモディティ化してしまっており、単なるイベント的な価値しか無いように

思います。 

 長期的な取組みになると思いますが、久喜市といえば何、と呼べるようなス

ポーツを設定して、資源を重点配分して育てていけるような施策があると良い

のではないかと思います。 

 そうすれば、多くの市民が参画し、自慢することができるようになるのでは

ないかと思います。 

 

大島委員長  目玉となるスポーツをつくるということですね。 

 他にご意見等ございますか。 

 

加藤委員  大綱４施策１「幼児教育の充実」について、目標を下回っているようです。 

家庭教育学級の参加数について、優れた取り組みをしている団体の事例を水

平展開するような取組み、例えば、優れた事例を他の団体に説明する機会はあ

るのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 各団体の取組みの情報共有がどのように行われているのかにつきましては、

申し訳ありませんが、ただ今資料を持ち合わせておりません。 

 

加藤委員  好事例を水平展開するという発想で工夫して取り組んでいけば、改善される

ものと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

 ただ今の件につきましては、加藤委員のご意見を参考にさせていただき、情

報共有がされているか事務局で確認させていただきまして、されていないよう
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であれば、意見として入れ込みたいと思います。 

 

大島委員長  他にご意見等ございますか。 

 

加藤委員  大綱４施策４「青少年の健全育成」について、青少年相談員の人数が増えて

いないようです。 

いわゆるお兄さんタイプの方が子供たちをリードしていくというものだと思

いますが、まさに重要な項目だと思います。 

 青少年相談員を増やすため、市内の高等学校にお願いする等しているのでし

ょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 青少年相談員は、高校生を除く１８歳から３６歳までの方が対象でございま

すが、中々成り手がいないという状況にございます。 

 勧誘方法といたしましては、広報紙での周知や成人式でチラシを配布したり

しております。 

これまでのサイクルとして、過去に青少年相談員のイベントに参加していた

子どもが、年を経て青少年相談員となっているケースが多かったのですが、現

在では、そういったサイクルが回らなくなってきているようです。 

高校生への勧誘というのは、委嘱期間の関係上難しいところではありますの

で、ご理解いただきたいと存じます。 

 

加藤委員  そうしますと、人材を確保するような取組みをしなければならないと思いま

すので、例えば、各地区にある野球チームやソフトボールチームなどの団体へ

の働きかけなど、積極的なアクションがなければ、維持していくことすら難し

い状況になると思います。 

 市が、そういった団体へ直接働きかけるようなアクションが重要であると思

います。 

 

大島三栄子

委員 

 青少年相談員は、１８歳からという年齢は決まっているのですか。 

 

 

事務局（栗

原係長） 

 青少年相談員につきましては、埼玉県知事から委嘱を受けて活動しているも

のでございまして、１８歳以上という年齢は決まっているものでございます。 

 自治体によっては、中学生や高校生をジュニアリーダーとして、青少年相談

員を補助するような役割もあるようでございます。 

 

大島三栄子

委員 

 義務教育が１５歳までですので、久喜市においてもジュニアリーダーのよう

な補助的な役割があればよいと良いますが、県の委嘱を受けているとのことで

すので、仕方がない部分ではあると思います。 
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大島委員長  他にご意見等ございますか。 

 

桂田委員  大綱４施策３「高等教育機関との連携」について、「子ども大学くき」を開

校しているとありますが、この「子ども大学くき」はとても面白い取り組み

で、我が家も毎年参加しているのですが、今年から少し内容が変更されるとの

ことです。 

 この「子ども大学くき」のことを知らない方もいらっしゃいますので、もっ

と宣伝していただいて、対象人数を増やして、講座の充実も図られると良いと

思います。 

 

大島委員長  他にご意見等ございますか。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長 無ければ、これで大綱４についての議論を終了とし、意見が出された施策に

ついては、事務局で取りまとめて意見欄に入れ込み、意見が出されなかった施

策については、意見欄を空欄として確定したいと思います。 

 次に、大綱５の８つの施策についてご意見、ご質問等がありましたら挙手を

お願いします。 

 

田中委員  大綱５施策４「上下水道の整備」について、久喜市は早い時期から下水道が

整備され、現在老朽化が進行しているものと思います。 

 久喜市の下水道の老朽化対策は、どのように行っているのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 施策評価シートでは、７７・７８ページが該当しますが、シートにおきまし

ては、施策の主要課題欄におきまして、老朽管や耐震化の必要な施設があり、

多額の費用がかかることから、施設の長寿命化によるライフ・サイクル・コス

トの削減を進めていくとしているところでございます。 

 公共施設等の老朽化対策につきましては、久喜市に限らず、全国的に問題に

なっているところでございまして、今後の施策の方向性欄におきまして、管路

につきましては、長寿命化を優先するという方向性で実施していくものでござ

います。 

 

田中委員 目に見えない部分であり、一度破損してしまうと膨大な費用がかかってしま

うと思いますので、明確な方向性の下で、計画的な維持管理に努めていただき

たいと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

 ただ今の田中委員のご意見をまとめさせていただきますと、上下水道の老朽

化対策につきましては、費用等を考慮しながら、適切に対処していく必要があ

るというようなことで、意見としてまとめさせていただきます。 
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大島委員長  他にご意見等ございますか。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長 無ければ、これで大綱５についての議論を終了とし、意見が出された施策に

ついては、事務局で取りまとめて意見欄に入れ込み、意見が出されなかった施

策については、意見欄を空欄として確定したいと思います。 

 次に、大綱６の６つの施策についてご意見、ご質問等がありましたら挙手を

お願いします。 

 

加藤委員  大綱６施策６「消費生活の充実」について、指標である消費生活講座受講者

数が目標を下回っているようですが、目標達成に向けて、改善策はどのように

考えているのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 これまでの消費生活講座につきましては、性質上、講演内容が毎年同じよう

なものになってしまっているところでございまして、募集しても中々受講者が

集まらないという状況でございます。 

 今後の対策につきましては、市と関係のある様々な団体への声がけや周知方

法の見直しなど、これまでのやり方を一から見直しを行いまして、改善を図り

たいと考えております。 

 

加藤委員  講座は、何回実施しているのでしょうか。１回の開催での受講者数なのでし

ょうか、それとも３回開催しての受講者数なのでしょうか。 

 

事務局（栗

原係長） 

 平成２７年度は、栗橋文化会館及びふれあいセンター久喜におきまして、合

計２回開催したところでございます。 

 

加藤委員  回数を増やすことも、一つの方法かと思います。 

 

事務局（栗

原係長） 

 回数もそうなのですが、場所につきましても固定していた状況でございます

ので、回数・場所を含めて実施方法を見直してまいりたいと考えております。 

 

大島委員長  他にご意見等ございますか。 

 

田中委員  大綱６施策４「観光の振興」について、久喜市では、各地区においてお祭り

やイベントが盛んに行われており、交通の便も良く、今後オリンピックが開催

されますので、観光振興というのは非常に重要であると思います。 

 観光振興は、今後のまちづくりに非常に重要なことであると思いますので、

現在ある助成の継続を含めた、さらなる施策の充実を図っていただきたいと思
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います。 

 

事務局（栗

原係長） 

 ただ今のご意見をまとめさせていただきますと、現在久喜市で行われている

お祭りやイベントの更なる充実を図りながら、市の魅力を高め、内外に対して

より一層のＰＲを図られたい、ということで意見としてまとめさせていただき

たいと思います。 

 

田中委員  このことによって、若い人が久喜市の魅力を感じて、久喜市に住みたいとい

うことにつながり、相乗効果が得られると良いと思います。 

 

大島委員長  他にご意見等ございますか。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長 無ければ、これで大綱６についての議論を終了とし、意見が出された施策に

ついては、事務局で取りまとめて意見欄に入れ込み、意見が出されなかった施

策については、意見欄を空欄として確定したいと思います。 

 次に、大綱７の３つの施策についてご意見、ご質問等がありましたら挙手を

お願いします。 

 

安部委員  大綱７施策１「行政改革の推進」について、職員に関して、一生懸命仕事を

されている職員もいれば、そうではない職員もいるように思います。 

 不親切といいますか、窓口で問い合わせた際に、窓口が異なるために案内し

ていただけないことがありました。そういった場合に、きちんと案内していた

だける親切さを大事にしていただきたいと思います。 

特に、高齢者が増えていますので、年配の方に対する親切さというのは重要

なことであると思います。 

今後の課題として、職員の皆さんには、市民に対して親切にすることと、所

管していることではなくても、調べて案内していただける優しさを大事にして

いただきたいと思います。 

 行政改革といいますと、主に財政面に着目されがちですが、職員の育成とい

うことも重要なことであると思います。 

 お互いに人間同士として、窓口に来られた方一人ひとりを大切にする心を持

つということが、大事な世の中になってきていると思います。 

 もう１点として、地域との関わりについて、地域の行事に参加する職員の方

もいらっしゃいますが、まったく参加しないという職員の方もいるようです。 

 職員一人ひとりが地域と関わりを持つことは、非常に重要なことであると思

いますので、今後の課題としていただきたいと思います。 
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事務局（栗

原係長） 

 ただ今のご意見でございますが、まず、１点目につきましては、接客サービ

スの向上に努め、窓口サービスの充実に努めていただきたいというようにまと

めさせていただき、委員会意見欄に入れ込みたいと思います。 

 ２点目につきましては、「行政改革の推進」の項目には当たらないことか

ら、委員会意見欄には入れ込まず、別の形で庁内に周知したいと思います。 

 

田中委員  ただ今のご意見と関連があるのですが、以前、私は行政改革の委員の委嘱を

受けていたことがあります。その時に、若手で熱心な職員の方がいて、行事な

どに積極的に参加して地域との関わりを持って、地域の声を吸い上げていただ

いていたことがありました。 

 地域の方が何に困っていて、どういう状況にあるのか、地域の情報を得られ

るような顔の見える職員が、以前と比べて減ってきているように感じていま

す。 

 できれば、地域の行事に参加して、地域の方が何に困っているのかですと

か、そういった情報を得て、さらに情報の共有化を図っていただきたいと思い

ます。 

 特に、久喜市は合併しましたので、合併前に所属していた地区から異なる地

区に異動した際に、異動した地区の情報を得ることが必要だと思いますので、

地域との関わりを持ち、まちの生の声を聴くということは、非常に重要なこと

であると思います。 

 

大島委員長  他に何かご意見等ございますか。 

 

 （意見等無し） 

 

大島委員長  無ければ、これで大綱７についての議論を終了とし、意見が出された施策に

ついては、事務局で取りまとめて意見欄に入れ込み、意見が出されなかった施

策については、意見欄を空欄として確定したいと思います。 

これまで大綱７までの各施策に関して審議してまいりましたが、全体を通し

て何かご意見等ございますか。 

 

田中委員  私の感想としては、全体的に順調に推移していると思います。 

 

大島委員長  他に全体を通してご意見等ございますか。 

 

加藤委員  全体の総括として、施策に関する課題を抽出して、改善をしていただきたい

と思います。 

 

大島委員長  他にご意見等ございますか。 
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事務局（栗

原係長） 

 本日の審議におけるご意見につきましては、事務局でまとめさせていただき

ますが、ここで、委員会意見欄に入れ込む施策につきまして、確認させていた

だきたいと存じます。 

 大綱１につきましては、施策２「協働のまちづくりの推進」、施策５「交流

活動の推進」、施策６「情報公開の推進」、大綱２につきましては、施策２

「快適な生活環境の創造」、大綱３につきましては、施策１「健康づくりの推

進」、施策２「地域医療体制の充実」、施策３「子育て支援の充実」、大綱４

につきましては、施策１「幼児教育の充実」、施策２「学校教育の充実」、施

策３「高等教育機関との連携」、施策４「青少年の健全育成」、施策８「スポ

ーツ・レクリエーション活動の充実」、大綱５につきましては、施策４「上下

水道の整備」、大綱６につきましては、施策４「観光の振興」、施策６「消費

生活の充実」、大綱７につきましては、施策１「行政改革の推進」、以上が委

員会意見欄に入れ込む施策でございます。 

 また、加藤委員からいただきました総括的なご意見につきましては、別個に

まとめさせていただきたいと存じます。 

 

大島委員長  それでは、これで各施策に対する審議を終了し、出された意見は委員会意見

欄に反映させて、確定したいと思います。 

 

 

（２）その他 

大島委員長  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、何かございますか。 

 

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、会議録及び委員会意見でございますが、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、大島委員長と

今回の署名委員であります加藤委員一任で、確定とさせていただきたいと存じ

ます。 

 次に、次回の委員会の開催予定でございます。 

 本日のご審議によりまして、行政評価委員会意見欄を確定いただき、これを

もちまして個々の施策に対する審議は終了となるものでございます。 

 次回の委員会におきましては、これまでの２年間の委員会における審議、活

動等を総括していただき、最終的に意見書や提言書のような形に取りまとめて

いきたいと考えております。 

 開催時期は１２月１５日（木）の午後２時を予定しておりますが、正式に決
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まり次第、改めてご通知を差し上げたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 なお、意見書又は提言書につきましては、事前に案を委員の皆様に郵送させ

ていただきまして、確認をお願いする予定でございます。 

 事務局からは、以上でございます。 

 

大島委員長  ただ今、事務局から、次回委員会の日程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  無いようでしたら、以上で本日の議題は終了とし、進行を司会に戻したいと

思います。 
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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、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した。 

 以上を持ちまして、平成２８年度第２回久喜市行政評価委員会を終了させて

いただきます。 

 ご協力ありがとうございました。 

 

 会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

平成２８年１１月２５日    

 

委員長 大島 邦夫 

委 員 加藤 武男 

 

 


