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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３回久喜市行政評価委員会 

開 催 年 月 日 平成２８年１２月１５日（木） 

開 始 ・ 終 了 時 刻 午後２時００分から午後２時５０分まで 

開 催 場 所 久喜市役所本庁舎 第５・６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、長島 一枝 

欠席委員（者）氏名  
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）久喜市行政評価に関する提言書について 

（２）その他 

３ 閉会 

配 布 資 料 
・次第 

・久喜市行政評価に関する提言書（案）及び提出鑑 

会議の公開又は非公開 公開 

傍 聴 人 数 ０人 



 2 

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） 

皆様、こんにちは。 
 定刻になりましたので、「平成２８年度第３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

をいただきまして、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 
・久喜市行政評価に関する提言書（案）及び提出鑑 
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、開会に当たりまして、大島委員長からごあいさつを頂戴したいと

存じます。 

 

大島委員長 皆さん、こんにちは。 

さて、本日の委員会は、これまでの委員会の審議において出された意見や委

員会の活動を総括し、行政評価に関する提言書として取りまとめていきたいと

考えております。 

委員の皆様におかれましては、活発なご審議をいただきたいと思いますの

で、ご協力をお願いいたします。 
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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存じます。 

 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、田中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。田中委員、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）久喜市行政評価に関する提言書について 

大島委員長 それでは、改めまして、本日の議題に入りたいと思います。 

久喜市行政評価に関する提言書を議題として審議を進めてまいります。 

事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（栗

原係長） 

本日の資料であります久喜市行政評価に関する提言書（案）につきまして

は、平成２７年１０月からこれまでの間、２年度で本日を含め、５回の委員会

において委員の皆様からいただいたご意見を中心に、これまでの委員会活動を

総括し、提言書（案）として事務局で取りまとめをさせていただいたところで

ございます。 
 本日は、この提言書（案）をご審議いただき、確定となりました提言書を市

長に提出いただく予定としております。 
 それでは、提言書（案）について、概要をご説明申し上げます。久喜市行政

評価に関する提言書（案）をご覧いただきたいと存じます。 
 提言書（案）は、第１から第５までの５部構成となっております。 
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提言書の１ページは、第１、行政評価の実施及び公表として、本市における

行政評価の実施目的を整理しております。 
本市の行政評価は「市民の視点に立った市政運営」を基本理念として取組み

を進めており、行政内部のマネジメントツールとしての活用に加え、市民に対

する重要な情報提供手段として位置付けているものでございます。 
このことは、本市の市政運営の基本原則を定めた久喜市自治基本条例第１６

条において明確に定められているところでございます。 
次に、２ページは、第２、行政評価委員会の設置として、本委員会の目的と

所掌事項を整理しております。 
本委員会は、市が実施した行政評価に対し外部評価を行い、最終的に行政評

価システムの充実を図ることを目的としております。 
本委員会は、平成２７年１０月に現委員の皆様を委嘱申し上げ、第２期の活

動を開始したところでございます。任期は２年となってございまして、現委員

であります皆様の任期は、平成２９年１０月までとなっております。 
次に、３ページは、第３、平成２７年度久喜市行政評価委員会による評価と

して、平成２７年度の委員会評価を総括しております。 
委員会は、施策評価を対象として外部評価を実施するものとしております。 
平成２７年度は、総合振興計画前期基本計画運用２年目である平成２６年度

実施施策について、ご審議いただきました。 
評価対象は、３ページから４ページの表のとおりでございます。 
平成２７年度の委員会意見は、施策評価については５ページから６ページま

での表のとおり８施策について、意見が出されたところでございます。 
次に、７ページ、第４、平成２８年度久喜市行政評価委員会による評価とし

て、平成２８年度の委員会評価を総括しております。 
平成２８年度の活動につきましても、平成２７年度と同様に、施策評価への

外部評価を実施したところでございます。 
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

も、施策評価において、進捗管理を行いました。 
平成２８年度の委員会意見は、８ページから１０ページまでの表のとおり 
１６施策について、意見が出されたところでございます。 
 次に、１１ページは、第５、行政評価システム全般に関する提言として、久

喜市の行政評価システムに対する総括的な意見を取りまとめております。 
 これまでの審議においては、対象となった施策に対する個別意見のほか、行

政評価システムに対する意見をいただいておりました。 
 最後に、１２ページは、これまでの委員会の開催経過を資料編として取りま

とめてございます。 
 提言書の概要説明につきましては、以上でございます。 
委員長、よろしくお願いいたします。 

 

大島委員長 ただ今、事務局から提言書（案）について概要説明がありました。 



 5 

このことにつきまして、委員の皆様から、ご意見をお願いします。 

 

  （意見等無し） 

 

大島委員長  それでは、特に修正点が無いようですので、ご異議無しと認めまして、この

提言書（案）を正式な「提言書」として確定し、市長に提出したいと思いま

す。 

 委員の皆さんにおかれましては、（案）の文字を削除していただき、提言書

としていただきますようお願いいたします。 

 それでは、市長がお見えになるまで、暫時休憩といたします。 

 

  （午後２時１５分、休憩。） 

 

  （午後２時３０分、市長到着。） 

 

大島委員長  それでは、再開いたします。 

 

司会（関口

課長） 

 ただ今から、提言書の提出をお願いしたいと存じます。 

 提言書は、委員会を代表いたしまして、大島委員長から田中市長へご提出い

ただきたいと存じます。 

 恐れ入りますが、委員長と市長におかれましては、ご起立いただきますよう

お願いいたします。 

 それでは、大島委員長、よろしくお願いいたします。 

 

  （大島委員長及び田中市長、起立。） 

 

司会（関口

課長） 

 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  本委員会では、久喜市の行政評価について、市民の立場から審議を重ねてき

ました。 

 その結果を、別紙のとおりまとめましたので、提言します。 

 よろしくお願いいたします。 

 

  （大島委員長、田中市長に提言書を手交。） 

 

田中市長  ありがとうございました。 

 

  （大島委員長、田中市長、着席。） 
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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、田中市長からご挨拶申し上げます。 

 

田中市長  皆さん、こんにちは。 

 ただ今、大島委員長より提言書を頂戴いたしました。 

 平成２７年１０月にご委嘱申し上げて以来、２年間で５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、こうしてご提言をいただ

いたわけでございまして、改めて心から厚くお礼申しあげます。 

 後ほど、じっくり拝読いたしまして、ご提言の内容を十分に尊重し、今後の

行政評価の推進と施策の実施に生かしてまいりたいと考えております。 

 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あ

り、行財政資源を最大限に活用した簡素で効率的な行財政運営を念頭に、積極

的に取り組んでいく必要があると考えております。 

 行政評価は、その中心となる取組みであるという認識のもと、全庁的に推進

を図っているところでございます。 

 委員の皆様は既にご承知のこととは存じますが、行政評価とは、行政活動を

成果の視点から分析し、行政サービスを改善していくための仕組みでございま

す。 

 久喜市は、今年度で合併から７年が経過いたしますが、私は、市長として各

地区の均衡ある発展と行政サービスの充実に努めてまいりました。 

その結果、新市の骨格づくりはほぼ完了し、今後は新たなるまちづくりのス

テージを迎えていると認識しております。 

 久喜市が更なる発展を遂げるためには、行政サービスを今後も充実させる必

要があると考えますが、これは当然のことながら一朝一夕にできるものではあ

りません。 

行政サービスを充実させるためには、職員が常に業務の継続的改善を図る意

識をもちながら、行政評価においてはいわゆるＰＤＣＡサイクルを活用し、推

進することが重要であると認識しております。 

 久喜市の行政評価に対する取り組みにつきましては、市民の皆様に十分にご

理解をいただくとともに、市民の代表であります行政評価委員会委員の皆様か

ら様々なご意見を頂戴して、効果的な評価システム構築と事業執行に今後も努

めてまいります。 

 行政評価委員会委員の皆様の任期は、来年１０月までとなっております。引

き続き、本市の行政評価の推進につきましてお力添えをいただきますよう、心

からお願い申し上げまして、ご提言をいただいたお礼のごあいさつに代えさせ

ていただきます。 

 ここで、皆様に１点ご報告させていただきます。「日本経済新聞社」と同社

の子育て家庭向け情報サイト「日経ＤＵＡＬ」の共同によりまして、全国自治

体の「子育てしながら働きやすい都市」に関する調査が実施されました。 

その調査結果である「共働き子育てしやすい街ランキング2016」が先日発表
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されまして、久喜市は総合で４８位、埼玉県内では６３市町村中４位という結

果でございました。 

今後、１位を目指して職員共々がんばってまいりたいと存じます。 

第三者的な立場である新聞社の評価によりましてこのような結果となったこ

とは、大変うれしいことでございますし、職員にとっても励みになるものでご

ざいます。 

本日ご提言いただきました提言書におきましても、子育て支援に関係するも

のもあると思いますので、今後ともご指導いただきますようお願い申し上げま

して、お礼のごあいさつとさせていただきます。 

 大変長い期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。 

 

司会（関口

課長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、引き続き大島委員長、議事の進行をお願いいたします。 

 

大島委員長  ありがとうございました。 

 ただ今、委員会の総意として提言書を提出しましたが、せっかくの機会でご

ざいますので、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

想をいただきたいと思います。 

 それでは、長島副委員長から順にお願いいたします。 

 

長島副委員

長 

 市民の立場から様々なボランティア活動をしている中で、少しでもお役に立

てればと思い、務めさせていただきました。 

 ありがとうございました。 

 

安部委員  委員の活動を通じて、色々勉強させていただきました。 

行政において、一つずつ改善していってほしいたくさんのことがありますの

で、これからも期待してまいりたいと思います。 

 愛する自分の住んでいる久喜市が最高のまちになるように、という思いで務

めさせていただきました。 

 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

大島三栄子

委員 

 自分が久喜市に住んでいながら知らなかったことも多く、委員の活動を通じ

て、少しずつでも理解することができました。 

今後も、自分にできることがあれば、久喜市のために協力していきたいと思

います。 

評価をするということは、本当に難しいことだということも感じました。 

評価するものについて、ある程度理解していないと提言すること自体が難し

いですし、数も多かったので、自分が思うような提言はできなかったように思

います。 

 また、評価も私達委員だけではなく、市民の方から満足度の調査を実施する
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ことを考えてもよいのではないかと思います。 

 市民の方が一つひとつの施策を評価するのは難しいと思いますので、満足度

の調査による評価を取り入れてもよいのではないかと思います。 

 皆さん、ありがとうございました。 

 

岡田委員  私は企業で経営評価に長く携わっていた経験がありまして、それを念頭に置

きながら見てきて感じたのは、行政評価のプロセスがうまく機能していないの

ではないかということです。 

 各項目は別として、行政評価という機能において、良い成果を出すためのプ

ロセスが機能していないように思います。 

一度制度設計して、おそらく見直しをしていないものと思いますので、いず

れかの時期に英知を集めて見直しをしていけば、こういった場でもいい結論が

出たりですとか、具体的な成果に結び付くものだと思います。 

 このことは、私の専門分野として感じたことなので、ぜひ課題としていただ

けたらと思います。 

 

加藤委員  ２点ほど申し上げたいと思います。 

 まず１点目としては、行政評価は、行政を担う側の意識改革に非常に重要な

ツールであると思いますので、引き続き推進していただきたいと思います。 

 次に２点目としては、平成２９年度の行政評価に向けては、限られた予算を

どのように配分していくかという観点から、市でも使用している「選択と集

中」というキーワードがあります。 

どのような部分に仕事をまとめていくのか、合併後の行政組織の在り方をど

う見直していくのか、ということが平成２９年度の目標となるものと思います

ので、限られた財源の中で「選択と集中」をどのように実施していくのかとい

う視点で、見ていきたいと思います。 

 

桂田委員  行政評価と聞いて、果たして私にできるのかという思いがありました。 

 行政に対して評価を下していくということは、中身を知らなければ評価も提

言もできないという難しさはありました。 

 行政の施策というのは、木のように太い幹があり、枝があり、葉がありま

す。風が吹くなどして枝が折れたら、新しい枝が生えるように、様々な意見を

拾い上げるなどして、加藤委員もおっしゃいましたように、限られた予算の中

で、どのように改善してどこに力を入れていかなければならないのか、という

ことを考え続けることが重要だと思います。 

 施策を実施する上で、施策の有効性を見極めながら、少しずつでも改善して

いけるような行政運営ができると良いと思います。 

 

田中委員  行政評価をすることで、自分たちにとってどれだけ影響があるのか、何をし

なければいけないのか、非常に奥が深く、勉強するのは難しいという感想を持
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ちました。 

 評価については、市の各部門で共有するべき柱となるものが必要なのではな

いかと思います。 

 それが何なのか、まだ私にも分かっているわけではありませんが、徐々に形

が見えてきていると感じています。 

 相対的に各施策を見ると、久喜市の行政は順調に進んでおり、市長の下で、

しっかりとまっすぐに施策が実行されていると思いました。 

 

大島委員長  最後に私からも一言申し上げます。 

 皆さん、ご協力ありがとうございました。 

 私の学問分野は数学なのですが、数学では、ナンバーワンではなく、ユニー

クであること、オンリーワンであることを目指しておりまして、何よりユニー

ク性を追求していくことが重要なことです。 

皆さんのご意見を伺いますと、ユニーク性に向かって進んでいけるのではな

いか、そしてそのようなご提案がたくさん出されたと思います。 

 今後は、田中市長をはじめ、市の職員の皆様がこの提言書の内容をよく検討

していただいて、よりよい久喜市となるようにしていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

   
議題（２）その他 
大島委員長  それでは、次に議題（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、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田中委員一任で、確定とさせていただきたいと存じ

ます。 

本日確定となりました提言書につきましては、準備が整い次第、市ホームペ

ージに公開する予定でございます。 

 また、平成２８年度の取組みは、本日で終了となるものでございます。以上

でございます。 
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大島委員長  以上で、本日の議題は終了となりました。長時間に渡りご審議いただき、あ

りがとうございました。 

 また、本年度の取組みは、本日で終了とのことでございます。委員の皆様に

おかれましては、１年間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。 

 

 

 

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、大変お疲れ様でございました。 

 平成２８年度の会議は、本日をもちまして、すべて終了いたしました。 

 委員の皆様には、久喜市の行政評価の取組みがより一層進展するよう、引き

続きご協力をお願いするものでございます。 

 以上を持ちまして、平成２８年度第３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１２月２８日    

 

委員長 大島 邦夫 

 

委 員 田中 吉長 

 

 


