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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３０年度 第１回久喜市行政評価委員会 

開 催 年 月 日 平成３０年１０月２９日（月） 

開 始 ・ 終 了 時 刻 午後２時００分から午後４時０５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 石上 泰州 

出席委員（者）氏名 
石上 泰州、桂田 恵子、小林 英一、竹長 吉正、布川 勇 

山田 恵理子 

欠席委員（者）氏名 柏浦 茂、鈴木 美栄子 

説 明 者 の 職 氏 名 
総務部副部長 野原 隆 

企画政策課 行政管理係長 安藤 孝浩 

事務局職員職氏名 
総務部副部長 野原 隆 

企画政策課 行政管理係長 安藤 孝浩 主事 松橋 陽平 

 

会 議 次 第 

 

１ 開会 

２ 議題 

（１）平成３０年度の施策評価結果について 

（２）その他 

３ 閉会 

配 布 資 料 

・次第 

・資料１ 久喜市の施策評価について 

・資料２ 平成３０年度施策評価結果の概要 

・資料３ 施策評価結果表 

・資料４ 平成３０年度施策評価シート（平成２９年度実施施 

策） 

・資料５ 総合戦略ＫＰＩ一覧 

・平成２９年度委員会意見に関する取り組み事項一覧表 

・総合戦略ＫＰＩ一覧（進捗状況） 

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（野原

副部長） 

定刻になりましたので、平成３０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をいただきま

して、ありがとうございます。 

議題に先立ちまして、事務局職員の異動もありましたことから、改めて紹介させ

ていただきます。 

 

（事務局の紹介） 

 

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６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。 

なお、柏浦副委員長、鈴木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｡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、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。 

・次第 

・資料１  久喜市の施策評価について 

・資料２ 平成３０年度施策評価結果の概要 

・資料３ 施策評価結果表 

・資料４ 平成３０年度施策評価シート(平成29年度実施施策） 

・資料５ 総合戦略ＫＰＩ一覧 

また、本日、委員名簿、平成２９年度委員会意見に関する取り組み事項一覧表、

ＫＰＩ一覧表とその進捗状況、そして、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、不足等はございませんか。 

ここまでご質問等はございませんでしょうか。 



 3 

（質問等なし） 

 

それでは、開会にあたり、石上委員長からご挨拶を頂戴したいと存じます。 

 

石上委員長 

 

（委員長あいさつ） 

司会（野原

副部長） 

 

 

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、石上委員長、よろしくお願いいたします。 

 

石上委員長  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あたり、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、竹長委員にお願いしたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 

（竹長委員了承） 

 

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３０年度施策評価結果について 

石上委員長 本日の議題に入りたいと思います。議題（１）平成３０年度施策評価結果につい

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（安

藤係長） 

はじめに、会議資料の内容について、確認させていただきます。 

事前に送付させていただきました資料１につきましては本市における施策評価の
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考え方やシートの見方をまとめたものでございます。 

次に、資料２につきましては、平成３０年度施策評価結果の概要でございます。 

次に、資料３でございますが、施策評価結果表として、各指標、各施策の結果を

平成２５年度からまとめたものでございます。 

次に、資料４でございますが、表紙、目次に続きまして、４３施策の個別シート

となってございます。 

最後に、資料５でございますが、久喜市総合戦略におけるＫＰＩ、重要業績評価

指標の一覧でございます。 

 また、本日、配布させていただきましたのは、委員名簿、昨年度の委員会でいた

だいた委員会意見に関する取り組み状況、そして、昨年度の委員会におきまして、

ご指摘をいただきましたＫＰＩの管理ということで、ＫＰＩの進捗状況を一覧とし

てまとめたもの、最後に、第２回委員会の開催通知でございます。 

本日の会議におきましては、時間の都合もございますことから、主に、資料１と

資料２を使用しまして、評価結果の報告をさせていただきます。恐れ入りますが、

「資料１久喜市の施策評価」についてをご覧ください。 

久喜市の施策評価の概要につきまして、ご説明申し上げます。 

 はじめに１ページでございますが、久喜市の行政評価システムにつきましては、

事務事業評価、施策評価、政策評価の３階層で構成されております。本日から、ご

審議いただきますのは、その真ん中、施策評価の結果についてでございます。 

続きまして、２ページでございます。２ページの「３施策評価の実施」をご覧く

ださい。施策評価の実施にあたりましては、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、その達成度を計るとともに、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、５年目である今年度の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しております。 

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ツールである施策評価に総合戦略の視点を盛り込
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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しておりま

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。施策評価シートの様式は、昨年度と変更は

なく、３ページの１ 施策概要 欄から、４ページの２ 施策の結果欄、５ページの

３ 総合戦略との関連欄、６ページの４ 施策の目標達成度、主要課題、今後の方

向性欄、７ページの５構成する事務事業欄、そして８ページの６ 行政評価委員会

の意見 欄まででございます。ご審議いただくにあたりまして、特に重要な部分で

ございますが、６ページにございます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。成果指標の実績値、達成率を基に、施策

の目標達成度を総合的に判定するものでございまして、それらから明らかになった

施策の主要課題と今後の施策の方向性が記載されております。 

資料１についての説明は以上でございます。 

 

石上委員長 

 

 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。 

 

小林委員  行政評価の実施にあたっては、総合振興計画を基に進めていくとの話ですが、４

月から市長が変わったことによる総合振興計画の影響はないのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 総合振興計画の変更につきましては、現在検討しているところでございますが、

総合振興計画の骨子につきましては、変更はないと現市長に確認をしております。

東京理科大学跡地、給食センター、ごみ処理施設等といった政策の変更により、必

要なものは変更をしていくという予定でございます。 

 

石上委員長 

 

 ほかにございますか。 

 

（意見等なし） 

 

 では、事務局の説明を続けてください。 

 

事務局（安

藤係長） 

続きまして、「資料４ 平成３０年度施策評価シート」をご覧ください。具体的

な施策シートの例として、１ページ、「コミュニティ活動の推進」のシートをご覧
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ください。 

 施策評価シートは１ページ、２ページの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、行政における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、意見がない場合は

空欄とし、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

おいては、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、それらに対

する質疑応答を行い、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、第３回委員会におきまして、意見を入れ込まない評価シ

ートも含め、意見欄を確定していくという手順で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。 

 

石上委員長  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、意見がない場合は空欄とし、意見のある

ものについて意見を記載する取扱いとし、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、第３回の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きましても、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。 

布川委員  前年度の評価件数が４３施策中の１３施策であり、３割程しか行っておりませ

ん。行政評価委員会として、活動していると対外的に示すためには、４割から５割
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くらいまで上げないといけないのではないかと思います。評価しきれない部分もあ

りますので、全部は難しいと思いますが、もう少し頑張っていいのかと思います。 

 

竹長委員  行政評価委員会の意見覧を空欄とする件ですが、意見がない場合は「特になし」

等と明記したほうがよろしいのではないでしょうか。全部に意見を付すことは難し

いでしょうが、全てに記載はしたほうがいいと思います。 

 

石上委員長  ただいま、竹長委員から、空欄ではなく、意見がない場合は、特になし等と言っ

たように記載をするという提案がなされましたが、どうでしょうか。 

 

小林委員  ２０施策、２５施策という目標値を定めるのはいい案だと思いますが、全てを評

価することについては、時間的にも難しいと思います。極力努力をするという形で

いいのかなと思います。 

 

桂田委員  委員の皆様のおっしゃるとおり、できる限りの評価を実施していくべきだと思い

ます。 

 

石上委員長  ありがとうございました。私たちの使命は、市で行われている事業の内部評価を

きちんとチェックしていくことです。竹長委員のご提案のとおり、全てを見ている

という姿勢をアピールすることは重要であると考えます。委員の皆様のご了解が得

られれば、全ての項目について、特になしという意見を含め全て記載したいと思い

ます。また、施策評価の件数の増加については、本日の資料に基づく委員皆様方の

予習が重要になり、次回以降、２回目３回目の委員会の際に、活発な意見を頂くこ

とで、頑張っていきたいと思いますのでご協力を頂ければと思います。 

 なお、補足でございますが、本日の審議のスケジュールについては、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、第３回の委員会の審議により確

定したいと思います。 

 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（安

藤係長） 

 「資料２ 平成３０年度施策評価結果の概要」を基に説明させていただきます。

資料２の１ページから３ページに平成３０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。資料２の１ページの中ほど、２評価結果の概要をご覧くださ

い。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
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ます。 

まず、（１）施策ベースの集計でございますが、表の上の段が平成３０年度実施

結果、下の段が２９年度実施結果となっております。総合振興計画の全４３施策の

うち、「目標を上回る」施策が１２施策、割合にして 27.9%、「目標どおり」の施

策が１５施策、割合にして 34.9%となり、全体では２７施策、割合にして 62.8%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１６施策、割合に

して 37.2%となり、想定した成果・進捗となっていない施策は、２９年度と比較し

て１施策増加し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、次のページ、２ペ

ージの下半分にございますので、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６

９指標、「90.0%以上 100.0%未満」が１７指標、「80.0%以上 90.0%未満」が９指

標、「70.0%以上 80.0%未満」が３指標、「60.0%以上 70.0%未満」が５指標、

「60.0%未満」が６指標、「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１１指標となりました。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１０９指標に限定した場合が表の一番右の欄でございま

す。この結果から、達成率が概ね良好と判断される「達成率 80.0%以上」の割合

が、上から 63.3%と 15.6%、8.3%の合計で 87.2%となり、９割弱の指標では良好に進

捗したことが確認されたところでございます。 

 次に、３ページでございます。（３）総合戦略ベースでは、重要業績評価指標

（ＫＰＩ）について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説明

させていただきます。 

 施策評価結果の報告については、以上でございます。 

 

石上委員長 ただ今の事務局の全体説明について、ご意見等ございますか。 

  

小林委員  達成率の件ですが、１００％以上といっても１０５％から１６０％という数値の

差が見受けられます。目標値の設定が甘かったではないでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 総合振興計画の作成した時期は５年前になり、数値目標はその当時のもので算出

をしているところです。目標値の見直しについては、総合振興計画の成果指標自体

が、変更となってしまうことから、行ってこなかったものでございます。 
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 しかしながら、来年度以降は、総合振興計画の後期基本計画に基づいて評価を実

施していくことから、乖離が少なくなるものと考えます。 

 計画は５年をかけて実施をしていくことを想定しておりますので、ご了承を頂き

たいと存じます。 

 

石上委員長 他にございますか。よろしいですか。ないようですので、大綱ごとに区切り、評

価結果の審議をしていきたいと思います。事務局の説明をお願いします。 

  

事務局（安

藤係長） 

 

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２の４ページをご覧いただきたいと存じます。 

 はじめに、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３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２指

標を除き、「達成率 100.0%以上」が４指標、「達成率 90.0%以上 100.0%未満」が１

指標となり、「達成率 80.0%以上 90.0%未満」が２指標となり、ほとんどの指標は

順調に進捗していますが、残りの１指標は達成率が 67.9%に止まり、進捗に若干遅

れが出ています。大綱１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。 

 なお、大綱１につきましては、事前質問を１点いただいております。施策２ 協

働のまちづくりの推進につきまして、昨年度の委員会意見として無作為抽出による

委員選任や土日、平日夜間の会議開催について提言されましたが、実施あるいは検

討されたのでしょうか、とのご質問でございます。こちらにつきましては、本日配

布させていただきました資料のうち、平成２９年度施策評価シートに付された委員

会意見に関する取り組み事項一覧表をご覧いただきたいと存じます。一番はじめの

整理番号１の右側に取り組み事項の記載がございますが、職員全体研修、こちらは

例年１月ごろに実施しております、こちらにおきまして、附属機関の公募や会議開

催を行う担当課に対して、幅広い層の方から応募いただけるよう関係団体への働き

かけや周知を図るとしております。また、無作為抽出による委員選任につきまして

も、職員への説明を行う予定としております。 

 大綱１の概要説明につきましては、以上でございます。 
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石上委員長 ありがとうございました。委員会意見の取り組みについて、自治振興課から他の

課に対して、説明・周知をしたので、やっていますという形になっているように見

えますが。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 去年の取組みが足りないということで、担当課に対して、もっと推進をするべき

というご意見として受け止めます。 

石上委員長  平日夜間、休日の開催実績はあるのでしょうか。 

  

事務局（安

藤係長） 

 

 ございません。 

石上委員長 

 

 働き方改革の面からも難しいと思いますが、どうしても来れない方もいますの

で、時間等は幅広くとったほうがよろしいと思います。 

 他にございますか。ないようですが、また、お気づきの点があれば後からでも、

ご意見をお願いします。 

 それでは、大綱１についての審議は終わります。続きまして、大綱２について、

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

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

を上回る」施策が１施策、「目標どおり」の施策が２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 100.0%以上」が３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、順調に進捗していますが、３指標は達成率が 71.4%、77.9%、38.6%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。 

 なお、大綱２につきましても、１点事前に質問をいただいております。施策２ 

快適な生活環境の創造 につきまして、公害に関する苦情処理件数が増加していま

すが、市側として根本的な解決策は図られたのでしょうか、とのご質問でございま

す。こちらにつきまして、担当課である環境課に確認したところ、平成２９年度に

おきましては、騒音の苦情件数が平成２８年度と比較し２０件、不法投棄の苦情件

数が平成２８年度と比較し２５件増加しております。この中で、騒音に関する苦情
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に対しましては、現場を確認し、騒音規制法で定められた規制基準を超過している

場合は原因者へ指導を行っております。次に、不法投棄に関する苦情に対しまして

は、速やかに所管の警察署に通報して、現場検証を行っていただき、ごみの中に個

人を特定できる情報があれば、事件として対応をしていただいております。特に不

法投棄が頻発する場所につきましては、職員によるパトロールを実施し、早期発見

に努めるとともに、警察署にもパトロールの強化を要請しております。更に、不法

投棄禁止看板を市内各所に設置し、不法投棄に対する注意喚起を図っております。

その他の公害に対する苦情につきましても、原因者に対し、該当する法令及び条例

に基づき指導を行っております、とのことでございました。 

 大綱２の概要説明につきましては、以上でございます。 

 

石上委員長 ありがとうございました。まず、資料４の１５ページ、公害苦情処理件数の３

８．６%の計算方法について、伺いたい。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 １４０件以下にしたいという場合の目標値の計算になるのですが、（２２６―１

４０）／１４０を１から引いて、０．３８６となり、３８．６%になります。 

 

石上委員長 ありがとうございました。次に、公害苦情処理件数ですが、苦情自体の件数では

なく、処理をした件数でよろしいのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 担当課としては、苦情がない状態が一番望ましい状態だと考えていると思いま

す。確認は行いますが、後期基本計画においては、苦情件数となっておりますの

で、同義だと思われます。 

 

竹長委員 同じく、資料４の１５ページの細施策５ 動物愛護と適正飼育に関連して、１６

ぺージの５ 畜犬対策事業について、どのようなことをやるのでしょうか。  

 

事務局（安

藤係長） 

 

 畜犬対策事業については、犬の予防注射でございます。 

竹長委員  私の周りには、動物を飼っている方が多くおり、犬のふんの放置等の問題が発生

しております。適正飼育がされているか疑問です。 
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事務局（安

藤係長） 

 

 犬のふん害については、ポイ捨て等及び喫煙防止対策事業で、重点地区におい

て、巡視員が対応をしております。 

石上委員長 他にございますか。 

資料４の１９ページ、市民一人当たりごみ排出量について、目標値が変動してい

る理由はなんでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 下に記載がございますが、実績値により変更したことと、久喜市一般廃棄物処理

基本計画の改定に伴い変更をしたものでございます。なお、補足ですが、ごみ処理

施設について、市内で様々な検討を進めているところでございますので、今後の変

更も生じる可能性がございます。 

 

布川委員 

 

 ホームページで拝見しましたが、施設は菖蒲に計画されているのですか。 

事務局（安

藤係長） 

 

 そのとおりです。新聞報道もございます。 

布川委員 

 

 現在稼働している施設については、どうなるのでしょうか。 

事務局（安

藤係長） 

 

 最終的には、廃炉という形になると思います。 

布川委員 

 

 施策５地球環境問題への対応の中の、太陽光システムの最大出力について、どの

ようにカウントしているのでしょうか。各家庭でのカウント方法が疑問です。市の

装置等が付いているのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 環境課で把握をしていると思いますが、カウント方法については、即答ができま

せん。次回委員会にご報告させて頂きます。 

布川委員 

 

 わかりました。また、指標について、１件当たりの出力を2.5から3kw発電と仮定

して、計算すると約１５００件となります。ただ単に、最大出力と言われも、わか

らないと思いますので、だれにでもわかるような工夫が必要だと思います。 
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事務局（安

藤係長） 

 

 この事業については、例えば、市民の方が新築に伴い太陽光発電の設置等をする

場合、申請をすれば補助をしますという事業です。毎年、予算の範囲内で実施をし

ているという形で、毎年数百件の設置が増えていくことになります。 

 

布川委員 

 

 では、そういった計算ではないということですか。しかし、何キロワットという

よくわからない数値に対して、評価はできないと思います。担当課に対しては、何

件、最大出力というのではなく、もっとわかりやすい指標をお願いしたい。 

 

竹長委員  古河市とかに多く太陽光見受けられますが、久喜市は他市町村に比べて、太陽光

パネルの設置は多いのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 他市の状況はわかりませんが、太陽光パネルについては、新築に伴う際に設置す

ることが多いと考えます。古河市等、新築が多い地区において、必然的に設置が多

くなる傾向にあると思います。 

 

竹長委員  新築ではなく既存宅地でも、申請を行えば補助はでるのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 抽せんになる場合もありますが、でます。 

布川委員 

 

 補助金の申請についてですが、以前は先着順でやっていたと聞いたことがありま

す。公平性の問題もあるかと思いますが、例えば、予算の５０％は先着申込順、残

りの５０％は抽せんという形で、柔軟に対応をするべきだと思います。また、最近

は電気の買い取り価格が下落していることから、設置に当たっては、蓄電池も同時

に取り付ける方が多いと思います。その蓄電池と関連した補助についても検討をし

てもいいと思います。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 ご意見として頂きたいと思います。 

石上委員長 

 

よろしいでしょうか。ほかにございますか。ないようですので、大綱２について

の審議は終わります。続きまして、大綱３について、事務局の説明をお願いしま

す。 
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事務局（安

藤係長） 

 

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１施策、「目標どおり」の施策が２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、達成率を算出しない

２指標を除き、「達成率 100.0%以上」が１８指標、「達成率 90.0%以上 100.0%未

満」が４指標となり、ほとんど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 42.6%、66.7%、75.9%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、７ページをご覧ください。「達成率 100.0%以

上」が４指標となり、殆どの指標は順調に進捗していますが、残りの２指標は達成

率が 79.0%、0%でございます。 

 なお、補足でございますが、昨年度のＫＰＩの一元管理というご意見を受けまし

て、配布資料の中に、ＫＰＩの進捗状況を記載しているものがありますので、ご参

照をお願いします。 

 大綱３の概要説明につきましては、以上でございます。 

 

石上委員長 

 

 ありがとうございました。昨年度に引き続き、とねっとが芳しくないようです

が、他も含めて、なにかご意見等ございますか。 

 

桂田委員 

 

 資料４の４３ページ、国民健康保険税の滞納額について、１５４．２％となり、

昨年度から数値を改善しましたとありますが、もう少し上げられるのではないかと

思いました。 

 

石上委員長 

 

 この指標の滞納額は２０億でよろしいでしょうか。 

事務局（安

藤係長） 

 

 ２０億です。詳細について、ご説明申し上げますと、国民健康保険の現年度分の

課税額は約４０億となり、その収納率が約９２％です。残りは滞納額となります。

その累積していく滞納額について、収納課で督促、取立て等で減らしていくという

対応をしているものです。国民健康保険税は制度上、支払い能力の弱い方にも賦課

を行うため、難しいところがあります。 
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石上委員長 

 

 この２０億等の数値は、今まで溜まり続けている分ということでしょうか。 

事務局（安

藤係長） 

 

 その通りです。２０億以上に増やさないという目標設定にとなっております。収

納や不納欠損によって、減らしていっているという状況でございます。 

石上委員長 

 

 累積、繰越という言葉がないとわかりづらい気がします。毎年２０億円の滞納が

生じているわけではないということですね。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 はい。元々滞納している分に、今年度分の滞納も繰越ということで、加わってい

く形になりますので、毎年、変動がございます。 

布川委員 先程、国民健康保険の制度上というお話がありましたが、制度となると国という

ことになり、久喜市だけではどうしようもないということでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 おっしゃるとおりですが、税率は市で決定できます。また、補足として、皆様、

被保険者の方には直接的な影響はございませんが、平成３０年度から国保財政が都

道府県化しており、財政基盤の強化が図られたところです。 

 

小林委員  税金の課税システムについてですが、平成３０年度の支払い分は、平成２９年の

所得で決定し、平成３１年度の支払い分は、平成３０年の所得で決定をしますよ

ね。所得が減れば、支払い額も減るわけですから、その差額を税に充当することは

できないのでしょうか。還付分等もあると思います。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 賦課の制度上、できかねます。納税については、資力があれば、財産の差し押さ

え、資力がなければ、不納欠損という形になります。 

布川委員  不納欠損は増えているのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 大きな変動はないと思います。不納欠損については、多いから良い、少ないから

悪いというわけではございません。資力がない方、生活保護になり資力の回復が見

込めない方などに対して、税をかけ続けることが望ましくないということもござい

ます。 
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布川委員  生活保護世帯の増加も問題となってくるのですね。 

 つぎに、とねっとの件でございます。私は加入しているのですが、利用者として

もご意見を申し上げます。個人で健康診断等を受けた場合、検査結果を自分でとね

っとシステムに入力しなければなりません。例えば、医療機関で別の医療機関や、

とねっとシステムにデータの受け渡しが可能になるよう変更すれば、登録者人数が

増えると思います。増えるならば、不必要な医療費等が発生しないと思います。メ

リットを生み出すことで登録者数を上げる取り組みを担当課で考えられたほうが良

いと思います。そもそも、とねっとは３．１１がきっかけであります。市のほうも

データの入力が不要になる等のメリットもあると思います。ＷＩＮ－ＷＩＮとなる

ようなシステムを考えればできると思います。利用者が自分で入力するのではない

方法に変更するだけでも登録者数は増えてくると思います。 

 

石上委員長 

 

 去年も同様のご意見を頂いていておりますが、資料中の担当課の回答を拝見しま

すと、ＰＲ活動を行ったのみとなっております。 

 

布川委員  ＰＲとかではなく、システムを改善すれば登録者数が増えると思います。まず、

費用をかけてでも、システムの見直しを行うべきだと思います。 

 

小林委員  とねっとにつきましては、市、利用者、医療機関の３者が関係するシステムであ

ります。正直、医療機関は使いたいわけではないと思います。救急では役に立つの

でしょうが、市が医師会等に対して義務的に使わせないと、啓発の効果がないと思

います。医療機関の協力がされるシステムにしないと普及しないと思います。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 資料４の２８ページ、判断理由に「新たに歯科医療機関、調剤薬局も参加可能に

なりましたが、参加者の大きな増加は厳しい状況」とあります。小林委員のおっし

ゃるとおり、参加しない医療機関が多いという現状であると思います。担当課とし

てはできることはやっており、久喜市だけの問題ではなく、利根保健医療圏全体の

問題であると考えます。布川委員の提案については担当課で確認を行わないとわか

りませんが、難しいものと考えます。 

 

小林委員  医療機関はめんどうなだけで、メリットはないのでしょうか。 

 

事務局（安  データの共有ができるということはあると思います。同ページ、今後の施策の方
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藤係長） 

 

向性の中に、「市民、医療機関にとって、より使いやすいシステムを目指す」と記

載があることから、残念ながら、現状では、医療機関にとっていいシステムではな

いということだと思います。 

 

布川委員  医療機関が使いたいという動機付けになるものがないと難しいと思います。 

 

小林委員  医療事故等の問題もあるので、その情報をそのまま使うことはないでしょうから

難しいと考えます。基本的には、医療機関は他の医療機関の検査結果等の情報をそ

のまま使用することは少ないと思います。 

 

布川委員  とねっとシステムの原点に戻って、改めて検討をして頂きたいと思います。 

 

石上委員長 

 

よろしいでしょうか。ほかにございますか。ないようですので、大綱３について

の審議は終わります。続きまして、大綱４について、事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

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」の施策が２施策、「目標どおり」の施策が２

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１５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３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指標の達成率はそれぞれ 45.5%、68.6%、64.5%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 100.0%以上」が１指標、「達成率

90.0%以上 100.0%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。 

 

石上委員長  ありがとうございました。委員の皆様からご質問等はございますか。 
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山田委員  資料４の５７ページ、野久喜集会所、内下集会所の参加者数について、人権教育

ということで、他の公民館との差別化が図られているのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 委員のおっしゃるとおり、この２つの集会所は、人権教育の機関として位置づけ

がされております。また、例えば、野久喜集会所では、子供向けの算数の授業とい

った講座等もやっておりますので、人数等については、含んで計上がされていると

思います。公民館事業との重複というお話ですが、こちらは地域の集会所事業とい

うことでございます。 

 

桂田委員  ４９ページ、学校教育の充実、小中学校施設の耐震化について、平成２７年度に

全て完了とあります。ブロック塀等の問題がありますが、平成２８年度から検査等

はされていかないのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 学校の耐震化については、構造躯体、学校校舎全体のお話であり、ブロック塀、

体育館の天井等の非構造部材の耐震化については、現在、調査、実施を進めている

ところでございます。後期基本計画においては、非構造部材の施設数が目標になっ

ております。 

 

石上委員長 

 

 学校が好きだと考えている児童生徒の割合について、小学校５年生と中学校２年

生に対して、毎年アンケートを実施しているということでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 その通りです。 

布川委員  施策３の高等教育機関との連携について、前回の委員でもありましたが、東京理

科大学が撤退して、連携は難しくなったと思いますが、民間事業者との連携がゼロ

というのは、望ましくないと思います。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 ここでの連携は市内の大学を対象としているのではございません。ご報告になり

ますが、平成２９年度ＰＲ活動を続けた結果、今年度は１件の実績ができます。こ

のシートは平成２９年度末の状況ですのでゼロとなっております。 

 

石上委員長  久喜市はエアコンを全て設置済みでしょうか。 
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事務局（安

藤係長） 

 

 設置済みです。 

石上委員長 

 

よろしいでしょうか。ほかにございますか。ないようですので、大綱４について

の審議は終わります。続きまして、大綱５について、事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

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４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 100.0%以上」が１６指

標、「達成率 90.0%以上 100.0%未満」が４指標となり、ほとんどの指標は順調に進

捗していますが、残りの１指標は達成率が 29.1%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３指標となってお

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。 

なお、大綱５につきましては、事前の質問を４点いただいております。１点目

は、施策２ 道路・公共交通の整備・充実 につきまして、道路沿いの植栽が荒れて

いる箇所が多数見受けられます。維持管理が後手になっていないでしょうか、との

ご質問でございます。こちらにつきまして、担当課に確認したところ、植栽の管理

につきましては、市民からの要望や通報及び道路パトロール等で発見次第、随時、

実施しております。除草につきましては、現地の状況や天候などの条件により草の

伸び具合が異なりますことから、定期的・計画的な管理は難しいものと考えており

ます。しかしながら、雑草が繁茂し、事故等を誘発する恐れのある交差点等、緊急

性を伴う箇所につきましては、職員により可能な範囲で早急な対応に努めていると

ころでございます、とのことでございました。 

次に、２点目でございますが、同じく施策２ 道路・公共交通の整備・充実 につ

きまして、自転車通行レーンが設置されましたが、レーンの利用実態についての調

査は行っていますか。また、歩行者と自転車を分けることによって事故等は実数と

して減少しましたか、とのご質問でございます。こちらにつきまして、担当課に確
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認したところ、自転車通行レーンは、本市内では、県道六万部久喜停車場線、こち

らはいわゆる西口の２０メートル道路です。及び、県道幸手久喜線の２箇所に設置

されています。自転車通行レーンの設置・管理は、埼玉県が行っていることから、

本市では利用状況及び事故状況は把握していないところです、とのことでございま

した。こちらについて、埼玉県の杉戸県土整備事務所にも確認させていただきまし

たが、特段の調査はしていない、とのことでございました。 

次に、３点目でございますが、施策８ 交通安全対策の充実 におきまして、人身

事故は減少していますが、物損も含めて減少しているのでしょうか、とのご質問で

ございます。担当課に確認したところ、久喜市内における物損事故件数について久

喜警察署に確認させていただきました。件数を申し上げますと、平成２５年度３，

４４２件、平成２６年度３，２４８件、平成２７年度３、１９５件、平成２８年度

３，２８８件、平成２９年度３，５４７件となっております。こちらの数字を見ま

すと、残念ながら物損事故につきましては一概に減少傾向になっておらないところ

でございます。 

 次に、４点目でございますが、同じく施策８ におきまして、道路反射鏡設置数

について、成果指標の道路反射鏡の設置件数は４９基の増加ですが、下の欄に記載

されている平成２９年度の実施内容では５６基設置となっています。違いは何でし

ょうか、とのご質問でございます。担当課に確認したところ、平成２９年度の設置

基数は実施内容のとおり５６基でございまして、４９基との差の７基につきまして

は、平成２９年度に撤去を行った基数でございます。撤去する場合の例につきまし

ては。新たな道路ができて、既存の反射鏡が不要になった場合、民地に立ってい

て、そこに住宅が立つ予定で権利者から同意が得られなかった場合等になるようで

す。 

大綱５の概要説明につきましては、以上でございます。 

 

石上委員長 

 

 ありがとうございました。委員の皆様からご質問等はございますか。 

 資料４、８７ページの交通災害共済について、どこがやっているのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

埼玉県市町村総合事務組合がやっております。最近は、民間保険会社への加入者

が多く、全体的に加入者は減少しているところです。 

 

石上委員長 

 

 自動車保険に付随するのでしょうか。 

事務局（安  自動車ではなく、自転車等の保険になります。自転車の保険加入が義務になった
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藤係長） 

 

こともあり、目標値と合わなくなってきてしまっている部分もあるとは思います。 

桂田委員  後期基本計画にも記載はあるのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 数値自体は減らしておりますが、記載はあります。 

 

小林委員  やめることはできないのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 何も加入していない方の受け皿になっており、需要が一定程度あることからやめ

ることはできないようです。ただ、目標値を設定すること等について疑義はありま

す。 

 

布川委員  人口が減るのだから、こういった件数は減ってくるものだと思います。棚卸し、

見直しをしましょう。 

 次に、防災の情報提供の方法ですが、市町村で特有のＦＭラジオ等やっていると

ころもあるようです。課題も多いと思いますが、先進地の聞き取り等を行い、考

え、検討をしていって頂きたいと思います。年齢等により、情報の受け取り方が違

うことから、個人に合った確かな情報を、多種多様な方法によって、発信をしてい

ければよいと思います。前回の委員会でもお伝えしたところですが、担当課である

消防防災課において、検討をお願いします。 

 

石上委員長 

 

よろしいでしょうか。 

続きまして、大綱６について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

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、「目標を上回る」施策が２施策、「目標どおり」の施策が２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２指標を除き、「達成率 100.0%以上」が８指標、「達成率 90.0%以上 100.0%未

満」が２指標、「達成率 80%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２指標は達成率がそれぞれ 20.0%、51.6%に止まり、進

捗に若干遅れが出ています。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 100.0%以上」が３指標、「達成率

90.0%以上 100.0%未満」が１指標となっており、多くは順調に進捗しております
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が、残りの１指標は達成率が 0%となっております。 

大綱６の概要説明につきましては、以上でございます。 

 

石上委員長 

 

 ありがとうございました。委員の皆様からご質問等はございますか。 

 

山田委員  資料４の１０２ページ、消費生活相談室で４３０件の相談を受けたとあります

が、来庁して受けた件数なのか、電話により受けた件数なのか、それとも両方なの

かどうか、教えてください。また、どのような感じで相談を受けているのでしょう

か。久喜市でこういった相談を実施していると知っているのでしょうか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 相談の手段とその概要について、担当課に確認をします。 

山田委員  消費生活センターの方が知られているため、そちらを利用する方が多いと思いま

すが。 

 

事務局（安

藤係長） 

 消費生活センターでも対応はできると思いますが、市でも市民向けに実施をして

いるということだと思います。 

 

石上委員長 

 

 書き方からみると、窓口に来た方と捉えられます。ほかにございますか。 

小林委員 

 

 ９５ページ、制度融資の件数について、どのような種類の融資でしょうか。 

事務局（安

藤係長） 

 融資元は銀行になり、市が銀行の協力を得る形で、利用者に低利にするとか利子

分を補給するとかの事業になると思います。 

 

石上委員長 

 

よろしいでしょうか。ほかにございますか。ないようですので、大綱６について

の審議は終わります。続きまして、大綱７について、事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

次に、大綱７、行財政を見直し、改革を進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５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１指標で

あり、ほとんど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



 23 

67.0%に止まっており、進捗に若干遅れが出ています。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。 

 以上が、施策評価結果の概要となります。 

 

石上委員長 

 

 ありがとうございました。委員の皆様からご質問等はございますか。 

 財政調整基金の使い道はあるのですか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 資料で申し上げますと、１０７ページになります。財政調整基金というものは、

一般家庭におきかえますと、貯金でございます。標準財政規模の１０％を保有して

いると良いと言われております。本市の使い道については、ごみ処理施設、給食セ

ンター等をはじめとした公共建築物の建設が中心になります。わかりやすく申し上

げると、今後、お金がたくさんかかることから貯めて比率を高めて、備えていると

いう形でございます。 

 

小林委員  １０３ページの職員数について、こちらは、嘱託の方も計上されているのでしょ

うか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 こちらは、正規職員かつフルタイムの職員数となっております。職員数について

は、総務省から計算方法が示されておりまして、週４日等の再任用職員、臨時職員

などは除かれております。 

 

石上委員長  他にございませんか。 
多くの質問、ご意見がございましたので、次回以降の委員会において審議をし、

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、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、議題（１）平成３０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。次回以降の委員会におきまして、審議を進め、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、ご意見等をいただきたいと思いますので、よろし
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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）その他 

石上委員長 

 

 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。 

 

（意見等なし） 

 

事務局から、何かありますか。 

 

事務局（安

藤係長） 

 

 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、昨年度と取扱いが少し異なります。従前では、会議

録を確定する前に、出席された全ての委員に原案を確認するとされておりました

が、全文記録方式、もしくは、全文記録方式に近い形で作成する場合には全員の確

認を要しない、とされたところでございます。また、会議録に訂正を要する場合

は、次回の会議で訂正できるものとされております。そのため、今年度について

は、事務局にて案を作成させていただいた後、今回の署名委員であります委員長及

び竹長委員一任で、確定とさせていただきたいと存じます。なお、会議録の作成に

ついて内容の正確を期するため、事務局において作成する時点で委員の皆様に確認

させていただきたいことが出ました場合は、電話などでご連絡させていただくこと

がございますのでご了承くださいますようお願いいたします。 

続きまして、政策評価の実施について連絡がございます。政策評価につきまし

て、今年度の実施を検討しておりましたところでございましたが、平成３０年８月

に久喜市行政評価システム推進計画を改訂し、政策評価結果を次期総合振興計画の

策定に活用するため、後の年度、現状では平成３３年度の実施で検討を進めること

としたところでございます。そのため、本年度の委員会は平成３１年１月から３月

ごろに政策評価に対する外部意見をいただくことも予定しておりましたが、それに

つきましては、後の年度に、ということになりましたので、本年度の実質的な会議

は本日を含めて３回ほどになるものでございます。 

 次に、次回の委員会の開催でございます。第２回委員会につきましては、本日ご

案内をお渡ししておりますが、１１月９日の午後２時、場所は本庁舎の隣、公文書

館の２階にございます会議室を予定しております。また、事前の質問や確認事項に
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つきましては、１１月６日を目途に、担当までメール等でいただけると幸いです。

質問は行政評価システム全般についてでも差支えございません。 

 なお、今回配布させていただきました資料をご持参くださいますようお願いいた

します。 

 以上でございます。 

 

石上委員長 

 

 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。 

  

（意見等なし） 

 

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。 

 

 

３ 閉会 

司会（野原

副部長） 

 石上委員長、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も、大

変お疲れ様でございました。 

 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１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３０年１１月２１日    

委員長 石上 泰州 

委 員 竹長 吉正 

 


