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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２回久喜市行政評価委員会 

開 催 年 月 日 平成３０年１１月９日（金） 

開 始 ・ 終 了 時 刻 午後２時００分から午後４時１０分まで 

開 催 場 所 久喜市役所 公文書館 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、竹長 吉正、布川 勇、山田 恵理子 

欠席委員（者）氏名 柏浦 茂、小林 英一、鈴木 美栄子 

説 明 者 の 職 氏 名 
企画政策課長 石井 俊 

企画政策課 行政管理係長 安藤 孝浩 

事務局職員職氏名 
企画政策課長 石井 俊 

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対する委員会意見について 

（２）その他 

３ 閉会 

配 布 資 料 

・次第 

・平成３０年度施策評価シートに付す委員会意見一覧表（案） 

※その他資料は第１回と同様 

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（石井課

長） 

皆様、こんにちは。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。定刻になりましたので、平成３０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。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５名でございます。

過半数に達しておりますことから、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、小林委員、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。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（石井課

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、石上委員長、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

２ 議題 

（１）平成３０年度施策評価結果に対する委員会意見について 

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、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、布川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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（布川委員了承） 

 

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 

改めまして、本日の議題に入りたいと思います。「平成３０年度施策評価の結果

に対する委員会意見について」を議題としていきたいと思います。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

 それでは、説明させていただきます。なお、資料は第１回委員会で使用した資料
となります。お手元にございますでしょうか。 

  

（不足等なし） 

 

また、本日の次第及び「平成３０年度施策評価シートに付す委員会意見一覧表

（案）平成３０年１１月９日現在について」を配布させていただきました。こちら

の案につきましては、第１回委員会での意見や質問、また、第２回委員会開催にあ

たっての事前質問や意見を踏まえまして、事務局において現段階での意見の集約

を、参考として作成させていただいたものでございます。後ほど、大綱ごとに内容

を説明させていただきます。なお、こちらにつきましても、現段階での案でござい

ますので、委員会意見とするか、また、修正等を行うかにつきましてもご審議いた

だきたいと考えております。次に前回の委員会において、ご質問、ご意見いただい

た件について、補足等をさせていただきます。 

１点目は大綱１、施策２の協働のまちづくりについてでございます。資料４です

と３ページ及び４ページでございます。第１回の委員会で、平日夜間や土日の開催

実績がないとお答えしましたが、担当課に確認したところ、平成２９年度で１件、

実績がございました。委員会は、休日夜間急患診療所運営委員会で、平日夜の７時

から開催したとのことでございます。 

次に、２点目としまして、大綱２、施策２の快適な生活環境の創造でございま

す。資料４ですと１５ページになります。 

指標にございます「公害に関する苦情処理件数」でございますが、こちらにつき

ましては、苦情を処理した件数ではなく、苦情があった件数でございます。また、

後期基本計画では、分かりにくさを是正するため、「公害に関する苦情件数」に指

標を改めております。 

次に、３点目としまして、大綱２、施策５の地球環境問題への対応でございま
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す。資料４ですと２１ページでございます。 

指標にございます「設置された住宅用太陽光発電システムの最大出力」ですが、

担当課に確認しましたところ、補助金の申請時における図面等に記載された最大出

力数をカウントしているとのことでございます。数値の指標としましては、太陽光

発電システムの性能を最も客観的に表す指標として、最大出力数を使用しておりま

す。なお、補助の方法につきましては、先着順にしますと設置時期等により有利・

不利が発生するため、抽選としており、蓄電池につきましても定置型リチウムイオ

ン蓄電池を補助対象としているとのことでございます。抽選の状況でございます

が、平成２９年度につきましては抽選なしで、補助対象となる申請者全員に補助金

の交付ができたとのことでございます。また、久喜市の設置率が他市町村と比較し

てどうか、とのご質問をいただきましたが、他市町村の設置率を把握していないた

め、今後、情報収集していきたいとのことでございました。 

次に、４点目としまして、大綱３、施策２の地域医療体制の充実でございます。

資料４ですと２７ページでございます。「とねっと」について、医療機関で健康診

断などを受診した場合、現状では自分で数値等を入力する必要があるが、システム

改修によりデータの受け渡しができるようにならないか、とのご質問でございま

す。担当課に確認したところ、本年４月に、新システムを導入しておりますが、ご

質問のデータの受け渡しは行うことができない状況でございます、とのことでし

た。 

次に、５点目としまして、大綱５、施策８の交通安全対策の充実でございます。

資料４ですと８７ページでございます。指標の④交通災害共済についてでございま

す。交通災害共済につきましては、市民の皆さんが会費を出し合って会員となり、

交通事故により負傷した会員の方に見舞金をお支払いする相互扶助制度でございま

す。埼玉県が条例で定めた自転車損害保険の加入義務化に対応した保険とは異なる

ものでございます。交通災害共済については見舞金ということで、自動車、自転車

などの交通に伴う接触や衝突、転落などの事故でけがなどをした場合、見舞金が支

給されるものでございますが、最近では、自動車保険などに付帯して、保険として

同様のカバーができる商品が増えていることなどにより、加入者が減少しているも

のと考えられます。 

最後に、６点目としまして、大綱６、施策６の消費生活の充実でございます。資

料４ですと１０１ページでございます。指標にございます消費生活相談件数でござ

います。 

相談件数４３０件は、電話で受けた相談と来庁されての相談との合計の件数でご
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ざいます。相談の手段は、電話による相談と面談による相談です。電話での相談が

多く、7 割以上を占めるのが現状です。主な相談内容は、健康食品等の商品トラブ

ル、通信販売等契約トラブル、メールまたはハガキによる架空請求、多重債務、有

料動画に関する請求などでございます。契約トラブル等、相談内容によっては、事

業者との調整が必要なものもあり、１つの案件に手間と時間を要するものも多くご

ざいます。１件あたりの相談時間にはバラつきがあり、短いもので５分程度のもの

もありますが、長いものでは数時間かかる場合もあります。また、同じ相談者から

何度も相談を受けることも多くあるところです、とのことでございました。 

なお、第２回委員会の前にいただいたご意見やご質問につきましては、このあ

と、大綱ごとの説明で報告させていただきます。 

続いて、前回の委員会での審議の確認となりますが、施策評価シートの行政評価

委員会意見欄については、意見のある施策について記入し、特段の意見がない施策

は「特になし」とすることとして、審議をお願いしたいと考えております。 

それでは、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。  
石上委員長 事務局から、前回の質問等に対する回答などについて、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

見を付け、特段の意見のない施策については「特になし」とする取扱いとすること

について説明がありました。 

 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、

全体的な内容について、特に、ご質問、ご意見等がありましたら、挙手をお願いし

ます。 

 

布川委員 施策評価シートの評価方法について、施策の評価は、全ての施策に対して、

「〇・△・×」等の三段階で評価を行う方法が良いのではないでしょうか。時間が

限られているので、難しいとは思いますが、委員の皆様に提起いたします。 

 

石上委員長 ただ今、布川委員から提起がございました。そういった評価方法を行っている地

方自治体もあるとは思います。前提として、行政評価委員会の役割・評価について

は、１つ目、市として行った内部評価についての審査、２つ目、施策の結果そのも

のについての審査という２つの見方がございますが、どちらの視点で評価をするか

ということも関係してくると思います。 
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布川委員 本委員会では、前者であると考えます。 

 

石上委員長 そのとおりであると思います。三段階で評価をするとなると、施策のひとつひと

つについて、延べ６時間で詳細まで審議を行う必要が生じます。 

他の委員さんの意見はどうでしょうか。 

 

山田委員 私たちはこのシートに記載されている内容、文章でしか審査ができないため、三

段階評価は厳しいと思います。 

 

布川委員 わかりました。限られた時間の中で実施をするということであれば、それも選択

肢の１つであるということは理解できます。 

今後の課題といたしまして、内部評価に対する外部評価の三段階評価の実施につ

いて、委員会の意見ではなく、個人の提案として申し上げます。 

 

石上委員長 三段階評価を実施した場合ですが、例えば、×と評価をした場合、委員会とし

て、勉強をした上で、根拠を示す必要があります。審査にあたり一定の基準を設け

る必要もあります。今後やり方を変えていくことは十分あり得る話であるとは思い

ますが、今の本委員会としては、内部評価がちゃんとできているのかを審査してい

くことで役割を果たしていきたいと思っております。だれもが納得できる客観的な

基準について、私も時間があれば、個人的に勉強していければと思っております。

機会がありましたら、委員会のあるべき姿、審査基準、評価の方法等について、先

進事例をお示しできればと思いますので、ご理解をお願いします。 

それでは、前回の審議のとおり、委員会意見を付していき、意見が付されなかっ

た場合は「特になし」という表記で実施をしていくということで進めさせていただ

くということでよろしいでしょうか。 

 

（委員了承） 

 

布川委員 もう１点よろしいでしょうか。ただ今の事務局からの説明に関する質問として、

市民としての意見にもなりますが、太陽光に係る補助金の先着、抽選という申請方

法についてです。 

 

石上委員長 施策に関する質問はこれから随時、行いたいと思います。それでは、大綱１の６
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つの施策について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（安藤

係長） 

それでは、大綱１について、事前にいただいたご質問と、それに対する回答等に

ついて申し上げます。 

 はじめに、施策１ コミュニティ活動の推進について、ご質問をいただきまし

た。資料４ですと１ページでございます。地区コミュニティ協議会の組織数につい

て、市が理想とする数はどのくらいか。また、コミュニティ活動の中で、多くの市

民が関心のある活動は何か、とのご質問でございます。こちらにつきましては、久

喜市総合振興計画に基づき、小学校区単位とした地区コミュニティ協議会の設立を

促進しており、２０２２年度までの目標値として、２１団体としております。な

お、地域コミュニティの圏域は、共通する目的や課題を共有し、相互に役割を分担

しながら活動して、効率的、効果的に地域課題へ対応できる範囲として、小学校区

を単位とするのが適当と考えています。現在、コミュニティ活動の中で、多くの市

民が最も関心のある活動としては地域防災が考えられます。具体的な活動として、

例えば、平成３０年度は、久喜コミュニティ推進協議会において「学校を核とした

地域防災への取り組みについて」をテーマに意見交換会や視察研修会を実施しまし

た。「自らの命は自らで守る」という「自助」とともに、「地域での人と人との助

けあい」という「共助」の部分で、地域コミュニティの推進を図ることは、地域防

災力の向上を図るうえでも、非常に重要であると考えております、とのことでござ

います。 

 次に、施策２ 協働のまちづくりの推進につきまして、ご意見をいただきまし

た。資料４ですと３ページでございます。 

 無作為抽出による委員選任は課題があると思いますが、土日や平日夜間の会議開

催については公民館や文化会館などの施設を利用することで可能ではないでしょう

か、とのご意見でございます。こちらにつきましては、委員会意見（案）を作成し

ております。本日、配布させていただきました一覧表（案）をご覧ください。前年

度の委員会意見からさらに踏み込んで取り組みの推進を図るよう、「幅広く市民の

意見を聞くことを念頭に、平日夜間や土日の会議開催について実施を推進された

い。」としております。 

 次に、施策５ 交流活動の推進につきまして、ご意見をいただきました。資料４

ですと９ページでございます。外国籍市民への対応としまして、災害時における情

報提供を充実するべきとのご意見でございます。こちらにつきましても、委員会意

見（案）を作成しております。「外国籍市民に生活情報を提供することや災害時の
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対応等を理解してもらうための取組みについて一層努められたい。」としておりま

す。 

大綱１については以上でございます。 

 

石上委員長 それでは、委員の皆様のご意見をお願いします。 

 

布川委員 施策１について、私は自治振興課の審議会に出席したこともあり、その際にも発

言をさせていただいておりますが、例えば、各地区が災害時の対応という同じ方向

に向かっていくような方策に予算を充てる、投資をするという必要があると思いま

す。組織ができただけという数ではなく、組織の活動内容についても、自治振興課

が主導していくべきであると思います。多々問題もあるかと思いますが、意見欄と

しては、「組織数だけではなく、活動がより活性化する指標について検討された

い」という記載がよろしいかと思います。 

 

石上委員長 問題のひとつに、市が地域コミュニティの活動内容に指示をするということがあ

ります。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

１点補足いたしますと、市が地域活動に対して、率先して口を出すことは難しい

と考えます。内容の充実という観点については、施策の意図するところであります

ので、まとめさせて頂きたいと思います。 

 

布川委員 補助金を出しているなら、意見を出すことが可能なのではないでしょうか。活動

内容によって、補助金を変更するということで上手く誘導していくことも可能だと

思います。 

 

石上委員長 施策の基本的な方向性からすると、補助金が有効に使用されたかどうかの評価で

はなく、コミュニティ活動の活性化が図られたかどうかの評価であります。しか

し、「活性化が図られているかに関する他の指標の検討について」は記載できるか

と思いますので、他にご意見がなければ、施策１の意見欄については、そういった

趣旨をまとめていこうと思いますがよろしいでしょうか。 

 

（意見等なし） 

 



 9 

それでは、そのようにいたします。次に、施策２についてでございます。昨年に

引き続いての意見になりますが、資料にあるとおりの意見をベースに審議を行いた

いと思います。 

 

山田委員 久喜市の附属機関の委員については、他の機関でも、同じ方が掛け持ちでやって

いることが多いので、そういった意味でも、色々な方ができるよう、多くの市民を

募集することが必要であると思います。 

 

桂田委員 関連ですが、委員の募集について、広報紙で「委員募集」と周知がされています

が、私の周りではやりたいと思う方がいません。ただ単に「委員募集」と載せるだ

けではなく、追加・補足で夜間会議、土日開催の周知を併せて行う。委員をアンバ

サダー・モニタ－という表記に変える等の工夫が必要だと思います。先進事例等を

調査し、久喜市をもっとよくしたいという方を増やす取り組みが求められていると

思います。 

 

石上委員長 広報紙、ホームページは忙しい市民の方は見ないと思います。前年もお話ししま

したが、自治体から無作為抽出で市民に委員選任の旨を送付し論文等を提出させる

という事例もございます。また、夜間開催、子連れも可といったことを併せて行

い、幅広い意見を取りにいくという積極的な姿勢も大切であると思います。 

施策２について、他にご意見はございますか。よろしいですか。それでは、次に

移らせていただきます。 

 

竹長委員 施策５の交流活動の推進について、講座内容について、生活情報より日本語力の

向上をメインに実施、周知された方が良いと思います。また、日本、特に久喜市に

来ている方は公用語の英語圏の方より、中南米の方、スペイン語の方が多いと思い

ますので、刊行物の発行等についてもその点を考慮された方が良いと思います。 

 

石上委員長 

 

久喜市に在住している外国人の方の内訳を把握できるのであれば、「久喜市の実

情に併せた多言語での対応を検討されたい」という旨を意見といたします。 

 

竹長委員 日本語教室の詳細について伺いたい。どこでどのように実施し、また、どうやっ

て募集しているのでしょうか。 
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事務局（安藤

係長） 

 

中央公民館において、日本に住んで３年未満の方を対象に、９６人が参加、全９

回実施しております。募集については、広報、ホームページ、案内通知にて行って

おります。 

 

石上委員長 

 

９６人は延べ人数でしょうか。 

事務局（安藤

係長） 

 

そうだと思いますが、念のため確認いたします。 

布川委員 

 

参加者数の計上方法等については記載されていた方がわかりやすいと思います。 

石上委員長 

 

広報、ホームページの募集は日本語で実施しているのであれば効果が薄いと思い

ます。施策５については、他にございますか。それでは、私から、施策４の女性委

員の登用率について、詳細を伺いたい。また、市の幹部女性職員等は別でしょう

か。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

市の女性職員は除き、審議会等の附属機関に女性委員がいる割合になります。市

の条例上は３０％を目標としており、それを４０％に引き上げたいということで

す。 

 

石上委員長 

 

指標については、審議会の女性委員だけでいいのかという話はありますが、目標

の実現に向けて引き続き推進をお願いします。 

施策３についてはなにかございますか。 

 

桂田委員 啓発活動を引き続き推進されたいという意見でどうでしょうか。 

 

布川委員 良いと思います。特になしという表現は避けていきたいと思います。 

施策４に戻ってしまいますが、「男女共同参画の周知について」どのように調べ

たのでしょうか。 

 

事務局（安藤

係長） 

布川委員 

アンケートを実施しておりますことから、実施した年度のみ数値が計上されてお

ります。 

他の施策にも言えることですが、指標については、活動の詳細を記載した方が良
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いと考えます。質問ですが、本委員会において、指標の追加、削除を行う権限は有

しているのでしょうか。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

指標については、総合振興計画を策定した委員会が別にあることもあり、行政評

価委員会の範疇外になります。指標化はできなくとも他の箇所にそういった旨を記

載することは可能だと思います。 

 

石上委員長 

 

引き続き推進されたいという旨の記載で問題ないと考えます。 

それでは、施策６に移らせていただきます。 

成果指標であるホームページアクセス数、公文書の所蔵件数が目標達成となって

いるようです。 

 

布川委員 市のメール登録数、内容について、防災情報は何人、子育ては情報は何人といっ

た詳細について教えてください。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

担当課にて把握していると思いますので、確認します。 

 

布川委員 そういった件数も評価シートに組み込めればいいと思います。 

 

桂田委員 今後の施策の方向性に記載自体はありますので、引き続き推進されたいという旨

でよいと思います。 

 

石上委員長 

 

メール、フェイスブックであれば、効果的に情報を伝えることができると思いま

す。 

それでは、時間も限られていることから大綱１については、以上でよろしいでし

ょうか。 

 

（意見等なし） 

 

事務局（安藤

係長） 

 

審議の進め方について確認ですが、現在まで、施策の１つひとつに審議を頂き、

意見を付して頂いているところですが、そういった形でよろしいでしょうか。ま

た、「特になし」という表現についても、「特段の意見なし」等と言ったほうがよ
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いのか、「引き続き推進されたい」というほうがよいのかについてもご審議をお願

いします。 

 

石上委員長 

 

「特段の意見なし」か「引き続き推進されたい」かと記載をするかどうかについ

て、意見をお願いします。 

 

布川委員 委員会としての活動を示すためにも、「引き続き推進されたい」という表記が良

いと思います。 

 

石上委員長 

 

特段の意見なしとなった施策について、事務局で適切な表現で付していただく方

法もあると思います。すべてのシートに細かな表現まで考えをまとめ付していくこ

とは時間的に難しいと思います。「引き続き推進」という表現が合わない施策もあ

るかと思いますので、そういった趣旨を事務局で案分として作成し、委員会として

承認する形でよろしいかと思います。 

  

（賛成という声あり） 

 

それでは、そのようにいたします。 

次に、大綱２について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（安藤

係長） 

それでは、大綱２について、事前にいただいたご質問と、それに対する回答等に

ついて申し上げます。 

施策５ 地球環境問題への対応につきまして、ご質問をいただいております。資

料４では２１ページでございます。設置された住宅用太陽光発電システムの最大出

力について、4336ＫＷはこれまでの累積値でよいか。また、目標値の算出方法につ

いて伺いたい、とのご質問でございます。こちらにつきましては、合併前の旧久喜

市における、補助初年度となる平成 12 年度から平成 29 年度までの累計値となって

おります。また、目標値につきましては、平成 23 年度の実績値となる 430.61 キロ

ワットを元に、毎年上昇させていくよう平成 29 年度の目標値を設定しているとこ

ろでございます。 

大綱２における委員会意見（案）でございますが、施策２について「犬のふんの

放置等に対して、適正な取組みを推進されたい。」また、施策５について、「久喜

市住宅用エネルギーシステム設置費補助金について、再生可能エネルギー・省エネ
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ルギー導入の促進のため、申請方法や補助方法等について再検討されたい。」とし

ております。 

大綱２につい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。委員会意見一覧表（案）を基に審議をお願いします。 

山田委員 施策２について、前回の委員会であった不法投棄をされないような環境づくりの

推進に関する意見をいれてはどうでしょうか。 

 

石上委員長 

 

それでは、犬のふん及び不法投棄に関する記述を行うということといたします。

次に、施策５について、ご意見をお願いします。 

 

布川委員 太陽光に係る補助金の先着、抽選という申請方法についてです。はじめは、先着

順で行っていたが、申請できなかった方がいたから抽選という方法に変わったのだ

と理解していますが、すべてを抽選にするという現行の方法ですと、先着のインセ

ンティブがなくなってしまっています。担当課としては、抽選方法が事務効率は高

いかもしれませんが、実際に１番はじめに申し込みをして抽選に外れてしまった方

の気持ちを相手の立場になって、柔軟に考えるべきだと思います。 

 

石上委員長 

 

市町村によって方法は異なっているようですので、施策５の委員会意見として

は、採択方法、採択基準について、研究してほしい旨を記載することとします。 

他にないようでしたら、施策１について、ご意見をお願いします。河川の基準達

成率が下がっているようですが、原因はなんでしょうか。 

 

事務局（安藤

係長） 

布川委員 

記載のとおり、調査日に雨が降った関係でございます。調査の詳細な基準を設け

ていなかったことが原因でございます。 

公的機関は、測定する数値、基準は間違えましたでは許されないこともあると思

いますので、きちんと実施して頂きたいと思います。 

 

石上委員長 

 

委員会意見としては、適切な測定基準を設けられたいという旨で記載を行うこと

といたします。 

つぎに、施策３、１７ページでございます。地区計画数は増えていく計算でしょ

うか。 
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事務局（安藤

係長） 

 

総合振興計画の目標上は達成しておりますが、増やしていきたいという考えはご

ざいます。 

布川委員 この地区計画は都市計画上の手続きでしょうか。また、商業地域、工業地域とい

うものと重複はしないのでしょうか。 

 

事務局（石井

課長） 

 

そのとおりです。総合振興計画上では産業ゾーンという位置づけになると思いま

す。 

石上委員長 

 

地区計画として指定をすると勝手な開発ができないという理解でよろしいと思い

ます。指標としては妥当であると思います。こちらは特段の意見がなかったという

扱いにしたいと思います。 

次に、施策４でございます。ご意見をお願いします。 

 

山田委員 今後の施策の方向性において、家庭から排出されるごみの中での分別が徹底され

ていない旨の記述があることから、市民啓発の推進という記載でいかがでしょう

か。 

 

石上委員長 

 

市民への周知徹底、意識啓発に一層取り組まれたいという旨でよいかと思いま

す。 

 

竹長委員 質問ですが、なぜ、久喜市が北本地区衛生組合負担金事業を実施しているのでし

ょうか。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

菖蒲地区のし尿処理について、北本地区衛生組合で実施している関係で負担金の

支出がございます。 

 

石上委員長 

 

大綱２については、ほかによろしいでしょうか。それでは、大綱３でございま

す。事務局からの説明をお願いします。 

 

事務局（安藤

係長） 

それでは、大綱３について、事前にいただいたご質問と、それに対する回答等に

ついて申し上げます。 

施策２ 地域医療体制の充実について、ご質問とご意見をいただいております。
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資料の４ですと２７ページでございます。「地域医療フォーラムが開催されました

が、参加者が少なかったと聞いております。定員数と参加者数をお知らせくださ

い。今後の方向性として、継続して開催するとありますが、広く広報して参加者を

増やさないと意味がありません」とのご意見でございます。平成２９年１２月１７

日、栗橋文化会館文化ホールで開催した「地域医療フォーラム」につきましては、

定員４６０名に対し、参加者は７６名でした。「フォーラム開催」にあたっての広

報活動としましては、広報くき１１月号や市ホームページ、メール配信、ツィッタ

ー、フェイスブックに記事を掲載したほか、チラシ１，０００枚、ポスター２００

枚を作成し、各公共施設への掲示を行ったところでございます。また、久喜市民生

委員・児童委員協議会の各地区定例会の場においても直接、「フォーラム開催」の

案内をさせていただきました。今年度につきましては、「高齢者と医療」をテーマ

にフォーラムの開催を行う予定でありますことから、特に関係すると思われる団体

等への周知を図りながら、参加者が増えるよう取り組みを進めてまいります、との

ことでございます。 

次に、施策６ 地域福祉・地域ボランティアの充実について、ご質問をいただき

ました。資料の４では４１ページでございます。「要援護者見守り支援台帳登録者

数」が死亡や転出などにより減少傾向とありますが、新たな登録への広報は、広報

くきやホームページだけでしょうか。区長会や民生委員協議会、あるいはケアマネ

ージャーさんを通じての周知はおこなっていますか、とのご質問でございます。こ

ちらにつきましては、新任区長及び民生委員・児童委員に対して、事業の説明を毎

年実施しており、災害時の援護や平常時の見守りが必要と思われる地域住民へ、事

業の周知をお願いしております。また、本年度は、区長、民生委員・児童委員、自

主防災組織の代表にご出席いただき、要援護者見守り支援に関する合同研修会を実

施する予定であり、その場でも事業の周知をしていただくよう案内する予定です。

さらに、今後、ケアマネージャー事業者主催の研修会に出向き、事業の周知を図る

予定です。 

大綱３における委員会意見（案）でございますが、施策２について「【とねっ

と】の参加者数の増加に向けては、ＰＲ活動のみではなく、システムの改善など、

利便性の向上につながる具体的な取組みを検討されたい。」、また、施策６につい

て、「要援護者見守り支援台帳登録を必要とされる方が着実に登録されるよう、地

域支援者等との連携をさらに強化されたい。」としております。 

大綱３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。それでは、委員会意見一覧表（案）に記載されている

施策から審議を行います。施策２について、お願いします。前年、前回から「とね

っと」が挙げられています。医療機関の利便性を向上するという旨を記載していけ

ればと思いますが。 

 

布川委員 

 

現行ですと、自分で入力が必要ですので、市民側の利便性も低いです。 

事務局（安藤

係長） 

補足をさせて頂きます。とねっとについては、医療情報の漏洩の可能性もあるた

め、病院間ではやり取り可能ですが、個人での利用はできないようになっていると

のことです。 

 

布川委員 

 

個人での入力は入力ミス等もあることから、医療機関が実施したほうが良いので

はないかと思います。それは技術的には可能だと思います。 

 

石上委員長 

 

情報漏洩の可能性があるならば、医療機関は出したがらないと思います。 

事務局（安藤

係長） 

委員会意見として出して頂くことは構いませんが、とねっとシステムを市単独で

構築しているわけではないため、担当課がそれをとねっとの事務局に伝えて、改善

までできるかは不透明です。 

 

布川委員 

 

技術的には可能であれば、それをどうしたらできるかということを考えていくこ

とも必要だと思います。登録者数を増やす取り組みのひとつとして考えて頂きたい

と思います。 

 

石上委員長 

 

委員会意見としては、案のとおりでよいと考えます。つぎに、施策６でございま

す。「要援護者見守り支援台帳登録者数」について、見守られる方でしょうか。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

お見込みのとおりです。補足をさせていただきます。高齢者の数が増加している

中で、登録者が減少している原因については、施設への入所等、必要がなくなった

方が多くなったため等とのことです。この指標については、数が多ければいいのか

という話もありますので、委員会意見案については、「必要とされる方が着実に登

録されるよう」という表記にしております。 
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布川委員 

 

必要とされていると見なされている方が届け出をしていないということも問題で

あると思います。解決方法としては、申請の啓発も大切だと思います。 

 

石上委員長 

 

ただ今のご意見については、この案に総合的に含まれていると思いますので、そ

のようにさせていただきたいと思います。 

つぎに、施策１についてご意見はございますか。 

 

（意見等なし） 

 

 つぎに、施策３についてご意見はございますか。 

 待機児童が発生したということでしょうか。 

 

布川委員 

 

目標が下回っているという評価のようですが、原因はなんでしょうか。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

待機児童の発生でございます。 

石上委員長 

 

平成２８年度に新規に発生したのでしょうか。また、平成３０年度の数は。 

事務局（安藤

係長） 

 

そのとおりです。手持ち資料がないため、待機児童数はお答えできませんが、減

少はしたと思います。 

石上委員長 

 

委員会意見としては、待機児童の減少について推進されたいという旨で記載を行

うことといたします。 

つぎに、施策４について、ご意見をお願いします。 

 

（意見等なし） 

 

それでは、施策５についてはどうでしょうか。 

他の公的機関では、障がい者雇用率が問題となっておりますが、久喜市はどうで

しょうか。 
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事務局（安藤

係長） 

 

本市については、問題ございません。 

 

石上委員長 

 

ないようでしたら、施策７でございます。なにかご意見等ございますか。前回の

委員会では、国保の滞納額が挙げられましたが、生活保護から自立した世帯数につ

いて、新規の件数より多いでしょうか。把握されていますか。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

詳細な数を把握はしておりませんが、自立した方より多いとは思います。 

石上委員長 

 

あとでお気づきの点等ございましたら、次回の委員会もございますので、ご意見

をお願いします。 

それでは、時間の関係上、本日の議題についてはここまでとし、今後の予定につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（安藤

係長） 

 

事務局としては、あと１回の委員会審議で大綱７までの審議をお願いし、委員会

意見を付した施策シートについて、１１月議会最終日までに久喜市議会議員に提供

を行いたいと思っております。 

 

石上委員長 

 

委員会は過半数を割ると開催できませんので、次回委員会の日程等についてお諮

りしたいと思います。 

 

（１１月２１日の１４時から１７時の３時間、本会場において実施をすることを決

定） 

  

 それでは、本日は大綱３までの審議とし、次回は大綱４から大綱７までの審議を

行いたいと思います。 

 

 

（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） 
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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、委員長と今回の署名委員であります布川委員一任

で、確定とさせていただきたいと存じます。 

 次に、次回以降の委員会の開催予定でございます。本日の審議の続きを、１１月

２１日（水）午後２時から午後５時まで、場所はこちら、公文書館会議室で行いた

いと考えております。 

 

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。 

 ご協力ありがとうございました。 

 

 

３ 閉会 

司会（石井課

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３０年１１月２１日    

委員長 石上 泰州 

委 員 布川 勇 

 


