
 

 

 

 
 

 

    水戸市行水戸市行水戸市行水戸市行財財財財政改革政改革政改革政改革プランプランプランプラン 2010201020102010 実施計実施計実施計実施計画画画画    

実 施 状 況実 施 状 況実 施 状 況実 施 状 況     （（（（ 平 成平 成平 成平 成 2222 5555 年年年年 ３３３３ 月月月月 3 13 13 13 1 日 現 在日 現 在日 現 在日 現 在 ））））    
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凡例 

〇 「実施項目」，「実施課」，「実施計画上の年度スケジュール」は，水戸市行財政改革プラン 2010 実施計画から記載した。 

〇 実施計画の内容について実施又は一部を実施したと判断される項目は，「実施項目」欄に      又は      の表記を，調査検討段階の

項目は，「実施項目」欄に             の表記をしている。 

なお，行政内部での検討中であるものを      ，審議会等で検討中であるものを      としている。 

〇 「実施状況（平成 25 年３月 31 日現在）」は，実施計画に掲げた改革・改善を行うため，平成平成平成平成 22222222 年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成 25252525 年年年年３３３３月月月月 31313131 日日日日までまでまでまでに市とし

て実施をした作業等の内容を記載した。 

〇 「実施における効果」は，実施状況に記載した改革・改善を行った結果，得られた効果及び財政的効果を記載した。 

    

実実実実    施施施施  一部実施一部実施一部実施一部実施  

水戸市行財政改革水戸市行財政改革水戸市行財政改革水戸市行財政改革プラン２０１０プラン２０１０プラン２０１０プラン２０１０実施計画実施計画実施計画実施計画のののの実施状況実施状況実施状況実施状況（（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日現在日現在日現在日現在））））    

・・・・実施計画実施計画実施計画実施計画３２３２３２３２項目項目項目項目 

実実実実 施施施施    一 部 実一 部 実一 部 実一 部 実 施施施施    検 討検 討検 討検 討 中中中中    

２１２１２１２１    

【【【【６６６６６６６６％】％】％】％】    

１１１１１１１１    

【【【【３４３４３４３４％】％】％】％】    

００００    

【【【【００００．．．．００００％】％】％】％】    

 

検 討検 討検 討検 討 中中中中 

(内部権討内部権討内部権討内部権討 ) 

検 討検 討検 討検 討 中中中中 

(外部検討外部検討外部検討外部検討 ) 

検 討検 討検 討検 討 中中中中 

(内部検討内部検討内部検討内部検討 ) 

検 討検 討検 討検 討 中中中中 

(外部検討外部検討外部検討外部検討 ) 
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水戸市行財政改革水戸市行財政改革水戸市行財政改革水戸市行財政改革プランプランプランプラン 2010201020102010 実施計画実施計画実施計画実施計画のののの実施状況一覧表実施状況一覧表実施状況一覧表実施状況一覧表（（（（平成平成平成平成 25252525 年年年年３３３３月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在））））    

１ 市民の利便性の向上 

（１）行政運営機能の向上 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

１１１１    簡素簡素簡素簡素でででで機能的機能的機能的機能的なななな組織組織組織組織・・・・機構機構機構機構のののの編成編成編成編成    

簡素で機能的，効

率的な組織・機構

の編成 

 

 

 

 

分かりやす

い組織編成

に向けた見

直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○平成 22 年度組織・機構の編成の実  

 施 

平成21年度比１課１係30出先機関

の減（H22 年 4 月） 

【主な改正内容】 

・市民に分かりやすい組織名称の改正 

・下水道工事第 1 事務所と第 2 事務所

の統合 

・市民センターと公民館の一元化 

・建設部内組織の再編 

・内原図書館の設置 

○平成 23 年度組織・機構の編成の実

施（H23 年 4 月） 

 平成 22 年度比１課の減，2 課内室，

1 係の増（H23 年４月） 

【主な改正内容】 

・内原支所総務課と市民福祉課の統合 

・千波湖管理室の設置 

・新ごみ処理施設整備室の設置 

○平成 24 年度組織・機構の編成の実

施（H24 年 4 月） 

 平成 23 年度比 1 部 1 施設の減，1

室 2 係の増 

【主な改正内容】 

・内原支所の廃止 

・広報広聴課をみとの魅力発信課へ名

称変更し，イメージアップ係の設置 

・幼児教育課の設置 

○組織名称の明確化，建設部

内組織の再編により道路，

河川，都市排水路等におけ

る整備計画の効率的執行，

管理事務担当の明確化 

○千波湖に係る業務の一体

的な推進，新ごみ処理施設

の整備の推進 

○就学前児童に対する教育

及び保育に係る横断的か

つ統合的な施策の推進，本

市の歴史や文化，観光など

の情報を戦略的かつ多面

的に発信，旧内原町地区の

さらなる一体化及び合併

建設計画の推進 

 ○平成 25 年度組織・機構の編成

の実施 

平成 24 年度比増減なし（H25

年 4 月） 

【主な改正内容】 

・収税課徴収係を廃止し，整理

第４係を設置 

総務部行政

改革課 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡素で機能的・効率的な組織・機構の

編成 

実施実施実施実施  
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

○内原支所総務課と市民福祉課の統  

 合（H23 年 4 月） 

○内原支所設置条例の廃止の議決

（H23 年 12 月） 

○内原支所廃止（H24 年 4 月） 

・市民課内原出張所の設置 

・内原農政事務所，内原建設事務所，

内原都市整備事務所の設置 

   総務部行政

改革課 

 

内原支所の見直

し 

 

 

方針の決定 

 

 

 

○燃えるごみ収集袋等の仕様と料金

の統一（H22 年 4 月 1 日） 

○住民組織制度の統一 

・区長制度の廃止（H23 年 3 月） 

・地区会の設立（H23 年 1 月） 

 

 

○内原地区における地域コ

ミュニティ推進に向けた

組織化 

【22 年度】 

燃えるごみ収集

袋手数料収入の

増 

 470 万円増 

 

 総務部行政

改革課 

消防の広域化    ○消防救急無線のデジタル化に向け

消防救急無線・指令センター運営協

議会の設置の議決（H25 年 3 月） 

○消防指令センターの一元化の動向

を踏まえながら，広域化に向けた協

議を推進 

○消防広域活動の対応及び

整備運営経費の節減の推

進 

 ○消防救急無線・指令センター

運営協議会の設置（平成 25 年

4 月 1 日） 

消防本部消

防総務課，消

防救助課 
広 域 化 の 協 議 

方針に基づく段階的な

課題の整理 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

２２２２    保育所保育所保育所保育所・・・・幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの適正配置適正配置適正配置適正配置    

○水戸市次世代育成支援対策行動計

画後期実施計画（H21 年度策定）に

基づく施策の推進 

○水戸市少子対策検討委員会を開催 

 （H22 年 8月，H23 年 12 月，H24 年

9月） 

○待機児童の解消対策として，民間保

育所２か所の移転増改築及び３か

所の創設に加え，分園２か所を設置 

（移転増改築） 

・すみれ保育園（H22 年 11 月） 

・こばと保育園（H23 年 11 月） 

（創設） 

・ほうとく保育園（H23 年 4 月） 

・ときわの杜保育園（H23 年 4 月） 

・第二めぐみ保育園（H25 年 3 月） 

（設置） 

・こばと東保育園分園（H23 年 2 月） 

・リリーヴィクトリア保育園分園 

チャイルドランド（H23 年 4 月） 

○公立保育所の移転増改築 

・河和田保育所（H24 年 4 月） 

○保育所定員数推移 

・平成 22 年 4 月 3,220 名 

・平成 22 年 11 月 3,250 名 

・平成 23 年 2 月 3,270 名 

・平成 23 年 4 月 3,479名 

・平成 23 年 11 月 3,499名 

・平成 24 年 4 月 3,519名 

・平成 25 年 3 月 3,609名 

  教育委員会

事務局幼児

教育課 

保健福祉部

子ども課 

保育所・幼稚園の

適正配置及び民

間活力活用の検

討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保育所，幼稚園） 

○幼児施設設置協議会を開催（H22 年

7 月，12 月） 

○水戸市幼児教育振興連絡会議ワー

キンググループ会議の開催（H23 年

1 月） 

○幼児施設設置協議会の廃止（H23

年 10 月） 

○教育委員会内に幼児教育課を設置

（H24 年 4 月） 

○幼稚園，保育所の所管の一

元化による市民サービス

の向上 

  教育委員会

事務局幼児

教育課 

推進体制を含めた方針

の検討・決定 

方針に基づく施策の実

施 

一部実施一部実施一部実施一部実施  
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

３３３３    本庁舎本庁舎本庁舎本庁舎のののの老朽化老朽化老朽化老朽化，，，，耐震性耐震性耐震性耐震性，，，，狭狭狭狭あいあいあいあい化等化等化等化等へのへのへのへの対応対応対応対応    

本庁舎の老朽化

等への対応 

 

 

 

  ○旧県庁舎（三の丸庁舎）への市役所

機能一部移転の早期実現に関する

要望書を県へ提出（H23 年 2 月） 

○東日本大震災により，本庁舎は使用

制限。事務室は，市の出先機関を中

心に 16 箇所に分散 

○市民会館東側臨時庁舎業務開始

（H23 年 5 月～） 

○県三の丸庁舎敷地内への市役所プ

レハブ庁舎整備に関する要望を県

へ提出（H23 年 6月） 

○本庁舎の耐震診断を実施（H23 年 3

月～10 月） 

○本庁舎の耐震診断の結果を特別委

員会に報告（H23 年 11 月） 

○県三の丸庁舎敷地内及び本庁舎駐

車場内に臨時庁舎を建設 

・三の丸臨時庁舎業務開始（H24 年 1

月 4 日～） 

・本庁舎前臨時庁舎業務開始（H24 年

1 月 16日～） 

・本庁舎前議会臨時庁舎業務開始（H24

年 3 月～） 

○本庁舎等の整備に係る市民検討委

員会の設置（H24 年 5 月～11 月） 

○東日本大震災に伴う市役所本庁舎

等の整備に関する調査特別委員会

へ報告（H24 年 6月～） 

○庁舎整備の基本方針の決定及び本

庁舎整備の方策について市長が公

表（H24 年 11 月） 

○本庁舎等の整備に係る市民検討委

員会から報告書の提出（H24 年 11

月） 

○地震で分散していた窓口

の集約による市民の利便

性の向上 

  市長公室政

策企画課 

 

総務部管財

課，行政改革

課 

 

 

本庁舎の老朽化等への対応 

 

実施実施実施実施  
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

    ○庁舎整備基本計画策定作業に着手

（H25 年 3 月） 

    

４４４４    電電電電子市役所子市役所子市役所子市役所のののの推進推進推進推進    

電子市役所の推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回計画の

策定 

○自治体のシステムの標準化の可能

性を探る「Ｗｅｂによる行革可能性

検証」事業（実施主体：総務省）に

参加（H22 年 11 月） 

○セキュリティ機能向上及びソフト

ウェアの適正管理のためのツール

を導入（H25 年 3 月） 

○「いばらき自治体クラウド推進事

業」（実施主体：茨城県）に参加（H24

年 3 月最終結果とりまとめ） 

○情報システム全体最適化に向けた

調査の実施（H24 年 3 月） 

○自治体クラウド推進事業ワーキン

グチームに参加（H24 年 6月） 

○基幹業務システムオープン化の実

施（H25 年 3 月一部実施） 

○事務処理の効率化   市長公室情

報政策課 

（２）窓口サービスの向上 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

５５５５    窓口窓口窓口窓口サービスのサービスのサービスのサービスの見直見直見直見直しししし    

窓口受付の集約 

 

 

 

 

 

 

 

集約の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施を踏ま

えた集約の

検討 

○本庁舎における諸証明の発行業務

対応フロアマネージャーを配置

（H22 年 4 月市民課，H24 年 4 月国

保年金課） 

○市民課内の窓口受付の集約の実施

（H22 年 10 月） 

○市民課内の窓口受付の集約に伴い，

記録第 1 係を戸籍係に，記録第 2 係

を住民記録係に名称変更（H23 年 4

○受付窓口の集約化 

○待ち時間の縮減による市

民サービスの向上 

○事務処理の合理化 

  総務部行政

改革課 

 

市民環境部

市民課 

 

各部各課 

第 3次情報化実施計画に基づく計画的

な推進 

実施実施実施実施  

実施実施実施実施  

窓口受付集約の実施 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

月） 

○三の丸臨時庁舎での業務開始に伴

い，三の丸臨時庁舎にローカウンタ

ーの設置（H24 年 1 月） 

窓口時間の延長 

 

 

 

延長の検討 

  

 

 

実施を踏ま

えた延長拡

大の検討 

○窓口関係各部署との関係課会議の

実施（H24 年 5 月～H25 年 2 月） 

○実施内容を以下のとおり決定 

・3 月最終日曜日及び 4 月第 1 日曜日

の午前 8 時 30 分～午後 4 時まで開

設 

・毎週水曜日の午後 7時まで受付を延

長 

○窓口時間延長の実施（H25 年 3 月 31

日～） 

○窓口時間の延長による市

民サービスの向上 

 

  

（３）職員の能力の向上 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

６６６６    人材人材人材人材のののの育成育成育成育成    

人事評価制度の

導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

管理職以外

を対象とし

た実施 

 

職員研修へ

の活用 

○平成 22 年度人事評価 

・管理職への本格導入（H22 年 4 月～

23 年 3 月） 

・係長級職員の試行の実施（H22 年 7

月～23 年 1 月） 

○平成 23 年度人事評価 

・管理職への実施（H23 年 4 月～24 年

3 月） 

・係長級職員の試行の実施（H23 年 4

月～24 年 3 月） 

○平成 23 年度の人事評価制度試行内

容の検討に係るワーキンググルー

プ開催（H23 年 1 月～2 月） 

・係長級職員に対する試行内容の検討 

○個々に応じた計画的な指

導による能力，資質の向上

等の人材育成 

○目標設定，中間面談等のコ

ミュニケーションによる

組織の活性化 

○目標管理による組織目標

の明確化及び共有化並び

に業務の進行管理の徹底 

○人事評価の公平性，透明性

の確保 

  総務部人事

課 

実施実施実施実施  

窓口時間延長の実施 

管理職を対象とした実施 

 

管理職以外を対象とし

た試行 

職員研修への活用方法

検討 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

○平成 24 年度人事評価制度試行内容

の検討に係るワーキンググループ

開催（H24 年 1 月～2 月） 

○係長級職員及び市長公室・総務部の

係員に対する試行内容の検討（H24

年度より試行対象拡大） 

○評価結果に対する不服申立てを審

査する人事評価審査委員会に関す

る規定を設け，評価結果に対する不

服申立て制度を整備 

○平成 24 年度人事評価 

・管理職への実施（H24 年 4 月～25 年

3 月） 

・係長級職員及び市長公室・総務部の

係員の試行の実施（H24 年 4 月～25

年 3 月） 

○平成 25 年度人事評価制度試行内容

の検討に係るワーキンググループ

開催（H25 年 1 月～2 月） 

・係長級職員及び全部局の係員に対す

る試行内容の検討（H25 年度より試

行対象拡大を決定） 

技術水準の維持    ○技術職員（土木及び建築技師）対象

の研修の拡充実施 

・派遣研修 

国土交通大学校等の研修機関へ職

員を派遣（10 課程）  

・専門研修 

法令等に基づく正確な工事執行の

ための研修実施（H22 年 8月，H24

年 1 月，H24 年 8月） 

○技術職員の技術力の向上   

 

 

技術職員の技術力向上に向けた研修 
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２ 市民の声を反映する行政運営 

（１） 市民の的確な行政情報の提供 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

７７７７    行政情報提供行政情報提供行政情報提供行政情報提供のののの充実充実充実充実    

デジタル媒体の

一層の活用 

 

 

 

  ○インターネットホームページの活

用の推進 

・市ホームページで配信している動画

を，他の広報媒体でも配信を実施

（H22 年 12 月） 

・市ホームページトップページのリニ

ューアル（H23 年 8月） 

・水戸市公式ブログ「カメらくんの水

戸散歩！」を開設（H23 年 8月） 

・水戸市公式ツイッターを開設（H23

年 10 月） 

・フェイスブックページの開設（H24

年 4 月） 

・動画チャンネル「Mito Movie Report」

のリニューアル（H24 年 6月） 

・「ニコニコ動画」において水戸市専

用チャンネルの開設（H24 年 6月） 

・黄門まつりを Ustreamで生中継配信

（H24 年 8月） 

・水戸市公式 LINE＠の開設（H24 年 12

月，全国初） 

○水戸の魅力を広く周知，情

報提供の機会拡大 

○市ホームページアクセス

数 

 平成 21 年度  

1,038,464件 

平成 22 年度 

     1,320,087件 

平成 23 年度 

1,461,334件 

 平成 24 年度 

      1,092,947件 

○各アクセス件数 

・ブログ 

 平成 24 年度 108,783件 

・Twitter 

 平成 24 年度   6,054件 

・facebookページ 

 平成 24 年度  1,009件 

・LINE＠ 

 平成 24 年度    985件 

・Youtube 

 平成 24 年度 24,295件 

・ニコニコ動画 

 平成 24 年度  6,810件 

・Ustream 

 平成 24 年度    538件 

  市長公室み

との魅力発

信課 

    ○フェイスブックページの開設（H24

年 1 月） 

○水戸市の観光情報提供の

機会の拡大 

  産業経済部

観光課 

 

デジタル媒体の活用推進 

実施実施実施実施  
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（２）市民意見聴取の充実 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

８８８８    市民意見市民意見市民意見市民意見のののの反映反映反映反映    

広聴活動の拡充 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入開始 

 

  

 

 

 

 

 

○インターネットモニター制度の施

行（H22 年 7 月） 

※モニター数 

・275 名（H23 年 6月 30 日現在） 

・306名（H23 年 10 月 1 日現在） 

・367 名（H24 年 3 月 31 日現在） 

・402 名（H24 年 8月 1 日現在） 

・448名（H25 年 3 月 31 日現在） 

【平成 22 年度】 

・アンケートを 2回実施（8，12 月）    

「広報みと」，水道水について 

【平成 23 年度】 

・アンケートを 4回実施（7，8，9，3

月） 

防災，協働のまちづくり，水戸の魅

力について 

【平成 24 年度】 

・アンケートを 4回実施（6，11，12，

３月） 

 子育て支援，千波公園，第６次総合

計画について 

○アンケート調査結果を受

けて，施策を改善 

  市長公室み

との魅力発

信課 

 

 

附属機関への市

民参画の拡充 

   

 

 

公募委員委

嘱の附属機

関 の 割 合

20％ 

○審議会等附属機関への公募委員登

用について庁内各課へ依頼 

 （H22 年 4 月） 

（H23 年 6月） 

（H24 年 4 月） 

○公募委員委嘱附属機関の

割合 

・平成22年1月現在  8.5％ 

・平成23年1月現在 13.0％ 

・平成24年1月現在 16.0％ 

・平成25年1月現在 16.3％ 

  総務部行政

改革課 

 

 

 

インターネットモニター制度による

意見の活用 

公 募 委 員 の 拡 大 

一部実施一部実施一部実施一部実施  
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（３）行政評価システムの推進 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

９９９９    行政評価行政評価行政評価行政評価システムのシステムのシステムのシステムの推進推進推進推進    

事務事業評価の

推進 

 

 

 

新システム

に基づく評

価の開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 年度評価

結果に基づ

く事務事業

の 改 善 率

60％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 年度評価

結果に基づ

く事務事業

の 改 善 率

80％ 

○事務事業一覧表の作成（H23 年 9月） 

○行政評価の基本方針及び平成 24 年

度対象事務事業の決定（H24 年 5 月） 

○行政評価を実施（H24 年 6月～9月） 

・平成 24 年度行政評価テーマ 

公の施設の管理運営に係る事務（直

営施設） 

○平成 24 年度評価結果 

 現状のまま継続 ３事業 

 見直しの上継続 ６事業 

 

○行政の透明性の向上 

○成果重視の行政運営 

○効果的・効率的な行政の運 

 営 

○職員の意識向上 

 ○新たな評価システムにおいて

は，評価結果が「見直しの上

で継続」とされた事務事業は，

次年度も評価を実施する。 

総務部行政

改革課 

 

３ 市民との協働による行政運営 

（１）市民との協働の推進 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

10    市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体とのとのとのとの協働協働協働協働のののの推進推進推進推進    

協働推進基本計

画に基づく施策

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報発信サ

イトの検討 

 

 

 

情報コーナ

ーの設置 

 

 

 

 

サイトの設

置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○情報発信サイト等についての意見

交換のための市民懇話会 

【平成 22 年度】 

H22 年 10 月，H23 年 1 月 

【平成 23 年度】 

H23 年 5 月，8月，12 月 

H24 年 3 月 

○情報コーナーの設置（H22 年 8月～） 

○市民活動情報発信サイトの開設

○市民活動団体の情報提供

の場として活用 

  市長公室地

域振興課 

 

各部各課 

事 務 事 業 評 価 の 実 施  

情報発信サイトの設

置・運営 

実実実実施施施施  

一部実施一部実施一部実施一部実施  
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

（H24 年 2 月 15 日～） 

新コミュニティ

推進計画に基づ

く施策の推進 

 

 

 

２～３地区 

 

 

 

２～３地区 

 

 

 

２～３地区 

○地域コミュニティプラン作成研修

会の実施 

【平成 22 年度】 

H22 年 9月～10 月，4回 

【平成 23 年度】 

H23 年 7 月～8月，5回 

【平成 24 年度】 

 H24 年 6月～8月，5回 

○地域コミュニティプラン作成の支

援 

・平成 22 年度 1 地区（国田） 

・平成 23 年度 1 地区（吉田） 

・平成 24 年度 1 地区（大場） 

○地域コミュニティプラン

の作成地区 

・平成 22 年度 

1 地区（国田） 

・平成 23 年度 

1 地区（吉田） 

・平成 24 年度 

１地区（大場） 

 

  市民環境部

市民生活課 

11    企画提案型協働事業企画提案型協働事業企画提案型協働事業企画提案型協働事業のののの実施実施実施実施    

企画提案型協働

事業の実施 

 

 

選定委員会

の設置及び

提案公募 

 

 

  

  ○協働推進委員会の設置（H22 年 7 月） 

○企画提案型協働事業の提案公募 

【平成 22 年度】 

H22 年 5 月 

【平成 23 年度】 

H23 年 1 月（1次） 

H23 年 5 月（2次） 

【平成 24 年度】 

H23 年 12 月（1次） 

H24 年 4 月（2次） 

○提案に基づく事業の実施 

平成 22 年度 6件 

平成 23 年度 7件 

平成 24 年度 8件 

○新たな視点からの価値の

高い市民サービスの提供 

  市長公室地

域振興課 

 

各部各課 

 

 

提案に基づく事業の実施 

地域コミュニティプラン作成の支援 

実施実施実施実施  
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４ 行政運営の効率化 

（１）職員定数・人事管理の適正化 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

12    職員定数職員定数職員定数職員定数のののの適正化適正化適正化適正化    

職員定数の適正

化 

 

 

 

 

 

 

前プラン目

標値の達成 

 ○職員定数の削減 

平成 19年度からの累計 213人減 

○平成 22 年度  

前年度比 24人減 

○平成 23 年度  

前年度比 22人減 

○平成 24 年度 

前年度比 30人減 

○民間活力の活用等による

効率的な行政運営 

【22 年度】 

164,392 千円 

    削減 

【23 年度】 

 118,304 千円 

     削減 

【24 年度】 

 144,899千円 

     削減 

○平成 25 年度 

 前年度比 21人減 

総務部行政

改革課 

13    人材人材人材人材のののの効果的活用効果的活用効果的活用効果的活用    

特定事務への公

募制の導入 

 

 

 

公募制の導

入 

 

 

 

 

 ○平成 24 年度に新設した「みとの魅

力発信課イメージアップ係」に従事

する職員の公募を実施（H23 年度） 

○都市計画・整備に関する施策の立

案・実施に従事する職員の公募の実

施（H24 年度） 

○職員の意欲向上   

時間外勤務の縮

減 

 

 

 

 

 

勤務時間管

理方法の検

討 

  ○ノー残業デーにおける一斉消灯を

月２回実施（H22，H24 年度） 

○労働基準法の改正にあわせて，月 60

時間を超える時間外勤務手当の割

増率を引き上げるとともに，引き上

げ分の時間外勤務手当の支給に代

えて，休暇を取得することができる

時間外勤務代休時間制度を新設

（H22 年度） 

○職員の長時間時間外勤務

の抑制 

 

 ○窓口開設時間の延長に伴い，

当該業務に従事する職員の勤

務時間について，４週間ごと

を単位とする変形労働時間制

を導入（H25 年度） 

総務部人事

課 

職 員 定 数 の 適 正 化  

実施実施実施実施  

一部実施一部実施一部実施一部実施  

公 募 制 の 実 施 

時 差 勤 務 の 拡 大  

新たな勤務時間管理方

法の実施 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

職員の健康管理  

 

職員健康診

断のデータ

管理の見直

し 

 

 

 

 

 

 

 

 

「心の健康

づ く り 計

画」策定 

 ○一部書面による健康診断結果を電

子データによる管理へと見直し，管

理方法を統一（H22 年） 

○「心の健康づくり計画」策定（H21

年度策定，H22 年 4 月から実施） 

○新たな「心の健康づくり」計画の策

定（H24 年度策定，H25 年度 4 月か

ら実施） 

○迅速かつ的確な保健指導

等の実施 

○メンタルヘルスケアの推

進による職員の健康保持

及び安定的な行政運営の

実現 

   

14    計画的計画的計画的計画的なななな職員採用職員採用職員採用職員採用    

多様な人材の確

保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○大量退職者時代の人事方針に基づ

く計画的な職員採用を実施（H22 年

度） 

○建築技師及び社会福祉士の採用に

おいて，現在の在職者の年齢構成を

考慮し，一般事務より年齢資格要件

を弾力的に運用（H22 年度） 

○地域活動・ボランティア活動に顕著

な実績・成果を収めた者を対象とし

た試験区分を新設（H24 年度） 

○土木技師の採用において，民間経験

者を対象とした試験を実施（H24 年

度） 

○計画的な職員採用による，

人事配置の実施 

○年齢構成の不均衡の是正 

○複雑化，多様化する行政ニ

ーズに対応できる人材の

確保 

  

専門職の採用  

 

中期的な採

用等方針の

策定 

 

 

 

 

 

 

 

○専門職の退職予定者を把握し，必要

な専門職を関係課と協議して採用

計画に反映し，採用試験を実施

（H22，H23，H24 年度） 

○安定的な行政運営   

総務部人事

課 

実施実施実施実施  

新たなデータ管理の実

施 

計画的な職員採用の実施 

職員採用における社会人経験枠の活

用や年齢資格要件の弾力的な設定 

 

方針に基づく施策の実

施 



15 

 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

15    給与等給与等給与等給与等のののの適正化適正化適正化適正化     

住居手当の見直

し 

 

 

住居手当の

見直し 

  ○自宅に係る住居手当について見直     

  し（H21 年 12 月・前倒し実施） 

【見直し前】 

 新築から 5 年   2,500 円 

 新築から 5 年経過 1,000 円 

【見直し後】 

 一律       1,000 円 

○人件費の縮減 【22 年度】 

3,168千円削減 

 

特殊勤務手当の

見直し 

 

 

特殊勤務手

当の見直し 

  ○13 種類の特殊勤務手当の廃止等を

行い，月額支給としていた 5種類の

特殊勤務手当を実績に基づき支給

できるよう日額化（H22 年 4 月） 

○適正な給与の支給 【22 年度】 

7,155 千円削減 

 

特別職及び管理

職員の給与減額

の実施 

   ○特別職の給与月額及び管理職手当

の減額を実施（市長給与について

は，平成 23 年 8月から削減率を 5％

から 20％に改正） 

○人件費の縮減 【22 年度】 

5,642 千円削減 

【23 年度】 

7,282 千円削減 

【24 年度】 

8,470 千円削減 

 

総務部人事

課 

給与改定    ○平成 22 年度給与改定において，国

の改正に準じ，給料月額の引下げ

（平均△0.1%），55 歳を超える一定

職員の給与減額措置の新設及び期

末・勤勉手当の支給率の引下げ（△

0.2 月）を実施 

○平成 23 年度給与改定において，国

の人事院から勧告された官民較差

を解消するため給料月額の引下げ

（平均△0.2%）を実施 

○人件費の縮減 

○国，民間等の給与水準を考

慮した適正な給与の支給 

【22 年度】 

194,734 千円 

削減 

【23 年度】 

27,455 千円 

削減 

  

 

 

 

実施実施実施実施  
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（２）事務事業の効率化の推進 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

16    事務事業執行事務事業執行事務事業執行事務事業執行のののの見直見直見直見直しししし    

事務事業の手法

見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○水戸市行財政改革プラン 2010 策定

時における職員提案について整理

し，提案事務の担当課へ周知（H22

年 3 月） 

○担当課の検討により，提案事務のう

ち9項目について実施又は検討する

ことを決定 

○水戸市行財政改革プラン 2013 策定

に向けた職員提案の募集（H24 年 5

月） 

   

事務改善の実施  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○コピー機リースを一括契約（H24 年

4 月） 

○コピー機リース一括契約

による経費の縮減 

【24 年度】 

14,339千円 

削減 

 

総務部行政

改革課 

 

各部各課 

17    事務処理事務処理事務処理事務処理マニュアマニュアマニュアマニュアルのルのルのルの作成作成作成作成    

事務処理マニュ

アルの作成 

 

 

マニュアル

の作成，デ

ータベース

化 

 

 

 

 ○マニュアル作成状況 

【作成済数】 

・268（H23 年 10 月現在） 

・361（H24 年 1 月現在） 

・500（H24 年 8月 1 日現在） 

・883（H25 年 3 月 31 日現在） 

   総務部行政

改革課 

18    市単独扶助費市単独扶助費市単独扶助費市単独扶助費のののの見直見直見直見直しししし    

 

 

高齢者お祝

金見直し 

 

 

 

 

    ○支給内容等について検討（H24

年度～） 

保健福祉部

高齢福祉課 

市単独扶助費の

見直し 

 

介護保険低

所得者負担

軽減の見直

し 

  ○介護保険低所得者負担軽減の一部

見直し（H22 年 7 月） 

・利用者負担割合（通常 10％）につい

て，6％から 8％への変更 

○軽減による利用者負担割

合の変更により，変更後の

市費負担が半減 

【22 年度】 

12,961 千円削減 

【23 年度】 

21,745 千円削減 

【24 年度】 

22,995 千円削減 

 保健福祉部

介護保険課 

事務処理マニュアルの

更新 

 

事務事業整理，合理化及び手法見直し

の推進 

事 務 改 善 の 推 進 

改善情報の共有化 

 

一部実施一部実施一部実施一部実施  

一部実施一部実施一部実施一部実施  

一部実施一部実施一部実施一部実施  

見直しを踏まえた検討 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

  

福祉手当見

直し案の決

定 

 

福祉手当の

見直し 

 ○水戸市障害者施策推進協議会及び

同専門部会における検討 

（H22 年 4 月～H22 年 11 月） 

○水戸市障害者施策推進協議会にお

ける提言（H22 年 11 月） 

  ○震災等の影響により，受給者

の生活が不安定になったた

め，見直しを見送り（H23 年度） 

○26 年度実施に向けて，代替施

策等について，協議・調整中

（H24 年度～） 

保健福祉部

障害福祉課 

19    入札制度入札制度入札制度入札制度のののの改正改正改正改正     

電子入札制度の

導入 

 

 

制度の導入 

 

 

 

 ○電子入札の実施 

・土木，建築，電気，管，ほ装の 2,500

万円以上１億円未満について試行

実施（H22 年 10 月～） 

・土木，建築の 2,500 万円以上，その

他の工事の1,000万円以上 1億円未

満，土木建築コンサルタント業等の

1,000 万円以上に対象拡大（H23 年

12 月～） 

・土木・建築の 2,000 万円以上，その

他の工事の 1,000 万円以上 1 億

5,000 万円未満，土木建築コンサル

タント業等の 50 万以上に対象拡大

（H24 年 8月～） 

平成 22 年度  30件 

平成 23 年度  95件 

平成 24 年度 246件 

○入札参加者の利便性の向

上 

  財務部契約

課 

20    公共工事公共工事公共工事公共工事のコストのコストのコストのコスト縮減縮減縮減縮減     

公共工事のコス

ト縮減 

 

 

新公共工事

コスト縮減

施策の策定 

 

 

 

 ○新公共工事コスト縮減施策の策定

及び実施（H24 年 6月） 

○高額な建設資材の単価算出にあた

り特別調査（※）を実施（H22 年度

～） 

○適正な価格での資材調達

による経費の縮減 

【22 年度】 

59,628千円縮減 

【23 年度】 

57,961 千円縮減 

【24 年度】 

39,111 千円縮減 

※特別調査 

 県実施用単価，物価積算資料

等の刊行本にない建設資材

は，3社見積りにより単価を決

定していたが，製造会社等の

販売希望価格となる場合があ

るため，より実勢に近い価格

を把握するため，物価調査の

できる会社に委託して，実際

の取引価格を調査すること。 

財務部契約

課 

 

各部各課 

制度の対象の拡大 

新たな施策に基づくコ

スト縮減の実施 

 

実施実施実施実施  

実施実施実施実施  
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（３）民間活力活用の推進 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

21    事務事業事務事業事務事業事務事業のののの民間活力民間活力民間活力民間活力活用活用活用活用のののの推進推進推進推進    

○道路補修業務における請負工事の

割合の拡大（H22 年度，H24 年度） 

○民間活力活用による経費

の節減等効率的な行政運

営 

  総務部行政

改革課 

 

建設部土木

補修事務所 

○ごみ収集業務について，民間委託に

向け関係部署と協議（H22 年度～） 

○小吹清掃工場のプラットホーム搬

入指導業務及び燃えないごみ(資源

物（ビン・カン類）を含む。）の運

搬処分業務について民間委託化を

決定（H24 年度） 

  ○小吹清掃工場のプラットホー

ム搬入指導業務及び燃えない

ごみ(資源物（ビン・カン類）

を含む。）の運搬処分業務を民

間委託化（H25 年度～） 

 

市民環境部

清掃事務所 

事務事業の民間

活力活用の推進 

 

 

 

  

○学校給食共同調理場の調理等業務

を民間委託（H24 年 4 月～） 

 ※財政的効果は

職員定数の適

正化の中に計

上 

 教育委員会

事務局学校

教育課 

22    公公公公のののの施設施設施設施設のののの管理運営管理運営管理運営管理運営にかかるにかかるにかかるにかかる民間活力活用民間活力活用民間活力活用民間活力活用のののの推進推進推進推進    

○現在，指定管理者制度を導入してい

る施設について，外郭団体等の経営

改善を行うことを前提に引き続き

同管理者による指定を行うことを

決定（H22 年 9月指定管理者制度に

関する調査特別委員会） 

○引き続き，外郭団体等を指定管理者

として指定（H23 年 4 月～H28 年 3

月） 

   総務部行政

改革課 

（男女平等参画センター）（勤労女性

センター）（勤労青少年ホーム） 

  ○市民活動団体と協働による事

業を推進（H22 年度～） 

※男女平等参画センターは，震

災により施設を解体 

市長公室男

女平等参画

課 

公の施設の管理

運営にかかる民

間活力活用の推

進 

 

 

 

 

指定管理者

の更新手続 

  

（市民会館）   ※市民会館は，震災により施設

の使用を停止 

市民環境部

市民生活課 

実施実施実施実施  

民間活力活用の検討及び推進 

一部実施一部実施一部実施一部実施  

民間活力活用の検討及び推進 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

（自転車駐車場） 

○自転車駐車場条例を改正（H24 年 6

月） 

○自転車駐車場の指定管理者の指定

（H25 年 2 月） 

  ○自転車駐車場への指定管理者

制度の導入（H25 年 4 月） 

市民環境部

地域安全課 

（保育所，幼稚園） 

○幼児施設設置協議会を開催 

（H22 年 7 月，12 月） 

○水戸市幼児教育振興連絡会議ワー

キンググループ会議の開催（H23 年

1 月） 

○幼児施設設置協議会の廃止 

（H23 年 10 月） 

○水戸市幼児教育振興連絡会議の開

催（H24 年 12 月） 

   教育委員会

事務局幼児

教育課 

（植物公園） 

○公園関係組織との協働事業（講演

会・シンポジウム）を実施 

・国営ひたち海浜公園（H24 年 3 月） 

・（社）日本植物園協会（H24 年 3 月） 

○市民（ボランティア）との協働によ

る花壇づくり等の事業を推進（H22

年度～） 

○種苗会社提供苗を利用した花壇づ

くり（H24 年 6月～） 

○協働事業とすることで，困

難な事業が可能となり多

様な客層を集客 

  産業経済部

農業技術セ

ンター 

（公設地方卸売市場） 

○市場業者との市場開放等協働によ

る事業を推進（H22 年度～） 

   産業経済部

公設地方卸

売市場 

    

（図書館） 

○ 市民（ボランティア）との協働に

よる図書館づくりを推進（H22 年

度～） 

○指定管理者制度の導入について，

課内ワーキンググループを設け，

内部検討を開始。潮来市を視察

（H24 年度） 

   教育委員会

中央図書館 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

（博物館） 

○市民（ボランティア）や商店街や

民間事業所との協働による事業を

推進（H23 年度～） 

 

○協働事業とすることで，ワ

ークショップの開催等が

可能となり，多様な体験を

提供できるとともに集客

力が向上 

  教育委員会

事務局文化

課（博物館） 

（少年自然の家） 

 

  ○少年自然の家の利用促進策を

策定（H23 年 2 月）し，施設の

利用促進を図っている。民間

活力活用については，老朽化

した施設の改修内容を含め，

引き続き検討を進める。 

教育委員会

事務局生涯

学習課 

（老人福祉施設） 

○末広老人福祉センターへの指定管

理者制度導入（H23 年 12 月） 

   保健福祉部

高齢福祉課 

    

（子育て支援・多世代交流センター） 

○大町子育て支援・多世代交流センタ

ー及び本町子育て支援・多世代交流

センターへの指定管理者制度導入

（H24 年 4 月） 

○民間活力活用による経費

の節減等効率的な行政運

営 

※財政的効果は

職員定数の適

正化の中に計

上 

 保健福祉部

子ども課 
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（４）出資団体等の運営の見直し 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

23    外郭団体外郭団体外郭団体外郭団体のののの財務体質財務体質財務体質財務体質・・・・執行体制執行体制執行体制執行体制のののの改善改善改善改善    

外郭団体の財務

体質・執行体制の

改善 

 

 

 

新たな経営

改善計画の

策定 

  ○類似団体である，社会福祉協議会と

社会福祉事業団，スポーツ振興協会

と公園協会において，人事交流の検

討（H22 年 8月～11 月） 

○外郭団体の市派遣職員の減 

  平成 23年度…6人減（H23年 4月） 

平成 24年度…7人減(H24年 4月) 

○社会福祉協議会と社会福祉事業団

において，人事交流の実施（H23 年

7 月～） 

○スポーツ振興協会と公園協会との

人事交流を実施（H23 年 9月～） 

○「平成 24 年度における外郭団体等

統合に係る検討指針」の決定及び指

針に基づく検討（H24 年 5 月～） 

（検討団体） 

 ・社会福祉協議会と社会福祉事業団 

 ・勤労者福祉サービスセンターと商

業・駐車場公社 

 ・スポーツ振興協会と公園協会 

  ○人事交流の実施による，職員

の業務知識の向上，職員の活

性化が図られた。 

○外郭団体の市派遣職員の減 

平成 25 年度…１人減（H25 年

4 月） 

 

公益法人制度改

革への対応 

   ○公益法人制度改革の対応 

・公益法人へ移行 

【H23 年７月】 

国際交流協会 

【H24 年 4 月】 

芸術振興財団 

シルバー人材センター 

スポーツ振興協会 

・一般法人へ移行 

 【H23 年 9月】 

勤労者福祉サービスセンター 

【H24 年 3 月】 

農業公社 

  ○平成 25 年 4 月 

・一般法人へ移行  

公園協会 

商業・駐車場公社 

観光協会 

総務部行政

改革課 

 

外郭団体所

管課 

経営改善計画に基づく改革改善の推進 

公益法人改革への対応 

一部実施一部実施一部実施一部実施  
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

24    一部事務組合一部事務組合一部事務組合一部事務組合のありのありのありのあり方方方方のののの検討検討検討検討    

（大洗，鉾田，水戸環境組合） 

○平成 23 年 1 月 6 日付で大洗町，鉾

田市より新ごみ処理施設に参画し

ない旨の回答。平成 29 年までにご

み処理事業のみ一部事務組合から

脱退することで合意 

  市民環境部

ごみ対策課 

衛生管理課 

（笠間・水戸環境組合） 

○一部事務組合からの脱退に係る協

議申し入れ（H22 年 8月） 

○笠間市，笠間・水戸環境組合，水戸

市による解散事務検討委員会を設

置（H23 年 2 月） 

  

○新たなごみ処理施設の整備計

画を検討するに当たり，ごみ

収集事業のより一層の効率性

や経済性の向上を図るため，

水戸地区，常澄地区，内原地

区に分かれている処理区域を

統一することで一体的なごみ

処理事業を図る。 

○一部事務組合からの脱退時期

については，新たなごみ処理

施設建設の事業進捗に応じた

適切な時期を判断していく。 

市民環境部

ごみ対策課 

 

（茨城地方広域環境事務組合） 

（笠間地方広域事務組合） 

  ○課題，問題点等について検討 

 中 

市民環境部

衛生管理課 

一部事務組合の

あり方の検討 

 

 

 

  

（水戸地方広域市町村圏事務組合） 

○「経営診断調査」を実施（H22 年 7

月～11 月） 

○管理者会議等において今後の方針

について検討（H23 年 1 月～4 月） 

○組合議会において職員定数条例改

正（H23 年 5 月） 

○総合老人保健センター「ひぬま荘」

の閉館（H23 年 9月） 

○財産整理（H23 年度～） 

○組合の解散・財産処分についての検

討，協議（H23 年度～） 

○ 組合議会において，土地建物の処

分について議決（H24 年 4 月） 

○組合の解散・財産等処分について構

成市町村議会への協議，議決（H24

年 9月） 

○組合解散（H24 年 10 月 31 日） 

○構成市町村議会において決算認定

（H25 年 3 月） 

   保健福祉部

高齢福祉課 

一部実施一部実施一部実施一部実施  

一部事務組合のあり方の検討 



23 

 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

    （水戸地方農業共済組合） 

 

  ○国から１県１組合化の取組の

推進の通知を受けて，各共済

組合に１組合化に向けたスケ

ジュール等の説明会が開催さ

れた。 

産業経済部

農政課 

 

５ 財政の健全化 

（１）計画的な財政運営 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

25    財政財政財政財政分析分析分析分析とととと公表公表公表公表    

財政の分析及び

中期的財政見通

しの作成 

 

 

 

 

  ○「水戸市の中期的財政見通し（平成

24 年度～平成 28年度）」策定（H23

年 9月），ホームページで公表 

 

○中長期的視点に立った規

律ある財政運営 

（3か年実施計画や予算編

成における財政運営の指

針） 

  

財政見通し等の

分かりやすい公

表 

   ○財政事情の公表 

・年２回告示：5/1 前年度下半期の執

行状況，11/1 前年度決算状況及び本

年度上半期の執行状況 

○「広報みと」 

・4/1 当初予算の概要 

・6/1 前年度下半期の執行状況 

・11/1 前年度決算状況 

・12/1 上半期の執行状況 

○ホームページ 

・予算の概要（予算編成方針，予算の

概要，予算のあらまし，補正予算の

主な内容），決算カード，財務書類，

中期的財政見通し，財政の現状等 

○予算，決算等における透明

性の向上 

○財政運営における説明責

任の遂行 

  

財務部財政

課 

実施実施実施実施  

財政の分析及び中期的財政見通しの

作成 

財政見通し等の分かりやすい公表 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

26    公債費公債費公債費公債費のののの適正化適正化適正化適正化    

市債発行の抑制  

 

 

 

 

  ○平成 22 年度市債発行状況 

・普通債発行額 3,644,500 千円－① 

・元金償還額  6,991,323 千円－② 

・比率（①/②×100） 52.1％ 

○平成 23 年度市債発行状況 

・普通債発行額 2,674,200 千円―① 

・元金償還額  7,094,912 千円―② 

・比率（①/②×100） 37.7％ 

○平成 24 年度市債発行状況 

・普通債発行額 3,077,900 千円―① 

・元金償還額  6,817,620 千円―② 

・比率（①/②×100） 45.1％ 

○公的資金補償金免除繰上償還の実 

 施 

〔一般会計〕 

 平成 22 年度       7,985 千円 

 平成 23 年度      30,055 千円 

 平成 24 年度      3,136千円 

 

 

〔水道事業会計〕 

 平成 23 年度         235,458千円 

 平成 24 年度     844,195 千円 

○実質公債費比率の改善 

平成 21 年度 14.9％ 

（H20 年度決算値） 

平成 22 年度 12.8％ 

（H21 年度決算値） 

平成 23 年度 11.5％ 

        （H22 年度決算値） 

  平成 24 年度 10.6％ 

    （H23 年度決算値） 

○公的資金補償

金免除繰上償

還の実施によ

る利子減額見

込み（償還終

了まで） 

平成 22 年度 

1,520 千円 

平成 23 年度 

60,641 千円 

平成 24 年度 

166,698千円 

（参考） 

行財政改革プラ

ン2007の期間中

における繰上償

還実施による利

子軽減額（償還

終了まで） 

4,344,957 千円 

○実質公債費比率の適正管理の

ための方策 

・市債発行基準の設定（普通債

の新規借入額を元金償還額の

8 割（50 億円）以内に抑制す

る） 

※普通債…地方交付税の財源不

足を補うための臨時財政対策

債や災害復旧債などを除く建

設事業等の財源となる市債 

財務部財政

課 

 

 

 

 

 

 

市 債 発 行 の 抑 制 

（新規借入額を償還元金の 

８割（約 50億円）以内） 

実施実施実施実施  
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（２）受益者負担及び補助金・負担金の適正化 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

27    受益者負担受益者負担受益者負担受益者負担のののの適正化適正化適正化適正化    

下水道部下

水道管理課 

下水道・農業集落

排水施設使用料

の改定 

 

 

 

 

 

 

 

改定に向け

た検討 

 

 

改定の実施 

 

○水戸市使用料等審議会に下水道使

用料及び農業集落排水処理施設使

用料の改定について 

・平成 24 年度 改定に向けた検等 

諮問（H24 年 7 月） 

答申（H24 年 9月） 

  ○震災の影響により，スケジュ

ールを 1 年先送りとした。 

・平成 25 年度 改定の実施 

○平成25年度における効果見込

額 

 下水道使用料  270,000 千円 

 農業集落排水施設使用料 

         11,000 千円 

産業経済部

農業環境整

備課 

そ の 他 の 使 用

料・手数料等の改

定 

 

   

改定に向け

た検討 

（平成 25年

度）改定の

実施 

新たな使用料・手

数料等の検討 

   

○平成 22 年度改定実施 

・体育施設使用料を概ね 20％改定（H22

年 4 月） 

 

○公平公正な受益者負担の

確保 

○財源の拡充 

○平成 22 年度効果額 

・体育施設使用料 

       11,630 千円 

【22 年度】 

11,630 千円 

○震災の影響により，スケジュ

ールを 1 年先送りとした。 

・平成 25 年度 改定に向けた検

討  

・平成 26年度 改定の実施 

財務部財政

課 

 

28    補助金補助金補助金補助金・・・・負担金負担金負担金負担金のののの適正化適正化適正化適正化    

補助金の見直し  

 

 

 

  

負担金の見直し    

○補助金の見直し 

・平成 22 年度予算における見直し 

廃止・休止 12件，減額 31件，増額

1件 

・平成 23 年度予算における見直し 

廃止・休止 3件，減額 5件 

・平成 24 年度予算における見直し 

減額３件 

 

○時代のニーズに即した継

続的な見直しにより適正

化を確保 

○簡素で効率的な行財政運

営の確立 

【22 年度】 

30,230 千円 

【23 年度】 

4,263 千円 

【24 年度】 

   373 千円 

平成25年度予算における見直し 

○補助金の見直し 

 休止 1件，減額 2件 

 （財政的効果）1,300 千円 

○負担金の見直し 

 廃止・休止 18件 

 （財政的効果）493 千円 

財務部財政

課 

 

各部各課 

 

 

 

新たな使用料・手数料等の検討 

一部実施一部実施一部実施一部実施  

実施実施実施実施  

補 助 金 の 見 直 し 

（平成 21 年度検討を踏まえた対応） 

 

負 担 金 の 見 直 し 

（平成 21 年度検討を踏まえた対応） 
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（３）歳入の確保 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

29    収納率収納率収納率収納率のののの向上向上向上向上    

収納率の向上  

 

 

 

 

 

 

 

 

  （市税，国民健康保険税） 

○収納率の向上に向けた対策 

・平成 23 年度第 1 回収納対策本部会

議を開催し，収納率の向上を目的と

する活動方針を明確化（H23 年 8月） 

・平成 23 年度第 2 回収納対策本部会

議を開催し，税以外の歳入の収納率

の向上を目的とする活動方針の明

確化（H23 年 9月） 

・関係各課を対象に滞納処分に係る研

修会を実施（H23 年 10 月） 

・平成 23 年度第 3 回収納対策本部会

議を開催し，進捗状況を報告（H23

年 12 月） 

・平成 23 年度第 4 回収納対策本部会

議を開催し，進捗状況を報告（H24

年 2 月） 

・平成 24 年度第 1 回収納対策本部会

議を開催し，平成 23 年度収納率向

上対策に対する実績報告及び平成

24 年度収納率向上対策の策定につ

いて報告（H24 年 7 月） 

・平成 24 年度第 2 回収納対策本部会

議を開催し，進捗状況を報告（H24

年 12 月） 

・平成 24 年度第 3 回収納対策本部会

議を開催し，進捗状況を報告（H25

年 3 月） 

○納付機会拡大策の検討，実施 

・コンビニエンスストアでの収納の実

施（過年度分）（H24 年 2 月～） 

○納税相談・指導の強化 

・ 各種研修会への積極的な参加によ

○課内において困難・高額事案

検討会を実施し，今後の方針

を決定。方針に基づく進行管

理を実施 

○職員の徴収能力の向上による

納付相談・指導の向上 

○休日開庁相談の実施及び催告

書の発送による納税相談 

○不動産，債権等の財産差押予

告等による分納や納付約束 

○市税 

【徴収率】 

平成21年度決算     87.5％ 

 平成 22 年度決算   86.9％ 

 平成 23 年度決算   87.8％ 

 平成 24 年度決算見込 89.1％ 

【収入未済額】 

平成 21 年度決算 

  5,425,705 千円 

 平成 22 年度決算 

        5,567,502 千円 

 平成 23 年度決算 

             5,160,719千円 

 平成 24 年度決算見込 

              4,369,155 千円 

○国民健康保険税 

【徴収率】 

平成21年度決算     57.0％ 

 平成 22 年度決算   53.8％ 

 平成 23 年度決算   53.3％ 

 平成 24 年度決算見込 54.7％ 

 

 

 ○徴収率については，現年度及

び過年度分の合計に対する率

である。 

○納付機会拡大策の検討，実施 

・口座振替（全期前納）での収

納の検討（H25 年度から実施予

定） 

財務部収税

課 

実施実施実施実施  

納付相談・指導の強化 

財産調査等の強化 

滞納処分の強化（公売等） 

納付機会拡大策の検討，実施 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

る職員の徴収能力の向上 

・休日開庁相談の実施 

 平成 22 年度 4 日 

 平成 23 年度 2 日 

○市ホームページに滞納及び納税相

談にかかる周知広報を掲載（H23 年

9月 15 日～） 

○納期限の庁内放送を実施（H24 年度） 

○財産調査等の強化 

・早期対応の実施 

○滞納処分の強化 

・公売の実施 

 インターネット公売 

○口座振替納付率の向上 

・口座振替勧奨チラシを納税通知書に

同封（H24 年度） 

・市ツイッター及び三の丸臨時庁舎モ

ニター公告による納期限の周知及

び口座振替勧奨（H24 年度） 

・市県民税申告会場における申告者へ

口座振替勧奨チラシの配布（H24 年

度） 

・収税課から発送する封筒（裏面・窓

あき部分）への口座振替案内文の掲

載（H24 年度） 

【収入未済額】 

 平成 21 年度決算 

  4,656,208千円 

 平成 22 年度決算 

             5,173,287千円 

平成 23 年度決算 

       5,120,203 千円 

平成 24 年度決算見込 

       4,895,686千円 

（し尿処理手数料） 

○戸別訪問，電話等による徴収。また，

不明者等については実態調査をし，

判明者には訪問や納付書の送付を

実施 

○未納者に対してはし尿収集を確認。 

伝票を交付せず作業停止の処置を 

実施 

【徴収率】 

 平成 21 年度決算  91.16％ 

 平成 22 年度決算   91.10％ 

平成 23 年度決算  91.38％ 

 平成 24 年度見込  91.6％ 

【収入未済額】 

 平成21年度決算  9,102千円 

 平成22年度決算 8,593千円 

 平成23年度決算 7,601千円 

 平成 24 年度決算見込 

         6,060 千円 

  市民環境部

衛生管理課 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

    （保育所保護者負担金） 

○公立保育所及び民間保育園におい

て，納付指導及び収納事務を実施 

○夜間相談窓口を設置し，保育所保護

者負担金納付相談を実施 

・平成 22 年 7 月 27 日～8月 2 日 

・平成 22 年 10 月 7 日～10 月 14 日 

・平成 23 年 2 月 23 日～3 月 1 日 

・平成 23 年 9月 26日～9月 30 日 

・平成 24 年 2 月 27 日～3 月 2 日 

・平成 24 年 7 月 26日～8月 1 日 

・平成 24 年 9月 26日～10 月 2 日 

・平成 25 年 2 月 25 日～3 月 1 日 

○ 開庁時間内で相談窓口を設置し，

保育所保護者負担金納付相談を実

施 

・平成 22 年 12 月 22 日～12 月 28日 

・平成 23 年 7 月 25 日～7 月 29日 

・平成 23 年 12 月 22 日～12 月 28日 

・平成 24 年 4 月 25 日～5 月 2 日 

・平成 24 年 11 月 26日～11 月 30 日 

○保育所等において保育所保護者負

担金納付相談を実施 

・平成 23 年 3 月 

○臨戸訪問，電話催告等で保育所保護

者負担金納付相談を実施 

・臨戸訪問 

平成 22 年 5 月 20 日 

・電話催告 

平成 22 年 4 月 23 日～5 月 14 日 

平成 22 年 7 月 27 日～8月 2 日 

平成 22 年 9月 28日～10 月 14 日 

平成 22 年 12 月 22 日～12 月 28日 

平成 23 年 2 月 23 日～3 月 1 日 

平成 23 年 7 月 25 日～7 月 29日 

平成 23 年 9月 26日～9月 30 日 

○送迎時間における保護者への

納付勧奨による納付意識の向

上 

○納付相談期間中における徴

収額 

 平成 22 年  

    7 月期  3,459,650 円 

10 月期  2,802,880 円 

     12 月期  3,982,620 円 

 平成 23 年 

 2 月期  1,612,240 円 

7 月期   810,660 円 

9月期   955,580 円 

12 月期  1,166,580 円 

 平成 24 年 

2 月期  2,464,820 円 

     4月期    762,300円 

     7月期  1,235,080円 

     9月期    536,000円 

    11月期    533,320円 

 平成 25 年度 

     2月期  1,058,640円 

【徴収率】 

平成 21 年度決算    91.8％ 

平成 22 年度決算     91.4％ 

平成 23 年度決算   91.9％ 

平成 24 年度決算見込 92.1％ 

【収入未済額】 

平成21年度決算 84,443千円 

平成22年度決算 87,313千円 

平成23年度決算 84,782千円 

平成 24 年度決算見込 

        84,130 千円 

  教育委員会

事務局幼児

教育課 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

平成 23 年 12 月 20 日 

平成 24 年 2 月 27 日～3 月 9日 

平成 24 年 7 月 26日～8月 1 日 

平成 24 年 9月 26日～10 月 2 日 

平成 25 年 2 月 25 日～3 月 1 日 

その他随時 

○預金，給与，不動産などの財産調査 

 平成 23 年 1 月 預金取立 1件 

（介護保険料） 

○電話催告，臨戸訪問徴収 

○電話催告及び臨戸訪問時に制度の

啓発 

○65 歳到達者に対して制度の啓発を

行うために納入方法案内の送付（新

規資格取得者） 

○収入のある滞納者への臨戸訪問徴

収の強化 

○納付書関係の返戻分における居住

実態の把握 

○介護保険制度の啓発による制

度の理解度及び納付意識の向

上 

○新規資格取得者や徴収方法変

更者への納付方法の周知によ

る理解度の向上及び納付遅れ

（忘れ）の解消 

【徴収率】 

平成 21 年度決算   93.76％ 

平成 22 年度決算   93.39％ 

平成 23 年度決算  93.11％ 

平成24年度決算見込 93.80％ 

【収入未済額】 

平成21年度決算146,569千円 

平成22年度決算155,733千円 

平成23年度決算157,712千円 

平成 24 年度決算見込 

        181,862 千円 

  保健福祉部

介護保険課 

    

（農業集落排水施設使用料） 

○特別滞納整理を実施 

（H22年5月 6日～H23年3月31日） 

（H23年7月1日～H24年3月31日） 

（H24 年 5 月 14 日～H25 年 3 月 29

日） 

○口座振替の加入促進 

【徴収率】 

平成 21 年度決算    88.49％ 

平成 22 年度決算  86.20％ 

平成 23 年度決算  86.11％ 

平成 24 年度決算見込 

          87.25％ 

【収入未済額】 

平成21年度決算 12,505千円 

平成22年度決算 14,289千円 

平成23年度決算 14,950千円 

  産業経済部

農業環境整

備課 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

平成 24 年度決算見込 

        14,518千円 

（市営住宅家賃等） 

○住宅明渡し及び滞納家賃等請求に

係る訴訟の提起（1件）（H24 年度） 

○高額滞納者（100 万円以上の者）及

びその連帯保証人に対する戸別訪

問，出頭等による納付指導及び法的

措置の警告 

○高額滞納者（50 万以上 100 万円未満

の者）に対する戸別訪問，出頭等に

よる納付指導及び法的措置の警告 

○滞納者（50 万円以下の者）に対する

戸別訪問，出頭等による納付指導及

び法的措置の警告 

納付誓約及び誓約事項の履行徹底

（電話催告，文書催告，戸別訪問及

び徴収嘱託員訪問） 

【徴収率】 

平成 21 年度決算   61.12％ 

平成 22 年度決算  59.44％ 

平成 23 年度決算  56.61％ 

平成 24 年度決算見込 

          53.09％ 

【収入未済額】 

平成21年度決算590,510千円 

平成22年度決算598,352千円 

平成23年度決算615,982千円 

平成 24 年度決算見込 

        686,934 千円 

  都市計画住

宅課 

（下水道使用料） 

○水道料金が消滅時効にかかり，か

つ，下水道使用料の滞納額３万円以

上の滞納者に対し，催告書を送付

（H24 年 11 月） 323件（36名） 

【徴収率】 

平成 21 年度決算    93.2％ 

平成 22 年度決算   93.1％ 

  平成 23 年度決算   93.5％ 

 平成 24 年度決算見込 94.0％ 

【収入未済額】 

  平成21年度決算160,112千円 

  平成22年度決算172,259千円 

平成23年度決算157,727千円 

平成 24 年度決算見込 

        165,944 千円 

 ○下水道使用料の賦課徴収（滞

納整理を含む）を水道部へ委

託 

下水道部下

水道管理課 

    

（水道料金） 

○口座振替の加入促進実施 

（キャンペーン期間 8 月 1 日～11

月 30 日） 

○給水停止（毎月実施） 

○上下水道料金におけるクレジット

カード収納の実施 

【徴収率】 

平成 21 年度決算   91.95％ 

平成 22 年度決算  92.74％ 

平成 23 年度決算  94.01％ 

平成24年度決算見込 94.41％ 

【収入未済額】 

平成21年度決算423,724千円 

  水道部料金

課 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

     平成22年度決算382,515千円 

平成23年度決算294,693千円 

平成 24 年度決算見込 

       281,844 千円 

○口座振替の加入促進 

加入キャンペーンの実施 

平成 22 年度  1,058件加入 

平成 23 年度  1,165件加入 

平成 24 年度  1,211件加入 

○給水停止 

・平成 22 年度 

15,798件予告書発送 

2,500件執行 

徴収額     161,247,242円 

（徴収率 14.0％） 

・平成 23 年度 

  16,537件予告書発送 

   2,593件執行 

  徴収額    191,627,097 円 

 （徴収率 15.9％） 

・平成 24 年度 

16,913件予告書発送 

2,451件執行 

徴収額    190,398,276円 

（徴収率 14.4％） 

○上下水道料金におけるクレジ

ットカード収納 

・平成 22 年度申込み 2,439 件 

・平成 23 年度申込み 1,756 件 

・ 平成 24 年度申込み 2,083件 
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

30    新新新新たなたなたなたな財源財源財源財源のののの拡充拡充拡充拡充    

新たな財源の拡

充 

 

 

 

  ○新たな広告収入や官民協働の観点

からの財源の拡充策の検討 

○歳入等検討委員会及び職員提案に

よる新たな財源の拡充の検討 

○平成 22 年度から新たに実施 

・公用車に広告を掲載 

・民間資金による市民課電子番号表示

案内システムの設置 

・各種配布冊子に広告掲載 

・飲料自動販売機の販売配分金 

（三の丸臨時庁舎） 

 

○平成 22 年度効果額 

・公用車広告掲載   162 千円 

・市民課電子番号表示案内シス

テム（無償設置等） 

2,445 千円 

（H22～26年度合計5,841千円） 

○平成 23 年度効果額 

・公用車広告掲載   102 千円 

・市民課電子番号表示案内シス

テム        849千円 

○平成 24 年度効果額見込み 

・公用車広告掲載   216千円 

・市民課電子番号表示案内シス

テム        849千円 

・各種配布冊子に広告掲載 

3,500 千円 

【22 年度】 

2,607 千円 

【23 年度】 

       951 千円 

【24 年度見込】 

   4,565 千円 

○平成25年度予算における効果 

 額 

・公用車広告掲載    72 千円 

・市民課電子番号表示案内シス

テム        849千円 

・各種配布冊子に広告掲載 

3,250 千円 

・飲料自動販売機の販売配分金 

         1,760 千円 

財務部財政

課 

 

各部各課 

（４）市有財産の有効活用 

実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

31    未利未利未利未利用財産用財産用財産用財産のののの活用活用活用活用とととと処分処分処分処分    

未利用財産の活

用と処分 

 

 

 

  ○水戸市未利用財産有効活用指針及

び水戸市土地及び建物の売払いに

関する要項に基づき，計画的利活用

を実施 

○物件の境界確定及び鑑定作業 

○未利用地の処分 

・平成 22 年度 40件 

・平成 23 年度 39件 

・平成 24 年度 39件 

○未利用地処分による収入

確保 

○維持管理経費の縮減 

【22 年度】 

75,409千円 

【23 年度】 

55,321 千円 

【24 年度】 

  166,711 千円 

 総務部管財

課 

 
未利用財産の売却や貸付の推進 

財源拡充策の検討，推進 

実施実施実施実施  

実施実施実施実施  
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実施計画上の年度スケジュール 実施状況 実施における効果 
実施項目 

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ （平成２５年３月３１日現在）  財政的効果 
備考 担当課 

    ○水道部未利用財産等有効活用指針

及び利活用計画（H21 年 8月策定）

に基づき，水道部不動産活用検討専

門委員会（H21 年 8月設置）で協議

検討し，水戸市水道部土地及び建物

の売払いに関する要項を制定（H22

年 8月） 

○物件の地積測量及び鑑定作業 

○水戸市水道部不動産売却の斡旋制

度実施要領（H22 年 12 月策定）に基

づき，（社）茨城県宅地建物取引業

協会等と協定を締結（H23 年 1 月）

する。 

○未利用地の処分 

・平成 23 年度 2件 

○未利用地処分による収入

確保 

○維持管理経費の縮減 

【23 年度】 

1,114 千円 

○インターネットオークション

による売却や,太陽光発電事

業等の事業用地として，民間

への貸付及び公共施設への有

効活用に向けての検討を推進 

水道部経理

課 

32    先行取得用地先行取得用地先行取得用地先行取得用地のののの管理管理管理管理のののの適正化適正化適正化適正化    

公社経営健全化

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

５年以上の

長期保有地

を標準財政

規模の 10％

以下とする 

 

○公社経営健全化団体の指定を受け， 

経営健全化に向けた計画的な取組

を実施 

○先行取得用地の買戻し 

・市立競技場用地・幹線市道東野平須

線用地・（仮称）河和田街区公園用

地の一部（H22 年度） 

・幹線市道一里塚大和田線用地・（仮

称）河和田街区公園用地の一部（H23

年度） 

. （仮称）河和田街区公園用地・内原

駅北公共施設等用地（H24 年度） 

○土地開発公社の経営改善 

○土地開発公社の金利負担 

 の軽減 

【標準財政規模における 5

年以上の長期保有地の割合】 

平成 22 年度決算   7.3％ 

平成 23 年度決算   7.1％ 

平成 24 年度決算   7.0％ 

  総務部管財

課 

 

先行取得用地の計画的な買戻し 

長期保有地の活用策の検討及び推進 

実施実施実施実施  


