
    

    

    

    

    

    

    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度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 2013201320132013 実施計画実施計画実施計画実施計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況（（（（平成平成平成平成 22227777 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在））））    
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平 成 2 7 年 ７ 月 3 0 日 

総 務 部 行 政 改 革 課 
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凡例 

〇 「実施項目」，「期間内における年度計画」，「担当課」は，水戸市行財政改革プラン 2013 実施計画を基に記載した。 

〇 「期間内における年度計画」欄には，各年度に実施すべき内容を記載した。なお，平成 26 年度の年度計画を実施したものは「●」で

示した。また，平成 26 年度に平成 25 年度の年度計画を実施したものは，「▲」で示した。 

○ 「実施状況（平成 27 年 3 月 31 日）」欄には，平成 25 年４月１日から平成 27 年 3 月 31 日までの間に実施した内容を記載した。 

〇     又は     は，「期間内における年度計画」欄の平成 27 年 3 月 31 日時点で実施目標を達成したかどうかで判断した。 

   

 

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 2013201320132013 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 27272727 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 36 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    

                            １２１２１２１２    

【【【【３３３３３３３３％】％】％】％】    

                            ２４２４２４２４        

【【【【６７６７６７６７％】％】％】％】    

 

 実実実実    施施施施     一部一部一部一部実施実施実施実施    
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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 2013201320132013 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 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在））））    
 

１１１１    市民市民市民市民のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった行政行政行政行政サービスのサービスのサービスのサービスの提供提供提供提供 

実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

１１１１    本庁舎等本庁舎等本庁舎等本庁舎等のののの整備整備整備整備のののの推進推進推進推進    

本庁舎等の整備

の推進 

【本庁舎等整備の推進】 

H25 年度 

●水戸市庁舎整備基本計画の策定 

H26 年度 

●水戸市新庁舎建設基本設計の完了 

○市民会館解体工事の完了 

H27 年度 

○水戸市新庁舎建設実施設計の完了 

○旧本庁舎解体工事の完了 

○水戸市庁舎整備基本計画の策定

（H25 年 11月） 

○水戸市新庁舎建設設計者選定 

に係る公募型プロポーザルの実施

（H25 年 12月～H26 年４月） 

○総務部に新庁舎整備課を設置（H26

年４月） 

○水戸市新庁舎建設基本設計・実施設

計の契約（H26 年５月） 

○市民会館解体工事の契約（H26 年 9

月） 

○水戸市新庁舎建設基本設計の完了

(H27 年 1月) 

    

 総務部行政改革課 

財産活用課 

新庁舎整備課 

消防本部消防総務課 

水道部経理課 

２２２２    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    

窓口業務時間の

拡大 

【窓口業務時間の拡大の推進】 

H25 年度 

●窓口業務時間拡大の推進 

H26 年度 

●窓口業務時間拡大の推進 

H27 年度 

○窓口業務時間拡大の推進 

○一部窓口について開設時間を延長 

・毎週水曜日の午後７時まで受付を延

長 

（受付件数） 

・H25 年度   5,487 件（延べ） 

（内訳） 

 市民課    3,292 件（延べ） 

 国保年金課   994 件（延べ） 

 その他    1,201 件（延べ） 

・H26 年度    7,215 件（延べ） 

（内訳） 

 市民課     3,999 件（延べ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部行政改革課 

市民協働部市民課 

保健福祉部国保年金課 

各部各課 

一部一部一部一部実施実施実施実施 

一部一部一部一部実実実実施施施施    
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

 国保年金課   1,329 件（延べ） 

 その他     1,887 件（延べ） 

○３月最終日曜日及び４月第１日曜

日の一部窓口開設 

（受付件数） 

・H25 年度    888 件（延べ） 

（内訳） 

市民課     682 件（延べ） 

国保年金課   122 件（延べ） 

その他      84 件（延べ） 

・H26 年度     667 件（延べ） 

（内訳） 

市民課     501 件（延べ） 

国保年金課    91 件（延べ） 

その他      75 件（延べ） 

 

 

 

 

・H27 年度  1,133 件(延べ) 

 

 (内訳) 

 市民課    842 件（延べ） 

 国保年金課 165 件（延べ） 

 その他  126 件（延べ） 

窓口体制等の 

整備 

【窓口体制等の整備】 

H25 年度 

●総合窓口の他市事例調査 

H26 年度 

○総合窓口設置に係る基本計画の策定 

H27 年度 

○総合窓口設置に係る基本計画に基づく取

組の推進 

 

○総合窓口体制の他市事例を調査

（H25 年度） 

○総合窓口設置に係る基本方針を決

定（H26 年５月） 

  

３３３３    業務継続計画業務継続計画業務継続計画業務継続計画（（（（災害編災害編災害編災害編））））のののの策定策定策定策定    

業務継続計画の

策定，周知徹底 

【業務維持計画の策定，周知徹底】 

H25 年度 

○必要な業務等の整理 

H26 年度 

○業務継続計画の策定 

H27 年度 

○業務継続計画の周知徹底 

 

○業務継続計画の他市事例を調査

（H25 年度） 

○業務継続計画策定基本方針の検討

（H26 年度） 

 ○新型インフルエンザ等行

動計画の策定（H27 年３

月）に伴い，新型インフ

ルエンザ等編の業務継続

計画と合わせて H27 年度

中の策定を検討 

総務部行政改革課 

市民協働部地域安全課 

一部実施一部実施一部実施一部実施 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

４４４４    行政情報提供及行政情報提供及行政情報提供及行政情報提供及びびびび水戸水戸水戸水戸のののの魅力発信魅力発信魅力発信魅力発信のののの充実充実充実充実    

行政情報提供の

充実 

【情報内容の拡充】 

H25 年度 

●情報内容の拡充 

H26 年度 

●情報内容の拡充 

H27 年度 

○情報内容の拡充 

○広報みとのリニューアル（1 日号の

オールカラー化等） 

○市民周知 PR冊子の発行 

・偕楽園公園ガイドの発行（H25 年度） 

・中心市街地ガイドの発行（H26 年度） 

○子ども向けホームページの開設 

（H26 年度） 

  市長公室みとの魅力発信

課 

各部各課 

 【よくある質問と回答の充実】 

H25 年度 

●よくある質問と回答の充実 

H26 年度 

●よくある質問と回答の充実 

H27 年度 

○よくある質問と回答の充実 

○市ホームページの「よくある質問と

回答」の充実 

・内容の修正 53件，削除 12件，新規

追加 109 件（H25 年度） 

・掲載数   

H24 年度     257 件 

    H25 年度     354 件 

    H26 年度     381 件 

  市長公室みとの魅力発信

課 

 【道路工事情報の提供】 

H25 年度 

●道路工事情報の提供手法等を検討 

H26 年度 

●道路工事情報の提供方針等を整理 

●道路工事情報の一部提供 

H27 年度 

○道路工事情報の提供 

○道路工事情報の提供 

・先進地の状況調査を行い，情報発信 

 内容及び手法等を検討 

（H25 年度） 

・道路工事情報の提供方針等を整理

（H26 年度） 

・道路工事情報の一部提供（H26 年度） 

  建設部道路管理課 

水戸の魅力の発

信の充実 

【水戸の魅力の発信】 

H25 年度 

●SNS（ソーシャルネットワーキングサービ

ス）の運用 

H26 年度 

●SNS における情報発信体制の構築 

H27 年度 

○SNS における情報発信の強化 

○各アクセス件数 

・Twitter・フォロワー数（延べ） 

 H24 年度        6,054 件 

 H25 年度        8,961 件 

 H26 年度       11,734 件 

・Facebookページ・いいね!数（延べ） 

 H24 年度        1,009 件 

 H25 年度        1,471 件 

 H26 年度        1,923 件 

  市長公室みとの魅力発信

課 

各部各課 

一部実施一部実施一部実施一部実施    
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

・LINE@・友だち数（延べ） 

 H24 年度        1,297 件 

 H25 年度        3,048 件 

H26 年度        4,047 件 

・YouTube・再生回数（延べ） 

 H24 年度       25,232 回 

 H25 年度       71,073 回 

H26 年度      217,078 回 

・ニコニコ動画・再生回数（延べ） 

 H24 年度           6,972 回 

 H25 年度          11,513 回 

H26 年度      101,591 回 

・ブログ・年間アクセス数（延べ） 

 H24 年度      108,783 件 

 H25 年度      115,332 件 

H26 年度       151,382 件 

○Google ハングアウトオンエア 

による定点カメラでのインタ 

ーネット生中継実験 

H25 年度 

・イベント生中継３回(8/3-4 みと

黄門まつり,10/19 吉田神社例大

祭,2/15 こみっとフェスティバ

ル) 

H26 年度 

・市長定例記者会見４回（6/3，

8/27,11/25,2/23） 

・記者懇話会３回

（4/24,10/20/,1/8）  

・イベント生中継 2回（8/2 水戸黄

門まつり,2/21 こみっとフェス

ティバル） 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

○mitonote(シティセールスマガジ

ン) 

H25 年度 第２号発行(10,000 部) 

H26 年度 第３号発行(20,000 部) 

○みとちゃんを PR する音楽やダンス

を HPに掲載（H25 年度） 

○水戸市内の地産地消を応援する HP

「水戸美味 みとうま」の開設（H25

年度） 

 【水戸の魅力の発信強化に向けた職員の育

成及び環境整備】 

H25 年度 

●職員研修の実施 

H26 年度 

●職員研修の実施 

H27 年度 

○職員研修の実施 

○水戸の魅力についての職員研修の

開催（H25 年度～） 

・基本研修第１部課程「みとの魅力の

発信について」 

 

  市長公室みとの魅力発信

課 

総務部人事課 

 【名刺・名札等の統一的デザインの導入】 

H25 年度 

●マスコットキャラクター「みとちゃん」

をデザインした職員用の名刺・名札の作

成 

H26 年度 

●マスコットキャラクター「みとちゃん」

をデザインした職員用の名刺・名札の活

用 

H27 年度 

○マスコットキャラクター「みとちゃん」

をデザインした職員用の名刺・名札の活

用 

○名刺・名札等の統一的デザインの導

入 

・マスコットキャラクター「みとちゃ

ん」をデザインした職員用の名刺・

名札を作成（H25 年度～） 

 

  総務部人事課 

 【情報発信のための指針の策定及び推進】 

H25 年度 

○水戸の魅力発信に係る現状の把握と分析 

H26 年度 

○積極的な情報発信のための指針の

策定及び推進 

・茨城県への宿泊旅行者の動向等につ

いての調査・研究（H25 年度～） 

  市長公室みとの魅力発信

課 



7

 

実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

○水戸の魅力発信に係る事業の展開 

H27 年度 

○水戸の魅力発信に係る事業の展開及び新

たな企画 

○指針の策定 

 

５５５５    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 

 

【多様な手法による意見の聴取】 

H25 年度 

●市民懇談会の実施 

●行政懇談会の実施 

●市政モニター制度の活用   

●インターネットモニターによるアンケー

ト実施 

H26 年度 

●多様な手法による意見の聴取 

●市民懇談会  ７回実施予定 

●今後の開催方針の決定    

●行政懇談会の実施   

●市政モニター制度の活用       

○インターネットモニターによるアンケー

ト実施 

H27 年度 

○多様な手法による意見の聴取 

○市民懇談会 

○行政域懇談会の実施  

○市政モニター制度の活用  

○インターネットモニターによるアンケー

ト実施 

 

○市民懇談会 

H25 年度 ９回実施 

（８，10，11，１，２月） 

延べ参加人数 587名 

H26 年度 ７回実施 

（７月,10 月,11 月,2 月） 

参加人数 328名 

・今後開催方針の決定（４年間のスケ

ジュール開催場所の決定）（H26 年

度） 

○魁のまちづくり地域懇談会 

H25 年度 ５回実施（８月） 

延べ参加人数 409名 

○行政懇談会 

H26 年度 1回実施（８月） 

参加人数  16名 

○市政モニター 34名 

H25 年度  意見提出 49 件 

H26 年度  意見提出 47 件 

○インターネットモニターによる 

アンケート実施  

H25 年度 ２回（8月，2月） 

・水戸市第６次総合計画構想（素案）

について 

・自転車利用について 

  市長公室みとの魅力発信

課 

 

一部一部一部一部実施実施実施実施 
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 ２２２２    市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働によるによるによるによる地域力地域力地域力地域力のののの活用活用活用活用 

実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

６６６６    協働事業協働事業協働事業協働事業のののの充実充実充実充実とととと体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり    

行政課題提示型協

働事業の実施 

【行政課題提示型協働事業の実施】 

H25 年度 

●行政課題提示型協働事業の実施 

H26 年度 

●行政課題提示型協働事業の実施 

H27 年度 

○行政課題提示型協働事業の実施 

 

○行政課題提示型協働事業の提案公募 

H25 年度 

・提案件数 ２事業 

うち提案２事業を実施 

H26 年度 

・提案件数 ３事業 

 うち提案２事業を実施 

○自由提案型協働事業の提案公募 

H25 年度 

・提案件数 ６事業 

うち５事業を実施 

H26 年度 

・提案件数 ５事業 

 うち４事業を実施 

 

○行政課題提示型協働事業

の提案公募 

H27 年度 

・提案件数 ４事業 

 うち提案４事業を決定 

○自由提案型協働事業の提

案公募 

H27 年度 

・提案件数 ３事業 

 うち提案２事業を決定 

市民協働部市民生活課 

 

協働事業を機能的

に推進する体制づ

くり 

【協働事業の推進に向けた職員の意識

改革】 

H25 年度 

●協働推進員（ナビスタッフ）の育成 

●協働にかかる階層別研修の実施 

H26 年度 

●協働推進員（ナビスタッフ）の育成 

●協働にかかる階層別研修の実施 

H27 年度 

○協働推進員（ナビスタッフ）の育成 

○協働にかかる階層別研修の実施 

 

 

○協働推進員（ナビスタッフ）の育成 

・市民活動団体との関わりが多い課を

中心に協働推進員を 70 名配置（H22

～） 

・新任協働推進員を対象に研修会を実

施 

 H25 年度 

「ワークショップ研修」22 名参加（新

任） 

 H26 年度 

「協働のまちづくり」20名参加（新任） 

市民活動団体・水戸市協働推進員合同

研修会 48名参加 

○協働にかかる階層別研修の実施 

H25 年度 

・基本研修第２部課程「協働のまちづ

くり」 

・基本研修第４・５部課程研修 

 

  

実施実施実施実施 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

「住民協働能力向上研修」 

H26 年度 

・基本研修第２部課程「協働のまちづ

くり」 

・基本研修第４・５部課程研修 

「住民協働能力向上研修」 

７７７７    市民協働市民協働市民協働市民協働によるによるによるによる災害対策災害対策災害対策災害対策のののの推進推進推進推進    

災害時生活用水協

力井戸登録による

災害対策の推進 

【災害時生活用水協力井戸の登録によ

る災害対策の推進】 

H25 年度 

○災害時生活用水協力井戸新規登録 

累計 400 基 

H26 年度 

○災害時生活用水協力井戸新規登録 

累計 500 基 

H27 年度 

○災害時生活用水協力井戸新規登録 

累計 600 基 

○災害時生活用水協力井戸登録 

 数（累計） 

H24 年度 301 基 

H25 年度 350 基 

H26 年度 384 基 

  市民協働部地域安全課 

災害時要援護者の

支援対策の推進 

【導入地区の拡大】 

H25 年度 

○10地区導入 

H26 年度 

○20地区導入 

H27 年度 

○全地区導入 

○モデル地区事業の実施による課題等

の検証 

 H25 年度 ３地区 

（国田，吉田，常磐地区） 

 H26 年度 災害対策基本法の改正に 

伴い，支援方法等を再検討 

  

８８８８    ボランティアボランティアボランティアボランティア情報情報情報情報のののの一元化及一元化及一元化及一元化及びびびび活用活用活用活用のののの推進推進推進推進    

ボランティア情報

の一元化及び活用

の推進 

【ボランティア情報の一元化及び活用

の推進】 

H25 年度 

●各課所有のボランティア情報の収集

及び整理 

H26 年度 

○福祉ボランティア会館の運営による

福祉ボランティアの一体的な推進 

・会館利用件数  

H24 年度      3,188 件 

H25 年度      3,968 件 

H26 年度      4,320 件 

  市民協働部市民生活課 

市民協働部文化交流課 

保健福祉部福祉総務課 

教育部生涯学習課 

各部各課 

一部実施一部実施一部実施一部実施 

一部一部一部一部実施実施実施実施 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

○関係課でボランティア情報の一元化

について検討 

H27 年度 

○ボランティア情報の一元化及び活用

の推進 

・ボランティア相談数  

H24 年度      1,585 件 

H25 年度      1,498 件 

H26 年度      1,478 件 

・ボランティア登録相談数  

H24 年度        67 件 

H25 年度        27 件 

H26 年度        44 件 

・ボランティア紹介数  

H24 年度       365 件 

H25 年度       388 件 

H26 年度       360 件 

○一元化・共有化に向けた調査の実施

（H25 年度） 

○第６次総合計画の策定及び協働推進

基本計画の改定に係る作業におい

て，協働推進員制度等を活用して，

各課が把握しているボランティア情

報を収集（H25 年度） 

○生涯学習サポーターによる市民と行

政との協働企画講座を開催し，安心

安全なまちづくりを推進（H26 年度

～） 

・生涯学習サポーター登録者数 

29名 

○育児ボランティアの利用促進と登録

ボランティアの拡充を図るため，ホ

ームページ等で制度の利用を促進

（H26 年度～） 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

９９９９    地域地域地域地域コミュニティプランにコミュニティプランにコミュニティプランにコミュニティプランに基基基基づくづくづくづく活動活動活動活動のののの支援支援支援支援    

地域コミュニティ

プランに基づく活

動の支援 

【地域コミュニティプラン作成の支

援，地域コミュニティプランの実現

に向けた支援】 

H25 年度 

▲地域コミュニティプラン16地区作成 

●地域コミュニティプラン作成補助金

の交付 

●地域コミュニティプラン作成研修会

の実施 

○地域の講座等への職員の派遣 

H26 年度 

○地域コミュニティプラン全地区作成 

●コミュニティ推進計画（第３次）の

策定 

●地域コミュニティプラン作成補助金

の交付 

●地域コミュニティプラン作成研修会

の実施 

○地域の講座等への職員の派遣 

H27 年度 

○地域コミュニティプランに基づく活

動の支援 

○地域の講座等への職員の派遣 

 

 

 

○地域コミュニティプラン作成数 

  H22 年度      １地区 

 H23 年度      １地区 

H24 年度      １地区 

 H25 年度      ６地区 

 H26 年度     １７地区 

 合  計     ２６地区 

○地域コミュニティプラン作成補助金

の交付 

H25 年度      ６地区 

H26 年度     １７地区 

○地域コミュニティプラン作成研修会

の実施 

H25 年度      ５回開催 

H26 年度      ５回開催 

○コミュニティ推進計画（第３次）の

策定（H26 年度） 

  市民協働部市民生活課 

 

 

 

 

一部実施一部実施一部実施一部実施 
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 ３３３３    質質質質のののの高高高高いいいい行政運営行政運営行政運営行政運営のののの推進推進推進推進 

実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

10101010    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    

簡素で機能的な組

織・機構の編成 

【簡素で機能的な組織・機構の編成】 

H25 年度 

●市民に分かりやすく，簡素で機能的

な組織・機構の編成に向けた見直し

の実施 

H26 年度 

●市民に分かりやすく，簡素で機能的

な組織・機構の編成に向けた見直し

の実施 

H27 年度 

○市民に分かりやすく，簡素で機能的

な組織・機構の編成に向けた見直し

の実施 

○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】 

・燃えないごみの運搬処理業務等の民

間委託化に伴い，小吹清掃工場の係

を１減 

○平成 26 年度組織・機構の編成の実施

（H26 年４月） 

 平成 25 年度比２課増１施設減 

【主な改正内容】 

・新庁舎整備課の設置 

・国体推進課の設置 

・開江浄水場と楮川浄水場の統合 

    

○平成 27 年度組織・機構の

編成の実施（H27 年４月） 

 平成 26 年度比１部増１

課減２係増１施設減 

【主な改正内容】 

・市民環境部と関係部署を

再編し，市民協働部及び生

活環境部を設置 

・交通政策課の設置 

・地域振興課の廃止 

総務部行政改革課 

11111111    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    

保育所・幼稚園の適

正配置 

【保育所・幼稚園の適正配置】 

H25 年度 

○適正配置方針の決定 

H26 年度 

○適正配置方針に沿った施策の推進 

H27 年度 

○適正配置方針に沿った施策の推進 

 

○適正配置方針を含め「幼児教育振興

基本計画（第２次）」において検討す

ることとし，「子ども・子育て支援新

制度」との整合を図るため，新制度

移行作業をする中で，その内容を確

認（H25 年度～） 

○幼保共通カリキュラムの実施 

（H25 年度～） 

○民間保育所２か所の創設による定員  

 増（H25 年度） 

・堀あさひこども園   定員 90名 

・ルミエール保育園   定員 90名 

○白梅保育所の移転増改築による定員 

増（H25 年度） 

定員 70名→定員 90名 

○民間保育所３か所の創設による定員

増（H26 年度） 

  ○平成 27 年４月「子ども・

子育て支援新制度」施行 

教育部幼児教育課 

実施実施実施実施 

一部実施一部実施一部実施一部実施 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

・ちゃいるどはうす森のほいくえん 

定員 90名 

・つぼみさく保育園   定員 90名 

・うちはらスワン保育園 定員 90名 

○子ども・子育て支援事業計画の策定

（H27 年３月） 

12121212    行政評価行政評価行政評価行政評価のののの推進推進推進推進    

行政評価の推進 【行政評価の推進】 

H25 年度 

●効果的な評価対象事務事業テーマ設

定による行政評価の実施 

H26 年度 

●効果的な評価対象事務事業テーマ設

定による行政評価の実施 

H27 年度 

○効果的な評価対象事務事業テーマ設

定による行政評価の実施 

 

○平成 25 年度行政評価を実施 

（H25 年５月～11月） 

○平成 25 年度評価結果 

・新規評価（H25 年度） 

（評価テーマ） 

公の施設の管理運営に係る事務（直

営施設） 

   現状のまま継続 ４事業 

見直しの上継続 ６事業 

・継続評価（H24 年度～） 

（評価テーマ） 

公の施設の管理運営に係る事務（直

営施設） 

 改善実施 １事業 

改善継続 ５事業 

○平成 26 年度行政評価 

・新規評価（H26 年度） 

 （評価テーマ） 

滞納整理事務 

現状のまま継続 ３事業 

見直しの上継続 ６事業 

・継続評価（H24 年度～） 

（評価テーマ） 

 公の施設の管理運営に係る事務 

（直営施設） 

２年目評価 

  総務部行政改革課 

各部各課 

実施実施実施実施 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

 改善実施 ２事業 

改善継続 ４事業 

３年目評価  

改善実施 １事業 

改善継続 ４事業 

13131313    事務事業事務事業事務事業事務事業のののの見直見直見直見直しししし    

事務事業の見直し 【会議ルールの設定】 

H25 年度 

●会議のルール設定に係る情報収集 

H26 年度 

●会議のルール設定に係る課題の整理 

H27 年度 

○会議のルール設定及び周知 

○会議のルール設定 

・会議のルール設定に係る情報収集

（H25 年度） 

・会議のルール設定に係る課題を整理

（H26 年度） 

  総務部総務法制課 

 【嘱託員・臨時職員に係る社会保険等

業務の一元化】 

H25 年度 

▲嘱託員報酬等支払事務の一元化につ

いて検討 

H26 年度 

●嘱託員報酬等支払事務の一元化につ

いて方針決定 

H27 年度 

○新たな方針に基づき，嘱託員報酬等

支払事務の一元化を実施 

○嘱託員報酬等支払事務の一元化につ

いて，市長部局における業務のシス

テム化，執行体制等について方針決

定（H26 年度） 

 

 ○平成 27 年６月から嘱託

員の個人住民税特別徴

収，10月から報酬支払事

務（市長部局）を開始予

定 

総務部人事課 

事務処理マニュア

ルの活用 

【事務処理マニュアルの作成及び分析

による見直し】 

H25 年度 

●事務処理マニュアル作成率 70％ 

H26 年度 

○事務処理マニュアル作成率 85％ 

H27 年度 

○事務処理マニュアル全部署作成 

○マニュアル作成状況 

【作成済数】 

・ 883 （H25 年３月 31日現在） 

・ 994 （H26 年３月 31日現在） 

・1,173 （H27 年３月 31日現在） 

【事務処理マニュアル作成率】 

・66.4％（H25 年３月 31日現在） 

・70.4％（H26 年３月 31日現在） 

・73.5％（H27 年３月 31日現在） 

  総務部行政改革課 

各部各課 

一部実施一部実施一部実施一部実施 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

14141414    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    

高齢者お祝金の見

直し 

【高齢者お祝金の見直し】 

H25 年度 

●見直し内容の決定 

H26 年度 

●市民への周知 

H27 年度 

○見直し内容の実施 

 

 

 

○水戸市高齢者お祝金贈呈に関する条

例の改正（H26 年３月改正，H26 年９

月施行） 

・旧制度 

  満 77歳    10,000円 

  満 88歳    20,000円 

  満 99歳    30,000円 

・新制度 

  満 88歳    20,000円 

  満 100歳   50,000円 

  満 101歳以上 10,000円 

※経過措置により，H27 年度の満 100歳

のお祝金は２万円 

○市民への周知 

・市ホームページによる周知（H26 年度） 

  保健福祉部高齢福祉課 

特定介護助成制度

の見直し 

【特定介護助成制度の見直し】 

H25 年度 

○新基準の決定 

H26 年度 

○新基準の導入 

H27 年度 

○新基準の実施 

○新基準決定のための内部検討中（低

所得者対策として，国補助事業に一

本化を検討）（H25 年度～） 

 ※ 平成 27 年度からは，対

象者に資産要件を追加 

 ・ 配偶者の課税状況 

 ・ 預貯金等の金額 

保健福祉部介護保険課 

福祉手当の見直し 【福祉手当の見直し】 

H25 年度 

○代替施策の検討・調整 

H26 年度 

○見直し内容の検討・調整 

H27 年度 

○見直し方針の決定 

 

 

○代替施策等の検討（第６次総合計画

策定の中で，代替施策等について検

討）（H25 年度） 

○見直し内容の検討・調整（福祉手当

と合わせ，これに準じて支給してい

る難病患者見舞金の見直しを検討）

（H26 年度） 

  保健福祉部障害福祉課 

一部実施一部実施一部実施一部実施 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

15151515    情報技術活用情報技術活用情報技術活用情報技術活用のののの推進推進推進推進    

情報技術活用の推

進 

【情報技術マネジメント機能の確立】 

H25 年度 

●情報政策推進のための組織の検討 

H26 年度 

●情報政策推進のための組織の確立 

●（仮称）水戸市情報化推進計画の検

討 

H27 年度 

○システム調達のための評価部会設置 

○（仮称）水戸市情報化推進計画の策

定・運用 

○情報政策推進について検討（H25 年

度） 

○水戸市情報化戦略会議の設置（H26 年

度） 

○（仮称）水戸市情報化推進計画の検

討（H26 年度） 

  市長公室情報政策課 

 【システム運用の共同化及び自治体ク

ラウドコンピューティング活用の検

討】 

H25 年度 

●茨城県とのグループウェアの共同化

の実施 

H26 年度 

●新規調達システムの共同化等の検

討・推進 

H27 年度 

○新規調達システムの共同化等の検

討・推進 

○システム運用の共同化及び自治体ク

ラウドコンピューティング活用の検

討 

・茨城県とグループウェア共同化の実

施（H25 年度） 

・茨城県及び県内５市町と大容量ファ

イル交換システム（新規調達）を導

入（H26 年度） 

 

   

 【行政手続のオンライン化】 

H25 年度 

●新電子申請・届出システムの検討 

（茨城県及び県内市町村と共同によ

る） 

H26 年度 

●新電子申請届出システムの運用開始 

H27 年度 

○新規手続の追加（２以上） 

○行政手続のオンライン化 

・新電子申請・届出システムの導入検

討【県及び県内市町村による】（H25

年度） 

・新電子申請・届出システムの導入【県

及び県内市町村による】（H26 年９月） 

※クラウド・共同化により運用 

 

   

一部一部一部一部実施実施実施実施 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

 【情報セキュリティ対策の強化】 

H25 年度 

●シンクライアント環境の導入 

H26 年度 

●標的型攻撃等新たな脅威に対する機

器の導入（ＩＰＳ等） 

H27 年度 

○セキュリティ監査の実施（１部署以

上） 

○情報セキュリティ対策の強化 

・シンクライアント環境の導入 

（H25 年度） 

・標的型対策機器（次世代型 FW）の導

入（H26 年度） 

   

16161616    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    

電子入札制度の対

象拡大 

【制度の対象拡大】 

H25 年度 

●総合評価方式導入工事の全てを対象 

●一般競争入札の対象を拡大 

H26 年度 

●建設工事の指名競争入札の対象を拡

大 

H27 年度 

○建設工事の全てを対象 

○総合評価方式の工事を，全て電子入

札対象に変更（H25 年７月～） 

○1,000 万円以上の建設工事全てに対

象拡大（H25 年 7月～） 

○500 万円以上の建設工事全てに対象

拡大（H26 年 10月～） 

○電子入札件数 

 H25 年度      208 件 

（うち総合評価方式 10 件） 

H26 年度      278 件 

（うち総合評価方式 10 件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  財務部契約検査課 

実施実施実施実施 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

17171717    職員定数職員定数職員定数職員定数のののの適正管理適正管理適正管理適正管理    

職員定数の適正管

理 

【職員定数の適正管理の推進】 

H25 年度 

▲職員定数 23人削減 

H26 年度 

○職員定数 23人削減 

H27 年度 

○職員定数 24人削減 

○職員定数の削減 

 H25 年度 21人減 

 H26 年度 ５人減 

  （累計）26人減 

【H25 年度】 

29,770千円 

の支出削減 

※清掃工場の業務

委託による削減分

を除く。 

【H26 年度】 

67,840千円 

の支出増 

※給食調理等業務

の委託，市営住宅

への指定管理者制

度の導入による削

減分を除く。 

H27 年度４人増 総務部行政改革課 

18181818    事務事業事務事業事務事業事務事業のののの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    

事務事業の民間活

力活用の推進 

【窓口業務】 

H25 年度 

○民間活力活用の検討 

H26 年度 

○民間活力活用の検討 

H27 年度 

○民間活力活用の推進 

○窓口業務の民間活力活用の他市事例

を研究（H26 年度） 

  市民協働部市民課 

保健福祉部国保年金課 

 【ごみ収集業務】 

H25 年度 

●民間活力活用の検討 

H26 年度 

●民間活力活用の検討 

H27 年度 

○民間活力活用の推進 

○民間活力活用に向けて部内で検討会

を実施（H25 年度～） 

  生活環境部ごみ対策課 

清掃事務所 

一部一部一部一部実施実施実施実施 

一部実施一部実施一部実施一部実施 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

 【清掃工場の業務】 

H25 年度 

●民間活力活用の推進（小吹清掃工場

の一部委託） 

H26 年度 

●民間活力活用の検討 

H27 年度 

○民間活力活用の検討 

○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（H25 年度～） 

○灰運搬業務の委託について検討（H26

年度～） 

【H25 年度】 

21,031千円の 

支出削減 

（内訳） 

直営時 

384,205千円 

委託時 

363,174千円 

 生活環境部清掃事務所 

 【公園墓地管理事務所の業務】 

H25 年度 

●他市の事例，課題等について調査検

討 

H26 年度 

●他市の事例，課題等の整理及び内部

検討 

H27 年度 

○方向性の決定 

○他市の事例及び課題等について調査

（H25 年度） 

○民間活力活用により期待される効

果，対象とする墓地管理の範囲，指

定管理者制度又は業務委託の手法を

検討（H26 年度） 

  生活環境部衛生管理課 

 【道路維持補修業務】 

H25 年度 

●民間活力活用の実施(道路維持補修

の一部委託) 

H26 年度 

●効果検証 

H27 年度 

○民間活力活用の実施(砂利道補修の

一部委託) 

○舗装維持補修について一部委託を実

施（H25 年度） 

○舗装維持補修について委託を拡大

(H26 年度)及び効果検証の実施 

処理件数 177 件の増 

(内訳) 

H25 455 件 

H26 632 件 

  建設部土木補修事務所 

 【給食調理等業務】 

H25 年度 

●単独調理校調理等業務の委託につい

て検討 

H26 年度 

●単独調理校調理等業務委託の実施 

H27 年度 

○単独調理校調理等業務委託の実施 

○単独調理校調理等業務の委託につい

て検討（H25 年度） 

○単独調理校調理等業務の委託 

（H26 年度） 

【H26 年度】 

6,066千円 

の削減 

（内訳） 

直営時 

18,540千円 

委託時 

12,474千円 

 教育部学校教育課 



20

 

実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

19191919    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    

公の施設の管理運

営にかかる民間活

力活用の推進 

【市民センター】 

H25 年度 

○コミュニティ活動の活性化に向けた

地区会の活用について検討 

H26 年度 

○コミュニティ活動の活性化に向けた

地区会の活用について検討 

H27 年度 

○コミュニティ活動の活性化に向けた

地区会の活用について推進 

○コミュニティ活動の活性化に向け，

地区会の活用について検討（市民セ

ンター所長会議において検討を２回

実施）（H25 年度～） 

  市民協働部市民生活課 

 【自転車駐車場】 

H25 年度 

●指定管理者制度の導入 

○自転車駐車場への指定管理者制度の

導入（H25 年度～） 

 

【H25 年度】 

9,604千円の 

支出削減 

 

 市民協働部地域安全課 

 【植物公園】 

H25 年度 

○ボランティアとの協働による事業の

実施及びさらなる民間委託業務の検

討 

H26 年度 

○ボランティアとの協働による事業の

実施及びさらなる民間委託業務の検

討 

H27 年度 

○ボランティアとの協働による事業の

実施及びさらなる民間委託業務の推

進 

 

 

 

 

○ボランティアとの協働による事業の

実施（H25 年度～） 

・わくわくガーデン友の会 

（園内展示用植物の栽培） 

・花と緑のボランティア 

（子ども向けイベント・教室の実施， 

団体客の園内案内） 

・薬草栽培ボランティア（薬草栽培） 

・はなふる応援隊 

（中心市街地等の花壇植栽） 

・水戸イングリッシュガーデンクラブ

（七ツ洞公園秘密の花苑の管理） 

【ボランティア総数 約 250名】 

  産業経済部農業技術セン

ター 

一部実施一部実施一部実施一部実施 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

 【園芸指導センター】 

H25 年度 

○民間組織との技術提携及びさらなる

民間委託業務の検討 

H26 年度 

○民間組織との技術提携及びさらなる

民間委託業務の検討 

H27 年度 

○民間組織との技術提携及びさらなる

民間委託業務の推進 

○優良種苗供給確保事業について，Ｊ

Ａ等民間団体と優良種苗系統選抜に

ついて，内部検討（H25 年度～） 

  産業経済部農業技術セン

ター 

 【公設地方卸売市場】 

H25 年度 

●指定管理者制度を導入している市場

を視察 

H26 年度 

○指定管理者制度導入のメリット，デ

メリットを整理 

○指定管理者制度の導入の方向性の決

定 

H27 年度 

○指定管理者制度の導入の方向性に基

づく取組の推進 

○指定管理者制度を導入している２市

場を視察（H25 年度） 

・松本市公設地方卸売市場 

・甲府市地方卸売市場 

○指定管理者制度に係る勉強会を実施 

（市場協力会，行政改革課及び公設地

方卸売市場）（H27 年 2月） 

  産業経済部公設地方卸売

市場 

 【市営住宅】 

H25 年度 

●指定管理者制度導入の方向性の決定 

H26 年度 

●市営住宅への指定管理者制度の導入

（4月開始） 

○市営住宅及び特定市営住宅条例を改

正（H25 年 6月） 

○指定管理者の公募を実施（H25年7月） 

○市営住宅の指定管理者の指定 

（H25 年 12 月） 

○市営住宅への指定管理者制度の導入

（H26 年～） 

【H26 年度】 

1,584 千円の支出

削減（ただし，市

営住宅修繕料を除

く） 

（内訳） 

直営時 

 98,579千円 

委託時 

 96,995千円 

 

 都市計画部住宅政策課 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

 【下水処理場】 

H25 年度 

●施設の運転管理等について複数年契

約による包括的民間委託の導入を検

討 

H26 年度 

●施設の運転管理等について複数年契

約による包括的民間委託の導入を検

討 

H27 年度 

○施設の運転管理等について複数年契

約による包括的民間委託の導入 

○施設の運転管理等について複数年契

約による包括的民間委託の導入を検

討中（H25 年度～） 

 ○施設の運転管理等につい

て複数年契約による包括

的民間委託を契約（H27

年度） 

【H27 年度】 

3,353千円の支出削減 

（内訳） 

仕様書発注時 

 269,508千円 

包括委託時 

 266,155千円 

下水道部下水道施設管理

事務所 

 【保育所】 

H25 年度 

○適正配置方針を踏まえた民間活力の

検討 

H26 年度 

○適正配置方針を踏まえた民間活力の

検討 

H27 年度 

○適正配置方針を踏まえ，民間活力活

用対象業務内容の決定 

 

○適正配置方針を含め「幼児教育振興

基本計画（第２次）」において検討す

ることとし，「子ども・子育て支援新

制度」との整合を図るため，新制度

移行作業をする中で，その内容を確

認（H25 年度～） 

  教育部幼児教育課 

 【幼稚園】 

H25 年度 

○適正配置方針を踏まえた民間活力の

検討 

H26 年度 

○適正配置方針を踏まえた民間活力の

検討 

H27 年度 

○適正配置方針を踏まえ，民間活力活

用対象業務内容の決定 

 

○適正配置方針を含め「幼児教育振興

基本計画（第２次）」において検討す

ることとし，「子ども・子育て支援新

制度」との整合を図るため，新制度

移行作業をする中で，その内容を確

認（H25 年度～） 

 

  教育部幼児教育課 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

 【少年自然の家】 

H25 年度 

●市民ボランティアの協力による専門

的な知識・技術を生かした施設運営

の実施 

H26 年度 

●ＮＰＯ法人や大学等との連携による

活用について検討 

H27 年度 

○ＮＰＯ法人や大学等との連携した事

業の実現化に向けて推進 

○民間活力の活用の検討 

○市民ボランティアの協力による専門

的な知識・技術を生かした施設運営

を実施（H25 年度） 

○主催事業及び活動プログラムについ

て，常磐大学と連携し，開発中。Ｎ

ＰＯ法人や大学等との連携による活

用について検討中 

（H26 年度） 

 ○民間活力活用について

は，ＮＰＯ法人や大学等

との連携による活用につ

いて検討を進める。 

教育部生涯学習課 

 【博物館】 

H25 年度 

●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 

●ワークショップの開催等による，多

様な体験の提供及び集客力の向上 

H26 年度 

●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 

●ワークショップの開催等による，多

様な体験の提供及び集客力の向上 

H27 年度 

○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 

○ワークショップの開催等による，多

様な体験の提供及び集客力の向上 

○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実施

（H25 年度～） 

○ワークショップの開催等により，多

様な体験を提供し，集客力が向上

（H25 年度～） 

  教育部歴史文化財課 

 【図書館】 

H25 年度 

●図書館への指定管理者制度導入の調

査，検討（先進地視察，図書館協議

会への諮問，協議） 

 

○指定管理者制度導入の検討 

○図書館協議会への諮問，協議 

（H25 年度） 

・図書館協議会へ図書館への指定管理

者制度導入について諮問し，先進地

視察 1 回を含め，計 6 回の協議を実

 ○導入自治体における効果 

・開館時間・開館日数の拡

大，民間事業者の創意工

夫による新たな事業の展

開，運営経費削減など 

 

教育委員会中央図書館 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

H26 年度 

●図書館への指定管理者制度導入の検

討・方向性の決定（図書館協議会で

の協議，答申を踏まえた検討） 

H27 年度 

○図書館への指定管理者制度導入の方

向性の決定に基づいた取組の推進 

施 

○先進地視察を実施（H25 年度） 

（神戸市，明石市，栃木市，長岡市，

習志野市） 

○図書館協議会からの答申 

・図書館協議会から，図書館への指定

管理者制度導入についての答申を受

理（H26 年６月） 

○先進地視察を実施（H26 年度） 

（武蔵野市，伊万里市，武雄市） 

○政策会議を開催 

・地区館５館の導入方針について条件

付きで決定（H26 年 11月） 

○教育委員会及び常任委員会へ報告 

・導入方針について（H27 年１月） 

○答申概要 

・条件付きでの指定管理者

制度導入（中央図書館は

直営，地区館５館を導入

対象とする。） 

○政策会議概要 

・地区館５館を導入対象（中

央図書館・博物館の耐震

補強・設備改修期間中は、

中央図書館の機能を内原

図書館内に設置するた

め、耐震補強・設備改修

期間中は、内原図書館を

直営とする。） 

 

指定期間終了に伴

う対応 

【指定期間終了に伴う対応】 

H25 年度 

●公募にかかる基本方針の検討 

H26 年度 

●公募にかかる基本方針の決定 

H27 年度 

○公募等による指定管理者の選定 

○公募施設・非公募施設の検討 

（H25 年度） 

○公募に係る基本方針を内部決定し，

特別委員会へ提出（H26 年８月） 

  総務部行政改革課 

20202020    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 

【経営改善計画に基づく改革改善の推

進】 

H25 年度 

●経営改善計画に基づく改革改善の推進 

▲新たな経営改善計画の策定 

H26 年度 

○経営改善計画に基づく改革改善の推進 

H27 年度 

○経営改善計画に基づく改革改善の推進 

○一般財団法人へ移行 

（H25 年４月） 

・公園協会 

○一般社団法人へ移行 

（H25 年４月） 

・観光協会 

○外郭団体の派遣職員の減 

 平成 25 年度１名減 

（H25 年４月） 

 ○外郭団体の派遣職員の減 

平成 27 年度１名減 

（H27 年４月） 

総務部行政改革課 

外郭団体所管部課 

一部実施一部実施一部実施一部実施 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

外郭団体の統廃合

の検討及び推進 

【社会福祉協議会と社会福祉事業団】 

H25 年度 

●統合の方向性の決定 

H26 年度 

●統合の方向性に沿った取組の推進 

H27 年度 

○統合の方向性に沿った取組の推進 

○統合に係る課題等について協議 

 H25 年度       10 回 

 H26 年度        8 回 

 両団体の役員会で合併協議会設置を

決定 

○人事交流を実施（H23 年 7 月～H25 年

８月） 

○統合の方向性の決定（H25 年度） 

「統合」 

○合併協議会の開催に向けた準備（H26

年度） 

  保健福祉部福祉総務課 

 【商業・駐車場公社と勤労者福祉サー

ビスセンター】 

H25 年度 

▲統合の方向性の決定 

H26 年度 

○統合の方向性に沿った取組の推進 

H27 年度 

○統合の方向性に沿った取組の推進 

○統合に係る課題等について協議  

H25 年度      ３回 

H26 年度      ３回 

○統合の方向性の決定（H26 年度） 

「見送り」 

  産業経済部商工課 

 【公園協会とスポーツ振興協会】 

H25 年度 

▲統合の方向性の決定 

H26 年度 

○統合の方向性に沿った取組の推進 

H27 年度 

○統合の方向性に沿った取組の推進 

○統合に係る課題等について協議 

H25 年度      ８回 

H26 年度      ２回 

○統合の方向性の決定（H26 年度） 

「当面見送り」 

  都市計画部公園緑地課 

市民協働部スポーツ課 

21212121    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    

一部事務組合のあ

り方の検討 

【大洗、鉾田、水戸環境組合】 

H25 年度 

●脱退に向け関係課所で検討 

H26 年度 

●脱退に向け関係課所で検討 

 

○大洗、鉾田、水戸環境組合の担当者

会議において，新ごみ処理施設整備

の進捗状況を報告（H25 年度～） 

○脱退にあたっての課題等を部内で検

討（H25 年度～） 

  生活環境部ごみ対策課 

一部実施一部実施一部実施一部実施 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

H27 年度 

○脱退に向け関係課所で検討 

 H25 年度 

○し尿等について，課題，問題点等に

ついて検討 

H26 年度 

○し尿等について，課題，問題点等に

ついて検討 

H27 年度 

○し尿等について，課題，問題点等に

ついて検討 

○し尿等処理の将来的なあり方に係る

課題，問題点の検討（H25 年度～） 

  生活環境部衛生管理課 

 【笠間・水戸環境組合】 

H25 年度 

●解散に向け関係課所で検討 

H26 年度 

●解散に向け関係課所で検討 

H27 年度 

○解散に向け関係課所で検討 

○笠間・水戸環境組合の担当者会議に

おいて，新ごみ処理施設整備の進捗

状況を報告するとともに，解散に向

けた今後の進め方について協議（H25

年度～） 

○脱退にあたっての課題等を部内で検

討（H25 年度～） 

  生活環境部ごみ対策課 

 【茨城地方広域環境事務組合】 

H25 年度 

○ 課題，問題点等について検討 

H26 年度 

○ 課題，問題点等について検討 

H27 年度 

○ 課題，問題点等について検討 

○し尿等処理の将来的なあり方に係る

課題，問題点の検討（H25 年度～） 

  生活環境部衛生管理課 

 【笠間地方広域事務組合】 

H25 年度 

○ 課題，問題点等について検討 

H26 年度 

○ 課題，問題点等について検討 

H27 年度 

○ 課題，問題点等について検討 

 

 

○斎場業務の将来的なあり方に係る課

題，問題点の検討（H25 年度～） 

  生活環境部衛生管理課 
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実実実実施項目施項目施項目施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

 【水戸地方農業共済事務組合】 

H25 年度 

●県内 1 組合化に向けた「特定組合設

立推進協議会」の設置 

H26 年度 

●合併基本事項の制定 

○基本組織整備計画の策定 

○設立委員会の発足 

H27 年度 

○新組合の定款・共済規定の作成 

○事業計画・予算（案）の作成 

○1 県 1 組合化の取組から，「茨城県農

業共済 特定組合設立推進協議会」

を設立し，平成 28 年度の合併に向け

た協議を実施（H25 年７月） 

○「茨城県農業共済特定組合設立推進

協議会」で合併基本事項の制定 

（H26 年３月） 

○合併協議の一時凍結（H27 年 3月） 

 ※茨城県農業共済組合連合

会において，農業災害補

償法第 142 条の２に基づ

く検査の結果，不適切な

支出が認められたことか

ら，協議を一時凍結 

産業経済部農政課 

 
４４４４    将来将来将来将来をををを見据見据見据見据えたえたえたえた財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤のののの構築構築構築構築 

実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

22222222    給与給与給与給与のののの適正化適正化適正化適正化    

給与の適正化 【人事院勧告に準拠した給与の見直

し】 

H25 年度 

●市独自基準による給与減額の実施

（地域手当の抑制，管理職手当及び

常勤特別職給与の減額） 

（H25.4～H25.6） 

●国の要請等に基づく給与特例減額の

実施（H25.7～H26.3） 

H26 年度 

●人事院勧告等を踏まえ，「給与制度の

総合的見直し」について検討 

●市独自基準による給与減額の実施

（管理職手当及び常勤特別職給与の

○市独自の基準による給与減額 

H25 年４～６月 

【一般職】 

・地域手当を国基準 10％に対し，８％

に抑制 

・管理職手当を一律２％減額 

【常勤特別職等】 

・市長は，給料月額及び期末手当を

20％減額（H25 年 12 月期末手当も

20％減額） 

・副市長は給料月額を３％，常勤監査

委員・教育長・水道事業管理者は，

給料月額を２％減額 

 

【H25 年度】 

454,529千円 

の支出削減 

【H26 年度】 

8,376千円 

の支出削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国の人事院勧告を踏ま

え，「給与制度の総合的見直

し」について実施（平成 27

年４月～） 

・給料表の改正 

総務部人事課 

実施実施実施実施 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

減額） 

H27 年度 

○「給与制度の総合的見直し」の実施 

○市独自基準による給与減額の実施

（管理職手当及び常勤特別職給与の

減額） 

H26 年度 

【一般職】 

・管理職手当を一律２％減額 

【常勤特別職等】 

・市長：給料月額及び期末手当を 20％

減額 

・副市長は給料月額を３％，常勤監査

委員・教育長・水道事業管理者は，

給料月額を２％減額 

○国の要請に基づき，H25 年７月から

H26 年３月まで給与特例減額を実施 

【一般職】 

（給料月額） 

・行政職・企業職 

１・２級  △4.77％ 

    ３～６級  △7.77％ 

    ７・８級  △9.77％ 

・消防職 

   １～３級  △4.77％ 

   ４～６級  △7.77％ 

   ７・８級  △9.77％ 

・技能労務職 

   １～３級  △4.77％ 

   ４・５級  △7.77％ 

（管理職手当） 一律△10％ 

 （地域手当） 減額後の給料月額及び

管理職手当により算出（支給率は国

基準どおり 10％） 

【常勤特別職等】 

（給料月額） 

市長△25％，副市長・常勤監査委

員・教育長・水道事業管理者△10％ 

○国の人事院勧告を踏まえ，「給与制度

の総合的見直し」について検討 

 若年層を除く平均２％の

引き下げ（50歳台後半層

は最大４％） 

・管理職特別勤務手当の改

正 

・通勤手当の改正 

 交通用具使用者に対する

市独自加算額の見直し 

・管理職手当の改正 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

自宅にかかる住居

手当の見直し 

【自宅にかかる住居手当の見直し】 

H25 年度 

●手当廃止の方針決定 

H26 年度 

●見直し内容の実施 

H27 年度 

○見直し内容の実施 

○H26 年３月に給与条例を改正 

し，自宅にかかる住居手当を廃止 

（H26 年４月～） 

    

【H26 年度】 

7,476千円 

の支出削減 

 

特殊勤務手当の見

直し 

【特殊勤務手当の見直し】 

H25 年度 

●月額支給する手当（電気技術者特殊

勤務手当・ボイラー取扱特殊勤務手

当）の日額化について方針決定 

H26 年度 

●月額支給する手当（電気技術者特殊

勤務手当・ボイラー取扱特殊勤務手

当）の日額化を実施 

H27 年度 

○月額支給する手当（電気技術者特殊

勤務手当・ボイラー取扱特殊勤務手

当）の日額化を実施 

○H26 年３月に規則を改正し，月額で支

給する特殊勤務手当の日額化を実施 

・電気技術者特殊勤務手当 

  月額 3,000円→日額 150円 

・ボイラー取扱特殊勤務手当 

  月額 2,000円→日額 100円 

（H 26 年４月～） 

 

 

 

23232323    財政分析財政分析財政分析財政分析とととと公表公表公表公表    

財政状況の分析 【財政状況の分析】 

H25 年度 

●「水戸市財政の現状」を作成 

H26 年度 

●「水戸市財政の現状」を作成 

H27 年度 

○「水戸市財政の現状」を作成 

○平成 24 年度決算を基に「水戸市財政

の現状」を作成 

（H25 年９月） 

○平成 25 年度決算を基に「水戸市財政

の現状」を作成（H26 年 12月） 

  財務部財政課 

分析結果の分かり

やすい公表 

【分析結果の分かりやすい公表】 

H25 年度 

●「水戸市財政の現状」をホームペー

ジで公表 

 

○「水戸市財政の現状」をホームペー

ジで公表（H25 年９月） 

○「水戸市財政の現状」をホームペー

ジで公表（H26 年 12月） 

 

  

実施実施実施実施 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

H26 年度 

●「水戸市財政の現状」をホームペー

ジで公表 

H27 年度 

○「水戸市財政の現状」をホームペー

ジで公表 

24242424    公債費負担公債費負担公債費負担公債費負担のののの適正化適正化適正化適正化    

市債発行の抑制 【市債発行の抑制】 

H25 年度 

●H25～27 年度の３年間合計で，一般会

計の普通債の新規発行額(大規模な

施設整備は対象外)を，償還元金の 8

割以内に抑制 

H26 年度 

●H25～27 年度の３年間合計で，一般会

計の普通債の新規発行額(大規模な

施設整備は対象外)を，償還元金の 8

割以内に抑制 

H27 年度 

○H25～27 年度の３年間合計で，一般会

計の普通債の新規発行額(大規模な

施設整備は対象外)を，償還元金の 8

割以内に抑制 

○一般会計普通債の発行と元金償還の

状況 

H25～26 年度 

 発行額     8,689,900千円 

 元金償還額   13,321,619千円 

（元金償還の 65.2％） 

 

 ○実質公債費比率 

(３ヵ年平均) 

H24 決算 10.4％ 

H25 決算 10.2％ 

○一般会計普通債の発行と

元金償還の状況 

・H25～27 年度 

発行見込額   

15,349,700千円 

元金償還見込額 

19,463,960千円 

 (元金償還の 78.9％) 

 

財務部財政課 

25252525    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・農業集落排

水施設使用料の改

定 

【下水道・農業集落排水施設使用料の

改定】 

H25 年度 

●改定の実施 

H27 年度 

○改定の検討 

○改定の実施（H25 年度） 

農業集落排水施設使用料 

・改定率 

 【H26 年度】10.3％ 

【H25 年度】 

10,935千円 

の収入増 

【H26 年度】 

12,226千円 

    の収入増 

 産業経済部農業環境整備

課 

実施実施実施実施 

実施実施実施実施 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

○改定の実施（H25 年度） 

下水道使用料 

・改定率 

 【H25 年度】12.7％ 

【H25 年度】 

303,817千円 

    の収入増 

【H26 年度】 

333,819千円 

の収入増 

 下水道部下水道管理課 

下水道事業の公営

企業化の推進 

【下水道事業の公営企業化の推進】 

H25 年度 

●地方公営企業法適用に向けた下水道

事業の固定資産の整理 

H26 年度 

●地方公営企業法における財務規定の

適用に向けた準備 

H27 年度 

○財務規定の適用 

○地方公営企業法適用に向けた下水道

事業の固定資産の整理 

（H25 年度） 

○水戸市下水道事業会計システム賃貸

借契約締結 

 （H26 年度） 

 

  下水道部下水道管理課 

その他の使用料・手

数料の改定 

【その他の使用料・手数料の改定】 

H25 年度 

●水戸市使用料等審議会において使用

料・手数料の検討改定の検討 

H26 年度 

●改定の実施 

 

 

○水戸市使用料等審議会において使用

料・手数料の検討 

・諮問(H25 年９月) 

・答申(H25 年 12 月) 

○使用料・手数料の改正を実施（H26 年

度） 

・新規 ３件 

・改定 ２件 

 

【H26 年度】 

7,767 千円の 

収入増 

 財務部財政課 

新たな使用料・手数

料の検討 

【新たな使用料・手数料の検討】 

H25 年度 

●新たな使用料・手数料等の検討 

H26 年度 

●新たな使用料・手数料等の検討 

H27 年度 

○新たな使用料・手数料等の検討 

 

 

○予算編成時において新たな使用料・

手数料等の検討（H25 年～） 

（H26 年度） 

・新規 ３件（再掲） 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

26262626    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 【補助金の見直し】 

H25 年度 

●H21 年度の検討を踏まえた対応 

H26 年度 

●補助金等検討専門委員による検討 

H27 年度 

○H26 年度の検討を踏まえた対応 

○H21 年度の検討を踏まえた対応 

・H25 年度予算 

  休止１件，減額２件 

・H26 年度予算 

  減額１件 

○補助金等検討専門委員会議を実施

（H26 年８～12月） 

【H25 年度】 

1,300千円 

の支出削減 

【H26 年度】 

200千円 

の支出削減 

 

 

○H21 年度の検討を踏まえ

た対応の総額(H22 年度～

H26 年度) 

 34,566千円の支出削減 

○H26 年度の検討を踏まえ

た対応 

・H27 年度予算 

廃止４件，減額 10 件 

整理統合４件，増額２件 

106,945千円の支出削減 

財務部財政課 

各部各課 

負担金の見直し 【負担金の見直し】 

H25 年度 

●負担金の見直し 

H26 年度 

●負担金の見直し 

H27 年度 

○負担金の見直し  

○予算編成時において負担金の見直し

を実施（H25 年～） 

○H25 年度予算 

各種団体からの退会等による 

削減 18 件 

 

【H25 年度】 

493千円 

の支出削減 

 

27272727    社会保障制度社会保障制度社会保障制度社会保障制度のののの適正適正適正適正なななな運営運営運営運営    

社会保障制度の適

正な運営 

○社会保障制度の運営を維持するため

の施策の推進 

    

【国民健康保険】 

H25 年度 

○特定健康診査目標受診率  28％ 

●後発医薬品(ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品)の使用

促進 

●療養費レセプト点検開始 

H26 年度 

○特定健康診査目標受診率  35% 

●後発医薬品(ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品)の使用

促進 

●療養費レセプト点検の実施 

○医療費通知 

H25 年度     ６回 194,111 件 

H26 年度     ６回 190,010 件     

○後発医薬品(ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品)差額通

知の発送 

H25 年度     ２回  1,847 件 

H26 年度     ２回  2,119 件 

○療養費レセプト点検開始 

○特定健康診査 

・国民健康保険新規加入者に説明書を配布 

・市広報紙，HP等による PR 

  保健福祉部国保年金課 

実施実施実施実施 

一部一部一部一部実施実施実施実施 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

○医療費適正化計画の策定検討 

H27 年度 

○特定健康診査目標受診率  42% 

○後発医薬品(ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品)の使用

促進 

○療養費レセプト点検の実施 

○医療費適正化計画策定，推進 

・はがき等による受診勧奨 

・地域ボランティアや関係団体との連

携による受診勧奨 

   H24 年度  

受診者数 10,734人 

受診率      22.3% 

   H25 年度  

受診者数 11,322人 

受診率      23.6% 

   H26 年度（速報値） 

      受信者数 11,048人 

      受診率   23.2% 

【介護保険】 

H25 年度 

●介護給付費の適正化の推進 

・通報等による事業所の指導監査 

・集団指導 ２回 

・ケアプランチェック 230 件 

●要介護認定の適正化の推進 

・認定調査の適正化 

・審査判定の適正化 

H26 年度 

○介護給付費の適正化の推進 

・事業所の指導監査 20 事業所 

・集団指導 2 回 

・ケアプランチェック 250 件 

●介護給付相談事例集の編集 

●ケアマネジメント事例研究会による

研究事業の実施 

○要介護認定の適正化の推進 

・認定調査の適正化 

・審査判定の適正化 

H27 年度 

○介護給付費の適正化の推進 

○介護保険給付費の適正化 

・介護保険給付費適正化実施計画の策

定（H26 年度） 

・事業所の指導・監査の実施 

H25 年度 

・指定取消処分５事業所 

・勧告４事業所 

・集団指導２回 

H26 年度 

・強制監査中 ２事業所 

・実地指導  ７事業所 

・集団指導１回 

・水戸市主催の監査指導広域自治体連

携会議（３回）（H25 年度，H26 年度） 

・ケアプランチェック 

H25年度    248件（是正188件） 

H26年度    240件（是正217件） 

・介護サービス優良サービス事例集（第

2集）の刊行と 248 事業所への送付 

（H26 年度） 

・外部研修（都内）・茨城県研修への参

加（H25 年度） 

過誤請求返還金 

H25 年度 

9,526千円 

H26 年度 

15,825千円 

 保健福祉部介護保険課 



34

 

実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

・事業所の指導監査 22 事業所 

・集団指導 2 回 

・ケアプランチェック 270 件 

○介護給付相談事例集の編集 

○要介護認定の適正化の推進 

・認定調査の適正化 

・審査判定の適正化 

 

・全利用者に対する給付費通知  

H25 年度        ２回 

H26 年度        ２回 

・介護政策評価システムの導入準備 

（H25 年度） 

・介護政策評価システムの導入 

（H26 年度） 

・官民協働によるケアマネジメント事

例研究会の開催 

H26 年度        10 回 

○要介護（要支援）認定の適正化 

・認定調査の適正化 

H25 年度 

・認定調査内容のチェック・点検

（随時） 

・水戸市主催による調査員研 

修会の実施（１回） 

（H25 年度，H26 年度） 

・県主催の調査員研修への参加 

（１回）（H25 年度，H26 年度） 

・認定調査に関する機関誌の発行

（年２回）（H25 年度，H26 年度） 

・委託による調査に市職員が同行 

（４事業所）（H25 年度，H26 年度） 

・審査判定の適正化 

・介護認定審査会における合議体

間の格差是正の取り組み（国，

県，市のデータ比較の資料提示，

説明）（H25 年度，H26 年度） 

・最新情報の提供（H25 年度，H26

年度） 

・県主催の介護認定審査会新規研

修，現任研修への参加（H25 年

度，H26 年度） 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

・要介護認定適正化事業（介護認

定審査会訪問による技術的助

言）（H26 年度） 

【健康の保持増進】 

H25 年度 

●二次予防事業対象者調査（要介護認

定を受けていない高齢者全員に基本

チェックリストを送付し，二次予防

事業対象者を把握する） 

●健康診査・各種がん検診等の健康増

進事業及び介護予防事業の実施 

H26 年度 

●日常生活圏域ニーズ調査（兼二次予

防事業対象者把握調査）（市内を３地

区に分け年 1 地区ごと，計３年で全

地区を実施） 

・調査対象者数 17,000人 

●健康診査・各種がん検診等の健康増

進事業及び介護予防事業の実施 

H27 年度 

○日常生活圏域ニーズ調査（兼二次予

防事業対象者把握調査）（市内を３地

区に分け年 1 地区ごと，計３年で全

地区を実施） 

・調査対象者数 18,000人 

○健康診査・各種がん検診等の健康増

進事業及び介護予防事業の実施 

○二次予防事業対象者の把握 

・基本チェックリスト送付対象者数      

H25 年度（市内全域を対象に調査） 

           49,231人 

H26 年度（７中学校区を対象に調査）    

17,325人 

・基本チェックリスト回答者数 

 H25 年度       38,828人 

H26 年度       14,180人 

・二次予防事業対象者決定数 

 H25 年度       10,950人 

 H26 年度        4,443人 

○健康増進事業 

・生活習慣病予防教室 

H25 年度   24 回  延 634人 

H26 年度   24 回  延 469人 

・成人健康相談 

 H25 年度       74 回  実 593人 

H26 年度       77 回  実 575人 

・健康診査・各種がん検診 

 H25 年度           延 57,538人 

H26 年度      延 57,577人 

○介護予防事業 

・一次予防事業 

H25 年度 4,757 回  延 71,802人 

H26 年度 4,984 回  延 81,813人 

・二次予防事業 

 H25 年度  159 回  延 1,367人 

H26 年度   50 回  延   596人 

  保健福祉部高齢福祉課 

保健センター 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

【生活保護】 

H25 年度 

●就労支援，課税・資産調査による不

正受給の防止及び扶養能力調査の実

施 

H26 年度 

●就労支援，課税・資産調査による不

正受給の防止及び扶養能力調査の実

施 

H27 年度 

○就労支援，課税・資産調査による不

正受給の防止及び扶養能力調査の実

施 

 

○就労支援相談員を中心に就労支援を

実施 

【就労支援効果件数】 

H25 年度  179 件 

（内訳） 

・保護費減額 145 件 

・保護廃止   34 件 

H26 年度   251 件 

（内訳） 

・保護費減額 218 件 

・保護廃止   33 件 

【効果額】 

H25 年度      43,251千円 

（内訳） 

・保護費減額 33,228千円 

・保護廃止  10,023千円 

H26 年度   77,348千円 

（内訳） 

・保護費減額 62,829千円 

・保護廃止   14,519千円 

○課税調査，資産調査を実施 

【不正受給認定件数】 

H25 年度 153 件 （54,386千円） 

H26 年度 145 件 （36,427千円） 

【納入済額】 

H25 年度     12,934千円 

H26 年度    5,467千円 

○扶養義務調査担当嘱託員が水戸市内

の扶養義務者宅を訪問し，扶養能力

調査を実施 

【訪問戸数】 

H25 年度  782 戸 

H26 年度  697 戸 

 

【H25 年度】 

56,335千円 

の経費削減 

【H26 年度】 

82,875千円 

   の経費削減 

 保健福祉部生活福祉課 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

【援助開始件数】 

H25 年度      ３件 

H26 年９月末現在  ２件 

【援助開始世帯の保護費減額】 

H25 年度     150千円 

H26 年度     60千円 

28282828    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】 

H25 年度 

●市税収納率 90％ 

H26 年度 

●市税収納率 91.0％ 

H27 年度 

○市税収納率 92.0％ 

【国民健康保険税】 

H25 年度 

●国民健康保険税収納率  54.3％ 

H26 年度 

●国民健康保険税収納率  54.8％ 

H27 年度  

○国民健康保険税収納率   55.3％ 

【市税】 

○収納率 

H24 年度決算   89.2％ 

H25 年度決算     91.3％ 

H26 年度決算見込 92.9％ 

○収入未済額 

 H24 年度決算   4,311,849千円 

H25 年度決算   3,444,898千円 

H26 年度決算見込 2,760,317千円 

【国民健康保険税】 

○収納率 

H24 年度決算   55.2％ 

H25 年度決算   60.0％ 

H26 年度決算見込 61.9％ 

○収入未済額 

H24 年度決算   4,817,938千円 

H25 年度決算   4,371,190千円 

H26 年度決算見込  3,885,467千円 

 ○平成 25年度第1回収納対

策本部会議を開催し，平

成 24 年度収納率向上対

策に対する実績報告及び

平成 25 年度収納率向上

対策の策定について報告

（H25 年７月開催） 

○平成 25 年度第２回収納

対策本部会議を開催し，

進捗状況を報告（H26 年

２月開催） 

○平成 26年度第1回収納対

策本部会議を開催し，平

成 25 年度収納率向上対

策に対する実績報告及び

平成 26 年度収納率向上

対策の策定について報告

（H26 年 7月開催） 

○平成 26 年度第２回収納

対策本部会議を開催し，

進捗状況を報告（H27 年

２月開催） 

○各種研修会への積極的な

参加による職員の徴収能

力の向上 

○財産調査等の早期対応の

財務部税務事務所収税課 

 

一部実施一部実施一部実施一部実施 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

実施 

○公売の実施 

 インターネット公売 

 会場公売 

○口座振替方法について，

期別振替に加え，全期分

の一括振替の開始（H25

年度） 

○クレジット収納を開始 

（H2

6 年度） 

○先進都市職員による徴収

事務職員講演会実施（H26

年度） 

 【介護保険料】 

H25 年度 

○介護保険料収納率      94.5％ 

H26 年度 

○介護保険料収納率      94.8％ 

H27 年度 

○介護保険料収納率      95.0％ 

○収納率 

H24 年度決算   93.8％ 

H25 年度決算   93.5％ 

H26 年度決算見込  93.6％ 

○収入未済額 

H24 年度決算   181,046千円 

 H25 年度決算   186,757千円 

 H26 年度決算見込 191,827千円 

  保健福祉部介護保険課 

 【し尿処理手数料】 

H25 年度 

●し尿処理手数料収納率   91.8％ 

H26 年度 

●し尿処理手数料収納率   92.0％ 

H27 年度 

○し尿処理手数料収納率   92.2％ 

○収納率 

H24 年度決算   92.9％ 

H25 年度決算   93.8％ 

H26 年度決算見込 94.4％ 

○収入未済額 

 H24 年度決算   5,636千円 

 H25 年度決算   4,468千円 

H26 年度決算見込 3,792千円 

 

 

 

 

  生活環境部衛生管理課 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

 【保育所保護者負担金】 

H25 年度 

●保育所保護者負担金収納率 92.8％ 

H26 年度 

●保育所保護者負担金収納率 93.1％ 

H27 年度 

○保育所保護者負担金収納率  93.4％ 

○収納率 

 H24 年度決算   92.3％ 

H25 年度決算   92.8％ 

H26 年度決算見込 94.6％ 

○収入未済額 

  H24 年度決算   82,962千円 

 H25 年度決算   81,477千円 

H26 年度決算見込 72,761千円 

  教育部幼児教育課 

 【市営住宅家賃等】 

H25 年度 

○市営住宅家賃等収納率  58.2％ 

H26 年度 

○市営住宅家賃等収納率   59.7％ 

H27 年度 

○市営住宅家賃等収納率  61.2％ 

○収納率 

H24 年度決算   57.4％ 

H25 年度決算   57.2％ 

H26 年度決算見込 56.2％ 

○収入未済額 

 H24 年度決算   610,492千円 

H25 年度決算   619,979千円 

H26 年度決算見込 636,508千円 

  都市計画部住宅政策課 

 【農業集落排水施設使用料】 

H25 年度 

●農業集落排水使用料収納率 88.5％ 

H26 年度 

●農業集落排水使用料収納率 89.3％ 

H27 年度 

○農業集落排水使用料収納率 90.0％ 

○収納率 

H24 年度決算   86.7％ 

H25 年度決算   88.5％ 

H26 年度決算見込 90.3％ 

○収入未済額 

 H24 年度決算   14,425千円 

H25 年度決算    14,443千円 

H26 年度決算見込 13,257千円 

  産業経済部農業環境整備

課 

 【水道料金】 

H25 年度 

●水道料金収納率     94.5％ 

H26 年度 

●水道料金収納率        94.7％ 

H27 年度 

○水道料金収納率        94.8％ 

○収納率 

H24 年度決算    94.4％ 

H25 年度決算    94.5％ 

H26 年度決算見込  95.1％ 

○収入未済額 

H24 年度決算   281,845千円 

H25 年度決算    272,364千円 

H26 年度決算見込 264,170千円 

 

  水道部料金課 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

 【下水道使用料】 

H25 年度 

●下水道使用料収納率    93.7％ 

H26 年度 

○下水道使用料収納率    93.9％ 

H27 年度 

○下水道使用料収納率    94.1％ 

○収納率 

H24 年度決算   93.7％ 

H25 年度決算   94.8％ 

H26 年度決算見込 83.6％ 

○収入未済額 

 H24 年度決算   164,202千円 

 H25 年度決算   150,198千円 

 H26 年度決算見込 531,882千円 

 ※平成 27 年 4 月 1 日付で地方

公営企業法の一部適用をし

たため、平成 26 年度は平成

27年 3月 31日をもって打切

決算を行った。平成 24 年，

25 年度同様に出納整理期間

があると仮定した場合の平

成 26 年度決算見込は収納率

95.0%、収入未済額 146,364

千円である。 

下水道部下水道管理課 

29292929    未利用財産未利用財産未利用財産未利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 

【未利用財産の売却や貸付の推進】 

H25 年度 

●年３件程度の一般競争入札による売

却をはじめとした処分及び貸付 

H26 年度 

●年３件程度の一般競争入札による売

却をはじめとした処分及び貸付 

H27 年度  

○年３件程度の一般競争入札による売

却をはじめとした処分及び貸付 

○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 

・H25 年度 27 件  512,593千円 

・H26 年度  36 件   335,911千円 

○未利用財産の貸付 

・H25 年度 52 件     24,404千円 

・H26 年度  98 件    31,460千円 

【H25 年度】

536,997千円 

の収入増 

【H26 年度】 

367,371千円 

の収入増 

 

 

 総務部財産活用課 

○水道部未利用財産等有効活用指針及

び水道部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 

○未利用地の処分 

・H25 年度    2 件 

・H26 年度    2 件 

（随時募集売払） 

○未利用財産等の貸付 

・H25 年度    2 件     338千円 

・H26 年度    2 件   1,013千円 

【H25 年度】 

338千円の収入増 

【H26 年度】 

1,013千円 

の収入増 

 水道部経理課 

実施実施実施実施 



41

 

実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

30303030    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    

先行取得用地の適

正管理 

【先行取得用地の管理の適正化】 

H25 年度 

●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 

H26 年度 

●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 

H27 年度 

○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 

○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により，土地

開発公社の金利負担の軽減 

  H25 年度 

・特定優良賃貸住宅建設用地 

・都市計画道路及び公共施設代替等用

地 

・都市施設用地及び代替え用地 

【標準財政規模における 5 年以上の長

期保有地の割合】 

H25 年度決算    3.9% 

 H26 年度 

・都市施設用地の代替用地 

・都市施設用地及び代替用地 

・渡里台地区都市施設用地の代替地 

【標準財政規模における５年以上の長

期保有地の割合】 

H26 年度決算見込  2.6％ 

○民間売却を含めた新たな活用策の検

討 

  総務部財産活用課 

31313131    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 H25 年度 

●財源拡充策の検討・推進 

H26 年度 

●財源拡充策の検討・推進 

H27 年度 

○財源拡充策の検討・推進 

○H25 年度新規実施分 

 臨時庁舎自動販売機配分金 

○H26 年度新規実施分 

 広告 2 件 

 

 

【H25 年度】 

1,760千円 

の収入増 

【H26 年度】 

580千円の収入増 

 財務部財政課 

各部各課 

 

一部実施一部実施一部実施一部実施 

実施実施実施実施 
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 ５５５５    行政運営行政運営行政運営行政運営をををを担担担担うううう職員職員職員職員のののの資質資質資質資質のののの向上向上向上向上 

実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年３３３３月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

32323232    人事配置人事配置人事配置人事配置によるによるによるによる職員職員職員職員のののの能力育成能力育成能力育成能力育成    

ジョブローテーシ

ョンの実施 

【ジョブローテーションの実施】 

H25 年度 

▲方針決定に向けた内部検討 

H26 年度 

○ジョブローテーションの実施 

H27 年度 

○ジョブローテーションの実施 

○若手職員の能力育成期間を明確化

し，計画的な異動により管理部門・

事業部門・窓口部門すべてを経験で

きるよう，他市事例を参考に対象職

種，対象部署の整理を行うなど，ジ

ョブローテーションのあり方につい

て検討（H25 年度～） 

 ○平成 27 年度に見直す人

材育成方針の中で，ジョ

ブローテーションの方針

について明確に位置付け

る。 

総務部人事課 

人事異動における

自己申告の活用等

による，効果的な人

事配置 

【人事異動における自己申告の活用等

による，効果的な人事配置】 

H25 年度 

●自己申告の実施・活用 

○特定事務に従事する職員の公募制の

検討・実施 

H26 年度 

●自己申告の実施・活用 

○特定事務に従事する職員の公募制の

検討・実施 

H27 年度 

○自己申告の実施・活用 

○特定事務に従事する職員の公募制の

検討・実施 

○自己申告書の活用状況 

（H25 年度） 

異動希望者          323人 

異動者              157人 

異動達成率          48.6％ 

（H26 年度） 

異動希望者          327人 

異動者              177人 

異動達成率          54.1％ 

  総務部人事課 

33333333    人事評価制度人事評価制度人事評価制度人事評価制度のののの確立確立確立確立    

人事評価の実施 【人事評価の実施】 

H25 年度 

●管理職を対象とした人事評価の実施 

○管理職以外の職員を対象とした人事

評価の試行 

H26 年度 

●管理職を対象とした人事評価の実施 

○管理職以外の職員を対象とした人事

評価の実施 

○管理職を対象にした人事評価を実施

するとともに，管理職以外の行政職

及び市長部局総務部の技能労務職を

対象にした人事評価の試行を実施 

（H25 年度～） 

○平成 26年度人事評価制度実施及び試

行の検討に係るワーキンググループ

開催（H26 年 1月～２月） 

 

 ○人事評価の実施状況 

H18 年度  

管理職試行 

H22 年度  

管理職実施，係長級試行 

H24 年度 

係員（行政職等）試行 

H25 年度 

係員（技能労務職等）試行 

総務部人事課 

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 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年３３３３月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

H27 年度 

○管理職を対象とした人事評価の実施 

○管理職以外の技能労務職及び消防職

の係員以外の一般職員を対象とした

人事評価の実施 

○平成 27年度人事評価制度実施及び試

行の検討に係るワーキンググループ

開催（H27 年 1月～２月） 

○人事評価システム導入の準備（H26 年

度） 

H27 年度 

係長・係員実施 

人事評価システム導入 

人事評価結果の活

用 

【人事評価結果の活用】 

H25 年度 

○評価結果の人事管理・給与等への活

用を検討 

H26 年度 

○評価結果の人事管理・給与等への活

用を検討 

H27 年度 

○評価結果の人事管理・給与等への活

用を検討 

○管理職を対象とした人事評価結果を

参考に人事管理を実施（H26 年度） 

○人事評価制度の本格実施に向けて，

被評価者の拡大，研修等の評価者訓

練を進めるとともに，国における給

与等への評価結果の反映方法を調

査・研究し，任用，給与，分限等へ

の活用における課題等について検討

（H26 年度） 

 ○平成 28 年度４月から地

方公務員法の一部を改正

する法律の施行に伴い，

人事評価制度の本格実施

を開始 

○能力及び実績に基づく人

事管理制度の確立に向

け，実施内容，規定及び

活用方法等の整備が必要 

34343434    職員研修職員研修職員研修職員研修のののの充実充実充実充実    

水戸市人材育成基

本方針に基づく職

員研修の推進 

【職員研修の推進】 

H25 年度 

●職員研修の推進 

○人材育成基本方針の見直し 

H26 年度 

●職員研修の推進 

H27 年度 

○職員研修の推進 

 

○自主研修に対する助成の実施 

H25 年度 

・自主研修グループ １団体 

・通信研修     17名 

H26 年度 

・自主研修グループ 1団体 

・通信研修     23名 

○職場研修の意義や指導方法等につい

ての研修や，接遇向上研修を実施 

・嘱託員及び臨時職員の希望者を対象

に接遇向上研修を実施（H25 年度～） 

○自治大学校及び政策研究大学院大学

への長期派遣研修の実施（H25 年度） 

○公募型研修の拡充 

H26 年度民間企業（㈱電通）派遣研

修に従事する職員１名を公募のうえ

決定（H26 年２月） 

  総務部人事課 

一部実施一部実施一部実施一部実施 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年３３３３月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

○(株)電通への長期派遣研修の実施

（H26 年度～） 

35353535    多様多様多様多様なななな人材人材人材人材のののの確保確保確保確保    

多様な人材の確保 【中長期的な採用計画に基づく多様な

人材の確保】 

H25 年度 

●事務（特別選抜）試験の実施 

●民間企業等経験者を対象とした採用

試験の実施 

H26 年度 

●事務（特別選抜）試験の実施 

●民間企業等経験者を対象とした採用

試験の実施 

H27 年度 

○事務（特別選抜）試験の実施 

○民間企業等経験者を対象とした採用

試験の実施 

○コミュニケーション能力や行動力等

を評価する採用試験の実施 

・教養試験に替えて，地域活動やボラ

ンティア活動の経験，大学での学業

等の取組を評価する事務（特別選抜）

試験の実施 

 H25 年度採用  ４名 

H26 年度採用  ３名 

H27 年度採用  ４名 

○民間企業等経験者を対象とした採用

試験の実施 

・土木    H25 年度採用  ２名 

       H26 年度採用  ２名 

H27 年度採用  ６名 

・建築設備  H27 年度採用  １名 

・電気    H27 年度採用  １名 

 ○H26 年度試験実施状 

 況（H27 年度採用予定） 

・事務（特別選抜） 

 ２名程度 

・民間企業等経験者を対象

とした採用試験の実施 

土木：３名程度 

建築設備：２名程度 

電気：１名程度 

総務部人事課 

36363636    職員職員職員職員のののの勤務環境勤務環境勤務環境勤務環境のののの改善改善改善改善    

時間外勤務の縮減 【時間外勤務の縮減の検討・実施】 

H25 年度 

●時間外勤務時間の縮減（H24 年度比

３％減） 

●「時間外勤務の縮減の基本方針」の

改正 

H26 年度 

●時間外勤務時間の縮減（H24 年度比

６％減） 

 

 

○「時間外勤務の縮減の基本方針」（Ｈ

17 年５月策定）をＨ26 年３月に改正 

【主な改正内容】 

・所属長による退庁指導の徹底につい

て規定を追加 

・窓口延長を踏まえたノー残業デーの

見直し 

・時間外勤務の多い部署に対し，人事

担当課等が縮減に向けて必要な措置

を講ずることについて規定を追加 

・特定課に時間外勤務が偏らないよう，

【H25 年度】 

19,513千円 

の支出削減 

【H26 年度】 

46,939千円 

の支出削減 

 総務部人事課 

実施実施実施実施 

一部実施一部実施一部実施一部実施 



45

 

実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年３３３３月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

H27 年度 

○時間外勤務時間の縮減（H24 年度比

10％減） 

部内協力体制の確立について規定を

追加 

・時間外勤務の適正な執行管理に向け

た時間外勤務計画表の見直し 

○職員１人当たり年間時間外勤務時間

数    H24 年度   155.3 時間 

H25 年度   150.7 時間 

（H24 年度比 △3.0％） 

H26 年度   144.4 時間 

（H24 年度比 △7.0％） 

職員の健康管理 【職員の健康管理の充実】 

H25 年度 

●健康診断未受診者等の受診勧奨 

●健康情報の提供 

●推進体制の整備 

●長期療養職員への支援 

H26 年度 

●健康診断未受診者等の受診勧奨 

●健康情報の提供 

●推進体制の整備 

●長期療養職員への支援 

H27 年度 

○健康診断未受診者等の受診勧奨 

○健康情報の提供 

○推進体制の整備 

○長期療養職員への支援 

○健康診断未受診者等への電話，文書

による受診勧奨（H25 年度～） 

○健康だよりの発行（月１回程度） 

（H25 年度～） 

○健康管理保健師の増員による推進体

制の整備（H25 年度～） 

○長期療養職員への電話，面接による

復職支援（H25 年度～） 

○新たな「心の健康づくり計画」の策

定・実施（平成 24 年度策定，平成 25

年 4月から実施） 

○職員へのメンタルヘルス研修 

の実施 

H25 年度     受講者 219人 

H26 年度     受講者 155人 

○精神性疾患による療養職員数 

H25 年度                 32人 

（うち長期療養職員数   25人） 

H26 年度          37人 

（うち長期療養職員数   31人） 

 

 

 

 

 ○「心の健康づくり計画」

に掲げる目標 

・職員全員のメンタルヘル

ス研修の受講及び研修の

継続 

・精神性疾患による療養職

員数の H23 年度実績（28

人）からの減少 

・精神性疾患による長期療

養職員数の H23 年度実績

（21人）からの減少 
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実施項目実施項目実施項目実施項目    期間内期間内期間内期間内におけるにおけるにおけるにおける年度計画年度計画年度計画年度計画    

実施状況実施状況実施状況実施状況    

備考備考備考備考    担当課担当課担当課担当課    
((((平成平成平成平成 27272727 年年年年３３３３月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在))))    財政的効果財政的効果財政的効果財政的効果    

次世代育成支援対

策の推進 

【次世代育成支援体制の推進】 

H25 年度 

○特定事業主行動計画に基づく次世代

育成支援対策の推進 

H26 年度 

○新たな特定事業主行動計画の検討 

H27 年度 

○新たな特定事業主行動計画の策定及

び当該計画に基づく次世代育成支援

対策の推進 

○水戸市特定事業主行動計画 

（後期計画）に基づく次世代育成支援

体制の推進 

〇男性職員の出産補助休暇 

H25 年度  

取得者 35人（取得率 64.8％） 

H26 年度 

取得者 41人（取得率 65.1％） 

〇男性職員の育児参加休暇 

H25 年度 

取得者 16人（取得率 29.6％） 

H26 年度 

 取得者 16人（取得率 25.4％） 

 

〇職員の育児休業 

H25 年度  

・男性職員 

取得者１人（取得率 1.9％） 

・女性職員 

取得者 15人（取得率 100％） 

 H26 年度 

・男性職員  取得者なし 

・女性職員 

取得者 17人（取得率 100％） 

 ○水戸市特定事業主行動計

画（後期計画）に掲げる

目標 

・男性職員の出産補助休暇

取得率：H26 年度までに

100％ 

・男性職員の育児参加休暇

取得率：H26 年度までに

50％ 

・職員の育児休業取得率：

Ｈ26年度までに男性職員

10％，女性職員 100％ 

 


