
1 

 

様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称  平成 27年度第５回水戸市行政改革推進委員会 

 

２ 開催日時  平成 27年 10月２日（金）午後１時 30分から午後３時 40分まで 

 

３ 開催場所  本庁舎南側臨時庁舎２階大会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委員 

大関茂，小野修一郎，小林照穂，鹿倉よし江，髙島和子，谷口孝悦，田山和子， 

豊﨑繁，保立武憲，福澤真一，馬渡剛，宮下有一（氏名五十音順） 

（２）執行機関 

高橋靖，磯﨑和廣，小川喜実，川上悟，堀野辺直，山田政則，深谷晃一，吉川彩美， 

宮本陽子，長谷川昌人，園部孝雄，梅澤正樹 

（３）その他 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

  水戸市行財政改革プラン 2016（案）について（公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 １人 

 

８ 会議資料の名称 

（１）水戸市行財政改革プラン 2016大綱（案） 

（２）水戸市行財政改革プラン 2013実施計画実施状況概要について 

（３）水戸市行財政改革プラン 2013実施計画実施状況（平成 27年 7月 31日現在） 

（４）水戸市行財政改革プラン 2013実施項目のプラン 2016への位置付け検討結果 

（５）水戸市行財政改革プラン 2016スケジュール 
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９ 発言の内容 

○ 事務局 本日は，お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。ただ

今から第５回水戸市行政改革推進委員会を開催させていただきます。まず，本委員会の

各委員の出欠について確認させていただきます。本日の出席委員は 11 名でございます。 

  委員，  委員，  委員につきましては，御都合により，欠席との連絡がござい

ました。初めに資料の確認をさせていただきます。本日お配りしている資料は④と⑤で

ございます。資料①から③に関しては事前に配布をさせていただいております。本日お

持ちでない方がいらっしゃいましたらお申し出ください。 

それでは諮問書の交付をさせていただきます。本日諮問させていただきますのは，「水

戸市行財政改革プラン 2016（案）」でございます。なお，諮問書につきましては，皆様の

お手元に「写」をお配りしておりますので御参照願います。 

〔諮問〕 

○ 事務局 それでは，高橋市長から御挨拶を申し上げます。 

○ 市長 皆様大変お忙しい中，行政改革推進委員会に御参集いただきまして，ありがと

うございます。また  委員長，  副委員長を始めとします委員の皆様には，何かと

水戸市の行政運営に御支援，御理解いただいておりますこと，厚く御礼と感謝を申し上

げます。 

本市におきましては，数次にわたってこの行政改革プランというものを作成している

ところでありまして，特に行財政改革プラン 2013におきましては，積極的な改革に移り

まして，平日の窓口開設時間の延長，民間活力の活用の推進，収納率の向上，負債残高

の減少，財政調整基金の増加などで，一定の成果を収めてきたところでございます。し

かし，人口減少社会及び超高齢社会が既に到来をしているところでございまして，地方

分権改革の推進など，都市を取り巻く環境というものは大きく変化をしているところで

もございます。また，大型プロジェクトを始めとする第６次総合計画にも，各種施策の

確実な推進であるとか，あるいは複雑多様化する市民ニーズへの柔軟な対応であるとか，

様々な御意向を受けさせていただいたところであります。これから正に地方創生という

中で，私たちが独自色を出して立案，遂行をしていかなければならないという中で，少

子化人口減少，超高齢社会という難しい時代を迎えております。そして，私どもの新し

い庁舎を始めとする大きなプロジェクトを抱えているわけでありますので，いかに財源

の確保をしながら効率的な行政運営を心掛けていくかという，非常に大切なところであ

ると認識いたしております。 

今回，特にプラン 2016の中には，市民の皆様から期待と同時に不安を抱かれておりま

すビッグプロジェクトについての財源確保策であるとか事業費の縮減策であるとか，そ

ういった事業の進め方というものについて，しっかり説明責任，情報公開を果たしてい

きたいと，そんな考え方を盛り込ませていただきました。総額 850 億円とも 900 億円と

もいわれている事業を，本当に短期間に水戸市は抱えているということが将来に禍根を

残すことがないのだろうかということを，しっかりと市民の皆様に説明をしていかなけ

ればならないと思っています。つまり，この 850 億円とか 900 億円とかのお金を全部自

分の財布から持ち出すということではなくて，国であるとか県の補助金であるとか，あ

るいは交付税措置であるとかいろんなものを活用しながら，実は自分たちの財布からは
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このくらいの持ち出しで，しかも起債の手順化を行うことによって，財政に影響がなく

進めることができるという説明をしていかかければならないと思っております。まだざ

っくりとした計画なのですけれども計画を持っておりまして，ホームページなどでもこ

れから順次公開をしていきたいと思っておりますので，留意点などにつきましても，委

員の皆様方に忌憚のない御意見を頂ければと思っています。 

とにかく今,地方創生の中でいかに定住化を図っていくか，働く場所を創っていくかと

いうのが課題となっております。これは有識者会議などでも練ってもらっているところ

でもあり，庁内でも様々なアイデアを出し合っているところであります。やはり都市間

協働の中にも競争もあり，私たちは水戸市として，県庁所在地として，風格を備えたま

ちづくりをしていかなければならない，そのための正にまち・ひと・しごとの創生の総

合戦略を作っていくということであります。そういった姿勢を持った施策をどのように

展開していくかを，ちょっと分野は違うかもしれませんが，皆様方にも忌憚ない御意見

を頂ければ有り難いと思っております。そういった諸々の施策を行っていくに当たって，

我々は新たな行財政改革プランというものを持っていかなければなりません。そこで行

財政改革プラン 2016 の策定をし，そしていろいろ御意見を頂ければと思っております。

このプラン 2016につきましては，重要施策を推進する力強さと，環境の変化と市民ニー

ズに対応できるしなやかさを併せ持つ，強くしなやかな行財政運営の構築というものを

目指すことを基本理念として全庁を挙げて取り組むとしております。どうぞ委員の皆様

方には，より良い計画策定に向けて十分な御意見と御審議をいただければと思っており

ます。延べ４回になるということであります。それぞれの立場でお忙しいところではあ

りますけれども，是非皆様に意見を頂いて素晴らしい行財政改革プランになるようにし

たいと思っておりますので，御協力をよろしくお願いいたします。 

○ 事務局 ありがとうございました。なお，高橋市長は，公務のため，ここで退席をさ

せていただきます。 

〔座席移動〕 

○ 事務局 それでは，行政改革推進委員会条例第６条に基づき，  委員長に議事進行

をお願いします。 

○ 委員長 それでは，会議次第に基づき議事を進めることといたします。なお，本日の

傍聴人は１名おりますので，よろしくお願いします。まず，最初に，水戸市附属機関の

会議の公開に関する規程に基づき，会議録の公開が必要となりますので，会議録署名人

を指名させていただきます。  委員と  委員にお願いいたします。ただ今受けまし

た諮問につきましては，今後，審議を進め，委員会としての答申を出していくことにな

ります。初めに，今後の進め方について確認させていただきたいと思います。今回，諮

問されました行革プラン 2016（案）については，非常にボリュームがあるため，審議及

び質疑については，区切って順番に進めていきたいと思います。行革プラン 2016（案）

については，大綱と実施計画２つに分かれておりますが，大綱は全体で審議を行い，実

施計画については，五つの大きな基本的方向性ごとに区切って進めていきたいと思いま

すがいかがでしょうか。 

〔異議なし〕 

○ 委員長 また，これまで，行革プラン 2013の進行管理については，事前に質問を出し
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てもらい，質疑を行ってまいりました。この方法ですと，精査された答えが得られる反

面，回答の前置きが長いことも多く，非常に時間がかかることもありました。今回は，

資料を事前に配布しているということもありますので，その場で意見，質疑を頂きなが

ら進めていきたいと思います。また，当日，対応できない資料や質疑がある場合は，次

回に持ち越すなど，柔軟な対応をしていきたいと考えておりますが，いかがでしょうか。 

〔異議なし〕 

○ 委員長 スケジュールを見ると，非常にタイトなものとなっております。しかしなが

ら，当委員会として十分な審議を行って答申をする必要があることから，日数が足りな

い場合は，臨時の開催を求めていきたいと考えております。それでは，議事に入ります。

配布資料について，事務局より説明をお願いいたします。 

〔事務局説明〕 

○ 委員長 お疲れ様でした。本日は，このうちプラン 2016案の大綱について審議を行い

たいと思います。御意見等あればよろしくお願いいたします。 

○   委員 順番はどのようになっていますか。 

○ 委員長 １番目の所，２番目の所を特定するわけではなくて，大綱の順に沿ってとい

うわけではないので，意見があればお願いします。 

○   委員 １ページなのですが，行財政改革プラン 2016 策定の趣旨という所ですが，

全体の趣旨は理解できますが，最近水戸市に限ったことではなく，少子高齢化というと

ころは大きな社会問題になっており，将来的に財政負担になることは間違いないと思い

ます。既に過去からの推移を見ますと，社会福祉費が急激に伸びているわけですね。こ

れをそのままグラフの線を引いていきますと大変なことになるというのは分かります。

そういう点につきますと，水戸市第６次総合計画『水戸魁プラン』について，『将来にわ

たって発展する都市を目指すことはもとより，地方創生に向けた取組も推進していきま

す』ということですが，政府の地方創生ということを盛んに言っていますが，それを受

けて市長の話にもありましたように，有識者会議というのでまち・ひと・しごとという

水戸市のプランを作成推進しているという話もありましたように，既に手掛けている。

それをベースにして改革プラン 2016もその趣旨に則って進めていくのだと，もう少し強

く表示していったほうがいいのではないかと思います。是非それを表記していただきた

いと思います。 

○ 委員長 地方創生の動きについては現在進行形で，地方創生の有識者会議の方針を受

けた上での本部の決定というのがなされていくということになろうかと思います。 

○   委員 有識者会議の総合計画にしろ，人口ビジョンにしろ，平成 27年度に作成さ

れるという計画になっている。ということは，このプランがスタートするという時には

既に策定されているということですから，このプランの策定の趣旨を読み込んでおかな

くてはならないという感じがします。 

○ 委員長 同時進行中ですので，どちらが先かといいますと，逆にですが，行革プラン

の結果を踏まえてということもあります。これについても確定ではなくて，適宜弾力的

にということだと思います。 

○   委員 策定中でありますので，その策定された趣旨に則って改革プランを進めて

いくのだというのではなく。 
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○ 委員長 他方で地方創生というのは様々な子育て，結婚，魅力あるまちづくり，雇用

等とあると思うのですが，やはり首都圏からの移住定住というものを考えた場合に，水

戸市が魅力的なまちでなくては移ってこないということもありますので，ですから，お

っしゃることは分かります。 

○   委員 それはどっちが先かという話じゃなくて，要するに，地方創生の総合戦略

がなくても水戸市としては取り組まなきゃならない問題ではありますよね。幸いにして

並行的に策定を進めようとしているというのであれば，それらを絡め合いながら進めて

いくというのが必要です。それ抜きにして行政改革というのが進まないのではないかと

思います。 

○ 委員長 当然，それを考えないという話はないと思いますので，地方創生の動きとい

うのは弾力的に考えながら，趣旨とうまく併せていくという御指摘を承ったということ

でよろしいでしょうか。委員会としては当然のことだと思います。地方創生について  

委員からお伺いしましたが，私も大切な問題かと思いますので，御意見があればお願い

します。順番の話というのではなく，地方創生というのは行財政改革の中でも非常に重

要な問題だと思いますので，委員の中でも共通理解が必要な問題提起かと思います。 

○   委員 先ほどの市長さんの話でもありましたが，水戸のまちをますます発展して

いくためには他の市との競争でもあるという話がありましたが，競争することによって

お互いに発展するようにしてほしい。また，県庁所在地としての風格あるまちづくりが

必要だという話がありましたけれども，水戸市の周辺の町を含めた形でお互いに総合的

に発展していくことを考えるべきではないかと思う。 

○ 委員長 当然その風格の中にはその趣旨の話も含まれていると思いますが，前面に出

していくべきであるというお考えですか。 

○   委員 市民全体に対する意識付けというか，もっとはっきりと表した方がいいと

思います。 

○ 委員長 この趣旨については当然のことでありますので，市の大型プロジェクトを含

めて，もっと前面に出していくことが魅力あるまちづくりにつながるというお考えです。

市の雇用を進めていくということもあるのですが，説明の中にもあったとおり，非常に

大きなプロジェクトでございますので，どれだけかかるか，あるいは我々の負担はどう

なるのかという，つまり適正な受益者負担とサービスということの関係で当然疑問が出

てくることもあります。今のお話には２点あったと思いますが，地方創生の話と，もう

一つは具体的に四つの大型プロジェクトの推進について，これが風格ある水戸の姿であ

ると具体的に表したほうがいいと御指摘がありました。この点も含めて皆さんに御意見

はございますか。 

○   委員 行財政運営体制ということで水戸市では大型プロジェクトがいくつかあり

ますが，中核市になるには保健所を作らなければならないというのがあると思うのです

が，保健所を作るということが一言も載っていないように見受けられますが，この計画

の中では実施計画ではどこに入るのでしょうか。 

○ 事務局 中核市に移行しました場合には保健所の設置が必要です。保健所の施設その

ものにつきましては，既存の建物を利用するか，あるいは新しく作るのかといったこと

も踏まえまして，現在検討を始めたところでございます。まだ計画に載せるような段階
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ではありません。実施計画の中では中核市への移行という項目を設けておりまして，そ

の中で今後具体的な年度計画なども報告していくことになります。 

○ 委員長 今後これについては，実施計画の中で説明報告があるかと思いますので，よ

ろしくお願いします。 

○   委員 別の件ですが，４ページ目ですが，職員定数がありますが，あまり大きな

問題ではないのですが，データの表示について，データが統一されていないのではない

かという疑問があります。職員定数というのは，来年度４月１日時点で採られているの

だと思いますが，同じことを言っているなら合計値や数値にならなくてはいけないのが

普通だと思うのですが，資料によっては微妙に数字が違っているのです。例えば，今読

んでいる４ページの職員定数と人件費総額の推移ですが，平成 27年度の４月１日とあり

ます。これが６ページですが，職種別・年齢別職員数を見ますと微妙に違っている。一

致しなくてはいけない数値だと思います。各種資料を公表されているわけですけれども，

水戸市の給与定員管理についてというインターネットに公表されている資料，それと決

算カードもそれぞれを見ても数値が違っている。なぜこういうように合計値が違ってい

るのか理解できないことがあります。大きな違いではないのですが，どうしてこの差が

出てくるのか。どれが間違っていてどれが正しいのか分かりません。 

○ 事務局 ４ページにつきましては職員定数ということで，条例に定められた定員数と

いうことで，６ページは現員数，実際の現状の数ということです。この場合，定数は，

定数条例上県へ派遣している職員や組合に専従している職員等は定数外です。そのため，

年齢別職種別の現員の方ですと，定数よりも多いということになります。定数という場

合は条例の規定に沿っており，現員数というのは実際にいる方全ての人数が入っている

ということです。 

○   委員 いろいろ事情がおありなのでしょうけれども，資料を比べてみますので，

迷うことがありますので注釈か何かを付けて，専門家ですから，見る人が見ると迷うだ

ろうなということまで目を配っておいてください。 

○ 委員長 これについては私も『日本の行政』という国の情勢をまとめたデータをまと

めたものがありますけれども，この場合は注釈でどういう数かというのを確認していま

すので，大綱ではありますが，これから具体的になる形になるに当たっては，しっかり

と注釈を付けていっていただきたいということです。 

○   委員 計画を策定する基になる数値ですから，そこのところはきっちりとしてい

ただかないと困ります。 

○ 委員長 趣旨はお分かりになりましたよね。 

○   委員 はい。 

○ 委員長 他にはいかがでしょうか。 

○   委員 先ほどの市民会議の件や地域創生ですか，そういった行政改革推進委員会

の話ですが，具体的にどういうものという言い方も非常に難しいなという思いでいたの

ですが，全体のバランスの中で，例えば 17ページの質の高い市民サービスの提供といっ

て，多分ここは中核市への移行というのを基に考えているので，事務権限の拡大という

表現があるのだと思いますが，事務権限の拡大というのはどういう意味なのかと市民目

線で言うと，表現の仕方を工夫された方がいいのではないかなと思います。受け止め方
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を変えてしまう可能性がある文字なのかなという気がしているので，趣旨は同じような

趣旨でいいと思うのですが，表現の仕方を工夫された方が良いと思います。 

○ 委員長 事務権限の拡大を目的とした中核市への移行という表現だけでは説明不足な

ので，事務権限の拡大する前にどういう理由で事務権限を拡大する必要があるのかを，

改めて丁寧に説明する必要があるのではないかということです。 

○ 事務局 ただ今の御意見を踏まえまして，表現を検討いたします。 

○   委員 よろしくお願いします。 

○   委員 ９ページですが，基金及び市債残高の推移というのがありますが，今後は

災害などの不測の事態に備えるため，引き続き適正規模の残高を確保しつつとあります

が，適正規模の残高というのはどのくらいであるのか教えていただきたいです。できれ

ば，例えば 100 億円というのがどれだけの規模であるというのか，予定外のことがない

限りは適正規模を維持するようにというような表現にすれば，これを読んだ人が水戸市

の残高これでいいのかなという判断がたつと思います。 

○ 委員長 適正規模の残高，あるいは 100 億円の根拠を明記した方が分かりやすいとい

う御指摘です。例えば，水戸市の事例の額や同規模の自治体の事例の根拠があったほう

が，より分かりやすいということです。 

○ 財政課 財政調整基金につきましては，二つの役割がありまして，不測の事態に対応

するためということで，景気が落ちて市税が減収してしまった場合や，災害で大きな需

要が生じた場合の不測の事態に備えるためというのが一つ目でございます。二つ目は年

度間で市税というのは一定規模で収入がございますが，財政上というのは市長からもお

話があったとおり，大きな施設を建てるというときには需要が年度間で変動します。で

すので，年度間の調整というのと不測の事態に備えるという二つの役割がございます。

ここで記載しました適正規模の残高というのは，標準財政規模の５～10％と言われてい

まして，水戸市ですと 28 億円から 56 億円ぐらいを持っていれば，万が一市税が落ちた

時や何かがあった時でも対応できる金額であろうということで，それぐらいの金額を適

正規模と考えています。ですから，記載の理由としましては，大型プロジェクトを進め

るのですけれども全部は使ってしまいませんよという趣旨で，こういう表現にいたしま

した。 

○   委員 大体今のお話ですと，適正規模の残高は財政規模の５％から 10％というこ

とですか。財源といいますと 1,000億円くらいですか。 

○ 財政課 水戸市の標準財政規模というのは別の値で算出しておりまして，560億円くら

いになっております。 

○   委員 それは一般財源ですか。 

○ 財政課 市税と交付税と臨時財政対策と呼ばれる，主に一般財源の１年間に入る額の

５～10％といいますと，28億円から 56億円ぐらいが適正規模と考えております。 

○   委員 その考えで行けば，大体 100 億円というのが，あまり強調しては問題かも

しれませんけれども，十分と言えるのではないだろうかということですね。 

○ 財政課 ですから，後段の部分で，大型プロジェクトを四つ推進していく中ではここ

にも財源が必要ですので，その二つのために活用していくという最低ラインは確保して

いるのだけれども，大型プロジェクトにも入れていきますよという趣旨であります。 
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○   委員 何回も申し訳ないのですが，100億円というのは最低規模ということですか。 

○ 委員長 最低ということではなくて，余裕を持ってということです。 

○   委員 ただ，これを読んだ場合一般市民が受ける印象として，100億円があるから

まだ安心だなと考えるのか，100億円もあるのにまだ頑張らないといけないのかと感じる

のか，どちらだろうなということです。 

○ 財政課 大型プロジェクトというのをこれから実施してまいります。それには先ほど

市長からもありましたように 850 億円から 900 億円の事業を進めていくということで，

これを税金で全部賄うのではなく，特定財源という国の補助，県の補助，特別交付税な

ども受けますが，その中で何十億円か，１割とすれば 80 億円なり 90 億円なりを事業の

一般財源として入れていかなければなりません。ですから，大型プロジェクトにはそれ

ぐらいの通常ベース以外の財源が必要になりますので，大型プロジェクトが終わった後

に 100億円ではなく適正規模が確保されていればベストだと考えております。 

 

○ 委員長 よろしいですか。 

○   委員 今のお答えですと，大型プロジェクトをやっていきますよ。しかし，場合

によっては取り崩しも考えないといけないというような表現ですが，大型の工事が終わ

った後に 100億円残っていれば大丈夫だということではないですね。 

○ 財政課 100億円というのは決して適正規模ではなく，28億円から 56億円に最後落ち

着けば大丈夫だということです。 

○   委員 今のお話で，適正規模としか書いていないので，28億円から 56億円という

具体的な数値を綴っていくわけにはいきませんか。 

○ 財政課 説明が足りなかったかもしれません。事務局と検討します。 

○ 委員長 説明責任というのも市長がおっしゃっていましたので，多くの市民が分かり

やすいように表記したいと思います。 

○   委員 12ページですが，今後の財政見通しですが，行財政改革プラン 2013でもで

すが，前のプランでは今後の財政見通しというところで中期の財政組織の試算が提示さ

れていたのですが，今回は提示されていないのですが，これはあえて提示されていない

のでしょうか。 

○ 財政課 これまでの行財政プランは御指摘のとおり，財政見通しというのを記載して

おりましたが，期間が３年間ということで短期的な見通しを掲載しておりました。今回

は大綱の期間が８年間ということになりますので，今はまだ８年間の見込みというのは

策定していない状況です。短期のものは毎年度予算編成時に策定しておりますが，８年

間のものは策定しておりませんので，あと何年か経ちますと大きくかい離が生じるおそ

れがありますので，大綱には記載しておりません。実施計画の中では財政計画は毎年度

策定していきますと記載しておりまして，実施ベースとしては策定していきたいと思い

ます。 

○   委員 この大綱のところの見通しの試算というところには表示されないというこ

とですが，この試算というのはいつの時点で提示されるのですか。推計とはいえ，水戸

の改革プランで今後の計画をどういう形になると推計して知らせていくわけですので，

公開図でこの結果財源見通しはどうなのだというときに，財政計画の案がないというの
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は不親切ではないかと思いますので，市民に提示すべきだと思います。 

○ 財政課 申し訳ありませんけれども，実施計画の方の 24 ページの記載がありまして，

前年度の４年間の財政推計というのは毎年ローリングをかけながら策定をしております。

これまでの行革プランは３年計画で，その時点で作った５年計画のものを掲載させてい

ただきましたので，今回は大綱が８年計画ですので，対応できておりません。地方の財

政の制度というのは大きく毎年度変わっております。ですので，８年推計を行うよりも，

毎年度最新のものを短期的なもので現状を知らせていったほうがベストであろうという

ことで，こちらでも中長期的視点に基づく財政運営ということで，毎年度「みと財政安

心ビジョン」を公表していくということですので，今回はそのように実施する予定にな

っております。 

○   委員 別に８年計画を出してもらおうとは思っていません。これまでと同様に中

期，３年計画，４年計画であれば推計ができると思うのです。従来かねがね財務の方に

も御苦労いただいているわけですが，水戸市の場合は中期見通しが一般財源ベースでお

出しいただいているわけですけれども，財政規模が倍くらい違ってきます。要するに，

通常の予算の方からすると２分の１程度に圧縮されて出てくるわけです。どういう不都

合があるかと言いますと，社会福祉経費というのがこれから膨らんでいくわけですが，

一般財源ベースで言いますと，水戸市の場合，扶助費が出ているのですが，600 億円か

700億円くらい歳出が出ているのですが，一般財源ベースではその半分程度の歳出にしか

出てこないわけです。中期見通しを立てるときにも水戸市の扶助費というのがこのぐら

いかという誤解が生じるのではないかと思います。やはり，中期見通しを立てるときも

実際の予算ベースに近い形での中期見通しを立てていただいたほうが，市民としては分

かりやすいと思います。他の市はどのような中期見通しを立てているかというのを調べ

てみましたら，近隣の県庁所在地の千葉市にしても宇都宮市についても，中期見通しを

普通会計ベース，あるいは一般会計の総額ベースで立てておられます。国庫支出金とか

県の出庫金が見当をつけられないとおっしゃっているのですが，ある程度の推計を立て

て計画を立てられれば，そんなに大きくは狂わないのではないかと思います。一般会計

の総額ベースか普通会計ベースで公表された方が，市場の連続性とか一般性を考慮した

らその方がいいのではないかと，市民に誤解されないのではないかと思います。 

○ 委員長 他市の事例も参考にしながら，分かりやすい公表をお願いします。 

○   委員 先ほどの議論と重複するようですが，水戸市にとりましても，高齢化対策

というのが重大な課題であろうと思います。それの課題に対してどういうふうに取り組

んでいくのかということです。もっと正面から取り組まないといけないと思うのですが，

それがどこにどのように立案されているのかということです。例えば 15ページ，行財政

改革プラン 2016の柱ということで５本挙げられているわけですが，少子高齢化対策のう

ち，少子化対策というのは，今までの待機児童の問題とか熱心に取り組まれてきたとい

うことですが，高齢化対策というのは，今社会的に大変な問題になっております。例え

ば親の介護のために会社を辞めて介護をしなければいけない。つい先だっては国が離職

をゼロにするということを発表されていますし，介護の問題だけではなく，医療費がど

んどん膨らんでいる。その医療費の問題は実施計画の中にも取り組まれていますが，介

護の問題はどの柱の所で盛り込まれているのでしょうか。私なりに理解しますと，質の
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高い市民サービスの提供又は市民との協働による街づくりの推進，この二つの柱の中に

取り組まれているか，取り組まれるべき項目かと思いますが，この点において伺いたい

です。 

○ 事務局 行財政改革プランというのは，行財政運営における効率化を図っていくとい

う計画でして，介護の対策であるとか高齢化の対策であるとかは，それぞれまた別に計

画がありまして，それぞれ計画を策定しておりますので，そういったものを全てまとめ

たものは総合計画というのがありまして，年間の計画を立てています。御質問いただい

ております地方創生につきましては，「まち・ひと・しごと」の計画ということでそれぞ

れ計画というものを作っておりまして，行財政改革というのはあくまでも水戸市の行政

をいかに効率化していくかという計画を作っておりますので，政策的な内容のものが入

ってこないものとなっております。  

○   委員 それぞれのテーマごとに推進委員なり，そういう組織で進めていただいて

いる。その進捗状況というのは，それぞれ個別に発表なり公表なりされているというこ

とですか。 

○ 事務局 そうなります。 

○   委員 最初にあった今の議題ですが，水戸市は地方創生計画というのは立てない

と私は理解しているのですが，水戸市の第６次総合計画を推進していくということがす

なわち地方創生に通じるということですという理解でいたのですが，地方創生プランは

別途に作るのですか。 

○ 政策企画課 ただ今の地方創生，総合戦略計画を策定していくのかということに関し

ては，現在，有識者会議等を開催しながら本年度中，来年の２月か３月を目標に策定を

進めております。ただ，第６次総合計画という水戸市の大きな総合計画がございますの

で，こちらを基本としまして，「まち・ひと・しごと」に重点を置いた計画として策定を

進めております。 

○ 委員長 ありがとうございました。ここで一度休憩を 10 分程度取りたいと思います。 

〔休憩〕 

○ 委員長 本日は，大綱と実施計画の５番目の地方創生時代にふさわしい人材の育成に

ついての審議を進めたいと考えておりますので，御協力をお願いします。引き続きです

が，大綱について他に御意見はございますか。 

〔意見なし〕 

○ 委員長 それでは，大綱についての審議は以上で終了とします。実施計画となります

が，これについては担当課に質疑を行います。本日出席している人事課が担当しており

ます，地方創生時代にふさわしい人材の育成について審議を行いたいと思います。前期

実施計画の 35ページを御覧ください。御意見ございましたらお願いします。 

○   委員 全体的にお願いしたいのですが，それぞれの実施項目の年度計画の記載の

仕方ですが，各年度の実施内容が具体性に欠ける表記が多いと思います。一例ですと，

35 ページの職員の能力育成という実施項目で，その中で年度計画に①②とありまして，

研修の推進が，平成 28年度から平成 31年度にわたりまして実施と表示されていますが，

具体的な内容がさっぱり分からないです。何をどのようにいつまでやるのかというのが

理解できないし，実施したかというのが後になってどのように検証するのか，検証の方
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法が分からないのです。何をもって実施したというのか，評価項目も見えない。これで

は年度計画というにはお粗末すぎると思います。ジョブローテーションの推進というも

のの，制度の具体化は平成 28 年度に実施され，平成 29 年度以降実施されるということ

です。例えばジョブローテーションはどういう職場で何人くらいを対象に，どれくらい

の期間にという具体性が見えないのです。後になってこれを行政評価するにしても，何

をもって評価するのか分かりません。具体的な表示にしていただけないかなと思います。 

○ 委員長 具体的に数値を表しているところもあれば，実施というものもあり，文言の

具体性に濃淡があるのではないかということで，できるだけ分かりやすくしてほしいと

いうことです。 

○ 事務局 数値目標で表せるものは表示していきますが，ただ今の例にありましたよう

な職員の人材育成基本方針自体が現在策定中で，その内容を検討中です。また，ジョブ

ローテーションの推進というのも，具体化を図るのが平成 28年度ですので，その中で具

体化されれば実施状況を毎回お出ししていると思うのですが，そちらの実施状況と年度

計画の中に，できるだけ具体化したものを記載してお知らせをしていきたいと思います。 

○   委員 今後の実施計画の実施状況の中で具体化されていくということですか。 

○ 事務局 今回のプラン 2013につきましても，検討した中で具体化して年度計画を固め

て，実際に行ったものを実施状況の中に詳しく説明を加えていく形になっております。 

○   委員 その旨一言，実施内容の具体化については，具体的に策定されてから年度

計画を改めて加えていきますと書いていただければ，理解できます。 

○ 委員長 教育の成果というのをどうやって表すのかというのは非常に難しいです。育

ったか育ってないかというのをどうやって表すのか，一方でエビデンスとして出さない

と困るということを言われる。双方の意見は非常によく分かるところがありますが，数

値化できるものとできないものというものがありますが，後々の評価のことを考えて計

画は作るべきではないかというのはそのとおりではないかと思いますので，検討いただ

ければと思います。 

○   委員 行政の計画に関しては，こういう表記の仕方がごく当たり前に通っていた

のかもしれないですが，ＫＰＩという言葉が流行ってきていますが，いかにして検証す

るか，目標がどのような形にするか明確にする，どのくらい達成したかをフォローでき

るような形にしてください。形成的に判断できるような目標を立てる，行政の間でも流

行っていますし，水戸市でもそのようにしてほしいと思います。 

○ 委員長 むしろその結果，趣旨というものが，自分で考えて新たな政策というものを

策定できる人材というのが，非常に大事になってきます。数値に捉われる気持ちはよく

分かるのですが，研修を受けさせたという数値だけにこだわることなく，形成的なこと

も含めて検討していっていただけたらと思います。大学も協力できることは協力させて

いただきたいと思います。 

○   委員 計画が具体化した段階で，数値を明記していただくということでよろしい

ですか。 

○   委員長 注文ということですね。数値も大事ですけれども，本質的な趣旨からは

外れないようにすることを忘れないようお願いしたいと思います。 

○   委員 大綱の中には目標が書いてあって，どういうふうに全体の中で決めていく
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か，100 だとか 90 いくつだとかという表現がありますが，実施計画になると，地方創生

時代にふさわしい人材の育成であるとかいう項目が出てきて，職員の能力の育成，人事

評価，ワーク・ライフ・バランスとか，男の人も女の人もいろんな意味で働き方を考え

ましょうということで，こういうものが出てきているのはすごく分かるのですが，どう

してここに，人材の育成っていうのをどんな思いで入れられたのか，どういう意味なの

か，むしろそれは表現されていないので聞きたいです。 

○ 委員長 市長が冒頭におっしゃいましたが，都市間競争ということで，消滅自治体と

いう過激な表現もされている中，その地域が独自に課題を解決していったり，他の自治

体がやっていないことをやったりしていくことが非常に大切になっていくと思います。

それを考え，実現するためには人材の育成が大切になります。一方において他にいろい

ろ書かれているのは，消滅するという過激な表現をされている危機感の中で，これまで

同様の研修や事業を行っていていいのかという質問はあろうと思います。これについて

は現在進行形で，地方創生の有識者会議の検討結果を踏まえて修正の余地があるという

理解でよろしいでしょうか。当然その中で，ワーク・ライフ・バランスは国で進めてい

るところでもありますので，バランスを図りながら進めていくということだろうと思っ

ていますが，どうでしょうか。 

○ 事務局 初めの大綱の趣旨で述べさせていただいているのですが，２ページの最初，

これらの施策を推進し，複雑・多様化する市民ニーズに応え，行政サービスの質を向上

させるためには，安定した行財政基盤を構築すること，限られた資源の有効活用を図る

こと，そしてそれらを担う人材を育成することが必要，とあります。これを受けまして，

19 ページからの地方創生時代の人材育成という所で考え方を示しているのですが，この

中で，地方創生や地方分権が推進される中，市民の声に耳を傾け，新たな行政課題や市

民ニーズに柔軟に対応でき，かつ，自ら考え，政策を立案できる人材を育成することが

重要だということが書いてあります。これが能力の育成という項目になっております。 

○   委員 これは行政の人が原案を作ったとしたら，勇気をもって書いたのだという

捉え方もできなくはないので，本当にそういう意識になっていいのですかという思いで

質問したのですが，私たちが見ているのは，職員は一生懸命頑張って考えられていると

いうふうに理解しています。人材育成は極めて長期的に考えないと，人材育成は簡単に

はできない，３年か４年でできるなんてことはあり得ないと思っています。こういう考

えを持っている人を新たに採用するということはできると思っています。でも，行政の

人がこういったことをできるように人材を育成するというのは，私が見ているとそんな

に簡単にできることではなくて，本当にそういう意味合いで捉えていいのでしょうかと

思っております。ちょっと違うのではないかと思います。要するに人材はいても，それ

を具体的に活用させていくというところをどうやっていくのだということが大事だろう

と思っています。もっとしっかりやっていきますよというのを一生懸命表現しているよ

うな感じで，本当に水戸市の人材育成はそれでいいのかなと思っています。それは寂し

いなという思いでいます。多分知識はいろいろ持っている，今までは行政の人たちは守

るということが大事ですから，これは社会が乱れたりしないように守っていくという，

条例があったりいろんなものがあったり，それをきちんと守っているのですという発想

でいろいろなことをやられているのです。競争性というのはそこから一歩踏み出さない
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といけない，今までは考え方があって，守って抑えていたのだけれど，思い切ってちゃ

んとやっていきましょうよという，そういうものが人材を活用するという意味なのかな

と思っています。人材の育成というところだけではなく，今いる人材を活用していくと

いうところに意味合いを強くしていくほうがいいのかなと思っています。 

○ 委員長 現状どういう人材がいてどういう活用ができるのかは分かりませんが，人材

を育てるということなのですが，現状の執行部，課の職員をいかに活用していくかとい

うことで，育成一辺倒ではなく，バランスの取れた活用をしていくということに留意し

てほしいという意見だと思います。 

○ 事務局 ただ今の御質問の中で，活用というのはワーク・ライフ・バランスの中で自

分の経験というのをどのように生かせるか，そういった人材を活用する，大きな意味と

して資質の向上をしていくというのが，地方分権という中でこれまでと違った業務が下

りてくる，そういった中で質の向上をしながらレベルアップをしていこうということで，

こういう項目を入れています。個人の資質の向上，さらには，個をいかに利用するかと

いうことを総合的に盛り込んだつもりで項目立てをしているのですが，御指摘にもあり

ましたように，人材の活用についてはワーク・ライフ・バランス以外にもいろいろあり

ますので，これからいろいろ検討させていただきたいなと思います。 

○   委員 36ページの人事評価制度の推進ということで，平成 25年度から順次実施さ

れているそうですが，人材の育成に関して評価というのは難しい問題だと思います。評

価する人，される人，考え方が違うこともあるし，いろいろあると思います。評価する

人，される人の信頼関係が大事だと思います。人事評価もただ評価をしたということだ

けではなく，お互いのコミュニケーションで，評価した人のこの点を改めてほしいとか，

努力してほしいとか，そういうお互いの理解を深めることによって意欲が出てくるとい

うふうに働かなくては，人事評価というのはマイナスに働くことが多くなると思います。

自分がどのように評価されているのか，却って萎縮してしまうおそれもなきにしもあら

ずで，今までやられていて，そういった反省点とかないのかどうかお伺いしたいと思い

ます。 

○ 人事課 人事評価の御質問ですが，評価に当たりましては公平公正であるか，評価さ

れる人にとって納得ができるものであるか，第三者が見ても信頼におけるものであるか

ということが大事だと思います。水戸市の人事評価については３つの評価項目となって

おります。能力の評価，業績の評価，執務態度の評価の評価となっております。業績の

評価につきましては，評価する者とされる者が年度当初に面接を行いまして，今年度の

目標をどうするかということでコミュニケーションの中でまず目標を設定します。年度

中におきましても，進行状況をチェックしながら，常にコミュニケーションを取りなが

ら評価を行います。最終的に年度末に評価を行いますが，評価を行った場合は，その上

のレベルで調整者という者を設けておりまして，評価が正しいかどうか，公平かどうか

というのを審査しまして，最終的に評価としています。また，人によって違ってきては

困りますので，研修を重点的に行っておりまして，評価する者の評価の観点，評価の仕

方などについて，積極的に研修を進めております。 

○   委員 懸念されていたのは，評価されっぱなしで評価される人に伝わっているの

かということは心配だったのですが，本人が理解して納得するくらいまで話していると
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いうことでしょうか。 

○ 人事課 最終的な評価について，評価される者と評価する者が納得するような話とい

う形ではやっておりませんが，最初の目標の設定から進捗状況など，途中でコミュニケ

ーションをするということで，ある程度の納得は得られるのではないかなと思います。 

○   委員 面談で話し合いながら評価するということは実施されるということですね。

年度１回行っているのですか。数字は何回くらいやっておられますか。 

○ 人事課 毎年度やっております。 

○   委員 一人につき１回，年度初めにですか。 

○ 人事課 年度初めに目標を決定し，ほぼ１年間にわたって，達成されたかどうか年度

の後半，最後に評価します。 

○   委員 統一された評価基準というものがあるのですね。 

○ 委員長 客観的な基準ということですね。人と人との関係が密になったからというも

ので評価が変わるというものではないわけですね。課題というのはなかったですか。今

までどおりで大丈夫ですか。 

○ 人事課 課題としましては，評価はしているのですが人事管理に生かされていないと

いうことがなきにしもあらずということが，反省としてあります。評価はしますが，人

事の任用というところに十分に反映されていないのではないのかというところがありま

して，その点に関しまして，今回のものにも載せていますが，評価結果の人事に活用と

いうところで，評価結果をきちんと反映された形での職員の任用，法律が改正されまし

て人事によって実際に給与が変わってくるという制度になってきますので，職員のモチ

ベーションを上げるということで，この制度を活用していこうと考えています。 

○ 委員長 客観的に，業績に応じた評価というのをお願いします。４項目ございますが，

他にはいかがでしょうか。 

○   委員 37 ページですが，多様な人材の確保というところで，問題を解決するため

の実施内容の①と②，二つのものに詳細がありますが，②の新たな取組の検討というの

は，①との関係ではどういう位置付けなのかなと思っています。 

○ 人事課 ②の新たな取組というのはどういうことかということですが，①との関連と

いうよりは，②の所にある採用試験の実施時期，試験方法について検討するなどという

例示をしておりますが，方法を検討したりして新たな取組を推進するということです。 

○   委員 ①にも関連するということですか。①の特別選抜試験の実施や，民間企業

等経験者を対象とした採用試験を実施するとありますよね。そういった採用試験の実施

時期や試験方法について検討するということですか。 

○ 人事課 はい。 

○ 委員長 民間企業の就職活動の時期が後ろ倒しになったり戻ったりというようなこと

もありますので，より有利に人材を確保するために積極的に検討していただければと思

います。 

○   委員 これも具体策が決まっていないのかもしれませんが，例えば年度ごとに，

特別選抜試験の採用枠とか，民間企業経験者の採用枠は，そういった具体的な内容とい

うのは，現時点ではまだ分からないということでしょうか。 

○ 人事課 採用枠につきましては，その年度ごとに，現在いる職員の退職する数によっ
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て採用者数が決まってきますので，現時点で将来の採用者数を具体的に示すということ

はできません。 

○ 委員長 他の委員の皆様はいかがでしょうか。 

○   委員 年度計画の実施内容のところで女性管理職の登用とありますが，実際の状

態を知りたいのと，毎年度２パーセントずつ上がっていますが，民間企業も同じなので

すか。その根拠というのを知りたいと思います。 

○ 委員長 国は 30パーセントというのを出していたと思います。 

○   委員 職員の数を全体的に減らしていくという中で，その中で女性の雇用を増や

すっていう根拠はあるのかなと思いました。 

○ 委員長 今後の女性管理職の割合というわけではなく，全体の女性職員の割合につい

ては今後どのような見通しでいるのかという御質問です。 

○   委員 平成 31 年度は 20 パーセントと限定する必要はあるのか，もっと広げても

いいのではないかと思います。 

○ 人事課 数字を具体的に申しますと，平成 27 年度に 11.8 パーセントと記載していま

すが，管理職全体で 338 人のうち 40 人が女性ということで，この数字が出ております。

目標の考え方ですが，行革の計画とは別に男女平等参画基本計画というものがありまし

て，年度はずれるのですが，目標値が 20パーセントとされています。それと整合を取る

形で 20パーセントという数値を掲げまして，平成 31年度に 20パーセントという目標と

なっております。 

○ 委員長 根拠があって，この数字ははじき出しているということです。 

○   委員 平成 31年度で切ってありますけれども，30パーセントまで上がっていくよ

うな見通しはありますか。どこまでを目標としていますか。 

○ 人事課 この計画以外でも女性の推進というのは進めていきたいと思っております。

ただ，女性職員の割合ということで申しますと，水戸市全体の女性職員の割合が 28パー

セントでございまして，それを踏まえまして，あるべき女性の管理職においての割合と

いうものを，今現在は 11.8パーセントでございますので，女性職員の割合からしますと

低い割合でございますので，計画的に徐々に上げていきたいと考えております。 

○   委員 多様な人材の確保という項目を掲げて，女性とか民間企業の経験者という

採用計画を実施するわけですが，水戸市の場合は外国人を採用するという考えはないの

ですか。国際化時代に対応して採用するというその辺の考え方はありますか。 

○ 人事課 現時点では，外国人採用ということは考えてはおりません。 

○   委員 つくば市などでは行っていると聞きます。 

○ 人事課 まだその辺りは整理しておりませんので，他市の状態は今のところ把握して

いません。 

○   委員 任期付職員というところで対応できる気がします。 

○ 人事課 外国人を雇用するとなると，目的やどういった業務をするかということが関

連してきますので，そういったことを含めて検討が必要だと思います。 

○ 委員長 何にせよ根拠が必要であるということです。 

○   委員 議論のところなのですけれども，女性管理職は過去の推移からこのくらい

が目安だろうということでよろしいですか。この数字はこれ以上になっては駄目だとい
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う上限という解釈ではないですね。優秀な方がいれば上回ってもいいし，適切な人材が

いなければ下回るということもあり得るということで，目安という解釈でいいですか。 

○ 人事課 これまでも女性管理職を積極的に雇用しようと考えてはまいりましたが，性

別を問わず，職員の能力とか業績に応じて人事をしますので，目標に行かない部分もあ

りましたので，できるだけこの数値がアップするのがいいとは思いますが，一挙に増え

るということは難しいので，段階的に増やすということで，このような数値にしており

ます。 

○   委員 これは目標だということで，やむにやまれぬ事情がある場合は下回るケー

スもあるということですね。 

○ 委員長 他にはいかがでしょうか。 

○   委員 38 ページのワーク・ライフ・バランスの推進ということで，時間外勤務の

削減に向けた取組とありますが，①の問題を解決するための実施内容のその中でウェイ

トを占めているのが，現状 144.4 時間が平均で，これを縮減していくという目標を立て

るというのはいいと思いますが，ただ時間を削減すればいいという問題ではなく，強制

的に時間を減らすというだけでなく，残業時間が少なくできる，仕事の効率が上がるよ

うな仕組みや環境整備も同時進行的に進めないとうまくいかないと思います。その点を

考慮して進めていくことが必要だと思います。②とありますように，職員の意識啓発も

必要だと思いますけれども，環境づくりも併せて必要だと思います。 

○ 委員長 市政に反映していただけますようよろしくお願いします。 

○   委員 関連して，同じ項目の④の男性の育児参加の取組の推進の項目について，

具体的にどのように進められるのか教えていただきたいです。 

○ 人事課 男性の育児参加につきましては，休暇制度がございまして，出産補助休暇と

いう，奥さんが出産される時に付き添いを与える制度，育児参加休暇という，産前産後

などの生まれた子どもや他の子どもを養育するため手伝いをするための休暇，一般的な

育児休暇という制度がございますが，今は休暇の取得率が低い状態です。育児休暇の取

得率を上げていくことで進めていきたいと思います。 

○   委員 今後の推進状況をフォローする場合は，育児休暇を取得した人が何人いて，

どのくらい伸びたという実績を評価することになると思います。そういうことでいいで

すか。 

○ 人事課 本日のプラン 2013の実施状況ということで，今の取得状況というのを示して

いますが，これと同じような方法で示していきたいと思っています。 

○ 委員長 多岐にわたる御意見ありがとうございました。他にございますか。 

〔意見なし〕 

○ 委員長 ないようですので審議についてはこれで終了します。ありがとうございます。

今後のスケジュールについて事務局からお願いします。 

〔事務局説明〕 

○ 委員長 月に２回ペースということで皆様方にはお忙しいとは思いますが，よろしく

お願いします。これをもちまして委員会の議事は全て終了しました。長時間にわたる御

審議ありがとうございました。 


