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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６回水戸市行政改革推進委員会 

 

２ 開催日時  平成 27年 10 月 16 日（金）午後１時 30 分から午後３時 50 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， 

福澤真一，馬渡剛，（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，小嶋いつみ，園部孝雄，笹島為典，梅澤正樹，柏直樹， 

髙野裕一，川﨑幹男，出澤秀行，播田実俊一，柴﨑佳子，田中誠一，篠原勤 

（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 ０人 

 

８ 会議資料の名称 

（１）第５回行政改革推進委員会での質問・意見等について 

（２）水戸市行財政改革プラン 2016 における実施項目及び審議時間 
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９ 発言の内容 

○○○○    事務局事務局事務局事務局 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６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。初めに，本日の欠

席者について御報告をさせていただきます。  委員，  委員，  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。そのため，本

日の出席委員は 10名でございます。なお，本委員会は，定足数に達しております。それ

では，行政改革推進委員会条例第６条に基づき，  委員に議事進行をお願いします。 

○○○○            委員委員委員委員 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。水戸市附属

機関の会議の公開に関する規程に基づき，会議録の公開が後日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。 

前回は，水戸市行財政改革プラン 2016(案)の大綱の部分と実施計画の「５ 地方創生

時代にふさわしい人材の育成」の審議を行ったところですが，その中で，様々な意見が

出されております。事務局において，回答及び修正案をまとめておりますので，説明を

お願いいたします。 

〔事務局説明〕 

○○○○            委員委員委員委員 ただ今，第５回行政改革推進委員会での質問・意見等について説明があり

ました。限られた時間での審議となりますので，前回頂きました御意見を踏まえて，答

申に盛り込んだ方が良いと思われるものを，事務局と相談して，対応方針（案）として

作成しました。これは，あくまでも案でございますので，皆様の御意見を伺いたいと思

います。こういった形で答申に盛り込むこととしてよろしいでしょうか。 

○○○○            委員委員委員委員 前回の意見を見させていただいたのですが，大綱に中期的な財政収支見通

しを見せるかどうかということについては，担当課の方から大綱には載せるような性格

のものではないというようなお話があったように記憶しています。しかし，この大綱と

プランを進めていくその結果として，収支見通しというのを市民に説明をした方が，市

民の理解を得られるのではないかと考えています。そういう観点から，従来の改革プラ

ンと大綱を収支見通しということで推計をして提出をしていたと理解をしていました。

やはり今回もそういう考えで，改革プランを進めた結果としてこれだけの収支見通しに

なるということを市民に提起した方が，市民の理解を得られやすいという考えです。 

○○○○            委員委員委員委員 まとめますと，大綱の中に収支見通しを盛り込む方が，より市民にも数値

的にも分かりやすくなるのではないかという御意見でした。 

○○○○            委員委員委員委員 補足しますと，前回の御説明では中期的な財政見通しは毎年度見直しをし

ていくのだから，そこで見ていただければ良いのだというお話がありましたが，改革プ

ランを策定した時点においてこういう見通しですよと示すことによって，大きな意味が

あるのではないかと思います。実施計画では，やはり状況の変化に応じて変動が出てく

ると思うので，それは実施計画の中で見直ししていくのが良いのではないかと思います。

ただ，改革プランを策定する段階で，こういう見通しですよと市民に提示すべきではな

いかと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 大綱の中に中期的見通しを盛り込んだ方が良いということも併せて，御検

討いただくということでよろしいでしょうか。 
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○○○○    財政課長財政課長財政課長財政課長 前回もそのような御指摘がありまして，今回大綱の考え方が大きく変わっ

ております。期間が３年という短期的なものから８年という長期的なものになっており

ますから，８年ベースの長期的なものというのは現時点では策定できていないという状

態です。そのため，実施計画に個別のプランの前期実施計画においてそういったものを

示しますということで，実施項目の 20番，大型プロジェクトの財政計画の方向，21番  

中長期的視点に基づく財政運営ということで，こちらで安心プランを公表していくとい

うことを予定しております。ただ，現時点で今作った時点の８年ベースの推計というも

のを作成するというのは，まだ大型プロジェクトの費用も確定していないということも

ございますので，現時点で見通しを困難であると御説明させていただきましたので，そ

の点は御理解いただきたいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 ありがとうございます。ただ今の回答が担当課からございましたが，  委

員いかがでしょうか。御納得いただけたでしょうか。 

○○○○            委員委員委員委員 正直まだ納得できないです。８年までの長期計画は必要ないが，せめて実

施計画の３年間か４年間の平成 31年度まで辺りの見通しを市民にアピールすべきではな

いかと思っています。ただ，大型プロジェクトのその見通しが明確ではないというお話

がありましたが，それは注釈で大型プロジェクトの関係で変動がありますと加えていた

だければ，それで結構なことだと思うのですが，ただ，やはり扶助費がどんどん増えて

いっているわけで，市民にとっては，この扶助費が水戸市の財政を本当にこのままでは

圧迫していかないのだろうかということは大きな関心だと思います。それに対して当然

一般財源だけでは賄えないということは市民も分かっているわけですから，県からの補

助金がないと賄いきれないわけですから，それは百も承知なわけで，ただし，社会福祉

費というのはどんどん膨らんでいる。今，水戸市の財政の約半分は扶助費が占めている

状況だろうと思うのですけれども，これが今後どのように推移していくのだろうという

のは大きな関心事だろうと思います。やはり，その見通しを立てるということも，一つ

重要なことではないかと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 一方において非常に公的な文書ですので，推測であってもかなり見通しが

良いような推測でないと難しいことはあろうかと思います。ですので，出せる資料につ

いては出しながら，不透明な部分はということもございますので，これをどうまとめる

かというと，できる限り見通しに資するようなものとなりますと迷います。 

○○○○            委員委員委員委員 従来の大綱では出しているわけです。この改革を進めた時に，財政見通し

はこうなりますという収支を推定値ということで出しているわけですよね。それによっ

て，このように改革プランを進めるという見通しは市民の安定材料だと思います。ただ

し，私は一般財源ベースだけではなく，予算と関連性を持たせる意味でも，せめて普通

会計ベースで統一していった方が良いのではないかと思います。この前もお話ししたの

ですが，これはまた別の議論になるかもしれませんけれども，いずれにしろ，この改革

プランを進めることによって収支見通しをこのように推測する，その試算値を示すこと

もやはり市としての責務でもあるのではないかと思います。くどくて申し訳ありません。 

○○○○            委員委員委員委員 この場で結論を出すこともできませんので，意見として承りましたという

ことでよろしいでしょうか。他に皆様の御意見はございますか。 
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ただ今の  委員の御発言があったということで今一度申し上げたということで，対

応方針案をこの場で決定させていただきます。それでは，資料①における対応方針を基

本として，答申に盛り込むこととして決定してよろしいでしょうか。それでは，事務局

において，これらの意見を踏まえた修正等を今後お願いします。 

次に，実施計画の審議に入りたいと思いますが，本日は，各実施項目の担当課が出席

しています。進め方ですが，前回「５ 地方創生時代にふさわしい人材の育成」の審議

を行いましたので，本日は，「１ 質の高い市民サービスの提供」から，「４ 未来へ向

けた財政基盤の構築」までの大きな柱ごとに，審議を進めたいと思います。審議時間に

ついては，資料②を基本としまして，柱ごとに担当課の入替え及び休憩を適宜入れてま

いりたいと思います。何分時間も限られており，また，通しで出席することが諸事情に

より難しいということもございますので，もちろん十分な議論も必要ですが，効率性と

いうことも考えてまいりたいと思います。なので，質問の際にはまず主旨，結論をおっ

しゃっていただいて，なるべく効率的にお願いします。 

それでは，第４の柱「未来へ向けた財政基盤の構築」から審議に入ります。実施項目

19 番から 29 番までの間で何か御意見等ございましたらお願いいたします。 

○○○○            委員委員委員委員 24 ページですけれども，先ほどの議論と重なることもありますが，中期的

財政見通しとしては一般財源ベースで試算されているわけですが，一般財源ベースです

と，財政規模が一般財源の範囲内に限られてくるわけですね。要するに，特定財源から

出てくるものはカットされていることになるわけです。したがって，一般財源の範囲内

で出てくるものは，それだけ財政規模が見かけ上は少なくなっているということで，大

体２分の１規模に圧縮されてくるので，それを見た市民は予算額と随分違ってくると思

われます。予算では一般財源と特定財源がみんな込みになっていますから，それを一般

財源だけに限られてしまうと，半分くらいの財政規模になってしまい，何だかおかしい

なという疑問が出てくると思います，やはり，中期的見通しというのも予算とか決算と

かとの一貫性，統一性，関連性を保つ意味で先ほども申し上げましたように，一般財源

ベースに限るというのも理解できないこともないのですが，市民から見た時には理解し

やすい形を，予算や決算と連続性を持つ形である方が良いのではないかと思います。そ

ういった意味では，普通会計ベースで中期的見通しを立てた方が良いと思います。よそ

の都市では，中期的見通しを調べさせてもらうと，前にも言ったと思いますが，宇都宮

市にしても千葉市にしても，やはり普通会計ベースに則った見通しを出されていますの

で，普通会計ベースでも特に問題はないのではないかと，その方が市民の理解を得やす

いのではないかと思いますので，是非御検討をしていただきたいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 冒頭でも関連した御意見なのですが，普通会計ベースを勘案した上で，今

後は市民向けに分かりやすくすべきではないか，他の自治体の方式も参考にしてはいか

がかという御意見がありました。これはこれで冒頭の議論とも重なるところであります

ので，御意見があったということで，確かに承ったということでよろしいでしょうか。 

○○○○            委員委員委員委員 29 ページの年度計画の中で，生活保護とか生活困窮者，ひとり親家庭につ

いて，就労支援の推進ということを含む関連で，それぞれ就職者数が生活保護につきま

しても各年 360 人，生活困窮者については 15 人から 31年度には 26 人という記載があっ
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て，これは目標数だと思うのですけれども，これは各年度にこれだけの対策が行われる

ということなのか，それとも累計ということなのかお聞きしたい。併せて，それぞれの

保護の対象者数の全体像が把握されているのでしょうか。 

○○○○            委員委員委員委員 今の御質問は，数が累計なのか各年の目標値なのかということと，二点目

は生活保護の全体数ということですか。 

○○○○            委員委員委員委員 そうです。それぞれ生活保護者と困窮者，ひとり親家庭は何家庭でしょう

か。 

○○○○    生活福祉課生活福祉課生活福祉課生活福祉課 ただ今の御質問ですが，まず，水戸市全体で生活保護を受給されている

世帯９月末で 3,857世帯ございます。人員につきましては，5,234名の方が保護を受給さ

れているということになってございます。各年 360 人の就労支援を推進するということ

で，就労支援事業を基に，生活保護を支給されている方，かつ就労能力のある方につき

まして就労支援をしていくということで，毎年 360 名を就労させるという目標でござい

ます。また，生活困窮者の自立支援の推進ということで，年度 15 人，18人，21 人，24

人と数値が出ておりますけれども，この事業につきましては平成 21年度から生活困窮者

自立支援法というものが新たに発足しまして，この事業につきましては現在，社会福祉

事業団に委託をしておりまして，生活困窮者の相談事業や，その中で生活保護に至らな

くても何とか仕事を見つけたいけれどもそれに至らない方の就労支援ということでの数

の目標でございます。相談事業につきましては三の丸臨時庁舎の一階で実施をしており

まして，私たちは庁舎の２階におりますので，その辺のところは連携を密にしながら取

り組んでいるところでございます。 

○○○○    子子子子どもどもどもども課課課課 ひとり親家庭のことでございますが，こちらの数字は児童扶養手当を受給

している方で就労を支援して就職につなげたという方の人数を，年度ごとに 12人という

目標を立てております。受給者は８月で 2,683 人となっております。実際には既に就労

している方もしていますし，生活保護等で求職している方もいらっしゃいますけれども，

収入の水準を上げていくような意味での先ほどのような自立支援の一つとして，取組を

進めてまいりたいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 全体の姿というのがある程度分かりましたが，それに対して毎年これだけ

の方が就労していただければ良い方向にいったと理解できるのかどうかというところが，

全体の数からすればこれだけでは寂しいのかなと思うのですが，この目標値はどの観点

から出された数字なのかなと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 何らかの根拠があって先例事例，様々な他市，他自治体の事例というのが

あるのか，また，  委員の御指摘としては，この目標値よりも更に上乗せした数値と

いうのを考えていくべきではないかという御意見がございました。 

○○○○    生活福祉生活福祉生活福祉生活福祉課課課課 この 360 人という数字を目標にしたのは，平成 26 年度の 355 名，平成 25

年度に 400 数名という実績を基に目標としました。 

○○○○            委員委員委員委員 決して無理のない数字であると私は理解したところです。 

○○○○    子子子子どもどもどもども課課課課 実績としましては掌握している数値がございませんけれども，今年度，ハ

ローワークと連携しながら児童扶養手当の受給者に現状確認を窓口でさせていただく中

で，必要に応じてハローワークを通じて，就職につなげるような御案内をするという取
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組を始めております。そういったことから，12人という人数は月一人程度のペースとい

うことで掲載させていただいております。 

○○○○            委員委員委員委員 よろしいですか。 

○○○○            委員委員委員委員 きれいに 12 人にそろっておりますので，何か意味があるのかなと思って質

問したのですが，できれば 12 人だけでなく，年々少しずつ増やしていく等御検討いただ

きたいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 もちろんこれに留まらず，今後ともよろしくお願いします。 

○○○○            委員委員委員委員 同じページですが，国民健康保険というところで，国保税の適正化という

項目の実施具体的内容についてお聞きしたいと思います。 

○○○○    国保年金課国保年金課国保年金課国保年金課 ただ今の国保税の適正化というところで，実施内容には改定，改定の検

討，国保制度改革に伴う改定と記載しておりますが，国保税の税率につきまして，定期

的に見直しを行っているところでございます。今年度につきましても，税率について運

営協議会で諮問をしている状況で検討をしております。平成 29年度，平成 30年度と国

保税の制度改革も予定されておりますので，それに基づきまして検討するということで

記載をしているということです。 

○○○○            委員委員委員委員 ありがとうございます。他にございますでしょうか。 

○○○○            委員委員委員委員 実施項目の 25，外郭団体の財務体質・執行体制の改善というところで，前

プランの取組実績というところで，３点書かれておりまして，②商業・駐車場公社と勤

労者福祉サービスセンターは統合見送り，③についても同様のことが記載されています

が，これについて経緯をお伺いしたいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 もしこの場で詳細な経緯が御説明いただけないということであれば，後日

御回答いただくということにもなりますが，もし今できるのであればお願いします。 

○○○○    事務局事務局事務局事務局 外郭団体の統合について，プランの御指摘の欄に載せておりますように，三

つの統合につきまして検討に入りました。その中で商業・駐車場公社と勤労者福祉サー

ビスセンターにつきましては，対象者が商業関係者を対象としているということで，統

合検討を進めてまいりましたが，事業自体がどうしても合わないということで，統合し

てもメリットが見いだせないということで，統合の方向性を「見送り」ということを決

定したものです。公園協会とスポーツ振興協会につきましては，現在国体の推進等の事

務でかなり事業が遅れておりますので，国体が終わった後にもう一度検討を進めましょ

うということで「当面見送り」になっております。 

○○○○            委員委員委員委員 質問の主旨としましては，事情があって統合できないのか，そもそも統合

してもメリットがなければやる意味がないということは当然で，ただ，他の組合せは可

能性としてはあり得るということも，今後御検討いただければと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 今後の様々な可能性というものを検討して，最適なものを市政に資するも

のをよろしくお願いしたいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 確認ですけれども 29 ページですけれども，健康の保持増進という項目で介

護予防事業の実施ということで参加人数が延べ人数で示されています。それで，介護予

防事業の実施内容とうのは多岐にわたっているのでしょうけれども，具体例を挙げると

どういったものになるでしょうか。 
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○○○○    高齢福祉課高齢福祉課高齢福祉課高齢福祉課 介護予防のメニューですが，元気アップ・ステップ運動の教室，いきい

き健康クラブ，脳の健康教室，シルバーリハビリ体操の教室，各種介護の予防に関する

教室となっております。 

○○○○            委員委員委員委員 他に委員の皆様，御意見ありますでしょうか。 

〔意見なし〕 

○○○○            委員委員委員委員 皆さんの御意見を踏まえた上で対応方針を決定していくということで，お

願いしたいと思います。ありがとうございました。それでは次に移ります。担当課の移

動をお願いします。 

〔担当課移動〕 

○○○○            委員委員委員委員 次は，第二の柱「市民との協働によるまちづくりの推進」の審議に入りま

す。実施項目６番から９番までの間で，何かあれば御意見をお願いしたいのですが，こ

の柱については 14時 45 分までとなっておりますので，御協力よろしくお願いいたしま

す。 

○○○○            委員委員委員委員 ８ページの地域に関わる担い手の育成ということで，課題を解決するため

の実施内容ということで，②地域コミュニティプランの実現に向けて各地区の取組を広

報紙に紹介してと説明がありますが，地域コミュニティプランを全地区作成に向けて努

力をされているわけですが，今まだ全地区完了していないのですよね。それぞれのプラ

ンを読ませていただきますと，行事などが羅列をしてあるだけで，こういうことをやり

ますという具体策，どういう形でどういうやり方で進めますというのが一切触れられて

いないケースが多い。このコミュニティプランを読む限りでは，どうやって進めていく

のかというのがさっぱり分かりません。あるいは，プランに盛り込まれていなくても実

態は進んでいるのかもしれませんが，文章化されたものがありません。どういうふうに

理解したら良いのか疑問に感じていたのですけれども，プランの具体化というのはどう

いう形で進めておられるのでしょうか。 

○○○○    市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課 御質問の地域コミュニティプランの実現に向けて，どのようにプランの

成果を出していくのかという話ですが，現在，32地区のうち５つの地区がまだなのです

が，これにつきましては既に作成の部会を開きまして，策定に向けて準備を進めている

ところですので，今年度完了予定となっております。地域コミュニティプランを作成し

終えた地区におきましては，このプランの実現に向けてそれぞれの地区で行動をしてい

るところです。委員の御指摘はその先が具体的に見えてこないとか，アバウトな表現で

具体性がないのではないかということでした。確かにコミュニティプランを拝見します

と，そういった文章もあるのですが，各地域の実情によって作られておりまして，地域

で作成していく中で，より分かりやすく，細かい具体的なものよりは，少し広げた意味

を持ったほうが地域の方に分かりやすいだろうということも聞いておりまして，そのよ

うな表現になっているのかなと思います。地域におきましては，地区会の方々を中心と

して，そのプランに向けてより具体的に動いていくという話は聞いておりますので，そ

の推移を見守りたいと思いますし，策定の実現に向けて，より具体的に住みよい地区に

なったという実感がわくように支援していきたいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 ありがとうございます。当然，自治活動ですので，自由を高めるというこ
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とでやっているということです。もちろん活動内容については野放しということではな

く，しっかりと携わっていくという御回答でした。 

○○○○            委員委員委員委員 くどいようで申し訳ないですが，実際には防犯活動とか災害の対策とか，

そういうことはやられていると思うのですけれども，口頭で決められていっているのか，

それともルールを決めて次の代まで引き継がれるようにマニュアル化されているのか，

マニュアルがないと何もできないというわけでないですが，口頭で伝承されることをも

ってよしとするのか，組織体制をこのように決めなさいとか，こういうやり方でやりな

さいとか，そういうことが分かるようにしていただいた方が，次の世代に続いていくの

ではないかと思うのですが，その点について市の指導はやられているのでしょうか。 

○○○○    市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課 ただ今のマニュアル的なものとか，具体的なということですが，コミュ

ニティプランは紙面で内容も限られてきますので，より具体的にといいますと何ページ

も多くなってきてしまいますので，それでは地域の皆さんに見ていただけないだろうと，

まずは目を通して身近なところに置いてもらって，わが地区はこういう方向で進んでい

くのだなというようなプランにしましょうということです。今回が初版本ですので，こ

れから５年後や７年後にもう一度このプランを見直して，第二回目の改訂版を作る時に

は具体的になっていくのだろうと思いますし，プラットフォーム的なものより具体的な

見られるもの，成果が分かるものにしていきたいと考えております。 

○○○○            委員委員委員委員 当然継続性ということも大切になってきますので，そのための活動指針を

まずは参照した上で，自由度を保った上で活動していくということが考えていかなけれ

ばならないと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 これから若い世代に引き継いでいかなければならないのですが，若い世代

にお年寄りから伝承でこういうふうにやれば良いのだと受け継ぐというのは，ちょっと

疑問だなという感じがします。そういう形にはなっていないのかもしれませんが，どう

もそれが見えてこないような感じがするので，そこら辺が世代間で受け継がれていくと

いうことをそろそろ考えていただきたいなと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 現状が，そもそもある特定の世代が専ら活動を担っているということもご

ざいますので，その裾野を広げるためにも各世代ということも考えて，いろいろな自治

体が新たなコミュニティを作っておりますので，様々の情報を集めて知恵を絞っている

ところだと思いますので，是非よろしくお願いしたいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 ６番の協働の体制づくりというところですが，これからは今までの行政の

方々のノウハウの実績の積み重ねプラス，市民の感覚を生かしたまちづくりというもの

が方向性としては重要になると思います。これを見ますと，平成 28年度から毎回アンケ

ートの実施という予定が書いてありますが，何人規模のアンケートを考えてらっしゃる

のか。質問も，誘導を図らずにバランスの取れた質問をしていっていただきたいなとい

うことと，集計は庁内でやるのか外注するのかということと，出た結果をどういうふう

に生かすかということをお伺いしたいと思います。 

○○○○    市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課 ７ページの中の協働体制づくりの中の年度計画で，市民アンケートの実

施が年一回となっている質問です。まず，市民アンケートの対象の人数ですが，今考え

ているのは，無作為抽出の方を 2,000 人ほど抽出しまして，アンケートをしたいと考え
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ております。そのアンケートの質問内容につきましては，偏りのない幅広く質問内容を

採っていきたいと考えております。集計とその結果の情報公開ですが，集計につきまし

ては直営でやるのか，委託するのかは調整しているところです。結果につきましては，

あらゆる媒体，例えば市報とかホームページとかで皆さんの目に止まりやすい公表をし

ていきたいと考えております。 

○○○○            委員委員委員委員 私からもお願いですが，内容もそうですが，アンケートの順番も大切にな

っていきます。例えば，有害図書が青少年の育成に悪いと思う，といった時におそらく

多くの人が「はい」と答えると思うのですが，その次に廃止すべきであるというと「は

い」と答えやすくなるというように，誘導する可能性もあります。ただ今の  委員の

御指摘とともに，内容と順番を是非勘案していただければと思います。もちろん大学で

も社会調査法の知見を生かして，二つの大学もございますので，御協力させていただき

ますのでよろしくお願いします。 

○○○○            委員委員委員委員 ９ページですが，課題を解決するための実施内容というところで，その中

で各部各課所有のボランティア団体・ＮＰＯの情報を一元化するということで，例えば

どのような分野に分けられているのか，その下には福祉ボランティアというのがあえて

出てきているのですけれども，これは所謂ボランティアであるとかＮＰＯというのもい

ろいろな分野があると思いますけれども，その情報の一元化ということの把握の仕方，

福祉ボランティアなしでは地域が成り立たないくらい福祉ボランティアは欠かせないも

のだと思いますが，福祉ボランティアというところの言葉のニュアンス，なぜここだけ

出てきているのか教えてほしいと思います。 

○○○○    市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課 ９ページの御質問ですが，ここに福祉ボランティアというのが出ていま

すが，今，行政の方で把握しているボランティア団体は一元化されてはいなくて，例え

ば市民生活課ですとＮＰＯなどは把握しておりますけれども，そのＮＰＯに入っていな

い他の団体さんというのは情報がよく分かりません。また，福祉分野においては社会福

祉ボランティア登録をしているけれども，その情報が他の所管するところにはよく分か

っていないということもありますので，それを一元化して全ての情報を分かりやすく活

用していこうと思っているものです。ここに福祉ボランティアを入れたのは，福祉分野

においては社会福祉協議会を中心としてボランティア登録がある程度の数がまとまって

いるということで，良い意味でこちらに記載しました。これからやり方につきましては，

平成 28年度にどういうふうな枠作り，分野に分けていくかということを，各課と連携し

て取り組んで検討していきたいと思っております。 

○○○○    福祉総務課福祉総務課福祉総務課福祉総務課 福祉ボランティアにつきまして，水戸市の社会福祉協議会が行われてお

ります。公の施設としても，福祉ボランティア会館という市の施設がミオスにございま

して，それに併せてボランティアの育成，推進というのを社会福祉協議会が一緒になっ

てやっているということです。平成 26年度末の福祉ボランティアの団体数を参考までに

申し上げますと，112団体が登録されています。そして登録の延べの人数になりますと

5,152 名ということで，5,000 人台が福祉ボランティアということで活動しています。そ

ういった活動の内容が一元化されていないという状況があるということです。 

○○○○            委員委員委員委員 要するに，ミオスに入っている団体さんははっきり把握できているけれど
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も，各部署でのボランティアというのはまだまだ把握されていないので，それを一元化

していくということですが，方法としてはネットを見る等で私たちが知るというもので

しょうか。平成 28年度から平成 31年度の年度計画がありますけれども，結構ボランテ

ィアの数ってすごいと思うのですけれども，各課から出てくるとなると，それを一元化

するというのは目的というのか，課によるものになるのか，分け方というのも大変だと

思います。分かりやすい方法というのは何か考えておられますか。 

○○○○    市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課 一元化にしたときの仕組みですが，まずはパソコンで登録してネットで

公開というのがもちろんだと思うのですが，ボランティア団体だけでも数百あり，ＮＰ

Ｏ団体だけでも数百あるということもありますので，紙ベースでも作成はしますけれど

も，リアルタイムということを考え，皆さんに情報提供することも考えると，一番正確

で早いのはネットかなと思います。それについては平成 28年度の仕組みの検討の中で，

公開・広報と枠組み作りを検討したいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 それに関しまして，10ページのこみっとフェスティバルというのは，それ

に通じるようなフェスティバルなのでしょうか。一部がやっているということでしょう

か。 

○○○○    市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課 10ページのこみっとフェスティバルは年一回開催しております。これは，

私どもが把握しているＮＰＯやボランティア団体に声をかけさせていただいて，実行委

員を組みまして，そこで行っている事業です。内容としては，様々な市民活動団体の活

動を発表したり，情報公開情報発信をしたりするというものになっています。実行委員

として約 10団体の皆さんから実行委員になりたいですというお声を頂きまして，その

方々と茨城大学が連携を図って，実行委員会を組織して行っております。 

○○○○            委員委員委員委員 素朴な質問ですが，ＮＰＯ団体や市民団体が活動されているわけですが，

ＮＰＯですと法人化されることは義務化されているわけですが，ボランティアに関して

は特に法的な規制はないわけで，自由に設立できます。市の方でＮＰＯは把握されてい

るわけですが，一体どれだけのボランティアが水戸市内に存在しているのか，全体像は

市としても把握されていないわけですね。ボランティア会館に登録されているのは把握

されているということですが，市としては全体を把握する必要はないのでしょうか。 

○○○○    市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課 今まさにそれを把握しようとしていまして，市の中でもボランティア団

体がそれぞれの分野にあって，それを把握できていません。社会福祉協議会に登録され

ている福祉ボランティアの方々については把握できているのですが，それ以外のものに

ついては全てのものを網羅しているということではないので，それを一元化しようと進

めています。 

○○○○            委員委員委員委員 是非そうしていただきたいです。変な勘繰りをしてはいけないのでしょう

けれども，ボランティアと名乗って悪いことをする団体が出てこないとも限らないので，

是非管理をしていただきたいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 任意の団体とはいえ，公的機関と関わる場合はその点も十分考慮していた

だきたいという御意見でした。 

○○○○            委員委員委員委員 数が部署ごとで把握されていて一元化されていないということで，こみっ

とフェスティバル 10団体の組織でやっているというのも余りにも数だけだと違いすぎて，
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参加としては他のボランティアは参加しているのですか。組織は 10団体だけということ

ですけれども。 

○○○○    市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課 先ほど申し上げましたのは，実行委員が 10団体ということで，昨年です

と２月にイオンモール内原で行いまして，それはもっと多くの団体が参加されておりま

す。そして，入場者数で 1,600 人ほどの御来場，御参加をいただいたという実績があり

ます。 

○○○○            委員委員委員委員 ８ページのコミュニティ推進計画というのがありますが，私は三の丸自治

会の会長をしているのですが，私の自治会ですとマンションが多いのですが，町内会に

入っていないマンションが圧倒的に多いです。ですから，マンションの人たちはコミュ

ニティに入っていないようなもので，市報も届いていません。マンションの管理組合の

人が市民センターか市役所に行って取ってこない限りは配られません。ですから，三の

丸の極めて大きなマンションが多い地区で，市報が届かない世帯がたくさんある状態で

す。そういう人たちをコミュニティ推進といって巻き込みたくても巻き込めない。運動

会にも参加しない，もちろん食事会にも出てこない，ボランティアは入らないという人

たちです。特に，賃貸マンションの方たちはほとんど不参加です。分譲マンションで高

齢化すると地域に下りてきますけど，若い世代は全然参加しません。特に，子どもは学

校に通っているのだから，道路の電灯は町内会が負担しているのだから，その辺のこと

を御理解いただきたいと言ったって，子どもたちの安全のために町内会が負担していた

って，参加しないという形になっている。ですから，これは各町内会，自治体も，いろ

んなボランティアの人たちも社会福祉協議会の人たちもマンション族もカバーしようと

しているのですが，カバーしきれない。だから，これは可能なのかどうか知りませんが，

大型のマンション建設計画の時に，水戸市のコミュニティ団体がどんな団体があって，

社会福祉協議会の費用なんかも市民が負担しないといけない仕組みになっていることを

ディベロッパーに説明する必要があります。ところが，ディベロッパーが全然理解を示

さないという場合があるのです。中心街のどこの町内会も悩みを持って困っています。

こんな人たちに市民の情報はどうやって流せばよいのか分かりません。水戸市の人口が

中心市街地のマンションに戻っているのに，その人たちは水戸市民でないみたいな形に

なっています。まちづくり全体としては非常にまずい傾向になっていると思っています。

どういうふうに指示を，マンション族に対してどんな情報を出しているのか，その人た

ちをどのようにまちづくりに参加させようとしているのか知りたいです。 

○○○○    市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課 確かに水戸市に限らず他の市町村もそうだと思うのですけれども，年々

町内会への加入率は下がっております。水戸市においても，現在 65％ぐらいの方の町内

会の加入率となっております。今御指摘のあった，若い者が御近所づきあい離れという

ものもありまして，入っていないのかなと思うのですけれども，行政としましては，例

えば建築士会や不動産業者さんなどにチラシを置かせていただいてＰＲして，入居され

る方にアピールしたり，マンションアパートなどは管理会社さんにお話をさせていただ

いて，町内会に加入してくださいとお願いをしたりしているところです。また，市役所

内部におきましては，一戸建てを建てる時には建築指導課というところに申請を出しま

すので，その時にお願いをしたり，水戸市に転入してきた方に市民課の窓口でチラシを
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配布させていただいたりしているのが現状ですが，それが必ずしも成果に上がっていな

いということも把握しておりますので，引き続きＰＲしていきたいと思っております。

特に今年は，これまでは自治会・町内会加入率が下がっているよねという話はありまし

たが，現実問題として捉えようということで，今年，住みよいまちづくり推進協議会と

いうところと連携して，町内会・自治会の加入促進の強化月間を設けさせていただいて

ＰＲしていこうということで進めています。今月の 10月からはのぼり旗などを作成して，

市民運動会等の地域コミュニティ活動を行っている様々な時に掲示して，ＰＲ活動をし

ていこうと進めているところでございます。 

○○○○            委員委員委員委員 当然受益だけではなく，負担というものも生じるのだということを，住民

も認識しなければいけないということだろうと考えております。 

それでは定刻の時間となりましたので，２番の市民との協働によるまちづくりの推進

について打ち切らせていただきたいと思いますが，他に御意見はありますか。 

○○○○            委員委員委員委員 ９の共同事業充実のところで，災害時の生活用水協力井戸登録というのが

ありますが，現在が 300 いくらという登録をされていますが，それというのは，市民の

皆さんから協力をいただいて，検査をして飲めるか飲めないかと分けて，生活用水だけ

に使うか飲用にも適しているかというのを分けて，許可をするということをしているの

でしょうか。 

○○○○    地域安全課地域安全課地域安全課地域安全課 平成 26 年度末で 384件の登録をいただいていますが，申請は累計します

と 549件あったのですが，登録に当たって生活用水として使う中で，飲み水に使わなく

とも口に入る可能性があるということで，飲用井戸を一つの基準として 15項目の水質検

査をしまして，申請をいただいた時に全ての井戸を検査し，基準を満たしたものについ

て登録しております。165件では地質の関係なのか鉄分などが基準より多いというような

ことで，登録には至らなかったのですが，実際には生活用水として飲み続けなければ特

に問題はない旨を，水質検査の結果でお伝えしております。例えば，断水した時にトイ

レに流すという時には何ら問題はありませんので，そういったこともお伝えしています。 

○○○○            委員委員委員委員 それは毎年更新して，検査はしますか。 

○○○○    地域安全課地域安全課地域安全課地域安全課 現状では，登録を増やしていくということで，登録時に水質検査をして

おります。飲用ではないので，毎年の水質検査まではしておりません。 

○○○○            委員委員委員委員 関連で，災害時の井戸に関しては協働事業を考えると，災害時の市内，市

外，県内，県外の災害時の協定，都市間の協定は水戸市としてはいくつくらい結んでい

るのかお聞きしたいです。 

○○○○    地域安全課地域安全課地域安全課地域安全課 自治体間，県内，民間の事業所と，震災前からもあったのですが，特に

震災以降，災害時の応援協定というのを結んでおります。これは今資料がないので正確

な数は出せませんが，他県とも同じように自治体や民間の企業，あるいは団体と災害時

の応援協定というのは結んでいます。 

○○○○            委員委員委員委員 常総市のこともありましたので，やはり考えておいた方がいいのかなと思

います。 

○○○○    地域安全課地域安全課地域安全課地域安全課 当然行政だけでは賄えない部分もありますので，民間はもとより様々な

専門的知識，設備を利用できるように協定を結んで，災害時には協力いただける，そう
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いった体制を作っております。 

○○○○            委員委員委員委員 阪神淡路大震災の時には近隣の自治体との連携というのが専らだったので

すが，東日本大震災を通じてより遠くの自治体と広域的な激甚災害を想定して，あるい

は民間企業も物資だけではなく，物資を運ぶ人を考え連携を進めています。震災の後追

いではあるのですけれども，そういった形で連携を結んでいるという事実はございます。

ちなみに，どこと連携を結んでいるかはホームページで公開されていますね。 

○○○○    地域安全課地域安全課地域安全課地域安全課 はい。地域安全課のホームページで公開しています。 

○○○○            委員委員委員委員 そちらを御覧いただければと思います。これで意見がなければ，皆さんの

質疑を含めて対応方針を決定していきたいと思いますので，よろしくお願いします。次

は 55分から始めたいと思います。 

〔休憩〕 

○○○○            委員委員委員委員 第３の柱，柔軟な行政運営体制の構築の審議に入ります。実施項目 10番か

ら 18番について，御意見ありましたらよろしくお願いします。この３番について，時間

は 15時 25 分までとなっておりますので，御協力お願いします。 

○○○○            委員委員委員委員 11ページ組織・機構適正管理となっておりますが，今後大型プロジェクト

を何件か抱えているということで，先行きを読むのが難しいという問題があるのだと思

いますが，それはむしろ大型プロジェクトについて必要な組織というのは一時的，特別

的な期間として考えるべきであって，平常時はそういった問題がないのだという考えの

下に，組織の簡素化というのは進めるべきではないかなと思います。その点についての

基本的な考えをお伺いしたいです。 

○○○○    事務局事務局事務局事務局 資料の 11ページの課題を解決するための実施内容にも記載されていますが，

社会経済情勢の変化，国の制度変更及び市民ニーズに柔軟に対応でき，市民に分かりや

すい，簡素で効率的な組織・機構を構築するというのは基本姿勢として常に持っており

ますので，御理解いただきたいです。 

○○○○            委員委員委員委員   委員の御意見のとおりだということだと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 そういった考えを掲げておられるのだと理解をしていますが，書かれてい

ることを読むと，大型プロジェクトがあるからということを一つの理由にして，簡素化

というものの影が薄いような感じがします。大型プロジェクトの影に隠れて，組織が暗

黙裡に肥大化していく意図が感じられるようで，従ってここに掲げられている文章につ

いても，大型プロジェクトに対する組織体制やその必要性というのは特異的な現象であ

って，それについては止むを得なくそういう体制で臨むけれども，基本的には市民に分

かりやすい簡素な体制で進めるのだということを強調した内容にした方が良いのではな

いかと思うのですが，いかがでしょうか。 

○○○○            委員委員委員委員 なし崩し的に，大型プロジェクトを理由にして，本来の趣旨である簡素化

というのがないがしろにならないように留意していってほしいというような御意見です

ので，その辺りについて留意いただければと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 この文章を読む限りでは，悪く受け取ったらというのですが，何だかそう

いうニュアンスが強いのではないかなと思うのです。勘繰りかもしれませんが。 

○○○○            委員委員委員委員 いろいろな深読みはできるかもしれませんが。 
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○○○○    事務局事務局事務局事務局 先ほどの話に追加的になりますけれども，大型プロジェクトについては現状

課題のところは，課題に書いてあるとおり推進体制は整っておりまして，今後見込まれ

るのが国民体育大会の開催と中核市への移行で，新たな保健所であるとかそういったと

ころで見込まれるということで記載しております。 

○○○○            委員委員委員委員 限定的なことということですか。 

○○○○    事務局事務局事務局事務局 限定的にさせていただいております。 

○○○○            委員委員委員委員 可能であれば，文言の修正を検討いただきたいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 12ページで，やはり同じ観点からですが，市の職員定数の削減や適正化に

つきましては随時努力されてきているということは承知しているのですけれども，ここ

に掲げられている内容的には４年間で 100 人の削減を目標にしており，52人の削減にと

どまってしまっている。今後については，大型プロジェクトを推進する上で，定数が増

加傾向にあるという論調で書かれていると思う。これも同じように，大型プロジェクト

を良いことにして，今まで進めてきたこととは逆のことを進められようとしているので

はないかと，これも勘繰りが半分ありますけれども，どうもこれも引っかかります。 

○○○○            委員委員委員委員 11番の適正管理についても同様により，当初の目的からなし崩し的になら

ないように，文言の修正も考えて注意していきたいということでよろしくお願いします。 

○○○○            委員委員委員委員 先ほども申し上げましたように，市の努力されていることは承知していま

す。しかし，全国的に見ると，他の市も適正化は進められています。インターネットで

把握されていると思うのですが，自治体ランキングを見ると全国の市が出てきまして，

それを見ると水戸市は一生懸命やっておられるのは分かっていますが，他の市はもっと

努力している。ただ，それが市民のためになっているかどうかというのはもちろん検証

しなくてはならないのですが，それによって市民へのサービスが低下したのでは本末転

倒ですが，それをよく他の進んでいる市を研究されて，一体水戸市としては 27万人のこ

の人口でこれから中核市を目指していくということであれば，中核市で人口が 30万人規

模でどれくらいの規模が理想的な行政スタイルなのか，よく研究をされて進めていく必

要があると思います。引き続き努力していってほしいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 もちろん定員削減については少子高齢化，スリム化等の昨今の動きがあり

まして，各自治体進めているところですが，その一方で，もちろん市民サービスの低下

をしてはいけないというのはそのとおりだと思います。各自治体の職員数というのも研

究してくれというような御要望でしたけれども，具体的な自治体名は出しませんが，あ

る自治体では，企画課がフィルムコミッションだとか企業誘致だとか一つに担っている

ような状況で，その仕事だけで手一杯になっていて，地方創生まで手が回らず二の次だ

というふうになっているような状況というところもあると聞いておりますので，市民サ

ービスの低下あるいは地方創生ということに影響がないように，市政の適正な運営とい

うものを行っていただきたいというのは，私からのお願いです。 

○○○○            委員委員委員委員 13ページでありますけれども，公共施設等総合管理計画の策定で，具体的

に老朽化が著しいというのはどこの施設か，もし良ければ教えていただきたいと思いま

す。 

○○○○            委員委員委員委員 老朽化施設の具体的な施設というのが現状で分かればというところですが，
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お願いします。 

○○○○    財産活用課財産活用課財産活用課財産活用課 具体的な施設ということですが，まだそこまでの調査は行っていない段

階でございます。これから現状の分析を行ってまいります。市の全体の情勢であります

けれども，平成 26年度で木造・非木造合わせまして 1,500棟くらいです。このうち経過

年数で申し上げますと，30 年以上の施設が 760棟，全体の 51％を占めております。また

10 年ごとに見ますと，最も多いのが 30年から 39年の間の 533棟，全体の約 36％，20年

から 29年で 458棟，全体の 31％あるということで，これらの施設が大規模改装とか更新

時期を迎えてまいりますので，財政負担を軽減，平準化をするという計画でございます。 

○○○○            委員委員委員委員    21ページ，公の施設の管理運営に係る民間活力活用の推進で，新市民会館

はビッグプロジェクトの一つですが，方針の決定というのはどんな人たちで決めていく

のでしょうか。コンサルか何かを入れて決めていくのでしょうか，あるいは市の職員で

しょうか。ここでの民間活力というのは運営だけでしょうか。よく人事で市の幹部経験

者が来て，お役所と同じようなことやるという感じで，常務理事とか，そういう感じで，

運営も民間活力の形になるのでしょうか。 

○○○○            委員委員委員委員 ２点ありました。方針の決定はどのような過程で決められるのかというこ

と，決定された後の運営体制というものがどのような体制になるのかという御質問です。 

○○○○    文化交流課文化交流課文化交流課文化交流課 新市民会館の方針決定につきましては，今年度，管理運営基本計画を市

で策定しているところでございます。助言アドバイスを受けるための専門家の会社に，

業務を委託しているところもあります。また，運営につきましては，市民の皆様の御意

見を広く集約するために市民アンケートを実施したところであります。また，ワークシ

ョップ等も何回か開催しまして，そちらにも御参加いただきました。以前の市民会館を

利用していただいた文化団体などにも御意見を受けて，より良い管理運営になるように

現在検討を進め，最終的に現在策定しております，管理運営基本計画を水戸市で決めて

いくという方針でございます。 

○○○○            委員委員委員委員 一点目については，特にコンサルタントを使うということではなくて，こ

れまでの事例と市民アンケートを踏まえて，方針について検討していくということです。 

○○○○            委員委員委員委員 今までの市民会館は市役所の脇にあって，市役所の一部だと市民は見てい

たと思うのです。今度はまちの中に入っていくので，完全に市から離れたような感覚で

管理運営をした方が良いのではないかと思います。だから，民間の活力のものを今まで

のように市民会館を利用する団体という話がありましたけれども，それ以上にどのよう

な市民会館にするのかというのを，市役所の手から離れるような感じの運営にしていっ

た方が良いのではないかと思います。今までは市役所の中にあって市役所の人たちがや

っていたような感じがあって，今度はまちの真ん中に入っていくのだから，まちの人た

ちが主役になる運営にした方が良いのではないかと思います。市としては予算を計上す

るのだと思いますが，完全に運営の面でも人事の面でも，民間の人材を使うのでは良い

のではないかと私は個人的には思います。 

○○○○            委員委員委員委員 民営化に当たっては，それを徹底した方が良いのではないかという御意見

でした。そういったことも踏まえて，先ほどの御答弁でもありましたが，いろいろな可

能性を検討するということ，民間活力ということもうたっている以上，その点に関して
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もよろしくお願いします。 

○○○○            委員委員委員委員 20ページ 17番，民間活力活用というところで，年度計画の②，民間委託に

係る提案の募集・推進という項目ですけれども，過去にも全庁的に民間活力を適用した

方が良いのではないかということで募集が行われたということもありましたが，なかな

か意見が出てこなかったと記憶しています。今回また同じようなことをやられて，果た

して提案が出てくるのかなという疑問を感じます。従来と変わったことをされる予定で

すか。 

○○○○            委員委員委員委員 同様の取組なのか，前プランからの引き続きで，新たな取組になるのかと

いう御質問でした。 

○○○○            委員委員委員委員 定期的に実施していることだから，毎年やりますということですか。 

○○○○    事務局事務局事務局事務局 平成 23 年に一度，各課募集提案をしています。その時は市営住宅の徴収業務

の委託とか，家庭ごみ収集業務の委託とか，５件ほど提案がございまして，そのうち２

件ほど実施しております。今回につきましても，平成 24年度に給食調理場を委託し，毎

年何かしら委託をかけてきているのですが，そろそろ全庁的に企画ができないか，どう

いった事務が残っているかということを再度各課から提案をいただかないと進めるもの

を企画できないということで，提案をいただこうということです。 

○○○○            委員委員委員委員 ちょっと失礼な言い方かもしれませんが，ただ募集提案をかけても，現状

を変更するということで，現場の抵抗は相当のものがあるのではないかと思います。感

じで申し訳ないですが。どちらかがリーダーシップをとって，全庁的にどういった事務

事業があるのか全体像を把握して，各課とこれはどうなのかできないのかと，一件一件

詰めていくという作業が必要になっているのではないかという感じがします。 

○○○○            委員委員委員委員 より精査を求めるというような御意見でしたので，御意見として承りまし

た。 

○○○○            委員委員委員委員 市民センターの管理運営を民営化するのに，平成 28年，29年で検討して，

平成 30 年には方針を決定して，平成 31年から推進するということが書いてあるわけで

すが，今はセンター長がいるわけですよね，管理運営まで民間委託するということでし

ょうか。 

○○○○    市民生活課市民生活課市民生活課市民生活課 年度計画についての質問ですが，今現在，市民センターは 31ありまして，

そこには課長補佐級の所長が一人と嘱託員平均３名で業務を行っております。施設の維

持管理，地域コミュニティ活動の推進，生涯学習活動の推進と，さらには地域防災の拠

点として業務を行っております。ここで，民間活力の活用としては，平成 28，29年度で

検討し，平成 30年度に方針を決定していくということですが，御指摘の施設の維持管理

を委託するのか，ソフト面まで委託するのかというのは，この平成 28，29年度の検討で

進めていきたいと思っております。 

○○○○            委員委員委員委員 こういう大きな問題は，議会の議決が必要ですか。 

○○○○    事務局事務局事務局事務局 指定管理者制度というのは地方自治法上規定がありまして，指定管理者を導

入する場合は条例の改正が必要になりますので，議決が必要です。 

○○○○            委員委員委員委員 14 ページ，保育所幼稚園の適正配置方針というところで，保育所幼稚園の

適正規模・適正配置方針に基づき，とありますが，これは策定はされていますか，すく
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すくプランというのが出されていますが，それの細目を決めた指針ということでしょう

か。 

○○○○    幼児教育課幼児教育課幼児教育課幼児教育課 幼稚園保育所の適正配置といいますが，前プランでの取組実績というと

ころの４番目で，今年度策定見込みとなっております。 

○○○○            委員委員委員委員 今年度ということは，３月までということですか。その中には現状課題の

上の方に記載されておりますけれども，私立幼稚園の充足率が 50％というところまで下

がっている，他方，保育所が不足の状態が続いている，このアンバランスをどうしてい

くかというのは，市の課題だと思います。その対策を盛り込まれると理解していいです

か。 

○○○○    幼児教育課幼児教育課幼児教育課幼児教育課 ただ今御指摘いただきました点について，ベストバランスを考えていく

ということです。 

○○○○            委員委員委員委員 それでは，今まで頂いた質疑，意見を踏まえて対応方針を検討していこう

と思います。次は１の柱の質疑応答に入りますが，その前に担当の入替えを行いたいと

思います。 

〔担当入替え〕 

○○○○            委員委員委員委員 それでは再開します。１の柱，質の高い市民サービスの提供について，実

施項目１番から５番について，御意見等ありましたらお願いします。 

○○○○            委員委員委員委員 ３ページ，水戸の魅力発信及び行政情報提供の充実というところで，課題

を解決するための実施内容というところで，水戸の魅力発信の取組というところで，各

種広報媒体の充実と効果的な活用を図り，水戸の魅力の発信力を高めると書いてあるの

ですが，これまでもかなりいろんな角度から情報発信されているわけですけれども，山

ほどあり余りすぎるほど情報が流れていると思いますが，多分されていることだと思い

ますが，今までの情報発信で効果がどの程度あったのか，どのような検証をしているの

か，お伺いしたいと思います。どういう根拠で効果があるのか，ないのか，そういった

ことを教えていただきたいです。 

○○○○            委員委員委員委員 大変だと思いますので，いくつか事例を挙げていただければと思います。 

○○○○    みとのみとのみとのみとの魅力発信課魅力発信課魅力発信課魅力発信課   委員のお話のように，様々な取組を行っているところでござ

います。検証としましては，実際のところソフト事業でございますので，これといった

検証活動をしていないというのが現状です。mitonote（ミトノート）の読者アンケート

を行いまして，水戸市に興味を持っていただいたかとか，水戸市に行ってみたいか等，

ダイレクトに質問を投げかけるようなアンケートを行っています。初めての取組としま

して，今年，広報みとでアンケートを行っております。どういった話題が市民の皆様が

興味を持っていただけるのか，どういった情報が欲しいのか，みとの魅力がどういうも

ので発信できると思うかということを調べています。 

○○○○            委員委員委員委員 前回の委員会でも御指摘ありましたけれども，ＫＰＩだとか数値化した指

標も考えていかなければいけないのだろうということも御検討いただきたいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 先日，里見幸太郎さんが水戸市内を歩いていてＴＶに出ていましたが，紹

介されたお菓子屋さんに人が殺到して，700円弱の羊かんに並んでいます。やはり皆さん

テレビを見ているのだなと思いました。市民は敏感にテレビに反応している。番組は市
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役所が意図したものではなかったのでしょうけれども，やはりテレビの発信力はすごい

なという感じがしました。 

○○○○            委員委員委員委員 もちろん水戸市でも電通へ人材派遣も行っていて，テレビへの広報，発信

というのも自主的に行っているということもありまして，当然無関係ではないと思いま

す。 

○○○○            委員委員委員委員 私もその番組を見ていましたが，途中で市長も出てきて挨拶をしていたが，

偕楽園に西から入る正統な偕楽園の回り方をしていて，大変良い番組だなと思いました。

やはりテレビの効果は大きいなと思いましたが，先ほどの質問とも関係しますが，戦略

的な広報活動を推進すると活気みなぎるような表現で書いておられるのですが，それに

見合った中身の伴った広報をお願いしたい。情報をただ発信すれば良いというわけでは

なく，どういう情報をどのような方法で発信すればお客さんの目を引くのか，これを検

討する必要があります。テレビを使うのも効果がありますけれど，お金がかかることだ

と思うので大変だと思いますが，他にも mitonoteは地味な活動ですが，良い情報が載っ

ています。こういった情報で友達も誘っていってみたいなという輪が広がり，確実にフ

ァンが増えると思います。みとの魅力度の調査が出ていまして，水戸の番付が 200番台

から 100番台に上がってきていますので，良い傾向だなと思うので，だんだん少しずつ

成果が出てきていると思うので，地道に続けていっていただきたいと思います。何を水

戸の魅力とするかを整理して，重点的に発信した方がよいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 これに留まらず，より良い水戸のために取り組んでいっていただきたいと

いう御意見ですので，これからもよろしくお願いしたいと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 ６ページ，中核市移行の推進ということで，年度計画で中核市の移行の推

進という実施内容で年度ごとの推進状況がありますが，平成 28年で移譲事務の整理，平

成 29年以降で移行準備とあります。移行時期というのが明確に見えていないのかもしれ

ませんが，中核市にするにはいろいろやるべきことがたくさんあって，項目も何点か挙

げられていますが，それぞれの項目ごとに何年度までにここを進めなければならないと

いう，項目ごとの順序がよく見えないのですけれども，それは今後の課題ですか。例え

ば，保健所の在り方の整理はいつまでにやるのか。それと移行時期を具体化というのは

いつ頃までに明確化するのか。移譲事務の整理，専門職の確保，市民への理解を深める

ＰＲ活動，今後いろいろあると思うのですけれど，その細目はもっと示すべきではない

かと思うのですが。 

○○○○            委員委員委員委員 中核市移行に伴って，一言で言えばこのページになっているところなので

すが，相当な煩雑かつ複雑な課題に取り組む必要があると思いますので，現時点で分か

るところがあればお願いします。 

○○○○    事務局事務局事務局事務局 課題を解決するための実施内容に書かせていただいておりますが，保健所の

在り方について現在協議を続けています。保健所の在り方につきまして，まだ方向性が

決まっていない状況です。例えば，新たに水戸市で土地を求めて新たに保健所という建

物を建てるのか，その辺りのこともあります。保健所の在り方を決定して，それによっ

て移行時期がおおむね決まりますので，それに合わせて逆算するような形でスケジュー

ルが組まれることになっております。移行するまでにすべき事項についてはリストアッ
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プされておりますが，それをいつやるかというのはまだ決まっておりません。それが決

まり次第，実施状況の中では明確化していくと思います。 

○○○○            委員委員委員委員 広報みとですが，各ページに事業所のＰＲが必ずといっていいほど載って

いますが，あれは載せてほしいとお願いした時に，何か月前とか期限があるとは思いま

すが，それを守ったとして，情報が一杯あった時に，事業所のＰＲとどちらを取ってく

れるのでしょうか。事業所の制約というのがあるのですか。 

○○○○    みとのみとのみとのみとの魅力発信課魅力発信課魅力発信課魅力発信課 広報みとは，様々な団体から掲載を依頼されているところです。

基本は，水戸市から皆さんにお伝えする情報を中心に掲載させていただいております。

税金であったり福祉であったり，そういったものを優先しています。後は，各市民団体

から要望がありましたら，水戸市の担当課を経由して掲載依頼を出していただくような

手はずを取っています。もちろん，出してすぐに申込期限が来てしまったりとか，開催

日が来てしまったりするものは御遠慮させていただいておりますので，なるべく早めに

御連絡いただければと思います。 

○○○○            委委委委員員員員 一番下のＰＲというのはどうなっていますか。 

○○○○    みとのみとのみとのみとの魅力発信課魅力発信課魅力発信課魅力発信課 一番下のものは有料広告になっておりまして，一枠５万円で毎年

２月に広報みとに広告を掲載する方がいらっしゃいましたらということで募集を出させ

ていただいております。枠が空いている時には随時募集をさせていただいております。

市で発行している刊行物でございますので，内容については庁内で照会をかけまして，

適正かどうか審議させていただいてから掲載しております。 

○○○○            委員委員委員委員 ５ページ，４市民意見の反映です。課題を解決するための実施内容という

ところで，②公募委員を委嘱する附属機関を明確化するとともに附属機関の委員の年齢

要件を引き下げるとありますが，下の年度計画で②附属機関への市民参画の拡充という

ところで見直しとか指針の改正とかして，公募委員の拡大と記載されておりますが，従

来は公募委員を委嘱する附属機関の割合は 20％を目標にという指針があったと思います

が，それは現在も変わっていないのでしょうか。見直しをされるということでしょうか。 

○○○○    事務局事務局事務局事務局 行政改革プラン2010で公募委員の目標を20％と掲げて実施してまいりました

けれども，プラン 2010 の最終年度で 20％は超えたのですが，現時点では 19.6％という

状態にありまして，これにつきましては公募できる，できないというのが明確に各所管

課で判断できていないものですから，法律等で委員が決まっているもの以外は公募委員

も変わらず委員として委嘱すべきであるという考えの下で，具体的な見直しをかけると

いうことです。 

○○○○            委員委員委員委員 公募委員委嘱とその割合を算定する基礎としての全体の附属機関は，全体

いくつの機関がありますか。 

○○○○    事務局事務局事務局事務局 休止しているものも含めて 72の附属機関があります。 

○○○○            委員委員委員委員 では，大体従来と同じということですね。それで，今回見直しを行われる

のであれば，基本的に全附属機関について公募委員を委嘱すべきだという考え方に切り

替えられるということですか。 

○○○○    事務局事務局事務局事務局 法律等で決められているものを除きまして，全ての附属機関に公募委員を設

置しようということです。 
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○○○○            委員委員委員委員 そうしますと，全体が先ほど申し上げた 72機関ありまして，その法律で規

制されているのを除きますと，何機関ありますか。 

○○○○    事務局事務局事務局事務局 それを今後調査していくということで，計画的にやっていきます。 

○○○○            委員委員委員委員 主旨は何ですか。その先に何があるかというのを先に聞きたいです。 

○○○○            委員委員委員委員 従来 20％という割合があったのですが，それが化粧されているのかなとい

うふうに理解していたのですけれども，今度見直しが行われるということであれば，例

外を除いて全機関について委嘱することでしたので，それが何機関あるのかなという質

問です。 

○○○○            委員委員委員委員 他にございますか。 

〔意見なし〕 

○○○○            委員委員委員委員 質疑を集約して，対応方針案について決定していきたいと思います。よろ

しくお願いします。意見もこれ以上ないようなので，審議については終わりにしたいと

思います。本日，出された意見につきましては，事務局において，再度整理していただ

きたいと考えております。よろしくお願いします。その他事務局で何かあればお願いし

ます。 

○○○○    事務局事務局事務局事務局 スケジュールでございますが，次回は 11月６日（金）に第７回水戸市行政改

革推進委員会を開催させていただきたいと思います。場所については，本日の会場と同

じ「本庁舎南側臨時庁舎２階大会議室」ですので，よろしくお願いいたします。 

○○○○            委員委員委員委員 他になければ，これをもちまして，本日の委員会の議事は全て終了いたし

ました。長時間にわたる御審議，誠にありがとうございました。 


