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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 29年度第１回水戸市行政改革推進委員会 

 

２ 開催日時  平成 29年５月 15日（月）午前 10時 00分から午前 11時 30分まで 

 

３ 開催場所  水戸市役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 

伊藤明美，大関茂，大津順一郎，岡嶋宏明，軍地美代，鹿倉よし江，谷口孝悦，田

山和子，冨山明子，保立武憲，馬渡剛，皆川勝弘 （氏名五十音順） 

（２）執行機関 

荒井宰，川上悟，櫻井和則，深谷晃一，千田寛，吉川彩美，畠山明子 

（３）その他 

   欠席者：川瀬武彦，早船徳子 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

  水戸市行財政改革プラン 2016について（公開） 

 

６ 非公開の理由 

  公開 

 

７ 傍聴人の数  ２人 

 

８ 会議資料の名称 

（１）水戸市行政改革推進委員会委員名簿 

（２）水戸市行政改革推進委員会条例 

（３）水戸市行財政改革プラン 2016 

 

９ 発言の内容 

○執行機関 定刻となりましたので始めさせていただきます。本日はお忙しい中お集まり

いただきましてありがとうございます。ただ今から第１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。私は，本日の進行を務めさせていただきます行政改革課長の＿＿

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに，高橋市長から委嘱状を交付い
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たします。 

＜委嘱状の交付＞ 

○執行機関 ありがとうございました。次に，高橋市長から皆様に御挨拶を申し上げます。

高橋市長，よろしくお願いします。 

○高橋市長 皆様おはようございます。ただ今，皆様に行政改革推進委員会委員としての

委嘱状を交付させていただきました。皆様方に快くお引き受けいただけましたこと，厚く

感謝を申し上げます。また，皆様方にはそれぞれの立場で本市の行政運営全般にわたって

御支援・御協力をいただき，安全・安心な地域づくりに御貢献をいただいておりますこと，

厚く感謝を申し上げたいと思います。これから議論いただく水戸市行財政改革プラン 2016

に基づいて，様々な施策を展開させていただいているところでございます。今，注目され

ております４大プロジェクトについては，着々と整備を進めさせていただいているところ

でございます。特に御心配をされている経費の部分ですが，おかげ様で国の内示も順調に

ついているところでございまして，国の補助金や優位な起債措置による交付税措置等を活

用させていただきながら，できるだけ水戸市からの持ち出しを少なくして事業を推進して

いきたいと考えております。プランにも掲げておりますように，しっかりとした財政規律

を堅持しながら進めていきたいと考えております。 

一方で，道路等の社会資本整備総合交付金の内示が非常に厳しくなっております。私も

毎年，国のほうへ直接出向いて国土交通省の都市局関係で要望させていただいているので

すが，やはり都市計画道路等の国補事業の付きが非常に厳しくなっております。これは私

共に限らず日本全国の傾向でありまして，私達が要望する事業費に対して，良くて半分，

50パーセント程度の付きしかないということです。そうすると事業も 50パーセントしかで

きないということになります。しかしながら，50 パーセントの事業では市民の生活の利便

性が確保できないということで，私達が少し負担して事業を推進するという状況にありま

す。できるだけ国の補助金等を確保すべく要望活動をしっかりと行い，いろいろな人脈を

活用して，アンテナを高くして財源確保に努めたいと考えております。 

また，御存じのとおり，人口減少，高齢化社会ということで社会保障費が増えているの

が現状でございます。私が公約に掲げました『待機児童ゼロ』につきましては，保育所の

整備や小規模の保育施設あるいは認定こども園の活用など，保育ニーズに対して多様なサ

ービスを提供すべく施設整備を行っていたところなのですが，どうにも厳しい状況である

ことは否めない事実でございます。さらなる保育所整備を進めるため担当者とやり取りを

しているところでございます。御存じのとおり，保育所等はイニシャルコストとして国の

補助金を活用しながら建設を進めていくのですが，それだけで終わることはなくて，民間

保育所の補助金を毎年出さなければなりません。例えば，保育所は大体１億円くらいの運

営費がかかるのですが，保護者からいただく保育料は 3,500万円くらいですから，残り 6,500

万円は国と県と市がそれぞれ応分の負担をして民間保育施設へ補助金を出すというような

スキームになっております。水戸市としては 2,400 万円くらい負担しておりますので，財
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源の確保を図っていかなくてはなりません。私が市長に就任してから 13件ほどの保育所を

整備し，1,400人の定員増を図りました。それに加えて０，１，２歳児を預かる小規模保育

施設も五つか六つ整備をさせていただきました。それでも待機児童がゼロにはならない状

況の中で，どれだけ作れば待機児童がゼロになるのか苦慮しているところでございます。

しかしながら，作り続けるといつかは破綻を迎えることになります。民間保育所の園長や

経営者の方々からは，『そろそろ着地点というものを注意しながらやってほしい』という要

望をいただいております。待機児童がいるからといってどんどん作り続けると，新しい保

育所ばかりに人気が集まってしまって，古い保育所が敬遠されてしまい，経営が成り立た

なくなるということになってしまいます。そうすると，どういうことが起こってくるかと

いうと，民間の経営を成り立たせるために公立の保育所をやめてほしいという要望が出て

くる可能性があります。私達としてはある程度公立保育所を抱えておきたい気持ちもあり

ます。現場から見えてくる縮図があって，それに基づいて行政施策を展開していく必要が

あると考えております。全て民間保育所にお任せして私達は手を引くとなると，今度は地

域のバランスが悪くなってしまうことにつながりますから，そういったことは避けたいと

思います。待機児童の数をしっかりと見極めながら，どのように整備を進めていくか，皆

様からの御意見をいただければありがたいと思います。 

次に，平成 30 年度から第７期の介護保険事業計画が始まります。平成 29 年度中に次年

度からの３年間の事業計画を作らなくてはなりません。平成 12年に介護保険制度が始まっ

たときに，65歳以上の方から平均 2,400円の保険料で始まりました。平成 27年から始まり

ました第６期では 5,900 円ですので，当初から比べて２倍以上の金額になっております。

給付額も始まった時には 50 億円くらい，全体の会計としては 60 億円くらいでしたが，現

在において，給付額は 180 億円を超えていて，全体の会計は 200 億円を超えている状況で

す。おそらく事業会計は膨らむ可能性があります。2025 年に高齢者の数がピークを迎える

頃は，介護のニーズが高まってくると思っております。また，特別養護老人ホームの待機

者が多いものですから，毎年１個ずつ許可を出しています。大体 70 から 80 か所ある特別

養護老人ホームへ，一つずつ許可を出しています。一つ作ればそれだけ介護サービスも良

くなりますので，そうすると介護保険料が高くなります。大まかに申し上げますと，特別

養護老人ホームを一つ作ると水戸市民全員の介護保険料が 100 円上がるという試算があり

ます。この３年間で三つ作っていますから，少なくても 300 円は上がっているわけです。

それに加えて介護の需要が高まってくれば，さらに上がるわけです。今のところ介護保険

の会計は順調にやらせていただいておりまして，場合によっては基金の積み上げを残しな

がら第７期目に移せるかと思っています。しかしながら依然厳しい状況であり，そうかと

言って 5,900円以上になると 65歳以上の方はどこまで耐えられるかということになります。

耐えられない部分を誰が埋めていくのかという議論をしていかなくてはなりません。私は

国のほうへ行きまして，税金 50 パーセント・受益者負担 50 パーセントの折半ルールをそ

ろそろ見直して，国の負担分を大きくして受益者負担分を減らしていくべきではないかと
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いう意見を参議院の予算委員会の中でさせていただきました。ただ国の動きというものが

なかなか見えてこない状況の中で，第７期目の計画を作り上げて保険料を決定していかな

くてはならない厳しい状況にあります。こういった中で行政として持ち出すべきなのか，

あるいは皆様に高い保険料となってしまいますが御負担をお願いしますという形にしてい

くのか，29年度の中で議論をしていく必要があります。 

医療についても，水戸市の国民健康保険会計は 35億円の一般会計からの繰り入れを，ル

ール以外に私が行ってきたので，赤字の解消はさせていただきまして，黒字化となってお

ります。ただ黒字化と言いましても，ルール分以外にお金を入れて会計を支えて黒字を出

していた状況にあります。ですから，黒字が出たからといって国民健康保険料を値下げで

きるかというと，そうではないです。これからも高齢化が進む中で，医療へのニーズも多

様化してくるものと思われます。また地域の医療構想がありまして，協同病院や済生会病

院，日赤病院や水府病院などの急性期病院の病床の再編，あるいは機能の分担，さらには

病院間の統廃合などの議論が出てくる状況でございます。そういう状況の中で医療費がど

のように動いていくか，そういったことにも注目しながら私達も国民健康保険会計の運営

を行わなければならないと認識しております。 

併せて，平成 32 年４月を目指して中核市への移行準備を進めております。1,900 個以上

の権限が水戸市に下りてくることになりまして，その半分くらいが保健所に関わる業務で

あります。これから保健衛生，医療福祉，介護などの事業について，水戸市が独自政策を

もって市民にサービスを提供することができます。あるいは，今まで茨城県と水戸市で分

担していたサービスを一元化することによって，効率の良いサービスを提供できるように

なります。一方で，これから保健所を作るに当たって，資機材や検査器具を購入しなけれ

ばなりませんから，それ相応の負担が生まれてきます。また，今年は獣医師と薬剤師を採

用しまして，現在は県のほうに派遣して研修をさせていただいております。これからそう

いった専門職を増やして，数十名単位での保健所の運営形態を作り上げなくてはなりませ

ん。おかげ様で人件費や運営費のほうは交付税措置をされる約束がありますので，その経

費についてはひとまず安心しているところです。ただ，交付税というのは全体的な枠組み

があるものですから，違うところで減らされるのではないかという心配はいつもあります。

交付税措置についても注視していかなくてはならないので，国の動向をしっかりと見極め

て，常日頃からアンテナを高くして，国のほうへ要望活動をしていかなくてはならないと

思っています。 

一昨年のことだったと思いますが，見川小・中学校の体育館の整備事業費ですが，国か

らの補助金がゼロ内示だったことがありました。今までは，学校施設などの文部科学省系

統の補助金がゼロ内示ということはありえなかったことです。これは大変だということで，

すぐに文部科学省に行き，国会議員の方にもお願いして復活内示をいただいて，現在見川

小・中学校の体育館整備を進めているところでございます。国の補助金が無かったらあと

一年は遅れている状況ですから，常に国の交付税や補助金の動きに敏感になって，国のほ
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うへ通わなくてはならない，顔を見合わせなければなりません。そういうことは私がトッ

プセールスの中で行っていきたいと思っておりますが，皆様方からもいろいろ応援をして

いただければありがたいと思っております。水戸市は，いろいろな事業を抱えて新たなス

テージに向かっております。変化する超高齢社会の中で，社会保障をしっかり立ち上げて

いかなくてはならないと考えております。 

私の政治理念として安心という言葉があります。いかに市民に安心を感じていただくた

めの行政運営をしていくかということに力を入れておりましたが，安心に加えて持続可能

ということがキーワードになってくると思っております。社会保障制度を持続可能なもの

とし，まちづくりを持続可能なものとし，私達の財政運営を持続可能なものとすることで，

皆様に安心を感じていただけるような地域振興・まちづくりを行っていきたいと考えてお

ります。その意味において水戸市行財政改革プラン 2016の確実な遂行は，私達にとって非

常に重要な事業となってまいります。もちろん担当課ばかりではなく，この中に位置付け

られたそれぞれの所管課が緊張感を持ってやらせていただいておりますが，やはり第三者

の目線が緊張感を持って行政運営を進めるために必要かと思います。特に行政改革推進委

員会からの御意見が非常に重要になってくると思います。これからプラン 2016がどのよう

に進捗していくのかを御説明させていただきながら御意見をいただき，民間の経営感覚や

市民感覚をもってこの計画を進めていければと思います。どうぞ皆様にはきたんない御意

見をいただいて，民と官で連携しながら行財政改革を力強く進めていければと思っており

ます。大変長くなって申し訳ございませんが，引き続き皆様方の御指導・御鞭撻をいただ

けますよう，よろしくお願い申し上げまして私からの御礼と御挨拶とさせていただきたい

と思います。これからも大変お世話になるかと思いますが，どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○執行機関 ありがとうございました。市長は公務により，以上をもちまして退席させて

いただきますので，御了承願います。 

＜市長退席＞ 

○執行機関 続きまして委員の方々の御紹介をお願いします。 

＜各委員の自己紹介＞ 

○執行機関 ありがとうございました。次に，事務局職員の自己紹介をさせていただきま

す。 

＜事務局紹介＞ 

○執行機関 次に，お手元の資料②「水戸市行政改革推進委員会条例」を御説明いたしま

す。第２条の所掌事項でありますが，委員会に御審議いただく内容について規定をしてお

ります。 

第２条 委員会は，市長の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 行政改革大綱の策定に関すること。 

(2) 行政改革の進行管理に関すること。 
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(3) その他必要と認める事項に関すること。 

 

次に第５条，６条でありますが，委員長及び副委員長の選出についてと会議について規

定をしております。 

第５条 委員会に，委員の互選により委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，委員会の会務を総理する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき，又は委員長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

第６条 委員会は，委員長が召集し，委員長は，会議の議長となる。 

２ 委員会は，委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。  

それでは，第５条に基づき，委員長及び副委員長の選出に移りますが，委員長及び副委

員長の選出につきまして，御意見を賜りたいと存じます。何か御意見はありますでしょう

か。 

○＿＿委員 事務局としてのお考えがあればお聞かせ願えますか。 

○執行機関 はい，事務局といたしましては，委員長につきましては＿＿委員に，副委員

長につきましては＿＿委員にお願いできればと思います。皆様から事務局の案について御

意見はございますか。 

＜異議なし＞ 

○執行機関 ありがとうございます。それではお二人に委員長及び副委員長をお願いいた

します。恐れ入りますが，委員長と副委員長におかれましては，前の席へ御移動願います。

それでは，＿＿委員長と＿＿副委員長に一言御挨拶を頂戴したいと存じます。 

＜委員長・副委員長挨拶＞ 

○執行機関 ありがとうございました。続きまして，事務局から附属機関の会議の公開制

度について御説明をいたします。水戸市では，審議会等の会議を公開することにより，意

思決定過程における透明性及び公正性を確保し，市民の市政に対する理解を深め，開かれ

た市政の実現を一層推進するため，附属機関の会議の公開制度を，平成 16年４月から導入

いたしました。これにより，審議会や委員会などの会議は，個人のプライバシーなどを扱

う一部の会議を除き，その会議の開催についてホームページや市民センターなどで市民に

お知らせし，会議を公開するとともに，併せて会議録を公開しております。このことから，

本委員会も会議の公開及び会議録の公開の対象となりますので，よろしくお願いいたしま

す。＿＿委員長には，後ほど，事務局が作成した会議録に署名いただく委員をお二人御指

名いただければと存じます。それでは，＿＿委員長に議事進行をお願いいたします。 

○＿＿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。まず始めに，

会議公開の制度により会議録を公表していくということですので，会議録署名人を指名さ
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せていただきます。＿＿委員と＿＿委員にお願いいたします。それでは，本日は初回であ

りますので，まず，水戸市行財政改革プラン 2016について，事務局から説明をお願いいた

します。 

○執行機関 それでは水戸市行財政改革プラン 2016について御説明いたします。行財政改

革プラン 2016は，大きく大綱と実施計画で構成されております。目次を御覧願います。大

綱は，「１ 行財政改革プラン 2016 策定の趣旨」，「２ 水戸市行財政の状況と課題」，「３ 

行財政改革の基本的な考え方」，「４ 行財政改革の柱」，「５ 行財政改革の進行管理」の

内容で構成をしております。 

Ⅱの前期実施計画につきましては，「１ 前期実施計画策定の基本的な考え方」，「２ 行

財政改革の具体的施策」の内容で構成をしております。それでは 1ページを御覧ください。

大綱から御説明させていただきます。 

「１ 行財政改革プラン 2016策定の趣旨」でございますが，本市におきましては，これ

まで，数次にわたり行財政改革プランを策定し，改革を進めてまいりました。その結果，

平日窓口時間の延長，民間活力活用の推進，収納率の向上，市債残高の減少，財政調整基

金の増加など，一定の成果を挙げてきたところでございます。我が国における経済は，所

得や雇用が改善するなど緩やかな回復が続いている一方で，地方財政におきましては，社

会保障関係経費が増加し，公債費が高い水準で推移するなど厳しい状況が続いております。

国におきましては，人口の減少に歯止めをかけるとともに，東京圏への人口集中を是正し，

活力ある日本社会の維持，地方からの日本創生に向けた取組が進められており，地方にお

きましても，人口減少に対応し，自主・自立したまちづくりを進めていくこととされてお

ります。このような中，本市におきましては，「水戸市第６次総合計画－みと魁プラン－」

に掲げた将来都市像の実現に向けて，市民との協働により，計画的な行政運営を進め，市

民が誇りを持てる都市，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することとしております。また，行政サービスの向上はもちろん，将

来の水戸市の発展に向けて，市役所新庁舎，新ごみ処理施設，新市民会館及び東町運動公

園新体育館整備の四つの大型プロジェクトとともに，中核市への移行に向けた取組など

様々な施策を推進しております。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です。

また，大型プロジェクトの推進に当たりましては，その財政計画を市民に丁寧に説明し，

その理解を得ながら進めることが重要です。そのため，新たな行財政改革プランを策定し

まして，これらの施策を推進する力強さと，社会経済情勢の変化や多様化する市民ニーズ

に柔軟に対応できるしなやかさを併せ持った「強くしなやかな行財政運営の構築」を目指

して，全庁を挙げて行財政改革に取り組むこととしております。 

 「２ 水戸市行財政の状況と課題」につきましては，本市の現状をまとめたものとなっ

ております。 
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「(１)行財政改革プラン 2013の取組」でございますが，平成 24年 12月に策定しました

行財政改革プラン 2013 におきましては，「市民が安心して暮らせる未来へ向けた行財政運

営の実現を目指して」を基本理念に掲げ，36 の実施項目を位置付けておりました。３ペー

ジ上の表を御覧ください。こちらはプラン 2013における，平成 27年７月 31日現在の実施

状況となります。36の実施項目のうち，実施が９項目，平成 27年度末までに実施が見込ま

れていたものが 10 項目，一部実施にとどまるものが 17 項目ございました。最終的に，平

成 27年度末時点では，協働事業の充実と体制づくり，簡素で機能的な組織・機構の編成な

ど，20 の実施項目におきまして実施とし，年度計画を達成しております。しかしその一方

で，公の施設の管理運営にかかる民間活力活用の推進，人事配置による職員の能力育成な

ど，16の実施項目においては，一部実施にとどまっております。これらの項目については，

引き続き，行財政改革プラン 2016 の柱に照らしながら取り組んでいくものでございます。

なお，プラン 2013の実績につきましては，23ページに主な取組と財政的効果についてまと

めておりますので，のちほど御参照願います。 

「(２)行政運営体制」につきまして，アの組織でございますが，組織の編成については，

政策課題への柔軟な対応を図るため，毎年度，見直しを行っているところです。その結果，

本市の組織は，平成 27年度におきましては，16部 83課 243係の構成となり，平成 23年度

と比べて１課４係の増となっております。今後は，国民体育大会の開催による一時的な業

務増加への対応や中核市移行による大幅な業務増への対応のほか，時代の課題や多様化す

る市民ニーズに柔軟に対応できる組織の編成を進める必要がございます。イの職員定数に

つきましては，厳しい行財政環境の中におきましては，義務的経費の抑制は大きな課題と

なっており，財政構造の硬直化を防ぐため，市民サービスの維持，向上に十分配慮しなが

ら，民間活力の活用や事務の効率化を図り，職員定数の削減を進めてまいりました。特に，

平成 23年度定数を基準としまして，４年間で 100人の削減を行うことを目標値として取り

組んでまいりましたが，全体で 52人の削減にとどまっております。今後は，国民体育大会

等の新たな行政需要に対応するとともに，民間活力の活用や事務の効率化などを推進し，

職員定数の適正化に努める必要がございます。５ページを御覧ください。ウの人事・給与

でございますが，人事管理につきましては，今後も，毎年 40 人から 60 人程度の定年退職

者が見込まれていることから，再任用制度などにより，これらの職員が持つ知識・技術の

活用及び着実な継承を図るとともに，限られた人材で効果的かつ効率的な行政運営を行う

ために，新規採用者を計画的に確保し，地方創生時代にふさわしい人材を育成することが

重要となっております。また，地方公務員法等の一部改正に伴い，人事評価を基礎とした

能力及び実績に応じた人事管理制度の構築が求められております。また，安定した行政運

営を実現するためには，職員が健康で，能力を十分に発揮することができるよう，長時間

労働や心の健康などの課題に対応しながら，働きやすい労務環境を整備していく必要がご

ざいます。給与につきましては，これまで民間賃金の状況等を勘案した給与改定を行うな

ど，給与の適正化に取り組んできたところでございます。また，平成 19年度に給与構造の
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抜本的改革を，さらに平成 27年度には給与制度の総合的な見直しを実施するとともに，住

居手当など各種手当の見直しや管理職手当や常勤特別職等の給与減額など，市独自の給与

削減措置を実施しております。国家公務員との給与水準の比較指標である地域手当補正後

の本市のラスパイレス指数は，国とほぼ同水準となっておりますが，今後とも適正な給与

水準の確保に努める必要がございます。 

６ページを御覧ください。「(３)財政の状況」でございますが，アの歳入につきまして，

本市の市税収入は，世界的な不況や東日本大震災の影響により平成 23年度には 406億円ま

で減少しましたが，景気回復により個人市民税や法人市民税の調定額が増加するとともに，

収納対策の強化により収納率が向上した結果，平成 26年度には 421億円まで回復しており

ます。地方交付税のうち普通交付税につきましては，平成 20 年度には 38 億円まで減少し

ましたが，その後，財源の充実が図られたことなどから，平成 26 年度には 71 億円まで回

復しております。また，特別交付税については，東日本大震災の復旧・復興事業の財源と

して，平成 23年度以降，震災復興特別交付税が交付されていることから，大幅に増加して

おります。７ページに移りまして，市債につきましては，市債の発行額が多くなりますと

後年度の公債費負担が膨らみ，財政構造を硬直化させる要因になりますので，市債発行基

準を設け，普通債の借入を抑制してきたところでございます。次に，イの歳出につきまし

ては，歳出のうち，人件費，扶助費及び公債費からなる義務的経費の割合が大きくなるほ

ど，財政の弾力性が失われます。職員定数の削減により人件費が減少し，また，市債発行

の抑制により公債費が減少する一方で，社会保障費である扶助費が大幅に増加しているた

め，本市の義務的経費比率は，平成 17年度の 49.9パーセントから，平成 26年度には 53.0

パーセントに増加しております。また，特別会計への繰出金が近年大幅に増加しておりま

すのは，高齢化の進行に伴う医療費や介護給付費の増加に加えて，国民健康保険会計の赤

字解消に向けて臨時的な繰出を行っているためです。８ページを御覧ください。これらの

結果，普通建設事業費は抑制せざるを得ない状況が続いておりますが，平成 26年度は，繰

越事業や新ごみ処理施設整備事業用地の先行取得等の臨時的な事業により，大幅な増加と

なっております。続いて９ページを御覧ください。ウの基金と市債残高の推移につきまし

ては，基金は，将来の大きな財政需要や災害等の不測の事態に備えるために積立を行うも

のでございます。年度間の財源調整の役割を担う財政調整基金の残高は，着実な積立を行

いました結果，平成 26年度には 100億円と大幅に増加しております。今後は，災害などの

不測の事態に備えるため，適正規模を確保しつつ，大型プロジェクトの財源として，計画

的に活用する予定でございます。市債残高につきましては，財政構造の硬直化の要因とな

ることから抑制に努めてきた結果，普通債等の残高は，平成 17年度の 813億円から大幅に

減少しまして，平成 26年度には 536億円となりました。また，特別・企業会計の市債残高

につきましては，下水道の整備などにより増加を続けておりましたが，近年は減少に転じ

ております。続いて 10ページを御覧ください。エの財政指標の推移につきまして，①財政

力指数につきましては，行政活動に必要な財源を自主的にどれくらい調達できるのかを示
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す指標でございます。本市の財政力指数は，扶助費の増加等により平成 26 年度には 0.83

まで低下しており，収納対策の強化等により引き続き市税等の自主財源の確保に努めてい

く必要がございます。②経常収支比率につきましては，この数値が小さいほど財政の弾力

性が高いと言えます。本市の経常収支比率は，扶助費や繰出金の増加により平成 26年度に

は 88.3パーセントとなっております。今後，少子高齢化の進行に伴う扶助費の増加等によ

り，比率の更なる悪化が懸念されることから，経常的経費の削減と市税等の経常一般財源

の確保に一層努めていく必要がございます。③実質公債費比率につきまして，一般会計等

が負担する実質的な公債費が，財政規模に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標

でございます。11 ページに移りまして，本市の実質公債費比率は，平成 17 年度には 20.2

パーセントでしたが，市債の発行抑制を続けた結果，平成 26年度には 9.7パーセントまで

改善し，健全な財政状況にございます。④将来負担比率，こちらは一般会計等の将来負担

額が，財政規模に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標です。本市の将来負担比

率は，平成 20年度には 156.4パーセントでしたが，行財政改革に取り組んだ結果，平成 26

年度には 91.0パーセントまで改善し，健全な財政状況にございます。 

12ページを御覧ください。「(４)今後の財政見通し」でございますが，本市において，行

財政改革の着実な推進に伴い，財政状況の改善が続いているものの，少子高齢化の進行等

に伴いまして社会保障費が大幅な増加を続けており，今後も，その増加が避けられない状

況となっております。また，人口減少社会が本格的に到来する中，都市の魅力を向上させ，

その競争力を高めるとともに，多様化する市民ニーズに的確に対応するため，地方創生に

向けた新たな施策の積極的な展開が求められております。さらには，大型プロジェクトの

実施に伴い，一時的に財政負担の増大が見込まれることから，財源確保に全力で取り組む

とともに，着実に積み立ててきた財政調整基金を計画的に活用する必要がございます。ま

た，事業完了後におきましては，公債費負担の増加や施設の維持運営費等の新たな財政需

要が見込まれることから，中長期的なビジョンに基づく財政運営を行う必要がございます。

そのため，今後も行財政改革を着実に推進することにより，既存の事務事業経費の削減と

歳入確保を図りながら，新たな財政需要に的確に対応できる強固な財政基盤を構築し，持

続可能な財政運営の確立に取り組むものといたします。 

 13 ページを御覧ください。「３ 行財政改革の基本的な考え方」，「(１)改革の基本理念」

でございますが，人口減少社会及び超高齢社会の到来や地方分権改革の推進など，本市を

とりまく環境は大きく変化しております。また，大型プロジェクトをはじめとする第６次

総合計画の各種施策を確実に推進するとともに，複雑・多様化する市民ニーズへの柔軟な

対応が求められております。このような中において，行政運営を効率化し，資源の有効活

用を図るとともに，市民の視点に立った質の高いサービスを提供するためには，更なる行

財政改革に取り組む必要がございます。このようなことから，本市における行財政改革は，

重要施策を推進する力強さと，環境の変化や多様化する市民ニーズに柔軟に対応できるし

なやかさを併せ持つ「強くしなやかな行財政運営の構築」を目指すことを基本理念とし，
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全庁を挙げて行財政改革を進めることといたします。 

14ページを御覧ください。「(２)計画の構成」でございますが，始めに申し上げましたよ

うに，水戸市行財政改革プラン 2016は大綱と実施計画から構成されます。大綱につきまし

ては，行財政改革の理念並びに柱及び推進項目を定めております。実施計画につきまして

は，大綱に基づき，現状・課題，実施内容，スケジュール及び目指すべき成果などを含ん

だ，具体的な実施項目を定めております。 

 「(３)改革の実施期間」につきましては，第６次総合計画の計画期間である平成 35年度

までと一致させるものとし，次のとおりといたします。大綱につきましては，平成 28年度

から平成 35年度までの８年間としております。実施計画につきましては，前期と後期に分

けまして，前期を平成 28年度から平成 31年度までの４年間，後期を平成 32年度から平成

35年度の４年間としております。 

 15 ページを御覧ください。「４ 行財政改革の柱」につきましては，15 ページの枠の中

にございますように，「１ 質の高い市民サービスの提供」，「２ 市民との協働によるまち

づくりの推進」，「３ 柔軟な行政運営体制の構築」，「４ 未来へ向けた財政基盤の構築」，

「５ 地方創生時代にふさわしい人材の育成，以上五つを体系化いたしております。17 ペ

ージを御覧ください。ここからは五つの柱について，概要を御説明いたします。なお，本

文中の太字は，推進項目として位置付けをしております。 

 まず一つ目の柱，「質の高い市民サービスの提供」につきまして，厳しい行財政環境の中

にありましても，市民の求める多様なニーズを的確に把握し，質の高いサービスを提供す

ることが重要となっております。また，より一層，自主・自立性を強化し，多くの方から

選ばれる魅力的なまちになるためには，本市の魅力を積極的に発信するとともに，より多

くのサービスを市が自ら行えるようにする必要がございます。そのため，市民サービスの

見直しを行うほか，市内外の方に本市の魅力及び行政情報の積極的な発信を行うとともに，

広聴活動を充実させることにより市民意見の反映を推進してまいります。さらに，事務権

限の拡大を目指して，中核市への移行を推進してまいります。 

 二つ目の柱，「市民との協働によるまちづくりの推進」につきまして，行政課題が多様化

する中，その解決に当たりましては，市民と行政とが相互の信頼関係のもとで，あらゆる

分野で協力する「協働」の視点が重要です。また，協働の取組を継続するためには，活動

の支援を充実させるほか，自発的に地域活動に関わる市民の存在が重要です。18 ページを

御覧ください。そのため，市民との協働によるまちづくりの推進に向けて，地域コミュニ

ティ活動の支援を行うほか，ボランティア団体・ＮＰＯの活動やコミュニティ活動への参

加など，積極的にボランティアや地域活動に関わる市民の育成を図り，市民との協働によ

る事業を推進します。 

 三つ目の柱，「柔軟な行政運営体制の構築」につきまして，社会経済情勢の変化や市民ニ

ーズの多様化に伴い，行政需要は増大しており，限られた財源の中で質の高い市民サービ

スを提供するためには，変化に対応できる柔軟な行政運営体制を構築する必要がございま
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す。 

また，業務の効率化を推進するとともに，民間の持つノウハウを有効に活用するなど，

市民サービスの質の向上に努める必要がございます。さらに，公共施設等の更新，統廃合，

長寿命化などを計画的に行い，財政負担の軽減・平準化を図る必要がございます。そのた

め，柔軟な行政運営体制の構築に向けて，組織，職員定数及び施設の適正管理に努めると

ともに，最少の経費で最大の効果を上げるために，情報通信技術の活用や行政評価の推進

などによる事務事業の見直しや，事務事業及び公の施設の管理運営事務への民間活力の活

用を図ってまいります。 

 19 ページを御覧ください。四つ目の柱，「未来へ向けた財政基盤の構築」につきまして，

本市がさらに発展するためには，予算配分を重点化し，大型プロジェクトの推進や中核市

への移行などを確実に推進する必要があります。また，各種施策を円滑に進めるためには，

歳出の合理化を図るとともに，更なる歳入の確保に努めることにより，財政基盤を強化す

る必要がございます。そのため，未来へ向けた財政基盤の構築に向けて，中長期的な視点

に基づく財政推計をするなど的確な財政分析をするほか，給与の適正化，補助金・負担金

の適正化，社会保障制度の適正な運営などにより，歳出の合理化を推進するとともに，収

納率の向上，受益者負担の適正化，未利用財産の有効活用などにより，歳入の確保に努め

てまいります。 

 五つ目の柱，「地方創生時代にふさわしい人材の育成」につきまして，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です。20 ページに移りまし

て，特に，中核市移行による新たな権限を担うことができる人材や，時代の要請に対応で

きる人材が求められております。また，職員一人一人の意欲を高めるとともに，その能力

を十分に発揮できる環境づくりが重要です。そのため，地方創生時代にふさわしい人材の

育成に向けて，職員研修の充実，人事評価制度の推進などにより，行政運営の担い手であ

る人材の育成を図るとともに，多様な人材の確保及びワーク・ライフ・バランスの推進に

努めてまいります。 

 21 ページを御覧ください。「５ 行財政改革の進行管理」につきましては，22 ページの

図を御覧願います。進行管理につきましては，市長を本部長とする行政改革推進本部が中

心となりまして，全庁体制で取り組んでまいります。また，市民の皆様へは，広報みとや

市のホームページ等を通じて広く公表し，理解と協力を得るとともに，意見や提案を改革

に反映させてまいります。さらに，市議会及び行政改革推進委員会へ定期的に実施状況を

報告し，助言や指導を得て，進行管理に取り組んでまいります。 

 次に 23 ページの「参考 水戸市行財政改革プラン 2013 の取組」につきましては，主な

取組内容と財政的効果を記載したものでございます。後ほど御参照願います。 

次に 24ページを御覧願います。「(２)行財政改革プラン 2013の実施項目の新プランへの

主な位置付け」でございますが，行財政改革プラン 2013 における実施項目につきまして，
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引き続きプラン 2016の実施項目として主に位置付けているものは，以下のとおりでござい

ます。大綱の説明につきましては以上でございます。 

続いて，前期実施計画の説明に移ります。27ページを御覧願います。27ページからは前

期実施計画となりますが，まず，「１ 前期実施計画策定の基本的な考え方」の「(１)前期

実施計画策定の趣旨」でございますが，本計画は，「大綱」に基づき実施すべき改革につい

て，具体的な実施項目の内容及びスケジュールを明らかにするために策定するものでござ

います。 

「(２)前期実施計画の期間」につきましては，平成 28 年度から 31 年度までの４年間と

しております。 

「(３)の前期実施計画の推進体制」につきましては，先ほど図で御説明したとおりでご

ざいます。 

 次に 28 ページを御覧ください。「２ 行財政改革の具体的施策」として，こちらのペー

ジから 64ページまでに，33の実施項目を定めております。それぞれの実施項目ごとに，前

プランでの取組実績，現状，課題，課題を解決するための実施内容，年度計画，目指すべ

き成果についてまとめております。それでは，主なものについて御説明させていただきま

す。なお，説明は，表の中ほどにございます，課題を解決するための実施内容により行わ

せていただきます。 

まず，「１ 窓口サービスの見直し」について，実施内容としましては，市民の利便性の

向上を図るため，転入，転出などの際に必要となる手続を効率的に行う総合窓口を開設す

るとともに，コンビニ交付を導入し，利用促進を図ってまいります。 

続いて 30 ページを御覧ください。「３ オープンデータの推進」につきまして，実施内

容としましては，庁内向けのオープンデータ指針を策定するとともに，地域課題の解決に

効果的なツールや有効なデータ利活用等について，大学及び民間企業との連携事業を推進

してまいります。また，庁内のデータをスムーズにオープンデータ化できる公開システム

を構築するとともに，（仮称）水戸市オープンデータ研究会を組織し，オープンデータの利

用可能性や効果について研究してまいります。 

31ページを御覧ください。「４ 市民意見の反映」について，実施内容としましては，市

民懇談会の開催やインターネットモニターアンケートの実施など広聴活動を拡充してまい

ります。また，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 20歳から 18歳に引き下げるものでございます。 

続いて 32 ページをお開きください。「５ 中核市移行の推進」について，実施内容とい

たしましては，中核市への移行に向けて保健所のあり方を整理しながら，移行時期につい

て明確化を図るとともに，移譲事務や専門職の確保，育成の考え方などについての整理を

進めてまいります。また，市民が関心を持ち，理解を深められるよう，中核市移行に係る

情報を広く発信してまいります。 

続いて 34 ページをお開きください。「７ 地域に関わる担い手の育成」について，実施



14 

 

内容としましては，地域コミュニティ活動やボランティア活動を担うことができる人材を

育成してまいります。また，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，事例の共有を図るなど支援を進めます。また，地域コミュニティプランの

実現及び改定に向けた研修会の開催や職員による支援を行ってまいります。 

続いて 35 ページを御覧ください。「８ ボランティア団体・ＮＰＯの情報の一元化及び

活用の推進」について，実施内容としては，団体間の交流や連携を促進するため，各部各

課所有のボランティア団体・ＮＰＯの情報を一元化し，提供するとともに，団体間のマッ

チングを推進してまいります。 

続いて 39 ページをお開きください。「12 公共施設等総合管理計画の策定」について，

実施内容としましては，本市が所有する全ての公共施設等を対象に，公共施設等総合管理

計画を策定し，これに基づき各施設について更新，統廃合，長寿命化などの方向性を定め

た個別計画の策定を行ってまいります。 

続いて 40 ページを御覧ください。「13 保育所・幼稚園の適正配置」について，実施内

容としましては，保育所・幼稚園の適正規模・適正配置方針に基づき，市立幼稚園の規模

や適正配置を踏まえた運営，認定こども園への移行等に向けた施策を推進してまいります。 

続いて 43 ページを御覧ください。「15 ＩＣＴの活用」について，実施内容としまして

は，情報化基本計画に基づいて情報通信技術を活用し，市民の利便性の向上，業務の効率

化を推進してまいります。 

続いて 46 ページを御覧ください。「17 事務事業の民間活力活用の推進」について，実

施内容としましては，現在，市が行っている様々な事務事業について，市民サービスの維

持・向上及びコストの削減の可能性について十分な検討を行い，民間活力の活用の推進を

図ってまいります。また，各課を対象に民間委託に係る提案の募集を実施し，更なる民間

活力の活用を推進してまいります。 

47ページを御覧ください。「18 公の施設の管理運営に係る民間活力活用の推進」につい

て，実施内容としましては，直営施設及び新規設置施設につきまして，民間の創意工夫に

より市民サービスの維持・向上及び管理運営経費の削減などの効果が図られる施設につき

まして，指定管理者制度や業務委託などの民間活力活用の推進を図ってまいります。 

次に 49 ページをお開きください。「20 大型プロジェクトの財政計画の公表」について

は，実施内容としましては，大型プロジェクトの実施について，市民に丁寧な説明を行う

ため，全体的な事業費を明らかにするとともに，財政負担の軽減に向けた取組について，

分かりやすい財政計画を作成し，公表してまいります。 

次に 50 ページを御覧ください。「21 中長期的視点に基づく財政運営」について，実施

内容としては，財政規律を堅持するとともに，将来にわたる安定的な財政運営を確保する

ための指針として，「みと財政安心ビジョン」を策定し，中長期的な視点に基づく財政推計

について，市民に分かりやすい形式で公表してまいります。 

51ページを御覧ください。「22 給与の適正化」につきましては，官民較差に基づく給与
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の適正化を図ってまいります。また，職員一人ひとりの意欲を引き出すため，人事評価結

果を給与へ適正に反映させてまいります。 

続いて 53 ページを御覧ください。「24 社会保障制度の適正な運営」については，実施

内容としては，社会保障制度の健全な運営を維持するため，歳出の抑制策を推進するとと

もに，国民健康保険税及び介護保険料について，定期的な見直しによる適正な賦課を行っ

てまいります。 

続いて 58 ページを御覧ください。「27 受益者負担の適正化」について，実施内容とし

ましては，使用料・手数料について水戸市使用料等審議会による検討を継続し，３年ごと

に見直しを行ってまいります。また，現在，使用料・手数料を徴収していない行政サービ

スについても受益者負担の適正化の観点から，有料化に向けた検討を行ってまいります。

また，下水道事業につきましては，公営企業法における全部適用への移行を推進し，経営

の合理化を図ってまいります。 

続いて 60 ページを御覧ください。「29 新たな財源の拡充」につきまして，実施内容と

しましては，積極的な財源の確保に向けて，新たな財源拡充の手法について検討を行うと

ともに，市有財産の有効活用の観点から，公共施設へのネーミングライツ導入に向けた取

組を推進してまいります。 

続いて 61 ページを御覧ください。「30 職員の能力育成」につきまして，実施内容とし

ましては，人材育成基本方針に基づき研修を推進し，また，自己啓発や研修に取り組みや

すい職場環境づくりを支援してまいります。また，ジョブ・ローテーションを実施してま

いります。 

続いて 62 ページを御覧ください。「31 人事評価制度の推進」につきまして，実施内容

としましては，職員の能力・業績を生かした，公平・公正性，納得性及び信頼性の高い人

事評価制度の運用を実現するため，定期的に見直しを図るとともに，研修を実施し，制度

の目的・趣旨の浸透及び評価の精度の向上を図ってまいります。また，評価結果を適切に

給与等へ反映するなど人事管理に活用し，人材の育成及び組織の活性化を図ってまいりま

す。 

最後に 64 ページを御覧ください。「33 ワーク・ライフ・バランスの推進」につきまし

て，実施内容としては，時間外勤務の削減，年次休暇の取得促進などワーク・ライフ・バ

ランス推進に向けた取組を推進するとともに，ワーク・ライフ・バランスに係る研修の実

施など意識啓発に向けた取組を推進してまいります。また，職員の健康管理とメンタルサ

ポートを効果的に継続していくため，更なる強化を図るとともに，男性の育児参加に向け

た取組を推進してまいります。以上で，水戸市行財政改革プラン 2016の説明を終わります。 

○＿＿委員長 ありがとうございました。多岐にわたる内容でありました。この行財政改

革プラン 2016は，昨年度の行政改革推進委員会において議論した経緯がございます。次回

からは平成 28年度の改革の実施状況について議論することになると思われます。今御説明

いただきました水戸市行財政改革プラン 2016について，御質問等ございましたらお願いし
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ます。 

○＿＿委員 行財政改革プランは平成 28 年度から平成 31 年度の計画でございますが，平

成 28年度についてはすでに１年経過しております。当委員会としては早急に１年の実績に

ついてどのように進行しているかをチェックし，後の施策につなげていくことが必要かと

思いますが，それにつきまして今後の予定がありましたら御説明いただければと思います。 

○＿＿委員長 事務局お願いします。 

○執行機関 平成 28年度に改革をしてまいりましたが，実績につきましては７月上旬から

中旬頃に当委員会を開催させていただきまして御報告し，進捗状況について御意見を頂戴

するということを考えております。 

○＿＿委員長 よろしいでしょうか，他にはいかがでしょうか。次回は，より詳細に議論

を進めていくことになりますので，委員の皆様方のそれぞれの立場からの活発な御発言を

よろしくお願いいたします。他に何かございますか。 

＜意見無し＞ 

○＿＿委員長 それでは審議についてはこれで終わりにしたいと思います。その他事務局

で何かあればお願いします。 

○執行機関 はい，スケジュールについては先ほどお知らせしたとおりです。開催に当た

りましては，事前に開催通知をお送りいたします。今回は平成 28年度の進行管理について

御審議いただくに当たりまして，事前に資料をお送りいたしますので，御覧になっていた

だいて，事前に御意見をいただいたことに関して関係課を呼び，きちんとお答えさせてい

ただく形で進めさせていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

詳細につきましては，正副委員長と相談の上で決定してまいりたいと考えております。 

○＿＿委員長 ありがとうございました。今の御説明にもありましたように，事前に資料

等をお送りしまして，委員の方々の御意見をまとめて，担当課からの御回答となります。

事前の御意見の提出をよろしくお願いいたします。以上をもちまして，本日の委員会の議

事はすべて終了いたします。今後とも，皆様の御協力をお願いしたいと思います。 

 

 

 


