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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 令和元年度第１回水戸市行政改革推進委員会 
 
２ 開催日時 令和元年８月８日（木）午後２時 00 分から午後４時 00 分まで 
 
３ 開催場所 水戸市役所本庁舎２階協働会議室 
 
４ 出席した者の氏名 
(１) 委員 

伊藤明美，大津順一郎，軍地美代，鹿倉よし江，谷口孝悦，田山和子， 
早船徳子，保立武憲，堀井武重，馬渡剛，皆川勝弘，元木理寿（氏名五十音順） 

(２) 執行機関 
荒井宰，熊田泰瑞，深谷晃一，千田寛，渡辺慧，小野瀬雅子 

(３) その他 
欠席者：川瀬武彦，冨山明子 

 
５ 議題及び公開・非公開の別 
(１) 水戸市行財政改革プラン 2016 前期実施計画平成 30 年度実施状況について（公開） 

(２) 水戸市行財政改革プラン 2016 後期実施計画の策定方針（公開） 
 
６ 非公開の理由 
  公開 
 
７ 傍聴人の数 ０人 
 
８ 会議資料の名称 
(１) 水戸市行財政改革プラン 2016 前期実施計画平成 30年度実施状況概要について 

(２) 水戸市行財政改革プラン 2016 前期実施計画平成 30年度実施状況〔実施期間：平成  

28 年度～平成 31 年度〕 

(３) 令和元年度第１回行政改革推進委員会質問一覧表 

(４) 水戸市行財政改革プラン 2016 前期実施計画平成 30 年度実施状況に対する質問及

び回答 

(５) 水戸市行財政改革プラン 2016 後期実施計画の策定方針 
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９ 発言の内容 
〇執行機関 それでは，令和元年度第１回水戸市行政改革推進委員会を開会させていただ

きます。本日の出席委員は 12名でございます。それでは，資料の確認をさせていただきま

す。事前に「水戸市行財政改革プラン 2016 前期実施計画平成 30 年度実施状況の概要につ

いて」と，「水戸市行財政改革プラン 2016 前期実施計画平成 30 年度実施状況」は配布させ

ていただいております。本日，新たに配布する資料としまして，本日の次第，委員名簿，資

料③「令和元年度第１回水戸市行政改革推進委員会質問一覧表」，資料④「水戸市行財政改

革プラン 2016 前期実施計画平成 30年度の実施状況に対する質問及び回答」，資料⑤「水戸

市行財政改革プラン 2016 後期実施計画の策定方針」を配布しております。資料に不足があ

る場合は，挙手をお願いします。 
 今回，＿＿委員の退職に伴い，後任として＿＿委員に，＿＿委員の残りの在任期間を委嘱

することになります。＿＿委員，自己紹介をお願いいたします。 
〇＿＿委員 ＿＿と申します。よろしくお願いいたします。 
〇執行機関 ありがとうございます。それでは，次に議事に入りたいと存じます。議事進行

は，水戸市行政改革推進委員会条例第６条の規定に基づき，＿＿委員長にお願いいたします。 
〇＿＿委員長 よろしくお願いします。それでは，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。それでは，水戸市行財政改革プラン 2016

前期実施計画平成 30 年度実施状況について，事務局より説明をお願いいたします。 
〇執行機関 それでは説明させていただきます。行政改革推進委員会資料①「水戸市行財政

改革プラン 2016 前期実施計画平成 30 年度実施状況の概要について」を御覧願います。「１ 

行財政改革プラン 2016 について」は，強くしなやかな行財政運営の構築を基本理念とし，

五つの柱のもと，実施項目 33項目につきまして，平成 28 年度から平成 31年度までの４年

間を前期実施計画の期間として改革に取り組んでおります。 
「２ 実施状況」につきましては，平成 31 年３月 31 日現在におきまして，115 項目の年

度計画のうち，77項目が「実施」で，67 パーセントの達成率となります。昨年度の達成率

66 パーセントと比較すると若干高い達成率となります。平成 30年度は，インターネットモ

ニターアンケートの実施，ひとり親家庭の就労・自立支援の推進などが，新たに年度計画を

達成したところです。 

なお，実施項目別の集計では，33の実施項目のうち，13 項目が「実施」となります。 

ここで，資料①の後ろに添付している別紙を御覧ください。別紙につきましては，平成 30

年度実施状況に係る実施・一部実施等一覧といたしまして，全ての実施項目と年度計画を一

覧にしているものです。実施項目のルールとしましては，実施項目は全ての年度計画を達成

していないと，実施となりません。例えば，実施項目１「窓口サービスの見直し」につきま

しては，①②の年度計画全てが実施となっていることから，実施項目は実施となってござい

ます。一方，実施項目２「水戸の魅力発信及び行政情報提供の充実」につきましては，年度
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計画のうち，②道路工事情報提供の拡充につきましては，一部実施となっていることから，

実施項目２は一部実施という仕組みとなっております。 
資料①に戻っていただいて，「２ 実施状況」の第３段落で，年度計画別の達成率につき

ましては，昨年度と比べ若干高い達成率となりましたが，なお一層の達成率の向上を目指し

て，積極的に改革を進めていく必要があります。 
財政的効果につきましては，受益者負担の適正化，未利用財産の活用と処分などにより，

平成 31 年３月 31 日現在で約７億 6,105 万円の財政的効果を上げています。 

なお，平成 30年度１年間における財政的効果は，右下の四角囲みにあるとおり，約 9,757

万円となってございます。 

各項目における実施内容の詳細につきましては，資料②にて御説明いたします。 
始めに３ページを御覧ください。まず，表の構成を御説明させていただきます。左から，

実施項目，期間内における年度計画，実施状況(平成 31年３月 31日現在)，実施における効

果，備考，担当課となっております。表の左から２番目の期間内における年度計画の欄には，

４年間の各年度において実施すべき内容を年度計画と定め，それをその年度に達成したも

のにつきましては■，達成できていないものにつきましては□としております。過年度の年

度計画を翌年度以降に達成した場合は，▲と表記しております。実施における効果の欄につ

きましては，実施したものについて，主な効果を記載しております。備考欄につきましては，

一部実施の理由や，平成 31 年４月１日以降の取組を適宜記載しております。 

それでは平成 30 年度の取組につきまして，主なものを抜粋して御説明をさせていただき

ます。 

なお，表の中で，平成 30年度の年度計画，平成 30年度実施状況及び主要な変更箇所に網

掛けをしております。 

まず，３ページの実施項目１「窓口サービスの見直し」につきましては，総合窓口の推進

といたしまして，平成 30年度は職員研修の実施，総合窓口の開設の年度計画のところ，市

民課におきまして，職員研修の実施をしたことと，平成 31年１月に総合窓口を開設しまし

たことから年度計画を達成し，項目１につきましては「実施」でございます。 

続きまして，実施項目２「水戸の魅力発信及び行政情報提供の充実」については，７ペー

ジを御覧ください。道路工事情報提供の拡充につきまして，平成 30年度の年度計画で占用

工事情報の提供としていましたところ，占用工事情報の公表内容・手法等についての検討に

時間を要しており，検討にとどまっています。そのため，項目２は「一部実施」でございま

す。 

続きまして，８ページ下段の実施項目３「オープンデータの推進」につきましては，10 ペ

ージを御覧ください。オープンデータ公開システムの構築につきましては，30 年度の年度

計画でオープンデータ数の目標値 260 につきましては達成をいたしました。昨年度目標で

未達成となっている, 新システムの導入につきましては，昨年に引き続き，新システムの導

入を判断するに当たって，十分な課題を整理する必要があるため，検討にとどまっているこ



4 
 

とから未達成となっております。そのため，項目３は「一部実施」でございます。 
続きまして，実施項目４「市民意見の反映」についてでございます。こちらは 11 ページ

中段，インターネットモニターアンケートの実施につきまして，平成 30年度の年度計画で

３回実施の目標につきまして，今年度初めての達成となっております。一方で，附属機関へ

の市民参画の拡充につきましては，平成 29 年度の年度計画である水戸市附属機関の設置及

び運営に関する指針の改正につきまして，非公募とする附属機関の要件及び公募対象機関

の決定を，平成 30年度に実施したことで，１年遅れで達成してございます。しかし，平成

30 年度の年度計画である公募委員の拡大，公募率 50 パーセントにつきましては，平成 30

年度の公募率が 37パーセントにとどまり，未達成であることから，実施項目４は「一部実

施」となっております。 

続きまして，実施項目５「中核市移行の推進」についてです。中核市移行の推進につきま

しては，平成 29 年度の年度計画で未達成であった，水戸市保健所施設基本設計・実施設計

を行ったほか，移行の準備といたしまして，総務省，厚生労働省との協議，中核市指定に係

る申出について，市議会へ議案の提出などを行ったことから，実施項目５につきましては，

「実施」となっております。 

続きまして，14ページを御覧ください。実施項目６「協働の体制づくり」についてです。

こちらは，地域円卓会議の開催につきまして，平成 30 年度２回実施の年度計画のところ，

備考の一部実施の理由にありますとおり，他自治体の取組実績を踏まえ，引き続き課題，問

題点の整理を行いまして，現状，検討にとどまっていることから，未達成でございます。項

目６は「一部実施」でございます。 

続きまして 16ページを御覧ください。実施項目８「ボランティア団体・ＮＰＯの情報の

一元化及び活用の推進」についてです。こちらは平成 29 年度の年度計画である，情報の一

元化を１年遅れで達成しました。平成 30 年度の年度計画であります情報の活用(団体相互

の情報交換)につきましては，未達成としております。内容につきましては，備考欄【一部

実施の理由】にあるとおり，市民活動情報ＷＥＢサイトを平成 29 年度に改変し，広報活動

や運用を１年間行ったことにより，情報の一元化を図りました。一方で，団体相互の情報交

換の場として，本庁舎に設置した市民協働会議室の活用には至らなかったという状況にな

っております。また，18 ページの市民活動情報ＷＥＢサイト登録団体数につきまして，平

成 30 年度の年度計画であります 80 団体についても，平成 30 年度の実績は 68 団体にとど

まっており,項目８は「一部実施」となってございます。 

続きまして，実施項目９「協働事業の充実」についてです。こちらは，ボランティア団体・

ＮＰＯとの連携，協働事業の推進のうち，協働事業提案制度につきまして，平成 30年度の

年度計画であります年間８件に届かず，未達成であることから「一部実施」でございます。 

続きまして，22 ページを御覧ください。実施項目 12「公共施設等総合管理計画の策定」

についてです。こちらは，公共施設等総合管理計画策定及び推進といたしまして，平成 30

年度の年度計画を全体計画に基づく取組の推進としているところ，情報の管理及び共有方
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策の導入といたしまして，固定資産台帳の整備や，施設カルテの整備を行ったことから達成

といたしまして，項目 12を「実施」としてございます。 

23 ページを御覧ください。実施項目 13「保育所・幼稚園の適正配置」は，適正規模・適

正配置方針に基づく施策の推進につきまして，関係課長会議による協議にとどまっており，

適正規模・適正配置方針は，令和元年 10 月からの幼児教育・保育の無償化に伴う，保育需

要等の影響について考慮をした上で，令和元年度中に方針を決定することとしておりまし

て，未達成でございます。また，民間保育所整備及び地域型保育事業設置による保育環境整

備につきましても，平成 29 年度の年度目標としております待機児童解消について，平成 30

年度に民間保育所３か所の創設による計 270 名の定員増を行いましたが，平成 31 年４月１

日現在，待機児童数が 18人となっておりますので未達成でございます。実施項目 13は「一

部実施」でございます。 

続きまして，実施項目 14「事務事業の見直し」につきましては，27ページを御覧くださ

い。27 ページ下段，嘱託員に係る社会保険加入事務の一元化につきましては，備考欄にあ

りますとおり，社会保険登録等の電子申請を行うための準備業務や，一元化の実施時期の検

討等に時間を要しているため，平成 30年度時点で未達成のため，項目 14は「一部実施」で

ございます。なお，令和元年７月１日からは，嘱託員に係る社会保険加入事務の一元化につ

いては，実施できております。 

続きまして，実施項目 15「ＩＣＴの活用」について，29 ページを御覧ください。スリム

な情報システムの構築におきまして，平成 30年度の年度計画としております共通基盤の検

討につきまして，平成 31年１月に，基幹業務システムの更新を行い，平成 30 年度に 29,306

千円の支出削減となっております。しかし，ＩＴガバナンスの強化におきまして，平成 30

年度の年度計画としております全体最適化の推進，検討結果に基づいた事業の推進につい

ては，（仮称）システム調達基準策定に向けた，各課の調達状況の把握に時間を要しており，

未達成となっていることから，実施項目 15は，「一部実施」でございます。一方で，情報セ

キュリティ対策(監査)の推進におきまして，平成 30 年度の年度計画，監査の実施１件以上

としておりますところ，特定個人情報にかかる全項目評価書に対する水戸市個人情報保護

運営審議会によります点検の実施，公表を行ったことから，新たに達成としています。 

続きまして，実施項目 16「一部事務組合のあり方の検討」についてです。こちらは組合

ごとに協議等を進めておりますが，水戸地方農業共済事務組合等が，合併協議が一時凍結と

なっており，現時点では再開の見通しが立っていないことから，水戸地方農業共済事務組合

の正副管理者から，茨城県農業共済組合連合会の会長理事に対して，合併協議再開を要望す

る文書を提出しましたが，引き続き凍結状態となっております。そのため，項目 16につき

ましては「一部実施」でございます。 

続きまして，項目 17「事務事業の民間活力活用の推進」についてです。33ページを御覧

ください。ごみ収集業務につきまして，平成 30 年度に委託化の方針決定を行ったことから，

平成 28 年度の年度計画まで遡って達成となりました。一方で，道路維持補修業務につきま
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しては，平成 30 年度の年度計画を委託業務の選定，標準工期の設定としておりますところ，

委託化する工種の検証の実施にとどまっており，未達成であることから，項目 17 は「一部

実施」となってございます。 

続きまして 34ページ，項目 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

てです。市民センターについて，平成 30 年度の年度計画を方針の決定としておりますとこ

ろ，類似施設導入状況調査の実施にとどまっていることから，項目 18 は「一部実施」とな

っております。 

37 ページを御覧ください。項目 22「給与の適正化」についてです。こちらにつきまして

は，人事評価結果の給与への反映につきまして，勤勉手当の成績率及び分布率の設定や，評

価の相対化の方法等の検討に時間を要しており，未達成であることから，項目 22 につきま

しては「一部実施」でございます。 

続きまして，項目 23「補助金・負担金の適正化」についてです。平成 26 年度の補助金等

検討専門委員による検討を踏まえた補助金の見直しとしまして，平成 30 年度は廃止１件，

減額１件を行ったほか，予算編成における負担金の見直しとしまして，平成 30年度は廃止

３件を実施して，2,835 千円の支出削減となったことから，項目 23 は「実施」でございま

す。 

39 ページを御覧ください。実施項目 24「社会保障制度の適正な運営」についてでござい

ます。まず，ジェネリック医薬品に切替えた割合でございますが，こちらは備考欄にありま

すとおり，年度計画における指標の変更を行っております。平成 29年６月，国におきまし

て新指標を用いた目標が定められたことから，これらに合わせて新指標を採用することと

してございます。平成 30年度以降につきましては，旧指標に基づく割合の算出自体はでき

ないこととなっております。これを踏まえまして，平成 30 年度は新指標 72 パーセントの

年度計画に対しまして，平成 30 年度の実績は 73.3 パーセントで達成となっております。 

続きまして，特定健康診査受診率勧奨の強化につきましては，平成 30 年度に，保健福祉

部保健センターに所管替えを行い，年度途中国保加入者への受診券送付などの勧奨に努め

ましたが，平成 30 年度の年度計画としております受診率 31 パーセントには至りませんで

した。44 ページを御覧ください。生活保護受給者の就労支援の推進につきましては，平成

30 年度の年度計画で就職者数を 360 人としているところ，平成 30 年度の実績は延べ 213 人

にとどまることから，未達成となっておりますが，平成 30 年度の実績として 58,764 千円

の支出削減となっております。46 ページを御覧ください。ひとり親家庭の就労・自立支援

の推進につきましては，平成 30 年度の年度計画で就職者数 12 人としているところ，平成

30 年度実績は就職数 24人であり，前期プラン中で初めての達成となっておりますが，項目

24 につきましては未達成を含むことから，「一部実施」となってございます。 

続きまして 47ページを御覧ください。実施項目 26「収納率の向上」につきましては，国

民健康保険税及び市営住宅家賃等につきまして，年度計画が未達成であることから，項目 26

につきましては「一部実施」となっております。 
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続きまして，50 ページの実施項目 27「受益者負担の適正化」についてです。こちらは，

下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料につきまして，同様の内容となりますこと

から，併せてお説明いたします。いずれも平成 30年度の年度計画を改定の検討としていま

したが，平成 30 年度消費税改定を除き，据え置きを決定しているところでございます。そ

の理由につきましては，経営努力により基準外繰入金が減少していく見込みであることや，

地域経済への影響が懸念されることから，消費税改定にとどめたためでございます。こちら

は，使用料の据え置きの決定により達成となっていることから，項目 27は，「実施」となっ

ております。 

続きまして，52 ページを御覧ください。実施項目 28「未利用財産の活用と処分」につい

て，未利用財産の売却と貸付につきましては，財産活用課と水道部経理課でそれぞれ取組を

進めております。まず，財産活用課の所管分につきましては，平成 30 年度は売却 20件，貸

付 50件の年度計画のところ，売却 17 件，貸付 125 件となり，未達成ではございますが，合

計いたしまして平成 30 年度に 89,657 千円の収入となっております。水道部経理課所管分

につきましては，平成 30年度は売却１件，貸付２件の年度計画のところ，売却１件，貸付

２件，収入 2,278 千円となっており，達成となっております。そのため，項目 28 につきま

しては，「一部実施」でございます。 

53 ページの実施項目 29「新たな財源の拡充」につきまして，こちらは予算編成等におい

て，新たな財源の拡充策を検討しまして，平成 30 年度は広告掲載料１件を新規に実施し，

10 万円の収入となったことから，「実施」としてございます。 

続きまして 54ページ，実施項目 30「職員の能力育成」についてです。こちらは，人材育

成基本方針に基づく研修の実施といたしまして，各種研修や，自主研修に対する助成の実施，

自治大学校への派遣研修の実施，大学院派遣研修の実施等を行ったことから，達成でござい

ます。一方で，55 ページのジョブ・ローテーションの推進につきましては，未だに制度の

具体化には至っていないことから，項目 30につきましては「一部実施」でございます。 

続きまして 56ページ，実施項目 31「人事評価制度の推進」についてです。こちらは，全

職員を対象とした人事評価を実施するとともに，評価結果の人事管理への活用を図りまし

たが，給与への反映が未だ検討にとどまっていることから，項目 31 については「一部実施」

となってございます。 

57 ページの実施項目 32「多様な人材の確保」につきましては，特別選抜試験の実施につ

きまして，平成 30年度事務の採用人数が減少したため，実施なしとなり，未達成となって

おります。また，女性職員の管理職への登用につきましても，平成 30 年度の実績が，14.1

パーセントにとどまり，年度計画の 18パーセントに届かないことから，未達成となってお

ります。そのため，項目 32 は「一部実施」となってございます。 

59 ページを御覧ください。実施項目 33「ワーク・ライフ・バランスの推進」について，

時間外勤務時間の縮減としまして，平成 26 年度比で８パーセント減を平成 30 年度の年度

計画としていましたところ，時間外勤務縮減に努めた結果，前年度よりも年間時間外勤務時
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間数は減少しましたが，平成 26 年度比で 1.1 パーセント増にとどまっており，未達成とな

っております。60ページの職員の健康管理とメンタルサポートにつきましても，平成 30年

度の年度計画であります職員数に対する精神性疾患による長期療養休暇者数の割合におき

まして，地方公務員の平均値を下回ることができず，未達成となっております。そのため，

項目 33 は，「一部実施」となっております。以上で，実施状況についての説明を終わりにさ

せていただきます。 

〇＿＿委員長 ただいま，行財政改革プラン 2016 前期実施計画平成 30 年度実施状況につ

いての報告がありました。本日の資料は，事前に皆様にお届けして，あらかじめ質問をいた

だいておりますので，その質問への回答をもらい，その上で関連する御質問も受けながら，

進めてまいります。本日は，質問があった項目の所管課長に御出席をいただいておりますが，

関係する質問が終了したところで退席していただきます。それでは，まず全体に関するもの

について，その後に五つの大きな柱ごとに進めてまいります。まず，全体についての質問が

＿＿委員からございましたので，行政改革課より回答をお願いいたします。 

〇行政改革課 それでは，資料④を御覧いただきながら進めたいと思います。＿＿委員から

質問がございましたが，過去の施策の実施状況や，検討された結果や一部実施などの積み残

しの項目については，水戸市議会において検討した結果を示されること，委員会としての審

議の継続性が明確になると思うということでございます。また，審議する事項で重要と考え

ていることは，「実施における効果」ならびに，「財政的効果」に対する成果や効率などを見

ることにあります。従って，当該項目について評価しやすくするために，具体的な数値化等，

「見える化」を期待しているということでございます。実施状況の審議をする場合，その計

画の方針や数値化，目標値を提示していただかないと良し悪しを判断することは難しく，以

上は実施状況全体に言えることですが，実施計画の全てが，予算をつけて実施しているだけ

で，その遂行状況をその質と量の水準は明確になっているかということです。全体的に言え

ることでありますが，各プロジェクトについて，「目標による管理」がされているかという

ことです。「質の高い市民サービスの提供」とありますが，市民からの満足度合の声や，評

価について具体化したもの，数値化したものを示していただきたい。「実施における効果」

の項目では，審議できる内容になっていることが求められている。当該項目が，質，推進，

整理，把握，適正化，公正化，公平性などの文字では，どのような課題に対する審議をする

ことを期待しているのかということでございました。 

回答でございます。水戸市行財政改革プラン 2016 前期実施計画平成 30 年度実施状況の

市議会への報告につきましては，明日８月９日に水戸市行財政改革調査特別委員会へ報告

する予定となっております。昨年度につきましても，本委員会への報告後に市議会の特別委

員会に報告したところでございまして，その場では特に意見がなかったところでございま

す。 

実施状況の中の「年度計画」につきましては，本委員会及び市議会の特別委員会において

了承を得ているものでございまして，当該年度計画に基づき，目標による管理を実施してお
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ります。しかしながら，計画策定時の本委員会の答申において，年度計画が具体的でない実

施項目については，進行管理を行う上で，できるだけ具体化するなど，分かりやすく公表す

るように努め，市民の理解を得ながら改革を成し遂げていただきたいという御意見がござ

いましたことから，進行管理をする中で，できるだけ数値化や具体化に努めているところで

ございます。 

また，「実施における効果」につきましても，できるだけ数値化や具体化に努めておりま

す。今後も，できるだけ分かりやすく表記できるように工夫してまいりたいと考えておりま

す。 

「質の高い市民サービスの提供」における市民の評価につきましては，個々の実施項目に

おいて，アンケートの実施などにより，市民の評価を実施における効果としてお示しできる

ものがあれば，今後表記についても工夫してまいりたいと考えております。また，市民の代

表である本委員会及び市議会の特別委員会において，それぞれの実施項目について御意見

をいただくことが，一つの評価であると考えております。以上です。 

〇＿＿委員長 はい，以上全体についての回答がございましたが，これに関連して御意見や

御質問等がありましたらお願いいたします。 

＜意見なし＞ 

〇＿＿委員長 それでは，第１の柱「質の高い市民サービスの提供」の実施項目１「窓口サ

ービスの見直し」について，情報政策課よりお願いします。 

〇情報政策課 情報政策課でございます。＿＿委員からコンビニ交付の導入についての御

質問がございました。コンビニ交付の交付件数の割合，全体の窓口交付との比較で１点目，

２点目としまして，コンビニ交付の拡大，３点目としまして，マイナンバーカードの取得率

を高める方法についての御質問ということでございます。 

御回答をさせていただきます。まず，証明書ごとの窓口交付を含めた全体の交付件数及び

それを踏まえたコンビニ交付の割合でございますが，別紙により，令和元年６月までの月別

の発行枚数及び利用率をお示しさせていただいております。裏面を御覧ください。コンビニ

交付の割合は，平成 30年度は，住民票・印鑑証明書・課税証明書は合計で 6,032 件発行が

ありまして，全体の 2.1％でございます。 

次に，コンビニ交付の新たな拡大について，御回答させていただきます。コンビニ交付を

利用できる店舗につきましては，サービス開始以来，10 事業者の全国約 50,000 店舗ござい

ましたが，令和元年７月 10 日時点において，38 事業者の全国約 55,000 店舗となっており，

順次拡大しているところです。また，取得できる証明書については，水戸市では現在，住民

票の写し，印鑑登録証明書及び市県民税課税証明書を対象としておりますが，他市において

は，住民票記載事項証明書，戸籍関連証明書等についても交付を行っております。本市にお

いても，これらの証明書をコンビニ交付できるようにするには，新たにシステム改修による

費用負担を要することから，証明書の発行枚数，他自治体の実施状況及び利用状況を注視し

ながら，対象となる証明書の拡大を今後検討してまいります。 
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最後に，マイナンバーカードの取得率向上についてお答えいたします。本市では，昨年度，

マイナンバーカードの取得を促進するため，企業へ直接お伺いし，申請を取りまとめ，カー

ドの交付を行う取組を実施しております。今年度は，更に出張数を増やせるよう，各企業と

調整を行っているところです。また，来月開催される水戸まちなかフェスティバルにおいて，

マイナンバーの広報ブースを設置するとともに，「広報みと」をはじめ，水戸市勤労者福祉

サービスセンター等の各団体の広報紙においても，取得勧奨の記事を掲載していただく予

定となっております。なお，国では，今年６月に開催されたデジタル・ガバメント閣僚会議

において，令和３年３月からマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用，令和４年度

中には，全ての医療機関での導入を目指すことが決定されたところです。今後，こうした国

の動きに合わせて，マイナンバーカードの取得率向上に向けた取組を引き続き推進してま

いります。以上でございます。 

〇＿＿委員長 はい，ありがとうございます。続きまして，２「水戸の魅力発信及び行政情

報提供の充実」について観光課よりお願いします。 

〇観光課 観光課でございます。＿＿委員からの御質問でございますが，質問の趣旨といた

しましては，本年３月に発行しました水戸市観光マップについてです。観光マップについて

は，紙面上に限りがございますので，マップ上の名称を解説する小冊子を別途発行し，その

中に目的ごとに回遊するモデルコースを紹介することを検討してみてはいかがでしょう，

あわせて，小冊子は有料で販売するという方法も検討していただきたいということでござ

います。 

御質問について回答いたします。本市では，観光情報の効果的な発信を行い，水戸に来て

いただいたかたがまち歩きを楽しんでもらえるよう，「水戸市観光ガイドマップ」を，本年

３月に改訂いたしました。新しい「水戸市観光ガイドマップ」では，市内の観光施設やイベ

ント情報などについて，誰もが分かりやすく，歴史，文化，自然などの項目に分けて掲載し

ております。しかしながら，御指摘のとおり，マップの紙面には限りがありますので，その

対応として，ＱＲコードやＰhoＭＥＳというアイコンなどを利用し，詳細情報に誘導する仕

掛けづくりにも，新たに取り組んでいるところでございます。御提案のマップ上の名称を解

説する小冊子については，観光施設やイベント，土産品等のさまざまな情報を詳細に分かり

やすく紹介することができ，手元にも残せることから，水戸の魅力を紹介する有効な方策の

一つと考えますが，まずは，紙媒体として，手軽に持ち運べるまち歩きマップを広く周知し

ていくことを優先しております。また，詳細の情報については，ホームページ等で対応しな

がら，るるぶ水戸などの既存のパンフレットの活用を検討してまいりたいと考えておりま

す。あわせて，目的ごとに回遊するモデルコースや有償販売についても，費用対効果を考慮

しながら，検討してまいりたいと考えております。 

〇＿＿委員長 ありがとうございます。２「水戸の魅力発信及び行政情報提供の充実」につ

きまして，みとの魅力発信課より回答をお願いします。 

〇みとの魅力発信課 みとの魅力発信課でございます。＿＿委員から「ミトノート」の発行
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状況について御質問がございました。「ミトノート」につきましては，平成 30 年度は市制施

行 130 周年記念事業対応のため，発行が難しいということで一年間休止とさせていただい

ております。今年度に関しましては事業を再開し，年度末の完成を目安に，第７号の制作を

進めております。よろしくお願いいたします。 

〇＿＿委員長 ありがとうございます。４「市民意見の反映」につきまして，みとの魅力発

信課よりお願いします。 

〇みとの魅力発信課 ＿＿委員から，市政モニター制度の有無とその遂行状況について御

質問がございました。水戸市では，昭和 43年から水戸市政モニター制度を継続しておりま

す。平成 27 年度までは，小学校区ごとに１名を市政モニターに委嘱しておりましたが，平

均年齢が 65 歳と継続して高い状況であること，また，地域懇談会も開催しておりましたこ

とから，制度を変更いたしまして，平成 28年度からは，これまであまり意見を聴けていな

かった若い世代を対象に募集を行うことといたしました。平成 30 年度においては，子育て

世代を中心に，13 名を市政モニターに委嘱いたしまして，市政モニター会議への出席，市

議会の傍聴，市の施設見学を行っております。令和元年度におきましては 35 歳未満の社会

人を募集したところ，９名のかたから応募いただきまして，現在，委員を委嘱しております。

以上です。 

〇＿＿委員長 ありがとうございます。もう一つ，附属機関への市民参画の拡充について，

行政改革課よりお願いします。 

〇行政改革課 ＿＿委員から，３点の御質問をいただいております。非公募とする附属機関

の設定を指針改正ではなく運用の見直しとする理由について，公募対象機関並びに公募済

機関の一覧について，それから，公募率の目標達成に向けた市の考えについてです。 

回答でございますが，附属機関の庶務担当課を対象として，平成 28年度に実施した公募

委員の委嘱意向調査に基づき，各課に聴き取りを行いました。その上で，他自治体などを参

考にしながら，非公募とする附属機関の要件を明確化し，各附属機関の公募・非公募の判定

を行ったところでございます。その結果，附属機関 79機関のうち，非公募判定となった附

属機関は 44 機関ございます。この 44 機関につきましては，公募率算定の基準日である平

成 31 年１月１日時点で委員を委嘱していない 14 の附属機関が含まれているため，これを

除外し，平成 30 年度における「公募対象機関数」を 30機関としております。この 30機関

のうち，「公募済機関数」は 11機関であり，平成 30 年度は，「公募済機関数」11に対して，

「公募対象機関数」30となり，公募率が約 37パーセントとなったものです。詳細につきま

しては，別紙「公募・非公募判定結果」を御参照願います。今後は，委員の任期が満了とな

る見込の附属機関の所管課に対しまして，公募の実施について個別に働きかけを行うなど，

公募率 100 パーセントを目指して，取組を強化してまいりたいと考えております。 

〇＿＿委員長 はい，ありがとうございます。第１の柱の５「中核市移行の推進」について，

中核市移行推進課よりお願いします。 

〇中核市移行推進課 中核市移行推進課です。どうぞよろしくお願いいたします。＿＿委員
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からの中核市移行推進への質問でございますが，中核市移行の準備については完了してい

る理解の中で，移行の課題は何があるのか，また，水戸市の中核市移行は，他県よりも遅れ

ているということが考えられ，それはなぜかという御質問をいただいております。 

本項目につきまして，平成 30年度末までの年度計画に対する実施状況として「実施」と

報告させていただいているものですので，中核市移行に向けた準備が全て完了したもので

はなく，今年度も引き続き取組を進めているところでございます。今年度の取組としまして

は，令和元年６月 28 日に中核市の指定の申出について，茨城県知事から同意を受け，令和

元年８月７日に総務大臣に中核市の指定の申出を行ったところでございます。今後，国にお

いて政令が立案され，10 月頃に政令が公布されることが見込まれており，本市の中核市移

行が決定する流れでございます。 

また，残されている課題につきましては，本市の中核市移行に影響を与えるような大きな

課題はございませんが，県からの移譲事務を円滑に実施していくために，県での実務研修の

実施等を通じて専門的な知識の習得に努め，事務の引継ぎをしっかりと進めてまいります。   

最後に，中核市への移行時期につきましては，平成 27年４月１日から，中核市の指定を

受けるための要件が人口 30 万人以上から 20 万人以上に緩和されたのを受けて，移行の準

備を始めたため，この時期になったものでございます。以上でございます。 

〇＿＿委員長 ありがとうございます。以上，第１の柱についての回答がございました。委

員の皆様からの御意見，御質問等はございますか。 

〇＿＿委員 コンビニ交付が，思った以上に伸びていない印象を受けました。窓口利用とコ

ンビニ利用の割合を見ると，１パーセントから２パーセントの割合でしか推移していない

です。コンビニ交付というのは，一般市民にとっては負担に感じるのでしょうか。私として

は，マイナンバーカードが影響しているように感じるのですが，市としてはどう分析をされ

ているのですか。 

〇情報政策課 はい，情報政策課から回答させていただきたいと思います。マイナンバーカ

ードを活用したコンビニ交付の状況ですが，委員から御指摘いただいたように利用率は２

パーセントということでございます。参考までに他市の状況を調べてはおりますが，北関東

の中核市である高崎市のかたとお話させていただいたのですが，高崎市でも水戸市と変わ

らず２パーセントに届かないというような状況でございます。ただ，コンビニ交付の約半数

が，夜間・休日などの交付であり，ある程度は需要があると思っております。今後，コンビ

ニ交付の状況は，マイナンバーカードの普及について，国のほうでも今後さまざまなことを

始めようとしているところなので，連動をしながら，今後増えていくことと考えているとこ

ろです。 

〇＿＿委員 始まって間もないので，これからの様子をもう少し見ていく必要があると理

解すればよろしいですか。予想よりも，コンビニ交付の利用が伸びておらず，市民にとって

便利だということが伝わっていないのか，まだまだ普及には時間がかかるのかなと思いま

す。 
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それから，水戸市観光ガイドマップは，１枚の地図の中に多くの情報が盛り込まれており，

見る人が見れば大変おもしろい地図だと思います。ただ，１枚の地図にたくさんの情報が盛

り込まれているため，文字が小さく，以前のマップより見えにくくなっていると感じました。

私個人の印象なのですが，以前のマップではもっと観光の詳細が掲載されていたのですが，

説明が少し足りなくなっているように感じました。内容は非常にすばらしいです。ほとんど

の観光地が掲載されているので，その地図を１枚見れば，水戸市の観光地がすぐ分かるよう

に作られています。若いかたにとっては，電子機器で利用できれば更に価値があるのだろう

と思います。いろいろな努力をしてくださって，大変ありがたいことだと思っております。 

それから，「ミトノート」に関しては，費用がかかったりするので廃刊になったのかと少

し心配したのですが，一時的な休刊ということで，今後も継続して発行されるということで

安心しています。非常に地道な努力をされており，水戸の本当の姿が見えて，深く胸に伝わ

ってくる内容で，私自身は「ミトノート」が発行されるのを楽しみにしております。引き続

き，第７号の発行を楽しみにしています。 

続きまして，中核市となる要件ですが，平成 27 年度に人口 20 万人以上の都市が申請で

きるということになったのですが，水戸市と同じくらいの人口規模の県庁所在地で，例えば，

青森市や盛岡市が水戸市と同じく特例市となりましたが，それらが先に中核市になってい

まして，水戸市だけが残っていたため，水戸市の取組が遅れていたのではないのかと感じた

のですが，心配はいらなかったみたいですね。 

それから，公募機関については，附属機関の要件を明確にして，公募にするか非公募にす

るかの判定は，きちんと指針を見直して運用されるのですか。 

〇行政改革課 回答が漏れてしまい申し訳ございませんでした。水戸市附属機関の設置及

び運営に関する指針の中で，一般的な委員の選定という定めがありまして，一般的な方法に

よらないものについても定めがございます。別紙の資料の中の非公募理由で， 五つの事項

が定められております。その中で，①法律要件と②専門性要件が，指針の中で定められてい

ます。③非開示要件につきましても，市長が特に判断するというもので，特に市長が具体的

に判断するものについて，今回，定義を定めまして，これを全庁的に判断するということで

ございます。 

〇＿＿委員 表を作成していただいてありがとうございます。今後は，この表に従って運用

されていくのですか。 

〇行政改革課 委員の更新時期がありますので，更新のタイミングで，公募を導入していく

予定になります。 

〇＿＿委員 分かりました。 

〇＿＿委員長 他に，第１の柱について質問はありますか。なければ，第２の柱「市民との

協働によるまちづくりの推進」の質問に移らせていただきます。実施項目６「協働の体制づ

くり」と実施項目７「地域に関わる担い手の育成」について，防災・危機管理課よりよろし

くお願いします。 
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〇防災・危機管理課 防災・危機管理課です。よろしくお願いします。＿＿委員から，災害

時の市民の皆様との協働の体制づくり，また，地域に関わる災害・防災対応の担い手の育成

などについて，御質問をいただいておりますので，お答えいたします。 

本市におきましては，災害時において，全職員を挙げて市民の皆様の安全対策に最大限に

取り組んでまいりますが，大規模災害時においては，行政の対応に限りがあります。さらに

は，市民の皆様一人一人が日頃から災害リスク等を意識し，備えることが被害軽減，混乱抑

制につながりますことから，自分の身を守る自助，また，御近所での声掛け，助け合いなど

の近助，そして，地域で取り組む共助，この三つの連携強化を主眼に置き，日頃から自主防

災組織をはじめとする市民の皆様との協働により防災対策を推進し，地域防災力の向上を

図っているところであります。 

本市における地域の防災活動につきましては，各小学校区単位の自主防災組織と各地域

に居住する市職員，言葉で表しますと，避難所指定動員と呼んでいますが，こういった職員

が連携して避難所運営などを行うこととしており，地域の実情に応じた地区防災マニュア

ルを地域が主体となって全地区で作成するとともに，毎年，地域独自の防災訓練や研修を行

うなど，実効性のある地域の防災体制の構築を取り組んでいただいているところでありま

す。 

防災訓練につきましては，市と地域が連携し，模擬避難所開設訓練を実施し，避難者の受

付，簡易トイレの設置，非常食の調理など，体験を通じて理解を深めていただくとともに，

地域の防災リーダー育成も目的に取り組んでおり，昨年度は，101 回で 14,039 人の皆様に

御参加いただいており，災害に備えた取組として，大変心強く感じているところであります。

今年度は，茨城県と連携し，防災士の資格取得の際に必要な講義が受講できる茨城防災大学

を本市で開催する予定であり，防災士の資格取得を目指しているかたの支援にも努めてま

いります。また，次世代の防災リーダーの育成として，本市においては，小・中学生の発達

段階に応じた防災教育を行っており，既に中学生においては，避難所運営のノウハウを理解

している生徒もおります。災害は，いつ発生するか分からない状況にあることから，避難所

運営のボランティアなど，即戦力として期待し，そして,今後の地域防災リーダーを絶やさ

ないためにも，本事業を継続していきたいと考えております。さらには，地域の訓練に参加

できないかたにも防災意識の啓発を行うため，水戸市いっせい防災訓練を毎年実施してお

ります。訓練会場に集まることなく地震発生時の対処法など，災害が発生したときのことを

考えていただく訓練として，平成 25 年度から実施しているところであります。今後とも，

あらゆる機会を通じて啓発活動を行うとともに，災害対応において専門的なノウハウを有

する民間企業などとの協定締結の拡充や，災害時における外国人や要配慮者への支援対策，

個人のお宅で所有している井戸を地域の皆様に提供していただく災害時生活用水協力井戸

の登録などを推進しながら，水戸市が一丸となり共に備え，共に助け合える災害に強いまち

を構築してまいりたいと考えております。回答は以上でございます。 

〇＿＿委員長 ありがとうございます。ただいまの御回答について，御意見や御質問がござ
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いましたらお願いします。 

〇＿＿委員 つくば市からお聞きしたのですが，つくば市では災害対策を多方面にわたっ

てされています。ここ 10年くらいで，つくば市民の約 300 人が防災士の資格を取得したそ

うですが，資格を取るための費用を，全てつくば市から補助してもらえたということでした。

資格を取ったのは，指名をされたからですかと質問したところ，市民の希望で受験されてい

るとお話を聞きまして，大変感心しました。水戸市でも似たような取組はされているのです

か。 

〇防災・危機管理課 水戸市での対応としましては，防災士の資格取得に関する支援，さら

には独自のマニュアルを策定しておりまして，先程申し上げたような防災訓練に，年間 101

回，14,000 人を超えるかたがたに御参加いただきながら，実際に体験を通じて，防災知識

の普及啓発に取り組んでいるところです。 

〇＿＿委員 その中で，水戸市で防災士の資格に挑戦されているかたはどのくらいいるの

ですか。そういうかたがたは，将来的に地域の防災リーダーになるようなかただと思います

ので，ぜひ，防災士の資格を取っていただくために，水戸市として行っていることはありま

すか。 

〇防災・危機管理課 手持ちで資料がないため，明確に何人いるかはお答えできませんが，

多くのかたに防災士の資格取得を勧めております。また，今回初めて，水戸市において茨城

防災大学を開催させていただく予定です。その中で多くのかたに資格取得を促進したいと

思います。 

〇＿＿委員長 他に御質問はございますか。それでは，第２の柱については以上になります。

ここで休憩を設けたいと思います。 

＜休憩＞ 

〇＿＿委員長 それでは，再開させていただきたいと思います。第３の柱「柔軟な行政運営

体制の構築」になります。まず，実施項目 10「組織・機構の適正管理」について，行政改革

課よりお願いします。 

〇行政改革課 ＿＿委員から，庁内の内部統制制度の実施について御質問をいただいてお

ります。回答でございます。地方公共団体における内部統制制度につきましては，会計事務

に係る錯誤や不適正処理等のリスクの発生を未然に防止し，あるいは早期に発見し，リスク

が発生した場合に適切に対応する仕組であり，地方自治法において，政令市以上の地方公共

団体に導入が義務付けられております。本市はまだ政令市ではないため，内部統制制度とい

う形での実施はしておりませんが，理念・趣旨というものに関して，想定しなければいけな

いと考えております。会計管理者による支出の事前審査のほか，税理士等の専門家を含む監

査委員による定期監査，決算審査など事後審査の仕組を整備し，事務処理に係る適正性を確

保しているところでございます。今後におきましても，内部統制の制度趣旨を踏まえ，リス

クをあらかじめ記載した事務処理マニュアルの作成や見直しに取り組むなど，事務の効率

化，適正化に努めていきたいと考えております。 
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〇＿＿委員長 ありがとうございます。続きまして，実施項目 11「職員定数の適正管理」

について，行政改革課よりお願いします。 

〇行政改革課 ＿＿委員から２点，要因ごとの増員，減員の内訳についてと，中核市移行後

の職員定数管理についての御質問がありまして，回答をさせていただきます。 

要因ごとの増員，減員の内訳につきましては，別添で資料を作成しましたので，御参照い

ただきたいと思います。今年度におきましては，51 人の増員の一方，38人の減員を図った

ことで，13人の定数増となりました。増員 51人のうち，４大プロジェクトの推進及び中核

市移行の推進に係る増員が 22名を占めております。来年度は，国民体育大会が今年の秋に

終了となりますので，それに伴いまして 42人の減員を見込む一方，中核市移行による事務

権限の移譲への対応を踏まえ，大幅な定数増を予定しております。そのため，その他の事務

事業の精査を行いまして，その進捗に応じた減員を図るほか，より効率的な執行体制で，効

果的に事務を執行できるように努めてまいります。 

他の類似都市との比較につきまして，総務省で毎年度実施している定員管理調査におい

て，そちらで類似団体と比較した数値が算出されております。この数値につきましては２種

類ございまして，一つは＿＿委員が御提示されたような方法で，職員数を単純に比較したも

ので，単純値と言われているものでございます。単純値では施行時特例市，いわゆる水戸市

の類似都市となりますが，比較では水戸市の職員数は 120 人多いということになっており

ます。一方で，各自治体の状況においては，例えば，消防などは一部事務組合で運営してい

る自治体もございまして，消防職員がいない自治体もございます。そうした消防職員がいる

自治体といない自治体を単純に比較するということは，適切な比較にはならないというこ

とで，こうした事情を勘案した比較の数値として修正値というものがございます。修正値で

は，施行時特例市との比較において，水戸市の職員は 23 人少ないということになっており

ます。今後は，中核市移行を控えておりますので，他の中核市の状況を参考にしながら，定

員の適正化に努めてまいりたいと考えております。以上です。 

〇＿＿委員長 ありがとうございます。実施項目 13「保育所・幼稚園の適正配置」につい

て，幼児教育課よりお願いします。 

〇幼児教育課 幼児教育課でございます。よろしくお願いします。＿＿委員からの御質問で

すが，従来からお示ししている表形式の幼児教育施設ごとの施設数，入所児童数，定員数に

ついての資料を作成いたしました。内容でございますが，定員数は，４月１日と 10月１日

現在の待機児童数を，平成 24 年度から平成 31 年度まで表にして提出させていただきまし

た。平成 31 年４月の待機児総数は 18 人で，昨年度から比較して 12 人減少しておりますが，

まだその解消には至っておりません。減少した理由としては，保育所の整備，特に０，１，

２歳児までを受け入れる小規模保育事業を整備したことと，きめ細かな利用調整によるも

のですが，保育所の整備が新たな需要の掘り起こしとなることも考えられます。また，昨年

度と比較しまして，４月までに補助事業による民間保育所や小規模保育事業の整備などに

より，従来の施設の利用定員・定数の変更も含めまして，定数として 519 人の定員が増加し
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ております。そのため，平成 31 年４月１日現在は，水戸市立の公立保育所が 13園，民間保

育所が 43園，認定こども園が 13 園，小規模保育事業が 19 か所，家庭的保育事業が７か所

となっております。施設が整備されても，保育士不足などによりまして，定員まで人を受け

入れられない保育施設もあることが課題となっております。そのため，平成 29年度から保

育士確保のための補助金である，保育士就労支援補助金を発足しました。平成 30 年度につ

きましては，29 人の保育士が就労支援補助金を受けて，保育士として就労しております。

今年度につきましては，保育士就労支援補助金と合わせまして，新たに新卒保育士就労奨励

補助金を創設いたしまして，新卒保育士の就労を支援することといたします。潜在保育士と

新卒保育士両方に支援をしまして，保育士の確保に努めてまいりたいと考えております。さ

らに，新卒保育士を確保するための新たな取組としまして，茨城女子短期大学等の保育士養

成施設へ出向いて，就労説明会を開催しております。今後とも，保育士の確保や施設の整備，

窓口でのきめ細やかな入所案内等を行いまして，待機児童の解消に向けて継続的に取り組

んでいきたいと思います。 

〇＿＿委員長 ありがとうございます。以上，第３の柱についての質問に対する回答でした。

委員の皆様から御意見，御質問がございましたらお願いします。 

〇＿＿委員 よろしいですか。職員定数の適正管理ですが，単純値と修正値というものを聞

いて思ったのですが，いずれも普通会計の職員数ということで統一された数値だと思いま

したが，普通会計の職員数でも差があるのですか。主に消防ですか。 

〇行政改革課 主に，消防や委託の関係で差がつくようです。 

〇＿＿委員 分かりました。それから，保育所・幼稚園の適正配置ですが，継続的に統計を

作っていただいてありがとうございます。表を見ると，水戸市の幼稚園・保育所の推移がよ

く理解できます。そろそろ飽和状態になりそうで，先のことをよく見極めていかなければ，

逆の流れになった時，大変なことになるのではないのかと感じ，先手で対応していかなけれ

ばと思いますが，いかがですか。 

〇幼児教育課 水戸市は現在，待機児童が 18人おりますが，こちらは国の基準に合わせた

待機児童となります。認可保育施設等に入所できなかった子どものうち，ほかに空きがあっ

ても特定の保育園等を希望しているなどの理由で，待機児童から除外した児童が潜在的待

機児童と言われておりますが，４月１日現在で 227 人います。 

〇＿＿委員 隠れ待機児童が，227 人いるのですか。 

〇幼児教育課 その中には，どうしてもこの保育所に入所したいというかたもいまして，そ

のかたたちも含めるとその人数になります。 

〇＿＿委員 そういったところも見極めて，先を考えなくてはならないですね。今後も継続

して，このような表を作成していただければと思います。ありがとうございます。 

〇＿＿委員 保育所の認可をしたというのは，実際にオープンしたということですか。それ

とも，認可はしたが，まだオープンはしていないのか，どの範囲まで数値に入っているので

すか。 
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〇幼児教育課 この表は，既に認可して，４月１日までにオープンしている施設を記載して

おります。 

〇＿＿委員 分かりました。 

〇＿＿委員長 他にございますか。それでは第４の柱「未来へ向けた財政基盤の構築」に移

ります。実施項目 21「中長期的視点に基づく財政運営」について，財政課よりお願いしま

す。 

〇財政課 「中長期的視点に基づく財政運営」につきまして，＿＿委員からの御質問にお答

えいたします。質問の内容としましては，財政基盤の数値目標を示すべきということと，財

政基盤に不安を起こさせないような広報をお願いしたいというものでした。回答といたし

まして，広報については，４大プロジェクトということで大きな事業を行っております。こ

れらの着実な推進と，健全な財政運営の両立を図るために，「みと財政安心ビジョン」を平

成 28年に公表しました。毎年度予算に合わせて「みと財政安心ビジョン」を更新しながら，

水戸の財政の将来推計を含めて，安心感の醸成に努めているところでございます。また，数

値目標について，財政調整基金残高は標準財政規模の５パーセント，約 28億円以上を毎年

度確保するように努めております。一方で，公債費については，市債の償還をするための返

済費用です。また，市債残高についても，実質公債費比率 25パーセント，将来負担比率 350

パーセントが早期健全化基準ということで，危険ラインとなっております。これを十分に下

回ることを基準として，運営をしております。補足になりますが，実質公債費比率について

は，平成 29 年度決算ベースで 9.1，将来負担比率は 106.７ということで，十分健全な値を

保っていることを公表していまして，今後もこの値を示しながら，安心感の醸成に努めてま

いります。  

〇＿＿委員長 ありがとうございます。もう一つ質問が寄せられていますので，そちらの御

回答もお願いします。 

〇財政課 続きましては，＿＿委員から御質問をいただきました，「みと財政安心ビジョン」

についてでございます。こちらにつきましては，特定財源ベースで記載している団体がある

と御指摘をいただきました。回答としましては「みと財政安心ビジョン」 は，水戸市にお

いては一般財源ベースで記載しております。一般財源ベースで記載する理由といたしまし

ては，一般財源ベースは市の判断で自由に使うことができる財源でありまして，これを市で

方針決定しているところでございます。仮に，特定財源を含む総額ベースでこの財政推計を

表現しますと，大きな特定財源が入ってきた年度については，事業費が大きな形になってし

まうということで，市の負担，市民の皆様から納めていただいている市税や，その他自由に

なるお金で，毎年度の財政運営ができるのかということに重点を置いて説明したいと考え

ており，そのため，一般財源ベースとしております。逆に予算規模では増減が激しいので，

一般財源ベースでイメージすると分かりやすいという評価をいただいております。他団体

につきましては，サービスの事業料を推計しているところもありますので，何に説明の重点

を置いているのかによって，使い分けをしているところだと考えています。以上です。 
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〇＿＿委員長 ありがとうございます。回答について，御質問がございましたらお願いしま

す。 

〇＿＿委員 中長期財政見通しを普通財源ベースで示すか，一般財源ベースで示すかとい

う問題ですが，一般財源ベースでは市民には分かりにくいという気がします。私を含めた一

般市民は，一般財源ベースがどこまで入っているかということで疑問を持ってしまいます。

水戸市がどれだけ支出があるのか，一般財源だけでは分からないです。私が作成した表を見

ていただくと，水戸市は予算や決算では，一般財源と特定財源を含めて公表しているようで

す。扶助費について，一般財源プラス特定財源と，一般財源だけの数字を比較しますと，一

般財源だけでは下がった数字が出ます。扶助費とは社会保障が大半を占めるものですが，そ

の社会保障が予算の３分の１しか表示されなくて，それで理解してほしいといっても市民

には分からないと思います。近隣の宇都宮市や千葉市ではどういった形で中長期見通しを

出していますかと質問をしたら，普通会計ベースでお出しになっていて，予算，決算でお答

えされているのです。宇都宮市や千葉市のかたも，一般財源ベースでお話しても，市民には

理解されないでしょう，とおっしゃっていました。一般市民にとってどちらのベースが理解

しやすいのかということを問いたいのです。予算，決算ベースで一貫性のとれた数字で公表

していただきたいのです。専門家の皆さんなら一般財源と言われれば，すぐ理解しますが，

市民には分からないと思います。ぜひ市民に分かりやすい数字を公表していただきたいと

思います。 

〇財政課 補足で説明をさせていただきます。分かりやすい表を作成していただいて，あり

がとうございます。こちらの表にあるとおり，水戸市は一般財源 663 億円で，予算にします

と 1,279 億円となって，約２倍となっております。お話があったとおり，扶助費は約 332 億

円となっております。市税の収入は，660 億円のうち 420 億円でございます。330 億円も扶

助費にあてたら，税金が全部なくなってしまうというお話があるのです。扶助費は毎年度，

仮に 10 億円増えていくことになります。ということは，市税を 10 億円ずつ残していかな

ければならないのかと話になってしまいます。ですから，税ベースにすると扶助費が４分の

１くらいなので，仮に扶助費が 10億円増えるとしたら，２億 5,000 万円は自分で準備しな

くてはならないお金ということを表現したいと考えています。例えば 100 億円の市庁舎を

つくる時に，どこからお金が出るのかという話になります。年度ごとの税収をどれくらい入

れるのか，特定財源はどこから確保するのか，個別の事業については事業費総額でやらなけ

ればならないのか，財政の実態ということになると，やはり毎年度に見込める一般財源で，

今後５年 10年の財政運営をできるのかということを分かりやすく表現する必要があると考

えております。扶助費が毎年度 10 億円増えていくとしたら，100 億円増えてしまう，それ

ほど収入が増えるのですかということではなく，税負担に置きかえて表現したいと考えて

おりますので，一般財源で表現させていただきたく，御理解をお願いいたします。 

〇＿＿委員 視点をどこにおいて，表現するのかという問題だと思います。最近問題になり

ました年金の問題と同じですよね。2,000 万円足りなくなるというのを，分かっていたのに
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政府は隠していたことと同じになってしまいます。一般財源で足りない分は，特定財源でま

かなうしかないのです。もし，仮に特定財源が出なかったならば，一般市民が何らかの形で

背負いこまなければいけなくなるのかと感じます。そういった覚悟を，市民は持たなければ

ならないのではと思い，特定財源にばかり頼ってはいられないです。 

〇＿＿委員長 財政課の課長より，よろしくお願いします。 

〇財政課 誤解があるのですが，この場合で見込める特定財源というのは，望みではなくて

「ルール」でございます。例えば，仮に特定の扶助費，生活保護費，児童福祉費，障害福祉

費などがございますが，それによっては国が半分を支出します，県が４分の１支出します，

もしくはお互いが３分の１ずつ負担しましょうというルールがございます。特定財源をあ

えてそこに書きますと，実際の市の負担がだんだん大きくなってしまうのです。税でまかな

う部分を特化していますので，ない部分で特定財源としているわけではなくて，見込める部

分が外側にございます。 

〇＿＿委員 水戸市だけでなくて，宇都宮市や千葉市でも，特定財源をどう見込むというこ

とは一つの課題なのです。ただそれは，今までの過去の実績や，現時点で既に分かっている

ものがあるのだから，ある程度条件付けをしていけば，予想をたてるのもそれほど難しいこ

とではないと思います。宇都宮市や千葉市は，予算ベース，決算ベースというような同じレ

ベルで市民に公表しています。市民にとって分かりやすいと判断をして，千葉市・宇都宮市

もそういったやり方でやっているということでした。他の市にはまだ聞いてはいませんが，

結論としてはどちらが市民にとって分かりやすいのかなと思い，この場では結論が出ない

と思いますので，また議論させていただきたいと思います。 

〇＿＿委員長 そうするとまた来年も同じことがあるように思いますが，他の議題もあり

ますことから，第４の柱については以上となります。最後に，第５の柱「地方創生時代にふ

さわしい人材の育成」の質問についてです。実施項目は，事前に質問はなかったのですが，

人事課長が出席されていますので，何か御質問等があればお願いします。 

〇＿＿委員 よろしいですか。 

〇＿＿委員長 はい，＿＿委員お願いします。 

〇＿＿委員 人事評価は，給与に反映するような表現でもって，行財政改革の結論を出すと

いうことなのだと思います。私が考える人事評価と給与というのは，指標といいますか，国

レベルでしっかりとしたモデルケースがあれば，それを流用するということはあるかと思

います。民間企業と性格が少し違うと思うので，評価をどのようにして給与に反映するのか，

行政改革の中で見ていくということは，非常に見づらい部分ではないかと思うのですが，市

はどのようにお考えですか。 

〇＿＿委員長 人事評価と給与の関係，指標についてどうお考えなのでしょうか。人事課長

よろしくお願いします。 

〇人事課 人事評価の活用につきましては，職員一人一人の意欲を引き出すために，勤務成

績等を適正に給与へ反映させることが必要であり，地方公務員法においても義務付けられ
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ていることです。方針におきましては，任用と人事管理について活用はしているのですが，

まだ給与の面でどのように反映していくか，具体的に申し上げますとボーナスの査定に活

用していくのか，昇給の度合いにしていくか考えているのですが，どういった形であれば不

平不満がおこらないか，検討しているところでございます。 

〇＿＿委員 検討しているのはよく分かります。それを，行政改革プランの中に入れこんで，

評価をできるのですか。 

〇＿＿委員長 見直しも含めて，その辺りも検討するという視点が必要になるかと思いま

すので，ぜひ御検討をいただければと思います。他に御質問等ございますか。 

〇＿＿委員 前もって質問等していませんが，市税と国民健康保険税について御質問して

よろしいですか。 

〇＿＿委員長 質問自体は結構ですが，回答を得られないことがあるかもしれないです。 

〇＿＿委員 まずは，市税の収納率ですが，ここ数年，関係者の努力でずいぶん改善されて

きています。水戸市行財政改革プラン 2016 の 47 ページに「収納率向上に向けた取組の推

進」がありますが，平成 30 年度の市税収納率目標が 95.6 パーセントとありますが，実績見

込みでは 96.3 パーセントまで達成とあります。96.3 パーセントまで達成とすれば，平成 31

年度目標の 96パーセントを既に達成した，大変な勢いで改善されているわけです。関係者

の努力に感謝申し上げたいと思うのですが，ただ，全国レベル，茨城県内の収納率のレベル

から見ると水戸市は見劣りします。市民の立場で申し上げますが，引き続きよろしくお願い

します。それから，国民健康保険税のほうが問題ではないかと思うのですが，48 ページ，

実施状況の部分ですが，平成 29 年度決算では，収納率 65.1 パーセントとなっていますが，

平成 29 年度の目標値は 68 パーセントとしていますから，３パーセントほど未達成という

ことになります。平成 30年度の決算見込みが 68.1 パーセントで，平成 31年度の収納目標

率 75 パーセントに対して，昨年度は，まだ 68 パーセントまでしかいっていないというこ

となのです。来年度に向けて，７パーセントくらい上げないと目標達成できないという状況

です。県の平均値を見ますと，平成 27 年度が最新の公表値ですけれども，70.9 パーセント

くらい，県の平均値では達成しているのです。平成 27 年度の茨城県の平均値は約 71 パー

セントで，それに対して，水戸市は昨年 68パーセントで県の平均値よりも低いという状況

なのです。したがって国民健康保険税の収納について，水戸市の努力がまだまだ足りないの

ではないのかと感じました。 

〇行政改革課 国民健康保険料の目標値の設定なのですが，過去に１年間で収納率を５パ

ーセントも改善したことがあります。 75 パーセントという数字は難しいのですが，努力目

標として高い目標に向けて設定をしていましたので，市税の目標値と国民健康保険税との

目標値の設定の仕方が，違ってきているということがございます。ただ実際に，県の平均に

は達していませんが，滞納繰越金の整理に時間を要しているというところでございます。市

税と同様に，着実に財産調査を行いながら，必要なものについては差押えを行いながら整理

を進めております。徴収の分野では，特に収入未済額を見ていただきたいと思います。この
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収入未済額は年度を通して，大規模に削減をすることができているので，そういった部分で

現場も努力をしていると感じております。 

〇＿＿委員 水戸市で特徴的なのは，滞納世帯の多さです。県でも高いですし，水戸市は滞

納世帯数が約 33 パーセントあるのです。全国平均でみても 16 パーセントくらいです。そ

れと比較すると，２倍以上に滞納世帯が多いということなのですが，これが水戸市にとって

特徴的な現象だなと感じがします。 

〇行政改革課 現年度を比較すると，それほど差がないです。 

〇＿＿委員 現年度については，茨城県平均は 90パーセント，全国平均は，公表されてい

ないようなので分からないのですが，茨城県平均から２パーセントくらい水戸市は低いで

すよね。 

〇行政改革課 現年度は若干低いのですが，滞納繰越分との合わせた分との低さではない

かと思います。 

〇＿＿委員 滞納世帯が多いというのは，それが影響していると思われるのですが，そうい

った特徴的な現象はありますか。 

〇行政改革課 他の自治体も足並みを揃えてやっているということではなく，収納率の改

善ということで動いています。もともと茨城県の収納率が低く，そこは全県をあげて頑張っ

ているところです。水戸市も努力していて，他の自治体も頑張っていますので，なかなか差

が縮まらない状況でございます。 

〇＿＿委員 水戸市は県内でも滞納世帯が飛び抜けて多いです。そちらが気になっていま

す。 

〇行政改革課 水戸市は人口規模が多いので，実際のところ，なかなか改善できないという

状況です。滞納繰越分があるので，現場では苦労しています。 

〇＿＿委員 現場では相当苦労をしているのだなと感じております。 

〇行政改革課 収入未済額は確実に減らしておりますので，その部分ではよい流れになっ

ていると思います。 

〇＿＿委員 健康保険が維持できなければ，大変なことになります。 

〇行政改革課 それは意識して業務をやっております。 

〇＿＿委員 一般財政に影響が出てしまいます。 

〇＿＿委員長 他にございますか。以上で，事前に提出していただいた質問と，それに関す

る回答は終了となります。続きまして，次の議題であります「水戸市行財政改革プラン 2016

後期実施計画の策定方針」について，前期の実施計画が本年度で終了となりますので，新た

な計画の策定を行っていますが，策定方針について，事務局より御説明をお願いします。 

〇執行機関 行政改革推進委員会資料⑤を御覧ください。水戸市行財政改革プラン 2016 後

期実施計画の策定方針について御説明いたします。「１ 策定の趣旨」ですが，本市におき

ましては，４大プロジェクトが着実に進捗する中，令和２年度には中核市に移行する予定で

あります。一方，今後，人口減少や高齢化など，本市をとりまく環境の変化とともに，複雑
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多様化する市民ニーズへの対応が求められています。このような中，本市は平成 27年度に

「強くしなやかな行財政運営の構築」を目指して，水戸市行財政改革プラン 2016 を策定し，

全庁をあげて行財政改革に取り組んできました。行財政改革プラン 2016 は，大綱と実施計

画で構成されており，大綱は平成 28 年度から令和５年度までの８年間を計画期間としてお

ります。前期実施計画は，平成 28 年度から平成 31年度までを計画期間としており，令和２

年度から４年間を計画期間とした後期実施計画を策定することとしています。前期実施計

画では，中核市移行の推進，土地開発公社の解散など，一定の成果を上げています。それら

前期実施計画を踏まえた，後期実施計画を策定し，さらなる行財政改革に取り組むこととす

るものです。 

「２ 行財政改革の基本的な考え方」について，(１)改革の基本理念は，「強くしなやか

な行財政運営の構築」としております。こちらは行財政改革プラン 2016 の基本理念として

おり，後期実施計画においても，引き続き当該理念に基づき，改革を推進いたします。(２)

改革の視点は，行財政改革プラン 2016 の五つの改革の柱及び 14 の推進項目に基づき，後

期実施計画を推進いたします。なお，14 の推進項目に基づく実施項目は，今後の各部推進

会議及び職員からの実施項目案の提案を踏まえて，項目を増やすなどの検討などを行って

おります。ページを返していただき，２ページは，「改革の視点のイメージ」となっており

ます。基本理念を「強くしなやかな行財政運営の構築」として，大綱で定めている五つの柱

と推進項目はそのままに，右側に後期実施計画として詳細な実施項目を定めております。続

きまして３ページ，(３)計画の位置付けにつきましては，大綱策定時と変更はございません。

ア大綱では，行財政改革の理念並びに改革の柱及び推進項目を定め，イ実施計画では大綱に

基づいた，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，各部推

進会議が取り組む具体的な実施項目を定めます。(４)改革の実施期間ですが，第６次総合計

画の計画期間と一致させることとし，令和５年度までとさせていただきます。大綱は平成 28

年度から令和５年度まで，実施計画につきましては，前期４年(平成 28年度から平成 31年

度まで)，後期４年(令和２年度から令和５年度まで)といたします。 

４ページ，「３ 策定の推進体制」ですが，こちらも大綱策定時と同様に，市長を本部長

とする行政改革推進本部を中心としまして策定を行っていきます。また，五つの体制により，

多様な意見を取り入れた効果的，効率的な内容といたします。(１)各部推進会議における実

施項目案の作成，(２)職員提案の活用による実施項目案の作成，(３)行政改革推進委員会の

意見の反映，(４)市民意見の聴取(意見公募手続の活用)，(５)市議会との協議，この五つの

体制で行ってまいります。５ページにて，策定の推進体制のイメージを示しておりますので，

御参照いただければと思います。 

続きまして，６ページ「４ 全体スケジュール」でございます。今後のスケジュールとい

たしましては，７月下旬からスタートとなります。市議会への現在の行革実施状況，「水戸

市行財政改革プラン 2016 後期実施計画の策定方針」についての報告は，明日の８月９日に

行う予定でございます。その後，行財政改革プラン 2016 後期実施計画(案)の策定に向けま
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して，８月上旬に庁内調査部会，８月下旬に幹事会，９月上旬に行政改革推進本部と諮って

まいりまして，後期実施計画（案）の策定を行います。後期実施計画（案）の策定後には，

９月下旬から 11 月下旬にかけまして，市議会に報告を行いまして，あわせて行政改革推進

委員会の諮問，審議，答申を，10 月上旬から 11 月下旬にかけて行ってまいります。またそ

れに合わせて，10 月には意見公募の手続きにより，市民の意見聴取を行ってまいります。

それらの結果を踏まえまして，11月下旬から 12月下旬にかけまして，再度庁内におきまし

て幹事会，行政改革推進本部と協議しまして，プラン 2016 後期実施計画の決定を行います。

実施計画の決定後，翌年２月に水戸市行財政改革プラン 2016 後期実施計画につきまして，

市議会に報告をしてまいります。資料⑤の説明については以上でございます。 

〇＿＿委員長 今後の４年間についての御説明でした。あくまで策定方針ですので，具体的

な計画は，説明があったとおり現在策定しているということになっております。そういった

前提がある中で，御意見，御質問等がございましたらお願いします。 

〇＿＿委員 教えていただいてよろしいですか。資料②の 58 ページに，女性管理職の割合

があるのですが，管理職はどの役職以上なのですか。例えば，管理職を課長以上とするのか，

ここで捉えられている女性管理職とは，どの立場から管理職としているのでしょうか。 

〇＿＿委員長 行政改革課よりお願いします。 

〇執行機関 課長補佐級以上となります。 

〇＿＿委員 分かりました。 

〇＿＿委員長 策定方針について，他に御質問はございますか。 

〇＿＿委員 よろしいでしょうか。＿＿委員から，目標値をもっと明確にして，目標管理を

するのがよいのではないかと御意見がありましたが，後期実施計画を策定するに際しまし

ても，目標管理の数値を誰が見ても理解できるようなものにしてはどうかと思います。 

〇行政改革課 おっしゃるとおり，これまでも前期計画も同じような観点で作成していた

のですが，引き続き目標管理として，できるものについては数値化を進めてまいりたいと思

います。 

〇＿＿委員 数値で表されるほうが分かりやすいのですが，数値で表せないものに関して

は，具体的に分かりやすく表現していただけるよう，よろしくお願いします。 

〇＿＿委員長 他に御意見はないでしょうか。長時間にわたりましてありがとうございま

す。各委員からいただいた御意見等を踏まえて行財政改革の一層の推進を図っていただき

ますよう，お願い申し上げます。以上で審議は終了しますので，進行を事務局へお戻しいた

します。 

〇執行機関 本日は，長時間にわたる審議をいただきましてありがとうございます。御意見

を踏まえまして，更によりよい都市を目指して改革を推進してまいります。さて，行財政改

革プラン 2016 後期実施計画につきまして，先ほど御説明しましたとおり，現在，策定を進

めているところでございます。次回の委員会につきましては，秋を予定しておりまして，委

員長，副委員長と日程の調整ができ次第，事前に通知をさせていただきたいと考えておりま
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す。なお，前期実施計画の策定時には計画の審議のため，本委員会を２か月に４回開催させ

ていただいておりますので，だいたいその辺りの開催回数が目安かと考えております。以上

でございます。 

〇＿＿委員長 事務局から説明がありましたように，秋以降に委員会を集中的に開催して，

行財政改革プラン 2016 後期実施計画を審議することになりますのでよろしくお願いします。

以上を持ちまして，令和元年の第１回行財政改革推進委員会を閉会いたします。長時間にわ

たる御審議を誠にありがとうございます。 


