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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４回水戸市行政改革推進委員会 

 

２ 開催日時 令和元年 11月 29 日（金）午前９時 30 分から午前 11 時 30 分まで 

 

３ 開催場所 水戸市役所本庁舎４階政策会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

委員 

鹿倉よし江，谷口孝悦，田山和子，保立武憲，堀井武重，馬渡剛，皆川勝弘 

（氏名五十音順） 

執行機関 

荒井宰，熊田泰瑞，櫻井和則，深谷晃一，千田寛，渡辺慧，小野瀬雅子 

その他 

欠席者：伊藤明美，大津順一郎，川瀬武彦，軍地美代，冨山明子，早船徳子，元木理寿 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(１)第２回及び第３回行政改革推進委員会での質問・意見等について（公開） 

(２)水戸市行財政改革プラン 2016 後期実施計画の答申(案)について（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 

  会議次第 

資料⑤ 第２回行政改革推進委員会での質問・意見等について 

資料⑥ 第３回行政改革推進委員会での質問・意見等について 

資料⑦ 水戸市行財政改革プラン 2016後期実施計画の策定について(答申) 

 

９ 発言内容  

〇事務局 本日はお忙しい中，委員の皆様には，お集まりいただきまして誠にありがとうご
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ざいます。令和元年度第４回水戸市行政改革推進委員会を開会します。欠席の委員は，＿＿

副委員長，＿＿委員，＿＿委員，＿＿委員，＿＿委員より御連絡をいただいております。そ

れでは，行政改革推進委員会条例第６条に基づきまして＿＿委員長に議事進行をお願いし

ます。 

〇＿＿委員長 それでは，会議次第に基づき議事を進めます。水戸市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。会議録の署名人を指名します。＿＿委員

と＿＿委員にお願いします。それでは，第２回及び第３回委員会において，五つの柱ごとに

審議を行いまして，委員の皆様からさまざまな御意見をいただきました。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，御説明をお願いします。 

〇事務局 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⑤を御覧ください。

表の構成は，左から質問・意見，回答または修正案となっております。第２回，第３回の審

議につきましては，いずれもその場で担当課から回答があったものでございます。そのため，

資料の説明に関して重複を避けるために，答申書に御意見を反映する部分を抜粋して御説

明をいたします。まず１ページ目，全体に係る御意見となりまして，＿＿委員から目標の設

定に係る御意見です。年度計画は全体的に検討，推進，実施という表現になっていますが，

何を検討，推進，実施するのかが分かりにくいので，数値化するなど具体的にしないとわか

らないのではないか，との御意見を受けまして，行政改革課の回答としまして，後期実施計

画策定の中でも，現時点でできる限り数値化に努めてきた，そのため具体的でない目標設定

については，今後は進行管理の中で具体化していきたいと回答を行いました。こちらの意

見・回答を踏まえて，答申書案については，進行管理を行う中で，目標をできるだけ具体化

することとしています。全体についての答申案は以上となります。 

２ページの第１の柱となります。＿＿委員から「窓口サービスの向上」に係る御意見です。

キャッシュレス決済は，「キャッシュレス」という言葉が一人歩きをしており，市民にとっ

てどのように生活が変わるのかがわからないため，キャッシュレス決済の導入に当たって

は，具体的に何がどのように変わっていくのか，分かりやすく伝えていく必要があるという

意見を踏まえて，答申書案につきましては，キャッシュレス決済の導入に当たっては，どの

ように利便性が向上するのかについて具体的に市民に周知を行うこととしております。 

続きまして，３ページを御覧ください。＿＿委員から「保育所及び開放学級の待機児童の

解消」に係る御意見です。待機児童解消については，待機児童数の掲載がありますが，待機

児童数は，社会経済情勢の変化により変動すると思われます。また，民間の保育園もあれば，

公営の保育園もあり，人口動態の影響も受けるので，先行きの展望を示すなどして検討をし

てほしいという御意見を踏まえて，答申書案を，保育所及び開放学級の待機児童の解消に当

たっては，社会経済情勢の変化や，人口動態に基づく将来の展望を踏まえて対策を検討する

こととしております。 

続いて４ページになります。＿＿委員から「事務権限の拡大」についての御意見です。中

核市移行については，中核市に移行することによって，市民サービスがどのように変わるの
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かが分かりづらい。そのため，移行に当たっては市民が分かるようにしっかり説明をしてほ

しいという御意見を踏まえまして，答申書案については，中核市移行に当たっては，県から

市への事務窓口の変更など，市民生活に与える影響について市民に周知することとしてお

ります。 

続きまして，５ページから第２の柱になります。５ページ上段，＿＿委員からの「地域に

関わる担い手の育成」についての御意見です。今回の災害にも関連するが，自分の地域は地

域で守っていくことが大切であり，地域をまとめるリーダーを育成していく必要がありま

す。人選については，難しいと思いますが，地域リーダーを登録制にするべきではないのか，

という御意見を踏まえまして，答申書案は，地域リーダーの育成に当たっては，地域リーダ

ー研修会の受講者を，地区会からの推薦に限らず幅広く募集するなど人材の確保に向けた

検討を行うこととしております。 

続きまして６ページ，＿＿委員から「協働事業の充実」に係る御意見です。台風 19 号の

被害があった飯富地区は，個人のボランティアが多く入っていたようです。個人のボランテ

ィアへの支援や対応については，どのような状況かという質問に対する市民生活課の回答

としまして，個人の活動を見定めることが難しく，ボランティア希望者を対象とした団体化

への取組の支援にとどまっている。市として，個人を対象とした支援もする必要性はあると

思うが，現状では支援を行っていないと回答をしました。こちらの質問・回答を踏まえまし

て，答申書案としては，協働事業の推進に当たっては，協働対象の拡大に向けて，ボランテ

ィア，ＮＰＯ等への支援の強化を検討することとしております。 

続いて第３の柱になります。７ページの上段を御覧ください。＿＿委員からの「職員定数

の適正管理」に係る御意見です。定数については，毎年度の状況が変わることから，目標数

を設定することは難しいと思いますが，中核市となることから，県庁所在地を分析するなど，

他市の状況を把握した上で管理を行うべきであるという意見を踏まえまして，答申書案を，

職員定数の適正管理に当たっては，中核市移行に伴い，他の中核市の分析を行うこととして

おります。第３の柱につきましては以上となります。 

続いて第３回の質問・意見等の検討を行います。資料⑥「第３回行政改革推進委員会での

質問・意見等について」の御説明をいたします。資料の構成は先程の説明と同様ですので，

答申書に反映するものを中心に御説明をします。 

まずは１ページ，＿＿委員からの「中長期的視点に基づく財政運営」に係る御意見です。

財政運営については「みと財政安心ビジョン」を作成，公表していますが，分かりにくい内

容となっている。一般市民も見慣れた数値としては，公表されている予算と決算であるが，

「みと財政安心ビジョン」を見てみると，一般財源ベースに限られており，特定財源が省略

されている。この場合，実際の財政規模の半分くらいに縮小しているように見えてしまう。

より分かりやすいものとして検討していただきたいという意見の他に，２ページを含む追

加質問を含めて，担当課で当日回答を行ったものです。答申書案として，財政状況の公表に

当たっては，できる限り市民に分かりやすい形で公表を行うこととしています。 
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続きまして３ページ，＿＿委員より「社会保障の適正な運営(６)生活保護・生活困窮者」

に係る意見です。各課の担当者と「つなぐハローワークみと」との連携は重要であり，就労

支援については，対象となる本人の意思を酌み取った支援を行ってほしいという御意見を

踏まえて，答申書案を，生活困窮者やひとり親家庭の自立に向けた支援に当たっては，市と

「つなぐハローワークみと」が連携するとともに，対象者の意思を尊重した支援に留意する

こととしております。 

続いて４ページ，＿＿委員から「社会保障制度の適正な運営」に係る意見です。項目が分

かれているが，「目指すべき成果」が「社会保障制度の適正な管理」で同じであるのはなぜ

か。内容別に区分けしたのならば，効果も同じとするのではなく，具体的に掲載するべきで

あるという意見を踏まえまして，答申書案は，社会保障制度の適正な運営に係る各項目につ

いては，内容別に効果を具体化するように修正することとしております。 

続きまして６ページ，ここからは第５の柱となります。＿＿委員からの「職員の能力育成」

に係る意見です。研修の推進についての目標が明確でない。民間企業であればＴＯＥＩＣ何

点以上や資格取得者を何人など数値目標を設定する。このように目標を数量化して合理的

な尺度を設定すべきであるという意見を踏まえまして，答申書案は，人材育成に当たっては，

数値目標など客観的な成果指標の設定に努めることとしております。 

続いて７ページ，＿＿委員からの「ワーク・ライフ・バランスの推進」に関する意見です。

これまで男性は，仕事ありきで，育児や家庭のことを奥さんに任せきりといった課題があっ

た。仕事をしながら，家庭生活を楽しむように考え方が変わってきているので，働いている

男性にとっての家庭生活の楽しさを示していくべきであり，これによって，男性は人生の幅

が広がると思う，などの意見を踏まえまして，答申書案は，ワーク・ライフ・バランスの推

進に当たっては，男性職員の家庭への参画を推進していくこととしています。 

続いて＿＿委員からの「ワーク・ライフ・バランスの推進」に係る意見です。休暇などを

取りやすくなるように基準を明確にするべきであるという意見を踏まえまして，答申書案

は，休暇などの取得促進に向けた目標等を設定することとしています。 

８ページ，＿＿委員の「ワーク・ライフ・バランスの推進」に係る意見です。精神性疾患

による長期療養休暇の取得率が高いことは課題である。仕事を進める上では，人間関係が一

番大事である。そのため，人間関係に留意しながら，職場環境づくりを行うべきであるとい

う意見を踏まえまして，答申書案は，職員が働きやすい職場環境づくりの推進に当たっては，

良好な人間関係の構築に留意することとしております。 

続きまして，＿＿委員長から「職員の能力育成」に係る意見でございます。中核市移行に

当たって，中核市・水戸にふさわしい人材の育成に取り組むべきである。中核市移行後には，

多くの新たなデータを持つようになるが，ただ資料を集めるだけでなく，しっかり分析でき

るような，データサイエンティストを育成すべきという御意見を踏まえまして，答申書案は，

中核市移行後の地方創生時代にふさわしい人材育成に当たっては，データ分析を政策に活

用できる人材の育成に努めることとしております。答申書案に取り上げた内容は以上です。
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資料⑤⑥についての御説明は以上です。 

〇＿＿委員長 はい，ありがとうございます。第２回及び第３回委員会での質問・意見等に

ついての説明でした。限られた時間での審議となりますので，これまでの意見を踏まえまし

て，答申書に盛り込んだほうがよいと思われるものを，事務局と相談しまして，対応方針

（案）として作成しました。これはあくまで案ですので，委員の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ということでよろしいですか。質問や御意見があ

りますか。 

〇＿＿委員 先程の答申案につきまして，資料⑦の（８）財政状況の公表に当たっては，で

きる限り市民に分かりやすい形で公表を行うこと，としていますね。財政状況については問

題がないと思います。一般財源に限らず，特定財源も含めた全体の状況が公表されています

ので大丈夫だと思いますが，将来の財政見通しについては何度かお話ししていますが，一般

財源ベースに範囲が限られておりますから，水戸市の財源の全体像が非常に分かりにくい

内容になっております。財政規模を 100 とすれば，一般財源ベースなら約半分の財政規模に

なってしまいます。一般市民が見たときに水戸市の財政規模がこの程度だったのかなと，勘

違いがおこりやすいと思います。注釈を見ますと，一般財源ベースに限定していると注意書

きがありますが，全体として見たときの将来の見通しはどうなのかといったときに，そうい

った数値は公表されていないとなると，将来の財政見通しについては何も公表していない

ということになります。実際は，市の財政規模が半分くらいのものしか公表されていないこ

とになるわけですから，問題ではないですか。市民が勘違いしてしまいますので，財政に関

して全体像が分かる形式で公表してほしいといった要望です。したがって（８）は，将来の

財政見通しの公表に当たっては，と表現を変えていただけたらより内容が分かりやすいの

で，検討していただければと思います。 

〇＿＿委員長 (８)というのは，これから説明をします資料⑦「水戸市行財政改革プラン

2016 後期実施計画（案）の策定について（答申）」についてのお話です。具体的には資料⑥

の２ページ目，真ん中の答申書案が先程の御意見となります。以前から＿＿委員がおっしゃ

っていた，特定財源を含めて全体ではないのかとの意見です。答申書案には文言を冒頭の部

分で，継ぎ足してほしいとの御意見です。 

〇＿＿委員 補足させていただきたいのですが，(８)で財政状況の公表に当たってはでき

る限り市民に分かりやすい形で公表を行うこと，となっておりますが，財政状況の現状につ

いては問題ないと思っていますが，将来の見通しが実際の水戸市の財政規模の半分くらい

に縮小されて公表されるのが問題ではないかと申し上げております。 

〇＿＿委員長 行政改革課よりお願いします。 

〇事務局 ＿＿委員の意見を踏まえまして，財政状況の公表に当たってはという部分です

が，現状ではなくて，将来推計の話を述べてほしいという御意見なのかと思います。 

〇＿＿委員 将来見通しについて限定したほうが，より理解しやすいのではないですか。 

〇事務局 こちらの答申書案の修正案としましては，本文中では中長期的な財政推計とい
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う表現を用いておりますので，財政状況の部分を中長期的な財政推計の公表に当たっては

等の修正を検討したいと思います。 

〇＿＿委員長 財政課よりお願いします。 

〇財政課 財政課でございます。前回の説明が不足しておりましたようで，将来の財政推計

につきましては，できるだけ分かりやすい形ということで要素を絞って，市税，市民の皆様

の負担で，財政運営ができるのかということを表現したいということで，一般財源で推計を

行っております。皆様に納めていただいている市税で，今後水戸市が運営できるのか，それ

とも苦しくなるのかというところを表現したいという思いがあります。それを総額表示に

しますと，仮に市債を発行したり，国から臨時にお金が入ったりということで増減が分かり

づらくなってしまいます。市に収入として入ってくる，自由に使用できるお金をどこに持っ

ていくか，本質的なところを説明したいという思いで作成しております。さまざまなところ

で分かりやすいと評価をいただいておりますので，これを総額表示に変えるとなれば，今ま

でこの財政推計を見てきたかたからは分かりづらくなってしまうと御指摘を受ける可能性

が出てきてしまいます。 

〇＿＿委員長 ありがとうございます。 

〇事務局 ＿＿委員としてはシンプルで分かりやすい，将来推計の部分に配慮してほしい

ということですね。財政課としても，市民に分かりやすい形で説明したいと考えております

ので，大まかな方向性は一致しているのではないでしょうか。答申書案として，市民へ向け

て将来推計の公表の仕方を考えてほしいということは，事務局側と委員のかたとのベクト

ルは一致していると考えております。 

〇＿＿委員長 はい，ありがとうございます。＿＿委員の意見はいかがですか。 

〇＿＿委員 市民として，一般財源ベースの範囲内で運営されているかを知りたいという

気持ちは分かります。ただ，市全体の財政というのはどのようになっているのか，将来の市

の財政，一般財源も特定財源も含めたトータルのものですよね。予算や決算を含めたものを

皆そういう形で発表しているのです。その延長線で見ますと，将来については一般財源に絞

られている，そうなるとトータルはどうなっているのかという疑問がありまして，これは市

民としては，疑問が出てくるのは当然だと思います。将来の全体像を表した数字は一切公表

されていない，言葉が悪いかもしれませんが，水戸市の最大の欠点ではないかと思います。 

〇＿＿委員長 こちらは御意見として承ります。他にはよろしいですか。 

＜意見なし＞ 

〇＿＿委員長 それでは，資料⑤や，資料⑥については，このような形で盛り込むというこ

とになります。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

きたいと思います。 

それでは，次の議題にうつります。水戸市行財政改革プラン 2016 後期実施計画の答申案

についての審議に入りたいと思います。事務局と相談をしまして答申書案として作成しま

したので，説明をお願いします。 
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〇事務局 行政改革推進委員会資料⑦の水戸市行財政改革プラン 2016後期実施計画(案)の

策定について(答申)を御覧願います。答申書は，本文と記以下の構成となっております。本

文について読み上げをさせていただきます。 

令和元年 11月５日付け行革諮問第１号で，当委員会に諮問のありました標記の件につい

て下記のとおり答申いたします。厳しい行財政環境が続く中，行財政改革プラン 2016 の基

本理念である「強くしなやかな行財政運営の構築」を図るためには，市民目線に立った行財

政改革を積極的に進める必要があります。そのため，私たちが審議の中で重視をしたのは，

市民にとってより分かりやすく具体的な計画とすることです。したがって，年度計画が具体

的でない実施項目については，進行管理を行う中で，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考えて

おります。また，中核市移行に当たりましては，移譲事務に係る施策の展開によって都市の

魅力を高めるとともに，新たな市民ニーズを踏まえた行政サービスの質の向上に向け，職員

一人一人が十分に能力を発揮し，これまで以上に主体的に改革・改善に取り組むことが求め

られます。このようなことから，市長の力強いリーダーシップの下，全職員が一丸となって

行財政改革を着実に推進することを要望します。本文は以上でございます。 

続いて，記以下の構成ですが，「１ 意見」としましては，資料⑤⑥で御説明しました答

申書案と示してきたものを，(１)から(13)として意見として記載をしております。資料⑥の

４ページにありました＿＿委員の意見につきましては，本文の修正案としましては担当課

と調整を行いまして修正案ができておりますので，「２ 修正案」として別紙のとおりとし

ております。答申書別紙を御覧願います。こちらは，実施項目 22「社会保障制度の適正な

運営」を抜粋したもので，修正案変更箇所を網掛けして表記したものです。変更箇所を御参

照お願いします。このため答申書案は本文，記以下の意見としまして，「１ 意見」，「２ 修

正案」という構成で行っているものです。以上で答申書案の説明を終わります。 

〇＿＿委員長 はい，ただいま水戸市行財政改革プラン 2016 後期実施計画案の策定につい

て(答申)ということで事務局から説明がありました。これらについて御意見等ございます

か。 

〇＿＿委員 よろしいですか。 

〇＿＿委員長 はい，＿＿委員どうぞ。 

〇＿＿委員 確認ですが，この答申書の内容について今まで検討してきて，委員の皆様から

御意見が出ていますが，その意見にしたがって実施計画の修正等行うのですか。それとも今

回は修正は行わず，この答申を受けたという形でまとめられるのですか。 

〇＿＿委員長 はい，行政改革課よりお願いします。 

〇事務局 はい，修正点につきましては，別紙の部分で＿＿委員の意見は修正していきたい

と考えておりますが，その他の部分につきましては，進行管理をする中での具体的な手法に

ついてアドバイスをいただいたという扱いにできればと考えています。例えば＿＿委員か

らの意見，目標の具体化については，現時点ではこの表現にとどめるしかない状況でして，
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ただ，それは来年度以降に具体化できるものは具体化していきたいと考えております。 

〇＿＿委員長 はい。よろしいですか。他に御意見がありますか。 

＜意見なし＞ 

〇＿＿委員長 それでは，答申書案につきましては，このような形式で市長に答申すること

となります。それでは審議は以上になります。その他事務局で何かありますか。 

〇事務局 今後のスケジュールですが，審議については，本日をもちまして終了となります。

次回は，12 月３日に答申となります。場所は本日の会場と同じく本庁舎４階政策会議室で，

時間は午前９時 30分からを予定しております。なお，当日は市長との意見交換があります。

以上となります。よろしくお願いします。 

〇＿＿委員長 はい，ありがとうございます。これをもちまして，本日の委員会の議事はす

べて終了となります。長時間にわたる御審議をありがとうございました。 

 


