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平成 21 年度 

第１回八戸市行政改革委員会議事録 
 

日  時  平成 21 年 5 月 29 日（金） 14 時 00 分から 

場  所  市庁本館 3 階 議会第 1 委員会室 

出席委員  6 名 杉山委員、千葉委員、月舘委員、辻委員、長谷川委員、林委員 

出 席 者  西副市長 

事 務 局  大岡総務部長、荒屋敷総務部次長兼行政改革推進課長、品田副参事、 

大沢主査、榊主事、奥瀬主事 

 

 

（開会 14：00） 

●司 会 本日は大変お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。定刻

となりましたので、ただいまから、平成21年度八戸市行政改革委員会を開催いたします 

  初に、委嘱状の交付を行います。本日は、市長公務により欠席のため、市長に代わり

まして西副市長が交付いたします。 

 

〔委嘱状交付〕 

 

●司 会 なお、榊佳弘様は、本日、都合によりご欠席でございます。それでは、市長に代

わりまして西副市長より皆様にご挨拶申し上げます。 

 

〔西副市長挨拶〕 

 

●司 会 本日は 初の会議でございますので、八戸市行政改革委員会設置要綱第4条第1

項の規定によりまして、委員長が決まるまでの間、市長が委員長の職務を行います。本

日は市長に代わりまして、西副市長がその職務を行います。副市長、委員長席へお願い

たします。 

 

●副市長 それでは委員長が決まるまでの間、暫時進行を務めさせていただきます。八戸市

の行政改革委員会設置要綱の規定によりまして、委員の互選により委員長の選任を行い

たいと思います。どなたか推薦をお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

●委 員 前回もご経験なさっている辻委員、いかがでしょうか。 

 

●副市長 はい、ありがとうございます。辻委員をご推薦いただきましたが、よろしゅうご

ざいますか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

●副市長 では、そのように委員長と決定させていただきます。以上で私の職務は終わりま

すので、代わります。 

 

●司 会 それでは辻委員長、委員長席へお願いします。辻委員長には、一言ごあいさつを

頂戴したいと思いますので、よろしくどうぞお願いします。 

 

●委員長 前回もお世話になった委員の方々たくさんいらっしゃいます。前回も、もうそろ

そろ大幅行革でメンバーを一新した方がいいのではないかというのが、私をはじめとす

る皆さんの意見だったと思いますが、今回もまた一段と景気状況も厳しくなり、もう一

段この状況に合わせて改革をパワーアップしていくために、今までの経験を活かして、

新しいメンバーを加えて行革を監視していくという役割なのかなというふうに思ってお

ります。是非、また皆さんにご協力いただいて、より良い八戸市にしていきたいと思い

ますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 

●司 会 はい、ありがとうございました。ここで西副市長は、公務のため退席いたします

ので、ご了承をお願いいたします。 

 

●副市長 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●司 会 それでは、設置要綱第4条第3項の規定に基づきまして、委員長職務代理者を委

員長に指名していただきます。委員長、よろしくお願いします。 

 

●委員長 これまでも同じなのですが、行政に対して も厳しい意見を、いつもご提示して

いただいております月舘委員に引き続き職務代理者をお願いしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 

●司 会 はい、よろしくどうぞお願いします。続きまして、事務局職員を紹介いたします。 

 

〔事務局職員紹介〕 

 

●司 会 続きまして、早速でございますが、会議に移らせていただきます。委員長に以後

の議事進行をお願いいたします。よろしくどうぞお願い申し上げます。 

 

●委員長 それではまず 初に、本委員会の審議につきまして、公開とするか非公開とする

かについて決めたいと思います。事務局の方から説明をお願いします。 
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●事務局 よろしくお願いします。委員会の公開、非公開ということでございまして、市の

規定の中でご説明いたします。まず市の規定の中では、八戸市情報公開条例というもの

がございまして、この規定の中では行政文書の開示というものを目的としておりますの

で、会議自体の公開、非公開について規定はされておりませんけれども、会議の中の資

料、それから議事録につきましては行政文書ということになります。情報公開条例では、

基本的には広く情報を開示していくというのが主眼でございますけれども、公にするこ

とによって率直な意見交換、もしくはその意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れ、

あるいは不当に市民との間に混乱を生じさせる恐れがある場合、あるいはまた特定の者

に不当に利益を与えたり、不利益を及ぼす恐れのあるものについては、公開しなくても

よいということになってございます。 

更に会議自体の公開、非公開につきましては、市の方で八戸市附属機関等の設置及び

運営に関する要綱というものを定めておりまして、この中で原則公開とすると、附属機

関等に関する会議については原則公開とするというふうにしております。ただし、個人

のプライバシー、または政策形成過程における情報等に係る審議、その内容を公開する

ことによって、その附属機関の適正な議事運営に著しい支障が生じる恐れがある場合、

そういった場合は会議の中身を非公開とすることができますということで規定してござ

います。 

それぞれ公開、非公開することによって、メリット、デメリットあります。メリット

といたしますと、市政運営の透明性の確保、あるいは市民への説明責任を果たすという

こと。デメリットとしますと、規定にもありますけれども率直な意見交換が損なわれる

恐れがある、あるいは政策形成過程における情報を開示することによって混乱を生じさ

せるといったことが想定されるかと思います。今回の委員会につきましては、基本的に

は公開でもよろしいのかなというふうには思いますけれども、中身によっては非公開と

いう場合も想定されるのかなというふうに考えてはいますけれども、その点について委

員会の方で方針を決めていただければなというふうに思います。以上でございます。 

 

●委員長 それでは、ただ今の説明について、何か質問ございますか。無ければ、いろいろ

条件は付いておりましたが、原則として本委員会は公開ということにしたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

●委員長 はい、それでは公開ということで続けたいと思います。格段の事情があるときは、

改めて非公開とすることをお伺いするかもしれませんが、原則は公開ということでお願

いします。 

  それでは続きまして、今日の 大の案件の第5次八戸市行財政改革大綱の策定につきま

して、事務局の方から説明をお願いしたいと思います。 
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〔事務局が資料に基づき説明〕 

 

●委員長 はい、ありがとうございました。まず、一番目のスケジュールの確認ですが、今

日皆さんから質疑応答、それからざっくばらんなご意見を出していただきまして、基本

方針につきましては、次回7月に決めるということでよろしいですね。 

 

●事務局 本委員会は、再度7月に開けるかどうか、ちょっと今わかっておりません。7月

に開くということの前提ではなくて、ご意見をいただいて、それらを庁内の専門部会と

かで、 終的に市長を本部長とします行革の本部の方にかけていくという流れで、7月に

決めて議会の方へ報告をするという段取りでございますので。 

 

●委員長 では、どうしても今日の内に、この基本方針について気になることは、全て皆さ

んの方から一応意見としてご提示いただいておくということですね。 

 

●事務局 はい。 

 

●委員長 はい、ということです。そのことを前提に、これまで委員会名称が異なりました

が、行政経営検討委員会でありましたところのことも踏まえまして、第4次の行革大綱の

進捗状況をご説明いただきまして、これからの状況をご説明いただき、現在考えておら

れる基本方針案についてご提示いただいたということになります。 

  では、Ａ委員が途中で退席されるので、 初にご意見お願いします。 

 

●委 員 では議論をしていただきたいと思いますので、2、3気が付いたというか、お願

いといいますか。まず一つは、目指すべき将来像として、市民満足度の向上ということ

が引き継がれていくのではないかと思うのですけれども、ではこの市民満足というのが、

こういうふうな行財政改革に伴って、職員数が減ったりとか、いろいろな指定管理者制

度を導入したとかいうことが、市民満足度の向上に繋がったのかとかいうふうな点は、

どこかで、この行財政の改革の中なのだからしょうがないではないかと、今までサービ

スしてきた事のサービス水準が、下がっているのだけれども、だけどそれは今の改革の

中ではやむを得ないことだというふうにしていくかとか、その辺の少しコンセンサスを

どこかでお互いに得ないと、市民から見た時に、この3本柱が行財政改革の中心として適

当なのかどうかというところを少し考えていかなくてはという、一つ感じを受けました。 

 

●委員長 まず、今のところ少し議論させていただいていいですか。まだ、もう少し大丈夫

ですね。それでは今の点、いかがでしょうか。 

 

●事務局 まず、市民満足度のお話だったのですけれども、今行財政改革を進めるにあたっ
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て、確かに予算、それから人というものは限られてございます。今回目標に掲げたのは、

一応市民の皆さま方にも、予算とか人というのは限りがあるのだという事をまず承知し

ていただいた上で、ただし自分達でやれるところはやっていきますよと。それは自分達

から、自ら積極的に課題を発見しながら、何とか市民の皆さま方に満足いただけるよう

な、そういう行政サービスを提供していくのだというふうにしていきたいと思います。

その前提となるのが、組織であり人の改革だと思っておりますので、人というのは人材

育成、これは職員の資質をアップさせる、意識をアップさせる、そういう職員が多くな

ることで、どういったことが市民の皆さんに対して喜ばれる、満足していただけるサー

ビスなのか、それを職員一人ひとりが考えることができるかと思います。それをできた

ら実行に移していくわけなのですけれども、それは組織として機動的に動くことが必要

なので、この組織が活性化するようにしていかなければならないと。したがいまして、

この改革柱の1と2、これはセットで進めることによって、達成できるのではないかと思

っております。もちろん受け手、市民の皆さんの受け手の問題がありますので、 終的

に行政の質のサービスがアップしたのかどうなのかというのが、これは市民の皆さま自

身に判断していただかなければならないかもしれませんけれども、今はそのように考え

ております。 

 

●委 員 わかりました。つまりその辺で、例えば商品であれば顧客満足度とか、そういう

ふうな意味で、市民サービスとかいうふうな点でいくと、いわば顧客ではないのですけ

れども、市民も一緒にという視点でやらなければいけないことなのですが、その満足度

をどういうふうにして私たちが、こちらもそうだし、行政の担当者も理解していくかと

いうことを少しずつ整理していく必要がありますね。つまり、改革の柱は何を狙ってい

るかというのは、今のお話のようにこうなのだというふうにお話して、わかりましたと

いうことで、それが市民満足度に繋がっていますよというふうに説明を受けることも可

能ではありますけれども、実際こうやって市民の方々が満足度を、要するに5年前に比べ

て高まりましたよというようなことが、具体的にどうなのということに対して答えられ

る、そういう行財政改革になった方がベターではないかというふうな意味でコメントい

ただければと思いました。 

 

●事務局 まず行政改革と、それからあと様々な事業推進と二つあるかと思いますが、事業

推進という点で申しますと、今総合政策部の方でいろんな事業を考えるときに、市民の

皆さんに参加いただいて、企画立案のところから進めてございます。したがいまして、

市民の皆さまの意見を頂戴するという点においては、事業を推進するというところにお

いては、かなり意見をいただいて、それを実行しているのかなと思ってはございます。 

 

●委 員 今の市民満足度のことで。私はこの市民満足度というのは、非常にある意味危険

な言葉で、名前を変えた方がいいのではないかと思うことがあるのです。満足という言

葉というのは、その個人のいろんな思いとか実行も入りますし、あとは行政がサービス
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という言葉を使うというのも、これもある意味非常に危険なところがあって、サービス

というと何かしてもらえるという感覚がありますよね。ですから、その満足度といった

ときに、受ける側の私達もそうですし、あとは例えば八戸市役所の中で働いていらっし

ゃる方の中にも、この市民満足度を、少し解釈を勘違いしている方がいるのではないか

という。具体的にということではないのですが、例えば昨シーズンにやったときに、市

営住宅の話がありましたよね。そうするとその市営住宅というのは、同じ条件だと市営

住宅の方がはるかに安くて非常に良いと、ですからそこに入っている人は大変満足して

いると、だから数を増やしましょうみたいな話になると、ちょっとその満足度はおかし

いのではないですかというのがありますよね。そうすると、この満足度といった場合に、

市民が、例えば自分の生活が苦しいとか、もっとお金が欲しいとか、もっとみんなただ

にして欲しいとかという物差しで計られてしまったのでは、非常にまずいと思います。

今、やはり事務局がおっしゃったように、本来いろいろと条件があって、こんなサービ

スをするためにこれだけお金がかかって、それは無理だから皆さん協力しましょうねと

いうところを、全部やはり理解してもらえるようにするために、どういう説明の仕方を

するかということもひとつですし、その役割ですけれども、この市民満足度ではなくて、

市民納得度とか、そうするとこのサービスにはこれだけのお金がかかりますということ

もそう、バランス、そのバランスが見えるようにしないと、こういう世の中になればな

るほど、市がどう頑張ろうが、何をやろうが、生活でいろいろ不安があると満足度はど

んどん落ちていくと思うのです。そうすると、ではまたこれをやらなくてはならない、

あれもやらなくてはいけないという負担が大きくなりますので、まずそのバランスをど

うやって見せるかということと、あと私は言葉に惑わされないようにどう解釈するか、

または言い方を変えていくのか、その辺の検討があってもいいのではないかというふう

に、今印象としては持っています。 

 

●委員長 はい、事務局いかがですか。 

 

●事務局 非常に市民満足度を計るということが、私どもも非常に難しい命題だろうなと思

っております。平成16年に、全体的な、市民2,000人を対象にした市民満足度調査という

ものはやっております。ただ非常に大きな枠の中で満足度を計っていくということにど

うしてもなりがち。ただ、現実的には個々のものについて、やはり満足度であったり、

納得度というのが出てくるかなと思っております。現在総合計画を進行する中で、総合

政策部の方で、毎年度有識者とそれから市政モニターの方々に対するモニター調査をや

っておりまして、その中に行財政改革、行政改革の項目がありまして、一定の数値は出

てきておりますが、どういうふうに評価することは非常に面倒かなと思っておりまして、

具体的に今は大綱の大枠のところでご提案を申し上げておりますが、今後この実施項目

に連なってまいります具体的な実施項目の方、こういったものを具体的に見ながら、ど

の程度達成されていったのかということも踏まえながら、全体の満足度といいましょう

か、そういったものを考えていけたらいいのかなというふうには考えております。 
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●委員長 5次の大綱の基本方針案自体には、満足度という言葉は一応出ていないのですね。

ですから、直接今回は、もちろん満足度の向上は目指すのですけれども、今回は文言と

しては入れていないということがありますので、今、事務局が説明されたように、市政

モニター、有識者を中心に、総合計画の体系に合わせて、一応満足度調査をして、先週

か何か確か発表していましたよね。それを見ると、一応毎年上がっているのですよ。別

の仕事の関係もあって、細かい施策別にその数字の上がり方を見ると、どこまで有効に

使えるかどうかというのは、更に詳細に検討が必要で、計り方自体も、今努力をしてい

るのは事実なのですけれども、どうやって的確に計っていくかという課題がやはりある

と思います。今後特に考えていくと、基本的に税負担や保険料が重くなってきますので、

いわば消費と値段は上がっていくのですよね。上がっていく分、質の高いものは提供し

ようということなのですけれども、しかし本当にそれで満足してもらえるかどうか。中

にはもう少し我慢をしてもらわなければならないところもあるかもしれないし、市民が

思っている程、うまく、もしかすると安くていいものを提供できないかもしれないと。

しかし、それはなるべく追求していこうというのが、ここに書かれている精神だと思う

のですけれども、その点、満足度をどの辺の目的に置いて、なおかつそれをどう的確に

計っていけばいいかというのは、要検討事項ではないでしょうかね。したがって今回の

右側の方には、4次のところの市民満足の向上というのは書いてあるのですけれども、明

示的には記載はされなくなってきているということがあるかもしれません。 

 

●委 員 よろしいですか。義務経費が徐々に徐々にアップアップして、非常に苦しい財政

になっていく、そういう中でとりわけ公債費のこれから、いわば過去に整備したインフ

ラだと思うのですけれども、そういうふうな過去の借金を払うピークがもう終わったの

か、この先なのか、ちょっとわからないのですが、その見通しと、老朽化していくよう

な施設の維持という課題は、結構この後の5年間なり、どこかで変わる社会に切り替えて

いかなくてはいけないようにも思うのですが、その点はこういう改革の柱の中でどこか

に入れなくていいのですか。 

 

●事務局 ではまず公債費のピークのお話なのですが、今八戸市の公債費のピークは平成

19年、20年、21年、大体このあたりが山です。あと平成25年、26年になるとそれが落ち

ていくような形になっております。その公債費を軽減するために、財政の方は、例えば

借りる際の利息を少しでも減らすように、利率の入札を行ったり、それから国の制度を

活用しながら公債費の平準化、山を崩してなだらかに返せるような、そういった取り組

みを財政課の方ではしてございます。したがいまして、一応その面についての改革は、

この大綱には盛り込んではいないのですが、実際に取り組んでいると。強いて言うなら

ば、第5次の指標のところの財政指標、健全化指標というものを、健全化の水準に置くと

いう目標を掲げてございます。これには、公債費の部分の縛りも入ってきますので、そ

の指標でもって縛っているという言い方はできるかと思います。 
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●委 員 もう一つの点の、インフラの老朽化という点はどうですか。いろんな意味でイン

フラ整備については、この前の水道事故はこれに関するかどうかはわかりませんけれど

も、それにしても、例えば十勝でガス爆発の事故が起きたりとか、それからかなり埋設

管とか、それから見えている世界でも、いわば高度成長期につくったものの次の維持と

いいますか、更新という課題を残しているような気がするのですけれども、その辺の予

算執行の時期がこの5年後といいますか、その先なりに出てこないでしょうか。そこはい

かがですか。 

 

●事務局 現在、維持管理経費の部分については、私も3月まで財政におりましたので、基

本的にはその維持経費というのは、これから施設も老朽化していく傾向にございますの

で、増えていくのだろうと思います。増えていくのだろうと思うのですけれども、ただ

その維持管理経費をどのように使うかというのを、基本的に現場を知っている担当課、

そちらの方にある程度の枠を持たせて、その担当課の方で優先順位をつけながら執行し

ていくような形をとって、少しでも限りある財源を有効活用しながら、少しでも多くの

経費を捻出できるようにそういう工夫等はしております。 

 

●事務局 私も以前、ごみの焼却の関係の施設にもおりましたので、ものすごいお金が維持

費に掛かるわけなのですが、それはもう先を見通した維持費ということで、年度毎に計

画を立てております。例えば起債が活用できるようなものについては、少し先延ばしを

してそこでまとめて起債の中でやっていこうとか、そういった工夫はやっております。

ですから、維持費というのはどうしても掛かるものですから、そこはもう先を見越しな

がら実際はやっているというのが事実なのですが、確かに老朽化が進むと当然維持費は

掛かってくるということはございます。そんなところを考えながらやっていかなければ

ならないということでございます。 

 

●委 員 特にこの 後の、改革の柱の2の中に、質の高い市民サービスといいますと、例

えばでこぼこ道だとか、それから除雪だとか、そういうふうなこともある意味では市民

サービスといいますか。ですから安全なところに、地震のときに災害を受けたりして、

被災している方の非難場所だったり、そういう意味でもより安全なまちにしていくため

の、そういうふうなタイミングといいますか、つまり約30年前のころにちょうどそのピ

ークでいろんな施設がつくられて、今徐々にそれが次の、いわば私たち団塊世代のよう

に施設がつくられて、老朽化が団塊世代として発生していると。そこのところのすり合

わせもこの中に是非加えながら進めていただければ幸いと思いました。以上です。 

 

●委員長 今のＡ委員の言われた意見は、私もかなり不安なところ、懸念のところで、今一

通り説明があったのだけれども、私もそれに関して追加で聞きたいことがあるのです。

一つは、まず1番目の財政の借金のピークなのだけれども、日本全国では、結局以前まで
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は大体今の説明で良かったのですよ。大体借金のピークで、地方債残高は減っていまし

たから。しかし今度の補正、2次補正までいって、借金残高は増えているはずなのですよ。

地方財政計画上も。一応臨財債100％といっていますけれども、しかし補助裏まで考えた

ときに、少なくても名目上はまたこの後借金が増えますよね。増えた後に本当に国が約

束を守るのかと、わからないけれども。ここのところ、やはりまたしばらく名目上も実

質上も借金が膨らむと。やはりどうしても一般財源相当分も出てくるので、そうしたと

きにピークは過ぎたので、これで大丈夫だ式の今の説明で本当に地財上大丈夫なのかと

いうのが 初の点。 

  2番目の点、これもＡ委員が言われているとおり、なかなか公共施設が高度成長期につ

くったものは1度に再編がくるので、今ストックマネジメント計画のような形で、市全体

で、いわゆる公共施設ですよね、道路も含めて、道路橋梁もそうですけれども、学校施

設なんかも含めて、トータルで見て財源調達ができるかどうかというのは、やはりどこ

も苦労していると。首都圏の団体で今後10年間まだ人口は減らないと、高齢化に戦って

いくという団体でも、その10年間の内に何かやりたいというのだけれども、なかなか財

源調達が難しいと。特に学校施設の耐震化が残っている場合は、学校施設の耐震化だけ

でもなかなか目処がつかないという状況なのですよね。こう考えると普通は、学校施設

の耐震化や上下水道、 近話題だと橋梁、この四つくらいで、方針、ストックマネジメ

ント、今言った従来の維持管理経費の枠の中で、本当に更新できる範囲なのかと。その

点については、改めてお伺いしたいのですが、どうですか。 

 

●事務局 まず第1点目の、委員長おっしゃるとおり、今いろんな経済対策等々で、歳出を

拡大しなければならないような国の施策で、そういう状況ではございます。実際に公債

費のピークは先ほど言ったとおりなのですけれども、これから新たな施設、あるいは投

資的経費に向けると、そこは表面上公債費、借金は増えていくと思います。ただし、今

度は一歩踏み込んで申しますと、借金の質というのがあるかと思います。借金の質とい

うのは、今の国の補正では補正予算債とかといいますと、交付税措置の割合がかなり高

くなっていると。したがって普通の市が、ただ何もない状況の中でする借金とは違いま

して、そういう借金の質の部分でいうと、ちゃんと返ってくるあてがある借金というふ

うなことで整理できるのかなと思っておりますが。 

 

●委員長 それは名目上ではあるけれど、どこかで財政値をまるめられたら、名目上は入る

実額は増えないということはあり得ないよね。入らないのだもの、実額は。 

 

●事務局 そこで一つ借金をする場合にでも、どうしても歯止めになるような目標というの

があるわけです。そこが、これまでで申しますと、プライマリーバランス、これの元利

ベースとか、元金ベースというふうなお話があって、それをどう維持していくかという

ところを一つのラインにしてきたわけです。少なくても、19年度決算まででいうと、八

戸市は元金ベースで黒字化を達成していると。ただ今後、どのようになるかというと、



 10

元金ベースではなく、ほかのベースというようなところに目標が変わってくるかもしれ

ません。 

 

●委員長 ということは、少なくてもＡ委員が言われているような懸念もあるので、もう少

し明示的に、この基金幾ら以上の、何か財政に対する考え方なり、シミュレートなり、

何かがないと今後の財政運営、なかなか危うい側面が出てくるという懸念は、もっとも

だと思うのですけれどもね。 

 

●事務局 そこが健全化指標の、四つの指標の中で健全化状態をチェックしていくというこ

とで、以上を考えてございました。 

 

●委員長 だからあと1点は、財政上、一応形上は100％充当されるということで、しかし

実質上は実額は増えないということは、今までもあったことだよね。それが今言ったこ

の財政指標と基金残高だけで、本当に見きれるのかなというのが心配事項ですけどね。

とりあえずこれはこうですよね。後者の公共施設の方は。 

 

●事務局 実際に維持管理経費のところは、現在の予算ベースの維持だけで足りるかどうか

というのは、非常に難しいのではないかと思っております。したがってそうなると、財

源というのは限られているので、そちらの施設の維持管理の方に回すとなると、自由に

使えるお金というのは、これは少なくなっていかざるを得ないのかなと。それをきちん

と説明責任を果たしながら、今こういう状況にあるので、限りあるお金なので、今はこ

ちらの方に振り向けますよというような説明をしていかないといけないのだと思います。 

 

●委員長 具体的に学校施設の耐震化というのは、終わっているのですか、大体。 

 

●事務局 今ちょうど耐震診断を行っているところでございます。 

 

●委員長 では、相当残っていると。これ上下水道の管渠の更新みたいなのは残っているの、

まだこれから。いつぐらいから本格的になるの。 

 

●委 員 上水道は今やっているのがあります。 

 

●委員長 これから更に増えるの。 

 

●委 員 これから増えるだろうと推定されているのですけれどもね。  

 

●委員長 では南郷分も、八戸市分も両方。 
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●委 員 そうだと思います。今私はフィールドで通っているところで、水道管の更新工事

というのを結構やられていますから。進んでいるのだなというふうには見えますけれど

も。多分それは全体計画があってやっていらっしゃると思いますけれども。 

 

●委員長 これはやはり、どこかで担保されていればいいかもしれないし、一応公共施設全

体で、多分通常の維持管理経費の発想から出るところで更新していかなければならない

ところもあるので、それがこの5年なら5年の中で、どのくらい担保されて、適切に更新

していけるかということは、どこかで計画の中で担保する必要があるということですよ

ね。 

 

●委 員 私自身は、青森県の橋梁の方のアセスメントマネジメントとかそういうふうなこ

とを一緒にしていただいているのですけれども、やはり従来であれば何年かして老朽化

しているから、あるいは例えば車両の重量が大きくなっていて、交通量が多くなるから、

機能が合わないから架け替えだというのを基本にして行政的にやってきたのですけれど

も、そういうふうなことについては今起きていないのですね。それよりも、どちらかと

いうと長寿命化するようなことをして、資産としては劣化しているのですけれども、そ

れをこまめに直しながらいく、そのタイミングをいつにすればいいかなというふうなこ

とを計画しながら、どの橋を今年度はとかというふうなことで、計画性の中でいわゆる

支出予算の平準化というようなことをやっているのです。ですから、どうしてもそうい

うふうなタイミングに今、国交省もそうふうな姿勢になってきていらっしゃるので、全

部の社会がそういうふうな仕組みに少しずつ、今のは公共事業関係のインフラですけれ

ども、そういうふうなタイミングになっているようなところを感じるのですね。ですか

ら、今度の財政改革の中には、そういうふうなことの意識といいますか、そういうもの

を各部署でお考えになっていただかないと、突然市民に使えませんというお話を出さな

ければいけない時代が、やってこないとも限らないというふうなところが、皆さんそう

いう心配しているところだと思いますね。 

 

●事務局 私の知り得るところで言いますと、橋梁の長寿命化の計画の策定、これにはもう

着手してございますし、それから下水道の管についても、これは長寿命化を今検討して

いるところというところではあります。あと、その他施設は、やはりそういった視点は

必要になってくるなと思います。 

 

●委 員 多分そういう意味で、そういうふうにお考えになっていらっしゃるということは、

時代がそういうふうなものに、切り替わる時代に今きているので、行政としてもそうい

う仕事が従来よりは濃度の濃いといいますか、品質の高いものとして受け止めなくては

いけない。当然それに対して、財政的な負担も発生するというふうに理解していかない

と、この次のステップが難しくなってくるのではないかというふうに感じています。 
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●委員長 はい、その他いかがでしょうか。では、Ｂ委員いかですか。 

 

●委 員 はい、さっき職員の意識の問題という話が出て、まさに今はそういう時代なのだ

なと思うのです。今までの公務員というのは、国から、県から言われたことをきちんと

すれば良かったのだけれども、今はもう市役所のレベルで、住民に近いところで工夫し

ていかないと、もうやっていけない時代だというのは、いろんな場面でいろんな人の話

でもわかるのですけれども、その意識の改革というのは、簡単なようで非常に難しい部

分だと思うのです。今までやってきたことを、人間というのはやはり変えない方向が一

番楽なもので、変えるということは、いろいろとすごい難しいことなのですね。号令を

かけるだけでは意識というのは全く変わらないもので、ましてや多くの職員の中で一部

が変わったとしても、その変わった人たちの影響を受けるかというと、まあ逆の場合が

多く、その人たちが外に出ていってしまうということもよくあることですので、この一

部署一改善というのは、すごくいいことなのですけれども、これをもう少し系統立てて、

きちんと成功につながるようなやり方を具体的にきちんと考えていかないと、号令だけ

で終わるような感じが少し危惧として心にあります。 

 

●委員長 そのあたり、事務局いかがですか。 

 

●事務局 職員の意識の向上とか、職員のレベルアップというのは非常に大事で、まずこれ

がきちんとレベルアップしていって、レベルアップした職員がきちんと取り組むからこ

そ次に繋がると考えております。そこで重要になってくるのが、職員の研修。職員の研

修も、これも本当に実のある研修でなければならないと思っております。ただ講義を受

けて終わるというふうな研修ではなくて、もう少し実を伴った研修が必要であろうと。

それからあともう一つは、職員のやる気、これを引き出すためには、きちんと頑張った

職員が頑張ったというふうなことで評価されることが非常に大事だと思っております。

したがいまして、人材育成の充実の中では、これは適正な人事評価もされるような、そ

ういったことも検討していかなければならないのかと、こう思っております。 

 

●委 員 あと、市民との協働ということは、もう何年も前から言われているのですけれど

も、協働のその、市民と職員との意識の差というのはやはりどうしてもあると思うので

すよね。特に職員の人に感じるのは、非常に皆さん優秀でエリートなのですけれども、

言葉の使い方というか、人の心をきちんと、自分の言いたいことをきちんと相手に伝え

るという術が、やはりまだできていない方々がたくさんいらっしゃるような感じがして

います。普通の民間の仕事ですと、お客相手というのがあるので、ある程度お客のニー

ズを得ようと、聞くという意識があるのですけれども、何となく上から下へ、本人はそ

んな気持ちは無いのですよ。でも何となく上から下へというふうな感覚を、市民は受け

るような場面がやはり多々あると思いますので、そのコミュニケーションをもう少し取

るとか、あるいは市民と協働していく上で大切なのは、市民と協働してやってうまくい
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ったという達成感だと思うのですよね。それがあれば、協働はもっともっと進むと思う

のです。いくら協働しても、両方に何となくやらされたみたいな感じがあったりとか、

何かこう努力した割にはうまくいかないなみたいなことがあると次に続かないと思いま

すので、その個人の能力を評価することが大事ですけれども、市民と協働した場合に、

うまくやって達成できるような周りのいろんなことを、ちょっと具体的に何かはわから

ないのですけれども、そういった方向に是非行けば、勢いがついて、すごく活性化する

市になるのではないかなと思うのですよね。この間、何かのあれで、人を動かすのは人

だというのを、国の内閣府の職員になった市の職員の人が言っていましてけれども、ま

さにそれだなと思いますので、是非頑張って欲しいと思います。 

 

●事務局 今、質の高い行政を目指そうということでご提案を申し上げておりますので、今

のお話のところが、まさにこの人を育てていくというのは、市民の目線に立ってやって

いくということの原点だと思っております。財政状況も厳しくなる中で、職員の数はも

う当然減ってきております。市民の方々に、かゆいところまで手が届くというような行

政施策は非常に難しくなっているということの中で、協働という考え方が出てきている

わけですので、市もこの協働を一生懸命やっていこうということで、市民と対等になっ

て、同じ土俵の中でやっていこうということですので、こちらから市民の方々に提案し

てやっていこうという部分もあるでしょうし、市民の方々の方からこれをやりましょう

ということで、一緒になって少ない予算の中で一緒になっていくということ。そういっ

たことを、やはり職員自らが気付きながらやっていかなければ、これからは市の行政は

成り立たないだろうなということで、今回協働という言葉を方針の中に入れて、一生懸

命やっていこうというふうに考えております。 

 

●委 員 今、職員の意識向上とかレベルアップというお話が出たのですけれども、その辺

というのは確かに具体的にすぐわかるということではないと思うのですけれども、比較

的それがわかりやすのは、実は職員数の削減だと思うのですね。ただ、ここで削減とい

う言葉を使っていますけれども、まず自然にお辞めになった方、それから補充しないと

いうこと。でも削減というのは、あるものを切っていくという感じがしますよね。あと

は、例えば要するにいろいろといろんなところに施設を切り離したときに、その施設に

職員の方がくっついていく。そういうのでまた人数が減るということもあるかもしれま

せんけれども、その辺をきちんと出して、結局人数は少なくなったけれども、同じ仕事

をこなしていれば一人当たりの職員の方のやっていらっしゃる効率がアップしたという

ことですから、これは当然意識も向上して、レベルアップしたのだなということが非常

にわかりやすいですよね。なので、さっきから言葉のことでいろいろとぐちゃぐちゃ言

っていますけれども、削減という言い方には、私は抵抗があるのですけれども、ですか

らその辺をやはりはっきり、その内訳ですよね。つまりどうしてこの人数が減ったのか、

それによってどういう影響が出ているのか。例えば、私もすごく驚いたのですけれども、

1階の窓口だけ、1階のああいうフロアを見ていると、暇そうだなとすごく思うのです。
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ところが、行政改革をやっていらっしゃる皆さんのような方たち、例えば私がメールを

打ったとしますよね、明日の朝でも見てもらえればいいかなと思うと、夜の9時だとか10

時にメールが返ってくることがあって、こんな時間まで残業しているのと思う。つまり、

実は市民に見えない部分で、すごく職員の方たちが頑張っていらっしゃるのに、見える

ところがやたらに働いていないように見えるものですから、すごく割りをくった印象だ

と思うのですけれども。ですから、そういう意味で例えば削減をしました、でも市民の

皆さんにはあまり迷惑は掛からないように、実はアルバイトの方をこれくらい増やして、

それで、ですからサービスは落ちていないのですけれども、経費は下がっていますよと

か。あとは職員の方、要するに専門知識のある方でなくてもできる仕事というのがあり

ますよね、もうワークシェアリングなんかでいろいろとこうやっていらっしゃいますけ

れども。その辺を具体的にかくかくしかじかこういうふうにして、ですから職員の数も

減りましたけれどもサービスはこうです。それから、それを補うためにこういうアイデ

ィアをとか、施策をやっておりますとか、そういうこともやはり具体的にきちんと出し

て、わかるようにしていただかないと、何かピンとこないところがあるのです。人数が

減ればいいというものではないでしょう。減らなければいけないのだけれども、さっき

のバランスではないですけれども、減ったことによる影響、それからまた、そういうこ

とがわかってくると、ではあそこの部門も違うやり方があるのではないかということが、

見えてくるところもあると思うので、数値目標に、単純に職員数の削減ということであ

れば、ちょっと内容としては不足かなという印象を受けました。 

 

●事務局 ちょっと補足で。職員削減と申しますと、一律削減するというようなイメージが、

もしかすればあるのかもしれませんが、必要なところは当然必要なわけで、厚くすると

ころは厚くする。今やっている職員の削減というのは、まだ第4次の中で、もう大分やっ

てきている部分なのですが、先ほど状況説明の中で、指定管理者制度への移行、ここは

もう120くらいの施設で、直営から、委託も含めて指定管理の方に移っている部分がござ

います。それから、福祉施設とか保育所などというのは、もう民営化しております。そ

れから、市の直接関与が薄くなっている分については、もう廃止をしたりということで、

そこからの職員については削減していると。それから業務委託の部分でも、例えば市が

どうしても直接携わっていかなければならない部分は当然残っていくわけなのですが、

もう民間に任せてもいいというところは委託にしていく。そういうことで、職員の削減

が図られているということの中身ですので、そこはやはりサービスのところで質は落さ

ないということは大前提ですので、そこを踏まえながら、いかにしてその部署毎に職員

の削減が図られるのかということを考えながら、ここは全体の中で大分スリム化したと

いうふうなイメージは持っておるのですが、アルバイトの方々も庁内全体で200人を超え

るくらいの、アルバイトの方々がおるわけですので、そういった方々を有効に活用しな

がら、質を高めながらできるだけの削減を図ったという状況ですので、そこの中身の説

明は少し必要かなと思います。 
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●委 員 そうですね、その中身に説明がない。ただ数値だけで出てしまうと、非常に見た

方からすると、内容がわからない。不満が出ると思いますので。 

 

●委員長 今回の計画は、前回に比べて単に減らすだけではなくて、質の確保だとか、個々

の職員のレベルアップを図るとか、そっちの方が抽象的ですけれども、まだ私は良く出

ているのではないかと思うのです。しかし、私がやはり今日の資料6ページの、八戸市総

人口と高齢者人口の今後10年間の見通しがありますよね。これを見ても改めて思うので

すが、結局これから平成31年まで、この10年間毎年人口が2,000人減っていくのですよ。

で高齢者は1,000人増えていくのですよね。つまり高齢者控除の無い形で税金を納める人

が、毎年南郷村一つ分くらい以上ずつ無くなっていくわけですよ、毎年毎年。これ僕は

大変なスピードだと思うのですよね。その割には、本当にこれ以上増やさないだとか、

基金は維持するだとか、この程度の計画でやっていけるかなというのが、僕の素朴な疑

問なのですよね。高齢者は確実に増えていく中で、仮に職員を大幅に減らさないという

ことは、その分たくさん税金を払ってもらうということになっていかざるを得ないわけ

ですよ。しかし、その一方で福祉サービスは直接民間が担うわけですから、役所に少々

職員がたくさんいても、直接高齢者に対する福祉サービスが充実するわけではないので

すよね。いわば今の体制でいうと、比喩は悪いけれども、オリンピック選手団が増える

わけではなくて、オリンピック選手団にくっ付いていく役員が減らないという、こうい

う形になるわけですよ。これどうなのかな、今回この10年間の内の5年間で、この程度の

総量目標でやり抜けるのかなというのは、もうちょっと。先ほど財政からも、実は同じ

話ですけれども、財政に関しても職員に関しても、今は逆の意味でのＣ委員の懸念もあ

りましたけれども、それにも答えるような形で、全体の人口がこのくらい減っていって、

高齢者が増えていく中で、このくらいは質を考えても、減らしていって、減らすことに

よって総量は確保できると。気が付いてみたらオリンピック選手団はよぼよぼで、役員

だけが高給取りで役所の中にいるというのでは、これはしょうがないわけですよね。そ

の点いかがでしょうか、大丈夫でしょうか。 

 

●委 員 それに対する対策として、他の組織でいくと、先ほど五十何歳で昇給無しという

仕組みをつくられたりというお話。更に60歳なりの再雇用のときの、再雇用の手当は段

階的に減らすというな、そういう仕組みをされているようなところもありますけれども、

市はどういうふうになっているのですか。つまり、60歳以降の雇用というところ。 

 

●委員長 先に説明していただいた方がいいですよね。 

 

●委 員 高齢化していくから、高齢化している方を雇用していくような仕組みで、だけど

人件費を減らすという、そういう発想は、市は無いのですかね。 

 

●事務局 再任用制度はあります。ただこれは、総体の採用の数から割り出しまして、その
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年によって再任用者を出すのか、新採でまかなうか、そういうやり方になります。全て

人員管理の中で、その中で適正管理の中での人数。それともう一つは、年齢構成もいび

つな形になりつつあるものですから、その辺のバランス、それらを考えながら採用計画

を立てて、それは考えております。ですからその年によって、再任用が無い年もござい

ます。今年度もございませんでした。そういう実態です。 

 

●委 員 はい、わかりました。 

 

●委員長 再任用の任用としては、かなり抑制的にやってはいるのですよね、確か。ただ、

制度としては元々の公務員の給与は、人事院勧告以後また天井は無くなりましたので、

やはり前に比べると上がらないとはいえ、昇給はそこそこの水準なので、再任用などを

落しても、再雇用に比べるとやはり2倍くらいの水準、まあまあ結構な水準なのですよ。

それもあって非常に抑制的に運用しているということがあって、これも何ていうか、民

間に比べると結構経費的にはやはり高くつくということになっていて、それが雇えない

とその分若手の職員は雇えるという形になるということですよね。 

 

●委 員 私は、改革の柱の1が人だというお話は、非常にいい改革、そういう方針ではな

いかなと。内容はこれからいろいろご検討いただくにしても、やはり柱は人、ある意味

では行政サイドの人もそうですが、市民というのも本当はその自主性を持った一人ひと

りになっていかなくてはいけないという、それはまた違う組織がやっていくことでしょ

うけれども、そういうふうに思います。  

 

●委員長 Ｄ委員はいかがでしょうか。 

 

●委 員 いろいろ皆さんおっしゃっていますけれども、指定管理者制度ですか。あれも行

革の一環ですね。今まで取り組んでこられて、導入前と導入後のサービスというのはど

うなっているのかなと思うのですけれど。サービスというのは、先ほど出ました満足度

といいますか市民の、その辺はどうなっているのか。そういう調査はなさっていますか。 

 

●事務局 市の方針ということで、どうしても直営でなければならないということの施設以

外は、もう積極的に指定管理者に移行していこうという市の方針で、入れられるところ

の90％くらいまでは入れてきているのが八戸市の実態です。その中で一番の効果という

ふうに考えているのが、サービスの向上。サービスはやはり向上させなければ駄目だよ

ということを一番のメインに掲げて、もう一つは経費の削減なんかもありますが、ここ

は置いておきまして、サービスはどういうふうに向上したのかということは、それぞれ

の施設毎にモニタリングをやる中で把握をしているわけなのですが、いろんな施設の中

ではやはりいろんなイベントが、市直営ではなかなか盛り込めなかったようなイベント

が民間の発想の中でどんどん出てきていると。それも地域の中に密着したようなことで、
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いろいろやられているということで、入場者数が増えてきているという施設は結構ござ

います。ですから、開館の時間についても、なるべく休みを無くして、長く営業しよう

というようなことで、市民の利用の便利度は大分図られているのではないかなという部

分については、そういうふうに理解しております。指定管理の担当もおりますので、具

体的なものについては、いろいろお話はできるかと思います。 

 

●委員長 どうですか、指定管理の実態について。 

 

●事務局 水産科学館マリエントというのが、鮫の方にございますけれども、そちらの方は

実際に鮫の地区の方々と協力して、うまいもの市とか、新しい、直営のときには一切無

かったようなイベントをどんどん開催しております。国の方とジャムステックという団

体の方ですね、そちらの方と補助金とかを使って、いろんな地球探検クラブというのを

やっていまして、市内にいる子供たちといろんな科学とか、そういうものを勉強するよ

うな取り組みもしておりますので、どんどん入場者数は増えております。 

あとはこどもの国という遊園地がございますけれども、そちらの方でポイントカード

を導入いたしました。乗り物に乗るたびにスタンプ1個付いていって、5個10個貯まると

カブト虫を1匹プレゼントですとか、そういうものを期間限定でやっています。かなり利

用者の方には好評を得ているというふうな話は聞こえています。 

 

●委員長 全国的には、どちらかというと指定管理の導入にしているところ、経費は節約で

きたのだけれども、サービスはあまり変わらないと、良い意味でも悪い意味でも、とい

う方が多い印象ですけれども。八戸市の現状はよくわからないので。本当にサービスが

向上したのであれば、それは大分うまくいっているのかもしれませんね。ただ、経費は

節約しているので、今までもいわゆる維持管理に充当する金額が少なかったのが、より

少なくなってきて、大型の施設更新というものをやったときにどうなるのかと。だから

元に戻せばいいという単純な話ではなくて、指定管理は指定管理でやっていかなかなけ

ればならいのですけれども、そこら辺の減価償却に対する考え方ですとか、設備更新で

すとか、そのタイミングをうまく図ってやっていくことが重要になっているように思い

ますけれどもね。もう2回目の更新そろそろ、指定管理契約が2回目、3回目になっている。 

 

●事務局 2回目です。 

 

●委 員 2回目に入れ替えるというところは。 

 

●委員長 再指定でしょうね。 

 

●事務局 駐車場ですね。八戸駅のユートリーの近くにある駐車場ですけれども、そちらの

方だけ変わりまして、業者ですね。変わりました。あとは1期目と同じ指定管理者で、継
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続しております。 

 

●委員長 はい、では次お願いします。 

 

●委 員 第4次の計画とか資料はたくさん読んだのですけれども、まず2点申し上げたい

と思います。経費の削減という面からいいますと、膨大な資料で成果を少しずつ上げて

いるなと、私は感じました。ただ、まだあるのではないかなという感じがしたことは、

扶助費とか各課に全部またがるので、私この発言するのも勇気がいるのですけれども、

そして根本的なことだと思うのですが、それは市庁内で働いている方たちの人的な質の

向上というところに繋がるとも思うのですけれども、扶助費、これは本当にこのいろん

な町内での噂とか聞こえてきて、適切にいただいているのかという方も、噂にあったり

しているのです。そういうことで、本当に綿密な調査で行われているか、これ再度これ

も検討し直して、そして更に自律に向かって扶助費を貰わなくてもいけるような方向へ、

そういう施策が、もちろんなさっているとは思うのですが、評価が必要ではないかと。

それはその関係の課、部署に関係あると思うのです。 

  それから教育面、教育委員会はなかなか入り込めない場所ではないかなという印象を持

っているのですが、ただしこういう緊急事態に関しては、やはりその方も無駄が無いの

かということ。経験上、やはり無駄があるのではないか。例えば相談員とか、そういう

方たちもたくさんいるのですが、果たして本当に使われているのかということですね。

経費が使われているのだけれども、それに類した役目を持った方たちがたくさん関わっ

ておりますが、それもまた再検討が必要ではないなかと。 

それからいろいろな補助金ですね。適切に、本当に厳しく検討されて、本当に市民の

ためにやっているのだと、活性化されているのだというものに本当に払われているのか

なということ。それから、議員の定数削減など、非常に抵抗があると思うのですよ。素

人考えですけれども。そういうことで、まだまだもっともっと申し上げたいことはあり

ますけれども、そういうことで、まだ膨大な削減の別表を見まして、すごいなと思いま

した。ご苦労様だなとおもいました。でも、まだあるのではないだろうかと。例えば納

税者ですね、滞納の問題とか、そういうこともあるのではないか。そうすると全て各部

署に関連していますので、やはり市の中の全体の緻密な連携と理解、協調、これが非常

に重要なのではないかなと思います。人的な向上、質の向上、大賛成です。本当に選挙

から何から皆、私たち市民の質が問われて、表れてくるものですから。ですから全体的

に、選挙にしてもやはり民主主義ですから、誰でも投票できるということのメリットと

デメリットですね。そのことをどうするか。これは何で申し上げるかというと、選挙ば

かりではなくて、いろんなまちづくり、協働という言葉が大変出てきますが、協働のま

ちづくりと称するいろいろ団体への補助とか、それからリーダーの質、それから町内会

のあり方、町内会の改革も私は普段必要だなと感じています。そういう市民の質の向上

を目指すにしても、さまざまな面からの動きが必要だという考えを持っています。 
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●委員長 全体的な行革の中でまだまだ、全体的に頑張っているけれども、その余地がある

のではないかということで、具体的に幾つか指摘されまして、一つは扶助費。それから、

もう一つは教育委員会関係の各種経費のことなのかな。それから補助金全般。それから

各種収納率というふうなところ。そのほかにも言及されましたけれども、この四つくら

いにおいて、事務局の方で現状どうですか、説明は。 

 

●事務局 まず扶助費の関係、おそらく生活保護費との適用の関係なのかなと思いますので、

この辺については担当課の方もございますので、きちんとなるようそういうところは意

見をしていきたいと思っております。 

 それから補助金の関係につきましては、平成19年度に市の方で補助金を出す場合の統

一基準というものを定めてございます。その補助金の基準というのは、市が出すべきな

のか出さないべきなのか。出すとすれば、なぜ出すのか。出すとすれば、その補助率を

どのくらいにするのか、等々を定めた統一の基準がありまして、それに照らして1度見直

しをしております。ただこれは第4次でもやったのですが、引き続き第5次も継続してま

いりたいと考えております。 

 収納率の方は、今第4次の中でも一応収納率を目標に掲げてやっていて、現場の収納課

の職員は今一生懸命少しでもその率を上げるため、税収を確保するために頑張っている

ところですので、そちらの方にもなお一層というふうな話は伝えたいと思っております。 

  教育委員会の関係は、教育委員会のさまざまな相談員がいらっしゃって、利用率とかど

うなのかというふうなことがあるのですが、その相談員そのものはいろんな目的があっ

て、こと教育のことでございますので、子供がいればきちんと教育して、将来立派な大

人になってもらうように努めるのが市の責務だとすれば、どこまでやって、どこで終わ

りというのは非常に難しい分野なのかなと思っております。ただ、全く利用が無いとい

うことであれば、これはもちろん不必要ということになるかと思いますが、少しでも利

用がある限りは、やはりその面のケアは必要なのかなと考えております。ただ、ここに

も行革の視点を入れるということは、常に忘れないでおきたいと思っております。 

 

●委員長 Ｃ委員、いかがですか。 

 

●委 員 Ｅ委員がおっしゃいました扶助費のこととか、教育の問題、これってアンタッチ

ャブルというか、非常に触りにくいものですよね。ですから、議員の方だって言いたく

ないでしょうし、担当の人も触りたくない、もう現状維持してそのままでいっちゃおう

となりがちなものだと思うのですが、先ほどの 初のご説明の中に、有料化の検討もな

さるということで、受益者負担は当然だと思うのですが、先ほどから出ている満足度に

関して言いますと、不公平感というのが非常に不満足度にダイレクトに結びつくと思う

のですよね。そうするとやはり公平感がある、そのためにやはり税金は払いましょうと

か、あとは不正な助成金を貰うとか、嘘偽りを言って生活保護を受けるとかというのは、

これ絶対排除しなければいけないことだと思うのですよ。 
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ここで一つ質問なのですが、私もＥ委員がおっしゃったように、巷では非常に生活保護

を受ける条件は一体何なのだろうと。どうして私たちこんなに一生懸命働いているのに、

何もしないでパチンコ遊びばかり行っている人が生活保護で生活しているのだろうと。

それは、全体にというわけではないのですけれども、ものすごくそういう話というのは

巷にあるわけですよ。どういう人が働いていなくて、例えば年末に問題になりましたけ

れども、派遣切りがあったときに、その人たちが一斉に皆生活保護を申し込んだという

事態がありましたよね。生活保護というのは、その生活保護として月々に貰う生活費だ

けでなくて、いろんな医療の部分とかで、ものすごく優遇される部分がありますよね。

それをトータルしたときに、では生活保護を貰った場合と、貰わないで普通に頑張った

場合と、実はどっちが得かというだけの単純な線で考えると、相当お給料を貰っていな

いと、生活保護の人と同じレベルにならないのではというふうな話が結構出るのですよ。

私がよく聞くのは、八戸市というのは非常に生活保護に厚いと。いろんな、あれだこれ

だというので。それで近隣の人たちが、それを目指して集まってくるという噂をきいた

のです。これは事実かどうか、まず知りたいのですね。つまり、ある程度の扶助費とい

うのは、日本全国決まっているのか、それに例えば生活費に係る指数か何かで計算して、

東京都だと少しお金が掛かるから幾らねとか、地方はこれでという一律で決まっている

のか、それに例えばいろんなものをくっつけて、八戸が周りに比べていいのか、まずそ

こを教えていただきたいというのが一つですね。それで、だからといって周りの人は入

れないというわけではないですけれども、やはりそれを目標にしてよそから来られた方

というのが負担になるよりは、やはり地元で八戸市をつくってきた方たち、そういう人

たちを皆で守ろうと、これは当然だと思うのですけれども、ぽんとどこかからいらして

来て、それで八戸市は生活保護がいいからねと言われたのでは、やはりその周りにいる

人たちは多分もの凄く不満に思うと思います。ですから、その辺のことも少しおわかり

になれば教えていただきたいですし、もしそういうことがあるのであれば、どうなさる

おつもりなのかということもお聞きしたいですね。 

 

●委員長 はい、事務局いかがですか。 

 

●事務局 まず、生活保護費の関係ですね、今私の記憶だけで申し上げますけれども、県内

の市の中で生活保護を受けている比率というのは、八戸市は県内の市の中ではどちらか

というと低い方だと記憶してございます。したがって、高いということではないと思い

ます。あと具体的な、そこの生活保護の中身については、今私もわからないので。 

 

●委 員 生活保護というのは国の制度なので、基準を国で決めているから、この青森県だ

と生活保護費の方が、お給料より上回るということがあるということを聞いたのですよ

ね。何で生活保護をこんなにいっぱい貰うのと、普通お給料例えば、八戸の場合だった

ら10万に満たなくても何とか暮らしていけるのだけれども、それが十何万円とあって、

医療費もただ、あれもただ、これもただと。物は毛皮を着ながら、生活保護を受けてい
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る人がいると。それ昔に買ったのであれば別にいいわけです、家さえなければ。物はた

くさん、豪華な物を持っている、そういうふうな人たちが今度はデイサービスに来て、

威張っているというので、お年寄りたちがぶつくさ言っているというのを、世間話の中

ではそういう話があると。 

 

●委 員 すごく出ますよね、そういう話。こういう時代で生活が苦しくなると、皆さん仕

事しているより生活保護を貰った方がいいよねっていう話になってしまう。 

 

●委員長 制度はあとで担当課の方から詳しく説明をしてもらいたいと思うのですけれども、

私の知っている範囲で言うと、生活保護の支給基準は全国でかなり詳細に決められてい

ます。市の中には、単独で上乗せをしている団体が幾つかあります。例えば夏季見舞金

だとか、それから 近無くなった母子加算の部分を幾らか経費立てて、私の記憶だとそ

ういうようなことは、青森県内でやっている団体は無かったと思います。 

  ただ生活保護費の支給は、基本的に級地で決まりますので、もちろん東京が一番高いの

ですけれども、要するに地域手当と同じで、町村よりも市、市も、市で大きい市の方が

生活保護費の支給水準は良いのです。だから、例えば新郷村で生活保護費を貰うよりは、

八戸で貰った方が、多分1万円以上は絶対に高いと思います。だから、南郷村にいた人は

八戸市に変わって、八戸市の水準になると、それだけで生活保護の給付水準は上がった

はずなのです。ですから、級地によって決まると。級地は大都市ほど高いので、要する

に町村にいたよりは八戸に行って貰った方がいいのです。それから、生活保護給付を貰

うための原則として、働けないということと、資産が無いということが前提なのです。

資産が無いということは、家が無いということですから、転居がしやすいのです。だか

ら、比較的都会の方に集まるという傾向がどこにもあります。都会は、マンションとか

高いところに住めば住居費が掛かるのですけれど、都会の安いところに住むと、一番生

活保護費が貰いやすいということになるのですね。それから、生活保護を認定するとき

には、これは普通の給付も同じなのですけれども、世帯当たりで認定するのです。だか

ら、仮に非常に卑近な例ですけれども、両親が二人健在で、娘さんがいて、その娘さん

が、例は悪いですけれども、離婚して帰ってきて子供は一人いると。こういう中で、こ

の世帯の中でいて両親に資産があって所得があったら、この人は生活保護にはなりづら

いのです。しかし、ここだとして、単独の世帯で構えていて、しかも育児が大変だとか、

産後ちょっと体調が悪くて働きに行けないということになれば、その人に関しては比較

的生活保護の認定は受けやすいし、世帯当たりの所得単位なので、核家族であればある

ほど一人当たりの給付率は高い傾向になっていると、こういう傾向があります。しかし、

今までそういうような不公平が生じないように、なるべく認定する初期段階で、 初の

段階で給付資格があるかどうかというのを非常に厳しく見ていたのですが、これは 近

の北九州市の生活保護の一件以来、あまり厳しくプライバシーに踏み込んで認定すると

いうことに関しては、世論も非常に厳しくなっていて、どちらかというと生活保護給付

は、前に比べると比較的認定されやすくなってきている傾向があります。1度貰うと、こ
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れは不正ということではないのですが、結局大抵生活保護世帯が生活保護を貰い始める

と、生活保護廃止のケースというのが、やはりほとんど死亡なのです。自立して廃止と

いうのは、全体における比重は非常に低くて、その一番の理由は生活保護世帯数の相当

部分が高齢者になってきたのです。高齢化率の増大が、基本的に生活保護世帯を増やし

ていて、高齢者で一度働けない状態になると社会がなかなか受け入れてくれないし、逆

に当の本人も、もしかすると働く意欲も萎えてくるかもしれないと。そうした中で特に

高齢独居なんかを中心に資産がなければ、そこで一度大病をするということになると、

その時点で生活保護の人数が増えると。今の社会の状況その他も含めますと、扶助費が

ともかく、いかに厳正に見ていっても、すう勢として増えることはもう避けられない状

況になっています。これがどこまで抑制できるかという政策課題はありますけれども、

しかしこれは先ほどありましたけれども、基準は全部国で決めていて、ケースワークの

仕方も、書類の作り方も、ほぼ国基準でやっていますので、そう任意の政策的にはでき

ないのです。だからどんどん増えてきますし、特に都市部の生活保護問題というのは、

今後どうしても深刻になっていかざるを得ないということがあると思います。ですから

考え方としては、そうした中でも自立できる人には自立できるように応援をしていくと

いう体制を一方で充実させると同時に、しかし 後の社会保障のセーフティーネットな

ので、それに関する費用は今後更に増大していくということを覚悟して予算を組まない

と、適正なサービスはできないということだと思います。ですから、今まではどちらか

というと農村が非常に厳しかったので、農村の人たちは逆に言うと自分で畑や田んぼが

あって、自分たちで自給自足して食べていけるので、仮に生活保護の認定を受けなくて

も 低限の衣食住はできるのです。だから八戸も、郊外はいいのですけれども、真ん中

の方はやはり畑も無くて、身寄りも無いと、もうこの生活保護に依存して食べていかざ

るを得ないと、こういう人たちが増えていくということは今後非常に大きいと。高齢者

というのは、先ほども言ったように容易に転じやすいので、高齢者が増えてくること自

体は避けられないということだと思います。 

 

●委 員 何か冷たいような発言を、私がしたようですけれども、福祉が向上している街と

いうのは、やはり安心して暮らせる街ということで非常に素晴らしいことなのですけれ

ども、そのバランスですよね。まじめに働いて暮らしている方と、そういうバランスを

どのように取っていくかという、調査の仕方とか、国で制度が決まっているとしても、

緻密にということが必要ではないかなと。 

 

●委員長 それで今どちらかというと母子加算とか剥いできたのです。だから剥いだことに

対しては、しかし今非常に厳しい批判があって、元に戻せという要求がたくさんあると。

それは何というかな、本当に生活保護だけで、本当に厳しくてやっている人からすると

これでも精一杯で、貧困の問題を子供に継承させていかないという意味ではこれくらい

は必要だという人もいるし、中には悪用して制度を目一杯使っている人も、中にはいる

かもしれないと。そこのところをどう考えるかというのは、市全体、国全体で考えてい
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かなければならない問題ですが、当面のところこの委員会の主要課題ではとりあえずは

ない。ただ適正職員配置とかありまして、ケースワーカーといって配置基準が国で決ま

っていますので、職員も増えるのです、自動的に、本当は。80ケースに一人を付けなけ

ればだめですから、本当は。だから増えていくことイコールこれも職員増加に繋がりや

すいということなのです。そういう意味で全体の中で、少し検討すべきことでしょうね。

全体の会議で、僕が 近気になっているのが、これ本当かね、合計特殊出生率とありま

すよね。合計特殊出生率。青森県が低いのですよ、これ。これ鹿児島県や島根県は上位

なのですよ、今でも。青森県は1960年のときは確か、合計特殊出生率は高いのですよ。

全国の上位なのですけれども、ここのところはかなり下位に低迷していると。 

 

●委 員 特殊って、何で特殊が付くのですか。 

 

●委員長 基本的に、母親が何人子供を生むかなのですけれども、単純に計算するといろい

ろ誤差が入ってしまうのです。だからその誤差が無いように計算しているのがこれで、

だから特殊にそんなに意味はありませんので、大体一人当たり子供を生む数が極端に。 

 

●事務局 女性が一生の間に何人生むかと、そういう考え方でよろしいですか。 

 

●委員長 少し年齢バイアスとかを少し減らしてやっているのが本当です。 

 

●事務局 事務局の中で、福祉の方あまり詳しい職員がおらなくて、委員長の方に頼ってし

まいましたが、八戸市のこういった状況、わかった範囲内でご報告申し上げます。 

 

●事務局 基本的に、結論から申しますと、市の対応基準というのは、国の制度に定められ

たもので行っている。それに市独自で上乗せ等をしている状況ではない。私もかいつま

んで聞いてきただけなので、詳しくご説明はできないのですけれども、国の方で全国の

市町村を、その都市の状況等に応じて、六つくらいに区分けして、その区分けの中で基

準を定めていると。その区分けの中で、例えばその人の一人の生活に幾ら掛かるかとい

うのが、それぞれランクに応じて決められていて、その基準表に基づいてそれぞれ算定

してお支払をしているというのが生活保護費の現状でございますので、あくまでも国の

制度に則って市ではやっているという現状でございます。今ざっと聞いてきたので、こ

の程度の説明ですけれども。 

 

●委 員 さっきから言葉が気に入らないとか、そんなことばかり言っているのですけれど

も、この義務的経費というように書かれてしまうと、義務的と書かれてしょうがないじ

ゃないという響きがあるのですけれどもね。先ほど例えば委員長がおっしゃったように、

高齢者の方で体も動かないし、年金も少なくてというような方であれば、これは誰が周

りの人が見てもそうだよねと、皆で守ってあげなければいけないねと、これは自然に思
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う話だと思うのですよ。ところが結構その不満を持ったり、不公平感を持つということ

は、どうも納得がいかない給付がされているということを、やはり現実にあると思うの

で、ですから義務的経費だからしょうがないねというのではなくて、やはりその中でも

不正がないかとか、やはりきちんと自立させるようにするという、そういう努力をして

いくということもきちんと意識を持っていただきたいですし、文字にして盛り込んでい

ただくようにしていただくと市民も納得できるかなというようには思います。ここで私

ども説明を受けていますので、ああそうかというところがあるのですけれども。 

 

●委員長 義務的経費の中にも中期長期でみて自立的な社会をつくっていくと。それからそ

の人件費もね、そういうふうに短期で人をクビにすることはできないけれども、退職者

不補充等を使っていくと長い目ではスリム化できるので、そういう意味で長期的な観点

から義務的経費のあり方も含めて検討していくということでは、おっしゃるとおりでい

いのではないかと思います。 

  それから先ほどＥ委員の言われた中で、各種ボランティアとかいろんな相談員だとか、

いろんな経費確かにあるのですよね。ところが、例えば今教育委員会に限らず、市が

も事実上ボランティアに依存してきたサービスとしては、消防団と民生委員、児童委員

というのがあるのですけれども、両方とも職務の割には随分費用が安すぎるのではない

かという方が強くなっていて、むしろ傾向的には、特に民生委員、児童委員も非常に虐

待の問題なんかも含めて、本当に必要になってくると、もっと額を増やさなければだめ

ではないかという、民生委員も児童委員も分けなければだめではないかとか、どちらか

というとプラスにお金を払っていかなければだめで、それを協働ということでやってい

くと、自分たちが趣味的に楽しいことはいいかもしれないけれど、今度はいわば仕事と

して住民団体にお願いしなければならないものも出てくると。仕事としてお願いすると

なると、こんなボランティアに毛の生えたような経費ではやはりできないと。民間企業

よりは経費は要らないけれど、しかしちゃんと食べていく分くらいは付けてもらわなけ

れば困るという部分があると。これもどちらかというと、プラスの要素にこれから出て

くるかもしれません。それをトータルで見て、行政本体がスリム化していく中で、協働

を進めることで効果が出るわけですけれど、その行政は減らずに各種経費ばかり増えた

ら、やはりＥ委員の言われるとおり、無駄はありますよね。それはしっかり関知してい

かなければならないと思います。 

 

●委 員 非常に重要な仕事、お役目ですが、まして交通費だけでやっていらっしゃる方も

いますし、保護司の方なんか非常に重要だと思っています。ただし、無駄になっている

場合がないかということですね。有り得ると思うのですよ、皆人間がやっているものな

ので。そういう部署のチェックといいますかね、チェック機能というそういうのは非常

に重要になってくるのかなと思います。 

 

●委員長 ボランティアに依存されている側面がありますので、大勢としては一生懸命やっ
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ていただいていると聞いていますけれど、ただボランティアで自主性に任せる部分も多

いので、中には不活発な人もいるのかもしれません。 

  それから補助金については、前回この前の委員会で何回かやったのですが、なかなかそ

の数は多いけれど、見る時間は掛かって、なかなかよく見きれなかったというのがあり

ます。これは単純に時間を増やして、個別に見れば済むということではないので、どう

やったら本当に効果的に補助金の見直しができるのかということは、今後工夫しないと

いけないかもしれませんね。 

  収納率に関しては先ほどありましたように、今までやはり何だかんだいって上がってき

ていたのですけれども、また一段と景気が悪くなりましたので、下がるのでしょうね、

これ。となると、なかなか課題は多くて、それで今挙げた要因はどちらかというと今後

更に厳しくなるかもしれないと。厳しい中どう 適に仕事ができるかという構築を考え

なければいけないというのが、この今の状況ではないでしょうかね。 

 あと、いかがでしょうか。Ｃ委員、何かありますか、ほか。 

 

●委 員 はい、もう今のところは。 

 

●委員長 そういうことで、いろいろありましたけれども、是非、今の審議を踏まえまして、

素晴らしい大綱案を、基本方針案をつくっていただきたいと思います。はい、では以上

です。これがメインで、一応本日の審議案件は以上のとおりということです。 

 

（閉会 16：22） 

 


