
 - 1 - 

平成 21 年度 

第２回八戸市行政改革委員会議事録 
 

日  時  平成 21 年 10 月 8 日（木） 9 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  5 名 辻委員長、榊委員、杉山委員、長谷川委員、林委員 

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 9：00） 

●司 会 本日は大変お忙しい中、また台風が近づいている中、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 年度第 2 回八

戸市行政改革委員会を開催いたします。なお、千葉委員、月舘委員は、本日、都合により

ご欠席でございます。それでは開会にあたり、委員長にご挨拶をお願いします。 

 

〔委員長挨拶〕 

 

●司 会 ありがとうございます。引き続きまして、会議に移らさせていただきます。委員

長に以後の議事進行をお願いいたします。 

 

●委員長 それでは会議を始めます。(1)第 5 次八戸市行財政改革大綱（案）について、事務

局から説明願います。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

●委員長 それでは一通り説明がありました。主に議論していただくのはこの第５次行財政

改革大綱ということになりますが、この仔細については実施計画の方を参照しながらご意

見をいただくということになります。 

  それでは、質問とか意見も含めて早速皆さんの方からご意見をいただこうと思います。

Ａ委員からいただきましょうか。 

 

●委 員 今回の改革は質の改革というお話で、非常に今の時代に、いろんな成果を上げて

こられた次のステップとして非常に時宜を得ていて、テーマとして市民から見ても好まし

いテーマじゃないかというふうに受け止めています。なぜかというと、例えば職員数を減

らしてまいりました。財政についても適正化、そして基金額もより好調になっていると。

その中で実際に市民サービスはどうだったのだろうというふうに振り返ってみた時に、量
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的なことについては多分低下せざるを得ないことが色々起きていたのではないかと想像

されるんですね。その意味では、次に今の様々なスリム化というのを引き続き行う中で、

市民サービスの質を確認しながら向上させていくという方向性を次のステップにすると

いうお話は、非常に的を得て、非常に市民から歓迎されるお話だというふうに受け止めて

います。 

その中で、3 ページに本市を取り巻く社会情勢の現状と課題ということで 3 つ挙げてお

られまして、雇用と少子高齢化それから扶助費増加という 3 つのテーマに対して、この 5

次大綱がどういうふうに関わっているのかという、例えば、指標をいくつか挙げられてる

中で、雇用はどこから生み出されてくるのかというふうな点を道筋立ててあげるという部

分を充実させていかなくちゃいけないんじゃないかと受け止めました。つまり例えば、雇

用確保のためには、当然ですけれども地域の産業が活性化されなければ基本的な雇用が確

保できないというふうに思うんですね。その地域の産業を、この行財政改革をしながら活

性化するというふうなメカニズムが、どこに今回の行財政改革のプランの中で生み出され

てくるんだろうかというのが、雇用を確保したい、雇用を拡大したいという産業界に対す

る、言ってみればメッセージをここでも出していかれたほうがというふうにも思った次第

です。以上です。 

 

●委員長 冒頭非常に一番大きい本質的な課題をご提起いただきましたが、その後を考える

上でもいい考えだと思うんですけれども。3 ページのところに 3 つ大きな課題を出してい

ると。この 3 ページから 4 ページにかけて、この大きな課題に対して、もちろん今回のこ

れは行財政改革大綱なので総合計画ではありませんので、すべてに対応するわけではあり

ません。しかし 3 つの課題について今回、これを通じてどういう回答を示そうとしている

かってことですよね。それを骨太で説明すると、事務局いかがでしょうか。 

 

●事務局 具体的な市の施策については総合計画の中で落とし込んでいくということになろ

うかと思いますが、今回は行財政改革という枠の中でどのように今後５年間の市の施策を

進めていくかということで、人材を育てていく、これは職員養成ということになるわけで

すが、もう 1 つは組織の活性化ということで、いずれも雇用とか少子高齢化とか色々課題

が多いわけですが、そこにどういうふうに対応していくかということについては、やはり

行財政改革の中では人を育てる、それから組織を柔軟な組織にして、その時々に的確に対

応できるような体制を作っていくというのが重要でないのかなというふうに考えており

まして、この雇用とか少子高齢化の具体的施策については、ここの中には盛り込んではい

ないわけですが、そちらは総合計画のほうに落とし込んでいくという考え方の中で、そこ

を押さえるための人と組織の自律した状況を作っていこうというのが、この大綱の基本的

な我々の考え方です。 

 

●委 員 分かりました。全体の市の総合計画の中の、その中の行財政改革なので、具体的

に産業振興とかそういう言葉がこの中には出てこない中でも、少子高齢化に関わるお話で
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いきますと、人口減少に伴って、職員数が先ほどの目標値というのは約 6 パーセントとい

うお話がありましたけれども、これは人口減少の数値と比べると更に少なくなっている数

値ですか。例えば少子高齢化社会に備えた職員構成とかいうふうなことを目標にされてる

から職員数を削減しますよということが出てるのではないかと推測しただけなんですけ

れども。私がちょっと心配してるのは職員数は非常に下がってきてますよね。全国でも非

常に職員数削減のコンパクトな市政が実施されてるわけですけれども、その中で職員の

方々が抱えてる仕事で溢れてるようなといった、それが本当に財源をプラスすることにつ

ながってるのか。適正な人材がいなければ適正な運営ができないわけですから、逆に言う

とあまりにも減らしてしまったためにその基本財政がマイナスになってしまうことだっ

て時には起きてしまうような、企業であればそういうふうなことが起きてしまうように思

うんですね。例えばこの約 6 パーセントという数字はどういうところから生まれてきたの

かご説明いただきたいと思います。 

 

●事務局 今回の職員の数のところですけれども、人口の減少ですとかそういう視点での数

ではございません。実は第 4 次大綱の中で 3 つの目標を掲げててございます。そのうち達

成できなかった 1 つに職員数の削減ということがございますので、その点も第 5 次に引継

ぎながら更に削減していくという観点で、要は人口の減少率との観点からではなく、第 4

次のある意味積み残しを引き続きやっていくという考えからでございます。 

 

●委 員 私は、市の方々がこうやって非常に少ない中で成果を上げられてるという、いっ

てみれば市民から見ると適正に財政的にも好調な取り組みをしていただいていますよね。

そこに 100 人くらい減らすことによって、今度は 100 人というと相当な課の数が減るよう

なイメージを持つわけですよ、人数から見ればですね。それが逆に財政的なことに対して

負の要因にならないだろうかという心配なんですけれども。 

 

●事務局 データ的に言いますと、市のほうで独自に推計した人口の見通しでいきますと、

平成 16 年 3 月 31 日現在の人口が 25 万人。それが 26 年 3 月 31 日で大体 23 万 4,000 人、

約１万 5,000 人くらい減る。率にしますと 6.1 パーセントくらいになります。定員管理の

方は人口を反映したわけではないんですけれども数字的には減少率は同じくらいです。 

 

●委 員 もしそうであればそういうふうな根拠を持たれたほうが、市民は受け止めやすい

目標値として理解しやすい。例えば第 4 次の目標値がそうだったからというよりは、人口

減少がこうなるのでそれに伴って、1,000 人あたりの職員数を維持したいという計画が根

拠なんですというほうが受け止めやすいんじゃないでしょうか。ただ、本当にそれでいい

かというときに、例えば今のその 40 市のなかで 2 位だとか、それはいい指標という側面

もありますけれども、本当にそれでいいのかという心配も市民の方にはあるんじゃないか

と思っています。 
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●事務局 今、お示しをしました定員管理の数値なんですが、具体的に人事管理をしている

部署がございまして、そこの中で中長期的な職員の配置計画というものを作っておりまし

て、そこで各課からもヒアリングをする中で長期的な職員数の配置を積み上げていって、

出てきた数値をもとに今維持していきたいということでそこを目指すわけなんですが、委

員のおっしゃるとおり、そういったところを踏まえながら説明したほうがより分かりやす

いのかなと。 

 

●委員長 今、委員から冒頭ご指摘されてるように、今回の計画全体でもこの少子高齢化社

会に対して、最終的に職員数、給与水準と併せてこれをどうしていくかというのが実質的

に最大の課題で、私もいくつか議論させていただいたんですが、一般に考えて、いわゆる

基準財政需要といいますか行政需要に関していうと、大体今は人口比で考えるのが一番多

いです。地方交付税も基本的には人口割りの比重が高くて、それが特に市町村では９割を

超えてますので。従ってベースとしては人口がいくらかということを重視して、必要な職

員数なりを見ていくということをやっぱりせざるを得ないと思うんですね。そういう意味

では、別な根拠で出来てるんですけれど、しかし大体それと見合った数を最低限減らすと

いうことは今回これにできてるということなんですね。ところがその人口減少だけを見て

いいかというと、結局加齢が進むわけですよね、高齢化が。高齢化すると一方で普通は保

育園の需要がなくなって老人需要を見ていくという形で、これが相殺されると行政需要が

増えないんですが、日本の場合は要するに保育園が足りないから保育園作りながら加齢に

伴って生活保護をはじめとして市民サービスが増えていくと。従って、多分、行政がカバ

ーしなければならない範囲は加齢によって増えていくという傾向も一方であると思うん

です。これがベースで気にしなければならないことになるんですよね。じゃあ行政需要を

今後どうしていくかということを考えた時に、歳入の動向も考えなければならなくて、し

かもこの 5 年間は現政権の公約からすると基本的には消費税を上げないと言ってるんで、

歳入は基本的に増えないということを覚悟しなければならないと。増えない中でしかも今

一番話題になっているのは、民主党のマニフェストの中には国家公務員に関して総人件費

2 割を削減するというのが出てるので、この 2 割を給与の削減で出すのか、国家公務員数

を減らすのか分からないですけれど、少なくとも国家公務員はそうしてくると。そうした

時に今までのやり方だと地方も横並びで 2 割削減しろというふうに言われることが多かっ

たんですね。そうすると、これからその動向は見極めなければ駄目なんですが、今よりも

より厳しく減らせというのを前提に、地方財政計画も組まれるかもしれないという要素が

あると。しかしこうした中で、八戸市としては今まで行革はそれなりに努力してきたんで、

結局 6 パーセントちょっとというのは今の行革の路線で、特に技能労務職ですね、今でも

退職不補充しているものですね、そこを中心に最低限、今の現体制は崩さずに退職不補充

することによって出る数字がちょうど 6 パーセントぐらいで、これが今、過去集中改革プ

ランでやった 6 パーセント、5 パーセントといわれる国の目標とも大体比例していて、こ

のぐらいの水準はやっていこうということで、まあ何とか出してきた数字になってまして、

これを多分最低限はこのぐらいやらなきゃ駄目で、これを更に加速させる必要があるかど
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うかというのは国の動向を見ながら、しかも地方交付税の比重が高いのでこれを見ながら

も最終結論をせざるを得ないという形になった。まあ現段階ではちょうどいい数字は出て

るのではないかと思うんですけれどもね。 

多分今回これを見ると、最初の経済雇用環境の低迷に対しては、結局、市としてはあま

り行革をやりすぎて、市の体力をなくしたくないという意味で必要最低限の数字を出して

なんとか経済雇用の環境にも低迷にも答えたいとする一方で、しかしこの扶助費の増加に

関しては市が直接やれる分に関しては、直接は人件費それから普通建設事業費をコントロ

ールして公債費ということになるので、この 2 つに関しては平準化と最低限の人員削減は

約束をしてなんとか対処しようとしたというのが、私から見たところの今回のこの行革の

姿ですね。ですから、もうちょっと国の動向がこの年度末にかけてはっきりしてきますの

で、はっきりした中で今回出されている基本ラインを踏まえて、より的確な具体的な数字

を出していくことになるのかなという気でおりました。 

それでは、Ｂ委員。 

 

●委 員 委員長が言っていた通りです。よく出来てると思うんです。よく出来てると思う

んですけれども、その財政収支も上手くやっておられるし、歳出削減も数字実績がいいみ

たいですし。ただ市税の徴収ですとか有効求人倍率は、ずっと第 4 次と変わってないんで

すよ、数字がまったく。逆に悪くなったなというふうな感じなんですけれども、その中で

さっき委員長がおっしゃってたとおり扶助費がそれとともに増えてくると。国のこれから

のやり方がどういうふうに変化していくのか私もよく分かりませんけれども、ある程度も

う少しドラスティックに変化をさせないと、このままの体制で本当にいいのかなというふ

うな感じ。第 4 次からの延長線上で来ているんでしょうけれども、それだけで果たしてこ

の経済環境というふうなもの、あとそれと環境問題とかいろんなものがどんどんこれから

出てくると思うんですよ。そういうふうな中で市としてこういうふうな世の中の流れに沿

ったプランを今から立てておかないと、その時になってやろうと思ってもなかなか難しい

というふうに私は思うんですけれども。だから第 5 次で、もう少し部分的にドラスティッ

クに変化をさせるようなことがないと、これから難しいんじゃないか。 

 

●委員長 どうですか、事務局。的確な質問がたくさん出されていますけど。 

 

●事務局 確かに今さまざまな経済についても他の部分についても、また今後、国の政権が

変わり、正直申しまして今後の見通しというのが非常に分かりづらい状況だと思っており

ます。その中で行政としてじゃあ何を押さえてやっていかなきゃならないのかということ

を、第 5 次大綱を作る時に、まずそこを基本に考えてみました。そこでそうなった場合に

今、経済・雇用が悪いとなれば当然これから国の経済対策なり、そういったものが強化さ

れていくんだろうなと。そうすると自治体もこれに歩調を合わせていかざるを得ないんだ

ろうなと。そうなるとどうなるかと申しますと、前にバブルの崩壊後、国の方でかなりの

経済対策をやって、自治体もそれに歩調を合わせ、例えば普通建設事業をかなり増やした
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りしてやってきたわけなんですけれども、結果的にどうなったかというと歳出規模が拡大

した。それから借金、公債費が増えてしまった。いろんな経済対策をした結果、後々自治

体が厳しくなったという過去がございます。そういうことを考えると、ある程度の自分た

ちの歯止めの部分を持たなければならないなと考えたのが今回の財政指標でございまし

て、それを国の法律に基づく基準よりも自分たちで独自にそれより厳しい指標をして、そ

こで縛っていかなければならないのかなと。もちろん経済対策等々の国と歩調を合わせて

やっていく、歳出拡大しなければならない状況、そういう状況になるんだと思うんですが、

ただ自治体として自立、最終的に国の歩調に合わせたからとか、そういうふうな言い訳を

しないように自分たちでどこか基準を持ってそれに対応していきましょうということが、

今回の第 5 次の大綱を作るにあたって基本的に考えたことです。それから歳入環境にして

もどうなるか分からないので、歳入が減ると実際に行政サービスというのを提供していく

のには非常に厳しいところがありますので。 

 

●委 員 どうなるか分からないのは分かるんですけれども、その数字が物語ってるという

ことが前提にあると思うんですよ。扶助費が増えている、高齢化が進んでいる、少子化、

それから雇用が低迷している、業績は上がらない。そういうふうな中で市としてどういう

ふうなことをやっていったらいいのか。環境問題、ＣＯ2 25 パーセント削減だとか出てま

すよね。それに対してもっと踏み込んだところがないと。ただこの 4 次から追って 5 次を

作られたこの大綱はよく出来ていると思うんですけれども、もう少し本当に市としてその

数字に合うような施策をしていかないと、なかなか国が 4 年間政権変わらないとしても、

これから国のいろんなことが出て、それに追随をしながら計画をやり直していくのか、そ

れともここで数字が出ている部分を捉えて、将来 5 年後を見据えてどういうふうなものを

作っていくのかっていう、もう少し踏み込んだ議論があっても私はいいと思うんです。 

 

●委員長 どうですか、事務局。 

 

●事務局 歳入の柱になっているのが市税の徴収なんですが、市税のこれまでの過去 5 年間

ぐらいの状況を見てみますと、平成 19 年度をピークにして 20 年度それから 21 年度、今

年度の当初見込みなんですが右肩下がりの状況で、今示した社会情勢のなかでも雇用は低

迷している。少子高齢化はどんどん進んでいる。扶助費は増えていきますということで、

少子高齢化になりますと当然、より市税の収入はなかなか望めない状況にあるということ

の中でどういうふうにして限られた予算の中で市の施策を進めていくか、そこから予算を

どうやって生み出すかということを基本的にこの行財政大綱の中で示したいなというこ

とで、やはり将来的に望めない状況であれば現状を維持しながら進めていくしかないのか

なということで、歳出削減は進めるにしましても、もう第 4 次で大方のところはやってき

ておりますので、職員削減のなかでは当然削減は出来るわけなんですけれども、その他の

事務事業の見直しも大きなところはやってきておりますので、なかなか大きな歳出削減に

はならないだろうということの中で、抑えながら、やはり市民の満足を高めるためのサー
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ビスの質を上げていく必要があるというのが今の大綱の趣旨でございます。 

 

●委員長 多分ドラスティックな改革が、もしかしたらあるかもしれないですかね。例えば

道路改革がありましたよね、高速道路の改革が。これは前政権の頃からずっとやっていっ

て道路公団の民営化もしてきて、一応当時としては一生懸命やってたつもりなんですが。

しかし新政権になって本当に無料化を前提に全部改革すると、前の道路公団の改革はなん

なんだったのかと。中途半端だったじゃない、もっと基本的に抜本的に見直す部分があっ

たんじゃないかというような形で、今までもそれなりに努力をしてるんだけれど、非常に

大きく不連続的にでかい改革が提起されるかもしれないと。されたときに、社会環境がそ

れだけ変わってるわけじゃないんだけど、改革の方は一気に不連続に大きく改革をしなけ

ればならないことがあり得るということだと思うんですよね。私はそれは今回天下り問題

なんかにしても、もしかするとかなり厳しくくるかもしれないし、しかし逆に今と同じか

もしれないし、それは社会の状況は変わってないんだけど政策の対応はやっぱり形式的で

も置き変わるということはあり得ると思うんですよね。従って現時点では取り合えず実施

計画と今回の大綱ベースを取り組むでいいんだけど、少なくとも内部検討としては、本当

に 2 割削減を求められたらどこら辺にのりしろ付けて切っていくかどうか。これは年度末

にかけて短い時間で注文がくるので、その時にしっかり対応できるように少なくとも内部

ではもう少し抜本的なものが出たらどう対応できるかを検討した方がいいんじゃないか

というのが委員の言わんというところであって、私はそれは課室としてはやっぱりしっか

り対応しておかないと、いざという時に対応できないんじゃないかと。それはやっぱり内

部検討でやって欲しいと思うんですよね。その対応の仕方の中で確かに市単独ではなかな

か出来なくて、前回の委員会の中でも生活保護、なんか議論が色々ありましたが、これは

なかなか市単独では対応しきれないし経済状況にもよると。それから今度、子ども手当も

言われてますけれども、仮に子ども手当てに地方負担分が出てきた時どうなるかとかです

ね、そういうことを考えるともう非常に真っ青になって、これはだから対処できる部分と

対処できないところはあると思うんですよね。そこは現時点で考えられる範囲ということ

でいいと思うんです。 

それからもう 1 つ経済対策に関する点なんですが、これは地方全体でいえば前回の平成

一桁台のときは景気に対して地方が中心になって、国以上に景気対策をやってこれに対処

してきたとすれば、今回の景気対策は、交付税ベースで 4,000 億円戻しましたけど、しか

し基本的には国を中心に国が景気対策をすると、国の負担でという対策でやってきたんで

すよ。それが、短期でみると地方の財政状況についてはよかったんですけれど、長期でみ

たら地方にとって本当にいいのかという問題はやっぱりベースにあって、それで今回はな

るべく普通建設事業の平準化と厳選という形で必要以上に総量を落とさないというイメ

ージもこの中に入れてるんですが、これが全体の財政フレームとの関係も出てきていると。

従ってこの抜本的な改革の中で財政フレーム、今ちょっとどういうふうに作っているのか

は分からないんですが、やっぱり総合計画とこの行財政改革を通じる形で、ひとつの証し

として、毎年改訂してもいいんですが要するに中期ぐらいの財政見通しはしっかりつけて、
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その中で適確に対応するという運営が、先ほど言った内部検討と並んで必要なことのよう

に思うんですけど、それは今、八戸市全体の対応はどうなっているんですか。 

 

●事務局 中期財政計画については議会等で質問があったりして、その時の市の考え方とい

うのは、特に歳入環境面で読みにくい、計画を立てるということはある前提条件をもとに

計画を作って、そこは歳出ベースのところは計画はある程度作れるんですが、歳入環境と

いうのは非常に読みにくいということで、作ってそれが実際に意味があるかどうかという

ところまでですね、はっきり言うとあまり作っても意味がないんじゃないかなというとこ

ろが今は議論になっております。歳入環境が非常に読みにくい、何かを前提にしなければ

ならないとした時に何を前提としていいのか、それが変わり得る要素が今はあまりにも多

すぎるということです。 

 

●委員長 しかし委員が言ったように内部検討に踏み込んでやるという前提に立っても、毎

年改訂してもいいので中期見通しは、一応現時点の中期見通しでこうだということを提示

しないと。 

 

●委 員 立てていかないと。入ってくるのが分からないと使うのが分からない、予算の立

て方が。会社だったら売上があって、利益があってというふうになるけれども。入ってく

る金が分からなかったら、これは変化に対応すればいいことだから。常時把握しながら、

なぜ落ち込んだのかとか、なぜ別な部分が増えてるのかとか必ずあると思うんですよ。そ

こを時系列的にとって毎年見ていったら、改革というのは自ずとどこを強化したらいいの

かというふうなことが出てくると思うんですけれども。 

 

●委員長 私も委員と同感ですけれども。中期財政見通しを中期維持するのは困難というの

はよく分かるけれど、中期財政計画は中期維持しなければならないという必要性はないん

ですよね。短期に改訂しても短期で今中期はどうなっているかというのは毎年見定めない

と、国に振り回される財政運営に更に拍車がかかるような気がしますけれどもね。 

 

●委 員 市の総合計画のほうには中期とか長期とかというのはないんですか。 

 

●事務局 10 年間が総合計画の計画期間なんですが、2 つに分けまして、前期の前進プラン、

これは戦略プロジェクトによるということで主な事業をそこに落としていく。後期につい

ては平成 24 年度からの 5 年間が後期になりますので、今の行財政改革大綱が 22 年度から

26 年度、ちょうど真ん中辺りで後期の方に総合計画の方が移っていくということになりま

すので。ちょうど今選挙もあります。マニフェストも今出てきたというところで報道され

ておりますが、そういったことの中で当然、総合計画のほうに落とし込まれていくだろう

なというふうに思われます。 
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●委員長 八戸市の総合計画というのは全事務事業には対応してないでしょ。抜いてるだけ

でしょ、主要事業を。だからこの行革で問題になる人件費はどうだとか扶助費がどうだっ

たという全体のところにはリンクしてなくて、要するに抜き出して、やりたい事業の総額

は大体どのぐらいだとかっていうのが入ってて、これは全体の行財政運営を担保する形で

は出してないでしょ。そこはだから一番の課題になるんですよね。僕はやっぱり対応する

ような見通しを毎年作っておかないと対応するのは難しいと思いますけどね。それは市の

やり方を、大きく行財政運営を変えることになるので大変といえば大変ですけれども、そ

れでも要するに総務や企画や財政がやればできることなので。 

まず一通り意見をお伺いすることにしまして。Ｃ委員から。 

 

●委 員 この実施計画の案の具体的なものを前もっていただきたかったのに。今急いで見

てるんですけども、意見を言うにしてもやはり資料が必要であって、もう少し３日でも前

に送ってくださればよかったなと。 

たくさんありますけれど一部だけ申し上げますと、やはりこの少子高齢化とかこの３つ

の課題が非常に困難だなと皆さんと同様に感じています。やはり皆さんの今おっしゃった

意見と重なるのですが、一生懸命やっていらした、非常に効果を上げてきてることはとて

もよく分かりますが、やや消極的な、仕方がないという雰囲気も伺われます。ですから先

ほど委員長や皆さんもおっしゃってたように何か積極的に取り組むものが 2、3 必要では

ないかなということは私も感じています。世の中の動きとか国の動きを待っているしかな

い面もあると思うんですが、地方分権の会議なんかも出たりしていますけれども、その地

方分権を進めていく上にでも自立、八戸市としての個性、それはもちろん市民サービスが、

私たちの八戸がここがいいというその感じを、感覚を市民は持ちたいと誰しも思っている

と思うので、もう少し積極的な面が市民に通じればいいと感じます。 

その例として柱の 3 が注目されるのですけれども、第 1 回の会議でも地震対策の心配が

懸念されておりましたけれども、そういう非常に緊急に必要な財政というものもあります。

持続可能な財政基盤の確立ですから、維持していくということに専念するということにな

ってるんでしょうけれども、なんとか大きな支出を止めて、そういうことが出来ないもの

かなと思います。例えば大規模な普通建設事業、これから計画されている大きなものが 3

つぐらいありますね。そういうものを欲しいけれども、市民としてはあれば有難いかもし

れないけど、今身近に迫っている地震対策の学校の補修とか、その他住民の家も危ない家

がたくさんあるというようなこと、それからどうしても税収が上がらないのあればなんと

か収入を増やすようなこと、例えば建設費用をちょっとストップしてこれに充てるとか、

そういう大きな決意というか、そういうものが出来ないものかなと。地元の新聞などに建

設事業の話が出た時に周囲の主婦とか市民の発していることは、本当に必要なのかな、大

丈夫なのかな、それよりもこれがこうこうであればいいなという話が周りに聞こえている

のですね。そういうのをどうして吸い取られていかないのかなという思いがしてます。で

すので、大きなお金がかかる事業を、こういう緊急事態ですからちょっと中止して本当に

足元にまで危機が迫っているようなものに税金を使って欲しいなという気持ちなんです
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ね。これは一般的な市民の気持ちだと思うんですけれど。 

 

●事務局 委員いわれる大型の施設建設ということでございますが、今建設がされておりま

すのが是川の縄文館、それから中心市街地の活性化の交流施設、これはもう着工しており

まして平成 23 年度までには完成。これから建設が予定されているものについては一般廃

棄物の処分場、新処分場の建設がこれから予定されている。それからハサップ型の魚市場、

これも今実施設計中。更に新しい消防署の庁舎もこれから。いろいろ大きな施設が予定は

されているんですが、いずれも議会の議決を経て色々議論された中で進められてるもので

すので、私らのこの行財政改革の枠の中でどこまで踏み込めるのかというのは非常に難し

い面がありますが、我々はこういった予算の中での使い道をいかにして効率よくやってい

くかということを念頭に進めていきたいということで、歳入のお話もありましたので、実

施計画の中には積極的に市税に頼らない歳入の方法、歳入増のあり方も色々考えながらそ

こは進めていきたいなというふうに思っております。劇的な増というのはなかなかこうい

う経済状況ですので面倒な部分はありますが、頑張っていきたいなというふうに思ってお

ります。 

 

●委員長 今、委員が言われたことというのは大きく分けると 2 つで、1 つは歳出面に関し

て、特に普通建設事業のボリュームを中心に、もっと中には大胆に削れるものがないのか

という質問ですよね。だから、平成一桁ぐらいで比べてもらっていいんですけれど、大体、

今、平年ベースの普通建設事業が平成一桁と今の間でどのぐらいのボリュームの違いがあ

って、その中でいくつか象徴的にいわれている箱物建設ですね、これについて事業の見送

りなりが可能なものがどのぐらいあるのかというのが大きな質問の 1 つですよね。 

もう 1 つは逆に歳入の確保の方で、歳入の確保策がいくつか出てるんですが、今回出さ

れたのを見ると、頑張っては欲しいんですが額としてはたかが知れてるような感じのもの

しか基本的には並んでなくて、これで高齢化と人口減少が続くと基本的には歳入は減少す

ると、増税しない限りという印象なんですけどね。ちなみに普通建設事業を減らすと基本

的には補助金、地方交付税も減るので今まで以上にさらに減少するということで、むしろ

歳入は着実に減るんじゃないかと。その懸念すらあるんですけどね。その点についてはも

う一度歳入歳出に関して、まあこういうことが必要だからさっき言ったように本当は財政

中期見通しがあってどのくらいの投資的経費を確保していくかという目安がないといけ

ないということだと思うんですけどね。これは現時点でどんな感触なのかな。実績ベース

はわかるんじゃないの、普通建設事業に関していうと。 

 

●事務局 普通建設事業の部分については、平成一桁の時から比べると八戸市はかなり少な

くなってきてます。と申しますのが、毎年の予算編成の時に普通建設事業のシーリングと

いうものを設けまして、これが何パーセントカットということで、そういう取り組みをし

てきたのでボリューム的には抑制してきた。 
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●委員長 どのぐらい。その時、下水関係の雨水・汚水が基本的にボリュームでどれくらい

あって今後どのぐらいやっていくのかというのが一番ベースにあるというのは普通の特例市

のレベルの印象なんですけどね。象徴的な箱物建設は時期を少しずらせばいいので。 

 

●事務局 すみません、ちょっと私の感覚で申しますと、一桁台は 100 億円を超える建設事

業があったんですが、今はかなり落ちてきてまして、70 から 80 億円台ぐらいまで落ちて

きております。これは先ほど申した経常的にかかる普通建設事業はずっと抑制してきてま

すのでそれがあるんですが、今、確かに市のプロジェクトとして臨時的なと申しますか、

大規模事業が入ってきているので、経常的な部分を減らしてなんとか新しいものをやれる

ような体質を作ってきたということになります。 

 

●委員長 普通、大体半分以上に減らしてるんですよ。だから 7 割、8 割というのは臨時的

に景気対策で厳しい財政状況の中でやってるということなんですね、多分ね。これが長期

の財政の中でちゃんと消化できる範囲なのか。経済対策と財政健全化の天秤の中で然るべ

く路線の中に入ってるかということを上手く説明していかないといけないということだ

と思うんですけどね。それは財政フローを仮に出さなかったとしてもやっぱり、そこの財

政源に関して疑念というか不安を感じる市民に対して適確に説明をしていくということ

がやっぱり必要じゃないでしょうかね。一方歳入確保策はどうなんですか。これちなみに

今後 5 年、10 年とこれでいくと歳入全体でいえばどのぐらいで見込んでるんですか。 

 

●事務局 まず、市の歳入の大きなものというのが、自主財源と呼ばれるものは市税であり、

それから地方交付税ということになるかと思います。市税の部分については、やはり景気

に大きく左右されていくものですのですので、長引く景気低迷が続くとここは増えていか

ない。いくら徴収率アップということで取り組んだとしても相対的に増えていくのは非常

に厳しいのかなと思っております。また、交付税についても国の動きが非常に重要になっ

てきまして、21 年度当初予算でいうと少し交付税を増やすようなところはあったんですが、

今後ただ、先ほど委員長がおっしゃられたとおり、交付税のところを抑制していくとなれ

ば歳入環境は非常に厳しいものがあると理解しております。市の中で何を増やしていける

かというと、小さな取り組みではございますが広告収入を増やしたり、それからこれまで

行政サービスで無料化しているものの有料化の検討とか、そういった取り組みでわずかで

も収入を確保していくということなのかと思います。金額についてはちょっと計画として

はございません。 

 

●委 員 収入の話ですけれど、例えばハサップとか今事業化して整備しようとしてますよ

ね。ああいう活動が成果を上げた時には歳入として増える方向になるっていうふうに受け

止められないんですか。つまり、そういうふうな設備をすることによって他の地域よりも

高いインフラを整備するわけですよね。それによっては八戸市の水産業が盛んになって、

そこから私たちに、言ってみればそこが戻ってくるような、そういう仕組みの中で整備し
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てるんじゃないんですか。そこは難しいですか。 

 

●事務局 事業を推進していく、事業をやっていくのに、確かに委員おっしゃるとおり、そ

れができた時にこういうふうな歳入があって、トータルで見るとプラスになるんですよと

いう説明ができればベストだと思います。ただ、完成後の例えば経済効果とか、なかなか

計算というのは今できていない状況でございます。 

 

●委 員 そうですか。もう 1 つ、先ほど建設のお話、厳選・平準化、非常に適切なことだ

と私思うんですけど。実はその建設の中でも下水道の話、下水道に関わりながら仕事をさ

せていただいているので、市の実態は全国からすれば相当酷いという実態なんですね。

元々下水道というのはヨーロッパで結局は環境ですか、病気が蔓延した時に放り出されて

いた、いってみれば私たちの排泄物を、水路を作って適正に処理するという仕組みから生

まれて、結局これが環境問題の一番最初のような、そういうテーマなわけですね。それに

対してこの八戸市は残念ながら程遠い状態に整備されているのが現状なんですね。ですか

らそういうものに対して、これは一つの事例ですけれど、やっぱりそれも適正に整備して

いかないと、質の高い市民サービスなんていう言葉から程遠い状態になっちゃうんですね。

ですからやはりそのバランスといいますか、今の暮らしを雇用の問題とかそういうもので

ケアしていかなくちゃいけないという課題と、そういうことを通しながら将来の市の、い

ってみれば市が生き返っていくといったような、今の苦しい時期を乗り越えた時に、町が

もう一度花が咲くような仕組みの中に準備していく活動とバランスを取ってるという、そ

ういう考え方は必要だと思うんですね。そういう意味で厳選されて平準化するというふう

なテーマは非常に的を得てるように私は受け止めているところですけれども。 

 

●委員長 そうですね、今 2 つ改めてありましたが、最初のほうのいわゆる経済政策と今後

やられる税収動向ですね。それについては民間でハサップの話もでたところで、実感はい

かがですか。 

 

●委 員 時代の流れからしたら作られたらいいんじゃないかなというふうに考えてます。

なぜそんなことをいうのかというと、資源はどんどん減ってますよね。世界中、水産物を

管理しようと、水揚げを管理しましょうというふうな方向性にいくと思うんですよ、将来。

そうすると獲れる量は決まる。年々。そしてその売る価格も大体それに比例しながら、量

が少なくなると値段は上がって、これは必然的なものですから、そういうふうなものを世

界中で流通させるためには、やはりある程度の基準をつくった市場のほうが安全性は高い

だろう、消費者もそのとおり。付加価値を高めて売るというふうな方向性には間違いない

と思うんです、全体的には。ただ、それがじゃあすぐに経済波及効果があるかと、八戸水

産業界がすぐ出来てすぐそれが実効性があるのかというと、そこのところが少しまだ不安

要素がある。ただ、方向性は決して間違ってないというふうなことだと思うんです。後は

それを使う側の問題で、これをどういうふうに活用しながら付加価値を高くして、水産業
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界の力をアップさせていくのかというふうなことは、その業界がやることであって市はそ

こまでなかなか難しいでしょう。それとともに税収が上がっていったほうが市にとっては

いいわけですから、そういうふうな感覚で私は見てますね。即効性があるかというとなか

なか難しいだろうけれども、でも 21 世紀には環境問題と食料問題は切っても切れない時

代に入ってくるでしょうから。だからそれはやっぱり取り組んでいかれたほうが、将来的

に、まあ全国の漁港も非常に衰退してるんで、なんか突破口を開くためにはそういうふう

な考え方は、水産庁もそういうふうに思ってると思うんですけれど。 

 

●委員長 だからいろんな経済対策が結果的に市税収入に返るということを考えると、基本

的には法人税と住民税と固定資産税に還元される話であって、ベースとしてはもちろん景

気が良くなるといいんですけれど、景気は日本全体でそう著しく良くならないというのは

あると。それから事業所の数や従業員の数が増えるとですね、均等割り部分が増えてベー

シックで増えるんですけれども、これも人口予測で見るように基本的には減ると。そうす

るとやっぱり一番即効性が高いのは償却資産ですね。外部設備投資をしてくれてガンガン

設備を導入してくれると、それは市税収入として大きなプラスなんですけれど、しかしこ

の景気状況なんで、ハサップを仮に整備したとしてもそれに合わせて民間企業の方がガン

ガン出来るかというと。 

 

●委 員 それが出来るかどうかというとなかなか非常に難しいと。ただ、入口がそういう

ふうになってくるとやっぱり川下の方もそれに合わせていかなくちゃならないというふ

うなことで、それは徐々には整備されるでしょう。 

 

●委員長 政策の方向としては多分間違いなくて、これをやることによってやらないよりも

企業活動にしても税収についてもプラスかもしれないけれど、それがどのぐらい目に見え

て上がるかどうかというのは何とも言えないので信じて進んでるというところなんでし

ょうね。 

 

●委 員 ただ結局そういうものを前向きにしていかないと、他のいわば漁港のライバルが

実際にはあって、八戸港は老朽化していく、設備も不十分という中ではどんどん離れると

いうことに対して、やっぱりそれを留めておくためにも重要だと。 

 

●委 員 本当そうですね。市場間競争ですから。八戸、石巻、銚子とこう大体主要港があ

るんですけれども、やっぱり早くそういうふうなものに手を挙げてやらないと、よその港

に負けるわけですよ。ましてや東京に近いほうが利便性がいいわけですから、そういうふ

うなものはやっていかないと、やはり時代の流れにはついていけないですよ。水産庁もそ

の辺はよく研究してると思います。 

 

●委員長 あともう 1 つ後段で下水道関係の指摘がありましたけれど、これは視察した時も
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少し何度かお伺いしましたけど、今の下水道の整備状況というのは八戸はどのぐらいの水

準になってるんですか。平年ベースでどのぐらいとしてるんですか。 

 

●事務局 普及率が 50 パーセントをちょっと超えた状況ですね。 

 

●委員長 それは汚水の。 

 

●事務局 汚水です。水洗化普及率です。当初八戸市の場合、地形的な面で、今日もこれか

ら大雨になる予報が出ておりますが、局所的な雨水排除が大きな問題でして、八戸市の下

水道は雨水を排除する対策から入っていったという特異な状況がありまして、委員はその

辺のところはお詳しいと思いますが、合流式から入って、要するに汚水と雨水を一緒に排

除するという方式を中心に進めてきたという経過がありまして、そのあとから専用の汚水

管を敷設していったということがありまして、地盤の状況もあってなかなかその普及率に

結びついてこなかったというのが実態ですね。 

 

●委員長 前よりどのくらい増えているのですか下水は。50 パーセントでは当分事業はやら

なければいけないのですね。 

 

●委 員 やらなければいけないんですけれど、実際には公債費を拡大するような方向性は

避けなければいけないので。 

 

●事務局 会計規模で申しますと大体 170 億ぐらいございます。 

 

●委員長 会計規模はね。一般会計からいくら出してるか。 

 

●事務局 一般会計から出てるのが概ね 35 億ぐらい出てます。 

 

●委員長 これは今後も大体 35 億ぐらいは拠出し続ける。 

 

●事務局 基本的にはそれほど増やさないようにしないと財政運営に支障がでます。 

 

●委員長 減らさない、増やさないどっちなの。 

 

●事務局 そこは適正規模を確保していくということで考えれば、そんなに多く増えたり少

なくなったりということはないと思います。 

 

●委員長 八戸規模で 30 億を下水に取られるというのは、普通建設事業を運営する上にとっ

てはかなりのボリューム。100 億に平年ベース掛けて 50 だとすると、5 分の 3 はこの下水
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に取られるということでしょ、これはやっていかなければならないわけだから。だからそ

れを踏まえたら普通建設事業の運営は相当大変ですね。 

 

●事務局 今、下水道の整備については必ずしも管を通して整備ということではなく、いわ

ゆる、集落が少ないところとかというのは何が何でも管を通さなきゃならないということ

ではなくて、合併浄化槽なりで水洗化率を高めていくという考え方もございます。 

 

●委員長 青森県全体でストックマネージメントなんかも結構一生懸命やってますよね。そ

れで項目としては営繕にかかる事業費の平準化ということに入ってくるのかもしれない

けど、要するに今だと 10 年後、20 年後どのぐらいの維持更新費が必要になってきて、そ

れをどのぐらい回していけるかというのが、この下水道と並んで普通は、普通建設事業の

目安を付けるときにベースで重要なんだけれど、その検討というのは現時点では進んでい

るのかな。 

 

●事務局 これから、財政担当部門の方で営繕計画を作ってということですので。まず、今

後どれぐらいの維持、補修あるいは営繕が必要なのか、その調査から入りまして、それに

合わせた今度は予算的な裏付けをやりながら平準化していくということで聞いてござい

ます。 

 

●事務局 前回、委員の方から公共施設の延命化という観点からご意見をいただいて、委員

長も箱物の行政、箱物を有効利用していくという観点からは非常にお詳しいということは

伺っておりますので、もう少し勉強しながら、本当に平準化しながら、老朽化が進んでる

施設がありますので、維持費が大きな課題になってくるだろうと思っておりますので、こ

れからやっていきたいと思っております。 

 

●委員長 最初に委員にご指摘いただいたように、その大きな箱物も当然だけどね、目立つ

から逆にいうと市民からも関心がいきやすいのだけれども、やっぱり平年ベースの下水道

とか、箱物のストックマネージメントですとか、ここら辺のところの比重は高くなるので、

それを全体の財政フローの中にしっかり入れていかないと。 

 

●事務局 かなり多くの施設はもう既に指定管理者制度のほうへ移行しておりまして、そこ

の維持管理についてもやはり民間の視点から見直しをしながら、そこは少ない経費でとい

うことで進めているところですので、その辺も含めてこれから大きな課題になるだろうな

と思います。 

 

●委員長 それではＤ委員いかがですか。 

 

●委 員 皆さんだいぶおっしゃいましたけれども、先ほどのご説明のなかでも触れられま
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したが、人事、予算これを各部におろす、そういう説明もありました。色々な事業をやる

上でかなり効果が期待できるんじゃないのかなという気がしますけれども。どうなんでし

ょうね、各部に予算を任せるということになると、年度末での予算残高がなくなっていく、

効率いい予算執行になろうかと思いますけれども、そういう面もちょっと考えられるよう

な。いわゆる翌年度への繰越金が減少していく感じも持ちましたが、市民サービスにとっ

てはかなり期待を持てるんじゃないかなという感じはします。 

 

●委員長 事務局いかがですか。 

 

●事務局 今のご指摘の件なんですが、2、3 年で申しますと、今枠配分をしているのは管理

行政経費と申しまして、経常的にかかる事務経費を中心として枠配分しています。これか

ら政策的経費を枠配分出来るかどうかというのは、今まさに議論しているところでござい

まして、もし政策的経費まで枠配分出来るとすれば、各課の自主性は更に高まるものと思

っております。と同時に市民サービスに柔軟に対応できるのが担当課だとすれば、その枠

配分を政策経費にもし出来るとすれば非常に有効なのかなと。ただし、その反面、財政の

全体を舵取りする場合においては、先ほど言った翌年度の繰越金等は、やはり翌年度の財

源にするというのもございますので、その辺どう調整していくのか財政部のほうで検討し

ていくものと思っております。 

人事の関係について申しますと、今、全体的な人事というのが、もちろん人事課のほう

で全部を横断的に人事しますけれども、今回の取り組みというのは、1 つの部の中で、毎

年人事異動は 4 月に行ってそこで一旦その年度の体制が出来るんですが、その年度が進ん

でから急に突発的な対応をしなければならなくなる場合があると思いますけれども、例え

ば今回で申しますと定額給付金というのは 1 つの課で出来ないような事業が突然降ってく

る場合もございます。そういう時に、機動的に 1 つの部の中で比較的ゆとりのある課から、

本当に今忙しくなった課に人を振り向けるというような権限を部長に与えるという取り

組みをやろうとしているのでございます。 

 

●委員長 どうですか、この点について民間企業の経営からいうと。 

 

●委 員 これはもう当たり前のことで、珍しいことでもないし、人が足りないところに人

を投入するのは当たり前です。これは度を越えてもやらなくちゃならないところはやる、

そういうふうな感じですよ。うちなんかでも汚水処理施設があるんですけれども、すり身

を作ってると汚水施設を使うのですが、すり身がない時期が暇じゃないですか。そういう

ときは工場の方の現場の仕事をもちろんさせますし。ですから今はもう野球的な感じで三

塁だから三塁、まあ野球でも変わってるんでしょうけれども、サッカーなんかもどのポジ

ションでもやるっていうふうな感覚ですから、もう当たり前の時代ですよ。全然珍しいこ

とでも何でもないですよ。それがやっぱり効率的に動くということでしょうから。 
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●委員長 そうですね。今回出されてくる中で基本的に、要するに財政に言われないと金を

節約しないとか、総務に言われなきゃ自分でやらないだとか、企画に言われないと新しい

ことをやらないだとか、そういう体制は基本的に改めて、各部各課に考えてもらうと。そ

れで主体的に動くと同時に全体調整をしっかり図ると。これを目指していくということは、

さっきも言われたように当然のことで、この 2 つを上手く同時平行させて欲しいんだけれ

ど。結局問題は、やっぱりどちらかっていうと現課に比べても行政は最後議会対応になる

と企画になったり財政になったりするんで、主体的にやってきてそれに改めて各部各課に

権限を渡すと、各部各課がモラル高くやってくれればいいんだけれど、相変わらず昔のベ

ースでやると、結局どちらかっていうと土木だとか都市整備だとか、今までたくさんやっ

てきたところに更に余裕が生まれ、民生だとか福祉だとか今後需要の増えるところに充分

対策が回らないということになるきらいがあるんですよね。委員が言われたように、基本

的には各課が自主的に考えるけれど、あくまでも全庁的なマインドで重点投資するという

考えでやってくれればいいんだけれど、結果的に各部各課を強くした結果、やはり土木と

都市部はなかなか勢力が減らず、その分戦力が回らないので民生や福祉にしわ寄せが回る、

これだけじゃないんですけれどもね。そういうことにならないような配慮も含めてやらな

いとなかなか難しくて、全自治体的な傾向でいうと、どちらかというとやっぱり全体調整

を強くする傾向が、さっき言ったようにドラスティックな変化なので各部各課の近視的な

見方だとなかなか対応しきれないということが一方にあるので、それに対してもどう対処

するかという観点が一本の柱でないと難しいと思うんだけれど、そこは今回あんまり入っ

てないんだよね。 

もう 1 つ気になるのは、この実施計画の中で職制の見直しで課長代理の増設だとか専任

次長職の配置とか、どちらかっていうとまた中間管理職を増やそうとしてんだよ。流れで

いうと団塊の世代とそれに続く世代が今後退職期に入ってくる中で、前ほど需要も少なく

なってきてるし、全庁的な調整ということを考えればこういう職制の見直しはむしろ逆行

していて、これを強くして大丈夫なのかと。それが疑問なんですけどね。 

 

●事務局 今まで、職制の見直しについてグループ制の導入とかで、意思決定を早くするた

めにグループリーダーの上がすぐ課長になる、課長と次長が兼務というケースが多くなっ

て、それで部長までいくというところで、かなり意思決定の部分で中抜きと申しますか、

それをしたことによって意思決定が上がったものの、その反面としましてチェック体制が

あまくなってきているという現実があるようです。従いまして、今この職制の見直しにつ

いては全部を全部署においてそれを復活させるということではなく、やはり部署において

もきちんとしたチェック体制で、主要な部署というのは必要だろうと思いますので、そう

いうふうなところについて見直しをしていくということでございます。決して前の状態に

戻していくということではなく、市の中でももちろん中心的、中枢的なところというのは

チェック体制がきちんとなってなければならない、そういうところは見直していくという

ことです。 
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●委員長 それは具体的なイメージは分からないので、それはいいとも何とも言えないけれ

ど、しかし普通に読むと結局枠配は強くして中間管理職を増やしてとなると、むしろ柔軟

にというイメージよりも縦組織を中心にやって、それで、拡大型で各部に予算がいっぱい

つけられて職員もつけられて早く意思決定していく時はそれでいいんだけれど、要するに

パイが限られてる中で全体調整もしながら新しいことをやらなきゃ駄目だという中で、本

当に大丈夫なもんなんですかね。 

 

●委 員 行政の悪いところは縦割りじゃないですか。それで仕事というのは縦割りの仕事

しかしないんで。これからの社会というのは、縦割りもそれはそれなりの組織ですから重

要なんでしょうけれども、その横の融合性というかそういうふうなものがないと、ドラス

ティックに改革をしようだとか、そういうふうないろんな突発的な対応をしようとする時

には非常に柔軟性に欠けるというふうなものが多く見られると思うんですよ。ですから、

その柔軟性というものをどういうふうに行政が取られてるのか分からないですけれども、

そういうふうな部分をある程度、上の方だけでも共有化していかないと、いい改革だとか

いい判断、決断力がなかなか出てこない。それで後手後手に回ってしまうというふうなこ

とがよくあるので。だからある程度そういうふうなものも取り入れながら考えていかない

と上手くいかないんじゃないですか、これからの先のことは。 

 

●委 員 横の部と話し合いをしながら物事を解決しなくちゃいけないケースなんかは、部

長さんを通していかないと横の交流はスタートできない仕組みになってるんですか。そう

でもないんですか、こう、気楽に横の関係で話し合いが出来るんですか。 

 

●事務局 通常の業務の中では、やはり具体的にリーダークラスのところで直接やる部分が、

今の組織の中では部長がいて次長兼課長がいてその下にすぐグループリーダーがおりま

すので、やっぱり実働部隊というのはグループリーダーが一番鍵を握っている。リーダー

のところでやる部分が結構多いのかなと思います、今の状況はですね。ただすぐ課長にな

るものですから、それで少し大きな課になりますとグループが 2 つ、3 つあるんですが、

束ねるところが進めてきた中ではちょっと不備ではないのかなという反省の中から出て

きたものなんですけれど。 

 

●委 員 その縦関係から横関係につなぐいわば串刺し型の情報を提供したり、隣の課から

覗くと考え方が少しこういうふうな視点もあるぞというふうな、いわば横串しのそういう

ふうな存在に今の新しいポストの方が対応するとかっていう役割を演じていただく仕組

みにするとか。採用されてから真っ直ぐその部にしかいないとかというふうなことがない

ようであればね。 

 

●委 員 組織が大きいからね。 
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●委 員 なかなかそれも難しいのも分かるんですけれども、時代の変化っていうのは早い

ので、その辺を意識を持ってやっていかないと人事の部分では上手くいかなくなる可能性

の確率が高いんじゃないんですかということで申し上げたのですけれども。 

 

●委員長 今回、入った人を 10 年間はジョブローテーションさせるというのはいいんだけど、

それはでも入った人は基本的に下なので、一方で上のほうが次長も含めて専任職でガーッ

と強いと、いくら下が柔軟に思ってたって、それは 20 年後はいい市役所になるかもしれ

ないけれど、一番柔軟に動かなきゃだめなこの 5 年間、ちゃんと対応できるかってことで

すよね。ここのところは実際の運用の仕方も含めて、専門的にしっかりやるというところ

と全体調整を図るというのをメリハリつけて運用してほしいということなんですよね。  

 

●委 員 今の人事の関係でですね、今はどちらかというと総合的な役割の人材育成という

ポイントでのお話なんで。一方で、今日のテーマの中では市民サービスの向上と人事の骨

格に関わるお話なんですけれどもね。スポーツ施設が指定管理者になっていて、いろんな

運営を変えられて、効率的な運営だとか市民サービスの向上という側面は分かるんですけ

れど、一方で質の高いっていうお話に変えようとする時に、例えば、やっぱり八戸であれ

ばオリンピック選手とかそういう方がいわば、決して市職員という意味じゃないんですけ

れど、市のなかで抱えられるような運営になってるのかというんですかね、それが芸術で

も文化でも皆共通しているように思うんですが。その中で専門的知識を長くお持ちの方が、

いってみれば安心してそういう活動ができる、そういう存在も許されていかないと、今回

のテーマの中に博物館とかいくつかの施設が指定管理者型にというお話がありましたけ

れど、例えばその中で学芸員のかたがずっと積み上げてきた研究成果とか、そういうもの

と指定管理者が目指す効率化とかそういう合理的な運営とぶつかってしまって、失うもの

が、質の高い八戸市っていうんですかね、文化的には質が高い、芸術的にも高い、そうい

うふうな街づくりに逆行するようなことのないようなケアというのは大切にしていかな

くちゃいけないんじゃないかなと。行財政を改革しながらも進められる努力をどうすれば

いいかは見えないんですが、このあと考えていただきたいなと思うんです。 

 

●委員長 今の点、どうですか。 

 

●事務局 今、委員おっしゃった例えば博物館の関係で指定管理者制度を導入しようとする

と、確かに学芸員の話もございます。本来、指定管理というとトータルで一括管理という

ふうなことがまず想定されるわけなんですけれども、例えば博物館で申しますと、指定管

理者制度の形態として一括管理する場合と、学芸員は学芸員の部分で残しながら主に集客

とか管理運営の部分を指定管理に任せるという形態をとっている自治体もあるようです。

従いまして、今、指定管理者制度の導入に向けた検討を行うということをしてまして、最

後導入するという結論もあるだろうし、導入しないという結論も、そこは今、総合的に研

究して検証しながら判断していくということでございます。 
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●委 員 だからどういう市にしていくかっていう、5 年後、10 年後どういう形をつくって

いくんだというふうなものがきちっとベースにないと、財政だとかいろんなものを含めて、

文化やいろんなものもあって、どういう八戸市をつくり上げていくんだっていうふうなち

ゃんとしたベースがあって、それを土台にしながらやっていかないと、全部、何でもかん

でもごっちゃになってる感じになるんじゃないかな。よその市はわからないけど上手くや

っている市も色々あるわけですよね、そういうふうなのに対して。 

 

●委員長 いま、委員が言われた点は両方とも今後の特に人材育成とか人材採用を考える場

合に重要なんですけれど、結局今の流れでいうと、例えば国全体で考えれば国立大学の先

生というのは、本来は専門的な力を一番発揮してやらなきゃ駄目なんだけれども、結局、

僕たちは独法職員なんですよね。要するに専門色の高い人はむしろ公務員制度の枠から出

して、ある程度人件費は保証するけど兼業できるようにしたりだとか、もう少し人事異動

を柔軟にしてより民間に近いところで切磋琢磨していかないと難しいという大きな方向

になっているのですよ。ただ個別に見ていくと、それでもやっぱりやりすぎだからもっと

公務員で抱えていくべきだという議論もあるし、それからやっぱり長い目でみると独法し

ていかないとその人の能力は磨かれないという人もいて、やっぱり非常に議論も難しくて。

先ほど事務局が言われたように、地方の中でも指定管理にした時に、そこの人を直営で抱

えるか、それともやっぱりそれも含めて出すかについては議論もあるところなんですよ。

それはやっぱり検証せざるを得ないですよね。もう一方で、今まではわりと新規採用でき

たので比較的気楽にいろんな人を抱えたんですよ。東北でいえば秋田市役所とかラグビー

採用ガンガンやってきたとか、国体あったら国体の時にその関係の選手をガーッとやって

教育委員会にずっと配置し続けるだとか、こういうような運用はさっき言ったように定員

管理が非常に厳しくなってきているんで、いわゆるオリンピックでちょっとメダル獲った

から市役所職員にするだとか、こういうのは今の定員状況だと非常に難しくなってるんで

すよ。それから八戸市クラスになると総合的な文化性も必要なんで、ある分野だけ直営で

雇ってある分野は雇わないでいいかとなるとそうもならないと。そうなってくるとやっぱ

り民間の中に専門的な人たちを育成していくという方向をベースにせざるを得ないと。今

の定員管理からいっても難しいんじゃないかと思うんですよね。ただそれは東京に比べる

とマーケットも小さいので、全部じゃあ民間ベースで上手くいくかというとそうならない

かもしれないし、今、直営で雇ってる人もいるし、こういうようなのをどこは残してどこ

まで残さないかというのは、全体でルールを作らないと難しいでしょうね。それこそ切羽

つまらない段階で一定のルールを作らないと定員は厳しくなってきているので大変なこ

とになるんじゃないでしょうか。 

 

●委 員 私自身も民間で小さいものですから、そういうふうな中でも運営の中で、今、あ

る意味では活性化しながら、研究活動を維持しながら、それからそういう知識を生み出す

といいますか、そういうふうな活動をやってるところなんですね。例えば芸術の話だって
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民の組織で高い技術を成果を上げられてる方も八戸市内におられるわけですよ。そういう

ふうな仕組みにするということを失わない視点といいますか。ですから市職員が自らそこ

に関わるという方法もありますけれども、例えば指定管理者の導入の検証というテーマの

中では、それによってそういう部分が失われてきてないだろうかという検証といいますか、

つまり子ども達が、例えばアイスホッケーやったりスケートやったり、そういうスケート

の町なわけですから、そういうふうな町として子ども達がそういうものに対して目を向け

られるような育成の場とか、それからそれに相応しい人材がきちんと、その方も成長して

いる仕組みが管理者制度の中で生きてるのかどうかですね。ただ売り上げが上がる方向だ

けに偏った運営がなされてないのだろうかとか、そういうふうな検証を合わせてやりなが

ら、こういうふうな制度の導入というようなことを考えていただければと思うんです。 

 

●事務局 市の大きな施設はもうだいぶ指定管理者制度の方に移ってきておりまして、残っ

てるものはやはりいろんな課題があるということで、図書館であり今の博物館であり美術

館あると。そういったものがやはり積み残しで検討しながら残ってきてると。特に博物館

でいえば学芸員の方がいて博物館である。特殊な要件がございまして、当然その目的の中

には社会教育という大きな目的もありますので、ここはやはり市が持っていかなきゃなら

ない部分だと。そうはいいましても今のままの運営でいいのかという議論はやはりありま

すので、そこはやはり十分議論をしながら進めていかなきゃならないだろうと。今、委員

も言われましたように、指定管理者は 2 サイクル目ということで入っておりまして、体育

施設等から公会堂などは今の大綱の期間の中で 3 サイクル目に入ってまいります。ですか

らやはり今言われましたような検証、そういったものはやっぱり必要なのかなということ

で、そこを盛り込みながら進めていきたいなと思っております。 

 

●委員長 スケートは象徴的かもしれませんけどね。やっぱりその基礎スポーツ系、民間レ

ベルでもスケートリンクはどんどん減ってるんですよね。やっぱりやらないんですよね、

子どもが。 

 

●委 員 結局町に、さっきのスケートのお話でいきますと、スケートの優れている方が指

導者として存在していない限りは大きな大会はきませんし、そのインフラを整備する意義

も段々失われていくと思うんですね。そうすると八戸市らしいというせっかく育ててきた

そういうふうな活動を定着させてこられた先輩達がいるのに、財政改革の中でそういう部

分が失われていくということは、やっぱりそこは避けていかなければいけないというふう

に思うんですね。そのためには質の高い市民サービスというテーマの中には、そういう文

化といいますかそういう芸術であったりスポーツであったり、いろんな市民が生き生きと

生活を営んでる時の、そういうふうな活動全体に対しての水準の高さも求めていってほし

いなというふうに申し上げます。 

 

●委員長 そうですね、いろいろ天秤をかけながら。県がスケート場を作ってくれるといい
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んですけれどね。結局、子どもの数が減っちゃうのでどうしても市場が小さくなるんです

よ。市場が小さくなる一方で、ゴルフとかやるわけですよ、小学生とかが。そうすると昔

ながらのスポーツ、基礎スポーツに比べると最初からチャラチャラしてる側面もあるので、

どうも数は少なくなるわスポーツは多様化するわ、そうした中で本当に伝えていってほし

いスポーツ、維持してほしいスポーツというのはなかなか厳しいかもしれませんね。だか

ら行政でどこまで頑張れるかという側面と、広く民間も含めて、それこそスポーツ振興し

ないと子どもの体力は出来ないので、それをどうやっていくかという 2 つの観点からスポ

ーツ振興を考えなきゃならないんだと思うんですよね。 

 

●委 員 今まで出たご意見と重なるんですけれど、市職員の質的向上というものの中に行

政職員としての能力、更にその市民を見る力ってすごい大事じゃないかと。協働という言

葉が大変たくさん出てきますけど、その協働を考えた時、本当に、先ほど委員がおっしゃ

ったような、ちゃんとその人物がリーダーとして、例えば市の団体のリーダーとしてある

人物がいたとして、本当に活きて働いているかということを見る目が、やっぱり一緒にや

るからには見る目がないと、間違っているといえば語弊がありますけれども、むしろ低下

していくということを目にすることもあるので。そのリーダーの存在が非常にその活性化

に、市民の活動または市との協働活動に非常に影響があるということ。そうすると、その

市職員の質の中には当然その効率上げるとかだけでなく人間性も、人間性の中には人を見

る力というのが大きいと思います。だからそれによって施策が失敗するということもある

と思うのです。指定管理制度の場合と同じだと思うのです。その辺を考慮していかなきゃ

ならないと思います。 

2 つ目は、いつも気になるのですが、議会というのは非常に大きな決定権があって、だ

けども、こういうふうな計画を見ても当然必ず影響が大きい、でも議会は無関係。こちら

のほうの審議会はこちらですと、行政側の会議はここまで、それ以上は議会とか、そうな

っているのかなと。それじゃ駄目だなと思うんですよ。例えば、大きい施設の建設にして

も着々と何年もかけて進んだのだということは分かるんですけれども、市民の意見とかど

の程度まで入れられたのかということは、市議会を見に来ないから駄目なんでしょという

ことになったり、関心を持たなきゃ駄目なんでしょということになるんですけれども。そ

ういうふうに 1 つの例を挙げますと議会との関連はどうなのか。それをどうやってこちら

のほうに引き込んでいけばいいのか。審議会の中に市議会議員が入ってるところもあるし

入ってないところもある。その辺の考え方はどうなんだろう。決定していく上で必ず影響

されて力が動いてる。その 2 点が課題だと思うんです。 

 

●委員長 事務局どうですか。 

 

●事務局 今のご質問の件でございますけれど、事務方としましては、基本的には重要な施

策、特に大規模事業などはですね、最終的に議会の決定というのもございますので、議会

の議員の皆さんに対しても、なぜやるのか、どういうふうにやるのか、情報を全部提供し
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てと申しますか、その場合にその施設ができた時に、どの程度の財政等々に影響が出るの

か、それらをきちんと示すことが重要だと思います。事務方としてそういうことをきちん

と説明した上で、さらに市民の皆さま方に対しても、これは同様に情報を提供していくと。

情報を提供して行く中で、やはり意見とか様々なものが出てくるかと思いますので、きち

んと期間を設定しながら、皆さんの意見を聞くように努めていくことが大事だなと思って

おります。 

 

●委 員 加えますと、市民の質の向上、行政職員の向上も当然ですが、市民たちの向上も

非常に重要だと思うんですね。 

 

●委員長 そうですね、大体市民のレベルで議員のレベルが決まり、議員のレベルで職員が

決まりますから。どれかだけが異種ということはまずないので、そういう意味では全体と

してこれ全部優秀になっていかなきゃならないのですが、とりあえずこれは市の行革です

ね。だから自分たちがやれることを中心に書くということだと思います。 

それと議会との関係は、議会のほうがこの審議会よりもやっぱり上で、議員は要するに

選挙で選ばれていることによって基本的に民意なんです。そういう意味で、ある意味では

オールマイティーなんですよね。だから、ここの審議会っていうのはあくまでも市長から

委任を受けて執行部局の附属機関なので、だからこういうものを作ったことの是非も含め

て基本的に議会のほうが検証するって形になるんで、もちろん連携しながらやっていかな

きゃ駄目なんですけれど、議会は議会。しっかり検証、検討していただくということにな

って、ベースとしては今この体制でいかざるを得ないと思うんですが。だだ、こちらの議

論の質が高まると議会の議論の質も高まりますし、そういう意味では連携してしっかりや

りたいなと思うんですよね。 

  まだ少しは意見はあると思うんですが、一応、次の一部署一改善運動について、説明し

ていただいてから再び議論をしたいと思います。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

●委 員 わかりました。 

 

●委 員 シートから選ぶんでしょ。こんなの、価値があるのかね。 

 

●委員長 シートだけ見て選ぶのは無理じゃない、これ。書き方にずいぶん差があるので。

このシートがよく書けているかは分かるけど、取り組みがいいかどうかは。だから仮に 10

件になって 10 件のなかで上位 3 つ選ぶときに、その 10 件について掻い摘んで説明しても

らって、どれがいいか選ぶというのは出来ると思うんだけれど。 

 

●委 員 書き方も色々あるし、どういう取り組みがちゃんと遂行しているか、結果がどう
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かということも判断した時に、これじゃ無理ですよ。 

 

●委員長 そう思うな、それは。それから、市の中で見ていると書面以外の情報もあるんで

大体どう頑張っているか頑張っていないかっていう情報もあるから、まだ判断できるかも

しれないけど、これだけ出されて選ぶっていうのは、それはやっぱり難しいんじゃない。 

 

●委 員 どこかで選考を外部からお願いしたいという趣旨なんですか。 

 

●事務局 はい。 

 

●委員長 ただね、内部である程度選んで、その中で上位 3 つを選ぶとかいうのはね、説明

を聞いてやるのはいいと思う。 

 

●事務局 最後の所はやっぱり外部から選んでいただいてという気持ちはありますが、そこ

は、最後の委員会のところで上位 3 つを選んでいただく、ここはよろしいでしょうか。 

 

●委 員 ただ、この表のなかから 10 件選ぶというのは、なんか何やっているのかよく分か

らない、この説明文だけ書いてあるの見ると。さっきですね、柱１の自律性の高い組織運

営の確立ってこうあるんです。最後の中でですね、人材育成の充実とこうあって、新たな

人事評価制度の導入と書いてあって、そこからすると能力・実績と先ほど言われたんです

けれども、それがその給料だとかボーナスだとか、それから昇給・昇格だとかそういうふ

うなものに反映されてはじめて人事考課制度が確立できると思うんですよ。ただ行政の場

合なかなかそこまでいっていないのが現実だと認識しているんですよ。ですからこういう

ものをやっても、何もただやっただけで自己満足で、それが実態に反映されないと何の役

にもたたない。だから今のやつも同じで、ただこの中を見て、知恵を出してそのなかから

3 つ選んで、それがほんとにその一部署一改善運動なのかっていう、あまり私から見ると

理解できない。 

 

●委 員 この最後 3 つだけをやるんですか。それとも全部をやるんですか。 

 

●委 員 70 やってその中からいいのを選んでくれっていう感じでしょ。 

 

●事務局 一応、手前どもの考えで内部のやる気というんでしょうかね。 

 

●委 員 70 を各部署が一改善をやるんだから、私は本当はそれでいいと思うんですよ。そ

れを正しく評価して、それがよかったなと、一番最高だなっていう優劣をつけることが、

その意味があるのかなと思って。改善するのは意味があるでしょ、70 やるってことが。だ

からそのほうが、私は実績として残るんであって、それを 3 つ選んだからって何になるん
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だというふうな感じで私は受けるけどね。 

 

●委 員 ただ、やる内容でも、この辺からここまでやる話と、この辺からここまでやろう

とする話の評価はある。 

 

●委 員 その評価はその部署によってその内容が違いますよね。高度な部分もあるし、低

い部分で一改善やるところもあるし。ただそれはその課の置かれている立場だとかいろん

なものがあってその中でやるわけですから、それに意義があって、そこからいいものを選

んで、それが一番その一改善なっていますよっていうふうなものをしなくちゃならないっ

ていうのは、私はあまり意味が成さないんじゃないかなと。 

 

●委 員 しかし、提案した人が工夫された提案をされている時の、ある意味ではインセン

ティブなことと繋がっていくかもしれない。 

 

●委 員 だからさっきの人事評価制度で実績とそれに繋がってくるんだけれども、そうい

うふうな人事考課っていうのは、やはり評価されなければ何も意味がないんですよ、いく

らやっても。ですからその能力と実績っていうふうなものは、何に反映させられるかって

いうふうなものが一番意義があるんで、この 3 つ選んでそれが人事考課と同じような役目

をもって評価するのか。だったらそれを表彰したって何の役にもたたないし、だったら給

料でも高くやるかとか、それこそそういうふうなものに反映させないと、ただやったって

意味がないんじゃないですか、それは自己満足だけであって。厳しい言い方かもしれない

けど。 

 

●委 員 ただ、結局今まで改善というようなことのテーマがあっても具体的な行動に動け

なかったから、こういうふうにして行動し始めようとしているんじゃないですか。その意

味では。 

 

●委 員 苦肉の策だというふうには見えるんだけれども。 

 

●委 員 よくこういうケースですと、絞られて選ばれたものだけに予算付けがあって動き

出すというお話は伺うんですけど。これは全部動き出すわけですか。 

 

●事務局 はい。各課の中で課題があるとして、その課題解決に向けた取り組みを行います

ので、全部の取り組みを実際にこの 5 年間の中で実施していきます。 

 

●委 員 そうすると最初に取り組みのスタート時における評価というのは、例えばどうい

うふうなポイントでですね、私たちの研究ですと新規性だとか成果の高さだとか、いくつ

ポイントがありますよね。どのポイントで例えばその 3 項目あるとかですね、何かそうい
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うのがあるんですか。ここの最後に選ぶときの要素っていいますか。 

 

●事務局 実は内部の 3 課でやる時ですね、ポイントを 3 つほど絞って 30 まで絞り込んでい

ます。1 つは緊急性、それから取り組んだ後の効果、それから難易度です。この 3 つでも

ってですね、内部では 30 までは絞り込んでございます。今回そこのポイントを実際に委

員の皆さまにお示ししたほうがよろしいのかどうか議論があったんですが、そうなると具

体的な点数付けになってしまうのではないかと。そうすれば作業量が非常にその過大にな

るというふうなことを懸念しまして、それでどうやったら作業が簡潔になるだろうかとい

うことを考えて、主観で選んでいただいてもいいのかなと思った次第です。ただ確かにポ

イントがないと非常に絞り難いということであれば、やはりそのご指摘は最もだと思って

おります。 

 

●委 員 課によって難易度が相当バラつきがあると思うんです。その難易度が低くていい

改善なのか、難易度が高くて良い改善なのかというふうなものは、具体的に話を聞かない

と、この表だけ見て判断して 10 選んでくださいといっても、なかなかその難易度が分か

らない。その効果がどういうふうなものなのかも分からない。それが予算に反映するのか

それとも市民サービスの向上に反映するのか、その課だけのものに反映するのかというこ

とも実際問題分からない。そこを大括りで判断してくださいって言われたときに、何をも

って判断したらいいか。外部へのアピール、市民への向上のアピールなのか、中の改善な

のか、市役所の改善なのかというふうなものによっても相当違うと思うんですよね、見方

が。だからその改善の難易度が全く分からない中で、判断してくれって言った時に、なか

なか判断の仕方が難しいですよっていうふうなことを私は述べているんですけれども。 

 

●委員長 それは委員が言われるとおり、民間のＱＣ運動だとか改善運動も、結局もともと

本来業務を直接それで改善の対象にするのか、それとも例えばその職場の美化運動、間接

の所を中心に、例えば花を置くだとかそういうのにするのか、それによってだいぶ対象が

違うんですよ。それからもっと根本的な問題で、どのくらい勤務条件に反映させるかって

いうのがあって、全く勤務条件と関係なしにサークル活動の 1 つとして考えるというやり

方と、それから逆にフルに考慮の対象にしてやったものについては、まめに程度は少ない

けど一応全部考慮して公平に反映させるかと。それは両方とも功罪があって、実践してき

た民間団体もそれぞれ両方の人がいるんですよ。ただ、いずれにしてもその方針をはっき

りしないと、中途半端に選んで中途半端に表彰しても混乱させるだけで難しいっていうの

は、それはそのとおりだと思いますよ。特に、中を見ると非常に軽いものから、ほぼ本来

業務の一部を上げているものもあって、だからその職場のやることの出来、不出来を表面

からやっているものと、それからサークル活動的なものがあって、それをどういう観点で

選んで、どの程度反映させて、一方で今度の人事評価をどうするかということも総合的に

考えると、やっぱり一定のルールが少なくともしっかりしないと、ただなんとなく目立つ

っていうかな、気になるものを上げて、それに関して表彰するというのでは、全体の効率
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性が必ずしも上がらないっていうのは、それはそうなんじゃないかな。 

 

●委 員 私はそう思う。民間でいくと、いろんなその改善だとかいろんなことはやられて

ますよ。ただそれは、生産性向上だとか、やはりその実績にきちっと残るような仕組みで

表彰しないと、ただやっただけじゃ何の意味も何もならないんです。ただやって自己満足

で、ああやったんだなというふうなものは、それはそれで満足していりゃいいだろうけど

も、果たしてそれがほんとに、じゃこれから将来その改善がどういうふうに反映されて、

市が良くなっていくだとかいう方向性にもっていかないと、ただ単にやっただけで、私た

ちで判断しても。 

 

●委員長 行革の実施計画でいうと、一部署一改善であげたのは、原則としてこっちに上が

っているの、それとも一部。 

 

●事務局 全部上がっております。 

 

●委員長 この行革の実施計画との関係でいうと、例えば一部署一改善のこれを上げたこと

によってずいぶん賑やかになって、改革項目の多用性は出ているんだけれども、例えば南

郷区だったら、南郷区役所だけ職員の検定の実施っていうのがあって、南郷区に関する自

然、歴史、文化、産業など幅広い知識を深めるっていうことをやっているわけだよ。でも

これは結局、合併をプラスに活かすっていうこともそうなんだけども、もともと南郷区は

区があったからからそうだけど、旧八戸市内で南郷と似たような地形の所はいくらでもあ

るわけですよね。そこに対する地域興しだとか地域改善がなきゃ駄目だとすると、南郷区

役所だけの話でこれをやるのはいいけど、そこで全市的にどう考えるのかっていう話しに

なるわけです。こういう話しが上がると結局ここだけは出ているけど、じゃほかの旧八戸

市内の郊外地区なんかを中心に、こういう検定みたいなもの、これは市としてやらなくて

いいのかと、ここだけやるのかと、逆にいうと。という話しになって、結局一部署一改善

で出てきたけど全体として調整をとらなきゃ駄目なものだとか、ここだけやっても意味が

ないものだとか、こういうものも入っちゃっているわけですよね。 

 

●委 員 今のこの１枚目のシートですけどね、結局は最後にそういうふうな個別について

は前回もいろんな報告を受けながら、改善成果に対してもっとこういうふうな改善を努力

するべきじゃないかという、これはこの委員会に上がってきてシートとして受けとめるの

が、この下のほうの進行管理（報告）とかっていうのが、そこに相当しているんじゃない

んですか。 

 

●委員長 結局こっちに載っていることなんですよ。これはこれで内部で審査すればいいん

だけれど。問題なのは、これ見ると、例えば南郷区役所の検定に関して、職員の資質の向

上で南郷区に関する幅広い知識を検証するようなものがこの中に入っているわけですよ。
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しかしこれは八戸市全部にはないわけですよ。これは市の改革プランとして出るわけでね。

だから意地悪くいうと、南郷区に関しては検定するけど他の所については、じゃ勉強しな

くていいのかと。全市とは言わないとしても他の地域はいくらでもあるわけで、その地区

の部分についてはどう考えるかと。 

 

●委 員 やれって言われればやらないわけじゃないっていうのはありますけれども。果た

してやった、その意味がね。 

 

●委員長 だから区役所で一部署一改善で内部でやるんだったら、別にいいんだけど、これ

を要するに全体計画でオーソライズすると、要するにそういう整合性の問題ってやっぱり

出てきますよね。それが本当に大丈夫なのかということですよ。例えば、食育とか地産地

消の啓発は出てくるんだけれど、一方でさっきやった、上げることが適当かどうか分から

ないんだけれどＣＯ2 の削減だとか、そっちの方はこの中には出てこないんですよ、一部

署一改善が出てこないから。だからバラエティが出る分、やっぱりデコボコが出てきちゃ

って、それが市の全体計画に載せるときに全体の整合性、なんで食育はあって、しかも食

育がなんで行革なんだと。それだったら環境のＣＯ2 削減を載せたっていいだろうって言

ったときに、これは一部署一改革でたまたまあげたから出ていて、ＣＯ2 についてはたま

たまあげてないので出ていないという説明で通るかっていうことですよね。 

 

●委 員 中身を見て、市立小・中学校の電話料金の節減だとか樹木の里親の桜の名所作り

だとかっていうふうなことが具体的に出ているんだけれども、その具体的なものが、その

難易度がどんなもんなんだっていうのが分からない。 

 

●委 員 評価が分からない。あまりに種々雑多の内容ですし、難易度が非常にまちまちで

すし、職務としては当然のことでしょうっていうものも出ているし、それから全部にまた

がる物品の購入のこととか。そして最後の評価が自分たちで評価しているわけですね、事

務のスリム化・迅速化。それが本当に課全体として書かれているのか、私たちには調べよ

うがない。 

 

●委 員 この売市第一地区保留地の有効活用だとか、これと市の中学校の電話の節減と、

どっちが難易度が高くてどういうふうに評価すんだとなると。 

 

●委 員 いや、たぶん私の頭だと、そういう当たり前のことがこういうふうなところから

は外されていてしかるべきだというふうなことじゃないでしょうかね。 

 

●委 員 そうなると評価基準が曖昧なのを私らが評価するわけですよ。そして 3 つになる

んだけども、やっている側と選んだ側のギャップが、なんだあんなの選んでとか、それか

らこういうふうなのをやらないと改善にならないのかとか、なかなか難しい案件でないと
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3 つに入れないのかというのと、やる側と選ぶ側とのギャップが相当あるんじゃないかな

と思う。 

 

●委 員 ですから、今のこれは書類審査ですね、ある意味では。その次に例えばプレゼン

のようなことも含めて審査をするとかという手順をとれば、今のお話は少し解決の方向に

向かう。 

 

●委員長 目標管理で事務改善やると、最初の段階で全部難易度を決めて、どういうふうに

したらどのぐらいの達成度になってどのぐらいの成果だっていうのを予め決めて１年間

やった上で、それでどれだけ達成できたかっていうのを評価するっていうのが目標管理な

ので、それに比べるとかなり稚拙、幼稚で単になんかやらしてその中で何となく、なんか

ちょっと頑張ったんじゃないという雰囲気で、それを表彰しようっていうことでしょう。

それがこんな中途半端なことをやっていたらかえって混乱するだけで、一方で人事評価と

の関係もあるし、一方で、じゃあこれだけやらしてその成果で結構頑張ったにもかかわら

ず、入れなかったらそれをどう評価するのかっていう、そういうのが問題だということで。 

 

●委 員 選ぶ側の能力も判断される。こんな判断して 3 つ選んで、なんだっていう。 

 

●委 員 表彰をやめてですね、せっかくこういう自分たちの課にはこういう問題がありま

すと。それを皆さんに庁内で分かり合っていくと。ああ、この課にはこういう問題がある。

私たちの課にはないのかなと、同じような改善できないのかなというような意味で、そう

いう程度の理解の仕掛けでは使えると思う。ただ、それ 1 つするにも本来の職務を除いて

時間が掛かるわけですよね。 

 

●委 員 民間だと工場全体がいろんな改善だとか、いろんなＱＣだとかいろんなものをや

るんですよ。そのなかで数字が上がるだとか、どういうふうに生産性が上がっただとかと

いうふうなものを捉えて、それは表彰しましょう、最後にね。そういうふうなものと、全

くその課によって、さっきも言ったとおり難易度っていうか、基準が全くないものを評価

する時に、評価する側も評価される側も非常に戸惑いがある。ただやっている側はそう思

って多分やっていないと思うんだけれども、評価する側にしてみたら何を評価したらいい

のかっていうような。 

 

●委 員 八戸市って全体的に考えた時に、非常に言い難いことを言うけど、イベントなん

か見ても、そういうようなものが多いですよね。いろんなイベントがたくさんあるんだけ

ど、その中でこういうものが多いなと感じます。こういうものっていえば、かわいそうで

すよね。自分たちの課の改善しようということでその中の一部を出し合ったということで、

それだと役立つと思うんですよ。だから表彰をしなくてもいいんじゃないか。できないか

ら、その表彰はすべきじゃない。たくさんの意見が出ていて、私も思います。 
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●委 員 やらないわけではないですけど。 

 

●委 員 はっきり言って表面的なものっていうものに、市民は飽き飽きしているんですよ。

物を考えられる市民はですね、やっぱり表面的で飾ったイベントとか大嫌いなんですよ。

そういうのを言われているんですけどもね。でもそれはいつまでも八戸市は知らないなっ

て思います。非常に厳しいこと申し上げますけど、日頃感じております。 

 

●委 員 これは部署部署が、掘り下げてやる問題だと思うんですよ。それを出して、それ

を改善にはなっているんだろうけれども、合戦にはならない。 

 

●委 員 ただ改善へ向かおうというそれは意気込みとかそういうのは分かりますし、取り

組む一歩という感じで、それは評価します。 

 

●事務局 ちょっと整理をさせていただきます。 

 

●委 員 しかし行革の中に一部署一改革入れてもいいんだけれど、やっぱりこれ一部署一

改革で出ている分とそうじゃないものと分けるべきだと思います、この実施計画の中に書

く時に。それはあくまでも、一部署一改善で各課がそれぞれの判断で考えて提案したとい

うものと、それから全庁的な観点で担当課が決まっていても、そこでやるっていうのは位

置づけが違うんで、それはそう出さないと。例えば、議会事務局だと視察団随行一人減ら

すっていうことになっているわけで、これはだから全体のその職員の適正管理だとかいう

話しと、やっぱり全然位相が違うし、ほかにやるべきことがあるのかもしれないし、その

あくまでも一部署一改善を行革の運動の中でやりましたっていうことは言っていいと思

うんだけども、その中で個別やっている項目と、それから全体で公約してやることは、少

し差がある。 

 

●事務局 整理の中できちんと一部署一改善で出てきた項目とですね、それ以外というのは

印をつけて整理をしていることはあります。実際に一部署一改善の取り組みをする場合に

どういう観点で取り組むかっていうのは、実は柱の 2 の推進項目の視点で取り組めること

がないでしょうかということで、その視点でもって出してもらっておりますので、行革大

綱の進むべき方向と合致するような改善を探してもらったというのはあるのでですね。 

 

●委員長 でもね、市立小中学校の電話料だけなんで削減して、なんで議会事務局だけ随行

一人やるんだと。電話はもっと他の所でいっぱい使っているんじゃないかと、それから随

行だって他の視察はどうなっているんだと、それは聞かれるよ、必ず。それはあくまでも

一部署一改善の中でやるから、とりあえずこれはこれで、各項目の中でいいっていうんだ

けども、これをだから全市的に公約するってことになると、じゃ全体の電話経費はいいの
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かと、小中学校だけいっぱい電話料金使っているのかという話になりますよね。小中学校

はそんなに使ってないんだから。むしろ市庁本庁部局でやったほうが効率高いんじゃない

の。そういう、少なくとも項目っていうか項目立ては変えないと、善意で見ればいいけど

悪意で見られたら色々言われますよね。 

 

●委 員 今、出されている今度の具体的な展開のところは、やはりこの柱の 1 から柱の 3

の中で、そこに出ている主な取り組み事項との関連とか、そういうふうな視点で一つ一つ

のテーマを追いかけていくっていう仕組みにしておいた枠組みを用意されていくってい

う発想で整理されるのがいいんじゃないでしょうか。 

 

●委 員 だから人事制度のなかで、やっぱり能力と実績がいろんなものに反映されない。

ボーナスでも給料でも昇格でもあまり反映されない。そういうふうな中で、じゃこれをや

ろうかというふうなみたいな感じにしか見えないんですよ。 

 

●委員長 そうなんです。そこなんですよ。 

 

●委 員 それが成果も実績も能力も人事評価で見ないのに、ただこういうものやっても何

もならないっていうことです。 

 

●委員長 それを僕も散々言っているんですよ。でもそういうことですよね。 

 

●委 員 私自身は、この一部署一改善運動とですね、先ほどの今日のこの第 5 次の行革大

綱に基づく行動とですね、それがごっちゃになっているようにして今提示されているもの

ですから、少し受けとめ方に誤解を招いているようなところがあるように思うんです。や

っぱり大綱に基づいた行動がこういうふうな行動で動くと。それからこの一番目にある改

善合戦的なことが、それはこの柱の中のどの活動に結びついて改善っていうのを進めてい

くんだ、それはどこの主な取り組みと結びついているんですよというふうなことを整理し

ておかないと、みんなが今度の改革活動というのは一部署一改善活動じゃないのっていう

ふうに誤解をしてしまうようなところを感じますけれどもね。結局同じ所に並べたような

位置づけでシートが並んでいると、そういうふうに受け止めることが悪いんじゃないです

か。私自身はこうのような改善を、いわゆる庁内で努力されるっていうことは、やっぱり

進めていくことは非常にいいことだと思いますよ。 

 

●委 員 その部署でやるのは、それはそうですよ。それを評価しなくちゃならいというと

ころに矛盾があるので。 

 

●委 員 この委員会の声として、こういうふうな改善合戦は不適切な活動だというふうに

記録されていると困るので。私自身は、それはそれで別な行動っていいますかね、結局同
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じところに基づくものではあるものの、少し視点を変えた行動として理解していかないと

難しいんじゃないかと。 

 

●委 員 だから極端に言えば人事考課制度をやっても、きちっと何にも反映されないんで、

部署でやってもやらなくても給料同じなので、だったら何か部署でやらせるか。その程度

のものにしか見えない。 

 

●事務局 今の制度の中では、直接、提案した職員とかその課を、処遇とか給料面で反映す

るシステムがないものですから、今後の課題ではあるんですけど。とりあえず考えながら

出した各課の提案についてモチベーション高めるために、これは内部の取り組みなんです

が、選んで表彰しながら、対外的にも示していきたいなと考えたものですが、整理させて

いただいて、いろいろご意見いただきましたので。 

 

●委 員 余談ですけども、いかずきんズ杯とかね、こういうの嫌なんですよね。やっぱり

きちっとこう、行政ですから。漫画的に取り組みやすくっていう感じが今非常に多いです

よね。そういうふうな面白い名前付けたりで惹きつけて行くというのも、やり過ぎると、

きちっとした意識っていうのか改善に向かおうという意識を削いじゃうような印象を、今

のテレビの番組なんかほとんどそうなんで、そういうふうに皆さん影響を受けているので。

でもこういう大事なことに取り組む場合には、こんな漫画とかやらないできちっとした名

前を付ける、私の意見ですがそういう感覚です。 

 

●委員長 今日のところでいうと、各職場で改善運動を自主的に起こして増やしていこうと

いう点では、別に異論はないんですよね、皆さん。だた、やっていくやり方として、どう

せやるんだったらしっかり人事評価も含めて、こまめに適切に評価しなければならないと

いう見解と、まぁ表彰ぐらいやってそれでいいんじゃないかというところに、やっぱり今

日は意見の対立がこの委員会の中であったというのが一つですね。 

それからこの一部署一改善運動自体を行革のどこかに位置づけてやるのはいいんです

けど、その中身がですね、一部署一改善事項と他のものと全く同列に入れていいのかと。

その掲示の仕方を工夫しなきゃいけない。結構これはこの見せ方の点でも、中身も大きい

点なんで、それは整理した上で、どうしますかね、各自にやっぱりちょっとこれは大きな

あり方で見解はずいぶん分かれているので、委員会開かないにしても、どういう方向にな

るかというのは整理した段階で、各委員に諮って決めるなりなんなり、納得のいく形で決

着させた方がいいと思うんですよね。そのことは考えて少し整理をしてください。 

 以上です。結局目いっぱい時間を使わせて頂きましたが、この他に何かありますでしょ

うか。その他事項、委員のほうから。ないようですと本日の審議案件は以上ですので、事

務局のほうに議事進行をお返ししたいと思います。事務局のほうで何かありますか。 

 

●事務局 今後のスケジュールを若干お知らせしたいと思います。今日いただいたご意見を
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踏まえまして、今後、修正等含めて作業させて頂きます。今日のご意見を踏まえた修正を

して、行革本部のほうに大綱（案）と実施計画（案）を諮ります。その前に今日の意見を

加えたものは委員の方々に見ていただきます。行革本部は 11 月に開催したいと、それま

でに修正作業をします。その後、議会のほうに案を示しまして、議会のほうからもご意見

をいただくという流れになります。その後、予定では 12 月いっぱいをパブリックコメン

ト期間として、市民のほうに示して意見をいただくという形にしたいと思っております。

最終的にパブリックコメント、あるいは議会のほうの意見も含めてですね、修正作業ある

いは確定作業をして、年明け１月の中・下旬ぐらいに 3 回目の委員会を開催したいという

ふうに思っております。委員会から了承を得たものを本部のほうにあげて大綱を決定する

と。大体２月ぐらいを目途に決定する予定で作業を進めたいと考えてございます。 

 

●委員長 はい、それでは長時間にわたってありがとうございました。また次回もよろしく

お願いします。以上です。 

 

 

 

 


