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平成 21 年度 

第３回八戸市行政改革委員会議事録 
 

日  時  平成 22 年 1 月 27 日（水） 14 時 00 分から 

場  所  市庁本館 3 階 議会第 3 委員会室 

出席委員  7 名 辻委員長 

榊委員、杉山委員、千葉委員、月舘委員、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：14:00） 

●司 会 ただいまより、平成21年度第3回八戸市行改革委員会を開催いたします。開会に

あたり辻委員長より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、まず最初に第５次八戸市行財政改革大綱です。これが最終案となりま

すが、これについて事務局から説明をお願いします。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

●委員長 はい、それではただ今の説明につきまして、何か皆さんの方からご質問、ご意見

ありますでしょうか。 

 

●委 員 一つだけちょっとわからなかったのですけれども、定員を適正化するときに、数

字が細かく出ているのですけれども、その根拠は何だったというお話だったでしょうか。 

 

●事務局 定員適正化計画ということで、ここは中長期の職員の配置計画ということで、所

管課の中で各課ヒアリングを行っておりまして、その中で積み上げた数字を基にして５

年間の職員の定員をここに数値として現して目標に進めていこうということで、各課の

事務事業の内容等を実際にヒアリングする中で出てきた数値というふうにお考えいただ

ければと思います。 
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●委 員 そうですか、わかりました。 

 

●委員長 ちなみにこの５年間、退職者は何人くらい出るのですか。 

 

●事務局 毎年、70数名の退職の方々が、ここ数年の間は、大体その程度の者が想定され

ております。 

 

●委員長 今回、全国で集中改革プランという形で、今年度まで数値目標を入れて定員削減

をするということで来ていまして、これが切れますので、これからどうするかという指

針は出ていない。特に数値目標を出すか出さないかということに関してはいろいろ意見

があって、しかし八戸市としては、これまでの目標に比べると少しブレーキは掛けてい

ますけれども、一応、一定の目標は出して人は削減していくということを掲げたという

ことで。行革推進の観点からすると、結局この前から辞める人がいるのですけれども、

その後になりますと大分退職者が減ってきますので、そう削減もできなくなるので、目

標を掲げてやるのはいいことではないかと私は思っていますけれどもね。 

  あといかがでしょうか。今回出された中で結構大きいのは、パブリックコメントの結果

も含めて、月払いしていたものをどうするかという話ですね、各種委員会。これも全国

の中で貰っている人からすると、もしかしたら削減になるかもしれませんが、まさに検

討していただかないといけないところかもしれません。 

 

●委 員 後ほどのご説明になるのであれば後で構わないのですけれども、こちらの変更内

容、資料１の２ページの№129ネーミングライツの導入の件なのですけれども、やはり公

共性のある市の所有施設にこういうふうに名前が出るということは、何となく市民とし

ては、その信頼性を市が与えているようなイメージをどうしても受けると思うのです。

ですから、ここで例えば命名権の導入検討を実施とあるのですけれども、その検討の途

中とか、その条件とか、そういうことが要するにどの程度公表されるのか。今回はいろ

いろな取り決めというのは公表するということもどこかに書いてあったのですが、それ

が内部的なものなのか、本当に一般の人に公表されて、その過程も見られるものなのか

どうかということを一つ教えていただきたいなと思ったのですけれども。 

 

●事務局 実際の取り組みは、具体的にはこれからという取り組みになります。制度設計か

ら入っていくことになろうかなと思っております。今現在、このネーミングライツの取

り組みは市の中では制度としてないものですから、新たな取り組みということになりま

すので、その辺のところを踏まえながら。ただ全国的に見て、大分、経済状況があまり

芳しくないということで、なかなか募集しても集まらないというような自治体もあると

いうふうに伺っておりまして、市の施設、どういったものが該当するのかどうなのかと

いうことを考えながら、大きな施設で大きな金額を最初から集めようとすると、非常に

難しいのかなという感じもしておりますので。ただ、実際やはり透明性というものは当
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然必要だと思いますので、その辺は十分配慮しながら制度設計から入っていきたいと思

っております。 

 

●委 員 防災無線の件なのですけれども、老朽化が激しいとかで設備を更新する必要があ

ると認識しておりますということがあるのですけれども、私が住んでいる地域では防災

無線があるのですが、何が一番問題かというと、今、家が昔と違って気密性が非常に高

くなったということで、はっきりと聞こえないのですね、全然。ですから設備を増やす

とかやることよりも、違う手段を考えるということがないと。その辺のいろんな調査と

いうのをきちんとしていただかないと、せっかく付けたけれども誰も気が付かないとい

うのでは意味がないなというのを、ちょっと蛇足ですが付け加えさせてください。 

 

●事務局 ご意見をきちんと担当課の方に伝えまして、検討してまいりたいと考えています。 

 

●委 員 南郷とかの農業地域とか、港とか外で仕事をしている人はいいのだけれども、普

通の八戸市の中のお宅の方は多分委員がおっしゃったように、救急車の音でさえ聞こえ

ない現代ですので、別なことも平行して考えていかないと、地域毎で多分違うでしょう

けれども。 

 

●委員長 それから防災無線、実は救急の無線も同じなのですけれども、大きな課題として

デジタル化の課題があるのですね。ちょうどテレビと同じで、アナログからデジタルへ

と。それに膨大に金が掛かるのですよ。したがって今、消防本部の再編というのを全国

でやっているのですけれども、その主たる理由の一つがデジタル化。デジタルの方がい

いのですけれども、やはり金が掛かって、デジタル化をしていくときに、やはり少し取

捨選択したり、今までのいわゆる郊外で声がする無線のあり方なんかも含めて、多分見

直していかなければならない時代になっているのは間違いないですね。 

  それから先ほどありましたネーミングライツの件なのですが、これは事務局から説明が

あったとおり、横浜市とかでも、ど真ん中のところはまだ残るのですが、ちょっと脇の

方になると募集してもなかなか来ないと。本当に安い価格ではないとなかなか集まらな

くて、再募集を何回もしたりという状況になっていますので。こんなところにもこんな

名前が付いたというぐらい、なかなか企業も厳しくて。まずまあどうやって歳入を確保

するかという線の方を努力して考えないといけないところかもしれませんね。それから

あんまり安くなると、名前をネーミングライツするということが難しくなるので、多分

これは事業をやるときに幾らで募集するかというところをしっかり考えて、市民の方を

見ながらやっていくということが重要かなと思います。ただ、今年はまだ、国では借金

を抱えてサービスは増えるけれども、税負担はあまり増やさないという形で進んでいま

すけれども、再来年度以降、多分必ず負担は高くなりサービスは悪くなるという時代に

なりますので、改めて市の歳入確保努力が求められますので、公共性を失わない限りは、

やはりネーミングライツについてはしっかりやっていただいた方がいいと思いますよね。
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それは是非お願いしたいと思います。 

 

●委 員 歳入優先になってしまって、どこかのサラ金とかパチンコ屋とかそういう名前が

付いてしまったらどうかというようなことがやはりあるではないですか。だからその辺

のバランスというのを。 

 

●委 員 変わり過ぎるとわけがわからなくなるわけですよ。前のあそこのあそこねって、

それくらいいろんな手間隙かけて、そういう安いお金で入れるくらいだったら、市がそ

れこそ八戸市のＰＲになりそうな名前を付けて、ある程度長く、何年間とか、そうやっ

てやる方が。どうなんでしょうね、経費を掛けた分の効果があるかどうかというところ、

この命名権をやればいいというわけでもないだろうし、市民にとってエーッというよう

な感覚になれば逆効果かな。 

 

●委 員 品格が落ちると、八戸市というものに対してプライドが持てなくなりますからね、

そこら辺がやはりバランスというか。 

 

●委 員 対外的にいいイメージだとお客様もいらっしゃるでしょうけれども、やはり八戸

市のイメージというものをある程度高めるような方向をもう少し考えて欲しいなと思う

のです。 

 

●委員長 これは一応検討なのですよね。検討して実施するわけですから。この実施要領を

よく考えてもらって。 

 

●委 員 ものごとが決まる前にたくさん言おうと思って。 

 

●委員長 広告というのは、八戸くらいの都市でも、今までであれば例えばバスとか電車と

かに広告を載せていたり、それはやっているのですよね。 

 

●委 員 でもパチンコ屋さんのものが全面にあったりすると、本当に乗っていいバスかな

と思ったりもして。 

 

●委員長 パチンコ屋ではＪリーグのロゴの問題でも、大分トリニータでやはり最後まで、

パチンコ屋、マルマンのロゴは出せませんでしたから。だから潰れたという説もありま

すけれども。やはり認められる業種をどうするかというのは、実施する段階で、費用と

対象業種、それについては考えなければだめですね。同時に、いかに歳入を確保するか

という点も併せて検討していただきたいというふうに思います。 

 

●委 員 少し根本的な話なのですけれどもね。今度新しく質の高いサービスというのが柱
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の一つになって、通常そういうときには、お金を増やすとか、人を増やすとか、あるい

は施設でも何でも、どちらかというとプラスの方向で進めますよね。その中で、逆に人

を減らして高いサービスをと述べている中で、ではどこでそれを解決するつもりかとい

うことに対して、いろいろ挙げていらっしゃるのですけれども、ちょっと私は、これは

最終案だから何か特別に変えなくてはいけないというお話ではないのですけれども、先

ほど退職される方がここ何年か非常に多いという話を、どこの組織もそうかもしれませ

んけれども、そういう方々の知恵を、リタイアされた後どう活用するかとかですね。そ

の辺は人材育成のところで新しい方を迎え入れるときに、その方には今までよりも何倍

も仕事していただくような仕組みになっていくわけですよね。そのためにはいろんなＩ

Ｔとか、いろんなものを使われるにしても、その辺の道筋を市民に対して伝える必要が

あるのかなというのが一つありまして。逆に言うと、この定員管理の適正化というとこ

ろで、今も市の方では非常に高い水準の効率化が実際に運営されていて、それをさらに

頑張っていかれるということは市民は歓迎するかもしれないけれども、一方で本当に質

の高いサービスを期待していいのですかということについて、お伝えできるような仕組

みを用意されてはいいのではないかなと思ったのですけれども、いかがですか。 

 

●事務局 確かにそのとおりだと思います。サービスを高めるためには、職員を減らしてい

いのかという議論も当然あると思います。大綱の基本的な考え方になるわけなのですが、

第４次の中では歳出削減を中心に今まで５年間やってまいりまして、一定の目標の削減

は達成できるという見通しの中で、では、そこの上に立って何をしようかという議論か

ら始めまして、やはり基本に立ち返れば、やはり市民サービスの向上だろうということ

で取り組んで行くわけなのですけれども。職員の退職については、八戸市の場合は退職

者のピークというのは何年か前に過ぎておりまして、いったん小康状態にはあるわけな

のですが、この定員適正化計画の中には、各課の事務事業の中で割り振った人数と、あ

るいは新たに職員として採用する新採用の職員の方も入った定員適正化計画になってお

りまして、あとは実際技術技能を持った方々をいかにして活用していくのかということ

は、一つの大きな課題だろうと思います。パブリックコメントの中にも企業誘致とか環

境の専門家の意見も聞くためには、そういったことも考えたらいいのではないかという

ご意見もいただいておりますので、そういうところは大きな課題だと思っております。 

 

●事務局 今回の大綱で、まず質の高いサービスを提供していくと。どのような仕組みでや

っていくかというところだと思うのですけれども、これは一つには組織の活性化と、そ

れから人材の育成と、つまり職員の質を上げていく、そういう取り組みを重点的に取り

組んでいきたいと思います。組織が活性化され、職員も質が向上することによって、住

民の、例えばニーズをキャッチし、それをどのように対応していくのか、その辺にサー

ビス向上の鍵があると思っています。全般的にただ質の向上といっても、なかなか住民

サービスが向上したのか、向上していないのか、それは全体的には非常にわかりにくい、

指標があるわけでもないので。そこでまず目に見える形でどこをやるかということで、
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窓口の対応、これを重点的にまずは取り組んで、来る人が一様に窓口は対応が良くなっ

た、そういうような取り組みをしてまいりたいと思っています。 

 

●委 員 わかりました。 

 

●事務局 追加で申し上げますと、定員適正化計画の中ですと、年々職員の数が減っていく

ということも計画になっているわけなのですが、必要な行政の部分のところをどんどん

減らしていくというイメージではなくて、現場の作業の中では必ずしも市が直営で、市

の職員が直接業務に携わらなくても、そこは民間委託の中でも十分達成できるというよ

うな業務もまだ幾つかございますので、そういったところをできるところから民間の方

にもお願いしながら、行政の必要な部分についてはやはり職員を手厚く、必要なところ

には配置していくという基本的な考えでございます。 

 

●委 員 はい、わかりました。 

 

●委員長 今のは非常に大きい意見で、大綱の最初の段階で何度か議論した点ですけれども。

確か向こう10年間で毎年高齢者が1,000人増えて、人口が2,000人ぐらい減少していくの

でしたかね、平均で。ですからいわゆる高齢者所得控除のない通常の納税者というのが

大体3,000人減っていくのですよ。だからこの10年間で確か１割くらい。それに比べると、

ここで出しているのは途中目標ですけれども職員定数は6.6％減。ですからいわゆる納税

者の減少スピードよりも、まだ削減割合はゆるいのですよ。ですから単純に人口割りで

いくと、これだけ減らしてもさらに住民一人当たりの職員は増えるので、本当はより手

厚くなっている計算になってしまうのです。これが、高齢者が増えていくので手間が掛

かるということを考えると、単純にその割合ではいかないのですけれども。でも結構な

勢いでこのクラスの都市も今までは人口減少していなかったのだけれども、少なくても

納税者が目に見えて着実に減っていくという中で一定のサービスをするためには、やは

りこれくらいのペースでやらないと難しいとも言えると思うのですよ。しかももう一つ、

質の高いサービスの背景には、やはりこれからは間違いなく住民負担は増えるのですよ。

それから民間委託なんかの部分もありますので、それは国全体で横並びでやっていくの

はありますけれども、確かにサービスは良くなっていることは間違いないですよね。ち

ょっと前は介護保険も無かったのが今は介護保険があって。だから全体としてサービス

は良くなってきてはいるのだけれども、それに増して負担は増えていくという中で、質

の高いサービスということを是非意識してもらってやるという構図ということだと思う

のですね。ただ、税負担ということについて、どこまで事務局が意識しているかという

のは別の問題だとは思いますが、全体としては、これから５年間は大変な５年間という

ことになるのは間違いないと思うのですよ。 

 

●委 員 その意味でいくと、この質の高い市民サービスを追求しというお話が、公の方か
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らいただく市民サービスだけで質の高いサービスが生まれるのではなくて、自分自身と

それから周りと、それから公の合わせ技で、八戸市民のサービスが向上されている社会

をつくるというような意識を持った方がわかりやすいように思います。市が市民サービ

スの高いものを提供しますよというような言葉ではなくて、受け取る方が、協働のまち

づくりとかそういうことは、結局は自分たちも負担を、例えば町内会活動とかそういう

ふうなことに対しても積極的に取り組みましょうよということが影にあるからこそ市民

サービスは高くなりますよという、そういう受け取り方をしていただかないと、単に市

から提供されるサービスが高いもので提供される社会に変わりますよではないよという、

そういうふうな受け止め方を市民にしていただく必要があるというふうに思いますね。 

 

●委 員 そのためにも先ほどＡ委員がおっしゃっていた、退職者の方の力を借りるという

のはすごくいいと思うのですよね。関西の方でも退職した先生方が集まって、放課後に

学力の遅れのある子供を集めて週に何日間かやることによって、全体の学力が上がると

同時に文化とか生活のところも上がるようなのですね。そういうことによって孤立して

いる子供とその親、そこのところはわりと地域的にもあまり経済的にもいいところでは

なくて、一人親に子供とかいうところが多いところだとは思うのですけれども、そうい

うところの問題点が、そういうことでも改善されているわけですよね。今おっしゃった

ように市民と一緒にというところを、市民はそれだけでは多分納得できない。税金を払

っているではないかと、自分達よりいい給料を貰っているのではないかというのが、や

はりあるのですよね、普通の企業より。ちょっと厳しい企業がたくさんあるし、格差も

ありますから。そういった場面において、市民のお力をというその中間地点で、退職し

たＯＢの方々が集まって市に応援するよというような対応があれば、わりと一般市民も

入りやすいと思うのですが。私達は汗をかいて、もう眠くてしょうがないのに、夜にま

た集まって何かわけのわからない作業をしてと、そういうボランティアをずっと１、２

年やっていると、はっきり言って疲れてくるんですよ、いくら意識が高くても。だから

そういった部分で、たくさんの人数が集まれば一人ひとりの負担も小さくなりますし、

そういった面でも退職したＯＢの方々が、そういう方々が集まって圧力団体になってし

まったらせっかく市役所に残っている方々もやりにくいでしょうけれども、そうではな

くて全然別な意味で、市民と一緒にという、そのクッションになるような形になればい

いなと思います。 

 

●事務局 現行は二通りあると思うのです。一つは再任用制度というのを実際やっておりま

して、市のＯＢの方々には、これは公募をするのですけれども、退職者の中から。特に

新年度において何か課題のある事業があればそれに向けて募集します。それに手を挙げ

てくださる方を採用するという、１年間ですけれども。 

 

●委 員 採用ですよね。市民のボランティアは何の報酬もないのです。 
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●事務局 二通りあるというのは、再任用制度、嘱託、これも全て賃金が出てきますが、も

う一つは町内会とかこういう委員会に積極的に参加してくださって、ＯＢとしての知識

経験を活かしてもらうと、そういう形では支援をしていただいています。ですから地域

にあって、ＯＢの方々はいろいろと市を見てくださっているなと思っておりますので、

その中で市民の方々も一緒にボランティアで入っていただければなと思います。 

 

●委 員 私、Ｂ委員と同じ地区でしたので、とてもＢ委員を中心に皆さんが集まったりし

て町内会が活性化するのはすごく見ていたのです。でも、今まではそれでよかったと思

うのですけれども、辞めた方々がもう少し、もう少しこう何かまとまって市全体のため

に、例えば何か市で大きなことをやろうといったときに、ぐっと力になるような、個々

の方々が個々の地域でやってらっしゃるのはすごく今までも、多分皆さんやっていらっ

しゃると思うのですけれども、やはり個々だと力が弱い場合もありますので、何かそう

いったまとまって何かやるということも、今後考えてもいいのかなと思います。 

 

●委 員 あまり総花的に話しているとあっという間に時間が過ぎますね。ですから、何か

ら集中してというか、何に対して意見を言えばいいのかというのが。 

 

●委員長 今日は前回を踏まえての確認なので、どちらかというと総花的に感想を言い合う

ということで。細かいことは前回していますので。だからこれはこれで議論が終わると

その次に補助金の見直しの話になりますので。これはとりあえず出来たのを見て、今は

感想を言っていただいているという段階です。大体これで中身は決まりますので。 

 

●委 員 幾つか感じていましたので申し上げますが、窓口の対応をまず改善していくとい

うことでした。いいことだと思うのですけれども、１年ってあっという間に過ぎますよ

ね。ですからそれを中心として、やはり職員の政策理解とか、政策形成する能力とか、

その政策を効果的に推進する能力とか、実現する技術とか、それから行政広報は常に適

切に行われているかと、その広報に対して市民が反応して応募するものは応募していく

ということなので、そういうことに対して、施策の転換に先行して住民の理解とか支持

を得るとか、市民と行政の職員たちの分担的な明示とか、そういうことを、住民参加を

得るための広報が確実というか頻繁に行われなければならないと思うのです。ですので、

窓口対応ももちろん非常に重要ですけれども、そこができたからいいということではな

くて、当然のことながらこちらの方にもいろいろ資質の向上をうたっていますので、そ

ういう面に関して常に進んで欲しいなと。それと同時に、先ほどの委員からも出ました

けれども、決して職員だけの力ではできないので、住民が非常に重要ですね。前回にも

申し上げましたが、住民の資質の向上が非常に重要だと思います。その住民の資質の向

上をただ漠然としておいているだけでは、やはり市民も活動しないので、そのための施

策というものをつくっていくと。今までも何かありましたけれども、何か起こっては消

え、起こっては消えという印象があります。ですので、そういう面に対して、確実に市
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民の力も向上していくような、そういうふうな施策が欲しいなというのを感じました。

まず、一つです。後はどうぞ、後で申し上げます。 

 

●委員長 でも、もうそろそろ次の議題に移りたいので、まず言いたいことは全部言ってい

ただいた方がいいです。 

 

●委 員 では16ページの第５次行政改革大綱の取り組みというページですが、ずっと下

の方に市民病院事業、市営バス事業は、それぞれの改革を進めているので取り組み事項

から外すとあるのですが、しかしこれは、それぞれ非常に大きな事業なのですが、取り

組みを別々にしていくとしても、一応の改革大綱がそれぞれにほぼ完成した後で、どこ

かで照らし合わせて、お互いに了解しあうとか、そういうことが重要ではないのでしょ

うか。それをなしに進んでいっても、八戸市の行財政改革と銘打っているのですから、

非常に片手落ちだと思うのですね。市民の生活から考えますと、公共交通とか、病院と

かは切り離すことができない、そういうことで全体的に進めていく。ですから、それぞ

れの改革が進んでいるのを知っています、総合計画委員に属していたことがありますの

で、進んでいますので、ただしどこかで連携をもっていかなければいけないのではない

かと。そしてこの大綱の中にも入れるべきだということを感じたのですが。以上です。 

 

●事務局 市民病院のところが出てまいりましてので、基本的な考え方だけちょっと申し上

げたいと思います。市民病院の方は、既に国の方から公立病院の改革ガイドラインとい

うものが各自治体の病院の方に出ておりまして、改革プランを作ってそれに基づいてや

らなければならないというのが出ておりまして、市民病院の場合はもう既にこのプラン

が出ておりまして、既に実施をしていると最中であります。公営企業法の全部適用とい

うことでも、いろんな制度そのものも大分変わってきておりますので、市民病院のとこ

ろは市民病院にお任せをしながら、そこは進めていこうという基本的なスタンスであり

ますので、ここでちょっとご説明だけ申し上げたいと思います。 

 

●委 員 前回でしたか、その収支状況、赤字だったものが非常に向上しているとかという

のが出ていましたね。どこか別な資料で見たかもしれませんが。ですので、そういう状

況も市民は知りたいし、載せてもいいのではないかと思います。バスに関してはどうで

すか。 

 

●事務局 今の市民病院の関係と、それから交通事業の関係なのですが、具体的な取り組み

というのが、今話したとおり国の方からきて、さまざまなプラン、取り組み事項を計画

して実行していくというのがあるので、ちょっと今回のこちらの実施計画の方にはなか

なか入れることはできないのですが、ただ大綱の基本的な考え方、基本理念、質の高い

市民サービスを追求し、多様な行政課題に柔軟に対応できる自治体を目指すという、そ

この基本的な考え方は、これは市民病院も交通事業においても、この大綱をつくるとき
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に行革本部で、そこの部長さんたちも入って決めていきますので、基本理念というとこ

ろは一緒でございます。ただ、取り組みだけは分けさせていただきたいなと思っており

ます。 

 

●委 員 それならいいです。 

 

●委員長 病院とバスはやはり市民の関心も高いので、事業も大きいので、ここで議論する

よりは別途にした方がいいと思うのですが、関心も高いので、載せたときに、その改革

の動向なりだとか要約部分とか、何か出ていた方が市民にとってはわかりやすいかもし

れません。そこを掲載する、簡単な報告くらいをするということは考えられることの一

つであります。 

その前に言われていた、確かに窓口サービスは象徴的なのですけれどもね、前に比べ

て市民は窓口に来なくなってきていますし、それから僕が知っている中だと、窓口サー

ビスは昔に比べると随分よくなってきていて、変な人は窓口に出さなくなってきて後に

隠すようになってきていますから、むしろ窓口サービスというよりも全体がちゃんとレ

ベルアップするように、今回でいうと人事評価なり、市民に見えづらい仕事をやってい

る人の実績なり能力なりを、ちゃんと評価していくという体制を心がけて欲しいという

ふうに思います。 

もう一つは最初に出てきた退職後なんかも含めて地域で活躍するという話ですけれども、

今、再任用はどれくらいやっていましたか。 

 

●事務局 大体１人から２人です。新採用職員とのバランスもあるものですから。 

 

●委員長 再任用というのは本来は権利で、望む人は能力的に瑕疵がなければ本当はもっと

何人もなれてもいいものなので、しかし八戸市の場合は経済状況が厳しいし、八戸市全

体としてはそのまま退職年次を超えてさらに給与を半額貰って働くというよりも、それ

ぞれ全体として地域で頑張ろうという中で、後進に道を譲るという形で、市役所の人件

費や新採用ということを考えると、それは非常に大きい貢献なのですよね。それは続け

て頑張って欲しいという気もしますけれども、若い人たちの少しでも雇用を確保したい

という状況もありますので、その部分の貢献は非常に大きくて、その上に何をやらせる

かといったときにはボランティアベースの話になりますので、それでもそれぞれ地域で

はご活躍されていると思いますので、それを励ますようなことは心がけてやって欲しい

なという気はします。 

 

●委 員 人が減った分、能力が高くなるのが、これが一番いいのですよ。なかなかそうは

いかないのが世の中で、これは企業でも役所でも同じなので、これは根気よく指導をし

ながら、やはり勉強されて、できるだけいろんな仕事をさせながらやっていかないと、

ただ口でやれやれと言ってもなかなか無理があり、実際そんなにできるものではないで
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すから、そこのところを根気よくやられたらいいのではないかなと思います。 

 

●委員長 はい。Ｂ委員の方は。 

 

●委 員 大分こう改革とかいろいろ提案さていますけれども、検討して何年か後に実施と

いうケースもありますよね。それは結局予算的な関係でそうなるのか、あるいは規則、

条例改正が伴ってそうなるのか。せっかくいいことをやろうとなさっているのですから、

そういう検討を省いて、いきなり実施というのはできないのかなという、そういう感じ

も受けたケースが何件かございました。 

 

●事務局 計画自体が、一部署一改善の計画もございますし、全庁的な計画の進め方もござ

います。それで特に一部署一改善とかの取り組みでございますと、担当課の方の考えが

ございまして、それは予算的な話だけではなくて、今現状の自分たちの業務等々を考え

たときに、どういうスケジュールで、どのように周知してやったらいいかというような

考えでもって、その計画を作ったと思います。もちろんその検討が早く煮詰まれば、計

画の前倒しというのは歓迎してございますので、なるべく一つでも多く前倒しになるよ

う、毎年、うちの課としては進行管理をチェックしていきたいと思います。 

 

●委 員 せっかくいいことをやろうとなさっているので、そういう気持ちを大切にして早

目に実施されたらいかがかなと思います。 

 

●委 員 17年から21年まで５年間で70億円も歳出削減なさったということで、非常に大

きな成果だったと思います。基金残高も18億円を維持していると、すごく敬意を表して

います。さらに、ご自分たちの職員削減、非常に痛みを伴うことなので、非常に辛い改

革だと思うのですが、それを進めていらしたということは素晴らしいと思うのです。 

全体を読ませていただいて感じたことは、何かこう、例えば生活保護の方たちの問題、

扶助費の問題、それから徴収できない方たちが大変多いということ。そして、その他も、

何か改革の手が及ばないような、それは、私は市民としてちょっともう少し強くなって

進めて欲しいなという気がしたのですが。改革にタブーはない、聖域はないと思うので

す。ですから、まだ改革が及んでいない箇所が、この大綱の中にあります。何とかそこ

をできないというのではなくて、やっている都市もありますね、地方都市、全国の中に

は。ですからそれに、是非勇気を持って手を付けて欲しいなという。市民はそれを見て

いますので、しっかりと本気でやっているかなというのを見ているし、少なくありませ

んので。例えばもう一つ、そのどこかに書いていましたけれども、徴収できない人々を

そのままにしておくのではなくて、軽作業をさせて、病人でない限りは働ける人もいる

と思うのですよ。例えば一つの例として、そういうことを斡旋するとか、促すとかして、

徴収額を増やして欲しいなという、例えばそういうことですね。あきらめることではな

くて、法律がこうだから、５年間やったけれどもどうにもできなかったというのではな
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くて、本当に辛い改革ですけれども、もっと進めて欲しいなという、お願いです。 

 

●委員長 現年分の徴収率はどのくらいでしたか、八戸は。低くはなかったですよね。 

 

●事務局 20年度決算で申しますと、一般市税の20年度現年分で97.94％です。 

 

●委員長 だから現行でも結構高い徴収率になっていて、悪いところは80何％ですから。

そういう意味では今でも結構そこは公平に頑張られているということですね。ただ今回

実施計画の中にもありましたけれども、強制捜索ですとか、不動産競売ですとか、もう

少しより一歩踏み込んで徴収を考えていかなければならない部分もありますので、それ

も含めて努力をしていただきたいということでお願いします。 

 

●事務局 大綱の今後のスケジュールを少しお話申し上げたいと思います。本日、当委員会

の中で出たご意見を、市長が本部長となっております行革本部の方へかけてまいります。

そこで第５次行財政改革大綱を正式決定してまいりたいと思います。その後、議会への

報告を受けまして、正式に公表していこうという段取りでございます。今のところ大体

２月の半ば以降あたりに公表していこうと思っております。広報はちのへの方にも大綱

策定をいたしましたということで特集を組みまして、概略を載せていきたいと思ってお

ります。今のところ３月20日号を予定しておりますので、こういったスケジュールで年

度内に策定をして、広く公表していこうという段取りでございますので、一つよろしく

お願いします。 

 

●委員長 はい、ありがとうございました。 

 

●委 員 感想ということで一つだけ。今回質の高い市民サービスと、本当に耳にきれいに

入ってくる言葉ですけれども、ちょっとこの質の高い市民サービスという言葉に何とな

く疑問といいますか、レトリックがあるというか、言葉のマジックがあるようなことを

懸念して、今ちょっと意見を述べさせていただくのですけれども。質の向上、これはも

う非常に文句なくいい言葉なのですが、実はでもその裏に量から質というものがありま

すよね。そうすると、例えば市民のサービスに関していうと、サービスの量が減るとい

うことは、質が下がるというふうに普通の市民は感じるわけですよ。ですから、要する

にその辺の質の向上とか、質のいいというのがどういう意味なのかということを、きち

んと市民にわかるようにしないと、実際にやはりいろんな歳出削減の中から切られてい

く、また切られるべきサービスというものがあると思いますので。それに補てんをする

のが、それとは違う方向で質というものに展開していくのですよという、その道筋とい

うか、何が変わるかということがきちんと理由付けがあって見えるような形にしないと、

やはり納得しないとか、理解できない方たちはいっぱいいると思うのです。当然質にな

っていくべきなのですけれども、その辺の、特に市民サービスという部分に関しては、
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量から質へというのは難しいと思うのですね、感覚的につかめるのは。ですから、その

辺を何かこの大綱に盛るとか盛らないとかではないのですけれども、皆さん方が、きち

んと理解して、説明を求められたら説明できる、何か機会があったら、いろんな広報に

載せていくということで、質の意味ということを明確に出していただければいいなとい

うふうに、感想として思いました。 

 

●委員長 事務局どうですか。 

 

●事務局 今のお話の件で申しますと、第４次が量の改革といいまして、どちらかというと

歳出削減ということで、これはサービスの量を減らすとかという部分の改革は、一旦第

４次で終了している話なのです。ですから一旦サービス的にスリムになって、今のこの

範囲になった中で、この範囲の中で少しでもサービスを高めていこうというふうな基本

的考えがございます。それに行政のサービスの内容もさまざま違いますので、確かにご

指摘のとおりもございますので、それはそれぞれのサービスの中で、何の質を高めてい

くのかきちんと市民の皆さまにわかるようにしながら進めてまいりたいと思います。 

 

●委 員 今に関連してですけれども、市民の要求って本当に千差万別ですよね。何が高い

か低いかということは非常に難しいです。しかし、税金を払っているタックスペイヤー

に対して、そのレポートを行政側とか議会事務局は出さなければいけませんよね。その

ことに関して、何の質が高いかというと、そういう施策をしたら市民がどう思っている

かということや、何を欲しているか、その施策に対して市民の多くは、個人個人皆要求

が違いますから、多くの人は何をこの施策に対して望んでいるかということを知る、こ

れが非常に重要なのではないでしょうか。その方法として、市長との話し合いというの

を何年か続けていますね。私は素晴らしいことだと思います。ただ中身に関しては、何

回か出たときに、本当に話し合いになっているかなと思ったことがありました。そうい

うことですね。十分にその地区の市民が心を割って、疑問や希望を投げかけて、行政が

答える、市長が答える。十分になされて、そしてわかるのではないですか。そうすると

質の高いサービスが行われるということになるのではないでしょうか。そういう繰り返

しを是非お願いしていきたい。表面的な話し合いではなくて。そう思います。 

 

●委員長 難しく考えなくても、医療福祉にしても、児童にしても結局どんどん医療の給付

が増えていますし、ＭＲＩの検査も回数が増えてますし、福祉に関しても介護保険はど

んどん対象者が増えていますし、介護予防も増えていますし、子供が減っている児童福

祉でさえ給付が増えていて、しかも一時保育もやっているので、全体として見れば量は

増えていっているし、それから質も改善していることは間違いないのですよ。ですから

そのことを改めて、ただ量を拡大していくというだけでなくて質もやっていくと。それ

から高度成長期につくったものを更新していくものは更新していくという意味で質の高

いということを要求していて、だから市長との対話もありますけれども、それ以上にや



 14

はり現場と市民の間でうまくフィードバックの関係があるかというのが非常に重要です

よね。今回それをしっかりいいサイクルができるように、運営していって欲しいという

ふうに思います。 

  それでは以上、行革大綱につきましては以上のとおりとしまして、実はこの後の、この

補助金の方が結構時間が掛かるかもしれないという案件でしたので、こちらの方に入り

たいと思います。補助金の見直し結果の報告と、質疑応答に入りますけれども、この案

件につきましては、事務局の方から会議を非公開にしたいという旨の申し出がありまし

たので、その理由について事務局より説明をお願いします。 

 

●事務局 本行政委員会ですが、市の重要課題に対しまして、公正でかつ大局的な見地から、

忌憚のないご意見をいただくということでこの第三者委員会を設置しております。今回

の補助金の見直しでございますが、これは平成18年度に、この検討委員会の中でいろい

ろとご議論をいただきまして、補助金の総合的な見直しということで、今回３年後の状

況ということで、その確認作業を本日行っていきたいなと思っております。補助金の見

直しにつきましては、前回、客観性とか公益性、そういった観点から各交付団体の組織

体制とか経理状況など、かなり突っ込んだご議論もしていただいているところでありま

すので、原則として本委員会は公開ということでやってきておるところでございますが、

利害関係が生じるような案件、それから公になって支障が出てくると思われる外郭団体

の内部の問題等、公開に馴染まないというふうに判断される場合においては、本委員会

を非公開でできるというふうにしているところでございます。本日は補助金という、交

付団体、それから所管課の状況もございますので、微妙な問題もはらむということから、

前回の補助金の見直しの議論と同様に今回も非公開で開催したいと思っております。以

上で事務局から提案を申し上げます。 

 

●委員長 はい、事務局の方から前回同様に非公開で議論をしたいという旨の申し出があり

ましたが、よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

●委員長 はい、それでは非公開としたいと思います。 

 

 

〔「審議(2)補助金の見直し結果について」は非公開〕 

 

 

●委員長 以上、本日の案件はこれで終了ですので、事務局の方から何か連絡ありますでし

ょうか。 
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●事務局 今後の委員会について若干説明いたします。今年度の委員会は本日が最後の予定

です。来年度４月以降になりますけれども、予定している案件としましては公共事業再

評価が３事業ほどございます。それから第４次の大綱の総括もこの委員会でご報告した

いと考えておりますので、その他案件があるかもしれませんけれども、最低でも４、５

回は委員会があるかなというふうに考えております。日程につきましては皆さんの方に

ご案内いたしますのでよろしくお願いたします。以上でございます。 

 

●委 員 ４、５回ですか。 

 

●委員長 開催もなるべく行革に努めて、効率的にやりたいと思います。はい、ではどうも

ありがとうございました。 

 

（閉会：17：30） 


