
平成 22 年度 

第１回八戸市行政改革委員会議事録 
 

日  時  平成 22 年７月 23 日（金） 14 時 30 分から 

場  所  市庁本館 3 階 議会第一委員会室 

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 

事務局   早狩総務部長、原田総務部次長兼人事課長、品田行政改革推進課長、 

佐々木主幹、小幡主査、奥瀬主事 

事業所管課 笹本公園緑地課長、程熊副参事、佐々木主幹、玉川主幹 

 

●司 会 それでは会議に入りたいと思います。開会に当たり辻委員長にご挨拶をお願いい

たします。 

 

〔委員長挨拶〕 

 

●司 会 ありがとうございました。委員長に以後の議事進行をお願いいたします。 

 

●委員長 はい、それでは会議を始めます。まず審議に入ります前に公共事業の再評価の概

要について事務局の方からご説明をお願いいたします。 

 

〔資料に基づき事務局から説明〕 

 

●委員長 はい、よろしいですね。担当課から事業の説明を聞き質疑応答して、その後に退

席いただいた中でこちらの方でという手順になります。それでは審議に入ります。まず

館鼻公園の整備事業につきまして公園緑地課から説明をお願いします。 

 

〔評価シートに基づき、公園緑地課から説明〕 

 

●委員長 それではただ今の説明につきまして、皆さんから質問をお願いします。 

 

●委 員 必要性の中で海に関する資料館とあるのですが、この海に関する、というだけで

はあまりにも漠然としすぎてイメージが湧かないのですが、どういった感じのものを思

っていらっしゃるのですか。 

 

●公園緑地課 現在、地域の住民の方と話をしているのですけれども、湊小学校に結構昔の

漁具とか、そういう仕事に関するものが残っているという話も聞いてございまして、何
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とかそういうものを人の目に触れさせたいという要望を地域の住民が持っておりまして、

そういうものも含めてございます。それだけではなくて、八戸は海から拓けたというこ

とで、その辺もちょっと考えていけばいいものができていくのかなと考えています。 

 

●委 員 マリエントとの性格の違いはどういうふうに考えていらっしゃいますか。 

 

●委 員 色々な施設を整備するのはいいにしても、重複した施設になって、結局はそれが

後に市民の負担として覆いかぶさるようなことにならないよう注意をしながら、そう

いうものを整備されていくべきだと思うのです。コンセプトを既存の施設とどう色分け

するのか、そういうところを少しお考えになりながら整備された方が皆さんの役に立つ

のではないでしょうか。 

 

●公園緑地課 具体的にはまだ地域の住民の方とも、こうしましょうというのは決めていな

いものですから、そういうご意見も反映させながら考えていきたいと思います。 

 

●委 員 今のお話とも関係あるのですが、私もちょっとマリエントのことを考えまして、

景色だけ見てきれいだねというのであればマリエントでもきれいなのです、一番上は。

それで私は今日初めてグレットタワーに上がったときに思いましたのは、本当にぐるっ

と全部見えるのですけれども、足元にちらっとあそこは何とか、発電所とか、そういう

ような説明があったのですけれども、あれだけ身近に漁港あり、それからコンビナート

ありみたいな感じですと、今の資料館の話ですと、どちらかというと漁港に話が寄って

いると思うのです。私はあそこに上がったときに、八戸はこういう港があるとか、こう

いう工業があるとか、こういう貿易があるとか、こういう漁業があるというのがせっか

く見えるのに、そこの部分の資料というのが学習できる環境にないというのが一番残念

だったのです。ですから、あそこでまず見たときに、例えばここにこういう石油タンク

がありますよね。そこにどれくらいの量があって、それが何に使われていて、どれくら

いの売上があって、それが八戸の経済にどれくらいの影響しているのかとか、そういう

ことを実際にああそうなのだと見せる工夫というのがまずあっていいと思うのです。 

色々な小学校に昔の資料が残っている、それは面白いかもしれませんけれども、それは

博物館でもいいわけで、そういうことを回顧して歴史を学ぶというよりも、現在の八戸

を見せることにあそこの場が利用できないのかと思ったのですが。 

 

●公園緑地課 そうですね、八戸は港湾もありますし、漁港もあるということで、それから

結構国の機関とか、そういうものも多いのですよ。海上保安庁とか税関とか、そういう

ものもやれればいいと思います。 

 

●委 員 説明が、あそこは何とか山とか何とか橋とか、何とか発電所というだけですと、

それこそマリエントに行っても同じなのです。だから、まずあそこを見て、そういうこ
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とを理解した上で資料館に行って、ますます知識を深めるというような、やはりこっち

はこっち、あっちはあっちではなくて、お互いにそういう、すっと子供たちの中に入っ

てくるような工夫というものをぜひしていただきたいということで、そういう計画があ

るのかということを聞きたかったのですが。 

 

●公園緑地課 マリエントの職員の方と１、２年前に話す機会があって、そのときに展望塔

にはすごく人が来ていると。マリエントと展望塔グレットタワーのあたりをうまくリン

クさせて、マリエントの方は指定管理制度で運営されているのだけれども、分担しなが

らうまく関連付けていけば、ひょっとしたら館鼻の岸壁だって、朝市も絡めてトライア

ングル何とかみたいな、そんな話もしていましたけれども。それぞれ役割分担して、マ

リエントが今やっているような見せ方、やり方であれば、こっちの方は今おっしゃった

ように港湾だとか、石油基地とか色々なやり方があると思いますが、それはこれから基

本を、ここ１、２年である程度詰めながらということでやりたいと思っています。 

 

●委 員 現施設の利用状況についてです。追跡調査されていると伺いましたけれども、ま

ずこの事業自体は休憩所の工事が終わると、一旦終了とすることなのでしょうか。それ

で次の第二次計画が、今後については、という、目的に書いてある部分と見ればいいの

でしょうか。 

 

●公園緑地課 そうですね、とりあえず24年度で終わりますということで、あと、ここに

宿舎と書いているのですけれども、宿舎と、それから測候所の本体があります。それは

これから交渉するものです。宿舎の跡地についてはもう現在交渉して、公園区域に入っ

ているのですけれども、測候所については、できればこういう整備事業としてやってい

きたいとは思っていますが、国で財産処分するためには全部財務局に移管しなければな

らないということがあるようで、まだ気象庁のものですので、それを財務局に移管して

から、私たちが今度財務局と交渉していくということになります。その進捗状況によっ

てまだどうなるか、ちょっと不確定なところはあります。 

 

●委 員 利用状況の話で、来場者数がこうだというようなお話は現地で承りましたけれど

も、そういう調査はこれからどうされていく予定ですか。こういうふうな施設、結局は

利用者数が減少していくことが課題になる場合も多々あるので、それを引き続き賑やか

な空間として皆さんに楽しんでもらう必要がありますよね。どういうふうにして調査を

されていくのでしょうか。 

 

●公園緑地課 今、現にやっているのは、前の委員会でもちょっとご意見がありまして、ど

れくらいの利用数があるのか把握が必要ではないかということで、展望塔ができた年に

センサーで一人ひとりまでカウントできるようなカウンターを設置しています。今正確

に一人まで把握しています。その数字ですけれども、まず20年度で５万8,000人くらい、
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21年度で１年経過して６万人くらい。１年間の伸びで2,000人くらいです。 

 

●委 員 そうすると、人数はわかるけれども中身はわからないということですか。 

 

●公園緑地課 はい、現地でもちょっとお話しましたけれども、実際どう使われて、どうい

う人たちが来ているかというのは、やはりアンケート調査をやるだとかが少し必要では

ないかと思っています。自分たちも、例えば100人来たらその内何割が市民で、その何割

が旅行者で、ということは把握していないので、やはりある程度実態を調査してから、

では将来どうするのかというふうに持っていかないと、ただ人がいっぱい想定外に来た

からすごいな、すごいなと言っているだけではなくて、徐々にもう少し掘り下げていく

べきだなと思っています。 

 

●委 員 タワーの来場者という意味のそういう数字と、一方で周辺に遊具とかベンチなど

の整備があって、周辺の住民の方にとっては非常に貴重な公園になっているように思う

のです。その辺をどう識別しながら、近所の方がどの程度利用していただけるかも成否

にかかわっているように感じるのですけれども、いかがですか。 

 

●公園緑地課 確かに今の館鼻公園は、本来公園の規模からいくと、その生活圏内にある小

さな公園の性格なのですけれども、もうその枠を超えてある意味観光施設にもなってい

て、だから今B/Cのベネフィットの部分では生活圏内にある公園だという計測の仕方をし

ているのに、その枠を超えていて、その辺をどう見ていったらいいか。 

確かに展望塔に来る人数は把握できる。では普通の日常の生活の中でどのくらい使わ

れているかというのは、自分たちが目で見て、子供たちがいっぱいいるとか、12、3人く

らいのお年寄りの方たちがいつも毎日のように来ているのだけれども、それくらいの目

で見た感じでしか把握できていないので、もっと何かこうやりようがあるのであれば、

色々と教えていただければ参考にしながらと思っていますけれども。 

 

●委 員 デイサービスの車とかがよくグレットタワーに来るんですよ。あそこは雨が降っ

ても、風が吹いても大丈夫なので展望台に上がってひとしきり休んで、おやつを食べて

また帰るという、割と色々なデイサービスの人に聞いてもグレットタワーはいい場所だ

と言っています。子供の教育ということが、何か聞いた分にはその方が比重が大きいよ

うな気はしたのですが、同時にあそこは高齢者の利用も多いのかなというのも感じてい

ますので、作る方の思惑と、実際に利用する方の思惑とずれると、せっかく作ったもの

が利用されないとか、そういったこともあるので、そこら辺を考えながらやっていく必

要があるのかと。 

 

●公園緑地課 そうですね、やはり少ない人数で議論するのではなくて、実態はどうかとい

う意味ではアンケート調査などをちょっと広くやってみて、その利用がどうなっている
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のかを把握しないと、ちょっとこっちが考えているものと違う、ずれると。 

 今の測候所の庁舎というのは２階建てで、結構な規模があるので、色々な使い方があ

ると思います。ある一部はさっきお話したとおりの資料館だとか、学習施設であったり

とか、あるところでは地域コミュニティの集会場みたいな機能があったりだとか。 

 

●委 員 その地域のコミュニティというのは、私すごく重要だと思うんですよ。地域の方

があの施設を利用しながら管理しつつ、なおかつさっき言った防災の色々な機能も持っ

て。防災となるともう地域の方が絶対そこを使うわけですから。そういったことをやは

り地域の方々の協力を半分くらいもらいながらやっていかないと、維持管理にお金だけ

かかるので、なるべくそこはあまりお金をかけず、人的な素材を、地域の方々に眠って

いる素材をどんどん出してもらってやっていくのがこれからのやり方かと思います。そ

の辺をよく考えてやっていただければと思います。 

 

●公園緑地課 役所がただ管理していくというよりは、地域の人から利用してもらう、管理

してもらうというのが本当に理想的です。 

 

●委 員 やはり地域の方が管理すれば、地域の方が使いやすいようなシステムに多分なっ

ていくのではないかと思いますので。先ほど向こうで聞いたときに、維持管理はシルバ

ー人材センターの方々がやっているからということもおっしゃっていたんですけれども、

やはりそこに少しずつ協力を求めて、協働でやっていくことを考えていかないと、こっ

ちで雇って、いつまでやっていけるかということもわからないので、やはり地域との連

携というのはこれから一番重要なことかと思います。あれだけ立派なものを作ったので、

なるべくあの立派なままを維持して欲しいと思いますので。 

 

●委 員 今の地域のことなのですけれども、(5)の市民ニーズの視点というところで、平

成16年３月に八戸市緑の基本計画の策定にあたり実施した市民アンケートではと、次な

のですが、地域で取り組んで欲しいこととして以下の文章が続くのですけれども、これ

主語は何なのでしょうか。市民が地域に取り組んで欲しいこととして挙げたということ

ですか。 

 

●公園緑地課 このアンケートというのは、緑地なり公園なりを、市内で、大きな視点でど

こがいいだろうかとか、あとは地域の視点でどこがいいかと問いかけの中で、地域の中

だと地域の身近なところに、そういう散歩ができたりとか、憩えるような緑地があって

欲しいということでの回答だったと思います。市全体に対しての問いかけと。 

このアンケート調査をやったときには、市内を10の地域に分割して、都市計画マスタ

ープランを策定するときにも市内を10の地域に分けていますが、例えば中心市街地だと

か豊崎地区だとかというふうに地域に分けて、地域の中ではという問いかけです。 
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●委 員 それは主語が自分たちで、地域で取り組みたいという解釈するのですか。 

 

●公園緑地課 それを行政に作って欲しい、地域にあって欲しいという。市の方で整備して

欲しいというような。 

 

●委 員 地域が取り組むわけではないのですね。 

 

●公園緑地課 湊地区にこういうふうにして欲しいと。欲しいこととして自然散策や憩いの

場となる緑地を作って欲しい。 

 

●委 員 湊地区にということになると、ちょっと解釈ですけれども、何か他の地域の人が、

湊地域の人、ちゃんとやってよという話なのか、行政にやって欲しいと言って、自分た

ちの地域に取り込みたいと言っているのか、そこがちょっとわからなかったのです。 

 

●公園緑地課 市民が行政に望んでいるということです。 

 

●委 員 ちょっと表現が違うかもしれませんね。 

 

●委 員 市全域のこういう公園計画のときに、後に出てくる八戸公園のような広域公園が

あったり、それから今のこの事業、少し中間的な評価のようですけれども、それからも

っと小さな公園もありますよね。それが市民に対してバランスよく配分されていくよう

な、そういう計画、マスタープランというのか、上位のものはあるのですか。 

 

●公園緑地課 それが今話していた緑の基本計画でございます。 

 

●委 員 それがそうですか。 

 

●公園緑地課 一番大きな計画、指針があるのですけれども、ただそれはこの地域に何箇所

かとか、そういうところまで踏み込んでいなくて、今のアンケート調査みたいに地域に

緑を感じられるような場所があればいいなというような表現で終わっています。 

 

●委 員 その計画と、例えば住居地域だとかそういうふうな用途性の地域を整備する計画

とは、どこかで整合性を持たせながらやっているのですか。 

 

●公園緑地課 整合性を持っていないと、国交省は査定して事業採択してくれません。今ま

で八戸市が都市公園整備をしてきたというのは、まず区画整理があって、整理事業が始

まると、必ず区画整理事業の際には区域内の３％以上の公園を作りなさいというものが

あって、市域の住宅地が張り付いている根城だとか江陽だとか、区画整理をやっている
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あたりはほとんど、まずは区画整理によって生み出された土地について公園整備を進め

てきたというのが現状です。 

 

●委 員 館鼻地区といいますか、その地区に対しては今の３％だとか、そういう数字でい

くとどんなふうな評価になりますか。 

 

●公園緑地課 館鼻地区だとほとんど達していないと思います。湊地区で公園があるのは館

鼻公園と、あとは山手通りに昔のトロッコ線がありましたけれども、このトロッコ線を

道路にしないで、中を公園にしたものがあって、この２箇所くらいという感じがします。

通常であれば、区画整理事業地内だと、もっと身近に公園がここにもある、ここにもあ

るというふうな、本来であればそういう作り方になっているのです。 

 

●委 員 そうしますと湊地区、あそこの館鼻地区の方々にとっては、あの公園がその３％

にも満たない、面積的にはそうだけれども、自分たちの身近な公園として認識されてい

るというのは当たり前といえば当たり前なわけですね。 

 

●公園緑地課 そうだと思います。まず、１ヘクタール、２ヘクタールの規模の公園で、公

園サイドで考えるにはその誘致距離というのは500メートル。通常の500メートルで円を

引いてしまうと、ほとんど湊地区は入ってくるかと思います。 

 

●委 員 もう一つ聞かせてください。それにしても公園の整備に対して面積当たりの費用

というのですか、例えば費用割る面積みたいな、そういうことでいくと、今の館鼻は結

構比率が高いですよね。これは他の地域の同程度公園に比べてどの程度高いのか、それ

がどの程度だといいバランスだとか、その辺の感覚はどういうふうに押さえられている

のでしょうか。 

 

●公園緑地課 ざっくりものを考えていくときに、自分たちが公園を整備するときに１平方

メートル当たり１万円。１ヘクタールだと１億円。例えば館鼻公園の面積1.8ヘクタール

では1.8億円、１億８千万円。ところが今の事業上はいくらかというと８億円から９億円

くらいとなれば４、５倍の整備水準になっています。やはり住宅地内にある公園と違っ

て展望塔もあったりだとか、特にあそこは岩山で色々な見えないところにお金も使った

りもしていますけれども、住宅地にある公園とはちょっと違うような部分で整備もして

いるし、お金もかけているということです。 

 

●委 員 そうするとその近隣からすれば、３％にも満たない、面積的に狭いけれども、質

の高いものを提供する部分において地域間バランスも取られていると。それによって観

光的なイメージも、他の区画整理事業で生まれている公園よりも、一段違う位置づけで

整備していこうと、そういうことですか。 
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●公園緑地課 まあそうですね。 

 

●委 員 わかりました。 

 

●委 員 マニュアル改正概要の中の防災に関するところで、備蓄倉庫と耐震性貯水槽、非

常用トイレなどの防災施設の有無を考慮したという項目があるのですけれども、あそこ

はトイレがあることはさっき行ってみてわかったんですけれど、備蓄倉庫とか耐震性貯

水槽というのは。 

 

●公園緑地課 今現在はありません。 

 

●委 員 ないですよね。これからは作るのでしょうか。 

 

●公園緑地課 先ほど言いましたように、測候所を。 

 

●委 員 あそこを備蓄倉庫にしながら、海の何とかにしながら、なおかつ避難の宿泊場所

と、かなりな用途をあそこにぐぐっと詰め込む形になるのですね。 

 

●公園緑地課 結構大きい建物です。２階建てで、部屋割り何かも見れば。 

 

●委 員 実際に使う段になって、それだけ入れるということは、あそこは大丈夫なものな

のですかね。公民館もあれぐらいの大きさではないかな。 

 

●公園緑地課 公民館二つ分くらいです。結構入ってみれば大きいです。 

 

●委 員 ちょっと上から見たもので、そうですか、なるほど。 

 

●公園緑地課 すごく魅力的なのは、自家発電装置がそのまま流用できることです。 

 

●委 員 おっしゃっていましたね、その自家発電装置というのがすごくいいですよね。 

 

●公園緑地課 ライフラインが止まった時、あそこだけは何かしら使えると思います。 

 

●委 員 災害のとき、本当に医療施設とか、医療設備、電気を使うのですよ、どうしたっ

て。吸入でも何でも。だから自家発電があるといいなと思います。ではこれも大体平成

24年までに整備する感じと思っていいのですか。 
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●公園緑地課 それは別です。建物については、取得はこれからです。 

 

●委 員 おっしゃっていましたよね。それを取得してから、この防災に関するものはまた

新たに考えていくということですか。わかりました。 

 

●委 員 今の海の資料館という話も、ここの席で話す話ではないかもしれませんが、あそ

こは津波の慰霊碑のあるところで、防災の中でもとりわけ津波のテーマというのは、八

戸市にとっては非常に大きなテーマだと思うのですけれども、そういう意味ではあそこ

の中で津波に関する教育をされるとか、そういうふうなこともこの海に関する資料の中

の一つとして受け止めるようなものがあれば、子供たちの教育にも非常に役立つのでは

ないかと。シンボリックな場所としては他になかなか、チリ地震とか色々な被害の写真

はあるものの、あそこぐらいでないでしょうか、慰霊碑が置いてあるというところは。

そういう意味では、そういう教育にも役立つ施設として使っていただくと、これはいい

のではないかと私自身は思いますけれども。 

 

●委 員 その災害に対してなのですが、ここに一時避難地として指定されている、役割が

求められているとあるのですけれども、これは私が知らないだけなのかもしれないので

すが、この間の津波の警報が出たときに、私は近くの小中野に住んでいるのですけれど

も、びっくりしたのは、避難場所として指定されているところは小中野小学校なのです

けれども、小中野小学校の上層階に入れと。つまり１階までは来るかもしれないという

こと。だから上の階に行けという話だと思うんです。大したことがなければそれでもい

いのですけれども、そんなことを言うくらいだったら私たちもあっちの館鼻に逃げさせ

てよとも思ったのですが、例えばその防災に関していうと、この程度のときだったらと

にかく近隣だけれども、さらにもっと危害が広がりそうになったならばこっちの地域の

人もより高いあそこの部分に逃げるとか、そういうような何段階かの避難のプログラム

はあるのですか。 

 

●公園緑地課 防災危機管理課の方で、その地域の避難場所というのは、避難ルートも全部

決めていて、公園緑地課の方ではそこまで関与していないので、ちょっとわかりません。 

 

●委 員 あの辺はチリ地震のときですか、この辺まで水が上がったというような線が引い

てあるんですね。そうするとこれからもしかしたら本当に大地震が起きたりするかもし

れないというときに、あそこは断トツに条件としてはいいですよね。そうすると、その

地域というのが本当に近隣の方たちのことをいっているのか、もっと広い範囲なのか、

その辺のことがよくわからないので、例えば今回あなたたちはここに避難してください、

でももっとレベルが上がったときには、あそこはもう少し違う役割を担うとか、そうい

うこともあるのであれば、それはやはり市民にも知らせておいていただきたいなという

ふうに思いまして、ちょっと今要望も兼ねて言わせていただいたのですけれども。 
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●委 員 でもこういうふうに防災公園としてということもあれば、その防災の課が多分違

うのでしょうから、防災のところと何かしらのコンタクトはあるわけですよね。 

 

●公園緑地課 それはやらなくてはなりません。そういう打ち合わせをして、どうですかと。

今、こういう建物があります、ここにこういうスペースがありますよと。だからここに

毛布をどうですか、それから食料をどうですか。これはこれでやっていかなければなり

ません。 

 

●委 員 そうですよね。そうでないと課が違うから知りませんではどうしようもないです

よね。 

 

●委員長 よろしいですか。では 後ちょっと私の方から調書で幾つか確認させていただき

たいのですが、まず全体として国庫補助事業50の市負担50ということですが、事業を

色々やっていると補助対象外事業費が結構出てくることがありますよね。この場合は、

今の実費ベースでいうと、本当に国庫補助50はあたっているのですか。補助相当分は大

体全事業費の中では、結果ベースでいうとどのくらいになっていますか。 

 

●公園緑地課 国庫補助の対象外の施設があります。何があるかというと、サイン類ですね。

看板だとか。あとは維持補修に近い性格のもの。備品に近いもの。そうなると全体的な

事業費に比べればほんの小さな数字です。 

 

●委員長 およそ50％、５割であたっていると考えてよい。 

 

●公園緑地課 そう思ってもらっていいと思います。 

 

●委員長 一応後で確認しておいてください。それからもう一つ、22年度は一応予算総額

ゼロなのですね、これの理由は。それで23年度はあるのですけれども。この経緯はどう

なのでしょう。 

 

●公園緑地課 事業が結構早く終わったと。駐車場を見てもらったのですけれども、ここが

思ったより早く進んだために今年は１年空きました。これで本当はさっきお話しした宿

舎の跡地なども。 

 

●委員長 繰り上げられればよかったのだけれども、それはかなわなかったと。わかりまし

た。それから、４番のコスト縮減等に関する視点がＡになっているけれど、今回色々こ

の事業をやるにあたって工夫をされている、現況を保全するために、それから樹木を極

力活かした公園づくりをしているというのはわかるのだけれど、今回出された資料、な
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いしは先ほどの現地視察から、コスト縮減が十分図られるということについて、それを

担保する説明だとか資料とかはありましたか。 

 

●公園緑地課 現地を見ていただいた感じでの話になるのですけれども。駐車場を建てるに

あたって、岩盤も撤去したりしましたけれども、そこから出た岩盤はただ廃棄するので

はなくて、一部は景観、景石として使ったりだとか、 後、駐車場に行ったときに脇の

方にロックガーデンみたいにデザインしたところがあったのですが、あれというのはあ

そこの館鼻の石そのものでデザインしたりだとか。 

 

●委員長 普通だと、現況だとか環境に配慮した整備をすると、事業費は若干高めになりま

すよね。安い工法でやるよりも。 

 

●公園緑地課 ウッドデッキがあって水辺のちょっと安らげるような場所ですけれども、あ

そこは当初考えていたのは駐車場と同じレベルまで掘り下げて、駐車場と一体的に広が

りのあるそういうスペースで考えていたのですが、すごい岩盤が出て、岩盤を撤去する

のに数千万円を投資するくらいであれば、いっそのこと岩盤を残しておいて、そのエリ

アにウッドデッキでも配置して、ウッドデッキの空間みたいな整備もあるだろうという

ことで、当初考えていたより大分コストを。そういう意味ではコストの縮減が図られた

と思います。処分費については、ただ撤去するのに１立方メートル当たり10万円くらい

かかります。数百立方メートルとなるととてつもない金がかかってきますので。 

 

●委員長 では 後、市民ニーズの視点がＡなんですけれど、Ａということは結局計画時よ

りもニーズがより高まっているということで、この高まっているという根拠は今回の資

料の中だと5,000人の署名だとか、そういう話なのですか。まあ、以前と同様ニーズがあ

るというふうに解釈することはもちろんできると思うのですけれども、より高まってい

るとする根拠は何ですかね。 

 

●公園緑地課 要望といいますか。 

 

●委員長 要望が出されたことを根拠にその中で高まったと。 

 

●委 員 館鼻公園の整備拡充促進期成同盟会という会があるんですよね。その会から強く

要望されて、そのほかに市民からも要望されてきたとは思うのですが、要するに市民の

ニーズがどのくらいの大きさかということを知りたいのですが、それは完成後にわかる

わけですよね。完成後に非常によく利用されるということが想定されているから今計画

されて、進められているわけですよね。ただし私はこの資料を見て、その完成後のニー

ズの状態というのは、地域の、その近くの人は非常に行くだろうと思いますが、どの程

度のものだろうかという、少し不安に思います。 
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  それから完成後の管理・維持が地域と行政と協働でというのは理想的でありますが、そ

のことに関して幾らか、その体制をどのようにして維持管理していこうかという、完成

後のイメージというのはございますか。またはその地域の、今進めてきた中心になって

いる地域の人たちの、館鼻公園の整備拡充促進期成同盟会というものが、どのように発

展してきているのか。完成後のことについて話し合われているのですか。それが知りた

いと思います。 

よく市と地域の協働で、別な分野でもよく言われるのですが、地域の人たちが、自分

の地域にある建物を要望して、建てた場合にどのくらい協力していくか、住民の中でど

のくらいの人たちが思っているかということは、過去の場合でも、現在でもなかなか難

しいものがありますよね。そういうことで伺っているのですけれども。ある程度の確実

性がなければこの計画は進められないと、基本的なことですけれども、そういう気持ち

を持ちました。資料を見まして。 

 

●公園緑地課 今まで市と地域の人たちとではどうかという話については、具体的に今言え

るのは、湊地域7,000世帯ほどあるのですが、その住民の方たちが、公園整備も大変だろ

うと、財源も厳しい中で一生懸命やっていると、では地域の方もただ見ているわけでは

ない。自分たちも、ちょっとのお金ですがということで、200万円近くのお金を19年度に

寄附してもらっているのだとか、それも来年の２月にもまたそれに近いような話もあっ

たりだとか。 

具体的に汗を流すような話は、ちょっとまだできないのですけれども、あとは測候所

が無人化になって、桜の開花宣言がなくなったと。それは地域の方で大事にしていきた

いということで、それなりの組織を作って、もう４年くらいですね、一生懸命頑張って

朝早くから来てやっています。 

普通の小さな公園であれば、公園緑地課の方では、地域の方に全部維持管理をお願い

しますというようなやり方で、一生懸命草取りだとか何とかやってもらっていました。

汗をかいてもらっていましたけれども、そういう汗をかいてもらう意味ではまだちゃん

とした仕組みづくりまではいっていないのですけれども、地域とすれば、何かの形でぜ

ひ自分たちの大切な館鼻という、地域にある公園を大事にしたいという思いはすごく感

じています。 

 

●委 員 今年の春にこの地域で観桜会を企画したんですよね。それがすごくたくさんの市

民が集まって、会費制で前売りを売って、その準備はさっき伺ったら町内会の方の企画

だとおっしゃっていたので、だからすごく気持ちがあるのだなというのは感じました。 

どの町内会もそうですけれども、やはり高齢化しているので、さっきおっしゃったよ

うに汗を流してもらうというのが無理な場合も多分あるのかなと。もう年を取ってくる

と、自分が手を出すよりもお金を出した方がいいやという世帯は実際多いんですよ。自

分が出ていって草取り２時間やって、３日寝込むよりはそれこそ幾らか町内会の会費か

ら負担して、そのシルバーなり何なりからしてもらう方がいいかなという。やはりその

 12



地域の実態もありますので。 

ただ私は自分たちの公園だなと思ってくれる、その気持ちは大事に育てていって欲し

いなというのは思います。これから先、お願いではなくて、やはり同じように何かやっ

ていかないと、町内会だけに任せても多分うまくいかないような。あれだけの大きな、

立派な公園になるとちょっと無理かなと思うので。これから新しいやり方をきっと考え

てくださるのではないかなと期待しております。 

 

●委員長 はい、よろしいですか。 

 

●公園緑地課 はい。 

 

●委員長 ありがとうございました。それでは二つ目の審議をお願いします。 

 

〔評価シートに基づき、公園緑地課から説明〕 

 

～子ども交流館の模型を使い、補足説明～ 

 

●公園緑地課 規模的に25メートル四方くらいで、500平方メートルあります。それで八戸

の８にちなんで八角形にしています。屋根は膜構造にしております。日中でも光がほと

んど通ってくるので、コスト縮減にもなるだろうと。 

屋根を取ってみると、木をふんだんに使って、中はほとんどミニ体育館みたいに、事

務室があって、トイレがあって、倉庫があってと 小限の施設で、あとはオープンなス

ペースになっています。そこに何を考えたかというと、この天井のほとんどに大きなネ

ット、よくサーカスで空中ブランコをやると 後に落ちる、大きなネットがあるのです

けれども、ああいう巨大なネットです。25メートル四方くらいのネットを天井からぶら

下げて、この高さが10メートルくらいあるのですけれども、要はネットそのものを使っ

てトランポリンのように遊んだりだとか、上まで伝って上がっていったりだとか。国内

の事例で２、３例くらいです。実際に見てきたのですけれども、箱根と北海道の国営公

園にあるみたいです。ちょっと違う性格のもので、富山の方にもありましたけれども、

まずほとんど東北地方であれば今回これが初めてだろうと思っています。 

それで中心部をネット状に作っているので、汗をかいて遊ぶ部分と、あと結構空間が

できるので、そこは何をするかというと、体験学習の場です。せっかく自然の中にある

ので、例えば昆虫だとか、それらを材料にして体験学習をやるとか、あとは紙飛行機を

作ったりだとか、竹とんぼを作ったりだとか、要は何を一番やりたかったというと、天

候に左右されず１年間遊べる施設と。できれば親子そろって行って遊べるような施設と

いうことです。 

これと併せて今やっているのは、この施設の横に斜面がありましたけれども、この斜

面に人工芝のソリのゲレンデを作っていて、アウトドアとインドアで１年を通じて遊べ
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るだろうなと思っています。これで大体２億５千万円くらい、ソリゲレンデで５千万円

くらい、しめて３億円くらいを投資してということで今進めています。 

市民の方にすれば、こういうネット状の、小さなものはアウトドアにはあるのですけ

れども、インドアにこういうものというのは、きっと誰も見たことがないのではないか

と思っています。自分も実際箱根に行って見たのですけれども、ある程度公園の整備に

馴染んでいますが、大体規模は同じなのですがびっくりしてしまって、すごいものがあ

るなという感じで思いました。自分も実際使ってみてこれはすごいぞと思いました。こ

れは今年度いっぱいで、３月中に完成する予定です。来年の４月にはオープンを目指し

て今一生懸命頑張っています。以上です。 

 

●委 員 このネットの下の方は普通の体育館みたいに使えるわけですよね。 

 

●公園緑地課 体育館の床です。普通の体育館みたく。よって子供たちがこのネットで遊ん

でいるときに、親御さんたちはテーブルと椅子を周りに置いておいて、前面の何面かが

ガラス張りになるので、景色を楽しみながら子供たちが遊んでいるところを見守ってい

るみたいな感じになります。 

あるときには体験学習ができるように、全部机の配置も変えて、そんな使い方を今考

えていました。では実際どんなふうな使い方をしていくかというのは、これから市民の

皆さんの意見も聞きながら、色々考えていきたいと思っています。 

 

●委 員 何歳くらいの子供が中心となって遊ぶのですか。 

 

●公園緑地課 そうですね、今３歳以上くらいで考えています。それで今ちょっと悩んでい

るのが、例えば中学生、高校生の子達が来たらどうなるか。４、５歳の子供とそういう

大きな体格の子が一緒にビョンビョンと遊んだらどうなるんだろうなというのがあって、

だからその辺はちょっとじっくりと考えて、危険性のないように、ある程度の制限もし

ながらと思っています。常に事故がないようにと考えて作っているのですけれども、人

を配置して、常に身近に人が、監視員がいるような格好でやろうかなと思っています。 

 

●委 員 ネットはもう固定ですね。 

 

●公園緑地課 固定です。 

 

●委 員 実はこどもの国で、子供たちのイベントをしようと何回か計画したことがあるん

です。そのときに雨が降ったらということで、やはり悩むところがあったので、自由な

スペースが多い方が使いやすいんですよね。この既存の、遊ぶのはすごくいいんですけ

れども、これだけだと活用の仕方が。 
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●公園緑地課 そのとおりです。一通り遊んでしまうと、という感じがしますので。この模

型もそうなのですけれども、天井の上の面が大きくて、それがチューブ状に床に細くな

ってくるので、それ以外のスペースが結構空きます。ここを使って今度は床面で色々な

遊びができるのだろうと思っています。 

 

●委 員 この中央部は外すこともできるのですか。 

 

●公園緑地課 いえ、これは常設です。固定したままです。 

 

●委 員 広い体育館みたいにはならないということですか。 

 

●公園緑地課 そうです。 

 

●委 員 １面フラットな体育館にはならないということ。この真ん中のこの部分はくっつ

いているわけですね。 

 

●公園緑地課 そうですね、そこは床にくっついた状態です。 

 

●委 員 ゆらゆらハンモックくらいは少しは狭くはできる。 

 

●公園緑地課 はい、少しはできます。ただ、この模型を見ればわかると思いますが、これ

が人の実際のスケールで作っていますので、いかに大きい施設かなということが。 

 

●委 員 屋内という狙いはわかりましたけれども、ソリすべりのような、要するに100年

も200年も前から遊んでいるようなものと比べ、ネットは何年くらい子供たちから愛され

る遊具として使えるかというのが、ちょっと気になりますよね。それはどう思われます

か。 

 

●公園緑地課 気になるところですね。では公園にあるブランコ、すべり台はどうなのかと

いうこともありますし、何とも言えないですよね。ただこのネットも今１回付けると、

もう永久的にではなくて、やはりある時期がくれば全部取り替えるという時期もくるで

しょうから、そうなればその利用度を見ながら更新ということもあるだろうし、では違

う施設だなということもあるだろうと思います。 

まずは今これをやってしまうと15年は、ネットの耐用年数くらいは考えて、この状態

でと思っています。ただ、箱根だとかそういう実際ある、今現にある施設の方の話を聞

くと、すごい人気だと。すごい人が来るのだという話はしていました。 

 

●委 員 そこは有料ですか。 
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●公園緑地課 入園料を払って、美術館の中にある施設になります。 

 

●委 員 箱根の森美術館とかいっぱいあるやつですよね。 

 

●委 員 ちなみにこれは。 

 

●公園緑地課 これは無料です。だからその辺にあるブランコと同じような感覚で自分たち

は考えています。 

 

●委 員 今、固定というのはわかりました。何か大きく使いたいときには外せる可能性と

いうのは、よその例でもないですか。 

 

●公園緑地課 ないです。 

 

●委 員 多分安全性とかそういうことになってくるんでしょうかね。でも子供の身体能力

を上げるという側面を言えば、ちょっと教育的なものもあっていいのかなと。 

 

●公園緑地課 床面をいっぱい使って遊ぶのであれば、学校の体育館があるでしょうという

話にもなるのかなと。そういう床面を使っていっぱい走るのであれば、学校の体育館で

やってもらいたい。今回はちょっと違うものですと、そういった差別化を図った施設と

いうことです。 

 

●委 員 遊んでいて怪我をされたとか、そういうお話はないのですか。 

 

●公園緑地課 ないです。何か自分たちが考えるに、結構運動エネルギーがあるだろうから、

ぶつかったり、重なったりであるような気がするのですが、何かあまりないようです。 

 

●委員長 あといかがでしょうか。 

 

●委 員 資料の 初のところの事業費のところで、21年度は計画が50と書いていて、そ

れが実績が250、22年度は計画が230で実績が120と、計画と少し違う点が発生しているの

ですが、どういう要因なのですか。 

 

●公園緑地課 計画ではこの5,000万円をやる予定が、結構麻生政権の末期にどんときたの

で。経済対策ですね。それこそ通常の5,000万円、6,000万円の事業費、予算であればほ

とんど実現の可能性がなかったのですけれども、ここで大きく予算をいただきました。

そういうことで計画5,000万円に対して２億5,000万円ということです。 
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この22年度の２億3,000万円というのは、今25年度までの事業計画で進んでいましたの

で、 後の帳尻あわせというか、これくらいのペースで行かないと25年度までに事業を

完了できないということです。 

 

●委 員 そしてこの事業は25年に終了ということですが、この23年度以降の計画の事業

費の見通しはいかがですか。 

 

●公園緑地課 ７億2,400万円という大きな数字が残っていますよね。これは前回事業計画

を立てたときの数字が７億2,000万円ほど残っていまして、実際今の施設をコストダウン

したりだとか、色々工夫したりだとか、あとは用地費が実際当初考えていた５分の１く

らいで収まりそうだとか色々ありまして、実際のところ事業計画上はあと７億円になっ

ていますけれども、２億5,000万円から３億円くらいでけりはつくだろうと思います。な

ので、説明の欄にあるように例年並みの５、６千万円くらいの予算が付けば、ある程度

は完了できるだろうということです。 

 

●委 員 もう一点、(4)の事業コスト縮減の中で、指定管理者制度による維持管理費の縮

減となっているのですけれども、これはどの程度縮減されているのですか。 

 

●公園緑地課 市の直営時代で予算上２億2,000万円です。それが指定管理に移行して１億

6,000万円です。そうなると単純に、数字からいくと6,000万円、減っているということ

です。 

 

●委 員 随分減っていますけれども、結局それに伴って公園利用者に対するサービスが低

下しているとか。 

 

●公園緑地課 逆に上がっています。逆に入園者数が増えたりだとか。 

 

●委 員 その辺はどう見ればいいのですか。つまり、どこがポイントでそういうふうな。 

 

●公園緑地課 きっとその、市が直営でやっていたときは、人件費がかかっていたと思いま

す。例えば民間であれば、そういう単価の高い人たちではなくて、例えばアルバイトだ

とかパートだとか、色々な方法もあるだろうし、きっとその人件費が大きな比重を占め

ていると思います。 

 

●委 員 一般にそういうふうなことになると、運営上の、その中での課題というのが生ま

れるようにも思うのですけれども、それはどうなのですか。 

 

●公園緑地課 それは大丈夫です。大丈夫ですというのは、数字がちゃんと示していまして、
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指定管理になってから。 

 

●公園緑地課 遊具の利用者が、指定管理前、17年度ですけれども約30万人くらいでした。

それが指定管理になって21年、約45万人。そういうふうに指定管理者が努力しています。 

 

●委 員 どういう努力なのですかね。 

 

●公園緑地課 結構イベントをやったり、上手ですね。市の職員が機械的にやるのと、それ

こそ懸命にやるのと全然差があります。 

 

●委 員 視点が違うと。 

 

●事務局 人件費についても、民間とその公務員の給与が、公務員がべらぼうに高いのだと

いうことかというと、単純にはそうではなくて、やはり年齢構成の問題もあるでしょう

し、色々な要件が絡んできていると思います。今の点についても同じようなことが言え

ると思いますけれども。 

 

●公園緑地課 マスコミをうまく使うとか、私たちはただホームページに流してやっている

のですけれども、それよりは本当にマスコミをうまく使ったりして結構やります。 

 

●委 員 そのときに維持管理費が縮減できているというお話なのですけれども、その指定

管理者に対して支払う金額はどういうふうにして決めていくのですか。年度契約でやら

れるのですか。 

 

●公園緑地課 初、指定管理者から５年分の契約で提案してもらいます。自分たちは５年

間でこの分のお金をもらえればやっていけますよと。 

 

●委 員 それがそもそもそういうふうに非常に低い金額で、いってみれば入札のようにし

てきたわけですか。 

 

●公園緑地課 そうですね。うちでも一応こういう提案、概略は示すのですけれども、それ

に対して自分たちはこういうふうにやりたいということで提案してきて、その中から、

お金だけではないのですけれども、その事業のやり方だとか全部を評価して決めていま

す。 

 

●委 員 そして、今度こういうふうな施設を作ったときに、指定管理者との調整というの

はどういうふうにされるのですか。 
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●公園緑地課 これについては指定管理の条件には入っていません。ですから、別の契約に

なると思います。維持管理をお願いするとなればですが。うちの方で積算して、この分

人を置いてくださいと、そういう計算で契約になる。別契約です。あと、２年目ですけ

れども、その指定管理の期間が終わったら、これを入れて今度は新たに指定管理料を計

算しなおすという形になります。 

 

●委 員 わかりました、どうもありがとうございます。 

 

●委 員 先ほど中学生や高校生の話がちらっとでました。私も、大学生もそうだし、高校

生なんかも、遊びに行くところがないとか、中心街が面白くないとかという話はよく聞

くのです。友達同士でこういうところに行って、自然に親しみながら遊んでみるという

ことはいいことだと思うのですけれども、今のこどもの国というのは自動車で行くのが

前提のようで、子供同士だとかお年寄りで車の免許がない方、小さい子は当然親がつい

ていくと思いますけれども、そういう方たちが実はあまり行きやすい場所ではないので

はないかという印象があるんです。私は実際バスに乗って通勤したりしていませんので

わかりませんけれども、例えばもっと広く中学生、高校生同士とか、そういう人たちに

施設を利用してもらったり、自然に親しんでもらったり、遊んで欲しいと思った場合に、

今の交通状況というか、そういうものが十分であるとお考えなのか、それとももう少し

その辺を改良すればもっと多くの若者に来てもらえるというふうにお考えになっている

かどうか、ちょっとその辺を伺いたいです。 

 

●公園緑地課 交通機関ということですね。確かに高校生、お年寄りの方に来て欲しいので

すけれども、確かに単独で来ているのは少ないと思います。それに対して、本当はうち

からもバス事業者というのですか、結構あると思うのですけれども、そういうところに

働きかければいいのか・・。 

 

●委 員 種差の方にワンコインバスがあったりだとか、八食センターなんかもありますよ

ね。そうすると夏休みだとかそういう期間だけでも、そういう何かワンコインで行ける

ようなものがあったりすると、私はもう少し若者たちが行けるような気がしますし、そ

の中でやはり地元に対する愛着が出てくると思うんです。ただ買い物をして歩くとか、

そういうことよりも。なので、実は市営バスがあそこをしょっちゅう通っていますとい

うのであれば、ああそうですかという話なんですけれども、何かそういう対策とか、実

際はどうなのでしょうか。やはり行きにくいとお考えですか。 

 

●公園緑地課 やはり車がないと行きづらいです。商業高校のところまでは行っているので

すけれども。 

 

●事務局 それを越えていくためには南部バスになるんですよね。乗り換えになるんです。
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ただ今、南部バスが路線に入ってきていますから、これから工夫の余地はあると思いま

す。 

 

●委 員 桜まつりとか大きなイベントのときに、中心街からバスを出すようなことはあり

ましたか。 

 

●公園緑地課 前にはございました。 

 

●委 員 近はないのですか。 

 

●公園緑地課 これは資料を持ってきていないので、はっきり言えないのですけれども、確

か休日には中心街からこどもの国行きのバスが何本かあったと記憶しています。ただそ

れは何本かの話なので、では今の需要に対してはという話になると。バスなどの交通機

関の話もあるのですが、できれば公園は市全体を考えると、緑のネットワークというか、

サイクリングロードみたいなもので緑道をつたわって、新井田川沿いのサイクリングコ

ースをつたわって、松館川の堤防の管理道路のサイクリングコースをつたわって、そし

てこどもの国に来てと。それでマウンテンバイクのコースも設置できれば、一つのつな

がりができて、十分中学生だとか高校生であれば自転車を使ってあちこちに行けるので、

そういうふうにうまくやれればと思っています。現に新井田川、松館川は自転車である

程度走れるようになっているので、何かそういうものをうまく使ってやれば、ただ公共

交通機関だけではなくて。 

 

●委 員 何かサイクリングコースみたいな、色々なそういうものを折に触れ広報でも何で

も知らせるような、中高生に知らせるような何かがあればいいですね。せっかく整備し

ていても知らなければ。 

 

●委 員 循環バスのようなものがありませんでしたか。緑の色だか、オレンジ色のバスが。

縄文の里とかを巡る。 

 

●委 員 是川の縄文館あたりは走っているんですよね。 

 

●委 員 新井田リンクのあたりもそれが通っていて、１時間に１本くらい、緑のコースと

オレンジのコースのようなものががあったと思いますけれども。 

 

●委 員 それにうまくちょっと入れてもらえれば、もしかしたらいいかもしれない。 

 

●委 員 今のお話のように、やはり単独でというよりも、色々な施設が市内に点在してい

て、循環して歴史を学んだり、植物に親しんでいただいたり、少し心の癒しを求められ
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るとか、そういうふうなものが設けられればいいのではないですか。 

 

●委 員 (3)の事業の投資効果に関する視点のところで、特記事項の一番下、受託業者エ

イト技術株式会社に315万円を払っている、これは何ですか。 

 

●公園緑地課 費用対効果の分析ですけれども、先ほど言いましたように２種類あります。

大規模公園と小規模公園ということでありまして、大規模公園の費用対効果の分析です。

私たち役所の人間ではできないのです。小規模公園でありますと、ちゃんとソフトがあ

るので、それは私たちでも手入力でできるのですけれども、大規模公園というのは影響

範囲が50キロメートル圏とか、それまで考えて評価しているもので、そうなるとその中

の全部調べて歩かなければならないということで、とても役所ではやれないということ

で委託をするわけです。その委託先がエイト技術だということです。 

 

●委 員 それで委員長に質問なんですけれども、そんなものでしょうか。必要でしょうか。 

 

●委員長 必要というか、これは国の指導もあるのでしょうがないんですよね。こういうふ

うなことを、逆に中でやるとお手盛りでやっているのではないかとか、色々言われるの

で。 

これは必要経費で、こういう調査事業自体にこれだけお金がかかるということ自体は、

国全体では見直す余地があるんだけれど、もうどうしても結構かかるんですよね。実費

が幾らかかっているかということはわからないのだけど、これはもういかんともし難い

ですね。 

 

●委 員 わかりました。知らないとえらい高いなと思うよね。 

 

●委員長 普通であればここに書かないので、書いてあるからわかるけど、普通表に出ない

ので、ほとんど市民の目にも触れず、調査をすれば必ず経費はかかると。 

 

●委 員 こういうものが出てくると、必ずコンサルみたいなところにまた丸投げしてとい

うふうに思ってしまうものですから。 

 

●委 員 10人くらいの周りの母親に聞いたのですけれども、子供のある若い母親は大体

公園がなくなると困る、利用しているということでした。見学しましても、素晴らしい

施設だと思ったのですが、先ほども出ましたけれども、各年代が来られるような、子供

ばかりでなくて、各世代が来られるような、そして楽しんで帰れるような方法。交通に

しろ、それから設備やトイレとか、水飲み場とか大体揃っているようですけれども、さ

らに屋根のかかった場所。公園の中に１日いるということは、色々な必要性が出てくる

ので、悪天候のときとか色々あると思うので、それをさらに整備していけばいいと思い
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ます。 

その若い母親たちが言ったのですが、なくなれば困るけれども、すごいお金がかかっ

て、税金が高くなるのも困るという話でした。それは正直な市民の本音なんです。です

から、素晴らしい施設があって、よい維持管理をされて、そして市民たちの役に立って

いて、本当に理想的なんですが、そのために行政も苦労しながらやっていらっしゃるの

だと思いますが、そういう母親たちの心配というか、市民の心配も頭に置いておいてい

ただきたいと思います。 

 

●公園緑地課 そうですね。各年代、そう言われると中学生だとか高校生だとか、できれば

若いカップルなんかも、何かそれに対応するような施設があってもという気がするので

すけれども、そういうのが何かと考えたときに、ちょっと色々ともんでみないと。 

あの遊園地の遊具でも、ある程度絶叫マシーンに近いようなものでもあれば、きっと

中高生は来るような気もするのですけれども、それもちょっと行政でやる公園としては

どうなのかなという気もしますし。 

 

●委員長 都市公園内に、１アトラクションだけ完全に民間施設で、民営のものを入れると

いうのはできないんでしたっけ。完全な民営施設を都市公園内に。 

 

●公園緑地課 都市公園の中にですか。できます。設置許可ということでできますけれども。 

 

●委員長 あとはやるかどうか。 

 

●公園緑地課 あとはやるかどうかですね。果たして採算が取れるのかどうか。きっとその

絶叫マシーンみたいなものは５億、10億という単位になると思うので、冬季間は営業で

きないこの地で、ではどうかということがきっと出てくると思います。 

 

●委 員 昭和56年からスタートされていて、認知度も高まっていて、広い範囲から来ら

れている。この評価が高まっているように、私自身は感じるんですけれども、当初計画

していたころの、色々な苦労をされていた、つまり何でこんな大規模な公園を、しかも

昔近くに公園がありましたよね、長根公園の近くに。ああいうふうなものが移動しただ

けではないかとか、そういうふうなイメージで捉えていた人にしてみると、こんなに大

きな公園ができているんだというふうな、 初の整備がおぼつかなかったころのイメー

ジと、今大分受け止め方が違ってきているように私は思うのですけれども、そういうの

はこの例えばB/Cの調査の中で何か出ていたのでしょうか。アンケート調査をされていた

と思うのですけれども、いかがですか。 

 

●公園緑地課 B/Cの中でのアンケート調査は行っておりません。 
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●委 員 ああ、そうですか。先ほどの、幾らお金を出したら行ってもいいという、そうい

う調査方法、アンケートではないんですか。 

 

●公園緑地課 この公園から誘致距離がどの辺までだろう、どの辺までであったら交通費を

幾らかけて、時間１時間であったら、時間１時間というのは貨幣価値に換算して幾らだ

という考え方です。この圏内の人口が何人という見方をしています。アンケートをとっ

て、では幾らかけてくるかという問いかけではなくて。それは国交省の方で一律、簡単

にできるように。それこそそこまで踏み込んでやると、先ほど三百数十万円の業務委託

費でしたけれども、それでできるのかなという気はしますし、ある程度は簡便にできる

ように考えてもらっているのかなという気はします。 

 

●委 員 そうですか、わかりました。 

 

●委 員 今回の事業とはちょっと違うんですけれども、動物を飼育しているじゃないです

か。その飼育の係の方というのは動物に詳しい方ですか。 

 

●公園緑地課 ずっと動物に関わっています。 

 

●委 員 そうですか。そうすると例えば何か病気が出たりとか、そういう場合はもうすぐ

に。 

 

●公園緑地課 ただ、医師ではなくて。 

 

●委 員 でもそれを発見するとか、気が付くとか。 

 

●公園緑地課 それは常に接していますので。市が直営でやっていた時代の職員がそのまま

シルバーに行って、同じところをずっと飼育しているので、あるちょっとした変化でも。 

 

●委員長 職員も全部移管したの。それは市の職員のままなの。 

 

●公園緑地課 今は指定管理者で全部やっています。 

 

●事務局 もっと以前は、動物飼育員という職名で市の職員が張り付いていたのです。そう

いう人たちが退職した後に臨時職員になって、引き続いたり。それから指定管理者に移

行しても、その人が引き続き指定管理者に雇用されて、そのまま動物を見ているという

ことであります。 

 

●委員長 若い人は指定管理者の職員になっているの。 
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●公園緑地課 若い人たちは結構いますね。 

 

●委 員 10年とか20年前と違って、今動物の飼育に関しては、割と色々な団体もあって、

うるさい面もありますので、やはり生き物を飼うにはかなり神経を使って、使いすぎる

ことがない時代になりつつありますので。その時代に流れとともにきちんとした対応を

しないと、怪我をしているとか、湿疹があるとか、そういうことがあると、鳥インフル

エンザではないけれども、ここから何かがいったとなればまたそれも困るので、その辺

の飼育のことに関してはお金もかかるでしょうが、ぜひきちんと命を大事にするという

観点からもやっていって欲しいと思いました。 

 

●公園緑地課 はい。 

 

●委員長 あと、いかがでしょうか。 

 

●事務局 先ほどの、バスダイヤの件、確認してまいりました。先ほどちょっと話しもあり

ましたように、営業期間、４月から11月までにかけての期間限定で、平日についてはま

た夏休み限定という形で、大体１日、中心街からだと２本。10時と11時、それから日曜

日だともう１本９時台のものがあるという形で、その期間を区切った形でバスは出てい

ます。 

あと、南部バスについても、通勤の時間帯、朝夕と昼間１本。平日であれば３本、前

を通るような形にダイヤはなっています。 

 

●委 員 どれくらい利用されているかはわかりませんか。 

 

●事務局 それはちょっと、今すぐには出ないと思います。 

 

●委 員 こどもの国の中で、そういうふうなバスがあるということをもっと大きく宣伝し

てもいいと思います。何となくイメージとしては、車でなければ行けないようなイメー

ジを多分市民も持っていますので、せっかくいいことをやっているのであれば、折にふ

れ１度ならずとも何かの折、広報でも何でも何かの折に大きく出していただいた方がい

いかと思います。 

 

●委員長 私の方から 後確認なのですが、これも国費50なのですが、この50は実績ベー

スで大体どのくらいになりますか。 

 

●公園緑地課 実績ベースですか。事業費が50億円で、実際22年度まで予算化されている

もので42億7,600万円。 
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●委員長 実績ベースで42億円の中に国庫が50％入っている？ 

 

●公園緑地課 ああ、ちなみに先ほどの館鼻公園ですけれども、国庫補助事業に対して市の

単独事業でやっているものは全体の事業費の35％です。館鼻公園はそうです。 

 

●委員長 これはもうちょっとありそうだったけれども。 

 

●公園緑地課 あるかもしれません。動物施設だとか、そういうものは国の補助対象になっ

ていなくて、あと遊園地の遊具も国の補助対象になっていなくて。 

 

●委員長 だから50％を大幅に下回っているんじゃないの。 

 

●公園緑地課 全体事業費50億円に対して、大体４分の１が市費です。 

 

●委員長 財源負担が50％となっているこの表記は修正の必要があるかもしれない。それ

から古びた、こわれた温室がありましたよね。経済対策があったときにあれは除却しな

かったの。 

 

●公園緑地課 撤去費というのが国交省の。 

 

●委員長 対象にならないと。それは経済対策のときもだめ。 

 

●公園緑地課 はい。金額をはじき出すと2,000万円くらいかかるので、ただ撤去するだけ

で2,000万円使うかということを考えると、今やっている整備の方にちょっと使おうかな

と考えています。 

 

●委員長 なるほど。それから、事業の必要性で、全体的には費用対効果も含めてそれなり

にやっていると思うのだけれども、これ考え方の問題なんですけど、この５年で考えて

も、子供の数は相対的に減ってきているわけですよね。となると事業の必要性に関して、

潜在的な利用者は減ってきているわけですよ。その場合に、市民ニーズも事業の必要性

もＡとなっているのだけど、より増しているとまでいえるのだろうか。 

 

●公園緑地課 ただ21年８月に次世代育成支援のニーズ調査とアンケート調査をやってい

まして、その中の大体60％の回答がこういう施設を望んでいるということであれば、少

子化で子供は少なくなっていくだろうけれども、その減る率以上にこういう施設を望ん

でいる。まだ充足されていないということでしょうけれども。 
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●委員長 はい、わかりました。はい、その他よろしいですか。それではありがとうござい

ました。 

 

〔公園緑地課退席〕 

 

●委員長 それでは２事業についてそれぞれ、この委員会としての意見をまとめたいと思い

ます。このシートでいいますと、シートの２枚目の４の行政改革委員会意見ですね、こ

れに書く内容を決めるということです。そのほかシート全体の中身については、特に今

は問題ないと思います。それから皆さんの方からご意見を出されましたが、基本的には

全体としての総合評価に関しては継続でよろしいですか。 

 

●委 員 はい。 

 

●委員長 それでは継続を前提に付帯意見ですね。意見としてこの委員会で何を書くかとい

うことなのですが、幾つか、出された中身に関していうと、この当該事業に必ずしも入

るかどうかわかりませんが、資料館ですね。計画されているこの資料館の整備に関して

は、重複にならないように配慮して検討して欲しいということですね。 

それから一番大きい点は、今後の運営のあり方、維持管理、展示のあり方等に関しま

して、一方では地域協働ということと、その一方で市内全体の観光施設との重複になら

いようにというような、この二つが完全に矛盾しなければいいのですけれども、地域協

働という観点で、地域でいいことをやるということと、主に観光施設、観光ルートの中

で 適なものをやるということは、場合によっては異なることがあるかもしれませんが、

そういう政策的な観点も違いも含めて、一方で地域協働、一方でマリエントなんかとの

ネットワーク、全体の観光ネットワークの中での効果的な利用という、この二つを視点

におきながら、運営の内容や運営体制自体を今後検討して欲しいということ。それに際

しては、これも先ほどちょっとありましたけれども、業者調査とかやりますと基本的に

またお金がかかりますので、やり方を考えなきゃだめなのですが、元々は街区公園で、

地域利用施設だったところが、予想以上の広域施設として外部の観光の人も来ている、

利用者があるということなので、概ねどの程度の利用者があるか、利用状況調査もしな

がら検討して欲しい。 

大きく言うとこの３点ですね。資料館の今後のあり方について検討していくこと、そ

れから利用者の状況調査。一番大きい点としては、今後の運営内容、ないしは運営体制

について、一方で地域協働ということと、一方で市の観光施設とのネットワークという

ことを考えながら、 適なあり方を検討して欲しいということ。この三つくらいが 大

公約数的に皆さんから出された意見かと思うのですが。 

 

●事務局 資料館の件でございますけれども、今回の対象事業の中に、資料館というのは一

応今後の方向性としての整備はあるのですが、まだその事業として、この館鼻公園事業
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として採択されるかどうか、その辺が未定でございます。 

 

●委員長 なるほど。 

 

●事務局 したがいまして、意見として頂戴する場合には、担当課に伝える話としてはよろ

しいのですが。 

 

●委員長 では資料館ではなく、今後の整備内容、運営内容、運営体制についてということ

にしましょうか。 

 

●委 員 運営体制ということで言うと、さっきの防災のこともありますし、資料館という

言葉は入れないにしても、色々な多方面に関わることがありますよね。できるだけ多く

の部署ときっちり連携を取ってというところを入れていただいた方が。体制の中に入っ

ているといえば入っているのですけれども。入れていただければと思います。 

 

●事務局 それは現在の事業の中でも言えることですので。 

 

●委員長 そこは入れると。市の中のバックアップ体制のことですね。そういうことでよろ

しいですか、これについては。 

  それから続くこどもの国の整備事業に関する報告ですが、これにつきましても結論とし

ては継続ということでよろしいでしょうか。 

 

●委 員 はい。 

 

●委員長 継続の中で、付帯意見として書くこととしてはどうでしょうね。あえて書くとす

れば公共交通機関をはじめとしたアクセス。市の側からするとアクセスのあり方という

ようなことですかね。 

そのほか、色々出ましたし、色々意見としてはありましたが、今計画されているもの

の運営内容や、それから指定管理についても比較的よくやられていて。それから整備し

ていくとはやはり金もかかるということで、ディズニーランドを 初作ったころはアト

ラクションを一つ整備すると大体30億円、40億円だったのですけれども、今の 新施設

は100億円くらいかかっていると。だからアトラクション１つにもならないような額であ

れだけ整備している、ということを考えると、確かにディズニーランドはどんなに暑く

ても人がいっぱいいて、こどもの国は今日ほとんど誰もいないけれども、まあ費用対効

果ということを考えると、今計画されている中身の 終的な仕上げの整備というのは、

予算の範囲内であれば妥当な線なのかもしれない。それを考えると、より利用しやすい

環境整備。 

あとちょっとこれは時間がなくて聞けなかったのだけれども、指定管理の契約の中身
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を聞かれていましたけれども、インセンティブ契約というのはどうなっているのですか。 

 

●事務局 利用料金制ということで、収入の面において。 

 

●委員長 それも十分契約はうまくやっているわけですね。そういうことだったら、とりあ

えずこれは事業整備に関することなので、付帯意見としては利用しやすい交通機関、交

通環境も含めてより利用しやすい状況を作って欲しいということ。あと何かありますか。 

 

●委 員 このネット遊具はちょっと、私はもうちょっと考えたいなと。 

 

●委員長 ネット遊具。 

 

●委 員 決まっているんですか。 

 

●委 員 決まっているんですよ。 

 

●事務局 着工して、工事に入ってございます。 

 

●委員長 ただ単価を聞くと、僕も詳しく見積もりしていないけれども、あのタワーにして

も、この館にしても、整備単価としてはそんなに高くはないですね。そんなに無駄遣い

ではないと思うんですけどね。 

 

●委 員 館鼻公園と同じように、運営を検討とか、そういう言葉でこのネットの話も、あ

まりいつまでもネットでこだわらないでというような、私自身はそういうふうに思うの

で。 

 

●委員長 委員の主旨でいうと、結局インセンティブでどのくらいの利益が指定管理者に出

ていくかわからないけれども、予想以上に順調に進んでいるとすれば、その一部も含め

て、その施設整備に回してもらうだとか、今度の指定管理の契約更新のときに、限りな

くソフトに近いような部分でも民間で負担をして、民間でやってもらうようなことが、

考え方としてはありえるのかもしれないと思うのですけれどもね。その部分だけ料金は

取るだとか。ただのつもりで行ったけれども、行ったらどんどんお金を取られるものが

増えているというようなことになっていくと、それでいいのかということもあるのです

が。 

要するに利益があった分で民間に寄附してもらうなり、何なりという部分と、それか

ら民間がやって有料その他でその後を整備していくようなことも含めて、今というより、

今後の指定管理に際して、公園のあり方を考えていくということは入れてもいいのでは

ないかと思います。 
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●委 員 公園として、誰もが自由にゆっくりできるところといったら、これはフリーでい

いと思うのですけれども、やはりある程度受益者負担というのがあってもいいと思うの

で。今遊具はお金を取っていますよね。それから先ほど伺いましたら、木の命名権を売

るというのがありましたよね。それもいいですし、桜の枡席がありましたよね、あれを

お花見用で使いたい人は例えばお金を払って。やはり無料という部分もどうしても必要

なところがあると思いますけれども、やはり収入の道ということを、バランスを考えな

がら積極的に推進していってもいいのではないかと思うので。 

 

●委員長 要するに、事業整備が完了した時点で、今後のこの施設の基本的な整備や運営の

あり方に関して、今回の場合指定管理の成果を踏まえて検討してくれという主旨で付帯

意見を付ける。 

 

●委 員 今の料金体制は、市民にとって大変好評なのですよ。安くて誰でも遊べると。だ

からここの部分は崩さないで欲しい。やはり市民の憩いの場というのはお金がなくても

遊べる、お金がなくても子供を遊具に乗せられるというのが大事かなと。 

 

●委員長 夏休み、あんなに子供がいないの。 

 

●委 員 桜まつりとか、すごいんですよ。そばに寄れないぐらいの渋滞で。間違えてその

近くを通ったものでは大変で。だからすごいのですよ、イベントがあると。そうゴール

デンウィークは。入れないですから、駐車場。 

 

●事務局 今日は平日ですので、明日、明後日はまた違うと思います。 

 

●事務局 やはり運転する人が休みでないと。 

 

●委員長 お母さんが運転するのでしょう。今は夏休みだからもうちょっと多いかと。 

 

●委 員 お母さんも今、働いているんですよ、八戸は。 

 

●委員長 だけれども、いずれにしても指定管理の成果ではあるので、今までの成果も含め

て、今後の整備方針、維持管理の仕方について検討して欲しい。 

 

●委 員 遊具の使用料なんていうのは、条例で定まっているのですか。 

 

●事務局 そうです。 
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●委 員 それとも指定管理者が定めるの。 

 

●事務局 いえ、条例です。 

 

●委 員 このネットもすごい話題になって、わっと人が集まれば認知度が高まって、もし

かしたら効果があるかもしれないし。これは運動能力とか別な方面からのアピールの仕

方とかも、ただ遊ぶというのではなくて、今の子供は運動能力が低下しているので、そ

ういったものもちょっとやりながら、体育の先生でもそばにいてとか。何か、工夫次第

で結構いけそうな気がしますよね。 

 

●委員長 これは遊びだけでしょう。 

 

●委 員 親にアピールが違うではないですか。あそこに行けば少し体育の成績が上がると

いう。 

 

●委員長 それはないんじゃないかな。 

 

●委 員 先生、それを言ったらみもふたもない。何でもいいから足を運んでもらうような

ことを。 

 

●委員長 ということでよろしいですか。 

 

●委 員 はい。 

 

●委員長 それでは以上のとおりで、この事業についてはこのようにしたいと思います。一

応本日の案件は以上ですが、皆さまの方から何かありますか。 

 

●委 員 ありません。 

 

●委員長 それでは事務局の方から今後のスケジュールについてお願いします。 

 

●事務局 それでは事務局から今後の予定等についてご説明いたします。まず、今回の再評

価に関する今後のスケジュールでございますが、本日いただいた総合評価及び付帯意見

については行政改革委員会意見として所管課の公園緑地課へ通知いたします。所管課で

は委員会意見を踏まえ、対応方針を改めて検討いたしまして、 終的には市長判断によ

り決定いたします。決定した対応方針につきましては、委員の皆さまにお知らせすると

ともに、市議会への報告、ホームページ掲載などにより公表することとしております。 

  次に、次回の委員会の予定についてご説明いたします。今年度、第２回目の委員会は９

 30



月下旬から10月上旬ころの開催を予定しており、案件は平成21年度をもって推進期間が

終了した第四次行財政改革大綱及び集中改革プランの総括を予定しております。日程が

決まり次第、また改めてご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

●委員長 では以上で委員会を終了します。ありがとうございました。 
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