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平成 22 年度 

第 2 回八戸市行政改革委員会議事録 
 

日  時  平成 22 年 10 月 1 日（金） 15 時 30 分から 

場  所  市庁本館 3 階 議会第二委員会室 

出席委員  ４名 杉山委員、月舘委員、長谷川委員、林委員 

事 務 局  早狩総務部長、品田行政改革推進課長、佐々木主幹、小幡主査、 

榊主事、奥瀬主事 

各プラン所管課  【魚市場・中央卸売市場事業集中改革プラン】 

元沢中央卸売市場長、石塚水産事務所長、畑崎中央卸売市場次長、 

山道副参事、音喜多主査 

【公共下水道・農業集落排水事業集中改革プラン】 

岩藤下水道事務所副所長兼下水道業務課長、大久保副参事、高橋主査、 

明戸主査 

【市営バス事業集中改革プラン】 

山地運輸管理課長、福嶋主査 

【市民病院事業集中改革プラン】 

松田管理課長、関川副参事、鈴木主査 

 

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

なりましたので、ただいまから平成22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、都合により、辻委員長、榊委員、千葉委員は欠席でございます。本日、辻委員長が

欠席のため八戸市行政委員会設置要綱第４条第３項の規定に基づき職務代理者の月舘委員に

議事進行をしていただきたいと思います。開会にあたり職務代理者である月舘委員にご挨拶

をお願いいたします。 

 

〔職務代理者挨拶〕 

 

●司会者 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。職務代

理者の月舘委員に以後の議事の進行をお願いいたします。 

 

●職務代理者 それでは早速ですが会議をはじめさせていただきたいと思います。まず、第

４次八戸市行財政改革大綱の総括について、八戸市集中改革プランについてということで事

務局からご説明の方をお願いいたします。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 
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●職務代理者 はい。それでは只今ご説明ございましたけども、まず何か質問はございます

でしょうか。 

 

●委員 １番 後のところの歳入確保策の 終目標額というのは、結局94％とか90％の市

税徴収率が得られたら、この金額に計算上なるという意味ですか。 

 

●事務局 そうです。 

 

●委員 分かりました。 

 

●職務代理者 よろしいですか。他にごさいませんでしょうか。ちょっと私から。聞き漏ら

してしまったと思うので申し訳ないのですけども、１番 初に40何市町村ですか、それで、

第２位になっていますというのがありましたよね。 

 

●事務局 はい。 

 

●委員 あれは、何が第２位だったんでしたっけ。 

 

●事務局 特例市が全部で41市ございます。そのうちの中の削減が進んだ自治体の中の２

位ということでございます。 

 

●委員 削減が進んだというのは、どういう、何をもって削減かと。 

 

●事務局 はい。これは人口千人あたりの職員数で比較したものです。これで申しますと千

人あたり八戸市は5.03人でございます。１番良いのが埼玉県の草加市で、千人あたりの職

員数が5.01人になります。特例市の中で１番悪いというとあれなのですが、新潟県の上越

市というところがございますが、ここは人口千人あたりの職員数は8.84人になります。こ

ういう比較でもって、一応２番目だったということです。 

 

●職務代理者 すいません。ちょっと削減率って考えちゃったので、あれって思ったのです

が人数という事で分かりました。それからもう１つ、ここの一例にあげてあります、例えば、

小中学校の専任当直員制度、これで１億8,000万円削減出来たということで、大変これだけ

を見てよろしいことなのですけども。こちらの理由を見ますと他の市町村ではあまりそうい

う例がないから廃止しました、という書き方だったのですが、今の小中学校の状態がどうい

う風になっているか、私は正直言って良く分からないのですけども。色々と社会問題で子供

の教育に対する問題とかですね、子供の安全とかっていうようなことを考えて、その他の市

町村にも例も無い事だしということで削減してしまったとして、何かそれに変わる様な例え

ば土日等の何かその学校内での警備に関して。ただ止めてしまったのか、それとも何らかの
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手立てがある話なのか、その辺をちょっとお聞きしたかったのですけど。 

 

●事務局 まず警備について、今は機械警備ということになっております。 

 

●職務代理者 つまりブザーが鳴ると。 

 

●事務局 はい。 

 

●職務代理者 そういうものに取って代わったということですね。 

 

●事務局 はい。そうです。 

 

●職務代理者 そうしますと、その内容的にも何らそれによって問題が起きる可能性とは無

いという風に考えてよろしい訳ですね。 

 

●事務局 はい。実際、この集中改革プランは取組みを進めるにあたって、担当課の意見を

聞きながら、その上で載せておりますので、不都合は無かったと思っております。 

 

●職務代理者 これはじゃあ、すべて廃止とか見直しに関しましては、特に廃止ですけども。

それに変わる何か、ものが代行するとか、問題は無いという検証に関しては全部済んでいる

と思ってよろしいですか。 

 

●事務局 そうですね。 

 

●職務代理者 はい、分かりました。他にご質問ございませんでしょうか。 

 

●委員 はい。ちょっと質問ではないのですけども。集中改革で財政的な改善したというこ

とで、この１の数値目標、とりわけ歳出削減に対して物凄い削減が出来たということで、非

常に評価されるべき努力をされたというのが評価されるべきだという風に思うところがある

のですけども。一方で、その時に今もお話しがありましたけど市民の暮らしはどうなったの

か、という側面については、これはもう終わった話ですから財政的にはこういうふうに削減

目標を設定して削減しながら市民の生活は今まで100だったものを99位で何とか努力しよう

というような目標とか、何かそういう風な市民サービスとしての、そういう水準維持とかい

うものが並列されて努力するっていう方策というのはやれないものなのでしょうか。 

 

●事務局 その点につきましては、第４次の期間というのは当時の環境で言いますと三位一

体の改革とか、非常に財政環境が厳しい状況でございまして、とにかくなりふりかまわず歳

出削減をしなければならなかった。それが第一の目的となった訳です。その結果、何とか５
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年間経ちまして、健全化法に基づく財政指標というのがあるのですが、その各指標において

も、今、健全性を維持できているという、このように５年間色んな取組みをした結果、何と

か維持できているということでございます。先程の市民サービスの向上という点は、確かに

Ａ委員おっしゃる通りなので、それは今度の第５次の行財政改革大綱で、柱としたのは、第

４次で徹底した財政の歳出削減を中心にやったので、今度第５次は一応、スリムになった体

を維持しながら、今度は市民サービスの向上を考えていこうということで第５次の方に基本

的精神を載せて、これから取り組んでいくつもりでございます。 

 

●委員 分かりました。それから職員数の削減はこの表の実績でいくと、何かこう随分努力

されたのに、というような指標になってしまうので、目標に対して実績というのはこういう

風にしか表現できないかもしれませんけど。先程も、例えば市税徴収率は実際にはこういう

数字だけれども、非常にこの経済的な状況の中でこれだけの数値を上げられたんだという評

価でもある訳ですよね。 

 

●事務局 はい。 

 

●委員 それが表現される仕組みをご用意されたらいかがかと。つまり 終的にこれまでや

りましたよというのであれば、例えば職員数の削減の場合ですと、途中で病院の看護のルー

ルが変わったという話しがございました。そうしますとそのことは当初予定してなかったお

話しであるのだったら、病院の件を除くとこうだとかいう実績評価も合わせて記載しておけ

ば、皆さんの努力っていいますかそれが市民に伝わるような仕組みになるのじゃないかとい

う風に感じた訳です。それから同じように市税徴収率に対しても、これじゃ下がったじゃな

いのという風に思えるような情報提供ではなくて。これは非常に高い数字として今も維持さ

れていて、それは市民の皆さんの協力を得られた成果ですという風にお伝えされた方が次の

ステップの、言ってみれば市民に対するエンカレッジするような情報提供という風に変われ

るのじゃないかと感じました。以上です。 

 

●事務局 はい。ありがとうございます。それについては、Ａ委員おっしゃるとおりでござ

います。ただ正直言えば17年度から21年度までの５ヵ年の計画で集中改革プランを実施し

てきた訳ですけれども、その事業の進捗中に状況の変化があって。それで、その数値目標を

絶対数値目標ではない訳ですから、その時点で本来的には数値目標を変えていくということ

も可能だったかもしれないですけども。ただその途中でも、あくまでやっぱり数値目標とし

て達成に向けて努力する必要がある、という精神的な部分が1つ。それからもう１つは、第

４次行財政改革革大綱の１ページ目にこの数値目標を掲げてスタートしたものですから、な

かなかその部分を状況の変化、新たな状況の発生、それらに伴って数値目標自体を変えるこ

とがやはり難しかった、という状況もございました。そのようなことで今まできた訳ですけ

ども。確かにＡ委員おっしゃるとおりですね、この状況の変化があって、この数値目標は達

成できなかったけれども、その要因は先程申し上げたように病院については入院患者、入院
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病棟の看護体制の中なのですけれども、以前は、患者１0人あたり入院患者１0人あたりに

看護師が1人必要だった。そういう体制で診療報酬が支払われてきた訳ですけども、それが

18年２月にこの集中改革プランを策定した時にですね。その後、診療報酬制度の改定がご

ざいまして、それが7対1という状況になった訳です。それをクリアするためには看護師の

増員が必要で、そういう状況が新たに生まれてきたということだった訳でございます。そこ

を上手く表現して市民にご理解をいただくという、そういうことは本当に必要だと思ってお

ります。 

 

●委員 この成果がいずれ公表されていく時に、この表だけがポンッと出ると、どうしても

数字が先走りしたような状態で。職員数は、これじゃまるで半分しか成果をあげなかったか

のように見える人がいらっしゃる様に思うのですね。それを避けるための情報提供のあり方

を工夫されても良いのじゃないかと私は思います。 

 

●事務局 そこは、工夫をしてみたいと思っております。 

 

●職務代理者 はい、実は今の、Ａ委員のお話しを聞くと私はちょっとまた違う考えを持っ

ておりまして。おっしゃることはそのとおりだと思うのですけども。ただですね、数字は数

字で目標の数字がある訳ですね。そこに例えば、その市民病院の件なんていうのはこれはも

う如何ともしがたい理由としてそれは明確ですから、それを出す、それはそれで市民に分か

ってもらえるようにする。そこまでは私も同じ考え方なのですけど。ただ数字として出した

以上、市民病院のことは自分達の努力に関係なくそうなってしまったから、そこの部分はし

ょうがないよね、というのではちょっとまだ市民としては納得出来ないとこがあると思うの

ですね。ですからそっちがもう駄目で増えちゃったのだったら、じゃ更に減らせるところを

多少なりともその目標に近づけるように別のところでこっちはＯＫだねと思ったのだけど、

そっちで増えちゃったから、その分なんとか少しでもカバー出来るように別のところでも努

力をしましたよ、というところの姿勢があったのであれば、そこまで含めて出していただき

たいと思うのですね。こっちはしょうがないからごめんねと、でもこっち頑張ったよという

だけですと、やはりお役所という気がするので。更にじゃあどういう努力をしたのというの

があれば、やっぱりきちんとそれを出していただくと非常に納得しやすいんじゃないかなと

思います。結局まず歳入歳出もそうですけども、もう天災みたいなものだから、どうしよう

もないということじゃなくて、その実態の中でいかに目標に近づけるための考え方をしたの

かと、これは民間の企業はどこでもやることだと思うのですね。これが駄目だったからしょ

うがないねって、だから皆お給料半分にしてって訳にいかない。必ずそれを補填するための

努力というものをする訳ですから、その分をというものを出していただけると良いではない

かと。その努力をしていただければという風な印象を持つのですが。 

 

●委員 この３つの目標の中で緊急性のあったのは１ですよね。歳出削減ですよね。結局歳

出削減がキープされれば、市民に対しての市民サービス上も、市っていいますか要するに行
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政機関としての色んな存続とか色んな課題が発生しなくて済むと。だからそれに見合った職

員数の削減とか、この職員数削減は私は二次的なように感じるのですけども。それから市税

徴収率も歳出が削減さえされれば実際にこうやってマイナスになったとしても市民としては

ＯＫなのじゃないですか、という風に私自身は思う訳です。つまり、社員数をどうしても減

らさなくちゃいけないお話しとは、今回のこの緊急の５年間の計画は財政上運営が成立する

仕組みにすればいい、という目標だったのではないかと。だからパラレルに第１、第２、第

３と３つ書いていますけど、１が１番大きい目標で、２は２、３は次のように感じているの

ですけどいかがですか。 

 

●職務代理者 もしそうだとすると歳出削減がもうちょっと目標が大きくても良かったのじ

ゃないの、というような考え方が出来なくはないですよね。色々考え方はあると思いますけ

ど、例えば歳出が減ったから、余裕が出来たから、人数このままでいいよねっていうもので

もないと思うのですね。いわゆる色々とストックしていかなきゃいけない部分もあるでしょ

うし。まず大切なのは、例えば職員数に対して適正かどうかということですよね。結局お金

が無いから、先程なりふり構わずという言葉がありましたけども、なりふり構わずやってこ

れだけの人数になってしまって、まあ何とかクリア出来たのだけどお陰でサービスは低下し

ているし、やらなきゃいけない仕事は山積みだ、ほったらかしている、それであればこれは

適正じゃない訳ですから。じゃ少しでも歳出を減らせたのだったら、そこで何かあんまり人

員削減に嬉々としないで、汲々としないでやってって良いのじゃないかと。そういうことは

当然あると思うのですけども、その辺はバランスっていうのは当然あるのでしょうけども、

やはり歳出が削減されたから良かったねっていうことだけでは、やっぱりそれこそ３つ全部

揃って良い方向に向けていかなきゃいけないと、私はこう思うのですね。 

 

●事務局 先程、Ａ委員から市民サービス、歳出の削減をこのくらいやって、じゃあ市民サ

ービスはどうなったのか、というお話しがあったのですけれど。それは当然な話で、市民サ

ービスの低下を招かない様な形で定員の適正化を図っていかなければならない。それは当然

のことな訳です。したがって、それを大変厳しい見積をした上で192名という人員を削減す

るのだ、という目標を立てた訳です。その中で192名の職員数、率にすれば8.6％になるの

ですけれども。その192名を、現時点で、平成17年度の時点で、それぞれが集中改革プラン

を作って、それでその当時もうこの体制でぎりぎりだよ、というような目標を作ったと。ま

ず我々はそう考えているのですけども。そういう中でスタートをしてその状況の中で市民病

院には新たな状況が発生してきたと。ただ当然ですね目標数値を立てた訳ですから、それを

即座に白旗を、新しい状況が発生したので白旗をあげるというようなことは、これはあって

はならないので。あくまでも５年間の中で目標に一歩でも近づける様な形で、かといいなが

らも市民サービスは落とせない、そういう中でぎりぎりの線で職員数の削減をしながら、工

夫しながら、ということでやってきた、というつもりではいるのですけれども。当然そうい

う部分で目標数値は下げられない、変更はできない、かと言って市民サービスは下げられな

い。そういう中で病院を、病院についてはこれはもうやむを得ない部分だ、ということで私
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どもはご理解をいただきたいと思っているのですけども。その他の部門についてもですね、

低下をきたさないような形でぎりぎりの線で職員数を削減をしてその結果、特例市の中で、

千人の状況ではですね41市のうち２番目だったということでご理解をいただきたいなと思

っております。 

 

●委員 いいですか。 

 

●職務代理者 はい。 

 

●委員 私も第４次行政改革のあたりからじっくり見てまいりました。で、このいただいた

集中改革プランの細かい字をしっかり読みましたけども。その結果、感想なのですけども、

やはり凄い大きな成果だったと私は感じました。歳出削減が66億2千万ですか。職員の削減

も112名ですね。先程から伺ったように税収、税の徴収率に関しては伺いましたけども、そ

れでも良い方であると。ただ私、この税の徴収率に関して、以前も申し上げましたけども非

常に扶助費の増加ということは大きな問題で、これからもなると思うのですね。で更にこの

不景気が続いていますからもっと酷くなるだろうと。だからこの課題に関しては本当に何か

対策を、今も立てているのでしょうけども確実なものを導入していかないといけないだろう

と。市民としてはよく感じるのですけども、収入によって、その家の収入によって例えばバ

ス券とかですね、みな収入によって配られますよね。そういうことで一生懸命税金を払って

いる。義務だと思ってですね。市民達のほとんどが払ってますね。それに対してこの扶助費

が大きいという事は非常に不公平感を感じさせることでもありますので、そういう面でここ

のところは課題が大きいなと思っていました。パーセンテージでは小さいですけど、金額に

すると結構大きいんじゃないかな、ということで非常な不況と少子高齢化の世の中で大変な

難しい問題ですけども、ここのところはそう思います。不公平感が感じられないようにどん

な方策がいいのかなと思っております。それからですね、全部集中プランは見てきましたけ

ども、これ程補助金とかに頼っていた団体があったのかと、市民としては本当に驚きました。

それを知るだけでも良かったのですけど、それの見直しをこんなに膨大の数のものを見直し

て結果を出したっていうことは本当にこれもまた大きな成果だと私は思います。目標の達成

状況とか事業内容とか必要性とか妥当性で、きちんと判断して見直したということですので。

それから民間委託の推進もかなり進んでいるようです。それによる歳出削減もかなり大きか

ったと思いますので、それも素晴らしいなと思いました。これだけの歳出削減の効果をあげ

た改革の後、つまりこれからの第5次の取組みにいかにつなげていくかということが大事だ

と思います。 

 

●職務代理者 後はよろしいですか。そうしますと皆さんこの今回の件に関しては、努力な

さったことを非常に歓迎しているということで認めます、ということのご意見でございまし

たので、ただその中で市民にどう頑張ったのかちゃんと分かるように見せていただきたい、

というその部分が非常にやっぱり大事だと思いますよ。やっぱりその合意があってこそ次の
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段階に行けると思いますので、そういうことで掲示の仕方といいますか市民への説明の仕方

というのを工夫していただければということでＡ委員よろしいでしょうか。 

 

●委員 はい。結構です。 

 

●職務代理者 はい。以上でよろしいでしょうか。それでは次に移らせていただきたいと思

いますけども、それでは魚市場・中央卸売市場事業の集中改革プランについてということで、

よろしくお願いいたします。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

●職務代理者 はい。ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明に関しまして

何か質問はございませんでしょうか。 

 

●委員 そもそも目標はいくらだったのでしょうか。例えば市の方のプランですと、いくら

の目標に対していくら削減出来たというような表現がございましたけども。 

 

●魚市場・中央卸売市場事業集中改革プラン所管課 はい。３ページをご覧いただきたいと

思うのですけども。３ページの下から７行目の当初プランver.１の効果額ということで、1

番右側に、5,769万8,000円と、これが 初の計画策定した時の数字でございます。 

 

●委員 そうですか。分かりました。そうするとこの計画に比べると倍位なっていますよ、

成果があった、という風に理解すれば良いのですか。 

 

●魚市場・中央卸売市場事業集中改革プラン所管課 はい。そういうことになります。 

 

●委員 はい。了解です。 

 

●職務代理者 ということで、後は。 

 

●委員 要因としては何があったとか、そういうお話しをしていただくといいのじゃないで

すか。要するに集中改革プランとして財政的な改革を重んじてやった訳ですけど、特に何が

成果を上げたからこういう風に大きな成果を上げることが出来た、とかいうご報告をいただ

くとありがたいですけど。 

 

●魚市場・中央卸売市場事業集中改革プラン所管課 はい。先程ご覧いただきましたver.

１のプランがございますが、その隣にver.１から６への増減という縦の列がございます。

そこで下の方から行くと３行目ですが、8,015万3,000円というのが大きな数字になるかと
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思うのですが。 

 

●委員 すいません、8,000はどこにありますか。 

 

●魚市場・中央卸売市場事業集中改革プラン所管課 支出のその他の、上から３行目ですね。

ver.１から６への策定増減というところ。 

 

●委員 工事の工期延伸うんぬんのところですね。 

 

●魚市場・中央卸売市場事業集中改革プラン所管課 ここのところが主な要因となるかと思

うのですが、これは中央卸売市場にかかる部分が多いかと思うのですが。19年度に30年程

運転しましたボイラー、これが老朽化したものですからこれを止めて、市場内に入っている

業者さんと話し合いまして、各事業者さんが個別に暖房を取り入れましょうと。そういうよ

うな形で、まず2,500万円程浮きまして。あと卸売場、これは今、食の安全とかですね品質

管理ということで南の方の市場では、低温化した売場で卸しをするという風なことが今ある

のですが、まだこちらは寒いのでそんなに広がってはいないのですが、それを5,000万で計

画していたのですが、業者さんとも打ち合せしまして計画を延期しましょう。且つ、やると

きは業者さんが自ら施工主体になってなりましょう、ということでそれが5,000万円。合わ

せて7,500万円程で、まず当初は8,500万円と見ておりました。結果的にはその後ですね、

私どもは市場内の業者さんとも色々打ち合わせしながら整備を進めて行った訳ですが、場内

のLANの構築。 

 

●委員 ネットワークのことですか。 

 

●魚市場・中央卸売市場事業集中改革プラン所管課 はいそうです。これを計画しておった

のですがこれも業者さん方と打ち合わせしまして、まず取り止めにしましょうと。それぞれ

の出来る範囲でやりましょうということになりまして、4,000万円程取り止めにしました。

あと花を取り扱う花き棟がございますが、雨漏りがありましてそれの改修工事で2,500万円

程計上しておったのですが、それも色々吟味しまして修繕改修というような形で300万円程

の経費でなんとか雨漏りが止まったと、幸いにですね。といったところで計画より効果が上

がりました。 

 

●委員 そうしますと、例えば低温の話それからもう１つのLANだとかですね。そういうも

のの整備が遅れることによって卸売市場としての機能は他市町村に比べて低下して、ライバ

ルに勝てなくなるというような卸売市場になってしまうとかそういう心配はないですか。 

 

●魚市場・中央卸売市場事業集中改革プラン所管課 それは場内の業者さんとも打ち合わせ

しながら、また他の市場の動向も見ながら戦略練っていかなきゃいけないと思っています。 



 10

 

●委員 分かりました。 

 

●職務代理者 はい。他にございますでしょうか。今、戦略を練ってという話しがありまし

たけども、それに関しましては、例えば次の第５次の方にとかですねそういうとこでまた改

めて何かこういう風にしていくというのは出してらっしゃいますか。 

 

●魚市場・中央卸売市場事業集中改革プラン所管課 はい。中央卸売市場は国の方で市場の

整備の基本方針というのを作りますが、今それが間もなく出てきます。それに基づいて、そ

れぞれの市場がどういう整備をしていくか方向付けをして国に報告し、それを来年から５年

間やっていくことになっておりまして、その中で業者さんと一緒になって考えていくという

形になっております。 

 

●職務代理者 はい。分かりました。後はよろしいでしょうか。それでは他に特にご質問ご

意見が無いようですので。ありがとございました。 

次に、公共下水道・農業集落排水事業集中改革プランということでご説明の方お願いいたし

ます。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

●職務代理者 はい、ありがとうございます。それでは何かご意見、ご質問ございますでし

ょうか。 

 

●委員 もう十分承知かと思いますけど、八戸市の公共下水道の普及率は非常に低く、環境

都市としては非常に情けない状態になっていると理解しているのです。その意味の中でこう

いう風に建設事業計画を縮小してしまいますと、結局普及率の上昇という、市民の方から見

れば早く公共下水道を皆の所に届けて下さいよ、という願いの中では一歩引き下がってるよ

うな計画を推進することになってしまって、その辺が少し環境という今の時代にふさわしく

ないような活動のように感じているのですけど、その辺はどうお考えですか。 

 

●公共下水道・農業集落排水事業集中改革プラン所管課 はい。それについては例えば当初

こういう岩盤だとか、こういう地層だとかって想定しますが、実際に発注する時には再度そ

れらを具体的に精査して工法を検討し、それによる事業費の減額ということです。当初想定

した事業が圧縮されるということではない意味で記載しました。 

 

●委員 金額的には削減にはなるものの普及率という意味で目標を大きく低下させることは

しないということですか。 
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●公共下水道・農業集落排水事業集中改革プラン所管課 そうですね。 

 

●委員 ただ埋設管ですから目に見えないですけども、早く他の都市並みの下水道普及率に

なって欲しいと市民の多くが望んでいると思ってはいるのですけどね、引き続き努力してい

ただければと思います。 

 

●公共下水道・農業集落排水事業集中改革プラン所管課 はい。毎年普及率では１％程度上

昇しております。 

 

●委員 そうですか、分かりました。 

 

●職務代理者 ちょっと恥ずかしい質問なのですけど。先程、収入が減ったというのは使用

量が減ったと、普及率は多少上がっているのですけど量が減ったというご説明でしたよね。

環境的な配慮からいって、下水道に流す量を市民がどんどん増やすというのは良いかどうか

というのはどういう風に考えていますか。 

 

●公共下水道・農業集落排水事業集中改革プラン所管課 まず、流していただければ経営と

すれば、ありがたい話です。しかし、 近だと色んな器具でも節水型のものが出てきており

まして、現実的には少なく流していただいた方が環境面ではいいと考えています。 

 

●職務代理者 少ない方が良いのですよね。 

 

●公共下水道・農業集落排水事業集中改革プラン所管課 はい。少ない方がよろしいかと思

いますけども。 

 

●職務代理者 その辺の兼ね合いがどうなのか、要するにじゃんじゃん使ってもらった方が

良いことであれば、使ってね使ってねって、利用してね利用してね、という話で済むのです

けど、それが逆な場合に使って下さいという宣伝はできませんよね。 

 

●公共下水道・農業集落排水事業集中改革プラン所管課 しかしその一方、処理場で汚水を

処理し、放流するための水質基準は、守られている状況で、川とか海に排水する際は、基準

値を守って排水してございます。 

 

●職務代理者 やたら使用量が増えてしまうと今度はまた施設の増設をしなきゃいけない、

とかということも可能性として無くはないですよね。 

 

●公共下水道・農業集落排水事業集中改革プラン所管課 はい。 
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●職務代理者 そういうことも含めて、要するに一般の市民に対して、先程来、出ているの

ですけども。数字だけ見てしまうと駄目だったのね、って。そういう話にするのではなく、

環境に対する影響とか色んなことも含めて何が本当に良いのか、どういう状態が理想なのか、

ということを少し分かり易く説明していただけると良いなという風な感じを受けるのですけ

ども。 

 

●公共下水道・農業集落排水事業集中改革プラン所管課 はい、まず公共下水道という話に

なれば、昔は汲取り便所という、私たちの小さい頃はそうだったのですが、それが今は出来

れば水洗化にして。そういった構築をしながら環境面、衛生面から下水道事業っていうのは

必要な事業だとは思っています。 

 

●職務代理者 はい、分かりました。先程来、数字を見ただけでは、ということが意見で出

ておりますので。内容をどういう風に市民が考えるかっていうことはですね、分かり易くご

提示いただければという風に思いましたけども。他に何かご意見はございませんでしょうか。 

 

●委員 下水道の話をなさっていますけども、例えば合併処理施設がありますよね。そうい

う施設の設備の普及っていうものを、例えばこれにプラスするとかっていうお考えは無いで

すか。というのは、下水道が通ってない地域がありますよね、まだ。で、そこで合併処理装

置をやっているのですね、どれぐらいあってどうか、というのをこれにプラスしていけば普

及率が上がるような気がするのですけど。 

 

●公共下水道・農業集落排水事業集中改革プラン所管課 はい。それについては現在、公共

下水道の普及率や水洗化率だとか汚水処理人口の普及率だとか、様々捉えています。今おっ

しゃっている合併浄化槽につきましては、基本的には下水道の認可区域というのがございま

して、そこから外れた所で推進しております。公共下水道の普及率だと今52.8％ですが、

合併浄化槽も農業集落排水も含めたトータルの普及率ということになると、67.8％という

ことになります。 

 

●職務代理者 よろしいでしょうか。 

 

●委員 はい。 

 

●職務代理者 他にはよろしいですか。はい、そうしましたら特にご質問ご意見ないようで

したら次に進みたいと思います。ありがとうございました。次に、市営バス事業集中改革プ

ランについてご担当の方よろしくお願いいたします。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 
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●職務代理者 はい、ありがとうございました。それでは何かご質問ご意見等ございますで

しょうか。 

 

●委員 はい。組織が少しずつ小さくなっていってらっしゃる。それで人も補充とかいう訳

にはいかなくて臨時という形をとってらっしゃると。全体的にこういう風な金額的成果を上

げられたものの、一方で心配するのは組織全体の、皆さんの働くことに対する意欲的な取組

みとか、そういうものの喪失が気になるんですけども。そういうことに対してどういう風な

取組みをされて維持されているのですか。 

 

●市営バス事業集中改革プラン所管課 はい。交通部の場合は、メインはバスの運転をされ

る乗務員。バスの運転手になる訳なんですが、今現在、正職員と臨時職員を合わせますと

180名おります。そのうちの75％。丁度75％が臨時職員の方なのです。４人のうち３人が臨

時職員の方になっております。こういう状況の中でやはりそういう方々の半年毎の雇用更新

というのですね。そういう雇用的な身分の不安定もございまして、先程、お話ししました経

営健全化計画の中でも、当然市営バスは市民の安全・安心を守ると共に、又、職場自体も安

心して働ける職場にしていかなきゃならないということもありまして、この計画の中に臨時

職員の方々の待遇的な見直しをしましょうということが出ておりまして。来年23年４月に

向けまして臨時職員の方々の身分制度を嘱託職員にするとか。今現在通勤手当等出てないの

ですけども、当然朝早い時間、バスが運行する前に出勤する。それから運行終わってから帰

るというようなそういう時間帯の出勤等で通勤手当を支給しましょうとか、あと賃金的にも

ある程度昇給というのではないのですけども、ある程度給与面も見直ししましょうというよ

うなことで今現在具体的な内容につきまして、来年の４月の実施に向けまして具体的な項目

を部内の方で詰めているところでございます。 

 

●委員 はい、分かりました。 

 

●職務代理者 正規の職員の方と臨時の方と、あとちょっとこれは把握出来るか分かりませ

んけど、はっきり言えば南部バスさんですよね。要するに民間のバスの運転手さんと。大体

その同一の仕事をした場合の賃金のトータル、色々な諸手当を加えて、格差ってどれくらい

になるのか、お分かりになりますか。 

 

●市営バス事業集中改革プラン所管課 交通部の例で申しますと。俗にいう税込み年収とい

うような捉え方ですと臨時職員の方々は税込みで年収平均で、昨年度決算でいきますと250

万円位になると思います。正職員の平均は税込みで510万円です。１：２というような比率。

他社さんの方は、そこまでは把握してはございません。 

 

●職務代理者 ある意味、だいたい同じ様な勤務体制というか、乗車時間というのですか、

それでの比較でということで伺いまして、この数字ですと倍以上違いますよね。 
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●市営バス事業集中改革プラン所管課 そうですね。 

 

●職務代理者 非常に極端に違うと思うのですけども。今、色んなところで同一作業同一賃

金っていう動きが出ていますよね。その辺に関して考えた時にどうなのでしょうか。下の方

を上げるということと、同時にやはりこの正規の方も同じ仕事をしているのにこんなに違う

っていうところの是正っていうのはどのように考えていらっしゃいますか。 

 

●市営バス事業集中改革プラン所管課 確かに昨今の、おっしゃられました様に同一労働同

一価値労働ですか。同一価値労働同一賃金という考え方が昨今出てまいりましたが、バスの

運転乗務の場合は当然一人で運転、一人でバスの運転をして一人で。仕事の内容もほとんど

同じようなんですけども。ある程度、責任とかいう様な同一価値の部分で、若干違いはある

のかなとは思いますが、ただある程度、こう差がありますものでですね、先程委員からお話

があったように、そういう中で働きがいっていうのですか、そのようなお話しもございまし

たけれども、そういうのも含めて、今若干触れましたが臨時職員の方々の身分制度とか待遇

の改善ということで見直しをしているというところであります。 

 

●職務代理者 待遇を改善するのはやはりその安全を確保するということで大事だと思いま

すけども、やはり倍違いますのでね。そうすると、その方達にどういう風な仕事をしていた

だくのかという。要するに例えばちょっと改善されても、多分この倍の差っていうのはそん

な埋まるものじゃないですよね。ですからその辺の職場の雰囲気とかもあるでしょうし、や

はり非常に理解しづらい格差が出ていると思うのでね。その辺でもやっぱり納得出来る様な

形でやはり改善策がないと。こっちは510万円でしょうがないもん、ってだけじゃ通用しな

いと思うのですね。ですから両方のバランスを考えた上でこういうような対策をしていきま

す、考えます、という風なことでないと。今おっしゃったのですけど、他のものに比べて運

転手さんの業務というのは、やはりあまり差がない、つまり比較し易くなっちゃうものです

から。そうすると、同じ時間乗っててこれだけ、っていうそこに能力の差とかっていうのが

あまりはっきり出ないのであれば、市民感覚としてはこの差が分かりづらいと思いますので、

そういうのを今後どういう風に出していくか、っていうのを分かり易く説明していただきた

いなという風に思います。 

 

●市営バス事業集中改革プラン所管課 ご質問でしょうか。 

 

●職務代理者 希望です。 

 

●職務代理者 以上他にはよろしいでしょうか。他にご質問ご意見がないようであれば次に

移らせていただきたいと思います。それでは次に市民病院事業の集中改革プランということ

でご説明の方よろしくお願いいたします。 
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〔資料に基づき事務局説明〕 

 

●職務代理者 はい、ありがとうございました。今ご説明いただきました件で何かご質問ご

意見ございますでしょうか。 

 

●委員 はい。職員の話ですけど医師というところの欄が、２の①２ページ目のところを見

ていますが、65人だった数が21年末では85人と。20人増えていると理解しているといいの

ですか。 

 

●市民病院事業集中改革プラン所管課 83人ですね。 

 

●委員 どれを見ると良いのですか。 

 

●市民病院事業集中改革プラン所管課 下の表が実績数値になっています。 

 

●委員 あ、計画ではなく実績、はい。 

 

●市民病院事業集中改革プラン所管課 65人に対して、平成21年度では83人という風にな

ります。 

 

●委員 分かりました。医師を増員するとか看護師を増員することにより増収を図ると書か

れているのですけど、このメカニズムを教えていただけますか。一般的には医師を増員した

り、人を増やすと経費がかかるから増収よりも、逆に費用負担が多くなるのじゃないかとい

う風に見受けられがちですけど。どうぞお話しいただけますか。 

 

●市民病院事業集中改革プラン所管課 まず、診療報酬の体系でございますけども。色々な

救命救急センター等、人手のかかるとこに医師・看護師等を配置することによって診療報酬

上の施設基準をとることが出来る。そのことによって、より高い点数の診療報酬が入ってく

る。その辺を計算しまして人を配置することとその診療報酬の額を計算しまして。配置して

もペイ出来るという計算のもとで増員をしながら医療事業に応えていくということでござい

ます。 

 

●委員 そうしますと、市の全体プランでは削減が60何億で、非常に上手くいったと。た

だ、人の方が上手くいかなかったような数字に実態はなっているのですけど。逆に、病院の

場合には増員することの方が適正な運営が出来るっていう、そういう風に市民に伝わってな

いように私は思うのですけど。お医者さんが増えれば、きっと経費がかかって運営はますま

す赤字になるかのようなニュアンスで受け取っているように、私個人かもしれませんけど。
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その辺は、もう少し伝える方策があるといいですね。沢山のお医者さんがいらっしゃること

は、市民にとっても非常に安心なことですから。それがしかも増収に繋がると書かれている

ので、それは市民からも大歓迎のお話しじゃないかなと私は思うのですけど。これはだけど

無闇に多ければいい、という話ではないですよね。 

 

●市民病院事業集中改革プラン所管課 そういうものではないですね。やはり患者さんの数

とかを見ながらですね、どの程度の職員を配置することが適当か。あるいは病床利用率の推

移とかですね、そういうことを勘案しながら配置をしていかなければならないという風に考

えております。 

 

●委員 分かりました。お医者さんを増やしたり看護師さんを増やすことが増収に繋がるっ

ていうお話しは、市民にも是非伝わっていくといいんじゃないでしょうか。それから２つ目

はですね、企業債っていうのが非常に大きく何ていうか収支に対して左右しているように思

うんですけど、この企業債っていうのは、いずれ病院経営の中で返済して、公債費として返

済されていくのですか。 

 

●市民病院事業集中改革プラン所管課 そういうことでございます。返済していくものでご

ざいます。 

 

●委員 主にどういう風な目的で、例えば平成18年度だとマイナスなのに対して、これは

マイナスでも小さい金額ですが、20年度あるいは21年度は大きな企業債をという風にして

効果上げていますよね、ここ。これはどういう意味を持っているものなのですか。 

 

●市民病院事業集中改革プラン所管課 これは全国的なあれですけども、公立病院が全国的

に経営難に陥ってということで。これを何とかしようということで総務省の方で公立病院特

例債というものの発行をまず許可した、ということでございまして。市民病院の場合は、約

12億円特例債を発行して、借金でございますけども。それによって不良債務ですか、資金

不足を解消していくということをやった訳でございます。そういう関係で企業債が膨らんだ

ということでございます。 

 

●委員 分かりました。ありがとうございました。 

 

●委員 はい。 

 

●職務代理者 はい、どうぞ。 

 

●委員 一日に患者1,000人を維持するという目標がありますが、外来患者の目標ですよね。

その為には様々な要因があると思うのですよね。只今、質問があったお医者様が豊富にいら
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っしゃる、各科に沢山いるということも大事でしょうし、それから市民病院の全体的な印象

が上がれば、患者も増えるという私は考え方をするのですね。言いにくいことですが不祥事

がたまに出たりですね、そういうことがあるとやはり敬遠しますよね。ですから1日1,000

人の患者に来て欲しい、ということはどういう努力をしなければいけないか、病院全体とし

て。そこの問題だと思うのですよね。その辺を是非緊急に改革していって欲しいなと思いま

す。数字ばかりではなくて内容ですよね。市民の税金が投入されている病院でもありますの

で、やはり信頼される八戸市の中心的な病院としてあって欲しいという。大変失礼な言い方

をしましたけど、市民はそういうことを非常に思ってると思います。改革の本当に根底のも

のだと思います。そう思っています。 

 

●職務代理者 よろしいでしょうか。まあ先程の下水もそうだったのですけども、病院って

いうのは、はい皆さんなるべく病気になっていっぱい利用しましょう、と言える話じゃない

ので、この辺はなかなか難しいのだと思いますけども。適正な人の配置というのは、当然出

てくるのでしょうから、そういう意味ではきちんとやってらっしゃると思うのですけども。

病院ってどうしても聖域になる所があるような気がして。私も何年か前に入院させていただ

いたことがあったのですけども、ちょっと無駄が色々まだありそうだなと思うところがあっ

たので。その辺は小さい努力でもしていただきたいってことと、あと１つちょっと懸念して

いますのが、今大変な社会問題になってますけども、医療に関しては訴訟問題というのがあ

りますよね。それに関して、例えば１件訴訟が起きただけで物凄い金額が、はっきり言えば

吹っ飛んじゃいますよね。そういうことに対する対策は何かやってらっしゃるのでしょうか。 

 

●市民病院事業集中改革プラン所管課 医療事故で病院の責任を問われますと賠償金が当然

出てきます。それに備えて保険に加入しております。賠償金を支払った場合は、それが保険

金で補填されるというような対策は講じてございます。 

 

●職務代理者 その保険金額はどれくらいかって、ちょっと私も分からないのですけども。

保険金が色んなことがあってどんどん上がってってしまうというようなことは、今は考えて

らっしゃいませんか。 

 

●市民病院事業集中改革プラン所管課 今、保険金額が上がるっていうような状況では、今

現在はない。もうずっと同じ金額で来てはおりますけども。 

 

●職務代理者 じゃあ、極端に何か支出が出て行く可能性があると思ってらっしゃらない。 

 

●市民病院事業集中改革プラン所管課 現時点では特に上がって行く要素は、今は無いとい

うふうに判断をしております。 

 

●職務代理者 はい、分かりました。あとはよろしいでしょうか。そうしますと、次に八戸
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地域広域市町村圏事務組合集中改革プランの方よろしくお願いいたします。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

●職務代理者 はい、ありがとうございます。それではこの件に関しましてご意見、またご

質問ございますでしょうか。 

 

●委員 後は計画値と比べた時、どういうことになっているのですか。概略で良いのです

けど。 

 

●事務局 はい。当初八戸市負担分として見込んでいたのが１億8,000万円程でございまし

た。 

 

●委員 それは効果額ですか。 

 

●事務局 はい。それが 終的に、先程申しました約３億2,000万円とういうことでござい

ます。 

 

●委員 では、約倍の効果を得たということですね。 

 

●職務代理者 あとよろしいでしょうか。 

 

●委員 次の方が入らない仕組みっていうので、人事のことを削減の方向の基本の中に入れ

られてますよね。 後のこのプロジェクトだけじゃないのでしょうけども。その時の課題と

してそれを民にお渡しする時に、例えば技術だとかそういう風なものが次の方に継承される

とか、次の組織に伝わる仕組みとかその辺はどんな風になっているものなのですか。 

 

●事務局 まず、歳出の削減するにあたって、総務部長も言いましたが各担当課とですね、

もしこれを外部に出したときとか、実際に市民サービスが低下しないかどうか、というのを

十分ヒアリングしてございます。それで減らす内容においてはですね、影響がない部分につ

いて、可能な限り減らすという基本方針でございます。 

 

●委員 例えば土日だけ民に替わって、というお話しがありましたよね。その作業の時には

誰か指導に行っているとか、そういう風な体制をとるのですか。そういうやり方をしないで

事前にもう情報をお伝えしているのですか。 

 

●事務局 まず、例えば清掃工場とかで申しますと安全というのが大事だと思いますので、

安全に必要な 低限の人というのはいるということでございます。 
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●委員 分かりました。 

 

●職務代理者 よろしいでしょうか。そうしましたら無ければこれで本日の審議案件全部終

わりということになりますけども。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。

それではここで事務局の方にお返しいたします。 

 

●事務局 それでは、今後のスケジュールについてご連絡いたします。本日の案件である第

４次八戸市行財政改革大綱の総括については、10月13日に八戸市行政改革推進本部へ、10

月21日に議会へ報告をして、その後公表をする予定でございます。なお次回の行政改革委

員会については11月中旬頃を開催予定としてございます。案件といたしましては、第５次

行財政改革大綱の主な取組みである窓口サービス改革について等を予定しておりますのでよ

ろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

●職務代理者 はい、以上で本日の委員会を終了したいと思います。どうもお疲れ様でした。 

 


