
 

平成 22 年度 

第 3 回八戸市行政改革委員会議事録 
 

日  時  平成 22 年 12 月 16 日（木） 14 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  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 

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、榊主事、奥瀬主事 

 

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

なりましたので、ただ今から平成22年度第３回八戸市行政改革委員会を開催いたします。 

開会に先立ちまして、委員の皆様へお知らせがございます。当委員会の委員の榊佳弘様

が、一身上の都合により委員を辞任されました。任期は今年度末までとなっておりましたが、

残任期間が短期間であることから、新たに委員は委嘱しないこととし、当委員会は６名構成

で継続していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは開会にあたり、辻委員長にご挨拶をお願いいたします。 

 

〔辻委員長挨拶〕 

 

●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 今日は窓口サービスの改革、それから類似自治体との行財政比較に関する件、そ

れからネーミングライツ事業に関する件と３つあります。 

 まず（１）の窓口サービスの改革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 それでは皆さんのほうから、ご質問、ご意見いかがでしょうか。 

●委員 まずは 初のアンケートのお話からですけれども、アンケートは毎年やっていかれ

るということで、今こういう風な、どちらかというと良い、悪い、何とかという表現の情報、

評価指標にされているようですけれども、例えば業務であれば、具体的に待ち時間が、Ａさ

んは何分かかった、その平均待ち時間がそれだけ改善されていったとか、そういうある意味

では数量的なものも尺度として入るような仕組みを考えられたらいかがでしょうか。例えば

よく商店なんかでやっていらっしゃるケースでいきますと、来庁されてから用務が終わって、

帰られるまでに要した時間が何分かかったか。それが快適性に繋がるのであれば、そういう

尺度を具体的に用意した方が、成果が後で評価しやすい。５年後に評価し易いのではないか
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とアンケートについて感じました。 

●委員長 事務局、いかがですか。 

●事務局 今のご指摘の点なのですけれども、確かにもっともな部分もあるかと思います。

ただ、私どものほうでアンケートの内容を考えた時に、実は窓口の相談内容とか、あるいは

その手続き内容、それぞれに時間も違うし、また年金とか保険、あるいはそういう相談だと

個々によって、また時間等も異なる面があるだろうと。それでご指摘の点はもっともなので

すけれども、今回のアンケートを作る時には万人に共通になるような、そういう視点でもっ

てアンケートを作らせていただいてチェックしていただいたという経緯がございます。ただ

し、今おっしゃっていただいた点は、次のアンケートに向けてそういう視点を入れることが

できないかどうか、そこは検討してみたいと思っております。 

●委員 というのは、相対的な指標で評価すると、結局５年後も変わらなかったという、つ

まり市民の側からすれば、より良くなれば、さらに良くなって欲しいという気持ちが当然生

まれる訳ですから、前年に比べてどうだということが徐々に低下すると、５年後のアンケー

ト結果は今よりももしかしたら悪い結果が出てきて、このアンケート用紙でいくと。どちら

かというとそれよりも、今の例えばＡ業務に対して、Ａの課に行った時にお伺いした方が

100人いらっしゃって、その分布が全体的にこういう風にシフトしましたと見えてくると、

市民も納得できる。そして成果を上げられる。努力された方々も成果を受け止めやすい指標

になるのではないかという意味で、ちょっと検討いただければと思いました。 

●事務局 はい、承知いたしました。  

●委員長 他にいかがでしょうか。 

●委員 インターネットで受付をするとか、そういう話はこの中では対象外なのでしょうか。

それとも中に入れられて検討していくことなのでしょうか。つまり、５年後くらいになると、

今の子供たちというか、高校生なんかは皆メールでやり取りしている訳ですから、できるだ

けメールでいろんな問い合わせをしたいとか、そういう風な時代がやって来る。結構ネット

の社会に入っている国々では、来庁という形をできればとりたくない。直接面談形の問い合

わせよりは、ネットでの問い合わせをする社会に変わりつつありますよね。それに対してこ

ういう仕組みづくり、５年後ですけれども、今回はちょっと別、改善計画でしたか。 

●事務局 まず、窓口サービスの改善というと、大きくいうとシステムの導入による改善と

いうものもあるかと思います。例えばそれがインターネットとかを使った申請とか、そうい

うものもあるのですが、１度市役所のほうでもワンストップサービスができないかというこ

とで、システム導入による取り組みを考えたこともございます。経費面を考えたときに、か

なり大きい金額がかかるということもございまして、 終的にはもちろんそういう方向はも

ってございますけれども、今はなるべくお金をかけないで、今現在やっている中でも工夫と

かちょっとした考え方を変えることによって、少しでもサービスの質をレベルアップできる

ものがあるのではないかと、こういうところからまずやってみようという計画でございます。

それがゆくゆくはシステム導入による改善の方法も、もちろんあろうかと思っております。 

●委員 例えば今ですと、申込用紙とか、申請用紙をダウンロードできる仕組みになってい

れば、多くの人たちはワードとかエクセルとか、そういう書式になっていれば事前に書き込
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んで、窓口に行かなくてはいけないとはいいながらも事前に書き込んでくるというようなこ

とは割合、今のホームページ上に貼り付けていただくだけでもできないことはないような気

がします。 

●事務局 そこはやってございます。 

●委員 そういうことも含めたこういう取り組みというイメージをお持ちになっているのか

と思った次第ですから。そういう意味です。直接ネット上で例えば、申込書を送ったから、

そのうち郵送されてくるような仕組みとか、そういうものはまた次の時代になっていくのか

もしれませんけれども。ただ、ネットに対する依存率はまもなく急激に上がってくることが、

少し想定していたほうがいいような感じはするのです。 

●事務局 今、Ａ委員ご指摘の、例えば申請書の類等のダウンロードしながら、まずできる

ようなことはもう既に実施しているところもございますので、そういったものは今後も広げ

ていきたいとは思っております。 

●委員 先ほどおっしゃったワンストップというのはどういう風なことでしょうか。 

●事務局 １つの窓口、例えば今だとその用務に応じていろんな窓口のところに行く訳なの

ですが、１箇所の窓口に行くことによって、例えば住民票の手続きとか、年金とか、さまざ

まな手続きができるというようなことがワンストップサービスということです。これを導入

するためには、システム導入が必要になります。それも実践されている自治体はあるのです

が、システム導入には、何億というお金がかかるようなものでございます。 

●委員 単純にそこにいわゆる市民課の方とか、そういう方が並べばいいというものではな

いということですか。 

●事務局 そうではないです。今、八戸市の中では税の関係については一本化してございま

して、資産税課の窓口で住民税、資産税、収納課関係の証明の一本化ができてございます。

これが全部の業務にわたって一本となるのはやはりそちらもかかるので。将来的にはそうい

う方向を目指していくのだろうというようなことは考えてございます。 

●委員長 あといかがですか。 

●委員 私は窓口サービスの向上は確かにいいことだと思って、異存はございません。ただ

アンケートを見ますと、あまり悪い評価が出ていないのです。ということで、色々なことを

考えたのですけれども、市民サービスはたくさんのことがございます。全国的な都道府県の

そういうことに関するデータを見ますと、何年かに１回しかされないので、 近見たのは平

成13年度のものだったのですけれども、全国的に見て市民サービスの何を重要とみるかと

いうランキングが出ていたのです。全国的にその本によれば、１つがごみ処理、２つ目、２

位が病院、保健、検診関係なのです。３番目に窓口サービスというものが出ています。その

次に高齢福祉とか、公園緑地化とか、公民館、図書館とか。市民のこれが満足度向上したい

と、自分の市町村に対してそういうデータが出ていたのですけれども、そういうことを考え

た時に、窓口の向上に取り組むのは賛成ですけれども、その他の市民の満足度を向上したい

と願っている分野はどうなるのか。５年間とおっしゃっていました、５年間窓口の向上だけ

やっていくよりも、平行していくつか。本当は八戸市民が何を重要度としているかというこ

とを、それこそアンケートして、データがあってスタートすればよかったのでしょうけれど
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も。大体が平成17年度のものを見ても、青森県内では病院なのですよね、健康面。生命に

関わる分野が一番でしたね。それに続くものは大体似ているのですよ。だから、私の感想は、

この資料を拝見した感想はそういうことだったのです。窓口サービスの向上と同時に、それ

もいいことですので、さらに八戸市民が望んでいる分野、一番必要としている、市民が求め

ているものは何かというものをはっきりとつかんで、それを幾つかでもいいから、大変難し

いことだと思うので、１つ２つでもいいから同じように力を入れて欲しいと思ったのですけ

れども、いかがでしょうか。 

●委員長 事務局、いかがですか。 

●事務局 今、Ｂ委員のご指摘の、市民が何を求めているのか。それを的確に把握して、そ

の求めるところに力を入れてやっていって欲しいというご意見だったと思います。その点に

つきましてはもっともなところでございますし、それを市として実施していくのが第５次の

総合計画の中で実践していくものだろうと思っております。第５次の総合計画をこの間策定

した訳なのですが、この計画のローリングは毎年行なっていきますが、その時々、毎年きち

んと市民の皆さまの意見を聞きながら反映させるという手法も取ってございますので、そう

いった声に耳を傾けて、なるべく施策に反映できるような方向でいきたいと思っております。 

●委員 他の課との連携ということも重要だと思いますし、その辺は市民たちがあまり分か

らないですよね。どの課がどういう計画を進めているのかというのはあまり分からないです

よね。その辺も、やはりこういう窓口サービスについて行政改革課で5年やっていきますと、

提示された場合に市民は私と同じようなことを考える人たちがいると思うのです。ですから、

その辺は考慮して、総合計画の方でやっていらっしゃるのであればそういうことを表示して

いくとか、総合計画の方もきちんと情報を開示していくと。たまにではなくて、時々市民に

分かるような方法で公開していくことが必要だと思います。 

 後に、これすごく興味があったのです。さすが八戸市の改革課だと思ったのです。 後

に非常に重要な項目が書かれている。類似自治体との行政比較分析の指標案ですけれども、

非常に重要なことばかりあります。職員の総数とか。なぜそういうことを私が言うかという

と、今の満足度と関係あるからお話しているのですけれども、ラスパイレス指数とか、市民

一人当たりのこれなんか非常に市民は知りたいのです。時々出ていますけれども、頻繁に出

してくださらないと市民に浸透しないのです。一人当たりの目的別歳出額、各分野における、

こういうものを非常に市民は知りたがっている訳です。そういうこととか、事務事業のこと

でも指定管理者の制度が進んでいるが、その後の指定管理者によって経営されている施設は

どうなっているか、非常に興味があるのです。委託契約の見直しとか、一般市民として重要

だと。知りたいと思うことがいっぱい詰まっている。透明度とか、住民参加とか、情報公開

とかです。そういうことに関して、今の市民満足度と関連しているのです。市民が何を、自

分たちが公共から受ける市民サービスとして重要としているかと、やはりそれぞれこれがす

ごい大事だなとかあるのです。大体皆共通していると思う、そんなには変わってはいないと

思うのです。そういうことに配慮しながら、せっかくこういう風なことを出してくださって

いるのですから、ただ比較してこうでしたではなくて、それからどうするかというものを。

他の課を指導するというか、そういう面が住民に求められるのではないかと思います。 
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●事務局 まず、類似自治体との行財政比較について、また次の説明で詳しく言います。も

ちろん類似自治体との比較を通じまして、市として足りないところを十分認識して反映させ

ていくと、そういう風なつもりで比較をしていきたいし、また今後に繋げていきたいと考え

てございます。 

●委員 職員の窓口サービスも重要で、市民も求めていると思いますので、そして同時にお

願いしたいと思います。 

●委員長 はい。 

●委員 窓口サービスのアンケートの件ですけれども、私、実際に使われたアンケートを持

っているのですが、本当は皆さんに配っていただいたほうがよかったかもしれません。なぜ

これを持っているかといいますと、第５次総合計画の策定のほうをやらせていただいて、た

またま担当だったところに、この窓口サービスのアンケートの件がありましたので、これを

知った時にいただいて、ちょっとこれでよかったのかということをちらっと申し上げたので

すが、別に担当の方は何もその件に関して聞きに来てくださらなかったので、これはどうか

しらと申し上げたので、本当は一市民としてどういうことですかという質問があるかと思っ

たのですが、なかったのでちょっとその嫌味を言っているのですが。それも１つ、本当に市

民の声を聞こうと思うのであれば、そこはどういう意図であったかということを。それを採

用する、採用しないではないのです。やはりそういう考え方もあるのだとか、それは話には

聞いたけれども今回はなしとか、そういうことはあってもいいと思いますけれども、そうい

う意見は一応大事に聞いていただきたいということです。まず、せっかく紙を持っているも

のですから、幾つかお聞きしたいのです。このサービスのアンケートというのは、どういう

タイミングで渡されたのですか。私、実は窓口に来てもらったのではなくて、この紙をもら

いにいったものですから。 

●事務局 まず、行政改革推進課長として、そういうご意見があったことに対してきちんと

応えなかった、そこについてはお詫び申し上げます。 

 まず、アンケート調査の配布の仕方なのですが、これは今回窓口でアンケートを配る課と

いうのが、先ほどリーダーの説明にもあったのですが、直接窓口で用務を足された後に、ア

ンケートにご協力いただけますかということで、直接お渡しして、それで記入コーナーを設

けておりましたので、記入コーナーの方に投函していただきました。直接その窓口を利用さ

れない方でも、記入コーナーにはどなたでも来て、用紙をもらって、その場で書いて投函で

きると、そのようなスタイルを今回とらせていただきました。 

●委員 分かりました。終わってからですか。 初から今こういうアンケートをしています

から、その上できちんとチェックをしてくださいということではなかったのですね。 

●事務局 そうではないです。 

●委員 分かりました。それはそれで、初めからあまりアンケートをとるぞというのでやっ

てもと思いました。正直、終わった後の自然な感想ということですね。分かりました。それ

では、先ほどもＡ委員からもあったのですけれども、私もこの待ち時間の長さがいかがでし

たか、というのは、ちょっと質問としてはつまらない質問だと思うのです。結局短ければ別

にどうってことない訳です。ですから、そういうことであれば、待ち時間は長いと感じまし
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たかと、もし感じたのであれば何分くらい待ちましたかとか。それは個別の自分たちが話を

している時に長さは関係ないのです。ただ、待っている時間のことなので、そういう意味で

は長いと感じた場合はどれくらいで長いと感じたのか。この数字というのはやはり必要だと

思います。あと、待合場所は過ごしやすかったですかということなのですけれども、この過

ごしやすかったかという話になると、実際その文書に書かれたものを見ました、エアコンが

効いていないとか、椅子が低くて立ち上がるのが大変だとか、それはそれで一つの大事な状

況だと思うのですけれども、別にホテルのロビーではないので、ただただ快適に、花が飾っ

てあったり、無料のコーヒーが置いてあるのがいい訳ではありませんから、そういう意味で

は、やはり不快な点とか不便な点がなかったということをきちんと聞くべきだったと。ただ、

今の話だと書く意思のある方たちが書いてくださるということなので、それなりに皆さんも

考えてくださったのでしょうけれども。ただ、記入するというのは非常に面倒なこともあり

ます。やはりそこで、もし例えば記入するのが面倒くさくても、そういう窓口のことに関し

て何か話したいことがあったら担当者がおりますので、その者に直接話していただいてもい

いですよという風な体制があったかどうか。そういうことは必要なのではないかと思うので

す。それから、これから続けていくということですので、その場合質問事項の中に、初めて

来たか、そういうこともあってもいいかと。初めての人にも分かり易かったのか、そういう

ことがあってもいいのではないかと。それから、これを継続的にやるのであれば、今そうい

う窓口の改善に努めていますけれども、改善されていると感じますかという質問が入ると、

ちょっと相変わらず自分としては忙しいから待ち時間が長かったけれども、でも前よりはい

いよねとか、前よりてきぱきとやってくれているよねと思うのか、前より駄目だと思うのか、

そこは１つ大事な点だと思うので、やはり継続的にやるならばそういう設問があってもいい

と思います。このアンケートに関しては思いました。 

●事務局 まず、その件についてでございますけれども、この間実施した、第１回目のアン

ケートというのは、これは直接窓口改革に取り組む前の現状を知るためのものでございまし

た。来年から実施するアンケート内容というものは、もちろん今、Ｃ委員が言ったように、

当市として窓口サービス改革に取り組んでいくのだということをお知らせしながら、アンケ

ートをとりたいと、このように考えております。 

●事務局 もう１点。先ほど回答したくない場合に職員が応対したのかという点については、

実は回答場所に職員がずっと張り付いておりまして、書いていただいて回収するのはもちろ

んなのですが、やはりいろいろ厳しいご意見をいただいた部分は、こちらで引き取ったりと

か、あと対応している職員が気づいた点、悪い点があればそこでの改善、その場で注意した

りとかということで、随時やれることはやってきたつもりです。 

●委員 それはそのアンケートを書いて出した方に、その方がそういう方で、その話を受け

付ける方だと分かるようになっているのですか。 

●事務局 回収場所に居て、やはりこちらもありがとうございますという形で受けて、何か

ありましたかと必要に応じて。ただ、細かく、今回やっていますと説明したわけではありま

せんけれども、渡すほうもあちらに係員がおりますのでご記入して出してくださいという形

で、その担当の職員だということは分かる形の流れは一応作ったつもりではおりました。 
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●委員 はい、分かりました。 

●委員 こうやって受けたときに、私どもの大学の場合も何個か部署がある訳です。どこの

部署にそういう問題の改善が遅れているのかとか、そういうふうな情報を内部的に得たほう

が次のステップの仕事がしやすいのであれば、部署は記入しているのですか。 

●事務局 右端にどこの課で受け取ったか分かるように表示しました。 

●委員 分かりました。どうもありがとうございます。すいません。そうなっていると、ま

たその件数をお集めになっていらっしゃるから、要は全体として総合的に評価をといいます

か、サービスを向上させようというプログラムですから、どこか引っかかっているところが

あれば皆で応援しあうというか、何か改善をするという仕組みを作るにはそういう風なアン

ケート項目があるというのはありがたいのです。 

●事務局 それぞれの課ごとにきちんと整理できることになっておりまして、その苦情内容

はそれぞれの課に直接伝えております。そういう指摘があったということを踏まえて改善し

ている状況でございます。 

●委員 この種の時には、結構学校関係でもある話なのですけれども、言っている方の書い

ていることが事実なのかどうかの、いわば担当者だけがある意味で被害者のような状態にな

らないような仕組み作りというのは常にやっておかないと、この種のアンケートは非常に難

しい。成果を生みにくい状態を作ります。その意味での仲介的なことは、どこかで行なわれ

ているのですか。つまり、記載したことの中身を全ての部署に公開してしまいますと、その

事実が違っていても流れてしまうということを意味します。後で訂正がきかないです、その

種は、どちらかというとマイナス情報ですので。その辺のフォローは、アンケートの場合、

自由記載が入っていらっしゃる場合には、ちょっと注意しながらされたらどうかと私は思い

ます。 

●事務局 まず、各課の苦情についてはそれぞれの各課に返してございます。全庁的に公開

するときには全体として公表してございます。 

●委員 分かりました。 

●委員 次回からの成果を見るアンケートというのは、時期的にいつごろとか。年に１回で

すか。 

●事務局 はい、年に１回で、時期とか、さまざま条件を変えないほうがいいのではないか

と思っております。今回８月の上旬に行いましたので、２回目も大体そこに近いあたりを考

えたいと思っております。 

●委員 どうなのでしょう、時期は。たくさん来て忙しい時にアンケートしたほうがいいの

か、それともちょっと分からないのですけれども。でも、新しい人が入る時期とか、何かあ

りますよね。だから８月にしたから８月というわけではなく、もっとそこも考えて、年に１

回同じ時期にやるというのは基本だとは思うのです、比較の関係で。でも、そこは少しどう

なのかと思ったりもします。感想です。 

●事務局 一番にはサンプル数とか、そういうことを考えて、例えば業務が通知書を出して、

多数の方が来るような時期を避け、かといって閑散期でもないという時期をそれぞれの関係

課から確認して、この時期がベターではないかということでひとまず実施したものなので、

 7



時期的にはその辺りに落ち着くのではないかと思います。 

●委員 だからその時に、一番忙しいと推測するのは、例えば引越しの年度末だとか、何か

そういう風な時期があって、そういうピーク時と、いわゆる平均的なデータを、こう両方の

満足度を高めなくてはいけないという使命を受けているような気がするので、こちらだけが

改善して、こちらは一向に改善されていないということは避けたいですよね。そのためには

この情報も若干、アンケートという形でなくてもいいから取られる手法を考えられるといい

と思うのです。例えば受付の方が何かに入れると時間が記録されていて、何かが発券された

タイミングの時間との差を取るのを、平均的でやってくれれば大体その時期は平均の帰られ

ている時間はどのくらい処理時間にかかっているとか、そういう風な処理は一応できますよ

ね。何かそういう情報をフォローし合えれば、アンケートは一時期だけという手法でも十分

という感じはします。 

●委員長 今、主要な論点は大体出たと思うのですけれども、一番根幹にあるのは、先ほど

Ｂ委員も言われていたことですが、これは他の自治体でアンケートしても窓口に直接来た人

に終わった後で、窓口の対応どうでしたと聞くと、聞き方が微妙に違うので率は完全に比較

できないのですが、この八戸市のアンケートと同じように、悪いだとか、良くないと答える

人は非常に少ないです。市役所に来ていない人に市に対する満足度だとかを聞くとすごく悪

いのです。実際に市役所の窓口、いわゆる狭い意味での窓口、病院とかではなくて、そうい

う窓口に来た人は概していいのです。それで、その理由はやはり幾つかあって、一番大きい

のは来庁する人自体が減っているのです。それは住基台帳も稼動していますし、印鑑証明も

近取ることがないので、いわゆる来庁者が非常に減っていて、来る人が多いのは結局２月、

３月、４月ぐらいに集中するのです。２月は確定申告です。それから３月、４月の引越しシ

ーズン。そのときは待つのです、すごく。だからアンケートを取ると必ず悪くなります。し

かし、逆に言うとこのピーク時にある程度こなせるように配置しているので、他の時期は逆

に過大な職員配置になっている可能性のほうが高い。だから、いずれにしても繁忙時期が限

られているということと、それからもう一つ大きい点は、変な職員が居ても、そういう人は

窓口の前線には立てないのです。それは市民に失礼だから、苦情が来るから立てないという

意味もありますし、市民に悪態つくような悪い職員は、自分で前線に立ちたがりませんから、

知らぬところでもっと楽をやっていたりする訳です。だから目立ちにくいという側面もあっ

て、色んな事情の中でいわゆる狭い意味での窓口サービスについては結構現時点で数字も実

際いいし、ここからさらに手間暇かけて、本当にどれだけ改善させるのかということに関し

ては、やはり費用対効果ということを考えると、やはり考えを要するところはあると思うの

です。それで、今回のこの中でいうと１つはこの指標の中では効率化ということを言ってい

るのですが、直接はこの具体的な取り組み以下の中には効率化が入っていないのです。職員

をどうするかという話です。でも、例えば銀行なんかに行くと分かりますけれども、すごい

勢いで窓口職員を減らしている訳です。銀行ほどＩＴ化は進んでいないのですが、相当なＩ

Ｔ化は進んでいるのですけれども、その割に市役所は減っていないかもしれない。そうなる

と、窓口の効率化に関する指標みたいなものが元々この中にあってもいいのではないかとい

うのはあるかもしれません。 
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 それから２点目には、先ほどご指摘にありましたが、これは狭い意味での窓口なのですけ

れども、例えば市民病院とか、そこまで含めて窓口を考えるというのでは大分指標が変わっ

てくるのではないかと思います。しかし、これは例えば生保の窓口とか、それから税金、例

えば払いたくないところの窓口ですとか、それから窓口の対応というよりも医療全体の問題

での窓口の扱い、要するに本質的な問題から、事務改善で済まない部分の苦情も含めて色々

対象を拡大すると、考えなければならないものが出るかもしれない。したがって、この対象

窓口をどう考えるのかということです。それについて考えなければならない。 

それから３つ目は、これも質問の中にありましたが、今窓口改善で大きく出ているのは、

システムを全部入れ直して、特に今、個別でのシステムを入れているとそれが割高になるの

で、クラウドの流れの中で、クラウドを図る中で同時に窓口一本化していくというような発

想ですね。クラウドでいくと、経費面では年間の費用は３割減だとか４割減になっていくの

で、その中で全体の費用をかけずにシステムを入れ替えて、同時に効率化。それからＩＴ対

応もよくしていけるような、これは非常に長い意味での、長期的な観点での改善です。この

３つくらいは、私は合わせて考えていかないと、現時点でも非常に高いので、これからさら

に少しでも高めるために、たくさんの費用と手間暇をかけて投じることにどれだけ合理性が

あるかということです。それは私も疑問に思います。その点に関してはいかがですか。 

●事務局 まず、窓口サービスの考え方として、手間暇かけるという点のところなのですけ

れども、お金という経費の面で申しますと、基本的にこれらの改革はお金をかけないように、

現行の状態で改善していこうということなので、お金に関してはあまりかからない。しかし

ながら、工夫をしながら改善できる余地はあるのかどうか。それを、本当に市民視点に立っ

て考えた時に、今やっていることがそのままでいいのか、工夫する余地があるのか、そこが

今回の改革のポイントでございまして、それを常に意識しながら対応していくのと、全く意

識しないでこれまでとおり進めていくのでは大きな差があると思っています。したがいまし

て、今ようやく窓口改革の初年度にもう１回考えてみようではないかというところに、全職

員がスタートラインに立ったので、逆に中長期的にみると職員の人材育成という観点とか、

あるいは組織として常にそういった改善していく視点を持つという効果は、これはきちんと

した金額には換算できない効果でございますけれども、長いスパンで考えると非常に意味の

あることではないかと思っております。 

●委員 はい、いいですか。よく分かるのですけれども、服装とか、言葉遣いとか、態度と

か、そういうものが指摘されたこのグラフで見るとほんの少しなのですけれども、目を覆う

ほどの問題になっているのでしょうか。市役所の職員になるというのは、かなり知的でいら

っしゃるし、そういうことはちょっとそれに対してこれだけの労力をかけて、５年もかけて

というのは、私はちょっと疑問なのです。それよりも、第４次までの時の凄腕を発揮して、

八戸として本当に市民が求めているものはいっぱいある訳です。あまり向上していないので

はないでしょうか。１つでも、２つでも力を入れて欲しいというのは、私、市民としての本

音なのです。言葉遣い、説明、専門性とか、それはそれぞれ市役所職員になったのだから勉

強するのは当然ですし、話し方はやはり皆、問題があります。皆というのは失礼ですけれど

も、別の会議に出ても、郵便局であろうが、何であろうが窓口にいる方たちがはっきりと明
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瞭に、相手にわかるような言葉遣いと速さでしゃべるということでは、本当に常識的なこと

で、職業に就いている人は。そういうことまで、と私は思うのです。優秀な方達でいらっし

ゃるでしょうから、もっとやれる力というか、そう思っているのです。大変な大きな問題が

たくさんあって何も動いていないでしょう。その難しい問題がいっぱい山積みではないです

か。教育面であろうが何であろうが、たくさんの老人はどんどん毎年増えていくし、介護の

問題もあるし、そういうことに関してもいっぱい問題が積み上げられているのですから、そ

こに発揮して欲しいという思いなのです。これはこれで窓口の方も、それは常識的な職員の

対応として、それはいずれやっていかなければならない。それぞれのその部署に責任者がい

らっしゃるのですから、そういう方たちの仕事ではないのでしょうか。それとも手に負えな

いほどそういう窓口にいらっしゃる職員が駄目なのかと。私はそういう感じはなかったので

す、市役所に来て。ですので、もっと力を入れるべきところがあるのではないかと思うので

す。 

●委員 私はちょっと、そういう力を入れるべきものは力を入れていかなくてはいけないの

ですけれども、一方で行財政改革ということをして、財政的な改革、非常に成果を上げられ

たり、それから人材という意味でも、人的にも非常に少ない中で、運営を強いられている状

況の中で、どうしても起こりがちなのが、結局は窓口とか、市民との接点の中で、そういう

ものに応じられる人たちの数が基本的には少なくなっているといいますか、ややこしい問題

がたくさんある中で、そういう少ない人数で対応しなくてはいけない組織になっている。そ

の時に、結局弊害を受けるのが市民。窓口のところでそっけない対応だけで終わってしまう

ことのないような改革にしなくてはいけないので、今回のメニューの中の１つとなっている

ということだと受け止めております。だからそういう意味では、こういう活動は是非市役所

の方々が、そういう行財政改革の一環を１つやりとげて、今１つ次の課題がもしかしたら発

生するかもしれない。だからこそ一人ひとりの意識をもう１度持ち直してやりましょうとい

うことなので、そういう意味ではこの計画の中でもう既に終了しているといいますか、実質

的に終わっているものもあるかもしれませんけれども、こういう視点で見直しながら窓口サ

ービスを受け止めていくというのはいいお話ではないかと私は受け止めます。 

●委員 私もＡ委員の意見と同意見なのですけれども、この服装とか、言葉遣いとか、そう

いったものに出てくる苦情はなぜかということを考えていただいて、それは市民というのは

わざわざ市役所に足を運んで来たときには、自分のために何かをしてくれるはずだと思って

来るのです。そこを市役所の方が頭に入れていないと、目の前の仕事だけをするつもりでや

っていると、こういう風に服装がどうだとかというところに不満が表れてくると思うのです。

服装をきれいにして、いくらバシッとした制服を着せたとしても、それこそ立ち振る舞い、

それこそ髪の何とかかんとか、そういったことまで出てくるわけです。問題がどこにあるの

か、枝葉ではなく、根本はやはりどういう気持ちで市民が来ているかということを受け取る

側が分かっているか、分かっていないかですごく違うと思うのです。どうせお金をかけて、

きっちりと接遇のグループができて、きちんとやるのであれば、どこを重点的に考えなけれ

ばいけないか。意識改革はすごい難しいと思うのです。服装を変えるのは本当に簡単なので

す。発注して新しい服にして、皆でこうしましょうとやればいいのですけれども、そうでは
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なくて、そこをやっていくといつまで経っても同じような、別なところから苦情が出てくる

ので、やはり根本はどこにあるのかということを、グループの考える方々がしっかりと考え

て、それをやはり折りに触れ、ミーティングではないですけれども、色んなところで話に出

したりしていくことです。窓口業務の昼とか、あれで苦情が出るというのはすごく私は分か

るのです。やはり仕事の合間に、この時間だけといって抜けて来た時に急いでくれないとか、

同じ課の人なのに、他の人は見てみぬふりといえばおかしいのですけれども、休みだろうと

いうことなのですけれども、でも普通の業種だと忙しい時というのは、いくら12時から昼

休みになっていても、忙しい時間帯は皆で協力して、１時半とか、２時からの時もあるので

す、混む時には。だからそういった意識です。それを改善するには、やはりその課の長の

方々であって、その長の方々にその意識がないと、あっ12時だから、はい半分休みとかに

なってしまうと、もう普通の感覚というか、普通にサービス業でやっている人の感覚からす

ると、サービス業ではないのではないか。行政とか医療は、究極のサービス業だと思うので

す。来る人は皆、絶対俺のために何かしてくれるはずだと思ってくるので、そこをやるほう

が分かっていないと、いくら色んな研修をやったりとかしても、多分５年後もやはり別なと

ころから苦情が出てくるような。折角やったのにというのがあるのです。 

 それから、やはりこれに、私、５年もかけるのかというのは、ちょっと考えるところが。

こんなに長く、時代の流れが早いときに、５年もかけるのかというのは、それこそ費用対効

果で委員長の先生がおっしゃいましたけれども、その辺がやはり、ちょっと５年は感覚とし

て長いと思いました。市民の感覚では。素人の感覚ですけれども。すいません、感想でした。 

●委員長 いずれにしても、常に意識改革をしながら、よりよいサービスをしていくという

ことは重要なことなので、それに資する形でこれをやって、是非いただきたい。しかし、こ

れによって過大な職員配置が固定化したり、より費用がかかったりですとか、行革に逆行す

るようなことはないように留意しながら、しかも効果的に進めるためにはどのぐらいの年月

でやったらいいのかということも含めて、実施して欲しいという風に思います。 

●委員 先ほども表面的な服装とか髪の乱れとか、そういうものが出ましたけれども、そう

いうのはすぐというか、直せるのですよね。自覚のない人は勤めていないと思うので。つま

り、その不満が出るというのは、先ほど私が言ったことの満足度とか、重要性、職業意識、

市民が何を求めているか、そこに繋がっていくのです。昼休み、こんな忙しい時に走って来

ているのに、いないとか、待たされるとか、そういう不満が爆発するというのは、中身の方

をうまく、方向へ目を向けていかなければいけない。つまり満足度、市民の満足度向上とい

うことであれば、その辺は研究していかなければならないと思います。 

●委員 先ほどＤ委員がおっしゃったことに関連してです。一番典型的だったのは、突然あ

る日から何々様と呼ぶようになった経緯があります。病院がそうですね。あの時非常に評判

が悪かった。様をつければサービスしていると思っているのかというのは、皆あれは不愉快

だったと聞きました。ですから、そういうことではなくて、中身のことに関して言うと、結

局は一番手間がかかる、それから本当に真剣になって来ている人というのは、困ったことが

ある訳ですから、その人の問題を解決したのかどうか、その部分だけに集中するべきだと思

うのです。それで解決できなかったのであれば、何が問題で解決できなかったのか、何か支
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障があったのか、そういうことで、要するに来た方の目的が達せられたのかどうか、そこを

やはり検証するシステムがなければいけないのだと思います。ただ申請して、書類をもらう

だけだったら、混んでいる時、３月は混んでいるのだから１時間待たされてもしょうがない

と、そこで怒る人はあまりいないのですけれども、問題が解決できなかったら、それは一番

やはり市民にとってはつらいことです。特に本当に真剣に行政の助けを求めていたりとか、

相談に来る方のことを考えると、言葉遣いも何も全部含めて、解決しようとする意思、そこ

に集中していただきたいと思います。それで、そこに関連するのですけれども、私先ほどの

５ページの中で非常にいいなと思ったのは、説明資料の見直しということで、あらかじめ簡

易な説明書を作って説明を行うようにする。これは非常に大事なのですけれども、私からす

ると一歩進んで、市民に対するマニュアルがあっていいと思うのです。例えば、さんざん待

って自分の番がきました。この資料は足りないと受け付けられません、私の待っていた時間

は何だったのだ。であれば、例えば座っているうちから誰かが、今日あなたは何をしに来ま

したかというサービスなど。その時に、それのためにはこういうことが必要ですけれども、

ちゃんと持っていらっしゃいますかとか。そうするとないから、出直してこようとか。それ

を１回行って駄目でした。２回行って駄目でした。この苦情が非常に多いので、待っている

時間を有効に過ごすという意味で、ご本人がきちんとある程度担当してくださる方と話す前

に、自分自身の整理がつきやすいようなマニュアルを作ってあげるということも、逆に市役

所の方たちの対応する時間を短縮する手段として、私はあり得るのではないかと思うのです。

その点も少し考えて、一方的にやっていただくだけではなくて、それに対して市民も責任が

ありますので、こういう問題はここではできませんから。よくある質問ではないですけれど

も、よくこの目的のために、この窓口に来る方がいるのですけれども、実は違うのですよと

いうのがあると、そういうものは事前に教えてあげるようなシステムにしておいてあげると

いうことも大事だと思うのです。 

●事務局 今回のご指摘の件は、取り組み事項の中に入ってございますので、少しでも満足

して帰っていただけるようにしたいと思っております。 

●委員 今のＣ委員の話に関連してなのですけれども、この連絡用付箋は、例えばここに行

ってくださいということで、その後のフィードバックみたいなものはあるのですか。例えば、

これが別な課にきて、市民の方が来てこういう風に無事終わりました、みたいな。それとも

行きっぱなしですか、こういうものは。あたしたちの色んなところだと、こうやると返事が

他の課から返ってきたりするようなものがあるので、どういうものなのかと。そこまでする

必要がないのかもしれない。ただ、私、前に別な課に行って、これはどこどこですから行っ

てくださいと言われて、とことこと上まで行って、探し探し行った先で言ったら、すっとは

出てこなくて、しばらく何とかではない、何とかではないと言ってやっと係員の方が出てき

た経緯が。もう何年も前なので、ずっと前の話なので、そういったことがあったりしたので、

こっちでは連絡済ですとなっていても、向こうでは連絡を受けたことになっていないような

印象をちょっと受けた時があったので、これは行きっぱなしなのか。折角こういうものがあ

れば、そうすれば課と課の連携もいいのかと、ちょっと考えただけです。 

●事務局 先ほど、行った後の確認という話が出ましたけれども、そこまでやるかどうかは
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ちょっとまだあれですが、要は今おっしゃられたみたいに、単に行き先を告げられただけの

様式という意味だけではなくて、事前にある程度パターン化されている連携する課がありま

す。そういうものも事前にできていたりとか、実はこの連絡票、先行実施している課もある

のです。 

●委員 そうなのですか。 

●事務局 かなり頻繁にお客様が行き来する課で、何番窓口に行ってくださいという案内す

る、そこの発案もあって、今度やはり全庁的にやるべきだということでやったものです。先

ほどの中で、行ったけれども誰も出てこなかったと。 

●委員 窓口の人に言って、それの問題に対する係の人が誰だろう、誰だろうと、何かすっ

とはいかなかった。 

●事務局 そういう細かい事例については、例えば連絡済であれば、この中にも入っていま

すけれども、相手の担当者を確定した上で、ひとまず行くという形。そうではなくて、普通

に窓口に行けば手続きができるようなものであれば、よくお年寄りの方で、何階といわれて

も分からない人にはちゃんときちんと分かるような形で渡すとか、いろんなパターンがある

かと思いますので、その辺は状況に応じてこれから精度を高めていけるのかと思っておりま

した。そういう意識をまず持って、お互いの課で行き来を、やり取りをしていくことがまず

初かと思っておりました。 

●委員 はい、ありがとうございます。 

●委員長 それでは次の議題２のほうをお願いします。 

 

〔資料に基づき事務局から説明〕 

 

●委員長 それでは皆さんのほうからご質問、ご意見をお願いします。 

●委員 23年４月までに公表というのは短いのではないかという感じがします。比較して

公開するだけだと間に合うと思いますが。 

●事務局 その点については比較をしてみて、現状を知りまして、現状を知った時点で公表

していきたいと思っています。現状を把握した上で行革として足りない部分がある場合には、

今後どのようにしていくのか検討しながら順次反映させていきたいと思っております。 

●委員 分かりました。 

●委員 この人事の関係の５、６と７、８は同じような言葉のようですが、どこが違うので

すか。 

●事務局 各自治体に照会をかける時には一体となって照会をかけますが、計画と。 

●委員 数と率ですね。分かりました。私は全く同じかと思ったので。 

●委員長 ７、８は指標がないのでは。普通は持っていないのでは。たまたま集中改革プラ

ンがあったから作っているけれども、集中改革プランが終わった後は、削減目標を基本的に

作らない団体が少なくないので。 

●事務局 作っていない団体もあるかも分かりません。八戸市の場合は５カ年の中期の計画

を作っておりますので、そういう部分からということです。 
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●事務局 定員適正化計画については集中改革プランが終わっても継続して取り組むという

ことも言われておりますので、作っている団体もあれば、作っていない団体もあろうかと。 

●委員長 作っていない団体は、アンダーバーで示すことになりますね。 

●委員 これは１回だけの予定ですか。 

●事務局 先ほども説明しましたとおり、徹底した行財政改革をこの５年間でやってきたと

いう経緯がございますので、その位置を知るために、今一度全国的に比べてみたいと思って

おります。もちろん一回比べて、悪い数字等々がもし出てきたら、当然改善に向けた取り組

みを行なって、毎年ということではなくて、またしかるべき時期というのは考えられるので

すが、当面は今一度と考えております。 

●委員 公表の時には、ただ数字が並ぶだけなのでしょうか。それとも、例えば極端に他と

比べて遅れているような部分があった場合に、その理由を検討して、こういう理由で八戸市

は遅れているとか、進んでいるとか、そういう分析を載せて公表なさるのか。 

●事務局 公表する場合には、自分たちでなぜそうなのかについて分析をして、解説を若干

加えた形で公表したいと考えております。現状から見えること、言えること、その辺を分析

出来るのであれば、その解説は加えたいと考えております。 

●委員 他と比べていいところがあったらにんまりして、本当はもっとやらなければいけな

いけれどもあそこよりはましでしょ、というエクスキューズにされてしまったら、市民とし

ては嫌だと思うのです。ですから、例えば悪い数字を出して、この部分について八戸市は比

較的いいけれども、ちょっとした努力でもっとよくなるかもしれないみたいな、要するに行

政が何を考えているかということを市民は見たい訳です。ですから、出来るだけどういう風

に考えて、このデータを見て、今後どのように活用していくのかというところまできちんと

見せていただきたいというのが希望ということです。 

●委員長 あといかがですか。 

●委員 行財政の改革状況の指標ということなのでしょうけれども、これによって市がどん

な実態になっているか、元気がある市なのか、そういう情報を併せ持たなくていいですかね。

これは完璧に行財政のいわゆる非常に狭い意味での指標を照会しようとしていますよね。例

えば、商業活動だとか、さまざまな産業界の指標がどのような実態になっているかとか。そ

れは歳入と税金の関係だから、歳入とかで分かる指標なのかもしれませんけれども。元気に

繋がっていった行財政改革なのか、それとも少し下がり気味というような評価に繋がってい

ったのか。施設の関係で公共性の高い施設の利用料金などについても影響があったのであれ

ば、そういう部分はどういう風に各団体は対応されているのかとか、市民サービスに影響を

きたさないでやっているのか。それとも、やはり受益者負担を高くすることによってそれを

補ったのかとかいう部分はどうでしょうかね。 

●事務局 例えば今の部分で申しますと、公共施設の部分ということなのだと思いますが、

事務事業の中の指定管理者制度とかと関係してくるという気はしております。ここは 終的

に、今は導入率という言葉で置き換えているのですが、 終的に対象となっている自治体に

対して照会をかけて、その数字をまとめるという作業を予定してございます。したがいまし

て、深掘りした照会の１つになろうかと思っていますので、そこは課内でも検討したいと思

 14



います。ただ実際に公表する時に、そこまで含めて公表できるかどうかというところはちょ

っとまだ約束はできないのですが、調査すること自体は非常にいい視点をちょうだいしたと

思っております。 

●委員 行財政改革をやって、それでいわゆる黒字型になるとか、それから人的にも少しコ

ンパクトな組織に対応させていただいた。だけど市全体、あるいはその周辺地域全体の中核

都市でありながら、皆の足を引っ張るようなことになってしまった運営が他市町村で実際に

あるのであれば、逆にそれは勉強になる指標だろうし、伸びているところが出てくれば、伸

びている性格を出した団体の系統的な性質的に、何かそこから特色を抜き出して、私たちの

まちに反映させるとか、そういう意味の指標があればいいかと思ったのです。経済が発展し

ている指標だとか何かがあれば。 

●委員長 僕から細かいことです。基本的に総務省をはじめ国で調べている数字が多いので、

それはそのまま使えばいいのですけれども、その中で逆に国が調べていて入っていないもの

もあるので。１つは職員数に関しては新定員モデルがあるので、普通はそれに対して実数が

幾つになっているかということを、職員全体では見たほうがいいですよね。それから12番、

これは前から言っていますけれども、臨時職員というのは何回も言っているとおり、地公法

に基づく臨時職員になるので数が限定されるのです。地公法上あるのは、非正規職員ではな

くて非常勤職員です。非常勤職員及び臨時職員については、一度国は調査しましたけれども、

特に非常勤職員の範囲についてどこまで非常勤職員と考えるかによっては、いわゆる事務の

補助的な業務をしている人も非常勤職員ですけれども、いわゆる審議会の委員、弁護士の先

生も非常勤職員な訳ですよ。ですから聞き方として、臨時職員、非常勤職員をまず本当に聞

くのかどうなのか。聞く時にどの範囲の数にするかということを聞かなければ駄目で、他市

に直接聞かなければないものもあるので、それは大きくなればなるほど、相手は面倒くさが

るので、その事を踏まえて聞いた方がいいですよね。それから管理職比率というものが出て

いますけれども、管理職よりも重要なのは級別職員数ですよ。特に５級以上とか６級以上、

何級にそれぞれ何人張り付いていて、上位級に何人いるかということの方が客観的に分かっ

て、数字が分かるので、これを入れなければ駄目ですね。それから人事関係ですと、人事評

価の実施の有無と成績率に基づく勤勉手当の支給や、査定昇給の実施をしているかどうかと

その範囲。基本的なものとして入れなければならないものですね。それから財政関係に関し

ては、１から23、特に歳入総額と歳出総額は日本の場合ほとんど同じなので、同じことを

２回、１、２と８、９と聞くかどうかというのはあります。これは多分聞かなくても分かり

ます。これは何年度ベースで見るか分かりませんけれども、この辺はいずれにしても公表す

る時の仕方を考えれば、数字を集める手間暇ないです。ただ24番の実質的将来財政負担額

というのは、財政４指標の中の１つの実質将来負担額のこと。 

●事務局 そうです。 

●委員長 自分で作った指標ではなくて。 

●事務局 はい。 

●委員長 それを公表すると。 

●事務局 はい。 
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●委員長 分かりました。29番は４指標ではなくて、これだけ聞く訳ですね。 

●事務局 ４指標は議会に報告をしておったので、まず一応公表という観点では公表してい

るのかと思ってですね。今回財政指標においては、市民の皆さまが今後どれくらいの借金と

いうか、負担をこの市は持っているのだろうかと、そういう点ではないかと思ってここをピ

ックアップしたものでございます。 

●委員長 なるほど。いずれにしても公表している数字なので、改めて記載するかどうかの

話なので、本質的にはそんなに重要な事ではないけれども、何でこれだけ出すのかというこ

とも含めて、それは考えなければいけないですね。 

●事務局 はい。 

●委員長 あと29番のプライマリーバランスというのは、これはどうやって調べるのです

か。 

●事務局 プライマリーバランスは、各自治体においてそれぞれ把握していると思っている

のですが。 

●委員長 プライマリーバランスは各団体によって定義が違うんですよ。 

●事務局 そこは元利ベースと元金ベースがあろうかと思っておりますけれども、その両方

聞いてみたいと思っておりました。 

●委員長 あと基金の組み込み方とか、それから中には臨財債をどちらに組み込むだとか、

そういうところで違いますよね。 

●事務局 はい。 

●委員長 だからこれ、プライマリーバランスを回復しているかどうかというのは１市で考

えることは簡単だけれども、二十何団体全体で出すときに、あえてプライマリーバランス。

財政指標の中に入っていないですよね。それは考え方が違って、数字で安定しないから。そ

れを調べてなおかつ公表することになじむのかどうなのか。 

●事務局 ここはそれぞれのプライマリーバランスというのは確かに定義づけのところ、先

生のおっしゃるところはあると思うのですが、それぞれの自治体で出しているプライマリー

バランスというのはあるので、それを聞いたみたいと思っておりましたが。 

●委員長 いや、そんなに難しいことではなくて、聞くなら何の項目と何の項目を足したも

のについて赤字なのか黒字なのか。それから基金を繰り入れていれば、もうプライマリーバ

ランスはマイナスで考えるのか。そこのところは定義しないと意味のある数字にならないで

すよ。29は。 

●事務局 はい、分かりました。そこは定義の面を考えて照会したいと思います。 

●委員長 あと、次の事務事業の３、４、６、７と見直しというのが出てくるのだけれど、

この見直しというのは非常に意味が広いですよね。ちょっとでも見直ししていれば見直しに

なりますよね。何もしていないところはないでしょうね、多分。これでなおかつ見直しして

いないとつける団体があるのかということを含めて、聞き方として有効なのかどうなのかと。

それから７番の事業仕分けに関しても、構想日本なんかが主唱してやっている事業仕分けも

あるけれども、自分たちの団体で工夫して行政評価をしているところもあって。この事業仕

分けという言い方で、このことだけを聞くことに本当の意味があるのかどうなのかというこ
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とです。10番の旅費制度の見直しは先ほどと同じ。１つ遡って、職場全体でどれだけペー

パーレス化を図っているかというのは、聞くこと自体に意味はあるかもしれないけれども、

異動内示書だけをペーパーレス化で聞くことに本当に意味があるか。それから、手数料、使

用料の見直しは同じです。未利用地処分の実績額については、もともと未利用地をどれだけ

持っているかによって大きく既定される訳ですよ。無いから、無い場合には未利用地があっ

ても処分出来ていない場合もあるし、実際未利用地が無い場合もあるので、これを聞いて意

味があるのかどうなのかということですね。それから庁内公募制度をなんで人事関係ではな

くて、ここで聞くのかということ。これがまた一般的に聞くことに意味があるのかどうなの

か。それから公用車に関しては22番で一括管理があると同時に、特別職の専用公用車につ

いては８番と両方あって、公用車を何台持っているかというのは聞いても、場合によっては

答えてくれるかもしれないけれども。ただ、公用車にしても今リースも結構ありますから、

リースにしているものは果たして答えてくれるかどうかというのはありますよ。それも含め

て、ここについては公用車の聞き方について、一元化して聞くこともあり得るのではないか

と。 

それから、その他では附属機関等の公募委員登用率と女性委員登用率については、これ

は全部の団体で数字を作っているかどうかですね。アンダーバーでの回答になる団体、附属

機関の中に等が入っているので対象がかなり広いのですよ。だから、聞くこと自体に意味は

あるかもしれないけれども、数字はかなりぶれるかもしれない。それから10番、11番に関

してはＮＰＯに対する支援制度を持っているかどうかというのを聞くのはおもしろいと思う

けれども、基本条例を持っているかどうかということだとか、それから有償ボランティアと

いった場合に交通費実費とは限らないので、かなりの範囲で有償ボランティアを考えている

かもしれない。だからこの聞き方を、ＮＰＯの支援制度があるかどうかということと、交通

費実費に限らず有償ボランティア制度の有無なのか、聞き方は考えないといけないと。聞く

のであればもう少し精査をして聞かないと有効なものにならないので。それからベースは既

に国で調べているものがあるので、実際上は既に公表しているものを分かり易く開示するか

どうか、類似団体だけまとめて開示するかどうかという色彩が強いので、そこら辺は十二分

に考えて対応して欲しいなと思います。よろしいですか。 

●事務局 はい。 

●委員 この指標案の中で、八戸市は他と比べて好ましくない、かなりきつい数字が出るだ

ろうと予測なさっている項目はありますか。 

●事務局 率直に申し上げて、財政関係で地方債残高あたりが全体的にどうなのかというこ

とを知りたいと思っております。今後重要になってくるのは借金を減らしながら、健全に経

営していくという部分です。これは国の場合もそうですし、借金ということに対して非常に

興味を持ってますし、今、数字上では健全化指標の中に詳しく解説された借金の額というの

は入っていないので、そういうのは注視したいと思っております。 

●委員 お聞きしたかった趣旨は、非常に重たい問題から軽い問題まで色々ありますよね。

そうするとこういう指標を何で選んできたのかということ、そこに何らかの意図があるとい

う風に考えるんですけども、その時に八戸市が問題ではないかと思っていることをきちんと
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出していただく、出すとまずいかもというものを引っ込めないで。そこに１つの問題意識と

いうものが出てくると思うのです。痛い数字が出た時にでも、ちゃんと引っ張り出してきた

のだというのが市民から見れば信頼になりますので。やたらいい数字ばかり並ぶと、逆にそ

ういうものばかり集めたのではないのということもあるので。今そういうところもきちんと

見たいというお答えがあったので、非常にそれは良かったと感じます。それをうまくアピー

ルしていただければと思います。 

●委員長 今回いただいた中では市民１人当たりの地方税額というのは低いのでは。 

●事務局 そうですね。財政指標の関係では１人当たりにすると結構身近に感じる数字にな

りますので、特に借金とかで申しますと、１人当たりの借金は幾らと。現実的に何万円とい

うふうな数字になると非常に身近に感じられるのかと、そういう視点で１人当たりという項

目は多くしてございます。 

●委員長 あと１つ、技能労務職員の数。普通は見なければ駄目だろうな。公表するかどう

かは別にして。あとはそんなに多分、極端に悪い数字はないのではないでしょうかね。ただ、

女性管理職は少ないのでは。 

●事務局 管理職の捉え方もあるのですけれども、八戸市の職制からいきますと、主査級以

上がいわゆる従来から管理職ということで考えてきていますから。普通は、課長以上という

考え方でしょうけれども、課長以上というそのパーセンテージからすればまだ低いのではな

いかと思っています。ただ、課長級以上の職員になるまでには、その下地、底上げをしてお

かないとなかなかそこまで到達しない。そういう意味からすると、まず１つのポイントが主

査級以上かと。ですから、先ほど先生がおっしゃったようにどういう定義をして調査をする

かが重要だと思います。 

●委員長 管理職も、例えば７級以上とか言わないと。主査を管理職にするのは、それはそ

れで１つの考え方なので、ある意味ではいいことなのですけれども、普通は監督職で考える

訳です。そういう点で比較するときには工夫が必要になりますね。 

●事務局 はい。 

●委員長 はい、よろしいですか。それでは 後のネーミングライツに移ります。 

 

〔資料に基づき事務局から説明〕 

 

●委員長 この事業について皆さんのほうから質問、ご意見いかがでしょうか。 

●委員 質問です。５の(6)のところです。ネーミングライツ事業者の決定方法なのですけ

れども、ここに金額とありますが、これは一応市としては希望金額を出すけれども、実

際に同じ条件であれば、要するに落札ではないですけれども、高い金額を提示してきた

ところから選ぶということですか。 

●事務局 基本的には、この事業は収入確保策として実施しますので、その他の条件が全部、

仮に一緒だとすると金額の高い方を選定させていただきたいと思っております。 

●委員 そういうやり方をすると、例えばあちらの企業は幾らと言っていますけれども、お

宅はどうしますかという風につり上げていくのか、それとも一回勝負で。 
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●事務局 一回で、応募時に提示された金額で判断するということでございます。 

●委員 分かりました。このアンケートの時に、どれくらいの金額であればという希望を聞

いたということなのですが、金額がある程度イメージできての答えなのか、ただ何とな

くなのか、その辺がよく分からないのですけれども。 

●事務局 アンケートの結果を見ますと、新井田インドアリンクのほうは金額が高いところ

もございまして、金額の幅があるのが現状でございました。子ども交流館については、

新井田インドアリンクよりは 高額は低いということでございます。 

●委員 では、関心ありと書いていらっしゃるところは、具体的な数字についてある程度イ

メージを持っていらっしゃるということですか。 

●事務局 アンケートでは幅を持たせて聞いてございまして、子ども交流館は、まず50万

円未満、それから50万円から100万円未満、100万円から200万円未満、200万円から300

万円未満、300万円以上という区分。新井田インドアリンクのほうは、500万円以上とい

うところも聞いてございます。 

●委員 企業178社という風に伺ったのですけれども、この178社というのは八戸の企業で

すか。 

●事務局 はい、そうです。まず、企業に対してニーズ調査をする場合のこちらの考え方が

ございまして、実際に募集する時にはもちろんどこの企業でもよろしいのですが、現在

八戸にある施設が全国的にみて、要は収入を得られる施設かどうかというところ、そこ

は冷静に判断してございますが、どちらかというと社会貢献とか、地域貢献とか、そう

いったところであればまた協力いただけるところもあるのではないか。そういう視点で、

まずは地元の企業の意向を聞いてみたということでございます。 

●委員 事業の実施概要というのは、これでフィックスということではないのでしょうけれ

ども、例えば３年間というのは短いといえば短い、長いといえば長いのでしょうけれど

も、やはりこの広告事業に名前が付くというのはやはりステータスといいますか、信頼

性を高める裏打ちのようなものになる可能性があるので、例えば、これをやったら剥奪

というような、当然そういう項目も出てくる。 

●事務局 そこは当市に有料広告事業に関する取りまとめた考えというのがございますので。 

●委員 下側のほうに業種と書いてありますけれども、基本的にはこの有料広告掲載基準に

則ってということですね。 

●事務局 そうです。 

●委員 はい、分かりました。 

●委員 この施設は今、指定管理者制度の中で運営されている施設ですよね。この人たちに

対する了解とか、そういう手続きは必要なのですか。 

●事務局 その点については、担当課に意見を聞いて、アンケート自体から実施してよいか

どうかを聞いて、それでよいということだったので、アンケート調査をする際に指定管

理者にもお知らせする形で実施してございます。 

●委員 １番目の施設はこどもの国の中の一部施設といいますか、新設される施設ですから

市民に対してまだそれ程知られていない名称といいますか、計画中の名称です。一方で

 19



新井田インドアリンクは既に実績があって、結構市民にも全国的にも伝わっている施設

の名称ですね。これが変わることについて、周りに対してはどうやってケアしていくも

のなのですか、通常。 

●事務局 まず新井田インドアリンクについては、定着している名前だということはござい

ます。ただ募集する際にいろんな制限の付け方というのがあります。それは新井田イン

ドアリンクというものをきちんと入れた上で、その前に企業名を付けるとか、その後に

企業名を付けるとか、そういったことも募集の仕方としてあろうかと思っています。従

いまして、ここはまた直接の施設所管課と詰めていくことになるのですが、市側として

譲れない部分という風な、名称において譲れない名前があればそれを前提として募集を

することになるかと思います。 

●委員 そういう意味では、今既に利用者がいますよね。つまり管理者の立場の人たちと利

用者の人たち、子供たちを含めて今使っている訳ですよね。その人たちの、意見といい

ますか、そういうものをどこかでフィードバックするような仕組みはとれないものなの

ですか。いきなり変わって、こう変わってしまいましたと伝わっていく仕組みよりは、

市民に対しては途中の手続きとして、市として行政の経済的なことを解決することに役

立てようとしていますという理解を求めていかなくてはいけないですよね。その辺はい

かがですか。 

●事務局 具体的にこれをやるということは言えませんけれども、例えば常に利用している

ような団体があれば、そういうことは常日頃から施設の運営の仕方等々意見を聞く場は

あろうかと思います。当然協会もありますので、その辺に全く聞かないでという訳には

多分いかないのではないかと思いますが、そういう中でどういう制限を設けていくかと

いうところは落ち着いてくるのではないかと思っています。 

●委員 例えば周辺で商店などをやっている方が、新井田インドアリンクの近くだという、

そういうことをマップ情報として出していらっしゃる方もいる訳です。それがそもそも

変わってしまった時に、私たちそういうことを後で聞いたのだけれどもというよりは、

今から情報を発信されていたほうが理解を得やすいのではないかという意味で発言して

います。 

●事務局 今後のスケジュールで申しますと、公には、１月の議会協議会で発表いたします。

新井田インドアリンクの方のスケジュール、作業スケジュールというのは、９月の開館

に合わせて逆算してもまだ余裕があるので、正式な発表をしてから、その中でさまざま

な声を確認していけるようなタイミングがあろうと思います。 

●委員 是非そういう風にうまくレールに乗せていくために、やはり既に名前が付いている

訳ですから、人の名前でも名前を変えるというのは大変なことで、今まで親しんでいた

名前が急に違う名前で呼ばれることになった、ということにならないような、スムーズ

な変更の仕方をするようにしていただければと思います。 

●事務局 その名前の方法として、 初に話したのは新井田インリンクという名前は残しな

がら、その前後に付けるような募集の仕方も可能です。そうなれば元々の部分は残ると

いう方法も選択できるのかと思っております。 
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●委員長 はい。 

●委員 ネーミングライツで収益が上がる、広告収入が入るとなった時に、それがただ一般

の、市の財政のほうに回されてしまうというよりも、やはりここに書いてありますけれ

ども、大事なのはそのネーミングライツ料というのはその施設の維持向上に活用される、

ここはきっちりと出していただくと、非常に理解をしやすいと思うのです。そうすると

変わっていく時も、気持ち的にも、名前が変わるけれどもそのお金で施設がよくなれば

いいという気持ちになると思うので、その辺をうまく何かにつけてアピールをなさった

方がいいのではないかという感想を持ちました。 

●事務局 はい、ありがとうございます。 

●委員長 これ希望金額イコール 低価格ではないのですか。 

●事務局 その金額の詰めは、これからしていきます。 

●委員長 要するに点数化していく時の点数に随分関わりますので。 

●事務局 選考基準などは現在検討しているところでございます。 

●委員長 よろしいですか。はい、それではありがとうございました。一応本日の審議案件

は以上です。その他、事務局からあればお願いします。 

●事務局 本日は長時間にわたるご審議、ありがとうございました。本日の案件につきまし

ては、皆様からいただいたご意見、ご指摘を踏まえ、今後八戸市行政改革推進本部で 終決

定した後、各取り組みを実施してまいる予定でございます。また、当委員会の開催について

ですが、年度内の開催については現在のところ未定でございますが、行財政比較分析や、ネ

ーミングライツ事業の報告について準備が整い次第開催したいと考えております。以上でご

ざいます。 

●委員長 それでは本日の委員会はこれで終了します。ありがとうございました。 
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