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平成 23年度 

第２回八戸市行政改革委員会 議事録 
 

日 時  平成 23年 10月 6日（木）午後 1時 45分から 

場 所  八戸駅西区画整理事業所 会議室 

出席委員  辻委員長、長谷川委員、北向委員、月舘委員、野坂委員 

事 務 局  早狩総務部長、原田総務部次長兼人事課長、中村行政改革推進課長、 

       佐々木副参事、小幡主幹、榊主事、奥瀬主事 

事業担当課  長根所長、工藤副所長、小川副参事、中村副参事、高橋副参事、岩谷主幹、 

(駅西区画整理事業所)  池田技査、山道技査 

次   第    １ 開会 

       ２ 委員長挨拶 

       ３ 審議 (1)公共事業再評価について（八戸駅西土地区画整理事業） 

            (2)第５次八戸市行財政改革大綱の進行管理について 

             ４ 閉会 

 

───────────────────────────────────────── 

 

次第３ 審議(1) 公共事業再評価について（八戸駅西土地区画整理事業） 

 

〔資料に基づき事業担当課説明〕 

 

●委員長 

 それでは、ただいまの説明について、皆さんの方からご質問・ご意見をお願いします。 

●Ａ委員 

 公共事業再評価シートのＢ／Ｃの計算の所ですが、費用対効果分析手法の説明がこのシー

トの（３）の中にありますが、不確かで恐縮ですが、今の計算に、道路事業の場合には地域

係数を掛けていませんか。青森県のＢ／Ｃの評価の時には、青森県の現状をふまえると、今

こうやって計算されたＢ／Ｃは、いわば中央と言いますか、非常に交通量が多い所でのデー

タに基づいたＢ／Ｃだという認識があって、地域の実態に即した様な評価と少しずれる点も

あると。そこで、地域によって、例えば三八地区であれば三八地区の地域係数を、人口とか

様々な指標を評価して、この値に更に係数を掛けるという制度をやっているかと思いました

けれども、いかがでしょうか。 

●事業担当課 

 ご質問にお答えします。地域係数につきまして、青森県のマニュアルで数値が発表されて

おりますが、今回のこの再評価に関しましては掛けておりません。その数値が今すぐ出ませ

んが、「1.数倍」（1.0～2.0の間）ですけれども、それを掛けると今のＢ／Ｃ「1.63」よりは、

かなり高い評価になる状態でございます。 
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●Ａ委員 

 私自身の個人的な意見ですが、八戸市も決して中央と比べましたら、交通量が低い中で色

んな整備事業を進めている訳ですから、そういう意味では、いわば中央との肩並べの様なＢ

／Ｃで評価を一律にするのではなくて、地域に応じた様な評価という事も併せ持って、事業

を進めていく必要がある様に感じました。先ほど交通量センサスを使って、というお話があ

りましたが、例えば、こちらは主に駅から降りた方は沢山利用されるのではないかという道

路ですけれども、その意味でセンサスの土台になっているデータはどこのデータですか。交

通量が減ったとかと言うお話がありましたけれども。 

●事業担当課 

 国の交通センサスデータを基に青森県で出した数値を頂いて使用しておりました。 

●Ａ委員 

 つまり私が申し上げたいのは、このエリアは今まで交通が既にあって、そこにバイパスを

作るとか、そういう風な事業展開だと、そういう指標が有効の様に思うのですけれども、ど

ちらかと言うと新しく地域整備しようという様な時に、そういう数量で交通量が減る方向だ

という指標を拝見する事については、既に今の事業が始まってから実態がある訳ですから、

この後の次のステップでの再評価では、実態の情報を拝見した方がより精度の高いＢ／Ｃと

いう評価を市民に提供出来る様に思います。 

●委員長 

 これは確認ですけど、道路街路事業の場合は、主要幹線道路とか、高速道路の場合は、交

通量に関しては実際往路表に基づいた実測値を使いますよね、これは結局みなしですか。実

測値は全く使っていないのですね。 

●事業担当課 

 エリアでネットワークを組んだものを頂いて使っています。 

●委員長 

 それでは個別に設定した往路表に基づくのではなくて、幅員がいくらで大体いくらぐらい

だろうという、そういうみなし量を使っていますね。今は部分開通で全然足りないのじゃな

いですか、実測値は。 

●事業担当課 

 実際には少ない事になります。 

●委員長 

 限定開通だから、ネットワーク開通時にどうなるかは分からないけれど、現実としては、

多分ここまでの交通量には至っていないでしょうね。 

あと、いかがでしょうか。 

●Ｂ委員 

 ずっと今Ｂ／Ｃのお話が出ていたのですが、この費用対効果分析を外部に出しているとい

う事で、この受託業者の株式会社コサカ技研さん、これはどこの会社でしょうか。 

●事業担当課 

 市内のコンサルタント会社でございます。 
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●Ｂ委員 

 そうですか。要するにこれは外注しているという事で、こういう分析に関しては全てこの

会社に丸投げしている訳ですか。 

●事業担当課 

 一緒に打ち合わせをしながら、数値を見ながら進めさせていただきました。丸投げではな

くて指名競争です。 

●Ｂ委員 

 その指名競争入札って金額だけの問題なのですか。金額が安くても、それだけの力がある

所かどうかという評価も全部含めて、ここに委託したという事でしょうか。 

●事業担当課 

 基本的に委託になりますが、委託業者においては、能力のある会社という選定を契約検査

課で行いますので、業者の選定については我々はタッチ出来ません。役所の中で、そういう

Ｂ／Ｃの計算も出来る会社は市内に何社かあるという事ですが、市内にも大手の会社がござ

います。その中の方々で、最近は一般公募型とかという入札方法もありますが、今回の場合

は、特定の業者が７社とか１０社おりますので、その中での入札を行って決定している、と

いう事でございます。 

●Ｂ委員 

 そうするとこの費用対効果の分析と言うのは５年なら５年、その事業を見直す時に改めて

またやるという事ですね。その期間は５年前のデータに基づいて、進めていくという事です

よね。 

●事業担当課 

 評価の見直しという事ですので、その時点時点での判定という事になるかと思います。 

●Ｂ委員 

 そうするとＣの方のコストっていうのははっきりと分かると思うのですけれども、Ｂの方

のベネフィットって言うのは結構変わっていくと思うのですが、その辺っていうのも５年前

にやった事と言うか、前回やった事という事で、そのままベネフィットが変わるとか数字が

変わるとか、特にベネフィットの場合、内容は割とはっきり分かると思うのですけど、実際

の数字と言うのは非常に刻々と変わっていく所があると思うのですね。それは一応置いたま

ま、ずっと事業は進めているという事ですよね。 

●事業担当課 

 年限による再評価という事で、スタート時から 10年、再び５年経過した時点という事で、

定められた時期に、その時々の条件を加味した計算をするという事になっておりますので、

今の様な交通量の配分等について我々の手の及ばない交通量の配分という事になりますと、

刻々と言いましても、今言った様な形のデータですと、平成 17 年の交通センサスのデータ

がそのまま用いられている。あるいは交通量そのものではなくて県の方に配分の方法につい

て委ねられており、それが私どもの手に入るのは 17 年であれば 1 年かかってから入ってく

る様な状態で、その様な交通量に関しての便益というものについては、刻々というよりも、

ある程度の期間を経たものが来ている様な状態もあります。 



 4444 / 21212121 

事業費については、事業計画の見直し時点という事で、考えさせていただいております。

と言うのは、どうしても事業計画の中で定められた費用の配分がなされないと、残念ながら、

私どもが 20億予定していても 10億しか予算がつかないという様な事もございますので、今

言っているのは分母の部分ですけれども。将来的に向かって、じゃあ費用、Ｃはどうなるか

という事になりますけれども、事業費の傾向は、縮小の傾向になると思っていました。先ほ

ど現場でも話をさせていただきましたが、補償費の減額だとか、あるいは工事費の落札での

減額だとか、分母になる部分の見直しは５年毎に大体出てまいります。 

 事業費の考え方については、総事業費等の見直しについては、ある一定期間までは事業の

進捗を見て、という事になるものですから、概ね 50％を過ぎてから精査をするというのが通

例です。ですから、22 年度に事業計画の見直しをしておりましたけれども、５年経過して

27年度辺りには、その分母の部分についての再精査をするという事で、Ｂ／Ｃに係るものも

変わってくるという事になるかと思います。 

●Ｂ委員 

 例えば当然傾向としてもコストの部分を減らそう減らそうという事になりますけれども、

逆にちょっとコストを増やす事によって、実は効果が大きくなるという可能性が出てくる事

がありますね。その時に、今こういう数字が出てますけれども、私たち民間からすると、５

年間というのはやたらに長いのです。その間に世の中の流れだとか、何か特別な施設が出来

たとか、工場が八戸の何処かに来たとか、そういう時に、コストが増えたとしてベネフィッ

トがどれだけ増えるかという事で、色んなやり方を変えていくというフレキシビリティはど

れくらいあるのでしょうか。それとも無いのでしょうか。 

●事業担当課 

 今現在、我々は残念ながら、公共として収益を得るという事業はしておりませんので、将

来的にも当然ながら事業費に向ける保留地の財源、いわゆる民間で言う所の土地の分譲とい

うのがございます。これは 50 億ほどございますが、その中においても、民間に対して土地

を売るものと、学校用地の拡幅という事になると市の財源から買われるという事になりまし

て、前向きに収益を考えながら年間の事業費を確定する、今年 10 億欲しいから、来年もプ

ラスで 10 億欲しいという展開の仕方は出来ないという辛さがございます。地元の方からも

当然ながら 10億、あるいは 10億を超える様な要望等も当然あってございますが、思う様な

進捗が出来ていないのはそういう事でございます。 

●Ｂ委員 

 はい、分かりました。 

●委員長 

 あといかがですか。 

●Ｃ委員 

 先程のＡ委員とも関連するのですが、推計交通量、11年と 17年ベースでこの資料には使

われている訳ですが、だいぶ減っている。本来であれば、区画整理ですから区画整理地内で

の交通量の推計が出て、将来的に整備した時に増える、そういう風な要因が出てくると、非

常に区画整理の効果というものも高く見えてくると思うのですが、それは現実的には国では
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使われていない。11 年、17 年ベースでの資料が出ている訳ですけど、交通量の減った要因

というのは分かりますか。 

●事業担当課 

 今、お話が２つございましたが、推計交通量の減った要因、あと１つは国の方の交通量の

配分が減った要因という事ですけれども、交通量の実測値と、それから先程委員長さんから

お話がございましたが、実測に基づく地区内の交通量という事ではなくて、例えば極端な言

い方になりますが、東京から青森までの道路が出来ますと、そうしている中に５年経過した

ら、その選択肢が１本から３本になりましたと、そうすると１路線に対する交通量が多少な

りとも減っていく、その様な交通量の配分はあるかと思っています。たまたまこの地区内と

いうのは都市計画道路という事で、市内を循環する道路という事を目的にしておりますが、

残念ながらこの地区内では、脇が市街化調整区域という事で、街区としての伸びは期待出来

ないという状況にあります。ではこの先どの様な街路の延伸がなされるのかという事になり

ますと、なかなか難しい。その方向についてもＪＲの線路を横断するものとか、あるいは望

みがあるとすれば、１つは西高校の方に向かったインターチェンジ、路線が国道 454を超え

ていく可能性があるとすれば進捗の可能性が高いと思っていました。その様に交通量配分と

いう事に関して、あるいは評価という事に関して、今現在は決められた評価シートの囲みの

中にある要件でもってやらざるを得ないという事になっておりましたので、残念ながら地区

内の交通量の実態に即したＢ／Ｃというもので表現出来ていない苦しさがございます。果た

してこのＢ／Ｃの数値で、その将来交通についての説明が足りているのか、という事につい

ては確証たるものは私どももはっきりとは言えないのですが、この手法でやりなさい、とい

う事の中での説明とさせていただいておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

●Ａ委員 

 今の話は、歯がゆい思いをされながら評価をされたと思うのですが、新幹線の駅の玄関口

という、そういう言葉が評価の中には無いのですね。それで、市民が期待している、この駅

西の整備というものに対しても、それは決して交通量がどうかという事は期待していないと

私は思うのです。もっと駅の周辺の景観だとか、降りた方にとって、八戸の玄関として相応

しい様な状態にする事が求められている様に思いましたが、そういう風な評価は無いですよ

ね。 

●委員長 

 ちょっと議論を整理したいのですが、元々こういう事業評価、特にＢ／Ｃに基づくという

のは、昔からやっているという訳ではなくて、今言われた様な定性的な評価について今まで

やってきたのですが、そうした中で定量的にある程度ハードルを低くしながら、一定の評価

をしていく事も必要だという事でこの評価も行われています。 

それから、先程から事業評価の部分については、街路整備効果の部分に集中していますけ

れども、同時に区画整理効果については、ヘドニックアプローチで計算する事になっていま

すので、駅全体の面的な整備効果についてはここの部分で評価する、という事になっていま

すので、この２つは分けて議論しなければならないという事になります。 

先程から議論が集中しているのは、その中の街路事業の評価の部分ですが、これは例えば
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３ページの平成 23年度でも、18年度でも具体的な数値を見ていただくと分かるのですが、

色々項目はあるのですが、大きい所は、整備費と走行時間短縮便益の所です。整備費につい

ては先程議論がありましたが、色んな工法を工夫したりして、実測値が変わる、そのいつの

段階でどの数値を入れて変わるか、という事もありますが、同時に、現在割引価値で割り戻

しますので、一度計算されると分かるのですが、少々の節約効果よりも、４で割るか３で割

るかという所の効果の方が、要するに 35年 40年と見ますので、よほど全体としては影響が

大きくなっています。 

それから、全体の道路街路事業の特性として、計画時点でどのぐらいの交通量があるかと

いうのもさる事ながら、都市計画道路が全体で完成した時のネットワーク交通量としてどれ

ぐらいの効果があるかという観点なので、厳密に言うと、ここで想定して計算しているもの

は、すべての都市計画道路ネットワークが完成した時の効果なので、実測値と乖離があって

も当然だと、ある意味ではそういう評価にもなっています。道路というのは一度作ると変え

られないので、あくまでも都市構造としてフィックス（固定・定着）したもので考えるとい

うのがここの部分なのですね。 

先程言った走行時間短縮便益の方は、実際何が一番効いているかと言うと、どのぐらいの

交通量があるかという事が結構大きな要因になります。しかしその交通機関については先程

からずっと議論していますが、測ってもいいのですが、枝線の部分まで隈なく走っている交

通量を測ると、かなりの手間がかかるという事で、一定の主要幹線以外のものについては一

定の条件を置いてみなし計算をする。従ってその地区において、本当にこの道路を通した事

によってどれだけ交通事情が改善したかという観点よりも、全体の景気動向ですとか、全体

の主要幹線の整備状況が結果としてこの交通量に影響を与えてしまうという事になっていて、

その部分について大きな限界があるというご説明だったと思います。 

もう１つ、先程議論が出たけれども、私はむしろ道路事業の評価よりも、ヘドニックアプ

ローチで区画整理事業を評価する。単純に言うと、地価の差で評価するというやり方が限界

にきているのではないか。全般的に地価が伸び悩んでいて、地方都市の場合は黙っていると

どんどんと土地が実測で下がり続ける。そうした中で、よほどの好条件がないと区画整理し

た地区についても思ったほど価格が上昇しない。こうした時に、このマニュアル通りヘドニ

ックアプローチで計算して、二束三文の農地から宅地並み課税になっていく、産業地になっ

ていくという前提で計算すると、一定の効果は出ますが、しかし前ほど単純に地価還元とい

う事で、区画整理事業の全体の効果が得られるのかという事については、今回数字も見て、

改めて道路街路事業の効果よりも危ういものを感じたのですが、それは事業担当課さんの方

としてはいかがですか。 

●事業担当課 

 私どもも、今回のＢ／Ｃの数値の下がり方について、ちょっと大きいなという事で、特に

街路の方を心配した訳ですが、街路はさておきまして、区画整理事業という事でお話させて

いただきます。都市計画道路、橋梁、区画道路、建物移転補償、と事業の中で大きく占める

ものを試算した所、特に工事入札の落札率の範囲が思ったよりも大きい。それから先程言い

ました建物の移転についても、県だけの部分で試算で7億円程という事で、総額で20億9,000
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万円ほど減額になるのじゃないかと試算をしております。そうしますと 240億円の全体事業

費が 219 億円程になり、Ｂ／Ｃの現在の予想等は全て同じ条件とすると「1.2」となりまし

た。現在「1.1」となっておりますが、事業費の見直しという事で、先ほどＢ委員さんからお

話いただきました通り、タイムリーな形での事業費の積算が全て行われておれば問題ない所

ですが、残念ながら事業計画時の予算を総事業費としておりますので、この差が出ておりま

す。「0.1」ほどアップするというのが現在の実状ではないかなと思っております。 

●委員長 

 はい。あといかがですか。 

●Ａ委員 

 ここら辺の地価は、新幹線の開業とか、今の事業によっても下がっているのですか。 

●事業担当課 

 評価としては、これは全国的な傾向という事で、資料にも載せていただきましたが、やは

り全体的な形で結構な金額が下がっておると思っています。ただ、駅前東口と西口では、も

ともと東口の方は街区が形成されておりましたので、結構下がり幅が大きいと思います。こ

ちらの方は街区の形成がされておりませんでしたので、これから進展するという事も含めて、

土地の値段が上がっていないという事で、元々が低いという事で、一般の方々はそう感じて

おらない気がします。 

●委員長 

 進捗状況に関してですが、全体計画で「46％」当初年次計画に対して「44.27％」の進捗

という事になっていまして、元々この事業は５年ぐらい延ばしているのですね。区画整理事

業は高度成長期ではないので、早くやればいいとは必ずしも限らないので、最終的に換地さ

えうまくいくなら、少し時間をかけてゆっくりやっていいと思うのですが、この進捗率を見

ると、それでも思っていたよりも進捗状況が遅い様な感じがします。進捗状況が遅れている

理由というのは、地権者合意が進まないからなのか、予算上の理由なのか、どんな理由が要

因なのでしょうか。 

●事業担当課 

 先程、駅舎の方で国の予算区分と金種の配分について先程お話させていただきましたが、

都市局と住宅局の予算が、更にその中でも通常費とか交付金とかに分かれております。それ

が１路線毎になされておりますので、私どもが、今ここをやりたいという時に、望む交付金

なり通常費なりがうまく配分されないという事情もございます。 

それと、先程玉突き移転の話をさせていただきました。図面の２ページ目の左側の方で赤

丸と青丸の所がございましたけれども、先行する所が、どうしても市の単独費を使わなけれ

ばならないという事もございます。今現在、どうしても財源として市の単独費だけを投入す

るという事業が多くなってきたり、あるいは今後においては、震災等の影響もありますので、

単独費だけを先行してやる事業というものは厳しいものと思ってます。そういう理由から、

事業の進捗が少し思わしくないという事になっております。 

●委員長 

 ちなみに実績ベースで言うと、公共負担分の財源負担のうち、国と市の割合は何％ぐらい
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ずつになっているのですか。 

●事業担当課 

 調べた上で後でお答えします。 

●委員長 

 詳しく分かれば、数字を教えてください。あとはいかがでしょうか。 

●Ｂ委員 

 この資料の至る所に、事業の目的として、東北新幹線が八戸に来たと、玄関口としてふさ

わしい都市基盤云々と書かれてありますが、八戸が終点の時はまさに玄関口として、その時

までに色んな設備が出来ていれば、まさにそれに相応しい顔であったと思うのですけど、今

はただの通過駅になってしまった所があります。現実的にはそこのゾーンで言うと駅前の商

業観光ゾーンには何も出来ていない訳ですから、そうすると例えば、今まで八戸が終着だっ

た時と、ただの通過駅になってしまった時とで、考え方とやり方、それからどういう施設に

したらよいのかという、考え方の変更があったのかどうか。また逆にそれをただの通過駅に

しないがための施設を造るために、ほかの観光部門との連携で話し合いをして、何かこのゾ

ーンはこういう風にしようという、新しいコンセプトをお作りになったのか、そこをお聞き

したいです。 

●事業担当課 

 事業として、新幹線を目標にしてこの地区を整備しようという声が上がりまして整備が始

まった訳ですが、新幹線が八戸に来て終点となった段階において、この事業が収束していれ

ば一番よろしい訳ですが、予算の事とか様々な事で思う様な進捗が出来なかったという現状

がございます。企業誘致等の上物について、駅前がまだ整備されない状況の中でどうするか、

という事が当然ある訳です。基本的にあのゾーンにつきましても、土地につきましては、全

て役所の土地ではございません。民間の土地や県の公舎がありますけれども、あの部分につ

いては県とよその方への換地という事で、新たな土地の所有者への分譲と言いますか、売り

買いと言いますか、そういう事になります。その中で、あの地区は商業施設が建てられると

いう事で色んな制約がございますが、その付近には役所の保留地（分譲地）も確かにござい

ます。今、現状で道路の整備がなされない中でお話はさせていただいておりましたが、企業

誘致の関係等を担当する課もございますので、道路が整備された後に、また整備される時期

に向けて、道路の沿線の土地の利用についてＰＲ等もしていかなければならないと思ってお

ります。現状では、上物について、どうこう出来るという様な状態では残念ながらございま

せんので、ご了承いただきたいと思います。 

●委員長 

 区画整理をやる時に、再開発地区計画ですとか上物のマスタープランは作ってあるのです

か。区画整理だけですか。 

●事業担当課 

 区画整理だけです。 

●委員長 

 この事業自体は上物をどうするかは、今回の対象にはなっていないので、道路の幅員が広
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いとか狭いとか、細街路の作り方が良かったのか悪かったのかとか、そういう所を、今度の

新幹線が延びたか延びないかによって、異なっているのかどうかという話ですね。元々まだ

全然街路が出来上がっていないので、街路計画が過大だったかどうかというのは、現時点で

はなかなか評価し辛い所かもしれないですね。 

●Ｂ委員 

 そうすると、Ｐ２の（２）に小規模な住宅開発による無秩序な開発が進んでいるという表

現があるのですけれども、では秩序ある開発というのをどう考えるかというと、結局道路を

通すというのが、この点に関してという事ですね。 

●事業担当課 

 この表示の仕方というのは、基本的に施工前の姿という事で書かれているのでこの文面に

なっている訳ですが、確かに３ｍとか４ｍ以下の、すれ違いの出来ない様な道路がこの裏に

も実際にありますので、緊急車両が入ってこられないという表示もございます。一般の市民

の方々が建物を建てるとしても、許可になる訳です。そうすると、狭い３ｍの道路を利用し

て、自分の宅地を分譲屋さんがやる場合には、建物を建てるために奥の方には６ｍ道路を付

ける訳です。後退線という形では４ｍという事になるのですが、現況は３ｍの道路を利用し

て入ってくる訳なのですね。そこの所に６ｍの道路を付けて６軒ぐらいの区割りをして売っ

てしまう。そうすると、その様な密集地が出来てしまうという風な傾向がございました。そ

ういう意味で表示しております。 

●Ｂ委員 

 分かりました。 

●委員長 

 先程の補助率は？ 

●事業担当課 

 総事業費 240億円に対して補助は概ね「45％」でございます。単独費「55％」という事で

ございます。 

●委員長 

 はい。よろしいですか。 

●Ｃ委員 

 資料５の「６．進捗状況」の 22 年度末の所で、補助事業と地方特定事業、単独事業とあ

るのですが、この地方特定事業というのは、補助でもない単独でもないと考えればいいので

すか。単独事業の中の、これはどういう事業なのでしょうか。 

●事業担当課 

 地方特定事業は、国土交通省の許可により起債が出来る事業です。起債の枠としては大き

いもので、特定という名前での単独費になりますが、起債率が大きいという事で国の許可が

いるというものです。補助路線である都市計画街路の間を結ぶ主な区画道路５路線が対象と

なります。 

●委員長 

 よろしいでしょうか。それではありがとうございました。 
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（事業担当課退席） 

 

●委員長 

 それでは、これから皆さんの意見をとりまとめたいと思います。基本的に皆さんの意見と

言うのは、この表の中で言いますと、４の「行政改革委員会意見」という形になりますので、

総合評価として、この継続・見直し・中止のいずれで、それに関して付帯意見や理由を示す

という事になります。皆さんいかがでしょうか。 

●Ａ委員 

 私は継続でよろしいと思いますが、少し長期に渡っていて、引き続き市民の方と言います

か、とりわけ地権者の皆さんのご理解を得ながら仕事を進めて頂く必要がありますので、長

期に渡るという意味では、変更点が単に工期が長くなるだけの変更に留めず、その時代に相

応しいものに変えれるものなら、少しずつ計画の中で見直すべき事を探し出しながら継続し

ていただければと思います。 

●委員長 

 Ｃ委員はいかがでしょうか。 

●Ｃ委員 

 私も継続で結構だと思います。 

●委員長 

 理由、付帯意見については。 

●Ｃ委員 

 事業費については、Ａ委員からもありましたが、期間が平成 35 年までと、清算期間５年

で整備は 30 年度までという事で、今の計画でまだあと７年有りますので、その辺は予算の

獲得とか、公共事業も抑制されているという状況なので厳しいと思うのですが、区画整理の

対象地区に住んでいる方々の不便さを考えますと、出来るだけ事業費の確保を早めにして、

出来るだけ工期を短縮してもらえればいいのかなと、その辺は望んでいます。 

●委員長 

 はい。ではＢ委員。 

●Ｂ委員 

 そのまま継続というのはちょっと考えにくくて、見直しだと思います。個人的には特に駅

前の事に関して言うと、本来、新幹線が開通した時に終わってなければいけない事が終わっ

ていないですから、もう終わらせれば、という事で部分的な所では中止だと思っているので

す。 

道路は途中までで止める訳にはいきませんからその部分はいいにしても、先程見せて頂い

て、私は来る前にも１回駅から見たのですけれども、５年前と全然変わらない。いいじゃな

いですか、そこに子供たちの絵を描いていれば、別に商業施設が無くても、表に道が無くて

も、もういいですよ、という感じなので、言ってしまって引けない所があるでしょうから、

生活している方の事を考え、交通の利便性も考えて、最低やらなければいけない事は何なの
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か。「こうなればいいね」とか「こうなってほしいね」というのは全部削ぎ落として「最低こ

れだけはやらなきゃいけない」所まで、私は減らしていいのじゃないかと思います。それに

非常に流動性も無いですし、そういう事で考えると今の時代にあった開発になっているとは

ちょっと思いにくい所がありますので、とにかくコストを下げるという事よりも、やる事の

規模そのものを、最大どこまで削って、最低どこまでやらなければいけないか、という方向

で行くべきではないのかなという印象を持っております。 

それで、結局、市がやるという事は市のためにやる事であって、何丁目の誰さんのために

やる訳ではないですから、その辺をもう一回きちんと整理して、当然ここに住んでいらっし

ゃる方は「良くしてもらいたい」「こうしてもらいたい」という意見はあると思いますけれど

も、税金でやるわけですから、特にこういう状況で、今は震災も含めて色々あったので、本

当に市としてやるべき所は最低どこなのか、そこの洗い直しをしていただきたいという事で

見直しという事を提案したいと思います。 

●委員長 

 はい。それではＤ委員。 

●Ｄ委員 

 私は継続で評価いたします。個人的には、随分変わったなと、見ておりました。質問は大

体皆さん方で出ておりましたので、疑問点は出尽くしたので、特に質問はさせていただかな

かったのですが、継続するにあたって、Ｂ委員の意見を取り入れる様ですが、この区画整理

事業についてビジョンが全く見えないというのが正直な気持ちでして、それが現在では道路

がネットワークされていないので、この評価のシート自体も非常に、国の基準でやっている

様なレベルの話で、これをどの様に定量的に捉えていくかとなると、私は評価しきれなかっ

たのが正直な所です。なぜそれで継続かというと、既に事業として始まっているという状況

にある中で、継続する方向で行くのが、現状ではベストな方法だろうと思いますが、今の事

務局の報告の中でもありましたが、事業費の見直しは継続的にされている。あと、実際にデ

ータ的には、事業費で「1.2」と先程数字が出てきました。評価を内部でもやっていると分か

り、その上でやられているので、今の所は継続という判断で良いのではないかなと考えてお

りました。 

●委員長 

 そうですね、表現の仕方は継続と見直しというので、基本的に 180度までとは言わないけ

れど、90度ぐらいは方向が違うのかもしれませんが、言わんとしている事は、私はそんなに

は違わないのじゃないのかという気がします。元々これは新幹線の計画を作った時に、駅東

の再開発のビルもそうですし、こちら側の区画整理もそうですが、今から思えばややオーバ

ースペックに色々計画したなというのが、正直言ってそういう傾向があると思うのです。し

かし東口をやり、ビルが建ち、こちらはしかも駅東と違って基本的には床は問題にせずに土

地を整備していく土地区画整理事業に留まっているという事があって、市として最低限、都

市基盤として整備しなければならない事を区画整理でやっていくという手法をとっています。

そういう意味では、どれだけ面積を広く括るべきか、という所は前から気になっていて、こ

れは大体 100haで、しかも対象区域がわりと非正方形なのですね。色んな関係権利者の関係
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ですとか、色んな事情の中でこの形に決まったと思うのですが、この対象区域をどこまで広

げて考えて、今後もやっていくかという事に関しては、私はどこか再考の余地はあるのでは

ないかという気がしています。 

 それからそれ以上に、前回５年前に見た時から気になっているのですが、駅前の区画整理

事業にしては対象権利者数はそんなに多くないです。しかしなかなか権利変換、家屋移転が

進まないというのは、もちろん財政事情もありますが、当該地権者の方に、事業に対してど

うしてもすぐに進めてほしいという強い意欲が無い地権者が、もしかしたらいるかもしれな

い。こうした中で、全体の面積に対して都市計画区域を解除するというよりも、もう少し地

区を区切って集中的に権利変換をしていく所と、そうじゃない所。これは今日も話のありま

した、玉突きになりますので、地区を区切っていくのは技術的にはうまく切れない事もある

ので、どこまで出来るのか出来ないかは地権者との関係になるのですが、もう少し整備地区

を限定して集中的に換地していく、そういう様な事業手法を工夫したり、それから区画整理

地区の外縁部については、本当に事業区画整理をやるのかどうかという事を部分的に見直し

をするという事も検討しながら、しかし八戸市内の基盤となる所で、少々街の勢いは衰えた

にしても、駅の中核となる所で都市基盤を整備するという事は事業として必要なので、基本

的には継続していくという事が良いのじゃないのかなと私自身は思いました。 

どちらかというとＡ委員、Ｃ委員、Ｄ委員と近いかもしれませんが、地区で重点を付けて、

一面で広く区画整理をするのではなくて、整理地区を仮に分けて、事業進捗が集中的に図れ

ないか。外周区域については、区画整理地区からの除外も含めて事業を図れないかという事

も含めて見直すという点ではおそらくＢ委員の意見に近いかなと。もっと画期的な事を考え

ているかもしれませんが、事業の中で考えると、そういう事になるのかなという気がしまし

た。 

 大体今言った線でまとめますと、表現としては継続ですが、前回ももう少しメリハリつけ

てやってくれと言ったのですが、家屋移転は少し図ったけど、現実問題では換地は全然やっ

ていないのですね。これは対象面積が広くて、これを一時に全部換地をやるというのは難し

いし、首都圏でも１度始めた区画整理事業を整備地区に分けて換地していくという手法も取

っているので、そういう整備地区を分けるなり見直すなりという事も含めて、引き続き事業

を継続していただくという事が良いのではないのかなと思います。ある程度皆さんの意見の

総意と言えるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 それと合わせて、今回色々議論がありましたが、Ａ委員の言われている事と私が言ってい

る事と 180度違う点もあったのですが、いずれにしても、今回の事業を評価する時に、必ず

しも国のマニュアルに基づく事業効果の計測が 100％的を射ているとは限らないので、当該

事業について、市としては巨額の時間と公的資金を使ってやって行く事業なので、事業の評

価を適正に出来るのかに関しては、国の評価方法と並んで、市の評価、成果の評価の仕方も

合わせて今後考えてほしいという事を付記するという事でいかがでしょうか。 

 

（了承） 
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●委員長 

これはまた５年後、多分評価がかかりますね。予定で 35年ですが、大体 35年で終わりま

せんから、もうちょっと末の長い事業で、権利者に迷惑をかけず、しかも公金もだらだら使

わず、しかし地価が下がっていると清算し辛いので、多分ずっと清算しないで事業を引っ張

っていくという事になると思います。右肩下がりの地方都市でどうやって区画整理を円滑に

出来るか、これは今まで八戸市がやってきた区画整理とちょっとまた違う局面なので、そこ

は是非しっかり検討して進めてほしいですね。 

●Ａ委員 

 街づくりは、人の気持ちが少し馴染んでいくステップも必要なので、時間がかかるのはや

むを得ない。とりわけこの様に玉突き移転の状態を生んでいる時には、理解を頂くには時間

がかかるとして、ゆっくり良いものを作っていくのが良いのではないかと思います。 

●Ｄ委員 

 先程ビジョンの話をしたのですけど、将来どうなるかというのが見えていないと、なかな

か住んでいる所を移ろうと思わせる本当の説得、気持ちでお伝えする事は出来ないなと。ビ

ジョンが無いのも１つの背景なのだろうと言われれば、そうかなと。同じ夢をまだ見ていな

いのかなという気もしていました。 

●委員長 

 結局、街の雰囲気を考えたときに、道路の計画もありますが、やはり上物で何が建って、

どういう街になっていくのか、という事の方が一般の住民にとって非常に関心が高いのです

ね。駅東もそうですけど土地だけではなくて床も含めて、ビルも含めて、権利変換をしてい

って街づくりもしていく、こういう手法を取る事の方が多いのです。ただ、事業リスクは高

いのです。当然、ビルがいつ建つかという所まで管理していきますので、たぶん上物の管理

計画、地区計画レベルでやったとしても、駅西地区でそれをやっていると、単に事業が延び

ているだけではなくて、かなり失敗に近い様な形になっていたのではないかと思います。そ

ういう意味では、区画整理だけに留めてやったというのは、事業のやり方として、リスクを

最小限にするという意味では良かったと思います。ただ、今のペースで行くと、仮に換地が

終わっても、農地が残って、農地法がかかったままの換地した区画が残っているとか、税金

対策上そういう様な形になったりだとか、中核に学習塾だけが建っていたりとか、まさに今、

Ｄ委員が言われた様な、この街を本当にやって良かったという上物にならない可能性も高く

て、そこは本来は市がどこまでやるのかという事とは別に、地権者を中心にどういう上物の

街づくりをしていくのか、というのが出てくるのが街づくりの理想ですが、多分開発ポテン

シャルが非常に低いので、そこまでなかなか気運が高まっていないというのが現状なのかも

しれませんね。 

どうやって街づくりを、上物も含めてやっていくのかというのも含めて、今後の街づくり

の進捗について考えてほしいという事もあわせた意見として、これがないと街づくりが促進

していかないので、全体の出来上がったソフトも含めて、上物も含めて、どういう街にする

かというのを、もう一度地権者の人と一緒に作って、市が全部リスクを負え、という事では

ないですけど、そういう事も心がけてほしい、という事を入れるという事にしたいと思いま
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す。よろしいですか。 

 

（了承） 

 

●事務局 

 ただ今の内容について補足をさせていただきたいのですが、今後の予定について、今ご意

見をいただきました内容につきまして、継続するという方向でいきたいとご意見をいただき

ました。その付帯意見につきましては、実施手法として整備地区を区切って限定して集中的

に推進していくべきと、更には、外周部については実施の是非を検討・見直ししながら、そ

ちらも進めていくべきではないか。更には、今後のビジョン、上物も含めて街づくりを考え

ていく様な事も考えていただきたい、という様な。 

●委員長 

 あと、成果の評価の方法についても。 

●事務局 

 評価については国の評価だけでなく、市の評価も検討していくべきではないかと、こうい

ったご意見をいただきましたので、内容を文章にしまして、委員長とご相談の上、組み合わ

せていき、出来ましたら、委員の皆様にもご連絡をする様な形で。 

●委員長 

 色々言いましたので、文章を作って皆さんの方にメール等で回して、一応ご確認いただい

て、最終にする。大体今の方向になりますので、そう意見は違わないと思いますが、確認の

ためにご確認いただいた上で文章を確定するという事で、よろしいですか。 

●事務局 

 ではその様にさせていただきます。その後、意見が出来ましたら、事業担当課に内容・対

応方針を改めて通知します。事業担当課は意見を踏まえまして、対応方針を改めて検討し、

最終的には市長判断によって対応を決定する、という事になります。決定した内容につきま

しては、委員の皆様へお知らせするとともに、市議会へ報告、及びホームページを通じて市

民に公表する、といった流れになっております。公共事業の再評価については、以上でござ

います。 

 

次第３ 審議(2) 第５次八戸市行財政改革大綱の進行管理について 

 

●委員長 

それでは、続いて第５次の八戸市の行政財政改革大綱の進捗管理について議論したいと思

います。それでは事務局、ご説明お願いします。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

●委員長 
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 はい、現行の進捗状況の説明でしたが、質問・ご意見はいかがでしょうか。 

●Ａ委員 

 読ませていただきまして、人材育成と言うのは、これからの充実した市政という意味で重

要かと思いまして、13ページですが、派遣研修の充実という事で進捗状況「◎」、取組「Ａ」

と評価していただいてはいるものの、例えば派遣された方の派遣後の他職員への情報提供と

か、そういう取り組みはどんな風になっているのかという事も併せ持ってやらないと、行っ

た人はいいでしょうけども、他の人にどういう波及効果を与えていったのかとか、例えば戻

ってこられて報告会を実施しているとか、そういうお話もあるのだったら記載された方が良

いかと感じました。 

 それから、とりわけ八戸市の場合には、中核都市という位置付けで言えば、出掛けている

先が国内でして、海外に出掛けているというお話がここに見当たらないですね。人を外に送

り出すという事についても努力をしていかなければ、国際化とかそういう事に対しての対応

能力を職員が育成するのは難しいのではないかと感じました。その意味で、こういう今の実

施状況を「◎」とか「Ａ」とかにされないで、もう少し来年度以降、そういう事も考えてい

かなければと思いました。 

 それから 14ページの「自己啓発の推進」というのが一番上にございますが、これが結局、

市の様々なサービス充実に向かって行く時に、底力になる部分だと私は思います。その時の

評価方法の中で、勉強会とか新たな支援策とかが挙げられてはいますが、そもそも一部署一

改善という様な事をプロポーザルする力だとか、それを実施する力に対する評価と言います

か、そういうものが自己啓発自身ではないかと思います。ですから、そういうものも職場で、

例えばＡ課ではこういうものが非常に盛んに行われるのに対して、Ｂ課ではなかなか行われ

ない。また、課の中で、Ａさんは一生懸命こういう事をやるのだけど、Ｂさんは残念ながら

行わない。底力をお互い強くするためには、こういう所での評価方法なり実施方法を少しご

検討になってはいかがかと、私は思いました。 

 それから、後ろの方に行って 64 ページに、博物館などを指定管理者制度の中に取り込も

うという事が、一部署一改善運動の取組の中に挙がっているのですけれども、これは例えば

博物館とか、そういうものはいわゆる施設運営だけがキーになっているのではなくて、文化

活動とか、市民の総合的な力みたいなものを支えていかなければならない、公共の仕事の様

に私は思うのです。そういう所に指定管理者制度を導入するという事を先に決めておかない

で、やっぱりそれによる功罪をしっかりと受け止めた上で、例えば今度の縄文の施設の運営

だとか、そういうのが入るのかは分かりませんが、それにしても博物館までもＢ／Ｃの中に

入る様な発想ではなくて、教育とか文化と言うのは、少し違う視点で評価する事も、この検

討の中で加えていただければと思いました。 

●委員長 

 事務局いかがですか。 

●事務局 

 では分かる範囲で、他課の内容でございますので聞き及んでいる範囲でお応えをさせてい

ただきます。 
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まず、人事の派遣研修の事でございますが、国等へ派遣されている職員が年に４回程度、

こういった事をやっています、というレポートを市に提出いたします。それを全職員が見ら

れる様な形で情報共有を図ってございます。 

●事務局 

 海外派遣につきましては、数年前まで年間２名ほど、短期研修ですけれども参加はしてお

りましたが、実施元の方で諸事情から、海外派遣研修を取り止めている所がございまして、

今は休止している状況でございます。その他にも以前は中国に派遣という形で実施しており

ましたので、今後また動向をみながら、機会があれば、必要があればという事で検討は進め

ていくべきだとは思っております。今はそういった状況です。 

●事務局 

 もう１点、博物館の指定管理ですが、同じく図書館の指定管理というのもこの中に入って

ございます。この２点に関しては全国的に、Ａ委員がおっしゃる通り文化施設への指定管理

は難しいのではないかと言われているのが確かに事実でございます。今現在、導入に向けた

検討に関しましても、導入ありきではなく、導入出来るかどうかの前段階の検討から進めて

いるものでございますので、その点は気をつけて今後進めていく様に、当課も担当課の方と

も詰めて参りたいと考えております。 

●Ａ委員 

 よろしくお願いします。 

●委員長 

 海外の派遣研修については、結局どこの市や県もそうですが、やっぱりそこに税金が使わ

れるとなると市民感情、県民感情があるので、宝くじのお金でやっていたのですね。宝くじ

が見直しになって、その原資が非常に厳しくなってきているという実情があって、一回海外

に出すとやはりかなりお金がかかるので、もう少し広く候補者を国内で増やした方がいいの

ではないかとか様々な理由の中で見送られていまして、これをどうするかというのは、長期

的な人材育成の観点も含めて考えないと難しい状況になっています。 

派遣研修は、私も重要だと思うのですが、同時に八戸市の特性を考えますと、県庁はどっ

ちかと言うと津軽にあるという雰囲気があって、県の部分も含めて八戸市で頑張っていくと

いう事を本来もう少ししなきゃ駄目で、県外の業務というのは、県が主となって一緒にやっ

てくれるので、どちらかというと特に県の中の大きい市は、市の中にいると居心地が良いか

らなかなか市外に出たがらないという傾向があって、世間知らずになっているという事もあ

るので、海外までは行かないにしても、もう少し県外に広く、しかも遊びに出るのではなく

て、県外に出てしっかり仕事をしてきて、仕事を一緒に出来る仲間を、公共でも民間でも作

るという事が、今以上にお金をかけてしっかりやるべきではないのかと実感しています。そ

の延長線上で海外もあるにはあるので、原資を考えながら、しかし福利厚生で単に遊びに行

く派遣研修と言うよりも、ちゃんと市に還元出来るものをやって欲しい気がします。 

それから、自己啓発を進めていくにあたって、だいぶ職場の状況も厳しくなっていますの

で、人事評価と一緒に入れない限りは、職場の外で趣味で勉強しろと言われても、そんな余

裕は無いという人が大半で、増えてきていると思います。本当に仕事をしている人はだいぶ
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忙しくて、職場外の勉強どころではありませんし、元々仕事をしない人は仕事をしませんか

ら、職場の外ではもっと勉強しません。そういう事を考えると、人事評価の制度をしっかり

考えながら、内的なインセンティブと一緒に、日々勉強していく職場環境を作ってほしいな

と思います。 

それから、文化施設に関する指定管理の点でＡ委員と少しニュアンスが違うかもしれませ

んが、確かに指定管理者を入れれば全てうまくいくとは限らないのでこれはしっかり考えて

ほしいという気がするのですが、しかし、やはり青森県全体、箱もの好きで、八戸市もまた

２つ増えたぞ、というのがあって、これだけ箱を相変わらず増やしている中で、あれを直営

で、公務員で管理していくというのは、私は非常に現実離れしている様な感じがします。公

会堂の件も含めて、割と今まで八戸市の場合は指定管理をうまく使いながら、費用節約以上

に、利便性の向上も含めて一定成果を上げている所もありますので、どういう形態でやった

ら本当に費用対効果良く施設を管理出来るのか、十二分に考えて、しかも、同規模の首都圏

の都市に比べたらやや絶対数が多いですから、今後の財政状況等も考えながら、どうやった

ら今の公共施設を維持出来るのかを考えながら、業務をやって欲しいなという気がしており

ます。 

●Ｂ委員 

 私はシンクタンクの事が引っ掛かるのですけど、先程もちょっと説明させていただいたの

ですけど、シンクタンクに払う委託料が非常に高いという事で、目くじらを立てているとい

う事も少しあるのですが、さっきの研修の所でもありましたが、民間シンクタンクなどへの

派遣研修というのがありましたよね。例えば市の中だけで評価をしても、それは第三者の目

が無いという事で良くないのでしょうけれど、八戸の中にも大学とか銀行とか企業とか、地

元のシンクタンクが確かある筈ですけども、なかなかそれが登場して来ないのですね。色ん

なシンクタンクで他と比べながら色々評価して、それをノウハウとしてきちんと蓄積しなけ

ればいけないもので、ある一企業にずっと任せてマニュアル通りにやるという事だけでは、

現実に合わない事もあるし、いい方向に進まないのではと思うのです。一番最初にＡ委員が

おっしゃった、地元に合った様なという事、玄関としてこの地区がこういう風になるってい

う事は、数字の上では現れない利益としてあるだろう、そういう事はどう評価されているの

か、という事もありましたけれども、もっと私はやっぱり、企業と言うよりは、市の職員の

方も含めて、それから八戸は幸いな事に大学もありますので、シンクタンクをきちんと育て

ていく、それが私は非常に大事であろうと。そうすると例えば自己啓発であるとか人事評価

だとかそういう事も含めて、人が育っていくだろうと思うので、先程、どこかに研修で行く

とレポートを提出します、それは誰でも見れる様になります、というのも結構だと思うので

すけど、それを本当にきちんと活かせる場がないと、ただの知識で終わってしまうと思うの

で、要するに色んな評価に関するノウハウなりを蓄積して、是非、市の財産にしていただき

たいなと、毎回痛切に思うので、それをひと言加えさせていただきたいと思いました。 

●Ｄ委員 

 確認ですが、22年に第５次大綱を立てて、今回がその最初の年の評価という事でよろしい

でしょうか。今回の取組の区分で見直しと新規、とあるのですが、会社の中では、評価をし
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ようとする場合、前の年が例えば「Ｃ」評価の人が今年も「Ｃ」だと、２年連続で降格みた

いな事をやっている会社もあって、当該年度の単独の年度の評価だけですと、ちょっと見え

ない所があって、２期を通じて本人がどの様に変わったかというその変化の所も、本来はち

ょっと知りたいなというのが、これは単年度だけでは全然分からなくて。これは５カ年計画

で立てている中で、来年はこれが資料になった時には 22年と比べてどう変わったのかなと、

違った資料の見え方が多分するのだろうと思って眺めておりました。 

●委員長 

 結局これまでの計画の進捗状況がどんな感じで、今回の計画がどんな特徴で、それの結果

について、それまでと比べるとどんな特徴があるかを掻い摘んで教えてくれないとなんとも

言えないとう事ですね。 

●Ｄ委員 

 そうですね。 

●委員長 

 それはいかがですか。僕も掻い摘んで知りたいですね。計画も変わっているので、前計画

と今計画を比べた場合に、特徴と進捗状況に関して、今回の結果とそれまでの結果を比べる

と、どういう特徴が今回見られますか、という事ですね。 

●事務局 

今のお話は第４次行革大綱と、第５次の行革大綱という事でございますか。 

●Ｄ委員 

見直しという項目の取組区分の所は、第４次との連続という事で間違っていますかね。 

●事務局 

今のお話があった中で、個表の中の取組区分が見直しであるとか新規であるとかというの

は、見直しというのは第４次とかではなくて、これまで継続してやっていた業務について、

21年度に第５次行革大綱を作る時に、これから 22年度以降、５年間でこうやって見直しを

かけていきましょう、というものが見直しでございます。新規というものは、全く今までや

っていなくて、新たに 22 年度からこういったものをやっていこうというものでございまし

て、これは第４次大綱とは連動しているものではございません。 

●委員長 

 これは次回まででいいのですが、前回の計画で成績が悪かったのがあるでしょう、それが

５次大綱で形は変わったのかもしれないけど、また悪い成績とっていませんか。弱い所がま

た弱くなっていないか、という事ですね。 

●事務局 

 第５次は 22年度から始まりましたので単年度のものだけで出していましたが、来年度は、

22年度 23年度両方出てきますので、それは推移が分かる様な形で出していきたいと思いま

す。 

●Ｄ委員 

 無理なお願いをしようとしているわけではないのですが、事業評価とか、人事評価、私も

研修が好きで良く行くのですが、リファレンス（参考・参照）をよく見ようという話をして
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いて、単年度の評価だけだと見えていないものが、２年を超えると見えるものがあって、両

方で見ないと見え辛いというのがあって。目標とすれば、成果を上げるっていうのが１つの

目標なので、成果を上げるという目標の中で、見える様に、本人も気づく、見ている方も気

づくという、そういうためにちょっとした工夫がありますので、この 22 年度スタートの表

だけだと分かり辛いなと思ったので、その辺の繋がりをお聞きしたかったという事です。 

●委員長 

 それは、次回まででいいのですけど、私も是非知りたいのは、行財政改革の関連事項でい

いので、結局どこが成績が良くてどこが悪いのか。それは厳密に言うと項目が違うから連続

しないだとか、22年から 23年にかけて見ないと分からないという話だけど、実態はそんな

に毎年変わっている訳じゃないので、今までずっと行革大綱運用しながらやってみて、他市

とも比べてみて、前回最初から作ったのだから、あれを見ながらでもいいのだけど、相対的

に良い成績を残しているのと、悪いものが何で、連続して悪いのかどうなのか、入れ替えて

うまくなっているのかどうかを知りたいという事ですよね。単純に言うと。 

●Ｄ委員 

 分かるもので構わないとは思います。私自身は複数の年度っていうのが自分の見方であっ

たものですから。 

●委員長 

 進捗状況が悪いのがいつも悪いのか、そうではないのか。それを実態面で考えて、分かる

様にと。手がかりとして今回悪いものがあるから、過去に遡って、これに相当するのが無く

ても、実質的に傾向があるのかどうなのか。それから進捗状況が良いか悪いかという事と、

本当にその市が得意か不得意か、必ずしもイコールではないので、不得意な所は予め進捗状

況が良くなる様に低めの目標しか立てていないと、一応表面的には良い成績になるので、そ

の点も含めて、どう自己認識しているかという事を是非知りたいという事ですね。 

●事務局 

 はい、整理してみます。 

●委員長 

 Ｃ委員はいかがでしょうか。 

●Ｃ委員 

 まだ、初年度という事なので、次の時に各項目がどうなっているのか、それと私も前のも

のが分からないので、昨年だけの結果を見てどうのこうのはちょっと言えないです。 

●委員長 

 計画としては、前回までの方が、数値目標でともかく行革をしていくという色彩は強かっ

たと思います。こうした中で、日本全国行革手詰まりで、なかなか新展開がないという所で、

本計画の特徴としては、枯れ木も山の賑わいとは言わないけれど、各課に色々新しい項目を

出させて、色んな目標を立てながら進捗項目としては相当な数になっていて、他に比べると

提供する話題は多くなっているのが特徴の１つです。そうした中で本体で進めなければ駄目

な、人を削るなり予算を削るなり、そうした中でサービスを落とさないで継続させていくか

という所が、どのぐらい前計画から引き継がれてうまくいっているのかどうかというのは、
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これからの話ですけど、ちゃんと認識する必要があるという事ですね。 

●Ａ委員 

 震災がありましたが、今回のこういう震災の前に立てられた計画に対して、震災で市民か

ら見てもっと、この中では安全・安心の取組みとかが書かれてあると思うのですけど、ある

いはエネルギーの課題とか、そういう取組みとか、そういうものを、震災を受けてなにか追

加したとか、変更したとか、そういうお話はあるのでしょうか。 

●事務局 

 ひとつに、70ページの２－(３)－６で「災害廃棄物処理マニュアルの作成」というのがご

ざいます。これは進捗状況で「◎」、前倒しで進んでいるのですけれども、評価が「Ｃ」とな

っています。これはひとつに、昨年度の時点で前倒しで廃棄物処理マニュアルを作っていた

のですが、実際に震災が起こり、想定外と言ったらいけないでしょうけど、たくさん廃棄物

が出てきて、それを効率よく片付けられなかったという反省点から、また更に見直しをかけ

ていきたいという事で、進捗は前倒しでやっていたのですが、評価としては、この担当課が

自分たちを厳しく「Ｃ」と見ているという事で、計画を新たに考え直していきたいという事

で伺っています。 

●事務局 

 若干補足させていただければ、震災を受けての大きな街づくりの観点から言いますと、復

興計画の方で様々な分野を網羅してやる形で、総合計画以上にこれから強力に推進していく

というものを作っております。本実施計画では行革という視点から様々な業務の中で関連す

るものを集めたものというご理解をいただければよろしいのかなと思います。 

●委員長 

 今のＡ委員の質問は、的を射ている良いご指摘で、行革関連の中で、震災関係で大幅に見

直さなければならない事は何かというのを、簡単に検証して、出してもらった方がいいかも

しれないですね。他は今言われた様に総合計画なり、復興計画なりで対処しなければ駄目な

のですけど、今回この項目で挙がっている中で、また関連する所で加えるものも含めて、ど

んな事を今後検討するなり加えなければならない可能性があるのか、という事ですね。それ

は是非対応していただいて。 

●事務局 

 宿題とします。 

●Ａ委員 

 例えば今回節電が 15％カットですね、そういうお話の中で、市に関すればどの程度という

のが、実際はどうだったとか、そういう風な情報をいつか機会があったらお話いただくとよ

ろしいのではないでしょうか。 

●事務局 

 今の節電については速報値、正確な数字は持ち合わせておりませんが、制限令の中では

15％カットと。八戸市の本庁、本館別館に限って言いますと、節電率と言いますか、それは

24％程の節電をしたという数字は出ております。６月から９月までの４カ月間の実績でござ

います。 
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●Ａ委員 

 分かりました。 

●委員長 

 頑張って節電したと考えるか、景気があまり良くなかったかと考えるか。東京も含めて、

結構日本全体で節電出来ているのですね。これは、なんと評価するかはなかなか難しい所で

すけどね。 

 はい、よろしいですか。それでは、ちょっと宿題が多くなりましたが、次回まではあまり

時間が無いので、次回全部宿題を返せるかどうかは別にして、比較的早いですが、次回また

よろしくお願いしたいと思います。 

 今日はこれで閉会したいと思います。どうもありがとうございました。 

 


