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 平成 23 年度 

第３回八戸市行政改革委員会 議事録 

 

日 時  平成 23 年 11 月 4 日（金）午前 10時 30 分から 

場 所  議会第三委員会室 

出席委員  辻委員長、長谷川委員、北向委員、千葉委員、月舘委員、野坂委員 

事 務 局  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  松川課長、佐京副参事、古川副参事、元沢副参事、蛯名技査、北城技師 

（道路建設課）   

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(くらしのみちゾーン(六日町地区)形成事業) 

            (2)公共事業再評価について（十文字・巻河原線道路改築事業） 

            ４ その他 

 ５ 閉会 

 

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

 

次第３ 審議(1) 公共事業再評価について（くらしのみちゾーン（六日町地区）形成事業 

 

〔資料に基づき事業担当課より説明〕 

 

●委員長 

ただ今の説明につきまして質問をお願いします。 

●Ａ委員 

いつも出掛けている所なのでどういう風に変化しているかという事を承知した上で、聞

かせて頂きたいのですが、技術的な話でコスト縮減の為に浅層埋設という方式を採られて、

それによる凍上とか災害時の課題とかは発生しないのですか。 

●道路建設課 

八戸の凍上の理論最大は確か１メートル位のはずです。理論上の１メートルを凍上抑制

の置き換え深さとすれば 70 センチとか 75 センチの辺りだと思っています。ここの浅層の

埋める場所ですけれども 1.5メートルの深さを取りまして、その下に管を入れていますので、

凍上の下になります。 
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●Ａ委員 

分かりました。もう一つ、歩道の整備という事が非常に重要視されて説明して頂いたの

ですが、雪対策と言いますか、氷対策と言いますか、何か歩道上にあるのですか。 

●道路建設課 

実際一番良いのは、ロードヒーターとかを配置すれば宜しいですけれどもそういう対策

はしておらず、例えば六日町地区の所で非常に歩道が傾いて勾配がきつくて滑り易い所が

ありますが、そういう所も出来る限りフラットにして、雪や雨が降っても凍ったり滑って

いく状況じゃなくする。それから、三日町辺りもタイル舗装で雪や雨でちょっと滑り易い

というご指摘も出ていまして、そういうのを加味しまして滑りにくい材質を使うように心

掛けて整備しております。 

鷹匠小路に関しては、いわゆる浸透性のものを使っていくらでも滑りに対して優しいと

いう風な配慮をしております。また、L型側溝が両端に付いていますが、普通だとコンクリ

ート打ちっぱなしの面がつるつるしている様になる所を、ほろ酔いの方にも優しい滑りに

くいギザギザの付いたものを使用する等配慮して整備しております。 

以前、デーリー東北さんに「酔った人に優しい」という記事になった事もございますが、

ロードヒーターとか融雪装置とかではなく、あくまでも現在の傾斜を極力直すという取り

組みです。 

●Ａ委員 

分かりました。どうもありがとうございます。 

●委員長 

はい。ではＢ委員。 

●Ｂ委員 

ちょっと気に掛った事を３つ質問させて頂きます。まず、先程アンケートの２ページで

市民等の声とあるのですが、このアンケートというのはどういう名目のアンケートだった

のでしょうか。それからどういう方が対象だったのかを教えて頂きたいのがまず１点です。 

それからこの路線は私が毎日通っている所なのでよく分かっているのですが、今検討す

るのは上組町湊線なのですけども、その前に鷹匠小路が出来ています。普通考えると鷹匠

小路よりは、今からやる区間の方が余程優先順位が高いと思うのですが、なぜこちらの鷹

匠小路の方が先に整備されたのかについてお聞きしたいです。 

それから先程の費用が倍になった所のご説明の中で、地元の方の要望を取り入れたら、

大分増えたというご説明があったので、どういう要望があってどういう風に増えたのか。

ここもちょっと細かく教えて頂きたいです。 

それから、地元の方の協力を得てというお言葉もあったのですけれども、具体的には用

地買収に応じたとかいう事なのか、それ以外の協力、特にここは商店街なのでどういう協

力があったのかという事をお聞きしたいです。 

あと、私はいつも車で通っていて自転車で通いたいなと思うのですが、八戸は自転車が
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ほとんど走っていないから、自転車の道はいらないだろうという考え方も出来るのですが、

逆をいうと自転車が通りにくいから使ってない訳で、東京なんかでは中心街は誰でも自転

車で動きましょうという様な動きがありますよね。ですからこういうメインの所、この辺

には銀行とか商店街がいっぱいありますので、ここが整備された時に、例えば企業があそ

この銀行やお店に行く時には会社としては自転車を使いましょうという様な事が出来れば

本当は理想的だと思うのです。自転車は歩道を走れませんので車道を走らなきゃいけない

という中で、例えばこれからその自転車でなるべくこういう中心街は走りましょうという

様な事を持っていく側としては、その事も頭に入れて整備した方がいいと思うのですが、

そういう発想は必要か、あるいはそういう考え方をしてらっしゃるかどうかという事はど

うでしょうか。 

それから、何かと電線の話になると三社大祭、年に一回しかない三社大祭でもいいので

すが荒町の方に行く道が非常に整備されましたね。あそこは電線もなくなって三社大祭の

時はさぞや良くなるだろうと思ったのですが、実はあそこで、三社大祭の見せ場である山

車を全部広げて見せるという事があまり出来ない状態になっている事はご存じでいらっし

ゃるか。その問題が何だかを認識していらっしゃるか、ちょっとお聞きしたいのですが。

以上６点についてお願い致します。 

●道路建設課 

まず最初にアンケートをされた方という事で、まずはくらしのみちゾーンの中の対象世

帯の住民の方、あとは、学生さん、商店会さん、町内会さんに声を掛けて集まって貰った

様です。そこでワークショップに出席して頂いて、その中からのデータでこれをまとめて

います。 

●委員長 

ワークショップは当時何人位参加しましたか。印象に残っている範囲で、10人とか、20

人とか。 

●道路建設課 

30人から 40人くらいです。 

次の優先順位の件ですが、確かに六日町・十六日町の方がメイン通りという事ですけれ

ども、当時の記録を見ますと、まだ町内としてまとまっていない所があったり、細かい所

での打ち合わせに時間が掛っていたという事ですね。構造的なものとしては歩道の幅員と

か、例えば荷捌き場が欲しいとか、そういう事がありまして、道路の形としてまとまるの

がちょっと遅くなった様です。鷹匠小路の方は歩車道ですので商店会と町内会がまとまり

まして、すぐ取り掛かれるという位置付けになりまして、鷹匠小路が早い順位になってい

ました。地元の協力は、商店街を掘削するという工事ですのでどうしてもお客さんに影響

があるという事がありまして、何度も説明会を開きまして、そこで工事のお願いをして承

諾してもらったという経緯があります。 

●委員長 



4 

 

地元の要望を聞いて工事内容が追加になって金額が高くなったと、その経緯は説明して

もらったのだけど、具体的な項目でいうと何が一番多かったのか。主なものでいいのです

けれども。 

●道路建設課 

まずは、鷹匠小路で求められた意見としては、自動車の速度を抑えて欲しい。それから、

ほろ酔いでも歩ける様な道路を作って欲しいという事ですね。そして、デザインはと言い

ますとネオンや看板の色彩を考えて欲しいというものです。 

●委員長 

実際にそれらの要望をまとめて工事に反映した中で、想定外の工事が出て２倍になった

訳ですよね。工事内容でいうと何が高くなったのか。 

●道路建設課 

内容でいきますとすべてが高くなっています。まずは歩道が当初の設計であれば標準の

黒舗装での積算でしたが、ワークショップを開いて意見を取り入れた事により、歩道をブ

ロック舗装にして欲しいとか、色を付けて欲しいとか、グレードアップした案が出てそれ

らが反映されています。それから電線地中化本体ですけれども、電力さんやＮＴＴさんに

よると街中の店の数とかの状況によって入れる機器、分岐する電線を取り出したり、それ

がその街の形態でかなり違うらしく、色んな所にすぐ引っ張っていかなきゃならないため、

八戸の中心街はちょっと高くなる街という事です。 

自転車については今話題となっていますが考えておりません。 

●委員長 

さっき協力の中身の話があったが、多分お聞きしたかったと思われる事はワークショッ

プか何かで、今回一生懸命、初めてかどうか分からないけれども道づくりをやった訳です。

やると普通は植栽を広くするだとか、例えば落葉樹を植えて落ち葉については商店街が協

力して落ち葉は拾うからもうちょっと見栄えのいい木を植えてくれだとか、それから植栽

部分を増やしてその部分については商店街が自主管理するだとか、そういう様な協定をし

てやった様な街づくりの部分があるかどうかという様な事だと思うのですよ。それは、特

にないという事ですか。 

●道路建設課 

その点は特にはないです。そういう具体的な話は説明会の回数を増やして商店会の皆さ

んに集まってもらって、その中で色んな話を出してお互いにやる事はやる、守るべきとこ

ろは守るという様に話し合って進んできました。申し訳ありませんが、協定はありません。 

●委員長 

なるほど。それから今の自転車については結局歩道は拡幅したので、歩道を拡幅した中

で今の自転車用の部分を歩道の中にラインを引いて十分確保出来るか、ないしは車道は一

方通行のままなので、一方通行に比較的余裕があるので、その脇の中に自転車が安心して

走行出来る様なラインを十分作れる余地があるのかどうかという事ですね。 
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●道路建設課 

今の車道幅員が 5.5メートルですけれども、あくまでも二車線を確保してます。 

●委員長 

歩道は何メートルだったの。両脇に歩道は。 

●道路建設課 

歩道は現在、1.75～2.5 メートルで、2.5 メートルだとセットバックの部分をプラスして

4.3メートル位という計画になっています。 

●委員長 

セットバックは自主的になっていて、しない所がある訳ですね。 

●道路建設課 

そこはあまり期待出来ない場所ですね。実際規制を掛ければ 2.5メートルの中で。 

●委員長 

2.5メートルの中になっている。最後、三社大祭については。 

●道路建設課 

三社大祭は荒町の方で、前までずっと歩道を広くしてきて荒町のクランクの辺りから、

ガラっとまた昔に戻るという所は認識していますが。 

●Ｂ委員 

そうではなくてすごく綺麗に整備されましたね。そちらの方というのは、私たち市民か

らすると、さぞやあそこできちんと綺麗に見れるんだろうと思っていたら、実際今年見に

行きましたら、「えっ」という事だったんです。ですからその事をご存じでしたか、という

事です。 

●道路建設課 

確かに荒町、新荒町の辺りは、真っ直ぐに見る分には曲がって見えませんからね。そっ

ちの方になると県道で。まだまだ改良の余地はあるなという風には自覚はしていました。 

●Ｂ委員 

かなり街の方に寄った所の話を私はしております。答えを言ってしまいますと、あれだ

け幅が広くて電柱がないに関わらず、実は山車を広げられない理由は道路の標識なのです。

それが邪魔になって閉じている内にみんな嫌になって、街に遠い所から、何でもうあの時

点で閉めちゃっているのか、何の為にこの道路があるのか。三社大祭、三社大祭と年に１

回の為にこの道路に期待していたのに「何で閉めちゃっているの」というと、道路標識が

邪魔なのですね。という事はもし三社大祭と言う事をいうのであれば、標識、例えばどう

せ交通も止めているのであれば、その時だけ標識を可動に出来るとかにしないと何の意味

もないでしょう。ですから、色んな意味で総合的に見て、あっちは県だから、こっちは警

察だ、じゃなくて、全部見た上でそういう事をおっしゃっているのならいいのですけれど

も、実際ふたを開けてみたらその標識が邪魔で出来ないという所を今後考えておられます

か、という所をお聞きしたかったのです。 
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●道路建設課 

標識の問題はこの前も市民の方の意見としてお聞きしました。電線がなくなりましたと

いう風な事は、それはそれとして分かるのだけれども、いざとなれば標識だって同じでし

ょう、というご意見をお聞きし「あっ」と、初めて気が付きました。 

●Ｂ委員 

「あっ」と思った、だと困るので、今後そういう事も全部ご自分たちのテリトリーだけ

じゃなくて、全部総合的に見て頂きたいという事を市民としては切に思うので、また同じ

事の繰り返しになってしまったのでは、多分がっかりするだろうという事です。 

●道路建設課 

今回、十六日町のバス優先標識について、この標識が本来は必要で付けたのでしょうけ

ど、なくなったらどうなるかという事で公安委員会と時間を掛けて詰めまして、今まで徹

底してなされているから標識は撤去していい、という回答を頂きました。委員長や委員の

おっしゃるのはもっと全体的な部分からという事ですので、今後そういう風な検討をして

参ります。 

●委員長 

私から幾つかお伺いしたいのですが。先程Ｂ委員が言われていた事で、昔は事業をやっ

ている時は工期もどんどん伸びて事業費が２倍以上になるとか、そんなに珍しい話ではな

かったのですけれども、最近はうるさくなってきて、そうした中で、これはそんなに事業

期間が延びている訳でもないのに想定価格と同じ分の追加工事額があるというのは、やは

り大きいは大きいですよね。ワークショップをやって、ワークショップで注文が出た事を

単に絵だけに留めず実際の事業に反映させるとやはり高くなる傾向があるので、そういう

事はあり得るのかなと思うのですが、これは今後、この事業からなのか、次の事業からな

のか分からないですけれども、一定の追加工事の枠ですよね。幾ら位か。そういうのを想

定しなかったのかどうなのか。今後すべきなのか、どうなのかという事についてお伺いし

たいというのが１点です。 

それから、２点目は今の観点では事業費は高くなったという意味なのですが、ある意味

では中心市街地の真ん中に事業を入れている割には、６億から 10数億とかなり安い事業費

で済んでいる。本格的に道幅をどんどん広げて、対面通行にするとか、区画整理も入れる

だとか、こういう様な全面事業ではなくて、あくまでも最小限の事業をやっていくという、

こういうスタイルになっていると思うのです。だから比較的事業期間も中心市街地の真ん

中でやる割にはタイムリーに事業が出来ていると思うのですが、ここの写真に出ている通

りこの小路の方は特に上物はあんまり規制を掛けないので、タイルだけ変わっても綺麗に

なったなという印象はあまりないですね。もうちょっと外れの方は、外れているという事

もあるのだけれど、逆にいうと事業をやった所の典型で空き地というか、やや空間が目立

つという形になっていて、事業はやれたのだけどいわゆる街の賑わいとかを考えると、中

途半端に金は掛かったけど抜本的な対策になったのかなと、少し事業効果としては疑問に
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思う所があるのですけれどもね。それはどうなのかというのが２点目。やるならやるでも

っと金を掛ける大掛かりな事業を考えて、合意形成が出来なかったら中途半端な事業はや

らない方が良かったのかなと、いう事も言われかねないのではというのが２番目の点。 

３番目は、国の補助金というのはまちづくり交付金か何かを使ったのですか。 

●道路建設課 

まちづくり交付金は使っていません。 

●委員長 

道路関係ですか。 

●道路建設課 

道路関係の交通安全のものです。 

●委員長 

前２つの質問に関してはどうですか。 

●道路建設課 

次の予定地としましては、ハナミズキ通りという事で予定を立てています。そちらの方

は同様の事業を経験し、把握しましたので倍になる事はもうないです。こちらの事業は当

初は全然分からない状態で進んだのだと思います。 

あとは街の賑わいを持とうという、大々的に用地買収という話ですけれども今のロー丁

に関しては、街並みを揃えようというご意見も十分ある町内です。京都風の行燈なんかを

玄関に掛ける、そういう風に統一的にという気持ちで行燈等は実施しています。 

●委員長 

やっていましたか。 

●Ａ委員 

入口にやっています。 

●道路建設課 

ただ目立つか目立たないかというと、そこに気が付いて見ればという事になりますけれ

ども。非常にまとまりがいい町内には町内です。ただ、もっと道路を広げて行くという話

だと大きなビル等の移転補償費という問題が出て参ります。あとは境界、ここは国土調査

が入っていませんので境界がまだ確定していない所が結構多いというのが難点でございま

す。一番の難点はお金が掛かるという事が率直な所です。 

●Ｂ委員 

先程の回答の中で、ちょっと引っ掛かる事があったので一つだけ追加です。先程申しま

したように私は毎日ここを通っているのですが、荷捌き施設を作ってくれっていう要望が

あったと言いましたよね。今回対象になっている所の道路の一番の問題は２車線の道路な

のに実際は１車線状態になっている点です。常に両側に車が停まっているのでこの通りに

入った途端に中央線を跨いで、ほとんどの車が真ん中を走っている状態。全然２車線にな

っていませんよね。私は２台の車で並走して通り抜けた事が一度もない位ですから。今、
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委員長がおっしゃったように、やってはみたけど、綺麗にはなったかもしれないけど、相

変わらず両側に停まっているのであれば、「何か良くなったのか、便利になったのか」とい

う意味で何ら効果が感じられない可能性があるのですがその辺に対してはいかがでしょう

か。そういう問題を解決したいというのであればそれなりの対策が必要ですし、その状況

を考えないで道路だけ綺麗にしても今と何ら変わらない。折角綺麗にした所で車３台並ん

でいれば入れませんので、その辺の状況をどの様に把握して改善を考えていらっしゃるの

かお聞きしたい。 

●道路建設課 

荷捌きの場所の確保という事で、六日町からの要望としてかなり当初から意見がござい

ました。これは公安委員会と何度も話し合いをしまして、本来はあまり好ましくないとい

う話だったのですけども何度も話している内にいいのではないか、という話になりました。

それに基づいて六日町の商店会さんにこの六日町の何処に欲しいですかという話を持って

いきました。停車帯については、観光バスが停まる、ビルに燃料を入れる燃料車が停まる、

バキュームカー等も来るという事があり、そこで何処に欲しいかという事で先に図面を渡

し書き入れて貰いました。そしたら３箇所ありまして、旧レックさんの前にまず一箇所、

延長で 25メートル、12メートルの大型バス２台分。それからいわとくパルコさんの前に大

型バス３台分。荷捌きとか停車帯ですね。それからいわとくパルコさんの斜め向かいにな

りますが交差点寄りの方に２台という事で、３箇所設けていました。 

●Ｂ委員 

そうすると、そこは荷捌き場所として指定されると、今後は例えばそれぞれの業者さん

たちがきちんと話し合いをして、同じ時間に重なったら意味がないですから、例えばロー

テーションとかタイムテーブルを決めて、順次入って道路には置かないという様なシステ

ムが出来るという様に考えて宜しいですね。 

●道路建設課 

はい。そのお話も商店会さんとの話し合いの中でルール作りをやっています。 

●Ｃ委員 

今のは六日町のお話しですよね。 

●道路建設課 

はい。 

●Ｃ委員 

ロー丁は対面の道路ですよね。 

●道路建設課 

対面です。センターラインなしの対面です。 

●Ｄ委員 

鷹匠小路ですが視覚障がい者用の点字ブロックは入っていましたか。 

●道路建設課 
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入ってないです。 

●Ｄ委員 

入れなかったっていうのは何かあるのですか。特にここは歩道車道の区分がないですよ

ね。視覚障がい者の方にとっては、歩道車道の区分がない所であれば点字ブロックという

のはより重要だと思うのですが。 

●道路建設課 

今後検討してみます。今のブロックの上に張り付けるというのも製品としてあったと思

いますので。どういう風なのがいいか色々考えていきたいと思います。 

●委員長 

それでは質問応答はここまでという事で、この事業に関する委員会としての意見を取り

まとめたいと思います。皆さんからこれまでの事業の経緯や今後の事業のあり方、街づく

りに対する活かし方という事については、色々意見が出ましたが総合評価としましては、

そろそろ完了する事業でもありますし、事業として総合評価は継続という事で宜しいでし

ょうか。 

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

●委員長 

それでこの継続に対する付帯意見としましては今まで出された皆様の意見の中で、基本

的にはこの事業の今後、それから類似事業の今後の中におけるコスト縮減の観点とそれか

らソフトの部分も含めた街づくりの活性化ですね、これに資するような工夫をして欲しい

と、この２点に集約されると思うのですがそれで宜しいですか。 

●Ａ委員 

計画時にニーズ調査をされていますね。現在、一部進行してこの後２年間で事業が終わ

りますが、そうしますと市民の声がどういう風な声になったのかをですね。 

●委員長 

変わったのかをですね。 

●Ａ委員 

はい。実態を見る事によって、ああいう風に歩道は広げてくれて良かったという声と、

車道が狭くなってどう感じるかとかですね。その辺がこれから街づくりをやっていく時の

色んな参考資料を得られると思います。そういう点もお願い出来るものなら計画して頂く

とありがたいと思います。 

●委員長 

そうですね。これは元々社会実験でやった事業でありますので通常の事業よりも手厚く

事業完了後の調査をしっかりやってもらうと。 

●Ａ委員 
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視覚障がい者に対しての改善とか、それから看板の高さをどういう風にするとかいう事

も、皆さん意見を出して頂ければ次にまたバージョンアップした街づくりが出来る様に思

います。 

●委員長 

事業完了時点での継続性のある街づくりに関する調査、それから事業評価ですね。これ

も含めて是非行って欲しいという事を付帯意見として書くという事です。 

●Ｃ委員 

視覚障がい者については視覚障がい者の団体が八戸市内にも組織されてありますので、

そちらと連携を取ればスムーズに視覚障がい者の方の要望が得られると思います。 

●委員長 

点字ブロックについては先程ありましたので街づくりの中に含めるだけではなくて、設

置等については個別に記載して頂くという事で。 

●Ｂ委員 

市民等の声については、大多数が受益者というか直接利益を得る人たち、要するに地元

住民の声だったような気がするのですね。ですから、同じ方たちに聞くのは大切だと思う

のですけども、市の事業なので、広く、違うかたちの利用者の声もきちんと聞いて頂いた

方がいいのじゃないかなと思います。 

●委員長 

これは、こういう事業が終わった場合の完了調査とか世帯調査をどういう範囲でどうし

たらいいかという事も含めて、実験的にやって下さいという事で、それを含めて提言させ

て頂くという事で宜しいですか。主要点が完了調査の件も入れて３点ですね。今後の街づ

くりに関する点とコスト縮減と点字ブロック関係、それから調査の仕方なんかを含めて言

及するという事でこの行政改革委員会の意見で宜しいですか。 

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

●委員長 

それでは、このくらしのみちゾーン形成事業については以上とさせて頂きます。 

 

次第３ 審議(2) 公共事業再評価について（十文字・巻河原線道路改築事業） 

 

〔資料に基づき事業担当課より説明〕 

 

●委員長 

それでは質問をお願いします。 

●Ａ委員 
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まずは、この事業の B/Cのお話ですが、特記事項の中に判断基準として B/Cが１以上と

いう風にも書かれている様な仕組みにされているのであれば、今これが 1.01と非常に厳し

い数字で評価されていますが、地域の特性を考えれば、こういう道路整備が非常に重要だ

という視点でいくともう少し丁寧に再評価してあげた方がいいのじゃないかという視点と

して、一つはこの中に便益として考えられてない事に冬期の道路通行がスムーズになると

いう意味での冬期の便益性ですね。それが現在、県の方では道路整備のこういう便益を考

慮する仕組みを使われています。それから、地価とか、人口とか、様々な指標を反映させ

た修正係数、地域係数を掛けて道路整備を進めていこうという指標を持っておられますの

で、出来ましたらこういう過疎と言いますか、非常に交通量の少ない所の道路整備を評価

する、そういう指標も検討されたらいかがでしょうか。今回の事業が 1.01と出ていますけ

れども、これが例えば１を割る数字のままこういうテーブルに上がると、これじゃ継続は

無理という風に判断せざるを得なくなるという様な事を避ける意味でも、出来ればそうさ

れた方がいいのじゃないかという風に思います。 

●事務局 

今の件につきましては、事業の投資効果に関わる視点として、その評価方法に関する事

でございますので、今後行政改革推進課の方でも情報収集しまして、前回の委員会の意見

として評価方法をもう少し検討しなさいという事を宿題として頂いておりますので、含め

て今後検討させて頂きたいと思います。 

●Ａ委員 

分かりました。宜しくお願い致します。 

●委員長 

これは国の道路局の補助を使っていますか。 

●道路建設課 

そのとおりでございます。 

●委員長 

道路局の普通の補助ですよね。事業評価のあり方については道路局にも色々要望がある

のだけれども、国の補助採択に合わせて、こういう要領で計算することになるので、基本

的には加えられないでしょう。 

●道路建設課 

現行マニュアルではＡ委員がおっしゃった冬期間も考慮していいという事になっており

ます。 

●委員長 

これは全然入れてないですか。 

●道路建設課 

冬期間は入っておりません。現行の３便益という事で…、恐らく駅西区画整理事業の方

も掛けていないと思います。あとは、災害時の通行止めの事も考えてもいいようです。 
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●委員長 

これはよく工夫してやられているので、私は良かったと思うのだけれども、旧南郷村で

やっていた時は補助申請を出してなかったのですか。それとも、やっぱり補助採択が厳し

かったのじゃないですか。 

●道路建設課 

14年度から事業を単独で実施しておりますけれども、その当時はその他にも旧南郷村で、

補助事業を何路線か実施しておりまして、３路線、４路線と複数での補助を受けられなか

ったので単独事業でスタートしております。 

●委員長 

それで過疎債を入れてこっちに持って来たと。 

●道路建設課 

別な補助事業が終わった 18年度から補助採択をして頂いております。 

●委員長 

私は今の点についてはＡ委員と見解が違っていて、良く頑張ってこの数字を作ったと思

うのだけど、この事業は補助採択ぎりぎり位が妥当だと思います。これを過度に数字をま

るめて、というか色々ぶち込んで B/C を高くするのはどうかなって思います。補助は使う

べきなので、補助採択水準の B/C にまで持ってくるというのは、これは事業担当者として

はやる事だけど、それでやっぱり補助金もよく使えるようにし、それはいいと思うのだけ

れども、この事業でもっと嵩上げしてったら、他の地区だってどんどん上がってくるでし

ょう、幾らでも同じようにやっていけば。そうしてきた時に、やっぱり市としてやれる事

業は必ず補助裏が付くので、これはまだ過疎債が当たっているからいいですが、今の論法

でいくと過疎債を当てられない所だって補助が取れるからやれという事にもなってくるの

で、そうした場合の波及効果を考えると、この 1.01で一応ぎりぎりは通りましたという位

で、十分だと思いますね。国交省は別に補助裏を考えてないので、過疎債だろうが一般公

共事業債だろうがこの評価は関係ないのですよ。という事は、これでどんどん他の所の路

線までやられたら大変じゃないですか。 

●Ａ委員 

委員長と意見が違いますけど、結局持ち出しが不可能な場合は幾ら補助が出ると言って

も、こちらが出せるものがなければ事業採択の段階で止めなくちゃいけないっていうのは、

これは市の方の仕事だと私は思います。例えば、事業を進めてきたけれども、財源がない

ので今年度保留という風な事はあり得る話として、例えば青森県の場合でも県の事業とし

て補助は頂ける、だけど県のお金がないので保留させて頂きます、という事業は幾つか挙

げられるのです。だからそういう姿勢を取りながら事業を進めるというのは事業の進め方

であって、だけど事業に対する評価の仕組みというのは全国画一という仕組みも大切です

けれども、地域は地域の特性というものを評価していかなければならないと私は思います。 

●委員長 
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いや、それはやっぱり違っていて、結局現実問題で今は足切りにしか使ってないのです。

だから、1.01 も２も６も一応採択は OK で、あとは地元でどう考えるかという事の最低限

の足切りにしかならないです。しかもその景気対策の前と景気対策の後で変わっていて、

前はもうちょっと厳しかったけど、景気対策の頃からどんどん嵩上げして国の採択基準は

全部広がっていて、今でもかなりガクガクになっているのです。そうした中で農道の事業

採択と同じで、農道も色んな農産物の生産工程等の付帯効果をどんどん入れる事によって、

実際上 B/Cはどんな農道を作っても一定の額を超えるようになって、ほとんど B/Cを計算

する意味がない位になっているのです。あとは市の判断となった時に、あとは政治判断に

なるので結局今までの陳情要望に対してどう捌くかという、従来とほとんど変わらなくな

ると思うのです。私個人としてはあまり嵩上げしない B/C の数字を出して、それでも基準

に満たないものは、基本的には政治的にも対象にしないという姿勢を取らないと、要する

にそこまでやるのだったら別に高い金を掛けてコンサルタントに B/C の委託をしなくても

いいのじゃないか、という事になりかねないし、実際上これでも 1.01になりこれでも通る

のですから。それが更にというのは私の感想ですけど、それは今後の事業のあり方なので、

この事業に直接には関わらないというか、この事業の再評価の方式としては、その点につ

いてはＡ委員と意見は異なっていて私はこれ以上嵩上げするのは止めた方がいいという見

解ですね。それは際限がないから。市民から見たら旧八戸市内だって B/Cで 1.01と同じ位

でやっていけるという所は幾らでもありますよ。それに対して過疎債が付くから出来ると

か、単費である一般公共事業債でやるから出来ない、というのはあくまでも市の財政事情

の話なので、B/C 上の話にならないので、いわゆる B/C 上どんどん嵩上げされてしまうと

いう事ですよね。 

●Ａ委員 

ちょっと長くなって恐縮ですけれどもその論理で言ってしまうと、例えば人口減少の地

区に道路を維持する事すら出来なくなりますが。 

●委員長 

いや、道路においては今でも出来ないのです。今の道路延長線だって目途が付いてない

です。だけどこれはもっと更に道路延長を増やすという話なので、それでいくと本当にこ

の道路にバイパス線があった方がいいのかという話です。街の賑わいを考えたって。これ

を採択したらこの分道路延長増えるのですから。廃止しないのですから。道路予算なんか

付かないのですよ、もう。原資の社会資本整備総合交付金がどんどん減らされているのだ

から。 

●Ａ委員 

現実には、一部都市の中には、例えば防災時においても、緊急時にも、そういう風に整

備された道がある街があれば、一方でそういうものを望んでいてもそういうものが作れな

くなる街。それから今はあるのだけど、この次改築しようとしたらもはやそれは不可能で

すよという判断をするって事になるというのですか。 
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●委員長 

元々、原資がないのです。もう全然目途が付かない。今後、維持更新費がどんどん 2030

年から 40年をピークに増えていきます。1980年代から 90年代に作った市町村道の延長だ

けですごい量ですから。今の道路予算ではもう今の道路延長は通常見たら維持出来ないの

です。だから採択を甘くすればこれだけ道路延長が増えるので、今ここだって増えたので

す。そしたらその分の道路維持管理費はどっかから持って来ない限り無理なのです。国全

体の道路予算を増やすか、八戸の道路予算を増やすか。毎年人口が減っていく中でそれは

現実的ではないという事ですね。道路自体の予算が増えるとか、増えるという前提で、税

収も増えて道路予算も増えてって、その為に必要な道路を嵩上げしていくという事が可能

であれば意味がありますが、結局税収も落ちてきて社会保障関係費が膨らんでいきますか

ら、その中で道路予算を増やすと、結局は税収、税金を高くするとかという選択になりま

すね。 

●Ａ委員 

B/C に限定したお話でいきますと、結局 B/C は１を超えられるような状況のある都市環

境というのは、非常に限定されたものになっているのが実態だと私は思っています。 

●委員長 

それも色々議論があって、国交省でこれを作った時も経済学系の先生と工学系の先生で

B/Cをどうするかという話が色々あって、農道など農水省関係に比べるとかなりシンプルに

B/Cを作ったのです。例えば農産物の価格が上がって効果が上がるだとか、そういう計算を

してなくて、割と経済学者がシンプルに考えた路線できている。ただそれでも 1.0以上です

から、この絶対水準で本当に相当部分のものがこれで対象外になるのか、ならないのか。

それから、現実問題で交通量も実測しないでみなし交通量でしたりするので、この計算で

大分今でも救われているのです。だから今回も救われているのです。それを更に救う必要

があるのかなという事ですね。その部分については、後で意見をまとめるという事で。 

●Ｂ委員 

今回、B/Cもそうですけども、目的の中に採石場があってそこが所有している大型ダンプ

が往来するという、これが大きな理由の一つになっていると思うのですけれども。採石場

といったら当然の事ながら資源には限りがありますね。会社のあり方とか需要供給等色々

あると思うのですけれども、ここの採石場にダンプが行かなきゃいけないのは大体あと何

年位という予測はなさっていますか。例えばあと100年も200年もこの採石場を使うのか、

もしかしたら来年で終わりになっちゃうのか。 

●道路建設課 

実質、八戸市近郊で消費している届け出のある山、採石場がここに３社。ほかにもあり

ますが、ほとんどがここしかなく、仮にここがあと 10年後に潰れると八戸市に石はなくな

ってしまうとの事です。正確に何年とは言えませんけど山とすると相当の資源を持ってお

ります。 
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●Ｂ委員 

では、あと 10年 20年で、はいもう止めましたという感じではないという事ですね。 

●道路建設課 

そうですね。そういう情報は耳に入っていません。 

●Ｂ委員 

分かりました。あと、非常に大事な事としては児童や生徒の交通事故の危険性とあるの

ですけれども、実際この写真を見ただけじゃ分からないのですが、本当に一番危険と思わ

れる所にガードレールとかはあるのでしょうか。 

●道路建設課 

道幅が狭いため児童が側溝の蓋の上を歩いているという風な状況でガードレールはない

です。 

●Ｂ委員 

今までそれをやってこなかったという事はそんなに危険度が高くないと思っていらした

のですかね。 

●道路建設課 

平成 16年度当時、必要な事業であるという事で地域の方々と立ち上げ、我々八戸市とし

ては合併して受け継ぎ、補助を導入して尚且つ過疎債を入れて事業進捗を図ってきており

ます。私も昨日通ってきたのですけども、やはりダンプが連なっていくという状況です。

今まで交通事故がなかったというのはこの３年分のデータしかなかったのですけども、や

はり事故はないです。ただ、ないから整備しなくてよいではなく、これから安心安全の道

として残していくためにはここを整備する必要があると考えております。 

●Ｄ委員 

この事業が完了した場合、既存道路に大型ダンプの通行等に規制を掛けるのですか。も

しそれがないのであればダンプはわざわざ遠回りせず、新しい道路を使わないという事も

考えられるのですが、軽減するという事は、ある程度迂回路の方に誘導する何らかの方法

を考えているのかどうか。 

●道路建設課 

今は交通規制とか大型車進入禁止とかという方向では考えていないです。この採石場の

組合とかと道路の路面清掃等の環境面も含めながら、そういう話も段々していきたいと思

っていました。 

●Ｄ委員 

会社の方の協力を願うという形ですか。 

●道路建設課 

ざっと見た限り、中を通るよりは川沿いを走る方が走り易いです。標識で強制するので

はなくその一歩手前として、会社と話し合いをして進めていきたいと思っています。今、

この道路が狭い所で５メートルです。広い所だと６メートル超ありますけれども、そこを



16 

 

ダンプが通って行くというのが実情です。それで何故３か年間事故がなかったかというと、

ここは危険という事で、ダンプはスピードを落とします。それから帰りは違うルートで帰

っています。石材組合さんの方でここを通る時、使う時は気を付けてやっているという事

で３か年間事故がない状態でございました。 

●Ａ委員 

バイパスを作った時に既存道路の交通事故便益とかを新しい事業に対して評価する仕組

みはないのですか。 

●道路建設課 

既存道路整備前の便益、バイパスがない場合の便益を考慮いたしまして、バイパスが出

来た時に対して差し引くとマイナスになっています。先程も言いました様に計算式に対し

ては、交差点の数と道路延長。当然交差点が多く、新しく作ったら交差点が多くなったと

すると新しく作った方が交通事故が多くなるという便益になります。 

●Ａ委員 

その時に既存道路の B/C はないのですけれども、交通事故が減少する便益は今のこのケ

ースの中に入っていますか。 

●道路建設課 

中に組み込まれています。あくまでも整備前の状況と整備後の状況を差し引くという事

が大原則です。ただここであえてマイナスという事で交通事故のマイナスと出てくると、

何となく前よりも事故が多くなるのだなという風に思うのですけれども、計算上そういう

結果になるというものです。今の現道を回避するというのは目的ですけども、ほとんど車

が入らないという事になると考えています。と言いますのは、スピードを落としながら停

まりながら現道を走行するよりは早く着くバイパスの方を通って行くと考えられます。そ

うなれば通過車両は激減するし、現道を使うのは中にある生活者の車だけと考えています。 

●委員長 

それでは質疑は以上という事で、委員会としての意見を取りまとめたいと思います。特

にこの事業につきましては B/C の計測の仕方、その他色々議論はありましたが、この事業

自体としては順調に事業が進捗していまして 25年度で完了という事なので、基本的には総

合評価としては継続という事で宜しいでしょうか。 

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

●委員長 

それでは事業としては継続と。ただこの事業に限らず B/C の計測のあり方に関しては再

検討すべきだという意見があって、今後どういう事業評価のあり方が適切なのかという事

について議論していく事で宜しいですか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

●委員長 

そういう事にしたいと思います。 

●事務局 

それでは今後のスケジュールにつきましてご説明申し上げます。まず本日頂きましたご

意見につきましては、委員長とご相談の上、文言等調整しまして委員会意見として取りま

とめしまして、前回同様内容を皆様へお知らせしたのちに事業担当課へ通知致します。次

に事業担当課では通知された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

市長判断により対応を決定するという流れになります。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共に市議会への報告及び市のホームページを通じて市民へ公表

して参ります。 

 

次第４ その他 

 

〔資料に基づき「行財政改革の状況等について」事務局より説明〕 

 

●委員長 

ご意見等いかがでしょうか。 

●Ｅ委員 

資料をまとめて頂いて大変ありがとうございます。４次と５次の流れというか繋がりが

イメージ出来ました。資料２の方の内容を見て、逆に載ってないものに関しては質を考え

た内容が 140 数件とかなりの件数があるという状況というのが見えてきましたので、一方

で質の評価というのが、非常に難しいなという感覚も持っております。量の評価ではなく

質の評価をされるのであれば、第５次の評価はちょっと考えなければいけない課題が見え

ているなという事を読ませて頂きました。このように資料等を準備して頂き市民の方にも

理解し易い方向でより協力を得ながら、私としては活動が出来るのかなと思っております。 

●事務局 

おっしゃる通り量の改革というのは数字の比較になりますので非常に分かり易い部分が

あります。でも、例えば財政課で毎年５％削減というのをやっていますが、徹底してそれ

を守っていっていけばいいかというと、ある程度の所で区切りを付けて行政というものは

市民サービス、市民の方々が八戸市にいて住み易い、住んでいて良かったと、市民満足度

を高めるために仕事をしている部分で、その為にお金を掛けるべき所は掛けていかなけれ

ばならない。ただし闇雲に掛けるのではなくて、当然精査をして最低限必要なもの、更に

は我々行政職員が今最も言われている事でございますが、創意工夫をして取り組んでいか

なければならないという部分があります。そう言った意味で第５次では、一部署一改善運
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動として各課自らが、内容は甘いものもございますが、そういう視点を掲げてやっていま

す。進行管理に関しても先日ご説明しましたが、結果が出ていない課に関しては、何で結

果が出ていないのかについて理由をしっかり検討させ、しかも手を付けられていないもの

に関しては来年度からではなくて、今年度から何をやっていくのかを継続させるような内

容で 23年度計画を立てて今頑張ってございますので、そこら辺をちょっと加味してもう少

しお時間を頂いて見て頂きながら、来年はもう少しいい結果を出したいと思っております。 

●Ａ委員 

事業を進めている項目の一つ一つの中で、担当課が例えば対案を持っている様なケース、

対案も対応の一つとしてありますよ、という様な事は伝わっているものですか。 

●事務局 

特に順調にいってない△以下、あとは評価 C の所に関しては、まずは出来るのか出来な

いのかというお話もさせて頂いていますし、一旦計画を立てたから必ずやるっていう事で

はなく、この計画というのは 21年度に立てた計画でございますので、それから状況も変わ

っており、検討した結果いい方向が出ないものは当然止めてしまって新しいものを作って

いくというのも当然考えられるべきであります。先日お配りしました 23年度の計画で４つ

程取り止めるという内容もあります。それに関しては取り止めた結果、新たな一部署一改

善を新規で出してもらっていますので、常々見直しを掛けてやっている状況でございます。 

●Ａ委員 

例えば、電子入札システムの導入について、透明性、迅速性の向上、不正入札の防止と

三つ挙げられていますよね。それに対して一方で導入する事でどういうデメリットがある

かについて担当の方が評価した上で、本市としてはこういう風な取り組みをするというや

り取りがどこかであった方がよりいい導入で、例えば事業が進んだ時に、よりいい成果を

出して頂けるという感じがしているものですから、今のこういうやり取りがあった方が、

単独に課の中だけでクローズされた世界で考えられるとどっかで行き詰まりがあって進捗

状況が△になってしまっているとかいう事があれば、そういう対応もあるのじゃないかと

思って発言致しました。 

●委員長 

私も改めて資料１資料２を見ると今までの反省と今後どうすべきかというのが浮かび上

がると思います。資料１を見て４次と５次を比べると４次の時は全国的な傾向もそうです

けれども数値目標を決めてしっかりやったのだなというのがあると思います。ただ、この

時から少し気になっているのが、結局数値目標のある「（１）歳出削減」「（２）職員数削減」

「（３）市税徴収率の向上」のうち、実態に一番響くのは、（２）と（３）なのです。（１）

については削減額に増の部分も入ってきますので、これは数字上加工すれば出来ない数字

ではないので大きいのは（２）と（３）。これが元々掲げた目標よりも前回時点で下がって

いたという事が事実なので、これを踏まえて５次はどうするかという事を考えねばならな

いという事だと思います。５次の進捗状況については、勿論切るだけが能ではないという
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事もありますが、同時にこの５次の計画を作った当初は状況が見渡し辛くて、将来に渡っ

てしっかりとした数値目標が立て辛いという状況があったというのも事実だと思います。

それから、行革疲れで、行革に対してある程度、市民も少しは同情してくれているという

のもあるかも知れませんけども、それ以上に交付税がここ１、２年額を戻していますので、

財政状況が前よりは少し余裕が出て、その分少し行革をお休みしているという実情もある

と思うのです。これが国全体では間違いなく消費税引き上げ、10％とかなってきた中で、

この５次計画の質の改善だとかこの位の事だけ掲げて市民の方に許して貰えるのかという

事に関しては、私は疑問があって、やはり適当な時に実施計画レベルなり何なりのレベル

で財政状況も踏まえつつ必要な数値目標は守らなきゃならないかなという気がしています。 

それから資料２の方も改めてこうやって浮き彫りにして頂くと、それなりに思い深いも

のがあって、一つは今、Ａ委員が指摘された電子入札関係です。これは電子入札に限らず

やはり電子システム、IT システム関係が役所に占める比重が非常に高くなっている。そう

した中で実際はかなり民間委託していますので、民間委託が進んでいる中で、結構直営の

担当職員が減らないとか、という事もあって、この電子システム自体を全庁総合で見た時

に、どういう更新時期になって、どういう時期に見直しが必要で、どの位金が掛かるのか。

これは電子入札も含めてです。そういう電子システム、IT システムという観点から、行革

を行っていくという事は必要じゃないかなという気がしました。 

それから定数については引き続き全庁的な問題もありますが、同時に市全体で考えると、

これをやるかどうかは中立でいいと思うのですが、市立図書館の部分と、それからこれは

普通の市のセクターと違いますけど病院の所ですね。それぞれこの委員会でやるという事

ではないのですが、全体で市民へ影響が非常に大きくて、額も大きいので、特に八戸市民

病院は比較的経営状況は良好と聞いていますけど、その中で積極経営で人を増やしている

のでそういう所も含めてどうやって定員管理を担保していくかという事は、この委員会で

やるかどうかは別にして、市全体でしっかり担保してるんだという事の保障、それを含め

た定員管理、懸案の図書館も含めて考えてやらなきゃいけないというのが２点目です。 

３点目は、第４次の中で一番進んでいないのは、「No.211.人事評価の構築」の所で、進捗

も△で、評価も C になっていて、取り組み状況として、地方公務員法が廃案になったから

と言い訳ばかりしている。これは現行地方公務員法についても勤務評定して給料を配ると

書いているのですからこの法律が出来るか出来ないか以前に法律でやらなきゃ駄目なので

す。それなのにこの法案を取り組み状況で書いているという事はこの法案が通らない限り

やる気がないという事で、現状のままいようとしているのじゃないかという事について、

極めて危機感を持ちますね。前回も言ったかもしれませんけれども、色々見ると人事評価

が中々進まない所というのは二つあって、一つは職員団体の活動が盛んな所。これは実際

中々入り辛い傾向があります。ただ元々青森県自体は職員組合が活発な方ではないですよ

ね。八戸市は都市部ですから田舎に比べればそれなりに活動していますけれども。もう一

つは採用に課題があった自治体ですね。こういう所は中々進まないですね。 
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●Ｅ委員 

 再評価の続きとなりますが、道路をどうするかについてだけの観点ではなく、事業を進

めていく上では街づくりの観点を持つ事も重要だと思いますが、役所はどのような体制に

なっていますか。街づくりについてのとりまとめの部署はあるのですか。 

●事務局 

 街づくりについては、まちづくり文化観光部のまちづくり文化推進室が担当で、全庁横

断的な部署として対応しています。 

●Ｅ委員 

 分かりました。 

●委員長 

他にご質問がなければ報告事項についてはこれで終わります。その他事務局からあれば

お願いします。 

●事務局 

 今後の委員会の開催予定でございますが、年内は今回が最後となり、次回開催について

は今後の状況をみながらご連絡差し上げたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

●委員長 

 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。 


