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平成 23年度 

第１回八戸市行政改革委員会 議事録 
 

日 時  平成 23年 5月 12 日（木）午後 2時 

場 所  市庁本館３階  議会第二委員会室 

出席委員  椛沢委員、北向委員、千葉委員、月舘委員、辻委員、長谷川委員、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 

次   第    １ 開会 

       ２ 委嘱状交付 

       ３ 市長挨拶 

       ４ 委員長の選任 

       ５ 職務代理者の指名 

       ６ 審議 (1)会議の公開・非公開について 

            (2)類似自治体との行財政比較について 

 

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

 

 

次第４ 委員長の選任 

 

〔辻委員に決定〕 

 

次第５ 職務代理者の指名 

 

〔長谷川委員に決定〕 

 

次第６ 審議 (1)会議の公開・非公開について 

 

●司 会  

それでは審議に入ります。ここからの議事進行は委員長にお願いいたします。 

 

●委員長  

それでは最初に、本委員会の審議につきまして、公開とするか非公開とするかについて決

めたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

 

〔事務局が資料に基づき説明〕 
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●委員長  

それでは、ただ今の説明について、何か質問ございますか。無ければ、原則として公開と

いうことで、よろしいでしょうか。 

 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

●委員長  

それでは本委員会の審議については、原則公開とします。 

 

次第６ 審議 (2)類似自治体との行財政比較について 

 

●委員長  

続きまして、本日のメインの審議事項である「類似自治体との行財政比較について」事務

局から説明をお願いします。 

 

〔事務局が資料に基づき説明〕 

 

●委員長 

今日はこれに基づきまして質問、それから修正すべき点がありましたらご意見としてお伺

いしたいと思います。どうでしょうか。 

●A委員 

非常に貴重な情報をまとめられていて、行財政のポイントが見えてきているように思えま

す。ただ付け加えるとすればという点で、3つ申し上げさせていただきます。 

１つは、今回指標が多数ありまして、その指標ひとつひとつに対して位置付けを評価・分

析していただいたのですが、複数の指標に対して、複合的な評価のコメントがあっていいの

ではないかと思います。 

例えば、当然ですが同様の規模の都市について調査をされたという話ですが、当然都市は

それぞれ特色を持っている訳ですから、そういうものがどこに見えてくるかという点につい

ては、単一の指標で Aの市はこうである、そういうような比較だけでなく、例えば八戸市は

こういう所が優れている、他市はそこは低いが、一方でこういう所が優れているという特色

を持っているという風な所が見えてくるという面で、複合的な評価をされたらどうかと感じ

ました。単一の指標ではなく、複数の指標でものを見るという分析もあればどうかと。 

それから２つ目は、都市はそれぞれ異なっている訳で、私たちの八戸市は主にその産業構

成からみても、非常に海に関わりがあります。ところがこの報告書だと、海も見えないし八

戸の特色をどこに打ち出せばいいのかというような所も少し見えずに、言わば客観的に全国

にある街の中でどういう位置付けにあるかという情報は得られたと思いますが、私たちは八

戸市としてこれからこういう風に進もうとしているのであれば、それに向けて見るとどうな

のかという点で、つまり他市の特色、農村都市であれば農村都市としての性格を出している
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でしょうから、それと私たちの都市と一律に評価するということではないこともあっていい

のではないかと。 

例えば、大都市の周辺都市も加わっている訳ですから、そちらの都市の性格は当然異なっ

た行財政が行われていてしかるべきだと思いますし、私たちは私たちでどちらかでこういう

ような規模の都市が周辺に無いという、そういう中での位置付けでどういう行財政が適切か

という点では都市の特色との関係を少し見ていただくとありがたいと思います。  

それから３つ目は、私たちの都市はこうだというようなコメントがありましたが、優れて

いる他市があれば、その都市はどうして優れているのか。例えば一番最初に出てきた情報で、

少ない職員数でやりくりしている都市があります、でもその都市はサービスとしては非常に

課題があるというようなことであれば困る訳で、それを定員の適正化というように位置付け

る必要は無いように私は思いました。その意味では、他の都市を分析された訳ですからその

他の都市の中に見える私たちの学ぶ点、そういうものがヒントになれば役に立つのではない

かなと思います。 

●委員長 

事務局、今のことについてどうですか。 

●事務局 

まず１つ目の総合的と言いますか、指標を細かくではなく、というご意見でいただいてお

りましたが、報告書を作るにあたって、分野毎に職員数とかその項目毎に出していく中で、

全体的な傾向も示したつもりで作ってはいたのですが、まだちょっと絞り込みが弱いという

ようなお話でしょうか。 

●A委員 

例えば、私は大学にいるので、どうしてもいくつかの指標があると、例えば県内三市で見

た場合、私たちの街は Aの指標、横軸にいくつかの指標が５つある。それを八戸市はこうい

うふうになっています、弘前市はこうなっています、青森市はこうなっています。だから、

私たちの街を例えば最初の第１項目で見ると、このように評価できますというような分析方

法があるということを申し上げておきます。そうすると、少し私たちのやってきている色々

な活動の成果が特にはっきりしてくるのではないかと思いました。 

つまり、今は１つの軸で指標の１つに対して二十何市と比較されて、その中で位置付けを

探しています。そうではなくて私が申し上げている第１点は、複数の情報、例えば給与の話

であれば市町村の方はこうなっていて、こうなっているというようなことを並べてみれば、

私たちの職場はこっち側にシフトしたような、そういう状況になっているということが理解

し易いようです。そういうお話を申し上げております。 

●事務局 

実はその点、２つ目のご意見との絡みもあるのだということでそこまで申し上げてなかっ

たのですが、今の時点で出てきたものは、この調査を始める前、前年度の段階で対象市の選

定、それからどういう項目をやるかという中で、何度か説明させていただいておりますが、

５年前との推移がどうなっているのか。もう１つはグループの中でどのような位置にあるの

かという所をまず見ましょうというものです。 
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ある意味、これからこの報告書を活かさなければならないという性格を持っていると思っ

ております。それが２つ目のご指摘の中であった似たような性格を持つ都市、それをまた更

に抽出してきて、多分この 24 市を一度全部並べた所での絞り込みは、逆に言うと不十分な

のかなという所もあると思います。そこを類似するような性格の都市を引っ張ってきたもの

を、今おっしゃられたような形で横軸での比較とか、そういったものをやっていくと。 

今回のまとめ方として、見せ方としてもっと強くはっきり位置関係だとか、関係性が見え

るようにすることもありかとは思ったのですが、公表するという場合に、他都市との比較を

ある自治体が全て出すというのはなかなか難しいという部分もあります。そうではなくて、

八戸市があくまでもこういう類似する団体の中で、どの程度の位置にあるかというものを一

旦お示ししたものです。 

ただ、そこで終わりではなくて、３つ目におっしゃられていた他市の良い所、いいグルー

プの中でどうあるべきかといった所を、人事の分野ですとか、財政の分野とかというものを

別な形でやっていくことが次の行財政改革に繋がるという点で、おっしゃる通りだなという

ように思っておりました。 

今の報告書の中では、96という指標がひとまずこういう形で出ていると、一旦の傾向が見

えてきましたので、この中で今後の展開という形、これも方向性という形となっております。

当然方向性で終わる訳ではなくて、具体的に何かをやるという所を作る段階では、個別のデ

ータ、更にはそれ以上のデータ、今回調べていないサービスの分野とか、そういったものを

加味した形でもっと焦点を絞った形の行財政改革について考えるような機会というものを作

っていくのもあるのだと、今お話を聞いてそういうように感じていました。 

●A委員 

この報告、まずは第１ステップと言ったら失礼ですが、つまり第１次情報としてはこのよ

うな、まずはそれぞれの手法についてどうだったかという報告があって、これが市民に返還

されていくことは非常によろしいことだと思います。その次のステップにというお話の中で、

今のようなことを少しお考えいただきながらやっていただくとありがたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

●B委員 

同じような関連した話で、私もこれを見たときに平均であればいいのかというような疑問

を持ちました。それで、情報公開などで一般市民がもし見たとしても、これがどういう意味

があるのかいうことは、市民には伝わらないと思います。それで、今おっしゃったようにこ

れは第１段階だと、A委員がおっしゃったような具体的な説明を受けると、「あぁそうだよな」

と分かるのです。多分これは一般市民が見ても何のイメージも湧かないと思います。ただ、

「これぐらいの所に居るのか」とか、「この項目はこの辺なのか」というのが分かっても、そ

れでは八戸市としてはどのような方向で、八戸市はこれからどうしていくのかというものが

全然見えてこないことと、多分市民の感覚はちょっと違う所にあると思います。 

例えば、この間の選挙ですが、災害の後に選挙がありました。あの時に割と色んな人と話

した場面で、こんなに市議会議員というのは多い。こんなに必要なのかな、という話は一人

二人ではなくて聞こえてきました。議員さんのお給料というのは、ある程度高額な訳で、被
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災したりとかそういうのを見た中では、もう少し減らして──議会の費用を少し減らしたと

ありましたが、この程度の減らし方では多分、あまり満足度はないんだろうという、市民の

一般的な感覚としてはそれがある訳です。なおかつ市民としては、過去のこともそうですが、

これから先のことが一番の関心事でありまして、津波の被害があってあんなに膨大な費用と

年月をかけた防波堤があんな一瞬にして無くなって、あれはいつ修復されるのだろうかとか、

そのお金は八戸市だけなのだろうか、国からはどの程度くるのだろうとか、そういう風なこ

とにすごい関心があるんですね。だから、そういったことを踏まえながら、もう少し分かり

いい内容にしていただくのがすごくいいのではないか。見てイメージ出来るような資料の方

が、一般市民の場合は本当にありがたいと思いました。 

●事務局 

確かに、この内容自体が行財政比較という言葉自体からも、一般の方に馴染みの薄い部分

ではあろうかと思います。見せ方の部分も本当はもっと分かりにくかったものを、工夫して

ここまで持ってきたというのが正直な所です。 

今おっしゃられた中で、平均でいいのかどうかというのは様々な価値観があると思います。

これでいいのかという疑問を、逆に言うと今見た方が思われたという、ある意味現状を見て

いただく形で、数字をこう並べているという所で、見ていただくのがあるのかと思っており

ます。 

これを出して、これがそのまま横に流れていくのではなく、見る人によってどう感じるか、

議論のきっかけになったりすると。まずは行政の人間がこの資料を見て、特に他市との比較

が出ている以上は自分たちに課題があるのかないのか。何をやるべきなのかということを、

まず住民に言われるまでもなくやっていくための、その資料となるものだと思います。 

合わせて、市民の方々も今まで知らなかったデータとか、そもそもその 24 市と比べた時

に、どの位置にあったかと考えてみたことが無かったものが、「なぜ上なんだ」とか、「実は

悪かったんだ」など、そういったものを議論する土台になるような資料ではないかと思って

おります。 

●B委員 

でも、前よりはとても分かり易いと思いました。本当にどんどん良くなってきていると思

います。 

●委員長 

そうですね。全体としては、私が見ても結構面白くよくまとめていると思います。 

まず最初のステップとしては、これで確かに私もいいと思います。ただ面白いというのは、

普通の市民の人はこれを見ないですね。行政関係者といいますか、これが専門の人とか行政

関係者はこれを見ると比較的よく分析されていて、まず B委員が言われた認識と同じなので

すが、市民というかその行政関係者に対しても、これを前提にもう少しそのストーリーの部

分を書けたらいいのかという気がします。 

今回はだいぶ頑張ってもらって、“おわりに”と“はじめに”とそれから４つの総括で通常

の行政のこういう指標ものに比べると、全体のストーリー性は比較的良く頑張って書いてい

る方だと思うのですが、これはやはり冊子としては、八戸市で出している訳です。多分、市



 6666 / 15151515 

としての書きものとしては、今回のこれに毛が生えた程度にするのが限界で、先程 B委員が

言われたように確かに職員数が減っているわりには議員が多いという、こういうことなんで

すが、議員が多いと言うとすれば、それは市が言うというよりも、それこそ委員会で出して

──委員会が言ったといっても市役所が言ったとみんな思うと思うのですが、委員会の責任

で出すなら、多分もう少し突っ込んだ評価の部分は出来ると思います。あくまでも市が出し

ているという形だと、そう露骨に色々客観性を上回って踏み込むような記述は難しいのかと

思います。ですから、とりあえずこれはこれで出して、今度これに類するものをまた作る時

にどこまで政策の所を踏み込んで書くのか、それをその事務サイドに対して、委員会として

政策色を濃くして出すのかということを考えながら精査すべき所と、それから事務局として

も、もう少し踏み込める所があったら踏み込むべき所と、それを分けて考えるべきかという

気がしました。 

全体のストーリー性からすると、４つの総括の所で今後の展開をそれぞれ書いているので

すが、ここの所が、施策、政策の方向性としては、妥当な所を概ね書いているのですが、割

と抽象的で、ここまで分析しなくても大体同じようなこと言うというような所に留まってい

て、せっかく指標をこれだけ分析したのだから、本当はもう少しこの指標に基づいてどこま

でやるべきかというような方向が、具体的に数字を出せるものなら出して、それをまさに A

委員が言われた言葉で言うと複合的に絡めて出して、その方向性を出すということが、しか

も事務レベルで可能な範囲でどこまでできるのかというのは、もう少し見直すことが出来る

のではないかという気がしました。 

それから、産業構成の部分ですが、なんと言いますか、確かに市の特徴がたくさんあって、

その市の特徴を明らかにするために、今回の中では類似自治体という言い方をしましたが、

総務省の言い方だと類似団体というものを作って、人口比と産業構成で一定のグルーピング

をして、今回このグルーピング以外に北東北の、よく言及される都市まで含めたので類似団

体とは言わず類似自治体としてこれを含めて出しているという形になっていて、そういう意

味では、今の中では一応、産業構造の特徴と一定の類似性というものを分けた分類にはなっ

ていると思います。多分これより踏み込んで特徴を考えると、非常によく似た市を細かく分

析して、それでミクロで比較して何が言えるのかということを見分けられることになるかと

思います。 

例えば、私が仕事している所で川崎市というのがありますが、川崎市は以前はよく尼崎市

と比較をしたりしていました。八戸市の場合は類似した市というのが多分無いですね。とい

うのは、東北各県の八戸クラスは県庁所在地になっていて、県庁所在地であるかないかで、

基本的に随分基礎力が変わります。県内で言うと県庁所在地じゃない所で比較すると弘前市

です。弘前市とは程度が大分異なります。となると、多分鹿児島のどこかとかなんですが、

鹿児島は鹿児島市を除くと次は 10 万位の市しか無いです。だから、比較的条件に恵まれな

い地方の都市で、なおかつ人口は 20万を超えていて、行財政改革をやっているというのは、

ある意味では立派といえば立派で、それに適合するようなストーリーを書ける所が探せれば

いい。探せなければ、産業構造の類似とは別に、よく比較される青森市や弘前市と比べてど

ういう特徴があるかということを述べるということは、そのストーリーとしては可能なのか
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なという気がします。 

ここの１ページで挙げられている１から 24 の各市を見ていただくと分かるのですが、こ

の中で県庁所在地を除いて、なおかつ八戸市よりも体力的に厳しい、ないしは八戸市と経済

的に同等程度と思われる所はどこかというと、だいたい３つ位しか無いです。他は県庁所在

地か、大都市圏にあるか、大都市圏の郊外にあるかということで、単純に言うとこれらと比

較すると八戸市経済は厳しいですね。残念ながら今の日本の自治体の行財政状況というのは、

各自治体の努力もあるのですが、基本的にそこの経済状況を反映していますので、ここの各

市と比べたらやはり八戸市は経済的に厳しいので、相対的にスリム、そして割と引き締まっ

た行政体制なり財政体制を敷いていかないと、多分成り立たないです。ですから、今回のこ

のストーリーを見ると、普通に見たらこの各市の中では比較的行革も頑張ってやっているの

かなという全体のストーリーにはなっています。 

しかし、気を付けなければならないのは、経済的にはこの 25 市の中でやっぱり今後の先

行きを考えると極めて厳しい市のひとつなので、今のこの状況に安住していると厳しいとい

うことです。ということは 24 の各市の特性、経済、課税所得額でも人口動態でも示して、

各市の中で今の八戸市がどの位に位置しているのかということの特徴の説明が最初にあって、

それに基づいたストーリー展開をした方が全体の今の八戸市のイメージであり、ここの中に

展開しているストーリーをもう少し分かりよくするのかなという気がします。 

青森県の市町村振興課などの仕事をしている関係から、県内各市を見ると、八戸市は青森

市に比べても弘前市に比べても、県の一般的な評価としてはこの２市よりは優れているので

はないかと言われることはやっぱり多いです。ただし、本当にどこまで優れているかはよく

分からないということで、今の状況について肯定的に捉えるべき所は肯定的に捉えていいと

思うのですが、しかし今後、体力的に見るとやっぱり厳しい、そこの所をうまく出してほし

いという気がしました。いかがですか。 

●C委員 

今、委員長から相対的にというお話が出たのですが、私もこれを見せていただいて見やす

く分かりやすくという──私もそうですが、市民の方が見る時どうでしょう、私が見た時ど

ういう形だといいかというのを考えていたのですが、他の所と比べたということは、これは

もう相対評価だと思いますが、もう１つ絶対評価というのがあると思います。ですからその

絶対評価を自分たちでまずしていただく。相対的にはこうだが、自分たちはもっとここをや

らなければいけないじゃないか、その努力が不足しているのではないか、とか。この部分で

は八戸市は目一杯ですという、そこまで頑張ったんだとか、そういう所を２つの指標で出し

ていただければいいと思います。それを出していただくと何が分かるかというと、その相対

評価は数字で出てしまいますが、絶対評価をした場合に八戸市は自分たちのこういう所を、

こういうふうに評価したということを逆に市民が見る訳です。そうすると、「え、自治体は５

点付けているけど、我々から見るとまだまだじゃない」と思うこともあるかも知れませんし、

意外と、「いやそんなことないよ、八戸市頑張っている」ということもあるかもしれません。 

一般市民が、行政がどういう風に意識をしているかを見る、そのための指標にもなるとい

うことになると思うので、私は相対評価、絶対評価というのを通信簿として付けていただけ
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ると、非常に分かり易いのではないかということを印象としては持っています。 

●委員長 

あと、いかがでしょうか。 

●D委員 

今、委員の皆さんがおっしゃられたことを、昨年、総合計画策定委員会の委員として、そ

の中の行財政を運営する所で、同じような質問──特徴を出すということは言わせていただ

いておりました。 

そこで、ひとつ感じたのは、例えば職員数の減について、ある課には課題があって職員数

は増えている、けれども、ある課では減っている。相対的には減っているけどやはり課題が

あって、その課題を解決するために職員数を増やしたとか。そういうこともあろうかと思っ

たのと、ただの書き振りかと思うのですが、他の自治体の動向を見てうんぬん、他の自治体

を見て他がやっているから八戸市もやるのか。そうではなくて八戸市が主体となって八戸市

はこういう改革をしていったという発信があってもいいし、当然していらっしゃるとは思い

ますが、そういう比較も大事だなと思って聞いておりました。 

それからこの 24 市を対象にした中で、委員長がおっしゃったように、呉市とか佐世保市

が出てきましたが、A委員がおっしゃったように同じ海を持っている港町という意味では呉

とか佐世保、こういう所は、たぶん似たような産業構造だったり、経済状況だったりという

こともあるので、そのような視点からの評価というものも必要かというふうに感じていまし

た。 

●委員長 

それでは、他の方はどうですか。 

●E委員 

八戸市のまちづくりとか色々する中で、地方都市で 20 万を超えるというのは大きいとい

うことを非常に感じることが多くて、４、５万の都市であればちょっとした施策を練ること

でまちづくりというのは進め易いのですが、20万ともなると本当にそれぞれのエリアでも全

く違う状態を持っている。 

海という要素が本当に先程の通りだと思うのですが、第５次の大綱の資料を事前に渡して

いただいて読んだ時、これだけたくさんあるんだというのが正直な所でございました。 

今回このたくさんの資料を読みながら、経営的な話の時に考えるのは、コストの話は非常

にするのですが、まちづくりの中では先程の総合計画と絡んだ投資、その部分の要素という

のも、おそらく今回震災もあったので、港湾とか海とかそちらの方に目線が向くとは思うの

ですが、その辺の要素はこの行政改革の資料の中では、見えてこないので、やはり読んでい

るだけではストーリーは抱きにくいというのは、正直な所としてありまして、その辺が補足

としてあれば読みやすく、かつそういった意味で戦略的な今後のまちづくりの中での行政改

革という、その今後のそういった方向が割と説明がしやすくなるのかというふうに感じてい

ます。 

震災のあと、仙台からずっと北上してきて被災地を全部見てまわって来たのですが、そう

いった中で本当に戦略的なまちづくりをしなければならない、特に八戸市はそういう要素が
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非常に大きいということを感じて帰ってきまして、その中でコストの面を減らしましょうと

いう所だけのストーリーでいくと、それだけに注目してしまう市民もいらっしゃる訳で、そ

れだとまた誤解を受けかねない部分も出てくると思いますので、その辺はもう既に他の委員

の方からもお話がありましたが、やはり戦略的な八戸が打って出る部分のストーリーもある

中で、こういった改革という所が出れば納得し易いのかなという所が、まずこの資料を読ん

だ感想です。 

もう１つは、市民サービス向上というのが資料の中に出てきていますが、市民サービスの

質の向上を評価するのは難しいと思います。目的としてこれが掲げられているのですが、そ

の結果自体はこの指標の評価はサービスの向上という所の部分のアンケートをとられた訳で

は無いですから、そこはどうしているかと言われると向上したかもしれません、これが出来

ましたということが分かるのですが、それが市民の評価として繋がるかどうかは、やはり何

らかのやり方がないといけないかなという感じが見えています。 

ただ、本当に読む中では、ものすごく資料がたくさん作ってあって、よくまとめられてい

るというのは第一の感想としてありまして、その後今度は戦略的な部分と市民サービスの質

の評価という所を、何らかのストーリーや説明が出来れば、よりきちっとした理解を外に向

けても出来るのかというように感じています。以上です。 

●委員長 

特にサービス向上の部分の評価について、事務局どうですか。 

●事務局 

サービス向上の評価とおっしゃられている部分がありましたが、調査の根本を再度確認さ

せていただきますと、今回、21年度まで行いました第４次行財政改革大綱と集中改革プラン、

これが目指していたものが、当時の危機的な状況を回避するために、いろんな部分での行革

を実施してというようなことがありましたので、その実績がどのような状況だったのかをま

ず一旦見た上で、単に実績がどうだったかだけではなくて、他と比べて見た時にどうだった

のかという、この２つの視点で見た場合の、調査の報告という形です。更にそれを単にまと

めるだけでなく、見えてきたものがあれば今後の展開という形で落とし込んだ形になってお

ります。おっしゃられた通り、今後の展開という部分をもっと明確にプロジェクト的に出し

ていくという、まさにそれはその通りであり、目指すべきものはそういうものではあろうか

と思いますが、今回調査するにあたって、実は１月からの４ヶ月間位でやって出すという前

提としてやったのは、一旦この現状がどういうものかというものを整理しましょうと。それ

で、この“はじめに”の中でも記しておりますが、今後市民のためどのような施策を実施し

ていくべきかを考える際の参考としていくということで、ここで全てを論じきれないという

ことも言い訳がましく聞こえるかもしれませんが、そういったものを全てやるのであれば、

行革大綱の見直しみたいなスパンをかけてやるとか、あるいは総合計画の見直しなど、もっ

と広い分野で各課を交えながら時間をかけて、またご意見をいただきながらやっていけるの

であれば、そこまでのものが出せるのかなというような感じはありますが、今回、こちらの

流れとして目指してきたものとすれば、ひとまず今の時点での状況がどうなのかという部分

を出来るだけ分かりやすく見せたいという所で作った内容となっているというのが現状でご
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ざいます。 

●委員長 

サービスの向上とか、市全体で見ると、総合計画の方の評価とか、それと特にこの八戸の

場合、マニフェストの評価の中に打ち出しているものが絶対評価に近いのもあるので、そこ

ら辺とこれも合わせてみて評価していく。ただ重要なことは、ここで大義名分を掲げていま

すから、やっぱりどこかでは、サービス向上といって税金を使ったけれども本当に向上して

いるのかと言うことについては検討しなければならないでしょうね。 

●事務局 

もう１点補足しますと、第５次行革大綱が昨年度からスタートしている訳ですが、第５次

についても毎年度、取組状況の進捗管理をしていく中で、実態としてどういう新たな取り組

みがなされたかといった所も、今年の秋を目途にこの委員会にご説明してご意見をいただく

という流れにはなっております。これからやるという部分ではそういうものもあるというこ

とでご認識していただければと思っております。 

●委員長 

他の方ありますか。 

●F委員 

一般の市民の目から見ると、非常に分かりにくいような資料という部分があると言います

が、これはこれでいわゆる八戸市の現在のあるべき姿が類似都市と比べて、そういう中でど

の辺にあるのか見る分においては非常に参考になるのではないかと思っていました。ただ、

この順位が必ずしも高い所が絶対的にその団体がいいということでもないと思います。 

各委員の皆様方からも出ていますが、低いけれども低いなりの理由があって、ではそれを

どう改善していくのか、それから、順位はトップだ、でもトップはトップなりに何かそこに

はまた別な面での問題点とか、そういうのもあるのではないかという気もします。ですから、

その辺の所をこれから、今の資料は資料として行政が八戸市の位置付けをどう見て、どうや

っていくという具体的な所が今後見えてくればいいのかと思います。確かに、一般市民の目

線から見ると順位が 25 都市の中で何番目と言っても、ではそれがどうなのかという所が、

分かりにくい部分があるかと思います。各委員の皆様方から出た意見を踏まえて、担当課か

らいい資料が提示されてくることを期待しています。 

●委員長 

皆さんから出た中で、今回は相対比較をしてどこに位置付けるのかというのが大きな特徴

なので、この基本ラインはこれでいいと思うのですが、どこかで絶対的な水準として、中で

も示し易いものがあったらそれを示すなり、逆に産業構成の多様性を前提に更にその多様性

を極めた場合にどうなるかということについて、今後の課題としてどこまで可能なのかとい

うのは検討してみる可能性があるのではないですか。 

先程から僕自身がどこの都市と似ているかと思って考えると、類似団体表とは違いますが、

例えば私は函館の出身ですが、函館とは人口規模とか、何かイメージで比較的よく似ていま

す。県庁所在地でもありませんし、人口 30万ですが、合併しないと 24、5万ですから。で

すが、実は類似団体と比べると結構違ったりしています。だからイメージとちょっと違って、
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ずれるのかなという気はします。函館市役所に比べると八戸市役所の方がまだいいかなとい

う、僕は実感があります。 

データはこう出された中でひとつだけ留意事項で言うと、確かに都市は色々ですが、事実

問題として各市町村の行政需要を図るとなると、大体 95％は人口要件に還元されるというの

が今の基準財政需要額の実態です。つまり、都市は確かに色々に見えても市役所で提供して

いるサービスの 95％は人口何人かを基準に経費が決まっている。ですから、実は、都市は色々

に見えて人口規模だけで見た方がはっきり見易い所があって、それに比べると今回は類似団

体表を使っていますので、実はその単純に人口規模だけで見てはいないですね。ですから、

そういう行政需要の現況を見てほしい。それでこういう都市の多様性が今後超高齢社会が進

む中でどうなっていくか、一般的に考えられるかというと、一般的には更に一様になってい

くというふうに思われます。それはなぜかというと、行政需要の大半が福祉、医療それから

教育、これに市町村の場合も充当されていくと言われています。 

八戸市では見ていませんが、茅ヶ崎市で見ると大体６割近くの費用が今言った６項目にす

でに集約されている。首都圏の市に比べると今でも投資的事業をやっていますので、その分

八戸市は多様に見えるのですが、多分高齢化している中で、これらの費用項目は確実に増大

していきますので、じゃあ健康サービス、医療サービス、福祉サービスに地域の多様性があ

るのかというと基本的には無いです。東京でも田舎でも同じような医療サービスをほしいと

いう現状があります。従って傾向としては、多様だからこんなに職員が多くてもいいだろう

という部分が許容されなくなってきて、この最低限の福祉のサービスを提供するためにはや

っぱりここは出っ張りすぎだというような傾向の方が強くなる可能性もあるということです。

その辺のストーリーをどこまで客観的に読めるかということもありますが、ただ傾向として

少子高齢社会になって都市の多様性は更に縮減していく。その中でシビアに福祉の質と医療

の質と教育の質が問われる世界になってくる。その中でどういう多様性が共有されるかとい

うことは十分考えた上で、全体的な展望をしてほしいという気がします。以上、比較的今日

の内容は私の専門分野に近いと思われますので、自分の感想を述べさせていただきました。  

●A委員 

都市をこういうふうな行財政で比較した、何というか前例というものはあるんですか。 

●委員長 

まったく同じではないですが、決算カードとか類似団体比較表というような形で、総務省

はじめ各省は出す傾向はあります。ただ、今回のように八戸市と同クラスに焦点を当てて、

しかもその中で比較的総合的に分かりやすく示したという点では、過去の 5年前と、今を同

時に比較できますので面白いのではないですかね。 

●A委員 

私が感じるのは、今回こういう対比調査は八戸方式的な話ですよね。その意味ではこの後、

次のステップの５年後にまた同様な調査をされるのではないかなというような所を感じます。

その時にどれほど追いついたか、どれほど追い越したかとか何かそういうものがあるかもし

れません。そのためには何かこういうふうなものを、プロが見れば十分説明できるようなこ

とかもしれませんが、市民の方に分かりやすく言う。例えばレーダーチャート型のような指
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標形式を取られて、５年前の八戸市と現在の八戸市はそれぞれの指標においてどういうふう

な傾向で成果を挙げてきたかというのは、ひとつの図１枚で分かると思います。そういうも

のを他市の幾つかをピックアップ──先程 24もあって、性格が違うという話があったので、

それであればそういう都市を少しピックアップされながら、何市かだけを同じレーダーに載

せて見れば、八戸市がどういう性格を持って成果を挙げてきたかが、今回の総合的に報告書

の総まとめとしても言いやすくなるのではないかという感じはします。 

例えば、最後の４の話であれば、指標を 12 指標用意されている訳ですから、単純に私ど

もの方の世界でいくと 12のうちやっているのが６個あれば 50％やったとか、そういう風な

整理の仕方もあるかと思いました。それで市民の方が分かり易くなるのでしたら、そういう

ものもあるかと思いました。みんながみんな一緒にするっていうのもちょっと妙だとは思い

ますが。 

●委員長 

単純な概要版じゃないですが、何か、この“はじめ”にと“おわり”にと総括だけを読む

のとはちょっと違って、もう少し端的に今回の特徴が分かるようなものを概要版、概略版、

簡素版みたいなものがあると、もうちょっと分かり易くなるのかもしれませんね。 

●A委員 

結構、市民だよりに載せていただいて、特に職員の皆さんの給与のことだとか随分情報提

供をされていらっしゃる。でも、ページ数はそんなにたくさんではないですね。そういう意

味ではコンパクトな情報提供も同時に用意されれば分かり易いような気がしました。 

●事務局 

今回も議会への報告後に、広報の方で１ページだけですが特集として抜粋版になりますが

分かり易い方法で出したいと検討しております。 

●委員長 

あと、細かい所ですが若干用語で気になったのは、正職員という言い方をしているのです

が、正式には正職員と非正規職員というのは、地公法上は存在していなくて、要するに常勤

職員と非常勤・臨時職員等がいるはずですね。この常勤職員以外が３割位に及んでいる。こ

れは平均的な感じはするんですけど、結局正職員とそれ以外という評価にすると、それ以外

はじゃあ、正規じゃないのかと。現実問題ではもうこの臨時非常勤含めて市役所全体が成り

立っているということで、勤務に任期の定めがあるかないかということで、正しいか正しく

ないかという話ではないので、見直しを検討してほしいという気もします。 

それから、次の所の人事評価の給与の反映の有無については、本来なら一律昇給している

かしていないかとか、もうちょっとこまめに見ないと。今の状況で単に反映か反映じゃない

かで見るというのは、今後、人事評価を適正に運営していかなきゃならないっていう前提か

らすると、少し項目の立て方として、おおざっぱ過ぎないかという疑問点が２点目です。 

それから３点目は、最後の付表は公開データで集められたものがほとんどのはずです。こ

れをなおかつ市の名前も ABCDにしなければならないというのは、この中で伏せなければな

らないというのは、どういう意味なんですか。 

●事務局 
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まず、最後の都市名を ABC 表記にした理由から申し上げさせていただきます。今回協力

いただくにあたり各市にお願いをした訳ですが、一部の市から、八戸市は八戸市の目的に沿

ってデータを集めて、順位付けをするということでやっておりますが、協力した市にとって

は、実は数字によって悪い結果が出てしまったことが、自分の市以外の所からそういうのが

出てくるというのであればどうか、という声をいただき、また、内部的な活用で済むのであ

れば、全くの完全な公表という形は避けてほしいというお願いもありましたので、この調査

を成立させるために調整した部分であります。 

●委員長 

分かりました。 

●C委員 

一番分かり易い例で、項目の立て方についてです。20ページですが、例えばここで手当の

数というのが項目になっています。数というのも４から 35まで、35という所はどういう所

なのだろうと思いますが、八戸市は 11 の手当ということになっていますが、数だけではな

くて、手当はいくらなのかというのが非常に大事なことで、そういうのも分かるような形が

必要ではないかと思います。数だけで比較されてもという気持ちが非常にあります。数が少

なくても額が馬鹿高いというのと、数がいっぱいあっても額は気持ち程度、というのでは全

然違いますので、やっぱりその総額で見なければいけない所があるだろうと思います。 

それから例えば、議員の報酬ですが、月額の、要するにこれだけが議員に支払われるもの

なのか、その他の色々な経費みたいのもありますね。そういうものをトータルしたら一体ど

うなるのかとか、その辺が意図的ではないのでしょうが、数字の出ているものに見え隠れす

るものがあるんじゃないか。というのは南郷が八戸市に入りましたときに南郷の村会議員の

報酬を市会議員並みにするかしないかの議論がありました。その際、最初にそのテーブルの

上に挙げられたのが月額の金額だけでしたが、それ以外に実際色々な手当が違うということ

が分かりまして、「隠さず全部出して下さい」と言ったら出るわ出るわ、もうないですかとい

う位たくさん出していただいたという経緯があります。ですから、常に数字にはマジックが

ありますので、悪く考えればいい数字が出易い数字だけ拾われているというように思われな

いためには、月額がこうで、トータルでこれだけ払っていますとか、あとは手当は例えばど

れくらい平均的に付くとか、そういう所まで出来れば──これは他の市と比較してですね─

─今更また数字を出していただいて比較というのは難しいんでしょうが、八戸市の実情とし

てそういうような所も付記していただければ、非常に分かり易いなと思いますが、いかがで

しょうか。 

●事務局 

今の更に細かい情報と言うことでありましたが、確かにおっしゃる通り、ひとつの分野に

ついて関連する項目や仔細なデータがあるというが最も望ましいかと思います。しかしなが

ら、今回進めてきた流れとしては、調査項目自体をまず、委員会にお諮りしながらやってき

たということもあります。逆に言うと今おっしゃられたようなテーマというのが、今後これ

が出たことによって、例えばそのページだけ色んなデータが入ってくると、こっちの分野は

どこまでデータを追加しなければならないということで、報告書全体のバランスというのを
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考えた場合に、どうなのかという所も正直あります。決してその隠すだとかそういうのでは

なく、やはり我々も単純に比較する、あるいは機械的に比較する場合、まずこの項目でやっ

てみましょうと。出た結果を見て、実はその数字を見たらもっと調べないとならないだろう

というのも、やはり中に幾つもありますので、そこを次のステップでやれればなという風に

は考えていました。今おっしゃられている数字を全部それぞれひとつひとつ見直していって、

入れられるものを入れるとなれば、ちょっとまた厳しい部分もあろうかと思われますが、い

かがでしょうか。 

●C委員 

例えばこういうものをホームページで見られるような形でお出しになるとします。そうす

ると例えばそこに今言ったみたいな手当というものがあったときに、その 11 の項目の手当

てをクリックすると金額が出てくるとか、そんなような見方が出来るのか。つまり、市民の

方でも、そこから次のものを追いかけて行けるような仕組みになれば、非常に分かりやすく

ていいなと思ったのですが。 

●事務局 

今おっしゃったようなやり方は各市でもさまざまな情報公開ということで、行政に係る経

費などを今おっしゃられたみたいに、クリックすることによってどんどん得られるというや

り方はあるかと思います。それを今の時点でこの報告書の中に載せるか、要するに行政情報

をどんどん出していかなければならないというような趣旨の中では、分野毎にも既に審議会

の議事録の報告もそうですが、色々な情報を色々な形で出すようにしております。それを次

の、更に上の段階で分かり易いのはどんどん繋がって見えるようにというようなことは大き

な課題だとは分かっておりますが、今これをやるとなるとそこまでは厳しいかと。 

●C委員 

これはそうですが、比較ですから比較できないものはここに入れる必要はないかもしれま

せんが、ただこれはこれ、それはそれと言うのではなくて、やはりここをスタートにして、

その次のことを我々もつくっていけるという風な仕組みを作っていただきたいということで

す。 

●事務局 

私の話し方が、この報告書を直すようにというように受け止めて、誤解を与えた部分もあ

ったかと思います。気持ちは一緒だということで、考えてやっていきたいということです。 

●委員長 

特勤の方の支給額が分かりますでしょうか。 

●事務局 

それは、決算書の方で出ております。先程のお話で、ここは数にとりあえず着目したとい

う所は、いわゆる特殊性に対して支払う手当という所で、三十幾つある所と、十あるという

所は、そういう特殊な業務というのはどの辺まで特殊と捉えているかという、こういう見直

しをこれまでしてきております。当然、額になりますと１つの手当てでも人数が多いとそれ

だけの額が増えますので、額だけでの比較はなかなか難しいのですが、まずはその特殊性と

して捉えている量はどれくらい各市で持っているのかという所で、これに着目しております。 
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●委員長 

これはいずれにしても分かることではあります。額にしても数にしても 10 年前に比べる

と激減しているのです。そうした少ない中を見る時に、額で見る場合は、全体の人件費率の

中で特勤が何％位占めるということになりますが、比率も低くなっているので、そっちで見

た方が全体の状況を表すのか、今回見たように、数で見た方が全体の状況を表し易いのかと

いうのを比べてみて、どちらか選択するということでしょうね。 

議員報酬の方は全部分かるのですが、その他手当はどこまで含めて政務調査費と言われて

いるものも政務調査費の中でどこまで入れるかということに関しては自治体間に差があるの

で、多分全体調査は出来ないですね。だから、相対比較をするとなると、現時点では今回の

出し方、大体一般的な傾向として報酬が高い所は政務調査費も高い傾向があるので大体この

動向を見てると、おおよその動向が分かると思います。だから、現時点で出来ることは検討

して、短時間で反映した方がいいものがあればしていただく、そうでないものはとりあえず

今回はとりあえずこれで出すということでお願いしたいと思います。 

以上でよろしいでしょうかね。 

いくつか意見もありまして、大方としてはこの次のステップでどうやるべきかというもの

が多かったですが、今一度見直してみて、反映できるものは短時間で反映する形でこれを公

表していただくということでよろしいでしょうか。 

 

〔委員一同、了承〕 

 

●委員長  

それではそうさせていただきたいと思います。以上が本日の審議案件となっております。 


