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平成24年度 

第１回八戸市行政改革委員会 議事録 

 

日  時  平成24年9月24日（月）午後1時30分 

場  所  市庁本館３階 議会第三委員会室 

出席委員  辻委員長、椛澤委員、北向委員、月舘委員、野坂委員、長谷川委員 

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、奥瀬主事、阿部主事 

次  第  １ 開会 

      ２ 委員長挨拶 

      ３ 審議  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 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、会議を始めます。 

 本日の案件は、「第５次八戸市行財政改革大綱の進行管理について」です。事務局から説明

願います。 

 

〔資料「第5次八戸市行財政改革大綱実施計画（平成24年度版）（案）」に基づき、事務局説明〕 

 

●委員長 

今回の会議にあたりましては、皆様から事前に大変多くのご質問・ご意見を提出いただい

ております。 

本来であれば１項目ごとに提出者の方から補足説明をいただきながら質疑を進めていくの

が理想的かも知れませんが、時間的制約もありますので、実質的な審議時間を確保するため

に、計画の柱だてごとに事務局から一括して説明し、その後皆様から不明な点へのご質問、

ご意見や、本日改めて、その他追加のご質問をいただくという形で進めたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

それではまず、計画全体に関する質問・意見について、事務局から説明願います。 

 

〔資料「事前質問・意見一覧表」の「全体」部分について事務局説明〕 

 

●委員長 

それでは皆さんいかがでしょうか。まずＡ委員いかがですか。 

●Ａ委員 
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それぞれ三つの柱があって、これによって改革が進められていることは非常に結構だと思

っています。そのときに共通したお話なのですけれども、部署によって目標の水準をどの程

度にするかということが、Ａの部署にとってはＡの部署なりの成果目標を設けてやられてい

るという点でいくと、一見やっているようですけれども、目標がみんなばらばらだったりす

るようなこととか、あるいはやりたいことをやっているんだけれども、それが本当に必要と

されていることとマッチングしているのかとか、他にやるべきことがなかったのかというよ

うなチェックがどのように入っていくのか、ということが課題のように感じていたんです。 

その意味でこういうふうな全体について、こちらの行革推進課でその辺の横の目線を是非

確保しながらお進みいただければ幸いというふうに思っておりまして、この回答のとおりお

進みいただいたらいかがかと、私自身は思いました。 

●委員長 

これは僕も思うんですけれども、どうしても各課単位の進捗になるので、全体の話は後手

に回りますよね。 

今回もやらないと言っているわけでなくて、これからやると言っているんだけれども、な

かなか最後にまとめて書くのも辛いのかという気はするんです。だから最初計画を作るとき

からもう少し部単位でだとか、ストーリー性も含めて進捗管理していくような癖をつけてい

ったほうが、最終的にまとめやすいようにも思います。 

今回は、後でやると書いてあるので、後でちゃんとやって欲しいと思っていますけど、た

だ進捗管理のときから全体状況、ストーリー性も考えて見ておかないと、いまＡ委員の指摘

に答えられるようなちゃんとした総括はそう簡単に後で出来るものではないので、是非ここ

でやって欲しいです。 

●Ａ委員 

そういう意味では、何かの組織が外部評価を受けるときに、その評価の指標というものが

いくつか設定されていると思うのです。 

例えば行政機関であれば、どういう視点でその各課の活動が評価されるかといいますか、

本来はこうだよというのがあって、それに対して当課はどういうふうな状況になっているか

を把握した上で、この辺が弱いから、ではこういう改善をしましょうという１つ１つがなさ

れていくと、最後にそれぞれが立派な課になっていただけるのではないかと。 

そういうものが物差しとして出てくればお互いにやりやすいし、行革推進課のほうも指導

しやすいというイメージを持ちますけれども。 

●委員長 

おっしゃるとおりだと思います。全体を見ると今回は、先ほどの４ページに表れているよ

うに、自己評価についてはＡ、Ｂ、Ｃの割合は非常に適当にばらついていて、適正に自己評

価がなされているふうな印象を持てる数字になっていますので、そう甘くもなく、辛くもな

く適正に行なわれていると思うので、これを全体、総括出来るようなことを心がけて欲しい

と思います。それでは続きましてＢ委員いかがでしょうか。 

●Ｂ委員 

私の質問は表現だけの問題だったので、回答を見てある程度は良いのですが、ただこれを

公表したときに、どうしても一般の人は見たときに全体の計画に対して今の進捗状況という
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形で判断すると思うのです。 

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとあるけれども各個別の取組で、まだ調査、検討など、実施までいかない

段階でも、例えばＡ評価になって二重丸になっていたり、ぱっとこの資料を見たときに、一

般の人はなかなかわからないのではないかなと。 

こういう表現で、計画通り進んだ取組が前年度の70パーセントを上回りましたとか、遅れ

ている取組が大きく減っているとか、年度経過でそれは普通、一般的な考え方からいったら

当然ではないのかという見方が出てくるので、やはりその辺をきちっと、年度における、各

課が計画しているものに対してここまで今いっているから評価がそういう状況なのだという

のを、やはりもうちょっとわかるようにしていかないと、理解出来ないのかと、そういう感

じでこの質問をしました。 

●委員長 

事務局、改めていかがですか。 

●事務局 

 計画の進め方として、１年ごとの計画のものであれば年度ごとの評価というのが出来るの

ですけれども、５年スパンでものを作っている段階での途中評価というものになりますと、

なかなか評価方法を考えていかなければならないという、進捗に関しても、そういったとこ

ろもありまして、年度ごとにその年度にやるものが何なのかと、それがちゃんと進んだかと

いう評価方法をとらせている内容でございます。 

それでやると確かにおっしゃるとおり、全体でどれぐらい進んでいるかというものが見え

ないというのはそのとおりであると思いますので、もう少し表現なり見た方にわかりやすい

変更は考えてみたいと思います。 

今回は、22年度から23年度末までという、長いスパンでの評価であるかのような表現を無

くすために、「平成23年度の各取組の進捗状況は~」というような書き方に変えることでご回

答はさせていただいたのですが、更にもう少しわかりやすいコメントを付けるなり、何か考

えていきたいと思います。 

●Ｂ委員 

中のほうでは、年度の自分たちの目標に対してどこまで進捗したかということの評価です

というのはうたってはいるのだけれども、一般的にはその辺がなかなか見えないので。 

●事務局 

お話のとおりだと思います。そこについてはちょっと工夫いたします。 

ただ計画自体が５年のスパンのものなのですから、毎年度毎年度のその進行管理、進捗状

況の管理ということからこういう評価の仕方をしたわけですけれども、少なくともこれをご

覧になった方にわかりやすいような形というのは必要でしょうし、そこについては工夫をさ

せていただきたいと思います。 

●委員長 

そうですね、表示の仕方としては、最終目標値を達成しているか、していないかというこ

とと、年度毎のものとを別に記載するということはありえるかもしれません。そっちのほう

が主旨ははっきりするかもしれません。その都度全部やるとまた煩雑になって面倒ですけれ

ど。 
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修正案が書いてありますが、この表現は、どっちがわかりやすいのか微妙な感じがします

ね。結局年度でいっても３月31日で締めているのか、10月１日で締めているのかで全然違う

ので、むしろ年度ごとの取り組み状況だということが意識されていれば最初の表現のほうが

わかりやすいかもしれません。そこはちょっと、まさに工夫をしていただいて、誤解のない

ようにして欲しいというふうに思います。 

この完了もある意味では同じですね。一度目標を達成してしまって済むものと、引き続き

見続けなければならないもの。それをどう考えるかは目標の質にもよると思いますけれども。 

 あとどうでしょう、全体を通じて今改めて見てお気づきの点ありますでしょうか。全体に

ついてはもう１度最後にまとめてご意見をいただくということで、それでは柱の１に進めた

いと思います。 

 

〔資料「事前質問・意見一覧表」の「柱１ 自律性の高い組織運営の確立」部分について事

務局説明〕 

 

●委員長 

ここからは結構質問件数も増えてきますので、逐次ご意見をお伺いしませんが、どうでし

ょう、皆さん特に質問いただいている方でいいますと、まずＡ委員から、気になる点があれ

ば。 

●Ａ委員 

結構大きな職場になっている組織ですから、いろんな人がいたほうが、組織の充実とか、

いろんな意見を庁内に取り入れるということで重要な、またそれが結局、例えば精神的な課

題をお持ちになるような人を少なくするような力にもなるような気がします。 

あまりにも線が細い人材ではなくて、幅広い人材を、少々はみだした人間をも、法律に触

れなければそういう人もありのような社会にしていかないと、大きな組織を束ねていくとい

うことでは非常に課題になってくるように思うんです。 

その意味ではやはりいろんな考え方が世の中にあることを知っていただく。現実に対応す

る力だったり、将来的にものを考えていく力をお持ちになる方も生み出していただいて、中

では少し突拍子もないようなことを言う人もいるというぐらいのほうが、職場はある意味で

は明るくなれるのではないかと思うのです。その意味ではいろんな所に飛び出して行く人を

止めないでいただきたいという、そういうことを背景にして意見を申し上げさせていただき

ました。 

これはほかの行政機関との関連があるでしょうから、単独で難しい点はあるでしょうけれ

ども、八戸市が非常に大きなまちとして、意欲的にこういう成果を高めていることを考えれ

ば、いろんな人を作り出すということに対して抵抗感のないような組織になっていただけれ

ばと思います。 

●委員長 

研修関係については幾つかご意見をいただいておりますが、今の点に関していかがでしょ

うか。 

●Ｂ委員 
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それなりの回答になっているのですけれども、基本的に研修、当然職員の資質を高めると

いったものは必要だし、これからも継続してやってもらいたいと思いますが、研修というの

は職員に対する投資だから、投資をしたらそれで終わりではなくて、やはり投資をした分が

行政に反映されてこないと、市民のためにそれが活かされてこないとうまくないのではない

か。 

研修をやりました、で終わりでなくて、やはりその後において、それによってさまざま、

例えば接遇研修がありますけれども、それが終わったらその接遇研修を受けた方々が職場に

戻って、また職場の中で職員に対しての接遇研修を積極的にやって、市民に対する応対、サ

ービスの向上、そういうものにつなげていけるかどうかと、そういうことなどの検証という

ものはやはり必要ではないのかと考えています。 

あと一部署一改善でもそうだけれども、行革委員会のほうからそういう意見が出たから、

各部署でそれぞれこういう改善のテーマを挙げましたということで終わりにするのでなくて、

普段のときから職場の中で気付いたことを同僚とか上司に対して意見を言いやすいような雰

囲気、簡単に言える雰囲気、それによってみんなで検討する雰囲気、そういうものを作って

いかないと、回答でもそういうふうに働き掛けていくということですけれども、これからも

進めていってもらえればと思います。 

●委員長 

同じく研修についてＣ委員。 

●Ｃ委員 

はい、私は質問ということで派遣研修の充実というところを書かせていただいたのですが、

Ａ委員とＢ委員からご意見として出ておりましたので、もうまさにそれが回答になっている

感じなのですけれども、まさにＢ委員がおっしゃいましたけれども投資ということですから、

人的なものですけれど結局費用対効果ですよね。 

ただその効果をどう計るかというものは当然ちょっと難しい面がありますけれども、やは

り個人の資質を上げるということがイコール組織全体の活性化にどう結び付くかということ

を、きちんと見なければいけないわけで、どうしても印象としては、お役所とか、公的なと

ころとか、公務員の皆さんは民間企業に派遣させるとかいうのが好きですよね。 

そういうものがどういうふうに活かされているか、そこを私なんかはよくわかりませんけ

れども、でもちゃんとした目的があって当然派遣なさるのでしょうから、やはりその分だけ

持ち帰ってもらうということを、やはりその派遣を決めた上司の方なり、部門の方たちはき

ちっとフォローしていただきたいと思います。 

それから最後のところで私、一部署一改善のところでもちょっと書いたのですけれども、

私が希望していたことが実際やられているということがこのコメントでわかりましたので、

非常にこういうやり方ならいいと思っていたのです。 

ただこれの評価なのですけれども、私どももずいぶん会社でやっていたことがありまして、

毎年何千というのが出てくるのですけれども、これはチェックをする人間とか、評価をする

人間が誰かというところで、会社ですと出来れば社長でないほうがいい。専門のある程度の

役員のほうがいいということで、私も研修を受けておりましたので、誰が評価するかという

ことをきちんとやはり決めて、何となく市長が表彰すればいいよねというようなものではな
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く、きちんと評価する体制、それからやはり１つのいい意見はそれが全体に広がっていくよ

うにということを推進していく、これはものすごく効果があると思います。 

そして最後に、「評価の仕方に工夫をして八戸市のレベルを示していただきたい」、と書き

ましたのは、どういうことを改善の項目に挙げるかというのがその組織のレベルを見るバロ

メーターになるものですから、それを市民の皆さんに是非出して欲しいと思います。 

ただそういうことをあまり言い過ぎますと、格好いいものばかり出したがるのですが、早

い話が最初はお昼休み電気を消しましょうとか、朝会ったら挨拶をしましょうという程度で

もいいのですよ。 

こういうことをちゃんと書いてあるのに、こんなことやっていないじゃないというような

ことが、市民から指摘されるとか、外から指摘されるということも大事ですので、その辺を

職員の方一人一人にきちんと理解をしていただく仕組みづくりというのをやっていただくと、

これは非常に効果があるのだろうと思っております。以上です。 

●委員長 

どうですか、３人から改めてご意見ありましたが、事務局のほうから補足する点。 

●事務局 

先ほどＢ委員からもお話がありましたが、研修というのは投資なのだと、それをいかに持

ち帰ってきて各職場に反映させるか。一方的な研修というものも１つはありながらも、各職

場における研修といいますか、それがやはり大事なのだと思っています。 

例えば各省庁に研修に行ったり、いろんな機関で研修カリキュラムがあるわけですけれど

も、研修をやってくる。そうした場合にまず人事課とすれば、その研修に行った職員をどう

使うかということになると、１つはやはり継続的な研修の講師をやってもらう。自分が行っ

て勉強してきたことをまた持ち帰ってそれを反芻して、それを広げていく。 

それともう１つはやはり各職場にそれを伝えていく。それが結局継続的な、知識の継続で

もあり、精神的な継続でもあると思っています。 

したがって職場研修というのが一番大事なのではないか、それが不断に継続されることに

よって、今のような投資を還元するという１つの方策になるのではないかという思いで、職

場研修を何とか活性化させながらということで、今やっているところです。したがってその

部分については特に思いを致しながら、これからも継続していきたいと思います。 

また他都市でどういうやり方をしているのか、ということもやはり研究しながら、進めて

いきたいと思っています。 

●Ａ委員 

研修の成果というのは非常に測りにくいものがあります。例えば数学の点数であれば、試

験で何点かで、確かに成績が上がったと本人も理解出来るんでしょうけれども。 

ただその研修、いわゆる行政機関の研修のときに、何かの新しいルールが出来て説明会に

行ってきましたという、何か新しい情報を得てくるという意味での研修もあるんでしょうけ

れども、そうではない少し長期の研修の場合には、得られるものが見える形になるのは非常

に難しい。 

だけどそれは潜在的に、たとえば何か困ったときに連絡を取り合う人が新しい人脈として

生まれてくるような機会にもなっているとか、ちょっとそこは測りかねる部分があるので、
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短絡的に成果を結びつけなくても、研修というのはいいのではないかというぐらいの気持ち

でないと、投資しにくいのではないでしょうかね。教育ってそういう世界があるので。 

●委員長 

今回研修に対していろいろご質問ご意見があって、一応ここに出されている回答は間違い

ではないと思うのですけれども、ここで出されている回答のラインで本当に本質的に解決す

るのかなというのは疑問を持っていて、結局、昔は定員配置上もっと余裕がありましたので、

とても出しやすかったですし、それから財政状況も今よりは余裕がありましたので、職員に

関する研修費も出しやすいということがあって、もうちょっとおおらかに研修させていたと

思うんです。 

しかし、職員配置上も厳しくなって出すのも難しいですし、海外研修は象徴的ですけれど、

今委員言われたように即、目に見えて成果が出るわけではないので、どちらかというと説明

責任がうまく発揮出来ないので、無駄な経費の１つに数えてずっと経費を削ってきて、これ

からますます財政状況は厳しくなりますので、なかなか説明のつかない、短期で説明出来な

いものについて大きなお金を使うというのは、やはり難しい状況ですよね。 

ですけど、どうなんですかね、通信教育の重視と、ＯＪＴの重視で、自己研鑽をするとい

っても限界があるような感じがしますけれどもね。 

それこそ、ますます業務的には非常に高度な専門性も発揮していかなければならないとこ

ろで、本当に長期でないと成果が測れないものと、短期で、しかしもう少しきっかり測れる

ものを考えながら、もう少し派遣研修かなんかも出しやすい環境を作っていく必要があると

思っています。 

そのためには、やはり研修を通じて人事評価をするということですよね、能力評価。やっ

てきた成果を短期間で評価出来るものは評価するとか、そういう仕組みも使いながら、使え

るお金はもう少し使って積極的に人材育成をしていかないと、今回のここに出てくるところ

は割と行革の延長線上で出てきていて、これで本当に次世代乗り切れるのかと。 

しかし、昔に先祖返りするように、何も評価しないでがんがん海外研修を復活するとか、

それはなかなか難しいと思うんです。でもそこはやはり能力開発に対する評価なり、人事評

価なりを絡めながら、少し僕は工夫する必要があるように思いますけれどもね。 

どうですかね、通信教育もいいですけれども、これだけ残業をやって、通信教育を家に帰

ってやるのは大変ですよ。本当に成果が出るんですかね。 

●Ｂ委員 

通信教育の件数を見ても、結局この程度です。もう少しあるのかなと思って聞いてみたん

ですけれども、人が少なくなっている中で仕事が多くなってくると、どうしても残業、残業

という事態が出てくるし、放送大学であれ、通信教育であれ、継続していくというのは、本

人にとってもかなりの負担にはなっていますよ。 

●委員長 

そうですね。もう１つ懸案になっているのは人事評価。本当に人材能力開発に役立ってい

るかということの短期の評価も含めて、もう少し積極的に取り組まないと、職員をなかなか

長期で育成していくという感じにならないと思いますけどね。 

それと今回指摘の中で、いわゆる職員の適正配置ですとか、職員管理のあり方ですとか、
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そういうことについて幾つか総括的に出ているのですが、これも難しいところがありまして、

やはりここに書いてありますとおり、適正というのは表現しづらくて、なかなか数値目標で

職員数をどうするとか答えづらいので、適正というのはそういう意味では抽象的に全体を括

りやすいのですけれど、逆に今どのぐらい効率的、効果的かということも、外にアピールし

づらい面があるわけです。 

ですから今回この回答にあるとおり、他の団体に比べても効率的に職員配置をしていると

僕は思っていますし、数字は実際そういう状況ですけれども、しかし適正配置といっても、

わからないですよね、それは本当にどうなのか。 

もう少しこの適正配置について、踏み込んだ表現が出来るような努力が出来ないのかとい

うことと、それから職員配置について、一応毎年各課からヒアリングしているから十分適正

配置だと、答弁としてはこうなのですけれども、なかなかそのヒアリングで職員数が適正に

配置出来ているかどうかは、個別にわからないですよね。これ業務実態調査してもなかなか

わからないので。 

そうした中で、特にそれこそコンクリートから人へという形で大きく予算が動いている中

で、増えている福祉部門なり、医療部門には職員数が比較的少なく、昔の公共事業の部門に

はどうしても職員がだぶつきぎみになるということについて、全体的に少ない職員数の中で

も適正に配置出来ているのかということについては、今出てくる全般的なデータから必ずし

も確信を持って適正配置だと言えない気がするのですが。その辺りについてはいかがですか。 

●事務局 

毎年ヒアリングしているというのは、昨年度と比較した場合に事業量がどう変わっている

のか、あるいは、異動の状況によっては、職員の若返りも最近はどうしてもあります。退職

者が多い状況もございますので、同じ10人だからといって、去年の10人のような体制になっ

ているかというとそうでない場合もあります。そういったものも含めて、出来るだけうまく

状況を聞き取りして、来年の配置計画というものを立てております。 

委員長がおっしゃったように、例えば工事関係部門、あるいは福祉の部門というところに

ついて、確かにそういった手法でやってきておりますので、公共工事部門については毎年職

員数は事業費にも比例して少なくなってきておりますし、逆に福祉部門は毎年のように増え

ているというのが現状でございます。 

ただそれがどの程度が適正なのかというのは、やはりそこの職員体制というのも見ながら、

あるいは多少年齢構成も見ながら、その課ごとに判断しながら最終的に積み上げた数字が、

先ほど言った類似団体と比較した場合にどうなっているのかという辺りで、適正という判断

は自らしているわけではないのですけれども、それを目安として出来るだけ適正になるよう

に努めていきたいという方向でやっているのが現状です。 

福祉部門についてはなかなか追いついていないところもありますが、確実に増えてはいる

現状はございます。 

●委員長 

それでは例えば今回５ページで、Ｂ委員から水路と道路関係の一元化のところの指摘があ

りますよね。これはまさに重要な指摘で、それに対する回答を、人事課と港湾河川課の二課

に分けて、正直に書いているということは、むしろ変にまるめて１本で書かれるよりは実情
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を示して、僕はいい回答の仕方だと思いますが、これを見ると、検討をしていないからと、

単純にいうと、そういういうことですよね。 

やはりどっちかというと過員を抱えているほうはゆっくり検討して、忙しいところはなか

なか人が増えないという状況からすると、ここら辺をちょっとうまく出来ないのかなと、全

体的にこういうところがまだ残っているのではないかと。特に八戸市は他の市役所に比べて

効率的にやっているとすると、人のいないところはもっと厳しいかもしれませんよね、他の

部署より。そこのところは大丈夫かという気がして、ちょっとその辺全庁的に工夫する必要

があるのではないでしょうかということです。 

●Ｃ委員 

まず定員といいますか、職員が誰のことを指しているのかということから一般市民はちょ

っとわからないところがありまして、例えば今窓口ですと、臨時職員が結構いらっしゃいま

すよね。そうすると例えば職員の数は減っています、その分、臨時の方が増えていますとい

うようなことなのか、それによって人件費そのものは落ちていますという話なのか、その辺

がちょっと見えなくて。 

質の高いサービスということをうたっていらっしゃいますので、ただ人を減らせばいいと

いう話ではないでしょうから、どういうふうに人を減らすのか、一体何がそれを埋めている

のか。例えば仕事そのものがなくなったのか、効率が上がったのか、それとも違う形で人が

入っているのか、その辺を見えるようにしていただかないと、その適正というのがわからな

いということが１つ。 

それから先ほどから派遣して研修させるということがありましたけれども、逆にこっちか

ら１人が行くよりも、例えば専門的な、八戸の事情に精通していなければ出来ない仕事はし

ょうがないですが、事務処理とかそういうことに関しますと、結構バリバリのプロっていま

すよね。そういう人が１人入ってきて、あなたに全部管理を任せるよといったときに、どの

部門に関しても、こんな効率の悪いことをやっていてはだめだ、こうしたらどうかというよ

うな大改革が出来る可能性というのもあるわけです。民間でもそういうエキスパートはいま

すから。 

そういう人をどうやって探してくるか別ですけれども、例えばそういう能力に非常に優れ

た人を新しく職員として入れることによって、逆にこれだけの効率アップが図れましたとい

う手もありますよね。そうすると一人増やしたことで10人分の効率が上がったかもしれない。 

そういうこともあると思うので、やはり適正ということに関しては内容を細かく入れてい

ただきたい。適正というその定義はないということですけれども、例えば八戸市としては誰

でも出来るような仕事は臨時の職員の人に任せます、そのかわりプロの知識を持った人間は

これだけ必要なので、これだけは確保しますとか、そういうことをもう少し分析して出して

いただくことが出来れば、見るほうも理解出来ますし、なさるほうもそういう意識でやって

いけるような気がするのですけれど、いかがでしょうか。 

●事務局 

それは可能だと思います。実際にいろいろな手法がございますので。仕事がなくなってい

るというのはなかなかないですけれども、それを例えば外部へ委託したことによって減って

いるものもあります。当然委託料は発生しますが、比較した場合に、やはり全体としてはメ
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リットがあるということでやっております。 

あとは臨時職員、嘱託職員といった非常勤の職員についても活用しながら、全体として職

員が１人マイナスになって、臨時が２人、３人増えるのかと言われると、そこはそれほど増

えているわけではないですけれども、確かにそういう非常勤を有効に活用することによって、

職員がその分の業務を抱えなくて済む、別なことが出来るというような形で削減している部

分はあります。 

そういういろいろな手法で、１つだけではないのですけれども、課によっていろんな手法

を使いながらやっております。どういう形でそれをやっているかということの分析は可能で

す。 

●Ｃ委員 

それがないと市民からいうと、適正と言ったって、お手盛りでしょうということで終わっ

ちゃうような感じがするんですね。そこら辺を見せていただくと、ああそうかということに

なりますし、いろいろサービスを受けるときも市民の理解が高まるだろうと思いますので。 

●委員長 

事実問題として総人件費の部分の推移と臨時職員部分の推移と、いわゆる物件費、それを

３つ出すと、傾向的にはどうなっていますか。 

●事務局 

全部決算額で割り出して、例えば委託料の部分も含めて、ではどうなっているか、という

ことについては、職員数が減った分がどこにいったかということはやっているのですけれど

も、経費比較は、そこまでは積み上げはしていない状況です。 

集中改革プランを作った時には、全てそういう経費を出して、効果額というものを出して

います。かなりの削減効果が出ております。 

●委員長 

一応みんな減っていましたよね。他の団体で見たときは。やはり臨時職員も減らしていて、

物件費も大分減らさざるを得なくて、人件費も減っているので。 

●事務局 

集中改革プランでは、5カ年で確か60数億円の効果額を出しております。その中で人件費相

当分がかなりの割合を占めていました。 

●委員長 

今Ｃ委員が言われたような疑問が多分出てくるので、やはりある時点で一度資料として作

ったほうが、毎年作るべき資料かどうかは別にして、あったほうが説明しやすいでしょうね。 

あといかがでしょうか。一部署一改善運動は、私が当初思っていたよりはうまくいって、

いろいろ成果が出ていると思いますけれども、もうちょっとこれを持続的にするためには、

これも少し人事評価とも絡めてやらないと、一部署１つだけに限らないという部分もありま

すし、余裕のない部署ではやれない、とかいうことになってくるので、これをどうやって永

続的に組み込めるかということについて、引き続き検討して欲しいと思います。よろしいで

すか。 

●委員長 

はい、Ｄ委員お願いします。 
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●Ｄ委員 

先ほどから派遣といいますか、研修というお話が出ていたのですが、自己啓発の推進ため

の助成というのはありますよね、通信教育などに関して。この研修に派遣する場合というの

は、経費は全てが市のお金ですか、一部個人負担ですか。 

●事務局 

派遣は全て市のお金です。別団体から研修経費の何分の１かが助成されている場合があり

ますが、基本的に支出は市からです。 

●委員長 

あと休職派遣が最近あります。自分で行くけれども、休職して行くというのは制度として

最近増えています。 

●事務局 

自己啓発の中でということで。 

●委員長 

そうですね。 

●Ｄ委員 

それを申し上げようかなと思っていたんですけれども。 

●委員長 

休職派遣をもう少し積極的に活用してやるという手はあると思うんですけれどもね。 

●事務局 

今は、休職して長期の研修をする制度というのは、当市では運用していない状況です。 

●委員長 

今増えていますけれどもね、休職派遣は。なかなかその研修費用まで全部出してというの

は難しいけれども。 

●事務局 

 今後そういうものも検討して行きたいと思います。 

●Ｄ委員 

やはり自分のためということもあるので、もちろん行政のため、市民サービスのためでも

あるわけでしょうけれども、学んだことは、多かれ少なかれ自分自身にも返ってくる、役に

立つことなので、少しは自分でも費用負担すれば、もっともっと責任感が出てくるんですよ

ね。 

全額が他人のお金という感覚があると、真剣さとか緊張感に欠ける部分もあるかもしれな

いので、一部自己負担、その代わり研修を認めるとか。 

●委員長 

ありますね。うちの大学院でも全額公費で来る人と、半分自己で負担する県というものも

あったんですけど、半額出している人のほうが一生懸命レポートを書く傾向があります。 

●事務局 

休職の制度での研修というのは、直接業務にあまり関係しない部分での研修に当てられる

んです。海外の援助活動に行きたいだとか、大学なりそういったところでちょっと勉強して

みたり、そういう場合のものがあるので、いわゆる個人の財産になる部分はあるんですけれ
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ども、市の財産になるのかといわれると、非常にここは議論のあるところでございまして、

そういう意味でちょっと今慎重に、運用をしていない部分はあります。 

●Ｄ委員 

ちなみに他都市ではどうなのですか。 

●事務局 

やっているところもあります。状況はまだ把握はしておりませんが。 

●委員長 

実は休職活動制度自体、ある程度職員が自分で出すのならいいやというふうに、あまり積

極的に応募しないという。 

●Ｃ委員 

大学とかに派遣をして、そこで勉強をしたとして、単位を取って資格をとりました。それ

で辞めてしまいましたということはありえない話ではないですよね。 

民間企業の場合にはそれをやりますと、それに掛かった費用は全額請求出来ますから、企

業が出しても返せというのがありますけれども、そういうことが出来るのかということもあ

ります。税法的には、個人で本来なら払えるものを出してもらって、自分が例えば資格を取

ったような場合というのは、お給料に値するような、つまりちょっと言葉を忘れましたけれ

ども、その人に支払われた賃金と同じような扱いになるじゃないですか。ですから、そうい

うことも含めて、やはりちゃんとやった分を返すということが先ほどから皆さんから出てい

るのですけれども、どうなのでしょう、派遣してもらって、そのままおさらばというような

ときにはペナルティはあるのですか。 

●事務局 

 ペナルティというのはないですけれども。 

●委員長 

今は制度を持っていないので。国家公務員とかそれがあるところは５年間以内に辞めると

研修費用は自己弁済、当然そういう制度はあります。ただ５年を超えるものについてはお礼

奉公が終わったということではないですけれども、返還を求めないことになっています。だ

から５年以内に辞めたら基本的には研修費用を返す。あと休職の場合は休職ですので。 

よろしいですか。 

●Ｅ委員 

私の立場で資料を読ませていただくと、民間に勤めている関係だからかもしれませんが、

行政改革の１つの柱の中で、自律性の高い人材育成というところに、すごく違和感があると

いう感じがして。最初の、例えば人数がこのくらいになりましたということとか、基金残高

とか、これはある意味会社でいえば会計的な財務諸表的な意味合いだと思います。 

この結果をもたらすための１つの施策とすれば、自立性の高い組織を作ることですと、人

材を作ることですと、実際の会社の中であればこれが実際の行動というか、やり方になるわ

けなのですが、この中で現れているところだけで、その自律性が高いということが、ちょっ

と私的には数字とうまくつながっていないんです。人が減っているのは、その組織の自律性

が高いからそうなるのかというところが、ちょっと私なりにストーリーがつながっていなく

て、何だろうというのが最初の違和感だったのです。今日読みながら何となくこう分かって



13/30 

きた感じがあります。 

そこで１つだけ、例えば行政の場合で自律性の高いというのは果たしてどういう意味を指

しているのか。反対の他律というのは何でしょうか、というところをどういう解釈をされて

いるのかなと思っております。 

メーカーさんとか大組織でみますと、大体自律と他律があって、他律の場合は内向き、組

織の論理で動くから他律と、自律の場合は組織の論理よりも実際のお客さまのサービスとか、

相手の求めているニーズに対しての応え方をしていくと自律になるという考え方、私はそう

いう考え方を持っておりまして、その辺の視点がこの最初の１番の中だけではちょっと読み

取れなくて、研修の話が非常に多いのですが、研修をすれば果してその自律ということと一

致するのかよくわかっていないのです。 

研修、研修とすごくたくさん出てくるのですが、市民の求めているサービスに対して応え

るという、本当に外向きの論理のところで動かないと、おそらく自律というのは内向きの論

理の、組織の論理になってしまうのかと思います。冒頭にＡ委員から外に出たほうがという

指摘があって、おそらくその辺のことを言っているのだろうという印象を持っております。 

●委員長 

今、ご指摘の点はその全体の意見のときに、Ａ委員が言われた柱ごとにちゃんと総括があ

るかどうかということと非常に似ていて、結局今回この指標の中で、ここから自律性の高い

組織が確立しているというふうにうまく読みきれるかどうか、どういうふうにしたら読める

かという一番根本的なところですね。事務局いかがですか。 

●事務局 

自律性の高いという表現ですけれども、まずはその組織とか、それぞれ何を目指し、それ

に対してどうやっていくか、それが目標に対してきちんと出来ていることに対して自律性が

高いというのではないかと１つ考えています。 

その中で第５次大綱では自律性が高いということに対して、まず限りある行政資源、今持

っている我々の行政資源、職員とか予算とか、そういったものに対して市民ニーズはどんど

ん増えていく。先ほど委員の方からお客さまに対して、こういったことに対してサービスを

することというお話が出ましたが、我々も市民ニーズに対して応えていくことが１つ。 

その中で当然社会情勢というのは年々変動している。それに合わせて予算というものも出

てきます。そういった限りある職員数、財力、それに対する市民サービス、これをうまく工

夫とか、あとは配置とか調整とかそういったものをもってうまく回していく。当然市民にニ

ーズにも応えていく、限りある予算、人力を最大限に使っていく、そういったものを工夫し

てやっていけて、両方が回っていく状況が自律した組織運営ということで考えております。 

●Ｅ委員 

今のお話の中で、将来的な予測とか、イメージというものが共有されていく中でその自律

というものは生まれてくると思っています。 

その話とリンクした中でこの実務研修制度が動いているとか、将来的な予測とか、方向と

か、その中でうまく動いているからこの評価だというものがそこの中にはないものですから、

実際の大綱の柱に合わせた評価でＡ、Ｂ、Ｃが付いているのかというのが、私なりの疑問と

して残っておりました。このＡ、Ｂ、Ｃは何で付けているのだろう、大綱なり何なり、予測
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の中で付けているのか、それとも研修に行った、何人行ったとそういう数字だけでいってい

るのか、ちょっとその辺が、特に組織の活性化というところに関しては、説明が欲しいなと

いう気持ちでいました。以上です。 

●委員長 

どうですか、今ので。 

●事務局 

将来的な予測でございますか。 

●委員長 

大綱の中で、Ａ、Ｂ、Ｃの基準のところお聞きになられたと思うので。 

●Ｅ委員 

大綱との絡みの中でＡ、Ｂ、Ｃということを付けているわけではないのですか。 

●事務局 

個々の取り組みが大綱の柱ごとに、それを目標に持ってやっているものですので、当然大

綱の基になるものを目指して作った取り組みであるということは確かでございます。 

ただし、この今のＡ、Ｂ、Ｃに関しては、個々の取り組みは取り組みの中で目標を持って、

それに向かって今どのように進んでいるかということの自己評価ですので、最終的には５年

間の取り組みの中で、どこまでその目標に近づけたか、結果を出せたかで、その柱に掲げた

目標に近づいたか、達成出来たかということが出ますので、現状の年度評価の中でのＡ、Ｂ、

Ｃが直接、大綱の目標に絡んでいるかというとそうもいえない部分です。 

●Ｅ委員 

積み上げというか、見えているところはその中の１部しか表現出来ていないと、もちろん

それは想定としてありますということであれば、私が質問したかったところはそこですので、

私とすれば了解しました。ありがとうございます。 

●委員長 

僕の感想めいたことになりますけれども、冒頭説明してくれた財務諸表と定員管理につい

ては、これを見ると結局小康状態なんです。職員はもちろん増やしてはいないけれども、若

干減らしたぐらいで、今までのきついペースの行革を少しお休みしましたと。しかし財務諸

表は改善していて、これは市の行革努力よりも、地方財政計画自体が、国が予算自体をちょ

っと増やしましたので、どこも基金を積み増しして財政は改善しているんです。だからまさ

に全国のトレンドの中で、全く同じトレンドでちょっと行革は味を薄めて、それでも財務状

況は改善しましたと。もともと発射台はそんな悪い位置にいませんから、それで現行はそん

なに状況は悪化していませんと、こういうストーリーになっています。 

この組織の改革の柱の中でいろいろ事業があるのですけれども、多分柱として重要なもの

は派遣研修その他もありますけれども、やはり職員の適正配置のところと、それから人事評

価のところと、職制の見直しなんです。これらに関していうと、定員管理はＡなのですけれ

ども、人事評価をＣ、あとはＢとしているので、これは全体のストーリーを描くとなると、

この1年間の成果の評価は、まあ役所のほうも微妙に評価していると、さすがに自分たちすご

いいいことやっているとは言わずに、もうちょっと改革をしっかり考えてやっていかなけれ

ばだめだと思っているところもあるかな、ぐらいに見ました。 
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だから自律性の高い組織に向けて道半ばと、まあ他の市町村に比べていいの悪いの言われ

る筋合いはないけれど、しかし理想に対してやっぱり道半ばというのが今回の認識かと思い

ます。 

はい、よろしいでしょうか。それでは次の柱２のところがメインでたくさんありますので、

それでは柱２のところ、それから柱３は１つしかないので、柱３もあわせてお願いします。 

 

〔資料「事前質問・意見一覧表」の「柱２ 質の高い市民サービスの追求」、「柱３ 持続可

能な財政基盤の確立」部分について事務局説明〕 

  

●委員長 

それでは今度は、Ｅ委員のほうからいかがでしょうか。 

●Ｅ委員 

総合教育センターの自己評価ですが、これを見たときに、これだけだとわからないのだな

あということで、全体を含めての意見なのですが、この自己評価だけでＣだから悪いとも言

えなく、Ａだから良いとも言えなく、やっているように見えているけれどＣなのはなぜなの

だろうという解釈をして質問をしてというプロセスがないと、ちょっとこの資料は読み取れ

ないんだなということが、この回答でも分かりまして、その辺はなかなかそこまでしないと

読み取れない資料としかなり得ないのかと。 

●委員長 

どうですか。 

●事務局 

これは全体の一番最初のＡ委員の質問も含めてのお話をどこかでしなければいけないと思

っていましたが、今回の第５次行革大綱自体が質の向上という大きな目標を掲げておりまし

て、第４次のような削減を主としたような行革ではないことから、なかなか数値としてきち

っと減っているとか、増えているとか、停滞しているという客観的な指標、成果を出すこと

が難しいと。 

そういった中で今回Ａ、Ｂ、Ｃという評価をどうして付けたかですけれども、その途中で

進行管理をやっていく上で、やはり何らかの評価を自分たちでもっていかなければ改革自体

も進んでいかないだろうと。ただちゃんと進んでいたのか、やったのかだけではなくて、そ

の内容もきちんと効果が出るような工夫をして進んでいったのかというそういった各課の取

り組みを促進させる意味合いを持ってこのＡ、Ｂ、Ｃというあえて自己評価というやり方を

した面もございます。 

そういった中で先ほどのＢ評価、委員のほうからＢ評価が実はもう少し高いのではないの

かというところをおっしゃられましたが、実は客観的な数字ではないためにこのＡ、Ｂ、Ｃ

の段階が、最初のところでもお話をいただきましたが、その評価者が課の人間、更には課長、

部長を含めたお話になりますので、そこでの水準がやはりまちまちというのは、これは否め

ない話でございます。そういった中で今Ｂ評価になりましたのは、その総合教育センターで

はもっともっと自分たちでは高い成果を目標にしておったからＢ評価になったと。 

中には、もしかするとＣになるかもしれないものをＢにしたところもあると思いますけれ
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ども、そういった、あくまでも促進をするという一面も持って自己評価というものを組み込

ませていただいている、更には質の向上というものになかなか客観的な数値をもって測れる

基準、水準がないということ、だからこのような評価をさせていただいているということを

お含みおきいただければと思います。 

●委員長 

よろしいですか。 

●Ｅ委員 

はい。 

●委員長 

はい、それではＤ委員いかがですか。 

●Ｄ委員 

私は国際交流協会の件につきまして質問させていただいております。まず27ページの外郭

団体の見直しというのは所管がこちらの行政改革推進課で、国際交流に関しては市民連携推

進課ということで、Ｃということで進まないという状況で、これは22年度、23年度の取り組

み状況を書かれているのですが、私の知る限りではずっと22年度以前からＣだと思うのです、

状況が。だからこれをどうするのかということも検討、進めることだけでなくて、もう外す

ということも含めて、もう１度どちらの課が検討するのかわかりませんが、していただいた

ほうがよろしいのかと思っております。 

この業務内容を見るとどうしてもボリュームは市民活動団体である国際交流協会の事務局

としての業務のほうが多いはずで、逆にこれを外してしまうと、国際交流グループはどうな

るのかなということもありますので。ここはここで協働していて、予算と会の会費が合体し

た活動も多くございますので、この辺を検討、再考はしたほうがよろしいのではないかと思

います。 

●委員長 

どうですか。 

●事務局 

はい、国際交流協会の事務局移管につきましては第４次行政改革から継続して検討してい

る内容でございます。そういった中で今回24年度までの検討の中で事務局移管をするのは難

しいという判断を担当課のほうでしております。そういったことから、事務局は当面の間、

市民連携推進課のほうで持っていきたいという結論を今回出してございます。ただし、事務

局移管の取り組みの中には協会の収支改善というものがございます。今までずっと赤字でき

ていまして、協会が最初に出来たときの寄付金を切り崩して運営していた現状がございまし

た。ところがこちらに関しても努力をしていまして、今年度の中身で初めて黒字に転じたと

いう報告も受けていましたので、今後これをさらに自立出来るように改善のほうは引き続き

やっていくということで報告を受けてございます。以上です。 

●Ｄ委員 

自立という意味では外向き、市民サービスをしているわけで、とても良いことだと思うの

ですが、その事務局を全て行政職員で行っているということで、個人的な意見で言うと行政

的な視点で事務がされてしまうということもあるので、そこらで市民の視点も入れていただ
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きたいなということを私は感じております。 

●委員長 

その他は。 

●Ｄ委員 

他のことについては大体私が意見させていただいたところは、概ねお答えいただいている

のでよろしいです。 

●委員長 

それではＣ委員、いかがでしょうか。 

●Ｃ委員 

まず東京事務所の件ですけれども、昭和56年に設置されたということで、その後内容も変

わっているということなのですけれども、中継基地としてとか、顔の見えるとかという言葉

がありますけれども、今はパソコン上でお話も出来ますし、これだけいろんなパソコン上の

ネットワークもございますので、中継基地というのは物理的にいるのかなということを非常

に思っております。 

例えば問い合わせに関してとか、就職に関してもネットワーク、ＩＴを使っていけばかな

りやっていけるのではないかという、そうすると例えば逆に言いますと、ここに来なくても

皆さん自分の家からアクセス出来るわけです。ですからそちらのほうが利用者にとって効率

が良いのではないかと、また例えばどこかの会社と接触しましょうというときも、やはりそ

の分野に適した人が八戸からわざわざ行っても経費的にはここまで掛からないでしょうし、

産業振興課だけではなくて、違う部門の方が実際出向いて行ったほうが良い場合もあるかと

思いますので、そういう意味ではＩＴを活用したやり方がもっとないのかというような印象

でこういうことを書かせていただきましたので、今後そういう可能性も含めてご検討いただ

ければと思います。 

●委員長 

どうですか。 

●事務局 

東京事務所に関しましては、設置当時というのは、確か省庁でありますとか、地元国会議

員に対する連携、そういったものを東京で行なう前線基地ということで設置されたと私は記

憶してございます。ところが近年ではそういったものは委員がおっしゃられますように、大

分情報というものは国も全てホームページで出すようになりましたし、何かありますとリア

ルタイムで、県を通じてではありますが、市のほうにもメール等で直接入ってくるような状

況になっております。そういった中で当市が東京事務所を続けている理由の１つとしては、

22年度から産業振興部に移管をしまして、その企業誘致の前線基地として、どうしても進出

していただける企業というものは首都圏に本部を持っている場合が多いですので、そこに直

接行ってまずはファーストコンタクトを東京事務所がとっていくと、そういったことで今か

なり行なわれているというふうに聞いております。 

ＩＴの活用ももちろん一緒にそういったものを使わせていただくとともに、フェイストゥ

フェイスのセールスというのも必要だということで、合わせてこういったものはやっていっ

たほうが良いのではないかということで今進んでいるような状況でございます。もちろんい
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ま委員からご指摘がございましたＩＴを活用したものにつきましても、担当課のほうには委

員会終了後には伝える形にしたいと思います。 

●委員長 

10ページの回答は僕も少し気になるところがあって、見直しの方向自体は事務局の説明ど

おりでそのとおりだと思うんです。昔に比べると官公庁相手に回る人数は激烈に減ってきて、

対民間企業相手も多いのですけれど、ただ民間企業も多種多様なので、事務所に何でも屋が

１人いてやれるところと、やはり各原課から上京していかないと解決しないところがあるの

で、それをどこまで出来るかを含めてあり方を考えていたただいたほうがいいと思うんです

よ。 

一番気になるのは、10ページのところで、費用対効果を説明するのが難しいと言っている

んです。今この時代で、人材育成なんかに比べてもっと費用対効果出やすくて、この手のも

のを費用対効果が難しいといったら、普通ならやめようという話なんですよね。だからやは

り端的にどういう効果があるかということを仮に示せないと、やはり事務所を置く必要がな

いという市民や議会からの意見には僕は耐えられないと思うんですよね。 

何回も難しい難しいと言っているのだけれども、そういう役割で、企業誘致の中でどうし

て必要なのかと。単純にこの事務所があったから、純粋に増えた企業誘致数なのか。そうい

うふうには説明出来ないにしても、どういうふうに役に立っているか、正面から説明しない

と、やはり市の幹部が旅行するときのためにいるのではないかとか、市長の休憩所のために

あるのではないかと言われかねないから、それは僕もそこの説明は少し変えたほうがいいと

思うんです。それはいかがですかね。 

●事務局 

費用対効果というと大きい話なんですけど、置くことによって、置かないのに比べてこれ

ぐらいの費用が削減出来ているとか、そういう話は出来るわけです。ただ効果となると。 

●Ａ委員 

そこによって誘致企業が発生して、雇用が、あるいはさまざまな私どもの納税額がどうい

うふうに変化しているとか、何か測るものはありませんかね。 

●委員長 

何か説明しないと、都市センターにあるからだとか、それではちょっと厳しいのではない

かと思います。僕は必要、配置していていい、というか、配置したほうがいいと思うのです

けれどね。 

だけどこの説明からだけだと、十二分にその必要性を、まあ、これと同じ趣旨を書くとし

ても書き方を変えないと納得してくれないのではないかという気はします。ということです。 

●Ｄ委員 

すみません。ちなみに２人正職員置かれていますよね。通常このお２人というのは事務所

の中にいるわけですか。 

●事務局 

はい。事務所の中にいますが、企業ですとかいろいろなところを回っています。もう１人

臨時職員の方が電話とか、受け付けとかそういったものをやっています。 

●Ａ委員 
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そうするとその方の活動を、例えば、八戸からの旅費と比較してみるとか、そういうこと

でも、活動と照らし合わせてみるとカウント出来るかもしれませんね。 

●Ｄ委員 

ちなみに、東京事務所は昭和56年に開設されていて、事務所の機能・役割も、当時と現在

では状況が変わっているわけで、新幹線もつながっているし、日帰りも可能である。そんな

ことも含めて、いろんな視点から、あってはいけないというわけではなくて、置くなら置く

でその理由とか、納得出来る、説得出来る状況を説明したほうがよろしいのかなと思いまし

た。 

●Ｅ委員 

企業訪問されているということですが、実際にこのように、このくらいの頻度で行ってい

るのでやはり現地滞在が必要ですと、八戸から始発で行って、終電で帰ってくるのを繰り返

しているとちょっと厳しいというところを、ちょっとつらいですけれども概算で出していく

と、現地でやはり企業相手に９時、８時半そのくらいには挨拶出来るようなフットワークの

よさが必要です、というところのプラスアルファがあると非常にわかりやすい気がします。 

訪問の実際の状況が見えていませんので、企業誘致ということだけだと見えている中では

評価しづらいかなという感じはします。 

●事務局 

今お話の指標というのは、簡単に出るはずです。これについては、このペーパーには記載

はしておりませんけども、今ご指摘の部分の指標は難しい話ではないと思ってはおります。 

●委員長 

本質的なところは結局、田舎の町で１人、２人出しているわけではないから、八戸市の規

模でたかだか２人出て、では何を誘致しているのだと言われたときに、本当に実効性のある

誘致が出来ているかというところだと思いますけどね。そこのところはある程度しっかり説

明責任果たせるようにやってください。はい、では途中になりましたが。 

●Ｃ委員 

表の№22のところはご回答いただきましたのでわかりました。№23の是川に関してなので

すけれども、これは他のものに比べてかなり連携している団体がいろいろあると思うんです。

そのせいだと思うのですけれども、実は私の知り合いに、是川の縄文館にやたらに通ってい

る人間が沢山いまして、いろいろ情報を聞くものですからこういうことを書いたんです。 

話を聞いていますと、どうも市の職員の方とボランティアの方と方向というか、見ている

所が全然違うような印象をどうも受けるんです。例えばボランティアの方達というのは、少

しでも市民の方に楽しんでいただけるような方法を考えていきたいというふうな視点を持っ

ているようなのですけれども、その方達に言わせると、そういうことをいろいろ提案すると、

「ここは博物館ではないからのだから」、「ここは研究機関なのだから」ということで、切り

捨てられたという話を聞きました。 

そういうところをきちんと、それぞれの立場によって目標とするところは違うのでしょう

けれども、ただそこがばらばらになりますと連携出来ないだろうという、非常に不満が多い

んです。いろんな方から聞いて、とても皆さん一生懸命やっていらっしゃるんだけれども、

何か聞いているとうまくまとまっていないという印象があったものですから、意見といいま
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すか、そういうことがどうも耳に入ってきますので、一応その旨を考えてもう１回やってい

ただきたい。 

ですから守備範囲というのはこの部門はちゃんと任せられるのか、任せるというのと、丸

投げしてしまうのと話はまた違いますけれども、その辺も含めてきちんとやっていただいて、

何のために作ったものなのか、その研究施設だったら研究施設の部分だけを市が負うのか、

見せ方についてはボランティアとか、協会に任せるのかということをきちんとなさったほう

が、今やっていますというふうに当然おっしゃると思うのですけれども、今やってらっしゃ

るということの中でかなりいろんな話が聞こえてきているのは確かなので、そのことをちょ

っと申し上げたかったと。 

なかなか皆さん市の職員の方には直接言えなかったり、言っても結構ばっさりと、ここに

書きましたけれども、予算がないから出来ませんで済まされてしまうことに対する不満は大

分持っていらっしゃるみたいなので、ちょっとそういう意見があったということを聞いてい

ただきたいということでございます。ですからこれで何をしろということよりも、まず現実

はそうではないですかということを１回提起させていただくということですので、こういう

回答をいただきましたけれども、もう１回そういう話が出ましたということで関係のところ

にお話をしていただければという意味で出させていただきました。 

 次、№24、25、これは防災に関してなのですけれども、ここにはちゃんとフォローはして

いますということでいろいろ書いてございます。これは23年の５月、当然のことながら３月

11日の後の話なのですけれども、私がこのフォローが何もなっていないと思ったのは、実は

その３．11の前からの話なのです。 

３．11の後にはあれだけのことがありましたから当然地元の人間もそうです。それから当

然行政のほうも非常に真剣になさっていると思うのですけれども、こういうことがあったか

らこれからこうなるということもあるのですが、私が懸念しますのは、段々また風化してき

ますとあと５年、10年経つとまた訓練しても出てこない人がいるとかですね、まあもう千年

に一度だから来ないだろうと思ってとか、いろいろとぼろぼろ落ちてくることっていっぱい

あると思うんです。 

ですから私はその大きなことがあったから慌ててということではなくて、普段から小さな、

例えばちょっとした事があっても、例えば実際避難しなければいけないとか、お年寄りが動

かなければいけないとか、施設から避難しなければいけないというようなことがあった際に

は、細かくその都度フォローしていくということが非常に大事だと思います。 

何かないと聞かない、何かないとやらないということでは手遅れになります。ですからこ

の件に関しては、９月18日、最近ですよね、こういうふうな意見をとりましたということで

私はこの件は存じ上げませんでしたけれども、今後そのようなことをきちんとやっていただ

く。 

それから３月11日以前がどうだったかということも、一応１回フォローして確認なさった

ほうがいいのではないかと思います。つまりそういう何かがないと市民の方も割といいかげ

んになってしまうんです。その辺をきちんとしたデータというか、そういうやり方とか、何

が起きたかということをきちんとやはり財産として蓄積していっていただきたいと思いまし

た。 
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次の災害時の要援護者をどうするかという話なのですけれども、これも私どもが町内会で

会議をやったときにいろんな方の情報が入ってきたのですけれども、実際に避難しなければ

いけないときに私たちこの方たちをどうしたらいいの、出来ないよねという話もあったんで

す。 

ここにはいろいろとそういう組織がありますよ、ということをきちんと書いていただいて

いるのですけれども、本当に何かがあったときに、一体誰がどういう組織にどういう連絡を

するかというのが、実は私は町内会の役員なのですけれども知りません。なので、知らない

ほうも悪いのですが、もうちょっと知る努力もしなければいけないのですけれども、その辺

のこともきちんと教えていただいて、本当に出来ることは何なのかということをお互いに考

えていきたいというふうに思っておりますので、そういう意見があるということを覚えてお

いていただければというふうに思います。 

次の№26に関しては、まず何をリスクとして認識するかというところから始まるというこ

とで、私が言ったもう１つ手前の話ということがわかりましたので、そちらに関してはああ

そうですかということで、その点きちんと認識していただきたいということに尽きるのです

が。 

●委員長 

№26は、これ僕もちょっと聞きたいんです。結局これはどうするということにしたんです

か。これはＣですよね。 

●事務局 

内部統制制度に関して、まず当市では実はリスク管理というものを制度的に、まとまって

やっていない現状にございます。そういったことから毎年度毎年度、各課において自分たち

の業務の中のリスクを評価しまして、どのようにそのリスクに対処していくのかと、そうい

ったものを検討していただいて、それを我々が進行管理をしていく、そういった仕組みを今

作りたいということで検討している途中です。 

●委員長 

私は、大学の中のリスク対応の担当なんですけれども、やはりＣなんですよ。結局このリ

スク管理と言われたときに、各官公庁にみんなやれと言われて、みんなやると書いたのです

けれども、対象にするリスクが広すぎて、要するに食糧費の問題だとか、経費の不正使用だ

とかもリスクだし、それから地震に対処するのもリスクだし、何か事故があるのもリスクに

なるので、全てのリスクに対処するような計画を作らないとだめになってしまって、結局今

やっている全部を括るような計画を作らないと出来ないようになっていて、対処が非常にし

づらくなっているんです。 

だからまず今までの行政の対応の中で、特にこの内部管理構築を言われたときは、この後

にも出てくる、要するに何か災害があったときに業務が継続出来るかという観点と、それか

らいわゆる食糧費問題、いわゆる公費の不正支出ですよね。これに対して内部統制がちゃん

と出来ているかどうか。そういう意味で法令順守の体制が出来ているかとか、いくつか項目

を限定して、いわゆる今まで比較的手薄だったところのリスクについて、しっかり追うとい

うぐらいに戦線を縮小しないと、またＰＤＣＡサイクルとかいって大きく括ってしまうと、

要するに企画運営自体がリスク管理だし、この行革大綱だってある意味ではリスク対応なの
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で、だから少し整理しないと難しいのでは。 

●事務局 

そういったことであればもう少し補足をさせていただきますが、自然災害とか、外部から

の脅威等につきましては、それぞれその担当課でリスク管理というのは進めてございます。 

そういった中で今我々が行革としてやっていこうと思うのは、通常の業務、平常時の内部

の業務、その中におけるリスクです。例えばその中に先ほど委員長がおっしゃられました横

領をしてしまうとか、あとはチェック体制が甘いことによって間違った解釈で市民にお話を

してしまうとか、何かを出してしまうとか。あとは情報が漏えいしてしまうとか、そういっ

たものを中心に整備をしていこうと整理をかけてございます。 

それとまた委員長がおっしゃいましたとおり、ここにも書いていますが、何をもってリス

クとしたらいいかというのは非常に広い、大きいですので、それを全部挙げてしまうことは

簡単なことではございますけれども、あれもこれもと。ただ多すぎると逆に言うとそれが守

られない状況にもなっていきますので、そういった中で、連綿と続いてきちんとやれている

ものを、では果たしてリスクとするのかと、そういったところの判定に非常に今我々苦慮し

ておりまして、ちょっと時間がかかっているという内情がございます。整理としては今現状

で考えているものは平常時、通常の業務の中で行われる中でのリスクということを中心に考

えていきたいと思っております。 

●Ｃ委員 

リスクと失敗が一緒に並んでいますが、非常に似て非なるもので、例えば私がこれを見た

ときにこういう意見を述べたのは、要するに失敗事例の把握をしないと書かれてしまうと、

失敗したことに対して何の反省も、検証もしないのという印象を受けてしまうんです。 

ですから、ただ今いろいろな話の中や、お答えの中に何をリスクとして認識するかという

ことが書いてありましたので、それはそうだとな思ったところがあるのですが、失敗という

のはもう把握出来るというか、認識出来るものですよね。そうするとちょっとここは切り離

して考えないと、やはり失敗したときに全部それをみんなが共有のものとして、即座に同じ

失敗がよその部門でも起こらないようにするということは、これはすぐ出来る話で、その辺

とリスクというものが一緒になっていると、ちょっと私にしてはわかりづらい。 

●委員長 

それで制度構築前におけるリスク・失敗事例の把握を実施しないこととしたという主旨は

どういうことなのですか。これもわからないね。 

●事務局 

最初はこの計画に載せた時点では、今までのそれこそリスクとか失敗事例を先に全庁から

取って、それを起こらないようにする対応方法を考えていきましょうという考えで進んでい

たようでございます。ようでございますというのは、これを載せた時点ではちょっと私おり

ませんでしたので、すみません。 

ところが我々で話を進めていく中で、そうではなくてリスクとかそういった失敗事例とい

うのは毎年度毎年度起こりうるものでしょうと。それを継続的にずっと続けていくほうがよ

ろしいだろうというのが一定の考え方。それと先ほど言いましたように、これを調査する場

合に何をもってリスクとするのか、失敗とするのかという、そういった整理がうまく出来て
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いなかった。ですので先にそういった方向を考えてから示して、回していきましょうという

ふうに方向転換をかけたものなのですが。 

●Ｃ委員 

事例の把握は実施しないというと、全く無視しているみたいですよね。 

●事務局 

いや、事例の把握はちゃんとするのですけれども、全庁的に調査をかけていきましょうと

いうのがまた次の段階といえばいいのですか。スタートの一番最初をリスク失敗事例の把握、

スタートを把握として、評価して対応を考えて、次の年にまた把握して評価対応をしてとい

うこういう回していく制度を作るのですが、その制度を作るにあたって方針を定めたい。 

考え方とすれば、体制の作り方を変えたというふうに考えてもらえればいいのですけれど

も。１つは従来みたいにいろいろな課題は何かと全部出した上で、こうあるべきだというの

を示して制度を作っていくやり方と、こういう方向で皆さん考えてみてくださいというのを

同時並行的にやっていく、そういうプロセスの中に組み込んでいくというやり方をこれから

やろうとしているということです。 

ただ出してくださいというだけだと、要するに過去の事例は全部出てきますけれども、本

来どういうことで出てくるリスクなのかというところ、そこまでのところがまだ出ない時点

での洗い出しになってしまうので、二度手間になるということもあるので、こういう方向で

皆さんサイクル回していきますから、今の時点で考えられるリスクを出してください。それ

をＰＤＣＡの中で回していきますという枠組みを作ってから動かしていくということです。 

もう１つはその把握をしないという言葉が一人歩きしていますけれども、把握は当然やっ

ていきますので、そのやり方を変えるということが大きな違いかと思います。 

●委員長 

いずれにしても表現を変えてもらわないとわかりづらいというのが一つ。 

もう一つ、僕の大学でいうとリスクレポートというのを１週間に１回作らせていて、今ひ

と月に１回くらい各課に出させるんです。そうするとさっき議論がありましたけれども、リ

スクは広いから、こっちから見るとリスクがいっぱいあると、お前のところが危ないのだよ

というとこに限って毎回リスクゼロで出してくるんですよ。割ときっちりしているところが、

リスクの細かいものも報告してきて、これは意味がないというので、ともかくリスクを出し

てくださいということをやめて、少しこちらで視点を決め打ちして、補助金の会計とか、経

費の不正使用についてどうなっているか見てくださいと、この点について大丈夫ですかとい

う、このコンプライアンスとか、内部統制の視点をはっきりさせて、レポートを求めるよう

な形に変えているんです。 

だから単純にＰＤＣＡサイクルというけど、やはりこの業務の全体の状況の中でやると、

危ないところに限ってそれを出さないし、リスクは潜在させておくというのは基本なので、

今いったようなかたちでＰＤＣＡがうまくいくのかということについては、私はやや懐疑的

です。私の経験からいうと。 

結構僕も困っているんです、これどうするか。ただこれずっとＣで続くというのは、特に

食糧費の問題とか、ある意味ではこの問題は市民から最も関心の強い観点なので、やはりそ

う大風呂敷を広げないで、最低限やらなければならない不正の問題などを中心に、会計の問
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題だとか、そういうところをまず小さめにしっかり出して、最低限の遵守事項を徹底させる

よう、そういうスキームで考えて欲しいと私自身は思います。いずれにしても少し改善を考

えてください。 

●Ｃ委員 

普通の失敗例で、ここさえ気を付けておけばこの失敗は起きなかったなんていうのは、本

当は一部署一改善の運動の中でも十分対応出来るような。そこでやったほうが早いのではな

いかという気もするんです。 

●委員長 

はい、あと。 

●Ｃ委員 

窓口サービスの件なのですけれども、最近私も窓口に来てあらまと思ったのですけれども、

このレイアウト云々ということはどういうことかというと、例えば窓口にいく前に、番号札

を取らないと入れないような形にしないと、なかなかやはりそのシステムに慣れない方がい

らっしゃる。 

一番驚いたのはあるお年寄りの方が全然番号を無視してその席に座って、結局最終的にず

っと見ていたのですけれども、何かが足りなくて結局何も手続き出来ないで帰ったのですが、

そこの窓口にいらした男性の方なのですけれども、本来であれば順番を待ってくださいと言

うか、説明が出来る人のところに連れて行くかするべきだと思うんです。 

延々その説明をして、窓口３つの内２人そういう方がいて、番号を無視していろんな話を

聞いていて、番号を持ってる人が皆でじっと待っているのです。あれは異様な光景なんです。

何でそこで替わって、対応して、ではその方こっちに来て説明を聞いてくださいと言わない

のだろうという。 

ですからその窓口の男性の方にしてみれば、そこで話を聞いてあげることがサービスだと

思っていらしたのかもしれないのですけれども、ちょっとそれは違うと思うんです。何で、

例えば忙しい部門にぱっと入るとか、交換するとか、そういう普通のところだったらどこで

もやっていることが出来ないのかなと。ですから私ちょっと不思議だったのは、その先ほど

申し上げました臨時の職員の方、あの方たちは窓口に座ってお客様というか、市民の相手を

してはいけないことになっているのかしらと思ったくらいなんですよ。 

やはりいろんなやり方というのをやるときに、１番大事なのは臨機応変にぱっと目配りし

ながら、きちんとそれぞれ動けるという資質だと思うんです。それがなかなか難しいのであ

れば、せめて例えばまずどうしたらいいかわからない人はここの窓口みたいなことでやって

あげて、ほかの市民に迷惑をかけないようにしないと、皆でやはり、何か窓口は要領が悪い

よねということになると思うので、そういう意味で表示の仕方とか、レイアウトとか、そう

いうことに関してもう少し工夫が出来ないのでしょうかというふうにお書きしました。 

●委員長 

窓口の、いわゆるレイアウトの見直しだとか、表示の見直しだとかはやっているんですか。 

●事務局 

現状も続けてやってございます。22年度から窓口改革というのは取り組んでいます。窓口

の担当課11課ございますけれども、そこに人事課と行革課の職員が入りまして13課で、毎年
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度大体５回くらいのワーキングをしまして、その中で毎年度改善項目を設けて取り組んでご

ざいます。 

今年でありましたら、今年の２月に本館１階の市民課のレイアウトを大幅に変えましたり、

あとは昨年度からでございますけれども、３回チェックを入れる。１つは８月にアンケート

調査、これは市民の方々からいろいろご指摘を受ける内容です。それともう１つが窓口関係

課の職員、ワーキンググループの職員が他課の窓口を回って歩いて、そのまずい点をチェッ

クする、内部チェックこれが２つ目です。３つ目が更にその２つ、窓口アンケートと職員同

士のチェックで指摘されたものの改善項目を突きつけつつ、あとはセルフチェックの目標を

作りまして、各窓口がセルフチェックでどのように対応しているのかというものをきちんと

チェックをさせて、年に３つのチェックで今現在進めているところでございます。 

接遇に関しましても、臨時職員、一般職員、更には窓口のリーダー向けの研修をしており

ます。 

しかしながらいまＣ委員がおっしゃられたような、そういったような対応が全てなくなっ

ているかというと、おっしゃられるとおりあるという部分もまれに聞こえてくることもあり

ますので、そういったものは引き続き継続して、職員に周知し啓発していかなければならな

いと思っておりますので引き続き窓口改善に関してはまだまだ続けていきたいと考えており

ます。そういった中でやっていきたいと思っております。 

●Ａ委員 

今のことに関連してですけれども、11ページの回答の中に、図書館のお返事の中に休日の

出勤職員はカウンター従事を中心とした少ない体制となっており、と書いているのですけれ

ども、図書館は休日お客さんが多いところではないのですか。 

●事務局 

確かに休日、土日祝日は利用者が多いと伺っております。ただし図書館の職員の業務は、

その図書館に来たお客さんの図書貸し出しの業務だけではなくて、それ以外にも図書の選書

でありますとか、図書館の運営に関するさまざまな面、あとは当然一般的な庶務とか、そう

いったもの総て賄っておりますので、業務的には土日祝日に関してはお客様の貸し出しのみ

の仕事だけに間に合う職員で構成している、出勤をさせていると伺っております。 

●Ａ委員 

だから逆に日常的なウィークデイの仕事を休日に持ってくるような体制にして、それで休

日の職員体制を充実してあげないと、市民サービスに応えていると言いにくいのではないの

ですか。 

この回答自身が、「少ない体制となっており」という表現で、「待たせてしまうことがあり

ます」と現実を認識されているのに、つまりウィークデイでの仕事があるので、土日が休み

だと決めつけているようなところを感じますけども、サービス機関であれば、そういうお客

さんが混んでいるときにはたくさんの人が出るようなシフトとか、何かそういうフレキシブ

ルさがないことは、背景のサービスの充実という点では課題になっているような感じを受け

たんです。 

●委員長 

それは非常に根本的な指摘で、特に今図書館サービスについてはそれこそツタヤを入れる
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とか、全部民間委託という話すら出ているので、それがいいかどうかはともかくとして、勤

務条件にかかるような交渉も場合によってはいとわないで、直営でやったときの効率的なサ

ービス体系がどうかということを考えたほうが、それは図書館の職員にとっても本当はプラ

スかもしれないですね。 

いまＡ委員が言われたのは正論なので、本当にどういう勤務体系が１番いいのかというこ

とについて考えなければだめで、ボランティアの人だとか、非常勤の人たちにいろいろ長期

雇用を連想させるかのようないろんな業務をさせていくということは、それはやはり体系上

なじまないので、こういう問い合わせが平日来るものと、休日来るもので違うということで、

基本的には窓口コール装置を設置するという話自体はそんなにおかしくない、効果的な発想

かもしれないけれども、一方ではもっと突っ込んで、もっと市民が利用するときにより充実

したサービスをという声があることは事実なので、それも含めて全体的に考えていかれるこ

と。 

それと合わせて、Ｃ委員が言われたように、現在の窓口案内サービスのような看板だけで

済むのか、案内人を立てるという話になるのかわからないけれども、全体のレイアウトの見

直しの中で本当にその余地がないのか、どうなのかを考えなければだめですよね。 

それは昔、横浜市の区役所で窓口ラインを見直したことがあって、職員で考えているもの

と、市民とはやはり違うんです。市民の目線ばかりで見ると逆に業務効率が著しく悪くなっ

て、逆に結果的に待たせることになったりして、逆効果の場合があるのだけれど、しかしそ

れをうまくくみ上げて改革するのは行革推進課の仕事でもあるので、そういう意味ではまさ

にＡ委員の言われたように窓口サービスの改革と図書館の改革は合い通じるものがあるので、

今後の進め方も含めて少し注視をして努力をして欲しいと思います。よろしいでしょうかね。 

●Ｃ委員 

最後１つは、一番最後の回答に、効果は限定的であると考えられることから、と書いてあ

るのですが、やはり効果は限定的であること、あとは受益者が限定的であること、この２つ

に関してはやはり行政がやるかどうか、市がやるかどうかということを検討していただくほ

うがいいのではないかと思っております。以上です。 

●委員長 

その他どうでしょう、全体を通じて皆さんのほうで。 

１点目のＣ委員の指摘の中で、別の対策も考えなければいけないと思うのは、持続的な財

政基盤の確立、奨学金の償還率の向上のところ、これはＡ委員のほうの事情と、うちの事情

は違うかもしれませんが、最近、いわゆる手続き上まずくて奨学金を返せない人がいること

も事実なのですが、文字通りお金がなくて返せない人もいるんですよ、結構な率で。 

やはりもともと貸与の制度が悪くて、給付すべきところを今原則みんな貸与になっている

ので、まだ働いていない人からずっと奨学金を返してもらわなければいけない。その結果、

前に比べて著しく償還比率が悪くなっているんです。それはもともと本来昔給付だった制度

を貸与にしたことに伴う、その中で更に格差社会が広まっているので、やはり結構お金のな

い人がいるときに、返せる人からきっちり返してもらうというここで提案している制度と合

わせて、やはり本来給付するべきところは給付するということと合わせて考えないと難しい

気がして。 
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これは市の単独奨学金については、どこまで給付にするのか、どこまで貸与にするのかは、

僕は見直しの余地は多分あるのではないかと思います。返ってこないから、面倒だから給付

にしろというのではなくて、もともと返す当てもない、所得的に厳しいところに無理に貸与

するということは考えなければならない。 

 あと皆さんのほうでいかがでしょうか。 

●Ａ委員 

ちょっと遡る話になってしまいますけれども、組織改革のところに港湾河川とか、道路と

か書いてあるのですけれども、実は高齢化社会というものは、こういうインフラの世界でも

進んでいて、新設がなくなっているというか、少なくなっているので、つまり事業高は低く

なっています。 

ところが実際に抱えている財産といいますか、インフラの数は結局増えているのです。増

えているか、減らないという言い方が妥当かもしれませんけれども。それらが全て高齢化社

会に向かっていまして、インフラがどんどん老朽化しているということが実態になっていま

して、この維持という仕事がいろんな意味で負担を抱えているように感じています。例えば

何かの帳票があると、帳票の数が減っているわけではないんです。 

その意味では少しこういう組織改革のときに、どのくらいの施設管理をするかとか、私の

ＩＣＴの質問のところに、地理情報システムとの連携のような、そのようなことを情報シス

テム課のほうでお考えになっているというお話がありましたけれども、ああいうふうな力を

合わせて、いわばインフラの高齢化社会に備えた、そういう対応をお進めになったほうが、

先ほどの全体の市民サービスの向上だとか、それから財政的な運営についても効率的な活動

の可能性があるように感じがします。ご検討いただければと思います。 

●委員長 

今ストックマネジメント計画みたいなものを作っているんですか、八戸市は。 

●事務局 

今後作りたいということで、今調査に入っています。まだ内部の調査というよりは他都市

の状況調査の段階ではございますけれども。 

●委員長 

最近公民館だとか、そういう施設系のものだけ作ることがはやっているんですけれども、

全体のボリュームからいうと、Ａ委員が言われたようにやはり道路だとか河川だとか、いわ

ゆる基本的なインフラの部分が予算的にも大きいんです。それを含めて全体がどういう管理

になっているかということは、やはり見ていかないといけないですよね。それは本来３番目

の柱、１項目にも相当するので、しっかりやっていって欲しいです。 

●Ａ委員 

２番目の市民サービスというときにも、やはり安全な暮らしのサービスといいますか、要

するに災害が起きるというふうな視点だけではなくて、例えば今新井田川のところでさまざ

ま工事をしていますけれども、耐震化するのに１つの橋脚を１年でやって、次の橋脚はまた

次の年とか、非常に時間がかかってしまうんです。お金がないことが主たる背景だと思いま

すけれども。 

だけどその間、市民の安全な暮らしというものは脅かされる方向になりますよね。ですか
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ら、そういう視点も合わせて理解していかないと、その市民サービスというものが、どうい

うことが、市民サービスの総合的な評価なのか。 

窓口のことを丁寧にやるということも大切な業務ですけれども、産業振興をする仕組みを

どうすればいいかだとか、最初の質問の中にあったような、いわばその改革がバランスよく

行われていって、市がみんなで元気になれるということは、どのような状態なのかという視

点を、とりわけ総合する課が把握していくような、そういうことを進めていただきたいと思

います。 

●事務局 

今、私もここについてはまさにそのとおりで、現時点では行革が主になりながら、どうい

う取り組みをしていけばいいのか。例えば神奈川県の藤沢市の取り組みだとか、ああいうい

ろんな事例があります。それは委員長がおっしゃったような、割と施設の部分、例えば公民

館だとか、そういう部分に集中しがちなんですけれども、それ以外に道路、橋、これについ

ても今話題になっています。 

こういう部分というのは安全、安心の観点からも必要なものだと考えていますし、当然そ

の長寿命化も含めて考えなければならない。社会的なインフラ整備というものはある時期に

集中的に限られたスパンの中で行われてきた。それが時が経つとともに同時期に、同時的に

発生してくるということなので、そこを長寿命化も合わせながら、どういう施設のあり方が

いいのかということがやはり大きな課題だろうという認識をしております。 

今他都市の状況を調べながら、その体制のあり方というものを、同時に考えなければなら

ないと考えています。 

●Ａ委員 

事象とすると、今年の冬に青森市で老朽化した家屋、建築物が雪でゆがんで、周辺を通行

する方に対しての安全といいますか、これは個人資産なのでいろんな課題をお持ちになった

と伺っているのです。 

それは雪というある自然現象と老朽化した施設と私たちの暮らしの関わりなのですけれど

も、同じようなことは八戸市の場合にも、各都市でそういうことが将来起こらないとはいえ

ないような、徐々にそちらの方向に向かっているのです。ですから、そういう視点の大切さ

を市民にサービスとして提供することも、是非この中で考えていただくとありがたいと思い

ます。 

●委員長 

僕もそれは全く同感で、結局公共で持っている箱は大したボリュームではなくて、箱でい

ったら圧倒的に、今青森の住宅の話が出ましたけれども、民間の住宅なんです。 

圧倒的に空き家が増えていて、これがストックとして老朽化してきて、これがどんどん維

持管理出来なくなってきているんです。これをどうするかが非常に政策上重要です。 

それぞれ国土交通省なら各局、各課で考えてはいるのだけれども、みんな自分たちの予算

を守るという前提があるので、やはり国の視点で自分たちの予算の最大化、予算を削られな

いようにどうしても考えるので、やはり自治体の視点ではないんですよね。 

やはり最後に、特にインフラで一番維持管理しなければならないのは市町村なので、市町

村の住宅ですとかインフラはこのまま国任せにすると大変なことになるので、早い時点でや
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はりこの点についてはしっかりとした検証を、民間部門も見ていかなければならないと思う

んですよね。 

対象が広いので、それこそさっきのリスクの話と同じで、ともかくやれといっても訳がわ

からないので、うまく切リ方とそれから各省庁と協力してやっていかないと、これをうまく

使っていかなければならないのですけれど、やはりそこでちゃんと自分たちどうしたらマネ

ジメント出来るかという視点をしっかり持たないといけないのではないかと思います。 

もう一つ若干Ａ委員と違うかもしれないのですが、例えばＧＰＳ情報は確かに見てくれも

いいし同じ情報も視覚的に見えてくるので、同じことをやってもＧＰＳに落とすと更新も早

いしプラスなんですよ。ところが金が掛るんですよ。なんでもＧＰＳにすると、だから金が

かかるんだよとなっちゃうんですよね。 

最終的にはＧＰＳの世界になると思うんですよね、間違いなく。これをどうやったら効果

的・効率的にいまの範囲で出来るかと。しかしそんな先のことを考えたら出来ないので、し

っかりやって欲しいなというふうに思っております。Ａ委員はどうですか。 

●Ａ委員 

やはり費用が掛りすぎるのは課題ですから、適正というとどこが適正なのか、だけれど、

今はＩＣＴのいろんなツールが出てきている訳ですから。 

●委員長 

そうです、使わない手はないですね。 

●Ａ委員 

住民サービスなどいろんなところに使われていますけど、そもそもの骨格的なところにも、

そういうものが入っていければ本当は嬉しいんですけれどね。 

●委員長 

ということで、よろしいでしょうか。あと、全体を通じて皆さんのほうから何か問題点が

ありましたならば。はい、どうぞ。 

●Ｅ委員 

私の知識不足かも知れないですけど、第２の柱のところで先ほど議論がでたリスク管理の

ところですね。ＰＤＣＡサイクルでもリスク管理というのはやれるんですか。 

リスクの把握、対策の検討実施、見直しという流れをＰＤＣＡサイクルで行う仕組みとい

うのが、ちょっと勉強不足で、一般的な企業でＰＤＣＡサイクルというと改善活動というこ

とになりますので、ＰＤＣＡサイクルでリスク管理というのは出来るのかなというのがちょ

っと掴めていないので、ご説明いただければ。 

●事務局 

まず一番最初のリスクの把握のところは、Ｐから始まらないでＣから始まるのですけれど

も、まずその最初のリスクの把握をしたあとで、そのリスクに対してどう対処していくか、

これがＰに当たります。 

そのあとでその対応方法を考えて、それを実施していく。それがＤに当たります。 

１年経ったあとで、実際にリスクへの対応方法を取って問題が起こっていないか、それと

もまた新たなリスクが発生していないか、そういったものがまたＣ、チェックになります。 

それに対してどうしていくのかをまた繰り返していく。そういった意味でＰＤＣＡでサイ
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クルを繰り返していきますよと。リスクの把握をして、その対応方法を考えてそれを実行し

ていって、またチェックを繰り返す。 

ですので、毎年基本的にはリスクの把握というものをやって、それに対して毎年対応方法

を考えていくというような流れを作っていきたいということです。 

●Ｅ委員 

先ほど委員長のお話で、やり易いとこからまずやっていくという、リスク把握というとこ

ろが一番最初のものになると思うんですけれども、震災のあとに各沿岸のところへ行くと、

リスクをほとんど把握していないというか、リスクの捉え方が津波に対して非常にバラバラ

というか、私も若干建築をやっている関係で、まちづくりをやった頃もあるのですが、防波

堤を建てると、リスクとして津波は過少リスクになってしまって、本当に怖いのは、防波堤

を建てるともう中のことだけしか目が向かなくなっていくという。 

このリスクの把握をするときに、これで正しいのかなという目線のところは、いろんな人

の、それこそ今日参加しているメンバーもそうなんですけど、いろんな人の意見を聞いてい

かないと非常に怖いところだなと思っているんですよね。 

なので、内部統制制度全体の話に関わるかもしれませんが、リスクの把握というのは、こ

れで果たしていいのかなというところは、行政の方ではなく、いろんな方の視点を入れてチ

ェックして、その上で、リスクの捉え方の視野が狭いねとか、もうちょっと広げていった方

がとかいうところは、そういう場面もあったほうがいいのかなと、津波の被災の現場を見て

思ったことでした。 

●事務局 

単なるリスク管理というのであれば全国いろいろやられていると思うのですが、今回考え

ているのは、冠に内部統制という言葉が付いていますので、当然内部の中で、そのリスク管

理をしてチェックをしてその対応をしてというものをきちっと動かす仕組みとして、内部統

制の制度を作っていきたい。 

市の中で方針を決めて、その中で組織、部があって課があって、その中で役割を決めて、

そのポジションの人たちがしっかりそれをチェックしていくような仕組みまで考えていきた

いなと思っていますので、ちょっと時間がかかっています。 

それともう一つが先ほども何度も話に出てきましたが、何をもってリスクとするかという

ところが決めきれていない部分がございまして、実効性を持たせるためには、その部課では

これはリスクだろうと、ある程度こちらでも示していかなければならないだろうというとこ

ろが我々の一番争点になっているところですので、そういった所は気をつけて、今Ｅ委員さ

んからご指摘を受けた部分も含めて、もう少しじっくり考えていきたいと思っております。

以上でございます。 

●委員長 

はい、よろしいでしょうか。それでは今日のご指摘も踏まえまして、時間もたちましたけ

れども、現計画に反映出来るところは反映してもらって、難しいものは次期計画、次期体制

のときに、そのことについてはしっかり反映をしていただけるようにお願いしたいと思いま

す。 

それでは以上、本日の審議案件については以上で終わりとします。 


