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第５次八戸市行財政改革大綱実施計画（平成 24 年度版）案 

事前質問・意見一覧表 

 

全体 

●質問 

№ 内 容 

１ 

 「改革の柱」毎に目標が設定されているが、この「柱」単位の総括的な評価を行

う必要があると思いますが、どこが担当して、どのように評価するのですか？ 

［回答：行政改革推進課］ 

第５次行財政改革は、財政の健全性等を維持した上で質的向上を図ることを目標

としており、数値目標を掲げていないことから、客観的な評価が難しい面もあり、

現在は進行管理として個別の取組の進捗状況及び成果に関する自己評価を実施し、

柱ごとにまとめています。 

しかしながら最終的に成果の総括は必要であると認識しており、今後適切な評価

方法を検討して参りたいと考えております。 

なお、評価については第５次行財政改革に関する事務を総括する当課が担当し、

行政改革委員会から御意見をいただいた後、最終的には市長を本部長とし、部長級

以上の職員で構成する八戸市行政改革推進本部で決定するものと考えております。 

  

２ 

 取組項目の設定によっては、成果が限定的になったり、他の部署との不整合が生

じることがあるように思います。これらを避けるために、どのような設定方法をと

られているのですか？特に、サービス対象である市民の声は、この取り組みにどの

ように反映されているのですか？ 

［回答：行政改革推進課］ 

 一部署一改善の取組につきましては、「自らが課題を発見・追求し、その解決に向

け、柔軟に取り組める組織体制の確立と職員の資質向上を図っていく」という第５

次行革の基本的な考え方を具体化するものとして実施しており、各課が自ら検討し

実行する取組として進めているものです。 

 しかしながら、全庁的に実施可能な取組もあることから、良い取組は全庁に広げ

ていきたいと考えております。 

 また、市民の声に関しては、全体としては大綱及び実施計画策定時にパブリック

コメントを実施したほか、進行管理については毎年議会へ報告し御意見をいただく

とともに、ホームページで公表しておりますが、個々の取組に対する市民の声の把

握に関しては、必要に応じ各課で実施している状況です。 
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●意見 

№ 内 容 

３ 

【P4：「ポイント」】 

 2 行目「前年度の 70％を上回りました。」、4 行目「15.7％を大きく下回っており、」

の表現は計画年度経過により当然のことであり、適切でないと思います。 

［コメント：行政改革推進課］ 

 進捗状況は、その年度に実施するとしていたことを実施できたか、という観点で

の年度単位での評価であり、このような表現にしております。 

 なお、実施計画案３ページ、「２．実施計画に登載した取組項目の進捗状況」での

説明文等において、上記の点がわかりづらいことから、次の例のとおり表現を修正

します。 

例） 

・「平成 23 年度末における、各取組の進捗状況は～」 

→「平成 23 年度の各取組の進捗状況は～」 

・「◎：計画を上回って進んでいる」→「◎：計画を上回って進んだ」 

  

４ 

 類似自治体との行財政比較分析をはじめ実施により完了となっている項目の中に

は、継続的に実施、見直しをすべき項目がみられる。 

完了として終わりとすることなく、実施、見直しを必要に応じてすると共に、効

果の検証をすべきである。 

［コメント：行政改革推進課］ 

 基本的な考え方として、制度や仕組みが構築され、その後は周知等を図りながら

運用していくものを「完了」とし、制度等ができていても、さらなる取組が必要な

ものは継続中という扱いにしております。 

 なお、「完了」としているものでも、財政効果等が測れるものは引き続き効果を測

定して参ります。 
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柱１ 自律性の高い組織運営の確立 

●質問 

№ 内 容 

５ 

【全体】 

 「改革の柱」１は、全庁的課題が含まれています。 

いずれの取り組みも重要なこと、人事課がその所管課であることは理解できます

が、この取り組み自身について各部署との意見交換はどのようにして行っているの

ですか？ 

［回答：人事課］ 

 人事課では、毎年５月下旬から７月上旬にかけて、すべての課から職員配置に関

するヒアリングを実施しており、その中で、各課における事務事業等の内容を聞き

取りしております。 

 事務事業や組織機構の見直しについても、このヒアリングの中で議論、検討し、

行政改革推進課などの関係課とも協議の上、実現に向けた作業を行っているのが実

態であります。 

  

６ 

【№1-(1)-2：派遣研修の充実】P13 

 研修などに参加すれば、それなりに知識・情報・ネットワークなどは得られます。 

しかし、市職員の場合、配置転換により個人の得たものが組織の中で継続的に活

かされていないように感じます。どのような立場の職員が、研修結果をどう有益に

残すために参加しているのかをお聞きします。 

［回答：人事課］ 

 長期派遣研修については、受入先の希望などの要因はありますが、概ね 30～40 歳

代の中堅職員を派遣しております。 

 長期派遣研修に限らず、中期、短期の研修であっても、本人の資質向上のほかに

も、業務に活かせる研修内容であれば、それを職場にどう還元するかということは

大きな課題であります。 

 国、民間団体等への実務研修の対象者については、四半期ごとに業務内容をレポ

ートとしてまとめさせ、全職員に通知するとともに、研修終了後においては、主に

若手職員の研修の際に、講師役として、実務研修の経験を講義するなど、還元に努

めております。 

 また、平成 22 年 11 月に作成した「職場研修（ＯＪＴ）のすすめ」の中でも、各

課で派遣した研修の報告会も含めた職場内での勉強会等について、積極的に行うよ

う推奨しており、今後とも、研修の内容が個人の財産から組織の財産となるよう努

めていきたいと考えております。 
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７ 

【№1-(1)-3：自己啓発の推進】P14 

 放送大学や通信教育の助成を受けている職員数及び助成額。 

［回答：人事課］ 

 放送大学については、入学料及び受講料の 1/2 に相当する額で、受講料は１人１

科目を上限に助成しています。 

 通信教育については、受講費の 1/2 以内の額で、20,000 円を上限に助成していま

す。 

        21 年度      22 年度      23 年度 

放送大学  ５件 40,250 円  ２件 16,250 円  １件  7,750 円 

通信教育  ４件 30,975 円  ３件 24,975 円  ０件    0 円 

 

※ 通信教育については、23 年度から市の制度と内容がほぼ同じである青森県の助

成制度を積極的に周知、利用させたため、市の実績はなし。（県制度利用者 ７件） 

  

８ 

【№1-(1)-5：職員配置による人材育成】P16 

 人事評価等に基づく適切な処遇に努めているとあるが、あえて女性職員の計画的

な育成・登用を図ると項目を設ける意味は。 

［回答：人事課］ 

 以前の男女の職員比率は、男性職員が非常に多く、女性職員については職務内容

も庶務的なものに偏りがあったという実態がありました。 

 また、一般的に女性の場合は、出産・育児等の負担が大きく、どうしても男性職

員の方が様々な職務経験を積みやすいという面がございます。 

しかしながら、近年の女性職員比率の増加の現状を踏まえると、男女共同参画の

実現に向け、庶務的な業務に限定せず様々な業務を意識的に経験させることにより、

女性管理職を育成していくということが必要であるという考えから、職員配置によ

る人材育成の中に「女性職員の育成と登用」という項目を設けているものでありま

す。 

  

９ 

【№1-(2)-1：一部署一改善運動の実施】P19 

 一部署一改善運動に取組事項を提出して進行管理をするだけで終っていないか。 

普段の仕事の中で気づいたことを職場内で話合える雰囲気、改善する仕組みがで

きているか。 

［回答：行政改革推進課］ 

 一部署一改善運動は、取組の過程において職場一体となって議論・実行すること

で、職員・組織自らが常に変革していく土壌を形成し、自律性の高い組織運営の確

立に資することをねらいとしており、今後も積極的に新たな取組を検討するよう働

きかけて参ります。 
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10 

【№1-(2)-2：組織・機構の見直し】P20 

【№2-(2)-30：水路と道路管理の一元化】P87 

№1-(2)-2「組織・機構の見直し」の進捗状況、自己評価も高いが、№2-(2)-30

「水路と道路管理の一元化」の機構見直しが図られなかったのはなぜか。 

［回答：港湾河川課］ 

これまでに、平成 23 年度からは、港湾河川課所管業務の一部である水路の応急対

策を道路維持課（道路管理事務所）に移管するとともに、平成 23～24 年度に渡り、

南郷区役所農林建設課所管の河川や水路の管理を港湾河川課に移管したところであ

ります。 

水路と道路管理の一元化については、これまでに移管した業務の遂行状況をみな

がら、業務移管によるメリット及びデメリットを整理した上で関係課間で協議した

いと考えていることから、実施時期を変更したものであります。 

 

［回答：人事課］ 

 組織・機構の見直しをする際は、担当課の考え方を聞き取りし、その必要性、緊

急性を判断していますが、当該事案については、担当課間の協議が整っておらず、

人事課として組織・機構改正案の検討まで至っておりませんでした。 

そのため、進捗状況及び自己評価の対象にも入れていなかったというのが実態で

あります。 

  

11 

【№1-(2)-6：職員の健康保持対策】P24 

 メンタルヘルス相談内容と№1-(3)-1「適正な定員管理の推進」による少数精鋭化

との関連は無いか。 

また、相談の原因解消に努めているか。 

［回答：人事課］ 

 メンタルヘルス相談と少数精鋭化との関連を判断するのは非常に難しいものがあ

りますが、メンタルの不調により長期に休暇を取得している職員に伺うと、職場の

問題もひとつの原因となっている場合もありますが、家庭の問題、人間関係、健康

に関する不安など、複数の要因が相まっていることが多いように感じております。 

 メンタルヘルス相談事業は、メンタルに不調を抱える職員だけでなく、上司や同

僚など不調者を支援する立場の職員も対象としており、臨床心理士の資格を持つ外

部の相談員に業務を委託しております。 

 相談内容については、個人情報に配慮する必要があるため、相談者本人の了解を

得た上で、相談員のアドバイスを受けながら、原因の解消に向けた対応を行ってい

るところであります。 
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12 

【№1-(3)-1：適正な定員管理の推進】P25 

 何をもって「適正」とするのかの説明をお願いします。 

［回答：人事課］ 

 定員管理を実施するにあたっては、毎年度、全課から業務内容等のヒアリングを

行い、業務の量や質に応じて、過大・過小な職員配置とならないよう努めていると

ころであります。 

 何をもって「適正」とするのかという明確な指標はございませんが、行政改革等

の推進状況を踏まえつつ、実際の職員配置数を他都市と比較するなど、総合的に「適

正」かどうかを判断していくしかないものと認識しております。 

当市においては、類似団体との比較や総務省で示している定員モデル、定員回帰

指標との比較においても、指数が下回っている状況であり、過大な定員にはなって

いないものと考えております。 

 

●意見 

№ 内 容 

13 

【№1-(1)-2：派遣研修の充実】P13 

 様々な機関への派遣が行われ人材育成の充実に努力されていますが、海外や大学

あるいは大学院などへの派遣も必要と思います。 

 八戸市には八戸市の将来を考え、行動する人材が必要です。今後の地域の発展に

は、地方でも国際的知見が欠かせないと思います。人や物資の国際的交流を見つめ

る人材をも育成する必要があります。また、大学院などへ社会人入学を通し、長期

の研修や研究活動を進めていくことも重要と思います。意欲的な人材を確保するた

めのご検討ください。 

［コメント：人事課］ 

 海外への派遣研修については、以前は、青森県市町村振興協会等で主催する研修

に派遣していた経緯がありますが、近年は、様々な要因により、海外派遣事業自体

が休止されている状況であり、当市として海外派遣研修は実施していない状況であ

ります。 

 また、大学や大学院への派遣についても、以前、実施したことはありましたが、

現在は、通信教育等を活用して大学卒業、大学院卒業等のキャリアアップを図って

いる職員がいる一方で、派遣研修制度による派遣が果たして必要かどうかという議

論もございます。 

 ご意見の趣旨については賛同できるものではありますが、上記のような経緯もあ

りますので、今後、他都市の状況等も見ながら、必要性について検討を継続してい

きたいと考えております。 
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14 

【№1-(1)-2：派遣研修の充実】P13 

 国等へ職員を研修のため派遣したということで、進捗状況、自己評価も高いが、

研修後の職員がその後も研さんに励み、他の職員の範となり、職務に成果を出して

いるか検証の上で評価をすべきでないか。 

 №1-(1)-1 の職場研修指導者研修についても、受講後、それぞれの職場において

生かされているのか。研修の効果がすぐ出るものではないし、成果の検証も難しい

と思うが、研修実施で終わりとするべきではない。 

［コメント：人事課］ 

 国等への派遣研修職員は、市に戻ってからも、総じて研修から得た自信力を発揮

し職務に精励するとともに、他の模範となっている職員が多いように感じておりま

す。 

また、職場研修指導者研修については、職場内においてリーダーとして他の職員

への指導的役割を担ってもらっており、研修内容の面的な広がりの効果が期待でき

るものと考えております。 

派遣研修等実施後の職員の行動については、それが研修の成果であるのか、ある

いは、もともとの資質であるのか判断することが難しい面はありますが、今後とも、

研修成果の検証方法について研究していきたいと考えております。 

  

15 

【№1-(2)-1：一部署一改善運動の実施】P19 

 このネーミングだと、一つしか改善しなくていいような・・・ 

磐田市の例などもネットで見れますが、民間企業での「改善運動」は、「市」の規

模なら、年に数千件は当たり前です。結果の公表は市民にも見える形で大々的に行

い、部署間で競わせる事が重要です。「カエル運動」といった名称で、手引き書が出

ていますので、評価の仕方にも工夫をして、八戸市役所の「レベル」を示して頂き

たいと思います。 

［コメント：行政改革推進課］ 

 この取組は全庁的に改善を「競い合い」「高め合う」部署別対抗改善合戦という形

で実施しており、計画段階での表彰を既に実施し、今後取組効果での表彰を予定し

ております。 

職場改善は常に実施して行かなければならないことから、今後他都市の例も参考

としながら進め方を検討して参ります。 
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柱２ 質の高い市民サービスの追求 

●質問 

№ 内 容 

16 

【ICT 全般】 

改革の柱２では、ネットワークや情報技術の活用によるサービス向上が取り組ま

れています。部署がそれぞれ単独で行っても効果的なケースと、複数の部署が共同

で取り組んだ方が効果的なケースがあると思います。この調整はどこで行われてい

るのですか？併せて、他自治体に比べ遅れている分野、進んでいる分野の把握はさ

れているのですか？ 

［回答：情報システム課］ 

 複数部署の共同での取り組みについては、全庁に関係する場合と特定の部署に関

係する場合の２つがあります。 

全庁に関する場合については、業務を所掌する部署が中心に事務内容をまとめ、

情報システム課でシステム化の作業等を実施します。 

特定の部署に関係する場合は、関係部署内で調整しております。 

次に、他自治体との比較及びその把握についてですが、総務省で毎年地方公共団

体における行政情報化の推進状況を調査しており、その資料を元にした比較は可能

です。ただし、その調査項目には、電子申請システム等、導入に多額の経費を要す

るシステムが含まれているため、あまり参考にしておりません。 

そのような中で、当市の情報化が遅れている分野としては、全庁のパソコンで地

図情報を利用できる統合型の地理情報システムや、コンピュータやコンピュータ内

に導入されているソフトウェアを一元的に管理するコンピュータ資産管理システム

などがあると考えております。 

また、進んでいる分野としては、どちらかというと費用面になるのですが、無償

で公開されているソフトウェアを活用する等の費用を抑制する手法を取り入れてい

ます。 
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17 

【№2-(1)-16：八戸国際交流協会の事務局移管】P39 

国際交流に関して、市の職員が従事している市の純粋な事業と協会事務局として

の事業の比率。 

［回答：市民連携推進課］ 

市民連携推進課では、市の国際交流に係る事務を、国際交流グループで担当して

おります。職員の構成ですが、グループリーダー（課長級）１名、職員 2 名、非常

勤の国際交流員 1 名の計 4 名となっており、八戸国際交流協会事務局員を兼務して

おります。 

 市と八戸国際交流協会の役割分担ですが、市の役割といたしましては、市の国際

交流の推進、多文化共生の推進、国際理解教育の推進、国際交流活動への支援、地

域国際化団体への支援を行うこととしており、具体的な事業は、姉妹・友好都市交

流、国際交流員の配置・活用、八戸国際交流協会への支援、市内在住外国人への災

害等緊急時の支援等を行っております。 

 一方、八戸国際交流協会の役割ですが、国際理解の高揚、国際交流の機会の提供、

国際交流活動の推進、異文化紹介、在住外国人への生活支援等を行うこととしてお

り、具体的な事業は、交流促進事業、在住外国人支援事業、通訳・ガイド支援事業、

調査広報事業等を行っております。 

 ご質問の、市の事業と八戸国際交流協会事務局としての事業の比率につきまして

は、両者の事業を作業量・時間数等でとらえることはしておらず、また、両者どち

らにも重複する事業もあることから、正確に、市の事業と協会としての事業の比率

をお答えすることは難しい状況にありますが、今年度の国際交流グループの事務分

掌の事業件数だけで比較しますと、市の事業 11 項目に対し、協会事務局としての事

業 8 項目となっております。 

 また、協会の事業の特色としましては、市民の皆さまを対象としたイベント等を

行う関係もございまして、夜間・休日（土日）の業務が多くなる傾向にあります。 
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18 

【№2-(1)-19：東京事務所と他部署との連携】P42 

 費用対効果の見地から、東京事務所が不可欠であるのか伺います。 

ふるさと大使のネットワークを活用した方が、情報の内容も質も向上するのでは

ないでしょうか。それだけの想いと力のある方が任命されていると思っております

ので。 

［回答：産業振興課］ 

 八戸市東京事務所は昭和 56 年に開設されました。当初は、地元選出国会議員や中

央省庁からの情報収集、市長等の首都圏における活動のサポートなどが主な役割で

したが、近年は、企業誘致、貿易促進、観光などのシティ・プロモーション、八戸

特派大使や在京関係団体・関係者との情報交換、ふるさと納税のＰＲ、Ｕターン希

望者の相談窓口などの業務も加わり、活動の幅が広がってきています。 

現在、東京事務所は正職員 2 名、嘱託職員 1 名の計 3 名体制となっています。平

成 24 年度の予算は総額 3135 万 7000 円で、主な内訳は、人件費 2198 万 2000 円、そ

の他事務所入居費として 607 万 5000 円となっています。 

東京事務所の費用対効果を分析することは非常に困難でありますが、企業誘致に

関しては、平成 22 年度は企業誘致関連で延べ 116 社、平成 23 年度は延べ 64 社と接

触しています。誘致企業の数は、平成 22 年度は 1 社、平成 23 年度は 6 社となって

おり、今後、その成果が徐々に現れてくるものと期待しています。 

現在 85 名いる八戸特派大使のうち、67 名（8 割弱）が首都圏にお住まいです。首

都圏に住む大使の方々には、首都圏における八戸市の“顔の見える”窓口として、

東京事務所を活用していただいています。大使のネットワークをこれまで以上に活

用するためにも、中継基地としての東京事務所の役割が重要であると考えます。 

また、大使だけでなく、官民で活躍する多くの市出身者や同窓会関係者の方々と

築いてきたネットワークもあり、情報収集・情報発信をするうえで大きな財産とな

っています。 

東京事務所が入居する全国都市会館（千代田区平河町）には、当市の他、苫小牧

市、室蘭市、金沢市、神戸市、倉敷市、北九州市、奄美市の各東京事務所がありま

す。また、隣の日本都市センターには、青森市や仙台市など全国 27 都市の東京事務

所が入居しています。東京事務所同士の交流を通して、様々な状況に置かれた都市

の状況を学ぶことによって、有益な情報を得られることもあります。 

前述のとおり、東京事務所の費用対効果を測るのは難しい面がありますが、情報

発信や情報収集、シティ・プロモーションを進めていくうえで、東京事務所の役割

は大きいものと考えます。 
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【№2-(1)-40：窓口コール(選択式自動音声)の設置】P61 

  日替わりボランテイア配置などの、課題解決のための窓口コール設置以外の方策

などは考えていないのですか？ 

［回答：図書館］  

八戸市立図書館は、土・日、祝日等の休日も開館しており、休日は特に、開館し

ているか、開館時間は何時までか、という電話での問合せが多く寄せられます。 

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、来館

者で混み合っている場合は、電話の受取りを待たせてしまうことがあります。 

このため、選択式自動音声装置を導入し、開館に係る問合せについては音声によ

り対応することを検討しております。 

開館日、開館時間の簡易な問合せについては、ボランティアでも対応可能と思わ

れますが、それ以外の問合せとして、本・新聞・雑誌等の所蔵状況の問合せ、返却

期限日の確認、本の予約に関する状況確認、調査研究に係る資料の照会、古文書の

閲覧に係る照会、開催行事の問合せ、分館からの業務連絡などもあります。 

これらの問合せの中には、ボランティアの養成により回答が可能となる照会もあ

るため、ボランティアの配置も含めながら、市民サービスの向上につながるよう検

討して参りたいと考えております。 

  

20 

【№2-(2)-26：出生届時の「誕生のお祝い」の見直し】P84 

一人あたりの予算はいくらですか？ 

［回答：市民課］ 

 現在贈呈している誕生のお祝いの冊子は、A５サイズとなっており、新しい生命の

誕生に対する市長からの「お祝いのことば」や命名の由来、生年月日、生まれた時

の身長・体重などの記入することができる「誕生証書」のほか、赤ちゃんの写真を

貼り付ける欄や、お父さん、お母さんからのメッセージを記入する欄、赤ちゃんの

手形・足型を採ることができるカードが主なものです。 

 一冊あたり 504 円で 1,800 冊作成し、予算額は約 90 万円となっております。 

  

21 

【№2-(2)-27：「窓口サービス向上運動」の実践】P85 

液晶デスプレイによる行政情報表示が震災以降、省エネのため休止となっている

が、必要性がないということか。 

［回答：国保年金課］ 

 今年の夏の電力需要を考え休止していましたが、冷房等も使用出来る状況である

ため、現在は再開しております。 

スクリーンセーバー機能の変化あるモニター画面は、自然に目をひくため、効果

が高いと思われます。今後も、継続し、窓口案内はもちろんのこと、情報提供のた

めに活用していきたいと考えております。 
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22 

【№2-(3)-1：新うみねこプラン（地球温暖化対策地方公共団体実行計画）の推進】

P98 

 地球温暖化対策として、環境にも人にも優しく、八戸の地域性に合うものとして、

木質バイオマスが挙がっていないのは何故でしょうか？取り組みやすさや安全性の

面、特に公共施設でのメンテナンスなどの点においても、秀逸なエネルギーである

事を確認して頂きたいと思います。地域経済にも貢献でき、産業廃棄物を燃料とす

ることが出来る、理想的な再生可能エネルギーです。 

［回答：環境政策課］ 

 「木質バイオマス」は、地球温暖化対策や低炭素社会実現の観点からエネルギー

利用に取り組む地域が多く、その波及効果として、ペレット工場の立地や流通など、

地域経済への貢献へもでき、これまで廃棄物として扱われてきたものを利用できる

理想的な再生可能エネルギーであると認識しております。 

新うみねこプランにおいて、「木質バイオマス」と具体的に明記はしていませんが、

地球温暖化防止のための事業者・市の取組として、リサイクル原材料の使用、廃棄

物発電やバイオマスの利活用を挙げており、その中に「木質バイオマス」も含めて

考えております。 

  

23 

【№2-(4)-7：是川縄文館支援団体の連携】P113 

 「連携」という言葉が実に曖昧に感じられます。熱心なボランティアの方々の活

動には敬意を払うものですが、逆に、市の担当者の方々は何をしておられるのでし

ょうか？工夫すれば、お金を掛けずに出来ることも、予算がない＿と切り捨てられ

ることが多々あるように聞いております。お互いの守備範囲が明確になっているの

かお尋ねします。 

［回答：是川縄文館］ 

是川遺跡の保存・活用などを支援する団体として、現在「是川文化財愛護会」「八

戸縄文保存協会」「縄文是川ボランティア」が活動を行っています。 

「是川文化財愛護会」は、是川遺跡及びその出土品の愛護事業に協力し、その活

用を図り、地方文化の向上に資することを目的に地元住民により組織されており、

市では是川縄文館分館敷地内の竪穴住居の保守管理及び修繕、縄文植物の植栽・管

理を委託しています。 

「八戸縄文保存協会」は縄文文化の重要性を認識し、縄文遺跡及びその出土品の

保存に協力するとともに、その活用を図り、地域文化・経済の振興に寄与すること

を目的とし、毎年「縄文まつり」を開催し是川遺跡のＰＲや地域の活性化を図って

います。また、ミュージアムショップの運営を行うなど縄文館に関連する事業に協

力しています。市では来館者の観覧・体験について満足度を向上させるため是川縄

文館展示解説等業務を委託しています。 

「縄文是川ボランティア」は、縄文土器づくり等の体験学習の指導、展示・是川

遺跡についての解説などの活動により、是川縄文館の教育普及活動の中心的な役割

を担っております。市ではボランティア募集のＰＲやボランティア養成講座の実施、

学習会や他都市の遺跡・博物館等への研修を実施することにより、技術や知識の向

上の支援を行っています。 
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24 

【№2-(5)-2：自主防災組織の育成】P118 

 防災訓練実施までの支援を行う、とありますが、重要なのは、訓練後の検証だと

思います。 

実際、地震時避難の際、町内会等では数々の課題が明らかになりましたが、関わ

る調査・聞き取り等、市からは一切ありませんでした。「一応やったもんね」的お役

所仕事にならぬよう、最後までフォローしているのか、お聞きしたいと思います。） 

［回答：防災危機管理課］ 

 調査・聞き取りについてですが、平成 23 年５月に自主防災組織、連合町内会 55

団体を対象に、東北地方太平洋沖地震における沿岸の自主防災組織（町内会）の活

動状況に関する調査（調査票の回答率 70.9％）と、平成 24 年８月に自主防災組織

35 団体を対象に、東日本大震災時の自主防災組織の活動状況に関する調査を実施し

ております。 

この調査には、これまでの防災訓練が有効なものであったか、また、今後必要だ

と思われる訓練に関する調査項目があり、町内単位での津波避難訓練が必要、など

の意見をいただいており、すでに、一部の自主防災組織ではこれらの訓練を実施し

はじめております。 

自主防災組織や町内会が実施する防災訓練の指導については、管轄する消防署が

担当するところでありますが、市としても、要望のあった自主防災組織に対しては

訓練の相談、指導を実施してきました。 

９月 18 日には、八戸市総合防災訓練に係る、湊地区連合町内自主防災会の防災訓

練事後研究会を開催し、意見や提案等を聴取しております。 

今後も訓練後の検証を生かし、地域の防災訓練がより有効なものになるよう消防

本部と連携し、対応して参ります。 

  

25 

【№2-(5)-7：災害時要援護者を支えるまちづくり】P123 

 登録、情報提供は、具体的にどう作用するのでしょうか？ 

［回答：福祉政策課］ 

 災害時要援護者登録制度を通じて登録された情報は、各地区の民生委員児童委員、

市の関係部署や消防本部、及び要援護者の支援に関する協定を締結している町内会

や自主防災組織に提供しており、それぞれが、要援護者の支援に係る活動に登録情

報を活用しております。 

例えば、民生委員児童委員や町内会・自主防災組織は、地域内の要援護者を事前

に把握し、見守り活動や避難支援計画の検討を行うなど、平常時からの災害対策に

係る活動を進めております。また、市の関係部署や消防本部では、災害発生時の避

難の呼びかけや安否確認などの活動に、登録情報を活用しております。 

しかしながら、登録された情報を基にした支援活動は、それぞれの判断で行って

いるのが現状であり、その内容把握や検証についても明確な方針が定まっていない

ことから、今後は、東日本大震災やその後の訓練などを通じて浮き彫りになった課

題を検証しながら、平常時の活動や災害発生後の安否確認などの活動を把握・検証

する方法について、見直しを図って参りたいと考えております。 
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●意見 

№ 内 容 

26 

【№2-(1)-1：内部統制制度の構築】P26 

 制度構築前におけるリスク・失敗事例の把握は実施しないこととしたー？？？ 

制度がなければしないことなのでしょうか？ 問題の把握なくして制度が作れる

のでしょうか？ 不思議です。民間企業であれば、リスクや失敗は、即座に共有し

ます。まず「制度ありき」、が一番「お役所的」と批判される症状だと思います。 

［コメント：行政改革推進課］ 

当初計画では、事前にリスク事例の把握を行い、その後順次方針・体制整備を行

うという表現になっておりましたが、民間企業で導入が進む内部統制の考え方に基

づき、まずどのような事象をリスクとして認識し、組織として対応するかという基

本的な方針を立てた上で、毎年度全庁的にリスクの把握、対応策の検討・実施、見

直しという一連の流れを PDCA サイクルで行う仕組みを構築することとしたもので

す。 

  

27 

【№2-(1)-27：貿易支援制度（海外経済協力員）の見直し】P50 

 このような制度のあること自体を知りませんでしたが、単なるＰＲではなく、戦

略的な側面も必要と思われますので、制度自体の見直しの方向と廃止は妥当と思い

ます。 

［コメント：産業振興課］ 

 当該制度については、平成 23 年度をもって謝礼を廃止し、おおむねスケジュール

通りに進捗しております。 

現在、海外経済協力員を委嘱している３名（米国ワシントン州タコマ市、中国天

津市、シンガポール）からは、引き続き無償で現地の情報提供等に協力いただける

旨の了承を得ており、現時点では制度自体は廃止せず、当面は、八戸港コンテナ定

期航路等を活用した海外販路拡大を検討している国や地域（韓国、台湾、香港等）

を中心に、さらなる協力者確保に努めたいと考えております。 

制度自体の周知については、これまで努力が不足していたものと認識しており、

今月 20 日発行の市広報で特集記事を掲載したところであり、今後も適切な広報に努

めます。 

新たな市独自の貿易支援制度については、国や県の動向を注視しつつ、必要性や

地場企業へ与える効果を踏まえ、内容を検討しているところであります。 
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28 

【№2-(1)-38：小学校家庭教育学級の整理・統合】P60 

 類似事業・活動が行われている場合、参加されている方々が重複されているだろ

うから、その辺りからのヒアリングを重視しながら統合を進めることが大事だと思

います。この小学校家庭教育学級に付きましてもその姿勢で実際されている事が出

来ている感じを受けます。 

［コメント：社会教育課］ 

 「小学校家庭教育学級」は、年間４校程度の小学校を対象に実施していた事業で

あり、それに対し、「子育て・親育ち講座」は市内の全小中学校、幼稚園、保育園を

対象とする事業です。「小学校家庭教育学級」を実施していた小学校に聞き取りを行

い、事業の統合による影響を検討しながら平成 23 年度に事業の統合を行いました。 

今後も事業に関係する方々のヒアリングを重視しながら、事業内容の充実に努め

て参ります。 

  

29 

【№2-(2)-1：窓口サービス改革】P65 

 「ご用件は何ですか ～ 窓口案内サービス」という看板を受け付けに掲げ、ど

の窓口に行ったらよいのか、全て受付で確認できるようにしたら如何でしょう？ 

どこに行ったらよいかわからず、窓口を訪ね歩いている人をいまだに見かけます。 

番号札を取らずに色々質問を始める人も相変わらずいます。ルールを徹底させる

ためにも、案内掲示やレイアウトなどの工夫をしては如何でしょう？ 

［コメント：行政改革推進課］ 

いただいたご意見も踏まえつつ、よりよい窓口案内のあり方について検討して参

ります。 

また、案内表示やレイアウトの改善についても、窓口関係課職員による相互チェ

ックや、アンケート等によるお客様の声も踏まえながら、適宜見直しに努めます。 

  

30 

【№2-(2)-5：市政情報メールマガジンの配信】P69 

  すでにメールマガジンは古くなりつつあります。すでに、民間業者のメールマガ

ジンが膨大な量になっている現状からすれば、プッシュ型の情報発信より、プル型

の情報発信形式に切り替える必要もあるかもしれません。 

［コメント：広報統計課］ 

 プッシュ型・プル型それぞれについて、特性やメリットを生かせるよう、効果的

な情報発信手段を研究して参ります。 
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31 

【№2-(2)-8：別館 10 階展望回廊の活用】P72 

 展示以外に、活用に関して市民や来訪者のアイデア募集という方法はいかがでし

ょうか？ 

かつて、観光スポットのひとつとして、ご案内させていただいたことがあります。 

［コメント：管財課］ 

展望回廊の活用については、本館市民ホールなどで実施している各種市民活動な

どの展示を、夜７時まで一般開放している別館 10 階展望回廊においても実施できな

いかということで提案したところですが、市民課や国保年金課など市民が多く訪れ

る用務課との距離が遠いなどの理由から敬遠されているものと思われます。 

今後、活用について各課への働きかけを徹底するとともに、展示会が開催される

場合には、庁内放送や案内表示等により、より多くの市民に、眺望を楽しみながら

展示をご覧いただけるよう努めていきたいと考えております。 

 また、委員のご意見にありました、別な活用方法について、市民や来訪者からの

アイディア募集についても、様々な立場や視点からの活用方法の提案が期待できる

ことから、今後検討したいと考えております。 

  

32 

【№2-(2)-19：花き栽培サポート園の設置による花育の充実】P79 

 行政がやる必要を感じません。行政がやるなら、それなりの目的（テーマ）を持

つべきだと思います。例えば、この地域には・・とか、街の景観の統一感を持たせ

るために・・とか、節電対策・・とか。市民農園利用者のためだけではなく、また、

利用者には、美しい八戸市作りに貢献してもらうための、サポート施設であるべき

だと考えます。 

［コメント：農業経営振興センター］ 

 当花き栽培サポート園（見本園・花壇）は、市民の花きへの関心を高め、花育の

充実による花きの消費拡大を図り、ひいては、当市の景観の向上に資するため、平

成 22 年度から開設したものです。 

平成 24 年度は、市民の皆様の様々な用途等に応じるため、開花期間が長いもの、

ツル性で壁面利用や日陰を作れるもの等の花壇花を展示栽培するとともに、栽培に

関するリーフレットを掲示しております。 

この取組につきましては、対象が主に市民農園利用者に限られ、効果が限定的で

あると考えられることから、内容の検討をすすめて参ります。 
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33 

【№2-(2)-26：出生届時の「誕生のお祝い」の見直し】P84 

 お祝い品の嗜好が多様なものとなったり、民間業者のサービス向上でむしろ行政

のサービスとしてはそぐわないものとなっている印象を受ける。 

［コメント：市民課］ 

 今年度の７月と８月に出生届けを届けられた方々にアンケートを実施し、162 名

の方から回答を得ることができました。 

その結果としましては、出生届けを初めて届出た方では、56％の 44 名の方が贈呈

については、大変うれしいと答えております。 

うれいしいと答えた 38％の 30 名の方を加えると、94％の方に喜んでいただいて

いるとの回答を得ております。 

また、出生届が２回目以上の方の中では、以前贈呈したお祝いを現在も保管して

いる方は、51％ありました。 

しかし、保管している方の 82％の方々は、ほとんど見ないと答えております。 

このことから今後は、「誕生のお祝い」の廃止も含めて検討して行きたいと考えてお

ります。 

  

34 

【№2-(2)-35：総合教育センター施設の市民への開放】P91 

 稼働率とコストとの兼ね合いになるのだろうが、基本的な方向としては稼働率を

上げる方向で行く事に市民からの賛同が得られることになると思います。活用がか

なりされている印象を受けますが、Ｂ評価はなぜだろうか？とも思います。 

［コメント：総合教育センター］ 

 平成 22 年度からに実施している「総合教育センター施設の市民への開放」への取

組は、総合教育センターの概ね想定どおりの実施効果・成果が得られております。

内容的には充実しておりますが、高い目標を設定しており、自己評価の基準により

ますとこの取組は「B」評価にあたります。 
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柱３ 持続可能な財政基盤の確立 

●質問 

№ 内 容 

35 

【№3-(3)-6：奨学金償還率の向上】P136 

生活保護費や給食費などと同様、善良な市民が馬鹿臭く思ってしまう状況はあっ

てはなりません。督促状を送る回数を増やす、等というのが業務だとは思えません。 

法的措置は取れないのでしょうか？ 行政は「いい子」になることの方を優先し

がちですが、それは市民から見れば、面倒な事・厭な事はしない「悪者」にしか見

えません。「給与差し押さえ」をするなんて酷い、なんて該当者以外、思いません。 

更なる手段はないのでしょうか？ 

［回答：学校教育課］ 

全国的に奨学金事業を実施している独立行政法人 日本学生支援機構では、まず延

滞者に対する電話督促を実施し、それでも返還に応じない場合は、同機構が委託し

た債権回収会社（サービサー）が本人・連帯保証人及び保証人に対し訪問督促等に

より奨学金の回収を行っています。長期間延滞が続いた場合には、民事訴訟法に基

づく法的措置として支払督促申立の予告、支払督促申立、仮執行宣言付支払督促の

申立、強制執行による給与や財産の差押え、と段階に応じた対策を実施しておりま

す。 

八戸市では、現在、市職員による督促状の送付・電話督促・訪問督促の段階であ

り、今後、独立行政法人 日本学生支援機構や先進の他都市を参考にして、更なる奨

学金償還率の向上について研究して参ります。 

 


