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平成 25年度 

第１回八戸市行政改革委員会 議事録 
 

日 時  平成 25年６月 24日（月）午前 10時 

場 所  市庁本館３階 議会第一委員会室 

出席委員  椛沢委員、樺委員、北向委員、西川委員、長谷川委員、藤村委員 

事 務 局  早狩総務部長、中村行政改革推進課長、 

佐々木副参事、佐々木主査、奥瀬主査、阿部主事 

次   第    １ 開  会 

２ 委嘱状交付 

⑴ 委嘱状交付 

⑵ 市長挨拶 

３ 組織会 

⑴ 委員長の選任 

⑵ 職務代理者の指名 

４ 審  議 

⑴ 会議の公開・非公開について 

⑵ 八戸市の行財政改革の取組状況について 

 

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

 

次第３ 組織会 (1) 委員長の選任 

 

〔長谷川委員に決定〕 

 

次第３ 組織会 (2) 職務代理者の指名 

 

〔北向委員に決定〕 

 

次第４ 審議 (1) 会議の公開・非公開について 

 

委員長： それでは、本委員会の審議について、公開とするか非公開とするかについて、委員

の皆様にお諮りしたいと思います。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〕 

 

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。 

 

〔委員了承〕 
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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４ 審議 (2) 八戸市の行財政改革の取組状況について  

 

委員長： 続きまして、八戸市の行財政改革の取組状況について、事務局から説明を受けたい

と思います。 

 

〔事務局が資料に基づき説明〕 

 

委員長： どうもありがとうございました。 

第４次のスタートからというお話ではありますけれども、ここ近年の改革のお話も

していただきました。また、現在継続中の活動についてもお話しいただきました。こ

の後は皆さんから御質問をいただきながら、意見交換をさせていただければと思いま

す。 

質疑の対象は今日事務局より御説明いただいたお話と、それから事前にお配りいた

だいている、具体的な一つ一つの「一部署一改善」の資料等がございますので、あわ

せて皆さんから御質問、御意見をいただければと思います。 

どうぞＡ委員。 

Ａ委員： 質問をいくつかさせていただきます。 

まず、先ほどの資料（八戸市の行政改革の取組状況について）の20ページで「扶助

費の増加」に関する話がありました。全国的にも扶助費が増えていると言えます。こ

れは一つ疑問なのですが、グラフの推移をみると、八戸市も平成21年から平成22年に

かけて、扶助費の比率がものすごく増えています。この原因について、何か把握され

ているのであれば教えていただきたいです。 

それと、23ページに「遵守すべき３つの指標」というものがあり、「③財政健全化

指標」でさらに４つの指標が掲げられているというお話がありました。私は授業で毎

年この指標を学生に紹介して八戸市の取組を話しています。この中の「将来負担比率」

を青森市と八戸市で比較すると、八戸市の比率は結構高かったと思います。なぜ高い

のか、これからどんどんと減らしていくことになるとは思うのですが、それに対する

取組の状況を教えていただければと思います。 

委員長： そうしましたら、まず「扶助費の増加」の要因について皆さんで理解することにし

ましょう。その後に２つ目の「将来負担比率」のお話ということで。 

まずは「扶助費の増加」の話です。どういう要因だったのでしょうか。 

事務局： リーマンショック以降、急激な形で生活保護世帯数が増加しております。今、具体

的な資料は持ち合わせていないのですが、年度ごとに増加しているというのが実態で

ございます。 

委員長： そうすると、生活保護世帯の増加が要因の一つなのではないかということですね。 

事務局： はい、それが一番大きな要因ではないかと思っています。 

委員長： このように増加した場合、これは市独自で負担しなければならないのですか、それ
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ともこれに見合ったものが国からなりどこからか来る仕組みになっているのですか。 

事務局： ４分の３は国が、４分の１は市が負担することになります。総じて国からいただく

のですが、当然、市の負担も増えていく形になります。 

委員長： 扶助費の増加傾向について、今後はどのように見込んでいるのですか。 

事務局： 担当課の分析によりますと、高齢世帯がすごく伸びているそうでございます。それ

は今後も続くと思われますので、現時点で生活保護世帯数が減る要因は無いというの

が現状です。 

したがって、この傾向は当分続くのではないかと予想しています。 

委員長： 扶助費の項目は、生活保護の他にどのようなものが大きいのですか。 

事務局： 扶助費の内訳ですか。少々お時間をいただけますか。 

委員長： 分かりました。これがだんだん大きくなると、他のものを削減しても、引き続き厄

介な課題を背負うことになります。 

事務局： 今後、国で生活保護に関する取組の見直しは出てくるということでございますので、

市はそれに合わせて進めていくことになろうかと思います。 

Ａ委員： そうすると、高齢世帯増加に伴う生活保護の増加とリーマンショックによる高齢世

帯以外の生活保護の増加があるということですか。 

事務局： そのように聞いております。 

Ｂ委員： 近所の方なのですが、ある時まで毎日お仕事に通われていたのですけれど、それが

突然仕事が無くなってしまったのが何年か前です。60代くらいの方なので、お仕事が

探せないでいらっしゃるのかな、これからずっと八戸市のお世話になるのかなと思い

ながら拝見しています。そういったことで増えているのかなということと、最近は精

神疾患の方も増加しているようにお見受けします。そういった方も生活保護の対象に

なるのですか。 

事務局： 医療扶助というものもあります。 

扶助費の中身についてですが大きいところでは、先ほど説明しました生活保護の他

に、子ども、老人対策、そういった部分があります。 

22年度決算でいいますと、「子ども手当」の割合が大きかった可能性があります。

ただし、よく言われますのは、子どもに対する費用よりは高齢者に対する額の方が多

いということです。人数で言いますとどうしてもそういうことになります。高齢化に

伴い高齢者福祉のため様々やっているものが増えているということが大きいのではな

いかと思います。 

委員長： 子どもさんやお年寄りに対する扶助費のうち、国のサポートはどのくらいですか。 

事務局： 一律ではなく制度ごとに決まっています。 

委員長： いずれにしろ地域が導入しなければいけないのですね。 

事務局： 全ての国民が受けるサービスということで、国が規定しているものに関してはそう

なります。当然、国からは補助金や負担金という形で入ってきます。 

委員長： そうすると八戸市に元気がなければこの扶助費は増えるということですね。人口が

減れば扶助費額は減るけれど、高齢者が増える環境では増えざるを得ない費目という

ことになるのでしょうか。 

事務局： 少なくとも、今それが改善される状況ではないということであります。 
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委員長： 分かりました。 

事務局： 単純に考えますと、同じ条件でお年寄りの数が増えるのであれば、その分かかる費

用も増えるということになります。 

委員長： ということは、この「扶助費の増加」は「第５次八戸市行財政改革」とは別で、具

体的にここをケアするというような仕組み作りは難しいので、他の部分で相当な改善

をしない限り、カバーできないということにもなりますね。 

事務局： そう思います。 

委員長： それでは次に、先ほどの「将来負担比率」につきましてお話していただけますか。 

事務局： 八戸市の「将来負担比率」が、青森市よりも高いというお話でしたが、それにつき

ましての分析を持ち合わせておりませんでした。次回の会議までに御報告させていた

だきます。 

委員長： Ａ委員がお持ちの情報をお話しいただけますでしょうか。 

Ａ委員： 単に市が公開している情報を比較して、八戸市、青森市ともにそうなのですが、全

国と比較して「人件費率」はものすごく低いですね。かなり努力して削減なさってい

るからでしょう。 

ただ確か、八戸市の「将来負担比率」だけは若干高めだったと記憶しています。「将

来負担」というのは、退職金とか公共事業費あるいは市債の返済分なのだろうと思い

ますが、この部分だけ高い記憶があったものですから、もし、その要因を何か持ち合

わせていたら教えていただきたいです。 

事務局： おっしゃられる通り、八戸市の場合は公共投資をかなりやっている部分があります。

必要なものはどんどん作るということもあります。健全な状態で投資しておりますが、

もしかすると、その分が反映されているのではないかと思います。今のお話を伺って

いてそう感じました。 

委員長： そのへんは資料があれば、また次回ということにしましょう。 

その他、皆さんから御質問をお願いします。Ｃ委員、どうぞ。 

Ｃ委員： 基本的なことで申し訳ありません。資料の22ページに「一部署一改善運動」という

のがありますが、これは各課が取り組むということでよいのでしょうか。課内はいろ

いろなグループ等に分かれていますよね。 

事務局： 基本は、課単位でやっております。「一」という数を挙げておりますが、当然、一

つだけではない課もありまして、グループごとにやれるところはやっております。こ

れは第５次の計画で新たに取り組んだもので、全ての課が何か一つ改善を行うという

取組になってございます。 

Ｃ委員： そうすると、どこの課にも必ず一つ以上はあるということですよね。 

もう一つ質問ですが、資料30ページに「進捗状況評価」とございますが、これは課

内での評価ですか。 

事務局： 各課に内部評価させたうえで、我々が客観的に妥当かどうかも見ております。更に

は、昨年度の行政改革委員会でお示しいただきました御意見も踏まえ、最終的に固め

た評価になっております。 

Ｃ委員： 総合した評価がここに出ているのですね。分かりました。 

委員長： Ｂ委員、どうぞ。 
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Ｂ委員： 資料22ページに「大綱の概要」の「特徴」として、先ほどＣ委員がおっしゃったよ

うに、「②『一部署一改善運動』に取り組んでいる」、それを「③定期的な進行管理に

より着実に推進されている」となっています。この「定期的な進行管理」というもの

も職員の仕事になるのですよね。「定期的な進行管理」とは、どういう予測をして、ど

ういうことをなさるのかをお伺いしたいです。 

これはある意味、市民に向けたサービスではなく、純粋に自分たちの仕事を審査す

るのですよね。人員削減されている状況で実績を上げなければならない中、また更に

お仕事を増やすということに対して心配があるのですが、このへんはどういうふうに

お考えでしょうか。 

事務局： まず、「定期的な進行管理」のやり方をかいつまんで説明いたします。 

一つは、年に１回、皆さんにお配りしました「年度ごとの進行管理表」を取りまと

めるという作業がございます。そこで各課は、自分達の取組がどうだったかを自分達

自身で評価しつつ更に改善をしていきます。 

次に、事務局である私どもでは、それを取りまとめてきちんと進行しているかどう

かの働きかけをします。 

そして、先ほど資料31ページにある「庁内推進体制」のところでお話ししました市

長をトップとする「八戸市行政改革推進本部」で、現在市ではこういう取組状況にな

っているということを整理して、細かな点だけでなく、大きな視点も含めた進行管理

をしていくというのがこの取組でございます。 

それから、「職員の仕事が増えるのではないか」というお話がございましたが、当

然ながらこの計画をお示しする時点で職員はこれと同様のことを行っております。こ

のことは今までの仕事の延長線上にあるものだと考えておりますし、今般の行政改革

に限らず、「実施計画」や総合計画の中でも「戦略プロジェクト」は、常に職員自身

が進行管理をしながら進捗と成果について評価しております。多少の人的な負担があ

るとしても、きちんとした仕事をしていく上では必要なプロセスかと認識しておりま

す。 

委員長： その辺の認識は、今まで100のパワーで仕事されているとすると、どの程度改革のた

めに使うのか、つまり、「この上に新しい仕事が発生した」と捉えるのか、それとも

「100の中」と捉えるのかによっても違いますね。馴染むまでに時間がかかる場合もあ

るでしょう。職員の方はどういう意識なのでしょうか。 

事務局： おそらく第４次の改革までに「目標設定型」は定着したのではないか思います。総

合計画にある「進行管理」の「各課が意識をもってやる」という部分でいえば負荷は

増えたのかもしれませんが、逆にいうと、仕事のやり方として「100から増やす」のか

「100の中なのか」という考え方以外に、「100の中身を変える」というやり方も職員

の中で出てきていると思います。効率的にやって「増えたものは100の中でやればいい」、

あるいは「余力があったら110やればいい」という考え方、あるいは優先順位を考えて

仕事の効率化に繋げる等、民間の方々がやっている形をだいぶ意識していると思いま

す。結果はまた別としましても、単に負荷を感じているだけではないと思います。 

委員長： 今回は質の改革です。そういう意味では仕事の質の改革に繋がっていると言えます

か。 
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事務局： 強制的にやらされていると思う職員が全くいない訳ではないでしょうが、そういう

環境の中で職員の体質が変われば、組織としての効率も自然と上がると思います。今

はそういう歯車を回している状態だと捉えています。 

また、Ｂ委員のおっしゃった部分は非常に重要だと思います。 

「現状把握なくして改善はできない」ですし、進行管理しながら「今どういう状況

にあるのか把握しなければ次のステップには進めない」ということがあるとは思いま

すが、現状を把握する段階では、過度な負担を強いるのではなく、厳選した必要な項

目をやるということは心すべきだと思っております。 

委員長： 今のお話を踏まえて、民間の視点での意見はございますか。 

Ｄ委員： 17年度の「集中改革プラン」、これは外科手術だったのだろうなというイメージを

持っております。明確な数字が出された中で外科手術をしたのだと捉えています。JAL

や日産でも同じようなことをやりました。 

外科手術の後は内科ですね。今は内科治療をやっているイメージで見ています。感

想に近い意見になりますが、「実施計画」の中でいくと、各課で具体的な目標や様々

なアクションを起こされているというのは、内科治療をしようとしている訳です。私

はどちらかというと内科治療では職員の意識が重要視されてくるのだろうと考えてい

ます。外科手術はある意味トップダウンでできるのですが、内科治療になるとむしろ

現場からの意見が重要で、外科手術とは真逆のエネルギーをかけることが必要になり

ます。非常に難しい時期にさしかかったなと思っております。 

私がひとつ心配しているのは、大きな会社、小さな会社、どちらにでも起こり得る

ことですが、部分部分では非常に最適なことをしようとするのですが、全体として最

適にならないことが起こり得るということです。要するに「それぞれの最適は全体の

方向とは違う」ということが組織になると起こり得るということです。変な話ですが、

うちの社員に聞いてみても一生懸命やってはいるが部分最適になっているときがあり

ます。どこかで調整しなければいけないというか、全体を見るように方向転換させな

ければいけないことがあります。 

八戸市の場合、どの辺で調整というか判断する仕組みができているのかが気になり

ます。内科治療になればそういうことが非常に大事だと思いますので、カバーできる

工夫があってもいいのかなと考えておりました。 

委員長： 今のお話にあった、「部分最適が全体にとっては最適ではない」というお話の具体

的事例があったら教えてください。 

Ｄ委員： ある大手メーカーのお話ですと、それぞれの部署で改革プランを立てる際は、やは

りどうしても上司の顔見なきゃいけないという、組織的な要因が出てくるといった話

を聞いたことがあります。改革しようとする時、従業員さんの意識が前向きだったら

いいのですが、そこまでするなという意見も出るそうです。その辺をうまく調整する

立場の方が組織の中にいらっしゃらないと、本人が孤立していくということもあるそ

うです。また、それぞれの工場や営業所ごとにやはり改革内容が違いますから、部分

最適になりがちだということです。 

おそらく八戸市も部署ごとの考え方は違うのではないかと思います。そこをうまく

調整するのはこの改革大綱の組織でいえば「行政改革推進本部」になるのかと思いま
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す。方向性が部分最適になっているような場合があれば、それはちょっと待てよと。

部署内の評価がＡ評価だとしても、全体でもそれでいいのかということを検証しなけ

ればいけないなと考えております。 

事務局： その点に関しまして申し上げます。先ほども申し上げましたけれど、各課が評価を

出してきたものに関しては、行政改革推進課で一旦全部揉んでチェックをします。 

評価が低いものに関しては、きちんとしたデータを出すように働き掛けます。今お

っしゃられたバランスが悪いものや各課が連携できるようなものについては、こちら

から提案という形で各課に出すこともあります。ただしその評価は最終的にはその課

での判断になりますので、うまくできている場合とうまくできていない場合、時期尚

早だというような回答をもらう場合もございます。いずれにしても、そのクッション

となる役割をする部署としては今後も行政改革推進課が担当していきたいと考えてい

ます。 

委員長： ある意味、複数の課が共通なテーマに取り組むこともあり得る訳ですね。もちろん

その部署限定の取組も生まれるでしょうし。部署の中でやっている具体的な中身はそ

の部署の方が詳しいのでしょうけれど、横を見てどうなっているのかについては、誰

かが横を見てやる必要があるという話ですね。 

事務局： 例えば、リスクマネジメントの場合は、その事務の内容によっては、単独でこの課

しか扱わない事務、逆に各課共通にみられる事務というのがあります。やはり横断的

に見ていかなければならないですから、各課共通の事務を総括する課が存在します。

よくいうのはその総括する課には、今どういう状況にあるのかといった情報収集能力

が必要ですし、リスクが発生したときに、総括する課としてどういう対応をしなけれ

ばならないのか気を付けるということが大きなポイントだろうと思っています。 

委員長： そういう意味では、各職員の方自身も特定の部署に専門的に携わることも大切です

し、横を見る力もお持ちになっていただく必要性も出てきますね。 

Ｅ委員、いかがですか、何か気になったことはございませんか。 

Ｅ委員： まだ詳細が分かりませんので質問はありませんが、思っていることとすれば、お金

のことを変えたい時には、得てしてお金のことではなく、設備のことや人のことで解

決した時に同じくしてお金のことも楽になるという一面があると思います。ギューッ

とお金のことだけを突き詰めて考えて使わないようにしていったところで、終わりは

来てしまうので、組織の改革は必要だなと思います。 

今の時代は「横型リーダーシップ」という言葉がありますように、リーダーシップ

は上からではなく、横の連携で、例えば同じ年代の方たち同士で自然発生的に話し合

うことが組織の活性化に繋がるのだと思います。 

私の事務所も開所当初は赤字続きで借金をしましたが、今はそれも無く、従業員を

抱えることができるようになった経緯がございます。そういった経験からも、皆さん

とは頑張っていけるかなと思っております。 

この資料の27ページや28ページに「サービス」という言葉がたくさんありますね。

昔は私のような会計事務所はお客様から「ただ税金を計算する所」としか見られてい

ませんでした。市役所の方達も公務員ということで、ちょっと私達と似たように見ら

れているかもしれませんね。でも今はお互いサービス業です。目線を市民の皆さんと
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同じに置かないと、うまくやっていけない時代になっています。市民の皆さん全員へ

のサービスだと思って仕事をしていただくのはなかなか難しいとは思いますが、サー

ビス業であるという視点でこの仕事を考えていただければいいなと思います。 

事務局： 今お話をいただきました中の「横型リーダーシップ」にも関連してくると思うので

すが、27ページの「柱２ 質の高い市民サービスの追求」の中にありますように、今は

「窓口サービス改革」に力を入れて取り組んでいます。この推進方法は、上から形を

決めて「こうしましょう」というのではなく、窓口関係課の職員がワーキンググルー

プを作り、そこで物事を決めます。ボトムアップ的にいろいろなことを決めて、それ

を全庁に普及させていくといった進め方をしています。 

現場にいる色々な課の人間が集まってきて、その中でどうしていったらいいのかと

いった、まさに現場の意見を出しまして、それを課に持ち帰り進めていくというやり

方。さらには、先ほどＤ委員からもありました連携的なものもその中からできてきて

います。 

最近はそういったワーキンググループを作ってやっていくという進め方が全庁にだ

いぶ増えてきているところでございます。 

委員長： 今、これからの話が出ました。御質問だけではなくて、これからの行財政について

の御意見等もございましたらいいただけますでしょうか。 

Ａ委員： 資料２ページの「第４次大綱策定の背景」に３つの特徴がありますね。「自治体の

スリム化の要請」、「民間の活用」、「給与削減への強い姿勢」ということで。個人

的な感想ですが「自治体のスリム化の要請」と「給与の削減への強い姿勢」に関して

は、八戸市は非常に熱心に取り組まれているなという感じがいたします。 

これはまさにこれからのことに関係してくるのですが、「民間の活用」に関わるこ

とだと思います。特に前の政権のときもそうでしたし、今の安倍政権の新成長戦略の

中にも入っています。例えばPFIの活用というものがあります。確か青森県ではまだ実

施が１件もなかったと思いますが。県にも実現可能性調査（フィージビリティスタデ

ィ）をやったことがあるのか聞いたことがあります。一応やりましたということでは

あったのですが、でもちょっと難しいですねということでした。委員長の御専門かと

は思われますが、今後は特に社会資本は作るだけではなく、これをどう維持・管理し

ていくのかといったところにもお金がかかる時代になってくるわけです。でも、まだ

まだ八戸市や青森県はインフラが足りない部分もあって、一方で作ったものを直すた

めにお金をかけていかないといけないという現状の中で、おそらく最終的に、そこを

両立させるためにはPFIを活用していく必要があるのだと思います。これは非常に難し

いと思います。青森県にPFIを担当できるような民間企業が無いということもあるので

しょうし、そのPFIに適した事業というものが今のところ無いというのもあるのかもし

れません。 

いずれにしても、これらから考えると、お金が無いことが分かっていて、しかもこ

れからさらにお金がかかっていくことも分かっているなかで、いかに民間と手を携え

て事業をしていくのかということが非常に重要になっていくのではないかなと思いま

す。私に答えがある訳ではないのですが、ここのところはこれから気になってくるの

かなという感じがします。 
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委員長： 今のお話ですが、指定管理者型の「箱は行政が準備して運営は管理者が行い、そこ

へ毎年お金をお支払いする仕組み」ですが、どの辺にこのPFIの魅力を感じられますか。 

Ａ委員： 正直なところ、なかなか難しいかとは思いますが、例えばイメージで言いますと、

美術館やスポーツ施設のようにある程度の収益性がある事業、ある程度の手数料や利

用料でまかなえるような施設を建てるときにPFIを活用することになるのではないか

と思います。これまでは実際にはそういう施設がありませんでしたね。しかし、お話

を伺いますと美術館などは多少手狭になってきているので整備してほしいとか、スケ

ートリンクを整備してほしいという声があると伺っています。そういう中ではPFIの活

用を考えなければ、要望に応えていけなのではないかなと思っています。 

委員長： なかなか踏み切れないのは、収益性の確保といった難しい問題を抱えているからだ

という気がしますが。 

Ａ委員： そうですね、多分そうだと思います。 

委員長： 大都市とは異なった環境だということが大きいですよね。 

Ａ委員： そうです。 

委員長： 今お話に出ています民間の活用で言いますと、八戸市では指定管理者制度は導入さ

れていて、施設の運営は民間で行っているのですが、人やお金などの数量的な面でど

のように反映されているのか、民間活用という視点から何かお話はあるのでしょうか。 

事務局： 一つには、従来の直営に比べて職員の効率化が図られている部分があると思います。

併せて費用の面に関しても、民間の合理的な費用運用方法は歳出削減に繋がっている

という面はございます。それから、指定管理者によって単純に職員の効率化が図られ

たとかお金が削減できたといった以外に、民間の方々の方がサービスに関するノウハ

ウを多岐に持っておられるので、従来にないサービスが提供されているといった効果

も出てきているのではないかと思います。 

八戸市はいろいろな所に民間を入れている方ではないかと思いますし、概ねいい成

果が出ているのではないかなとも考えております。 

委員長： 市民サービスという視点からいえば、利用者数が増えているか等、そういうポイン

トが大きいですよね。 

事務局： 指定管理者制度に関しては、モニタリングの形で年間の利用者数がどうなっている

か、サービスとしてどういったことをやっているのかといったものもデータとして集

計しております。そして、それを担当課が評価して公表するスタイルを採っておりま

す。直営でやっているときには、単に利用者は何人でしたという数字が出る程度だっ

たかと思いますが、サービス面に関してもきちんとした評価を行う形になっています

ので、毎年やることによって、去年よりもさらにいいサービス、あるいは悪い所があ

ればそこを直すといったサイクルも生まれているのではないかと思います。 

事務局： 少し具体的なデータをお伝えしますと、まず、指定管理者制度が開始してからの行

政側の経費削減額は、これまでで約５億６千万円になっています。また、民間側には

新たなる雇用といった経済効果が出ております。 

市民の方々への効果としましては、開館時間の延長や休館日の開館が135施設のうち

45施設とサービスが拡大しております。その他に、利用者数も伸びておりまして、23

年度の状況では前年度比10％以上増の施設が21施設ございます。これは指定管理者制
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度にすることによりまして指定管理者の方々がさまざまな自主事業を行っているため

だと思います。これは本来の施設目的以外に様々なイベントや市民サービスの向上に

なるようなものとして、例えば会場を使っての市（いち）の開催、ものづくりの体験

工房の開催、子ども用のイベントを開く等をしていただいた結果だと思います。 

委員長： 今のお話の中のもう一つにインフラの老朽化があり、市民の皆さんも関心がおあり

かと思います。割と先に計画されているのは橋梁等かとは思いますが、予算の平準化

といった意味ではバランスをとりながらそういった施設への計画もされているのでし

ょうか。もう既にあるのですか。 

事務局： 道路、橋梁、下水道、市営住宅、そういったことに関しては、長寿命化計画や修繕

の平準化の計画を立てて取組が進んでございます。その他の施設に関しましては、財

政課が修繕計画を立てるために、各施設の担当課へ聞き取りをしまして、毎年計画的

に修繕が行われるように取り組んでおります。 

委員長： 分かりました。他に皆さんから何かございませんか。 

Ｄ委員： 先ほど内科的な話をさせていただいたので、内科的なことでもう一つだけ要望がご

ざいます。 

自立性の高い組織運営の確立というか、職員の方の活性化のことですが、先ほどの

メーカーの方がおっしゃっていたのは、リスクを冒さなくなる組織は駄目だというこ

とでした。上司の方にはリスクがかかるかもしれないことでもなるべく潰さないで、

活性化とのバランスをとりながらやるということをお願いしたいと思います。リスク

を取らなくなると中にいる職員、会社であれば社員たちは非常に安泰としていられる

のですが、内部環境が変わったときに一気に辞めてしまうという恐ろしさがあります。

リスクが発生する中で改革するのだという意識を持たれるのがいいと思います。是非

そこはなるべく潰さないようにお願いします。やりづらいというか、大変な部分もあ

るかもしれませんが、上司の方がそういった目線で何か言っていただけると、様々ア

イディアが増えてきて、結果としては市の財政健全化にプラスとなっていくと思いま

す。 

民間の会社ではありますが、組織というものを様々に見てきた中で感じることを申

し上げさせていただきました。 

委員長： 今のそういう意味では、「一部署一改善運動」などで、最終的には実施できなかっ

たとか、いろいろな課題が複合的に発生したことが要因で当初の目的を達成できなか

ったといったことに対して、それを単なる「Ｃ」という評価ではない評価、チャレン

ジしたこと自体を評価するということもないといけないと思います。つまりオール「Ａ」

であれば100点かというとそうではないという評価があってもいいというふうに感じ

ます。 

失敗したらいいという話ではないのですが、考えたけれどやっぱりやめたという英

断もありかなとも感じます。 

Ｃ委員： 今の御意見で、そこまでやって「○」か「×」ではなく、そこを認めてあげるとい

うことが次へのステップになると思います。そこのところが大事かなと思います。 

委員長： だんだん改善が進んでいくと、そのうちやらなくなってしまって、成功しないと「○」

にならないのだったらチャレンジもしないという雰囲気になると勢いがなくなってし
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まいますからね。 

事務局： その通りだと思います。それについては、心して進めていきたいと思います。 

Ｄ委員： 今の話に関連したことですが、八戸市役所は民間企業との交流人事はされています

か。 

事務局： 現在はJR東日本盛岡支社に職員を一人派遣しております。今年度で２年目になろう

かと思います。観光政策へ集中的に取り組むという考え方もありまして、観光コンベ

ンション協会にも派遣しておりますが、その他に実態的な観光・誘客という観点から、

JR東日本の盛岡支社に派遣しているところです。それから、ここ数年は途絶えており

ますけれども、中央の研究機関、三菱総研に５年続けて派遣をしたこともございます

し、各省庁にも派遣しております。具体的に申し上げますと、三陸復興国立公園に種

差海岸が編入された訳ですが、それ以前に２年間ずつ今回で三人目だと思いますが、

環境省に派遣をしております。八戸市が今これからどういう政策を攻めていくかとい

うのを見ながら、集中的にその人材を育成していくということもありますし、その政

策に直結した各省庁との連携という観点から省庁に派遣をしております。復興庁にも

一人派遣しております。それから、中心市街地の活性化という観点から内閣府へ派遣

しております。民間企業との交流には今はなかなか手が回らない状況ではありますが、

市の政策に直結した部分ということで、各省庁に職員を派遣しているところでござい

ます。 

委員長： 逆に、外からこちらにお見えになっている方もいらっしゃいますか。 

事務局： ２年目ですがこれは国の取組で、若手経済人の活用というメニューがありまして、

これは総務省の関係なのですが、八戸市が定住自立圏関係の事業でお二方の受け入れ

をしております。一人はリクルート、もう一人がNECからです。これは総務省を経由し

ての受け入れです。 

委員長： 国際的な話ですとどうですか。過去にありますか。 

事務局： これはもう相当以前の例ですが、研修ということで10日ぐらいのスパンで派遣する

といったことはございましたけれども、1年といった長期的な派遣はございません。 

委員長： そうですか。 

事務局： その他に東京の財団にも、自治活性化センターですとか総務省の外郭団体がありま

すが、そこに職員を派遣した際にその団体が海外視察ということで１か月程海外へ同

行したという例はございます。 

それからもう一つ、先ほどは海外への派遣は無いという話をしましたが、今まで２

名の派遣がございました。いずれも中国です。蘭州市に１人、それから蘭州大学に１

人を派遣したということがございます。これは、日中友好の関係から出発したもので

ございました。蘭州市には確か１年、蘭州大学には半年だったと思います。 

委員長： そうですか。分かりました。 

他に御質問や御意見は無いようですが、次回は９月になります。皆さんから、貴重

な御意見をいただきましてありがとうございました。また次回も御意見をいただけれ

ばと思います。本日の審議案件は以上となりますので、私からはこれで終わらせてい

ただきまして、事務局から次のお話をお願いいたします。 

事務局： 次回の本委員会につきましては、委員長から先程お話のありましたとおり、９月下
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旬の開催を予定しております。案件につきましては、「第５次八戸市行財政改革大綱

の進行管理について」等を案件に予定しております。日程等につきましては、後日調

整させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

委員長： 以上で、本日の委員会を終了といたします。ありがとうございました。 

 


