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平成 25年度 

第２回八戸市行政改革委員会 議事録 

 

日 時  平成 25 年９月 27日（金）午後２時 

場 所  市庁本館３階 議会第三委員会室 

出席委員  長谷川委員長、椛沢委員、樺委員、北向委員、西川委員、藤村委員 

事 務 局  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 

事業担当課  佐々木人事課長、秋山契約検査課長、河原木雇用支援対策課長、千葉教育指導

課副参事、橋本市民連携推進課長、畠山都市政策課副参事、田向次長兼管財課

長、小杉道路維持課長、大久保清掃事務所副所長、澤田広報統計課長、松家財

政部次長兼財政課長、大志民住民税課長、石亀商工政策課長 

 

次   第    １ 開会 

２ 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 ： 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」となって

おります。審議の方法ですが、皆様から事前に御質問・御意見を頂いております

ので、項目ごとに担当課から説明頂き、一つひとつ終わって頂くというものです

が、よろしいでしょうか。 

全委員 ： 異議なし。 

委員長 ： ありがとうございます。それではそのように進めさせて頂きます。 

それでは審議に入りますが、まず、第５次大綱の進行管理結果と計画全体に関

する質問等について説明願います。 

事務局 ： それでは第５次八戸市行財政改革大綱の進行管理結果について御説明を申し上

げます。はじめに資料の訂正をお願い致します。事前にお配りしておりました、

実施計画平成25年度版の103ページをお開き願います。取組項目の下段№2-(3)-3

庁内照明の省電力化という項目があると思いますが、その中の二重線で囲んでお

りますH24の欄、進捗状況が“○”でその下の自己評価が“Ｂ”となっております

が、これを進捗状況を“×”、自己評価を評価不能として“－”に訂正をお願い

致します。続きまして同じ冊子の３ページをお開き願います。この３ページ４ペ

ージは進行管理結果を掲載しておりますページですが、これを本日お配り致しま

した資料２に全て差し替え致します。この訂正は同じく本日お配り致しておりま
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す資料１事前質問・意見一覧表の全体に関する事項にあります№1と№2、長谷川

委員長から頂きました意見を反映したものになります。委員の皆様から御意見を

頂いた後、市民の皆様へ公表する際に合わせ、資料２を組み込んだ実施計画の最

終版を皆様へ送付する予定となっております。 

それでは改めまして進行管理結果の内容及び長谷川委員長の御意見を踏まえま

した変更点につきまして御説明を申し上げます。資料２を御覧願います。この資

料は実施計画書の３ページ４ページに当たる部分を見開き１ページをイメージ致

しましてＡ３横印刷で作成したものでございます。始めに大綱に掲げます３つの

指標の結果でございますが、定員管理につきましては平成 25 年４月１日現在の適

正化計画の目標値であります 1,322 人以下に対し実績値は 1,308 人と年度計画を

上回るペースで進んでおります。基金残高では各年度末 18 億円以上に対し、24

年度は 55 億 3 千万円、23 年度との比較で 12 億円の増。財政健全化指標では実質

赤字比率、連結実質赤字比率において赤字はございません。実質公債費比率にお

いては各年度末 18％以下に対しまして 15.1％、将来負担比率におきましては各年

度末 200％以下に対しまして 129.5％と全ての指標において基準をクリアすると

共に、実質公債費比率、将来負担比率につきましては 23 年度より数値が改善され

ております。 

次にこれらの指標の経年変化を３ページ下段から４ページにかけましてグラフ

化したものでございます。この部分が委員長から頂きました意見、資料 1 の№1

に対応したものでございます。御覧頂きます通り、経年変化、数字が改善してい

る状況がグラフ化することにより見て取れると思います。資料２の２枚目を御覧

願います。実施計画に登載します取組項目の進捗状況ですが、24 年度に実施予定

であった 118 項目中、表中◎印で記載しております計画を上回って進んだものは

５項目で全体の 4.2％、〇印の計画通り進んだものは 89 項目で 75.4％、△印の一

部の取組が遅れたものは 18 項目で 15.3％、▲印で全体的に取組が遅れたものは

５項目で 4.2％、最後に×印の未実施は 1 項目で 0.9％という結果になっておりま

す。参考値と致しまして 23 年度の進捗状況をその下に掲載してございますが、計

画通り及び計画を上回って進んだ取組の合計は前年度より 1.1 ポイント上回って

おります。 

次に取組の成果や内容に対する自己評価でございますが、想定以上の実施効

果・成果が得られた、又は想定以上の内容で検討・準備作業が行われたＡ評価は

22 項目。概ね想定どおりであったＢ評価は 71 項目。想定どおりとならなかった

Ｃ評価は 24 項目、となっております。なお、先程の進捗状況におきまして進行が

遅れている△印以下、又はただいまの自己評価におきましてＣ評価の取組項目に

つきましては所管課に 25 年度以降のスケジュールや内容についての再検討を促

し、残り２年間で着実に成果を残せるよう事業の進展が見込まれる方向で計画の

見直しを図っております。 

資料の右側６ページに参りまして、上段の自己評価と進捗状況の相関表でござ
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いますが、こちらも委員長から頂きました意見、資料 1 №2 を踏まえまして新た

に掲載したものでございます。御覧の通り進捗状況が計画通り以上に進んでいる

取組は総じて効果・成果に対する自己評価も想定通り以上となっておりまして、

全体の約８割の取組が良好な状況で進展していることが見て取れると思います。

次にその下、追加取組項目でございますが、平成 24 年度の途中からすでに実施し

ている取組が３項目。25 年度から実施する取組が３項目。計６項目が実施計画に

新たに追加掲載されております。次に 24 年度の実施状況を踏まえ 25 年度以降の

計画を見直した取組項目の件数ですが、延期又は延長して実施するもの 18 件。内

容を一部変更して実施するもの６件。実施を取りやめるもの８件となっておりま

す。最後に取組項目数の推移でございますが、当初 140 項目でスタート致しまし

た各課の取組は新たに 21 項目を追加し、これまでの合計で 161 項目となっており

ます。その内、所期の目的を達成し完了したものが 45 項目。様々な理由により取

止めたものが 15 項目あり、今年度はこれを差し引いた 101 項目を取組んでいると

いう状況でございます。以上で説明終わります。 

委員長 ： はい、ありがとうございました。この資料 1 の方の№1・№2 の意見に対する対

応も含めてお話し頂いたところです。何か御発言ありますか。この№1 の方は時

系列的に見た方がこの後また更にこの５年間の中での改善というのが見えてくる

という意味で分かりやすい資料として提供できるのではないか、ということから

お願いさせて頂きました。 

それでは、資料 1 の№3 から順次、担当課が人事課になっていますけども、質

問に対する回答を御説明頂きながら、主に御質問された委員を中心にまた再度質

問があるのか承るということでお受けして次に進んでいいのかを御判断頂きなが

ら順次進めて参りますので、どうぞよろしくお願いします。それでは№3 から人

事課の方で御説明お願いします。 

人事課 ： №3 の派遣研修について御質問・御意見を３点程頂いておりました。まず、派

遣研修は自ら手を挙げて行けるのか、という御質問でございますけども、これに

つきましては、国・県等への派遣については公募制というものは実施しておりま

せん。ただ、かつて民間企業に派遣していた事例もございまして、また友好都市

である蘭州市に派遣をしていた時代もあり、その時には公募制をとりまして、そ

の中から選定をしたという経緯がございます。 

次に県関連だけではなく他市への出向は無いのか、という御質問でございます。

市レベルでの派遣につきましては昨年度から宮古市に対していわゆる災害派遣の

人的支援という位置づけで職員を一人派遣しております。ただこれは通常の派遣

研修というのは自ら職員が勉強する為に派遣するのが趣旨でございますけども、

そういった意味では宮古市への派遣というのは少し異質な派遣でございます。た

だ、今後中核市というものが具体的になってくれば、これまで市が担当していな

かった事務も多々行うことになりますので、先進地の市への派遣が今後ある可能

性はございます。そういった意味では、その時には検討して参りたいと考えてお
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ります。また民間派遣を増やして市民目線を体験できる方法を取ってはどうか、

ということでございますが、これにつきましても今後はこれまで以上にコスト感

覚とか経営感覚とか、そういった部分で市職員も会得しなければならない部分も

多々出てくると予想されますので、その時々で必要に応じて検討して参りたいと

思っております。それと並行して、職員が民間に行って勉強するのも一つですが、

今他都市で行われている事例として、民間を経験している方を採用する、いわゆ

る社会人枠で職員を採用するという取組をしている自治体も増えてきております。

その点も含めて両論で検討して参りたいと考えております。 

委員長 ： ありがとうございました。Ａ委員何かありますか。 

Ａ委員 ： はい、よく分かりました。 

委員長 ： それでは№4 についてお願いします。 

人事課 ： 次は自己啓発の推進ということで、何か具体的なことは決まっているのかとい

う御質問でございますが、残念ながら現時点で決定していることはございません。

ただ、実施計画にもあるとおり、職場外学習会というのを平成 23 年度からやって

おりまして、そこが終わった職員にいわゆる自発的な学習グループを形成できな

いか、ということで色々こちらからも働きかけをしてきたところではありますが、

なかなか日々の業務が多忙ということもありまして、上手くいっていないところ

でございます。ただ手前みそではありますが、職場外学習会というのは我々は非

常に良い取組だと思っておりまして、いわゆる仕事を終わってから自発的に勉強

会に参加するという意味では意欲のある職員が集まる場でありますので、何とか

ここを活かす手はないのかなと思っておりました。具体的には今まで人事課の方

で職場外学習会のカリキュラムを組んでいたのですが、参加者の「こういったこ

とを勉強したい」というものを吸い上げながら、ひいては講師を外部から招へい

するなどして、財政的な支援をしていくというところを新年度の予算編成に盛り

込んでいきたいと考えているところでございます。 

委員長 ： Ｂ委員よろしいですか。 

Ｂ委員 ： はい、よろしいです。 

委員長 ： 続いて№5 です。 

人事課 ： 新たな人事評価の現状と方向性というところでの御質問でございますが、まず

は簡単に経過を申し上げますと国家公務員につきましては、平成 19 年に国家公務

員法が改正されまして、いわゆる能力と実績・業績、この２つの点から職員を評

価しましょうというのが法律で決まってございます。能力評価はいうまでもない

のですが、業績評価というのは目標管理手法を取り入れて、要はいつまでに何を

どこまでやるかというのを設定させて、それを評価していくということを国家公

務員ではやっており、試行を経まして平成 21 年 7 月から国では本格的に実施して

おります。一方、地方公務員を見てみますと、国と同じように地方公務員も公務

員法を改正して、その人事評価を取り入れようということになったのですが、政

権が幾度か変わった波の中で、その地方公務員法の改正も廃案になりまして、現
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在、地方公務員法自体はそのままとなっている経緯がございます。現状はどうい

うものかと言いますと、職員の勤務評定をしなさいというのが地方公務員法の中

にございまして、当市としても年２回勤務評定をしている事実はございます。そ

れは先程言った業績評価という視点は欠落しておりまして、能力評価に特化した

形になってございました。やはり民間でいう成果主義というのがございますけど

も、地方公務員においても人事評価というのは近い将来取り入れなければならな

いと思っております。そうなってくると思っておりますので、法改正、あるいは

今国でやっている公務員制度改革等を見ながら取り組んで参りたいと思っており

ます。 

委員長 ： よろしいでしょうか。 

Ｂ委員 ： 難しいことですのでね。 

委員長 ： そうですね。なかなか簡単にはいきませんでしょうから。十分に考えて頂く必

要があります。続いては№6 のお話をお願い致します。 

人事課 ： 職制の見直しでございますけども、簡単に申し上げますと今一つの部を取って

みますと、部には部長がいて、その下に次長がいて、その下に課がぶら下がって

課長がいて、課長の下にグループリーダーという構成になってございます。ただ

次長の部分で今現在は４部しか専任の次長がいなくて、ほとんどのところは次長

兼課長という形での次長職を配置しているというところでございます。この取組

を提起した段階ではほとんどが次長兼課長でございまして、その時に何を懸念し

たかというと、いわゆる次長兼課長が何らかの事情で長期不在になった時、部長

の下がいきなりグループリーダーという形になってくる訳ですので、そうした時

に組織として機能しないのではないのか、ということが第一番にございましたの

で、やはり専任の次長を置くべきではないのか。更にそれは課にも言えることで、

課長がいない時にグループリーダーだけで課が回る訳ではなくて、そこに課長代

理という職員を置くべきなのかな、という思いでこの取組を挙げたところであり

ます。ただ一方では、今般の行革大綱の指標にもあります、定員の適正化、職員

を減らしていきましょうという部分もあり、当然ポスト職を増やせば職員数も増

えていく訳でございまして、その狭間の中でなかなか上手く検討が進んでこなか

ったというところが実情ではございます。ただ、やはり専任次長又は課長代理の

有用性というものは十分に認識しておりますので、一律にそういう組織にするの

ではなくて、やはり業務量や職員数などを勘案して専任次長を置く所、置かない

所、課長代理を置く所、置かない所、というのがあってもいいのかなという風に

考えております。例えばですが、我々人事課はグループが二つしか無い訳で、例

えば行政改革推進課はグループが一つしかないです。そうした時にそういうとこ

ろにも課長代理を置かなければならないのかというと、そこは違うかなと思いま

す。最も多い所では課の中にグループが６つある所があって、一人の課長さんが

６つのグループを見ている、それも大変なことだと思うので、そういった所には

課長代理というのが必要なのかなと思います。一律ではない各課のセクションに
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応じた見直しを今後はしていきたいと思っておりました。 

委員長 ： Ａ委員何かありますか。 

Ａ委員 ： 自己評価のところが三年連続Ｃというのが一番行革としてやらなければならな

い、手を付けなければならない部分だと感じたので、質問させて頂きましたので、

納得致しました。 

委員長 ： 今後はこの成果に対する自己評価がＣから上向きになることを期待してよろし

いのでしょうか。 

人事課 ： はい、今申し上げたように必要に応じてそういうポジション、ポストが必要な

ところには配置していきたいと思っておりました。ただ何度も言いますが、職員

数を減らさなければならないということと相反する部分がございますので、その

中でも検討していきたいと思っておりました。 

委員長 ： 分かりました。それでは次に進みまして、№7 です。 

人事課 ： 書面指導とは、時間外勤務が月 45 時間以上の職員が全てかということですが、

その通りでございます。45 時間以上時間外勤務をした者全てが書面指導を受ける

と。ただその中からその当月の時間外勤務数が 100 時間を超えるもの、あるいは

過去の数か月の平均が 80 時間を超えるものについては面談指導の方に回して直

接産業医と面談をして、様々な指導をして頂くという制度になってございます。 

委員長 ： 合わせて№8 の質問も同じ健康保持のお話ですので、どうぞお話し下さい。 

人事課 ： これは長期の休みの内容を知りたいということでよろしいですか。 

Ａ委員 ： はい。 

人事課 ： 長期休みが多いと聞いているということでございますけれども、ちなみに数字

を申し上げますと 30 日以上病気休暇で休んでいる職員の数ですが、23 年度まで

は 50 人台で推移しておりましたが、24 年度については 66 人という状況でござい

ます。その 66 人の内、いわゆるメンタル的な部分でお休みしている職員は 37 人

56％ということで、かなり増えているという実情がございます。 

委員長 ： 打たれ強い職員を育てる研修があっても良いのでは、という御指摘があります

がいかがでしょうか。 

人事課 ： 確かにその通りでございまして、打たれ強いイコール心の強さなのかなと思っ

ておりました。メンタルヘルス研修という部分では新採用職員など様々な階層別

の研修で必ず取り入れてございまして、そういった意味では研修はしております。

更には管理者研修の際でもいわゆる特定の人に業務が偏らないように配慮できる

ような視点での研修もしておりますので、何とかその研修で成果が出てくればと

願っているところでございます。 

委員長 ： Ｃ委員は何かございますか。 

Ｃ委員 ： 書面指導ということで、これはアンケートをとるというような記述式になって

いるんですか。 

人事課 ： 45 時間以上やった職員には簡単な問診票を必ず書いてもらっています。例えば

「頭が痛い」とか「肩がこる」とかそういったものを元に、かなり疲労が蓄積し
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ているなという方については先程の面談指導の方に回したり、そういったことは

しております。 

Ｃ委員 ： ちょっとそこを聞きたかったのです。ありがとうございます。 

委員長 ： 今御質問が続いておりますが、改革の柱の第一番目について何か御発言があれ

ばお話し頂いて結構ですので、よろしくお願いします。 

Ｄ委員 ： 質問の御回答をお聞きしておりまして、実施計画の 23 ページにありました職制

の見直しで、実際課長級とかグループリーダーなどが病気等で長期休暇された場

合、いわゆる決裁とか権限委譲というのはどういう風な現場対応をされているの

かお聞きしたいのですが。 

人事課 ： 実際そういう事例が出た場合は、やはり人事異動をすることになると思います。

やはりそこの課長というポストを空席のままにする訳にはいきませんので、人事

異動をかけます。ただ例えばグループリーダーが長期の休みになりましたという

場合は、その間課長がグループリーダーを兼務するという形になります。 

Ｅ委員 ： 職員の採用について、先程社会人の枠とか様々やりまして幅広い人材をおそら

く採用していきたいとお考えになっていると思うんですけども、青森県の行財政

改革推進委員会で話があったのは、福祉職を今度から新たに作るというのがあり

まして、県の方もかなり様々な行政の職務に対応する為に職員の採用の仕方をこ

れから見直していきたいという話だったんですが、もし市の方でそういうところ

を考えているものがあれば教えて頂きたいなと思います。 

人事課 ： 県の福祉職というのがどういう形なのかは存じ上げないのですが、市としてや

っていることは例えば社会福祉士として採用する、あるいは精神保健福祉士、あ

とはケアマネージャーですね、そういった資格を持った職員をその職として採用

しているという事例はございます。 

Ｅ委員 ： ある意味そういう現場に則した形の職員採用は既にされていると。 

人事課 ： そうですね。 

Ｃ委員 ： 今の関連で、この間、一階にいる福祉関係の部署の所で目にしたんですが、手

話で職員の方が対応しておりましたけどもそういう職員の方も専門職ということ

で外から採用された方ですか、それとも職員として入ってから学んだ方ですか。 

人事課 ： 手話をやっている方はいわゆる非常勤職員で正職員としての採用ではございま

せん。手話ができるという資格に着目して、非常勤特別職の嘱託職員として採用

している方でございます。 

Ｃ委員 ： ありがとうございます。 

委員長 ： 大きな課題なんですけど、スタートのお話で職員数を徐々に削減ということを

やっていかなくてはいけない。一方で仕事量はある。人口が少なくなっていって

も、逆に色んな意味で説明しなければいけない資料が多くなって仕事量が増えて

いるのではないかと感じるんですが、その中で一人当たりの仕事量を上手くやっ

ていく為には何か各自の能力を更に高めて頂くという必要性がある中で、長期の

お休みになってらっしゃる方が比率的に増えてこられると組織としては非常にや
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っかいな課題になってくるように思うんですが、先程打たれ強いというお話があ

りましたけども、その辺は今後どういう風にして、皆さんが元気で仕事するとい

う環境を作るという意味ではどのようなことを人事課としては取り組んでいこう

とされていますか。 

人事課 ： やはりメンタルヘルスという部分が一番話題に上っているところですが、そこ

は先程の研修等を通じて、そうならないように努めていくという部分があります。

ただ病気で休むのも致し方ない部分もございますので、仮にそういう風な事案が

出た場合は臨時職員や先程申し上げた非常勤の嘱託職員等を活用してそこを何と

か乗り切っていくということでございます。 

委員長 ： そうですか、分かりました。皆さんからよろしいですか。 

それでは、続いて次のページの改革の柱２に関する御質問・御意見でございま

す。それでは先に№11 の人事課のお話をお願いします。 

人事課 ： 行政委員の報酬についてでございます。いくつか例を挙げてということでござ

いましたので、３つほどお話し申し上げます。まずは教育委員会の教育委員さん

が４人おります。全て月額報酬でございますけども、委員長さんが月額 143,700

円、その他の委員さんが 127,600 円。それから選挙管理委員会、委員長が 69,900

円、その他の委員が 55,200 円。それから農業委員会の委員が全部で 37 名おりま

すが、会長さんが 85,800 円、会長の職務代理者が 55,700 円、その他の委員さん

が 45,100 円という現状になっております。 

委員長 ： いかがでしょうか。 

Ｃ委員 ： 記憶が定かではないのですが、よく広報に職員の平均給与とかが出ていますが、

こういう方達の報酬が広報に掲載されたことはあるんですか。 

人事課 ： 多分ですが、掲載されていないと思います。 

Ｃ委員 ： 載せる必要はないのでしょうか？ 

人事課 ： 必要がないとは言いませんが、今申し上げたところはいわゆる正職員の部分の

給料の公表で、先程言った行政委員の方々は非常勤特別職という一般職ではない

方々なので、載せていないと思われます。 

Ｃ委員 ： そうですか。 

委員長 ： こういう基準とかはそちらで用意されている訳ですね。 

人事課 ： 基本的には市長とか副市長とかの給料を見直す際に、その見直した率を基にこ

の方々の報酬も変わっていくということでございます。 

委員長 ： そうなんですか。時々他の地域の話で少し過大ではないかということを伺うこ

ともありますので、何かそういう見直す機会がある仕組みになっているのかとい

うことだけは皆さんに周知した方がいいように思うのですが、いかがですか。 

人事課 ： 具体的な見直しの方法は市長・副市長や議員の報酬につきましては、特別職の

報酬審議会という報酬を議論する場がございます。そこに見直して下さいと我々

の方から諮問をして、見直しをして貰うのですが、最近給与自体が我々も含め減

ってきているので、かなりの期間その報酬審議会が開かれておりません。では、
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市長などはどうしているかというと、独自に削減率を設定して削減している状況

です。その報酬審が開かれて正式に市長等の給料が見直されれば、その見直しの

率を基に今申し上げた方々の報酬も見直されるということでございます。 

委員長 ： よろしいでしょうか。それでは№9 の話をお願い致します。 

事務局 ： それでは№9 の類似自治体の行財政比較につきまして、ここでいう類似自治体

はどのようにして決めているのかの観点と、どういう参考材料にしているのかと

いう御質問でございます。まず類似自治体との行財政比較でございますが、平成

17 年度から 21 年度まで取り組みました第４次行財政改革に基づく改革によりま

して、当時の行財政が取組前、これは平成 16 年度との比較になりますが、取組前

と比べてどのように変化したのかという過去との比較、更には現状において類似

自治体と比べてどのような状況にあるのかについて把握する為に、職員数や給料

等の人事関係を始め、財政とか改革の進捗度などの現状を調査し、比較分析した

ものでありまして、22 年度に調査分析を致しまして、23 年５月にこのような冊子

にして公表しております。これは市民の皆様にも見て頂けるように支所や公民館

にも置かせて頂いている他、当時の７月の広報はちのへに概要版を載せまして、

広く市民の皆様に八戸市の行財政の状況を周知したものでございます。そういっ

た中におきまして類似自治体をどのような観点で選んだかというお話ですが、通

常簡単に考えますと人口が似通ったところですが、もう少し分析を厳しくする為

に人口だけではなくて、産業構造や、市が持っている事務権限などを視点に選定

することとしまして、まずは当市とほぼ同じ権限を持っております特例市制度の

中から人口が 20 万人以上 30 万人未満、産業構造につきましては産業別就業人口

構成比が二次産業及び三次産業の合計が全体の概ね 95％以上で、かつ三次産業の

みで全体の 65％以上という条件で 20 市選んでおります。ちなみに当時の八戸市

の産業別就業人口構成比は二次産業が 23.9％、三次産業が 71.9％で合わせて

95.8％でございました。 

その他に今度は地域性という観点を考慮しまして、北東北で一定の人口規模が

あります類似自治体と致しまして、青森市・弘前市・盛岡市・秋田市の４市を追

加致しまして、合計で 24 市を対象に致しております。 

次にどういう参考材料としているかという御質問ですけども、この比較分析は

客観的に他市と比べてどうかという一点のみで実施しております。ですので、結

果はやはり他市よりも良い指標もありましたが、今後一層の努力が必要という指

標も出ておりまして、そういったものが明らかになっております。ですが、これ

に関しましては市によって政策の考え方とか財政の状況とかで様々な進め方があ

りまして、またトップの考えも違いますので、一概に順位で良いとか悪いとかと

いうものではなくて、それらを踏まえまして各担当課が現状の施策でありますと

か、今後新しい事業を実施する際にその結果を読み取りまして、他市と比べて八

戸市はどういう設定をすれば良いのかと、あくまでもその為の参考にしていきた

いということで、更に当時はそのような状況でございましたがやはり経済状況が
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毎年変わって参りますので、それらも踏まえましてどのような施策を進めていく

べきかというものの参考にし、より効果の高い施策を実施する為に使っているよ

うな状況であります。 

委員長 ： これは以前からの委員は承知しているし、配られていますけども、新しい方に

はこういう資料を直接お配り頂くことは出来ますか。 

事務局 ： 大丈夫です。今日用意させて頂きます。 

委員長 ： 御覧になって頂くと非常に参考になるのではないかと思います。よろしければ

御覧になって頂いて、この委員会で御発言頂く時の参考にして頂ければと思いま

す。 

次は№10 の電子入札システムです。お話をお願いします。 

契約検査課： 今回は、電子入札につきまして導入に向けた検討を進めておりますが、自己評

価において想定通りに進まなかったと評価が出ておりますことから、今少し時間

が必要だと御意見を頂いております。これに関しまして今の状況を御説明させて

頂きますと電子入札は既に国土交通省など国の機関、その他都道府県は既に導入

済みでございまして、市町村におきましてはまだ導入している事例が少のうござ

いまして、青森県内におきましては導入している市町村がございません。青森市

が今年度から導入に向けた取組をしていると伺っております。そうした参考事例

が少ないところではございますが、電子入札自体は御存じの方もいらっしゃると

思いますが、簡単に申しますと、今紙で行っております入札、これは日時を定め

て、その案件ごとに入札会場に一斉にお集まり頂いて、入札書の金額を比較して

落札者を決めて契約するというシステムでございますけども、これは業者にとり

ましてもその都度指定された時間に市役所に来て頂いて入札書を提出するとい

う、人と時間の確保が必要となりますことから、当市でも今、直接来て頂かなく

ても郵便による入札というものを行っております。ただこの郵便入札につきまし

ては業者さんが来て頂かなくても済むというメリットはございますけども、膨大

な書類が一斉に送られてきて、これを職員の方で審査する際に事務的な労力、時

間がかかるというデメリットもございます。こうした点をカバーして事務の効率

化を図るということで電子入札を国の方で推進して参りまして、先程申しました

通り、全都道府県で行われているという状況までになっております。当市におき

ましてもこの導入に向けて検討して参りましたけども、計画通りに若干進んでい

なかった理由を申し上げますと、電子入札を検討した当初は当市に合わせたシス

テムの開発が必要であろうということで、多大な金額と時間が掛かるということ

でして、少し慎重に検討して参りました。しかしながら最近は標準的なシステム

が構築されまして、その標準システムの一部の仕様変更という形で導入する事例

が多くなってございます。従来型が一括オーダーメイドで作るようなシステムだ

とすれば、今のは既製品の服の裾上げで済むようなイメージになって参りました

ので、格段に低価格で導入できるようになってきたという情勢の変化がございま

した。そこで従来検討してきた内容を大幅に見直しまして、最近でいうとクラウ
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ドという市役所にパソコンとかサーバーを置かなくてもできるようなシステム

に切り替えて、今再検討し始めたということで当初の計画と少し進行の度合いが

違ってきたということがございます。従いまして、当初の計画通りで見ますと少

し進捗が遅れているのを性急に進めているように見受けられるかもしれません

けども、既存のシステムの応用と考え方を改めたものですから、この方針の決定

から導入の開始までは当初の計画よりも極めて短時間で行えるものと考えてお

ります。 

委員長 ： 役所はそういう段階だけど受注される企業は国とか県とお付き合いしていると

電子入札への対応は済んでいると。その仕組みとこの仕組みの汎用化が同じよう

にできるようになっているものなんですか。 

契約検査課： はい。青森県が導入しておりますシステムをなるべく踏襲したような形で。全

く異なるシステムですと業者さんの方で二つ学習しなければなりませんし、そう

いった点をすり合わせるのが最近の流れだと思っております。 

委員長 ： 分かりました。続いて№12 の話です。これは雇用支援対策課と教育指導課が担

当ですが、よろしくお願いします。 

教育指導課： それでは第一点目、未だに耐震診断を実施していない理由でございますけども、

以前に耐震診断の予算要求をしたのですが、財政課から施設の存続等につきまし

て、市としての今後の方針を明確にした上で予算要求をして頂きたい、という指

導がございましたので、当時は存続等につきましてまだ明確な方針が無かったこ

とから予算の獲得に至らず実施していないということでございます。 

次に二点目、月平均と年間利用者数並びに施設稼働率を教えて頂きたいという

ことでございますが、そちらにつきましてはお手元に資料を配布させて頂いてお

ります。24 年度の勤労青少年ホームの利用状況について月別のデータを掲載させ

て頂きました。まず１番下の月平均利用者数を御覧頂きたいと思います。右端の

列の計で 609 という数字が月の平均利用者数になります。また下から３段目の年

度合計でございますが、右側の列の 7,308 が年間の利用者数でございます。ちな

みに裏面には 23 年度の数値を載せております。月平均でいきますと 23 年度と比

べまして 37 名減、年間利用者数は 443 名の減、ということで減少傾向となってお

ります。 

次は施設の稼働率でございますが、勤労青少年ホームの開館日は平日で、日・

祝日は休みとなっております。その開館日につきましては、例えば東日本大震災

のような震災等がなければ必ず利用者がございますので、稼働率は 100％という

ことで御報告させて頂きます。 

アンケート調査の対象者でございますが、こちらは施設利用者に対して実施し

ました。アンケートの回収件数が 120 件で、ホームを利用する為に登録して頂い

ている人数が 24年度末で 374名ございましたので、これを分母としますと 32.1％

の回収率でございます。そして最後に勤務している職員の人数ですが、非常勤の

館長１名、非常勤職員３名の計４名で運営しております。 
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委員長 ： Ｃ委員何かありますか。 

Ｃ委員 ： 実際に実施している講座とかは基本的に夜なんですか。 

教育指導課： 開館自体は 13 時から 21 時までですが、設定されている講座は早くても 18 時か

らです。だいたい 18 時始まり、もしくは 19 時始まりがほとんどです。 

Ｃ委員 ： 日中も利用者はいらっしゃるのですか。 

教育指導課： 日中はほとんどは登録して頂いている方々が利用されています。また、日中は

飛び込みと言いますか、登録されてない方が「空いていますか」ということで申

し込んで利用されていこともあるようですが、利用者の９割以上が登録されてい

る方になるかと思います。 

委員長 ： 今後どうなるんですか。耐震や老朽化の話もあり、いずれ更新していく仕組み

はどうされるのでしょうか。 

教育指導課： 今後の方針ということでは、償却資産の耐用年数が 50 年ということで、間もな

く 50 年を迎えるんですけども、物理的な耐用年数は県では鉄筋コンクリートの

建物は 60年以上は大丈夫だということでみておりますので、当市でも準用して、

十数年は継続して利用していきたいということでございます。その中で施設の存

続を含めまして検討されていくと考えております。 

委員長 ： その間における耐震性というのは利用者にとっては気がかりですね。 

教育指導課： 今後十数年利用を継続するという方針を打ち出しましたので、財政課と協議し

てできるだけ耐震診断を実施する方向でいきたいと考えております。 

委員長 ： 分かりました。今度は№13、14 の国際交流の話です。御説明よろしくお願いし

ます。 

市民連携推進課： まず№13 ですが、八戸国際交流協会は国際交流を通じ、国際社会の相互理解を

増進して国際親善に貢献する為に八戸地域の国際化を図り、新たな地域づくりに

寄与するという協会の目的に賛同する個人会員・団体会員で構成されております。 

協会には交流促進部会、在住外国人支援部会、通訳・ガイド部会、調査広報部

会の４つの部会がございまして、部会活動を希望する協会会員で組織されており、

それぞれの実務を担当しております。協会の事業は各部会の会員が中心となりま

して企画・準備・実施し、事務局はそのサポートや庶務的な部分を担当しており

ます。各種事業に当たりまして、事務局と部会とで会議を行いまして内容等を決

めておりますけども、事務局はどうしても予算配分に従った現実的な内容となる

のに対し、部会会員の方々はより自由な発想及び実際に事業に携わってきた経験

をもとに活動しておりますので、部会があることによりまして、事業に変化をも

たらしながら実施出来ているものと思い、部会の存在は協会にとって不可欠なも

のと思っております。 

№14 ですが、市の国際交流にかかる業務は総合政策部市民連携推進課国際交流

グループで担当しておりますが、グループの職員が八戸国際交流協会事務局を兼

務しております。市の担当に関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、国際教育交流活動への支援、地域国際化団体への支援
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を行っており、具体的には市外友好都市交流、その他海外からの訪問者受け入れ、

国際交流の配置・活用、国際交流協会の支援、市内在住外国人への災害等緊急時

支援等を行っております。協会事務局の業務と致しましては、総会・理事会の開

催、部会の運営、協会の庶務、ホームページの更新、外国語講座の開催等を行っ

ております。 

続きまして協会の事務局移管についてですが、例えば商工会議所や観光コンベ

ンション協会等の団体は安定した運営能力、企画力、事業の実施能力は十分あり

ますが、それぞれ特定の業界の発展を目的として設定された団体でありまして、

協会事務局の移管は難しいと思われます。また市の職員が行っている事務局を行

うプロパー職員を雇う為の人件費を協会が捻出できる財源があれば移管の可能性

もあるかと思いますが、現在の財政状況はいかんせん厳しくここ数年中にという

見通しは持てない状況でございます。それによりまして、これまで通り市が継続

して協会事務局を担当し、事務局移管の検討よりまずは協会の財政基盤の強化を

するべきと考えております。 

委員長 ： 市の担当部署と事務局と部会員、そういう立場の役割をどう捉えるかというお

話でありましたけども、Ｃ委員何かありましたらどうぞ。 

Ｃ委員 ： 私が質問させて頂いたのは、39 ページの 24 年度のコメントの下から６行が気

になったので申し上げたのですが、今担当課から御説明があったように協会その

ものは団体会員と個人会員、ただ友好都市とのイベント等がございますと、市と

の関係とかがありますから、今すぐ切り離すということは出来ないと思っており

ます。それから共生という意味では、観光だけではなくて、社会のグローバル化

ということでは、この街に現在住んでいる、あるいは、この近隣に住み始める外

国人、八戸市民として生活していく人達へのサービス、市民サービスということ

の視点もあると思っております。 

私が気になったのは担当部局に求められるものが運営能力、企画力、事業の実

施能力、なおかつ調整能力だと書かれていますが、私はやはり協働の視点、対等

なパートナーであって、お互いが補完し合いながら、協会会員が事業内容を提案

することもございますし、担当課からの提案もございますし、より良いものを作

る為にお互いに最低月１回は集まって話し合いをしながら相互補完をしていると

私は感じておりますので、どちらが優れているというものではないと私は思って

おります。 

委員長 ： その辺を御理解頂きながら、良い交流をしながら連携して進んでいくといいで

すね。 

市民連携推進課： 今後ともよろしくお願いします。 

Ａ委員 ： 今、市民連携推進課長さんのお話を聞いて仕方ないのかなと理解させて頂きま

したけど、やはり理想としては専従の職員を一人入れるような形で、専門的な事

務局があってもいいのではないか、行政から切り離すべきではないか、と今でも

思っております。 
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委員長 ： 分かりました。それを承りながら色々また改良を進めて頂くと有難いと思いま

す。続いて№15、16 ですけどもこれは図書館のサービスについてのお話ですが、

御意見でございますからこれを受け止めて、図書館の方にもこういう意見がこの

会であったということをお伝えすることで進めさせて頂きたいと思います。続い

て№17 お願い致します。 

都市政策課： 現在次期指定管理者の募集が行われているということで、来年度からの５か年

間の指定管理者を募集しておりまして、その指定管理者を決める時期になってお

ります。御質問は、修繕に関しては市が 100％財政負担をするのでしょうかとい

うことでございます。基本的には指定管理料の中には緊急修繕を 90 万円程加え

て指定管理料として出しますけれども、大規模修繕につきましては市の予算で修

繕することにしております。ということで 100％財政負担かどうかということで

ありますと、これは緊急修繕分を指定管理料に加えてお支払するものですから、

100％ではないにしてもだいたい大規模な修繕は市がするという形になります。

この緊急修繕とは、管理上見つかった、例えば今までの事例で言いますとスピー

カーの取付台が腐って危ないのですぐ取り換えなければならないとか、ドアが閉

まりづらい、ということで管理上支障があるということで修繕するとか、市の修

繕になりますと契約行為とかが発生するものですから、すぐ業者さんにお願いを

して修理出来ないということもございますので、指定管理料に毎年 90 万円ほど

緊急修繕料を乗せてお支払しております。かかった分は毎年精算して、余った分

は翌年度に繰り越していきまして、５年後にお返し頂くという形になります。 

委員長 ： 毎年その 90 万円からどれぐらい出るのですか。逆に大規模修繕というと 24 年

度はどのようなことが行われているんですか。 

都市政策課： 24 年度は精算機の取り換えがあったのと、防火シャッターが閉まらなくなった

ので、その交換がありました。 

委員長 ： そうするとその線引きは両者で話し合って、決めるんですか。 

都市政策課： 基本的に緊急修繕とは予測できない修繕ですので、とっさに安全上修繕しなけ

ればならないというものです。市の方の修繕につきましては基本的に予算化が必

要なものですから、建物点検をした場合に修繕しなければならない、というとこ

ろを計画的に修繕するのが市の方の修繕でございます。 

委員長 ： そうですか。Ｅ委員何かございますか。 

Ｅ委員 ： これを質問させて頂いたのは、要は次の指定管理者が５年ですよね。30 数年経

っていて、大規模修繕を５年の中でやるとすると、駐車場を何か月か使えなくな

るということとかをもし想定されているのであれば、そういう大規模修繕をやる

話が決まっているのかなとか、もうしなければいけない時期なのかな、というの

を合わせて聞ければと思ったのですが。 

都市政策課： 実施計画の 62 ページに書かせて頂いている維持管理指針の策定が必要だという

のは、御指摘のとおり昭和 52 年に共用開始してから 34 年経過してかなり古い建物

であるということで実は予測が出来ない修繕が突然現れてきているというのが最
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近の傾向です。それは例えば建物にヒビが入りまして、そこに水が入り込んで、消

火設備の電気系統に影響を与えているということで、雨が降った次の日に突然具合

が悪くなるというようなことで、業者さんに見てもらった時にはちゃんと動くとい

ったようなことも出ておりまして、これはきちんと調査して、まずは調査しなけれ

ば現状が分からないという建物の中の調査がございまして、それは本格的にやらな

ければならないというのは問題認識としてあります。それをきっちり調査した上で、

全部直すんだったらどれぐらいかかるか。それを単年度で直せない場合は何か年で

やるかとかその辺をやりたいということで、一部署一改善の取組でありますけども、

指定管理者にお願いするところは料金の徴収業務と日々の管理業務でございまし

て、我々も駐車場を使えなくなったという状況にはならないようにやっていきたい

と思っておりますけども、突然指示系統がダウンしてというところも可能性がない

わけではないと思いますが、ただ指定管理者自体に使用料が入る仕組みではござい

ませんので、管理をお願いしているという形になりますので、管理者の懐が痛むと

いうことは無いと思っております。 

委員長 ： 指定管理者というのは入場する車の数が多ければ指定管理者が儲かるという仕

組みではないのですね。 

都市政策課： そういう仕組みではございません。 

委員長 ： 利用者が少なくなっても変わらないということですね。分かりました。続いて

№18、19 は同じ展望回廊のお話ですので一緒にお答え頂けるのであれば、よろし

くお願い致します。 

管財課 ： まずは無料で利用できるかということでございますけども、この取組は各事業

課からの依頼によって本館１階のスペースあるいは別館 10 階の展望回廊を展示

スペースとして貸し出しているものでございまして、一般の市民の方から直接依

頼をお受けして貸すというものではございません。例えば、どういうことをやっ

ているかと言いますと、委員の皆さんもよく見ると思いますが、市民課の手前で

景観賞の受賞のパネル展とか市民活動団体のパネル展、あるいは国際交流のパネ

ル展とか自殺対策のキャンペーン、緑と花・花壇コンクール入賞作品展示、津波

パネルの写真展、明るい選挙啓発ポスターコンクール作品展、そういうものをや

っております。ですので、無料で利用できるのかということですが、今まで直接

市民の依頼を受けてということではなくて、関係課を通じてやって頂いておりま

す。 

それで利用者の実績がないのはどういうことかということについて、これは本

館の１階であれば市民課とか国保年金課とか、いらっしゃったお客様が展示物を

御覧になることが期待される訳ですけども、別館の 10 階は別館自体が災害復旧費

で補助を受けて建てたということで、余計な物を作ってはいけないということが

あったようでございまして、あそこの回廊の幅も 1.4 メートルしかなく、展示物

を貼るには日当たりが良すぎる点があります。ですので、絵画を一定の期間展示

していると痛むんじゃないかと、そういうところもあり事業課では、私どもに申
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請するのに躊躇するところがあるのではないかと考えております。そういう災害

復旧費で建てた建物、高崎市役所や都庁のように広いラウンジとか真ん中に食堂

やレストランがあるような建物ではないので、致し方ないのかなと思います。そ

れから 10 階は、中が機械室になっております。機械室は動かしがたい所でござい

ますので、急激に利用者を増やすことは別館としてもなかなか 10 階を使い難いと

いうのが理由じゃないかと考えております。 

それからＡ委員から 10 階は八戸観光名所にもなっているとのことですが、これ

は私もそう感じております。インターネットで調べると八戸の 10 階も展望を見る

為にすごく良い所だというのが出て参ります。本当に良い所だと思います。例え

ばお祭りや花火大会のイベントがあれば、通常は夜７時まで 10 階を開放しており

ますが、そういうイベントの時は９時まで開放しますので、是非いらして頂きた

いと考えております。そういう大変良い雰囲気だというのは私も同感でございま

す。 

それからどんな物を展示するかとか規約を作り貸し出しを行うべき、というこ

とに関しましては、狭いということ、少し陽が入り過ぎるということから絵画以

外のパネル、写真展とか 1.4 メートルしか幅がないということから立体物は無理

ではないか、そういうことを考えながら、これまでの実績などを踏まえながら判

断していきたいと考えております。 

委員長 ： どうぞ何かございますか。 

Ａ委員 ： 私は原則、貸出の反対の意見を述べただけです。 

委員長 ： この質問には貸し出しを行うべきと書かれておりますが。 

Ａ委員 ： そうではなくて、規約とかどんどん規制をつけて貸し出すべきだ。ある意味、

私は飾り付けをしたりするのには反対だという意味の意見です。 

委員長 ： そうですか。ルールを作って適正な利用であればいいけど、貸出は無くてもい

いのではないかという意味ですね。Ｃ委員は少し違う意見ですか。 

Ｃ委員 ： Ａ委員がおっしゃったように、私も去年これを言わせて頂いたのですが、展望

台としての機能としては上まで上がってお客様を案内したりしておりますので、

単発的に上がっていくにはいいのかなと思ったんですが、今担当の方からおっし

ゃって頂いたように、10 階は大きなガラス窓がある所と全く壁だけの所があるの

で、同じフロアでありながら明るい所と暗い所、温度差も当然日差しが入ってき

て暖かい所と暗い所というのがあるので、展示する物が限定されてくるんだろう

と思っておりました。この文面だけ読んだ時に、各課に周知を図ったというのは

「使って下さい」と市民活動団体とか様々な皆さんに声掛けをした上で全く実績

が無いという回答がここに記述されているのかなと思ったので、どうやらそうで

はないようなので、これに対するコメントは私には出来ません。 

管財課 ： 市民活動団体の方にも使って頂きたいと思い、11 月号の広報はちのへには 10

階展望回廊は良い所ですよ、ということを載せるようしております。ただ展示に

使って下さいということは記述しておりません。 
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Ｃ委員 ： 夜の花火大会とかお祭りなんかを見るのにはイルミネーションを見たりできる

し、夜は暗くて当たり前なので、かえって夜の方が使いやすいのかな、という気

はします。 

管財課 ： もう少し廊下が広ければ椅子とかも増設してゆっくり休んで頂けるのかなと思

いますが、如何せん物理的にどうにも出来ない所ですので、そういうことでござ

います。 

委員長 ： やっぱり１階と違いまして、上だと地震があった時に避難とかの課題に答えら

れるような展示方法とか、かなり制約のある状態になってしまうんじゃないでし

ょうかね。広さが限られていたりとか。 

管財課 ： 10 階は巡視室でいつもカメラで見ておりますが、いざ地震が起きますとやはり

階段で降りて頂く、エレベーターで降りて途中階から降りて頂くということにな

りますので、確かに 1 階にいらっしゃる方よりは遅くなると思います。 

委員長 ： そもそも展示場所として活用し、という風な取組として考えた背景というのは

どういうところがあったんですか。 

管財課 ： これがですね、私が今年来て、こういうのがあるというのを初めて知ったんで

す。平成 22 年にこの取組を何故出したのかちょっとはっきり分からないですが、

最初から難しい問題だなと考えておりました。 

委員長 ： 分かりました。アイデアを出してみたものの色々な制約があって、なかなか難

しいけど、ただ観光というかあるいは市内を一望するには一番良い場所の一つで

もあるんですよ、ということが伝わっていくと市民の方も嬉しい話ではあります

よね。展示場所という意味では無くて、展望場所としてですが。 

管財課 ： 展望場所としてはものすごく良い所だと思っておりますので、是非来て頂きた

いと思っております。 

委員長 ： ありがとうございます。ここで休憩させて頂きます。 

（休憩） 

委員長 ： 再開しますが、今度は№20、21 の市道パトロールの見直しについて、お願い致

します。 

道路維持課： それでは№20、21 についてお答え申し上げます。パトロールの現状と致しまし

ては市内全域を 11 地区に細かく分割し、週３回のパトロールを実施することによ

り、約１か月で市内の巡回を完了することとしております。また職員の外勤時に

も道路の異常の発見に努めております。市民からの数多くの情報も頂いていると

ころでございます。道路管理者のパトロール強化の取組と致しまして、舗装・補

修業委託業者によるパトロールを復活させ、市職員に対し「穴埋めーる」という

道路破損に関する情報提供をお願いし、その情報に基づき状況の確認、応急措置

を施すことにより自動車破損事故等の防止、安全に安心して通行できる道路の適

正な管理に努めることとしております。通報システムの導入については他市の取

組状況を参考に検討して参りたいと思っております。 

№21 についてでございますが、雨天時の降雨状況にもよりますが、道路管理事
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務所職員によるパトロールで水たまり等の調査を行っているところでございます。

水たまりの原因が特定出来た場合はその原因を排除して水たまりの解消に努めて

いるところでございます。水たまりの原因は車道の轍越えや路面排水溝が適正な

位置に無いなどの原因によるものの為、今後も道路の適正な維持管理に努めて参

りたいと考えております。 

委員長 ： どうぞ、何かありますか。 

Ｂ委員 ： 私は雨天時のことを言いましたが、例えば道路のことだけではなくて、例えば

雨天時にバスに乗ろうとするとバス停まで行く間に酷い目に合うので、そういっ

たことも一つの課で見ることではなくて相互にこれがこうなると作用するのがあ

るんじゃないかな、と思っての意見です。 

委員長 ： 今のはどういう連携をすれば良いということですか。道路を管理されている方

とバスの運行の方と連携を取るということですか。 

Ｂ委員 ： じゃあ何でバスに乗らないかということ。今日もバスで来ましたし、昨日もバ

スで出て来て、アンケートを取られたのですが、そうではなく、視点が違う根本

のところで見るべきところがあるのではないかと日頃思っているものですから。

だから何と何がというのは現場で働いていらっしゃる方達の方が、連携などいろ

いろ考えられることが私なんかよりはあると思います。 

道路維持課： 道路維持課では道路を管理していますので、先程も申しましたように、車が通

るとなるとどうしても轍越え等が発生する訳です。そうしますと水はけが悪いと

いう状況になるもので、それらを解消する為には舗装を直していかなければなら

ないという視点に立つものですから、そういう風な先程の回答ということになっ

てしまいました。 

Ｂ委員 ： それは良く分かります。轍がすごいのも分かります。何というか、もっと歩道

に視点があってもいいかなというところです。 

事務局 ： 今の連携という話で、実は委員からお話を頂いて思い出したことがあります。

前に市民連携推進課におりましたが、その時に市長と一緒に住民自治推進懇談会

で各地を回っておりました。確か市川だったと思いましたけども、市川の中学生

の方がバス停前にいると水が溜まって、バスを待っていると車から水をかけられ

るという話を頂きました。それを今思い出したんですけど、なかなか道路のとこ

ろで難しいと思いますが、今の意見はバスに関することでもありますので、交通

部の方に私どもの方からお伝えさせて頂くような形で、もしかすると道路だけで

はなくてバス停の所に何か対策が出来ればいいのかなとお伝えさせて頂きたいと

思います。 

Ｂ委員 ： 恐れ入ります。 

委員長 ： 要は単なる道路の維持ではなくて、バス停としてそこに待たなければならない

場所に限定すると、そこに水が掛かることの防止策があった方がいいと、そうい

う意味でもありますね。分かりました。よろしいでしょうか。それでは続いて№

22 の御質問です。管財課の方お願いします。 
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管財課 ： 節電、省電力の一番は、灯りの点けている時間を減らすこと。一番は残業が減

ること。テーマの一部署一改善でこれをテーマに市庁舎内で動いてみたら何かが

見えてくると感じるという御意見でございます。節電につきましては業務に支障

がない範囲内での昼休み時間の消灯、それから使用してない OA 機器の電源オフ、

時間外勤務の削減など場内アナウンスや事務連絡により職員への呼びかけを実施

しているところであります。このうち昼休みの消灯、使用していない OA 機器の電

源オフについては概ね各部署において実施されているものと認識しております。

しかしながら時間外勤務の削減につきましては、これは人事課の範疇になるかと

思いますが、職員数の削減、業務量の増加などの理由からなかなか難しいものと

感じております。今朝のニュースでやっておりましたが、早朝から出勤して暗く

なる前に全員帰るという民間企業の話でしたが、そういうことは業種によっては

できるようですが、役所でも部署によってはできるのかな、と今朝のニュースを

見て私も考えてきたのですが。ただ現在、時間外勤務の削減というものはすぐに

は難しいのかなと感じておりまして、庁内照明の省電力化を進めていく為には、

今後も照明器具の LED 化を進めていかなければならないものと考えております。

白熱灯の LED 化、これについては消費電力が 10 分の 1 になる、それから白熱タイ

プの LED が比較的安くなってきたということもございます。ただ執務室で使用し

ている蛍光灯タイプの LED につきましてはまだまだ高価でございまして、設置に

ついては既存の器具を使用する場合には電源装置の交換などの電気工事が必要と

なって参ります。このことから一遍に工事をするというのは難しいので、部分的

に LED 化しながらその効果を検証して導入を進めて参りたいと考えております。 

委員長 ： ちなみに実績というのは測定されているんですか。電力消費量が何月何日の何

時から何時は何ワットだった、とかそういう記録は出ておりますか。省エネとか

やると前に比べていくらぐらい下がったかとかそういう効果を測る為の資料的な

ものは測定されておりますか。 

管財課 ： LED に交換したのは部分的ですので、そこだけを取り出してというようなもの

はありません。庁舎全体では把握しております。 

委員長 ： そうですか、分かりました。 

Ａ委員 ： 私が思う省電力化というテーマの時に、いつも思うことは、本当に行政の皆さ

んは夜遅くまで頑張っている様子を、いつもバスで通るものですから、灯りがい

つも点いているので、「また今日も残業している方がいっぱいいるんだな」という

くらいな気持ちで見ていたんですけど、この委員を引き受けてから例えばそうい

うところから今回のテーマの一部署一改善という部門で何か行政で動いてもらっ

たら有難いなと思っただけです。 

事務局 ： 補足をさせて頂きたいと思います。先程残業の削減という話と組み合わせたお

話でして、市では毎週水曜日をできるだけ残業しないノー残業デーという定めを

設けております。これの狙いはいくつかあるんですが、一つはやはり環境面に配

慮し電気代を減らすという意味で毎日誰かが残っていると結局電気代はかかりま
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す。それをできるだけ一日は電気を使わないように、６時までには帰りましょう

とかそういったことをアナウンスしながらできるだけ残業しない日を設けており

ます。 

もう一つはやはり職員の労務管理という意味で残業を毎日するような職員がい

ても一日は帰るようにしなさいとか、そういう状況であれば残業を分散するよう

にと。まず残業をしない効率的な仕事の仕方を合わせて考えるようにという働き

かけを実際今やっております。合わせて月末、ちょうど今日の最終金曜日ですが、

パーフェクトノー残業デーと申しまして、この日は全庁をあげて帰るようにして

います。普段は残業がある所はやむを得ませんと、ある種認めているような形で

すが、今日は６時以降に残業をする場合はきちんと人事課に届け出をして下さい

というような形で、ある種タガを設けるような形でちゃんと考えて時間内の調整

をしなさい、急ぎでやるのはやむを得ないけれども、「何となく」というなのはダ

メですよと。そういった部分でもどんどん効率的に仕事を進めましょう、という

働きを一応やっておりました。 

Ａ委員 ： 分かりました。 

事務局 ： 更に追加となりますが、実は節電、省電力というお話で言わせて頂きますと、

調査が今電気だけではなくて、我々、行政改革推進課の方で今年度から「改善の

すゝめ」という啓発誌を毎月 10 日の 12 時に職員向けに発信しておりまして、必

ずその中に４～５個の「こういう改善をしていきましょう」という先進事例とか

スローガン的なものを与えているんですが、その中で今まで省電力に関してやっ

たことが２点ありまして、一つは各職員にパソコンが配られておりますが、その

パソコンのディスプレイの照度を半分に落としましょうと。実は私どもでパソコ

ンのメーカーを調査しまして、その照度を落とすことによって約 2000 人の職員が

おりまして、８時間照度を落とすとだいぶ電力量を削減できるという試算もあり

ます。更には座席を立つときにパソコンを点けっぱなしではなく、必ずパソコン

をスリープ状態にして立ち上がりましょうということを微々たるものでございま

すけれども、職員全員でそういった節電に取り組んでいるということを付け加え

させて頂きたいと思います。 

委員長 ： 分かりました。続きまして№23、清掃についてお願いします。 

清掃事務所： 委託業者への収集の際の留意事項や市民への対応などにつきましては委託契約

の時や収集業務講習会を開催して注意を行ってきております。ゴミの集積箇所は

市内に約 7,700 か所ありまして、広い道路にあれば問題ないのですが、狭い路地

等にある場合はパッカー車・収集車が大きいものですから、どうしても一時的に

通行の邪魔になる場合もございます。その為、短時間で収集を終えたいが為に収

集を優先せざるを得ない場合がありますけれども、できる限り通行の妨げになら

ないように今後業者に対しては注意して参りたいと考えております。 

委員長 ： はい、分かりました。続いて№24 です。どうぞお願いします。 

市民連携推進課： 新人職員が新採用職員研修を受講したあとは主査級職員研修まで協働のまちづ
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くりに関する研修プログラムを受講することはございません。ただし当課が毎年

開催しております協働のまちづくり職員研修会がございまして、これは全職員を

対象としておりますので、新人職員も出席することが出来ます。協働のまちづく

り職員研修会では座学だけではなく具体的事例に基づきましたロールプレイング

やグループワークなどの体験型の内容の研修も実施しておりまして、今後はこの

研修会に多くの職員が出席してもらえるよう働きかけて参りたいと思っておりま

す。 

委員長 ： 指摘の中に座学だけでは、というお話がありましたが、体験的な学習もされて

いるというお話ですね、分かりました。これはいつ頃からこういう活動を始めら

れているんですか。こういう活動を昔からやっているとはあまり思えませんが。 

市民連携推進課： 研修は平成 20 年度からやっております。 

委員長 ： 分かりました。続いて№25、26、パブリックコメント制度へのお話をお願いし

ます。 

広報統計課： パブリックコメントなのですが、質問の中で未実施が３年続いているという御

指摘がございました。そして 25 年度の実施について心配されるということですけ

れども、この 112 ページの制度の導入についての表が、少し誤解を与えるような

書き方だったのかなと思います。パブリックコメントの未実施が平成 22～24 年度

となっておりますが、今やろうとしているのはパブリックコメント制度を全庁的

統一的な運用で基準を設けてやっていきましょうというもので、今までは担当部

署がそれぞれパブリックコメントをやっていた訳です。ちなみに 22 年度は４件、

23 年度は６件、24 年度は８件をそれぞれの担当課で実施しております。というこ

とで、今、全庁的な運用をする為にその要綱なり条例を定めて、26 年度からその

統一的な基準に基づいてパブリックコメントをやっていきましょうという形に向

けて今動いております。方式についても今固まりつつあるので、今後はその案を

作成した上で、庁内に意見照会したり、制度に対するパブリックコメントを実施

した上で、平成 26 年度からの統一的な運用を目指して進めていきたいと考えてお

ります。 

委員長 ： Ｅ委員、Ｄ委員から何かコメントありますか。 

Ｄ委員 ： パブリックコメント自体は各課で実施されているということであれば、22 年度

当初のこの計画上では公平性と透明性の向上ということで、制度的なものを整備

していくということで、実際にこの３年間行われていることに関してはその結果

というか内容というか、反省なり良い点を踏まえた上での進化というか 25 年に至

るに当たっては前の３年間が決して無駄にならないと。その辺は 22 年度とは違う

よ、というのが欲しいところです。 

広報統計課： 言い訳になりますが、22 年度は他の事業があり着手出来なかったという点を踏

まえて、他都市の状況調査ですとかそれから調査の中ではどういった適応範囲と

かそういったところを調査しまして、それぞれ条例を作ったり要綱を作ったりと

いう自治体も様々ありましたけども、その中で八戸市の今の体制の中でどちらが
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好ましいのか、どちらが適しているのかということを比較検討しました。そうい

ったところで今どちらにするかが固まりつつありますので、そちらを定めた上で

それに基づいた条例案なり要綱案なりを作って、統一的な運用を進めていきたい

ということで、パブリックコメントそのものの成果については、それぞれ担当部

署が独自にパブリックコメントをやっておりましたので、その詳しい中身につい

て当課では把握していないところではあります。 

ちなみに 22 年度に実施したパブリックコメントの中で、意見が一番多かったの

が、こども家庭課で実施した「配偶者からの暴力防止及び被害者支援計画の意見

募集」が 129 件も意見を頂いております。あとは今の戸籍の電子化に伴います「市

内の字名等の表記の統一・整備について」のパブリックコメントでは 38 件の意見

が寄せられております。そういったところで実施してきている訳ですが、これま

ではどういった項目をパブリックコメントしようかとか、そういうのがそれぞれ

の担当課の判断でなされてきているのが実情です。そういったところに基準を設

けることによって、これに合致するものはパブリックコメントしましょう、ここ

はそういうのは必要ないですね、といったところが全体として判断できて市民か

らの意見を頂くというところに繋がっていければいいかなと考えております。 

委員長 ： そういう意味では今お話がありましたように、これからいよいよ全庁的という

お話をする際には先行していた担当部署の方の、そういう実施上の課題があった

のかどうかとか、色々ヒアリングする成果を受けて全庁的なものの仕組みを作っ

ていかれたらよろしいのではないかという風にも受け止めますけどね。 

広報統計課： そうですね。 

Ａ委員 ： 一つよろしいですか。私もこのパブリックコメントについての意見書を出して

いたんですけども、皆さんと同じような内容だったので、下ろしました。その中

で市民の市政の参画を促進するというテーマ、取組内容があるのであれば、私達

は色々なところで２～３件のパブリックコメントの必要な委員会に参加した時に、

そのパブリックコメントが本当に少ない、要するに市民の反応があまりにも少な

すぎるなという委員会が結構ありました。そういう時にこの部分での何か行政側

の動き、施策が出せないものなのかということをお聞きしたいです。 

委員長 ： つまりパブリックコメントを求めても市民からの反応が少ないことに対しての

対策が練れないものかということですね。どんなことを考えられているのでしょ

うか。 

広報統計課： もしかしたら、周知不足があるのかもしれません。今まで考えていたのは広報

紙に載せるということとホームページ上で周知、というところが一番大きいので

す。最近だと広報紙の締切が発行日の 40 日前です。その締切の関係からいくと

その２か月前ぐらいにはスケジュールが煮詰まってないと広報紙に載せるのは

かなり厳しいと思います。今、２か月前にそこまで詰められるかというのが少し

難しいところではあります。そうなると結局はホームページ上での周知しかでき

ないということになると、中にはそういった手段を持てない方があれば、やはり
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広報紙は市民の皆さんにお渡ししておりますので、そこで目にすることができる

のかなというところです。ちょっとパブリックコメントを実施するに当たっては、

余裕を持った、そういったところを考えて周知しなければいけないかな、と考え

ております。 

委員長 ： 先程のお話ですと、こども家庭課のお話でいけばたくさんのコメントがお寄せ

頂いたという実績があるのであれば、やはりそういう部署からどういう方法を取

られたら、たくさんの御意見を頂くことが出来たかとか、そういうものを整理す

ることが全庁的な取組に繋がる時には有効なのではないでしょうか。そこは御検

討頂ければと思います。他もＥ委員何か。 

Ｅ委員 ： 今のＡ委員の御意見に関連してなんですけど、ホームページ上で広報されてい

るということですが、ホームページってそこを見にいかないと分からないですよ

ね。だから同じネット上であるならいわゆるソーシャルネットワーキングサービ

ス（SNS）、八戸市はツイッターもやられていまして、結構それなりにつぶやきが

拡散されている例が見受けられるので、そういうところを上手く活用して、おそ

らくそういう SNS は基本的には災害情報であるとか、そういうところを中心に活

用されていると思うんですけど、せっかくそういうツールを持っているんですか

ら、そこを上手く活用してやっていくのも面白いのかなという意見です。 

委員長 ： はい、ありがとうございます。こういう取組の名称のままで、そしてここに未

実施というのをお書きになると、市民の方の中にはパブリックコメントの導入が

そもそも八戸市では行われていないかのように誤解を受けますので表記方法を少

し御検討になったらいかがでしょうか。そして全庁的な取組としてはまだなんだ

という点が分かりやすいように表記して頂ければと思います。それでは今度は改

革の柱３のお話で№27 からお願い致します。 

財政課 ： 私の方で準備しましたお答えは２件でございます。まず一点目は自治体財政健

全化法による厳しい財政基準を更に市で独自に設定して財政規律を確保している

が、市の独自基準の設定根拠があれば、という御質問です。この答えですが、実

質公債費比率につきましては、自治体が借金するいわゆる地方債の発行に当たっ

て、それまでは許可制というのがありましたが、平成 18 年度からこれが協議制に

変わっております。国の基準でいきますと、実質公債費比率が 18％を超える自治

体はそれまでと同様に県知事による許可が必要となって指標が改善するまでの間、

地方債の発行や事業の実施の一部に制限がかかったり、市民サービスに影響が出

る可能性があります。従いまして、実質公債費比率に関しましては市の基準は

18％以下ということに致しました。ここが基準ということです。それから実質赤

字比率、それから連結実質赤字比率、将来負担比率につきましては大綱を策定し

た直近の指標である平成 20 年度の数値を参考と致しておりまして、基準を設定致

しました。将来負担比率については 200％という設定をしております。国の基準

350％に比べますと大分低い数値ということで設定しました。 

次に基金残高の維持の件でございますけども、質問の主旨は財政調整基金と市
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債管理基金の合わせての残高が平成 22 年度から増えていると。例として平成 22

年度の 30 億から平成 24 年度の 55 億。この要因の分析が分かればということでご

ざいますので、お答え申し上げます。まず八戸市の場合に限るかどうか分かりま

せんが、八戸市の場合、財政運用をする場合、時間の流れで説明致しますと当初

予算編成の時には主要な歳入である市税、それから地方交付税、これらは金額も

大きいですから慎重にいわゆる堅く見積もっております。それは当初予算の時で

す。それでもなお足りないお金、予算を組めないお金、財源不足額につきまして

は財政調整基金と市債管理基金の両方の基金から取り崩しを行っています。一方、

年度間に必要となる補正予算が生じた場合にはもちろん国からのお金、県からの

お金等がございますけども、それでもなお足りない場合は前の年からの繰り越し

金を使ったり、地方交付税の決定枠いわゆる差額が出ることにもなりますので、

それらをあてがったりしております。場合によっては増収見込みが見込めれば市

税とかその他の歳入も増額補正した上で補正予算の財源に充てています。こうい

うやり方をしているんですけども、過去 5 年間では 80 億円から 230 億円、補正予

算で予算措置をしているところでございます。こうしていきますと、年度末には

歳出予算に充てる必要がない歳出消化額というのも出てきます。それから歳出不

用額というのも出てきます。これは単純に歳出で使わなかった分というようなも

のがあります。従いまして、その分が次の年への繰越金となる訳ですが、ある程

度の繰越金としてストックする分を除いては、いわゆる基金に積みます。結局当

初予算で財政調整基金と市債管理基金を取り崩す訳ですが、ある程度年度運営し

ておきまして、財源の余裕が出てくれば実質基金に戻すという作業を致しており

ます。こういったことで一年間財政運用をしております。目的とすればできるだ

け基金は減らさないようにという主旨でございますので、当初予算の取り崩しを

行いましてもできるだけ年度内に積み戻す、あるいはそれ以上出来れば増やした

いというような財政運営を心掛けております。 

最近の例ですが、平成 24 年度は補正で 10 億積み戻して、更に最後の補正で 10

億戻して、計 20 億円積んだりしております。それから 24 年度では更に震災復興

関係の交付税の追加があったものですから、12 億ほど更に積んでおります。そう

いうことで基金の残高が増えていることになります。その結果、2 つ合わせた基

金の残高というのは平成 22 年度から見ますと 42 億円、23 年度で 58 億円、24 年

度が 70 億円となっております。そして今年はこれを当初予算で 15 億ほど取り崩

しておりますので、今 55 億しかない状態です。これももちろん 3 月までにできる

だけ財源を確保して崩した貯金に戻す。15 億、あるいはそれ以上戻すことを心掛

けるような財政をしていこうと思っております。基金残がいくらあれば良いのか

という事ですが、受益と負担という関係でいきますと、あまりにも不必要に基金

が多くても、それは住民サービスが提供できないという反面もございます。また

少なければ年度間の調整で予算が組めないという弊害が生じます。ですので、適

正な規模というのは無く、国からも示されておりませんが、データとして見ます
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と八戸市は 24 年の当初予算で 43 億円という数字、これは全国の 20 万以上の都市

の 33 市の中で、下から９番目の数字でございました。あと 33 市の過半数が 50～

100 億の基金を持っている。そういった意味では八戸市の今年度当初の 55 億とい

うのはもう少しあってもいいのかなと感じておりますが、何せ目安が無いもので

すから、そういったところで財政運営しているということです。 

Ｅ委員 ： 職員の給与に関する地方交付税が国家公務員の給与が 7.8％削減されたのを受

けて削減されて、それで給与水準を下げたのかどうか忘れましたが、要は国から

地方交付税交付金が給与分だけ来ていないと思うんですね。来ていないのでその

分をここから出したのかな、と私のイメージがあったんですが、その交付税のと

ころの絡みとここの基金の残高の絡みがもし分かっていれば教えて頂きたいと思

います。 

財政課 ： 給与の削減につきましては地方公務員も 7.8％ということで 25 年度の交付税で

は最初からその分が減らされて計算されておりましたのは事実でございます。た

だ八戸市の場合は交付税の方は減るという見込みで積算していたんですけども、

給与費の人件費につきましては実際は 7 月から条例施行しましたので、当初予算

ではもちろん給与が減らない予算で組んでおりました。ですので、その分の交付

税が減って、給料はマックスでという予算編成しておりました。従いまして、委

員がおっしゃるのはそこの部分は基金で対応したのかということになれば理論上

はそう言われてもおかしくはない理屈にはなります。 

Ｅ委員 ： 分かりました。 

委員長 ： よろしいですか。例えば基金の残高が幾らあることが健全化といういわば目標

的なこと、徐々に上がっているグラフを見せて頂いている訳ですけど、例えば人

口一人当たりでだいたいこのくらいの数字が基金残高として適正なんだとかそう

いう指標も無いのですか。 

財政課 ： はい、残念ながら無いです。 

委員長 ： 分かりました。それから実質公債費比率が 18％以下であれば良いというのは意

味が分かるんですけども、できるだけ低い方が良いにしてもどの辺を目安に目標

を設定しながら下げていっているのか、とそういうものはあるんですか。 

財政課 ： どこまで下げるという目標は立てておりません。 

委員長 ： 無いんですか。そうすると 18％以下にずっと当初からすればグラフは下がって

きて健全性に向かっている訳ですけども、いったいどんな風な結果がこの 5 年間

の成果としてベストなのか、ということになるともっと下がった方が良いという

と確かにそうですが、その点に対して目標値が設定されていないことは非常に仕

事がしにくいのではないでしょうか。 

財政課 ： 実質公債費比率ですので、借金の残高の負担の割合の話になるので、必ずしも

借金が多いのがダメという理論ではないので、借金があるというのはそれだけ市

が仕事をしたという証でもありますから、将来に負担を残すと、将来の方々に借

金を負担して頂くというシステムですので、借金の負担が少なければ負担感は減
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るけれども、その分仕事が対応してやっていたかということと合わなくなってく

る可能性がある訳です。ある程度は借金をしながら市民サービスに繋がるような

事業をやっていくということがベストなのではないかなと思います。今 15.1％で

更に下がるかもしれませんけれども、事業はその都度取捨選択して順位付けしな

がら選んでいきますので、それらがどういう風な負担になるのかは見えないとこ

ろです。 

委員長 ： 分かりました。続いて№29、ネーミングライツの話です。 

事務局 ： ネーミングライツに対する御質問で、新井田インドアリンクと子ども交流館の

契約金額がそれぞれ施設の運営費の総額に占める割合はどれくらいでしょうかと

いう御質問でございました。これは担当課が新井田インドアリンクはスポーツ振

興課になりますし、子ども交流館は公園緑地課でございますが、新井田インドア

リンクにつきましては新井田公園という他の施設と一体で管理しております。リ

ンクだけではなく周りのグラウンドとか緑地とか、そういったものと一体管理に

なっているので、多少の誤差はあるかもしれませんけども、人件費を除きました

リンク単体の維持経費を約 5000 万程度と見積もっておりまして、それからすると

約２％ほどになっております。子ども交流館につきましては人件費を含めた総額

との比較ですけれども、運営費が約 1200 万円かかっておりまして、これに対し

35 万円ですので、約３％ぐらいでございます。いずれも運営費に占める割合は決

して高くはないのですが、貴重な財源ということは確実に言えると思います。 

委員長 ： 次は№30 です。住民税課にお願いします。 

住民税課： ふるさと寄附金につきまして平成 24 年度は平成 23 年度と比較しまして件数は

増えたものの受納金額は減少となっている要因は何か、またふるさと寄附金を増

やすための地元特産品の御礼を実施しているが、この費用は受納金額のどの程度

の割合かという御質問でございます。 

平成 23 年度の寄附件数と金額でございますけども、件数は 122 件、金額は

14,254,065円、平成 24年度は 164件、金額は 12,708,778円となっておりまして、

件数では42件増加しておりますが、金額では 1,545,287円減少となっております。

この要因でございますけども、平成 23 年度は東日本大震災が発生した年でもあり、

１件当たり 50 万円を超える寄附が 25 件ございました。多くの方から御支援頂い

たと思っております。これに対しまして平成 24 年度に 50 万円を超える寄附は 12

件でございました。24 年度に関しましては１万円以内の小口の寄附を多くの方か

ら頂いております。これらのことが要因で件数は多いのですが、寄付金額の合計

と比較しますと減っていると考えております。次に特産品の費用の割合でござい

ますけども、受納金額に対します平成 23 年度の特産品にかかりました経費は

414,748 円、寄附受納金額 14,254,065 円に対します割合は 2.91％です。平成 24

年度の特産品にかかった経費は 447,566 円、受納金額 12,708,778 円に対する割合

は 3.52％と割合とすれば若干上がってございます。この要因としますれば件数が

増加したことによるものと考えてございます。 
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委員長 ： どうもありがとうございます。何かお話ありますか。 

Ｅ委員 ： 新聞記事を見たんですけど、確か佐賀県の玄海町がふるさと寄附金の実績が全

国で断トツだと。どうして断トツかというとこの寄附の御礼が高価だというお話

があって、ただこれにはからくりがありまして、佐賀県の玄海町は原発の立地の

自治体でいわゆる地方交付税の不交付団体ですから財政的な余裕がかなりあると

いう背景もあるんですけども、ふるさと納税というのは何に惹かれるかというと、

要するに御礼に惹かれてというところで、要は費用対効果をきちんと分析されて

いるのかなというのが非常に疑問ではあったんですが、３％程度ということなん

で、思っていたよりは低かったので、安心致しました。 

委員長 ： 安心なんですか。 

Ｅ委員 ： これがもし 10％とか 20％とかいう話になりますと、せっかく寄附金として税金

を頂いているのにかなり持っていかれている訳ですから、それはちょっとどうか

なと思ったんですが、まあ数パーセントであるならば許容範囲なのかなとは思っ

ております。 

委員長 ： こういう何パーセントお返し型というか、そういうのは色々調査してこういう

３％前後になっているのですか。 

住民税課： パーセンテージにつきましては結果論でございます。お土産をあげている自治

体には様々な取組や考え方があろうかとは思いますが、一応市としますれば、市

の PR も兼ねた特産品を配付させて頂いております。 

委員長 ： こういうものを多くの人に知って頂く仕組みと致しましてはどのようなことを

されておりますか。 

住民税課： 現在の PR につきましては市の広報、それからホームページ、あとは様々な団体

がふるさと寄附の特集みたいなものを組んでいるホームページがございますので、

もちろん無料でございますけども、それへの掲載依頼。それから主に首都圏です

けども、関東在住の方々、各高校の同窓会ですとか、八戸大使ですとか八戸ゆか

りの方々が集まって頂く、八戸ふるさとフォーラムというのが開催されておりま

す。そういった所に出席しましての PR ですとか、八戸市東京事務所もございます

ので、東京事務所の職員が各企業訪問ですとか関係団体に行く時に合わせて PR

して頂くですとか、様々な手法を使いまして PR はさせて頂いております。 

委員長 ： 分かりました。それでは№31、有料広告掲載についてのお話です。 

事務局 ： 有料広告掲載事業におけるインセンティブ導入で各課に予算を配ることがイン

センティブになっているのでしょうかという御質問です。更には予算を消化する

ために仕事量が増えたり無駄な予算消化に繋がっておりませんかという質問でご

ざいました。 

まずは有料広告掲載事業でございますけども、財源確保の為に歳入の増加、又

は歳出の削減を図る為に市有財産に企業の商品名でありますとか企業名等の有料

広告を載せることによりまして、市が成果として広告料を得ると、又は広告が載

りました封筒でありますとか、現物を頂きまして歳出を削減する。今年度一番皆
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様の目に留まるのは、市民課が今年の２月から実施しております、小さいレシー

トを取り、番号が鳴る一連の呼び出しシステムは全て無料で入っております。そ

れは何故かといいますと、有料広告をあそこのパネルに流すことによりまして、

あのシステムを稼働する、そこで相殺をしているような形ですので、効果として

は非常に高いものです。実はこういったものをずっと当市は進めておりまして、

一時期新規媒体が止まった時期がありまして、さらに広告媒体を伸ばしていこう

ということで、このインセンティブ予算制度というのを導入しました。広告媒体

というのはそもそも広告の媒体となります市有財産というのは各課が所管してお

りまして、それに対しての最終の判断は各部署が行うものでありますから、その

部署においてどこに広告を出したらいいのかといったものを検討して、収入を得

ていくことになりますので、各課に頑張って頂く為にインセンティブ予算制度と

いうものを作った訳でございます。 

狙いと致しましてはもちろん広告事業の推進によって財源を確保していきたい、

これはもう見事に当たりまして、導入して新規媒体の数は２倍から３倍に増えて

きております。更にはこういったことを取り組むことによりまして、各課が主体

的に事業財源を確保するという意識を高めたいということもございます。さらに

はインセンティブ予算制度は何にでも使える予算を提供するのではなくて、その

課が行う市民サービスの向上に繋がるような予算を付与しますよということです

ので、付与されることによって市民サービスも向上する。狙いとしては WIN-WIN

の形で作らせて頂いておりました。そういった中で、個人ではなくて、各課にイ

ンセンティブを何故付与したのかということですが、先程も言いましたが、イン

センティブの対象となります有料広告掲載の媒体というのは各課が所管しており

まして、その決定には各部署が最終的に組織的に決定をし、実行するものであり

ますので、各部署への報奨としております。これはなかなか民間の営業職と違い

まして、市の職員の場合は個人での実績というのがなかなか無く、やはり組織で

取り組んでいるものでございます。また課の予算を増やしたら予算消化に仕事量

が増えたり無駄な予算消化に繋がらないかということでありますが、当市は第４

次、第５次の行革によりまして、現在歳出が厳しく抑制されております。その一

方で市民サービスは更に向上させなさいという目標も掲げておりまして、これま

でインセンティブとして付与された予算というのは、それまで各課が市民サービ

スの向上を目的とした予算を確保したかったんだけども、なかなか優先順位との

関係で予算化出来なかったものであろうと考えておりますので、特にその付与さ

れた予算を使って市民サービスを向上させるために仕事量は当然増えるとは思い

ますが、それは市民サービス向上の為にする仕事で当たり前でありまして、予算

消化の為に仕事量が増えるものではないというものでございます。また付与の手

続きとしては、必ず行政改革推進課と財政課の２課で審査しておりますので、無

駄な予算を作るということは考えられません。いわゆる予算の消化というものに

は当てはまらないものと考えております。 
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委員長 ： その時にこれには有料広告の収入というのを充てることは適切だけれども、こ

れには適切ではないという判断はそちらでやられているということですか。 

事務局 ： はい。 

委員長 ： その時にそれを利用できる課はそちらで一生懸命自助努力によって収入を得て

整備している一方で、そういう努力をすべきと思われるのにやらないで、市の予

算に依存しているという体質を改善するような仕組み作りというのはどういう風

になっているものですか。 

事務局 ： 予算に依存するというのは、どういう意味でしょうか。 

委員長 ： つまりここで予算を獲得できる方がやらなければ動かない訳ですよね。これに

よって整備が充実している訳で、市民サービスが向上していますよね。 

事務局 ： 実は有料広告事業につきましては、各課にインセンティブ予算だけで頑張って

下さいと言っている訳ではありません。私どもが色々な広告の媒体になり得るよ

うな市の財産を色々調査しまして、出来そうな所には個別に協議に入って進めさ

せて頂いているという経緯もございます。ただし、これは広告掲載事業の難しい

所でございますが、市の財産というものは私ども職員が当然使っているものも含

めまして、それは全て市民の財産です。この建物も全て。そういった中で全て広

告だらけにして良いかという議論もございます。他市には市の市有車にべたべた

広告を貼っているところもございますけれども、一方で市の車なのか民間の自動

車なのか分かりづらいという弊害も出ているようです。あとは庁舎内が全て広告

になった場合、せっかくの落ち着いた雰囲気を醸し出している庁舎の美観が損な

われるというか、そういった弊害が出るのも確かでございますので、媒体を選定

するに当たっては市民の皆様から御理解を得られるものという観点で選ばせて頂

いておりますので、なかなか何でもかんでもというわけにはいかないというとこ

ろです。ですので、できるのにやっていないというのはなかなか無いと思います。

ただ、我々が魅力ある媒体だと感じても、残念なことに募集をかけても企業の申

し込みのない媒体もありまして、広告の掲載が出来なかったという事例があるの

も確かでございます。 

委員長 ： 分かりました。続いて№32 です。 

商工政策課： 八戸駅前駐車場の連絡通路の有料広告希望の企業等に地域の限定はあるか、と

いう御質問を頂いております。これにつきましては歳入をいくらかでも多く確保

したいという観点から、特に地域の限定をせずに募集しているという状況にござ

います。 

委員長 ： これは場所はどこでしょうか。駅とユートリーの連絡通路のことでしょうか。 

商工政策課： そうです。新幹線の改札を抜けて、エレベーターを降りて中２階の部分からユ

ートリーの駐車場までを繋ぐ通路がありまして、そこの壁面に広告を募集して有

効活用しようと。あそこは一枠、年間６万円という金額を設定致しまして、今年

度から募集を開始しておりまして、今の所１社から４枠使用の申請がございまし

た。 
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委員長 ： それは掲示板のような所ですか。 

商工政策課： 柱が途中にありまして、また窓もあったりするものですから、物を掲示できる

スペースというのは限定されております。だいたい 100 か所ぐらいスペースはあ

るのですが、駅の方から参りますと、途中で１階に下りるエレベーターとか階段

があったり、ユートリーの中に入れる入口があったり、最後が駐車場の出入り口、

ということで通行量についてはだんだん減っていくような形になっております

ので、広告の効果を上げる為にはやはり通行量の多い部分、駅から１階部分に下

りるエレベーターがあるあそこまでをとりあえずはそういう風な広告の掲載ス

ペースとして提供していくということです。また何年か前から工大二高の生徒さ

んに主に市内の観光スポットを PR して頂く為のポスターを作って頂いて、その

ポスターを片側に貼っておりますので、反対側の約 20 か所ほどを、今回有料広

告ということで募集しました。そのうち４か所が今現在使用中ということでござ

います。 

Ｃ委員 ： こちらにホームページとか広報はちのへとか八戸商工ニュースに掲載して周知

を図ったということが書かれていたので、私はこのような質問をさせて頂いたの

ですが、別に地域に限定が無いということであれば、広告掲示費用が年間の６万

円という価格は首都圏の企業にとってはとても魅力的ですよね。場所の設定云々

というのは別問題として、価格から言ったらびっくりするような安い価格だと思

うので、せっかく八戸の東京事務所があって、その本来の業務目的が企業誘致と

か貿易関連なのであれば、商工政策課のお仕事も一緒にして頂いて、どうせ PR

するんですから、こういう広告もありますよ、というのは十分言えるのかな、と

いう感じがしました。あとは別にこれが国内の企業じゃなくてもいいのであれば、

外資系の企業もいいでしょうし、逆に言うと横長という特徴を生かした広告なん

かは、広告の専門家に任せれば面白い目を引くようなのもできるのかなと感じま

した。 

商工政策課： この事業を最初検討を始めた時に、広告代理店にお願いをしてやって頂くのが

手馴れていらっしゃるし、顧客等にも詳しいでしょうし、一番良いのかなと思っ

て、検討を依頼したのですが、通行量が少ないということから、実際に借りると

手を挙げる企業さんは多くないのではないだろうかということで、なかなか乗っ

てくれなかったということがあります。確かに委員さんのおっしゃる通り、今後

はあらゆる機会を使って周知を図ってどんどん利用して頂くようにというような

ことで活用していきたいと思っております。特に企業誘致に関しては、昨年、一

昨年に誘致した企業さん方では人手が足りないのに、八戸地域においては認知度

が低くて、人がなかなか集まらないということもあるのかなというようなことを

心配されている企業さんもございますので、そこは高校生も多く通る所でござい

ますので、認知度を上げる為には、誘致企業等にも積極的に PR したり、あるいは

首都圏の企業に対しても東京事務所等を使って PR していきたいと考えておりま

す。 
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委員長 ： 確かに駅を東口から西口のいわば駅のメイン通路に比べると通行量が限定され

ているというのは確かですね。それにしても良い有効活用が出来ればいいですね。

よろしいでしょうか。それではどうもありがとうございました。予定していまし

た事前質問意見一覧に沿って御回答頂きましたが、総括して何か御発言があれば

承りして、審議を終えさせて頂きたいと思います。いかがでしょうか。 

Ｃ委員 ： 先程電気の省エネに関してパーフェクトノー残業というお話があったのですが、

結局これは適正な人事管理とメンタルヘルスとか色々なことに関わってくるので、

最終的にはワーク・ライフ・バランスの話になってくるんだろうなと思ったのと、

勤労青少年ホームに関しての耐震はあと 10 年以上使うのでしたら、やはり耐震診

断はやった方がよろしいのではないでしょうか。60 年持つと言っても、公会堂は、

勤労青少年ホームより後に出来たはずですけど地震による損傷被害などあります

し、とても気になります。 

事務局 ： 今のことに補足させて頂きますと、さきの大震災を受けまして、御承知の通り

学校、公民館といった形で大きく集まる所については順次耐震診断をし、それを

受けての工事をやるようになっております。もう一つ八戸の場合は避難所をかな

りの数設置しておりますけど、そこについても耐震診断が必要な所をどうするか

とかそういったものを順次進めていくように考えておりますので、勤労青少年ホ

ームについても 10 年間手をつけないということは無いと思いますので、その辺は

優先度を見ながらできるだけ速やかに進めていくことを市も考えているというこ

とを補足させて頂きます。 

委員長 ： 分かりました。 

事務局 ： 利用者・市民の安全に関わることは。第一に考えなければならないので。担当

課の方にも十分申し伝えておきます。 

委員長 ： どうぞよろしくお願いします。それでは御意見・御質問等ございませんようで

すので、本日の審議案件については以上で終わりとします。どうもありがとうご

ざいました。 

 


