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平成 26年度 

第 1 回八戸市行政改革委員会 議事録 

 

日 時  平成 26 年５月 30 日（金）午後 3 時から 

場 所  議会第二委員会室 

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  早狩総務部長、佐々木総務部次長兼人事課長、高畑行政改革推進課長、 

佐々木副参事、奥瀬主査、阿部主査 

 

次   第    １ 開会 

       ２ 委員長挨拶 

       ３ 審議 第６次八戸市行財政改革大綱の策定について 

            ４ 閉会 

 

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

 

次第 審議 第６次八戸市行財政改革大綱の策定について 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

委員長： それではこれまでの取り組み、そして第６次のお話を承りました。少し分けて、

これまでの取り組みの中についての色々ご質問とかを受けて、それから今回新た

に策定していく第６次のお話の中で、少し意見をいただくという風に分けさせて

いただければと思います。 

資料でいうと、資料２がこれまでの行財政改革、資料３が第４次そして現在の

第５次の取り組み状況でございました。 

それに関連して、少しこの辺がという様なご質問がありましたらお受けしたい

と思います。よろしくお願いします。では、どうぞＡ委員。 

Ａ委員： １ページのところで質問ですけれども。21 年度までに 192 名削減目標が、112

名の削減しかできなかったという理由の中に、市民病院の看護師さんの関係だと

いうご説明がありましたよね。それに伴って、次のページの一番下の職員数のと

ころで、市民病院、交通部を除く一般行政等の職員数と書いてあるのですが、こ

の繋がりはどうなっているのでしょうか。要するに表の中では市民病院とか交通

部の職員数を除いているという事になりますよね。 

事務局： 第４次の大綱は、市職員全員を対象としております。17 年４月１日 2,225 人と

ありますが、これは全職員数です。 

委員長： それが入っているという事。 

事務局： そうです。この時は病院も交通部も入った目標の設定だったのです。一方、裏
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面の第５次の時は、市民病院、交通部を除いた一般行政職で目標を設定していま

す。目標の設定の仕方が違うという事です。 

Ａ委員： そうですか。ありがとうございます。 

事務局： １点補足させていただきます。一般職の部分は第６次の大綱で取り組んでおり

まして、市民病院と交通部につきましては、それぞれで経営に関して事業計画を

作る、独立した計画が存在するという事もありましたので、別々の扱いにしたと

いう背景がございます。 

Ａ委員： はい。ありがとうございました。 

委員長： 資料３の第４次の成果を表した実績を見ると、192 人削減の目標に対して、実

績は 112 人削減だったと書かれている。その後、説明いただくと分かるんですけ

れども、ここに市民病院のうんぬんが記載されている方が、後々こういうシート

だけが残っていく時代になった時に、目標達成できなかったのではないかという

誤解を受ける事を避けるためには、もし許されるのであれば、ここに記載してい

た方がみんなが分かりやすいという様な気がしますけれどもどんなもんでしょう

か。それは検討いただければ。 

事務局： 基本方針の中で、注釈を加えるという形で。 

委員長： 市民病院の方々の、この増員というのは何人だったかとかいうのが書かれてい

れば、意味が分かると思うんです。 

事務局： 基本方針を作る中で、今回ご説明しました資料をベースとしまして、データを

含めて精査していく中で、その辺の表現あるいは注釈も検討させていただければ

と思います。 

委員長： よろしくお願いいたします。何か他に皆さんから。 

Ｂ委員： 資料３の３ページ目に実質公債費比率、それから将来負担比率の推移というの

がありまして、財政健全化法の基準は下回っておりまして、市の独自基準も下回

っています。ただ、類似市町村の財政比較分析表を市のホームページで今朝印刷

してきたものを見ますと、いわゆる類似団体の中では、将来負担の比率と、それ

から実質公債費の比率は順位によると 40 団体がある中で八戸市は将来負担が 38

位で公債費負担に関しては 39 位。別にこれが良いとか悪いとかは置いといて、

後のほうで維持管理の話が出てくると思うんですけど、八戸市に関していうと、

これからいくつか大規模な公共施設の建設が予定されていますね。そこら辺のバ

ランスはどう考えていらっしゃるのか。そこら辺のご意見をお聞かせ願えればと

思います。 

事務局： 先ほど、他市との比較という部分でのお話では、特例市の中でという事で、以

前、私どものほうでも類似自治体との比較を実施した時に、やはり財政面では低

い値になっているというところは掴んでおりました。特例市の中でも大都市の近

辺の、ベットタウン的な都市は比較的優位なところがあったという事もあるかと

思いますが、地方の都市としてはまだまだ弱いというところは認識しておりまし

た。ですので、それについては、課題としては常にあるんだろうなとは思ってお
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ります。 

 それから、これからの投資の関係でございますけれども、これについては議会

その他でも建設推進にあたって色々なご質問が出ておりますけれども、現時点で

財政の方で考えている中では、いわゆる将来に亘って過度な負担が掛かる様な状

況には無いという事で、行財政改革を進めつつ、そういった計画的な投資も平準

化を図りながらやっていく事で現時点では運営していけると考えておりました。 

委員長： このグラフの中の、市の独自基準という 18％以下とか市の独自基準 200％以下

とかいう数字は、どこで決められたものなんですか。 

事務局： 当時、計画を作る際に、現状と将来を見据えて考え、ここは守るべきというラ

インを市の独自設定という事で、財政サイドと協議しながら決めた数値となって

おります。 

委員長： その時は、先ほどの 40 市とかそういう周辺の同規模の都市の現状を睨んだ数

字になっているものなんですか。 

事務局： 他市との比較での設定はしていないものとなっております。 

委員長： こういう数字は、平成８年度から色々やってきて、とりわけ量的にはこの第４

次がそうでしたけれども、この数値というのは、過去変化はしてきているんです

か。例えば目標が 18％の時もあれば 20％の時もあったとか。過去はどういう風

になっているのでしょうか。 

事務局： 20 年度以前という話でございますか。 

委員長： ええ。 

事務局： この数値自体が最近できた数値ですので、できたのを踏まえましてこういう数

値を採用してきたという形になります。 

委員長： 分かりました。法律上の大きな目標に比べると、更に厳しい目標を独自に設定

されているという位置付けではあるんですけど、市の独自の設定は何を根拠にし

たのか。周辺と比べるとどんな状況なのか。その見直しはどうすれば良いのかと

かいうのが、次のステップの課題になってくる可能性もあるので、ちょっとお聞

かせいただきました。 

事務局： 先ほどいつからこの数字がという話が出てまいりましたけれども、いわゆる夕

張ショックといわれた時、19 年度からこういった数字を取り入れています。19

年度の決算からこういった数字を取り上げる形となっております。法律改正を受

けて、という事です。 

委員長： 財政健全化法を受けて、市が独自に決められた。 

事務局： そうです。 

委員長： 分かりました。その時は、周辺の市町村とかを考慮したのですか。 

事務局： この数字については、当時財政サイドと協議する中で設定したのですが、他都

市や類似団体との比較、考慮した結果で数字をはじき出したかどうかという事に

ついては、確かな事は言えません。 

委員長： 分かりました。 
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事務局： 考え方としては第４次から第５次の流れの中では、まず第４次では財政をでき

るだけ改善しましょうという形に持ってきまして、第５次ではその状態をキープ

するのを前提としつつ、更に良くしましょうという事でしたので、第４次が終わ

った時点での数字をベースとしながら、そこを一定基準としてそれを越えない様

にというラインとして定めた率という風な考え方になろうかと思います。 

委員長： 他に皆さんからご質問等が無ければ４にいきましょう。これからの計画策定の

中の背景として考えなければいけない事として、八戸市を取り巻く社会経済情勢

の現状という事で、人口、出生率、高齢化率、求人倍率、義務経費などが紹介さ

れているところです。この４ページ５ページに関して、何かご質問等ございませ

んでしょうか。 

Ｂ委員： ５ページ目のポイントというところです。全ての市町村にあてはまると思うの

ですが、扶助費がどんどん増加していって義務的経費がかなり増えていって財政

を圧迫しているというのは、八戸に限っての事ではなくて、高齢化でどんどん進

んでいくと思うんです。最後に「増加傾向にある扶助費に対応しながら」とある

んですけれども、扶助費を減らしていくという事はなかなか難しいのかなと思っ

ていまして、例えば、扶助費が増えていく中で義務的経費をある一定の水準に抑

えるという事なのか、さっき言った公共投資に対するところで、人件費ですとか、

そういうところを抑制しなければいけないとか、そういう話になってくると思う

んですけど。この扶助費について、今後どれだけ増えるかとかそういう試算とか

はされているんですか。 

事務局： 具体的にどの程度になるという数字はちょっと捉えておりませんけれども、今

後この６次を作る上で財政推計をしていく中では、将来的にはどの程度の規模に

なっていくかというのは、掴んでいく必要があるかなと思っております。これは

早急に、今進めている作業の中に入ってくるものだと思っております。 

委員長： 平成 22 年度に制度が変わった事もあって、扶助費が急激に増加しているんで

すけど、この時は市に入ってくる、国なり県からの収入というのもこれに見合っ

て増えているんですか。 

事務局： 比例して入ってきております。 

委員長： 比例して入ってきている。それで、持ち出しというのも増えているという事で

すか。市単独でこの扶助費として出ていくのですか。 

事務局： 子ども手当になった時には、若干持ち出しも増えました。 

委員長： 持ち出しがあるんですか。 

事務局： はい。ただ、今申し上げました様に相当分の補助金も勿論入ってきてはいます

けれども、持ち出しも若干増えているという状況です。 

委員長： 例えば、10 入ってくきて、11 位出すという事になっているんですか。 

事務局： はい。そうです。 

委員長： 今後は扶助費の仕組み作りの中で、子どもが減ってお年寄りが増え、高齢化し

ていく。その時の状態は、入ってくるのと出ていくって言いますか、市の単独予
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算としての負担はやはり増える方向になるのですか。お年寄りの方が市の単独予

算として出すものも結構あるという事ですか。この扶助費の主なところは。 

事務局： 大まかな考え方でいくと、社会保障に関する部分は、すべて国一律と言ってお

きながら、やっぱり地方は地方なりの負担をしなければならないという考え方が

あるかと思いますので、高齢者対策とか生活保護とかそういった部分が増えてく

ると、それに伴う地方の負担分という様なところが、例えば、国の財政が劇的に

転換して、国が全部面倒をみますという時代になれば市民にとってはありがたい

と思うんですけど、そういう時代が来るとは思われない中では、考えなければな

らないポイントだと捉えています。先ほど、サービスの水準というお話がありま

したけれども、ここはやはり福祉に対する市民の方々の捉え方、要求されている

内容、実際の地方や国の財政状況、そういった部分をどう整理していくか、とい

う非常に大きな問題だという認識は持っております。 

委員長： 子どもが増えるのと、お年寄りが増えるのと、どっちが市にとっては負担が多

くなるものですか。今の現状でいきますと。 

事務局： どちらが増えるというよりも、高齢化が進むという事がもうはっきりしている

以上、多分人数のバランスで言うと、いわゆる高齢者世代を支える現役世代とい

う考え方でいっても、かつては何人かで１人だったのが、２人で１人みたいに負

担構造が変わっているという事があると思います。子どもに関しての数字を掴め

ている訳ではないんですけど、子どもの数が減ってくれば、いくら少し手厚くし

たといっていても実はそこまででもない。かつて、東京都の話でお年寄りの予算

を増やすか子どもの予算を増やすか、というニュースを見たんですけど、割合が

多い方に投資がいっているという内容でしたし、現実はそういう事ではなかろう

かと思います。 

委員長： そうすると、この（５）の義務的経費の中心が扶助費だとすると、（１）の人口

と（２）の出生率、あるいは（３）の高齢化率、これらが結び付いていると理解

していいという事ですか。 

事務局： そうです。その背景の下で増えていくと考えております。 

委員長： そういう要因の元々については、私どものこの委員会ではなくて、市全体の総

合計画の検討委員会で検討いただきながら、大きな意味での改善をしていただく

という事であって、私たちは現実こういう状態にあるので、それに対して第６次

はどう仕組んでいきましょうか、というのが、この後の私たちの宿題と受け止め

ていけばいいですね。 

 市を取り巻く環境のお話についてのご質問は、よろしいですか。 

それでは、基本方針案という事で、第６次について、資料４、それから、その

後ろの柱の１から４までご説明いただいた内容について、皆さんからご質問など

いただきたいと思います。どうぞ。 

Ｂ委員： この度、市長が中核市の移行を目指すという事で、今回の行財政改革大綱はそ

れを踏まえて、という事なんですけれども、私はこの分野を勉強している人間な
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んですが、中核市に移行するといっても何がどうなるかっていうのが、多分他の

方はよく分からないと思うんですね。中核市に移行する事で、例えば保健所の移

行であるとか色々あると思うんですけど、中核市に移行する事でどういうサービ

スを市が提供する事になるのか、その上で行革の話をした方が、恐らく分かりや

すいかなと思います。というのが、私のこの資料４を見た中の感想です。 

委員長： そういう意味では、中核市になったら、この最後にある、市民に笑顔があふれ

る住み良い暮らしができる様になる、そのステップをちょっと簡単にご紹介いた

だけるとありがたいですね。中核市になります、トライしますと。中核市になり

ました。どう変わっていって、どう市民生活が変わるのかという、その辺につい

てコンパクトな話がいただけるとありがたいんですけど。どうでしょうか。中核

市になると何が変わるのか、という質問なんですけど。 

事務局： 制度的に何が、市としてどう変わるかという事ですか。 

委員長： ええ。市民はどう変わるのとか。 

事務局： まず具体的に言いますと、大きなところでは、保健所の業務について、現在県

がやっているものを市がやる事になります。 

中核市の内容については、先般市長が表明した通り、詳しい内容についての検

討が今始まったという段階でありまして、中核市になるとどうなるという話を含

めて、計画も作られていくという事になります。我々は、それを見据えた上で行

革としてどうやるか、というのが関係性となります。 

戻りますけれども、一つは保健所行政に含まれている福祉行政が今まで県の保

健所、それから市であれば高齢福祉課、障がい福祉課でやっていますが、取り次

ぎ行政みたいな形でやっているという現実があるかと思います。例えば、障害者

手帳の申請については、取り次ぎで戻ってきたものを市で渡すとかといった、そ

ういった手続きが一体化される事になる。細かいところで言いますと、審査期間

とか交付期間が短縮されます。あるいは同じ福祉行政の中でも片方は県が判断し

なければならない、片方は市が判断しなければならない、というものがあった時

に、それを一体的にする事で、より市民にとって分かりやすく、しかも効率的に

サービスを提供する事が期待されるという様な事があります。 

この他にも、サービスの迅速化ですとか、可能な範囲でのサービスの向上とい

ったものも期待されておりますし、総合的な観点で福祉サービスが展開できると

いうのが、一つ大きなポイントではないかなというのがあります。 

併せて、福祉以外にも、県から下りてくる権限が様々ありますので、従来です

と県と協議して進めなければならなかった部分が、市が市民の意見を踏まえて早

く意思決定できる様になる、そして特色のあるまちづくりができるという様なと

ころもポイントとして挙げられると思います。 

最後は、イメージアップという言葉をお聞きになったかと思いますけれども、

今まで特例市という事で、一般市よりは上といっておきながら、まだちょっと分

からないなというところが、中核市という事でもう少し上がったんだなと、一般
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的なイメージのアップにも繋げていく。そういったものを糧として、八戸がより

この圏域あるいは県外、東北で確たる地位を築いていくという意思表明を含めて

のイメージアップ、そういった狙いもあろうかと考えております。現時点ではそ

ういう形です。 

委員長： そうすると、そういう業務を市でやれる様になるためには、当然、人とお金が

今まで以上に掛かると思いますけども、今まで財政的に色々と絞ってきたものに

対して、先ほどの市民病院のお話ではないですけれども、人員を増やさざる得な

い。あるいは、予算的にも今の抱える業務のために、このお金は、今まで県が受

け取ったお金を市が受け取る様な仕組みに変わるんですか。例えば保健所のお話

でいきますと。 

事務局： 大きな枠組みで言いますと、地方交付税でその業務に相当する部分が入ってく

るという事になります。過去の中核市に移行した都市の例を見ていますと、それ

でひとまずは賄えるだろうと思っております。ただそれだけに留まらない部分も

当然出てくるかと思いますので、その部分については、一体的にやる事によって、

業務を効率化して、できるだけ持ち出しが増えない様に努力はしていかなければ

ならないと思います。 

委員長： 市の支出としては、金額的には増えていても、増えた金額分は外から入ってく

るんだから市民の負担が増えている訳ではありませんよ、という事を言っていか

なれければいけないですよね。人が増えました、財政的にも支出が増えました。

それを市民の方に「いや、そうではありませんよ」と伝えるための分かりやすい

伝え方を、ちょっと考えなくてはいけないと私は感じました。 

事務局： 中核市の移行計画というのも作ります。その中で、今ご質問に出た様な財源の

問題はどうなのかといった辺りも含め、こんな感じでいくという詳しい方向性ま

で含めて検討して作っていく形になります。 

委員長： この真ん中にある「中核市移行による市民サービス向上」について、何か皆さ

んからご質問、他によろしいですか。 

事務局： 今、中核市に関するご質問が出てきましたけれども、実は先般、月曜日に市長

が表明した際に、基本方針というのを出しております。コピーをしまして皆様に

お配りしますので、後ほど見ていただければ。今出てきた話も盛り込まれており

ます。 

委員長： 中核市八戸を目指すという、そういう第６次ですから、その中身は何なのとい

う事に対して、委員も承知していないと具合悪いでしょうから、後ほど、ご紹介

下さい。 

事務局： 今後、基本方針案それから実際の大綱の中では、中核市がどういうものなのか

というところをご説明しつつ、大綱ではこうやるという流れで進めていきたいと

思います。 

委員長： 目標値はどうやって設定しますか。前は色んな指標、定員管理の目標値とか、

色々、今回のこの第６次でも年次毎に設定していくものですか。 
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事務局： そこは今検討しているところです。実は中核市の関係で前提条件を固めるのが

厳しい部分も若干ありまして、ただし、だからといって目標が無いというのもち

ょっと考えられないと思いますので、その辺は人事課、財政課と調整した上で作

る形になろうかと思います。 

委員長： 何か目標がないと５年経った後で、成果が文字で並んでいても、ちょっと市民

にとっては辛いところがあるんじゃないでしょうか。 

 他には、どうぞご自由に、ご質問意見を出して下さい。 

Ｃ委員： 資料４の基本方針案の基本理念の中に、行政資源の最適化というのがあります。

それと柱１、組織体制の充実強化の中に専門職の配置等とありますが、これは行

政資源が更に増えるのか。あるいは、今ある資源の中の能力を強化開発していく

のか。それと、中核市の関係。 

事務局： 中核市の話が出ましたけれども、先ほど申し上げた保健所業務が入るという事

で、従来、市になかった職種、専門的な医師ですとか、あるいは獣医師といった

職種になろうかと思いますが、その部分については、採用という形で職種が増え

てくるというものがあろうかと思います。併せて、従来採用している職員に関し

ていえば、能力を上げていくという両側面になろうかと思います。 

Ｃ委員： そうしますと、保健所の様なところは、市民病院とはまた別ですから、この人

数の中に入ってくるんですね。 

事務局： 恐らく、機構上入ってくるという形になろうかと思います。 

Ｃ委員： お医者さんも、市の数の中に入ると。 

事務局： ええ。企業会計とは別ですから。 

Ｃ委員： それと財産のところですが、現在、未利用市有地、遊休スペースというのは、

今、有している財産の何パーセント位あるんですか。 

事務局： パーセンテージについては、今、数字を持ち合わせていないんですけども。未

利用市有地というのは、色んな形状の土地があります。例えば、道路用地として

取得したものの端だとか、その道路が用途廃止になった関係とかですね。また、

真四角な形状の所もありますし、三角の所も。色んな制約のある土地もあります。

そういう中でも未利用市有地を売却し有効に活用してもらう、また、歳入確保と

いう事も含めて、未利用市有地の売却という事業を進めております。しかしなが

ら、先ほど申し上げたとおり色んな土地の形状があるものですから、簡単に売却

できるというものでもないんです。そんな中で、今年度からは、専門的な知識を

持った方々にお願いをして、そのノウハウを活用しながら売却事業を進めるとい

う取り組みをやる事を考えております。 

その他に遊休地という事について、土地という事でいえば、各課で色んな土地

を所管しております。そこを今後各課あるいは市で活用する計画が有るのか無い

のか、という部分を各課で考えていただきながら、将来的に利用する計画が無い

という部分について、基本的に売れるものについては売っていき歳入を確保する、

方向性からすればそういう形になります。 
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委員長： そういうのをコントロールしているのは、どこの部署になるんですか。 

事務局： これは私ども総務部になります。総務部の中の管財課で担当しております。 

委員長： 一気に売り出してしまうと、叩かれてしまう。少しじわじわと売るという様な、

そういう事を考えているのでしょうか。 

事務局： なかなか難しいものです。 

委員長： どこでもそうじゃないですか。いっぺんに売り出すと安くなるでしょ。 

事務局： 毎年度、物件にすれば、数件から 10 件程度、新たに募集する訳です。ところ

が結果として良い結果が生まれてないというのがあって、それが翌年度に繰り越

しして少し増えて、というのが昨年度までの状況でした。今年度からは、不動産

屋に業務委託をし、適正な価格も含めて設定をしていただきながら、うまく売っ

ていただくという方策を新たに採用して、やろうとしています。今、その事務を

進めておりました。 

委員長： 市が不動産業をしないで、委託をするという事ですか。 

事務局： あくまでも適正な価格での売却というのが前提にあります。市の財産ですから、

どうでもいい様な値段で売る事はできない訳です。そこには不動産鑑定というの

も入ってきます。色んな制度的な制約、それから土地の形状の制約ですとか様々

あります。そういう中で、不動産屋のノウハウを活用しながら、適正な価格で売

却をしていきたいという事です。 

委員長： 分かりました。 

Ｄ委員： 民間だとお互いの合意で、幾らで良いよで済むけれども、済まないという事で

すね。 

事務局： そうなんです。 

Ｄ委員： 分かりました。 

Ａ委員： 委員長がおっしゃって下さったお陰で、中核市というものについて、新聞を読

んだだけでは分からなかった部分が大変良く分かって、勉強になりました。この

下の部分ですけれども、「市民に笑顔あふれる住み良い中核市・八戸」となってい

ますよね。今まで八戸は住みやすいという言葉を使っていた様な気がするんです

けど、そうなった時に、やすいよりも良くなるという風な、一歩前進する中核市

になる、というのをもうちょっとこの中に盛り込むべきじゃないかなと、私は今

日説明を聞いていて思いました。やすいんじゃなくて、良くなるんだよという事

を。 

委員長： どんなキャッチフレーズが良いかって事ですか。 

Ａ委員： はい。なんかそう思ってお話を聴いていました。 

事務局： 先ほど申し上げた様に、中核市に移行する事によって、八戸市の都市としての

イメージアップ、それからステータスが上がるという事になる訳ですので、それ

が色んな分野に波及して、その効果を生み出していくという事なので、今おっし

ゃった様な、やすいから良いに変わる、そういう部分について、ちょっと工夫し

てみたいと思います。 
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委員長： そうすると、問題の人口減少とかについても、もしかしたら戻っていって、上

に上がるサイクルに変われるかもしれないですね。 

 今、中核市に関する資料が配られましたけれども、事務局から簡単に説明して

ください。 

 

〔追加資料『中核市移行に関する基本方針』について事務局説明〕 

 

委員長： どうもありがとうございました。何か皆さんからご質問とかございませんか。 

Ｅ委員： 協働の話が出ていましたので、協働の推進会議の委員長をやらせていただいて

いるので、書いている事が非常に嬉しいなと思って、この文章を見ておりました。

ただ、５ページのポイントのところ、これはどちらというと財政的な部分が厳し

いと、あまり良い見通しが立ってないという。これを踏まえた上で今後独自の計

画になっていく訳ですけれども、協働のまちづくり自体が正直なところ、財政的

なところと明確に繋がった様な形で委員会としてはやってない部分があるので、

この中にこう入れていただいている中で、協働と財政的な部分の繋がりがちょっ

と私としてはまだ説明できない部分があるんですけど、このストーリーというか、

協働をせっかく入れていただいているにあたって、ポイントの中の財政的な大変

さのところと協働を組み合わせるストーリーが、ちょっとうまく私の頭の中で呑

み込めてないんですけど。その辺はどの様にご説明されていきますでしょうか。 

事務局： 協働の考え方の中で誤解されている部分として、市の財源が無くなった事を理

由として、市民の皆さんのお力を借りたいという側面で捉える方もいらっしゃる

んですが、むしろ逆だと。逆というか、今進められている協働というのはもっと

ポジティブなものというか。市民が参加する事により、より効果的な施策展開と

いう側面が非常に強いんではないかなと。個人的に思っている話になってしまう

かもしれませんが、財政的な部分で確かに協力していただいた方が、というのは

当然ありますけれども、より効果的に市の施策を進める上で、行財政改革ですの

で、行政改革の部分でいえば、市が市の考え方に基づいて市の人間だけが事業を

進めるという従来の古い形の進め方ではなく、これからは常に市民のご意見を聞

き、市民と一緒になって物事を進めていく事によって、最終的に政策効果が上が

るという風な観点が今進めている協働ではないかと思っております。当然、効率

的に財政の話も踏まえた上で市民の方々にも分かっていただかないと。従来型の

考え方は、市にやって下さい、という要望型で、確かにそれはできれば良いんで

すけど、今はもうそういう時代ではないという共通認識のもとで、行政ができる

部分、それから民間、市民ができる部分、双方の力を持ち寄ってやる事によって、

政策目標を達成しようという方針、狙いという事で整理はしているつもりではお

りました。 

Ｅ委員： そうですね。その通りだなと思って、今、非常に納得して聞いていたんですけ

ど、実際に財政的に厳しいという見通しの中で協働が入ってくると、どうしても、
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今まで行政サービスでやっていたところは、市民との協働で、限られた予算の中

でやっていこうと。協働を説明する中では、必ずしなければいけない事項なんで

すけど、どうしてもそれを直結で繋がれてしまうとポジティブな話ではなく、低

コストでやってしまおうという先ほどの発言に近い事に繋がってしまうので、そ

うではない発想でいかないと市民の協力という事になってくると、そういう市民

の意識的なところを上げていかないと、まちづくりをしたい意欲を持った方を活

かしていくとなってくると、そこのところだけが繋がっていくと、非常にマイナ

スなイメージになってくると、いつも私は考えているので、その辺はご説明され

る時に、そうではない、というところの部分は、言い方になるかもしれませんけ

れども、ストーリーを逆に作られない様に意識して、コストとのストーリーを作

られない様な言い方をしていかないといけないかなという風な考え方を持ってお

ります。 

協働の内容は本当に様々多岐であります。既に行われている行政サービスを市

民の方と一緒にという分かりやすい単純な話もありましたし、ポジティブに新た

な地域ニーズを見つけて、とかもあります。色んなパターンが出てくると思うん

ですけど、恐らく協働という考え方は、６次以降は非常に必要な事だし、中核市

の話とこれをどう絡めていくかというのが、まだ私としては上手く頭の中で作れ

ていないんですけど、その辺も上手く説明できる様なストーリーのもので６次計

画が進んでいかれる事を期待しております。以上です。 

委員長： どうもありがとうございました。 

市民サービスの向上、別紙の柱２のマイナンバーを活用したサービス向上です

が、マイナンバーとはどういう人が対象なのですか。 

事務局： これは全国民が対象になります。今、住民基本台帳カードという形で個別に番

号が付いて様々運用しているものがある訳なんですが、そういった考え方を国民

全部に適用するという様な形でやるという事で、国と一体で動いている部分があ

りまして、28年1月からスタートするという事で今準備を進めているところです。

簡単な例で言いますと、一つは各自が持っている所得情報を、今だと証明書を付

けて下さいというのが必ずどこへ行ってもつきまとうと思うんですが、そういっ

たものもデータのやり取りだけでできる様なものを全国一律のシステムでやりま

しょうと、国と一体になって整備を進めようとしているところです。 

併せて、もう一つは今やっている事務を効率化するだけでなく、市民の方々に

それぞれ番号が付いて、その方の持っている情報がある中で、将来的な展開とし

てはこの人に適したサービスを、マイポータルという言い方をしているんですけ

ど、そこからあなたの受けられるサービスはこういうのありますよと、申請型で

はなくてプッシュ型のサービスを提供するという、将来的な狙いも含めて、まず

は基盤となるネットワークを作ろうという事で今進めているものです。 

委員長： 例えば、住民票をネットで受け取れるとか、そういう世界ですか。 

事務局： 住民票を受け取るというのは各自治体のサービスの中に入ってくるので、例え
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ば、コンビニで交付できるとかといったものは、それとは別になります。住民基

本台帳の中のサービスとして検討されている、という事になります。 

委員長： そうすると、市町村毎っていうか、八戸市は八戸市独自のサービスをどの様な

形でやるかという事をこれから検討していく、という事になっていくんですかね。 

事務局： まずは全国で一律のサービスの基盤を作る。住基ネットの時もそうだったと思

うんですが、本当に全部の自治体が一緒にスタートできるかと言えば、最初の運

用の部分のところもありますので、そこをきちんとした運用ができる状態になっ

た時点から、それぞれの自治体の独自のサービスという様なところに広がってい

くものと考えております。 

委員長： もしかしたら、結構な負担が市の職員の方に、行政の方に負担が多い世界にな

る可能性もある訳ですね、そういう意味では。つまりＩＴを今まで使わなかった

ところに、入ってくる可能性があるという。市民との接点の中で。 

事務局： 基本は、従来役所がやっている事務の中で、証明といった紙でもらっているも

のをデータでもらうという事なので、実は事務の合理化という側面もございます。

手続きする方にとってみれば、証明書を取る手間、手数料が掛から無くなるとい

う側面もあるので、国の制度の説明の中では、両者にとって効率化が図られると

いう内容になっております。作る時点、それから運用している中に多少の負荷と

言いますか、職員としてもシステムが変わったりという部分はあろうかと思いま

すが、今まで手作業でやっていたのをコンピューターで一回でできたりとか、そ

ういう事務の効率化の可能性というのはあるものと思っていますが、これからシ

ステムを再度見ていかないと、実際どの様になるかは、手探りの状況にあるとい

ったところです。 

委員長： もし可能でしたら、窓口に来なくても交付ができる様な仕組みとか、色んな事

があると便利かなと。 

事務局： 最終的にはそうですね。確定申告とか個人認証の部分が出てきますので、マイ

ナンバーの中でもカードを交付するという形になる。身分証明書になるというシ

ステムで、本人確認の上で配るという、これは第一段階で大変手間の掛かる作業

なんですけど、それが本当にその人本人だという証明になるので。カードリーダ

ーを使ってできる様になればサービスの拡大というのも当然予想されるのかなと

思います。住基カードに代わるものとして、新たなカードが出てくるというイメ

ージです。 

Ｄ委員： 例えば年金の受給者の方であれば、市に住民税の申告の有る無しのために市で

ペーパーを作って書いてもらって出しに来ていたのが、番号が付く事で年金事務

所から年金の金額が幾らですからと行くから、ペーパーの印刷もいらなくなるし、

お年寄りが出向く事もいらなくなるしという、そういうところですね。私たちの

受けるサービスとしてマイナンバーで便利になるのは、もうちょっと後だと思っ

ていいんですよね。 

委員長： この基本理念の中に、行政資源の最適化によるというのが頭にありまして、最
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適化っていうとＡＢＣがあって、その中のＡが３割でＢが３割でＣが４割使うの

が、それがベストだとか、何かそういう組み合わせの様なイメージを感じますけ

れども、それをどう評価するという、その辺はどうしていきましょうか。つまり、

最適化が進んだ、進んでいなかったとか、５年後の話なんですけれども。そこの

評価をしっかりできる様な仕組みを準備しておいた方が、と感じました。 

事務局： はい。実はそこの部分も検討課題と認識しておりまして、評価指標という事を

常に言われる訳ですけど、計画の中で到達目標、一つは数字的な推移であったり、

あるいは事業であれば何年後にこういうものを実施します、とか。そういった個

別のものもあろうかと思います。まず最適化という言葉を使ったというのは、一

つは従来の様に、計画を立てて５年間同じ計画の下に果たして進むのかなという

ところも正直ありまして。意識とすれば、常に今の状態が良いのか、計画が難し

いからといって、例えば傾斜を下げて作るという事もできなくはないんですけど、

そうではなくて今できるのは何かというのを常に考える事によって、できるだけ

下がらないで上げていく。そういった意識的なイメージを入れてみたんですが、

おっしゃられる通りそれをどう測るのかというところが、これから基本計画、そ

れから実施計画を作る中で、できるだけ対外的にもご説明できる様な数字であっ

たりとか事業量であったり、あるいは仕組みがどう変わるかといった具体的なも

のをどこまで落とせるか。実施計画レベルのところだと思いますけれども、そこ

では工夫していかなければならないと思っております。 

委員長： 私自身はこの最適化という言葉が、今までの言葉と違うという意味では、例え

ば人員削減については単独の指標。それから、財政的には単独の指標。それぞれ

単独に指標を設定してきましたよね。それに対して、財政的にはそれほど改善は

されていないものの、人員的には何かそういう最適化と言いますか、合わせ技で

評価されるという言葉が最適化かなと思ったんです。それが市民にとって様々な

受け取り方があるでしょうから、どういう風な事を狙っているかという事が数字

的にも分かる様な仕組みを、できれば用意すると良いかなと思うんですよね。 

事務局： 具体的に示せるのはこれから先になろうかと思いますが、一つの例とすれば、

職員数に関して言えば、中核市に移行する事によって増えるという事が頭に擦り

込まれている中で、例えば何も考えず１足す１を２にするのではなくて、１足す

１を１．８位までにします。努力する事によってそこに落としますと、努力する

目標あるいは努力した成果というのを、何もしない場合との比較であったり、そ

ういったものも検討の余地があるのかなと考えているところでございます。 

委員長： せっかく５年間努力していった後で、その努力が数量的にも、こうしたんです

よ、という事が市民に分かりやすく伝わるという仕組みが、先ほどの第４次の成

果を数字で評価している様に、第６次の改革も何かそういう風な形のものがあっ

たら、市民には分かりやすい改革として受け止めていただけるんじゃないかと思

うんですけど。イメージアップというのを数量的に、というのは中々難しいかも

しれないですけど。 
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事務局： 今までの行革大綱の数値目標というのは、絶対値を目標にした数値目標という

形だったんですが、それが今回の第６次でできるかどうか。というのは中核市に

移行した後の期間も入っているものですから。例えば、保健所ができる。それに

よって必要な職員数というのが出てくる訳です。その職員をすべて採用するのか

どうか、というところもある訳です。現在、県で所管している保健所、そこに居

る獣医師ですとか、色んな医療技術系の職員、資格を持った職員というのは必要

になるんですけど、先行市を見ると、採用という形ではなく、少なくとも移行期

については、県からの派遣によって賄っているという所もあります。そういう工

夫も必要なんだろうと思っています。ただ、将来的には採用する事によって、確

保していかなければならないという事にはなる訳です。そういう絶対値というの

が、今までは絶対値が下がるとか、収納率が上がるとか、そういう絶対値との比

較だったんですけれども、そういう考え方がちょっと難しい側面が今回はありま

す。ただその一方で、委員長がおっしゃる様な評価する上での指標、これは本当

に必要な分かりやすい部分でありますので、指標については、今までの絶対値で

はない、どういう数値が適しているのかについて、これから検討してみる価値が

あるんだろうなと思っています。 

委員長： 確かに間違いなく人は増え、絶対数としては増える訳ですけど、それに対して

も依然努力しているという部分を皆さんに理解いただかなくてはいけない訳です

から、先ほどありました本来は１増えるのが０．８に努力している姿が見える形

になるという、そういう仕組みですよね。当然、財政的にも同じ様に財政規模が

大きくならざるを得ないんでしょうけど、健全化に向けて努力をしているという

姿が見える指標をどうするかというところですよね。 

事務局： それが適正にご判断いただける様な数値としてお示しできるかどうかですね。

そこについては色んな財政的な部分もあるでしょうし。例えば、率という様な概

念を入れてくるとかですね。絶対値ではないけれども適正な評価として判断して

もらえる様な考え方・システム、そういうものが可能であれば、その点について

は検討してみる必要があるだろうなと思っています。 

委員長： 単純に、今の現状に対して中核市としての新しい業務を抱える時に、素直に足

し算した数値が分母になっていて、それに対してどういう風な改革を進めてきた

かという事での比率の様な評価とかですね。 

事務局： それはこれから検討させていただきます。 

委員長： Ｂ委員、何かアイディアはありますか。こういう風な評価方法について。 

Ｂ委員： そうですね、我々の世界では、インプット、何かを投入して、アウトプットが

出てきて、アウトカム、いわゆるその成果で判断をしましょう、と。ただその成

果をどうやって判断するんですかというのがなかなか。企業ですと恐らく売り上

げとか結構分かりやすい指標で成果というのは示しやすいんですが、行政ですと

成果を何で判断しますかというのは難しくはなると思います。職員を減らさなけ

ればいけない中で、最低限の行政サービスの水準は確保していかなければいけな
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いと思うので。私は県の行革の方の委員もさせていただいているんですが、その

委員会の中で出てくるのが、県民局のサービスが低下していると。それは、極め

て主観的なんですが、利用されている方でそうおっしゃる方が結構多くて、要は

職員を減らしていく中で、行政サービスの水準が下がった様に思われてしまうと

いうのは良くない事なので、そこは内部で市民サービスに関わる部分は落とさな

いで、内部の行政的な部分で効率化を図るとか、そういう事を目指していった方

が良いんじゃないかなと個人的には思います。 

委員長： 色々検討していただく必要があるかもしれませんけれども、よろしくお願いい

たします。 

それでは、皆さんからご意見をいただきましたので、これに沿って色々ご検討

いただければと思います。 

本日の審議案件については、以上で終わりとさせていただきます。どうもあり

がとうございました。 

 


