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平成 26年度 

第 2 回八戸市行政改革委員会 議事録 

 

日 時  平成 26 年 9 月 30 日（火）午前 10 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５次八戸市行財政改革大綱の進行管理について 

・第６次八戸市行財政改革大綱（案）について 

            ４ 閉会 

 

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

 

審議 第５次八戸市行財政改革大綱の進行管理について 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

委員長： それでは皆さんから追加の質疑という事で、全体の柱が１、２、３と分かれて

ますから、まずは、「柱１ 自立性の高い組織運営の確立」に関わる質疑という事

で進めさせていただく事にいたしましょうか。今の回答の中で更に聞きたい点や

ご意見等ございましたら、ご発言いただければと思います。 

では私から、進行管理結果というシートの中の指標１、定員管理の推移の中で

26 年 4 月 1 日は 1,305 人という事になっていますという説明がございました。ポ

イントを見ますと、定員管理の適正化はほぼ年度計画通りに進んでいます、とい

う事で、定員の適正化という活動が行われてきているものの、グラフを見ますと

最初の３年間に少し大きく定員が少なくなっていて、一方で 25 年、26 年は割と

フラットになっている事について、少しコメントを頂いた方が市民の方が分かり

やすいのではないかと思いましたけどもいかがでしょうか。要は、基本的には順

調に進行しているというお話ですけど、グラフを見ると最初の 3 年間と比べ、25

年、26 年が少しフラットな状態になっている事について、どういう背景があった

とかいうお話をしていただくと良いのではないかと思いますが、いかがですか。 

事務局： この 22年度から 24年度まで 1,365人から 1,336人という形で推移しています。

中期職員配置計画は５年間の枠で作るのですが、各課で５年間における、例えば
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業務委託や指定管理者の導入、それから業務量の増減等を把握した上でそれぞれ

の課が計画値を作ります。それを人事課で全課を対象としてヒアリングをし、毎

年の計画を作ります。 

更に単年度の職員配置計画というものも作ります。こちらも各課が作った計画

について、毎年度、人事課で全課を対象としてヒアリングをして、翌年度の 4 月

1 日の職員数をどうするのか、どういう計画でいくのかというのを作ります。そ

の中で結果として、さきほども説明しておりますが屋内スケート場の建設や中核

市への移行、更には中核市への移行に係る総合保健センター、いわゆる保健所の

設置というのが必置でございますので、そういう事情が出てまいります。それが

26 年に集中した、これは当初想定していなかった事でございます。 

屋内スケート場についてはあくまでも従来は県立で、という事で推移してきた

わけですが、色々な事情で市立という事になったわけです。中核市においてもそ

ういう事でございます。そのような状況の変化がございまして、結果として特に

26 年が職員数の目標値が達成できなかったという事でございます。 

委員長： どうもありがとうございました。皆さんから「柱１ 自立性の高い組織運営の

確立」について質問が色々出ておりましたがいかがでしょうか。 

 南郷区の職員検定について質問させていただきましたが、ちょっと気になった

のが検定という言葉が堅く、取締りを受けるようなイメージで職員の方が受けら

れるのでは少し負担が多過ぎるのではないかと思いまして、広く職員の皆さんで

勉強し合うような、そういう機運が醸成される様なネーミングの方が良いのでは

ないかなと思って質問させていただきました。 

事務局： さきほども回答の中で触れておりましたが、そういうネーミングも含めてです

が、今後の取組、残念ながら昨年度は応募者が無かったという事ですが、今後も

検定という形でやるのかどうかというのも当然検討していきます。 

新採用職員から課長級まで階層別に研修を行っております。最近の研修の傾向

とすれば効率性や自己啓発等に重きを置いてきている部分がございます。これか

らはちょっと視点を変えて、例えば、南郷区も含めた八戸市の成り立ち、歴史と

かそういうものを、市の職員に再度知ってもらう事によって八戸市に誇りを持っ

てもらう、そういう研修をやってみたいなという考えがございまして、今の南郷

区の検定とあわせて取組を検討していきたいと考えております。 

委員長： 皆さんから柱１について追加はございませんか。 

Ａ委員： ３人の委員の方からご質問がありました、Ｎｏ．１－２－５の「職制の見直し」

ですが、課長代理を作るという話はもう無しですか。それはもう目指さないとい

う理解でよろしいですか。 

事務局： それは放棄したという事ではございません。職制あるいは機構もそうですが、

その時々の行政需要、量等で変わっていくものだと思っております。特に職制に

ついては、年齢別の階層、職員の数とも関係してくると思っています。職制とい

うのは給料表とも連動しているわけですが、給料表のあり方、それから職制のあ
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り方という事については、引き続き検討していくという事になります。 

中核市への移行や保健所あるいは屋内スケート場、それから復旧･復興等の業務

量が非常に多かった事、これからも職員数の減ではなくて増要因が多くなってい

るという事がございます。こういう状況を踏まえながら、どういう職制がいいの

か。職員数のスリム化、定員管理というのは継続して不断の努力をしなければな

らない課題ですので、行政需要を見ながら機構や組織はもちろんですが、職制に

ついてもその時々の状況で検討していかなければならないと考えております。課

長代理職についても専任次長についても、同様に検討していくという事で考えて

おります。 

委員長： よろしいでしょうか。 

Ａ委員： はい。  

委員長： もし無ければ、「柱２ 質の高い市民サービスの追求」について、ご質問やご意

見ございませんか。 

よろしいですか。よろしければ、「柱３ 持続可能な財政基盤の確立」について、

お願いします。 

Ｂ委員： ふるさと納税についてですが、これで集められました寄附金というのは各課で

ご使用になるのですよね。その配分はどこで決めているのですか。 

事務局： 大雑把に申し上げますと、ふるさと納税を頂く際にご寄附をいただく方から何

に使って欲しいのかという使途についても確認しております。例えば、福祉行政

に使って欲しいとか、復興に使って欲しいという事もございますので、そういう

場合には、それぞれに対応した基金がございますのでそれに入れるという事にな

ります。そして、基金を所管している課が計画的に活用させていただいていると

いう事になります。 

ただ、使途を特定しないケースもございます。それについては正確な情報を持

っていないのですが、社会福祉基金に入れる場合が多いのではないかと思ってお

ります。使途を特定されたものについては先ほど申し上げましたような形です。 

委員長： どういうものに使って欲しいという声が多いのですか。 

事務局： その時々ですが、最近では、教育や奨学金関連で使ってほしいというのがござ

います。 

委員長： 分かりました。他にはございませんか。 

     無ければ、第５次のお話は承ったという事で、次の第６次行財政改革大綱案に

ついてご説明いただいて皆さんのご意見をいただく事にします。事務局から説明

をお願いします。 

 

審議 第６次八戸市行財政改革大綱（案）について 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 
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委員長： 皆さんからご意見をいただきたいと思います。最後の課レベルの取組数とかグ

ループ単位の項目数とかございましたが、課というのは何課あるのですか。それ

からグループというのは何グループあるのか情報があれば教えていただきたい。 

事務局： グループが 164 で、課が 75 前後です。 

委員長： グループは 164 を超えた改善項目がリストアップされていて、課は全部の課が

課レベルの取組を出されているわけではないという事になりますか。課が 75 あ

って取組項目数が 45 と書かれてありますので。 

事務局： そこについての考え方ですが、今回は、課レベル及びグループ単位という２つ

の仕分けの仕方になっています。第５次では課レベルで一般的な行革のテーマに

取り組んでいる部分と、一部署一改善運動として全ての課が１つずつ出しましょ

うというような棲み分けをしていた訳です。 

今回の第６次では、社会情勢の変化や課題を踏まえ当課と担当課で協議しなが

ら抜き出したものが課レベルの取組でございます。それに対し、グループ単位の

業務改善は、今回の大きな柱でもありますが、グループが複数ある課の場合、も

しかすると１つのグループだけに関係する内容の提案というのものも一部署一改

善運動ではあったと思いますが、今回は課の中でまんべんなく取り組んでもらう

ために、グループ単位の細かいユニットで改善に取り組む、そういう風に考え方

をシフトしたとご理解いただければと思います。課単位からグループ単位に細分

化したという事をご理解いただければと思います。 

委員長： 全職員が何らかの改善活動って言いますか…。 

事務局： 第６次では、職員の意識の改革を中心に進めていきたいと思ってます。 

第５次の一部署一改善運動の場合、課の中で、あるグループだけが取り組んで

いた場合、他のグループの職員は隣のグループでやっているという様な意識を持

ってしまいがちですが、第６次では全てのグループを対象とした事により、自分

たちのグループは何をやるんだ、というところからスタートさせる事で、更にそ

の拡がりを課の中に拡げていく、そういった効果も狙っての取組となっておりま

す。 

委員長： 分かりました。どうぞＣ委員。 

Ｃ委員： 本当に単純な事なのですが、セルフカイゼンのカイゼンはなぜカタカナなので

すか。 

事務局： これは意識の付け方というのもあるのですが、漢字で使うと一般的な言葉にな

ってくる、ネーミングとすればいわゆるトヨタのカイゼンもカタカナでカイゼン、

世界でいえばローマ字で kaizen というのが定着している、その辺りも意識しなが

ら単語として独立させ、目に付くようにしています。漢字にしてしまうと逆にか

すんでしまうのを敢えてカタカナ表示にする事で我々の新たな取組という事でネ

ーミングしたものです。 

Ｃ委員： 意図が分かりました。ありがとうございます。 

Ｂ委員： すみません。同じところですが、カイゼンというのはトヨタさんでやってらっ
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しゃるのは存じ上げていたのですが、ここにセルフという言葉を付けてセルフカ

イゼンとしたのは八戸市が初めてですか。これを市役所の中で職員の皆さんがこ

の言葉だけを読んだ時に、どんなイメージを持つのか考えた時に思ったのは、例

えばセルフコントロールというのは自分自身をコントロールするという事だし、

ここで言っているセルフカイゼンというのは自分じゃなくて自ら改善するものを

探すという意味なのかなと思ったので、その意図を強調するのであればセルフじ

ゃない何かほかにないのかなと思ったのですが。 

事務局： セルフカイゼンの狙いとしては職員一人一人がという意味がセルフという言葉

の中には込められています。今回の大綱の大きなテーマの中に、職員それぞれが

組織そして地域の事を考えながら取り組んでいくというのがあります。 

これについて現在、職員の意識啓発という事で当課から月に１回、行革に関す

る様々な事をテーマとした、例えば、仕事に関する知識であったり、職員の心構

え等、毎回いくつかのテーマを取り上げた形のニュースレターを全職員宛にメー

ルで情報提供して、職員の意識改革に取り組んでおります。それを更に拡げて今

度は職員側からの発案と言いますか提案募集みたいなものとか、また、今回のグ

ループ改善では様々な我々が気が付かない部分で職場の仕組みを変えていこうと

いう取組もありますので、そういったものを課だけでなく全庁的に拡げるような

ものに波及させたりとか色々と組み合わせながらやっていきたいと思っています。

他の自治体では発表会形式とか課の競争のようなやり方をしているところもある

みたいですので、それらも参考としながら、どういったやり方にすれば職員が負

荷を感じず、かつ、より積極的に改善に取り組んで、定着させる事ができるのか

というところをこれから考えていきたいなと思っています。言葉については、今

回はこの名前でいければという事で、その辺も浸透させていきたいと考えていま

す。 

委員長： 改善のための能力を整理すると、どんな能力を皆さんに持っていただくと改善

が進んでいくとか、そういうシナリオがあると良いかもしれませんね。 

大学の授業の場合ですと、まず最初に課題を抽出する課題抽出能力、課題抽出

以降は、状況を把握する能力だとか。 

今、どれを皆さんに学習していただいている、という整理がこの後行われてい

くと良いのではないかなと思います。 

Ｄ委員： グループ単位というのがとても細かい内容で、そういう事に気を付けたいのか、

という事が見受けられますので、個人の意識の改革という点では前回より改善が

どんどん進んでいく方向ではないかと思います。それでこういうのが行われる際

に、例えば若い方がおっしゃっても、今までそれできたのだからそれで良いのだ

とかと意見を潰す事なく、じゃあやってみようか、という意識を是非上の方に持

っていただいて進めていただきたい、という意見を持っています。 

事務局： ちょっと補足ですが、おっしゃられた通り、今回の大綱の中では最適化、要す

るにその時代時代にあわせる形で仕事の内容も含めて見直していく、今まで通り
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で良いかというのではなく、今良いのか、将来にとって良いかという事を考える

事を常にやっていく事を意識していきますので、そういった方向に向かっていき

たいと考えております。 

事務局： Ｄ委員の今のご発言の内容を、実は事務局でも話をした経緯がございます。そ

の点についてはそうならないよう、課長以上の管理職をはじめ、また中堅の職員

についても、そういう意識を持たれればいくらセルフカイゼンを叫ぼうが実績が

残ってこないわけですから、そこについては十分配慮していきたいと思います。 

委員長： 意識改革というのは皆さんの意識改革ですね。上の方の意識も若い方の意識も

ですね。 

Ａ委員： 大きなお話をさせていただきたいのですが、資料２の７ページのところの行財

政改革大綱の取組についてですが、推進期間のところにあります様に今回の行革

大綱を考える上で、一番メインになってくるのは中核市だと思います。 

今までやっている市の事業に上乗せしていくつかの事業に取り組むという話で、

しかもそれがいつできるかというのは当然色んなところのスケジュールがあって

というのがあるのでしょうけども、５年間の取組をする時にどういうところを基

準に考えていったらいいのか。 

例えば定員管理の話では、平成 25 年度は想定外の屋内スケート場の話や中核

市の話が出てきて、定員が多くなりましたという説明をされていたのですが、定

員管理をする時に私のイメージで言うと、従前の事業に対する定員と新たにでき

る定員を分けて記載して、それぞれごとに目標を定めるとか。 

移行期なので目標の定め方というのも一律に今年からどうと言えない様なとこ

ろがあると思うので、全体的にそういった風に考えた方が良いのかなというイメ

ージを持ちました。 

委員長： 今のお話は従前型の適正化計画指標と新しく発生する事業に対する適正化とい

うものをそれぞれ設定するという様な考え方ですね。            

Ａ委員： 一律で何パーセントというよりも、新しくできたところは新しくできたところ

で、最終的な話になるとやってみないと分からないというところもあると思いま

すが。 

今までやってきたところは当然蓄積があると思うので、その延長線上でかなり

補足できるというところもあって、事業の見直しというか仕分けみたいなものを

した上で、目標をもう少し、もう少しといってもどれだけできるか分からないで

すけど、細かく設定できた方が分かりやすいのかなという気はします。実現うん

ぬんでいうと私には分からないですが。 

委員長： 人材は一番のコアといいますか、行政の中心のような指標に感じますが、人口

が減っていくという事も頭に置きながら、人口が減れば業務が減るかというとそ

うでもない、件数が減少する部分はあるのかもしれないにしても、そういう適正

化という計画を立てる時に今の話とか色々ご検討いただければという事だと思い

ます。 
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事務局： ありがとうございました。参考にさせていただきます。 

委員長： 他に何かございますか。 

Ｅ委員： セルフカイゼンについてですが、１つはアドバイスというか私なりの意見です

が、個人単位のカイゼンの話ですが、何らかの形で共有していった方が良いと思

っております。 

例えば、企業の場合、個人の自覚というのはなかなか起きないものでして、改

善という話をしてもよくあるパターンが給料直結、評価直結という会社さんもあ

りますし、そういったものがなく、あくまで働いている方の意識に訴えていく、

いわゆる風土というもので引っ張っていくというやり方もありますし、いずれに

しましても上がってきたものが共有されていくという事が無ければ個々の単位で

の成果におさまってしまいまして、財政的なところに最後反映されていく方向に

はなかなかならないだろうなと思います。 

セルフカイゼンが個々で終わってしまってはもったいないと思いますので、で

きましたら共有というか、単純な話では、課内もしくは部内などに貼り出すとい

うのが一番分かりやすいのですが、イントラネット等で庁内で見える様にしても

よろしいでしょうし、共有という出口が最後にあった方が改善の効果はより明確

に表れるという気がしております。 

事務局： 今まさにこれから目指すべきというところでご意見をいただきましたが、イン

トラネットの活用という話もありましたので、様々なものを使って職員にどんど

ん情報提供して、意識改革、更には組織としてそれをさらに活かす仕組みという

次のステップを考えなくてはと感じております。ありがとうございました。 

委員長： 基本はセルフのカイゼン。そしてそれが組織の改善というのに繋がっていけば

良いですね。 

他に皆さんからご発言ありませんか。 

      ４ページに扶助費の増加についてですが、財政運営の課題になっていく事も起

こりうるという事で、今後の見通しというものは、人口はこうなりますよという

分布は既に分かっているわけですよね。年齢も分かってらっしゃる。そんな中で

対象期間の５年間の扶助費の数字の動きは推定されているものなのですか。それ

とも難しいものなのでしょうか。 

事務局： 一例をあげますと生活保護費という代表的な費用があるのですが、八戸市の場

合、これまではどちらかというと右肩上がりで増えていたのですが、今後５年間

については増えるスピードがだんだんと緩やかになっていく様に担当課では見込

んでおります。今の景気回復等に関連しているかどうかは分かりませんが、生活

保護といった部分に特化すればそういう状況があるようです。 

委員長： それは人口が少なくなるというのも見込まれての事ですか。 

 事務局： それもあると思います。 

委員長： 分かりました。 

指標については８ページ、定員管理については計画を策定するという事で注意
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書きになっていますが、皆さん、よろしいでしょうか。 

今日、１階の課の職員の方がフロアの方へ入ってこられて、市民の方のご相談

に応じているというのですか、住民票の事とかお手伝いされているのを見て非常

にきめ細かく対応しているのだなというのを感じました。あれはいつからですか。 

事務局： ２年くらい前です。 

委員長： かつては、カウンターの向こう側にいらっしゃるだけという風に感じていまし

たが、今は、高齢者が多くなっているから特に助かるのではないですかね。 

事務局： あれは市民課からの発案でやっているものです。職員ではなく委託によりこち

らが情報提供した内容で基本的なところをやってもらっています。難しいものは

職員に繋ぐという事で、うまく人の流れを、あるいはご高齢の方等がどこに行っ

たら良いのか分からない場合、どんどんご案内できるようにしています。夏にア

ンケートをした中で、それが一番ありがたかったというコメントを頂戴しており

まして、その成果は大きいと感じています。 

委員長： 皆さんから他にございませんか。 

１つ１つのグループごとに行われる活動の進行管理についても本委員会で説明

いただきながら、ご意見をお持ちであれば、それに対して説明をいただくという

機会がまたあるのですね。 

事務局： はい。 

委員長： 分かりました。他にご発言がないでしょうか。 

特にございませんようですので本日の審議案件は以上となります。ありがとう

ございました。 


