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平成 27年度 

第１回八戸市行政改革委員会 議事録 
 

日 時  平成 27年７月 17日（金）午後１時 30分 

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、武山委員、西川委員、橋本委員 

事 務 局  髙島総務部長、高畑行政改革推進課長、佐々木副参事、髙村主査、沢崎主事 

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 公共事業再評価（館鼻公園整備事業） 

 

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

 

次第３ 組織会 (1) 委員長の選任 

 

〔武山委員に決定〕 

 

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

公開という事で、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。 

     続きまして、本日の議題「公共事業再評価」について、館鼻公園の視察に参りたい

と思いますので、皆様、玄関前までご移動お願いします。 

 

〔館鼻公園へ移動・視察、帰庁・審議再開〕 

 

次第４ 審議 (2) 公共事業再評価（館鼻公園整備事業）について  

 

委員長： それでは、公共事業再評価の制度の概要について、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： 只今の説明について、何かご質問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、事業担当部から、再評価シートに従って説明をお願いします。 

 

〔都市整備部長 挨拶〕 

〔公園緑地課が資料に基づき説明〕 

 

委員長： それでは只今の説明について、あとは視察の時にも幾つか質問をして、答えていた

だいていたかと思いますけれども、何か質問等があればお受けしたいと思います。感

想のようなものでも良いです。 

Ａ委員： この測候所を改修するというのは、いつ決まったのでしょう。 

委員長： これだと 19 年に廃止になって、21 年に要望のようなものが出されているという経

緯が書いてありますけれども、具体的に計画の中にそれを盛り込んだのはもう少し後

の方ですね。 

事業課： 平成 21 年に地元から八戸市に要望書が提出され、決まったのは平成 25 年。 

気象台から財産が青森財務局に移った訳ですが、その際に今の施設を買い取って体

験学習施設として使いたいという事で、買い取りの協議を進めてきています。その後、

国から良いですよという回答が出たのは 25 年という事です。 

委員長： 24 年３月の現計画で変更したという事ですね。 

Ａ委員： どういう事かと言いますと、Ｂ／Ｃを求める時に、公共施設だと、当然その再評価

の時と、再々評価時と同じものを評価するのが普通だと思うのです。これは要するに

再評価の時と、再々評価時に新たなものが付け加わっている訳ですから、要は違うも

のを評価しているというイメージがあるのですが、それは私の認識が違うのでしょう

か。 

事業課： 前回の評価の時と、今回の評価時の中身で、測候所の土地の分が増えている所が、

先生の認識だと同じもので再評価をすべきではないかという事でしょうか。 

Ａ委員： Ｂ／Ｃを比較するのであれば、同じものでないと。要するに違うものを評価するの

であれば、要はこれをわざわざ比較して低下しているとかいう。違うものをそもそも

評価している事もありますし、長い間計画があって、それが 25 年になって、８年か
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ら始まった事業で 25 年に新たに付け加わりましたという事。 

別にそれが悪いとかという話ではないのですけれども、そこで再評価の時と比べて

くださいという事が、いまいちよく分からないという事です。 

事業課： おっしゃる事は何となく分かるのですけれども、やはりこれだけ長いスパンをかけ

てやってきていて、当然中には当初計画を見直すなどという部分も出てくれば、その

中でやはり新しいものを加えたりといった事も出てくるのかと思います。そうなった

時に、その新しく出てきたものは従前には無かったので、それを除外して評価するの

かというと、そこはまた少し違うのではないかというのが我々の認識です。 

Ａ委員： それは全くそのとおりです。 

事業課： そういう事で今は計画しているものについて、その新しく整備するものを加味した

費用と、それを加味した便益という事で出さざるを得ないということです。 

委員長： 同じ事業の中で、同じ業務でやっているので、それは事業として継続している。 

その流れの中での再評価であったり、再々評価なので。 

Ｂ委員： 全体としてという事ですよね。個々の事業ではなくて、全体としてといった部分を

含めて評価するとこうなるのかなと。 

委員長： かなり金額的に増える計画の変更とか、その時には特にこういう委員会にかけると

か、そういう手続きを必要としていないという事ですよね、市としては。 

事業課： 再評価だとそれはないです。 

Ｃ委員： 私も同じ視点からひとつ。Ｂ／Ｃの 3.1 が高い水準であるというコメントが先ほど

ありました。Ｂ／Ｃは行政改革の時くらいしか私も携わらない数値なので、基準的に

はそれで正しいのでしょうか。 

委員長： そうですね。県の道路事業だと、１をようやく超えるくらいものが多かったりです

ね。街路などになるとなかなか３は超えない。場合によっては５とかいく時もありま

すけれども、そういう視点でいうと高いと言えます。 

Ｃ委員： そうですか。それであれば、恐らくこれは絶対値だけの比較で、多分先ほどの指摘

のとおり、中身が違うもののストーリーを知るのは良いのですけれども、経緯だけを

知っても多分殆ど比較にならない、比較しても意味がない数字でしょう。ただ絶対値

でそれぞれがある基準の数字があって、その時はどうだという評価になるのであれば

良い。一応書いていただいている資料とすれば読みますけれども、単純にこのストー

リーとしては読むのが難しいかという意見だと思います。 

委員長： 再評価の中でこういう資料を作れという話から出て、Ｂ／Ｃとしては高いですけれ

ども、再評価の時に比べると下がっているという事が、今の発言で分かりました。 

Ｃ委員： 続いてですけれども、事業全体の事を存じ上げていない部分がありまして、26 年度

の現計画で１億 5,000 万円ですね。これはどの部分の事になるのですか。 

事業課： 中身は、主に測候所の用地や施設を取得した時の金額です。 

Ｃ委員： それで合っているのですね。25 年度に先ほどの測候所の話が決まって、それで１億

5,000 万円という事であれば、大丈夫です。 

因みにその測候所の整備に関しては、どういうステップでそういうものは決まって

いくものなのでしょうか。実際に事業としてこれが動き出すというか、方向として決

めていくという事は。まず、要望があったという事は分かりました。 
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事業課： 要望があったという所ですね。それで解決策として何かできないかと、地元と話し

合いをしながら進めてきています。あとは実際に無人化になって気象台から財務局に

所管替えがあり、その財務局で用地を管理していて、取得希望があればという所でお

話をさせていただいています。 

Ｃ委員： 今日はプランを見させていただいていますが、今後改修のプランが出て、次に予算

が出てきてという流れになってくるのでしょうか。 

事業課： 先日、地元紙でも取り上げられましたけれども、昨年度、用地施設を取得して、改

修と展示の実施設計という、設計自体は終わった所だったのです。それでいざ今年度

その実施設計に基づいた形で工事に入ろうと計画していたのですけれども、国の予算

がなかなか厳しいという事で、今の段階では今後の事業の見通しが立っていないとい

う状況です。引き続き来年度に向けての要望であったりという所は進めております。

地元からも要望をいただいていましたから、いくらでも早い時期に完成させて、供用

できればと考えています。 

Ｃ委員： 今回の会議の目的として、この諸事情を考えた上で継続していくという事で、この

場に出しているという認識で。財源的な諸事情という事で。 

事業課： そういう面で捉えますと、中断と言えばおかしいのですけれども、お休み、足踏み

状態という状況です。工事自体も小分けにして一部分をやるという状況ではない。 

解体すればその部分は復旧しなければならないといった所がありますので、それを考

えると、例えば１階部分だけやって、次の年に２階部分をやるといった事が現場サイ

ドでは難しく、一括で工事をしなければいけないという判断です。 

Ｃ委員： 今後の計画の見通しがうまく立てられていない状況で、今日、継続するという話を    

する時に、何を目的として続けていこうかとこの場でやったら良いのか。何をベース

にしてその先を進めようかという事が少し。内心では進めた方が良いだろうという方

向の気持ちは持っているのですけれども、そこを今どのように考えていけば良いのか

と、非常に迷っている所がありました。 

事業課： 非常に難しいタイミングになったかと思います。 

Ｃ委員： そうなのですよね、そのタイミングでここに載ってしまったので。 

事業課： 今の状況は全体計画の、今の時点での部分が少し足踏みしているという事で、ここ

で見直しをするという所ではないと考えています。全体計画の中では、やはりこの測

候所を活用した部分というものは必要であろうと考えています。今のタイミングが予

算の関係で現在足踏みしているという状況ですので、そこはやはり国などへの要望で

あったりという所で、今後も働きかけというか、そういった所で予算確保に努めて、

いくらでも進めていきたいというのが担当者としての今の考えです。 

Ｃ委員： はい、分かりました。 

Ｂ委員： せっかく用地を買収し、建物もとなればやはりあのまま放っておけませんし、災害

のための施設と考えれば、やはりその辺できちんと目的を果たすように持っていった

方が良いと思います。ただ国の予算が何年待てばどの程度出るのか、そこが分からな

いから。例えば 27 年度は休んで、28 年度に少し出るのであればまとめて改修するの

が一番良いと思うのです。 

事業課： そうできればと思います。 
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Ｂ委員： そこが本当に分からない、不透明過ぎる部分。それと国の補助事業として 50％です

よね、市が 50％。それを例えば国で 50％が下りないから、市で 80％とか、90％でや

るという事はあり得るのですか。 

事業課： そこは少し厳しいと考えています。 

Ｂ委員： 市の財政も厳しいからですか。 

事業課： 市の財政も厳しいという所があります。あとは補助制度の中身に関わるのですけれ

ども、今、国が 50％で市の財源が 50％です。でもその市の財源の中に、市がいわゆ

る単独で出せるかというと、そこは出せないだろうと。中に何が入ってくるかという

と起債というものがありまして、それを充当して事業を行っているという状況なので

す。そうなった時に、国の補助がないと起債の充当ができないという仕組みとかいろ

いろ制約がありまして、市単独ではなかなか厳しいと。 

Ｂ委員： できないでしょうね。 

委員長： そういう選択肢は多分考えられない。 

Ｂ委員： 継続事業でやっていかなければならないから、難しいでしょうけれども。 

委員長： その他、感想とかコメントをよろしいですか。 

Ｂ委員： いろんな小さなものを随分作ってあるというのが、私の率直な感想でした。もう少

し小さくなくできなかったのかというのが、今にしてそう思うのです。当時とすれば

これを作ろうとしてこうしたのでしょうけれども、あまりにも散逸し過ぎているので

はないかという感じは持ちました。 

     それと下条、浜須賀の方からおそらく避難する場合は上がって来るでしょうから、

館鼻自体の上の方たちはあそこまで水が来るという事は想定していませんでしょう

から、ご自分の家にいるでしょうけれども、下から上がるとすればその避難経路とし

ての階段、先ほど見せていただきましたが、そこがやはり、もし手直しするとすれば、

高齢者を支えてあの高さまで下から上がるとすれば、必ず介助が必要ですよね。一人

でとっとと行く高齢者は少ないでしょうから。そうすると二人で上がる、その脇を若

い人が上がる幅、それから段差の高さ。避難する場合だと、若者は１段、２段と越え

てどんどん上がっていくでしょうけれども、仮に高齢者を引き上げていくとすれば、

何というのですか、あの段の高さ。 

事業課： 蹴上げと言います。 

Ｂ委員： そこの所が適切かどうか、少し再検討する余地があるのかと思います。ただ、作り

直すとしても予算がまた出ないでしょうから、その辺がどういうものかと思って。自

分が誰かを支えてあそこまで上がるとしたらと考えた時、「うーん」、と思って見てき

ました。 

委員長： 他にありますか。 

Ｄ委員： 私は 10 年くらい前にあの辺をフィールドワークして、ワークショップをさせてい

ただいた事があるのですが、当時に比べると随分整備されて、きれいになってきてい

ると思います。ニワトリが先か、卵が先かになるのですが、整備されてきたから市民

も来るし、観光客も来るようになったのか、いろいろあると思うのですが、さらに加

えて、その測候所が体験学習型になった時に使用目的が変わってくる訳ですよね。そ

うすると、改修にどのくらいのイメージを持てば良いのかという事を今日実際に見せ
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ていただきましたが、例えばその体験学習プラス、当然の事ながら避難場所、それが

一時的なものなのかは別として、避難場所という目的も加わった時に、例えば水回り

がどの程度のものがここにあるのか。備蓄倉庫のようなものはできるのでしょうけれ

ども、一番大事なのはやはり水だと思うのです。 

それから、今日は土足で上がらせてもらいましたけれども、改修されたものが、い

つできるかはともかく、そのイメージとして改修された暁には、今日と同じように全

館を土足で上がるのか。例えば畳敷きのようなものがあっても良いのかと思いました。 

それから、高齢社会の中で、Ｂ委員もおっしゃったように、そのアクセス道路にす

ごく勾配があったり、段差があったり、そこがもう少し避難道路としても整備されて

いくべきかと思っております。八戸市内には沢山の緑地公園がありますが、館鼻公園

は八戸の公園の中でもシンボリッックな公園だと思うし、海側から見た時もあじさい

などもきれいに見えたりするので、予算次第でしょうけれども、進めても良いのでは

ないかと思っております。 

委員長： その他、質問とかがあれば受けますけれども。 

Ａ委員： 国の予算を前提にというお話がありまして、私は財政を研究しているものなのです

けれども、国の予算ははっきりいって厳しいではないですか。例えば、いわゆる公共

事業を国に頼るのではなくて、例えばＰＦＩを使ってくれという情報が財政審（財政

制度等審議会）レベルでは出ているはずなのですよ。もちろん青森県内、例えばＰＦ

Ｉの実施はまだ１件もなかったと思いますし、それはいわゆる地域経済の規模からみ

てなかなか厳しいとは思うのです。国の予算を待っていて整備ができないデメリット

を考えた時には、もう少し他の所の予算も考えていった方がよろしいのかと、そうい

う気も。これは別に実現可能性云々という事はあるのですけれども、そういう時代な

のかと感じました。 

もちろんそれは国の予算が下りてくれるのは非常に良い事だとは思うのですけれ

ども、財政状況から考えて、今後、国の財政状況が好転する可能性というものはほと

んどないですし、もう今は崖っぷちの所まで来てしまっている状態ですから、そこを

期待するという事はもちろん分かるのですけれども。でも、もしこの事業が本当に、

特にあそこは八戸で数少ない津波でやられた所だと思うので、そういう意味で本当に

必要であればもう少し他の事も考えてという事もあるのかと。これは私の個人的な意

見で、申し上げておきます。 

委員長： まだ今、その判断に踏み切る状況ではないかもしれない。 

Ａ委員： それは分かっています。 

委員長： 他によろしいですか。担当、なければここで質問等は終了という事で、事業担当部

の皆さんには退出をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

〔都市整備部 退室〕 

 

委員長： それでは評価シートの３ページ、当委員会としての意見をここでとりまとめさせて

いただきたいと思います。そこに当たって何か質問等ありますか。例えばここで継続

と決めた場合に、予算が付けば当然動き出していく訳ですよね。または、予算が付か
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ないという所で、先ほどのような話になると、この事業は打ち切りで、全然違うスキ

ームでという話になるのかと思います。もしそういう事があるとすると、この委員会

に諮らずに動いてしまうんでしょうか。計画変更なり。 

Ｂ委員： 計画変更という事ですか。 

委員長： はい。 

事務局：  結果的には毎年諮ってという形ではありませんので、現時点での評価をいただいて、

それを踏まえた形でこの事業をどうするかというタイミングもありますので。 

委員長： ここで継続といっても打ち切る可能性もあるという事なのですか。 

事務局： もちろんそういう事もあり得るという事です。ただそれにはひと山あるでしょう。

先ほどおっしゃられたように、国の予算が付かないという、もしそういう状況であれ

ば市が単独でできないのか、地元の要望に応じてそういう所を。 

Ｂ委員： やはり市単独という事も考えていかなければならないですよね。あそこまで来てい

て、全く別な計画変更となれば大変ではないですか。 

事務局： いえ、そういう事もありません。今は事業を進める立場で話しているので、予算が

付かないという事は想定していないという話でしたけれども、例えばこの３億 8,000

万円という実績で予算事業はある訳ですが、これを少しずつ、国のお金を入れないで

やっていこうという選択もある訳です。 

Ｂ委員： はい。やはりそういう所へ持っていかないと、本当に中途半端ですよね。 

事務局： そこを今判断していただいて、それが次の段階でどうなるかというのは、また違っ

た角度からこちらの考え方をまとめざるを得ません。ただ、今年度は付かなかった訳

ですが、これが未来永劫、国の補助金をあてにできないとは考えていません。 

Ｂ委員： かなりありますよね、国の補助金で事業を予定しているものが。 

事務局： はい、ベースになっている金額が非常に大きいですから。八戸市が国からいただい

て、こういう公共事業をやっている金額というものは非常に大きいですから。 

Ｂ委員： 国、県、市にありますよね。 

Ｄ委員： 基本的な事で良いでしょうか、２点。まず１点目は、今日見せていただいた測候    

所は、通常は現時点で閉じているのですか。 

事務局： 現状では、閉じていて、今日は見ていただくために開けました。 

Ｄ委員： はい、分かりました。 

     それから、国の補助という言い方なのですが、ここで費用便益の分析手法を見ると、

国土交通省都市・地域整備局のマニュアルを基準にしているようです。補助が下りる

としたら、ここからという事とはまた別ですか。 

事務局：  国土交通省のマニュアルで作っているのは、この地域整備局監修とありますので、

ここでこういう分析をしなさいというマニュアルを作っている訳ですが、それに従っ

てやりました。実際の補助も多分これを使っています。 

委員長： 継続と決めた後の先行きが少し不透明な所は、気になる部分ではありますね。 

Ｅ委員： 例えば国のお金の出所が違う所から持ってこられるような考えは。 

事務局： ものによりますけれども、そういう事も可能性としては当然考えます。もうどうし

てもだめな場合ですけれども。 

Ｅ委員： 津波も受けた場所だし、税金としては震災用にという名目で一応とって、それが浮
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いているお金も随分あるという。震災関連として、そういう所から若干また引き出せ

るお金があれば。 

Ｄ委員： 避難とか防災とか。 

事務局： あとは、かなり前からこの公園の整備を補助でやってきている訳ですから。 

委員長： 可能性としたらあるという状況でしょうね。さて、いかがでしょうか。継続という

事でよろしいですかね。あとはここに書いてありますが、附帯意見、ここは何かすご

く付けづらいなと。動くという事が明らかであればそちらの方向で。もうこの先、予

算的にはというものがあればまた別な附帯意見になるし、そこは全然読めないのでピ

ントが外れてしまう。 

Ｂ委員： 将来の災害に備えての避難場所として整備していくという目的を強調していかない

と、継続事業にしにくいですよね。 

Ｃ委員： 基本的には継続の方向で良いと思うのです。あとは先ほどからこの建物をどう使う

のかという所で結構意見が出てしまう。そこの所が実はこのイメージだけで、そちら

に引っ張られて必要かどうかという判断をこの場でするべきなのか。実はそれを僕は

してはいけないという気がして、あえて発言していないのです。僕は建築の人間なの

で、これを見ながら思ってしまう訳です。非常に、この事に関して。これを変えれば

もっと予算が下がるだろうという事で考えてしまうので。何でトイレの位置を逆にす

るのだろうとか、そんな感じの事です。 

Ｅ委員： そうですよね。そのままの場所で。 

Ｃ委員： その内容になると、多分この行政改革委員会でできる話ではないだろうと思うので、

あえて黙っていたのです。方向とすればもう一つ、地域の方がなぜ必要として、整備

してほしいと言っているのかを分からないでいます。あった方が良いぐらいのレベル

であれば、継続するかどうかに関しては、予算がないとなったらできないとなってし

まいます。そこを本当はもう少し聞きたかったという気持ちとしてはあります。 

委員長： 実際どのあたりというものはあるのですけれども、要望はあるのでしょうが。 

Ｃ委員： おそらくまちづくり促進協議会というか、あの地区全体を活性化しようと動いてい

らっしゃるのは分かる。 

事務局： 事業担当部をもう一度呼びますか。 

Ｃ委員： そこはもう大丈夫です。私は決めているので。 

事務局： でも、もっともな話だと思うのです。地元は何でほしいと言っているのか。 

Ｃ委員： その地元でほしいと言っている中身は、実際この建築計画が絡む話になってしまう

のですけれども、評価はできないでいるのですよ。少ない予算でやろうといったら、

もう最低の予算で中身を整備して、計画を作って、あとは中身には何を提示する。防

災に関してはこれから予算が付きやすいと思うので、そのプランで押していけば、そ

の分はちゃんと逃さない中で、あとは地域文化とか歴史学習展示の面に関しては、何

か良い方法がないかというアイディアでいけるとは思います。そういう所の建築計画

の話まで絡むものでないと、本当は進められるかどうかの判断を、実はできないでい

ました。ただ予算が止まっているという現状の中では、ではとりあえず進めて良いの

ではないですかくらいは言えます。これで建築計画が出てくると、少しどうですかと

いう話になります。プロでもないのですけれども、意見を言ってしまうと思います。
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市民として言ってしまうかもしれない。 

Ｄ委員： 21 年の段階だと、公園の整備についての要望ですよね。それが 25 年というのは、

地震の後という事もあるし、いろんな事を鑑みて、短期間に 2,000 人の方からの回答

は施設整備というように、少し表現が変わっていますよね。だからその辺がそこに何

か理由があるのだと思うので、その辺もきちんと明記できれば良いのかと。 

委員長： 継続という事でよろしいですかね、意見としては。 

Ａ委員： 要は８年からやっていて、28 年まで 20 年やる訳ですよね。今さらこれを中止とい

うのは、それは当然ありえない話です。ただ一つ気になるのは、これがもし国の補助

が付かなかった場合どうするのですかという所です。やはりあれがあと４年、28 年ま

で付かなくて野晒しにしているのが良いのかという事は、少し考えるべきかという気

はします。ただ、それを一から白紙に戻す事の費用を考えれば、とりあえずは継続で

やっていただかざるを得ないのかという。 

委員長： あそこができなければ、公園として使えない訳でもないですし、そういう意味では

それなりの便益はずっと出てくる訳で、あそこが止まっているのであれば止めてとい

う事はあります。やはり防犯上はどうか分からないけれども、見た目から何からいろ

んな問題が起こってくるので、ずっとそのままという訳にはいかないだろうという気

はします。それを附帯意見で入れるとなるとまた難しいかもしれない。 

Ｃ委員： 要望とすれば今後、いろんな予算面とか、震災の後に関わる建築計画などの所は、

やはり現状の制限要件になるのですけれども、その制限の要件をきちんと踏まえた上

での、今のイメージなのですけれども、このイメージというものは結構微妙な言い方

にしてあるのですよね。それをまた、計画の部分も検討しながらという事は当然必要

になるのでしょうという事で、その上で進めてはどうでしょうかという継続ですね。

附帯意見としては当たり前過ぎますけれども、そういう感じですね。 

Ｂ委員： 何か計画変更するとすれば、この内容を基に考え直す事も必要です。これを全部、

実現した方が良いのでしょうけれども、しなくても何かもっと設計を変えるという事

も考えられるでしょう。仮に市単独継続事業となった場合も視野に入れて。せっかく

土地を購入し、ここまで整備してきていますから、ここで休止とか廃止という訳には

いきませんでしょうから、あくまでもきちんと測候所は何かに生かして使うという事

で考えた方が良いのではないですかね。 

委員長： どうしましょう。附帯意見を付けますか。なしでよろしいですか。 

Ｃ委員： 必然的にそうなってくるのでしょうね。 

委員長：  それでは個別に話をしたいと思いますけれども、意見としては継続で、付帯意見特

になしという事でまとめさせていただければと思います。よろしいでしょうか。 

全委員： はい。 

委員長： それでは館鼻公園事業に対して、当委員会としての結論は継続という事にさせてい

ただきます。また来年になって動きがなければ、またこの場で話題としては出せるの

ではないかと思いますので、そういう方向の含みを持たせておきたいと思います。 

     それでは、事務局から、今回の再評価に関する今後のスケジュールについて、説明

願います。 

事務局： それでは、今後のスケジュールについてお知らせします。本日、ご審議いただきま
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した結果を基に、対応方針を決定しまして、８月 21 日の協議会に報告するとともに、

ホームページ等で市民の皆様に公表する予定となっておりますので、よろしくお願い

します。以上でございます。 

委員長： これで、本日の審議会の案件についてはこれで終了します。その他、何か事務局か

らあればお願いします。 

事務局： 次回の行政改革委員会は、第５次八戸市行財政改革大綱の総括について等を案件に

予定しており、９月下旬の開催で調整させていただきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いします。以上でございます。 

委員長： それでは以上で、本日の委員会を終了といたします。活発なご意見、ありがとうご

ざいました。 

 


