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平成 27年度 

第２回八戸市行政改革委員会 議事録 
 

日 時  平成 27年 10月２日（金）午前９時 30分～11時 

場 所  市庁本館３階 議会第三委員会室 

出席委員  武山委員長、椛沢委員、樺委員、北向委員、西川委員、橋本委員 

事 務 局  髙島総務部長、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、髙村主査、沢崎主事 

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総括について 

 

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

 

次第３ 審議 第５次八戸市行財政改革大綱の総括について 

 

委員長： それでは、議事を進めます。 

本日の審議案件は、「第５次行財政改革大綱の総括」についてとなっております。

はじめに、事務局から概要を説明願います。 

 

〔事務局が資料に基づき説明〕 

 

委員長： 今回の会議におきましては、皆様から事前に御質問・御意見等を提出いただいてお

ります。 

本来であれば、１項目ごとに提出された方から補足していただきながら質疑を進め

るところですが、時間の制約もあり、実質的な審議時間を確保するためにも、計画の

柱だてごとに事務局から一括して説明し、その後、皆様から不明な点への御質問、御

意見や、その他追加の御質問をいただく形で進めたいと思います。それでは、事務局

から説明願います。 

 

〔事務局が資料１「全体」について説明〕 

 

委員長： それでは全体に関わる部分ということで、質問、意見に対して今説明いただいた内

容への再質問でもいいですし、関連する意見等があればお聞きしたいと思います。 

Ａ委員： 今までのように自己評価と進捗の２本立てが分かりやすいのではないですかね。や

はり庁内で担当する課がこれで良かったのかどうかという自己評価は必ず必要です。

それと当初の計画のとおり進捗したかどうかということは、やはり数字で表す方が明

確に分かりやすいので、私は今までどおりこの２本立てで良いような気がします。 

Ｂ委員： 非常に分量が多いので、どのように読み取ろうかと、少し確認しておこうという意
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味でした。回答の意味は分かりますので大丈夫です。 

Ｃ委員： 私も、表にまとめていただいた、恐らくこれはＰＤＣＡというもので、できなかっ

たものを次につなげていくという事が大事だと思うので、できなかった取組を一覧表

にして、庁内や関係各所と意見共有をして、次の取組につなげていくのが大事かと思

ったので申し上げました。これできちんと協議していただければよろしいです。 

委員長： また後で振り返って、全体の話で出していただいてもよろしいかと思います。 

     続いて、柱１について説明願います。 

 

〔事務局が資料１「柱１：自律性の高い組織運営の確立」について説明〕 

 

委員長： ありがとうございました。自律性の高い組織運営の確立でして、組織の中の話なの

で、最も見えにくい所かという気がします。それぞれ出された意見に対して、何か意

見、コメント等があればお受けしたいと思います。 

Ｄ委員： 質問４（新たな人事評価制度の導入）について、今から半年間は、一応試行期間と

いうことですが、こういうことも大事だと思います。いきなり始めて不具合が生じな

いための、この試行期間があるのはとても良いことだと思います。 

Ｃ委員： 質問３（新たな人事評価制度の導入）について、恐らく青森県というか、八戸市と

いうか、そういう雰囲気的なところで結構皆さん顔を見知っていて、今まではうまく

やっていた部分とかもあった。公務員の人事というものは、ちまたでよく横並びと言

われていて、あまり差が付かないので、今まではあまりトラブルがなかったのかと思

います。ただ、国もいわゆるキャリア制度と言いますか、昔でしたら国家公務員１種

で採用された人が無条件でどんどん出世するという制度をやめて、そういう人事評価

の仕方を変えているところです。恐らく、これから八戸市としても変えていこうとい

うところなのです。そういう時に、特段問題が起きていないと思うのですけれども、

第三者の中立的な立場の人にきちんと相談できる体制はすごく大事なのかと。もちろ

ん人事委員会をすぐに設置することは、私も無理だとは思います。第三者に職員が相

談でき、意見を言えるような窓口はきちんと作っておく必要性があるのではないか、

今まで以上にそういう所は準備されるべきではないのかと思っています。 

Ａ委員： これに関連して相当数の人員の配置が必要とありますが、仮に新たに設置するとな

ると、具体的に何名くらいが必要になりますか。 

事務局： 人事委員会というものは法律上では、都道府県と政令指定都市で必ず置かなければ

なりません。そのレベルで申し上げれば20人前後でございます。ただ、一般市で設置

しているのは日本全国で和歌山市だけしかなく、７名程度のようでございます。 

     人数も去ることながら、人事委員会を設置すれば新たに給与制度に関する勧告をや

らなければなりません。現在は国が人事院の勧告をして、それを受けて青森県に人事

委員会がありますので、今度は青森県が県全体の人事委員会の勧告をするのですけれ

ども、八戸市に人事委員会を設置すれば、八戸市が市内の民間企業の給与の状況を調

査して、青森県ではこう勧告したけれども、八戸市はこうだという勧告をしなければ

なくなります。それが非常に事務量的に、例えば和歌山市みたいに７人でやっていけ

るのかどうか、非常に不透明なところではあります。 
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Ａ委員： 仮に県の人事委員会に不服申し立てとは言わなくても、何か意見が行くということ

は今までにありましたか。八戸市に関してはないのでしょうか。 

事務局： ございません。 

Ａ委員： ありませんか。内部できちんとできているということなのですね。 

事務局： はい。 

Ａ委員： 確かに人事評価をするとなると、難しい面は当然出てくると思います。やはり対人

関係の軋轢
あつれき

が多い社会の中で、やはりその辺は問題かと思います。 

事務局： 確かによく言われていることは、評価自体は今までもあったのですが、人事評価を

することによって何が変わるかというと、簡単に言えば上司と部下が相対して、例え

ば今年度の目標をどうする、今月の目標をどうするということを申告させるのです。

その目標は甘いだろうとか、良い目標だなど、まず目標作りをして、結果その目標が

達成されたかどうか。何でこれは達成されなかったのか、要は喧々諤々
けんけんがくがく

やるわけです。

それによって情報や目標の共有がされて、非常に風通しが良くなるというメリットも

あれば、Ａ委員がおっしゃるように上司と部下がぎくしゃくする可能性もないわけで

はないです。ごますりが出てくるとか、そのようなことが出てこないわけではない。

そういった面では非常に難しいところがあると思います。ですから、これから半年の

試行の中でどの程度こなして、新年度からの本格実施に向けて、難しい時期になって

いると思っています。 

Ａ委員： 私もこれはすごく興味津々でおりました。 

委員長： 八戸市の場合には昇任試験とか、そういうものはないのですか。 

事務局： かつてはあったように聞いていますけれども、今はないです。 

委員長： 頑張った人の給料を上げられれば良いですけれども、なかなかそうもいかないし、

今言ったような問題もあるので、非常に微妙なところです。 

Ａ委員： 本当にそこが一番ですよね。やはり頑張った人が評価されないと、職員のモチベー

ションが上がりませんよね。特に今は年功序列が崩れてきておりますので、その職員

の持っている能力の評価と、それから能力以上に努力したかどうかの評価も加味され

なければ、例えば10段階の能力を持っている中で、この職員は８、この職員は６、こ

の職員は４の能力と仮に見られても、４の人が頑張ったら、やはりそこはプラスアル

ファの評価があっていいような。民間企業ではそうなのですが、果たしてそれがこの

公務員社会で、どこまで取り入れられるのかという懸念は持っていました。 

Ｂ委員： 今のお話で民間の立場というか、企業の立場でこの委員に参加しておりますので、

360度評価とか180度評価とかいろいろあります。評価の基準を実際にどう作るかとい

うこともあって、正直なところ、企業によってばらばらなのです。しかし、企業の目

的で人事評価制度が変わってしまうので、実は正解がないということもあります。行

政の場合で考えると、市長が代わるくらいの状況の中で打ち出さないと、なかなか職

員から提案するのは厳しいだろうと思っています。ただ、先ほどから出ている、本人

が持っている能力を出してくれるかということが実は一番大事なポイントです。能力

があって、評価が高くても、出してくれるかどうかのモチベーションが下がってしま

うと何にもなりません。これは共通で、どの会社でも考えなければいけないことで、

正解のない中で取り組まれているのだろうというもどかしさは感じます。とはいえ世
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の中も変わってきてしまうので、その時考えたことはもう遅れているということにな

りかねない。特にサービス業的な要素の会社で言えば、正直あまり乱高下させるよう

な評価制度にすると、実はだめだということもあります。そういった意味では結果論

としてあまり乱高下されないほうが、むしろお客様に集中できるというところもある

のです。乱高下させてしまうと、どうしても上司しか見なくなってしまうので、大企

業などでは、完全に上司しか見ていないということがあります。なるべくその辺は上

司ではなくて、市民を見るという視点でサービスができるような評価制度にしていた

だければと思っております。 

Ｄ委員： 私の同業者で、ある時から面談を始めて、それで評価をするようにした方がいます。

そうするとやはり少しマイナスな面もあるものの、モチベーションがものすごく上が

る方もいて、その方が課を引っ張っていくということが実際ありましたので、良い面

に働く部分も少し期待したいと思います。 

委員長： はい、よろしいですか。 

Ａ委員： 質問６（一部署一改善運動の実施）で先ほどお答えがあったのですが、具体的にど

のようにしていらっしゃいますか。 

事務局： 具体的にということですけれども、方法論というか、どういう形で接してきたかと

いう全体的な話で申し上げます。前年度の取組が終わって実績を出してもらった段階

で、当然遅れているとか、成果が出ていないということが各年度毎に出てきます。そ

れを年度前半の段階で、遅れている部署に、遅れを取り戻すように、あるいは課題が

何なのかをきちんと考えた上で、今年度内に早期に改善を図るようにという指導を行

います。その上で本委員会に諮って、各種報告等をした後、年末から年明けにかけて、

その後の進捗状況がどうなっているかを再度把握いたしまして、遅れている場合には

ある意味発破をかけながらやっていくということで、遅れを取り戻すように当課も連

携しながらやってきました。 

Ａ委員： やはり少しその課題の内容が無理なのではないかという意見が出た場合は、変える

ということもなさるのですか。 

事務局： 今回、取組数のカウントの中に「取り止め」というものがあり、実際に取り止めた

ものがありますが、この中で一部署一改善に関するものについては、代替となるよう

な取組を再度考えさせることによって、必ず取組をしていくのだという意思を継続さ

せております。無理な取組をいつまでもずるずるやって、無駄に時間をかけるという

のではなく、できることをきちんと速やかにやっていくという観点でやってきました。 

委員長： それでは続いて、柱２について説明願います。 

 

〔事務局が資料１「柱２：質の高い市民サービスの追求」について説明〕 

 

委員長： 柱２の部分は非常にボリューム的にも多いところですが、追加でもよろしいですし、

今の回答に対しての再質問など、お願いいたします。 

Ｃ委員： 質問・意見７（ｅ－八戸推進計画の見直し）について、まず前の期の委員会の時に

ホームページが分かりづらいという話をして、その後にホームページが刷新されまし

た。要はインターネットでもそうですけれども、外部の人が八戸市が公開している情
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報にたどり着くアクセスに関しては、昔に比べるとかなり改善したと思います。ただ、

例えば千葉市などではもうその先に行っていて、「ちばレポ」というのは、道路の穴

が開いていることや、ガードレールが曲がって崖の所が危険なことなどを市民が報告

するのです。それを市がインターネット上のサイトで受け付けています。何が良いか

というと、ここが危ないなどの問題点が見た人全員に共有されるのです。もちろん今

もそういう苦情を受け付ける窓口は当然市にはあるのですが、それが分かるのは市の

担当者と訴えた人だけなのです。しかも今だと、スマートフォンで写真がすぐ撮れる

ので、写真付きでどんどん情報が上がり、それを受けた市が対応していくのです。そ

の状況も、対応中、対応済ということが全部分かるようになっており、更に地図上で

どこに問題があるかが分かる。それが「ちばレポ」です。そこは千葉市の市長がもの

すごく若い方で、そういう先進的な取組をやられていると思います。大事なのは、市

の問題点を関係者だけで共有するのではなくて、市民の皆さんと共有するということ。

そうすると恐らく市民の方も、もっと市のやっていることに関わろうと思うのです。

そういう取組をできたらいいのかということが、私の言わんとする所になります。も

ちろんこれは非常に先進的な取組ということです。 

     オープンデータは今どこもいろいろと取組を始めているところだと思います。難し

いのは、データには当然プライバシーの問題がありまして、そこの線引きがなかなか

難しいところです。こういうデータを出すことによって、当然私などはデータを分析

することで研究にもなりますし、新たなビジネスが生まれてくるかもしれないのです。

もちろん全部を公開することは無理なのですけれども、その匿名性というか、プライ

バシーに配慮しつつやっていただければ、大いに結構かと思っております。 

Ａ委員： 確かに道路に関しては、市全体で市民も認識している方が良いとは思います。道路

維持課には苦情として、まず町内なり、地元からいくでしょうけれども、全体の人が

知るということはまずほとんどないでしょう。そこを通行する車なり、人以外はなか

なか分からないことですけれども、大事なことですよね。そうすると、これから何々

地区が急傾斜で、少しガードレールが曲がっていますとか、１回ぶつかった後かなど

ということも分かるだろうし。ただ、それを読み取る市民が何パーセントくらいいる

かということが少し懸念されます。興味があって、すぐぱっと開いて、若者たちのよ

うに見てくれればいいけれども、ある程度の高齢者になると恐らく開くということは

ないでしょうから、その市民全体の認識度となると、残念なことにこのデータを使い

こなせないところがまだ八戸の場合にはある。また、側溝の大きさが昔と違ってかな

り大きくなっていますが、それが欠けて斜めになっていて、危険なので直してほしい

と地域では市に要望するのですが、要望したからといってすぐできるわけではないか

ら、そういう情報がオープンになっていればいいと思いました。 

Ｄ委員： 私は前回、やはりその道路の穴について申し上げたのですが、その時に担当課の方

が自分たちの巡回の他、業者にもお願いしているということでした。そういったとこ

ろでチェックをきちんとしていただいて、直していただきたい。やはり結構穴があり、

少し気になりますので、改善していただける余地はあるかと思います。 

事務局： 若干補足させていただきます。市の取組ということで、まず情報提供あるいは投書

という形でいいますと、市では先程Ｄ委員がおっしゃったように市の職員とか委託業
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者だけではなくて、郵便局の方とかそういった方々にいろいろな情報、何か危険な情

報があったら教えてくださいという協定を結びながら情報収集に努めています。それ

から地域の方々には町内会を通じてということもありますし、個人から直接というケ

ースで来ているものもあります。やはりそれを順次直していかなければならないわけ

です。まず最も危険な、誰しもが危ないものはすぐ措置をするか、あるいは危険だと

いう形で最低限のところはすぐやるという部分があります。細かいものについては、

やはりある程度順番にという部分も含めて、実際の対応が追いつかないという現実も

一部あろうかと思います。その辺がどうなっているのか分からないというご不満とし

て、再び苦情が来ることもあると思いますので、うまく対応状況などをご説明しなが

ら、それ以上に危険な状況にならないようにとか、様々な措置をしていければと考え

ております。 

Ａ委員： 確かに優先順位でいくと、すぐはできませんよね。順番にしていかなければという

こともありますから。 

Ｄ委員： 例えば弘前などからお嫁に来た方は、やはり八戸市は大型車が通ることが多いから、

多分道路の傷み方も早いのだと思いますよとおっしゃっていたりします。産業として

あるから、その辺は仕方がないと思います。 

Ｂ委員： 私の認識不足かもしれないのですが、こういった状況があるということは、どうい

った形での連絡ですか。やはり電話で直接ですか、メールなどで受け付けることはあ

るのですか。 

事務局： メールで市長への手紙という制度もありますが、やはり一番多いのは、多分お電話

です。特に目の前で危険だと思った方が電話すると思います。車でも事故になりそう

だとか、あとは人が歩いていて転びそうなくらい傷んでいるということであれば、や

はり電話ですぐに教えてくれるケースが多いのではないかと思います。 

Ｂ委員： 私の会社でも一つの案件などで情報共有ということを進めています。いろいろな連

絡手段が取られていて、情報共有には、部署の中で共有するのか、発信した人との状

況共有をするのかとなってきます。実際に社内ではある案件について共有した時に起

こるのが、とりあえず誰を担当にするかということなのです。その時に実は、担当を

決めないのです。気が付いた人がやろうという動きにしないと実は結構進まなくて、

もしくは状況だけ分かっているから、少し手伝ってということが起きてくると結構物

事は早く進むのです。単純にシステム上の話で共有したとすれば、市民の目というも

のを気にするためにこういう仕組みを作ったという気はします。八戸市の場合、問い

合わせは普通に受けており、庁内ではできる限り対応しているのでという、いわゆる

性善説ですよね。きちんと対応しているという状況であれば、市民の目を意識する必

要が、果たしてこの地方都市であるのかという気がしないでもないです。千葉市のよ

うな大都市であれば、市民の目が少し厳しいかもしれないのですけれども、なぜこの

ちばレポというものが生まれたのか、元々の目的を考えた時に、恐らく行政の対応で

スピードを上げたいという、行政の対応のスピードが遅いということが念頭にあって

この制度を導入したと思います。八戸市は果たしてその必要があるかと考えると、必

ずしも市民の目にこだわる必要はなく、形の問題ではなくて、結果としてできる限り

のことをやっているということが分かればという気持ちでおりまして、必ずしもその
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仕組みだけにこだわらないほうがいいのかという気もしています。 

Ａ委員： 参考までに千葉市は人口どのくらいなのですか。八戸市より大きいのですか。 

事務局： 政令市なので、100万人くらいだと思います。 

Ａ委員： それではそのシステムを使う若者というか、使う人の人口比も多いですよね、地方

都市よりははるかに。 

事務局： あとは地縁組織だと思います。やはり都会というものは、いわゆる自治会というも

のはあるかもしれませんけれども、やはり新しい住民がどんどん出入りします。それ

に対して、今まさに八戸市では、地域を中心にまちづくりをきちんと自分たちで考え

ていこうという中で、昔からいろいろな意見を町内会長が集めて、市に対してここが

危ないからここを直してほしいという形の、意見の吸い上げの流れがあったわけです。 

Ｂ委員： そうですね。今の意見を聞いていて、全くそのとおりだと思います。いま非常に町

内会活動への勧誘活動をやっています。いろいろな所で広告を見るようになって、す

ごいと思います。町内会勧誘をやっていて、町内会活動がシステム化しているので、

千葉市のようにＩＴでシステム化のような見え方に頑張らなくてもいいかと思う部

分があります。人と人とのつながりのシステムができていて、まず町内会が動くので

あればそれはそれでいいのかという考えを持っています。このちばレポを初めて聞い

たものですから、知識不足だった面がありますけれども、ただ仕組みだけの話ではな

いかという気が少ししております。町内会という仕組みが強くなれば、またそれは結

果として地域の課題は解決していくのかと思っています。 

委員長： ただ今の関連で、パブリックコメントあるいはワークショップとかやられています

けれども、その辺りがある程度機能はしているのかと思います。全国的に見るともっ

と活発にそういうものが行われているところもあります。 

Ｅ委員： 今道路のことから話が始まったのですが、例えば市役所が電話を受ける時に、受付

から担当課に回すのでしょうか。お電話でそのようにお知らせくださる方というのは、

例えば道路などの場合は道路維持課と分かると思うのですけれども。 

事務局： 基本は分野やテーマで担当課に回すという形です。多分今おっしゃられている意味

は、そういう総合的な相談窓口で一旦受けてからという意味かとは思いますけれども、

八戸市の場合は基本的には、テーマごとに責任のある担当課に回すという形で対応し

ています。 

Ｅ委員： 分かりました。八戸市の場合、津軽に比べて凍結しているので、特に冬場、路面だ

けではなくて、例えば公共施設などもチェックをしていかないと傷みなどがあるかも

しれないと思ったので、そのような情報をできるだけ行政から吸い取れるような方策

があればいいのかと思いました。 

委員長： その他の項目についてはいかがでしょうか。 

Ｅ委員： 額は大きくないのですが、農業だよりを庁内印刷に変えることで、費用も事務負担

も減って、発注から完成までに掛かる時間も短縮されたということが出ています。同

じ情報のボリュームを外注から内部に変えたことで、紙面の質というものはどうなの

ですか。減らすことも大事ですけれども、質が下がっては意味がないので。 

事務局： 内容という意味での質ですね。 

Ｅ委員： そうです。 
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事務局： 従来決めた同じ形のままで外注してきましたが、デザインなども含めて紙面全体も

見直しをかけて、かつ外注をやめて内部印刷に切り替えることで経費を削減していま

す。紙質が若干落ちていることはあるかと思いますが、むしろ内容としてきちんと伝

わればいいという、利用者に対する中身にポイントを置くということにシフトしてき

たと考えております。 

Ｅ委員： 例えばこの農業だよりだけではなくて、こうすれば逆に時間が短縮されるとか、経

費が落とせるということがここだけではなくて、例えば他の課の印刷物とかあると思

うのです。農業だよりで出た成果が、他の課にも流れていくのですか。 

事務局： 実は庁内印刷に関しては大分前に専用の機械を導入して、その時点でかなりの印刷

物を庁内で印刷しています。綴じしろのあるような印刷物も作れるような機械があり

まして、各種報告書なども従来であれば立派な装丁の報告書を作っていたようなもの

も内部印刷に切り替え、経費面を含めた形での合理化は進んでおります。多分最後に

残っているのはパンフレットやリーフレットのようなカラー版とか、ある程度体裁が

良いものをそのまま継続するか、今のような形の合理化を進めるのかという判断の領

域に入ってきているのではないかと思います。そういう形で、もう内部印刷はかなり

浸透してきているかと思います。 

     ただし、カラー版の良いものできちんと見せるリーフレットや長年に渡って使用す

るようなパンフレットという需要もありますので、発注から完成までの時間が短くな

るということはぎりぎりまで原稿の鮮度が生かされるということで、内部印刷に回す

べき印刷物との使い分けがあるのではないかと思っています。 

委員長： それでは続いて、柱３について説明願います。 

 

〔事務局が資料１「柱２：持続可能な財政基盤の確立」について説明〕 

 

委員長： それでは今の説明についていかがでしょうか。 

Ｃ委員： ふるさと納税が今どういう話になっているかと言うと、はっきり言ってふるさと納

税のブームなのです。どういうことかと言うと、他の所の自治体に納税というか寄附

をすると、住民税も減り、それから何といっても特産品がもらえるので、ふるさとと

言っているのですが、一種のカタログギフト的な流れになっています。本来税金とい

うものは義務なので、それはそれで逆に問題になっているのです。恐らく以前に質問

した時に、八戸市はその特産品に使うのは、納税額の数パーセント程度という話で、

いわゆるふるさと納税ブームに積極的に参加しているという感じではなく、それは私

個人的に良いことだと思うのです。ただ、ここまでもうブームが拡大してしまったの

で、特に特産品をあげるということではなくて、このふるさと納税を使って八戸市に

来ていただくという取組は有効かと感じます。私のように八戸市の外の人間ですと、

例えば「八戸市は新幹線が通っているのですか？」ということを聞かれることが結構

あったりするわけです。しかもそれは、八戸市がまだ終点だったころです。そのよう

にせっかく寄附をいただいた人に対して、八戸市に来ていただいて、何か良さを知っ

ていただくきっかけの一つにすることは悪い話ではありません。多分、実際に来てい

ただいたら、お金を落としていただけると思われ、それが巡り巡って八戸市に入って
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くると思います。そういう意味で三社大祭やお庭えんぶりの観覧券をお礼の贈答品に

するのは良いと思うのです。こういうことを機会に八戸市に来ていただく取組をされ

るということは、非常に良いことだと思いました。 

Ａ委員： 確かに、テレビでもよくふるさと納税の贈答品の特集を組んでいます。贈答品が注

目されることについて、私もどちらかというと反対なのですが、取っ付き易いという

特長はあります。それだけではなく、県内の人たちが県外に出て働いていたり、結婚

してそちらにお住いの方たちに、ふるさと納税していただけるような積極的な取組を

されていますか。例えば、大学のＯＢ会や各地区の県人会です。 

事務局： 主に首都圏でのＰＲ活動という観点ですと、首都圏に市内の高校の同窓会の東京支

部みたいなものが各校にあります。そちらから必ず市の東京事務所にもご案内いただ

いておりまして、所長が参加した際には八戸の現状を説明しながら、ふるさと納税制

度もＰＲし、是非ふるさとにご協力いただきたいという形でのお話はあらゆる場面で、

機会を捉えて行っています。 

Ｅ委員： 私も生まれと育ちが八戸ではないので、自分の故郷から東京へ出ていって、自分が

八戸から来ているというと、八戸がそれ程親しく耳に聞こえていない人たちも興味を

持ってくれます。ふるさと納税を払うことでいただける贈呈品なども大事ですが、そ

れよりも今まであまり関心を持たなかった人たちが、物につられてもいいから八戸に

興味を持ってもらえるということも大事かと思ったのです。今年三社大祭に高校時代

の同級生たちが初めて団体で来たのですが、観覧券もなく、自らの意思で来てくれた

ので、そういう人たちがまた口コミで広げていってくれたりするかと思います。10月

の半ば頃にも遊びに来てくれるようなことを言っていました。 

Ａ委員： ありがたいことですよね。せめて是川縄文館の入場券をあげるとか、何かそういう

市の施設への誘導を考えていただければ良いと思います。 

事務局： 市の施設の活用という観点では、ＪＲとセットで市内の施設を回れるチケットなど

もあります。観光ＰＲという分野での攻め方としては、来たらこれだけ楽しめるとい

うことを一堂に見せられるような、例えばホームページやパンフレットがあるという

ことが一つですし、別な切り口ではふるさと納税というところでもあるり、いろいろ

なものを組み合わせて使いながら、市のＰＲが進んでいくのではないかと思います。   

もっと大きいのは、先程Ｃ委員がおっしゃった、いわゆる人のつながりです。口コ

ミの効果が一番大きいので、首都圏の方々にふるさと納税を周知するだけではなくて、

八戸市のＰＲをしていただくようなネットワークを生かしていくのが、最も効果的な

宣伝になるのではないかと感じておりました。 

Ａ委員： 個人で旅行する方は、ＪＲとセットのチケットなどを利用されているのでしょうか。

全くそういう知識がなければ、通常の切符を往復買うことになりますよね。その辺で

もう少しうまくＰＲできればいいですね。 

委員長： 他に何かありますか。 

Ｂ委員： 協働の委員会の中で、青函デスティネーションキャンペーンが始まるので、それに

合わせて幾つかのボランティア団体が集まって活動しようと企画しています。その時

の企画書では、まず人のつながりを作るということです。正直ハードでは人を呼べな

いということが、私の認識だけではないということがありました。 
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青年会議所の大会が先日終わりましたが、その時も、とにかくハードが全然足りな

いので、最後はもう、おもてなしでいくしかないという結論に至りました。私はある

程度の年齢のＯＢの担当だったのですけれども、最後に「非常に手作り感のある大会

でしたね」という言葉をいただきました。 

ふるさと納税でＰＲするのであれば、協働の委員会でもいろいろなことを企画して

いくので、そういったものとも組みながら、単純にハードのＰＲではなく人のＰＲ、

つながりのＰＲをしていくのは、八戸のやり方だろうと思います。これは、先日の青

年会議所の大会の時も非常に感じたことで、一つの考え方としてご意見したいと思い

ます。 

Ａ委員： 今の青年会議所の全国大会に関連して、大会期間中に八戸のハード面を見てくださ

った方々はどれくらいいるのでしょうか。大会では、蕪島や種差はもちろん案内して

いましたし、船に乗って外湾から見るということもしていました。 

Ｂ委員： 私の担当はシニアでしたが、シニアの方は人数が少ないのでかなり細かい所まで個々

でカバーをしました。まだその報告は来ていないので何とも言えないのですが、個人

的に私が担当した方については、種差の方まで連れて行ったりとか、いろいろ回りま

した。正直天候が良くなくて、せっかくの種差も不利だったのですが、「温かい場所

ですね」、「非常に人のおもてなし感がありますね」そういう言葉が最後にありまし

た。この会議とは別な話になりますけれども、実はこれまでの大会でシニアのメンバ

ーの参加者が最多だったのです。大都市ではないのに何でこれだけ来るのだという話

になりまして、現役の方もここ数年の中での参加者は最多かもしれません。方向とす

れば、とにかくハードでは勝てないということは、当初から考えていたことでした。 

Ｄ委員： 人のつながりという点では、私の周りの公務員の方たちは、ほぼ１年、２年で東北

管内を転勤します。あの方たちと話をすると必ず八戸とその近郊をものすごく歩いて

いらっしゃるので、そういう転勤が多い方たちからうまくつながっていく方法がない

のかと思っておりました。 

Ａ委員： お帰りになったときに、八戸をどうＰＲしていただけるか。 

Ｄ委員： そうですね。 

委員長： その他、ご意見はよろしいですか。 

Ｅ委員： 一部署一改善について、例えばある課が長年改善を試みてきたけれども、Ｃがずっ

と続いたのでひとまず取り止めた時に、その年度の途中でも新たに何か課題を見付け

て取り組んでいるのですよね。 

事務局： 年度途中で切り替えて取り組むというケースは実際にありました。 

Ａ委員：  財政健全化比率が大変良いですね。思った以上に数字が良いと思って見ていました。

ただ、例えば大きくマイナスを抱える市民病院とか、そういうものが入っているので

しょうか。 

事務局： 市民病院は除いている計画です。単体の企業会計ということです。 

Ａ委員： 全体で見るとどうしても、マイナス部門を背負った公共の病院というものはなかな

か黒字はないと思います。必ず不採算部門を背負わなければならないのが公共病院の

一つの意義でしょうけれども、そういうものを含めてプラスマイナスゼロになるくら

いに改善されたら素晴らしいですよね。 
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事務局： 市民病院はプラスで推移しています。 

Ａ委員： それはまた素晴らしい。 

事務局： ここ数年、５、６年くらいプラスでやっていました。 

Ａ委員： どうしても不採算部門を背負うということが今までの病院でしたから、県立中央病

院はじめ、プラスということは県内でも本当に少ないので、立派なものです。 

事務局： 公営企業の仕組みというものは、公営企業で公的な部分をかなり背負っているもの

ですから、その部分については一般会計、普通会計から義務的に繰り入れることにな

っているのです。それが地方交付税で国から全部ではないですが補てんされるという

仕組みになっていますので、市民病院は一般会計からの補助金や負担金、そういうも

のを当然に受けた上で黒字だということです。一般会計からお金を入れないと、マイ

ナスでしょう、だからだめなのだという話ではないのです。 

委員長： その他、いかがでしょうか。 

Ｃ委員： 中核市移行は大体決まっているのでしょうか。 

事務局： 平成29年の１月です。 

Ｃ委員： 中核市に移行して、職員の数はどのくらい増えるか、大体わかっているのですか。 

事務局： 第６次行財政改革大綱では平成32年７月１日に1,331人、うち中核市対応分で78人を

見込んでおります。 

Ｃ委員： 職員の数はものすごく減らせるのです。今度は新たに中核市になった上で、また新

たな目標は当然作成されると思うので。別に数字的にどうこうということは全くない

です。 

委員長： 他になければ本日の審議案件については、以上で終わりたいと思います。その他、

何か事務局からあればお願いします。 

事務局： それでは今後のスケジュールについて、お知らせいたします。 

まず、第５次大綱の総括については、今後、市長を本部長とする「行政改革推進本

部」で内容を確定し、その結果を市議会に報告するとともに、市ホームページで市民

の皆様に公表する予定となっております。こちらにつきましては、公表の時点で、委

員の皆様にもお知らせしたいと考えております。 

また、第３回委員会については、11月６日（金）、審議いただく内容は、公共事業

再評価（こどもの国）を予定しております。第１回目と同様、現地視察後に審議して

いただくこととなりますが、今回は八戸公園の会議室で会議を行う予定です。詳しく

は、後日御案内を差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

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。長時間にわたり、ありがとう

ございました。 


