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平成 27年度 

第３回八戸市行政改革委員会 議事録 
 

日 時  平成 27年 11月６日（金）午前 10時 30分～11時 30分 

場 所  八戸公園 緑の相談所 

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 

公共事業再評価（こどもの国整備事業）について 

 

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

 

次第３ 審議 公共事業再評価（こどもの国整備事業）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、「こどもの国整備事業の公共事業再評価」についてです。 

それでは、事業担当部からの説明を求めます。 

 

〔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： ありがとうございました。前回と同じように質疑、コメント等を受けた後に、事業

課の皆さんには退席していただいて、行政改革委員会の意見としてまとめさせていた

だきたいと思います。 

     それでは、評価シートの説明に関して質問、コメント、あるいは今日見させていた

だいた感想などございますか。 

委員Ａ： ２ページ（３）、事業の投資効果に関する視点で質問です。先ほど維持管理費が増

えましたとお話があり、それはこども交流館ができたからということでしたが、こど

も交流館へのスタッフ配置による人件費の増加という理解でよろしいでしょうか。 

事業課： 施設の人件費に限らず、施設自体の維持管理費もかかっています。 

委員Ｂ： 施設は三八五流通（※三八五流通㈱）が造って寄附したのですか。  

事業課： いえ、違います。市が造った施設をこども交流館としてオープンさせ、三八五流通

が指定管理者として入っています。そして、指定管理者とは別に、ネーミングライツ

を募集し、三八五流通に決定しました。この三八五が「三八五・こども館」という名

前を掲げており、市が50万円をいただいて、サクラの杜ゾーンの管理に使っています。 

委員Ｂ： 何となくネーミングを見て、企業が寄附して下さったのかと思いまして。 

委員Ｃ： ネーミングライツはそれが目的です。そのように感じさせることが大事です。地域
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貢献しているということ、それがネーミングライツです。それで目的が果たされてい

るのです。 

     ２ページ目で具体的に計画の中に出ているクワガタ館、またマウンテンバイクコー

スの内容を少しお話願います。既に計画はある程度決まっていると思うので、その辺

のことをもう少しいただければと思うのですが。 

事業課： 詳細については未定で、今のところ具体的な話はありません。ゾーニングとしてこ

の場所にこういうものを配置したいということです。 

委員Ｂ： 先ほど大型シェルターの予定を伺ったのですが、建物の大きさはどれくらいですか。

景観を考えると、２階ではなく１階平屋ですよね。 

事業課： 幅が10メートルで、長さが20メートルの長円形、上から見たときに長方形の先に半

円が付いたような、真四角ではない形です。そこに柱があって、一番高い所で高さは

2.5メートル。通常の屋根ではなく膜構造といって、こども交流館のような屋根素材

を使います。運動会などでよく建てるテントの生地よりかなり丈夫です。 

委員Ｂ： 防災を兼ねてとなると、通年ですか。 

事業課： こどもの国の開園期間は休憩所として使用するほか、災害時などに使用します。 

委員Ｂ： ちなみに是川は大きな地震の時、どちらかというとあまり被害のない地域でしたよ

ね。建物の倒壊などがない地域ですから、ここで大型災害というと恐らく地震でしょ

うけれども、収容人員はどれくらいを考えているのでしょうか。 

事業課： 40人から50人くらいを想定しております。また、避難が終わった後は、こどもの国

に関しては地域防災拠点という位置付けもあります。例えば電力とか水道とかがある

野営場所、更に自衛隊などの駐屯地にもなっていますので、そういう拠点施設として

もシェルターが使えるような形で、屋根付き施設ということで考えておりました。 

委員Ｂ： 是川地区だと学校以外に大勢の人が入る施設がないわけで、これが初めての拠点に

なるわけですね。 

事業課： そうです。また、この緑の相談所（＝当委員会会場）自体も避難施設になっていま

す。 

委員Ｃ： 防災シェルター自体の計画、詳細の設計などはこれからですか。 

事業課： 今年度業者が決まりました。 

委員Ｃ： そうですか。設計は終わっているのですか。 

事業課： 設計は終わっており、もう少しで工事にも着手します。 

委員Ｃ： 計画では大型シェルターで、こちらの事業内訳表では防災シェルターと、２通りの

表現をしていたので確認でした。個人的な経験からいうと、確かに夏はすごく暑く、

逃げ場所がなくて、今ある所は子どもで一杯になってしまう。ご飯時になると、全然

行くところがなく、もちろん雨の日も逃げ場所がない。防災シェルターというイメー

ジは今日初めて伺いました。単純に熱中症の予防などを考えると、あっても良い施設

と思っていましたので、大型シェルターにしていただきたい。防災にすると設計上は

少し加味するところが出てくるのでしょうか。 

事業課： どちらかというと、日よけ対策がメインであって、災害時にはここを防災拠点とし

て使えますくらいの感じです。 

委員Ｃ： 利用者のニーズとすれば、正直あそこは日よけがあったほうがすごく助かる場所で
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はあります。 

委員長： 私から、費用便益比についてです。再評価の時には利用者が51万人くらいが70万人

くらいになっており、かなり増えています。そこを加味しても利用価値というものは

出てこないということなのでしょうか。 

事業課： 実は利用価値には、入園者数という項目を反映させることができないのです。あく

までもこの周辺の方々の利用状況がどうなのかという観点です。現実には利用者数が

こんなに増えていますということ、ではそれをプラス項目として入れるかというと、

今のマニュアルではそのようになっていないのです。 

委員長： 分かりました。この事業の評価の仕方は、例えば利用者数を反映させて、旅行費用

なども使うと、ものすごく膨らむ部分が増えてくると思います。 

     あとはマウンテンバイクのコースの話はあまり具体性がなかったのですけれども、

これは公認コースとか、大会を行うとか、そのようなイメージはあるのでしょうか。 

事業課： そこまではまだ具体的に考えていません。今日ご覧いただいたサクラの杜を下がっ

た林の中です。そういった地形を生かして何ができるかという観点で、当時、マウン

テンバイクコースを考えたようです。そのニーズについては、これから検討していか

なければならないと思っています。 

委員Ｂ： 私もテレビでこのマウンテンバイクの映像を見ていると、林の中からすごい起伏を

飛び越えていました。今回視察した所では、マウンテンバイクコースの整備は想像で

きないでおりました。 

事業課： こどもの国という名が付いているので、競技用コースというところまでやっていい

のかということを個人的には考えています。やはり子どもメインというか、親子で気

軽にできるようなサイクリングコースではないのですけれども、それなりに起伏に富

んだりなど、そんな感じなのかというイメージは頭にあります。 

委員Ｃ： ヘルメットをかぶって、泥だらけになるようなコースのイメージでいってしまうと、

ここにうまくできるのかが、少し気になります。結構傾斜がありますので、地形的に

は多分できると思いますけれども。 

事業課： 楽しむことと安全性を考えることが重要です。 

委員Ｃ： 子どもと一緒に楽しめるアウトドア的なものは、遊具などありますけれども、施設

としてはソリゲレンデだけなのです。あとは本当にお散歩するような場所しかありま

せん。多目的広場は別ですけれども、市民は子どもと一緒にできるアクティビティが

もう少しあればというイメージで来園していると思うのです。 

委員Ｂ： 確かに親子ともに自然と触れ合いながら、楽しく遊べる公園ということですから。 

委員Ｃ： クワガタ館というものは、昆虫館というイメージなのですよね。クワガタと載せて

いますけれども、どうなのでしょうか。 

事業課： 昆虫をメインにした自然展示なので、ネットをかけた中にいろいろな昆虫を放して、

それを間近に見ながら採ってみるような体験をしながら、学習する取組もあります。 

委員Ｃ： クワガタ館は、基本設計も何もない状態ですか。 

事業課： 基本計画的なところはできていますけれども、具体的な設計はまだです。 

委員Ｃ： すぐそば（計画平面図⑫）に行くと、動物展示の動物舎があるので、多分その流れ

でここに置いているのだろうと思います。 
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 ちなみに、園内を自転車は走れないですよね。マウンテンバイクコース自体は自転

車が走っているけれども、これはどこか駐輪場をきちんと置いて、マウンテンバイク

を置いておくということで。コースの入り口、出口が決まってしまうでしょうね。 

事業課： そういったところも含めて、今後検討を進めていきたいと思います。 

委員Ｃ： 園内は自転車で行けないで、結構この動物舎に行くのが難儀なのです。いつも子ど

もを背負って行くので、なかなか遠いと思って坂道を歩いています。 

委員Ｄ： 計画平面図を見ると、整備面積というものが青の括りですよね。これからのことで

クワガタ館とか、マウンテンバイクコースも、とりあえず整備面積の内側に入ってい

ますけれども、これからもっと広げるということですか。予定面積6.6ヘクタールと

載っていますよね。 

事業課： クワガタ館予定地とマウンテンバイクコースの外側ということで２箇所あります。

そこのところがまだ未整備だということです。 

広げるということではなく、都市計画決定というのですけれども、公園区域として

はその外側まであります。 

委員Ｄ： ほぼ入っているということですか。 

事業課： 公園の区域としては入っています。しかし、まだ整備していないのが、その外側の

部分です。 

委員Ｄ： 要は37ヘクタールの中に入っているということですか。 

事業課： 入っています。 

委員Ｂ： 用地は買収しようと思えばこの周辺にまだあるのですか。 

事業課： 事業としてどうしても必要だということであれば、考えていかなければなりません

が、相手があることですし、非常に厳しいのではと感じています。この面積まで整備

するのに30数年かかっています。ただやみくもに広げてもどうなのかというところで

はあります。 

委員Ｄ： 先ほど委員長がおっしゃったように利用価値について、例えば旅行費用が入ると更

に再評価、再々評価の金額がアップすると思うのです。要は、事業評価は、貨幣に換

算できるものだけをやっていますよね。例えば、環境価値という言葉だけ聞くと、い

わゆる生活環境とか景観とかを含めて、貨幣価値で換算できない価値もあります。例

えば桜を見て、公園の中に来る人はもちろんそれを見て美しいと思ったり、精神の潤

いもありますが、公園周辺を通った人は間接的にそれを見てということもありますよ

ね。遠回りをして、あえてこの辺に少し寄ってみようかとか、駐車場まで入ってみた

とか、そういうことも含めて評価できると更に良いのではと思いました。 

委員長： 実際利用はしないけれども、八戸市民として八戸公園があるということで満足を得

たりなど、そんなものまで入れることなど。手法としてはいろいろあるのですが。 

委員長： とりあえずマニュアルに従っていれば、一応こういったことはシビアに考えなくて

もいいのかとも思います。 

     他に、今後の整備のところで、あまり具体的に決まっていないというお話でしたけ

れども、市民も巻き込んでいろんなターゲットを考えて、意見をもらうとか、そうい

う仕組みはあるのですか。 

事業課： マウンテンバイクコースについて、果たして市民が望んでいるのか考えなければい
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けないと思っています。クワガタ館が先行の予定ですので、それを進めながら残って

いる部分の整備についてよく考えなければいけないところです。 

委員Ｂ： 通年で施設運営ができるかどうかについても、ある程度考慮すべきではないでしょ

うか。 

事業課： 八戸市は積雪寒冷地で、雪は少ないものの降らないわけではないので、屋内の部分

では緑の相談所と、先ほどご覧いただいたこども交流館は通年で開けてある施設です。

屋外の設備を通年で開園するというと、やはりこれだけ広いと駐車場の除雪などが必

要になります。 

委員Ａ： 先ほどの資料にも整備予定面積、これは整備する予定は現状ないということです。

平成30年までにここのエリア、マウンテンバイクコースは避けていただき、それ以外

は基本的には考えていない。公園の面積を増やしたいのに、増やさないということは

どうなのかと、その辺を伺えればと思います。 

事業課： さっきの供用面積という部分からはクワガタ館が未整備なので、そこは除いてとい

うことです。これができれば、供用面積はいくらか増えます。 

委員Ｂ： やはり通年で営業する部分は、少し経費が掛かるでしょうが、イルミネーションを

付けるとかすれば、冬場でも来場者があるのでしょうか。 

事業課： 冬場の利用は定着してきていると思います。先ほど話していただいたように、こど

も交流館は冬場でも利用者に結構利用されているという状況です。 

委員Ｂ： 親子で来ますから、そういった楽しめる部分もあってもいいのかもしれません。 

事業課： 見るだけだと利用者として読めない部分があるかもしれません。 

委員Ｃ： こども交流館のように屋内で子どもが自由に遊ぶことができる施設は、この辺だと

いわて子どもの森などになるのです。あちらは冬も開いているのですけれども、こど

も交流館が通年開いていることを今日、知った次第です。それまでは、冬場は岩手ま

で行きましたから。 

委員Ｃ： マウンテンバイクについては、対象がプロの方なのか、子どもなのかによって変わ

る気がしています。そこは、ニーズとか目的の整理が必要かと思います。 

事業課： ターゲットを明確にする必要がありますね。 

委員Ｂ： コースは総延長どのくらいを予定しているのですか。 

事業課： この場所にマウンテンバイクコースを造りましょうかという段階なので、まだ、具

体的な案はありません。 

委員Ｂ： 例えば親子が一緒に自転車でも通れるのですか。 

事業課： そのターゲットもこれから考えていかなければならないところです。 

委員Ｃ： 大人と子どもが一緒の時は逆に危ないので、子どもであれば子どものための整備の

仕方を考えないと、スピード感も違いますからケガをされてしまう。マウンテンバイ

クということは、単純に普通のコースを造ってしまうと、使われないことがあります。

よくあるのは、例えば遊歩道の隣に自転車コースを造ると、大抵荒れてしまい、結果

的に誰も使わないことになってしまうのです。だから今回マウンテンバイクのコース

を造るとすると、利用者がいるかを把握しなければいけない。自転車を持ち込んでこ

なければいけないので、そこまでやる人が果たしているかということになってくる。

そこについては、私も途中からずっと疑問です。 
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委員長： 小規模でいいので大会を運営するとか、教室みたいなものを運営するとか、その辺

りにニーズがないと多分、造っても利用が進まないということがあります。 

委員Ｂ： 例えば競技用のコースとして造れば、それなりに利用者を見込むことができますよ

ね。県内各地から参加者も来るでしょう。ただその規模とかを考えると、この公園内

に競技用のコースを造ることが良いのかどうかということがありますよね。親子で遊

べるという中で一番考えられるのは、子どもの自転車に親が付いて歩くような状況が

頭に浮かぶのです。 

事業課： 地形を見ても分かるとおり、かなり起伏があります。 

委員Ｃ： 平面図では等高線が明らかに重なっているので、これは子ども用ではなく、小学生

以上でないとできないということがあります。 

委員長： そのほか特になければ、事業課の皆さんに退席していただくということになります

けれども、よろしいでしょうか。 

委 員： はい。 

委員長： それでは事業課の皆さんは退室してください。 

 

〔都市整備部 退室〕 

 

委員長： それでは評価シートの３ページの３、総合評価について、行政改革委員会意見を取

りまとめたいと思います。継続ということでよろしいでしょうか。 

委 員： はい。 

委員長： それでは委員会の評価としては継続ということに決めさせていただきます。それで

附帯意見を付けることもあるのですけれども、何かこういうことを付けておいたほう

がいいということがあればご意見を伺いたいと思います。 

委員Ａ： 実は私、こどもの国の指定管理者の選定委員を２年くらい前からやっていて、その

前もやっていました。課題として上がっていたのは、桜の時期には人がいっぱい来る

のだけれども、オフシーズンに人が来ないという話で、６、７年前の選定委員のとき

に問題になりました。その後にこども交流館を造って、大分利用者が増えたという話

になりました。そういう意味では、特に指定管理者の方が集客のためにものすごく努

力をされているということは、私は関与している手前、そのようなことが伝わってき

ています。ただ本当に難しいですが、こんな早い時期に閉園してしまうとは思ってい

なくて、もう２、３週間開いているのかと思っていたのです。自然状況とか難しいと

ころはあると思うのですけれども、指定管理者に入っていただいて、うまくやってい

ただいているのではないかと個人的に思っています。 

委員長： この５年で４割くらい利用者数が伸びているということで、そういう意味ではすご

く利用されていると思います。中心街から遠いところですけれども、非常に素晴らし

い憩いの公園かと思っています。 

委員Ｂ： 自然環境に触れ合えるということがメインですから、通年で開いているところの付

近だけでも何かやられたら楽しいのかと思います。例えば、浅虫水族館は、夜は閉園

でしたが、夜ライトアップして開館したところ、20代、30代の若い世代の入館者数が

増えたようです。そのように、冬場は道路の両脇や木にイルミネーションを施したら、
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親子でそれを見に行ってみようとなる気がします。それが客数に反映されないとすれ

ば、ただ経費倒れになってしまいますが、例えば市民アンケートの要項に入れてみる

のもひとつかと思います。冬場楽しむものが少ない中、せめてこういう場所で何かあ

ればという１つの考え方として、利用者が増加すれば良いと思います。 

委員Ｅ： 観覧車からの紅葉がものすごく良かったたので、気候の良い期間、大人向けにＰＲ

することもできるのではないかと思います。 

委員Ｂ： マスコミを使って、テレビで宣伝してもらうとか、取材に来ていただいて見頃の様

子を流していただくとか、新聞に取り上げていただくとか、そのようなことも必要な

のではないでしょうか。 

委員Ｄ： あの観覧車に３、４年前にも乗ったのですが、公園の中もさることながら、頂から

八戸が一望できるので、そういうことを一般の市民や、多くの人に知ってもらう方法

もあるのかと思います。 

委員Ｂ： 本当にのどかな田園地帯の自然景観がいいですよね。 

委員Ｄ： こどもの国という言い方をしてしまうと、子どもだけの公園かというイメージにも

取られてしまうので、もっと多くの老若男女が楽しめる場所だという言い方もしたほ

うが良いのではと思います。 

委員Ｂ： 確かに必要ですよね。遊具で遊ぶとか、そういった第一印象が強くて、本当に是川

全体の景色を楽しむというところまで思いが至っていません。 

委員Ｄ： そうですよね。ゆっくり歩きながら、子どもたちが遊んでいるところを見ながらと

いう部分もあっても良いかもしれません。 

委員Ｂ： 館鼻のグレットタワーのような高い塔を造って、360度見えるものも良いかもしれま

せん。本当にこの自然景観をもっと市民の方に知ってもらうための宣伝が必要ですね。 

委員Ｄ： このマウンテンバイクコースが、例えばトレッキングコースにはならないものでし

ょうか。 

委員Ｅ： 健康増進のために医者から歩きなさいと言われていた方が、下田のイオンが広いか

ら車で行って歩いているという話しを聞いたことがあります。今日、私たちが歩いた

ように、これだけ歩けます、これだけカロリー消費できますとか、何万歩を歩けます

とか、そういう言葉とともにコースを設定してみることも考えられると思います。29

年度、30年度の大きな金額を見ると、マウンテンバイクコースではなく、他に掛けて

もいいのかという気がします。 

委員長： どうしましょう。今の意見を付けますか。 

委員Ｂ： そういう意見もあったというだけでいいのではないでしょうか。決議したというも

のではなくて、マウンテンバイクに限らず、トレッキングコースとしてのコース設定

もできるのかどうか。 

事務局： 事務局で補足させていただきます。１つは附帯意見という考え方ですが、一般的に

は、行政が持っている方向性に対して強く変更を求めるようなものを忘れないように

と出てくるものはあると思います。前段の質疑の中ではいろいろなご意見が出てきて、

まだ設計変更の余地も含めて検討していくということで、方向性としては委員会とし

ても合っているのではないかというところがあるので、それは議事として記録に残っ

ていく形になります。ただ、せっかくいろいろお話いただきましたので、例えば入場
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者数の話も出ましたけれども、更なる入場者数の増加、更には施設の運用向上に向け

て施設の整備、ＰＲに工夫努力していくことを委員会として強く求めるような附帯意

見を付けるということもできるのかと思いました。付けないということも１つですけ

れども、せっかく言っているので何か意見として付け加えるということもできます。

それがなくても議論で受けているものについては、先ほど事業課でもきちんと検討す

るという回答もありましたので、無理に載せないということもあります。それは委員

会で判断していただきたいと思います。 

委員Ｃ： 事業課からの意見とすれば、検討まではいかないけれども、もちろんそれは考えて

いる事項としては入っていますと返ってきていますので、附帯意見として付けなくて

もいいかという気はしていました。論点は２つで、１つは利用者数の増加のこと。年

代層を大人向けにする、それから利用期間です。そのほか、もう少し冬期間をどう生

かすかという、その２つの視点で具体的に疑問点が出たということがあるかと思いま

す。１つは具体的な話で、用地を新しく増やしたところの活用方法については、マウ

ンテンバイクコースの整備が例として出ましたが、もう少し検討していただくという

ことでしたので、ここで言うことはもうないと思ったのです。 

委員Ｂ： せっかく討議をしましたので、附帯意見は付けてたほうがいいのではないですか。 

事務局： 委員長と調整するという形で進めてよろしいでしょうか。 

委員長： では大筋は先ほどのような形で、事務局と表現を調整したいと思います。それでは、

結論としては継続ということで、今のような内容の附帯意見を付けさせていただくよ

うにしたいと思います。 

では、ここで、今回の再評価に関する今後のスケジュールについて、事務局から説

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、ご審議いただきました結果を基に、対応方針を決定しまして、11 月 20 日の

市議会（建設協議会）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： 本日の審議案件については、以上で終わりとなりますが、その他、事務局からあれ

ば、お願いします。 

事務局： 次回の委員会については、「八戸市公共施設等総合管理計画について」等を案件に予

定しており、来年３月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： 以上で、本日の委員会を終了といたします。ありがとうございました。 


