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平成 28年度 第２回八戸市行政改革委員会 議事録 
 

日 時  平成 28年 11月１日（火）午後２時 30分～４時 40分 

場 所  駅西区画整理事業所 会議室 

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  大坪総務部長、佐々木総務部次長兼人事課長、佐々木行政管理課長、 

井上 GL、尾崎主査、髙村主査 

次   第    １ 開会  ２ 委員長挨拶 

３ 審議 （1）公共事業再評価について（八戸駅西土地区画整理事業） 

（2）第６次八戸市行財政改革大綱の進行管理について 

       ４ 閉会 

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

次第３ 審議 （1）公共事業再評価について（八戸駅西土地区画整理事業） 

 

委員長： それでは、議事を進めます。 

本日の１つ目の審議案件は、「八戸駅西土地区画整理事業の公共事業再評価」につ

いてです。 

それでは、事業担当部署からの説明を求めます。 

 

〔駅西区画整理事業所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ご質問があればお受けしたいと思います。 

委員Ａ： 区画整理事業の便益というものは、先程地代に反映させてというお話しだったので

すけれども、区画整理をすることの便益は単に土地を換えるということですよね。土

地を換えて使いやすくすることが便益ということですか。 

事業課： 先程説明しましたヘドニックアプローチ（※）では、地価が上がることが便益に反

映されるということになります。 
 

※ 土地区画整理事業の実施前後の「地価の差」を便益として算出する手法 
 

委員Ａ： ただし、地価はずっと下がっています。 

事業課： 確かに効果とすれば、環境が良くなるということなど、ストック効果の部分ではい

ろいろありますけれども、その効果の部分はどうしても指標として数値で表せないと

ころがありますので、今の国土交通省のマニュアルでは、ヘドニックアプローチでの

手法をうたっていますので、どうしても地価がそのまま便益に反映されてしまいます。 

委員Ａ： でも、総便益は上がっています。 

事業課： 整備率が上がっていますので、便益は上がっています。 

委員Ａ： Ｂ／Ｃ（費用便益比）は、大変ですね。 

委員Ｂ： 確かに区画が完成すると街並みそのものは非常にいいですよね。あちこち曲がりく

ねった路地ではなく、道路から道路に出やすく、通行において大変利便性が上がると

思うのです。平成９年にこの計画ができた時から、もう少し野放図に個人の住宅が建
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たないように、市街化区域にできなかったのですか。 

事業課： 基本的には、資料の赤いエリアには規制をかけております。 

委員Ｂ： かけていてもこれだけどんどん住宅が増えていったということですよね。 

事業課： そうではなく、規制をかけて、そのエリアには新しいものを建てさせないというこ

とです。要は新しい宅地には建てさせるのですが、元の所には建ててはいけないと法

律上決まっているものですから、そこは規制をかけることで、区画整理の中はいわゆ

る無秩序な開発などはできないようにしています。 

委員Ｂ： その割にはなかなか移転が進みませんね。 

事業課： やはりそれは、そのエリアに旧集落、家がいっぱいあり、約640軒の移転対象の戸数

があるものですから、それを動かすために非常に時間がかかります。年間に100とか

200とか動かすこともできませんし、玉突き移転とか権利関係が複雑になっており、

なかなか移転が思うようにいかないというところがあります。 

委員Ｂ： 計画より遅れている原因はそこなわけですね。 

事業課： はい、そうです。 

委員Ｂ： 昔は矢沢に来るのは非常に不便でしたので、完成したら本当に快適だろうだと思い

ます。計画通り平成40年までに事業は完了しそうですか。 

事業課： 平成40年というのは、清算も終わってということなので、整備期間とすると平成35

年までにやって、それから登記や清算の事務が５年間かかるものですから、整備自体

は平成35年で終わる目標で頑張っております。 

委員Ｂ： 地価評価はどうなのですか。この地区は下がっているのですか。 

事業課： 事業当初よりかなり下がっております。これは全国的な傾向ですが、八戸市全体で

も地価は下がっています。 

委員Ｂ： そうすると事業費は当初見込みの240億円で収まりそうですか。 

事業課： その辺も移転計画の中で精査をしておりまして、どれくらいになるかが出てからい

ろいろ検討していくことになるかと思います。 

委員Ｂ： 年々地価が下がるとしても、工事費関係、人件費、その他は上がる傾向にあるでし

ょうから、税収の増加が見込めない中で、240億円で収められたら良いと思います。 

委員長： これからまた住民説明会等を行って、移転等を進めていくということですけれども、

反対しているという人はいるのですか。 

事業課： 基本的には皆さん賛成してくださっていると思っておりますが、交渉の中で話し合

いながらということになります。ある程度仮換地というか、移転場所はもう98パーセ

ント程度決定しており、その方たちは了解していると思います。あとは移転方法や費

用などについて交渉しながら進めていくことになりますが、合意形成はほぼできてい

ると思っております。 

委員長： 街路の費用便益分析の中で、冬季便益を見込んで地方修正係数を用いているという

ことですが、これを国は了承しているのでしょうか。 

事業課： これは青森県独自のということで、やっても良いことになっています。 

委員長： それを含めた上で1.5ということですね。 

事業課： そうですね、1.5以上が基準になっております。 

委員長： 区画整理で将来的な人口が大きく変わるとは見ていないということですか。 
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事業課： 費用便益の中では見ていないですけれども、計画上は5,800人という計画人口を想定

しております。 

委員長： 例えば走行時間で言うと、区画整理前はいなかった人たちが来て通行するというこ

とですか。 

事業課： そうですね。 

委員長： それは区画整理せずに、道路がないものとして住まわせるイメージなのですか。細

かい話になってしまいますけれども。 

事業課： 人口の部分は、区画整理を実施した区域内の5,800人です。 

委員長： そうすると走行時間のトータルとして、区画整理前はいなかった人の分の走行時間

がそのまま乗ってくるということではないのですか。 

事業課： 街路整備の費用対効果ですよね。 

委員長： そうですね。 

事業課： 要はこの交通量というものは交通推計の中で、将来どれくらい交通量があるかとい

うことから持ってきているものですから、その人口は多分考慮していないのかと思い

ます。 

委員長： なかなか費用便益は悩ましいですね。 

事業課： 事業が長期化になるとどうしてもＢ／Ｃが下がるという傾向が出てきます。 

委員Ａ： 私は立地適正化の委員もやっていて、ここは都市機能誘導区域ということで、駅周

辺を八戸市の中心拠点の１つとして位置付けるということで決まりました。そういう

意味でも、非常に期待が大きいと思うのです。例えば、他の新幹線の駅では、盛岡や

新青森などと比べても特に八戸駅の西口はかなり寂しい。なかなか権利の関係などで

事業が進んでいないということが今日分かりましたが、なるべく早く進めていただき

たい。特に八戸市へ外から来られる方は、八戸駅の周りを見て八戸市がどういう街か

を判断するという要素が非常に多いと思うのです。そういう意味でも、駅周辺が大分

変わるということで、それは良いことだと思いました。なるべくスムーズに整備して

いただければよろしいかと思いました。 

委員長： 集いの施設という言葉が何度か出ていましたが、具体的に決まっているのですか。 

事業課： 集客施設については今見ていただいたとおり、まだハード整備が終わっていない状

況ということで、平成29年度中には道路が出来る予定になっていますので、そろそろ

どういうものが良いかという検討をしていきます。 

委員長： まだその辺りは未定ですか。 

事業課： そうですね。都市計画マスタープラン上では、集客施設を誘致する場所だというこ

とでうたっているものですから、それに向けてこれから進めていきます。今はまだ、

道路ができていないので、建てられる状況ではないものですから。 

委員長： 設計をやっているとか、そういうこともまだですか。 

事業課： まだです。 

委員Ｃ： 外からいらしてる方がよくおっしゃるのは、会議が終わって新幹線までの時間が空

いた時に、駅まで行ってしまうと時間を潰せない。戻って何とか温泉に入るとか、そ

ういうことが必要になってくるので、八戸駅は駅に行ってからでも新幹線まで１時間、

２時間、時間を潰せるような場所があれば良いのだけれどもというお話をよく伺いま
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す。その辺を少し考慮していただけるとありがたいかと思います。 

事業課： そういうことで、シンボルロードに12メートルの歩ける中央分離帯とか、駅前も休

めるような空間というコンセプトで造っています。できればそこに商業機能が張り付

いてもらって、何かお店ができてもらうともっと盛り上がりますので、その辺を進め

てまいりたいと考えております。 

委員Ｄ： 商業施設などがこちらへ来るという予定はあるのですか。 

事業課： 今のところはまだないです。先程言いましたとおり、まだハードができていません

ので。 

委員Ｄ： 情報発信はしているのですか。 

委員Ｂ： やはり認知していただくというか、シンボルロードを含めた全体像や、商業エリア、

住宅エリアなどはもう出してもいいのではないですか。 

事業課： 駅前広場のイメージについては、昨年度の協議会（議会）には出しております。 

委員Ｂ： できれば商業施設の誘致というか、出店者を募るような準備をしなければいけない

のではないですか。 

事業課： シンボルロードにつきましては、今ようやくイメージができあがってきましたので、

この報告も兼ねて次の協議会（議会）にかけたいと思っておりますので、周りも商業

地域だということをＰＲしていきたいと思っています。 

委員Ｂ： やはり冬期間が長いので、その状況でどのように集客できるのかが一番のネックで

はないですかね。中心市街地でも最近では集客が非常に難しくなっていますし、これ

からの人口減少も踏まえ、同じ市内のキャパの中でどの程度人口が動くのか、その辺

が非常に難しいかと思います。駅を利用する人の待ち時間、そこで楽しみ憩うという

ことが主であるのか、近辺の人たちの買いものを兼ねた集客場所になるのか、その辺

も難しいのかと思います。 

事業課： 立地的には交通結節点、いわゆる新幹線駅ということで、当然市内だけではなく県

外、県内でも青森とか。今は新幹線が函館まで行っていますけれども、その辺からの

集客も狙っていける施設が良いのかと思っております。 

委員長： 細かい話になりますけれども、この商業地域の所も換地で所有者が決まっていると

いうことですか。 

事業課： 駅から向かって右手は所有者が決まっています。個人の換地になっています。左手

には一部保留地があります。 

委員長： それは売却しようという所ですか。 

事業課： はい、そうです。 

委員長： 換地でここを得た人たちは、自分たちで商売をやろうという感じですか。 

事業課： どういう使い方をされるのかは個人の宅地ですので、わかりません。 

委員長： 元々住宅を持っていた方ですか。 

事業課： 駅前に土地があったということです。その前は畑とか田んぼがほとんどです。 

委員長： 区画整理そのものとは関係ないのですが、将来的にはこの辺りに商店街みたいなも

のを作るというイメージなのでしょうか。 

事業課： できればそういう形になると思います。 

委員長： その辺りの進め方、客が集まるかどうかで大分変わってくるかと思います。 
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委員Ｅ： 私は商売的な方向の視点は持っているのと、まちづくりの視点を少し持って活動し

ているのですが、おそらく目的とすれば八戸駅の東側よりも、こちら側の方が将来的

には観光のターミナルというイメージで使い勝手は多分良くなるだろうというイメ

ージです。その中では計画も、シンボルロードの使い方は最終的にはやはり市民のア

イディアとなってくるのだと感じてはいますので、その時にはいろいろ意見を聞いて、

ここに集まりここから出て行くという、そんな出発点のイメージの作り方さえしてく

れれば、今の方向で良いかという印象を持っております。 

委員Ａ： スマートインターチェンジは、どの辺に出来るのですか。 

事業課： パンフレットの表紙の裏側になります。資料１－４、21世紀の拠点というパンフレ

ットの表紙をめくっていただいて、その裏面の位置図に掲載しています。赤く囲まれ

た所が事業エリアになっております。この左側のピンク色の八戸自動車道と、紫色の

国道454号が交差している所、ここが西スマートインターチェンジの場所になります。

ここからだと非常に近いという形になります。 

委員Ａ： このスマートインターチェンジはここから乗れるのですか。 

事業課： ＥＴＣ専用で乗り降りができます。いわゆる高速交通物流という観点からも、かな

り近くなります。新幹線と高速道路を生かせるのではないかと思います。 

委員長： 他にないようであれば、これで質疑は終了したいと思います。事業担当課の皆さん

は退出ください。 

 

〔都市整備部 退室〕 

 

委員長： それでは、公共事業再評価シート４ページの行政改革委員会意見を取りまとめてい

きます。選択肢としては、継続、計画変更、休止、中止ということになりますけれど

も、継続ということでよろしいですか。 

委員Ｂ： 今更中止もできないし、計画変更も難しいかと思いますから、きちんと完成させる

まで頑張るしかないのではないですかね。ただし、交流人口及び定住人口の増加が見

込まれていることを疑問に思います。当初の計画では当然これが大きな目標であった

だろうとは思うのですけれども、この西地区で何か大きなイベントをして、市内外か

ら果たしてどの程度集まってくれるのか。今の段階だと少し疑問に思いますけれども、

このことを目標に継続して事業を完成させるということではないですかね。 

委員長： あとは附帯意見を付けるかどうかで、何かご意見があればお伺いしたいです。 

委員Ａ： 附帯意見ではないのですが、昨日、高瀬川について国土交通省の整備委員会があり、

河川整備における40年くらいのＢ／Ｃの話の中で、３年置きの実施を条件が変わって

いなければ１回はスキップできるという話がありました。いずれにしてもＢ／Ｃはす

ごく大事なことだとは思うのですが、要は、1.02に下がってしまいましたが継続です

ということが、少し引っ掛かるという話です。地価が下がっていることが大きな要因

で、便益自体は上がっていることは、１つの大きなプッシュ材料にはなると思います。 

委員長： そのほかご意見があればお受けいたします。 

委員Ｂ： この事業のコスト縮減をもう少し頑張っていただくということですかね。 

委員長： なかなか難しいと思います。 
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委員Ｂ： 難しいですよね。値上がりしている中で、これ以上どうするか。 

委員長： そうですね。実質的にトータルの額は減っており、この先減らすことはなかなか厳

しいことだと思うのです。そういう意味では、Ｂ／Ｃを改善させるのは難しいかと。 

委員Ａ： Ｂ／Ｃを改善させるとしたら、事業を前倒しで実施できたら多分改善する余地はあ

ると思うのです。ただ、この現状として前倒しというのはなかなか難しそうです。こ

れはやっていただきたい事業でもあるので。 

委員長： 何か附帯意見を付けますか。 

委員Ａ： 付けるというか、便益が上がっているということは、言うべきなのかと思います。 

委員Ｂ： Ｂ／Ｃが1.0を下回らないように目指してということですよね。 

委員Ａ： もし仮に1.0を切ってしまったら、多分継続とは言いにくいのです。 

委員長： 付けると困るということでもないので、Ｂ／Ｃの低下が気になる点を付けますか。 

事務局： 附帯意見という形で明確に書かなかった内容も、今回の議事の内容はきちんと事業

課へ整理して伝えます。市としてはそういったご意見を踏まえて事業を進めていくこ

とになりますので、委員の皆様のご判断でよろしいかと思います。あくまでも出され

た意見については、すべからくこちらで検討して、対応していくと考えております。 

委員長： 1.0を判断基準にすると、低下の具合からいって、この先が不安だということ。 

事務局： この事業に限らず、実はこの制度の中でよく議論になる話で、Ｂ／Ｃが1.0を切った

場合があります。評価項目がいくつかある中の１項目、これを絶対視するか、あるい

は残りの項目との総合評価という観点かということは、その事業ごとにこれまでもい

ろいろ意見が出ました。幸いなことに1.0を切ったケースはなかったのですけれども、

この再評価の制度を作った時点の社会情勢と今は大幅に変わっていることを考える

と、なかなか良い形でのスキームに落とせないでおりました。国や県もあまり大きな

見直しをかけていないという状況がありまして、その辺は事務局としても今後の課題

として受け止めておりました。 

委員長： その辺の地価関数を見直すということも、細かい手法的にはあるのでしょうけれど

も。数値が小さい部分であれば変わってくるとは思います。 

委員Ｂ： 他の部分も勘案して、総合評価ということで考えるしかないですよね。 

委員長： 意見としては先程言ったようなことではあるのでしょうけれども、不安ですねとい

う感じで附帯意見に付けることにしますか。 

委員Ｂ： Ｂ／Ｃが1.0を下回ったらどうするのと言われると、少しどきっとしますが、ここま

で事業を進めていますので、何とか完成させるまで総合判断でいきたいものです。 

委員長： それではそういうことで、附帯意見なしの継続ということでよろしいですか。 

委員Ａ： いいと思います。 

委員長： それでは八戸駅西土地区画整理事業に対する当委員会の結論としては継続、附帯意

見を付けないということでまとめさせていただきたいと思います。 

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、公共事業再評価に関する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21日の市

議会（建設協議会）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
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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。 

 

次第３ 審議 （2）第６次八戸市行財政改革大綱の進行管理について 

 

委員長： 続きまして、第６次八戸市行財政改革大綱の進行管理について、事務局から概要を

説明願います。 

 

〔事務局が資料2-1「平成27年度取組実績」及び資料2-2「取組項目一覧（新規追加分）」につ

いて説明〕 

 

委員長： 今回の会議に当たりまして、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、実質の審議時間を確保するためにも、ま

ずは、事務局から一括で回答を説明し、その後皆様から御意見等をいただく形で進め

たいと思います。 

 

〔事務局が資料2-3「事前質問・意見及び回答」について説明〕 

 

委員長： ただいまの説明に関してご質問、ご意見等あればお受けしたいと思います。 

委員Ｂ： （No.9について）個人情報の件ですが、民生委員には確かに年１回資料が来ます。

ところが、実際には、施設に出たり入ったり、死亡したり、絶えず異動するのです。

敬老会や一人暮らし高齢者のふれあい福祉懇談会など、各地区でいろんな名目で行事

をやりますが、それぞれの行事が終わると、コピーも不可ということで名簿を返すの

です。そうすると同じ高齢者の出入りの比較もできず、町内会長に至ってはほとんど

そういう資料が手元に来ないわけです。民生委員が町内会長に教えるということにつ

いては、守秘義務等もあってなかなか簡単に見せるわけにはいかない。町内の高齢者

の現況や一人暮らしの人数、アパートに何人いるかなどが町内会長は分からず、よほ

ど個人で出入りしない限り、民生委員だけが知るということになります。守秘義務は

当然分かるのですが、コピーくらい取られるように改められないのかということが、

私の思いです。 

事務局： 配付の目的の１つは、敬老会での活用ですが、市の持っている情報を提供するに当

たっては、目的をはっきりさせる必要があり、それ以外には当然使ってはいけません。

それは第三者のチェックという観点もありますので、目的をはっきりした形でどうい

う使い方をするという形でやらないと不具合が生じるということが前提で、配付回収

というスタイルになっていると思います。そもそもは、その敬老会での活用という以

前に、地域でどういうことをやらなければならないか、それを民生委員の方にどのよ

うにしてもらうのか、そのために何が必要なのかという議論がまず必要なのではない

かと、この話題を聞いた時に少し感じていました。その辺の実態については少し事務

局としてもまだまだ不勉強なところがあります。その辺でそういった要望があるとい

う中で、実際の福祉の現場の中でどういうことが今起きているのかという辺りを考え
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ていただいて、制度の中で実際地域にやってもらわなければならないことを、いろい

ろとお願いしている現状もあるかと思います。その辺を今後どうしていけばいいのか

を引き続き研究するような形で、また話を向けてみたいと思います。一方で、地域の

見守り活動用の高齢者名簿が存在しているということは、そういう形での部分的な提

供ということがあります。地域の民生委員の方々にお願いする内容、実際活動してい

る内容に対して、どういった名簿を提供するのがより効果的なのかを考えてもらう必

要がありますが、これはもしかすると八戸市だけでできない話かもしれません。 

委員Ｂ： 孤独死があちこちで起きています。見守りが民生委員だけに課せられているという

か、特に町内が広い場合はそんなに民生委員が回れないのですよ。民生委員はある程

度は把握しているのですが、他の方にそれを知らせるわけにいかないので、気が付い

た時にはもう亡くなった状態で発見されるケースが結構続いています。安全な見守り

という観点から、町内の何人かが知っていて良いのかと思うのです。 

事務局： その件については、地域からいろいろな声が出ています。市長が直接行って住民自

治懇談会という会を催していますが、その席でも町内会としてもそういう情報を持て

ないのだろうかという話が出ました。それがきっかけで、自主的に了解を取って名簿

を作る動きが出てきているという話を聞いていました。 

  町内会と市の関係で、協定等を締結すれば、使途は制限されますけれども、何かそ

ういう制度もあるかと記憶しております。この行革のプログラムは、総務課の個人情

報保護という一般的な話のメニューでございまして、民生委員法になると当然個人情

報保護法が適用になります。その辺を調べて、皆様にお知らせします。 

委員Ｂ： 多分、民生委員の理事会でも話題にはなっていると思います。孤独死した場合に、

矢面に立たされるのは町内会長と民生委員なのです。マスコミの取材から何から来ま

すけれども、実際はなかなか目が届きにくいことなのです。 

事務局： 高齢化社会の中で地域が抱える大きな問題点として、結構そういう声が聞こえてお

ります。 

委員Ｂ： 市民生活の安全という観点で、それも１つ要望というか、考えて変えていただきた

いと思います。 

それから、（No.13について）中核市になった場合、多くの市民がどう変わるかが分

からないのです。県から市に移譲されて、こういうことがとても楽になりますという

ことを、もう少し具体的に情報発信しなければいけないのではないですかね。 

事務局： これについては、継続的にいろんな場面をとらえて、繰り返し実施していくしかな

いと思っていました。 

委員Ｂ： （No.15について）複式簿記になっていくとすれば、担当する職員だけでなく、異動

することも考慮して、全庁的に複式簿記の研修をしなくてもよろしいのですか。 

事務局： 会計制度の対応ですけれども、今はいわゆる財産の部分をきちんとそういうスタイ

ルに変えていくということになっていますので、基本はデータ処理で、ある程度きち

んとしたデータベースを作ることによって、そのデータから帳簿を作るという形にな

っています。今のところは、全ての職員がその複式簿記的なやり方という所までは動

いていませんが、そういう感覚は当然必要なことだと思っています。 

委員Ａ： 事前質問のNo.20について、実は私は、おいらせ町でも同じような仕事をやっており
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ました。施設の更新費用の推計額が過去の投資的経費の1.2倍ということなのですけ

れども、これは維持更新だけで1.2倍ということで、これから新たに整備をするお金

は入っていません。要は、維持更新をしていくためにもこれだけのお金がかかって、

例えば八戸市であれば、さらに美術館を整備するとか様々な事業があるわけで、結構

厳しいのかと思っています。もちろん何が足りない施設なのか考えていかなければい

けないのでしょうけれども、大ざっぱな推計だとは思いますが、これを踏まえて公共

施設をどのようにしていくか、例えばもうなくしてしまうとか、それから建替えて直

すのであれば何か集約するのかということを考えていかなければいけないと思って

おります。 

委員Ｂ： 維持管理費で相当かかっていますでしょうから。そして年数が経つと老朽化してい

きますので、当然補修か取り壊しか決断しなければならない公共施設が増えていきま

すよね。年間どのくらい八戸市は公共施設にかかっているのですか。 

事務局： 実は今までは、そういう出し方がなかったこともありまして、公共施設の現状とい

うことで先程1.2倍という話を出したのは、面積ベースで考えた時の簡単な単価をか

けるといったソフトを使った数字になっています。実際の試算がどういう状況になっ

ているかということは、各施設のデータをさらに個別に作るという作業をしています。

それと合わせて、年間の維持費がどのくらいかかっているかを収集する作業を行って

いる最中でした。そういったものを複合的に見ながら、今後の施設の維持更新、統廃

合というあらゆる選択肢の中でどれを選んでいくのかの基礎資料にします。総額でい

くらというものは、現段階では申し訳ございませんがお答えできません。 

委員長： これについては前回の委員会でも議論しました。全体としては減らしていくという

感じだと思うのですけれども、スポーツ施設などを利用したいと思っても、なかなか

予約が取れないような状況だとか、いろいろ聞くと足りない施設が多い。残すべきも

のと減らしていくものは、利用状況などを踏まえていかないといけないと思います。 

委員Ｂ： 市単独事業ではなく国や県からの補助金が出て造るにしても、維持管理は市でやら

なければなりませんので、そこを考えていかないと大変かと思います。 

委員長： 大変難しいのかもしれないのですけれども、財政効果額がほとんど入っていません。

評価しにくいところがたくさんあると思うのですが、いっぱい項目はあるけれども、

同じような重要度合いではないと思うのです。効果額が出ればそれが大きいものが重

要でしょうけれども、今は額としてほとんど出てこないので、その辺りのランク付け

というか、重要施策というものを付けるべきかという気もします。 

事務局： 財政効果額については、実は前の第４次で財政効果額を重視しており、これは財政

的な問題もあって、そこをメインとした取組でありました。そこである程度効果額が

出ていたということもありまして、第５次では各課に考えさせたのですが、それがす

ぐに効果額が出るような取組ではないというところがありました。効果額が出る取組

は継続しているので、長い目で見ればずっとその効果は生きているということがある

のですが、計画期間ごとに１回ずつ区切っています。第６次では、さらに深いグルー

プ単位という、業務を実施する上で最も細かい単位で、日々の事務改善などの細かい

部分に焦点を当てたということもありましたので、今回は、特に金額的なものは出て

いないというところがあります。 
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  一方、第５次の時に実施したネーミングライツ事業については、今回も新しい取組

が出ており、この先も屋内スケート場への導入ということで、単位も何百万円単位の

効果という部分もあるかと思います。明確な効果額を出せるような取組は、極端な話

では、施設の統廃合というものが一番大きくなってしまう時代になっていますので、

なかなか出しにくいところがありますけれども、それでもやはり金額的な部分を意識

しながら職員の中での取組を進めていければということです。そういう意味では、第

６次の中でこれから考えているのは、各部署の各グループが考えた良いアイディアを

水平展開というか、全庁に広げることによって、例えばそこで100円、200円の効果が

全部に広がると、何万円、何十万円になるような取組があると思います。そういった

形で広げていくことで、効果を出していきたいと考えております。 

委員長： 金額だけではなく、職員の意識に関わる部分もありますよね。 

事務局： はい、そこも同じような形で考えております。 

委員Ｄ： （No.17の関連で）基金残高の中には、ふるさと寄附金は入っているのですか。 

事務局： この50億円の中には入っておりません。 

委員Ｄ： 別枠でどのぐらいあるのですか。 

事務局： ふるさと寄附金というものは、毎年収入する歳入として捉えられるものでして、基

金に積み立てるかどうかとは別の話となります。 

事務局： 寄附のメニューを設けており、希望があれば、例えば国際交流に使ってくださいと

いうことだと、国際交流基金に行ったりしています。 

委員Ｄ： 年度ごとの総額は出るのですか。 

事務局： ふるさと寄附金に関しては27年度で約4,600万円くらいの規模です。件数では1,542

件です。確かにものすごい額の自治体もありますが、新聞など別な話題で取り上げて

もらったり、やり方がいろいろあるようです。 

委員Ｄ： （No.14について）それから街路樹なのですが、倒木の危険性があるものは伐根する

という一方で、八戸駅西土地区画整理事業の中で、今後新たな植樹整備もしなければ

いけない。ただ旧市街や今のでき上がった街の中には年数が経って、切り倒さなけれ

ばならないものもあり、そうすると櫛の歯が抜けたような状況になっていきます。危

ないから切るのは当然ですが、そもそも街路樹を整備する時に、初めは何か目的があ

ったと思うのです。伐根した後はつつじを植えるという書き方もしていますが、例え

ばその地域の有志や町内会でそこの部分に勝手に花を植えても良いのか、あるいは行

政に許可を得なければいけないのか、そんなことも気になりました。高木なのか低木

なのか、何か目的があるから植樹したと思うのです。例えば、温暖化防止の視点もあ

ると思います。伐採したら終わりではなく、関係課などの連携した施策なども伺いた

かったのです。 

事務局： 街路樹を切った後という話で言いますと、木だけを植え替えるというよりは、街路

整備の補修の中の一環でやっているということがあると思います。そうなった時に、

実は八戸市の場合は道路の維持補修費に制約があって、道路を整備した上でさらに歩

道を含めた街路樹まで全部整備していくとなるとなかなか進めない。まずはでこぼこ

をなくす工事をやった上で、順次そういった植え替えが可能な所についても見直して

いくことになるかと思います。ただし、実際問題、それが一気にはできないという中
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では、先程少しご提案のありました地域でもしそういった景観上あれだというのであ

れば、そこを植樹帯のようなものにするということを連携しながらやっていくという

ことも、これからの時代はあるのかと思います。既に地域で何もない所に町内会でフ

ラワーポットを置いているような例もあります。それは木がいいのか、フラワーポッ

トが良いのかということは、いろいろ話し合いながらになると思いますけれども、市

もできる所はやりますけれども、なかなかそう簡単に全部を更新していけないという

ことも背景にあるのかと思っております。 

委員Ｂ： 安全であれば、逆にやっていただけたらありがたいでしょうけれども。これでまた

何か事故でも起こせば問題です。 

事務局： まずは安全ということで、倒木による事故がこれだけ増えている中、やはりまずそ

この部分を改善するということが最優先になっているのが現状だと思います。 

委員長： 団地とか、ニュータウンの時に流行のように植えているのだと思います。歩道の幅

が十分とれていないので、かえって邪魔な木が多いということがあるかと思います。 

委員Ｄ： 場所によっては夏場に日影が欲しかったりすることもありますよね。ただやはり抜

けているよりは、花でもいいから低木のものとか、簡単に手入れのできる、気が付い

た人が少し植えるくらいのことでもできればいいのかと思ったのです。植樹して囲っ

てある場所（ツリーサークル）は、やはり市の財産ですよね。 

事務局： そうです。 

委員Ｄ： 何かそういうことも情報発信して、何かできるといいですね。 

事務局： そういうアイディアについてどう考えるかという辺りを働きかけたいと思います。 

委員Ｄ： （No.11の）プロトコールについてですが、大したことないと言われてしまうかもし

れませんが、姉妹都市との交流事例を参考にという回答をしているのですけれども、

八戸市の現状において姉妹都市と友好都市は中国とアメリカしかないのですよね。こ

れだけグローバル社会になってくると、八戸市へいろいろな方が入ってくるわけで、

そうすると例えば交流をする時に、各担当課の方たちが中国とアメリカのマニュアル

だけでやっていいのかと思うところがあります。郷に入っては郷に従えなので、八戸

に来たら八戸のやり方に従っていただくということも大事ですが、せっかくお迎えす

るのであればその国の食習慣や風習を多少それぞれの課で学習をしていただいたほ

うが良い場合もあると思ったのです。そういう方たちが八戸でおもてなしを受けて、

国へ戻った時に広めてくれて、日本へ行ったら八戸に行くと良いとなって、多少なり

でも外国人が増えて、お買い物をしてくれて、八戸にお金を落としてくれて、八戸の

商品が外へ出ていくように、将来的になってくれれば良いという気がしました。 

事務局： その辺も庁内で連携を取りながらやっていきたいと思います。 

委員長： その他、よろしいですか。それでは今後のスケジュールということで、事務局から

お願いしたいと思います。 

事務局： それでは、今後のスケジュールにつきましては、11月10日、市長を本部長とする「行

政改革推進本部」で内容を決定し、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。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。 

長時間にわたりありがとうございました。 


