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平成 29 年度  

第１回八戸市行政改革委員会  議事録（概要）  

 

日 時  平成 29 年 10 月４日（水）午後２時～３時 10 分  

場 所  市庁本館３階  議会第一委員会室  

出席委員  武山委員長、椛沢委員、北向委員、田中委員、西川委員、橋本委員  

事 務 局  大坪総務部長、田中総務部次長兼人事課長、佐々木行政管理課長、  

井上行政改革 GL、尾崎主査、髙村主査、小野寺主事  

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  第６次八戸市行財政改革大綱の進行管理について  

５  閉   会  

───────────────────────────────────  

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、次第に基づき議事を進行してまいりますが、初めに、本委

員会の審議の公開・非公開の取扱いについて決めたいと思います。事務

局から説明をお願いします。  

 

〔事務局が資料 1に基づき説明〕  

 

委員長：  それでは、ただいまの説明について、何か御質問はございますか。無

ければ、原則として本委員会は公開ということにしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。  
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〔委員了承〕  

 

委員長：  それでは、本委員会の審議については、原則公開といたします。  

 

次第４  審議  (1) 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「第６次八戸市行財政改革大綱  行財政改革プログラム」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、実質の審議時間を確保

するためにも、改革の柱立てごとに事務局から事前質問への回答を説明

した後、皆様から、事前質問に関するものや、その他の御意見等をいた

だく形で進めたいと思います。  

 

〔事務局が資料 3「事前質問・意見及び回答一覧表（柱 1：意識改革と組織体制強

化）」について説明〕  

 

委員長：  それではただ今の説明に対してご質問、ご意見等はありますでしょう

か。  

委員Ａ： No.１の回答に水平展開という表現があるのですが、これを教えていた

だけますでしょうか。  

事務局：  これにつきましては、まず業務効率や作業時間の短縮につながるよう

な良い取組を拾い上げる、あるいは周知するということで、行政管理課

が中心となって各課の業務で使えるような情報を発信していき、各業務

に役立てていただくということを考えています。  

委員Ｂ： （ No.２について）自主学習ということを大概の組織の中でうたってい

るのですが、職員数と業務内容を勘案していかがなものでしょうか。自

主学習できる時間は各課ともお持ちでしょうか。  

事務局：  これまで職場外学習ということで平成 23 年度から人事課が主導して、

自分の担当課の業務だけでなく、例えば市民課職員が税関係や議会関係、

市の政策関係などを勉強しませんかという形で集めてやってきました。

それを、段々に自分たちで自主的に勉強していくような形に変えていく

ために今取り組んでいるところです。ここ２年ほどは開催できておりま

せんが、これまでの下地があるので、今年度は人事課で声を掛けながら

下準備をした上で、自分たちでできるような形を整えていきたいと思っ

ています。  

委員Ｂ：  確かにそのほうがしやすいですよね。いきなり任せられるような形で
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は職員も戸惑いがあるでしょうから、よろしくお願いします。  

委員Ｃ：  皆さんお忙しいから難しいと思います。やりなさいと言われるのでは

なくて、草の根運動的に出てくるものでないとなかなか難しいかと思い

ます。  

委員長：  多様な人材の確保とか、職員採用試験の見直しと書かれています。中

核市になってかなり移譲された仕事が増えてきていて、一方では正規雇

用、非正規雇用という話もあるので、適正な人数や、特色ある人を採用

することは、従来の公務員採用試験では難しい部分もあるかと思うので

す。多様な人材を正職員として採用する道を開いてもいいのかと思いま

す。色々おもしろい取組をしているはっちの関連とか、新しい事業は嘱

託職員や臨時職員といった非正規職員として雇用している場合が多いと

思うのです。やはり正規雇用と比べ少し印象が悪く、また、このような

事業をやってみたいけれども非正規職員だとその先の生活が安定しない

などの問題があります。新卒採用は難しいとしても、中途採用とか色々

な形で特色ある人材を雇用していかなければならないという中で、そう

いう働き方について考えていただきたいと思います。また、職員数を減

らすという目標を着実に守って進めていると思うのですけれども、中核

市になって形態が変わるとすると、従来にはない多様な雇用形態も必要

になってくるかと、印象として持ちました。      

委員Ｂ：  それに関連して、普通、行政改革と一言で言って、財政面から見ると

一番単純なのは職員数ですよね。適正な職員数をきちんと把握して、で

きれば削減していくということが一番財政的には簡単でしょうけれども、

確かに業務内容が増えている中で、そのバランスをどう取れるかですよ

ね。今、委員長がおっしゃったように、多角的な視点からこういう事業

をしてみたいとか、こういう業務をという意見も大事です。そうすると

当然、各分野に卓越した方々を採用していければ業務内容も変わってい

き、多岐に渡るのかと思います。そういう職員の採用数を増やすことと、

実際の人件費として金銭的に見たときの嘱託、臨時職員含めて、人件費

の比率を考えたときに、そのバランスが非常に取りにくいのではないか

と思います。  

 

〔事務局が資料 3「事前質問・意見及び回答一覧表（柱 2：業務改善によるサービ

ス向上）」について説明〕  

 

委員長：  柱２について説明いただきましたけれども、今説明いただいた範囲、

あるいはそれを越えた範囲でも構いませんので、ご質問、ご意見、コメ

ント等あればお受けしたいと思います。  

委員Ｂ： （ No.４について）子育てワンストップサービスを利用しようと思って

もパソコンを使えないと困りますよね。それと、それなりに接続できな

ければまた困る。カードリーダーなども使う人が個人で買わなければい

けないのだと思いますが、幾らくらいのものですか。  

事務局：  色々ございますが、 2,000 円弱くらいです。  
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委員Ｂ：  子育て世代は若い方々でしょうけれども、実際にパソコンを駆使でき

るのは大体何パーセントくらいと見ていますか。  

事務局：  データとしては把握しておりませんが、やはり比較的若い年齢層の方

のほうが多いのかという印象は持っております。国でもそういった意味

で、まずは子育て分野のサービスを充実させようというところでのワン

ストップサービスかと認識しているところです。  

委員Ｂ：  これが進むと大変良いですよね。  

事務局：  若干その関連で申し上げますと、パソコンに限定しますと、やはり保

有率もそうですし、使いこなしている割合が高くないことを国も当然認

識している中で、実際に働いているお母さん方といいますか、若い年代

が一番利用し、身近に持っているのはスマートフォンです。色々な予約

だとか、民間のサービスなども発達しておりますので、その延長線上で

このサービスを利用できるようにというものであります。スマートフォ

ンを使うことによって、これから伸びるであろうと思っております。  

     一方でなぜパソコンでこれだけサービスが展開されてきたかというこ

とには、やはりセキュリティの問題が根底にあるかと思います。民間サ

ービスであれば簡単に暗証番号何桁か程度で色々なサービスを受けられ

る一方で、マイナンバーカードの場合は、かなり厳重なパスワード管理

も求められます。それはどうしても個人情報の安全性が出てきています。

その辺りとの兼ね合いをうまく、次のスマートフォンに移行する段階で

クリアできればどんどんこのサービスは普及していくと思います。実際、

時間がない中でこういう手続きでわざわざ窓口に来なくても済むという

ことは、非常にメリットは大きいと考えておりますので、是非普及する

ように周知その他、頑張っていきたいと思っています。  

委員Ｂ：  はい、分かりました。  

事務局： 参考までに少しご紹介しますと、平成 27 年の国勢調査において、イン

ターネットでの回答が可能になりました。八戸の回答率は結構高く、正

確な数字ではありませんが 35 パーセントくらいです。これは世帯単位な

ので、世帯単位では保有しているという状況は見て取ることができます。

これは年々上がってきているのではないかと思います。  

委員Ｂ：  これが進むと本当に楽ですよね。いちいち窓口に来なくてもいいとい

うことは、本当にうれしいと思います。私も調査員として国勢調査に従

事したことがありますが、県外にいる子どもがそこからインターネット

で回答する家庭が多かったです。実際にあったケースなのですが、期日

１日前の人数をパソコンで打って出したら、10 月１日にたまたま異動が

あった。子どもが離婚して帰ってきて籍を戻した転入日が 10 月１日だっ

たという感じです。そこの１日か２日のずれだったのですが、回答内容

と実際の世帯状況とで人数が合わないのではないかということもあって

聞き直したことがあります。パソコンで回答した場合、その辺の事情が

分からないのです。その後、その家に行って今日時点での世帯人数は何

人ですかと聞いたところ、そうなのです。そういうところでパソコンを

使うということは歩かなくていいし、本当に指先１つで済むからいいと
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思うのです。そのように 30 パーセント以上ということは、八戸市と同規

模の都市でいえばどうなのですか。  

事務局： 今、正確な数字はありませんが、八戸市の 35 パーセント前後という数

字は、当時全国の平均よりは高いという状況でした。20 万人程度の同じ

規模の中核市ではどれくらいなのかということを調査した結果はござい

ません。  

 

〔事務局が資料 3「事前質問・意見及び回答一覧表（柱３：持続可能な財政運営）」

について説明〕  

 

委員長：  柱３全体に関連して質問、ご意見、コメント等があればお受けしたい

と思います。  

委員Ｄ：  （ No.７について）約 25 億円というものは使われていないということ

ですか。でも何かに使われているのですよね。  

担当課：  基金につきましては当然残高を維持するということで、その間運用を

進めておりますけれども、ほかの基金と同様に定期預金という形で運用

しております。  

委員Ｄ： あくまでも 50 億円というのが残高、基金として常に維持しているとい

うことですか。  

担当課：  もう少し中身を詳しく申し上げますと、毎年当初予算を編成するので

すけれども、その編成の中でどうしても財源が不足してくる場面がござ

います。そのため、当初予算でこの財政調整基金と市債管理基金からあ

る一定程度取り崩して、予算を組んでいるという状況があります。結果

的にその年度当初見込んでいた税収や地方交付税が、当初予算編成より

も若干伸びれば取り崩したあとに、その分をまた積み戻していくという

形で基金を毎年度運用しております。その中で取り崩した以外の部分、

その残高になっている部分について、毎年初めに定期預金で組んでおい

て、年度末になったらその積んでいる定期預金の基金と合わせて、税収

や地方交付税で上乗せできる部分があればそれも積み戻した形でまた残

高を維持するという形でやっております。そういった形で基金を運用し

ている状況でございます。  

委員Ｄ：  単純に言うと、基金残高が多いほど良く、基金残高が低いほど財政が

厳しいということですよね。このほかに特別基金があるわけでしょう。  

担当課：  はい、そうです。こちらの財政調整基金と市債管理基金は、特に目的

が定まっているわけではないのです。ほかには、例えば何かを建てると

いった、ある一定の目的のために積んでいる基金も別途ございます。  

委員長：  そのほか柱３について、また、柱４については特に質問が出ていなか

ったということですので、そちらも含めてご意見、ご質問、コメント等

があればお受けしたいと思います。  

委員Ｄ：  例えば全般的に取組が完了したとか、取りやめたというものが結構あ

ります。その課の方たちというのは、完了したからまた新たに何か自分

たちの作業の見直しというものは当然しているのですよね。  
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事務局：  はい、何種類かあります。まず完了という形になっているものでも、

要するに制度を構築し、それをきちんと継続しているケースがほとんど

です。制度を作ってその後何もやらなくていいというわけではなく、大

体がその制度の見直しだとか、手続きの見直しということで、新たな形

の仕組みの中で運用を続けていくものがあります。  

     取りやめの場合には、それに代わる何か新しい成果が出るような取組

を新たに提案してもらい、新規で追加しております。  

 完了して、更に新しいものというところも無理のない範囲でお願いを

しておりますが、これまでも課単位、それからグループ単位と、かなり

の新しい取組を毎年やってきておりますので、業務の量に応じて出せる

場合には出してくださいという形で、まずこの期間内に最低１つ以上の

取組と成果を出してくださいということで取り組んでおります。  

 今後、我々がやらなければならないのは各課の良い取組を水平展開さ

せ、先ほどのセルフカイゼン運動といった形で全体的に取り組んでいく

ことです。これを５か年の最終的な目標にしています。  

委員Ｂ：  コンビニを使って色々な支払いとか、証明書を取るなどということが

計画にもありました。実際にはなかなかそれがうまくいっていないので

すよね。やはり都市圏と違ってまだまだコンビニで利用するという意識

も低いし、それからその操作も大変なのではないですか。  

事務局：  コンビニの活用という面でいくと、まず住民票等の交付を昨年から始

めて１年経ちましたが、一定の利用がなされております。  

     市税に関する分でのコンビニ収納も実績を上げてきているところだと

思います。ただ一方で、今回の大綱の中で介護保険料、あるいは市営住

宅の料金のコンビニ納付も検討課題として挙げておりました。ただし、

これについては実際の利用者数、それから費用対効果といった部分で、

導入しても相応の成果が得られないということで見送ったというところ

はございます。その辺は市民の利便性の規模、それから経費との問題を

総合的に見ながら、まだまだこれからもコンビニは非常に活用の道があ

ると思いますので、連携しながらサービス向上につながればと思います。 

委員Ｂ：  夜遅くに利用する場合、犯罪のようなことはこういう地方都市だとあ

まりないですか。  

事務局：  コンビニを利用してのという意味ですか。  

委員Ｂ：  はい。そういう手続きをするためにコンビニへ行って実際使いますで

しょう。そういうときの犯罪は今のところ、八戸の場合は全然ありませ

んか。  

事務局：  一般的に最も危険なのはコンビニでお金を下ろすケースではないかと

思います。深夜に証明書を取りに行くということは、さすがにそれほど

多くはないと思います。  

委員Ｂ：  証明書を取れるのは 23 時頃までで終わりますよね。  

事務局： 証明書は 23 時くらいまでですね。そのために行くというよりは、やは

りついでに寄ったときに、市役所に日中行けないけれども夜取るとか、

あるいは休みの日に買い物をしたついでに取るというケースが多いので
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はないかと思います。  

     防犯面でいいますと、コンビニ内にもいろんなカメラを付けたり、防

止措置を取っています。ただ実際は駐車場に出て、それまでの間に様々

あると思いますが、その辺りは防犯も含めて考えていかなければいけな

いテーマかと思います。  

委員Ｂ：  多分都会ほど利用されてはいませんよね。  

事務局：  比較したことはありませんが、まだ馴染みがないということと、市役

所等へ行って少し寄っていったほうが早いという感覚がまだ地方ではあ

るのかと思います。先ほど出てきました若い人たちとか、カードを使っ

てやるとか、マイナンバーカードがあってとか、その辺の普及の部分と

いうところも大きいのではないかと思っています。  

委員Ｂ：  強化していくでしょうから、恐らく増えていくのでしょうね。  

委員Ｅ：  全体の話なのですが、マニュアル化の取組が多くあります。これは何

か決められたフォーマットで作成していますか。それともそれぞれの部

署ごとで作成していますか。恐らく庁内の人材交流や異動でいろんなや

り方があると思いますけれども、その辺はどのようにやっていらっしゃ

るのか。結構私たちもマニュアル作成などで苦労しているものですから

聞きたいと思います。  

事務局：  マニュアルにつきましては、特段統一的なフォーマットは用意してい

ないというのが現状です。やはり庁内で横の人的つながりにより、他課

のマニュアルを借りてきて、それをベースに作るといったことは適宜行

われていると考えています。  

委員長：  結構マニュアルの作り方が悪いとか、このマニュアルがいいなどとい

うことがあるので、個別でばらばらにやるよりは統一的に良いマニュア

ルを作る方向に向けて取り組んでいただければと思います。  

事務局：  同じスタイルで、どこに行っても同じようなパターン、そういった標

準的なモデル、それにこだわる必要はなく、アレンジしていけば良いと

思います。実際はある人が作った良いものが段々広がっているというこ

とが実情だと思います。  

委員Ｅ：  マニュアル作るときに一番使うのが異動ですよね。異動のときに業務

引継ぎが行われるので、業務の引継ぎが行われるタイミングのときにマ

ニュアルの見直しをするのが良い。これは行政改革の中でマニュアルを

作りましょうというスタイルもあるのですけれども、新しく異動してき

た職員が、自分が業務を進めるために何が必要かという作り方をするの

が本当は一番やりやすい。異動していく人はあまりマニュアル作りを一

生懸命やらないのが普通だと思っています。マニュアル作りのフォーマ

ットにあまりこだわる必要はないと思っていて、実際これからそこに異

動される職員が、これは読んでも意味が分からないというときに、では

どうしたらいいのだろうというところの作り方をしたほうがいいかとい

う感覚を持っています。これは意見です。  

事務局：  ありがとうございます。  

委員長：  私も今聞いていて思いました。マニュアル作りくらいは大したコスト
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が掛からないと思うのですけれども、情報化だと、身の回りでもよくあ

るのですが、例えば導入したシステムを全く使わずに捨て去ったとか、

色々な組織でそういう話を聞くのです。今日の内容にも情報化に関連す

るものがありますよね。情報化というものは、長期に見た上で何をどこ

まで情報化していくというようなものがないと、無駄になるので、それ

を総括して推進していく必要がある。ある部分はかなり行革にも関連し

てきます。  

事務局：  まず庁内の情報化に関して、大きくシステムの導入を伴うようなもの

に関して、まず情報システム課でそのシステムの妥当性とか、性能の部

分をきちんと検証しながらやっていくということが１つあります。  

 予算要求する中では、導入したいという意識だけではなく、その費用

対効果や効率が議論されるということです。過去の第５次の大綱の中で

も、実はこういうシステムを入れたいということを提案してきた部署が

ありました。第５次の場合はお金を使わないアイディアでやりましょう

という中、よほど実績が出てくるようなものでなければ予算要求が通ら

ないという話をしていく中で、やはり情報部門、それから財政部門と議

論していく中で、それは一旦見送りましょうということで違う取組を進

めたケースもあります。そのように、実効性を確認しながら、必要なも

のは導入していくということで進めているというのが現状です。  

委員Ａ：  今の情報化の問題というのは、その反対側にセキュリティ対策があっ

て、恐らく市役所の中に集まってくる各課、各グループの情報は個人情

報の宝庫みたいなところなのです。昨日か一昨日、ヤフーで何百万件か

の情報が盗まれたという話が出ましたが、これは恐らく大学や各企業も

そうでしょう。セキュリティ対策にもある程度投資をするという発想を

持ってやっていかないといけないという気がします。先ほどのマイナン

バーを使った子育てワンストップサービスも便利なのですけれども、そ

の情報が全部抜き取られるとか、クラッキングされるということに対す

るセキュリティの強化もしていかないといけない。それにすごくお金が

掛かる話になってくると、いわゆるリストラクチュアリングという意味

での行革に反するかもしれない。ただ、セキュリティ対策を施さないこ

とによって情報が取られるコストとの見合いでいえば、恐らくセキュリ

ティ対策にもっと投資をするという発想を持ったほうがいいのではいか

と思います。どのくらいのコストが掛かるか、どんなセキュリティを組

むのかにもよりますが、そのセキュリティの水準について、情報システ

ム課を中心に考えていかなければいけないと思います。  

委員Ｂ：  当然セキュリティの問題は大きいですよね。役所もやっていらっしゃ

るのでしょう。  

事務局：  簡単にご説明します。マイナンバー制度の導入に当たって、年金機構

の問題など様々ありまして、国自体が本腰を入れています。全部の自治

体がつながっている状態ということは、どこからどう漏れるか分からず、

全ての自治体に影響を与えるという問題があります。したがって、いわ

ゆる自治体間をつなぐネットワークの部分、それとオープンな部分をま
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ず確実に分離しております。さらには、内部でも、本当に市民に直結す

るような部分と、市の内部で様々情報交流できる部分という段階できち

んとセキュリティを分けるということが既に実施されております。実際、

今までだと１台のパソコンで操作できたものも、今は２台の状態で使い

分けています。これは多分行政だけではなく、民間でもしっかりやって

いるところは結構大変です。そういう手間や費用も生じていますが、途

中でおっしゃられたように施さないことにより膨大な被害を受けます。

それが市民に影響を与えるというリスクを考えた場合には、やはり必要

な投資だということで、市としても適切に対応しているところです。  

事務局：  ここ１、２年、セキュリティ対策にはかなり予算を投入しています。

ただ内部管理的に、今までは各個人に１人１台のパソコンが入っていて、

そこでインターネットも自由に見られたのですけれども、今は庁内ネッ

トワークしか閲覧できず、別にインターネット用のパソコンを用意して

います。セキュリティ対策はコストが掛かろうとやらざるを得ない業務

となっております。  

委員Ａ：  役所内のイントラネットは恐らくそのセキュリティのレベルのありよ

うと、それから外につながっている部分とのセキュリティのレベルの違

いというものは棲み分けをしないといけないと思います。何でもかんで

もセキュリティ対策だからということで、ファイアウォールを３重にも

４重にも作るというように、コストをかけ過ぎるということも違うかと

いう気がします。恐らくその辺のバランスですよね。  

委員長：  添付ファイルを受け取れないとか、あるいは仕事中でもほかの市はど

うやっているとか、やはりネットを見る必要もあると思うのです。その

ときにあまり閉じてしまっていると、黙々と働くだけになってしまう。

その辺りも含めて大きな方針を立ててやっていかないと、個別バラバラ

になり、無駄になってしまう。将来的には市として情報をどのように管

理するというようなところも必要になってくるのかと思います。  

委員Ｂ：  行政としても課題でしょうね。  

委員長：  あとは行革にはつながらないでしょうけれども、過去に遡って今の行

政のデジタル化であるとか、そういうことをやってはいると思います。

お金と手間が非常に掛かるということがありますけれども、やはりそう

いうことは地道に行政がやるべき仕事だと思います。  

委員長：  そのほか、よろしいですか。それでは今後のスケジュールについて、

事務局からお願いします。  

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。第６次

行財政改革大綱につきましては、 10 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。  


