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令和元年度  

第１回八戸市行政改革委員会  議事録（概要）  

 

日 時  令和元年５月 24 日（金）午前８時 30 分～９時 33 分  

場 所  市庁本館３階  議会第三委員会室  

出席委員  椛沢委員、北向委員、武山委員、田中委員、西川委員、赤穂委員  

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

井上行政改革 GL、尾崎主幹、髙村主査、小野寺主事、岩木主事  

次    第     １  開   会  

２  委嘱状交付  

３  市長挨拶  

４  委員長の選任及び職務代理者の指名  

５  審   議  

⑴  会議の公開・非公開について  

⑵  第７次八戸市行財政改革大綱の策定について  

  ・これまでの行財政改革について  

  ・第４次、第５次及び第６次行財政改革大綱の取組状況  

  ・第７次八戸市行財政改革大綱の策定について  

６  閉   会  

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

次第４  委員長の選任及び職務代理者の指名  (1) 委員長の選任  

 

〔武山委員に決定〕  

 

次第４  委員長の選任及び職務代理者の氏名  (2) 職務代理者の指名  

 

〔北向委員に決定〕  

 

次第５  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「会議の公開・非公開について」に基づき説明〕  

 

委員長：  それでは、只今の説明について、何か御質問ございますか。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。  

続きまして、次の議事「第７次八戸市行財政改革大綱の策定」に移

ります。初めに、「これまでの行財政改革」について、事務局から説

明願います。  

 

〔事務局が資料２「これまでの行財政改革」について説明〕  

 

委員長：  只今、資料２について事務局から説明いただきましたけれども、只

今の説明に対し、御質問・御意見はございませんか。  

 

〔質問なし〕  

 

委員長：  次に、「これまでの行財政改革」について、事務局から説明願いま

す。  

 

〔事務局が資料３「これまでの行財政改革」について説明〕  

 

委員長：  只今、資料３に基づいて、第４次から第６次までの行革大綱の取り

組み状況を説明していただきましたけれども、只今の説明に対し、御

質問・御意見はございませんか。  

それでは、私の方から。職員数はこのところ 1,300 人台で推移して

いますけれども、２ページの第４次のところで、平成 17 年度に 2,225

人、平成 22 年度 2,113 人とありますが、これは数え方のベースが違っ

ているということですか。急に 700 人くらい減ったということでしょ

うか。  

事務局：  第４次は市民病院とか交通部も入った数字です。第５次からは、市

民病院や交通部を除いた数字で計画を立てているので、この差になり

ます。  

委員長：  わかりました。  

その他皆さんのほうから何かございませんか。資料等ちょっとわか

りにくいところがあるかと思いますけれども、この後、第７次の話も

ありますし、その辺りでまた、ご質問いただいてもよいかと思います。  

委員長：  次に、「第７次八戸市行財政改革大綱の策定」について、事務局か

ら説明願います。  

 

〔事務局が資料４「第７次八戸市行財政改革大綱の策定」について説明〕  

 

委員長：  只今、事務局から、資料４に基づいて第７次の行革大綱の策定につ

いて説明いただきましたけれども、只今の説明に対し、御質問・御意

見はございませんか。  
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委員長：  それでは、私の方から。第６次の説明の中で、行財政改革プログラ

ムは全体で 215 項目に取り組んだということで、第７次も細かい項目

が出てくると思いますが、それはどのタイミングで示せるのでしょう

か。  

事務局： 第７次の取組項目といたしましては、10 月くらいまでには取りまと

めるつもりで進めていきたいと考えておりますけれども、具体的に出

てくるのは８月になります。８月の後半にはある程度は固めていきた

いと考えております。  

委員長：  今さまざまな形で働き方改革ということで、有休消化しようとか残

業するなという圧力がかなり強くなっているようですが、市役所的に

はどんな感じなのですか。  

事務局：  労働基準法が改定されて、民間企業では１年間に５日の有休休暇取

得が義務化されておりますが、地方公共団体は同法の適用はありせん。

ただし、職員に対しては、努力目標として５日の取得に努めるよう、

周知しております。  

また、時間外の縮減につきましては、民間等は月 45 時間、年間 360

時間、特別条項で 720 時間という上限規制がかけられておりますけれ

ども、市でもそれに準じた取組をするということで、まだ規則等では

謳ってはいないのですけれども、今年度末に向けてその辺りの改訂を

していく予定にしております。また、現在行っている配置計画等のヒ

アリングを通じて、各課長には時間外の縮減 の徹底についてお願いし

ているところであります。  

Ａ委員：  このところのはっちから始まってマチニワ、今年は屋内スケート場

ができて来年が美術館、あと駅西の再開発等々でかなり公共投資がさ

れておりまして、その運営にかかるランニングコストを確実に確保し

ていくという意味で、先ほど第７次の柱４の持続可能な財政運営の推

進における歳入の確保と強化、やはり市税徴収率を向上させるとか、

補助金・助成金等を確実に取るとか、そういった努力をおそらく各部

署で進めていく必要があるんじゃないかと。この前も、長根体育館の

建替えを最優先すべきだという報告も出されたと思うので、それにか

かるコスト、あるいは運営、ランニングコスト、そういったものを確

実に確保していくという努力、これがこれから求められてくるんじゃ

ないかと。財政という意味で、ビジネス的にどう資金調達していくの

か、これが重要になってくると思うので、その辺りも十分考慮した上

で、健全な財政運営を進めていただきたいなというふうに思っており

ます。  

委員長：  その他、皆さんのほうからありませんか。  

Ｂ委員：  とても基本的なことで申し訳ないのですが、資料 ４（ 2）の、自治体

行政のあり方に係る今後の見通しの４行目に、人口縮減期における新

たな自治体のあり方としてスマート自治体への転換の必要性とあるの

ですが、スマートとさらっと言ってしまうとそれまでなんですけど、

このスマートというのはどういった意味でしょうか。健全なる財政と
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いうことなのでしょうか。  

事務局：  自治体戦略 2040 の中で記載されているスマート自治体とは、まず、

AI ですとか、ロボティックスなどによってできる事 務作業は基本的に

は機械に任せまして、職員は職員でなければできない業務に特化する

必要があるとしています。また、標準化された広域連携と言いますか、

自治体の業務の中で標準化できるものは、広域で標準化して効率化を

図っていくべきだと。こういったところを指して、スマート自治体と

いうふうに定義されております。  

Ｃ委員：  これは説明を受けないと、スマート自治体と言われてもどういう自

治体なのかと思っていました。  

事務局：  第２次報告で概要として読みやすい形でまとまっておりますので、

資料は追加でお送りしたいと思います。  

 先ほど委員長から、財政健全化指標がわかりにくいという話があり

ました。資料３の４ページにグラフを付けておりますけれど、今回、

指標そのものを解説する資料は用意しておりませんでしたので、次回、

６次大綱の進行管理の際に詳しくご説明させていただきたいと思いま

すけれども、実質公債費率というのは公債費、つまり借金の返済額に

なりますが、この返済額が自治体の標準的な財政規模に対してどのぐ

らいの割合にあるかということになります。計算式は細かくありまし

て、なかなかわかりづらい部分がありますが、大まかに言いますと、

標準的な財政規模に対する公債費の割合というイメージで捉 えていた

だければと思います。  

また、将来負担比率ですけれども、こちらは将来負担、つまり、地

方債残高が大きなベースになります。地方債残高、並びに債務負担行

為で将来に負担することを約束した費用、こういった部分が自治体の

標準的な財政規模に対してどのくらいの割合になるのかが、将来負担

比率になります。それぞれ、財政健全化法では基準が示されており、

緑のラインのところになりまして、それよりちょっと厳しめのライン

として、市の独自の基準を定めているのですけれども、それよりもさ

らに低い割合で推移してきているのが現状となります。次回改めて資

料をご用意したいと思いますので、よろしくお願いします。  

委員長： AI という話が出ましたけれども、世間的にはロボットに仕事が奪わ

れるという話が出てまいりまして、銀行などでは、大量リストラ時代

を迎えるみたいな話もあります。市の仕事もある意味簡略化というか

機械に任せられるでしょうし、これから人口減少社会を迎えて適正な

規模を考えていく必要があると思います。市役所についてはしょうが

ないというところもありますけれども、その 辺り何か将来像を含めて

考えていく必要があるのかなと考えておりました。  

Ｃ委員：  資料４の内容を見てまして、本当に経営そのものだなと読んでおり

ます。会社経営において、社長なり会社代表は、外に出て営業なり、

外へ出ていく仕事で、もう一つ、番頭さんといういわゆる社内で財政

的な面、税務的な面を見ているスタッフ、人事的なものを見ているス
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タッフがいると、代表は外に出て様々な仕掛けができる。こういうこ

とを組織で取り組まなければいけないということを私も意識してやっ

ています。  

振り返って、この資料を読みながら、経営という考え方の組織から

言うと、どちらかと言えば行政改革の分野というのは、やはり番頭さ

んというイメージがあります。実際に八戸市としてどういう方向に人

口縮減の状態の中で生き残っていくかということを考えていかなけれ

ばならなくなってきていて、それがおそらく地方エリアの中の、将来

を見据えた、弛まぬ行財政改革と地域の新たな価値の創造ということ

が行政改革の委員会で出ている言葉なので、 少しびっくりしました。

番頭さんはどちらかというと、将来のイメージを出すのは、社長の仕

事でしょという立場で、社長というか市長というのは、地域の価値の

創造というのをイメージした上で、番頭さんなり、組織の内部を語る

人間がどうやっていくか、そういった役割分担みたいなイメージがあ

るんです。  

資料を読んでみると、行政改革の大綱の中で新たな価値の創造とい

う言葉を出しているので、これはどういう方向でしょうかとつい聞き

たくなってしまう。例えば、会社で言えば、改革ということをやると

きにはまず、いかに出血を抑えるかということをやっていくわけです

けれども、その後、どう価値を生み出すかというのが次のステップで

す。それはものすごくハードルが、出血を抑える次のステップの価値

を生み出すというハードルが高くなるんですよね。いわゆるその話を

出しているのかなというぐらい、新たな価値の創造というのはインパ

クトがある言葉なのです。これを出している以上は、地域の新たな価

値とは何かとつい聞きたくなるので、資料４の２ページ目の柱４の４

つの項目が、なるほどね、というふうなイメージがあればと思います。

例えば、柱４の私なりのイメージで言えば、官民連携の推進のところ

で八戸らしさが少し出てくるのかなというふうなイメージで考えてお

りました。  

ですから、新たな価値の創造という言葉を出す以上は、どんな価値

で、どの部署、どの方々がそのイメージをして行財政改革とどのよう

につながり、どのように連携していくのかと問われるような基本理念

なので、その辺りは問われたときに、あった方がより第７次に関して

はいいのかなと思っています。出血を止めるとか抑えるじゃなくて、

新たな価値を生み出すという方向に行かなければならないという、決

意表明的な基本理念を感じましたので、是非そこは何か考えていただ

ければなと思っていました。  

委員長：  人口確保であったり、収入の増加という意味で新しい価値を作り出

していくことが安定化に結び付くのかなと思っていました。その辺り

を説明できればいいのですが。  

Ｃ委員：  難しいです。誰がやるかという、誰が価値の創造について、誰が将

来像をイメージしたものを作っていくかということも出てきますので、
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それは行政改革の部署ではないかもしれません。  

委員長：  どうできるかというところと、柱と項目がどう関連するかというと

ころですね。  

ありがとうございました。その他、何か御質問ございませんか。  

委員長：  他に無いようですので、本日の審議案件については、以上で終わり

となります。  

それでは、今年度の委員会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、今年度の委員会のスケジュールについてご連絡いたしま

す。先程もご説明しましたとおり、次回は 10 月上旬に開催予定でござ

います。案件は、「第７次大綱」のほか、現在取り組んでいる「第６

次大綱の進行管理」を予定しております。  

また、１月下旬には、「第７次大綱最終案」について審議いただく

予定としております。よろしくお願いいたします。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。  

長時間にわたりありがとうございました。  


