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令和元年度  

第２回八戸市行政改革委員会  議事録（概要）  

 

日 時  令和元年 10 月２日（水）午前 10 時～ 11 時 26 分  

場 所  市庁本館３階  議会第四委員会室  

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、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  委員長挨拶  

３  審   議  

⑴  第６次八戸市行財政改革大綱の進行管理について  

⑵  第７次八戸市行財政改革大綱の策定について  

４  閉   会  

───────────────────────────────────  

次第３  審議（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：  本日の審議案件は、「第６次八戸市行財政改革大綱の進行管理」 と

「第７次八戸市行財政改革大綱の策定」についてです。  

まず、「第６次八戸市行財政改革大綱の進行管理」について、事務

局からの説明をお願いします。  

 

〔事務局が資料に基づき  

「第６次八戸市行財政改革大綱の進行管理」について説明〕  

 

〔事務局が参考資料に基づき  

「実質公債費比率及び将来負担比率」について説明〕  

 

委員長：  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、私から。参考資料では実質公債費率が 9.1になっていま

すけれども、第６次大綱の４ページでは 9.3になっています。  

事務局：  実質公債費率は 9.3が正しいです。すみません、訂正いたします。  

委員長：  第７次大綱とも関係してくるのですけれども、職員数はどうやって

決めていくというか、現状に対してどういうふうに削減していく考え

方ですか。  

事務局：  第６次大綱についてでしょうか。  

委員長：  第６次大綱もそうですし、将来的に減らしていくのは第７次大綱に

なりますよね。何人くらい減らすとか、どういうところから減らすと

か、簡単には説明が付かないかもしれませんが。  
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事務局： 基本的には配置計画を年度単位で毎年出してもらっているのですが、

今年度はその他に、中期計画として、今後５年間で各事業におけるや

める事業もあれば新たにやる事業もありますが、その事業に対する 人

員の見込みを出していただいています。それを元に人事課で各課の５

年分の人員の査定をして、人数を決めています。大まかには減ってい

ますが、基本的には業務の委託化、例えば、清掃の収集ルートについ

て、今は職員が行っているルートを委託したり、道路の維持管理を 包

括委託したりなど、そういうことで人員削減を図っていくというのが

大きいところかなと思ってございます。  

委員長：  職員数はどこでもオープンにしていますけれども、やっている事業

が違うので完全な比較は難しいと思いますし、特別多いということは

ないと思いますが、人口規模が縮小していくのでそれに対してあまり

多くない人数というのは念頭に置いておく必要があると思います。  

Ａ委員：  実質公債費率の中の、実質的な市債等の返済額について調べたので

すが、ちょっと分からなかったので教えていただきたいのですが、元

利償還金というのは要するに元本利息の返済する額のことなのでしょ

うけれども、準元利償還金というのはどういう部分になるのでしょう

か。  

事務局：  参考資料１を見ていただきたいのですけれども、基本とする元利償

還金というのは、普通会計における元利償還金がいわゆる元利償還金

でございます。準元利償還金というのは、他の公営事業会計、あるい

は一部事務組合で起こしている地方債、それぞれの会計ごとに地方債

を起こしており、借入金がございますので、その返済に対して普通会

計から負担金として償還のための負担金を支払いしています。そちら

を準元利償還金と位置付けております。  

Ａ委員：  ありがとうございました。  

委員長：  その他いかがでしょうか。進捗状況及び自己評価が良くなかった取

組という参考資料がありますが、特に説明はしませんか。  

事務局：  良くなかった取組ということでまとめてございますけれども、先ほ

ど、プログラムのまとめで記載してございます進捗状況が、△あるい

は▲、×というものと、後は自己評価がＣまたは評価対象外となって

いるものについて、それぞれの評価の理由を記載してございます。ま

ず、一つ目の適正な定員管理の推進ですが、これは業務の民間委託で

すとか臨時職員の活用など事務の合理化は計画的に進めたものの中核

市移譲事務の体制充実や新規事業等への対応がありまして、結果的に

は定員適正化計画を上回ってしまったということで自己評価はＣとな

ってございます。他には、特に進捗状況が×だったところをご説明し

ます。下から２つ目の買受人等承認申請手続きの見直しですが、進捗

状況が×、自己評価は評価対象外となってございますが、昨年度は買

受人等承認申請書等の見直しが５年に一度の大規模な承認申請の手続

きの準備等がございまして、進められなかったことが理由となってご

ざいます。今年度が最終年度になるため確認しましたところ、見直し
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には着手しておりまして、今年度中には見直しが完了する見込みだと

いうことでございます。最後の私道への公共下水道設置要綱の要件緩

和という取組ですが、こちらは進捗状況が×、自己評価は評価対象外

となってございますが、国の交付金の動向等を踏まえまして、令和６

年度までに重点的に下水道幹線の整備を進めていくということで方針

の転換がございましたので、当プログラムの期間内に実施することは

現実的ではないということで取りやめとしたものでございます。その

ため、今年度、この代わりに新たな取組を掲げてございます。第６次

大綱プログラムの 92ページに記載してございますが、№ 24112の水洗便

所改造等資金融資における保証制度の見直しという取組です。こちら

は、債務保証、融資における債務保証の選択肢を増やすことで市民が

融資を受けやすくするということを目的といたしまして、これまでの

人的保証に加えて、金融機関などの保証を可能とする要綱の改正を行

ったというものでございます。こちらも今年度から実施してございま

すけれども、今年度中に完了見込みだということは確認済みでござい

ます。  

委員長：  ありがとうございます。それでは、今の説明も含めて何かコメント

ございますか。よろしいでしょうか。  

 

次第３  審議（第７次八戸市行財政改革大綱の策定について）  

 

委員長：  続きまして、第７次八戸市行財政改革大綱の策定について、審議し

て参ります。はじめに、「第７次八戸市行財政改革大綱（案）」につ

いて、事務局からの説明をお願いします。  

 

〔事務局が資料に基づき「第７次八戸市行財政改革大綱（案）」説明〕  

 

委員長：  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、私のほうから。先ほど職員数の定員管理のお話を伺いま

したが、ぎりぎりのシミュレーションというか目標を定めていて、今

年のように必ずしも目標達成できない時も出てくるのかと思いますけ

れども、その他の指標については、まだまだ余裕があるようですが、

こういう想定であるとか、そこについては何かコメントありますか。

特に、将来負担比率が少しずつ増えていますよね。まだ、独自基準の

200パーセントには届かないようですが、借金のローンの返済に係る分

でしょうから、増えるということは必ずしも良いことではない。この

辺りについてはいかがでしょうか。  

事務局：  皆様ご承知の通り、これまで新規に施設を建設してきたもの、これ

から建設する新美術館等がございます。従いまして、それらの地方債

残高あるいは公債費の額は、当面増加する見込みが強くございます。

従いまして、今の水準、実績からするとまだ余裕があるような水準で

はございますが、今後、比率としては上がっていく見込みでございま
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すので、継続性を持たせて同水準で指標を設定するということで、財

政当局のほうから伺っております。  

委員長：  あとは５ページの公共施設関連で、延床面積とありますが、公園は

床面積というのはないんですよね。グラフで公園を示す緑色の部分が

すごく大きいのですが、単純に公園面積で入れているのでしょうか。  

事務局：  すみません、これは学校教育系施設の床面積が緑で表示されている

ものです。濃い緑と薄い緑と緑が２つあり、公園の延べ床面積という

のはトイレや東屋などの建物のみで濃い緑で表示しており、グラフ上

は見づらくなっています。  

委員長： あと昭和 52 年のところで、その他施設の床面積がかなり大きい。そ

こがちょっと気になったのですが、わかりますか。駐車場とかですか

ね。  

事務局：  すみません。このグラフの内訳資料が今手元にないものですから。  

積み上げで作っておりますので、後ほど調べて報告いたします。  

委員長：  平成９年の大きな青は市民病院ですか。  

事務局：  そのとおりです。  

委員長：  その他、何か質問、ご意見、コメントはございますか。  

Ｂ委員：  １点目は、３ページで合計特殊出生率が平成 28 年から 29 年にかけ

て 0.1 ポイント以上下がって、その後、また上向きになっているので

すが、この辺の何か原因というのはあったのでしょうか。  

事務局：  こちらの原因までは残念ながら当課ではつかめてはいませんが、単

純に出生数が上がったことが要因ではなかろうかと思います。  

Ｂ委員：  もう１点、７ページですが職員数のところで、令和５年に一旦増加

して、令和６年に減少していますが、令和４年から５年、６年の時期

で何か増える予定があるのでしょうか。  

事務局： 令和５年に増えておりますのは、令和６年に青森県で第 80 回国民ス

ポーツ大会が行われるということで、八戸市が幹事市として６競技を

実施することから、そこにかなりの人員を配置しなければならないた

め、人員が多くなっているという状況です。  

委員長：  職員数はかなり綿密なイメージが目標になっています。    

事務局：  職員数につきましては、第６次で人数が多くなっている大きな要因

が、中核市の業務が当時の想定よりボリュームがあったというのと、

第７次地方分権一括法や第８次地方分権一括法による分権改革という

ことでどんどん市町村へ、特に福祉業務が中核市に権限移譲されてい

るため、結構増えている状況になってございます。ただ、この事業に

ついても今の計画の中では落ち着いたと思っていましたので、第７次

の職員数に関しては、今後特殊な要因がない限りはこの数字の中でい

けるのではないかと考えております。  

委員長：  その他。よろしいですか。  

Ａ委員：  職員数の件ですが、アクションプログラムの中に出てくる会計年度

任用職員というのを含んだ形の数ですか。それとも、いわゆる正規職

員というか、常勤職員だけでしょうか。  
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事務局：  職員数につきましては、会計年度任用職員は含まれておりません。

正職員の数となっています。会計年度任用職員は、期間は１年度限り

で再度任用されるものですから、短期、３か月４か月あるいは１か月、

場合によっては１週間、そのような短期のものもあるものですから、

職員数にはカウントできないなということで別にしてございます。  

委員長：  先ほどの説明で国体をやるので増やしているというのがありました

が、そういうのがあれば分けて書いているのもありますよね。一般の

職員と、何か特別な目的があって増える時にはそこだけ分けて書いて

いることもあるみたいなので、そういうふうなのがあると一般職員は

人口減につれてどんどん減っていくと感じます。  

事務局：  先ほど第 80 回国民スポーツ大会でというお話をしましたけれども、

それだけではなくて、各課の事業を見ますと、本八戸駅前通りの地区

の整備について現道路部分の歩道化の事業が本格化して１名増えると

か、福祉分野のケースワーカーが国の基準より足りないからそこを増

やさなければならないとか、細かい分が積みあがっているのと、減ら

す方でも、庁内ホストコンピューターの更新業務にかかった人員が、

更新が終われば減るなど、増もあれば減もある中で、大きな要因とし

ては先ほどの国体に向けた人数が結構割かれるということでご説明申

し上げた次第でございます。  

Ｃ委員：  心身ともに健全な状態で全員が働けている状態ではないということ

もあるでしょうから、中長期的なお休みを取っていらっしゃる方もこ

の数に含まれるのですよね。  

事務局：  はい、含まれています。実際に正職員として採用されている職員と

いうことで想定しております。中には、病気休暇の職員もいれば、復

帰あるいは心身の状態によっては復帰できずにそのまま退職というこ

ともあります。  

Ｃ委員：  現場としては、そんなに余裕があるのではないだろうという推測を

しております。  

委員長：  その他、よろしいですか。また、後で出していただいてもよろしい

かと思います。  

委員長： 次に、「第７次八戸市行財政改革大綱アクションプログラム（案）」

について、事務局からの説明をお願いします。  

 

〔事務局が資料に基づき  

「第７次八戸市行財政改革大綱アクションプログラム（案）」説明〕  

 

委員長：  それでは、只今の説明に対し、御質問・御意見はございませんか。  

Ｄ委員：  近年の AI とか ICT の技術進歩は激しいということもありますので、

その辺の業務の効率化の部分が多いと感じておりまして、その中で私

もデータベースの構築はものすごく重要視している項目で、やはりい

くつか掲載されています。その際、実際どういうデータが社内、庁内

で蓄積してあってどのように使っていくかということについて、設計
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するとなると結構大変なことがあります。ケースごとにどういったや

り方で、どういった組織でデータベース化してくかというのがあり、

庁内で ICT 技術を活用するときに、コンサルティング的な部署でやる

のか、あるいはそれぞれの部署で一度検討したものをそれぞれやるの

か。これから活用するときに一番心配しているのは、いろいろ検討し

たけれど、無駄に終わったということです。私もやってみて思い通り

にいかないことがありますし、最終的に現場の応援がないとなかなか

進まないので、どういった組織的な取組をするかというのが非常に気

になるところで、無駄を出さないように、 ICT 技術を取り入れていけ

ればと気になっているところです。その辺のところ、どういった組織

な動きでやっているのかなということです。  

事務局：  第７次大綱アクションプログラムにおけるデータベース化は、基本

的には各課単位で実施していくというのが主な取組内容になってござ

います。一方で、全庁的なデータベース化もテーマになってくると思

いますが、現在運用しております庁内全体のグループウエアでデータ

ベース化を図っておりますし、固定資産台帳システムや八戸市地理情

報システムなどの全庁的なシステムを使いながらデータベースで情報

共有しているという例もございます。その取組の中で、一部は先ほど

申し上げました GIS（地理情報システム）を使った更なる情報共有化

と言いますか、データベース化を取組としている例がございます。例

えば、34 ページに港湾河川課の取組、No.32026 でございますけれども、

この統合型地理情報システムというのは、既にシステムとして構築さ

れており全庁で利用しておりますけれども、それを活用しまして、更

なる現地調査の状況を盛り込んでデータを蓄積しながら問い合わせへ

の対応ですとか、業務の効率化に使っていきたいというものです。こ

ういった各課ごとにデータベース化するものと、全庁で取り組んでい

るものが現状はあるということです。  

Ｄ委員：  そういう様々なデータベース化にせよ、 ICT 利活用にせよ、どこか

の担当部署というのは全庁の中ではあるのですか。  

事務局：  総務部に情報システム課という部署がありまして、例えば今回のア

クションプログラムで言いますと、20 ページに新規事業ということで、

仮称でありますけれども八戸市官民データ活用推進計画の推進という 、

総合的かつ全庁的な、官民、市の民間事業者等も含めた形での計画を

作って総合的に展開し、この中で位置付けして順次必要性、効果等を

監視しながら進めていくことになろうかと思っております。  

Ｄ委員：  はい、わかりました。おそらく、将来的に ICT 化が進みデータベー

スがいっぱいできてくると、それぞれ連携できるかということになっ

てくるのですが、大組織になるとそれまでのデータベースを更新でき

ないということが多々あるみたいで、その辺も見据えた上での予算の

付け方が必要だと思います。今回、そのような取組が多いようなので、

情報システム課では、将来的な見通しも含めて研究してもいいのかな

と考えておりました。  
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委員長：  似たような意見ですが、基本の設計が良くなかったのかなと。舗装

関連だと、結局使ってないようなものは失敗が積み重なってきている

と思うので、スタートの設計が良くなかった可能性があるので、その

辺は注意しないといけないなと思います。後は、大量の個人情報を抱

えるわけで、鯖江市が有名ですが、 CIO というポストを設けています

よね。いずれは八戸市も CIO 的な職が必要になってくるのかなという

ことと、これは陳情になってしまうのかもしれないですが、情報を専

門に学んだ人を情報職で時々でいいので採用してもらえればと。大綱

を見ていると、うちからだと建築は入りやすいけれど、土木はちょっ

と難しいとか。情報だと採用がないので、行政の試験を受けて入る人

たちもいるでしょうけれども、ぜひ、10 年に１回くらいでいいので採

用していただけるといいなと。いろいろ IT 技術を活用等これからウエ

イトが増してくるでしょうから、カバーできるかなと思います。その

ほか何かございますか。全体を通してでもいいのですが。  

Ａ委員：  扱う情報の量が多くなればなるほど、セキュリティのレベルもどん

どん上げていかなければならなくなり、そこに結構コストがかかると

いうところが、いたちごっこのようになります。多分、 ICT のシステ

ムは初期投資がかなり大きいと思うので、それを維持・更新し、セキ

ュリティレベルを上げていくとなると、予算的な負荷が結構かかる心

配があるので、その辺はバランスよくというか、求めれば求めるほど

セキュリティの高さと比例して予算がかかってくるような気がします。

その辺をどこまでのセキュリティの高さを求めるのかということと、

予算との折り合いやバランスをしっかり考えた上で、 ICT 化や情報化

を進めることが必要ではないかと思います。  

委員長： その他ありますでしょうか。13 ページでワークライフバランスとい

う新たな取組がありますけれども、昨日も NHK でやっていましたが、

世界的には男性公務員の９割くらいは育休を取っているのですが、日

本は２割くらいに留まっている。そういうところや、あとはうちの大

学も言われていますけれども、若手であったり、女性であったり、何

かそういう対応を書き込んでもいいのかなという感じもします。女性

職員の比率を増やすとか、働きやすさを改善することによってそうい

うことを可能にするなど。その他、ないでしょうか。よろしいですか。

特にないようでしたら、本日の審議案件については以上となります。  

それでは、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ご連絡いたします。第６次

大綱につきましては、10 月８日開催予定の、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。

また、第７次大綱につきましては、来月開催する「行政改革推進本部」

で大綱及びアクションプログラムの案を決定し、その案について 12

月にパブリックコメントを実施する予定としております。次回の行政

改革委員会の開催についてですが、年明け１月下旬に開催予定でござ
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います。案件は、パブリックコメント等の意見を反映させた「第７次

大綱及びアクションプログラムの最終案」について審議いただく予定

ですので、よろしくお願いいたします。  

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。  


