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令和２年度 

第２回八戸市行政改革委員会 議事録 

 

日  時 令和２年11月４日（水）午前９時30分～11時05分 

場  所 八戸市庁本館３階 第１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 田中総務部次長兼人事課長、夏坂行政管理課長、  

谷崎行政改革GL、尾崎主幹、髙村主幹、小野寺主事  

次  第 １ 開  会 

 ２ 委員長挨拶 

 ３ 審  議 

 公共事業再評価について 

 （１）島守・堤森線道路改良事業  

 （２）こどもの国整備事業  

 （３）館鼻公園整備事業 

 ４ 閉  会 

 

 

次第１ 開会  

事務局：  ただいまから、令和２年度第２回八戸市行政改革委員会を開催いたしま

す。それでは、開会に当たり、委員長に御挨拶をお願いいたします。  

 

次第２ 委員長挨拶  

委員長： 本日はお集まりいただきありがとうございます。なぜ私が行政改革をやっている

のかと時々聞かれることがあるのですけれども、再評価ということで、県の委員会

も長くやっていましたし、特に、道路事業再評価の分野を専門にやっております。 

 今日は３件の事業が対象になりますけれども、資料の中にもありますとおり、下

２件については再評価といいますか、再々評価ということで、５年前にも評価して

いた事業となります。５年前におられた方も、そうでない方もいらっしゃるかとは

思いますけれども、また新たな視点で見ていただければと思います。  

 それではよろしくお願いいたします。  

事務局： ありがとうございました。引き続き、議事に移らせていただきますが、以後の進行

につきましては、委員長にお願いいたします。 

委員長： それでは、議事を進めます。 

 

次第３ 審議  

委員長： 本日の審議案件は、「公共事業再評価」についてです。審議の対象事業は、「島守

・堤森線道路改良事業」、「こどもの国整備事業」、「館鼻公園整備事業」の３件と

なります。 

 まず、審議に入る前に、八戸市公共事業再評価の概要について、事務局から説明
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をお願いします。 

〔事務局が資料に基づき「八戸市公共事業再評価の概要」について説明〕  

委員長： ただいまの説明について、何か質問はございませんか。  

（質問なし） 

委員長： それでは、審議に入ります。 

 まず、島守・堤森線道路改良事業の概要及び再評価の内容について、担当部署か

らの説明を求めます。 

〔道路建設課が資料に基づき説明〕 

委員長：  それでは、ただいまの説明について何か 御質問があればお受けしたいと

思います。  

委員長：  それでは私から。当初計画時は B/C は計算していなかったのですか。  

担当課：  はい、そうです。  

委員長：  最初は県の事業だったということですか。  

担当課：  ダム湖建設用作業用道路ということで県が作っておりまして、その道路

を合併前の南郷村が観光用で使いたい、２車線にしていただきたいという

お話しをした結果、県の方では全部２車線にするということではなくて、

ダムの管理所までは２車線に整備しておりますけれども 、その上の方は南

郷村が整備するということで、擁壁のみ県が整備することとなりました。  

委員長：  終点側の道路は別の路線に接続されているのですか。  

担当課：  スライドを御覧いただいて、青葉湖の横の赤い路線を上りますとＴ字路

になっているのですけれども、青の点線が 市野沢地区の方につながってい

ますけれども、それに沿うように市道が通っております。 交差点から市野

沢の方に向かっていくと、山の学校に 曲がる道路がありまして、更にずっ

と行くと高速道路の下を通るようになっております。そこが 少し下がって

おりまして、徐々に市野沢地区に上がって行きますと、国道 340 号線につ

ながります。  

委員長：  あとは、最初の説明で終了予定が令和５年度と なっておりますが、今の

見直しではどうですか、令和５年度までに終わりますか。  

担当課：  厳しいですね。予算配分もございまして。  

委員長：  通行困難箇所の解消ということで、防災 便益が加算されておりますけれ

ども、この事業が終われば、その周辺については他の事業は計画されてい

ないのですか。ほぼ通行困難箇所というのは解消ということでしょうか。  

担当課：  はい、そうなります。  

委員長：  ほかに何か。よろしいですか。それでは担当部署 の方は退室していただ

きたいと思います。  

〔道路建設課 退室〕 

委員長：  それではただいま説明のありました島守・堤森線道路改良事業について、
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評価シート「３  総合評価」の行政改革委員会の意見を取りまとめていきた

いと思いますけれども、何か意見はございますでしょうか。  

委員長：  かなり交通量が少なくてなかなか B/C が出ないというところですね、地

域修正係数も書いておりますけれども。  

委員Ａ：  やはり防災便益の数値が高いですよね。  

委員長：  これは関わる世帯の支払意思額みたいなもので、どれぐらい回避するか

ということで。あとはこの支払意思額も曖昧なんですよね。通行困難箇所

が解消するとしたら、どのぐらい支払ってもいいですかというもの になっ

ているので。１台当たりに換算すると１回通行するごとに数千円支払うと

いうような支払意思額になっていると思いますので。  

委員Ａ：  合併したことで、市が予算化しなければならないということですよね。  

委員長：  予算全体もなかなか厳しい状況と言っていましたけれどもね。  

委員長：  どうしますか、何か附帯意見などあれば。  

委員Ｂ：  質問ですが、今後、事業費が上がっていく傾向は変わっていかないと思

いますけれども、予算配分はどのように補っていくのでしょうか。  

委員長：  これは市の考え方次第ということになってくると思いますけれども。  

委員Ｂ：  よく世増ダムとかその周辺に遊びに行っていた時期があって、 結構通っ

ていた道路なんですよね。状況はよくわかります。確かに、急に狭くなって

いたりして、すれ違いとか、前から車が 来たらどうしようかなと思いなが

ら、来ないでくれといった感じの道路で。それはよくわかっているので、冬

はどうなっているのかなと思いながらも。そういう意味では 確かに拡幅さ

れれば使っていく方向になるとは思います。  

委員長：  堆雪幅が十分に取れていないので、幅員がやはり 狭くなったりしますよ

ね。  

委員Ｂ：  正直、冬はやはり、私はなかなか通らないかなという道路ではあります

ね。  

委員Ａ：  かなり山奥のようなので、雪の量は多いですよね。  

委員Ｂ：  たぶん多いと思いますね。今のままだと、なかなか冬にここは通らない

という使い方になってしまうかもしれませんね。そういう意味では確かに、

前田地区の方に関しては、道路を改善すると意味を持ってくるのは間違い

ないかと思いますね。  

委員Ａ： そうですね。両方の地区に行ける道路ですよね。あそこを通れると、島守

にも行けるし、市野沢にも行けるし。私は継続でよろしいかと思います。  

委員長： それでは、よろしいですかね、特に強い否定的な意見がなければ、継続と

いうことで。附帯意見なしということで。  

一  同：  はい。  

委員長：  ありがとうございました。  

 それでは、次の審議に入りたいと思います。担当部署の方は入室してく

ださい。  
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〔公園緑地課 入室〕 

委員長： それでは、審議に戻ります。公園緑地課の案件は２件ありますので、２件

続けて説明を受けた後で、まとめて当委員会の意見について審議すること

とします。  

 まずは、「こどもの国整備事業」の概要及び再評価の内容について、担当

部からの説明を求めます。  

〔公園緑地課が資料に基づき説明（こどもの国整備事業）〕 

委員長：  ただいまの説明に対して、何か質問はございますか。  

委員Ｃ：  基本的なことで申し訳ないのですが、こどもの国というのはいわゆる八

戸公園のことなのでしょうか。  

担当課：  そうです、こどもの国が都市計画上の正式名称で、愛称が八戸公園とな

ります。  

委員長：  ただいまの説明で年間約 80 万人来園者がいるとのことでしたが、これは

何か計画とかあったのですか。  

担当課：  すみません、現在資料を持ち合わせておりません。  

委員長：  今後の目玉的には大きなところでクワガタ館とかマウンテンバイクコー

スとかいうものがあるのですけれども、これはどれぐらい具体化している

のですか。  

担当課：  こちらについては用地交渉の段階ですので、まだまだといったところで

す。  

委員長：  ５年前も言ったのですが、せっかく作っても使われないと意味がないの

で、関係団体などに意見をもらう方法もあるかと思います。マウンテンバ

イクはオリンピック競技にもなりますので、関係者にアドバイスをもらう

とか、あとは、公認のレースができないとせっかく作っても意味がないと

思うので、八戸市内でどれぐらいの人が競技しているか わからないですけ

れども、そういったグループとか、 団体とかに意見をもらう方法もあるか

と思います。  

委員長：  そのほか何か。  

委員長：  それでは、続いて館鼻公園の説明をお願いします。  

〔公園緑地課が資料に基づき説明（館鼻公園整備事業）〕 

委員長：  ただいまの説明について何か質問はありますか。戻って前の質問でも構

いません。  

委員長：  体験学習館にカフェがありますけれども、コロナの影響はあったのです

か。  

担当課：  元々開店時間が午前 11 時から午後３時位までいうことで、あまり利益が

出ていなかったと思われますので、 コロナの影響はさほどない状況かなと

考えております。  

委員長：  ほかに何か。それでは担当部署の皆さんは退室してください。  
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〔公園緑地課 退室〕 

委員長：  委員会の意見ということでまとめていきたいと思いますけれども、こど

もの国について、何か意見はありますか。 計画的には具体化していない部

分もありますが、あと数年に向けて。  

委員長：  よろしいですか、特に否定的な意見がなければ継続ということで。  

一  同：  はい。  

委員長：  附帯意見は特になしということにしたいと思います。  

一  同：  はい。  

委員長：  館鼻公園についてはどうでしょうか。よろしいですかね。  

一  同：  はい。  

委員長：  それでは、これも継続ということで、附帯意見 は特になしということに

したいと思います。  

委員長：  どうもありがとうございました。予定していた審議は以上となりますけ

れども、全体を通して何かありますか。  

（意見なし）  

 

次第４ 閉会  

委員長：  それでは、今後の予定ということで、事務局からお願いします。  

事務局：  それでは今後の予定でございますが、まず、本日御審議いただいた意見

を踏まえた市の最終的な対応方針を決定し、 11 月 20 日開催の建設協議会

において、市議会議員の皆様へ事業担当課から報告するとともに、市ホー

ムページで公表するという流れとなります。  

委員長：  以上で、本日の案件を全て終了いたしましたので、進行を事務局にお返

しします。  

事務局：  これで、令和２年度第２回行政改革委員会を終了 いたします。お疲れ様

でございました。  

 


