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令和２年度  

第１回八戸市行政改革委員会  議事録（概要）  

 

日   時  令和２年９月 29 日（火）午前８時 30 分～９時 05 分  

場   所  市庁本館３階  第４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  石田総務部長、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  審   議  

  第６次八戸市行財政改革大綱の総括について  

 ３  閉   会  

───────────────────────────────────  

次第２  審議（第６次八戸市行財政改革大綱の総括について）  

 

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総括について」

です。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総括」について説明〕 

 

委員長：  今回の会議に当たりまして、事前に御質問・御意見の提出がありまし

たので、事務局から説明をお願いします。  

 

〔事務局が資料「事前質問・意見及び回答一覧表」に基づき、質問内容を説明〕 

 

総務課：  おはようございます。総務課の久保と申します。  

  それでは、ご質問いただきました３点について回答申し上げます。  

  まず１点目の、この取組が 27 年度以前からのものかどうかというこ

とに関してですが、選挙、出前講座は市内の小中学校及び高等学校にお

いて、将来の有権者である児童生徒に選挙の重要性について学習してい

ただくことにより、政治や選挙に関する関心を高めることを目的に、平

成 19 年度から平成 23 年度までは市単独事業として、平成 24 年度から

は県選挙管理委員会との共催により実施しております。  

  次に、２点目の御質問ですけれども、投票率の集計などの経過を図る

ものということですが、若年者の投票率については、市のホームページ

に選挙ごとの年代別投票率を掲載しております。選挙年齢が満 18 歳以

上に引き下げられた平成 28 年度の参議院議員通常選挙から、 10 代につ

いては１歳刻み、つまり 18 歳と 19 歳に分けて掲載しております。20 代

については、５歳刻みの投票率が分かるようになっております。  

  次に、３点目ですが、選挙用品の貸し出しでどのように興味を持って

もらえているのですかということですが、選挙用品の貸し出しは、選挙

出前講座や生徒会役員の選出時に、学校からの希望に応じて実施してお
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ります。  

  児童生徒から実際に選挙で使う投票箱を見ることができてよかった、

選挙に全く興味がなかったが、選挙に行ってみたいと思ったなどの声も

いただいております。  

  実際の投票箱や記載台を使った模擬投票を体験することで、選挙や政

治について身近なものに感じてもらい、将来の投票行動につながること

を期待しております。  

  以上でございます。  

委員長：  ありがとうございます。  

  ただいまの説明に対して、何か御質問等あればお受けしたいと思いま

す。  

委員Ａ：  ありがとうございます。よく分かりました。  

  こういうものは、すぐに結果が出ないだろうけれども、将来のために

することがものすごく大事なのだろうなと思います。今、投票率が低い

ということに対して、すぐに結果が出るということはなかなかないと思

いますので、行革の、市庁の中で皆さんの業務の改善もあるでしょうが、

それ以外のところにも焦点を当てられて、すぐ結果が出なくても継続的

に取り組まれるのは、これからまた７次、８次といったときに大事なこ

とだと思います。だんだん皆さんの業務の中では、いろいろなことに手

を尽くしてきていると思いますので、そういった取組はとてもよろしい

と思って質問させていただきました。ありがとうございました。  

委員長：  それでは、この場については質問等含めて、あるいは全体について何

かあればお聞きしたいと思っております。  

委員Ｂ：  すみません、事前に質問の事項を提出しておけばよかったのですけれ

ども、124 ページの「 (3)歳入の確保・強化」のところで、番号で言うと

33001 の「職員用パソコンへの有料広告」についてなのですが、イメー

ジについ てち ょっと 理解でき ない ところ なので御 説明 いただ きたい の

ですけれども、有料広告というのは３枠表示可能というのは、常に３枠

のみ、枠をつくっているということなのでしょうか。  

事務局：  グループウェアのシステムを表示したときに、広告欄も出るのですけ

れども、それがスライドで何秒かずつごとに１、２、３と切りかわるよ

うになっていまして、それが３枠、３回分繰り返せる仕組みになってお

ります。  

委員Ｂ：  そうすると、情報システム課だけのシステムでしょうか、それとも市

庁全体でのシステムでしょうか。  

事務局：  情報システム課が広告の表示設定はするのですけれども、庁内の全職

員がそのシステムを使用し、広告を見ることになります。  

委員Ｂ：  広告のパートナーというのは市内の企業なのですか。  

事務局：  市内に会社や事務所がある企業を登録の対象としております。  

委員Ｂ：  これを見ると、平成 27 年度より前にやられたかどうか分かりません

けれども、27 年度以降の評価が出ていて、財政の効果額が変動している

のですけれども、これはどういったものでしょうか。  
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事務局： このグループウェアの広告に対して、その年度に企業から応募があり、

掲載された件数によって金額が変わっております。  

委員長：  そのほか全体、あるいは冒頭に申し上げたように行財政改革は第７次

へ続いていくわけですけれども、今回、第６次の総括ということで、こ

ういう観点も必要だというのがあればお受けしたいと思います。  

  今の広告のことで言うと、先日、青森市から郵送されてきた封筒の裏

に公告が掲載されていたのです。やるべきかどうかは意見が分かれると

ころかと思いますけれども、そういうところで収入を得るのはどうかと

いうのもあります。  

  あとはデジタル庁が新設されるということで、その辺りの動きがどん

どん変わっていくのかなと。行政コストの中で、郵送はどんどん減らす

べきでしょうし。全員がスマホとかでネット環境を持つわけではないの

で、難しいところもありますけれども、例えばバスでの IC カード導入

の件でいうと、どうしても現金で払うということを廃止するわけにはい

かないなと思いつつ、なるべく回数券での運行はやめていこうとか、あ

とは、共同運行は回数券を数える手間も大変そうなので、早急にやって

いこうというところかと思います。あるいは、今回の動きの中でいうと、

はんこをなくそうとか、はんこ業界から大きな反対あるようですけれど

も、将来的にどうなるかという方向を見据えて、進めるべきところはや

はり、そこで随分コストを下げられると思いますので。あるいは、マイ

ナンバーカードがなかなか普及しないようですけれども、将来的に普及

するのであれば、よく分からない方も多いと思いますので、市が率先し

てそういう窓口があればと思います。  

  あるいは、デジタル庁の動きがあるのであれば、大きな柱としてデジ

タルみたいなことを（行財政改革大綱に）入れてもいいのかなと。各種

ちりばめられてはいるかとは思いますけれども。  

委員Ｃ：  それとの関係で、今、自治体クラウドの導入を総務省で検討がされて

いるようで、実際、この青森県内でいうと弘前周辺で自治体クラウドを

導入しているという事例があるということで す。実は先週の金曜日に、

おいらせ 町の 行政経 営推進委 員会 で自治 体クラウ ドの 導入 が 話題に な

りました。八戸市としては、35 ページの「新庁内情報化計画の推進」や、

次ページ、 36 ページの「 ICT 活用による情報化及びの効率化の推進」、

「オープンオフィスソフトの導入の検討」、もしくは入札システムうん

ぬんということで、いろいろなところにいわゆる ICT 化とかデジタル化

とかが散りばめられているので、それを更に、データ管理を一元化して、

八戸市のみならず周辺市町村と合同でやるということは、効率化、合理

化に結びつくのではないかと言われています。そのクラウド化について、

これから どう いうふ うな方向 を八 戸市と してはお 考え になっ ている の

か。これは情報システム課とかに聞いたほうがいいのかもしれないです

けれども。  

  クラウド化してくということになると、連携中枢都市圏で一括で取り

組むとか、ただ、ベンダーさんが違うのでいろいろシステムも違うとい
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った課題もあるようですけれども、ある程度、その業務の効率化を進め

ていく上では、クラウド化というのは非常に重要な取組ではないかとい

うことで思っていますし、その一方で、以前もこの委員会でお話をした

ことがあるのですけれども、セキュリティの問題ですね。今回のどこか

の会社で不正入金というか、資金流出があったりというのもあるので、

そういう セキ ュリテ ィ が問題 にな ってコ ストが掛 かる という ことが 実

はあるので、その辺のこれからの取組や方向性について、自治体クラウ

ド化の心得や、取組についてちょっとお伺いしたいなというふうに思い

ます。周辺市町村と合同で取り組むというのは、非常に効率化業務の定

例化に役立つと言われているので、やはり一番大きな八戸市がどういう

取組をするのかというのがキーになるのかなと思っています。もし、お

答えできるのであればその辺、方向性というのはどうでしょうか。  

事務局：  国では、例えば市民課関係の仕事とか、税関係、全国共通のものはな

るべく標準化して、同じシステムでやれるように検討を開始していると

いう状況で、八戸圏域でなり、広域でクラウド化を活用して、具体的に

何か取り組むというのは、おそらくこれからいろいろ検討が進んでいく

のではないかと考えています。  

委員Ｃ：  ありがとうございます。  

委員長：  八戸市としてはメリットがそんなにないのかもしれませんけれども、

周辺にとっては大きなメリットですので、ぜひそこはリーダーという認

識を持って進めていただければと思います。  

  そのほか何か。  

委員Ｄ：  特にこれに関する質問というわけではなくて、たまたまちょっと自分

の経験でお話ししたいかなと思っています。  

  当社も民間企業ですので、利益的にやはり改善というのは社内でやら

なければいけないということで、たまたま先週、中小企業大学校の仙台

校に行って、５Ｓの実践という講座を受けまして、そこのグループミー

ティングで、既にやっておられる会社さんからの話を聞いてみますと、

やらされ感でやっていますと。全てのミーティング班からも出てきたの

が、やはりやらされ感という言葉でした。  

  だから、今回の 18 ページのセルフカイゼン運動というのをやるとき

に、メールマガジンとか発信されているし、情報としては出していると

思うのですけれども、実際、これの行政改革の中で取り上げるべき大き

な問題ばかりでなくて、現場レベルで起きている小さな改善とかは、そ

れぞれの グル ープご とや それ ぞれ の職場 ではされ てい るのか なと思 う

のですけれども、そういったときにはやらされ感というのが一番大きな

問題になってくるということですね。（行財政改革大綱も）第７次にな

ってくるとやらされ感がだんだん出始めるかなと思うので、行政改革の

部署とすれば、必ず現場にもこういったことが起こりうるということを

思っていただいてもいいのかなと思っていました。  

  特に、５Ｓに関してはどの会社さんも、わりと若手の方がグループリ

ーダーをやっているようでした。それは多分、そのほうがいいと思うの
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です。やはりずっと組織の中でいるとなかなか自分から改善というのも

難しいので。しかし、現場レベルで改善項目を出すときに、それぞれの

部署の若手の方が指名されてやっているようで、そういったときに、や

はりやらされ感が出るかなというのがありまして。行政改革の部署とし

て、それぞれの各部署に対して何かやらせるときに、そういうことが起

こり得る、そういう意識を持たれてしまうというのを踏まえた上で、庁

内の中で の研 修なり アドバイ ス な りをさ れるのも 一つ かなと 思って い

ました。  

  ですから、行政改革と言うとそれぞれ行政的な話も出ますけれども、

現場レベルの改善に関しては、やらされ感は起こり得るということを踏

まえた上で、セルフカイゼン運動を進めるのも大事かなと思うので、行

政改革の 部署 として はそうい うこ とを踏 まえて取 り組 んでい ただけ れ

ばと思っています。  

委員長：  やらされ感としては、やはり改善のための改善になってしまうという

か、その手間がかかるというわりには効果が得られないというところか

なという気もします。  

委員Ｄ：  それについて（講座では）答えが出なかったのですよ。１か月後の２

回目の講座までに、やらされ感はどうしたら解決できるかそれぞれ考え

てきてくださいという宿題が出ていまして。さあ、困ったなと思ってい

ます。  

委員長：  手間ばかりかかって、大きな効果が得られないというところがやらさ

れ感になってしまうのかなという気もします。  

委員Ｄ：  そういうセルフカイゼン活動というのは、やらされ感というのを、い

かに抱か ない ように して やっ てい ただく というの が大 事なと ころか な

と思っております。以上です。  

委員長：  そのほか、いかがですか。Ｅ委員のほうから何か、感想でも。  

委員Ｅ：  去年から、この委員会に参加させていただいて、本当にふだん生活し

ていれば知らないことがこんなにあるのだなと思っています。  

  それぞれどんな小さなことでも、こうすればいい、ああすればいいと

いったことを、市民レベルで、一市民、町内の一人として心の中で思っ

ていても、こういうふうにいろいろ考えられて動いていただいているの

だなということを分かったのですけれども、例えば一市民がもし何かの

希望があっても、その希望を伝えるのに、直接市役所に電話するわけで

もないし、ホームページに意見するわけでもないのですけれども、もう

ちょっと気軽に、今はネットの時代ですのでメールとかそういうのは簡

単なのですけれども、やはりそこまでもいかない。そういうことを市民

としても、もっといろいろな意見が言いやすい場所とか、今コロナの時

期で難しいですけれども、座談会のような、町内ごとに市の職員が来て

くれて、公民館とかで話を聞いてもらう機会とか、そういうのがあれば

いいかなと思います。もう少しそういう、もっとフラットな感じで話を

聞いてもらえればいいなということは思いました。  

委員長：  非常に大変な思いでやっているところはあるかと 思いますけれども、
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自己評価 の中 でＡ項 目が少な いと いうと ころはあ るか と思い ますけ れ

ども、こういうふうに努力しているのだということを知らしめると同時

に、市民から協力があるともっと進むみたいなのもあれば、もっとこう

してほしいというものも含めて、我々はこうやったということをホーム

ページなどで知らせるというところがあってもいいかなと思います。  

  そのほか、全体通じて。よろしいですか、何かあれば。  

  ほかに質問、コメント等ないようであれば、今後のスケジュールを事

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します。  

  第６次大綱につきましては、10 月６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、次回の行政改革委員会の開催についてですが、審議案件としま

して「公共事業再評価」を予定しております。対象事業は、こどもの国

整備事業、館鼻公園整備事業、島守・堤森線道路改良事業の３件となっ

ており、 11 月４日午前９時 30 分からの開催を予定しておりますので、

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。ありがとうございました。  

 

 


