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第１回 八戸市総合計画策定委員会 議事録 

 

日  時：平成 26年 7月 2日（水） 13：00～15：20 

場  所：八戸グランドホテル 3階 双鶴の間 

出席委員：30名 

  藤田委員長、大谷副委員長、岡田委員、小向委員、米内安芸委員、米内正明委員、馬場委員、工藤

委員、門前委員、青野委員、武輪委員、八木委員、河村委員、澤藤委員、大黒委員、小野委員、 

高木委員、浮木委員、川村委員、平間委員、類家委員、川本委員、古戸委員、田頭委員、 

中川原委員、平山委員、西川委員、越後委員、橋本委員、吉田委員 

（※欠席 2名：松田委員、町田委員） 

事 務 局： 

  大坪総合政策部長、中村総合政策部次長兼政策推進課長、佐々木グループリーダー、谷崎主査、 

中野主査、中村主事 

  （株）ケー・シー・エス 東北支社 室谷、城平、都築 

次  第： 

  １ 開会 

  ２ 委嘱状交付 

  ３ 市長あいさつ 

  ４ 委員長、副委員長の選出 

  ５ 報告案件 

    報告１．第 6次総合計画策定の背景 

    報告２．第 6次総合計画の策定方針 

  ６ 審議案件 

    審議１．策定委員会の運営方法案について 

    審議２．市民アンケート調査の実施案について 

    審議３．市民との意見交換等の実施案について 

    審議４．第 6次総合計画の骨子案（全体構成）について 

  ７ その他 

  ８ 閉会 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

次第 開会及び委嘱状交付 

事務局 ：本日はお忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。只今より、第 1回八戸市総合

計画策定委員会を開催致します。本日の会議は、お手元の次第に沿って進めさせていただき

ますので、よろしくお願い致します。 

それでは最初に当委員会の委員の皆様に委嘱状を交付致します。市長が委員の皆様の席に

まいりますので、その場でご起立のうえお受け取りください。市長よろしくお願い致します。 

 

〔小林市長より各委員に対して委嘱状交付〕 
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次第 市長あいさつ 

事務局 ：続きまして、小林市長からご挨拶を申し上げます。市長よろしくお願い致します。 

市長  ：皆様には常日頃から市政運営につきまして、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうござい

ます。また、この度は、大変お忙しい中、委員にご就任いただき、御礼を申し上げます。 

当市では、平成 19年度から当市の将来都市像である「海と大地が響き合う北の中核都市」

の実現に向け、第五次八戸市総合計画の推進に取り組んでまいりました。また、八戸市復興

計画に基づき、被災者及び被災事業者の支援や防災体制の整備など、東日本大震災からの復

旧・復興に全力を挙げて取り組んでいるところであります。 

しかしながら人口減少や、グローバル化の進展、情報通信技術の革新など、我が国におけ

る社会経済情勢は大きく変化をしてきております。一方、当市においては、種差海岸の三陸

復興国立公園への指定や、屋内スケート場の建設など、将来に明るい新たなプロジェクトも

動き始めているところであります。 

このような中、第五次総合計画が平成 28 年度で最終年次を迎え、また八戸市復興計画は

平成 28 年度から創造的復興に向けた仕上げの時期、創造期を迎えます。さらには今年 5 月

の地方自治法の一部改正により、中核市の指定要件が緩和されることになり、当市は市民福

祉の一層の向上、より質の高い自立的なまちづくりの推進、都市のイメージアップや広域行

政の一層の充実を図るため、平成 28 年度内を目標に中核市への移行を目指すことを表明し

たところであります。 

今、当市はまちづくりの大きな飛躍の好機を迎えようとしており、このような状況に迅速

かつ適切に対応するため、平成 28 年度を初年度とする第 6 次八戸市総合計画を策定するこ

ととし、政策公約に掲げた新たな施策も位置づけながら、さらなる市政の前進と市民満足度

の向上に努めてまいりたいと考えております。 

委員の皆様におかれましては、これから 2ヶ年度の第 6次総合計画についてご意見を賜り、

八戸市に相応しい計画の策定に、ご協力を賜りますよう、お願い申しあげまして、挨拶と致

します。よろしくお願い致します。 

 

次第 委員長及び副委員長の選出 

 

〔事務局より委員会規則の説明〕 

 

事務局 ：続きまして、当委員会の委員長及び副委員長を選任したいと思います。委員長及び副委員

長が決まるまでの間は、議事の進行について仮議長として、小林市長にお願いしたいと思い

ます。 

市長  ：それでは委員長及び副委員長が決まるまでの間、議長を務めさせていただきます。委員長

及び副委員長について、先ほどの委員会規則第 4条第 2項の規定に基づき、委員の互選によ

り定めることとなっています。ご意見があれば、お願いします。 

Ａ委員 ：委員長、副委員長については、全体的な見地から会議をまとめていくことが必要となるの

で、委員長には学識経験者として出席されており、また、第五次総合計画後期推進計画の策

定の際に委員長として参画された八戸工業大学の学長の藤田委員、そして副委員長には同じ

く後期推進計画で部会長として参画された八戸学院大学の学長の大谷委員が適任だと思い
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ますので、ご推薦申し上げたいと思います。 

市長  ：ありがとうございました。只今、委員長に藤田委員、副委員長に大谷委員を推薦するご意

見がございましたが、皆様いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

市長  ：それでは委員長については藤田委員、副委員長については大谷委員にお願いしたいと思い

ます。委員長及び副委員長が決まりましたので、私は仮議長としての任を終わりとさせてい

ただきます。ご協力ありがとうございました。 

事務局 ：それでは市長並びに委員長、副委員長におかれましては、席の移動をお願いします。 

藤田委員長と大谷副委員長から、それぞれ一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。 

委員長 ：只今、委員長としてご指名いただきました、八戸工業大学の藤田です。どのようなまちづ

くりが市民にとって幸せなことかということを、皆様と一緒に考えていきたいと思っていま

す。どうぞよろしくお願いします。 

副委員長：副委員長をご指名いただきました、八戸学院大学の大谷です。社会経験はずっと東京、関

西でした。そのためよそ者の視点から、この計画をサポートできればと思います。どうぞよ

ろしくお願いします。 

事務局 ：藤田委員長、大谷副委員長ありがとうございました。尚、市長は引き続き公務がございま

すので、ここで退席とさせていただきます。それでは会議に先立ちまして、事務局の職員を

紹介します。 

 

〔事務局の職員を紹介〕 

 

事務局 ：これから議事に入りたいと思いますので、藤田委員長、どうぞよろしくお願いします。 

 

次第 報告案件１ 第 6次総合計画策定の背景 

委員長 ：今回は各界の代表からなる皆様にご参加いただいておりますので、様々な視点から忌憚の

ないご意見をいただいて、社会経済の変化に対応でき、八戸らしい計画が策定できたらと思

っておりますので、どうぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

それでは議事に入りたいと思います。最初は報告案件となります。内容は第 6次総合計画

策定の背景と第 6次総合計画の策定方針です。はじめに第 6次総合計画策定の背景について、

事務局より説明をお願いします。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

委員長 ：只今の説明に対してご意見、ご質問などあればお願いします。特にないようなので、次の

案件に移りたいと思います。 

 

次第 報告案件２ 第 6次総合計画の策定方針 

委員長 ：続きまして、第 6次総合計画の策定方針について、事務局から説明をお願いします。 
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〔資料に基づき事務局説明〕 

 

委員長 ：只今の説明に対してご意見、ご質問などあればお願いします。特にないようなので、次の

案件に移りたいと思います。 

 

次第 審議案件１ 策定委員会の運営方法案について 

委員長 ：次は審議案件です。はじめに、審議 1の策定委員会の運営方法案について、事務局より説

明をお願いします。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

委員長 ：只今の説明に対してご意見、ご質問などあればお願いします。特にないようなので、以上

の方針で当委員会を運営していきたいと思います。 

 

次第 審議案件２ 市民アンケート調査の実施案について 

 委員長 ：続いて、審議 2の市民アンケート調査の実施案について、事務局より説明をお願いしま

す。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

委員長 ：只今の説明に対して、ご意見、ご質問などあればお願いします。 

Ｂ委員 ：市民アンケート調査の回収率ですが、平成 17年の回収率が 47.4％、平成 22年の回収率

が 60.7％と約 13％向上していますが、そこに事務局や委員会で何か工夫をしたのかどう

か、具体的な施策で回収率を引き上げたのかということが 1つ目の質問です。 

それから平成 22 年回収率 60.7％というのは私の感覚では、高い回収率だなという感覚

があります。全国的なアンケートの回収率と比較して、どうなのかというところを伺いた

いと思います。この 2つ質問についてお願いします。 

事務局 ：回収率が平成 22年にアップした最も大きな理由としては、平成 17年のアンケート調査

は A4サイズ 22頁ということで、かなりの設問数を設定していました。八戸市の目指す姿

の部分から検討するということで、頁数と設問数を多くしていました。平成 22 年の後期

推進計画のアンケート調査については、A4 サイズ 10 頁程の設問数ということで、基本構

想部分は変更せず、後期 5年間の計画を変更するものであって、各施策の満足度や重要度

を聞く内容にしていましたので、そのあたりが一番大きい要因だと思います。 

委員長 ：アンケート調査の回収率が全国平均に比べてどういう状況なのかという点はいかがでし

ょうか。 

事務局 ：通常こういった市民アンケート調査は、3 割を越えるぐらいが平均値です。地域によっ

て変わってきますが、50～60％台という回収率は、市民の方々の意識が高いのか、参加意

欲があるのか、きわめて高い数字だと思います。回収率が高い要因については、先ほどの

調査票の設問数の部分と、あと、今回も行いますが、お礼状・督促状を配布することで、

自宅の中に眠っているアンケートに気づいていただくということも行っているので、これ
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だけ高い回収率になっていると思います。 

Ｂ委員 ：お礼・催促状については同感です。私もそのハガキで慌てて書いて、出したということ

があります。ありがとうございます。 

Ｃ委員 ：私もこのアンケートにいつも回答していますが、「まあまあ」、「やや」、「あまり」など

の評価基準に対して回答しづらいです。結局、「まあまあ」とか「あまり」のあたりを回

答してしまうのですが、評価基準はこういった形しかなく、今後もこのような形をとって

いくということでしょうか。 

委員長 ：一般的な評価基準だとは思いますが、何か説明があればお願いします。 

事務局 ：「まあまあ」と「あまり」に集中するのではないかということですが、これまでもこの 5

段階評価で実施してきている経緯があるので、前回との比較という観点からも、基本的に

は良い方の選択肢が 2つ、良くない方の選択肢が 2つ、わからないも加えた 5段階評価が、

一番回答しやすいと思いますので、事務局としては基本的にこの評価基準で進めていきた

いと思います。 

Ｄ委員 ：前回のアンケートに比べて、各項目に具体性がないように思いますが、これはこれで良

いとは思います。ただ、設問項目ごとに回答した後に、それに対して意見がある場合もあ

ると思いますが、最後のページになって初めて意見を書けるようになっているので、それ

ぞれのページに意見を書けるようにしておいた方が、より書きやすいと思います。 

委員長 ：確かに自由記入欄でまとめて記述するよりは、アンケート集計を行う方も回答する方も、

それぞれのページに記載する方が良いと思います。 

Ａ委員 ：これからの総合計画の大きなポイントは、策定方針の一番先に掲げている人口減少・少

子高齢化だと思います。国全体の問題でもあり、今後、策定を進めていく際に必要なこと

は、これから 10 年、20 年と地方交付税の交付も含めて国の支援はあまり期待できない中

で、地域で自治を実施していかなければならないこと、自立的な対応が求められてくるこ

とだと思います。 

これまでのアンケートは満足度などを質問していますが、これから先は人口減少により

痛みを伴うことにもなってくる可能性があるため、アンケートの中にそういった内容がな

ければ、ただ住民サービスを与える、あるいは住民ニーズを反映させる政策が基盤になり、

住民が自分たちでこの街を作っていくというような気概を持てないのではないかと思い

ます。 

今後、各自治体は少子化に向けての戦略を立ててくると思います。八戸が中核都市を目

指す中で、危機感をいかに持つかというところが、持続的にこの街で経済活動をしながら、

生活を楽しんでいくことにもつながると思います。住民にその危機感を持ってもらわなけ

れば、甘い計画で終わるという懸念があります。そういう意味でこれから 10 年、20 年と

いうのは、我々も覚悟を決めなければならないし、住民にもそれを求められていかなけれ

ばならない時代に入ったと思います。そのあたりをもう少し問うようなアンケートでなけ

れば政策に反映できないと思います。 

委員長 ：今の意見ですが、具体的なイメージなどがあれば、お願いします。 

Ａ委員 ：具体的なイメージはありませんが、他の自治体と同じようなことではいけないと思いま

す。八戸市はこれからの方策に恵まれている地域だと思うので、そこは、皆様や事務局と

ディスカッションできれば良いと思いますが、このままのアンケートだと、前回とあまり
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変わりません。これからの社会動向について、詳しく資料にまとめているので、その部分

について皆様で知恵を出しあったアンケートにして、施策に反映できれば良いと思います。 

事務局 ：我慢すべきところは我慢しなければいけない世の中に変わってきている状況なので、厳

しい財政状況の中、行政サービスをどこまで提供するのかというバランスをとっていくこ

とが、重要な課題だと思います。今回のアンケートの中には確かにそういった視点がなく、

要は満足しているか、満足していないかを問う内容になっています。あまり満足はしてい

ないというところが表に出てきて、満足はできないけれど我慢もできるというような選択

も例えばありますが、それがいいのかどうかは別にして、それは我慢すべきではないかと

いうような視点を入れられれば良いとは思います。テクニカルな部分で難しい部分がある

ので、事務局内でも検討したいと思います。 

また、どのような街を目指すかという設問やまちの魅力は何かという設問を問 1 と問 2

に入れていますが、問 3 に今のようなお話があっても良いのかなとは思っています。問 3

で少子高齢化などにより環境が厳しくなっていく中で、行政サービスや施策事業はどうあ

るべきかという設問項目を設けることも 1つのやり方と思いますので、事務局内でも検討

しながら進めていきたいと思います。 

本日、お配りしている平成 17 年 11 月のアンケート調査、付属資料 2 の 20 頁を開いて

いただきたいのですが、前回のアンケートのときに問 22 で市民負担を増やして行政サー

ビスを拡大するなどの質問をしています。 

Ａ委員 ：このような質問でも良いと思いますが、もう少し事務局で検討していただける時間があ

れば検討をお願いします。資料の社会経済環境の動向のデータなどは、市民は目にしたこ

とがないと思います。国のレポートなどにより少子化問題は認知されていますが、その中

で八戸の情報についてはあまり知られていないと思います。その中でアンケートを行うこ

とになれば、情報のない現状での判断ということになると思います。10 年、20 年を見据

えた計画を策定していかなければいけないので、市民にも同じような情報を提供すべきだ

と思います。 

Ｂ委員 ：先ほどの八戸市をとりまく近年の社会経済環境の動向という良い資料が出ていましたの

で、アンケートの前段などに八戸市の現状、例えば人口動向など具体的な数値など使える

部分があると思いました。アンケートの前段にでも載せると、意見が出しやすく、書きや

すいと思います。 

Ｅ委員 ：社会経済環境の動向の説明の中でも八戸市の中で畜産が占める比率が過半数を超えてい

るという説明がありましたが、年に 200万トンのエサを現在八戸市では作っており、この

ように畜産物の原材料であるエサのみでも 1千億円の産業になっています。八戸市として

は港湾事業などのイメージが強いと思いますが、どのような街を目指したいのか、どうい

う魅力を感じるのかという選択項目の中に、畜産物もあわせた地域の安全、安心な食料生

産基地についても入れていただければありがたいと思います。 

委員長 ：ありがとうございます。それ以外にあればお願いします。 

Ｆ委員 ：社会経済環境に関する情報がどこまで行き届いているのかというご意見がありましたが、

このアンケートの設問項目の中には施策自体を知らないという人もいると思います。その

ため、「わからない」という回答に「知らない」という回答が入ってしまうと、データと

しては不十分だと思いますので、「知らない」という回答項目があっても良いと思います。
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情報を知っているのか、知らないのかということで、情報がどれだけ市民に行き渡ってい

るのかということも、別の観点から調査できると思います。 

委員長 ：ありがとうございます。それ以外にあればお願いします。 

Ｇ委員 ：問 1 や問 2 は「3 つまで選んでください」という質問がありますが、仮に 4 つ、5 つ選

択した人はどのように集計されるのでしょうか。 

事務局 ：その回答について、有効回答とはみなされないので、無効回答とさせていただきます。 

Ｇ委員 ：無効回答とするのは残念な気がして、何とか救済策はないのかなと思います。例えば 5

つ選択したら 1 つの選択を 3／5 にするとか、そういった対応ができないのかなと思いま

す。3 つまで選択ということで、もう 1 つ選択したい項目があるという人がおそらくいる

のではないかと思います。考慮していただければありがたいです。 

委員長 ：4つ、5つ選択できるとした場合、選択肢が増えすぎる問題があると思います。 

Ｇ委員 ：選択肢を増やしていけばキリがないので、優先度をつけるという考えはわかりますが、

真面目な人が考えれば考えるほど、そういったケースが出てくると思います。 

委員長 ：今の意見についてどうでしょうか。 

Ｈ委員 ：1つのやり方として選択したものについて順位をつけてもらうやり方があると思います。

例えば 12 の選択項目があれば、重要なものを選んで順位づけして書いてもらうやり方で

す。 

また、前回のアンケートを評価するときに一番困ったことが、「わからない＝5」を数値

化することです。できればこれは「－」など数字でないものにしていただければと思いま

す。 

それから、このアンケートの調査方法についてはご指摘があったとおりで、例えば 7頁

の農林業の後継者の育成が行われ農林業経営の生産性や効率が高まっているなど、いいこ

としか示していません。実際の社会情勢をみれば、農林業に従事する若者が激減する中、

農林業の後継者の育成が行われなど、その前に現状を入れて、満足度を質問した方が良い

と思います。現状は一言、わずか半行でも良く、それを読むことによって八戸市の現状を

理解してもらい、現状の中でどういう満足度があるのかを問わなければ、現状がわからな

い中で満足度を問うと、ほとんど満たされていないに○をつけてしまうと思います。こう

いったアンケートを通じて、市民が現状を理解したうえで、回答してもらい、その中から

次の施策をとっていくことは重要なので、現状をこの中に書き込んで説明していくという

やり方が良いと思います。 

委員長 ：数値の部分の意見がいくつか出ました。選択項目のところは 3つまで選ぶというやり方

になっていますが、Ｈ委員が言われたように、例えば、順位 1～5 の 5 番目まで優先順位

をつけてもらうというやり方は良いと思います。 

それから「わからない＝5」は、実際、評価に入っているのでしょうか。 

事務局 ：「わからない＝5」という数字は「－」という形で集計から除く方向で検討したいと思い

ます。 

委員長 ：そうすると「わからない」が「5」で、数値が小さい方が満足度が高いという評価にな

ってしまうので、「わからない」は数値化しないほうが、良いということになるでしょう

か。 

事務局 ：評価項目の「5」の選択肢を「－」にしたら良いのではというＨ委員のご指摘ですが、
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市民委員会の中でアンケートを実施しており、同じような手法をとっていますが、数値化

については、実質的には「わからない」を 0 として 1～4 でカウントしていますので、点

数にはカウントしない形になっています。 

Ｈ委員 ：1～5の評価に○と記載していると、5段階あると認識すると思います。しかし、評価は

4段階なので、やはり「わからない」に数字の 5とつける論理的根拠がないと思います。 

委員長 ：これは、「わからない」という回答が一体どのくらいの割合なのかを整理しやすいよう

にするための措置なのかと誤解を招くかもしれません。 

事務局 ：選択肢を「1、2、3、4、－」という形で聞いたほうが良いのではないかという意見です

が、この数値は評点という意味での数字ではなく、あくまで選択肢としての数字なので、

「－」や「※」などにすると逆につけにくく、回答しにくいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

委員長 ：もう一度、確認しますが「1、2、3、4、5」とありますが、数値そのものは区別する為

の数字にすぎないということで、基本は「A、B、C、D、E」でも良く、単なる数値、記号

という解釈になります。 

事務局 ：Ｈ委員からのご指摘は、事務局の中で昨日まで議論していたところです。評点に見える

と間違って「わからない＝5」につける人が多く発生すると困るのではないかという議論

がありました。何故、この案で皆様におはかりしたのかといいますと、これまでの市の各

種アンケート調査のやり方をとってきています。その継続性ということで、今回もこの形

で実施することになりましたが、ご指摘も踏まえて、対案としては「アイウエオ」とか「Ａ

ＢＣＤＥ」といったそういう形もあるかと思っています。 

委員長 ：例えばカタカナの「アイウエオ」はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それとアンケートの設問項目の内容ですが、現状を追記した形のほうがアンケートに回

答しやすく、評価しやすいとの意見がありましたが、その件に関していかがでしょうか。

全てを見直す必要はないと思いますが、一部、現状を追記するという形でよろしいでしょ

うか。 

また、Ｅ委員から先ほど言われたのは、畜産に関する選択項目を追記した方が良いとの

意見がありました。 

それから、選択項目については、順位をつけるということでよろしいでしょうか。 

Ｇ委員 ：少し気になったための意見で、取り下げても良いです。ただ、公表するかどうかは別に

して、4 つ以上選択して、集計から削除した回答割合がどのくらいであったかということ

は、この策定委員会では公表していただければと思います。 

委員長 ：選択項目の順位づけについては、取り下げでお願いします。いくつか大きな課題が出さ

れました。設問項目はどういった形にするのかなど、事務局の方で議論して、加筆あるい

は修正して皆様に送るということでよろしいでしょうか。調査時期も迫っているので、来

週中ぐらいまでには皆様にお送りして、確認をとるということでよろしいでしょうか。 

事務局 ：皆様から意見がいくつか出たので、できればこの場である程度の方向性を出していただ

きたいことが 3つほどあります。アンケートに回答しやすい形で、ある一定の情報をつけ

たら良いのではないかという点、それから「知らない」と「わからない」の区分の問題、

それから順位をつけて回答していただいた方が良いのではないかという点があったかと

思います。 
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委員長 ：順位づけについて、取り下げていますので、このままで良いと思います。 

事務局 ：現状をある程度、皆様にお伝えすることについては、全く必要ないとは思いませんが、

その部分の量を重くすると、回答を誘導してしまう可能性があります。例えば、人口減少・

財政難は確かにそうですが、それを全てのアンケート設問項目に反映すると回答を誘導し

てしまう問題が発生するので、あまり細かく説明することは、得策ではないと思います。

また、あまり量が重い資料をつけてしまうと前回調査 6割の回収率が、もうその資料を読

むだけで嫌になってしまい回収率が下がってしまう問題もあるので、極力、軽い形でつけ

るべきと思います。 

もう一つ、Ｈ委員からありました設問項目に対して現状をある程度記載するというとこ

ろも、重く記載しても一行でも「人口減少のもと」と入れてしまうと、期待できない、重

要ではないなどの回答が多くなるのではないかと思います。皆様が思っていることを素直

にお聞きするためには、あまり前提で現状を記載しすぎない方が良いのではないかという

ことをご理解いただければと思います。 

そのため、先ほどの現状については軽めに多少の前置きを入れる程度で、データやグラ

フなどはつけずに進めたいと思っていますが、いかがでしょうか。 

Ｉ委員 ：事務局の意見に同感で、あまりバイアスをかけるというか、無駄な情報を与えずに現状、

市民はどのように思っているのかを拾うことは、調査として重要だと思います。 

あと、ご提案ですが、テレマーケティング協会は 9 社ほどの誘致企業で構成しており、

そのうちの 3社がマーケティングリサーチを専門として対応しています。解析、集計、レ

ポートも実施しているので、必要であれば人員を割くということも対応できると思います。

アンケートは非常に重要かと思うので、そこは仰っていただければと思っています。 

それと今後、今まで実施したアンケートを観測されているのであれば、途中の選択肢の

変化や今までの意識調査の変化などにより、追ってきたものが追えなくなることも出てく

るかと思います。そこは仰っていただいて、そこをもとに素案を出すということは、お手

伝いさせていただきたいと思っています。 

あとは今後、5年、10年と計画を策定するうえで、若年層が紙ベースでずっと回答して

いくことはハードルが高いのではないかと思っていて、今後、インターネットやスマート

フォンホで答えるなど、そういったことも提案していきたいと思っています。 

委員長 ：様々な意見がありましたが、情報を軽めに出してそれに基づいて、回答していただくと

いうことでいかがでしょうか。あとは、「わからない」、「知らない」という問題について、

何かご意見あればお願いします。 

J 委員 ：例えば「わからない」を最初に持ってきたらどうでしょうか。有無と同じで「ない」と

「ある」で「ある」の中で回答割合を示すことが可能だと思います。ただそうなると「わ

からない」と「知らない」が同じ扱いになってしまいますが、今の状況でみると「わから

ない」というのは「知らない」に入るのかなと思います。 

委員長 ：設問項目のことを「知らない」と「評価がわからない」という 2種類どちらも「わから

ない」に入ってしまうという問題で、そこを区別する必要があるのかどうかについても、

議論が必要だと思います。「知らない」と「評価がわからない」ということをアンケート

の中で区別する必要性があるのかどうかについていかがでしょうか。 

Ｋ委員 ：先ほどＦ委員のご意見はごもっともだと思いましたが、自分が回答すると考えたときに、
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知識がなく「わからない」と「知らない」の区別がこのアンケートで本当に必要なのかな

と思います。皆様のご意見を聞いて、このアンケートでは、確かに「わからない」と「知

らない」では内容が違いますが、その結果が必要かというと、別に必要ではないと思いま

した。 

それから設問項目に現状説明をつけることですが、こちらもＨ委員からお話があったと

きに確かにそうだなと思いましたが、回答すると考えたときに、その説明があると今まで

「わからない」から「満たされない」を選択することが多くなると思いました。 

そのため、今までのやり方で、あんまり手を加えない方が逆に良いのではないかと思い

ました。「わからない」と「知らない」は違いますが、その割合をとる必要はこのアンケ

ートではないと思います。 

Ｈ委員 ：「わからない」と「ほとんど満たされていない」の間に 1 つ太い線を引いて、別の評価

だとわかるようにした方が良いと思います。 

あと、「わからない」と「知らない」にも違和感があり、「判断できない」というのが良

いのかなと思います。詳しくは知らないため、満たされているかどうかが判断できないが

回答しやすいと思います。 

委員長 ：新たに「わからない」は「判断できない」の方がより的確ではないかという提案です。

いかがでしょうか。良い提案だと思います。 

事務局 ：この文言は「判断できない」もしくはそもそも評価できるかできないかを質問している

ので「評価できない」、「判断できない」という形にさせていただきたいと思います。あと

線を一本太めに入れるということで対応させていただきたいと思います。 

委員長 ：皆様からのご意見が出て、それなりに結論が出たかと思います。 

Ｌ委員 ：先ほどのお話で礼状を出されるということで大変良いことだと思います。ここに一行、

付け加えていただければと思います。八戸市では住民自治推進懇談会を毎年開いています。

情報のお話しが先ほどありましたが、詳しい情報が地域別に出ています。そのため、礼状

の中に、「今回アンケートに対して御礼申し上げます。皆様が出していただいた案やご回

答いただいた内容については、各地区において住民自治推進懇談会を開催しています。そ

の席に出席し、是非ご意見をお願いします。八戸市の地域情報を見てください。」と一言

入れていただければ、アンケートだけで終わるのではなく、住民自治推進懇談会の参加に

つながると思います。今一番で困っていることは、地域の会合などの参加者が少ないとい

うことです。是非一行入れていただければと思います。よろしくお願いします。 

委員長 ：町内会の会員が増えないという現状があるので、住民自治推進懇談会への参加を促す文

面があっても良いかなと思います。 

事務局 ：礼状を出す際には、「各地区で住民自治推進懇談会を開催しているので情報を見てくだ

さいとか、そちらでもご意見をお願いします」というようなお話だったかと思います。八

戸市の中では、住民自治推進懇談会以外にも色々なご意見をいただく場やご参加いただく

場があるので、それらも含めてどのような方法があるのか、礼状の案内文も検討させてい

ただきたいと思います 

委員長 ：文面等は少し検討ということになります。これまでいただいたご意見をアンケートの中

に反映した形で修正をして、修正案を皆様に配布して、それで確認をとりたいと思います。 

事務局 ：それでは最後に、今までいただいたご意見の確認をさせていただいたうえで、修正して
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また皆様にご確認いただくことになります。 

項目ごとに自由意見を書けるような欄を設けるということ、設問項目に対して現状を示

す情報を少し入れて回答してもらうこと、評価項目の「わからない」に関しては「判断で

きない」または「評価できない」に変更して太い線を入れて区別すること、回答数字の「１

２３４５」をカナの「アイウエオ」に変更すること、まちの将来像に関する設問に、「安

心安全な食のまち」というような選択項目を入れること、以上の 5点になります。 

委員長 ：それでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

事務局 ：ではこの 5点を検討させていただき、また提案させていただきたいと思います。 

 

次第 審議案件３ 市民との意見交換の実施案について 

委員長 ：それでは次の案件に移ります。審議 3の市民との意見交換等の実施案について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

委員長 ：只今の説明に対して、ご質問・ご意見などあればお願いします。特にないようなので、意

見交換を計画通り実施して、総合計画に反映していきたいと思いますので、皆様のご協力を

お願いします。 

 

次第 審議案件４ 第６次総合計画の骨子案（全体構成）について 

委員長 ：続きまして、本日最後の案件になります。審議 4の第 6次総合計画の骨子案・全体構成に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

委員長 ：只今の説明に対して、ご質問・ご意見などあればお願いします。 

副委員長：18 頁の第 2 章、3 章、4 章について、地域の優位性、課題・弱点などを分析して、目指す

姿を導くという流れでよいでしょうか。この分析は、事務局で実施したものを委員に提示し

ていただくという流れでよろしいのでしょうか。 

事務局 ：事務局で検討した案を皆様に資料としてお出しして、色々とご意見をいただきたいと思っ

ています。 

副委員長：会議資料の 9頁でいくと、第何回目の委員会で提出するのでしょうか。 

事務局 ：第 2回からとなります。本日提出の骨子案で良いということになれば、経済環境の動向等

をもう少し詳しく分析して、肉付けをしていきたいと思います。 

副委員長：第 2回目の委員会では、その資料を確認しながら議論するという形になり、これまでのパ  

ターンだと、現状の状況とか指標が提示されると思っていますが、10 年先を展望するには、

もう少し先の成長性や市場性などのデータを示していただかなければ、展望できないのかな

と思っています。現状を示されてもその 10 年先をどう目指すかという議論の中身が伴わな

いと思うので、分析は大変かと思いますが、これまでのパターンの分析でなく、もう少し踏

み込んで、これからの成長性や市場性などのポテンシャル分析を示していただければと思い
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ます。それを見て、我々がどうすべきか 10 年先を議論できるかなと思いますので、お願い

したいと思います。 

委員長 ：ありがとうございます。他にあればお願いします。 

Ａ委員 ：八戸の新時代を目指すということで検討していくので、整理をしておきたいのが八戸のキ 

ャッチフレーズです。たくさんあるようなので、一度整理しておいた方がよいと思います。

団体や行政がどういう発信をしているのかを含めて、キャッチフレーズが溢れているので、

一度整理して、新時代に相応しいキャッチフレーズをまとめていくことが必要だと思います。 

そして、これから右肩下がりになる中で、八戸の中で誇るべきもの、育てていくべきもの

は何なのか、また八戸が青森県一のもの何か、東北一のもの何か、日本一のものは何かとい

うことも、データとしてまとめていただければ良いと思います。これからの育成すべき、伸

ばすべき部分を確認できればと思います。 

また、他都市の動向を知りたいと思います。特に水産・農業については震災後の復興計画

は、非常にグローバルで戦略的なプロジェクトが多いと思います。八戸の場合は被害が少な

かった点では良かったのですが、壊滅的な被害を受けた都市のほうが戦略的なものをどんど

ん出てきています。岩手、宮城、福島のそういった動向をとらえて、中核都市を目指してい

くことが必要だと思います。 

委員長 ：キャッチフレーズの整理をすること、八戸市の強みを整理すること、それから他都市、特

に被災地の動向を整理することで、この件は事務局の方で準備をお願いできればと思います。

他にいかがでしょう。 

Ｃ委員 ：質問ですが、専門部会に分かれて検討することは来年以降だと思いますが、自分がどの専

門部会に入るのかについて、いつ頃わかるのか教えていただければと思います。 

事務局 ：スケジュールの 9頁をご確認いただきたいのですが、重点分野の構成案について検討が始

まるのが第 5 回の 1 月 23 日ということで、このあたりで重点分野はどのようなものが良い

のかということ見えてくるので、その段階で、皆様におはかりしながら決めていきたいと思

っています。 

委員長 ：他にいかがでしょうか。特にないようなので、只今の委員の皆様のご意見を踏まえながら、

順次、具体的な内容を検討していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

次第 その他 

委員長 ：本日予定していた案件は以上ですが、この案件以外に皆様から何かあればお願いします。

特にないようなので、事務局のほうから何かあればお願いします。 

事務局 ：次回の委員会のご案内です。次回は 9 月 26 日（金）を予定しております。時間、場所に

ついては今回と同じにしたいと考えています。開催期日が近くなりましたら改めてご案内致

しますので、よろしくお願い致します。 

委員長 ：それでは議事について終了します。時間が 20 分近くオーバーしてしまい、大変失礼致し

ました。皆様のご協力ありがとうございました。進行を事務局に戻します。 

 

次第 閉会 

事務局 ：それでは以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。本日は長い時間どう

もありがとうございました。 


