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第２回 八戸市総合計画策定委員会 議事録 

 

日  時：平成 26年 9月 26日（金） 13：00～15：10 

場  所：八戸グランドホテル 3階 双鶴の間 

出席委員：27名 

  藤田委員長、大谷副委員長、岡田委員、武輪委員、青野委員、松田委員、河村委員、澤藤委員、 

大黒委員、小野委員、類家委員、川本委員、古戸委員、町田委員、田頭委員、中川原委員、 

平山委員、吉田委員、橋本委員、越後委員、平間委員、川村委員、浮木委員、高木委員、工藤委員、

馬場委員、米内正明委員 

（※欠席 5名：小向委員、米内安芸委員、門前委員、八木委員、西川委員） 

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 

次  第： 

  １ 開会 

  ２ 委員長あいさつ 

  ３ 報告案件 

    報告１．市民アンケート調査結果（単純集計）の概要について 

    報告２．市民との意見交換の実施予定について 

    報告３．第５次総合計画後期推進計画に対する市民委員会からの意見について 

  ４ 審議案件 

    審議１．第６次総合計画（第１次案）について 

  ５ その他 

  ６ 閉会 

 

 

次第 開会 

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。それでは只今より、第 2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、どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、本日は小向委員、米内安芸委員、八木委員、西川委員、門前委員、ご都合によりご

欠席となっていることをご報告いたします。平間委員はまだご到着していませんが、出席の

予定となっています。 

 

次第 委員長あいさつ 

事務局 ：それでは議事に入る前に、委員長からご挨拶をお願いいたします。 

委員長 ：今日の委員会では報告案件が 3件、審議案件が 1件ということになります。審議案件のと

ころでは、事務局の方から総合計画の 1次案が提出されていますので、これを中心に今日は

ご協議いただくということになります。内容は、皆さんもご覧になっていると思いますが、
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わかりやすく箇条書きになっているので、追加等も含めて、様々なご意見をいただきたいと

思います。どうぞ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。では、ここからは委員長に議事の進行をよろしくお願いいたし

ます。 

 

次第 報告１．市民アンケート調査結果（単純集計）の概要について 

委員長 ：まず、報告案件です。報告案件 1の市民アンケート調査結果（単純集計）の概要について

事務局の方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 ：それでは、只今の説明に対して、何かご質問・ご意見などあればお願いします。特にない

ようなので、続いて、報告案件 2の市民との意見交換の実施予定について、事務局のほうか

ら説明をお願いします。 

 

次第 報告案件２ 市民との意見交換の実施予定について 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

委員長 ：それでは、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、続いて、報告 3．第 5 次総合計画後期推進計画に対する市民委員会からの意見につ

いて、事務局の方から説明をお願いします。 

 

次第 報告案件３ 第５次総合計画後期推進計画に対する市民委員会からの意見について 

 

〔資料に基づき事務局説明〕 

 

委員長 ：それでは何かご質問、ご意見などあればお願いします。特にないようなので、審議案件の

方に移りたいと思います。 

 

次第 審議１ 第６次総合計画（１次案）について 

委員長 ：それでは、審議案件 1の第 6次総合計画の 1次案について、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 ：それでは、11 頁から 28 頁まで説明いただきました。章が長いので、章を区切りながら皆

様のご意見をいただきたいと思っています。 

最初の 12 頁「序章」に関して、基本事項を掲げていますが、皆様から何かご質問・ご意

見などあればお願いします。特にこの基本的事項に関してはないようなので、後ほどまたお



-3- 

気づきの点がありましたら、戻っても結構です。 

それでは次の「第 1章」で新たに追加になった章になります。まず、時代の趨勢というこ

とで、2 つのテーマで良いのか、もっと追加するものがあるのかどうか、そのあたりのご意

見があればお願いします。 

Ａ委員 ：これは意見というより質問ですが、人口減少・少子高齢社会の到来の中の、今後、若年女

性の減少が見込まれておりとある部分ですが、これは新たに統計的な数字を概算するとこう

なるのか、それともこのように向かっていく要素があるということなのか、ご説明いただけ

ればと思います。 

委員長 ：では、事務局の方からご説明お願いします。 

事務局 ：只今のご質問について、全国的な状況では、資料には付けていませんが、実際に年代別の

減少率を見ると、20～30代の女性の減少率が少し高めに出ています。八戸市においても全国

的な状況と同様に若年女性の減少が見込まれている状況は、当たっているかと思います。た

だこれは、先ほどの将来的な話ではなく平成 17年度と 25年度を比較した場合、非常に減少

しているという数値を捉えています。以上です。 

Ａ委員 ：ただ単に 2つの数字を比較した場合、若年層全体が減っており、特に女性が減っていると

いうことでしょうか。そのあたりの理由をもう少し分析する必要があると思います。一番出

産していただきたい年齢の方が減っているということは問題で、そこを食い止めることがで

きれば、出生率にも改善の兆しが見られるかと思います。何かその理由として考えられる要

素はあるのでしょうか。 

事務局 ：現状ではまだそこまでの分析には至っていません。 

委員長 ：もう少し時間をかければ、調べられるということでよろしいでしょうか。 

事務局 ：人口減少対策について、国では出生率の向上などを示していますし、国全体の人口が増え

ない限り、市で増やすためには流出を食い止めるという内容になっているので、その部分で

八戸市のどの人口構成の減少が多いのか、それに関して自然減なのか社会減なのか、そうい

った部分も含めて分析していき、今後、示していきたいと思います。 

Ａ委員 ：地方都市では今後、若年女性が半減するというような新聞記事もありましたが、だからと

いって都市部の方では若年女性が増えるのかというとそういった傾向ではない、では若年女

性はどこ行ったのかという疑問を持っていました。これからそこに注目させていただきたい

と思います。ありがとうございました。 

委員長 ：他にいかがでしょうか。何かあればお願いします。 

Ｂ委員 ：八戸市復興計画は、いつまでが復興計画で、将来的にどういう計画を持っているのか、お

伺いしたいです。 

事務局 ：八戸市復興計画ですが、計画期間が平成 23 年から平成 32 年までです。平成 32 年までの

間を大きく 3 つの復旧期・再生期・創造期に分けていて、現在の再生期が平成 27 年度まで

ということになっています。最終的にどこを目指しているのかというと、10年間で単なる復

旧に止まらず、その先の創造的復興ということで、震災をバネとして更なるまちづくりを進

めていくというところを目指しています。目指す姿としては、「より強いより元気なより美

しい八戸」「安全安心な暮らしの確保」「大震災をバネにした地域活力の創出」などといった

復興に止まらないその先のまちづくりを目指していくという計画です。 

委員長 ：これは、ホームページにも掲載されており、報告書にあると思います。 
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事務局 ：皆様のファイルにも復興計画はお配りしていますので、後ほどご覧いただければと思いま

す。 

委員長 ：他に何かあればお願いします。繰り返しになりますが、転換期はこの 2項目でよいかどう

かという点を含めて、ご意見いただければと思います。もちろん質問でも結構です。まずは

この転換期の 2項目ということにしますが、また全体を見たときに、ここの部分は変えた方

が良いとか追加したほうが良いというところがあれば、ご意見をいただければと思います。

「2 当市における人口減少・少子化・高齢化の状況」に先ほど詳しい説明はありませんで

したが、何かご意見やご質問などあればお願いします。 

これは最終的には、箇条書きになっているものを全て文章化していくものとして、色々な

ご意見をいただきながら進めることになるのでしょうか。 

事務局 ：はい、そのとおりです。2 次案の時点で、ある程度文章化したものを提出していきたいと

思います。 

委員長 ：箇条書きの部分についても、こういったものがあるのではないかなどあれば、ご意見をお

願いします。それでは、2 章の方に移ります。まちづくりの歩みということで、これまでの

経緯を示していますが、何かあればお願いします。 

Ｃ委員 ：先ほどのご説明では、都市発展の変遷については、さらに付け加えていくということで、

それは良いと思いますが、年表のような形で見ると非常に見づらいと感じました。縦か横に

して、年数を揃えて表現したほうが、わかりやすく頭に入ってくると思います。もう少し見

やすい工夫をお願いしたいと思います。 

これまでのところで、時代の趨勢を入れたということについて私は賛成です。非常に良い

方法だと思いますが、序章の 12 頁の計画の位置づけについて、最後の段で「今八戸市は、

まちづくりの大きな飛躍の好機を迎えようとしており、八戸新時代にふさわしいマスタープ

ランとして～」という記載がありますが、この部分の根拠が前段からずっと読んでいくと曖

昧だと思います。ネガティブなものとポジティブなものが入り交じっており、何をもって大

きな飛躍の好機を迎えようとしているのかがわからないと思います。それともう一つは、表

現として「迎えようとしており」ではなく、策定委員会の意志として、ここは好機に「しな

ければならない」「するべきである」という意志を発するべきではないでしょうか。 

委員長 ：この質問に対する事務局からの回答はありますか。Ｃ委員の言われたように、表記、表現

の細かい部分を見ると一部に疑問を持つところもありますが、それは最終的には全てチェッ

クしていくということになると思います。まずは事務局の考え方をお願いします。 

事務局 ：まちづくりの歩みですが、今回は項目出しということでこういった形で整えて、年表形式

で提出しましたが、実際に第 5次総合計画を見ていただければと思いますが、文章化して提

出したいと思います。その中身を見ていただいた後で、違う方が良いなどといったご指摘を

いただければ、また検討していきたいと思います。年表的なものとしては、附属資料のよう

な形で示すことができるかと思います。 

委員長 ：12頁の最後の位置づけに対する回答もお願いします。 

事務局 ：時代の趨勢の中で、飛躍の好機を迎えているという根拠が、充分に語り尽くされていない

のではないかというご指摘ですが、12頁の計画の位置づけに、復興の状況、さらには三陸復

興国立公園、スポーツを巡る明るい話題、中核市に向けての動き、それらを好機の根拠とす

る捉え方をしており、それらを 2次案に向けて文章化する中で繋がるような形で、記載して
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いきたいと思います。それともう一つ、「迎えようとしており」という表現について、策定

委員会としての意志をもう少し前面に出すべきというご意見がありました。その件について

は、あくまでこの計画は市の計画で、審議の皆様からご意見をいただいて作り込んでいくも

のと考えていますので、「すべきである」という提言のような形ではない形を考えています。

そこはご理解をいただければと思います。総合計画で進行管理上、市民委員会を作ってご意

見いただく意見書がありますが、あの意見書のような形ではなくて、あくまで市の総合計画、

長期計画という形でご審議いただくものということをご理解いただきたいと思います。以上

です。 

Ｃ委員 ：了解しました。議論の中で検討していきたいと思います。 

委員長 ：他にいかがでしょうか。 

副委員長：私もＣ委員のおっしゃった「好機を迎えようとしている」というのは脳天気過ぎないかと

いう意見に賛成で、前回、人口減少社会は本当に直面する課題だということで特出ししても

らいましたが、第 6次総合計画では、目の前にこういった緊急な課題を抱えているという危

機感を打ち出して、次の計画で向き合って解決しないと八戸の未来はないというくらいの意

識を共有する計画にしていただきたいと思っています。その課題へ果敢に取り組むというこ

とと、一方で飛躍の好機の明りが見えてきて、それを活かすという、その危機感と未来の明

るい希望の両方を、市民に対して示す必要があるのではないかと思います。やはり今までの

流れとは違うと思います。次の計画の 5年間は非常に重要な危機感を、市として持っている

ということを、意思表示すべきではないかと思います。 

委員長 ：ありがとうございました。これはひとつの意見ということで、参考にさせていただきたい

と思います。他に何かいかがでしょうか。 

事務局 ：副委員長からの今のご意見について、12頁の序章と計画の位置づけのところで、ここは第

5 次総合計画が今、終盤を迎えており、平成 28 年度までの 10 ヶ年計画ということで、第 5

次計画は運営してきました。1 年前倒しして総合計画を検討する意味をこの位置づけの中で

示して、副委員長のおっしゃるような危機感を共有するための共通認識の整理は、事務局と

しては 14頁第 1章の時代の転換期あたりで、今置かれている状況をさらに膨らませた形で、

次回は整理させていただく形でよろしいでしょうか。 

副委員長：はい。場所は第 1章の方になるかと思います。 

事務局 ：そのような形で進めさせていただきます。 

委員長 ：他にいかがでしょうか。 

Ｂ委員 ：18 頁の市の歴史ですが、南部氏ゆかりの地で、八戸の誇りを持っていくという意味でも、

南部師行をもっと前面に出して、それからの歴史というのも示してほしいと思います。どち

らかというと盛岡に対して何となく引け目を感じているというところは、市民の底流にある

と思います。このあたりを南部発祥の地とプライドが持てる歴史認識が持てるような記載が

重要視されていなくて、どちらかというと安藤昌益とか、そちらの方が先行しているような

気がします。今一度、南部発祥の原点に立って、この南部地域というか北東北 3 県に対する

産業政策を考えていけるような、歴史認識が持てるようにしていただければと思います。 

委員長 ：南部師行など、私はあまり詳しくないのですが、事務局として何かあればお願いします。

記述の仕方だと思うので、少し工夫すれば良いかなと思います。それでよろしいでしょうか。 

事務局 ：第 5 次総合計画の中でも、南部師行が根城に城を構えたことからはじまり、盛岡藩主南部
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重直のあたりを色々と記載させていただきましたが、文章化の中で皆様からご意見をいただ

ければと思います。 

委員長 ：他にいかがでしょうか。それでは、序章から第 2 章まで確認したということにしたいと思

いますが、何か言い忘れたことやご意見があればお願いします。 

Ｄ委員 ：18 頁の都市の変遷のところで、年表のように記述が変わっていくイメージをしたときに、

平成になると毎年、何か事業などがあるような形になっており、昭和は 39年で終わっている

状況になっているので、まとめ方について、何を基準にチョイスするのかなど検討いただけ

ればと思います。 

委員長 ：皆様が見られて、ここは抜けているというようなところはあればお願いします。繰り返し

になりますが、ここは事実を羅列しているという状況で、今後もう少し選択や追加があるか

とは思います。他に何かあればお願いします 

Ｅ委員 ：15 頁の少子化の進行の今後の見込みとありますが、出産年齢女性が 15～49 歳となってい

ますが、この幅というのはどのように決めているのかということと、もう 1 つは、新しい構

成の部分で時代の趨勢という言葉が入っていますが、一般市民が見たときに「趨勢」という

言葉よりも、もっとわかりやすい言葉で示した方が良いのかなと思いました。 

委員長 ：まず 1つ目の質問について、事務局からお願いします。 

事務局 ：国の方で一般的な指標として、出産年齢の女性を 15～49歳と位置づけられていることから、

資料の中ではそういった表記をしているところです。今後、表記の仕方を検討していきたい

と思います。 

委員長 ：もう 1つは「趨勢」という言葉が、少しわかりにくいのではないかというご意見でしたが、

何か皆様から、こんな言葉が良いというようなものがあればお願いします。 

Ｆ委員 ：私も資料をいただいた時に「趨勢」が読めませんでした。「うごき」とか「動向」とか「情

勢」とか、全般的に「まちづくり」などの平仮名表記が多いので、平仮名で「うごき」など

という方がわかりやすいかと思います。この漢字が読めなくてつまずくよりは良いのかなと

思います。 

委員長 ：わかりやすい説明で、「動向」「情勢」「うごき」ということでした。どれが良いか、いずれ

にしてもこういう形の方が良いと思います。具体的にこの場では決まらないと思いますが、

「趨勢」よりはわかりやすい表現ということでしたので、今のＦ委員からの参考意見として、

もう少し検討していただければと思います。他にはいかがでしょうか。 

Ｇ委員 ：先ほど、Ｄ委員から昭和 39年以降の記載がないとのご意見がありましたが、八戸がまちづ

くりの過程で大きな影響を受けた、変化をもたらした時代だと思います。十勝沖地震があり、

狭い所で多くの人が生活する中で、中心市街地が他の都市に比べて非常に狭い市街地になり

ました。コンパクトシティを目指すのであれば、昭和 39年から平成元年あたりのまちづくり

は、今の課題が解決できた時代で、八戸が解決していかなければならない課題の出発点を数

多く作っていると思います。そのため、この昭和 39年から平成元年までの取り組みはもう少

し丁寧に記載してほしいと思います。 

委員長 ：具体的なお話が出ましたが、昭和 39年以降、新産業都市に指定されるなど、様々な動きが

あったことは確かなので、その点はピックアップしながらもう少し整理した方が良いかと思

います。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

Ｈ委員 ：17頁の防災力の強化の最後のほうに「市民の安全確保を図るため、ハード・ソフト両面か
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ら総合的に防災対策を推進している」と記載していますが、ここに公的な部分でのハードの

活動と、もう 1 つは地域の力を借りないと、安全の確保ができていかないと思います。行政

で公的にできる部分と、地域で具体的な活動を今、実施していますが、そのような形で総合

的な防災対策を推進していくというような、ハードとソフトの両面での部分を少し加えてい

ただければと思います。 

委員長 ：後ほど、また意見交換を行いたいと思いますが、23頁に公助だけでなく、地域の力の共助

の部分も少し入れておいたほうが良いのかなという今のご意見を聞きながら思いました。実

際は、そのあたりを第 2 章に記載していますが、こちらにも記載した方が良いのかなと思い

ます。他に何かありませんか。 

それでは、第 3 章に移りたいと思います。ここでは項目として 8 項目あります。最初に 8

項目を見て、何か追加するものがないかどうか、ご意見あればお願いします。 

Ｉ委員 ：豊かな美しい自然環境の中に、温泉の量・湯量が青森県は日本一、それから事業所が日本

一です。八戸市はわかりませんが、温泉を記載した方が良いと思います。それから日射量は

多いのですが、日照時間は「長い」という表現です。 

委員長 ：温泉も 1つの特徴になっていると思います。あと、表現についてこの部分に限らず全体的

に少し見直しが必要なところは見直していただければと思います。 

Ｃ委員 ：8 項目で良いかどうかというところは、私は八戸だから 8 で良いかなという単純な考えで

いました。1 項目から 8 項目までの序列には何かルールがあるのかなということをお伺いし

たいです。第 5次総合計画も同じような流れの項目立てになっています。今回は転換期であ

るとか新時代というようなことを謳うわけですから、新たな切り口とや印象付けが必要だと

思います。そういった意味では、少子高齢化と併せて大事なものはやはり産業・経済だと思

います。産業・経済がまちづくりの 1番の核になるところだと思いますので、この部分をも

う少し前面に押し出すべきではないかと思います。これは次の第 4章のまちづくりの課題で

もそうですし、第 5章の目指す姿でもそうですが、比較的ソフトな時代、やさしい時代を我々

は過ごしてきたような気がするのですが、今後は少し違うぞというような予感があるわけな

ので、何をもってこれからまちづくりを進めていくのか、大きな命題としっかりと向き合う

べきだと思います。そのため、3 章以降の項目立ての順番について、何らかの意思表示をす

べきだと思います。特に私は経済の部分をもっと前面に出して、そこを 1つの流れとして示

せれば、議論も深まると思います。 

委員長 ：項目としては 8つで良いが、トップに持ってくるものなど、順序性を考えた方が良いとい

うことでしょうか。 

Ｃ委員 ：市民の力はやはり重要だと思います。その次の大学や自然環境もそうですが、我々の力で

変えていくべきものの 1 番は、産業集積だと思うので、1 番か 2 番の位置づけではないかと

思います。自然環境については、変えられる部分と変えられない部分があり、それを我々が

どう継続するか、あるいは守っていく、活かしていくというようなことだと思います。産業

の問題を全面に押し出し、また、課題としてはその中で少子高齢化があるべきと思います。 

 少子高齢化について、出生率が今は 1.3～1.4 程度になっていますが、やはり目指すべき

は 1.5以上でなければなりません。このままだとブレーキがかかります。北欧とか欧米の中

で 2程度まで上昇したコツとしては、女性の社会進出をしっかり支えていくための子育て支

援や環境づくりに対して、国の GDPの 3％程度を投資しています。日本の場合は 1％程度で、
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八戸の場合、2％を目指すための先行投資として、何を目標に数字を表せば良いのかわかり

ませんが、今後の少子高齢化を捉えていくには、そういった指標をデータで押さえて提示し

ていく計画を策定すべきではないかと思います。あと、高齢化の中で 60歳から 65歳あるい

はその先も含めてまだ働ける世代には、もっと働いていただくための施策を打ち出して、少

子高齢化に少しでも時間の猶予を与えつつ、少子化を回復していくというシナリオを打ち出

すような議論を深めていくべきだと思います。 

委員長 ：ひとつだけ事務局から回答いただきたいのは、順序性の部分です。特別、意味があっての

順序なのかどうかをお願いします。 

事務局 ：順番については皆様にご議論いただければと思いますが、事務局の考え方としては、人、

自然、歴史、それから産業の順番になっており、その意図とするところは、普遍的な人、自

然、歴史を先に位置づけて、人工的な社会的に作られたものについては、後出しで整理して

いますが、特に順番などによる重さの違いは変わらないと思っています。皆様でご議論いた

だければと思います 

委員長 ：Ｃ委員から、1 つの提案がありましたが、それに関して皆様からご意見あればお願いしま

す。 

J 委員 ：私もＣ委員と同じように、女性進出に関しての項目をやはりここに記載していただきたい

ということが 1つと、それと八戸市の場合は、昔から生涯学習や社会教育が根付いている地

域で、公民館活動もそうですが、今後は地区防災の面からも、子育てしやすいまちをアピー

ルしていくためにも、今までの地域支援の説明だったり公民館活動だったりとか、地域の方

たちの学習の場であったりとか、地域の力を前面に出す必要があると思います。それからこ

の中に子供たちの教育の部分の文言がないのが残念です。もちろん教育の部分もそうですが、

地域が学校と連携している事業なども八戸市の場合は青森県の中でも進んでいるし、全国的

に見ても実施している方です。そういう教育の部分が出ていないところは残念なので、市民

がもっとやる気が出るような、そういう文言も加えていただきたいと思います。 

委員長 ：3 章の章立てとしては地域資源としていますが、その中に今の教育の部分、教育力という

ようなものがあれば良いということでしょうか。それと、子育ての件はいかがでしょうか。 

J 委員 ：子育て支援についても八戸市の場合は、地域ボランティアのサロンとか広場が根付いてい

て、しかもそれが横繋がりでネットワークされており、社会福祉協議会の力も大きいですが、

全国的にみても本当に充実しているところで、子育て支援の部分はかなり進んでいる事業を

多く持っているので、そういった部分も記載していただければと思います。 

Ｋ委員 ：地域資源についてですが、これから地域を作っていく、考えていく上で非常に大きな原動

力となる重要な部分だと思います。その中で、そもそもこの 8つの項目を地域資源として良

いのであろうかと少し感じました。先ほど、Ｃ委員も少し触れられていましたが、地域資源

の捉え方がずっと代わり映えしない。こういった資源があるという羅列で、年代が変わって

も内容は一緒だという印象があります。地域を支えていく地域資源というのは進化していく

部分もあるかと思います。色々なものに付加価値がついて、市民力でさらにそれがアピール

していける材料となっていかなければいけないと思います。その八戸の地域資源を示すにあ

たっての発信力とか強みというものが、弱いと思います。具体的な案は思い浮かばないので

すが、そのあたりを工夫する必要があると思います。 

あと、細かい部分ですが、豊かな美しい自然環境の三陸復興国立公園の部分に「ビジター
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センターのオープン」とありますが、これは「インフォメーションセンター」です。ビジタ

ーセンターとインフォメーションセンターはカテゴリが違っています。「みちのく潮風トレ

イルの一部開通」というのも、総合計画の完成する頃には全部開通していると思います。将

来の計画を作るので、情報が少しずつ古くなっていく部分はありますが、そのあたりも先を

見越したような総合計画であるべきだと思います。 

委員長 ：内容をもっと発進力のある表現にするということと、最新の情報を入れた形で記載してい

くということかと思います。それと先ほど項目の順序性に関して、子育て支援が非常に充実

していて、地域教育も大きなものになっているため、地域資源の新たな項目として入れたほ

うが良いのではないかというお話がありましたが、ここの部分について、他に何か意見があ

ればお願いします。 

Ａ委員 ：私も先ほどの女性がもっと働きやすい地域環境は大賛成でして、女性人口、出産女性人口

が減るというお話がありましたが、そういったことを食い止めるためには、若い人と女性が

住みやすい、働きやすい環境を作るということが、一番正解だと思います。Ｃ委員から年配

者の方も続けて働けるようにとのお話がありましたが、私も含めて年配者はそろそろ若い人

に席を譲って、若い人たちや女性たちがバリバリと活躍できる環境を地域として作っていく

ことが、結果的にこの地域を活性化させ、人口も増加していくと思います。それからまちづ

くりの原動力になっている昭和 50 年代のラブはちのへ運動と記載していますが、これは、

先ほどＤ委員がお話した昭和39年から平成元年までの間にこの地域で行った重要な活動の1

つとして、加えて良いのではないかと思います。ラブはちのへ運動だけでなく、それに連動

したような様々な民間での地域活性化の活動があったという主旨を入れても良いと思いま

す。 

委員長 ：ここでは、順序性も含めてこうしようということが決められないので、まずは事務局ベー

スで検討していただき、また次回提出ということで、よろしいでしょうか。 

事務局 ：順番については、まだ結論は出ていないということで、それについては次回の委員会で再

度、ご検討いただくような内容でよろしいでしょうか。 

委員長 ：Ｃ委員からのご意見は、産業集積を含めた部分を最初に示した方が良いのではないかとい

う意見だったと思います。 

Ｌ委員 ：私はＣ委員と同じで、出生の問題にしても福祉の問題にしても、やはり地域の産業活性化

がないかぎりは、絵に描いた餅にすぎないと思います。そういった面から、地域資源を利用

した産業の活性化によるまちづくりが、トップに来るべきだと思います。東京で最近よく言

われていますが、人口のブラックホールと言われています。若年層、子どもを作る層が、ほ

とんど東京に集まって東京の出生率が低い状況なので、地方に雇用の場があれば、子どもは

増えると思います。東京にしかないという状況があり、東京では子どもは作れないというわ

けです。地方であれば、1 人でも 2 人でも 3 人でも子どもを作れると思います。しかし、職

場がないというのが問題で、前提条件として、地方の経済活動が必要となります。 

委員長 ：他に何かあればお願いします。 

Ｂ委員 ：地域の経済の活性化は誰でも望んでいますが、具体的なものがなかなか出てこないという

ことがあります。例えば誘致企業ということで頑張っている例もありますが、上手く雇用が

確保できるような誘致企業はこないと思います。どちらかといえば、今の時代は、地元で発

信していくという考え方の方向を転換しなければならないと思います。そういう意味で、大



-10- 

学等の知的資源という、大学が先頭をきって地域経済を引っ張っていく、いわゆる大学のベ

ンチャーをはじめとした方向性を探っていければ良いと思います。例えば大学などで、いわ

ゆる地域シンクタンクのような要素を考えるのも良いですし、もっと具体的に、例えば IT

でもっと農業関係に入り込んでいって、農業者が使えるようなパソコンを作るとか、そうい

うプログラムを作って提供するとか、それを農家の現場の人と一緒にやるとか、介護ロボッ

トとかロボット関係などもこの地域で介護関係に活用できるような大学発のベンチャーや、

あるいはまたスマートシティを目指したエネルギーの地域経済への活用というような、地元

で雇用が作っていけるような場面をもっと作っていってほしいと思います。 

委員長 ：重要な提案だと思います。色々なご意見があり、新たな提案もあるのですがそれを含めて、

順序はこのままにしておいて、また次回意見をいただくということで、いかがでしょうか。 

Ｍ委員 ：議論を事務局の方で深めていくということでお願いしたいと思います。地域資源と産業と

いう話が出ています。やはり八戸の産業という意味で大きな地域資源は港湾だと思います。

これだけの港というのは北東北というか東北随一だと思います。こういう港を活かした産業

活性化は進めていくべきだと思います。それと、細かな用語ですが、22頁の広域交流の拠点

機能のところで、「重点港湾」という言葉がありますが、これは確かに今の港の格付けの中

では、「重点港湾」という言葉ですが、歴史では、「重要港湾」という表現になっていて、前

は「重要港湾」という位置づけで、4～5年前に「重点港湾」という位置づけに変わっていま

す。細かな話ですが説明を入れておいたほうが、良いと思います。あと、同じような点で「内

航フィーダー航路」とありますが、現在、国の方では「内航フィーダー」という言葉は使っ

ておらず「国際フィーダー」という言葉になっていると思うので、訂正していただければと

思います。それともう１つ、21頁の産業のところで業種の例示が、紙・パルプ、非鉄金属と

ありますが、できれば貿易額で大きな数字を占めている産業の中で、造船があるので、例示

の中に造船も加えていただければと思います。 

委員長 ：それでは今の造船、それと事務局の方で、今のフィーダーや重点・重要港湾などについて

回答できることがあればお願いします。 

事務局 ：こちらは調べて正しい記述にさせていただきたいと思います。 

委員長 ：それでは、第 4章のまちづくりの課題について、ここは 5つの大きな項目があって、それ

ぞれの内容で特に追加する点などあれば、ご意見をいただければと思います。 

Ｉ委員 ：24頁に、先ほどから出ている男女共同参画の推進、促進と記載していただければと思いま

す。女性の教職員について一番困ったことは学童保育で、今一番の問題であると思います。

男女共同参画の促進で、その環境整備をする場合は学童保育をお願いしたいと思います。 

委員長 ：これは、特に問題ないかと思います。他にはいかがでしょうか。 

Ｆ委員 ：24頁の若者の定住を促進させるという部分に、追加していただきたいと思うことは、いわ

ゆる U ターン、I ターン、J ターンについて、大前提としては雇用がなければ実現できませ

んが、八戸から出て行き、東京や仙台で活躍した経験を、地元に戻って活かせるような施策、

また北海道あたりから八戸に来て、経験を発揮してもらえるような Jターンなど、そのよう

なことを示せば良いと思います。 

委員長 ：若者だけでなく、他地域で経験を得た方のいわゆる U ターン、I ターン、J ターンについ

て、記載していただければと思います。他にあればお願いします。 

Ａ委員 ：23頁の下の東日本大震災に関する部分ですが、役所的な発想だと思いました。教訓として
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個人の防災意識を向上させる取り組みが必要とあり、「させる」という表現は役所的だと思

います。個人や事業所の防災意識の向上と連動する取り組みが必要というような言い方にで

も変えていただければと思います。 

委員長 ：行政としてこういう防災関連の意識の向上と連動した形の向上と 2つあると思うので、そ

れらを記載する必要があると思います。他にいかがでしょう。 

Ｅ委員 ：24頁の上の方で、高齢者が運転できなかったり、外出もできないということが記載されて

いますが、その中で、公民館とサロンの充実により、地域で外出できなければ、出向くとい

うイメージで、公民館とサロンの充実が必要ということを付け加えてはどうかと思います。 

あと、少子高齢化というとマイナスイメージですが、逆に高齢者が若者をサポートしようと

いう意識づけなど、記載の仕方によっては明るいイメージになると思います。支えられる高

齢者が多くて、若い人たちに支えられるというイメージが強いのですが、高齢者もまた少な

い若者をサポートするという意識も示した方が良いと思います。 

委員長 ：非常に重要な指摘だと思います。他にいかがでしょうか。 

Ｎ委員 ：24頁の経済雇用対策の充実のところで、少子化対策、出生率の向上のため、企業誘致の促

進、起業支援ということは必要だと思いますが、一方で、第 1次産業以外でも今は人手不足

が深刻になってきています。これがどれぐらい続くのか、大きな流れになるのかはわかりま

せんが、そのあたりも踏まえた表現を加えていただければと思います。需要がない労働力は

それなりに解決していく必要がありますが、人手不足で悩んでいる時に誘致企業の支援が示

されると反発を感じるという部分もあると思います。そのあたりもご検討いただければと思

います。 

委員長 ：少し表現を検討する必要があると思います。他にいかがでしょうか。 

副委員長：色々な委員から、女性の活躍の話が出てきているので、私は女性問題を少子高齢化の中で

示すのではなく、第 4章まちづくりの課題もしくは第 5章目指すべき姿のどちらかの章に別

立てで、少子高齢化と同じレベルで女性の活躍についても課題を抽出して、これから続く施

策を明確に連結させて、将来の予算づけにまでつながるような項目立てが必要だと思います。

色々な自治体がこれから同じような議論をしていくわけですが、八戸は特に女性の問題に真

剣に取り組んでいるということを明確にして、女性が八戸に移住したいと言うぐらいに魅力

ある計画にするべきだと思います。他地域の事例で練馬区は子育ての支援が豊富です。女性

にとっては、そういった行政側の仕組みに対して敏感に反応すると思います。これからは子

供が生まれるまで待っていられないので、他の都市から女性に移住していただく必要がある

ので、八戸は女性問題に対して課題認識が進んでいるという計画にしていただければと思い

ます。 

委員長 ：これは第 5 章でもありますが、この項目を両方に入れるかどうかという問題もあります。

まずは、格上げということで検討します。 

Ｏ委員 ：女性の社会参画ということで、子育て支援などの話が出ていますが、女性だけに限らず、

男性の意識を変えて、なおかつ男性の働き方を見直すということも、記載していただければ

と思います。 

委員長 ：これは副委員長が言われたあたりに記載するということで良いと思います。 

Ｅ委員 ：24頁の若者の定住という部分ですが、八戸市には看護師とか保育士を養成する学校があり

ますが、せっかく養成していても都会に流れるという傾向があって、看護師不足と言われて
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います。八戸市として養成校を卒業した学生が八戸に就職したいと思えるようなシステムを

構築していければ良いと思います。保育士や看護師、その他資格の取れるところもあると思

いますが、八戸市で育った学生が大都市に流れないように、八戸市で就職したらこういった

良い点があるとか、そういった形で若者を八戸市に引き留める方法を盛り込んでいただけれ

ばと思います。 

委員長 ：看護師の話で具体的に、病院関係の話も出てくるかと思いますが、あまり職業にはこだわ

らず、高等教育機関や関係機関を修了した人を定住させるような仕組みということだと思い

ます。 

Ｐ委員 ：23 頁の生活の安全確保について、「自主防災組織率は高い水準を維持しており」とありま

すが、青森県は全国からみて、下から 2番目か 3番目の自主防災組織率と思います。八戸は

年々少しずつ組織率は上昇しており、県内の中でみても高い方ではありますが、100％の市

町村もあるので、それと比較するとそのままで良いのか、防災組織率を上昇させなければな

らないという方向に行くのか、それが少しわからないと思いました。 

委員長 ：事実はどうなのでしょうか。資料には高い水準とあります。 

事務局 ：確かにＰ委員のご意見のとおり、青森県は全体では低い水準にあります。人口規模などが

小さい町村になると、自主防災組織率 100％というところが出ています。ただ、人口規模な

どが大きい都市部を考えた時、青森市の組織率に比べて八戸市は極端に高い状況です。組織

率は約 80％だったと思いますが、そういった部分で進んでいると思います。表現については、

皆様にも自主防災組織率は情報提供させていただいているので、文章にした際の表現につい

て議論いただければと思います。 

委員長 ：それでは第 5章に移りたいと思います。ここではキーワードということで、これ以外に考

えられるものがないかどうかというところでご意見をいただければと思います。最終的には

2次案のほうに反映されてくるという形になります。よろしくお願いします。 

Ｉ委員 ：世界に開かれた八戸市というキーワードは、以前、申し上げましたが、八戸市のホームペ

ージは英語表記がない、街の看板にも記載がない状況です。北海道のホテルに先日、宿泊し

ましたが、中国人と韓国人が多く滞在していました。産業もそうですが、外国人に関わるビ

ジネスを展開しています。できれば、世界に開かれた八戸市ということで、日本地図ではな

く世界地図をキーワードに変えていただければと思います。例えば、「世界に開かれた産業

が活発で働く場の充実したまちづくり」でも良いですし、「観光資源が充実し世界各地全国

各地から人々が訪れるまち」などでも良いと思います。 

委員長 ：確かに、今後、新しく計画しているスケート場とか国際会議、国際大会とか、そういった

場は増えてくると思います。そういった視点は必要だと思います。他にいかがでしょうか。 

Ｍ委員 ：副委員長のお話と関連するかもしれませんが、アンケートでも港湾施設が充実し貿易が盛

んだという回答割合が高いので、観光とか文化的な面で世界に開かれたということと、産業

という面でも世界に開かれた港湾都市ということもご検討いただければと思います。 

委員長 ：今のＭ委員のお話も世界と国際というのが共通事項です。世界に開かれたというキーワー

ド、そういった意見が出ました。今後、この部分も文章化されていくので、またご意見をい

ただければと思います。他に全体をとおして何かあれば、お願いします。 

Ｂ委員 ：20 頁と 23 頁の町内会の加入率についてです。町内会の加入促進を行っているものの、な

かなか加入率が上がらないという状況で、担当者も大変な思いをしていると思います。町内
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会と市だけではなく、メディアなどを活用、協力して加入促進を検討するなどが必要だと思

います。また、加入の必要性を説明する対談とか基調講演とか、あるいは災害時に町内会に

入っていて助かったなどのメリットの意見を出し合う場などを作っていっていただきたいと

思います。 

委員長 ：もっとマスコミを巻き込んで加入促進を行うというお話です。ありがとうございました。

それでは皆様から様々なご意見いただきましたので、この意見を踏まえて 2 次案の作成を進

めることになります。次回の策定委員会は、2 次案についてご議論いただくことになります

ので、よろしくお願いします。それでは、事務局のほうからお願いします。 

次第 その他 

事務局 ：次回の会議の予定ですが、10 月 24 日（金）を予定しています。時間場所については、今

回と同じ場所を考えています。開催期日が近くなりましたら、あらためて皆様にはご案内さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

次第 閉会 

司会  ：それでは以上をもちまして、本日の会議をすべて終了とさせていただきます。本日は時間

を過ぎまして、長い時間どうもありがとうございました。 


