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第３回 八戸市市政評価委員会 議事録 

日 時  令和３年６月２５日（金）14 時 00 分～16 時 00 分 

場ところ  八戸市庁別館８階 研修室 

出席委員  ８名 水野眞佐夫 委員長､圓山重直 副委員長､上野茂宣 委員､河村忠夫 委員､ 

川守田礼子 委員､坂本禎智 委員､工藤貴博 委員､吉田博充 委員 

事 務 局  岩瀧 総合政策部次長兼政策推進課長､森林 参事､須藤 主査､毛呂 主査 

 

【１．開会】 

○司会： 

定刻となりましたので始めさせていただきます。本日はお忙しいところ御出席いただ

きましてありがとうございます。只今から第３回八戸市市政評価委員会を開催いたしま

す。本日の会議でございますが､委員 10 名中７名の皆様に御出席いただいておりますの

で､八戸市市政評価委員会規則第５条第２項により､会議が成立していることを御報告い

たします。なお､本日は小笠原委員､間山委員の２名が所要のため欠席でございます。Ａ

委員は会議の途中から御出席と御連絡をいただいております。 

本日傍聴される方へお知らせいたします。当委員会におきましては､傍聴人の会議での

発言は出来ませんのでご遠慮下さるようお願いいたします。また､写真撮影・録音等の行

為､その他会議の進行に支障をきたすような言動､行動は慎んで下さるようお願いいたし

ます。御協力のほどよろしくお願いいたします。本日の議事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いたします。 

それでは､資料の確認をしていただいたあと､本日の議事に入りたいと存じます。本日

の会議資料はお手元に配布しております､「次第」､「席図」､「八戸市市政評価委員会委

員名簿」､資料１「政策公約の実施状況（実施率）の考え方について」､資料２「政策公

約評価書（案）」､資料３「パブリックコメントの実施（案）について」でございます。     

資料１から３は事前にメールで送付させていただいた資料となりますが､一部資料の

差替えがございますので御説明いたします。まず､資料１の２枚目「別紙」について差替

えをしてございます。続いて資料２では､６ページから７ページを差替えさせていただい

ております。これに伴いまして事前送付した資料の８ページ以降のページ数も変更にな

っておりますので本日の審議におきましては､大変申し訳ございませんが､本日お配りし

た資料を御覧いただきますようお願いいたします。 

また､第１回の会議においてお配りしました「市長４期目政策公約まちづくりへの新た

なステージへ」､「平成 29 年度政策公約評価書」､「市長４期目政策公約３年間の進捗状

況」こちらもお手元に御準備いただくようお願いいたします。資料についての説明は以

上でございます。 
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過不足等ございましたら､事務局までお申し付け下さい。よろしいでしょうか。それで

は､議事に入ります前に､水野委員長から御挨拶をお願いいたします。 

【２．委員長挨拶】 

◎委員長： 

それでは一言御挨拶申し上げます。本日はお忙しい中こうしてお集まりいただきまし

てどうもありがとうございます。今日の議案として３件､議案の１から議案の３まで用意

されています。本日特に､案件の２ですね。政策公約評価書（案）について本日決定させ

ていただきたいということ。そしてそれに続けて､パブリックコメントの実施方について

準備を進めて行きたい。そのように考えております。限られた時間で､タイトなスケジュ

ールですけれども､委員の皆様には御理解をいただいて､多面的に御意見をいただきたい

と思っております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

○司会： 

ありがとうございました。 

これから議事に入りますので､水野委員長よろしくお願いします。 

 

【３．案件１ 政策公約の実施状況（実施率）の考え方について】 

◎委員長： 

はい。それでは､しばらくの間議長を務めさせていただきます。まず､案件の１につい

て事務局から説明をお願いします。 

○事務局： 

それでは､事務局より案件１「政策公約の実施状況（実施率）の考え方について」御説

明いたします。大変恐縮でございますが､着座にて御説明させていただきます。 

では資料１「政策公約の実施状況（実施率）の考え方について」を御覧下さい。 

資料１は政策公約の実施状況､実施率について､第２回委員会でいただきました御意見

を踏まえた変更案を御説明するものです。二重丸の箇所ですが､第２回八戸市市政評価委

員会での委員意見として､「「実施中」で実施率を 100％とする考え方が分かりづらく､「実

施中」であっても､取組を繰り返している場合や､完了はしていないが計画通り進んでい

る場合など違いがあるため､評価書の中で実施区分の考え方を丁寧に説明する必要があ

る。」との御意見をいただいております。 

事務局としましては､政策公約の実施状況については､政策公約を実施しているかどう

かを「実施率」として表すものであり､「実施済」と「実施中」については､両区分とも

に実施していることに違いは無いため､評価を分かりやすくする観点から「実施」とまと

めさせていただいたものでございます。 

変更箇所として､対応事業の実施区分のうち「実施済」､「実施中」を「実施」に統一

し､加えて､実施区分､事業の実施状況欄で考え方を詳細に記載するように変更しており
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ます。 

具体的な変更前と変更後の考え方は､Ａ４横版の別紙を御覧下さい。別紙の表の左側が､

第１回委員会で御説明させていただいた実施区分と実施率の考え方、右側が変更後の案

となっております。変更前の実施区分は､「①実施済」､「②実施中」､「③検討中」､「④

一部実施」､「⑤未実施」の５区分でございましたが､変更後では､実施済､実施中を「実

施」という区分に統合しております。 

また､実施の実施状況の考え方として､一点目は､「計画の策定など､既に事業が完了し

ているもの」、二点目は､「医療費の助成など､事業を継続して実施しているもの」、三点

目は､「建物の整備など､実施計画等が済み､事業の完了が見込まれているもの」これら､

三点を実施として区分し､実施率 100％と取り扱う基準にしております。 

第２回八戸市市政評価委員会での､委員意見を踏まえた､変更案についての説明は以上

となります。 

◎委員長： 

どうもありがとうございました。前回､第２回の委員会で､委員の皆様に議論いただい

た評価方法に関して事務局の方で再検討いただいて､変更点を今御提案いただきました。  

今の説明に関して､御質問や御意見はございませんでしょうか。どうでしょう。副委員

長いかがでしょう。 

●副委員長： 

よろしいのではないでしょうか。前回の議論が反映されていると思います。 

◎委員長： 

ありがとうございます。それでは､この修正に対して異議なしということで進めさせて

いただきたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 

【４．案件２ 政策公約評価書（案）について（冒頭から評価方法までの説明）】 

◎委員長： 

それでは､案件の２つ目「政策公約評価書（案）について」の審議を進めたいと思いま

す。 

この審議の進め方ですけれども､ 初に冒頭から評価方法まで一括して議論を進めさ

せていただきたい。そしてその後に､４つの政策分野ごとに区切って､順番に確認してい

きたいと思っております。 

後に４つの政策分野の評価が終了した時点で政策公約の総合評価を確認するという

流れで進めて行きたいと思っております。 

◎委員長： 

ではまず冒頭から､評価方法までの説明を事務局からお願いいたします。 

○事務局： 
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それでは､政策公約評価書（案）の冒頭から政策公約の評価方法までの御説明をいたし

ます。 

それでは､資料２を御覧願います。まず､「政策公約評価書（案）を作成するにあたっ

ては､第２回委員会で､客観性を確保する」､「市が取り組んできたことが市民に伝わり､

かつ分かりやすい評価書を作成するべきである」という委員御意見と､「評価書の大事な

点は総括部分であり､評価の総括部分は､数字の羅列だけではなく写真などを入れて､事

業の取組状況も入れるなど､分かりやすく丁寧に記載した方が良い」というような御意見

をいただいております。 

その御意見を踏まえ､市の取組実績の掲載部分を増やし､分かりやすい表現で案を作成

し､政策公約の総合評価において､政策公約ごとに主な取組状況と､指針を追加させてい

ただいております。 

それでは､評価書の冒頭から評価方法までの御説明をいたします。まず､表紙をおめく

りいただきまして､目次を御覧下さい。目次の構成は大きく分けて､「Ⅰ 評価書の作成

に当たって」､「Ⅱ 政策公約の総合評価」､「Ⅲ ４つの政策分野の評価」で構成して

おります。「Ⅰ 評価書の作成に当たって」では､まず「１ はじめに」､「２ 政策公約

の概要」､「３ 市政評価委員会の概要」､「４ 政策公約の評価方法」、そして､「Ⅱ政

策公約の評価方法」では､総合評価と評価一覧を。そして「Ⅲ ４つの政策公約の評価」

では､各政策分野ごとに「（１）全体評価」と「（２）重点施策の評価」を記載しておりま

す。 

次に１ページを御覧下さい。こちらは､「１はじめに」になっております。「はじめに」

ではこれまでの経緯や審議の状況､客観的に評価を行う等の評価に当たっての留意点な

どを記載しており､ 後の２行目に「本評価書の提示を通じて､市民の皆様の市政への関

心が高まる更なる市勢の発展や､市民福祉の向上につながることを期待します。」を結び

としております。 

次に､２ページ目を御覧下さい。「２ 政策公約の概要」でございます。こちらは､政策

公約の構成のイメージ図と（１）重点施策の一覧を記載しております。こちらの方は､政

策１から政策４までの重点施策を４ページまで､記載させていただいております。 

次に､５ページを御覧下さい。「３ 市政評価委員会の概要」となっております。こち

らは､委員会の目的や職務､委員構成､審議経過を記載しております。（４）審議経過では､

これまでの審議状況を示しているほか､これからの予定でございますが､下線を引いてい

る箇所でございますが､パブリックコメントを予定として記入しております。こちらの方

は､日程が確定後に修正をさせていただきます。 

次に６ページを御覧下さい。「４ 政策公約の評価方法」となっております。評価方法

として､政策公約は４つの政策分野のもと､30 の重点施策を掲げ､市はその実現に向けて

89 の対応事業に取り組んでおり､評価対象が極めて多岐にわたっている。そのため､政策

公約の評価に当たっては､市民の視点に立ち､わかりやすく客観的に示すことを基本とし､

以下の２つの評価指標と委員会の意見に基づき､30の重点施策の評価､４つの政策分野の

評価､政策公約の総合評価を行った旨記載しております。２つの評価指標といたしまして､
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政策公約を実施しているかどうかを表す､①政策公約の実施状況､そして､政策公約の達

成度のついて､市民がどう思っているかどうかを市民アンケート得点として表す、②政策

公約の市民評価を用い､総合評価をする旨、記載させていただいております。 

次に（１）政策公約の実施状況につきましては､案件１で御説明させていただきました､

第２回委員会での委員意見に対して､変更した実施区分､実施率の考え方を記載させてい

ただいております。 

７ページ目を御覧下さい。「（２）政策公約の市民評価について」でございますが､まず､

「（ア）調査内容」､「（イ）調査対象者」､「（ウ）調査期間」､「（エ）回収状況」､「（オ）

市民アンケート得点の算出方法」を記載しております。（エ）の回収状況は､対象者 1,110

人中､663 票を回収しており､回収率は､59.7％となっております。平成 29 年度に実施い

たしました市民アンケートでは､回収率は53.7％となっており､前回アンケートと比べま

すと､回収率は６％ほど高くなっております。なお､第１回委員会などでも御説明いたし

ましたが､市民アンケートの得点の算出方法は､（オ）に記載がある通り､選択肢を点数化

し､その平均で市民アンケート得点を計算しております。冒頭から政策公約の評価方法に

ついては以上でございます。 

◎委員長： 

はい。ありがとうございます。目次を見ていただきますと､ローマ数字のⅠの部分です

ね。評価書の作成にあたっての中で､冒頭から評価方法のところまで、御説明をいただき

ました。この点に関して､質問・意見等ございますでしょうか。 

いかがでしょう。前回の意見を踏まえて､評価方法変更した形で､その後評価を示され

ているということですので､特に異議がなければ進めさせていただきたいと思いますけ

れども､いかがでしょうか。 

 

【５．案件２ 政策公約評価書（案）について（４つの政策分野ごとの評価の確認）】 

◎委員長： 

はい。それではですね､目次のローマ数字のⅡの総合評価を１番 後にしまして､ロー

マ数字のⅢの４つの政策分野の評価っていうところに入っていって､それぞれ政策ごと

にまとめていただいたあとに､Ⅱに戻ってくるというそういう進め方で､進めさせていた

だきます。 

それぞれの４つの政策分野の評価については市民アンケートの調査結果も加わってき

ますので､項目ごとに御説明をいただきたいと思います。それではまず､政策１の部分か

ら説明をお願いします。 

○事務局： 

では､「政策１ 市民の安心向上」について御説明させていただきますが､その前に各

政策分野の評価書の見方について御説明いたします。 

資料２の 18 ページを御覧下さい。こちらには４つの政策分野の評価として､以降に「政
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策１ 市民の安心向上」から､「政策４ 市民参画と広域連携」の各政策分野ごとの全体

評価と､各政策に属する､重点施策の評価を記載しております。まず､各政策分野の共通の

見方について御説明させていただきますが､「（１）全体評価」がまずございます。全体

評価は四角の中に記載してある通り､①政策公約の実施状況､②政策公約の市民評価､③

政策評価を記載しております。③の政策評価では､実施率の平均､市民評価の平均点を記

載し､「十分達成されている」､「まあまあ達成されている」､のプラス評価の回答割合､

「あまり達成されていない」､「ほとんど達成されていない」のマイナスの回答割合を記

載し､次に委員会としての評価として､十分実現されているとしております。 

この「十分実現されている」という考え方でございますが､こちらの委員会評価を事務

局で作成するにあたっては､表現に一定のルールに基づき､作成してございます。委員会

評価の表現の区分は､「十分実現させている」､「相当程度実現されている」､「ある程度

実現されている」､「あまり実現されていない」､「ほとんど実現されていない」の５区

分とさせていただいております。評価区分の基準といたしまして､「十分実現されている」

は､実施率､市民アンケートの得点の両方が全 30 の重点施策の平均以上の場合。「相当程

度実現されている」が､実施率､市民アンケート得点のいずれかが平均以上の場合。「ある

程度実施されている」が実施率､市民アンケート得点の両方が平均未満の場合。「あまり

実現されていない」が実施率､市民アンケート得点のいずれかが､中間値未満の場合。「ほ

とんど実施されていない」が､実施率､市民アンケート得点の両方が､中間値未満の場合と

しております。 

次に､19 ページを御覧下さい。19 ページの上部分にあります､表１は政策分野ごとの実

施率､市民アンケート得点を記載しています。下の部分にあります､表には各政策分野に

属する､重点施策ごとの対応事業の実施区分の一覧表となっております。20 ページを御

覧下さい。表３市民アンケート得点となっております。こちらは重点施策ごとの市民ア

ンケート得点のグラフとなっております。表３では､市民アンケート得点の中間値である､

平成 30 年の重点施策の平均､そして政策分野ごとの平均との比較が出来るように記載し

ております。 

21 ページを御覧下さい。表４市民アンケート回答割合は､重点施策ごとの市民アンケ

ートの選択肢の回答割合を記載したグラフとなっております。 

22 ページを御覧下さい。（２）重点施策の評価として､重点施策ごとの実施率､市民評

価について説明しております。22 ページの真ん中の部分にあります､表５対応事業一覧

では､政策に対する対応事業を、そして､一番下にある表６では､市民アンケートの割合を、

そして次に 23 ページを御覧下さい。 

23 ページでは､対応事業の内容や各年度の取組状況が分かる表を記載しております。

見方の説明は以上となりますが､４つの政策分野が同じような構成パターンで構成させ

ていただいております。では､「政策分野１ 市民の安心向上」の評価内容について御説

明いたします。資料２の 19 ページを御覧下さい。「表１ 重点施策の評価一覧」を御覧

下さい。表１の一番下の部分に､30 の重点施策の平均を記載しております。30 の重点施

策の平均は､実施率が 99.2％､市民アンケート得点が 2.3 点となっております。30 の重点
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施策の平均の一つ上に､政策１の８つの重点施策の平均となっておりますが､政策１の実

施率平均は 100％､市民アンケート得点は 2.5 点となっております。重点施策ごとの実施

率ですが､全て 100％となっており､政策１の平均の実施率も 100％となっております。そ

して､政策１につきましては､全 30 の重点施策の平均 99.2％を上回っております。 

また､市民アンケート得点は､「政策１-⑤ 総合保健センターの建設と総合的ながん対

策の充実」が 2.9 点。「政策１-① 創造的復興の推進」が､2.8 点。こちらの２つが全 30

の重点施策の中でも､比較的高い市民アンケート得点をいただいております。そして「政

策１-⑥ 地域包括支援センターの機能強化」と「１-⑦ 斎場・新しい形の墓地の整備」

については､政策１の中では低い市民アンケート得点となっておりますが､市民アンケー

ト得点の中間値 2.0 は上回っており、30 の重点施策の平均点 2.3 点と同じ点数となって

おります。そして､政策１全体の市民アンケート得点は 2.5 点となっており､平均の 2.3

点を上回り､４つの政策分野の中で も高い市民アンケート得点となっております。 

18 ページを御覧下さい。「政策１ 市民の安心向上」の全体評価について御説明いた

します。①政策公約の実施状況は､15 の対応事業の実施区分は全て実施となっており､実

施率は､100％となっております。②政策公約の市民評価は､2.5 点となっております。主

に市民評価の高い施策は､先程も御説明させていただきましたが､「１-⑤総合保健センタ

ーの建設推進と総合的ながん対策の充実」が 2.9 点。「政策１-① 創造的復興の推進」

が 2.8 点。「１-④ 子ども医療費助成制度の拡充」が 2.7 点となっております。市民ア

ンケート得点が､中間値の２点を下回る施策については､重点施策はございません。そし

て､③政策評価は､８つの重点施策の実施率の実施率の平均は100％で､市民評価の平均点

は､４点満点中､2.5点となっており､達成度の中間値２点を上回る結果となっております。 

加えて､市民アンケートの調査での「十分達成されている」､または「まあまあ達成さ

れている」のプラス評価の合計は 46.1％であり､「あまり達成されていない」､または､

「ほとんど達成されていない」のマイナス評価の回答割合の合計は 11.3％となっている

ことから､本政策は十分実現されていると評価すると記載させていただいております。 

こちらの評価区分の考え方については､先ほど御説明いたしましたが､「十分実現され

ている」が､実施率､市民アンケート得点の両方が､全 30 の重点施策の平均以上の場合。

「相当程度実現されている」が､実施率､市民アンケートのいずれかが平均以上の場合。

「ある程度実現されている」が､実施率､市民アンケート得点の両方が平均未満の場合。

「あまり実現されていない」が実施率､市民アンケート得点のいずれかが中間地未満の場

合。「ほとんど実現されていない」が実施率､市民アンケート得点の両方が中間値未満の

場合としております。 

「政策１市民の安心向上」は実施状況と市民評価が政策公約全体の平均を上回ってい

るため､「十分実現されている」と評価､記載させていただいております。「政策１市民の

安心向上」の説明については以上となります。 

◎委員長： 

はい。ありがとうございます。私的には､以前説明受けているんですけれども､あっと
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いう間に真っ暗闇に入ったような気分にもなるんですけれども。一気に色々な情報が出

てきました。特に､実施率これはほぼ 100％ということで､第３回の､追加部分の市民アン

ケートの得点の結果ということなんですけれども､大体２点だと､どちらとも言えない。

３点だと､まあまあ達成されている。ですから､３点に近いほど､まあまあ達成されている

という思いが多いというのが市民の皆さんの声だということで､この「政策１ 市民の安

心向上」に関する報告､ 後のところどういう風に評価されているか､この評価ではいか

がでしょうかという。今の報告に関して､御意見・御質問とかあればと思います。いかが

でしょうか。つまり本政策は「十分実現されている」と評価すると。ここがポイントの

一つということでよろしいでしょうか。いかがでしょう。 

●Ａ委員： 

いいと思います。 

◎委員長： 

皆さん､御質問があればどんどんこの機会に。明確にしておいていただけたらと思うの

ですがよろしいでしょうか。 

はい､では政策１に関しては､以上のような評価で承認を得たということで次に進めさ

せていただきます。では､政策２の「まちの魅力創出」について御報告願います。お願い

します。 

○事務局： 

では､「政策２ まちの魅力創出」について御説明いたします。 

42 ページを御覧下さい。「表１ 重点施策の評価一覧」を御覧下さい。政策２の８つの

重点施策の評価の平均は､実施率が 100％､市民アンケート得点が 2.4 点となっておりま

す。８つの重点施策の実施率は全て 100％となっており､市民アンケート得点は も高い

政策が「政策２-⑤ 氷都八戸の再生」の 2.9 点。次に高い重点施策が「政策２-① 新

美術館の建設推進」の 2.7 点と施策２の中では高い評価となっております。「政策２-⑥ 

小・中学校部活動の活性化」が市民アンケート得点は 2.1 点となっておりまして､政策２

の中では､一番低い評価となっておりますが､中間値の２点を上回っているものでござい

ます。 

では､41 ページを御覧下さい。「政策２ まちの魅力創出」の（１）全体評価について

御説明いたします。①政策公約の実施状況は､30 の対応事業が「実施」であり､30 の対応

事業の全ての実施率が 100％となっております。②政策公約の市民評価は､市民評価の平

均点が､４点満点中の 2.4 点となっております。市民評価の高い主な重点施策は､「２-⑤ 

氷都八戸の再生」､「２-① 新美術館の建設推進」､「２-③ 八戸三社大祭と八戸えん

ぶりの保存・伝承」主な重点政策はこの３政策となっております。市民評価の低い中間

値の２点を下回る重点施策はございません。③政策評価として､８つの重点施策の実施率

の平均は 100％で､市民評価の平均点は４点満点中 2.4 点となっており､達成度の中間値

２点を上回る結果となっております。加えて､市民アンケート調査では､「十分達成され
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ている」または「まあまあ達成されている」のプラス評価の回答割合の合計は 44.4％で

あり､「あまり達成されていない」又は､「ほとんど達成されていない」のマイナス評価

の回答割合の合計は 13.2％となっていることから､「本政策は「十分実現されている」と

評価する」と記載させていただいております。 

市政評価委員会の評価部分は実施率､市民アンケート得点が全 30 の重点施策の平均を

上回っていることから､「十分実現されている」とさせていただいております。 

「政策２まちの魅力創出」についての説明は以上となります。 

◎委員長： 

はい。ありがとうございます。今の説明に関して､御意見､御質問ございませんでしょ

うか。いかがでしょう。ちょっと私､今ふと気になるところが､43 ページ､新美術館に関

しては非常に高い評価をいただいているんですけれども､一方でスポーツに関して､スポ

ーツ推進計画､あるいは部活動も関係しているのかな。YSアリーナが出来たし､フラット

も出来たのに､なぜこの辺りが低くなってしまったのか。何かお分かりになりますか。 

○事務局： 

今､委員長おっしゃったようにですね､政策にぶら下がる事業がこの後のページで紹介

している訳ですけれども。例えばスポーツでもそうですけれども､計画の策定等を､対応

する事業として掲げています。その辺り､一般の方々からすると計画の策定等はあまり､

周知がされていないのかなというのもありました。ちょっと周知が足りないというのが

あると。 

◎委員長： 

申し訳ない。突然質問し始めて。 

●副委員長： 

意見というか､コメントです。アンケートやっている時はコロナの真っ只中ですよね。

そうすると､色んなスポーツイベントとかが軒並み中止になった状態で､このアンケート

を取った。そうすると､YSアリーナとか、素晴らしい設備が出来たんだけども､それを使

ったイベントがなかった為に､市民の方にはあまりそれが身近に伝わらなかったっとい

う､ちょっとアンラッキーなところもあったのかなという風に思います。 

◎委員長： 

かなり説得力があって。やはり低いこと自体が気になったので､中々心強いコメントを

いただいて納得できる感じでよかったです。ありがとうございます。何か他には､お気づ

きの点等ありませんか。 

●Ｂ委員： 

じゃあ､似たような話ですけれども。やっぱりそういう事だと思うんですね。だから2.1

の小・中学校の事業というと､やっぱり､政策がどうこうというよりもしかしたら､やって

ないじゃないか。部活動も中止になっているしみたいな感情で付けた人も結構いるのか
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なとは感じます。ですから､目に見える美術館等は評価しやすいんだろうと。やはり、こ

れが点数がばらけてくるというのがあるんだろうなと。 

◎委員長： 

どこかのところで､それを話題にするかどうかは置いておいても､やっぱり得点が低い

ところというのはコロナの影響で､そういう市民の皆さんに伝わりにくい部分があった

のかもしれないところは記憶にとどめていただいておいて。加える､加えないは別にして

も､一つの説明にはやはり重要なポイントだと思いました。 

はい､ほかに何かこの政策２についてございませんでしょうか。じゃあ､このような形

でお認めいただくということで次に進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

それでは､「政策３地域の活力創造」御説明お願いします。 

○事務局： 

では､「政策３地域の活力創造」について御説明いたします。 

まず､75 ページを御覧下さい。表１重点施先の評価一覧を御覧下さい。表１の下から

２つ目にある､重点施策の平均でございますが､実施率は 96.9％､市民アンケート得点は

2.2 点となっております。重点施策ごとの実施率は､「政策３-⑤ はちのへＤＭＯの設

立と蕪島・種差海岸の整備」が４つの対応事業のうち､「（仮称）新潮観荘整備事業」が

検討中の為､実施率が 75％となっており､ほかの７施策については全て実施率が 100％と

なっております。 

市民アンケート得点は､「政策３-① 八戸ワイン産業創出プロジェクトの推進」が 2.6

点。「政策３-⑤はちのへＤＭＯの設立と蕪島・種差海岸の整備」が 2.5 点となっており

ます。こちらは政策３の中では､比較的高い市民アンケート得点となっております。そし

て､「政策３-④市場を核とした「みなと八戸」の振興」が 1.9 点となっており､政策３の

中で１番低い点数となっております。政策３の市民アンケート得点の平均は､2.2 点とな

っており､政策公約全体の平均を下回っておりますが､中間値の２点は上回っている状況

でございます。 

74 ページを御覧下さい。「政策３地域の活力創造」の（１）全体評価について御説明い

たします。 

①政策公約の実施状況は､25 の対応事業が実施､一つの対応事業が検討中であり､本政

策に掲げる８の重点施策と､25 の対応事業の実施率の平均は､96.9％となっております。  

②政策公約の市民評価につきましては､市民評価の平均点は４点満点中､2.2 点。達成

度の中間値２点を上回っております。市民評価の高い主な重点施策は､「３-①八戸ワイ

ン産業創出プロジェクトの推進」の 2.6 点､「３-⑤はちのへＤＭＯの設立と蕪島・種差

海岸の整備」2.5 点､３-②「農水産品のブランド化､地産地消の拡充」2.3 点となってお

ります。市民評価の低い､中間値２点を下回る重点施策は､「３-④ 市場を核とした「み

なと八戸」の振興」の 1.9 点となっております。③政策評価は､８つの重点施策の実施率

の平均は 96.9％で､市民評価の平均点は､４点満点中 2.2 点となっており､達成度の中間

値 2.0 点を上回る結果となっております。加えて､市民アンケート調査での「十分達成さ
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れている」又は「まあまあ達成されているの」プラス評価の回答割合の合計が 29.3％､

「あまり達成されていない」又は「ほとんど達成されていない」のマイナス評価の回答

割合の合計が 14.1％となっております。本政策は､実施率の平均が政策公約全体の平均

の 99.2％を下回っておりますが､市民評価の平均点が達成度の中間値２点を上回ってい

ることから､ある程度実現されていると評価する。と記載させていただいております。 

なお､26 の対応事業のうち実施率が 75％となっている「（仮称）新潮観荘整備事業」に

ついては､令和３年３月に､今後の事業に係る基本方針を策定し､種差地区内の他の公共

施設の建替え期に合わせて､複合化､多機能化による整備の検討をするとしていることか

ら､「引き続き､整備に向け検討していく必要がある。」との記載にさせていただいており

ます。 

評価区分につきましては､実施率と市民アンケート得点が平均を下回っておりますが､

中間値以上になっていることから､ある程度実現されている。と評価させていただいてお

ります。「政策３ 地域の活力創造」については､説明は以上となります。 

◎委員長： 

はい。ありがとうございます。地域の活力創造､総合評価としては「ある程度実現され

ている」と評価ということです。では､今の説明に関して､御意見､御質問はございません

でしょうか。 

●Ｃ委員： 

はい。今の 74 ページの下の方の政策評価､全体の事書かれていて。一番 後の行に､実

施率が 75％の件について記述しているのが､非常によろしいんじゃないかと思っている

んですけれども。同時に､この時のですね､市民アンケートの得点が割と､全体の中では､

高い方に出ているということに対して､何か記述する必要はないのかなというのは感じ

たんですけれども。何かコメントございますでしょうか。 

◎委員長： 

いかがでしょう。 

○事務局： 

そこについて､何か分析等はしているところではないところでございまして､もしかし

たら､「新潮観荘」という知名度が､事業の実施状況とは別に､要は市民の皆さんには､浸

透しているというか。 

●Ｃ委員： 

浸透しているっていうか。なんかやっているなという。 

○事務局： 

私のような外から来た人間からすれば､潮観荘は馴染みがない事ではありますが､やは

り八戸市に住んでいる方からすれば､昔からある潮観荘という話であれば､もしかしたら

浸透はされているのかなというのは考えられるのかな。 
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●副委員長： 

市民の目線から見た時に長らく漏電で焼失していた蕪嶋神社が再建されて､そして新

しくなりました。あれが､地域の､象徴的建物だったものが新設されました。 

そういうのが綺麗になったというようなところが､やはり市民の好感度アップという

形で反映されたのかと思います。 

新潮観荘につきましては､やはりまだ何もやっていない。これは市民の方としては､評

価のしようがなかったのかなと思います。やはり将来的な展望を､今後出しながらやって

いく必要があると思います。長期的な展望を立てて､きちんと計画を立ててやっていく必

要があります。 

色んな提言とかこの地域の振興に対する提言とかが､高等教育機関の研究会でも議論

されておりますので､そういうふうなものを参考にして､着実に進めるという､将来展望

みたいなのが､この報告書にあるとよろしいのではと思います。 

◎委員長： 

今の副委員長のコメント非常に重要かなと思います。この一点が､唯一実施率 100％で

はない項目なので。何らかの市の位置づけが必要なのかなという点では私も同感だと思

っております。他には御意見､御質問。 

○事務局： 

よろしいでしょうか。先ほど補足で申し上げました､Ｃ委員へのご回答ということで申

し上げたいと思います。88 ページを御覧いただきたいんですが。政策の３-⑤としてで

すね､ぶら下がる事業が新潮観荘以外にも４つございます。その中で例えば､蕪島エント

ランス整備事業といったものだったり､あるいは市民の皆さんも例えば「かぶーにゃ」が

出来たりということで､そういったところを見た方は､やっぱりちゃんとやっているんだ

なと。そういった実感が恐らくあったんではないかと。あくまでアンケートの際は､重点

施策３-⑤について達成しているかどうかというところを見るデータでございまして､潮

観荘含めてですね､蕪島エントランス事業含めて見ていただけているところもございま

すので､その辺りが恐らく 75％で 2．5というところなのかなというところでございます。 

◎Ｃ委員： 

納得しました。ありがとうございます。 

◎委員長： 

はい。ありがとうございました。より具体的な説明頂いたところですけれども。ほか

には御質問、御意見ございませんでしょうか。 

◎Ａ委員： 

すいません。評価の方じゃないんですけれども､アンケートの中でですね３-⑦､⑧が､

「分からない」が 40％､45％､かなり多くの方が「分からない」と回答していているんで

すね。これは⑧は特に気付く必要ないのかも知れないんですけれども､中小企業の経営強
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化が 40％しか「分からない」というのは､アンケートの対象者は全然企業に関係ない人

だったのかも分からないんですけれども。ちょっと低いのではないかなと思います。そ

れで評価がどうのこうのではないのですけれども。アンケートに馴染むのか馴染まない

のか､ちょっと分からないですが。「分からない」人が多すぎるとうのを､それをこれから

政策を進める時にどう周知を図っていくかということが必要かなと思います。 

◎委員長： 

ありがとうございます。とても貴重な意見かなと思います。点数に関わっていない訳

で､分からないって答えると点数がないということですので､やはりその「分からない」

の割合が多い項目っていうのもう少し全体的に抑えて､その辺のところをどうしなけれ

ばならないかということも､ひとつ見えてくるのかなと思いました。今のご指摘も是非と

も事務局の方で記録しておいていただきたいと思います。それ以外に政策３番､地域の活

力創造について､御意見御質問等ございませんでしょうか。今､コメントいただいた点等

は､事務局の方で検討いたしまして､今後の決定に向けての対応を少し検討していただき

たいと思います。それでは､政策４に移らせていただきます。よろしいでしょうか。それ

では「政策４ 市民参画と広域連携」御説明お願いします。 

○事務局： 

では､「政策４ 市民参画と広域連携」について御説明いたします。104 ページを御覧

下さい。 

表１重点施策の評価一覧を御覧下さい。こちらの表１の下から２つ目の重点施策の平

均でございますが､実施率は 100％。市民アンケート得点は 2.1 点となっております。重

点施策ごとの実施率は全て 100％となっております。市民アンケート得点は「施策４-④ 

八戸圏域連携中枢都市圏「スクラム８」の推進」が 2.6 点。「政策４-⑤ 岩手県北の久

慈・二戸地域との三圏域連携の推進」が 2.3 点。この２つの施策が､比較的高い評価とな

っております。そして､「施策４-⑥ シティプロモーションの推進と移住相談窓口の充

実」こちらが 1.9 点となっており､比較的市民アンケート得点が施策の中で中間値の２点

を下回っている事業となっております。政策３の市民アンケート得点の平均は､2.1点と､

政策公約全体の平均を下回っておりますが､中間値２点を上回っている状況でございま

す。 

103 ページを御覧下さい。「政策４ 市民参画と広域連携」の（１）全体評価について

御説明いたします。①政策公約の実施状況は､18 の対応事業が「実施」であり､18 の対応

事業の全ての実施率が 100％となっております。②政策公約の市民評価は､市民評価の平

均点は４点満点中の 2.1 点となっております。市民評価の高い重点施策は「４-④ 八戸

圏域連携中枢都市圏「スクラム８」の推進」の 2.6 点と､「４-⑤ 岩手県北の久慈・二

戸地域との三圏域連携の推進」2.3 点となっております。市民評価の低い重点施策は「４

-⑥ シティプロモーションの推進と移住相談窓口の充実」の 1.9 点となっております。 

③の政策評価､８つの重点施策の実施率の平均は100％で､市民評価の平均点は､４点満

点中 2.1 点となっており､達成度の中間値２点を上回る結果となっております。加えて､
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市民アンケート調査での「十分達成されている」又は「まあまあ達成されている」の回

答割合の合計は 27.2％であり､「あまり達成されていない」又は「ほとんど達成されてい

ない」の回答割合の合計は 16％となっていることから､本政策は､相当程度実現されてい

ると評価させていただいております。政策４の市民アンケート得点は平均を下回るもの

の､中間値を上回っており､実施率は平均を上回っていることから「相当程度実現されて

いると評価」で記載させていただいております。 

「政策４ 市民参画と広域連携」の説明については以上となります。 

◎委員長： 

はい。ありがとうございます。今の説明に関して御質問御意見はございませんでしょ

うか。いかがでしょう。 

●Ｄ委員： 

やっぱり､政策１から４まで､こうやって拝見させていただいて､やっぱりメディアに

出ているものはすごい評価出てくるといったところから､そのメディアに出ているとい

うことですね。ところ以外のもので､俗にいう中々ニュース等で取り上げていただけない

ようなものが､やっぱり評価が低くなっているなということを感じておりまして。これは､

実施状況どうこうという事ではないんですけれども､やはり市民の皆様にこの施策に対

してどう表現していくかというには､やはりこれからちょっと工夫されていく必要があ

るんじゃないかなと思っておりました。その辺はやはり次回というところのアンケート

の結果というものに､跳ね返ってくるのかなとは思っております。 

◎委員長： 

ありがとうございます。ただ今のＤ委員からのコメントに対して事務局の方から何か

説明等､補足回答ございますか。 

○事務局： 

はい。おっしゃる通りでございます。 

●副委員長： 

例えば､先程おっしゃった通りでございまして､その中で評価の低い 1.9 があります。

これはやっぱり市民に中々見えにくいという事で､それからメディアにも中々取り上げ

ていただけないということで出ていません。青森県では断トツにＵターンが高い。正確

な数字は市の方がお持ちだと思います。青森県の都市の中では一番に､戻ってくる人が多

いということをお知らせするのが足りなかったので､中々それが評価されなかったとい

うコメントを、委員のコメントの中に加えていただきたい。実は八戸は結構頑張ってい

るんだと、逆にアピールすることになると思います。地域の産業が青森県での中では非

常に元気です。就職口もあるために､実際に関東圏から戻って来られる方が多いです。だ

けど宣伝が足りなかったという形で､評価されるような形にするとよろしいのかなと思

っていました。 
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◎委員長： 

ありがとうございます。今の副委員長のコメントに関して事務局の方から何かありま

すか。 

○事務局： 

また､全体の評価の際にお話しさせていただきたいです。 

◎委員長： 

それでは､政策４に関して､これ以外に御意見御質問等､説明に関しての質問等ござい

ませんでしょうか。では､この政策４に関する評価結果ということで進めさせていただき

たいと思います。よろしいでしょうか。はい､ありがとうございます。 

ということで､政策４つの評価､個別が終わったんですけれども､どうでしょう。ちょう

ど１時間経っていましたので全体の総合評価に入る前にちょっと､休憩というような形

でよろしいですか。じゃあ 10 分程度､10 分間休憩を取らせていただきます。再開は３時

10 分とさせていただきます。では､休憩に入りますよろしくお願いします。 

 

【６．案件２ 政策公約評価書（案）について（政策公約の総合評価の確認）】 

◎委員長： 

それでは委員会再開させていただきたいなと思います。Ｆ委員も到着されたようなの

で。これからですね､今案件の２番目を行っているんですけれども。この評価書の中の政

策のそれぞれの４つの部分の説明が終わりまして､全体の評価っていうところで。目次で

言いますと､Ⅱ番。政策公約の総合評価について事務局の方から説明をいただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○事務局： 

では､政策公約の総合評価について御説明いたします。政策公約の総合評価は「１総合

評価」と「２評価一覧」で構成されております。 

では､まず資料２の 13 ページを御覧下さい。こちらの表は､「２ 評価一覧」となって

おります。こちらは全 30 の重点施策の実施率と市民アンケート得点の一覧となっており

ます。こちらは 17 ページまで記載されております。こちらは各政策分野の説明で､各施

策の評価一覧御説明させていただいておりましたので説明は割愛させていただきます。  

では､８ページを御覧下さい。総合評価の内容について御説明させていただきます。①

政策公約の実施状況でございますが､各政策の実施率は表に記載がある通り､「政策１ 

市民の安心向上」が 100％､「政策２ まちの魅力創出」が 100％､「政策３ 地域の活力

創造」が 96.9％､「政策４ 市民参画と広域連携」が 100％となっております。８ページ

中段部分から､10 ページまで各政策分野の取組状況や政策分野に関わる写真を掲載して

おります。 

まず､「政策１ 市民の安心向上」では､東日本大震災からの創造的復興や防災・減災

対策、総合保健センターの整備等に取り組んでおり､復興事業として整備した「みなっち」
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や､「かぶーにゃ」の写真､「総合保健センター」の写真等を掲載させていただいており

ます。 

次に９ページを御覧下さい。「政策２ まちの魅力創出」では､新美術館の整備や､長根

屋内スケート場の整備､マチニワの整備､集客交流拠点「集ゾーン」の整備に取り組んで

おり､長根屋内スケート場の一般開放時の様子や､令和３年 11 月に開館予定の新美術館

のイメージパース､そして集客交流拠点「集ゾーン」の関係写真として､フラットアリー

ナの写真を掲載させていただいております。また､まちなか広場「マチニワ」の整備を記

載しておりまして､マチニワの賑わいのある写真についてはマチニワマルシェの開催の

状況を掲載させていただいております。次に「政策３ 地域の活力創造」では､八戸ワイ

ン産業創出プロジェクトや､海外での商談会､展示会への参加に取り組んでおります。八

戸ワイン産業創出プロジェクトの写真として､八戸ワインの写真や､海外販路拡大事業と

して､ベトナムでの飲食店でのプロモーションの写真を掲載しております。10 ページを

御覧下さい。「政策４ 市民参画と広域連携」では､「地域の底力」実践プロジェクトの

促進事業の実施や､若者のまちづくり参画の促進､久慈・二戸地域との三圏域連携推進事

業の実施や､八戸圏域８市町村で形成する八戸圏域連携中枢都市圏「スクラム８」の推進

により､広域連携に取り組んでおります。写真といたしまして「地域の底力」実践プロジ

ェクトの促進事業､しおんの森と遊歩道の環境美化とその利活用の写真､ハチカフェオフ

サイトミーティング事業として､若者マチナカ会議の開催の写真。そして連携中枢都市圏

推進事業関連事業であるドクターカー運行､そして八戸都市圏交流プラザ「8base」の写

真を掲載させていただいております。 

次に 11 ページを御覧下さい。②政策公約の市民評価について御説明いたします。４つ

の政策分野の市民アンケート得点は､グラフに記載されたとおり､政策１が 2.5 点､政策

２が 2.4 点､政策３が 2.2 点､政策４が 2.1 点となっております。「政策１ 市民の安心向

上」は平均が 2.5 点で､全ての重点施策が市民アンケート得点の中間値２点を上回ってお

ります。政策２は､平均点が 2.4 点となっており全ての重点施策が中間値を上回っており

ます。政策３は平均点が 2.1 点で一つの重点施策が中間値を下回っているものの､残りの

７施策は､中間値以上となっております。政策４は､平均点が 2.1 点となっており､一つの

重点施策が中間値を下回っておりますが､残りの５施策は中間値以上となっております。 

次に 12 ページを御覧下さい。12 ページの上の部分にありますグラフについては､各政

策分野ごとの政策公約全体のアンケートの回答割合になっております。このグラフの一

番下の部分が政策公約全体の回答割合になっておりまして､「十分達成されている」が

7.1％､「まあまあ達成されている」が 30.2％､「どちらとも言えない」が 22.8％､「あま

り達成されていない」が 9.8％､「ほとんど達成されていない」が 3.8％､「わからない」

が 24.8％､「無回答」が 1.5％となっております。 

次に③総括評価についてでございます。総括評価は､政策公約全体を２つの評価指標と

委員会の意見をもとに以下の通りに総括する。政策公約全体の実施状況（実施率）の平

均は99.2％で､ほぼすべての政策公約が実施されており､市民評価（市民アンケート得点）

の平均点は４点満点中､2.3 点で､達成度の中間値２点を上回っている。また､市民アンケ
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ート調査では､「十分達成されている」又は「まあまあ達成されている」のプラス評価の

回答割合の合計が 37.3％と､回答全体の４割を占め､「あまり達成されていない」又は､

「ほとんど達成されていない」のマイナス評価の回答割合の合計は 13.6％となっており

ます。加えて､委員会では､４つの政策分野について､「政策１ 市民の安心向上」を「十

分達成されている」､「政策２ まちの魅力創出」を「十分実現されている」､「政策３ 

地域の活力創造」を「ある程度実現されている」､「政策４ 市民の参画と広域連携」を

「相当程度実現されている」と記載しております。 

政策公約全体の評価区分は「相当程度実現されている」と評価していますが､政策公約

全体の評価区分の考え方は､政策公約の評価区分の結果を点数化し､その平均により評価

を出しております。「十分実現されている」を４点､「相当程度実現されている」を３点､

「ある程度実現されている」を２点､「あまり実現されていない」を１点､「ほとんど達

成されていない」を０点として数値化し､４つの政策分野の平均が 3.5 点以上だと「十分

実現されている」､３点以上 3.5 点未満なら「相当程度実現されている」､２点以上３点

未満なら「ある程度実現されている」､１点以上２点未満なら「あまり達成されていない」､

１点未満は「ほとんど実現されていない」という区分で表現させていただいております。 

この考え方でいきますと､政策１は「十分実現されている」という評価区分ですので４

点、政策２は「十分実現されている」となりますので４点、政策３は「ある程度実現さ

れている」となりますので２点、政策４は「相当程度実現されている」となりますので

３点といたしまして､４つの政策分野の平均が 3.25 点となり､平均点が３点以上 3.5 点

未満であることから「相当程度実現されている」と表現しております。 

次に四角枠の中に､第３回委員会の意見を記載する欄を設けております。こちらの欄に

つきましては､委員会の意見として記載する事項を含む及びその内容について今回の委

員会で具体的に委員会の内容として記載するかの御記入をお願いしたいと考えておりま

す。委員会意見におきましては､客観的な評価としての意見を付すとの考えを基本に、御

議論いただきたいと思います。 後に､「今後の市政運営においては､取り組み内容の周

知に努め､市民の認知度を高めるとともに､市民の意見を取り込み､事業の改善・見直し等

を図り､更なる市勢の発展に向けた取組を実施することを期待する。」と記載し､総括評価

の締め括りとしておりますが､この内容については､今回の委員会の意見を踏まえ､変更

することを考えております。 

政策公約の総合評価の説明については以上となります。 

◎委員長： 

はい。ありがとうございました。以上の説明に対して何か御意見御質問はございます

でしょうか。今の総合評価に関して３つの視点から議論を進めさせていただこうかなと

思います。 

まず１つ目は評価の程度。12 ページの第３回委員会での意見を記載というところの空

欄の一つ上ですね。政策公約全体は､「相当程度実現されている」という評価､その評価

基準というのが､政策分野の１から４までの政策の評価､４点､４点､２点､３点の平均点
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で 3.25 点ということで、それを根拠に評価した点。 

２つ目として委員会の意見の記載ということで､この次の空欄に埋め込むキーワード

等をいただけたらと思います。 

そして３番目にその他の意見としてご指摘いただければと思っていますが､まず政策

全体の総合評価「相当程度実現されている」という評価でいかがでしょうか。というと

ころで御質問、御意見等ございましたらお願いします。ちなみにこれまでの評価書の点

数と比べるとどうなんですか。 

◯事務局： 

29 年度は 終的には､政策公約は「相当程度実現されている」という評価になってご

ざいます。 

◯事務局： 

ただ､政策公約は４年間の任期ごとに公約が異なるということを頭に入れていただけ

ればと思います。それぞれの任期で４年間でこれをやりますというのは､３期目と４期目

それぞれ異なりますので､あとは今回を見ていただいて評価をしていただければと思い

ます。 

◎委員長： 

補足していただきました。いかがでしょう。この評価の程度ということで､特に御質問・

御指摘・御意見なければ､裏付けにのっとり、この文章で表現されているということも理

解できましたので､この評価でよろしいでしょうか。 

●委員一同： 

はい。 

◎委員長： 

ありがとうございます。次に第３回委員会の意見を記載。この総括評価のところで､こ

れはぜひとも加えたほうがいいのではないかという項目がありましたら御意見いただけ

たら。 

１から４の政策のところで議論させていただいた時には､「コロナの影響がある」とい

う話もありましたし､「分からないという割合が多いところはどうなんだろう」というキ

ーワード､御意見もございました。そのようなキーワードも出していただいていいと思い

ますし､具体的に「こういう点は総括評価のところで述べたておいたほうがいいのではな

いか」というあたりいかがでしょう。 

●副委員長： 

今まで委員の方がおっしゃられたことを､この中に簡潔にまとめて､盛り込むというの

が必要かなと思っておりました。 

それからもう一つ､全体的に俯瞰した写真もそうなんですけど､非常に分かりやすいな

と。前の評価書と比べると格段に進歩したなと思います。特に政策１-⑤。写真でいうと
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総合保健センターの整備というものについては､市民の評価が非常に高くなっています。

子育て医療補助制度も非常に高い。つまり市民の皆様はそういう安全安心を､特に医療の

充実というものを非常に望まれていて､それを達成した。それが非常に高く評価されたと

いうことは､評価されるべきではないかと思います。それについては、何らかのコメント

を入れるべきかなと思っています。自分の生活に密接に関係するものを市がやってくれ

ると市民は評価するというのがひとつ重要かなと思っています。 

それから先ほどコメントいたしましたが､点数が低かったＵターンとか､そういうふう

なものが､実はものすごく八戸は頑張って実績も上がっているんですが､そこは市民への

周知が若干足りなかった為に評価が低かったというのも評価の中に盛り込んでいただれ

ば､大変ありがたいなと思っています。 

八戸市が頑張って、目に見える､建物だけではなくていろんな催し物を含めて､努力し

ているというのが市民には映っていると。それにきちんと評価していただいたというこ

とについては重要な事と思っておりました。以上です。 

◎委員長： 

ありがとうございます。今の副委員長のコメントで､やはり医療の面で非常に成果が上

がっているのはひとつ特記事項ではないかいうこと､二つ目として今日の委員会の中で

各委員から出たコメントを何らかの形で盛り込んでいくことが必要ではないかというこ

と。そして市民アンケートでは得点が低かったものも､かなり政策事項達成のところでは､

成果を上げているものもあるので､そのギャップのところは少しコメントが必要ではな

いかという､大きく３つぐらいの指摘だと思うんですけれども。 

その点に関してはいかがでしょう事務局の方では。振ってはダメか。 

今の副委員長のからのコメントに関していかがでしょうか。３点を軸に少しボリュー

ムが増えるかどうかというところもあるんですけれども。事務局とも検討していただい

て立案させていただくと。 

●Ｃ委員： 

賛成です。 

◎委員長： 

ほかには。 

●Ａ委員： 

さっき話していましたけれども。市長の一期４年任期あるわけですけれども。その中

にはいろんなことがあったと思うが。コロナは特別なことだから､これはコロナの中でも

こういうことはやったとかやらなかったとか書いておいたほうがいいのかなと思います。 

◎委員長： 

おそらくコロナの影響下でどっちかというと､良い部分というよりかは出来なかった

部分の方が多いのかなと思うんですが､どうでしょうね。 
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●Ａ委員： 

結構やっているものも多いと思います。 

◎委員長： 

その中でも頑張ったというところということですね。 

●Ｂ委員： 

実施率が高い方の市民アンケートの評価に繋がらなかったのが､コロナが原因の一因

ではないかみたいなのも､もしかしたら入るのかな。ただ政策３のような中小企業の対策

が周知されていないのではないか。みたいなのは､市民生活に直接関わらないところは難

しいですよね。やはり周知の方法に工夫が今後は必要だろう。ということも入ってくる

のかもしれませんが。やっぱりそこで落ち着くんではないかと思うんですけれども。 

●副委員長： 

おっしゃるように､さっきのＵターンもそうなんですけれども。市としてはちゃんとや

っているんだけど､市民に伝わらない事項というのもありますよね。建物が出来たり､イ

ベントをやれば皆さんなるほどと思ってくれますが、そうではない地道なところを､これ

からどういう風に市民の方にご理解いただいて､この次の評価の時には､そういうものも､

メディアの協力もいただきながらお知らせしていくという姿勢は今後重要な論点だとい

うふうに考えられます。 

●Ｃ委員： 

今おっしゃったことがですね､総括評価の 後の３行に結びついていくと思いますの

で､具体化した上で､ラスト３行が結果として「取組内容の周知に努め､市民の認知度を高

める」という形になるのかなと思ったんですけれども。あと私ちょっと思っているのが､

今回この時点で､まとめられているのは､「ある程度規定というか約束事に基づいて淡々

とやられて､こうだ」ということまで言っているんですけれど､今日この会議の中で話題

になりましたように､「わからない」ですとか「どちらともいえない」というのが、たく

さんある項目と､片一方が多くて片一方が小さい項目と具体的に見ていくと様々なケー

スがあるんですね。色々調べると面白いなと思ったんですけれども､ちょっと時間切れで

見れないんですけど。私がここで言いたいのは､市民の方が見た時に､淡々と数字だけが

走っていって「よくやられているとか」結果が走る訳ですけど。実は､そういうところも

ちゃんと見てますよというメッセージが､ワンフレーズか何か入っていれば､ちゃんと分

かっていて､この評価をやり 後に細かい議論を出てきた内容を書いて､ 後の３行に結

び付けていくというスタンスが､すごくいいなという感じがしているんですけれども。 

◎委員長： 

大切な御指摘いただいたように思います。一方で､この案を今日決定して､仕上げなけ

ればいけないという､そういうタイムスケジュールもあるので､今いただいた意見を空欄

の部分に埋め込む分というというのは､原案を作って各委員の皆さんに回していただい
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て､持ち回りでチェックしていだだくという時間的なゆとりはあるんですか。 

◯事務局： 

そのあたりは正直ございません。 

◎委員長： 

厳しいね。でも書き込み文を決めるというのは､やっぱりなんとかとかそこは時間を取

ってもらうっていうのは必要かもしれない。今のかなりの項目､４つプラス 後のＣ委員

のことも。４項目か５項目出てきていると思うので､かなりの量になるし。本来だと事務

局と委員長で任して下さいと皆さんに問いかけなきゃいけないんだけど､それ絶対無理

だと僕は思っているので。 

●副委員長： 

基本的な､今の議長が基本的な３項目プラスワンで４項目をご提示していただいたの

で､あとは委員の皆様方がご了解をいただければ､そのラインで文章を作って､事務局と

委員長の一任でよろしいと思います。 

◎委員長： 

では､私と副委員長も入っていただいて。事務局と正副委員長で一任いただくというこ

とでいかがでしょうか。私自身だけでは荷が重すぎますので。そのような方向で。それ

だと事務局も時間的にも対応できますよね。 

◯事務局： 

はい。 

◎委員長： 

そのような形で進めさせていただいて。方針が決まった時点でまだ終わったわけでは

ないです。３プラスワンぐらいだったかな､４プラスワンぐらいだったんですけれども。

後にその他で一言コメントをいただければなと思うんですけれども。Ａ委員から順番

に 後に一言コメントをいただければなと思います。ここ言い忘れたなっていうような

ことあれば。 

●Ａ委員： 

評価書の案を見て､非常に分かりやすくまとまっているなって思いました。項目の一覧

があって､そのあとに各項目の説明があってと。すごく分かりやすくて､良かったなと思

っていましたので､これからも資料作る時には､分かりやすく作っていただければと思い

ます。以上です。 

◎委員長： 

ありがとうございます。Ｅ委員いかがでしょうか。 

●Ｅ委員： 
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中々しゃべりづらいんですよね。現場抱えているものですから。私のほうで話をする

と､かなり現実的な話が深刻に入ってきますので。時々話しても暗くなるだけですので。

今コロナでどういう形で､今収束させるか。要は､市でも一生懸命やっています､職域接種

とか感染対策とかやっているが。昨日おととい河野さんがいきなり中止と言ったでしょ

う。あれ大変ですよ､現実的には。次の供給調達して､いつ再開するか分からない。国の

ほうで出してきて。それを地元でやれるかとなったら､多額の費用が掛かるんですよね。

市役所だって大変だよね。市長口利かなくなってきて段々に。金掛かるの全部知ってる

し､職域でやるのも､ほとんど東京の企業の千人単位でやっているでしょう。河野さんし

ゃべるのは､東京だったらいきなり何十万人っていう人が集まりますよ。上場企業だけで

なく東京にいる本社がある会社だけでもですね。あれやったら河野さんなんかは安心だ

と。ちょっと待ってくれと。ただ地方は､それに対しては 初出た時は､大企業の中心の

政策であって。我々のような地方の中小企業を助ける為のコロナ対策ではないと､私は

初から思っていました。市の方で､たまたま市長の方から、これ職域でやろう。八戸のや

り方でやるんだと。一緒にやろうということで､助けられた思いですけれども､現実はど

こから金が出るかですよ。 

◎委員長： 

そうですね。まだまだコロナとの戦いは続く訳で。そこを見せながらも､この４年間を

何とかまとめるということで。このような評価に行き着くんだ。ということで賛同いた

だければ嬉しいなと。 

●Ｅ委員： 

もう一つは､水産都市という面もあっているんですけれども。漁船の数がかなり少なく

なりましてですね。加工のほうも大変になって､果たして水産都市として復活できるかで

きないかというくらいのところまで、今八戸落ち込んでいました。それから､私も震災の

時に東京で募金活動とか､八戸から東京行った人達づたいに手紙を書いて､手伝ってもら

ったんです。すごい人集まりましたよ。本当､八戸の人の郷土愛というか､他の都市の人

たちも来ているんだけれども。圧倒的に団塊世代の仲間が集まって､いつでも声をかけて

くれと。我々無料で来るから手紙一つでいい。いついつどこどこでと。我々有楽町でや

ったんですが､そういう人は八戸人は多いですね。ほかの都市の人達見ても､なんで八戸

はこんなに人が集まるのかと。そういう意味で団結というのが歴史的にあるし､コロナ下

でもアンケートで､将来どういう展望するかというのがある中､これに対して､市でもど

ういう形で取組む姿勢を持っているとかっていう､次につなげるような一言が欲しいな

と。アンケートとは別だが､これを見るとただ単に教科書を読んでいるような感じでね。

それに対して何か､中々我々の立場で言いづらいが､「こういうのをやれよ。」なんてなる

訳ですから。将来､それに対して八戸なり､経済界はこっちに向かっているんだ。達成し

ようね一緒に。というぐらいの仲間意識を持たせてあげるような感じで､私はいいのかな

と思っていたんですけれども。 
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◎委員長： 

私もよそ者なんですけれども。八戸には本当に魅力がたくさんあると思っていますし。

幸いにして、高等教育機関の学長２名､校長 1 名ここにいますので､次の次世代の人材､や

はり地元に定着して頑張っていける､八戸に魅力を感じてもらえるような人材をね､育て

ていければいいなというふうに燃えていますので。今後ともよろしくお願いします。な

かなか､そういう思いは評価する上で出てきづらいところはありますが。Ｃ委員は何か。 

●Ｃ委員： 

言わないつもりだったんですけど。この資料を朝一で拝見したんですけど。資料の１

ページなんですが。評価書についてコメントしたいと思いますが。1 ページ目をずっと

読んでいて､私､戯言を言っているかもしれないので､おかしいと思ったらカットしてい

ただきたいんですけど。下の方の､写真等を用いた形で記載するなどというか､これは非

常に結果としてすばらしい報告となったと思うんですけど､これを読んでいてですね､

「評価書の作成に当たっては､政策分野ごとの市の取組について､写真等を用いた形で記

載するなど､分かりやすい形で評価結果をお伝えする工夫をいたしました。」ここでピタ

ッと止まってしまったんです。私がですね。市民の目線で見た時に､この表現ってどうな

んだろうと思うのと､「等」だったら､何かもう一つ加えたほうがいいのかなとかですね。

要するに､体裁とか別なものを主に上げてですね､写真はサブと思ったりですね。勝手な

がら､何回読んでもしっくりこないなと。私個人的な意見だったと思うんですが､すいま

せんが勝手ながらせっかく発言の機会をいただいたのでお話しさせていただきました。 

◎委員長： 

ぜひその点は､事務局とも我々の方ともコメントをいただいた上で協議させていただ

いて､検討したいと思います。 

●Ｃ委員： 

これを提出した時の市民の目線というかそういう感じで。 

◎委員長： 

Ｄ委員いかがでしょうか。 

●Ｄ委員： 

それこそ､さきほど市民評価が低かった項目っていうところにつきましては正に､政策

の３のようにですね､荷捌きところのことと､陸奥湊の駅のことなんですけれども。多分

アンケートが今頃やっていれば､点数上がっているはずなんですよね。ですので､やっぱ

りアンケートの時期によって､ちょっと違うかも分からないというところは思いました。

あとは先程､Ｃ委員がおっしゃられていた「どちらともいえない」っていうところの濃淡

のすごい差があるんだろうなと思っていまして。ここからはカットでお願いします。「ど

ちらともいえない」という項目なかったら実際どうなるのだろう。っていうのがあった

ものですから､各項目２割強が､どちらともいえないというのがある中で､点数は２点ゲ
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ットできるというところが､実際のところどうなんだろう。というところについては､こ

こは将来的に考えていくべきなのか､いかないべきなのか。というところについては､な

にかしら我々も､お客様アンケート実施するんですけれども。この「どちらともいえない」

という項目がないものですから､そこの部分､将来的にやっぱり１回議論することが必要

かなと思っておりました。以上です。 

◎委員長： 

ありがとうございます。Ｂ委員お願いします。 

●Ｂ委員： 

休憩中にもお話していますけれども､職員が仕事して 100％になっているんだけれど

中々市民には届かない部分っていうのは､難しいので工夫していかないと。ここは努力し

ていかないといけないというところなのかな。というところではあります。評価が低い

ところというのは難しいですけれども。これで見ると「わからない」っていうのに３割

とか､なっていっていうところは､的を射ていないというところもあるというのは悲しい

かなと思うんですけれども。これは今後の課題なんでしょうけれども。点数としてはこ

ういう風になるんだろうなと。ルールの中で決めていることですので。このまま進めて

と思います。 

◎委員長： 

ありがとうございます。Ｆ委員お願いします。 

●Ｆ委員： 

前回の内容に公約の市民評価の数値が目安で見えてきたことで､委員としても市民の

実感というか､そういうものを理解することができ､より評価の中身に入っていていけた

なというのが印象としてあります。複数の委員の方から出た､アンケートの選択肢をどう

思っているのかっていうのも､他の委員会でも問題になっていて､「わからない」という

のと「どちらともいえない」というのを､どう区別ついているのかっていうのも､要は無

関心みたいなそういう層も中には含まれているので､これは結構､議論が落ち着かないん

ですよね。なんですけれども､そういうふうな層をどういう風に改善していくのかってい

うのも､色々取組の一つとして考えてはいかないといけないんだろうなと思います。先ほ

ど委員長からもお話があったように､復興とか医療とか健康に関わるところの評価が高

いのと合わせて､文化に関わるところの評価が高いというのと合わせて､文化に関わるア

ートに関わるところの政策２のところですけども､私の予想よりはすごく市民の評価が

少し高めに出ていたのがちょっと嬉しかったと思います。もちろん核となる､新美術館の

建設というのが今年形になりますので､それが大きいとは思うんですけれども､それ以外

にも実際市民が参加されて､運営されているようなアートプロジェクトに関しても､前回

の結果と比較してどうなのか分からないんですけれども､割とパーセンテージが高いの

で､これからにつながるような評価､評価の成果はこういった市の取組に関わっている市

民の方々の手元にも届くと思いますので､そういうのにも繋がっていくと良いというふ
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うに思いました。以上です。 

 

【７．案件３ パブリックコメントの実施（案）について】 

◎委員長： 

ありがとうございます。このコメントも追加の項目として､記載し書き留めたいと思い

ます。これで評価書の案が固まったということでこの固まった案を元にパブリックコメ

ントの実施の方向性について。を含めて､事務局から説明をお願いします。 

●事務局 

それでは､パブリックコメントの実施案につきまして御説明申し上げます。資料３を御

覧願います。まず､目的でございますが､政策公約に掲げた項目について､達成状況の客観

的な評価を行うにあたり､より多くの視点から御意見をいただくため､政策公約評価書

（案）に対する市民意見を募集するものとなっております。「２実施期間」といたしまし

て､予定でございますが､令和３年７月９日金曜日から８月７日土曜日を予定しておりま

す。「３ 実施方法」については､郵送､Ｅメール､ＦＡＸ又は持参によるものとしており

ます。次に「４ 閲覧場所」でございますが､①市ホームページへの掲載し､② 市庁本館・

別館案内､政策推進課､南郷事務所､図書館､南郷図書館､図書情報センター､各公民館・市

民サービスセンターにて閲覧できるようにする予定でございます。次に「５ 関連資料」

でございますが､①政策公約評価書案、②意見募集資料、③意見記入用紙となっておりま

す。 

②意見募集資料、③意見記入用紙につきましては、２枚目､３枚目に添付しております

のでご参考として下さい。次に「６ 意見の取扱い」でございますが､「①意見への対応

については､第４回委員会において対応方針を決定する。②意見と意見に対する対応方針

については､第４回委員会開催後に市ホームページに掲載する。③掲載に当たっては､提

出者の氏名、団体名・住所・電話番号は公表しない。④意見に対し､個別の回答は行わな

い。」としております。パブリックコメントの実施案につきましては､説明は以上でござ

います。 

◎委員長： 

ありがとうございます。では､今の説明に関して御質問御意見等があればよろしくお願

いいたします。いかがでしょうか。では､説明の在りました手続きで､パブリックコメン

トの準備をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【８．その他（事務局から次回会議の案内）】 

◎委員長： 

それでは､その他に移ります。事務局からその他何かございましたらお願いします。 

○事務局： 

では､事務局から第４回委員会の開催についてご案内いたします。次回は８月 25 日
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(金)午後２時から。場所は別館５階研修室を予定しております。開催日時が近づきまし

たら改めてご案内させていただきますのでよろしくお願いいたします。 後にお手元の

ファイルにつきましては､次回以降も必要となりますので､そのままお席に置いていかれ

ますか､お持ち帰りいただく場合は次回会議に御持参いただくようにお願いいたします。 

◎委員長： 

第４回が８月 25 日。 

○事務局： 

大変失礼いたしました。訂正いたします。８月 17 日（火）の 14 時からでございます。 

◎委員長： 

では､第４回の委員会に向けてパブリックコメントの実施と､次で市長に提出する報告

書を完成させなければいけないということで､それまで副委員長よろしくサポートお願

いします。ということで事務局と我々２人に一任いただいたということで､完成版を目指

します。ということで本日の第３回の委員会をこれで閉じたいと思います。ではお返し

します。 

 

【９．閉会】 

○事務局： 

ありがとうございました。それでは､これをもちまして､「第３回 八戸市市政評価委員

会」を終了させていただきます。本日は､大変ありがとうございました。 


