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第１回 八戸市市政評価委員会 議事録 

 

日 時  令和３年４月３０日（金）14 時 00 分～15 時 30 分 

場 所  八戸市庁別館８階 研修室 

出席委員  ９名 水野眞佐夫 委員長、圓山重直 副委員長、上野茂宣 委員、小笠原美香 委員 

河村忠夫 委員、川守田礼子 委員、工藤貴博 委員、間山路代 委員 

吉田博充 委員 

事 務 局  中村 総合政策部長、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： 

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。ただいまから

「第１回 八戸市市政評価委員会」を開催いたします。本日は、９名に御出席いただいて

おり、坂本様は所用のため欠席されております。 

それでは始めに、本日御出席いただいた皆様に、委嘱状を交付いたします。市長が皆

様のお席に参りますので、お名前を呼ばれた方は、その場で御起立の上、委嘱状をお受

け取りください。 

【２．委嘱状交付】 

≪ 市長から委嘱状を交付 ≫ 

【３．市長挨拶】 

○司会： 

続きまして、小林市長から御挨拶申し上げます。市長、よろしくお願いいたします。 

≪ 市長挨拶 ≫ 

【４．委員長、副委員長の選出等】 

○司会： 

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存じます。本日は、委員

10 名中、９名の委員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、会議が成立することを御報告いたします。また、委員会規則第５条

第１項では、会議の議長は委員長が務めることになっておりますが、同項のただし書き

で、「新たに委員の委嘱が行われた後、最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、市長
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が行う」とされておりますので、委員長及び副委員長が決まるまでの間、議事の進行に

つきましては、小林市長にお願いしたいと思います。市長は委員長席へ移動をお願いい

たします。 

○市長： 

それでは、委員長及び副委員長が決まるまでの間、私が進行を務めさせていただきま

す。委員長及び副委員長につきましては、委員会規則第４条第２項の規定により、「委員

の互選によって定める」こととなっております。どなたか、御推薦はございませんか。 

●Ａ委員： 

はい。 

○市長： 

はい。 

●Ａ委員： 

市政全般に関わる政策公約の第三者評価を行うということですので、学識経験者であ

り、市の総合計画策定委員会の副委員長でもあります水野委員を委員長に、同様に、学

識経験者であり、総合計画策定委員会の専門部会の部会長を務められております圓山委

員を副委員長にお願いしてはいかがかと思います。 

○市長： 

ただいま、委員長に水野委員を、副委員長に圓山委員を、との御推薦がありましたが、

皆様いかがでしょうか。 

●委員の声  

異議なし。 

○市長： 

はい。御異議ないようでございますが、水野委員、圓山委員よろしいでしょうか。そ

れでは、委員長に水野委員、副委員長に圓山委員を選任することに決定いたします。水

野委員長、圓山副委員長、どうぞよろしくお願いいたします。委員長及び副委員長が決

まりましたので、進行の職務を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○司会： 

それでは、委員長、副委員長におかれましては、席の御移動をお願いいたします。 

それでは、水野委員長と圓山副委員長から、それぞれ一言御挨拶をお願いします。最

初に、水野委員長、お願いいたします。 

≪ 水野委員長 挨拶 ≫ 

○司会： 

ありがとうございました。続いて圓山副委員長お願いいたします。 
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≪ 圓山副委員長 挨拶 ≫ 

○司会： 

ありがとうございました。ここで、市長は公務がありますので、退席させていただき

ます。 

≪ 市長退席 ≫ 

○司会： 

それでは、本日は第１回目の会議でございますので、委員長及び副委員長以外の委員

の皆様をあらためて御紹介したいと存じます。お名前をお呼びいたしますので、その場

で御起立くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

≪委員及び事務局職員の自己紹介≫ 

○司会： 

なお、中村部長は他の用務のため、ここで退席させていただきます。 

≪ 部長退席 ≫ 

○司会： 

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

の会議資料は、本日お配りしました資料といたしまして、次第、席図、八戸市市政評価

委員会委員名簿、八戸市市政評価委員会の規則、そして資料５「政策公約に関する市民

アンケート調査票（案）」でございます｡その他、皆様に事前にお送りしておりました資

料の確認をお願いいたします。 

まず、資料１でございます。「八戸市市政評価委員会の運営方法（案）」、資料２「八戸

市市政評価委員会の概要」、資料２の別紙１といたしまして「政策公約重点施策の一覧」、

資料２の別紙２といたしまして「政策公約対応事業一覧」、続きまして資料の３「評価方

法（案）」、続きまして資料４「政策公約進捗状況の基礎資料」、最後に資料６の「今後の

スケジュール」でございます。 

また、お手元のファイルでございますけれども、そちらは会議毎に使用する資料とい

たしまして、「市長４期目政策公約 まちづくりの新たなステージへ」と、「平成 29 年度

の政策公約評価書」、続きまして「市長４期目 政策公約 ３年間の進捗状況」をファイ

ルでお配りしております。過不足等ございましたら、事務局までお知らせいただければ

と思います。よろしいでしょうか。 

それでは、ここで事務局からお詫びを申し上げます。本日の説明資料につきまして、

事前送付が直前になりましたこと、また事前に送付するとしておりました、市民アンケ

ートの調査票について、本日の配布になりました事につきましてお詫びを申し上げます｡

今後資料の送付につきましては、おおむね１週間前に送付するよう努めて参りたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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それでは、議事に入ります。水野委員長よろしくお願いいたします。 

【５．審議案件１ 八戸市市政評価委員会の運営方法について】 

◎委員長： 

それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。本日は午後４時の終了ま

でということですので、あと残り約１時間 40 分ということで御協力をよろしくお願いい

たします。まず、案件の１「八戸市市政評価委員会の運営方法（案）」について、事務局

から説明をお願いいたします。 

○事務局： 

それでは事務局より案件１「八戸市市政評価委員会の運営方法」について御説明いた

します。資料１を御覧ください。本委員会の運営方法につきましては、審議経過を広く

市民に周知するとともに、会議の円滑な進行を図るという観点から、運営に関する基本

事項といたしましては１点目に「会議は公開とする」、２点目に「傍聴者は会議で発言す

ることはできない」、３点目に「会議における発言は議事録として記録する」、４点目に

「議事録は公開する」、以上４点を基本事項といたしまして、運営して参りたいと考えて

おります。八戸市市政評価委員会の運営方法案につきましては、以上でございます。 

◎委員長： 

はい、ありがとうございます。ただいま、事務局から当委員会の運営方法について説

明がありました。御意見・御質問はございませんか。 

≪「異議なし」の声≫ 

◎委員長： 

それでは、事務局説明のとおり運営してまいります。では傍聴者の方がいらっしゃれ

ば御入室を御案内ください｡ 

【６．審議案件２ 八戸市市政評価委員会の概要】 

◎委員長： 

それでは、次に案件の２に「八戸市市政評価委員会の概要」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、案件２の「八戸市市政評価委員会の概要」について御説明いたします。資

料２を御覧願います。八戸市市政評価委員会の概要でございますが、まず、委員会設置

の目的といたしましては、「市長が４期目の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」ものでございます。 

次に、職務といたしましては、「委員会は、政策公約の達成状況に関し必要な事項につ

いて調査及び検討をし、市長に対して評価書を提出する」こととなっております。 
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次に、政策公約についてでございますが、政策公約は、平成 29 年 11 月から令和３年

11月の市長４期目４年間の任期において重点的に取り組もうとする施策を取りまとめた

ものとなっており、その構成は資料２に記載している図のとおり、４つの政策分野のも

と、30 の重点施策で構成されており、30 の重点施策の実現に向けて、89 の対応事業を

実施しているものでございます。また、その進捗状況は毎年度公表しており、市長４期

目政策公約３年間の進捗状況を令和２年 11 月に公表させていただいております。こちら

の緑色のファイルに「市長４期目政策公約３年間の進捗状況」を添付させていただいて

おります｡３つ目の資料となっておりますのでお時間あるときに御確認いただけたらと

思います。 

では、資料２にお戻りいただいて、別紙１「政策公約 重点施策一覧」を御覧くださ

い。別紙１は、４つの政策と、その政策に掲げている重点施策の一覧となっております。

政策１「市民の安心向上」は①「東日本大震災からの創造的復興の八戸市復興計画に掲

げた各種事業の推進」から⑧「民間資金やノウハウを活用し、市内すべての防犯灯のＬ

ＥＤ化の推進」の８施策、同様に、政策２「まちの魅力創出」は８施策、２ページ目に

移っていただきまして、政策３「地域の活力創造」は８施策、政策４「市民参画と広域

連携」は６施策の計３０施策を掲げております。実際の市長の政策公約の資料は緑色の

ファイルにてお配りさせていただいております。お時間あるときに御参考としていただ

けたらと思います｡ 

次に別紙２「政策公約 対応事業一覧」を御覧ください。別紙２は 30 の重点施策実現

のため実施している対応事業の一覧となっております。表の左側が政策、中央、真ん中

部分が政策に対応する重点施策、そして右側の欄が重点施策を実現するために実施して

いる対応事業となっております。例えば政策１「市民の安心向上」、重点施策７「予約シ

ステムの導入やユニバーサルデザイン化などの斎場のリニューアル、新しい形の墓地の

整備」を実現するために、「斎場火葬炉等整備改修事業」、「（仮称）新しい形の墓地整備

事業」の２つを対応事業として実施しております。別紙２につきましては、お時間があ

るときに御参照していただけたら幸いでございます。「八戸市市政評価委員会の概要」に

つきましては、以上でございます。 

◎委員長： 

はい、ありがとうございます。ただいま、事務局から説明のあった、市政評価委員会

の概要について、御質問や御意見がありましたらお願いいたします。 

市政施策として４つの大きな括りがあってその下に 30 の重点施策があり、89 の対応

事業があるという、こういう概要になっているということです。何か御質問等ございま

すか。よろしいでしょうか。 

 

≪「異議なし」の声≫ 

◎委員長： 

はい、それでは、次の案件に移りたいと思います。 
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【７．審議案件３ 評価方法】 

◎委員長： 

次に、案件３の「評価方法（案）」について、続けて事務局から説明をお願いいたしま

す。 

○事務局： 

それでは、審議案件３の「評価方法（案）」について御説明いたします。資料３を御覧

願います。まず、基本方針といたしましては、市民の視点に立ち、分かりやすく、そし

て客観的に示すことを基本に考えております。また、評価対象となります政策公約でご

ざいますが、４つの政策のもとに、30 の重点施策、89 の対応事業で構成されており、そ

の内容は極めて多岐にわたっていることから、例えば、89 の対応事業ごとの評価として

まとめるものではなく、政策公約の上位目的となっております４つの政策及び 30 の重点

施策ごとに評価を行うことと考えております。 

評価指標といたしましては、まず一つ目として、政策公約をどの程度実施したかとい

う「政策公約の実施状況」、２つ目として、政策公約の達成度について市民がどう思うの

かという「政策公約の市民評価」の２つの評価指標から総合的に評価を行っていただき

たいと考えております。なお、政策公約の市民評価については、後程御説明させていた

だきますが、市民アンケートを実施する予定でございます。 

次に具体的な評価方法について御説明いたします。まず、「政策公約の実施状況」の評

価方法でございますが、大枠として、まず対応事業の実施率を計算し、その対応事業の

実施率の平均により各重点施策の実施率を機械的に算出いたします。そのうえで、「30 の

重点施策の実施率」の平均値により、「４つの政策」の実施率を機械的に算出いたします。 

「89 の対応事業の評価」方法でございますが、対応事業の取り組み状況を踏まえ、実

施区分を確認し、実施区分に応じた実施率を計算いたします。対応事業の実施区分と実

施率の考え方については、資料３の中ごろの表を御覧ください。①実施済みは、「令和３

年３月末現在で、既に完了している事業」、②実施中は、「令和３年３月末現在で、進行

中の事業」、③検討中は「令和３年３月末現在で、検討段階であり実施時期が未定の事業」、

④一部実施は、「令和３年３月末現在で、取り組み項目に掲げた内容のうち、一部を実施

している事業、⑤未実施は、「令和３年３月末現在で、取り組み項目に掲げた内容を実現

していない事業」としております。 

実施率については、「実施済み」、「実施中」を 100％、「検討中」、「未実施」を０％と計

算し、「一部実施」については、市政評価委員会の委員の皆様に御協議をいただいたうえ

で、市政評価委員会で調整いたしました実施率を用いるものとしております。 

対応事業の実施区分の確認方法については、資料４「政策公約進捗状況基礎資料」に

て御説明いたします。資料４「委員説明用 政策公約進捗状況基礎資料」を御覧くださ

い。当該資料は、対応事業の事業内容や、実施区分、各年度の取り組み状況を記載した

資料となっております。現在、事務局で作成中であり、完成次第、５月中旬ごろに委員

の皆様に送付させていただく予定でございます。今回は資料の見方について御説明いた
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します。 

資料４の２ページ目を御覧ください。対応事業の実施状況の詳細の見方を記載してお

ります。一番上の表に、事業の名称や内容、事務局案の実施区分や簡易的な各年度の取

組状況、事業費を記載しております。各年度の取組状況の欄に記載がありますが、黒丸

が、既に実施したもの、白丸が今後実施する予定のもの、白抜き三角が、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により、実施を中止しているものとなっております。 

２つ目に、「各年度事業の詳細・実績」の表がございますが、こちらは、「各年度の取

組状況」の補足として事業の詳細や、実績を記載する欄となっております。上から３つ

目の「実施区分が検討中・一部実施・未実施の場合その理由」欄においては、実施区分

が「検討中・一部実施・未実施」の対応事業について、その理由を記載しています。一

番下にある表の、「外部要因などによる当該取り組み項目への影響」欄は、新型コロナウ

イルス感染症への対応など、外部要因で影響が出た場合に、その影響等を記載する予定

となっております。 

３ページ目、４ページ目が実際の事業の内容となっております基礎資料となります｡３

ページ目に記載しております「子ども医療費助成事業」を例に御説明しますと、事業内

容、実施区分、担当課、各年度の取組状況、事業費が記載されています。各年度の取組

状況において、黒丸はすでに実施されている事業であります。令和３年度の取組状況が

白丸となっているのは、基準日が令和３年３月末日時点であり、３月末時点では実施予

定の事業であるため白丸となっているものでございます。事業費について、平成３０年

度と令和元年度は決算額、令和２年度は決算の見込み額、令和３年度は予算額を記載し

ております。次に、各年度事業の詳細・実績欄では、各年度ごとの助成した金額の実績

を記載しております。資料４の見方の説明については以上となります。当該資料につき

ましては、５月中旬ごろに、委員の皆様に送付させていただく予定としております。 

それでは、資料３の１ページ目にお戻りください。「30 の重点施策の評価」方法につい

て御説明いたします。重点施策の実施率については、各施策の対応事業の実施率の平均

を用い、機械的に算出することとしております。参考の「重点施策実施率」の算出方法

の表を御覧ください。対応事業１の実施率は 100％、事業２が０％の場合、１００％＋

０％で合計が 100％となり、その平均が 50％となり、この値が重点施策の実施率となり

ます。 

次に「４つの政策の評価」について御説明いたします。４つの政策公約の実施率は、

「30 の重点施策の実施率」の平均値を用い、機械的に算出するものとしています。 

次に（２）「政策公約の市民評価」の評価方法について御説明いたします。「政策公約

の市民評価」では、30 の重点施策がどの程度達成されているかを確認するため、「政策公

約に関する市民アンケート調査」を実施のうえ、その結果を市民アンケート得点として

評価いたします。市民アンケートの調査内容としては、30 の重点施策ごとに「政策公約

が実現できていると思うかどうか」を調査いたします。回答は（イ）に記載していると

おり、「ア 十分に達成されている」、「イ まあまあ達成されている」、「ウ どちらとも

いえない」、「エ あまり達成されていない」、「オ ほとんど達成されていない」、「カ わ
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からない」の６つの選択から一つを選択するものとなっております。また、アンケート

調査票には 30 の重点施策とその実施状況が分かるようにそれぞれの主な取組を記載し

ています。調査票については、本日の審議案件でもありますが、資料５がアンケート調

査票の案となっております。こちらについては、後程、御審議をお願いいたします。 

次に②調査対象についてですが、1,111 人を予定しており、内訳は無作為抽出した市

民 1,000 人と市政モニター111 人となっております。なお、前回の市政評価委員会での

市民アンケートでは、総合計画の策定に携わった 29 名の有識者もアンケートの対象とし

ておりましたが、今回はより客観性を高めるため、無作為抽出の市民と市政モニターを

対象に実施したいと考えております。③の調査期間は、5 月 17 日にアンケート調査票を

郵送いたしまして、５月 18 日から６月６日の 20 日間を予定しております。④調査方法

は、郵送での配布・回収となります。なお、途中にですけれども、回収率を高めるため、

お礼状兼督促状を郵送する予定でございます。 

⑤の「政策公約の市民評価 市民アンケート得点」の算出方法について御説明いたし

ます。「政策公約の市民評価」は、30 の重点施策ごとに達成度を数値化した、市民アンケ

ート得点として判定いたします。アンケート調査の選択肢の６つを、「ア 十分に達成さ

れている」を４点として、「イ まあまあ達成されている」を３点、「ウ どちらともい

えない」を２点、「エ あまり達成されていない」を１点、「オ ほとんど達成されてい

ない」を０点と点数化し、その合計得点を「カ わからない」及び無回答を除いた回答

者数で割った数値で評価することとしております。 

３ページ目を御覧ください。政策公約項目ごとの評価例を記載しております。各重点

施策ごとに「政策公約の実施状況」欄に実施率を、「政策公約の市民評価」欄に市民アン

ケート得点を記載しており、重点施策の平均値が、政策の実施率、市民アンケート得点

となっております。表の評価例ですと、重点施策１－①の実施率 100％から 1－⑧の実施

率 50％の合計の平均値が 93.8％、こちらが政策１の実施率となり、重点施策１－①の市

民アンケート得点2.8点から1－⑧の市民アンケート得点2.5点の合計の平均値2.6点、

こちらが政策１の市民アンケート得点となります。 

次に３の全体評価について御説明いたします。３ページ上部の表のとおり、４つの政

策ごとの「政策公約の実施状況」と「政策公約の市民評価」この２つの指標と委員会の

意見に基づき政策公約の全体評価を行います。まず、①の重点施策の実施状況や市民評

価について評価を行い、次に、重点施策の評価を踏まえ、４つの政策ごとの評価を記載

いたします。そのうえで③の総括評価として、政策公約全体の実施状況、市民評価、総

括評価を行っていただきたいと考えております。御参考として緑色のファイルにてお配

りしました、平成 29 年度の評価書を御覧ください。まず、18 ページ目をお開きくださ

い。平成 29 年度評価書では、重点施策に該当するものは「取組項目」という名称でござ

いますが、①の重点施策の評価として、実施状況と、市民評価について記載しておりま

す。 

次に 15 ページを御覧ください。15 ページには政策１の「実施状況」、「市民評価」、「政

策全体の評価」を記載しております。次に７ページを御覧ください。政策ごとの評価を
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踏まえ、実施状況、市民評価、総括評価を記載させていただいております。各政策の重

点施策ごとに評価し、重点施策の評価を踏まえ各政策の評価を行ったうえで、総括評価

を実施する流れとなっております。 

今回御説明した評価方法についても、平成２９年度の評価方法を踏襲しております。

以上が、事務局が考えております、評価方法となります。 

◎委員長： 

どうもありがとうございました。私にとってはかなり段々複雑になってきています。

今お示しいただいた、評価方法につきましては、現時点での評価方法を御提示していた

だいているということで、具体的な評価方法のルールあるいは、方向としては、１ペー

ジから３ページで示されているということです。全体の評価としては、我々の実施状況

の評価と市民アンケート調査という２つの評価指標と最終的には委員会意見に基づき、

客観的かつ総合的に評価していくという事務局案となっております。 

やはりこの委員会の一番大切な部分ですので御意見・御質問等あれば是非御発言いた

だきたいと思います。いかがでしょうか。 

私から一つだけ。資料３について、評価の順番ですが、まずは下から上がっていくと

いうイメージでよろしいんでしょうか。89 の事業の評価を行って、30 の重点項目を評価

して最終的に４つの政策を評価していくという。そのような手順ですね。 

○事務局： 

そうでございます。 

◎委員長： 

その辺のところまでは理解できました。いかがでしょうか。何か御質問・御意見等あ

れば。この評価方法は、第３期目の評価の時に使われた方法を踏襲されているというよ

うな御紹介があったと思いますけれども、特に問題があって大きく変えたとかそういう

ところはなかったという理解でよろしいですか。私ばかりが発言して申し訳ありません。

いかがでしょうか。 

●Ｂ委員： 

資料３の３ページ目ですけれども、ここに一番上の評価例とありますが、評価例の中

で、民間の資金やノウハウを活用してすべての防犯灯をＬＥＤ化しますというのがあっ

て、ここには 50％とあるんですけれども、私は市内の防犯灯は全部ＬＥＤ化されている

と思っているのですが、まだされていないところがあるということになりますか。例と

書いているので中身がどうのこうのではないんですけれども。 

○事務局： 

お答えいたします。防犯灯のＬＥＤ化につきましては、確かに市内全域で工事終了し

てございます。こちらは例として 50％と記載させていただきましたので、実際の事業の

進捗率、実施率とは異なる形になっております。実際の事業の進捗率、実施率につきま
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しては、次回の委員会でお配りする資料４で、今のＬＥＤ化の部分も記載させていただ

きます。 

●Ｂ委員： 

今時点で評価するとすれば、これは 100 になるわけですね。 

○事務局： 

100 になります。 

●Ｂ委員： 

そういう意味でいいわけですね。わかりました。すいませんありがとうございます。 

◎委員長： 

よろしいでしょうか。 

この実施率は、原案として何か数字が出てくるんですか。こちらで計算できませんか

らね。 

○事務局： 

そうでございます。 

◎委員長： 

他にいかがでしょうか。 

●Ｃ委員： 

ひとつよろしいですか。市政モニターという方々の定義というか、どのような方が市

政モニターなのでしょうか。 

◎委員長： 

はい。市政モニターとは、という御質問ですね。 

○事務局： 

市政モニターは、八戸市の広報統計課にあらかじめ登録していただいている方で、市

政に対する様々なアンケートなどに御対応いただいています。100 名前後を募集し、今

現在は 111 名の方に登録していただいております。 

●Ｃ委員： 

分かりました。 

◎委員長： 

公平な人選になっているのか、というところが一つのキーワードでしたでしょうか。 

●Ｃ委員： 

まず、定義が分からなかったので質問いたしました。御説明では、市政に非常に関心

の高い市民の方々が自ら手を挙げてなられているということで理解出来ました。ありが
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とうございます。 

◎委員長： 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

他に特に修正等考えた方がいいのではないかという、極めて重要な御指摘があれば取

り上げて議論したいと思いますがいかがでしょう。事務局の原案通りで、この方向でよ

いということでよろしいでしょうか。 

それでは、この評価方法に関して事務局案のとおりに進めてまいりたいと思います。

また、進めて行く段階でなにか疑問とか問題が生じた場合は議論していくということで

本日はこの案で進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【８．審議案件４ 市民アンケート調査票】 

◎委員長： 

それで続いて、案件４の「市民アンケート調査票（案）」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、審議案件４の「市民アンケート調査票（案）」について御説明いたします。 

資料５を御覧願います。「市民アンケート調査票（案）」でございますが、1 ページ目は

市民アンケートについてのお願いや、回答の締め切り、お問い合わせを記載しておりま

す。次に２ページ目でございますが、御記入にあたってのお願いと、記入例を記載して

おります。御記入にあたってのお願いでは、審議案件３で御説明させていただいた、資

料４「政策公約進捗状況基礎資料」について、市ホームページで御覧いただくことがで

きるということと、御希望の方には、資料を郵送することを記載しております。 

次に、記入例を御覧ください。回答は審議案件３で御説明させていただいたとおり、

「ア 十分に達成されている」、「イ まあまあ達成されている」、「ウ どちらともいえ

ない」、「エ あまり達成されていない」、「オ ほとんど達成されていない」、「カ わか

らない」の６つの選択肢から一つを選択するものとなっており、設問は 30 の重点施策ご

ととなっております。また、重点施策の令和３年３月までの取組を客観的にお示しする

ということを念頭に作成させていただいております。記入例の、重点施策１の「東日本

大震災からの創造的復興の総仕上げとして、八戸市復興計画に掲げた各種事業を推進し

ます」という項目では、実施状況と、その実績が分かるよう、主な復興事業の取組状況

を記載しております。 

また、レイアウトの面から、「見やすさ」、「読みやすさ」を意識した書体にしており、

ユニバーサルデザインフォントということで「ＢＩＺ ＵＤゴシック」を使用させてい

ただいております。 

３ページを御覧ください。３ページ目には、回答者の属性についての項目となります。

回答者の属性は、性別、年齢、家族構成、お住まい、八戸市にお住いの年数、職業につ
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いてとなっております。 

４ページ目を御覧ください。４ページ目からが、30 の重点施策の達成度についての設

問となります。重点施策１の「八戸市復興計画に掲げた各種事業の推進」についての実

施状況記載しております。 

５ページを御覧ください。重点施策２「国土強靭化地域計画の策定」やほっとスルメ

ールの充実」、重点施策３「八戸版ネウボラ」の実施状況を記載しております。 

６ページを御覧ください。重点施策４「子育て家庭への小中学生への医療費助成」、重

点施策５「総合保健センターの建設やがん対策の充実」の実施状況を記載しております。

７ページを御覧ください。重点施策６「地域包括支援センターの機能強化」、重点施策７

「斎場のリニューアルや新しい墓地の整備」の実施状況を記載しております。８ページ

に移っていただきまして、重点施策８「市内のＬＥＤ化の推進」の実施状況を記載して

おり、ここまでが、政策１「市民の安心向上」の重点施策の設問となっております。 

次に９ページに移っていただきまして、重点施策９「新美術館の建設」関係、重点施

策 10「アートプロジェクトの推進」関係の実施状況を、10 ページに移っていただきまし

て、重点施策 11「三社大祭、えんぶりの保存、伝承のための体制強化、文化技術の継承、

後継者対策」、重点施策 11「スポーツ推進計画の策定」の実施状況を記載しております。 

11 ページに移っていただきまして、重点施策 13「屋内スケート場の建設や氷都八戸パ

ワーアッププロジェクトの推進」、重点施策 14「小中学校での部活動活性化のための環

境づくり」関係、12 ページに移っていただきまして、16「八戸駅周辺の機能強化」関係

の事業実施状況を記載しております。こちらの重点施策 16 までが、政策２「まちの魅力

創出」の事業となっております。 

次に 14 ページを御覧ください。重点施策 17「八戸ワイン産業創出プロジェクト」、重

点施策 18「海外での商談会・展示会への参加や、鯖サミットなどの開催」、15 ページに

移っていただきまして、重点施策19「八戸畜産関連産業振興ビジョンの各種施策の推進」、

重点施策 20「荷捌き所Ｄ棟整備や八戸漁港への漁船誘致」関係の事業、16 ページに移っ

ていただきまして、重点施策 21「ＤＭＯの設立、蕪島、種差海岸の整備」の実施状況を

記載しております。17 ページに移っていただきまして、重点施策 22「企業誘致でのトッ

プセールスや国内外でのポートセールス」、18 ページに移っていただきまして、重点施

策 23「中小企業への各種融資制度の活用や、企業・創業・事業継承への支援」、重点施策

24「公契約制度の導入」の実施状況を記載しております。重点施策 24 までが、政策３「地

域の活力創造」となっております。 

19 ページに移っていただきまして、重点施策 25「地域の底力 実践プロジェクトの促

進など」、20 ページに移っていただきまして、重点施策 26「男女共同参画の促進」の実

施状況を記載しております。21 ページに移っていただき、重点施策 27「行財政改革の推

進と市民サービスの向上」、重点施策 28「八戸圏域連携中枢都市圏における連携施策・事

業の推進」の実施状況を記載させていただいております。次に 22 ページに移っていただ

き、重点施策 29「久慈、二戸地域との三圏域連携の推進」、23 ページに移っていただき、

重点施策 30「移住・定住にむけたシティプロモーション、移住相談窓口の充実」の実施
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状況を記載しています。ここまでが、政策４「市民参画と広域連携の推進」となってお

り、アンケート調査票案は 23 ページとなっております。 

アンケート調査票案においては、令和３年３月までの取組を客観的にお示しするとい

うことを念頭に作成しておりまして、また、「見やすさ」や、レイアウトについても、留

意し作成いたしました。委員の皆様におかれましては、審議において、「見やすさ」など

のレイアウトが適正か、実施状況の記載内容が客観的であるかなどを審議いただきたい

と思います。 

市民アンケートについては、審議案件３「評価方法（案）」で御説明させていただきま

したが、客観的な評価を行うため、総合計画策定に携わった方を対象に含めず、調査対

象者は、18 歳以上の市民から無作為で抽出した 1,000 人と、市政モニター111 人の計

1,111 人としており、調査機関は５月 18 日から６月６日の 20 日間で実施したいと考え

ております。今回御審議いただいたうえで、アンケート調査票を確定次第、５月 18 日か

らアンケートを実施したいと考えております。「市民アンケート調査票（案）」につきま

しては、以上となります。 

◎委員長： 

ありがとうございます。最後にありましたようにアンケート調査は、５月 18 日から開

始する予定とのことです。従いまして、今日のこの委員会において、審議の上、決定さ

せていただきたいと思っています。事務局からの説明にもありましたように、調査対象

者は、事務局の説明どおり、より客観的な評価を得るため、総合計画策定関係者などの

有識者はアンケートの対象にしていないとなっています。アンケート調査票の内容につ

いては、前回と同様に、実施状況の示し方を客観的な事実提示となるように作成してい

ます。 

また、調査方法やレイアウトなどが、全体的にこれでよいのかという点について、あ

るいは、実施状況の示し方が客観的な事実提示となっているかどうかという点も加えて、

御確認いただき判断いただきたいと思います。今回で調査方法と調査票を決定し、次の

手順に進んでいくということですので、この場で決定させていただくという方向で、議

論を進めさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。質問・御意見・コメント

ありましたら積極的な御発言をお願い致します。 

●Ｄ委員： 

私は前回もやらせていただいて、大体流れは分かっているのであまり発言していなか

ったのですが、大体結構だと思います。 

ただ、アンケートは、このままでもいいのですけれども、あまりにも淡々としすぎて

いて、市が頑張って今までやったことが市民の方に見えにくいかなという印象を受けま

す。「実施した」とか、「しない」というのを一言つけ加えるだけでも随分違うのかなと

思います。ただ、膨大な作業になるので、このままでもいいと思います。もし重点的な

ところがあれば、例えば一番最初に「以下の事を実施した」みたいな形で、一文入れる

だけでもいいと思います。このままですと、市の方が努力されたのが一般市民に見えに
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くいという感じがするので。ひと工夫、手間の掛からない範囲でやっていただけたらあ

りがたいなと思います。全面的に直せということではございません。これは非常によく

出来ていると思いますので。 

◎委員長： 

今のＤ委員からの御指摘に対して何か事務局から御回答ありますか。 

○事務局： 

Ｄ委員から、市の職員が頑張っているという嬉しいお言葉をいただきましてありがと

うございました。 

実施率については、この委員会において、実施状況が何％かということを評価いただ

きます。あくまでもこのアンケートは、市民の皆さんがどう思っているかということを

回答していただくものでございまして、我々の頑張っているところを見せすぎては本当

の気持ちの部分が見えなくなってしまうと思います。やはり市民の皆さんにはまっさら

な気持ちで、実際知らないことも多いと思いますが、そういったことも含めて、アンケ

ート調査で回答いただいて、その上で御評価をいただくというような考え方で進めて行

きたいと考えておりますので、このアンケートで進めさせていただけたらと思います。 

●Ｄ委員： 

了解しました。 

◎委員長： 

客観的に、というところを常に強調されているように思います。こういう御意見があ

ったという事で、今後の参考にしていただけるかと思います。他に何かございませんで

しょうか。 

●Ｅ委員： 

おおむね賛成ということでいいと思います。今、Ｄ委員からあった話と、ほぼ同じよ

うな事だと思いますが、例えば 10 ページの真ん中にある「山車人形の衣装修理の一部助

成」とか、その後半の「古文書等文献調査の実施」について、ほとんどの人が知らない

のではと思いましたが、そういう意図があるということであれば、このままでもいいと

思います。 

○事務局： 

市民の皆さんが知らないということは、我々の周知不足というような部分もあるかと

思いますので、アンケートではそういった所も含めて回答いただきたいと考えています。 

◎委員長： 

そこも把握できるように、アンケートには「分からない」という選択肢があるという

ことですね。そういうことも把握したいという意図もおありなのかなと思います。 

○事務局： 
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あくまでも客観的に、それぞれ市民の皆さんが思っていることについて丸をつけてい

ただくということで実施したいと考えております。 

◎委員長： 

他にはいかがでしょうか。では、この形で進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

それでは事務局案のとおりに進めてさせていただきたいと思います。 

事務局は政策公約進捗状況基礎資料など次回会議に向けて、資料の作成をよろしくお

願いいたします。 

 

【９．審議案件５ 今後のスケジュール】 

◎委員長： 

続けて案件５の「今後のスケジュール」について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

○事務局： 

それでは、案件５の「今後のスケジュール」について御説明いたします。 

資料５を御覧願います。開催スケジュールについてでございますが、本日４月 30 日に

第１回委員会を開催させていただいております。次に、５月の予定でございますが、５

月中旬ごろに「政策公約進捗状況基礎資料」を委員の皆様にお送りさせていただき、委

員事前質問表にて、当該資料や評価方法等に関する御意見等を５月 20 日までに頂戴した

いと考えております。そのうえで、５月 27 日の９時 30 分に開催予定である、第２回委

員会で、評価方法の決定であったり、政策公約の実施状況を確認のうえ、御意見などを

いただきたいと考えております。 

また、５月 18 日火曜日から、６月６日まで市民アンケートを実施する予定でございま

す。 

次に６月の予定でございますが、第３回委員会を６月 25 日金曜日 14 時から開催予定

とさせていただいております。市民アンケートの結果の御報告や、事務局より評価書の

案を御提示させていただき、その内容について、御審議いただきたいと考えております。 

次に７月の予定でございますが、第３回委員会で御審議いただいた評価書（案）につ

いてパブリックコメントを実施いたしまして、市民の皆様からの意見をいただきたいと

考えております。 

次に８月の予定でございます。８月 17 日火曜日に第４回の委員会を開催し、パブリッ

クコメントの実施結果を踏まえ、評価書を決定いただきたいと考えております。委員会

からの市長への評価書提出は、８月 31 日火曜日 10 時からを予定しております。 

次に、資料６の２ページを御覧願います。評価作業の手順でございますが、５月中旬

に委員の皆様に送付させていただく評価の前提となります基礎資料の確認を進めていた

だきたいと思います。委員の皆様におかれましては、基礎資料の内容を踏まえながら、

89 の対応事業につきまして、御確認いただき、事業内容についての御質問のほか、実施
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区分の修正や事業の改善等に対する御意見がある場合などは、本日お配りしております、

質問票①により、御提出いただきたいと思います。また、評価方法等に関しましては、

御質問・御意見がある場合は、質問票②により、御提出いただきたいと思います。なお、

提出期限につきましても、５月 21 日金曜日までとさせていただきたいと思います。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、非常に短いスケジュールで御負担をおかけし、申

し訳ございませんが、何とぞよろしくお願い申し上げます。事務局からは以上でござい

ます。 

◎委員長： 

どうもありがとうございました。ただいま事務局から説明のあったスケジュールにつ

いて、御意見・御質問はございませんでしょうか。いかがでしょうか。 

８月 31 日の市長への意見書提出を目指して、月に大体１回のペースで委員会を開催す

るということ、評価方法に関しての質問等があれば５月 21 日までということでした。 

他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、ただいま説明のあったスケジュールに基づいて、会議等を開催してまいり

たいと思います。皆様におかれましては、日程の確保をよろしくお願いいたします。 

最後に、全体を通しての御意見や言い忘れた御意見などがあれば、御発言をいただき

たいなと思います。 

それでは、各委員から全体を通して、あるいは各詳細のところでも構わないと思いま

すが、最後に一言ずつお願いいたします。 

●Ｂ委員： 

こんなにたくさんの施策があるんだなと思いました。分からない項目も結構ありまし

た。自分の身近なところで起きていることは結構分かるのですが、別の地域で進めてい

る事業など、知らないことがいっぱいあって、非常に大変な仕事をしているなと思いま

した。 

●Ｃ委員： 

私も同じで、ほとんど知らないことばっかりだったので、次回委員会までに少し勉強

して参りますのでよろしくお願いいたします。 

●Ｆ委員： 

私も同じで、知っているつもりが知らない事業が多く入っていました。次回までに勉

強してきます。 

●Ｇ委員： 

自分の仕事に関係することについては知っていたのですが、八戸市がきめ細やかに市

民の生活のために取り組まれていることを今回改めて知ることが出来ました。さらに、

資料の方をよく読んで勉強させていただきたいと思います。 
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●Ａ委員： 

先程、Ｄ委員とか、Ｅ委員からもお話がありましたが、まさにこれだけ広きに渡って

様々な事業をやっているなかで、市民の方が認知しにくい、中々分からないという事業

について、じゃあどうすれば市民の方々が分かってくれるのかなという視点もある意味

必要なのかなと思っております。「分からない」という回答を、今後市政発展のためにど

のように活かすのかという視点で、我々も微力ながら頑張っていきたいと思っておりま

す。 

●Ｈ委員： 

Ａ委員がおっしゃったように、やはり「どちらとも言えない」とか「分からない」と

いう回答が多くなるのかなという気がしています。でも、1,111 名の市民の方々がこの

アンケートに回答することによって、こんなに沢山のことをやっていただいているとい

うことを認知していただけるきっかけにもなるのかなと思っておりますので、私自身も

頑張っていきたいと思います。 

●Ｅ委員： 

タイトルなようなものは新聞や広報はちのへなどで目にすることがあるので分かる部

分もありますが、その事業の中身や、また今回は評価ということですので、資料などを

確認しながら、楽しみにもしながらやっていければと思っておりますのでよろしくお願

いします。 

●Ｄ委員： 

皆さんおっしゃった通りでございますが、分かりにくいところもあるのかもしれませ

ん。もちろん市の方で色々広報活動に努めておられると思いますが、市民の方にすべて

分かっていただくのはかなり厳しいところがあると思います。 

ただ言えるのは、これは評価ですので、あくまでも公正な立場で、我々は評価させて

いただくという立場は変わりません。 

ただ、評価が終わって報告書の形になった時に、どのように市民の方に御理解いただ

くかということが、非常に大事なことかなと思っています。例えば目玉のものを前面に

出して、濃淡をつけて市民の方にお知らせするなど、そこまで含めて委員会で議論をさ

せていただいて、最終的に市民の皆様に、八戸市は頑張っているということを伝える必

要があると思います。 

また、市民の皆さんもその一員として、そのすべてではなくても、いくつかでも、そ

れぞれの市民の立場で、身近なもの、目玉になるもの、誇れるものを理解いただければ

いいと思います。 

◎委員長： 

ありがとうございます。色々と御意見が出てくるところだと思います。ありがとうご

ざいました。これで、本日の審議案件はすべて終了いたしました。 
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【１０．その他】 

◎委員長： 

最後にその他として、事務局から何かございますか。 

○事務局： 

日程のお知らせでございます。次回は５月 27 日木曜日、午前９時半からの開催となり

ます。場所はこちらの建物の２階会議室Ｃを予定しております。開催時期が近づきまし

たら、改めて御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。最後にお手元

の緑青のファイルにつきましては、次回以降も使う予定でございます。そのまま置いて

いかれても構いません。お持ちいただいても構いません。どちらでも大丈夫でございま

す。以上でございます。 

◎委員長： 

はい、ありがとうございます。それでは、事務局は次回会議に向けて、資料の作成を

よろしくお願いいたします。また、委員の皆様におかれましては、政策公約の進捗状況

基礎資料などについて、短期間ではございますが、確認作業をお願いすることになりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

では、これで司会の方を進行へお返ししたいと思います。今日はありがとうございま

した。 

○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１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、長時間にわたり御審議いただきまして、大変ありがとうございました。 


