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会    議    録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１７年７月２０日（水） 



第１１回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／７／２０（水） １５：３０～１６：４６ 

岡谷市役所 ６０３会議室 

（岡谷市民憲章唱和） 

 

１．開 会（副委員長） 

   第１１回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議を開催いたします。 

   委員長さんよりご挨拶をお願いします。 

 

２．委員長あいさつ（委員長） 

皆さんご苦労様です。この会も今日で第１１回目ということになりました。中間のまとめが

控えておりますけれども、新聞紙上を見ますと茅野市、下諏訪町それぞれの町で行財政の市民

会議が策定されておりまして、幾つかの諮問事項が出てきております。そのなかでも昨日の新

聞を見ますと茅野市では２５０項目にわたる問題点を列挙して、そのなかで改めて分けていく

というような意見も出ております。この６市町村を見ますと合併が無かったということで、そ

れぞれの町で市民会議を開きまして、自立への道を模索している現況が拝見されます。この岡

谷市の行財政改革プラン策定市民会議も１２回以降は皆さん方の出された意見をまとめながら、

中間的なまとめをして答申へと進んでいきたいと思っております。今日もいろいろなご意見を

お願いしたいと思います。 

前回は公営企業の水道に関しましては、新水源の確保を目指してできるだけ低料金で市民へ

安定供給を図っていきたいという結論をされましたけれども、非常にいい結果かと思います。

そんなことで今日はいろいろとご意見をいただきながら、まとめへと進んでいきたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 

３．会議事項（座長：委員長） 

 

（１）公営企業、外郭団体等のあり方 

   ○前回未回答事項の説明 

・外郭団体の理事報酬と市のＯＢ職員数について回答（企画課小口主幹より説明） 

 

委員長  外郭団体の理事の報酬等につきましては以上のように説明をいただきましたが、この辺

で質問はございますか。 

やまびこの常勤２名というのは社長と誰ですか。 

 

企画課小口主幹  営業部長と兼ねている方がおいでになるということであります。 

 

委員長  例えば振興公社の外部理事１回２万円といった金額につきましては、多い少ないといっ

た論議はあるかと思いますけれども、ご意見がありましたらこういった会議ですので意見を反
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映させていきたいと思います。 

   ないようでしたら、次に進みたいと思います。 

 

委員Ａ  今の振興公社の関係で理事会は年間どの位出ているのでしょうか。 

 

委員長  調べている間に他にありませんか。 

 

委員Ｂ  外部理事というのは広く知識を求めるということかと思いますけれども、市内にはそう

いう知識の人がいないということですか。 

 

委員長  その辺は見解の相違もあるかと思いますけれども。 

 

企画課小口主幹  振興公社の会議の回数でありますけれども、正確のものではありませんが、通

常ですと予算の関係で１回、決算の関係で１回、それとその時々の課題が生じた時に開催をさ

れているということでありますので、そんなことでよろしくお願いしたいと思います。 

 

委員Ｃ  国の外郭団体は国の役人が天下ってきて、ほんの少しいただけで退職金をもらっている

という話しを聞きますけれども、市の団体はそういうことは無いと思いますけれども、そうい

うことはあるんですか。 

 

企画課小口主幹  そのようなことはありません。 

 

委員長  あえて該当するとすれば、市の職員を務め上げてＯＢということでありますけれども、

非常にＯＢは少ないですね。 

 

委員Ｃ  退職金がたくさん出るということはありませんね。 

 

中田総務部長  ０です。 

 

委員Ｄ  理事の数は決められていると思いますが、無報酬ということを置いていきますと、どの

ような係わりをその理事さんはなさっているのか。サービスセンター２４人というようなこと

が外郭団体を運営していく上で適正な数なのかということで、形式的に理事が長いこと同じ方

がいるというような事実は無いのでしょうか。形骸化しているということはないのでしょうか。 

 

企画課小口主幹  今、勤労者福祉サービスセンターを例にお話がございました。私どももサービ

スセンターの事業報告、決算報告を取り寄せて、そのなかに役員さんの名簿等ありましたので

拝見させていただきましたけれども、この目的は中小零細企業の皆さんの福利厚生などに目的

がありますので、そうした会社の雇用する側の皆さんが係わって、様々な事業に対して意見を
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交換して事業計画や予算を決めてやっているということでお聞きをしておりますので、形骸化

をしているということは無いかと思いますけれども、顔ぶれがある程度任期をやられている方

はそういう傾向はあるのかもしれません。細かい任期まで調べていなくていけませんが、年間

２回か３回は会議をされているかと思いますので、その年度の事業・予算を審議する場になっ

ておりますので、形骸化しているということはないかと思います。 

 

委員Ｄ  報酬が無くても小さくしていくということは、例えば議事録などを拝見して異議なしと

いうことでやっているのであれば有効ではないかなと感じたものですからお聞きしました。 

 

委員Ｅ  只今の表のなかで、市のＯＢ職員数というのは理事についてだけ載せていただいている

のでしょうか。常勤職員の常務理事やそれを含めて１名ということなんでしょうか。 

 

企画課小口主幹  非常勤職員数を含めた数でありますので、よろしくお願いします。 

 

委員Ｅ  常務理事なども入って１名ということですね。 

 

企画課小口主幹  例えば、社協で言いますとＯＢの１人というのは、諏訪湖ハイツの支配人さん

になります。それから、振興公社の１名は事務局長さんであります。振興公社の関係は理事長、

局長と施設の関係でやまびこ公園など持っておりますので、その関係の職員ですとかイルフ童

画館やロマネット等の関係もＯＢの職員も行っています。それから、勤労者福祉サービスセン

ターの関係は勤青ホームと勤労会館の館長さんがＯＢとなっております。そんな状況でありま

す。 

 

委員Ｅ  そうすると、そういう方々は全員無報酬なんですか。 

 

企画課小口主幹  常勤職員は報酬が出ております。 

 

委員Ｅ  この組織でお聞きしたかったことは、市の職員がどういうところへ、どう張り付いて給

料を取っているのか、いないのかというようなことで理事が無報酬かということよりも、その

辺が知りたくてこのデータをお願いしたのではないでしょうか。委員長さん。 

 

委員長  そうですね。 

 

委員Ｅ  そうしますとこの資料はあまり適正でないという、もう少し分かりやすい資料をお作り

いただければありがたいと思います。 

 

企画課小口主幹  当然、市のＯＢ職員は常勤職員ですので、それに応じた報酬は出ているという

ことでご理解いただきたいと思います。 
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   先ほどの振興公社の理事会と評議委員会の回数ですが、昨年度の状況は理事会が２回で、評

議委員会が１回ということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

委員長  ないようでしたら、次に進みたいと思います。やまびこスケートの森のバスの関係につ

いて料金体系がどうなっているのか。民間に頼んだ方が安いのではないかという意見が出され

ておりました。これについて回答をお願いします。 

 

企画課小口主幹  やまびこスケートの森の一般貸切旅客自動車運送事業の関係は平成１５年８月

という年度途中での交付を受けて、９月に使用許可の公認をいただきまして運送事業を開始し

ているという状況であります。基本的に料金は陸運局で基準が決められておりまして、中型で

あると最低が幾ら最高が幾らという幅があるようでありますけれども、事業を始めた時には予

算等を配慮するなかで行っていたという部分があるかと思いますので、１６年度の４月からは

陸運局で示されている料金表に基づいてどこの団体も同様に取り扱っているということであり

ますので、よろしくお願いします。 

 

委員長  関連して、今やまびこスケートの森で各学校へ迎えに行っていますが、あれは来てもら

うからサービスなのか、実際にはお迎え料金をいただいているのかお聞きしたいと思います。 

 

小口財政課長  学校のスケートの授業に関する送迎につきましては、市のバスの委託料のなかで

のお支払いをしております。それから、学校その他の、例えば総合的学習で使うような場合、

これらにつきましても市の委託料のなかでお支払いをしております。 

 

委員Ｆ  福祉政策に関連して減免申請等で安くなればということでもって言ってみました。通常

の陸運局の規定でいけば営業をしていかなければいけないので、当然かと思っていますが福祉

に関わることで減免措置はあるのかと思ってお聞きしました。 

 

委員長  他に公営企業、外郭団体のあり方についてご意見はありますか。 

 

（なし） 

 

（２）これまでの市民会議における意見等要旨（企画課小口主幹説明） 

    

委員長  以上説明がございましたが、今まで皆さん方からご意見をいただいた主なものですが、

まとめてみますと一つには受益者負担をどのようにしていくか、具体的に話題に出ているのは

学童クラブの関係、諏訪湖ハイツの入浴料の関係、ごみ袋の関係といったものが具体的にでて

きております。 

   それから大きな問題は機構改革を推進してもっと機能的な行政体にすべきといった意見。そ

れから外郭団体につきましては、できるだけＯＢを少なくしていったらどうかというご意見が
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ございました。更に、大学誘致はいい加減良いのではないかというご意見がありました。これ

は議会でもそのような意見が出ているようでありますので、近いうちに結論を出すという答え

が出されています。 

それからこの行財政改革プラン策定市民会議のなかで問題になっておりますのは、補助金の

関係でありまして、新年度予算を組む時に一律何％カットというような話しのなかでやってお

りますけれども、こういった問題のなかでは一つ一つこれが多い、少ないということでやるよ

りも、やはり一律何％カットの方が具体的に効率的な効果があるというようなお話がありまし

た。それら意見のなかでは補助金は全廃すべきだという意見も出ております。このような皆さ

んの意見のなかでは一番謙虚に現れているのは、市の予算が足りないのではないかということ

は分かるけれども、そういう深刻さが市民に伝わっていない。そういう意味で市長が補助金交

付団体の皆さん方にお集まりをいただいて、市の税金についてしっかりと説明していただいて、

できれば補助金辞退というところまでもっていくと。市長が直接市民に語りかけてやっていく

必要があるのではないかといった姿勢がないという具体的なお話が出ております。今日、午前

中に社会教育委員会で各学校図書館を回ったんですけれども、各図書館へ行きますと今年は新

刊本の要求に対して予算が足りないと。なぜ足りないかと言ったら一律１０％カットで削られ

てしまったという話しがございました。そういうなかで市の方でも、苦しいなかでも姿勢を見

せるということで、甘んじて１０％カットを受けて何とか工夫をしてやっているというような

ご意見もございます。そういった意見もありますが何十項目に渡る皆さん方の意見がより具体

的なかたちで示されてきております。それを次回から更に圧縮して具体的なかたちで示してい

って最終的な答申にまとめていきたいと思っております。 

主に出された意見とその他について、ご意見ございましたらここでお伺いしてまとめの参考

にしたいと思います。 

 

委員Ｇ  地域・民間の部分も考慮してほしいということで申し上げてありますが、制度的にも今

の制度が良いのかどうか、一番簡単なことを言うと退職の関係で３月３１日までいなくて誕生

日で辞めていただきたい。民間はそれが当たり前である。例えば、私が一緒に入った人で、私

はこの１月で辞めましたけれども、一緒に入っても一番最初の人の退職は４月です。場合によ

っては３月３１日までいなくてはいけないということは無いと思います。極論を言えば４月生

まれの人は来年まで高給をいただく訳です。そこが民間と大きな違いです。そのような制度も

ありますけれども、定年制はともかく誕生月に退職をということを提言してありますが、その

ような考え方もありますので全ての制度が疲労をしているということがありますので、見直し

をしてもらうということが大前提かと思いますので、あえて厳しい言い方をさせていただきま

した。 
 
委員Ｈ  定年制はどこでも設けておりますが、市には市なりきの定年制があると思いますけれど

も、定年制を設けることによって天下りというものが一方では逃げ口になっていくという面も

あると思います。その辺をどのように調整をとるのか。民間でも私が知っているところは定年

を一応は引いて辞めるけれども、その人は技術があるから来てくれということでもって、また
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勤めているということがあります。銀行関係もそうですが、支店長をやった人は取引きの口が

利くということで、いわゆる天下りですがそういう問題があちこちで出てくるかと思うんです。

だから、その定年制を低くすることによって天下りが多くなるのではないかと思います。 
 
委員Ｇ  銀行などは良いんです。要は、民間は４月生まれの方は４月に辞めているわけです。と

ころが役所は４月生まれの人でも来年の３月までいるわけです。１年間、非常に高い給料をも

らうわけですよ。それが私達の民間の感覚と合うのかどうかということです。その後どういう

仕事をしていてもそれはどこでやってもらおうが良いことでありますので、そういう物の発想

が出てこないと困るわけです。先ほども言いましたように私もサラリーマンを４０年やりまし

たけれども、一緒に入って、最後の年で私は１月生まれだったものですから後２ヶ月しか余っ

ていませんでしたけれども、１０ヶ月分というのは高い給料を取っている訳です。それが制度

ということでありますから、是非そういう物の考え方も入れてもらって、どうしても３月３１

日に辞めなければいけないということは無いということを皆さんに分かってもらいたいと、民

間の感覚はみんなそうです。 
 
委員Ｉ  委員Ｇさんの意見に賛成です。私自身も誕生月で退職してきているわけです。ほとんど

の民間がそういうかたちできていると思います。それと同時に、今の金融機関にいたから担当

先の企業に行くかといえば、それは企業にとって使い物になるかどうかということがあります

から、企業にとって使い物にならなければ幾ら金融機関にいても半年も経たないうちにお引取

りいただくというかたちがほとんどですから、やはりそういう誕生月で定年というかたちにし

ていきますと、企業が自分の方から行先を斡旋をしてくれることがありますけれども、全てそ

れが合致するとは限らない。合致しないのは自分自身が職安にいくなりそういう努力をしてき

ているわけです。それは職安に行けば大変な日々で苦しみを味わって、そんななかで見つけて

いく。ですからそんなかたちの厳しさは必要ではないかと思います。 
   関連で他のことを言わせていただきますと、今までこの会でいろいろなご意見を聞いていた

なかで、まとめをするということでありますけれども、やはり再三言われていますように、相

当厳しいかたちで具体性を持たせてまとめていかないと、市民の目は向いてこないと思います。

それと同時に市長さん自身も大学誘致ということで、この話しが出た時に私は反対したんです

が、大学の出方を見てということではなくて、非常に厳しい状況に向おうとしている時に、自

らの公約は、山登りに例えると、これから明日悪天候になるという時には、リーダーの思いか

らすれば引き返すということも必要ではないかということであります。全て公約に掲げたから

やらなくてはいけないということではなくて、自分が先を見越して言ったわけで、できないと

いうことになったら早くに引き下がったことを市民に向けるということも、私は必要だと思い

ます。そういうタイミングというか時期というものが今そこにきているというように思います。

ですから、このまとめの時には相当厳しく、具体的に市の方も受け止めてもらわないと市民の

目も向いてこないと思います。 
 
委員長  それはおっしゃるとおりだと思います。この中間のまとめの時には具体的に厳しく出さ

 6



なければ、ただ抽象論を並べただけではダメだということで、今後まとめていきたいと思って

おります。 
 
委員Ａ  今、一般の社会では年金の受け取りが年々延びていって、退職年齢も延ばしてくるとい

うような会社の検討も打ち出しているわけです。それと関連しまして、市の職員、国家公務員

などの対策はどうなっていますか。 
 
委員Ｅ  ただいまのご意見でお願いします。これは高齢者雇用安定法という法律に基づきまして、

平成１８年、来年から段階的に定年が延びるようであります。これは法律のミスマッチと言い

ますか、年金の受給開始年齢が厚生年金の場合段階的に６５歳になっているわけです。高齢者

雇用安定法に基づく定年が６０歳であるものですから、この５年間を国民の生活をどう維持す

るかということでいろいろな仕組みで仕掛けができているんです。それに基づいて段階的に定

年は６５歳にしなさいということで、この法律が動き出しているところであります。これは、

どうしても守らなくてはいけないということで、各企業でそれぞれいろいろな事情を抱えてい

ても、各団体、いろいろな団体でもこのことについては今非常に真剣に取り組んでいるんです。

それで、民間企業とすれば再雇用、定年を一気に６５歳にするということは、退職金の問題や

いろいろな問題がからみますので、定年は６０歳のままにして、そこで継続雇用や再雇用とい

ったものを構築しながら、賃金は落としても、落とした場合、雇用保険から高齢者雇用継続給

付金というものがおりて、賃金が安くなったといえ賃金が出ます。そこに仕組みがあって６０

歳から厚生年金は一部報酬比例部分というものがおりますし、高齢者雇用継続給付金がおりて

保険料が安くなり税金が安くなれば、概ね現役時代と同じ所得が保障できるという仕掛けがで

きているわけです。それで今、委員Ａさんが言われるのは、一体公務員はどうなっているのか

ということを問いかけているかと思います。委員Ｇさんの意見はおっしゃるとおりだと思いま

すし、果たして公務員がどうなっているかということをお聞きしたいと思っておりましたので

教えてください。 
 
中田総務部長  宿題でお願いします。 
 
委員Ｅ  続きを言わせていただきますと、公務員が退職をすると年金を受給しますが、私ども民

間人は厚生年金を受給します。公務員も民間企業に天下りをして厚生年金になると年金が減ら

されるんだと。最近、公務員も民間に就職すると共済を減らされるんですけれども、そこは公

務員が法律をつくっておりますので、減らされる額の基準が全く違うんです。だから、天下り

で再就職の賃金を決める時には、その辺のところも現行法をしっかり配慮しながら賃金を決め

ていただけばよろしいと思うんですけれども、その辺の配慮がなされているかどうか。民間の

場合は給料と年金を合算して３８万円を超えると減らされるんです。公務員の場合１０万円上

にランクが決められていて、４８万円に設定されていますので、その辺のことはやはり配慮し

た再雇用の条件というものをご検討いただければと思います。 
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委員長  回答は、定年の問題も含めて次回でお願いします。 
   一応この会議ではそういった論議がなされて、強い要望があったということで進んでいきた

いと思います。 

   他にございますか。 

 

委員Ｂ  補助金・負担金の関係でその交付団体の関係者を集めて、市長さんから現在の市の財政

状況を説明して理解してもらいたいとのお話をしてあります。その答えがありませんがどうな

っているのでしょうか。 

 

矢島企画部長  ご提言をいただいておりますので、この件につきましては「こういうお話が出て

おります」ということで伝えてありますが、ただ具体的なものは、この補助金・負担金をどう

するかというものが動いていかないと対応できない話しですので、そのなかで一緒に対応させ

ていただきたいと思っております。 

 

委員長  これは、今直ぐにということではなくて、そういうことは必要だということで強く意見

が出ておりますので、中間のまとめのなかで行っていきたいと思っております。 

 

委員Ｅ  補助金・負担金の削減のなかで、１５年度の監査報告は非常に立派にできておりますと

いうことを申し上げてありますが、この監査結果に行政がどう対応しているかというご質問を

申し上げたところ、全体のなかで各担当がそれぞれ精査をして対応しているという回答をいた

だいているんですけれども、これだけ立派な監査報告であるものですから、各担当が精査をし

てということよりも、むしろプロジェクトを作ってこういうものに対応してあれば、私どもが

言っていることは重箱の隅を突っつくものなんですよ。これだけ立派なものにどう対応するか

ということで行政の資質を逆に問われると思います。 

 私どもの強い思いを受け止めていただきたいと思っております。 

 

委員Ｈ  ４ページのところに支所の廃止の問題が出ております。支所については昭和３４年の合

併当時、長地村、川岸村、湊村が支所として残せという条件を出して合併していると思うんで

す。その地域、住民のためにいろいろとやっております。現在も公民館活動等はほとんど一杯

の状態で使っています。それを廃止するとまた問題が出てくると思いますが、どういうかたち

で行っていくのか今後の課題になってくると思っております。それは事実経費がかかっている

ので廃止は結構かと思っておりますが、住民サービスの低下ということがあるかと思います。

もう一点は無料で行っている団体があるわけであります。そういう団体を見直しをして少しで

も納めていただいて、無料の団体の見直しを行う必要があろうかと思っております。その辺は

どう考えておられるでしょうか。 

 

中田総務部長  午前中に総務部の決算審査がありまして、監査委員さんと協議をするなかで、支

所のあり方について年数的にもかなり年代を経て、市としてのあり方という部分のなかでも支

 8



所という部分がただ合併という部分の論議だけではなくて、これからのまちづくりという観点

からそろそろ考え方を見直しをしていく時期に当っているのではないかというお話をいただき

ながら、前回のこの会議でもそういった部分の話しが出ていたというお話をしながら、これか

らそういった部分のところに話しを深めていく必要があるのかなということをお話したところ

であります。 

ただ、今お話がありましたように支所は現在、支所機能と公民館機能を一つにした形のなか

で、しかも全員が兼務というなかで仕事をしている状況であるものですから、今の人数という

のは本当に絞られた人数のなかで業務をこなしているという部分からすると、かなりハードな

部分が実質的にはあるのかなと感じております。今、お話のように税の徴収から住民票等の交

付などを全てそこでわずかな人数でこなしているという、そういった支所の部分の他に公民館

活動といったものも一緒に行っているということもあるものですから、ただ単に支所機能とい

う部分を縮小することが良いのかどうか、住民サービスという観点から本当にそういった部分

が良いのか。一方では今の時代というのは住民サービスという部分をできるだけ着目して、地

域と一体的な行政を進めていくという観点からするとむしろ、そういったところを住民により

近い立場という部分で大事にしていかなくてはならないのではないかという議論も一方ではあ

るものですから、総合的なそういった部分をどういうふうに考えていくべきかという部分で、

当然いろいろな町の形態のなかでは支所という形もありますし、出張所という形もありますし、

これからのあり方という部分のなかで、もう少しそういった部分を今回のこういった時に合わ

せて検討して参りたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

委員長  市の考え方はそういうことかと思いますが、やはり旧市内に住んでいる方と合併地区、

長地・川岸・湊地区に住んでいる方では感情が違うんです。この行財政改革プラン策定市民会

議では、そういった支所の廃止など議論をしていきますけれども、この支所の廃止、統廃合に

ついてはまだまだ議会の方でも論議を経て、市長が各行政協議会の話合いのなかでコンセンサ

スを深めていかなければならないと思っております。そういった形のなかで意見としてはそう

いった意見が出て、説明責任をきちんとしてもらうという形でいってもらうということが良い

と思っております。 

 

委員Ｈ  住民サービスということを考えると中央だけに集めれば良いというものではないと思い

ます。それは確かに効率は良いですけれども、効率の良い中央部は固定資産を上げて多くの税

金を取って収入を確保するというようなことをして、平均化していくといったことも必要であ

ると思います。 

   そういうことも考慮しながら進めていくことも必要ではないかと思っております。 

 

委員Ｉ  今、支所の話しがありましたけれども、私は湊の支所に関わっている一人でもあります

けれども、他の長地、川岸の支所も行ったことがありますけれども、特に湊の支所の職員の皆

さんは地域から見ますと非常に仕事をしていると思います。やはり本庁の人達が仕事をしない

ということではありませんが、本庁へ来て窓口で話しをするのと全然対応といいますか雰囲気
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が違います。本庁へ来るとパソコンを眺めていて外から見れば仕事をしているように見えます

けれども、中身を見ているわけではないので何とも言えませんが、湊支所の職員の皆さんは、

あなた方はこんなにする必要はないよと、地域の皆さんに主体性を持ってやらせなければいけ

ないよと５・６年前から言っているんですが、休みを返上しながらものすごく仕事をしていた

だいているということについては、私は個人的に非常に感謝をしたいと思います。 

   先ほどお話がありましたように、住民サービスということはハートを大事にしたサービスを

しなければいけないと思います。そういうことで私は支所の廃止等の部分についてはかなり議

論をしなければいけないと思っております。簡単に進めるのではなく、全員が納得いく形で進

めていかなくてはならないと思っております。 

 

委員Ｅ  私も行政の内部の方から聞いて感動した話しがあるんですが、支所の仕事は住民サービ

スの原点であることを実感していると、住民との接点が多くあって他では味わえなかった住民

サービスの原点があるということを行政の内部の方から聞いて感動したことがありました。 

 

中田総務部長  今お話がありましたように、支所というのはまさしく個別の本庁で言えば市民課

の戸籍だけの仕事をすれば良いというものではありませんから、当然そこには税も知らなくて

はいけない、年金も知らなくてはいけない、国保も知らなくてはいけない。福祉の関係では制

度の部分も知らなくてはいけないといった、ありとあらゆることを知らなくてはいけないとい

うことで、対象の人の数というものは少ないにしても、そういう知識、能力という部分が求め

られた人材を配置されるべく職場であると思っております。先ほど、市の職員はパソコンを眺

めていてとのお話がありましたが、眺めているだけということはないかと思っておりますが、

もしそういう部分があるとするならば正していかなくてはならないと思っておりますので、職

員にはそういった資質の部分で更に向上するようにして参りたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

委員長  支所の部分につきましてはまだまだ説明責任もあるかと思いますが、実は午前中に長地

の支所のなかにある図書館へ行ってみますと、支所長が図書館の館長も兼務をしていて、子ど

も達に対する本をパソコンで検索してあげて、必要なものだけプリントしてあげて、そういう

ことまでやっているというなかで、やはり支所の方は公民館職員も兼ねてやっているものです

から、ただ一概に支所をどうするかということは、まだまだ論議を深めていきたいと思います。

ただ、支所の必要性についてはこの会議に限らず出ておりますので、今後も意見を出していた

だいて進めていきたいと思っております。 

 

委員Ｆ  支所の関係で公民館活動を行っておりますが、高齢者の催し物が多くありますが、エレ

ベータが設置されていません。足の悪い方は参加ができません。早急に考えるべきではないで

しょうか。私もこの前会議がありまして支所に行きましたら、作業服を着た方がすぐに出てき

て非常に対応が良かったです。 

   やはりこれから高齢化が進むなかで使いやすい施設であるように要望します。 
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委員長  それらの意見を勘案しながら進めていきたいと思います。中間のまとめにつきましては

更にこれから中を詰めてお話していきますので今日はこの辺で閉じたいと思います。 

   それでは次に進みたいと思います。 

 

（３）今後のスケジュール等について（企画課小口主幹） 

・次回の会議日程について、８月９日（火）午後３時３０分から４０１ＡＢ会議室で行う。 

・８月２６日（金）午後１時３０分から６０５会議室、８月２９日（月）午後１時３０分から

６０５会議室で行う予定である。 

 

委員Ｊ  ８月９日に公共施設のあり方を行うということで、その資料の関係で公共施設につきま

して、年間の運営費がそれぞれどの位かかっているのか、職員は何人派遣されているのか、そ

れぞれの関わりが分かりやすいような資料をお願いしたいと思います。 

 

委員Ｋ  確認でありますけれども、２月２１日に企画部で出されたスケジュール案というものが

ありますが、そのなかで例えば７月上旬、７月下旬に主要事業の選択についてということであ

りますが、その後の中間のまとめ、あるいはそれ以降でも論議といいますか、話題のなかに入

ってくるということでよろしいですか。 

 

企画課小口主幹  スケジュール案の予定でありますと、公共施設のあり方等は終わっていて、本

来ならばこの時期が主要事業の関係のお話をすることとなっております。いろいろと細部まで

ご論議いただいているなかで予定より大分時間がかかっておりますが、これから岡谷市がどん

な部分に力を入れていったら良いのかといったことや、主要事業といった部分のお話につきま

しては、まとめの段階でも論議をいただきたいと思っておりますし、市民会議としてのまとめ

をお願いしたいと思っておりますので、予定より遅れていて非常に恐縮ですがそのようなスケ

ジュールを考えておりますのでよろしくお願いします。 

 

委員長  この件につきましては、私どもも企画課の小口主幹と話しをするなかで、やはりもう終

わっていなければいけない問題がたくさんありますけれども、なかなか最初の市の歳入歳出の

勉強会からこのスケジュールは全面的に変更になってきておりまして、回数も非常に増えてき

ております。そういうなかで言葉を変えて言いますと、慎重に勉強しながら審議をして結論を

出していくということで、予定どおりいっていないということであります。 

 その他ございますか。 

（「なし」と言う者あり） 

副委員長  以上で、第１１回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議を閉会といたします。 

 

閉会 午後 ４時４６分 


