
第２回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／３／１８ １３：３０～１５：４５ 

 

（岡谷市民憲章唱和） 

 

１．開 会（副委員長） 

 ただいまから第２回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議を始めさせていただきます。 

 

２．委員長あいさつ（委員長） 

 改めましてみなさんこんにちは。この間お話申し上げたとおり明るく新しい夢に向かって語ると

いうのがこの会議でございます。今日は第２回目の会議でございますけれど、前述のとおり岡谷市

の財政につきましていろいろとご説明を受け、その後、皆さん方のご意見をいただきたいと思いま

す。また、先日皆様方のもとに１回目の会議の要旨が配布されたと思いますが、これにつきまして

は公開ということでいろいろな形での公開がなされております。その問題につきましては、財政計

画の説明の後、それぞれの懇談会の中でお話しをいただきたいと思います。これより会議を開きた

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） 

（資料の確認：事務局企画課小口主幹より） 

（前回欠席の吉川博文委員の紹介及びあいさつ） 

 

（１） 岡谷市の財政の状況及び平成１７年度予算について 

（岡谷市の財政状況及び平成１７年度予算について小口財政課長より説明） 

   （実施計画について企画課赤沼主幹より説明） 

 

      （質疑） 

委員長  今財政と企画の方からご説明いただいたわけですが、ご説明に対するご質問、ご意見が

ありましたらお願いします。 

 

委員Ａ  経常収支比率の移り変わりをみると、平成１３年度から１４年度に急に上がっているよ

うに見えるが、これは何か大きな要因があるのでしょうか。 

 

財政課小口課長  経常収支比率が１３年度から１４年度に上がってしまったというのは、支出の

方が極端に伸びたというのではなく、逆に税の収入（市税収入）がガクッと落ちた年であり、

そういった影響で入りの方が少なくなったことにより、出の率が上がっていると思われます。 

 

委員Ａ  今度、経常経費を１０％カットすると、そういう見込みが出るのかわかりませんが、平

成１７年度の決算をした時に、経常収支比率がどのくらい下がるかという見込みはあるのでし



ょうか。 

 

財政課原主幹  経常収支比率は難しい出し方をします。経常的に岡谷市に入ってくるお金に対し、

どうしても出していかなければいけない経費がどのくらいの割合で出ていくかという出し方を

してあります。１００入ってきたもののうち８０はどうしても必要な経費として出したという

ことで、８１．６というような数字が出ています。これが１００に近づけば近づくほど苦しく

て何も出来ないという状況になっていきます。ただ、経常経費だけを下げたからといって、前

年と同じ収入金額であれば、２億円分だけは楽になりますが、市税や交付税の増減など外的要

因も絡んで、収入が変動してくるので、２億の経常経費が削減されても、収入がわからないと

何とも言えないのでご理解いただきたい。 

 

委員長  同じように財政指標の推移の中で、平成１２年度がいちばん安定しているような数字だ

が、何か素因はあったのでしょうか。 

 

財政課原主幹  平成１２年度は景気が落ちてきた年になっている。他のところはもっと早くから

落ちてきているが、岡谷市はＩＴ企業関連が良かったため、他の所より１年遅れて結果がでて

きているので、そういった面を含めてある程度安定した経過になっております。また、交付税

も安定的に入ってきた経過がございます。 

 

委員長  そして１３、１４、１５年度と景気が悪くなって数字がうなぎのぼりになっている。 

 

財政課小口課長  市税の影響もありますが、ここにきて、岡谷市の場合、イルフプラザ、諏訪湖

ハイツ、保育園の整備などの大きな事業を行ってきており、その管理経費も増となっており、

その両方の要因から経常収支比率が上がってきております。 

 

委員長  はい、わかりました。そういう中でも岡谷市はやや安定の中にいると。これから先はわ

からないがというようなご説明ですね。 

 

財政課小口課長  財政指標の数字から申し上げると、現在のところ健全財政のうちであろうと思

われます。 

 

委員長  ご説明いただきましたが、いきなり大きな数字、大きなこと、ちょっと頭の中で整理が

つかない面もあると思いますが、委員Ｂさん経験者として何かありますでしょうか。 

 

委員Ｂ  今、小口課長から健全だというお話がありましたが、これは民間でいう単独ベースか。

民間でいう連結ベースで企業も病院も含めた総枠で見た場合にどうか。それから市民の皆様と

話をすると岡谷市は借金だらけでいけないということしか出てこないが、市民の一般の受け止

め方と、皆さんの行政サイドで言っていることとのギャップがある。もっとはっきりと良いこ
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とは良いときちんと物を言わないといけない。そういうことはすべてが足りない。この間、ど

なたかがおっしゃったが、良いところもあるのだから、もっと良いことはＰＲしないといけな

いとおっしゃったが、そういうことを言っていただかないといけない。私はたまたま経験者で

すから、そういう話が出ると言っていますが、例えば市民税が岡谷は高いということを言って

いる人がいるが、そんなことはないはずだが、それが普通の中で市民に出てしまっている。と

りあえず、連結ベースではどうか。 

 

財政課小口課長  連結ベースかどうかということでございますが、ただいま私の方で説明いたし

ました指標につきましては、全国統一の財政指標として数字を出しておりまして、普通会計と

いうベースでございます。岡谷市の場合、一般会計と霊園事業特別会計を合わせた会計が普通

会計と言われている分でございまして、この数値から出てきております。従いまして、他の特

別会計の分であるとか、企業会計はこの中には入っていない数字ということになります。 

   それと委員Ｂさんから借金だらけという借入金のお話があったわけですが、市債の考え方と

いうのは、小学校あるいは中学校、それから福祉施設等長期間にわたって使用する施設等につ

いては、現在納税をしている住民の方だけでなく、将来の住民の方たちにもその経費を負担し

ていただこう、あるいは将来の収益により返済していくのがむしろ公平ではないかという考え

方が起債というものの考え方の基本となっております。 

   先程、私の方からもご説明いたしましたが、起債につきましては、元利償還金の一定割合が、

地方交付税に算入されてきます。有利なものの選択を岡谷市の場合はしてまいっております。

そういったところで、約８８％が交付税算入の対象になる起債であるし、算入額でも半分以上

は地方交付税で差し引きされるという説明を先程させていただいたわけであります。こういう

限定をした借り方をしてきております。というところで、起債制限比率が上がってきていない、

健全財政を保てている原因であると考えております。 

   ただ、今の国の施策の方ではこの元利償還金の一定割合を交付税に算入するという制度が、

ひじょうに整理をされてきてしまい、制度の統廃合であるとか、交付税でみる措置の率を見直

しするというような、いわゆる有利な起債といわれているものが、少なくなってきている。な

ぜ少なくしてきているかというと、全国的に市町村合併ということで、合併特例債の方にその

財源を回さざるを得ないということで、その他の市債の交付税算入については、縮小されてき

ているという実態がございますので、今後の起債の事業につきましては、より慎重な選択が必

要になってくるのではないかと思っています。ただ、そうかといって、この起債の制度を利用

しないとするならば、これは事業を全額市税でやらなければいけない。あるいは事業をやらな

いかというようなことになってまいります。全額市税でやるということは非常に大変なことで

ございますので、事業規模の大きなもの、あるいは短期的にやらなければいけない事業という

のは非常に難しくなってくるという状況になります。ですから、今後も活用にあたりましては、

これまで以上に、起債制限比率の推移、交付税算入率の少しでも高いもので、後年度への影響

を十分に考慮して選択する必要があると考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

委員Ｂ  そのとおりで、それは理解できますけれども、今お聞きしたかったのは、連結ベースで
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見た場合、総枠として岡谷市は健全かどうかということですので、その辺についてもう一度お

聞きしたい。それから、あまり難しい言葉になってしまうとみんな嫌になってしまうし、わか

りやすく市民に説明していかないと誤解を招くことにもなりかねないので、お話の仕方もぜひ

研究してもらいたい。 

 

委員長  委員Ｂさんのおっしゃっていることは、皆さん方、予算をいきなりご説明いただいて、

大体の話の中で現状はわかっていると思うが、やはり議会にいますと、そういった細かい点ま

で質問に出ます。この中に財政用語の解説というのがあります。あとで説明してもらいますが、

確かに小口課長の説明ですと現状では健全財政でこれからも案外良いのではないかということ

で、ほっとした安心感があると思いますが、いきなり、連結ベースになると岡谷市には本会計

のほかにいくつかの特別会計があります。そういうものまで同じような形で健全なのかという

ことで委員Ｂさんの意見では、そういった言い方では市民が安心しすぎる。本当のところはど

うなのかということが質問の主旨だと思う。その辺のところをお願いします。 

 

財政課原主幹  今、公共団体といたしましてもようやく連結決算という形の方向に動いておりま

す。平成１３年くらいからやり始めて昨年初めて岡谷市も連結決算をやってございます。だた、

この連結決算というのは市町村によって持っている会計が違います。例えば、岡谷市の場合、

一般会計、特別会計、企業会計があります。企業会計は水道、下水道、岡谷病院、塩嶺病院の

４つの会計があります。これが下諏訪町へ行ったらどうか、諏訪市へ行ったらどうかというと、

それぞれの市町村違うので、一概にそのことでどうなのかという比べ方は難しいと思います。

ただ、岡谷の場合、先ほど財政課長の方から話があったように、普通会計ベースでは今までは

健全財政を維持してくることができたかなという状況です。塩嶺病院の方も社会保険の委託病

院としてやってきて、施設的な面でも社会保険から援助がありまして、どうにか借金も余りな

く黒字でやってきたという状況です。それから下水道の関係もここで岡谷市内すべての所に下

水道が接続されまして、今までは毎年５億から１０億近い工事をやっていたのですが、平成１

７年度から１億円程度の工事になりますので、皆さん方からいただいている下水道代金で今ま

で借りた１７０億位の借金の支払いをしていけば維持できるという状況です。それから水道事

業につきましても１００％近い普及率になっておりまして、水道料だけで考えますと、県下で

は高い方ではありませんが、下水道の方が結構な値段になるものですから、皆さん方から水道

料金が高いとご意見をいただきますが、突発的な何かがない限り、料金もある程度のところで

やっていけるのではないかと考えております。今、企業的に苦しいのは、岡谷病院の方でござ

いますが、全体的にはある程度の財政維持はされているのかなと考えております。 

  

財政課小口課長  もし私の話で誤解があってはいけませんが、今の岡谷市は健全財政が保たれて

いて、これから先はずっと大丈夫ですよと言ったつもりはないのですが、指標的にも数値は上

がってきているし、歳入の面での落ち込みの不安があるとか、歳出面での課題であるとか、こ

の先については、財政の状況としては大変厳しいものが待ち構えているというふうに認識をし

ておりまして、決してこれから先も岡谷市は大丈夫だと申し上げたつもりはありませんのでよ
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ろしくお願いします。 

 

委員Ｂ  債務負担行為を設定してあるのは金額的にどのくらいあるか。 

 

財政課原主幹  債務負担行為という言葉が急に出てきましたが、これは、今後岡谷市が払ってい

かなければいけない形の中で、さっきから言っている市債残高が大きいというのも借金です。

債務負担行為も借金です。借金には２つありまして、市債のように銀行から借りたお金を徐々

に返していくものと、債務負担行為のように物を早くつくってしまって、何年間かけて払って

いきますよというやり方で他から借りているものがあります。金額的には約８億円位でござい

ます。教員住宅が約５億円、アイスアリーナが約２億円、ウェルハートが約１億円で毎年返し

ていくものでございます。その他に約１０億円位ありまして、中央公園の用地の取得が約６億

円位、消防庁舎の関係での用地取得で約３億、駅前の公共用地取得で約１．７億であります。

年度は決まっておりますが、今後整備をどのようにするかはっきりしていないものでございま

して、返済に至っていないものでございます。これらを合わせますと約１８億位になります。 

 

財政課小口課長  今年度以降に支出が約束されている経費ということでございます。 

 

委員Ｃ  これはぜひ委員長さんにぜひお願いしたいと思います。この平成１７年度予算について

の資料をここへきて配られても全然目を通す時間がない。事前に委員に配っていただきたい。

委員Ｂさんはわかると思うが、財政用語など一般の市民は何を言っているかわからない。客観

的に議会の委員会の審議のようだった。もう少し委員さんが勉強する時間を与えてもらわない

と。質疑、意見といっても困る。議会の経験のある方、行政にいた方は多少わかると思うが一

般の方はわからないと思う。資料の事前配布をお願いしたい。 

 

委員長 委員Ｃさんのご意見もごもっともだと思います。この件につきましては、このあとの意見

交換の中で、今日は基本的な財政計画とか主要な事業を聞いて、このあと勉強会を改めてする

というような形になっております。委員Ｃさんのご意見のとおりで、いきなり市の財政指標を

示されて、予算や主要事業、新聞等では皆さん一般質問等関心を持って頭にお入れだと思いま

すが、ただ、企画との打ち合わせでは、今日は全体的な説明をいただいて、いきなり資料を送

られてきてもわからないですから説明をいただいて、次回勉強会をするという予定になってお

りますので、ご承知おきください。 

   小口課長さんからの説明で皆さん胸に落ちたと思いますが、現状の岡谷市は、やや健全財政

だけれども市長さんが盛んにおっしゃっておりますが、２１年以降は基金が底をついて何にも

できない。反面合併した市町村については、地方交付税等どんどん来て、非常に豊かになると、

２００億なくなったことにより何にもできないんだと不評を訴えられておりますが、今そうい

う状況に入っております。そのときに自立への道をどうしたらいいかということで、この会議

が持たれた訳ですので、そんな形の中でご審議をいただきたいと思います。 

   ここで、連結ベースなのか、単独なのか、地方交付税とか市債とか財政の専門用語が出てま
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いります。ここに「財政用語の解説」というのがありますので、ちょっと息を抜くために主だ

ったものを説明いただけると思います。 

 

企画課小口主幹  委員長さんすいません。先ほど委員長さんもおっしゃっていただきましたが、

いろいろな部分で勉強会となりますと、今日財政課長さんからお話のあったことはこの用語の

中に入っていることばかりでございます。一度お読みいただき、これまでの資料もお読みいた

だき、特に私ども皆様方にどのようにご説明すればご理解いただけるか、逆に皆様方から、こ

ういう部分の話を聞きたいというような形で、事前にお話をいただければ、それに基づいて資

料を用意させていただきますので、そんな形でぜひお願いしたいと思います。 

   それから、今日お配りした資料は今日ここですべて理解していただきたいという意味ではな

くて、これからの審議の中でそうした部分が参考になるということで、財政用語ばかりでなく、

主要事業の部分ですとか１７年度の予算の方向性などがこれからの審議の中で非常に役に立つ

部分であると思います。また、予算につきましても４月１日の市報の中でも公表されてまいり

ますので、その段階で資料をよくお読みいただければ今日の説明とあわせてご理解いただける

のではないかと思います。それらを踏まえながら、委員さんの中で特にこんな点を知りたいと

いうことがありましたら、事前にお知らせいただければ勉強会をしたいと思いますのでよろし

くお願いします。 

 

委員長  事務局の方で以上のような提言ですけれども、率直に言って、財政用語の解説でどの辺

を知りたいかと聞かれても無理ですよね。無理だと思います。私も新聞記者を長くやっていて

予算を勉強しているけれども、未だに市の予算書は全部わからない。言葉もわからない。です

から事務局の方でこういうことと、こういうことを質問しろといっても無理。一応、財政用語

の解説を一通りお願いします。 

 

企画課小口主幹  はい、わかりました。 

 

委員長  いいですか、その意見で。それではここで５分間休憩します。 

 

(休憩) 

 

委員長  それでは休憩前に引き続き会議を再開いたします。特に今いろいろとご意見をいただき

ましたけれども、今日の説明の中で出てきた言葉についてご説明いただいて、他の言葉につい

ては改めて勉強会をするということでご了承いただきたいと思います。 

 

(小口財政課長より財政用語について説明) 

「一般財源」｢基金｣｢起債制限比率｣「経常収支比率」「公債費比率」「財政力指数」「債務負担行為」 

 

委員長  今ご説明いただいたお話を噛み砕きますと、先程の説明の内容がわかってくると思いま
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す。これからは、難しい言葉が出た時どきにご説明をいただきながら話を進めていきたいと思

います。以上今日は岡谷市の財政についてのご説明、資料をいただきました。これは時間のか

かる問題ですので、今日は一応ご説明をお聞きしたということで、あとはお宅で一度読んでい

ただいて、勉強会をもうじきやると。勉強会につきましては、岡谷市の新入職員の教育用のも

のもありますので、そういうものを勘案しながら、一度勉強会をしてある程度話し合いをする

上で必要な資料を得ていくということでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

 （２）意見交換 

委員長  それでは一応財政についてのご説明をいただいたということで、このあと、今日は第２

回目でございますので、これからどうしたらいいかというような方向性について、皆さん方の

ご意見をお聞きして今日は閉じたいと思います。 

その前に皆さん方に前回の会議の発言要旨が郵送されていると思います。非常にそれぞれの

皆さん方のこの会議に対する想い、これからの方針など、文章を読めば読むほど皆さん方の熱

意が伝わってきます。今日の資料にその要点、「第１回行財政改革プラン策定市民会議での意見

等要旨」をまとめましたので、ざっとご覧いただいてこの他にこういう点もあるのではないか

ということがありましたら、お出しいただきたいと思います。 

また、今日もこの会は公開ということで実施しております。新聞記者の皆さん方、市議会議

員の皆さん方が公開ということで、傍聴していただいております。 

  

(企画課小口主幹より第１回市民会議の要旨の説明) 

 

委員長  前回の皆さん方の発言につきまして、事務局でまとめていただきました。それぞれのご

意見が入っていると思いますが、今読んでいただきましたが、この他にこんな点がどうかとい

う点がございましたらお受けしたいと思います。だいたいよろしいですね。 

   今回、ずっと議会の一般質問を聞いたり、新聞等を見ましても、やはりこういった言葉が入

っております。特にこの会で２．３ご意見がございましたが、ゴミの収集、ゴミ袋についての

市民負担、そういった目に見えないご意見も出ておりますし、これからそれが具体的な形で、

実施されていくようなことだと思いますので、前回のご意見の要旨はこんな形でまとめたいと

思います。 

   他にこれからの方向についてのご意見はございますか。 

 

委員Ｄ  財政が困難だということですが、１０年のうちにどういうシステムで予算を減らしてい

くのか。例えば今年は１０％だとか、来年は９％だとか、また、どういうものを減らしていく

のか具体的なものを上げてもらって、いかに予算を減らしていくか具体的な討論をすることが

必要だと思う。ただ漠然としてやってもなかなかうまくいかないと思う。目標をある程度市で

出してもらわないと検討する方向がはっきりしないと思う。来年度は１０％減らさないと積立

金がだんだんゼロになってしまうという状況なので、その骨格をはっきりしてもらう必要があ

るのではないか。 
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委員長  ごもっともなご意見だと思います。この件につきましては、合併の懇談会で、市長さん

が、合併をした場合、しない場合の財政推計を示しました。結局しないということですので、

行財政改革プランを実施することによって、将来の財政状況がどうなるかについて、合併でき

なかった場合の新しい行財政プランを示して市民に問うことになっておりますので、次回以降

に示していただきます。具体的な内容については、次回の会議から入っていきます。 

それから、前回委員Ｂさんの方から、行革の委員は行政改革大綱を決めて、いろいろな実施

計画を勉強してきているが、新しい委員さんは、わからない面があるので、ぜひ勉強会をした

いという話がありましたが、それにつきましては、事務局はいつでも良いと言うことですが、

それより先に、今月末あたりにもう一度全体の勉強会をして、その中でそういう面についても

お話をいただくということにしたいと思いますがよろしいでしょうか。それでは、次回は３月

末位にもう一度勉強会をすることとしたいと思います。その他ご意見はありますでしょうか。 

 

委員Ｂ  今まで第１次から第３次までの行革大綱に基づいて動いてきているわけだが、従来と情

勢、背景が大きく違ってきている。第３次行革大綱を見ているが、これは改革ではなく、まだ

事務改善のレベルです。本当に仕事のシステムから何から発想をひっくり返すくらいを変えて

いかないといけない。言われているように金はないが、市民要望は多いという中で何をやって

いくかというと、本当に今までのことをひっくり返すくらい思い切って発想を変えて議論して

いかないといけないと思う。 

 

委員長  例えば補助金についても約２００あります。補助金もどうするか事務局と打ち合わせを

しながら、本当に思い切った改革をしていかないと何もできない。そのためにも我々も行財政

について勉強して内容をつかんでいかないといけない。いきなり思いつきでやるわけにはいき

ませんので、そんなことで勉強会をしながらいきたいと思います。 

 

委員Ｅ  行革審の方でもこういう資料を見てきているが、どうも自分たちの生活の目の前のこと

におりてくるのにイメージが遠い。こういう資料からこれは何について言っているのだろうと

か、生活レベルにおりてくるのにイメージが涌かない。資料を見る時にもものすごく時間がか

かる。これについてはこっち見て、あれについてはあっち見てというようにバラバラやってい

るうちに目が疲れてしょぼしょぼしてくる。もう少し大きい字だったらいいなあということと、

何とか事業と書いてある横に諏訪湖ハイツについてだとか体育館についてだとか、私たちの身

の回りにある建物や物事に結びつくような何か、きっかけになるような言葉があると良いと思

う。そうでないと正直言って何について話をしているのか全くわからない。わかるまでに時間

がかかる。わかろうと、ついていこうとしても、ものすごく時間がかからないと、自分たちの

生活レベルにイメージがおりてこないので、意見を求められても何を言っていいのかわからな

い。もし資料を作るときにもう少し身の回りの言葉を入れるなどして、大きくてもよいのでわ

かりやすい資料の作り方をしていただければありがたい。 

 

委員Ｆ  平成１５年度の決算報告は広報おかやをいただいたが、決算カードを出していただきた
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い。 

 

委員Ｇ  問題が広いので、ここで勉強会といって一律に辞書を引くようなことをやっても頭に入

るわけがない。それよりは、問題点を出して、そのためにはどうしたらいいか議論した方が勉

強になって結論が出てくると思う。ここは議会ではないのだから、ここで決まってもそのとお

りに議会を通っていくわけではない。我々は議会に反映させるための１つの手段に過ぎないの

だから。 

 

企画課武井副参事  資料につきましては、なるべくわかりやすく出しますのでお願いします。 

 

委員長  資料についてはわかりやすく出すということですが、他の市町村では私たちの仕事みた

いな形でパンフレットが出ているところもあります。それから２０３億全体の予算について

我々は審議するのではなくて、今日はそれについて説明を受けたということで、自立への道で

いちばん厳しいのはやはりどこの市町村でも言われている経費の節減です。経費の節減という

のは例えば議員さんの数、それから市の職員の数、それから補助金が適正かどうかというのが

３つの要素です。それらについて具体的な審議を重ねましょうということで、今日は全体の予

算の説明を受けたということですので、おっしゃるとおり、ポイント、ポイントでやっていく

ということです。例えば議員さんの削減についても区長会が立ち上げております。それから連

壮、連婦、高齢者クラブでも次の運動として立ち上げていく。市民団体も立ち上げていくとい

う形で、自立への道で結局やっていくのは経費のカットですね。いただくものはいただく、負

担してもらうものは負担していただくということはどういうものであるかということを、次の

会までに事務局の方から提案してもらいながらやっていくと。今日は歳入の面につきまして、

この次は歳出の面ですね、こういったお金はこういうふうにでている、これについてはこうだ

というように審議していきたいと思っております。 

 

委員Ｈ  先ほど委員長さんが補助金の話をされましたが、今日の説明の中にも補助金を何件見直

ししたかということはありますが、補助金の性格はいろいろあると思うが、中には補助金イコ

ール人件費というようなものがあるのではないかと推測されます。支出の方はこの次というお

話ですが、要するに補助金の交付している団体とそれがどのくらい出ていて、この見直した先

は何かという一覧を出してもらいたい。 

 

委員長  ご意見はごもっともだと思います。行革審の中では、補助金の交付団体と金額など一覧

表となった資料もございますので、改めて事務局の方で出していただくようにしたいと思いま

す。よろしいですね。 

 

企画課武井副参事  補助金はいろいろなことを審査していただくときがありますので、そのとき

に資料を出しますのでお願いします。 
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（３）その他 

(企画課小口主幹より次回会議日程等について説明) 

・３月下旬に財政問題を中心とした勉強会を開催したい。 

・４月は１３日（水）と２８日（木）の２回、午後１時３０分より市民会議を予定している。 

・会議状況の公開ということで、現在、岡谷市のホームページの行政改革・行政評価のコーナーに

この会議の状況を公表している。その他市役所１階情報公開コーナー、３支所、駅前出張所に文書

で会議状況を公開しているのでご承知おきいただきたい。 

 

委員Ⅰ  資料に単位を入れておいていただきたい。 

 

４．閉 会（副委員長） 

 今日は何か難しい言葉や問題が出て皆さんお疲れになったと思いますけれども、これで第２回岡

谷市行財政改革プラン策定市民会議を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 


