
 
 
 
 
 

第１２回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 

 

会    議    録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１７年８月９日（火） 



第１２回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／８／９（火） １５：３０～１７：０８ 

岡谷市役所 ４０１会議室 

（岡谷市民憲章唱和） 

 

１．開 会（副委員長） 

   第１２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） 

お暑い中ご苦労様です。昨日突如衆議院が解散されまして、社会も騒然としておりまして、

衆議院議員の皆さん方も何か可愛そうな気もしますけれども、ここでまたそれぞれ皆さん方は

地域で重要な役割があろうかと思います。ひとつ暑さに負けないように頑張っていただきたい

と思います。  

開会に先立ちまして、これより前に開かれました行政改革審議会で、市長さんから私ども１

５人委嘱状をいただきまして再任されました。そういうかたちのなかで、私が委員長、米山さ

んが副委員長というかたちで、引き続いて行財政改革プラン策定市民会議のなかで、皆さん方

と一緒にやっていくことになりましたので、よろしくお願いします。 

この行財政改革プラン策定市民会議も今日で１２回になります。今、市会議員の皆さん方が

それぞれの地域のなかで議会報告をしております。そういったなかのお話をお聞きしますと、

とにかく行財政改革の市民会議をやっているけれども、何をやっているんだと、全然見えてい

ないじゃないかというような批判が大分あります。私どもは何も結論を先走って出すのではな

くて、市の歳入歳出を勉強しながら、市の仕組みも勉強しながら、そういうなかで現実的には

こういうものだというものを出していくということで、批判は批判として受けていきますけれ

ども、最初の予定では１２回か１３回で先の見えるものを出していこうというようなお話であ

りましたけれども、そろそろ骨のあるものを作っていきたいと思っております。そういうかた

ちのなかで今日は、前回質問がありました未回答の部分と公共施設についてご回答をいただい

ていきたいと思っています。暑い中ご苦労様ですが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（企画課小口主幹） 

 

（１）前回質疑の未回答事項について 

   ・年金と再雇用について回答（総務課金原主幹より説明） 

 

委員Ａ  退職金の支払いがないということの意味が分からないのですが。 

 

総務課金原主幹  職員が退職した時には退職金が出るわけでありますけれども、その後の、よく
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天下りと言いますか、何ヶ所かで退職金をもらうということは、当市ではないということであ

ります。 

 

委員Ａ  継続雇用と再雇用の差はどんなところにあるのでしょうか。 

 

総務課金原主幹  市の方で直接引き続き、市の仕事をしていただくというなかで言う制度の部分

からすると、再任用という部分でございます。他の団体の方が行って関係団体の方へお勤めに

なるという部分と意味合いを分けるために再雇用という言い方をして行っております。 

 

委員長  よろしいですね。次に進みたいと思います。 

 

（２）公共施設の現況について（企画課小口主幹より説明） 

   ①地方自治法の「公の施設」に関する規定について 

   ②岡谷市の公共施設一覧 

   ③平成１６年度 主な公共施設の利用状況・管理経費等の状況 

 

委員長  事務局からご説明をいただきましたけれども、岡谷市内の公共施設の数、それぞれの管

理経費のご説明をお聞きしながら、こんなにかかっているのかという面もありますし、いかに

管理経費を圧縮していくかということが大きな行革の会議における意見かと思いますけれども、

質問がございましたらお願いしたいと思います。 

 

委員Ｂ  岡谷市民水泳プールは管理を委託するというお話を聞いていましたが、そのような方向

ではないですか。 

 

行革推進室中原主幹  現在、プールにつきましては屋内・屋外ございまして、業務を委託してい

るというかたちです。プール全体の施設を管理委託しているということではなくて、監視業務

を委託し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Ｂ  太鼓道場の職員の欄には何も書いていないが、誰もいないということですか。 

 

企画課小口主幹  太鼓道場は商業観光課の観光の方で担当しておりまして、シルバー人材センタ

ーに委託して雇っているということで、直営で行っております。 

 

委員長  一点お聞きしたいと思います。この行革のなかでも再三話題に上がっておりますけれど

も、各支所を廃止したらどうかという話しがありましたけれども、改めて湊支所、川岸支所、

長地支所が出ておりますけれども、職員数はほぼ同じ人数ですけれども、経費がそれぞれ１０

０万円位ずつ違っておりますが、その辺はどういう内訳なのか。 
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企画課小口主幹  基本的に正規職員の人件費は含まれておりませんので、直接管理経費というこ

とでご理解をお願いします。経費が高くなっている部分で長地は土地を借り上げている部分が

ございます。その土地代の部分が若干高いということがございます。利用件数が多かったりす

る場合それなりに経費もかかっているということであろうかと思っております。 

 

委員長  実際には人件費は入っていないということですね。 

 

企画課小口主幹  直接管理経費ということです。 

  正規職員の人件費は別にしてあります。 

 

委員Ｃ  カノラホールの関係で経費で 1 億 5,800 万円とかなりかかっておりますが、各内訳はど

の位かかっているのですか。 

 

企画課小口主幹  委託料のなかでどのように使われているか分かる範囲で調べておきます。 

 

委員Ｄ  カノラホールの件で振興公社が間に入っているので分からないんですが、使用料・手数

料というのは入場料は入っていないんですね。チケットを売ったその収入は入っていないんで

すね。それは直接振興公社に入っていて、直接管理費や経費というのはギャラなども入ってい

ないですね。ですから実際に振興公社はもっと大きなお金が入って、逆にもっと大きなお金が

出ていっているということですね。振興公社が管理をしているからここには出てこないですよ

ね。 

 

企画課小口主幹  事業に対しては補助金は出ております。 

 

委員長  やまびこアイスアリーナの年間の管理経費と収入を出してください。カノラホールも管

理経費とチケット販売やギャラなどの収支を出してもらった方が良いと思います。市民から見

るとやたらお金ばかりかかっているではないかという意見もありますし、カノラホールは文化

施設ということもあって仕方が無いという面はあるかと思いますが、アイスアリーナの部分は

市民の間でも本当にあのままで良いのかと意見も出ておりますので、その辺の収支、バランス

シートを見せてもらえると有難いと思います。 

 

企画課小口主幹  スケートセンターのお話しは、400ｍの屋外リンクが市の施設ということになっ

ておりまして、ここに記載してありますのはやまびこ国際スケートセンターの部分をとらえて

おりますので、そんなことでよろしくお願いします。 

 

委員Ｄ  この表だけで見ますと、すごく入ってくるものと出ていくもののアンバランスがあって、

当然出るだけのもの、例えば学校や保育園は出るだけで当然なんですけれども、例えば、商業

活性化センターや童画館などは入館料を取っているわけですから、収入があるわりにそれに対
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してこれだけの経費が出ているとか、中央町のアミューズメント施設などは駐車場の管理など

でお金がかかるんでしょうけれども、無料の部分もありますけれども、大変なアンバランスが

あってこれだけ見ていると、このまま続けていくと大変なアンバランスのままでどういうこと

になるのかなということがあります。ロマネットなどは非常に優秀でこういう数字を見ると安

心するんですが、収入のある施設が大変な赤字を出しているというところに大きな問題がある

ような気がするんです。それがこの表を見ての感想です。 

それと、例えばカノラホールや童画館、図書館、博物館にしてもそうですが、見ていると非

常に専門知識のある方が館長さんなどをやって運営をされてソフト・ハード面を活かそうとし

て努力をしている施設がある反面、図書館などはたまたま市の部長さんクラスが館長というこ

とで配属になって、見ていて本のこともあまりよく分からないし気の毒な面があります。そう

いった方が図書館の運営をされてもなかなか良い運営ができないので、ハードもソフトも活き

てこない。そしてコストに対する意識も低い。本当に活きてこない施設になってしまう。それ

は、今の方ということではなくて、残念ながら岡谷の図書館というのはそういう感じがします。

他にももしかしたらそういう施設があるのかもしれない。ですから、そういったところからも

見ていった方が単純にハードの使い方やコストの使い方というのはありますけれども、人の使

い方と言いますか配置というものも合わせてやっていったらというふうに思います。 

 

委員Ｅ  この表の備考の振興公社職員ということと、嘱託職員さんと賃金職員さんといった、い

ろいろな職員や正規でない職員の方が公共の施設の管理運営に当っているということが多いと

思いまして、私からすると今まで市の職員だと思っていた方が実は実際にはそうではないとい

う立場の方が多いんだということが、この表を見てはじめて分かりました。前回の質問も含め

て勤青ホームの関係もそうですけれども、ようやく少し分かったんですが、正規の職員の方と

こういった振興公社職員や嘱託職員、賃金職員の責任度の違いはどの位のローテーションで人

が入れ替わったりするのかといった部分と、賃金やどういう立場になる方がそこの責任をどれ

だけ任されているのかということも気になりまして、分かりやすく教えていただければ有難い

と思います。 

 

委員長  非常に大事な質問だと思います。一般の人はそこにいる方は市の職員だと思っていまし

ても、内容的には５人いても嘱託職員、臨時職員、公社の職員ということでありますが、やっ

ていることは市の仕事でありますけれども、その人の対応によって違ってきているということ

もあります。そういうことで分かりやすくお答えいただけますか。 

 

企画課小口主幹  市がいろいろと持っている公共施設を市が直営でやらなければいけないという

ことはないわけであります。従前から管理委託という部分があって当然市も行政経費を削減す

るためには管理委託という部分で幾つかそういうことをやっている施設もあるわけであります。 

このなかに振興公社とあるのは岡谷市振興公社ということで外郭団体の方でも若干の説明を

させていただいておりますけれども、カノラホールを始めイルフ童画館あるいは国際スケート

センターですとか、やまびこ公園や湖畔公園などの維持管理という部分を市が委託をしてお願
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いしているものでございます。ここに嘱託職員や臨時職員と書いてあるのは、これは直営の施

設でそこの職員にお願いをしてやっているという部分があって、特に「こどものくに」は小さ

いお子さんの遊びの部分に関わる職員の方ということで、当然、保母の資格を持った方を嘱託

職員としてお願いしているという部分があります。先ほどの図書館の館長さんは現在学校の校

長先生を経験されている方というのが最近の通例で、従前は市のＯＢの方がなっていたという

こともありましたが、最近は適任の方が入っていただくようなかたちになってきていると思っ

ております。例えば、渡辺家住宅や林家住宅に賃金職員とありますが、これは必要に応じて雇

ってお願いをしているような方がいるという部分で、通年でお願いをしているという部分では

なくて、何かある時にお願いをして１日幾らというかたちで雇っていることがあるものですか

ら、参考までにここに記載している表であるものですから、そんなことでよろしくお願いしま

す。 

 

行革推進室小松室長  かなり昔でありましたら、市の施設には全部市の正規の職員がいるという

のが当たり前だったと思うんですが、先ほども話しがありましたように、非常にそれぞれの施

設で毎年管理するお金が高い経費がかかるというなかで、それぞれの施設についてどういった

管理のあり方が一番好ましいかという部分のなかで、例えば、その施設は責任も仕事の量も正

規の職員を置くことが本当に良いのかどうかという検討していくなかで、それぞれの施設につ

いて現在はこういうかたちで正規の職員がいるところもあるし、嘱託職員がいるところもある

し、臨時職員がいるところもあるというようなかたちになっていくということであります。そ

れと指定管理者という話しが出たんですけれども、市の施設を市が管理を必ずしなくても良い

のではないかということでこういった制度ができたわけであります。そういったなかで民間の

方々が管理・運営をした方がより効率的、また、その施設の有効的活用が図られる部分がある

といった施設については市が直営でやるのではなくて、指定管理者制度に移行していこうとい

うことで、それぞれの施設の目的経過等を見るなかで望ましい管理のあり方として、現在のと

ころはこんなかたちでそれぞれがやっていくということでご理解いただきたいと思います。 

 

委員Ｅ  それで振興公社の金額で人件費がここに入っていないものですから、それと嘱託職員と

臨時職員の賃金と言いますか、人件費の金額を具体的に幾ら位ずつ違うのか、振興公社と嘱託

職員と臨時職員の違いを知りたいと思っております。 

もう１点は市の直営の施設ということで、嘱託職員と臨時職員が入っておりますけれども、

それはどなたがどのように決めて、何年勤務とか通年勤務といった人の配置はだれが決めてい

るのかという２点をお聞きしたいと思います。 

 

行革推進室小松室長  まず１点目の振興公社の関係でありますけれども、例えばカノラホールの

欄を見ていただきますと、職員数３というのは正規の市の職員の数であります。ですからこの

職員については直接経費のなかには含まれていないということであります。右の備考欄の振興

公社職員１０人というのは、カノラホールを現在、振興公社に管理を委託しているというなか

で、振興公社として１０人を雇用しているということで、これは直接経費に入ってくるという
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ものです。 

 

委員Ｅ  その賃金といいますか、人件費を知りたいんですが。 

 

中田総務部長  今現在、病院や水道といった企業会計を除いた人数で言いますと、正規職員が４

８６人、嘱託職員が１５７人、臨時職員が１８８人という構成になっております。これは、多

いところでは学校の関係、保育士、保育園の給食の関係を中心として臨時あるいは嘱託という

かたちになっております。 

嘱託職員と臨時職員の違いというのは、基本報酬月額。月の額で決めている人は嘱託という

かたちをとっております。そして、時給で決めている方が賃金職員、臨時職員というかたちで

配置をしております。基本的には、全てそれぞれの所管のところで採用という扱いをしており

ます。基本的には職安を通して雇用の方法を行っておりますが、ただ特殊なところがありまし

て、例えば、臨時の保健師や嘱託の保健師は資格がないとできない職種の部分がありまして、

正規職員を採るわけにいかないなかで、そういう方によって補っているという部分がかなりあ

りまして、そういう方については長期的になっています。長い方は１０年近くも同じようなか

たちでやっていただいているような方もいらっしゃいます。ただ、それが全てよしとは思って

はおりませんが、現実採用ができない。なかなか見つからないというなかで、そのようなかた

ちを取らしていただいていることもございます。 

報酬職員、臨時職員共に基本的には５年を目処ということで、交代をしていただくようなこ

とを原則にしております。ただし、今申し上げましたように職種によっては経験を積んでいた

だかなくてはできないこと、資格を取っていただかなくてはできないことがありますので、そ

れはそういうことを原則としてそれぞれの職場で判断をしていただいて採用計画というような

かたちで継続していくのか、あるいは新しい人に切り替えていくのかという方向付けをしてい

ただいています。金額で言いますと、報酬職員の基本月額というのが級で決まっているもので

すから、どこにはめるかという部分がありまして、大方の事務的なものは月額で約１６万円位、

学校の調理は１３万円や特殊な資格をお持ちの保健師、看護師というのは１８万円といったこ

とで報酬月額の表で決まっておりましてどこにはめるかというかたちのなかで行っています。

それから、賃金は基本的に一般事務は時給で８２０円という額で現在行っております。 

 

委員長  事務形態はそのようになっておりますが、現実的にやることは市の仕事でありますので、

責任はどこにあるかと言いますと、市が持つということであろうかと思います。 

 

中田総務部長  私ども仕事のなかで言っているんですけれども、正規の職員も嘱託の方も臨時の

方も全て同じ気持ちになってやっていただかなくてはいけないと思っております。責任の部分

で言いますと、地方公務員法の部分で言うと同じような責任がかかって参りますので、ただ責

任の度合いという部分で言いますと、当然、管理者がそれなりの責任を負っていかざるを得な

いというふうに思っております。 
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委員Ｅ  振興公社というのはどこから給料が出ているんですか。今分かったのは臨時職員、嘱託

職員のお話があって分かったんですが・・・。 

 

中田総務部長  先ほど言いましたように、市の外郭団体というものが幾つかございまして、その

一つが振興公社であります。振興公社は振興公社で給与規定というものが独自で作っておりま

す。 

 

委員Ｅ  では、市の方では今は分からないということですか。 

 

中田総務部長  分かります。ただ、それぞれ市の職員に準じた給料表というものを作っておりま

して、大方で言いますと市の職員の２号俸落ち、２年分位下の給与体系を原則としてとってお

ります。 

 

委員Ｅ  それでは、人数がここの施設では多すぎるじゃないかとか、この人は適材ではないので

はないかと判断する人も振興公社の人になるのですか。 

 

中田総務部長  例えば、カノラホールを管理するのにどれだけの経費がかかって、どういう人を

配置して、どうするかといったことは、これは振興公社にお任せということであります。そこ

で、１人多いとか、もっと違う人をといった選択というのは委託先の振興公社の方でお願いを

しているということであります。 

 

委員Ｅ  振興公社で一番偉い方はどなたになるんですか。 

 

中田総務部長  振興公社の理事長は今、前に市の部長をやりました職員のＯＢの方であります。 

 

委員Ｅ  職員がＯＢで振興公社の理事長をして、振興公社の人事というのはその方がやっている

ということでしょうか。 

 

中田総務部長  理事のなかで理事長を選ぶということです。 

 

委員Ｅ  振興公社のなかで決まることについては、市は一切お任せなので口は出さないというこ

とですか。 

 

中田総務部長  そういうことはありません。当然、１年の計画作りから今言いました予算の関係

から全て市が行っております。と言いますのは、振興公社の場合、理事さんは市の部長さん達

が大勢入っておりまして、それぞれ関係する部長さんが入ってそのなかで議論をしております。

それから、市のＯＢや市に関係ないところからも入っていただいて、協議の場を作っていただ

くための理事会というものを作って、そのなかの互選というかたちのなかで理事長さんが選ば

 7



れているということであります。 

 

委員Ｅ  やまびこ公園へ子どもを連れて行ったところ、「すいません。すいません。」と何回言っ

てもパソコンを打っていて顔を上げてくれないんです。声をかけても全然返事をしてくれなく

て、携わっていない人だと思っていましたが、これを見ると振興公社からある程度の賃金を貰

っている方で、売店のおばさんを鼻で呼んで、すごくそのおばさんは忙しそうだったんですけ

れども、「これ、やってくれ！」と仕事を指図していまして、今行楽シーズンなので人も多くて

「今は忙しくて、そんなことはできません！」と言ったらすごい勢いで怒っていました。そし

て、私がお客で「すいません」と言っても無視で、自分の仕事は押し付けて、おばさんにはと

ても偉そうにしている人がいまして、あの方は一体何の立場の人かなということが、今の質問

の原点なんですが、やはり特殊な方ではなくて給料はしっかり貰って、私の知らないところで

そういう人事があるのかなと思ったんですが。 

 

中田総務部長  振興公社のなかにも市の職員を辞めて再雇用というかたちのなかで行っていらっ

しゃる市のＯＢの方かと思います。なかにはそういう方もいますし、公社そのもので公社の賃

金体系のなかで正規に雇われている方もいるでしょうし、そのなかでも尚臨時的に雇われてい

る方もいるでしょうし、そういう人が幾つかのパターンのなかでいらっしゃるということであ

ります。ただ、そのようなことは本来あってはならないことでありますので、誰のための市政

をやっているかというふうに考えた時に、まちづくりの原点を忘れているのかなという思いで

今お聞きしましたけれども、私共も自分達の反省をふまえて考えさせていただきたいと思いま

す。 

 

委員Ｆ  資料の３ページ目最後に岡谷市保育所（１６園）とありますが、備考欄に臨時職員１１

７人とありますが、これは常設に用意されている方が１１７人ということでよろしいですか。

そうすると１６保育園で平均すると１園７人平均になりますけれども、産休等いろいろとある

と思いますけれども、これは１１７人が用意できているという解釈をすれば良いのか、常に臨

時職員が常用的に年間にどの位携わっているのか、１１７人はちょっと多いような気がします

が。 

 

企画課小口主幹  保育園の関係は長時間保育で朝と夜があって１人の方が朝と夜をやっているの

ではなくて、それで数が多いということもあります。 

 

中田総務部長  先ほどの数字の関係で保育園は現在の数字で正規職員が１１３人、嘱託職員１名、

臨時職員１２４人であります。そのなかには４時間臨時の方もおりますし、６時間の方もおり

ますし、いろいろな形態の方で時間帯が違うものですから、その時間をうまく使えるような組

合せでやっていますので、そんなことでご理解いただきたいと思います。 

 

委員Ｆ  ただ保育園児が少なくなっているなかで、依然としてこういう位置付けで段々減ってい
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くと思いますが、延べ人員ということでよろしいですね。 

 

行革推進室小松室長  子どもは確かに減ってきてはおりますけれども、特別保育・長時間保育・

休日保育といったものはむしろ年々充実をしていっているものですから、そういった部分では

１人の臨時職員が８時間勤務ということではなくて、短時間の３時間とか４時間といった部分

で人数的にはこれだけいるということです。 

 

委員Ｆ  私が一番聞きたかったのは、少子化で子どもを育てなくていけないという部分で、臨時

職員ではなくて正規の職員でクリアをするべきではないかということがありましてお聞きしま

した。 

 

行革推進室小松室長  基本的には正規の職員が本来見なければいけないところを臨時職員でやっ

ているというかたちは現在のところ考えておりません。ということは具体的にはクラス担当で

クラスに１人ずつの正規職員は配置をしているというのが今の基本的な考え方であります。 

 

委員Ａ  次世代保育の支援という意味でここはおかしいと思うところはしっかり精査をして、し

かも保育所などは知恵を出し合った勤務体系を組んで、より成熟したものを作って、つい先日

茅野の方では病後時保育の施設まで出来て、非常に母親が働き続けるということは本当に大変

なことなんです。そういうものをきっちりサポートして、間違いのない、何十年に一度でもミ

スのない保育を完璧により成熟した施設にしていっていただきたいと思っておりますので、そ

の辺は予算を削るのではなくてしっかり保護する体制をとっていただきたいと常に思っており

ます。 

 

中田総務部長  岡谷市も病後時保育は次世代育成支援行動計画のなかに位置付けておりまして、

来年からスタートが切れればと今研究をしているところであります。 

 

委員Ａ  是非、早くお願いしたいと思います。 

 

委員Ｇ  今のお話で来年度というのは、どこかに新しいものを作ってという予定でいるというこ

とですか。 

 

中田総務部長  私も福祉関係を離れてきてしまっているものですから、今の時点でどこまで進ん

できているのかということは、議会でもお答えをしておりますけれども、来年度からはスター

トを切っていきたいということで、先進市の作り方でどこにどういうかたちで置くのが一番効

率的で良いのかという部分。病院に置くことも考え方でしょうし、施設を新たに作ることも考

え方でしょうし、今の保育園のなかでどこかに決めてやっていくことも考え方だろうと思って

おります。いろいろなところの研究を一番良い方法のなかから選択していきたいということで、

今詰めていると思いますので、そんなことでよろしくお願いします。 
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委員Ｂ  イルフプラザの商業活性化センターの使用料手数料が 1,523 万円程ありまして、管理費

が 8,300 万円程となっておりますが、店舗の貸し付けの時にカネジョウさんは特別安い値段で

借り受けているというお話を聞いたものですから、この辺についてもう少しバランスのとれた

収入と支出ということはできないかという感じを受けましたが。 

 

委員Ｈ  この資料は直接管理経費というふうになっておりますけれども、その他に建物の場合は

その施設を１０年、２０年で償却しているよというような金額というのを含めるともっと額が

違ってくると思います。そうした時に実態の数字と言いますか、そうしてみると「こんなにお

金がかかっているのに、これじゃまずくないかな」という感じになる部分もあると思うんです。

せっかく良い資料だから、もしこういう部分で数字が付け加えられるのであれば、償却がこの

施設は何年まで幾らかかっていますよといったものを入れるといいのではないかなと思います。 

 

中田総務部長  度々いろいろなかたちでご指摘をいただく部分でありますけれども、官庁会計は

基本的には減価償却の考え方が一般会計・特別会計にはないんです。企業会計は当然減価償却

という部分を企業会計のなかでやっているんですけれども、そういう部分が根っ子にないもの

ですから、ただ無くていいかという話しはさかんに言われているバランスシートの部分を基本

に置いて考えなければおかしいじゃないかというご意見をいただいているものですから、トー

タルの部分としては一般会計のなかでもそういう部分の指標を作ってやっているという部分は

あるんですけれども、現実にここに減価償却という部分を当てはめて、それぞれの施設がどう

かというようなところには至っていないというところが今のやり方であります。それで良いか

ということになるとおっしゃるとおりかと思いますけれども。 

 

委員Ｈ  市役所的な考え方で言うとこれが市役所としては正規な部分だと思うんですが、利用し

ている、お金を納めている側からしてみると、こういう使われ方トータルで一つの施設を見て

いくと、こういう金額が入っているということで、費用対効果ではないけれども、本当にそれ

で良いのかねというものを一般の人が判断する時には、あっちの数字を持ってきてこっちの数

字を持ってきてというよりは、一つのところで一覧として見れるのがこれからは求められてい

くのではないかと思います。 

 

委員長  カネジョウが特別安く借りているというお話で、関連してロマネットの改修に約１億か

かっています。あそこは山の駅の食堂が出ておりまして私も利用しますが、いつも利用者が少

ない。あの、山の駅に対しまして賃貸料を取っているのか、市営でやっているのか。その点に

ついてお聞きしたいと思います。 

 

中田総務部長  カネジョウさんのところはカネジョウさんだけ特別にというかたちのものはとっ

ておりません。基本的に行政財産の使用料条例のなかで、幾ら使用料をいただいていくかとい

う部分は規定がございまして、その適用のなかで評価額の１００分の６という額を算出いたし
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まして、㎡当たり幾らと、その㎡でお貸ししている面積によって年額幾らという算出をしてい

ただいております。それから、そこに当然共益費というようなかたちで空調からはじまって、

電気・水道、そういうようなものはトータルでかかる経費を市で本来負担すべきものがどの位、

入居していただいている方が見るべき額は幾らという算定をいたしまして、あとはその額をそ

れぞれのところがどういうふうに割り振るか、その入っている店舗会にお任せをしてトータル

で納めていただいているのが現状ですので、特にカネジョウさんだけ幾らでということはいた

しておりません。 

 

委員Ｂ  支出に対して収入が少ないものですから、この基本をもう少し上げるという施策はでき

ないですか。 

 

中田総務部長  市の公共施設の考え方は使用料の額を決める時も基本的には、かかる経費を全部

割り振って、それで幾らというふうにとれればそれでいいんですけれども、やはり利用される

方のことを考えますとそういうわけにはいかない。制度的な部分でいくと受益者負担という考

え方があるわけですけれども、要するに本当にその受益を受けるその人たちがどれだけ払うの

が一番正当なのかという議論になるかと思うんですけれども、自治法上の制度上な考え方から

言いますと、全部受益者負担というかたちでかけるというのは考え方ではないだろうと、要す

るに市民全体でその施設がこの街にとっては必要な施設なんだと、だからそれについては市民

の税金で賄うべきところがどの位。それで、個人として使う人が負担していただくのがどの位

という考え方を２段階に分けて、ここの使用料を決めていくこういうのが使用料のあり方の理

論だと思うんです。それで、この額を幾らにすれば適当かという部分ではなかなか難しい部分

でありまして、もちろん上げればその分だけ上がっていきますが、ただ、利用する側から言う

とそんな高い施設はとてもじゃないけど利用できないというこういう部分につながっていきま

すので、なかなかその部分は難しいかなと思っております。 

 

委員Ａ  公共のものの考え方というのは今おっしゃったとおりでありますけれども、先ほど図書

館のお話がでましたけれども、ある日行ってみたら、継続して読んでいました専門書がここ１

年位取っていないといいうことで、図書館というのは公共の図書館ということで、利用する人

が少なくても、やはり図書館でなければ置かないそういう専門書というものは置くべきだと思

うんです。それが、とても何万もするような高いものではなくて 1,000 円か 2,000 位のもので

も、１年に誰も借りなかったからといっても、私は借りなくてもその場で見て、コピー代を払

ってちょうだいしてくることもありますし、そういう意味で公共のものは公共のもので、価値

のあることをやっていただかないと、法律的な専門書などは私以外にも誰か読みに行く方もあ

るかと思いますし、館長さんが代われば変わってしまうというか、やはり公共は公共のものの

考え方。では本屋さんにいけば一杯山積みになっているベストセラーは何冊も買ったりして貸

し出したり、母親文庫などにどんどんまわったりしておりますが、やはり利用者が少なくても

公共の図書館が置くべきものというものというものも、しっかりご検討いただきたいと思いま

す。 
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委員長  全く同感です。行ってみると何月で止めますとかいうものがありすぎますので、社会教

育委員会で図書館を視察してその話しはしてきました。やはり図書館でなければ読めないとい

うものもありますので、ご意見として伺っておきます。 

   関連してお聞きしたいんですが、湖北火葬場ですが、あれは経営はどこがやっているわけで

すか。 

 

企画課小口主幹  あれは、一部事務組合ですので、今は湖北行政事務組合です。 

 

委員長  あそこで、今まであった公衆電話が撤去されて、「電話を使いたい方は事務室へご連絡く

ださい」とあります。ところがあのようなところへ行く方はお年寄りが多く、携帯電話をもっ

ていない方が多いです。聞いたら経費がかかるから撤去したということなんですけれども、事

務室にあるので出来れば公衆電話でなくても、事務室にある電話を分けて廊下の今まであった

ところに置いておいてもらって、100 円でも 10 円でも入れるようにしてやってもらえれば非常

に助かります。私もここのところ立て続けに火葬場へ行って、携帯電話を忘れてしまった時に

公衆電話があるからと思って行ってみると、一月前から無くなっていました。それで、事務所

へ行って「貸してくれ」ということは言えないものですから、電話を設置してくださいという

ことではなくて、事務所の電話を分けてもらえば都合が良いかと思います。特に火葬場は年寄

りが多いんです。携帯電話の時代でも。そういう話しをしておいてください。 

 

委員Ｄ  今日のこの資料を見させていただいて、何を言えばいいのか。どういうことを質問する

べきなのか、意見を申し上げるのかよく分からないんですが、この数字だけを単純に見て思う

のは、単純にプラスマイナスをして、ただ出るだけというものは仕方がない。例えば学校とい

ったものを減らすべきだということは全く思いませんが、これだけで見て言うならば私個人の

意見なんですが、文化会館、童画館、イルフプラザの商業活性化センター、国際スケートセン

ター、総合福祉センターは微妙なんですが、そこのところが非常に大きなお金が出ているので、

小さいところをいじってもあまり全体に影響がないと思うので、今申し上げた施設のところを

何とか収支のバランスが取れるようなことをしなければいけないんだろうなと思います。ただ

それは何をすれば良いかということは先ほどのように家賃を下げれば良いのか、あるいは人件

費を下げるために市の職員を減らすべきなのか、そういったことは私たちには分からないので、

施策は分かりませんが、今日のこの資料の数字を見るなかでは、今申し上げた施設の何らかの

対策を打つべきでないかなというふうに思います。それは何をすべきかは分かりませんが、そ

の施設の性格やあるいは使っている受益者とかそういう方のことを考えると、そういったとこ

ろの施設の見直しが必要なのかなと思います。もう一つ中央町のアミューズメント施設もこの

数字だけ見るとアンバランスなので、ここのところもやっぱり何とか手を付けていかなくては

いけないのではないかなと思います。 

 

委員長  非常に貴重な意見かと思います。やはりこういう数字を見せてもらうと、管理経費をい
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かに圧縮して削減するか。かかっている経費をそのまま出すのではなくて、工夫をしていただ

いて出を抑えるというようなこと。大切なご意見をいただきましたので、意見として反映させ

てください。 

次に進みたいと思います。その他をお願いします。 

 

（３）その他 

「今後のスケジュールについて」（企画課小口主幹） 

・次回の会議日程について、８月２６日（金）午後１時３０分から６０５会議室で行う。 

 

委員長  そろそろ目に見えたものをそろそろ出していかなくてはいけないということをやってい

きたいと思います。最初論議のありました議員定数の問題も 20 人以内 18 人か 19 人かというか

たちとなってきておりますが、定員の問題も市の職員定数は少ないけれども、やたらに臨時職

員が増えているじゃないかというような話しもあります。そういったなかで具体的に目に見え

るものを提言としてまとめていく作業に入っていきたいと思います。 

以上で今日の会議は終わりたいと思いますがよろしいでしょうか。 

   

（「はい」と言う者あり） 

 

副委員長  以上で、第１２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 ５時０８分 


