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第２４回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／１２／１２（月） ７：００～８：０５ 

岡谷市役所 ６０５会議室 

（岡谷市民憲章唱和） 

 

１．開 会（副委員長） 

   第２４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） 

皆さんこんばんは。非常にお寒い中、寒気が迫っているようですが、ご出席いただきありが

とうございます。明日から始まります議会の一般質問を見ますと 6、7 人の議員さんたちが行財

政改革プランの様子、これからどうなるんだという質問があります。そういう中で私たちが目

ざしていましたいろいろな関係での質問も出ていましたので、皆さん方出来ればまた機会をご

一緒させていただいて我々が作ったものがどんな形で処理されているかというのもご覧になっ

ていただければと思います。今日は皆さん方のお手元に差し上げてございますけれど、最終的

なプランの締めということですので、それぞれの委員さんに事前にお送りしましてそれぞれチ

ェックを頂いて最終的なものが皆様方のお手元にあります。いろいろご意見いただきながらチ

ェックする所はチェックして付け加える所は付け加えて 16 日に予定されています答申にもって

行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 (小口(明)主幹) 

 

 （１） 岡谷市行財政改革プランに関する意見・提言について (小口(明)主幹) 

 

委員長  今事務局から読み上げていただきましたけれど、今まで皆さん方それぞれの意見をいた

だいています。分科会で細かい意見が出ましてそれらの意見を生かしながら最終的な案にまと

めていただきました。この案につきましては皆さん方のところへお送りして、それぞれのご意

見をお聞きしていますけれど、その中で特に私と副委員長さんが市の方へこういう点はどうだ

ろうといろいろな注文をつけました。その中で第 2 章では、目標設定を高くして各部課だけで

はなくて、全庁をあげて取り組むという形。それから使用料・手数料の見直しについては、無

料使用料は廃止をしてしっかりと明記をすべきである。３のところでは見直しは毎年きちんと

するということ。それからその次に第 3 章の歳出削減に向けた取り組みについては、この会の

意見としては今までの流れを変えていくという形で、きちんと明言していくと、行政の流れを

変えるということで、思い切った見直しをして欲しいと。効果のあがらない事業に対しては途

中でやめるという勇気も必要であるということも明記していただきました。補助金・負担金に
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ついては従来払ったものについての最終的なチェックがないので、きちんと精査をしてその上

で翌年の補助金についても考えていく。それから各施設の利用者の意見が反映されていないの

で、各施設すべて利用者の会を開催して管理運営を話し合うということで、より具体的に良い

ものに持っていくことも明記いたしました。それから③の場合で利用者の少ない施設について

は、もっといろいろな形の中で市民に活用してもらう方法を考えて欲しいという、分科会で出

された意見も入っています。第 4 章については、新組織案は予算の編成の前に示して欲しいと、

そうしないと予算の削減も効果がないということでそのような意見も入れてあります。それか

ら職員の感性についてはより感性を磨いて欲しいと、つねに問題意識を持って実現して欲しい

ということを明記しました。更には、職員提案制については出来るだけ多くの職員に自覚して

出して欲しいということも明記しました。それから、8 ページに効果的・効率的な市民サービス

の提携に向けては、サービス業であるということを身につけて常に市民感覚、市民の立場でや

るべきだということを明記しました。公益企業と外郭団体については、市の職員並みの問題意

識を進めるとともに、外郭団体の補助金は内容を出来るだけ精査して具体的な形で検討して欲

しいということを明記しました。それから市民総参加では、やはり明るいまちづくりの意味で

は、挨拶・声がけの推進を図っていく、それが明るい町を作っていく基本的な線に戻っていく

ということで明記しました。行財政プランの推進については、市民感覚できちんとチェックし

ていくという形で、「市民感覚による（仮称）のまちづくりの町、夢づくりの町、自立推進市民

会議」というようなものを立ち上げてそれぞれ報告を聞きながらチェックしていく、市民チェ

ックが必要だと言う意見もここで生かしました。今後の施策につきましては「子育て憲章」こ

れは岡谷市が他に例のないものを持っていますが、この精神を生かして子育てに力を入れてい

くということです。今日のＮＨＫでやっていますが、ニート対策に対しては岡谷市は工業立市

ですので岡谷市の中で 15 歳から 35 歳までの間のニートの人たちは何人いるか、どういった形

で社会復帰に話し合いが出来るかという支援センターというものを岡谷市が他市に先駆けてき

ちんと作って調査していくという姿勢も必要ではないかと言う事で、あえてここに付け加えさ

せていただきました。ニート対策についてはいろいろな問題もありますが、今年は国からの指

示を待つということでなくて工業都市岡谷市独自の形で企業努力して欲しいということで明記

しました。これらの点が今皆さん方に示されています最終的な案です。これらを勘案していた

だきながらご意見をお聞きしたいと思います。そして今日の皆さんの意見を最終的なものとし

て 16 日に提言に向けて行きたいと思いますので、審議の方よろしくお願いします。 

 

 (ニート対策について) 

 

委員Ａ  ありがとうございました。今、ご報告を聞きながら、対策室を立ち上げることは非常に

大事なことですが、「どうアプローチしていくか」とかキャリアカウンセラーの方に常時連携取

れるような形にしておかないと、非常に微妙な問題、精神的な問題が絡んでいますので、カウ

ンセリングの経験のない人の対応だとなかなか難しいと思いますので、立ち上げるときのその

辺の配慮を真剣に取り組んでいただきたいと思います。 
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委員長  15 歳から 35 歳の人が職に就かないというのは、仕事をする気がない、就職先も探してい

ない、ただ親の援護で暮らしている、考え方によっては心の悩みということなのでそういう面

は勘案して、ただなんでも職業訓練をしたり引っ張り出すのではなく世の中に出てきてもらっ

てそこでやるということなので、非常にこれからの国も各市町村、県もどうしたらいいかとい

う問題を持っているので立ち上げについては市でも十分そういった関係の皆さんのご意見をお

聞きしながら提言を生かしていただきたいと思います。 

 

委員Ｂ  中間の話をしたときにある程度具体的なものの言い方をしている部分がありますが、例

えば職員給料の民間感覚を反映させるという所などは、市民からみたら一番関心のあるところ

で、このようなことはすっきりやめましょうというような書き方をしなければいけないと思い

ます。それから、もう一つは定年の誕生月それに伴う役職定年制、民間感覚を反映させるとい

うことではなく民間感覚とはこういうことだということを出していかないと、役所の皆さんと

市民の民間感覚は違うから、ストレートに出していくことが大事だと思います。そうしないと

せっかく中間でやった話がどこかへいってしまう。これが最終的になるんですから、私はそう

いう感覚を持ちます。 

 

小口(明)主幹  中間まとめの意見・提言がどこかへいってしまうと言うのではなくて、総体的な

事項のはじめに書いてありますが、そこに盛り込まれていないものについて早期に検討すると

表記してあります。あくまで中間まとめの意見が消えてしまうというわけではないので、総体

的に記述できる部分と出来ない部分があるというのはご理解いただきたいと思います。中間ま

とめは消えるということはありませんので、そこの点だけは是非理解していただいて、今回の

提言の一番総体的な部分を一番にその話を載せてあるということでご理解いただきたいと思い

ます。 

 

委員Ｂ  今までの流れの経過の中でやっているので、その辺は市民としては一番目玉に感じる所

です。そういう所はストレートに出すことが非常に大事だと思います。 

 

委員長  委員Ｂさんがおっしゃっていることは、寒冷地手当の廃止、誕生月の定年を明記すべき

だということですけれど、中間の中には入っていないものですから・・・。 

 

（「中間まとめに入っております」という者あり） 

 

委員長  入っていればあえて追い討ちをかけることもないと思うけれど、どうですか。 

 

委員Ｂ  市民の一番の関心はそのようなところへくるわけです。この会議の中では一つ位ストレ

ートの目玉がなければいけないと思います。やるかやらないかは議会が決める話でありますけ

れども、そういう思想は出しておかないといけないと思います。 
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委員長  私も最終提言の中で職員の各手当てについては、寒冷地手当を含めてというのは頭にあ

りましたけれども、中間の中で言っているからここであえて言うこともないと思っていました

けれども、委員Ｂさんからそういう意見も出ているので、寒冷地手当については先日行なわれ

た３団体の会議でも寒冷地手当を廃止すべきだという意見が強く出ました。その辺の所は入れ

てもいいかと思いますが、皆さんどうですか。 

 

委員Ｃ  答申するにおいて具体性が必要だと思います。抽象的では市民の受けが、「何を言ってい

るのか分からない」といいますか、漠然とした感覚が生まれてくると思います。諏訪湖ハイツ

の有料化について委員長さんが答申に 200 円をのせると聞いておりますけれど、市長が 100 円

と言明していますが、市長の考えを聞くと「無料の希望者が非常に多い」これは当たり前のこ

とで、今の福祉の状態は福祉行政がどの程度現在の社会で必要かという観点から言うと、この

委員の考え方があっていると思います。あっていることを具体的に載せる方がいいと思うけれ

ど、何か弊害があって載せないと思いますけれども。 

 

委員長  諏訪湖ハイツの料金については、あくまでもこの会議としては 200 円として出していく

と。寒冷地手当、職員の定年の誕生月について、この会の総体的な意見なのでその辺について

明記して欲しいということですが、その辺はどうですか。 

 

矢島企画部長  大きく 2 つをいただきましたし、2 月から論議いただいている中でこの項目もあろ

うかと思っています。中間でいただいたものもそうですし、最終でいただいたものもそうです

し、やはり庁内でやってきたものは 18 年度あるいはこれから 10 年間に向うのは、このやって

きたことを、これからいかにすぐにできるものがあるか、公共施設みたいなものはできないも

のもありますし、もう少し時間もかかるものもありますけれども、そのトータルでこれからや

ろうとしているところであります。ですので、ご提言いただいた事をすぐ実現できるのもあり

ますし時間をいただきたいのもありますので、トータルでものを見させていただきたいと思い

ます。あくまで、市民会議なので皆さんの意見を尊重します。 

 

委員Ｂ  目玉という部分で、民間の感覚と一番違っている所でありますから。市の職員の皆さん

1,000 人の感覚と民間の感覚どちらかと言ったら自ら一般市民の感覚に付くのではないかと思

います。これも大きな意識改革です。あえてダブっても載せていくべきだと思います。 

 

委員長  中間で寒冷地手当の廃止、誕生月の定年退職というのは盛り込んであるのであえて最終

的なものには入れていかないということでよろしいですか。 

 

委員Ｂ ちょっと待ってください。企画部長さんは市民会議の皆さんなので部長の意向で私たち決

めるわけでないでしょう。委員の皆さんの意見も聞いてください。 

 

委員Ｃ  市民が見て現実はこういう状態であるということに対してこの会議が疑問を持って提言
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しているということであれば明記してもらう方がいいと思いますし、寒冷地手当をずっと続け

たいと言う意思があると思うので、そこら辺に矛盾があると思いますが。 

 

委員長  部長の答弁は提言は提言と受けて出来ることもあるし出来ないこともあります。それに

ついてはすぐに出来る場合もあるし日がかかることもあるので理解して欲しいということです。

この会としては寒冷地手当の廃止、誕生月の定年というのはあえて提言していくということで

よろしいでしょうか。それがすぐに出来るか出来ないかは行政の立場で考えていただいて、そ

んな形で一応盛り込んでいただくということでよろしくお願いします。 

 

小口(明)主幹  2ページの第4章の③職員給与の民間感覚を反映させるという文章がありますので、

ここへ 2 項目を入れて文章を調整させていただきますのでよろしくお願いします。 

 

委員長  私と副委員長さんが事務局と案を示した中で一番強く言ったのは、市民サイドでものを

考えて欲しいと、民間感覚は取り入れていくべきだという事で、何ヶ所も民間感覚という言葉

はあえて挿入しました。長野の市長が挨拶の中で「積極的な民間感覚をとりあげてほしい」と

ありましたので、岡谷市もそういう形で大きな意識改革をしていくということでやっていきた

いと思います。 

 

委員Ｃ  4 章の簡素化・効率的な行政運営の 1 の新組織案で、この会の案を尊重するという項目を

入れてもらいたいと思います。せっかく考えてきても何も入っていなくてただ提出しただけで、

今度国の審議会で収入役の廃止という項目が出てきましたね。我々も提言するときに収入役が

いらないという人は何人もいたんです。それは大いに尊重してもらって今度の組織でも大胆に

収入役を入れないというような方向へ進むと、いかにも提言が生きてきたという感じを受けま

す。この項目の所へ「我々の考え方、組織案を考慮してもらいたい」というのを入れてもらい

たいと思います。せっかく考えてきても何も入っていないと考えてきた価値がないと思います。 

 

委員長  4 章の「新組織案を予算編成時までに明示する」というのは、これは先日の会で企画部長

が「予算編成までには新しく出していく」という答えをいただいています。今度の議会の一般

質問の中でもこの意見が出て新組織案が示される予定です。あえてここで我々の意見を尊重し

て云々の話は必要ないと思います。もう 1 点、委員Ｃさんのおっしゃる収入役廃止、我々の審

議したのは助役の廃止で収入役の廃止は審議してありません。 

 

委員Ｄ  第 2 章の歳入の確保のための取組みのところで、先日のグループ会議で保育料・住宅使

用料についてはその手続きのときに口座振替の手続きをするという意見も出ていますので、問

題がなければ言葉として是非入れていただきたいと思いますし、ここの表現が｢全庁で取り組む

ように検討すること｣とありますけれども、「検討する」という表現はやめて｢取り組むようにす

ること｣という表現にしていただきたいと思います。指定管理者の所も「検討すること」となっ

ているので、この辺の表現も改めた方が良いと思います。 
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委員長  ｢取り組む｣に決めましょう。口座振替率ですが、あえてここで具体的に保育園の入園と

か入れていきますか。 

 

小口(明)主幹  保育園の場合、送り迎えを保護者の方がやる関係で園長先生が預かるということ

を行っていますので、口座振替も他に比べると低いということがありますので、そんな事情も

参考にしてもらえればと思います。滞納されているとか口座の関係でご都合があるとか、常時

集めているわけではないです。 

 

委員Ｅ  市としては園長先生にお願いしてやっているのですか。 

 

小口(明)主幹  それは特殊の事情がある方だけということを聞いておりますけれども。基本的に

はそれぞれが金融機関に納めるとか口座振替によって納めるということであります。 

 

委員Ｄ  事情がある方もいらっしゃるので、「原則として」などの感じでいれてもらえば、ただ「目

標設定する」だけでは口座振替率は上がってこないと思います。 

 

委員Ａ  市税・国保税等と入れておけばどうでしょうか。 

 

委員長  保育料と限定すると口座契約しなければ預かってもらえないのではないかという市民的

な不安も出てくると思います。 

 

委員Ｆ  理想とすれば口座設定はいいと思うけれど、逆に納める方は口座設定したことによって

滞納が出てくると思います。私もそういう関係機関にいたので良く分かりますが、そういう人

に限っていくら督促しても納めてくれないです。口座の方はゼロの状態でいて引き落としは出

来ないし督促をしても払い込みをしない人もいます。だから、強制的にこうだとまとめるので

はなく、それぞれの価値観があったり任意度があるからそういうものに応じてやるように、「原

則としてこういう形で行きたい」という方がいいと思う。そういうものを進めていくのが一番

いいと思います。 

 

委員Ｇ  個々にあたって行くとまた元に戻ってしまうと思います。この裏付けのものは添付書類

して何か付くのか。これだけで市長に答申をして市民に公開して終わりなのか。そこらのイン

パクトが薄いと思うんです。裏付けの説明的資料はあるのか。 

 

小口(明)主幹  具体的な裏付け資料というのがよく分からないですけれども。 

 

委員Ｇ  これは「～すること」と書いてあるだけでちょっと見ると空想論に近い部分が相当あり

ます。ここで審議してきたことが、裏付けになるものが付くのか。 
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小口(明)主幹  ここにまとまっていることはこの中で意見交換してきた内容じゃないですか。特

に最後のこの部分は・・・。 

 

委員Ｇ  だからそういう意見が出る、｢具体性がないじゃないか、数字的に云々｣と出ているから、

これはこれで私はいいですよ。だから、「これについてはこうだ」というものがあるかというこ

とをお聞きしたいです。 

 

小口(明)主幹  議論の経過はみんな公表して会議録という形で公表していますし、中間まとめ案

的にまとめたプランの全体的な像を公表してきていますので、最終はこういう形で表されると

ご理解いただければありがたいです。 

 

委員長  空想論が多いという言い方は少し反論があります。｢こうすべきだ｣というみんなの考え

方がありますので、あくまで空想論でなくてそういう実現に向けての皆さんの意見。もう一つ

は、行財政プランの厚いものを添付します。67 項目の内容をさらに加味したものを一緒に添付

します。 

 

委員Ｇ  2 ページの②の特殊勤務手当というのは、寒冷地手当は別のもの。寒冷地手当というもの

は国も県もあって近隣市町村もあるから岡谷市だけ廃止というわけにはいかないと思いますし、

特殊勤務手当というのは期限手当とか運転手当とかそういうことを討議してきたと思います。

寒冷地手当なんて一言も出ていないと思う。特殊勤務手当は 6～8 種類あるとお聞きしている。

そのことを言っているんじゃないですか。 

 

委員Ｂ  私は特殊勤務手当は寒冷地手当とは別だと理解しています。 

 

委員Ｆ  寒冷地手当は発想の時点は昭和 23 年ごろから付いた問題ですが、発想の時点と時代が変

わってきています。しかしそれは給料の穴埋めと言うことで出来た当時終戦直後の制度です。

それが継続されてきていると言うことで、現在民間との手当を含めた給料との格差がどの位あ

るか、民間並みにするということはそこにも給料の問題、労働力の問題、労働時間の問題、そ

ういうものを含めてどの程度あるか比較してみないと、ただこれだけを見て云々言うのは私は

出来ないと思います。 

 

委員長  寒冷地手当については廃止の項目を入れておくと言うことにしておきましたので議論は

戻しません。保育園の入園について原則として口座振替を約束させると言うことを 1 項目入れ

ていくということでよろしいですか。それとも各保育園に事情を説明して、入園に口座振替を

確約させても口座にお金がなければ入ってこないけれども、口座振替率を高めるために保育園

については入園時に原則として口座振替を約束させるということで入れていくということでど

うでしょうか。 
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小口(明)主幹  今、委員Ｄさんが言われた保育園と住宅使用料ですね。第 2 章の 2 番の使用料手

数料等の方へという形になりますので、よろしくお願いします。 

 

委員長  文章的な問題もありますので入れておくと言うことでいきたいと思います。総体的には

みなさん方の 23 回にわたるご意見を統一した形で、今日皆さん方にお示ししてあるのは鏡の部

分です。当日は行財政改革プラン策定市民会議のプラン書というのを 67 項目、さらに皆さんの

ご意見をお聞きして当日提言すると言うことになります。 

 

委員Ｈ  その資料は金曜日の当日にならないと私達の手元には来ないのですか。事前に送ってき

てもらって目を通すことは出来るんですか。 

 

小口(明)主幹  今、順次整理をしていますが、この前中間を出しましが、ここにあと 6 章・7 章の

部分が加わって、表現的な部分で直せるものは直しますが最終提言にあるような内容はまだ盛

り込まれていませんので、そんな格好になりますので、提言としてはこれだけでいいのかなと

思いますけれど。  

       

委員Ｈ  ある程度訂正とかするんですよね。訂正したものを市長さんに出すんですよね。 

 

小口(明)主幹  いいえ、提言をもらいますよね。この提言で案が最終的にどうするかということ

を市で考えていくことです。この提言をもらいますよね。ここでいただいている意見等をこの

中にどうやって盛り込んでいくかという検討をさせていくということです。 

 

委員Ｈ  細かいことの書いてあることは市長さんにいかないのですか。 

 

小口(明)主幹  行財政改革プランがどうやってまとめられるかと言うと、中間のまとめ案に 6 章・

7 章が付いて実施計画が付いてあと後ろに付属資料として会議の記録とか市民会議の様子とか

提言など付いた冊子がまとめられます。これはあくまで最終まとめ案としてはこの提言の部分

は市ではこれから論議するものもあり、そういう部分は入っていませんので、内容的にこれま

で出された意見で入っているものもあるし、宿題でこれから論議されなければいけない部分も

あります。あくまでプランは市で最終決定するものですので、この提言が市民会議の意見の部

分ですから、プランは一緒に作り上げているような形であると、そういう理解をしてもらえれ

ばと思います。 

 

委員Ｅ  委員Ｈさんが言っているのはこれがこのままストレートでいくのか、ここに字句修正を

加えたものがいくのかと言う質問ではなかったかと思いますが。委員Ｈさんは時間もないだろ

うから訂正箇所だけ今日把握しておけば、と言うことになるのかなとおしゃっているような気

がしますけれども。これをまた直して清書したものを皆さんの目に事前に触れる時間はあるで
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しょうか、と言う質問だと思ったんですが。 

 

小口(明)主幹  明日か明後日送ればぎりぎり着くと思いますけれど、お送りしますが。 

 

委員Ｅ  私は特にそうしてもらわなくてもいいような気がしますけれど、今日確認した所がどこ

ですという事がわかれば良いのではないかと思います。 

 

委員Ｂ  表現で 2 ページ 4 章 4 番、もう少しいい言い回しがないか。市民にも行政改革によって

負担してもらう訳だから身を切るのも大事なことだということだけれど、その言い回しが分か

りやすい言い回しにならないかなと思います。 

 

委員Ｅ  ずっとコラボレーション、協働でやってきたのが何となくどっちを削るかと言う話にな

ると、ギクシャクしてしまうので両方で痛みを分け合うと言うような表現があれば良いと思い

ます。 

 

委員Ｉ  同じ立場であるという事を言えばいいと思います。 

 

委員Ｃ  具体的にはどういうことを言っているんですか。 

 

委員Ｊ  これは私達の部会で上がった意見で、こういうように市民の負担が生じる、増えていく

ので市の職員にもということで意見が出たんですが。 

 

委員長  市の職員も同じ立場で痛みを、市民と同じ痛みを分け合っていくとか、痛みを分け合う

と言うことですね。 

 

委員Ｆ  その内容がどういう痛みであるかいろいろな種類によって違うと思うんです。受け取り

方が全然違うと思うんです。みんなその立場によって感覚が違うのだから。 

 

委員Ｃ  市民が見て何を言っているのか分からない。 

 

委員長  この表現が一番分かりやすいと思いますが。 

 

委員Ｂ  市民サービスが結果的に今まであったものが今度変わるわけだから、負担が増すわけで

す。市民サービスの切り下げに伴い市の職員の皆さんもそれなりに自覚をしてもらいたいとい

う、そういう意味ですから。 

 

委員長  市民と同じ痛みを市の職員も分け合うということでしょう。市の職員も市民と同じ立場

での負担も必要であると、市民と同じ立場での危機感も必要であると。 
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小口(明)主幹  分かち合うと言う意味は、例えば「市民も職員も同じ立場で痛みを分かち合うべ

きである」とかそういう意味でどうでしょうか。 

 

委員長  市民負担が生じた場合も市の職員だからと言って、行政だからと言ってということでは

ありませんが、結果的には委員Ｉさんのおっしゃるとおり市の職員も市民だから何かの場合は

同じに負担が生じてくる。具体的に入れていくということで、そんなことで最終的な皆さん方

のご意見をいただいたと言うことで、16 日の最終提言にもっていきたいと思います。24 回にわ

たりましてみなさん方の貴重なご意見をいただきました。市民会議としては板書形式を採用し

たり、分科会討議をしてみたり全体会議ということでいくつかの貴重な意見をいただいて最終

的な提言にこぎつけました。ありがとうございました。あとは 16 日の市長に提言する前に皆さ

んにお示しいただいて、よろしかったら提言するということで進めたいと思います。ありがと

うございました。 

 

（２）その他 

「次回会議について」（企画課小口主幹） 

・次回の会議日程について、１２月１６日（金）午後３時３０分から３０１会議室で行う。 

 

委員長  皆さん方お時間ございましたら明日から一般質問がありまして、幾つかこの行財政市民

会議で出ました問題が質問されています。特に今回の私が見ている限りでは、一般質問の目玉

は先ほど話がありました新組織案、行政改革新組織案、幾人かの議員さんから質問が出ていま

すので、市はその時に新しい組織案を提出するんじゃないかと思っています。お時間ございま

したら傍聴に来ていただいて、我々の会議がいかに反映されているか身を持って体験してほし

いと思います。ご苦労様でした。 

 

 

副委員長  以上で、第２４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 ８時０５分 


