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平成１７年４月２８日



第５回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／４／２８ １３：３０～１５：５１ 

 

（岡谷市民憲章唱和） 

 

１．開 会（副委員長） 

  第５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） 

  皆さんこんにちは。やっと春芽いてきたところでありますが、そういったなかで第５回の策定

市民会議ということでございます。 

昨日の新聞にありましたように、諏訪市が議員の定数１５名、茅野市が１８名ということで６

月議会へ諮っていくということでありまして、岡谷市でも議会の方で検討がされておりますけれ

ども、委員さん方にも議員の定数についてはどの位がよいかとお聞きしました。意見の中では現

状よりも減らした方がよいというのが全体的な意見でございまして、これからそういった点で議

員の定数の削減や市の職員の削減、あるいは補助金の問題など順次この会議の中心課題のなかに

入っていきたいと思っております。今日も盛りたくさんの議題でありますけれども、ご審議の程

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） 

 

（１） 歳入確保のための取り組みについて（企画課小口主幹より説明） 

 

委員長  歳入確保のためには市税の収納に苦労をしている点、それから受益者負担というかたち

で今まで論議がありました諏訪湖ハイツや学童クラブなどについては、料金をいただくけれど

も、逆に値下げする部分もあるという両面での対応が出ております。以上の説明のなかで質問

がございましたらお受けしたいと思います。 

 

委員Ａ  市営住宅の現在の空き室というのはどのくらいあるのですか。 

 

企画課小口主幹  政策的に老朽化して、取り壊さなければならないという部分もありますが、現

在のところではお答えができませんので、調べて後ほど回答させていただきます。 

 

委員Ｂ  市営住宅の総戸数はどの位ありますか。 

 

企画課小口主幹  これにつきましても後ほど回答したいと思います。 
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「歳入確保のための取り組み」 

（１） 収納率の向上のために 

（２） 収入の安定確保のために 

 

委員長  （１）の滞納者に対する行政サービスの制限の拡大というのは具体的にはどういうもの

ですか。それから、年間どの位滞納者はいますか。 

 

松浦税務課長  サービスの制限につきまして、現在納税証明をいただいているものが、建設工事

等の入札資格、福祉医療費の資金の貸付け、勤労者の生活資金の融資、農業近代化等の補給、

農業経営基盤強化資金の利子助成、住宅新築促進補助金、住宅リフォーム資金助成金、水洗便

所等改造資金融資斡旋、下水道共同排水設備設置補助金、下水道施設汚水ポンプ設備補助金、

制度資金の貸付け、市営住宅の入居条件等を行っております。私どもの方で各課へいろいろと

行っているなかで新たに納税証明をいただいて完納がなければ、これら制度を使うことができ

ないということで、そういうものの拾い上げをこれから行っていきたいと思っております。 

   それから、滞納者の数でございますが、現年度分の支払いが翌年度にいってしまったという

ことで１人１件として換算しますと、おおよそ１，２００人程度ということになります。 

 

委員Ｂ  収納率は９０数％ということで出ておりますが、金額的にもうこれは取れないよという

ことで切り捨てたものはどの位あるのでしょうか。 

 

松浦税務課長  不能欠損の金額かと思います。年度によってそれぞれ違いがありますが、岡谷市

として税の部分で６００万円から１，０００万円の範囲でございます。 

 

委員長  この数字は市としては多いと見ていますか、少ないと見ていますか。 

 

松浦税務課長  岡谷市は少ない方であります。 

 

委員Ｂ  （１）のところで「滞納処分に精通した国税のＯＢ職員を専門職として採用」とありま

すが、これは天下りの場所となると思いますが、６００万から１，０００万円程度のものを集

めるのに、国税のＯＢを雇って行うことがいいのかどうかということが問題かと思います。 

 

委員長  考え方の相違があるかと思いますが、この６００万から１，０００万円というのは切り

捨ての部分でありまして、その他多くの税金の滞納分があって困るので国税のＯＢを雇うとい

うことかと思いますが。 

 

松浦税務課長  ただいまの６００万円から１，０００万円というのは、お金を頂かないことにし

たというものでありまして、滞納の未収金につきましては、市税の関係で約４億５千万円、国
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保につきまして、３億５千万円という金額が今までの累積となっているものでございます。 

 

委員長  市には何人ぐらい滞納整理者はいるのですか。 

 

松浦税務課長  今まで国税のＯＢ職員をお願いしたということはありません。これについては市

の職員は顔見知りということもありまして、なかなか訪問をしにくいということもありまして、

国税のＯＢをお願いすることによって、そういうしがらみというものもなくなるということと、

より専門的に行くというかたちでお願いをしていったらどうかということを考えています。 

 

委員Ｂ  徴収に行くのにしがらみがあるということは、甘い考えであると思います。個人が行っ

ているわけではなく市としてサービスを提供しているのならば、心を鬼にして回収してくるべ

きであると思います。安易に頼むということは国から何かあるのでしょうか。 

 

松浦税務課長  先ほど、天下りというお話がありましたけれども、私どもはそのようには考えて

はいません。経験を積んだ方をお願いしたいということでございます。 

 

（３） 税源の確保に向けて 

 

委員Ａ  家を建てる時に業者より岡谷市に対し 1％程度の協力金として納めるということは、法律

上できない事ですか。 

   地元の業者を保護する意味で中央の建設会社が岡谷市へ来て建設しているが、材料も中央か

ら持ってきて全てを行ってしまうので、これに対して税金も何も取れないので協力金をいう制

度ができないのかどうか。 

 

委員長  これは、個人的な取り引きで行っていることでありますので、これに対する協力金はい

ただけないと思いますが。 

 

松浦税務課長  大手が市内で工事を行う場合には現場事務所などを設けて建設を行うわけであり

ますけれども、このような場合にはその間は岡谷市に事業所があったということで、国税の利

益が出れば、その従業員数に応じて岡谷市へ法人市民税として入ってきますので、全く無いと

いうことはありませんのでその点はご理解いただきたいと思います。 

 

２．使用料・手数料等の収入確保と見通し 

 

委員Ｂ  諏訪湖ハイツの関係で高齢者利用の無料の方で固定メンバーはどの位いますか。 

 

委員長  利用者のうち何％位が固定の方か分かりますか。 

  ほとんどが固定の方かと思いますが。 
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委員Ｂ  具体的に高齢者の入浴料１００円と書いてあるが、１００円は安い。私は３００円位が

妥当かと思います。 

 

委員長  高齢者の入浴料１００円というのは庁内検討の中から出てきた数字ですか。 

 

中田総務部長  今回この市民会議にご提案することについても、庁内でも何度か協議を重ねてき

ましたが、開設してから１年位しか経っていない施設であるということと。その施設の目的と

いう部分が、今まで社会福祉センターが無料の施設であった、そういった施設の代替施設とし

て、諏訪湖ハイツを使っていこうというかたちで整備をしたという経過をふまえて、確かに皆

さん方の大勢の方の声というのはいろいろな会議のなかでも有料化にしていった方がよいので

はないかというような声を聞いたりしますけれども、実際に利用している方にとってどうなの

かという部分で考えた時に、本当にそういう人達に容認されるのか非常に議論になりまして、

今言ったように１年余りしか経っていないというなかで、方針転換という部分のなかでいくと

すると、大勢の人から聞いている声は協力金程度にしてもらえないかというようなことが主旨

として、意味合いであるのではないかと思います。１００円が安いか高いかということはあり

ますけれどもその位でご理解をいただき、とにかく有料化をしていくというところでのご理解

をいただくということで考えていったらどうかと思います。 

ただ、逆に時間制限を撤廃するという部分で夜も家族で来ていただけるということも取れま

すし、現在４５０円という単価になっているものを４００円にするということを抱き合わせで

やっていこうということは、当然のことながら有料化にすればそれだけ行く人は少なくなると

思いますので、そういった意味でもできるだけ利用者の方に気持ちの上でこの位はやむを得な

いかな、というところのなかでご理解をいただくというところに１つの案を持っていったらど

うかということで庁内としてまとめをしたところであります。 

 

委員Ｃ  施設を作ったからにはある程度の目安はあったと思いますが、採算性はどの程度考え、

赤字はどの程度出ると予想していましたか。 

 

中田総務部長  概ね、出と入のバランスから言うと、施設そのものの管理費で１億円の赤字とな

っております。 

 

委員Ｃ  そのような点から勘案して無料を有料化することは必要かと思いますが、ある程度そう

いう線を考えた上で有料化するということは一般の方とのバランスを考えてみた方がよいので

はないかと思います。今までの福祉、老人のためという観点を変えた方がよいのではないかと

思います。今までの経過から福祉についても行う必要もあるものもあるし、そういったものに

ついても歩みよって数字を出していった方がよいかと思います。 

 

委員Ａ  料金を一度上げて決めてしまうと、また次に上げるというわけにはなかなかいかない。
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いろいろを程度勘案して２００円位が妥当ではないかと思います。 

 

委員Ｂ  今と昔では人口バランスが変わってきているなかで、当時の福祉センターから諏訪湖ハ

イツへ移転するときに当初から有料化にしておくべきだったと感じております。 

 

中田総務部長  岡谷市の状況から申し上げますと、現在でも高齢化率が２３．３％となっている

まちであります。ご承知のとおり団塊の世代があと１０年というと一番多い世代が６５歳に入

ってきた時に、どの位の比率になるか考えるとちょっと怖いくらいの数字になってくることを

１つ思いとしてあるわけであります。 

今までの高齢者・老人に対する思いは変わらないんですけれども、ただ時代がそういった時

代になってきている時に、高齢者のところにそれだけ比重をかけた制度をこのまま維持してい

ってよいかという部分についてはいろいろな議論があるところであります。 

老人医療の問題もありますし、手当ての問題や無料化の問題、敬老会等に費用が出ているも

のについて、高齢者という概念で行ってきたものをどこかで方向転換や見直しをしていかない

と、いつまでも同じことを行っていくわけにはいかないというなかで、考えてきた部分はある

と思います。ただ、スタートの時には逆に有料化にしたかったんですけれども、様々な議論が

あってやむを得ず社会福祉センターの延長戦上の部分だけはそのまま延長していくということ

を基本に置いた制度というものでスタートを切ったというのが実態でありまして、今回の改正

のなかではトータルで踏まえながら皆さんで議論をして有料化ということに踏み切っていこう

と、ただ１００円か２００円かということはご意見をいただきましたので、それはそれとして

参考にしていきたいと思っております。 

 

委員Ｃ  一方に偏って利用している方の評判はあまりよいものではないです。私が聞くところに

よりますと、ある一定のところを占領してしまって、他の有料の人が行っても利用させてくれ

ないという悪い意見も聞いております。従ってこれはある程度は有料にして、年間３枚位の無

料券を配布して、それは無料だけれどもそれ以外は２００円なり３００円の料金をいただいて

行った方がよいかと思います。利用時間についても無料の方は何時間という制限を設けた方が

よいかと思います。そうしないと朝から晩まで行っていて無料で占領をするといったことが、

有料で行っている方に対する不満にもなるし、福祉に対して逆効果になっている部分もあると

思います。公平に行うためにもそういうことも考える必要があるかと思います。 

 

委員Ｄ  私も１００円は安いと思います。合併しない場合には痛みは市民も分かち合わなければ

ならないと思います。１００円では痛み分けにならない。諏訪湖ハイツのような中古品はガタ

が来ると思います。１億円の赤字というお話を聞いたなかでちょっと修理すればすぐに 3,000

万、5,000 万はかかってしまう。市民が負担をするのは当然だと思います。だから３００円か一

般有料の半額の２００円位は市民が痛み分けをしないと、安ければそれでいいんですけれども

私は２００円が妥当かと思います。 
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委員Ｅ  正直言って場当たり的な面が多々あると思います。1 年位でこのような問題が起きるとい

うことは長期的な展望にたっていないということである。諏訪湖ハイツには仕事のようにして

行く人が多い。このような人は場所取りを行ったり、班長的な人がいて、そのような姿を見て

いるとなんとかここで思い切った施策をとってある程度有料化をしてもらいたい。お年寄りは

お金を持っている。お年寄りを大事にするということは分かりますが、同じような人ばかりい

てどんなものかなと思います。 

 

委員Ｆ  私も金額的には２００円が妥当ではないかと思います。先ほど１億円の維持費があると

いうことでありましたが、ほとんどの市民は知らないと思いますから、これだけ市の財政が厳

しいなかで受益者負担を２００円にしてもらいたいということを、上げる場合にはアピールし

ていけば納得できるのではないかと思います。 

 

委員Ｇ  当初の時から長期ビジョンがなくてスタートしたということは行政の施策の１つの失敗

の典型だと思っていました。私は時期とすれば遅いかもしれないが値段を上げるということは

必要だと思います。１億円の赤字というなかで当初からこれは赤字になるということは十分想

定できたことだと思います。 

１億円の赤字の累積はどこでどういう形で吸収されるかということがはっきり明確にできて

いればいいんでしょうけれども、値段を上げたからといってこの施設の場所取りの話し等は解

決するということにはならないと思いますが、この際きっぱり値段を上げると、私は２００円

でよいのかなということは思っております。 

高齢者の方もお金は持っているということで、１日そこにいれば２００円でも３００円でも

安いのかなという感じがしますけれども、値段そのものをここで検討するということに具体的

に出るということは必要だと思います。 

 

委員Ｈ  単体で収支が大きな赤字ということが問題で、値段を上げる一般は下げるというような

ことの他に、温泉リハビリについてもこの際検討していただいて、諏訪にも大きなものができ

て競合といいますか、足りないものを補っていくことも方法かと思いますので、このような特

殊サービスについても検討をしてもらって、内容を充実させていただくようなかたちをとって

いただけたらありがたいと思います。 

 

委員Ｉ  私も金額を値上げすることには賛成です。単体で１億円の赤字ということを考えてみま

すと、これ以上赤字を増やすべきではないと考えます。 

最短で平成１８年１月の予定ということでありますけれども、できればもっと前倒しで行っ

た方がよいかと思います。 

 

委員Ｊ  私も値上げに賛成です、と同時に無料券も必要かと思います。１週間に１回程度の無料

券を配って、その他は有料であるとするようなかたちで、有料の部分についてはもっと上げて

もよいかと思います。 
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委員長  今皆さん方からお話をお聞きしましたけれども、１００円は安いという意見が皆さん方

から出ておりましたのでこれを再検討して、料金を確定していただきたいということをこの会

の意見としておき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) 

 

委員長  それではこの件につきましては再検討をお願いします。 

 

中田総務部長  1 点だけお願いいたしますが、実はこの周辺の各市まち村は全部無料の施設を持っ

ております。これが通りますと岡谷だけ全部有償になるということもある。ということも付け

加えさせていただきます。 

 

委員長  話しの中心は１億円の赤字が出ているから値上げをするのではなくて、基本的には成田

公園から諏訪湖ハイツへ移ってきて、一般の方からも有料とした方がよいのではないかという

声がある、ということからの流れであると思います。 

 

《その他》 

 

委員Ｄ  諏訪湖ハイツ、イルフプラザの使用料が非常に安くて、私も使わせていただいたことが

あるが１時間当り５０円という部屋もあって、この際検討すべきだと思います。安い方が市民

にとってはよいと思うが、利用者が多少は負担をしていただき市の行財政に協力することも必

要ではないかと思います。 

 

委員長  具体的には受益者負担でもらうところはもらうということが原則かと思います。 

 

委員Ｂ  公民館からイルフプラザへ移った時に、以前から公民館を拠点として使っていた団体、

については、お金をいただかないという話しを聞いたことがあるが、そういうことが既得権と

してあるのかお聞きしたいと思います。 

 

中田総務部長  公民館の位置付けの部分をどのように考えるかということかと思いますが、私ど

も総務の立場から見ますと安易に減免というかたちのなかで使っているという部分は見受けら

れますし、当初公民館から発生した団体はずっと無料でいくということがあるものですから、

減免措置の適用については慣例的な取扱いの見直しを行うということにしていただいておりま

すので、これからそういう部分の見直しをしていきたいと思っております。 

 

委員Ｂ  保育料の第３子以降無料化が始まって４・５年が経つかと思いますが、評判のよい画期

的な制度でありましたけれども、人口動態が変わってきているなかで、若い人達の子育てコス
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トが私達の年代と変わってきている部分もあります。４．５年と続いてきた制度で受益者負担

ということもありますけれども、お年寄りはお金を持っているというお話もありましたが、若

い世代で３人目となると大変となりますし、貴重な存在であるが故に安易にこのように見直す

ということはどうかと思う。また学童クラブの関係も含めてその分はどこからか探してくるこ

ということがあってもよいのかなと思います。 

 

委員長  住宅使用料についての滞納の部分で「弁護士名での請求」とありますが、岡谷市の弁護

士はどなたですか。 

 

企画課小口主幹  住宅の方で行っている弁護士さんかと思いますが、名前までは確認してござい

ません。 

 

委員長  市の特定の弁護士という方はいるわけでしょう。 

 

企画課小口主幹  岡谷市全体の通常のことを相談する弁護士ではなくて、これは住宅の使用料の

関係だけでお願いしている弁護士であります。 

 

中田総務部長  市の関係の弁護士さんというのは専門的な部分があるわけでありまして幾人かい

るわけであります。 

 

委員長  家庭系ごみ処理手数料について、平成２０年度を目途に有料化を考えているということ

でありますけれども、午前中全員協議会がありましてお話をされたようでありますので、内容

の説明をお願いします。 

 

矢島企画部長  若干の経過、今までのお話を説明させていただきます。 

今、岡谷もそうですし諏訪もそうでありますが、建設から２０年近く経っております。次期

施設を建設していかなくてはいけないということで、なかなかこういった施設は簡単にできる

ものではございませんでして、平成１３年、１４年位から、これからはできるだけ広域で行っ

ていこうということになっております。なぜかと申しますと国の施策としてこういった施設が

ダイオキシンをはじめとしまして、環境に易しい施設を作っていかなくてはいけないというこ

とで、それにはどうしても費用がかかってくるということで、まとめていきたいということで

ありまして検討を進めてまいりました。最終的には岡谷、下諏訪、諏訪の施設をどうしようか

という部分でありまして、数年前から３市まちで一緒にやろうということで、今そこまで話し

を進めてまいりまして、それをどこでどの位置に作ろうかということで今まで検討を進めてま

いりました。 

 事業主体で垣根が本当は取れていれば良かったんですが、残ってしまいましたので更に協議

を進めるなかで、例えば３市まちで１つの組合を作ってやろうこともありますが、今のこうい

う厳しい情勢のなかではある物を使いながらできることはないだろうかということで、今既に
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下諏訪、岡谷、辰野の湖北行政組合という既に動いているものがあります。そこへ諏訪市が入

りまして４市まちにはなるのですが、その組合のなかで岡谷、下諏訪、諏訪のごみ施設の事業

を入れていこうということになりました。そのように１市入りますので、今まで湖北行政組合

と言っていたものを、今後は湖周行政組合に変えていこうということでありますが、これを変

えるためには一定の議会等の手続きを踏まなければならないわけでありまして、秋から１２月

にかけて手続き行っていくということにして、今後その作業を進めるということを議会の方に

報告申し上げ、いずれにしても事業主体は湖周行政組合で行っていくということを、今日の全

員協議会にお話し申し上げたところであります。 

また、昨年の６月にこの３市まちのごみをどのようにしていくかということで、なかなか施

設的なものをコンサルタントに出したりして知恵も借りなければならないとして、３市まちで

それぞれ補正予算を組みまして一緒に作業が進められています。そのなかに一番はどこに作る

かということが問題であったんですが、行政の方も一緒に加わりながら、あるいはコンサルタ

ントの知恵も借りるなかで検討いたしましたが、最終的には施設の入る位置は今より３市まち

で１箇所となりますので、現在の岡谷市の炉は８０ｔ炉でありますが１４０t 炉位のものを作ら

なければいけないということを考えた時に、どうも下諏訪では狭すぎる。諏訪もできない。岡

谷も広くはないんですが、このなかでは適当だろうというとこで、その他にも要件はたくさん

ありますが、ポイントだけ申し上げればそのようなことで、湖周行政組合における湖周ごみに

ついては岡谷での意見一致での建て替えでいこうということを要望申し上げたところでござい

ます。 

まだ、ここまできただけでありましてこれから、先ほど申し上げました組織のこと、あるい

はやっと候補地が決まったところということで、これから環境アセスメントでいかなければな

りませんし、今度の施設はただ出たものを燃やすのではなくて、できるだけ出さない。あるい

は分別をする。行っても出てしまった最小の物だけを処理しようという、このようななことを

しないとお金がかかりますので、その作業を１３万市民がみんなで取り組める作業をこれから

７・８年ありますが行っていく。さらに、ただ燃やすのではなくて今度は溶かしてしまう、ガ

ス溶融化や廃溶融というような新しい技術となっております。そういう最新技術を入れてこれ

からの施設として処理もできるし環境にもやさしい物をこれから作るというところで今日はそ

この時点まで報告申し上げて、全員協議会としてはいろいろとご意見や要望は出ましたが、最

後の議長さんのまとめは「今日出た委員さんの意見を十分対応するように」ということでお話

しをいただきながら了承というところまでが今日の時点であります。 

 

委員Ｈ  学童クラブの関係で、これは小学校のなかにはあるけれども、市の施設というような気

がしますけれども、例えばこれを保育園で小学校３年生位までの子を学童クラブで見てもらう

というようなことは難しいのでしょうか。お金をいただくということになるかと思いますが、

保険とかそういうものは学校の活動とは別のものになるかと思いますけれども、何かあった時

の保険の関係はどのようになっているのか。 

 

中田総務部長  今、大きな課題となっている１つは少子高齢化の部分かと思っています。少子化
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の部分にどう対応するかということは、子育て支援という部分を社会みんなでその力になって

いこうというのが国全体の流れ、そして私どもでも次世代育成支援対策行動計画を昨年作って

今年からスタートを切っていこうかと思っておりますけれども、そのなかでも大きな課題は子

供の居場所作りということを考えていかなくてはならない部分だと思っております。一つには

スタートを切った考え方は違うけれども、とにかく今の学童クラブがそれなりきの部分を支え

ているということは事実だと思います。ただ、そういった一つの小学校３年生以下の子供に集

まってもらって教えるというような、教育的な思考ではなくて、むしろいつでも誰でも寄って

きて、自由に過ごせる場所を作ってあげるというのが課題としてあるというふうに思っており

ます。それは今教育でも今年からそのことを作り上げていくためのシステムを今年からスター

トを切る予定でおりますが、保育園の方も保育園のなかで今言うように居場所作りということ

で言いますと、せっかくの施設がありますので身近な施設としてそこへいつでも来れるような、

そういった場を作っていくというような部分については、検討させていただいておりますので、

総合的に市内に幾つかそういった場を作って自由に子供たちが活動できるそういう場が必要だ

という部分でこれからの課題かなと思っているところであります。 

 

委員Ｈ  有料化に当たって、保険の関係は。 

 

中田総務部長  基本的には学校のなかの施設であっても全く違う施設ということで、学校の保険

などは適用になりませんので、個々に入られる時には保険をかけておりますので、その保険に

ついては今までも個人で負担していただいております。今後についても基本はそういうことに

なるのではないかと思っております。 

 

委員長  ここで休憩をいたしたいと思いますが、再開後は第４回行財政改革プラン策定市民会議

で出されました主な質問、意見、要望事項について回答できるものは回答していただいて次へ

移りたいと思います。 

   それでは休憩をしたいと思います。 

 

休憩 午後 ２時５８分 

再開 午後 ３時０５分 

 

委員長  会議を再開いたします。 

   前回、皆さん方から行財政改革プラン策定市民会議のなかでいろいろと市に対しての質問が

出されました。２８項目ありますけれどもそのなかで市側で説明できるものについて説明する

というかたちのなかでお願いいたします。 

 

企画課小口主幹  先ほどお答えできませんでした、市営住宅の戸数の関係でありますけれども、

本日お配りいたしました「住宅の案内」というものを積み上げますと５６０戸となりますが、

古くなっていて取り壊しをしなければいけないというものもありまして、そのようなものは入
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れていないものですから、管理戸数というものは６６１戸あるそうでございますのでご承知お

きください。 

 

（２）前回質疑の回答等 

（企画課小口主幹より説明） 

 
① 諏訪湖畔の道路について 
② 湖畔マレットゴルフ場のトイレについて 
③ 中央通りの工事について 
④ 道路、上下水道工事の地権者対応について 
⑤ 夜間工事について 
⑥ 小規模工事について 
⑦ リフォームの補助制度について 
⑧ 市議会議員の数、報酬、視察について（「岡谷市議会について」資料により説明） 
⑨ 補助金の中味について 
⑩ 諏訪湖ハイツの風呂について 
 

（３）事務事業の見直し等について（補助金・負担金の削減） 

（企画課小口主幹より説明） 

（企画課小宮山主幹より補足説明） 

 

委員長  ただいまの説明に対しまして、何かございますでしょうか。 

 

委員Ｂ  今年度、補助金・負担金の大口のものについて、何件カットしたのかリストを出してい

ただければありがたい。 

 

委員Ａ  負担金の資料で義務的というのは動かない数字ですか。任意的とは動かしてもよいとい

う数字ですか。その見解を教えてください。 

 

（義務的・任意的について企画課小宮山主幹より説明） 

 

委員長  それでは今日予定されました議事は全部終了いたしました。その他何かございますか。 

 

（４）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) 

 

・次回の第６回市民会議を５月１９日（木）午後１時３０から６０５会議室で予定している。 

・ 補助金・負担金の資料について質問があれば、５月１６日（月）昼位までにＦＡＸ、メール、電
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話にて事前に連絡をいただきたい。 

 

委員Ｃ  補助金・負担金について、どういうもので、どのようなところへ出しているのか等、根

本的な基本的なことを教えていただきたいと思います。 

 

委員長  次回の時に話しをしていただきたいと思います。 

  その他にありますか。 

 

（「なし」と言う者あり） 

 

副委員長  長時間に渡りご苦労までした。これをもって第５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 ３時５１分 


