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平成１７年 ６月 ２日（木） 



第７回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／６／２（木） １３：３０～１５：４０ 

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７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、ご苦労さまです。先日は急に退席をして申し訳ありませんでした。前回

の補助金の問題等議事録を拝見しました。非常に皆さん方鋭い意見でありました。特に補助金

の問題はどれが良くて、どれが悪いということはできませんけれども、市の方で全般的に１０％

カットということで、相当の論議を重ねて提出されたものであります。そのなかで皆さん方の

ご意見を聞いてみますと、補助金に対する規定というものがはっきりと示されていない。申請

されてそれについて必要なものだったらどういうかたちで出していくかという、補助金の規定

枠というものを、はっきり示さなければいけないのではないかということも感じました。 

それから、監査の問題も非常に難しい問題もあるかと思います。この補助金が約２００位あ

りますけれども、いろいろなかたちのなかで法人のものもありますし、これについては市の方

で監査をしているということで、この回答のなかにはしっかり監査をしているということであ

ります。 

私が疑問に思っていることはこの補助金などの監査の場合、常駐の監査委員さん、議会から

出ている監査委員さんがそれぞれの補助金などについて監査をしているんですけれども、実際

にそれで正しい監査ができるかということを前々から思っていました。そして他市の状況を聞

いてみますと、大きな問題については全国的に監査委員のネットワークがあって、そういうと

ころから相当なお金を払って監査をしているんだという話しをお聞きしましたけれども、岡谷

市の場合はお聞きしましたらそういうことは一切していないと、他からの監査委員さんは来て

いなくて市だけでやっているということですが、私はその辺は疑問だと思います。いろいろな

問題のなかで、正式な資格を持った方が監査しなければできないのではないかと思います。幾

つかの補助金の交付団体で約１０％カットされたものがでてきておりますけれども、これで果

たして良いのかと、全般的に何％カットというよりも必要なところは必要なところ、必要がな

いところはもっと鉈を振るっても良いのではないかということもあるかと思います。やはり補

助金というものは大きな枠を占めておりますので、これは市長なりが各補助金交付団体に対し

岡谷市は困っているんだ、自立の道を模索しているんだと言うべきでありまして、だから補助

金については無駄使いをしないで、もう少し市の方もナタをふるうから無駄を省いてほしいと

いう実情を訴えているか、それが大きな疑問だと思います。それは是非やってほしいと思って

おります。 

それから、前回も話しがありましたけれども会議録の委員さんの名前を実名で行ったらどう
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かということですけれども、この会はどこからか制約を受けて行っている会ではありません。

誰にも拘束されずに自分の意見を言って、岡谷市の自立のための道に言っていただくというこ

とになっております。 

それから、議員定数にしましても市政調査費にしましても議事録を見ますと非常に突っ込ん

だ意見を出されています。議員定数につきましてはやはり茅野も諏訪もきちんと定数が出てお

ります。岡谷もこの会でそういう話しをしましたら議会で、なぜ行財政改革プラン策定市民会

議で議員の定数、市政調査費までやらなければいけないか、という意見が出たということを聞

いております。しかし、私達は確かに議会の方では議会の方で議員定数について検討委員会の

なかで行っております。その検討委員会の結果を私達は論議するわけではございません。私達

の会はあくまでもこれだけの定数で良いのではないかということを率直に出して、それを議会

なり市民に訴えていくということがこの会かと思います。言いたいことは言ってください。そ

れでいろいろと文句があったら止めます。その位腹をくくらなければこの会は意見が言えない

と思います。どこからの反論も受けない、全く市民の皆さん方の意見を率直に出してもらって、

それを市へ反映させてもらって、議会へ諮ってもらって意見を通していくということだと思い

ます。なぜ、今日私がこういう話しをするかといいますと、大体論議が尽くされてきておりま

す。これからはどんなかたちでまとめていったらどうか、補助金の問題にしても市政調査費の

問題にしても議員の定数にしても、これからこの会がどういうかたちで意見をまとめていくか

そういったところに差しかかっています。ですから今日の会も幾つかの説明をお聞きして、で

きるだけまとめの方向へ持っていきたいと、最終的なまとめは抽象的なことではだめだと思う

んです。ただ市民会議を開いて意見を聞いただけではないかということでは、やはり全員が忙

しいなかを市のためにボランティアでやっているんですね。そういったところを反映させるた

めにもっと皆さん方はっきり物を言ってもらって結構だと思います。そういうことで、そろそ

ろまとめの段階で話しをしていってほしいと思います。そんなことを前回の議事録を見ながら

思いました。私の考え方からすればそういうかたちで進めていきたいということでありますの

で、是非協力をいただきたいと思います。 

以上です。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） 

（前回までの質疑の回答：事務局企画課小口主幹より） 

 

委員長  今、説明をいただきましたが何かご意見はございますか。 

   市の監査で現実的には千明さんと事務局長の小林さんと議会選出の監査委員のこの３人の方

がそれぞれの補助金については全部やっているわけですか。その辺をお聞きしたい。 

 

企画課小口主幹  先ほど申し上げました行政監査の部分は、その年度毎にテーマを決めて、例え

ば平成１５年度は補助金等に係る事務処理についてということで、通常行われております、予

算、決算の監査がありますが、それとは別の部分で行った監査の部分を言っておりますが、そ
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の行政監査では補助金だけに絞って、１件・１件内容をみて行っています。 

 

委員長  それは正しいとみてやっているのか、それぞれ担当の人を呼んで聞いてやっているのか。

これだけの多くをこなすということになると、これはバランスシートを見ながらやっていると

思います。例えば、衛生組合ならば衛生組合の担当の方にきてもらって、帳簿と付け合せてや

っているのではなくて・・・ 

 

企画課小口主幹  誤解のないようにお願いしたいと思いますが、この監査はあくまで市で交付を

していることに対する監査であって、交付を受ける側の団体についての監査ではございません

ので、補助金を交付しているその申請から交付をしている事務、また最終市が確定しますその

事務についての監査でありますので、補助を受けている団体について市の監査委員さんが行政

監査を行ったという意味ではございませんのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

委員Ａ  シルバー人材センターですが新聞を見ると黒字というようなことが出ておりましたが、

そのようなものに補助を出しているということはどういうことなのか。 

 

委員長  そういう団体は多いと思います。その団体の自助努力や事業努力で赤字ではなくて黒字

になっているということはあるかと思いますが、その場合に次年度の補助金をどうするかとい

うことになるかと思います。 

 

企画課小口主幹  シルバー人材センターは国の法律に基づいて設置されておりまして、国の方か

ら補助をいただいております。国が１，５００万円を補助しておりまして、それと同額を岡谷

市と下諏訪町で１，５００万円を補助しておりまして、これら事務局の運営経費とシルバーの

皆さんは作業をして稼ぐ部分がございます。そういうもので全体の予算ということになります

と４億円位になるかと思います。そういう大きいなかで黒字が生じて健全な運営が図られてい

るということでご理解いただきたいと思います。 

 

委員Ａ  国は赤字で困っているといっているが、黒字のところへ補助金を出しているということ

は、考え方からして不思議に思う。そういうところは辞退してもらった方が良いかと思います。 

 

委員Ｂ  市の連合会がありますが、この会自体に補助金を払っていて、また該当する嘱託員にも

払っているが２重の支払いになっていないか、見直しを行うべきではないか。 

 

企画課小口主幹  連合会で報酬をもらっているのは連合会長さんだけです。報酬の部分と補助金

の部分は違いますので、補助金と言いますのは会の事業や運営という部分での補助であります

し、報酬はあくまで個人に対する労働の対価という部分がございますので、それを混同されて

論議をされてしまうと変わってきてしまいますので、誤解のないようにお願いしたいと思いま

す。 
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委員長  補助金の問題につきましては幾つかございます。前回、皆さま方から様々なご意見が出

されております。どれが多いとかどれが少ないということではなくて、補助金につきましては

もっとしっかり監査をして使い方を見極めるということが１つ。 

それから恒例だから出すということではなくて、予算化の時に市長なりが補助金の状況をし

っかり訴えて、協力を要請するという位のことが必要ではないかと思います。市全体を見てい

るとそんなに困ってはいないのではないかと感じます。もっといろいろな会議のなかで市も大

変なんだというところを市民に訴えてほしいと思いますし、ぜひ補助金の交付団体に対し市長

はそういった現状を説明する文章を出して協力を要請してほしいと思います。いずれにしまし

ても、補助金についてはこういう方向にしてほしいということを改めて意見として、要請とし

て何項目か出して答えてもらうというかたちで進めていきたいと思いますけれどもよろしいで

すか。 

 

（「はい」と言う者あり） 

 

委員長  そんなことでよろしくお願いします。それでは次に進みたいと思います。 

 

（１）事務事業の見直し等について（企画課小口主幹説明） 

 

委員長  ただいま説明がありましたが、事務事業の見直し等については資料が出ておりますけれ

ども、まだそれぞれの皆さん方から論議をいただいていないということでありますけれども、

これについてはどうでしょうか。 

 

委員Ｃ  今回、真に市民の為に何ができるかということではなくて、何をするかという観点から

行政改革の効果をあげていくということで、当初に５つの柱を掲げて改革を始めたわけですよ。

そうしますと事務事業の見直しということに関しましては、私たちがみている事よりも、むし

ろ事務局々の皆さんが私達はこういうことを、こういうように、こういうことならできるんだ、

という何をするかということの観点からすればその辺を開示していただきたいと思います。 
   この会議は市民の意見を聞くという立場の会議ですが、位置付けがあまり明確でないですし、

ここで何か言ったことがどう反映されるのかということも、非常に不透明なことが多いと私は

考えております。先ほど来、委員長さんが度々おっしゃいますように、そのことも委員長さん

の意見としておっしゃっているのか、私、先ほど申し上げたんですが、果たして、補助金をも

らっている団体に対して自立の道を進めていく行政の責任者として、自分たちの団体は黒字を

出しているので、困った時には助けてもらいたいけれど、当面はいらないよ、という団体があ

るとするならば、そのことを首長としてそういう訴えをしてあるのかないのか、その位のこと

はしてもらわなければ、こうして私達、ボランティアで集まっている以上は委員長さんはやっ

てくれ、やってくれといっているけれども、その辺はやってあるかもしれないので確認をして

ください。 
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委員長  首長が各補助金の交付団体へ文書等で実情を訴えた事実はありますか。 
 
企画課小口主幹  補助金の削減については、各団体へお願いに行ってお話をしています。 

今回、市としての最終決定の段階で行財政改革プラン策定市民会議を立ち上げて、市民の意

見を聞きながら方針決定をしていこうということになりましたので、まだ今回の補助金の見直

しについてはそこまでいっていません。従いまして、ここで一定の論議をしてもらってプラン

がまとまった段階で予算編成の作業に入りますが、その段階では削減することについて各団体

へお願いをするといいますか、ご意見を伺うようにお話をしていくという作業手順になってお

りますので、具体的な部分ではそのようにご理解をいただきたいと思います。 
 

委員Ｃ  市の当事者がリーダーシップをもって大変な自立の道を歩まなければいけない段階で辞

退しなければいけない団体もなきにしもあらずということです。 
いきなり組織の見直しと言われても分かるわけがない。具体的に内部で検討してから投げか

けてもらいたいと思います。 
 

企画課小口主幹  今回組織の見直しについては資料を配布しましたので、次回論議をしていきた

いと思いますのでよろしくお願いします。 
 
委員Ｄ  この検討資料の回答というのはどなたが書かれたものですか。 
 
企画課小口主幹  これは私ども企画課でまとめたものです。 
 
委員Ｄ  これを読んでいくと全て必要だと書いてありますけれども、それで良いのであればここ

で話すことはないと思ったものですから。これを読んでいくと要らない補助金はないと読める

んですが、私も具体的な部分はわかりませんが、できないということではなくてどうしたらで

きるかという意識改革が必要と思います。 
   私が５・６年位前に塩嶺病院と岡谷病院がどうして一緒にできないのかと言ったときに、「法

律が違うし組織が違うからできないんだよ」と言われたんですけれども、今は統合に向けて検

討しているということは前できなかったことをどうしたらできるか工夫をするという柔らかさ

をもってもらい、何とかできないか検討しますということから入っていってもらえないかとい

うことです。 
   今日、気が付いたんですが窓口アンケート調査を行っておりますが、あれはどういう発案で

どういうふうに出てきたのか教えていただきたいと思います。 
 

企画課小口主幹  補助金の関係でいただきましたが、私どもが載せた部分で必要性の部分を書い

てございます。今私どもの事務事業の見直しの基本は削減に向けてということであります。今

まで補助してございます必要性の部分の説明になっております。これはいただいた質問があっ
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た補助金の必要性を記載して企画課でまとめたものでありますので、ご理解いただきたいと思

います。 

 

中田総務部長  アンケート調査につきましては、総務課の職員研修が担当で行っております。し

ばらく前に新聞で出たかと思いますけれども、市長が朝玄関先で職員にあいさつをしている写

真が報道されたかと思いますけれども、要するに人材育成という部分での考え方でやっている

わけですけれども、あいさつ運動という一番根っこの部分から市の職員が変わっていかないと、

市民との単なる応対の部分だけではなくて、もっと根本的にまちをみんなで作っていくという

ことをみんなが持たなくてはいけないといった一環の運動として、理事者を含めて上に立つ者

もそして、職員みんなが基本となるあいさつのところから始めて、そして窓口でのそういった

部分につなげていくという職員研修の立場でやらさせていただいておりますので、そんなふう

にご理解いただきたいと思います。 

   アンケート調査は６月１日から１ヶ月間ということで、窓口でお感じになったことを書いて

いただくということで、どこの窓口でも設置しておりますので書いて出していただきたいと思

います。 

 

委員Ｄ  窓口の委託ということで、私はその時は反対しました。市長さんもそういう考えでいた

ので、職員が一線に立ってお客さんと対応するなかで学んでいくものもあるだろうという部分

で共感していたものですから、窓口の応対が男性だと感じが悪いということで、今に至ってい

ると思うんですけれども、これは検討していただいても良いかと思います。それで良かったの

かどうか検討していただいて、もとに戻してもらっても良い時期にきていると思っております。 

 

委員Ｅ  公民館分館事業交付金の必要性の在り方で、これは合併の時の条件で、合併というのは

私が小学校位の時であって、そのものがまだ残っているかという感じを持っています。次の合

併を目指して模索してきた中で、５０年前のものがまだ残っているかと思いますが、それが当

り前のように出てくるかという違和感がありまして、今後の支所の在り方も考えていかなけれ

ばならないと思います。 

 

委員長  各３支所への公民館の補助は私が聞くなかでは前の合併の約束ではなくて、岡谷市全体

の分館事業としてやっているんだけれども、例えば、市内の各区でも公民館的な活動をやって

いるけれども、そこへは一銭も出ていないではないかと、なぜ３分館だけやっているかという

意見もあってそういう点で市民も疑問に思っておりますが、その辺はどうですか。 

 

中田総務部長  今、合併の部分のなかでお話をいただきましたけれども、たまたま公民館の話し

がありましたけれども、それだけではなくてまだまだたくさんそういう部分が残っております。

そうはいっても、湊・長地・川岸にお住まいの方はそれぞれの思いというものがずっと存在し

ておりまして、私どもが事務的に考えていい部分ではないことがまだまだありまして、例えば

今おっしゃいました支所の問題は、本来ならもっとすばやく取り組まなければならない部分と
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いうものがあるかもしれないですが、そういう思いというものがありましてそれぞれ財産の問

題からいろいろな部分が合併の条件としてそのまま残っているものがあるものですから、今、

財産のお話がありましたけれども、思ったよりも突っ込みにくい部分があるのかなという感じ

ではいます。 

 

委員Ｅ  改革といいますかお金が無いこの時に、５０年前のその背景と今の背景は変わってきて

いるわけでありますから、そういうことは思い切った論議をして市の方でも突っ込んでいって

もらわないといけないと思います。 

 

委員Ａ  各種団体へ市長さんが来て補助金をいただいている責任者をみんな集めて、自主的に補

助金・負担金をこのように減らしたいという熱意を訴えるようなことをしてもらいたいと思い

ます。 

 

委員長  我々の言っている熱い思いが本当に市長さんに伝わっているか、職員の皆さんが直接市

長に物を言えるかと言いますと、それは言えないと思います。ですから、助役に出てきてもら

いたいと思います。６月６日は出席していただけるとのことですが、やはり市長や助役がこの

会に出てきていただいて、我々の意見を聞くべきであると思います。この会のことを市長に対

し部長が言えるかといえば、それははっきりとは言えないと思います。 

   言えますか。はっきりと。 

 

中田総務部長  私は言わなければならない立場にありますので、そういったつもりで予算を作り

たいと考えておりますし、私たちの立場で主張すべきことは主張していかなくてはならないと

思っております。 

 

委員長  やはり、市長さんや助役さんは間違いなく市民の声を聞いてほしい。今、部長さんから

ご発言がありましたので期待しています。 

 

矢島企画部長  この状況をわかっていただいて今ご論議いただいているのは感じております。基

本は考え方をお示しして個々にお出ししているのも、ただ出しているのではなく、委員長さん

がおっしゃったように論議して出しています。ここでまた市民の代表の皆さまに意見をいただ

いて、一定のまとめをいただければまた、議会とのやり取りをしながら、その前に市としての

考え方をまとめ、最終決定をして今度それを実行していかなければいけないと思います。です

から先ほど言われました市長・助役の件についてもこれがまとまったところでは、当然これを

実現すべく努力をしなければいけないものですから、またそこまでのロングで見ていただけれ

ばありがたいと思っております。貴重なご意見として伺っておきたいと思います。 

 

委員長  前回の議事録を見ていますと、議員さんの報酬で年間７００万が違うということで終わ

っておりますし、市政調査費についても論議がありますけれどもこの件について、前回私がい
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なかったものですから正確なところ議員さんの報酬は年額幾らですか。 

 

委員Ｅ  ７００万ということでありますけれども、平成１４年の源泉徴収票を持って参りました。 

この時の支払い総額が５９６万９千円。社会保険料控除４７万４千円。この部分だけ取り出

して税金の計算をしてみますと、例えば生命保険料控除、配偶者控除、扶養が１人等全部含め

まして、所得税額が１７万５千円。従って本人の手取りは５３０万円ということであります。 

 報酬部分で７００万ということはあり得ないということです。 

 

委員長  約６００万ということかと思います。それは市政調査費は入っておりますよね。 

 

委員Ｅ  いいえ。入っていません。市政調査費というものは個人でもらうものではないですから。

会派として交付されているわけですから。 

市政調査費で私の経験を申し上げますけれども、私どもは２人で会派を構成していましたか

ら２人で年間２４万円でした。もちろんそれだけでは足りないので、個人で積立てをしまして、

その使い道というものは、例えば議会事務局にあるコピー機のコピー代、会派で使う通信費、

会派のみの視察の交通費というもの、書籍の購入といったもので使っているので、何か他のも

ので使っているというふうに捉えられていれば、心外であります。 

 

委員Ｆ  私から投げかけたことで話しをされたわけでありますけれども、市側から区長会に出さ

れた資料を持っていますが、若干違うところもありますが平成１４年１０月１５日の第３０号

ということで出されたものです。 

   現在定数は２４名ですが１名減っているということで２３名。議員報酬の関係で月額３５万

３千円であるけれども、２％カットの３４万５，９４０円。それから期末手当３．３ヶ月、４

割かさ上げということで、３，８２２万６千円。それから共済費、１，０１４万３千円。旅費、

１人１０万円で３泊４日ということで２３０万。市政調査費１人１２万円で２７６万円。全部

で１億５，２７４万円でこれを単純に２３人で割ると６６４万１千円。約７００万というかた

ちであります。 

 

委員Ｅ  委員Ｆさんの発言で議員が報酬を７００万もらっているというお話であればこうなるか

もしれませんが、例えば旅費ということから捉えれば、市の職員の皆さんが仕事でどこかへ行

く時に旅費は自分で持ちますかという話しになりますし、そこまで含めて報酬というのか「報

酬」とおっしゃるから私はこのように言っているわけです。 

 

委員Ｆ  ２１区の皆さんは単純に市からそういう資料を出されると、そうかなとなるわけです。 

   それはよく詰めてもらって、先ほどの補助金の問題でありますけれども、資料を見ますとた

くさん補助金をもらっている団体があるんですが、算定基準というものはみんな違うと思いま

すけれども、どなたがこの算定基準を作るんでしょうか。各団体に対してどういう基本的なも

のがあってやるのかということが分かりかねるものですから、その辺を教えていただきたいと
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思います。 

 

財政課小坂主幹  補助金の内容にはいろいろなものがございますので、事業費に対しまして実際

にかかった事業の２分の１ですとかそういうものもございます。事業費ではなくて運営に対す

る補助というものは今お話しがありましたように、これだけかかったけれどもここに対してど

の位の額をあげるかというものは判断が難しいと思っております。ですから一概には言えませ

んので○○補助金交付要綱というものを定めまして、補助率を定めたものもございますので資

料にまとめまして次回整理をさせてもらってお示ししたいと思います。 

 

委員長  これについては後日出していただくということでお願いします。 

 

委員Ｂ  事務事業の見直しの私の見解ですけれども、補助金・負担金の削減は市の職員の方で部

長さん課長さん３役の方が変わった時に見直しをしないと、同じ担当者では相当難しいと思い

ます。前から前からということがどうしても先行してしまうので、補助金削減というのは我々

の意見から出していかないとなかなか難しい面があるかと思います。 

 

委員Ｇ  資料にあります組織図で、カルチャーセンターはこの組織図のどこに所属するのでしょ

うか。生涯学習館とは違うんですか。 

 

小松行革室長  カルチャーセンターがこの組織図のどこにあたるかということですが、教育委員

会事務局の生涯学習活動センターの生涯学習館が市の正式な施設名称でカルチャーセンターと

いうのはあくまで、愛称でありましてそういう施設は幾つもあるわけでございまして、例えば

カノラホールの正式名称は岡谷市文化会館ということでカルチャーセンターはあくまで愛称で

ありますのでよろしくお願いします。 

 

委員Ｇ  私たちの生活のなかではイルフカルチャーセンターという名称でやっているものですか

ら、できたらどこかにそういう愛称を載せていただいて、本当に私たちに分かる資料を作って

いただけるのであれば、どこかに載せていただきたいと思います。 

   この、すごく単純な資料から正式名称で書かれていても、イメージが沸かないというかどこ

がどういう組織かわからないので、統廃合や同じような事務事業をどこでやっているかという

ことがわからないので話しができない状態であるのが正直なところであります。 

 

委員長  それは、貴重な良い意見です。私も２・３日前にイルフから電話がきまして、電話をか

けようと電話帳を探しましたところ無いんです。みんな生涯学習センターのことを愛称のイル

フと言っているんです。もっと市民にわかりやすいかたちでアプローチをしてほしいと思いま

す。 

 

委員Ｇ  公共施設の在り方が当初のスケジュールの案のなかに入っておりますが、いずれこのこ
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とはやるんでしょうか。 

 

企画課小口主幹  当初日程とは変わっていますが、今後論議していきたいと思っております。 

 

委員長  確かに、イルフ。イルフ。と言っているけれども誰も生涯学習センターとは言わないで

す。それでは次に進みます。 

 

（２）簡素で効率的な行政運営（企画課小口主幹説明） 

 

委員Ｅ  要望でありますけれども、できれば５０歳のモデル世帯というものの資料を出してもら

いたいと思います。やはりその位の年齢が一番お金がかかる年代であるかと思いますので、そ

の辺のところを知りたいと思いますのでお願いします。 

 

委員Ｆ  寒冷地手当というものは岡谷市は何級ですか。北海道などと比べるとずっと落ちると思

いますが。 

 

企画課小口主幹  後日準備しておきます。 

 

委員Ａ  負担金が前の資料だと５０か６０位だったと思うんですが、今回は２８３あるんです。

これは不思議ですがどういうことですか。 

 

委員長  組織の見直しで、市としての各部課の統廃合や検討なりの市案はありますか。それとも

この行革市民会議で例えばここと、ここをまとめてという話しがでたらそういうことで話しを

持っていくのでしょうか。 

   何かなければ、話しができないと思いますが。 

 

矢島企画部長  先ほど申し上げましたとおり組織の見直しということについて、やっていきたい

ということで取り組んでおります。今、内容的な取り組みを進めておりますが、いろいろなセ

クションがありまして今、意見が出ているところでありますが、実はその会議がどこまでまと

まるか先が見えない状況であります。まず、その進捗をできるだけ早めたいというふうに思っ

て鋭意進めているところでありまして、どこかの時点でどんなかたちになるかはわかりません

が、やってお話しできるものについてはお話して参りたいと思っているところであります。 

   市の内部的にも検討しますので、市民住民の観点から統廃合するにはこうであった方が良い

とか、こうであるべきだという意見があれば是非お出しをいただいて、一緒にマッチングでき

ていけば良いのかなと思っております。 

 

委員Ｂ  確認したいと思いますが、資料Ｎｏ５の住居手当３５歳配偶者、子供１人のところで住

居手当は出ていないんですね。 
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企画課小口主幹  これはモデルでありまして、この方は自分の持ち家を持っていないということ

で、出ていないという意味です。 

 

委員Ｈ  資料をご用意いただきたいと思っておりますが、この資料の他には手当は出ていないの

でしょうか。それから、時間外の削減に努めるとありますが、時間外が平均的にどの位でてい

るのか出せるかどうかわかりませんが、大して出ていなければ削減する必要もないし、スリム

化するということになるので、もしできるのならばこのモデルのなかに具体的にこの位時間外

が出ているということを入れて出していただければと思います。 

   それから、退職金というものはどの位出ているのか、ここには出ていないので資料として出

していただければと思います。 

 

企画課小口主幹  できるものは用意しますので、ただモデルのなかに入れることができるかどう

かはわかりませんが、そんなことでお願いします。・ 

 

委員Ｅ  これはモデルのなかに入れなくても良いのではないかなと思います。それとは別に時間

外手当の関係は出してもらった方が比較はしやすいと思います。 

 

（３）その他（企画課小口主幹） 

・次回の会議日程について、６月６日（月）午後６時３０分から６０５会議室で行う。 

・第６回会議録の確認をして６月１３日（月）午後１までに連絡をいただきたい。 

 

委員長  会議の進め方について委員Ｉさんより提案がございます。 

   今まで何回か会議を進めておりますけれども、実質的に我々が会議を進めてきても、どこへ

どうたどり着くのか、どういった話しをするのかその辺がその場限りの話しかと思います。こ

れからまとめに入っていく場合にはどういうかたちでの会議の進め方をしたらどうかというこ

とは、いろいろと意見があるかと思います。そんななかで委員Ｉさんから提案がありますので、

今までは皆さん方からご意見をいただいて進めていくというだけのことでありますので、委員

Ｉさんからお話をお聞きして皆さん方からそうした方がいいよというお話でしたら、次からそ

んなかたちで試行的にやってみたいと思いますのでお願いします。 

 

委員Ｉ  文書を作らせていただきましたけれども、簡単に言いますと、今まで進めてきたなかで

一問一答式の方式を取っていただいているんですが、このテーマについてご質問した人の意見

というものは言いやすいんですけれども、その意見についての他の人はどう思うかということ

は、なかなか重なってこない面があります。 

それから私も経験がありますが、その日に何回も発言をしてしまうとその位にしておかなく

てはという感じがあります。といって何十時間もやっていれば良いというものでもない。それ

から、どうしても日程でお仕事の関係で休まなくてはいけなくて、抜けてしまうと前回の流れ
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がわからないと、議事録を見れば良いのですけれども雰囲気までは伝わらないということがあ

ります。前に出ていなかったけど、こんなことを聞いても良いかということも発言の枕に出て

くることもあります。質問に対する答えもごもっともだと思うんですが何か府に落ちないで流

れていってしまうところが今までの経験であります。 

   方々でいろいろな会議をしていくなかで、本があるんですけれども、これはワークショップ

という会議のやり方のなかの一つの分野ですが、簡単に言うと黒板にその日の中身をどんどん

書いていくというのを、ホワイトボードでは書いたものを消していってしまうので、模造紙に

書かせていただいて今日の会議をどんどん書いていくと、ただ公式なものではございませんか

ら議事録は事務局さんの方で作っていただいて、もうちょっと砕けて言いますと会議構成員全

員の共有のメモ書きといった意味合いの方が強いですけれども、それをさせていただきたいこ

とが１つ。 

   それからポストイットというものをご存知ですか。貼ったり剥がしたりできるメモ用紙があ

るんですが、１人１０枚位持っていてもらって今出ている質問と回答でやり取りがあるなかで、

個人的に何か思うことがあれば、それに書いていただいて下敷きみたいなものをグルグル回覧

していただいて、それに貼り付けると版書のところの今やり取りをしているところにこんな意

見もあるということで貼っていくということが２つめ。 

   それから、その模造紙に書いた版書を次回も貼って、またその次にできたものも貼って、だ

んだんたまっていくと、３回前に何をしたかなということがここをみれば、この会議場にきて

そこを見ればあの時ああいうことがあったなということが出てくるというものを貼らせていた

だきたい。 

   導入の効果ですけれども、話合いについて何をやったかということを共通の記録に残るので

欠席をしても次回すぐに議論に入っていかれる。それから自分の意見が全員に伝わったと、例

えば何か発言をしたときに黒板に書かれるとみんなが理解することができて２重の発言という

ものが減る。それから、話合いや発想を刺激して活性化するようなやり方を取りますと、色を

使ったり工夫をしますので、そういったことで議論が深まると。感情的な論争を避けることが

できる。一旦自分の口から出たことが紙に書かれるとその人の意見ではなくて、この会議に出

た１つの意見になりますので、それに対しての反対意見などが戦わせるようになりますから、

個人的な論争は少なくなる。それとこんなことを言っても仕方がないなというものでも、この

ポストイットのやり方ですとちょっと書いておくかということで、実はそれがとても良い意見

だったりする場合もあります。そういったものを拾い上げることができる。それから今回の会

議のように意識の高い人たちだけではないものですから、市民総参加というものを目指すため

には何も知識のない、むしろ市政の無関心のような方のボソッとした意見などを拾い上げてい

くために１つのトレーニングになるのではないかなと思いましてこういう提案をさせていただ

きました。 

   これは口で言っていてもダメなものですから、次回６日の時に１回やらせてみていただきた

いということの許可をいただきたい。それでやってみてこれは問題点が多いということがあれ

ば止めますし、この程度ならやってもいいよということであればその後も続けさせていただき

たいと思うものですから、今日はこの書類などを見ていただいて、今のこの会議のかたちを崩
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さないでできると思いますので、できたらやらせていただきたい。 

 

委員長  今、委員Ｉさんからご提言がありました。私も前にこのような会議をやったことがあり

ます。非常に効率的に会議が進みますけれども、ただ１つの問題は今のところ一問一答で言っ

ているので共通的な話題に持っていくのは難しいという点で、６日の日に皆さん方のご同意が

あればそういったかたちで委員Ｉに前へ行ってもらってやっていただきたいと思います。今ま

で熱中した議論が多かったものですから、一つ気分転換のために新しい手法も良いかと思いま

すけれども、よろしいですか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

委員長  それでは次にはそんなかたちで会議を行っていきたいと思います。 

 

委員Ｄ  事務局の皆さんの顔が見たいので席の配置を考えてもらえないでしょうか。 

 

委員Ｅ  前回も話しをしましたが、この会議に対する市民の意見はどうでしょうか。 

 

企画課小口主幹  箱ではない方法で今日の時点で手元に４件ほど意見がきました。 

 

委員Ｅ  広く市民から意見集約するようにお願いをしたい。 

 

委員長  多くの意見が集約できるよう努力をお願いしたい。 

その他にありますか。 

（「なし」と言う者あり） 

 

副委員長  以上で、第７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４０分 


