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第８回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／６／６（月） １８：３０～２１：０３ 

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８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） 

一日のお仕事の後ご苦労様です。今日、初めて夜間に会議を開催するわけでありますが、こ

の前皆さん方に昼間が良いか夜間が良いかお諮りいたしまして、夜間開催を行ってみようとい

うことになりました。 

今日は久しぶりに暑い日でありまして、私も今日は松本におりまして気温は３２℃位で岡谷

も暑かったと思います。そういった暑いなか前回の会議でも非常に熱い論議をいただいて、こ

の市民会議も話しが核心に入ってまいりました。今まで市の歳入歳出予算のしくみ、市のしく

みについてはほとんどご説明をいただきまして、これからスリムな岡谷市、歳入を増やし歳出

を減らすといった核心に入り、まとめの段階に入ってまいりました。今後の論議のなかでここ

はこうした方が良いというかたちのなかの論議ができればと思っているところであります。 

暑いなかご苦労さまです。今日も熱い論議を期待しております。 

それから前回、要望がございましてこういった形で席の配置を変えてみましたけれども、何

か皆さんが遠くなってしまったような気がしますけれども、また試行錯誤でございますから皆

さん方からご論議をいただいて、もっとこうした方が良いのではないかということがあれば出

していただきたいと思います。 

今日は特に助役さんにもご出席いただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

副委員長  本日は、竹澤助役さんが出席されておりますので、ごあいさつをお願いしたいと思い

ます。 

 

竹澤助役  皆さん、こんばんは。 

   私はこの４月に助役を拝命いたしました竹澤幸男と申します。今後、皆さん方にはひとかた

ならぬご指導をお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。 

   行財政改革プラン策定市民会議の皆さま方には、公私ともに大変お忙しいなかご出席を賜り

まして誠にありがとうございます。今後とも論議が続くわけでありますけれどもよろしくお願

いしたいと思います。 

   さて、本年２月にスタートいたしました、この市民会議も８回目ということで皆さま方には

精力的にご論議をいただいておりますことに厚くお礼を申し上げるところであります。 

   既に皆さま方ご承知のとおり、岡谷市は合併をせずに自立の道を歩むことになったわけです

 1



が、長引く景気の低迷、あるいは先行きの見通しが立ちにくいといった状況のなかで、地方交

付税等の削減や国庫補助負担金の縮減など、これらを内容とする三位一体の改革が進められて

おりまして、先ほど委員長さんがおっしゃっておられましたように、既に学習をしていただい

ている岡谷市の財政状況はかなり厳しいものになっております。今後なおこれらの改革が進展

するなかでは、一層地方の財源は圧縮されていくことが予想されているわけであります。そう

した状況のなかにあって、将来にわたり必要な市民サービスの提供を確保するとともに、各種

課題に的確に対応できる足腰の強い自治体をつくっていくことが求められているわけでありま

して、そのためにこれまで取り組んでまいりました市民起点の行政改革を継承発展させ、行財

政の改革をさらに強力に推進していかなければならないと考えているところであります。その

道筋を示していただくのが皆さま方にご論議を重ねてきていただいております行財政改革プラ

ンであります。委員の皆さん方には大変な役割をお願いしているところであります。 

   このプランにおきましては市民の皆さんにも我慢をしていただくべきは我慢をしていただき、

負担すべきは負担をしていただくことを策定の基本的な考え方でお示しをさせていただいてお

ります。市が何を受け持ち、市民の皆さま方が何を受け持つのか、また、今後はどんな施策に

力を入れて何をやめていくのか、市民の皆さまと行政が一緒になって考えていくことが非常に

重要であると思っております。 

   本日は、「簡素で効率的な行政運営」をテーマに、主に市の組織、職員数、給与などについて

ご論議をいただくわけですが、行政経費の削減、とりわけ人件費を中心といたしました経常経

費を抑制していくことは大変重要な課題であります。しかし、職員数の削減などは市民サービ

スに影響が出る面もあるかと思っております。そのような点も踏まえていただきまして忌憚の

ないご意見をお出しいただきたいと考えております。 

   何とぞ、本日はよろしくお願いいたします。 

 

副委員長  どうもありがとうございました。 

   それでは、会議事項に入りますが、座長を委員長さんお願いします。 

 

３．会議事項（座長：委員長） 

（資料の確認：企画課小口主幹より） 

（Ｇ委員より本日の会議の進め方について説明） 

（補助金交付額の基準について 財政課小坂主幹説明） 

（前回までに未回答となっているものの回答 企画課小口主幹説明） 

 

委員長  前回までにご質問をいただいたものについて資料で説明をいただきましたが、今聞いて

急に質問をといっても無理かと思いますので、前回の補助金などの場合どんなかたちで補助金

の監査をしているか質問が出ました、今説明にありましたけれども繰越金額が補助金の額を超

えるものが８０数件あるということで、２００％位の繰越金があるという話しがあるようであ

りますが、そういった場合に市はどのように考えていますか。来年から補助をしなくて良いの

ではないかとか、繰越についてもいろいろな問題があるかと思いますが、その辺について疑問
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がありますのでお願いしたいと思います。 

 

小口財政課長  行政監査が行われましたのが平成１５年度ということでございまして、実は１６

年度中に補助金の一斉見直しを実施しております。その際にも各担当課に通知をいたしまして、

この行政監査の結果を踏まえた見直しをしなさい。と指示を出すなかで見直しをしてきたとこ

ろでございまして、監査の方でご指摘をいただきました繰越金の件につきましてもそれぞれ一

定のヒアリングをするなかで、必要がないと判断されるものには一定の減額をしているものも

ございます。支出のなかで繰越金が大きなウエイトを占めているというものについては、担当

の方でそれぞれ補助金額の縮小等を考えているところであります。 

 

委員長  前回出された補助金についての問題は、監査がいわゆる帳尻があってれば良いというか

たちでの監査が多いのではないかということで、実際に帳簿だけではなくて事業内容について

ももっと的確にチェックする必要があるのではないかとの質問がありました。それから前回で

は補助金以上の繰越金があって、内容的にはプラスマイナス０であるけれども、実際にはお金

は残っているんだというかたちで、これでは補助金の意味はないのではないかというご意見が

ありました。そういった点を説明いただきましたが、その他にご質問はございますか。 

 

Ａ委員  補助金以上に残高が繰越されているということであるが、その内容は活動をしているか、

していないかが一番重要なことかと思います。補助金ほしさに形式的な団体を作っているとこ

ろもあるし、言ってみればボランティア的な活動をしていて一時的にお金を使うということも

あると思いますが、監査を突っ込んでやっているかお聞きしたいと思います。 

 

小口財政課長  私どもで見直しの指示をいたします際には、一件ずつそれぞれ担当課とのヒアリ

ングを実施し、その繰越金の内容についても状況を聞いておりまして、ご指摘のように繰越金

が多いからそれがいけないことだという判断をしているものではありません。 

当然一時的なものとして増えている場合もございますので、それを一件ずつ内容をお聞きす

るなかで判断をするということになります。 

 

Ｂ委員  今日はじめてこの行政監査の結果に関する報告について資料をいただきまして、今まで

疑問に思っていた部分の相当数が羅列してあります。その数字的なことではなくて、監査結果

に、先ほどの補助金、繰越金の問題もそれぞれの組織や団体の事業の継続性のなかで単年度で

みても今年度は翌年度の大きな事業のために補助金を繰越ししてやっているよとか、そういう

継続性を持ってやっていることだと思うんです。そういうなかで資料のなかの（５）にありま

す「惰性化、既得権化」ということで多分これは市の方で、この監査結果に基づいてそれぞれ

項目毎にご努力いただいていると信じて、この総括にあるようなこういうかたちで今後も努力

していただければ、すばらしい監査報告であると思います。 

先ほどの交付基準について相当細かな補助基準というものがあるかと思っていましたが、明

確な基準がないということが指摘されていましたので、今監査の結果がすばらしいと感動して
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おりましたので、基準に基づいてしっかりやってほしいと思います。 

 

Ｃ委員  行政監査の結果に関する報告書の３ページで「要綱等の整備が無く決裁によるもの」が

５４．３％あるということであります。また、４ページの（１）で「市長が必要と認める等の

規定を受け、内部処理基準として存在するものも認められるが、適正な補助執行について整備

されるよう望むものである。」とありますが、これは平成１６年３月に提出されておりまして、

１年間のうちに整備は進んでいるのかお聞きしたいと思います。 

 

Ｂ委員  議事録に関して委員名の公表はどうなったのかお聞きしたいと思います。 

 

委員長  前回の確認では傍聴席で傍聴者は聞いているのに、議事録だけは委員Ａ・委員Ｂではお

かしいのではないかということで、前回私も申し上げたように、例えば、組織のなかにいてど

うしても補助金等の使い方がおかしいことを指摘をして、それがフルネームで出た場合、その

人はその組織に帰れなくなり実態についてのお話ができなくなるということで、そういう問題

についてはケースバイケースで処理してほしいということでありましたけれども、それについ

てはまだ結論は出ていない状態であります。 

   フルネームを出した方が良いのではないかといった意見はどこから出てきているのですか。 

 

企画課小口主幹  たまたま電話で多分ホームページを見た方かと思いますが、ＡＢＣの意味は、

との話しのなかで出てきたものでありますから、そんなに強い意味で言っていたものではござ

いません。ただ、片方では会議を公開で行っていて、会議録はＡＢＣというのはどうかという

部分で、委員さん方は責任を持って話しをしていただいておりますので、名前が出ても差し支

えはないのではないですかということで、一応お諮りをしたということですのでよろしくお願

いします。 

 

委員長  それは、最終的にはこの会で決めれば良いことかと思います。どうですか事務局の方は。 

 

企画課小口主幹  市側はオープンにしておりますので構わないのですが、先ほど委員長さんがお

っしゃっているような事例があって、委員さん方の抵抗感があるのであれば、それはまた考え

ていただければと思います。 

   その論議は後日にしていただきたいと思います。 

 

Ａ委員  名前を出すという部分より、内容が問題であるのでどちらでも良いと思います。 

 

委員長  それでは、その論議は後日行うことにいたします。 

 

財政課小坂主幹  要綱を作成ということでご意見をいただきました。３ページの（５）で要綱等

の整備の状況が出ておりますけれども、そのなかには事業費補助と運営費補助がありまして運
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営費補助というものが、個々の団体や会に対する補助を出しているものもございます。そうい

ったものについては一つ一つの要綱というものを明確に把握しきれていないものもあります。 

  それから事業費補助につきましては、例を申し上げますと１７年度から住宅のリフォームと

いう補助を出しております。市民の方がご自宅を直された時に補助を出すというものですが、

それについては当然こういった基準のものに対して補助金を出すといったような要綱を設けて

おります。 

それから補助金の終わりをというご意見でありますけれども、今申し上げました住宅のリフ

ォーム１７，１８，１９年の３年間ということで終わりを設けまして、あくまでも３年間に区

切ってといった設定もございますのでよろしくお願いします。 

 

委員長  補助金が適正に使われているかという点、監査がこれで良いかという点で、市としてお

金を補助金として出したならば、その後の活動が実際にどうなのか。その補助金に対して効果

はあったのか。そういうことを市ではきちんとチェックをする必要があるかと思います。 

補助金を出した以上は交付後の状況をしばらくは見守っていただき、育成をしていくという

義務があるかと思います。 

岡谷市の場合、監査は適正に行われております。監査は適正ですが、市が補助金として出し

ている以上、その後実際にそのお金が活きているかどうか、そういったチェックが必要かと思

います。補助金につきましても、市民の税金でありますからきちんと見ていく必要があると思

います。 

 

小口財政課長  先ほどの財政主幹のお答えに少し付け加えさせていただきたいと思いますけれど

も、補助要綱がないものについてのご説明は主幹のとおりでございますが、その他の補助要綱

が必要であろうというものにも係わらず内規等で処理しているという部分につきましては、見

直しのなかで要綱の整備をしておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

Ｂ委員  今いただいて斜め読みをしただけでありますが、ここにある総括でいろいろと指摘をし

てありますが、この指摘事項についてはこれはどこが担当でどんなふうにご努力いただいてい

るのか、これは１５年度の監査結果ですし１６年度中にどのような見直しが監査委員の方たち

が監査結果に対しまして、これは市に対して出すんでしょうがこれは担当がいらっしゃると思

いますから、ここの最初のところにあるような、財政課や会計課だとかというようなことがあ

りますから、どのセクションでこの監査結果の対応をされているのかお聞きしたいと思います。 

 

Ｄ委員  関連して。３ページの（５）で「決裁によるもの」とありますが、決裁区分がそれぞれ

あるかと思います。部長決裁、課長決裁等。小規模なものだと想定をしますけれども、決裁区

分よりは上へはいかないわけですね。決裁区分によるもので既得権したものがイコールになる

と。先ほど内規と言いましたけれども、内規がきちんとこれからは定めていくべきではないか

と思います。決裁者の判断で良いとか悪いとかということではまずいかと思います。 

 

 5



委員長  補助金は今、田中委員さんが申し上げましたように既得権がものを言っておりまして、

うまくやっている人は良くて、減らされている人は減らされているという話しがあります。有

賀委員さんと田中委員さんの質問について回答をいただきます。 

 

小口財政課長  補助金の監査はどこが担当しているのかということでありますけれども、相手は

どこということではなくて市全体ということで監査が行われ各担当課へ結果が通知をされてい

るわけでありまして、ここで指摘された内容については各担当の方で内容を精査するなかで是

正を図っているということでございますので、よろしくお願いいたします。 

   決裁区分ということでありますけれども、新たな補助金の制度を創設しようという場合には

金額の大小に係わらず、市の政策として市長まで当然話しをして決裁をとり実施をしてきてお

ります。決して課長の段階、あるいは部長の段階で補助金を支出していくと、最初の創設のと

きにそういったことで決定をしていくということはないというふうに考えております。毎年、

毎年の支出につきましては金額によって事務的には決裁区分は定められておりますが、冒頭申

し上げましたように新たな補助金をつくるときには当然理事者までお話を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。 

 

委員長  全てが市長、助役のところまでいっているとは限らないわけですよね。金額によって・・・ 

 

竹澤助役  今、補助金、負担金ということでご論議をいただいておりますけれども、市の内部で

も既に問題と感じておりまして、例えば、今年度の１７年度予算を編成するときには、すべて

市長さんまであげて内容をチェックしました。 

予算をつくるときにはもちろん財政担当と各補助金を支出する課と全部中身を見ながら、決

算書を見ながらというなかで行っております。ただ残念ながら監査の指摘にありますように既

得権化しているのは事実であります。なかなか私どもが今まで１０万、２０万と補助していた

ものを減らせということ、今まで慣例化してきたものを減らしようが無いというかたちで最終

的には良いかという状況はあります。ただ補助金の中身については予算の時や補助金の見直し

の時には私ども含めて見ております。 

 

Ｅ委員  消費者の会で市長さんとの会談の時に補助金は減らしても良いと言っておりました。認

識として各団体は減らしても良いということは持っていると思うので、市長が全部呼んで、こ

ういう事態であるからという説明を事細かにして、そして後は申請をするか各団体との交渉を

するかそういう方法が良いのではないかなという感じを持っております。 

   老人クラブに私は関連しておりますが、老人クラブは会員は大勢いますけれども実際活動を

しているのは一握りであると思っております。出てくる人はいつも同じ。そういうことを把握

しているかどうかということも疑問に思います。県から降りてくると書いてあるものですから、

そうことを調査しているのか疑問に思います。 
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Ｆ委員  ここに皆さんから出された質問があって、本当に素朴な疑問といいますか意見が出てお

りますが、実際には私たちのなかでわかるものもあるし、中身がわからなくてただ多いからこ

れを少なくしてもいいんじゃないのという議論はできるんですけれども、実際にはわからない

じゃないですか。名前と金額だけわかって多い、少ないという話しになってしまって。ここで

こういう話しをしても仕方がないので、助役さんがおっしゃったように既得権という部分が多

いとすると、交付の仕方とかチェックの仕方を変えない限りは少なくするということは非常に

難しいと思います。担当部課のところにその団体とのやり取りのなかで当然いろいろなやりと

りがあって、こういうわけでこれだけ必要だということで、今までも１０年、２０年もらって

いるというものはそこにたまたまいた課長さんなどは多分できないと思います。ですから、交

付の仕方とか市長さんが１つずつ団体と話しをするなりして、大きく変えていかないと難しい

と思います。例えば、この結論として厳しく見直しをしましょうなんて言っても何も変わらな

いのではないかと思います。 

 

小口財政課長  それぞれの見直しについては各担当課で行うわけですが、財政課が主体となりま

してこの補助金については３年に一度の一斉見直しというものを実施しておりまして、平成１

６年度にその見直しをしております。その指示のなかで行政監査についてもその監査結果を反

映した見直しを行うようにと指示を出すなかで、私どもの方でこの補助金の見直しをさせてい

ただいておりますので、最後のまとめということになりますと財政課ということになりますの

で、そんなことでご理解いただきたいと思います。 

 

Ａ委員  この問題は結果的には人間関係で甘くなることは事実だと思いますので、基準というも

のをしっかりと作ってもらいたいと思います。その基準に合わないものはどういう関係であろ

うとも、出さないと、そして監査をきちんと行ってその監査委員についても長年いると人間関

係で甘くなってくるので、２年位でどんどん代えていただきたいと思います。 

補助金の基準というものは、その趣旨がはっきりしていて社会を良くしていくということが

基準かと思います。誰が対応しても基準に合っていなければ断れる状況を作っておくべきであ

ると思います。 

 

委員長  補助金の論議に入る前に今助役さんからおっしゃったように、既に１６年度につきまし

ては全体的に１０％カットという厳しいナタが振られているということで、そのうえで皆さん

方に論議をいただいているところでありますけれども、ただ先ほど市の方から説明がありまし

たように補助金の基準がないというものについてということで、今のような論議になっている

かと思いますけれども、当然補助を受ける団体は使用目的、需要目的というものはきちんと出

ているものでありますから、補助金の基準というものは使用目的に従って基準を作ってもらい

たいと思います。ないものについては、出さないというくらいのはっきりしたものは必要かと

思います。 

それともう１点、前回までのお話がありましたが厳しい、厳しいと言っていてもそれが伝わ

ってこない。市民の間でも伝わってこないと。そういう面では補助金、負担金の問題について
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はトップがきちんと補助金の交付団体の代表者に実情はこうだということを訴えて、さらに皆

さん方をお呼びして１０％カットしたけれども、これからはもっとカットするというようなお

話を切実な問題として訴える必要があると、論点の発想の転換をして訴えていくというような

ことをしてほしいというところで、この補助金の問題は一応次にしたいと思いますけれども、

これは実施要綱のなかにきちんと盛ってもらって進んでいくというかたちにしたいと思います。 

 

Ｅ委員  既得権などいろいろとあるけれども、岡谷市の大胆な改革で、今までのものは全部０と

して、第１歩からやり直す。新しい経済の基本としてやっても良いかと思います。助役さんに

考えていただいて。 

 

竹澤助役  この会議で皆さんのご意向をよく伺いまして、市政の方へ反映してまいりますので、

よろしくお願いします。 

 

Ｃ委員  先ほどの助役さんのお話のなかで、昔からのものでなかなか切れないものがあるとのお

話がありましたが、助役さんもここで職員の立場から理事者の立場にお代わりになったもので

すから、是非先頭に立ってやってもらいたいと思います。 

 

Ｅ委員  ３月１０日に健康スローガンを募集しました。３月の募集したものがまだ発表にならな

いと苦情にいったら、その日に会議をやって決めたということで、落選しましたと連絡を受け

ましたけれども、６月１日の市報に載るかと思っていたら載っていない。どういうことか。 

 

中田総務部長  多分決めるところは私の記憶だと最終的に包括医療協議会のところで最終決定す

る段取りがあると思うんです。その包括医療協議会が６月頭位に開かれたと思うんですが。 

   後ほど、回答させていただきます。 

 

（Ｇ委員から現在までの経過のまとめ） 

 

（１）簡素で効率的な行政運営について（企画課小口主幹説明） 

 ①第４回会議のフリートーキングで出された質疑で未回答になっているものについて回答 

 ・市の職員の賃金と労働の対価がどのような枠組みになっているか。（総務課金原主幹説明） 

 ・大阪市ではスーツの支給が何十年も続いていたようだが、岡谷市の状況はどうか。 

・飯田市では農協や商工会議所へ職員を派遣しているようだが、メリットがあると思うので検討 

してほしい。 

 

②前回出された質疑について回答。 

・年収５０歳モデル（総務課金原主幹説明） 

・寒冷地手当の基準の額 

・その他の手当はあるのか。その金額は 
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・時間外勤務手当はどのくらい支給されているか 

・退職金はどのくらいなのか 

 

 ③組織・定員管理について（小松行革室長説明） 

 

委員長  以上説明をいただきましたが、前回のお話のなかでは一番大事なことは各課の機構改革、

統廃合といったことが必要ではないかということで、それぞれ皆さんがお気付きの点でこの課

とこの課は統廃合したらどうかというようなお話がいただけたらというような投げ掛けをして

おります。国も大きく機構の改革をしております。もちろん市当局も機構改革は考えているか

と思いますけれども、そういうなかで皆さん方からご意見をいただきたいということでお話を

申し上げましたけれども、何かご意見はございますか。 

 

Ｅ委員  茅野市で行った行政改革のことでお願いをいたしましたが、岡谷市でも取り組みは検討

されているのですか。 

 

小松行政改革推進室長  この検討資料にも掲げてありますように、組織についても簡素化を図っ

ていかなくてはいけないということでありますので、現在庁内でも検討委員会的な会を設けま

してどんなかたちの組織が望ましいか検討している段階です。 

 

委員長  具体的には今日のところは、皆さん方からどの課とどの課を統合して何という名前にす

るかというような案はお持ちでしょうか。 

 

Ｃ委員  岡谷のように人口密度が県下で一番高いというなかで、支所という問題をどう位置付け

るか、また仕事と業務の棚卸しというものをやってみないと、多岐に渡っていて大変かと思い

ますけれども、それが組織の見直しの一つの材料になるのではないかという気がします。 

 

Ａ委員  岡谷市は定員減ということを言っておりますけれども、これは行革と言えば行革であり

まして、支出に影響してくることは事実であります。しかし、反面市民に対するサービスとい

う問題と定員の関係と、仕事の中身の内容についてどのように行っていくかという合理化、い

わゆる今までその程度で行っていたものをＯＡ機器を導入して、人を減らしていくということ

もあるかと思います。それぞれうまくいかない点がありますので、自然減を待っている部分も

ありますし、それが一番理想的だと思いますが、ただ減らせ減らせといっても、市民サービス

が低下したり、市役所へ行っても人が誰も出てこないといったことが出てくる場合もあるかと

思いますけれども、そういうことを考えてみますと、難しい問題でありますし、行うことは合

理化かと思いますが。 

 

委員長  今までも市民の印象というのは、課によってはやたらと忙しくていると、ところが同じ

階へ行っても１人が忙しくても横の人は知らん顔していると、何をしているんだという意見も
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ありまして、それについて市の方からお答えがありまして、やたらと口を出してもそれぞれ専

門分野があるので、余計こんがらがってしまうというようなお話で、できれば誰でもわかるよ

うな仕組みにして、市民サービスに努めていきたいということを市でもやっているようであり

ますけれども、東伊豆町では課を約半分に統合しました。最初は職員組合から反発があったけ

れども、課が少なくなって一人一人の仕事が増えると、その気になってやる気になってくると、

住民とのコンセンサスが非常に良くなると、大勢いることは決して効率化ではないと、人が少

ないことが効率化だという話しをしておりましたけれども、全てがそうではないとは思います

けれども、そういうことも一つの指針かと思います。 

   それから、各課の統廃合ですが、自立への道の大事なことかと思いますので、これからも皆

さん方ご意見がありましたらいただきたい。ぜひ、これは真剣に考えていただきたいと思いま

す。今の課を減らすだけではなくて、効率的な課に編成するということであります。 

 

Ｅ委員  これはできるかどうかはわかりませんが、課長クラスに民間人を登用することをすれば

改革ができるかと思いますが。成功した例も失敗した例もありますけれども、人選さえしっか

りすれば、良い結果が生まれそうな気がしますけれども、ぜひ考えてください。助役さん。 

 

委員長  ご意見として伺っておきます。 

 

Ｈ委員  人員の削減や簡素化をしていきたいということで、説明を聞いたりしていますけれども、

先ほどのご説明のなかで細かいことではなくて、総体的な話しをしていただきたいということ

でありましたけれども、総体的という話しとはどういう部分までが総体的で、その後の私たち

が細かいところというのはどこまでが細かいのか。総体的な意見を求めたいという部分をもう

一度お聞きしたいんですけれども。 

 

小松行政改革推進室長  先ほど申し上げましたように、組織図を示されても先ほど委員長さんか

らお話がありましたように、具体的にどの課とどの課を統合したら良いじゃないかというご意

見がある方はもちろん出てくるかと思いますけれども、そういった部分はなかなか難しいもの

ですから、先ほど申し上げましたように機構改革を行う基本的な考え方の部分。スリム化は一

番の柱にあるわけでありますけれども、その他に市民にわかりやすい組織、名称の部分も含め

てわかりやすい組織の部分であるとか、経費の削減可能な組織という部分で基本的な考え方の

ご意見があればいただきたいということで申し上げたものであります。 

 

Ｈ委員  わかりやすい名前にした方が良いとか、そういうことはそちら側では頭に置いて、課の

縮小を図るということなんですね。 

 

小松行政改革推進室長  縮小という部分とわかりやすいという部分はまた、別のものとして考え

ていただきたいと思います。今回、組織を見直しをしていくという一番の柱は何回も言うよう

に簡素化でありますけれども、ただ簡素化だけで機構改革を行うわけにはいかない。これは当
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然見直しをする際には、もっとわかりやすい組織にするべきものはしていかなくてはいけない。

また、新たな行政ニーズに対応して作らなければいけない組織もなかにはあるかと思います。

ですから、スリム化だけの観点での見直しではなくて、そういった面からの見直しも含めてと

いう部分でお願いしたいと思います。 

 

Ｈ委員  そういう中で具体的に自分が日頃感じていることを確認したいと思いますけれども、教

育委員会というところで、この前、資料をいただきに行きましたら「それは体育課です。」と言

われて、今度は太鼓祭りの関係でちょっとお聞きしましたら、「それは、青少年の関係なのでイ

ルフカルチャーセンターの青少年担当です。」と言われてあっちへ行ったりこっちへ行ったり、

そこら中飛び回らなければならないということで、はじめて、教育委員会という窓口へ行って、

奥の方を呼び出してお聞きしたんですが、やはり、そこがわかりにくいところで、どこに行っ

たらその話しがわかるのか、ということが一般市民に対して一目瞭然にわかるような名前と言

いますか、課の名称が施設によってバラバラとあるので、ある方に聞きましたら「それは教育

委員会へ行けばもらえるよ」という一言で言われたもので、そういうものが教育委員会の窓口

に全てそろっているかと思って行ったんですけれども、持ち合わせは無いということで、それ

は体育課、それはカルチャーセンター、それはあっち、それは福祉センターみたいな感じで、

ほしいものは全部飛び回らなくてはいけないということで、そういう資料がお聞きしたら奥か

ら出てきて「はい。」というような、窓口と言いますか「なんでも受付」というものでも良いか

と思いますが、答えてはくださってどこへ行けば良いということはおっしゃりますが、そこで

的確な資料をもらえずに結局何も資料をもたずに帰ったんですけれども、そういうこともある

ので是非、そういう部分もお願いしたいということです。 

   それから、具体的にということでありますので、経済部の勤労青少年ホームと勤労会館の入

口がすごく近くて、でも建物は２つなんですけれども、確か、何年か前に事務所が一緒になっ

たと思うんですけれども、ご確認を・・・。 

 

竹澤助役  もともと一緒です。 

 

Ｈ委員  そこの部分は統廃合などはできないんですか。といいますのは行きますといつもお茶を

飲んでいるんです。３時になると事務所の方が出てきて一般のソファーでゆっくりとお茶を飲

んでいるんです。一回言ったことがありますけれども、「そちらは、一般の方の席ではないです

か」と言ったことがありますけれども、そしたら高いパネルが張られて中が見えなくなってし

まって、今度は入れない状態になってしまって、「それはおかしい」と言ったら今度はまた外れ

て、あんなにたくさんの人は要らないのではないかと思います。使っている人が少ないのに事

務員の数は減らなくて、昼間はほとんど空いていると思うんですけれども、事務員の方は大勢

いて一般市民からみると非常に不思議な施設であります。 

 

中田総務部長  誤解のないように１点だけお願いしておきますけれども、施設の管理を委託して

おり、それと同時にその団体の事務局があの中に入っているということでありますけれども、
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事務局そのものの仕事をしている人たちがそこにいて、それで、その人たちが一緒に館の管理

もやっているという構造になっているものですから、今言っていらっしゃる部分が決して良い

と言っているわけではありませんが、人数的には管理している人が大勢いるように見えますけ

れども、そうではなくて岡谷、下諏訪全体で小規模企業に働いている方々の互助会的な組織の

事務局をそこでやっているということがありますので、その部分だけ誤解のないようにお願い

したいと思います。 

 

委員長  Ｈ委員さんの疑問で、そういうことはあるかと思います。以前は窓口が不親切な場合が

ありましたが、今、岡谷の窓口は非常に良くなっています。 

   それから、各施設の愛称でありますけれども、皆さんは全部わかりますか。例えば、市では

新聞なりへ公表する場合、実際どちらを使っているわけですか。正式名称を使っているわけで

すか。それとも「スワンドーム」とか「イルフプラザ」とかその場合によって使い方が違うわ

けですよね。これについては、前回のこの会で話しがありましたので、例えば正式名称の場合

はできれば括弧して、「カノラホール」とか。それから、イルフプラザカルチャーセンターとし

て使うのであれば、生涯学習館といったように、できれば括弧か何かでわかるようにしてほし

いという要望はありますけれども、担当の方はどうでしょうか。 

 

行政改革推進室中原主幹  イルフプラザカルチャーセンターの関係でありますけれども、担当に

聞いたところ電話帳その他配布文書は可能な限り正式名称と愛称を併記するように努めている

ということで、ただ１点、イルフプラザカルチャーセンターとこどもの国とあわせて生涯学習

活動センターという部分が出てこないということは、ご指摘いただきましたとおりかと思われ、

何らかのかたちで今後検討していきたいとのことでありました。 

 

委員長  市民にわかりやすいかたちでアプローチしていただきたいと思います。「イルフ」と電話

帳を引いても出てこないんです。前回もたくさんの方からご意見がありましたので、できれば

市民にわかりやすいかたちでアプローチしてほしいと思います。 

   他にございますか。 

 

Ｄ委員  岡谷市は主幹制度を始めて２０年位になるかと思いますが、この主幹制度は市民には非

常にわかりにくいです。主幹制度を見直す考えはあるのか、係長制度の復活等を検討していた

だきたいと思います。一般の市民に対してわかりやすい制度でないと、プロがわかるのではな

くて、何も知らない人がわかる組織や名称の方が私は良いのではないかと思います。 

 

委員長  この論議は議会でもありましたね。助役さん。例えば、主幹を課長補佐とするとか見直

しがあったら、したらどうかなどと。これは、今検討をしていらっしゃるんでしょうか。 

 

竹澤助役  常に見直しのなかで出てきている話でありますけれども、もともとこの主幹制度とい

うのは、○○係、○○係という縄張りを無くしましょうということで、一番中心になるのはま

 12



ず、組織は部単位。部単位で人員を配分されたら部長権限によって各課に割振る。それで仕事

の増減に応じて課のなかで、あるいは課同士で流動的に配置をして、こっちが一生懸命仕事を

しているのに、こっちは遊んでいるということが無いようにしましょうという、流動組織とい

う部分があります。それから、岡谷市は、理事者の次には部長です。次は課長です。それから

主幹です。他の市では部長の下に次長がおり、課長の下に補佐がいる。それで係長がいるとい

う組織があります。主幹制度というものは部長、課長、主幹ということで意思決定を速くする

というフラット化で行った組織です。それで○○主幹といったものも、最初のねらいは課のな

かの業務であなたは○○主幹だからこれしかやらないということではなくて、課長の下にいて

そのように分担しなさいよ。という組織でありました。実際にはむずかしいものですから、ご

指摘をいただくような状態の係になっているところもありますし、そうではなくて流動的にや

っているところもあります。昭和６３年からの組織でありますが、十分熟していない部分もあ

るものですから、そういうことから主幹制度がわからないという部分もあるかと思いますので、

検討をしなければならない部分もあろうかと思っております。 

 

Ｅ委員  苦情処理で、ある程度地位の高い人がついて、迅速に処理するというシステムを市民は

期待していますので、苦情処理を徹底的にやってもらうと。これは良い結果が出るかと思いま

す。 

 

委員長  ご意見として伺っておきたいと思います。昔は「すぐやる課」などありましたけれども。

そのようなご意見がありますので、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。先ほどお話がありました機構改革。議員の定数の問題。

職員の定数の問題。機構改革。これは行政改革という３つの柱ですね。この各組織の機構につ

いては具体的なご意見はいただけませんでしたけれども、この会としては一つの線を出したい

と思います。従いまして、宿題として現状のままでも良いし、この課とこの課はこのように統

廃合したらどうかというようなご意見を全員に次回出していただきたいと思います。というこ

とでご検討いただきたいと思います。 

 

Ｃ委員  定員の管理状況という資料をいただいておりますけれども、総人員としてのとらえ方は

どういう変化になっているのか、お聞きしておきたいと思います。 

 

小松行政改革推進室長  ここにお示ししてございますのは、正規職員ということでその他に嘱託

職員、臨時職員がいるわけでありますけれども、先ほど申し上げた正規職員を削減して嘱託に

ということは、人数で比較するのではなくて正規職員と嘱託にした場合、その業務によっては

嘱託に２人、正規職員を１人減らすという場合もなかにはありますけれども、これは業務の内

容によって時間も嘱託の場合は限られておりますので、そのような場合はありますけれども、

あくまでも人件費の比較で効率的な結果になるということを前提に、嘱託か臨時かをすすめて

いるということでありますので、人員的な部分での比較というものは行っておりません。 
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Ｃ委員  総人件費はどの位減っているのでしょうか。 

 

小松行政改革推進室長  手持ちの資料は持っておりません。 

 

委員長  それでは次回にお願いいたします。 

 

Ｃ委員  今、時間というお話がありましたけれども、頭数ではなくて総事務時間や総作業時間と

比べることも、事務効率を高めるということからは時間数でどの位の効果が出ているかという

こともやっていかないと、人件費の部分と総時間の部分の検証をしていかなくてはならないか

と思います。特にデスクワークという部分の仕事ということになるとそういう部分が出てこな

くてはいけないと、計れないものもありますけれども。 

 

委員長  それではこのことは次回お願いしたいと思います。 

 

Ｆ委員  組織と給与の関係ということでありますけれども、我々民間でありますと給与というも

のは会社全体では低くしていかなくてはいけないと思います。利益のなかで、半分なのか、４

０％なのか、３０％なのかという、当然下げていきたい。下げるべきだと思います。しかし、

一人当りは多くしていく。全体は小さくするけれども、一人当りは多くするということを目指

していくことが理想かと思いますけれども。それではどうやってやるかといいますと、やはり

人の生産性を上げる。組織の生産性を上げるということをしていかなくてはいけない。そのた

めには何をするかと言うと、業績と言いますか、民間ですと幾ら落ちたということで数字が出

てきますのでわかりやすいかと思いますけれども、人の生産性を上げるためには業績と連動し

た給与体系をつくるべきだと思います。 

   それから、組織の効率化という部分で幾つかの課が一緒になれば、同じような仕事をしてい

る人が、今３人で行っている仕事を２人でできるといったものと連動してやっていくべきであ

ると思います。もちろん、それによってサービスが低下してはいけませんが、サービスは上げ

つつ人員体制をしっかりするようにしていけば良いと思います。給料を一律何％カットと言っ

て、だんだん下がっていくとやる気につながらないと思います。こういうことができたり、こ

ういうことが実現できたり、こういう仕事ができれば、これだけ上がるというものがなければ

人間ですから、少なくて良いということは決して良いことではないと思いますので、全体が減

らせてどんどん上がっていくという仕組み作りをしないと、ただ減らして仕事をしなさいとい

うことは、人材が集まらないと思いますし、やる気のアップに繋がらないと思いますので、そ

の辺をミックスした改革をしないとレベルダウンになっていってしまうなと思います。ですか

ら、言うのは簡単ですが、非常に難しい問題かと思いますし、私はできれば岡谷市の職員の皆

さんが長野県下で１０番目とか１３番目ではなくて、もっと高くても良いと思います。極端に

言うと一番を目指そうと。その代わりサービスも一番を目指すということで、健全財政を作れ

れば一番良いと思います。 
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委員長  基本に係わる問題でありますから、今日は助役さんが出席をされておりますので、お願

いします。 

 

竹澤助役  ただいまのご意見はもっともなご意見だと思います。私どもは人件費というものは固

定経費で一番の中心になるものですから、できるだけ総人件費は抑えたいということでやって

おります。ただ、個々の職員の人件費を抑えるということは、いろいろとご意見をいただきま

すけれども、私どもは今までそういうことはしてまいりませんでした。先ほど話しが出ており

ます管理職手当は部課長の理解を得てそれは削減をしておりますけれども、一般の給料はまだ

削減まで至っておりません。他の町村では財政が厳しいということで、２％、５％という給与

の削減があるのも事実であります。岡谷市はまだそこまではいっておりませんけれども、人数

を毎年減らしてきました。やはり、少しでも固定経費は身軽にしてということで、市民の皆さ

んに使えるお金を増やしていきたいという基本でやってきております。只今のご意見はありが

たくいただいておきたいと思います。 

 

小松行政改革推進室長  おっしゃるように、生産性の向上かと思います。これは我々も民間と同

じように生産性の向上というものを今、謳っているわけであります。我々の方では生産性の向

上は何かということになりますと、一つ一つの現在市が行っている事務事業をより有効性を高

めて、より効率性を高めていくということが、いわゆる民間の生産性の向上かと思うんです。

それでは、その部分をどうやっていくかという部分は、今行政評価で一つ一つの事務事業につ

いて検証をして、課題点の把握をして改善を少しでもしていこうと、それを毎年毎年繰り返し

てより有効性、効率性を高める事務事業へもっていきたいということで事務事業評価というも

のをはじめたところでありますから、そういったものを進めるなかでそれぞれの事務事業を毎

年毎年、例年どおりのかたちでやるのではなくて、少しでも何らかの改善を加えていこうとい

うことで生産性を高めていきたいと考えております。 

 

Ｆ委員  行政評価と言っておりましたけれども、それによって給与は上がったり下がったりする

わけですか。 

 

竹澤助役  給料とは連動していません。人事評価制度につきましては、庁内で研修中です。国も

新たな国家公務員制度ということで構築していくということは言っておりますけれども、国自

体がまだ揺れていて国会へ提出できなかったりする状態があります。岡谷市も一方的に市でや

りますよということもむずかしい話しで、今のところ毎年評価はしていますが目標管理を含め

ての業績評価、人事評価をすべきだろうということで、今詰めているところであります。 

 

Ｂ委員  嘱託か臨時かの推進という部分と、スキルアップと言いますかキャリアアップというこ

とと、第３次の行政改革の５つの柱のなかにあるような、人事体制の改善で年功序列にとらわ

れない人事体制というものもありましたが、その辺をしっかり区分けして民活の導入というこ

とは非常に大事なことかと思いますし、嘱託化や臨時化というような話しはキャリアアップに
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繋がらないと思いますが、その辺が矛盾をしていくと思うんです。臨時、嘱託の人たちも継続

的に反復継続して使用していきますと、それは雇用の予約ということで一定の年限を越えて反

復継続すると、幾ら一年毎で雇用契約を更新していっても、３年目ですからこれで終わりです

と言われたときに言えなくなるわけです。それは裁判の判例で出ておりましてそれは、雇用者

側が負けているんです。確かに臨時、嘱託は経費は安くなりますけれども、２年ですんなり終

われば良いですけれども、３年、４年目と再雇用が反復継続した場合、お辞めいただくのに非

常に苦労するということがあるかと思います。先ほど室長さんが言いましたように、人数は減

らなくても時間や臨時化で人数は２人増えるような場面でも、内容的には人件費にはプラスに

連動するというようなお話でありました。その辺の臨時職員、嘱託職員の再雇用契約の反復継

続をしっかり見極めていただかないと、痛い目にあうのではないかと思います。それとキャリ

アアップというのは少数精鋭というなかでしっかり見極めていかないといけないのではないか

と思います。ですから、民活の導入を切り離した部分と、市が本当に中心に据えて考えていか

なくてはならない住民サービスを見極めて、住民サービスの低下にならないように、お話を聞

いているなかで矛盾が生じないかなと思いましてお話させていただきました。 

 

Ｉ委員  市の組織について見直しの宿題が出ていますが、ここに資料として組織図がありますが

これについての縛りはないのでしょうか。おおよそ決まったものがあって、そこは崩せないと

いうものがあるのかどうか。 

 

委員長  それは自由な発想で良いです。その結果についてはまたそれぞれの法律がありますので、

これとこれは一緒になれないとかありますが、とりあえずは皆さん方のイメージで結構です。 

 

Ｃ委員  職員給与という部分で民間の感覚という話しが出ておりますが、これをみますと国家公

務員に準じた給与ということになっておりますけれども、例えば、民間の感覚からすると先ほ

ど話しが出ました管理職手当の話しで、部長さんは給料の１５％でありますけれども、全員給

料は一緒ではありません。職務に対する手当というものは、本給の何％ということがあり得る

のか。これが当たり前だと思っているかもしれないが、これは職務に対する手当でありまして、

総務部長と企画部長で手当が違って良いのかということになる。というようなことを一つ一つ

見ていくと民間にいた人間の感覚からすると、非常におもしろい。 

   もう一つは国の基準という話しが出ますけれども、この地域の民間の給与と比べてみること

が必要かと思いますが、そういう比較をしてみたことがあるのか。これは地域性として考えた

ときに非常に大事なことだと思います。もし、そういう比較をしているということであれば、

どんな捉え方をしているかお聞きをしたいと思います。 

 

竹澤助役  地域との比較といいますのは、今、国の段階でも問題になっておりまして、全国で均

すと公務員の給与の方が民間より高いということで地域別の賃金をしっかり調査をして出すべ

きだということで国全体が動いております。 

   岡谷市では今までそのようなデータは、人事委員会があるわけでもありませんので、きちん
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とそういう比較はされておりません。ただ、議会の論議のなかでは諏訪の賃金実態調査という

ものと比較して、その論議はされておりますけれども、市として正式に民間の給与実態を調べ

た上でということは行っていません。国全体が動いておりますので、改善されると思います。 

 

Ｃ委員  岡谷市も国などと言っていないで率先してやってもらいたいと思います。 

   事務の効率化という部分で、決算のスピード化ということはできないものですか。３月の末

の決算が９月の議会で審査されるということで、一般では３月の決算は６月には株主総会を行

います。場合によっては四半期の数字を出して、その翌四半期の数字の予測を出していかない

と世の中についていかれないという時代でありますけれども、やはり事務の効率化という部分

で例え、半月でも１ヶ月でも早くなるということは大事なことだと思います。 

 

委員長  それではこれは、要望・意見としておきます。 

   他にご意見はありますか。なければ後半の部分をＧ委員さんからおさらいをしていただいて、

次回の日程を決めて散会したいと思います。 

 

【Ｇ委員より本日のまとめ】 

 

Ａ委員  これは、非常に結構なことかと思いますけれども、今後続けていくことについて、項目

が膨大なものになります。これを全部論議していくということは県議会や市議会などで結論を

出して、記録をしていくものとは違うと思いますから、もっと効率的な方法を考えてやってい

ただきたいと思います。非常に理想的な考え方かもしれないですけれども、現実的に私は合っ

ていないと思います。もっと論議を深めることが重要かと思います。 

 

委員長  皆さん方ご存知のように非常にＧ委員さんは大変であります。委員として自分の意見も

言えない。非常に大変ですけれども、次回は開会の前に今日あったことをサラッとお示しいた

だいて、前回はこうだったということを読み上げていただいて、おさらいをして進めたいと思

います。もう一度、この方法で進めてみたいと思います。 

   そんなことでよろしいでしょうか。 

 

（「賛成です」と言う者あり） 

 

委員長  それではそのように進めていきたいと思います。 

その他についてお願いします。 

 

（３）その他（企画課小口主幹） 

・次回の会議日程について、６月２７日（月）午後１時３０分から６０５会議室で行う。 

・その次の会議を７月８日（金）午後６時３０分から予定している。 
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中田総務部長  先ほどお話いただきました、健康スローガンのお話でありますけれども、年度始

めでなかなか委員が決まらないというなかで、健康増進計画の審議委員会が５月１６日に開か

れております。その後、包括医療の役員会が５月３１日で総会が６月２日ということで、ここ

で最終決定ということでありますので、少し時間がかかったということであります。状況とす

ればそういうことであります。 

 

副委員長  長時間に渡りご苦労さまでした。 

これをもって、第８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 ９時０３分 


