
 
 
 

第１０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７月８日（金） 



第１０回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／７／８（金） １８：３５～２０：４０ 

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１０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） 

ご苦労さまでございます。先日の会議のなかで夜間が良いというお話がありましたので、今

日は夜間に開催しましたけれども、委員さん方は区の役をやっている方がおりまして、区会等

で出席が今日は悪いわけでございます。 

この会議も今日で１０回目になりますけれども、今日の午前中に市長と我がまちトークの２

回目がございまして、そのなかでもいろいろな問題につきましては、最終的にはこの行財政策

定市民会議で意見を吸収しながらまとめていくというお話がありました。そういうなかでもこ

の会議には大きな期待がかかっておりますので、そんなかたちのなかでご審議をお願いしたい

と思います。それから、今日の我がまちトークでもお話がありましたけれども、８月からはま

とめに入っていきますので、お盆過ぎに集中的に会議を行いましてまとめに入っていきたいと

思います。 

今日は外郭団体について説明をいただきながら、話しを進めていきたいと思います。 

 

３．会議事項（座長：委員長） 

 

   会議資料の確認（企画課小口主幹） 

   水道部職員自己紹介 

 

（１）公営企業、外郭団体等のあり方 

   １．公営企業の経営健全化について 

（企画課小口主幹より検討資料の説明） 

（高原水道管理課長より上・下水道事業に関する資料説明） 

 

委員長  資料をもとに説明をいただきました。やはり水道というものは合併の時にも論議になり

ましたけれども、今日の我がまちトークのなかで水道の話しがありましたけれども、今日の質

問では岡谷市は６市町村のなかで一番高いという質問でありましたけれども、資料を見ますと

岡谷市の場合は健全経営でありまして、誤解している部分があると思います。 

以上、説明のなかで水道につきまして質問がございましたらお伺いしたいと思います。 
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委員Ａ  今日の市長と我がまちトークで今、委員長さんが言われましたように質問のなかで水道

料が高いという質問がありまして、聞いている人は本当に岡谷市は水道料が高いと勘違いをす

ると思うんです。なぜ、その場で答弁をしないのか不思議に思います。知っている人はその場

で言ってもらいたいと思います。 

 

金子水道部長  私も同席をしておりました。聞いておりまして「これはまずい」ということで、

いつ答弁をしようか考えていたんですが、たまたま人口増対策などの基本的な話しをされるな

かで、一つの引合いのなかで水道料が高いというような話しであったものですから、話しを聞

いていると、段々と主題がそちらの方に移行されていったものですから、話しの趣旨からする

とここであえてふれなくて良いかなという思いをしながらおりましたが、市長の方でお答えを

されるようでしたら補足をしようかと思っていました。 

次の機会に何らかのかたちで岡谷市の状況は明らかにしていきたいと思っております。なお、

市議会の方へは決算資料で出しているものですから、またどこかで明らかにしていきたいと思

っております。 

 

委員長  合併論議のなかでも岡谷市は他の市町村に比べて水道料は安いんだと、合併すればとい

うお話があったものですから今日の話しを聞いて、おかしいなと思っておりましてどこかで否

定があるかと思っていましたらそのままいってしまって、やはりそういうことはその場で質し

てほしいと思います。 

 

委員Ｂ  公営企業の始めの方に新たな水源確保について考え方が示されておりまして、数字的に

はこれから行うということでありまして、どこら辺を検討しておりますでしょうか。 

    

金子水道部長  下諏訪ダムがございましたが、ダムというかたちではあり得ないということにな

ってきております。岡谷市の考え方とすれば 1 万 t に匹敵するもとからきれいな水について、

これからの発展的なまちづくりのために、今現在はダムに代わる 1 万 t 相当量について県の方

にこの代替案というものを求めている段階でありまして、県の方でもそのダムに対する代替案

というものは考えているというお話がありましたものですから、今現在はその協議を重ねてい

る状況でございます。 

 

委員長  合併の時に岡谷は水が足りないんだと、下諏訪の砥川水系から岡谷は水をもらうという

話しができているということでありますが、そういう約束というものは書類か何かであります

か。 

 

高原水道管理課長  今言われたことは、ダムができればダムで貯水をして 1 万 t をいただけると

いうかたち。それから昭和４６年頃の協定書というものは、下諏訪議会でも議決をしてありま

すし、岡谷のなかでも認めてありますけれども、これは岡谷市が砥川水系から水をとる場合に

は下諏訪の水利権者が全面的に協力するという協定が一番の本文となっております。こういう
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かたちのなかで、ダムができたときにはすぐに取れるというかたちができていたわけでありま

すけれども、現在はダムが中止ということになっているわけでありまして、現在は見合わせて

いる状況でございます。 

 

委員Ｃ  １５ページで３番の収入のところで、下水道事業会計の一般会計繰入金で１６年度８億

５００万で１７年度５億８，７００万で急激に落ちていますが、何か財政が厳しいということ

で落ちているのですか。 

 
金子水道部長  端的に申し上げますと、事業が縮小してきているという状況がありまして、要す

るに事業そのものの内容によって、交付税が交付されているものですから、これが数字的にこ

こに出ているものであります。 
 

委員Ａ  この間も天気が続いて渇水状況になりましたが、小井川水源というのはそういう時には

使えないわけですか。 
 

金子水道部長  大変今回は４・５・６月の渇水状況憂慮していたわけでありますけれども、一番

渇水の時でも私どもの方では日量６，０００t を確保させていただいておりますが、もっとも必

要とされる水は確保されているということで、これがもし更にということになりますと問題も

多くなりますので、その辺は協議を行いながらというかたちになるかと思います。 
 
委員Ａ  水道料金の関係で花卉組合は水を多く使いますが、確か料金は安いと思いますが、その

ようなシステムになっていますか。 
 
高原水道管理課長  岡谷市が御用地水源を開発したときに、１～４のトヨがあるわけでございま

すが、そこのトヨで農家の人たちが農業用水を取得したわけでありますけれども、うちの方の

井戸を掘削したというかたちで減水をし、現在では涸れてしまったというようなかたちである

ものですから、それの協定に基づきまして補償水というようなかたちで、一般の原水と同じ価

格で供給しているのが現状でございます。それは限られた協定を結んだ方のみでありまして、

今後増えていくものではありません。減っていくものでございます。 
    
委員Ｄ  概ねの収納率はどの位なのか。滞納者に対しての給水停止措置とありますが、現実にそ

のようなことがあるのでしょうか。 
 

水道部小池主幹  収納率でありますが、平成１６年度決算見込みで９８．４％であります。 

滞納者に対する停水ということですが、取扱要綱というものがありまして、半年間。水道料

につきましては２ヶ月に１回の請求でございますので、３回払っていただけない方につきまし

てはこちらの方から連絡をして、払っていただくようにお願いをします。どうしても連絡がつ

かなかったりする場合は「何月何日に停水をします」という通知に基づきまして、そこに置い
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てできれば問題はないのですが、どうしても月に多いときで１０件位はやむを得ない措置とし

て水を止めておりますが、その日のうちに連絡をいただいたり、約束をしていただいたり、お

金を払っていただいた場合には開けております。 

 

委員長  現実に水を止めた例はあるわけですね。 

 

水道部小池主幹  はい。 

 

委員長  その日のうちに解決しているのですか。水がなければ大変なことになりますので、３・

４日、１週間ということはありませんか。 

 

高原水道管理課長  これは最終手段でございまして、真に生活に困っている方というのは当然、

私どもも停水に行ったり、その間何回か折衝をするものですから、そういう方につきましては

生活保護なり福祉の方への相談、地元の民生委員さんとの相談をするなかで行っております。 

 現実的には、私も昨年までに３件位そんなケースで福祉の方へ相談へ行ったり、民生委員さ

んへ相談へ行ったりして、それなりの誓約をしていただいたりしています。 

多くのところの停水処分をするのは、今アパートなど多いものですから、１人物の独身貴族

がおりますが、そういう方達で、水を止められてもペットボトルを持っていって平気なんです。

行くと、行き会えればお金を払うんですけれども、払いに来る、連絡をするといったことはし

ない横着者が多いのが現実であります。それと、国際的な社会でありますので、外国人等の方

達の派遣社員という方がアパートに入っておりますけれども、なかなか連絡がとれないわけで

ありまして、そういうなかでの行き違いということがありますけれども、私どもも国からの通

達によって、真に生活に困っている方を止めるとか、止めたまま何ヶ月も放置するとか、そう

いうことはなしに、止めてもその後マニュアルがありましてどうなっているかを電話をしたり、

現場へ行って確認をしたりというように、かえって止めれば事務が煩雑になる位になっている

のが現状でございます。 

 

委員Ｅ  この資料全体が素人でも非常にわかりやすくできておりまして、非常に関心しておりま

す。 

 

委員Ａ  下水道会計の支出の内訳で支払利息が４０％を占めている。今の利息は幾らもないが、

利息は何％ですか。 

 

水道部小池主幹  今、借りた場合には１．９％から２．０％で借りることになりますが、昔のも

のは７％などといったものもございます。 

 

金子水道部長  今お話がありましたように、昔は金利の高い時がありました。そういった時のも

のが、過去にありまして現在借りる時には安くなっていますが、起債の対応をするための借換
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え制度というものができまして、近年適応させていただいてきております。借換えができるそ

の条件に合ったものについては借換えをしていくというような取扱いをしております。なるべ

く金利を払わずに済むような対応をしております。 

 

中田総務部長  実は借換えの部分で国の考え方が固くて、なかなかこじ開けるのに相当時間がか

かって、ようやくここのところにきて借換え制度というものが認められるようになったという

ことでありますが、まだ一部であります。まだ、認められているところは良いのですが、病院

で借りているようなもので高い金利のものがありますが、実は借換えができない状況にありま

す。それは、国ができないということにしているものですから、本当はそういうところを一番

解決しなければいけないということで、地方６団体で国に向けて陳情を何回もしたり、いろい

ろなケースのところでお話をしているわけでありますが、現実的に許可にならないというのが

現状で、ようやく幾らか借換えというようなことができるようになってきたというのが状況で

あります。 

 

委員長  やはり数字だけ見ているとそんなに利息がかかっているのかということは、確かに納得

いかない部分もあるかと思いますけれども、そういう意味では水道部でも努力をして借換えを

しながら減らしているということでありますので、これはいろいろな形のなかで続けてもらい

たいと思います。 

 

委員Ｄ  資料の２ページで、数字的にばらつきが出ておりますが、小井川の第１の表流水という

ものはどういうものを言うのですか。 

 

高原水道管理課長  横河川からの川の水の流れのことを表流水と言います。 

 

委員Ｄ  それであるので水位的にも多いということでありますね。例えば湧水、地下水というも

のと比べると。 

 

高原水道管理課長  岡谷市の場合一番小さいものは２００でありまして一番大きい小井川は６，

０００というかたちでありますけれども、４ページのところでもお示ししてありますけれども、

各所に散らばって水源があり、その都度井戸を掘ったり、湧水が利用できるところは湧水を使

ったりというかたちでの能力でございますから、ばらつきがあるということ無しに、そこにあ

る施設の能力がここに記載してあ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Ｄ  湧水は半永久的にということではなくて、渇水期には心配がされるわけでありますけれ

ども、涸れたということは今まであったのでしょうか。 

 

高原水道管理課長  井戸につきましては花岡や大きなところでは小田井や宗平寺では減水傾向が

みられまして、35,000 立方から幾つかの水源を合わせますと、2,750 立方減っているという減
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水傾向がございます。 

 

委員長  関連して最近よく新聞などに出ました、水質汚染で閉じた水源も幾つかあると思います

が、１０年間位の間で岡谷市内の水源、井戸でいわゆる工業都市ということで閉じた井戸、水

源の数、それに対する対応をお聞きしたいと思います。 

 

今福水道施設課長  汚染によって閉鎖した井戸でございますけれども、大きいところでは弥生町、

若宮、小さいところでは関沢、夏明といったところが汚染あるいは若干の枯渇によりまして閉

鎖したという状況であります。 

 

委員長  大体、水の量というのはどの位ですか。 

 

高原水道管理課長  弥生町が 4,000ｔ。全部で 6,000ｔです。 

 

委員長  その埋め合わせはできているわけですか。 

 

高原水道管理課長  その都度、弥生町の時にも代替水源をその都度掘っていって２１水源という

ことで、現在運用しております。 

 

委員Ａ  下水道の件で、私の家は妻が洗濯が好きで、水をどんどん使います。２人しか家にはい

ませんが、下水道は人員割を少し入れると公平になりそうな気がしますけれども、無理とは思

っていますが、他でも行っていないでしょうね。 

 

金子水道部長  難しい質問ですが、逆の考え方からさせていただきますと、何名という方であっ

ても、施設整備という観点からみた場合にはそこには特別違いはないという視点もあるもので

すから、ご提言ということで受け止めさせていただいて、なお検討のなかには入れていきたい

と思います。 

 

委員長  もう１点。当該工事申込者から工事負担金は一切もらっていないということで、出を制

してもらう物はもらうというなかでは、こういう無料の部分はこれからも続けていく予定です

か。 

 

高原水道管理課長  これは今まで岡谷市が特徴としてきたものでありますし、これから増えてい

くのは限られたところで工事がされるというかたちでありますので、負担の公平性のなかでも

これも公平のなかにあるかと思いますので、検討のなかには入っておりません。 

 

委員Ｆ  一部民間委託をするということがありましたけれども、どういうものを民間委託をする

予定なのかお聞きしたいと思います。民間委託をすることは良いけれども、ある程度はチェッ
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ク機能を働かせないと、水道業者で松本の方から来てあるお年寄りの家に行って、相当のお金

を取っていったということがありましたけれども、そのような例が発生すると思いますが、民

間委託をするとそのような悪質業者が増える状況が出てくると思いますけれども、そのような

事も考えてほしいと思います。 

 

金子水道部長  民間委託の考え方でありますけれども、水道事業にしても下水道事業にしまして

も、基本は自治体で行うことが大原則であります。ただ、そういうなかでも近年委託できるも

のは、特に水道法などは法改正がありまして、できるものは行っていくということでありまし

て、事務関与のなかでできるものはもう既にできるものは行ってきております。例えば、電算

委託、検針委託も現実に行っております。これから移行につきまして、現段階で何を委託して

いきますといった具体的なものはお示しできませんが、基本姿勢としましては市民の皆さんに

悪影響を与えない範疇で委託できるものがあれば、その時々に応じて対応していきましょうと、

こういう基本的な姿勢でお示ししてございますのでよろしくお願いします。 

 

高原水道管理課長  悪質業者の点でありますけれども、これにつきましては機会ある毎に広報へ

出したり、説明の時にもしておりますけれども、水道、下水道の場合には指定工事店というも

のがあるわけでありますけれども、規制緩和の関係で市内の業者だけではなくて、どこからで

も来られるわけであります。そういうなかでトラブルが起きるから下水道は下水道をしていた

だいた業者等にお願いしてもらえれば良いし、施設の点検については年数が経たなければ行う

必要はないというようなことを、何回も広報しているわけでありますけれども、どうしてもタ

ーゲットがお年寄りの一人暮らしのところにいってしまうものですから、今回の場合にもそう

いう話しを聞いて、即座に新聞でそのような訪問がされているからご注意くださいというよう

なことを市民新聞にも出しました。それから９月には下水道週間というものがありますので、

その時にも平成元年から平成５年に新しい工事をされた方につきましては、もし一人暮らしや

障害者家庭の場合につきましては、個々の希望を取りまして水道事業共同組合があるものです

から、そちらの方と市とタイアップして家庭の施設点検を無料でするということも行っており

ます。それから、指定工事店に言えば市内の場合で 6,000 円程度出せば現地を見てもらえると

いうかたちでの設定基準のなかでもお示しをし、昨年の広報のなかでもお示ししておりますけ

れども、なかなか周知できないものですからまた機会ある毎に周知をしたいと思います。 

 

委員長  水道の関係は非常に行き渡った資料で、この資料を見れば一目瞭然でこれからもこれを

ご覧いただいて、疑問がありましたら最終的なまとめのなかでお話いただきたいと思います。 

最後にお聞きしたいと思いますが、行政改革ということで歳入を増やして出を減らすという

ことで、水道関係でどういった点についたら効率的な歳入と言いますか、いろいろな節約にな

っていくか何か方法は出ておりますか。 

 

金子水道部長  入りの大半が市民の皆さんの使用料になっておりますから、これについての基本

的な考え方は、健全財政という視点から言いますとたくさんいただきたいところでありますが、
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それはまた立場を変えれば市民負担になりますから、これは極力可能な限り私どものなかには

据置きしたいという考え方というものはあります。一方の出の方につきましては、一つは借入

れが大きな比重を占めていたということがありましたけれども、これは幸いこれからは下降線

をたどっていきますから、そういった点では自動的に健全経営のかたちになってくると思いま

すが、もう一つ、大きく人件費の関わりが出てくるかと思っております。この人件費について

は、今までも既に事業の縮小に伴って減少させてきたものもあります。さらにこれからの人件

費の対応につきましては、岡谷市全体の人的な対応が基本でありますから、これと十分整合性

を図りながらこの企業会計についても対応していきたいと考えております。 

 

委員Ｇ  コンビニエンスストアでの集金を検討しますと書いてありますけれども、これは何年度

位を目標に行うのでしょうか。 

 

金子水道部長  コンビ二は検討しますという表現を使わさせておりますが、すぐにできるという

前向きなことではなくて、言ってみればネックになっている部分もあります。一つは、コンビ

ニにお願いした場合には手数料が高いということがありますし、またそれに切り替えるという

ことはシステムの変更を大幅にしていかなくてはいけないということもあるものですから、経

費的な面もありますし、一方では岡谷市では他の金融機関が窓口としては普及しておりまして、

また、それだけ市民の皆さんの声があるかという点もございます。そういった点もプラスマイ

ナスといった要素もありますし、市民の皆さんの要望が強いようであれば、市民の皆さんの利

便性という視点も考えなくてはいけないものでありますから、要望あいまって考えた時にどう

なるかということを検討して参りたいということで、ここに掲げさせていただいております。

ただ、方向的に収納率を上げるという視点から見ると、一つの手立てではあるかなという思い

のなかで考えたものでありますが、極めて積極的ではないという部分でありますからそんなと

ころでご理解いただきたいと思います。 

 

委員Ｇ  今のお話しだと、市民にどのように意見を求めていくということですか。意見が多けれ

ばということでありますが、その意見はどこへ、誰がどのようにぶつけるのですか。 

 

金子水道部長  これは市政全体に対して同じことが言えますが、例えばこの市民会議であるとか、

お電話であろうが窓口であろうがお手紙であろうが、全てどこでも市民の皆さんの声を聞かせ

ていただくというような状況で考えておりますので、そういったことでそういう声が強くいた

だければ、それは市民の皆さんの声ということで受け止めさせていただきます。 

 

委員Ｇ  そちらから投げかけるということは無いということですね。今の言い方ですと意見が多

くきたらということですよね。そちらからみんなに聞くということは無いということですよね。 

 

金子水道部長  これが公になりまして、例えば内容的にはインターネットに載せられますし、こ

れがプランとしてまとまったなかにこういったことが盛り込まれていけば、市民の皆さんにも
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メリットがあるかと思いますので、そういった反応は敏感にさせていただきたいと思っており

ます。 

 

委員長  委員Ｇさんの疑問はもっともなことで、ここにこういうなかたちでコンビニなんかで検

討をしているという話しが出たからには、まちづくり市民会議や他の市民会議でもそういうと

ころに投げかけてもらって、そして意見を聴取してもらった方がより具体的になってくると思

いますので、そんなことで進めていただきたいと思います。 

   それでは、次に進みたいと思います。②の「外郭団体等の経営改善に向けて」をお願いいた

します。 

 

 ②「２．外郭団体等の経営改善に向けて」 

（企画課 小口主幹説明） 

 

委員長  外郭団体についてはここに幾つか○がございまして、このとおり実施してもらえば問題

は無いんですけれども、このことについて何かご意見はございますか。 

 

委員Ｈ  振興公社のあり方で、なぜ振興公社にしているかということは、業務の効率化や経費の

節減のためにしているのではないかなと思いますけれども、例えばカノラホールへ行ってもな

ぜあんなに人がいるんだというふうに感じてしまうわけでありますけれども、本当に振興公社

にして合理化、経費の節減が図られているかということは疑問のところがございますが、その

辺の説明をお願いします。 

 

矢島企画部長  今、振興公社のお話がありまして、この資料にもありますように基本的には市の

公の施設を管理していただくということを目的に振興公社がつくられておりまして、今お話の

ありました文化会館などいろいろな施設を管理いただいております。そのなかの人員の配置に

ついてはあくまで財団という格好でそれぞれお考えを持ってやっていただいておりまして、カ

ノラホールの場合ですと、管理する方もおりますし、舞台装置音響関係をメインにということ

もあるものですから、公社として必要な館長さん、舞台を仕切る方などノウハウがないとショ

ーや催し物を行う時に効果を果たさないものですから、そんな関係で公社で考えていただいて、

必要な方はそういう専門職、あるいはそうではない方は嘱託の方や、事業によっては臨時の方

が集まって今のカノラホールの状態になると思います。これからは、民間やあるいは公的な団

体ではなくてもＮＰＯを初めできるようになりましたので、あり方というのはこのままで良い

のか、これからどうしていくのかというのはここにありますように、ここに合わせながら考え

ていかなくてはいけないというところでございます。 

 

委員Ｈ  文化会館補助事業補助金というところで、カノラホールには運営費等あわせて２億円以

上支出されているという資料をいただいたんですが、あまりにも多い金額ではないかなと感じ

るわけであります。これから自立への道を進んでいくわけでありますので、こういうところは
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きちんとチェックして、外郭団体とは言えきちんとやっていただきたいと思います。 

 

委員長  カノラホールなども企業努力をしてほしいということですね。 

 

矢島企画部長  今、お話のありましたように、それが社会が変化して求めているところだと思っ

ております。ですから国の方でも今まで公の団体あるいは出資比率の大きい団体にしか認めて

いなかった門戸を開放していくというお話ですので、市としても不安はありますが順に間口を

少しでも、今までは全く閉ざされておりましたので、法の趣旨に則って広げていこうというふ

うに考えております。ですから、今ある組織より民間でノウハウを持ったりあるいは、効率的

にできるということであれば、門戸が開かれましたので、そういう受ける団体も増えてくるだ

ろうし、そうしますと今行っているところが、例えば、振興公社などこれから指定管理者制度

を行うかわかりませんが、公社が受けるとしましても今までどおりにはいかないということで、

今言われましたことについては十分なかで検討していただかなくてはいけないと思いますし、

もう一方では市の方で施設管理をお願いしました経過もございますので、市としての考え方も

考えていかなくてはいけないという現状があるかと思います。 

 

委員Ｉ  幾つか聞いてみたいんですが、組織の職員体制というところでいくと、理事さんや協議

をするので評議委員さんが多いことはわかりますが、勤めている人に対してあまりにも多いの

かなと思いますけれども、こういう方の報酬というものはどうなっているのかお聞きしたいと

思います。 

   職員の方に対しては、独自の報酬の支払いになっているのか、それとも市に準じた報酬基準

が適用されているのか。あるいはここに委託料というものがありますけれども、委託料の他に

補助金というものが付いていますが、補助金を付けずに委託料一括というわけにはいかないの

か。あるいは岡谷市の国際交流協会を見ると委託料よりも補助金の方が多いんですけれども、

これは補助金という名前の名目からいくと、委託料を越しての補助金というのは納得いかない

かなと思います。 

   諏訪湖勤労者福祉サービスセンターの補助金の関係で、計算していきますと国庫補助金や下

諏訪町の負担金が入ってくるわけでありますけれども、そこから差し引いて残った金額という

ものが岡谷市が負担している金額とすれば、岡谷市と下諏訪町で負担している金額が１０対１

位違ういいですけれども、それは下諏訪町側の人たちが利用している人数と、岡谷市側で使っ

ている人利用者人数、会員数のバランスからそのような負担金割合になっているのかというと

ころ。 

   土地開発公社の借入れ 41 億 7,900 万円ありまして、予算規模として 2 億 3,000 万円が計上さ

れていますが、これは 2 億 3,000 万円のうちの何％が利息で消えていっているのでしょうかお

聞きしたいと思います。 

 

矢島企画部長  勤めている方が多いというのは、振興公社のお話かと思いますけれども、理事や

役員になっている方で市の関係の職員を除いては、報酬関係になろうかと思いますけれども、
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一般の職員については公社独自で決める部分であります。ただ、現実的には準じてはいますが、

同じということでは実体的ではないというのが今の現状であります。 

   それから、補助金がここでは 4,800 万円とございますが、委託料とは館を管理運営いただく

費用でお願いしなければいけないところがあります。その他にあれだけの施設ですので、市民

に一定の文化振興のためにやってほしいという市の思いがあります。当然それには一定の費用

がかかるわけでありますから、こういった考え方でやっていただくために補助金として出して

いるものでありまして、館の方ではこういうそれぞれの分野のこういうものをやることによっ

て市民に提供できるという計画をいただいて、一定のことをやればやったで収入になりますが、

現実的には差し引きにならないものもあります。ありますが、それが収支が合わないからやら

ないのでは、市民に提供はできないものですからその補助をするという意味でこれがあります。

大体、年で 25 件から 30 件位の事業を行いますが、ジャンルによってはお金がかかるものもあ

りまして収入を期待したが満杯にならなかったというものもありますので、それに当たるよう

な、そういう趣旨で補助をしているというものがその事業でありますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

   諏訪湖サービスセンターの関係は、一定のこういう事業を行うのに国でも補助がありまして、

こういう割合で国の補助があり、たまたま岡谷でやっていますので下諏訪町から負担をいただ

いていくという運営のためのルールとなっておりまして、それに基づいて算出された数字にな

っております。 

 

小口財政課長  土地開発公社についてお答えしたいと思います。 

借入金 41 億円程ございますが、16 年度 1 年間で支払いをした利子としましては、約 1,200 万

円程の金額でございます。公社の場合には 1 年毎の短期の借入れということになっておりまし

て、利率とすれば非常に低い利率での借入れで借りていただいているという状況でございます。 

 

企画課小口主幹  国際交流協会の関係で国際交流協会につきましては、全額市が出資をしてでき

ている団体でございまして、この 3 月でトラベルセンター部門を廃止をしましたので、直接そ

こで収益があるという部分で、独自で収益が確保できる部分は企業等から翻訳などの依頼のあ

った場合の手数料位しかございません。従いましてこの補助は国際交流協会が行います、国際

理解を推進するための事業等に使われる補助金となっております。委託料の部分は市の方で国

際交流員さんの設置の部分の委託、それからマウントプレザント市への生活体験の高校生等を

派遣をしております。そうした委託の事業の関係の委託料とたまたま今年、マウントプレザン

ト市との姉妹都市締結 40 周年ということで記念事業を行いますので、そうした市が行うべき事

業の企画を国際交流協会へ委託をしているという部分で委託料があるわけであります。補助金

等の見直しというなかでは、従前は 1,500 万円というなかでいろいろな事業を行っていただい

たわけでありますけれども、厳しい財政状況のなかで国際交流協会として独自の見直しとか、

改革など着手していただいておりまして、さらに 200 万円ほど減額をさせていただきまして

1,300 万円にしているというような経過がございますのでよろしくお願いします。 
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財政課小坂主幹  勤労者福祉サービスセンターのお話がございました。下諏訪町との負担割合は

加入しております会員数割で、岡谷市と下諏訪町との割合を決めてございますのでよろしくお

願いいたします。 

 

委員長  関連して、社会福祉協議会、土地開発公社、振興公社、国際交流協会、勤労者福祉サー

ビスセンター、やまびこスケートの森の理事に一人当たりどの位の歳費が出ているのか、今日

でなくても良いので一覧表でいただけますか。 

 

企画課小口主幹  多分、理事さんは報酬はないかと思いますが、確認が全てできておりませんの

で。 

 

委員長  やまびこスケートの森は相当の減資をして、企業努力で好転をしてきておりますが、長

野県・全国では貢献してきておりますが、現実的に岡谷市の市民への貢献度はどの位してきて

いるかということもあるので、やまびこスケートの森の補助金についても相当のチェックをし

てもらわなくてはいけないということ私は思っております。 

 

委員 I  理事の数や従業員の数といったところで、やまびこスケートの森は取締役が 8 人いるんで

す。従業員が 17 名ということで、ちょっと一般の会社ではあり得ないのではないかという人員

構成ではないかと思います。その辺も岡谷市が出資をしているというといいうことで、取締役

が多いのではないか、あるいは貰っている給料にもよると思いますが、ちょっと多いような気

がします。 

 

委員長  それは、出資者の配分があって取締役を最初からつくったものであるかと思いますけれ

ども。 

 

企画課小口主幹  只今、確認をしております。 

 

委員Ｃ  やまびこスケートの森と社会福祉協議会とは直接関係ございませんが、現実の話しでご

ざいます。昨年はバスを 1 万円でお貸しをいただいておりましたが、今年は貸切旅客自動車業

の資格をとったということで、3 時間当たり 1 万 5,000 円で 1 時間超過する毎に 5,000 円かかり

まして、１回借りると 2 万円かかってしまいます。今度の市の社協への補助金は 7,500 円であ

りまして、県下一の福祉都市などと言っておりますが現実には下がっているんです。4 時間位な

ら民間へ頼んだ方が安いと思います。福祉という言葉と逆行していってしまっていると思いま

す。 

 

委員Ａ  土地開発公社で宅地など造成をして安く提供をしておりまして、これは人口増になって

くるかと思いますが、収支のプラスマイナスはどの位になっていますか。 
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中田総務部長  今、宅地造成は土地開発公社では積極的にはやっていないんです。どちらかとい

うと公共事業のなかで、どうしてもうまれてしまった空地のような使いようのない部分という

ものを土地開発公社が受けて、それを宅造・宅地化して処分していくというようなかたちとい

うものは幾つかとっているところがあるんですけれども、大規模に宅地造成を土地開発公社そ

のものがやっていくというものは今は行っておりません。 

 

委員Ａ  湖畔の宅地造成は違うのですか。 

 

中田総務部長  湖畔については地域開発特別会計のなかで行っておりまして、土地開発公社では

ありません。土地に関しては似たようなものが 2 つありますが、土地開発公社というものは公

有地の拡大の推進に関する法律という部分のものしかできない、ということになってしまって

いるものですから、昔の公社というものは何でもやったんですけれども、今のものは今言うよ

うな限定したものしか行っておりません。 

 

委員Ａ  勤労会館は補助金が出ていて無料となっているが・・・。 

 

中田総務部長  もともと勤労会館は設立の経過がありまして、今井新道に労働会館というものが

ありましたが、その代替施設というかたちでもっていったということで、岡谷市の勤労者であ

れば誰でも使える無料の施設を作ろうということで作った施設であります。ですから設立の目

的で当時のものがそのままきているというものですから、誰でも無料でどなたでも使える施設

になっております。 

 

委員Ｂ  理事、監事、評議委員という方は先ほどの話しだと無給であるということでありました

けれども、そんなことで考えてよろしいですか。 

 

委員長  これは、一覧表を出していただくということになっておりますが、そのような考えで良

いかということですがよろしいでしょうか。 

 

企画課小口主幹  例えば、国際交流協会の理事さんは民間の事業所の社長さんなどが入っており

まして、給料を貰っているということは聞いておりません。年に 2 回、3 回評議委員会があって

運営など協議をしますが、確か無報酬だったと思いますが、また、確認をしてみます。 

 

委員長  一覧表でお願いします。 

 

委員Ｆ  各事業とも内容が流動的だと思います。例えば、利用する人が多くなったり少なくなっ

たり。収入の面についても、多くなったり少なくなったり流動的だと思います。例えば、やま

びこ公園のように一時は赤字だったけれども、企業努力によって増えてきたなどと人員的にも

増やさなければいけないと、いろいろな状態が出てくると思います。それについて見直しとい
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う部分で、役員、給与、補助金の内容について行っているかどうかお聞きしたいと思います。 

 

企画課小口主幹  総体的な部分でお話をさせていただきますと、当然それぞれ設立の目的、担当

している業務等違いますので、そのなかで経営の健全化を図りながら行っているということで

す。 

   補助金につきましては、当然市では初めに財政が入って、理事者まで入って決定しておりま

すので、団体の事業内容等確認するなかで交付、不交付を決定しておりますのでよろしくお願

いします。 

 

委員Ａ  今日の我がまちトークの市長の話しで市内にマンションが 1 つあって、あと 2 つできる

と言っておりましたが、それは市と関係があるのですか。 

 

中田総務部長  関与しておりません。 

 

委員Ａ  補助金の関係で茅野市は０から再構築することを決断したということはすばらしいこと

である。 

   市会議員を減らせということを高齢者クラブで言っているが、市民感覚がずれていると思い

ます。それは自分達は補助金をもらいながら、他を突っつくということは人間性というものが

欠けているような気がします。 

 

委員長  それは感覚の違いで過去において議員定数の減については、壮年会、婦人会、高齢者ク

ラブで市へ提言をして、議会でも検討をして減らしているという前例があるんです。補助金を

もらっているから、議員を減らせというのはおかしいと言うのは感覚の違いかと思います。 

 

委員Ｈ  外郭団体へ市の職員のＯＢの方がかなり行っていると思いますが、どこへ何人行ってい

るか出してもらいたいと思います。やはり、民間の人を入れていかないと思い切った改革とい

うことができないと思いますから、そこら辺もこれからの検討課題でお願いしたいと思います。 

 

委員Ａ  この前に嘱託職員はボーナスが０ということで言われましたが、同じような仕事をして

いて０ということは、人道的に許せない気がします。何とかならないでしょうか。 

 

委員長  それは、ご意見としておきたいと思います。嘱託として採用される時の条件であります

して、本人も納得して入っておりますので、そんなことでお願いしたいと思います。 

   その他をお願いします。 
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（３）その他（企画課小口主幹） 

・次回の会議日程について、７月２０日（水）午後３時３０分から６０３会議室で行う。 

・次々会の会議を８月９日（水）午後６時３０分からとなっているが、夜間開催は人数が集ま

らないので、時間を午後３時３０分から４０１会議室で行いたい。 

 

委員長  ご意見はありますか。 

 

（「なし」と言う者あり） 

 

副委員長  以上で、第１０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４０分 


