
第４回 岡谷市議会 議会報告会
～ぎかいタウンミーティング～





（進行予定、注意事項等の説明）



議長 武井 富美男





議会運営委員会



★

施行日 平成２９年４月１日

議会と議員の責務や活動原則等を明らかに
し、その議会機能を発揮することにより、市民
の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上
及び市政の発展に寄与することを目的とする。

議会改革検討委員会



第１章 総則
第２章 議会及び議員の責務並びに活動原則
第３章 市民と議会の関係
第４章 議会と市長等の関係
第５章 議会の体制整備
第６章 他条例等との関係等

議会改革検討委員会



○市側からの趣旨確認のための発言の許可

○政務活動費内訳書の議会ホームページでの公開

○議会改革検討委員会の設置

○一般質問の通告書の記載方法の見直し

○請願又は陳情提出者からの意見陳述機会の確保

議会改革検討委員会





総務委員会が所管する分野

まち・ひと・しごと創生総合戦略 他

危機管理室・消防など危機管理関連

教育委員会・子ども総合相談ｾﾝﾀｰ・図書館
生涯学習・美術考古館・スポーツ振興など
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岡谷市総合計画・公共施設等総合管理計画

総務部（総務・財政・税務・3支所）関連

そ
の

他 会計・選管・監査・公平委、議会および他の委員会に属さない事項



総務委員会の役割

➀ 予算、条例等の審査

議会が総務委員会に付託
⇒ 委員会で審査（質疑・討論・採決）
⇒ 議会で委員長が審査内容を報告
⇒ 議会で審議（質疑・討論・採決）

市民の皆様の国政・県政に対する陳情、請願等
を審査 ⇒ 議会審議を経て要望書を提出

② 陳情、請願等の審査



先進地の取り組みを行政視察・現地視察
関係団体と懇談して、行政の課題、意見を把握

③ 行政視察・現地視察・関係団体懇談と
その活用について

総務委員会の役割（続き）

委員会として行政に報告
（H29年2月市への報告会を実施）
一般質問等において行政の考えをただし
提言につなげる



＜委員会活動＞ 行政視察（１０月）

分野 視察内容（テーマ） 視察先

公共施設
等

管理計画

公共施設マネジメントについて

＊ワークショップを通じて市民と協働の
計画づくり

岩手県
花巻市

まちづくり オガールプロジェクトと図書館運営について
＊駅前エリアの公民連携による地域活性化
＊農業支援などユニークな図書館運営

岩手県
紫波町

防災 東日本大震災の被害状況と復興の取組に
ついて
＊塩竃市震災復興計画と復興状況

宮城県
塩竈市



行政視察の様子
H29.10.16～18
岩手県紫波町

紫波町役場

オガールプロジェクトの説明
を受ける



行政視察の様子
H29.10.16～18
岩手県紫波町

紫波町図書館

2Fからの眺め

紫波町図書館長の案内



行政視察の様子
H29.10.16～18
宮城県塩竈市

被災住宅地の復旧の説明を受け
る（岡谷市からの派遣職員同行）

船着き場と商業施設を結ぶ

長大歩道橋



実施 分野 視察内容（テーマ） 視察先

7月

総務 地域行政 ３支所・公民館

教育 公共施設の運営
市立岡谷図書館
市民総合体育館

10月 教育 特色ある教育
東部中学校
長地小学校・小井川小学校

現地視察

平成２９年度の現地視察



現地視察の様子

通学合宿（塩嶺野外活動ｾﾝﾀｰ）

平成28年9月

市立岡谷図書館

平成29年7月



関係団体との懇談

実施 分野 懇談内容 懇談団体

28年8月 教育 学校教育の課題 岡谷市PTA連合会

29年2月 教育 教育委員との懇談 教育委員会

（来春予定） 防災 消防団幹部との懇談会 消防団

PTA連合との懇談

平成28年8月



H29.11.6

岡谷市議会 議会報告会



１．委員会の所管（担当）分野

２．委員会の役割

３．行政視察（市の課題を見極め）

４．現地視察（ ∥ ）

５．関係団体との懇談（ ∥ ）

６．行政への報告、提言

７．まとめ



社会委員会が所管する分野

健康推進（保健）、子育て支援（保育）

地域福祉、障がい者（児）・高齢者福祉

社会保障（国保、介護保険、生保等）

岡谷市民病院、岡谷市看護専門学校 他

資源化・自然環境保全、安全・衛生面

健
康
・
福
祉

医
療

環
境



社会委員会の役割

予算、条例などの審査

委員会に付託された関係議案を審査

行政課題の把握と提言

先進の取り組みを視察して市の課題を把握

関係団体との懇談を通して市の課題を認識

福祉・医療・環境面の陳情、請願等を審査

陳情、請願などの審査



行政視察

分野 視察内容（テーマ） 視察先

医療
地域連携医療の推進
広域的に複数病院がカルテを共有（災害時の医
療体制の相互支援）

京都市

ＮＰＯ（推進協議会）

福祉
障害者就労支援事業（自立）
一般、福祉就労ではない第三の道「社会的雇用
制度」（経営に参加、利益、最低賃金保障）

大阪府

箕面市役所

まち
づくり

医学を基礎とするまちづくり
医学的知見・ノウハウを産業振興、地方創生へ
つなげるやり方

奈良県

橿原市役所

医療
すこやかまちづくり行動戦略
市民が楽しみながらポイントを貯める健康寿命
延伸チャレンジ事業

滋賀県

守山市役所

多くの学んだことから、岡谷市の課題・提言内容を分析中です。



行政視察の様子 10月16日～18日

京都地域連携医療推進協議会 箕面市役所

橿原市役所 守山市福祉保健センター



実施 分野 視察内容（テーマ） 視察先

11月

医療
看護師育成専門教育

＊看護師の育成事業

岡谷市看護専門学校

福祉
障がい福祉サービス事業

＊就労継続支援（Ｂ型）

エコファおかや

２月
（予定）

福祉

子育て支援

＊遊び、友達との交流事業

岡谷市通園訓練施設
「まゆみ園」

幼保連携型認定こども園

＊信学会による初の民営化

新東堀保育園

現地視察

人材育成と障がい者支援への思い、熱意に圧倒されました。



28

現地視察の様子 11月1日

岡谷市看護専門学校

エコファ おかや

このような訓練を重ね、
技能を高めます！

仕事をさせていただきたい！
障がい者の気持ちを、更に
理解してほしい！

“仕事は多くないけれど、
できる事を力いっぱいやって

工賃をもらっています！”



関係団体との懇談

実施 分野 懇談内容 懇談団体

11月 福祉 組織概要と地域活動での
問題点・課題

岡谷市赤十字奉仕団

岡谷市赤十字奉仕団との懇談（１１月１日）

各区の奉仕団が抱えている問題や苦悩をお聞きできました。





所管の予算や事業の審査・政策提言に努めます。

懇談会などで出た市民の声を行政へ提言します。

市民の負託に応えるために自己研鑚に努めます。

視察などで行政課題を分析し行政へ提言します。



報告者

渡辺雅浩
産業建設委員長

産業建設委員会

平成29年度 岡谷市議会 議会報告会

ぎかいタウンミーティング



産業建設委員会が担当する事業など

産業振興部

建設水道部

商業観光課
農林水産課
工業振興課
ブランド推進室

都市計画課
土木課
水道課

「シルキーバスを乗りやすく！」
「元気な商店街にしたい！」
「新規就農したい！」
「有害鳥獣なんとかしてよ！」
「資金繰りの手助けをしてほしい！」
「後継者を育てたい！」

「県道下諏訪辰野線の拡幅をはやく！」
「新築の家を建てたいんだけど…」
「でこぼこの舗装・歩道・側溝、直して！」
「安全でおいしい水が飲みたい！」

農業委員会



行政視察（10月16～18日）

道の駅・もてぎ
視察先・栃木県茂木町



行政視察（10月16～18日）

テクノプラザおおた
視察先・群馬県太田市

（地域産学官連携ものづくり研究機構ＨＰより）



現地視察（10月26日）



今後の活動予定

11月7日午後
土木陳情・現地視察
【視察の目的】

＊毎年１０月頃に各区から土木陳情が
提出されます。市は「緊急性」「危険
性」を基準に、改修工事を行っていま
す。

＊改修前・改修後を写真や現地を視察
して、今後の委員会活動に生かしてい
きます。

平成２９年度の
土木陳情の要望個所

16区141箇所
※県等への要望、市等で対
応した箇所も含まれます





～皆様方のご意見をお聞かせください～

グループ① 子どもたちの教育について

グループ② 公共施設のあり方について

グループ③ 子育て支援について

グループ④ 地域医療について

グループ⑤ 商業の活性化について

グループ⑥ 土木要望について







本日は、ありがとうございました。


