
【議会】
№ 市民からのご意見 グループ
1 イベント時の託児を充実すれば議会報告会など参加者増えるのでは。 Ａ昼

2

市政懇談会はよくあるが、議員のこういう会を、各公民館でやって、底辺の声を吸
い上げてほしい。ただ、公民館だと血縁・地縁で議員さんもそういう形で出ている
ので、口に出せない、言えないことも多々あると思う。非常にジレンマがあるがと
思うが、選挙のときだけでなく、年間通じてこういう機会をぜひもってほしい。

Ａ夜

3
今年、市P連会長をしている。総務委員と懇談した。思った以上に意見が出た。い
ろんな人の話を吸い上げていただく機会を作ってもらえるとありがたい。

Ａ夜

4 議会は各種団体と意見交換ができていない。 Ｂ夜
5 一般質問が説明調で長いので簡潔にすることが議会改革につながるのではないか。 Ａ昼

6
一般質問は、休まずやって欲しい。インターネットとのつながりをうまく作って欲
しい。一般質問は、他の議員とかぶらないような工夫も必要であり、具体的な提案
をしつこく行って欲しい。

Ｃ昼

7
シルキーチャンネルで一般質問をよくみるようになったが、後ろに映る議員の姿が
気になる。

Ｃ昼

8
四賀、富士見のメガソーラー、大きな経済効果となっているがいかがか？大きな夢
を持って、一般質問してほしい。

Ｃ夜

9
昨年、諏訪合併が頓挫してしまったが、議員はこれから５年、１０年先のことを考
えていっていただきたい。

Ａ夜

10
いずれは市議会も日曜、夜間議会にしていかないと議員の成り手がなくなるだろ
う。議員報酬だけでは生活ができないから、仕事をもちながら議員をやるという現
状がくると心配している。

Ａ夜

11
人口減少、市議会議員定数は次期選挙で１８人から諏訪市議会と同じ１５人体制に
するべきだ。税収は減るのに議員だけは現状維持とは、市民は納得しないと思う。

Ａ夜

12
岡谷市では総合計画が始まっているが、キーワードの人口減少対策は幅が広い。議
会の各委員会でも様々な視点から考えてほしい。

Ｄ昼

13

市議会だより、前期よりも良くなった。イラストなど大変良い。
一般質問こそ大切な記事であり、最初にもってきてはどうか？
「議会のひろば」は市議会の総合誌として、どこにどんな情報があるという案内も
欲しい。

Ｃ昼

14

議会だよりは、見やすい。評価はしているが、費用対効果は気になるところであ
る。一般質問は、信念をもって、流れのあるものにして欲しい。行政視察が具体的
にどう結びついたかみえる報告が欲しい。テーマが大きいが、みんながこの街に住
んでみたいと思うことだと思う。それには少子化をどうするかだと思うので、子ど
もを産み育てやすい環境を。限られた財源なので、優先順位をしっかり考えてほし
い。議員がひとつになることが大切。その為にはときには自分の意見を下げること
も必要。

Ｃ昼

15
「夢と希望が持てるまちづくり」は、根幹のテーマである。議員は、選挙公約がぼ
やけないように、それに沿って続けて欲しい。市民は注視している。

Ｃ昼

16
岡谷市には、駅前の問題など、いろいろなテーマがある。行政視察などは、テーマ
を持って行い、市民に報告して欲しい。

Ｃ昼

17
議員は、体を張って市民を守ってほしい。視察を活かして、何をやったか示してほ
しい。（求められるものは、結果）

Ｃ夜

18
市議会議員は、何をやっているかわからない。夢を持って見える活動をして欲し
い。

Ｃ夜

19

保育園の園児に対するもので 12月11日副市長あてに意見書を提出している。毎年
アンケートを行い提出しているが一人一人の声が解決・改善されていない。12項目
の提案について一つでも改善をして欲しい。実現しないのであれば連合会として活
動を停止することを考えている。意見書について議員が知らないのはおかしい。一
つでもよいので改善/確認してほしい。
内容の一部　・駐車場の整備について　・夏場のご飯の管理の問題　・働くお母さ
んの問題、負担が大きすぎるなど。

Ｂ夜

議会報告会　意見交換会における市民からの意見
令和2年1月24日（金）午後2時～・午後7時～

ｲﾙﾌｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ3階　 多目的ﾎｰﾙ他
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【全般】
№ 市民からのご意見 グループ

20
これまでの日本を支えてきた人が安心して暮らせるまち。託児を充実してほしい。
やっている側として断らなければならないのは切ない。

Ａ昼

21 授乳室、おむつ替えの場所を充実してほしい。 Ａ昼
22 独身者が多いので対策を進めてほしい。 Ａ昼
23 ユニバーサルデザインのまちづくり、チャレンジできるまちに共感した。 Ａ昼

24
少子化が進み、行政が縮小することで田舎が取り残されるのではないか心配。諏訪
の地域は新幹線もリニアもなく取り残されている。通りすぎたとしてもせめて人の
通り道になってほしい。

Ａ昼

25 夢と希望を語るには人が少ない。対策が必要。 Ａ昼

26
共同生活、住み方を工夫するべき。コレクティブハウスの推進。昔ながらのコミュ
ニティの再生でお互いの面倒をみる。高齢者や子育て世帯が暮らしやすくなる。施
設を充実させることで災害時にも使える。

Ａ昼

27

湊で今年生まれた赤ちゃんは１名と聞いている。今年度の小学１年生は６名。この
現実が目の前にあり、夢と希望がなければ若い人が来てということもないし、「戻
りたくなるまち」とはどうしたらいいのか。子どもが減っている現実をどう捉え、
どう発信したらいいか。区もそうだが、学校自体も考えていかないと。少子高齢化
というが、生まれるものが生まれなければ、日本の人口はドンドン減っていく。ど
う前に進んでいったらいいか。

Ａ夜

28 家の周りに学校へ行っている子どもがいない。これから本当にたいへんだと思う。 Ａ夜
29 若い人に結婚、子育てを考えてもらって進めていかないといけないと思う。 Ａ夜

30

近所で空き家になったところが更地になり、新しく小学校のお子さんがいる方と聞
き、高齢化で隣組の役員を持っていかれる家が少なくなったのでうれしく思った。
子どもの数は少なくなったが、通学時、見守り隊の方が配慮してくれていることが
ありがたい。

Ａ夜

31
岡谷の人口減少について、子どもを増やそうとするのは難しい。成人した折に出て
行ってしまう。なかなか岡谷に定着しない。企業誘致も難しい。学校を誘致するの
がいいのではないか。

Ｄ昼

32

岡谷は工業の町というイメージがあるが、大学、専門学校、工業関係の学校などを
誘致して、人を集める。いろんなアイディアを持ってきてくれる人と一緒に、岡谷
でこれからの新しい産業を作る必要があり、ただ求人を出しても人が集まっては来
ない。

Ｄ昼

33

昨年１０月頃、西中３年生が岡谷市の昔から未来まで、地元三沢の成り立ちなどを
入れながら子どもたちの要望を含めて発表してくれた。子ども達がこれからの岡谷
市をどうすればいいか考える中で、大人がはっきりとした答えを提案できない状況
があるが、住みよいまちにする為にも、若い人たちも年寄も一緒に考えていくこと
が大切。市も、子どもたちの意見を取り入れて、住民全員で将来像を描くことが必
要であると考える。例えば昔からの特産品やお蚕様の話一つからでも、一緒に話す
中で将来の糸口が見えてくる可能性もある。そういったきっかけを見逃さないよう
に、拾ってほしい。

Ｄ昼

34
メディア等でも取り上げられているが、補助金に頼らない自治体、地域、まちづく
りを目指したい。

Ｄ昼

35

限られた市の予算をどう使うか。不謹慎かもしれないが、若い人にやるのか、お年
寄りにやるのか、これからの岡谷を考えて、お金の振り方と考えなければならな
い。若い人たちが子供たちを保育園に預けながら働く環境で、お年寄りは年金でな
んとか暮らせるが、保育料が無料になっても、若い人は食べるものがない。子育て
世代、若い人が夢と希望を持てるように、思い切って若い人を優遇すればいいと思
う。産業も問題があるかもしれないが、活気ある岡谷に戻ってほしい。

Ｄ昼

36

若い人と話す機会があったが、３０代４０代の発想は、ここにいる人とは違う考え
方をしている。中央通りを利用している若い人のような人が百人あつまれば、小さ
いながらもでかい産業になる可能性もある。その中の一人が、中央通りのあまり活
用されていない店舗の片方の側を全部壊して商店街に、道路は残して、もう片方の
住宅地を全部取り壊して駐車場にすれば活性化するのではないかというとんでもな
いことを考えている。産業というのはどこかでけじめをつけて何かでかいことをや
らないと、工業にしても商業にしても活性化しない。３０代４０代のこういう会議
の場を何とかして作らないといけない。御柱にしても祭りにしても、あれだけの若
い人はいるのに、地域の市政報告会に若い世代は来ない。こういう場に子育て世
代、若い世代が出てくれば、新しい視点・発想が出てくると思う。子育て世代の人
も何かやりたいという人もいるし、そういうのが広がっていけば、他地域からも若
い人も集まってくるのではないか。若い世代の意見を聞き取って、繁栄していって
ほしい。

Ｄ昼
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【全般】（前ページからのつづき）
№ 市民からのご意見 グループ

37
子どもが成長して税金を出してくれない限り、高齢者はどんどん貧しくなってしま
う。子育てしやすい環境を整えることが必要。

Ｄ昼

38

諏訪の合併については、個々にやってもあまり効力はない。観光にしても諏訪湖周
全部が一緒になって、一つの目的に向かってやっていかなければならない。産業に
関しても、製糸が栄えて、そのあとで精密で栄えて、諏訪全体が一つのものを支え
て栄えてきた。せめて諏訪湖周辺は一緒になって、観光なら観光、産業なら産業を
盛り上げていければいいと思う。岡谷は湖や山があり環境的には恵まれているが、
田舎でもないし、都会でもないし、中途半端なまちである。極端に言うと、廃墟化
しているような感じもある。

Ｄ昼

39

合併は難しいと思うが、一つのまちでやるには難しいことでも、諏訪市や下諏訪町
と一緒になればできる事もある。広域の消防とか、クリーンセンターとか、そうい
う形がいいと思う。観光にしても、岡谷とか下諏訪とか独自でやっても難しい。諏
訪湖周の市町で連携して、観光の目玉やイベント等、もっと強くアピールして、大
きな力強いものにできればと思う。みんなでできる事を一緒にやればいい。

Ｄ昼

40

新年祝賀式会場で圧倒的に男性が多かった。少子化の問題も、働き方の問題も、政
策方針決定の場においても、女性が出ていかなければ、女性を活かす方策もできな
いと思う。
結婚したくなる、子どもを産みたくなるというのは、働き方がセットになる。お金
が欲しいから働くという子育ては適わない。

Ｄ昼

41

7年前に岡谷に戻ってきた。高齢者は我を張りすぎて自分たちで首を絞めている。
交通ルールを守らない高齢者が文句を言い、モラルが低い街は衰退してゆく。市に
伝えても言い訳ばっかり言っていると若い人が出て行く。市民が無関心でいると財
政破綻が目に見えてきた。危機感を持っていただきたい。

Ｂ昼

42

４項目の要望したい
①未婚のひとり親家庭の支援、結婚しない人の支援
②養育費などの支払い明確化、離婚の場合の合意書などの整備について
兵庫県明石市の例など示して説明
③職業訓練の充実は欠かせない。真剣に取り組んでほしい。
④派遣社員の問題について女性の多くはいつまでも抜け出すことができないでい
る。
5年更新時が越えられない。岡谷市に戻ってこれる状況を実感できない。

Ｂ夜

43
人口減問題が心配。今までできたことができなくなる。公共料金一人当たりの負担
は、区の存続はできるのか。成人式について岡谷に戻ってくる人がその後もいるの
か心配。将来を見据えた政策が必要。

Ｂ夜

44
諏訪/下諏訪は独自性を持って進めている、岡谷についてはどのようになっている
のか。昔は岡谷に集まってきた。働き口がないと戻れない。今やらなければならな
いことは。

Ｂ夜

45 岡谷市の魅力あるもの、希望のあるものを見つけて欲しい。 Ｃ昼

46
塩嶺の展望台は、眺望がすばらしいが、北アルプス方面を向くと高圧線の鉄塔が景
観上邪魔になっている。鉄塔の移動や電柱の地中化を考えて欲しい。

Ｃ夜

【合併】
№ 市民からのご意見 グループ

47
２市１町の合併も５万人かける２市と下諏訪、小さなところではなく、合併問題は
強力に進めるべき。

Ａ夜

【男女共同参画・市民憲章】
№ 市民からのご意見 グループ

48
橋原区は、女性の区会議員を増やすため、全体で３５人、公選が１２人、その半数
ずつを交代で変えている。６人のうち２人を女性していくようにお願いした。まち
づくりや住みやすさに女性の意見を組み込んでいく。

Ｄ昼

49
区会議員について、中村区は何年も前から区長さんの「世の中は男と女半分ずつ」
との発言をきっかけに、自然に区会議員が男女半分になった。そういう仕掛けが必
要なのではないか。

Ｄ昼

50 女性議員がどのような男女共同参画の意見を持っているのか決意をお聞きしたい。 Ｄ昼
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【男女共同参画・市民憲章】（前ページからのつづき）
№ 市民からのご意見 グループ

51
男女共同参画について委員を行っているが、具体的な数値また目標を示していない
が必要性があると思う。具体策・政策がないのではないか。出生数が300人切って
いる。

Ｂ昼

52
働いている女性・女性の立場を良くすることに注力してほしい。ジェンダーの
ギャップについて日本は116か国の中で大変遅れている。

Ｂ夜

53 市民憲章は、時代にあわせて変えた方がいい。検討してみては。 Ｃ昼

【駅前】
№ 市民からのご意見 グループ

54

岡谷駅前がすごく寂しい。ララオカヤが取り壊されるとの話でそのあとどうなるの
か、駅南の介護施設の話もなくなり、どうなるのか分からない。中央通りを歩いて
いる人をほとんど見られないし、お店も閑散としている。生まれたときから岡谷
で、岡谷が大好きなので、活気があればと思う。

Ａ夜

【公共施設】
№ 市民からのご意見 グループ

55

小学校に関しては地域ごとに必要であり、合併する必要はない。中学の再編をし、
中学校を合併して二校にし、一校あたり学校の運営にかかるお金を半減させて、高
齢者のほうにお金を回せばいいのではないか。岡谷南高校のあたりに建ててもいい
のではないか。中央通りや駅前に卓球をメインとしたアリーナ系の体育館があって
もいいのではないか。人集めという意味では、駅から近いところに体育館があって
も利用価値がありよいのではないか。

Ｄ昼

【行政区の課題】
№ 市民からのご意見 グループ

57

働き方が変わって日曜のイベントに人が集まらない。区の基盤が崩れてきている。
いきいきデイ、配食をやっている人も高齢者。女性に区の役を頼もうと思っても働
いていて頼めない。金銭的にも気持ちの余裕がない。ボランティアでやっていくこ
との限界を感じている。

Ａ昼

58
市役所から区にくる依頼が同じようなものがある。市役所内で調整することで区の
負担を軽減してほしい。

Ａ昼

59

市があって区があるのか、区があって市があるのか。区そのものが任意団体で、入
る入らないは法律もなく本人の自由。アパートの住民も、市民税を払っていれば市
民であり　ゴミも出せる。条例が岡谷市にはないが茅野市にはあり、茅野市は市
営・県営住宅は契約時に地元のコミュニティーに登録することになっている。市長
は「個人の問題なので、執行部としてどうこう言う立場ではない」と言う。アパー
トの住民も区民にしておかないと災害時の対応をどうするか。湊での災害時、ア
パートの住民は区の行事には参加しない、役員にもならない、負担金も払っていな
いのに、災害のときだけ逃げ込んでくるのかと地域の人たちから袋叩きにあった。
アパート住民は市民税を払っているからと言う。東京でも区外の人が避難場所に入
れなかったと現実に起きている。もっと足元に目を向けてほしい。（災害のときに
目の前に倒れていた時、区民ではないからと手を差し伸べないということはできな
い。）

Ａ夜

60

アパートの住民と一度も顔を合わせない。防災訓練のときの人員確認ができない。
現実にいつ災害が起きるか分からない中で、体の不自由な方などを見過ごすような
人間愛ではいけない。隣近所との付き合いや、いじめ、虐待も、どちらかというと
知らない家でおきていることが多い。区の中で名前が浸透していると、行き来もあ
るので、家庭の状況を把握できるが、まちづくりの前に町内の仲間づくりをしてい
かないといけない

Ａ夜

61

こんにちは赤ちゃん事業をやっているが、アパートの人はほとんど区へは未加入で
区費を払っていないのに、区から出ているお金でおやつを食べたり遊んでるよねと
言う人もいる。お母さんたちは苦にもしている様子はないが、そういうことからも
しっかり区に入ってもらいたいとの思いがある。

Ａ夜

62

転入者、移住者があった場合、区への加入は絶対。どちらでもいいという話ではな
いということをうまくできないか。区費は区に入りたい人だけが払えばいいもので
はないことを、市として徹底できたらと思う。議員さんの立場からも強く進言して
いただけたらと思う。

Ａ夜

63
転入の際、市民環境課窓口で「区に入ったほうがいいか」と聞いたら、「どちらでも
いい」と言われたとのこと。「ぜひ区に入ってください」との対応をしてほしい。

Ａ夜
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【行政区の課題】（前ページからのつづき）
№ 市民からのご意見 グループ

64

人口減少により、市内周辺部では区の役員の受けてがなく、区が維持できなくなっ
てきている。４、５年前の市長との懇談会において、「市の立場では区のことに対
して言う立場ではないから持ち帰ってくれ」と門前払いされた。人口が少ない周辺
部の区は、合併を前提に再編成をしてもらいたい。歴史的事情で、血縁、地縁で集
落ができているので、集落合併の話はまとまらないと思うので、トップダウンで
やってほしい。区の役員編成を簡略化しないと区が維持、行事ができなくなる。検
討いただきたい。

Ａ夜

65 地域活動におけるボランティアの不足により子供たちに影響が出る。 Ｂ夜

【住居表示】
№ 市民からのご意見 グループ

66
住居表示について、国道２０号線より上をどうするのか考えられていない。議員が
誰も指摘しないのも問題。

Ａ昼

【市の予算】
№ 市民からのご意見 グループ
67 毎年の予算10%カットについて　一律10 %カットはおかしい。重点施策があるのに Ｂ夜

【防災】
№ 市民からのご意見 グループ

68

戻ってくるまちにするには、防災がちゃんとできていないと、千曲川みたいなこと
はないとは思うが、ちょっと雨がふるとすぐ洪水に。諏訪湖の菱は機械で根本から
刈ってもらいたい。根本的に浚渫をしてほしい。６市町村でまとめて県に要望して
ほしい。そうしないと中小河川の掘削ができない。ほっていくと、諏訪湖の湖面が
高くなって、川が浅くなっている。一番は上川、砥川、横河川、特に農業用水、下
水などまとめて、農業政策も工業化などと絡めてどうなるか、そこらへんも含め
て、洪水対策と合わせて取り組んでもらいたい。産業については、人類の発展に必
要とする産業。ゲームは人類の発展に必要ない。家庭用蓄電装置とか、電気がもう
今電線や太陽光でやっていけるが、家庭で蓄電できればいいと思う。水と電気がな
くなれば、たちまち６０年前、７０年前の暮らしに戻ってしまう。だから、避難場
所が百年変わっていない。体育館では囲ってプライバシーの保護とかいうが、イタ
リアとか西洋では避難場所にベットを並べている。そこら辺の地域共生とかを国が
やっているが、それを区に押し付けられてもやれない。地方から声を上げるため
に、議員にはしっかり勉強してもらいたい。

Ｄ昼

【一貫校】
№ 市民からのご意見 グループ
69 他の真似ばかりでない小中一貫校を進めてほしい。 Ａ昼
70 幼小中高一貫校考えてみては。 Ａ昼

71
食育について、添加物また輸入小麦などが多くよくない。腸の病気になる原因。未
来の子供のために、また食育の授業に取り組んで充実させて欲しい。

Ｂ昼

72 子供たちの健康と食事が重要、すぐ結果は出ないが力を入れてほしい。 Ｂ昼

【学童クラブ】
№ 市民からのご意見 グループ

73
現状では学童クラブが6:45で終了してしまう。保育園は7:00まで行っている。この
15分間をどのように考えるか　お母さん方は困っている。保育園との差について疑
問を持っている。

Ｂ夜

【岡谷史誌】
№ 市民からのご意見 グループ
74 岡谷史誌の続きを作ってほしい。 Ａ昼

【婚活】
№ 市民からのご意見 グループ
75 人口減少で結婚する人が少ない。昔はおせっかいおばさんがいて結びつけた。 Ａ夜
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【障がい者】
№ 市民からのご意見 グループ

76

共生社会をどう作るのかが大切。自身にも43歳になる障がい者があり自分だから今
まで育ててこられた。今後については不安が多い　卒園生のこれ以上家庭での受け
入れはできない。グループホームが小さくなっているだけ、もっと関心を持っても
らいたい。
皆が安心して暮らせるように知恵を絞ることだと思う。

Ｂ昼

【高齢者】
№ 市民からのご意見 グループ
77 認知症になる前の対策を。高齢者への対応が市役所内で統一されていない。 Ａ昼

【保育園】
№ 市民からのご意見 グループ
78 東堀保育園への入園希望者があふれている。困っている人多い。 Ａ昼

79
保育園のこの先のビジョンが不安。園の役員をやっているが、子供を連れてイベント
に参加できないのでほかの園に預けなければならない。要望をしているが反映されな

Ａ昼

80

０歳と２歳の父だが、保育園への入園が難しい。共働きでないと入れないこともな
いが実際そうなっている。うちは専業主婦だが、入園するとなると１０月の保育園
説明会に出て、その時ある程度就職が決まっていないと空いている園に回され、そ
の園で空いていないと４月に入れてもらえないという状況がある。入りやすい園が
すぐわかるとうれしい。企業も１０月時点で４月の内定を出すのは大変だと思う
が、その辺企業の方も少しわかってもらえたらという願いがある。

Ａ夜

（19）

保育園の園児に対するもので 12月11日副市長あてに意見書を提出している。毎年
アンケートを行い提出しているが一人一人の声が解決・改善されていない。12項目
の提案について一つでも改善をして欲しい。実現しないのであれば連合会として活
動を停止することを考えている。意見書について議員が知らないのはおかしい。一
つでもよいので改善/確認してほしい。
内容の一部　・駐車場の整備について　・夏場のご飯の管理の問題　・働くお母さ
んの問題、負担が大きすぎるなど。

Ｂ夜

【食育】
№ 市民からのご意見 班

81
保育園の献立がアンバランスである。補完食が嗜好品になっている。体を作る重要
な時期なのに、ただ食べればいいのではなく、食育が不十分である。

Ｂ昼

82
1/19日　食育の講習会に参加したが、食育や給食について配慮が不足している。考
えて欲しい。食の予算を削らないで欲しい

Ｂ昼

(71)
食育について、添加物また輸入小麦などが多くよくない。腸の病気になる原因。未
来の子供のために、また食育の授業に取り組んで充実させて欲しい。

Ｂ昼

(72) 子供たちの健康と食事が重要、すぐ結果は出ないが力を入れてほしい。 Ｂ昼

83

匂いの公害について　人工的なにおいや香りで体を壊す人が多い。小さい子供には
影響が大きい。気のせいと片ずけないで、見えない空気のことをもつと考えてほし
い。
(委員長より説明があり、市は食育に予算も配慮している。岡谷市においては各園
で自賄い方式で行っている。)

Ｂ昼

【やま保育・自然保育】
№ 市民からのご意見 班

84
助産師を行っているが夏明保育園についても特色がない。長野県は「やま保育・自
然保育」を進めている。岡谷市でも積極的に取り組んで欲しい。外の方に発信して
ほしい。

Ｂ昼

【子ども食堂】
№ 市民からのご意見 班

85
子ども食堂の関係者代表　4年前に岡谷に来ました。知り合いが少なかったが市民
の力を感ずることができた。住みやすい岡谷を探していきたい。

Ｂ昼

86
平成30年5月より子ども食堂に携わっている。交流拠点づくり、地域力の向上を横
のつながりで拠点を作っていきたい。縦のつながりで官と民とで協同していきた
い。我々の活動見ていただきたい。

Ｂ夜
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【保育園統廃合】
№ 市民からのご意見 班

87
保育園の統廃合問題　アンケートの取り方ですが、最初から結果ありき統合ありき
のアンケートの取り方をしないで欲しい。理由を明示してほしい。できないことを
できるようにする姿勢が必要だ。

Ｂ夜

【保育園の運営】
№ 市民からのご意見 班

88
夏場の食事管理について、主食/おにぎりなどご飯の保管方法について改善が必
要、食中毒の問題になる。

Ｂ夜

89
給食費の集金について、公立保育園では市が行い、私立(25%を占めている)は自分
達でやっている。同じように子育てを委託でやっているのにおかしい。

Ｂ夜

【パブリックコメント】
№ 市民からのご意見 班

90

子育て支援計画100ペ－ジ分厚い。その場で立ち読みするのはできないでしょ。説
明会をなぜ開かないのか疑問だ。
言っていることとやっていることがあっていない。食い違っている。パブリックコ
メントに力を入れたり、説明会を行って欲しい。

Ｂ夜

【外国人の技能実習生】
№ 市民からのご意見 班

91

産業建設の関係では、生産人口が減っているとのことだが、外国人の技能実習生が
たくさん入ってきている。しかしながら、岡谷市がその人数を把握していない。岡
谷市は外国人が増加していると報道しているが、どのくらいの人が生産に携わって
いるか、そういう数字の把握が必要。外部の人の力を借りていくことも大事。

Ｄ昼

【若者が働く場所】
№ 市民からのご意見 班

92
就職するなら岡谷でと思うが、なかなか働く場所がない。いずれは帰ってきたくて
も、とりあえずは向こうでという考え方がある。若い人たちが就職したいという場
所があれば、帰ってきやすい。

Ｄ昼

93
若い人が帰ってきてくれるような施策を行えばいい。定年になってから戻ってくる
のはいらない。年を取ってから帰ってきても岡谷は全然盛り上がらない。

Ｄ昼

94 働く場所について、若者がやりたいことまた今やらなければいけないことは何か。 Ｂ夜
95 岡谷に残っている子供が少ない。働く場所について検討かさねていただきたい。 Ｂ夜
96 大学等卒業後、地元に戻ってくる人が少ない。 Ａ夜

97
高校生の就職支援員をやっている。市内企業への就職が少ない。高校生を雇用して
欲しい。高校生への市内企業のＰＲを発信して欲しい。

Ｃ夜

【企業訪問・企業誘致】
№ 市民からのご意見 班
98 地元企業への訪問をもっと行って欲しい。 Ｃ昼

99
夢や希望について考えるには、まず生活の安定が必要である。企業誘致を徹底的に
考えて欲しい。（ここは、鉄のさびにくい地域で製造業に最適）

Ｃ夜

【創業支援】
№ 市民からのご意見 班

100

市の創業支援を受けて創業した。その後、事業を大きくしたくて追加の支援を要求
したが、無かった。このことで、ある企業は市外へ流出した。岡谷市で事業を続け
たいが、その際の支援をして欲しい。店舗を変えようと思うがその後の補助がない
ので、市外へ出ざるをえない。ステップアップの支援の充実が欲しい。

Ｃ夜

【公共交通】
№ 市民からのご意見 班

101
公共交通は行政だけでは維持できない。住民意識の改革や住民運動を議員がリード
してほしい。

Ａ昼

102

三沢は坂道が多く、交通手段がない。市のほうで１日２回位、バスか軽自動車など
で巡回してほしいと要望したが断られた。先ほどの社会委員会の報告のように、ボ
ランティアの力を借りてやる送迎などはよいことではないかと思う。交通手段を整
備することも大切。

Ｄ昼
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【観光・サイクリングロード】
№ 市民からのご意見 班

103
諏訪湖周辺が寂しいので、下諏訪のハーモ美術館のような人を呼べるようなものが
あったらいいと思う。

Ａ夜

104
食事するところが少ない、市外へ行ってしまう、市内で利用する工夫をして欲し
い。

Ｃ昼

105
高ボッチはとても人気があるが、市内に流れていない。岡谷の集客の「目玉」を
作って欲しい。

Ｃ夜

106
スカイラインミュージアムは愛好者の聖地になっているが、市内に波及していな
い。カリスマ的な施設があるのにもったいない。

Ｃ夜

107

中央通りは寂しすぎる。高校生が、夜暗いと怖がっている。子どもの頃の印象が大
事であり、そんな状況で高校生が岡谷に戻って来るわけがない。中央通りを市で買
い取り、拡幅工事して欲しい。　うなぎは、市民にとって高すぎてダメ。一食２５
００円以上もするものは、めったに食べられない。

Ｃ夜

108
蚕糸博物館も市内の子どもたちには魅力なく、喜ばれない。対照的に、東伊豆町に
は子どもたちは喜んで行く。岡谷市民が行かない観光場所へは、市外からの客も行
かない。

Ｃ夜

109 諏訪湖畔を自転車で回っているが、道路がつながっていないので不便。 Ｂ昼

【空き家】
№ 市民からのご意見 班
110 空き家問題をどうにかしたい。空き家予防、再利用。外国人の住みやすい環境。 Ａ昼

111
周りを見ると空き家の多いこと。残っているのは高齢の夫婦。戻りたくなるという
言葉はすごく魅力的な言葉ではあるが、どうやったらいいのか。

Ａ夜

112

教員住宅等公的な施設は整理されているが、空き家はドンドン古びて危険性もあ
り、そういうところの整備とユニバーサルデザインも将来的には必要かと思う。空
き家の片付けに最低２００万円かかる。実際に持っている家が誰の名義かもわから
ないという問題もある。

Ａ夜

113

年寄りを集めることができないか。空き家をうまく利用し、年金内で暮らせるまち
としてアピールすれば、人口増につながるのではないか。岡谷あたりに住む人はそ
んなに住居にお金がかかっていないという点で、他と差別化を図る。周りの人と支
えあえば、高齢者でも移住・住むことは問題ないはず。いつ死ぬかわからない等、
個人に貸し出しが難しいかと思うので、岡谷市の市役所などで借り上げて、必要な
人を住まわせることができないか。

Ｄ昼

114 空き家対策をお願いしたい。 Ｃ昼

【都市計画・景観】
№ 市民からのご意見 班
115 土地住宅街の虫食い状態へ早急な対策を。計画やビジョンを作ることが必要。 Ａ昼

116

岡谷市の都市計画が最近とてもずさん。特に新開地の東堀、権現町は、全然できて
いない。以前は田園地帯だったが、すべて切り売りして、それで引き込み線が勝手
に指定道路を作って、４メートル幅の市道がないのにどんどん宅地化が進んでい
く。ほっておくと、どんどん乱開発されて、ぐちゃぐちゃになっていってしまう。

Ｄ昼

117
これからインフラ、上下水道が周辺部では、居抜き住宅が出てきて維持管理ができ
ないから、まちの中心部に移り住んでください。そうしないと上下水道、道路の維
持管理ができなくなる、という現実が出てくる。

Ａ夜

118
岡谷市の景観をもっと考えて。新しく作るものばかりでなく既存のものにも手をか
けなければ外から来た人に悪印象。予算審議に生かしてほしい。

Ａ昼

【道路・歩道・治水】
№ 市民からのご意見 班

119
自分は車の免許がないので岡谷市内をかなり歩いているが、道路状況が悪い。年寄
り、子どもは転んでしまうのではというところがたくさんある。各区から要望がで
ていると思うが、安心して歩けるまちになってほしい。

Ａ夜

120
市内の道路は車道歩道の分離がなく安心して歩けない。定年後よく歩いているが
もっとPRを考えた方が良い。

Ｂ昼

121
横河川の歩道の整備・治水対策に力を入れてもらいたい。新潟県の見附市など補助
金の有効活用についてお手本になる。高齢者が安心して歩けるように。

Ｂ昼

122
小学校見守り隊をやっているが、長地小学校付近は歩道と車道の区別がなく、通学
路の白線も消えていて危険。考えていただきたい。

Ｂ昼
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【道路・歩道・治水】（前ページからのつづき）
№ 市民からのご意見 班

123

岡谷駅から市役所まで、アクセスが悪く迷ってしまう。特にイルフから市役所まで
の間。
中央通りを拡幅して一方通行から交互通行にしてはどうか。
サイクリングロードの整備区間（下諏訪堺から釜口水門）渋滞を何とかして欲し
い。
南高から東高は歩くところじゃない、危険。暗くて狭い。

Ｃ夜

【農地】
№ 市民からのご意見 班

124

畑が荒れたままで放置されているところがある。わが区のふるさと活性化推進協議
会の中にそば部会があり、あいた畑にそばをまき、粉をひいて、そば打ちをやって
いる。三沢区の例として、養蚕やシルクスイートというサツマイモの栽培などもあ
るが、範囲・規模を拡大して、産業レベルまで広げられたらと思う。イノシシやシ
カの問題があり、作物を作っても育たないという課題もあるが、市民レベルでもで
きる事があるのではないかと考えていかなければならない。

Ｄ昼
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