
第１回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／２／２１ １３：３０～１５：３０ 

 

（岡谷市民憲章唱和） 

（開会） 

（市長から委嘱書交付） 

（市長あいさつ）  皆様におかれましては、寒さ厳しい中、また、公私ともにお忙しい中、ご出

席を賜り、誠にありがとうございます。 
さて、皆様ご承知のとおり、昨年１１月、諏訪湖周３市町の合併協議会が解散となり、岡谷

市は、自立の道を歩むことになりました。私は、以前から申し上げておりますが、自立すると

いうことは、合併をしないということではなくて、自己決定・自己責任の原則のもと、健全財

政を保持し、市民本位の行政、独自性のある特色のあるまちづくりを推進することである、と

認識をしております。 
地方分権の進展や三位一体の改革を踏まえ、ますます厳しくなる財政状況のなかにあっても、

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、地方自治体を運営していく上での重要な課題となっ

ております。 

そのためには、これまで第３次岡谷市行政改革大綱に基づき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くことが必要である、

と考えております。 

そうしたことから、市民総参加による、特色のあるまちづくりを推進できる確固たる行財政

基盤の確立を図るため、「岡谷市行財政改革プラン」を策定いたしたい、と決意をしたところで

あります。 

この行財政改革プランの策定に当たりましては、広く市民の皆様の英知を結集し、市民の皆

様と市との協働による策定をめざし、本日ここに、策定市民会議を発足させていただき、さま

ざまな立場で岡谷市の発展のためにご活躍されておられます皆様を、委員としてご委嘱申し上

げたところでございます。 

皆様方には快く委員をお引き受けいただき、厚くお礼申し上げます。 
委員の皆様方には、ますます厳しくなる財政状況に対応していくために、市民総参加で知恵

を出し合い、創意と工夫を凝らし、何をやり、何をやめ、市民の皆様にも我慢していただくべ

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き、市が何を受け持ち、市民の皆様

が何を受け持つのかを、ご一緒に考えていただきますよう、お願い申し上げます。 

また、広く市民の皆様のご意見ご提言を募集するパブリックコメントを随時行い、行財政改

革プランの策定に反映してまいりたいと考えておりますので、皆様方の論議の際にも、大いに

参考にしていただきたいと存じます。 
そして、行財政改革プランの策定後は、その実行をはじめ、独自性のある特色のあるまちづ

くりを、市民の皆様の底力を結集して、市民総参加により推進してまいりたいと考えており、

皆様方には、その中核を担い、ご理解ご協力、ご活躍を賜りますよう、お願い申し上げる次第
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であります。 
行財政改革プランは、本年１２月の策定完了を予定しており、限られた期間の中で、内容的

にも盛りだくさんで難しい部分が多く、委員の皆様には何かとご苦労をおかけすることもあろ

うかと存じますが、自分たちの住む岡谷市の現在と未来に熱い思いをお寄せいただき、広く市

民的な立場から議論を交わしていただき、行財政改革プランの策定にご理解ご尽力を賜ります

よう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
（委員及び職員自己紹介） 

（岡谷市行財政改革プラン策定市民会議設置要綱について事務局から説明） 

（正副委員長の選出（互選により委員長に廣瀬博人氏、副委員長に米山な津氏を選出）） 

廣瀬委員長  委員長に選ばれました廣瀬です。皆さんよろしくお願いします。諏訪地方６市町村

の合併が破綻し、湖周３市町の合併もできなくなり、それぞれが一つ一つ、自立の道を目指す

ということで、各市町村が非常に迷っている、そして落ち込んでいる、こんな形がいろいろな

ところで見えてきています。６市町村の合併というのは合併することによってさらに大きな夢

をみんなで語り合おうということで生まれたわけでございますけれど、これが図らずも一つ一

つになってしまった。しかし考えてみれば、やっぱり岡谷市は岡谷市の大きな夢があるわけで

す。行財政改革プランというと、市民の話を聞きますと、何でもかんでもカットして、予算を

縮小して財政を縮小して、歯を食いしばって、受益者負担を増やして、そういった話がありま

すけれども、私は発想の転換をしまして、岡谷市民はかつてから岡谷の英知があって、力があ

るわけです。そういうものを皆さん方で結集していただいて、さらに岡谷市の夢を語っていた

だきたい、そういうことを思っています。やはり夢のある岡谷市を創っていく、そういう意味

では、ないものはない、あるものはあるという中で知恵を出し合っていきたいと思います。幸

い行政改革審議会の中で第３次行政改革大綱を作りました。一つ一つ今実行しております。大

きな成果を上げております。さらに今回は行財政改革プラン策定市民会議ということで５人の

新しい委員さんに参加していただきまして、この５人の皆さんの大きな英知、新しい知を注入

して一つの、２０人の会議になりました。そういう中でそれぞれお互いにご意見を出し合って

いただいて、市民の期待するものを出して、この会議につきましては議会をはじめ市民の皆さ

ん方に大きな関心を持たれています。決して緊張することなく、開き直って、岡谷市はどうな

っていくんだと夢を語っていただいて、そういった会議にしていただきたいと思います。それ

からやはりこういった会議でございますので、次回の会議をきちっと決めていただきます。そ

ういった中で全員の方がぜひとも参加していただいて、欠席のないよう、それぞれの務めを果

たしていただきたいと思います。私どもはそういった決意を持って会議に臨まなければいけな

いと思います。そんな形の中で皆様の知恵をお借りして、まとめ役として私と米山さんが担当

しますけれどもどうぞよろしくお願いします。 

米山副委員長  皆さんこんにちは。副委員長に選任されました米山です。未熟者ではございます

が委員長さんの補佐としてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

市長  ただいま廣瀬委員長さんの弁にもありましたように、この会は合併をしない自立の道を歩

む岡谷市にとりまして大変重要な会議でございます。また、市民が注視をしている会でもござ

います。皆様方の長年の経験と英知を結集していただきまして、すばらしい自立の道を歩める
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方途を見出していただければ大変ありがたいと、かように思っておりますのでよろしくお願い

をいたします。 

（市長退席） 

委員長  それではこれより第１回の策定市民会議の議事に入りたいと思います。座ったままで失

礼します。これより私が会議を進行しますのでよろしくお願いします。その前にお手元に配ら

れている資料の確認をしたいと思います。 

（小口企画課主幹から資料の確認） 

委員長  それでは会議事項のうち、行財政改革プラン策定の基本的な考え方、これにつきまして

事務局からお願いいたします。 

（武井企画部副参事から行財政改革プラン策定の基本的な考え方について説明） 

委員長  ただいま事務局から行財政改革プラン策定の基本的な考え方をご説明いただきました。

基本的には行政改革審議会が３カ年計画を立てて、今それを実施に移しております。それに今

回は財政という面が入っておりまして、そういう意味で新しい課題ですが、説明を聞きながら、

いらないものはいらない、いるものはいるという形でやっていくのが基本でございます。そし

てこの策定プランの重点的なものはできるだけ数値を出す。今までやったものは数値が出てい

ない。何か計画を立ててもそのままだということで、行財政改革プランの中では数値を出して、

数値に従って審議、そういったものがメインになっております。もうひとつは策定市民会議と

いうことで、大勢の市民の皆さんのご意見をお聞きする、そういう意味ではこれから審議の過

程の中では議会との話し合いも持たなければいけない、いろいろな形の市民会議の代表の皆さ

ん方からもお話をお聞きする、そういった策定会議にしていきたいと思っています。それから、

短期、中期、長期と３期に分けて、計画の練り直しがあるというのが今の説明の重点でござい

ます。その中で今日は第１回でございますので、具体的な論議は改めてお聞きするということ

で、これからはそれぞれのお話を事務局の説明を受けながら、最終的にフリートーキングの中

でお話をお聞きしたい、そう思っています。今の策定の基本的な中で、これは違っていやしな

いかとか、これはどうかっていうようなお話がございましたらお聞きして進めていきたいと思

います。何かご意見ございますか。 

委員Ａ  かなり厳しい内容といいますか、場面によればちょっときついかなと思うようなことも

言わなければいけないような場面もあるかと思われますけれども、４の策定市民会議の会議録

の公開については、その辺の配慮は、ダイレクトに議事録を公開するのか、その辺のところを

お聞かせいただかないと、場面によってはちょっとご遠慮申し上げなければいけないっていう

ところも出て来ないでしょうか。それだけちょっとお聞きします。 

小口企画課主幹  会議録の関係、それからこの会議の公開について、両方の側面があろうかと思

っています。通常ですと基本的には会議録は公開という形でお願いをしたいと思いますが、委

員さんのおっしゃるような部分もあろうかと思いますので、会議そのものはその都度公開にす

るか非公開にするか委員会で決めていただくのもひとつの方法だろうと思います。委員会の方

でそれは決定していただけば結構でございます。ただ、関心が高いもんですから、公開ができ

ないということになれば早めに、新聞等を使いましてＰＲをしなければいけないところもあり

ますので、広報誌に間に合わない場合はそのような手立てが必要かもしれませんので、会議の
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公開、非公開についてはできれば方向性だけは決めておいていただきたいと思います。それか

ら会議録については、基本的には委員さんのお名前ではなくてＡＢＣというような形で公表を

考えているところでございます。よろしくお願いいたします。 

委員長  よろしゅうございますか。問題によっては非公開ということもありますけれども、だい

たいこの会議の日に傍聴の申し込みがあるわけですね。そこで会議でもって今日はいろいろな

問題があるから、ということでご遠慮いただくこともあるかと思います。ただできるだけ基本

的には公開という形で、それから会議録につきましても個々のフルネームはやめまして、Ａと

かＢとかそういう形で行くということでご了解をいただきたいと思いますのでよろしゅうござ

いますか。 

委員Ｂ  今小口さんがこの市民会議については反響が大きいとおっしゃいましたが、それは既に

そういうような状況になっているということをおっしゃっているのか、これからそれが予想さ

れるということなのか。というのは、読んでもらえる会議録っていうのはどんなものかしら、

と考えたものですから。 

小口企画課主幹  通常ですと会議録は私が今までやってきた方法ですが、次の会議の冒頭で委員

さんに確認をいただくというか、お配りをして見ていただいて、１日、２日間を空けて異論が

なければ公開という形を取らさせていただきたいと思います。いろいろ、意味合いが違って、

１字１句そのとおりに書けるかということがありますので、そんな形をとらせていただければ

と思います。それからインターネット等でも公表していくということで、これはそのようにお

願いしたいと思っています。特に多くの市民の皆さんの意見の反映という部分では、会議の公

開ということも非常に必要だろうと思っていますので、非常に言いずらいご意見もあろうかと

思いますのでその際は非公開で仕方ないと思いますけれど、基本的にはなるべく公開という形

でお願いしたいと思います。市民の皆さんの関心というのは、何件か電話で問合せがございま

したので、今日はたまたま新聞の関係の方くらいだと思っていますが、今後傍聴等もあると思

いますので、そんなことでお願いしたいと思います。 

委員長  今まで行政改革審議会の場合は、会議の終わった後事務局で発言録をそれぞれの委員さ

んのところに届けていただいて再確認するという形だったんですけれども、これまでは公開、

非公開という論議がなくてやったわけです。今回の場合は基本的には公開ということだもんで

すから、そういう形でどこまでダイレクトにいくかということもご意見がありましたけれど、

それにつきましては事務局と会議で打合せをして、公開すべき問題につきましては公開してい

くというような形で行きたいと思います。なかなかお話の中で皆さん方、非常に重要な会議で

大変だなあと、緊張感がこの中に漲っておりますけれども、会談につきましては今まで行政改

革審議会で論議しております。これからは示されますいろいろの問題につきまして、それぞれ

その都度委員会なりを開いて決めていくということで行きますので、先ほどお話しましたよう

に、開き直って、あまり真剣に緊張しないで市民の本位に立って、市民がこう言っているんだ

よと、それを代弁するんだよというような形で話を進めていただけたらと思います。よろしく

お願いします。よろしゅうございますか。フリートーキングの時間は一番最後にしますので、

次に進みたいと思います。続きまして策定のスケジュール、今後の策定市民会議の進め方につ

いて事務局からお願いします。 
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（武井企画部副参事から策定のスケジュールについて説明） 

委員長  今事務局から具体的なこれからの市民会議のスケジュールが示されました。先ほど申し

上げましたとおりに８月までに中間でまとめる、９月に中間報告をして最終的には１１月にま

とめるということで、いろいろの協議があるわけですが、協議につきましては今スケジュール

にありますように財政の勉強会とか、そういう項目、項目になっております。問題によりまし

ては小委員会を設置して、そこで審議していくという方法もあるかと思いますので、そんな形

でこれからの会議を進めていきたいと思います。いずれにしましても既に議会の方から注文が

来ております。この会議については、議会に報告をして欲しいと。報告の義務はございません

けれども、やはりその前に公開になっておりますので議員さんに聞いていただけばと思ってお

ります。今日も現実には先ほど議員さんがお見えになりました。そういう形で話を進めていき

たいと思います。今、事務局から説明がありましたけれども、スケジュールにつきましては今

日聞き置くということでございますけれどよろしゅうございますか。こんな形で進めていきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。それから今投げかけられました開催の時期です

ね、昼間がいいか夜がいいか、ご意見をお聞きしたいと思います。だいたいいつも会議は午後

１時半招集ということになっておりますけれど、そんな中で時間的なことをお伺いして会議を

進めていきたいと思います。ご意見ございますか。 

委員Ｃ  昼間の方がいいと思います。 

委員長  それでは一応前提としては会議は午後１時半からということでよろしゅうございますか。

それでは開催の時間帯は昼間の１時半からということでしていきたいと思います。とりあえず

次回は、財政の勉強会を中心に行うということでございますけれど、日程を決めていただきた

いと思います。市の方の希望もあるようですけれども。 

小口企画課主幹  １７日の午後なんですが、財政課長が予定が入ってしまったということなので、

その辺の日程が、議会が開会中でございまして、できれば今日、もう少しご猶予をいただいて、

１６、１７、１８日の３日間のうちの１日の午後１時半というような決め方で決めておいてい

ただけると非常にありがたいのですが。開催通知は３月の頭にはお出しをいたしますので、も

しご猶予いただければそんなことでお願いしたいと思います。 

委員長  事務局から１６日から１８日の間の１時半ということで、よろしいですか。ではその辺

のところでできるだけ早く通知を出してください。では次回は３月の１６日から１８日の間の

午後１時半からで、財政状況等の勉強をしていきたいと思います。それでは進行します。これ

までの行政改革の取り組みについて、事務局から説明お願いします。 

（中原行政改革推進室主幹からこれまでの行政改革の取り組みについて説明） 

委員長  ただ今事務局からの説明がありましたけれども、行政改革大綱につきましては現在進行

中であります。その都度会議を開催していただいて進行度についてチェックをしているわけで

すが、今回の行財政改革のベースはこの行政改革のものを中心にして、なおいろいろ市民の意

見を聞きながら進めていくという形になると思います。今事務局からご説明がありましたけれ

ども、他にございますか。行革（審議会）の皆さん方は既に何度も会議を開いておりますけれ

ども、新しく公募された方、この大綱をよくお読みいただければ理解できると思いますけれど、

今日ご覧いただいていろいろ話を出すというのは難しいと思いますので、次に進めてよろしゅ
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うございますか。 

委員Ｄ  今廣瀬さんの方から話がありましたけれど、そのとおりで、２０人のうち５人は初にな

りますので、場合によっては５人のメンバーだけで説明、経過なんかをお聞きする場を設けて

いただければ、ご希望があるのかもしれませんけどね、そういうことをやらせてもらってもい

いですか。 

委員長  今そういったご意見がございますけれども、進行度については５人の皆さん方が改めて

勉強会をしたいということになれば、事務局、よろしいですか。こういう会議なので、行革（審

議会）の皆さん方はその都度進行状況をチェックしておりますけれども、５人の方はいきなり

進行状況をチェックしているといってもわかりかねる部分があるかと思いますので、そういっ

た勉強会をするのは大歓迎でございますので、それぞれご説明いただいて事務局とお話をして

ください。大変に良い意見でした。ありがとうございました。 

以上で事務局からの説明が終わりました。今日は初めての会議でございますので、これから

皆さん方のそれぞれのご意見をお聞きしたり、行財政改革プラン策定市民会議についての考え

をお聞きしたいと思います。最初でございますので、私の希望としてはおひとりおひとりから

一言ずつ、この市民会議の委員としてこんなことをやっていきたいというような決意なり、お

考えなりお聞きしていきたいと思いますがよろしゅうございますか。 

委員Ｅ  今廣瀬さんの方から、また事務局からご説明がありましたけれども、第３次岡谷市行政

改革大綱から参加させていただいたわけでございますけれど、ここにうたってあります基本的

な考え方というような中で２１区、区長会ございますけれども、先だって新聞等でお読みにな

ったと思いますけれども、区長会が頭になって動かなければというようなことで、市会議員の

定数の削減というようなことが一番メリットがあるんじゃないかという話になりまして、先だ

って議長の方へ提案を出されたわけでございまして、明日また区長会の連絡会議がございます

けれどその中で話を追々としていきたいと、かように思います。今現行２４の中である程度数

字的なものも出していかないといけないということで、できたら、２１区あるわけでございま

すけれど８割方というような数字も聞いておりまして、１８ないし１９というような定員を今

のところ考えております。こういうことは市民に一番はっきりするんじゃないかと思っていま

す。 

委員Ｆ  ここで合併が白紙に戻ったということで、私の方としてはここに書いてあるように歳入

の確保、歳出の削減の対策というようなことでこれを中心に考えていたわけですけれども、先

ほど企画部長さん、廣瀬委員長さんの方から明るく、発想を転換して考えていこうというよう

な意見をいただきまして、私もいろんな、財政の削減のことばかりではなくて、そういうこと

も考えていかなくてはいけないなと思いました。ただいずれにしてもお金がないわけですので、

市民の皆さんにも意識改革をしていただいて、自分たちのできることは自分たちですると、何

でもかんでも市の方におんぶしていくということはこれからできないと思いますので、そんな

ことも考えていきたいと思います。 

委員Ａ  明るく前向きなといいますか、そんな会議になればすばらしいと思うんですけれども、

なかなか厳しい状況の中で、やはり市民の公平な負担というのも当然あるんですけれども、前

回の行革審の時には財政の中身についてはよくご説明もなかったんですけれども、先日市民新
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聞を読みながらふと疑問に思ったんですけれども、国保税が今度上がりますよね。それはそれ

で真剣に議論してやってくださったことだと思うんですけれども、税収というか、そちらの方

は公平なご負担がきちんと、１００％完納になっているのか、その辺のご努力はどうなってい

るのかなあというようなことをふと思ったんですよね。今回の財政も含まれた改革プランとい

うことの中で、その辺の公平な負担というようなことの中でいろいろ勉強させていただきなが

ら、私どもができるご提言させていただけることがあれば、と考えております。 

委員Ｃ  今までこの行政改革の会議でいろいろ参加させていただいてきたんですけれども、やは

り一市民としての責任を果たすと、それはまた財政にも影響してくることになって、税金とし

て納めるものは納めると、もらうものはもらうということを正確に、それが市に関係してくる

わけでございまして、市の財政感覚というものを学んで理解していきたいと思います。また、

少子高齢化の時代を迎えて、こういう問題が一層大きくなって、それをいかに岡谷市の発展の

ために反映していくか考えていかなければいけない。例えば企業が岡谷市からいなくなって商

業資本が入ってくる。商業工業の発展においても市はどのように対応していくか、考えなくて

はいけないと思います。それは製糸から精密企業へ移り、今電子工業というように変わってき

ている。しかし企業が出ていってしまうとか、労働者が少なくなる、そこに岡谷市の市民の減

少というものも出ている。そういうものをいかに行革において考え、対策を立てていくかが基

本だと思います。 

委員Ｇ  先日市民（新聞）に出ていたけれども、茅野で行革ということで部を半減して課を２割

減らすというようなことが出ていたので、岡谷も茅野に倣うことがいいかどうか分かりません

けれど、その辺の検討をしていただくってなるんじゃないかと思います。泰阜村と栄村ってい

うのが県知事がわりに気にしている村ですけれども、これがさもいいことがありそうな気がす

る。規模が違うから該当しないことが多いかもしれませんけれど、調査をできたらしていただ

きたいなあと思っています。それからゴミ袋ですね、受益者負担である程度高くしても、あま

り抵抗がないんじゃないかなあという気持ちが私はありますけれど。それもちょっと市民に調

査してもらって受益者負担をしてもらうと。もうひとつお願いしたいのは、市の職員は嘘をつ

かないということです。嘘も方便といいますけれども、なんだか嘘をついている人が多いので

はないかという市民の感覚があるような、私は感じているもんですから、嘘をつかないように

やっていただきたい。他にもいろいろありますけれども。 

委員Ｈ  私初めてですけれども、仕事柄ずっと旅をしていろいろなところの行政も係わってきま

したが、岡谷市を常にダブらせて見てきたわけですけれども、その中で私は先ほどもちょっと

お話が出ましたが、議会のあり方っていうか、議員の先生方のどうあるべきかっていうのは前々

からいろんな形でお話をしてきたわけですけれども、やはり地域の代表っていう色彩が強いば

っかりで地域の環境そのものを掌握してなくて、そんな状況の中に大きな全体を見ることが非

常に難しいじゃないかと。そういう話があるよりも、もっと人を少なくして、全体の森を見る

ような議員のあり方ということで、議員の削減が一番、というのがまず一点です。それと何回

か講演で頼まれて、私はよく、皆さんご存知だと思うんですが、すごろくっていうのが今でも

もちろんあるかと思うんですけれども、そのすごろくには振り出しに戻るっていうところが必

ずあるんです。まさにバブルの崩壊のときもこれからはおそらく国の財政も非常に厳しくなる、
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地方もしわ寄せが来るからもう一回心を引き締めて振り出しにもう一回、昔の結とか、助け合

う姿に戻してもう一回構築し直さなければならないんじゃないか。特に岡谷の場合には生糸で

名を馳せた時代があるわけですね。その後のシナリオがやや明確でなかったために間が抜けて

ずっとここまで来ちゃって、それでいろいろが海外にシフトしたりして空洞化現象の中にいろ

いろやっと最近芽生えてきた部分があるわけですね。そういうようなことをもう一度、原点に

返って見直してみることが必要だと、その背景にはどうしても市民が自己責任においてもう一

度市民一人一人が主体的な行動をとっていかない限り、あるいはここの地を変えていかない限

り、行財政改革をいろいろやってもかみ合ってこないじゃないかと、そういうことをどうやっ

て捉えていくかということをこの会を使って訴えていきたいということです。 

委員Ｉ  今までの行革審に出させていただいて、最初の頃、最大の行革は市町村合併でしょうと、

市長さんともよくぜひ合併ができるようにというような話をしたことがあったんですが、残念

ながら合併はだめということになってしまいました。ちょっとお恥ずかしい話ですが、この間

初めて市政懇談会ですか、出席させていただきました。カノラホールでやったときですが非常

に大勢の皆さんが集まって、意見を活発に交わされるというか、質問も出ていました。また新

聞報道等でも行財政が非常に厳しい状況にあるということを見せられるようになってきて、大

変なことだなあと思います。私も経営者の端くれだもんですから民間の感覚というか、そうい

うものが少しでも意見で出せればなあと思っています。 

委員Ｊ  私は１６年から行政改革審議会に参加させていただいていますが、正直行政についてわ

からないことばかりですが、私と同じ２０代くらいの人でそんなに行政に対して詳しい人はい

ないと思います。そういった人たちも岡谷市に魅力を感じていただけるような、また岡谷に住

んでみたいと思われるような行革ができたらなあと考えています。 

委員Ｋ  私は先ほど紹介させていただいた中で、３人の息子たちを育てていると、その子どもた

ちが大きくなって、当然岡谷市に住み続ける、住み続けられるような夢のあるまちであれば、

希望、夢のある企業がやって来て、そこに子供たちも夢や希望を持って就職ができ、岡谷市に

対して税収を納めることができるんじゃないかなと、そんなことを通じながら、学びながらそ

ういう立場から提言がさせていただければいいかなと、このように思っています。 

委員Ｌ  市民新聞等でああいう具体的なことが載るとそれぞれ厳しい。この２０名に対する期待

感っていうのか、そういうものが相当あると思います。この会議が本当にどういうものが出る

か、見ていると思うんです。私も岡谷へ来て４０年にもなりますが、ああいうことは今までな

かったと思います。だからこういう中で負担をして我慢をすることは当然だと思いますし、第

３次の場合は合併を前提としたところが多分にあって、進めていたのを覚えています。これは

２０名の意見の集約が本当に市民が見ていると思います。今まで行革っていうのは行政がやっ

ていたが、本当に期待感を持たれているんじゃないかということで意見を出したいと思います。 

委員Ｍ  私は今サークルをやっているのですが、サークルのメンバーが２０代、３０代、４０代

の主婦がメンバーなんですね。それも地方から岡谷に越してきた主婦だけですので、もともと

岡谷の出身の主婦は１人もいないんです。集まったときになるとよく、自分の今まで住んでい

たまちと、岡谷市の行政の内容とか、結構話が出たりして、どうしても比較して、私の住んで

いたところはこうだったのよとか、でも岡谷はこういうところがいいよね、というところもあ
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れば悪いよねっていう話も正直あるんですね。だからそういうのを少しでも伝えていけたらい

いなと思って、もう少し開かれる岡谷市になったらいいなと思います。 

委員Ｎ  合併をするしないで岡谷市がずいぶん大きく揺れ動いて、今とても大事な時期なんじゃ

ないかと、市民一人一人がなんとなく不安な状態で、どんな状況でどんな方法で進んでいくの

か、進めていくべきなのかというようなことを、それぞれいろんな方がいろんな立場でお話し

ていると思いますが、私なりに思う、行革と並んで行財政プランていうのも、いいなと思うビ

ジョンというのは、いろいろな意見、考えがありましょうけれども、一体感のある市になりた

いというか、今出産しまして９ヶ月の子どもがありまして、０歳の自分の子どもが将来このま

ちで健やかに健全で夢多く育ってもらえるような、そういった雰囲気や環境がどうやったら作

っていけるのか、真剣に考えているところです。やっぱりあったかくて、０歳から１００歳以

上の方まで、そういった方たちのコミュニティーがすごく大事なことになっていくんじゃない

かなと思います。今子育てで仕事はお休み中ですけれども、所属させていただいているのが０

歳児のサークルで、お母さんたちと一緒になって子どもをどこかに連れていたりっていうこと

をやっていたり、あとは最高齢９６歳くらいのおじいちゃま方の筋力トレーニングの指導をさ

せていただいたりとか、自助努力で自主サークルが活発に活動できるような環境を作りたいと

いうことで、２０年近くインストラクターをやってましたが、やりたいことが思うようにでき

ないということがいろんな場面でありまして、不思議な状況が、何で硬いのかなっていうよう

な雰囲気が岡谷市にはあるような気がしていまして、温かみのある一体感とか、みんなで、っ

ていうようなものが欠けているのか、あるのか、ないのか、それが何なのか、自分も考えなが

ら参加させていただきたいと思っています。 

委員Ｄ  先ほど議員の数の話がありました。もちろん議員の数を減らすというような議論があっ

てもいいと思いますし、だだ、それが出てきている根底が何にあるかということ。議員の動き

と報酬とのギャップが非常にあるということが、（議員の数が）いらないんじゃないかというこ

とに来ているんじゃないか。それはちょっと、私はむしろ区長会の議論も市民新聞なんかで拝

見しましたけれども、数が何人かということを別にして、あまり大幅なことをやっちゃうと、

逆にチェック機能としてどうかなというところに行っちゃうんじゃないかという気がします。

議会のあり方というものをよく考えて数を議論をしていただかないといけないと思いますし、

この先お話があったように地域代表ということもあります。１０月になりますと各区が土木陳

情といってみんな議員を先頭に立てて行きますけれども、この際各区も出身の議員はなくて、

自分たちで行くという姿勢もやっぱり出さないと、今後の区長会にそれは必要だと思います。

いずれにしても議員定数の問題も非常に重要でしょうし、やっていることも見えない部分と報

酬とのギャップというのは非常にあると思います。それから先ほどもありました、良いところ、

岡谷市も良いところがいっぱいあると、どこかの場面で言っていかないと、ここに住んでいる

人はこれが当たり前だと思っていますから、岡谷市が住んでいていいところがあるわけですか

ら、上手に市の方から発信をしてもらいたいと思います。そういうことを見ながら、やっぱり

将来こうあるべきだということを考えていかなければいけないと思います。いけない、いけな

いばかりじゃいけないと思います。この行革の考え方っていうのは、もうひとつは５０年前に

合併してこの形ができているわけですけれども、そういう古いものが引きずっているのではな



 9

いか。次の合併をしようっていうときにそれでいいかっていうことを踏まえて、本当は更から

全部見直すということ、一律に上から何割、面倒くさいから何割カットという発想ではなくて、

付けるところには付ける、いらないものはいらないという、メリハリをつけたあり方がなけれ

ばいけないかなと思います。それから、地域を担っているのは本当に中小の企業の皆さんが必

死になって１銭１厘のコストの積み上げで稼いでやっているわけですから、民間の感覚という

ものをもっと入れてもらわなければ、残念ながらこの見た中にはそういう言葉はひとつも入っ

ていませんけれども、それはやっぱり民間感覚というものは取り入れていかないといけないと

思います。その辺がまだ非常に甘いと思います。乾いた布をさらに絞って水を出してコストを

下げろ、こう言われて稼いで自分たちの食い扶持を稼いで、さらに税金を納めているのが今地

元の実態でございますから、そういう感覚を考えたら、２年間で３億いくらの削減になったと

いうのがありますけれども、１８０億２００億の金が動いている中で、２年で３億円程度のも

のでは本当は甘いと思います。そんな感じを持っていますのでいろんな中で話をさせていただ

きたいと思います。 

委員Ｂ  行政改革をやらせていただいて、そのときは職員の意識改革っていうのがとてもポイン

トだったと思います。私はまだちょっと今度の市民会議のイメージが自分自身湧いていないん

ですが、多分今度は市民の意識改革というのが随分必要になってくるんではないかと思います。

総論賛成各論反対で、さっきの陳情の問題にしても補助金の問題にしても、自分のところへは

欲しいけれど全体としては削減しろという都合のいい論理がどうしても出てきてしまう。だけ

れどもこの市民会議が核となって、そうではないんだよ、そんな時代ではないんだよというこ

とが少しずつ浸透していけばいろんなことが、例えば市の方にとっても削減なんかも思い切っ

てやっていけるようになるし、と思いました。それと全然違う話題ですが、友達と話をしてい

たときに、予算の使い方が旧態依然で、チェックは入っているはずなのにすごいどんぶり勘定

で、全然、ある事業なんですけれど入札とかそういうこともなくてひとつの企業に延々と出て

いるって、しかもそれがもう自分たちの商売の感覚からすると桁外れの金額だ、何億って使わ

れているんだよってちょっと聞きまして、財政の勉強をしていくといっても、ただ数字を言わ

れても、あ、そう、で行っちゃいますので、その辺中まで入っていけるような勉強会ってどん

なものかしらっていうのと、あと、アマチュアの方がやっている会議なので、見ただけでもう

わからないわって（いうものではなく）、行革（審議会）のときに最初に、素人でも楽しく参加

できるような会議の雰囲気でやっていたと思うので、その辺の工夫を、岡谷市の方は行政マン

としてとても優秀だと思いますけれども形ではなく、工夫を、難しいけれども。 

委員Ｏ  今までやってきた行政改革っていうのも大変評価できることもありまして、削れるとこ

ろはかなり削ってしまっていると思うので、それを打開するのにどうしたらいいかっていうと

ころで市民総参加のまちづくりっていう言葉が出てきていると思うんですけれども、行政でや

っていることを市民にもうちょっとやってもらっていかないとやっていけないということだと

思うんですが、ただ簡単に市民の皆さんやってくださいといっても動かないもんだから困って

いるということだと思うんですけれども、自発的に動いていただくためにはやはり発言をして

いただかないと、責任が生じないもんだから動いてくれないんだと思いまして、ここに出て来

れるような人はまだ、発言する勇気を持っている人、だけどもそれは大変一握りの人たちで、
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多くはただ、言ってもしょうがないわけじゃないけど黙っていると。こういう方々にいかに発

言をしていただいて、みんなでできることをみんなにやっていただけるようにしていくかって

いうのが、これから行革を進められるとしたら基本かというように私は思います。その黙って

いる人にどうやって発言をしていただけるかという仕組みを、明るく楽しくやるやり方も他に

あるように聞いてますので、そういったことを私の方でお役に立てればと思っています。 

委員Ｐ  私不動産を営んでおります。中小企業の立場としてということなんですが、とにかく岡

谷が合併できなかったという部分の中で財政が厳しくなりつつあるという中で、中小業者が本

当に厳しい財政の中でがんばっているという部分を考え合わせて、景気動向いろいろあります

けれども、これからみんなでまとまっていくことができるか、あるいはどういうことをしてい

かなければならないかっていうものを私自身もちろん代表ではありますけれども、自分個人と

しての立場でも考え、あるいはマクロ、ミクロという面でいろいろ考えていきながら、それぞ

れ皆さんいろいろな団体から出てきていただいて、いろんな意見を戦わせながら、落としどこ

ろは岡谷市を良くするにはどうしたらいいかという部分でまとめていければいいなというよう

な考えで担当していきたいと思います。 

委員Ｑ  私は去年から行革（審議会）へ入れていただいたんですけれども、まだ難しいことは理

解できていないんですけれども、主婦として言わせていただきたいと思います。確か財政は厳

しくなってきていますけれど、私たちはどのように難しくなっているのか本当に理解できてい

ないで、市のやり方が悪いから、とか、要求する方だけ市民は言っているんじゃないかと思い

ます。だから市の方でももっとわかりやすい言葉で、数字的な予算がどうで、歳出がどうでっ

て、大きな数字が出ても私たちはわからないんですね。だから私たちみたいな本当の主婦にわ

かるように、大まかでもいいですけど言っていただければ、各人が少しは責任を持って、この

くらいのことは自分たちでしなければいけないとか、このくらいのことは市へ協力して市の方

でやっていただくとか、そういう考えも出てくるんじゃないかと思います。だからもっと市民

の意見を、先ほどおっしゃってましたけれど、小さいグループでも何でもいいですから、話し

合いをするような機会を各地区ごとに、ただ公会所へ１回とかいうのではなくて、区長さんと

かに先立っていただいて、区の中に２回とか３回とかいうように、市の方からどなたか出てき

ていただいて、市の財政とか、いろいろ説明していただければみんなわかりやすくなっていい

んじゃないかと思っていますけれども、そんなことを皆さんと考えていきたいと思います。 

委員長  第１回でございますので皆さん方にいろいろご意見いただきました。本当に先ほどどな

たかおっしゃいましたけど、市民の関心度がこの会議に集まっていて、期待感があるというよ

うなことですので、それぞれ皆さんからいただきましたけど、現実的には先ほどお話がありま

したように、この行財政改革市民会議は新聞にも載りましたし、議会でも答弁があって、それ

だけに議会でも成り行きについて非常に関心を持っています。市民ももちろん関心を持ってい

ます。皆さん方毎朝新聞をご覧かと思いますけれど、各市町村が合併しないことによってそれ

ぞれいろいろ提案されています。例えば茅野市では議員の定数も書いてあります。隣の下諏訪

町では１００人委員会が助成金を一律３０％カット、辰野町でも、それぞれのまちでそれぞれ

自立を求めながら話が出ております。そういったものを皆さん方十分に関心を持っていただい

て、さて、岡谷市はどうしたらいいかっていうのが一番の問題だから、そういう意味では、一
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番言えることは財政の確立。そしてそれによって職員の定数カットあるいは議員の定数カット、

それから例えば機構改革、各部を減らして大部制にするとか、そういうことも方法だと思いま

す。それから人口増対策、さらには企業の誘致、流出防止と、そういったものが大まかにはわ

かっているんですけれども、さてそれをどうしたらいいかということですね。例えば私、市長

さんが開いている懇談会へ出てお話を聞いています。市民の中には、市長は質問してもそれに

は答えないで、横を向いているじゃないかというような批判もあります。具体的な例では、今

度岡谷へオギノが来ます。大型店が入ってくる。そうすると苦労している市内の従来からの商

店はどうなってしまうんだと、そういった点について市長の考えをお聞かせいただきたいと、

それから今度アピタの前ですね、イエローハットなどの店舗が入ってきますけれど、そうなる

と本当に細かいお店は、本当に苦労しているお店はどうしようもないと、そういうものに対し

てもっと目を向けて欲しいっていうような発言もあるんですけれども、それに対して市長は土

地の地主、オーナーにはできるだけ市民本位のものを持ってきて欲しいと言っていますと、そ

れで終わっちゃってるわけ。先ほどもここへ来る前に商業観光課へ行きました。皆さん方ご存

知のようにアピタにしても西友にしても、入ってきたお金は全部本店で吸い上げて、現実的に

いただいているのは固定資産税と法人税の一部というお金で、この大型店から、岡谷市民の税

金は全部、使った金は全部どっか行っちゃって、岡谷市へ入ってこない。これも法律でしょう

がないんだけれど、やはりそういう面では商業観光課で１００％大型店で買うんではなくて、

周りにお店があったらそういう店で２０％は買って欲しいと、必要なものは２０％は市内の商

店で買ってもらってそれ以上の８０％は大型店で買うような形で指導できればいいけれど現実

にはできないので、商店に対する補助や助成制度で応援をしているというようなお話をしてい

ます。そういったお話が市政懇談会でちゃんと市長さんの口から出てくれば、そういった小さ

なお店もある程度理解もできると思うんですけれども、そういうところまで行政がはっきり言

っていないと、そういう意味で、イルフで２３日には昼間ですね、市政懇談会があります。夜

の会議には出られないんで、昼間開いて欲しいという要望に対して市が２３日にイルフでやり

ます。市長に、そういった端的な、夢のある話をしてほしいと。例えば、姉妹都市の東伊豆町

では、静岡県では一番先進的な行革をやっています。議員を１２人減らした。議員の給料も２

４万円から１６万円に減らした。それから大部制を半分にした。こういうことで、町長の話で

は最初は相当抵抗があったと、だけれど少数精鋭というのは人数が少なくなくてはだめなんだ

と、大勢だと寄りかかってくると。課を減らしたことによって最初は組合から相当突き上げら

れたけれど、実際に動いてくると職員がいきいきと仕事をしていると、今までせめぎあってい

る部分がなかったと、それがいきいきとしていると、そういう面でやっぱりそういうことも必

要だという話もされました。毎日あそこでは全国の市町村から１箇所または２箇所くらいから

勉強会が来るとのこと。町長の言うにはあそこは観光のまちなんです。観光のまちだけれども

全国的にマラソンだとか、スポーツが盛んなところですね。来た人には必ずスポーツセンター

へ行ってもらって、健康になってもらうと。健康が観光に役立つんだと、そういうようなプラ

スアルファを考えているんだというお話をお聞きしまして、やっぱり付加価値をつけるという

か、そういうことも大事だと思います。そういう意味で今皆さん方からそれぞれ市民会議に対

する思いを、最終的には子どもたちがこのまちに住んでいてよかったと、そういうまちにする
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義務が我々にはあるんだと、皆様方の熱のあるお話をお聞きしました。そんな形に向けて、こ

れからも会議の中で発言していっていただきたい、今も発言をすることが責任を持つことだと、

例えば一番端的な例としてはですね、今諏訪湖ハイツのお年寄りの無料風呂を有料にしたいと

いうことで、市が動いています。この間も懇談会で話がありました。そういう話が具体的な団

体ではないけれど、その団体の親方を市が一本釣りしていると、ところが一本釣りされた人は

必ず誰かと相談して、市のやり方はおかしいじゃないかと、全体に相談すればいいじゃないか

というような話で、かえって反対に出ていますね。そういう人たちの話を聞いていますと２０

０円くらいはいいんじゃないかと、最初、もともと有料にした方がいいんじゃないかという話

があったんだけれども、市は成田公園のところが無料だったから無料にすると。温泉とああい

うのは違うと、最初やればよかったということで、ですから高齢者クラブも身障者クラブもと

にかくなぜ市が有料にしなければいけないかという説明をきちんとしてもらえば、そんなに反

対はしないというような動きになっているんですね。それが端的な行政の説明責任だと思いま

すね。私たちはそういう説明責任を聞きながら、そしてこの中でそれを噛み砕いて実施に移し

ていくということが一番大きな使命だと思います。いろいろ分野が広いんですけれども、スケ

ジュールによりますと、財政とか、市の補助金だとか個々にやっていますので、その問題につ

きましてはまた小委員会でゆっくりと勉強したいと、いきなり補助金を３０％カットというの

は大変だと思います。先ほどお話があった、付けるものは付けて、いらないものはいらない、

そういった審議は大変なんですよね。補助金の監査をやっている事務局長からは、そんなこと

やれば死んじゃうぞと言われました。市が言いずらいことをこの行財政改革プラン策定市民会

議で言わせるんだから、後ろからピストルが来るぞと脅されました。それは極端ですけれども、

現実的には本当に市民、議会から注目がある会議だと思います。いずれにしても無駄を省く、

そういうことを初めてメスを入れる、そういうことで皆さん方気楽にお互いにお話をしようと、

幸いに５人の新しくなられた方もこれからお話をいただいて勉強会を開いていくと、そういう

意欲もよろしいかと思います。そんなことで、これから個々については勉強会をしながら、そ

してできるものはできる、できないものはできないという形で提案をしていきたい。提案とし

てこういうことをやるべきだという方向性もありますので、そんなことで皆さん方のそれぞれ

の発言をいただきながら話を進めていきたいと思います。本当に皆さん方から貴重なご意見を

いただきました。市の職員の皆さん方には皆さん方の熱のある、この会にかける意欲というも

のを十分汲み取っていただけると思いますので、そんな形で進んでいきたいと思います。では

ちょっと時間が早いんですけれども今日は第１回でございますので、今日いただいた資料を家

に帰ってもう一度噛み砕いて読んでいただいて、次の会議にいろいろな質問をお持ちしていた

だきたいと思います。それでは閉会の言葉を米山副委員長さんからお願いします。 

副委員長  以上をもって、第１回行財政改革プラン策定市民会議を閉会とします。 


