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第２１回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／１１／１９（土） １０：００～１５：５５ 

下浜区民センター 

（岡谷市民憲章唱和） 

 

１．開 会（副委員長） 

   皆さん、おはようございます。今日は土曜日というところを朝から 4 時まで大変長時間にな

りますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

第 21 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） 

おはようございます。今、副委員長さんからもお話がありましたけれど、空は快晴、皆さん

方この時期は畑のもの、盆栽などの手入れで一番忙しい時期でありますが、この行財政改革プ

ラン策定市民会議もいよいよ大詰めになりまして、今日の皆さんのお話の後もう一度会議をし

て最終的には 12 月中に最終答申をして終わりたいというような出口が見えてきました。そんな

形の中で、今日はお忙しい中でございますけれども一日それぞれのご議論をお願いします。こ

の会場にあたりましては赤羽区長さんからご好意頂きまして、非常に素晴らしい環境の中で気

分も一新してそれぞれのご意見を頂きたいと思います。ご苦労様です。お願いします。 

 

３．会議事項（座長：委員長） 

  資料の確認（小口（明）主幹説明） 

  進め方について(小口(明)主幹説明) 

 

(２グループに分かれてグループ討議)                 

午前１０時１０分 ～ 午後２時０５分  

 

 ～発 表～                       

 

Ａグループ(１・２・４章) 

委員Ａ  第 1 章ですが策定の基本的な考え方というところで、ここは状況説明的な部分がありま

すので、それほど長い時間話し合いはしませんでした。1 番の策定の趣旨は自己決定、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まちづくりを推進する、これを

守って推進していただきたいということであります。2、3 番はほとんど話をしていません。4

番の計画期間は、10 ヶ年計画平成 18 年から 27 年、短期では 18 年から 20 年、中期では 21 年か

ら 23 年まで、長期では 24 年から 27 年までとありますが、できるだけ短期間で完全に事業をし

てもらいたいということであります。5 番の行財政改革推進のための数値目標ということで普通

建設事業費、財政調整基金その他、歳入歳出に関する数値目標が出ていますので、これは必ず
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達成できるようにしてもらいたい。それから補助金の削減の話が出まして、補助金の 10％の削

減ということですが、これは毎年しっかりした見直しをしていくという意見がでました。 

第 2 章では歳入確保のための取組みということで、1 番目に市税及び国民健康保険税の収入確

保というところで、口座振替の目標設定が 16 年度で 61％、18 年度 62％、毎年 1％ずつ上がっ

ていますがあまりにも目標設定が低いということで、もう少し上に持っていくべきだという意

見であります。それから収納率ですが現在 98.3％で 18 年度 98.8％、0.1％ずつ上がっています

が、収納率の目標を 100％にして職員の方が努力していってほしいといった意見が出ております。

それから滞納者に対して行政サービスの制限の拡大を検討するとありますけれども、それでは

生ぬるいのではないかと、滞納者に対して行政サービスの制限を厳しく実行に移すという形で

行かないと目標に手が届かないのではないかということで、厳しく実行に移すといった意見が

ありました。2 番の使用料・手数料等の収入確保の見直しで、各種施設等の無料使用を廃止する

ということで、無料はやめたほうが良いという意見であります。減免措置については、それぞ

れ状況があるのでしっかりと見直しをしてほしい。使用料・手数料について３年ごとに見直し

をするとあるが、毎年しっかりとした見直しをしたほうがいいということであります。それか

ら保育料は入園するときに口座振替の手続きを義務化していくべきだということで、そうすれ

ば 100％口座振替できて滞納のなくなるというようなことで、入園時に手続きを義務化していく

べきだということであります。それから市営住宅の使用料についても入居手続きのときに口座

振替の手続きも一緒に行っていくという意見が出ております。3 番のその他の歳入確保の取組み

は、広告収入が入るようにシルキーバス、その他公共の施設に広告掲載をしていったら良いの

ではないかといった意見が出ております。それから国・県をはじめとする各種団体からの補助

金について積極的な情報収集に取り組むということで、国・県その他いろいろな補助金があり

ますが、それについて情報不足のためにもらえる補助金がもらえなかったということがないよ

うに、是非この辺はしっかりと情報収集をして努力してほしいということであります。 

第 4 章で「簡素で効率的な行政運営」ということで、１番の組織及び職員数の見直しで組織

については、以前会の方でこういう組織がいいのではないかという案を出してありますので、

是非予算編成時までには新組織案を明示してほしいと、特殊勤務手当てについては、勤務手当

ての内容が今ひとつはっきりしない部分がありますので、現在出ている岡谷市の特殊勤務手当

ての内容を明確にしてもらって、その上で廃止を含めた見直しをしていくべきだという意見で

あります。これは文書的表現になるかと思いますけれども「事務の効率化を推進し時間外勤務

手当ての削減に努めます」とあるが時間外勤務手当てを削減ということになると法律に触れる

ような形になるので、「時間外の勤務時間を削減して経費の削減に図る」というような文章に変

えた方が良いといった意見が出ております。職員定数の見直しということで、下条村では 59 人

から 37 人に削減すると決まっているが、岡谷ではここまでは望まないけれど定数の削減をしっ

かりと検討してもらいたいという意見であります。それから２番の効果的・効率的な市民サー

ビスに向けてでは、アウトソーシングの具体的な進捗状況を示してほしいということで、指定

管理者については来年からの実施に向けて新聞等でも出ていますが、他のものについては今ひ

とつ内容が分かりにくいということで、現在どのような進捗状況か示してほしいと、それから

ワンストップ行政サービスについては何を指して言っているのか分からないので明確にしてほ
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しいということであります。アウトソーシング・ワンストップ行政サービスについてどのよう

に取り組んでいるか、現在の取組みを教えてほしいということです。各支所については、現在

の状況を踏まえて廃止に向けた方向で見直しをしたらどうかと、すぐに廃止ということはでき

なくても職員の削減をして最終的には廃止に向っていったらどうかというような意見が出てお

ります。それから情報化の推進について、個人情報の保護によってこれからどういう情報の扱

いをしていったらいいかという問題が出ております。個人情報保護ということで市へ行っても

なかなか情報が入ってこないと、福祉の他にも消防団でも一人暮らしの老人を訪問して防火を

呼び掛けるということをやったんですけれども、なかなか消防署でも情報を出してもらえない

ということで、個人情報保護と福祉や防災、そういうものについてのギャップ、そういう問題

をどう扱っていったら良いかといった意見が出ております。 

                   

委員長  これよりまとめにつきまして質疑をいただきたいと思います。最初に第 1 章から行ない

たいと思います。 

 

～第１章～ 

 

委員Ｂ  別に素通りしたわけではないけれど基本的に文の表現、内容的にはないということで特

に委員さんからの発言はありませんでした。 

 

委員長  第 1 章につきましてはさらに付け加えると、11 ページにあります主な取組み事項と目標

数値、使用料、人件費、物件費、補助費、これらにつきましては、それぞれの数値が示されて

います。これについては必ず実行するようにというような発言がございました。 

  

委員Ｃ  11 ページのことが出ましたが、歳出の減の部分で 17 年度に対する 27 年度の目標、10 年

間で 15 億ということですね。単純な話だと年に 1 億 5 千万程度の節減でいいのか、という気が

します。 

 

委員長  今、意見が出ていますが、そこまではＡグループでは論議していません。先日も会議の

中で話がありましたが、10 年後は 20 億削減計画をたてていかないと、という中で示された数字

でありますけれども、事務局で何かありますか。 

 

小口(明)主幹  今の財政の姿と将来的に第 2 章以下で取組む項目を実践して、その時 17 年度はど

うなるかと、ここだけの比較になっておりますけれど、減った分の部分を累積してみればもっ

と大きい額になります。目標を出すときにそういう累積した額を出すべきかどうかというとき

に分かりにくくなるので、10 年後と今を比べるほうが分かりやすいだろうということで、こう

いう仕方をしました。 

 

小松行革室長  11 ページの数字的に見ると、委員Ｃさんが言われたような数字になりますが、こ
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れはあくまでここに掲げてある項目についての金額ということですので、数値目標をこの５項

目について定めた数字ということで理解いただきたいと思います。 

 

委員Ｃ  これ以外にも当然歳出削減があるということで、数字は結果的には大きな効果が出てく

るというわけですね。 

 

中田総務部長  8 ページのところで財政推計というものを出してあります。これは合併のときに一

定の条件でこのままいった場合にはこういう状況になりますという数字を出させてもらいまし

た。10 年後の部分が作ってありますが、その前にこの町はこのままだと完全にだめになってし

まうという数字になっています。これは今の状況も、もうすでに基金も取り崩して何とかつじ

つまを合わせているような状況がさらにどんどん悪くなっていって投資的経費、普通建設事業

の部分などもほとんど回らないような状況になってしまうという数字を推計してこれを解消し

て、なおかつ町が自立してきちんと将来に向けて将来の子どもたちにきちんとした形で残して

いくということをするために、こういったものを全部積み重ねていかないと出来ないという数

字がさっきの数字になります。このことをやらなかったら確実に今の状況よりはるかに悪い状

況が生まれる、町の存立そのものが問われるような赤字団体に転落してしまうとか、国によっ

ての管理になってしまうとかそういうとこに至ってしまうということをひとつの目標として作

って、そのための努力という部分をこれだけやっていきましょうというものを作ったというこ

とであります。 

 

～第２章～ 

 

委員長  第２章につきましては行革の一番の本筋でして、合併がなくなって市民税は減る、法人

税は減るということで、ないないづくしになる中で何とか知恵を絞って歳入の確保をしていく

ということですので、この問題については相当意見が出ました。歳入の確保というとこの会議

でも論議していますが、市民税を増やす、法人税を増やす、何か新しい税金を探すなどしか方

法がないものですから、いかに現状をいかに確保していくか、そのためには市民税の収納を高

めていくということが論議の中心になっておりますけれども。 

 

委員Ｂ  行政側から見たときに｢これはちょっと、とても。｣という部分があったらお願いします。 

 

矢島企画部長  中には数字的に厳しいものが現実的にはあります。目標に向かっている方向は間

違っていませんが、現実的にどこまで出来るかなというのはありますが、まだご指摘いただい

た内容でやっていかなければいけない中でもご論議ありましたけれど、そこにかかわっている

方のご意見も聞かないと進められないものも現実的にありますのでご理解いただきたいと思い

ます。ご指摘いただいている関係についてはこういう方針で全庁的に取り組んでいます。国・

県の団体の補助についてもまさにこのとおりですので、一層やっていかなくてはいけないとい

う意味で受け止めさせていただきたいと思っています。 



 5

 

委員長  口座振替率が 1％ずつ上昇しておりますが、担当部門でやってみてこのくらいしか上がら

ないのではということで数字としては低いと思うんです。口座振替は職員の努力によると思い

ます。積極的にアプローチかけて口座振替の推奨をしていく。職員の努力をしてほしいという

のがＡグループの願いです。 

 

小松行革室長  現実的には理想であって、実際に職員が努力して達成可能な努力をすれば達成で

きるという現実的な数字も考えていかなければいけないので、ここに示したような数字を入れ

てある。100 という数字は理想であって、100 という数字を上げればこういった計画も必要なく

なってしまうことなので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

委員長  税金も市で滞納整理月間というのがあるので、努力という意味では職員の皆さんが口座

改良推進月間をもうけて職員の皆さんが期間をもって全員があたるというくらいの努力目標が

ほしいということです。 

 

委員Ｂ  職員は全員口座振替 100％になっていますか。 

 

矢島企画部長  当然中ではこまめにやっているつもりです。 

 

委員長  生活保護費などの市からの支給は口座振込か現金支給ですか。 

   

中田総務部長  両方あると思っています。 

 

委員長  どこの企業でも民間企業でやっているので口座振込推進月間でも作って職員の皆さんが、

やはり何回も行革の中で話し合って、危機感がないと、もう少し市長自ら職員自ら危機感を持

ってあたってほしいと思います。 

 

中田総務部長  今年に入ってかなり税務の部分はいろいろ見直しを行ないまして、滞納になって

からではどうしても難しいのですから、滞納になる前にいかに早く手をかけるかということを

やろうということで、それぞれの担当が納期を過ぎた時点で収納になってない方にはどんどん

電話や催促をしていくということで、担当がそれぞれもって電話をしていくとか、夜間徴収な

ども女性を入れて徴収員を全部嘱託化していこうということで、補助的にお宅に伺える体制を

取っていった方が良いだろうということで、一日の勤務よりもむしろ午後出てきて夜までの勤

務という形の中のそういうものを作っていく。人数も職員だと一人しか雇えないけれど嘱託だ

と二人雇えるから倍にしていこうとかいろいろなことを行っております。口座のことも納期の

ときに全部通知を入れました。市民会議の提案もあったので税務の方は本気になって見直しを

行っています。 
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委員Ｄ  口座振替推進月間には横断的に間仕切りはずして全職員がこの期間中に一人の職員が 5

件取ってくるとか、そういうような横断的な努力はいかがでしょうか。近くに住んでいる方も

いらっしゃいますし、どうでしょうか。     

 

中田総務部長  今までの中でそういうこともやってきていますし、滞納をずっとされてなかなか

取りにくいようなお宅は部課長が担当を持って行くというようなやり方をやったり、いろいろ

な努力はしているつもりですが、実行があがるかという部分ではその方法が本当にいいのかと

いう部分の検討もしたり、とにかくいろいろなことをやって行こうということで取り組んでい

ます。横断的な部分も考えて行きたいと思っております。 

 

委員Ｂ  先だって池田町の水道事業で 2 億円ばかり補助金をもらい損なったと新聞に出ていたけ

れど、国の法律が改正になって補助金制度がありますが、そういう情報を早くキャッチしてな

るべく頂けるようにということであります。東堀保育園は少子化対策の方からつくような話を

聞いたけれど、保育園の予算ではなく他の方で対応できるような話をおききしましたけれども、

努力しているなという感じを受けましたけれども、それも情報の一つで早く手を打ったんだな

と思いました。 

 

委員長  Ａグループの総意としては国・県に補助金制度があるので、職員の皆さん方に勉強討し

ていただいて、どこにどういうものがあるかいち早く情報をキャッチしてもらってくる。でき

るだけ市税にも法人税にも翳りがあるので他からもらえるものは何でももらってきて役立てる

ということの努力をするために勉強してほしいということがＡグループの総意です。 

 

中田総務部長  三位一体の改革という部分で、国も考え方を大きくいろいろな部分で変えてきて

いる部分があって、もちろん地方団体の方も補助金でもらうよりも一般財源化してそれを自ら

選択してできるようなシステムにしてくださいというようなことを 6 団体でも要望して、その

ような動きになっています。そういう中で、国も考え方を変えてきている中では、補助金から

公金みたいなものにしていこう、あまり制約をつけないものにしていこうという部分もあって、

制度が動いてきているのでそういうことを確実にキャッチしていくことが大事だと思っており

ます。もう一つは、制度をどう運用していくかという部分は国も考え方が緩くなっている。出

来るだけそういうのを活かせるような趣旨で動いています。ですから私たちが頭で考えて「こ

れだとこれしか使えない」ではなくて、「少しそこに工夫すればここも使えるじゃないか」とい

うここのところの頭の使い方、そこをどうやって私たちが職員として努力するか、ここのとこ

ろで各市町村かなり、もらえるものがもらえないということがありますので、只今おっしゃっ

た部分は思っております。 

 

～第４章～ 

 

委員長  第 4 章で一番話題になったのは、新しい組織編成がなければ予算の再編成も昨年並みに
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なってしまうという形の中で、新しい編成による予算にしてほしい。そのためには予算編成時

までに市の機構的なものを示してほしいというのが一つの大きなところであります。もう一つ

は、職員の減については自然減が何人なのか、努力によって何人減らしていくかというような

数字を見せてほしいという意見ですけれども。職員減については平成 18 年度から 20 年度の 3

年間に職員数を 38 人、27 年度からの 10 年間に 100 人の削減をしていくということであります

けれども、これは団塊の世代の自然減もありますし、市の努力によっての職員定数の減もある

と思いますけれども、そういった内訳を教えてほしいというのがＡグループの意見です。 

   

小松行革室長  職員数については、3 年間の 38 人と 10 年間の 100 人という形で計画を作ってある

わけですが、この人数は純減でありまして中には今後業務によっては増になる業務も出てくる

わけですが、差し引きして職員を減らしていきたいというものでありまして、今お話の自然減

というものとは関係なくて市の職員、ちょうど一般会計、特別会計で 500 人職員がおりますけ

れども、この 500 人という数字を 3 年間で 38 人減をして 10 年後には 500 を 400 にしていきた

いということであります。この減という中身ですが、この中身については事業が終了して自動

的に努力をせず減になるものもあります。数値のほとんどはアウトソーシング、事務事業の見

直し、改善等によってこの数字の達成をしていきたいと考えています。 

 

委員長  機構改革は現実的にここで発表がなければ、来年は予算編成まではやらないということ

ですか、それとも庁内で決まっていて予算の発表と同時に各課統廃合の機構改革案が出てくる

のか、その辺をお聞きしたいと思います。 

 

中田総務部長  組織につきましても、委員長さんがご提言いただいたことを重く受け止めて活用

させていただいています。初めて庁内で組織改革について論議をしてきました。なかなか組織

というのはいろんな見方があったりしまして、今段階的にはまとめの段階をさせていただいて

いるという風にご理解いただければありがたいと思っています。基本的には、プランが動いて

いますのでこのペースに合わせながらまとめもしていきたというところにおりますので、もち

ろん予算とも絡む話ですので、それなりの改革を断行しようとしていますので、合わせながら

の意見を頂いて来年の 4 月からそれを実行できるよう進めていますのでよろしくお願いします。 

 

委員長  この改革案に合わせて内部検討して 4 月には間に合わせてやっていきたいということで

すが。 

 

委員Ｃ  こういう財政的な長期的な見方の中で非常に危機を迎えるということになってこのよう

な会議があり、その中で従来あった市民サービスという部分も中で当然カットすることになる

と思うので市民には相当負担させることになると思います。従って市民の関心というのは、市

の当局あるいは職員の自らの部分はどうなるかということが一番関心が深いことであります。

私たちが中間まとめの意見ということで出した中でいろいろな注文がついています。こういう

ものは地域の水準の問題、一般市民としては理解しがたい手当ての問題とか、全体の制度の問
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題、この中では民間という言葉を非常に入れて提言しているけれど中間の当局のまとめ案とい

う中にはそういう言葉が一言もないというふうに思います。私達の提言というものは、特にこ

のことについては市民の一番の関心の深いところを、そのことについてどういう考えか。一切

民間は関係ないのか。あるいはそういうものを取り入れて制度を変えていくのか、その辺のと

ころの考え方をお聞きしておかないと私達のせっかく出したものについてその言葉も全然なし

に向こうに行かれてしまっては、悪いけれどこれだけの勢力を使って論議をしてきたものがた

だアリバイ作りに使われるだけになってしまう、というように思いますのでその辺の考え方を

お聞きしたいと思います。 

 

中田総務部長  前にも会議の中でお答えさせていただいてあると思いますが、私どもの給与の体

系というのは国が示している国家公務員の給与をベースにした人事院勧告制度という部分の中

で給与改定とか制度の改正が行なわれているということであります。ただ、その中にもまった

く地域というものが考え方にないのではなくて、全国の統計などを人事院の方で調査をした結

果を反映させていくという形になっているわけです。ここで人事院の勧告制度自体が今までと

違った大改正が行なわれるという話をさせていただきましたが、17 年度に行なわれるもの、18

年度の 4 月 1 日から行われるもの、と 2 段階に分けて行なわれることになりまして 18 年度から

の給与体系というのは今までの給料表自体がまったく変わった新しいものになってきたという

ことで、来年の 4 月から切り替えになります。その基準自体の考え方も変わってきていますし、

その根っこにある部分が地域の民間給与というものを地域で反映させていくというシステムを

できるだけとっていくということが大原則になりました。従って全国の中で一番低いところに

ベースを合わせる、地域で言えば北海道、東北地区の給与が一番低いということでその地区に

合わせるということで改定がなされる。平均的給与が全体の平均では 4.8％、給料表自体が全部

下がります。経験年数が多い方が下がる率が高いということで私達のクラスで大体 7％下がると

いうことになります。保管制度というのが一気にというわけに行かないので、大改正が民間給

与を反映させたシステムが出されて大きく変わってくるので、委員Ｃさんがおっしゃる意図は

分かりますが、個々の市町村でそれを調整して反映させるというのは難しいことですけれども、

今言いました、大きな国自体の大きな制度の改正ということがあります。それから更に地域間

調整という部分が制度の中に取り入れられてきて、一番最低のものを決めておいて地域によっ

てそれにだんだん付加していくというようなシステムになりまして、実は長野県の中で加算に

なるのが今のところ長野・松本・諏訪・塩尻が 3％くらい加算になる、あとの地域は加算が 0 と

いう内定で一番最低のところからのスタートというシステムに変わってきている。大きな国の

流れがありますし、私どもの出来る範囲という部分はそこのところに住居していくしか方法が

ないものですからそんなことでご理解を頂きたいと思います。 

 

委員Ｅ  適正配置ということと効率化と共に市民サービスの満足度向上という側面も持っている

わけだと思いますが、イルフの運営に関して担当者をお呼びしていろいろお聞きした際に、｢ク

レームが出るのは自分たち長時間勤務で大変だから｣といわれたように私は受け止めています

が、そういうことが事実だと継承されて今回の配置に何か反映されることがあるのか、またカ
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ノラホールは振興公社に属しているということですが、イベントがないときには職員がそんな

に仕事をしていないという印象がありますが、それが組織を超えて何か弾力的に応援に配置に

出るとか、そういうことが出来るとか、そのような事も検討されているのかどうかお聞きした

いと思います。     

 

委員長  私が補充しますと、あの時にイルフで暑いから冷房と言ったらまず扇風機が 1 個出てき

て、そのうち 2 個出てきてということで、使用料の問題など、いろいろイルフに問題があると

思いますからセンター長さんに来てもらって話をしてもらいました。あの説明の後、この会議

の皆さんの同じ意見は委員Ｅさんがおっしゃったように、｢俺たちは市役所の職員の倍半働いて

いるんだ、だからそういう面で担当者に言われても困る、人が随時変わっていて実際にこっち

の真意がなかなか伝わらない、そういうことはどういうことか｣という話をしましたけれど、せ

っかく来てもらって聞いたけれど逆効果で、会としては釈然としないものがありました。それ

で私が長崎さんに｢そういうような話があったからきちんとした説明をしてもらわないと困る

よ｣という話をしておきましたけれど、そういったことで今、委員Ｅさんの方からご意見が出た

と思いますけれど、釈然としない部分が委員の皆さんに残っているので市の方の説明を頂きた

いと思います。 

 

小口(明)主幹  言葉足らずの説明があったかと思いますが、あの時センター長さんが言いたかっ

たのは窓口が変わるという部分で交代勤務をしているために同じ人が同じ時間帯にいるんじゃ

ないですよという意味合いのことを言いたかったと思うんですが、それがうまく伝わらなくて、

長い時間開けているので大変みたいな意味で伝わってしまったのかと思います。 

 

委員Ｅ  ホテルとかでもどんどん交代して、前のお客さんが苦情言ったことが次の担当に伝わっ

てなかったらすごい問題になっていますね。 

 

小口(明)主幹  今回の意見の中にも苦情の処理の話がありましたけれど、それをちゃんと受け止

めてきちんとそれを次の改善につなげていかなければいけないというのは業務をやる上で当然

のことだと思いますので、その辺の意識がもしかしたら過去に問題があったかもしれませんが、

センター長さんは決して変な意味で言っているのではなくて、うまく説明が出来なかったと思

いますが。交代勤務を取っている中で連絡がうまく行かなかったという部分では申し訳ないと

いう気持ちでの説明だったと思いますので、釈然としないですかね。 

 

委員長  この会の中では釈然としない部分があるものですからそれはまた内部的ないろいろな話

し合いの中で、やはり我々も本庁の職員の 2 倍以上も働いているなんて話は聞きたくない、そ

れは同じ光景で勤務状態であるべきだから、そういう中でだからしょうがないという話し合い

ではちょっと釈然としない部分があります。 

 

小松行革室長  決してセンター長も市役所の職員の倍働いているという言い方はしなかったと思
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うのですが、説明不足の言葉足らずの部分もあったかと思いますが、職員の勤務時間は当然の

ことながら同じです。センター長が言いたかったのは、倍という部分ではオープンしている時

間が、役所の場合は 8 時 30 分から 5 時 15 分までだけれども、イルフの場合はもっと長いとい

う部分でのつもりで話したかったと思うのですが。 

 

委員長  あんな話でいいのかという意見が多かった。それはよく内部的に説明しておいてくださ

い。 

 

小松行革室長  基本的には忙しいところは忙しいけれど、すぐ隣は 5 時 15 分で帰ってしまうとい

う部分を職員が弾力的な運用が出来ないかという話はいつもお聞きをするのですが、なかなか

職種によってはそれが出来るところと出来ないところがあると思うのですが、ただ狙うところ

は今回の機構改革についても出来るだけ組織を大括りにして、柔軟対応が可能な形に持ってい

こうというのが基本的な考え方にあるものですから、そういった中で業務によってそういった

ことが可能な業務については、そういう形を取っていこうということですのでよろしくお願い

します。 

 

委員Ｆ  一番欠けているのは、イルフはサービス業だということを忘れていると思います。市役

所の職員だという意識が強いとそういうことになると思います。お客様だという考えがないと

いけないと思います。使わしてやっているというふうに捉えてしまいます。 

 

委員長  自己弁護だけだったような印象があります。場合によってはもう一度来てもらいます。

この辺で了解してもらって。 

 

矢島企画部長  足りないところなどご説明さしあげましたし今承りましたご意見、十分踏まえて

やって参りたいと思います。ただ、こう説明するときに私もそうですけれど、とっていただく

かたの気持ちも返せるように話をしなければいけない、なかなか難しいところあるかもしれま

せんがそんな点もご理解いただきながら十分庁内調整をしてまいりたいと思います 

 

委員Ｃ  今の話の根底にあるのは人が変わったら説明も出来ない、説明が違うというようなこと

だと困るということです。それが出来ていないといけないということがあります。 

 

委員Ｅ  使わしてやるまでの気持ちはないと思いますが、喜んでもらおうという欠点ばかり言い

たくはないですが喜ばれたときの喜びをもっと職員の方は感じてほしいと思いますし、特に気

持ちよく帰ってもらったときの喜びをもっと感じ取ってほしいと思います。特に窓口は一番ダ

イレクトに出るところなので。 

 

Ｂグループ 

～第 3 章～  発表 
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委員Ｇ  Ｂグループは第 3 章・5 章・6 章の担当でしたが、第 3 章の方に時間を割かれたものです

からこちらを中心に論議を行いましたのでよろしくお願いします。第 3 章は歳出の削減に向け

た取組みということで、15 ページに沿って進めていきました。主要事業の選択というところの

内容ですが、まず市の方から伺いたいのですが、岡谷市行財政改革プランこのプランは中間ま

とめ案ということで最終案というのは市民に対してどのような形で提示されるのかということ

を先にお聞きしたいと思います。 

           

小口(明)主幹  これはあくまで中間まとめ案、全部の章までいってないこともあります。これに

ついて具体的なご意見をこの会議でも頂いていなかったので中間まとめという形を取らせてい

ただいております。中間の意見・提言のときにこれも一緒に論議できればよかったのですが、

出来なかったのでこんな形になっていますが、最終的には皆さんから頂いているご意見等も、

それから過日審議会の全員協議会で報告した際にご意見いただいた部分もありますのでそれら

を踏まえまして庁内的に最終検討させていただいて反映できるものは反映してまとめて行くよ

うな形になります。全部が反映できるとはお約束できませんが極力反映するように努めながら

案をまとめあげていきたい。具体的な事項につきましては実施計画として表していきたい。 

 

矢島企画部長  市民会議のご意見を踏まえながら最終的には市として岡谷市のプランとさせてい

ただきます。これは議会に出しながらホームページや冊子を作り上げていきます。 

 

委員Ｇ  お伺いさせていただいた趣旨は、「3 章歳出の削減に向けての取組み」ということで、一

枚の冊子になっているものですから、何で歳出の削減に向けなければいけないのかというとき

に、主要事業の選択の中にこれから厳しくなっていく岡谷市の財政のところが数字で出ていれ

ば、イコール何で削減をしっかりするんだというのがより分かりやすいのかなという話があり

ました。初めのページに厳しくなる財政の数字がありまして、人口も減っていくなか三位一体

の改革で公共団体に対する地方交付税が減っていくとか、厳しくなっていくというイメージは

あるけれど、それが具体的に数字として第 3 章の一番初めのところに反映されていれば減って

いく数字に対して合わせるためにこれだけやらなくてはいけないというのがよく分かるのでは

ないか、ということで数字があればいいのではないかというところでこの表現にインパクトが

ないと出てくるんです。1 冊を通すと分かるけれどもこの 1 ページを見たときに、これだけ厳し

くなっていく財政に対して保管するためにこの歳出の削減に向けた取組みを行なっていって自

分たちにも痛みが来るけれど、我慢しなければいけないというのが文面の構成として必要では

ないかということです。 

2 番目に今までの意見が反映できているかということで、先ほどの話の中で｢私どもの意見が

この中にはいっていない」という部分の刷りあわせは今作業の中間だからという話をいただき

ました。この章の中にも数字を入れていったほうがインパクトが出るのではないか。この 15 ペ

ージを理解するためにもう一回 15 ページの前の第 1 章のところを理解しなければいけない部分

が一般の市民の人たちに馴染むのか、一般の市民の人たちが一文を見てあるいは見開きの 2 ペ
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ージを見て理解できるような文面の書き方というのが表現にインパクトを持って、かつ数値を

持ったようなものになるのではないでしょうかということではないか。 

 

委員Ｅ  私が言い出したことのような気がするのですが、役所の人はきれいな文章を書かれるけ

れどこれをどういう形で市民が見るかと考えたときに、ずらずらと全文があってではなくて 11

ページでこれだけ大変なんだからということを受けて、「歳出削減を断固としてやっていきま

す」というふうにつなげていかないと読んだ人もいやになっちゃうんじゃないという感じがす

るものですから。それでどういう形で市民に入っていくのかと聞いたんだと思います。この通

りのものが冊子として各家庭に配られても読まない、インパクトがないんじゃないといったよ

うな気がします。 

 

小口(明)主幹  より分かりやすいように編集したいと思います。チャーミングな表現でつくって

いきたいと思っております。 

 

委員Ｇ  改革プランを打ち出していく中で、今までの考え方、今までの市のやり方でその延長線

でいった場合にはあまり今までの流れが変わっていかないのではないかという意見なんです。

国からの交付の方法も変わっていく中で、今までは市や県というのは国が決めた紐付きの補助

金の中で国が決めた方策を実行していくという部分が非常に強かったと思うんです。それが今

度、国からの監視が弱くなって市が立案し、市が持っているお金の中で市制を運営していける

ような行政にだんだん変わっていくと思うんです。そういうことを言っているのですが、その

中で今まで岡谷市は色々な箱物を作ったけれど、成功している箱物がないんじゃないかと市民

から聞く言葉です。そういう意味で今までの行政の流れ、やり方を変えて本当にこのプランが

実行できるようにしてもらいたい。サンセットが機能しないということは、機能させて下さい

ということであります。今までは予算重視主義、国会でも衆議院では予算委員会で予算を審議

するけれど、実際使い終わった後の評価は参議院での決算委員会で審議しているようでありま

すけれども、予算を立てて使い切るという今までのやり方ではなくて、いかに立てた予算を有

効に使っていくか、結果をよく検証していってより効率的に、今までは使い切るのがよかった

けれど今度は余らせて、余ったものをほかに回していくように、今までの行政の考え方ではな

くてもっと、プランで言っているような内容を実行できるような考え方を変えていけたらいい

のではないかという論議をしていたわけであります。 

計画は動き出したら止まらないというのは、行政が立てた計画、例えば岡谷市の駅前の再開

発でララオカヤの取り壊し、駅前活性化の策として 1 階部分が商業スペース、地上何階かはマ

ンションという計画がされているが、ポレスターは岡谷市に 1 棟建てているし駅前ものぼりを

たてて進行していこうとしています。市のララオカヤの取組みとポレスターの取組みを見ると

スピード感が違うわけです。確かにララオカヤの再開発は大事なことだけれど、市が決めて建

てあがったときはもう入居するような人達はポレスターとか他の民間のマンションのほうに移

っていって、建ててみたけれど入る人がいないというようなことでは遅いのではないかと思い

ます。ただし、市のほうも補助金の中で縛られている部分があって予算を立てていく時には積
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み重ねの部分が必要であるからなかなか難しいだろうという議論もありました。これからはあ

る程度持ち出したお金が回収不能になってでも勇気ある撤退が出来るような行政が必要ではな

いかと思います。 

責任の所在が不明確というのは、与えられたポジションをそつなく過ごしていくということ

が一般市民から公務員の方を見たときに受ける仕事の印象、マスメディアの取り上げ方という

部分もあるが、どうしてもそういう目線を感じてしまう。そういった時にやめる勇気という部

分がなくなってしまう。あるいは危ないところに手を出さないという負のイメージで市の職員

を見る、見受けられるという部分があるのかなということです。今までの行動の流れを変えて

いくという姿勢をもっていただきたいということであります。 

事務事業の見直しについては、民間の感覚をこれからはより以上に持ってほしいということ

であります。田中知事が県政に取り入れている民間人の期限付き職員、そのような感覚も登用

したらどうかという意見がありました。 

役職員の定年を誕生日にあわせるというのは、この辺の民間であれば誕生日が来れば定年な

ので合わせたらどうかということであります。 

公務員法で守られている部分の給与・手当の部分は、民間は業績に比例して、基本給は変わ

らなくても賞与・ベースアップの部分で財務状況がレスポンスに反映されている給与システム

で、民間の企業の活性化に大きく寄与している一因であります。ここを公務員の方々にも持っ

ていただけるように賞与で調整されていくようなシステムを構築されたらどうかということが

あります。市役所の仕事というのは評価が難しいが、職員のモチベーションをあげていく中で

はお金で報いるというのが必要ではないかということであります。たとえ職員が頑張ったから

良くなるというものではないという意味合いです。そこの部分をしっかり査定してあげる評価

方法が求められるということであります。市民に負担が生じる場合市の職員の負担もというの

は、常に賞与というのは上、上ではなくて市の状況に合わせてリンクしていくかその人の働き

の中でリンクしていって、市の職員の皆さんには活性化していただいて岡谷市のますますの発

展に寄与していただきたいということであります。 

職員の意識というのは、今職員提案制度というのが用いられているということだが、あくま

で用いられているから行動を起こすのではなくて、常に問題意識を持って物事に当たっていた

だきたいという中で、この制度をより活用していただいたらいいのではないか。提案制度があ

るから義務的にやるのではなくて自分の感性を磨くため、問題意識を常に持つためにこの制度

を生かしていってほしいということであります。 

補助金・負担金は全面見直しの提言は反映されているのかということで、見直しの中で 10％

の補助金が一律カットですが、平成 17 年度に見直したところを除くという文面があり、ここの

部分はおかしいのではないか、平成 17 年度に見直してもさらに見直し・負担の補助金の削減が

見込めるところは除くというのは入れるべきではないのではないかという意見でありました。 

この文章の中に｢努めます｣という表現があるけれど、こういう表現はやめていただいて｢やり

ます｣としたらどうか。｢やります｣という言い方のほうが実行力を受ける文面ではないかという

ことであります。補助金・負担金を受けている団体が行政に依存するという意識を改めて自分

たちで団体を運営していくという意識に改めていけばいいのではないかということであります。
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これは広瀬委員長さんが話された三鷹市の例の話であります。そういうリーダーたちに対する

意識改革の教育にお金をかけていったほうがいいのではないかということであります。 

 

委員長  本日は発表だけにしまして、次回に質疑など意見交換を行いたいと思います。 

   それでは、続けて説明をお願いします。 

 

委員Ｇ  公共施設のあり方というところですが、「各施設すべて利用者の会などを開催する」とい

うことで、出来ればワークショップ方式がふさわしいのではないかということであります。各

施設を利用する人は自分たちがこの施設のある部分を運営していくんだというそういうものを

利用者の心に植えつけさせたいという思いではないかと思います。利用者、関係者、近隣の住

民を集め定期的にこういう会を運営したらいいのではないか。運営を工夫する研修を職員が受

けていけばいいという提言でありました。 

諏訪湖ハイツについては、利用料が 100 円と明示されているけれど今どき 100 円というのは

どうかという意見でありました。一回金額を明示するとなかなか変えられないのでここは 200

円というのが妥当ではないかという意見がありました。目と鼻の先にある同じような施設のロ

マネットとの関係を考慮された中での 200 円という説明が出来るようにしたらいいのではない

かということであります。 

指定管理者制度を公共施設のほうにも広げていく検討をしていったら良いのではないかとい

う意見がありました。指定管理者制度を導入できれば行政に対しても大きな刺激になるのでは

ないかということであります。その中で民間が運営している施設なども参考にしたらどうかと

いうことであります。 

窓口対応については、窓口の受付をされている方々がおもてなしの心で市民に対しての接客

が出来るように研修がされているかという問いかけであります。管理職がおもてなしの対応を

出来ない職員に対して、軌道を修正しているような風土が章の中では見受けられないというこ

とです。 

次に第 3 条岡谷市総合計画の事業に対する意見ということで、公営住宅が今までの戸数を維

持していくのかどうかという意見が出ております。 

美術館・考古館は、各市町村に 1 棟ずつあるということで、6 市町村合併すればこんなにもい

らないのではないかという数で、岡谷市も新たにお金を投資してやっていくべきものなのかと

いうことが議論になりまして、岡谷市の空いている階のフロアあるいはこの先行政のスリム化、

振り分けによって空くであろうフロアに美術館・考古館に蔵書してあるものを置いて、わざわ

ざ市民に美術館・考古館を建てて入ってもらうのではなく市民が日常に使っている場所にコー

ナーを設けて見ていただけるようにすればいいのではないか。誘客という発想で考えたほうが

いいのではないか。岡谷市の箱物行政があまりいい行政ではなかったという部分があるのでそ

のような発想の転換が必要ではないか。 

消防庁舎の件は、建設用地が先行取得されています旧新増澤工業の跡地に移管された後に消

防庁舎の活用の方法を模索して後世に残していく建物ではないかということですが、ただし、

美術館・考古館ということになると、内部の大幅な空調の改修工事も出てくるので維持費など
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掛かるのであれば消防署の庁舎へ美術館・考古館を持ってくるのは無理があるという話です。 

市庁舎で使われていないフロアをもっと市民に活用してもらった方がいいのではないか。そ

のために美術館で収集されているものを展示する部屋やフロアを設けて、たまには展望台を開

放して 8 階・9 階から見る夜景を市民に見てもらう、花火大会のときは有料開放して市庁舎を開

放したらどうか。そうすることによって市民が市庁舎に来てもらうことが行革の近道、日頃縁

遠い市庁舎と市民が接する近道ではないかということでありました。 

   若宮地区の区画整理については、40 年以前からの懸案ということで聞いておりますけれども、

昨今の社会情勢とか財政状況を考慮して場合によっては勇気ある撤退も必要ではないでしょう

か。土地の取得についての法的な部分で、不公平感があって土地を持っている人達に悪印象を

持たれているのではないかというお話しがありました。 

   岡谷病院と塩嶺病院の統廃合の中の病院ということで、病院が経営統合されてより経営基盤

というのを確固たるものにしていかなければいけないという中で、岡谷市の病院というのでな

く、岡谷市と下諏訪町が共同で使えるようにしたらどうか。下諏訪町とタイアップしていくこ

とが必要ではないかということでありました。新病院になったときの運営などは新聞紙上でも

載っておりますが、民間委託してより経営努力を持った中で、患者さんが本当に来たい病院、

人気のある病院、経営基盤に寄与する部分ではないかということであります。病院に民間感覚

を持ち込んでいったら良いのではないかといった意見がありました。 

事務スタッフを専門家にということで、市役所を勤続していた方が名誉職的に経営のトップ

で行くよりは、経営に長けている民間の方に運営してもらったらいいのではないか、また改革

意欲のある若い人を民間から登用してきたら良いのではないかということが病院に対する意見

でありました。以上が第 3 章に対するＢグループの意見であります。 

 

委員Ｃ  美術館・考古館のところで「誘客という発想で」という言い方をしたけれど、そうでは

ない。「誘客といって立派なものを作っても必ず足が出てしまう。郷土の作家のものをきちんと

保存するということは大事なことだけれど、客を連れてきてまた稼ごうなどという発想はしな

いほうがいい｣ということを言ったわけであります。 

 

委員Ｂ  「下諏訪と提携しての病院建設」で私も大賛成でそうあるべきだと思いますが、メディ

アにも活字にも市報にも載らないけれどどうなってしまったのか。早急に検討すべきだと思い

ます。 

 

矢島企画部長  今、両病院はこういう状況ではやっていかれませんし、質が落ちてきているので

岡谷市民が使える病院を作らなければいけない。そのためには統合を考えなければいけないと

いうことであります。とりあえずは新年度に向かって経営統合をしようということ、その先に

は出来るだけ早い時期に新病院を、今言われたことはその部分かと思いますが、今考えている

ことは経営統合をやりながら、経営統合した病院がどうやるかを含めながら先を考えるという

組み立てになるかと思います。 
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委員長  それでは、今日の会議は第 3 章の説明までということで、残りは次に移りたいと思いま

す。 

それでは、その他についてお願いします。 

 

（３）その他 

「今後のスケジュールについて」（企画課小口主幹） 

・次回の会議日程について、１１月２４日（木）午後２時００分から市役所３０１会議室で行

う。 

 

副委員長  以上で、第２１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 ３時５５分 


