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第２２回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／１１／２４（木） ２：００～４：１５ 

岡谷市役所 ３０１会議室 

（岡谷市民憲章唱和） 

 

１．開 会（副委員長） 

   第２２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） 

皆さんご苦労様です。先日は２つのグループに分かれて論議を頂きましたけれど、皆さん方

の話をお聞きすると｢非常に意見が活発に出て、楽しかった、良かった｣という反響が私のとこ

ろに聞こえて参っております。たまにはああいった形で進めるのもいいと思っております。 

今日は前回に引き続きまして第５章、第６章の発表をいただきます。発表を頂いた後、それ

ぞれの項目について皆さんのご質問をいただいてまとめていきたいと思います。今日の予定に

もありますけれど、いよいよ最終のまとめに入っていきますので、その辺も心の中においてい

ただきながらご意見いただきたいと思います。 

 

３．会議事項（座長：委員長） 

  資料の確認（小口（明）主幹説明） 

 

 （１）岡谷市行財政改革プラン(中間まとめ案)及び実施計画について 

 

～第５章～ 発 表 

 

委員Ａ  第５章の発表ですが、１の公営企業の水道事業、下水道事業については引き続き健全経

営につとめていただければということです。 

２の外郭団体等の経営改善に向けてということで討議をいたしました。外郭団体につきまし

ては指定管理者制度の導入を検討していただき、かつ数値目標の設定をしていったらいいので

はないか。それから諏訪湖勤労者福祉サービスセンターに対する補助金につきましては、補助

金のあり方について検討していったらいいのではないかという 2 点になりました。６章につい

ては議論を進めていません。 

 

委員長  Ｂグループの討議した３，５，６章について皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

  ３章につきましては、先日の発表の中で表現にインパクトが少ない、どのくらい危機感がある

のか具体的な数字を出して市民に訴えて欲しいなどの意見がありました。補足説明はあります

か。 
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～第３章～  委員Ｂ補足説明 

 

委員Ｂ  私がこれを書きましたので説明しますが、紫色で書いた表題に従って議論をしなければ

いけないと思いましたが、どうしても総論の方に戻っていってしまって表題を書きましたが、

表題通りの流れにはなっていません。それで、話しが出た順に書きましてその話しの関連のと

ころを緑色で書きまして、その関連で出てきているのが茶色ということで、色が付いていると

ころがいろいろと意見が出たところだと思っていただければ良いですけれども、ですので表現

にインパクトがないとか、今までの意見の数値目標などは文章全体に対する意見だったという

感じです。 

 

第 3 章（１.主要事業の選択） 

 

委員Ｃ  表現にインパクトがないというのは、いかに市民に目を向けて認識させていくかという

ことになりますと、今までのような方法をそのまま通していっても無理だと思います。いろん

な手法を使いながら理解していく方法を相当練らないといけないのではないかと感じます。 

 

小口(明)主幹  表現等につきましてはさらに見直しをして具体的な数字等を入れていきたいと思

っておりますが、あまりセンセーショナルにできないので、なるべく分かりやすい表現で具体

的な数字を使いながらということで、今回目標数値を設定させていただいておりますので、随

所に織り込みながら分かりやすく入れながらやっていきたいと思っております。 

 

（２.事務事業の見直し） 

 

委員Ｄ  表現の部分を相当強く言わないと、切羽詰ったような強力な言い方をした方が市民は納

得すると思います。 

 

委員Ｅ  財政状況に給与と賞与、スライドを採用するのがいいのではないかという意見が出まし

たけれども、給与は生活に響くので賞与にスライド方式を取るというのは良いのではないかと

思います。それを是非採用して欲しいと思っております。事業でやり繰りはするけれども、職

員が敏感に反映するということが市民にＰＲする要素があるという感覚を持っておりますけれ

ども。 

 

委員Ｆ  民間で言えば、売り上げが上がったから賞与を多く出すと、法人税で民間が頑張っても

らわないと困るということが出るんじゃないかという話しも出ました。 

 

委員長  こういう組織の中では、今年度税金をたくさん集めてたくさん歳入があったからとか、

子どもがたくさん生まれて市民税が増えたとかという発想では難しいのではないかと思います。 
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委員Ｂ  簡単に言うとお金でははかれないというのが行政で、職員が頑張ったから税収が増える

わけではないというのがそこに書いてある通りですが、民間の企業ならそうなのだというのを

何かの形で反映できるかなということで給料だという話になってその中で賞与ならやれそうだ

というところで終わった話しであります。 

 

委員Ｅ  世の中の景気が悪くなると賞与は下がりますが、行政というのは基本という考え方があ

ります。その基本の人が平気で賞与をもらっているというのは不満だと思います。それは改革

をするひとつの基本になるような気がします。 

 

委員Ａ  そのときの話の中で、公務員の仕事というのが即民間企業と違って営利目的でやってい

るわけではないから、いくら売り上げが延びたとか、利益が上がったという話ではないです。

市役所の事業の中でいろいろな予算を立てての事業が各種あります。その事業の中で当初見込

んだ予算に対して 95％で達成できた場合、その 5％を積み上げた中で賞与にまわしてもいいじ

ゃないかという話もありました。 

 

委員Ｄ  役所は働かないから給与減というわけにはいかないと思います。例えば民間で６ヶ月ボ

ーナスが出ても役所は決められた範囲内しか出ないんです。そこら辺を考えてあげないといけ

ないと思います。 

 

委員長  行革の市民会議は厳しい意見も出てきますけれども、役所の機構に踏み込めない部分も

あると思うんです。 

 

委員Ｆ  今まで出てきているものは、前と違った市民に対しての今までのあるものを切るという

ことでありますから、それに対しての市民の一番目の行くところは給与だと思うんです。そう

いう意味で感覚的にはいつまでも東京の国家公務員の基準でいいのか、地方は地方があっても

いいんじゃないかというような発想をあげていかなくてはいけないと思います。税収が上がっ

たらそれをそのまま反映するのは難しいと思いますけれども、基本は役人は別だという感覚は

消えていかなくてはいけないと思います。 

 

委員長  委員Ｆさんのおっしゃるとおりだと思います。民間と役所の考え方、民間では景気の悪

い時にはボーナスが出ないが役所は規程どおりにボーナスは出ます。これでいいのかというよ

うな事は市民が一番目に付くところでありますので、その辺のことは役所がフォローして理念

的に考えていって欲しいということであります。 

 

委員Ｆ  職員の提案制度というのがありますが、これは小さいことでも書いて出すということが

大きな宝を生む基だと思います。感性を磨くということは常に問題意識を持っていることが必

要だと思うわけです。感覚を磨いてもらう意味では、もっと気軽に書いて提案という形にする

ことが大事だと思います。今やっているラジオ体操は私が市長に直談判してやったことです。
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気づいたことをやっていかなくてはいけないと思っております。 

 

委員長  提案制度については、つまらない提案が案外大きなものになっていくと思うんです。気

がついたことを提案させてたくさん提案したものについてはある程度の報酬をあげるというよ

うな、提案制度の促進をやって欲しいということであります。 

 

（3.公共施設のあり方） 

 

委員Ｂ  一番下の話の発端はイルフのご説明の話が少し不満だということで女性から出ていた話

しであります。一番上は私ですが、物を伝えるには今まで通りのやり方では難しいのでいろい

ろ工夫をしてもらいたいということであります。 

諏訪湖ハイツの件は 200 円にということで、利用者に分かるようにきちんとした説明をする

べきであるということでありました。 

指定管理者制度の件はもっと広げて欲しいという意見と、方々で導入されているけれども少

し問題が起こっているようだということで、しかし、導入すれば公共性に対する刺激になるの

で多少のトラブルは仕方がないけれど進めた方が良いのではないかという意見でありました。 

 

中田総務部長  窓口応対という部分を含めた職員研修の話かと思いますが、研修は 1 回や 2 回の

話ではなくて、とにかく数を重ねて経験を積んでいく部分かと思っていますので、研修はあり

とあらゆる年齢層、機会をいろいろな場面で作ってそういう部分を取り入れていく話は常にし

ているつもりですが、ここでこういうご指摘を頂くということはまだまだ足りないのではない

かと思いますので、上に立つ人間がきちんと指導できる体制作りを考えていきたいと思ってお

ります。 

 

委員長  ハイツの 100 円を 200 円というのは意見として言っていいですね。いろいろ問題もある

ようですが。 

 

中田総務部長  私担当ではないですが話をしておかないといけない部分があろうかと思いますの

でお話しいたしますが、実は市民会議でご提案いただいた内容について、当然それを受け止め

て改善していくものについては、積極的に早く取り入れていこうというのが市長の姿勢だった

ものですから可能な限り詰めていこうとしていましたが、ある程度周知期間が必要なものとい

う部分はある程度前の議会でやらないといけないので、来年の 4 月にスタートを切るためには

この 12 月に議会にかけたいと言うことで庁内のとりまとめをしているところであります。市民

会議の皆さんには説明しづらい部分ですが、市民会議の皆さんのご意見も参考にしてそのこと

も踏まえた上で再度庁内論議した結果、出来れば 100 円で行きたいというのが今のところの考

えで、出来れば 12 月の議会で料金徴収の条例改正を出していきたいというところです。私もこ

の場におりまして何回も話しを伺いましたので、考え方もよく理解できるのですが、今回は 100

円という額の設定をしたいという話であります。 
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委員Ｅ  圧力団体とかあるんですか。 

 

中田総務部長  そういう話しは全然ありません。 

 

委員長  100 円になる議論の根拠はどこにあるのですか。 

 

中田総務部長  元々の部分は高齢者のための施設としてあった社会福祉センターの代替施設とい

うことで、無料施設を作っていくということでスタートを切ったということが一番の根っ子に

あるわけであります。それを有料化していくということは時代の変遷とかそういうことを踏ま

えて、これからは少子高齢者社会の中で何もお年寄りのところだけお金をかけていく話はない

じゃないかという中で、ある一定の金額は頂いていくと行くことで方向付けしていくことにつ

いてはこういう時代ではないかという認識の中で、変えていこうという気持ちにはなったわけ

であります。200 円という額がそれよりも上という考え方もあるわけですが、現実利用されてい

る方にとって毎日行かれている方が、そういった料金を頂いていくことがどう理解されるのか

という部分で、手軽に利用できるという部分では今の段階では 100 円でできるだけ大勢の方に

喜んでもらえる部分は残していくべきではないかというのが、大方の意見でありました。 

   

委員Ｅ  100 円が 200 円になっても特別増えるわけでないけれども、社会的な今の感覚から言って

100 円というのが胸に落ちない人はたくさんいるのではないかと思いますが、市の考え方は何を

考えているのかという根幹的な要素に入ってきそうな気がします。 

 

委員Ｄ  200 円になった場合、シルキーバスの往復で 500 円かかるそうであります。「市長は福祉

の後退だ」と言っていた某市会議員がおりました。諏訪湖ハイツへ行くのに 500 円かかるんで

すね。バスにかかる費用までも換算してふろの代金を考えるというのはおかしいと思います。

「水周りは中古品だからちょっと改修をすれば 3,000 万や 5,000 万円はすぐにかかってしまっ

て、それは全部税金でかかってくるんだよ。だから負担できる時に積み立てをしておいておけ

ば、いいんじゃないか｣と説明したら納得してくれました。この会議では 200 円ということは言

ってもいいと思います。区長会、壮年会、婦人会のそういう人たちの意見はどうなっているの

か、お聞きしたいと思います。 

 

委員Ｇ  そこまでは話になっていないんですが、私個人的に、下諏訪は民間の財産区のお風呂は

いくらかご存知ですか。私はよく行くけれど 220 円でガラガラです。番台の人の給料を聞いた

ら 1 時間 200 円。8 時間交代で 1,600 円。その辺も含めて、役所の人たちもスタートがそういう

スタートということであげにくいということも分からないわけではないが、民間の発想という

ものを取り入れていただいて、幾らか少し料金を上げていっても良いのではないかと思います。 

 

委員長  いろいろ意見もあると思うけれど、ひとつには政治的配慮があると思うんです。「福祉の
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後退」と言われるのが行政は怖い、それが一番だと思います。二番目は会議で言っている危機

感がない。行革としてはあくまでも 200 円の線を通していくということでいいのではないです

か。 

 

委員Ｆ  この議論の中で、諏訪湖ハイツのマイナス分が幾らかという話が出ました。そういう話

はしなければいけないと思うんです。約 9,700 万円が持ち出しということが出てくれば、ご本

人たちも考えてくれるのではないかと思います。そうしないと「福祉だ、福祉だ」といっても

お金がなければ福祉は出来ないのだから、そういうことが大事なことだと思います。諏訪湖ハ

イツを有料化することによって時間制限を撤廃することがロマネットへの影響を考えなければ

いけないと思います。総務部長は財政の立場で入るものが欲しいとおっしゃるけれども、スッ

キリした説明がないとなかなかわかりにくいところであります。 

 

中田総務部長  諏訪湖ハイツ全体の管理費が委託料を含めて約 9,700 万円位かかっていることを

申し上げたところでありますけれども、温泉の施設だけで約 4,000 万円はかかるだろうという

ことであります。100 円取っても 200 円取っても受益者負担という考え方からするとそんなに大

きな差があってという部分ではないと私は思っております。今、皆さんのお話のとおり「200 円

だって 400 円だって取れるものは取ればいいではないか」という話しの方が正論と言いますか、

そういう部分には近いと思いますけれども、危機感がなくてしているわけではありませんが、

周辺の市町村の状況も無料の施設というものが、各市町村にはひとつずつある状況の中で岡谷

だけ全部有料ということになるものですから、そのようなことも含めたり、そういうことも見

る中でということであります。 

 

委員長  トップの政治的配慮があったりその辺の決断が出来ないという中でも、行革の市民会議

としては 200 円の値上げを要求するということでいいんじゃないですか。その結果、行政が政

治的配慮で 100 円なら我々の意見が入れられなかったということで、仕方のないことだと思い

ます。 

 

委員Ｅ  これは市民が関心を持っているところであります。非常にデリケートで市の考え方が前

進的でないという市民が多く出ると思います。100 円ということについては簡単に決めないで、

重要な要素があります。 

 

（第 3 次岡谷市総合計画の事業に対する意見）   （委員Ｂ説明） 

 

委員Ｂ  公営住宅は人口が減っているのに今までの戸数を維持する計画でやっているのなら考え

直して欲しいという意見がありました。 

   美術館・考古館はお客を集めるということでなくて、美術館・考古館という機能のみを追及

したものにした方が良いという意見。それから、市庁舎のロビーとか庁舎の中で空いていると

ころに移すという考え方でも良いのではないかという意見が出まして、消防庁舎は建物が立派
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なのでどうかという話が出ましたが、ここは改修が大変だからだめそうだということになりま

した。 

市庁舎を使うということは市民が市庁舎に来てもらう事が行革の近道なので 9 階は眺めがい

いので展望台のようにして開放したり、花火大会のときはお金を取ったりしても良いのではな

いかという意見もありました。 

若宮土地区画整理事業の話は賛否両論出ましたが、よその土地区画整理事業と比べると手法

がちぐはぐではないかという意見が出ておりまして、説明をもう少しして欲しいということで

ありました。 

病院については、湖畔病院、岡谷病院だけでは足りないので、下諏訪町にも入ってもらった

らどうかという意見が出ました。病院というのは民間とバッティングして経営という観点をし

っかり持っていないといけないので、専門的なスタッフを入れていかないとこれからは太刀打

ちできないのではないかということで、市役所の皆さんが順繰りでまわってくるようなやり方

だと他に負けてしまうのではないかという意見が出ました。 

今度総合計画はいつ出るのですか。 

 

小口(明)主幹  総合計画は、後期基本計画が平成16年にスタートしまして、20年までの計画です。

10 年計画でやっています。 

 

委員Ｆ  2 階の社会福祉協議会がいたところは今どうなっているのですか。 

 

中田総務部長  職員の休養室になっています。1 階の窓口で食事の出来ない職員がいるわけです。

そういう職員がお昼時間に窓口では食べることができないものですから、2 階へ上がってきても

らって食べてもらうと、ただ、連絡が来たらすぐに飛んでいかれるようにという態勢でやって

いるようにしています。 

 

委員Ｆ  空いているフロアがあったら 1 時間幾らで有料で貸しても良いのではないか。 

 

委員Ｅ  市の庁舎の件で、市民の感覚だと岡谷市に 9 階の市庁舎が必要かどうか当時は疑問だっ

たわけです。9 階もあるから 1 部屋か 2 部屋、郷土の芸術家を主体とした美術館にするといいの

ではないかと思いますが。 

 

委員長  第 1 次の行政改革審議会でそういう話が出ました。市の庁舎が手狭で各会議が出来ない

ので 6 階にある情報センターに出てもらおうという話がありましたが、情報センターは 6 市町

村のノウハウが全部入っているので移すことは出来ないということでその話は立ち消えになり

ました。9 階あります会議室は一杯であります。そんな事情もあるので補足して部長に 9 階必要

かどうかお聞きしたいと思います。 

 

中田総務部長  ここで組織の見直しをやっていますのでもうしばらくすれば今までにない大改正、
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見直しがなされてくると思います。指定管理者制度とか外郭団体のあり方など含めていろいろ

な形の見直し、予算に絡めての事務事業の見直しなどかなりいろいろな部分の動きが出てくる

と思います。それがすぐ形となって出てくるかというと厳しい部分はあるかと思いますが、発

想的な部分で言えば、どういう使い勝手をしていくかという部分としてはそういう要素を考え

ていかなくてはいけない。新しいものをどんどん作っていく時代ではありませんから、今ある

ものをどう利用していくか、大事にしていくかという観点から考えるとそういうようなことを

ひとつのアイデアとしてもっていかなくてはいけないという思いはしております。全体として

今ある部屋がある程度空きがある状況ではないです。余裕のある状況ではない。ただそれが評

価として、５万数千の都市に 9 階建がふさわしいかという議論になると多少そういう部分は感

じられる部分はあるのかなと思っております。 

 

委員Ｆ  9 階と言っても 6 階に情報センターがありますし、7,8 階は議会棟の部分がありますので、

実際に使っているのは 5 階ということです。 

   

委員長  笑い話ですが、東伊豆町の子どもたちが来たとき｢でっかいホテルだなあ｣と言ってびっ

くりしていました。発表をお聞きしてこれは面白いアイデアだと思ったのは、花火のときに 9

階の展望台を開放したらどうかという話もありますが、これも役所の中でそういうことができ

るかどうか検討してもらって、8・9 階のフロアは諏訪湖が一望できるし岡谷市の展望台だと思

います。そういう意味ではもっと有効的に使ってもいいと思います。行革の意見として併記し

ていただくということでよろしいではないですか。 

 

委員Ｈ  病院というところですが、下諏訪町と協働でということで前には財政的なことを考える

と下諏訪町と協働で下諏訪よりに場所を考えたらどうかという意見だったと思いますが、病院

というのは市民全員が使うもので地理的なものが大事だと思います。私のうちの近くははずれ

なのですが半日かけてバスで行って診察してまた戻ってくるという方も大勢います。今でさえ

大変なのに下諏訪寄りとなると諏訪日赤の方が便利だというようになってくると思うので、そ

の辺は慎重にやっていただきたいと思います。 

 

委員長  来年度以降の大きな市の方針で病院統合、経営的には統合してリスクをなくすというこ

とで、本論はどこに建てるかということで、行革としてひとつの大きな意見として是非とも早

期に建設して欲しいと思っております。病院懇談会としても何処という指定はないようですの

で、懇談会としては病院は早期統合を果たして欲しいというような要望で入れておくというこ

とでよろしいですね。 

 

委員Ｆ  5 万数千の人口で統合してもまたその先どうなるんだということを考えた時に、やはり経

営基盤は大きくするべきだということで、場所の話しはおまけに出た話しであります。 

 

委員Ｄ  5 万数千の人口で病院経営していくということは大変なことだと思います。建てる場所を
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今から選ばないと、他の自治体の様子を聞いたりしないと、駐車場を探すのにいっぱいで亡く

なってしまう人も出てくると思います。もう少し道路整備をして広い意味でやっていかないと、

一時的な端的な解釈でやっていくとまた赤字になって大変だと思います。 

 

委員Ｇ  市庁舎の中に美術館等とありますが、美術館の位置づけをあまり分かっていないのでは

ないかと思います。美術館は空調整備とかにお金がかかるんです。役所に持ってくるというの

はナンセンスな話で、トップがそういうことに興味がある人でないといつまでたっても美術館

は出来ないと思います。美術館というと環境のいいところに作らないと、簡単に市役所の中に

という仕掛けのものではないと思います。もう一つは焼却場の問題が出ていないけれど、話が

前進していません。この辺はどうなっているのかお聞きしたいと思います。 

 

中田総務部長  状況としては負担のあり方で調整がつかないということで、できれば 9 月また 12

月には一定の議会の方に調査費等計上していかなければいけないとスケジュールで望んでいた

けれど、12 月にも提案をしていく状況になっていない状況であります。諏訪市が時間をかけて

議論すればいいんじゃないかということがありまして、急いで方向付けしなくてもいいんじゃ

ないかという部分がありまして、なかなかそういうところに至らないというのが現状というふ

うに思っております。 

 

委員Ｇ  区長会でも正直言って困っています。市長は｢まだトップが出て行く話ではない｣と言っ

ていました。もう少し強気で話をしてもらわないといけないと思います。是非話し合いをして

いただきたいと要望しておきます。 

 

中田総務部長  今の段階ではそれぞれの市町の助役段階での話になっておりまして、話はついて

いない状況であります。 

 

委員長  焼却場については 3 市町でやろうということで始まりましたけれども、岡谷・下諏訪は

早急にやろうということだけれど、諏訪は今期も提案を見送くるということで同調が難しいと

ころがあるものですから、今は助役折衝という段階で早く進めてもらいたいと思います。美術

館については美術会の積み立てをしておりますし、蚕糸博物館と一緒では美術館的な要素はな

いものですからあれはあれで新しく建てるという方針のようであります。蚕糸博物館を中央広

場に移して、富岡市とタイアップしながら世界遺産にしようという動きもあるようであります。

岡谷はもっと蚕糸博物館をアプローチすべきでありまして、建て替えについては強く要望して

いきたいと思っております。 

 

委員Ｆ  美術館の誘客という発想はやめたほうがいいというのは、地元の作家の物を大事に保存

していく機能は必要だと思いますが、何か有名な絵を買ってきて、観光客を呼んでくるという

ことは考えないで欲しいということであります。 
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委員長  岡谷市独自となると岡谷にふさわしい物も必要ではないかという議論もありますので、

これはそんな形で意見を反映させてもらいたいという事です。 

 

～5 章～（公営企業、外郭団体等のあり方） 

 

委員長  補助金がたくさんありますけれど、「諏訪湖勤労者福祉サービスセンターに対する補助

金のあり方」これはどういう意味か説明をお願いします。 

 

委員Ａ  下諏訪町と岡谷市の中小企業の人たちの人数割りで補助金が岡谷市から福祉センターへ

出ているという説明を頂いた訳ですが、利用している人たちの人数がどのくらいか分からない

んですが・・・。 

 

小口(明)主幹  事務局で若干説明させていただきますが、諏訪湖勤労者福祉サービスセンターと

いうのは岡谷市と下諏訪町の中小企業に勤務している方、市民の皆さんに対して総合的な福祉

事業を行なうという中小企業勤労者に対する福祉の向上に対する支援を行なっているサービス

センターで、補助金の額が国庫補助で 1,000 万円位、下諏訪が 180 万円位、会費の収入で行っ

ているという組織であります。 

 

委員長  Ｂグループでは補助金のあり方というのは、こういった方法でいいかということですか。 

 

委員Ａ  補助金についても踏襲型と言うのではなくて、補助金としてカットしていけるところは

検討していったらどうかということで、国からの補助金との割合もあるので難しいところもあ

るのではないかということであります。 

 

委員Ｄ  労働組合も縮小をされてきて組合が 2 割にも満たないということをお聞きしております

が、今までの考え方できているというのが、私の考え方であります。現況の活動が小さくなっ

ているのではないかと思いますが、当時の活動がなされているかという事が問題ではないかと

思います。施設を無くすという事ではなく、現況に合った範囲内に事業も抑えていかなくては

いけないと思います。補助金だけが同じように出ているのはいかがなものかと思います。 

 

委員長  時代の変遷もあるし一番の盛りと今とでは相当様子も違っているのではないですかね。

そういう団体はたくさんあると思うんです。現況に合わせた形でそれぞれの役所が精査して補

助金について考えることが補助金対策のメインだと思います。 

 

小口(明)主幹  具体的にどんな事業をやっているかというと、共済事業、健康推進事業、健康維

持増進事業、リフレッシュ事業ということで、勤労者の皆さんの生活をお楽しみいただけるよ

うにお手伝いをしているということで、会員皆さんの会費、国・岡谷市・下諏訪町の補助金で

運用しているということであります。例えば、会員が結婚したときの祝い金、出産祝い金など
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の共済制度、災害のときの見舞金、他に勤労者の福利厚生の支援などの活動をしているという

ことであります。入会金は一人につき 300 円、会費は月額 300 円、事業所単位で入っている。

16 年度の事業報告で、岡谷の会員は 489 事業所、3,957 人、下諏訪は 139 事業所、669 人合計

628 事業所、4,626 人で岡谷が圧倒的に多いということであります。事業収入は会費の収入・補

助金、事業の歳出は事業収入があります。市からの委託で勤労会館、勤青ホームの管理の委託

をしている部分があります。評議員の数が多すぎるのではという意見がありましたけれど、評

議員会や理事会で予算や決算を決めて運営されているということであります。 

 

委員Ｆ  決算状況はどうですか。 

 

小口(明)主幹  委託事業、繰越等を含めまして、一般会計は収入が 5,927 万 6,000 円ありまして、

出は 5,240 万位であります。 

 

委員長  ここでこういうのが取り上げられたというのは時代の推移もあるし、現実的に数字がそ

の通りの加入者数なのか、こういう行革の時代なのできちんとチェックして時代に合った形の

補助金の申請をして欲しいと思います。労働政策が見直されている時代なのできちんとチェッ

クして無駄を省いていくことが必要ではないかと思います。 

 

委員Ｄ  一般市民は外郭団体の職員が市の職員だと思っている部分があります。病院の職員は非

常に接遇が悪いようであります。どうしてそうなってしまうのか、本人自らの資質の問題だと

思いますが。管理者がどうこう言う問題ではないと思います。行政の指導する範囲内で申し伝

えることが必要だと思います。 

 

委員長  あいさつをきちんとするということは、それぞれの受け止め方もあると思いますけれど

も、塩嶺病院に行くと事務員も看護士もよく挨拶をしてくれるが、岡谷病院はそういう例がな

いです。 

 

委員Ｈ  指定管理者制度の導入についてですが、カノラホールは 18 年度導入予定ということで 4

社の申し込みがあるということですが、他に 18 年度導入予定のところで現在の申し込み状況は

どうなっているのか教えていただきたいと思います。公募にあたって説明会とかＰＲがないよ

うな気がします。 

 

中田総務部長  公募は広報にも出したしホームページにも出しました。 

 

小松行革室長  指定管理者制度につきましては、現在管理委託している施設については、法が変

わりまして管理委託制度という制度がなくなりますので、その施設については全て指定管理者

制度に移行をしていきます。これが条例数でいきますとカノラホールやイルフ童画館等 11 施設

になります。もう一つ直営でやっている市民水泳プールにつきまして、新たに指定管理者制度
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に移行していきたいということで平成 18 年 4 月から 12 施設について指定管理者制度に移行を

していきたいという予定であります。 

 

委員Ｈ  カノラホールは 4 社申込みがあるということですが、他の施設についての申込み状況は

どのような状況ですか。 

 

小松行革室長  12 施設のうち公募をしない施設が 2 施設あります。10 施設について今回公募を行

いました。カノラホールについては 4 つの団体から応募があったということであります。残る 9

施設は応募が 1 団体だけというところと応募が 2 団体のところがありました。現在、この 10 施

設についてはそれぞれの応募団体の申請に基づき選定審議会で審議を行なって、市として選定

団体を決めているところです。12 月の議会には指定の議決が必要になりますので、12 施設とも

指定団体が決まってくるということであります。 

 

委員Ｈ  1 社しか申込みがないという所もあるという話でしたが、指定管理者の審査基準というこ

とで説明がありましたが、その 1 社が審査基準にいかないような場合はどうするのか。 

 

小松行革室長  応募団体が 1 社しかなかった場合は、応募団体がその施設を管理するのに適当か

どうかという部分で審査を行なうということですが、その 1 社が適当でない場合は、その時点

で再募集するなりの方法を考えていかなければいけないと考えています。 

 

～6 章～（市民総参加のまちづくりの推進） 

（小口(明)主幹説明） 

 

委員長  市民総参加のまちづくりというのは、市の方でこんな事を市民にお願いしたいというこ

とを小口さんからご説明いただきました。市民総参加のまちづくりと言ったら具体的な基本条

例も出来まして、こういうことをやったらという案も出ました。そういう中で市から示された

必要事項を検索しながら協力できるものは積極的にやっていくというような事を先日お話いた

だきましたが、それに関連してご意見がありましたらご意見をいただいて進めていきたいと思

います。 

 

委員Ｃ  最近どこの地域でもそうですが、これからはいろんな形で助け合い支えあっていかなく

てはという前提がある中で、地域のコミュニティーの活性化という話のときに、隣近所でも挨

拶が出来ないような状況が各地域で広がっているのではという気がします。隣近所さえ知らな

いような状況の中で「まちづくりです。いろいろな情報です。」と言ってもなかなかスムーズに

行かないと思います。挨拶が出来るようになればスムーズに行くようになると感じています。

どういう形で展開するかと言うことを真剣に考える必要があると思います。地域の活性化のた

めに汗を流してやっていることには是非お金を出してもらえないかと思います。もう一つは区

長さんにもう少しお金など融通性を持たせてやってもらうことは出来ないかと思います。市会
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議員の先生方よりはもっと身近なことを市政の中に反映できることがつながって来るのではな

いかと思っていました。是非そうのようなことも考えていただければありがたいと思います。 

 

委員Ｄ  社協の会費を集めて 38％地域へ通すと言うのは何年間続いているのか。「検討してくだ

さい」と言っても全然していない。 

   行政でも社協でも地域が大事だと言っていながら、分配が全然検討されていないんです。38％

の根拠はどうなっているのか。検討してください。 

 

委員長  区によって目標があり、半ば強制的半ば善意で集めているけれど、矛盾している点もあ

ります。社協で集めたお金の何％が戻ると言うのは実施されているわけですね。市ではどうい

ったアプローチをしているわけですか。 

 

中田総務部長  市も役員になっておりますのでその中で議論に参加できる話ですし、積極的に市

民会議のご提案を社協の中で生かしていくという主旨の部分はきちんと伝える中で検討いただ

くということかと思います。 

 

委員Ｅ  中間まとめの委員の意見書で、｢ゴミ捨て禁止宣言都市｣はやってもらうと効果が出るん

じゃないかと思います。検討する価値があると思います。 

 

矢島企画部長  ポイ捨てなどは今まで関係団体、市民の協力を得てやってきました。更にやるた

めに条例化は内部的には検討しています。やるからにはただやるだけでは意味がないので、や

ったらやったでステップアップ出来るように取り組み出来るようにもっていかないと価値がな

いので、そのようなことも含めて検討しているところであります。 

 

委員Ｅ  監視と広告の面でやってもらえれば徹底してくるのではないかと思います。 

 

矢島企画部長  やらなくても今はそうしてはいけないことですので、よろしくお願いします。 

 

(2)最終提言に向けて 

 

委員長  次回最終提言のまとめをしていきたいと思います。答申につきましては中間答申で 5 つ

の柱を建てました。そして 67 項目を中間答申しましたけれど、今日まで審議いただいた件は事

務局と正副委員長で成案したら皆さんにお示しいたしまして最終提言に持っていきたいと思い

ます。今、国が必用に杉村泰蔵議員を使ってやっていますニート、フリーター問題は、委員Ｋ

さんが非常に先進的な勉強をしています。ニートの問題は 300 万人とも 350 万人とも言われて

おりまして、非常に捨てておけない問題ですので 18 年度から国が 62 億円の予算を作りまして

各地域に支援サポートセンターを作って商工会議所、職安、社協、各団体を通じてニートを徹

底的に調査して、心の問題について個別面談などして何とか対策を練っています。次回は委員
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Ｋさんからニートの現状と対策についてお話をお聞きしながら、最終答申をきっちりと盛り上

げていきたいと思っております。 

 

 

（3）その他 

「次回会議について」（企画課小口主幹） 

・次回の会議日程について、１２月２日（金）午後１時３０分から６０３会議室で行う。 

 

副委員長  以上で、第２２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 ４時１５分 


