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第１３回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／８／２６（金） １３：３０～１５：２５ 

岡谷市役所 ６０５会議室 

（岡谷市民憲章唱和） 

 

１．開 会（副委員長） 

   第１３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） 

皆さんこんにちは。心配されておりました台風も逸れまして昨日までの告知では今度こそ来

るぞという形で、私も昨日は懐中電灯をそろえたり長靴をそろえたりそういう形の中で夜中ま

でニュースに耳を傾けていましたが、だんだん逸れていきまして長野県はそういう面では災害

のないありがたい所だと思います。 

今日はお暑い中、ご苦労様です。この会も第１３回を迎えておりましてそろそろまとめと言

う事でいろいろ議会とか、他の会議のなかでも行財政改革プラン策定市民会議ではどんな話し

が出てくるだろうと、なかには全然中身が見えていないと、何の話しをしているんだというご

意見も幾つか来ております。従いまして今日の議題のなかでは、皆さん方のお手元にあります

２の中間まとめにつきまして、詳しくその辺のことをふれさせていただきたいと思っておりま

す。いずれにいたしましても１３回ということで、市の歳入歳出、各行政のあり方、お金の使

い方、そういうものにつきまして勉強を重ねてきました。この会議はいわゆる無駄をなくして、

自立のまちづくりをするというのが主体でございまして、それぞれ皆さん方の胸のなかには、

こういうことは止めた方がいいのではないかとかいうことがあると思いますので、それらをい

ろいろなかたちのなかで反映させていただいて、そして中間的なまとめに入っていきたいと思

います。 

 

３．会議事項（座長：委員長） 

   ○資料の確認（企画課小口主幹） 

 

（１）公共施設のあり方について 

   ○行財政改革プラン策定市民会議検討資料の説明（企画課小口主幹より説明） 

   ○前回質疑未回答事項の説明（企画課小口主幹より説明） 

   ・カノラホールの振興公社への管理委託内容 

   ・公衆電話の撤去に関連して 

   ・ロマネットの食堂に関連して 

 

委員Ａ  カノラホールの関係で童謡唱歌の発表会など使用料が無料であります。このような経済

状況ですので受益者負担ということでタダというわけにはいかないと思いますが。 

 1



 

委員長  そのことは一応検討してみてください。入場料が無料ということはありがたいと思いま

すが、使用料が減免になっているのか無料になっているのか確認してください。 

 

委員Ｂ  １０月にカノラホールで高齢者の大会がありますが、この大会もタダということを聞い

ておりますが、どの辺で区切りをつけるのか。どこまでがタダでどこまでがお金をとるのか。 

 

中田総務部長  減免規定を設けておりますので、その減免規定に照らし合わせて１つずつ全部１

件審査をして決めているところであります。 

 

委員Ｂ  実は私も呼ばれて行ったもので、「これはえらい、お金のかかるところでやるね」と言い

ましたら「無料です」と言われたものですから、その辺の基準はどうなっているのかと思いま

して。 

 

委員長  一応そんな質問があるものですから、減免規定がどうなっているのか、文書でも何でも

結構ですので、次回お願いしたいと思います。 

 

委員Ｃ  公共施設のあり方のなかで、ここに書いてありませんが、保育園等の給食について各保

育園で給食をやられていると思いますが、これは学校給食と絡んでくると思いますが、給食セ

ンターの話しも去年のこの会議でも出ておりましたけれども、生徒数が少なくなって各学校に

給食室がいるのか。この辺をどんどんと変えていかないと、これは、痛みというより市民が理

解していかないと、これからの行政改革はそういうことをやっていかないと、私は職員を減ら

せとかそういうことではないと思うんです。それよりもそういう部分の方が大事だと思うんで

す。 

 

小松行革推進室長  今、保育園のお話をいただいたわけでありますけれども、当然学校と一緒に

今後は考えていかなくてはいけないと思ってはおります。ただ、できた食事がそこにあればい

いかという部分も一緒に考えていかなくてはいけないということで、ご承知のとおり現在学校

は岡谷市は自校給食になっておりますけれども、他の市ではセンター方式にして問題はないと

いう例はあるものですから、そういった部分も含めて学校給食のあり方の部分について方法は

幾つかあろうかと思いますが、現在は自校方式で調理員が作っているわけでありますけれども、

自校方式でありましても派遣職員というような方法もありますし、１つの学校の給食室で複数

の学校の給食を作っているという場合もありますし、センター方式というかたちもありますし、

幾つかの方法があるものですから、そういったなかで岡谷市の保育園・学校給食のあり方とい

う部分を効率的な部分を含めて考えていかなくてはいけないと考えているところであります。 

 

中田総務部長  今のお話で良いんですけれども、補足させていただきますと、保育園は今厚生労

働省が決めている考え方は、今話しがありましたセンター方式がとれないようなかたちになっ
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ておりまして、「必ずその施設で調理をしなさい」という決めになっているものですから、セン

ター方式、どこかで作って持ってくるというということは、今のルールからするとできないと

いうことになっております。必ずその園で作ると。ただ、園で作るということで誰が作るのか

という規定はないものですから、これは職員でなくても委託とかそういうことは可能だという

ふうに思っておりますが、そういうことも含めて検討をしていきたいと考えております。 

 

委員Ｄ  食育ということは、男の人に任せるとそういうことになっていってしまうと思いますが、

このことは母親なら分かると思うんですが、においと言いますか、その温かいものをそばで作

っているということは大事で、今の少年犯罪の多くはコンビニやファーストフードで育った物

が起こしていると言われているくらいですので、法律を大事に考えなくてはいけないと思いま

す。どうしたら良いかという情緒的な問題だけではいけないけれども、それに配慮しなければ

何も給食をやる意味がないと考えます。 

   みなと保育園と湊小学校は一緒に作ればいいのにと考えていたんですが、１つの効率化とい

うことで。しかし、今言うように組織が違うということで、厚生労働省と文部科学省というこ

とで一緒にしてはいけないということで、でもそこを何かすり合わせてクリアをしていく方法

がもしかしたらできるのかもしれないということを考えてやっていただきたい。それと、松本

市でやられていますが子ども達はおいしさが違うということはみんな一致した意見であります。

運んできたものはまずいんです。出来立てがやっぱりおいしいんです。運んでくる間にご飯の

美味しさも半減してしまうんです。そういうことも視点として考えた方がいいと思います。 

 

委員長  こういうことは、一概に合理化ということでは片付けられないし、確かに食育の面では

においやふれあい、温かさは子どもの育成には大事だと思いますので、その辺も検討していた

だきながら、単なる合理化ということだけではなくて、良い意見をありがとうございました。 

 

委員Ｅ  今日の新聞で保育園が２ヶ所改修されるということが出ておりましたが、給食を作る場

面が子ども達に見られるような、今が見られるか見られないか存じませんが、働く姿を子ども

が見るということは、たまたま私の孫が行っている保育園というのは給食室が少し低くなって

いて給食室のなかが全部見えるんです。それで給食の先生の話しも孫の話しのなかから出てく

るので、それを聞いていてそういう設計は本当に大事だなと、働く姿を子ども達が直接見ると

いうことは。それで、保育士の方へもたまたま出てくれば子ども達の接点も顔を見ているもの

ですから、先生とは別の意味で給食のおばちゃんがという話しがよく出てくるものですから、

そういう改修のときには保育児が良く働いている姿が見えるようなかたちが望ましいのではな

いかなと思いますので、その辺を配慮していただきたいと思います。 

 

中田総務部長  今お話のありました大規模改修の関係は２年がかりで申請をして、昨年は全部０

で落とされてしまったんですが、ようやく今年３つのうちの２つ補助がついたということです。

ただ中身的には、耐震改修の部分が含まれているという内容のなかで認定を受けたという部分

がございまして、なかなか今、厚生労働省の関係も補助金、交付金の部分がかなり縮減されて
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きている部分がありまして、今度の少子化対策という部分でかなり大規模にやっていきたいと

いう考えでいるんですけれども、実は新しく作る方のところには補助をどんどん出していくと

いうことでいるんですけれども、既設のものを改修するとかというものはほとんど切られてし

まうという状況でありまして、ようやく新聞にありましたとおり長野県のなかでも岡谷だけが

付いたということで２年がかりものがようやくできるようになったんですけれども、今お話が

ありましたとおりできるだけそういう時に合わせるようなかたちのなかで、給食室等の改修も

していくようなかたちをとっております。今お話ありましたように出来るだけ見えるという部

分は大事なことで、今保育士さん達も東京などの施設とか食育の部分について勉強してもらっ

てあり方については研究してもらっておりますので、そういうことを含めて施設作りというも

のを考えていかなくてはいけないと思っているところであります。 

 

委員Ａ  庁舎のなかの清掃は清掃会社に委託しているということですね。それを職員が健康にも

良いので、朝早く出てきてもらって自分の職場を清掃してもらうという、そういう姿が市民に

対してとてもいい感じを受けますが、どこの会社へ行っても朝行っております。朝早く来て草

を取ったり掃除をしたりしている会社が相当多いような気がします。それは時間の問題かと思

いますが、私はやった方が市民に受けがいいのではないかなという感じを受けていますが、ど

うですか。 

 

中田総務部長  頻度の問題はありますけれども、基本的には自分達の職場の関係は自分達で清掃

を行っております。ただ、メンテナンスの部分でどうしても年に数回という部分での大規模な

部分は業者さんにお願いしているという部分がございます。それから、庁舎の草取りなども職

員が基本的には年何回か行っております。 

 

委員Ａ  私の友達が来て清掃会社でやっていたものですから・・・。 

 

中田総務部長  庁舎管理のために雇った方がいて、その人が手を付けてやっていただいている部

分もありますけれども、基本的には全部周辺は職員がやっております。 

 

委員Ａ  イルフカルチャーセンターの使用料で１時間５０円という部屋があります。これは時代

の感覚でちょっとおかしいと思いますが。 

 

中田総務部長  以前も委員さんからご指摘をいただきましたので、使用料の見直しの部分で考え

ていきたいと思っております。 

 

委員Ｆ  今ちょうどイルフカルチャーセンターの使用料の話しが出たので再三またお伝えすると

いうかたちになると思うんですが、使用料の関係で、私は地域のサークル活動の方を長く行っ

ていましてかなり詳しいんですが、カルチャーセンターができた当年から再三に渡って見直し

をということを言っているんですが見直しはされていません。 
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先ほどの５０円で借りられるということでありますが、私たちは５０円で借りられたことは

一度もありません。子どもが集まってやっているサークルですが、なぜか指導者が入るサーク

ルというのは営業利益にあたるから、営業利益目的なのでサークルでも企業などと同等の扱い

ということで、使用料が一番高いんですよ。それで、例えば、私とか指導者などが直接指導料

とか講習代を受講生から集めて自分で借りるんであれば、自営とか会社の経営ということで企

業が借りる金額でいいかと思うんですが、サークルでしかも父兄が代表でやっているわけです

けれども、いつまで経っても企業と同じ使用料金で、スタジオといって鏡のあるスタジオは一

番高いんです。１時間７５０円するんです。それを、２時間、３時間借りると、毎回、かなり

の金額になるので・・・。 それを知らないで使っていましたら、ある時、先ほど５０円と言

っていましたが、実は無料で使っているサークルがたくさんあるということを、あとで聞いて

ビックリして、お聞きしましたら婦人の家から引き続いて来ていらっしゃる方は無料だと聞い

たんです。婦人の家やあの辺の施設が無くなって、カルチャーセンターに統合されたというこ

とで以前からの使用体系で料金が無料であるかもしれませんが、それはお年寄りの方や高齢者

の方がかなり多いかと思いますので、無料でも構わないですが、例えば生涯学習の観点ですと

か、子育て支援の観点ですとか、地域活動のボランティア、例えばＭＩＮＡＫＯＩわっさかの

お祭りの時などはボランティアで指導するんですが、それさえも、指導者の先生が入るという

ことで・・・。下着を売る会社の説明会やそういう一般の会社と同じ扱いの料金で「どうなっ

ているんだろう」と思います。 

それで、再三受付けの方に出向いて、私も直接お話を聞いたんですが、的確な答えは一つも

かえってこなくて、ある時、どうすれば企業や利益目的でない使い方になるか、「資料を出せと

いうことになれば何でも出します」ということをお伝えしたんです。そしたら「そういう指標

は特にありません」ということで、それではどこでその企業料金なのか一般料金なのか無料な

のかどこで審査をされているのか。現状、カルチャーセンターで行っているサークル活動とい

うのは自分達で勝手にやっているのではなくて、絵の先生や習字の先生や編み物の先生や歌の

先生や必ず先生が入ってサークル活動を生き長く１０年、２０年、３０年やっていらっしゃる

んです。そちらはタダで何で私のサークルだけは高いのかなと思うんです。お金を取られるか

らいやだ、ということではなくてとても不公平感、その指標がどこにあるのか毎年・毎回、担

当が代わるたびに言い続けているんです。その指標を示していただければ、その資料を出しま

すし、それでは婦人の家からきた団体が無料であるなら、カルチャーセンターで子どもに講座

を開いていただいて、その講座を卒業した受講は無料でその施設を使えるという流れはできま

せんかということもお聞きしたこともあるんですが「できない」と、なぜできないのかよく分

かりませんが、お母さん達はもう「何も言いません」と、あんまり言うと煙たがられてしまっ

て、行きにくくなるということになってきております。オープン当初はいろいろと整備されて

いなくて仕方がないなということもありましたけれども、もう２，３年も経っているのに見直

されていないということ。 

もう一つは暖房費、冷房費というのは別にかかるんです。冷暖房費というのは部屋を借りる

方達も、無料で使用している方達も経費としてお支払いしているはずですが、すごいその日は

暑かったんです。それで、「すいません。冷房費を払っているはずですから、冷房を入れてくだ
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さい」と言ったら、「冷房は停めてあります」と「でも、冷房費払っているんですけれども、ど

こに払っているんですか」と言ったら、扇風機を１台持ってきたんです。大きいスタジオに扇

風機１台ですよ。「扇風機１台に１時間何百円と払っていて、すいません。電気代払っているん

ですが」と言ったら、今度は２個持ってきたんですよ。いくらなんでも、それはかかった分だ

けみていますということにはならないと思います。 

我々は一番高い使用料を払って扇風機２個に幾ら払って、それで嫌な顔をされていく所がな

いんです。ですので、その辺の料金の適正化というのが、どこら辺の指標になるか基準の設け

方は分かりませんが、せめて、その基準を公表してもらって、それに見合った団体なりの料金

をきちんとしたかたちで見直していただいて、早急にしていただきたいと思っております。 

それと、文化会館に練習室というところがありまして、５時から６時の時間が空白の１時間

があるということ行政改革審議会の時にも言ったことがありますが、午後の時間と夜の時間帯

のちょうど中間のその時間が使えないんです。「なぜですか」と言いましたら、職員の休憩時間

ということで、その間は借りられません。私の指導の中心は子どもなので４時、５時、６時代

が一番使いたい時間なんです。その返事は３年前にいただいているんですが、とてもニーズが

多いということをしっかりと調査をしていただいて、それを一部の人に言ってもどこに話しが

行ってしまうか分からないので、どこに話しがあがるんでしょうかということをお聞きしたい

と思います。 

 

委員Ｄ  委員Ｆさんは２，３年同じことを言い続けているんです。でも改まらないという風通し

の悪さを感じますので、その管理規定などは誰がどうやって決めるのか流れを知りたいので、

間接的ではなくて担当者に来ていただいて説明していただきたいと思います。 

 

委員Ｇ  今、お話を聞いていて本当に呆れる。どちらを向いて仕事をしているかということを考

えてもらいたいと思います。 

それからもう１つは、今お話を聞いていると担当者がどなたかということをお聞きしますが、

それが誰か名前をしっかりとっておくこと。誰が何と言ったか。みんなそうですが、市役所へ

行って話しをしたけれどもと言いますが、誰と話しをしたのか分からないと言います。しっか

り話しをした人の名前と内容をとっておくことが必要だと思います。 

 

委員長  まとめとして、次回、イルフの担当者に来ていただいてこの問題については説明をして

もらいたいというふうに思います。 

 

委員Ｄ  ですからそれをどこの場で言うのが適切なのか考えていたんですが、適切な歳入歳出と

いうことをやっている場だからということで大丈夫ですね。その辺も考えて・・・。 

 

中田総務部長  今お話がありましたように、担当者を呼んできてということはやりますけれども、

総括的な意味で言えば今お話をいただいた部分については論外だというふうに思います。こん

なことがあってはならないと思いますし、いつまでもそんなことをやっているような行政では
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市民から本当に信頼されないと思っておりますので、今日しっかりお聞きしましたので私のと

ころで話しをしたいと思います。 

それから、カルチャーセンターの使用にあったての減免の部分については２ページのところ

にもお示ししてございますが、「公共性、公平性に留意し、慣例的な取り扱いの見直しを行うと

いうこと」で記載をさせてございますけれども、先ほどお話がありましたように公民館、婦人

の家とかその延長線上できて、そのまま減免というようなかたちになってきている部分の取り

扱いが不明確と言いますか、現在に合ってきていないということが依然としてあるということ

もありますので、これについては今年度中に必ずこの部分については見直しをするようにいた

しますので、ここに記載をさせていただいたこともそういった部分でやっていくつもりでおり

ますので、お願いしたいと思います。 

カノラの部分についても前にこういう議論が体育館の時にもあって、空白の時の使い勝手と

いう部分で、それは使用料金条例を改正して時間単位にするとかいろいろな方法で解消できる

方法があるはずだと思いますので、これも宿題とさせていただいて話しをしてきちんとして対

応ができるように考えていきたいと思っております。いずれにしましてもこの部分は担当とし

っかり話しをしたいと思っております。 

 

委員Ｃ  支所の関係で公民館活動をやって終了して、仲間でもってサークルを作ってそのまま延

長した場合は無料であります。ただ自分達が故意に作っていったときには有料になるそうです。

そこら辺で同じ活動内容で行っていて不公平感があります。 

 

委員Ｆ  資料を見ますと、使用料・手数料よりも直接管理経費の方が圧倒的にほとんどの施設が

上回っています。そのなかには人件費が含まれている部分もありますので、人件費のウエイト

がかかっている、例えばカノラは目立つところでありますけれども、他の公共施設もいろいろ

な講座ですとか、公共施設というのは人が足を運んで始めて公共という立場の施設ができると

思うんです。１日で業者がちょっとしか足を運ばないような施設であれば、そんなに職員を張

り付ける必要もないし、ただ、展示や貴重なものを管理する場所でもあるので、そういう役目

を果たすところも必要かと思いますけれども、もっとこれから独特のまちづくりとか特色とか

生涯学習とか子育てとか地域の繋がりとかを言っているのであれば、もっと公共施設に携わっ

ている方達自身がもっとＰＲをするような事業内容ですね、講座なり宣伝なりそういうところ

へもっときちんと時間とお金をしっかりかけていかないと、公共施設をこれだけ維持している

お金に見合っていないと思うんです。だから正直言うと、伊那から茅野、富士見、県外まで指

導に行きますがもっと一杯講座が掲示板一杯に書き込んであります。岡谷の公共施設というの

は割とさっぱりしていて、賑やかさが少ないんです。どこの地区もそれぞれ地域性はあるかと

思うんですけれども、全ての施設がもっと積極的に市民やそういうことに興味のある方に直接

アピールするような事業をもっともっと本気でＰＲしていかなくては、せっかく持っている財

産や公共施設の意味が薄れてどんどん皆さんが外に目が向いていくのではないかということが

あります。正直、地区のイベントとかお祭りなどでも声をかけられたから、仕方がなく出てい

くというような雰囲気が以前より増していまして、何とか引き止めて盛り上げようというよう
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なすごいパワーを使うんです。先ほど言ったカルチャーセンターの料金が高いとか、カノラホ

ールに行くともっと料金が高かったり、使える範囲の施設が少なかったり、そういうことに担

当者の関心が薄かったり、人事だったり、１人の人がある公共施設に出かけていくということ

は、実は大切なことなんです。それで足の不自由な方でも公共のものを使って公共施設に行け

ば楽しめるとか、コミュニティーの場所になるとかそういう広がりがもっともっと公共施設を

中心に広がっていかなければ、本当にお金のことを言っても結局は人との繋がりが公共施設は

関係ないやというような、冷めた、あまり優しくない、ちょっと固いイメージで岡谷はいくよ

うな気がしていて、その辺を頑張ってきちんとした事業にもっともっと積極的に突っ込んで、

今まで取り入れていなかったことをどんどん取り入れて公共施設をやっていっていただきたい

と思います。 

   それに私もずっと協力してきている立場なので、自分で言うと「自分を売り込んでいるんだ」

と思われてしまうと、ある時言われたこともあるんですけれども、それ位言っていかないと施

設が活かしきれない。やまびこスケートの森もそう。やまびこ公園もそう。横の繋がりがほと

んどないんです。あれだけ近いのに。あれだけ人がいるのに。これだけお金を使って場所があ

るのに、観光客をもっと呼び込めるのにとか。ここの景観はすばらしいからここでイベントを

やったらもっとかっこいいんじゃないかとか。いろいろなことをいつも思っております。それ

が岡谷の公共施設のほとんどは閑散としておりますので、ある時だけポツンと人が来てそれで

もうおしまいを何とか改善してどんどん利用料金をとって施設が活きていけば良いと思ってお

ります。 

 

委員長  非常に大事な大切な意見だと思います。今言いましたようにできるだけ岡谷の市民が気

軽に立ち寄れて、気軽に使えるということのアプローチを真剣にしてほしいという意見ですの

で、きちんと理事者の方へ伝えておいてください。 

大体意見が出尽くされたと思いますので、次に進みたいと思います。 

 

（２）中間まとめに向けて 

  （企画課小口主幹より説明） 

  

委員長  この辺である程度、中間的なまとめをしてそして、理事者の方へ出すことになっており

ますけれども、先ほど開会の時にも申し上げましたけれども、行財政改革プラン策定市民会議

が開かれているけれども、目に見えたものが何もないではないかと、一体何をやっているんだ

というような意見が各方面からあります。そういう話しが講演会や各市会議員さんの後援会の

報告会でも幾つかそういう話しがあります。従いましてその段階で今までは、岡谷市の歳入歳

出といった仕組みを勉強して、そのなかで何が無駄だろうか、何を減らしたらいいだろうかと

いうことを勉強しているんだと、それはあくまでも中間にまとめを出すというような話しをし

ております。行財政策定プランの策定に関する市民からの意見のなかでも、原則としては入を

増やして出を制するというのが改革の基本だと、それから何でも必要がないということではな

くて、必要なものは必要なもので力をつけていくというような基本的な意見が出ております。
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そういうなかで、中間のまとめにつきましては２通りあると思います。今まで１２回の会議に

おける皆さんのご意見のなかでは、例えば、議員定数の問題、職員の問題、受益者負担の問題

といったことが幾つか出ております。そういうものをまとめて１つの中間的なことを事務局と

正副委員長で出すか。それからもう１つは、策定市民会議の皆さん方から「こういうことが大

事じゃないか」という一つの考えをもって出席されて、今までいろいろな議論を行ってきまし

た。私はそういうなかでは、それぞれの委員の皆さん方が自分が市長に提言書を出すというつ

もりで、自分の考えていることを出していただいて、それをこの会議の席上でそれぞれ検討し

あって一つのものにまとめていくという２つの方法があると思っております。私は正副委員長

と事務局だけでは力足らずなものですから、皆さん方のそれぞれのお考えを出していただいて、

そこから一つのものにまとめていくというようなことをしていきたいと思いますけれども。 

   私がまとめに向けてどんなことをやろうかと、事務局との話しのなかで例えば、歳入歳出、

歳入増というなかではやはり人口を増やして市民税を増やすと。それから企業に力を付けてい

ただいて法人税を増やすというようなものがまず第１、とにかく市税の収入を高める。それか

ら歳出につきましては市の職員の定数の減、市議会議員の減、市政調査費の減、大きなことで

は６市町村の合併が出来なかったという意味でも、自立への道へ向けてトップに責任をとって

もらって市長以下３役の給料の減、補助金については例えば全廃するとか、私どもはこの市民

会議は全員ボランティアでやっていますけれども、私も幾つか市の審議会の委員をやっていま

す。その都度報酬、日当が出ます。今、どういった審議会があって、どういった委員がいて、

どの位年間報酬、日当が出ているか調べてもらっていますけれども、そういう審議会の報酬、

委員の日当を全面的に廃止するというところまで切り込んでいかないと、市民に理解できる、

受け止めていただける答申にはなってこないと思います。そういうなかで減らすものは減らす、

必要なものは必要なもので増やして良いと思います。そういう皆さん方の意見を項目毎にご意

見をお聞きして、板書形式でまとめていくということでいきたいと思いますけれども、この件

についてご意見をいただきたいと思います。審議会の審議委員の報酬日当、そういうものを幾

つか会の皆さん方にお聞きしても、くれるんだからもらうけれどもという人も多いかと思いま

す。例えば、一つの例を言いますと、私は社会教育委員の会に属しておりますけれども、その

会で例えば年間５回なら５回というかたちが決まっております。予算はそれに基づいてとって

あります。ところが会議をしていてなかなか５回の会議では結論が出ないと、後２回か３回か

招集したらいいじゃないかというと、市側は「報酬がありません。予算がありません。」と報酬

はいらないと。報酬をもらうために来ているのではないから、報酬はいらないから会議を開い

てくれということを言いますが、なかなか会議が開かれない。結局、それでは２回増やしまし

ょうと。２回出た半分の人には報酬を遠慮していただいて、半分の人に最初に出しますと、２

回目に残った人の報酬を出しますというような、苦肉の策でやっていますけれども現実問題と

して、それぞれの審議会の委員に選ばれたりした方は必ずしも報酬・日当を目当てに来ている

のではなくて、無ければ無いで良いですので、市がそれで市民の委員さんに申し訳ないという

ことであれば、昔やっていたようですけれども委員の任期満了の時に図書券なりで謝礼を出す

という位にして、この策定プランは１０年計画ですから短期、中期、長期の１０年計画ですか

ら、そういう１０年先になると相当の報酬・日当の削減になると思います。その辺まで切り込
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んでいかないと市民の皆さん方に素直に受け止めてもらえない。そんな感じもします。従いま

して、この２つの案がありますけれども、その案につきましてご協議いただいてどちらかでま

とめていただきたいということにしたいと思います。 

   ご意見をいただきたいと思います。 

 

委員Ｇ  みんなの意見を出してもらって、委員長がおっしゃるように事務局と正副委員長のまと

めではなくて、それぞれの思いがあると思いますから、そのなかで最大公約数でいって出して

いただくということがよろしいかと思います。 

 

委員Ｈ  やはり、ボランティアでやっていることでありますので、市の職員を減らせなどそれぞ

れ意見がございます。市をいかにしていくか、市の財政をいかに豊かにしていくかということ

が１点。そういうことによって岡谷市全体が発展していくというところに目を付けて、細かい

ところにいろいろ言っても進展しないと思います。やはり大きい問題を取り上げて一番大きい

問題はどこに中心があるか、そこを中心的に論議をしてこういう方向にもっていこうとしてい

て、みんながそれに協力しているということが一番必要かと思います。一つ一つの問題を取り

上げて、議題をその度に取り上げるなかでどういう方向にもっていった方がいいかなという論

議をした方が良いと思うんです。 

   個人的な利害関係が出てきているかもしれませんが、それが客観性があるかどうか、市民一

般に通用するかどうかも必要だと思うんです。また市議会の人はいろいろと見たり聞いたりし

ているし経験もあって考え方も違ってくると思います。そういうなかで失敗もあったんだとい

うこともあるかと思います。そういう問題は長期的に見なければいけないし、そういうことを

考えてやった方が良いかと思います。 

 

委員Ｉ  基本的には各個人がレポートを出して、まとめていくということでいけば良いかと思い

ます。 

 

委員Ｊ  私も同じです。個人個人の思いがあると思いますので。 

 

委員Ｃ  委員を選考された方で１回しか出てこなくて、全然出てこない人もいます。特に行政の

方で優秀な方を選ばれた人が出てこない。一般公募の方は熱心に出てきています。公募の方は

今３０％位ですが、代表の人が来て発言する内容は組織の意見なのか、ちょっとあるところで

聞いたらそれは個人の意見だと、組織の意見ではないと。時間がなくて組織の意見をまとめて

くる時間がないんです。従って、先ほど言われたようにレポートでも良いし、話しにくいとこ

ろは書くことも大事だろうし、できるだけ発言をして今までも誰が発言をしたということはな

いし、ある一定の部分だけでも書いて、それで書いたものについては公開できると思いますし、

当然して良いかと思っております。そこら辺である一つのメインを出して、それについて意見

を出して交通整理していけばそれも一つの方法ではないかなと、効率的にやればいいのではな

いかと思います。 
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委員長  結論的には個人的に書いて出した方が良いということですか。 

    

委員Ｃ  私は書かなくても、発言しても良いと思います。書いて出さなくても・・・。 

 

委員長  できれば、この会としては個人のものを書いて出していただきたいと思っております。 

 

委員Ｃ  そうすると、項目に対して提示してもらわないと、感じ方が違ってしまうんです。これ

についてはどうだとかいうことをしていただければ良いですけれど、総論みたいなものではち

ょっと判断しにくいと思います。ある項目をピシット書いてそれに対してどうだというように

交通整理をしていただきたいと思います。 

 

委員Ｋ  委員Ｃさんの意見に賛成です。私も業者の代表という立場で出させていただいて、いろ

いろと今まで勉強をさせていただいたという立場で、本当に今まで行政側が主体で会議が進ん

でいるような感じがありまして、私どもの本当に考えているということもぶつけながら、良い

方法を目指していくという当初の目的をまだまだ達成できないなというような感じがあります

ので、今委員Ｃさんが言われた例えば公共施設のこれからのあり方に関してのご意見はどうで

すかとか、あるいは負担金とかそういうものに関してどうあるべきでしょうかというような、

そういう投げ掛けをしてこちらから意見を上げていくという部分で、そういう方向でやってい

けばいいのではないかと思います。 

 

委員Ｂ  私は区長会の代表ということで出させていただいているわけですが、明日、明後日と区

長会の代議委員会があるわけですが、私なりに報告事項ということで私なりに報告させていた

だいているんですが、何と言っても関心事は議員定数の関係で、行革もあまりにも組織が大き

いものですから、どういうところを改革しなければいけないというところがなかなか見えてこ

ないわけであります。ところが議員定数ということになりますとはっきりと区長達も関心を持

っておりまして、まだ定数的なものが見えてこないわけであります。区長会の方は先だって議

長、副議長をお呼びして話しをしたんですが、その後の経過である程度頭数的なものが出たと

聞いておりますが、これははっきりとは分からないものですから、早いところ、みんなはここ

が一番の関心事であります。後の細かいことについては区民に知らせてもなかなか分からない。

ですから、この辺から的を絞ってある程度行革というものを「ああ、そういうことをやってい

るのか」というような位置付けをしていただければ、少し目の前が明るく見えてくるのではな

いかというように思います。 

 

委員Ｄ  中間まとめに向けてレポートは必要かどうかという問いかけですが、必要で良いと思い

ます。項目を立ててやっていった方が会としても方向性が出るかと思います。それから、報酬

の件ですが、私もなかなか出席できなくて申し訳なく思っているんですが、全廃ということで

ももちろん良いですし、ただ、時間を切り盛りして出てきているので、幾らかはというような
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考えもあるのかなと思いますので、任期で幾らということで決めて、そこから何割以下という

場合は引いてしまうとか、そういう別の発想で出たら幾らということは止めて、最初から条件

はこの位ということで少なくて良いと思うんですけれども、そんなふうに思います。 

 

委員Ａ  各委員が意見レポートを出すということは必要だと思います。それには市から各項目を

きちんと印刷して送ってもらうと抜けるところが無いと思います。組織とか負担金とか市の出

先機関とかそういうことを項目別に挙げてもらって、それを各委員のところへ送ってもらいた

いと思います。 

 

委員Ｆ  私は、落ち着いて紙に書いた方が話しがまとまりますし、総評をここで出しても仕方が

無いと思いますので、それは皆さん１回目からなさっているので、やっぱり行政の方達がやり

やすいようにお役に立てるようなレポートにしたいものですから、あまり的外れにこちらから

一方的に出しても仕方が無いと思うんです。どういう項目がどう発言すればそちらに響きやす

いかという区分けがあれば効果的だと思います。 

 

委員Ｅ  私は嫌感があります。宿題を出されたり何か試されるみたいな心境でとっても嫌な気持

ちですけれども、今まで一緒に考えてきたことですので、柱を立てていただいて、重箱の隅を

突っつくようなことを何ページも書いても仕方がないことでありますので、基本的なことを公

共施設に関することですとか、市税の増をどう図るかとか、補助金の削減をどうするかという

なかで、当然補助金を削減していかなくてはいけないけれども、１０％、１５％ということで

はなくて、市の特徴を出した次世代育成支援については絶対これは頑張ってもらいたいとか、

そんなようなことが的外れにならないように書き上げられるようなスタイルを組み立てていた

だいきたいと思います。 

 

委員長  それぞれ皆さん方のご意見をいただきました。私は皆さん方のご意見をいただいて、最

終的な市長への答申の時に場合によっては全員の意見をその後に添付しても良いと思っており

ます。というのはそれだけの覚悟でこの市民会議へ出ておりますので、言ったことが的外れだ

ということはないと思いますし、今いろいろとご意見が出まして例えば、項目があってそれに

ついての話しの方が書きやすい、分かりやすいというお話がございました。私も考えてみたん

ですが、歳入の増、それにはどうしたら良いか。それには、税金、市民税を増やす。人口増と

いうかたちで。人口増をするためにはどうしたら良いか。そうなると、市内の遊休土地、特に

私前から行革へ提言をしているんですけれども、岡谷市内には製糸をやっていた人のお宅がそ

れぞれ大きな住宅を構えて大きな土地があります。例えば、富士光機の前の製糸家は土地を解

放して県のアパートが出来ております。そういうかたちでも努力をして人口増を図る。そして

住民税の増加を図る。更には、企業に力をつけていただいて法人税の収入を図る。そういうよ

うな歳入の増の問題。歳入の増についてはどうしたら良いかというかたちで、それから歳出。

無駄を無くすということで、例えば議員定数の問題。３役以下の給料のカット。それから補助

金のカット。報酬・日当の全面廃止。これらはあくまで市でありますけれども、そういったも
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のを設ける。それからもう一つは、一番メインになっております、受益者負担。これをどうす

るか。例えば、ロマネットの入浴料やごみ処理の問題。そういうものを項目的に挙げていただ

くということ。それから、最終的には公的施設の有効活用そういうなかでは先日申し上げまし

たけれども、林市長さんが立候補の時にはやまびこアイスアリーナ、カノラについては全面的

な見直しが必要だというようなご意見がございまして、そういうなかで例えば、公的施設のや

まびこの見直し、カノラ、大きな問題は湯殿山。市が書いてある４０億以上の借金のうち、半

分以上は湯殿山であります。それを早めに売ると。今簿価が下がってきて１８億位まで下がっ

てきている。そういうかたちのなかで湯殿山を早期に売買して負担をなくしていくというよう

な公的施設を有効活用。こことここは今日も勉強しましたけれども、必要ないというかたち。

そういうものをそれに伴い一番大切なものは機構改革、組織ですね。組織につきましては先日、

皆さんに出していただきましたものにつきまして今、市の方で組織の改革について手をつけて

います。これらの項目を入れまして、皆さんにそれぞれご意見を聞く。その中で皆さんのご意

見を発表しながら板書形式でひとつのまとめをしていきたいと思っています。そんなところで

よろしいでしょうか。 

 

委員Ｇ  今の話の中で、職員の皆さんの意識改革という話が出てきませんでしたが、そういうの

も出てこなければいけないと思います。それから人事制度のあり方。それは民間に基づくとい

うことを一つ入れておいてもらいたいと思います。それは是非入れておいて下さい。 

 

委員長  人事制度、民間準拠、いろいろ会議で話しをしていますと議員定数についても議員も議

会で協議をして大体１８か２０人以内という結論が出ています。先日、長野日報で諏訪市の１

５に対する考え方について前の議長に編集局長がインタビューした記事が載っていました。今、

岡谷市についても各審議会、民間活用という形で市民全体が市を作っていこうという形でいろ

いろな形の審議会が議員と同じような形でいろいろ意見提案していると。議員はその中でそう

いうのをまとめて議会で反映させて、チェックしていくんだという形で議員もそんなに要らな

いんじゃないかということで、諏訪市では１９人に絞ったということであります。議会が１９

に絞った理由を聞くと、各委員会が６人だと、六つの委員会があるので６×３＝１８だと議長を

入れて１９人だということなんですけれど。私はなにも委員会が６人でなくてもいいと思うん

ですけど。そしたら５×３＝１５でひとり入れて１６だというような話もあるんですけど。これ

は議会は議会サイドでやっていますので、市民会議の中で議員が幾人であると絞られることは

ないと思います。確かに岡谷市は市民総参加のまちづくりという形で議会以上に会議を開いて

いろいろな審議されてます。そんななかで市民一つ一つの声が反映されていくということです

ので、そういう形の中で今私が申し上げた要項的なものをみなさんに事務局の方で送付します

ので、できれば総論でなくて具体的な形でお返事をいただけると思いますけど。事務局の方で

何か言いたそうだったけど・・・。 

 

企画課小口主幹  これまでいろいろ皆さんに資料を提供しながらここまで公共施設のあり方まで

進めてきました。まだあと主要事業の選択という大きな課題とか、市民総参加まちづくりとい
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う部分をどう進めていくのか、特に行財政改革を絡むなかで進めていく方法なんかもこれから

ご論議をお願いしていかなくてはいけないと思っております。これまでの中間まとめというこ

とで、項目立てというお話の中ではこれまで一番最初のプラン策定の基本的な考え方という中

で大体盛り込む事項を想定したものをお示ししてきております。その中で歳入の確保と歳出の

削減という大きな項目の中では、市税等の歳入の確保、受益者負担の適正化ということで、そ

の都度今日お配りしたような策定市民会議検討資料という形でいくつか項目に準じて資料をお

配りしておりますので、それらを参考にしていただいて第１１回の会議のときに皆さん方から

出された質疑や意見を踏まえる中で、意見のまとめを配布させていただいていますので、それ

らを見ながら考え等ここで加えてやっていただければスースーとまとまるかなと思っています

し、あまりこちらでぎちぎちにシート的に配らない方がいいと思いますけど、今までやってき

た項目で委員Ｇさんが先ほど言われたような意見もこの間の第１１回の会議でお配りした中で

も項目のなかで整理がされておりますので、それぞれ自分の言いたいことを中心にしながら項

目に沿って書いていただければ、いいかと思います。空欄があってもいいということでやって

下さい。項目の名前を用いたものだけにしてください。それを書く参考にして見てもらいなが

ら意見の要旨にまとめてありますので見てやって下さい。 

 

委員長  それらの実現のためには事務局で具体的なこういう方法が必要だという、五つくらいの

柱が必要だと思うんです。そういうものを打ち出して、これから必要なものをこういうことを

やると説明して、理解できなかったら皆さんの書いてもらったものを資料を添付して出すとい

う形で。よく県議会などで少数意見として皆さんに意見として添付をして、これはただの会の

まとめじゃない、ということまで行かないとこの市民会議は相当注目されていますから。もう

そろそろ何か見えてきてもいいんじゃないかという話があります。「何やっているんだ、何にも

わからない連中がただしゃべっているだけじゃ何もならないじゃないか」、と言われています。

事務局と意見が対立するんですけど、「我々がまとめた話は当然官にある役人の人たちと意見が

合うわけがない」と、事務局は「そんなに厳しくやると自分の首を絞めるよ」というんですね。

それはいいんだと、絞めるつもりでやっているんだと。我々の意に介したことやってもらえれ

ばと、話のたびに食い違うんですね。公務員の皆さんは法律が頭にあるんですね。しかし我々

はあえてそういうものもあるけれど、市民の何にも知らないざっくばらんの意見として出すん

だと。でも十年ですからね。数字は細かくても積算すれば大きなもの。行政改革審議会、１億

５千万削減しているんですからね。そういう形で短期、中期、長期という形で金額の試算は事

務局のほうでやってもらいますが、そんな形で事務局のほうから項目的にお送りしますのでざ

っくばらんにお話いただきたい。次に移ります。 

 

（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、９月１３日（火）午後３時３０分から６０５会議室で行う。 

・次々回会議を９月１６日（金）午後１時３０分から６０３会議室で行う予定である。 
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委員Ｅ  公共施設の資料の２のところに耐震診断の結果というのがありましたが、公共施設では 

全ての耐震診断というのは済んでいるのでしょうか。 

 

企画課城田主任  耐震診断は平成１５年度・１６年度において、施設については全て済んでいま 

す。随時計画的に耐震改修を進めております。 

 

企画課小口主幹  対象になる施設がありまして、昭和５６年以前建築の床面積 1,000 ㎡以上３階 

建て以上という基準がありまして、学校ですとか人の集まるところを中心にやっています。一 

番学校が多いです。後日、説明させていただきます。 

 

委員Ｅ  新しくてもこの間の地震のように新しい施設の天井が落ちることがありますね。年度が 

古いからだけでなく、安全、安心と書いてありますけど行政の最大の目的は市民の安全ですの 

で、その辺のことをやっぱり安全配慮だけはきちっとして欲しいと思います。 

 

委員長  資料を出してください。学校、保育園、それに関係する予算は相当の額になるでしょう。 

国から何割か補助が出ていると思いますが。 

 

中田総務部長  ほとんどがつきます。学校で一部。短期でやらなければいけないということで行 

っております。 

 

委員Ａ  行革に対してその成果が８０数％あって、新聞に出すという話がありましたが、是非や 

  って欲しいと思います。 

 

小松行革推進室長  行政改革審議会の方の関係でありますけれども、お話を頂きました。数字的 

な部分は１６年度決算の認定はこの９月の議会で認定を頂くということなので、市民への公表 

はもう少し待っていただいて議会が終わって認定をいただいた後に公表したいと思っています。 

 

委員Ｃ  我々が７日までに提出するというのは非公開ですね。議員定数の問題も我々が出すんで 

すか。議員が未だに明確に出ていないのに数字的なものを出すのはどうかなと思います。よそ 

は議員自らが考えて答えが早く出ている。岡谷は遅れているような気がします。議会の方は議 

員自らが考えていくべきで我々が数字的なものを出してもいかがなものかと思います。 

 

委員長  市民会議は議員は何人くらいが適当だろうということを出してもいいと思っています。 

すでに議会の方では２０人以内１８人位と出てきていますので。 

 

委員Ｅ  安心、安全についてですが、行政の最大の使命は市民に対する安心、安全だと思います。 

昭和４６年に制定された市民憲章に安全という文字が欠落しています。安全というのは全てに 

優先されなければいけないと思っておりまして、岡谷市の特殊性というのは、以前から感心し 
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ているのは安全会議というのがあります。市長がトップではなくて議長がトップとして他市町 

村にない産業の町としての安全会議があります。そういうことを考えたり、安全都市宣言とい 

うのも近隣市町村に先駆けて議会で採択されているわけです。そういう町の長い歴史的経過か 

ら見て市民憲章に安全がないことは、折りあるごとに言い続けています。もし見直す機会があ 

れば安全というのは非常に重要だと思います。行革のどこに安全と入れても成り立つと思いま 

すし、非常に安全に配慮している当市としては残念だなあと思います。 

 

中田総務部長  前回、ご指摘いただきました鳥居平やまびこ公園の管理の問題で、しっかり受け 

止めさせていただきました。振興公社の理事長のところにしっかり申し入れをして実態調査を 

すると同時に今後このようなことがないようにと申し入れをしておきましたので、よろしくお 

願いします。 

 

副委員長  これをもって第１３回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議を閉会いたします。 

   

閉会 午後 ３時２５分 


