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第２３回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／１２／２（金） １：３０～３：００ 

岡谷市役所 ６０３会議室 

（岡谷市民憲章唱和） 

 

１．開 会（副委員長） 

   第２３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。雨が雪に変わるというような師走になりましたけれど、そんな気候の

中、いよいよ市民会議も最終的な議論を経て最終答申に入ることになりました。昨晩も 9 階で

市長さんと連壮、高齢者クラブ、婦人会と市政懇談会がありました。私も出席させていただき

ましたけれど、市長さんの答弁の中にも十分市民会議の意見が反映されていまして、そういっ

た面でのお答えがありました。連壮では野澤さんが質問に立ちましていくつかの岡谷のこれか

らの自立への道について市長に答弁を求めましたが、その中でも前回この会で論議がありまし

た諏訪湖ハイツの入浴料を是非有料にしたらどうかという話がありました。その中で市長さん

の答弁は「市民会議の中では 200 円と言う論議が出たけれど、いろいろなアンケートをやって

みてまだまだ是非無料にして欲しいという市民の要望が強いので一挙に 200 円は無理だろうと

いう形で 100 円ということで収めました」というようなこの会議の意見を入れていただきなが

ら討議がありましたし、その他いくつか市民会議の中の話が反映されて一つひとつ前に進んで

いる感じを受けました。私たちは最終答申に向けてより良く自立が出来る市民会議の道に持っ

て行こうということでご論議いただきたいと思います。今日はいろいろ都合がありましてご出

席が少ないですが、それぞれの方のところには議論をお伝えしながら進め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 (小口(明)主幹) 

 

 （1）行財政改革プランの推進について 

  小口（明）主幹 説明 

 財政課 小坂主幹 説明 

 

委員長  財政の数値の仕組みがございましたけれども、改革プランの目指すところは最終的には

数値ということですが、これを見ますと非常に厳しい数字が並んでいます。奇跡的にどこかが

増えればいいのですがグラフ的には減少の状況でなかなか厳しいところでありますが、あくま

でも推定ですので場合によってはもっと厳しくなるということも予想されますが、今の説明を

受けまして皆さん方のご意見、ご質問を頂きたいと思います。今日の会議は最終的な数値とか
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推進の論議をしまして、先日中間の 17 項目に今までの皆さんの意見を勘案して最終に持ってい

くということであります。最終的な詰めですので忌憚のない意見を頂きたいと思います。 

 

委員Ａ  人口の問題と生産年齢の減少という問題がありましたが、平成 17 年のスタートでいきつ

ぎの平成 27 年にはどの程度になるのか比較を教えてもらいたいと思います。 

 

財政課小坂主幹  この推計で使っている人口が平成 17 年度で総人口が 54,912 という数字を使っ

ております。平成 27 年度は 48,255 に減少していくというものであります。生産年齢人口は平

成 17 年度は 34,088 人でこれが平成 27 年度になりますと 27,488 という数字を使っています。

この人口については平成 12 年の国勢調査と平成 7 年の国勢調査を基にした推計でありますので、

たまたま今年国勢調査がありますので、その数字の置き換えによっては将来の推定人口もまた

変わってくると思っております。人口の推移を基に市税等の推計をしていますので、市税の推

計額も変わってくると思っております。 

 

委員Ｂ  生産に携わる人が 17 年度よりだいぶ少なくなっていながら、市税が上がっているのは所

得が増えるという計算ですか。 

 

財政課小坂主幹  基本的には生産年齢人口の減少に伴って下がってきますが、税制改正とか、三

位一体の改革で国から地方へ財源が移ってくる分がございます。所得税から住民税に移る中で

市税が増えるというものも見込んでおりますので 18，19 年度は額が増えてきます。 

 

委員Ｂ  消費税は関係ないですか。 

 

財政課小坂主幹  消費税はここでは直接関係ありません。 

 

委員Ｃ  歳出の補助費等ですが10％カットというのは18年度からやるものだと思っていましたが、

今の説明だともう少し遅いということですか。 

 

財政課小坂主幹  この推計上では各年 1％ずつ落とすような形で数字を置いています。削減の補助

金の見直しの取組みは平成 19 年度予算でゼロからの見直しを行なうという考えでいますが、そ

れを前提として来年度予算で一律 10％のカットで取組みをしています。その額が具体的に相対

でどの位の額になるかというのは積算が出来ませんので、便宜上毎年 1％ずつ落としていくとい

う形で推計上は置かせていただいています。 

 

小口(明)主幹  補足しますと、18年に作業してそれが反映されるのは19年の予算ということです。

ここで 10％を削りますが、予算に出てくるのは 18 年度の予算というかたちになりますので、抜

本見直しをここで始めて、予算に反映させていくのが 18 年度 10％減額の部分を反映して、18

年度にかけて抜本見直しをしている部分が反映するのが 19 年度の予算という意味になりますの
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でよろしくお願いします。 

 

委員Ｃ  1％ずつ減らしていく意味が良く分からないんですけれども。 

 

財政課小坂主幹  補助費等と言うことですので 10％カットする補助金が全てではありませんで、

義務的に負担せざるを得ない負担金ですとかそういったものを踏まえた額でございますので、

そういったものを含めて総体で 1％減少を見ていくということです。 

 

委員Ｃ  補助金以外の経費はあまり減らないということですか。 

 

財政課小坂主幹  補助金以外の負担金についても見直しをしていまして、義務的でないものにつ

いては 10％の削減とか必要のないものについてはゼロにするという見直しをしています。今の

段階で個別に全てを積み上げ出来ませんので総体で 1％ということで推計をしています。 

 

委員Ｃ  確認ですけれど、来年度予算では補助金は 10％カットで来年度中に抜本的に見直しをし

て 19 年度から見直した補助金の予算でやっていくということで間違いないですか。 

 

中田総務部長  今年度の予算編成方針の中でお示しをしたわけですが、この市民会議の中でも補

助金等については徹底した見直しが要るのではないかという意見を何回も頂きました。出来れ

ばここでご提案頂いたようにゼロベースからの見直しが一気に出来ればいいんですが、どうし

ても時間がかかるだろうということで、1 年時間をおかさせて頂きたいということで、ただし、

ただ時間だけ延ばしていけば良いという話しではないから、とにかく来年度の予算からは 19 年

度に 0 ベースの予算に見直すということを前提にしながら、団体に全てお話をさせていただい

て、「18 年度からは 10％切ります」ということを最初のスタートの年としては最低 10％切って

くださいと、ただし、その向こうのところには 0 ベースからの見直しというものがありますよ

ということを申し上げてとりあえず 10％ということで予算方針を出しましたので、今、各それ

ぞれの所管のところで全部各種団体のところにもそういったお話をさせていただいて、とりあ

えず 18 年度予算からは補助金については綺麗に 18 年度は切れてくると思っております。ただ

ここにどのように反映させるかと言うと、収入から始まって支出の全てのものが 18 年度予算と

整合したものにはなっておりませんので、当然入りも変わってくるだろうし、歳出の中身につ

いてもこれから積み上がってくる部分というのは少し数字の動きが出てくるだろうというふう

に思っております。いずれにいたしましても、大方針として出しましたので間違いなく 18 年度

からは 10％が切れ、翌年からはさらにその上のことをやっていくという姿勢が出てくるという

ことでご理解いただきたいと思います。 

 

委員長  具体的には 18 年度の予算編成については補助金は 10％カットしていると。ただし翌年か

らは 0 ベースからの見直しということで各補助金交付団体に引き締めを示唆しているというこ

とであります。 
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委員Ｄ  補助金の減に対して市民の理解と協力が必要になってくると思いますが、そういう対策

については何か考えていますか。 

 

中田総務部長  この会でもお話いただきましたとおり、とにかく各種団体の皆さんにご理解をい

ただくという部分では、市の姿勢として厳しい考え方を持っているという部分を打ち出してい

くということで、そのことについて姿勢を示した後で各種団体の皆様にお伝えしていくと、し

かも、単に 18 年度の話しで治まるということではなくて、もうその次の年からは本当に 0 から

の部分のところをご理解いただくという部分というものが基本でございますので、その点につ

いては最初からそういうことが前提でそういう話しをさせていただくということで、各部・各

課のところで各種団体のところに徹底してお話をしていただくというふうなことで望ましてい

ただいております。 

   各種団体にはそれぞれ団体の考え方があって、進み方としては難しい部分もあろうかと思い

ますけれども、とりあえず聖域は設けないということでやらさせていただきたいと思っており

ますし、それから当然そういうことで、あるところは良くてあるところはいけないというとい

うことはもう考えていかないということを基本におかないと進みませんので、そういったこと

で考えられる大きなところに先導役としてご理解をいただくということも、今話しをさせてい

ただいているところであります。 

 

委員長  市の厳しい姿勢については十分意見を言っていくことだと思います。昨日 3 団体の市政

懇談会を見て、率直な感想はああいう機会に市長さんが市の財政危機とか危機管理をもっと訴

えてほしかったと思います。この会議でも市長さんが先頭に立ってもっと訴えてほしいという

意見が出ていますが、昨日は 3 団体からの要望について一問一答で終わったものですから、そ

ういう点でもっと形のある形で危機管理を訴えてほしいと思いました。事務局から説明があり

ましたけれど、こういったものを盛り込んで数値目標を出しながら 10 年間のプランを練ってい

くという事でよろしいですね。これらの項目は中間答申をしました 67 項目にそれぞれ加えられ

てきちんとした理論的な組み立てをしていくということです。ちょっと余談ですけれど、よく

市民の皆さんから、幾つか市内にマンションが建たって住宅も増えているということですが、

マンションに入ることによって現実的には人口がどの位増えていくのか。試算をされたことは

ありますか。 

 

中田総務部長  これまでに幾つかの計画が出されているということで、今、建設が出来上がると

ころ。それからスカラ座の所。それから駅前の 3 差路の所と、それからこれはまだ確定という

ことにはなりませんけれども、市が計画している駅前に今のララオカヤのところを新たに整備

していくということを加えると、戸数的には大体 200 戸を超えるくらいで、人口にすると 2～3

倍位の人口が想定されますが、新屋敷の所は 6～7 割が岡谷市内の関係者が入られるという事を

聞きますと、市内の中での人口移動では全体の人口はそれほど増えていかない。これからのマ

ンションがどれだけ入居ができるか、この業者さんがどういった見込みを立てて作られるのか
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といった部分から考えると少し疑問があります。市の計画についてもどういった方向へ進むべ

きか再度検討していかなくてはいけないと思います。 

 

委員長  市民から見れば単純に 200 戸くらい増えれば人口も増えると思いますが、具体的には急

激な人口増はないのではないかということです。市民としてはせっかくあれだけのマンション

が出来るので、市外から移ってもらって人口増に寄与してほしいということですけれども。余

談ですけれどそんな意見が多いものですからお聞きしたことろであります。 

 

矢島企画部長  それに関連しまして今、市の駅前で再整備をしようとしています。3 棟建ったらど

うするかということで検討していますが、どんな市民の需要があるかアンケートを出していま

す。これからの岡谷市民がどんな風に住宅事情を思っているのか集めて材料にさせていただき

たいと思っています。アンケートを通して市民の需要を求めていますのでお願いします。 

 

委員Ｄ  しきりに地震対策の建物ということで国会でも問題になっていますが、ここは問題はあ

りませんか。またチェック機能が必要だと思いますがどうなっているかということが 1 点。新

しいマンションに入る入居者について、他市町村から岡谷市内に通勤している人を優先的に入

れるという対策をとれば岡谷の人口が増える傾向になると思います。生産人口も増えてくると

思います。その辺も含めて計画を立てればいいと思いますがどうでしょうか。 

 

矢島企画部長  耐震の話が今社会的に問題でありますが、先般の建て替えについて説明会がされ

た時にもそこら辺については話が出ているそうです。市が直接と言う話より住民の方とのやり

取りで出ていますし、社会問題になっていますので十分踏まえてされていくものだと思ってお

ります。優先的というのは市の施設ということですか？民営ですと民間の考えでやるから何と

も言えませんが。今、駅前のララの所を考えているのは集合住宅を含めながら複合施設を考え

ていまして、そこへ優先的なものを設けるかどうかというのは考えなければならないと思うの

ですが、民間の部分は行政でいろいろ言うのは難しいのかなと思っております。 

 

委員長  私が先ほど申し上げた不動産屋との提携を取って出来るだけ岡谷市へ来ていただくよう

にと申し上げたのは、今、委員Ｄさんの話にもあるように出来れば岡谷市に通勤している人た

ちを優先的にという意味も含んでいますので、そういった話は不動産屋としていただいて、市

の施設であればそういったことも第一条件になりますけれども、3 つ大きなマンションができて

岡谷市も相当な有利なアプローチをしていかないと、作ったが市の所は始めだけでは、また問

題になりますので、その辺の配慮もお願いしながら進めていただきたいと思います。 

 

委員Ｃ  基金の数字ですが、前頂いた基金残高の推移という資料がありますが、それは見込みと

なっていますが、今回 17 年度の金額とずれがあるものですから数字はどちらの方が正確なのか。 

 

財政課小坂主幹  本日お示ししました物が 17 年度の一番新しい予算の数字ですので、財政調整基
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金のずれは 16 年度の切り崩しを予定していたものを切り崩しせずに済んだものがありますので、

その部分で違いが出てきているのかなと思っております。 

 

中田総務部長  どうしてそのようにしたかという考え方を申し上げますと、なぜ財政調整基金が

10 億円程度いるのかという部分のお話は前に申し上げたところでありますが、突発的な災害等

が起きた場合にはおそらく 10 億円ではとても留まらない位のお金がかかるだろうという事で、

最低 10 億は確保していかなくてはいけないだろうという中で、この前の数値は取り崩しをしな

がらいって、最終的に一番最後の目標のところへいく時には 10 億円になるようにということで

作ったと思うんですけれども、やはりいろいろと考えてみると、ここで 10 億円以下という姿を

作っていいかという部分ではやはり、市の姿勢としてまずいだろうと、むしろこれからはいつ

でも危険が起こることが考えられるので、毎年これからは 10 億円というのは確保していこうと

いうことを基本に置きましたので、この前の数字とはちょっと違った形になっていますけれど

も、目標はとにかく 10 億円以上というのはいつも持っていきたいということでありますので、

そんなことで数字調整をさせていただいておりますので、よろしくお願いします。 

 

委員長  今日の数字が 18 年度予算に向けた最終的な数字ということで、これから 10 年間の間に

はいろいろな面での変動はあるかと思いますが、一応今日の数字が一番新しいということで確

認をいただきたいと思います。 

 

委員Ｂ  基金の問題ですが、災害に対する市民の募金の制度を取った方が良いのではないかとい

う考え方を持っておりましたけれども、消防の面についてももう少し基金を集めて災害の方へ

使う考え方があったけれどそういう事を採用する意図はありますか。災害の基金を市民も 1 年

に 1,000 円とか負担するという制度を設けたらどうかと思いますが。 

 

中田総務部長  今、いろいろな形で皆さんからご寄附をいただくという部分というのが、現に遺

志金みたいなものですが、議会の度に概ね 15 件位の件数のものをいただいている部分というも

のがあるものですから、それは間違いなくその目的によって積み立てているということで、今

お話いただきました消防等についても消防整備施設基金というものがありますので、そこに積

み立てをさせていただいているというのがございます。ただ、市側から呼び掛けて「是非寄付

してください」という形がどうなのかなとは思いますけれども、なかなか難しい部分がありま

す。それよりもできることならば財政調整基金、ふるさとまちづくり基金をしっかり市として

行政としてきちんとした姿勢を持った、そこに使えるようなお金を確実に用意していくという

ことを基本に置きながら、市民の皆様にご理解いただいてまた募金をいただくという形がよろ

しいかなと思います。 

 

委員Ｂ  諏訪市で消防費というのを集めている所があります。それは消防だけかもしれないけれ

ど、基金のような感じが受けられるので市としてそういうものを作ったらどうかという発想で

す。 
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中田総務部長  岡谷市の場合も市の消防職員と地区の消防団員がいまして、その消防団員の方々

の運営費みたいなものは各区によっては区費で割り当てをして集めている所も中にはあると思

うんです。私の住んでいるところもそんな形でやっていますので、そういった部分の考えたか

も諏訪市さんではあろうかと思いますし、また、消防団というものの扱いが各市でやはり歴史

的な部分ということで違う部分があって、財産区みたいなものをしっかり持っていらっしゃる

ところは、そういうところからお金が出るとか、そういうようなことをやっていらっしゃる地

区もあるようであります。地区の事情によっての部分もあろうかなと思っております。 

 

委員長  関連してお聞きしますが、両病院の統合で新岡谷病院の建設基金のようなものが新年度

の予算の中にもられて来るんじゃないかという話を聞きましたがそういう事はありますか。 

 

中田総務部長  実は、今日 12 月議会の告示日でその議案の中にここでの補正予算の中で積み立て

をしていきたいということで新しく条例改正ということで基金の設置の話がありました。病院

建設のための基金の設置をしていくという議案を出させていただいております。そういった趣

旨に賛同して頂いた方からの寄附もありましたし、市からの一般財源積み立てということも含

めてこの 12 月で議案を出させていただいて将来に向けての計画を着実なものにしていきたいと

考えています。 

 

 （２）最終提言に向けて 

  小口(明)主幹説明 

 

委員長  提言の中に、子育て支援の中のニート対策を岡谷市もきちんとしろという提言がありま

すが、私も概念的にニート対策の勉強を受けましたので、少し説明をさせていただきます。 

ニートは今大きな問題になっていまして、自民党の杉村大蔵先生を広告塔にしてニート対策

を行っています。労働厚生省の統計で、はっきり掴んだ人数は約 60 万人と言われております。

現実には 200 万とも 250 万とも言われています。これはなぜ実態が分からないかと言いますと、

15 歳から 35 歳までの高校を卒業した人達が完全に無就業、いわゆる失業者ではないんです。職

安には行かない。全くどこへも行かないでブラブラしているというかたちで、それだけに実態

が掴めない。労働厚生省がなぜ重点的に力を入れているかというと、やはり中学・高校・大学

と親がお金をかけてやっとこれから社会の一員になってほしいという時に、一番大事な人材が

250 万人も遊んでいるということはこれからの高齢者社会の中で働く中核の人達が承知してい

ないと。これでは日本はどうなるかということで国も本格的に対策に乗り出したわけでありま

す。現実的には 15 歳から 35 歳のうち殆どの人が家族構成の中で生きていると、ですから食べ

ていかれるんです。そういった方の 80％が両親と生活している。そういう中で何とかそういう

人を社会に導き出して、職業教育をしたりして中核の労働人口として頑張ってほしいというの

が政府の力の入れている所です。来年度予算に約 61 億の予算を組んで全国 64 カ所に地方サポ

ートステーションを作って、そこで具体的に親と子の話をしながら職業教育や社会的案内をす
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るというのが今年の大きな目玉になっています。岡谷市も具体的に力を入れて数を把握して職

業教育をしたりして社会の中核として働いてほしいというのを是非進めていきたい。委員Ｆさ

んは「ニート対策を子育て支援の中の目玉にしてやっていきたい。それには岡谷市が率先して

対策室を作るなりしてやってほしい」という希望があるので、子育て支援の中に盛り込んだわ

けです。子どもたちがなぜ就職しないのかというのは 50％位が大学を出て就職試験をやって何

回も失敗し自信を無くしてしまうと、世の中に立ちすくんでしまう。そしてもう一つは繋がる

世の中との連携を嫌ってしまう。そして刹那的に生きるというのがニートの目立った分類であ

ります。国では実態を把握して社会に引き出して職業訓練を受けてもらって共に仲間として動

いていくことを考えていますけれども、労働厚生省の中で「引き出す」という言葉はまずいと

いうことで「導き出して共に学んで共に教育していく」という形になっています。今回の答申

の子育て支援の中心課題になっていくということで、力を入れていただいています。行革の新

しい子育て支援の核として岡谷市にも支援サポートセンターを他の市に先駆けて作っていって

ほしいというのが委員Ｆさんの願いでありまして、私もそう思っています。 

   私の私案ですが、市民会議で答申するともっと市民のチェック機関、市民が見守っていった

らいいという意見が多いです。答申の後、答申が生かされているかしっかり見極めていくとい

う意味で、「自立推進戦略市民会議」あるいは、｢自立推進危機管理市民会議｣、その他には｢夢

のあるまちづくり自立推進市民会議｣など一つの会議を市で作ってもらって、年に 2、3 回私た

ちが答申した行方を時々報告を受けるということも考えています。そういった提案どうでしょ

うか。 

 

小口(明)主幹  行財政改革プランの進行管理については年度でまとめていきます。行政改革審議

会で報告をさせていただくということと、ホームページ、広報等でその内容を公表します。市

民の皆様の意見を求めて行きたいという、そんな形を考えています。そしてそれらの意見をど

のようにフィードバックしていくかというなかで論議をして取組みを進めていくという大雑把

なつくりですがよろしくお願いしたいと思います。 

 

委員Ｇ  財政の数字のことで話しをしてきましたけれど、本当に 10 年後にこういう形で推移して

いくのか疑問に思っています。これで 10 億、20 億という数字を掲げて推移していったときに、

市民に対して危機感を訴えていかなくてはいけないと思います。そういうなかでチェック機関

というものは当然必要になってくると思います。出来る限り市民の目が向いてくるような形の

まとめ方につながるような形でやってほしいと思います。市長さんが前面に立つ姿勢を示して

ほしいと思います。 

 

中田総務部長  当然のことながらそういった部分が今度の新年度の予算には大きな柱という部分

で示されると思いますし、市長の口からもそういう話が出てくると思います。ここで 12 月議会

も始まりますので議会の中でも新年度の予算に対する質問等も出てくるものですから、当然の

ことながら市民会議の皆さんに議論いただき、まとめた部分を踏まえた中での予算編成、将来

にわたってのまちづくりの話がまとまってくるのかなと思います。ただ、そこだけで言ってお
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けばいいという話ではありませんので、ありとあらゆる場所で市長に前面に立って話をしてい

ただかなければならないと思っています。 

 

委員Ａ  6 月の議会で批判されていますが、｢行政の素人が集まって・・・｣ということを言われて

おりますけれども、議員の方はここへ何回傍聴に来られましたか。昨日の会議も誰もいません

でした。ああいうところに出てきて民意を聞くという姿勢を持たなくてはいけないと思います。 

 

委員長  市会議員さんについてはいろいろと話題もありますし、この会議についても幾人かの議

員さんに「何も分からなくて何ができるんだ」と言われましたけれども、そういった中でも皆

さん方しっかり勉強されて、立派な中間の答申もできましたし、最終的にできます。それを議

会にかけて「委員の皆さん方、よくここまでやったな」というような形で仕上げていきたいと

思います。そんなことでよろしいですね。 

 

 

（３）その他 

「次回の会議について」（企画課小口主幹） 

・次回の会議日程について、１２月１３日（火）午後６時３０分から６０３会議室で行う。 

 

副委員長  以上で、第２３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００分 


