
第４回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／４／１３ １３：３０～１５：４７ 

 

（岡谷市民憲章唱和） 

 

１．開 会（副委員長） 

  第４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。 

  ４月の人事異動で着任されました、職員の皆様の自己紹介をお願いいたします。 

 

 （新任職員自己紹介） 

 

２．委員長あいさつ（委員長） 

  皆さんこんにちは。市の異動で多くの方が代わりましたけれども、この 1 年間皆さま方にはお

世話になりますが、よろしくお願いいたします。 

 今までこの会議は岡谷市の台所、そういった形で財政が成り立ってきたことを勉強されて参り

ましたけれども、今日はそういったものを斟酌しながら、皆さん方がお考えになっている、これ

からどうしたら岡谷が自立の道を歩んでいかれるか、どんな点で無駄を出しているか、どんな点

がよいかそういった問題を忌憚なくお話いただきたいと思います。 

  ４月になりまして、新聞をみますと全国の市町村の合併状況が出ております。 

長野県下でも幾つかの新しい町が生まれておりますけれども、そのなかでこの諏訪地域を見て

みますと相変わらず６つの市町村がそれぞれまとまっているとは言えず、なかなか大きなものに

なってこないという気もしますけれども、第 1 回の会議でも申し上げましたけれども、合併のこ

とについては過去のことでありまして、今後への岡谷に対する夢をもっていただき、考え語り合

っていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

３．会議事項（座長：委員長） 

（資料の確認：事務局企画課小口主幹より） 

 

（１） 基金残高の推移について（財政課小坂主幹より説明） 

 

委員長  質疑につきましては後程お願いしたいと思います。 

ただいまの資料の説明にありました、今日欠席をされております委員Ａさんからのメールを読

み上げ、これを足がかりに行いたいと思いますが、今日できれば皆さん方全員からそれぞれどの

ようなことを行ったらよいかお話をいただきたいと思っております。 

このフリートーキングがこれからの岡谷市の自立へ向けてのいろいろな無駄を省く、あるいは

いらないものはカットする、いるものはいるものとして伸ばしていくと、そういった話のベース

になると思っておりますので、このフリートーキングは今回の 1 回に限らず、何回もそういった

ものを積み重ねながらいきたいと思っております。 



それでは委員Ａさんからのメールを読んでいただきたいと思います。 

 

（委員Ａさんからのメールを小口主幹より音読） 

 

委員長  委員Ａさんは、今まで行革審の中でも岡谷市に評価システムというものを導入してとい

うようなかたちで、多くのご意見をいただきました。 

   前回それに従って評価システムにつきましてはいろいろなご意見をいただいたところであり

ます。今日のこのご意見はみんなの意見から何かやろうとか作ろうとかという熱意がないとい

うようなことで、できたらそういうようなものを作った方がいいよとか、そういった発想がほ

しいというようなことです。それで大事なことは行政の最大の問題は責任回避、こういったも

のに惑わされてはいけないというお話でしたけれども、同じようなことが前回の会議のなかで

皆さん方どの方も思っていた単純な疑問。委員Ｂさんから出されましたけれども、３月になる

とあちこちで工事をやっていると、市民の迷惑も考えずにどうして３月になると多いんだろう

と、予算が余れば余ったで翌年に繰り越して、市民が本当に必要と思う時になったらやっても

らえればいいのではないかと、そういうことについて本当にごく単純な誰でも考えているそう

いった質問が出され、財政当局から答弁がありました。 

 

その中で引き出されたのは、今までは年度予算が決まっていて国からの補助の関係もあり、単

年度予算でやっていたと、だから最終的には書類等整わなければ国から補助金がもらえないと

いうようなことからやむを得ずやっていたけれども、岡谷市としてはそういった場合はきちん

とその状況に応じて予算を先延ばしにしてもいいんだというような、一つの貴重なご意見をい

ただきました。 

そういったかたちのなかでいろいろ皆さん方が思っているなかで、こういったものは無駄では

ないか、あるいはこういったものは何とかできないかという話があるかと思います。そういう

点で唐突でありますが、今委員Ｂさんのお話が出ましたものですから、委員Ｂさん何かありま

すか。 

 

委員Ｂ  市の借金というんですか２６０何億という部分についてお聞きしたいことがあるんです

が、確か減ってはいないんですよ。年々増えていっているというイメージがあります。ですか

ら、財政がこれからどんどん厳しくなるなかで、借金をしょって運営するということはかなり

大変な部分があるかと思いますので、市の増えている借金をこれからどういうかたちで返済す

るのか、あるいはどんな方法を考えているのかという部分をお聞かせいただければと思います。 

 

財政課小口課長  第３回目の時に私の方で少しお話をさせていただいた部分がございますが、そ

の中で財政指標についてのお話をさせていただきました。起債制限比率という言葉を使わせて

いただいて、お話をさせていただいてその数値が岡谷市の場合は非常に少ない。他に比べると

まだまだ低い数値でありますというようなことでありましたけれども、その中で確かに２６０

億程の市債の残高を持っておりますけれども、岡谷市の場合には市債の借入れにあたっては極
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力地方交付税の措置のある、いわゆる有利な起債というものに限定をするなかで、借入れをし

てきているということで起債制限比率が低い数値を示しているんだというお話をさせていただ

いたかと思っております。そういったことで、今ある市債のなかでも８０数％というものはそ

ういった有利な起債という説明をさせていただきました。そういうことで元利償還金の一部、

交付税からの措置があるわけでありますけれども、やはり市債はあくまでも借金は借金であり

ますので、増えていくことは決して好ましいことではないと思っております。そういったなか

で、現在私どもが措置としてとっておりますのは、その年に借入れる市債の額をその年に返す

借金の額の範囲内に抑えようという、いわゆるキャップ制というものをとっておりまして、市

債の残高を極力増やさないようにという措置をとってきているところでございまして、そうい

ったもので今後も市債の増加というものを抑えていきたいというふうに考えております。 

 

委員長  経理上の言葉でいいますと、収益のバランスをその年の内にしっかりつけていくと、決

して増やしていかないというようなお話ですけれど、非常に大事なことだと思いますので、こ

れから財政当局も岡谷市の２００何十億の借金をどういうふうに減らしていくか、これから考

えていってほしいと思います。 

他にございますでしょうか。 

 

委員Ｃ  不思議に思っていることがありまして、諏訪湖畔の道路で確か 1 年半前位に舗装をした

ところがありまして、この間それをまた掘り返して今度は特別きれいになっておりますが、そ

ういうことが相当前から行われていることが、なぜ未だに修正できないでやられているか疑問

をもちます。もう 1 つ不思議なのは、湖畔のマレットゴルフ場と野球場の中間のところにトイ

レができました。マレット場は何十人の人が毎日使う場所で、野球場は土曜日、日曜日しか使

っていないのに、その真ん中にトイレができて、毎日使うマレット場の近くにトイレができな

いということは何か原因があるのでしょうか。マレットへ行った時、遠いという感覚があった

がそういうことを調査しているのか。お金を使って不満が生まれるようでは、お金の価値とい

うものが理解されないような感じを受けました。どういう考え方で市はやっているのか聞きた

い。 

 

委員長  新しいトイレができたと。無駄ではないけれども利用勝手が不便だということ。 

 

委員Ｄ  道路の関係で中央通りの工事をして、きれいにカラフルになりましたが、今後続けて５，

６，７丁目も続けて行うという話も出て、４丁目の方は反対されたということで、そう長々と

続けて工事をされたのでは適わないということで一旦止まったようでありますが、これをいず

れはやるようですが、あれは商業者にとっては死活問題で、ただでさえシャッターが降りてい

るところが多くなってきてるにも係わらず、生活している人の道ならともかく、商店を営業し

ているようなところを工事するにはもう少し効率的な工事ができないのか、あるいは商売され

ている方への支援ができないものなのか見ていて同情してしまうところであります。 
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委員Ｅ  ２０年余り懸案だった道路が先日開通したところでありますけれども、開通に至るまで

の間、行政と業者ですけれども、もとで受けて下請けでやっているらしいですが、そうすると、

そこの地権者やそこに居る方は自分達の思うとおりにならなければ、業者を捉まえて工事のや

り返しをさせているんです。例えば、入り口の石段が短かければもっと長くならないかとか、

それをもっと調べていくと当初市と話し合われた内容のままであり、いざ工事が始まると「そ

れでは短いから長くしてくれ」と、それを業者に言って、業者も泣き泣きやっているという感

じがあります。やはりこういうことは、行政が地権者や関係する人達とよく詰めて、もし苦情

が出たら行政の誰かにぶつけて話をしていく方法をとらないと、結局下請けの者が泣きながら

やっていかなくてはならないという感じがします。 

文句を言った人が勝てるのではなくて、文句を言わない人は泣き泣きいくというかたちはど

うも風潮のなかにありはしないかということと、もう１つはいろいろと旅等してきて比べてみ

たときに、今はいろいろな形のものが２４時間時代となっています。そういうなかで、地方へ

来れば来るほど工事が昼間行われておりまして、人が一番忙しい時に交通渋滞を招きながらや

っているという現状があります。この地方で本当にそういうことがよいのかどうか、できれば

大変かもしれないが２４時間中の夜中に工事を行ってもらい、人に迷惑をかけないよう、また

渋滞を招かないような時間に工事の設定などできないものかということを感じております。 

 

委員Ｐ  仕事のなかでの横展開の部分で話をしたいが、私の近所でセギが古くなって改修を行い

蓋をして通りやすくなったんですが、その道路というのは脇に田んぼがあってその脇の道を使

って、年寄りがスーパーへ行く時に通るところなんでが、道はきれいになったので良いんです

が、その蓋（グレーチング）の部分で最近の工事では目の細かいものを使ってきているが、そ

こはお年寄りが非常によく通る道でもあるのにも係わらず粗い目の蓋で行っている。 

バリアフリーやお年寄りに優しくと言われているなかで、水路だから目の粗い蓋で良いという

ことの発想であったのか、あるいは横展開が出来ていなかったためにこのようなグレーチング

を使用のしたのか疑問に思うところですが、要は仕事の物の考え方の横展開というものが庁内

にできているかというということが大きな問題だと思います。 

 

委員Ｆ  道路の問題で自分の家の前はという考え方が非常に多いと思いますが、冬の雪の時期で

すが、自分の家の庭から雪を道路に出している人が多いと思います。その人に言わせると家は

置くところがないとか、道路が狭いからとか言うんですけれど、そういう理解でいる人につい

て、市から無料で塩カルを配布されていて使えることを知っているかと思えば知らなかったり、

教えてみても実行しない、そういうことが非常にある。あまりにも自分の事しか考えなくてそ

のようなことを言っている人に対して、区や地域で指導する必要もあるのではないかと思いま

す。 

 

委員Ｇ  講演会について毎年各団体で行っておりますが、依然として縦割りの講演会が多くて 

集まりが悪いようで、あちらこちらに呼びかけているようであるが、そこまでしてやらなくて

はならないのか、各部・課の調整ができているのか疑問に思います。 
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例えば、保健や衛生などと相変わらず毎年やっておりまして１０年前とほとんど変わってい

ないと思います。そこら辺は改めていかないと、例年どおりということではなくて私は未だに

疑問をもっております。縦割りが非常に強いということを改めていかなくてはならないと思い

ます。それから、少子化対策ですが、窓口がたくさんあります。福祉があり教育委員会があり

どこがどうなっているのか市民には分かりません。同じようなことをやっている、室内を一本

化すれば相当経費も安くなるのではと思います。 

ボランティアの関係で同じ業務を行っているにもかかわらず無償であるという市民の声が出

てきております。また現在はボランティアの時代でなんでもボランティア任せにする意識が強

くなってはいないか、また組織的に上から押さえつけるのではなく、自ら進んで行っていくの

がボランティアであるのと思う。この考え方について検討してもらいたいと思います。 

 

委員長  この辺で回答をお願いします。 

 

企画課小口主幹  道路の問題等は建設部かと思いますが、次回ということでよろしいでしょうか。

回答はこの場で用意できませんのでよろしくお願いします。 

   セギの関係で具体的な部分は、この場は自由に意見を交換していただいて、また後日整理を

してお答えをさせていただきたいと思います。 

 

委員長  今出されました講演会の部分で、確かに毎年同じような講演会で人間集めに苦労してい

るということで、実質的には人は集まらないという状況であります。それと少子化対策のいろ

いろなものを公民館で行い青少年団体で行い、子育てミニ集会でも行うということで分かれて

いるけれども、そういうものは１つにしてもっと自主的なものにできないかというようなこと

ですけれども、これについてはどうでしょうか。 

 

企画課小口主幹  組織のお話については今後の論議のなかで具体的に市の方からご説明する部分

が出てこようかと思いますので、その時の参考にということでお願いします。ボランティアに

頼りすぎという部分については一番初めに基本的な考え方をお示ししたように、市民との協働

という部分のなかで、行政と市民とが一緒になっていくというなかでは、ボランティアという

のは重要な部分だと思います。また具体的な論議をお願いしたいと思っておりますがよろしく

お願いします。 

 

委員長  今までのなかで、それぞれ皆さん方からフリートーキングで話をしていただきましたが、

その１つ１つの質問に対して責任ある立場の人がこの場にいないということでありまして、す

ぐに答えられない状況でありますので、今日は事務当局で回答のいただけるものはいただくと

しまして、次回にそれぞれの担当のところで回答をいただくということにして進めたいと思い

ます。 

 

委員Ｂ  今年の土木の予算付けのなかで、３０万未満の小規模工事について入札に参加できない
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業者におろすというような制度ができて、私ども会合を催したんですが、そのなかで入札に参

加している人間と参加していない人間が当然いるわけですが、実際に機能しないのではないか

という話が出ました。というのは、要は入札に参加できない人間は仕事を２重請け、３重請け

でいただいてやっているわけでありまして参加するのに制限があるということで、実際登録し

ても仕事を貰えるのか、あるいはやってもいいものなのかという話が出ました。当然仕事おこ

しという部分で公共事業が大分減ってきていますので、こういう仕事を出していただけるのは

非常にありがたいことですけれども、その運用をこれからどういうふうに考えておられるのか

という部分をまず、お聞きしたいということと、住宅リフォームの補助制度ができたんですけ

れどもこれも仕事おこしという面からは良い制度かなとも考えています。ですから、ぜひ何ら

かのかたちで市民に宣伝していっていただきたいという希望があります。 

 

委員長  市の補助事業というのは例えば水の対策のために雨水を利用してのタンク設置だとか、

そういうものも市では補助しています。現実的にそういう制度ができる以前にも岡谷市の場合

には零細企業の土木業者に対し、10 万残っているが何かやらないかといった１つの救済事業み

たいなものもありました。今、お話にありましたように実際にどう運用されているか問題だと

思います。 

 

委員Ｈ  大学の新学部のことですが、前は３月までに芝浦工大の方から答えが出るということだ

ったんですが、先日の新聞で８月まで大学の都合で待ってというような記事だったと思うんで

すが、我々としても新学部建設に当たって岡谷市でどの位負担しなければいけないかというデ

ータが無いものですから判断に難しいんですが、県では一切補助金は出さないというふうに言

われておりますし、国庫補助金が減っているなかで補助金もあまり期待できないということで、

あくまで私の予想ですけれども１００億近いようなものを市でもって負担しなければいけない

のではないかなと思っています。あまりにも負担が大きすぎるので市民に対しデータを示すこ

とができないのかなとも思いますけれども、実際、大学の方で言ってこないから分からないと

いうことだと思いますが、大学の方で来てもいいよということになってもかなりの負担になる

のではないかなと思います。そんななかで相手待ちではなくて基金の残高も全体で５０億位に

なってきているなかで、ものすごい負担をしてまで大学をつくる必要はないのではないかなと

思うわけでありまして、もう８月まで待つのではなくて大学誘致というのは取りやめるべきで

はないかなと思います。 

 

委員Ｐ  個々の政策の話しとか運用の話しとかをここの場でするものかどうかは分かりませんが、

そういうことに話がいってしまうと本来、行財政改革プラン策定市民会議の本旨から外れるよ

うな気がしますので、今私が考えているのはこの間示された２１年度には基金が底を着くとい

う実態があると、従来も第１次、第２次、第３次の行政改革大綱というようなものが出来てい

るが、中身は改革というものがあるかどうかというのは別ものですけれども、これからはその

レベルと違ってくるのではないかと思っています。実際に基金が減ってくるという話をされ、

危機感をもって捉えたときにまだ、市民に対してや私らがここに出てきても、発信をされてい
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るのがどうも切迫さが当局には少ないのではないかという感じを持っています。 

   例えば、この間の市長の新年度の方針の新聞記事を読むと、創意・工夫をなんて言っている

けれども、そんなのは１０年も前から使っている言葉であって発信が弱いし見方も変えていか

なくてはいけないと思います。 

 職員の提案制度というものがここにきて新聞に各自治体のことが出ておりましたけれど、こ

の程度のもので表彰をするのかいというようなものまでここに出ておりましたけれども、まだ

まだ民間の意識とは違うなということを感じました。 

   これからの実態を見て将来岡谷市をどうして行くかという話しをするわけですから、岡谷の

実態というものがどうなのか、あるいは市民要望というのはいろいろと出ますから、全国的な

レベルのなかで第３者が岡谷というのをどういう評価をしているかというようなことだって参

考にしていかないと、勝っているところ劣っているところをきれいに出してバランスをとって

いくということが非常に大事だと思います。 

日経新聞で出したデータでは６９５プラス東京特別区２３のなかで岡谷市は水準としては２

４番目に入っていますよね。そういうものを検証したなかで、こういうものをベースにしたな

かで話しをしていかないと、ただ意見を出してくださいでは少し寂しい気もします。 

 

委員長  自立に向けての新年度の市長方針でも依然として大学誘致は入っておりますね。議会で

もほとんどの議員さんが大学は必要ではないのではないかと、もういらないというような意見

のなかで依然として市の３本柱のなかには入っています。予算もきちんととついています。そ

ういった点でもう８月まで待たなくてもこういった自立への道でいらないものはいならいで、

予算を減額してでもやっていったらどうかというようなお話ですけれども、その他にあります

か。 

 

委員Ｉ  指定管理者制度というのがこの４月から行っているようですけれども、概略と岡谷市の

場合どんなところへ、どんなようにこの制度の仕組みが動いているかということ。 

過日の新聞報道等を見ますと市の住民基本台帳から得た情報で犯罪を起こしているというこ

とで、母子家庭の子が被害にあったということのなかで、個人情報保護法というのはこの４月

から動いているわけですけれども、市が窓口でその個人情報保護法に対する悪用されないよう

にするためのガードとか、そんなことがどんなふうに行われているのかどうか。 

市の職員の賃金は私は労働基準法しか分かりませんが、公務員は賃金に対する労働の対価と

しての年間労働総時間は何時間を労働の対価として提供することになっているのか、その辺の

枠組みを教えていただければ、せっかく民間のご意見をというお話でこうして皆さん集まって

おりますので、その辺の枠組みを教えていただけたらと思います。 

 

行政改革推進室小松室長  指定管理者制度ですけれども、１５年の９月に法律が改正されたわけ

でありますけれども、内容的には従来市が公の施設、公の施設というのは学校や保育園や体育

館などそのような施設ですけれども、そういった施設の管理委託ができる制度でありますけれ

ども、従来の自治法のなかではその管理委託ができる相手先が特定されておりました。いわゆ
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る市が出資している法人等でありまして、岡谷市の場合ですと財団法人振興公社そういったも

のに限定されていたわけでありますけれども、この法改正によりましてその間口が拡大された

ということで、簡単にいうと個人以外の団体であったら誰でも受託できる立場になるというよ

うな改正がされたわけであります。その法律が平成１５年９月に改正されたわけでありますけ

れども、従来の管理委託制度が指定管理者制度に変わったわけでありまして、その時点で管理

委託していた施設については今後３年間は従来どおりのかたちで良いけれども、それ以降は指

定管理者制度に移行していかなければいけないということになっております。 

現在岡谷市が公の施設として管理委託をしている施設は１１施設あります。カノラホールで

ありますとかイルフ童画館、ロマネット、諏訪湖ハイツ等でありますけれども、この１１施設

について指定管理者制度に移行していかなくてはいけない。法的には経過措置が３年ですので

１８年の９月までには指定管理者制度に移行していかなくてはいけないということになってお

りますが、９月は年度中途でありますので今、市としては年度当初の４月から指定管理者制度

の移行をしていきたいというふうに考えております。ただこの指定管理者制度はいわゆる民間

事業者も対象になるものですから、やはりそれには一定のガードをしていかなくてはいけない

ということで、この指定に当たっては当然法改正によりまして、この施設はどこの団体を指定

していきたいかというようなことでありまして、指定は議会の議決が必要となってきます。そ

ういった手順を１７年度ふんでいきまして１８年の４月から指定管理者制度に移行していきた

いというふうに考えております。 

 

企画部矢島部長  個人情報保護について窓口は市の方ではどうなっているかということでご質問

いただきました。ご承知のとおり市の方では以前からどこの自治体でもそうですが、個人の方

の住民票、戸籍という情報を以前から扱って参りました。個々に扱っている分には構わないの

ですが、これがコンピュータ化されますと瞬時にしていろいろな利用ができるということで、

既に個人情報保護条例をつくりまして一定の対応をしてきております。 

数年前住基ネットを今まで岡谷市のみでありましたけれどもこれを全国ネットにしようと、

国の情報化への取り組みもあったわけでありますが、そうなりますとまた岡谷市民の情報が外

へ出るということで、それへの対応のための措置も既に行ってきております。自治体ではこの

ような情報を持ったんですが最近ではダイレクトメール等で民間でも個人で情報を持つように

なりまして、そういうものも守っていかなくてはいけないということで、この４月から個人情

報保護法が施行されております。従いまして社会的にもそういうことになっておりましたので、

今まで条例のなかには公務員的な守秘義務を侵した規定は以前からありましたが、更に上乗せ

して個人情報を漏らしたりした場合の罰則規定をこの３月議会で設けまして、よりそういった

措置がとられることがないように、過ちがないようにということでやってきております。この

ようなことで市役所だけではなく社会もそういうことになってきておりますので、職員全体が

今どうあるべきか、どういうことをしてはいけないのかということを随時研修等重ねて対応し

てきているところでありますのでよろしくお願いします。 

 

企画課小口主幹  市の職員の報酬、給与、労働条件の関係ですけれども簡素で効率的な行政運営
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といいますか行政経費の削減ということで、後日論議をするようにしていきたいと思っており

ますのでよろしくお願いします。 

 

委員Ｉ  労働時間の総枠は年間でどの位でしょうか。 

  週は５２週ですけれども、民間では２，０８５時間でありますが、市役所の場合土・日完全週

休２日制で祝祭日がありますので、祝祭日分だけは時間が短いので民間よりは１１０時間から

１００数時間労働時間が短くなっていると思いますが、オーバーワークとの兼ね合いでお聞き

したいと思いまして年間総労働時間の枠組みをお聞きしました。 

 

企画課小口主幹 その資料はその時にまた提出したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

企画部矢島部長  先ほどの補足で、もし窓口というのが具体的に閲覧という部分がございました

ら、洩れておりましたので総論を申し上げたところですが、今岡谷市では一定の手続きを経る

なかで住民基本台帳の４項目について閲覧は許可しています。確かに他の都会などではそうい

うものをいろいろなかたちで使われるということになるものですから、今岡谷市ではどうする

かという方向は決まっておりませんが周りの状況を見ながら対応したいと思っております。 

 

委員Ｉ  ４つというのはどういうものか。 

 

企画部矢島部長  氏名、住所、生年月日、性別です。 

 

委員Ｉ  先日の総理府の広報室の世論調査によりますと、その辺のところが個人的に一番知られ

たくない情報だということで７０何％になっておりますので、知られたくない市民ニーズとい

いますかその辺のところをご配慮いただければと思います。 

 

委員長  そういう点では今まで住民票などは誰でも取れたんですが、法が改正になっていますね。 

 

委員Ｊ  財政改革ということで限られた予算をどのように使うかということで、歳入増加という

ことも言っておりまして、まず、どういう使われ方をすると市民満足度が高いのかということ

を総論的に議論をする必要があろうかと思います、つまり自分達が住みやすい町とはどのよう

な町なのか、イメージがそれぞれ違うのではないかと、例えば富山市というのは日本で一番住

みやすい町だと聞いておりますけれども、そういうことから考えますと大学はいらないかなと

も思いますし、湖畔若宮の土地区画整理も手を付けてしまった、行わなければならないという

ことはないと思いますし理解できない点であります。 

先ほど道路などでも予算を使って満足度が低いという例が幾つか出ましたけれども、私のイ

メージでは岡谷はすごく寒い地域で近年雪がたくさん降るようになりました。以前はそんなに

雪かきをしなくてもよかったんですが余計にそんなところでも不満が出てきている。住みやす

い町というのは一つのイメージで雪が降ってそれをすぐにかいてくれるて、その後トラックで
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来てくれて捨て場に困っている人には雪を積んでいってくれて、スリップする危険もないよう

な道路となっているのも一つの住みやすさかなと、原村あたりは道が広くて岡谷とはちょっと

違いますけれども、全然苦にならないと聞きます。道路だけはきちんとしていて、雪が降って

も全然大丈夫だというのも一つの売りかなとも思いますし、あくまで私の感覚ですけれども、

皆さんはどのような町が好きで、税金を払って喜んで住めるという町なのかということを議論

していったらどうかと思います。 

 

委員長  まったくそのとおりで公募された委員さん方にそれぞれ第１回からお話しを聞くと、子

供やそういった人達がずっと住み続けたい、住みよい街づくりのために参加されたというご意

見ばかりでございました。そういう意味でどういう良い町にするかということは大きな課題で

あるかと思いますが、具体的にそれをどうやっていくかということになりますとそれは大きな

問題もあるかと思います。行財政改革というのは言ってみれば入ってくるお金は一緒であるの

でそれをいかに減らしていくかという、例えば人間が多いとか、こういう事業は止めるとかそ

ういうことが実際には大事なことだと思います。それをどのように行いどのような使い方をす

れば実質的に行財政改革の実績ができるかということを論議していくということかと思います。 

 

委員Ｄ  この間もニュースでちょっと聞いたんですが大阪市でスーツが支給されたり、退職金だ

ったか何かで、あのような問題が何十年も続けられてきたということですけれども、チェック

機能があるはずなのにどうしてそういうものが分からなくて続いているのか、そして今頃にな

って公にされるのか、全国の自治体で何らかのかたちであのようなものがあるのではと危惧す

るところでありますが、岡谷市は大丈夫だろうかと思うわけです。それをチェックするのは議

会なのか、他にもあるのかそういったところに疑問を感じますし、不安を感じるところであり

ます。 

市という行政体でなくて国などを見るとものすごい、桁違いの無駄遣いがあって我々民間か

らすると信じられないようなお金が動いていて、今回の官邸も何百億ですか。全く民間と感覚

がずれていてナンセンスだと思いますが、そういったもののチェックの機能が働いているのか

心配になります。あれは市の行政の皆さんにとっては当たり前と思っていても、傍からみると

ちょっと違うのではないかと思うかもしれないし、そういったことも何か調べる何かがありま

すでしょうか。 

 

委員長  こういった問題が出るとやっぱり市民も岡谷は大丈夫かと思いますが、岡谷はいろいろ

な面でチェックされているんだと思いますけれども、やはり小さな１つ１つの問題を市民の目

でこれはどうなっているんだというようなことは大事だと思います。 

   後半は例えば各市町村でやっている人件費の問題、市議会議員の定数は現状でよいのか、市

の職員の人員は現状で良いのかという点、課は現状で良いのかというそういう点で皆さま方か

らお話を伺っていきたいと思っています。やはり一番の核心は議員の定数、職員の定数は現状

で良いのか、補助金の交付は現状で良いのかというような問題に入っていきたいと思います。

あくまで今日はそういったご意見を出してもらうだけで答弁はいただかないということですの
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で、そんなことでよろしくお願いします。 

 

（休憩） 

 

委員長  休憩前に引き続き会議に入りたいと思います。 

   休憩前にそれぞれ皆さん方が思っておられた疑問点等を出していただきましたが、この辺で

論点の中心にいきたいと思います。というのは各市町村で問題となっております人件費の問題、

市会議員の定数の問題、市の職員の問題、補助金の適正化の問題、これらについての話に入っ

ていきたいと思いますが、この問題について今日はこれから皆さん方一人一人にお聞きします

けれども、例えば市会議員の定数は現状でよいか、何人位がよいか、そういうような思ってい

ることだけで論議については後ほど１件づつ、また小委員会なりをつくってやっていきます。

そいうなかで始めていきたいと思います。茅野市でも下諏訪町でもそれぞれの町で自立に向け

ては人件費が一番問題だということで、議員定数が入っております。岡谷市議会のなかでも議

員定数については検討委員会ができております。それから区長会でも議員の減についても審議

されております。これから新たに壮年会、婦人会、高齢者クラブでもそういった審議が予定さ

れているということを聞いておりますので、皆さん方にはまず、「議員の定数は現状でよいか」、

「市の職員は現状でよいか」、「補助金の見直しは必要か」、そういうごく端的なお話についてお

伺いしてその内容についてはこれから後それぞれのデータをいただきながら、小委員会などで

審議していくということでいきたいと思います。 

先ほどデータがほしいというお話がありましたが、議員の報酬、ボーナスを含めて年間幾ら

か、そういうようなデータはいりますか。 

 

（「はい」と言う者あり） 

 

委員長 それでは最初に議員さんについては、報酬、年額をお聞きしたいと思いますけれども。 

 

企画課小口主幹  データは次回でよろしいでしょうか。今日は用意がございませんのでお願いし

ます。 

 

委員長 データは改めて次回にということでよろしくお願いします。 

 

委員Ｆ  そのデータという部分で議員の定数、報酬については結構なことですが、議会は年間何

日行われていて、視察はどの位あるのかそういったことも含めて資料をお願いしたいと思いま

す。 

 

委員長  議会の開会日数、各委員会の会議日数、各委員会の視察、ボーナスのデータを出しても

らうということでお願いします。 

それでは、議員の定数について個々にお聞きしていきたいと思います。 
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委員Ｈ  市の予算が１０%カットになっているということで、当然市会議員の数も現状でいいとい

うことはみんな思っていないと思います。ただ今委員長さんからお話がありましたように、そ

れではどの位減らしたらいいかということは、そのデータなどを見て判断しないとなかなか難

しい面があるのではないかと思います。方法としては少し減らしてまた様子を見て少しづつ減

らしていくという方法もあるかと思いますが、年間かなりの経費がかかっている場合、一度決

めると４年間は削減できないという状況があるものですから、そのデータを見て判断したいと

思います。また、あまり減らしてもチェック機能という面で難しいこともあるのではないかな

とも思いますが、今私が考えるなかでは１６人位にしてもいいのではないかなと思っています。 

 

委員Ｉ  私は難しい問題で議員をどれくらい減らせばいいかということは分かりません。という

のは、少数の意見を代表している議員さんもおりますし、それで全体で何％削減したらどうか

というのは研究不足で分かりません。 

議員の報酬についてはデータが出てから判断したいと思います。 

 

委員Ｆ  議員の定数についてはいろいろと意見があるかと思いますけれども、それは一方的に減

らせば支出は減ってくると思いますが、しかし地域との係わりで地域の声をいかに反映させて

いくかということも一つの議員の機能かと思いますし、ただ我々があれやれこれやれではなく

て、議員を通じて「こういうところがまずかったよ」とか、「ここのところはこうした方が効率

的だよ」といった意見も議員を通じて言わなくてはいけない。そうすると議員のいないところ

と要るところとあるいは１つの地域でもって議員が４人要るところもあればいないところもあ

る。そういうことを考えたうえで平均化する必要があるということです。公にきちんと選んで

もらってそういうことを反映できる人を出してもらうということは必要なことで、いわゆる議

員の質の向上ということです。それを含めて今のところは何名ということは言えないですけれ

ども、若干の減はやむを得ないですけれども、大幅に減らす必要は無いのではないかなと、そ

の辺をよく眺めてもらって決めていただいた方が良いかと思います。今後の課題だと思います。 

 

委員Ｃ  私は議員の数は１８人位がいいのではないかと思います。 

岡谷の議会は各グループがあるので個人質問ではなくて、グループで研究をすればそう必要

ないと思います。チェック機能の問題で先ほど湖畔のトイレの話を出しましたがあれを今の市

会議員の何人が見ているかと疑問に思います。野球場横をダンプがものすごく走っていたが結

果何をしたのか私には分かりません。ちょっと見ても分からないことがあれだけの金を使って

やっているということを市会議員は見ているかということが非常に疑問であります。はっきり

言えば勉強していないということだと思います。勉強している人は１８人位で結構だと思いま

す。本当に一生懸命研究して事業に対してチェックしてもらえばいいが、検査機能がないと思

います。抜き打ち検査を行うことによって本当のものが見えてくる、そういうところから行政

というものを改革していかなくてはいけないと思います。 
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委員Ｅ  市会議員のことを話す前に、この前補助金について８００幾つあるというお話でしたけ

れども、その中身についてちょっと聞かせていただきたいと思いますが、その後どうなってい

るのかお話をお聞きしたいと思います。 

市会議員は１８．１９人がいいかと思っています。先般もお話しましたように地域の代表と

いう色彩が非常に強い。これは今でもずっと続いているわけですけれども、これを続けてきた

ためにやはりいろいろなかたちの機能が果たせずに地域のことだけ行っていればいいのではな

いかということが非常に強かったんだと思います。それから区の代表ということからして、市

全体を余りにも見ていないことが非常にあった。人数を少なくすることによって当然競争心も

生まれ、勉強もするようになるし、あるいは議会の答弁もより具体的に自分なりの意見を述べ

ていただくことが多くなるのではないかという感じがします。それとやはり現状チェック機能

といっても議員の視点を変えていかないとそのままいってしまうのではないかと思います。な

ぜかと言いますと先ほどから出ておりますように、地域からこういうことを要請されたと、そ

のことをそれぞれの行政のところに行って話をすると、昔から言っておりますように私はこの

道路は予算を取ってつくりましたよと、まだそんな話が出ています。やはり行政もこういう事

態に陥った時そういう圧力団体のようなものに押されていてはいけないと思います。行政自身

がなかにはこういうことを言われたからと言って、最近でも一生懸命話を聞いています。けれ

ども行政の方とすると例えば道一つにしても将来道が開かないと言われているにも係わらず、

議員の皆さんは一生懸命それを交渉しているということがあります。要するに議員と行政の皆

さんも本当に真剣になって主体的にものを考えて圧力に屈しない現場をよく見つめてやること

ができたとしたら、人数を少なくすることによってより一層議員の皆さんの働く場所がより鮮

明になってくるというふうに感じます。そんな意味合いからぜひ行政の組織のなかを本当にこ

ういうかたちで縦割りでいいにかどうか研究していきますけれども、できれば横割りのチーム

プレイができるような組織ができてくればより機能してくると思います。 

 

委員Ｄ  こういう根拠でこういう訳でと言うことは言えないので、何人ということは言えないん

ですが、一人当りのコストやあるいは効果といったものを考えると、何人か減らしてもよいの

かなと感覚的には感じますので、幾つかの判断材料がほしいところであります。 

減らせば減らしたなりでできると思います。 

 

委員Ｋ  まだ分からないことばかりで何とも言えないのですが、人数を減らすというか根本的に

見直して減らすことを考える必要はあると思っております。 

 

委員Ｌ  方向性としてはやはり減らしていく方向がいいのではないかと思います。また報酬を減

らすというのは別の話であって、やっていただくその役割に対して下げるだけではなくて、逆

に上がっていくのだって考えても良いことではないかと思います。今のことは議会だけのこと

だというような発言でしたけれども少し言わせてもらいたいことがあるんですが、先週の１０

日ですか。日曜日に川岸小学校の新入生の生徒が自宅前の県道で横断歩道を渡っていたにも係
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わらず、引かれてしまったと。今は脳挫傷で日赤病院に入院していて意識不明の重体というこ

とで非常に残念なことでありまして、当岡谷市は子育て憲章を平成１４年に制定して、子育て

というところに非常に力をおいていこうと。この行財政改革というのはこれを成し遂げること

によって自立した町ができる、その自立した町はどういう町なのかというとやはり子供達の育

成に十分力をおけるような財力のある町であってほしいと思うんですが、そのなかで子供が事

故で入院していて重体ということで、私はその現場を見たんですけれども、確か３，４年前に

中学生の女の子が死亡した事故がありました。そこの横断歩道には横断の旗があります。その

行く道々のなかで横断歩道が幾つかあって、その横断旗の置いてあるところと置いていないと

ころがあって、今回事故のあった横断歩道には横断旗は置いていないんです。もし横断旗が置

いてあってその女の子が使っていたならば、起きるべきして起きた事故であっても、運転者の

注意のなかでその旗が開いていたのが見えていたのなら、その事故は起きなかったかもしれな

いなかで、非常に残念でありますし予算付けのなかで安心安全の岡谷市をつくるんだというこ

とではあるけれども、言っていることとやっていることがマッチングしていかない。同じ道で

死亡事故が何件も続くのであっては県道とは言え市の責任もあるのではないかと思います。 

 

委員Ｇ  市議会議員の定数の問題ですけれども、昭和３４年３０人いました。それから６１年２

人、平成２年２人、平成１０年２人と２人づつ減ってきておりまして現在２４人となっており

ます。地域の代表である区長さん方で組織している区長会でも、議員定数減ということでメデ

ィアに大きな数字で載って、この市民会議でもってあの数字より下げるということは出せない

のではないでしょうか。区長会であのような数字が出たということは、これは市民の声と判断

した方がいいかと思います。各区長より意見を調整したと思いますので幾人ということは言え

ませんけれども、それを下回ることはないと思いますし、それに近い数字でこの場はよろしい

かと思います。 

   それからもう一つ、ある市民から言われたことでありますけれども、職員の表彰規定であり

ますけれども、現職がなぜ表彰されるのか途中で表彰するというのはおかしいではないかと、

退職する時に表彰するのはいいかと思いますが、これは厳しい、厳しいと言っていながらもお

かしいのではないかと思いますので検討してもらいたいです。 

 

委員Ｍ  何人減らしたらいいかということは細かくは分からないんですが、本当に内容を考えて

減らせるのであれば減らしてもらって構わないと思います。減らしたことによっていろいろな

意見が出なくて、似たような意見で盛り固まってしまう内容になってしまうようならば、それ

は賛成できないです。いろいろな意見が出てそれを議論していただかなくてはいけない議員さ

ん達が、同じ意見の人達だけが少なくなって固まって、「これでいいよね」という簡単ない言い

方をすればそういうようなことで話が進んでいってしまうような議員だったら正直いらないと

思っていますし、でも、いろいろな人がたくさんいて多くの意見が出て、それをもんでくれる

議会ならばいいかと思いますが、減らしたことによってそれができないのであれば、減らす必

要もないかなと思いますし、他のことでもっとお金を減らす策を考えたらどうかなということ

もありますので、どちらとも言えません。 
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委員Ｎ  正直、今議題となっていることで市会議員の数って問題なんだということを逆に始めて

知ったところで、減らすの増やすのという以前の問題で、行財政改革の一つの市会議員の数や

報酬が問題になっているんだということに気づいたものですから、生活に密着して市会議員の

数をいつも気にして生活している訳でもないですし、例えばその補助金についてもどこに何の

補助金が幾らいっているかなんていうことは分からないものですから、何のコメントもできま

せんが、子育てとか次世代を担うことを意識した議員さんでしたらたくさんいていただいてい

いんですけれども、商工業とかなんか商売のことだけとかではなくて、人づくりに関してしっ

かりと勉強されて全国レベルで運動をされているような市会議員さんがいらっしゃれば心強い

ですし、人数の問題よりも市会議員さんの質の問題だと思いますし、そこを端的に指摘できる

ような議員さんを推薦したいと思いますので、人数はどちらでもいいです。 

 

委員Ｐ  議論の根底に何があるかということですが、例えば岡谷市の総予算のなかで議会費は０．

９％か１％位程度かと思うんです。その部分を検討するだけで果たしていいのだろうかと思っ

ています。今は常任委員会は３つありますけれども、その内議長が抜けますと１委員会７人か

ら８人となりますが、定数を減少しますとそれがますます小さくなっていきます。委員会とい

うものが機能していかれるのか懸念するところでもあります。 

現在、議長さん以下で検討会を設置して検討しているようでありますけれども、減らすこと

が正義だという世の中の風潮に対して懸念するところでもあります。これは、チェックをする

という部分で議会の大事な機能があるわけですから、ただそれを果たしているかという議論と

報酬が高いのではないかという部分のことと、それが一緒になって議員はいらないのではない

かという議論になっては困るというふうに思います。 

先ほどから質がという部分が出ました。もし減らすということになればもう地域代表という

感覚ではいけないと思います。逆に言うと区長会の方も議員がいない区もあるわけですから改

めなくてはいけないと思います。例えば議員を先頭に立たせて土木陳情を２日も３日もかけて

やっているような姿勢なども止めなくていけないと思います。そうすると区長さんがやる仕事

と、議員のやる仕事を別にしなければいけないと思います。ある意味で一緒になっている部分

があるわけです。 

議員の数については１０人台はいけないと思っております。最低でも２０人台でなければい

けないと思っております。報酬についてはお休みになっても報酬はもらうということについて

は、市民感覚はあると思います。その辺の議論もこれからやっていかなくてはいけないと思い

ますし、人数については２０人を切ることはあってはならないと思っています。 

補助金についてはまったく白紙にしてもう一度見直していかないと、過去の経過のあるもの

も見直す必要があろうかと思っています。 

 

委員Ｂ  平成１５年度の決算状況という資料のなかに議員報酬が出ているんですが、これが変わ

らなければそのとおりなのかなと思いますが、おそらく１人６２０万から６３０万もらってい

ると思うんですよ、それに対して使われている経費を含めればおおよそ一年間に１千万位かな
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ということだと思うんですよ。そうすると２４人でおおよそ２億４千万位という話になりまし

て、市の予算がおよそ２４０億ということを考えれば 1％でして、それを減らすという部分を考

えるとチェック機能という部分が薄れてしまうという部分と、もっと他に減らすところはある

のではないかなと思うところでありますが、ただ減らすという考え方の部分とチェック機能を

きちんとしなければいけないという部分は別々にして考えていかないと、本当に議員の成り手

がなくなってしまってチェック機能が全然なくなってしまうということになってしまってはい

けないので、気を付けて議論をしていかなくてはいけないかなと思っています。 

 

委員Ｐ  報酬が問題になっていると思うんですが、例えば年金をいただきながら議員をやってい

る人はいいんですが、現実に今議員だけで生活をして子育てをしている人がいますが、その人

が議員報酬だけで生活ができるかどうか、そういうレベルで物を見ないと議員報酬だけで攻め

ていってしまうと、本当に若い人のやり手がなくなってしまうと思います。 

ほとんどの人が退職をされて現役を引退された人、人に任せて会社を経営されて給料も取り

ながらやっている方がほとんどですが、現実に現在３人の子供を抱えて議員報酬だけで生活を

されている方もいますがその人は大変ですよ。そういうことを考えると果たして単なる報酬が

高い・安いという議論は難しい点もあります。 

 

委員Ｏ 議員が何をするかということが一番問題なんですね。議員さんがどんな役目をしているか

ということで、もし議員さんが自分の利益のためだけにやっているという議員さんだったら必

要ないし、市全体のためにいろいろと考えて行っているという方なら必要であるということに

なると思います。ですから、議員の人数が多い少ないという問題より質の問題ということが出

ましたけれど、そのとおりだと思います。結局、質の高い人を選び出すにはどうするかという

ことになるかと思います。若い人、能力のある人が報酬が少ないために応募ができないとか、

議員に立候補できないとかということになってくると、お年寄りとか頭の固まった人などが議

員になるとどうなるかということが目に見えてくると思います。ですから定数は私は分かりま

せんが、報酬を安くするとかそういうことに対しては賛成できません。 

 

委員長  それぞれご意見をいただきました。最終的には議員の増減につきましては議会で議員定

数の条例が出ましてその審議をして決まることでありますけれども、一般的な世論のなかでは

岡谷市の財政は厳しいなかで人的削減は必要ではないかということで、まず挙げられているの

は議員の定数の問題です。そういったなかから皆さんからお伺いしまして、減らした方がいい

という方、何人でいいという方、議論の根拠になるものがほしいというようなお話、こういう

ご時世なので議員を減らすことが正義だという考え方には疑問があると。これもひとつ大事な

意見だと思います。 

この行財政改革プラン策定市民会議は最終的にはいろいろな意見をふまえ、これに少数意見

を付けて答申したいと思っています。 

全員が何人というかたちで決を取ったりすることは、今の話のなかでも非常に難しいと思っ

ております。まだまだこの論議は重ねていかなくてはいけないと思っておりますけれども、そ
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ういったかたちのなかで一応皆さん方の議員定数に対する考え方をお聞きしました。ひとつ言

えることはやっぱり議員の質の問題だとそういう意味のなかでは、議員は減らした方がいいと

いう様々な意見が出されました。 

補助金のデータは次回に出ますでしょうか。 

 

企画課小口主幹  最初に議員さん方の資料に関しましては議会事務局の方へお願いをして参りま

すので、ちょっと日の方がはっきり言えなくていけないですが、また議会の方でも先ほど委員

さんの話のように検討委員会をつくってやっている部分がありますので、そちらともお願いを

して話を進めていくようになるかと思いますけれども、そんなことでなるべく早い時期にとい

うことで思っております。 

職員の関係につきましては先ほど委員Ｉさんから意見をいただいておりますが、その問題を

どこかでテーマとして取り上げていきたいと思っておりますので、資料の方を提出させていた

だきます。その点につきましては次回にとも思っておりますが、どんなかたちになるかははっ

きりしていませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

委員長  議員さんに対する資料、それから補助金に対する資料、職員の資料は次回ということで

説明をいただいて、それから賃金に入っていくというふうにしたいと思います。 

 

委員Ｐ  今資料という話が出ましたので、次回までにとは言いませんが、市民の皆さんが関心に

思っている職員の給与の問題ですけれども、広報で出るのは平均年齢何歳というものしか出ま

せんが、例えばモデルをつくってもらって高校卒業して入所して３５歳、４０歳なら４０歳で

もいいですがこの人が標準でこの位の給料になるという部分やあるいは大学卒業して入所して

標準でどの位になるんだというモデルを示してもらいたいと思います。 

 

委員Ｄ  判断材料というものがないと分かりにくいので、例えば、議員さんにしても職員の方に

しても他市町村との比較といったそういうものがあれば分かりやすいと思います。 

我々民間だと単管比率やパート比率などそういうものを見ながら、同業者との比較を見ると

いろいろなことが分かるのですが、ひとつだけ見せられても行政のことを知らないので、高い

んのか多いのか少ないのか分からないので、いろいろな角度から判断できるものがご用意でき

ればお願いしたいと思います。 

 

委員長  委員Ｄさんのご意見のとおりかと思いますので、他市町村の状況の資料を出していただ

いて、対比できれば分かりやすいかと思いますのでよろしくお願いします。 

 

委員Ｃ  茅野市が機構改革を行い１０部を５部に縮小をして、課は２割減で縮小するということ

を行っているそうですけれども、岡谷市でも検討してもらいたいと思います。 

飯田市では職員を農協や商工会議所へ派遣をしていると新聞に出ていましたが、メリットが

あるかと思いますので検討していただきたいと思います。 
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辰野町では悪質な税金の未納者を公表するようになったということで、あれは人権がどうか

と感じていましたが、ここまで踏み切って行うということは、私は必要ではないかと思います。 

岡谷市に手を上げてもらいたいことがあるのですが、税金を中央へ持っていかれてしまう点

で、地方分権と言っておきながら税金を中央へもっていかれてしまうのは非常に不満でありま

す。大きい商店が来て小さい商店はみんな閉鎖してしまうような現状で、その税金がある程度

地方へくるような法律をぜひつくってもらいたい。これはどこかで手を上げないとできないと

思いますので、思い切って岡谷市で国に手を上げていただきたい。東京だけが良くて岡谷市は

アピタは来るがＤ２は来るが、税金はみんな中央へ行ってしまうという不合理な話は今時通ら

ないと思ますのでよろしくお願いします。 

 

委員長  確かに委員Ｃさんの言うようなことはあるかと思います。例えば岡谷市は今大きなスー

パーや流通が来ていますね。それらの流通はほとんど岡谷にお金が落ちなくて、各本部へ行っ

てしまう。岡谷の市民は一生懸命働いても、血や肉もなくなって痩せていく一方ではないかと

いう、そういうお話もあります。そういった疑問のために先日、商業観光課の商業担当と話を

しました。商業担当は不思議だと言うんですよ。岡谷市内は大きなスーパーや流通が来て小さ

い商店は大変だけれども、各商店街のなかから困ったというそういったものはないんだそうで

す。どの店に行ってみても「とにかく困った」、「生活できない」といった店はないということ

が、商業担当は不思議でしょうがないと。というのはどこかで何かやっていると。結局今は店

員も使っていないし、２人だけでどこかで食べていると。自分達はスーパーなど行って安いも

のを食べていると。そういうことで商業担当としては不思議で仕方がないと。ところが市民は

そういう商業者について何の手当てもしていないのかという意見が多いそうです。今年はまだ

実際にそういうことが決まったかどうかどうか知りませんけれども、各中央通りなら中央通り

でそういう商店街へ市から補助金を出して、頑張っている店には市の補助金を出して支援して

いるというマークを付けて、市民には市も黙っているわけではないと、こうやって補助金を出

して支援をしているんだと。そういうものを出したいんだという話をしておりましたけれども。 

幸い岡谷市内では大型店に扮してカサハラ書店さん、カネジョウさんが頑張っていらっしゃい

ますけれども、確かに幾つかの大型・流通にお金はどんどんいくけれども、それが市へは落ち

てこない、それを何とか市へ落とすためには法人税なり、売上げに対する何％かを落としても

らうようにしなければいけないが、これは国の大型店政策でそれもできないというようなこと

で、現状を少しお話をさせていただきましたが、やっぱりそういう矛盾もあります。 

 

委員Ｄ  私も商売をやっているので、「声がいかない」「生活ができていない」ということはいろ

いろな見方があると思います。一つは行政に言ったところで何かしてくれるわけではないと思

っている方もいると思うんです。食べていかれない理由はいろいろあるし商売のやり方が下手

ということもあるかと思いますし、あるいは後継者がいないという状況があるかと思いますし、

それを行政に言う事なのかと思っていると思います。傍から見ているとどうやって食べている

んだろうと思うところも正直ありまして聞いてみたんですが、お母さんがパートに出ていると

か、何かをやっているとか、幾つも幾つもあって決して、何かがあってできているということ
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はないと思います。商売はそんなに甘くないし、それぞれに努力をされていて決して声が出な

いから普通にやっているわけではないというふうに思います。ただ岡谷市の商業課なんかも固

定の融資がなくなった面もありますけれども、かなり低融資をしてくれたり商業に対する支援

はしてくれていると思います。商業会でイベントをやると言うとかなりのお金が出てきて、昔

は店でかなりのお金を出して、幾らづつ寄付を回って、天神祭りをやるとかきつね祭りをやる

ということをやっていたんですが、そんなにしなくても市からかなりのお金が出てそれなりの

イベントが出来るような。ただやらないだけで出来るものもあるので決して楽をしていないと

いうか、市に行かないから大丈夫ということではないと思います。 

 

委員長  それはすいませんでした。中央通りを見てもどこをみても、個々のお店が努力している

店は結構お客が入っているんです。常に努力をしている店は市民もそれなりに認めているんだ

と思います。そういうことで岡谷市はもっといろいろな面で考え直さなくてはいけないという

部分があると思います。もう 1 点、この行財政改革プラン策定市民会議のなかでも論議になっ

ておりますけれども、岡谷病院と塩嶺病院との統廃合の問題。これも今度新しい院長先生がき

ましてコメントも聞きましたけれども、これが何年計画でどういった位の予算でやっていくか

はこれからの話だと思いますけれども、それらについても一応お話をお聞きしておきたいとい

うこと、それからもう 1 点、助役さんがお替りになりました。できれば助役さんに一度この会

に来てもらって助役さんのお話もお聞きしたいと思いますがよろしいでございますか。 

 

（「はい」と言う者あり） 

 

委員長  それではそのようにしたいと思います。 

 

（「ちょっとよろしいですか」と言う者あり） 

 

委員Ｆ  先ほど委員Ｌさんの方から子供の交通事故の件で横断旗のお話がありましたが、あれは

市の安全課の管轄ではなくて、実は私安全協会の関係でいろいろとやっているものですから申

し上げますが、岡谷市の安全協会から旗を全部作って交付しているんです。そして地域に交通

安全母の会がありますがそこの代表者を集めて必要な方は岡谷の交通安全協会に用意してある

ので持っていってくださいということになっております。また、どこかに立てたいということ

であれば警察や市の安全課と相談をして場所を設定して作っております。ですから、それは地

域に交通安全協会の役員がおりますから、それを通じて行っていただければいつでも間に合う

格好になっております。 

 

副委員長  先日、諏訪湖ハイツのお風呂が丸見えということで、下の方が見えないようなことに

なっていて、せっかくの諏訪湖の眺めが遮断されていると出ておりましたけれども、すわっこ

ランドへ行くと中からは見えるけれども、外からは中が全然見えないようになっているんです

けれども、岡谷もそういうようなことはできないでしょうか。 
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委員長  そういった意見も出たということで検討をしてください。 

 

（「副委員長から議員定数の問題も聞いてください」と言う者あり） 

 

副委員長  議員の数は減らしていいかどうかは、はっきり分からないですけれども、質の問題だ

と思うんです。何か議員さん達を見ると地域にとらわれていて、地域に頼まれたことをやらな

いと次期に影響するからということで地域の細かなことに拘りすぎているような気がするんで

す。ですから若干減らすことは減らして、全市的に見てもらうような議員さんをみんなが出す

ということを考えて頂いた方がいいのではないかと思います。 

 

委員長  私は言いません。私が話をすると方向性としてそういうかたちでやっているのではない

かと思われるので、私は言いません。今のお風呂の面ですけれども諏訪湖ハイツは眺望がいい

ところなので検討の余地はあるかと思います。 

その他ありますか。 

 

企画課小口主幹 今日、お配りした資料のなかで「歳入確保のための取り組み」という資料がござ

いますので、ご覧をいただき説明をさせていただきたいと思います。 

今日、フリートーキングで様々な議論を出していただきましたが、行財政改革プランに盛り

込んでいく中で策定市民会議の皆さんにぜひご論議をいただきたいという部分での一つの資料

のなかでお出しいたしましたのがこの「歳入確保のための取り組み」です。それで今日事前に

お配りをして説明をさせていただいて次回ご論議をとも思いましたけれども、時間の関係もご

ざいますのでまたご自宅でお読みをいただいて、ご意見等をいただきたいと思いますのでぜひ

次回までにお読みいただきたいと思います。主は歳入の確保という部分で先ほど少し税のお話

をさせていただきましたけれども、それにふれるような内容もありますし物足りない部分もあ

ろうかと思いますので見ていただいて、次回この歳入確保ということでもテーマにしていただ

きたいと思いましてお示しをしました。このなかに具体的な部分で諏訪湖ハイツの入浴料の話

ですとか、政策に係わる部分、学童クラブの使用料に係わる話ですとか具体的な数字等が出て

おります。策定市民会議で検討事項としてお示しをしたものでございますが、最終的には議会

の議決等が必要となりますし、この場で決定できるというわけではございませんので、ひとつ

の検討資料ということで数字が一人歩きすると私共も困りますので、そんな意味合いでお受け

止めいただいて、一通りお読みをいただきましてご意見等を伺う場を次回に設けていきたいと、

こんなふうに思っております。 

それから、チラシで行財政改革プランの策定というようなことで、今市民の皆さんへの意見

募集ということで行っております。様々な方からご意見を伺ってまたこの市民会議に紹介をし

ていきながらとも思っておりますので、今市役所の１階の情報公開コーナー、３支所、駅前出

張所に意見受付箱を置いてありますし、そこには会議資料等も公開しておりますのでそんなこ

とでお願いしたいと思います。 
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次回の日程についてですが、４月２８日の午後１時３０分を予定しております。連休の前で

恐縮ですけれども、場所が４階の４０１会議室に移りますのでよろしくお願いします。 

その次は連休で間が開いて５月１９日の１時３０分を予定しておりますが、詳細は委員長さ

んと相談をして決めさせていただきますがよろしくお願いします。 

今日、いろいろと出された意見等のなかでお答えできるものは次回にお示しをいたしますけ

れども、職員の給与の問題ですとか職員数の問題は第 1 回目の会議でもスケジュールをお示し

してございますが、そんな中の場面でご論議をいただきたいと思いますので、全部の資料が次

回に全て間に合うわけではございませんのでよろしくお願いいたします。 

 

委員長  よろしいでございますか。 

 

副委員長  長時間に渡りご苦労さまでした。これをもって閉会といたします。 


