
 
 
 
 
 

第１５回 岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 

 

会   議   録 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１７年９月１６日（火） 



第１５回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／９／１６（金） １３：３０～１６：１７ 

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１５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。朝晩は秋の色が濃いわけですが日中は日がさしますとまだまだ残暑厳

しい感じで、この会議は皆さん方に熱いご意見を頂きまして、中間のまとめに入ってきました。 

先日は皆さん方から頂いたそれぞれのご意見を中心に柱を作っていく形、中間のまとめに入っ

て参りましてご論議いただきました。今日は中間答申に向けましての柱をどういう形に作った

らいいか、それは各項目別になりますので委員Ａさんがおりますので、今日は板書形式でやっ

て行きたいと思います。柱につきましては事務局の方で皆さんに差し上げた形で五つ項目が入

っていますがそれにとらわれず、例えば、柱として歳入はどうしたら良いか、歳出はどうする

か、人件費削減、そういった項目があると思います。それから前回皆さん方のご意見にありま

すように、効率的な市政の運営、外郭団体の統廃合、そういった形の中でご意見を頂きたいと

思います。最初は皆さん方からご意見を頂きながら、重要な問題ですのでその後皆さん方の一

人ひとりからどんな形の柱を建てていったら良いかご意見を頂きたいと思います。会議の進行

上、柱をどう建ったらいいかという項目を皆さん方にお願いして一項目ごと整理していきたい

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（企画課小口（明）主幹） 

 

（１）中間まとめ 

 

委員長  先日新聞を見ましたら富士見町で行財政会議の市民会議の中間まとめが新聞に出ていま

した。理事者に良くわかるようにという形で、行財政改革、組織の変更、受益者負担、そうい

ったものが項目別に出ていました。私達の意見がこういった形で自立への道の足がかりになる

んだという意見をまとめて出すと。今回は中間まとめですのである程度まとめて更に次への最

終答申への向けてのステップ、内容を厳密に精査しながら出していくということで良いかと思

います。この件につきまして皆さんから意見をお聞きしたいと思います。 

 

委員Ａ  私の意見というよりも、皆さんの意見をこういう形にまとめてみたというだけでこの構

成メンバーの意識が今、自分を含めてどうなのかというのを見てわかるようにしてみた、とい

 1



 2

う事です。これに足りないものがもしあるとしたら入れていった方が良いとか、これは盛り込

まないほうが良いというのは消したほうが良いというご意見をいただかなくてはいけないと思

いますし、たたき台にするならそういうことだと思います。例えばのところに五項目出ていま

すけれども、こういった方法でまとめていくということも一つの方法だと思います。 

 

委員Ｂ  中間まとめの意味が良くわからないけれど、こういった意見が出ているけれどこれは各

自がこの趣旨を話をしてもらって、この会に必要であるか、答申に必要であるか認識してもら

えば良いのではないかと思いますが、これを提言した人が趣旨を説明してもらって、この会で

採用した方が良いということになれば採用していくという方法で行えば良いかと思います。 

 

委員Ｃ  今の状態で、答申を受けた側が項目について抽象的のことだけでこれはどういう意味の

答申かと当然論議されると思います。そういうことも考えないと、受けた方が逆にとる場合も

あるし、こっちの趣旨が伝わらない場合もあると思います。ただ抽象的な答申で良いのかそう

いったことも関わってくると思います。 

 

委員Ｄ  中間という話で後でまた正式な答申という話のようですので、それと同時に市民の目に

マスコミを通じながら触れていくわけであります。そうするとどういう形で伝わっていくか、

非常に大事だと思う。出来るだけわかりやすい言葉で具体性を持たせて、数値目標までいろん

な形で謳うことができるようなことができれば良いですが、分かりやすいような形で中間まと

めを行っていくことが良いと思います。 

 

委員長  趣旨はそのような形で市民に答申した場合に、市民にはっきり分かるような形での言葉

は必要だと思います。 

他にございますか。 

それでは、議事の進行上、私の意見を申し上げます。委員Ａさんのまとめは今までにないま

とめ方かと思います。一つひとつについて説明をいただければよく分かりますけれども、行政

に分かりやすくするには、例えば、歳入については、人口増、受益者負担を増やす、税の確保

をきちんとやっていく。歳出については人件費の問題、職員の減、議員の減など具体的に５項

目挙げていった方が実際は良く分かると私は思います。 

 

委員Ａ  私もこれをまとめにしていこうという気は全然ありません。これは単なる議論のたたき

台で皆さんの意識がどの変にあるのかというのをこの会議中に見ていただいて、みんなで今後

を考えていくための材料にする、という意味のために出しているだけでありますので、これが

まとめだよということで市報や新聞に載せていただこうということは全くありませんので、そ

れだけは誤解のないようにお願いしたいと思います。 

 

委員Ｅ 図のなかで意識とありますが、これは市の職員の中の意識ということですね。市民の中に

市民の意思というのがありますが、私としては意思というより市民の意識改革の方も重要だと
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思うものですから、この意思というのは。 

 

委員Ａ 市民の丸のほうに入っているのは、各種団体の代表の意見ばかりでなく一般市民の声を行

革に向けて私たちの知恵を絞り住民の意思に答えた形で事業ができるよう考える。市民が税金

の使われ方に満足感を持っているかどうかというのをまとめたものでありますので、今お話の

ありました市民の意識改革というのは新しいご意見だと思います。 

 

委員長  言うまでもなく行政改革というのは、機構の改革、組織の再編成、そして歳入の確保、

歳出の減、これが柱ですけど、そういった大まかでもって行ったのでは今までの議論がそのま

まになってしまうものでありますから、６項目をまとめて頭を柱に持っていけば一つの形にな

ると思いますし、それを全体的に描いたひとつのまとめが委員Ａさんが出したこういう方向性

でやったんだという説明になると思います。事務局が用意しました補助金の抜本的改革、行政

経費の更なる削減、市民と行政の協働、岡谷らしい特色、それらを兼ね備えながら審議してい

ったらいかがでしょうか。基本的には歳入の確保が一番市のメインだと思うんです。そんな形

で歳入の確保を中心にまとめて行きたいと思います。           

 

（２）歳入の確保対策 

 

委員長  同じものを整理しますと、人口増、少子化対策、それに伴う市税の確保、それからその

次には使用料・手数料の見直しに掛かる受益者負担は根本的にあります。更には市税の収納率

アップ、そういったものが掲げられると思うんですけれども、この中で皆さんの意見をお聞き

していきたいと思います。 

 

委員Ｆ  確かに人口増、企業支援などはすぐに出てくる話でありますが、日本全国で人口も減り

つつあるという時に、岡谷市でも人口増対策をやってきても効果が上がらない時に果たして、

この会議で持ち出してやっても、政策的におおいにやってもらうことでありますから、それは

当然なんですけれども、ただ現実に企業支援というけれども大きな流れの中では、残念ながら

大きな企業はこの地域では場所がないわけであります。この小さなところに企業を誘致しろと

言ってみても現実にできる話かということは皆さんお考えになれば分かる話しだと思います。

そこまで、この会議でここまで踏み込んで、企業を誘致ということが出来るかどうかというこ

とは疑問であります。 

 

委員Ｂ  工業誘致は大きいものでなくても小さい企業もたくさんあるので、土地を安く提供する

などして意欲のある企業をやりたいという若者が来ても良いとなるかもしれない。市税の未納

者の処置を口実か市報でする、というような方向を出した方がある程度無責任の人が責任を持

つような感じを受けるんですが。 

 

委員Ｃ  税収の件で基本的な問題は、岡谷市にいかに工場を誘致したり、人口増を図るかという
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ことなのだが、税率の見直しというものもあるかと思いますが、物価対策だと思います。岡谷

から企業が逃げていくのは土地代が高いということがあると思います。町の商店が活力をうる

ためには、安く売っていると、市内の人から多くの客を集める事が欠けていると思います。 

 

委員Ｅ  使用料、手数料の件ですが今まで無料のところがあったようでありますが、それは昔の

話として、管理費なども掛かっていますので、基本的に無料は無くすということで使用料を見

直していくと、そういうことが必要かと思います。先程、税金の未納者のことで話しがありま

したけれども、私も徹底的に回収するという意見に賛成で、以前にプロの方を頼んで回収する

ということもありましたけれども、そういうことではなくて、職員の方の努力で外の力を頼ら

なくて回収する、ということでできるだけ経費を少なくしていくということが必要ではないか

と思います。 

 

委員Ｇ  人口増のことで、18 歳人口というのが流出してそれが戻ってこないんです。今ここに住

んでいる大人たちがどう考えているか、子ども達に小さいころから教えるということが大事か

なとも思います。18 歳人口で流出せずに残っている人達が、ニートになっているという現状が

あります。「学ばない、働かない、引きこもっている」という方達が労働力としてきちんと地域

に貢献していただければ、非常に大きなことだと思うものですから、ニートの実態を民生委員

など地域の実情を知っている人達に調査してもらって、そして分析して社会参加していただく

ことも非常に大事なことだと思います。今、ニートが全国で 26 万人いると言われているんです。

岡谷市にもきっといると思うんです。それを地域でまだ分析をしているところはどこもありま

せんし、そういうことも人口が多ければ良いということでもないですから、その辺のところも

何らかの形で考えていかなければいけないのではないかなと思います。 

 

委員Ｈ  私自身、今年高校生親の会の会長をやっております。それで 9 月の岡谷工業高校の文化

祭で生徒と交流を持ってその辺の話もしてきました。1 年生から３年生まで２０数人出席しても

らったんです。そのなかで将来この岡谷、諏訪地方に帰って来たいと、あるいはやってみたい

仕事が今ありますか、と言いましたら女の子で一人だけいました。3 次元ＣＡＤに非常に興味が

あって、将来はそこのところに住み続けたいと。その他の子は漠然と進学かな。と言っており

ました。進学した後というのはまだ明確ではないということだそうです。ここに帰ってきたい、

住み続けたいという明確な子どもは 1 人しかいませんでした。それだけこの地域に魅力がない

んですかね。それから帰ってきたい、やってみたいという企業もないみたいであります。今の

子どもはある意味充足しているんです。 

 

委員Ｂ 親の教育じゃないかな。家を守って、土地を守っていくという教育が出来ていなと思いま

す。親の教育の問題じゃないかなと思います。 

 

委員Ｇ  若年労働力がこれから圧倒的に不足していくんです。労務対策協議会も若年労働者の確

保に努力してくださっていますけれども、やはり魅力がないと言い切らないで、どう魅力を持
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たせるかということを考えていかなくてはいけないと思います。 

 

委員Ａ  私は委員Ｂさんの意見と違うんですけど、私は大学まで行きましたけれども、私の場合

は親に「家に帰って来い」とはっきり３回位言われましたので、この岡谷へ帰ってきましたけ

れども、今度、自分の子どもにそうはっきり「帰って来い」と言えるかというと難しいです。

岡谷に住むものとしては、自分の子どもが他へ行くのであれば、他の所から子どもに来てもら

えば良いと思います。岡谷はまじめな町で、一生懸命働いて、市内に夜飲みにいく所もないと。

そういう町が好きな人は１００人に１人はいるだろうと、そういう子どもに来てもらえれば良

いと思います。 

 

委員Ｂ  若い起業家が結構生まれております。資本金が０円でできるから、そういうことをＰＲ

して土地は無料で提供すると、ここに来れば諏訪湖があるし、自然が美しいところにあるので、

青年起業家を誘致するようなＰＲをすれば多少引っかかる人もいると思います。もう一つ、本

社が中央にあった企業は、一生懸命お金をつぎ込んだのにみんな東京に行ってしまう、地方分

権と言っているけれどもそのお金がみんな向うへ行ってしまうのは不思議です。この前もこの

ことをお話をしたら、「それは法律でできない」と言うけれども、法律は自分がつくるものであ

るから、そういうことに挑戦をしていかないと生まれてこないと思います。そういうことを、

この市民会議がこういう訴えをしているということを市民に訴えるということをすれば、市長

もあっそうかというように考え方が変わってくるかと思います。是非、この市民会議で取り上

げていただきたいと思っています。 

 

委員Ｉ  委員Ｂさんの考えに賛成で、エプソンやトーハツが出て行ったということで、大きい遊

休地を安易に大型店に売り渡す、又は貸すというのが果たして良いものかどうかという部分で

あります。今おっしゃったように、税収が岡谷に入るわけではないんです。ただ地元の雇用が

少しはできるかな、という部分はありますけど、あるいは我々が少し便利に使えるかなという

部分はありますけれども、果たしてそれが岡谷市のためになっているかという部分を考えてい

きますと条例でも何でも作って多少なりとも税金を頂くという部分を考えていかなくてはいけ

ないと感じます。 

 

小口（明）主幹  今のお話で本社がないから岡谷市に税収が入っていないのではないかというお

話しでありますけれども、そういうことはありませんので、所在のところに法人税などは納め

ていただいておりますので、全て入ってこないということではありませんので、誤解をしない

ようにお願いします。 

   

委員Ｃ  人口増に関係するんですけれど、例えば大学を出ても岡谷へ帰ってこないというのは、

岡谷に魅力があるかというのが第一だと思います。それと魅力のある企業があるか。芝浦工業

大学の誘致の話もあって流れてしまいましたが、やはり大学は必要だと思います。そこを出れ

ば何人かは残る人もいるだろうと思いますし、他地区から来た人もこれに関連した企業に就職
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する人もいるだろうと思います。将来のことを考えれば大学は必要だと思います。 

 

委員Ｂ  市報に広告を記載するということができないかということですけれども、今の市報は過

剰な記事があると指摘しましたけれども、今はテレビや新聞、雑誌、インターネット等で情報

が収集できるので、市報にそんなことまで載せないで広告を載せて広告料を取ったらどうかと

いう意見であります。それから、体育館と野球場へ広告を出すというのはどうかと思います。

体育館ならば出したいという人が出てくると思いますが、こういう事を行っていって収入を多

少なりとも増やして、市も努力をしているなと市民に関心を持つということは必要だと思いま

す。 

 

休憩 午後２時４０分 

再開 午後２時５０分 

 

委員長  歳入は先程お話をいただきました。それから行革の柱であります歳出でいかに出るを防

ぐかと思いますけれども、前回お話いただきましたように補助金の問題や簡素で効率的な行政

運営や議員の削減など幾つかありますけれども、まず補助金について取り上げていきたいと思

います。何かご意見はありませんか。 

 

（３）補助金・負担金の削減 

 

委員Ｂ  市長さんが、こういう事態になったから補助金・負担金は考え方を改めて、ある程度理

解を求めていくのが基本だと思います。そうでないと前に進まないと思います。補助金は一律

で白紙にしてあらゆる分野から検討していくということではないかと思います。 

 

委員Ｇ  行政監査の報告は専門家が専門的にやって、私達が見せて下さいと言っても見せてもら

えないような資料まで法律に基づいて行ってありまして素晴らしい指摘だと思うんです。ここ

のまとめに書いていただいたように、何にもしていないということではないと。それぞれの担

当が精査してやっているということですので、行政監査の指摘機構に基づく改善の一層の推進

ということで、しっかりプロジェクトを作って対応をしてほしいと思っておりますし、そうい

った一律削減というのはいかがなものかと思います。魅力ある街づくりの中で工業の振興は非

常に重要なものですから、その辺を配慮しながら削減したら良いかと思います。 

 

委員Ｃ  やはり活性化するためのいわゆる補助を中心にやって行かなくてはいけないと思います。

ただ、そういう時には甘えがあるといけませんので、監査機能を十分に行って、そして毎年見

直していくということが必要だと思います。それが惰性になると既得権のような形になってき

て、それが活性化に繋がらないということも出てくると思います。それが支出の増になってき

て補助金が増えていって、パンク状態になっていってしまうということだと思います。毎年見

直すということが必要ではないかと思います。それには監査機関というものがきちんとして、
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それがどうなっているかということをよく精査をして、市長にこういう状況だということを審

議会へ報告して、それを了解を得る位の力を持っていくようにしていただかないと、無理かと

思います。 

   

委員Ｂ  千葉県の市川市で市民が補助金の査定をするという方法をとりましたけれども、その人

の収めている税金の１％をその団体にあげますということを市の事業としてやりましたが、非

常に興味を持ちました。これは難しいことだけれども、よくやったと思います。 

市民の声を聞くという観点からやっておりますので、市民の声を他の方法で吸収することあ

れば良いのではないかなと思います。  

 

委員長  補助金の中で皆さんの声を聞くと、補助金の交付額より繰越の多い団体があると。なぜ

補助金をもらっているかという疑問がたくさんあります。その疑問について事務局で分かりま

すか。 

 

小口（明）主幹  それぞれの所管課で交付の申請を受付けて、事業計画、収支の予算書を見せて

もらって、交付額を決定して交付をします。最後、年度末にいって事業終了に伴って事業報告

と、収支の決算の報告をします。その繰越しのなかには、団体によっては翌年度以降に何か大

きな事業を予定していてという部分はあるかと思いますけれども、ただその辺は行政監査でも

補助額の倍以上というような指摘もあったりして、それは市でもかなり慎重に扱わなくてはい

けないということは認識して、改善できるところは改善をしていると、主管課において取り組

んでいるということでございます。 

    

委員Ｂ シルバー人材センターは相当な利益があるんです。利益があるところへ補助がいくという

ことがどうしても理解できないです。国でそうしているからと言って、利益があるところは補

助しないということは可能だと思います。一般市民から見ると新聞で黒字ということが出て、

この会議のなかで補助が出ているということなので、どうしても納得がいかないんです。よく

説明するか、そういうことをやめてもらうか、何か処置をしてもらった方が良いと思います。 

 

委員Ｆ  一言入れておいてもらいたいですけれども、中身を見直しをしてメリハリをつけるとい

うことは是非必要だと思いますので、文面に中に入れておいてほしいと思います。 

 

委員Ｇ  岡谷らしい特色のある事業ということに配慮しながらメリハリをつけいただきたいと思

います。 

自立の道を歩むなかで、市民に対するしっかりしたＰＲとトップがどう考えているか、会議

を尊重してくださるのはとてもありがたいことですけれどもが、やはりトップが何を考えてい

るのか、岡谷市をどうリーダーシップをとっていこうかという時に市民の意見を聞いてという

のは当然なことですけれども、どういう町にしようか、どうリーダーシップをとっていこうか

という事を明確にしていただきたいと思っております。 
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委員Ｅ  先程、市長が先頭になって削減見直しをやっていくという意見がありましたが、私も賛

成ですが、実際どの位減らしていくかというのは交付を受けている団体と担当の課の職員の折

衝が重要になってくると思いますが、どうしても長年お付き合いがあるとつながりが出来てし

まって、「できるだけ減らさないようにしますか」という意識になってしまうと思います。そう

ではなくて職員の方の意識を変えていただいて、岡谷市の現状はこうなんだから、できるだけ

減らしていくような意識でやってもらうことも大事ではないかと思います。 

 

委員Ｈ  数字は出さないけれど一律カットしていくんだと、その中でチェック機能を強化したな

かでチェックして、復活させるものは復活させるという部分のメリハリで良いのではないかと

思います。 

まずは、カットをしていくんだと、その中で監査体制を強化して復活させるべきものは復活

させるということで良いと思います。ただし、見直して盛っていかなくてはいけないものは盛

っていくということも必要だと思いますが。 

 

委員Ｂ  決めるのは低く決めないで、例えば、２割とか３割とかカットして少なくする人と多く

する人とそういうことでメリハリをつけるという方法が良いと思います。 

 

委員長  補助金は一律カット。更に監査体制を強化して問題によっては毅然として大幅カットす

ると、カットが前提だということでよろしいですか。 

 

委員Ｊ  今、カットという話しが出ておりましたが、区長会としても２１区あるなかで、それぞ

れ区へ補助金を出していただいておりますが、減らすということになれば市対しての協力とい

うものが失せてくると思いますので全体のバランスを良く見ていただいて、ここだけはそうい

う訳にはいかないのではないかと、見直しをしていただかないと何でもカットでは納得できな

いところもあろうかと思います。 

 

委員長  ケースバイケースでそういう問題は出てくると思います。ただ、全面的な意識では前年

どおりということはないんだと、カットが前提だということであろうかと思います。それで、

内容によってはカットしない場合もあろうかと思いますけれども。いろいろなご意見がありま

すけれども担当者に考えてもらって、補助金の問題については以上でよろしいですか。 

   それでは、次に進みたいと思います。 

   次は、簡素で効率的な行政運営について、何かご意見はありますでしょうか。 

 

（４）簡素で効率的な行政運営 

 

委員Ｂ  今の組織にはない、調査研究室を作ってもらって特別に市の行政を全般にチェックする

機構を作った方が良いのではないかと思います。民間の優秀の人を民間の感覚で市の行政を見
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ていくという、第三者の目で見てもらって。それがあれば大分、ロスとかいろいろな面でプラ

スになるような感じを受けます。 

道路工事などを見ていると何となく必要でない所を、お金が無いのにやっているという感覚

があります。そういうことをチェックするということは、その部の人ではチェックできないと

思うんです。ですので、第３者的な権力のある方を市長直属の室としてあると、市役所全体が

きちんとして良い結果が生まれると思います。是非、この市民会議で新しい目、新しい感覚が

あるというのを市に訴えることも必要だと思います。新しいものを投入して新鮮味を持たせる

ということを行ってもらいたいと思います。 

 

小松行政改革推進室長  チェックをというお話かと思いますけれども、チェックをどういった形

でということで、今のお話は道路工事が必要でないという判断をどのようにあるかないかの判

断をどのようにどこで判断するという部分は非常に難しいところであります。当然工事を行っ

ている担当課は決して予算があるからということではなくて、必要であるからそこで工事を行

っているということだと思うんですけれども、チェックという部分は内部のチェックが望まし

いのか外部のチェックが望ましいのか、ということになると思うんです。市としては監査委員

という組織があって市の業務については監査、チェックをしおりますけれども、ただ岡谷市の

場合は外部からの監査委員という形のものはとっていないんですけれども。そういった部分で

将来的に、外部監査委員を取り入れる必要があるかというのが課題になっていくと思います。 

     

委員Ｂ  もう少し市会議員がそういう業務を徹底的にやると、そういうのも要らなくなるかなと

いう感じを持ちましたけれども。市長直属だと市長に直接意見が言える権力を持たせるという

ということは大事ではないかなと思います。 

 

矢島企画部長  組織の関係ではありませんが、庁内で組織は既に動いてはおりませんが、当然そ

ういうことは考えていかなくてはいけないということで、そうしないと横の連携がいかにも無

いのではないかと、あるいは工事を行う度に通行者などに支障が出るものですから、チェック

はできるだけ行うようにしております。あるいは、担当部署でできないものは違う視点でチェ

ックするところがありまして、各部署でも行っておりますし、横の連絡が見れる組織でもやっ

ておりますのでお願いします。 

 

委員Ｊ  年度末になると工事が集中するのはどういうことですか。 

 

小口（明）主幹  用地交渉と設計の問題で、時期が後半に重なるということがあると思いますが。 

 

委員Ｊ  これはある程度予算を使い切らなければ、次の予算がつかないというのが、これが今ま

での慣わし。だから、工事をしなくて良いところも雪の降る時期に工事をするというのが毎年

です。だからその辺も見直さなければいけないと思います。 
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小口（明）主幹  昔はもしかしたらそういうことがあったかもしれないですけれども、今は道路

の箇所付けというのは地元の皆さんから陳情をあげてもらって、その現場を見たりしながら順

位を決めて箇所付けという作業を行ってやっていきます。ですから緊急で対応をするという工

事はやるかもしれないですけれども、今のスタイルではそのようなことは無いと思います。そ

れぞれの区から土木陳情をあげてもらったなかで、箇所付けをして身近な道路の整備を行って

ますので、そういうことはないと思います。 

 

委員Ｊ  今、工事を行うには一番良い時期になったし、こういう時期にやるということであれば

問題は無いかと思いますけれども、いつも３月の年度末になるとアタフタと工事が行われてい

ます。その辺をしっかりと受け答えをしてもらわないと、市民感情からしても納得いかないと

ころがあると思います。 

 

小口（明）主幹  早期にできるものや、国の補助が決まってこなくて遅れているものなど、いろ

いろなケースがありますけれども、確かに後半に重なってくるという部分は、前段の作業があ

りますから、いきなり道に行って工事が始められるということではなくて、用地交渉で境界の

問題をクリアーしなければいけない問題もあったり、設計の問題があったり、国の補助決定を

待っていたりという部分もありますので、後半にいくというのはご指摘のとおりかと思います

けれども。そんな事情もありますので、よろしくお願いします。 

 

委員Ｊ  そういうことは分かるけれども、余り３月に行わないように。 

 

委員長  そのような指摘がありますので厳正に対処してもらうということで、市民の意見として

そういうことの無いようにということでお願いいたします。 

   ご意見をお聞きしますと、職員数の減、市の組織の統合、削減、それに伴う職員数の削減も

一つの大きな課題だと思います。それから役職員の定年制も前回大きく取り上げられました。

そして職員の改善制度、これが少ないんじゃないかと、もっと職員の提案改善を市民の側にと

ってやるべきだという意見が多いようでありますけれども。それから民営化や民間委託を増や

すと、これは現実にはそういったものをこの会議の意見として更に推進していってもらうこと

が必要だと思いますけれども。それから各審議会の委員の報酬、日当をすべて廃止するという

こと。この前の話しで１６年度で全体で 104 万 6,000 円出ているということでありました。 

   その他にどうでしょうか。 

 

委員Ｂ  職員の給与の 5％削減。長野県は 10％削減したけれどあまり支障がないようだが、その

半分くらいは出来そうな気がしますが。皆さんのご意見を聞いてみたいと思いますが。 

 

委員Ｆ  前に資料でモデルを出してもらいましたけれども、あの資料は地域の産業と比べて率直

にどんな感じをお持ちですか。 
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矢島企画部長  詳細は分析しておりませんけれども、岡谷市は人事院勧告の数値で基本的にはや

ってきております。勧告ですので、勧告でやらなければいけないという部分と、後はこうして

いくという部分がありますけれども、ここ数年岡谷の場合には積極的に取り組んでいるつもり

です。人事院勧告や地域の実情を見ながらやるべきことはやっているのではないかなと思って

いるところであります。 

 

委員Ｆ  この前の話しでは地元の資料は持っているかとお聞きしましたら、「持っていない」と言

っておりましたが、やはり年功序列と言いますか、年齢が上の方の方が民間に比べて良いと思っ

ています。市民の感情としては、この地でずっと生活できるというのは人生の生活設計が出来る

という事でありますから、岡谷へ帰りたくても帰ってこれない人もいたり、あるいはここにせっ

かく就職したのにどこかへ飛ばされて帰ってこないということもあります。 

定年退職時の見直しと役所の定年制の導入。定年時の見直しというのは、60 歳になったら来

年の 3 月に定年ですが、民間だと 60 歳になったらその月に退職です。4 月生まれの人が来年 3

月までといったら一年間いい給料をもらうということであります。果たしていいのかという問

題もありますし、その役所の定年制とそれが絡むわけであります。民間は 20 年も前からやって

いることでありますので、これは他に先駆けて率先してやってもらいたいと思います。 

 

委員Ｂ  原則としてたくさん払ってたくさん仕事をしてもらうというのは原則でありますけれど

も、世相がそういう方向にいるので 5％という数字は問題だと思うので、市として給料を削減し

ていくんだという表現でも良いと思いますので、そのような姿勢が必要だと思います。 

 

委員Ｅ  特殊手当などは別にして給料よりも、より一層の民間委託の推進と、今まで１０人で行

っていたものを９人で行うとか、少しでも職員の削減に努めるべきだと思います。外郭団体の

事務局を市の方でやったりとかそういうのを減らしていって、少しでも職員の削減に努めるべ

きではないかなと思います。 

 

委員長  民間を増やして、それと同時に市の職員減もいいですが、ど臨時職員が多すぎるという

意見も大分あります。 

   次に支所について、何かご意見をお願いします。 

 

（５）支所について 

 

委員Ｃ  支所については他の人の意見を聞いたけれど、残してほしいという意見が圧倒的であり

ました。例えば長地は 4,000 戸ありまして、人口は 1 万人以上おります。そこに年寄りなどは

いろいろな面で本所まで行くというと非常に問題が出てくると思います。公共で公民館活動な

どいろいろとやっておりますけれども、そういう団体にも影響が出てくると思います。支所を

廃止するということは、あまりにも中央へ集中し過ぎるのではないかと、むしろ中央にある施

設を地方に分散した方良いという意見もありました。 
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委員Ｆ  私は３支所の全職務の洗出しということを書いたんですけれども、いろいろ聞いてみる

とこっちの支所ではこういうことをやっている、こっちの支所ではこういうことをやっている。

本当の支所業務としてやらなくてはいけないこと以外のことを背負わされているような気がす

るんです。その地域の皆さんにはその意識がないかもしれないけれども、そういうことを聞い

たことがあります。 

 

委員長  支所は支所によって正規職員の配置というのは決まっているんですか。 

 

小松行政改革推進室長  支所としては湊が２人、川岸、長地が３人ということです。支所の本来

行なうべき業務は３支所とも共通であります。支所業務の事務文書に明記されていない、団体

の事務局的なものという部分が支所長の業務の大幅な時間を占めている部分があるようであり

ます。これは支所に限らず行革大綱のなかにも謳ってありますけれども、団体の自立という部

分を進めてきてはおりますが相手の団体と理解を頂く中で自立の方向へ持っていくということ

で、毎年数は少ないんですけれども、一つ２つずつ円満に解決したところから自立をしていた

だいているというのが実情でありますけれども、大きな課題かと思います。 

   

委員Ｄ  今、支所の話しが出ましたけれども、私も前回支所は廃止すべきではないということを

言ってきました。湊の場合は、「いけいけ山っ子」に携わってきた一人として、この辺までは市

の職員の方に応援していただいてありがたいけれども、ゆくゆくは地域のものが主体的な行動

を起こしていかないと、この事業は長続きしないよと言ってきました。やはり現実的には、や

らざるを得なくて手を出していた部分もあると思うんです。これからは本来の支所業務のあり

方をきちんと前面に出す形で、地域もそれについてやっていくようにしないといけないと思い

ます。 

 

委員長  支所の機能を見直しをしてその辺の整理をする必要があると思います。地域と公民館と

の確立を図る必要はあると思います。 

 

委員Ｃ  川岸や長地支所は行ってみますとほとんど使っている状態で、むしろ区で使っている柴

宮館などはあまり使っていない状況であります。申し込んでも使えない状態が多いです。廃止

ということが出てくると相当意見が出てくる。東堀はこれだけの住民で税金を納めているのに

何で中央だけ集めて中央の人だけ便利をはかるのか、と言う意見も出ていました。 

 

委員Ｊ  支所の関係で支所長は市で言う課長級です。今話しを聞くとだいぶ仕事も繁雑していて

支所長の仕事も多いということであります。だからその辺を部長級に格上げしてもいいんじゃ

ないかと思います。軽く見られているんじゃないかと思います。支所が立ち上がったときには

合併時に永久に支所を置くといういきさつが入っているわけですか。  
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小松行政改革推進室長  ３つの村が合併する時に合併協定というものが当時交わされているなか

で、文面的には「旧村役場は支所として存続し、戸籍、土地、家屋、納税、証明書等の事務の

支障の無いよう取り扱うこと」というような文面があるんですけれども、当時はそういうこと

で協定がされたと、ただ未来永劫そのとおりいくのかという部分は、これは状況が大分変わっ

ているなかで、やはり見直しというのは必要になるのではないかという考え方をしております

が、廃止・存続ということとは別に合併当時の協定文をそのまま受け止めていかなくてはいけ

ないかという部分では、今申し上げたように５０年という歳月は状況が変化をしているもので

すから、今後市でもそのあり方という部分では検討していかなくてはいけないと思っておりま

す。 

  

委員Ｊ  協定書のなかに、そういう文言が入っているということになれば、今言われるように近

くに住んでいる人は都合が良いわけでありますので、その辺は上手にやっていただきたいと思

います。 

 

委員Ｂ  学校教育ですが、先生の教育を是非やってもらいたいと思っているんですが。中央の権

威の先生を招致して教員教育をしていけば子どもの教育に十分役に立つと思います。学校教育

の教室の抜き打ちの調査をやってもらうと効果が出ると思います。それから、嘱託職員は４年

勤めていても賞与が一銭ももらえないということで、契約は貰えない契約になっているけれど

も、人間的に普通の一般社会でも会社でも多少はやるのではという感覚を持っている。心の気

持ちを嘱託に出してあげる、そういう心の通ったことをしてあげると働く人同士の気持ちも違

ってくるのではないかと思います。 

 

委員長  嘱託職員の賞与の問題は契約にある以上、そこで人情を加味して居るから出すというこ

とではなくて、この前も論議して一応結論が出ているかと思います。学校の問題はその他で論

議することとします。    

 

委員Ｈ  組織の部制のことで、先程は６部位がということが出ましたけれども、他市町のことを

借りて申し訳ありませんが、茅野の市長は９月の市議会で現行の部長職を現行の１０人から５

人に減らすと表明していますので、その横並びという意識ではなくて、やはり岡谷市も現行の

８部から５～６部に削減していくのは必然な部分だと思います。茅野市の場合、市長の発言も、

行財政改革プログラムの策定の市民会議から出た意見を基に発言していますので、市民は同じ

方向性の部分があるんじゃないかと思います。 

 

委員長  効率的な行政運営については、この辺で皆さん方のご意見をお聞きしたということで、

次に進めたいと思います。 

   次に外郭団体、公共施設についてお願いしたいと思います。 
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（６）外郭団体等について 

（７）公共施設について   

 

委員Ｆ  外郭団体についてのところで、部長さんたちは 59 歳で現実的には辞めておりますけれど

も、その人たちが次へ行くことは私は必ずしも否定すべきことではないと思いますが、ルール

がどうなっているか。59 歳で辞めて 60 歳まであるわけだからその部分については、何でもかん

でもいけないという部分はないと思うけれど、それ以外で 60 歳でやめた人達が市の関連の人達

が多いわけです。外郭団体のところへ市のＯＢが行くというのは、現在の雇用状況をみた時に

もそれが適切かどうかということは、考慮してもらわなければいけない部分だと思います。 

 

委員長  天下りについては市がきちんと精査をすると、そして民間活用を図るということをこの

会として指摘をしたいと思います。蚕糸博物館と美術館は独立性をはかる、という形で市では

検討しているようでありますけれども、会議としてもきちんとした提言をしていきたいと思い

ますけれどもよろしいでございますか。外郭団体で不採算部門、例えばやまびこアイスアリー

ナは依然として引き続きやっていますけれども、やまびこアイスアリーナについては市がきち

んと再見直しをすると、これは林 新一郎市長の公約ですから、この会議としては持ち上げて

いきたいと思います。 

   他にありますか。 

 

委員Ｂ  勤労者福祉センターは今までの慣例で無料でありますけれども、新しい感覚で平等の利

益ということで無料を廃止して使用料を取るということにした方が良いと思います。 

 

委員Ｇ  勤労者福祉センターもどこかと統合できないかなと、話しを聞いていて思いました。 

 

委員Ｂ  公共施設の運営をできるだけ民間に委譲すること。プールはそうなったという話ですね。 

 

小松行政改革推進室長  市営プールは９月の議会で指定管理者制度に移行していくということで、

この議会に施設条例を改正して管理を指定管理者の方にということで予定を進めております。 

 

委員長  次回につきましては、公営企業のあり方、議会関係の定数、それについてお話をいただ

きたいと思います。 

 

【その他】  次回会議 ９月２２日（木）午後３時３０分から 

 

副委員長  以上で、第１５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１７分 


