
 
 
 
 
 

第１６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２２日（木） 



第１６回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／９／２２（木） １５：３０～１７：００ 

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１６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。暑い寒いも彼岸までということで我が家の隙間風も身に染みるような

時季になりましたが、今日で 16 回ということになりましたが前回ほぼ中間的なまとめが仕上が

りました。今日は前回を踏まえまして 10 月の頭に予定されております中間答申についてまとめ

て行きたいと思います。いろいろ意見が出ましたけれども、大まかなところは先日板書である

程度まとまっていますので、皆さんのお手元に事務局からまとめについて参っていると思いま

すけれど、それらを参考にしながらそのうちの答申に向けての柱についてご審議いただきたい

と思います。では、委員Ａさん、前回に踏まえましておさらいということでご説明をお願いし

ます。 

 

（委員Ａさん、前回会議を板書に基づき説明） 

 

３．会議事項（座長：委員長） 

  中間まとめの意見・提言（企画課 小口（明）主幹より説明） 

 

委員長  中間のまとめの 68 項目説明をいただきました。ほとんど今までの会議の中で皆さんのお

っしゃりたい項目は入っていますが、なお、これにこういった表示をしたらどうかというご意

見がありましたらお願いしたいと思います。この会の中間のまとめの答申については市長さん

の都合もありますので、まだ日ははっきりしていませんが予定をお願いします。 

 

小口（明）主幹  今日だいたいの方向を決めていただければ微調整等いたしまして、10 月 4 日に

最終確認していただいた上で、午後 3 時 30 分から市長の日程が取れましたのでそこで提言して

いただければと思います。今日決まらないとなれば、もう一回まとめの会議を開いていただけ

ればありがたいです。行財政改革プランのまとめの作業がありますので、出来れば具体的な項

目等は早めにお示しをしていただきたいと思います。 

 

委員Ｂ  新たにこういうものを加えたらと言うことではないのですが、税収入の確保をするため

にというところで 12 番に法定外目的税を検討したらどうかというのがありますが、私もちょこ

ちょこ欠席しているものですから、これはどういうことだったのか。 
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小口（明）主幹  前回、税収の確保の中で大型店の売り上げについての課税ができないという話

が出ました。法人市民税等は所在していればそれぞれ税割という部分で、全部の収益の中から

一定の部分が納められるという話の中から発展して提起として出したらどうかという話があっ

たのですが、前回の話しを踏まえて言ってるわけです。これはあまり論議していない話ですの

で最終に送るという考え方もあると思いますが。 

 

委員Ｂ  とても大きな問題だと思います。税金を新たに、岡谷市特別の、ということですね。そ

ういうことが果たしてできるかという気がするし、非常に・・・。 

 

小口（明）主幹  法定外目的税というのは全国的に調べてみたらいくつかあるんですよ。非常に

特殊なものです。ここで法定外目的税と書きましたが発言の思いはこういうことではなくて、

大型店が進出してきてもほとんど本部に利益を吸い取られてしまって地元に落ちないんじゃな

いかという思いだったんです。まとめが行き過ぎているかもしれないので、ご意見があれば今

後の課題のなかで削除してもらってもいいのかなと思っております。 

 

委員長  委員Ｂさんは事業者として一番ピンと来ると思うけれど・・・。 

 

委員Ｂ  消費税は、国税だから関係ないんですけれどそれも上がるって言っているし、特別減税

もなくすといっているし、そういう中で特別なごく一部のものにかかるというんだったらあり

うるのかなと思うけれど、この段階で載せるのはどうかなと思います。 

 

委員長  例えば地元で事業展開されている委員Ｂさんやカネジョウさんはあまり対象にならない

と思うけれど、岡谷市以外の大型店が岡谷で店を構えて一、二年のうちに撤去してしまう、市

は不動産屋になってそういった空き店舗の活性化など、何件かあります。従ってそういう意味

では、岡谷市以外の企業が進出して来た場合、何年かは企業努力をしてもらうとか、売り上げ

の何％かを市に納めてもらうなど、そういうものをできないかという発想の起点なんですけれ

ど。岡谷は諏訪郡の中を見ても空いた大型店を市が買ってまた苦労をしている。狭い消費人口

の中で来ては消える、そんな現状の中でいいのかというのが発想の起点です。 

 

委員Ａ 工場などの法人税を優遇しましょうという町も出ているので、逆の方向も税金を落とすと

いうのでなく下げるという方向でも税収確保という最終的につながるということはあるので、

表現を変えるか考えるか。ゴミ袋の値段を上げるというのは何となく実情、ゴミ処理に対する

手数料を上げるみたいなことで・・・。 

 

委員Ｂ  最終的なものにいくつか意見がありました、という中では良いと思いますが、この中間

のまとめという数少ない中に出てくるのはどうかと思います。 
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委員Ｃ  従来は工場誘致条例というものがあったんですが、その辺との関係はどうなっているの

か。今、適用される状況はあるのかどうかお聞かせ願いたいと思います。 

 

小口（明）主幹  工場誘致条例というのは承知していないですけれども。例えば商工業振興条例

の中で進出企業に対する補助的な部分は固定資産に応じて補助するという制度はありますけど

も、工場誘致条例というのはないですね。 

 

委員Ｃ  従来、工場誘致するために誘致して新設工場ができた場合は 3 年間は税を免除してとい

う制度があったと思いますけれども、名称が変わったんですか。 

 

委員長  工場誘致条例はまだ生きているわけでしょう。大型店などは全然関係ないでしょう。市

民懇談会で市長がそういうのに対する意見をお聞きすると、市有地に大型店が来る場合、市民

の声を受けて他の企業、商店の関係などあって、長野みたいに断ることもできるけれども、企

業の持って入る土地に企業がそれぞれプランを作って開発してくるのは、市では何も言えない

ということであります。 

 

委員Ｂ  16 番の第３子以降保育料無料化というのは、人口増というのが目的ですね。これも議論

のあるところだと思いますが、私も子育て世代ですが、家も下の子が保育園に上がって無料に

なって助かったし、多分子育て世代はエッと言うところだと思います。そうでない方にはそこ

までしなくていいんじゃないの、と思われるかもしれないけれど、子育てしやすいという一つ

の面にもなっているので、これも議論のあるところだと思います。ここにこうやって出ている

とこの市民会議では無くした方がいいんじゃないか、という争論になっているような気がする

のでこれもどうかなという気がします。 

 

小口（明）主幹  第３子保育料無料化は 13 年度の人口増対策のひとつの目玉ということでやって

いたけれど、実際人口増という部分では直接結びつくことはなかったということです。子育て

支援、経済的支援では効果があるんじゃないかという話はありました。その論議のときに、今

は所得制限がなく誰でも第３子であればということになっております。市の考え方としては、

是非、所得制限というのを導入して一定の収入がある人にはやはり負担してもらってもいいん

じゃないかという考え方です。その代わり未満児については第３子以降は無料化を実施してお

りませんので、その部分は逆に拡大しようという考え方です。同時入所の第２子の保育料半額

は引き続き行なっていく。所得制限を導入してある程度所得のある方は負担してもらう。学童

クラブの有料化の事も検討して１５番で書いてありますけど、委員さんの中で求めたほうがい

いという意見もありますので市の考え方はそういう形になっている。保育園の長時間の使用料

とのバランスをとる中で所得に応じた負担をお願いしたいという考え方です。無料化を見直し

て所得制限を導入することによって若干見直しをするということです。 

 

委員長  この問題も議会で学童クラブと同じ論議されていまして、受益者負担というのは今まで
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無料だったものにお金を払うということになるので、ある時期ある決断をしていかなくてはい

けないと思いますし、自立への厳しい現状の中では市民に応分の負担をしてもらったらどうか

ということになるかと思います。ゴミ袋の有料化も、ゴミは市の決まりは３袋と決まっている

が、現実的には５，６袋をあっちこっちの場所に置いていく人がいるので、公平な負担ではな

い部分があります。受益者負担は一時期ある決断をしていかなくては出来なし、それについて

は基本方針にあるように市長が先頭に立って説明責任を果たしていかなくてはいけないと思い

ます。 

 

委員Ａ  １番の中に一つだけ盛り込んでほしいんですけれど、「市民の意見を、意思をもう少し市

制に」というのが真ん中にあるんですけれど、それを１番の「市民総参加のまちづくり」の辺

りに文章として入れていただいてもいいですし、３と４の間ぐらいに「市民の意見を集める、

声を反映させる」ということを盛り込んでいただいたらいいかなと思うことが一つ。それから

４番の表現をもう一言でいいので「市民が負担や我慢をすることも必要だ」と少し踏み込んで

変えていただければと思います。 

 

委員長  このまちそのものが、「市民総参加のまちづくり」というようなひとつの自立へ向けてや

っているので市民総参加のまちづくりの実現のために市民の意見を良く聞いていくということ

で良いかと思います。 

 

委員Ｄ  行革の内容説明のところで「べきだと思う」と表現してありますけれど、「思う」は他人

事のように聞こえる。「考えられる」とかの方がいいのではないか。市民会議として「思う」と

いう表現でいいのか。 

 

委員Ｅ  他にも「してほしい」とあるけれど、例えば３５で私は「すべきだ」と言ったつもりだ

が「検討してほしい」となっている。「すべき」というのが必要だと思います。 

 

委員Ｄ  ２４，２６は「必要がある」、「べきである」こう言う表現の方が組織の発言としていい

と思います。 

 

委員長  意見とすれば答申でありますので、その位言い切っても良いかと思います。最終の市議

会関係、議員定数、削減が必要であるが議会自らの提案により行なうべきであると思うとあり

ますが、この中で会議の中では議員の定数の削減は必要だと、１８人～２０人にすべきだとい

う意見と、その中で議会自らが考えるということがあったので、両論併記にしたらどうかと事

務局に話をしました。１０月１日に会議があり議会改革、議員定数について話があります。１

日には結論が出ないと思うので、両論併記で出していったらいいと思います。 

 

委員Ｄ  具体的にはこの会議では数字を出すということですか。 
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委員長  ２０人以内１８人というのがこの間聞いた中では多い。その一項目と、議会自ら決めて

やるべきという両論併記で出していきたいと思います。 

後は柱をどこに持っていくべきか。基本的には、１つは歳入の確保、人口増による市税の確

保、企業支援による法人税の増、受益者負担による歳入増を図るというのが大きな柱になると

思います。 

   ２つ目は 歳出については、機構改革による合理的な行政の運用、補助金・負担金の見直し、

といったものが大きな項目として入ってくる。 

   ３つ目は簡素で効率的な行政運営、そういった大きな柱にこの中にある項目を付加えて６８

項目の説明に持っていきまして、再構築をして皆さんにお示しをしていくということだと思い

ますけれども。他に何かこういった点はこうした方が良いというご意見がありましたらお出し

いただきたいと思います。 

 

委員Ｄ  ８番の未納者の公表のことですが、未納者は個人名も含めてプライバシーは大丈夫です

か。辰野町で行ったようでありますが、実際に公表をしたかどうかは分かりませんが、新聞で

は出しますよということでＰＲしたような気がしますけれども。これは活字でこのようなもの

が出てしまっていいのか、法的に問題はないのか心配な気がします。 

 

小口（明）主幹  辰野町の事例は、辰野町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例というこ

とで設定がされまして、４月に条例が公布されて施行が７月１日です。審査会で諮問をして意

見を聞いてから公表するということで、その公表する内容は滞納者の住所、氏名、町民税の滞

納額、滞納処分までの経過などを公表するということに条例上はなっております。 

 

委員Ｄ  審査会にかけて審査会でＯＫになったら始めて行うということですが、これだけ見ると

公表するんだという解釈をすると思いますので、活字で出てしまうと恐ろしい気がします。 

 

小口（明）主幹  これは会として徹底的に対応して取り組んでほしいという意思です。会として

そこまでやる必要がないと、未納者の公表までする必要がないということであれば、未納者の

公表は取っていただいて滞納整理強化月間を充実するとか、そういう話で直していただければ、

そういうご意見で修正をしていただければいいと思います。市の方もこれまでの中では、滞納

者に対するサービスの制限という部分の話は出しています。それはどういうことかというと、

補助金の申請のときに納税証明書をつけていただくとか、そういうので確認するというのが一

番端的な例です。これは各市で行なっている事例です。滞納者の氏名公表については、これま

での基本的考え方をお示ししている中でもそこまではお示しをしていない部分ですので、市と

して検討しますけれども、だからすぐ市はやりますという事ではないですので、ただ、この会

議でそこまで求めてないと言えばカットすればいいと思っております。 

 

委員長  その辺の会議の持ち方が難しいと思います。委員Ｄさんは審議会を設けて審査会を開い

てその結果、悪質滞納者に対しては公表した方がいいということだけれど、我々は市民の声と
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してこういう事をやるべきだという答申をして、それについて手段や方法については市当局が

考えてやっていけば良いということで、そこまで踏み込まなくていいと思いますけれども。 

 

委員Ｅ  今の未納者の公表という部分で、例えば悪質な未納者と一言入れれば良いと思います。 

 

委員Ｆ  ４ページの５２の勤労青少年ホームはイルフプラザカルチャーセンターに統合できない

かというところで私の発言だったかと思うんですけれども。勤青ホームと勤労会館が類似して

いるということで、管轄が県と市で違うと思うんですが隣り合わせの建物なので、枠を超えて

統合できないかというつもりだったんですが、私の感じでいきますとイルフカルチャーセンタ

ーはとても一杯で、部屋も一杯で争奪戦で取っているところにまた勤青ホームの使用者の人た

ちが、何らかの形で統合というとか、統合の意味が心配ですが、どういうことか説明の方をお

聞きしたいと思います。 

 

小口（明）主幹  前回の会議の公共施設のところで、勤青ホームとカルチャーセンターは似通っ

ていて統合という意見がありまして、具体的な方法論として、例えば施設を完全に無くしてし

まうやり方もあると思いますし、施設はそのまま残しておいて勤青ホームの活動の場として確

保しておくという方法もあるだろうし、いろいろな方法が考えられると思います。前回いただ

いた意見は類似した施設の統合という部分のなかで出たので、委員Ｆさんが前おっしゃってい

た勤労会館などの話とは別の意味合いで捉えてもらった方がいいと思います。 

 

委員Ｆ  先ほどから出ている４つの柱か５つの柱かというのがイメージができなくて、柱という

よりピラミッド型というか、上に基本方針のはっきりした意思統一のものがあって、その下に

今話し合っている外郭団体とか裾広がりのイメージの方が公表するのに分かりやすいと思うん

ですが、今の柱を立ててということになるとバラバラの感じを受けるんじゃないかと思いまし

て、あと全てが大事だと思っているので、中間報告がどこまで市民会議として提言する範囲な

のか範囲でないのかの検討がないものですから、思いはあるんですけれどもまとめられないで

いるのが私自身なんですけれども。 

 

委員長  行政に対しては基本方針など文書を羅列してもなかなか理解できない。従って、主だっ

たところは、これとこれに力を入れてやってほしいというようなことについての説明が６８項

目あるというようなかたちの答申書の組み立てを行っていきたいと思っております。なかなか

行政に陳情したり要望したりする場合に、文書の羅列の仕方で意味のとり方もあって分からな

い、分かってくれない、そういう事で答申などは、これとこれについては会議の中で重点的に

話したんだと説明はこうだと、言うような組み立てがあるのでそういう形に作っていきたいと

いうことであります。柱と言うのではなくて取り組むべき重点項目で後は説明を加えるという

ことです。 

 

委員Ｇ  ２８の組織の見直しという点で、私は是非載せていただきたかったことがありますけれ
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ども、市長直属の民間人を登用した研究室、調査室というものを、市で組織改革をするとでて

おりますけれども、方針として感覚の違った方向で市にそういうものを求めていくということ

も大事だと思いますけれども。他の市とは変わった感覚で、優秀な民間の人にポストを与えて

あげて市民の本当の声をそこから、市民の声という課も作った方が、この市民会議を行ってい

た価値観も生まれると思います。具体的に入れたらどうかなと思うんですけれども。 

 

委員長  前回も委員Ｇさんそのような意見がありましたけども、私はそれが直この市民会議だと

思っています。 

 

委員Ｇ  この市民会議は市民会議でいいんですけれど、常にそういう課があれば、常に活動して

いる、日夜活動するという部署、専門的な感覚で捉えていくということが市民の発展につなが

っていくんじゃないかと思いますが。 

 

委員Ｃ  他の市町村とか国の関係、県の関係、市の関係など審議会を設けてやっているが、それ

は問題の起きていたときにその問題に対して審議会を開いてどうしよう、ああしようとそれを

答申して議会で決めていくのが筋道であって、何でもかんでも審議会を開いていくというので

は、活性化できるとは私は思わないです。問題点をいつも市民が見ているとか、投書があるな

ど、これは問題だというときに審議会を開くというだと思います。常時開くというのはかえっ

て弊害が起きると思います。 

 

委員Ｄ  私も提案してありましたけれども、組織は県が１８年度から変わるね。相当今のバラン

スを崩して新しくできて地方事務所、建設事務所、保健所を統合していくような、議会で通る

かわからないけれども、縦割り行政が多少残っているから、それに沿ったような市町村に変わ

るんじゃないかと予想をしておりますけれども。ここで見直すという表現くらいで、あと市議

会などで検討すればいいことであって、今具体的なものは出せないんじゃないか。我々ももう

少し勉強しないといけないと思っております。 

 

委員長  委員Ｇさんも委員Ｃさんも民間人を登用して市の行政を全般的にチェック機能、組織を

作って適正化を図るということですね。 

 

委員Ｃ  常時でなくていろいろな問題がある場合に、改革しなければいけない問題が出てきた場

合にそういう問題に対する門を開けばいいと思っておりまして、委員Ｇさんのように常時会議

を開くということではありません。   

 

委員Ｅ  委員Ｇさんのおっしゃるのは直属の審議会とかではなく民間人を登用して思い切って行

政の中に民間の血を入れないといけないよと、従ってそういう人を登用して経営企画室のよう

なものを作るということではないのですか。 
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小松行政改革推進室長  委員Ｇさんの言われることが良く理解できないですが、委員Ｅさんが言

われたようなものであれば、民間人の登用という部分と、経営戦略的な組織の部分をあわせた

ものなのか、民間人を登用して民間の発想で行政へという部分を主に考えているのかという部

分と、もうひとつチェックという部分が外部の方が行政へ対するチェックだったら外部監査と

いう形へいくと思うんです。今の岡谷市の場合内部監査でありますけれども、その辺を含めて

言われていると思いますが、一番の主は組織で民間人であろうと役所の人間であろうと経営戦

略的な組織が必要なのか、民間人を登用するほうが主なのかその辺は。 

 

委員Ｇ  両方を加味しているんですが。具体的には工事をやっているが実際に必要なのか、あら

ゆる面に目が行き届く場所が市には必要ではないかという感じがします。実際にやっているこ

とが民間の感覚で見なければ分からないのではないかと思いますけれども。 

 

委員長  この会議で委員Ｇさんは一貫して「役人は嘘を言うな、信用できない。」そういう基本の

上に立ったご意見がある。そういう意味では委員Ｇさんのおっしゃるような民間を多数採用し

て、そういった感覚的なことを図るということでこのなかに幾つか盛り込まれています。その

上で、民間人による組織を作って市長直属でやったらどうか、これは良く分かりますけれども、

私は市民会議をやってみて、いかに市の行政が難しく内容が大変だということで、果たして民

間人を登用して機能していくか、私は正直言って心配になります。 

 

委員Ｇ  一つ例を言うと、昨日マレットゴルフの大会があって市長さんが来てくれて、お話して

トイレのことを市長が謝るかと思ったら謝らなかったです。話が終わったとき、ある市民の方

が「トイレは遠すぎて困る」と市長に訴えたんです。市長はいろいろ返事をしたけれど、その

とき思ったのはそういうものがあればそういう事が成りたたないんじゃないかと思ったんです。 

 

小口（明）主幹  前もこの席でお答えしてありますが、湖畔公園の全体ゾーンの中で配置という

部分がありますので、そんなご理解でお願いします。 

 

委員Ｃ  それは立場立場によって都合のいいところはありますので。 

 

委員長  民間人を登用して市長直属の諮問機関を作るべきだ、という意見があるがこれはこの答

申の中に入れますか。このままでいいですか。 

 

（「このままで良い」と言う者あり） 

 

委員長  それではそのようなご意見ですので。 

   他になかったら今日の論議を踏まえて再練り直しして４日の答申に向けますが、その間に出

来たものを皆様方にご送付してそこでチェックしてもらうか、もう一度会議を開くか、どうで

しょう。 
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（「送ってもらえばそれを見て、意見のある方は言ってもらえれば」と言う者あり） 

 

委員長  それでは、お送りしますので内容的に何かございましたら、事務局へ言っていただいて

それに沿って私と副会長さんが検討をしまして答申に向けて作成をしますが、よろしいでしょ

うか。 

（「はい」と言う者あり） 

 

委員長  そんなことで、一応中間答申に向けての方向が出ました。いずれにしましても、そうい

った形で作業に入りたいと思います。 

 

副委員長  以上で、第１６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５時００分 


