
 
 
 
 
 

第１７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１０月４日（火） 



第１７回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／１０／４（火） １４：３０～１６：１０ 

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１７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。今日は第 17 回の会議ですけれど、今まで皆さん方のご意見を頂いた中

で、中間のまとめということで中間答申をすることになりました。これから前回までまとまっ

てきました最終的な中間まとめを、皆さん方のご意見を頂きながらＯＫが出ましたら 3 時半に

市長が会議が終わってこちらに参りますので、その時に答申をしたいと思います。特に今回は、

17 回に渡りますこの会議は今までに無いいろいろな意見が出ました。 

今日は皆さん方のお手元にまとめにつきましての中間答申の案がありますので、これからそ

れにつきましていろいろご意見を頂いて、訂正すべきところは訂正してそして中間のまとめと

いうことで答申していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

３．会議事項（座長：委員長） 

 中間まとめの最終確認（小口（明）主幹より説明） 

 

委員Ａ  確認ですけれど、中間まとめということで出させていただくということでここにも今ま

での議論の中間まとめということで入れさせていただいていると思うんですけれど、スケジュ

ール的に、それから内容の掘り下げとかそのレベルが最終的な答申というのがいつ頃になるの

か、それからどの程度のものでいくのかお願いします。 

 

小口（明）主幹  今このスケジュールの部分で説明させていただきますが、市側の方でプランの

まとめの作業を並行して、つい最近始めたんですが皆さんのご意見がまとまりつつある中でま

とめを始めています。一番最初に策定の基本計画の考え方でお示ししました盛り込むべき項目、

これはこれまでのこの会議で検討資料ということでお示しをしてきた資料をまとめて、それら

を整理しまして各項目ごとまとめて作成しています。主要事業選択ですとか市民総参加のまち

づくりの推進でまだ論議を深めていかなくてはいけない事項、こちらから基本的な考え方をお

示ししていない部分がありますのでその辺の論議をしながら、あわせてこちらも作成していま

すのでなるべく早くにお示しをして、全体的な論議をしていただいて最終はここに最終のご意

見をつけていただいて提出をしていただきたいと考えています。私どもは一日も早くというの

が思いです。11 月から予算編成作業が本格的に始まりまして 11 月初めには予算編成の一定の方

針を出すものですからそのときには全体の内容が出ていないといけないので、市民会議の皆さ
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んのご意見が遅れることはありますが、最終的には 11 月の遅くも終わりには市民会議からプラ

ンに対する意見をまとめていただきたい。今月は後 2 回ほど会議を予定しています。11 月の終

わりまでお忙しいと思いますがよろしくお願いします。 

 

委員長  委員Ａさんからご質問がありましたようにこれはあくまでも中間の答申であります。ま

だこの会議の中で論議、審議してない部分があります。主要事業、市民総参加のまちづくりの

推進、それらにつきましてはこれより後に論議を深めましてまとめて、最終的には市の予算編

成に間に合うように 11 月には出していきたい。もう一点、市民策定会議が生まれたときは、予

定では大体 16 回位の会議を経て最終答申にもっていくという予定でしたが、皆さんご存知のよ

うに市の資料を見たり勉強会を重ねていくうちに、部分的にはわからない部分、部分的にはも

っと深く掘り下げなければいけない部分がたくさん出てきまして、最終的には会議は今日が 17

回ですので 20 回を越すかもしれないという位になってきました。 

もう一点、策定市民会議で答申されたものを岡谷市の行政改革審議会に付託しまして、そこ

の審議を経て市が最終的に取り入れていくという手順が行なわれていますが、論議の中でこの

策定市民会議は 20 人ですけれど 5 人の公募の方、それ以外の方全員が行革審議会の委員である

ということで実際にはまとまったものを、もう一度行政改革審議会で付託する必要があるかと

いうような論議もありますので、その点につきましては策定市民会議の関係、市の行政改革審

議会の関係で調整を進めています。最終的にはそこまでなっていますので皆さん方にあらかじ

めそんな経過があるということだけ申し上げておきます。市の方であくまでも策定市民会議は

市民会議、行政改革審議会は行政改革審議会という形の中でちゃんと付託をしてそこで新たに

審議をして市に出せという結論になれば、そんな形で行政改革審議会に付託してそこでゆだね

るという形になりますのでその辺だけご了承願います。以上です。 

他に全体についてありますか。今回のチェックの内容を見ますと、「～と思う、考える」とか

やめにしようじゃないかと、この会議としては「～すべきだ、やるべきだ」というかたちでし

っかり市へ要望するということで「強く、更に」と強い口調になっています。そういった皆さ

んのご指摘がありまして直した部分が多かったです。ご意見がなければお一人ずつ、全員の確

認をお願いします。 

 

委員Ｂ  概ねよろしいかと思います。 

 

委員Ｃ  非常に強く謳っている部分が多くなったので、この形でこの段階ではいいと思います。

ただ個人的に言わせていただくと、非常に当初からいろいろな意見が出て、このままの形で市

民の目は向いてくるのかなという疑問は非常に持ちました。どうしても市民の目が向いてくる

という形で、また意識をしてもらわなければいけない、そういう中でもっと最後の答申の所ま

ではもっとより強くもっていくと、この段階では結構だと思っております。 

 

委員Ｄ  中間答申ということでこれから直せることはあるので、これはこれでいいと思います。 
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委員Ｅ  投げかけに対して市の方でどのような魅力的な企画が出てくるか楽しみにしています。 

 

委員Ａ  市民の負担や我慢というものが伴うものであって、ただそれを受け入れるためには市民

の声をきちんと反映しなくてはいけないと思います。今回審議会とか策定市民会議という形で

会議をしてきましたけれど、そういう形が市民の声を届ける、行政の方からいくと市民の声を

聞くというのとはなかなか合わないというのがあると思うので、市民の声を聞くのをどうやっ

て工夫していくかという事じゃないかと思うので、それをまた最終まとめについて申し上げて

いきたいと思っておりますので、中間まとめとしては結構だと思います。 

 

委員Ｆ  大変結構だと思います。特に言い回し「～すべきである」など結構だと思います。 

 

委員Ｇ  中間まとめとして良いと思います。内容的にもっと深めたいところがいっぱいあるので

もっと最終に向けてどんどんやっていきたいと思います。 

 

委員Ｈ  基本的には中間としてはこういうふうだと思いますけれども、先ほど委員長から話が出

た、この会議と行革審とのからみで、これについては初めから疑問がありました。この委員長

さんがまとめたものを次の委員長さん同じ人がお受けになるということは、どういう仕組みか

なということを事務局の皆さんに話したこともあったし、理事者にもどういう事を考えている

んだと話しさせてもらったこともありますけれども、既にスタートしていることなのでそれは

今後どうするかお任せすることとしまして、この間委員長もおいでになっていましたけれど、

議員との懇談会がありましたね。私たちは承知していることなんだけれど、やるということを

広く市民の皆さんが分かっていただくという部分が良かったと思うんだけれど、こちらがどう

かということになると何回も言うけれど、まだまだ例えば、あと２・３年したらお金が無くな

ってしまうということ、市民が分かっているかということ、皆さんの発信が少ないように思い

ます。このことについてもどんどん発信をしてもらってということです。市民に犠牲を強いる

部分もありますから、もちろん役所の皆さんも自ら身を切ってもらうことが先決であると思い

ますから、それらのことを含めながらこの中身をきちんと受け止めてもらって反映をしていた

だきたいと思います。 

 

委員Ｉ  本論としてはいいと思います。これを実施するについていかに市民に理解してもらうか

という方法が必要だと思います。そうするには市民総参加という項がありますが、いかに市民

参加していただくにはやはり理解しなくてはいけない。あるものを公開して意見・要望等を率

直に述べてそれが偏らない方向で客観的にやってもらう。それをいかに財政面に反映していく

か、貴重な問題だと思います。そのためには市民総参加というのは市民にまず理解を得なけれ

ばいけないと思っております。 

 

委員Ｊ  中間まとめとしては、最終的にはもうひとつ具体性がほしいという部分もありますし、

まだまだ話を詰めたいという部分もありますが、これは市民から官の方へという意見の中間ま
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とめであるんですが、もう少し市民が分かりやすい言葉ですとか、市民の目線、もうひとつ深

く一般の表現、言い回し、項目についてより一般の方に分かりやすい具体的な項目に増やして

良いんじゃないかと思います。今 67 項目になっていますがより細かく具体性を持ったものでも

良いんじゃないのか、その方が市民からの要望、意見がダイレクトに官の方に伝わるという形

がとれると思います。中間まとめという事なのでこういう形でいいかなとは思っておりますけ

れども、最終的には逆にもっと細かくても良いんじゃないかと思っています。 

 

委員Ｋ  この五つの柱は良くまとめたと思いますが、この会の目的から言って一番最後が一番先

に来る、順番も苦労されたと思います。「市民と行政の協働による」ということによってこの会

は成り立っていると思う。これが一番最後に来るということはいかがなものかと思います。こ

ういうものがトップに来るべきじゃないかと思う。それから後、ついてくると思います。もう

一度、検討したらどうかと思います。 

 

委員長  皆さんからご意見を頂きました。最終的に委員Ｋさんの方から順序についてどうかとい

うご意見を頂きました。これについて皆さんの意見をお聞きして、場合によっては訂正してい

きたいと思いますので、皆さん方からご意見をいただきたいと思います。 

皆さん方のこういった会議ですので私は 17 回の会議に至るまで採決というのは一切しません

でしたけれど、最終の土壇場にきてそういったご意見が出て、現行でよろしいか、委員Ｋさん

のご意見にならって一番頭にもっていくか、そういった意見が出たので最終的には決めなけれ

ばいけませんし、皆さんのご意見がないとすればここで皆さん方の意思表示ということで採決

したいと思いますけれどよろしいですか。 

 

委員Ｅ  これは中間ということで細部にまでわたってよろしいかと思います。雑談的なことで、

私も委員Ｊさんに近いと思いますが、これを見たときにどこかで見たという感じがしませんか。

言い回しというか、市民が市民のために自分の言葉で語るとすればこんなに難しくはならない

と思います。もう少しチャーミングな感じのほうが振り向いてもらえるかなと思います。これ

はこれで立派にできているけれども、いろんな市町村で今、行政改革をやっていますね。同じ

ような実情だけれど岡谷ならではのチャームポイントみたいな、そういう感じがちょっとある

んです。それを全部事務局の方におんぶに抱っこしているから余計私たちが努力しなければい

けないんじゃないかと思いますけれども。 

 

委員Ｊ  先ほど委員Ｋさんがおっしゃった順番については、これを頂いたときには子育てが後ろ

のほうにあったものですから、子育て支援がその他のところに来ていたりとか、少し気になっ

ていたんですが、これ自体の今まで審議した資料の順番で出ているのかとか、行政に提出する

のはこういう形にするべきなのかなとか勝手に納得していましたけれど、もう少し普通の人が

分かりやすい言葉でもいいかなという印象はあります。ただ、今更時間がないのに変えてくだ

さいというのは、最終的な答申がいかにも市民が仕立てたという形にはした方がいいと思いま

す。市民の素直な言葉、その方が伝わりやすいような気がします。 



 5

 

委員長  いろいろなご意見を頂きました。特に委員Ｋさんのご意見に対して「そうだ」という意

見が聞こえてきません。中間答申だからこれで良いんじゃないかという意見が多いと思います。

最終的には更に深めていくということでどうでしょう。 

 

（「それはそれで、構いません」と言う者あり） 

 

委員長  それから、委員Ｅさんの方からおんぶに抱っこという話がありましたが、そんなことは

なくて、この意見を反映させた形で仕上がっている。委員Ｊさんがおっしゃったように男女共

同参画の時代の中で女性の意見は非常に大事だと思います。チャームポイントが必要だという

ことはいいことだと思います。岡谷市らしい最終的にはチャームポイントを盛り込んだ最終答

申にしていくということで、皆さん方また知恵を借りていきたい、そう思いますけれどよろし

いでしょうか。 

 

委員Ｅ  こういう会議に出ること、私たちもある意味素人っぽさを出してしまうから手垢がつい

てしまうかなと自分に投げかけたことなんです。委員長さんの努力を知らなくてそんな言い方

すみませんでしたけれど自分自身投げかけたことであります。 

 

委員長  いろいろご意見ありましたけれど、この中間答申につきましてはこれでよろしいでしょ

うか。 

 

（「はい」と言う者あり） 

 

委員長  それでは全員一致ということで中間答申出してきます。ありがとうございました。 

 

休憩  午後３時０８分 

再開  午後３時３８分 

（市長入室） 

４.中間まとめの市長への提出 

 

副委員長  市長さんがお見えになりましたので、中間まとめの意見・提言を提出したいと思いま

すので、前の方へお願いします。 

 

（委員長より市長へ中間まとめ提出） 

 

委員長  それではこれから岡谷市行財政改革プラン策定市民会議の中間のまとめを市長さんにお

渡ししたいと思います。私たちは今日まで 17 回にわたりましてこの会議を開催しました。これ

から提言について読み上げますのでお渡しします。 
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岡谷市行財政改革プラン策定に関する意見、提言について  

 

諏訪地域 6 市町村合併、諏訪湖 3 市町合併が終止し市民の夢とする広域合併が頓挫、岡谷市

は自立の道を歩むことになりました。岡谷市を取り巻く社会経済情勢は、長引く景気の低迷に

対して「踊り場を脱した」との見方はあるものの先行きの不透明感はぬぐえず、厳しいものが

あります。また、地方分権の推進や三位一体の改革、さらには市民要望の多様化・複雑化など

岡谷市の行財政をめぐる状況は大きく変化してきています。 

このような状況の中で、岡谷市行財政改革プラン策定にあたっては、本年 2 月、私たち市民

会議が設置されました。私たちは、ますます厳しくなるという財政状況にあって、夢のある岡

谷市、住んでみたいと思える岡谷市につながるような行財政改革ができないかを共通の思いと

して、市の行財政について勉強しながら、岡谷市行財政改革プランの策定に向けて意見交換を

続けています。 

ここに、これまでの 16 回にわたる会議の中間をまとめとして、「歳入の確保に向けた工業振

興推進の工業振興施策の推進」「公平かつ公正な負担の確保」「簡素で効率的な行政運営の推

進」「補助金の抜本改革の実施」「市民と行政の協働による市民総参加のまちづくりの推進」を

行財政改革推進の柱に据えて、意見・提言を 67 項目にとりまとめました。 

この意見・提言はあくまでもこれまでの論議の中間まとめであり、市民会議として今後、ま

だ論議を深めなければならない事項もありますが、市長におかれましてはこれを参考に、確固

たる行財政基盤の確立に向けて具体的な内容を盛り込んだ行財政改革プランの策定を進められ

ますよう強く要望いたします。 

この 67 項目の推進にあたりまして柱を建てました。 

岡谷市の行財政改革の推進の柱、重点取り組み項目 

１、歳入の確保に向けた工業振興施策の推進。市税増・人口増の期待を込めて  

１、公平かつ公正な負担の確保。受益者負担の適正化 

１、簡素で効率的な行政運営の推進。部課の統廃合など機構改革と職員数の削減 

１、補助金の抜本改革の実施。厳選な監査と適正な配分 

１、市民と行政の協働による市民総参加のまちづくりの推進。市民本位の行政と民間活力の

積極的な投入 

67 項目の具体的な実施につきまして以下記してありますのでよろしくお願いします。 

尚、この会議の集約としまして基本的には行財政改革は出るを押さえ入るを増やす、これ

が基本であると、岡谷市は企業の流出、人口減、特定財源などが無く本当に自立の道は厳し

いということを、私たちは会議の中で実感しました。そして民間感覚の導入、この意見が強

く、民感の必要のためには全員の意見として市長さんが中心になって、まだまだこれから市

民に強く強く訴えてほしい、そういったことが要望として多く出ております。そのためこの

67 項目の中には市長さんが中心になって訴えてほしい、そういった切なる思いが込められて

います。以上、よろしくお願いします。 

（答申書を委員長より市長へ） 
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委員長  皆さんありがとうございました。以上をもちまして市長さんに答申を終わりました。

ここで具体的な 67 項目、全部読み上げることは出来ませんが、その骨子を市長さんにご説

明申し上げて市長さんのほうからお話承りたいと思います。 

この 67 項目の中には細かいのはありますが、具体的には 

・行財政の全般的な基本方針、これにつきましては岡谷市の自立の道は厳しい、市長が先頭

に立って行財政改革の必要性を市民に強力にアピールする、そういった意見が強く出てお

ります。 

・民間感覚を取り入れてほしい。そのためには積極的に民間感覚を取り入れて具体的な発想

を大事に進めてほしいという意見も出ております。 

・歳入の確保では、収納率の向上、悪質な滞納者には厳正な処分をしてほしい。公表もして

ほしいといった意見も出ております。 

・税収の確保では、起業家支援など工業誘致や工業振興施策、具体的な方策を建ててほしい

といった意見も出ております。 

・使用料・手数料の問題は公共施設の使用料金の見直し。具体的には無料化をなくす。諏訪

湖ハイツの入浴、その他いろいろな問題がありますけれども審議をいただきたいとの意見

が出されております。 

・受益者負担、我々市民もしっかり払うものは払っていくとの意見もあります。 

・補助金、負担金の削減は抜本的な施策をしてほしい。チェック機能をしっかりしてほしい。

補助金の交付団体が、繰越金が補助金の倍もある団体があるので厳正な形で支出してほし

いといったものが重点的に出ております。 

・簡素で効率的な行政運営、抜本的に組織の機構改革をして部課と統廃合する。それにより

職員の定数減を実施してほしいということがあります。 

・給与制度につきましてはこの岡谷市にそぐわない寒冷地手当は廃止すべきではないかとい

う強い意見があります。 

・議員・職員の意識改革、これが最も強く出ました。民間感覚を取り入れると同時に職員の

皆さん方にもっと意識改革に尽くしてほしいという意見が強く出ました。 

・定年制度については民間と同様に 60 歳誕生月の退職を徹底してほしいといった意見が出ま

した。 

・審議会のあり方については、岡谷市には各種審議会があるけれど審議会の報酬は全廃すべ

きではないかという意見も出ています。 

・公営企業については、経営の健全化、岡谷の場合は順調に進んでいる。健全化をさらに尽

くしてほしい。コンビニなどの収納も働くもののために立場から立って実施してほしいと

の意見もあります。 

・外郭団体については、もっと自立性を高めてほしい。職員ＯＢの天下りはやめて理事や評

議員が多いけれど、もっと整理できないかといった意見がありました。 

・土地開発公社については、湯殿山の早期売却、更には工業化、開発公社の持っている土地

をもっと有効に使ってほしいといった意見も出ております。 

・公共施設について、もっと民間委託を多くしてスリムにしてほしい。さらには類似施設の
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統合。例えばやまびこ国際スケートセンター、やまびこアイスアリーナの全面的な見直し、

さらに推進してほしいといった意見が出ております。 

・事務事業の効率化について、工事の入札制度、岡谷市は非常に透明性のある入札制度を持

っているがこれをさらに推進してほしいといった意見。 

・安全・安心のまちづくり、市民の行政サービスの向上、住んでいて良かったという安全・

安心のまちづくりに尽くしてほしいとの意見が出ました。 

・男女共同参画、さらに推進してほしいとの意見。 

・最も大事なのは、項目的には一番大事な子育て支援が一番最後にある、という意見もあり

ましたが、子育て支援のまち、岡谷市は子育て支援について頑張って力を入れてほしい。

そのために、全国的に話題になっている青少年のニートの実態について調べて、青少年を

生かすために職業教育を、岡谷市は他市に先駆けて具体的にしてほしいといった意見が強

く出ておりました。 

・議員の定数については削減すべきだ。この会としては 18～20 人。さらには議員独自で決め

るべきだという意見がありました。 

これら、67 項目にわたりまして具体的に記してありますが、現在中間まとめであります

が、これらを市長さんのほうで、我々の意見が取り入れられるような形に資してほしい、

そういった意見がでています。説明は以上です。ありがとうございました。 

 

 

５．市長あいさつ 

 

市長  改めまして、皆さんこんにちは。行財政改革プラン策定市民会議、今日まで 17 回大変お忙

し中こうして骨太の質の高い中間報告をいただきまして誠に感謝に耐えないところでございま

す。ただいま広瀬委員長さんから行財政改革プラン策定に関する意見、提言をお受けしたわけ

でありますが、その内容をお聞きいたしまして市政運営の責任者といたしまして、正直耳の痛

いところもたくさんあるわけでございます。 

また、市民の皆様にとりましても我慢や負担を強いられる場面もある訳でございまして、ご

意見、ご提言大変厳しいものを感じているわけであります。委員の皆様方には行財政改革は待

ったなしの重要課題としてお受け止めいただきまして真摯にお取り組みをいただいておられる

ことをひしひしと感じまして、意趣感銘を覚えているところでございます。私自身もさらに見

も心も引き締めて行財政改革に取り組んで参りたいと今決意を新たにいたしたところでござい

ます。まだ中間まとめということでこれから最後の頂上直下の大変苦しいところにさしかかろ

うかと思いますが、よろしくお願いをいたしたいと思います。自立の道は大変厳しい道のりで

はありますが自己決定、自己責任の原則の下に健全財政の誇示をいたしまして市民本位の行政、

独自性のある特色のある町づくりを推進していかなければならないわけであります。 

ますます厳しくなる財政状況の中にあっても、将来にわたって必要な市民サービスの提供を

確保するとともに、各種課題に的確に対応できる足腰の強い自治体を作っていくためにはご提

言いただきました行財政改革推進の五つの柱はまさに重要な項目でありましてこれらの内容を
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盛り込んで行財政改革プランの取りまとめを進めて参りますし、また 67 項目にわたるご意見・

ご提言をしっかり検討し出来うる限り早く全体像をお示ししてご論議を深めていただくようお

願いをいたすものでございます。 

皆様方にはまだしばらくの間、市民会議にご足労頂くわけでございます。自由闊達な意見交

換をお願いすることになるわけですが、市民総参加による特色のあるまちづくりを推進できる

確固たる行財政基盤の確立を図るために、引き続きご理解、ご協力をお願いする次第でござい

ます。 

そして、行財政改革プランの策定後はその実行をはじめといたしまして独自性のある、特色

のあるまちづくりを市民の皆様の底力を結集して市民総参加により推進してまいりたいと考え

ており、皆様方にはその中核を担いご活躍を賜りますよう合わせてお願いを申し合わせる次第

であります。 

この行財政改革五つの柱の中で、経済的な根幹部分、岡谷市の工業立市をどう支えていくか、

空洞化で大変厳しい状況であるわけですが、決して海外にシフトできない分野を今、岡谷市は

経済産業省の指導の下に積極的に取り組みをいたしております。ご存知のナノテクノロジー、

10 億分の 1 メーターの百万分の 1 ミリと言ったほうが分かりやすいでしょうか。この加工技術

の世界的な集積地を今、岡谷市は目指しております。そのためにはよりフットワーク良く、ま

たものづくりの現場の方がより気軽にこの訪れることができるテクノプラザの開設を具体的に

しております。そして、職員の経済部の工業振興課の職員全員、そちらのほうに移して今もの

づくりの現場に足繁く通いをしております。工業振興課の職員 18 名いると思いますが、長野県

では最大規模の体制をとって対応いたしております。スマートデバイスの世界的供給基地を目

指す、具体的な岡谷市の工業振興策であります。すでに 40 社ほどがこの難関とされるテクノロ

ジーに対応し始めてきているという、うれしい話も伝わっているわけでありまして、更なる対

応をしていきたいと考えております。 

また、岡谷市のものづくり、ご承知のように非常に多伎にわたった精密業が展開されており

まして、多くのパターンに適合できるように 6 つの大学と産学連携の体制を調えて対応をして

おります。産学連携という言葉を、４，５年前私が申し上げたときにはまだ一般的にはほとん

ど理解されていませんでした。「何のことだか分からない」これがもう今全国でも当然の事のよ

うに産学連携がスタートしております。岡谷市におきましては芝浦工業大学、諏訪東京理科大

学、ものづくり大学、中部大学、信州大学の諏訪支援室、山梨大学等と連携をし、テクノプラ

ザ内に連携室を設けて対応しております。このようなことをやっているのも、県下では岡谷市

がトップを切ってやっていると認識しております。 

また、岡谷市のものづくりは高い技術を持っているが、作ったもののＰＲ、あるいは経営等

高い技術に比して見劣りがするという事が指摘されております。岡谷市の工業を知り尽くして、

また中央の大企業とのつながりのある方を岡谷市が雇いまして、セールスマンとして今東京で

活躍していただいています。このようなことも県下では岡谷市が初めて行なっている画期的な

取り組みであると思っております。 

以前市長会の折に岡谷市と同じ人口規模の埼玉県のあるベッドタウンの市長と意見交換する

場がありました。予算規模が 100 億くらい少なかったわけです。やはりベッドタウンと工業の
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まちでは相当の一般会計の予算の差があると感じて、これが岡谷市の活力、社会資本の充実に

つながっているわけであります。こうした事も念頭において岡谷市の直球部分であるものづく

りにさらに力を入れていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

また、大変厳しい三位一体の改革が地方自治の一般会計予算を締め付けているわけでありま

してあらゆるジャンルで市民総参加のまちづくりを進めて行かなくてはならないと考えており

ます。委員の皆様方、まさに市民総参加の行財政改革プランのオーソリティーとして、市民の

リーダーとなっていただける方ばかりだと思っております。これからの最終のまとめに至るま

で重ねてご尽力いただきますことにお願いを申し上げておく次第でございます。大変お忙しい

中、今日は中間まとめをしていただき、素晴らしいご意見を聞かせていただき誠にありがとう

ございました。これからもよろしくお願い申し上げます。 

 

副委員長  どうもありがとうございました。このあと市長さんは他の公務がありますので退席を

させていただきますが、よろしくおねがいします。 

 

（市長退席） 

 

委員長  市長さんからも私どものまとまったものに対しまして、本当に受け止めていただいて反

映させていただくというようなお話をいただきました。最終答申に向けまして更なるいろいろ

なご意見をいただきながら、最終答申に向っていきたいと思います。 

   それでは、その他に移ります。 

 

６．その他 

  （主要事業の選択） 

 

小口（明）主幹  主要事業の選択について、大型の公共事業について取り上げてあります。市で

いう普通建設事業という部分であります。一番最初に財政の勉強会を 2 回目、3 回目と開催した

とき、実施計画というお話させていただきました。三年間で大きな事業を計画的にやるために

そういう計画を予算のときに出しているのですが、実施計画の中で補助金のようなものは除き

ましてまとめたのが大きい資料の中にあります。 

   それぞれの事業のポイントが書いてあります。大体目を通しておいてもらって今、岡谷市で

こういった事業が話題になっているとご承知おきいただければと思います。 

 

  （次回の会議日程） 

  １０月１３日（木）午後４時から 市役所６０３会議室 

１０月２４日（月）午後３時から 市役所６０５会議室 

 

副委員長  今日は皆さんが今まで議論をしていただいてきたことを中間のまとめとして、意見・

提言を市長さんに提出することができました。これからもまだ、いろいろと深めていかなくて
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はいけないと思いますけれどもよろしくお願いします。 

   以上で第１７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４時０６分 


