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第１８回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／１０／１３（木） １６：００～１７：４５ 

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１８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） 

皆さんこんにちは。ご苦労様です。まだ見えない方もおりますけれども、時間になりました

ので始めたいと思います。先日、2 月以来発足いたしましたこの会の皆さんの意見をまとめた中

間答申を市長さんに差し上げました。一つの山を越えたかなという気はしますが、今日は中間

答申につきまして新聞に出ましたので、各方面からいろいろな意見が寄せられて皆さん方もそ

れぞれ周りの皆さん方からいろいろなご意見を求められたということもあるかと思います。中

間答申を出しましたあとの評価、いろいろな意見につきまして最初に伺いまして、そして先に

進めたいと思います。手順としては、最終的には 11 月の下旬から 12 月にかけまして最終答申

を出すと、それを議会に報告して来年度予算に盛り込んでいくということですが、今日のよう

な秋晴れのスカッとした素晴らしい最終答申が出て、それを市長さんがしっかりと捉えていた

だいて我々の意見を反映していただけると、そんなことを期待しながら後半に向けて会議を進

めたいと思います。よろしくお願いします。 

 

３．会議事項（座長：委員長） 

資料の確認 （小口（明）主幹より説明） 

 

（１）｢中間まとめ｣に対する意見等について 

 

委員Ａ  答申の原案は庁内で部長さん等にはヒアリングをやられているのか、その点をお聞きし

たいと思います。 

 

矢島企画部長  頂きました内容等、各部長に一式渡しまして、何を市民会議は求めているのか、

それを受けた市は何をしていかなくてはいけないのかというものをやっています。それを受け

まして今、最終的なまとめの作業をやっていますので、それへの参考にさせていただいていま

す。 

 

委員長  庁内の主だったところへはこれが配布されて、67 項目それぞれ話をしてあります。 

 

矢島企画部長  庁内各セクションにわたる話ですので、メールを通して一式担当部署全員見られ
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るように配信してありますのでよろしくお願いします。 

 

委員Ａ  このプランの会と企画部だけが先行してどんどん行っちゃっているようなことはないだ

ろうということでお聞きしました。 

 

委員Ｂ  内容のなかで７番の公共施設についてですが、私自身も公共施設を利用させていただい

ていますが、類似施設の統合だとかありますが、統合するのも人員の削減ということで必要だ

と思いますが、今現在の利用者にとって統合することで、逆に不便になってしまう点とか出て

くると思います。その他に人員削減の職員数の削減で人件費を減らすのもありますが、減らす

ことで逆にサービスが悪くなってしまうとかありえると思いますので、外から見ただけでなく、

実際利用している人の視点から立った改革、見直し、検討をお願いしたいと思います。 

 

委員長  これは提案ですので、それぞれのセクションで実際に提供されてどうかという話しはや

っていきますので、そういったものついては最終答申できっちりまとめて直すところは直すと

いう形で方向性はもっていますので、よろしくお願いします。 

 

委員Ｃ  先程、委員長の方からホームページという話がでましたが、これに対するご意見などは

ありますか。公表されたことへの反応はどうですか。 

 

小口(明)主幹  ホームページには今週掲載したところですがメールではまだ来ていません。各支

所でも公表してありますが、今のところ反応はないです。 

 

委員Ｃ  2、3 意見を頂いた中では、もっとスパッと踏み込んだ意見で、あまり抽象的な言い方で

なくてというような意見をいただきました。 

 

委員長  私のところにも 2、3 ありました。もっとズバッと切り込んだ改革案を出せないかという

ことが一つ。それから改革案の理念と具体性が混同しているのではないか、そういうことにつ

いてはどう考えているのかというご意見がございました。それからこれが一番大事な点だと思

うんですけれども、最終的に市民会議で改革案を出して、例えば職員数の削減や議員の削減や

受益者負担など最終的にどの位の改革案のなかで数値が出せるか、最終的には数値を出してほ

しいという意見がありました。 

 

（２）主要事業の選択について 

  （小口(明)主幹より説明） 

 

委員Ｄ  若宮地区の整備事業ですが、10 数年の課題であって、市長さんが 70％の賛成がなければ

やらないという説明をしていましたけれど、61％の賛成であるということで、財政は非常に困

難な折でもあるし、個人資産の関係であまり強行的なことは住民が望んでいないのではないか
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という感じを受けています。もう少し高度の高い思想の人間性とか地域性とか社会性とか経済

性とか、そういう理念の高い人が集まってもう一回検討してもらったらどうかと思っています。

そうすると何億というものが浮いてくるし、財政困難な折に無理してやらなくてもいいような

計画だと思います。是非考慮していただく懸案だと思います。 

 

委員長  これは市長さんが各地域で市民集会を開いて話をすると必ず出てきますね。現実的にこ

れが良いか悪いか結論は出ていません。どんな進行状況ですか。 

 

小口(明)主幹  現在は事業化まで至っておりませんので反対の方、賛成の方にそれぞれ担当課の

方で粘り強く交渉している状況です。 

 

委員Ｄ  何年も苦労しても、2，3 年たつと市の職員も変わって気の毒だと思います。 

 

委員長  この問題は、市民会議でこのような意見が出たということでよろしいですね。非常に緊

縮財政の中で、小中学校、病院、公共施設の耐震について調査は終わったのですか。 

 

小口(明)主幹  耐震診断につきましては、平成 15 年度に小中学校、病院、消防庁舎、保育園で必

要な部分は終わりました。16 年度で一部残っている公共施設で、建築基準法の規程で該当にな

るものをやっていきました。子どものいる施設、災害時の拠点にならなければいけない病院、

消防庁舎などは終わりました。必要なものについては 16 年から順次予算化しています。かなり

の経費がかかりますので計画的に、一応予定は 24 年ですけれど、ここでアスベストというよう

な話しも出てきておりますので、お金がかかる話しで大変厳しい状況の中で取り組んでおりま

す。 

 

委員長  それらを診断して現実的に工事着工した場合は、概算どの位の予算で何ヵ年計画か分か

りますか。市民の安全を守るために大事な事業だと思うので市も覚悟して何カ年計画かで出し

ていると思いますが、私が言いたいのは、国からは一銭の補助も来ないという話だったのです

が、連携を取り合って国、県から補助をきちんと取るような運動をしなければいけないと思っ

ております。 

 

小口(明)主幹  補助は一部で残りは、起債、借金ですが、借金をしても丸々返す必要がないのが

ある。返すのですがその分は地方交付税に補填されてくるようなものがあります。北部中はそ

ういう有利な起債を利用して後年度の財政負担が楽なように、そういう有利な起債がある。地

震防災対策債という名前だと思います。 

 

委員長  アスベストの問題、岡谷市内の公共施設では調査をやっているところですか。 

          

小口(明)主幹  国の規制は最初は数％含まれていてもいいという話でありましたけれど、多少で
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も含まれていては危ないのではないかということで、可能性のあるところは全部採取をして検

査を出すわけですが、今検査機関が数箇所しかない状態で、もし仮にアスベスト対策で改修を

するとなると予算がその時では間に合わない状況になるので、それをどうするか悩みになって

いるところです。塩嶺病院のようにはっきりわかって対応を取っているところもありますけれ

ども。 

 

委員長  不安はあるので市もアスベスト対策課のようなものを作って、市民の要望に応えるよう

なのが緊急に必要だと思います。 

 

小口(明)主幹  建物の関係につきましては、都市計画課の中にある建築指導がありましてここで

お答えをしております。健康の関係は保健所が窓口になっているので市に来た相談はそちらに

紹介しております。 

 

委員長  耐震診断の資料が来ましたので、お願いします。 

 

小口（明）主幹   耐震診断ですが 15 年度で 19 施設４８棟を実施しています。16 年度では 5 施

設 6 棟の耐震診断を行っております。その結果、15 年度では改築や補強が必要なものは 16 施設

で 31 棟で。16 年度では 1 施設２棟ということで、合計で 17 施設 33 棟の耐震による改築や補修

が必要だという調査結果が出ています。それにより年次計画により避難所に指定されている学

校の体育館、病院などが耐震補強をしています。アスベストの対策などが急に浮上してくれば

事業費の兼ね合いの中では計画の修正もありうるということになっております。 

 

委員Ｃ  病院の統合で懸念されるのは、だんだんと地元の勢いが大変になってくる時に岡谷市だ

けで維持していけるかという問題が出てくると思います。利用者の問題で、下諏訪の人が何％

いるとかという話しになった時には、火葬場と同じで、一部事務組合で場所は場合によっては

下諏訪よりに持っていってもいいかもしれない。下諏訪を巻き込んだ形で検討していかないと

いけないと思いますし、東掘線を抜ければいい道もできるので、湖畔に持っていっても、岡谷

市の人は少し離れるかもしれないけれど、これからの将来は大変ではないかと思います。 

 

委員Ａ  合併とかでなくて後の維持の問題を考えると、伊那、辰野などは郊外に出ています。湖

畔の適正な位置に持っていって湖畔街道を整備すれば良いと思います。 

 

委員Ｅ  問題は中身だと思います。日赤は院長が代って良くなりました。そういう問題も考えて

タッチしていかないと建物は良いけれども、中身が悪ければ経営に影響してくるということが

あると思います。 

 

委員Ａ  5 年ほど前から出ているけれど、横河川の終末の白鳥のところの橋ですけれど、数年前は

野鳥の会の反対がありましたけれども。ジョギングロードが途切れています、なぜできないの
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か、3 年ほど前、野鳥の会が了解しましたけれども、市は公共事業の中にひとつも盛り込んでこ

ないけれど何でできないのか。建設事務所に聞きましたら、行政的配慮、組長同士の話し合い

ができていないということを聞きました。岡谷の人間として少し恥ずかしい話しであります。 

 

小口(明)主幹  市の方でも橋を架けられないか、例えばジョギングロードをまわしていくために

必要だということで、県にもお願いして検討を頂いている状況です。湖畔公園整備の中で一緒

に整備していくという計画があったので、公園整備がそこまで進んでいない中でおっしゃるよ

うな指摘が幾つかあって、そこだけ先に進めようという計画は今、検討しているところです。

ジョギングロードの部分だけ、橋は来年、再来年という話にはならないと思います。 

 

委員Ａ  テニスコートを作るよりそちらのほうが先ではないか。保育園も相当老朽化しているの

にほうっておいて、特に東掘保育園も相当傷んでいるけれどここに載っていないんですよ。少

子化の問題があるのにそっちの方をほうっておいて、遊ぶほうの施設を優先していってしまう

ということで、今までと全然変わらないということを言いたいです。湊保育園の次は東堀保育

園と、市長選のときも出ていました。この間請願したようでありますが、新聞を見たら少し影

が薄いような気がしました。あまり自分の地区のことは言いたくなかったけれど、そういう部

分が先ではないかと私は思いましたので。 

 

委員Ｆ  宅地造成事業の件ですがこの項目の中では一番、事業費はのしてしまうということにな

りますが、15 億という予算をとられていますが、実際私が不動産業者で市の宅地造成事業を注

目してみていますが、正直言って私どもが設定する値段より 2 割から 2 割 5 分くらい安く分譲

しています。低廉で優良な住宅を提供する部分では構いませんが、それが市場の相場になって

いってしまうと、我々が非常に商売しにくくなってきているんです。予算をたくさん取られる

のはいいですが、我々の仕事がたきという部分でなくて、協力しながらやっていますが、不当

に安く売るというのは、そういう表現はしたくないのですが、我々の意見も聞きながら価格を

設定するなど、考えてもらいたいと思います。これから少子化や人口が少なくなっているとい

う部分でこの予算はどうかという部分もあります。15 億という積極的な予算を取っていいもの

かどうかという部分もありますし、例えば中尾団地は人がどんどん抜けて市有地をどうするか

という問題も出てきています。それを分譲するのかという話も出てくると思います。これから

土地開発公社が積極的にやっていくのかどうか、市に 1 回陳情したときには積極的な買い取り

はしないという回答をいただきました。代替や公共事業に必要なものはやるという回答はいた

だきましたけれども、この予算をもう少し考え直してもいいかと思います。 

 

小口(明)主幹  当初は平成 13 年から 3 年間人口増対策ということで、人口減に歯止めをかけたい

という中で、岡谷は土地がない、高いという課題がありました。そこで市として積極的に宅地

造成をして優良な宅地をなるべく安い価格でやろうじゃないかということで、市民の皆さんの

お持ちの土地を市で買収して宅地造成をやらせていただきました。関係の業界の方から批判や

ご意見を頂く中で軌道修正をする部分がありまして、市有地で市がやらざるを得ない部分を優
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先してやっていくということで、この 15 億円もそういうものが出たらやります。桃園保育園の

跡地がどうなるか、ということがあってその予算をおいてありますがまだ今年は執行していま

せん。最近では、湊廃川敷地の土地利用研究会が研究しているところの両側に少し宅地を造成

しています。先ほど委員Ｆさんが言われるような業界からの内容を受けまして建設部の方でも

行っている部分でありますので、ご理解いただければと思います。 

 

委員Ｇ  基金の考え方ですが、ここ数年で 30 億くらい減っているわけですが、前の時に基金とい

うものは上がったり下がったりするものだという話がありましたが、数年で 30 億というのはか

なりのすごい減り方だと思うわけですが、基金というのはそれぞれ目的が違う基金があるわけ

でありますけれども、どの程度まで基金として持っていなければいけないのか、基本的な考え

方が市の方であるかどうかというのをお聞きしたいと思います。 

 

小口(明)主幹  基金の中には特定の目的のために使われなければいけない基金があります。例え

ば奨学金のために使う基金とか、工業振興のために使う基金などがあります。これとは別に財

政調整基金というような市の財政状況が難しいときに使う基金があります。先ほど 10 億の確保

をしていきたいという話をしたのは、財政調整基金は今 11 億から 12 億位ありますが今の状態

でいくと 23～24 年には底をつく計算になります。徹底した行財政改革をしないような状況でい

くと財政調整基金というものが無くなってしまう。もし災害などがあった場合、すぐに対応し

なければいけないので財政調整基金として 10 億くらいなければいけないという考え方がありま

す。一旦少なくなるときはありますけれども、平成 27 年のときにはまた 10 億円を回復するよ

うに、そんな行財政運営をしていきたいというのがこのプランの話であります。 

もうひとつ減債基金という、借金をする市債を返すときのための基金も平成 21 年には底をつ

いてしまうというそんな話がありますので、それらを踏まえるなかでそんな考え方を持ちたい

ということがあります。他のそれぞれの特定目的の基金は、本来基金を積んで利息で事業がで

きればいいのですが、今ほとんど利息が出ない状況にあります。結果的に取り崩しになってい

る状況にあります。このところ基金の取り崩しで総体的に多くなっているのがまちづくり基金

というものがあって、市のまちづくりに使えるものですが、想定していたのが複合館の建設と

いうものがありました。諏訪湖ハイツの整備とかイルフプラザの整備などで取り崩しているの

がありますので、駅南の区画整理事業で使っているのもあるので少し多くなっているという部

分があります。委員さんが言われるようにしっかりした考えを持って、ある程度の額を確保し

ながら将来突発的な事態に対応できるように、そういうことも視野に入れながらやっていかな

くてはいけないと思いますし、財政調整基金で目標を設定しながらこの行財政改革プランでは

やっていきたいという考え方がございます。 

 

委員Ｈ  これからこのような状況の中で、いろいろとやっていくには赤字になるようなことは絶

対に許されないことだろうと思います。いろいろな事業についてもあらゆる角度からシュミレ

ーションをして検討していく必要があると思います。赤字になることは許されないということ

を前提として、市民にそれなりきの説明をしていかなくてはいけないと思います。それを前提
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として、湊廃川敷地の問題は庁内でどの程度まで検討しているのかお聞きしたいと思います。 

それから桃園保育園の跡地の建物は地域からいろいろな意見が出る前に即座にたたんでしま

ったような感じがするけれど、小坂の方は工事のために一時的に使っているという話でありま

すけれども、小坂の方では上手に使っている気がします。湊の中でも小坂と花岡は競争してい

る向きがあるのでその辺聞かせていただければと思います。 

 

小口(明)主幹  湊廃川敷地には研究会から提言があって、美術考古館については諏訪湖畔に想定

しています。今、一番有力なのは湊廃川敷で検討しています。いろいろ他との事業の絡みのな

かで優先度の順はありますが、具体的には関係各課でどの位のものができるか、公共施設の部

分はともかくとしてそこに付随してくる食の部分とか物産を売る、野菜を売る部分は市がやる

べき部分にはならないだろうと思っております。民間活力でやっていかざるを得ない。その際

に例えば、箱を市が用意すれば結局最後のつけは私たちに回ってくることになりますので、こ

れはかなり慎重にならなければいけないと思っております。美術考古館は諏訪湖畔にという中

で検討していますが、市民美術館が本当にあそこでいいのかという意見もないわけではないの

でそうすると、その辺の話しがどうなるのかかなり難しい部分だろうと思っております。 

   それから桃園保育園と観音保育園の後利用の話しですが、観音保育園はたまたまどこかの福

祉団体に一時的に貸している状況にありますけれども、基本的には湊保育園ができましたので

旧保育園は処分していくのが基本的な方法だと思っております。小坂の方もうまくやっている

ことはないと思いますけれども、最初の行政協で話しをされていますので明確になっていると

思います。 

 

委員Ｈ  行政協の評議委員で出ているけれども、そんな話しは一度も出ていませんが。 

 

委員Ｉ  公共施設の使用料金の見直しということで、下浜の例をとると築 9 年ばかりになるが当

時予算計上した中で 2，3 とても利益の上がった団体がありました。ところが市の公共施設にみ

んな流れてしまったので四苦八苦しているのですが。無料とか安く料金をされているようです

けれど、その辺を十分検討していただいて、区としても財政が苦しい。施設もみんな良くなっ

て、特に下浜は駐車場等の関係もあってお客があったけれども、本当にダウンしてしまったこ

ともありますので、是非、その辺を考えて区民を苦しめないような対応をしてほしいと思いま

す。 

 

委員長  基本的には公共施設の無料化をなくすという答申もしてありますし、どの区もそういう

問題はあると思います。そんなことで、ご意見をしっかり受け止めていただきたいと思います。 

 

委員Ｅ  各区の抱えている問題はよく分かりますが、一番の問題は区へ入らない人が大勢います。

市民の協力、理解を得ることが一番必要だと思います。転入してきた人への市の対応をよくし

てもらいたいと思います。 
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委員長  この意見は各区でも審議しております。区も市も話し合いでやっていってほしいと思っ

ております。 

 

委員Ｈ  市で２１区全部へそのような調査はしているのですか。    

 

小口(明)主幹  住民票の異動の届出の時は区へのご加入のお願いということで、窓口で説明して

加入の促進したりはしておりますが、なかなか強制ができない部分がありますし、理解いただ

けないところがあります。 

 

委員Ｉ  コンビニなどでも市報が置いてありまして、市民新聞を取っているから区に入らなくた

って、亡くなった方などは分かるからいいよと言うようなことで、なかなか区には入りたがら

ない。強制力がないものでありますから。家主が家賃まで頂いていて、まだ区へも加入するよ

うにとは言えないようであります。 

 

委員Ｃ  ゴミを出すときにはそこを使い、街灯の関係にしても区のお世話になっているのは事実

であります。私の知り合いの家主でこういう方がいます。なかなか隣組には入ってくれという

ことは言えないので、家主が毎月毎月、街灯費と衛生費を区へ届けているといいます。そうい

う例もあります。 

 

委員Ｅ  戸籍を受け付ける、住民登録をするときにある程度の話を進めるのもひとつの手だと思

っております。 

 

委員長  各区と市で対応していく。住民登録したときに対応してもらっているようでありますけ

れども、なかなか難しいということであります。 

今日の予定では今度の市民総参加、更には安心して住める岡谷市の問題、子育ての支援など

が出ていますが、具体例がないので実際にはもっと具体的なことをお話いただきたいと思って

おりましたけれども、今日はこの辺で議題は終了させていただきたいと思います。 

 

 

（３）その他 

「今後のスケジュールについて」（企画課小口主幹） 

・次回の会議日程について、１０月２４日（月）午後３時から６０５会議室で行う。 

 

副委員長  以上で、第１８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４５分 

 


