
 
 
 
 

第１９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２４日（月） 



第１９回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／１０／２４（月） １５：００～１６：５２ 

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１９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） 

ご苦労様です。やっと、秋晴れということですがそれと共に冬が参っております。私達のこ

の会議は前回、前半の答申をしまして後つめに入っておりまして、主要事業の選択について協

議いただきました。今日は主要事業の選択と、後半提出します答申案につきまして全体ではご

ざいませんが、前半の部分が資料として添付されておりますので、それについてご覧頂いてご

審議いただく。更にこれからどうするか、議事に従って進め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） 

 

 （小口（明）主幹より資料の説明） 

 

委員長  会議の前に、先日皆さん方ご存知かと思いますけれども、行政改革審議会が提案しまし

た行政大綱について発表がありました。皆さん方から新聞に発表して市民に知らせてほしいと

ご意見がありまして発表がありました。それから、前回の主要事業の選択の中で病院の統合の

問題がありました。病院統合につきましては病院懇談会というのがありまして、それが答申を

出しています。その二点につきまして先立って説明いただきたいと思います。 

 

 (行革推進室 中原主幹より行政改革大綱について説明) 

 

 (企画課 小口（博）副技監より病院統合について説明) 

 

委員長  経営統合というのは現状のままでいて経営だけ統合するということですね。将来的には

一つにする、新病院ということですね。 

 

小口（博）副技監  経営統合というのは経営主体が二つあります。経営の母体、主体を 1 本にま

とめるということですので組織とか予算とか人事とかそういうものの統合を果たすということ

であります。明日も議会がありましてその考え方について議会の方にも一定の方向をお示しし

たいということですのでよろしくお願いします。 
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（１）主要事業の選択について 

 

委員長  前回に引き続きまして、主要事業の選択については市から示されましたけれども、幾つ

かの主要事業がございまして、どれが先でどれが後かということで甲乙付け難いものがありま

す。 

   前回の論議をふまえますと、病院の統合、それから耐震設備はどうなっているか、安全確保

はどうなっているか、それから湖畔の土地区画整理の問題についての意見が出ました。そうい

うなかで、今日はその辺である程度、この点はどうなっているのかや、もっと具体的にやった

らどうかというご意見がございましたら、それを取り上げていきたいと思います。 

   何かご意見はございますか。 

 

委員Ａ  この中間報告の中に、工事事業と学校教育現場の抜き打ち検査を私から挙げてみました

けれども、現在どのようにやっているのか。中間にその工事を正しくやっているかどうかとい

うことを、抜き打ちで検査するということです。 

 

小口(明)主幹  市が発注する工事は設計書に基づいて入札して業者が決まります。工事のそれぞ

れの現場に担当の監督員がいまして、その職員がそれぞれの工事進行状況等設計どおり仕上が

っているかチェックをしていきます。最終的には竣工検査といって金額によっては議員さんも

立ち会ってもらって検査をするというかたちになっています。監査の方で大きな工事の中で一

部分専門の方が入って建物を見るという仕組みがあります。外部監査ということでやっている

ことがあります。 

 

委員Ａ  抜き打ちでやるということは、よく工事で手抜きというのがあるけれど、そういうのを

発見するには抜き打ちでなければ発見できないと思います。名目だけでも挙げておくと業者に

とって正当化というか、そういうものを求められているという認識を持つのではないかと思い

ます。学校もそうだけれど、教育現場に抜き打ちで行って実際に教育として正確にやっている

かどうか抜き打ちは必要な世の中だと思います。 

 

委員Ｂ  発注者側は正監督員、副監督員を指定して配置しているし、担当もしょっちゅう行って

いるから抜き打ちまでやる必要があるかということは疑問に思います。隠れてしまう部分につ

いては事前に検査しなければいけないというのがあるので、今そういうことは適正にやってい

ると思いますので。現場監督員も市の職員がやっているのでよいと思います。 

 

委員長  これは厳正に行っていただくということで、良いと思いますけれども、よろしいですね。 

 

（「はい。良いです。」と言う者あり） 
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委員長  教育現場は教育委員が随時学校へ行ってやっているようであります。湯殿山の問題につ

いて地元今井区と市が話し合いをして、今井区では現状、大きな主要工場が 2 件も出て行って

しまったと、岡谷市はあそこへ企業を持っていくと言っても、なかなか具体性がないじゃない

かと、もっと早くしてもらわないと困るといった強い要望がされているようであります。動き

は一歩一歩現実的には進んでいるようでありますので、それに関連したご意見はこの会議で出

していただければ申し入れをしていきたいと思っています。 

   それでは、主要事業の選択はこんなかたちのなかで、更に検討して進めてもらうということ

で、結論付けたいと思います。 

 

（２）岡谷市行財政改革プラン(中間まとめ案)について  

 

 (小口(明)主幹 中間まとめ案について説明) 

 (総務部長 財政の現状と課題について説明) 

 

委員長  今、ご説明をいただきましたけれども、聞けば聞くほど非常に岡谷市の財政計画は暗い

面になっておりますけれども、そういうなかで自立の道を求めるということで、なんとか小さ

な町でもきちんとした町にするには、知恵が必要だということでこの行財政改革プラン策定市

民会議の皆さん方の知恵が活かされて、小さいながらも健全な町を作っていくということだと

思います。 

   この行財政改革プランにつきましては、今日は部長さんから説明をいただきましたけれども、

それらを踏まえまして自宅でよく読んでもらって、次に集中的な論議をして最終的なものにも

っていきたいと思っております。 

   それでは、次に移りたいと思います。 

 

（３）市民総参加のまちづくり基本条例について 

 

 (小口(明)主幹 資料の説明) 

 

委員長  それでは、市民総参加のまちづくり基本条例について、昨年１０月６日に条例が施行さ

れております。何かご意見をいただきたいと思います。 

 

委員Ａ  指定管理者制度を是非採用してもらいたいと思います。例えば市報は指定業者を募集し

て行えばうまくいくような気がします。水道も民間に移行する。体育館もそうだと思います。

指定管理者制度は他の市では結構採用してやっていると新聞に出ていたけれども、検討する予

知があると思います。 

 

小口(明)主幹  指定管理者制度の関係ですが、現在カノラホール、イルフ童画館、市民プール、

やまびこ国際スケートセンター、諏訪湖ハイツ、ロマネット、勤労青少年ホーム、勤労会館、
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岡谷駅前広場、駅前の自転車駐車場、やまびこ公園、高架下公園、岡谷湖畔公園、これらにつ

きましては 18 年 4 月からの指定管理者制度の作業を進めています。そんな状況であります。 

 

委員Ａ  市報は入っていないですね。 

 

小口(明)主幹  この指定管理者制度は公共施設の管理のところで説明させていただきましたが、

ソフト面の部分では今指定管理者制度という考え方はないです。業務委託でやっていく部分は

民間のデザイン会社とか企画会社を使ってやる手法はあるかもしれませんが経費的な部分では

どうかという部分がありますので、これからの課題であると思います。 

 

委員Ａ  新しい方向なので岡谷が始めればいいのではないかと思いますが。 

 

小口(明)主幹  市民総参加のまちづくりという部分では、市民の皆さんにまず情報をお伝えする

説明責任を果たす部分で重要な部分があります。今インターネットによる情報提供等が盛んに

なってきていますが、最近、行政チャンネルを使って情報提供をしたらどうかという研究をし

ています。経費的な部分とか、放送そのものが 23 年にデジタル化になるということでその時に

仕組みが変わるのではないかということもあって導入までは岡谷市は至っておりませんけれど

も、そうなりますと今の紙ベースの広報というものも変わる時代が来るかもしれませんけれど

も、現在は全面的に外部委託していくという考え方は持っておりませんのでよろしくお願いい

たします。 

 

委員Ａ  これから指定管理者制度は採用していくということですね。 

 

中田総務部長  先ほど申し上げましたここに書いてある施設というのは現在市が委託している、

外部委託している施設を指定管理者制度の下に新たに民間企業等参入できるような、そういう

制度に乗せていこうということでやったことです。指定管理者制度そのものの考え方は、小さ

なところに限定している話ではなくて、新たに民間のできることは民間に出していこうという

のが原則な考え方でありますので、今委託しているものだけでなくてこれからいろんな施設や

いろんな考え方、事業も含めてお話いただいた部分も含めて新たにそういった部分に拡大して

いく、そこのところをやっていくのがこれからのテーマだと思っています。 

 

委員長  市民総参加というのはみんなが自分でできることは市の手を煩わせずに、自分たちでや

ろうということで、そんな形の中でいくつか出ています。この基本条例を見てみると市民懇話

会とか審議会とか自由型参加の連携とかそういうものについてはいくつか試みが 1 年たったわ

けですが、小口さんの考えていたような活気に満ちた将来夢が持てるワクワクする町というよ

うな感想はどうでしょう。 

 

小口(明)主幹  わくわくするまちというのが条例の策定検討市民会議の中のキーワードのように
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できて、そういうまちになってほしいなと思いながらやってきて、わくわくするという言葉が

独り歩きして、今岡谷はどうなのかという部分で論議があるかもしれませんが、人それぞれで

わくわくする場面が違うと思いますので、そんなことでよろしくお願いします。 

 

委員長  まちづくりバンクは現実的にはどんな動きですか。 

 

小口(明)主幹  まちづくりバンクというのは策定市民会議、条例を検討していただいた会議から

提案されましてイメージとか提案内容が非常にいい内容だったものですから条例に盛り込みま

した。実際バンクを開設するというのは、例えば生涯学習の講師は以前から登録していただい

てそれを活用するという仕組みがありますが、その分野をどうやって広げていくかという部分

で、これから団塊の世代の皆さんが社会の第一線から定年を迎えるとき、その皆さんのまちづ

くりの活用というのは大きな課題だと思っております。そうした皆さんにもネットワーク的に

把握をしてそれを市民の皆さん同士も活用するような仕組み作りをしたと思っております。ま

ちづくりバンクが人材バンク的な意味合いが強いかもしれないですが、今、そんなことを考え

ています。 

 

委員Ｂ  社会福祉協議会のことについては今までほとんど議論がなかったです。いろいろな目標、

計画が十年来同じなんです。行政で改革と言っていながら外郭団体は 10 年前と同じなんです。

今、市民総参加と言われているけれど、福祉についても市民総参加と言われています。地区が

大事だと言っていながら社協の会費は 38％地区に流していますと、チラシは 10 年前と同じなん

です。そこら辺をはっきり見直していかないと、あと 4，5 年で 4 人に 1 人が 65 歳以上になっ

てしまう。行政の指導を市の行政並みに指導していただかないと、外郭団体はマンネリ化して

います。それから社協の補助金制度は全く変わっていません。担当者の一声でこれはいい、こ

れはだめだと。ここら辺の指導もきちんとやっていただかないといけない。改革ということに

ついては行政だけでなく外郭団体も見直していただかないといけないと思います。 

 

委員長  社協のお金の集め方、人事の問題、市のほうで具体的な行政指導をしていただくように

お願いします。 

 

中田総務部長  市も地域福祉計画ということで、地域と一体となって福祉の部分を担っていただ

く部分の仕分けの部分、担い方の部分について社協にもお願いをいろいろな部分でしてきたと

いう部分がありまして、具体的な部分では社協自身が現実に市からの補助金と言う部分がほと

んど、介護の方は別ですけれどそうでない事務的な部分の費用は市が全部補助金という形で見

ています。こういった時代ですので、大きく改革していく、新しい時代に向かってやっていく、

今までどおりにやっていけない時代ということをお互い認識をもって進めていかなくてはいけ

ないかなと思います。 

 

委員Ｃ  市民総参加のまちづくりのところで、この網掛けのところができれば非常に若くするな
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と思いました。以前からいろいろな外郭団体に頭を突っ込んできましたけれど、ひとつに社会

福祉協議会の話がありましたけれど、どうしてこういう団体は 21 区の中で一生懸命やっている

団体もあれば、まったく従来どおりの毎年同じ繰り返しをしていて地域住民の中で評価されて

いるのか疑問に思ったところであります。これは何が原因かといえば、頭に立つ人のエネルギ

ッシュな行動、施策の提言等いろいろなことをつぶさに点検していれば、それなりの施策も出

てくると思います。補助金のチェックの話が出てきたけれど、補助金だけは真剣になって考え

てほしいと思ってきた一人として、各種団体の長になる人が場面によっては表彰状を渡すだけ

の役割をしていくようなことだったらこれからは絶対にだめだと思います。リーダーなり指導

者は、こういう風にした方がいいのではないかとか時代に照らしながら変わっていくものだと

思っています。特に行政にまつわる外郭団体についてはきちんと指導してほしいと思います。

特に社会福祉協議会の件については行政の中で話を聞くと大変いいような施策をもってやって

いるけれども、それが地域の中に浸透していない部分がものすごくあるのではないかと思いま

す。 

頭に立ってくる人たちは改革するなら改革するという強い信念を持って行動してほしいと思

います。行政の中で「こういうことを市民の人たちがやってくれたらな」ということはそれぞ

れの部署の中であると思います。それぞれの部署の中で考えていることがあるとしたら、それ

はある程度示してほしいと思います。それと同時に市民が横のスクラムを組みながらこういう

ことを我々はやっているというような大きなうねりになるようなことも必要だと思います。こ

のようなことをホームページなどに載せていったら良いと思います。 

 

委員長  非常にいい提案だと思います。市の担当で仕事をしてみてこういった部分は市民が手助

けしてくれればいいなという問題はいくつかあると思います。そういうのがあったら庁内で出

してもらって懇話会や会議にかけるなどしていけば市や行政などの共同体ができると思います。 

 

委員Ｄ  指定管理者制度についてお聞きしたいのですが、先日新聞にカノラホールは４社が名乗

りを上げていると出ていましたが、当然１社に絞っていくと思いますが、どういう基準で、ど

のような手続きで１社を決めていくのかお聞きしたいと思います。 

 

小口(明)主幹  担当を呼びますのでお待ちください。 

 

委員Ａ  よく市へ提言するけれど返って来る答えが何となく抽象的というか不親切というか、市

民の代表が市民の感覚でまとめて整理するという方法がいいような気がしています。市だけで

なく民間の感覚でどう捉えて市に提言しているか、そういう方法を考える必要があるのではな

いかという感じを受けております。具体的には、マレットゴルフについて提言したけれど、「そ

れはできません」と返ってきました。湯殿山のことも提言したけれどキャンセルされて、良い

答えではなかったです。提言しても決まってしまっていて仕方が無いものもあるかもしれない

が、決まっても直せるものは直せる可能性はあると思うんです。 
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委員Ｅ  今話しを聞いてきて、「出来ないからダメだ」という話がありましたけれども、「何でダ

メだ」という理由は聞いていますか。 

 

委員Ａ  湖畔のマレット場については、図面が送られてきて、このようになっておりますからと

いうことでありました。私が要望した｢木を植えてほしいとか、トイレを作ってほしい｣など図

面を書いて送ったんです。それに対してかえってきたのは「これはこうなっています」といっ

て図面がかえってきただけでありました。 

 

委員Ｅ  当時、木の問題は河川法の関係で問題になりました。そういう説明があったのか、それ

ともただ絵がきてこれは決まったからだめだというのか。やり取りの親切さがあってもいいと

思います。 

     

委員Ａ  河川法でだめだとなってきました。河川法でだめだといっていたが今は木が植わってい

る。出来ないといったものが出来ている。嘘を言っているかなという感覚になってしまいます。 

 

小口(明)主幹  河川区域というのがありまして、直接国、県が受けてやっているのですが、構造

物を作ってはいけないとか、市が木を一本植えるのにも厳しい規制があります。河川法という

のは、そもそも目的が河川の管理を主体としている法律で構造物を排除しているので、そのよ

うなことがあるかと思います。 

 

委員長  それでは、先ほどのカノラホールの指定管理者の関係で答弁をお願いします。 

 

行革推進室 中原主幹  指定管理者制度ですが平成 15 年に法律が改正になりまして、平成 18 年

の 9 月までに今管理委託しているところについてはその期間中に移行しなさいということで手

続きを進めているところです。平成 18 年の 9 月というと年度の途中になるので、平成 18 年の 4

月から管理委託制度をとっていたところを指定管理者制度にする処理を進めています。直営だ

った市民水泳プールも平成 18 年の 4 月から指定管理者制度を導入するということで合計 12 の

施設が手続きを進めています。 

カノラホールは今まで岡谷市振興公社に管理を委託していました。それについては今年の 7

月から 8 月にかけて公募を行ないました。それについてまず担当課で審査を行ないまして、そ

の審査結果と公募団体に来ていただいて、岡谷市の指定管理者選定審議会に今現在諮っている

ところであります。12 月議会に指定管理者の指定の議案を提出するように準備を進めておりま

す。選定に当たっては 3 つほど大きな基準があります。一つは平等利用の確保が図れるかどう

かということです。これは公の施設の運営が住民の平等利用を確保することが出来るものであ

ること、これが平等利用の確保の大きな選定基準になります。2 つ目は施設の有効利用及び経費

の節減が図られるものであるかどうかということであります。公の施設の効用を最大限に発揮

させるとともに、その管理にかかる経費の縮減が図られるものであること、これが２つ目の大

きな基準になります。3 つ目については管理を安定して行なうことが出来る物的能力、人的能力
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を有していること。これは管理の安定性の観点でありますけれども、今申し上げた、3 つの基準

を満たしているかどうかを中心に審査・審議しています。具体的には、それぞれ応募団体から

は事業計画書というものを出してもらって審議を進めていくわけですが、25 項目位になろうか

と思いますけれども、それを一つずつ今申し上げた３つの選定基準から、例えば、複数の応募

があった場合には比較してどちらが良いのかというようなことで、まず担当課で審査をしまし

て、選定審議会の意見を聞いて最終的に市の方で選定していくというようなことになっており

ます。 

 

委員Ｄ  こういう基準で最終的に選ばれたとして、市民の評価を聞いて指定管理者を変えるとか

そういうことはありうるわけですか。 

 

行革推進室 中原主幹  今回の法の改正に伴いまして、指定管理者を指定する際には無期限では

だめですということです。期間を区切って指定しなさいということになっておりまして、今回

各施設 5 年くらい指定期間を見込んでいますが、その間に市民の方から「良くない」とか「サ

ービスが低下した」という意見があった場合については、指導もできますし、最悪の場合は途

中で指定を取り消すこともできます。また、5 年経てば自動的にもう一度公募などをかけて新た

に選ぶというかたちになります。 

 

委員長  審議会の構成はどうなっているのか。 

 

行革推進室 中原主幹  今は 5 人で構成しております。公認会計士、税理士、区長会推薦の方、

女性団体推薦の方、商工会議所の方以上 5 名です。 

 

委員長  市民総参加のまちづくり基本条例ができまして 1 年になります。いろいろな形の中で市

民の総参加の動きがあります。例えば、子ども連絡会、図書館などいろいろな関係でのネット

ワークを組みながら市民総参加への動きがあります。岡谷市の場合、非常に限られた中で市民

が総参加でまちづくりをしているという意見もありますので、それが議会に反映されてひとつ

の条例案が出来ていくと思います。そんなことで議員削減のことで意見を言う人もあります。

もっと砕けて言えば、市民総参加というのは家の前の道ぐらい自分で掃け、いちいち市に言わ

ないで側溝が詰まったら自分でやれということだと思います。 

 

委員Ｅ  今の側溝の話ですが、最近は蓋の部分と距離がありすぎて素人だと中の掃除ができない

んです。何か道具を考えて用意してもらえればいくらでもやるという話しをしたこともありま

す。 

 

委員Ｃ  毎年出払いでやっていますが、消防の放水を使えないかということであります。ホース

で強力に流せば取れるのではないかと思います。 
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委員Ｄ  消火栓は使ってはいけないんです。水道が濁ってしまうということもあります。 

 

委員長  それでは、その他についてお願いします。 

 

（４）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、１１月７日（月）午後６時３０分から６０５会議室で行う。 

 

 

小口(明)主幹  プランの中間まとめ案と短期の実施計画についてですが、集中審議ということで 1

日かけて集中的にやりたいと思っています。 

 

副委員長  以上で、第１９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５２分 


