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第２０回岡谷市行財政改革プラン策定市民会議 会議録 

１７／１１／７（月） １８：３０～２０：２０ 

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２０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） 

改めましてご苦労様です。一日お仕事お疲れの中、今日は夜間会議でございますがこれから

審議を始めます。立冬ということで今日は非常に暖かかったですけれどこれから日一日と寒さ

が厳しくなって輝いていた紅葉も散り始めました。そういう中で今日は 20 回です。この行財政

改革プラン市民会議は最初の予定では 20 回で答申にもって行くというような予定はありました

けれども、なかなか内容が深くて、皆さん方熱心なご論議いただきながら今最終に向かってい

ますが、今日話し合いしていただいて 19 日に集中審議をして、そのあと大体のまとめに行くと

いう目先が見えて参りました。そんな中でお疲れの中ご苦労様です。よろしくご審議お願いし

ます。 

 

３．会議事項（座長：委員長） 

  資料の確認（小口（明）主幹説明） 

 

（１） 福祉タクシーの見直しについて 

 

委員長  最初に福祉タクシーについて、これにつきましては非常に好評でありますけれども、一

部見直しをしたいということで、今日は担当の課長さんがお見えになっております。その福祉

タクシーの見直しについてご説明をお願いします。 

 

貝渕社会福祉課長  福祉タクシー事業の見直しについて説明をさせていただきます。 

福祉タクシーの運行事業につきましては平成 9 年 4 月から、当時路線バスの廃止などで交通

弱者対策が叫ばれるなか、高齢者や障害を持った方々が地域とつながりをもって社会参加の促

進を図る目的で開始されまして本年で 9 年目を迎えています。全国初の試みとして始められま

したこのタクシーは黄色の車両を“ふくしー”として市内どこでも 1 回 300 円という料金で当

時市内 3 社に委託する形で行なわれています。以後平成 13 年度に午前中の混雑解消策や利用者

の拡大など見直しを行ないまして、午前 9 時から午前 11 時の病院等の一番利用の多い時間帯に

最初に導入しました黄色いタクシーの他にタクシー6 台を導入しまして 12 台体制で運行するな

どの見直しを行ないまして現在に至っています。現在の利用状況を申し上げますと、16 年度で

申し上げますと 1 年間に 3 万 8,752 回 1 日平均で 106 回の運行がされています。このタクシー
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を利用できる方ですが、満７５歳以上の方、要介護度 3，4，5 に該当する方、身障手帳の 1 級、

2 級をお持ちの方、療育手帳の A1,A2,B1 の方、精神障害者福祉手帳 1 級、2 級の方です。運行

時間は午前 7 時 30 分から午後 7 時 30 分であり、事前に電話予約いただいてのご利用をお願い

しています。この事業に要する委託費は 16 年決算で 4,870 万円でありまして、利用者の方には

事前に利用券を購入して利用していただいておりますので、その利用券販売収入が 1,290 万円

ほどあります。差し引き 3,580 万円弱が一般財源としてこの事業に出資されているわけです。

しかし、委託料につきましては 13 年度の見直しにおきましても利用の少ない土日や夕方の配車

台数を減らすなどして委託料を増加させないように行ってきましたけれど、高齢者社会の影響

でその対象者が年々増加をいたしております。このまま推移しますと平成 13 年当時のように利

用したくても利用できないような状況が予想されます。また、市内の交通事情を見ますとシル

キーバスが平成 12 年から運行されていまして、交通環境の変化も見られるわけであります。こ

のようなことから真にドアｔｏドアのタクシーを必要とする人が利用できやすいような、そう

いう環境をとられるためにも今回の見直しを行なうのでございまして、見直しの内容につきま

しては、まず利用者の見直しについてですが、現在 75 歳以上の高齢者としていますがこれを 80

歳以上に引き上げたいと考えています。引き上げに際しましては、現在すでに利用されている

方、75 歳 76 歳で利用されている方もいますので、現在利用されている方に配慮して毎年 1 歳ず

つの引き上げとさせていただきたいと考えています。現在利用されている方の平均年齢は、昨

年上半期の実績で見ますと 81.7 歳でした。75 歳以上でも比較的高齢の方が利用されているとい

う実態もありますので、その辺のところも考慮させていただいた部分もあります。尚、80 歳に

満たない方でもシルキーバスでは外出できないという方は当然おられると思いますが、75 歳以

上のそのような方につきましては個別に判断させていただきたいと思います。また、利用者の

中で要望が多く、また現在個別に対応させていただいています透析患者等の特定疾病者、並び

に難病患者と言われています特定疾患の患者さんを新たに対象者に加えて行きたいと思います。

次に、運行方法の変更ですが、長い間黄色のフクシーとして親しまれてきましたが、この車両

につきましてもすでに寿命がつきかけております。これから新たな塗装をして運行を始めます

とそれだけ経費が余計かかりますので、一般タクシーの車両をステッカーの貼付などで区分け

しながら運行をしていきたいと考えています。このため新たなタクシー事業者の参入も可能と

なりますので事業者間のサービスの向上も期待できると思います。この改正による事業費につ

きましては一般財源ベースで見ますと１８年度は約 300 万ほどの経費の節減になりますけれど、

これから 5 年かけて 1 歳ずつ下げるということで年々利用対象者数が減少することから、５年

後には約 580 万円の減少を見込んでいるところです。尚、この改正につきましては 12 月市議会

で条例改正を行い 18 年の 4 月より実施してまいりたいと考えているところでございます。 

  

委員長  福祉タクシーにつきましては、岡谷市が全国に先駆けて実施して非常に好評のようです。

このなかには福祉タクシーを利用された方はいないと思いますけれども、75 歳以上で特に制限

もなくて今までは利用されてきておりましたけれども、実績を見ますと非常に多くの回数、1 日

109 回というようなたくさんの回数が運行されています。タクシーも増車されて 12 台になった

ということですけれども、これも現実的には 12 月の議会で条例を改正して来年の 4 月 1 日から
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実施したいというようなことで説明がありましたけれども、この件について何かご意見等ござ

いましたらいただきたいと思います。 

 

委員Ａ  80 歳未満の方で所得のうえで動けない、一人前のタクシーだと大変だという人への配慮

や非常に稼ぎはあるけれどもこっちのほうが安いから乗っていくということも、スタートの頃

はありましたけれども、そういうことがあった経過の中で、確かに年齢を上げていくことにつ

いては利用者といういろいろな観点から見ればある意味では妥当性はあるのかもしれないけれ

ども、一方、これに頼ってきている低所得者と言いますか、そういう皆さんに対する配慮はど

うなっているのか。そういうことは一切無しでおやりになるのかお聞きしたいと思います。 

 

貝渕社会福祉課長  低所得者と言いますか、実際にタクシーでなければ動けないという方もいら

っしゃるかと思うんです。シルキーバスが出てきましたので、元気の方で動ける方は是非シル

キーバスを利用していただきたいと思いますけれども、タクシーでなければ動けないという方

がいらっしゃった場合は、それにつきましては個別の「市長が特に認める者」というなかで 75

歳以上の場合はその中で配慮していきたいと考えております。具体的にどういう方になるかと

いうことは今最後の詰めをしているところですが、何らかのかたちでもっての配慮をしていき

たいと思っております。 

  

委員Ａ  実際問題、窓口に来て「何とかしてもらいたい」と言っても本人にしたら市役所に来る

ということが大変であります。その辺の配慮が非常に大事なことだと思っておりますので、む

しろ 80 歳を過ぎてもピンピンしている人にはシルキーバスを使っていただきたいということが

本音だろうけれども、やはり本当に困っている人というふうに物を考えて運用してもらいたい

と思います。 

 

貝渕社会福祉課長  おっしゃるとおりですが、ここでは書きようがないので、そのことにつきま

しては窓口で審査して配慮していきたいと思っております。 

 

委員長  福祉タクシーは岡谷市が全国に先駆けての、思いやり配車のような形でそういうことが

重点なものですから、年齢を引き上げてそこで切ってしまった、その辺の思いやりを別の面で

勘案してもらいたいと思います。 

   現在 75 歳以上の在住人員はどの位おりますか。平成 22 年に 80 歳になった場合、対象者は何

人ぐらいになるか教えてください。それから一人の人が平均して年間どの位使っているか、毎

日乗っている方もいると思いますので、どの位使っているか教えてください。    

 

武居生活保護主幹  17 年度で年齢による対象者は約 6,100 名程ございます。段階的に引き上げま

して、平成 22 年度で今ご提案した 80 歳で線を引きますと 3,700 名程になります。 

 

委員長  対象者は半分くらいになっていますね。平均すると乗車率は多い人で何回くらいか。そ
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ういう統計はとってないですね。 

 

委員Ａ  諏訪湖ハイツの時の話が出ましたけれど、やっぱりこれをフルに使って非常に特典を得

ている人はいるんです。どこにどう集中しているかというのはある。 

 

貝淵社会福祉課長  16 年度の上半期の実績で説明をさせていただきます。75 歳以上の高齢者の方

で実際に券を購入された方は 719 人です。この方の平均購入回数は 24.4 回であります。この方

は半年間でこれだけであります。 

 

委員長  こういう制度はうまく使っている人は毎日諏訪湖ハイツへ来て使っている人がいます。

そのためにもっと利用したい人が乗れないでいる人がいると聞いています。平均的に公平な分

担が出来るようにしてほしいと思います。 

 

委員Ｂ  関連があると思いますけれども、市の社協でやっている有償ボランティアがあります。

あれも券を買ってやるんだけれど、はずれた人が利用できるようなＰＲを行政の方でやるべき

でないかと思います。あまり制限がなくて、登録してすぐに使えたと思います。地区の社協で

は、福祉タクシーは厳しい面が出てくるからあれを使いなさいという指導をしています。 

 

貝淵社会福祉課長  社協でやっている有償ボランティアは、去年の 3 月に道路交通法が改正され

まして来年の 4 月から有償移送サービスという制度にのった、道路交通法の第 80 条の許可を得

た事業としてやらなくてはいけなくなりました。それは用件として会員でなくてはいけないと

いうことで、80 条による許可を受ければ社協だけでなくＮＰＯの法人が何社か出ていますが、

その中で事業をはじめて郵送が出来るということであります。今まで白タクといわれた部分で

あって社協がやるから白タクが認められたという部分がありましたのを、ここでもってはっき

り法制化されてきたものですから会員の中で使うという部分だけですので、セダン型の車両と

いうのは今回は含まれていません。ＰＲの方法はどういう風な部分があるというのは運営協議

会にかけてみないと何ともでてきませんが、運営協議会事態もタクシーの事業者さんも入って

の会でありますので、なかなかタクシー業者の営業も苦しい部分というようなこともありまし

て、そういうような部分も出ているというお話も聞いています。 

 

委員Ｂ  行政の指導で会員に登録して利用できるようにＰＲが必要ではないかと思います。この

間、社協で聞いたら利用者が減ってきたような話を聞きました。事情を聞いてみましたら、そ

の家族の家で定年になって退職をしたら仕事がなくて、送り迎えができるから無理という人が

現実に出てきました。 

 

委員長  これから高齢化社会の時代です。17 年度で 6,100 人の人が 5 年経って半分に減ってしま

う、その数字は半分死んでしまうということですか。説明をお願いします。 
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武居主幹  平成 17 年 6,100 の数は 75 歳以上を対象にした数で、人口推定でいくとだいたい 1 歳

ずつ引き上げるので 80 歳以上の高齢者というと 6 割くらいの方になるということで、転出や転

居される方もおりますので、そんなことでお願いします。 

 

貝淵社会福祉課長  17 年度で 81 歳以上の人が 3,161 人、22 年度で 80 歳以上で推計すると 3,738

人で増えていくということであります。 

 

委員Ｃ  事業費の配車運行費が 13 年度から 17 年度ほとんど同額に見えるんですけれど、運行回

数とか増えているのに配車運行費が同じというのはどういうことなのか。 

 

貝淵社会福祉課長  最初は 6 台の費用で終日 6 台でやっていたわけであります。14 年度の見直し

の時に運行費用を変えないように台数を変えたものですから、昼の大勢使うところだけ集中的

に何台も入れてもらって、夕方のころは 2 台とか 4 台とか少なくしましたし、土曜・日曜も同

じようにやっていましたが、利用は平日の利用に偏っていますので、土曜・日曜を減らしたり

して平均をならして費用を増やさないような形で見直しさせていただいています。 

 

委員Ｄ  利用者数が減っていくということになるわけでありますが、3 社で 12 台のタクシーが当

然減らしていいけれど、その方向をどう考えているか。300 円の利用券を枚数に制限なく購入で

きるという説明がありますけれど、個人で多く買っておいて売買するということがあるかどう

かその辺をどのようにチェックしているかお聞きしたいと思います。 

 

武居主幹  台数の関係ですが、台数は当然対象者数が減ることによって減らさないと利用されな

い車が出るということで、平成 21 年度からは最大で 11 台の対応とさせていただいております。

今回の見直しの中で、18 年度から比較的利用の少ない時間帯については少しずつ台数を減らし

いてまいります。利用券の関係ですが、生年月日や氏名が書いてありまして、比較的よく利用

される方ですと配車センターの方に登録されています。名前を言うと分かりますので、売買と

いう形はないと思っています。 

 

委員Ｅ  利用できる対象の人の中で 6 番に「市長が特に認めたもの」とすぐに市長さんが出てく

るが、その前段で区長さんにマニュアルの用紙などを配布して区長さんの推薦があって市長さ

んのところへ持ち上げる、そういうやり方は考えられませんか。いきなり市長さんでなくて。 

 

貝淵社会福祉課長  最終的には市長が認めるということですが、表現はこうなるわけですが、そ

の間の過程をどうしていくか、どういう人たちを認めていくかということについては、要綱的

な部分を作らなくてはいけないと思っています。困っている人を配慮していく、その過程の中

で区長さんがよろしいのかどうかということについては研究しなければいけない部分だと思い

ます。区長さんが全部の方を承知しているのか、民生委員さんの方がいいのか、研究しなけれ

ばいけないと思っています。 
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委員Ｅ  即市長さんでなくて、ワンクッション、本当に利用されるのにふさわしいかどうかとい

うことを、地元のところで第三者が見て市長に推薦という形をとられた方がいいかと思います。 

 

委員長  現実的に区長会の委員Ｆさん、今までにそういった相談はありましたか。 

 

委員Ｆ  そういう相談は１件もありません。うちでも会場利用者が多いですが、そのたび福祉タ

クシーが来ます。来る人は遊びのようなものでありまして、そういう方にもう少し色分けして、

本当に使いたい人を病院に送迎するとか、市の方に言いますけれど、担当の方から話を聞くと、

議会に提案するという話をお聞きしたけれど、私から見ると思いつきのような提案をされると

いうことは憤慨を覚えるわけであります。もう少し利用するということ、そういう面を掘り下

げて話しをしていただかないと、せっかく福祉ということで力を入れていたのに、やっていけ

なくなったから歳を上げていくということはいかがなものかと思います。 

 

中田総務部長  この行財政改革プラン策定市民会議も含めて、あらゆる面の見直しをしていきま

しょうという部分のお話をさせていただきましたし、市民会議の皆様からもいろんなご提案を

頂いてきているわけです。そしてこれだけ時間がかかっていろんな形を経過しているわけです

が、市長の方からは「できれば早く答えを出していくものを作れ」と、むしろ「1 年後にやりま

す、2 年後にやりますではなくて出来ることについては、積極的に前倒しをしてやっていきなさ

い」というお話をいただいているものですから、そういうなかで幾つかの項目については出来

るものについては対応していきましょうということで、福祉タクシーについては合併の問題を

含めるとかなり前から論議を積み重ねてきて、何回か打合せをする中でほぼこういう答えでい

けるだろうということで積み重ねてきた部分があるものですから、庁内論議をする中で出来る

ものの一つということでやっていきたいということであります。その他のものにつきましても、

出来るものについては早く提案をして答えを出していきたいという考え方をもっていますので

よろしくお願いします。 

 

委員Ａ  見直しすること自体は大きな論議の中いろいろあると思いますけれど、先ほども話しを

出しましたけれども、やはり、ある程度稼ぎのある方、収入のある方についてはこういうもの

も無制限でいいのかなという気はするんです。見直しという論議になったときには、果たして、

そういう論議は今までされてきたかお聞きしたいと思います。 

 

貝淵社会福祉課長  いろいろな案を検討してきました。今お話のあった所得制限の部分について

も検討させていただきました。所得制限ということになると毎年毎年のこととなってきます。

利用する方に対しても非常に煩雑になってきますし、事務を行う側でも煩雑になってくるとい

う部分がありまして、他にも初乗り運行分の補助やいろいろな部分がありますけれども、今よ

りもどうしてもサービスが悪くなってくるという部分が結論的に出ましてこのような形で提案

させていただきました。 
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委員Ｇ  券を購入する人が半年で 719 人という話がありました。1 年にすると大体倍になる。この

数字を見ているとほとんど同じ人が買っているのではないかという感じがするんです。“ふく

し―”を使いたい人がなかなか電話がつながらないとか言う話を頻繁に聞きます。ほとんど決

まった人が手軽に利用している。そうすれば利用対象者がもっといるはずだけれど、そういう

人たちがなぜ利用しないかという追跡をやってきたかどうかということがあります。数字の把

握が大雑把につかんでいるような気がしているんですけれども、もっと利用したいという人が

結構いるような気がします。 

 

貝淵社会福祉課長  特定の方が利用しているのではないかということについては私どももそう感

じています。この中の 719 人のうちの 460 人くらいが 80 歳以上の高齢者の方だというのはつか

んでおりますけれども、どういう方が利用できないのかというのは私どもはつかんでおりませ

ん。何回かけてもつながらなかったという話は 14 年度以前に相当、苦情という形でいただいて

いますけれど、最近そのような話も少なくなりまして、ほとんどなくなりましたので、使いた

くても使えなかった人がどの位いらっしゃるのか把握していないわけであります。 

 

委員Ｇ  せっかく全国に先駆けてやりだしたという話になれば、他の市町村に行けば同じような

ことをやっていますよね。スタートをそういう形でやったということは非常に脚光を浴びるこ

とだったと思いますし、それをより一層突っ込んで中身が本当に利用者も満足いただけるよう

にすることが大事だと思います。 

 

委員長  この問題は今日の行革の会議に皆さんの意見を聞くために出されたわけですけれど、あ

と議会に諮って最終決定するわけです。以上のような意見を参考にしていただいて、ただ問題

は“ふくし―”ですから 6,100 人以上いる高齢者の中、大体 719 人が券を買っていると、その

中の一部特定者だけに利用されているのではないか。もっと利用したい人がなかなか利用でき

ないといった実態を知って見直しの時期ですのでもっとしっかりと追跡をしていただいて、真

に“ふくし―”の名に相当するような形での運用をしてほしいと思います。完全にその名にそ

ぐわない様な形で福祉政策を進めてほしいということでよろしいございますか。 

 

（「はい」と言う者あり） 

 

委員長  それでは、それらの意見を十分に取り入れていただいて、おそらく同じような意見が議

会でも出てくると思いますので、そういったことを勘案して実施していただきたいということ

で、この件はそういうことで申し添えて次に移りたいと思います。 

 

（２）市民総参加のまちづくりの推進について 

 

 (小口(明)主幹 説明) 

 7



 

委員長  事務局のほうから市民総参加のまちづくりの推進についての説明をいただきました。前

回の会議のときに我々に何ができるかということよりも市の方でこういったことについて協力

してほしいというようなことを出して欲しいということで 39 事業主なものが出てきました。こ

の中にはすでに実施しているものもあります。これから新しくしてほしいというのもあります。

とりあえず、これからいくつかの中では積雪の時期を控えて、道路の雪かきとか学童の通学路

の雪かきなどの身近な問題もあるわけですが、例えば市民が積極的に参加している部分では、

図書館の読み聞かせのボランティア、学童クラブの高校生のボランティア、市民フェスティバ

ルの各会場でのボランティア、いくつかそれぞれのセクションの中で働きかけがあって市民の

皆さん方積極的にボランティア活動に参加しています。幾つか市の方で「協力してほしい」と

いうことについては協働のまちづくりということでは市民の皆さん方の協力を是非お願いした

いというようなことでご説明をいただきました。 

   全体をまとめまして、ご意見・ご質問がございましたらお願いします。 

 

委員Ａ  それぞれ地域に係わる人間がその立場立場でいろいろやっていくことは非常に大事なこ

とだけれど、例えば高校生ですが、大雪のときに幹線は大変だけれど、具体的に言えば岡工の

前辺りですけれども、正門の前は除雪道路に入っていない、かかないと苦情はあったけれど、

私はその時に｢岡工の生徒を使えと、若い者が千人もいるんだから｣という話をしたことがあり

ます。こういう所に高校生、ここに通ってきている高校生の力をかりるということを、是非こ

の中に入れておいてもらいたいと思います。ＰＴＡのところにすぐにいってしまうような気が

しております。 

保育園の件ですが、保育園と地域の人たちが遠くなってしまったような気がします。中を整

備して草取りくらいやってもいいと思うけれど、普段のお付き合いが昔に比べたら少なくなっ

てきたという感じを持っています。たまたま不審者の問題がありました。プールの時期に保育

士さんの水着が干してあるということがありまして、未然に防げたことがありましたけれども。

周りで注意してあげることが必要だと思います。 

 

委員長  間下区では雪かき援助隊ができて高齢者のところに何かあったらすぐ来てくれ、連絡を

くれというようなことやっておりますけれども。一人では出来ない部分も組を組んでボランテ

ィア活動をやっていくことは必要だと思います。例えば、横川区では 20 号バイパスが出来たこ

とによって、今までは子どもたちも安心だったけれど、行き帰りに連れて行かれるとどこまで

行ってしまうか分からないということで、いろいろな人たちの間では犬の散歩を子どもたちの

登下校のときに、散歩の足を伸ばしてそれとなく見ていってほしいというような要請があった

り、社協でも子どもたちの登下校を注意するというようなことが出ています。いろいろな形で

市民は参加するセクションがあると思うので、39 事業に限らずいろいろな面で市民総参加の協

働事業は必要だと思いますので、市の方も積極的な働きかけをしていただいて応えていくとい

うようなことで、早め早めに市民に協力を呼び掛けていってほしいということだと思います。 
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委員Ａ  こういうご時世の中で現役世代がいろいろな中に出て行くのは難しいことですが、60 代

前半の人たちの力を使っていかないと、現役世代に参加しろと言っても大変なことでありまし

て、今まで地域の中に入ってこられなかった人たちに、積極的に仕掛けをしていくことが必要

だと思いますし、もうひとつ感じることは、非常に子どもが親とのコミュニケーションが足り

ない子というのは分かるんです。子どもが安らぐようなことが出来ないかと感じているところ

であります。家庭の中で満足感を持っている子と飢えている子の落差があるので、何とか救っ

てあげられないかと思います。 

 

委員Ｈ  ボランティアでゴミ拾いというのがあるが、とてもいいことをやっていると思いますけ

れど、どうしてゴミが出るか不思議で仕方がありません。そこのところをもう少し学校の教育

で子どもが親に教育するというか、行政が拾うほうばかりで捨てるほうに対して大人が悪いの

だけれど、大人の教育が何か出来ないかなという感じを持っています。拾うことは新聞にもよ

く出ます。 

もう一つ、予算の検証を民間に委託するという市があります。市会議員がやることだろうけ

れど、市会議員と変わった目で予算をチェックする機能があってもいいかなと思います。現実

的な予算をチェックする機能があってもいいかなと思います。 

 

委員Ｂ  4 ページの下から 4 行目の老人クラブは高齢者クラブですね。遊園地の除草、遊具とあり

ますが、これは私は誤りだと思います。社協がやっていますけれど、実際社協がやるべきこと

ではない。子どもを持つ親がやるべきだと思います。基本的に違っていると思います。こうい

うことをやっているからダメなんです。子どもを連れて行って親が草取りをやればいいと思い

ます。こういうことをやるから子どもは何もやらなくなってしまう。私はこういうことは反対

です。具体的に言うと、これから各地区で保育園、学童クラブ、青少年育成会で焼き芋会をや

るそうです。子どもは最初からサッカーをやっていて、親がゴミを集めてきて葉っぱを集めて

焼いて、「さあ食べなさい」、こんな焼き芋会やらない方がいいと。そういう間違ったことを平

気でやっているんです。そういうことを見直さないといけないと思います。実際は過保護的な

扱いをしているのではないかと思います。基本がずれているんです。区でも検討するようです。 

それから、保健委員の努力によりまして健康で高齢者が増えてますます増えるということで

あります。福祉の方はこういう制度は何もないんです。衛生は嘱託員で年に十何万頂いている

と思います。保健も 5，6 万くらいじゃないか、社協はこれだけ高齢者でもってこのごろ少子化

対策までやりなさいと、こういうことがありますから社協の地区の方は市の嘱託になっていま

す。ここらも行政として見直さなければいけないのではないかと思います。これだけ健康な人

がいれば保健の嘱託員はそんなに大勢必要でないのではないかと思います。自分で健康に気を

つけてやっています。ここらを経済的に厳しいのだから見直す必要があります。地区社協の役

員のそういうのは何もありません。総括的に行政で見直さないと、ずっと 20 年 30 年同じまま

で来ています。そこらを是非見直す必要があるんじゃないかと思います。社協の地区の役員は

みんな不満です。これだけいろいろやって、少子化までやるなんて言っているけれど、そこら

をもう少し考えて進んでいくべきではないかと思います。この 39 事業の中には具体的には載っ
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ていないけれど、そのような見直しがあれば相当出るのではないかと思います。ＮＰＯ＝ボラ

ンティアみたいな表現できていますが、ＮＰＯは若干払うんですね。ボランティアはあくまで

ボランティアですね。だから併記で並べることがいいのか。ボランティアについて読売新聞に

出たですね。組織的に上部から命令しすぎるという記事が出ていました。何でもボランティア、

ボランティアでいいのか。ＮＰＯはＮＰＯで組織できちんとした代償を払わなければいけない

んじゃないかと思います。限度があると思います。 

 

委員Ｄ  ボランティア活動については、みんなでやらないとボランティア活動にならないと思い

ます。一部の人だけでやっているのでは、参加しない人は横を向いている、一部の人がやる、

やるけれどそのうちに不満が出てくる、手を抜いてくるということになってくると思います。 

  結局これをやるにはどうするかというと、組織的に全体でやらなければいけないということ

だと思います。それをやるには子どもの時代からある程度やっていくということ。各種のいろ

いろな事業に全部子どもを小・中・高校生を何名かを少しずつ交代で参加させる、そうするこ

とによってそういう意識が沸いてくるし親も子どもに刺激されてやらなければいけないという

立場になってくると思います。例えば、町内に入っていないという子どもの親も、子どもがこ

れだけやっていれば町内関係を考えなければいけない、ということも出てくるかもしれません。

そういう事によって全体が動くようになると思います。例えば、東掘で大運動会をやりました

けれど、中学生もモデル競技をさせたがそういう事が非常にうけるんです。子どもに結果を聞

くと｢楽しかった、良かった、また来年も参加したい｣こういうことになってくるんです。 

雪かきの問題がありますが、東堀の１７町内ですが最初に 2，3 軒で始めたことが今、町内全

体にわたっている。雪が降れば自然に出てきます。そういう意識が必要だと思います。ボラン

ティアの一部の人にまかせていたら、結局は消滅していってしまうと思います。そういう意識

を努めるのは子どもの時代から参画させていくことが必要だと思います。それについて親もあ

る程度指導力をもっていく。ただ名目だけでなく本質はどういうことをやるか、ということを

知らせていくことが必要じゃないかと思います。 

   

委員Ａ  子どもを使うということは大事なことだと思います。「遊園地の石を拾え」ということで

も良いと思いますし、実はこんな話がありました。何年か前の大雪のときに雪が凍ってしまっ

たと。中学生が｢年寄りがいて除雪をしない道路だから、コチコチでとても危ない｣と言って自

分たちが市に話をして道具を借りて学校の正門の前の雪かきををやったわけです。それを聞い

たので当時の教頭先生に｢よくやってくれたなあ｣と言ったら、やってもらった近所の人の反応

が｢余計なことをやらせるので雪を家の方に押しつけたじゃないか｣という苦情が出たというこ

となんです。子どもたちが自発的に始めたことが｢余分なことをやらせた｣と学校に抗議に来た

と言います。地域の中にはそういう考えがあるけれど、そういうことはみんなの中で無くして

いく世の中にしていかないと、せっかくの子どもの気持ちがどこかへいってしまうと思います。

善意ということは、子どもたちはうまくやっていけば使えるわけでありますから、積極的にや

らせることも大事だろうし、高い木をおろすこともやらせてもいいかもしれないと思いますし、

のこぎりを使って、道具を使って体を動かすことも必要だと思います。遠慮なく子供を使いま
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しょう。 

 

委員長  市民総参加のまちづくり、協働作業というのはお互いに自分たちが意識を持って、特に

こういった会議で皆さん方ご指摘いただいているものですから、それぞれそういう時には自分

たちが核になって声を掛け合ってやっていく。子どもさんをもっといろいろな形で参加させる

ということが必要だと思います。 

岡谷市でやっている青少年団体でやっている野外塩嶺センターの活動、これは大人は一切口

を出さない、行ったら周りの草を取る、薪は自分たちで探してくる、大人は手を出さないとい

うことで今回も通学学習やりましたけれど、私たちも視察に行きましたが、3 日間あそこから通

ってくるという形で、そういった訓練もやっています。いずれにしても 39 事業ありますがこれ

が全てではありませんので皆さん方、核になっていただいていろいろ市から働きかけがあった

ときは、それぞれ声をかけていただいて共に良い岡谷市作りに協力していただくということで

す。 

 

委員Ｇ  いろんな形で地域の中でどういう風な形で協働できるか見出していかなくてはいけない

という思いをしていたところです。いろんな形で行政の皆さんが叩かれるという状況の中で、

道がおかしかったりすると行政の皆さんにすぐに電話して「すぐ飛んで来い」というような形

で、行政の皆さんはとんで来たように感じています。これからは行政の皆さんもそれをどうい

う形で市は選択しながら、何でもかんでも受けていればいいというのは、これからは難しいの

ではないかと思います。じっくり検討していただけたらと思います。また今日は区長会の会長

の赤羽区長さんがおられるので、これは私がかねがね思っていたことで、ここでこの事を言っ

ていいかわからないけれど、この先市会議員の数が減るとかいろんな形で縮小して費用を浮か

せることを考えて展開していますけれども、これからは地域の中でいろんな展開が出来るよう

に区長さんにもう少し権限を持ってもらって、費用が浮いてきた分から区長さんに費用を落と

して、そういうような展開をしていくことが必要ではないかと個人的には思っていました。そ

れも検討していただけたらと思います。それから 39 の項目は行政の中でそれぞれの各課、部署

から出てきている文ですけれど市にまつわる外郭団体とかいろいろ各種団体があるわけですね。

各種団体の中でも組織として協働できるようなことがあるのではないかと思っています。 

 

委員Ｈ  子どもに対して大人がもう少し信頼される意味において、子どもに行き会ったら必ず声

をかける。これは是非岡谷市全体で、大人が子どもに声をかける。私はやっていますが、子ど

もは大体全員声をかけてもらえます。これは立派だと思っています。大人がすれ違っても子供

に声をかけない人は 8 割 9 割ぐらいです。これは市でやってもらいたいと思います。今の世の

中で大人はいかにもだらしない。一番だらしないのは大人です。大人の教育をやってもらいた

いけれどその方法はないだろうと思いますけれども。 

 

委員Ｆ  今ボランティアの話が盛んにされていますが経費削減ということで、湖畔の道路は 10 年

近く有料でゴミを拾っています。そうすると高齢者の皆さんが月に 1 回か 2 回お掃除をするの
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に「あの人たちはお金をもらっているじゃないか」という話になると思いますが、幾らもらっ

ているのか。何人で何時間で月に何回やっているか。高齢者の皆さんがボランティアでやって

いるので｢あの人たちはどういうのか｣という話が出ます。もう 10 年近くなります。市の方から

要請があって、今現在まだ続いているわけです。おばさんがほっかぶりして顔を見せないよう

にしてやっています。道路端ですが、幾らもらっているのか。 

 

矢島企画部長  今の話だと公園とくっ付いていますね。公園一帯ですね。公園の管理の中の一環

に見えませんか。公園の中もそうですけれどあれ一帯がそうですから、道に落ちていれば一緒

にきれいにならなければいけませんからと、そう思えるんですけれども。 

 

委員Ｆ  毎週ですか？大体朝 7 時には動き出します。おばさんが 2 人。名前は伏せておくけれど

も、平成 6 年からやりだしたけれども。もう 11 年になる。 

 

委員長  その件について今日は分からないので次回お話いただくということで。市民協働のまち

づくりにつきましてはこの後皆さんにご討議いただいて最終的な提案に持っていきたいと思い

ます。よろしいですね。 

 

（「はい」と言う者あり） 

 

（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、１１月１９日（土）午前１０時から午後４時まで下浜区民セン 

ターにて集中審議を行う。 

  ・次々回会議は１１月２４日（木）午後２時から市役所にて行う予定である。 

 

中田総務部長  今まで市民会議の中でご論議いただいてきた中間まとめという部分もありますけ

れど、出来ることは即実行していくという部分で、来年度の予算に反映できることについては

やっていこうということで、明日、市の予算編成会議を予定しておりますので次の日くらいに

は新聞に出るかと思いますが、中身については今日ここでという話にはなりませんが、まさし

くこの市民会議でご提案いただいたような内容を可能な限り取り込んでいくという姿勢の中で

やっておりますし、基本的には前年踏襲というような考え方を捨てろと、新しくこれからのま

ちづくりのためにあらゆるところの見直しを進めていくということを前提とした予算編成をし

ていくということを基本においた会議を明日やらせていただきたいと思っていますのでよろし

くお願いいたします。 

   

副委員長  以上で、第２０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 ８時２０分 


