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第１章  策定の基本的な考え方 
 

１．策定の趣旨 
  長期にわたる景気の低迷は、国税や地方税の大幅な減収をもたらし、国や地方公共団体

の財政状況を大変厳しいものにしています。また、少子高齢化の急速な進展など、社会構

造の変化も、国や地方の行財政の運営に大きな影響を及ぼしています。 

  このような状況のなかで、本市においては、諏訪地域の経済活動や生活文化が一体とな

っている状況等を踏まえ、市町村合併を実現することで、行政運営の効率化と財政基盤の

強化を図り、多様化する市民要望や各種の行政課題に的確に対応し、地域の活性化を図っ

ていくことが必要であると考え、市町村合併の推進に取り組んできました。 

  しかし、諏訪地域６市町村による合併協議は不調に終わり、その後、諏訪湖周３市町に

より法定合併協議会を設置して、合併協議を進めてきましたがこれも整わず、平成１６年

１１月には合併協議会が廃止となり、本市は自立の道を歩むこととなりました。 

自立するということは、単に合併をせずに単独の道を歩む、ということではなく、自己

決定・自己責任の原則のもと、健全財政を保持し、市民本位の行政、独自性のある特色の

あるまちづくりを推進することです。 

地方分権の進展や三位一体の改革への対応等を踏まえ、ますます厳しくなる財政状況の

なかにあっても、将来にわたり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

に的確に対応していくことが求められています。岡谷市ではこれまで、第３次岡谷市行政

改革大綱に基づき、市民起点による行政改革を推進してきましたが、これを継承し、さら

に発展させ、行財政の改革をこれまで以上に推進していくことが必要となっています。 

このような状況を踏まえ、岡谷市行財政改革プランは、市民総参加のもと、これまで以

上に行財政改革に取り組み、財政規模に見合った、岡谷市ならではの特色のあるまちづく

りを推進できる行財政基盤の確立をめざして策定するものです。 

 

☆☆☆  基本目標  ☆☆☆ 

市民総参加による、特色のあるまちづくりを推進できる 

行財政基盤の確立をめざして 
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２．財政の現状と課題 
（１）景気低迷と人口減による税収の減少 

 本市の人口は、可住地面積が狭いことや工場の市外への移転などの要因により、減少傾

向にあります。これまで、さまざまな人口増のための取り組みを行い、人口の減少数には

歯止めがかかってきました。しかし、全国的にも見られる少子化及び高齢化による自然減

少は、総人口の減少に大きな影響を及ぼしてきています。 

 こうした傾向から、歳入のトップを占める市税は、バブル崩壊後の平成１０年をピーク

に減少しています。個人市民税は生産年齢人口の減少や景気の後退とともに減少し、法人

市民税も、低成長の時代といわれるなか、急激な景気回復を望むことはできず、大幅な伸

びを期待することはできません。 

市財政の重要な財源である市税収入の確保は、非常に厳しい状況にあります。 

①　市税と人口の推移
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（２）大型公共事業への投資と市債の発行 

 本市は、積極的に大型公共事業を推進し、道路や学校の整備、下水道整備など社会資本

整備に努めてきました。平成９年度には中心市街地再開発事業が完成し、平成１４年度に

はイルフプラザと諏訪湖ハイツの大規模改修が行われ、岡谷駅南土地区画整理事業は平成

１９年度の完成を目途に事業が推進されています。 

これらの建設事業費は、事業が集中した平成１５年度を除き近年減少傾向にあり、財源

確保が厳しいなか、事業を厳選し「集中と縮小」を基本に特色あるまちづくりの推進が図

られています。 

 こうした社会資本整備に合わせて、資金を長期に借入れる市債の発行額も増減していま

す。施設整備に充てる市債の借入れと返済は、多額の整備費用を、施設等を利用する世代
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を超えた市民が公平に負担する意味も持っています。 

②　普通建設事業費と市債発行額
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（３）市債残高と公債費の増加 

 市債の発行額は、建設事業費と連動して増減してきましたが、その残高（未償還元金）

は年々増え続けています。 

 市債については、地方交付税や補助金として国が一部を負担するものを基本として借入

をしてきましたが、元金と利子を合わせた市債の償還に要する経費（公債費）の増大は、

後年度の固定的な財政負担となるため、キャップ制（返済した額の範囲内で新たな借入を

行うこと）を含めた計画的な借入れと返済が求められています。 

③　市債残高と元金償還額、発行額

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

（元金、発行額）
百万円

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

（市債残高）
百万円

市債残高

市債元金償還額

市債発行額

 

 

（４）職員数の削減と人件費 

 行政に係る経費のなかで、職員の給与等の人件費は大きなウェイトを占めています。本

市では、ＩＴ技術の導入や事務処理の合理化を進め、正規職員数を徐々に削減し効率的な

行政運営に努めてきました。その結果、人件費の総額は年度により増減しながらも、総体
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的には減少傾向にあります。 

 しかし、社会資本整備に伴い普通建設事業に係る人件費が増大した時期もあり、今後さ

らに、行政サービスの提供度合いに応じた職員数の削減と適正な職員配置が求められてい

ます。 

④　職員数と人件費の推移
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（５）高齢化に伴う福祉関連経費の増大と施設整備に伴う維持管理費の増加 

 人件費のほかにも扶助費、物件費、維持補修費など経常的な経費があります。法令に基

づき支出される扶助費は、高齢化の進展に伴い年々増加していくと考えられます。  

 また、公共施設の整備に伴い施設の管理費、維持補修費が増えています。主な施設の平

成１７年度管理運営予算は、イルフプラザ８千４百万円、諏訪湖ハイツ１億４百万円、カ

ノラホール１億４千８百万円、イルフ童画館５千８百万円、国際スケートセンター７千万

円など、施設の維持管理に多額の費用を要しています。いずれの施設も市民生活に密着し

た施設であり、本市の特色を活かした施設ですが、多額の建設・整備費用を含めた費用対

効果を検証し、より効率的な運営を行うなどの見直しも求められています。 

⑤　性質別経費の推移
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（６）特別会計・企業会計への繰出金等の増加 

 市町村の行う事業には、特定の収入を特定の事業に充てるものがあります。これらの事

業のうち、一般の歳入歳出と区別して経理するものを特別会計や企業会計といいます。岡

谷市は、国民健康保険事業、老人保健事業などを特別会計で経理し、介護保険事業は諏訪

広域６市町村で運営しています。また、岡谷病院、塩嶺病院、上水道、下水道の各事業は

企業会計として経理されています。 

 これらの事業は、本来当該事業の収入を充てて賄うことが原則ですが、国の負担分を地

方交付税などで交付することにより一般会計の収入となる場合があるため、一定のルール

のなかで特別会計または企業会計へ繰出金・負担金を支出しています。 

 保健・医療・介護に関連する事業は、急速な高齢化から年々増加する傾向にあり、病院

事業への負担金も増加しています。また、県下１８市一の普及率となり、ほぼ全域の整備

を終えた下水道事業には、事業推進のため多額の繰出金を負担してきましたが、今後は市

債の償還や施設の維持、管理にも多額の経費が必要となってきます。 

⑥　繰出金の推移（特別会計、企業会計）
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（７）基金の保有状況 

 市のいわば“借金”にあたる市債に対して、市の“貯蓄”にあたるのが基金の保有状況

です。平成７年度に８０億円あった基金は、平成１６年度には５８億円まで減少し、平成

１３年度以降４年連続して減少しています。 

 特に、市債の償還に充てる減債基金は近年急激に減少しており、今後は公債費の推移を

見ながら計画的な積立てと取崩しが求められます。また、平成８～１０年、１４～１６年

にかけては大型事業推進のため、ふるさとまちづくり基金を中心に特定の目的のために積
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立てた基金を取り崩し施設整備等が進められてきました。 

 しかし、市税収入が伸びず財源の確保が厳しいなかで、災害など緊急事態への対応も想

定し一定規模の基金を保有しておくことが必要であるため、計画的な基金の積み立ても求

められています。 

⑦　基金残高の推移
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（８）財政指標の推移  

 財政状況を示す指標のなかから、財政力指数、経常収支比率、起債制限比率について推

移を見てみます。 

 財政力指数（地方交付税の算定による標準的な税収入額を標準的な財政需要額で割った

過去３年の平均値）は、１に近づくほど財政的に豊かであることを示す指数です。本市の

財政力指数は、ほぼ同水準を維持し、県平均を上回っています。 

 経常収支比率（収入に対して人件費や公債費といった毎年必ず支出する経費の割合を示

す比率）は、数値が高いほど財政構造は硬直化しているといえます。本市の経常収支比率

は、全体的に上昇傾向にあり、自由に使える財源が少なくなってきていることを示してい

ます。 

 また、起債制限比率（市債の返済に要する経費の割合で、国が地方交付税へ算入する額

を考慮した比率）は、一定の比率を超えると新たな起債の発行が制限されます。本市の起

債制限比率は、全体的にほぼ横ばい傾向にありますが、これは、起債の償還額が増加する

ものの、地方交付税への国の算入額も増えていることによるものです。 

  しかし、将来的には、償還額が増加する一方、地方交付税の算入が減少し、起債制限比

率の上昇が予想されます。 
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　⑧　経常収支比率の状況
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  財政力指数・経常収支比率・起債制限比率の推移 

  （ ）内は対前年比 

年度 財政力指数 経常収支比率％ 起債制限比率％ 

平成 ７年度 0.657（△0.030）   68.4（△0.2） 9.9（ 0.8） 

   ８年度  0.644（△0.013）   74.7（ 6.3） 8.9（△1.0） 

   ９年度 0.653（ 0.009）   75.9（ 1.2） 8.3（△0.6） 

  １０年度  0.660（ 0.012）   76.3（ 0.4） 7.9（△0.4） 

１１年度 0.648（△0.012）   76.7（ 0.4） 7.9（± 0） 

  １２年度  0.632（△0.016）   74.7（△2.0）    8.4（ 0.5） 

１３年度  0.639（ 0.007）   75.4（ 0.7）    8.4（± 0） 

１４年度  0.655（ 0.016）   79.9（ 4.5）    8.0（△0.4） 

１５年度  0.664（ 0.009） 81.6（ 1.7）    7.7（△0.3） 

１６年度  0.665（ 0.001） 86.2（  4.6）       8.4（ 0.7） 

H16 県市平均 0.611   82.9    9.8 

 

（９）合併協議の際の設定条件で推移した場合の財政推計 

 本市が、行財政改革プランを策定せず、湖周３市町合併協議の際とほぼ同様の設定条件

のもとで推移した場合、財政状況はどのようになるかを示したものが、次ページの表です。 

平成２１年度には普通建設事業費等が２０億円を下回り、財政調整基金も平成２４年度

には底をつくという厳しい状況に陥ることを示しています。 
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合併協議の際の設定条件で推移した場合の財政推計

普　通　会　計
歳　入 (単位：百万円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

7,309 7,472 7,757 7,724 7,692 7,660 7,626 7,589 7,536 7,483 7,430

387 507 189 189 189 189 189 189 189 189 189

3,850 3,538 3,509 3,481 3,453 3,425 3,397 3,397 3,397 3,397 3,397

1,218 956 894 870 807 911 770 770 795 790 790

505 399 386 413 385 439 385 385 385 385 385

579 462 569 619 722 730 444 255 143 69 71

617 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

2,812 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420

2,334 2,286 2,297 2,296 2,295 2,294 2,293 2,291 2,289 2,287 2,285

1,867 1,560 1,441 1,326 1,128 969 835 835 891 876 876

21,478 20,200 20,062 19,938 19,691 19,637 18,959 18,731 18,645 18,496 18,443

(単位：百万円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

4,007 3,891 3,858 3,825 3,792 3,759 3,726 3,693 3,693 3,693 3,693

2,799 2,739 2,704 2,704 2,704 2,704 2,704 2,704 2,704 2,704 2,704

343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343

1,351 1,359 1,369 1,360 1,373 1,390 1,402 1,415 1,428 1,442 1,461

3,318 3,318 3,318 3,318 3,318 3,318 3,318 3,318 3,318 3,318 3,318

2,852 2,863 2,884 2,801 2,799 2,786 2,608 2,437 2,453 2,377 2,278

153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,203 2,203 2,203 2,203 2,203 2,203 2,203 2,203 2,203 2,203 2,203

1,060 1,121 1,164 1,187 1,211 1,233 1,255 1,277 1,300 1,323 1,346

3,392 2,363 2,219 2,197 1,948 1,901 1,400 1,341 1,203 1,093 1,097

1,120 1,052 907 765 586 475 488 600 411 395 397

21,478 20,200 20,062 19,938 19,691 19,637 18,959 18,731 18,645 18,496 18,443

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(単位：百万円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

5,394 4,937 4,373 3,759 3,041 2,314 1,873 1,620 1,479 1,411 1,341

1,178 979 780 581 382 182 82 0 0 0 0

346 246 146 46 0 0 0 0 0 0 0

3,870 3,712 3,447 3,132 2,659 2,132 1,791 1,620 1,479 1,411 1,341

県支出金

国庫支出金

繰入金

地方譲与税

地方交付税

特定目的基金

繰出金

普通建設事業等

歳　出　総　額

歳入－歳出

年度末基金残高

財政調整基金

減債基金

区　　　分

公債費

積立金

投資及び出資金等

　（うち充当一般財源）

物件費

維持補修費

人件費

区　　　分

補助費等

区　　　分

市税

扶助費

諸収入

その他収入

地方債

歳　入　総　額

歳　出　

繰越金

（単位：百万円）

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

（予算額）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

（基金残高）

歳入 歳出 基金残高合計
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設定条件等の内容 （普通会計）

歳　入

補助費等

区　　　分

扶助費

繰出金

投資的経費（普通建設事業等）

　国民健康保険事業特別会計繰出金、老人保健事業特別会計繰出金、介護保険事業負担金について、
加入世帯数、給付等の状況、老年人口の推移等を勘案し各年度約2％～3％の増加を見込む

　恒常的に実施している事業及び想定できる事業を年度割にて計画、なお、単年度事業は除外

地方交付税

三位一体の改革では約４兆円の減額が想定されており、平成16年度では1兆円の減額で、当市における
影響額は約1億2,400万円の減額となった。
改革期間中の平成17・18年度では平成16年度の1.5倍となる1億8,600万円がそれぞれ削減がされるものと
想定し、平成19年度以降、通常分は平成18年度と同額で据置。

三位一体の改革の影響として、国庫支出金の削減に連動した減額が想定される。
平成16年度における三位一体改革の影響額は約7,000万円、平成17年度では約3,800万円の減額となっ
た。改革最終年となる平成18年度では5,500万円が削減されるものと想定し、平成19年度以降、通常分は
同額で据置。

諸収入

　地方特例交付金については、市税収入の増減に連動して推計し、その他の利子割交付金、配当割交付
金、株式譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、交通安
全対策特別交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金は、平成17年度予算額
等で据置

　投資的経費充当分及び地方交付税等財源補てん分を積算（平成16年度以降の借換債は除外）
　臨時財政対策債については、三位一体の改革に関連し、平成17年度では23.1％の削減となった。改革最
終年の平成18年度では20％の削減を見込み、以降も抑制措置の継続を見込み平成21年度まで各年度
20％の減少とし平成22年度以降は同額で据置
　（平成18年度　△1億2,500万円、平成19年度　△1億円、平成20年度　△8,000万円、平成21年度　△6,400万円）

物件費

維持補修費

設定条件等

設定条件等

県支出金

地方債

区　　　分

市税

繰入金

繰越金

歳出

国庫支出金

地方譲与税

その他の収入

投資及び出資金・貸付金

三位一体の改革に伴い、平成16年度地方財政計画の抑制により６．５％の減額措置が実施された。平成
17・18年度も地方財政計画の抑制が予想されることから各５％の減額とした。以後、市町村合併経費の算
入等を考慮し各年１％づつ減とした。交付税制度の大幅な見直しがされる見通し。
（14→15年度　△7.5％、15→16年度　△6.5％、平成17・18年度　△5.0％。19～23年度△1.0％）

　現起債借入額の元利償還及び今後の借り入れ予定額の元利償還金を積算
　（平成16年度以降の借換債償還元金は含まない）

　

　過去の実績等を参考に平成17年度と同額で据置

人件費

積立金

公債費

過去の実績等を考慮しつつ平成17年度予算を基準に推計を実施した。
平成15・16年度及び17年度の税制改正に伴う影響として、平成18年度以降に税収増分を見込む。
個人市民税は生産年齢人口で積算、固定資産税及び都市計画税は平成17年度予算額で固定、
法人税は過去の実績をもとに２％の伸びを勘案して１０億円で以降固定

　平成15年度、平成16年度の制度改正及び過去の実績等を考慮して積算した。
　三位一体の改革に伴い平成16年度より制度化された所得譲与税は、平成18年度では国・県支出金の削
減影響額（1億5,000万円）の8割（1億2,000万円）が移譲されるものとして加算し、平成19年度以降は個人住
民税への振り替えとした。

　平成17年度での臨時的経費2,500万円を除外し、27億円程度で推移するように節減に努め2年間で減額
し、以降同額で据置

　平成17年度予算額で据え置き
　（企業会計繰出金含む）

　過去の実績を参考に積算、（社会福祉費　３％の増　老人福祉費は６％の増及び老年人口推移を考慮、
児童福祉費、教育費関係は年少人口推移を基に積算）

平成18年度以降　6億円で据置

制度資金預託金元利収入等　平成18年度以降　24億2,000万円で据え置き

　489人の職員を毎年5人削減により450人まで減員、退職金は増減はあるが各年2億5千万円として平準化

　過去の実績等を考慮して3億4,300万円で据置

財政調整基金：18～22年度各200百万円、23年度100　百万円、24年度82百万円、減債基金：18～20年
度各100百万円、21年度46百万円、ふるさとまちづくり基金：18年度107百万円、19年度214百万円、20
年度269百万円、21年度431百万円、22年度464百万円、23年度291百万円
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３．基本的な方針  
ますます厳しくなる財政状況のなかにあっても、将来にわたり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していくため、次に掲げる４項目を基本的

な方針として、行財政改革にこれまで以上に取り組んでいくことが必要です。 

 

 

 

 

 

  このほか、行財政改革プランの策定と実施にあたっては、次の事項について考慮します。 

○第３次岡谷市行政改革大綱に基づき推進してきた市民起点の行政改革を継承、発展させ

ます。 

○できる限り数値目標を設定し、達成状況を明確にできるようにします。 

○市はもちろんのこと、市民の皆さんにも我慢していただくべきは我慢をしていただき、

負担すべきは負担をしていただきます。 

○知恵を出し合い、創意と工夫を凝らし、民間等の優れた考え方や手法も積極的に取り入

れます。 

○国の「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」を踏まえてとりまと

めを行います。 

策定後は、ここに掲げた基本的な方針等を踏まえて行財政改革プランの実行に取り組み、

独自性のある特色のあるまちづくりを、市民の底力を結集して、市民総参加により推進し

ていきます。 

 

 

４．計画の期間 
  行財政改革プランは、平成１８年度から平成２７年度までの１０ヵ年計画とします。こ

のうち、平成１８年度から平成２０年度までの３ヵ年を短期、平成２１年度から平成２３

年度を中期、平成２４年度から平成２７年度までを長期とします。 

特に短期３ヵ年については、プランの実効性を確保するために、具体的な取り組み項目

に関して実施時期等を明らかにします。また、できることには積極的に取り組み、より短

☆市民と市の役割分担と協働の推進 

☆簡素で効率的な行財政運営 

☆集中と縮小・廃止を基本とした事務事業の見直し 

☆公平性の視点に立った適正な受益と負担の確保 
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期間で達成できるようにします。 

 

 

５．行財政改革推進のための数値目標 
本章の「２．財政の課題と現状」で明らかにしたように、合併協議の際の設定条件で推

移した場合の財政推計（８ページ）では、平成２１年度には普通建設事業費は２０億円を

下回り、平成２６年には１０億円台まで減少する見込みです。また、減債基金は平成２１

年度に、財政調整基金は平成２４年度に底をつく見込みで、極めて厳しい状況となること

を示しています。 

こうした状況に陥らないようにするため、「３．基本的な方針」に基づき、次章から掲

げる行財政改革の取り組みを着実に進めることにより、１０年後においても、普通建設事

業費は２０億円台を確保し、また、自然災害など不測の事態への対応も考慮し、財政調整

基金は１０億円台の確保をめざします。また、達成状況をより明確に把握できるよう、財

政上の主要項目に関しても数値目標を掲げます。 

 

   数 値 目 標 

◆ 普通建設事業費…２０億円台の確保 

◆ 財政調整基金  …１０億円台の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 主な取り組み事項と目標額等 

市税 ・収入確保のため、収納率について数値目標を設定。 歳 

入 使用料等 ・無料の使用料等の見直しにより、５０百万円の収入増 

人件費 ・職員数の削減により６７７百万円の減 

物件費 ・公共施設の管理運営の見直し等により４７７百万円の減 
歳

出 
補助費等 ・補助金、負担金の削減等により３５１百万円の減 

         ※歳出の削減額は、平成１７年度額に対する平成２７年度額の目標 
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第２章  歳入確保のための取り組み 
 

１．市税及び国民健康保険税の収入確保 

 

 

 

 

 

 

な

地

経

（１

○公

し

○滞

○現

○徴

納

滞

に

○滞

○国

り

 

歳入のトップ（約３割）を占める市税は、最も重要な自主財源であり一般財源です。 

その確保に向けて、市民の皆さんが不公平感や不満を感じることのないように、適正

課税はもちろんのこと、収納率の向上を図るための取り組みを進めます。また、今後

方交付税等の減額が想定されることから、より重要となる税収の確保に向けて、地域
済の活性化を図る施策の充実に努めます。 

）収納率の向上のために 

平な負担を確保するためにも、収納率の向上をめざし、３ヵ年ごとに数値目標を設定

ます。 

納整理強化月間を設定し、電話による納付催告や、夜間・休日訪問徴収を行います。 

年度課税分が新たな滞納とならないように、早期連絡による納付催告を行います。 

収専門組織の充実を図り、徴収地域の担当を明確にし、滞納者が安心して徴収職員と

税相談等ができる環境づくりに努めることにより、滞納額の縮減につなげます。また、

納処分に精通した職員の配置に留意するとともに、職員研修等により専門知識の習得

努め、適正な滞納処分を実施します。 

納者に対する行政サービスの制限（補助金の交付制限等）の拡大を検討します。 

民健康保険税については、資格証明書、短期保険者証の交付対象を拡大することによ

、納税相談の機会を増やし、納付の確約を取り付けるようにします。 

①市税と国保税の収納率の推移

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

市税

国保税
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（２）収入の安定確保のために 

○収入の安定確保と収納手続の利便性を高める（市民の皆さんの納税の手間を省く）ため、

口座振替率について３ヵ年ごとに数値目標を設定します。 

○「口座振替加入推進月間」を設定し、未加入者への電話や訪問による加入勧奨を行い、

口座振替率の向上を図ります。 

 

（３）税収の確保に向けて 

○地域経済の活性化に向けて、産業振興施策を推進します。特に、本市の基幹産業である

工業振興施策の一層の充実を図ります。 

○工場団地造成や企業誘致に取り組むとともに、工場の新設等に対する支援を行います。 

○民間宅地造成の支援を行い、住宅建設を促進して人口の定着を図ります。 

○地域経済の活性化につながるよう、地域限定の規制緩和を実施する構造改革特区の活用

等について、検討を深めます。 

 

 

２．使用料・手数料等の収入確保と見直し 

 

 

 

 

 

 

８ページに示した財政推計にあるように、ますます厳しくなる財政状況のなかで、多

様化・高度化する市民ニーズに今後も応えていくためには、サービスを受ける方に行政

サービスにかかる経費に応じて負担をしていただくことが必要です。 

  受益者負担の原則のもと、公平性を確保するためにも、収納率の向上とともに、現在

無料のものや減免しているものなども含めて見直しを行い、適正化を図ります。 

  
平成１７年度は２００億円を超えている歳入総 
額が、平成２３年度には１８０億円台へ減少 
               （８ページの財政推計から） 

 

 

 

（１）収納率の向上と収入の安定確保のために 

○保育料（保育所負担金）、住宅使用料について 

・公平な負担を確保するためにも、収納率の向上をめざし、３ヵ年ごとに数値目標を設

定します。 
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・関係各課と情報交換しながら、滞納整理に取り組みます。 

・収入の安定確保と収納手続の利便性を高めるため、口座振替率について３ヵ年ごとに

数値目標を設定します。 

○保育料については、在園中の納付催告が効果的であることから、特に２ヵ月分滞納者に

重点を置いた対応を行います。 

○住宅使用料については、長期高額滞納者に対して連帯保証人や親族への請求、及び特に

悪質ルーズな滞納者への弁護士名での請求、支払い督促を引き続き行います。 

 

（２）受益者負担の適正化 

○受益者負担の適正化、公平性の確保の観点から、使用料・手数料等については、３年ご

とに全面見直しを行います。 

○各種施設等の使用料については、施設の整備状況に応じた見直しを行います。 

○各種施設等の使用料が無料となっている場合は、原則として有料にします。 

○使用料・手数料等の減免措置の適用にあたっては、公共性、公平性に留意し、慣例的な

取り扱いの見直しを行います。 

 

 

３．その他の歳入確保のための取り組み 

 

 

 

 

 

物

各

は

 
○未

確

○「

告

○国

収

○民

 

歳入の確保に向けて、未利用財産の売却処分や貸付を積極的に行うほか、市発行印刷

、市施設等への企業広告の掲載・掲示等、新たな歳入確保対策を検討します。また、

種事業の実施に当っては、国・県等の補助制度や各種団体の助成制度の活用、さらに
民間資金の活用等、財源の調達に積極的に取り組みます。 

利用の市有地や不要物品等については、積極的に売却処分や貸付を行い、財産収入の

保を図ります。 

広報おかや」や各種封筒などの印刷物、岡谷市ホームページ、及び市施設への有料広

の掲載・掲示について、広告掲載等の基準や需要動向等を含めて検討します。 

県をはじめ各種団体等の補助金・交付金制度や助成制度等について、積極的に情報を

集し理解を深め、特定財源の確保にこれまで以上に取り組みます。 

間の資金やノウハウを活用するＰＦＩの導入に向けて、引き続き研究を深めます。 
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第３章  歳出の削減に向けた取り組み 
       10年後には(17年度との比較) 

歳入総額は３０億円余減少、 
普通建設事業費は２３億円弱減少
（８ページの財政推計から） 

 

１．主要事業の選択 
 

 

 

 

 

 

 

○

○

○

 

 

 

 

ますます厳しくなる財政状況のなかでは、限られた財源の計画的、効果的な予算配分

を行い事業に取り組んでいくことが、これまで以上に求められます。中長期的な展望に

立って、健全財政を保持しながら、必要な事業を行わなければなりません。 

そのため、社会経済情勢の変化や市民ニーズを的確に把握し、総合計画をはじめとし

た各種計画との整合を図るとともに、費用対効果を検証し、今このときに何を行うべき
かを見極め、優先度を判断して取り組むべき事業を選択、計画的にその推進を図ります。 

普通建設事業（投資的事業）については、引き続き３ヵ年のローリングシステムを採用

した実施計画を策定し、事業費や財源などを含め、実施を予定している事業を明らかに

していきます。 

取り組むべき事業の選択に当っては、社会経済情勢の変化や市民ニーズを的確に把握す

るとともに、集中と縮小・廃止を基本的な考え方として、財政状況の推移を考慮し、優

先度を判断して選択します。 

各事業の優先度は、市民生活における必要性、緊急性、重要性等により総合的に判断し

ます。 

   ▽安全・安心のまちづくりを推進するため、生命にかかわり緊急性が高い、公共施設

の耐震改築・改修、アスベスト対策を優先するとともに、市民の生命財産を守る防

災にかかわる施設や、健康と生命を守る医療にかかわる施設の整備を計画的に推進

します。また、市民生活に直接影響を及ぼし、他団体等と協力して実施することが

必要な事業についても、優先して取り組んでいきます。 

   ▽自立のまちづくりをめざすなかで、都市間競争、地域間競争に立ち向かっていくた

めに必要な工業振興施策や都市基盤整備等は、将来のまちづくりの上でも重要であ

り、その計画的な推進を図ります。 

   ▽その他の事業については、社会経済情勢の動向や財政状況の推移など見定めながら、

総合的に検討し、判断していきます。 
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◆第３次岡谷市総合計画  施策の大綱別の大型公共事業等                      

（○印は平成１７年度の実施計画にある事業。●印は実施計画にない事業） 

注） 実施計画は、毎年度の予算編成にあわせて、向こう３ヵ年間に実施を予定してい

る投資的事業を明らかにしたものです。ローリングシステムにより、絶えず３ヵ年計

画を保有するとともに、財政状況等を考慮し、毎年度改定を行っています。 

１．中核的機能を担う拠点都市をめざして 

○岡谷駅南土地区画整理事業…平成１９年度の完成を目途に、順調に事業が進められて

きています。駅南地区の公共用地の土地利用を検討しています。 

○湖畔若宮土地区画整理事業…関係権利者の皆さんの合意形成に向け、粘り強く取り組

みが行われています。事業化の時期は、明確になっていません。 

○岡谷湖畔公園整備事業…年次計画により整備が進められてきており、憩いと健康づく

りなど、多くの皆さんに利用されています。岡谷南高校前の現在、浚渫土処理ヤード

となっている場所等の整備を、今後進めていきます。 

●岡谷駅前整備事業…岡谷駅前再開発ビルの再整備を進めていきます。平成１７年度で

は、将来の駅周辺地区全体の土地利用を検討する中で、岡谷駅前地区再整備基本計画

を策定します。 

●湊湖畔土地利用計画…湊廃川敷地の土地利用について、「湊湖畔土地利用研究会」か

らの提言等を基に、土地利用計画の策定に向けて庁内検討を進めています。 

 

２．快適で安全な定住都市をめざして 

○道水路等新設改良事業…第４次道路整備５カ年計画（平成２０年度まで）として、身

近な生活道路や主要幹線の整備を重点的に進めています。 

 ○民間宅地開発支援事業…一定規模の民間宅地開発に対して、道路舗装や側溝整備等を

市が支援して行うことで、低廉で優良な住宅地の提供を促進しています。 

 ○都市計画街路整備事業（東町線、東堀線）…東町線は、国道２０号バイパス整備にあ

わせ、現国道２０号までの間の整備を３期に分けて進めており、現在２期及び３期事

業に取り組んでいます。東堀線については、田中線から湖岸線までの間について、平

成１８年度の事業認可に向けて、作業を進めています。 
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 ○公営住宅建設事業…田中線住宅の建替えに引き続き、中村Ｃ住宅の建替えを計画して

います。なお、市営住宅の耐震改修については、加茂団地が平成１８年度に完了し、

すべて終了します。 

 ○宅地造成事業…市有地の処分等にあわせ、優良な宅地の造成と提供を行います。 

 ○消防庁舎建設事業…建設用地は、土地開発公社が加茂町に先行取得してあります。現

在、基本構想の策定が進められており、平成１８年度に基本設計、平成１９年度に実

施設計を予定しています。広域消防本部のスペースを確保することが必要となってい

ます。 

●湖周地区ごみ処理施設整備事業…湖周３市町のごみ処理施設を、現岡谷市清掃工場に

建設する予定で、関係市町の協議・調整等が進められています。（事業費は負担金とし

て支出） 

 ●湖北火葬場整備事業…下諏訪町とともに一部事務組合で取り組んでいる事業で、老朽

化した現火葬場を現在地に建替える計画です。平成１７年度では、基本計画の策定を

進めています。（事業費は負担金として支出） 

 ●(仮称)中央公園整備事業…緑の基本計画の緑化重点地区内の都市公園整備事業とし

て、防災機能を備えた公園整備を検討しています。用地については、イルフプラザ北

側に土地開発公社が先行取得してあります。 

 

３．健康で生きがいをもって暮らせる福祉都市をめざして 

 ○保育園大規模修繕事業…国の交付金を得て、保育園舎の施設整備を計画的に行ってい

ます。 

 ●保育園建設等整備事業…園児数の動向や公設民営など運営手法も検討しながら、老朽

化した保育園舎の建替え等を計画的に行っています。 

 ●統合後の新病院建設事業…市立岡谷病院と健康保険岡谷塩嶺病院の経営統合が、平成

１８年度を目途に進められています。平成１７年度では、新病院建設に向けて岡谷市

病院統合基本計画の策定に取り組んでいます。 

 

４．豊かな心とかおり高い文化を育む生涯学習都市をめざして 

 ○小中学校耐震改修等整備事業…耐震診断の結果に基づき、避難所に指定されている体

育館をはじめ順次、改築・改修を行っています。平成２４年度までに必要な改築・改
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修を終了させる計画です。 

 ○小学校低学年用プール整備事業…平成１６年度から２校ずつ整備を進めており、平成

１９年度に完了する予定です。 

 ○市営庭球場整備事業…クレーコートを全天候型の人工芝コートに改修しています。平

成１８年度までに８面の改修を完了させる計画です。 

●蚕糸博物館整備事業…後期基本計画では、（仮称）中央公園への移転を想定していま

す。このほか、消防庁舎建設後、旧市庁舎の活用についても課題となっています。 

●美術考古館整備事業…後期基本計画では、諏訪湖畔への移転を想定しています。 

 

５．時代変化に柔軟に対応できる産業都市をめざして 

 ●工業団地造成事業…平成１７年度では、塩嶺林間第２工場団地の造成に取り組んでい

ます。湯殿山については、工業振興に寄与するような優良企業の進出希望があれば、

分譲を検討していきます。 

 ●塩嶺小鳥の森整備事業…塩嶺小鳥の森区域内にある、塩嶺閣を含めた塩嶺御野立公園、

野外活動センターなどの一体的な整備を図り、自然環境の保全と活用を行うことがで

きるように検討しています。 

 

 

 

２．事務事業の見直し 
 

 

 

 

 

 

 

 

（

○

 

事務事業の見直しにあたっては、集中と縮小・廃止を基本とします。平成１６年度に

本格実施した行政評価システムの構築を進め、職員の意識改革を図るとともに、事務事

業執行の改革改善、事務事業の優先順位付けや重要性の低い事務事業の休廃止等に取り

組みます。 

補助金については、その目的や事業効果を精査し、統廃合等による補助金の圧縮、削

減を図ります。また、補助金の新設にあたっては、サンセット方式を徹底します。負担
金については、内容や実績等による見直しを行い、削減を図ります。 

１）事務事業の見直しの推進 

事務事業評価により、事務事業執行の課題を認識し、改革改善につなげることにより、
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効果的、効率的に事業を実施します。 

○施策評価を実施し、施策の位置から個々の事務事業を展望し、施策目的に対する各事業

の貢献度・重要性に関する相対評価によって、事業の休廃止の検討や各事業の優先順位

付けを行います。 

○前例踏襲に陥ることなく、民間の優れた発想や手法等も取り入れ、事務事業の見直しに

積極的に取り組みます。 

○社会経済情勢の変化や市民ニーズを的確に把握し、予算の重点配分など限りある経営資

源（人、もの、金） の有効活用を図ります。 

 

（２）補助金・負担金の削減 

○補助金・負担金については、その必要性や効果等の点検、確認を行い、３年ごとに全面

見直しを行います。 

○団体等の運営費に対する補助金については、その必要性や活動実態等を精査し、削減を

図ります。 

○事業費に対する補助金については、特色のあるまちづくりの推進を考慮しつつ、事業の

目的や効果等を検証し、削減を図ります。 

○奨励、育成目的の補助金のうち、その目的が達成されたものについては、廃止または大

幅に縮小します。 

○国・県等の制度に関連する補助金は、その交付期間や終期を国・県等の制度に合わせま

す。 

○個人を対象とする補助金については、所得状況を考慮するほか、市税等完納者を優先す

ることを原則とします。 

○補助金の新設にあたっては、特色のあるまちづくりに対する効果等を特に考慮するとと

もに、補助額については事業費等の２分の１以内とし、３年の期限付きを原則とします。 

○協議会等の負担金については、その目的、成果が十分達成されているか精査し、慣例に

とらわれずに脱会等を検討します。 

○事業等の共催負担金については、市民とのかかわりやその効果、必要性を検証し、削減

を図ります。 
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３．公共施設のあり方 

３－１  管理運営の見直しとあり方の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

（

○

○

○

○

○

○

 

（

○

 

 

 

 

 

公共施設については、市民要望等に基づき順次、整備拡充が図られ、市民福祉の向上

等に寄与してきています。その一方で、公共施設の維持管理や運営等の経費は年々増加

しており、このような固定的な経費の増大は、財政の硬直化につながっていきます。 

そのため、公共施設の管理運営について、指定管理者制度の導入や管理業務の民間委

託をはじめとした民間活力の活用に努めるなど、これまで以上に管理運営経費の削減に

取り組みます。また、公共施設のあり方について、行政としての関与の必要性や施設の
統合、存廃を含めて具体的に検討を進めます。 

１）管理運営の効率化等 

施設の管理運営については、指定管理者制度の活用を進めます。 

管理業務については、民間への業務委託を推進するとともに、ボランティアなど市民参

加による維持管理方法の導入に努めます。 

利用者の会を開催し、管理運営を話し合うなど、利用者自らが運営していくという意識

の醸成を図ります。 

開館及び閉館時間については、利用実態や職員体制等を勘案し、見直しを進めます。 

保育園の運営については、公設民営など民間活力の導入について、引き続き検討を深め

ます。 

学校給食については、食育の推進等に配慮し一層の充実を図るとともに、効率的なあり

方を検討します。 

２）公共施設のあり方の検討 

各施設について、行政としての関与の必要性、存続すべきか廃止すべきか、または別の

施設への統合や他の用途への転用が可能かなどを含め、各施設のあり方の総合的な検討

を行います。 

 ＜検討の視点＞ 

   ・施設の設置目的    ・利用状況    ・類似施設の有無    ・管理経費の状況 

   ・収入の状況等 
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３－２．計画的な施設整備の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

  既存の公共施設のなかには、耐震診断の結果や老朽化等により、大規模な改修・修繕

などが必要とされているものが幾つかあります。これらのうち、耐震診断の結果に基づ

く改修などについては、安全安心のまちづくりを推進するためにも、引き続き取り組ん

でいかなければなりません。また、老朽化が著しい施設等についても、利用者の利便性

の向上等のため、施設整備が求められています。 

こうした施設の整備については、多額の経費を要することから、施設の利用状況や老

朽度などを勘案し、計画的な整備の推進に努めます。 

○維持補修に係る経費については、より適切な維持管理の実施と計画的な修繕により、削

減に努めます。 

○小中学校を中心とした公共施設の耐震改修・改築については、引き続き計画的に実施し

ます。また、アスベスト対策も的確に行います。 

○保育園については、「岡谷市保育園運営計画」を基本として、施設の老朽度や園児数、運

営手法等も視野に入れながら、整備に努めます。 

○統合後の新病院、消防庁舎、美術考古館、蚕糸博物館、（仮称）中央公園をはじめとした

建替えなどが課題となっている施設の整備については、本章の「１．主要事業の選択」

で示した考え方を基本として、施設の老朽度や利用状況、財政状況等、総合的に勘案し

ながら、計画的に取り組みを推進します。 
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（参考）公 の 施 設 一 覧 

平成１７年１２月１日現在 

◆地方自治法第２４４条の２の規定により条例で定める公の施設（道水路、上・下水

道施設を除く） 

 

 施    設  名 担当課等 施設数 備    考 

1 岡谷市文化会館（カノラホール） 地域振興課 1 指定管理者導入予定 

2 日本童画美術館（イルフ童画館） 地域振興課 1 指定管理者導入予定 

3 岡谷市霊園（内山霊園） 環境安全課 1 特別会計で経理 

４ 清掃工場 環境清掃課 １  

5 おかや総合福祉センター（諏訪湖ハイツ） 社会福祉課 1 指定管理者導入予定 

6 岡谷市通園訓練施設まゆみ園 社会福祉課 1 指定管理者導入予定 

7 岡谷健康福祉施設（ロマネット） 社会福祉課 1 指定管理者導入予定 

8 岡谷市福祉作業所 社会福祉課 1 
指定管理者制度導入

済み 

9 岡谷市養護老人ホーム（和楽荘） 介護福祉課 1 18 年度から民営化 

10 岡谷市在宅介護支援センター 介護福祉課 1  

11 岡谷市保育所 児童福祉課 14  

12 岡谷市保健センター 健康推進課 1  

13 岡谷市岡谷駅前広場・買物広場 商業振興課 2 指定管理者導入予定 

14 岡谷市中央町駐車場 商業観光課 1  

15 岡谷市岡谷駅前自転車駐車場 商業観光課 1 指定管理者導入予定 

16 岡谷市中央町ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設 商業観光課 1  

17 岡谷太鼓道場（鼓鳴館） 商業観光課 1  

18 
イルフプラザ（商業活性化センター、 

カルチャーセンター・こどものくに） 

商業観光課 

生涯学習活動ｾﾝﾀｰ
1  

19 テクノプラザおかや 工業振興課 1  

20 岡谷市勤労青少年ホーム 工業振興課 1 指定管理者導入予定 

21 岡谷市勤労会館 工業振興課 1 指定管理者導入予定 

22 岡谷市都市公園 土木公園課 19 

鳥居平やまびこ公園、

高架下公園、岡谷湖畔

公園について指定管理

者導入予定 

23 岡谷市営住宅 都市計画課 18  

 - 22 -



 

 施    設  名 担当課等 施設数 備    考 

24 岡谷市温泉スタンド 水道管理課 1  

25 岡谷市立学校 学校教育課 12  

26 旧林家住宅 生涯学習企画課 1  

27 旧渡辺家住宅 生涯学習企画課 1  

28 岡谷市塩嶺野外活動センター 生涯学習企画課 1  

29 岡谷市公民館（湊・川岸・長地） 生涯学習活動ｾﾝﾀｰ 3  

30 市立岡谷図書館 図書館 1  

31 市立岡谷蚕糸博物館 蚕糸博物館 1  

32 市立岡谷美術考古館 美術考古館 1  

33 市営岡谷球場 スポーツ振興課 1  

34 岡谷市営射撃場 スポーツ振興課 1  

35 岡谷市民水泳プール（屋内・屋外） スポーツ振興課 2 指定管理者導入予定 

36 岡谷市民総合体育館 スポーツ振興課 1  

37 岡谷市民スポーツ広場（川岸・湖畔・今井西） スポーツ振興課 3  

38 岡谷市営庭球場 スポーツ振興課 1  

39 岡谷市やまびこ国際スケートセンター スポーツ振興課 1 指定管理者導入予定 

40 
病院 

（市立岡谷病院、健康保険岡谷塩嶺病院） 

岡谷病院 

塩嶺病院 
2 

18 年度の経営統合

を予定 

計 １０６  

 

※地方自治法第 244 条の２は、公の施設の設置、管理及び廃止の規定。 

※備考欄の「指定管理者導入予定」は、平成 18 年度の指定管理者制度導入を予定しているもの。 

 

※公の施設のほかに公用施設として、市庁舎、支所、消防署、消防屯所などがあります。 
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第４章  簡素で効率的な行政運営     

 

１．組織及び職員数等の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

（

○

 

（

○

○

○

○

 

（

○

 

 

簡素で効率的な行政運営の推進は、行政経費の削減を図る上で欠くことができませ

ん。とりわけ将来にわたり財政構造の弾力性を確保していくために、経常経費を中心と

した行政経費の削減を図ることが必要です。 

そのため、市の組織・職員数等の適正化を推進し、人件費の圧縮を図ります。あわせ

て、継続して職員の意識改革に取り組み、体系的な職員研修と日常的な職場指導等を進

めることにより職員の能力や資質の向上を図り、市民に信頼され、期待される人材の育
成に努めます。 

１）組織の見直し 

組織体制については、新たな課題への迅速な対応を視野に入れながら、部課等の統廃合

を進め、組織機能の効率化、スリム化を図ります。 

２）定員管理・職員給与の適正化 

定員適正化計画に基づき、組織の見直し、事務事業の進捗状況に合わせた職員配置、嘱

託・臨時職員の活用、民間委託の推進等による職員数の削減を図るとともに、適正配置

に努めます。 

引き続き、法令にのっとり国家公務員に準じた給与制度とし、適正な給与の支給を行い

ます。 

事務の効率化等の推進により、時間外勤務を縮減し、時間外勤務手当の削減を図ります。 

特殊勤務手当については、人事院勧告の動向を踏まえてさらに見直しを進めます。 

３）人事管理の適正化と組織の活性化 

国の公務員制度改革にあわせ任用制度を見直すとともに、組織の活性化を推進するため、

職員の勤務意欲の高揚につながる給与体系とするための人事評価制度に改める等、人事

システムの再構築に取り組みます。 
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（４）人材育成と意識改革 

○人材育成方針に基づく体系的な職員研修を実施する中で、専門性や政策形成能力などを

高め、創造性や倫理観を備えた職員を育成するとともに、より一層職員が地方分権への

対応や行財政改革に真剣に取り組むよう意識改革を行います。 

○時代の変化、変革に対応するよう、職員一人ひとりが自ら日常的に意識改革に取り組む

ことを基本とし、引き続き各職場における指導を徹底しながら、やる気を引き出し、活

力ある職場づくりを進めます。 

 

 

２．効果的・効率的な市民サービスの提供に向けて 

 

 

 

 

 

 

（

○

○

 

（

○

○

○

○

 

  より少ない職員数で効率的に事務事業を執行し、必要な市民サービスの提供を確保し

ていくため、経済性を考慮しつつ、民間の優れたところを取り入れるとともに、民間委

託の推進等、民間活力の活用を図ります。 

  また、市民サービスの向上に向けて、個人情報の保護等に配慮しながら、行政手続の
簡素化やオンライン化、情報化の推進に、より一層取り組みます。 

１）民間活力の活用等 

他団体との事務事業の共同実施を推進するほか、事務事業の民営化や民間委託、指定管

理者制度の活用など、アウトソーシングを推進します。 

民間の資金やノウハウを活用するＰＦＩの導入に向けて、引き続き研究を深めます。 

２）行政手続の簡素化、改善等 

窓口等における応対については、「窓口にみえる方の立場に立った応対」を意識して、よ

り一層の向上を図ります。 

各種届出書や申請書等の様式の統一や押印、添付書類の見直しなど引き続き進め、手続

の簡素化を図ります。 

ワンストップ行政サービスの充実に向けて、証明発行窓口の一本化など具体的な検討を

進めます。 

窓口サービスの時間延長や土曜日・日曜日のサービス提供については、駅前出張所や支

所を含めた閉庁日の見直し、職員体制等総合的に勘案しながら、引き続き検討します。 
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（３）情報化の推進 

○岡谷市情報化計画に基づき、市民、事業者、行政の協働による地域情報化を推進し、市

民サービスの向上を図ります。 

○情報セキュリティに十分に配意しながら、インターネット等を通じた電子申告や行政手

続きのオンライン化について、各種認証サービスの普及状況も見ながら、共同アウトソ

ーシングによる運営も含め検討を進めます。 

○国・県・市間の効率的な事務処理のために、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）など

の活用に積極的に取り組みます。 

○従来の行政情報化において構築したシステムの更改にあたっては、より安価で効率的な

システム構築に努めるとともに、管理・運営コストについても削減に努めます。 
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第５章  公営企業、外郭団体等のあり方     

 

１．公営企業の経営健全化 

 

 

 

 

 

 

 

（

○

 

 

 

○

○

○

○

○

○

 

 

公営企業については、企業の経済性を発揮し、独立採算により運営することを基本的

な原則として、これまで以上に経営の健全化が図られるよう、積極的に取り組んでいく

必要があります。 

そのため、収入の確保に努めるとともに、事務事業の見直しや民間委託の推進等を行

い、業務の合理化、経費の節減を図ります。また、一般会計からの繰出金については、
引き続きルールに基づき行うことを原則とします。 

１）水道事業・下水道事業の経営健全化 

収入の確保について 

 ・公平な負担を確保するためにも、収納率の向上をめざし、３ヵ年ごとに数値目標を設

定します。 

 ・水道料の滞納者に対しては、法令に基づき給水停止措置をさらに強化して行います。 

 ・口座振替率について、３ヵ年ごとに数値目標を設定します。 

・水道料金、下水道使用料については、コンビニエンスストアでの収納を検討します。 

水道料金及び下水道使用料については、３年ごとに見直しを行うことを基本とします。 

新たな水源確保については、より安全で確実な水確保を図るため、県のダムによらない

利水の代替案を主体に検討を深め、水源整備に努めます。 

水道施設の整備、更新については、引き続き計画的に行い、維持管理経費の節減に努め

ます。 

下水道施設については、建設から維持管理へと重点が移行していることを踏まえ、下水

道管路の点検等計画的に行い、維持管理経費の節減に努めます。 

その他、水道事業及び下水道事業ともに、一般会計に準じて事務事業の見直し、民間委

託の推進等積極的に取り組みます。 

下水道事業への一般会計からの繰出金については、下水道事業に係る地方交付税算入額

の範囲内とすることを原則とします。 
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（２）病院事業の経営健全化 

○市立岡谷病院及び健康保険岡谷塩嶺病院については、経営の効率化や医師の確保等の課

題に対応し、市民の皆さんに質の高い医療を安定的に提供できる体制をつくることを目

的に、統合を行います。 

※現在、平成１８年度の両病院の経営統合に向けて作業が進められていることから、現時

点では具体的な内容をこのプランには盛り込まないこととします。 

 

 

２．外郭団体等の経営改善に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市が出資して設立された法人などの外郭団体等は、地域振興や市行政の補完、民間活

力を導入した効率的・弾力的な事業運営などを趣旨として運営され、一定の役割を果た

してきています。これらの外郭団体等は、設立された経緯や設立目的、事業内容など異

なりますが、社会経済情勢の変化等に的確に対応し、経営健全化、組織運営の活性化を

図ることが求められています。 

これまでも、外郭団体等は自主的・主体的に事業運営の効率化、経費の削減などに取

り組んできていますが、これまで以上に経営改善を図ることができるよう、市として必

要な指導、助言を行います。また、そのあり方について、検討を深めます。 

○市の出資等の比率が特に高い法人については、設立目的や経営状況等を勘案し、そのあ

り方について検討を深めます。 

○設立目的を踏まえ、事業内容やその実施状況などについて再点検し、見直すべきは見直

しを行うよう指導、助言を行います。 

○職員の意識改革や事業実施方法の改善、経費の削減などに取り組み、市民応対の一層の

向上とより効率的な事業運営を行うよう指導、助言を行います。 

○市民生活にかかわりの深い事業については、市民サービスの一層の向上が図られるよう、

積極的な取り組みを促進します。 

○事業内容や経営状況などについて、より積極的かつわかりやすい情報公開に努めるよう、

働きかけを行います。 

○市からの人的支援や財政支援については、その必要性を検証し、引き続き必要最小限に

とどめます。 
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（参考） 外 郭 団 体 等 一 覧（市の出資等の比率が25％以上の団体等）                          平成17年12月1日現在 

法  人  名 
設  立 

年  月 

市の出資額 

(出資比率) 
設  立  目  的 主 要 な 事 業 

(社福)岡谷市社会福祉

協議会 

S.30.4  900千円

(90％) 

岡谷市における社会福祉事業その他の社

会福祉を目的とする事業及び社会福祉に

関する活動により、地域福祉の推進を図

る。 

・福祉コミュニティ活動推進 

・ふれあい、助け合い、支え合いの福祉のまちづくり事業 

・地域福祉ネットワークづくり事業 

・ボランティアセンター事業 

・共同募金運動 

・居宅介護支援事業所運営 

・訪問介護事業所運営 

・諏訪湖ハイツ管理、まゆみ園管理運営等市委託事業 

岡谷市土地開発公社 S.56.4  3,000千円

(100％) 

公有地の拡大の推進に関する法律に基づ

き、公共用地、公用地等の取得、管理処分

等を行うことにより、岡谷市の秩序ある整

備と市民福祉の増進に寄与する。 

・公共用地、公共代替地等の先行取得 

・工業振興のための工場用地の確保と造成分譲 

・低廉で良好な住宅用地の確保と造成分譲。 

 

(財)岡谷市振興公社 S.61.3  30,000千円

(100％) 

岡谷市から管理運営を委託された施設を

有効、適切に管理するとともに施設を多く

の市民の利用に供するために努力をして

いる。また、委託された施設を利用して公

社独自の事業を計画実施することにより、

施設の利用度を高め、地域の活性化を図

り、快適なまちづくりに寄与する。 

・岡谷市文化会館：施設の管理運営及びホール主催の自主事

業の実施 

・日本童画美術館：施設の管理運営及び館主催の自主事業の

実施 

・岡谷市都市公園：鳥居平やまびこ公園・湖畔公園・岡谷湖

畔公園、高架下公園の施設管理運営。その他やまびこ公園

の売店、軽食喫茶、プリンス＆スカイラインミュウジアム

等自主事業の運営 

・岡谷健康福祉施設(ロマネット)：管理運営及び利用料の収

受及び自主事業の実施 

・岡谷駅前広場：施設の管理運営 

・岡谷駅前自転車駐車場：施設の管理運営 

・やまびこ国際スケートセンター：施設の管理運営 
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法  人  名 
設  立 

年  月 

市の出資額 

(出資比率) 
設  立  目  的 主 要 な 事 業 

(財)岡谷市国際交流協

会 

H.4.3  30,000千円

(100％) 

国際化に関する内外の様々な情報を収集

し、提供するとともに、各種の国際交流事

業等を実施することにより、市民の国際理

解を醸成し、また諸外国との相互理解を深

め、もって岡谷市における世界に開かれた

まちづくりに資する。 

国際交流に関する 

１.広報及び相談事業 

２.啓発及び研修事業 

３.調査、研究及び研修派遣事業 

４.訪問、受入、その他親善事業 

５.団体等指導育成事業 

６.市の委託を受けて行う事業（生活体験学生派遣・受入、国

際交流員設置） ほか 

(財)諏訪湖勤労者福祉

サービスセンター 

H.7.4  30,000千円

(93%) 

岡谷市内及び下諏訪町内の中小企業に勤

務する者並びに市町民に対して、総合的な

福祉事業を行うことにより、中小企業勤労

者等の福祉の向上を図るとともに、中小企

業の振興、地域社会の発展に寄与する。 

・中小企業勤労者の生活安定、健康の維持増進、老後生活の

安定、自己啓発、余暇活動、財形 

・勤青ホーム・勤労会館管理運営受託事業 

・その他 目的達成のための事業 

㈱やまびこスケートの

森 

H.4.12  25,000千円

(35％) 

 

アイススポーツの普及と地域住民の健康

増進を目的に、屋内アイスアリーナ事業、

トレーニング事業、宿泊事業、レストラン

事業、屋外スケートセンターの委託事業、

貸切旅客自動車事業など多岐にわたる事

業展開を行っている。 

・屋内アイススケートリンクの経営 

・スポーツトレーニングセンターの経営 

・スケートクラブの運営及びスケート教室の経営 

・宿泊施設及び飲食店の経営 

・貸切旅客自動車事業の経営 
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第６章  市民総参加のまちづくりの推進 

 

１．市民と市の協働による市民総参加のまちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、市民総参加のまちづくりを市政運営の基本的な理念として、市民の皆さん

とともに歩む開かれた市政を推進しています。平成１６年１０月には、これまでの市民

総参加の取り組みに立脚して、「岡谷市市民総参加のまちづくり基本条例」を制定し、

市民の皆さんと市の協働による市民総参加のまちづくりの一層の推進をめざしていま

す。 

自立のまちづくりを進めていくためにも、市民の皆さんにまちづくりの主役であると

の認識を持って市政に参画していただき、市民の皆さんと市がそれぞれの役割を担い、

これまで以上に連携・協力しながらまちづくりを推進します。 

（１）情報の提供と市民の声の施策への反映 

○市民総参加のまちづくりを推進するため、広報紙やホームページの充実・活用、市政懇

談会の開催、出前講座など積極的に情報の提供を行うとともに、説明責任を果たします。 

（行政チャンネルについては、市民への情報提供のうえで有効な手段の一つですが、導

入や運営にかかる経費を勘案するとともに、平成２３年の地上波デジタル放送化の本

格導入等を考慮し、中期以降の取り組みのなかで検討を深めます。） 

○情報公開制度については、個人情報の保護に配慮しながら、適時、的確な方法で必要な

情報を分かりやすく提供できるように推進に努めます。 

○重要な施策については、企画立案段階から市民が参画し、市民の意見を反映できるよう

に、市民懇話会の設置等、必要な措置を講じます。また、市民電子会議室を市民の皆さ

んの意見交換と施策への提言の場とするよう、一層の充実・活用を図ります。 

○パブリックコメント手続の実施にあたっては、市民の皆さんがより気軽に意見を提出で

きるように工夫します。また、市政モニター、アイデアメール、市民アンケート調査等

を引き続き実施し、市民の声の把握と施策への反映に努めます。 

○審議会や市民懇話会等の設置にあたっては、公募制度の導入や女性の積極的な委員登用

に努めるとともに、原則として会議の公開や会議録の公表を行います。 

○予算編成における市民総参加のまちづくりを具体化し、より一層の市政への参画を進め

 - 31 -



 

るため、市民のまちづくりの夢を予算に反映させる仕組みを研究します。 

 

（２）市民と行政の役割分担・協働の推進 

○各種事業の推進等にあたっては、必要に応じて、市が行うこと、市民の皆さんに行って

いただきたいこと、それぞれを明確にし、市民の皆さんの理解と協力を得て協働による

事業の推進に努めます。 

○日常生活の中で、市民の皆さんがちょっとした心がけや行動をすることでより快適な住

みよいまちにつながることを認識し実践していただくよう、具体的な周知啓発を行いま

す。 

○民間等の優れた考え方や手法を学び、積極的に取り入れるとともに、民間活力の活用を

図ります。 

○各種のボランティア団体、ＮＰＯ等と連携を図り、様々な分野におけるまちづくり活動

の促進に努めます。 

 

２．地域コミュニティ活動の活性化 

 

 

 

 

 

 

 

○

○

○

○

 

  地域のなかには、「地域福祉」や「地域防災」、「青少年の健全育成」など、地域の皆

さんが自主的、積極的に取り組まなければならない課題が数多くあります。これらの課

題に対応していくためには、地域の連帯感を強くし、お互いに助け合う意識を醸成する

ことがまず必要です。 

  そのため、住民自治組織である区や自治会の各種団体等の活動を促進し、地域コミュ
ニティ活動の活性化を図ります。 

区や自治会の各種団体等が、地域の活性化や連帯感を醸成するための活動に自主的、自

発的に取り組むことができるように、情報の提供や支援に努めます。 

地域における様々な課題に対応するため、地域リーダーとなる人材の発掘と養成に努め

ます。 

お互いに助け合い支え合う地域社会をめざし、各種ボランティア活動をはじめとした地

域活動への市民の皆さんの参加を促進するとともに、地域サポートセンターの設置促進

と充実を図ります。 

地域のコミュニティ活動の拠点となる公会所等の整備充実に対する支援に努めます。 
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（参考） 

 
市民と市の協働による市民総参加のまちづくりをより一層推進するために制定 

 基本原則  

☆すべての市民が参加できる 

☆市民の自主性、自発性を尊重して行う 

☆市民と市が対等の立場で、お互いを尊重し、 

                     協働して行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

岡谷市市民総参加のまちづくり基本条例の概要 

市民のみなさんは 

○まちづくりの主役であること

を自覚し、市政に関心を深め、

積極的にまちづくりに参加 

○市民相互の自由な発言を尊重

し、主体的かつ民主的な市民

総参加のまちづくりに努める 

○まちづくりを担う人材の発

掘、育成に協力 

○さまざまな活動を通じ、市民

憲章に掲げられた基本的な理

念に沿ったまちづくりを推進 

市は 

○市政に関する情報の公開と

提供 

○市民総参加のまちづくりの

機会の提供と、市民の意向を

把握し、施策に反映させる 

○市政全般について、市民に適

切な方法で説明 

○市民の自主的かつ自発的な

まちづくりの促進と連携 

○まちづくりを担う人材の発

掘、育成 

  評価の実施 

活気に満ちた将来に夢が持てるわくわくするまち 

協  働

市民の底力 
（市民力） 

◆市民総参加のまちづくりの方法 

▽市民懇話会の設置 

▽審議会等の設置及び運営の方針 

▽自由参加型市民会議との連携等 

▽子ども会議の開催 

▽意見提出手続の実施 

▽まちづくりバンクの開設 

▽まちづくりのリーダーの育成 

▽生涯学習の機会の活用 

▽その他の市民総参加のまちづくりの方法 

市民総参加のまちづ
くりの取組状況を評
価し、公表。市民の意
見を求めます。 

推進体制の整備 

目標の提示 

役   割 
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市民総参加のまちづくりの推進～市民の皆さんと市との協働による事業～ 

                                                                          ※施策や計画の立案に対する意見・提言等の提出は除く。 

事業名 現在の状況等 今後の取り組み、協力していただきたいこと 担当課 
イルフ童画館

「はらっぱ」企

画事業 

 イルフ童画館 1 階の絵本ライブラリー「はらっぱ」で子ども

を対象にした、コンサートや人形劇などのイベントを開催。特

に、毎週日曜日の午後には、ボランティアグループ「はらっぱ

遊び隊」を中心に絵本の読み聞かせや工作などを実施。 

 平成 17 年度は、23 人の方が「はらっぱ遊び隊」に会員登録

し、各会員の専門分野である絵本の読み聞かせや工作などを実

施いただいている。 

 各種団体で活動している方にさらに呼びかけ、会員

登録を増やし、活動の幅を拡大していく。 

【継続実施】 

地域振興課

（イルフ童

画館） 

自主防災活動  「自分たちの地域は、自分たちで守っていく」という連帯感

に基づき、21 区全てで、自主防災組織を立ち上げ、地域の自主

防災に関することを実施している。（防災訓練、地域防災整備） 

「初期の防災活動」「事前の防災活動」など、地域

としての防災力を強化し、自主防災組織間の横のつな

がりも強化していく。（地域としてのまとまり、災害

時の被災対応、救助や避難誘導等の行動力強化及び、

各自主防災組織間の連絡体制の強化） 

【継続実施】 

地域振興課 

ＮＰＯ・ボラン

ティア活動の

拠点づくり 

市民総参加のまちづくり、市民との協働を進めるにあたって

は、今まで以上に、ＮＰＯ団体やボランティアの皆さん、市民、

行政との連携が必要となってくる。そのためには、ＮＰＯ活動

に対する市民の理解も深めていかなければならない。 

 現在、おかや総合福祉センター３階には、社会福祉協議会が

管理するボランティアセンターが設置されており、ＮＰＯ団体、

ボランティアの皆さんに利用されている。 

今後ＮＰＯ・ボランティア活動に対する理解を深め

るために、ＮＰＯ団体、市民、行政を交えた情報交換

会の開催や情報交換（情報提供、情報収集、情報発信）

を行うための拠点づくり（いつでも、誰もが、情報収

集、情報発信できる場所）が必要となる。 

【平成１９年 実施予定】

地域振興課 

「広報おかや」

への取材協力 

現在、「広報おかや」に市民から取材協力していただいている

ものは、終戦特集への寄稿、市民レポーターによる取材、ヤン

グナウ・わが家のアイドル・手軽な一品料理への応募等がある。 

引き続き、積極的な市民参加をお願いしたい。 

【継続実施】

地域振興課 
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事業名 現在の状況等 今後の取り組み、協力していただきたいこと 担当課 
交通安全施設

の点検 
点検パトロール、老朽化、破損による交通安全施設の更新、

修繕を実施している。 
道路照明灯の球切れ、道路反射鏡の破損、角度の狂

い等は市民、区からの通報により対応することもある

が、何日も気がつかないこともあるので、市民ボラン

ティアを募り、区域を決めて交通安全施設を定期的に

点検と報告をしていただく。 
【平成１９年から実施予定】 

環境安全課 

交通安全街頭

指導 
市交通指導員が平日の街頭指導を行っている。 
岡谷安全協会、交通安全母の会、PTA 等も交差点、横断歩道

付近で交通安全指導を行っている。 

これまで以上に市民の皆さん（特に岡谷安全協会、

交通安全母の会、PTA 等）に交差点、横断歩道付近で

交通安全指導の協力をお願いする。   【継続実施】 

環境安全課 

消費生活ボニ

ター 
消費生活ボニター（ボランティアによるモニターの意味）に

消費生活に関して気付いたことを随時連絡してもらっている。 
引き続き、消費生活ボニターに消費生活に関して気

付いたこと等の連絡をお願いする。 
【継続実施】 

環境安全課 

青空市場 岡谷市と岡谷市消費者の会が主催して毎年開催している。 
事業概要：業者との打合せ、新聞広告、会場準備、当日の野

菜の袋詰め、販売、片付け等の実施 

消費者の会の役員と一緒にやっているが、将来的に

は消費者の会の主催事業として、消費者の会に主体的

にやっていただきたいと考えている。 
【平成１９年 実施予定】 

環境安全課 

環境保全の実

践 
環境保全の実施は既に市民の一部で行っているが、まだ十分

浸透していない。環境保全のため、私たちができることとして

省エネ・資源の有効利用・ごみ減量・水質浄化・自然保護・環

境美化・地球環境保全など、環境にやさしい取り組みの自発的

活動の推進を呼びかけているが、進捗は遅い。 

環境家計簿実践者や太陽光発電設置者等を加え、仮

称「環境市民推進会議」を立ち上げ、市民との協働に

より環境保全を更に推進する。 
【継続実施】 

環境安全課 

アレチウリ駆

除 
アレチウリの駆除は年 2 回、諏訪湖一斉清掃に合わせて、諏

訪湖畔のアレチウリを一部駆除している。 
市民団体と連携し、アレチウリ駆除の啓発イベントを実施し

た。17 年度は、三沢区で駆除活動が行われた。 
 

河川敷や道路敷に繁殖するアレチウリの駆除は、各

区・事業所・その他ボランティア団体等、市民によっ

て行っていきたい。上記の啓発イベントは天竜川のみ

のため、横河川など範囲の拡大をしていきたい。 
       【継続実施】 

環境安全課 
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事業名 現在の状況等 今後の取り組み、協力していただきたいこと 担当課 
可燃･不燃ごみ

の減量 
湖周地区ごみ処理基本計画では、ここ数年は特に大幅なごみ

減量計画が明示されており、以後も減量は行なっていかなけれ

ばならない。 
循環型社会の構築のため３Ｒの推進を実施している。 

ごみの分別、出し方のパンフッレトを市民一人ひと

りが今一度見直し、資源に回る物は資源に回すよう分

別の徹底を更にお願いしたい。 
【継続実施】 

環境清掃課 

諏訪湖及び河

川清掃 
岡谷市の美しい環境を守り、住みよい街づくりの一環として、

春、秋に諏訪湖周の清掃を行っている。 
春 平成１７年  ６月  ５日（日）実施 
秋 平成１７年１０月１６日（日）実施 

ごみ拾い清掃など更に多くの市民の参加をお願い

していきたい。 
【継続実施】 

環境清掃課 

岡谷エコフェ

スティバル 
 

岡谷エコフェスティバル実行委員会を組織し、実行委員会を

開催。 
平成１７年９月２５日（日）開催 
住民・環境団体・企業・行政とで環境について、一同に介し

イベントを毎年開催し身近な環境について考えていく。 

岡谷エコフェスティバルにおけるコーナーの担当

及びその企画、運営その他人員的協力をお願いしてい

きたい。 
【継続実施】 

環境清掃課 

岡谷市災害時

要援護者支援

事業 

 災害時に家族以外の支援を必要とする要援護者について、本

人又は家族からの申請を受付け、登録を行う。10 月 1 日号広報

おかやで内容を周知し、申請書の受付を各区に依頼している。 
 市で回収した申請書の副本を台帳として各区で保管する。こ

の台帳を元に個々の支援体制づくりを各区ごとに町内会、隣組、

自主防災会、区社協、民生委員、ボランティア、地域サポート

センター等で行う。 

 各区に対して要援護者台帳の保管と、登録した個々

の要援護者についての支援体制づくりを、各区の状況

に応じてお願いしていく。登録者の更新についても情

報把握等協力を依頼していく。 
【継続実施】 

社会福祉課 
介護福祉課 

要援護高齢者

等の地域での

見守り 

見守り安心ネットワーク事業を実施し、協力員による見守り

を要する高齢者の日常生活の中でのさりげない見守りをお願い

している。 

普段の生活の中での見守りを行い、対象者宅の緊急

事態の発生時には民生児童委員や市等に速やかに連

絡をいただくとともに、引き続き要援護高齢者の見守

りを実践するようお願いしていく。 
                     【継続実施】 

介護福祉課 
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事業名 現在の状況等 今後の取り組み、協力していただきたいこと 担当課 
高齢者生きが

い活動支援事

業 

地域での支え合いを目的とした生きがいデイサービス事業へ

の参加。 
引き続き参加をお願いしていく。 

【継続実施】 
介護福祉課 

児童遊園（市管

理）の除草・遊

具の清掃 

児童遊園の除草については、不定期ではあるが地区のボラン

ティアや老人クラブ等で自主的に除草等を行っていただいてい

る。夏場の除草回数が増える場合と樹木の剪定等については業

者委託している。 

地域の公園として地域で自主的に除草を行い、地域

の児童保護者の参加をお願いする。 
【平成２０年 実施予定】 

児童福祉課 

保育園周辺の

安全見回り事

業 

保育園の安全管理については保育士が行っているが、保育中

はなかなか周辺まで完全には目が行き届かないことがある。 
保育園と協働しながら、近隣の市民の皆さんに、散

歩等する折に意識して保育園周辺を通っていただき、

随時複数の目で見回ることにより、不審者の早期発

見、抑止効果の向上を図っていきたい。 
【平成２０年 実施予定】 

児童福祉課 

保育園園庭草

取り・花壇管理

業務 

基本的には、保育士や園児が保護者の協力を得て行っている。

背の高い樹木で特別な道具などが必要な部分は、業者委託して

いる。 

保育園と協働しながら、近隣の市民の皆さんに、可

能な範囲で草取りや花壇の管理を行っていただく。 
【平成２０年 実施予定】 

児童福祉課 

保育園通園路

及び園内、保護

者送迎用駐車

場の除雪事業 

保育園の通路路および園内、保護者送迎用駐車場の除雪につ

いて、保護者に協力してもらっている。 
保育園の通園路および園内、保護者送迎用駐車場の

除雪について、保護者に協力してもらっているが、引

き続き協力をお願いしたい。 
【継続実施】 

児童福祉課 

健康づくり声

かけ運動 
現在も地区保健委員、保健事務嘱託員を通じ、区毎各種団体

や、区民に対して健康づくりの啓発活動、市で実施している健

康に関する事業の周知、健康診査受診への呼びかけ等実施して

いる。 

常日頃より自分の健康に関心を持ち、「自分の健康

は自分で作り守る」大切さを地域で声をかけあい、健

康意識を高めていく。 
市の健康診査の周知や健康に関する事業への参加、

健康に関する情報の周知啓発等を、広く区民、市民に

声かけをしていく。 
                             【継続実施】 

健康推進課 
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事業名 現在の状況等 今後の取り組み、協力していただきたいこと 担当課 
シルキーバス

及びスワンバ

スの停留所の

雪かき協力事

業 

積雪時、商業観光課職員が市内バス停を巡回し、必要に応じ

て除雪を行い、乗降客の足場の安全確保を行っている。 
積雪時、地域住民による除雪作業の際にバス停留所

の除雪をあわせて行っていただきたい。 
【継続実施】 

商業観光課 

景観形成誘導

事業 
協定地区内道路沿道の緑化及び清掃等の管理及び景観形成意

識の啓発 
地区内道路沿道の緑化及び清掃等の管理による景

観形成の実践をお願いしていく。 
違反屋外広告物のパトロール及び違反ビラの撤去

をお願いしたい。 
【継続実施】 

都市計画課 

「除雪マニュ

アル」内の道路

除雪について 

地域防災計画を受けて除雪マニュアルを作成し、それぞれの

役割と活動体制を明確に示してある。 
市民、事業者、関係機関、行政で情報の共有を図り、除雪に

対するそれぞれの役割分担を明確に示し対応している。 

行政が実施する除雪には限界があり、行政で対処で

きない生活道路等は、市民・事業者の組織的な参加・

協力をお願いし、地域ぐるみの除雪を促進する。 
【継続実施】 

土木公園課 

生活道路の側

溝等の泥上げ 
各地区での清掃作業時にダンプトラックを配車し土砂処分を

行っている。 
（交通量の多い幹線や、危険を伴う横断側溝等は行政で対応） 

市民総参加による道路環境の保持に努めるため、日

常生活にかかわりを持つ地区内道路の清掃をお願い

する。 
【継続実施】 

土木公園課 

都市公園、緑地

等の管理 
地元に密着した都市公園や、緑地等の管理について、地元区

と「管理に関する覚書」を結ぶなどして、高木・遊具・その他

施設の維持管理は市が実施し、清掃・草刈り等の環境整備を地

元で実施している。 
（間下堤公園、小井川宗平時公園、神明公園、八倉沢公園、目

切公園、小坂公園、湊湖畔公園、成田公園の一部、出早公園そ

の他緑地等） 

未実施の都市公園について、新たに覚書を結んで、

市民参加による管理を推進していきたい。 
【継続実施】 

土木公園課 
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事業名 現在の状況等 今後の取り組み、協力していただきたいこと 担当課 
大規模災害時

における自主

自衛消防活動 

災害発生時において、常備消防、非常備消防では火災、救急、

救助等のさまざまな消防活動を実施している。また、特に大規

模な自然災害での消火、人命救助、財産の保護にかかる活動は

同時多発することから、各地域における自主防災組織、防火ク

ラブ、自衛消防隊また地域住民による災害活動及び災害に備え

た訓練活動を実施している。 

大規模な自然災害においては、同時多発する災害や

被災地区の孤立化等により消防力の低下が考えられ

る。そのため各地域における自主防災組織、防火クラ

ブ、自衛消防隊また市民一人ひとりによる消防活動、

また、災害に備えた各種訓練活動が実施されている

が、更に多くの市民に理解を求め強化を図り、大規模

災害に備えていきたい。               【継続実施】 

消防課 

ふれあいたい

む 
地域住民一人ひとりが子どもたちに関心を持ち、子どもたち

を暖かく見守り、子どもたちの安全と安心を保障する環境づく

りを推進する。 
現在 7 小中学校に関係する 11 行政区において PTA 及びパト

ロール隊等により実施されている。 

児童生徒が登校する午前 7 時から 8 時まで、下校す

る午後 3 時から 5 時までの時間帯に、地域の住民の

方々に通学路を中心として散歩、ジョギング、清掃、

除草等、屋外の作業を行っていただき、子どもたちと

あいさつを交わしながらコミュニケーションを図り、

不審者や交通事故等から子どもたちの安全を守って

いただく。                          【継続実施】 

学校教育課 

小中学校通学

路等の除雪、構

内整備 

小中学校通学路や学校敷地内の除雪、植栽や樹木の整備 
通学路や校内の除雪は、児童生徒・教職員が主に実施してお

り、一部 PTA にも協力していただいている学校もある。また、

敷地内の整備については、年数回 PTA 作業で協力していただい

ている。 

これからは地域で学校を支えていくという意識が

重要となってくるため、これらの活動をさらに拡大し

て地域での協働作業として PTA 等、地域住民、児童

生徒、教職員で実施していただく。 
【継続実施】 

学校教育課 

学びのおかや

サポート事業 
市民の持つ知識や特技などの地域の教育力を、学校教育、社

会教育、社会体育の場で活用するため、市民ボランティアとし

て人材登録し、現場からの派遣要請に応える制度。名簿登録者

は 17 年 5 月末現在で 191 人となっており、16 年度は 499 人が

参画している。 

小中学校の総合的な学習の時間での講師、クラブ活

動の指導、読み聞かせ、地域パトロール、博物館の紀

要編集・特別展のお手伝い、図書館での活動などにつ

いてボランティアとして参画をお願いする。また、将

来的には、市民ボランティアと教育現場との間をコー

ディネートする市民ボランティアを確保していきた

い。                                【継続実施】 

生涯学習企

画課 
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事業名 現在の状況等 今後の取り組み、協力していただきたいこと 担当課 
学童クラブへ

のボランティ

ア参画事業 

17 年度の新規事業。学童クラブに入所している子どもたちの

健全な育成を図るため、夏休み等の長期休業中に高校生以上の

市民ボランティアを参画し、地域の子どもたちは地域で育てる

という考え方のもとに、学校、家庭、地域が一体となった子育

て支援を行うもの。 

夏休み等の長期休業中は、子どもたちの入所時間が

長くなり、指導員へかかる負担も増加することから、

高校生以上の市民ボランティアを募集し、子どもたち

の遊びの相手など指導員の補佐的な業務をお願いし

たい。 
1 日 3 時間程度を目安としていく。 

【継続実施】 

生涯学習企

画課 

地域子ども教

室推進事業 
現在は実施していない。 子どもたちの放課後の居場所づくり対策として、学

校施設等を利用した「地域子ども教室」を、平日の放

課後に開催する。市民にはボランティアとして参画し

ていただき、子どもたちを指導する指導員として、ま

た子どもたちの安全を見守る補助員として業務を行

っていただく。 
【平成１８年 実施予定】 

生涯学習企

画課 

市民とあゆむ

まちづくり講

座（出前講座）

市民編 

市民とあゆむまちづくり講座（出前講座）は、職員が市民の

もとへ出向き、市の業務等について説明している、いわゆる「行

政編」であるが、市民が講師となり市民のもとへ直接出向き講

義・講座等を行う、出前講座「市民編」を検討している。 

市民講師となる者は、あらかじめ講師として講義で

きる講座メニューを市に登録し、市民からの要望に基

づき出向く出前講座「市民編」を実施したい。 
講師料はボランティアのため無料とする。 

【平成２０年 実施予定】 

生涯学習企

画課 

生涯学習推進

協議組織 
市民総参加の生涯学習によるまちづくりを推進していくため

に、現在は必要に応じて「生涯学習推進懇話会」を設置し開催

しているが、今後は市民が自主的に組織した「生涯学習推進協

議組織」を設置し、行政側の「生涯学習推進本部」との連携を

図りながら、生涯学習を総合的に創っていくもの。 

学習グループを中心とした「生涯学習推進協議組

織」を結成し、行政への意見具申を行うとともに、行

政と協働して生涯学習施策を進めていく。 
【平成１９年 実施予定】 

生涯学習企

画課 
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事業名 現在の状況等 今後の取り組み、協力していただきたいこと 担当課 
広報おかやに

男女共同参画

に関する情報

を掲載 
 

「広報おかや」に男女共同参画に関する情報を随時掲載し、

講演会の周知や情報の提供等を行っている。 
そのうち今年度は、「男女共同参画推進市民の会」により、本

年 4 月に策定された「男女共同参画おかやプランⅢ」の 4 つの

目標について、年 4 回にわたり男女共同参画に関する情報誌“パ

ートナーシップおかや”を掲載している。 

企画から取材、編集まで会員が自主的に行い、男女

共同参画に関する意識の啓発を図っていく。 
【継続実施】 

生涯学習企

画課 

男女共同参画

週間パネル展

示 

男女共同参画週間の期間中、イルフプラザ 3F 催事場におい

て関係パネルの展示を行い、男女共同参画に関する周知と意識

啓発を図っている。 

展示内容の企画から設営まで「男女共同参画推進市

民の会」が自主的に行っていく。 
【継続実施】 

生涯学習企

画課 

文化財保存・活

用事業 
文化財を活用した生涯学習活動を起こしている。 文化財の活用による生涯学習活動を推進していく。 

史跡梨久保縄文セミナーを実施する。 
旧林家住宅茶会、―恒常的に座の文化の伝承に民間

団体が活用できるようにしていく。 
NPO 法人郷土学習館による旧渡辺家住宅の利用―

恒常的に座の文化の伝承に民間団体が活用できるよ

うにしていく。 
旧山一林組製糸事務所の使用。 

【平成２１年 実施予定】 

生涯学習企

画課 

読書普及活動

における、読み

聞かせボラン

ティアの活用 

図書館の使命のひとつである、読書普及活動の一部について、

読み聞かせボランティアグループ独自の活動として実施してい

る。 

今後も、「子どもゆめ基金」の助成金制度を有効に

活用し、読書普及活動を推進していく。 
【継続実施】 

生涯学習企

画課 
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事業名 現在の状況等 今後の取り組み、協力していただきたいこと 担当課 
バレーボール

のまちづくり

事業 

岡谷カップ・フレンドシップバレーボール大会の開催 
バレーボール教室の開催、ヤングバレーボールへの支援を行

っている。 

バレーボールのまちづくり実行委員会による岡谷

カップ・フレンドシップバレーボール大会開催の企

画、運営、審判の協力を引き続き推進する。また、大

会準備・当日の運営スタッフの人員が不足しているの

で、更なる協力を推進する。 
【平成１９年 実施予定】 

スポーツ振

興課 

ファミリー 
フェスティバ

ル事業 

ファミリーフェスティバル実行委員会を組織し、4 回の実行

委員会を開催。 
平成 17 年 10 月 10 日に「ファミリーフェスティバル 2005」

を開催。 

ファミリーフェスティバル実行委員会によるファ

ミリーフェスティバルの企画、運営を引き続き推進す

る。 
【継続実施】 

スポーツ振

興課 
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第７章  行財政改革プランの推進 

 
数値目標 

◆普通建設事業費…２０億円台の確保
◆財政調整基金  …１０億円台の確保
（詳しくは１１ページをご覧ください）

１．めざすべき財政の姿 

（１）数値目標の達成に向けて 

  第１章の５に掲げた数値目標 

の達成に向けて、第２章から第６ 

章までに掲げた基本的な考え方や取り組み項目等に基づき、 

行財政改革を具体的に推進します。短期、中期、長期それぞれの具体的な取り組み項目と

その実施時期等については、「行財政改革プラン実施計画」として、それぞれのスタート年

度までに明らかにします。これにより、行財政改革プランの実効性をより高めます。 

  また、行財政改革プランの推進にあたっては、第１章の３に掲げた基本的な方針等を踏

まえるとともに、「岡谷市行財政改革プラン策

定市民会議」から提言された行財政改革推進

の“柱”（重点取り組み項目）をはじめ、市民

の皆さんから寄せられたご意見・ご提言を真

摯に受け止め、行政サービスの質と効率を向

上させるとともに、健全財政を維持していく

よう、改革改善に取り組みます。 

    そして、目標の達成に向けて行財政改革を  

具体的に実施するためには、何より市民の皆 

基本的な方針 

☆市民と市の役割分担と協働の推進 

☆簡素で効率的な行財政運営 

☆集中と縮小・廃止を基本とした事務

事業の見直し 

☆公平性の視点に立った適正な受益と

負担の確保 

さんのご理解ご協力が重要です。市、市民、各種団体等が一体となって、市民総参加によ

る行財政改革の推進に取り組んでいきます。 

 

 

◆岡谷市行財政改革プラン策定市民会議からの提言「行財政改革推進の“柱”」 

○ 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＜＜＜ 
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○ 公平かつ公正な負担の確保 

＞＞＞受益者負担の適正化＜＜＜ 

 

○ 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＜＜＜ 

 

○ 補助金の抜本改革の実施 

              ＞＞＞厳正な監査と適正な配分＜＜＜ 

 

○ 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導入＜＜＜ 

 

 

 

（２）めざすべき財政の姿 

  行財政改革プランの推進によりめざす本市の財政の姿は、次ページに示したとおりです。

ここに掲げた数値は、市民の皆さんのご理解ご協力のもと、行財政改革の様々な取り組み

を推進することを前提として推計したもので、行財政改革プラン実施後の財政の姿といえ

るものです。 

なお、この財政推計は、国の三位一体の改革による地方交付税の縮減や税源移譲等をは

じめ、行財政改革の進捗状況などによって変動します。そのため、中期や長期における行

財政改革プラン実施計画の策定にあわせて、見直し後の推計を公表することとします。 
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行財政改革プランの推進によりめざす財政の姿

普　通　会　計
歳　入 (単位：百万円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

7,309 7,472 7,757 7,724 7,692 7,660 7,626 7,589 7,536 7,483 7,430

387 507 189 189 189 189 189 189 189 189 189

3,850 3,538 3,509 3,481 3,453 3,425 3,397 3,397 3,397 3,397 3,397

1,218 956 894 870 807 911 770 770 795 790 790

505 399 386 413 385 439 385 385 385 385 385

579 344 328 206 340 236 295 86 61 69 71

617 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

2,812 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430

2,334 2,326 2,337 2,336 2,335 2,334 2,333 2,331 2,329 2,327 2,325

1,867 1,560 1,441 1,326 1,128 969 835 835 891 876 876

21,478 20,132 19,871 19,575 19,359 19,193 18,860 18,612 18,613 18,546 18,493

(単位：百万円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

4,007 3,858 3,792 3,726 3,660 3,594 3,528 3,462 3,396 3,330 3,330

2,799 2,743 2,688 2,634 2,607 2,557 2,506 2,458 2,409 2,369 2,322

343 340 337 334 331 328 325 322 319 316 313

1,351 1,341 1,332 1,324 1,338 1,356 1,369 1,384 1,398 1,413 1,433

3,318 3,276 3,234 3,211 3,170 3,129 3,089 3,058 3,027 2,997 2,967

2,852 2,863 2,884 2,801 2,799 2,786 2,608 2,437 2,453 2,377 2,278

153 0 0 0 0 0 0 0 28 87 1

2,203 2,203 2,203 2,203 2,203 2,203 2,203 2,203 2,203 2,203 2,203

1,060 1,121 1,164 1,187 1,211 1,233 1,255 1,277 1,300 1,323 1,346

3,392 2,387 2,237 2,155 2,040 2,007 1,977 2,011 2,080 2,131 2,151

1,120 1,094 966 886 864 925 1,164 1,357 1,370 1,433 1,451

21,478 20,132 19,871 19,575 19,359 19,193 18,860 18,612 18,613 18,546 18,493

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(単位：百万円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

5,394 5,055 4,732 4,530 4,194 3,962 3,671 3,589 3,560 3,581 3,663

1,178 1,179 1,180 1,181 1,182 1,183 1,184 1,185 1,214 1,302 1,453

346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346

3,870 3,530 3,206 3,003 2,666 2,433 2,141 2,058 2,000 1,933 1,864

県支出金

国庫支出金

繰入金

地方譲与税

地方交付税

区　　　分

市税

特定目的基金

繰出金

普通建設事業等

歳　出　総　額
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年度末基金残高

財政調整基金

減債基金

区　　　分

 　(うち充当一般財源)

公債費

積立金

投資及び出資金等

繰越金

物件費

維持補修費

人件費

補助費等

扶助費

諸収入

区　　　分

その他収入

地方債

歳　入　総　額

歳　出　
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歳入 歳出 基金残高合計
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２．推進体制と進行管理 

（１）推進体制 

  行財政改革の推進を図るため、庁内組織である行財政改革推進本部において、行財政改

革プランの進行状況をチェックするとともに、随時関係部課に指示し、全庁あげて取り組

みの推進を図ります。 

  また、「広報おかや」をはじめ市のホームページ等を通じて、行財政改革プランの内容や

財政状況などを市民の皆さんにわかりやすく提供します。そのほか、市政懇談会や出前講

座など、様々な機会を活用して行財政改革に対する市民の皆さんのご理解ご協力を呼びか

け、市民総参加による行財政改革の推進を図ります。 

 

（２）進行管理 

行財政改革プランの進行管理をより適切に行うため、毎年、その取組状況をとりまとめ、

岡谷市行政改革審議会へ報告し、ご意見ご提言をいただきます。また、市のホームページ

等で公表し、広く市民の皆さんのご意見ご提言を求めます。寄せられた意見・提言は、そ

の後の取り組みの推進等に、できる限り速やかに反映させます。 

特に、短期３ヵ年が終了する平成２０年度には、短期の取り組み状況を検証したうえで、

平成２１年度にスタートする中期３ヵ年の具体的な取り組み項目を「行財政改革プラン実

施計画（中期）」として明らかにし、行財政改革の一層の推進を図ります。また、長期４ヵ

年も、同様の取り組みを行います。 

なお、社会経済動向や本市の財政状況の著しい変化によっては、行財政改革プランの総

体的な見直しも検討します。 

 

 

 

 

 

 

 


