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平成２９年度の岡谷市当初予算案及び関係議案を議会に提出し、ご審議をいただ

くにあたり、予算編成の方針及び大要を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様のご

理解とご協力をお願いするものでございます。 

 

平成２９年度は、第４次岡谷市総合計画 後期基本計画の４年目を迎えます。 

計画期間も残すところ２年となることから、後期基本計画に掲げた目標の達成と、

めざします将来都市像「みんなが元気に輝く たくましいまち岡谷」の実現に向け

て、より効果的な施策を効率的に実行するとともに、これまで実施してきました施

策をさらに深化させていくことが求められてまいります。 

また、岡谷の創生につきましては、「岡谷市まち･ひと･しごと創生総合戦略」に

掲げる４つの戦略を基本として、岡谷市が持つ特色ある地域資源を最大限に活かし

ながら、人口減少と地域経済縮小を克服し、まち・ひと・しごとの好循環の確立と、

持続的なまちの発展を実現するため、引き続き各種事業を展開し岡谷の創生を加速

していかなくてはなりません。 

 

こうしたことから平成２９年度は、「さらなる深化（進化）を遂げる年」と位置

づけ、魅力と活力にあふれ、愛着を持ちながら、永く住み、働き、子育てをしたい

まちの実現に向けて、各種施策・事業に全力で取り組んでまいる所存であります。 

 

さて、平成２９年度のわが国の経済情勢は、内閣府が公表した「平成２９年度の

経済見通しと経済財政運営の基本的態度」によりますと、経済対策などの各種政策

の推進により、雇用・所得環境が引き続き改善し、経済の好循環が進展するなかで、

民需を中心とした景気の回復が見込まれるとしており、政府は引き続き「経済再生

なくして財政健全化なし」を基本に、経済成長と財政健全化の双方の実現をめざす

こととしております。 

このような見通しに基づく「平成２９年度予算編成の基本方針」では、アベノミ

クスの第２ステージとして、「希望を生み出す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、

「安心につながる社会保障」という「新・三本の矢」を一体的に推進することによ

り、少子高齢化という構造問題に正面から立ち向かい、成長と分配の好循環と一億

総活躍社会の実現に向け、日本経済全体の持続的拡大の均衡をめざすこととしてお

ります。 

また、地方においては、アベノミクスの成果を十分に実感できていない地域の

隅々にまでその効果を波及させ、生まれはじめた好循環を腰折れさせることがない



 2 

よう、施策を実施していく必要があるとしております。 

 

この方針に基づく国の平成２９年度当初予算案は、一般会計の歳出総額を過去最

大となる９７兆４，５４７億円とする閣議決定を行いました。 

また、総務省が公表した「平成２９年度地方財政対策」によりますと、地方にお

いては、景気回復に伴う地方税の増収が見込まれるなか、増加する社会保障関係経

費を確保し、安定的な財政運営を図ることができるよう、地方の一般財源総額につ

いては前年度の水準を上回る額を確保することとしておりますが、地方交付税を抑

制し、臨時財政対策債を増額発行することとしており、国・地方双方にとって厳し

い内容となっております。 

一方で、地方創生に対しましては、地方が自主性・主体性を持って、地域の実情

に応じた効果的な施策を展開することができるよう、引き続き「まち・ひと・しご

と創生事業費」として歳出に１兆円を計上したほか、公共施設の集約化・複合化や

適正配置、老朽化対策等の推進を図るとともに、公共施設等の適正管理と長寿命化

対策、コンパクトシティの推進に向け、「公共施設等適正管理推進事業費」として

３，５００億円を計上するなど、地方が行う取り組みに対し一定の財政措置がされ

たものとなっております。 

この考え方に基づく地方財政計画の規模は、前年度比１．０％増の 

８６兆６，１００億円程度、公債費などを除く地方一般歳出につきましては、 

前年度比１．０％増の７０兆６，３００億円程度が見込まれております。 

  

このような状況を踏まえ、岡谷市におきましては、給与所得や納税義務者数の増

などによる個人市民税の増収や、大型商業施設の新築などに伴う固定資産税の増収

を見込んでおりますが、法人市民税におきましては、税制改正の影響などにより大

幅な増収を見込むことが困難な状況となっているほか、年々増加傾向にある社会保

障関係経費につきましては、国が一体改革として進めております消費税率の改定が

先送りとなったことから、制度改正と財源確保について慎重に見極める必要がある

と考えており、今後も先行き不透明な状況が続くものと見込んでおります。 

また、一般会計の財政推計では引き続き財源不足が生じる見込みであることから、

「新時代を切り拓くための行財政改革集中期間」の２年目として、計画に沿った行

財政改革に取り組みつつ、政府が打ち出す新たな政策に迅速かつ的確に対応しなが

ら、将来の岡谷市を見据え、人口規模や財政規模と調和した時代にふさわしいまち

づくりを柔軟に進めていく必要があると考えております。 
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この度上程いたします平成２９年度当初予算案は、第４次岡谷市総合計画に掲

げる将来都市像「みんなが元気に輝く たくましいまち岡谷」の実現に向けて、 

 ・魅力と活力にあふれる、にぎわいのあるまち 

 ・ともに支えあい、健やかに暮らせるまち 

 ・自然環境と暮らしが調和した、安全・安心なまち 

 ・生涯を通じて学び、豊かな心を育むまち 

 ・快適に生活できる、都市機能の充実したまち 

の５つのまちづくりの基本目標を基調に、必要な施策・事業に財源を集中した、 

「魅力と活力を高める 創生推進予算」として編成いたしました。 

  

これまで取り組んでまいりました各種施策をさらに深化させるため、すべての事

業について見直しを行った上で、市民の皆様に安定的な行政サービスを提供すると

ともに、まちの魅力と活力をより一層高めることにより、岡谷の創生をさらに加速

させるべく、限られた財源を真に必要な施策に重点的かつ効率的に配分いたしまし

た。 

 

次に、予算編成の３つの重点施策の考え方についてご説明申し上げます。 

 

第１の「たくましい産業の創造」につきましては、本市の基幹産業であります製

造業が持つ技術・技能を最大限に活かしながら、新技術・新製品の開発や成長産業

への参入支援などにより、企業競争力の強化と既存企業の活性化に取り組むととも

に、新規創業支援や事業承継支援、雇用の維持確保のほか、シルクを中心とした岡

谷ブランドの構築・発信など、産業全体の振興に幅広く取り組んでまいります。 

 

第２の「輝く子どもの育成」につきましては、人口減少に歯止めを掛けるため、

結婚から妊娠、出産、子育て、教育までの包括的な支援を引き続き実施するほか、

次世代を担う子どもたちが健やかに育まれるよう、学校・地域・家庭・行政が互い

に連携し、地域社会全体で安心して子どもを育てることができる環境整備を図ると

ともに、状況に応じたきめ細やかな支援を積極的に推進してまいります。 

 

第３の「安全・安心の伸展」につきましては、市民生活の安全・安心を守るため、

防災・減災意識や健康志向の高まりなどの市民ニーズに応え、乳幼児から高齢者ま
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で、全ての市民の皆様が、健康で生きがいを持って、永く、「ふるさと岡谷」に住

み続けることができるよう、それぞれのライフステージに応じた各種施策を展開し

てまいります。 

  

これら重点施策に基づく平成２９年度の一般会計当初予算額は、 

総額１９７億１，０００万円、前年度比では１４億３，８００万円、 

６．８％の減としております。 

また、一般会計・特別会計を合わせますと、総額２６６億４，６５０万円、 

前年度比では１７億６，４６０万円、６．２％の減としております。 

 

一般会計歳入の主な事項でございますが、市税につきましては、平成２８年度決

算見込額を基に、６９億１，７００万円、前年度比では２億１，６００万円、 

３．２％の増を見込んでおります。 

地方交付税につきましては、平成２８年度決算見込額や地方財政計画などを基に、

３７億７，８００万円、前年度比では４億３，０００万円、１０．２％の減 

を見込んでおります。 

また、一般会計歳出のうち、事業費の増減が大きいものといたしましては、 

民生費では、総合福祉センター改修事業費や障がい者自立支援給付事業費の増などに

伴い、前年度比６，６５４万６千円、１．０％の増の６９億６，９７７万７千円、 

衛生費では、病院事業会計負担金の減などにより、前年度比９，９２８万１千円、

５．９％減の１５億９，１８５万４千円、 

教育費では、中学校整備事業費の減などにより、前年度比９億７，３６４万８千円、

３９．２％減の１５億１，１０１万１千円としております。 

 

次に、企業会計につきましては、水道事業・下水道事業・病院事業の３つの企業

会計の収益的支出及び資本的支出の合計は、１２０億８，３１１万円で、 

前年度比、５億４，３８７万円、４．３％の減としております。  
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それでは、基調に沿って、平成２９年度当初予算案の大要を順次説明してまいり

ます。 

 

はじめに、基本目標１『魅力と活力にあふれる、にぎわいのあるまち』について

ご説明申し上げます。 

 

工業の振興につきましては、企業立地の推進では、新規創業者支援といたしまし

て、引き続き岡谷商工会議所と連携し、創業支援事業計画に基づき新規創業に必要

な経費を助成する創業のまち岡谷実現事業などにより、市内への新規創業を促すと

ともに、新規創業者に対する諏訪圏工業メッセの出展ブースの確保や創業まもない

中小企業者の経営基盤の確立、受注開拓などを支援し、地域経済の活性化と雇用の

拡大を図ってまいります。 

また、工場の新設・移転時に土地の取得額の一部などを助成する商工業振興条例

補助金や工場等の家賃の一部を助成する企業立地支援補助金により、市外企業の誘

致をはじめ、市内企業の事業拡大と流出防止、空き工場の活用を促進してまいりま

す。 

 

首都圏産業振興活動事業では、国から派遣をされている工業政策部長を橋渡し

役として国との連携をさらに深めるとともに、引き続き中小企業庁に派遣する職員

と連携を図りながら、ビジネス商談事業や産業振興を考える懇談会事業などを展

開し、岡谷市が誇る市内企業の技術力や産業振興施策等を積極的にＰＲするほか、

景気情勢や大手企業等の動向を把握しながら、より効果的・効率的な企業誘致と受

注開拓、既存企業の活性化に取り組んでまいります。 

 

工業活性化対策の推進では、精密加工技術を強みとして、少量多品種や高付加価

値商品の製造といった本市の製造業が持つ特徴を最大限に活かすことができるよ

う、新技術・新製品等の開発を支援する、新技術・新製品等ものづくりチャレンジ

企業応援事業のほか、医療や航空・宇宙など今後拡大が見込まれる産業への進出を

支援する次世代産業参入環境整備支援事業を実施するとともに、これらの取り組

みを新たな受注開拓へつなげるため、展示会出展事業をさらに充実させてまいりま

す。 

また、おかや知的財産活用支援事業といたしまして、市内企業が持つ特許などの

知的財産の保護と有効活用に向けた取り組みを進めるとともに、大手企業が持つ開



 6 

放特許を活用した新たな製品開発などに向けた支援を行ってまいります。 

このほか、高齢化や後継者不足など、事業の継続に不安を抱える企業や廃業を考

えている企業などに対する事業承継支援事業に引き続き取り組み、市内企業が持つ

優れた技術や資産を、将来へ引き継いでまいります。 

 

地方創生交付金事業として岡谷市が代表市となり、諏訪６市町村共同で取り組

んでおりますＳＵＷＡブランド創造事業では、信州大学・諏訪東京理科大学・ＮＰ

Ｏ諏訪圏ものづくり推進機構などと連携し、今後成長が見込まれる新たな産業を担

っていく有能な人材の育成や、ものづくり技術の高度化などに向けた支援を行い、

諏訪地域が持つ優れた技術と、地域資源を活かした新たなＳＵＷＡブランドの確立

に取り組んでまいります。 

 

産業の連携・交流では、産学官金連携推進事業といたしまして、企業と大学・行

政・金融機関などが連携し、それぞれの強みを活かした技術的課題の研究や新製品

の開発、販路拡大に向けた支援を行うほか、企業連携推進事業では、市内の小規模

企業が連携し、同業種・類似企業による情報交換や受注確保などに引き続き取り組

んでまいります。 

 

中小企業融資制度では、中小・零細企業向けの支援として、小規模企業資金、小

口零細企業保証資金の貸付利率を引き下げ、昨今の経済情勢に合わせ、より実情に

即した支援を行ってまいります。 

 

商業の振興につきましては、「レイクウォーク岡谷」の開店に伴い、市内商業を

取り巻く環境に変化が生じていることから、岡谷商工会議所、岡谷ＴＭＯ、岡谷市

商業連合会との連携による商業環境調査を実施し、変化の状況や消費者の動向など

の現状を調査・分析することにより、今後の商業振興に向けた施策等を検討する基

礎資料としてまいります。 

 

観光の振興につきましては、本市を代表する市民祭である岡谷太鼓祭りをはじめ、

伝統・文化・食・自然環境など多彩な観光資源をＰＲするとともに、夏に開催され

る信州デスティネーションキャンペーンを機会として、多くの方々に岡谷に足を

運んでもらえるよう誘客・宣伝などに取り組んでまいります。 

また、信州シルクロード連携事業では、信州シルクロード連携協議会参画団体と
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の協働により、首都圏や富岡製糸場などでのＰＲイベントを開催するほか、関東経

済産業局が実施いたします絹のみち広域連携プロジェクトとの連携などにより、観

光資源としてのシルク文化を広く発信してまいります。 

 

シルク関連では、ＮＰＯ法人シルク文化協会・岡谷商工会議所・岡谷市などで構

成する実行委員会により日本絹文化フォーラムを新たに開催し、蚕糸・製糸のほか、

服飾・美容・デザイナーなど絹や絹製品を取り扱う関係者にも参集していただき、

日本の絹文化と岡谷が誇るシルクブランドを発信してまいります。 

また、岡谷蚕糸博物館（シルクファクトおかや）では、開館３周年を記念した企

画展として、岡谷市出身の歌舞伎役者で岡谷市観光大使でもあります市川笑野さん

のご協力により、歌舞伎の衣裳などを展示し、日本の伝統芸能である歌舞伎とシル

クの繋がりについて紹介してまいります。 

  

農林漁業の振興につきましては、サポートファーム事業といたしまして、研修農

園の修了生が受講者のサポートをする「サポーターコース」を新たに設置し、農業

の担い手の育成と遊休農地の解消につなげるほか、移住・交流セミナーなどで「体

験農園コース」の積極的なＰＲを行い、県外で暮らす方に岡谷市で滞在・生活する

すばらしさを経験していただく機会を提供してまいります。 

また、鳥獣による農林業被害の軽減対策といたしましては、猟友会との連携によ

りニホンジカなどの駆除を行うほか、近年発生しているニホンザルによる被害の軽

減と駆除に向け、電気柵や捕獲用の檻の設置などを進めてまいります。  

このほか農林業の基盤整備といたしまして、東堀地区の農業用水路の改修、湊・

栃久保地区の水路の整備、林道常現寺線の舗装工事のほか、林道にかかる橋梁の長

寿命化計画の策定などを実施してまいります。 

 

雇用対策の充実につきましては、インターンシップによる職業体験や中高生に向

けた進路講演会などのキャリア教育により、若者に地元企業の魅力を伝え、職業観

の形成と地元企業への就職を促進する若者未来の就職応援事業のほか、障がい者

等雇用促進事業により、障がい者の職業体験・就労体験と雇用の促進に向けた支援

を実施してまいります。 

また、諏訪市と共同で開催いたします離転職者・移住希望者を対象とする合同企

業説明会において、引き続き移住に向けた住宅相談コーナーを設置し、諏訪地域へ

の就職と移住を併せて推進してまいります。 
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移住・交流産業振興事業では、東京と大阪で開催される移住・交流セミナー等へ

参加し、就労に向けた市内企業の紹介や移住のための自然環境・生活環境などの情

報の発信により、現役世代を中心とした移住を促進させ、人口増に向けた取り組み

を積極的に進めるとともに、岡谷の創生に向けた人材育成、新規産業や雇用の創出

などにより、このまちで働き、住みたくなる魅力的なまちづくりを推進してまいり

ます。 

また、宿泊体験を通じて岡谷のすばらしさを知っていただき移住・定住へとつな

げるため、移住相談者を対象として市内宿泊施設での短期の宿泊に対する助成を行

う、岡谷リサーチお試し宿泊事業を引き続き実施してまいります。 
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続きまして、基本目標２『ともに支えあい、健やかに暮らせるまち』について 

ご説明申し上げます。 

 

健康づくりの推進では、第２次岡谷市健康増進計画の計画期間が平成２９年度で

終了することから、市民の皆様の健康づくりをより一層推進するため、これまでの

取り組みや課題を整理するとともに、健康づくりの基本の一つであります「食育」

を推進するための食育推進計画などを盛り込んだ第３次岡谷市健康増進計画を策

定いたします。 

 

予防対策の推進では、現在２０歳と４０歳以上の節目の歳の方々を対象として実

施している歯科健康診査について、空白となっている３０歳を対象とした歯科健康

診査を新たに実施し、健康と関わりが深いといわれる歯周病の予防に切れ目なく取

り組むとともに、歯や口腔の健康に対する意識の向上に努めてまいります。 

 

母子保健の充実につきましては、引き続き子育て世代包括支援事業に取り組む

こととし、既存の母子保健サービスと併せ、妊娠から出産、乳幼児期までの包括的

な支援を行うことにより、次世代を担う子どもたちの健やかな成長と子育て世帯へ

の支援を総合的に実施してまいります。 

また、昨年１０月より定期接種化されましたＢ型肝炎ワクチンの予防接種につ

きましては、生まれた月により定期接種期間が短くなる乳児を対象とした給付事業

を新たに創設してまいります。 

  

医療体制の充実では、永きにわたって取り組んでまいりました２つの病院の統合

並びに新病院建設事業が、昨年１１月の駐車場の完成をもちましてすべて完了し、

岡谷市民病院として新たな１年を踏み出す年となってまいります。 

高齢化などの進展に伴い複雑多様化する医療ニーズに幅広く、的確に対応するた

め、最新の設備と快適な療養環境を活かした質の高い医療を提供するとともに、平

山病院事業管理者並びに天野病院長と力を合わせ、「思いやり」の理念あふれる病

院運営とさらなる診療体制の充実に取り組んでまいります。 

特に、継続的・安定的な医療の提供に必要な医師・看護師の確保については、県

外から市内の医療機関に赴任する医師に対する就業支援や、医師養成課程向けの育

英基金奨学金の効果的な活用、岡谷市看護専門学校の安定的な運営など、市と病院

事業が一体となって取り組んでまいります。 
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子育て支援の充実につきましては、こどものくにでの親子のふれあいや、親同士

の情報交換と父親・母親との手作りのおやつ作り教室を組み合わせたみんなで食べ

よう！にこにこ家族事業を新たに開催し、父親の育児参加の促進を図ってまいりま

す。 

また、病児・病後児保育事業では、現在生後６ヵ月から小学校３年生までの児童

を受け入れておりますが、市内在住の方につきましては、小学校６年生まで対象年

齢を引き上げ、保護者の子育てと就労等の両立をさらに支援してまいります。 

 

保育サービスの充実といたしましては、継続実施いたしますぼくもわたしも 

おかやっ子事業において新たに味噌を使った食体験事業を加え、市内の味噌蔵の見

学や味噌作り体験などにより、郷土に古くから伝わる食材の素晴らしさを子どもた

ちに伝承するとともに、食育の推進を図ってまいります。 

また、世界にタッチ 英語に触れよう事業では、子どもたちが国際交流員と一緒

に遊びながら英語や異文化に親しむ場を提供することにより、幼児期からの国際交

流や多文化共生社会に対する理解を深めてまいります。 

 

子育て世帯への経済的支援といたしましては、国の制度拡大に伴い低所得者の

多子世帯並びにひとり親世帯に対する保育料等の減額事業を拡充し、本市独自の

保育料減額事業と併せ、子育て世帯のさらなる負担軽減を図ってまいります。 

また、地方創生に向けた連携協定を結んでおります諏訪信用金庫との協働により、

大学等進学資金の借入に対する利子補給を行い、官・金連携による子育て支援とＵ

ターンの促進を図ってまいります。 

 

保育園整備事業では、新東堀保育園を運営いたします学校法人信学会に対して建

設費の助成などを行い、平成３０年４月の開園に向け事業を進めてまいります。 

また西堀保育園につきましては、敷地の測量・調査を実施し、併設を予定してい

る発達支援施設や武井武雄先生の顕彰など、引き続き整備手法の検討を深めてまい

ります。 

 

婚活に対する支援といたしましては、出会いの場創出事業として、岡谷市社会福

祉協議会や諏訪湖勤労者福祉サービスセンターが行う婚活イベントやセミナーに

対して助成を行うほか、諏訪広域連合が主催するイベントを通じて諏訪地域全体で
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婚活支援事業に取り組み、結婚へのきっかけとなる男女の出会いの場を創出してま

いります。  

 

地域福祉の推進では、避難行動要支援者避難支援事業により、災害発生時などに

自分で避難することが困難な方に対して、地域の皆様のご協力をいただきながら避

難支援体制などを整備し、住民同士の互助や地域の共助による安全・安心な体制を

強化してまいります。 

また、心配ごと相談・消費生活相談・ひとり親家庭相談・生活困窮相談など生活

に関する多様な相談窓口を一元化した福祉総合相談事業を引き続き実施し、それぞ

れの事情に応じて専門の相談員が丁寧な対応を行ってまいります。 

 

このほか、施設整備といたしまして、おかや総合福祉センター（諏訪湖ハイツ）

の屋根・外壁等の改修工事に着手し、乳幼児から高齢者まで幅広い年代の方々が快

適に利用できる施設として長寿命化を図ってまいります。 

なお、おかや総合福祉センターの大浴場の使用料につきましては、３年に１度の

使用料・手数料の見直しにおいて、受益者負担の適正化や今後見込まれる施設の維

持管理経費などの観点から検討いたしました結果、市内在住の満６５歳以上の方の

入浴料を本年７月より１００円から２００円に値上げをお願いすることといたし

ました。 

岡谷市ならではの温泉を備えた総合福祉施設として、将来にわたり多くの市民の

皆様に愛され快適に利用していただけるよう、引き続き適正な施設の維持管理に努

めてまいります。 

 

障がい者福祉の推進につきましては、平成３０年度を初年度とする第５期岡谷

市障がい福祉計画の策定に着手し、計画期間である平成３２年度を見据えた障がい

福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保により、障がい者が

必要な支援を受けながら、地域社会の一員としていきいきと生活していくことので

きるまちづくりを進めてまいります。 

 

介護保険事業では、新しい総合事業として、高齢者が生きがいと役割を持って生

活できる地域の実現のため、一般介護予防事業と介護予防・生活支援サービス事業

を実施してまいります。 

このうち、一般介護予防事業においては、これまでの介護予防事業を再構築し、



 12 

すべての高齢者を対象として、介護予防を目的とした運動指導や健康づくりなどの

介護予防教室を実施してまいります。 

また、介護予防・生活支援サービス事業では、訪問・通所サービスの充実を図っ

てまいります。 

認知症施策推進事業では、岡谷市認知症初期集中支援チームの活動をさらに推

進するとともに、認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らせるよう、地域支

援・ケア向上に取り組んでまいります。 

このほか、諏訪広域連合が策定する第７期介護保険事業計画との整合を図りな

がら、平成３０年度を初年度とする第８次岡谷市高齢者福祉計画の策定を行ってま

いります。 

 

社会保障の円滑な運営では、平成３０年度から都道府県が市町村とともに保険

者として運営を行う国民健康保険事業におきまして、引き続き厳しい財政運営が続

いておりますが、制度改正や医療費の動向に注視しながら、適正な課税と収納率の

向上に努め、歳入の確保を図り、安定的な事業運営を進めてまいります。 

また、平成３０年度を初年度とする第２期岡谷市保健事業実施計画（データヘル

ス計画）及び第３期岡谷市国民健康保険特定健康診査等実施計画について、これま

での取り組みや課題等を整理し、今後の保健事業や特定健康診査などをより効率

的・効果的に展開するための実施計画として策定を進めてまいります。 

 

福祉医療費の給付では、中学３年生までの子どもの医療費を無料とする子ども

医療費給付事業により、引き続き子育て世代の経済的負担の軽減を図ってまいりま

す。 

 

自立支援と最低生活保障では、生活保護に至る前の段階での自立支援の強化を

図る生活困窮者自立支援事業におきまして、相談支援員がそれぞれの状況に応じた

きめ細やかな相談・対応を行うほか、ひとり親家庭に対する高等学校卒業程度認定

試験合格支援事業を新たに実施し、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を

広げ、ひとり親家庭の自立と生活の安定につなげてまいります。  
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続きまして、基本目標３『自然環境と暮らしが調和した、安全・安心なまち』 

についてご説明申し上げます。 

 

地球環境対策の推進につきましては、太陽熱や地中熱などを利用する設備の設

置費用の一部を助成する再生可能エネルギー等活用補助金により、再生可能エネ

ルギーの有効活用と環境負荷の低減を図ってまいります。 

 

自然環境の保全につきましては、諏訪湖漁業協同組合などと連携し、諏訪湖に繁

茂するヒシを除去して堆肥化する諏訪湖ヒシ除去事業を引き続き実施し、諏訪湖浄

化を推進してまいります。 

 

廃棄物対策の推進につきましては、硬質プラスチック・小型家電リサイクル試験

回収実施事業により、硬質プラスチックと小型家電の試験回収・リサイクルに取り

組み、廃棄物の減量を進めてまいります。 

また、草や剪定枝等については、持ち込みができる預り所を設置し、堆肥化やチ

ップ化による資源化と燃やすごみの減量を推進してまいります。 

 

危機・防災・減災対策の推進では、平成２１年度に作成した岡谷市防災ガイドの

更新に向けて、新たな施設整備や土砂災害特別警戒区域の変更など状況の変化に合

わせた見直しに着手し、必要なデータ整備や情報整理等を進めてまいります。 

 

治山・治水事業の推進につきましては、計画的に進めておりますため池整備事業

として、老朽化の進んだ川岸三沢・明王のため池の改修工事に向けた設計業務に着

手し、地震や豪雨に対する安全性の確保と機能の保全を図ってまいります。 

また、森林づくり県民税などの特定財源を活用し森林の保全を計画的に行う林業

振興事業により、土砂災害の防止や二酸化炭素の吸収、水源涵養などの多面的機能

を発揮できる森林の整備を進めてまいります。 

 

川岸地区山林火災復旧事業では、円滑に事業を進めるため、林業専用道の舗装工

事を行うほか、地元復旧協議会が実施する造林事業などに対する支援を行い、早期

の復旧に努めてまいります。 

 

生活安全対策の推進では、各区等が設置している防犯灯のＬＥＤ化をより一層
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推進するため、わがまち安全・安心ＬＥＤ化事業として、既存の防犯灯電球をＬＥ

Ｄ電球へ計画的に交換することなどにより、夜間における安全・安心を確保すると

ともに、環境負荷や防犯灯維持管理経費の軽減などをさらに進めてまいります。 

 

空き家対策事業といたしましては、空き家の実態調査や意向調査などに基づき、

今後の空き家に対する対策方針をまとめた空き家対策計画の策定に着手するほか、

老朽化が著しく進行し周辺へ悪影響を及ぼすことが見込まれる空き家の除却に対

する補助制度を新たに創設し、住環境の向上による安全・安心の確保と景観の保全

などを図ってまいります。 

 

岡谷小学校につきましては、校舎等の解体・撤去工事を引き続き進めるとともに、

解体後の跡地の安全対策につきましては、現在実施しております詳細設計の結果を

見極めながら、適正な敷地の保全に努めてまいります。 

 

霊園事業特別会計におきましては、合葬式墓地の完成に合わせて使用者の募集

を行い、多様化する市民ニーズに対応してまいります。 

 

水道事業におきましては、３年ごとに見直しを行っております水道使用料につ

いて、将来的な人口規模や水需要の動向、施設の老朽化対策や災害に強い施設整備

などを考慮した結果、本年７月から料金の値上げをお願いすることといたしました。 

新たに策定いたします水道事業経営戦略のほか水道事業基本計画に基づき、長

期的な経営を見据えながら、引き続き水道施設の更新・再構築・耐震化を計画的に

進め、安全で安心なおいしい水を将来にわたり安定的に供給してまいります。 

 

下水道事業では、水道事業と同様に下水道事業経営戦略の策定に着手し、ストッ

クマネジメント計画や耐震化計画と併せ、長期的な視点に立って安定した事業を継

続的に実施していくための経営戦略を定めてまいります。 

また、施設整備につきましては、予防的修繕を行う下水道ストックマネジメント

（長寿命化）事業のほか、下水道総合地震対策事業、下水道雨水渠整備事業を計画

的に進めるとともに、停電時でも排水機能が確保できるようマンホールポンプ場へ

の自家発電設備の導入を進め、水道事業と併せ、災害に強い施設整備を推進してま

いります。 
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続きまして、基本目標４『生涯を通じて学び、豊かな心を育むまち』について 

ご説明申し上げます。 

 

岡谷市教育大綱の教育の理念であります、「自立し、共生し、創造性溢れる『岡

谷のひと』づくり」の実現に向けて、子どもたちの確かな学びと成長の支えを実現

し、豊かな感性と人間性を育みながら、学校・地域・家庭・行政の協働により、「岡

谷のひとづくり」を推進してまいります。 

また、生涯を通じて学び続け、スポーツに親しむ環境づくりを進めてまいります。 

 

学校教育の充実につきましては、教育大綱に掲げます確かな学力保障を推進する

ため、わかる授業・できる授業の実践に向けた学力向上推進事業を新たに実施し、

学力向上アドバイザーによります教員への学習指導や研修会などの開催により、教

員の資質向上と児童・生徒の学力向上に取り組んでまいります。 

 

子ども総合相談センターでは、長期欠席傾向にある児童・生徒の原級復帰や自立

に向けた支援を行うフレンドリー教室・中間教室を引き続き設置するほか、専任の

相談員・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーなどにより、保育園・

学校・専門機関などと連携しながら、児童・生徒一人ひとりの状況に応じたきめ細

やかな支援を行ってまいります。 

 

特別支援教育推進事業では、心身の障がいや発達の遅れ、生活や学習の上での困

難さを抱える児童・生徒、並びにその保護者に対して、臨床心理士などの資格を持

つ専門のカウンセラーが学校・関係機関などと連携しながら、引き続き個々の特性

に応じた支援や指導を実施してまいります。 

 

国の委託事業として実施している活力ある学校づくり推進事業では、岡谷田中

小学校、神明小学校において、市内企業と連携したものづくり体験学習や児童間交

流のほか、岡谷スタンダードカリキュラムの実践などにより、統合を契機とした魅

力と活力ある学校づくりを全市的に推進してまいります。 

 

通学路交通安全対策事業では、カラー舗装や区画線・ガードポストの設置など、

通学路の安全対策を計画的に進め、児童・生徒の登下校時の安全を確保してまいり

ます。 
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青少年の健全育成につきましては、学童クラブ室活用モデル事業を引き続き実

施し、学童クラブ室の空き時間を有効活用した生涯学習活動を推進してまいります。 

 

文化・芸術の振興につきましては、武井武雄先生の童画の精神を継承・発展させ、

新たな童画文化を創造する、第９回武井武雄記念日本童画大賞を開催し、童画のま

ちづくりを推進してまいります。 

また、施設整備といたしましては、岡谷市文化会館（カノラホール）小ホールの

音響設備等の改修工事を行い、より充実した施設で文化・芸術に親しめる環境を整

備してまいります。 

 

岡谷美術考古館におきましては、特別企画展といたしまして、縄文遺物の撮影を

数多く手掛けている写真家・滋澤雅人氏の作品を紹介するとともに、滋澤氏により

撮影された国指定重要文化財・顔面把手付深鉢型土器の写真の展示を行うほか、岡

谷市美術会などの協力により、全国規模の美術展で入賞した方々の作品を展示し、

岡谷市が誇る考古・美術をより多くの方に紹介することにより、集客力を高め、ま

ちなか回遊へと誘導してまいります。 

また、美術考古館 いこう。こよう。大作戦事業といたしまして、来館者の満足

感をさらに高めるための取り組みを新たに実施し、リピーターの獲得につなげてま

いります。 

 

図書館では、図書館やすらぎの森事業といたしまして、健康関連本や闘病記など、

健康・医療に関する本の専用コーナーを刷新するほか、岡谷市民病院に隣接した立

地を活かして、来院者などに対する図書サービスを充実させてまいります。 

 

スポーツの振興につきましては、岡谷市スポーツ推進計画に基づき、公益財団法

人岡谷市体育協会などの関係団体等との連携を深めながら、市民の皆様のライフス

タイルや多様なニーズに応じたスポーツ活動の推進と生涯スポーツの実現に向け

て支援してまいります。 

また、家族で様々なスポーツを体験していただくおかやファミリースポーツプ

ログラム事業や、おかや小学生体育塾、各種スポーツ教室を開催する地域スポーツ

活性化事業などにより、子どもから大人まで気軽にスポーツに親しむことができる

機会を提供してまいります。 
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このほか、おかやスケート振興事業では、ファミリースケートデーや各種スケー

ト教室、氷上運動会を開催することにより、多くの市民の皆様にスケート文化に親

しんでいただくとともに、おかやスピードスケート トータルサポートクラブでは、

初心者から全国大会をめざすレベルの子どもを対象に、年間を通じたトレーニング

などを実施してまいります。  
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続きまして、基本目標５『快適に生活できる、都市機能の充実したまち』につい

てご説明申し上げます。 

 

計画的土地利用の推進につきましては、少子高齢化や公共施設・インフラ資産の

老朽化などに対応するため、本年度から着手しております立地適正化計画の策定に

より、まちづくりの課題を洗い出し、すでにコンパクトにまとまったまちの機能と

生活環境のさらなる向上を図るとともに、岡谷市らしい特色あるまちづくりを進め

てまいります。 

 

まちの魅力を高める市街地整備につきましては、諏訪湖周サイクリングロード

整備事業といたしまして、県との連携により、岡谷市管理区間の事業実施に向けた

調査・検討などを進めるほか、諏訪市と共同で行っているスマートインターチェン

ジ整備調査事業では、地域の皆様の意見を伺いながら引き続き検討を進めてまいり

ます。 

  

市営住宅の活用及び管理では、市営住宅ストック活用計画の推進に向け、廃止の

方針としている老朽化の進んだ木造などの市営住宅の住替えを促進する老朽団地

住替事業を新たに実施し、市営住宅入居者の居住環境の向上を図ってまいります。 

 

基幹道路の整備につきましては、県事業であります地域幹線道路整備事業によ

り、県道下諏訪辰野線（岡谷川岸線）の整備を進めるとともに、岡谷駅前の岡谷停

車場線の電線地中化事業に引き続き取り組んでまいります。 

 

生活道路の整備では、交通量が多く舗装の傷みが見られる３２号線（湖岸通り

線）、１１号線（今井通り線）、１９号線（鎌倉街道線）、１０号線（十五社通り線）

などの舗装や側溝の改修等を進めてまいります。 

また、地域の生活道路として利用されている湊５号線、湊１１８号線のほか、長

地１号線の改良工事について、国の交付金等を活用しながら計画的な整備を行って

まいります。 

このほか、平成３０年４月の開園を予定している新東堀保育園の周辺道路となる

長地３４５号線及び長地３４５号線先線の整備を進めてまいります。 

 

道路法に基づく橋梁定期点検事業では、５年に１回の定期点検が義務付けられた
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市内１９９の道路橋の点検を引き続き進めるほか、点検結果に基づき改修等が必要

と判断された橋梁については、橋梁長寿命化修繕事業により予防的修繕を計画的に

行い、道路橋の長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図ってまいります。 

新年度の点検事業といたしましては、中央自動車道や横河川などにかかる１１橋

の点検を実施するほか、長寿命化修繕事業といたしましては、１５号線（旧国道通

り線）の横河川に架かる大橋の改修に向けた詳細設計などを実施いたします。 

 

公園の整備につきましては、鳥居平やまびこ公園管理棟の屋根の改修のほか、渓

流ひろばの水車小屋の改築とポンプの更新を行い、子どもからお年寄りまでが安全

で安心して自然に親しめる都市公園として整備を進めてまいります。 
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最後に、『総合計画の推進に向けて』についてご説明申し上げます。 

 

開かれた市政運営の推進につきましては、行政情報や福祉・観光・医療などのま

ちの情報を網羅した暮らしの便利帳を官民協働により作成・配布し、市民の皆様の

日常生活に役立つ情報を提供するほか、オープンデータ推進事業といたしまして、

市が保有する行政情報のうち開示可能な公共データをインターネットなどで公開

することにより、市民の皆様や民間企業による２次利用を促進し、新たなビジネス

チャンスの創出と地域経済の活性化を推進してまいります。 

 

国が進める社会保障・税番号（マイナンバー）制度につきましては、情報セキュ

リティ対策をより一層強化し、制度の運用に合わせた適正な環境整備と信頼性の向

上を図ってまいります。 

 

ふるさと寄附金 寄附促進事業では、市内事業所等の協力により、返礼品のさら

なる充実と積極的なＰＲを進め、ふるさと岡谷の知名度の向上と市内事業所の活性

化を推進してまいります。 

 

将来を見据えた行政運営の推進につきましては、平成３１年度を初年度とする

第５次岡谷市総合計画の策定に着手するほか、岡谷市まち・ひと・しごと創生総合

戦略の推進と進捗管理・事業の効果検証を行う総合戦略推進事業を引き続き実施し、

新しい岡谷の創生に向けた取り組みを加速してまいります。 

また、公共施設等総合管理計画推進事業では、施設の計画的な維持管理・修繕・

更新等に向けた個別施設計画の策定を行い、少子高齢化・人口減少時代に見合った

公共施設の最適化と長寿命化を推進してまいります。 

 

  

  



 21 

以上、平成２９年度予算編成の大要をご説明申し上げました。 

 

昨年１２月に諏訪湖周クリーンセンターが本格稼動し、これまで全力を傾注して

取り組んでまいりました、市民生活の安全・安心を支え、健康で生きがいを持って

暮らしていくための基盤施設となる６つの重要施策がすべて完了いたしました。 

新年度は、その成果が実感できるよう、市民の皆様の大切な財産となりました基

盤施設と既存の施設との連携を図りながら、その効果をまちづくりの推進に十分に

発揮させてまいたいと考えております。 

一方で、「新時代を切り拓くための行財政改革集中期間」の２年目として、さら

なる行財政改革に取り組みつつ、長期的な視点で真に必要な施設と市民サービスを

後世へ引き継いでいくための取り組みを進めることも重要であると認識しており

ます。 

 

岡谷市がめざす特色あるまちづくりを将来にわたり継続していくため、今後も市

民の皆様からのご意見などを的確に把握するとともに、厳しい財政状況のなか、選

択と集中を基本として、時代に即した真に必要な施策・事業を展開してまいります。 

新年度は、職員が一丸となり、これまで以上に創意工夫を重ねながら、申し上げ

てまいりました施策・事業についてさらに深化をさせるとともに、将来のまちに夢

と希望が満ちあふれ、市民一人ひとりがこのまちに住み、働くことに誇りと自信、

そして愛着を持つことができる、そんな「みんなが元気に輝く たくましいまち岡

谷」の実現に向けて、全力を傾注してまいりたいと決意をしております。 

 

議員各位並びに市民の皆様の絶大なるご理解とご協力を賜りますよう、心からお

願い申し上げまして、私の所信の一端といたします。 

 


