
 

 

 

 

 

平成３０年度 岡谷市 予算編成の大要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年２月 

岡 谷 市 

  



 



1 

平成３０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３０年度は、第４次岡谷市総合計画の最終年度となることから、基本計画

に掲げました目標の達成と将来都市像「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、これまで展開してまいりました施策、事業の集大成とし

て、その成果を確実に結実させるとともに、第５次岡谷市総合計画の計画期間で

あります次の１０年間へつないでいくための大変重要な年となります。 

 

また、岡谷市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」

に掲げます４つの戦略を基本として、本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の縮小を克服し、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

谷市の創生を確かなものとしていかなくてはなりません。 

 

こうしたことから、平成３０年度は「新たな時代を紡ぐ年」と位置づけ、市民

誰もが安全で安心して、健康で生きがいを持って暮らすことができ、このまちに

住み、働くことに誇りと自信、そして、愛着を持てるまちづくりを進めるととも

に、さらなる未来に向け力強い一歩を踏み出すため、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。 

 

平成３０年度のわが国の経済情勢は、内閣府が公表した「平成３０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・所得環境の改善が続き、経済の好循環がさらに進展するなか

で、民需を中心とした景気回復が見込まれるとしております。 

政府は、引き続き「経済再生なくして財政健全化なし」を基本として、６００

兆円経済の実現をめざすこととし、少子高齢化という最大の壁に立ち向かうた

め、「生産性革命」と「人づくり革命」を車の両輪として、２０２０年に向けて

取り組んでいくこととしております。 

 

このような見通しに基づく「平成３０年度予算編成の基本方針」では、「戦後

最大の名目ＧＤＰ６００兆円」、「希望出生率１．８」、「介護離職ゼロ」という
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「新・三本の矢」に沿った施策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均衡をめざすこととしております。 

併せて、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までその

効果を波及させ、経済の好循環をさらに加速させる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３０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９７兆７，１２８億円とする閣議決定をいたしました。 

 

また、総務省が公表した「平成３０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とともに、経費全般の徹底

した節減合理化に努めるなか、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。 

 

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１兆円を計上しております。 

このほか、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、前年度比１，３００億円増の  

４，８００億円を計上するなど、地方が行う取組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０．３％増の８６兆  

９，０００億円程度、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

０．９％増の７１兆２，７００億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、個人給与所得や納税義務者

数の増、また、法人関係では製造業を中心に業績が堅調に推移するなど明るい材

料はあるものの、固定資産税については、評価替えに伴う減収を見込まざるを得

ない状況となっているほか、年々増加しております社会保障関係経費につきま

しては、今後の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
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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、「岡谷市行財政改革３か年集中プラン」を基本として、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。  

 

この度上程いたします平成３０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、 

「確かな実りを紡ぐ 創生実現予算」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の成果を検証し、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、岡谷市の創生を確かなものとし、次の１０年間へ着実につないでいくた

め、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、先般、閣議決定されました

「生産性向上特別措置法案」の成立に合わせ、生産性を向上させる先端的な設備

を導入した認定事業者に対し、新たな設備投資に係る固定資産税を３年間ゼロ

とする特例措置の適用をめざしてまいります。 

本市の基幹産業であります製造業につきましては、新技術・新製品の開発や次

世代産業への参入支援、若年人材確保や生産性向上のための支援などにより、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、企業誘致、
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市内企業の流出防止のほか、新たなブランド戦略を展開するなど、産業全体の振

興に積極的に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、次世代を担う子どもたちが健や

かに育まれるよう、家庭・学校・地域・行政が互いに連携し、地域社会全体で子

どもを育てることができる風土の醸成と環境整備を進めるとともに、状況に応

じたきめ細やかな支援を積極的に推進するほか、人口減少に歯止めを掛けるた

め、出会いの場の創出から、結婚・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、市民の皆様の防災・減災意識や

健康志向の高まりのほか、少子高齢社会などへの対応を進め、高齢者も若者も、

障がいのある方もない方も、市民一人ひとり、すべての市民の皆様が、健康で生

きがいを持って、長く「ふるさと岡谷」に住み続けることができるよう各種施策

を展開してまいります。 

 

これら重点施策に基づく平成３０年度の一般会計当初予算額は、総額１９２

億８，８００万円、前年度比では４億２，２００万円、２．１％の減といたしま

した。 

また、一般会計・特別会計合計では、総額２５２億４，６００万円、前年度比

では１４億５０万円、５．３％の減といたしました。 

 

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２９年度

決算見込額を基に６８億５，３００万円、前年度比では６，４００万円、０．９％

の減を見込んでおります。 

地方交付税につきましては、平成２９年度決算見込額や地方財政計画などを

基に３８億２，７００万円、前年度比では４，９００万円、１．３％の増を見込

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、臨時福祉給付金給付事業費や民間保育所整備等補助金の減などに伴

い、前年度比１億６，７０６万４千円、２．４％の減の６８億２７１万３千円、

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１億３，４９９万４
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千円、８．５％の減の１４億５，６８６万円、商工費では、中小企業金融対策事

業費の減などにより、前年度比３億１，５６６万円、１２．８％の減の２１億 

５，３３７万２千円、土木費では、道水路維持補修費、道水路等整備事業費の増

などにより、前年度比２億３，３３２万８千円、１５．０％増の１７億     

９，００１万２千円としております。 

 

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１２３億２，０４４万７千円で、前

年度比２億３，７３３万７千円、２．０％の増といたしました。 
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それでは、基調に沿って、平成３０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、市内での新規創業

を促進するとともに、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、経済産業省中小企業庁のほか、

新たに経済産業省商務情報政策局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

業の技術力や充実した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、市内企業の特徴や課題を具体的に把握するとと

もに、今後めざすべき新分野を見極め、今後の工業振興施策の展開、市内企業の

新分野への挑戦・参入を促進するための指針となる、新たな「岡谷市工業活性化

計画」を策定してまいります。 

また、精密加工技術を強みとして、少量多品種への対応や高付加価値製品の製

造といった本市の製造業が持つ特長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、医療・ヘルスケアや航空・宇宙など拡大が見込まれる産業への進出を支
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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、これらの取組を

新たな受注確保へつなげるため、引き続き展示会出展事業を展開してまいりま

す。 

地域経済牽引事業では、地域未来投資促進法に基づき策定した、「長野県諏訪

圏６市町村基本計画」に基づき、地域経済牽引企業に対し、成長分野への参入や

設備投資、販路開拓等まで一体的な支援を行い、地域経済全体の活性化につなげ

てまいります。 

さらに、先般、閣議決定されました「生産性向上特別措置法案」の成立に合わ

せ、岡谷市として「導入促進基本計画」を策定し、生産性を向上させる先端的な

設備を導入した認定事業者に対し、平成３０年度から３年間において、新たな 

設備投資に係る固定資産税をゼロとする特例措置の適用をめざしつつ、市内企

業が国の各種制度を積極的に活用できるよう、事業環境の整備に取り組むこと

で、市内企業の設備投資の促進と地域経済の活性化をより強力に推進してまい

ります。 

このほか、新たにＩｏＴ導入支援事業として、ＩｏＴの導入により生産性の向

上や人手不足の解消に向けた取組を支援するほか、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。 

 

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組を進めるとともに、大手企業が持つ開放

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。 

 

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、

ＮＰＯ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

ランドの確立に引き続き取り組んでまいります。 

 

産業の連携・交流では、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



8 

行う産学官金連携推進事業を実施してまいります。 

また、企業連携推進事業として、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。 

このほか、中小企業が集積する７都市で構成する中小企業都市連絡協議会で

は、共通する課題の解決に向けた情報交換を行うほか、埼玉県川口市において開

催されます中小企業都市サミットにおいて、中小企業の活性化や課題解決に向

けた提言を国等へ行ってまいります。 

 

中小企業融資制度では、中小零細企業向けの支援として、保証料や利子の一部

を補助するなど、経済情勢の変化に対応し、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、岡谷市街なかにぎわい創出事業として、昨年実施

いたしました商業環境調査の結果を踏まえ、岡谷商工会議所、岡谷市商業連合

会、岡谷ＴＭＯと連携し、調査結果をもとに分析と検証を行い、商業振興につな

げるための施策を検討するとともに、社会経済環境の変化に対応できるよう、街

なかのにぎわいを創出するためのソフト事業を中心とする計画の策定に向け取

り組んでまいります。 

また、新規出店の際の改修や既存店舗の改修に要する費用などの一部を助成

する商業等振興補助金により、引き続き空き店舗の解消や商店街の活性化を図

ってまいります。 

 

観光の振興につきましては、外国人観光客をはじめ、より多くの方々に本市の

魅力を伝えるため、「湖に映える、美しいものづくりのまち岡谷」発信事業とし

て、東京スカイツリー５階に設けられております「Beautiful NIPPON」観光  

ＰＲコーナーにおいて、本市を代表する市民祭であります岡谷太鼓祭りをはじ

めとした観光イベント情報のほか、岡谷シルク、食、自然環境などの多彩な観光

資源のＰＲを行い、多くの方々に岡谷市へ足を運んでもらえるよう取り組んで

まいります。 

また、湖畔公園にあります小口太郎顕彰碑等建立から３０周年を迎えること

から、生誕１２０周年と併せまして小口太郎生誕１２０周年・顕彰碑等建立３０

周年記念事業を、地元湊地区を中心とする小口太郎顕彰碑等保存会と連携し、実

施してまいります。 



9 

このほか、地方創生交付金事業として６市町村共同で取り組んでおります「諏

訪の国」ブランド展開と観光推進組織基盤創生事業では、散在する観光資源を

諏訪の国ブランドの統一コンセプトのもと、エリアの素材として磨き上げると

ともに、土産や食などの他産業への波及を促進することで観光地としての付加

価値の底上げを図ってまいります。 

 

シルク関連では、ＮＰＯ法人シルク文化協会と岡谷商工会議所、岡谷市などで

構成する実行委員会による日本絹文化フォーラムを引き続き開催し、日本の絹

文化と岡谷が誇るシルクブランドを発信するほか、養蚕担い手育成事業として、

桑の栽培や繭の生産など、養蚕に必要な経費を助成するとともに、地域おこし協

力隊の募集を行い、養蚕から生糸、そしてシルク製品までのすべてを岡谷市内で

生産・製造する、オール岡谷産のシルク製品の確立に向けた取組を進め、さらに

は、地域おこし協力隊員の岡谷市への定住につなげてまいります。 

 

岡谷蚕糸博物館（シルクファクトおかや）では、企画展といたしまして、「千

年の色 吉岡幸雄 古き日本の美しき世界」と題し、日本の伝統色の再現に取り

組む、染色家吉岡幸雄氏の作品と染めの材料・技法を紹介するほか、「皇室のご

養蚕」をテーマとした企画展を開催してまいります。 

さらに、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。 

 

農林漁業の振興につきましては、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図

るため、就農初期段階の青年就農者に対して、経営の安定化を支援する農業次世

代人材投資事業を新たに実施するほか、サポートファーム事業により、担い手の

育成、地産地消の推進、遊休農地の解消に取り組んでまいります。 

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、引き続き猟友会と

の連携によりニホンジカなどの捕獲を行うほか、近年発生しているニホンザル

による被害の軽減と捕獲に向け、電気柵や捕獲用の檻の設置などに取り組んで

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、

林道常現寺線の舗装工事のほか、林道横河山線に架かります観音橋の架け替え
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工事に着手してまいります。 

 

雇用対策の充実につきましては、緩やかに続く景気回復を背景に人材確保が

困難となっている市内企業の実情を捉え、インターンシップによる職業体験や

県外大学等へ進学した学生の市内企業への就職を促進するため、市内企業見学

会、年末企業研究会等への参加ツアーを開催し、学生の就職活動から内定までを

段階的にサポートする若年人材確保事業に新たに取り組んでまいります。 

また、若者未来の就職応援事業として、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。 

このほか、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

合同就職説明会では、新たに岡谷技術専門校コーナーを設置し、利活用をＰＲす

るとともに、諏訪地域への就職と移住を併せて推進してまいります。 

 

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

の情報を発信することにより、現役世代を中心とした移住を促進するなど、岡谷

市の創生に向けた取組を推進してまいります。 

また、岡谷リサーチお試し宿泊事業として、移住相談者に対して、市内宿泊施

設での短期の宿泊に対する助成を行い、宿泊体験を通じて岡谷市のすばらしさ

を知っていただくことで、移住・定住へつなげてまいります。 
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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

説明申し上げます。 

 

健康づくりの推進では、「岡谷市食育推進計画」を包含する「第３次岡谷市健

康増進計画」を基本として、健康寿命の延伸をめざして、健康意識の啓発や疾病

の早期発見・早期治療、個人の健康づくりを支援する体制強化を進めてまいりま

す。 

また、「健康寿命」延ばそぉかや事業として、生活習慣病や栄養に関する講演

会、保健師による個別指導などを行うほか、特定健診の受診率向上に向けた受診

勧奨、医療機関との連携によるセルフコントロールの支援を行うなど、生活習慣

病予防、疾病の重症化予防に取り組んでまいります。 

このほか、「おいしく たのしく」おかや食育プラン推進事業として、各地区

での栄養講座や栄養指導、栄養士による個別指導など、健全な食習慣の定着に向

けた食育の推進と生活習慣病の予防・改善を促進するほか、新たに高齢者の低栄

養予防対策に取り組んでまいります。 

 

予防対策の推進では、肝炎対策推進事業として、国の「肝炎対策の推進に関す

る基本的な指針」に基づき、検査体制の強化を図るため、４０歳の方を対象とし

て肝炎ウイルス検査を実施してまいります。 

このほか、誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現をめざし、地域の

実情に応じた実践的な取組を推進するための「岡谷市自殺対策計画」を策定いた

します。 

 

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、妊娠から出産、乳幼児期までの切れ目のない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、母親支援といたしましては、同年齢の子をもつ母親を対象に、母親同士

の情報交換の場の提供と、保健師・保育士をはじめとした専門職による親支援の

アドバイスを行う子育てママのおしゃべりサロンのほか、新たに第一子を妊娠

中の母親を対象として、妊娠中から出産に向けた様々な不安や悩みを解消する

ため、先輩ママとの交流や専門職との相談の機会を提供するプレママさん応援

事業を実施してまいります。 
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医療体制の充実では、岡谷市民病院といたしまして、高齢化の進展などに伴い

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、安全・安心で、質の高い医療を提供してまいります。 

なお、本年３月３１日の任期満了を以って退任される平山病院事業管理者に

おきましては、岡谷市民病院名誉院長に就任していただき、後任として就任され

る、天野新病院事業管理者兼病院長のもと、「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み、市民の皆様の期待や信頼に応えられ

るよう努めてまいります。 

継続的、安定的な医療の提供に必要な医師、看護師の確保につきましては、引

き続き信州大学医学部への訪問を重ね、連携を深めるなかで取り組んでまいり

ます。 

また、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に取り組む

とともに、医師養成課程向けの育英基金奨学金の効果的な活用を進めるほか、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。 

  

子育て支援の充実につきましては、新たに実施いたします子どもが集まる多

機能広場「おかやコドモテラス」設置促進モデル事業として、一場所多役の子ど

もの居場所づくりをめざし、食事や学びの場の提供、悩み相談などが受けられる

よう、官民連携によるモデル事業として実施し、課題の検証やノウハウの蓄積な

どを進めながら、民間団体等による活動へとつなぎ、子どもの健やかな成長を支

援してまいります。 

また、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

の簡単な食事づく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

を実施し、父親の育児参加の促進を図ってまいります。 

 

保育サービスの充実といたしましては、新西堀保育園整備事業として、保育環

境の充実を図り、発達特性のある子どもたちの支援体制を充実するため、発達支

援施設を併設する新西堀保育園整備に向け、設計業務に着手してまいります。 

武井武雄生家敷地との一体的整備にあたりましては、童画をはじめ、子どもの

ために尽くされた武井武雄先生の息吹を感じる、魅力ある施設となるよう顕彰

の形を新施設に活かしながら、事業を推進してまいります。 

また、継続実施いたしますぼくもわたしも おかやっ子事業では、郷土に古く
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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。 

このほか、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・県と連携して低所得者の多

子世帯及びひとり親世帯に対する保育料等の減額事業を実施し、本市独自の保

育料減額事業と併せ、引き続き子育て世帯の経済的負担の軽減を図ってまいり

ます。 

また、中学３年生までの子どもの医療費を助成する子ども医療費給付事業で

は、平成３０年８月診療分より、医療機関等の窓口での受給者負担金（５００円）

を除いた医療費を無料とする現物給付方式を導入し、子育て世帯の負担軽減を

図ってまいります。 

このほか、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。 

 

婚姻に対する支援といたしましては、結婚を望む未婚者に対して出会いの場

を提供する恋つむぐ岡谷 出会いの場創出事業として、市内事業所等を通じて

幅広く周知し、より多くの方のご参加をいただくなかで、岡谷市社会福祉協議会、

諏訪湖勤労者福祉サービスセンターとの連携により婚活イベントを行うほか、

結婚に向けた自分磨きを支援するブラッシュアップセミナーを併せて開催する

ことで、より効果的な事業として展開してまいります。 

また、結婚に対する経済的な不安を解消するため、結婚に伴う住居費及び引越

費用を支援する「おかやでスタート！」結婚新生活支援事業に新たに取り組み、

結婚のきっかけとなる男女の出会いの場の創出から、結婚、定住までトータル的

にサポートしてまいります。 

 

地域福祉の推進では、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。 
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また、新たに実施しますあったか見守りネットワーク事業では、岡谷警察署と

協力協定を締結し、連携を強めるなかで、認知症の方や高齢者などの行方不明時

における迅速な情報共有により、行方不明者の早期発見とご家族の負担軽減に

努めるとともに、地域全体で高齢者等を見守るネットワークの構築をめざして

まいります。 

 

障がい者福祉の推進につきましては、「第５期岡谷市障がい福祉計画」に基づ

き、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。 

新たに地域生活支援拠点整備事業として、障がい者やその家族の急病、また災

害等の緊急時における相談体制の構築や一時避難場所の確保など、安心を担保

する体制を６市町村共同により整備してまいります。 

このほか、認知症や精神障がい等により判断能力が十分でない方の権利擁護

全般に関する相談支援体制の中核を担う、成年後見支援センターの平成３１年

度開所に向け、岡谷市社会福祉協議会へ職員を派遣し準備を進めてまいります。 

 

高齢者福祉の推進につきましては、「第８次岡谷市高齢者福祉計画」を基本と

して、家庭・地域・各種団体・行政がそれぞれの特性に応じた役割を担い、連携

することにより、高齢者が持てる能力を発揮しながら、住み慣れた地域で安心し

て生活を送ることができるまちづくりを進めてまいります。 

 

介護保険事業における包括的支援事業では、医療と介護の両方を必要とする

状態の高齢者が、自分らしい暮らしを続けることができるよう、切れ目のない在

宅医療・在宅介護の提供体制の構築に向け、関係機関等と検討を進めてまいりま

す。 

このほか、認知症施策推進事業として、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、認知症の方やその家族を支援する相談等を通じ

て、地域支援・ケア向上に取り組んでまいります。 

 

社会保障の円滑な運営では、国民健康保険事業が、国保財政の安定化を目的

に、平成３０年４月より、これまでの市町村単位の運営から都道府県単位の運営

に変わります。この制度改正に伴い、県から示されました標準税率に準じた改定
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を行う必要があり、ここで国民健康保険税の値上げをお願いすることといたし

ました。 

なお、国民健康保険事業特別会計の平成２９年度決算において、実質収支に赤

字が見込まれる場合には、一般会計からの法定外の繰り入れを実施することで

被保険者の負担を軽減してまいります。 

 

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、自立相談支援を核に就労支援、住

居確保支援などのほか、新たに家計再建支援を取り入れ、引き続きそれぞれの状

況に応じたきめ細やかな相談、対応を行い、生活困窮者の自立に向けて幅広く支

援してまいります。 

  



16 

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規模を拡大して実施

し諏訪湖浄化を推進してまいります。 

また、広く市民に環境保護に対する認識を深めていただき、具体的な行動へ移

すきっかけづくりを目的として開催しております岡谷エコフェスティバルが節

目の２０回目を迎えることから、記念事業として岡谷市の環境を考えるシンポ

ジウムを開催し、環境問題に対する意識のさらなる高揚を図ってまいります。 

 

廃棄物対策の推進につきましては、継続実施いたします硬質プラスチック・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むほか、草や剪定枝等については、引き続き預り所

を設置し、堆肥化やチップ化による資源化と廃棄物の減量を進めてまいります。 

 

危機・防災・減災対策の推進では、３年に一度開催しております総合防災訓練

について、岡谷西部中学校を主会場として実施し、緊急時における組織体制の機

能確認及び実効性の検証と併せて、市民の防災・減災に対する意識の醸成を図っ

てまいります。 

また、防災ガイド作成事業として、平成３１年度の更新に向けて基本データの

作成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、老朽化の進んだ長地中村常現寺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
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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して、引き続き支

援してまいります。 

 

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

ＬＥＤ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進めてまいります。 

 

空き家対策事業では、「岡谷市空家等対策計画」に基づく事業展開として、空

き家の除却費用に対する補助のほか、新たに、空き家バンク制度の活用を促進

するための奨励金の創設、実際の空き家を活用したワークショップの開催、空き

家セミナー及び相談会の開催に取り組み、空き家の利活用及び適正管理を推進

し、住環境の向上による安全・安心の確保と景観の保全を図ってまいります。 

 

老朽団地住替事業として、「市営住宅ストック活用計画」において、廃止の方

針としている老朽化が著しい市営住宅の入居者に対し、移転費用を補償すると

ともに、移転後の家賃については従前の家賃に据え置くことで、住み替えを促進

し、入居者の安全確保と住環境の向上を図ってまいります。 

 

一般住宅の防災・減災対策事業といたしましては、住宅防災・減災事業として、

木造住宅の耐震改修に対する補助金の上限を６０万円から１００万円に引き上

げることで、さらに耐震改修を促進してまいります。 

 

岡谷小学校跡地につきましては、校舎等の解体、撤去工事が完了したことか

ら、詳細設計の結果を踏まえ、適正な敷地の保全を進めてまいります。 

 

水道事業におきましては、将来の水需要の動向や施設の老朽化に注視すると

ともに、「岡谷市水道事業経営戦略」及び「岡谷市水道事業基本計画」に基づき、

将来を見据えた経営の健全化と経営基盤の強化を図りつつ、小井川配水池をは

じめとした水道施設の再構築事業に取り組むほか、引き続き水道施設の更新・耐
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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、「岡谷市下水道事業経営戦略」をはじめとする各種計画を基

本として、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

説明申し上げます。 

 

岡谷市教育大綱に教育理念として掲げます「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、長野県教育委員会から派遣を受け新たに配置します指導主事と既存

の学力向上アドバイザーを中心として、チーム岡谷による学力向上推進事業に

取り組み、児童・生徒の学力向上、教職員の資質向上をめざしてまいります。 

また、ふるさと岡谷に学ぶ学習の推進事業として、ものづくり体験学習や地域

資源を活用した岡谷スタンダードカリキュラムの実践を全市的に展開し、郷土

を愛する心を育み、ふるさと回帰につなげるとともに、将来のものづくりのまち

岡谷を担う人材育成と魅力と活力ある学校づくりを進めてまいります。 

さらに、平成３２年度から本格実施となります新学習指導要領により、小学校

における外国語授業及び外国語活動の授業時数が増加するため、ＡＬＴによる

授業支援の充実を図るとともに、英語支援アドバイザーを派遣し、子どもたちの

語学力向上と教員の不安解消を図ってまいります。 

このほか、新たに放課後の中学生学習支援事業として、教員ＯＢなどの地域人

材の力を活かし、中学２年生を対象として英語、数学の学習支援を行う岡谷子ど

も未来塾では、学習習慣の確立や学習意欲の高揚を図ってまいります。 

 

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。 

また、小学校においても長期欠席や不適応を起こす事例が増加傾向にあるこ

とから、中学校に加え、小学校へも心の教室相談員を派遣し、早期の支援を行っ
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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。 

また、インクルーシブ教育をさらに推進するため、これまでの岡谷田中小学校

へのＬＤ等通級指導教室に加え、連続性のある多様な学びの場の整備として、長

野県教育委員会と連携のもと、中学校では諏訪管内初となりますＬＤ等通級指

導教室を岡谷西部中学校へ設置し、特別な教育ニーズに対応してまいります。 

 

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るとともに、次期計画作成に向けた通学路

合同点検を実施し、児童・生徒の登下校時の安全を確保してまいります。 

 

青少年の健全育成につきましては、学童クラブ室環境快適化事業として、川岸

小学校学童クラブ及び神明小学校第２学童クラブにエアコンを整備してまいり

ます。 

このほか、８月にカノラホールを会場として開催いたします、第４２回全国高

等学校総合文化祭「２０１８信州総文祭（放送部門）」につきましては、芸術文

化活動への参加意欲を喚起し創造的な人間育成を図るとともに、本大会を通じ

て、全国規模での生徒相互の交流、親睦が図られるよう、大会の成功に向け取り

組んでまいります。 

併せて、参加する高校生はもちろんのこと、観覧に来られる方々に対しまして

もおもてなしの心をもってお迎えし、再び岡谷を訪れていただけるよう努めて

まいります。 

 

文化・芸術の振興につきましては、縄文文化情報発信事業として、下諏訪町と

の共同により、黒曜石の発掘と流通に焦点を当てた親子バスツアーを開催し、広

域的に地域の歴史や文化を学び、郷土への愛着と誇りを生み出すことで、ふるさ

との再発見につなげてまいります。 

また、新たにシルクおかや桑の木情報発信事業として、カイコ学習の推進に当

たり、桑の葉の確保が課題となっていることから、蚕糸懇話会が配布した桑の木
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について、その栽培場所を公開するほか、栽培のための助言など総合的な情報提

供を行ってまいります。 

 

岡谷美術考古館におきましては、開館５周年記念事業として生誕１００周年

早出守雄展、県展を支えた岡谷の巨匠展、生誕１１０周年野村千春展、若手アー

ティスト育成展示のほか、考古企画展として燃え上がる火焔土器展、縄文の顔大

集合展を開催してまいります。 

 

図書館では、図書館はつらつ来ぶらりとして、シニア世代を対象としたコーナ

ーの設置、図書館探検や大活字本などを紹介する図書館利用講座を行うことで、

読書に親しんでいただくとともに、図書館の利用を促進してまいります。 

また、子どもの自主的な読書活動を推進するため、平成３１年度を初年度とす

る「第３次岡谷市子ども読書活動推進計画」を策定してまいります。 

 

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、スポーツきっかけづくり事業として、市民がスポーツを気軽に行うこと

ができる機会を提供するため、各種スポーツ教室を開催するとともに、親子を対

象にした体験型のスポーツイベントを開催してまいります。 

 さらに、おかやキッズ 運動大好き事業として、子どもの運動能力の向上を図

るため、小学校１・２年生の体育の授業に専門指導員を派遣するほか、運動嫌い

を克服するためのおかや小学生体育塾を開催してまいります。 

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し、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るため、市民、地域の皆様のご意見を伺

いながら、「岡谷市立地適正化計画」の策定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、長野県及び諏訪湖周３市町

の連携による諏訪湖周サイクリングロード整備事業といたしまして、岡谷市管

理区間であります、釜口水門から下諏訪町境までの間の設計業務に着手するほ

か、諏訪市と共同で行っておりますスマートインターチェンジ整備調査事業で

は、引き続き地元地域の皆様のご意見を伺いながら、整備の実現に向けて事業を

推進してまいります。 

 

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、岡谷駅前の県

道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４号線（間下道

線）、１０号線（十五社通り線）、１１号線（今井通り線）、１２号線（小井川東

町線）、１９号線（鎌倉街道線）、３２号線（湖岸通り線）をはじめ、計１９路線

の舗装の打ち替えや側溝の改修等を計画的修繕事業として実施してまいります。 

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、長地１

号線の新設改良工事について、国の交付金等を活用し、計画的な整備を進めてま

いります。 

このほか、本年４月開園となります、信学会東堀保育園の周辺道路となる長地

３４７号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年に一度の定期点検が義務付けら

れた市内１９８の道路橋のうち、ＪＲ線路や塚間川などに架かります残り３８

橋の点検を実施してまいります。 

また、橋梁長寿命化修繕事業として、これまでに実施してまいりました定期点

検の結果に基づき、改修等が必要と判断された１５号線（旧国道通り線）の横河
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川に架かる大橋などについて、予防的修繕を計画的に行うことで、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。 

 

公共交通の整備では、経年により老朽化が進んだシルキーバス及びスワンバ

スの車両を更新し、安全で快適な運行を行ってまいります。 

また、シルキーバス利用促進事業として、広報おかやに無料乗車券を掲載し、

利便性を体験していただくことで、利用者の拡大を図ってまいります。 

 

公園の整備につきましては、鳥居平やまびこ公園のドッグランの更新のほか、

岡谷湖畔公園などの遊具の更新を行い、子どもから高齢者までが安全で安心し

て自然に親しめる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、シルキーチャンネルシステム更改

事業として、開局から１０年が経過し機器の更新が必要であることから、昨年度

来、他の情報発信手段も含め、今後の方向を検討してまいりましたが、広く市民

へ情報を伝達するツールのひとつとして必要性を感じていることから、システ

ム更改を行ってまいります。これにより映像のハイビジョン化、またネット配信

も可能となることから、情報発信ツールとして効果的な広報活動を展開してま

いります。 

また、住民サービスの向上を図るため、マイナンバーカードを利用して、住民

票の写し等の証明書をコンビニエンスストアで取得することができるコンビニ

交付サービス事業について、平成３１年３月のスタートに向け、諏訪６市町村共

同で準備を進めてまいります。 

 

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を進めるほか、健全財政の維持とより適正な組

織・職員体制の構築を図るため、新たな行財政改革プランを策定してまいりま

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。 

このほか、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を進めるとともに、新たな取組としてふ

るさと納税型クラウドファンディングを導入してまいります。寄附金の使いみ

ちを明確にすることで、財源の確保と併せて、本市の特色あるまちづくりのＰＲ

とふるさと岡谷の知名度向上をめざしてまいります。 
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以上、平成３０年度予算編成の大要を説明申し上げました。 

 

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しながら、厳しい財政状況であっ

ても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。 

一方で、「新時代を切り拓くための行財政改革集中期間」の最終年度となるこ

とから、引き続き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組を進めることも重要であると

認識しております。 

 

平成３０年、今年の一文字として「実」という漢字を選びました。 

冒頭に申し上げましたとおり、平成３０年度は、第４次岡谷市総合計画の計画

期間であります１０年間の集大成となる年であり、これまでの間、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６つの基盤施設の

整備をはじめ、様々な施策、事業を展開してまいりましたが、それらを紡ぎ束ね

合わせることで最大の効果を発揮しながら、成果として確実に実を結ぶよう、全

力を挙げて取り組んでまいります。 

 

また、市民誰もが安全で安心して、健康で生きがいを持って暮らすことができ、

このまちに住み、働くことに誇りと自信、そして、愛着を持てるまち、そんな「み

んなが元気に輝く たくましい岡谷」の実現と、将来にわたって持続可能で、将

来のまちに多くの夢と希望を描ける確かなまちづくりをこれまで以上に創意工

夫を重ねながら、力強く進めるとともに、申し上げてまいりました施策、事業に

ついて、積極果敢に取り組んで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。 

 


