
 

平成２６年 第２回浜松市議会定例会 

一般質問及び浜松市答弁 

 

  質問者 市民クラブ 斉藤晴明 

 

質  問 答  弁 

１ 財政について 

 

(１) 市債も含めた歳入について 

ア 本年４月より消費税が５％

から８％になったことに伴

い、地方消費税は１％から

１．７％となった。今後の景

気動向にもよるが、仮に来

年１０月に消費税が１０％と

なれば地方消費税は２.２％

となるが、本市にとってどの

ような影響が考えられるの

か伺う。 

イ 合併特例債の期限が平成

２７年度から３２年度までの

６年間延長され、発行可能

額が５６５億円から７８７億

円となった。 

平成２５年度当初での残

高は２８１億円となり、前年

度決算比４５億円の減となっ

た。そこで、今後の方向性に

ついて伺う。 

ウ 臨時財政対策債の平成２

４年度末残高は前年度比９

８億円増の９２９億円となっ

た。 

そこで、今後の国の動向

を含めた方向性について伺

う。 

エ 平成２６年１０月１日以後

に開始する事業年度から法

人市民税法人税割の税率

が１２．３％から９．７％に引

き下げられることになるが、

本市における影響額はどう

か伺う。 

 

 

 

 

小柳財政部長 

１(１)ア、イ、ウ、エ 

次に、ご質問の１番目の１点目の１つ目、消費税の影響についてお答えいた

します。消費税率について、今後、政府が引き上げを決定した場合、本年４

月に１％から１．７％に変更された地方消費税率は、来年１０月より２．２％と

なります。本市予算への影響については、歳入では、引き上げ税率分の２分

の１に相当する額が県内市町村に人口按分により地方消費税交付金として

交付されます。税率が１％であった平成２４年度決算額は約８２億円でありま

したので、景気動向にもよりますが、平年度化された後の交付金総額はその

約２．２倍程度が目安と考えております。なお、地方消費税交付金は地方交

付税の算定において、基準財政収入額に算入されるため、交付税額及び臨

時財政対策債の総額が減尐する方向に影響することに留意が必要です。一

方、歳出における課税経費への影響等につきましては、本年４月の引き上げ

時と同様と考えておりますので、正確な把握に努め、適切に予算反映してま

いります。 

次に２つ目、合供特例債についてお答えいたします。昨年、変更の議決をい

ただいた、新市建設計画において、喫緊の課題である津波対策事業や防災

減災事業の財源として、新たに合併特例債を活用することとし、合併特例債

の発行可能期間を６年延ばし、発行見込額を２２２億円増の７８７億円としま

した。合併特例債は後年度、元利償還金の７０％が基準財政需要額に算入

されるなど、制度上、有利な市債でありますので、市債抑制基調を堅持し、選

択と集中による規律ある財政運営と市債管理を行うことを前提に、有効に活

用してまいりたいと考えております。 

次に３つ目、臨時財政対策債についてお答えいたします。臨時財政対策債

は、平成１３年度に国の交付税特別会計における借入れに替わるものとし

て、３年限定ではじまった制度ですが、地方財政法の改正が繰り返され、現

在、平成２８年度までは制度として存続することが決まっております。本市で

は、２２年度以降毎年１４０億から１６０億円、２６年度は約１４０億円を措置し

ており、当面は交付税振替の一般財源として借入せざるを得ない状況である

と見込まれます。制度上、臨時財政対策債の元利償還金については、基準

財政需要額に全額算入されることになっておりますが、本来、地方交付市長

して措置されるべきものでございますので、今後も引き続き、指定都市市長

会の活動を通じ、臨時財政対策債の廃止と地方交付税の法定率引き上げを

国に求めてまいります。 

次に、４つ目の法人市民税法人税割の税率引き下げに伴う影響額について

お答えいたします。地方税法の改正により、法人税割の税率が１２．３％から

９．７％に引き下げられます。この改正は平成２６年１０月１日以後に開始す

る事業年度から適用となるため、１年後の平成２７年９月末日以後に決算を

迎える法人の申告額から影響が現れます。影響額につきましては、平成２４

年度法人税割決算額７６億円をベースに試算いたしますと、平年度化する平

成２８年度では、約１６億円の減収が見込まれます。一方で、税率引き下げ

分は、消費税の税率見直しに伴う増収の集中を是正するため、全額地方交

付税の原資となり、地方公共団体へ交付されるものでございます。 
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オ 臨時財政対策債は後年度

に元利償還金の１００％が

地方交付税の基準財政需

要額に算入され、基準財政

収入額が増えればその分地

方交付税は減額となり、臨

時財政対策債分が全て地

方交付税で戻ってくる保証

はないばかりか、地方交付

税そのものが国の裁量によ

るものであり不透明である。 

また、法人市民税の引き

下げと地方交付税への再分

配の根拠を地方法人課税の

偏在是正としているが、国

が一方的に都市部の法人

住民税収を取り上げて、「国

税化」「地方交付税化」する

もので、税源移譲を含めた

地方分権に逆行する。一面

では有利である合併特例

債、臨時財政対策債におけ

る地方交付税への算入と同

じように、後に確実に交付さ

れるのか不確定で不安がつ

のる。 

地方交付税で交付すべき

財源を地方に借金という形

で押しつけをして、その借金

は、基準財政収入額として

算入するが、本来は、そうし

たやり方ではなく、借金した

同額を地方交付税とは別に

交付すべきである。 

そうしないと、仮に景気が

良くなり基準財政収入額が

増えれば地方交付税が減

り、結果的に借金した額は

市の努力にも関わらず交付

されないわけである。 

このような最近の一連の

国のやり方について危うさを

感じる。 

 

鈴木市長 

１(１)オ、カ 

１番目の１点目の５つ目、国の動向に対する所感について、でございます。

地方財源不足への対応はそもそも臨時財政対策債という起債で措置するも

のではなく、地方交付税の法定率引き上げにより対応すべきものでありま

す。法人住民税法人税割の一部国税化については、消費税収増に伴う税収

の集中是正を目的としており、本市のように地方交付税や臨時財政対策債

に一定程度、依存している立場からは、方向性は理解できるものであります

ので、交付税原資化された部分の取扱いをしっかり見ていく必要があると考

えております。国は、国際公約として２０２０年にプライマリーバランスを黒字

化させることを掲げている中、財政再建と歳出削減の取り組みを強化するこ

とが予想されますが、その中で、地方自治体への他方交付税や補助金など

の削減圧力が強まることは大いに懸念するものであります。地域経済の活性

化があってこその国であることは論を待ちません。地方の財源確保について

は、指定都市市長会等を通じ、引き続き強く国に訴えてまいります。また、こ

のような状況下では、同時に自らを厳しく律し、自らの責任において、財政の

健全性を保つ努力をすることも極めて重要であり、今後も持続可能な財政運

営、行財政改革の推進に取り組んでまいります。 

次に６つ目の税収増の取り組みについてお答えいたします。財政の健全性を

保つ上で、市歳入の大宗を占める税収の増加を図ることは大事な要素であ

ります。税収増には、税源の確保と、収納率の向上が必要不可欠でございま

す。このため、新・産業集積エリアの事業推進や企業の海外進出支援をはじ

めとした、産業の活性化による景気浮揚策、それに伴う雇用の創出や就労

支援、交流人口の増大など、市全体を元気にするような施策を展開し、税源

涵養に努めてまいります。また、市税滞納削減アクションプランに基づく、市

税収納率の更なる向上に向けた取り組みについても引き続き強化してまいり

ます。 
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そこで、市長としての所感

と今後の取り組みについて

伺う。 

カ 国の動向を踏まえて、今後

の税収を増やすために市長

としてどのような取り組みを

考えているのか伺う。 

 

 

(２) 歳出について 

扶助費やインフラの管理コ

スト、新清掃工場や新病院建

設、マイナンバー制度導入に

よるコンピューター整備など大

規模事業が目白押しである。 

ア 現時点での見込みとして、

今後１０年間の扶助費、一

般公共建築物と道路・橋梁

などのインフラ資産の維持

管理・改修費についてどの

ように推移していくのか伺

う。 

イ 今後１０年間で新病院、新

清掃工場、マイナンバー制

度導入など主な大規模事業

にかかる費用についてはど

うか伺う。 

 

 

ウ 以上のように、今後、大幅

な支出が予想されるが、ど

のような対策を講じて歳出

の縮減をしていくのか伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 本年度当初予算の基金残高

が３５０億円であるが、基金も

今後、どのような考えのもとで

 

 

 

 

 

 

 

 

小柳財政部長 

１(２)ア、イ 

次に、２点目の１つ目、今後の扶助費等の推移についてお答えいたします。 

まず、扶助費でございますが、高齢者人口は増加してまいりますので、介護

等、高齢者に係る経費の増加が見込まれます。一方で子どもの数は減尐し

てまいりますが、子ども・子育て支援新制度の施行により、保育需要の増加

が見込まれますので、今後も扶助費全体としては増加傾向で推移するものと

見込んでおります。次に、本市の保有するインフラ資産に係る改修・更新経

費でございますが、今後５０年間で、公共建築物で約１兆３，０００億円、道

路・橋りょう等では約９，８００億円と試算しております。現在、公共建築物に

ついては、総量縮減、長寿命化の取り組みに着手しておりますが、道路・橋り

ょう等すべてのインフラ資産に関し、情報の一元化を順次進め、保有資産全

般についでの維持管理、修繕、更新の具体的な考え方をまとめてまいりま

す。 

次に、２つ目、今後１０年間の大規模事業について、お答えいたします。ご質

問にございました、新清掃工場や医療センター新病棟の建設、マイナンバー

制度導入にかかる費用等の大規模事業については、それぞれ相応の財政

負担が見込まれることから、民間活力の積極的活用を含めた事業手法や事

業規模等を十分に検討のうえ、計画的に事業化してまいります。 

 

 

鈴木副市長 

１(２)ウ 

ご質問の１番目の２点目の３つ目、歳出の縮減について、お答えいたします。

ご質問にもございましたとおり、今後、尐子高齢化に対応するための扶助費

の増加、公共建築物やインフラ資産の維持更新費用の増加、新清掃工場や

医療センター新病棟の建設などの大規模事業に加え、緊急の課題としての

津波対策事業や防災減災事業など、歳出増が見込まれる要因は多くござい

ます。これら重要な事業を適切に進めていくためには、地方全体としての地

方財源の確保や浜松市としての税収増などの歳入確保策に加え、歳出縮減

による財源捻出も大事な方策の一つであると考えております。このため、ま

ず、本年度、新たな中期財政計画を策定し、中期的な展望のもと、財政運営

を行う指針を定めます。さらに、具体的には、選択と集中による施策の重点

化、歳出規模・実施時期の精査、民間活力の積極的な導入などを通じて、歳

出の見直しを不断に進めてまいります。 

 

 

小柳財政部長 

１(３)  

次に３点目、基金の取扱いと方向性についてお答えいたします。財政調整基

金は、景気悪化等による大幅な税収減や災害発生による支出増など、不測
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取り扱いをしていくのか、明確

化すべきと考える。 

そこで、今後の取り扱いと方向性

について伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育について 

(１) ２０１７年から公立学校教職

員の給与負担が県から本市に

税源移譲され、個人住民税の

県民税４％、市民税６％の現

行税率を、県民税２％、市民税

８％となる。しかし、税源移譲

だけでは６割程度しか賄えな

いため、地方交付税で補填措

置を講ずることとなった。 

税源移譲され市の裁量で独

自の教育を実行できるのは歓

迎すべきでことではあるが、そ

のことが市の負担増や、教育

の質の低下、勤務条件がどう

なるのかなど心配、不安視さ

れていることも事実である。 

今後、こうした課題を整理し

ながら、国、県との協議を進め

ていくことになるが、全体像の

確認と現時点での問題点・課

題について以下伺う。 

ア 今後の全体的なスケジュ

ールについてはどうか伺う。 

 

 

 

イ 県からの税源移譲と地方

交付税で補填することにな

っているが、市の負担が増

えることはないのか伺う。 

 

 

の事態に対処し、長期的な視野に立った計画的で安定的な財政運営を行う

ための基金であり、平成２６年当初予算ベースで１２６億円の残高となってい

ます。このような基金の趣旨に鑑み、本市では、合併後、残高１５０億円を目

途に財政運営を行ってまいりましたので、今後も引き続き、同水準の基金残

高を確保してまいります。一方、特定目的基金は特定の使途に資するために

設置している基金であり、平成２６年当初予算ベースでは３２基金、２２４億円

の残高であります。本年度は、資産管理基金、津波対策事業基金をはじめ、

合計で前年度比２０億円増の４４億円を取り崩すこととしております。今後、

年度間の財源調整、後年度事業費の財源確保という観点からも、特定目的

基金の設置目的や処分規定に合致する事業については基金を積極的に活

用してまいります。 

 

 

花井学校教育部長 

２(１)ア 

次にご質問の２番目の１点目の１つ目、今後のスケジュールについてお答え

いたします。 平成２９年４月の権限移譲に向けては、学校教育部内に「移譲

事務検討会」を設置し、その下に作業部会として給与定数、人事などの４つ

の部会を立ち上げたところであります。今年度は、給与システムの在り方に

ついての検討、県費負担教職員と市職員の勤務条件の違いなどについて庁

内関係課の協力を得ながら整理してまいります。平成２７年度以降は、給与

システムの構築を進め、移譲前までにそのテスト稼働が可能となるよう準備

を進めてまいります。併せて、学級編制、教職員定数に係る事務について、

県教育委員会の協力のもと、静岡市教育委員会との連携を図りながら準備

を進めるとともに、関係条例・規則の制定に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小柳財政部長 

２(１)イ 

次に、２番目の１点目の２つ目、市の財政負担についてお答えいたします。

県費負担教職員の給与負担等の指定都市への移譲に関する財政措置につ

いては、国庫負担金、道府県から指定都市への個人住民税所得割２％の税

源移譲、地方交付税の組み合わせとなります。道府県から指定都市への事

務移譲に関し、これまでは、すべて地方交付税による財政措置であったもの

が、今般、税源移譲が実現することは画期的なことであります。国庫負担金

及び税源移譲によっても不足する経費について、今後、国において交付税措
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ウ 教職員は給与の削減など

勤務条件について心配して

いるが、支援員・補助員の

通勤費などを含めた給与に

ついて基本的にどう考えて

いるのか伺う。 

エ 人材流出防止や新規採用

を増やすなど人材確保が重

要となるが、どのような方針

で対応するのか伺う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) ３５人以下学級が政権交代

により後退したり、静岡式３５

人学級による教員不足が深刻

化するなど、学校現場では依

然としてさまざまな課題を抱え

ている。 

そこで、現在、本市では小学

１・２年の３０人学級を実現して

いるが、小学３年以上への拡

大や教員の加配など市として

どのように具体的な対策を講

じていくのか伺う。 

 

 

 

(３) 学校教育・生涯学習を推進

するために、教職員ＯＢを如何

置の詳細が検討されることになりますが、今回の県費負担教職員の給与負

担等の移譲については、財政措置として、財政中立を基本に、国が地方財政

措置を検討し、適切に講じることを前提として、関係道府県と指定都市が合

意したものでありますので、指定都市市長会を通じ、道府県と連携しながら、

国が適切な交付税措置を行うよう求めてまいります。 

 

 

花井学校教育部長 

２(１)ウ、エ 

次に、３つ目の勤務条件についてお答えいたします。給与を含めた勤務条件

につきましては、地方公務員法第２４条第５項「国及び他の地方公共団体の

職員等との権衡を失しないようにする」という給与、勤務時間その他の勤務

条件の根本基準によるとともに、学校現場に混乱が生じないよう十分な配慮

をしていくことが必要だと考えております。現在の勤務条件の水準を維持す

ることを基本としつつ、今後、関係諸機関との協議を進めてまいります。な

お、支援員・補助員の通勤費につきましては、制度により統一が図られてい

ない面もありますので、関係各課と調整し検討してまいります。 

次に４つ目の人材確保についてですが、優秀な教職員を確保するためには

現在の勤務条件の水準を維持することが必要だと考えます。 平成２９年度

に権限が移譲されれば、今まで以上に市としての主体的・一元的な教育施策

の推進が可能となりますので、独自の学級編制基準の設定、学校の実態に

応じた教員配置、キャリアデザインを意識した研修の実施など、小・中学校が

子どもや教職員にとってさらに魅力的なものとなることが人材確保にとって重

要であると考えます。また、教職員の新規採用におきましては、ガイダンスや

メールマガジン等による積極的な情報発信により、志願者数の増加に努めて

おります。面接の重視や多様な加点制度といった浜松市の採用試験の特色

を生かし、魅力ある教職員を採用してまいります。 

 

 

児玉教育長 

２(２) 

次に、ご質問の２番目の２点目３０人学級編制の小学３年生以上への拡大に

ついて、お答えします。３０人学級編制は、市長マニフェスト「こども第一主義

を進めます」のもと、昨年度は、小学１年生について１６校で実施し、今年度

は、２年生に拡大し、１・２年生合わせて、延べ３１校に３１人の市費常勤講師

を配置いたしました。教員と子どもが向き合う時間が増え、一人一人に丁寧

な指導を行うことができ、保護者からも感謝の声が聞かれています。今後も、

小学１・２年生で、３０人学級編制を実施し、３年生以降の学びと育ちに結び

つけていきたいと考えております。また、これまでの成果や課題を検証しなが

ら、３年生以上の学級編制のあり方について研究してまいります。 

 

 

 

 

花井学校教育部長 

２(３) 

次に、３点目の退職教職員の活用についてお答えいたします。平成２５度末

定年退職者で、今年度、小・中学校に勤務する再任用職員は２４人で、昨年

度より１７人増えております。公的年金の支給開始年齢が引き上げられたこ
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にして活用するかがキーポイ

ントとなる。 

本年度の再任用者は、退職

者７７人中２４人（約３割）と例

年に比べ増えてはいるが、市

職員に比べて尐ない。そこで、

教職員ＯＢを活用し協働センタ

ーなどに配置して、健全育成

や学校施設開放業務、協働セ

ンターでの講座対応などをし

て、地域における教育の拠点

への活用を進めてはと考える

が伺う。 

 

 

(４) 公立小中学生の学校給食費

未納対策について、回収率は

向上しているが、現場では大

変苦労している。 

そこで、学校現場の事務負担の

軽減と、透明性・公平性の

確保や学校給食の質を維持

していくためにも公会計にす

べきと考えるがどうか伺う。 

 

 

 

 

３ 保育行政について 

本年度策定予定の事業計

画の基本的な考え方につい

て、以下伺う。 

(１) 昨年度に実施した子育て支

援に関するニーズ調査で、保

育に対するニーズはどのよう

な結果であったのか。また、そ

れを受けての総括はどうか伺

う。 

(２) 本市内には、保育園がただ

でさえ同規模の他都市に比べ

半数しかなく待機児童が多い

中、保育所への入所要件が保

育に欠ける子から必要とされ

る子へ変更される。 

そこで、本市としてどのよう

な方針のもとに推進し、特に私

とにより、昨年度より多く任用しております。再任用職員は、学級担任を受け

持ったり、部活動指導をしたり、また、これまでの経験を生かして若い教職員

への指導などもしています。また、教職で培った知識や経験を生かし、区役

所の相談業務や、生涯学習業務などの仕事に就いている職員もおり、学校

以外で、間接的に学校現場を支える仕事をしています。今後も、退職教職員

の力が発揮できるよう、学校現場を初め、生涯学習施設などへの配置を、関

係課とともに調整してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

花井学校教育部長 

２(４) 

次に、４点目の学校給食費未納対策についてお答えいたします。本市の学

校給食費の徴収率は、平成２４年度９９．９３％となっており、全国平均の９

９．５％と比べても高い状況です。これは、各学校が保護者への働きかけを

積極的に行った結果です。公会計方式の実施については、情報を一元化す

るシステムの導入経費や維持管理費、人的措置に多額の費用がかかるた

め、効率化を十分に見据え検討することが重要となります。 また、未納対策

も課題です。既に公会計化に移行したある政令市では、市のみで督促を行っ

ていましたが、徴収率が向上しないため、家庭を知る学校に督促の協力を求

めました。公会計方式への移行については、先進政令市の状況を注視しな

がら、検討してまいります。 

 

 

兼子こども家庭部長 

３(１)(２)(３) 

ご質問の３番目、保育行政についての１点目のニーズ調査の結果と総括、２

点目の事業計画の方針と具体的な対策については関連がありますので、一

括してお答えします。昨年１０月、就学前児童の保護者３，０００人を対象に

「子育て支援に関するニーズ調査」を実施しました。この調査で、定期的に利

用したい施設についての項目では、保育所は４１．６％という結果でした。こ

れは、現在の保育所利用率２２．５％を上回る数値です。また、就労を希望す

る母親の約８割が、パートタイム等の短時間勤務を希望しているという結果

が同じ調査から得られており保護者の就労形態に合わせたきめ細かな対応

が必要であると考えられます。現在、ニーズ調査の結果を踏まえ、地域の実

情も考慮して、多様な保育ニーズに応じるための必要な保育供給量を確保

する子ども・子育て支援事業計画を策定しているところでございます。具体的

には、引続き保育所の創設・増改築を進めるほか、認証保育所には、認定こ

ども園や認可保育所への移行、小規模保育事業の実施を促してまいります。

また、事業所内保育施設については、地域型保育事業への移行に向けて必

要な情報を提供し、その希望がある場合には、随時相談に応じてまいりま

す。 私立幼稚園に対しては､今月実施する新制度に関する意向調査を踏ま

え、認定こども園への移行を支援してまいります。 

次に、３点目の保育士の確保について、お答えいたします。本市では、平成２

８年４月までに、保育所の定員を１，５４０人増やす予定であることから、新た
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立幼稚園、保育所、認証保育

所、事業所内保育施設などの

具体的な対策はどのようにし

ていくのか伺う。 

(３) 現在でも保育士の確保が厳

しい中で、今後、保育士の人

材を確保するためにどのような

対策を講じていくのか伺う。 

 

 

 

４ 浜松城公園長期整備構想と

動線について 

(１) 浜松城公園長期整備構想

は、将来像がよく見えない。 

整備構想では「景観につい

てシンボル性を有している浜

松城を活かして、移動する人

や公園を目指す人から意識さ

れるよう、天守曲輪の石垣や

天守閣の眺望を阻害しないよ

う配慮し、云々」や、「庁舎は将

来的な改築時に構想区域外へ

移転する考えとする」とある一

方で、「美術館や文芸館（平成

２７年３月にクリエイトに移転予

定）、松韻亭（茶室）など公園

内施設間の一体感を生む、中

心市街地における市民文化活

動の拠点」としている。 

そこで、規模は小さくとも、き

らりと光り威厳のある、また市

民や観光客には憩いと歴史が

感じられ、今後、発掘調査が

進められる東照宮を含めた純

粋な浜松城の公園となるよう

にしてはと考えるがコンセプト

を伺う。 

 

 

(２) 街なか浜松城・文化ゾーン

の動線について、浜松城公園

長期整備構想では「徒歩など

での円滑なアクセスを妨げて

いる地下道の廃止や車動線と

の分離、誘導サインの整備を

に２５０人程度の保育士が必要となり、保育士不足が懸念されます。現在、

民間保育所では、共同で保育資格取得予定者を対象に合同就職説明会を

開催するとともに、求人情報専用のホームページの開設を準備していると聞

いております。また、市立保育所は、「広報はままつ」での募集や保育所の勤

務経験者へ個別の働きかけをし、保育士確保に努めております。今後につき

ましては、再就職を希望する潜在保育士を対象とした研修会の開催や相談

体制の整備などに取り組み、人材の確保に努めてまいります。 

 

 

 

田中花みどり担当部長 

４(１) 

次にご質問の４番目の１点目、浜松城公園長期整備構想のコンセプトについ

てお答えします。浜松城公園は、都市部の貴重な緑地、オープンスペースと

して市民の憩いの場となっており、浜松城は、徳川家康公が青年期から壮年

期までの１７年間を過ごし、野面積が今も残るなど歴史的にも、観光の拠点と

しても重要な役割を担っております。こうした観点から、構想では、浜松城の

歴史を尊重し、「歴史の継承・市民文化創造の杜」をテーマに、「場の記憶を

活かす公園」「浜松の核となる公園」「市民とともに成長する公園」を３つの基

本方針としております。また、４つのゾーンを提案しております。今後の浜松

城公園の整備にあたっては、こうした考え方をもとに、市民の皆さまとの十分

な話し合いを行いながら、整備計画の検討を進め、長期的視点をもって、本

市の核となる公園として、市民が誇りをもて、さらには市内外から多くの人が

訪れ親しまれる公園となるよう取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木副市長 

４(２) 

次に、ご質問の４番目の２点目、街なか、浜松城・文化ゾーンの動線につい

てお答えいたします。昨年の市議会５月定例会の一般質問においてご提案

いただいた旧鴨江別館を含めた浜松駅から浜松城への動線につきまして

は、関係各課との協議の結果、国道２５７号における伝馬町交差点の平面横

断化の整備に向けた調整を進めるとともに、旧鴨江別館は最寄りのバス停

名称を鴨江アートセンターに変更いたしました。また、家康の散歩道につきま

しても新たに五社神社などを加えコースの充実を図るとともに、案内看板も
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検討する」「観光拠点として機

能の拡充を図っていく」として

いる。 

また、昨年の私の質問に対

し「庁内関係各課で連携を図

り、調査研究していく」との答弁

であったが、どのように調査研

究したのか。 

今後、おもてなしの心をより

一層具体的に進めるために、

家康の散歩道との一体感を含

めた、駅からの動線を石畳道

とするなど道路や誘導サイン

の整備を、今回の徳川家康公

顕彰４００年記念事業をはじめ

として、今後迎える家康公関連

の節目の記念事業のためにも

早期に実現すべきと考えるが

あわせて伺う。 

 

 

５ 浜名湖観光圏について 

(１) 浜名湖観光圏整備事業につ

いて、市としての将来像を示す

べきと考えるが伺う。 

(２) 大草山と舘山間への吊橋、

舟運事業、フィッシャーマンズ

ワーフなど具体的な事業につ

いて、基金などを活用して行政

として積極的に関わって進め

てはと考えるが伺う。 

(３) 以上のことを踏まえ、たきや

漁、潮干狩り、東名浜名湖ＳＡ

や舞阪の北雁下からの今切舟

運事業、シラス・ドウマン蟹・ト

ラフグ・鱧・モチがつおなどの

豊富な水産資源などを、点か

ら線、線から面へと具体的な

事業展開を進めて、箱根、世

界遺産の富士山に続き、浜名

湖を日本、いや世界のブランド

として強力に推進していくため

に、地元との協議・調整をしつ

つ、外部からも具体的な手法

や地元を活かせるプランを発

掘するなどプレゼンテーション

英文併記のものにリニューアルしているところです。これらの取組を推進する

ことで、利便性とアクセス環境の向上を図ってまいります。今後も、家康の散

歩道と一体感のある動線の検討及び道路等の整備について様々な手法で

関係課が連携し、都市型観光など総合的なまちづくりの観点で、来訪者への

おもてなしの心の醸成に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安形産業部長 

５(１)(２)(３) 

ご質問の５番目の１点目、浜名湖観光圏事業における市としての将来像につ

いてお答えします。浜名湖観光圏整備事業は、今後の本市の観光産業の振

興を図る上で、大変重要な事業であります。当地域では、平成２１年度に国

土交通大臣の認定を受けて、５年間にわたり、自治体や観光関連団体の連

携による魅力向上と誘客拡大に取り組み、現在２期目の認定に向け、準備を

進めております。新観光圏の事業では、これまでの観光施設や景勝地を巡る

ツアーではなく、住民を含めた地域全体で、多様な資源を組み合わせて魅力

あるプランを作成し、滞在型、体験型の観光地域づくりをおこなうことが求め

られております。認定にあたっては、民間の観光地域づくりマネージャーやプ

ラットフォームの設置など、人材や体制の強化が必須となっており、本市とし

ては、こうした仕組みづくりに向けた支援を行うとともに、自治体や各団体の

連携、ネットワークの強化、インフラ整備などを推進してまいります。この新観

光圏の計画策定にあたり、観光地域づくりマネージャーをはじめ、湖西市や

民間の観光関連団体などの構成員の皆様と十分に協議する中で、浜名湖を

中心とした観光振興の将来像についても、できるだけ具体的に示してまいり

ます。 

次に、２点目、吊橋及び舟運事業、フィッシャーマンズワーフについてお答え

します。大草山と舘山間の吊橋設置については、事業提案者である館山寺

温泉観光協会が、県立自然公園の第２種特別地域及び県指定名勝地内で

あることによる県との調整や運営に係る資金面等について協議、調整を行っ

ているところでございます。今後関係者の協議の進捗や県の動向を確認の

上、市としての関わり方について検討してまいります。 

次に、浜名湖サービスエリアを起点とした舟運事業につきましては、昨年の

社会実験を踏まえ、現在ＮＰＯ法人浜名湖観光地域づくり協議会が中心とな

り事業展開をしております。本市といたしましては、浜名湖の魅力ある観光コ

ンテンツであると考えておりますので、引き続き浜名湖観光圏事業において、
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などを実施して、スピード感を

もって進めるべきと考えるが伺

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ‐Ｆｉ）の取り

組みについて 

公衆無線ＬＡＮの整備につ

いて、本市の一部で進めてい

るが十分とは言えない。 

外国人観光客の誘致や地

域活性化につなげることがで

きるほか、災害発生時に携帯

電話が混雑してつながらない

場合でもネット接続が可能など

メリットは大きい。 

そこで、本市においても官民

一体となって、通信基地局の

増設など公衆無線ＬＡＮ事業を

強力に進めるべきと考えるが

伺う。 

誘客に向けたＰＲや旅行商品の造成などに積極的に取り組んでまいります。

フィッシャーマンズワーフ整備につきましては、現在、舞阪地区の観光及び漁

業関係団体等が、協議会を設立し地域活性化に向けた取り組みを協議する

なかで、今年度、社会実験として水産品等地場産品の販売を検討しておりま

す。本市もこの協議会にオブザーバー参加し、関係機関と課題や可能性など

について調整し、取り組んでまいります。 

次に、３点目、浜名湖のブランド推進についてお答えします。浜名湖観光圏

整備推進協議会は、行政や観光協会はもちろんのこと、漁業協同組合や遊

覧船事業者など多様な団体で構成されております。協議会では、これまでも

首都圏のイベントでの水産物と観光資源を組み合わせた情報発信や、ご当

地メニューの牡蠣カバ丼を活用した宿泊キャンペーンなど、水産資源を活用

した事業を実施してまいりました。今後におきましても、浜名湖観光圏事業の

認定を受け、市も含めた地域の多様な人材や団体、専門家等で構成する観

光地域づくりプラットフォームが主体となって、漁業や農業、産業などを活用

した体験プログラムの造成を進めるとともに、浜名湖地域全体の観光振興に

向けたプロデュースを行い、国内外への浜名湖の魅力の発信やブランド化に

取り組んでまいります。 

 

 

鈴木副市長 

６ 

次に、ご質問の６番目の公衆無線ＬＡＮ、いわゆるＷｉ－Ｆｉの取り組みについ

てお答えいたします。本市におけるＷｉ－Ｆｉの取り組みとしては、観光交流人

口拡大のため、浜松駅構内の観光インフォメーションセンターにＷｉ－Ｆｉ環境

の整備を行ったほか、浜松市外国人観光客誘致推進協議会にて整備に係る

補助を実施しています。また、民間事業者の一部においても営業戦略の一

環として、サービスを提供しています。 Ｗｉ－Ｆｉを拡大していくためには、民

間事業者の協力が欠かせません。そのためには、設置による集客効果やト

ップ画面への広告掲載による宣伝効果など、民間事業者のメリットを訴え、

参入意欲を高めることが重要です。このようなことから、今後は官民協働によ

るＷｉ－Ｆｉ事業の実施に向けて、研究会を立ち上げ、進めてまいります。 

 

 

 


