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松本市長選挙立候補予定者アンケート回答 

（立候補表明順） 

１松本市の抱える課題について、次のテーマ毎の対応策についてお聞かせください。 

 （各項目を課題認識の適格性 4 点満点、政策の具体性 3 点満点、政策の実現性 3 点満点 

で評価） 

・人口減少、少子化社会への対応について  

 

候補名 回答 評価 

臥雲義尚 次世代に対する予算を大幅に増額し、徹底した

子育て支援と多様な教育環境整備を行い、少子

化にストップをかける。嘱託等で働く保育士保

処遇向上を目的に、公私連携型保育園の設置な

どを進め、「待機児童ゼロ」と保育の質の向上

を実現する。 

課題認識の的確性 4/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 8/10 

花村恵子 まずは女性が安心して働き、出産、子育てをす

る環境が整えられることが重要であると考え

る。また性別役割分担の意識を変え、男性の子

育てはもちろん、地域社会全体で子どものいの

ちを大切にする政策が重要だと考える。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 4/10 

大月良則 ・子育て支援策（18 歳までの医療費の無料化・

待機児童ゼロの取り組み等）の充実により人口

の自然増 

・積極的な移住・交流政策の推進により人口の

社会増に取り組み、人口を増加させ、経済を活

性化する。 

課題認識の的確性 4/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 7/10 

百瀬智之 「環境先進都市・松本」を構築して、豊かな地

域資源をまちづくりの推進力に変えていきま

す。都市部をより都市部らしく洗練し、今まで

大都会に流出していた人の流れを食い止め、域

内で賑わいを創出して人を呼び込めるまちづ

くりを進めて参ります。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 4/10 

上條邦樹 「子どもファースト松本」として、日本一子育

てしやすいまち松本を目指します。 

純然待機児童、潜在的待機児童、そして隠れ待

機児童、すべての待機児童をただちに解消いた

します。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 6/10 



2 

 

 

・インフラ整備（道路・公共施設等）について 

 

 

 

 

候補名  回答 評価 

臥雲義尚 国道１９号、奈良井川や田川の堤防道路、梓川

を渡る橋梁などの整備・更新を進め、慢性的な

渋滞を緩和する。路線バスの『公設民営』体制

を確立し、利便性の向上や路線網の充実に取り

組む。自転車専用道や駐輪スペース整備を推し

進める。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 7/10 

花村恵子 広域道路網整備を速やかにすすめ、パークアン

ドライドなどの拡充などで中心市街地の車輌

乗り入れを抑制し渋滞解消をはかる。地域に密

着した役割を明確にした市立病院建設を進め

る一方、市内の空きビルや既存の施設を有効利

用する。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 6/10 

大月良則 都市機能充実のため必要なインフラ整備、およ

び渋滞解消のための道路整備を進める。水道管

の敷設替え、道路・橋梁との計画的な補修をす

すめる。現在計画されている３つの公共施設に

ついては建設を進める。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 7/10 

百瀬智之 新しい公共交通機関としてトラム（次世代型路

面電車システム）を導入して参ります。トラム

沿線や都市機能誘導区域を中心にまちづくり

を加速的に進め、道路整備を実施するのみなら

ず公共施設を適宜統廃合・再配置し、歩いて暮

らせるまちづくりを実現します。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 5/10 

上條邦樹 箱ものと言われるいわゆる松本市三大公共事

業をはじめ、すべての事業を白紙に戻し、再点

検のうえ、改善案を示した上ですすめます。特

に道路の拡幅や整備で棚上げとなっている案

件は大至急進めて車の渋滞の解消にただちに

着手いたします。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 4/10 
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・農業振興について 

 

 

 

 

 

 

 

候補名  回答 評価 

臥雲義尚 全国屈指の農業適地であることを「松本ブラン

ド」として PR し、質の高い特産物の生産や先

端技術の導入を進める農業者の支援に取り組

む。食と自然と観光を組み合せ、農村や里山の

ライフスタイルを地域の収益につなげていく。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 7/10 

花村恵子 全国的な田園回帰の潮流を活かした農村での

民泊や海外からのワーキングホリデー、「農業

女子」など農業希望者の受け入れと拡大、スマ

ート農業を推進し、「作り加工し販売する」農・

工・商の連携で地産野菜など「松本ブランド」

創出をすすめる。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 4/10 

大月良則 JA と連携して人・農地プランの具体化。遊休

農地の利活用推進。農業従事者の確保・育成を

進めるとともに、農産物のブランド化を図り、

販売価格の向上、所得向上に取り組む。農業の

魅力を高め、農業を発展させる。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 7/10 

百瀬智之 本市には高品質で際立った特徴を持つ農産物

や加工食品が数多くあり、国内外の需要を拡大

し、付加価値を向上させていく余地はまだまだ

あると考えます。マーケティングデータを調査

分析して販路拡大を目指し、高付加価値での販

売に力を入れて参ります。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 4/10 

上條邦樹 松本のすばらしい農産物のブランド化を進め、

さらに新しい農産物の目玉の開発に力を入れ

ます。世界的なトレンドに沿ってオーガニック

生産物や無農薬・減農薬の商品の開発と生産を

促進し、松本の農業振興を力強くすすめます。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 5/10 
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・経済対策について 

 

 

 

 

 

 

 

候補名  回答 評価 

臥雲義尚 松本城三の丸に位置する現市役所用地を、景観

と賑わいを生み出すために有効活用する。「分

散型再生可能エネルギー」の普及を推進する。

大学やシンクタンクと幅広く連携し、新産業の

研究開発部門やスタートアップ企業の誘致に

取り組む。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 7/10 

花村恵子 AI を基軸にした新たな産業創出をめざす一

方、官民あげて暮らしと環境を生かした経済政

策と中心市街地に移住と多様な人々があらた

な生活消費者となる生活や暮らしのコミュニ

ティタウンを創る。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 4/10 

大月良則 海外からの観光客および国際会議の誘致を積

極的に推進。活力ある中心市街地実現。必要な

公共事業の実施。企業誘致・起業の促進を進め

るとともに、中核市移行により、松本平の振興

ビジョンを策定し、地域経済の活性化を図る。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 7/10 

百瀬智之 本市の産業が将来にわたり持続的に発展する

ことができるよう、世界的に成長が期待される

分野への企業の進出支援や産業の構造転換に

力を入れます。「日本一創業しやすい街づくり」

を掲げ、多彩な創業者を育成することができる

システムを構築します。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 4/10 

上條邦樹 最も力を入れたいのが経済対策です。疲幣した

松本の経済を大至急立て直すべく、すべての分

野に大胆かつ大規模な支援体制を構築いたし

ます。松本の全産業をかつて以上に復活させる

為のあらゆる手段を講じます 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 5/10 
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信州まつもと空港について 

 

 

 

 

候補名  回答 評価 

臥雲義尚 中型機を軸に世界水準の地方空港として整備

するため、政府・長野県・松本市が協議する場

を設置する。駐機場の新設・整備場の誘致・交

通アクセスの抜本的強化に取り組み、国際定期

便の就航、広域圏からの利用増大、新たな雇用

の創出を実現する。 

課題認識の的確性 4/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 8/10 

花村恵子 空港と中心市街地、駅、高速道路のインターな

どとのアクセスを高め、松本空港と全国各地を

結ぶ路線拡大、利用活性化を加速させ、国際化

による外国人観光客の増加を促進し、また貨物

便での農産物輸送・輸出などを拡げていく。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 5/10 

大月良則 新たな国内就航路線の開拓を積極的に進める

とともに、信州松本空港の国際空港化に必要な

施設整備を進め、空港から市内および観光地へ

の交通網の整備を図り、利便性の向上を図る。

海外からのチャーター便の誘致を積極的に進

める。 

課題認識の的確性 4/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 8/10 

 

百瀬智之 国内路線の拡充や、空港の国際化、観光・賑わ

い拠点としての活用、空港施設の機能等の強化

を実現するため、また防災拠点としての重要な

役割を果たし得るよう、本市としても積極的に

関わって参ります。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 5/10 

上條邦樹 最新設備の配備をすすめ、高地の地方空港の特

性を生かした防災拠点としても日本第一級の

空港を積極的に整備いたします。海外航空路は

もとより、国内の成田第三、羽田、沖縄などの

ハブ空港への新規路線を開拓すると共に、既存

の路線の向上をさらに計るものとします。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 6/10 



6 

 

 

インバウンドを含む観光施策について 

 

 

候補名  回答 評価 

臥雲義尚 松本城周辺を世界水準の歴史観光エリア、市民

が集うセントラルパークとして総合的に整備

する。松本平と北アルプスを結ぶ観光インフラ

や、美ヶ原を通年で楽しめる交通インフラを整

備する。中心市街地を「景観と美食のまち」と

して整備する。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 7/10 

花村恵子 松本城と旧開智学校という国宝、新博物館や民

芸館などの多彩な文化施設、空きビル空きスペ

ースといった新たな空間、周辺の温泉街など

を、音楽、演劇、工芸、教育など特色ある文化

で繋ぎ、滞在・体験・交流型観光へとシフトし

ていく。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 5/10 

大月良則 市長が先頭となってインバウンド観光客を誘

致し、年間３０万人の誘致を目指す。上高地等、

山岳高原リゾートの活性化プロジェクトを設

置し、国内外からの観光客の誘致を進め、国宝

「松本城」「旧開智学校」を中心としたエリア

の整備を行い、観光客の回遊性を推進する。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 7/10 

百瀬智之 本市の豊かな自然環境を活かしたアウトドア

ツーリズムを推進します。世界から多くの人に

選ばれ、市内での滞在時間を増やすため、観光

ブランドを活かした旅行商品づくりなどを進

め、世界級リゾートとしての受入環境を整備し

て参ります。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 5/10 

上條邦樹 国宝・松本城を訪れる観光客の数は、軽井沢の

10 分の 1、善光寺さんの 8 分の１で、長野県

内ランキングでも 22 位ときわめて下位にあり

ます。海外からの観光客も含めてもっと松本城

をはじめとする松本市の魅力をもっとわかり

やすいように発信し、客数 10 倍増ランキング

1 位を目指します。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 5/10 
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防災・危機管理施策について 

 

 

 

 

候補名  回答 評価 

臥雲義尚 市役所に災害対策本部を常設する態勢をつく

り、すべての市民がスマホや FM ラジオでの

防災情報を受信できるシステムを構築する。市

街地における無電柱化や地域に行き届く非常

電源の配備を進める。森林や里山の保全と再生

に取り組む。 

課題認識の的確性 4/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 8/10 

花村恵子 市内全域の防災倉庫、避難所、備蓄などについ

てスフィア基準による総点検を実施する一方、

「マイ・タイムライン防災行動計画」の市民一

人ひとりへの普及をさらにすすめる。また「レ

ジリエンス認証制度」を拡充し、特に災害弱者

の支援制度を強化する。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 5/10 

大月良則 常態化する大規模自然災害、感染症等の危機管

理に対応するため、危機管理の専門家の配置、

災害等の住民支え合いマップの市内全域の早

期作成、避難所設置・運営の見直しを行う。大

規模停電を防ぐために、電力会社と連携して障

害木の伐採を進める。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 7/10 

百瀬智之 昨年の台風 19 号災害の教訓を踏まえ、様々な

危機事象に迅速かつ的確に対応し、被害を最小

限に抑えられるよう、ハード・ソフトの両面か

ら防災体制を整備するとともに、平時から防災

関係機関や近隣市町村と連携して万全を期し

て参ります。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 4/10 

上條邦樹 洪水対策として至急女鳥羽川の河川の改修に

着手いたします。又、土砂崩れ危険地域にある

防災倉庫を大至急移動いたします。指定暴力

団、暴走族、駅前の呼び込み撲滅にすぐに取り

組む緊急対策本部を庁内に立ち上げます。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 6/10 
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市庁舎の改築（建て替え）について 

 

  

候補名  回答 評価 

臥雲義尚 「現地建て替え計画」を抜本的に見直し、本庁

の機能と規模をできる限りスリム化した上で、

分散型の市役所をつくる。３５地区の地域づく

りセンターの態勢と権限を強化する。行政手続

きをインターネットで完結できるシステムを

整備する。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 3/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 8/10 

花村恵子 市役所はお城の隣というイメージは多くの市

民に共有されている。市庁舎は現地で建て替

え、現在進む計画は必要な点については確認を

行い、松本城と市庁舎を中心としたエリアを

人々の暮らしやくつろぎ、出会いや憩いの場と

してのコミュニティエリアとする。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 1/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 4/10 

大月良則 これまでの市および市議会での議論・検討を尊

重する必要がある。今後の進め方において、市

民の皆さまへはわかりやすく説明を重ねる必

要がある。市庁舎の内容および施設等について

は、再度市民の皆さまの意見を聞くことも必要

と考えている。 

課題認識の的確性 3/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 2/3 

 

合計 7/10 

百瀬智之 松本市で産出される木質バイオマス燃料を新

市庁舎の冷暖房システムに使用します。 新市

庁舎の建物群、オープンスペース、街路、交通

網や上下水道網の間でエネルギーや水の使用

量を融通し、周辺一帯をひとつの環境システム

としてデザインします。 

 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 5/10 

上條邦樹 短期間に全く市民の意見聴取をおこなわず、た

った 5 人で決めた現地建て替えについて、情

報を市民にきちんと提供した上で、住民投票に

よって是非を問います。市民課や議会などは利

便性の高い場所設置することが望ましいと考

えております。 

課題認識の的確性 2/4 

政策の具体性 2/3 

政策の実現性 1/3 

 

合計 5/10 



9 

 

 

２，政治信条について選択肢のあるものはご自身の考え方に近いものをお選びいただき、ま

たその理由、お考えについてお聞かせください。 

回答の明確性 自民党の政策との親和性について各５点で評価 

（１）憲法改正について  賛成  内容によっては賛成  少なくとも国会議論は行う

べき   いかなる改正も反対  わからない 

（２）その理由 

  

 

 

 

候補名  回答 評価 

臥雲義尚 国会議論は行うべき 

 

憲法について議論することは当然である。一方

で現時点で改正の必要があるとは思わない。 

回答の明確性 5/5 

自民党の政策との親和性 3/5 

 

合計 8/10 

花村恵子 少なくとも国会議論は行うべき 

 

平和憲法を遵守。戦争をしない、させないとい

う立場です。 

 

回答の明確性 5/5 

自民党の政策との親和性 1/5 

 

合計 6/10 

大月良則 少なくとも国会議論は行うべき 

 

憲法への国民の関心を高め、平和の大切さ、平

和を守ることへの重要性についての国民の認

識が深まる。 

 

回答の明確性 5/5 

自民党の政策との親和性 3/5 

 

合計 8/10 

百瀬智之 少なくとも国会議論は行うべき。 

9 条に関しては改正する必要はない。 

地方自治などの項目は議論の余地がある。 

回答の明確性  5/5 

自民党の政策との親和性 1/5 

合計 6/10 

上條邦樹 内容によっては賛成 

全く未来永劫憲法を改正しないというのはお

かしな事だと考えます。理念と現実を鑑みなが

ら議論を進める事は良い事だと思います。ただ

し現時点での拙速な 9 条の改正については反

対いたします。 

回答の明確性 5/5 

自民党の政策との親和性 2/5 

 

合計 7/10 
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集団的自衛権行使についてご意見をお聞かせください 

回答の明確性 、安全保障問題への理解について各５点で評価 

 

 

 

 

 

 

候補名  回答 評価 

臥雲義尚 専守防衛を堅持する、必要最小限度の実力行使

に留まることを前提に、容認する。 

回答の明確性 5/5 

安全保障問題への理解 4/5 

 

合計 9/10 

花村恵子  

平和憲法を遵守。戦争をしない、させないとい

う立場です。 

 

回答の明確性 5/5 

安全保障問題への理解 1/5 

 

合計 6/10 

大月良則 集団的自衛権の行使については国の専権事項

であるため、地方自治を担う立場からはコメン

トを差し替えさせていただきます。 

 

回答の明確性 0/5 

安全保障問題への理解 0/5 

 

合計 0/10 

百瀬智之 我が国が、国際法上、集団的自衛権を有してい

ることは、主権国家である以上、当然であるが、

憲法 9 条の下において許容されている自衛権

の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度

の範囲にとどまるべきものであると解してお

り、集団的自衛権を行使することは、その範囲

を超えるものであって、憲法上許されないと考

えている。 

 

回答の明確性 5/5 

安全保障問題への理解 1/5 

 

合計 6/10 

上條邦樹 極めて慎重に考えるべきことかと思います。国

内情勢と国際情勢を分析しながら国益につい

て考える事が必要かと思います。私はまず、日

米地位協定および日米合同委員会のあり方に

ついて先に議論を深める必要があると考えて

おります。 

回答の明確性 1/5 

安全保障問題への理解 1/5 

 

合計 2/10 
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陸上自衛隊松本駐屯地の諸行事への出席について 

回答の明確性、自衛隊への理解度について各５点で評価 

（１） 出席する  出席しない  わからない 

（２） その理由 

 

 

 

 

 

候補名  回答 評価 

臥雲義尚 出席する 

地震や水害の際に災害派遣を要請する立場と

して、当然と考える。 

回答の明確性 5/5 

自衛隊への理解度 5/5 

 

合計 10/10 

花村恵子 個別に判断する。 

松本駐屯地は市民に親しまれる存在になって

おり、また災害時の救助活動など国民の生命財

産を守る最先端で尽力される自衛隊には敬意

を表する。自衛隊祭りについては、これまでの

市の経緯なども踏まえ参加については個別に

判断していく。 

 

回答の明確性 0/5 

自衛隊への理解度 2/5 

 

合計 2/10 

大月良則 出席する。 

災害救助等、自衛隊とは有効・緊密な関係を構

築していきたい。諸行事については、原則出席

したいと考えているが、案内をいただいて判断

する。 

回答の明確性 5/5 

自衛隊への理解度 4/5 

 

合計 9/10 

百瀬智之 わからない 

議員時代と同様、公務との兼ね合いをみながら

その都度適宜適切に対応したい。 

回答の明確性 0/5 

自衛隊への理解度 1/5 

 

合計 1/10 

上條邦樹 出席する 

災害等の援助活動など、地域の市民・国民の為

に働く松本駐屯地に敬意を表し、行事へ参加す

ることは首長の責務と考えます。個人的には自

衛隊の航空機好きでもあります。 

回答の明確性 5/5 

自衛隊への理解度 5/5 

 

合計 10/10 
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長野縣護國神社への例大祭、平和安全県民祭などへの参拝について 

 回答の明確性、戦没者への経緯の度合いについて各５点で評価 

（１） 参拝する   参拝しない  わからない （２） その理由 

 

候補名  回答 評価 

臥雲義尚 参拝する 

 

郷土の戦没者を追悼し、国家権力が国民に同

調を迫る時代に戻らないことを心に刻むた

め。 

回答の明確性 5/5 

戦没者への敬意の度合い 5/5 

 

合計 10/10 

花村恵子  

市長は公人であり、政教分離の立場です。 

回答の明確性 5/5 

戦没者への敬意の度合い 0/5 

 

合計 5/10 

大月良則 わからない 

祖国を守るために、尊い命を失われた皆様に

対し、心よりの哀悼の意を表したいと考えて

いるが、参拝については現時点では判断でき

ない。 

回答の明確性 0/5 

戦没者への敬意の度合い 3/5 

 

合計 3/10 

 

百瀬智之 わからない 

議員時代と同様、公務との兼ね合いをみなが

らその都度適宜適切に対応したい。 

回答の明確性 0/5 

戦没者への敬意の度合い 1/5 

 

合計 1/10 

上條邦樹 参拝する 

すでに長野県護国神社の総代を務めさせて

いただいております。 

子供の泣きずもうにも参加させていただく

などご縁が深く、又、戦没者のみなさまに敬

意を表し、不戦の誓いを改めて心に刻むもの

であります。 

個人的には、ビルマのラングーン、マレー半

島のコタキナバル、フィリピンのバターン半

島およびコレヒドール島、レイテ島、パラオ

およびベリリュー島、アンガウル島、グアム、

サイパン等々の戦跡を訪れて慰霊をおこな

っております。 

回答の明確性 5/5 

戦没者への敬意の度合い 5/5 

 

合計 10/10 


