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Ⅰ はじめに ～ 新たな市政の枠組みが創出する地域のダイナミズム ～ 

 

今年は、飯田市にとりまして市制施行70周年の記念すべき年であり、自治基本条

例、第５次基本構想基本計画、地域自治組織、行財政改革大綱そして総合的土地利用

計画など、地域の自立に向けた市政の新しい枠組みがいよいよスタートする歴史的な

節目の年です。 

日本の社会全体をみると、人口減少の時代に突入し、少子高齢化が進む中で、いわ

ゆる2007年問題と言われております「団塊の世代」の定年退職が始まります。今後

の活力低下が懸念される一方、約830兆円に上る国の借金（国債及び借入金、H18/9

現在）は増加の一途を辿っており、私たちの地域を取り巻く環境は更に厳しいものに

なることが予想されます。 

このような時代にあって、私たちの地域を将来にわたって持続可能にしていくため

には、「新たな現代的な価値」の創造につながる私たちの「地域の価値観」をしっか

り醸成・保持していくことが重要であると強く感じています。これは、この地域に若

い人たちが戻ってきて住みたい、住み続けたいと思い、実際に働き、生活を営み、安

心して子育てができるようにすることに繋がるものです。こうしたこの地域の質を問

い直し豊かなライフスタイルと「人材のサイクル」を構築することが私たちの地域に

とって最大の課題であることをあらためて強調しておきます。 

これに対応するために昨年から「地域経済活性化プログラム」による産業づくりを

進め、経済的自立度の向上を図ってきておりますが、「人材のサイクル」を構築する

には、これまでも議論されてきました「経済的自立度 60％の壁」をいかに乗り越え

るかがカギになってきます。もともと「地域への人材誘導」と「産業づくり」は卵と

鶏の関係で、ややもすると「働き口が無いから故郷に帰れない」←→「人材が帰って

こないから企業進出・新産業の創出ができない」という隘路に陥る危険性があります。

これを乗り越えるためには大きなうねり－ダイナミズムをつくり出す必要がありま

す。しかしながら財政的な制約がある私たちの地域は、他の大きな産業都市のように

何十億もかけて企業誘致を行う、言わば大リーグのポスティングのような手段を採る

ことは元よりできません。 

では、どうしたらよいでしょうか。 

この問いに示唆を与えるものとして、昨年9月にドイツ・ウルム市（人口12万人）

で開催された第 2回日独地域国際化サミットにおけるヴェツヒ副市長のコメントを

紹介したいと思います。それは、私なりに要約すると「地域の持続可能性を追求する

うえで地域文化は大変重要な要素です。文化はその地域らしさ＝アイデンティティに

直接関わるものであり、それが人材をその地域に惹き付けるからです。」と言うもの

です。実際に、市民の自主自立のシンボルである世界一の大聖堂を街の中心にもち、

ドイツ中から人材が集まって地域づくり・産業づくりを進めているウルム市は、私た

ちに一つのダイナミズムを提示していると言えます。すなわち「文化がその地域の価
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値観を形成し、人材を惹き付け、その人材が地域の経済的自立に貢献する」というも

ので、私たちの地域が目指す「文化経済自立都市」の理念に通じています。こうした

ダイナミズムが生まれれば、人材のサイクル構築も現実のものになってきます。 

飯田・南信州地域は、これまで、多様性に富んだ風土と「ムトス」と呼称される自

主自立の精神によって独自の地域文化を創造し、地域のアイデンティティを形成して

きました。それは、今日の大都市にみられるようないわゆるマーケット至上主義とは

異なる私たちの「地域の価値観」に通じるものです。今年から始まる市政の新たな枠

組みの中で、こうした価値観に基づいて市民、企業、行政が協働して地域づくり・産

業づくりを進めていくことができれば、時代の変化に対応したダイナミズムを創出で

きると考えています。 

これまで蒔いた種から、『自立の芽出し』があちこちで段々と起こってきました。「市

田柿」や「南信州の桜」のようにダイナミズムを生み出す可能性を秘めたものも出て

きております。これらを大きく育てることができるよう、今後も全力を尽くす所存で

すので、市民の皆さんのご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。 
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Ⅱ 平成18年度市政経営の総括（中間集約） 

 

１ 概論 

私たちの住む飯田を持続可能な地域にしていくために、平成18年度は前年度に引

き続いて「耕し、種を蒔き」ながら、同時に昨年蒔いた種からの「自立の芽出し」に

努めてきました。また、平成19年度からは、第５次基本構想基本計画、地域自治組

織、土地利用計画などの新しい計画や枠組みに基づいた市政経営を始めることとして

おり、平成18年度はそれらの組み立てや運用に向けた準備を進めてきました。 

中でも核となる第５次基本構想基本計画は、平成17年10月から市民検討会議、基

本構想審議会、市議会と市役所関係部課等とが役割を分担し、協働して策定を進めて

参りましたが、平成18年飯田市議会第４回定例会で可決されました。 

これにより、 

住み続けたいまち 住んでみたいまち 飯田 

 人も自然も輝く 文化経済自立都市 

を「めざす都市像」に据えた今後10年間のまちづくりの体系が決まりました。 

また、これに先立つ第３回定例会においては、議会提出議案の「飯田市自治基本条

例」が全会一致で可決され、市民、議会、行政がそれぞれの役割や責任を確認しあい、

協働してまちづくりを進めるための基本的な考え方やルールなどが決められました。 

現在の最重要課題の一つである地域経済の自立度を高める取り組みでは、「地域経

済活性化プログラム2006」に沿って、様々な事業を展開しました。特に、「台湾チャ

レンジ」として、南信州地域の地場産品の販売促進活動や南信州の観光ＰＲによる誘

客活動に取り組んだほか、「市田柿」や「南信州牛」の地域ブランド構築に向けた取

り組みを行い、「市田柿」は11月に特許庁の地域団体商標に登録されました。また、

新たに人材誘導窓口「結いターンキャリアデザイン室」を開設し、関係機関や産業界

と連携して当地域への定着までの総合的な人材誘導事業に取り組みました。 

更に、地域の価値に気づき、地域を大切に思う心を醸成することで自信と誇りを持

ってこの地域に暮らし、一度は地域から外へ出てもやがては地域に戻って担い手とな

っていただけるような人材を育むために、現在、「地育力向上連携システム推進計画」

の策定に取り組んでいます。この地育力向上の考え方に基づいて、子ども向けの科学

実験教室・工作教室、地域産物を利用した食育教育・食農教育、体験学習などを実施

しました。 

安心安全な暮らしへの取り組みとして、危機管理体制の強化や学校耐震化の推進、

高度医療の充実、負担の多い不妊治療に対する助成事業、当地域で安心して出産でき

るよう医療体制等の充実などにも努めました。また、千代地区で一般廃棄物最終処分

場の建設に着手するなど地域を取り巻く社会環境が著しく変化する中で、課題の解決

に向けて取り組んできました。 
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２ 財政の概要 

一般会計においては、市税や地方交付税などの伸びがほとんど見込めないという厳

しい財政状況の中、４つの「まち」づくりと合併にともなう一体性の醸成を目的に、

398億５千万円、対前年比3.7％増という積極予算を編成しました。 

その後、７月に発生した豪雨災害の復旧事業費など必要経費の補正を行い、12月

末時点で、407億 48百万円余の予算規模となっております。補正予算では、災害復

旧事業費のほか、メール配信システムの構築費用や防犯灯の追加整備など、「誰もが

安心して暮らせるまち」づくりに特に配慮してまいりました。 

19年度からは所得税（国税）から住民税（地方税）へ税源移譲が本格的に実施さ

れます。また、地方交付税の削減や制度改革が議論されるなど、歳入の見通しが立ち

にくいという状況のなかで、第５次基本構想基本計画の目標達成に向けて、事業の具

体化と持続可能な財政運営を両立させていくことが、これからの重要な課題であると

考えております。 

 

３ 重要課題の概要 

（1)『地域経済の自立度が高いまち』の実現に向けて 

地域経済の自立度を高めるために、現場主義を徹底し、合同事務所において経

済団体等と連携して地域産業への支援を行ってきました。また企業、大学等とパ

ワーアップ協定を締結し、“南信州”大学等連携室の設置、台湾への農産物の販

売と観光客の誘致、まちなか観光に向けた取り組み(和菓子観光の実施、インフ

ォメーションセンター設置、大型バス駐車場整備等)、天龍峡再生、遠山郷での

エコツアーなどに重点的に取り組んできました。 

当地域では、全ての産業分野において人材不足解消と新たな雇用創出が緊急課

題であり、結いターンキャリアデザイン室における人材誘導を積極的に展開し、

18世帯が飯田に定着されました。企業誘致においては天龍峡エコバレー地区への

企業立地が実現しました。さらに、中京圏や三遠地域との連携に向けて、製造業

における技術交流会のほか、農産物の消費者ツアーの実施など「南信州・飯田の

ファンづくり」に向けた取り組みを実施してきました。 

 

(2)『地域への誇りや愛着を高め、「地育力」で人を育むまち』の実現に向けて 

 持続可能な地域を創っていくためには、地域に誇りや愛着を持ち、地域を担っ

ていく人材、次世代を担っていく人材を如何に多く生み出し続けていくかが重要

です。そうした人材を育成するための「地育力向上連携システム推進計画」の策

定に取り組んできました。 

18年度は策定作業を進めながら、３本の柱である「体験」、「キャリア教育」、

「学術ネットワーク」のうち、「体験」では農家泊による農業体験、「キャリア教

育」では多くの企業・事業所の協力をいただきながら活動に取り組むことができ

ました。 
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また、18年度に重点施策とした「子育ての楽しさが実感できる環境づくり」に

関しては、育児支援家庭児童相談訪問事業の専門スタッフ充実や、訪問員に地域

人材を活用するための養成講座実施、民間保育所改築支援、児童クラブの２箇所

増設などを行いました。特に、親子同士が気軽に交流でき専任の保育士からの助

言が得られる「つどいの広場事業」は重点事業として２箇所の増設や開所時間の

延長に取り組むとともに、ＮＰＯ法人や地元の皆さんを主体に設立された社会福

祉法人が運営するなど、あらたな展開を図りながら子育ての支援に取り組みまし

た。 

 

(3)『誰もが安心して暮らせるまち』の実現に向けて 

市民の安全安心を確保するために、小・中学校の耐震診断と耐震補強工事を重

点的に実施しました。また、18年４月より専任の危機管理部長を配置するととも

に、災害対策本部要員として非常時対応班を創設し、さらには防災関連５団体の

連絡会を発足して防災体制の充実強化を図りました。また、国土交通省との合同

防災訓練や防災出前講座の開催、地域防災計画の改訂と国民保護計画の策定等に

取り組むとともに、各種団体で実行委員会を組織して「地震カミナリ火事オヤジ」

飯田公演を開催し、消防団活動と地域コミュニティーの重要性について啓発を行

い、市民の共感を得ました。 

 医療や健康分野では、地域の中核的な医療を担う飯田市立病院へ、がんの早期

発見や初期治療に威力を発揮する最新鋭機器（ＰＥＴ－ＣＴ）を導入するなど、

良質な医療水準の確保を図りました。また、天然温泉を利用した健康づくりと癒

しの場である健康増進施設「ほっ湯アップル」は、平成11年の開館以来18年８

月に100万人の入場者を達成しましたが、機能充実のために増改築を実施してい

ることから、今後更なる利用者の増加が期待されるところです。 

生活環境の向上に対する取り組みとしては、千代地区へ新たな最終処分場を開

設する本工事に着手することができました。長期的かつ安定的に一般廃棄物を処

分し、安心した暮らしが確保できるよう、平成 21年度中の供用開始を目指して

建設を進めてまいります。 

 

(4)『文化や自然を活かし豊かなライフスタイルを楽しめる「福招きのまち」』の 

実現に向けて 

中心市街地では、昨年 10月に住居・店舗・オフィス等の多様な機能を併せ持

った橋南第二地区市街地再開発事業が完了しました。すでに完成しておりますト

ップヒルズ本町を含め、再開発ビルの利用が益々高くなってきており、また、周

辺エリアを訪れていただく方も、増えてきています。３月には、川本人形美術館

が同ビル内に開館予定であり、夏に完成予定の堀端地区優良建築物等整備支援事

業ともあわせて、中心市街地の活気と賑わいの核となるエリアの整備が一層進む

こととなります。 
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一方、天龍峡においては、平成 19年度に予定されている三遠南信自動車道の

天龍峡ＩＣ（仮称）の開通が地域の活性化に大きな効果を及ぼすものと期待され

ています。そこで天龍峡へのアクセス道路として、エコバレー区域からＪＲ天龍

峡駅までの間の用地買収や建物の解体など、早期開通に向けた整備を開始しまし

た。 

 

(5)『市民の視点に立って運営する「株式会社飯田市役所」』の実現に向けて 

 「株式会社 飯田市役所」を実現し、新年度から取り組む第５次基本構想基本

計画を着実に実行していくためには、継続的な行財政改革の取り組みが必要です。 

そこで、昨年は行財政改革の基本的な方針である行財政改革大綱と、その実行

計画と位置付ける集中改革プランの策定を進めて参りましたが、その案について

12月に行政改革推進委員会から最終答申をいただき公表いたしました。 

大綱の基本となる考え方は、目標管理を徹底すること、施設管理を含め事務事

業全般の改革改善を推進すること、また、行政の役割を明確にするとともに、ま

ちづくりを担う多様な主体と適切に役割分担し、協働を推進すること等であり、

集中改革プランは、それぞれの取り組みの目標年次や目標額などを定めておりま

す。今後、これらの計画に沿って、着実に改革を進めてまいります。 

 

(6) 合併に伴う一体性の醸成に向けて 
合併後１年３か月を経過しましたが、上村・南信濃地域の道路整備に力を入れ、

合併協議に基づいた観光や産業のための路線など継続する幹線道路整備に、引き

続き取り組んでまいりました。また、観光では奥茶臼山の遊歩道整備やかぐらの

湯へのペレットボイラー導入を行ったほか、産業振興関係では製茶工場整備への

支援などを行いました。 

また、特に南信濃地域においては、南信濃地域交流センターの建設を進めてい

ます。これは南信濃地域における住民の憩いや交流の拠点として、また新飯田市

の住民が互いに交流し一体感を醸成できるような施設として、更には三遠南信自

動車道の整備に伴い今後益々交流が盛んとなる三遠地域との交流拠点として建

設するものであり、併せて地域の防災の拠点となるセンター機能や支所機能を併

せ持った総合的な施設となります。 
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Ⅲ 今後のまちづくりの方針 

 

１ 第５次基本構想基本計画の推進 

市制施行70周年にあたる平成19年度は、第5次基本構想基本計画をはじめ、自治

基本条例、土地利用基本条例等、地域自治組織など、これからの飯田市にとって非常

に大切なきまりや計画、仕組みが動き出します。 

基本構想基本計画は、長期的な視点に立って進めようとするまちづくりの方向や方

法などを体系的・具体的に整理したもので、地域経営の航海図とも言うべきものです。 

基本構想では、10年間で実現しようとするまちの姿を表現した「めざす都市像」

と、そのめざす都市像を実現するためのまちづくりの目標を表現した「基本目標」を

定めました。 

これらのまちづくりの方向や目標を、市民、地域、企業団体及び行政など、まちづ

くりに関わる「多様な主体」が共有することで、それぞれが役割を分担し、協働しな

がら総体的にまちづくりを進めて参ります。 

 

（１） めざす都市像 

 

 

 

 

「文化経済自立都市」には、これからの10年間を見通した時、地域経済の自立

度を向上させることや人材を獲得することに何よりも優先的・重点的に取り組み、

早期に地域の状況を改善していく必要がある、という強い思いが込められています。 

「文化経済自立都市」がめざしているのは「いつの時代も、この素晴らしい環境

の下で、市民一人ひとりがそれぞれに活き活きと輝き続けることができるまち」で

あり、「人々の人生に潤いや豊かさをもたらす根元である地域固有の文化と、人々

の生活を安定させ向上させる礎となる地域経済とが、環境と共生しながら常に活性

化されている自立的で持続可能な地域」を意味しています。 

 

（２） 基本目標 ～ 文化経済自立都市を達成するために実現したい５つのまち ～ 

私たちの地域が持続可能であるためには、若い人たちが一旦は地域の外に出ても、

いずれは飯田に戻ってきて安心して子育てをし、次の世代を育んでもらえるような

長期的な「人材のサイクル」をつくっていくことが欠かせません。この「人材のサ

イクル」は、「帰ってこられる『産業づくり』」、「帰ってきたいと考える『人づくり』」、

そして「住み続けたいと感じられる『地域づくり』」を推進することで実現可能に

なります。 

そこで、「文化経済自立都市」を実現するためのまちづくりの目標として、５つ

『住み続けたいまち 住んでみたいまち 飯田 

人も自然も輝く 文化経済自立都市』 
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の基本目標を掲げました。自然や文化、地域産業の特徴でもある多様性、独立した

一つの生活圏域としての一体性、公民館活動などで培われた住民の自主自立の精神

風土など、飯田の特色や魅力を最大限に生かして、それぞれの世代や個人が求める

多様で豊かなライフスタイルを提供できる機能を充実していくことをめざしてい

ます。 

 

（３） 政策施策体系 

基本目標に掲げた５つの「まち」を実現するために、９つの政策分野を設定し、

その政策課題の解決に向けてより具体的な政策の分野を 46の施策として定めまし

た。さらに、厳しい財政状況を踏まえ、効率的・効果的に課題解決を図る意味もあ

って、重点施策を設定しました。各施策については、課題の優先度や重要度、達成

目標に対する現在の状況、多様な主体の役割分担、飯田市の個性等を総合的に勘案

し、選択と集中による事業展開を図ります。 
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政策施策体系図を挿入（都市像・基本目標・政策・施策・重点施策） 
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（４） 基本計画の進行管理 

基本計画は、多様な主体が役割と責任に応じて推進し、また、議会、市民も含め

た評価機関(第５次基本構想基本計画推進委員会）のチェックや提言を反映し成果

を高めることで、めざす都市像を実現していきます。各施策や事務事業は、毎年、

Plan(計画)－Do(実行)－See(評価)のサイクルで改革改善をはかりながら、目標を

達成できるように進行管理して行きます。 

進行管理のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 行財政改革の推進 

第５次基本構想基本計画の着実な遂行のためには、継続的な行財政改革の取り組み

が必要です。この行財政改革は、行政に求められる役割や果たすべき責務を、常に最

小の経費で最大の効果を上げる形で実現していくために自ら改革改善していく取り

組みです。平成19年度は、この改革改善の基本的な考え方や方向をまとめた、新た

な「行財政改革大綱」と、年次目標や数値目標を掲げた実行計画である「集中改革プ

ラン」の初年度となりますので、着実な成果が上がるよう、市役所を上げて総合的・

計画的な取り組みを進めます。 

取り組みに際しては、市民、地域自治組織をはじめとした様々な団体、事業所など、

 
施策を担う多様な主体 
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まちづくりの多様な主体のみなさんと行政とが適切に役割分担することが基本とな

ります。そして、改革を進めることにより、行政も民間のみなさんもそれぞれの役割

に誇りと責任をもち、相互に信頼できる体制をつくることを基本方針とします。 

 

３ 議会との協働 

議会とは、これまでも持続可能な地域づくりを推進する車の両輪として役割を分担

し、協働してきました。中でも、議会が主導し首長が賛同・協力する形で進められた

当市における「自治基本条例」制定の取り組みは、議会の在り方や可能性に大きな示

唆を与え、全国的にも注目されているところです。また、第５次基本構想基本計画の

策定や土地利用の見直しに関する一連の取り組み等、市政の中核をなす重要課題に関

しては、検討の初期段階から議会とも真摯な論議を重ねながら成案を練り上げる方法

を採ってきており、協働の新たな成果と評価しています。 

これらの成果を踏まえ、今後とも「相互信頼」と「良好な緊張関係」を基本とした

議会との協働を推進していきます。 
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Ⅳ 平成19年の経済認識  

 

１ 昨年の景気動向 

昨年は、企業部門の好調さが雇用・所得環境の改善を通じて家計部門へ波及し、民

間需要中心の回復が続いて戦後最長だった「いざなぎ景気」の期間を超える景気拡大

が続きましたが、消費には弱さが見られました。 

 

２ 今年の景気見通し 

今年は、世界経済の着実な回復が続くなか、長年の懸案事項であったデフレ脱却が

実現し、企業部門の改善による雇用の改善と設備投資の増加傾向が続き、物価安定の

下での自律的・持続的な経済成長が実現すると見込まれていますが、家計部門への景

気の波及が課題となります。 

 

（１）今年の長野県内の景気見通し 

長野県経済は、設備投資が前年より減速するものの雇用環境の改善から賃金も上

昇し、民間最終消費支出の回復が期待されます。また海外経済の高い成長により、

外需は引き続きプラスを維持しますが、公的部門における歳出削減のマイナスが続

くとともに、住宅投資の成長も小幅にとどまると見られています。 

 

（２）今年の飯田市の景気見通し 

昨年は、製造業分野における景気回復が持続し地域経済を牽引してきました。ま

た建設業においては、引き続き公共事業が低迷し格差が拡大していると見られるな

か、景況感においては若干の改善の兆しも見受けられました。しかし、全産業分野

において、原油高等による原材料単価の高騰により企業収益は依然、厳しい状況に

あります。 

今年は、引き続き製造業の受注拡大が期待されます。また観光分野における新た

な取組みと、それに伴う他産業への波及効果が地域産業全体へ好影響を及ぼすこと

が期待されています。 
資料提供／八十二銀行飯田支店 

飯田信用金庫経営相談所 

 

３ 地域経済活性化プログラムによる地域産業の振興 

こうした回復基調を着実な成長としていくために、「地域経済活性化プログラム

2007」を積極的に展開します。 

事業者自らが実施するパワーアップ活動が地域経済の源泉であるため、引き続き現

場主義を徹底し、現場の改善から産み出される効果的な施策のスピーディで柔軟な立

案、実施に努めるとともに、パワーアップ協定の締結と実現を推進します。 
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地域経済基盤を強化していくために、企業誘致、新事業創発、新規就農者確保の取

り組みを強化します。具体的には、新たな工場団地の整備、既存企業の規模拡大に向

けた支援、航空機産業など次世代産業の産業集積に向けた支援に取り組みます。新規

就農者の確保に向けて、人材誘導、研修、独立までを包括的に支援する体制づくりを

進めます。 

さらに観光事業をプラットホームにした多産業連携による地域産業のパワーアッ

プに向けて、天龍峡活性化、遠山郷観光の振興、川本美術館と連携したまちなか観光、

台湾チャレンジ(農産物等の輸出販売、観光客の誘客)に重点的に取り組みます。 

また地域の経済自立度を高めるためには、地域内における財貨循環の促進が課題で

あり、農産物だけでなく様々な地域産品の域産域消を推進するとともに、地域として

製造業の内製化に向けた取組みを支援します。 
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＜業種別の概況＞                

工業 ・ 企業間・業種間の格差はあるものの、平成18年は自動車やデジタル家電などの好調が先導

役となり景気回復が着実に拡大しましたが、今回の景気回復を実感できない企業も多く、過

去最高値を記録した原油高・原材料の高騰なども懸念材料として残ります。 

・ また、平成19年には戦後復興・高度経済成長とともに年を重ねてきた団塊の世代の方々が

定年を迎えることにより、企業は人材確保が課題となりそうです。高い技術を持った人達の

退職によって技術の伝承が停滞するため、当地域でも技術の伝承が課題となっています。 

・ 食品業界においては、全国的にコスト高（原料、包装資材、燃料費など）の上、個人消費は

高いものが売れる一方で、価格が下落し、より値頃感のあるものが人気を呼ぶデフレの側面

が続き、収益率の低下に苦悩しています。 

・ 平成18年１月に飯田市の工業団地は完売しましたが、その後も地元企業の精密機械・電子

機械を中心とした工場の拡充等の設備投資が頻繁に行われました。 

・ また、天龍峡エコバレー地域においては企業立地第１号として６月に着工した、食品系の企

業（ケフィアアグリ）が竣工し稼働を開始しました。 

農業 ・ 平成 17年飯田市の農業産出額は前年比△3.3％の 116億１千万円。総農家数は平成２年の

6,205戸から平成17年には4,890戸に減少し、農業者の高齢化が進んでいます。農業生産

額の拡大のために担い手の確保が急務となっています。 

・ 主要農産物の平成18年度の動向では、米の作況指数はほぼ平年並みで推移致しました。果

実や野菜は共に、春先の天候不良による成長の遅れが影響し収穫量は昨年に比べ２～３割減

少しましたが、単価が回復し各農協の販売高はほぼ昨年並みで推移致しました。化学肥料や

化学合成農薬を減らした「こだわり米」の生産は前年比139％となりました。 

・ 畜産はＢＳＥ発生以降、安心安全な畜産物を求める消費者意識が高まり、前年と同様に比較

的堅調に推移してきています。しかしながら生産農家の高齢化による廃業、米国産牛肉の輸

入が再開されたこともあり楽観視できない状況です。 

・ 菌茸は依然として価格競争において厳しい状況が続いていますが、販売価格は昨年を上回る

事が出来ました。施設栽培は原油価格の高騰による不安材料が続いています。 

・ 市田柿は内外に通用する商品としてマーケットの拡大が期待でき、平成18年11月には地域

団体商標登録が実現し、ブランド販売の可能性が増しています。 

・ 農家戸当たりの農家所得は全国、県及び県内他地域と比べて低水準であり、この１０年間で

大幅に減少しています。農家所得が減少している要因としては生産物の有利販売が進んでい

ないことが考えられます。今後地域間競争がさらに激化すると考えられることから、充分な

品質を持つ農産物を有利販売に導くためのマーケティング機能の強化・直販機能の確立が産

地として重要課題となっています。 

・ 農業が持つ多面的機能や、生命産業であることへの認識の広がりから農業に関わりたいとい

う層が増えてきています。就農希望者が自立できるまでの課題が多いため、地域的な受け皿

機能体制を整える必要があります。 

林業 ・ 国内の木材（用材）の需要量は、前年に比べ減少傾向にありますが、輸入材が生産国の違法

伐採の取り締まり強化と、中国での需要増加・船運賃の高騰によるコスト上昇等により減少

しており、国産材の用材自給率が数年ぶりに20％を越える状況です。 

・ 当地域においても、素材生産量は搬出間伐の推進により前年に比べ増加している状況です。

建築用材が国産材へシフトする動きの中で、今後需要増への期待感がありますが、現状では

その動きが価格に反映されていない状況です。地域材の利用拡大に向けて、生産から加工・

販売までの流通体制の確立が課題です。 

・ 特用林産物（キノコ類）の生産額は、当初期待された松茸が平成16年比70％と豊作とまで

はいきませんでした。また、干し椎茸の生産量は増加しましたが、販売額は単価の下落によ
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り昨年並みとなっています。 

商業 ・ 商業販売額の減少傾向に歯止めがかからず、好景気が個人消費に跳ね返っているとは言い難

い状況です。 

・ 生鮮食料品は、春先の天候不順、7月の長雨や9月の高温旱魃で品薄となり価格が高騰しま

したが、逆に秋冬は好天により潤沢に出回り価格が下落しています。 

・ 衣料品販売では、クールビズは定着しつつありますが、大手量販店以外では消費に結びつい

ておらず、クールビズに比べ消費効果の大きいウォームビズに期待しています。家電販売は

相変わらず元気で、特に地上波デジタル放送が始まり、テレビの販売だけでなく付随するサ

ービスが多岐にわたるため、小売店にもビジネスチャンスが訪れています。 

観光 ・ 観光客は平成７年以降100万人を超える状況であり、平成18年もほぼ同程度の入り込み客

数になる見込みです。春の桜シーズンでは南信州観光公社の企画販売をしたツアー数が、前

年度比1.3倍となる100ツアーとなるなど桜観光が確実に定着してきている状況です。 

・ また、今年3月には川本美術館が開館します。桜観光や和菓子ツアーなど川本美術館と連携

した「まちなか観光」を積極的に展開し、観光客の増加を図ります。 

・ 体験教育旅行については、学生団体の受入数が105団体となり、地域間競争が始まってきた

中でも安定的な誘客に結び付いています。また、新たな取組みとして開催したエコウォーク

では、2日間4コースに80名を超える参加があり、新たなツーリズムの実践となりました。 

・ ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージや全日本実業団サイクルロードレースの開催により、

自転車を活用した情報発信がなされています。今後、誘客などでの成果が期待されます。 

・ 合併後の遠山郷観光については、夏のシーズン中の天候不良などもあり、昨年をやや下回り

15万人を割り込む見込みです。 

・ 天龍峡については、川下りとともに7月末の長雨の影響で入り込みの減少が続いていました

が、秋の好天と紅葉シーズンの入り込みで前年並みの15万人ほどになる見込みです。今後

は、地域再生マネージャーとともに天龍峡のコンセプトを明確にし、観光事業者や地域住民

の皆さんとの協働の輪を広げ活性化を図っていきます。 

建設 ・ 公共工事は引き続き低迷状態にありますが、民間の設備投資に改善の兆しが見られつつあり

ます。 

・ 新築木造住宅の着工戸数は、平成17年度383戸と前年比４％の増となっていますが、平成

18年度は11月末現在193戸と昨年同期225戸と比べ14％減となっています。 

・ また、飯伊木材流通センターのプレカット加工実績は、前年比 13％増となっており、建築

用材の加工委託傾向が出ています。 

雇用 ・ ハローワーク飯田管内の月間有効求人倍率の推移をみると、平成17年６月以降18ヶ月連続

で１倍台を維持しており、平成18年に限っては最低が５月・６月の1.18倍、最高が11月

の1.32倍となっています。 

・ 主力産業の製造業の求人状況は、８月までは対前年比13ヶ月連続の増加しており、９月・

10月では対前年比を割り込んだものの、自動車関連事業・産業用機械事業を中心として堅

調に推移しています。また、他産業の求人状況は月ごとにばらつきがみられ、総体とすると

対前年比を下回っています。 

・ 新規求人に占めるパート求人の割合は 30％～40％で推移しており、雇用に一定の役割を果

たしています失業給付受給者数は全体として減少傾向にあります。 

・ 求人求職の関係では、専門職・技術職、販売・サービス職が恒常的な人手不足となっており

ますが、事務職は求職者数が大きく上回っており、就職先が限られる状況が続いています。 
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Ⅴ 平成19年度市政経営の基本方針 

 

１ 市政経営の方向 

財政力も経済的自立度も高くない私たちの地域を持続可能なものにしていくこ

とは並大抵のことではありません。昨年も申し上げましたが、行財政改革によって

財政力を向上させることと、思い切った産業振興策により経済自立度を向上させる

ことは、言わば二律背反の課題であり車の運転に例えればアクセルとブレーキを同

時に踏むようなものです。バランスを欠いてしまうと車がスピンしかねないところ

に今の市政経営の難しさがあります。もとより国の下支えが期待できない中で熾烈

な地域間競争の時代を生き残っていかなければならない現状では、このような政策

を遂行することは、ひとり行政のみでできるはずもなく、産業経済界や市民も含め

た「多様な主体」による地域の総合力が不可欠です。 

このような状況下、今後の市政経営を考えるにあたり「統合的アプローチ」の重

要性を指摘しておきたいと思います。これは、端的に申し上げれば、これまでの「縦

割り行政」からの脱却を意味しますが、その背景には地域政策の立案主体が変わっ

てきていることが挙げられます。 

このところ中央省庁の幹部の方々と議論していて気づくことは、彼らはこれまで

の地域政策の立案主体から離れ、国策の立案主体に徹したいと考え始めていること

です。これは、増える一方の国の借金を減らしていくためには、ある意味当然の帰

結と言えるかも知れませんが、では、これからの地域政策の立案主体をどこが担う

のかと言えば、これは未だ明確になっていないように思われます。 

振り返ってみれば、戦後の高度成長期からバブル期にかけては、全国総合開発計

画に代表されるように、地域政策の立案主体は国が担っており、国が立案した政策

を県が取り次ぎ、基礎自治体である市町村が実行する三層構造が確立していました。

その意味でこの時代は、基礎自治体にとって単に予算面だけでなく政策立案面に関

しても国の下支えがあったと言えるでしょう。反面、いわゆる縦割り行政の弊害に

よって効率的な市政経営が妨げられていた一面があることも否めません。 

では、これからの地域政策の立案主体はどこが担うべきなのでしょうか。 

私は、住民に最も近いところで総合的に行政を担っている基礎自治体をおいて他

にないと考えています。しかしながら、かつては国や県の指導するところに従って

地域政策を遂行していればよかった基礎自治体が、政策立案の担い手になるために

は、地域の政策ニーズを的確に把握し、統合的アプローチによって縦割り行政の弊

害に陥ることなく地域の産業経済界や市民の皆さんと協働して政策の立案遂行を

図る必要があります。 

これまで策定してきました「地域経済活性化プログラム」や第5次基本構想基本

計画などは、この考え方に則ったものと捉えることができます。一方、これからの

国や県には、こうした統合的アプローチにより立案された地域政策を客観的に評価
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し、パッケージで支援する仕組みが求められると考えております。その具体化につ

きましては、これまで申し上げてきた地域への人材誘導を基軸としつつ、尚議論を

深める必要があることは承知しておりますが、いずれにしましても地域の自立的成

長を促す仕組みづくりが将来的に道州制の導入も視野に入れた真の地方分権社会

の創出には不可欠と思われます。 

下図は、これまで述べたことを要約して示したものです。今日のような時代の変

革期において地域の自立と言う大きなチャレンジを成し遂げていくためには、限ら

れた人的・物的資源を最大限に有効活用していかなければなりません。市役所にお

いては職員一人ひとりの「質的な変革」が求められます。すなわち「変化に対応で

きるスピード感覚」を磨き、半歩でも先を読む目を養うことで、事が起きてから対

策を練るようないわゆる「対症療法」からの脱却を図り、更に「統合的アプローチ」

によって縦割り行政と決別し、地域政策の立案主体としての役割を果たしながら地

域の皆さんと協働してその遂行にあたることが期待されます。これは「株式会社 飯

田市役所」の発想に通じるものであり、私自身も、こうした観点からあらためて市

政経営を点検し、全力で職務を遂行する所存です。またこうした意識の共有化のた

めに、今後も市役所内外において様々なコミュニケーションの機会を設けていきた

いと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでは・・・国 

 縦割り行政の限界 

これからは・・・基礎自治体 
 地域の自立的成長を促す仕組みづくり  

→ 地域への人材誘導を促す支援が必要 

   

A省庁 B省庁 C省庁 

<基礎自治体> 

・自治体職員が担当分野別に地域課題を 
 切り出し国へ補助金申請 
・補助要項に合わせた施策づくりを行うため、 
 不必要なものを行うことになる一方、  
 必要なものが抜け落ちるケースが多い。 

国・県 

（将来的には 

州の役割？） 

  
 

客観的評価 

パッケージ支援 
 

産業界 
経済団体 

他の自治体 

機能分担と連携 

<基礎自治体> 
統合的アプローチによる地域経営 

例：「地域経済活性化プログラム」 

課題A 

補助A’’’ 

課題B 課題C 

補助B’’’ 補助C’’’ 

パワーアップ 
協定 

地域政策を立案する主体 

（県による取り次ぎ） 
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２ 平成19年度当初予算編成の考え方 

 

（１） 国の財政計画の概要と地域経済への影響 
平成 15年度から実施されたいわゆる三位一体の改革（国庫補助負担金の改革、

税源移譲、地方交付税の見直し）は、平成 19年度から本格実施される税源移譲を

もって一段落します。しかし、国も地方も、本格的な少子高齢社会と人口減少への

対応や財政健全化などの難しい課題に直面しており、交付税制度改革を含む更なる

地方分権改革の推進へと議論の焦点が移ろうとしています。 

先に発表された地方財政対策によれば、順調な景気回復と個人市民税における定

率減税の廃止などによって地方税収が伸びることを前提として、地方交付税や臨時

財政対策債が減額され、税と交付税を合わせた地方全体の歳入は、ほぼ前年度並み

ということです。また、平成19年度の特徴として、税源移譲が本格実施されるこ

とによって個人市民税が増加し、暫定的に国から交付されてきた所得譲与税が廃止

となります。 

当市の状況は、市税が大きく伸びる一方で、昨年度まで臨時的に措置されてきた

所得譲与税や地方特例交付金が削減され、地方交付税や臨時財政対策債も減少する

見込みであり、結果として一般財源総額はほぼ前年度並みと見込んでおります。 

来年度以降の見通しにおいても、地方交付税が大きく伸びるという状況は考えに

くく、引き続き行財政改革を推進するとともに、収入に見合った適正な財政規模の

実現をめざし長期的な視野に立った財政運営に努めていきたいと考えております。 

 

（２） 当初予算の概要 
前述のとおり歳入の伸びが期待できない状況のなかで、歳出面では、少子高齢化

の進展や制度改正により医療・福祉関係予算が増加しています。また、下水道事業

をはじめとする特別会計への繰出金や広域連合への負担金などの義務的な経費に

ついては、引き続きかなりの額が必要な状況です。 

さらに、平成19年度は、市制施行70周年の節目の年であるとともに、第５次基

本構想基本計画のスタートの年でもあります。また、自治基本条例や地域自治組織

といった新たな枠組みによる地域づくりが始まる年でもあり、これらを具体化し、

今後の市政経営を方向付ける点においてたいへん重要な予算編成だと思っていま

す。 

こうした観点から、今回の予算編成では、基本目標に掲げた「５つのまち」 

「さまざまな産業がいきづき、地域経済が自立した元気なまち」 

「地域で学び地域で育つ「地育力」でみんなが輝くまち」 

「ともに支え合い安心、安全に暮らせるまち」 

「豊かな自然、文化を活かし多様なライフスタイルが実現できるまち」 

「みんなの思いでうごくまち」 

の実現に向けて、取り組む事業の整理(選択と集中)に重点を置きたいと考えていま
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す。 

また、まちづくり委員会を中心とする新たな地域づくりの活動が、スムーズにス

タートできるようにするための支援についても、しっかり検討したいと考えていま

す。 

しかし、当市の現在の財政状況には、基金からの繰入れを抜きにして予算編成が

できるほどの余裕はなく、また、市民の皆さんからの要望も多方面にわたりますの

で、行財政改革を通じて財源を生み出し、事務事業の優先度を明確にするなかで的

確に行政需要に応えるとともに、財政見通しにも配慮した予算編成に努めなくては

ならないと考えております。 

 

  ◎ 平成19年度当初予算要求状況（一般会計） 

（事業費ベース）                                         単位：千円 

 歳  入 歳  出 歳入歳出差引 

18年度要求額 37,941,589 41,543,568 △ 3,601,979 

19年度要求額 39,518,016 40,870,645 △ 1,352,629 

19年度－18年度 1,576,427 △  672,923 2,249,350 
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３ 基本目標の具体的な展開の方向 

 

「さまざまな産業がいきづき 地域経済が自立した元気なまち」 

地域経済活性化プログラムを推進する中で、特徴ある施設を整備し、或いは産業や

産品を磨き・産み・育てて「地域ブランド」の創成と確立を図り、更には飯田の特性

を活かした新たな産業を創発して「さまざまな産業がいきづき 地域経済が自立した

元気なまち」づくりを推進します。 

 

＜前期基本計画における重点事項＞ 

○「地域ブランド」の創成と確立をはかる。 

○飯田の特性を活かした新たな産業を創発する。 

○地域の魅力や飯田らしさを活かす特徴ある施設・拠点の整備と利活用を推進する。 
             

  

 

 

             

 

 

 

◆19年度予算編成のポイント 

○「地域経済活性化プログラム2007」の着実な展開を図ります。 

（詳細は地域経済活性化プログラム2007で発表します。） 
 

「地域で学び 地域で育つ 「地育力」でみんなが輝くまち」  

明日の地域を担う子どもを安心して産み育てることができる環境を整備し、子育て

世代がこの地域に定着して、安心して誇りを持って子育てができる社会づくりを推進

します。そして、地域の総合力を結集して子どもから大人までが「地域で学び 地域

で育つ「地育力」でみんなが輝くまち」づくりを推進します。 

 

＜前期基本計画における重点事項＞ 

○地育力向上連携システム推進計画を着実に実施する。 

○安心して子どもを産み育てることができる環境を整備する。 

○子育て世代が定着できる社会環境を整備する。 

             

 

 

事業者自らが実施するパワーアップ活動 

人材育成と企業、人材誘導 

地域内産業の多様な連携 

関連する

重点施策 

活気ある街づくりの推進 
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◆19年度予算編成のポイント 

○「地育力向上連携システム推進計画」に沿った事務事業を組み立てます。 

 ○子育て支援や子育て負担の軽減について、更に充実を図ります。 

 

「ともに支え合い安心、安全に暮らせるまち」  

東海地震を始めとする大規模災害発生等の非常時に、市民の生命や財産の被害を最

小限に押さえるための体制を計画的・集中的に整備し、多様な主体が役割を分担する

中で、「ともに支え合い安心、安全に暮らせるまち」づくりを推進します。 

 

＜前期基本計画における重点事項＞ 

○東海地震をはじめとする大規模災害等の非常時に備える施設を整備する。 

○非常時における多様な主体の役割を確認し、併せて体制を整備する。 

○コミュニティーで共に支え合う仕組みを整備する。 
 

 

 

 

 

 

◆19年度予算編成のポイント 

○引き続いて学校施設耐震化を推進します。 

 ○庁舎改築のための検討をはじめます。 

 ○防災ヘリポートの整備を具体化します。 
 

「豊かな自然、文化を活かし 

 多様なライフスタイルが実現できるまち」  

多岐にわたる地域の個性を磨いて、飯田らしい特徴あるまちづくりを進めると同時

に、地域に足りない点を補完するために圏域を超えた交流と連携を推進し、「豊かな

自然、文化を活かし 多様なライフスタイルが実現できるまち」づくりを推進します。 

 

ふるさと意識の醸成 

子どもを産み育てやすい環境の充実 

共に支えあう地域福祉の推進 

 災害対策の推進 

関連する

重点施策 

関連する

重点施策 

乳幼児教育の充実 
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＜前期基本計画における重点事項＞ 

○地域の活力を生み出す原動力となる若者の定住を促進する。 

○多岐に亘る地域の個性を磨いて飯田らしい特徴あるまちづくりを推進する。 

○地域に足りない点を補完するために圏域を超えた交流と連携を推進する。 
 

 

 

 

 

 

◆19年度予算編成のポイント 

○三遠南信地域連携ビジョン策定と飯田市での三遠南信サミット(仮称)の開催に

備えます。 

○東海・中京地域をはじめとして、交流ネットワークの拡充に備えます。 

 

「みんなの思いでうごくまち」  

自治基本条例の精神に則り、自分達ができることは自分達で考え行動し、それぞれ

の創意と工夫を活かしながら多様な主体の育成と自立を支援し、行政とともに役割を

分担しあいながら協働して「みんなの思いでうごくまち」づくりを推進します。 

 

＜前期基本計画における重点事項＞ 

○自分達ができることは自分達で考え行動し、それぞれの創意と工夫を活かせる地

域づくりを推進する。 

○行政と多様な主体がともに役割を分担しあいながら協働のまちづくりを推進す

る。 

○多様な主体の育成と自立を支援する。 

○行財政改革の推進のため、行政経営の政策の各種政策について行政として重点的

に展開します。 
 

 

 

 

 

 

 

◆19年度予算編成のポイント 

○地域自治組織による創意と工夫を活かした地域づくりの支援に務めます。 

○多様な主体の育成と自主的な事業展開を支援する仕組みを整備します。 

○市制70周年記念事業を推進します。 

 地域資源の資産化 

 三遠南信・中京圏の連携推進 

 自立に向けた住民組織力の向上 

 市民参画による協働の促進 

関連する

重点施策 

関連する 

重点施策等 

 効率的、効果的な行財政運営 


