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飯田市



 

１ はじめに 
 

市民の皆様のご支援を賜って昨年の 10 月 28 日に市長に就任して以来、2 ヶ月余りが

過ぎました。私は、これまで申しあげてきたとおり、飯田市が掲げてきた「環境文化都

市」のよい理念を継承しつつ、「文化経済自立都市」の実現を目指しているところでござ

いまして、新年を迎えるにあたり、今年を、『地域を取り巻く環境変化に対応し、飯田市

が経済的自立を図っていくための本格的なスタートの年』と位置づける所存です。 
経済情勢は予断を許さず、財政状況も依然として厳しい中ではありますが、今年は地

域の将来に希望のもてる年になるよう、まずは『耕し・種を蒔くこと』に粉骨砕身努力

する所存ですので、市民の皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。 
 

2 平成 1７年の経済認識 
 
昨年の景気動向 
 
 昨年前半は、世界的なデジタル景気の拡大と、米国やアジアの高成長が日本経済を支

え、景気回復を強く印象づけましたが、後半、特に年末にかけて、輸出の伸び悩み、Ｉ

Ｔ関連の在庫調整、原油高、円高傾向、鋼材の値上がりなどから、一服感を強めました。 
  昨年の実質成長率は高水準を維持すると見込まれていますが、成長は鈍化しつつあり

ます。 
 

今年の景気見通し 
 
 昨年後半から、景気の一服感が出てきています。雇用環境の改善、アテネオリンピック、

薄型テレビ、デジタル家電の売上げの伸びなど、家計部門のがんばりで持ちこたえてきた

景気も、年末のボーナスが例年並みにとどまったことや、国の新年度予算で公的負担の増

加が盛り込まれたことなどが今後のマイナス要因となると思われます。 
   今年は、世界経済も減速傾向となり、日本も経済成長が鈍化するとの見通しが強くな

っています。 
 

今年の長野県内の景気見通し 
 

  全国の動向と同様の状況ではないかと思われます。昨年 12 月の日銀松本支店の日銀短

観や信濃毎日新聞の調査でも、減速傾向や製造業を中心に業況感の悪化が見られており

ます。一般機械など一部製造業が好調を維持していることや、一部非製造業に先行き期

待感も出てきていますが、ＩＴ関連や建設業は依然厳しい状況が続いており、全体とし

ては回復基調にあるもののしばらく一服感が続くと思われます。 
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今年の飯田市の景気見通し 
 
  飯田市においては、一昨年に続き昨年も製造業において規模の大きい投資が 7 件（投

資額合計約 70 億円）あり、約 500 名の雇用増に結び付きました。 
しかし、飯田市においても昨年末業況感は悪化しています。受注の減少だけでなく、

製造業やコンピュータソフト関連で厳しい単価要求が続き、原油価格の高騰などの影響

を価格に反映できないなど、収益の悪化につながっています。 
また、財政的厳しさから公共事業の伸びも期待できないので、建設業の厳しさも続く

と思われます。こうした中で、新たなビジネスに挑戦する動きが見られます。 
農業も高齢化と担い手不足などから将来に不安を抱えており、今年の米の生産目標も

やや減少しています。 
有効求人倍率は１を超えているものの、就職できない、雇用できないと言った求人と

求職のミスマッチがありその解消が課題です。 
 一方、中部国際空港の開港や愛知万博の開催などは観光への波及が期待できます。ま

た、製造業においても、自動車のエレクトロニクス化、地上波のデジタル化やテレビの

液晶化など新たな需要も見込まれ、中核企業には底堅さがありますが、業種間格差が広

がっている様子もあり、総じて厳しい状況が続くものと思われます。 
 
＜業種別の概況＞ 

工業 ・平成 16 年はデジタル家電や携帯電話市場の好調に支えられて総じて堅調に推移したが、秋口から

半導体関連を中心に減速の兆候が見られた。一方、車載電装品関連や新エネルギー関連業種は総じ

て堅調に推移した。コストダウン要請が厳しい状況下、原油高、原材料価格の高止まり、円高など

の要因が各社の収益環境に影響してきており、新規取引先の開拓などにより景気変動リスクの分散

に努める傾向も見られた。また、工場の新設や能力増強投資による積極的な展開も見られたが、年

末になって業況感は悪化した。 

・食品を含む生活関連産業は、消費者嗜好の変化などを受けやすいという構造的要因に加え、猛暑、

台風、地震災害による原材料高騰で影響を受けたが、企画物やブランド化による高付加価値化への

取組が見られた。 

農業 ・平成 15 年の本市の農業産出額は、前年比△6％の約 120 億 5 千万円。平成 2 年比△30％であり、

畜産(平成 2年比△51％)と果樹(同△44%)の落ち込みが減少要因になっている。農家数も年々減少し

ている。 特に販売農家(経営面積 30ａ以上または販売額 50 万円以上)は減少が顕著である。平成 16

年の産出額は、春から続いた高温や台風による作物被害はあったものの、15 年よりは若干改善する

見込み。ただし、拡大基調に転じたとは言い難い。飯田産の果樹野菜をブランド品として扱う近県

買受人の参入が増えてきた。 

林業 ・飯伊の素材生産量は、平成 15 年で 19 千ｍ3、平成 10 年数値の約 57.5％である。製材消費量につ

いても平成 15 年は 26 千ｍ3であり、平成 10 年数値の約 51％と、ともに減少し続けている。 

・国産材製品の品質を確保する動きが見られ、乾燥材の平成 15 年生産量は前年比 105％となってい

る。 

・飯田市の人工林面積のうち 26～45 年生の林分は６割近くを占め、間伐等の整備は不可欠だが、将

来、木材生産が期待される。しかし、林業を取り巻く状況は厳しい。 

商業 ・夏場に向けデジタル家電で消費意欲が拡大し景気の持ち直し感はあったが、年間を通じた天候不

順や秋口の災害により生鮮食品売上げに影響が出、加えて猛暑で商店街への客足は伸びなかった。

一方、市内における大型店の売場面積は 54％を占めており、中心市街地小売業の売上高のシェアは

20%と厳しい状況になっている。 

・卸売市場の取扱量、高ともに天候不順、災害、市場外流通の影響で漸減傾向。 

観光 ・観光延べ利用者数は平成７年以降 100 万人を突破している。元善光寺ご開帳を挟んで増減を繰り

返している。平成 16 年はその翌年に当るため 110 万人台の利用者数となる見込み。平成 17 年は、

中部新空港の開港や愛･地球博の開催というプラス要因により、120 万人台に乗せるものと考えられ

る。天竜峡が平成 4 年の 79 万人の入り込みを最高に年々減少しており、約 33 万人となっている。 
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飯田市の地域経済への対応について 
 

12 月の国の予算内示において地方交付税交付金の総額は前年度並みに確保されたも

のの、今後の国の三位一体改革の行方は依然として不透明であり、飯田市の財政につい

ては、来年度は歳入の減額が著しく、厳しい状況が続くものと考えられます。 
 
 平成 17 年度当初予算要求集計（一般会計）    

       

 （一般財源ベース）   単位：千円   

   歳入 歳出 歳入歳出差引   

 16 年度要求額 24,854,154 27,937,880 △ 3,083,726   

 17 年度要求額 24,397,095 28,194,918 △ 3,797,823   

 平成 17－平成 16 △ 457,059 257,038 △ 714,097   

       

 
このように歳入見込みが減少している一方で、歳出要望が増えている大変厳しい財政

状況ではありますが、予断を許さない地域の経済状況の中で「文化経済自立都市」実現

に向けて本格的なスタートを切るために、行財政改革をはじめ、あらゆる工夫を凝らし

て自主財源を捻出し、農林業、工業、商業、観光を含めたサービス業等地元の産業界と

協働して可能な限り行政としての投資効果を確保する努力をしてまいります。 
 

３ 平成 1７年度の市政運営にあたっての重要課題 
 

平成 1７年度当初予算 
 
私にとりましては、市長就任以来、初めての当初予算編成となりますが、現在の厳しい

財政事情を勘案いたしますと決して容易なものではないと考えております。 
平成 17 年度は、国のいわゆる三位一体改革の実質的２年目となるわけですが、一般財

源となる臨時財政対策債がさらに減少するなど、歳入の確保がますます困難になる中で、

経済自立度の水準を高めるための産業振興を図っていくことが最大の目標と考えており

ます。そのための時宜を得た政策を実施していくとともに、市民生活に直結する福祉・保

健医療・環境・教育についても増大する行政需要に対応していかなければなりません。こ

れらは、二者択一的なものではなく、表裏一体の関係にあるものとして考えております。 
そのため来年度予算では次の 3 点を重点政策として位置づけました。 

①産業振興 
②子育て支援 
③防災対策 

パワーアップに不可欠な産業振興につきましては、12 月補正で芽出し（頭出し）をさ

せていただきました「地域経済活性化プログラム」を策定し、産業振興を実行に移して

いきます。 
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  また、誰もが安心して暮らせる安全なまちづくりを目指すための防災対策や地域の次

代を担う子育て支援にも重点で取り組んでまいります。 
厳しい財政状況の中でこれらの重点政策を実行するためには、市の事業全体について、

その必要性やコストと効果の観点から優先順位を明確にしていく必要があります。そのた

めには職員全員が危機意識をもち、柔軟な発想と行動力を併せ持つ職員となるよう能力を

向上させ、市役所の行財政改革を推進する中で、「文化経済自立都市」実現のための予算

となるべく、最善を尽くして取り組んでまいります。 
 
産業振興 
 

  地域経済をパワーアップし経済自立度を 45％から 70％へ引き上げるための産業振興

策を積極的に展開します。 
そのためには産業界、市民、行政がスクラムを組んで「地域経済活性化プログラム」

を策定し、策定課程が事業化につながるようにしながら、即効性のあるプログラムを実

行していきます。    
その中で次のような施策を重点的に取り組み始め、私自らトップセールスに取り組ん

でまいります。まず、製造業のパワーアップとして「既存企業の付加価値額アップ」「優

良企業の誘致」「大学等との連携による研究開発機能の集積」「地育力によりたくましい、

将来の担い手確保」に取り組みます。 
農林業においては、完成度の高い商品づくり、新しい販路と流通の開拓をしていく地

域ブランドづくりに取り組むとともに、食糧自給率の拡大（域産域消の推進）に取り組

みます。 
観光ツーリズムを通じ国内外から交流人口の大幅な拡大を図ります。そうした視点か

ら今年度は特に、中心市街地と天竜峡での新しいツーリズムを創造するための取り組み、

ツアー・オブ・ジャパンなどのイベント誘致、国内外の誘客をはかる「お誘い・お迎え

戦略」に取り組みます。 
 
子育て支援 
  
未来を担うたくましい子どもが育つことは、持続可能な社会形成にとって不可欠な要素

です。そのためには、まず子ども自身がのびのびと暮らせる環境を整えなければなりませ

ん。また、親が安心して子育てができ、子育ての楽しさを実感できる環境づくりを進める

必要があります。 
平成 16 年度には「飯田市子育て支援に関するアンケート調査」を実施し、子育て等に

関する生活実態と子育て支援に対するニーズ把握を行いました。その結果、教育費や生活

費などの経済的な問題、仕事と家庭の両立の問題、育児に自信がないといった家庭育児力

の問題などが明らかになりました。 
そこで飯田市では、アンケート結果を踏まえて「親育ち」「子育ち」「まち育ち」の 3

つの視点から、この 3 月までに「次世代育成支援飯田市行動計画」を策定します。 
そして 17 年度には、その計画に基づいた具体的な子育て支援策を推進することで、元

気な子どもが育つまちづくりを展開してまいります。 
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防災対策 
 
 昨年は、「災」の一字に象徴されるように災害の多い年でした。台風や地震など多様な

自然災害への対策を講じることで、市民が安全に暮らせるまちづくりに取り組んでまい

ります。 
特に、飯田市は東海地震における地震防災対策強化地域に指定されております。そこ

で災害時の拠点となる公的施設の耐震対策は、早急に進めなければならない重要課題と

なっております。なお、耐震対策の対象となる公的施設は、学校の校舎や体育館をはじ

め公民館など箇所も多いため、耐震診断と耐震補強を年次計画的に進めてまいります。 
 
行財政改革 
 
行政運営に民間の経営感覚を取り入れて「㈱飯田市役所」の発想で行政運営を進めてい

きます｡ 
「㈱飯田市役所」とは、これまでも折に触れてご説明して参りましたとおり、職員自ら

が財源の確保に務め、限られた資源を重点かつ効果的に活用することにより、自立度の高

い安定した自治体経営が持続的になされていることを指します｡ 
そのため、職員一人ひとりが常に歳入の確保を念頭に成果重視で無駄を許さない「小さ

な市役所」を目指してまいります｡ 
当面する重要課題としては、市立病院の経営健全化があります。飯田市の病院事業は、

一定のルールに基づいて毎年 13 億円程度の資金を一般会計から繰り入れておりますが、

繰入額の圧縮に向けた企業努力は必要です。市立病院が、将来に亘り地域の皆さんの生命

と健康を守る砦として最先端高度医療の提供を続けていくためにはどうあるべきか、更に

「地域全体の病院・医療システムのあり方」という広い視野から検討することも含め、こ

の１月には、院内へ「経営企画部」を設置し、高松分院も含めて病院経営全体の見直しに

取り組んでまいります。 
次に、無駄をなくし「小さな市役所」を目指すための行財政改革は､市民の理解や協力

がなければなし得ません。現在、市民 13 人で構成する飯田市行政改革推進委員会に対し

「市民・事業者と行政の役割分担の見直しについての基本的な考え方」「行財政の効率化

についての基本的な考え方」「行政サービスの質の向上についての基本的な考え方」の３

点を諮問して審議いただいております｡現在進めております行財政改革は成果を高めなが

ら、更にその答申を参考にし市民とともに着実に進めてまいります｡ 
また、成果重視で事業を選択・実施してより効果的に政策目標を達成していくために、

引き続き行政評価システムの導入に取り組んでまいります。 
行政評価は、評価結果の公表を通して市民が行政の進める施策や事業の状況を知ること

により、市民と行政がともに暮らしやすく魅力あるまちづくりを進める共通言語となると

いう側面もあります｡ 
そこで庁内では事務事業の的確な成果把握に努めるとともに、各事業の上位成果目的と

なる施策の成果検証を行い、成果向上に向けた具体的な改革改善を率先実行します。      
導入 2年目の 16年度は、実施計画に基づく 268事業の評価結果を初めて公表しました。

今後は、飯田市に相応しいシステムの構築を進めると共に、わかりやすい公表をすること

で市民が意見や提案ができ、政策・施策に反映する仕組みをつくるよう取り組んでまいり

 5



ます｡ 
 

飯田市・上村・南信濃村の合併 
 

昨年の 12 月 16 日に合併協議会（法定）を立ち上げたところですが、3 市村の合併調

印、並びに各議会の合併の議決を経て、3 月末までに県知事に対し合併の申請ができる

ように、協議を進めたいと考えております。 
新市の誕生に向け全ての事務事業について、住民生活に支障が出ないように整理・統

合を進めながら、上村・南信濃村に対する市民の理解を深め、3 市村の住民にとって合

併して良かったと思えるような新飯田市づくりを進めてまいりたいと思います。 
 
機構改革 
 

  行財政改革と平行して、新たな行政課題に迅速に対応でき、スリムで効率的な組織と

するための機構改革を実施します。その第 1 段階として、業務の現場主義に即した見直

しや関連性の深い業務の一元化、更には危機管理体制の整備など、早急に改革すべき部

分について平成 17 年 4 月 1 日付で組織を変更し、政策の推進を図ります。 
  なお、市民生活に影響の大きい変更や、部の統合・再配置等などの大きな変更を伴う 
機構改革については、更に検討を進め、適当な時期に実施する予定です。 

 
議会との共働 

  
  改めて申しあげるまでもございませんが、市長と議会とは、地域経営を行っていく車

の両輪です。 
  変革期にあるといわれて久しいわけですが、飯田市は、これまでも述べてまいりまし

たように、今、本当に大切な時期にさしかかっております。そのため、今までに増して

議会との共働を進め、「文化経済自立都市」をめざして市政運営にあたりたいと考えてお

ります。 
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４ 添付資料 
 
（１）重点事業(ハード)目次 

 
①防災 

● 公的施設耐震診断事業                       8 
 

   ②教育・福祉・環境 
● 図書館伊賀良分館建設事業                    8 
 
● 児童クラブ開設事業                       8 
 
● 一般廃棄物最終処分場建設事業                  9 
                     
 

   ③インフラ整備・地域づくり 
 
● 県営中山間地域総合整備事業（情報基盤施設整備事業）              9 
 
● 橋南第二地区市街地再開発事業                                    9 
 
● 丸山羽場第二地区区画整理事業                                   10 
 
● 道路改良事業                                                   10 
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① 防災 

 

● 公的施設耐震診断事業 

 

 昭和 56 年以前の旧耐震基準に基づく建築物は、大地震の際に倒壊する等の恐れがあ

ることから、飯田市が所有する公的施設の耐震化を図っていきます。大規模地震発生時

に避難所となる施設、直接住民の生命や身体を保護する重要な役割を果たす施設、災害

応急対策を行うにあたって中心的な役割を果たす施設を優先して耐震診断を行います。 

 国の東海地震緊急対策方針においても、災害時の拠点となる学校、病院、市役所等の

公共建築物の耐震診断を実施し、その結果に基づき耐震補強等を図る方針が示されてい

ます。 

 すでに、平成 15 年度から 16 年度にかけて、学校の校舎や体育館、市役所本庁舎、地

区公民館の耐震診断を実施しましたが、平成 17 年度以降できるだけ早い期間内に、学

校校舎の二次診断や未実施の地区公民館等の耐震診断を実施し、その結果に基づいて耐

震補強工事を行うなどして、安全の確保を図っていきます。 

 

【交通防災課 内線２４３０】 

 

② 教育・福祉・環境 

 

● 図書館伊賀良分館建設事業 

 

飯田市では図書館運営において、県下トップクラスの全市域サービスに取り組んでお

りますが、近年特に図書館利用が増加する中、各地区における分館は重要な役割を担っ

ております。 
 特に伊賀良分館では、利用者数の増加によって、閲覧及び図書収納スペースとも手狭

となり、しかも公民館 2 階奥に位置しているために、高齢者、身障者の方々の利用が困

難になっております。よって、あらゆる市民の皆さんが利用しやすい図書館とするため、

現公民館敷地内へ単独館として建設いたします。 
生涯学習の中核的施設として、広域的な地区利用も視野に置き、中央図書館とのネッ

トワーク化、開館日数の拡大など、子育て支援の一端も担えるような準地域館と位置づ

け、地域に密着した施設とする考えです。 

 

【中央図書館 内線４２３０】 
 

● 児童クラブ開設事業 

 

 放課後家庭に保護者がいない児童をあずかっている切石児童館（公民館）が、都市計

画街路羽場大瀬木線の事業用地として買収されることになったため、平成 17 年度中に

移転改築するとともに、運営方式を登録制の児童クラブへと移行するもので、切石体育

館の有効活用も踏まえ周辺に建設できるよう調整中です。なお、同一建物であった公民

館機能は、地元の希望もありこの機会に分離することとし、地元の事業として別の場所
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に建設することになりました。 

また、平成 17 年 4月から新たに「川路児童クラブ」を開設します。 

 

【児童課 内線５３４１】 

 

● 一般廃棄物最終処分場建設事業 

 

 イタチガ沢最終処分場の残余容量が逼迫した状況になってきています。このため、長

期的かつ安定的に一般廃棄物の最終処分を行う新たな最終処分場を建設する必要があ

り、候補地を選定してきましたが、平成 15 年 2 月に千代地区より内諾をいただき計画

を進めています。 

 平成 16 年度は、最終処分場設置に伴う生活環境影響調査結果の説明及び公告縦覧を

行い、整備計画を完成するとともに、地元との環境協定を締結し、平成 17 年度に用地

取得、実施設計を経て一部準備工事に着手する予定です。本工事については、平成 18

年度に着手し、20 年度末の完成、21 年度中の供用開始を予定しております。 

事業の実施にあたっては、事業実施区域の持つ特性を勘案し、自然環境の保全及び調

和に充分配慮するとともに、最新の技術と設備を備えた万全な施設とする計画です。 

 

【環境保全課 内線５２４８】 

 

③ インフラ整備・地域づくり 

 

● 県営中山間総合整備事業（情報基盤施設整備事業） 

 

県営事業を導入し、竜東全域でケーブルテレビの視聴と、高速インターネットの利用

が可能となる情報基盤施設（光ケーブル網）を整備します。平成 15 年度から着工して

いますが、18 年度までには施設整備を完了させる予定です。17 年の夏から一部の整備

済みエリアからサービスを開始し、19 年の夏までには竜東全域で利用いただけるよう

事業を進めていきます。飯田市では、現在のオフトーク通信に代わる行政・地域情報媒

体の一つにケーブルテレビを位置づけており、市政に関する様々な情報を、映像と音声

で市民の皆さんにお伝えできる範囲が広がります。 

・ 県営中山間総合整備事業（竜東飯喬地区）計画総事業費 7.3 億円 

 

【農政課 内線３５２０】 

 

● 橋南第二地区市街地再開発事業 

 

 郊外大型店などに押されて商業が衰退しつつある中心市街地を、暮らしの場・交流の

場として総合再生を図るため、平成 5年度から再開発事業に取り組んできました。平成

13 年度に完了した本町１丁目の第一地区に続いて、隣接する第二地区再開発事業を関

係権利者による組合施行で進めております。 

 店舗、住宅、川本人形美術館、飯田信用金庫を中心とした業務施設の複合した建物を
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建設中であり、平成 18 年夏の完成を目指しております。この事業を中心にして更に街

中にある色々な資源を活かし、市民や民間との協働により、市街地に住む人、訪れる人

を増やし、飯田下伊那の顔としての中心市街地の魅力を高める事業を進めていきます。 

・ 施行地区 本町 1・銀座 3・通り町 1の街区内 0.6ｈａ 

・ 総事業費 約 70 億円 （うち国・県・市の補助金 約 22 億円） 

・ 事業期間 平成 13 年度～平成 18 年度 

 

【市街地整備推進室 内線３６２０】 

 

● 丸山羽場第二地区土地区区画整理事業 

 

本事業は、市街地近郊の良好な住宅ゾーンの形成を目的とし、平成元年に着手し平成

20 年度の完了を目指して進めております。 

現在、地区内の背骨であり、また飯田都市圏環状道路として位置づけられている羽場

大瀬木線の供用が開始され、地区内に流れる用水路の整備も進むなど、良好な居住環境

が整えられつつあります。 

平成 17 年度中には全ての家屋移転が終了し、都市計画街路や、区画道路、また住宅

地の造成も概ね完成となります。 

 更に、公園用地の造成、緑道の整備を進め、平成 20 年度の換地処分終了に向けて、

事業を進めていきます。 

・ 施工面積   28.1 ha 

・ 移転家屋数  247 戸 

・ 総事業費  90.6 億円 

 

【都市整備課 内線２７３０】 

 

● 道路改良事業 

 

市民の皆さんから数多くのご要望をいただいております道路改良工事は、投資効果や

緊急性を考慮し重点的な整備を進めていきます。 
特に大型プロジェクト関連事業や、国県道へアクセスする幹線道路は優先的に整備し、

市民要望の強い生活道路は、投資効率の高い路線から整備していきます。なお早期に全

線改良ができない個所については、待避所等の部分改良を実施していきます。 
また、東海地震の危険性が指摘されている中、緊急輸送路に指定されている道路の通

行確保が求められており、路線内にある橋梁の耐震対策を進めていきます。 

さらに高齢化社会を迎え、歩行者の安全な通行の確保を図るため、歩道の段差解消等

バリアフリー化をより進めていきます。 

   

【土木課 内線２７２０】 
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（２）重点事業（ソフト）目次 
 

● 基本構想・基本計画策定事業                                    12 
 

①産業振興 
 

● 地域経済活性化プログラム策定事業               12 
● 中小企業金融対策事業                                          12 
● 雇用対策事業                                                  13 
● 地域ブランド構築事業                                          13 
● 天竜峡観光ツーリズム                                          13 
● 天竜峡エコバレープロジェクト                                  14 
● 地域農業のパワーアップ                                        14 
● 林業の振興と林業経営及び森林の基盤整備                        15 
● 工業振興対策                                               15 

 
  ②防災 

● 地域防災計画の見直し                                          16 
 
  ③教育・福祉・環境 

● 総合教育支援事業                                              16 
● 科学実験教室推進事業                                          16  
● 地域産物利用事業                                              17 
● 地育力向上連携システム整備事業                                17 
● 子育て支援策（①育児支援家庭訪問事業 ②つどいの広場事業）    17 
● 乳幼児医療給付事業                                            18 
● 新エネルギー・省エネルギー推進事業                            18 

 
  ④インフラ整備・地域づくり 

● 総合的土地利用計画策定事業                                    19 
● 良好な景観の保全とまちづくりの仕組みづくり                    19 
● 地域公共交通改善事業（市民バス運行事業、公共交通活性化プログラム策定事業）           19 
● いいだのまち観光づくり事業                  20 

 
  ⑤市民サービス向上 

● くらしのガイドブック作成事業                 20 
● 市民意識調査事業                                              20 

 
  ⑥イベント 

● ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ支援事業            21 
● 日独地域国際化サミット                                        21 
● 第 23 回ナショナル・トラスト全国大会ｉｎいいだ         21 
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● 基本構想・基本計画策定事業 

 

平成 8 年度からスタートした第４次基本構想・基本計画は、17 年度までの総合計画

となっております。現行の基本構想で掲げた「環境文化都市」は、内外より高い評価を

得ているところですが、よりよい地域づくりを進めるためには、その理念を活かしなが

ら飯田市の自立度を高め、よりパワーアップしていく必要があります。そのため政策実

現に向け、また、合併後の新市の将来像も見据えて、第 5次基本構想・基本計画の策定

に着手します。       

今日、行政には、財政危機、情報化、少子高齢化など多様な課題への対応が求められ

ている他、地方分権社会の到来、スリムな行政、住民自治の拡充及び行政・市民・事業

者の役割分担等の見直しなど避けて通れない視点もあります。 

これらを踏まえる中で、17 年度では、現行基本構想の評価をした上で、市民と行政

が一体となった取組を進めていきますので、市民の積極的な参加とご意見をお願いいた

します。 

【企画課 内線２２２４】  

 

① 産業振興 

 

● 地域経済活性化プログラム策定事業 

 

経済的に自立の出来る地域となるための方策を、具体的に定めるものが地域経済活性 
化プログラムです。産業界、市民と行政がスクラムを組んで取り組む事業、強化する事

業を具体的に示していきます。 
 プログラムの策定における検討の内容は、現状と課題分析、方向性、具体的な活性化

策、プログラムの推進、進行管理等で、即効性のあるプログラムとして策定をします。 

 策定にあたっては、地域経済を担う経済人や、産業界各分野の方々、女性、専門家を

交えたワーキンググループを立ち上げプログラムの策定を進めながら、実施できること

は同時に進めていきます。 

 【産業労政課 内線３５１０】 

 

● 中小企業金融対策事業 

 

中小企業を取り巻く経済状況は依然としてきびしい状況ですが、一方では、創業、新

分野進出など投資効果の期待できる動きも出てきております。 
不況対策運転資金や設備等への投資資金として、市・県制度資金を有効に利用してい

ただき、その保証料の一部を補助することにより、中小企業者等の負担軽減を図り、安

定した経営や更なる事業の展開に寄与するものであります。 

より効果を上げるために、スピーディーで、タイムリーな融資の実行ができますよう、

金融機関、商工団体との情報交換、モニタリングを通じて柔軟な対応をしていきます。 

 

【産業労政課 内線３６２３】 
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● 雇用対策事業 

 

 有効求人倍率が 1倍台に改善されてきているものの、依然として厳しい情勢にありま

す。雇用の確保は、産業の振興が欠かせませんが、それには優秀な人材が不可欠です。

進学等により故郷を離れた若者がこの地域に帰ってくる必要があります。 

 そのため中・高校生に、がんばっている地元の企業を知ってもらうことが不可欠であ

り、地元企業のトップや従業員が中・高校生や親に授業等で話をする機会を設けていき

ます。 

 また、ＵＪＩターン促進のためのＰＲ活動に取り組みます。せっかく就職した若者が

離職してしまうなどの状況があり、そうした若者の悩みの相談に乗るための機会を設け

ていきます。 

 

【産業労政課 内線３５１２】 

 

● 地域ブランド構築事業 

 

資源を資産に変えて、高付加価値で外貨獲得をめざします。 

飯田下伊那地域は多様な農林産物、加工品、商業集積、観光資源が存在します。その

多様性と特性を武器にブランド化を図ることで、付加価値を高め、販売額を拡大しよう

とするものです。 

地域の企業・団体等と連携・協働して、農・工・林・観光の各分野で特色のある地域

生産物を、中京圏・首都圏をターゲットにして売り出すなど、戦略を考え、実施してい

きます。 

例えば、下記のようなものが考えられます。 

・ 農産物 「ふじ」「南水」「市田柿」「朝採り野菜 南信州ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ」 

・ 加工食品 「和菓子」「漬け物」 

・ 工業製品 「マイスター作の腕時計」「水引 MIZUHIKI」 

・ 観光関連 「丘の上」「天竜峡」「エコツーリズム」「セントレア開港、愛知博   

にあわせた誘客」 

 

【工業課 内線４４３３】 

 

● 天竜峡観光ツーリズム 

 

歴史ある天竜峡に観光客を呼び戻すため、「地域経済活性化プログラム」の中で名勝

天竜峡をはじめ豊かな資源を最大限活用する天竜峡再生プログラムを、関係する地域

の方々との協動作業により作ります。 
まず、16 年７月の「新生天竜峡を考えるプロジェクト」の提言をもとに、地域の皆

さんとともに、天竜峡の良さを再認識し、その資源を活かした観光プログラムを考え

ます。そのため、先進事例の研修や専門家の指導による研修を行います。 
また、今年の手始めとして、まもなく開催される愛知万博や中部国際空港の開港を

活かした具体的な企画により当面の誘客をはかるとともに、本格的な「お誘い・お迎
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え戦略」に向けた取組を行います。その一環として、三遠南信自動車道の(仮称)天竜峡

インター予定地を活用した広大な花畑を作ることにより、誘客企画に役立てていきま

す。 
こうした取組をきっかけとして、市民の皆さんとスクラムを組んで、足下を知り、

関わりを持つ人が集うようにし、天竜峡再生の動きを作っていきます。併せて景観整

備など必要な環境整備にも取り組みます。 

【エコツーリズム推進室 内線３６１０】 

 

● 天竜峡エコバレープロジェクト 

 

治水対策事業で生まれた広大な土地を、地域の皆さんといっしょになって、地域経済

の活性化のために、有効活用させていただきます。 

・環境共生のまちづくり エコハウジングビレッジ整備事業 

竜丘地区の約６ha において、民間会社が事業主体となって住宅街の基盤整備をし、 

約 110 棟の住宅を建設していきます。このことで、住宅関連産業・林業木材関連産

業の活性化を図ると共に、景観に配慮した街並みなど、公共財としての景観づくり

を進めます。また、住み手主体による、新たなコミュニティづくりとエコライフの

実践の場づくりも進めます。 

・産業振興のための企業誘致 ファクトリーパーク整備事業 

川路地区の約 10ha においては、平成 19 年度に開通予定の三遠南信自動車道（仮

称）天竜峡インターチェンジ周辺の土地利用と天竜峡の観光地としての活性化との

整合性をとり、一体的な発展を目指すものです。 

新産業関連企業や食品関連企業の誘致を図り、製造業・農林業・観光の融合・連

携した産業拠点づくりを目指します。 

【天竜峡エコバレー推進室 内線３６３１】 

 

● 地域農業のパワーアップ 

 

農業は高齢化の進行や新規就農者の減少が進むなど課題が山積しております。飯田市

の産業の基盤としても、食料自給率向上のためにも重要産業として位置づけ振興してい

きます。 

そのためには「農業産出額の拡大」と「担い手の確保・育成」を重点課題と捉えてお

ります。飯田市の農業は作物も人材的にも基盤の維持がなされており、地域農業の推進

が充分可能です。「農業は稼ぐことが出来れば担い手は自然と確保される」という考え

方から、「産出額の拡大」に軸足を置き、農産物の付加価値を高め収益性の高い流通や

販路を独自に開拓していくことが重要と考えております。 
行政と農業団体が一体となり地域ブランドの構築や域産域消の推進を図ります。農地

取得下限面積の特区認定を受け、多くの人がかかわることが出来る多様な地域農業の担

い手づくりを進めていきます。 

市役所も現場に出て農業団体、農家の皆さんとともに実践的な農業振興政策を行う体

制への転換を図ります。  

【農政課 内線３５２０】 
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● 林業の振興と林業経営及び森林の基盤整備 

 

 木材価格は低迷し林業振興には非常に厳しい状況ですが、森林の公益的機能が見直さ

れ、森林や林業への市民の関心も徐々に高まる中、この現状を打破し林業の振興や森林

整備を早急に図っていかなければなりません。 

 地域材を経済社会で普及させるためには、新たなブランド戦略が重要であり、地域材

を活用した公共施設整備を進めると共に、未利用木質資源の有効活用と用途の拡大、地

域材利用のための普及啓発、調査活動を実施していきます。 

 また、里山の荒廃が進んでおりますので、幅広い市民参加による森林づくりや里山の

環境整備も進めていきます。 

 林業振興の基本は森林の整備です。健全な森林を維持して良質な木材産出や、山の機

能を高めることが、林業の活性化につながっていくものです。森林管理のための条件整

備や林道改良、舗装等の適正な保全管理を行っていきます。 

 

【林務課 内線３５３０】 

 

● 工業振興対策 

 

地域経済の自立度をアップさせていくためには、工業の振興は非常に重要です。そこ

で、下記のような事業を中心に、企業の育成と人材獲得・育成に取り組んでいきます。 

１ 産業界と一体で、強力な経済基盤づくり 

（１）～資源を資産に変える～ 地域ブランド構築事業 

（２）～マクロな視点で地域経済を考える～ 日独地域国際サミットの開催 

２ 現場主義で、既存企業のパワーアップ  

（１） 地場産業振興センターを拠点にした、既存企業の拡大 

（２） 産業技術大学校による経営力、技術力のアップ 

（３） 地域内企業ネットワーク形成推進 

３ 地育力により、たくましい、将来の担い手を確保、育成 

（１）企業、学校との連携により、出前講座、寺子屋学校を開催するほか、「夢工

房」を企画します。 

４ 人材を活かせる職場づくりのため、新たな事業の展開を支援するほか、元気な大

学・研究機能との連携を進めます。 

（１）産学連携、三遠南信地区経済の交流 

（２）ＥＭＣシンポジウムの開催 

（３）環境技術開発センター等による、新事業展開支援  

５ 経済的自立度アップのための企業誘致 

（１）東京、名古屋に企業懇話会を組織し、ネットワークを拡大するとともに、ト

ップセールスを実施 

（２）企業用地整備、企業立地促進事業補助制度の充実  

 

【工業課 内線４４３３】 
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② 防災 

 

● 地域防災計画の見直し 

 

 16 年度は大地震や台風など災害の多い年でした。飯田市も東海地震や伊那谷断層帯

による地震など、大きな災害が起きることが考えられます。 

 飯田市の地域防災計画は平成 11 年度に改訂されて今日に至っており、この計画に基

づいて、市では災害応急活動等を実施しております。16 年度には東海地震に関する情

報体系が変更になりましたので、16 年度中に計画の変更を行う予定ですが、今回の新

潟県中越地震や各地の豪雨災害などを検証していく中で、新たな見直しも必要になって

くると考えております。 

 これらを踏まえ、常に時宜にかなった計画となるよう、随時、見直しを行っていきま

す。 

 

【交通防災課 内線２４３０】 

 

③ 教育・福祉・環境 

 

● 総合教育支援事業 

 

飯田で育った若者が郷土に定着する基礎づくりのために、郷土飯田に誇りを持ち、「郷

土愛」を育む学習、地域の産業・歴史・文化をよく知る学習が大切です。そのため、現

行の「特色ある学校づくり事業」を発展させ「総合教育支援事業」として学校と地域と

の連携による事業を実施します。 
地域に大勢いる人材や身近な資源を積極的に活用して、教科書だけでは学び得ない感

銘や驚きが得られる実践学習、地域素材の学習材化などに取り組み、一方では、地域や

集落で行われる行事等で子どもが活動出来る場面の設定を通じて地域の伝統的な行事

や史跡についての継承事業等を広めていきます。 
 

【学校教育課 内線２５７０】 

 

● 科学実験教室推進事業 

 

風越山麓子供の森公園長のサイエンスプロデューサー後藤道夫先生を講師に、身近な

素材を使った科学実験の楽しさを児童生徒に体験してもらい、理科や科学に関心を持つ

と共に探求心を持って行動する子どもの育成を行いたいと考えています。 
一つは、小・中学校での授業としての巡回科学実験教室を開催します。もう一つは、

風越山麓子供の森公園「おいで館」での「理科実験ミュージアム」を毎週土・日曜日に

開催し小・中学生と保護者、一般の市民を対象とした理科実験の体験により、親子のふ

れあい、科学現象の理解等を図っていきます。また、夏休みには特別科学教室も開催し

ます。 
このような体験を通して、将来に目標をもった人材が育ち、やがて地域産業を支えて
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くれることを願っております。 

 

【学校教育課 内線２５７０】 

 

● 地域産物利用事業 

 

学校給食は「食」に関する学習における「生きた学習教材」として、そのあり方が注

目されています。 
域産域消の推進の一環として、学校給食においては、「ものの旬」を意識しながら、

可能な限り地元産物を食材として利用することに努めるとともに、年数回「地元食材

100％給食の日」を設定します。また、学校の総合学習の時間などを活用した米作りや

野菜作りなどの実践活動や農家に出かけての本物体験や交流事業などを支援すること

により、子供たちが地元食材を通じて地域の特性や文化を学び、域産域消の意義等を学

習します。 
なお、「量・質・出荷・流通」等については、農政課を中心とした庁内プロジェクト

の中で検討し、域産域消がさらに推進できるよう検討していきます。 

 

【学校教育課 内線２５７０】 

 

● 地育力向上連携システム整備事業 

 

飯田市の未来を担う子供達を「大きな宝」と捉え、郷土に誇りを持ち、この地の成り

立ちや生業を知ることで地域の産業にも思いを寄せる健やかな人間形成を図ることが

重要です。 

市では、地域づくり・子育てに関して、福祉・産業・教育等それぞれの分野で、様々

な事業を行ってきましたが、より効果的な次世代の人材育成に向けて、その学習プログ

ラムや推進体制の再構築が必要です。 

地域での子育て支援や地域産業を学ぶこと・魅力ある地域づくり・大学との連携によ

る高等教育機能の充実などの課題に、地域と家庭・行政が一体的に推進する具体的な施

策の策定作業に取り組み、地育力向上連携システム確立を目指します。 

 

【生涯学習課 内線３５７０】 

 

● 子育て支援策（①育児支援家庭訪問事業 ②つどいの広場事業） 

 

平成 16 年度において次世代育成支援の飯田市行動計画を策定していますが、これを

実施していくために「子育て支援室」を設置します。 

この「子育て支援室」の基幹的な事業は、①育児支援家庭訪問事業、②つどいの広場

事業です。 

①育児支援家庭訪問事業は、いわゆるハイリスク家庭（産後うつ、育てにくい子ども

の家庭、ひきこもり家庭など）の育児の行き詰まりを解消するとともに、児童虐待を未

然に防止していくために、保健師又は助産師がハイリスク家庭を繰り返し訪問し、相談･
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指導･援助を行っていきます。 

②つどいの広場事業では、在宅育児の孤立感を少なくし、精神的な安心感や、子育て

の自信・楽しさを実感できるようにするために、子育てアドバイザーが常駐する親子通

園施設 2～3 箇所を設置する予定です。月曜～金曜まで毎日通うことができ、小集団で

知識･技術を学びながら一緒に育児し、仲間づくりにもつなげていくものとなります。

今まで保育所における未満児保育はありましたが、特に 0～2 歳の子どもの約 8 割は在

宅で養育されており、これに対する新たな支援として取り組みます。 

 

【児童課 内線５３４１】 

 

● 乳幼児医療費給付事業 

 

日本の総人口は平成 18 年にピークを迎え、19 年からは減少に転じる「人口減少社会」

を迎えると予想されております。 
その中にあって、第二次ベビーブーム世代（昭和 46～49 年生まれ）の女性が出産年

齢期にある今年からの 5 年間が人口減少の「流れを変えるチャンス」として特に重要だ

とも言われております。 
次世代を担う若い生命を守り、保護者の育児面における安心の確保を図るという観点

から、17 年度からの乳幼児医療費給付は、従来適用していた 4 歳から就学前児の所得

税非課税世帯の制限を廃止し、児童手当の受給資格と同様の所得制限といたします。こ

れにより 0 歳から就学前児を持つ多くの世帯が、入院、外来とも支払った医療費が支給

されることになります。 

 

【保健課 内線５５２５】 
 

● 新エネルギー・省エネルギー推進事業 

 

京都議定書が発効しますので、飯田市でも循環型まちづくりと地球温暖化防止対策を

推進し、「温室効果ガス排出量を 1990 年対比で 10％削減する」という環境目標の達成

に向けて尽力していきます。 

新エネルギー推進施策としては、経済自立力もアップするように、住宅用太陽光発電

システムにおいては地元業者と連携を強化した補助金制度とします。また二酸化炭素を

吸収する森林の効用を高めるために、薪やペレットのストーブが普及する政策を展開し

ていきます。 
省エネルギー推進施策としては、環境省の「環境と経済の好循環のまちモデル事業」

として、飯田版ＥＳＣＯ（エスコ）システムの普及支援をして、中心市街地の省エネに

取り組みます。また、エネルギーに関するインフォメーションセンターの設置や、家庭

での節電活動、シンポジウムなど環境意識の啓発活動をおこない、民生部門の省エネの

実質向上をめざします。 
 

【環境保全課 内線５２４５】 
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④ インフラ整備・地域づくり 

 

● 総合的土地利用計画策定事業 

 

魅力あるまちづくりや自治体経営の持続性を確保するために、適正な土地利用の推進

は、まちづくりの基盤的な政策として大変重要なテーマです。 

平成 14 年度から計画策定のための基礎調査及び市民意識調査を行い、今年度からは

有識者会議を設置して今後の土地利用の基本的な考え方について検討いただいている

他、昨年 12 月からはモデル的に鼎、伊賀良、山本地区で懇談会を開催し、地域の課題

などについて意見交換を行って来ております。 
17 年度は、全地区で懇談会を開催して、そこで出された意見を踏まえて、国土利用

計画を策定すると共に、18 年度に向けて、都市計画マスタープラン、農業振興地域整

備計画等の検討を一体的総合的に進めていきたいと考えております。また、これらの検

討と併行して、策定された計画を適正に運用するために土地利用に関する事前手続きや

調整に関する制度の整備についても検討を進めたいと考えております。 

 

【企画課 内線２２２４】 

 

● 良好な景観の保全とまちづくりの仕組みづくり 

 

 かけがえのない美しい郷土・飯田を後世に伝え、観光ツーリズムなどの交流人口を拡

大させるため、良好な景観を保全し、あるいは創出する新たな取組を推進します。 

 景観形成については、既に平成 15 年度から景観市民会議により検討いただいており、

平成 16 年 5 月には提案書により一定の方向をお示しいただいているところですが、折

しも 16 年 12 月から景観法が施行されたこともあり、景観市民会議の提案を基に、景観

法に即した飯田市独自の景観条例、景観計画の策定を行います。また、景観行政を積極

的に推進するために、専門部署の設置が必要と考えております。 

 新しい制度では、市民の主体的なまちづくりを積極的に支援する仕組みや、美しい街

並形成のために、事業者などの建設が一定のルールに基づいて適切に行われるための制

度などにより、地域の魅力を高めていきます。 

 

【企画課 内線２２２３】 

 

 

● 地域公共交通改善事業（市民バス運行事業、公共交通活性化プログラム策定事業） 

 

飯田市に住む全ての人が、公共交通により安全で快適に移動できるようにするために、

「使いたくなる公共交通」を目指した改善に取り組みます。 

［主な改善点］ 

・ 飯田市北部地域（座光寺、上郷地域）の公共交通の充実に向けて、民間バス事業

者と協働して既存路線の変更と増便を図ります。 

・ 市民バスの利便性を向上させるため、利用者の視点で路線・ダイヤの検討と再編
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を行います。 

昨年の 12 月 15 日から通勤・通学の帰りの交通手段として「夜間便」の試行運行

を実施していますが、今後も、利用者ニーズを踏まえた試行運行など、利用者の

視点での検証、改善に努めます。 

・ 利用促進のキャンペーンを実施し、多くの方に公共交通を知っていただけるよう

に努めます。 

 

【商業課 内線３６２１】 

 

● いいだのまち観光づくり事業 

 

中心市街地（通称「丘の上」）には歴史文化や暮らしなど多様な資源が潜在していま

す 。この足元の素晴らしさや魅力を市民の皆さんとともに物語として語ることができ

るようにし、観光資産に変えていきます。内外の人々と交流連携を活発にすることで、

「街なか」に「にぎわい」と「誇り」を取り戻したいと思います。 
そのため、先進事例研究及び研修、歴史研究所と連携した地域資源についての学習を

積み重ねます。また、モーニングウォークなどにより足下を知り関わりを持つ人が集い、

キャンペーン・ＰＲを行い、誘客につなげていきます。 
併せて、歴史を踏まえた個性的な街並み整備や交通手段の充実などにより「また訪れ

たい、滞在したい街」にしていきたいと考えています。 

 

【エコツーリズム推進室 内線３６１０】 

 

⑤ 市民サービス向上 

 

● くらしのガイドブック作成事業 

 

飯田市に初めて転入された方が暮らしの中で役立てていただくために、飯田市の概要、

市役所の各種届出・手続の方法、各種制度の内容、生活情報などを案内するガイドブッ

クを作成しますので、ぜひご活用ください。 
 

【市民課 内線５４１０】 

 

● 市民意識調査事業 

 

 市民の意向を的確に把握したうえで施策を実施するためには、市民の生活意識や市政

に対する関心、期待などを調査し、行政の様々な施策の基礎資料を得ることが重要であ

り、既に実施した施策はその効果を検証する必要もあります。 

そのため、定期的に市民の意向を調査して、その結果を政策や施策の展開へ反映させ

る仕組みをつくります。17 年度においては、調査結果を 9 月頃に公表できるように市

民意識調査を実施します。 

【秘書広報課 内線２１２４】 
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⑥ イベント 

 

● ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ支援事業 

 

新しい取組として、国際的なイベントをいくつか誘致し、観光にも活かしたいと考え

ています。 
その第１弾として、「ツアー・オブ・ジャパン」という自転車ロードレースを５月に

開催できるよう進めています。この自転車ロードレースの最高峰は、フランスで開催し

全世界から参加する「ツール・ド・フランス」であり、テレビなどでご覧になっている

方もいるかと思います。飯田で開催するレースは、日本自転車普及協会が主催し、テレ

ビでも放送されているもので、毎年、国内を中心に海外も併せ 200 名を超えるプロ選

手とスタッフがチーム参戦してきます。昨年まで、大阪や東京など 6 箇所で開催されて

いましたが、ツール・ド・フランスの関係者や国内競技関係者、普及協会の方々に飯田

を見ていただき、過去にない素晴らしいコースであるとの評価をいただきました。開催

までの準備期間がたいへん短く、交通などでご迷惑をお掛けしますが、是非とも多くの

市民の皆さんにご協力とご支援をお願いいたします。 
 

【エコツーリズム推進室 内線３６１０】 

 

● 日独地域国際化サミット 

 

マクロにグローバルに、地域経済を考えましょう。 

地域の産業構造や人口構造の変化、国や県の財政状況の危機的状況を反映した地方交

付税の見直しなど、地方都市の地域経営は非常に厳しい状況にあります。そこで、成熟

した社会構造の中で、10 万人規模の地方都市が経済的にも文化的にも自立しているド

イツの地方都市から、また、日本においても先進的に新たな地域づくりと地域経営に関

わっている代表者等を招聘して、「地域国際化サミット」を開催します。これを機会に

して、飯田の市民や企業の皆さんとともに、地方都市（飯伊地域）の経済的・文化的な

自立をはかる道を幅広い視野で研究し、これからの飯田地域の持続的な発展につなげて

いきたいと考えております。 

 

【工業課 内線４４３３】 

 

● 第 23 回ナショナル・トラスト全国大会ｉｎいいだ 

 

本市は環境省のエコツーリズム推進モデル地区の指定を受けており、また、トラスト

協会の正会員である大平宿をのこす会は、歴史的街並みの保全運動に先進的に取り組ん

できました。 
ナショナル・トラスト運動は、自然環境と一体となった土地や自然環境そのものを保

存・管理・再生・公開し、次代により良い形で残そうとするものです。この大会は、全

国の自然保護・街並み保存の運動を進める団体や研究者など多くの人々が様々な実践や

研究の成果を持ちより、運動の到達点と課題を明らかにしながら、持続可能な自然と人
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の共生関係を築き上げようとするものです。また、南信州の自然と人々などの地域資源

を全国に向かって情報発信する絶好の機会となります。 
・ 開催時期 日独地域国際化サミットと同時期開催とします。 
・ 主    催 第 23 回ナショナル・トラスト全国大会実行委員会 

   （飯田市   社団法人日本ナショナル・トラスト協会）   
・ 大会規模 全国のナショナル・トラスト運動の実践者、 

  研究者、支援者等  約 500 人   
・ 大会内容 基調講演、シンポジウム、分科会、フィールドワーク等 

 

【エコツーリズム推進室 内線３６１５】 

 


