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Ⅰ はじめに 

～リニアと三遠南信自動車道を基軸とする地域の将来ビジョンの有機的結合～ 

 

政治も経済もパラダイムシフトと言えるほど大きな変化が続いた昨年は、私たちの地

域においてもその将来を左右する出来事が続きました。特に昨年末には、リニア中央新

幹線実現に向け、JR 東海などが全国新幹線鉄道整備法に基づく調査報告書を国に対し

て提出しました。これにより、今年は、リニア中央新幹線の実現に向けて新たな段階に

入り、大きく動き出す年になると捉えています。私たちの地域にとって悲願であるリニ

ア飯田駅設置を確実にするための大きな山場の年と位置づけられます。 

この間、私たちの地域の将来ビジョンに関する動きもいくつか出てきています。飯田

市の将来ビジョンのベースは、平成19年度からスタートしている第５次基本構想基本

計画になりますが、より広域を対象とした取組も重要になってきています。 

人口減少、少子高齢化に歯止めをかけ、人材のサイクルを構築すべく、中心市と周辺

町村が役割分担を明確にする定住自立圏構想に関しては、昨年７月に飯田市と下伊那郡

13町村との定住自立圏形成協定を全国に先駆けて締結し、12月には圏域共生ビジョン

を策定したところです。その将来像では、「この地に若者達が定着し、多彩な『人財』

が将来にわたり往来する南信州定住自立圏を構築する」ことを目指しています。 

一方、定住自立圏構想のスタートに伴い、広域連合で取り組んできた「ふるさと市町

村圏」は廃止となりました。南信州広域連合としては、平成22年度にこれに代わる新

たな広域計画を策定していきます。 

また、平成20年３月に「三遠南信250万流域都市圏の創造」をテーマに三遠南信地

域連携ビジョンが策定され、これに基づき同年11月には三遠南信地域連携ビジョン推

進会議（ＳＥＮＡ）が浜松市役所に設置されました。昨年４月からは飯田市と豊橋市か

らも職員がＳＥＮＡ に派遣され、連携ビジョン推進が本格化しています。 
飯田市の第５次基本構想基本計画はもとより、こうした広域圏を対象とした将来ビジ

ョンの基軸になるものとして、リニア中央新幹線と三遠南信自動車道が挙げられます。 

リニア中央新幹線は、経済が低迷する中で内需拡大の起爆剤になり得る投資額５兆円

以上の民間プロジェクトであり、世界に向けて発信できる高速輸送技術を有するもので、

その早期実現が待たれるところですが、南信州地域では、昭和48年に「中央新幹線基

本計画」が決定された直後から、リニア中央新幹線飯田駅設置の実現に向けて、官民一

体となった運動を行ってきました。今年がその集大成ともいうべき正念場の年になると

思われます。 

また三遠南信自動車道は、行政のみならず産業界や住民の参画を得て策定され、国土

形成計画にも組み込まれた三遠南信地域連携ビジョンの基軸をなすだけでなく、圏域中

央部に広がる中山間地域住民の「命を繋ぐ道」として早期全通が期待されています。国

の道路予算が先細る中、先行きが懸念されるところですが、予定通りの建設を目指して
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圏域を挙げた運動の展開を進める必要があると考えています。 

私たちの地域の将来ビジョンの基軸となるリニアや三遠南信自動車道が正念場を迎

えている現在、私たちは、今一度、これらの交通インフラの実現を見据えて自分たちの

地域はどのような地域を目指すのか、地域を挙げた議論を行う必要があります。このこ

とは、これまで述べてきた将来ビジョンを有機的に結合させ、私たちの地域全体でビジ

ョンの共有化を図ることにつながり、私たちの地域の強みである「結いの力」を引き出

すことができると考えるからです。平成22年がリニア飯田駅設置の実現や三遠南信自

動車道の早期全通を確かなものにするための「和して動く年」になるよう全力を傾注す

る決意です。 
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Ⅱ 平成22年の経済認識 

１ 昨年の景気動向 

昨年は、100年に一度とも言われる世界同時不況による景気低迷の影響が続き、後

半に輸出の回復、政策効果や反動増などにより、一部で回復に転じたものの、低調な

設備投資と雇用情勢の厳しさから、国内の民需も低調にとどまり、継続的な物価下落

によるデフレの影響も顕在化するなど、回復ペースも緩やかなものにとどまりました。 

２ 今年の景気見通し 

今年は、輸出の回復基調や新政権による各種経済対策の影響がありますが、引き続

く円高による輸出産業の下ぶれ懸念、国の財政の悪化や経済対策効果の一巡、デフレ

等の影響による二番底も懸念され、景気は一進一退の「踊り場」局面が続くものと見

られます。個人消費は、子ども手当やエコカー減税、エコポイントの継続他の消費刺

激策の本格化により回復が期待されるものの、雇用・所得面の環境の厳しさの影響か

ら、力強さに欠けるものと見られます。 

○今年の飯田市の景気見通し 

昨年は、春先の元善光寺ご開帳に40万人を超える観光客の来訪も見られましたが、

総じて米国の金融危機に起因する世界同時不況の影響が続き、これまで地域経済をけ

ん引してきた自動車用電装部品や各種生産設備関連部門等の機械系製造業を中心に

大幅な受注減となりました。これによる雇用調整により、有効求人倍率も６月に0.31

倍を記録し、その後緩やかな回復傾向にはあるものの、非常に厳しい経済・雇用情勢

が続きました。 

今年は、昨年後半から続く緩やかな回復傾向の中、春先に予定される七年に一度の

お練りまつり、太陽光発電関連の大規模工場の完成などが期待されます。昨年後半か

ら電子製造部門を中心に見られる受注増をステップに早期の景気回復による雇用の

増加が望まれますが、デフレや景気の二番底、中長期的な地域産業構造の変化への懸

念もあることから、引き続き景気・雇用対策を積極的に導入しつつ、地域経済活性化

プログラムによる緊急経済対策を始め、各種事業を展開しながら、本格的な回復につ

なげていく必要があります。 

協力／八十二銀行飯田支店 

飯田信用金庫経営相談所 

３ 地域経済波及分析(平成20･21年推計値) 

地域経済活性化プログラムでは、これまで関係機関にご協力をいただきながら、地

域経済の波及分析を行い、地域所得の充足率である「経済自立度」を発表しています。 

この分析は、各種統計を基礎資料としていることから、基礎的な統計資料が出揃う

約２年前の状況を最新の自立度として発表しています。（昨年は平成19年の自立度を

発表＝54.9％） 
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しかしながら、現在の経済情勢は、刻々と大きく変化していることから、企業から

の直接ヒアリングを行う等の独自調査を行うとともに、一昨年（平成20年）、そして

昨年（平成21年）の経済自立度の推計を行いました。 

① 平成20年経済自立度は、５２．５％ 

－ 年後半からの景気後退による影響が進むも年ベースでの影響は小幅にとどまる－
 
平成20年については夏頃までは企業の業績が順調に推移してきていたこともあり、
年ベースの分析においては製造品出荷額の減少が3.8％（約170億円）程度の減少とな
るなど、全体としての影響は小幅にとどまる見込み。 
 
ア 地域全体の必要所得額 ３，５４６億円  

10月1日の人口は171,178人  

一人あたり年必要所得（全国平均）2,071,511円 

イ 産業総波及所得    1,861億円   

農林業生産額  250億円    波及所得 205億円 

観光消費額   115億円    波及所得  71億円 

工業出荷額  4,248億円    波及所得1,585億円 

② 平成21年経済自立度は、４５．２％ 

－ 急激な景気後退の影響を受け、地域の波及所得の充足率も大幅に落ち込む－ 
 
平成21年は、急激な景気後退の影響を受け、機械系製造業を中心に受注が急減し、
年ベースでの出荷額も大幅な減少が予想され、地域における波及所得も大幅に減少す
る見込み。 
 
ア 地域全体の必要所得額 ３，３９３億円  

10月1日の人口は170,577人 

一人あたり年必要所得（全国平均）1,989,165円（推定） 

イ 産業総波及所得  1,535億円 

農林業生産額  238億円(推定) 波及所得  195億円 

観光消費額   111億円(推定) 波及所得  68億円 

工業出荷額  3,410億円(推定) 波及所得1,272億円 

 

現在の経済情勢は、日本を始め各国の経済対策の効果から、幾分回復傾向も見られ

るものの、厳しさの続く雇用情勢や国内における物価の下落傾向などからデフレも懸

念されるなど、地域への波及所得をめぐる状況は依然として厳しい状況にあります。 

しかしながら、地域内においては、一部における受注の回復傾向や環境関連の大型

投資、各事業者の皆さんのＬＥＤや航空宇宙関連を始め、新規顧客開拓や新分野への

取組も積極的に進んでいることから、当地においては、いち早く厳しい状況から抜け

出すことが期待されます。 
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Ⅲ 平成22年度の市政経営の基本方針 

１ 市政経営の方向 

（１）地域の将来ビジョンの有機的結合 

最初に述べたとおり、今年は、リニア中央新幹線や三遠南信自動車道といった私たち

の地域の将来を左右する交通インフラの実現に向けた正念場となっています。 

そこで、今までにも増して私たちの地域が一丸となって取り組むことが最も大切なこ

とと捉え、飯田市の羅針盤である第５次基本構想に「リニア開通と飯田駅設置に向けて

の都市像」を位置づけていくこととします。本年から市民の皆さんと一緒に検討作業に

入り、この策定作業を通じ、また様々な機会を捉えて市民の皆さんとの目的意識の共有

を図りたいと考えています。 

また、南信州広域連合の広域計画の策定についても、郡市民会議を設置して地域を挙

げた取組にしていきたいと考えています。 

一方、南信州定住自立圏の形成協定・共生ビジョンについては、こうした取組を進め

ていく中で追加する項目が出てくれば逐次見直しを図っていくところです。 

さらに三遠南信地域連携においては、当圏域の定住自立圏の取組を、高次都市機能を

有する浜松・豊橋都市圏へ広げることにより、相互に補完しあい、住民がメリットを享

受し合えるような展開を視野に入れながら、三遠南信自動車道の早期全通やリニア飯田

駅の実現などの取組を一層強化していきます。 

今年は、三遠南信サミットが南信州で行われますし、定住自立圏全国市町村長サミッ

トの飯田市での開催も予定されています。これらのサミットに向けて、またサミットを

通じて圏域の結びつきを強め、将来ビジョンの有機的結合に向けた取組を進めていきた

いと考えています。 

（２）地域経済活性化プログラム見直しによる産業振興策の再構築 

地域経済の現状については、先に述べたとおり、平成20年、21年の経済自立度の推

計値を算出したところ、それぞれ52.5%、45.2%となりました。100年に一度と言われる

世界同時不況の波が私たちの地域にも色濃く影を落とした結果とみられ、これまでのよ

うに右肩上がりのプロセスで自立度 70%を目指してきた地域経済活性化プログラムの

内容も見直す必要が生じました。もちろん、人口減少、少子高齢化が進む私たちの地域

の現状と、国債及び借入金の残高が860兆円（平成21年９月末）を超える国の厳しい

財政状況を鑑みれば、たとえ国の下支えが先細っても若い人たちが帰って来て安心して

子育てができるための強固な産業基盤は不可欠であり、自立度 70％を将来のあるべき

姿として捉えていくことに変わりはありません。しかし、昨今の地域を取り巻く社会・

経済情勢の急激な変化には柔軟に対応していく必要があると考えています。 

こうしたことから、地域経済活性化プログラム２０１０の策定にあたっては、各業種

を中心として中長期的な視点から戦略を再整理し、事業者や経済団体の皆さんと一緒に



 6

意見交換を集中的に行ってきました。 

今次のプログラムでは「若者が帰ってこられる産業づくり」のための地域経済の再生

と未来への礎としての人づくり、基盤づくりを目指して、地域が持っているストックを

パワーアップする戦略を導入し、リニアや三遠南信自動車道といった将来の交通インフ

ラや地域産業構造の変化への対応を図っていきます。 

また、地域産業のさらなるパワーアップに向けて、産業界、経済団体、市民、行政が

意識の共有を図り、新しい地域の結集の芽吹きも育てながら取り組みますし、地域経済

研究連絡会や、しんきんシンクタンクとの連携による地域経済分析や戦略づくりのプロ

セスの強化を図ります。 

さらには現場主義による事業者や経済団体等の皆さんと協働した事業展開をこれま

で以上に進めながら、経済自立度向上につながる「地域ぐるみによる自立化へのうねり」

を確かなものにしていきます。 

（３）５つの基本方針の継続と地域政策立案能力の向上 

平成22年度の市政経営全般に関しては、人材のサイクル構築による南信州定住自立

圏の構築を目指した以下の５つの基本方針を継続して掲げていきます。 

 

「経済的自立度を高める多様な産業施策の推進」 

「 地 育 力 に よ る こ こ ろ 豊 か な 人 づ く り 」 

「 安 心 し て 健 や か に 暮 ら せ る ま ち づ く り 」 

「自然・環境と調和した「低炭素社会・飯田」づくり」 

「多様性に富んだ暮らしと文化を次世代に継承する地域づくり」 

 

こうした基本方針を大変厳しい財政状況の中で継続していくことは容易ではありま

せんが、限られた資源を有効に活用し、最大の効果を得られるよう、併せて行財政改革

の取組を進めます。 

市役所職員におきましては、地域の将来を左右する正念場の厳しい状況の下、政策立

案能力を高めて市民の皆さんの負託に応えていくために、引き続き質的変革が求められ

ます。特に想像力と創造性に磨きをかける必要があります。リニアによってどんな地域

づくりができるのか、地域住民の皆さんと議論して将来像を固めていくためには、これ

までの経験と知識に裏打ちされた想像力が必要ですし、限られた資源から最大の効果を

得るには、市民のニーズを複合的につなげて考え、専門家との関わりを重視しながら政

策に付加価値をつけていく創造性の発揮が求められます。いずれの観点も市役所内外で

の対話(コミュニケーション)を通した意識共有がベースになります。私自身、市民や職

員の皆さんとの様々な対話を図りながら正念場の市政経営に全力を傾注する所存です。 
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２ 平成22年度当初予算編成に向けての考え方 

（１）国の予算、地方財政計画等の概要 

国は、政権交代を経て誕生した新政権になって初めての予算である、平成22年度

予算案を発表しました。 

「コンクリートから人へ」、「地域主権の確立」といった基本理念に基づいて、子育

て、雇用、環境、科学・技術に特に重点を置き、平成21年度第２次補正予算と平成

22 年度予算を一体として切れ目なく執行していく、という基本方針のもとに編成さ

れた予算は、総額92兆円余で過去最大規模となっています。 

しかし、税収は37兆円程度にまで減少（前年比△18.9％）し、収入の不足は、巨

額の国債発行と特別会計剰余金等のいわゆる埋蔵金で補てんしています。このため公

債依存度は大幅に上昇し、借入金が税収を上回るという非常に危うい財政状況に直面

しています。 

一方、地方財政においても、地方税が２年続けて10％程度の減少となる見込みで、

国税の落ち込みによる地方交付税の法定率分の減少とあわせて、財源不足額が大幅に

拡大するという、たいへん厳しい状況が続いています。 

こうした状況を受けて、国の予算と一緒に発表された地方財政対策では、「地域活

性化・雇用等臨時特例費」（仮称）の創設や特例加算によって地方交付税が 6.8％程

度の増加となりました。この結果、地方税に地方交付税や臨時財政対策債などを加え

た地方一般財源の総額は、前年対比0.6％の増加ということになっています。 

当市の状況を見てみますと、個人及び法人市民税の減少が大きく、市税全体で、前

年度に対して10億円程度減少（△7.5％）すると見込んでおりますが、地方交付税と

臨時財政対策債が増加となり、一般財源総額では２億円程度の減少にとどまるのでは

ないかと見ております。 

来年度以降の見通しにおきましても、国、地方ともに厳しい財政状況がすぐに好転

することは期待できないため、長期的な視野に立って歳出を抑制し、持続可能な財政

運営に努めていかなくてはならないと考えています。 

また、国、地方合計で800兆円を超える長期債務が重くのしかかり、財源の調達が

非常に難しい状況の中で、新政権が、マニフェストの実行と財政の健全化という、相

反する課題にどのように取り組むのか、地域主権の確立に向けた制度の改革と財源の

確保をどのように進めていくのか、国の動向を注視していきたいと考えています。 

（２）飯田市の当初予算編成方針 

平成22年度予算編成では、第５次基本構想基本計画をベースに、５つの基本方針

と10の重点的政策目標を具体化していく予算を目指し、特に以下の点に留意して取

り組んでいきたいと考えています。 

 ① 優先度を明確にし、選択と集中の観点から事業を絞り込む 

前述のとおり歳入の伸びが期待できない状況であり、５つの基本方針と 10 の重
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点政策目標に沿って事業の優先度を明確にし、「選択と集中」の観点から事業を絞

り込むとともに、「統合的アプローチ」によって事業効果を高めていくことが重要

であると考えています。 

特に、景気回復が遅れ、雇用情勢が非常に厳しい状況であり、人材育成や雇用対

策に力点を置く必要があると考えています。 

 ② 国予算における新制度等への対応 

子ども手当の創設や建設関係補助事業の一括交付金化など、国の予算における新

たな制度や事業の組み替えに対応することが必要となりますが、現時点ではまだ詳

細がつかめていません。今後情報の収集に努め、予算編成の過程で迅速に対応して

いかなくてはならないと考えています。 

 ③ 国の第２次補正予算に対応する緊急経済対策 

国においては、平成21年度第２次補正予算と平成22年度予算を一体として切れ

目なく執行していく、という方針であり、補正予算には新たに、「地域活性化・き

め細かな臨時交付金」が計上されています。当市におきましても、当初予算と補正

予算の編成を同時並行で進め、緊急経済対策を実施していく必要があると考えてい

ます。 

 ④ 行財政改革の推進 

持続可能な財政運営を継続していくためには、行財政改革の推進を通じて無駄を

省き、簡素で効率的な行政運営を確立することが必要です。また、市民の皆さんに

財政状況をきちんと説明し、理解していただくことが大切であると考えています。 

 

下の表のとおり、要求段階では歳入歳出にかなりの開きがあり、大変厳しい予算編

成になることが予想されますが、実効性のある予算を目指し、全庁あげて取り組んで

いきたいと考えています。 

 
  ◎ 平成22年度当初予算要求状況（一般会計） 

                                                 単位：千円 

 歳  入 歳  出 歳入歳出差引 

21年度要求額 38,090,298 40,064,152 △ 1,973,854 

22年度要求額 39,058,762 41,632,875 △ 2,574,113 

22年度－21年度 968,464   1,568,723 △ 600,259 
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３ 具体的な展開の方向 

第５次基本構想・基本計画をベースとしつつ、５つの基本方針に沿って市政経営に当

たります。 

「経済的自立度を高める多様な産業施策の推進」 

地域経済活性化プログラムを推進する中で、厳しさが続く経済情勢を踏まえ、引き続

き緊急経済対策を実施するとともに、事業者自らが実施する活動の積極的な支援や、地

域の実態に即した人材育成と地域ぐるみの人材誘導の取組の積極的な推進、地域産業の

多様な連携により資源を資産に変える新たな経済活動の創出の促進を図ります。 

産業界の皆さんと協働して経済的自立度を高め、若い人たちが帰ってこられる産業づ

くりを進めます。 

◆21年度の取組 

○20 年度後半からの厳しい経済状況に対応して、金融支援、雇用対策を優先して取

り組んできました。地域の産業構造が大きく変化する状況の中で、中長期的視点で

の産業間の連携をさらに強め、地域内での経済循環を高めるための取組が必要とさ

れています。 

◆22年度取組のポイント 

○地域経済活性化プログラム２０１０（詳細は別途発表）の着実な展開を図ります。 

・厳しさの続く経済・雇用情勢を踏まえ、引き続き経済対策に取り組みます。 

・地域が持っているストックのパワーアップと、中長期的な環境変化への対応を図

っていきます。 

・産業界、経済団体、市民、行政が意識の共有を図り「地域ぐるみによる自立化へ

のうねり」をさらに進めていきます。 

・金融関係団体とのパートナーシップにより、一歩踏み込んだ対応も視野に入れな

がら、地域金融政策の機動的運用に取り組みます。 

・業種の壁を越えた「業種連携」を進め、当地の魅力や資源を活かした取組を進め

ます。 

・「ＬＥＤ防犯灯」の開発や「ぐりいいんだ認定製品」など環境モデル都市として

産業面の推進を図ります。 

・高校卒業後、地域企業への就職を希望する人材の雇用を奨励するための支援策や

創業支援事業などにより、地域の次世代を担う人材育成をさらに進めます。 

○現下の経済情勢に対応して事業者、生活者への支援を継続します。 

 

 

 

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 

前期基本計画における

関連する重点施策 
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「 地 育 力 に よ る こ こ ろ 豊 か な 人 づ く り 」 

地育力向上連携システムを推進し、この地域の子どもたちが、ここに帰ってきたい、

住みたい、住み続けたいと思うような人づくりを進めます。 

◆21年度の取組 

○飯田市の教育の進むべき方向性を明らかにするため飯田市教育振興基本計画の策

定を進めています。 

○児童・生徒のキャリア教育を推進するために、中学生を対象にした結いジュニアリ

ーダー養成講座や教職員を対象とした体験型研修を実施しました。 

○不登校児童・生徒を減らすための取組を「飯田市における不登校対策５つのアクシ

ョン（注）」としてまとめ、教職員を対象とした研修会の開催など対応できる事業

から取組を開始しました。 

○アフィニス夏の音楽祭を引き継ぎ、その成果を地域全体に広める「オーケストラと

友に音楽祭」を市民が主体となって開催しました。 

○子育て支援については、保育料の軽減、子ども医療費給付の充実、妊婦健診の充実

などを継続して実施しました。平成17年に1.52だった飯田市の合計特殊出生率は、

平成20年には1.70と、全国平均より高い水準となっています。 

○新すくすくプラン後期計画の策定を進め、「地域のみんなで支え合う子育ち、子育

てのまちづくり」に向けて一層の施策の充実を図ることとしました。 

○複数大学が飯田をフィールドとして共同講義等を行うフィールドスタディが２年

目の実績を積み、新たな大学の参加等も得られました。今後は、大学との連携が、

地域振興や人材サイクル構築に寄与する仕組みづくりを進める必要があります。 

  

 （注）①教育支援指導主事の配置、②体験学習活動の実施、③カウンセリングマインド研修会の実施、
④学校独自の選択的対策の実施、⑤連携事業の効果的な実施 

◆22年度取組のポイント 

○地育力向上連携システム推進を、市民（地域・事業所）と子ども（学校）の連携と

協働に主眼をおいて取り組みます。 

○「自立」「共生」「共育」を飯田市教育の目指すべき姿として目標に定め、教育の質

的向上に努めます。 

○職場体験や農林業体験の充実を図り、飯田型キャリア教育を推進します。 

○小中学校の不登校対策について、幼保小、小中の連携、体験を通じた自立の促進等

「不登校対策５つのアクション」に基づいて解消に取り組みます。 

○新すくすくプラン後期計画スタートにあたり、保育制度の一層の充実や子育て中の

世帯を支援する事業の組立等仕事と家庭生活の両立を応援するとともに、地域で支

え合う子育ち・子育てを推進する取り組みを実施します。 

○複数大学による飯田フィールドスタディの内容を充実するとともに、東京大学の学
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部生に対する２単位分の講座を引き受けるなど、飯田を拠点とした大学間連携であ

る「飯田版インター大学」を構築しつつ各大学との関係強化を図り、飯田の発信力

等を高めていきます。 

 

 

 

 

 

「 安 心 し て 健 や か に 暮 ら せ る ま ち づ く り 」 

市民の「健康」は市の資産であり、市民の健康な暮らしが地域コミュニティ、産業を

創造し、未来につながるものとして「地域健康ケア計画」の策定を進めています。 

◆21年度の取組 

○「地域健康ケア計画」の先行的な関連事業として、高齢社会の総合相談窓口を強化

するため、基幹包括支援センターと地域包括支援センターを合同事務所として銀座

堀端ビルに設置しました。 

○市民一人ひとりが食について意識を高めるとともに、関係者が連携して、乳幼児か

ら高齢者までライフステージに応じた食育を推進していくことを目指して食育推

進計画を策定しました。 

○飯伊包括医療協議会を中心にして救急医療体制や産科医療体制の確保を図りまし

た。 

○産科医療については、医師や助産師をはじめとするスタッフの増加により、里帰り

出産を含め概ね受入れが可能となりました。 

○地域にとって必要な医療を提供するため、医師の確保に積極的に取り組みました。 

○新型インフルエンザの流行に対応して、「飯田市新型インフルエンザ対策本部」を

設置し、関係機関と連携して感染防止などの周知に努めました。また、予防接種の

優先接種者への対応や、医師会や医療機関と連携し、学校での集団的な接種の実現

を図りました。 

◆22年度取組のポイント 

○「市民総健康」を目指し、地域健康ケア計画を実行できるものから推進するととも

に計画も充実していきます。 

・多様な主体の協働により、地域をあげて生涯現役で暮らせる活動を展開します。ま

た、その活動がビジネスや経済活力につながる仕組み作りをします。 

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 

乳幼児教育の充実 

家庭教育の充実 前期基本計画における

関連する重点施策 
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・銀座堀端ビルの合同事務所を起点として、民間との協働により「健康の駅」の取組

を推進します。 

・地域での活動やＮＰＯ、民間活動と協力して介護予防活動の取組を強化します。 

・「がん検診」の充実と「食育」活動の推進を図ります。 

・関係部署横断で、「子どもの発達相談支援チーム」を設置し、一貫した発達支援を

行います。 

・自殺防止対策として、相談窓口を活用し、県や関係機関と連携して取り組みます。 

○地域の医療機関の連携協力体制の維持と地域医療を担う診療体制の充実に努めま

す。 

○市立病院は、地域全体の医療環境の変化に対応するとともに地域中核病院としての

役割を果たすため、救急などの診療機能の充実と患者アメニティの向上を主とする

施設整備に向けて取り組みます。 

○結婚を希望する方が温かな家庭を築いて安心して暮らせるように、結婚相談事業に

力を入れます。 

○まちづくり委員会などと協働して災害時助け合いマップや防災ハザードマップの

作成を進め、日常生活の支え合い活動を醸成し、防災意識の高揚を図ります。 

○実際の災害を想定した訓練を計画し、より迅速で的確な判断と指示ができる体制を

整えることにより、災害時の被害を最小限とするように取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

「自然・環境と調和した「低炭素社会・飯田」づくり」 

飯田市は、2009年（平成21年）に環境モデル都市の指定を受け、2050年に地域全体

の温室効果ガス排出量の70％削減、2030年に家庭部門での排出量の40～50％削減（い

ずれも合併後の2005年を基準）を目指しています。全国に13ある環境モデル都市の一

つとして誇りと責任を持ち、これまでの先進的な取組をさらに加速させ、環境文化都市

宣言にふさわしい低炭素な地域社会の構築を図っていきます。 

消費者団体、事業者、行政が協働した南信州レジ袋削減推進協議会によるレジ袋の辞

退、マイバックの持参の取組が短期間のうちに地域社会に定着しました。この例に見ら

れるように、市民、事業者、行政の積極的な参画と連携により、「環境モデル都市行動

共に支えあう地域福祉の推進 

災害対策の推進 

医療の充実 

心と体の健康づくり 

高齢者福祉の推進 

前期基本計画における

関連する重点施策等 
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計画」に盛り込まれた、市民意識の大幅な変革、「おひさま」と「もり」のエネルギー

の総合利用への展開、産業界との連携、移動手段の低炭素化の各取組の確実な推進を図

ります。 

◆21年度の取組 

○市内の蛍光管防犯灯を、地元企業が共同で開発したＬＥＤ防犯灯へ計画的に移行を

進めています。今年度は、市内で約3,000灯の防犯灯をＬＥＤ防犯灯に切り替えま

す。 

○自転車市民共同利用システムの運用を開始しました。 

○低炭素な地域社会の構築について市民の理解を深めるために、各地区のまちづくり

委員会に対して、地球温暖化と環境モデル都市の取組についての説明を行いました。 

○低炭素型のライフスタイルを普及させるとともに、市民による低炭素社会づくりの

行動拠点とするため、環境共生型住宅(エコハウス)を設置します。 

○事業者、金融機関、行政の協働により初期投資の負担の無い「おひさま０円システ

ム」を全国で初めて構築し、運用を開始しました。一般家庭への太陽光発電の普及

をさらに進めます。 

◆22年度取組のポイント 

○「環境モデル都市行動計画」を着実に実行していきます。 

○「飯田版マイクログリッド（注）」の構築に向けて、市内で活動するエネルギー供

給事業体と協働して、より低炭素なエネルギー供給の研究を進めます。 

○「おひさま」と「もり」の自然エネルギー利活用を引き続き推進します。 

○地球温暖化防止コーディネーターを育成し、低炭素型のライフスタイルへの転換を

進めるアドバイス体制の構築を推進します。 

○市民、事業者、まちづくり委員会、ＮＰＯ、自治体など多様な主体との協働で低炭

素社会に向けた取組を進めます。 

○持続可能な社会の構築に向けて、専門的な知識、経験のある人材を確保するために、

ＮＰＯ、大学、企業、他の自治体等との間で「人材の戦略的流動化」を進めます。 

○全国の環境ＮＧＯが主催する｢日本の環境首都コンテスト｣の第10回コンテストに

おいて、ごみの減量化を始めとするこれまでの課題を克服するとともに、環境マネ

ジメントシステムや自治体交流などの強みをさらに伸ばす取組を行い、初の｢環境

首都｣を目指します。 

 

（注）市内に存在するあらゆる自然エネルギーに着目し、既存のエネルギーや物資の供給インフラを最大

限活用して、より多くの市民が手軽に自然エネルギーを利用できることを目指す地域社会のシステム 

 

 
 省エネ・新エネ活用の推進 

前期基本計画における

関連する重点施策 
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「多様性に富んだ暮らしと文化を次世代に継承する地域づくり」 

飯田の山・里・街はそれぞれに魅力的な暮らしと文化を有し、これに惹き付けられた

多様な人材が地域活性化に繋がるダイナミズムを起こしていくと考えられます。 

中心市街地や中山間地域など、各地域の皆さんと協働して、飯田の多様性に富んだ暮

らしと文化を次世代に継承する地域づくりを進めます。 

◆21年度の取組 

○リニア中央新幹線は、実現に向けた動きが進められる中、昨年８月にリニア推進対

策室を設置し、基礎的な影響調査等を実施してきました。この調査結果等を基にし

て、リニア飯田駅設置を想定した様々な影響や課題の整理、都市の将来像の研究を

進めています。 

○昨年４月に三遠南信地域連携ビジョン推進会議（ＳＥＮＡ）の事務局が発足し、飯

田市からも職員を派遣するなど、推進体制の整備を行うとともに、国土交通省の広

域地方計画先導事業の採択を受け、県境を越えた広域的な地産地消圏形成プロジェ

クトに取り組んでいます。三遠南信連携ビジョンの推進に向けて、ＳＥＮＡを中心

として具体的な取組を進めていくことが必要です。 

○昨年７月に周辺13町村と定住自立圏形成協定を全国に先駆けて締結し、南信州定

住自立圏を形成しました。その後、民間の有識者の皆さんや周辺町村との協議を経

て、昨年末には、協定に基づく定住自立圏共生ビジョンを策定しました。飯田市は、

圏域の中心市として、形成協定に盛り込んだ項目の推進に率先垂範して取り組んで

いくことが求められています。 

○中山間地域では、人口減少、少子化の進行が著しく、地域の活力の低下が懸念され

ていることから、中山間地域の魅力と役割を改めて評価し、持続可能な地域を実現

するために飯田市中山間地域振興計画を策定しました。計画に基づいて各地区の地

域づくりの目標となる基本構想の検討を行うとともに、地域課題の解決に向けて具

体的な活動の検討を進めています。 

○また、中山間地域への人口の定住を促進するために、まちづくり委員会との協働に

より地域振興住宅の整備を進めています。 

○中心市街地においても人口減少に加え、大型店や通信販売などの影響を受け、依然

として厳しい状況ですが、りんご並木での定期的な歩行者天国の開催や、南信州獅

子舞フェスティバル、飯田丘のまちフェスティバルの開催など中心市街地の賑わい

を創出する事業が多様な主体の参画により実施され、中心市街地の活性化に取り組

む市民層の広がりも見られます。行政と市民との協働により、この流れを広げてい

くことが求められています。 

○飯田市情報化基本計画２００８に掲げたリーディングプロジェクトである「地域コ

ミュニティサイト」、「データ放送システム」、「緊急時の音声告知システム」のシス

テムの構築を進めています。 
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○地域公共交通ネットワークの構築は、南信州定住自立圏の協定事項として、圏域を

あげて取り組んでおり、飯田市地域公共交通改善市民会議を主体に、広域連合、関

係町村と綿密な連携を取りながら検討を進めています。信南交通の路線バス事業か

らの撤退が21年度末となっていますが、全ての路線で対応ができる見込みです。 

◆22年度取組のポイント 

○リニア中央新幹線開通後を想定し、リニアを活かした南信州定住自立圏の在り方等

について、広域連合と一体となって情報の共有化と検討を進めます。 

○これに基づき飯田市の将来像等について市民の皆さんと共に検討を進め、必要に応

じて第５次基本構想の修正を図るとともに、23 年度までに策定予定の後期基本計

画の見直しにも反映していきます。 

○リニア飯田駅設置のため、南信州地域を上げてより活発な運動を展開します。 

○これらの事業を推進するために、本年４月から飯田市に推進本部と基金を設置する

とともに、情勢を見て推進のための担当部を設置していきます。 

○三遠南信地域連携ビジョン推進会議（ＳＥＮＡ）を核として、県境を越えた広域的

な地産地消圏形成プロジェクトであるアンテナショップの社会実験を行うなど三

遠南信地域内の連携強化を図るとともに、国の動向を注視し、三遠南信自動車道の

早期実現の取組を一層強化していきます。また、三遠南信サミットを南信州で開催

します。 

○定住自立圏共生ビジョンの進行管理及び推進を図るとともに、新たな課題について

も協議し、南信州定住自立圏の推進を図ります。また、総務省・長野県・周辺町村

とともに定住自立圏全国市町村長サミットを開催します。 

○中山間地域振興計画に基づき、地域が主体となった活動の推進を図ります。 

○中心市街地活性化基本計画に基づき、多様な主体が協働した取組を推進します。 

○番組内容の充実、適時適切な情報提供に努め、市民共有の情報資産としてのＣＡＴ

Ｖ網の普及促進と利活用を推進します。 

○地域公共交通の改善については、本年４月から新たに乗合タクシー久堅線、川路線、

三穂線の試行運行が始まります。他の路線も含めて試行運行の結果を見ながら、さ

らなる改善と利用促進を図っていきます。 

○庁舎整備は、「使えるものは使う」という環境配慮の理念のもと、現本庁舎を耐震

化、及び大規模改修をして使用し、不足する部分を新庁舎として建設することとし

ました。周辺道路の整備を含めて平成27年度竣工を目指し、新庁舎が「市民に親

しまれ、人にも環境にもやさしい安全安心なまちづくりの拠点となる」よう、新庁

舎の基本計画の策定と基本設計の検討に着手します。 
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行財政改革の推進 

第５次基本構想基本計画の目標達成に向け、限られた資源を有効に活用し、最大の効

果を得られるよう取組を進めます。 

◆21年度の取組 

○第５次基本構想基本計画の推進に向けて、市役所、議会、市民推進委員会により施

策、事務事業の状況を評価し、これを翌年度の施策、事務事業に反映させる取組を

継続して実施しています。 

○行財政集中改革プランに基づいて、民間委託等の推進、職員数の適正化、経費の節

減等を進め、一般会計、特別会計合わせて20年度実績で13億円余りの効果があり

ました。 

○厳しい財政状況も踏まえて、選択と集中の観点から行政評価を進めるとともに、行

財政改革をより一層進めることが急務です。 

◆22年度取組のポイント 

○第５次基本構想基本計画の柱である多様な主体による協働のまちづくりを念頭に

置き、行政評価、行財政改革を推進します。 

○選択と集中の観点から事務事業の見直しを進めます。 

○基礎自治体が地域政策立案の主体となるためには、職員の政策立案能力を高める必

要があります。職員一人ひとりの「想像力と創造性」を磨き、さらなる資質の向上

に努めます。 

 

 

 

 

活気ある街づくりの推進 

 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 

前期基本計画における

関連する重点施策 

長野県飯田市企画部企画課 

ＴＥＬ．0265-22-4511 

ＦＡＸ．0265-53-4511 

E-mail：ikikaku@city.iida.nagano.jp 


