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Ⅰ はじめに 

～リニア時代を見据えた21世紀型戦略的地域づくり～ 

 

政治も経済も混迷を深め、将来のビジョンを見いだすには不確定、不透明な要素が多

い現在において、自分たちの地域の羅針盤を自らつくって市政経営にあたることは大き

なチャレンジと言えます。 

このチャレンジに関しまして、私は昨年の年頭所感で以下のように申し上げました。 

 

「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

の地域はどん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、（私たちの地域の様々な）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」 

 

こうした考えを出発点に、昨年５月に南信州広域連合の下にリニア将来構想検討会議

を設置し、各界の有識者が参加する「有識者会議」、地域住民が参画する「検討会議」

及び「ワーキンググループ」の３部構成で、約半年間延べ22回の会議を行い、様々な

視点から将来の地域像を論じ、策定されたものがリニア将来ビジョンです。 

こうした経緯からリニア将来ビジョンは、これまで策定された計画やビジョンとはい

ささか異なる特徴を幾つか有しています。 

 

一つとして、国のリニアに関する審議と密接に関わってきたことです。リニア中央新

幹線については、平成19年12月に東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）が、自己負担を

前提としたリニア中央新幹線の建設手続きを進めると発表し、昨年２月には、国土交通

大臣から交通政策審議会へ「中央新幹線の営業主体及び建設主体の指名並びに整備計画

の決定」について諮問がなされ、国レベルでのリニア中央新幹線の審議が続いています。 

リニア中央新幹線の実現が地域に与える影響は、今後の地域づくり如何によっては

「諸刃の剣」になり得るものであり、移動時間の大幅な短縮により産業立地の可能性向

上、交流人口の拡大などでプラスの効果があると言われている一方、いわゆるストロー

現象などマイナスの影響も懸念されています。こうしたプラス面の効果を最大限に活か

し、マイナス面の影響を最小限に抑えるための地域づくりを今から推進していくために

リニア将来ビジョンは策定されました。折しも昨年12月15日に国の交通政策審議会中

央新幹線小委員会においてとりまとめられた中間報告の中で、リニア沿線地域に対し

「戦略的地域づくり」の重要性が強調されましたが、図らずもリニア将来ビジョンの策

定は、この「戦略的地域づくり」を先取りするかたちになっています。 
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二つとして、リニア将来ビジョンは2027年開通と言われるリニア時代を想定した超

長期のビジョンであり、その実現には代を継いだ取組が必要となることです。2050年

の温室効果ガス排出量 70％削減を目標に掲げた環境モデル都市の行動計画も同様です

が、私たちは今から目標達成に向けた取組を具体化する一方で、将来その取組を引き継

いでくれる次の世代を育成していかなければなりません。そのためには３つの視点、即

ち「自分たちの地域を学び会う」視点、「他地域の取組から自らの地域を学ぶ」視点、

「自分たちの地域を起点に構築する人材育成ネットワーク」の視点が重要と考えていま

す。 

 

三つとして、リニア将来ビジョンは、冒頭で述べたように、私たちの地域の様々な将

来ビジョンを有機的に結合して地域全体でビジョンの共有化を図る役割を有していま

す。即ち、当ビジョンは南信州広域連合の広域計画に反映されるだけではなく、飯田市

の第５次基本構想においては、リニア飯田駅設置に向けての都市像を位置づけていくこ

とになりますし、三遠南信地域連携ビジョンにおける北の玄関口としてのリニア飯田駅

の役割をより明確化することになります。 

 

四つとして、リニア将来ビジョンは、初めての試みとして飯田下伊那、南信州地域の

郡市民と各分野の有識者が真摯な検討を重ねて策定されたものであり、その具体化には

地域を挙げた取組による「結いの力」の発揮が求められていることです。こうしたこと

は一朝一夕にできるものではなく、10年以上にわたる南信州広域連合の取組や、それ

をベースに全国に先駆けて推進された定住自立圏構想などの積み重ねがあってこそ、と

捉えています。 

 

このように見てくると、リニア将来ビジョンは、昨年秋当地で開催された定住自立圏

全国市町村長サミットの基調講演において、学習院大学の佐々木毅先生が提唱された人

口増や高度成長が前提であった20世紀とは違う「21世紀型の考え方」にも通じるよう

に思います。当講演で先生は、「21世紀型の考え方でものを考え、様々な仕組みの組替

作業を、覚悟を持って遂行するということなしには展望が開けない。」という趣旨のお

話をされました。確かに、例えば今次の交通政策審議会の中間報告においても、審議の

ベースになっている全国新幹線鉄道整備法は、ＪＲ東海の自己負担による整備を前提に

していないため、中間駅の位置のあり方や費用負担などについて、どのようなルールで

調整がなされるのか明確ではなく、まさに「仕組みの組替え」をしなければなりません。

地元自治体としては、人口減少、少子化、高齢化の時代にあって、将来当地域を担う世

代に過度な負担を背負わせるようなことはあってはならず、極力マイナス面の影響を抑

える覚悟と努力が必要になります。 

地域の将来を左右するリニア飯田駅実現に向けて正念場中の正念場にある中で私た
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ちの地域に求められるものは、これまで述べてまいりました「リニア時代を見据えた

21世紀型戦略的地域づくり」であり、地域一丸となってこれを遂行するため全力を尽

くす所存です。 

 

 

 

リニア時代を見据えた21世紀型戦略的地域づくり 
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Ⅱ 平成23年の経済認識 

１ 昨年の景気動向 

昨年は、平成20年秋からの100年に一度とも言われる世界同時不況からの回復局

面にあって、特に好調なアジア圏への輸出、エコカー補助金や家電エコポイントをは

じめ各種経済対策への駆け込み需要などの政策効果による進展も見られましたが、年

後半の円高などに起因する輸出鈍化や国内の低調な設備投資と雇用情勢の厳しさが

残り、景気は踊り場の状況が続きました。 

２ 今年の景気見通し 

今年の景気は、夏場ころから自立的な回復軌道に乗ってくると予想され、デフレ圧

力も薄らいでくる見込みです。米欧経済の足取りは重いが、中国をはじめとするアジ

ア経済が自立的回復を見せる中で、アジア向けを中心とした輸出の増加を背景に企業

業績の改善が続き、それに伴って雇用・所得情勢にも改善傾向が見込まれます。 

○今年の飯田市の景気見通し 

昨年は、春先のお練り祭りに前回を上回る32万人の人出で賑わったほか、全国獅

子舞フェスティバルや長野県全体で取り組んだ信州デスティネーションキャンペー

ン、ＪＲ飯田線秘境駅探訪の旅企画と連携した天龍峡観光の展開などにより、ご開帳

が行われた一昨年並みに観光客の来訪がありました。 

製造業においては、好調に推移していた食品産業が、デフレの影響を受け若干の下

ぶれで推移する中、半導体・機械装置関連製造業では、リーマンショック以前の８割

程度まで回復し、受注も順調に推移しました。しかしながら、引き続く円高やコスト

ダウン要請、産業構造の変化による先行きの不透明感から、本格的な雇用の回復には

つながってきていない状況にあります。 

農林業分野においては、夏の猛暑など天候不順による農産物被害、木材価格の低迷

などが続く中、市田柿、花き、菌茸類が比較的堅調に推移したほか、松茸の豊作が話

題となりました。 

今年は、リニア中央新幹線飯田駅設置に向けた動きが本格化する中、構造変化に直

面する地域企業における環境、航空宇宙ほか新分野、新製品への連携した展開、2012

年に予定される長野技能五輪に向けた取組などが進みますが、円高等に起因する前年

後半からの輸出の鈍化傾向、アジアの新興国の追い上げ攻勢、政府の金融・経済対策

の出口戦略による影響などから、中小企業の経営環境は春先にかけ厳しい状況も予想

されます。また、地域企業の国際的な展開の進む中、ＴＰＰ関連の議論など、製造業

を中心に積極的な展開が模索される一方、農業における対策や競争力強化が課題とな

る見込みです。 

協力／八十二銀行飯田支店 

飯田信用金庫経営相談所 
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３ 地域経済波及分析 

地域経済活性化プログラムでは、しんきん南信州地域研究所ほか関係機関にご協力

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。 

この地域経済波及分析は、各種統計を基礎資料としていることから、基礎的な統計

数値の出揃う約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20

年の自立度を発表＝52.6％） 

昨年（平成22年）１月からは、厳しい経済情勢を出来る限り早期に把握し、次の戦

略を図ることができるよう、企業や関係団体等へのヒアリングを基に、基礎数値を推

計し、経済自立度（波及所得充足率）を分析・発表する試みを始めました。この推計

値については、各種数値が確定した時点では、再度確報値として分析し発表します。 

(１)平成21･22年推計値 

① 平成21年経済自立度は、４２．１％ 

－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に減少し、地域における波及所得も大幅に減少。 
ア 地域全体の必要所得額 ３，４０９億円  

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）1,998千円 

イ 産業総波及所得    1,434億円   

農林業生産額  250億円    波及所得 205億円 

観光消費額   130億円    波及所得  80億円 

工業出荷額  3,080億円    波及所得1,149億円 

② 平成22年経済自立度は、４４．１％ 

－回復局面が進展するも厳しさの影響が残る－ 

 
平成22年については、中国をはじめとする好調なアジア経済が牽引する中、これら
を相手国とする輸出関連産業を中心に業績の回復が見られました。さらに経済対策に
よる駆け込み需要などの下支えにより関連産業にも底上げ効果も見られましたが、産
業構造の変革による不安定な状況も影響し、年ベースでは厳しさの影響が残る見込み
です。 
ア 地域全体の必要所得額 ３，４３７億円  

10月１日の人口は169,303人 

一人あたり年必要所得（全国平均）2,030千円（推定） 

イ 産業総波及所得  1,515億円 

農林業生産額  253億円(推定) 波及所得  208億円 

観光消費額   131億円(推定) 波及所得  80億円 

工業出荷額  3,289億円(推定) 波及所得1,227億円 
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（２）地域経済波及分析からみる今後の対策の方向性 

「社会・経済・交通環境の変化を踏まえた展開を」 

世界的な景気後退からの回復局面を迎える一方で、経済・産業・人口構造の変化の影

響も顕著になってきており、引き続き地域の総所得を高めるためには導入部門の産業振

興と併せて、所得を地域に分配する効果のある業種である商業・サービス・建設等の地

域循環をさらに高める仕組みを、地域ぐるみで進めていくことが肝要です。 

また、中長期的な視野により、地域産業構造の変化、リニア中央新幹線や三遠南信自

動車道などの地域交通の発展も踏まえ、今後の地域経済を牽引する産業づくりと支える

地域産業構造、環境や中山間地域振興など現代的な課題も視野に入れながら、次の戦略

づくりを進めることが必要となります。 

 

４ 地域経済活性化プログラムによる地域産業の振興 

平成20年秋からの100年に一度とも言われた世界同時不況により、当地域の経済は

予想を上回る被害を受けました。景気の底を迎えた平成21年に続き、昨年は地域産業

を取り巻くパラダイムシフトとも言うべき産業構造転換が予想以上に影響する中、経

済対策の効果などにより、経済自立度においても厳しいながらもゆるやかな回復が見

られました。 

一方、リニア飯田駅の実現に向けた動きの進展や三遠南信自動車道など地域の交通

インフラをめぐる情勢も大きな節目を迎えており、あらためて「未来を見据えた」産

業政策の展開が重要になってきています。 

地域経済活性化プログラム２０１１では、こうした環境変化を踏まえつつ、地域経

済の未来を見据えて、経済団体、金融機関や事業者、市民の皆さんとともに地域の「宝

と力」を活かして、「新しい価値」の創造にチャレンジしながら、自立化へのうねり

（ダイナミズムの創発）につなげていきます。 
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Ⅲ 平成23年度の市政経営の基本方針 

１ 市政経営の方向 

 （１）リニア時代を見据えた21世紀型戦略的地域づくり 

先述した通り、昨年策定されたリニア将来ビジョンを飯田市の第５次基本構想や後期

基本計画、南信州広域連合の広域計画に反映させ、こうした将来計画の有機的結合によ

り私たちの地域全体でビジョンの共有化を図り、リニア時代を見据えた21世紀型戦略

的地域づくりを進めます。 

リニア将来ビジョンでは、私たちの地域が長野県の南の玄関口並びに三遠南信地域の

北の玄関口として大きな役割を果たしていくために、地域の内と外に対してそれぞれ目

指す地域像を次の通り明示しています。 

 

対外的にはグローバル化を進めて「小さな世界都市」を目指し、併せて先駆的なモデ

ル性を発揮し、地域ブランドを確立させて「多機能高付加価値都市圏」を形成していく

ものです。こうした将来像を見据えた平成23年度の取組としては、国内外の新しい市

場に向けた農商工連携や航空宇宙産業クラスター形成などの産業づくり、「人形の友・

友好都市国際協会」を起点とした人形劇の国際化や多様な文化・人の交流を通じた学習

活動、あるいは飯田と関係が深い大学・研究者等による活動組織を設立し飯田インター

大学（飯田を拠点とした大学間連携）の構築を目指す等の人づくり、座長都市としての

外国人集住都市会議の当地開催や環境モデル都市、定住自立圏推進などによる地域づく

りなどが挙げられます。 

また対内的には、地域の価値観を有した地域住民がそれぞれの立場で地域づくりに主

体的な役割を果たし、守るべきものを守り、備えるべきものを備えていくことが謳われ

ています。これは「地育力による心豊かな人づくり」や「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」など、５つの基本方針と密接に関わるものと捉えてい

ます。 
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（２）自立化へのうねりにつながる「新しい価値」の創造 

先述した地域経済波及分析により平成21年、22年の経済自立度をみると、それぞれ

42.1％、44.1％と推計されます。この水準の低さは100年に一度と言われた世界同時不

況の影響が当地域でも予想を上回るほど深刻であったことと、地域産業を取り巻くパラ

ダイムシフトとも言うべき産業構造転換が予想以上に影響しているためと見ておりま

すが、構造転換が徐々に進み、経済対策の効果もあって厳しいながらもゆるやかな回復

傾向にあります。 

一方、リニア飯田駅の実現に向けた動きの進展や三遠南信自動車道など地域の交通

インフラを巡る情勢も大きな節目を迎えており、あらためて未来を見据えた産業政策の

展開が重要になってきています。 

若者が地域に帰ってこられる産業づくりを目指して策定された地域経済活性化プロ

グラム２０１１では、こうした環境変化を踏まえつつ、地域経済の未来を見据えて、経

済団体、金融機関や事業者、市民の皆さんとともに地域の「宝と力」を活かして、「新

しい価値」の創造にチャレンジしながら、自立化へのうねり（ダイナミズムの創発）に

つなげていきます。 

（３）５つの基本方針に沿った市政経営の展開 

平成23年度の市政経営全般に関しては、当年度が第５次基本構想の前期基本計画の

最終年度にあたること、また私の市政２期目の後半になることを踏まえながら、引き続

きこれまでの５つの基本方針（「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」）に沿った取組を展開していきます。 

あわせて行財政集中改革プランなどの取組により、選択と集中の観点から事務事業

の見直しを進め、その成果を踏まえたうえで、後期基本計画推進のための行財政運営の

基本方針である大綱を策定してまいります。 

また、市役所職員においては、地域の将来を左右する正念場にあって、21世紀型の

考え方で様々な仕組みの組替えを行いながら市民ニーズを政策実現に結びつけていく

ためには、引き続き質的変革が求められています。特に想像力と創造性に磨きをかける

必要があり、経験と知識に裏打ちされた想像力と市民のニーズを複合的につなげ、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

ースになるものであり、職員一人ひとりが学び合いの姿勢を保ちながら、様々なかたち

で地域活動にも積極的に参加するよう努めてまいります。私自身、様々な対話を図りな

がら市政経営に全力を傾注する所存です。 
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２ 平成23年度当初予算編成に向けての考え方 

 

（１）国の予算、地方財政計画などの状況 

国は、民主党政権となって２回目の予算編成を行い、平成23年度予算案を閣

議決定しました。 

「経済成長」、「財政健全化」、「社会保障改革」を一体的に実現し、元気な日本を

復活させるための礎を築く、という基本理念に基づいて編成された予算は総額

92兆円余で、過去最大規模であった前年度をさらに上回っています。 

昨年６月に発表された「財政運営戦略」に沿って、国債費を除く一般会計歳出

を前年度以下にするという方針は守られていますが、新規国債発行額は44兆円

余で過去最大であった前年度と変わらず、２年続けて借金が税収を上回る異常な

事態となっています。また、特別会計剰余金などのいわゆる埋蔵金も底をつき、

税制などの抜本的な改革なしには予算編成が立ち行かない状況となっています。 

一方、地方財政においては、地方税は2.8％程度増加する見込みとなっていま

すが、社会保障関係費の伸びなどにより歳出も増加するため、地方交付税の法定

率分とあわせても財源不足は解消されず、引き続き大変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、地方

交付税が別枠加算の継続などにより2.8％程度増加し、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、前年度とほぼ同額ということ

になっています。 

当市の状況を見てみますと、法人市民税がやや持ち直し、市税全体では、前年

度と比較して2.8％程度増加となり、一般財源総額では、ほぼ前年度並みの額が

確保できるのではないかと見込んでいます。 

来年度以降の見通しにおきましては、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、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890兆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、民主党政権が、税制改革をはじめとする財政の健

全化や社会保障改革などの重要課題にどのように取り組んでいくのか、国の動向

を注視していきたいと考えています。 

 

 

 



 10 

（２） 飯田市の当初予算編成方針 

平成23年度は、前期基本計画の最終年度であるとともに、私の市政２期目の

後半でもありますので、予算編成では、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 前期基本計画における各施策の目標を達成するため、行政評価における提言等
も踏まえ、必要な事業を検討し具体化を図るとともに、後期計画の策定におい

て検討が必要な課題を整理する。 

② ５つの基本方針と10の重点的政策目標に沿って事業の優先度を明確にする。特
に、厳しい経済情勢、雇用情勢に対応する事業や市民サービスの向上に資する

事業に力点を置く必要がある。 

③ 限られた財源を有効に活用するため、「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る。 

④ 国の補正予算を受け、緊急経済対策の補正予算編成を当初予算編成と同時並行
で進め、できるだけ早く実施に移す。特に、新たに措置される地域活性化交付

金を活用し、地域の実情に即した事業を実施していく。 

⑤ 持続可能な財政運営を継続していくため、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。 

 

下の表のとおり、要求段階では歳出の要求が430億円を超え、歳入歳出にかな

りの開きがあるため、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、全庁を挙げて取り組んでいきたいと考えています。 

 

  ◎ 平成23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 

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

23年度要求額 42,166,222 43,575,893 △ 1,409,671 

23年度－22年度 3,107,460   1,943,018  1,164,442 
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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します。また、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。 

◆22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、金融政策室を設置し、金融政策・

創業支援などの機動的運用を、関係機関と連携して行うとともに、高校等の卒業予

定者の就業対策と人材育成を目的とする飯田市緊急雇用奨励補助金制度や、国・県

と連携した緊急雇用対策の実施など、雇用対策に優先的に取り組み、一定の成果が

ありました。 

○地域の産業構造が大きく変化する状況の中で、中長期的視点での戦略展開を再構築

し、航空宇宙分野への参入、ＬＥＤ防犯灯や市田柿の柿剥き機の研究開発など、産

業間の連携による新分野・新事業への展開を促進しました。 

○域産域消（商）の促進をはじめ、地域内での経済循環を高めるための取組を進めま

した。 

 

◆23年度取組のポイント 

○地域経済活性化プログラム２０１１（詳細は別途発表）の着実な展開を図ります。 

・これまでの緊急経済対策から発展して、国県ほか行政機関、金融機関、経済団体

等と連携して、未来を見据えた「地域産業の新しい芽の育ち」を支える仕組みを

さらに強化していきます。 

・地域における農商工連携など異産業の新しい組合せによる産業創造をさらに進め、

国内外の新しい市場への取組を進めます。 

・これまでの産業技術大学や技能褒賞、さらに長野技能五輪等への取組を通じて、

地域産業の未来を担う専門技術・技能者の育成を進めます。 

・地域の資源を資産に変え新しい価値を創造する事業、ＮＥＷコミュニティビジネ

スの促進、地域内流通における買い物難民への対応をはじめとした、生活者目線

の流通・物流の進化などを通じて、地域経済の循環を促進していきます。 

・リニア中央新幹線や三遠南信自動車道など地域交通環境の変化を積極的に捉え、

地域への波及効果を最大化できるよう、観光・商業などの地域産業の圏域を広く
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捉えながら、見直していきます。 

○現下の経済情勢に対応して、事業者や生活者への支援を継続します。 

 

 

 

「 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。 

◆22年度の取組 

○平成22年４月に策定した飯田市教育振興基本計画に基づき、中長期的な展望によ

る各種施策を実施しました。 

○児童・生徒が農作業や伝統文化等に触れる体験活動を進めるとともに、キャリア教

育では、全中学校における職場体験を伴う取組と、小中連携のモデルプログラムの

策定を行いました。 

○「飯田市における不登校対策５つのアクション（注）」を推進し、不登校傾向となっ

ている児童生徒が登校できるよう各種の取組を行いました。また、不登校の兆候を

見逃さず常に向かい合える良好な関係を、教職員や保護者らが協働して取り組むた

めの研修会を開催しました。 

○伊那谷文化芸術祭、いいだ人形劇フェスタ、オーケストラと友に音楽祭等を市民主

体の実行委員会が開催することにより、市民が共に楽しみながら互いの連携を強め

ました。また、子どもたちがこれらの活動に参加することにより、地域への愛着と

社会性を高めました。 

○「人形の友・友好都市国際協会」の設立に参加し、人形劇の国際化に向けた新たな

一歩を踏み出しました。 

○子育て支援については、新すくすくプラン後期計画のスタートに当たり、子ども医

療費給付を中学生まで拡大して、子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、働

いている保護者の環境整備として、「病児・病後児保育サービス」や地域で子育て

を支える「ながの子育て家庭優待パスポート事業」などを開始しました。 

○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３年

目の実績を積み、21大学約300人の学生等の参加が得られました。こうした取組

を土台として、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 

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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◆23年度取組のポイント 

○「自立」「共生」「共育」を柱とする飯田市教育振興基本計画に基づき、教育の質的

向上に努めます。 

○平成24年度からのスタートを予定している小中連携・一貫教育のモデル校が、新

しい飯田市の学校教育のスタイルとなるための検討委員会を発足し、教育環境を整

えます。 

○地域と学校の連携と協働を主眼に置き、地育力向上連携システムの推進に取り組み

ます。また、後期基本計画に合わせて、地育力向上連携システム推進計画の見直し

と充実を図ります。 

○児童・生徒の生きる力と、ふるさと意識の醸成を図るため、小中連携のキャリア教

育や体験活動を推進します。又、高校生に対して、激動な時代をそして世界を実体

験できるような人材育成支援を検討します。 

○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。 

○人形劇を通じて世界との連携を強めながら、国際社会に貢献できる豊かな人間形成

と、新たな文化や価値を創造できる「人形劇のまち」を目指し、いいだ人形劇フェ

スタ実行委員会などの関係する皆さんと連携して取り組んでいきます。 

○新すくすくプラン後期計画に基づき、仕事と家庭生活の両立を応援する取組を進め

ながら、子育ての責任と楽しさを認識してもらい、父親の育児参加を促し、親心を

育む取組を実施します。 

○地域資産の価値を高める単位地域史の基礎となる、『飯田・上飯田の歴史』(仮題）

の刊行に向けた執筆・編集活動を進めます。 

○リニア飯田駅の実現が現実味を帯びてきている中で、先人から継承されてきた生活

文化や「結い」のこころ・自主自立の精神を引継いでいくとともに、多様な文化・

人の交流が進められ「小さな世界都市」につながる学習活動を進めます。 

○複数大学による飯田フィールドスタディなど、多くの学生たちに飯田を学んでいた

だく機会を提供します。また、飯田と関係の深い大学・教授同士が、交流・共同で

きる場づくりを行うことにより、飯田インター大学（飯田を拠点とした大学間連携）

の構築を目指しつつ、飯田の発信力等を高めていきます。 

○座長都市として「外国人集住都市会議」を飯田市で開催し、「小さな世界都市」の

実現に向け、多文化共生を推進します。 

 

 

 

 

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 

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

市民が「安心して健やかに暮らせる」ことは最も基本であり、市民の健康な暮らしが

地域コミュニティや産業を創造し、未来に繋がるために「市民総健康」と「生涯現役」

を目指した「地域健康ケア計画（注）」を推進します。 

また、「災害に強い安全なまちづくり」を進めていくため、地域と連携した防災訓練

を実施し防災対策に努めます。 
 

（注）地域健康ケア計画とは、子どもから高齢者まで、市民総健康と生涯現役の飯田市づくりに向け、保健・

福祉・介護・子育てに関係する各種計画や施策を、「広い意味での健康」をキーワードとして、相互に連結・

統合して相乗効果を上げていこうとするもの。市民・地域・行政等の多様な主体がそれぞれの特性を発揮し、

一体的な取組を展開するためのアクションプランです。 

 

◆22年度の取組 

●地域健康ケア計画２０１０の推進 

地域健康ケア計画２０１０を策定し、次に掲げたものなど６つの重点プロジェクト

を中心に取組を進めてきました。 

○「健康づくり家庭訪問」プロジェクトでは、橋北地区の一部をモデル地区として選

定し、保健師による訪問を実施しました。 

○「高齢になっても地域で安心して暮らせるための支援」プロジェクトでは、ほりば

た長寿支援センター（基幹包括支援センターと地域包括支援センターの合同事務

所）を起点とした活動を開始しました。また、介護予防教室のプログラムに認知症

予防を加え、修了した方を対象とした送迎付きのフォローアップ教室を新設するな

ど、介護予防活動を充実したほか、高齢者・認知症に対する相談体制の展開を図り

ました。 

○「食育の推進」プロジェクトでは、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、飯田市食育推進計画を推進しました。 

○「子どもの健やかな発達への支援」プロジェクトでは、発達に心配のある子どもが

増加する状況に対応するため、早期支援ができるための仕組みとして、発達支援プ

ログラムを保育園や幼稚園で導入できるよう準備を始めました。 

 

●その他の取組 

○飯伊包括医療協議会を中心にして、救急医療体制や産科体制の確保を図りました。 

○産科医療については、安心して子どもを産み育てる地域づくりのため、産科問題懇談

会が中心となって、出産の体制の確保に取り組みました。 

○地域にとって必要な医療を提供するため、医師等の確保のための活動に取り組みま

した。 

○子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用につ
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いては、飯田医師会等と連携して、全額公費負担とすることを決定しました。 

○インフルエンザに対するワクチン接種については、低所得者等に対して費用の助成

を行いました。また、飯田医師会や関係機関と連携して、感染防止などの周知に努

めました。 

○飯田市社会福祉協議会と連携して、結婚支援アドバイザーを設置し、相談窓口の拡

充や出会いイベントの開催などによる結婚支援活動に取り組みました。 

○丸山地区を拠点に、初めてとなる「土砂災害防災訓練」を実施し、各種の災害に対

応できる能力の向上を図りました。 

○集中豪雨災害の発生に際しては、関係機関との連携により、初動対応及び復旧活動

に取り組みました。 

 

◆23年度取組のポイント 

●地域健康ケア計画２０１１の推進 

地域健康ケア計画２０１１を策定し、「市民総健康」と「生涯現役」を目指して、

７つの重点プロジェクトを推進するとともに、計画も充実させていきます。 

○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づくりを行います。 

○「高齢になっても地域で安心して暮らせるための支援」プロジェクトでは、ほりば

た長寿支援センターを起点として、地域で活動する市民・ＮＰＯ・民間事業者と協

力した介護予防活動に引き続き取り組みます。 

○「健康づくり家庭訪問」プロジェクトでは、モデル地区として選定した橋北地区の

残り全世帯への保健師の訪問を実施します。この家庭訪問で得た成果は、がん検

診・特定健診の受診率向上や、独居・高齢者世帯への適切な対応など、今後の全市

的な施策展開へとつなげていきます。 

○「子どもの健やかな発達への支援」プロジェクトでは、発達に心配のある個々の子

どもたちを支援する発達支援プログラムを保育園や幼稚園に導入していくことを

核に、一貫した支援ができるよう、情報の集約化や支援体制について検討します。 

○「結婚支援」に関するプロジェクトでは、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、平成22年度に引き続き、結婚支援アドバイザーによる

結婚相談事業に力を入れます。 

○「家族ぐるみで取り組む『がん』対策」プロジェクトを推進し、地域との協働によ

り、がん検診の受診率向上のための普及啓発と受診促進を行います。 

○「食育の推進」プロジェクトでは、朝食の欠食率減少に向けて、欠食率の高い中学

生に向けた取組を強化します。 
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●その他の取組 

○平成22年度に引き続いて、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎

球菌ワクチンの接種費用について、全額公費負担とします。 

○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。 

○地域にとって必要な医療を提供するため、医師等の確保のための活動に取り組みま

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。 

○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、飯田市立病院は救急や産科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取り組みます。 

○防災ハザードマップを活用した学習会や講演会を通じ、地域における防災意識の高

揚を一層図るとともに、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の

作成・更新を進め、日常生活の支え合い活動を醸成します。 

○現実的な災害を想定した実践的な訓練を計画し、より迅速な情報収集と的確な判断

と指示ができる体制を整えることにより、災害時における被害を最小限にできるよ

う取り組みます。 

○地震対策については、公共施設の耐震化を引き続き進めるほか、住宅における耐震

診断・耐震改修及び家具の転倒防止を進めることにより、地震発生時における被害

を最小限にできるよう取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

「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（2005年を基準）を目指した取組を進めています。

これまでに「おひさま０円システム」や地元企業グループによる「ＬＥＤ防犯灯の共同

開発」など、全国から注目を集める取組も始まっています。全国13の環境モデル都市

の一つとしての誇りと責任を持ち、環境モデル都市行動計画を着実に実行します。 

 

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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◆22年度の取組 

○低炭素型のライフスタイルの普及や活動の拠点とするため、「りんご並木のエコハ

ウス」をオープンし、いつでも気軽に立ち寄り、高性能なエコ住宅を体感し、相談

していただけるようにしました。 

○太陽光発電、太陽熱利用、木質バイオマスなど、自然エネルギーの利用を促進する

ための機器等の設置補助を継続して行っています。特に、太陽光発電の普及モデル

として全国的に注目されている「おひさま０円システム」の拡充と、市内の温泉施

設への木質ペレットボイラーの導入による木質ペレットの利用増を図りました。 

○中部電力と共同して、年間１メガワットの太陽光発電所である「メガソーラーいい

だ（23年２月運転開始予定）」の整備を進めてきました。 

○自転車市民共同利用システムは、延べ走行距離が約 41,000km（地球１周以上）と

なり、徐々に自転車の認知度が高まりつつあります。また、電気自動車を２台導入

し、利用促進や普及のためのモニタリングを始めました。さらに、(財)国際交通安

全学会と連携して吾妻町のロータリー交差点で行った「ラウンドアバウトの社会実

験」は、道路交通における安全とエコの対策として注目を集めています。 

○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

をしています。一方、全国へ飯田製ＬＥＤ防犯灯のＰＲやセールスを行っており、

近隣の自治体で採用されるようになっています。 

○市民共同小水力発電の事業化の可能性調査をしています。また、市民生活に欠かせ

ないエネルギーの域産域消や安定確保、低炭素化について、民間のエネルギー供給

事業者等とともに調査研究してきました。 

○低炭素型のライフスタイル（エコライフ）の啓発普及を進めるために、エコライフ

コーディネーターを委嘱しました。また、各地区のまちづくり委員会や市民団体な

どを対象に、地球温暖化と環境モデル都市の取組についての説明会を開き、市民の

皆さんが日常生活の中で、エコと言われる行動を積み重ねていただくことが、低炭

素社会づくりにつながることをアピールしています。 

○こうした取組による年間のCO2排出削減量はおよそ4,000㌧（500mlペットボトル

約393万本分）程度になる見込みです。(注１) 

 

（注１）平成22年度末のCO2排出削減量の見込み推計値。平成22年11月現在の概算推計値は約3,265㌧

（太陽光発電：2,250㌧・太陽熱利用：65㌧・木質バイオマス利用：940㌧・自転車共同利用：10㌧）。 
 

◆23年度取組のポイント 

○「おひさま」と「もり」の自然エネルギーの利活用を引き続き推進するとともに、

国が進めている「自然エネルギー利用の発電による電気の固定価格買取制度」を視

野に入れ、より効果的な普及方法についても検討を行います。 
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○市内で活動するエネルギー供給事業体と協働して、エネルギーの域産域消、山・里・

街の暮らしの場に適した低炭素エネルギー供給の仕組みづくりなど、「飯田版マイ

クログリッド(注２)」の構築に向けて研究を進めます。特に、木質バイオマスの域

産域消の仕組みづくり、小水力発電の事業化のあり方、中心市街地における熱を中

心としたエネルギーの共同利用のあり方などを探る調査研究を進めます。 

○市民の皆さんとの協働やエコライフコーディネーターの活用によって、健康づくり

のエコ、楽しみながらのエコ、お金が助かるエコ、美味しいエコなど、テーマをも

ったエコアクションを生み出しながら、多様な実践と参加の機会を広めていきます。 

○自転車市民共同利用システムの改善や電気自動車のモニタリング、さらにパークア

ンドライドの社会実験などを通して、移動手段の低炭素化を進めます。 

○持続可能な社会の構築に向けて、ＮＰＯ、大学、企業、他の自治体等との連携によ

る「人材の戦略的流動化」や「環境関連事業の情報共有」を進めます。 

 

 (注２)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。 
 

 

 

 

「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つな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。 

◆22年度の取組 

○中央新幹線については、国の交通政策審議会で議論されており、実現に向けて新た

な段階へと入った中、リニア飯田駅を確実にするための正念場と捉え、リニア推進

対策本部を設置しました。 

○５月には、南信州地域の皆さん約2,000人の参加を得て、総決起大会を開催すると

ともに、南信州広域連合と連携してリニア将来構想検討会議を設置し、11月にリ

ニア将来ビジョンを策定しました。 

○11月に、第18回三遠南信サミットⅰn南信州が飯田市で開催され、県境地域連携

モデルの推進を目指した取組や、新しい推進体制に向けた議論が交わされました。

今回のサミットを契機として、南信州地域における住民連携組織である「南信州交

 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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流の輪」が設立されました。 

○平成22年度から２年間、三遠南信地域連携ビジョン推進会議（ＳＥＮＡ）の一員

として、内閣府の地域社会雇用創造事業（インキュベーション事業【起業支援】と

インターンシップ事業【職場体験】）に取り組んでいます。 

○全国に先駆けて進めてきた南信州定住自立圏の取組は、10月に定住自立圏全国市

町村長サミットを開催するとともに、病児･病後児保育事業、図書館ネットワーク

システム構築事業について定住自立圏形成協定の追加協定を締結しました。周辺

13町村と連携し、生活圏・経済圏に視点を合わせた政策の立案が求められていま

す。 

○中心市街地においては、りんご並木での定期的な歩行者天国の開催や、全国獅子舞

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。 

○中山間地域では、まちづくり委員会との協働による地域振興住宅の整備や、市営住

宅の地域振興住宅への転用が進み、定住した若者世帯が地域の一員として活動を始

めています。飯田市中山間地域振興計画の目標実現に向けて、地域の主体性を重視

した事業を展開するため、身近な地域資源に着目した振興策の研究やモデルづくり

など、各地区の基本計画や構想と連携した取組が始まっています。 

○飯田市情報化基本計画２００８に沿って、「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」を構築しました。 

○地域公共交通は、４月から、飯田市域の全路線バスを飯田市と南信州広域連合によ

り運行しており、ダイヤ改正、乗合タクシーの導入を図るなど、新たな地域公共交

通の構築に取り組みました。 

○庁舎整備事業は、現庁舎の耐震化及び大規模改修による活用と、新庁舎の建設を行

うため基本計画書を策定し、具体的な敷地計画や建物配置、施設や設備などに関わ

る基本設計の検討に着手しました。 

◆23年度取組のポイント 

○国の交通政策審議会では、中間とりまとめが行われ、中央新幹線に関する基本的事

項の方向性が明らかにされたことから、リニア飯田駅設置を見据え、リニア将来ビ

ジョンの推進に向けて、南信州広域連合と連携して取り組みます。 

○リニア飯田駅設置実現のため、基金の積立のほか、情勢の変化に応じ組織の拡充を

図ります。 

○リニア将来ビジョンは、リニア飯田駅設置を見据えた目指すべき地域将来像の指針

であり、第５次飯田市基本構想や後期基本計画の策定に反映させます。 

○三遠南信地域連携ビジョン推進会議（ＳＥＮＡ）の一員として、県境地域連携モデ

ルの推進を目指して、三遠南信自動車道の早期開通、産業集積や大学フォーラムの
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設置、広域的な防災連携等を推進するとともに、三遠南信地域の融合に向けて広域

連合など新・連携組織への移行について準備を進めます。また、内閣府の地域社会

雇用創造事業の２年目に取り組みます。 

○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。 

○中山間地域の振興は、地域の実態を踏まえた地域の発意を受け止め、生活基盤の整

備や集落など身近な地域社会の活性化を検討します。 

○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。 

○地域公共交通については、今後も路線バスと乗合タクシーを併用しながら、さらな

る改善と利用促進を図っていきます。 

○庁舎整備は引き続き、市民、議会、各種団体等と情報を共有しながら、市民に親し

まれ、人にも環境にもやさしく、周辺環境と調和のとれた庁舎となるよう、庁舎全

体の敷地計画や建物配置、周辺道路の整備等を含めた基本設計と実施設計を進めま

す。 

 

 

 

 

 

行財政改革の推進 

第５次飯田市基本構想前期基本計画、飯田市行財政改革大綱及び行財政集中改革プラ

ンが平成23年度で終了することを踏まえ、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。 

◆22年度の取組 

○第５次飯田市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

より施策や事務事業の状況を評価し、これを翌年度の施策や事務事業に反映させる

取組を継続して実施しました。 

○行財政集中改革プランに基づいて、指定管理者制度の導入や民間委託等の推進、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21年度実績で

27億円余りの効果がありました。 

○公立保育所民営化方針に基づき、４月から松尾保育園を社会福祉法人慈光福祉会に

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 
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経営移管しました。 

○来庁者に対するサービスを向上するための総合的な取り組みとして、「もっと３Ｓ

声かけキャンペーン (注)」の実施や窓口の案内サイン設置などの窓口サービスの向

上に取り組みました。 
(注)窓口サービスの向上のために最初に応対をした職員が適切に対応する取組を推進する運動で、キャ

ンペーンの名称の「３Ｓ」は、ほほ笑みをもって、早く、真心を持ち誠実に対応していこうという「ス

マイル」「スピード」「シンシアリティー」という頭文字を意味しています。 

 

◆23年度取り組みのポイント 

○平成23年度で終了となる行財政集中改革プランなどの取組の成果を踏まえた上で、

後期基本計画を推進するための行財政運営の基本方針である大綱の策定に取り組

みます。 

○平成22年度で終了となった第５次定員適正化計画の成果を踏まえ、新たに第６次

定員適正化計画を策定して取り組みます。 

○選択と集中の観点から事務事業の見直しを進め、効率的かつ効果的な行政運営に努

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。 

○来庁者に対するサービスを向上する総合的な取組は、常に点検を行い改善します。 

○職員一人ひとりが学び合いの姿勢を保ちながら具体的に市民の皆さんや事業者の

皆さんと行動していこうという気持ちが、地域の将来を担う次世代の育成につなが

ります。また、職員が様々なかたちで地域活動に参加することは、現場の住民目線

で行政を推進することにつながることから、職員が地域の社会貢献や地域づくりの

活動へ積極的に参加するよう努めます。 

 

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  


