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１ 「震災後、リニア開通前」の地域づくり 

昨年の東日本大震災は大きな時代の転換と位置づけられるのではないでしょうか。こ

れまでは「戦前、戦後」という言い方で現代を位置づけてきましたが、これからは「震

災前、震災後」という位置づけがなされるように思います。戦後の高度成長期からバブ

ル崩壊を経て「失われた20年」と言われる震災前の時代に対して、震災後のわが国は

これまで以上に「人と自然との結びつき」「人と人との結びつき」を重視する傾向が強

まるものとみております。そうした観点から、全国に先駆けて環境や定住自立圏の取組

を進めてきた私たちの地域への関心も高まっていると捉えています。 

 

一方、当地域では、昨年、リニア中央新幹線のルートと中間駅設置が確実となり、三

遠南信自動車道と併せて大規模交通インフラを見据えた地域づくり、即ちプラス面の効

果を最大限に活かしつつ、ストロー効果などのマイナス面の影響を最小限に抑えるため

の地域づくりが2027年のリニア開通までに求められると捉え、飯田下伊那を挙げてリ

ニア将来ビジョンを策定し、これを南信州広域連合の広域計画や飯田市の第５次基本構

想後期基本計画に組み込んできました。このリニア将来ビジョンで示された対外的な地

域像が「小さな世界都市」「多機能高付加価値都市圏」です。 

 

また、地域経済の状況については、「Ⅱ 平成24年の経済認識」で詳しく述べますが、

平成20年秋のリーマンショックに端を発する世界同時不況により、わが国全体がパラ

ダイムシフト（産業構造の転換）を進める中、平成23年には不況からの回復が期待さ

れたものの、東日本大震災やタイの洪水などの大災害による影響、さらに欧州の経済危

機や超円高などにより、当地域の平成22年、23年の経済自立度は47.7%、46.7%と推計

され、足踏みを余儀なくされました。 

 

国の債務の大幅な増加や社会経済環境の大きな変化の中で、国の下支えにもとづく地

域経営はさらに厳しさを増していることから、今後の産業づくりにおいては、地域の経

済構造や状況変化を的確に捉え、将来を見据えた産業振興を進めることが、より一層大

切となっていると考えています。引き続き、自立的な地域経済づくりを目指して、当面

はリーマンショック前の経済自立度を回復すべく地域経済活性化プログラムによる産

業振興を引き続き進め、その上でさらに基盤を強化し、より経済自立度の高い地域づく

りを目指して参ります。 

一方で、これまで述べてきた「震災後、リニア開通前」の15年間を俯瞰したとき、

私たちの地域が目指すところは、経済的豊かさと精神的豊かさを兼ね備えた多機能高付

Ⅰ はじめに 
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加価値都市圏の創出、換言すれば「飯田の豊かさを享受できる学術研究都市」と考えて

います。 

 

２ 20世紀型と21世紀型の地域づくりの相違 

「学術研究都市」と言うと、これまでの右肩上がりの時代につくられた研究機関の建

物が林立する研究学園都市をイメージするかも知れませんが、ビルなどのハコモノを移

植するような20世紀型の地域づくり・産業づくりは、人口減少、少子化、高齢化が進

む一方で、国の借金（国債及び借入金などの合計）が1千兆円を越える程の深刻な財政

難に陥っている現状では、もはや限界と捉えています。そもそもこうしたハコモノ移植

型の地域づくり・産業づくりは、言わば痩せた土地に植林をして、水やりや剪定などの

手入れもせずに放置しておくようなもので、その後の環境変化に耐えられず、頓挫して

しまうことがままあったように思います。法政大学の石神隆教授が指摘されている東京

の臨海副都心計画の破綻もその一例です。30年後の姿を固定化させ、その計画をいき

なり全面展開で進めようとしましたが、その後の環境変化に対応できず、わずか７年間

で計画自体が破綻してしまいました。 

昨年、飯田市の第５次基本構想前期基本計画の振り返りを行いましたが、「環境モデ

ル都市」や「南信州定住自立圏」の取組、リニアへの対応、あるいは緊急経済対策など、

当地域にとって極めて重要な施策が計画当初には想定されておらず、この5年間におけ

る時代の急速な変化に改めて目を見張ったところです。 

 

こうしたこれまでの知見を踏まえて、「飯田の豊かさを享受できる学術研究都市」は、

21世紀型戦略的地域づくり・産業づくりによって進めていく必要があると考えます。

植林に例えれば、木がしっかり根付く肥沃な土壌づくりを行い、芽出しから水やりや、

剪定などの手入れを入念に行って、環境変化に耐えられるよう深く根を張った大木に育

て、多機能高付加価値の果実がたわわに実るが如く、施策や事務事業を自立的かつ自律

的に結実させられるようにするものです。私たちの地域は、肥沃な土壌づくりとして、

地育力による心豊かな人づくりや結いの力による地域づくりを進め、産業づくりにおい

ても、航空宇宙や環境、食農などの分野における新たな産業集積を図ってきました。こ

の間、先述したように急速な環境変化に晒されながらも、相応の成果をあげることがで

きたと捉えています。 

 

しかしながら、今後のさらなる環境変化に対応し、経済自立度の向上による経済的豊

かさと、自分たちの地域に愛着と誇りを持ち、学びの魅力を有する精神的な豊かさを併

せ持つ「飯田の豊かさを享受できる学術研究都市」の実現には未だ力不足と言わざるを

得ません。そこでこの課題を克服する重要な要素となるのが「学輪 IIDA」に代表され

る「知のネットワーク」と捉えています。 



3 

 

 

３ 21世紀型戦略的地域づくりの鍵となる「知のネットワーク」 

私は、折に触れ市役所職員に「想像力と創造性」を発揮するよう求めていますが、こ

の創造性こそ地域に付加価値をもたらす源泉と考えています。東京大学の須藤修教授が

指摘されたことですが、創造性とは「今まで誰も関係づけていなかったような要素、情

報を自分独特の仕方で繋げること」であり、21世紀のネットワーク社会における仕事・

労働においては、この創造性が最も重要になると思われます。 

実は、この考え方は「学輪 IIDA」に当てはまります。大学の教授や研究者の皆さん

は、同じ大学に属していても、学際的共同研究などは例外として、基本的には個々自立

して調査研究活動を行っています。学会は細分化された専門分野における研究者によっ

て構成されているのが一般的です。これに対して「学輪 IIDA」は、当地域を学びの場

として集まった様々な教授、研究者のネットワークです。つまり、これまで関係づけら

れていなかった様々な分野の専門的人材が飯田の学びの魅力に惹き付けられ、当地域を

モデルにした取組を実践するために繋がったのです。このように誕生した「知のネット

ワーク」がどれだけ創造性を有したものになるのかは、今後の取組に負うところが大き

いわけですが、後述するように、こうしたネットワークの形成過程において、既に付加

価値を有した成果もいくつか出てきています。 

創造性豊かな多機能高付加価値都市圏を目指す21世紀型戦略的地域づくりにおいて

「知のネットワーク」が鍵となるのは以上のような理由からですが、これまでのところ、

わが 国においては、米国のシリコンバレーや欧州のサイエンスパークのように、「知の

ネットワーク」を基盤にして付加価値の高い産業を創発し、自立的に集積が進む地域を
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見出すのは困難なようです。最も近い事例としては、文部科学省国立教育政策研究所の

徳永保所長（前文科省高等教育局長）が北九州市出向時代に手掛けられた大学連携プロ

ジェクトが挙げられると思いますが、徳永所長のお話では、当事業においても本格的な

連携が進み出すまでには建物が出来上がってから10年を要しており、目に見えた成果

が出てくるのはこれからになるだろうとのことです。やはり、根付く土壌づくりや水や

りなどの手入れを考えずに（即ちサイエンスパークのマネジメントを考えずに）ハコモ

ノを寄せ集めただけの研究学園都市では、自立的かつ自律的な付加価値の創発はなかな

か起こらないと言うことではないでしょうか。そうした意味では、「知のネットワーク」

による21世紀型戦略的地域づくりを進めようとしている私たちの地域は、これまでの

環境や定住自立圏の取組同様、この取組でもフロンティアに立っていると言えるでしょ

う。 

 

では「知のネットワーク」の機能はどのようなものでしょうか、私は３つ挙げられる

と思います。 

一つとして、地域を起点とした人材育成機能です。いわゆる四年制大学を有しない当

地域において、大学設置はリニアと並ぶ長年の悲願です。しかしながら、人口減少、少

子化の現状において、従来のハコモノ誘致的な考えでは実現は大変困難であるし、仮に

実現できたとしてもリスクが大きい割に効果は限定的になる可能性が高いと思われま

す。むしろ、「学輪IIDA」を中核とした大学連携を基軸とし、地域を丸ごとキャンパス

と捉える飯田インター大学の構築を目指した方が、地育力による心豊かな人づくりに繋

がるものと考えています。当地域の専門的人材の育成に関しては、飯田女子短期大学に

おける保育や看護、介護分野などにおける人材育成に加え、信州大学工学部との協定に

基づくモバイル系産業分野での専門的人材育成が成果を挙げつつあり、「学輪IIDA」に

よってさらに様々な分野での多様な人材育成が進むことが期待されます。また今後、現

在取組を進めている小中連携・一貫教育や高校教育とも結びつけることで、当地域にお

ける人材育成の基軸を形成していきたいと考えるところです。 

 

二つとして、クラウド機能が挙げられます。これは『エコノミスト』において日本政

策投資銀行の永井伸調査役が言及していますが、「飯田市にとっては必要に応じて必要

な知見を取り出せる」機能です。情報システムの世界で言う「クラウド（雲）」とは、

「コンピュータシステムのイメージ図」でネットワークを雲の図で表す場合が多いこと

から、コンピュータ処理をネットワーク経由で提供する形態を指しています。同様に「学

輪 IIDA」では、飯田市は政策立案に必要な時に専門的な識見を、この「知のネットワ

ーク」から得ることが可能になることから、「大学機能のクラウド化」と言える訳です。

この機能によって、既にいくつかの成果が挙がっています。 

例えば、飯田市美術博物館における長年の懸案事項でありましたプラネタリウムの老

朽化への対応については、和歌山大学との協働により、プラネタリウムのデジタル化を

図って、星空だけでなく当地域の観光地や祭りなどをドーム映像化することで、当地域
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の情報発信力を高めることが可能となりました。 

また、立命館大学が行った当地域の南相馬市からの避難者受け入れ調査は、適時的確

な報告書を作成してくれたおかげで行政機能の補完的役割を果たすものになりました。

今後も様々な分野でこうしたクラウド機能が発揮されるものと期待しております。 

 

三つとして、米国のシリコンバレーや欧州のサイエンスパークのような産業ダイナミ

ズムの創発機能が挙げられます。創設間もない「学輪 IIDA」では未だそこまで目に見

えた成果があがるまでは至っておりませんが、この機能は当地域の経済自立度向上に直

結するものであり、現在取り組んでいる航空宇宙などの産業クラスターづくりとの結び

つきをいかに強めていくかが今後の課題と捉えているところです。 

 

 このように「学輪IIDA」を核とする「知のネットワーク」づくりは、「震災後、リニ

ア開通前」の当地域において、21世紀型戦略的地域づくりを進めるうえで極めて重要

な要素となると考えております。私と致しましては、こうした地域づくりをはじめ第５

次基本構想後期基本計画に掲げた取組を地域一丸となって着実に進めていくことで、次

世代に継承できる飯田らしい真に豊かな地域を実現できると考えています。 

 

（参考） 

関係が深い教授などの 所属大学等（順不同）           （平成24年1月現在） 

   

和歌山大学 首都大学東京 立教大学 

立命館アジア太平洋大学 名古屋大学大学院 飯田女子短期大学 

明治大学 関西大学 信州大学 

立命館大学 日本福祉大学 信州大学大学院 

東京農工大学大学院 東京農業大学 諏訪東京理科大学 

法政大学 豊橋技術科学大学 長野工業高等専門学校 

法政大学大学院 愛知大学 関西学院大学大学院 

東京大学大学院 筑波大学大学院 一橋大学院 

高崎経済大学 大阪市立大学  

名城大学 京都外国語大学 文部科学省国立教育政策研究所 

同志社大学 上智大学  
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１ 昨年の景気動向 

昨年は、東日本大震災、タイの洪水などの自然災害、欧州債務問題の深刻化や持続性

の弱い米国の景気回復、中国のインフレ傾向などのなか、史上最高値を記録した円高や

それに伴う工場などの海外移転など経済環境は厳しさを増し、輸出は年後半から減少に

転じました。設備投資は、震災で毀損したサプライチェーン（部品供給網）が回復する

なかで、復興需要に支えられ緩やかな増加基調が続きました。また、個人消費は夏に節

電や省エネ対策製品の需要が増加したほか、生活必需品に底堅さが見られました。 

 

２ 今年の景気見通し 

 今年は、震災後の急激な落ち込みからの復興需要に伴う設備投資の増加、補正予算に

伴う公共投資に起因する景気回復の動きが次第に減速していくなか、さらに海外景気の

減速や円高、個人消費の鈍化などが重なることで、景気回復ペースは鈍化していく見込

みです。 

 長野県内は、電気機械産業・観光業の長期低迷により、売上・利益ともに全国より縮

小を続けてきていますが、震災によりさらにその影響が顕著になってきています。設備

投資の減少、製造業の海外移転の進展と共に、雇用・所得の減少により個人消費は鈍化

し、住宅投資も厳しい状況が続く見込みです。 

 

○今年の飯田市の景気見通し 

 昨年は、震災前までの回復基調から、一転して減速した後、回復に転じる気配もあり

ましたが、年後半の超円高や新興国の景気減速などが下押し要因となり、一進一退の状

況で推移しました。また、震災及び原発事故による風評被害、菌茸類や畜産物の価格低

下と飼料・資材の高騰、春先の低温被害などが農業への逆風となるなか、ＴＰＰ協議へ

の参加が話題となりました。 

 今年は、天龍峡大橋（仮称）や小道木バイパスなど三遠南信自動車道関連事業が進捗

するなか、その先線にあたる三遠道路や新東名高速道路が開通する予定であり、平成

20年代後半の全線開通に向けた事業の進展が期待されます。 

また、原発事故の影響による電力不足や風評被害、タイの洪水などによるサプライチ

ェーン問題、超円高とも言われる円相場の高止まり、欧州の債務危機に加えて新興国経

済の減速など外部環境の厳しさのなかで、難航が予想されるＴＰＰ協議や中小企業金融

円滑化法（注1）の今後の動向が注目されます。こうした状況に際し、製造業分野におい

ては、環境や航空宇宙などの新分野・新製品に対する研究開発や販路開拓での連携、10

月に予定される長野技能五輪に向けた技術・技能の研鑽など、人材育成に主眼を置いた

取組が期待されます。また農林業分野では、市田柿の生産体制の強化、りんごの新わい

化栽培など、当地域の強みを活かした持続可能な力強い農業への取組が進むほか、今年

４月に新規稼働する共同製材所を足がかりとした地域産材の高付加価値化による林業

Ⅱ 平成24年の経済認識 
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の活性化への取組が期待されます。 

 また、昨年の大震災からの回復局面において発生した舟下りの風評被害や1,000円高

速の終了などの影響が残るなか、下栗地域などへの観光客の大幅増や産地ツアーの人気

を足がかりに、昨年観光白書で取り上げられ、さらに注目される飯田の「体験型観光」

において、新たな展開として企業研修などに地域資源を活かすという挑戦や、偏在化す

る小売り機能に対する買い物弱者への対応策が注目されます。 

協力／八十二銀行飯田支店 

                           飯田信用金庫経営相談所 

（注1）中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件
の変更などを行うよう努めることなどを内容とする法律 

 

３ 地域経済波及分析(平成22・23年推計値) 

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をはじめ各関係機関にご

協力いただきながら、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。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

関係団体などへのヒアリングをもとに、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

時点で再度、確報値として分析し発表します。 

 

○平成22･23年推計値 

① 平成22年経済自立度は、４７．７％[推計値] 

－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経済全体を牽引する
なか、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
響が残りました。 
 
ア 地域全体の必要所得額 ３，４４０億円  

10月１日の人口は169,540人  

一人あたり年必要所得（全国平均）2,029千円 

イ 産業総波及所得    1,642億円   

農林業生産額  253億円    波及所得 208億円 

観光消費額   127億円    波及所得  78億円 

工業出荷額  3,639億円    波及所得1,356億円 
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② 平成23年経済自立度は、４６．７％[推計値] 

－震災、超円高が下押し－ 

平成23年については、世界的な景気後退の影響から徐々に回復を見せていました
が、３月の震災と原発事故の影響が顕著となり、後半の回復もタイの洪水や超円高、
欧州債務危機などが下押し要因となり、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 ３，３４１億円  

10月１日の人口は168,370人 

一人あたり年必要所得（全国平均）1,984千円（推定） 

イ 産業総波及所得  1,559億円 

農林業生産額  245億円(推定) 波及所得  201億円 

観光消費額   117億円(推定) 波及所得  72億円 

工業出荷額  3,446億円(推定) 波及所得1,286億円 
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○後期基本計画の策定にあたって 

（１）前期基本計画期間の取組 

第５次飯田市基本構想は、『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』をまちづくりの目指す都市像と定め、行政のみならず市民、

地域、議会、企業、ＮＰＯなどが、その責任や能力に応じて協力しあう「多様な主体に

よる協働」によってまちづくりを進めることを基本理念としてスタートし、平成23年度

末で前期基本計画期間の５年間が経過します。 

 

当地域の最大の課題は、一旦はこの地域を離れた若い人たちが再び戻ってきて、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環境づくりです。

そのために長期的な「人材のサイクル」の構築を目指し、産業づくり・人づくり・地域

づくりを３つの柱に据えて、「地域経済活性化プログラム」による若い人たちが帰って

こられる産業づくり、「地育力向上連携システム」などによる帰ってきたいと考える人

づくりに取り組みながら、自治基本条例の精神が浸透した地域自治や、生涯現役・生涯

安心の仕組みづくりである「地域健康ケア計画」などの推進により、若い人たちが住み

続けたいと感じる地域づくりに取り組んできました。 

 

特に、この期間においては、国の動向や社会情勢を反映し、私たちの地域の将来を見

据えた取組や広域的ビジョンが動きはじめました。全国に先駆けて、「定住自立圏構想」

に基づいた定住自立圏形成協定が締結されたことをはじめ、三遠南信250万流域都市圏

の創造をテーマとした「三遠南信地域連携ビジョン」や、リニア中央新幹線や三遠南信

自動車道などの交通インフラの実現を見据えた地域の将来像の明確化を目的とした「リ

ニア将来ビジョン」、それを反映した「南信州広域連合広域計画」が策定されました。 

 

また、こうした成果を着実に残すなか、平成24年度からは、第５次飯田市基本構想の

後期基本計画期間の５年間を迎えることから、平成23年度において、市民検討会議や基

本構想審議会での議論や検討を経て、市政の設計図となる後期基本計画を策定しました。 

後期基本計画期間では、これまでの取組を振り返ると共に課題を認識し、人口減少や

少子高齢化などの進展や環境変化に適切に対応していくため、21世紀型の戦略的地域づ

くりといった新たな視点を加え、時代に相応しい取組を進めることとしています。 

 

（２）後期基本計画策定の視点 

昨今、人口減少・少子高齢化社会の進展、国などの下支えが期待できない状況に加え

て、行財政面における地方分権の進展、地域経済のグローバル化により、社会経済構造

Ⅲ 第５次飯田市基本構想後期基本計画について 
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が急激に変化しているほか、東日本大震災などの影響により、人々の意識や価値観にも

大きな変化が起きています。また、当地域は、リニア中央新幹線飯田駅設置が確実とな

り、将来に向けた大きな転換期を迎えています。こうした状況から、今後は人口増や高

度成長が前提であった20世紀とは異なり、新たな時代に適応した「21世紀型戦略的地

域づくり」の視点をもって、様々な仕組みの組み換えにより時代の変化に対応していく

ことが不可欠です。 

後期基本計画では、市が掲げる都市像の実現と共に、「リニア将来ビジョン」に示さ

れた地域将来像の実現を目指して、「21世紀型戦略的地域づくり」「産業づくり・人づ

くり・地域づくりによる総合的な取組の推進」「安全・安心のまちづくり」「多様な主体

による協働と広域的な見地からの政策立案」の４つの視点を掲げ、この地域の強みであ

る「結いの力」により、様々なビジョンとの有機的結合を図りながら、将来へつながる

着実な歩みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注2） 小さな世界都市及び多機能高付加価値都市圏とは：南信州広域連合が策定した「リニア将来ビジョン」で掲げたもので

す。小さな世界都市は「中部国際空港や羽田空港等へのアクセスが格段に向上し、海外との繋がりがこれまで以上に高まりグロー

バル化を促進されることに鑑み、人のつながりを大切にする風土を活かして、例えば“人形劇”を外からの文化と融合させネット

ワークを構築したり、世界からの研究開発機能の集積など」が例示されています。 

多機能高付加価値都市圏は「地域ブランドを確立することの重要性に鑑み、例えば地域公共交通も含めた地域全体の低炭素社会

の実現、産業機能の誘致、新たな産業創出、既存資源のブランド化、高等教育機関の設置などに取り組む先駆的なモデル都市のイ

メージ」が例示されています。 

 

基本構想 

めめざざすす都都市市像像  

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 
 

基本計画 
 

事務事業 

基本目標 

 
 

５つのまち 

2211 世世紀紀型型  
戦戦略略的的地地域域  

づづくくりり  

リニア将来ビジョン 

小さな 
世界都市 (注2) 

多機能高付加
価値都市圏 (注2) 

守るべきもの 

備えるべきもの 

事務事業 

事務事業 

事務事業 

事務事業 

事務事業 

事務事業 

事務事業 

 
政 
 

策 
事務事業 施策 

施策 
知知ののネネッットトワワーークク

 

事務事業 

事務事業 

施策 

施策 
政 

策 

後期基本計画策定の視点 

  

産産業業づづくくりり 

  

人人づづくくりり 

  

地地域域づづくくりり 

 

安安全全・・安安心心 多多様様なな主主体体 

定定住住自自立立圏圏・・三三遠遠南南信信  
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視点１  21 世紀型戦略的地域づくり（リニア将来ビジョンの地域将来像 実現に向けて） 

「リニア将来ビジョン」が示す地域将来像の実現に向けて、地域の特性や独自性を魅力

として発揮し、世界的な課題である低炭素社会の構築に人口10万人の地方都市として先進

的に取り組み、戦略的に地域づくりを進めながら、地域全体の総合的な高度化をめざして

いきます。 

（ア）守るべきもの・備えるべきもの 

 世代を超えて地域で培ってきた自然、文化、多様性に富んだ暮らしといった財産を、

守るべきものとして守りながら未来に伝え、高速化時代の変化に対して備えるべきもの

をしっかり備えていく地域づくりを進めます。 

（イ）小さな世界都市と多機能高付加価値都市圏 

 世界の先駆的モデル都市として国内外から認知され、当地域を起点とした様々な連携

や往来・交流を創出するなど、地域の価値を高めていくための戦略性をもち、地域の素

材や取組を磨き輝かせながら様々な可能性を追求していきます。 

（ウ）知のネットワーク 

国内外の専門的な知見を地域に呼び込み、地域の産業界・教育界・住民・行政などの

取組とその知見が融合する状態をつくることで、地域の取組の高度化を図ります。また、

飯田を起点とした先駆的な取組を国内外へ発信するネットワークを構築するため、飯田

と関係が深い研究者と共に具体的な取組を実施していきます。 

 

視点２  産業づくり・人づくり・地域づくりによる総合的な取組の推進 

「人材のサイクル」の構築に向け、「多様な主体との協働」により推進してきた産業づく

り・人づくり・地域づくりについて、引き続き、政策における施策及び事務事業の充実を

図りながら総合的な取組を進めます。 

 

 

視点３  安全・安心のまちづくり 

複合災害への対応のあり方の検討、災害拠点施設の整備を進めるほか、地域レベルや市

民レベルにおいて、日常の予防意識の啓発を図ると共に、エネルギー需給のあり方の検討

などを進めます。 

 

視点４  多様な主体による協働と広域的な見地からの政策立案 

市民、地域、議会、企業、団体及び行政など、まちづくりに関わる「多様な主体」がま

ちづくりの方向性や目標を共有すると共に、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いきます。 

また、市町村の行政区画を越えて生活機能などを確保する「南信州広域連合・定住自立

圏」の視点、県境を越えた「三遠南信地域連携」の視点などを踏まえながら、広域的な見

地からの政策立案に取り組みます。 
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（３）政策施策の展開 

基本構想の基本目標である「実現したい５つのまち」から前期基本計画策定に際して

導き出した「９つの政策」をベースとして、後期基本計画では、第５次基本構想を実現

するために、前期基本計画期間中の4年間の総括と「後期基本計画策定の視点」を踏ま

えて政策分野を見直し、改めて９つの政策分野を設定した上で、その政策課題の解決に

向けた具体的な施策分野を42施策としました。 
めざす都市像、基本目標及び政策施策体系                                ◎は重点施策 

めざす 
都市像 基本目標 政 策 名 施 策 名 

 ◎ 1-1 支え、育む産業基盤づくり 

◎ 1-2 
未来を見据えた地域産業の魅力、強み、

人材の強化 

多様な産業が発展できる
経済力の強いまちづくり 

◎ 1-3 新しい力による新しい産業づくり 

◎ 2-2 義務教育の充実 

 2-3 高等教育の充実 

◎ 2-4 家庭教育の充実 

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 

 2-5 共に歩む社会づくりの推進 

  2-6 スポーツの振興 

◎ 2-7 文化芸術の振興 

 2-8 学習交流活動の推進 

地育力によるこころ豊か
な人づくり 

◎ 2-9 ふるさと意識の醸成 

◎ 3-1 心と体の健康づくり 

 3-2 医療の充実 

◎ 3-3 共に支えあう地域福祉の推進 

地域で学び 
地域で育つ 
「地育力」で 
みんなが 
輝くまち 

 3-4 障害者福祉の推進 

  3-5 高齢者福祉の推進 

 3-6 生活困難者の自立及び支援 

健やかに安心して暮らせ
るまちづくり 

◎ 3-7 子どもを産み育てやすい環境の充実 

◎ 4-1 災害対策の推進 

 4-2 交通安全の推進 

 4-3 地域安全の推進 

 4-4 交通機関と道路の充実 

ともに支え合い 
安心、安全に 
暮らせるまち 

暮らしと生命を守る安全安
心で快適なまちづくり 

 4-5 居住基盤の向上 

  5-1 緑の保全と創出 

 5-3 環境汚染の防止 

 5-4 自然とのふれあいと環境学習の推進 

 5-5 日常的な環境負荷低減活動の展開 

 5-6 廃棄物の減量と適正処理 

人の営みと自然・環境が
調和したまちづくり 

◎ 5-7 社会の低炭素化の推進 

 6-1 地域資源の発見・資産化 

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 

 

地域の自然・歴史・文化を
活かし続けるまちづくり 

◎ 6-3 地域資産の保存・継承 

  7-1 地域情報・課題の相互理解の推進 
自立・連携した地域づくり 

◎ 7-2 自立に向けた住民組織力の向上 

◎ 8-1 交流による高付加価値化・国際化の推進 

◎ 8-2 三遠南信・中京圏の連携推進 

◎ 8-3 計画的な空間利用の推進  

◎ 8-4 活気ある街づくりの推進   

山・里・街の魅力を高め交
流と連携によるグローバ
ルなまちづくり 

◎ 8-5 中山間地域振興の推進 

 9-1 市民参画による協働の促進 

 9-2 情報共有の促進 

みんなの思いで 
うごくまち 

 9-3 良質な行政サービスの提供 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
市民と共に進める行政経
営 

 9-4 効率的、効果的な行財政運営 
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１ 市政経営の方向 

（１）５つの基本方針に沿った市政経営の展開 

 平成24 年度の市政経営全般に関しては、当年度が第５次基本構想の後期基本計画の

初年度にあたること、また私の市政２期目の最後の年にあた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、第５次基本構想後期基本計画の各政策に照

らし合わせながら展開していきます。 

あわせて第５次基本構想後期基本計画におけるまちづくりの実現にむけて必要とな

る財源を確保するため、社会的構造の変化に対応した21世紀型の考え方により新たに

策定する次期飯田市行財政改革大綱及び改革プランにおいて、事務事業の選択と集中に

よりさらなる行財政改革に取り組みます。 

 

（２）地域経済活性化プログラムによる地域産業の振興 

豪雨、地震などの自然災害や、原発事故による安全神話の崩壊など、今まで以上に「安

全」あるいは「環境」という視点が重要になってきています。また、人口減少、少子化

などの進展で、これまでの右肩上がりを前提とした社会構造からのパラダイム転換が迫

られる一方、リーマンショックに端を発する世界同時不況や震災への対応によって国の

借金（国債や借入金などの合計）は１千兆円越えが確実なほど膨張する一方となってい

る深刻な財政の状況の下、今まで以上に「地方の自立」を支える「地域経済の活性化」

の重要性は高まってきております。 

これまで数年にわたり、中小企業金融円滑化法などの経済対策を進めて参りましたが、

ＴＰＰ協議をはじめ世界的な経済の枠組みも大きな変化を迎えており、三遠南信自動車

道やリニアの開通などを見据えながら、リスクへの対処とチャンスを活かす事業展開を

確実にしていく必要があります。 

こうした地域産業を取り巻く大きな変化を踏まえ、「Ⅰ はじめに」でも申し上げたよ

うに、今後の産業づくりについては、地域の経済構造や状況変化を的確に捉え、将来を

見据えた産業振興を進めることが必要であるとの考え方を堅持しつつ、当面リーマンシ

ョック前の経済自立度を回復すべく、地域経済活性化プログラムによる地域産業の振興

を進めます。 

今後５年を見据えた取組では、これまでの中期計画を土台にして、「支え、育む産業

基盤づくり」「未来を見据えた地域産業の魅力、強み、人材の強化」「新しい力による新

しい産業づくり」の３つの視点で各事業を再構築します。さらに、2012年の重点の構成

においては、「新しい時代の地域産業を支える、創る」と「連携して拓く」の２つの大

きな軸により、10の重点プロジェクトを構成しています。多くの課題がある中ではあり

Ⅳ 平成24年度市政経営の基本方針 
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ますが、それぞれの取組を強化し、地域経済活性化に繋げて経済自立度向上を図ります。 

 

（３）リニアへの取組 

昨年５月に国が中央新幹線の整備計画を決定し、東海旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ

東海」）に建設を指示したことから、ＪＲ東海は環境影響評価法に基づく手続きを進め

ており、当地域に建設するリニアの中間駅及びルートの概要を示すと共に、中間駅の建

設費を全額自己負担するとの方針を表明するなど、リニア中央新幹線は開通に向けて大

きく前進しています。ＪＲ東海では、駅位置やルートの絞込みを行ったうえで、平成

26年頃には、建設工事に着手するとしています。 

当地域では、昨年９月にＪＲ東海との直接協議で確認した事項の実現に向けて取り組

むと共に、リニア中間駅の交通アクセスなどについて、関係機関と連携して取り組みま

す。また、リニア将来ビジョンに掲げた地域の将来像実現をめざし地域づくりを具体化

するため、「リニア推進ロードマップ」の検討に着手し、21世紀型の戦略的地域づくり

を推進します。 

 

（４）市役所職員に求められる質的変革 

市役所職員においては、質的変革が求められています。もう少し踏み込んで申し上げ

れば「現場感覚」を身につけることと「付加価値を生み出す人的ネットワーク」の構築

が必要と考えます。 

「付加価値を生み出す人的ネットワーク」については「Ⅰ はじめに」で詳しく申し

上げた「知のネットワーク」の活用に通じるものですから、ここでは「現場感覚」につ

いて触れておきたいと思います。 

全国的に「地域に飛び出す公務員」の重要性が唱えられ、地域に飛び込み地域を学ぶ

ことの大切さは言うまでもないと思いますが、「現場感覚」は想定外のことに対応する

際にも極めて重要と考えられます。既に南相馬市からの被災者受け入れの時に実践して

いるところですが、こうした経験を日頃の事務事業の展開に活かしていくことで現場感

覚が培われるものと捉えています。 

また現場感覚を活かしていくためには、常日頃からの対話が重要と考えています。当

然分かっていることだと決めつけずに、何度も何度も対話を繰り返すことが、政策立案

時、あるいは事務事業の展開時における「気づき」に繋がるものと考えられます。こう

したことは、私自身も「地域経済活性化プログラム」や「地域健康ケア計画」などの議

論で経験しているところです。 

さらにいわゆるＰＤＣＡ（計画、実行、評価、改善）を通して、現場感覚を磨いてい

くことが「想像力と創造性」に繋がり、次の展開に生きてくると考えます。私自身もこ

うした質的変革を進めていけるよう、対話を図りながら、残された2期目の任期の市政

経営に全力で取り組む所存です。 
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２ 平成24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概要 

国は、昨年12月に平成24年度予算を「日本再生元年予算」と位置づけ、閣議決定

しました。 

「東日本大震災からの復興」、「経済分野のフロンティア開拓」、「分厚い中間層の復

活」、「農林漁業の再生」、「エネルギー・環境政策の再設計」の５つの重点分野を中心

に取組むこととし編成された予算は総額90兆円余で、過去最大規模であった前年度

を2.2％下回りました。 

「財政運営戦略」及び「中期財政フレーム」にそって、国債費以外の一般会計歳出

を前年度以下にする方針と昨年の新規国債発行額44兆円程度を上回らないとする方

針は守ったとしていますが、「年金交付国債」で賄う基礎年金の国の負担を加えると

過去最大の予算規模となっています。さらに、特別会計には東日本大震災の復興費と

して3兆7千億円余を計上しています。また、３年続けて借金が税収を上回る異常な

事態となっており、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0.8％程度増加する見込みとなっていますが、

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、引き続きたいへん厳しい

状況が続いています。 

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0.5％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。 

 

当市の状況は、個人市民税が年少控除などの廃止で増額するものの、景気の低迷な

どによる法人市民税の減少と評価替えによる固定資産税及び都市計画税の減少の影

響が大きいものと予想され、一般財源総額は、前年を下回るものと見込んでいます。 

来年度以降の見通しは、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、地方共に深刻な財政難に陥っている状況の中で、政府が財政の健全化や

社会保障・税の一体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。 



16 

 

（２） 飯田市の当初予算編成方針 

後期基本計画のスタートの年である平成24年度は、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 後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など
も踏まえ、必要な事業を検討し具体化をはかる。 

 

② 扶助費など社会保障関係の伸びに的確に対応するとともに市民生活に密着した

事業に力点を置く。 

 

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 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、たいへん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24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 

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

24年度要求額 41,132,186 43,356,176 △ 2,223,990 

24年度－23年度 △ 1,034,036 △ 219,717 △ 814,319 
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３ 具体的な展開の方向 

第５次基本構想・後期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。 

 

１「経済的自立度を高める多様な産業施策の推進」 

後期基本計画 

政策名 多様な産業が発展できる経済力の強いまちづくり 

 

 

 

 

地域経済活性化プログラムを推進するなかで、厳しさが続く経済情勢を踏まえ、産業

界の皆さんと協働して経済的自立度を高め、リニア・三遠南信自動車道を見据えた産業

づくりを進めます。 

◆23年度の取組 

○東日本大震災を受けて、「東日本大震災に伴う飯田市緊急経済対策本部」を設置し、

企業情報連絡会を早期に開催するとともに、緊急観光振興クーポン券、サーベイメ

ーター（注3）の導入など放射能汚染問題や風評被害への具体的な対応を進めました。

また、タイの洪水被害による影響なども、具体的な状況の把握や対応に努めました。 

○名古屋の南信州マーケティングショップで築いたネットワークにより、野菜ソムリ

エ協会との事業をはじめ、中京方面との新たな事業展開で連携を深めました。また、

市田柿やアスパラガスなど南信州への産地ツアーの充実をはかるとともに、「企業

研修」体験旅行や山岳エコツーリズム、ＪＲ秘境駅号の天龍峡への受け入れなど、

地域資源を活かしたソフトづくりに取り組みました。 

○ＬＥＤ防犯灯開発の活動が評価され、環境大臣より表彰を受けました。また、航空

宇宙プロジェクトをはじめ、次世代を担う新たな産業づくりのためのクラスター形

成に引き続き取り組むなかで、具体的な受注などの成果につながりつつあります。 

（注3）携帯用の放射線測定器 

◆24年度取組のポイント 

□地域経済活性化プログラム２０１２（詳細は別途発表）の着実な展開を図ります。 

○世界同時不況、東日本大震災などを通じて、外部環境の変化による地域産業構造の

大きな変化への対応、地域産業が発展する土台となるハード・ソフト両面にわたる

支え、育む産業基盤づくり 

未来を見据えた地域産業の魅力、強み、人材の強化 

新しい力による新しい産業づくり 

後期基本計画における関連す

る重点施策 
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基盤の再構築、強化が再認識されており、リニア飯田駅や三遠南信自動車道などの

将来の交通環境の変化に向けた取組のためにも、足もとをしっかりし、その上で十

分な事業や活動ができるようなステージづくりを進めます。 

○当地域の持続的な発展を支える新たな付加価値の創造のため、地域産業が持つ魅力

や強みを踏まえ、長野技能五輪などを契機として、内外の力を結集してこれを担う

人材の強化をさらに進めます。 

○地域としての統合力を発揮し、当地域を潤す新しい風となる人材、事業者の誘導を

さらに進めるとともに、これまでと異なる「新しい組合せ」による「連携・融合」

をさらに進め、事業者・経済団体や業界団体、金融機関と連携して新しい産業づく

りを進めます。 

○2012年の重点の構成においては、「新しい時代の地域産業を支える、創る」と「連

携して拓く」の２つの大きな軸により、重点施策を構成し、地域経済の活性化への

取組をさらに進めていきます。 

 

 

 

２「 地 育 力 に よ る こ こ ろ 豊 か な 人 づ く り 」 

後期基本計画 

政策名 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。 

 

◆23年度の取組 

○平成22年４月にスタートさせ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。 

○飯田市教育振興基本計画の基となった地育力向上連携システム推進計画について、

後期基本計画を考慮しつつ中間期における見直しを進めました。 

○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の実践

文化芸術の振興 

ふるさと意識の醸成 

義務教育の充実 

家庭教育の充実 
後期基本計画における

関連する重点施策 
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が、新しい飯田市の学校教育のスタイルとなるため、推進委員会を発足し、教育環

境を整えました。 

○児童・生徒が中山間地域での農作業や伝統文化など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、指定校での小

中連携のモデルプログラムの試行を行いました。 

○「飯田市における不登校対策５つのアクション」（注4）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

を見逃さず常に児童生徒に向かい合える良好な関係作りに、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。 

○図書館サービスは、定住自立圏形成協定に基づき、松川町、高森町と連携した広域

的なコンピュータネットワークを構築し７月より運用を開始しました。また、新た

な「市立図書館サービス計画」の策定を進めました。 

○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などを市民

主体の実行委員会が開催することにより、市民がとも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。 

○「人形劇のまちの将来を考える会」を設置し、多くの市民や人形劇人と行政が協働

するための指針としての「人形劇のまちづくりを推進する新たな仕組みに関する方

針」の策定を進めました。 

○「人形の友・友好都市国際協会」の総会に参加し、人形劇の国際的なネットワーク

づくりを進めました。 

○座長都市として「外国人集住都市会議いいだ２０１１」を開催し、「小さな世界都

市」の実現に向け、多文化共生の推進に取り組みました。 

 
 （注4）５つのアクションとは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 

◆24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。 

○小中連携・一貫教育の平成25年度全中学校区実施に備えて、モデル校において公

民館などによる地域から支える体制づくりを推進し、地域ごとに特色を持った新し

い飯田市の学校教育のスタイルを小中連携･一貫教育で定着させていきます。 

○見直しを行った地育力向上連携システム推進計画について、後期アクションプログ

ラムに基づき実践、推進します。 

○児童・生徒の生きる力を育み、ふるさと意識、社会貢献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、ふるさと学習を、学校教育と社会教育の連携体

制によって推進します。また、高校に対しても、キャリア教育、体験活動を働きか

けるとともに、激動の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行い



20 

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な

どの「飯田市における不登校対策５つのアクション」に基づいて解消に引き続き取

り組みます。 

○人形劇を通じた「小さな世界都市」の実現に向けて、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の連

携による新たな仕組みづくりを進めます。 

○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。 

○各地区の災害時拠点施設となる公民館及び自治振興センターの中で、診断結果など

から耐震化整備が必要となっている施設の改修整備を計画的に進めます。 

 

 

３「安心して健やかに暮らせるまちづくり」 

後期基本計画 

政策名 健やかに安心して暮らせるまちづくり 

政策名 暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり 

 

 

 

 

 

 

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作

りを通じて、地域コミュニティや産業を創造し、未来に繋げるために「市民総健康」と

「生涯現役」を目指した「地域健康ケア計画」（注5）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5）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・行政など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。 

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 

心と体の健康づくり 

災害対策の推進 

後期基本計画における

関連する重点施策など 
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◆23年度の取組 

□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、次に掲げたものなど７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、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、認知症

予防を目的として、音楽療法を取り入れた介護予防教室や、主に男性を対象とした

マシントレーニングを取り入れた介護予防教室を開催するとともに、介護予防教室

を修了した方が、継続して介護予防ができるよう地域関係者との協働により、送迎

付のフォローアップ教室の実施に取り組みました。また、遊休農地を活用し、農作

業を通じて高齢者の生きがいと健康づくり、介護予防を図ることを目的に開始した

「農愉快(のうゆかい)」事業は、参加者にも好評で、事業の様子を伝えるブログの

アクセス数も増えました。 

○「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、関係団体などが連携して、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、年々増加傾向にある発達に

心配のある子ども達への対応として、発達支援プログラムを導入した早期支援の仕

組みづくりの中で、特別支援コーディネーター養成研修と併せて発達支援プログラ

ムによる個別指導計画の作成研修を実施しました。 

○「ともに未来を支え合うパートナーづくり」プロジェクトでは、飯田市社会福祉協

議会と連携して、専任の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。 

 

□その他の取組 

○子育て支援では、新すくすくプラン後期計画に従って、様々な事情で家庭での養育

が困難な場合に児童養護施設などで一時的にお子さんをお預かりする「子育て短期

支援事業（トワイライトステイ・ショートステイ）」を開始しました。また、出前

型つどいの広場「おしゃべりポトフ」を山本公民館に新設しました。 

○飯伊包括医療協議会を中心にして、地域にとって必要な医療を提供するため、医師

など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について

は、飯田医師会などと連携して取り組みました。 

○地域公共交通は、遠山地域高校通学支援乗合タクシーの試行運転、「ぽぉ」のラッ

ピングバス導入、市民バス循環線増便実験などを新たに取り組みました。 

○庁舎整備事業は、リニア飯田駅設置に向けた取組や、東日本大震災などの社会的な

環境変化をふまえ、基本設計の内容や事業費の見直しを行い、引き続き、新庁舎の
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実施設計に着手しました。 

○東日本大震災の発生を踏まえ「飯田市災害対策緊急整備計画」を策定中です。この

計画は指定避難場所となっている市内の全小中学校28箇所に避難所運営の為の防

災備蓄倉庫を設置することとしており、本年度は中学校９校の整備に着手しました。 

○市民への災害情報伝達手段の多様化を目的として、全国瞬時警報システム

（J-ALERT）との連携による、メール自動配信システム（注 6）を新たに構築し稼働

させました。９月に発生した台風災害で土砂災害警戒情報の自動配信が即時に行わ

れるなどその導入効果が実証されています。 

○防災の主体を担う消防団員の活動時における安全対策のより一層の向上と、消防ポ

ンプ自動車など主要装備の年次的な更新整備を目的とした飯田市第10次消防力整

備計画（平成23年～27年度）を策定し所要の整備に着手しました。 

○本年は東日本大震災後の余震警戒や緊急地震速報の精度低下などによる防災対応

として24時間警戒態勢を適宜実施し、所要の防災対応を関係機関との連携により

取り組みました。幸いにも本年は人命や住居に及ぶ災害は回避されました。 

○東日本大震災に関する対応は、発災直後の緊急消防援助隊（飯田広域消防）、給水

隊、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）などによる被災地での直接支援活動をはじめ、

原発事故に関連し福島県南相馬市長からの直接要請に応じて編成した移送隊を派

遣し103名の避難者を飯田下伊那地域の各市町村で受け入れしました。 

 
（注6）全国瞬時警報システム（J-ALERT)から配信される緊急情報を、NTTdocomoが提供するエリアメールと

いいだ安全安心メールに自動配信するシステムで全国に先駆けて構築し運用を開始しました。配信作業が自動

化されることで24時間リアルタイムに緊急情報の提供が可能になり、土砂災害警戒情報など市民に一刻も早

い情報をお届けすることができます 

 

◆24年度取組のポイント 

□地域健康ケア計画２０１２の推進 

地域健康ケア計画２０１２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。 

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

○「健康づくり家庭訪問」プロジェクトでは、がん検診・特定健診の受診率向上や、

生涯現役に向けたきっかけづくりのための健康相談など、保健師による訪問を全市

に展開していきます。 

○「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、介護認

定を受けていない65歳以上の高齢者がいる世帯の住宅のバリアフリー化を進め、

介護保険制度を利用しないでも自宅で安全かつ安心して生活ができるよう、住宅リ

フォームへの助成事業を新たに実施します。 

また、遊休農地を活用し、農作業を通じて高齢者の生きがいと健康づくり、介護

予防を図ることを目的とした「農愉快」活動の拡大とともに、二次予防高齢者把握
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を目的としたチェックリストの配布拡大など、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など民間事業者と協働した介護予防活動に引き

続き取り組みます。 

○「子どもの健やかな発達への支援」プロジェクトでは、発達が心配な子ども達への

途切れのない一貫した支援を目的とした情報の集約化や支援体制の構築に向け、健

診方法や保育所・幼稚園への情報伝達方法などの検討を進めるとともに、幼・保・

小の連携の仕組みづくりとして、モデル園・モデル校による個別指導計画に基づい

た支援方法を試行して連携体制を確立します。また、全市的に実践した内容はＰＤ

ＣＡサイクルによるスーパーバイザーの検証を行って、当市にあった支援システム

の基礎づくりを行います。 

○「ともに未来を支え合うパートナーづくり」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、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

る、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。 

 

□その他の取組 

○新すくすくプラン後期計画に基づき、子育ち・子育てを応援する制度や仕事と家庭

生活の両立を応援する取組を充実させながら、地域のみんなで支えあう子育ち・子

育てを推進します。特に、子どもの生きる力、コミュニケーション能力などの社会

性を育むため、野外での体験を重視した地域の遊び場である「冒険遊び場」づくり

を推進するため、モデル地区への支援を行います。 

○第５期高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成24年度から26年度までの３か年）

の初年度となり、高齢者が健やかに安心して暮らせるまちづくりを、多様な主体と

の協働により取り組みます。 

○平成23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、全額公費で助成します。 

○自殺防止対策として、県や関係機関と連携し、相談窓口を活用した取組を進めます。 

○地域にとって必要な医療を提供するため、医師など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。 

○少子高齢化の進行に加えて東日本大震災の発生により、地域での支え合いの重要性

に対する認識が高まっていることから、引き続き地域福祉の推進を図ります。 

○障害者福祉に関しては、平成25年８月までに現行の障害者自立支援法を抜本的に

見直した障害者総合福祉法（仮称）の施行が予定されていますが、それに向けて段
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階的に実施される制度変更に適切に対応していきます。また、24年度からスター

トする第３期障害福祉計画（平成24～26年度）で示した数値目標に基づいて、障

害福祉サービスや地域生活支援事業の必要量確保に努めます。 

○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、周産期、がん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引き続き取り組みます。 

○地域公共交通については、市民バス循環線、路線バス遠山郷線の運行経路変更、乗

合タクシー切石線・丸山線の統合などにより利便性を高め、さらなる利用促進を図

っていきます。 

○庁舎整備事業は引き続き、市民、議会、各種団体など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実

施設計を進め、新庁舎の建設及び周辺道路の整備工事に着手します。 

○道路、橋梁、公園などの社会資本整備は、新設・改良から維持・補修に重点をシフ

トしていきます。とりわけ橋梁、公園は「長寿命化修繕計画」を策定し、予防的な

修繕を行うことで将来に向けた費用の縮減を図るとともに、安全性の確保に努めま

す。 

○防災ハザードマップが全市分完成することから同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、自助及び共助などの日常

生活の支え合い活動を醸成します。 

○災害対策緊急整備計画の２年目となることから、指定避難所となる市内小中学校へ

の防災備蓄倉庫の計画的な整備を行います。 

○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

及び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抑える

ことができるよう取り組みます。また、防災関連マニュアルのＢＣＰ（業務継続計

画）（注7）化の促進により重要業務の持続性確保に努めます。 

○地震対策は、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

に抑えるよう取り組みます。 
 

（注7）企業や公共団体が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の

損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平時に行うべき活

動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。 
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４「自然・環境と調和した「低炭素社会・飯田」づくり」 

後期基本計画 

政策名 人の営みと自然・環境が調和したまちづくり 

 

 

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定着しつつあります。さらに、東日本大震災

による再生可能エネルギーの利用促進への関心の高まりに応え、リニア時代を迎えるた

めに、エネルギー・環境・経済が好循環する取組を加速させ、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、低炭素社会づくりを進めます。 

◆23年度の取組 

○今年度は、東日本大震災による再生可能エネルギー利用への関心の高まりを受けて、

太陽光発電の普及に力を入れてきました。住宅用としては約500件が新たに設置さ

れ、これまでの累計件数が約2,000件に達しました。また、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」についても、近隣をはじめ県内外の

自治体でも同様の取組が動き出しています。さらに、再生可能エネルギーの域産域

消のモデルケースとして、中部電力と共同して整備した「メガソーラーいいだ」は

1月28日に営業運転を始めましたが、５千人近い人が見学に訪れています。 

○新たな再生可能エネルギーの利用として、小水力発電の可能性調査も行いました。

上村小沢川をモデルとした実現可能性調査では、エネルギーの域産域消を地域活性

化に生かすことをテーマに、また、市内189カ所で行った準用河川調査では、地域

コミュニティによる利活用の可能性について、それぞれ研究を進めてきました。 

○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

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。この取組は、地球温暖化防止活動環

境大臣表彰を受賞しました。 

○自転車市民共同利用システムは、累計走行距離が約102,000km（22年度までの累計

約59,000 km）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、２台

の電気自動車を利用したモニタリングも継続しており、「手頃な価格なら利用して

もいい」といった感想が多く寄せられています。さらに、昨年度から行ってきた(財)

国際交通安全学会と連携した吾妻町のロータリー交差点での「ラウンドアバウトの

社会実験」の成果をいかした改良工事を行い、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。これらはタクシー会社のエコドライブ活動などの移動

 低炭素化の推進 
後期基本計画における

関連する重点施策 
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手段の低炭素化への広がりにつながっています。 

○低炭素型のライフスタイルの普及については、東日本大震災の影響を受けた節電や

省エネなどの啓発のほか、「りんご並木のエコハウス」を拠点として「りんご並木

のエコカフェ」の定期的な開催、エコライフコーディネーターによる「健康とエコ

ライフトークイベント」など開催しました。「りんご並木のエコハウス」には、多

くの人が気軽に立ち寄り、高性能なエコ住宅を体感、相談していただいています。 

○各地区のまちづくり委員会や市民団体などを対象に、地球温暖化防止と環境モデル

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なかで、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5,700㌧（前年度約4,000㌧）

程度になる見込みです。(注8) 

○一方、「リニア新時代にふさわしい環境モデル都市づくりロードマップ」を作り、

平成25年度までの環境モデル都市行動計画期間の次の取組として、主にエネルギ

ーの低炭素化と地域経済の連動、低炭素な都市のあり方を検討することとしました。 

○また、任期付職員採用によるＮＰＯとの人材交流や、自治体間の政策交流の場（環

境先進都市ＴＡＳＫＩプロジェクト－多治見市・安城市・新城市・掛川市・飯田市

－）を設けるなどして、環境政策の深化や広域連携を進めてきました。 

 

（注8）平成23年度末のCO2排出削減量の見込み概算推計値。（内訳：太陽光発電：4,540㌧・太陽熱利用：

100㌧・木質バイオマス利用：1,050㌧・自転車共同利用：10㌧）。 

◆24年度取組のポイント 

○「民が主体、プラス、行政が支援」という形で回り始めている仕組みを整え、「エ

ネルギー・環境・経済の好循環」を意識した省エネルギーの推進や再生可能エネル

ギーの域産域消に向けての取組を引き続き積み上げていきます。 

○「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します。 

○「リニア新時代にふさわしい環境モデル都市づくりロードマップ」のポイントの一

つであるエネルギーの低炭素化と地域経済の連動という視点から、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 9)の構築に向けた研究と、具現化の枠組みづくりを進めます。特に、エネルギ

ーの域産域消にふさわしい小水力発電事業のあり方、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により、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。 
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○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や公共交通の充実などを通して、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、他の自治体などとの連携に

よる「環境政策関連事業の情報共有や連携、人事交流」を進めます。 
(注9)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。 

 

 

 

５「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」 

後期基本計画 

政策名 地域の自然・歴史・文化を活かし続けるまちづくり 

政策名 自立・連携した地域づくり 

政策名 山・里・街の魅力を高め交流と連携によるグローバルなまちづくり 

政策名 市民と共にすすめる行政経営 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

◆23年度の取組 

○リニア中央新幹線については、国が整備計画を決定し、建設・営業主体をＪＲ東海

地域資源の保存・継承 

 交流による高付加価値化・国際化の推進 

 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 

後期基本計画における

関連する重点施策 

 計画的な空間利用の推進 

 活気ある街づくりの推進 

 中山間地域振興の推進 



28 

に指名するとともに、ＪＲ東海に建設を指示しました。その後、環境影響評価法に

基づく手続きの中で、当地域に駅が設置されることが明らかとなり開通に向け大き

く前進しました。この間、関係機関に対して、地域の意見を提出するとともに、様々

な協議を行ってきました。 

○リニア将来ビジョンに掲げる地域将来像の指針を第５次基本構想・後期基本計画に

反映しました。 

○10月に、第19回三遠南信サミットin遠州が浜松市で開催されました。新たに、

三遠南信地域大学フォーラムの設置に向けた「大学シンポジウム」が開催され、三

遠南信地域の13大学・短大の学長が出席して議論が交わされました。また、昨年

度の住民セッションの際に設立された南信州の住民連携組織「南信州交流の輪」の

具体的な活動が後押しとなり、地域産品の販路開拓、観光、情報などを通じた具体

的な事業連携を図るための議論が行われました。 

○平成22年度から、三遠南信地域連携ビジョン推進会議（ＳＥＮＡ）が受け皿とな

って取り組んできた内閣府の地域社会雇用創造事業では、南信州地域から、インキ

ュベーション事業の起業支援対象者として12名（三遠南信地域全体で84名）が決

定、インターンシップ事業には73名（三遠南信地域全体で1048名）が参加し、地

域における事業や雇用の創出につながってきています。 

○複数大学が飯田をフィールドとして共同講義などを行うフィールドスタディなど

の取組を土台として、平成23年1月、関係を深めてきた大学・研究者などにより

飯田大学連携会議「学輪IIDA」が設立されました。コンセプトを「21世紀型の新

しいアカデミーの機能や場づくり」とし、23大学・63人の研究者などが参画して

います。また、４年目となった 23年度のフィールドスタディなどには 16大学約

400人が参加しました。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。 

○当地域が全国に先駆けて進めてきた南信州定住自立圏の取組は、平成23年10月時

点で全国61圏域の取組へと広がりをみせ、緑の分権改革など地域主権型社会を目

指す取組などにもつながってきています。今後とも周辺13町村と連携した、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、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。 

○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

した振興モデルの育成や定住環境を整備する事業支援に取り組みました。 

○ＣＡＴＶ網の普及促進と利活用の推進のため、番組内容の充実と適時適切な情報提
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供に努めました。 

○オフトークの停止にむけて、停止後の環境整備に取り組みました。 

◆24年度取組のポイント 

○リニア将来ビジョンに掲げた地域の将来像「小さな世界都市」、「多機能高付加価値

都市圏」の実現のため、「リニア推進ロードマップ」の検討を行い、具体的な地域

づくりに向けた取組を進めます。 

○リニア中央新幹線の推進のため、交通体系調査など開通までに準備しなければなら

ない必要な事項について、関係機関と連携して取り組むとともに、基金を積み立て

ます。 

○三遠南信地域流域都市圏を目指して、官民連携組織である三遠南信地域連携ビジョ

ン推進会議（ＳＥＮＡ）の一員として、後継となる新・連携組織の検討を進めます。

三遠南信地域の広域連合設置に向けては、ＳＥＮＡ専門委員会において検討を進め

ます。 

○また、三遠南信自動車道の早期全線開通、リニア中央新幹線の早期開業を目指し、

三遠南信地域連携ビジョン推進会議を中心とし、地域一体となった提言活動などを

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、飯田大学連携会議「学輪 IIDA」の研究プロジェク

ト及び各大学との様々な共同プロジェクトなどを積み上げて、飯田の発信力・吸引

力などを高めつつ、飯田インター大学の構築を目指していきます。 

○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、南信州定住自立圏及び関連する取組の推進を図ります。 

○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に向けた取組を推進します。 

○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。 

○技術革新の進歩に合わせた形の、飯田市情報化基本計画の見直しを行います。 

○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）

の執筆・編集活動を進め、上下巻として発刊します。 

○飯田の個性と魅力を形づくる重要な構成要素となる地域資産について、21世紀型

戦略的地域づくりの「守るべきもの・備えるべきもの」として位置づけ、保存・継

承するための取組を進めます。（旧飯田測候所整備活用事業、恒川高岡遺跡群調査

活用事業など） 
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行財政改革の推進 

後期基本計画 政策名 市民と共にすすめる行政経営 

平成19年度から平成23年度において継続して取り組んできた行財政集中改革プラン

の成果を踏まえるなかで、平成24年度から平成28年度までの５年間を計画期間とする

次期飯田市行財政改革大綱及び改革プランを今年度内に策定し、さらなる行財政改革に

取り組みます。 

◆23年度の取組 

○第５次飯田市基本構想前期基本計画の推進に向けて、市役所、議会や市民などによ

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、民間委託などの推進や指定管理者制度の導入、

職員数の適正化、経費の節減などに取り組んだ結果、一般会計、特別会計合わせて

平成22年度実績で25億円余りの効果がありました。 

○平成23年度で終了となる行財政集中改革プランに基づく取組の成果を踏まえた上

で、長期財政見通し、人口減少時代への対応などの新たな視点を加えて、平成 24

年度から新たに取り組む大綱及びその改革プランの策定を年度内に行います。 

◆24年度取組のポイント 

○平成24年度以降は、人口減少時代という社会構造の変化への対応、将来へ受け継

ぐことのできる持続可能な財政基盤の確立に努め、リニア高速移動時代への着実な

準備、第５次基本構想後期基本計画におけるまちづくりの実現などに必要となる財

源を確保するため、新たな時代に相応しい行財政改革に取り組みます。 

○基本構想後期基本計画を着実に推進していくために必要となる財源を確保すると

ともに、事務事業全般の精査や施設のあり方の検討、補助金などの見直しなどを行

い、持続可能な財政基盤の確立に努めます。 

○行政の役割や責任分担について市民の合意を得ながら見直しを進め、まちづくりに

おいて多様な主体との連携に十分な配慮を行いながら、行政との適切な役割分担を

行います。 

○職員のコンプライアンス意識の徹底により公平公正な行政運営を実施するととも

に、選択と集中による視点で効果的で効率的な行政経営と事業やサービスの重点化

を図りながら、市民に信頼されるスリムでコンパクトな行政を目指します。 

 

 

 

 

長野県飯田市企画部企画課 
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