
 

 

 

 

 

Ⅰ はじめに                                 Ｐ１ 

  ～真の「地方創生」に求められるサイエンスパーク機能～ 

１ 「発展する地域 衰退する地域」 

２ 地域にダイナミズムを創出する産業クラスター・サイエンスパークの形成 

 ３ 「地域の価値観」と人的ネットワークに基づくサイエンスパークづくり 

 ４ 真の「地方創生」に求められるサイエンスパーク機能 

                      

Ⅱ 平成27年の経済認識                            Ｐ７ 

 １ 昨年の景気動向 

 ２ 今年の景気見通し 

○今年の飯田市の景気見通し 

 

Ⅲ 平成27年度市政経営の基本方針                       Ｐ９ 

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 

（２）地域経済活性化プログラムによる地域産業の振興 

（３）リニアへの取組 

（４）市役所職員に求められるさらなる質的改革 

                  

２ 平成27年度当初予算編成に向けての考え方  

（１）国の予算編成、地方財政対策などの状況                       

（２）飯田市の当初予算編成方針の概要 

（３）持続可能な行財政運営の推進 

 

３ 具体的な展開の方向  

平成27年 年頭所感及び市政経営の方向について 
 

平成27年1月8日（木） 

 
長野県飯田市総合政策部企画課 
ＴＥＬ．0265-22-4511 
ＦＡＸ．0265-53-4511 
E-mail:ikikaku@city.iida.nagano.jp 



1 

 

 

 

 

１ 「発展する地域 衰退する地域」 

人口減少、少子化、高齢化の右肩下がりの時代において、国を挙げて「地方創生」

に取り組むとされていますが、何をどうすれば真の「地方創生」になり、将来にわた

って持続可能な地域を創出できるのか、残念ながら明確な処方箋が見えている訳では

ないように思われます。 

そうした中、あるシンポジウムで基調講演を一緒にさせて頂いた慶応義塾大学の片

山善博教授（元総務大臣、元鳥取県知事）から薦められたのがジェイン・ジェイコブ

ズの『発展する地域 衰退する地域  ̶地域が自立するための経済学』（出版社／筑摩

書房）でした。理由は「鳥取県で私がやろうとしたこと、そして飯田市で市長がやろ

うとしていることがどういうことなのか、書いてあります。」というものでした。 

本書の日本語版が刊行されたのは1986年（昭和61年）ですから、約30年前になりま

すが、片山先生がその巻末の解説で述べておられるように、現在の我が国の経済停滞

や地方都市の活力減退、地域間格差問題などの今日的課題に関してかなり的確に捉え

ているのには驚きを禁じ得ませんでした。 

本書から私が学んだことを端的に言ってしまえば、国や県、市町村がいくら補助金

を出して公共事業や工場誘致をやっても、それだけでは「発展する地域」はつくれな

い、それどころか発展に逆行する「衰退の取引」になってしまう、というものです。 

確かに、高度成長期から一貫して東京への一極集中が続くなか、全国総合開発計画

の名の下に行われたインフラ整備は、太平洋ベルト地帯においては一定の成果はあげ

たものの、個々の都市に注目したとき、その都市自ら付加価値の再生産を行う仕組み

を創出したところは決して多いとは言えませんでした。これは、今日、経済的自立度

が相当高く、継続的に地方交付税の不交付団体であり続けている都市がそれほど多く

ないことからも明らかだと思います。 

本書でジェイコブズの言わんとするところを私なりの解釈で端的に申し上げれば、

付加価値の再生産を行う仕組みができていない地域はその規模の大小に関わらず衰

退せざるを得ない、ということです。ハコモノ行政の行き詰まりについては論を待た

ないと思いますので、ここでは工場誘致について考えてみます。例えば苦労して相当

程度の補助金を投入して工場誘致ができたとします。その地域にとっては、これによ

り雇用が増え、法人住民税や固定資産税が増えますから一見ハッピーかと思われます

が、その後もっと安い労働力や大きな市場を求めて当該工場は出て行ってしまった、

あるいは新興国との国際競争に敗れて閉鎖を余儀なくされた、という事態に陥った場

合、地域経済は空洞化してしまうでしょう。実際のところ、その後長く続く空洞化を

Ⅰ はじめに  

 ～真の「地方創生」に求められるサイエンスパーク機能 ～ 



2 

加味すると、地域における収支計算は赤字が拡大するばかりで、結局工場誘致がジェ

イコブズが示す「衰退の取引」になってしまったという事例は全国で枚挙に暇がない

程です。行政は工場誘致までが仕事と考え、その後工場の中でどんな変化が起こって

いるのか、把握しないまま放置してしまいがちです。中長期的にみて外から工場を誘

致するだけでは、地域の中に付加価値が蓄積されることも付加価値が再生産されるこ

ともないため、ダイナミズムが生じず、こうした誘致工場は地域にとって一時しのぎ

の役割しか果たし得ない状況に陥ってしまう訳です。こうした観点からも、これまで

飯田市が域内企業や進出企業等と締結してきた「パワーアップ協定」の意義が見出せ

るように思います。 

ジェイコブズは、これを避けるために、地域それぞれが持つ財を利用し、住民の創

意を活かした活動をし、必要なものを自らつくり、近隣地域との共生的な交易を行う

ことが必要で、そうすれば地域は自然と活性化する、と説いています。そうだとすれ

ば、上述した誘致工場が「衰退の取引」になってしまうのは、別に誘致工場に非があ

るわけではなく、誘致工場と地域の間で創造性に富んだデザイン力が発揮されず、付

加価値を再生産してダイナミズムを生み出す関係を構築できなかったことにある、と

私は捉えています。 

確かに片山先生のご指摘の通り、こうしたジェイコブズの考え方は、今日、飯田市

が掲げる「外貨獲得と財貨循環による経済的自立度の向上」や地域環境権に基づく再

生可能エネルギー事業、公民館活動やムトスのまちづくり、南信州定住自立圏構想や

三遠南信地域連携などと通じるものがあるように思われます。 

 

２ 地域にダイナミズムを創出する産業クラスター・サイエンスパークの形成 

ジェイコブズに

学んだのか否かは

ともかく、本書発

行後の我が国と欧

米の歩みは対照的

なものになりまし

た。すなわち、我

が国は「失われた

20年」からなかな

か抜け出せない状

況に陥る一方で、米国や欧州では様々な都市に産学官協働による産業クラスター（産

業集積）やサイエンスパークが形成されました。ここでご紹介するサイエンスパー

クとは、言わば「人的ネットワークをベースにした研究開発拠点」であり、こうし

た地域はそれぞれダイナミズムを生み出して活性化したところですが、特に米国の

（参考）ハイデルベルク（ドイツ）のテクノロジーパーク 
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シリコンバレーは後にＩＴ革命と称される程のダイナミズムを生み出したのはご存

じのとおりです。 

我が国にも規模の大小はあれ、こうした産業集積を目指した学術研究都市やサイエ

ンスパークはいくつも存在しますが、欧米の事例のように地域にダイナミズムを生じ

させたところは寡聞にして知りません。とりわけ端的な相違を感じるのは、欧米のこ

うした地域にはその魅力に惹かれて人財が集まり、そこに住むことを誇りに思ってい

る人が多いのに対し、我が国の場合はむしろ仕事なので仕方なくそこに住むか通うか

しているだけで「地域の誇り」とは無縁のように見受けられる人が多いことです。こ

の彼我の差を的確に捉え、これを埋める努力をもっとしていれば、「失われた20年」

などと揶揄されずに済んだかも知れない、とさえ思うところです。 

何故これ程の差が生まれてしまったのか、私自身が経験したエピソードを紹介しま

す。90年代後半、私は日本開発銀行（現日本政策投資銀行）の企画部において、南関

東地方のいくつかのサイエンスパーク立上げの担当をしていました。ある時欧州のサ

イエンスパークに携わる方が私を訪ねてきてヒアリングを受けたのですが、その内容

は「日本のサイエンスパークはどこに行っても歓待はしてくれるが、私たちとの連携

の話を進めようとした途端、全く反応が乏しくなるのはどうしてか。」と言うもので

した。これに対して私は「日本のサイエンスパークは工場誘致の延長で捉えられてお

り、不動産業の視点はあっても、真の意味で産学官協働を実現し、サイエンスパーク

をマネジメントする視点が欠けているからではないか。」と申し上げたところ、先方

は大いに納得された様子でした。その後、私は、フランクフルトに赴任し、ドイツを

日本 欧州（イタリア・チェゼーナ） 

 

 

日本と欧州のサイエンスパークの違い（イメージ） 
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中心に欧州の産業づくりや地域づくりの調査研究に携わりましたが、そこで欧州が追

究しているサイエンスパークとはどんなものかを目の当たりにします。最も印象深い

サイエンスパークは、イタリア・ボローニャから80km南東に位置するチェゼーナ

（Cesena）の住宅地にありました。それは、一軒の住宅にしか見えず、中で目につく

のは大きな円卓とパソコンが置かれたデスクだけでした。「ＳＯＨＯ（Small 

Office/Home Office 、インターネット環境を有する小さな事務所や自宅でビジネス

を行う事業者）と同じ様に見えるが。」との私の問いに、「見かけはその通り。しかし、

この地域の産学官の関係者が集まって議論できる場所とインターネット環境があれ

ば、ここはサイエンスパークとして十分機能するのです。」とボローニャ大学のフォ

ルミカ(Formica)教授が胸を張って答えておられたのを思い出します。サイエンスパ

ークの神髄は人と人との繋がりであり、「共創の場」にあることを思い知らされたエ

ピソードです。 

 

３ 「地域の価値観」と人的ネットワークに基づくサイエンスパークづくり 

ここで、私がフランクフルト駐在時にまとめたレポートをベースに、サイエンスパ

ークづくりに必要な３つの要素を示しておきます。 

 

①「地域の価値観」を見出すこと 

地方分権社会ドイツにおいても、サイエンスパークと言われる単なる器をつくった

だけではうまく機能しません。何より、地元の行政、大学、産業界、そして市民が共

通の「地域の価値観」を見出すことが不可欠です。今までその地域に関わりの無かっ

た人材が「地域の価値観」に共鳴して集まり、人的ネットワークを構築することによ

って創造性が生まれ、サイエンスパークは有効に機能するようになるのです。 

 

②「地域の価値観」を十分理解するカタリスト（触媒者）を見出すこと 

東京大学の須藤修教授の創造性に関する指摘をベースにして、私は欧米のサイエン

スパークづくりを「今まで誰も関係づけていなかったような人材をその地域独特の仕

方で（＝「地域の価値観」に基づいて）繋げること」と捉えています。これは相当な

デザイン力を求められる大変難しい仕事なので、その地域の価値観を十分に理解して

いるカタリスト（触媒者）が中心になって進めていく必要があります。「カタリスト」

はシリコンバレーでは肩書として用いられている呼称で、プロのような専門知識を有

している訳ではありませんが、様々なネットワークに属して活動しており、そのネッ

トワークを上手に利用してプロジェクトの独自性、創造性を引き出す役割を担ってい

ます。我が国のサイエンスパークづくりにおいては、大学教授や企業の技術者をとに

かく集めればいい、と安易に考えられてきた嫌いがありますが、このようなカタリス

トが存在することで、はじめてサイエンスパークプロジェクトの活性化が促されます。 
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③人的ネットワーク構築を容易にする環境を整えるためのプロを見出すこと 

言うまでもなく、人的ネットワークの構築をより容易にするためにはソフト・ハー

ドの両面から環境を整える必要があり、このような所謂サイエンスパークのマネジメ

ント(経営)に関しては、その専門家を見出す必要があります。例えば、集まった人材

が活動する場としてどのような「容れ物」が必要になるのか、あるいは技術移転をど

のように進めるのか、等の技術的課題は、専門家が立案し、それを地元のネットワー

クを構成する行政や大学、産業界の人達が集まって議論を重ねていくことが必要とな

ります。 

 

４ 真の「地方創生」に求められるサイエンスパーク機能 

さて、何故私がサイエンスパークの議論をこれまで展開してきたのか、既にお分か

りの方も多いかと思いますが、前述したとおり当地がめざすサイエンスパークとは

「人的ネットワークをベースにした研究開発拠点」であり、まさにそうした機能を創

り上げたいと考えています。去る平成26年12月20日に飯田市と事業構想大学院大学の

共催で開催したシンポジウム「知と産業の集積を地域に」において、私は、旧飯田工

業高校の施設を活用し南信州･飯田産業センター、デザイン系大学院大学、「ナレッジ･

スクエア」（学
が く

輪
り ん

ＩＩＤＡ
い い だ

のプロジェクトで構想中の、多様な主体が集い、共同で教

育・研究活動などに取り組むための施設）などの機能を集約し、ここを知と産業の集

積拠点にしていくイメージを紹介させて頂きました。こうした考え方は、南信州広域

連合や南信州･飯田産業センター理事会においてご賛同を得ており、今後はこの地域

挙げての取組として県に協力を求めていくとともに、真の「地方創生」を実現するプ

ロジェクトとして国に対しても提案していきたいとしているところです。 

右肩下がりの時代が続

く我が国において、またリ

ニア・三遠南信道の開通・

全通を見据えて地域づく

りを進める当地域におい

て、飯田がジェイコブズの

唱える「発展する地域」に

なれるかどうかは、これま

で述べてきたサイエンス

パーク機能を当地で実現

し、欧米のサイエンスパー

クづくりに成功している

地域と伍していけるか否
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かに懸かっている、と言っても過言ではないと思います。これまでの南信州･飯田産

業センターが培ってきたものや学
が く

輪
り ん

ＩＩＤＡ
い い だ

の取組を踏まえると、飯田であれば上

述したサイエンスパークづくりに必要な３つの要素を兼ね備えることが可能であり、

国や県の支援を頂きながら、産業界、大学、行政、金融そして市民の皆さんが協働

して地域一丸となった取組を進めることができれば、この分野においても先駆的な

全国モデルを構築できると考えています。 
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１ 昨年の景気動向 

  昨年は、円安（2012年11月半ばには80円前後の水準が、昨年末には120円前後の水

準）が進み、輸出企業の収益を押し上げる一方で、原材料価格の上昇により収益が悪

化する業種もあり、業況感に格差が広がりました。また、公共投資は、前年並みの高

水準の工事量を維持しましたが、個人消費については、消費税率引き上げ前の駆け込

み需要が本格化し、３月末までは大幅な増加となり、４月以降は反動減により前年水

準を下回る状況が続きました。景気は緩やかな回復基調が続いたものの、四半期ごと

に発表される国内総生産（ＧＤＰ）は、２期連続のマイナス成長となりました。都市

圏に比べ回復力の弱さが継続した地方にとっては、厳しい状況が続きました。 

 

２ 今年の景気見通し 

  今年は、世界経済が緩やかな回復を持続する見通しであり、輸出や生産は底堅く推

移するとみられ、景気の持ち直しが続くことが見込まれます。ただし、今後も中国や

欧州経済の下振れによる海外経済の変調など、リスク要因への注視が必要です。 

  円安により大企業を中心とした企業業績の改善が進んでいることを背景に、設備

投資の増加が見込まれるほか、雇用・所得環境の改善が見込まれ、消費マインド

の改善も予想されます。ただし、一部業種では引き続き、原材料の上昇による厳し

い状況が続くことが予想されます。 

また、本年10月に予定されていた消費税率引き上げの延期が、消費増への呼び水に

なるか否かは、今後の政府の経済対策等の政策によるところです。なお、昨年11月に

は地方を活性化させるための「地方創生」に関連する法案が成立し、首相官邸にまち・

ひと・しごと創生本部が設置されました。今年は、より一層、地方の動きが注目され

ます。 

 

○今年の飯田市の景気見通し 

当地域の雇用情勢は、１年以上連続して有効求人倍率が１倍を上回っており、着実

に改善が進んでいます。今後も、多少上下を繰り返しつつも、安定した傾向は続くこ

とが予想されます。 

個人消費については、当地域でも全国の動きと同様に、昨年３月まで増加しました

が、４月以降、反動減、夏場の天候不順などの影響により足踏み状態で、伸びない傾

向でした。今後も、都市圏に比べて所得環境の改善の遅れなどが懸念され、回復力の

弱さが継続する可能性があります。 

製造業について昨年は、全国の動きと同様に業況感に格差がありました。今年は、

電機・電子ではスマートフォン向けの需要が堅調で、工作機械は、自動車関連向けや

半導体関連向けなどで設備投資の回復傾向にあり、少なくとも年前半までは続くと予

Ⅱ 平成27年の経済認識 
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想されます。設備投資においても、国の補助金と共に景気の回復基調により、順調に

行われていくと見通します。一方で、一部業種では、円安進行に伴う一段のコスト

増への警戒感、新たな設備投資への不安等が予想され、先行きに対して慎重な

姿勢が続くと予想されます。 
農作物について昨年は、２月に観測史上最大の積雪を記録した大雪により、農業施

設に甚大な被害を受けました。一昨年の凍霜害による果樹被害に続き、２年連続の大

きな災害に見舞われましたが、農家の皆様のご努力により果樹の生産量は回復し、豊

作の年となりました。さらに今年は、農業者が加工・流通・販売と連携することによ

り農産物の付加価値を高め、地域農業の元気につながる取組として、農業の６次産業

化のさらなる推進、意欲ある農業者による新しい農業経営の展開が期待されます。 
林業では、木材価格の低迷が続き、昨年４月以降、住宅着工戸数が減少し、厳しい

状況です。また、グローバルな木材需給動向の変化や国内森林資源の充実、搬出間伐

の進展などを背景に、国内における木材需要が外材から国産材へシフトする傾向にあ

りますが、当地域の地域産木材の利用増進が必要な状況は今後も続く見通しです。 

観光について昨年は、貸し切りバスの制度改正によりバスツアーが減少しました。

また、長野県内では度重なる自然災害が起こり、特に御嶽山噴火災害による影響が、

当地域でもありましたが、新たな取組として自転車を核にした海外誘客事業を始めま

した。今年は４月に元善光寺のご開帳、平成28年３月には飯田お練りまつりの開催が

予定されており、観光客による賑わいが期待されます。 

当地域に12年後に開通するリニア中央新幹線、三遠南信自動車道など高速交通網の

インフラ整備も進展します。こうした状況の中で、当地域が集積を目指している航空

宇宙産業などの動きも活発化しており、新事業領域への挑戦が期待されます。 

 

 

協力／八十二銀行飯田支店 

                            飯田信用金庫経営相談所 



9 

 

 

１ 市政経営の方向 

一昨年は、リニア中央新幹線のルートや駅位置が明らかになり、昨年は、その工事

実施計画が認可されるという大きな節目を経て、平成27年へと年が明けました。 

このリニアに関しましては、今後は、いよいよ地域として取り組むべき事柄が増し

てくることになりますので、地元の皆さんの思いをしっかりと受けとめながら、ＪＲ

東海や長野県、伊那谷や南信州の市町村はもちろん、関係する様々な各機関・団体と、

いっそう緊密な協議・調整を行う必要があります。 

 また、昨年から改めてクローズアップされた人口減少・少子化・高齢化の問題です

が、今年はさらに、その議論が国を挙げて深められるものと思います。このことは、

国の1,000兆円を超える借金の問題とともに、私が就任以来申し上げてきたところで

もあります。 

私は、地域における産業づくり・人づくり・地域づくりに総合的に取り組む「人材

サイクル」の構築を掲げてきたところであり、地域経済の自立度を高め、地育力
ちいくりょく

によ

って帰ってきたいと考える人づくりを進め、定住自立圏や環境モデル都市などにより

安全安心で持続可能な地域づくりを、多様な主体との協働のもと、展開してきたとこ

ろです。 

昨年から始まった「地方創生」というキーワードは、まさに当市が進めてきた取組

と軌を一にするものと認識しており、こうした国の動きもしっかりと把握しながら、

Ⅲ 平成27年度市政経営の基本方針 
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将来に向けた地方の生活圏・経済圏のモデルとなるよう、今年も精一杯取り組んでま

いりたいと思うところです。 

具体的には、人口減少、少子化、高齢化を踏まえた次の戦略展開として、まち・ひ

と・しごと創生法による「地方版総合戦略」の策定、「国土のグランドデザイン2050 

対流促進型国土の形成」に関わる地域戦略づくりへの対応、平成28年度で終了する第

５次基本構想基本計画の後継となる飯田市の次期総合計画策定などに着手していき

ます。 

さて、私は平成27年の「今年の漢字」は「元」を選びました。 

今年は、飯田市にとってリニア中央新幹線の本体工事に伴う中心線測量も始まるこ

とから、まさに「リニア元年」と位置づけられると思います。また新庁舎での業務が

開始され、新たなスタートを切った市役所におきまして、改めて行政の「元」=根本

に立ち返り、市の様々な事業が飯田市民のために利益を生む「元本」になりますよう、

そして市民の皆さんが「元気」で健やかに暮らせるよう戦略的地域づくりに邁進する

ため、この漢字を選びました。 

私も、そうした取組の先頭に立って、身を惜しまず努めてまいりたいと思います。 

 

（１）５つの基本方針に沿った市政経営の展開 

平成27年度の市政経営全般に関しては、引き続き、これまでの５つの基本方針に

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て展開してい

きます。 

 

○５つの基本方針 

１．経済的自立度を高める多様な産業施策の推進 

厳しさが続く経済状況を踏まえ、産業界の皆さんと協働して地域経済活性化プログ

ラムを推進するなかで経済的自立度を高め、三遠南信自動車道やリニア中央新幹線を

見据えた産業づくりを進めます。 

 

２．地育力
ち い く り ょ く

によるこころ豊かな人づくり 

地育力
ち い く り ょ く

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ながら、この地域に住みなが

ら世界に打って出るグローバル人材の育成を目指します。 

 

３．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、引き続き市立病院を

中核とする地域医療の充実に努めるとともに、国内トップクラスの健康長寿地域を目

指して「市民総健康」、「生涯現役」を掲げる地域健康ケア計画の取組を推進します。 

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対策

を着実に進めます。 
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４．自然・環境と調和した「低炭素社会・飯田」づくり 

リニア時代を見据えて、太陽光、小水力等によるエネルギーの域産域消･自給率向上

に努め、環境と経済が好循環する環境モデル都市としての低炭素社会づくりを進めま

す。 

 

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 

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
ひ

き付けられ

た多様な人材が地域活性化に繋がる大きなうねりを起こしていくと考えます。 

こうした人材誘導を確かなものにするため、中心市街地や中山間地域など、各地区

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。 

併せて、リニア時代を見据えながら、人口減少、少子化、高齢化などの構造変化

に対応した21世紀型戦略的地域づくりの考え方により、飯田市行財政改革大綱及び

改革プランに沿って事務事業の選択と集中を図り、更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 

平成27年の経済認識については前述のとおりですが、業況感に格差が広がってい

ます。このような状況の中で、当地域の産業づくりについては、上記（１）の５つ

の基本方針１「経済的自立度を高める多様な産業施策の推進」のとおり、地域経済

活性化プログラムを策定し、多様な産業施策を推進します。当面の目標は、経済自

立度５５％（リーマンショック前の経済自立度）をマイルストーン（目安となる節

目）とし、地域産業の振興を図ります。 

地域経済活性化プログラム2015は、２月中旬に当初予算と合わせて発表する予定

ですが、リニア中央新幹線や三遠南信自動車道など高速交通網時代を見据えた取組

の強化や、産業分野全体にわたる人材育成の強化など、地域産業の持続的発展を図

るため必要な施策を検討しながら、地域で暮らしている皆さんや事業者の皆さん、

経済界や産業界の多くの皆さんとともに、進めていきます。 

 

（３）リニアへの取組 

昨年10月、中央新幹線（品川・名古屋間）工事実施計画が認可となり、いよいよ

建設の段階を迎えることとなりました。今年は、地権者の皆様のご理解をいただい

た上で、中心線測量、設計協議、用地測量など建設に向けた具体的な動きが始まり

ます。並行してリニア関連道路の整備や、リニア駅周辺の整備についても、より一

層の検討を進めていく年となります。 

 

○事業の推進に当たって 

事業の推進に当たっては、地元をはじめとする関係する皆さんのご理解、ご協力



12 

が不可欠です。そこで、事

業者であるＪＲ東海に対

しては、従前に増しての関

係者への丁寧な説明と建

設工事に伴う生活環境・自

然環境への影響を極力回

避・低減するための取り組

みをお願いするとともに、

飯田市としても市民の皆さんのご心配やご不安を払拭できるよう取り組んで参り

ます。 

 

○リニア推進ロードマップ３本柱の取組 

リニア将来ビジョンが掲げる都市像（小さな世界都市・多機能高付加価値都市圏）

を具体的に実現するため、その工程表である「リニア推進ロードマップ」の柱１「リ

ニア本体工事関連」、柱２「社会基盤整備関連」、柱３「戦略的地域づくり」につい

て、より具体的な取組を進めます。 

 

★柱①「リニア本体工事関連」 

   関係する市町村及び地区において、工事実施計画認可後にＪＲ東海が開催した事

業説明会は、昨年中に一通

り終了しています。今後は、

地区や地権者の皆様のご

理解を頂ければ、ルートの

中心線測量や、道水路等の

公共施設にかかる設計協

議が進められます。ＪＲ東

海から具体的なスケジュ

ールを得て、適時適切に正

確な情報をお伝えしてい

きます。 

 

★柱②「社会基盤整備関連」 

【リニア関連道路整備】 

リニア中央新幹線の整備効果を広く県内に波及させる上で、リニア開業時までに

効果発現を目指す必要のあるリニア道路関連整備の箇所について、昨年10月に県か

ら公表がありました。今年も引き続き、リニア駅周辺の道路整備はもちろんのこと、

座光寺ＰＡに設置する予定のスマートインターチェンジ（ＳＩＣ）や、このＳＩＣ

からリニア駅へのアクセス道路の整備についても、県をはじめとする関係機関と連
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携しつつ、地域の皆さんとの協議・調整を進めます。 

【リニア駅周辺整備】 

現在、リニア駅周辺整備基本構想の策定に向けて検討を進めています。「長野県

の南の玄関口」にふさわしい

駅周辺とすることを目指し

て、駅周辺整備のコンセプト

をはじめ、導入する機能やそ

れに伴う規模について、検討

委員それぞれの立場からご

意見をいただき、平成27年３

月中を目途に基本構想とし

て取りまとめる予定です。 

今年は、リニア駅周辺整備

に関する基礎調査を実施し

つつ、リニア本体工事や関連

道路整備等の検討状況も踏

まえながら、この基本構想を

ベースにリニア駅周辺整備の基本計画の検討を進めます。 

 

★柱③「戦略的地域づくり」 

今年度末までに市内17地区において「地区基本構想」が策定されるなど、各地区

においては、リニア時代を見据える中で、様々な特色ある取組が動き出しています。 

  また、リニア時代を担う世代の動きとして、昨年は「南信州次世代会議」が立ち

上がりましたが、こうした若い世代の創造力や活発な活動により、リニアメリット

を活かした地域づくりが期待されるところです。 

   さらには、リニア時代に向けた地域ブランド構築事業の一環として、飯田のイメ

ージや特色を明確にしてブランド力を高めていくための「飯田ランキング」の取組

を進めています。市民にも参加いただきながら、「自慢できること」や「誇りに思

うこと」、さらには「魅力と感じるところ」など「飯田のいいとこ」を決めて、市

民の誰もが共通の意識を持ちながらブランド素材を選定できるような取組につな

げていきたいと考えています。 

このほかに、戦略的地域づくりへのチャレンジとして、大学院大学の設置可能性

を調査する事業にも着手し、昨年から実際に当地域で模擬的な大学院大学を試行す

る 取組が始まっています。 

リニア時代に向けて産業づくり・人づくり・地域づくりを総合的に取り組みなが

ら、人材サイクルを構築することは、国の動きである「地方創生」に繋がるもので

あり、そのための拠点として、「Ⅰはじめに」で述べた通り旧飯田工業高校を活用

して、産業振興と学術研究の機能を集積していく構想を産業界と行政が連携して前
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進させたいと考えています。 

このような様々な取組を通じて、リニア時代に向けての歩みを着実に進めていき

ます。 

 

（４）市役所職員に求められるさらなる質的変革 

  現実を見据えたとき、我が国における地域は、「人口減少・少子化・高齢化」の

ほか、「公共施設の老朽化」「雇用機会の減少」などかつて経験したことのない課題

に直面しています。 

以前から申し上げているところですが、こうした右肩下がりの時代においては、

従来の縦割り、公平性、予算の分配、対症療法的な行政では、壁にぶち当たるだけ

です。 

したがって、これからはデザイン思考を駆使した「事業構想力」が地域経営にお

いても重要であり、人々が集まって議論を積み重ね、アイデアを出し合い、評価を

し合いながら一つの方向性をつくっていく「共創の場」から、地域が自立する原動

力＝イノベーションが生まれるものと考えています。 

   この「デザイン思考」ということは、何か難しい概念と感じるかもしれませんが、

決してそういうことではなくて、職員一人ひとりの業務の中にも、デザイン思考を

発揮すべきときがあると思っています。 

昨年、私は、改めて素晴しい取組だと思うことがありました。予防接種に関する

報告を担当課から受けたときのことです。国の方針についての報告で終わると思っ

ていたのですが、その担当者から「私たちは国のやり方を課内で議論したのですが、
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どうしてもこれが市の考え方や計画と合うものだとは思えず、私たちとしては別の

やり方を提案したい」と言うのです。 

私は何も言っていませんし、また、国から示されたことをきちんと進めることも

大切ですが、本当にそれが地域にとって良いのかどうか考え議論する中で、「国の

やり方でなく、この地域にあったやり方にすべきだ」と提案してきたのです。まさ

に現場の視点や感覚を持ち、機転を利かしたデザイン力の発揮だったと思います。 

   既成概念を乗り越えて、自立した地域をつくる ― 今年も様々なチャレンジを通

して、「真の地方創生」に向けた議論や取組ができれば幸いです。 
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２ 平成27年度当初予算編成に向けての考え方 

（１）国の予算編成、地方財政対策などの状況 

  衆議院議員選挙を経て、12月24日に第３次安倍内閣が発足しました。安倍首相は、

経済最優先で政権を運営する方針を明確にしており、まずは3.5兆円規模の経済対

策の取りまとめに全力を挙げ、その上で選挙の影響で遅れが出ている平成26年度補

正予算案及び平成27年度当初予算案の編成を急ぐとしています。このため、例年12

月下旬に公表される地方財政対策の公表は大幅に遅れる見通しで、地方の予算編成

に大きな影響を与えることが懸念されています。 
 

（２）飯田市の当初予算編成方針の概要 

 ○平成27年度予算は、リニア中央新幹線、三遠南信自動車道の開通を見据えた戦略的

な地域づくりを念頭に、「文化経済自立都市」を目指す第５次基本構想基本計画の

着実な推進と「小さな世界都市」を掲げるリニア将来ビジョンの実現を基本的な方

針とし、特に重点的に取り組む事業については「政策強化特別予算枠」に位置付け

予算編成を進めていきます。 

 ○市税の伸び悩みや地方交付税の減少など厳しい財政状況が予想される中、選択と集

中の視点から、市民の暮らしと安全を守り、地域の将来像実現に資する効果的な事

業を優先し予算化します。 

 ○地方財政計画、地方活性化策及び社会保障関係費など、地方に係る国政の動向を注

視し、関連部署と連携を取り合いながら当初予算編成に取り組んでいきます。 

（３）持続可能な行財政運営の推進 

 ○現在、平成24年度から28年度までの５年間を計画期間とした行財政改革に取り組ん

でおり、平成25年度では給与制度の見直しや定員適正化、保育園の民営化等の経費

削減策に努めてきました。 

 ○今後も引き続き事務事業の見直し等行財政改革の取組を徹底し、簡素で持続可能な

行財政運営を継続していきます。 

 

 ◆地方債残高の推移（臨時財政対策債を除く）（単位：百万円） 
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 ○地方債残高については、これまで借入額の抑制、計画的な償還により徐々に減少さ

せてきており、全会計における平成25年度末地方債残高（臨時財政対策債を除く）

は、前年度に比べ約33.1億円減少し743.8億円となりました。 

○財政目標では、後期基本計画の最終年度となる平成28年度末において700億円以下

とすることとしており、この目標は達成できる見込みです。 

 ○今後は、リニア中央新幹線に関する周辺整備において起債を伴う大規模事業が想定

されるめ、長期的視点に立ち、引き続き発行額に留意していきます。 
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３ 具体的な展開の方向 

第５次飯田市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。 

平成27年度は、リニア関連事業の本格的な動きや国による「地方創生」に関する取

組などが本格化するなか、当地域においても産業づくり、人づくり、地域づくりをさ

らに発展させながら、将来を見据えた次期総合計画の策定なども含めて、その具現化

に注力していきます。 

 

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 

 

 

 

現在の経済状況やリニア中央新幹線の開通、三遠南信自動車道の伸展などの大きな環

境変化を踏まえながら、産業界の皆さんと協働して地域経済活性化プログラムを推進し、

経済力の強いまちづくりを進めます。 

 

◆26年度の取組 

 

 

○（公財）南信州・飯田産業センターを中心に、専門コーディネーターを配置して、

新産業の創出、新技術の開発、産業人材育成、高付加価値化、農商工連携等に取り

組みました。 

○特に航空宇宙産業分野において、国際戦略総合特区「アジア№１航空宇宙産業クラ

スター形成特区」の指定を受け、（公財）南信州・飯田産業センターが中心となり

進めてきた航空宇宙産業クラスター拠点工場が完成し、集積化へ一歩を踏み出しま

した。また、健康医療産業分野（メディカルバイオクラスター）では２つの分科会

活動が活発に展開され、食品産業分野においてもリニア時代を見据えて新たな研究

会を立ち上げました。 

〇農業分野では、大雪被害を受けた農家に対して、国・県とともに重点的に復旧助成

に取り組み、営農継続の支援を進めました。地域ブランドである市田柿の産地とし

ての生産基盤強化に取り組むとともに、農家・生産団体・流通事業者等の連携ネッ

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 

取組のポイント 

○産業界との連携による地域経済活性化プログラム2014の着実な展開 
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トワーク構築の取組を進め、農業生産法人が進める６次産業化を支援しました。ま

た、耕作放棄地の解消・拡大抑制を目指し、農地の現状や担い手への集約に向けた

調査と地図化に取り組みました。 

○林業分野では、飯田の木で家を建てるプロジェクト事業のＰＲ活動と、市役所庁舎

をはじめとした公共建築物等における飯田市産材の利用促進に取り組みました。 

○観光分野では、天龍峡の名勝指定80週年を記念し、誘客、ＰＲイベントとして、地

元食材・クラフトのテント市をはじめ、多彩な催しを実施しました。また、首都圏

における南信州のＰＲ事業として、リニア中央新幹線始発駅となる品川駅周辺の商

店街での地場産品の販売と観光ＰＲ事業や、商店主に出店農家を訪問してもらう産

地交流事業、地元ケーブルテレビでの品川地域への情報発信などを行い、南信州の

認知度アップに取り組みました。 

〇商業分野では、昨年４月の消費税率引き上げ後の消費の落ち込みに対して、商工会

議所をはじめ地元小売サービス店らが連携して、地域の消費拡大を目的とした合同

売出し事業を実施しました。また、老朽劣化した商業灯のＬＥＤ化、防犯カメラ設

置など安心安全な商店街づくりを支援しました。 

〇特色ある有望な事業プランを持つ起業家を発掘するため起業家ビジネスプ

ランコンペティションを実施しました。また、起業への関心を高めてもらう

ため、起業講座を２回実施しました。 

○将来を見据えた人材育成・誘導を進めるため、飯田産業技術大学の充実や関係団体

と連携したお仕事キッズタウンやスーパーサイエンス事業の開催など積極的に取

り組みました。また、結いターンキャリアデザイン室で人材誘導事業を実施しまし

た。 

 

◆27年度への課題（26年度の振返り） 

〇地域経済活性化を進めるため、平成26年度は飯田航空宇宙プロジェクトや、各産業分野に

おける高付加価値化やブランド化などに取り組みましたが、どの分野でも人材育成が課題

となっています。平成27年度も引き続き、産業基盤整備や地域産業の魅力・強み・人材の

強化をさらに進めます。 

 

◆27年度の取組 

 

 

○リニア・三遠南信自動車道の開通を見据え、産業界の皆さんと連携し、人材誘導・

人材育成・起業支援、異業種連携、ブランド力の向上などに取り組みます。 

○航空宇宙産業分野においては、航空宇宙産業クラスター拠点工場が、国際認証取得

を経て、今春には本格的な生産が開始されます。この拠点工場を起点として、一貫

生産体制の強化に取り組みます。また、国際戦略総合特区「アジア№１航空宇宙産

取組のポイント 

○地域経済活性化プログラム2015（詳細は後日発表）の着実な展開 
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業クラスター形成特区」の指定を活かし、中長期的な視点で航空宇宙産業の育成を

図り、魅力ある企業の発展と新たな企業を創出し、航空宇宙産業の集積化を目指し

ます。 

○（公財）南信州・飯田産業センターを中心に、専門コーディネーターを配置して、

産官学や広域のネットワークを活かしながら、新産業の創出、新技術・製品の開発、

産業人材の育成、地域産品のブランド化等に取り組んでいきます。 

○未来を拓く産業振興の拠点として、（公財）南信州・飯田産業センターの移転と機

能拡充の検討を進めます。 

○三遠南信自動車道の交通の利便性や、豊かな自然環境など飯田市の特色を活かした

産業用地整備に向けて、地元調整を十分に行う中で必要な手続きを進めていきます。

並行して、松尾竜水地区ほかの工場適地や市内の空き工場・空き倉庫などの情報を

活用して、企業の多様なニーズに対応していきます。 

○生産基盤の強化、６次産業化の推進、野生鳥獣被害対策に取り組み、意欲ある農業

者への農地の集約や有効利用による耕作放棄地対策、地域営農・担い手確保対策に

ついて地域と協動して取り組みます。また、女性農業者の能力や知識を活かし元気

な農村づくりに取り組むとともに、自然景観や生活環境等の保全といった農業が持

つ多面的な機能を維持する地域農業を守る取組を進めます。 

○飯田市産材の利用促進を図るため、搬出間伐による飯田市産材の安定的な供給を行

います。また、飯田の木で家を建てるプロジェクト事業の普及推進と、公共建築物

等における飯田市産材の利用促進に取り組み、域産域消を推進します。 

○飯田市観光振興ビジョンを推進するため、今ある観光資源の現状調査、洗い出し･

分析作業による再評価を行いながら、多様な主体の役割分担や取組内容、実施時期

等を示したロードマップづくりに取り組んでいきます。 

○七年に一度の元善光寺ご開帳が４月から５月まで行われます。前回のご開帳でも多

くの観光客で賑わいましたが、その方たちを市内へ周遊していただくような取組を

行います。また、平成28年３月に行われる飯田お練りまつりに向けた誘客の取組を

行います。 

○地域において異業種連携を推進するため、コミュニティを大切にした活動を支援し、

商店街等の活性化や魅力向上を図ります。また、事業の推進や充実を図るため、飯

田商工会議所との連携を強化していきます。 

○大型総合スーパーやネット販売などとの競合により地元小売店での消費がダウン

する状況に対して、消費喚起するとともに地元小売店の利用が向上し、地元で利益

が循環するように商店街や地元小売店らと連携協力して消費拡大対策事業に取り

組みます。 

○関係機関と連携し、起業家の育成・支援に取り組みます。また、中小企業の

経営安定及び事業伸展に向けて、制度資金の利用促進に取り組みます。 

○地域産業の将来を担う人材を育成するため、高校生を対象にした事業に取り組みま

す。 
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２「 地 育
ち い く

力
りょく

に よ る こ こ ろ 豊 か な 人 づ く り 」 
後期基本計画 

政策名 地
ち

育
いく

力
りょく

によるこころ豊かな人づくり 

 

 

 

 

 

地育力
ちいくりょく

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、この地域に住みながら世界に

打って出るグローバル人材の育成を目指します。 

 

◆26年度の取組 

 

 

○飯田らしい学校教育を目指す小中連携・一貫教育は、すべての中学校区の取組が２

年目に入り、地域との連携を深めながら各中学校区の特色を生かした教育活動を展

開し、学力の確かな習得や不登校・いじめ対策などのいわゆる中１ギャップの緩和

に向けて推進しました。 

○児童・生徒が障がい等の有無に関係なく地域の学校で学べるインクルーシブ教育

（注１）の理念に基づき、特別支援教育支援員を８人増員し市内小中学校へ42人配

置して、支援が必要な児童生徒の学びのサポート体制を充実しました。 

○児童・生徒が地域の人を介して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行いまし

た。 

○生まれ育った地域を知り、地域の良さを学ぶため、各小中学校単位や小中連携によ

る中学校区単位でのふるさと学習を推進しました。 

○不登校傾向となっている児童生徒が登校できるよう飯田市における不登校対策５

つのアクション（注２）に基づいた取組と、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づくりに、教職員や保護者らが協働して取り組むための

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 

取組のポイント 

○飯田市教育振興基本計画に基づく各種施策、地育力
ち い く り ょ く

向上連携システム推進計画後期アクショ

ンプログラムに基づく取組の推進 
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研修会を開催した結果、不登校の児童生徒在籍割合は改善傾向にあります。 

○飯田ＯＩＤＥ長姫高校、松本大学、飯田市による地域人教育推進に関わるパートナ

ーシップ協定に基づき進めている地域人教育は３年目を迎え、地域と生徒を結ぶ取

組は着実に広がっています。 

○生まれ育った地域のことを生徒自身が主体的に学ぶことを目的とした高校生講座

は、進学・就職と人生の大きな岐路に立つときの「帰ってきたいと考える人づくり」

に結び付ける試みとして、カンボジアスタディツアーを柱とし、平成25年度参加者

による報告会を開催するとともに、平成26年度参加者が渡航に向けた学習を進めて

います。 

○ふるさと南信州緑の基金と協働し、フィリピン・レガスピ市における公民館づくり

を通した住民参加型行政の推進に取り組みました。 

○課題を持った若者たちを対象に、勤労青少年ホームに「わかものサポート～青春始

発駅」を開設し、悩みを持つ若者や家族の居場所や交流の機会を設けました。 

○オーケストラと友に音楽祭は６回目を終え、将来像を見据えた７回目以降の音楽祭

のあり方について検討を進めました。 

○舞台芸術を愛好する市民が一堂に会して日頃の練習成果を披露する伊那谷文化芸

術祭を、飯田文化協会と共同して実施しました。 

○通常開催年としては初めて６日間に期間を延長し、いいだ人形劇フェスタ2014を開

催しました。アマチュア人形劇の盛んな北海道にスポットをあて、人形劇界に元気

を与えるとともに、人形劇を通した地域間連携を行いました。 

○人形劇のまちづくりを推進する特定非営利活動法人いいだ人形劇センターの支援

を行い、公演事業、創造支援事業などを連携して取り組みました。 

○定住自立圏形成協定の追加協定を結び、南信州図書館ネットワークに豊丘村が加わ

りました。４市町村間で円滑な運用がはじまり、市民の学習支援と利便性が向上し

ました。 

○明治の大変革期に新しい日本絵画の境地を求め開拓した菱田春草生誕140年の節目

に当たり、重要文化財４点を描いた春草の「創造の源泉」を探訪する生誕地公園完

成記念特別展の開催を準備し、春草の顕彰を行うほか、企画展の開催、親子で春草

に親しむことができる企画の実施、小中学校におけるふるさと学習の機会などを通

して春草学習の推進に取り組みました。 

○歴史研究所における調査・研究活動等に市民や地域の研究者の意見が反映できるよ

う歴史研究所協議会を設置し、取り組みを進めています。 
 

（注１） 障がいのある者とない者が共に学ぶことを通して、共生社会の実現に貢献しようという考え方

で、平成18年12月の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」で示された。 

（注２） 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 
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◆27年度への課題（26年度の振返り） 

○小中連携・一貫教育推進の２年目として、学校の取組とともに地域が学校を支える仕組み  

づくりの研究も取り組んできましたが、平成27年度は、飯田らしいコミュニティースクー

ルの仕組みの具体化を図る必要があります。 

○リニア時代の飯田市を担う「人材サイクル」の構築と、「小さな世界都市」の実現に向け、

グローバルな視野を持ち地域における次代の担い手として活躍できる人材を育成するた

め、長期的な視野に立ち、地育力
ちいくりょく

を活用した様々な取組を体系的、継続的に行う必要があ

ります。 
 

◆27年度の取組 

 

 

 

 

○小中連携・一貫教育は、２年間の取組の検証結果から方向性と改善策を再確認し、

９年間を通した一貫性のある授業づくりの展開と学校と地域が協働する仕組みづ

くりの構築を進め、子どもたちが主体的に学び合える環境を保障します。 

○児童・生徒が障がい等の有無に関係なく地域の学校で学べるインクルーシブ教育の

理念に基づき、特別支援教育の充実を図ります。 

○飯田市における不登校対策５つのアクションに基づき、幼保小中の連携や体験を通

じた自立の促進などから、引き続き登校支援の取組を展開します。 

○児童・生徒の生きる力を育み、ふるさと意識の醸成、地域社会への参画・貢献意欲

の向上を図るため、小中連携した系統的な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。 

○就職・進学など人生の方向を自ら選択する高校生に対し、地域人教育や高校生講座

などを通して、地域を理解し、地域に愛着を持つ人を育てる高校生教育を推進しま

す。 

○ふるさと南信州緑の基金と連携し、フィリピン・レガスピ市における住民参加型行

政の仕組みづくりを支える国際貢献の取組を推進します。 

○勤労青少年ホームに開設した「わかものサポート～青春始発駅」の取組を、小中学

生やその家族との連携も視野に入れて展開します。 

○オーケストラと友に音楽祭では、地域の音楽文化の発展と向上を目指し、音楽クリ

ニックで「学ぶ機会」と多彩な演奏会で「楽しむ機会」をさらに充実できるよう支

援します。 

○地域で活動している舞台芸術愛好家が一堂に会する伊那谷文化芸術祭の開催を支

援します。 

○平成30年度に迎えるいいだ人形劇フェスタ20周年に向けて、よりよいフェスタとな

るためのあり方を検討します。 

○特定非営利活動法人いいだ人形劇センターの支援を行うことにより、公演事業、創

取組のポイント 

○新たな教育委員会制度への円滑な移行と、飯田市教育振興基本計画に掲げる基本目標「自立・

共生・共育」の実現を図る各種施策による教育の質的向上 

○地育力
ちいくりょく

向上連携システム推進計画後期アクションプログラムの着実な実践、推進 
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造支援事業などを連携させて取り組み、人形劇のまちづくりを推進します。 

○人形劇のまちを標榜する飯田市として、人形劇関連の図書や資料の収集と、保存活

用に取り組みます。 

○リニア時代を見据えて、先人から継承されてきた生活文化や「結い」のこころ・自

主自立の精神を引き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。 

○お互いの支え合いと多様性を基本とした多文化共生意識の醸成と地域コミュニテ

ィの構築に取り組みます。 

○暮らしと仕事と地域に役立つ資料情報提供の向上と、赤ちゃんから高齢者までが心

豊かに生きられることを目指し、市民の読書活動を支援します。 

○市民が主体的に歴史や文化を学ぶ学習会や講座を通じて、地域の歴史・文化を発見

し、自ら学んでいく環境を提供します。 
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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、引き続き市立病院を中

核とする地域医療の充実に努めるとともに、国内トップクラスの健康長寿地域を目指し

て「市民総健康」、「生涯現役」を掲げる地域健康ケア計画（注３）の取組を推進します。 

また、「災害に強い安全なまちづくり」を進めていくため、地区防災計画策定支援を

はじめとした地域と連携した防災対策を着実に進めます。 
 
（注３） 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。 
 

◆26年度の取組 

 

 

 

 

 

 

□地域健康ケア計画2014の推進 

○地域健康ケア計画2014を策定し、次に掲げた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、62歳の方を対象に保健師等による家庭訪問

を全地区で実施し、個々の健康状態や生活状況に合わせて特定健診、がん検診、運

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 

取組のポイント 

○地域健康ケア計画2014に基づく７つの重点プロジェクトを中心とした取組の推進 

○飯田市立病院の診療機能の充実 

○市役所新庁舎の「危機管理センター」による災害対策の強化 

○通学路安全対策アクションプログラムに基づく取組の推進 
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動、歯の健康、食生活などの健康相談や保健指導を行いました。 

○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、平成24年度

から３年間かけて介護保険を利用していない80歳以上の方を対象にアンケート調

査を行い、その結果を基に介護予防教室にお誘いする等の介護予防活動に取り組み

ました。 

〇子どもとその家庭に対する「総合的な発達支援」プロジェクトでは、市内の保育所・

幼稚園における個別の指導計画作成を推進しており、早期の気づきと具体的な支援

のための園内での支援体制づくりと支援者の資質向上を目指した取組を行ってい

ます。 

○また、幼保小に関わる実践研究を継続し、今年度は３園２校を実践研究園・実践研

究校として選定し研修等を実施しました。具体的な支援について情報が共有され、

乳幼児期から学齢期への途切れのない発達支援体制の確立に向けた取組につなが

っています。 

○子育てに関する支援を総合的かつ専門的に行う飯田市こども家庭応援センターの

開所に向け、より多くの意見を取り入れるように、各種会議を開催し準備を進めて

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は、結婚相談員、結婚支援ア

ドバイザーによる結婚相談を地道に行う一方、地域単位の婚活イベントを増やし、

また、親を対象とした婚活講座を開催したほか、飯田商工会議所の協力によりＰＲ

を行ったことにより、イベント等への参加者も結婚に至った人も増えました。 

○家族ぐるみで取り組む「がん」対策プロジェクトでは、健康づくり家庭訪問プロジ

ェクトや全地区のまちづくり委員会との協働などにより、家族ぐるみ、地域ぐるみ

でがん検診の受診率向上のための普及啓発と受診促進に取り組みました。 

○食育の推進プロジェクトでは、第２次飯田市食育推進計画において目標とする

「共食
きょうしょく

（注４）をする人の増加」に向けて周知を行うとともに、朝食の必要性と生

活習慣病予防を周知するため、企業を対象とした健康教室を開催しました。 

○新規プロジェクトの「歩こう動こう プラステン（＋10分）」では、今より身体活動

量（注５）を1日10分増やす「プラステン」について、普及啓発を行いました。また、

年代に合わせた運動指導や、継続のための環境整備などに取り組みました。 
 
（注４）国の食育白書では、誰かと食事を共にする（共有する）こと、家族が食卓を囲んで一緒に食事を

とりながらコミュニケーションを図ること、などと表現されている。 

（注５） 「身体活動」は、「生活活動」と「運動」に分けられる。このうち、生活活動とは、日常生活に

おける労働、家事、通勤・通学などの活動を指す。また、運動とは、スポーツ等の、特に体力の

維持・向上を目的として計画的・意図的に実施し、継続性のある活動を指す。国の身体活動基準

2013では、「今より身体活動量を増やすことで生活習慣病予防、介護予防につながる」ことが示

された。 

 

□医療・福祉分野の取組 

○保育料は、平成19年度の大幅な引下げと平成25年の更なる引下げ及び多子世帯軽減

により、子育て世帯の子育てに対する経済的負担軽減を継続して実施しました。ま
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た、子ども・子育て支援新制度の本格実施へ向け、保護者の負担にならないように、

条例や制度の整備を進めました。 

○地域コミュニティにおける「助け合い、支え合い」の実践活動を盛んにするために、

地域の要援護者の状況を把握する「地域支え合いマップ」づくりを推進するととも

に、地域支え合い活動推進事業を活用して、試行的な地域福祉活動への支援を行い

ました。 

○平成27年度からの生活困窮者自立支援法の施行に備え、長野県と共同して信州パー

ソナル・サポート・モデル事業に取り組み、生活保護に至る前段階で寄り添い型の

自立支援を実施してきました。 

○平成25年度から施行された障害者総合支援法に基づく、各種サービスの適切な提供

や障がいのある方が自らに適したサービスを利用するためのサービス計画づくり

を進めてきました。また、平成27年度からの３年間に提供する障がい福祉サービス

の見込みを定める第４期障がい福祉計画を策定しました。 

○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

育てを推進しました。また、子ども・子育て支援新制度本格施行のための事業計画

を作成し、新すくすくプランと一体化した子育て応援プランを作成しています。 

○団塊の世代が後期高齢期を迎える2025年（平成37年）までを展望した、平成27年度

から３か年間の高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定を進めました。 

○地域包括ケアシステムの構築に向けて、在宅医療に関わる多職種の連携を促進する

ために、医師会、下伊那郡内の町村と協同で、在宅チーム医療を担う人材育成研修

会を開催しました。 

○認知症の人と家族を支援するために、新たに認知症カフェを開設しました。 

○介護保険事業計画に基づいて、上郷地籍で新たに特別養護老人ホーム１箇所の整備

が社会福祉法人により進められています。（平成27年３月開設予定） 

○飯伊地区包括医療協議会を中心にして、地域にとって必要な医療の提供を目指して、

医師など医療従事者確保のための活動に取り組みました。 

○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

上を図った第３次整備事業が完成し、懸案であった施設の拡充を図ることができま

した。 

 

□防災分野の取組 

○新庁舎に危機管理センターを設置し、この１月から災害対応の本部機能を集約して

運用を開始しました。 

○地区公民館・自治振興センターについては、地元協議を重ねながら取組を進め、耐

震化が必要な６地区のうち４地区の施設整備が完了しました。 

○老朽化した危険な状態の空き家の所有者に対し、現行法令に基づいて適正に管理を

行うよう指導に取り組みました。 

○地震発生時の身を守る行動を推奨するシェイクアウト訓練を昨年に引き続き取り
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組み、市民の45.9％が訓練に参加しました。市災害対策本部においても先進的な手

法と言われる目標管理型図上シミュレーション訓練を継続して行ないました。 

○平成26年は、県内で大雪、集中豪雨、御嶽山噴火、神城断層地震と相次いで災害が

発生しました。当市からは、ＤＭＡＴ、緊急消防援助隊、給水車隊を被災地支援の

ため直ちに派遣しました。 

○前年に続き平成26年も、地域防災の主体を担うため消防団員（分団長以上）が防災

士の資格を取得するとともに、チャレンジ防災48（注６）を活用した教育プログラ

ムに取り組みました。 

○消防ポンプ自動車など主要装備の年次的な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）に基づいた消防力の着実な整備を進めています。 

○放火の疑いのある火災が多発している地区（橋北、橋南、、東野）においては、巡

回警戒や広報活動を行い、住民への火災予防啓発のためチラシを作成し、各戸（飯

田５地区約6,700戸）に配布するとともに消防団員が市街地の店舗等（約500事業所）

を巡回して配布しました。 

○南海トラフ地震防災対策推進地域の指定を受けたことから、平成26年度末の地域防

災計画の修正に向けて、地震対策推進計画の策定を進めています。 

 

（注６）総務省消防庁が作成した防災教育プログラム。本教材を活用することにより、災害時における

身の安全の確保に加え、初期消火や救出・救助など実践的な行動を学習できます。 
 

□その他の取組 

○児童・生徒の通学等における安全確保を目的に策定した飯田市通学路安全対策アク

ションプログラムに基づき、交通安全施設の計画的な整備改修や安全教育・指導な

どに、市民や関係機関と連携して取り組みました。 

○観測史上最大となった昨年２月の大雪においては、地域の皆さんや業者の皆さんの

協力をいただく中で、迅速な対応による交通の確保等を行い、市民生活への影響を

最小限にとどめました。これを契機に、さらに効率よくスムースに対処して生活基

盤の確保ができるよう、除雪路線の増加等、除雪体制を見直しを行いました。 

○地域公共交通については、警察と連携し運転免許を自主返納された方に、公共交通

の回数券を交付する支援制度を開始する等、高齢者の公共交通の利用促進に取り組

みました。また、バスのダイヤ改正等による高校通学の利便性向上にも取り組んだ

結果、利用者の増加につながりました。 

○上下水道事業は、長寿命化対策や地震対策により安定した事業運営を進めるととも

に、上水道事業は公営企業として効率的な経営に、下水道事業については平成28

年度からの公営企業会計導入に向けて取り組みました。 

 

◆27年度への課題（26年度の振返り） 

○「子育て応援プラン（26年度策定）」、「第６期高齢者福祉計画・介護保険事業計画（同）」、

「第４期障害福祉計画（同）」、「健康いいだ21（25年度策定）」や、生活困窮者自立支援の
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取組及び災害対策等においては、一人ひとりの生活の質を維持、向上させる支援（公助）

とともに、地域社会における人々の支え合い（共助）の大切さが共通の課題となっていま

す。まちづくり委員会をはじめとする地域団体やＮＰＯ法人、飯田市社会福祉協議会、民

生児童委員、民間事業者等の皆さんとの協働をさらに進めながら、安心して健やかに暮ら

せるまちづくりを進めていく必要があります。 

○急激な人口減少社会への対応が全国的な課題となっており、夫婦が理想とする子ども数と、現

実の子ども数が乖離している状況を踏まえ、子育て支援策のさらなる拡大・充実を進めていく

必要があります。 

○医療費の増大抑制は、持続可能な地域づくりにとって大変重要な課題であるため、生活習

慣病重症化予防のための戦略研究や特定健康診査及び保健指導の実施により、それぞれの

健康レベルにある市民に対して、健康維持、疾病予防、早期発見・早期治療、疾病重篤化

防止のための事業展開を進める必要があります。 

○ストレス等の要因により不安を抱えたまま解消できないでいる市民に対し、こころの問題

を抱えている人を支援できる取組を強化していく必要があります。 

○道路法改正により義務付けられた道路点検業務を着実に実施する必要があります。 

○近年に異常気象による水害等から市民生活を守るため、現状を調査し計画的な河川改修等

を進める必要があります。 

○上下水道事業は施設整備から既存施設の長寿命化対策や地震対策及び維持管理へと事業が

シフトしており、26年度に引き続き、27年度は更に安定した事業運営と効率的な経営を進

める必要があります。 

○隣接する南木曽町や広島市その他全国各地で土砂災害が発生しており、こうした教訓を踏

まえ気象観測体制の強化や建物内でも確実に情報が伝達される方法を検討する必要があり

ます。 

○地域公共交通については、路線バスの利用者数の増加に向けて取り組んでいますが、特に

乗合タクシー関して利用者数が横ばいとなっている状況があるため、主たる利用者である

高齢者の利用促進に向けて、きめ細かな対応に努める必要があります。 

◆27年度の取組 

 

 

 

 

 

□地域健康ケア計画2015の推進 

○地域健康ケア計画2015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、計画内容も充実させていきます。 

取組のポイント 

○地域健康ケア計画2015に基づく７つの重点プロジェクトの推進 

○「子育て応援プラン」に基づく保育料の軽減や「飯田市こども家庭応援センター」等による

子育て支援の拡充 

○「地域福祉計画」策定への着手 

○生活困窮者自立支援法の施行に伴う自立支援相談事業等の本格実施 

○「第６期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づく高齢者施策の推進 

○「危機管理センター」の効果的な運営と、公共施設の耐震化による防災拠点整備 
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○健康づくり家庭訪問プロジェクトでは、62歳を対象にした保健師等による家庭訪問

を通して健康相談と保健指導を行います。また、訪問で得られた健康に関するデー

タを分析して、働き盛りの年代からの生活習慣病予防に取り組んでいきます。 

○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、介護保険制

度の改正に伴い、現在の介護予防事業と要支援者を対象とした訪問介護、通所介護

を統合した「新しい総合事業」に移行するため、介護予防の新たなサービスや事業

の検討を進めるとともに、市民、事業者に「新しい総合事業」の説明を行います。

また、高齢者の介護予防事業への参加や意識啓発を促進するため地域包括支援セン

ターの機能強化を図ります。 

〇子どもとその家庭に対する「総合的な発達支援」プロジェクトでは、飯田市こど

も家庭応援センターの開設に伴い、専門職員体制を強化して、保護者支援も含め

た園内での発達支援のありかた検討、保育実践の向上及び人材育成の継続実施に

取り組みます。また、保育所・幼稚園における個別の指導計画作成を引き続き推

進し、子どもの発達課題の早期発見と早期支援を拡充していきます。幼・保・小

連携に関わる実践研究を継続実施し、保育所・幼稚園と小学校が情報共有できる

連携体制の確立に向けた取組を進めます。 

○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、結婚相談や出会いの機会の

確保、地域単位での婚活事業、職域団体を通じてのＰＲなどに力を入れます。 

○家族ぐるみで取り組む「がん」対策プロジェクトでは、がん検診受診率と精密検査

受診率の向上への取組をさらに進めるとともに、罹患の多い乳がんを中心としたが

ん知識やがん検診についての広報、啓発を強化します。 

○食育の推進については、みんなで食べよう楽しい食事プロジェクトに改称し、共食
きょうしょく

の推進を柱とした食育の充実を進めます。また、企業や消防団と協働して青壮年期

の男性を対象とした健康教室を行うなど、全てのライフステージにおいて望ましい

食習慣を実践できるような啓発活動に取り組みます。 

○歩こう動こうプラステン（＋10分）プロジェクトでは、引き続き身体活動の必要性

を啓発するとともに、各種講座やメディア等を活用して実践に向けた普及を行いま

す。また、ライフステージや個人の健康状態に合わせた運動指導を行います。 
 

 

□医療・福祉分野の取組 

○子ども・子育て支援新制度の本格実施に当たり、幼児期における質の高い学校教

育・保育の総合的な提供や保育の量的確保を行います。制度移行に伴い、入所・

入園の手続きなど保護者の負担が増大しないよう配慮します。特に、保育料につ

いては、平成25年度に行った軽減をさらに拡大するよう取り組みます。 

○現在、子ども医療費については中学生までのすべての外来及び入院医療費につい

て、自動給付方式による助成を行っていますが、さらに拡大する方向で検討を行

います。 
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○子育てに関する総合的な支援の中核施設として、７月に、飯田市こども家庭応援セ

ンターをりんご庁舎に開設し、市民と行政が協働し安心して子育てができる仕組み

づくりを進めます。 

○新すくすくプラン後期計画と子ども・子育て支援法による事業計画を一体化した子

育て応援プランにより、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切れ目ない子育ち・子育

てを推進します。 

○地域福祉の推進に向けて、まちづくり委員会、民生児童委員協議会、飯田市社会福

祉協議会などと協働しながら、地区ごとの実情や課題に即した主体的な活動に取り

組むための地域福祉計画の策定に着手します。 

○飯田市第４次障害者施策に関する長期行動計画（平成25年度～34年度）と第４期障

がい福祉計画に基づいて、障がい（児）者の皆さんへの支援に取り組んでいきます。 

○平成27年度から施行される生活困窮者自立支援法に基づく自立支援事業について

は、信州パーソナル・サポート・モデル事業の成果をいかして、飯伊地域の状況に

即した取組を県と共同して進めます。 

○高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成27年度～29年度）に基づいて、地域包括

ケアシステムの構築を多様な主体の連携により進めます。また、介護保険の制度改

正の内容について、市民に説明を行い、介護保険制度への理解の促進を図るととも

に介護予防や健康づくりについての意識の啓発を図ります。 

○認知症者の人への理解を促進する取組を継続するとともに、認知症カフェの取組を

進めます。 

○医療と介護の連携を促進するため、多職種が参加する在宅医療研修会を開催します。 

○介護保険事業計画に基づいて、特別養護老人ホーム等施設整備の準備を進めます。 

○自殺防止対策としては、周りの気づきと病気に対する理解を深めるための啓発活動

のほか、保健師による電話や訪問での相談事業や、必要に応じて、専門家による相

談活動を進めます。 

○地域の医療機関の連携強化や在宅医療の充実に向け、飯田下伊那診療情報連携シス

テム[ism-Link]について定住自立圏の枠組みにより推進を図ります。 

○飯田市立病院は、地域の中核病院として医療水準の向上に努め、安全・安心で質の

高い医療を提供します。 

 

□防災分野の取組 

○新庁舎への危機管理センターの設置に伴い、最新の知見を用いた訓練や研修を体系

的に取り入れ職員の資質向上を図るとともに、防災拠点として確実な災害対応が可

能となる体制づくりに取り組みます。 

○また、新庁舎内に消防団本部室を設けたことにより、危機管理センターと緊密に連

携し、有事の際にはより迅速で的確な消防団の部隊活動が行えるように努めます。 

○耐震改修が必要な２地区の公民館及び自治振興センターについて、災害時拠点施設

としての機能が果たせるよう耐震化整備を計画的に進めます。 



32 

○大規模な土砂災害を想定し、中山間地等における避難方法を住民を交えたワークシ

ョップ形式で検討し、情報伝達や、避難行動のあり方を地図等に表示する取組を継

続します。 

○地震総合防災訓練は、地区指定によるモデル的な訓練から、各地区における被災特

性を踏まえた訓練への移行を目指します。あわせて地震から身を守る行動を行うシ

ェイクアウト訓練、防災教育の向上を図るための講演会や学習会を積極的に行いま

す。さらに、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、

自主防災活動マニュアルと避難所運営マニュアルの改訂、災害時の受援・支援計画

の策定を進め、災害時における支え合いの精神を醸成します。 

○地震対策は、公共施設の耐震化を継続するほか、住宅の耐震診断・耐震改修及び家

具の転倒防止をより進めることにより、地震発生時の被害を最小限に抑えられるよ

う取り組みます。 

○消防団は、引き続き、地域防災の主体を担うため消防団員（分団長以上）が防災士

の資格を取得するとともに、チャレンジ防災48の取組による技能向上を推進します。 

○消防ポンプ自動車など主要装備の年次的な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）に基づいた消防力の着実な整備を進めます。 

○放火の疑いのある火災が多発している地区においては、巡回警戒や広報活動を行い、

市民の皆さんが安心して暮らせるよう努めます。 

 

□その他の取組 

○児童・生徒の通学等における安全確保は、飯田市通学路安全対策アクションプログ

ラムに基づいて継続的に取組を推進します。 

○山・里・街をつなぐ地域公共交通については、引き続き、バス運賃の地区別エリア

制実証実験に取り組むとともに、乗合タクシーにおいては、地区の高齢者の集まり

での乗合タクシーの試乗体験や、地区別時刻表の配布等を行うことにより、利用促

進に向けたきめ細かな対応に努めます。 

○道路、橋りょう、公園などの社会資本は、新設から維持・補修に重点をシフトし、

維持管理・更新のメンテナンスサイクルを構築します。とりわけ橋りょう、公園は

長寿命化修繕計画に基づき、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。 

○上下水道は、市民生活に欠くことのできない施設であり安全を第一に位置づけ、長

寿命化対策や地震対策により安定した事業運営を進めます。 

○上水道事業は、飯田市水道ビジョン（平成19年度～38年度）に基づき、引き続き妙

琴浄水場の更新整備事業を進めます。安全な水道水を市民の皆様に供給するため、

浄水処理方式を急速ろ過として詳細設計を行う予定です。 

○下水道事業は、第１次下水道事業経営計画（平成26年度～30年度）に基づき計画的

な事業促進を図り、公共用水域の水質保全と安全・安心で快適なまちづくりを進め

ます。 
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○上水道事業は公営企業として効率的な経営に取り組むとともに、下水道事業につい

ても平成28年度からの公営企業会計導入に向けて引き続き取り組みます。 

○複雑・多様化する消費者被害やトラブルに対して、相談窓口に専門の消費生活相談

員を配置し相談体制の充実を図るとともに、特殊詐欺・悪質商法による被害拡大防

止のための啓発活動に取り組むなど、消費者行政の充実に継続的に取り組みます。 
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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 

 

 

リニア時代を見据えて、太陽光、小水力等によるエネルギーの域産域消・自給率向上

に努め、環境と経済が好循環する環境モデル都市としての低炭素社会づくりを進めます。 

◆26年度の取組 

 

 

 

 

 

 

 

○飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例の施行の初年度に当たり、

ポイ捨て及び不法投棄の防止と、市民を始めとした多様な主体による環境美化活動

が推進されました。 

○平成26年度から、第２次飯田市環境モデル都市行動計画期間がスタートしました。

市民自らが再生可能エネルギー事業に主体的に参画し、事業による恩恵を地域活動

に還元していくことで、持続可能な地域を構築していく分権型エネルギー自治を基

本理念とし、地域環境権を活用して市民活動を積極的に支援しています。 

○地域環境権条例の理念は、地域のエネルギー利用を住民自治と一体のものとし、当

市の「結い」の精神を条例にしたものです。この条例による先進性は全国から注目

されており、当市で積み重ねられてきた市民活動が全国的に評価されたものといえ

ます。 

○まちづくり委員会等が地域の公共施設を利用して太陽光発電事業を行い、売電収益

を地域活動に充てる事業や、大手企業と協働して手作り広場の整備に取り組んだ飯

田山本おひさま広場整備事業といった、地域主導型の太陽光発電事業が活発に行わ

れました。 

社会の低炭素化の推進 
後期基本計画における

関連する重点施策 

取組のポイント 

○市民等が自ら環境美化のための活動に積極的に参加し、ポイ捨て等防止市民条例の理念の下、

より良い環境づくりを推進 

○「分権型エネルギー自治推進」を基本理念とし、飯田市再生可能エネルギーの導入による持

続可能な地域づくりに関する条例（以下「地域環境権条例」）（注７）に基づき市民による地域

の再生可能エネルギー利用を促進する「第２次飯田市環境モデル都市行動計画」の５ヶ年期

間がスタート 

○市民ぐるみの再生可能エネルギーの利用と低炭素なライフスタイルの普及を推進する拠点と

して旧飯田測候所をリニューアルオープン 

○新たなラウンドアバウトの完成 
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○上村小沢川における小水力市民共同発電について、上村住民による検討協議会と協

働し、発電所設置の事業化に向けた最終調査と住民による発電事業会社の設立に向

けた準備が進んでいます。 

○農業用水路や小規模河川を活用したマイクロ水力発電では、千代野池地区に発電機

を設置し実証実験を行いながら研究しています。南信州・飯田産業センターと地元

企業が連携し、実験から得られた発電上の課題解決に向け研究を進めています。 

○地域活動を通じた市民ぐるみの再生可能エネルギーを普及する活動拠点・情報発信

施設として旧飯田測候所をオープンしました。この施設は、橋北地区の歴史を今に

残す国登録有形文化財でもあり、地区住民の自治活動を支援し市民主体の環境活動

をさらに促進しています。 

○環境や防災面で優れ、重大な交通事故が起こりにくい交差点として飯田市が全国に

先駆けて整備したラウンドアバウトの有効性が認められ、道路交通法に正式に位置

づけられると共に、ラウンドアバウトに取り組む自治体により、ラウンドアバウト

普及促進協議会が９月に設立されました。 

○低炭素型のライフスタイルの普及に向け、節電や省エネなどの啓発事業のほか、り

んご並木のエコハウスを活用した市民向け講座であるエコカフェを開催していま

す。エコハウスは低炭素型のライフスタイルを発信するシンボルとして多くの市民

が利用され、年間利用者数は約１万人を数えています。 

○地元企業による地域ぐるみ環境ＩＳＯ研究会では、研究会参加事業所の省エネをさ

らに推進するため、省エネ診断を実施してきました。これまでに11事業所、114件

の改善提案がなされ、今後、改善に向けた取り組みが行われる予定です。 

○自転車市民共同利用システムは、これまでの貸出拠点での貸出し方式に加え個人へ

の長期貸出制度が好評で、累計走行距離は約29万㎞に達しました。１台当たり年間

平均走行距離は154㎞となっており、利用実績は年々向上しています。 

○公益財団法人 南信州・飯田産業センターと地元企業が共同で開発したＬＥＤ防犯

灯の設置を計画的に進めており、整備数は累計で約5,700基（市内防犯灯約6,000

基のうち）となりました。 

○南アルプス国立公園指定50周年記念事業、日本ジオパーク全国大会南アルプス大会、

ユネスコエコパーク登録、山の日の制定など、南アルプスの注目度が高まりました。 

○里山整備における除間伐事業を実施するとともに、緩衝帯整備は、山本地区で取り

組みました。 

○これまでの排出量削減の取組により、市内で達成された成果等を累計すると平成26

年度のＣＯ２排出削減量はおよそ14,044㌧（前年度約12,272㌧）程度になる見込み

です。（注８） 

 

（注７）この条例は、自然エネルギー資源を利活用して、エネルギー自立度を高め、持続可能な成長につ

なげることを目的としています。 

（注８）平成26年度のＣＯ２排出削減量の見込み概算推計値。（内訳：太陽光発電由来：11,334㌧・太陽

熱利用由来：252㌧・木質バイオマス利用由来：2,443㌧・自転車共同利用由来：15㌧）。 
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◆27年度への課題（26年度の振返り） 

○ポイ捨てや不法投棄の防止に向け、より効果のある取組が課題となっています。 

○固定価格買取制度を活用し、地域住民が主体となった地域公共再生可能エネルギー活用事

業が進んでいますが、これまでの事業化の実績から得られる情報やノウハウの共有化が課

題となっています。また、地域の有力な資源である水力や木質バイオマス資源の更なる活

用も課題となっています。地域環境権を活用し、多様な主体が協働して進める公益的再エ

ネ・省エネ事業を市としても強力に支援し、地域の自治力を高めながら低炭素社会を実現

することが必要です。 

◆27年度の取組 

 

 

 

 

 

○ポイ捨てや不法投棄の防止に向けた、より効果のある取組を促進するため、多様な

主体との連携を図ります。 

○第２次飯田市環境モデル都市行動計画に基づき、地域起点で低炭素社会の形成を推

進するため、創エネ・省エネの具体的な施策を展開します。 

○地域環境権に基づき、市民自らが自然エネルギーを地域資源として利用し、その事

業収益を地域課題の解決のために自ら再投資するチャレンジを積極的かつ柔軟に

支援し、持続可能な地域社会の形成を目指します。 

○上村小沢川小水力市民共同発電については、地域環境権に基づき、住民主体の事業

体設立を強力に支援するとともに、事業体設立後は、発電所の建設促進と安定稼働

を目指した支援を実施します。マイクロ水力発電についても、住民や地元企業が実

用化に向けた取組を継続して支援していきます。 

○太陽光発電の世帯普及率の向上と、森林資源の有効活用につながる木質バイオマス

の熱源としての利用を促進するため、「おひさま」と「もり」の自然エネルギーの

利活用を推進します。 

○市民、ＮＰＯ、企業・団体などの様々な主体との協働により環境政策を進めるため、

健康、ライフスタイル、移動手段、親子体験など暮らしに身近な魅力あるテーマを

選び、エコハウスを拠点としてエコアクションの啓発を進めます。 

○地元企業による地域ぐるみ環境ＩＳＯ研究会と協働して南信州いいむす21、事業所

の省エネ診断、環境教育などの環境改善活動に取り組みます。 

○自転車市民共同利用システムの利用者の意見を反映した制度改善や、次世代自動車

の普及促進等を図り、移動手段の低炭素化を進めます。 

取組のポイント 

○ポイ捨てや不法投棄の防止に向けた、より効果のある取組の推進 

○第２次飯田市環境モデル都市行動計画に基づき、省エネ・創エネを推進することによる低炭

素社会の形成 

○地域環境権条例に基づく地域主導の再エネ事業の創出による低炭素社会づくりの推進 

○上村小沢川小水力市民共同発電事業を通じた分権型エネルギー自治推進のモデル構築 

○南アルプスユネスコエコパーク・ジオパークの周知と活用策の検討 
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○環境モデル都市で構成する環境未来都市推進協議会や中部環境先進５市ネットワ

ーク等に参加し、ＮＰＯ、大学、企業、自治体による環境政策関連事業の情報共有

や連携を進めるとともに積極的に情報発信を行います。 

○南アルプスユネスコエコパーク・ジオパークを周知するとともに、自然の保全と地

域振興に活かす取組について検討を進めます。 

○里山が持つ土砂災害防止や生物多様性などの多面的機能を発揮させるため、除間伐

による里山整備を進めます。また、野生鳥獣の出没を減少させるため、農地周辺等

の里山への緩衝帯整備を進めます。 

 ○飯田市が目指す低炭素なまちづくり及び協働によるまちづくりの推進を図るため、

旧飯田測候所の活用を図ります。 
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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
い

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 市民と共に進める行政経営 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
ひ

き付けられた

多様な人材が地域活性化につながる大きなうねりを起こしていくと考えられます。 

こうした人材誘導を確かなものにするため、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。 

 

◆26年度の取組 

 

 

 

 

 

 

○リニア中央新幹線については、ＪＲ東海が上郷飯沼附近にリニア駅を設置する計画

であることから、昨年５月から関係する皆さんのご協力を得て、リニア駅周辺整備

地域資産の保存・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 

取組のポイント 

○リニア駅周辺整備の基本構想の協議・検討 

○スマートインターチェンジ設置に向けての地元及び関係機関との協議・調整 

○地域ブランドを構築するためのリニア未来都市ブランディング事業の先行的取組 
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基本構想の策定に向け検討を進めています。一方、ＪＲ東海は、９月に環境影響評

価書法に基づく手続きを終えるとともに、10月には国から全国新幹線鉄道整備法に

基づく工事実施計画の認可を受けたことから、以降市町村毎、地区毎の事業説明会

を開催してきました。 

○長野県が平成39年のリニア開通時までの効果発現を目指して、平成27年度以降新た

に事業化する道路についてリニア関連道路整備として公表したことに伴い、県と連

携して地域との協議をスタートさせました。また、スマートインターチェンジ設置

に向けて、地元関係者・関係機関との協議・調整を進めました。 

○リニア将来ビジョンに掲げる「小さな世界都市」、「多機能高付加価値都市圏」とい

う将来都市像の具現化に向け、地域ブランドを構築するためのリニア未来都市ブラ

ンディング事業に先行的に取り組んでいます。本年度は、飯田のイメージや特色を

明確にしてブランド力を高めていくための飯田ランキング2014の実施や、飯田の多

様な魅力を効果的に伝えるためのファクトブック（ＰＲ冊子の仮称）の作成を新た

に進めてきました。 

○リニア時代を見据えた土地利用の方針とするため、土地利用基本方針の全体方針の

変更を行いました。また、上郷地区の地域土地利用方針を策定しました。 

○三遠南信地域の更なる連携に向け、三遠南信地域連携ビジョン推進会議の体制強化

を図るとともに、重点プロジェクトの更なる推進に向け「道路」「産業」「安全・安

心」の３つの事業部会が設置されました。また、10月に開催された第22回三遠南信

サミット2014in遠州では、県境広域連携の一層の発展を目指して重点的に取り組む

事業を確認し、その内容が宣言文としてまとめられました。 

○南信州・飯田フィールドスタディなどを通じて、今年も多くの大学研究者や学生達

がこの地域を「学びの場」として訪れました。また、飯田と縁のある大学研究者等

によるネットワーク組織である大学連携会議「学
がく

輪
りん

ＩＩＤＡ
い い だ

」も、現在30大学約80

名の研究者等に参画いただいており、複数大学連携によるプロジェクト活動や、「学
がく

輪
りん

ＩＩＤＡ
い い だ

」のネットワークを活かした地域振興や人材育成など、飯田を起点とし

た大学連携の取組の輪が広がりを見せています。 

○リニア時代を見据えた戦略的地域づくりを考える中で、将来的な人材サイクル構築

のための拠点として、旧飯田工業高校を活用する構想を南信州・飯田産業センター

や南信州広域連合等関係者と調整してきました。 

○将来的な高等教育機関の設置に向け、当地域における大学院大学の設置可能性を調

査する事業に取り組みました。 

○当地域が全国に先駆けて進めてきた南信州定住自立圏も取り組み始めてから５年

を経過し、圏域で取り組んだ事業による効果や今後の取組の方向性について、近隣

町村アンケート・ヒアリング、分野別ヒアリングにより把握し、南信州定住自立圏

共生ビジョンの改訂を行いました。 

〇中心市街地においては、第２期中心市街地活性化基本計画が平成26年度からスター

トしました。 



40 

〇飯田駅周辺プロジェクトの一環として、まちの活性化・都市デザイン競技を活用し、

駅周辺に備えるべき機能や都市デザインについて全国からアイデアを募りました。 

〇りんご並木周辺に「並木横丁いこいこ」がオープンし、７店舗が営業を開始しまし

た。この事業は、創業支援講座やチャレンジショップの実践を経て、（株）飯田ま

ちづくりカンパニーが事業主体となって実施されたものであり、中心市街地の賑わ

いの創出に期待できるものです。 

○飯田市中山間地域振興計画の目標実現に向け、まちづくり委員会と協働して、地域

が発意し主体となって取り組む振興事業の育成支援や、地域の状況に応じた定住環

境の整備支援など、持続可能な地域づくりに取り組みました。また、地域振興住宅

の整備を進め、子育て世代を中心とした若者の中山間地域への定住を促進しました。 

○安全安心の暮らしの実現に向けて、空き家対策を推進する方針を定めたほか、多様

な主体が協働して生活環境の保全を図り、活力ある地域づくりの実現を目指す空き

家対策条例の制定に向けた取組を進めました。 

○飯田市公式ウェブサイトがスマートフォン対応となり、メールマガジン機能も充実

したことで、必要な情報をいつでもどこでも手軽に入手できるようになりました。 

○恒川遺跡群内に、奈良・平安時代の国づくりに重要な役割を果たした伊那郡の役所

（伊那郡衙
い な ぐ ん が

）に関連する遺構の存在が確認されている区域が、国の史跡に指定され、

今後の保存活用に向けた保存管理計画の策定に着手しました。 

○菱田春草生誕140周年の節目に当たり、市民募金を基礎として、生誕地を春草の偉

業を顕彰する公園として整備しました。同時に春草生誕地を含む橋北まるごと博物

館のエリア内にある下伊那教育会館、旧黒須家の門等が国登録有形文化財として登

録されました。 

○ヤマト王権との密接な関係をみてとれる飯田古墳群の調査・研究を進めるとともに、

古墳時代に兵馬、中馬として重要であった馬に関係する出土品を市有形文化財に指

定しました。 

○伊那谷の自然と文化をテーマとした取組を進めるため、伊那谷学を進める16 団体

から構成される伊那谷研究団体協議会とのネットワークを構築し、伊那谷学を担う

人材育成を重点目的にした学び合い講座を連続開催し、研究成果資料の寄贈等を改

めて呼び掛け、収集保存に努めました。 

○「人形劇の友・友好都市国際協会（ＡＶＩＡＭＡ）」の加盟都市として、プロ写真

家による大型写真パネル巡回展事業の撮影取材に協力しました。 

 

◆27年度への課題（26年度の振返り） 

○平成39年（2027年）のリニア開業に向けては、建設工事に伴う住民生活への影響等の様々

な課題への対応が必要となります。こうした点を踏まえ、特にリニア駅周辺整備の具現化

に向けては、一層具体的に取り組んでいくことが必要になります。 

○地域ブランド構築に向けては、リニア未来シンポジウムや飯田ランキングの実施などによ

り、基盤となる部分の構築を進めながら、ブランドの確立に向けた実効ある取組へと転換
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していきます。 

○リニアを見据えた土地利用方針の全体方針の変更を26年度に行いましたが、27年度も引き

続き地域土地利用基本方針等の検討を行い、良好な生活環境の保全・創出等を進める必要

があります。 

○三遠南信地域の更なる連携に向け、新たに設置した事業部会による重点プロジェクトの着

実な推進を図る必要があります。 

○南信州・飯田フィールドスタディなどの充実を通じて、「学びの場飯田」の価値を高める必

要があります。また、「学
がく

輪
りん

ＩＩＤＡ
い い だ

」のネットワークを活かし、地域振興や人材育成に通

ずる取組をさらに推進する必要があります。 

○リニア時代を見据えた戦略的地域づくりとして、地方創生を念頭に置いたモデル地域実現

のため、旧飯田工業高校を産業振興と学術研究の「知の拠点」として活用できるよう県へ

要望していく必要があります。 

○将来的な高等教育機関の設置に向け、関係機関等と連携しながら検討を進める必要があり

ます。 

○地域の自立に向けて多様な主体が役割を果たせるよう、環境を整えていくことが課題で、

まちづくり委員会と地域自治組織の機能向上に取り組んできました。自主自立の地域経営

が進むよう、ムトスの精神を活かしながら自治組織を中心とした市民協働の輪を広めるこ

とが重要となります。 

○「伊那谷の自然と文化」を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、これをテーマにした学術研究、学習普及、保存継承、地域づくりへの活

用を図る取組を重点的に進めてきていますが、今後の地域変ぼうに備え、地域資産を活か

した個性と魅力にあふれた地域づくりを目指し、まちづくり委員会をはじめとする多様な

主体と協働し、かつ、社会教育機関が総合力を発揮して、取組をさらに進めていく必要が

あります。 

 

◆27年度の取組 

○リニア駅周辺整備の基礎調査を行うとともに、計画の一層の具体化に繋げるため、

リニア本体工事やアクセス道路等の検討状況と整合を図りながら、基本計画の検討

を進めます。 

○伝統文化や地場産業をはじめとする地域資源の掘り起こし・再評価、あるいは新た

な資源の創出等、ブランド確立に向けて具体的なアクションを起こします。 

○リニア時代を担う若い市民で構成する南信州次世代会議の活動を支援するなど、市

取組のポイント 

○リニア駅周辺整備の基本計画の協議・検討 

○地域ブランド確立に向けた、具体的アクション 

○産業振興と学術研究の「知の拠点」構想の推進 
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民、企業、各種団体等の多様な主体との連携の下で、戦略的地域づくりに取り組ん

でいきます。 

○リニア中央新幹線の開業を見据えたリニア関連道路整備について、長野県と連携し

地域の皆さんと協議・調整を行い、早期の事業化を目指します。また、スマートイ

ンターチェンジについては、事業申請に向けて地元関係者・関係機関との協議・調

整を進めます。 

○土地利用基本方針に基づき、適切な土地利用への誘導に向けて法令の制度の活用を

検討します。必要に応じて各地区での土地利用計画等の検討を支援します。また、

市の土地利用の指針となる国土利用計画飯田市計画の見直しに着手します。 

○11月には、第23回三遠南信サミット2015 in 東三河が、豊橋市を会場に開催されま

す。県境広域連携の一層の発展を目指して、三遠南信自動車道の早期全線開通、産

業基盤を生かした新産業への戦略的な推進、県境を越える防災の連携体制の強化等

を推進します。 

○南信州・飯田フィールドスタディなどを通じて、多くの大学研究者や学生達に飯田

を学んでいただくともに、大学生と地元高校生との学習・交流の機会創出など、高

大連携の取組を推進します。 

○大学連携会議「学
がく

輪
りん

ＩＩＤＡ
い い だ

」のネットワークを活用し、複数大学の連携によるプ

ロジェクト活動を推進するとともに、地域と大学との連携による地域課題の解決に

向けた取組や人材育成事業など、地域振興に寄与する取組を推進します。 

○リニア時代を見据えた地域づくりとして、地方創生を念頭に置いたモデル地域実現

のため、旧飯田工業高校を産業振興と学術研究の「知の拠点」として活用できるよ

う県へ要望し、調整を進めます。 

○将来的な高等教育機関の設置に向け、大学院大学の設置可能性を模索する調査・研

究などを行うとともに、関係機関などとの連携による検討を進めます。 

○南信州定住自立圏の取組は引き続き推進を図るとともに、新たな課題についても協

議していきます。 

○第２期中心市街地活性化基本計画に基づく、中心市街地の賑わいづくりに寄与する

取組を、多様な主体との協働により進めます。特に、飯田駅周辺プロジェクトとし

て26年度に実施したまちの活性化・都市デザイン競技により全国各地から寄せられ

た提案を活用して、飯田駅周辺の今後の集客・交流・情報発信等の機能の充実につ

いて、研究検討を進めてまいります。 

○また、扇町公園（動物園）・りんご並木・中央公園・桜並木は、中心市街地の賑わ

い創出に大きな役割を果たしているため、将来に向けた機能の充実や利活用の方法

について具体的な調査や検討を進めます。 

○中山間地域７地区において、地域資源を活用した振興活動や地域主体の定住事業へ

の支援、地域振興住宅等生活基盤の整備を行い、中山間地域の振興を図ります。 

○ムトスの心によるまちづくりの実現に向けて、ムトス飯田30年の積み重ねを基礎に

市民協働を推進します。 
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○空き家対策について、老朽化し危険な空き家等については法令よる対応を進めなが

ら、活用可能なものについては地域資源として循環できる仕組みを整え、安全安心

で活力ある地域づくりを推進します。 

○飯田市情報化基本計画2013をはじめ、市役所と市民が互いに市政全般に対する情報

を共有するための取組を推進します。 

○12年後のリニア中央新幹線開業を見据えつつ、「飯田の認知度」を高めるための情

報発信（シティプロモーション）に取り組みます。 

○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、

新たな文化を創造し、国際社会に貢献できる人形劇のまち飯田を目指します 

○国史跡に指定された恒川官衙
ごんがかんが

遺跡
いせき

の保存管理計画を策定します。同時に、周辺にあ

る麻績の里、南本城城跡、元善光寺、高岡第１号古墳等を含めた一体の地域を２千

年浪漫の郷と位置づけ、地域と協働して、今後の整備活用に向けた計画づくりを進

めます。 

○旧飯田測候所、菱田春草生誕地、下伊那教育会館、旧黒須家の門等が所在し、旧飯

田町の風情を感じられる橋北まるごと博物館のエリアの整備活用を地域及び関係

団体等と協働して進めます。 

○地域の個性と魅力を守り、育み、発信するために、伊那谷の自然と文化をテーマと

した学究、普及、継承、活用の取組を関係部署と連携しながら強化するとともに、

伊那谷研究団体協議会を構成する団体や研究実践者等と協働してさらに進めます。 
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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 

 

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、飯田市行財政改革大綱及

び改革プランにより、さらなる行財政改革に取り組みます。 

◆26年度の取組 

○第５次飯田市基本構想後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。 

○平成24年度から５年間を計画期間とする飯田市行財政改革大綱及び改革プランに

基づいて、民間委託等の推進、職員数の適正化、経費の節減等に向けた取組を継続

して進めました。 

○平成26年４月１日から、市役所新庁舎完成や今後のリニア中央新幹線関連業務への

対応、基本構想基本計画の着実な推進などを目的に、市民協働環境部の新設など組

織機構を見直しました。 

○新庁舎開庁に当たり、より満足いただける市民サービスを実現するために、庁舎内

のレイアウトや案内板の工夫、各種手続きの簡素化及び民間活力を導入したコンシ

ェルジュの配置などを行うとともに、全職員が接遇向上を目指して研修を実施しま

した。 

○旅券の発券申請、交付に関する一連の事務の長野県知事からの権限移譲や飯田下伊

那における戸籍システムサーバーの共同利用を進めました。 

○社会保障・税番号制度の円滑な導入に向け、庁内の体制を整え、必要なシステム改

修や特定個人情報の保護に向けた取組を進めました。 

○新庁舎への移転を契機として、行政文書を適切に管理・公開していくため、ファイ

リングシステムの再構築をして職員が情報を共有することで市民の皆様からのお

問合せに対して適切な対応が行えるよう取り組みました。 

○公共施設の現状と課題の分析を行い、施設の長寿命化や管理運営の見直しによる施

設の保有量の適正化を進めるための公共施設マネジメント基本方針の策定を進め

ました。 

〇総合評価落札方式による一般競争入札の試行や公契約条例の研究を行い、入札制度

改革を進めました。 

 

◆27年度への課題（26年度の振返り） 

○新庁舎にお越しになった皆さんが利用しやすい環境であるかを検証するため、アンケート

を実施してサービス内容の分析を行い、具体策を講じる必要があります。 

○再構築したファイリングシステムに関し、全職員が行政文書への理解を深め、責任ある文

書管理と情報提供の能力を高めることで、スムーズな市民対応を行い、サービスの向上に

努める必要があります。 
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○公共施設マネジメント基本方針に沿った、具体的な施設の検討を市民の皆さんと取り組む

必要があります。 

〇公契約条例の制定に向けて、具体的な検討に取り組む必要があります。 

 

◆27年度の取組 

○リニア時代への着実な準備、第５次基本構想後期基本計画に掲げる基本目標の実現

などに必要となる財源を確保するため、引き続き行財政改革に取り組みます。 

○飯田市行財政改革大綱及び改革プランで重点項目としている、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の取組を進めます。 

○また、歳出につきましても、これ

まで人件費や職員定員の削減に取

り組んできましたが、引き続き、

人件費と定員の適正化に努めてい

きます。 

○市民の皆さんにとってわかりやす

く利用しやすい窓口サービス体制

の充実に向けて引き続き取組を進

めます。 

○再構築したファイリングシステム

の継続的な推進によって、正確な

行政文書の管理を行うとともに、

迅速な情報提供に努めることで市

民満足度を高めてまいります。 

○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、選択と集中の観点

から、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、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。 

○旅券の発券申請・交付に関する事

務を、県下で初めて県より権限移譲

を受け４月から市役所窓口で取り

扱います。また飯田下伊那における

戸籍システムサーバーの共同利用

を11月より南信州定住自立圏形成

協定に基づいて開始し、市民の利便

性の向上と行政サービスの効率化を進めます。 
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○社会保障・税番号制度は、10月の個人番号の通知、１月の個人番号カードの交付開

始に向け準備を進めます。 

○公共施設マネジメント基本方針を踏まえ、財政負担の軽減を図りながら公共施設の

総合的運営管理を行うための検討会議を開催し、具体的な管理方策の検討を進めま

す。 

〇公契約条例の制定も含めて、引き続き入札制度改革に取り組みます。 


