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１ 「善い地域」の重要な要素となるＱＯＬとＱＯＣ 

私はこれまでの年頭所感で、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ことを説きました。本稿では、こうした営みが「善い地

域」をつくることに繋がると考え、「善い地域」の実像について考えてみたいと思い

ます。 

 

私たちは「善い地域」に住みたいと思っていますし、国でも地方でも行政であれば

そうした人々の望みを実現すべく尽力すべきです。では「善い地域」とは何かを考え

てみると、個々のＱＯＬ（Quality of Life、生活の質）とＱＯＣ（Quality of Community、

コミュニティの質）が重要な要素になることに気づかされます。 

高度成長の頃は、働けば働くほど所得が増え、生活が豊かになることを実感できま

した。家族、親戚の住むふるさとを

離れ、コミュニティ意識が希薄で疎

外感に陥りやすい大都市に住んで

も、会社組織がコミュニティ機能を

代替することで、ある程度、個の安

定を図ることが可能でした。しかし

今世紀、人口減少、少子化、高齢化

が急速に進む右肩下がりの時代に

入って、昔の働き方や社会のありよ

うは成功モデルではなくなり、新し

いライフスタイルを模索すること

が必要となっています。 

大都会では、家族を持って子供を

産んで子孫を残すことが困難にな

っています。東京は、合計特殊出生

率が全国で最も低いのにもかかわ

らず、子育て世代が集中しています

（右図）。 

 

Ⅰ はじめに  

 ～ 共創の場づくりから生まれる「善い地域」とは  ～ 
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日本人は昔から「今ここ」で幸せであればよいと考えていると聞いたことがありま

す。忙しくて今しか考えられず、せいぜい土日、あるいは次の休暇までを視野に入れ

るのが精一杯というものです。いわゆる転勤族が典型ですが、２、３年先自分がどこ

に住んでいるのかさえ分からない、自分で住む地域を決められない人生を送っている

人が我が国には大勢います。 

ＱＯＬは生活の質と訳されていますが、欧米では仕事よりも生活の質が優先されま

す。職住近接が求められ、可処分所得と共に可処分時間が重視されます。また、ＱＯ

ＬのLifeには命という意味がありますから、ＱＯＬは命の質とも言えます。従って、

ＱＯＬを高めるためには地域医療サービスの充実を図らなければなりませんが、その

ためにはある程度の人口規模も必要です。さらにLifeには人生という意味もあります

からＱＯＬは人生の質でもあります。人間として豊かな人生をどう考え、自らの有す

る時間に限りがあることを自覚してどう有意義に過ごすかということです。超高齢社

会を迎えている現在、医療・介護・ケアのあり方にも関わる問題です。飯田医師会で

は、かかりつけ医に自らの終末医療を断ることができる「事前指示書」を提出できる

仕組みをつくっています。また南信州地域全体で在宅医療、在宅看取りができるよう

「飯田下伊那診療情報連携システム（ism-Link）」の構築も行ってきています。いず

れも結果的に増え続ける医療費への対応に繋がるものですが、自然の摂理に従った自

らの終末のあり方について選択肢を与えてくれています。 

 

「善い地域」をつくっていくためには、ＱＯＣ（Quality of Community、コミュニ

ティの質）も重要です。豊かな人間関係を構築して質の高いライフスタイルを実現で

きるだけでは「善い地域」は実現しないのではないでしょうか。そこに住む人々が属

する集団の質を上げることで初めて「善い地域」をつくれるのではないでしょうか。 

そこで、主に地域コミュニティを念頭に置きながら、その質を上げる３つの要素と

して、主体的参画、自治性、価値観の共有を考えてみたいと思います。 

 

（１）主体的参画 

大都市ではよくあることですが、自らの足場を会社などにしか持たない個人の

場合、自分を見失い、社会との関係も受け身で傍観者になるか無関心になりがち

です。いかに有能な知識人でも地域との関係では受け身になってしまいます。逆

に地方の小規模自治体では、コミュニティが存在していても人々は自立性に欠き、

行政に頼り切っている場合が多く見受けられます。 

これに対して質の高いコミュニティを有する地域においては、人々は様々な集

団に参加しやすく、お互いの拘束性や監視性の高くない緩やかな結合で関係を構

築しています。こうした集団においては、皆が円卓を囲むように対等に議論を交

わし、それに基づいて役割を分担しながら活動することができます。誰が偉いか
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らその人の意見に従うというような受け身の姿勢も、自分には関係無いからとい

う無関心な姿勢も見られません。 

飯田の公民館活動のように、巻き込まれること/自らから入ってみようとする

こと（get involved）、自主的に自ら参加すること（participate）そして関与す

ること/責任を持つこと（engaged）を通して、自分らしさ（identity）を確認し、

豊かな人間関係を構築することができます。それによって個人の幅を広げ人生の

幅を広げることができるのではないかと考えています。 

 

（２）自治性 

質の高いコミュニティは、その集団自体が集団の目的を実現すべく持続的に運

営する仕組み（セルフガバナンス）をもっており、個々人の当事者意識が高く、

自主的、自立的、自律的、加えて持続可能的に運営がなされています。 

地域コミュニティにおいては、行政との役割分担をどうするかがよく課題とな

ります。地域コミュニティの意識が希薄な大都市においては、住民は行政サービ

スの受け手として位置づけられることが多く、また中山間地の小規模町村などに

おいても同様の現象が見受けられます。 

これに対して質の高いコミュニティにおいては、自分たちでできることは自分

たちで行おうとします。どこまでできるかは、コミュニティに集まった人材の力

量や置かれた状況によって様々です。 

例えば、千代地区で全戸から資金

を集めて立ち上げた社会福祉法人

「千代しゃくなげの会」では、保育

園や老人福祉施設の運営を行い、保

育サービスを充実させて園児を増

やし、園児と交流することで高齢者

にも生きがいを与えています。地域

コミュニティでやりきれない部分

があれば、行政が補完することにな

りますが、あくまで補完に徹してい

ます。 

 

（３）価値観の共有 

質の高いコミュニティでは、価値観の共有がなされています。 

かつての右肩上がりの時代における組織の運営は、将来が今より経済的によく

なることを前提に物事を決めていくことができましたから、個々の考えとコミュ

ニティ全体の総意とをことさら区別しなくても、あるいは合意がとりにくい問題

園児と高齢者の交流（社会福祉法人千代しゃくなげ会） 
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は先送りしてしまっても、その手法自体が根本的に問われたりはしませんでした。 

右肩下がりの時代のコミュニティはこれと対照的な状況を呈します。放ってお

いたら決して今より将来がよくなるとは思えないので、問題の先送りは厳に慎ま

なければなりません。時間と労力をかけても問題解決のためにコミュニティ内の

合意を図り、総意を明確にしておく必要があります。文字通り皆で「円卓」を囲

んで議論を積み重ね、コミュニティの将来像を共有しておくことが重要です。こ

うした取組は、個々の考えをその地域の価値観の共有に昇華していくプロセスで

あり、それは取りも直さず「善い地域」をつくっていくプロセスにもなります。 

ちなみに飯田市内にある20地区の地域自治組織（まちづくり委員会）のうち、

将来像を掲げた基本構想を有しているところが17地区、策定中が１地区あります。 

 

２ 「善い地域」の最適規模の考察 

では、「善い地域」の最適規模は人口何万くらいなのでしょうか。成熟社会に生き

る日本人が、人間として快適と感じる都市インフラの最小規模と、当事者意識をもて

る地域コミュニティの最大規模がどのあたりで交差するのか、ということですが、こ

れは、大きからず小さからず、私は10万程度がよいのではないかと考えています。私

のこれまでの経験を踏まえた実感です。 

「善い地域」は、人が人間として人間らしい生活をするところであり、人と人がつ

ながり相互に寛容で善い人間関係をつくりながら人生を送るところであり、生きがい

のある仕事を見つけ生活の糧を継続的に得られるところでなければなりません。さら

に、そうした状況が一世代で終わることなく、次世代に引き継がれる仕組みを併せ持

っている必要があります。 

ドイツでは、職住近接が確保され人間として必要な仕事・家庭・地域の３要素が10

万人規模であれば充たされます。日本では人口５万人～15万人、多くても20万人程度

ではないかと実感しています。これは必ずしも行政単位の規模を意味しません。人々

は自らの地域を生活圏や経済圏で捉えていることも多く、それは市区町村の区割りと

は必ずしも一致しません。飯田地域で言えば、10万人規模の飯田市を意識するか、南

信州圏域に入る下伊那郡下の13町村を加えて約16万人の生活圏、経済圏として意識す

るか、ということです。政令都市のような大規模な都市であれば、区単位で「善い地

域」の対象範囲を捉え直した方がいいでしょうし、小規模自治体の場合は広域圏で考

えた方がいいのではないでしょうか。 

これまでの私の市政経営は、結果的に我が国における10万人規模の都市の可能性を

探ってきたように思います。この規模は、「善い地域」をつくるため人々が「円卓」

を囲んで様々な議論をするのに何とか顔が見える規模だと感じており、この「円卓」

が共創の場として十分に機能すれば、自主自立の精神を持続させ、様々な分野でイノ

ベーションを創発することができるのではないかと思っています。 
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地域においては、個々人が人間らしい生活をするために、そのライフスタイルを見

直すことができるような質の高いコミュニティをつくりあげなければなりません。質

の高いコミュニティは、人々に活力を与え、個性的な地域文化をもたらし、地域の将

来を担う人材を育成することができます。 

国においては、そうした地域に対する補完機能を果たすことを前提に、分権的な地

域制度の設計に努める必要があります。遠回りに見えても、そうすることが我が国の

経済的発展と財政改革を一体的に進めながら、地域の将来を担う若い皆さんが望む

「善い地域」への展望を開くことになると確信しているからです。 

 

「真の地方創生は地域から」「既成概念を乗り越えて、自立した地域をつくる」－ リ

ニア・三遠南信時代を見据えた産業づくり・人づくり・地域づくりによる「人材サイ

クル」の構築を推進して、全国のモデルとなり得る「善い地域」を飯田で実現すべく、

私自身、市民の皆さんとともに身を惜しまず尽力し、３期目の仕上げとしてまいりた

いと思います。 



6 

 



7 

 

 

 

１ 昨年の景気動向 

  昨年の前半は、円安、原油安等を背景とした企業収益の改善や、景気回復が進む米

国向けの輸出増加等から設備投資も広がり、堅調に推移しました。しかし、後半は、

中国の景気減速の影響等から輸出が落ち込み、弱含みの動きとなりました。また、公

共投資は、前年の工事量を下回るものの、高水準を維持しましたが、個人消費は、所

得環境の改善が期待したほど進まず、伸び悩みました。総じて、昨年は、一進一退の

景況感でした。 

 

２ 今年の景気見通し 

  今年の前半は、中国等の景気減速の影響が残るものの、景気回復が続く米国や個人

消費が堅調な欧州が牽引し、後半に向けて世界経済の緩やかな回復が見込まれます。

ただし、今後も、昨年12月に実施された米国の利上げによる海外経済の変調や、海外

における安心、安全を脅かす動きなどへの注視が必要です。 

  企業収益は、円安、原油安により引き続き高水準が見込まれる中、設備投資も高

水準で推移するとみれられます。個人消費についても、消費マインドの緩やか

な改善が予想され、来年４月の消費税率引き上げに向けた駆け込み需要が発生

し、年後半から持ち直しの動きが強まると予想されます。 

 

○今年の飯田市の景気見通し 

当地域の昨年は、弱含みの一進一退の景況感でした。今年は、全国と同様に回復に

向かうと予想されますが、円安による影響は企業や業種によってばらつきがあり、総

じて回復は全国と比べて弱く、景況感の格差が広がる恐れもあります。 

雇用情勢は、２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、安定した傾向が続くと予想され

ます。 

個人消費は、弱さがみられた一昨年より若干持ち直し、推移しました。今年は、都

市圏に比べて所得環境の改善の遅れなどが懸念されるものの、全国と同様に来年４

月の消費税率引き上げに向けた駆け込み需要が予想されます。なお、消費税率

引き上げによる地域経済への影響に対しては、十分留意する必要があります。 
製造業について昨年の前半は、海外需要の堅調な推移から、電機・電子、一般機械

を中心に受注、生産が好調でしたが、後半は、中国の景気減速に伴う景況感の悪化が

見られました。また、食品産業等の一部業種では、円安による原材料の高騰があるも

のの、弱含みの動きから売上が戻りつつあり回復傾向でした。今年は、電機・電子で

はスマートフォン向けの需要があるものの、工作機械は自動車関連や半導体関連等で、

Ⅱ 平成28年の経済認識 
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中国の景気減速による設備投資の減少が懸念されます。今後も、世界経済の動きに注

視した慎重な姿勢が当面続くと予想されます。 
農作物について昨年は、大きな自然災害もなく経過した一年でした。秋の長雨や初

冬の暖かさなど不安定な気候で、市田柿の干し柿加工等が心配された中、農家の皆さ

んのご努力により、全体としては例年並みの作柄の年となりました。今後は、農業を

基幹産業として維持・発展させていくため、当地域の特色、強みを活かしブランド力

を高めていくとともに、他産業との連携や６次産業化による付加価値の高い農業の推

進、次世代を担う農業者による新しい農業経営の展開が期待されます。 
林業について昨年は、松茸の生産量が例年を上回り、特用林産物の総額が増加しま

したが、木造建築による住宅着工戸数は、ほぼ横ばいでした。また、原油安が、ペレ

ット市場に影響を与えており、木質バイオマスエネルギー利用の拡大につながってい

ません。今後も、林業がおかれている環境は厳しく、木材価格の低迷が続くと思われ

ます。 

観光について昨年は、４月、５月に元善光寺のご開帳があり、多くの参拝客で賑わ

い、市内の観光地では、同時期の売上が以前に比べて増加した、との声もありました。

本年３月には、飯田お練りまつりが開催される予定で、観光客による賑わいが期待さ

れます。 

当地域では、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

が進展します。また、昨年の国産小型旅客機ＭＲＪの初飛行の成功により、航空宇宙

産業の成長も期待されます。こうした当地域の「強み」を活かし、各産業のさらなる

飛躍が期待されます。 

 

協力／八十二銀行飯田支店 

                            飯田信用金庫経営相談所 
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１ 市政経営の方向 

平成28年を迎えての私の思いを漢字一文字で示すと「円」になります。 

円を用いたいくつかの単語を挙げてその思いを述べます。 

まず「円熟」。これは、「繰り返し練習して巧みになること」を意味しますが、今年

はご存じの通り第５次基本構想基本計画の最後の年に当たりますし、また私の３期目

最後の年でもあります。成果がしっかり上がるよう、画竜点睛を欠くことが無いよう、

円熟した仕事を進めることで基本構想基本計画を仕上げていきます。 

次に「円卓」「円座」。「真の地方創生」に向けて人口ビジョンや飯田版の総合戦略、

そして次期総合計画を多様な主体と協働して練り上げていくためには、皆で円卓を囲

み、あるいは円座になって当事者意識をもって自由闊達に議論し、知恵を出し合い、

時には専門家にアドバイスを求め、折り合いをつけながら地域の価値を高める努力が

必要です。こうしたプロセスこそが右肩下がりの時代に求められる「共創の場」に繋

がるものと捉えられるからです。 

そして「円滑」「円満」。私たちは、リニア・三遠南信時代を見据えた地域づくりや

産業づくり、あるいは新しい教育委員会制度の下での人づくりを着実に進めていかな

ければなりませんが、右肩下がりの時代、行政のみで解決できる課題は皆無と言って

もいいでしょう。地域の皆さん、産業界の皆さん、ＮＰＯの皆さん等々多様な主体と

の協働により、はじめて事業を円滑に進めることができると思います。そのためには、

市民の皆さんの立場をよくよく理解し、どうすれば課題の解決を図れるか、想像力と

創造性を駆使したデザイン思考が求められることはこれまで何度も申し上げてきた

ところです。 

今年は「申（さる）年」。市内各所で「御柱祭」が行われる特別な年であり、３月

末には「飯田お練りまつり」が盛大に行われます。観光面への期待も含め、市役所と

してもしっかりと関わっていく必要があります。またその他の事業も含めて私たち市

役所の職員が努力を積み重ねることによって、今年が市民の皆さんにとって円満な年

になることを切に望むところです。 

 

（１）５つの基本方針に沿った市政経営の展開 

平成28年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

沿った取組を展開し、第５次基本構想後期基本計画の仕上げにしていきます。 

飯田市では、平成27年10月に「未来デザイン会議」を立ち上げ、リニアが開通

する11年後を見据え、「地域」「現場」での検討を起点に置き、次期総合計画の策

定作業を進めています。 

 

 

 

Ⅲ 平成28年度市政経営の基本方針 
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○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。 

 

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。 

 

○ 行財政改革の推進 

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。 
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（２）地方創生に向けて 

国は、平成26年11月「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、今後加速度的に

進んでいく人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏に一極集中する状況を是

正し、それぞれの地域が特性を発揮し住みやすい環境を確保することにより、将

来にわたって活力ある日本社会を維持していこうとしています。 

飯田市の人口も長期の減少局面に入っています。人口減少とそれにともなう地

域経済縮小の克服に向けては、これまで本市が培ってきた特性をさらに伸ばすと

ともに、南信州地域や三遠南信地域等との広域的な連携や多様な主体との連携を

強化し、当地域にしかないリニア中央新幹線、三遠南信自動車道の開通によるプ

ラス効果を最大限に活かす戦略的な取組が必要となります。 

現在、「リニア時代を見据え、地域に活力を生む『知の拠点』の形成と世界に

誇れる飯田のライフスタイルの提案」を基本方針とする「飯田市版総合戦略」の

策定を進めています。 

飯田市が真の地方創生を成し遂げ、持続可能な地域経営を実現していくために

は、「地域を創っていくという当事者意識」を共有し、市民、事業者の皆さんを

はじめ「多様な主体による協働と共創」を推進していくことが重要となります。 

現在策定を進めている「飯田市人口ビジョン」では、定住人口の減少を最小限

に抑えながら、外部からいかに人を惹
ひ

きつけるかという交流人口の視点を踏まえ

て、将来の人口展望を示します。人口減少克服に向けた挑戦は、決して容易
た や す

いも

のではありませんが、飯田市には自主自立の精神や「結いのこころ」が根付いて

おり、これまでも市民、地域の力で様々な苦難を乗り越えてきた歴史と経験があ

ります。こうした地域の底力を改めて再認識し、地域の想像力や創造性を高めて

いくことで、必ずや道は拓けると認識しています。 

 

（３）地域経済活性化プログラムによる地域産業の振興 

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2016」は、２月中旬に当初予算と合わせて発表す

る予定ですが、飯田市版総合戦略と連携して、リニア中央新幹線や三遠南信自動

車道等の高速交通網時代を見据えた産業づくりや、産業分野全体にわたる人材確

保・人材育成の取組の強化、交流人口の拡大に向けた新たな取組など地域産業の

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。 
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（４）「知の拠点」の取組 

リニア時代を見据えた新たな取組がスタートしています。南信州広域連合では、

リニア駅に近接する旧飯田工業高等学校を利活用し、産業振興と地域振興に寄与

する学術研究の「知の拠点」整備に向けた検討を進めています。 

「知の拠点」には、地域の研究開発機能を高めるため、信州大学航空機システ

ム共同研究講座を開設し、将来的には信州大学南信州キャンパスとしていく構想

やこれまで検討を進めてきたデザイン系の大学院大学の設置等も構想されてい

ます。 

産業振興に向けては、（公財）南信州・飯田産業センター、工業技術センター、

飯田ＥＭＣセンターを移転拡充することで、企業の研究開発支援を強化するとと

もに、高い技術力を有する人財の育成を進める機能、インキュベート機能等も高

め、産業の高度化、高付加価値化による活力ある地域経済を実現していきます。 

地域振興に向けては、地域づくりに関する様々な知・人財を集積し地域とつな

がることで、新たな知を創造・発信する機能を構築することが重要です。南信州

の価値を探究する学術研究機関として、大学等の教育研究機能や大学研究者のネ

ットワークの拠点づくりを進めるとともに、飯田市歴史研究所を移転することで、

南信州の地域づくりに関する調査研究機能やアーカイブ機能をさらに高め、地域

の独自性や強みを磨きつつ新たな価値を創発していきます。 

この「知の拠点」への取組を進め、南信州広域連合の第４次広域計画に掲げる

将来像やリニアバレー構想の実現を目指すとともに、「国土のグランドデザイン

2050」 に掲げるリニア中央新幹線によって「知の創発拠点」をつなぐ「ナレッ

ジ・リンク」の一翼を担う地域を目指します。 
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（５）リニアへの取組 

リニア中央新幹線については、平成26年に中央新幹線（品川・名古屋間）工事

実施計画が認可となり、それ以降、中心線測量や井戸水等の水資源調査が実施さ

れるなど建設に向けた動きが始まっています。今年は、地権者や地元関係者の皆

さんのご理解をいただいた上で、設計協議、用地測量等、さらに具体的な取り組

みが進められていく事になります。併行して、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、具体化に向けて、より一層の検討を進めていきます。 

 

○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・低減するための取組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」に沿って、引き続き取組を進めます。 

 

★柱①「リニア本体工事関連」 

    工事実施計画の認可を受け、ＪＲ東海は、昨年４月から中心線測量を開始し、

市内においては既に完了しています。現在は、本体の概略設計が進められると同

時に道水路の付替え協議が管理者側と行われており、今後、関係者の皆さんと具

体的なお話を進めていく予定です。また、工事に伴う発生土の運搬先についても、

長野県が取りまとめた情報をもとにＪＲ東海において候補地選定のための調査

が進められています。 

 

★柱②「社会基盤整備関連」 

【リニア駅周辺整備】 

    平成26年から約１年の議論を経て、昨年６月に「リニア駅周辺整備基本構想」

を策定しました。リニア駅周辺整備基本構想は、リニア駅周辺の目指す姿を「信
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州・伊那谷（ローカル）の個性で世界（グローバル）を惹
ひ

きつけ、世界へ発信す

る玄関口（ゲートウェイ）」とし、実現に当たって「環境」と「交流」を共通の

視点とし、 

① 来訪者の移動を支援する高度なトランジットハブ（交通結節点）の形成 

② 駅勢圏の拡大に向けた交通アクセス及びネットワークの強化 

③ 信州・伊那谷らしさを感じられる景観づくりの推進 

④ 信州・伊那谷ブランドの強化・発信 

以上４つの基本方針を掲げています。 

現在は、基本構想をベースに、より具体的な整備内容を定める基本計画の策定

に向け、「リニア駅周辺整備検討会議」において議論を進めており、昨年12月に

必要な機能となる駐車場や交通広場、魅力発信施設等を配置するための整備範囲

案についてお示しをしたところです。今後も、駅周辺整備を主な検討対象としつ

つも「リニアの整備効果を伊那谷地域・長野県内に広く及ぼすためにはどうすれ

ばよいか」を念頭におき検討していきます。 

 

【リニア関連道路整備について】 

    長野県と市では、リニア駅

の利便性向上や、渋滞緩和を

図る周辺整備、高速道路とリ

ニア駅を一体化する道路整

備等について、関係する皆さ

んへ説明会を開催しながら

計画を進めています。 

昨年は、ルート帯案の提示

及び評価、ルート帯の決定が

行われ、12月にはルート（案）

について地元説明会が開催

されました。 

今後も地域の皆さんと協

議を重ね進めて参ります。 

     

 

※「国道153号飯田北改良（上郷～座光寺）」について 

      ⇒現道拡幅案に決定されました。 

    ※「座光寺上郷道路」（新設）について 

      ⇒国道153号から土曽川沿いを通り座光寺スマートＩＣ（仮称）に接続す

るルートに決定されました。 

    ※「中央自動車道座光寺スマートＩＣ（仮称）」（新設）について 
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      ⇒昨年６月に、国よりスマートＩＣ設置の必要性が確認できる準備段階調

査箇所に選定され、現在、平成28年の連結許可申請（事業化）に向けて

計画を進めていきます。 

 

★柱３「戦略的地域づくり」 

リニア中央新幹線の開通や三遠南信自動車道の全通を見据える中で、解決すべ

き様々な地域の課題に対し、多様な主体が協働して取り組むことが求められてい

ます。 

地域の価値観を共有することができる学びの土壌。自分たちの地域は自分たち

でつくっていく「ムトス」の言葉に表される自主自立の精神。女性も男性も、若

い人も年配の人も、様々な立場にある皆さんが議論し、当事者意識を持ってそれ

ぞれが出来ることを協力しあう「結い」の実践。こうした当地域の強みを活かし

つつ、想像力・創造性を最大限に働かせ、リニア時代に向けた歩みを着実に進め

ていきます。 

 

（６）これからの公共サービスのあり方を認識した職務遂行 

私は、内閣府の経済財政諮問会議の下に設置された経済・財政一体改革推進委

員会の委員を仰せつかっていますが、その関係で昨年10月末に開催された「先進

的な取組を全国展開するための公共サービスイノベーション・プラットフォーム

第２回会合」でプレゼンテーションの機会をいただきました。下図はその説明の

要となるもので、右肩下がりの時代を踏まえ、これまでの公共サービスとこれか

らの公共サービスのあり方を示したものです。これまでの公共サービスは主に自

治体が担い、川掃

除や道直し、ごみ

当番のように一部

を地域自治組織

（自治会）が担っ

てきました。これ

に対し国も地方も

財政難の中で、こ

れからの公共サー

ビスのさらなる充

実を実現していく

ためには「多様な

主体による協働」

が不可欠です。 
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すなわち、 

① 新たなコミュニティビジネスの創出（飯田のおひさま進歩が好例） 

② 民営化やＰＦＩ、ＰＰＰ（※）による既存サービスの置換え・拡充 

③ 地域自治組織の強化  

によって、 

④ よりコンパクトな自治体を目指す 

というものです。 

これまでの委員会では、②と④に議論が集中していました。しかし、全体とし

て公共サービスをさらに充実させることを前提にしなければ、そもそも「善い地

域」にはなりません。「善い地域」にして地域の持続可能性を確保していくため

には、①と③の議論が不足していることを指摘させていただきました。「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る右肩下がりの時代、「多様な主体によ

る協働」によって地域の経済自立度の向上と不断の行財政改革を一体的に推進し

ていかなければなりません。 

職員各位においては、こうした状況を十分に認識し、それぞれの立場で自らの

役割をしっかり果たしていただきたいと思います。 

 
（※）ＰＦＩ（プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ）とは、公共施設等の設計、建設、維

持管理及び運営に、民間の資金と思考を活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、

効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方です。 

公民連携の仕組みをＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナーシップ）と呼び、ＰＦＩ

もＰＰＰの代表的な手法の一つです。ＰＰＰの中には、ＰＦＩ、指定管理者制度、公設民営方式、

包括的民間委託、市場化テスト等が含まれます。 
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２ 平成28年度当初予算編成に向けての考え方 

（１）国の予算編成、地方財政対策等の状況 

○昨年12月24日に国の平成28年度予算案が閣議決定され、一般会計の総額は96兆

7,218億円と今年度の当初予算を3,799億円上回り、予算規模は４年連続で過去

最高を更新しました。 

○高齢化の進行による年金や医療など社会保障費の増加を大きな要因としつつ、

「一億総活躍社会」の実現に向け経済再生と財政健全化の両立を図り、地方創

生の本格展開を図る予算としています。 

○一方、地方財源の見込を示す地方財政対策では、地方の一般財源総額を前年度

より1,307億円上回る61兆6,792億円としています。 

○地方税は、１兆2,103億円 3.2％の増として国税同様に増収としていますが、

地方交付税は、地方税収の動向等を踏まえ、前年度より546億円少ない16兆

7,003億円と見込んでいます。 

   ○国は、地方の重点課題である高齢者支援や自治体情報システム改革等に取り組

むため、必要経費を「重点課題対応分（仮称）」として計上し、「まち・ひと・

しごと創生事業費」を引き続き１兆円を確保するなど、さらに公共施設等の老

朽化対策経費の充実など地方の課題に積極的に取り組む予算としていること

から、飯田市としても国の予算に呼応した施策の予算化に取り組んでいきます。 

 

（２）飯田市の当初予算編成基本方針の概要 

   ○平成28年度予算は、第５次基本構想基本計画の最終年度の予算となります。こ

れまでの政策や施策の展開状況を点検し、次期総合計画・飯田市版総合戦略の

策定を進めつつ、地方創生に向けた質を重視した戦略的な予算となるよう予算

編成を進めていきます。 

   ○特にこれから数年は、リニア中央新幹線及び三遠南信自動車道の時代に向けた

重要な時期を迎えることになり、リニア将来ビジョンの実現に資する効果的な

事業を計画的に予算化していきます。 

   ○市税の伸び悩みをはじめ地方交付税の減少や経常経費の増など、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、地方

創生に向けた具体的な事業を優先し予算化します。 

 

（３）持続可能な行財政運営の推進 

 ○平成28年度は、現在の飯田市行財政改革大綱の計画期間の最終年度でもあり、

行財政改革の着実な成果が求められる節目の年です。 

○これまでの取組としては、職員の定員適正化や給与制度の見直し、保育園の民

営化等の経費節減策を進めてきました。さらに「公共施設マネジメント基本方

針」を策定し、具体的な施設のあり方及び方向性について検討を進めました。 
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〇引き続き行財政改革を推進するとともに、次期行財政改革大綱の策定に向けて

取り組みます。 

○基金残高及び地方債残高については、平成28年度末時点における財政運営目標

を設定し、目標達成に向け取り組んできました。 

○基金残高の目標は、主要４基金（財政調整基金、減債基金、公共施設等整備基

金及及びふるさと基金をいいます。）について、30億円程度確保するとしてい

ますが、健全な財政運営を行ってきた結果、目標は達成できる見込みです。 

○地方債残高の目標は、

全会計における残高

（臨時財政対策債を

除く。）を700億円以

下とするとしていま

すが、借入額の抑制

及び計画的な償還に

よりこの目標も達成

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等、多くの大規模事業が想定され

ることから、長期的視点に立ち、引き続き簡素で持続可能な行財政運営を継続

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28年度は、リニア関連事業の本格的な動きや「地方創生」に関する取組等が本

格化する中、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等も含めて、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等の大きな環境

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。 

 

◆27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、産業人材育成、高付加価値化に取り組みました。 

○航空宇宙産業分野では、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、航空宇宙産業クラスター拠点工場の稼働等により着実に産業の集

積化が進んでいます。 

○健康医療産業分野（飯田メディカルバイオクラスター）では、２つの分科会による

活動が展開され、食品産業分野においても「リニア時代を見据えた食品産業づくり

研究会」を立ち上げました。 

○平成27年８月に信州大学から「航空機システム共同研究講座」の構想が示され、産

学官金の連携により運営を支援するコンソーシアムの設立準備会を開催しました。 

○（公財）南信州・飯田産業センターの移転と機能拡充については、産業界等へアン

ケート調査を実施しながら意見集約を行いました。 

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2015の着実な展開 

担当：産業経済部 
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○地方創生交付金を活用し、工業技術センターや飯田ＥＭＣセンターの試験・評価・

検査の機能拡充に向けて、機器整備等に取り組みました。 

○新産業団地整備では、三遠南信自動車道龍江インター（仮称）周辺において、地元

まちづくり委員会や関係者のご理解をいただき、自然環境調査や法的手続に向けた

協議を行いました。 

○農業分野では、意欲ある農業者が進める生産基盤整備等への支援に努めるとともに、

女性農業者を対象とした起業塾を開講し、元気な農業農村づくりを目指して取り組

みました。さらに、産地ツアーやマーケティング活動に取り組み、当地域のおいし

い農畜産物のＰＲに努めてきたところです。 

○農家の後継者や新規就農者等の担い手確保・育成を進め、遊休荒廃農地対策にも取

り組みました。 

○七年に一度の元善光寺のご開帳が４月から２ヶ月間開催され、33万人の参拝客で賑

わいました。３月には飯田お練りまつりが開催されますので、奉賛会事務局である

飯田商工会議所と連携して、まつりの準備やＰＲ活動を進めています。 

○リニア時代を見据え、首都圏における観光プロモーションを進めており、「銀座Ｎ

ＡＧＡＮＯ」や品川区にオープンした「ブックカフェＫＡＩＤＯ」で、飯田市のＰ

Ｒイベントなどを実施しました。なお、「ブックカフェＫＡＩＤＯ」には、飯田市

産材で製作したテーブルなどを設置し、当地域の豊富な森林資源も紹介しています。 

○天龍峡では、本年度から天龍峡温泉交流館を指定管理に移行するとともに、誘客、

ＰＲイベントなど多彩な催しを開催しました。 

○三遠南信自動車道の全面開通を見据えた遠山郷の一体的な観光振興を図るため、和

歌山大学観光学部との共同研究で「道の駅遠山郷総合市場調査」を実施しました。 

〇地元小売店等の消費喚起を目的として、地域消費喚起商品券事業（プレミアム付商

品券の発行等）に取り組みました。また、観光振興と観光事業者の活性化を図るこ

とを目的に、観光振興クーポン券「結いＰＯＮ」の発行事業にも取り組みました。 

〇地域内での小売業の利益が循環する取組として、昨年度に引き続き、飯田商工会議

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。 

○起業支援に特に力を入れて事業を展開しました。昨年度に引き続き、特色ある有望

な事業プランを保有する起業家を発掘するため、第２回目の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、起業講座も実施しました。 

○高校生を対象に、地元就職や進学後のＵターン就職を視野に入れた地元産業を知っ

てもらうための説明会や新社会人育成のための講座を実施しました。 

 

◆28年度への課題（27年度の振返り） 

〇 平成27年度は、知の拠点構想の検討や飯田航空宇宙プロジェクト、各産業分野の高付加価

値化等に取り組みましたが、どの分野でも人材育成、担い手確保が課題となっています。

平成28年度も引き続き、地域経済の活性化に取り組みます。 
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◆28年度の取組 

 

 

 

○航空宇宙産業分野では、航空旅客数の伸びやＭＲＪの量産に向けた需要拡大等を視

野に入れながら、特殊工程を担う航空宇宙産業クラスター拠点工場の稼働、高度な

人材育成事業等を積極的に展開し、中長期的な視点で航空宇宙産業クラスターの形

成に向けた活動を支援していきます。 

○航空宇宙産業クラスターの取組を先導役として、飯田メディカルバイオクラスター

や食品産業クラスターなどテーマを設けた具体的な取組を行うことで成果が上が

るよう支援していきます。 

○航空宇宙産業をはじめとする次世代産業の集積化に向けた誘致活動、地域再生計画

に基づく企業の本社機能・研究機関等の移転・拡充に対する支援を行うことによ

り、活力ある地域産業基盤の強化を図ります。 

○信州大学航空機システム共同研究講座では、産学官金の連携により講座の運営を支

援するコンソーシアムを設立し、平成29年４月の講座開設に向けた準備を行います。 

○（公財）南信州・飯田産業センターの専門コーディネーターの知見を活用して、新

産業の創出、産業人材育成、高付加価値化等に引き続き取り組みます。 

○（公財）南信州・飯田産業センターの移転と機能拡充については、旧飯田工業高校

を活用した「知の拠点」づくりの重要な機能として、長野県や南信州広域連合等、

関係機関と連携しながら進めます。 

○産業用地整備では、地元との合意形成を図りながら必要な手続を進めていきます。

また、松尾竜水地区ほかの工場適地や市内の空き工場・空き倉庫等の情報を活用し

て、企業の多様なニーズに対応します。 

○ＴＰＰ交渉の大筋合意等により国の農業政策が大きな転換期を迎える中で、次世代

の担い手育成や新たな法人化への支援等を進めるとともに、高品質な農産物の産地

ブランドの構築を進め、新たなマーケットにおける販売展開に取り組みます。また、

農業生産基盤の強化、６次産業化の推進、野生鳥獣被害対策、農地の維持・保全、

耕作放棄地対策等に、引き続き取り組みます。 

○林業分野における担い手確保のため、研修や講習会を設けるなど、自伐林家や市民

が森林づくりに参加できる環境づくりを支援します。また、意欲ある工務店や設計

士等による研究会を立ち上げ、当地域の気候風土に適応した住宅のモデル仕様等の

研究開発を行うなど、地域材を活用した住宅づくりの需要喚起につなげます。 

○地域ぐるみによる木づかい運動の一環として、間伐産材利用の見える化を図り、木

のある生活の普及啓発に取り組みます。 

○平成27年度に製作した観光プロモーションビデオを活用した飯田の情報発信に努

めます。 

取組のポイント 

○ 地域経済活性化プログラム2016（詳細は後日発表）及び飯田市版総合戦略（策定中）の着実

な展開 
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○天龍峡では、天竜峡温泉交流館の改修事業に着手するとともに、引き続き名勝天龍

峡整備事業も進め、誘客、ＰＲイベントとして各種の催しを開催していきます。 

○和歌山大学観光学部に継続委託し、遠山２地区のまちづくり委員会や関係機関と協

働して、具体的な遠山郷の地域振興策の検討に取り組みます。 

〇商店街等の活性化や魅力向上を図るため、コミュニティを大切にした活動や新たな

アイデアを取り入れた事業者を支援します。また、それぞれの事業の充実・推進を

図るため、飯田商工会議所との連携を強化します。 

〇商店街や地元の小売店らと連携し、消費拡大対策事業に取り組みます。また、卸小

売業等の地元事業者と連携し、大型店や通信販売に対して、地域内での経済や利益

が循環するような地域商業の仕組みづくりを研究します。 

○飯田商工会議所、地域金融機関等の各支援機関と連携し、起業支援から経営安定化

支援までの一貫した支援体制を強化します。 

○起業家ビジネスプランコンペティションの実施のほか、起業及び中小企業の経営安

定化・新規資金需要に応えられる新たな制度資金について、引き続き地域経済動向

を反映した制度見直しを行っていきます。 

○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。 

 

◆27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３

年目に入り、小学校区の校種を越えた協働と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、学力向上や不登校対策等の教育課題解決に向

けて推進しました。さらに、小中連携・一貫教育の質的深耕を図るため、「授業改

善・人間関係づくり・９年間の教育課程・組織の構築」の４つの窓口を設定し、取

組の創造と評価を繰り返しました。その一つが、学校と地域が一体となって子ども

を育てる持続可能な仕組みづくりであり、「飯田らしいコミュニティスクール」の

設立に向けて中学校区ごと着手しました。 

○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、学びをサポートする特別支援教育支援員を42人配置するとと

もに、特別支援学校の児童生徒が居住地の学校にも副次的な学籍を持ち、意図的・

計画的な指導の下に交流及び共同学習が可能な「副学籍制度」の導入に向けて準備

を進めました。 

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 

○ 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 

担当：教育委員会、健康福祉部、市民協働環境部等 
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○児童や生徒、教職員が地域の人を介して中山間地域での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、学校と受入れ事業所のコーディ

ネートを行い、全中学校が職場体験学習に取り組みました。 

○全小中学校で取り組んでいる「ふるさと学習」では、生まれ育った地域を知り、地

域の良さを学ぶため、地域の資源を活用して、地域の人材に触れる体験的な学習と

なるよう、各学校の取組を支援しました。 

○不登校傾向の児童生徒に寄り添う不登校対策５つのアクション（注２）を組みあわ

せた取組と、民間不登校支援団体との「長期欠席児童生徒支援ネットワーク会議」

による連携や情報共有により不登校の児童生徒の在籍比率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４年目を迎え、生徒たちによる主体

的なまちづくりの取組が生まれるなど、地域と生徒を結ぶ取組は着実に広がってい

ます。 

○飯田人権擁護委員協議会、長野地方法務局飯田支局と連携して、小学校における人

権の花を育てる取組や、人権啓発を目的として合唱劇「カネト」の公演を実施しま

した。 

○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26年度参加者

による報告会を開催するとともに、平成27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７回目を終え、将来像を見据えた８回目以降の音楽祭

のあり方について検討し、方針を決定しました。 

○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。 

○いいだ人形劇フェスタ2015を６日間の日程で開催しました。先進的な表現活動から

伝統人形芝居まで幅広く取り組んでいる「愛知の人形劇」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。また、2018

年に人形劇のまち40年を記念して、世界人形劇フェスティバルを開催することに決

定しました。 

○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、創造支援事業等を連携して取り組みました。 

○定住自立圏形成協定を結び、南信州図書館ネットワークでは、４市町村（飯田市・

松川町・高森町・豊丘村）間で図書の貸借を円滑に運用しており、市民の学習支援
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と利便性が向上しました。 

○新しい日本絵画を開拓した菱田春草生誕140年を記念した特別展「創造の源泉」や

コレクション展「春草を味わうⅠ・Ⅱ・Ⅲ」を開催して、春草の顕彰を行うほか、

小中学校におけるふるさと学習の機会等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

う平成26年度から歴史研究所協議会を設置し、取組を進めています。 
 

（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 

 

◆28年度への課題（27年度の振返り） 
○ 小中連携・一貫教育はすべての中学校区での重点研究が終了し、各中学校区のめざす子

ども像に向けた独自性が見られます。平成28年度は、質的深耕を図る４つの窓口から実践

を積み重ねることと、学校と地域が協働する飯田らしいコミュニティスクールを構築する

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。 

◆28年度の取組 

 

 

 

 

 

○小中連携・一貫教育は、３年間の取組の検証から、質的深耕を図る４つの窓口「授

業改善・人間関係づくり・９年間の教育課程・組織の構築」を設け、中学校区の創

造と評価を繰り返しながら子どもたちの学力や成長保障に向けて推進します。特に、

問題解決型学習の視点からの授業改善は喫緊の課題であり、ＩＣＴ教育の効果的活

用を含めた研究を進めます。また、各中学校区は学校と地域が一体となって子ども

を育てる組織（飯田らしいコミュニティスクール）を、中学校区の規模や地域の実

情に応じて構築します。 

○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、特別支援学校の児童生徒が居住地の学校に副次的な籍を持つ「副学

籍制度」を導入するなど、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、幼保小中の連携や地育力
ちいくりょく

を

取組のポイント 

○ 平成28年度で計画期間が終了する飯田市教育振興基本計画の総括と、リニア時代に向け 

た新しい計画の議論、策定 

○ 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と推進と次期

計画 の策定 
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生かした体験活動等を通じた自立の促進から、引き続き登校支援の取組を展開しま

す。 

○児童生徒が、地域を知り地域の良さを学び、生きる力を育み、主体的に人生を切り

拓く力を養うため、学校教育と社会教育の連携により、ふるさと学習や体験活動、

小中連携した系統的なキャリア教育を推進します。 

○就職、進学等の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

等を通して、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。 

○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」を、多彩な演奏会で「楽しむ機会」を充実していきます。ま

た、小学生を対象にした新たな事業に取り組み、音楽に親しむ市民層を増やしてい

きます。 

○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。 

○2018年に迎える世界人形劇フェスティバルに向けての準備に取り組みます。 

○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

造支援事業等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。 

○展示公開事業では、先人の業績から未来へのメッセージをくみ取れるように、日本

の近代化において活躍した郷土出身の偉人を紹介する企画展を開催します。 

○第10回藤本四八写真文化賞にあわせた歴代受賞者作品展や、小中高校生写真教室を

開催し、写真文化の普及を図ります。 

○和歌山大学との共同研究で行っている「プラネタリウムのオリジナル番組制作事

業」の体制等を強化し、まちづくりの様々な場面で利用するための研究を進めます。 

○策定後５年を経過する「多文化共生社会推進計画」の見直しを行うとともに、「小

さな世界都市」の実現に向けて、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。 

○地域資料である千代・川路・山本地区の旧役場文書の調査・整理を行い、地域の歴

史への関心を高め、保存・継承に取り組みます。 

○飯田市公共施設マネジメント基本方針に基づき、ホール及び体育施設のあり方を検

討します。 
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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、地区防災計画の実効性を

より高めていくための支援等、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。 
 

◆27年度の取組 

 

 

 

 

 

 

□地域健康ケア計画2015の推進 

○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、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、介護保険制

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 

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 

担当：健康福祉部、市立病院、危機管理室、建設部、リニア推進部、上下水道局等 
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度の改正により、介護予防給付と介護予防事業を統合・再編した「新しい総合事業」

を平成28年４月から実施するため、事業内容の検討を進めました。 

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、保護者支援も

含めた園内での発達支援のあり方の検討と保育所・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等を進めてきました。 

○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『ゆいきっず』」を開所しました。「ゆいきっず広場」を利用した親子も1,500

組を超え、順調に滑り出しています。 

○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、結婚相談員や結婚支援ア

ドバイザーによる結婚相談を行う一方、親同士のお見合いを開催したほか、地区の

イベントでは、地区の魅力を知ってもらうイベントなど趣向を凝らして取り組みま

した。 

○家族ぐるみで取り組む「がん」対策プロジェクトでは、普及啓発に力を入れるとと

もに、全地区のまちづくり委員会との協働により、がん検診の受診率向上に取り組

みました。 

○みんなで食べよう楽しい食事プロジェクトでは、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

の摂取や生活習慣病予防を周知するため、企業や消防団を対象とした健康教室を開

催しました。 

○歩こう動こう プラステン（＋10分）プロジェクトでは、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、インターネットとケーブルテレビによ

る動画発信、各地区の講座等で実践に向けた普及を行いました。 
 
（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等と表現されている。 

（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・通学等の活動を指す。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 

〇保育料は、独自の多子世帯軽減として、18歳未満の兄姉がいる世帯で第３子が保育

所に入所した際の利用者負担を、これまでの20％から50％の軽減率に拡充しました。 

○地域の要援護者を把握し、見守り活動やごみ出し等の日常生活への支え合い活動が

広がることを目的とした「住民支え合いマップ」づくりを推進するとともに、地域

福祉計画の策定に着手しました。 

○平成27年４月に生活困窮者自立支援法が施行され、生活保護受給に至る前の段階で、

自立に向けた支援を行いました。 

○障害者総合支援法等に基づく各種サービスを提供し、障がい(児)者の日常生活や社

会生活における支援を行いました。 
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○「子育て応援プラン」に基づき、子ども・子育て支援新制度を本格施行するととも

に、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

させました。 

○地域包括ケアシステムの構築に向けて、医師会と共同で多様な主体が地域の医療や

福祉の課題について話し合う地域ケア会議の設置準備の取組を進めました。 

○在宅医療と介護の連携を二次医療圏である飯田下伊那全体で進めるために、南信州

広域連合が主導して取組を進める上での課題の把握や、取組推進のための組織体制

の検討を進めました。 

○上郷地籍に新たに特別養護老人ホーム「笑みの里」が開設されました。 

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

高い医療の提供に努めました。 

 

□防災分野の取組 

○新庁舎に危機管理センターを設置し、災害対応の本部機能を集約し運用を行ってき

ました。 

○地区公民館・自治振興センターについては、耐震化が必要な２地区の施設整備に向

けて、地元協議を重ねながら取組を進めました。 

○老朽化した危険な状態の空き家の所有者に対し、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も３年目を迎え、市民の

49.6％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いました。 

○平成27年は、茨城県、栃木県等で集中豪雨災害が発生しましたが、当市や県内にお

いて大きな災害の発生はなく、また、支援部隊も出動までには至らず待機態勢を取

る程度の対応となりました。 

○上村・南信濃地域では、土砂災害防止法に基づく急傾斜の土砂災害警戒区域が指定

されたことを受け、ハザードマップの更新を行いました。これにあわせて、安全に

移動しやすい場所へのいち早い避難を啓発するための「わが家の避難計画づくり」

を新たに開発するとともに、集落単位での説明会等を実施しました。 

○昨年度に引き続き、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（注６）における教育プログラムの活

用に取り組みました。 

○消防ポンプ自動車等の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）に基づき消防力の着実な整備を進めています。 

○建物火災が多発した地区においては、積極的な広報活動を行い、住民への火災予防

啓発のためチラシを作成し、組合回覧を行いました。 

○平成27年７月に中央防災会議において防災基本計画が修正となり、それを受けて長

野県の地域防災計画の変更が予定されていることから、当市においても法に基づき
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平成27年度末の地域防災計画の修正に向けて、準備を進めています。 

 

（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・救助等の実践的な行動を学習できる。 
 

□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、市民や関係機関と連携し、交通安全施設の計画的な整

備・改修や、安全教育・指導等に取り組みました。 

○生活道路・通学路における歩行者等の安全対策のため、地域、警察と連携し、信号

機の新設をはじめ、ゾーン30の整備に取り組みました。 

○10月の暴力団関係者による銃器による殺人事件の発生を受け、市内小中学校での集

団下校等を実施し、暴力団排除に向けた啓発活動を行いました。 

○道路、公園等の社会資本の老朽化に対応するため、施設の点検⇒診断⇒措置⇒記録

⇒（次の点検）という予防的な保全を基本とする維持管理のメンテナンスサイクル

の構築に取り組みました。とりわけ、橋りょうと公園施設については、長寿命化修

繕計画に基づいた修繕を進め、安全性の確保に努めました。 

○次期飯田市住宅基本計画の策定に向けて、住環境を取り巻く社会動向及び住宅に関

する市民意識等の調査を進めています。 

○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実施するなど、高齢者の公共交通の利用促進に取

り組みました。また、バスの運賃見直しにより、高校生を中心に利用者の増加につ

ながりました。 

○水道事業は、妙琴浄水場、鼎配水池等の更新整備事業や鉛製給水管布設替事業等を

進めました。 

○下水道事業は、管路や松尾浄化管理センター管理棟施設の長寿命化工事及び耐震化

工事等を進めました。 

○また、水道事業について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。 

○消費者被害が複雑化・深刻化する中で、より消費者に判りやすい相談窓口とするた

め、「飯田市消費生活センター」 を開設しました。 

 

◆28年度への課題（27年度の振返り） 

○ 人口減少・少子高齢化を迎えている現在、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多くの皆さんと行政との協働をさらに進め

ながら「地域福祉計画」及び社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」を策定し、安心して

健やかに暮らせるまちづくりを推進していく必要があります。 

○ 策定中の「飯田市版総合戦略」のねらいの一つである「人口減少の克服」に向けて、「若
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い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」ための効果的な施策を展開していく必要

があります。 

○ 高齢者がたとえ介護が必要な状態になっても住み慣れた地域の中で自分らしい生活を続

けることができるように、医療、介護、介護予防、生活支援等が一体的に提供される地域

包括ケアシステムの構築が求められています。 

○ 医療費の増大抑制のため、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応じた事業展開を進める必要が

あります。 

○ 道路管理者に義務付けられた、５年に１回の定期点検業務を着実に実施し、メンテナンス

サイクルの構築を行う必要があります。 

○ 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、引き続き、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。 

○ 全国各地でゲリラ的に土砂災害や浸水被害が発生している状況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態勢づくりを着実に進めていく必要がありま

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

乗合タクシーにおい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。 

◆28年度の取組 

 

 

 

 

 

 

□地域健康ケア計画2016の推進 

○健康づくり家庭訪問プロジェクトでは、保健師等による家庭訪問は62歳の国保加入

者を対象に継続しながら、国保以外加入者へは各保険者に保健指導と健康相談に対

する協力、連携の横展開を図り、働き盛り世代への生活習慣病予防を進めていきま

す。また、多様な主体との協働により、地域ぐるみで健康づくりを推進できるよう

なネットワークの構築に向けて取り組みます。 

○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、「新しい総

合事業」に移行するため、事業の円滑な実施に向けて取り組みます。 

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、保育所・幼

稚園と保護者が協働して発達支援に取り組めるようにするとともに、「個別の指導

取組のポイント 

○ 地域健康ケア計画2016に基づく７つの重点プロジェクトの推進 

○ 子ども福祉医療費の給付対象年齢を、「年度末年齢18歳（高校生世代）」まで拡大 

○「子育て応援プラン」、「飯田市版総合戦略（策定中）」に基づく保育料の軽減の継続実施、「飯

田市こども家庭応援センター」などによる子育て支援の拡充 

○ 多様な主体との協働による「地域福祉計画」の策定 

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けて各種関係団体との連携した取組 

○ 災害情報伝達手段の多様化・耐災害性の向上と、公共施設の耐震化による防災拠点整備 
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計画」作成を引き続き推進し、子どもの発達課題に対する早期支援を拡充してい

きます。 

○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、結婚相談や出会いの機

会の確保、地区単位での婚活事業を通じてのＰＲなどに力を入れます。また、社会

福祉協議会等と協力し、市民に対する結婚への意識高揚を図ります。 

○家族ぐるみで取り組む「がん」対策プロジェクトでは、全国的にも低いがん死亡率

（注７）をさらに良くするため、がん検診受診率と精密検査受診率の向上に取り組

みます。また、乳房自己触診法をはじめとした、がん知識の啓発を行います。 

○みんなで食べよう楽しい食事プロジェクトでは、共食
きょうしょく

の推進を柱とした全世代の

食育の充実を進めます。また、企業や消防団と協働して主に青壮年期の男性を対象

とした健康教室に取り組みます。 

○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実践に

向けた普及に取り組むとともに、認知度を高めるための様々な媒体を使った啓発を

行います。また、ライフステージや個人の健康状態にあわせた運動指導を行います。 
 
（注７） 厚労省H20～24年人口動態保健所・市区町村別統計 標準化死亡比（人口構成の違いを除去し

て死亡率を比較するための指標）の市区町村男女別データより、10万人以上の人口の市区順で男

女とも第３位であった。 
 

□医療・福祉分野の取組 

○平成27年度からの子ども・子育て支援新制度施行に当たり、幼児期における質の

高い教育・保育の総合的な提供や保育の量的確保を行います。また、保育料につ

いては、平成27年度に拡充した多子世帯軽減に引き続き取り組みます。 

○平成28年４月から、子ども福祉医療費の給付対象年齢（年度末年齢）を現在の「15

歳（中学校卒業）まで」から「18歳（高校生世代）まで」へ拡大し、子育て世代

の経済的負担を軽減します。 

○子育て支援の拠点である「飯田市こども家庭応援センター」のさらなる周知に努め

るとともに、講座等の内容をより充実させます。 

○子育て応援プランに基づき、子育ち・子育てを支援する仕組み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。 

○地域の支え合いや住民相互の助け合いによる共助のまちづくりを目指し、地域や市

民の主体的な実践活動につなげていく地域福祉計画を、まちづくり委員会、民生児

童委員協議会、社会福祉協議会等と協働しながら策定します。 

○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。 

また、障害者差別解消法の平成28年４月施行にあわせ、市民や事業者等に対する理

解と普及啓発を進めます。 

○生活困窮者自立支援法に基づき、複合的な課題を有する生活困窮者に対し、関係機

関と連携しながら寄り添い型の支援を行います。 
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○認知症者の人とその介護者が「いつ、どこで、どのような医療・介護サービス」が

受けられるかの情報をまとめた認知症ケアパスを作成し、活用します。また、認知

症初期集中支援チームの設置に向けて取組を進めます。 

○南信州広域連合、医師会等の関係団体と連携して、在宅医療と介護の連携を促進す

るための課題の整理と対応策を検討します。 

○地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域ケア会議の設置を行います。 

○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、地域がん診療連携拠点病院の機能充実のため、最新式のリニアッ

ク（放射線治療装置）導入に向け施設整備に着手します。 

 

□防災分野の取組 

○危機管理センターの運用に当たって、最新の知見を用いた訓練や研修を体系的に取

り入れ職員のさらなる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引き続き取り組みます。 

○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。 

○大規模な土砂災害を想定し、中山間地域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。また、平成27年度に開発した「わが家の避難計画づくり」をハザードマ

ップ更新にあわせて展開していきます。 

○地震総合防災訓練は、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。平成28年３月には東日本大震災か

ら５年を迎えます。長野県地震対策強化地域連絡協議会と連携した講演会を予定し

ているほか、平成28年７月には中越大震災ネットワークおぢやの総会及び研修会が

飯田市で行われることとなっており、市民を交えた防災意識の向上と研鑽の場とし

て位置づけ実施します。 

○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

具の転倒防止を進めます。平成28年度からは、住宅の現地建て替えについても補助

対象とし、地震発生時の被害を最小限に抑えられるよう引き続き取り組みます。 

○次期計画である飯田市第11次消防力（消防団）整備計画（平成28年～32年度）に基

づき消防力の着実な整備を行います。また、計画に基づき、広域災害発生時に迅速

かつ的確な救助救急活動が行えるよう救助救急資機材の整備を進めるとともに、訓

練を重ねていきます。 
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○消防団は、地域防災の要となれるよう、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。 

 

□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。 

○生活道路・通学路における歩行者等の安全対策のため、ゾーン30の整備を警察と連

携して推進します。 

○暴力団排除に向けた取組の推進として、警察署や暴力追放県民センターと連携し、

暴力団に関する情報提供や早期相談に向けた窓口案内等を行うとともに、啓発活動

の強化に取り組んでいきます。 

○山・里・街をつなぐ地域公共交通については、バスでは、引き続き乗降調査等によ

り利用者の実状にあったダイヤの改善に取り組むこととし、乗合タクシーでは、地

区の高齢者の集まりでの出張ＰＲや時刻表をわかりやすくすることにより、新規利

用者の増加に努めます。 

○道路、公園等の社会資本の老朽化に対応するための定期的な点検・診断を進め、維

持管理のメンテナンスサイクルの構築に取り組みます。また、橋りょうと公園施設

については、長寿命化修繕計画に基づいた修繕を進め、安全性の確保に努めます。 

○長期的な視野に立った住宅の整備方針等を定める飯田市住宅基本計画を策定しま

す。また、市営住宅の長寿命化計画の見直しについて取り組みます。 

○長野県住宅供給公社への市営住宅管理委託により、入居者サービスの向上と、効率

的かつ安定的な施設管理に取り組みます。 

○水道事業は、妙琴浄水場や鼎配水池をはじめとする更新整備事業や配水管改修事業

を柱とし、安全な水道水の安定供給を確保するため、飯田市水道ビジョン（平成19

年度～38年度）の見直し策定を行います。 

○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、管路

の長寿命化・耐震化工事や松尾浄化管理センター用水砂ろ過施設及び知久平処理場

の長寿命化工事等を進めます。 

○上下水道事業ともに公営企業会計となることから、一層の健全経営に向けて長期財

政見通しの策定、検証を行います。 

○複雑・多様化する消費者被害やトラブルに対して、消費生活センターの相談体制の

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

取り組む等、消費者行政の強化を図ります。 
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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。 

◆27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理念に基づき、ポイ捨て

や不法投棄をされにくい環境づくりを目指し、市民をはじめ、事業所や各種団体等

の多様な主体による環境美化活動が推進されました。 

○南信州広域連合が建設を進めている次期ごみ処理施設の供用開始後のごみの分別

区分、ごみ袋の仕様、収集運搬等のごみ処理制度について検討しました。 

○飯田市斎苑において、下伊那北部新火葬場の供用開始による影響対策とともに斎苑

使用環境の整備に取り組みました。 

○平成26年度にスタートした第２次飯田市環境モデル都市行動計画に沿って、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エネルギー自治を基本理念とし、

地域環境権を活用した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。この条例の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。 

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 

○「第２次飯田市環境モデル都市行動計画（平成26年度～30年度）」に沿って、再生可能エネ

ルギーの普及及び省エネ活動を促進 

○ 「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8）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 

○ 低炭素なライフスタイルの普及、地域ぐるみの再生可能エネルギー利用推進等の環境活動の

発信拠点としてりんご並木のエコハウス、旧飯田測候所を活用した活動を展開 

担当：市民協働環境部、産業経済部、建設部等 
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○旭ヶ丘中学校では、生徒会の発案によって、関係するまちづくり委員会や学校関係

者が一体となり、地域環境権を行使して太陽光発電事業を行い、売電収益の一部を

生徒と地域住民が協働して行う環境教育や地域活動に充てるモデル的な事業が立

ち上がりました。 

○上村小沢川における小水力市民共同発電について、上村地区住民による発電事業会

社の設立に向け、上村まちづくり委員会が認可地縁団体となりました。また、事業

に必要な水利権等の許認可取得に向けて、関係機関との事前協議に着手しました。 

○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継続しています。また、伊賀良井でもマイクロ水力発電の実証

実験を行い、これらの実験を基に事業化に向けた研究を進めています。 

○低炭素型のライフスタイルの普及に向け、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

タイルを発信する拠点として多くの市民に利用されています。 

○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活用しています。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当市が全国に先

駆けて整備したラウンドアバウトの有効性が認められ、環状交差点として道路交通

法に位置づけられ、全国に広がってきています。平成27年11月末現在で、15都府県

49か所で環状交差点が導入されています。 

○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16事業所、162件

の改善提案がなされ、改善に向けた取組が行われています。 

○平成21年度にスタートした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38万㎞（地

球から月までの距離に匹敵します。）に達しました。１台当たりの年間平均走行距

離は700㎞となっており、利用実績が年々向上しています。 

○（公財）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

置を計画的に進めた結果、累計で約6,000基の整備が終了しました。 

○南アルプスの取組は、ユネスコエコパーク登録１周年のイベント、関係３県市町村

の連携によるジオパークを含めた各種イベントを行い、南アルプスに対し、地元を

はじめとして関心が高まりました。 

○里山整備については、松尾地区における除間伐と山本地区における緩衝帯整備をめ

ています。 

○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27

年度のＣＯ２排出削減量はおよそ14,838㌧（前年度約14,044㌧）程度になる見込み

です。（注９） 
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（注８） 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９） 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：12,070㌧・太

陽熱利用由来：262㌧・木質バイオマス利用由来：2,490㌧・自転車共同利用由来：16㌧）。 

◆28年度への課題（27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、これを全市的な取組へ拡大する必要があります。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さら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。 

◆28年度の取組 

 

 

 

 

 

 

○ポイ捨てや不法投棄がされにくい環境づくりを目指し、市民や事業所、団体等の多

様な主体との連携を図りながら、その取組を支援し、地域の環境美化を推進します。 

○南信州広域連合が建設する次期ごみ処理施設の供用開始後の体制を踏まえた次期

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定に取り組みます。 

○「第２次飯田市環境モデル都市行動計画」、策定中の「飯田市版総合戦略」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、認可地縁団体となった上村まちづくり

委員会が核となる発電事業体の設立と、発電事業に必要な許認可取得に向けて引き

続き積極的に支援します。マイクロ水力発電については、住民や地元企業が主体的

に事業化していく取組を支援していきます。 

○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、団体等の様々な主体との協働により環境政策を進めるため、

取組のポイント 

○ ポイ捨てや不法投棄がされにくい環境づくりに向けた環境美化活動の推進 

○ 第２次飯田市環境モデル都市行動計画、飯田市版総合戦略（策定中）に基づき、創エネ・省

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き、上村小沢川小水力市民共同発電事業をはじめとする、地域主導の

再エネ事業の創出によるエネルギー自治からの持続可能な地域づくりの推進 

○ 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 

〇 21’いいだ環境プランの改訂 
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健康、ライフスタイル、移動手段、親子体験等の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たエコライフの普及啓発を進めます。 

 ○当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。 

○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

の省エネ診断等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。 

○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

ークなどに参加し、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

域振興に生かす取組や、関係３県市町村での連携の在り方について検討を進めます。 

○未利用となっている林地残材の利活用と、木質バイオマスエネルギーの地産地消を

推進するため、「木の駅プロジェクト」の実現に向けた検討を行います。 

○森林が持つ多面的機能を維持・向上させるため、搬出間伐を進めるとともに、有害

鳥獣の出没を減らすことを目的に、農地周辺等の里山における緩衝帯整備を実施し

ます。 

 〇当市の今後の環境に関する方針を検討し、「21’いいだ環境プラン」の改訂を行い

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等、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。 

 

◆27年度の取組 

 

 

 

 

 

 

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 

○ リニア駅周辺整備基本構想の策定とその具体化に向けた基本計画の協議・検討 

○ 地域ブランドの確立に向けた具体的なアクション 

○ 産業振興と学術研究の「知の拠点」構想の推進 

担当：総務部、総合政策部、リニア推進部、産業経済部、建設部、市民協働環境部、

教育委員会、市長公室等 
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○リニア中央新幹線の本体工事関連については、中心線測量が終了し、現在は交差す

る道水路について、ＪＲ東海と管理者で設計協議が進められています。また、環境

影響評価に基づいたＪＲ東海による水資源の調査が実施されています。 

○社会基盤整備関連については、リニア駅周辺整備基本構想を昨年６月に策定し、10

月にはリニア駅周辺整備検討会議を立ち上げるとともに、あわせてテーマ別部会を

設け、特に整備予定区域について技術的な観点等から整理を進めてきました。 

○平成39年のリニア開通時までの効果発現を目指して検討を進めている「リニア関連

道路整備」について、長野県と連携して地域との協議を進めました。スマートイン

ターチェンジについては、平成28年度の連結許可申請に向けて、地元関係者・関係

機関との協議・調整を進めました。 

○地域ブランドの確立に向けて、飯田のイメージや特色を明確にしてブランド力を高

めていくため飯田ランキングを実施するとともに、飯田の多様な魅力を効果的に伝

えるためファクトブックを作成をしました。また、今までの文化をベースとしつつ、

その一方で新たな価値観をブランドコンテンツとして発信し、地域の魅力を高める

工夫に取り組んできました。 

○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

民、企業、各種団体等の多様な主体による、新しい共創の場づくりに取り組んでき

ました。 

○情報発信（シティープロモーション）の一環として、メディア関係者と積極的に接

触するなどのプロモーション活動に取り組みました。飯田の「焼肉文化」や映画ロ

ケなどの情報が新聞や雑誌、インターネットなどに掲載され認知度向上につながり

ました。 

○上郷地区、龍江地区において、まちづくり委員会と協働し、地域土地利用方針、地

域景観計画の策定等を行いました。 

○三遠南信地域連携ビジョンのさらなる推進を図るため、平成26年の新体制移行をう

け、整備された「道路」「産業」「安全・安心」の３つの事業部会を中心に重点プロ

ジェクト推進の取組を行いました。 

○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た

ちがこの地域を「学びの場」として訪れました。「学
がく

輪
りん

ＩＩＤＡ
い い だ

」の「知のネット

ワーク」を通じた地域と大学との連携による調査・研究活動や、複数大学連携によ

るプロジェクト活動等、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。 

○旧飯田工業高校を利活用し、産業振興と地域振興に寄与する学術研究の「知の拠点」

を整備する構想案を、南信州広域連合や（公財）南信州・飯田産業センター関係者

との連携のもと策定しました。 

○地方創生やリニア中央新幹線開通を見据え、地域の様々な分野で事業を構想し実現

することができる人材を育成するため、専門性を有する高等教育機関と連携し、事

業創生人材育成事業を実施しました。 
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○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組を始めてから６年が

経過する中で、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再

確認し、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、平成26年度からスタートした第２期中心市街地活性化基本

計画に基づき、りんご並木の再整備や歩道整備を進めました。また、橋北まるごと

博物館エリア内での道路環境整備と公園整備を進めました。 

○飯田駅周辺プロジェクトの一環として平成26年度に実施した「まちの活性化・都市

デザイン競技」では、全国から32の提案がありましたが、これらの提案を紹介し、

今後のまちづくりを語り合うシンポジウムを開催しました。 

〇りんご並木歩行者天国や「丘のまちフェスティバル」を多様な主体の連携と協力に

より盛大に開催しました。また、高校生と地元商店街が連携した「高校生文化フェ

スティバル」や若手農業者が発案した「やさいの日イベント」など新たなイベント

も実施しました。 

○イベント時だけでなく平常時のまちの賑わいに寄与するために、春と秋にまちなか

の回遊を促進する「丘の上さんぽ」や、商店主が講師となる「まちゼミ」も開催し

ました。 

○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

境の整備支援等、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。 

○遊休農地対策や観光情報の発信を目的に「地域おこし協力隊」を遠山郷に配置しま

した。また、遠山２地区の振興を図るため、新しい過疎地域自立促進計画の策定を

進めています。 

○安全安心の暮らしの実現に向け、飯田市空家等の適正管理及び活用に関する条例を

制定したほか、飯田市空家等対策計画の作成により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に向けた取組を進めました。 

○平成26年３月に国史跡に指定された「恒川
ごんが

官衙
かんが

遺跡
いせき

（注10）」の保存活用計画の策定

を進めました。 

○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、春草の偉業を顕彰

する「菱田春草生誕地公園」を開設しました。 

○５世紀中頃から６世紀にかけて、ヤマト王権の強い影響を受けて築造された前方後

円墳と帆立貝型古墳からなる「飯田古墳群」の保存活用に向けた取組を進めました。 

○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ました。 

○人形劇を支援する世界の都市で構成されるＡＶＩＡＭＡ（人形劇の友・友好都市国

際協会）の総会に出席しました。総会において、2018年の世界人形劇フェスティバ

ルにあわせ、ヨーロッパ圏域外では初めて、飯田市でＡＶＩＡＭＡ総会が開催され
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ることが決定しました。 

○今田人形、黒田人形をはじめとする人形浄瑠璃の保存継承のため、外部から優れた

人形浄瑠璃伝承者の指導者を招き、三味線・人形遣い・義太夫等の研修や子どもへ

の伝承教室を行い、技術の習得・伝承、後継者の育成に取り組みました。また、研

修の成果発表会とし「伊那人形芝居公演」を開催しました。 

○展示公開事業では、善光寺御開帳の年であったことから、特別展「信州の祈りと美

―善光寺から白陰、春草まで―」を開催し、仏教美術を通じて郷土の信仰の様相を

紹介しました。また、最新の科学的分析方法による調査研究成果を活かした特別陳

列「飯田下伊那地方の考古学最前線」を開催し、当時の暮らしを想像してもらいま

した。さらに、身近な自然に目を向ける手ほどきとなるように、夏休み企画展「生

きものの小べや」を開催し、多くの子どもたちに楽しんでもらいました。 

 

（注10） 奈良・平安時代の律令国家の地方統治に重要な役割を果たした伊那郡の郡役所である「伊那
い な

郡衙
ぐんが

」に関連する遺構からなる遺跡 

 

◆28年度への課題（27年度の振返り） 

○ 平成39年（2027年）のリニア開業に向けて、本体工事関連の進捗に伴い生じる住民生活へ

の影響等様々な課題への対応が必要となります。 

○ リニア駅周辺整備については、検討会議に設置するテーマ別部会において、整備予定区域

を主な検討対象としつつ、リニアの整備効果を伊那谷地域や長野県内に広く及ぼすことを

基本的な視座として議論を進める必要があります。 

○ 地域ブランドの確立に向けては、リニア未来シンポジウムや飯田ランキングの実施等によ

り、ブランド構築に向けた基盤部分の構築を進めながら、実効ある取組へと転換していき

ます。 

○ 土地利用方針に基づき、リニア時代を見据えた土地利用と景観育成を、より具体的に進め

る必要があります。 

○ 三遠南信地域のさらなる連携に向け、ＳＥＮＡ事業部会における事業計画に取り組み、重

点プロジェクトを着実に推進する必要があります。 

○「学
がく

輪
りん

ＩＩＤＡ
い い だ

」など知のネットワークの充実と、知のネットワークを活かした地域振興

や人材育成に寄与する取組をさらに推進する必要があります。 

○ 南信州広域連合の第４次広域計画に掲げるリニア時代を見据えた将来像や、国土のグラン

ドデザイン2050に掲げるナレッジ・リンクの一翼を担うモデル地域の実現に向け、旧飯田

工業高校を産業振興と地域振興に寄与する学術研究の「知の拠点」として活用する構想を

長野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
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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、リニア時代に備え、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、多様な主体と協働し、かつ、行政が総合力を発

揮して、取組をさらに進めていく必要があります。 

 

◆28年度の取組 

 

○リニア本体工事関連の本線の進捗、リニア駅周辺整備検討会議おける議論の状況を

踏まえながら、住民生活の不安や心配の声に対応するための体制を整えます。 

○リニア駅周辺整備については、検討会議に設置するテーマ別部会を主体に、具体的

な検討を進め、平成28年度内に基本計画の策定を目指します。 

○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、事業の推進を目指します。特に市が整備主体で

ある、スマートインターチェンジについては、連結許可申請、地元関係者・関係機

関との協議・調整を行い事業を進めます。 

○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、引き続きブランド確立に向けた取組を進めます。 

○リニア時代を見据えた新しい共創の場づくりを目指す南信州次世代会議の活動を

支援するなど、市民、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。 

○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各種制度の活用を検

討します。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第３次飯田市計画を策定します。 

○南信州地域を会場に第24回三遠南信サミットの開催が予定されています。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。 

○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

取組のポイント 

○ 「リニア駅周辺整備基本計画」の策定 

○ 住民生活への影響等様々な課題へ対応するための体制整備 

○ スマートインターチェンジの連結許可申請（事業化） 

○ 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 

○ 「伊那谷の自然と文化」を活かした地域の魅力の醸成と発信 
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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等、地域振興に寄与する取組を推進します。 

○南信州広域連合の第４次広域計画に掲げるリニア時代を見据えた将来像や、国土の

グランドデザイン2050に掲げるナレッジ・リンクの一翼を担うモデル地域の実現に

向け、旧飯田工業高校を産業振興と地域振興に寄与する学術研究の「知の拠点」と

して活用する構想を長野県へ要望し、調整を進めます。 

○将来的な高等教育機関の設置に向け、関係機関等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。 

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の中間年に当たることか

ら、５つの拠点を中心に計画に搭載された60の事業の熟度を高め着実に推進してい

きます。 

○扇町公園（動物園）・中央公園は、再整備を進めているりんご並木及び桜並木とあ

わせて、中心市街地の賑わい創出に大きな役割を果たすことから、将来に向けた利

活用の方針について、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、地域振興住宅等の基盤整備を行い、中山間地域の振興を図ります。また、

地域おこし協力隊の活動により地域活性化を図ります。 

○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。 

○空き家対策について、飯田市空家等対策計画に基づき、空き家化の予防、活用・流

通の推進、管理不全対策、跡地利用の誘導という視点で取り組み、安全安心はもと

より活力ある地域づくりの実現を推進します。 

○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。 

○11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。 

○2018年に開催する世界人形劇フェスティバル、ＡＶＩＡＭＡ総会の準備に取り組み、

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。 

○今田人形、黒田人形をはじめとする人形浄瑠璃の保存継承のための支援を行います。 

○国史跡に指定された恒川官衙
ごんがかんが

遺跡
いせき

の保存活用計画に基づいて、史跡公園の整備に向

けた取組に着手します。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・活用について、地域

及び関係団体等と協働して進めます。 
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○美術博物館が開館以来30年近くにわたって蓄積してきた「伊那谷の自然と文化」に

関する調査研究の成果を、リニア時代のまちづくりに生かせるように取り組みます。 

○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の協働を進めます。 
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後期基本計画 政策名 市民と共にすすめる行政経営 （行財政改革の推進） 

 

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。 

◆27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、議会や市民等により

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。 

○新庁舎の開庁を契機に、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

ェルジュの配置等を行うとともに、全職員が丁寧な接遇に心掛けました。 

○県内の市町村では初めて長野県から権限移譲を受け、４月からパスポートの申請受

付、交付を開始しました。また、南信州定住自立圏形成協定に基づく飯田下伊那に

おける戸籍システム機器の共同利用が、第１次参加の８市町村により11月に稼働し

ました。 

○10月５日に法施行した社会保障・税番号制度にあわせ、特定個人情報の保護に最大

限の配慮を行うよう職員研修を実施し、庁内における管理体制を整えました。また、

臨時窓口を開設し、市民からの電話や来庁相談に丁寧に対応する体制を整えました。 

○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に取り組みました。 

○公共施設マネジメント基本方針を踏まえ、段階的に取組を進めるため優先検討施設

を選定し、施設の利用状況や課題の整理等の具体的な検討を開始しました。 

○総合評価落札方式による入札制度については、平成23年度から27年度まで５年間に

わたる試行に取り組み、実施結果の点検を行いました。 

◆28年度への課題（27年度の振返り） 

〇 行財政改革大綱の実施状況を踏まえて、平成29年度以降の行財政改革大綱の策定に取り組

む必要があります。 

○ 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。 

○ 社会保障・税番号制度の運用が順次スタートすることから、特定個人情報等の厳格な管理

と情報セキュリティ対策にさらに取り組む必要があります。 

○ 公共施設マネジメント基本方針に基づき第１段階として検討する優先検討施設は、データ
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を整理の上、方向性を明確にしていく必要があります。 

○ 第６次定員適正化計画の最終年度となるため、取組の検証や次期計画の立案が必要とな

ります。 

 

◆28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

等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。 

○最終年度となる飯田市行財政改革大綱及び改革プランの取組を着実に進めるとと

もに成果を点検し、次期の行財政改革大綱策定に反映させます。 

○本庁舎の整備事業が

最終年となることか

ら、工事を適切に実

施するとともに、市

民の皆さんにわかり

やすく利用しやすい

サービス体制の充実

に努めます。 

○再構築したファイリ

ングシステムをさら

に推進し、文書管理

の適正化に取り組み

ます。 

○職員のコンプライア

ンス意識を徹底し、

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

図ります。また税の

高い収納率を維持し、

市民に信頼される行

政を目指します。 

○社会保障・税番号制度のさらなる周知に努めるとともに、平成29年７月からの情報

連携に向け、連携テストを中心としたシステム対応を進めます。また、制度の運用

が順次スタートすることから、特定個人情報等の厳格な管理と情報セキュリティ対

策のさらなるレベルアップに取り組みます。 
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○公共施設マネジメント基本方針を踏まえ、優先検討施設について具体的なあり方検

討を進めます。また建物施設とインフラなど関連施設をあわせた公共施設等総合管

理計画の策定に取り組みます。 

○総合評価落札方式による入札制度の本格的実施に向けた整備を進め、段階的に入札

制度の改革に取り組みます。 

○第６次定員適正化計画の最終年度となるため、取組の検証を行うとともに、次期計

画の立案を進めます。 


