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ⅠⅠ はじめに

（１）  「右肩下がり時代の三重苦」を克服する「百人による一歩」の革新

（２）  国における取組状況と飯田からの発信

飯田市長　 牧野 光朗

平成２９年１月１０日　長野県飯田市

～ イノベーションが起こる地域社会の創造に向けて ～

こうした「三重苦」への対応が必要なことは、国においても認識されており、内閣府において一応の役割

分担が図られているとみています。私自身、国の委員の

立場で飯田の事例を発信しつつ議論に加わってきまし

たので、その内容について触れます。

❶　経済・財政健全化一体改革推進委員会

「ワイズ・スペンディング」（賢い支出）を実現する

ための国と地方の協働による「工夫の改革」につい

て、私が行った発表を基に述べたいと思います（平成

２８年３月３０日第８回会議、詳細は内閣府ホーム

ページ参照）。

本委員会では「見える化」によって目標となる重

飯田市は、人口減少、少子化、高齢化と言った右肩下がりの時代への対応を迫られる一方でリニア・三遠

南信道の開通・全通時代を見据えた地域づくりを進めていくため、平成２９年度から新たな総合計画、基本

構想に位置づけられる「いいだ未来デザイン２０２８」に取り組むことになります。私自身にとっても４期目

の最初の年度にあたります。こうした節目の年度を迎えるにあたり、以下その所感を述べたいと思います。

昨年１２月に大隅良典博士が長年にわたるオートファジーの研究によってノーベル賞を受賞されました。

こうした医療への応用研究に大きく貢献する「一人による百歩」のイノベーション（革新）によって、個人の

生活の質（Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉｆｅ、以下ＱＯＬ）の向上に資することは明らかですが、ＱＯＬの向上は「百

人による一歩」のイノベーションによっても図ることができると考えています。この「百人による一歩」こそ

小さくとも様々なカタチでイノベーションが起こる地域社会の姿であり、ＱＯＬの向上と共にコミュニティ

の質（Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ、以下ＱＯＣ）の向上をもたらすことで地域を「善い地域」にするこ

とができると捉えています。

私は、「人口減少、少子化、高齢化」、 「国も地方も財政難」、 「自立心の欠如」の３点を我が国における

「右肩下がり時代の三重苦」と捉えています。
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要業績評価指標（Ｋｅｙ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ 

Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、ＫＰＩ）を設定し、これをベー

スに改革工程表を作成し、計画（Ｐｌａｎ）、

実行（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善

（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡサイクルによってボ

トムアップの改革を図ろうとしています。

国と地方との関係をこのＰＤＣＡサイク

ルに投影してみると、これまでの右肩上

がりの時代においては、国は予算編成と

いう計画（Ｐ）にほとんどの労力を注ぎ

込み、予算の分配を受けた地方は、その

多くを唯々諾々と実行（Ｄ）してきたた

め、なかなか評価（Ｃ）や改善（Ａ）に結

びつく改革にまで至らなかったとみてい

ます（図１）。

しかし、国も地方も財政難の右肩下が

りの時代には、ＰＤＣＡサイクルをフル回

転させる必要に迫られています。計画

（Ｐ）よりも評価（Ｃ）や改善（Ａ）に重点が

置かれるということです。その際、私が最も注目するのは地方の役割である実行（Ｄ）の部分です（図２）。

ここで地方がどれだけ工夫できるかによって、全国のモデルになりうる先進・優良事例の創出が決

定づけられるとみており、私はこれを飯田のＬＥＤ防犯灯の事例を用いながら説明し、国と地方の協働

による「工夫の改革」の重要性を強調したところです。

❷　２０３０年展望と改革タスクフォース

本会議の議論は少子高齢化、社会保障、イノベーション、人材育成、働き方、地域経済、社会資本、対

外経済関係、資源・エネルギー等多方面に及んでいます。こうした議論を通して見えてくる２０３０年の

経済社会の目指すべき姿のキーワードとしては、「内外の多様な人材の交流」、「イノベーションの創

発」、「生活の質（ＱＯＬ）の実感」等が挙げられるのではないかと捉えています。（平成２８年１０月２７

日第３回会議、詳細は内閣府のホームページ参照）。

私は、地域やコミュニティといった集団の質、ＱＯＣの向上（つまり「百人の一歩」）を図る中でイノ

ベーションを起こしやすい環境を整える視点で「航空宇宙プロジェクト」「りんご並木まちづくりネット

ワーク」を採り上げて、飯田の事例を用いて発表しています。

いずれも南信州・飯田産業センターや南信州広域連合、あるいはりんご並木まちづくりネットワーク

が「共創の場」の役割を果たし、これが有効に機能することでイノベーションに結びついていると捉え

ています。
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《内閣府地域の課題解決を目指す地域運営組織　－その量的拡大と質的向上に向けて－　最終報告より》 （図３）

（３）  イノベーションが起こる地域社会の創造に向けて

❸　地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議

本会議で扱っている「地域運営組織」は、飯田市では「地域自治組織」と呼称され、そのまちづくり委

員会は、全国的組織形態においては「話合い・協議重視」の組織に分類されています（図３）。

本会議で私が行った飯田市の事例発表（平成２８年３月２５日第２回会議、詳細は内閣府まち・ひと・

しごと創生本部のホームページ参照）では、自主自立の精神に基づき、住民主体の活動を促進している

地域自治組織の取組を紹介し、その制度上の位置付け等について説明しました。併せて行政への提案

が増え、幅広い世代からの意見が集まるようになった市政懇談会についても紹介したところです。

こうした地域運営組織の取組によりＱＯＣの向上が図られ、地域社会の変革を促すイノベーション

を起こしやすい環境が整うものと考えます。そういった意味では、地域運営組織の取組こそが地域に

おけるイノベーションの原点と言えるかも知れません。

飯田の取組は「真の地方創生」を成し得る全国のモデルとして注目されており、そのために果たさな

ければならない役割には大変重いものがあると捉えています。

イノベーションを起こすために重要な役割を果たす「共創の場」は、外から一見しただけではその機能が

発揮されているのか見えにくいところにあります。

企業の社長であろうと、大学の教授であろうと、市長であろうと、市役所の職員であろうと、自らの住む

地域に帰れば、その地域の一員。自らの属する組織の価値観とは別に、その地域の価値観を共有し、地域

を善くしていこうと協働することができる。こうしたコミュニティを形成していくことがＱＯＣの向上にな

ることを経験的に知覚できる地域においてこそ、様々なイノベーションが起こるのではないかと考えます。
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そうだとすれば、「一人の百歩」のような大きなイノベーションが起こることだけを期待するのではなく、

「百人の一歩」のような小さなイノベーションの継続的積み重ねをどう起こしていくか、その環境を整える

ために、当事者意識を有することから始めてどのように「共創の場」を形成し、コミュニティの質の向上を

図っていくかが大事になってくると捉えています（図４）。

結びにあたり、「右肩下がりの三重苦」を克服する処方箋について、次のとおりまとめてみます。

❶ 人口減少、少子化、高齢化

人口減少、少子化、高齢化の課題に対しては、人材サイクルの構築によって子育て世代を子育てしや

すい地方へ戻していく

❷ 国も地方も財政難

国も地方も財政難の課題に対しては、地域の経済自立度向上とボトムアップの行財政改革を一体的

に進めていく

❸ 自立心の欠如

受け身の社会からの脱却については、自立志向のクリエイティブコミュニティの創出を図っていく

①当事者意識を持った者同士が分け隔てなく話ができる「円卓」が設定される

②その参加者はアイデアを出し合い、議論し合い、評価し合う

③そうした過程で意識の共有化が図られ、事業立ち上げ（イノベーションの創発）に結びつけていく

共　創　の　場



❶ 経済自立度を向上させ、若い人が帰って来られる産業づくりに取り組みます

❷ 地育力により飯田に帰って来たいと考える人づくりを進めます

❸ 誰もが住み続けたいと思う地域づくりを進めます

❹ 地域ぐるみで環境に配慮した低炭素なまちづくりを進めます

❺ リニア・三遠南信道の開通・全通を見据えた飯田ブランドの確立を図ります

❻ リニア時代を見据えた社会資本整備を進め、国際学術研究機能を有する「小さな世界都市・

飯田」の実現を目指します

ⅡⅡ 平成２９年度　市政経営の基本方針

こうしたことを踏まえて、ムトスの精神に基づいた多様な主体の協働による３つのつくり（産業づくり、

人づくり、地域づくり）を地道に継続的に行っていけば、「右肩下がり時代の三重苦」を克服するモデルを

全国に発信しながら、「いいだ未来デザイン２０２８」が掲げる「リニアがもたらす大交流時代に『くらし

豊かなまち』をデザインする」ことも決して不可能ではないと考えています。私自身、ムトスを合言葉に、

「誰もが主役の飯田未来舞台」の実現に向け、４期目に全力を傾注する所存です。

平成２９年を迎えての私の思いを漢字一文字で示すと「質」になります。これはもちろん、年頭所感で

述べてきた通り、「善い地域」の重要な要素である生活の質（ＱＯＬ）、コミュニティの質（ＱＯＣ）を表

すものです。また、産業づくりにおける飯田水引や市田柿などの地場産品や当地域の製品の品質向上、人づ

くりにおける物事の本質をしっかり捉えることの重要性等も意識しています。いずれに致しましても、今年

は様々な分野で質の向上を意識した取組を行っていきたいと考えています。

平成２９年度の市政経営全般に関しては、新たな総合計画、基本構想に位置づけられる「いいだ未来デ

ザイン２０２８」と私の４期目の公約として掲げている６つの基本方針を踏まえて着実なスタートを切りた

いと考えています。

（１） 「いいだ未来デザイン２０２８」と６つの基本方針に沿った市政経営の展開

市政経営の方向市政経営の方向１

６ つ の 基 本 方 針

なお、「産業づくり」については、引き続き地域経済活性化プログラムによる多様な地域産業の振興を

図って参ります。当面の目標については、リーマンショック前の経済自立度５５％をマイルストーン（目安と

なる節目）とします。

「競争」から「共創」へ　　　「トップダウン」から「ボトムアップ」へ

そして他よりはマシと考える優良可の「良い地域」から誰もが認める真善美の「善い地域」へ

地 域の 将 来 を 切り拓く指 針



新たな産業振興の拠点（旧飯田工業高校）改修整備工事の概要
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３階

２階

１階

…大学サテライト機能誘致スペース

…信州大学南信州キャンパス（構想）

　飯田産業技術大学教室

…信州大学航空機システム共同研究講座

…共創の場、情報発信スペース

４階

３階

２階

１階

信州大学航空機システム共同研究講座コンソーシアム

他
大
学
・
研
究
機
関

地元産業界
産・官・金

信 州 大 学

信州大学航空機システム
共同研究講座

協力

事業
報告

運営
支援

アジアＮｏ.１
航空宇宙産
業クラスター
形成特区 人材育成

研究開発

（公財）南信州・飯田産業センター、多摩川精機株式会社、長野県、南信州広域連合、

飯田市、八十二銀行、飯田信用金庫、長野銀行、長野県信用組合

連携

共同研究

（２） 新たな産業振興の拠点整備

信州大学航空機システム共同研究講座スタートに向けて、開設・運営支援のためのコンソーシアムを

産官金協働で立ち上げ、本年４月の開設を目指して準備を進めています。

この共同研究講座は、旧飯田工業高校に信州大学のサテライトキャンパスを設置し、平成２９年度か

ら平成３２年度までの４年間、航空機システム関連の研究開発と高度人材育成を行うものです。

この共同研究講座の成果と実績を積み重ねることで、信州大学南信州キャンパス構想の実現を目指します。

（３） 信州大学航空機システム共同研究講座

南信州広域連合と長野県が協議を進める中で、旧飯田工業高校施設を活用し、リニア時代を見据え、

航空機システム分野をはじめとする新たな産業づくりと高度人材育成を目指した新たな産業振興の拠点

を整備することが決定されました。そして、昨年９月には、信州大学航空機システム共同研究講座の開

設など利用計画が具体化している部分について、長野県から南信州広域連合に施設が譲渡されました。

飯田市は、この整備の事務委託を受けて、昨年１１月から今年３月にかけて、旧混合電気科棟を中心と

する改修工事（第１期工事）に着手し、今後、公的試験場機能整備や展示・商談施設、長野県工業技術

総合センターの支所機能、南信州・飯田産業センターの移転拡充に向けた改修工事を進めていきます。



《明り区間》

【現在】

・本体の設計

・道水路の付替え計画

《中央アルプストンネル区間》

【現在】

・設計・施工計画

・用地取得に向けた手続き

【平成２９年の予定】

・幅杭設置

・用地取得に向けた手続き

【平成２９年の予定】

・用地取得

・準備工事説明会

・準備工事開始

【その後予定】

・用地取得

・工事説明会

【その後予定】

・工事説明会

・工事開始

今 後 の 事 業 の 流 れ

① 機能的でコンパクトな駅空間

② 伊那谷らしさを感じられる駅空間

③ 自然との調和を目指した駅

④ 地域コミュニティの拠点となる駅空間

リニア駅周辺整備区域の整備コンセプト

リニア中央新幹線については、昨年１１月１日に、県内の路線５２.９キロで最初の工事となる、全長８.４

キロの南アルプストンネル長野工区の起工式が大鹿村で行われ、長きにわたって期待されてきた大事業

が、いよいよ本格的な第一歩を踏み出すこととなりました。

（４） リニアへの取組

❷　社会基盤整備関連

【リニア駅周辺整備】

リニア駅の周辺整備については、基本的な方向

性や指針を定めた「リニア駅周辺整備基本構想」

において、その目指す姿（基本理念）を「信州・伊

那谷の個性で世界を惹きつけ、世界へ発信する

玄関口」としています。現在、更に具体的な整備内容をまとめる「基本計画」の策定に向け、リニア駅

周辺整備検討会議と、検討会議に設置したテーマ別の４つの検討部会において議論を進めています。

まちづくり・土地利用の方針まちづくり・土地利用の方針

「リニア本体工事関連」、「社会基盤整備関連」の取組「リニア本体工事関連」、「社会基盤整備関連」の取組

リニアの整備効果を広く波及させるため、既存ストックを最大限に活かし、リニア駅周辺、中心拠点であ

る中心市街地をはじめ、各拠点機能が相互に連携しながら、「当地域に息づく文化・歴史・自然」と「高度な

都市空間」との対流を促進する「田園型の学術研究都市づくり」を進め、知の創発拠点を結ぶナレッジリン

クの一翼を担えるまちづくりを推進します。

一方、事業を進める上では、地元地域・地権者のご理解が不可欠であり、リニア駅周辺の居住者、地域コ

ミュニティに配慮し、良好な居住環境を確保するとともに、移転対象者に対する代替地の確保に取り組

み、安心して移転が出来るよう市として責任ある対応をする方針です。

❶　リニア本体工事関連

リニア本線の設計作業

と並行して、本線と交差す

ることになる道水路の付

け替え等について、ＪＲ東

海、道水路管理者、地元の

関係する皆さんとの間で

検討を進めています。この

検討経過を踏まえ、今年は、幅杭の設置、用地測量等の具体的な取組が進められていくことになります。

また、市内の中央アルプストンネル工事区間に関しては、準備工事の説明会を計画しています。

建設発生土の活用先については、長野県がとりまとめた活用先情報をもとに、市内では２カ所が候

補地として挙げられ、現在ＪＲ東海により関係する地区や地権者の皆さんとの調整が進められていま

す。今後計画が具体化された上で、運搬ルートを含め、関係地区との協議を進めて参ります。

（松川右岸坑口から岐阜県側）

グローバル

ローカル

ゲートウェイ



中央自動車道

国道１５３号飯田北改良

座光寺上郷道路

リニア駅周辺
整備検討エリア

●

●

●

マクドナルド

イオン飯田店

チャンピオン　
飯田店

G.S
ダイナム
長野飯田店

平安堂
座光寺店
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◎片道２車線道路として拡幅改良する計画です。
今年度から測量設計が始まりました。

◎座光寺スマートＩＣとの連絡道路として整備します。
今年度から測量設計が始まりました。

中央自動車道座光寺
　　　　　　　　　スマートＩＣ（仮称）

◎座光寺パーキングエリアから中央自動車道に
乗り降りができるインターチェンジです。
今年度から測量設計が始まりました。

ＪＲ飯田線
　　乗換新駅
◎リニア駅の利便性
向上のため
検討を進めます。

交通広場や駐車場などを整備する区域については、6.5ha（リニア駅部を除く）を整備予定区域と捉

え、その整備コンセプト４点にまとめています。

また、JR飯田線に請願駅として乗換新駅を設置することについて、伊那谷自治体会議を中心に検討

を進めます。

【駅勢圏（駅の利用が見込まれる地域）拡大に向けた道路ネットワークの強化】

長野県と飯田市では、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接

続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。

主な整備路線とその進捗状況は、下図のとおりです。また、これらの路線と関係して付け替え等の検

討が必要となる市道について、関係地区の皆さんと協議を行います。

国も地方も財政難の中で、これからの公共サービスの更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。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。

平成２９年度は、「いいだ未来デザイン２０２８」と共に新たな行財政改革大綱がスタートします。職員

の皆さんにおいては、こうした厳しい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

ながら行財政改革に取り組んでいただきたいと思います。

（５） これからの公共サービスのあり方を認識した職務遂行

飯田高等学校

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線

飯
田
線

一般県道
市場桜町線上郷
◎中心市街地への連絡道路
として整備されます。
平成２８年に長野県より、
ルート案が提示されました。

リニア関連事業図（駅周辺）



（１） 国の予算編成、地方財政対策等の状況

いいだ未来デザイン２０２８の戦略的な施策展開いいだ未来デザイン２０２８の戦略的な施策展開３

いいだ未来デザイン２０２８（計画期間：２０１７年度～２０２８年度）は、リニア開通の翌年にあたる１２年

先の２０２８年に、みんなで実現したい「くらしの姿」 「まちの姿」をビジョンとして掲げ、その実現に向けて

多様な主体がそれぞれの立場で「飯田の未来づくり」にチャレンジす

るための指針として策定しました。

また、いいだ未来デザイン２０２８では、人口減少などにより社会経

済情勢が大きく変化し、先々を見通すことが難しい時代に対応するた

め、前期、中期、後期の４年単位で戦略的かつ重点的に取り組むテー

マを基本目標として定めていきます。

このテーマに基づき、毎年、重点化した取組を「戦略計画」として策定

し、「合言葉はムトス　誰もが主役　飯田未来舞台」をキャッチフレー

ズに一人ひとりが当事者意識を持って取組を進めていきます。

平成２９年度当初予算編成に向けての考え方平成２９年度当初予算編成に向けての考え方２

国の平成２９年度予算案が閣議決定され、一般会計の総額は９７兆４,５４７億円と今年度の当初予算を

７,３２９億円上回り、予算規模は５年連続で過去最高を更新しました。

国は、一億総活躍社会の実現や地方創生の推進、防災・減災対策等に取り組みつつ安定的に財政運営

を行うことができるよう、地方交付税等の一般財源を確保し、地方の重点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２９年度は、「いいだ未来デザイン２０２８」の初年度であり、「いいだ未来デザイン２０２８」の実現

に向け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、リニア中央新幹線及び三遠南信自動車道の開通に伴う大交流時代に向け、各種事業が具体化され

てきており、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。

また、今後も歳入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ため、選択と集中の視点から

市民の暮らしと安全を守る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

新たな行財政改革大綱における実行計画のなかで、基金残高や地方債残高について新たに財政運営目

標を設定し、公共施設の保有量の最適化や民間活力の活用などコスト意識を重視した事業を展開するとと

もに、市民目線を大切にした市役所の仕事の仕方についても改革を進めていきます。



◎戦略計画の内容、「戦略計画で想定している主な取組」と「４期目の公約」との関連事項は、

本編の２２ページから３８ページで参照できます。

いいだ未来デザイン２０２８の構造

戦略計画 分野別計画１年間

基本的方向 ４年間

基本構想 １２年間

基本目標 １ 

基本目標 ２ 

基本目標 ３ 

基本目標 ４ 

基本目標 ５ 

基本目標 ６ 

基本目標 ７ 

基本目標 ８ 

基本目標 ９ 

基本目標１０

基本目標１１

基本目標１２

若者が帰ってこられる産業をつくる

飯田市への人の流れをつくる

地育力が支える学び合いで、生きる力をもち、心豊かな人材を育む

自然と歴史を守りいかし伝え、新たな文化をつくりだす

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

「市民総健康」と「生涯現役」をめざす

共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる

新時代に向けたこれからの地域経営の仕組みをつくる

個性を尊重し、多様な価値観を認め合いながら、交流する

豊かな自然と調和し、低炭素なくらしをおくる

災害に備え、社会基盤を強化し、防災意識を高める

リニア時代を支える都市基盤を整備する

 私らしいくらしのスタイルを楽しむまち        

 健やかにいきいきと暮らせるまち            

 地域の応援で子育ての幸せが実感できるまち 

 持続的で力強く自立するまち

 人と人がつながり、安全安心に暮らせるまち

 学びあいにより生きる力と文化を育むまち

 人と自然が共生する環境のまち

 地域の誇りと愛着で20地区の個性が輝くまち

将来の人口展望 

 定住人口（２０２８年） ９６，０００人  滞在人口（２０２８年） １５６，０００人

人口ビジョン

みんなで実現したい「くらしの姿」「まちの姿」未来ビジョン

リニアがもたらす大交流時代に「くらし豊かなまち」をデザインする

～ 合言葉はムトス 誰もが主役 飯田未来舞台 ～

キャッチフレーズ



● 様々な「知」が集積する産業振興の拠点の形成に向けた旧飯田工業高校施設の改修

● 「信州大学航空機システム共同研究講座」 の運営支援

● 高校生を対象に長期休暇を活用したインターンシップ制度の構築

若者が帰ってこられる産業をつくる基本目標１

● 移住相談から定住まで一貫して支援する仕組みの構築

● 天龍峡温泉交流館の多様な機能を生かした天龍峡及び周辺エリアの周遊観光の促進

飯田市への人の流れをつくる基本目標２

● 学校・保護者・地域住民が一体となって協力するため

の仕組みづくりと小中連携・一貫教育の推進

地育力が支える学び合いで、生きる力をもち、心豊かな人材を育む基本目標３

● 「史跡　恒川官衙遺跡」 に係る史跡公園の整備に向けた公有地化や整備基本計画の策定

自然と歴史を守りいかし伝え、新たな文化をつくりだす基本目標４

● 公立保育園の特別保育における地域課題に対応するモデル的事業の導入

● 児童館・児童センター・児童クラブの開所時間の延長

● 準要保護者を対象とする学校給食費の無料化

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる基本目標５

● 歩こう動こうプラステン、６２歳国保加入者の家庭訪問などによる地域・家族とともに進める健康

づくり

「市民総健康」と「生涯現役」をめざす基本目標６

● 地域住民、社会福祉事業者や民間事業者等による

社会全体による見守りネットワークの構築

共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる基本目標７

平成２９年度 「戦略計画」 で想定※している主な取り組み　【抜粋】

※取り組みの内容は、予算編成の作業を経て、年度末に確定します。



● 事業主や従業員を対象とした効果的な

ワークライフバランス研修の実施

個性を尊重し、多様な価値観を認め合いながら、交流する基本目標９

● 地域環境権による小中学校での太陽光発電や

上村小沢川小水力発電など再生可能エネルギー事業の

実施

豊かな自然と調和し、低炭素なくらしをおくる基本目標１０

● 災害弱者の屋内における被害を防ぐため、要支援者宅の家具転倒防止に関する実態調査の実施

災害に備え、社会基盤を強化し、防災意識を高める基本目標１１

● 長野県の南の玄関口として 「信州、伊那谷らしさ」 を

感じられる 「リニア駅周辺整備基本設計」 の推進

● 座光寺スマートインターチェンジ、リニア関連道路、

三遠南信自動車道を基幹とする良好な

道路ネットワークの構築

リニア時代を支える都市基盤を整備する基本目標１２

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

URL:http://www.city.iida.lg.jp/

● 各地区が 「田舎へ還ろう戦略事業」 に取り組むための

課題の整理・研究と人材支援

新時代に向けたこれからの地域経営の仕組みをつくる基本目標８


