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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 

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。 

広報いいだ（平成28年11月15日号）においても申し上げましたが、私は以下の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。即ち、 

① 人口減少、少子化、高齢化 

  子育て世代が出生率の最も低い首都圏に一極集中しており､人材サイクル構築

がされていないこと 

② 国も地方も財政難 

  国の借金は１千兆円以上に達しており、地方は国の下支えを期待できず、公共

施設の老朽化も進んでいること 

③ 自立心の欠如 

  行政サービスの「受け手」に留まる大都市の住民、行政への依存心が強い地方

の住民を俯瞰したとき、国も地方も「受け身の社会」になっていること 

 です。 

  こうした「三重苦」は相互に深く関連しており、これらを克服するためには総合的

な処方箋が不可欠であり、それによって「真の地方創生」が成し得るものと捉えてい

ます。 

  なお、③については、飯田の地域づくりの合言葉として、この４月からスタートす

る「いいだ未来デザイン2028」にも採用された「ムトス」の精神の対極に位置するも
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のですが、自らの戒めとして、また全国のモデルとなり得る当地域の立ち位置を確認

するために認識しておくべきことと考えます。また、私が行政の本旨とする社会的弱

者に手を差し伸べる役割との関連が12月の市議会で議論されましたが、この役割につ

きましては、自分たちでできることは自分たちでする、できないことは行政が補完す

るという考え方と何ら矛盾するものではないと捉えています。 

 

２ 国における取組状況と飯田からの発信 

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。つまり①については地方創

生本部が、②については経済財政諮問会議が対応しており、③については明治大学の

小田切徳美教授が座長を務める「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」で議論されてきました。①についてはこれまでの年頭所感（特に平成27年）

において言及しておりますので、本稿では②と③を中心に述べたいと思います。奇し

くもこれらに関しては、私も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、その内容についても触れたいと思います。 

 

（１）経済・財政健全化一体改革推進委員会 

12月に経済財政諮問会議の専門調査会である経済・財政健全化一体改革推進委員

会が「経済・財政再生アクション・プログラム2016」を発表しています。その内容

は「経済再生なくして財政健全化なし」の基本方針の下、600兆円経済の実現と2020

年度の財政健全化目標の達成の双方の実現を目指しつつ、改革工程表に沿って歳出

改革を進めるものであり、公共サービスの無駄をなくし、その質を改善するため、

各主体が自ら意欲を持って参加することを促しています。  

また、「見える化」の徹底・拡大を通じ、「ワイズ・スペンディング」（賢い支出）

を促すことで経済と財政双方の一体的な再生を図ることを基本的な考え方として

打ち出しており、改革の原動力として一層の「見える化」の推進を提唱しています。 

更に、ボトムアップの歳出改革を進める上で重要な先進・優良事例の展開促進を

図ろうとしていますが、各府省庁の情報提供が単なる事例紹介にとどまっているケ

ースも多いことから、事例の具体的な実行プロセスを併せて提示するなど、情報の

質を高めていくことを促しています。 

私自身、本委員会において様々な提言をさせていただいていますが、本稿では「ワ

イズ・スペンディング」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要業績評価指標（Key 
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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）。 

逆に言えば、そう

した改革、工夫に拘

らなくても毎年度の

予算編成ができた時

代でしたし、そのよ

うなやり方が膨大な

借金を抱える一因に

なったとも捉えられ

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。本委員会の役

割からみても明らか

なことは、計画（P）

よりも評価（C）や改

善（A）に重点が置か

れていることです。

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）。 

 

 

（図２） 
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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。（図

３、４）。                 

 

（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図４） 

（２）2030年展望と改革タスクフォース 

昨年10月に経済財政諮問会議の下に「2030年展望と改革タスクフォース」という

会議が立ち上がりました。私も参加することになったこの会議の目的は、今後の経

済社会の変化がこれまでにないほど大きくかつ未知なものになることを認識した

上で、大胆かつ迅速に対応を進めるため、デフレ脱却・経済再生の先にある2030 年

の経済社会の目指すべき姿を描き、そこからバックキャストしてその実現に向けて

何が必要か検討し、進めるべき改革の方向性や内容について提言するものです。 



5 

報告書としてのまとめはこれからですが、本会議でも発表の機会をいただいたの

で、その内容について少々述べておきたいと思います（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）。 

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が、

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。実はこれらのキーワードの

意味するものは、私が本会議で発表した『イノベーションが起こる地域社会創造に

向けて』の内容（＝同じものを副題にしている本年頭所感の内容）と相当程度重な

っているとみており、本会議の議論は当地域の目指す方向性に間違いがないことの

証左にもなるのではないかと考えています。             

本会議の他の委員は、個人の関わるイノベーション（つまり「一人の百歩」）に

よってQOLの向上を図る視点で意見発表をされていましたが、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この発表を行いました。  

                        

イノベーションを起こす事例としては、地域産業振興策の分野では航空宇宙プロ

ジェクト（図５）を、中心市街地活性化策の分野ではりんご並木まちづくりネット

ワーク（図６）を採り上げています。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。 

  

 

 

（図５） 
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（図６） 

 

 

（３）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 

12月に「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」の最終報告

書『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－』が

まとまりました。この報告書では、地域を守り、暮らし続けるために地域の課題解

決に向けて、地域住民自身が「自分たちでできることは行政ではなく自分たちでや

る」という当事者意識をもって地域運営組織をつくり、活動を行うという取組が各

地に現れており、こうした取組は今後ますます様々な地域で必要とされていくこと

が示されています。そして、地域運営組織をいかに全国に普及させ（量的拡大）、

その活動内容を深めていくか（質的向上）をこれからの我が国における大きな課題

として捉え、各地の先駆的な取組や研究をヒアリングしつつ、量的拡大・質的向上

を図るに当たっての課題や解決方向をとりまとめています。 

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７）。 
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≪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７） 

 

 

平成28年３月から12月まで全10回開催された本会議では、山形県川西町吉島地区

のNPO法人「きらりよしじまネットワーク」や島根県雲南市の地域自主組織、高知

県檮原町の株式会社まつばら等様々な取組事例が発表されました。 

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

（自治基本条例の制定、自治会から地域自治組織への再編、ボトムアップ型への転

換）や市の財政支援（縦割りの補助金廃止、「パワーアップ地域交付金」（毎年度1

億円の創設）、人的支援（旧町村単位に自治振興センターと公民館を併設、旧市５

地区に自治振興センター（共同事務所）と公民館を配置、地に足の着いた政策立案

ができる職員の育成）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。 

本報告書は、こうした飯田市の取組における考え方も採り入れたカタチで以下の

とおり締めくくられています。 
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個々の地域運営組織の取組は、地域住民が自分たちでできる範囲で行われる小さな

取組かもしれない。しかし、そのような取組が全国に広がっていくことは、住み続けら

れる地域づくりや魅力あるまちづくりを通じた生活の質の向上に貢献することはもと

より、日本の行政や自治のあり方、地域の経済再生や財政の健全化、更には国民自身の

生き方の見直しにもつながるような大きな可能性を有している。 

国や地方公共団体の施策によって地域運営組織の量的拡大と質的向上が現実のもの

となり、本報告書が、その契機となることを強く期待する。  
  ここで私が重ねて強調しておきたいのは、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って

くると考えられることです。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。  
以上、昨年私が関わってきた国における取組状況の主なものについて述べましたが、

昨年の国の主要な会議で飯田の事例が発信されたものとして、12月２日に開催され

た日本経済再生本部の未来投資会議構造改革徹底推進会合において経産省より発表

された「地域で生まれつつある新たなイノベーションの動き」に関し、多摩川精機株

式会社の萩本範文副会長より当地域の航空機産業の共同受注体制と産学官連携の構

築について報告がなされたことも挙げておきたいと思います。 

このように、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。 

 

 

３ イノベーションが起こる地域社会の創造に向けて 

前述の経済財政諮問会議の民間議員を務めている株式会社日本総合研究所の高橋

進理事長は昨年６月に飯田の取組を視察して、次のような指摘をされました。曰く「イ

ノベーションは地方にポツポツと散在して起こるものではなく、飯田のように様々な

分野で固まって起こるものなのではないか」と。 

この高橋理事長の指摘はとても重要なものと思われます。当地域で起こっている

様々な小さくても確かなイノベーションの集積は、国が取り組んでいる「見える化」

だけで解明できるものではないと思われるからです。これは、先進・優良事例の他地

域への横展開を図ることの難しさにも繋がっているのではないかと思います。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るからです。 
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今一度、共創の場とはどんなものなのか確認すると、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、 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 と言った内容になります。 

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。 

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８）。 

 

（図８） 
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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まとめてみます。 

 

①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 

②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 

③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 

 

また、その際のキーワードは以下の通りです。 

 

「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 

 

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。 
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１ 昨年の景気動向  

景気は、緩やかな回復基調が続くも、横ばい圏で推移しました。雇用情勢の持ち直

しが見られるものの、個人消費は低調推移。企業業績は改善に向かうも設備投資につ

いては慎重姿勢が堅持され、横ばいで推移しました。 

政府は、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現するため、各種政策を実施して

いますが、効果は今年に現れる見通し。 

昨年の長野県経済は、回復に向けた動きに弱さが見られ、製造業においては、受注・

生産の増加により改善がみられる一方、中国などの新興国経済の減速や円高の進行に

伴う輸出環境の悪化等により、一進一退で推移しました。天候不順や個人消費の低迷

などを要因として、小売業・飲食業・宿泊業などで業況はやや悪化しました。 

 

２ 今年の景気見通し 

景気は、円安進行による企業収益の改善や海外経済の持ち直し、政府の各種政策の

効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待されます。個人消費は、円安等を背

景とした物価上昇に対して所得が伸び悩み、鈍い動きになると予想。設備投資は、生

産の持ち直しから回復基調をたどる見通し。ただし、米国の新政権、欧州の動きなど

世界経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。 

長野県経済は、円安基調のなか緩やかな回復が見込まれます。消費マインドの改善

による個人消費の持ち直しが、小売業や飲食業など非製造業の業況回復には必要です。 

 

○ 今年の飯田市の景気見通し 

当地域の昨年の景況感は、業種によって温度差はうかがわれるものの基調として

は低調のうちに推移しました。しかし、昨年後半より持ち直しの動きも見られ、今

年は、全国と同様緩やかに回復に向かうと予想されます。ただし、総じて回復の力

強さ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、３年以上連続して有効求人倍率が１倍を上回っており、堅調に推移

しています。今年も有効求人倍率は多少の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。しかし、人手不足が恒常的に深刻化している業種もあり、雇

用の実質改善が期待されます。 

個人消費について昨年は、節約志向の強まりや消費者マインドの低迷を反映して

伸び悩み、低調に推移しました。衣料品の販売不振、生鮮野菜の品薄・高騰など足

元の景気の下押し要因となった天候不順の影響が薄れる今年はじめより、緩やかに

回復していくと予想されます。しかし、物価が上昇基調に転じる場合、個人消費は

Ⅱ 平成29年の経済認識  
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抑制され、昨年並みの低調な推移が予想されます。 

製造業について昨年は、機械加工製造業の受注・生産ともに堅調で、売上も横ば

い・やや増加と堅調に推移しました。食品産業の一部では、消費低迷の影響や原材

料の高騰による景況感の悪化がみられました。今年は、新たな米国大統領の政策な

どによる世界経済の動きを注視していく必要があります。 

設備投資について昨年は、補正予算に基づく「ものづくり補助金」の活用浸透な

ど将来を見据えた投資意欲の高まりも見られました。ただ、今年は海外情勢など先

行きの不透明感が強まっており投資に対する影響が懸念されます。また、年間を通

じて人手不足にあり、雇用確保が課題。今年もこの傾向は続いていくとみられます。 

農作物について昨年は、大規模な自然災害の当地への直接的な影響は少なかった

ものの、長雨や台風による天候不良で野菜を中心に生産出荷量が減少し、流通にお

いても品薄により価格が高騰しました。一方、昨年７月には、国が地域の農林水産

物や食品をブランドとして保護するＧＩ制度に市田柿が登録されました。今後の市

田柿の生産出荷、流通に対して大きな期待がもたれます。 

林業について、昨年の特用林産物の総額は、松茸が好調だった一昨年よりは下回

るものの、例年を上回るものでした。木造建築による住宅着工戸数は、ほぼ横ばい。

また、原油価格が、ペレット市場に影響を与えており、昨年の木質バイオマスエネ

ルギー利用は例年を下回った一昨年と同程度で推移しました。昨年９月に飯伊森林

組合が取得した森林認証を有効に活用した地域産材の加工・流通の活性化が期待さ

れます。 

観光について昨年は、３月に飯田お練りまつりがあり、多くの観光客で賑わい、

経済効果も大きなものとなりました。また、昨年11月の天皇皇后両陛下の行幸啓は、

今年もしばらく好影響がある見通し。本年は大河ドラマ直虎による観光影響が期待

されています。 

当地域は、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。地域経済に対するプラス効果をいかに獲得するかが重要となります。 

また、当地域を拠点として長野県の航空機産業の裾野が拡大し、飯田を核とした

新たな航空機産業の拠点の形成が期待されます。 

 

 

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。 

 

（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 

  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。「いいだ未来デザイン

2028」の戦略的な施策展開は３においてまとめています。 

 

〇 ６つの基本方針 

１． 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 

２． 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 

３． 誰もが住み続けたいと思う地域づくりを進めます 

４． 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 

５． 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 

６． 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 

 

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、「地域経済活性化プロ

グラム2017」は２月中旬に当初予算と合わせて発表する予定です。 
 

Ⅲ 平成29年度市政経営の基本方針 
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（２）新たな産業振興の拠点整備 

 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）を進めています。 
今後は、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）信州大学航空機システム共同研究講座 

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あり、既に昨年４月、準備室にJAXA（宇宙航空研究開発機

構）から柳原正明さん（工学博士・JAXA特任担当役、現信州大学特任教授）を招聘

し、地元企業からも特任教授が就任しました。 

また、昨秋には信州大学内に航空宇宙システム研究センターが設置され、飯田で

行われる航空機システム共同研究講座への支援体制ができました。 
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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。 

 

（４）リニアへの取組  

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。 

飯田市内においては、松川坑口からの中央アルプストンネル工事区間において、

平成30年着手を目指して準備が進められている他、道水路の付け替え等の設計協議

が進められています。 

上郷北条地区に計画されるリニア駅は、県内各地をつなぐ交通結節点として、ま

た、豊かな暮らしを実現する持続可能なまちづくりに向けた広域交通拠点としての

役割を果たします。更に、信州・伊那谷らしい魅力を発信すると同時に、来訪者を

迎え入れる場として、多様な交流の起点となることを目指します。 

 

① まちづくり・土地利用の方針 

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行います。 

 

○代替地・土地利用に関する飯田市の方針 

１．移転対象者（リニア本線・駅周辺整備・リニア関連道路改良・恒川官衙

遺跡史跡公園整備）すべての移転先を確保できるまで、関係機関と連携し

ながら 飯田市として責任をもって対応します。  

２．事業主体（JR東海・長野県・飯田市）ごとに不公平が生じないよう、十

分配慮します。  

３．都市計画法の用途地域の指定を含め、土地利用の見直しを行います。平 

成29年は、見直しに向けた調査・準備を行います。 
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②「リニア本体工事関連」、「社会基盤整備関連」の取組 

   

ア 「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（松川右岸坑口から岐阜県側）

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。 

    

※今後の事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 「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
ロ ー

・伊那
カ

谷
ル

の個性で世 界
グローバル

を惹きつけ、世界へ発信する玄関
ゲート

口
ウェイ

」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

整備検討会議において議論を進めています。 

昨年４月には、基本計画策定の参考とするため、リニア駅及びその周辺の

整備・まちづくり等に関するアイデア募集を行い、市内の小中学生をはじめ

多くの方から、多岐にわたるご意見等をいただきました。これらのアイデア
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につきましては、検討会議に設置しているテーマ別の４つの部会（トランジ

ットハブ・道路ネットワーク部会、魅力発信部会、環境・景観部会、交流人

口拡大部会）で整理し、検討の素材としています。 

      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を次の４点にまとめまし

た。 

      

○リニア駅周辺整備区域の整備コンセプト 

１．機能的でコンパクトな駅空間 

天候バリアフリーや、ユニバーサルデザインに配慮した便利で快適な機能

を確保します。 

２．伊那谷らしさを感じられる駅空間 

美しい山並みや、日本の原風景を眺望でき、来訪者を信州･伊那谷各地へ

誘い、地域の魅力や情報を発信します。 

３．自然との調和を目指した駅 

グリーンインフラを整備し、伊那谷の自然との調和を図り、再生可能エ

ネルギーの活用や低炭素社会の取組を行います。 

４．地域コミュニティの拠点となる駅空間 

地域住民が便利に活用でき、コミュニティ活動の場となり、また非常時

の防災機能を担います。 

        

        今後、地元地域や市民の皆さんのご意見を伺いながら、平成29年度早期の

基本計画策定を目指し、更に設計に向けた検討を進めます。 

        また、リニア駅利用者が複数のアクセス手段を有効に活用でき、来訪者が

円滑に移動する“高度なトランジットハブ”の形成を目指すことから、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、次のとおりです。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。 
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・「中央自動車道座光寺スマートIC（仮称）」について 

平成28年６月６日付けで、国土交通大臣より高速道路への接続を許可する

連結許可をいただき、事業化（事業着手）となり、路線測量・地質調査等

を実施し、関係する皆さんと協議・調整を行いながら道路の詳細な設計を

進めています。 

・「国道153号飯田北改良」及び「座光寺上郷道路」について（県事業） 

      平成28年度より事業化（事業着手）となり、路線測量・地質調査等を実施

し、関係する皆さんと協議・調整を行いながら道路の設計が進められていま

す。 

・「県道市場桜町線」について（県事業） 

リニア駅周辺整備に関係する箇所のルート案が長野県より提示されてお

ります。 

 

（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  

これまで何度も申し上げてきたとおり、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。 

来年度から「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

しますが、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。 
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２ 平成29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22日に国の平成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。 

「経済・財政再生計画」２年目の予算として経済再生と財政健全化の両立に向

け、施策の優先順位を洗い直し、一億総活躍社会の実現や成長と分配の好循環の

確立に向けた重要政策課題に重点を置いた予算としています。 

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について

前年度より4,011億円上回る62兆803億円を確保したとしています。 

地方税は、3,641億円 0.9％の増と見込んでいますが、地方交付税は、地方税

収等の動向を踏まえ前年度より3,705億円少ない16兆3,298億円と見込んでいま

す。 

地方が、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、地方の重点課題である公共施設等の適正管理の推進や「まち・ひと・しご

と創生事業費」の確保、緊急防災・減災事業費の拡充・延長などに積極的に取り

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、12年後の飯田市を見据えた総合計画「いいだ未来デザイン2028」

の初年度であり、右肩下がりの時代における今後の飯田市の目指す都市像実現に

向け、具体的な施策展開をスタートさせる極めて重要な年となります。 

今後の様々な環境変化を予測し適切に対応していくために、持続可能な行財政

基盤の確立に向けて行財政改革に取り組みつつ、「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。 
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（３）持続可能な行財政運営の推進 

平成29年度は、新たな行財政改革大綱のもとで行財政改革の取組をスタートさ

せる年となります。 

右肩下がりの時代において市民生活の維持・充実を図っていくためには、行政

と市民との協働によって様々な課題を解決していくための仕組みをつくり、実践

していくことが重要となります。 

また、行政においても、これから迎えるリニア時代に向けた大規模投資に備え

るために、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していきます。 

更に職員の資質向上や適正配置にも努めつつ、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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,848 
77,684 74,378 73,069 68,981 

12,075 
13,122 13,433 13,329 

14,109 

単位：百万円 

単位：百万円 
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３ 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（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。 
次ページ以降では、いいだ未来デザイン2028の「戦略計画」で想定している取組を

基本目標ごとに紹介します。 

   いいだ未来デザイン2028の構造    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■キャッチフレーズ 
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～ 
 

■未来ビジョン：みんなで実現したい「くらしの姿」「まちの姿」 
○ 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               
 

■人口ビジョン：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 

基本構想 12年間 

基本的方向 

基本目標１ 若者が帰ってこられる産業をつくる 

基本目標２ 飯田市への人の流れをつくる 

基本目標３  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４ 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５ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標６ 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす 

基本目標７ 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８ 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９ 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10 豊かな自然と調和し、低炭素なくらしをおくる 

基本目標11 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12 リニア時代を支える都市基盤を整備する 

分野別計画 

４年間 

戦略計画 １年間 

○ 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 
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基本目標１ 

 

若者が帰ってこられる産業をつくる 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇地域産業の持続的発展に資する研究開発力の強化を図るとともに、新産業の創出、

地域産業の高付加価値化への挑戦を支援します。 

〇長野県や南信州広域連合などと連携協調し、地域の産業拠点としての「産業振興

の知の拠点」整備を推進します。 

〇地域産業の将来を支える担い手・起業家の育成に取り組みます。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

学卒者の地域内回帰・定着率 
43.9％ 

（平成26年度） 

50.0％ 

（平成31年度） 

 

＜「戦略計画」で想定している主な取組＞   ◎印:牧野市長４期目公約関連事項 

◇ 「新たな産業振興の拠点」の形成 

◎様々な「知」が集積する産業振興の拠点の形成に向けて、旧飯田工業高校の体

育館棟・機械科棟を改修整備します。(南信州広域連合からの受託事業) 

◎４月に開講を予定している「信州大学航空機システム共同研究講座」の運営を

支援し、航空宇宙産業分野における高度技術者の育成に取り組みます。 

◎工業技術センター・飯田EMCセンターの試験機器を充実させ、公的試験場機能

の強化を図るとともに、利用促進のPRを積極的に行います。 

◇ 新たな産業分野、地域産業の高付加価値化への挑戦 

◎航空機システム分野への参入、共同受注量の増大、それに携わる高度人材の育

成など、飯田航空宇宙プロジェクトの取組を支援します。 

◎医療福祉現場での課題解決のための製品開発・地域産品を活用した健康食品の

共同研究、新商品開発への取組を支援します。 

◎食品産業・農業分野における新商品開発と販路拡大の促進を図り、地域内産品

を活用した異業種連携による共同研究を支援します。 

・森林認証材を活用した住宅づくりの仕組みの構築に取り組みます。 

・農畜産物の産地基盤を強化するとともに、三遠南信の３市(飯田市・浜松市・

豊橋市)が連携した取組により新マーケットの開拓を推進します。 
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◇ 地域産業の担い手確保 

◎高校生を対象として、長期休暇を活用したインターンシップ制度を構築します。 

◎農業経営の安定と拡大を図り、新規就農者と農家の後継者の確保に取り組みま

す。 

・森林ボランティアの登録を奨励するとともに、架線系技術習得を支援し、搬出

間伐を促進します。 

◎総合的な起業支援窓口を整備し、起業に必要とされる経営技術などの支援を行

います。 

◇ 産業用地の整備と戦略的な企業誘致の推進 

◎龍江インター産業団地（仮称）の整備に向けた地元との協議を進め、必要な法

的手続きを行います。 

◎企業誘致や事業拡大による新規立地の促進を図ります。 

 

 

基本目標２ 

飯田市への人の流れをつくる 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇リニア中央新幹線の開業や三遠南信自動車道の全線開通による新しい交通網時

代を見据え、世界に誇れる多様なライフスタイルの提案により、移住者の増加を

目指します。 

〇この地域を訪れる人を増やすため、国内外から多くの人を惹きつける魅力づくり

に取り組みます。 

〇地域の魅力をさらに磨き上げて地域ブランドを構築するとともに、地域の魅力を

プロモーションします。 

〇リニア中央新幹線長野県駅を見据えたまちづくりにおける、中心拠点としての中

心市街地の魅力づくりを推進します。 
 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

休日滞在人口率 
1.44倍 

（平成26年度） 

1.50倍 

（平成31年度） 
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＜「戦略計画」で想定している主な取組＞    ◎印:牧野市長４期目公約関連事項 

◇ 飯田だから実現できるライフスタイルの提案 

◎移住相談から定住まで一貫して支援する仕組みを構築し、地域と一体となって

移住希望者への積極的な情報発信を行います。 

◎「モデル地区」を設定して、農ある暮らしなど飯田ならではのライフスタイル

の提案と、「お試し住宅」の整備・活用による移住希望者の受入を進めます。 

・宇宙留学サマーキャンプの参加対象を首都圏及び中京圏等に拡大して実施しま

す。 

◇ 「結いのまち」飯田においでなんしょ 

・信州DC（デスティネーションキャンペーン）や首都圏の情報発信拠点を積極的

に活用して、地域固有の観光資源を活かしたツアー客や、ほんもの体験旅行に

よる農家民泊の利用者を増やします。 

◎改築後の天龍峡温泉交流館の多様な機能を生かして、天龍峡及び周辺エリアの

周遊観光を促進します。 

◎道の駅を核とした遠山郷の地域活性化に向けた取組を推進するとともに若者

の想いを実現するプロジェクト事業を支援し、移住定住を促進します。 

・ソーシャルメディアを活用した観光情報の発信に取り組みます。 

◇ 地域ブランドの構築と飯田の魅力が伝わるプロモーション 

 ◎地域ブランドの構築と効果的なプロモーションに、総力をあげて取り組みます。 

◇ 魅力的な中心拠点の形成 

・第３期中心市街地活性化計画の策定に着手します。 

・中心市街地への来訪者を増加させるために、まちなか誘導事業を効果的に実施

し、新たな取組を検討します。 

◎飯田駅周辺が果たす中心市街地の玄関口としての機能と役割を明らかにする

ために、リニア時代を見据えた課題を整理し、将来像を検討します。 

 

基本目標３ 

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 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇地育力（地域の資源と人材）を活用した飯田らしい小中連携・一貫教育と多様な

学習交流を推進し、リニア時代を生き抜く力（主体性・柔軟性・協調性・コミュ

ニケーション力・グローバルな発想力とローカルな視点での行動力・倫理観）を

培う人材を育みます。 



25 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

保護者・地域住民の 

教育活動への参加率 

小94.3％ 中77.8％ 

（平成28年度） 

小100% 中100% 

（平成32年度） 

ICT活用のための 

校内研修の実施率 

小31.6％ 中33.3％ 

（平成28年度） 

小70% 中70% 

（平成32年度） 

＜「戦略計画」で想定している主な取組＞    ◎印:牧野市長４期目公約関連事項 

 ◇ 飯田らしい小中連携・一貫教育の推進 

  ◎中１ギャップによる不登校生徒数を減少させる取組を行います。 

  ◎中学校区ごとに義務教育９年間の系統的な指導計画・学習プログラムを作成し

ます。 

 ◇ 地域と学校がつながる飯田コミュニティスクールの立ち上げと推進 

  ◎飯田コミュニティスクールについて多くの地域住民が参加できるように、学校

支援活動の活発化に取り組みます。 

  ◎各小中学校の具体的な取組事例を関係者が共有し学びあう機会を作ります。 

  ◎高校におけるコミュニティスクールの立ち上げに向けて、飯伊の各高校と地域

や公民館とが連携して、高校生が担う事業を展開します。 

 ◇ LG（地域・地球）飯田教育の充実 

  ◎学校現場において「LG（地域・地球）飯田教育」の目的を理解して、教科教育

の中で関連づけた研究を行います。 

 ◇ ICTを活用した教育課題への対応 

  ◎遠山中学校区３校で、小規模校の子どもたちの自主性、コミュニケーション能

力を高めるために、ICT（情報通信技術）を活用した実証検証を行います。 

  ◎旭ヶ丘中学校区３校で、特別支援学級、不登校児童・生徒に対する子どもたち

の学習機会を確保し、学習意欲を高めるために、ICTを活用した実証検証を行

います。 

  ◎竜東中学校区４校で、問題解決型学習の実践により子どもたちの思考力・判断

力・表現力を育むために、ICTを活用した実証検証を行います。 

 ◇ 高校生を対象とした地域人教育の推進 

  ◎地域を愛し、理解し、地域で活躍する人材育成のために、地元高校生を対象と

した「地域人教育」により、地域資源と教育資源をつなげる取組を行います。 

  ◎高校生が講師となって行う出前講座を市内小中学校で行います。 

  ◎飯田・下伊那地域の高校生の意欲的なまちづくり活動などに対して、年間を通

じてコーディネート及び支援をします。 
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基本目標４ 

自然と歴史を守りいかし伝え、新たな文化をつくりだす 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇「伊那谷の自然と文化」をテーマとした学術研究、教育普及、保存継承、活用創

造の取組を、行政・教育機関の連携と、市民研究団体及び地域組織等との協慟に

より、総合力を発揮して推進します。 

〇「地域振興の知の拠点」の形成を目指します。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

調査研究報告書等の発刊件数 
16件 

（平成25～27年度平均） 

18件 

（平成32年度） 

教育普及事業実施回数 
1,972回 

（平成25～27年度平均） 

2,070回 

（平成32年度） 

指定等文化財の累計 
174件 

（平成27年度） 

185件 

（平成32年度） 

美術博物館来館者数 
50,910人 

（平成25～27年度平均） 

53,500人 

（平成32年度） 

 

＜「戦略計画」で想定している主な取組＞    ◎印:牧野市長４期目公約関連事項 

  ◇ 「伊那谷の自然と文化」への玄関口 飯田市美術博物館の魅力度アップ 

◎菱田春草の生誕地として、春草の生涯を知ることができる作品や資料を常時観

られる環境づくりを進めます。 

   ◎「伊那谷の自然と文化」の特徴をプラネタリウムを活用したドームシアターで

紹介するため、新番組を制作します。 

  ◇ 国指定の史跡名勝の保存・整備・活用 

◎「史跡 恒川官衙遺跡」について、史跡公園の整備に向けた公有地化や整備基

本計画の策定を行います。 

・「史跡 飯田古墳群」について史跡指定を記念する特別展示等を開催するととも

に、今後の保存活用方針を定める計画策定に着手します。 

◎「名勝天龍峡」についてガイダンス機能の整備計画を策定します。 
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  ◇ 人形劇の世界都市としての推進力・求心力の向上 

   ◎平成30年夏に開催予定の世界人形劇フェスティバル及びAVIAMA（人形劇の友・

友好都市国際協会）総会に向けた計画・準備を進めます。 

・AVIAMA活動の輪を広げるための取組を進めます。 

   ・「人形劇のまち飯田」の新たなモニュメントの整備に向けて、市民と行政が協

働した取組を進めます。 

  ◇ 「地域振興の知の拠点」の形成に向けた取組の推進 

◎持続的で自立的な地域づくりに向けて、地域内外の知見を融合させて新たな価

値を創造・発信する「地域振興の知の拠点」づくりの構想を策定します。 

   ・上郷公民館・自治振興センターの耐震改築事業の着手にともない、飯田市歴史

研究所の機能を他施設に移転します。 

  ◇ 遠山郷の魅力の顕在化と情報発信 

   ・遠山郷の多様な地域資源について、文化財指定に向けた調査検討を行います。 

・霜月祭りを中心とする民俗芸能に係る調査研究と担い手・支え手の確保・育成

への支援を行います。 

・日本ジオパーク・ユネスコエコパークについて、構成する主要な資源の価値を

明らかにするとともに、情報発信機能を高める取組を行います。 

 

 

基本目標５ 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇産み育てたいと思う子どもの数の理想実現に向けた環境づくりを進めるととも

に、子育てが孤立しない環境づくりと、地域の応援による子育てや見守りができ

るまちづくりを進めます。 
 

＜進捗状況確認指標＞  

指標名 基準値 目標値 

合計特殊出生率 
1.76 

（平成26年度） 

1.80 

（平成31年度） 
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＜「戦略計画」で想定している主な取組＞    ◎印:牧野市長４期目公約関連事項 

◇ 信頼と絆で応援、健康な子育てのまちづくりの推進 

 ◎飯田市こども家庭応援センターを中心に、子育て・発達相談ニーズ調査分析を

行い、関係機関と連携した地域ぐるみの支援モデルをつくります。 

◎仕事を持ちながら子育てができる環境づくりを進めるため、公立保育園の特別

保育について、地域の課題に即したモデル的事業を導入します。 

◎児童館・児童センター・児童クラブの開所時間を延長します。 

 ◎安心して出産できる環境をつくるため、里帰り分娩も含めて市立病院が受け入

れます。また、妊産婦さんがほっとできる相談支援を行います。 

◇ すべての子どもの安心と希望の実現（子どもの貧困対策） 

 ◎子どもがいる生活困窮世帯の支援体制を構築するとともに、経済的支援のため、

準要保護者を対象とする学校給食費の無料化に取り組みます。 

・児童虐待を予防するため、関係機関と連携して、早期に気づき、相談・援助す

る体制を向上させます。 

◇ 「飯田版！上質な子育て環境」づくり 

 ・自然保育を中心に保育の質を高めるため、県の「信州やまほいく」認定を公立

保育園全園で取得します。また、県の認定をステップに、園、保護者、地域な

どと協力して飯田市版の自然型保育のあり方を研究します。 

 ・子育て移住を視野に入れ、市民公募の「みんなで子育て応援サポーター」を中

心とした情報発信を強化します。 

 ・保護者に優しく、切れ目のない支援ツールとしての携帯端末の情報媒体（子育

てアプリ等）の研究を進めます。 

◇ 結婚したいと思う若者へのライフデザイン支援 

 ◎未来のパートナーとの出会いの機会をつくるため、各種イベントの開催や結婚

相談員・結婚支援アドバイザーによる結婚相談を行います。 

 ・子どもを持ちたいと望む夫婦のため、不妊治療費の助成に加え不妊や不育の相

談事業を実施します。 
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基本目標６ 

「市民総健康」と「生涯現役」をめざす 

 

＜戦略（考え方）＞ 

○市民一人ひとりが、心身ともに健やかに暮らすことで、家族や地域がいきいきと

輝き続けられます。市民（個人・家族）、地域（団体・機関等）、行政（専門職）

等の多様な主体が一緒になって役割を発揮し、健康寿命が延伸されるまちをつく

ります。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

65歳以上における 

要介護認定者割合（伸び率抑制） 

18.80％ 

（平成27年度） 

20.40％ 

（平成32年度） 

介護予防事業への参加者数 

（いきいき教室等） 

4,054人 

（平成27年度） 

5,000人 

（平成32年度） 

 

＜「戦略計画」で想定している主な取組＞    ◎印:牧野市長４期目公約関連事項 

◇ 地域、家族とともに進める健康づくり 

  ◎62歳の国保加入者を対象に保健師による家庭訪問を行い、生涯現役に向けた生

活習慣病予防を進めます。 

  ・特定健診受診者で、生活習慣病重症化予防の対象者に保健指導を行い、医療機

関の受療率の向上に取り組みます。   

◎子宮がん検診について20、30歳女性と40、50、60歳の節目年齢で申込みのない

方に再受診勧奨を行い、受診率の向上に取り組みます。 

 ◇ 介護予防の推進 

  ・全ての高齢者が介護予防や健康づくりに主体的に取り組む働きかけを行うため、

介護予防サポーターを養成します。 

・高齢者が、介護が必要な状態にならないようにするため、いきいき教室での運

動や、健脚大学、はつらつ運動塾などの介護予防事業への参加者を増やします。 

  ◎地域包括支援センター、社会福祉協議会と連携しながら、住民組織による介護

予防教室を増やします。  

 ◇ みんなで食べよう楽しい食事（食育の推進） 

  ・朝食・夕食を家族と一緒に食べる「共食率」を向上させるため、各地区で親子
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料理教室を開催して共食の周知を図ります。 

  ・20歳から30歳代の男性の朝食欠食率が高いことから、企業の健康教室、消防団

の健康教室を行い、欠食率の改善を図ります。  

 ◇ 歩こう動こう プラステン（＋１０分） 

  ◎今より１日1０分、身体活動（生活における全ての動き）を増やすため、各地

区での健康教室でプラステンの実践を広げます。 

  ・家庭訪問や特定健診等を通じて、週１回以上運動をする市民の割合を増やしま

す。 

 ◇ 歯と口の健康づくり 

  ・歯と口の健康づくりが生活習慣病予防につながる大事な要素であるという知識

と実践力を身につける必要があるため、乳幼児保健や健康診査等を通じて、歯

科保健に取り組みます。 

・高齢者の肺炎リスクを減少させるため、歯科衛生士により、いきいき教室の参

加者に正しい歯磨き、口の体操等の口腔ケアの指導を行います。 

 

 

基本目標７ 

共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇地域福祉活動の実践者である住民や地域活動組織が、多様な主体との協働で培っ

てきた活動実績（資産）をベースに、様々な制度や社会福祉事業者、民間事業者

などと一緒になって「共助」を実践できるよう支援します。 

○地域活動組織などの育成にあたっては、「身近な成功事例の積み重ね」が共有で

きる視点を大切にしていきます。 

○住み慣れた地域での生活が続けられるよう、地域福祉活動と地域包括ケアシステ

ムとの連携を進めます。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

創出される地域福祉活動の 

モデル数 

－ 件 

（平成 年度） 

40件 

（平成32年度） 
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＜「戦略計画」で想定している主な取組＞    ◎印:牧野市長４期目公約関連事項 

◇ 多様な主体による日常生活における支援 

   ・住民支え合いマップを活用した日常生活における支援を推進します。 

   ◎集積所までのごみ運搬が困難な世帯に対する支援の拡充を図るほか、多様な主

体による福祉有償運送の全市的な展開を支援します。 

   ◎特別養護老人ホームの待機者解消に向けて、民間特養施設整備への支援を行う

とともに、特別養護老人ホーム飯田荘の建替を進めます。 

◎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

ワークの構築を進めます。 

   ・地域の支え合いを実践する住民と専門職（介護・医療・福祉等の専門機関やス

タッフ）が連携できる機能を整え、高齢者が自宅で安心して暮らせる仕組みを

つくります。 

  ◇ 認知症の人とその家族を支援する連携機能の充実 

・認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センターなど認知症の専門機関の

連携を進め、認知症の人と家族を支援します。 

・認知症の人と家族を温かく見守り、家族の不安や悩みに応えるため、認知症サ

ポーターを養成します。また、認知症介護者のつどいを開催するほか、地域包

括支援センターで介護者からの相談に対応します。 

・認知症の人の権利擁護を進めるため、成年後見制度の講演会、研修会等を開催

し制度の普及啓発を行います。 

  ◇ 地域とともに創る障がい児・者との共生社会の実現 

   ・障がいを理由とした差別や虐待を防止するため、障がい児・者に対する正しい

理解を深め、権利擁護を推進する障がい者理解啓発事業を展開します。 

   ・障がい児・者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、様々な支援

を切れ目なく提供できる仕組みの構築に取り組みます。 

 

 

基本目標８ 

新時代に向けたこれからの地域経営の仕組みをつくる 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇少子化、高齢化、人口減少が進む中で、すべての地域住民が主体的に活動し、い

つまでも地域のくらしと自治を運営していけるように、「新時代の地域経営」の

仕組みを構築します。 
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○地域が内発的に発展することを目的に、地域課題を解決する実行部隊の立ち上げ、

運営の支援を行うとともに、多様な主体が連携した仕組みづくりを進めます。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

20地区で行う「田舎へ還ろう戦略事

業」の実施件数 

- 

（平成 年度） 

20件 

（平成32年度） 

地域課題対応事業体設立数 
- 

（平成 年度） 

1件 

（平成32年度） 

 
 

＜「戦略計画」で想定している主な取組＞    ◎印:牧野市長４期目公約関連事項 

◇ ふるさとパワーアップ！20地区の個性を輝かせる 

◎各地区が「田舎へ還ろう戦略事業」に取り組むための課題を整理、研究し、人

材支援など必要な支援に取り組みます。また、実行のための原資とするため、

地区指定のふるさと納税の仕組みを構築します。 

◎各地区まちづくり委員会と協働して、空き家の活用を促進します。 

◇ 地域自治を守り育むための仕組みづくり 

 ・市から地域への委託事業等に関する実態を検証し、問題点を洗い出すとともに、

各地区実施事業の検証を行い、見直しに向けた取組を進めます。 

 ・地域自治組織の制度について、実態の検証を行います。 

 ・組合未加入者の調査を行い、未加入者アンケートを実施します。また、組合加

入促進コーディネーター活動に取り組みます。 

◇ 中山間地域をもっと元気にしてみまいか 

   ・中山間７地区共通の課題を１点抽出し、抽出した課題の解決策を１年の重点事

業として実施します。 

・中山間７地区における課題解決策を実行する、地域おこし協力隊の導入を進め

ます。 
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基本目標９ 

個性を尊重し、多様な価値観を認め合いながら、交流する 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇市民の誰もが主体的に参画できる「多様性をいかした地域づくり」に向けて、人

権と個性を尊重しつつ共に生きる人づくり・環境づくりを進めます。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

市民活動・地域活動に 

参加している市民の割合 

60％ 

（平成27年度） 

70% 

（平成32年度） 

 

＜「戦略計画」で想定している主な取組＞    ◎印:牧野市長４期目公約関連事項 

◇ 誰もが地域で活躍できる、ひと・まちづくり 

・事業所が、女性活躍推進一般事業主行動計画を立てるために、事業主や従業員

向けの効果的なワークライフバランス研修を実施します。 

・市民が、世代に応じた消費者教育を受けることができるよう、飯田市消費者教

育プログラムの構築を行い、市民が自ら学び合う学習機会を創出します。 

・市民団体や事業者が、安心メールを活用し関係機関との連携により啓発・注意

喚起を行い、特殊詐欺被害撲滅運動に取り組みます。 

◇ 市民活動団体のパワーアップ 

 ・市民活動団体の継続性の強化、新たなニーズを踏まえた市民活動団体の立ち上

げや交流が進む支援策を研究します。 

◇ 共生のためのユニバーサルデザイン 

 ・区や組合単位の集会所のバリアフリーの実態を把握し、地域のニーズに応じた

支援策を研究します。 

◇ 多様性を地域に活かす言語バリアフリー 

 ・外国人住民が、防災・避難情報を理解し、また、医療上のコミュニケーション

が取りやすい環境とするため、自動音声翻訳アプリの普及促進を図るとともに、

医療通訳派遣制度の研究を進めます。 

 ・外国人住民や帰国者の児童・生徒が、地元で進学・就職する機会を増やすため、
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外国人相談窓口の運営を行い、定住外国人の子どもの就学促進事業や進学ガイ

ダンスを実施します。 

・多文化共生を考えるつどい、国際交流の夕べなど多文化共生・国際交流を推進

する市民活動を支援します。  

 

 

基本目標10 

豊かな自然と調和し、低炭素なくらしをおくる 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇様々な環境教育や環境学習を展開するとともに、適切な環境情報を提供すること

で、より高い市民意識を醸成し、環境美化活動、自然環境保全活動、低炭素な暮

らし、低炭素な企業活動を推進します。 

〇地域環境権を活用した再生可能エネルギーによる持続可能な地域づくりを全市

に拡大することで、地域全体として低炭素な社会を構築します。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

温室効果ガス削減量 
21,613t-co2 

（平成25年度） 

57,719t-co2 

（平成32年度） 

自然とふれあいを持ったことがあ

る市民の割合 

53.8％ 

（平成27年度） 

60％ 

（平成32年度） 

 

＜「戦略計画」で想定している主な取組＞    ◎印:牧野市長４期目公約関連事項 

◇ 環境意識を醸成する人づくり地域づくり 

 ・保育園、小中学校、公民館等に環境学習プログラムを提供します。また、園児

（幼児）を対象に、野外において自然環境保全に関する活動など体験できるプ

ログラムのコーディネートを行います。 

 ・環境啓発メール「いいだ環境通信」を配信して、意識啓発を行います。 
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◇  再生可能エネルギーで進める持続可能な地域づくり 

 ◎地域環境権による小中学校等での再生可能エネルギー事業を実施できるよう

支援します。 

◎小沢川小水力発電事業の実現に向けて引き続き支援します。 

・市民が温室効果ガスの削減に寄与する太陽光発電設備を設置するための補助制

度を周知します。 

・木質バイオマスエネルギー熱供給事業導入に向けて、林業関係団体と協働して

研究を進めます。 

◇ リニア時代を見据えた低炭素な地域づくり 

 ・地域ぐるみ環境ISO研究会と協働して、市内企業の省エネ意識を調査し把握し

ます。 

 ・市内建築士と連携して、当地域の気候風土にあった省エネ建築方針（新築・改

修）の検討を進めます。 

 ・リニア駅周辺における低炭素化を推進する取組の検討を行います。 

 ・渋谷区との交流事業を拡充し、温室効果ガス排出権取引を目指した研究を開始

します。 

◇ 地域ぐるみで取り組むエコ活動・エコライフの推進 

 ・地域ぐるみ環境ISO研究会と協働して、南信州いいむす21規格改訂に向けた研

究に着手します。また、家庭部門の省エネの実態把握と推進方法を研究します。 

・南信州いいむす21を活用した環境改善活動を市内の高校や短大に働きかけます。 

◇ ユネスコエコパークから広がる森と動植物の保全 

 ◎遠山郷の観光案内及び南アルプスエコパーク・ジオパークの魅力を語るガイド

の養成に取り組みます。 

 ・希少動植物の保全に取り組む団体等を把握し、生息区域などの情報を共有し、

連携のための仕組みを検討します。 

 ・市民や企業との関わりが進展する森づくりを推進するため、継続的な普及啓発

活動が出来る仕組みを検討します。 

◇ リニア時代を見据えた生活環境保全 

   ◎リニア中央新幹線等の大型工事に伴う環境影響に対しては、必要に応じて適切

な対応を事業者に求めていきます。 
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基本目標11 

災害に備え、社会基盤を強化し、防災意識を高める 

 

＜戦略（考え方）＞ 

   〇自助、共助を支援する環境の整備に取り組み、安全安心に暮らせるまちを目指し、

市民が備える防災力の向上、地域で取り組む防災・減災のまちづくり、情報伝達・

収集機能の充実に取り組みます。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

防災訓練に参加する市民の人数 
38,000人 

（平成27年度） 

55,000人 

（平成32年度） 

長寿命化計画中緊急輸送路関連橋

梁の修繕工事完了数 

７橋 

（平成27年度） 

55橋 

（平成31年度） 

 

＜「戦略計画」で想定している主な取組＞    ◎印:牧野市長４期目公約関連事項 

◇  命と生活を守る市民防災力の向上 

 ・災害時に取るべき行動の実践力向上を図るため、各地区へ防災担当職員を派遣

するとともに、ハザードマップの更新を予定している５地区(上久堅、千代、

三穂、山本、鼎)において「わが家の避難計画づくり」のための説明会を開催

します。 

・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

実態調査を行います。 

◇  みんなが安心して暮らせる防災・減災のまちづくり 

 ・災害発生時に避難所の開設や運営が確実にできる体制を構築するため、市内全

地区において避難所開設訓練を実施します。 

 ・消防団の消防力維持のため、第11次消防力整備計画で定めた消防団の定数1,345

名の確保を目指します。 

 ・年々増加する高齢者の交通人身事故件数の半減に向けて取り組みます。 
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◇ 緊急・災害時の情報伝達や収集機能の向上 

 ・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の住民に土砂災害警戒情報をはじめ災

害から命を守る行動の情報伝達を迅速かつ確実に伝えるため、訓練時における

連絡網の再整備など情報伝達機能の強化を図ります。 

◎災害時に避難情報や被害状況を迅速、確実に伝えるため、防災行政無線の更新

を含む整備計画を策定します。 

◇ 災害時にも都市機能が維持できる社会基盤の戦略的強靭化 

  ・緊急輸送路(橋梁含む)や避難路等、生活を支える公共的社会基盤の維持に取り

組みます。 

  ・妙琴浄水場の第１期更新整備などの耐震工事を進めます。 

 

 

基本目標12 

リニア時代を支える都市基盤を整備する  

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇リニア中央新幹線の整備効果を地域振興にいかすため、その基盤となるリニア駅

周辺、座光寺スマートインターチェンジの整備を市民合意形成や協議のプロセス

を重要視し、生活環境や自然環境への配慮を踏まえ着実に進めます。 

〇リニア時代を見据えた地域公共交通と情報基盤の整備を進めます。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

リニア駅周辺整備事業の 

基本設計完了 
― 平成30年度 

市民バス・乗合タクシーの 

利用者数増加率 

― 

（平成28年度） 

20％ 

（平成32年度） 

 

＜「戦略計画」で想定している主な取組＞    ◎印:牧野市長４期目公約関連事項 

 ◇ 「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」としてのリ
ニア駅周辺の整備  

   ◎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、地域の住みやす

さにも配慮した駅となるようリニア駅周辺整備基本設計を進めます。 

 



38 

 

◇ 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 

   ◎リニア整備効果が広域的に波及できるよう、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

築を進めます。 

◇ リニア時代を見据えた土地利用計画の策定 

 ◎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。 

 ◎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し

ます。 

◎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行います。 

◇ リニアの二次交通の構築及び持続可能な地域公共交通の実現 

 ◎リニア利用者の利便性を高め、より広域的に駅利用が可能となる二次交通の整

備を検討します。 

◇ リニア時代を見据えたITの活用とその基盤の整備  

   ・交流人口の拡大、産業振興に向けた情報化戦略を策定し、効果的な取組を進め

ます。 

 

 


