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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商

業の活性化のための事業及び措置に関する事項 
 

7-1 商業の活性化の必要性 

<現状分析> 

 飯田市の中心市街地における商業の現状としては、平成 16 年の調査において、小売商業店

舗数 236 店、売場面積 15,107 ㎡、年間小売販売額 95 億円で、それぞれ市全体の 17.8％、

8.4％、6.8％を占めており、飯田下伊那地域における商業集積の中心としての役割を果たして

いる。 

しかし、モータリゼーションの進展に伴い、昭和 50 年の中央自動車道開通を契機にロードサ

イドへの大型店出店が進むとともに、平成７年には中心市街地に立地していた大型商業施設が

撤退するなど、商業機能がまちなかから郊外へ移行した影響により、年間小売販売額が平成３

年の 231 億円をピークに約 59％減少するなど、商業集積の低下が進んでいる。 

 こうした状況下においても、スーパーマーケット等の商業施設、市の福祉機能の中核を担うり

んご庁舎、市民サロン等を併設した暮らしやすさを追求した施設（トップヒルズ本町）、住宅、店

舗、信用金庫を中心とした業務機能や地域人形劇センター（川本人形美術館）等が入居した公

益の複合施設（トップヒルズ第二）、高齢化する地域の需要に対応するための健康・福祉をテー

マとした高齢者住宅を含めた店舗・業務の複合ビル（銀座堀端ビル）を整備するなど、複合的な

都市機能の導入により、居住と消費の近接、交流を支える基盤整備がなされ、にぎわいが戻り

つつある。 

また、市民アンケートからは、中心市街地の商業活性化のためには、「買物･ショッピング」機

能を充実すべきとの回答が多く、また、「まちなみを彩るお店」「文化･芸術にふれることができる

お店」「より豊かな生活を提案するお店」の整備など、消費ニーズの多様化への対応とともにロ

ードサイド店とは違った価値を求める声があがっており、市民の中心市街地の商業のあり方に

対する高い関心が伺われる。 

 

<事業の必要性> 

中心市街地の商業の活性化のためには、これまで行ってきた居住と消費の近接、交流を支

える基盤整備に係る取り組みを発展させるとともに、飯田市固有の観光資源を活かすことにより

従来のロードサイド店との差別化を図り、内外から人を呼び込むことが必要である。 

そのためには、次の事業を行うことが必要である。 

 

・「地域固有の価値の創造」を実現するための観光資源開発やネットワーク化によるまちなか観

光活性化、歴史的建造物等の活用、扇町公園や桜並木の活用事業等 

・「複合的視点での事業実施」を実現するためのりんご並木周辺での商業施設等の整備や賑わ

いづくり事業等 

・「さらなる市民の力の集約集中化」を実現するための一店逸品運動の推進やブランド開発、り

んご並木や桜並木での文化的･商業的イベント実施、空店舗活用と起業支援事業等 
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<フォローアップ> 

 毎年、事業の進捗状況の把握を行う。 

 また、個別事業の進捗状況を確認した上で、どの程度中心市街地が活性化してきてい

るか判断し、状況に応じて、事業の促進や見直しなどの改善措置を講じる。また、計画

期間満了時点において再度進捗調査を行い、中心市街地活性化の効果的な推進を図る。 

 

7-2 具体的事業等の内容 

(１)法に定める特別の措置に関連する事業等 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 
内容及び 
実施時期 

その 
他の 
事項 

事業名： 

りんご並木周辺商業施

設等整備事業 

 

事業内容： 

 りんご並木ストリートマ

ネジ メント 計画に基づ

き、不動産の所有と利用

の分離による活性化を

図るために、グループイ

ンタビューやアンケート

調査結果等からの市民

ニーズを踏まえ、中心市

街地に投資意欲を持つ

民間事業者の参画によ

り、りんご並木周辺の空

き店舗・空家群の再整

備及び駐車場整備によ

って、新たな商業集積と

しての拠点を整備する。 

 

実施時期： 

平成 24 年度から平成 25

年度 

㈱飯田ま

ちづくりカ

ンパニー 

これまで行政やまちづくり会社が主体

となって進めてきた中心市街地の再開発

事業の波及誘発効果として、まちの活性

化に寄与する民間開発が芽生えている。 

中心市街地への投資意欲を持つ民間

事業者が現れてきたこの機を活かし、市

のシンボルであるりんご並木ににぎわい

を創出するため、㈱飯田まちづくりカンパ

ニーが主体となり、不動産の所有と利用

の分離の手法を活用して活性化を図るた

め、りんご並木周辺の空き店舗等を確保

し、意欲ある民間事業者とのマッチングの

ためのストリートマネジメント計画を立案

し、その計画に基づき事業を面的に広げ

ていく。 

本事業の実施によりエリア内のマネジ

メントが行われることは、りんご並木を中

心とするストリートマネジメントにおける食

遊文化機能、複合的開発マネジメントエリ

アにおける住まい・生活福祉・行政サービ

ス機能、既存商店街エリアにおける物販・

飲食機能とが相互に相乗効果を生み出

し、集客効果がより高まることが見込まれ

ることから、中心市街地活性化基本計画

の目標である「人々の交流によるにぎわ

いの回復」の実現を図るために、必要な

事業である。 

支 援 措 置

の内容： 

中 小 小 売

商 業 高 度

化 事 業 に

係る特定民

間 中 心 市

街 地 活 性

化 事 業 計

画 の 主 務

大臣認定 

 

 

 

 

 

 

実施時期： 

平成 24 年

度から平成

25 年度 

中心

市街

地 

魅力

発

掘 ・

創造

支援

事業

費補

助金 
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■りんご並木周辺商業施設等整備事業 

① 当該中小小売商業高度化事業が、当該中心市街地内における他の商店街等への商業活性化に

係る取組みにもたらす影響(当該商店街等及び当該中心市街地における他の商店街等の来街者数の

現況等) 

 

中心市街地から平成７年に大型店が撤退して以降、歩行者・自転車通行量が大幅に減少している

が、市のシンボルであるりんご並木周辺の賑わいや市街地の回遊性を創出するため、これまでに実施

した事業効果から増加傾向に転じている。 

本事業は、りんご並木周辺の空き店舗、空家を、魅力ある商業集積と広場を形成するエリアに再生

し、市街地に投資意欲を持つ事業者からなる新たなコミュニティの創出と既存商店街との相乗効果、さ

らには地域のコミュニティの活性化に資する場を整えるもので、賑わいと回遊性の強化から、一層の通

行量の増加とともに、中心市街地商業の活性化に大きく寄与するものである。 

 

市街地における歩行者通行量 (土曜日４地点１日当たり：12 時間・自転車含む  単位：人) 

調査地点 平成７年 平成14年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 

駅前中央通り 6,433 3,034 3,300 3,196 2,302 3,704 3,556 

りんご並木 1,543 776 952 1,380 1,438 1,508 1,352 

知久町 1 丁目 3,532 838 1,016 774 700 802 600 

銀座 3 丁目 2,263 1,010 1,700 1,680 1,712 2,578 2,882 

合計 13,771 5,658 6,968 7,030 6,152 8,592 8,390 

 

② 個店の活力や集客力、営業状態等が全体の魅力の向上にどのように結び付き、また逆に、商店街

の特性や共同事業の成否が構成店舗の活力の向上にどのように結び付いているのか、「個々の取組」

と「共同的な取組」との連動内容 

 

商業集積と広場を形成するエリアが生まれることは、地域の生活者が集うことからのコミュニティの活

性化に繋がる。現在、お年寄りなど買物困難者が急増する中、飯田市中心商店街連合会などが主体と

なって月 1 回買物困難者を含めお年寄りに中心市街地商店街に来ていただきサービスを提供する「シ

ルバーおもてなしデイ」事業の社会実験を実施しているが、この事業を日常的に定着させるために、お

年寄りにとっても一定時間を居心地がよく過ごせる場の創造が求められている。 
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各事業者も、個店として地域のコミュニティ再生に主眼を置いたサービスの展開、地域産品の販売や

地域の事業者と連携した販売戦略などを意識したものであり、地元ならではの情報提供が来街者への

満足感や安心感をあたえ、市街地全体のさらなる活力の向上へと繋がっていく。 

 

③ 当該中小小売商業高度化事業に影響を与える空き店舗数・率の現況 

 

本事業実施のりんご並木ストリートは、これまでの実施事業の成果から空き店舗数が減少に転じて

いるが、周辺の既存商店街は店主の高齢化や後継者不足から、店舗の住宅化、空き店舗としての長

期化傾向が進展しており、商店街としての機能低下が危惧されている。 

当該事業による商業集積により、市街地への新たな投資意欲を持つ事業者を誘発し、空き店舗を解

消し、既存商店街との集客拠点を創出することで、商業空間としての機能向上を図る。 

 

商店街名 平成 19 年 平成 23 年 

りんご並木ストリート 
30.8 

(8/26) 

19.2 

(5/26） 

銀座商栄会 
3.3 

(2/61) 

16.4 

(10/61) 

知久町 1 丁目商栄会 
          5.3 

(1/19) 

21.1 

(4/19) 

※上段：空き店舗率 (％) ・ 下段 (空き店舗数/対象店舗数) 

 

④ 文教施設、医療施設、公共事業等のまちの諸事業と連動した中小小売商業高度化事業であること 

 

本事業地は、市街地再開発事業により整備された交流・文化施設（市民サロン、美術館）、健康・福

祉施設(デイサービスセンター、ケア付高齢者住宅)、分譲マンションに隣接し、都市機能が集約されてき

ている場であり、事業地への動線となる遊歩道(市道)についても既に改良工事に着手されており、まち

の諸事業と連動した事業である。 
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(２)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

目標達成のための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 
内容及び 
実施時期 

その 
他の 
事項 

事業名： 

りんご並木周辺商業施設

等整備事業 

 

事業内容： 

 りんご並木ストリートマ

ネジメント計画に基づき、

不動産の所有と利用の

分離による活性化を図る

ために、りんご並木周辺

の空き店舗等を、中心市

街地に投資意欲を持つ

民間事業者とマッチング

させることで有効活用を

図る。 

 平成 20 年度は「飯田の

たまり場」をテーマに、空

き店舗を活用し、和菓子

のまちとして知られる飯

田市のお菓子の歴史、和

菓子店の紹介や各店の

逸品の販売を行う施設

「お菓子の駅」と、りんご

並木を眺めながら地域の

食材を用いた健康食や、

「お菓子の駅」と連動した

和菓子を味わうテラス、

人形アニメーションを鑑

賞できる軽飲食店、地域

イベント開催のためのス

ペ ース等を整備した 施

設、2 棟を一体的に整備

し、テナントミックスを実

施する。 

㈱飯田ま

ちづくりカ

ンパニー 

これまで行政やまちづくり会社が主体

となって進めてきた中心市街地の再開発

事業の波及誘発効果として、まちの活性

化に寄与する民間開発が芽生えている。 

中心市街地への投資意欲を持つ民間

事業者が現れてきたこの機を活かし、市

のシンボルであるりんご並木ににぎわい

を創出するため、㈱飯田まちづくりカンパ

ニーが主体となり、不動産の所有と利用

の分離の手法を活用して活性化を図るた

め、りんご並木周辺の空き店舗等を確保

し、意欲ある民間事業者とのマッチング

のためのストリートマネジメント計画を立

案し、その計画に基づき事業を面的に広

げていく。 

本事業の実施によりエリア内のマネジメ

ントが行われることは、りんご並木を中心

とするストリートマネジメントにおける食遊

文化機能、複合的開発マネジメントエリア

における住まい・生活福祉・行政サービ

ス機能、既存商店街エリアにおける物

販・飲食機能とが相互に相乗効果を生み

出し、集客効果がより高まることが見込

まれることから、中心市街地活性化基本

計画の目標である「人々の交流によるに

ぎわいの回復」の実現を図るために、必

要な事業である。 

平成 20 年度は、りんご並木周辺のスト

リートマネジメントエリアにおいて、空き店

舗等を活用し、りんご並木の価値を意識

しつつ、飯田市の名産である和菓子の歴

史紹介コーナー、市内の和菓子店の逸

品を販売する施設、飯田の人形劇をＰＲ

するための場や地域イベント開催スペー

スといった飯田市の文化が感じられる商

支 援 措 置

の内容： 

戦 略 的 中

心 市 街 地

商 業 等 活

性 化 支 援

事 業 費 補

助金 

 

 

実施時期： 

平成 20 年

度 ～ 平 成

22 年度 

 

 

 

 

支 援 措 置

の内容： 

中 心 市 街

地 魅 力 発

掘・創造支

援 事 業 費

補助金 

 

 

実施時期：

平成 24 年

度 か ら 平

成 25 年度 
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さらに、同施設を利用し、

既存のイベント等と連携

したオープニングイベント

を実施する。 

平成 22 年度は、平成

20 年度に引き続き、不動

産の所有と利用の分離

の手法を活用したエリア

マネジメントの一事業とし

て、地元の食材を素材と

したデリカテッセン、産直

野菜販売やミニライブを

行うパブリックガーデンス

ペース等を整備し、りん

ご並木周辺に不足してい

る商業施設を裏界線と連

続して整備する。 

さらに、同施設を利用

し、多様な主体の協働に

より定期的に実施されて

いる歩行者天国事業と連

携した産直野菜販売、ミ

ニライブ等を開催する。 

平成 24 年度以降、空

き店舗・空家群を地域コミ

ュニティ再生に主眼を置

いたサービスの展開、地

域産品の販売や地域の

事業者と連携した販売戦

略などを意識した商業集

積と地域のコミュニティの

活性化に資する広場及

び駐車場を持った市街地

の集客拠点としての商機

能維持・強化施設等を整

備する。 

 

業施設等を「飯田のたまり場」をテーマに

一体的に整備する。これらの施設の集客

効果と、複合的開発マネジメントエリアと

既存商店街エリアとの相乗効果が生ま

れ、りんご並木の歩行者通行量の増加

に大きく寄与する。またオープニングイベ

ントとして、定期的に実施している歩行者

天国と連携し、人形劇上演、音楽ライブ、

和菓子探訪ツアー、野点といったりんご

並木の価値と飯田の和菓子文化の再発

見のためのソフト事業を実施する。 

平成22年度は、商圏調査を踏まえて、

りんご並木周辺に不足している商業施設

を裏界線と連続して整備することで界隈

性を生み出し、「人々の交流によるにぎ

わいの回復」を図るべく、地元の食材を

素材としたデリカテッセン、産直野菜販売

やミニライブを行うパブリックガーデンス

ペース等を整備する。また、多様な主体

が協働することで、りんご並木周辺地域

へ賑わいを波及させるべく、市民がりん

ご並木で定期的に実施している歩行者

天国事業と連携した産直野菜販売、ミニ

ライブを開催するほか、近隣商業経営者

との商品共同開発を行うことにより、中心

市街地における農商工連携のモデル事

業を展開する。 

平成 24 年度以降、グループインタビュ

ーやアンケート調査結果等からの市民ニ

ーズを踏まえ、りんご並木周辺の空き店

舗・空家群を地域コミュニティ再生に主眼

を置いたサービスの展開、地域産品の販

売や地域の事業者と連携した販売戦略

などを意識した商業集積と地域のコミュ

ニティの活性化に資する広場及び駐車

場を持った市街地の集客拠点となる商機

能維持・強化施設等を整備する。 
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実施時期： 

平成 20 年度から平成 25

年度 

    

事業名： 

りんご並木賑わいづくり

事業 

 

内容： 

りんご並木周辺における

文化的イベントや農産物

直売市等の商業的イベン

トを実施するとともに、魅

力資源発掘、マップ作成

や情報発信等を推進す

る。 

 

実施時期： 

平成 21 年度から 

飯田市、 

株式会社

飯田まち

づくりカン

パニー 

〔 飯 田 市

中心市街

地活性化

協会及び

り ん ご 並

木 ま ち づ

くりネット

ワ ー ク と

連携〕 

りんご並木は、飯田市全体及び中心

市街地のシンボルとして、市民に定着し

ている。 

本事業は、平成 19 年度に実施した歩

行者天国実験の成果を引き継ぎ、りんご

並木を年間 8 回程度、実験的に歩行者

天国とし、個々に行われてきたイベントや

お祭りを協働で行う。 

具体的には、動物園との連携による移

動動物園やポニーとのふれあい、馬車の

運行、高校生ライブ、ダンスパフォーマン

ス、音楽ライブや地域の夏祭り、地場産

品や農産物直売市、インターナショナル・

フィギュア・マーケット等のイベントを多様

な主体が協働して継続的に実施する。 

本事業により家族連れや子供、若者

からお年寄りまで幅広い層が憩える空間

を創出し、新しい来街者を発掘するととも

に、りんご並木を中心とした周辺地域に

も、賑わいを波及させていく。 

また、こうしたイベントを通じて、魅力資

源発掘、マップ作成や情報発信等を推進

する。 

本事業は、中心市街地活性化の目標

である「交流を支える基盤が整備された

都市」を図るため必要な事業である。 

 効果を検証するため、毎年度来訪者量

調査を実施するとともに、参加者からの

ヒアリングや関係者ネットワーク内での協

議を行う。 

支 援 措 置

の内容：  

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金 

（都市再生

整備計画） 

 

 

実施時期：  

平成 21 年

度 か ら 平

成 25 年度 

 

 

支 援 措 置

の内容： 

中 心 市 街

地 活 性 化

ソフト事業 

 

 

実施時期：  

平成 21 年

度 か ら 平

成 25 年度 
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支 援 措 置

の内容：  

中 心 市 街

地活性化ソ

フト事業 

 

事業名： 

ツアー・オブ・ジャパン南

信州ステージ開催事業 

 

内容： 

国内最高峰の国際サイク

ルロードレース「ツア・ー

オブ・ジャパン南信州ステ

ージ」を開催し、PR 活動

やパンフレットづくり等に

よる地域情報の発信を行

う。また、環境配慮や健

康づくり、まちなか観光活

用の視点から、自転車レ

ンタル、ベロタクシーなど

自転車の普及活動を行

い、自転車のまちづくりを

推進する 

実施時期： 

平成 20 年度から平成 25

年度 

ツアー・オ

ブ・ジャパ

ン南信州

ス テ ー ジ

実行委員

会 

日本をはじめ、アジア地域において確

固たる地位を築き、日本では最高峰・最

大級の国際公認サイクルロードレースで

ある「ツアー・オブ・ジャパン南信州ステー

ジ」を開催し、地域情報の発信を行うこと

や、中心市街地における観光資源のネッ

トワーク化のため自転車レンタル、ベロタ

クシーなど自転車の普及活動を行い、自

転車のまちづくりを推進することは、中心

市街地活性化の目標である「人々の交

流によるにぎわいの回復」の実現を図る

ために、必要な事業である。 

実施時期：  

平成 20 年

度から平成

25 年度 

 

事業名： 

飯田りんごん開催事業 

 

内容： 

飯田まつり「飯田りんご

ん」は、飯田市民のシン

ボル「りんご並木」から名

付けられ昭和 57 年から

はじまった夏祭りである。

毎年 8 月初旬に開催し、

市民約 1 万人の踊り連が

中心市街地で踊りを繰り

広げる。 

実施時期： 

平成 20 年度から平成 25

年度 

り ん ご 並

木の街飯

田 ま つ り

協議会 

毎年継続的に実施し、市民に定着して

いる飯田まつり「飯田りんごん」を開催

し、踊りを披露する市民や踊りを観賞す

る市民、観光客が中心市街地に繰り出し

踊りを楽しむことで、出会いや交流が行

われることは、中心市街地活性化の目標

である「人々の交流によるにぎわいの回

復」の実現を図るために、必要な事業で

ある。 

支 援 措 置

の内容：  

中 心 市 街

地活性化ソ

フト事業 

 

実施時期：  

平成 20 年

度から平成

25 年度 
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事業名： 

いいだ人形劇フェスタ開

催事業 

 

支 援 措 置

の内容：  

中 心 市 街

地活性化ソ

フト事業 

 

内容： 

国際児童年の 1979 年に

はじまった人形劇カーニ

バルがその前身である。

1999 年には人形劇フェス

タとして再出発して現在

に至っている。毎年 8 月

の 4 日間は約 350 劇団に

よる 300 公演が上演さ

れ、まちが人形劇一色に

染まり、全国世界から集

まった劇人と市民の交流

が繰り広げられる。 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成 25

年度 

いいだ人

形 劇 フ ェ

ス タ 実 行

委員会 

 

国内最大級の人形劇の祭典「いいだ

人形劇フェスタ」を開催することにより、

観客、人形劇人、ボランティアが、人形劇

を観賞し、上演し、支える中で、中心市街

地をメイン会場として様々な交流が行わ

れることは、中心市街地活性化の目標で

ある「人々の交流によるにぎわいの回

復」の実現を図るために、必要な事業で

ある。 

 

実施時期：  

平成 20 年

度から平成

25 年度 
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事業名： 

観光資源開発とネットワ

ーク化事業 

 

支 援 措 置

の内容： 

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金 

（都市再生

整備計画） 

内容： 

まちなかに点在する施

設や資産を観光資源とし

て開発・整備するととも

に、南信州観光公社と一 

体となった商品企画開

発をはじめ語り部の育成

やツアー企画、食事ガイ

ドマップ等のマップ、ホー

ムページ作成等による情

報発信、まちなか探索、

スタンプラリー、ウォーキ

ング等、更には、レンタサ

イクル・馬車・ベロタクシ

ー等の移動手段の確立

等について、一体的なネ

ットワーク化を図る。 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成 24

年度 

飯田市 「りんご並木と人形劇のまち」「城下町

の記憶の復活」「伊那谷の文化の象徴」

を基本コンセプトとして、まちなかに点在

する観光資源の開発・整備、地域食文

化・食材の観光資源化を実施するととも

に、まちなかを一体的な観光資源として

活用すべく、ネットワーク化を推進するこ

とは、中心市街地活性化の目標である

「人々の交流によるにぎわいの回復」の

実現を図るために、必要な事業である。 

 

実施時期： 

平成 21 年

度から平成

24 年度 
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事業名： 

文化的・商業的イベント

実施事業 

 

支 援 措 置

の内容： 

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金 

（都市再生

整備計画） 

 

内容： 

 こまで実施されてきたや

まびこマーチ、オーケスト

ラと友に音楽祭、お練り

祭等文化的事業・商業的

イベントの継続開催及び

新たなまちなかイベントの

創造を公共と民間の力で

実施 

 

実施時期： 

平成 21 年

度 ～ 平 成

25 年度 

支 援 措 置

の内容： 

中 心 市 街

地活性化ソ

フト事業 

実施時期： 

平成 21 年度から平成 25

年度 

 

飯田市、 

飯田やま

びこマー

チ実行委

員会、 

オーケス

トラと友に

音楽祭実

行委員

会、 

お練り祭

り実行委

員会等実

行委員会 

これまで実施されてきたやまびこマー

チ、オーケストラと友に音楽祭、お練り祭

等の文化事業やイベントを継続的に実施

するとともに、新しいまちなかイベントの

創出や飯田らしい魅力あふれる文化的

事業・商業的イベントを継続的、定期的に

実施することは、中心市街地活性化の目

標である「人々の交流によるにぎわいの

回復」の実現を図るために、必要な事業

である。 

実施時期： 

平成 21 年

度から平成

25 年度 
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(２)②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な特例措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施主

体 

目標達成のための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 
内容及び 
実施時期 

その 
他の 
事項 

事業名： 

一店逸品運動推進・地域

ブランド開発事業 

 

支援措置の内

容： 

中心市街地商

業活性化アド

バ イ ザ ー （ 協

議会）派遣事

業 

 

 

内容： 

独立行政法人中小企

業基盤整備機構から専

門家の派遣を受け、中心

市街地活性化協会の運

営並びに一店逸品運動

の強化及び飯田独自ブ

ランドの開発に対してアド

バイスを受ける。 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成 25

年度 

飯 田 市

中 心 市

街 地 活

性 化 協

会 

〔 NPO

法 人 イ

デ ア と

連携〕 

飯田市中心市街地活性化協会の運

営及び NPO 法人イデアと連携して実施

している一店逸品活動の強化、和菓子

など飯田独自ブランドの開発、販路開

拓及び情報発信等に係る課題解決の

ためにアドバイスを受けることは、協会

の円滑な運営が実現できるとともに、

個店の商品開発力を高め、魅力アップ

に繋がることから、中心市街地活性化

の目標である「交流を支える基盤が整

備された都市」の実現に寄与する事業

である。 

実施時期： 

平成 20 年度

から平成 21 年

度 

 

 

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

   該当無し。 
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（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 
内容及び 
実施時期 

その 
他の 
事項 

事業名： 

商工会館改築事業 

 

 

支 援 措 置

の内容： 

 

 

内容： 

商 工 会 館 を 改 築

し、商業・一般公衆利

便施設、バスターミナ

ル、商工会議所、駐

車場等の複合拠点と

して整備する。 

 

 

実施時期： 

平成 22 年度～平成

25 年度 

 

飯 田 商 工

会議所 

耐震上、老朽化により建替えが必要

となっている商工会館を改築するに伴

い、商業店舗や市民サロン、会議室と

いった住民交流の機能と、商業・工業

等の地域産業振興（コミュニティビジネ

スや地域ブランド創出機能、起業支援

等）の中核拠点として整備する。 

併せて、交通の結節点としての高速

バスターミナルの改築、駐車場等を整

備し、複合的な拠点とする。また、整備

に際しては、環境配慮を促進する。 

当事業により、回遊性を生み出し、

中心市街地への賑わいを再生させる

とともに、周辺商店街への波及効果が

期待される。 

当事業は、中心市街地活性化の目

標である「人々の交流による賑わいの

回復」を実現する歩行者・自転車通行

量の増加に寄与するとともに、飯田市

の独自目標である「環境に配慮した安

全安心な暮らしを実現する都市」の実

現に寄与する事業である。 

効果を検証するため、毎年度歩行

者通行量及び会館の利用者数等の数

値調査を実施する。 

実施時期： 
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事業名： 

愛宕蔵改修活用事業 

(再掲) 

 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

愛宕神社、扇町公

園、松川との導線を

活かした文化交流施

設の整備、保存、活

用のための改修及び

駐車場、周辺道路整

備事業 

 

実施時期： 

平成 23 年度から 

飯田市 歴史的建造物である愛宕蔵を、市

民の財産として良好な状態で保存し、

収蔵スペースとして利用するとともに、

愛宕神社、扇町公園、松川との導線を

活かしたまちづくり、芸術文化など様々

なイベント等に活用できるよう施設整

備改修し、また、隣接する空地を駐車

場として整備することは、中心市街地

活性化の目標である「人々の交流によ

るにぎわいの回復」の実現を図るため

に、必要な事業である。 

実施時期： 

 

 

事業名： 

大型空ビル活用対策

事業 

(再掲) 

 

支援措置の内

容： 

内容： 

大型空ビル改修支

援、業務施設、公共

公益施設の複合化、

駐車場の整備 

 

実施時期： 

平成 19 年度から平成

24 年度 

飯田市 大型空きビルの改修支援や整備活

用、駐車場の整備、市民交流サロンや

会議室などの公益施設を含めた都市

福利施設、業務施設等の複合化によ

り、業務機能再生や集客、交流機能及

び都市福利機能を促進する拠点整備

を行うことは、中心市街地活性化の目

標である「人々の交流によるにぎわい

の回復」の実現を図るために、必要な

事業である。 

実施時期： 
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支援措置の内

容： 

 

 

事業名： 

駅周辺及び駅前スト

リートの整備事業 

(再掲) 

内容： 

交通の結節点であ

る飯田駅における都

市サービス機能の充

実を図るため、駅周

辺及び駅前ストリート

の観光情報案内所、

店舗等誘客施設、駐

車場、駐輪場、トイレ

等を総合的に整備す

る事業 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

25 年度 

飯田市、 

飯 田 観 光

協会、 

JR 東海、 

 

飯田駅周辺及び駅前ストリートにお

いて、観光情報案内所、案内看板、休

憩所等の観光関連施設、店舗などの

誘客施設、駐車場、駐輪場、トイレ等

の公益施設を整備することにより、鉄

道利用の利便性が高まり、マイカー、

バス、その他の交通手段の有機的な

ネットワークが形成され、都市サービス

機能の充実が図られることや、交通の

結節点である飯田駅がまちなか観光

の誘客拠点として機能充実が図られる

ことは、中心市街地活性化の目標であ

る「人々の交流によるにぎわいの回

復」の実現を図るために、必要な事業

である。 

 

実施時期： 

 

事業名： 

市本庁舎への民間事

業等の複合化事業 

(再掲) 

 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

市役所本庁舎改築

にあたり、市民が親し

めるサロン的な要素

を持ち備えた複合化

施設を目指す 

 

実施時期： 

平成 19 年度から平成

24 年度 

飯田市、 

飯田市中

心市街地

活性化協

会 

耐震対策の必要性から全面的な建

て替えを実施する市本庁舎について、

市民の利用率が高く、市民、来街者の

集客・交流の拠点として、先行的モデ

ルでもあるトップヒルズ本町（りんご庁

舎）のサロン的な要素を持ち備えた市

民が親しめる庁舎として、多目的ホー

ルや会議室などの公益施設等を含め

た複合化施設の提案をするとともに、

実施に向けた取組みを行うことは、中

心市街地活性化の目標である「人々

の交流によるにぎわいの回復」の実現

を図るために、必要な事業である。 

実施時期： 
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事業名： 

高齢者生活サポート

隊活動事業 

(再掲) 

 

支援措置の内

容 

 

内容： 

高齢者等の自転車

による移送、高齢者

世帯への商品宅配事

業、高齢者健康づくり

等、高齢者生活支援

事業 

 

実施時期： 

平成 21 年度から平成

24 年 

高齢者生

活サポート

隊（飯田市

に拠点を

置く自転車

チーム等

及び商店

街、関係事

業者） 

高齢者の生活サポートとして、飯田市

に拠点を置く自転車チーム等や商店

街、関係事業者と共同で、高齢者世帯

への商品宅配サービスや軽作業サー

ビスを請負事業として展開し、する「サ

ポート隊」を当地域独自の多様な担い

手で組織し、具体的な生活支援を図る

とともに、銀座堀端ビル 2 階での心と

体の健康づくりのため、筋力トレーニン

グの専門家、カルチャーの指導員等の

養成を行うことは、中心市街地活性化

の目標である「環境に配慮し、安心安

全な暮らしの実現」の実現を図るため

に、必要な事業である。 

実施時期： 

 

 

事業名： 

まちかど博物館・フィ

ルムコミッション設置

事業 

 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

中心市街地の専門

店・空店舗等へのミニ

博 物 館 設 置 及 び 自

然・歴史的建造物・ま

ちなみ等を活用した

映画等のロケ誘致に

よる情報発信事業 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

25 年度 

飯田市 中心市街地の専門店を中学生等の

職業体験の受入先とし、子どもたちに

モノづくりの心を育成するとともに、職

人の自信と誇りを回復させるため、専

門店や空店舗等にミニ博物館を設置

し、また、自然・歴史的建造物・まちな

み等を活用して観光協会等が実施す

る映画等のロケ誘致等への支援を行

うことは、中心市街地活性化の目標で

ある「人々の交流によるにぎわいの回

復」の実現を図るために、必要な事業

である。 

実施時期： 
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事業名： 

扇町公園活用事業 

 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

動物園を中心とし

た四季の広場等を一

体的に捉えた活用事

業 

 

実施時期： 

平成 21 年度から平成

25 年度 

NPO 伊那

谷環境文

化ネットワ

ーク 

動物園を中心とした四季の広場等

を一体的に捉えた面的な活用による

各種ソフト事業の実施、コミュニティ・ガ

ーデン等設置後の管理運営等を実施

しすることは、中心市街地活性化の目

標である「人々の交流によるにぎわい

の回復」の実現を図るために、必要な

事業である。 

実施時期： 

 

 

事業名： 

空店舗活用と起業支

援事業 

 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

起業希望者の育成

や開業支援及び空店

舗、空家の活用事業 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

25 年度 

飯田商工

会議所 

まちなかの経済的な衰退傾向に歯

止めをかけるため、空家・空店舗活用

や商業集積再生の担い手となる起業

希望者育成及び開業支援を実施する

ことは、中心市街地活性化の目標であ

る「人々の交流によるにぎわいの回

復」の実現を図るために、必要な事業

である。 

実施時期： 
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事業名： 

まちなか観光活性化

事業 

 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

現存する中心市街

地の観光資源を十分

に活かしつつ、商業

者による観光資源開

発、街角観光案内拠

点整備、宿泊拠点で

の観光案内や人形劇

場やコンベンション施

設整備等による観光

産業の活性化事業 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

25 年度 

飯田観光

協会 

 

現存する中心市街地の観光資源を

十分に活かしつつ、まち歩きの観光資

源として、商業者による観光資源開

発、旅館ホテルでの誘客情報受発信

機能の充実、観光ガイドやコンベンショ

ン施設等の整備、特徴のある通り形成

（ハード・ソフト）や伝統ある和菓子店

やまちなかグルメ探索等の事業を実施

し、観光産業の活性化を図ることは、

中 心 市 街 地 活 性 化 の 目 標 で あ る

「人々の交流によるにぎわいの回復」

の実現を図るために、必要な事業であ

る。 

実施時期： 

 

 

事業名： 

桜並木活用事業 

 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

市 民 や 来 街 者 が

「桜並木」をより楽し

み活用するためのソ

フト事業 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

25 年度 

まちづくり

委員会 

 

桜並木において、桜の開花時期に

あわせてライトアップを行うなど、市民

や来街者が昼から夜にかけ花見をより

楽しむことの出来るソフト事業を実施

することは、中心市街地活性化の目標

である「人々の交流によるにぎわいの

回復」の実現を図るために、必要な事

業である。 

 

実施時期： 
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事業名： 

人形劇のまちづくり推

進事業 

 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

人形劇をテーマとし

た操れる人形等の商

品開発、観光ツアー

開発、イベントの実施

等官民一体のまちづ

くりの推進 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

25 年度 

NPO い い

だ応援ネッ

ト イデア 

300 年に及ぶ人形浄瑠璃の伝統や

国内最大級の人形劇の祭典「いいだ

人形劇フェスタ」を契機として、人形劇

をテーマとした商品の開発を行うととも

に、観光ツアー等の企画を行う。 

また、川本喜八郎人形美術館を核と

して、インターナショナル・フィギュア・マ

ーケット等のイベントを継続的に開催

することは、中心市街地活性化の目標

である「人々の交流によるにぎわいの

回復」の実現を図るために、必要な事

業である。 

 

実施時期： 

 

 

事業名： 

南信州食文化マーケ

ットの創設 

 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

域産域消事業の推

進及び飲食店による

共同メニュー開発等

の事業化 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

25 年度 

飯田商工

会議所 

 

行政が促進する生産者による商品

開発、ブランドの創出等と協働し、飯田

の産品や飯田独自の食文化を活かし

た共同メニュー開発等の事業化、アン

テナショップのテストチャレンジや生産

者のマーケティング力の向上を通じた

市場拡大を図ることは、中心市街地活

性化の目標である「人々の交流による

にぎわいの回復」の実現を図るため

に、必要な事業である。 

実施時期： 
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事業名： 

補完的交通手段（自

転車等）の導入事業 

 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

自転車レンタル、ベ

ロタクシーなどを導入

し、電車、バス等公共

交通機関との補完的

連携を図る 

 

実施時期： 

平成 21 年度から平成

25 年度 

飯田市 中心市街地へのアクセスの利便性

向上、環境負荷軽減の視点、持続可

能な交通の普及推進に寄与すべく、自

転車レンタルやベロタクシー等によっ

て、公共交通機関の利用促進を図るこ

とは、中心市街地活性化の目標である

「人々の交流によるにぎわいの回復」

の実現を図るために、必要な事業であ

る。 

実施時期： 

 

 

事業名： 

馬車等運行事業 

 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

まちなかに新たな

賑わいを創出するた

め、馬車運行や引き

馬を実施 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

24 年度 

NPO 伊那

谷環境文

化ネットワ

ーク 

まちなかで、発着馬場の整備、馬車

運行・引き馬を実施し、まちなかの緑

遊空間や交流空間、集客拠点を連結

させることは、中心市街地活性化の目

標である「人々の交流によるにぎわい

の回復」の実現を図るために、必要な

事業である。 

 

実施時期： 
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事業名： 

りんご並木周辺商業

施設等整備事業 

 

※単独事業 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

りんご並木ストリー

トマネジメント計画に

基づき、不動産の所

有と利用の分離によ

る活性化を図るため

に、りんご並木周辺

の空き店舗等を、中

心市街地に投資意欲

を持つ民間事業者と

マッチングさせること

で有効活用を図る。 

 

 

実施時期： 

平成 24 年度から平成

25 年度 

㈱ 飯 田 ま

ち づ く り カ

ンパニー 

商 店 街 組

織 

 これまで行政やまちづくり会社が主

体となって進めてきた中心市街地の再

開発事業の波及誘発効果として、まち

の活性化に寄与する民間開発が芽生

えている。 

 中心市街地への投資意欲を持つ民

間事業者が現れてきたこの機を活か

し、市のシンボルであるりんご並木に

にぎわいを創出するため、㈱飯田まち

づくりカンパニーが主体となり、不動産

の所有と利用の分離の手法を活用し

て活性化を図るため、りんご並木周辺

の空き店舗等を確保し、意欲ある民間

事業者とのマッチングのためのストリ

ートマネジメント計画を立案し、その計

画に基づき事業を面的に広げていく。 

 本事業の実施によりエリア内のマネ

ジメントが行われることは、りんご並木

を中心とするストリートマネジメントにお

ける食遊文化機能、複合的開発マネ

ジメントエリアにおける住まい・生活福

祉・行政サービス機能、既存商店街エ

リアにおける物販・飲食機能とが相互

に相乗効果を生み出し、集客効果がよ

り高まることが見込まれることから、中

心市街地活性化基本計画の目標であ

る「人々の交流によるにぎわいの回

復」の実現を図るために、必要な事業

である。 

平成 24 年度以降、りんご並木周辺の

空き店舗、空家などを活用した、地域

コミュニティ機能向上や再生に向けた

商業施設等整備を推進する。 

実施時期： 
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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業

に関する事項 

 

8-1 公共交通機関の利便性の増進の必要性 

<現状分析> 

 中心市街地エリアには、ＪＲ飯田線飯田駅があり、駅から中心市街地区域内は約 1.5

ｋｍ圏内にあることから、駅から中心市街地各所へのアクセスは比較的容易であるに

も関わらず、中心市街地外に住む市民の約８割が、中心市街地へのアクセス方法とし

て自家用自動車を利用しているのが現状であり、それ故に、中心市街地内での大型の

駐車場を求める声が多くなっている。こうしたことから、飯田駅の乗車人員数は年々

減少している。また、路線バスについても年々利用者数が減少する傾向にある。 

その一方で、平成 12 年から実施されている中心市街地とその周辺を結ぶ市民バスは、

ここ数年の上げ止まりはあるものの、運行開始年度から年々利用者数を伸ばしている。 

さらに、官民協働による市街地循環バス運行の試行などの事業展開がなされてきた

ところであるが、まちなかの循環や移動方法については、従来のバス等に加え、多様

な手法を検討･実施していくことが必要である。 

 

<事業の必要性> 

 上記の現状を踏まえ、「公共交通機関の利便性の増進」として次のような事業が必要

とされる。 

 

・「地域固有の価値の創造」を実現するための馬車等運行事業等 

 

・「複合的視点での事業実施」や「さらなる市民の力の集約集中化」を実現するための

自転車等補完的交通手段の導入、レンタサイクルセンター設置事業等 

 

・「アクセスしやすい都市交通基盤整備」を実現するためのバス運行改善、市街地循環

バスへの対応、バスターミナル整備事業、路上パーキング機能を活用した活性化事

業等 

 

<フォローアップ> 

 毎年、事業の進捗状況の把握を行う。 

 また、個別事業の進捗状況を確認した上で、どの程度中心市街地が活性化してきて

いるか判断し、状況に応じて、事業の促進や見直しなどの改善措置を講じる。また、

計画期間満了時点において再度進捗調査を行い、中心市街地活性化の効果的な推進

を図る。 
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8-2 具体的事業の内容 

 

(１)法に定める特例の措置に関連する事業 

 該当なし 

 

(２)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

 該当なし 

 

(２)②認定と連携した支援措置のうち､認定と連携した重点的な支援措置に関連する事

業 

 該当なし 

 

(３)中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その 

他の 

事項 

事業名： 

環境配慮型まちづくり

事業 

 

支援措置の内

容： 

先 導 的 都 市

環 境 形 成 総

合支援事業 内容： 

飯田市新エネルギ

ー・省エネルギー地

域計画に基づき設定

された温室効果ガス

削減目標達成に向け

た CO2 削減都市モデ

ルとして、中心市街地

における公・民事業で

の環境配慮を推進す

る事業 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

25 度 

飯田市 

(株)おひさ

ま進歩エネ

ルギー 

 地球温暖化問題の取組みを先進的

に行ってきた飯田市として、今後中心

市街地エリアで実施が予定されている

官民による開発事業等において、太陽

エネルギーや水力などの中心市街地

において活用できる再生可能なエネル

ギーの活用、地元産の木質バイオマス

を活用した機器等による熱エネルギー

の供給等により、エネルギーの地産地

消を推進するとともに、外断熱工法等

による施設全体の省エネルギー化、Ｅ

ＳＣＯ事業の活用による省エネルギー

機器の導入等、まちづくり、都市形成

において環境面での配慮を徹底し、

CO２をはじめとした温室効果ガス削減

のモデル都市を形成することは、中心

市街地活性化の目標である「環境に配

慮し、安心安全な暮らしの実現」を図る

ために、必要な事業である。 

実施時期： 

平成 20 年度

か ら 平 成 25

年度 
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事業名： 

商工会館環境配慮型

事業 

 

支援措置の内

容： 

先 導 的 都 市

環 境 形 成 総

合支援事業 

 

内容： 

環境配慮型の都市

づくりのモデル事業と

して、新エネルギー・

省エネルギー化整備

等を複合的視点で、

商工会館の改築に併

せて実施する事業 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

24 年度 

㈱おひさま

進歩エネ

ルギー 

耐震上、また、老朽化により建替え

が必要となっている商工会館の整備に

際して、環境配慮型の都市づくりのモ

デル事業として、新エネルギー・省エネ

ルギー化整備等を複合的に実施する

ことは、中心市街地活性化の目標であ

る「環境に配慮し、安心安全な暮らし

の実現」の実現を図るために、必要な

事業である。 

実施時期： 

平成 21 年度

から 24 年度 

 

事業名： 

市街地循環バスへの

対応事業 

 

支援措置の内

容： 

地 域 公 共 交

通活性化・再

生総合事業 

 

内容： 

中心市街地を循環

す る バ ス の 運 行 計

画・（試行）運行実施

に向けた実証実験、

市 民 会 議 等 で の 検

討、及び関係機関と

の調整等の対応 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

24 年度 

飯田市 

 

 中心市街地内を循環するバス等の

公共交通について、運行計画・（試行）

運行実施に向けた実証実験を行い、

また、観光対策、中心市街地活性化、

公共交通の観点から、どのような運行

が適切かを、「地域公共交通改善市民

会議」において検討することは、中心

市街地活性化の目標である「人々の

交流によるにぎわいの回復」の実現を

図るために、必要な事業である。 

実施時期： 

平成 20 年度

か ら 平 成 22

年度 
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事業名： 

補完的交通手段（自

転車等）の導入事業 

(再掲) 

 

支援措置の内

容： 

先 導 的 都 市

環 境 形 成 総

合支援事業 

 内容： 

自転車レンタル、ベ

ロタクシーなどを導入

し、電車、バス等公共

交通機関との補完的

連携を図る 

 

実施時期： 

平成 21 年度から平成

23 年度 

飯田市 中心市街地へのアクセスの利便性

向上、環境負荷軽減の視点、持続可

能な交通の普及推進に寄与すべく、自

転車レンタルやベロタクシー等によっ

て、公共交通機関の利用促進を図るこ

とは、中心市街地活性化の目標である

「人々の交流によるにぎわいの回復」

の実現を図るために、必要な事業であ

る。 

実施時期： 

平成 21 年度

か ら 平 成 23

年度 
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(４)国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 
実施主体 

目標達成のための 

位置付け及び必要性 

支援措置の 

内容及び 

実施時期 

その 

他の 

事項 

支援措置の内

容： 

 

事業名： 

駅周辺及び駅前スト

リートの整備事業 

(再掲) 

 

内容： 

交通の結節点であ

る飯田駅における都

市サービス機能の充

実を図るため、駅周

辺及び駅前ストリート

の観光情報案内所、

店舗等誘客施設、駐

車場、駐輪場、トイレ

等を総合的に整備す

る事業 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

25 年度 

飯田市、 

飯 田 観 光

協会、 

JR 東海、 

 

飯田駅周辺及び駅前ストリートにお

いて、観光情報案内所、案内看板、休

憩所等の観光関連施設、店舗などの

誘客施設、駐車場、駐輪場、トイレ等

の公益施設を整備することにより、鉄

道利用の利便性が高まり、マイカー、

バス、その他の交通手段の有機的な

ネットワークが形成され、都市サービス

機能の充実が図られることや、交通の

結節点である飯田駅がまちなか観光

の誘客拠点として機能充実が図られる

ことは、中心市街地活性化の目標であ

る「人々の交流によるにぎわいの回

復」の実現を図るために、必要な事業

である。 

 

実施時期： 

 

 

事業名： 

バスルート、ダイヤ等

バス運行の改善事業 

 

支援措置の内

容： 

内容： 

市民バス・路線バ

スの運行ルート、ダイ

ヤ等の改善 

 

実施時期： 

平成 20 年度から 

飯田市 

 

高齢者などの移動困難者が中心市

街地をはじめとした地域内移動が行え

るような公共交通を確保するため、公

共交通の起点としての役割を果たして

いる中心市街地に関するバス路線等

の地域公共交通の見直しを行うこと

は、中心市街地活性化の目標である

「人々の交流によるにぎわいの回復」

の実現を図るために、必要な事業であ

る。 

実施時期： 
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事業名： 

バスターミナル整備

事業 

 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

地域の結節点とし

ての機能を持ったバ

スターミナル整備 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

25 年度 

信南交通

㈱ 

飯田下伊那地域の公共交通の結節

点としての役割が果たせるよう、その

設置場所や、商工会館、観光案内所

等の複合的機能の付加、環境配慮等

の検討を行い、地域住民にも観光客に

も使いやすい施設とすることは、中心

市街地活性化の目標である「人々の

交流によるにぎわいの回復」の実現を

図るために、必要な事業である。 

実施時期： 

 

 

事業名： 

レンタサイクルセンタ

ー設置事業 

 

支援措置の内

容： 

 

内容： 

地域住民、観光客

等のまちなか交通の

利便性向上を図るた

めの観光案内の要所

等にレンタサイクルセ

ンターを設置 

 

実施時期： 

平成 20 年度から平成

24 年度 

飯田市 

 

公共交通の結節点である飯田駅前

やまちなかインフォメーションセンター

付近等観光案内の要所等において、

電動自転車を含めたレンタサイクルセ

ンターを設置し、地域住民の交通手段

として、また、観光客の交通手段として

利活用できるよう事業を推進すること

は、中心市街地活性化の目標である

「人々の交流によるにぎわいの回復」

の実現を図るために、必要な事業であ

る。 

実施時期： 
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	　また、まちなかの少子化、高齢化と人口減少、コミュニティ機能の低下がみられる中、まちの定住人口の増加策と、その生活基盤となる健康･医療･福祉の複合的施策が必要とされている。その実現のためには、子育てしやすい環境整備、高齢者が安心して生活するための生活支援機能、若い人たちのニーズにも対応した居住環境整備や自己実現の場を充足させるためコミュニティ機能を高めていくことが課題とされる。
	　一方、アンケートの結果から、中心市街地のより一層の活性化が求められており、商業機能や観光･アミューズメント機能の強化、高齢者の健康づくりや子育て支援、文化芸術等、そのニーズは多岐にわたっており、中心市街地における都市機能のより一層の多様化、複合化が課題となる。
	(２)重点課題
	　中心市街地の現状及び市民ニーズを踏まえ、中心市街地活性化基本計画の重点課題を以下に示す。
	■重点課題１
	　市街地再開発事業等、都市型住宅建設事業、地域人形劇センター（川本人形美術館）、りんご並木整備活用事業等は、長い年月をかけて培われてきた市民の主体的な参画を基盤としている。今後は、さらなる市民の力の集約・集中化を図ることが求められることから、「多様な主体によるまちづくりの推進」が課題となる。
	多様な主体によるまちづくりの推進
	■重点課題２
	　今後の活性化事業展開においては、これまでの活性化事業を継承し、住宅供給、商業や高齢者、子育て支援や若者支援等の都市サービス機能、駐車場等の機能の複合化が必要である。そのため、事業実施段階では、事業手法･主体面での複合的な取り組みの強化が求められることから、「戦略的な複合化事業の実現」が課題となる。
	戦略的な複合化事業の実現
	■重点課題３
	　中心市街地をこれまで以上に訪れやすく、動きやすいまちにしていくためには、駐車場を含む交通体系の総合的整備が必要である。来街者の増加や回遊性の向上による商業・観光の活性化のみならず、都市サービス機能の利便性向上、まちなか居住の促進等を推進していくためには、中心市街地における「交通基盤の強化」が課題となる。
	交通基盤の強化
	■重点課題４
	　少子・高齢化、人口減少の時代に求められるのは、多様化したライフスタイルに適応した都市福利機能をより充実させることである。まちなか居住の促進とともに、健康･医療･福祉･文化における新しいニーズに対応した社会サービス機能の充実のため、生活支援やコミュニティ形成を一体的に捉えたまちづくりが求められており、「暮らしの視点からの機能再編」が課題となる。
	暮らしの視点からの機能再編
	■重点課題５
	　これまでの活性化事業の推進は、まちの集客力を高めつつあるが、今後は、中心市街地全体でのまちの魅力を創造し、求心力と中心性を取り戻すことが求められる。そのため、まちの潜在的価値を発掘し、歴史的建造物や裏界線、りんご並木、食文化等地域固有の価値に光をあてるとともに、環境に配慮したまちづくりにより、飯田らしい個性と魅力あふれる都市形成が必要であることから、「地域固有の価値創造」が課題となる。
	地域固有の価値創造
	　中心市街地の現状及び市民ニーズと、上記重点課題との関係性を以下の図で示す。
	●中心市街地の現状と重点課題の整理
	1-5中心市街地活性化基本方針
	(１)第５次飯田市基本構想基本計画における位置づけ
	　飯田市の基本構想基本計画においては、「めざす都市像」として「住み続けたいまち　住んでみたいまち　飯田　人も自然も輝く　文化経済自立都市」を掲げ、平成19年度から平成28年度の計画期間における５つの基本目標とそれを踏まえた９つの政策を定めている。その中で、中心市街地活性化は、「暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり」の政策の中に、「活気ある街づくりの推進<重点施策>」として掲示され、「中心市街地について、人や物が集まり活気ある状態をめざして取り組む」と位置づけられている。
	(２)中心市街地の将来像
	中心市街地の役割は、「地域の中心性・求心力・魅力」ということであり、都市の潜在力を活かし、外から「人・資本・情報」を呼び込み、「地域全体の内発力」を高めることにある。かつて信州一の商都であった歴史や、りんご並木・人形劇、城下町が育んだ『美しきまち飯田』の品格に象徴される魅力や潜在力を産業と文化の両面から磨きあげ未来へとつなげていく。�(３)中心市街地活性化の基本理念
	　飯田市の中心市街地は、多くの都市機能が集約された、飯田下伊那の文化・経済の中心として機能してきた。また、近年の官民による市街地再開発事業等を通じて、居住人口の増加、賑わいが創出されている。
	　しかしながら、都市の郊外拡散、人口構造や生活スタイルの変化、個人消費ニーズの画一化と多様化など、複雑化した社会･経済の変化等により、新たな課題が生じている。
	　今後は、こうした課題を複合的な観点から捉え、これまでに培ってきた市民の力を集約･集中化し、人の暮らしに適した機能の再生･再編、さらには、交通体系等の都市基盤整備により、中心市街地としての品格と価値を高めていく必要がある。そのためには、まちをトータルな視点からコーディネートすること、つまり「都市を経営する」という理念が強化される必要がある。
	　そこで、本計画では、次の基本方針を中身とする「都市経営」のあり方を定め、旧中心市街地活性化基本計画がうたう将来の都市像を継承し、今後５年間の具体的事業を定め、中心市街地活性化の総合的かつ一体的な推進を図ることで、飯田市における市民の暮らしを支える健康･医療･福祉の増進、地域資源としてのストック･自然･歴史･文化・環境を活かしたまちづくり、活力に満ちあふれた経済のダイナミズムを形成し、自立的･持続的な発展に寄与することを目的とする。
	(４)中心市街地活性化の基本的な方針
	　飯田市が固有に備えてきた有形、無形のまちづくり資源を生かし、これまでに一定の成果をあげてきた市街地の整備改善、商業活性化をさらに推し進めるとともに、少子化、高齢化、人口減少、環境共生、多様な生活ニーズへの対応といった時代の変化に即応する上で中心市街地の果たすべき重要な役割を認識し、その活性化にあたっての基本方針を次のとおりとする。
	①地域固有の価値の創造により品格あるまちづくりを推進する
	　これまでの歴史の中で培われた先人達のまちに対する想いと、潜在的価値を発掘･認識･継承し、品格あるまちづくりを推進する。特に中心市街地が、環境に配慮した都市の実現に向けて市域全体を先導していくことは、かつて、交易や交流が盛んに行われ経済的にも文化的にも地域を先導してきたことを現代に再生していくことにつながるものであり、市民のまちづくりに対する気運を高め、飯田市としての一体感を創出するとともに、中心市街地の求心力や中心性を高めるものである。
	②複合的視点での事業実施により社会ニーズに対応したまちを形成する
	　賑わいづくりや暮らしの視点からの機能の複合化、また、事業主体や資金･知恵の複合的展開による公共･公益施設等をはじめとする機能の充実を戦略的に実施することで、多様化し高度化した消費・文化ニーズ、交流機能、生活者支援サービス、コミュニティ形成へのニーズなど、多様な社会ニーズに対応したまちを形成する。
	③さらなる市民の力の集約集中化により多様な主体による持続可能なまちづくりを展開する
	　りんご並木、裏界線、市街地再開発事業等、大火以来のまちづくりの中で市民や民間事業者に蓄積された「知恵」「経営力」「資金力」そして、次世代を創造する「イノベーション」をまちづくりに活かすべく、その力を集約･集中化させるとともに、多様な担い手やリーダーを育てることでその力を継承し、持続的に発展していくまちづくりを展開する。
	④アクセスしやすい都市交通基盤整備により「訪れやすいまち」「動きやすいまち」を実現する
	　まちの基盤整備の根幹としての駐車場と道路網、交通機関を一体的に捉えた交通体系の整備を推進し、機能性や魅力に富み交流が盛んに行われる「訪れやすいまち」「動きやすいまち」を実現する。
	⑤人の暮らしにあった効率よい機能再編により安心で安全なまちを創造する
	　まちなか居住のさらなる推進のため、健康･医療･福祉の暮らしの視点から、ひとりの「人」を単位とする機能の再編を推進し、健康で安心して暮らせる仕組みを、市民・行政が協働で築き、魅力あふれるまちを創造する。
	２．中心市街地の位置及び区域
	2-1位　置
	位置設定の考え方
	飯田市中心市街地は、室町時代、坂西氏が飯田城を築いたことにはじまると言われ、安土・桃山時代に、城主となった京極高知が町を形成し、現在につながる市街地の骨格ができあがったと伝えられる。その後は城下町として栄えるとともに、江戸時代から明治の時代には、地場産品や海産物等の交易が盛んな商都の中心として繁栄した場所である。
	現在は、旧街道でもあった国道153号線や国道151号線が結節し、ＪＲ飯田線飯田駅、公共・公益施設、商業・業務施設が集積する南信州の中核都市・飯田市の中心地である。地形的には、天竜川によって形づくられた段丘上に位置することから「丘の上」と呼ばれている。
	●位置図
	2-2区　域
	区域設定の考え方
	○飯田市都市計画における唯一の商業地域を中心とする区域
	　中心市街地は、都市計画における商業地域が唯一存在し、飯田市の中心としての役割を担っている区域である。
	○防火帯道路が整備された区域
	　戦後の大火からの防災復興計画によって整備された防火帯道路（「りんご並木」・「桜並木」と「通り町」）を含むエリアを対象区域とする。
	○旧計画からの変更点とその理由
	・北側　桜並木を活用したソフト事業を展開し、市民や来訪者が楽しめる空間づくりのため桜並木が存在するエリアを追加した。
	・東側　旧飯田測候所の活用による交流施設整備によりコミュニティ活動の場づくりを進めるためエリアを追加した。
	・南側　市庁舎整備を実施するためエリアを追加した。
	・西側　飯田駅周辺における駐車場整備等を実施するためエリアを追加した。
	○区域設定
	　西側･北側は飯田病院からＪＲ飯田線、東側は商業地域、南側は段丘の縁をおおよその目安として中心市街地区域設定を行なった。
	　以上の考え方に基づき、約151haを飯田市の中心市街地とする。
	●区域図　　　赤線：計画区域（約151ha）　点線：旧計画区域（約100ha）
	2-3中心市街地要件に適用していることの説明
	要　件
	説　明
	第1号要件
	　当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること
	①小売商業の集積
	　中心市街地（1.51ｋ㎡）は、市域（658.76ｋ㎡）の0.23％の面積であるが、小売商業については、
	　・約18％の商店が集積する
	　・約10％の従業員が働く
	　商業の集積した地域である。
	（平成16年商業統計）
	②商業･業務、公共･公益施設等の都市機能が集約
	　・ＪＲ飯田駅
	　・高速バスターミナル
	　・市役所、長野県飯田合同庁舎
	　・地域交流センター（りんご庁舎・市民サロン）
	　・飯田市美術博物館、飯田市立中央図書館
	　・柳田國男館、日夏耿之介記念館
	　・地域人形劇センター（川本人形美術館）
	　など多数の都市機能が集まっている。
	　以上のことから、中心市街地は、飯田市の中心としての役割を果たしている市街地であり、飯田市の経済的・文化的な中心と位置づけることができる。
	第2号要件
	　当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること
	①小売商業の衰退
	　中心市街地商店街の小売商業における各数値は、平成９年以降減少傾向にあることから、今後もこのままの傾向が続くことによって商業活動が衰退し、機能的な都市活動の確保に支障を来たすおそれがある。
	（商業統計）
	②人口の減少
	　中心市街地における少子・高齢化による深刻な人口の減少により、活力ある都市活動の確保に支障を来たすおそれがある。
	・中心市街地における人口の推移
	③歩行者通行量の減少
	　中心市街地における歩行者通行量は、減少傾向にあり、来街者の減少によって、経済活力の維持に支障を来たすおそれがある。
	・中心市街地６地点の歩行者通行量の合計の推移（再掲）
	(土曜日・１日当り： 12時間・自転車含む)
	（資料：飯田市）
	※平成13年は調査未実施によりデータなし
	　以上のことから、飯田市中心市街地の商業機能の集積が低下しつつあり、今後もさらに低下するおそれがあることが認められる。
	第3号要件
	　当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上と総合的かつ一体的に推進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること
	①長野県都市計画区域マスタープラン
	　長野県の都市計画区域マスタープランでは、「飯田都市計画（飯田市） 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」における「1.都市計画の目標 1.2都市づくりの基本理念 (1)現状と課題」において、「本都市計画区域（飯田市）は、東に南アルプス、西に中央アルプスを望み、豊かな水量を誇る天竜川に面し、水と緑ゆたかな雄大な自然環境に恵まれた位置にある。古来、交通の要衝として栄え、飯田城の城下町として発展してきた人口10万人を擁する県南の中核都市である。飯伊圏域18市町村の中心都市として、県民生活を支える多様な都市サービスの拠点として期待されている。」と位置づけられ、また、現在整備の進む三遠南信自動車道に言及し、「より一層の連携が期待される三遠南信地域の一角として、県境を越えた地域間の一体的な交流と開発が期待されている。」と長野県周辺都市との連携における重要な立地であることが位置づけられており、飯田市周辺の南信州地域（飯伊圏域）はもちろんのこと、長野県外と長野県を結びつける重要な役割を担っており、飯田市中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上が周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であることが認められる。
	②基本構想基本計画
	　飯田市第５次基本構想基本計画においては、「めざす都市像」として「住み続けたいまち　住んでみたいまち　飯田　人も自然も輝く　文化経済自立都市」を掲げ、平成19年度から平成28年度の計画期間における基本目標及びそれを踏まえた政策のあり方を定めている。中心市街地活性化は、「活気ある街づくりの推進」の施策に位置づけられ、「中心市街地について、人と物が集まり活気がある状態をめざして取り組みます。」と記述されている。商業･業務、公共･公益施設など都市機能が集積する現状や中心市街地活性化の必要性を認識する市民ニーズを踏まえると、当該市街地は第５次基本構想基本計画の実現に向けて、社会的、経済的にきわめて重要であり、飯田市全域への大きな波及効果が期待できる。また、中心市街地は、飯田市が南信州の中核都市であることを考慮すると、周辺地域の発展にとっても重要なエリアであるといえ、基本構想の「めざす都市像」においても、「文化経済自立都市」の背景として、「飯田下伊那地域の中心都市である飯田市の力量が弱まることは、飯田下伊那全体の地域活力や持続可能性の低下に結びつくことから、現在の状況から脱却する必要」があると位置づけられている。
	③土地利用基本方針
	　飯田市の土地利用方針において、中心市街地の区域は、市域を６つの地域に区分したうちの「中心市街地及びその周辺地域」に位置づけられ、次のとおり記述されている。
	「この地域はこの地域は、城下町として栄えるなど近世都市飯田の中核を成した飯田の顔ともいえます。昭和22年の大火によって市街地の大半を消失しましたが、その後の復興都市計画によ
	り、防火帯※をもつ近代的な都市として復興しました。そして、養蚕で栄えた周辺の農業を背景とし、商業を中心に官公庁や金融機関などの基幹的な業務機能や飯田駅、バスターミナルなどの公共交通機関が集積して発展しました。また、生活を支える都市基盤や諸機能がまとまっているため、歩いて暮らしやすい環境となっています。しかし近年は、モータリゼーションの進展やそれに伴い様々な施設等の市街地郊外への進出などにより、中心市街地を取り巻く環境は厳しく、人口や事業所の流出などにより空洞化が進んでいます。中心市街地には、りんご並木、大宮桜並木、裏界線※などの特色のある道路のほか、大火を免れた歴史的な建造物や寺院など、城下町飯田を想い起こさせるまちなかの貴重な資源が多く残っています。」また、近世都市飯田の中核として栄えた背景と、飯田市における近代からの経済的･社会的な発展において重要な役割を担ってきたことから、中心市街地の活性化は今後も飯田市全体の発展に有効であると考えられる。さらに土地利用方針における「将来都市構造」としては、中心拠点、地域拠点及び交流拠点が有機的に相互連携した「拠点集約連携型都市構造」としており、中心市街地は「中心拠点」に位置づけられ、「各種業務や行政などの中核機能や特色ある商業や居住等の都市機能が蓄積された中心市街地は、都市の中心としての機能を持ち、いわゆる飯田市の「顔」であるといえます。蓄積されてきた文化や伝統、社会資本などの既存ストックを活かすとともに、今後とも『中心拠点』として位置づけます。飯田市の顔にふさわしい品格と賑わいのあるまちを創造するため、それら機能の充実を図ります。」と記述される。中心市街地は、都市の中心としての機能を持ち、いわゆる飯田市の「顔」の役割を担い、周辺地域の発展に大きな影響を与える存在であるといえる。
	３．中心市街地の活性化の目標
	3-1目標設定
	　計画期間において重点化を行い達成すべき目標を２つ設定する。１つ目は「人々の交流によるにぎわいの回復」、２つ目は「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」である。５つの重点課題から基本的な方針を受け、本市の実情に応じた目標設定の理由を以下に整理する。
	　まず、次の３つの基本的な方針は目標達成において、現状分析や市民のニーズから導き出された方針として、各事業展開において意識すべきものであり、そのことによって課題に対応する。
	　①さらなる市民の力の集約集中化により多様な主体による持続可能な街づくりを展開する
	②複合的視点での事業実施により社会ニーズに対応したまちを形成する
	③地域固有の価値の創造により品格のあるまちづくりを推進する
	　「①さらなる市民の力の集約集中化により多様な主体による持続可能なまちづくりを展開する」という基本的な方針の実現のためには、多様な主体がまちづくりに参加する仕組みとして「飯田市中心市街地活性化協会」はもとより、多様な市民・民間との協働を基本として事業の実施にあたり活性化の目標を達成する。
	　「②複合的視点での事業実施により社会ニーズに対応したまちを形成する」という基本的な方針の実現のために、目標達成に向けて機能や事業主体、資金等の複合化を常に意識して取り組む。
	　「③地域固有の価値の創造により品格のあるまちづくりを推進する」という基本的な方針は、目標の実現にあたって、全国的にも先進的で、飯田市らしい取り組みである「環境文化都市」実現に向けた試みを積極的に展開するとともに、飯田市の中心市街地の特徴的な場所であり精神的な象徴でもあるりんご並木の活用や、点在するまちなかの地域資源を活かし、中心市街地の活性化に取り組む。
	　次に、以下の２つの基本的な方針については、現状分析及び市民のニーズから具体的な解決が求められているものであり、それぞれ具体的事業展開により目標を達成する。
	　④アクセスしやすい都市交通基盤整備により訪れやすいまち・動きやすいまちを実現する
	⑤人の暮らしにあった効率よい機能再編により安心で安全なまちを創造する
	　「④アクセスしやすい都市交通基盤整備により訪れやすいまち・動きやすいまちを実現する」という基本的な方針を実現するため、「人々の交流によるにぎわいの回復」という目標を設定する。まちなかでの集客交流を促進する事業を、多様な主体により実現するとともに、車でのまちなかへのアクセスを考えた際、駐車場が少ないためアクセスしづらいといった来街者の意識的な障害を取り払うよう、いつでも混雑せず駐車可能な拠点的駐車場整備等具体的事業を展開し、まちなかでの移動を容易にするための手段を複合的に確保するよう事業を展開する。
	　「⑤人の暮らしにあった効率よい機能再編により安心で安全なまちを創造する」という基本的な方針を実現するため、「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」という目標を設定する。高齢化するまちなか生活への対応、また子育て世代のニーズへの対応、生涯学習等の市民の自己実現の場の提供など地域住民のひとりひとりの暮らしを意識した都市福利施設の充実や生活サポートの仕組みづくり等に取り組む。
	　以上、本基本計画の基本方針①から③を踏まえて、基本方針④、⑤を実現するため、以下の目標を設定する。
	　　<中心市街地の活性化の目標>
	　　　・人々の交流によるにぎわいの回復
	　　　・環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現
	3-2目標達成に向けた戦略的な事業展開
	　上記の２つの目標を達成するため、戦略的な事業展開により中心市街地の活性化を推進する。
	(１)人々の交流によるにぎわいの回復
	　多様化し高度化する消費・文化ニーズに対応した都市サービス機能を充実させ、まちなかの交流を生み出す。そのため、高い専門性と日常生活に密着した多様な商業機能、文化的・歴史的資源を十分に活かした文化的機能、憩いの場の整備やイベント、観光資源開発等を通じた交流機能、さらには、社会ニーズに対応した生活支援サービス等による業務機能などの拠点づくりを行う。具体的には、りんご並木周辺におけるテナントミックスや空店舗の活用による商業施設等の整備及び市本庁舎改築による複合化施設化により、人が集い、楽しみが提供できる拠点整備を行う。
	　また、中心市街地における交通面から見た課題に対応するため、安全で快適な移動を可能とする道路整備やバス等公共交通の充実のほか、訪れる人のための拠点的な駐車場の整備が必要である。
	□重点的活性化事業
	　・拠点型駐車場整備事業
	　・路上パーキング機能を活用した活性化事業
	　・観光資源開発とネットワーク化事業
	　・市本庁舎整備事業
	　・商工会館改築事業
	　・りんご並木周辺商業施設等整備事業
	　・駅周辺及び駅前ストリートの整備事業
	　・バスターミナル整備事業
	(２)環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現
	　これまでのまちづくりを通じて取り組んできた都市型住宅や高齢者向け住宅供給を継続して実施するとともに、人の暮らしの視点から、高齢化、少子化等による人口減少時代の新たな社会ニーズに対応した社会サービスを提供する。また、飯田市において重要な政策である環境配慮型まちづくりの推進を、中心市街地において市域全域の先導として実施することにより、環境に配慮した、安心安全な暮らしを実現する。
	　社会サービスとしては、まちなか健康･福祉･生活支援の中心である高齢者支援に加え、新たなニーズに対応した子育て支援、それぞれのライフスタイルに合わせた健康増進策やコミュニティ形成の実施とその拠点整備を進める。
	　また、環境配慮型のまちづくりを推進するために、中心市街地における再生可能エネルギーの活用を考慮した多世代向け住宅供給、環境共生住宅、高齢者生きがい住宅の供給を促進し、まちなか居住支援を推進する。
	　さらに、歴史的建造物など歴史的文化資源等の再整備や利活用を市民参画のもとに推進する既存ストックの活用を進めることで環境に配慮した資源の有効活用を推進する。
	　□重点的活性化事業
	　・まちなか健康福祉拠点整備事業
	　・子育て・子どもサロン等の拠点整備事業
	　・お年寄りサロン等の機能強化事業
	　・生涯学習センターの設置･運営事業
	　・環境共生住宅整備
	　・裏界線活用･整備事業
	　・環境配慮型まちづくり事業
	　・歴史的建造物活用
	　・仲ノ町まちなみ環境整備事業
	3-3計画期間
	　本基本計画の計画期間は、平成20年７月から、事業が進捗し、その実施効果が現れると考えられる平成26年３月までの５年９月間とする。
	3-4数値目標の設定
	(１)数値目標指標の設定の考え方
	①「人々の交流によるにぎわいの回復」の数値目標設定の考え方
	　都市サービス機能の充実とともに、都市交通基盤を整備することは、まちの魅力を向上させ、交流人口の増加と回遊性を高める。そこで、これまでに整備されてきたりんご並木、地域人形劇センター（川本人形美術館）、動物園等といった賑わい拠点を中心として、今後さらなる各種機能強化等を進めることにより、まちなかを回遊し交流する人々を増大させる。その効果を測るため、「中心市街地における歩行者・自転車通行量」を数値目標指標として設定する。
	②「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」の数値目標設定の考え方
	　子育て支援や高齢者生活支援等の「まちなか健康・福祉・生活支援」活動等による健康・医療・福祉の充実は、その活動拠点整備と、そこで行われる生活支援サービス等により、健康寿命延伸の実現や安心して子育てができる環境の整備を促進する。そこで、それらの施設で生活支援サービスを受けた地域住民の数により、活性化の効果を測るため、「中心市街地における都市福利施設の利用者数」を数値目標指標として設定する。
	<参考：「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」の参考目標指標>
	　飯田市は環境文化都市宣言に基づき太陽エネルギーをはじめとする自然エネルギーの活用に重点をおいた取り組みを進めている。特に、年間2千時間以上の日照時間に恵まれ、太陽エネルギーの利用に適した地域であることから、全国トップクラスの住宅用太陽光発電の普及支援等、地域における太陽エネルギーの利用を促進している。太陽エネルギーを中心としつつ、自然エネルギーの活用や省エネルギーへの取り組みについて、中心市街地はその取り組みを先導する必要があることから、地域の個性を生かした都市環境形成の指標として「中心市街地における二酸化炭素の排出量」を参考数値目標指標として設定する。
	　●飯田市中心市街地活性化基本計画の概念図
	(２)数値目標の設定
	①「人々の交流によるにぎわいの回復」の数値目標
	　「中心市街地における歩行者・自転車通行量」
	　まちなかでの賑わいを分かりやすく捉えることができる数値として、歩行者・自転車通行量を設定し、測定地点４ヶ所における土曜日・１日当り（12時間）の合計を以下の数値まで向上させる。
	【目標数値】
	②「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」の数値目標
	　「中心市街地における都市福利施設の利用者数」
	　都市福利機能の充実を図ることによって、その利用者を以下の数値まで向上させる。
	【目標数値】
	<参考数値目標：「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」の参考数値目標>
	　「中心市街地における二酸化炭素の排出量」
	　中心市街地は、環境配慮型のまちづくりについても、飯田市全体を先導し、全域への波及効果を生み出す役割を担い、その中心性を表現し具現化するため、全市の目標を延長・上乗せし、二酸化炭素排出量を以下の数値まで削減させる。
	【参考目標数値】
	(３)数値目標設定の理由
	①中心市街地における歩行者･自転車通行量
	　・４つの測定地点の合計（土曜日１日当たり：12時間）
	【目標数値】
	　●通行量の測定地点
	●通行量の測定地点設定の理由
	①駅前中央通り
	　本計画の重点的活性化事業である駅周辺及び駅前ストリートの整備事業による観光情報案内所、案内看板、休憩所（喫茶）等の観光関連施設、駐車場、駐輪場、トイレ等の整備により創出される、駅周辺からまちなかへの回遊性の把握するために本地点での通行量を測定する。
	②りんご並木
	　これまで橋南地区で行われた２つの市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業による効果を今後も継続的に把握するとともに、りんご並木、扇町公園、中央公園等集客拠点施設で実施される諸事業との相乗効果により、まちなかの回遊性が創出されることを把握するために本地点での通行量を測定する。
	③知久町１丁目
	　知久町１丁目周辺における路上パーキング機能を活用した活性化事業及び周辺で実施される諸事業との相乗効果によって創出される来街者の回遊性を把握するために、本地点での通行量を測定する。
	④銀座３丁目
	【数値目標の設定】
	・平成７年２月に大型店が撤退したことにより、中心市街地の歩行者・自転車通行量は大幅に減少している。そこで、大型店が撤退するまでの平成元年から平成７年の平均値を平成19年から15年後までに回復させることを前提として、計画期間である５年９月間での数値目標とする。
	・平成19年の通行量である約7,000人（6,968人）を今後15年間で、13,000人（12,980人：平成元年から平成７年の平均値）に回復するためには、計画期間最終年である平成25年には8,972人の通行量を達成する必要がある。そこで平成25年における数値目標を約9,000人と設定する。
	・計画の終期は当初設定していた平成25年３月から平成26年３月へ変更されましたが、これに伴う推計値・事業効果の増減は考慮せず、目標値は据え置くものとします。
	　●数値目標の設定
	※歩行者通行量調査は、平成12年までは土曜日に、平成14年以降は平日に実施している。今後のフォローアップにおいては、土曜日に調査を行う。
	　●現状の歩行者通行量(１日当り：12時間・自転車含む)
	（資料：飯田市）
	平成12年までは土曜日に調査を実施
	平成13年は未実施によりデータ無し
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成14年以降は平日に調査を実施
	【数値目標達成の根拠】
	・平成19年の通行量が、約7,000人であることから、数値目標である9,000人を達成するためには、2,000人増加させる必要がある。
	　約7,000人　＋　2,000人（必要な増加数）　＝　9,000人（数値目標）
	・数値目標達成に関連する事業効果
	　以下の事業を展開することで、必要な増加数である2,000人を達成する。
	　商工会館改築事業	年間20,000人÷300日×往復×90%	≒  120人
	　駅周辺及び駅前ストリート整備事業	(30人＋80人)×往復×75%	＝  165人
	　りんご並木周辺商業施設等整備事業　900人×往復×80%	＝1,440人
	　まちなかの回遊性を創出する事業　　1,560人×20％×往復×50%	≒　300人
	　　　人形劇のまちづくり推進事業
	　　　まちなか観光推進事業
	　　　観光資源開発とネットワーク事業
	　　　りんご並木賑わいづくり事業
	　まちなか健康福祉拠点整備事業
	　　　健康関連サービス利用者		＝   30人
	　　　福祉関連サービス利用者		＝   30人
	　　　重複してサービスを受ける利用者	20人×半数	マイナス   -10人
	　合計	2,000人　　　　＜		2,075人
	・各事業の効果算出根拠
	<商工会館改築事業>　増加が見込まれる地点：知久町1丁目　銀座３丁目
	　平成13年にオープンした近隣類似施設であるりんご庁舎の年間利用者数約20,000人を指標とすると、１日67人が訪れることになり、そのうちの90％が通行量の測定地点を往復すると仮定すると121人と算出される。
	<駅周辺及び駅前ストリート整備事業>　増加が見込まれる地点：駅前中央通り
	　近年整備を行った扇町公園での駐車場、案内看板、休憩スペース等の利用状況（100人/日）を参考に、案内看板設置、休憩所や駐車場、トイレ等の整備により駅前観光案内所の機能充実により100人程度の利用を見込み、その内30％が新規で利用すると１日当り30人の通行量増加を見込む。加えて、面積約60㎡の店舗を整備する予定のため、仮に飲食店とした場合には、近隣の類似店舗データより、１日当たりの平均客数は約80人と仮定することができる。
	従って、駅周辺及び駅前ストリート整備事業により上記30人と店舗の80人で110人の来客を見込むこととするが、そのうち25％は通行量測定地点を通過しないとして、110人の75％が往復すると仮定し165人と算出した。
	●駅前観光案内所の推移
	　資料：飯田市
	<りんご並木周辺商業施設等整備事業>　増加が見込まれる地点：りんご並木
	　10店舗のテナントミックス事業を行う。１店舗当たりの面積を約60㎡で、仮に５店舗を小売店とした場合には、近隣の類似店舗データより、１日当たりの客数は約100人と仮定することができ、５店舗で500人となる。残りの５店舗を飲食店とした場合、近隣の類似店舗データより、１日当たりの客数は約80人と仮定することができ、５店舗で400人となる。小売店の500人と飲食店の400人の900人が調査地点を往復すると仮定し、そのうち2割が重複して利用すると想定し1,440人と算出した。
	<まちなかの回遊性を創出する事業>
	　増加が見込まれる地点：りんご並木　知久町１丁目　銀座３丁目
	人形劇のまちづくり推進事業
	　人形劇をテーマとした関連グッズの開発、観光ツアーの企画を行うことにより、まちなかに回遊性を創出する。
	まちなか観光推進事業
	　商業者による観光資源開発、旅館・ホテルでの誘客情報受発信機能の充実、観光ガイドやコンベンション施設等の整備により、まちなか観光の推進を図る。
	・観光資源開発とネットワーク事業
	　まちなかの資源を一体的に利活用するために、観光資源としてネットワーク化を図ることにより、まちなかの回遊性を創出する。
	りんご並木賑わいづくり事業
	　りんご並木周辺における新たな魅力資源の開拓、マップ作成による情報発信を図り、周辺の賑わい・回遊性を創出する。
	　以上のようなまちなかの回遊性を創出する事業を行うことによって、上述の商工会館改築事業及びりんご並木周辺商業施設等整備事業によって見込まれる利用者1,560人のうち、20％が調査地点を往復すると仮定し、そのうち５割が重複して利用すると想定し312人、約300人と算出した。
	<まちなか健康福祉拠点整備事業>　増加が見込まれる地点：知久町１丁目　銀座３丁目
	　健康関連サービス利用者
	　銀座堀端ビルでは、健康関連サービスを提供しており、１日の利用可能人数は約160人であり、そのうち４割程度が日々利用し約60人の利用者がある。今後福祉関連サービスと連携することにより利用可能人数の２割を増加させるとすると、新たに30人が増加する。
	　福祉関連サービス利用者
	　銀座堀端ビルの２階においては、１日約40人が利用できる高齢者支援機能を整備する予定である。そのうち８割程度が日々利用し30人の利用者があるとする。
	　上記２つのサービスを重複して受ける利用者
	　福祉関連サービスの提供においては、高齢者の体力づくりや介護予防のため、健康関連サービスとの連携強化を図るため、サービスを重複して受ける利用者が存在する。できるだけ連携したサービスの提供をめざしているため、福祉関連サービス利用可能人数の半数が健康関連サービスを重複してうけると想定すると20人の半数により、マイナス10人となる。
	【フォローアップの考え方】
	　今後とも飯田市において毎年通行量調査を実施し、目標達成状況を把握する。調査にあたっては、悪天候や突発的な事故等特殊要因によるデータ異常を避けるため、予備日を設け対処する。数値の推移状況によって、事業の見直し、追加等により目標達成を図る。
	②中心市街地における都市福利施設の利用者数
	【目標数値】
	・数値目標の設定にあたっては、現在まちなかにある代表的な都市福利施設である飯田市公民館、旧基本計画で展開してきたりんご庁舎（市民サロン、子どもサロンなど）と子育てサロンおしゃべりサラダの利用者数の推移、及び本計画において新たに導入する健康福祉拠点の整備やお年寄りサロン等の機能強化、公民館機能強化などにより見込まれる利用者数を根拠とする。
	　●都市福利施設における利用者数の推移（飯田市公民館、りんご庁舎、おしゃべりサラダ）
	　・飯田市公民館
	※飯田市公民館の平成14年は計測方法が異なる
	　・りんご庁舎、おしゃべりサラダ（旧基本計画において整備された都市福利施設）
	・飯田市公民館は、平成２年には約95,000人の利用者数であったが現在は約56,000人まで減少しているものの、旧基本計画で取り組んできたりんご庁舎等の展開により、飯田市公民館での減少を取り戻しつつあり、平成18年における施設利用者合計は約77,000人（77,255人）であるが、依然利用者数の多かった平成２年から平成６年のレベルには回復していない。�　●飯田市公民館と旧基本計画で整備された都市福利施設の利用者数の推移
	※飯田市公民館の平成14年は計測方法が異なる
	・目標設定にあたっては、銀座堀端ビルでの健康や福祉関連サービスをはじめ、子育てやコミュニティ形成拠点の導入によって、より一層の都市福利機能を充実させ、その利用者数の増加を目標とする。
	【数値目標の設定】
	・平成７年２月に大型店が撤退したことにより、中心市街地の歩行者・自転車通行量は大幅に減少し、同時に公民館の利用者数も急激に減少している。そこで、大型店が存在し、公民館にも多くの人が訪れていた平成２年から平成６年までの平均値まで回復することを目標とする。本計画期間内においては、堀端銀座ビルでの新たな展開によって都市福利機能の強化をはじめ、公民館やりんご庁舎での新しいサービスの提供を図り、平成25年までに93,000人に達することを数値目標として設定する。
	・計画の終期は当初設定していた平成25年３月から平成26年３月へ変更されましたが、これに伴う推計値・事業効果の増減は考慮せず、目標値は据え置くものとします。
	　数値目標　93,000人
	　＝　　　16,000人（新たに導入する都市福利施設利用者）
	　　　＋　77,000人（平成18年における利用者数）
	　●施設利用者数の推移と数値目標
	※平成14年は計測方法が違うため使用しないものとする
	【数値目標達成の根拠】
	・数値目標達成に関連する事業効果
	　以下の事業を展開することで、93,000人を達成する。
	　まちなか健康福祉拠点整備事業
	　　　　健康関連サービス利用者	30人×300日	＝	9,000人
	　　　　福祉関連サービス利用者	30人×300日	＝	9,000人
	　公民館、りんご庁舎での新しいサービスの展開
	子育て・子どもサロン等の拠点整備事業	＝	1,000人
	コミュニティ形成・公共施設機能強化事業	＝	360人
	生涯学習センター設置・運営事業		＝	240人
	　既存利用者		＝	77,000人
	合計	93,000人　　　　＜		96,600人
	・各事業の効果算出根拠
	<まちなか健康福祉拠点整備事業>
	健康関連サービス利用者
	　銀座堀端ビルでは、健康関連サービスを提供しており、１日の利用可能人数は約160人であり、そのうち年間を通じて４割程度が日々利用し平均60人の利用者がある。今後福祉関連サービスとの連携により利用可能人数の６割まで利用が増加するとして、１日約30人増加し、年間300日営業すると9,000人の増加が見込まれる。
	福祉関連サービス利用者
	　銀座堀端ビルの２階においては、１日約40人が利用できる高齢者支援機能を整備する予定である。そのうち年間を通じて７割程度が日々利用し平均30人の利用者があるとする。年間300日の営業で9,000人の利用が見込まれる。
	<公民館、りんご庁舎での新しいサービスの展開>
	子育て・子どもサロン等の拠点整備事業
	　現行の子育てサロンおしゃべりサラダの年間利用者数は、約1,000人であることから、同等の利用者数を見込むことができる。
	コミュニティ形成・公共施設機能強化事業
	　平成19年度都市再生モデル調査事業による、飯田市立動物園におけるコミュニティ・ガーデン講座の平均参加人数は約30人であったことから、この数値を参考として同様のコミュニティ講座を月１回開催すると年間約360人の参加人数が見込まれる。
	生涯学習センター設置・運営事業
	　地域の歴史・文化を調査・研究し、活力ある地域社会の創造を行うことを目指す飯田市歴史研究所により毎月開催される飯田アカデミアへの平均参加人数は約20人であることから、同等の事業を展開することで年間240人の参加人数が見込まれる。
	【フォローアップの考え方】
	　飯田市において毎年各施設における利用者数を調査し、目標達成状況を把握する。数値の推移状況によって、事業の見直し等により目標達成を図る。
	参考数値目標：「中心市街地における二酸化炭素の排出量」
	【目標数値：参考】
	【数値目標の設定】
	<「21’いいだ環境プラン」に連動させ平成２年の10％削減をめざす>
	・「21’いいだ環境プラン」における温室効果ガス削減目標に連動させ設定する。
	・「21’いいだ環境プラン」では、飯田市全域での平成22年（2010年）における二酸化炭素の排出量を、平成２年（1990年）の10％削減（ＣＯＰ３では６％削減）としているが、このままの推移でいくと目標年度の平成22年においては約7.6％の削減となることが予想されている。（平成18年度環境計画年次報告書「環境レポート」）
	・中心市街地は、環境配慮型のまちづくりにおいても飯田市全体を先導する役割を担っていることから、「21’いいだ環境プラン」の10％削減目標を実現するため、平成25年における削減目標を平成２年の10％削減として取り組む。
	・計画の終期は当初設定していた平成25年３月から平成26年３月へ変更されましたが、これに伴う推計値・事業効果の増減は考慮せず、目標値は据え置くものとします。
	<中心市街地の数値目標：60,200トン>
	・平成17年には全市的に平成２年の排出量から2.7％削減されていることが「環境レポート」により把握されていることから、今後7.3％の削減により平成２年の10％削減を達成することができる。
	・平成17年において、中心市街地のエネルギー消費量は全市の9.1％*１となっていることから、全市の排出量である約715,000トンの9.1％として約65,100トンとなる。
	・平成17年の中心市街地における二酸化炭素の排出量である65,100トンは、平成２年よりも2.7％削減されていることから逆算すると、平成２年は約66,900トンである。
	・その結果、平成25年に10％の削減を目標とすると、平成２年における66,900トンの10％削減である60,200トンが中心市街地のエネルギー消費量の数値目標となる。
	<計画期間における削減量：4,900トン >
	・平成25年に10％の削減を達成するためには、計画期間において、残りの7.3％である約4,900トン（平成17年：65,100トン　-　数値目標：60,200トン）を削減することが求められる。
	・中心市街地のエネルギー消費量については、家庭部門のエネルギー消費量*２が、平成２年から平成17年にかけてほとんど変化がないことから、今後も、ほとんど変化しないものと推定される。
	*1　建物用途別の床面積からエネルギー消費量を推計した
	*2　世帯数からエネルギー消費量を推計した
	　●中心市街地の家庭部門のエネルギー消費の推移
	　●「中心市街地の数値目標と飯田市の予測値（割合）
	　●「中心市街地の数値目標と飯田市の予測値（実数）
	【数値目標達成の根拠】
	・目標達成に必要な4,900トンうち、半分の2,450トンについては、今後の社会動向の中で省エネルギーによって削減される（「21’いいだ環境プラン」からの引用）とし、基本計画の事業においては太陽光エネルギーやバイオマスエネルギー等の自然エネルギーによって、2,450トンを削減する。
	・数値目標達成に関連する事業効果
	　以下の事業を展開することで、必要な削減量である2,450トンを達成する。
	　商工会館改築事業	太陽光パネル10ｋＷ×1100×８基×係数	≒	40トン
	　市本庁舎整備事業	太陽光パネル10ｋＷ×1100×18基×係数	≒	95トン
	　まちなか住宅開発事業	１世帯当３ｋＷ×1100×20世帯×係数	≒	30トン
	　環境配慮型まちづくり事業
	　　　中心市街地世帯の１割に太陽光パネルを普及
	4318世帯×１割×３ｋＷ×1100×係数	≒	685トン
	　　　既存公共施設	太陽光パネル10ｋＷ×1100×４基×５施設×係数	≒	105トン
	　飯田市バイオマス利活用計画	≒	1,500トン
	合計	2,450トン　　　　＝		2,455トン
	　●削減量の計算式
	　二酸化炭素削減量（トン）　＝　ｋＷｈ×係数（0.000481）
	　kW　×　1100　は　飯田市内における実績による：提供：おひさま進歩エネルギー（株）
	　係数：二酸化炭素排出係数　（平成19年９月・環境省より公表・中部電力）
	・各事業の効果算出根拠
	<商工会館改築事業>
	　商工会館改築事業では、建物の屋根部分活用可能面積である600㎡に10ｋＷの太陽光パネル75㎡を８基設置する。
	<市本庁舎整備事業>
	　市本庁舎整備事業では、建物の屋根部分活用可能面積である1500㎡に10ｋＷの太陽光パネル75㎡を18基設置する。
	<まちなか住宅開発事業>
	　まちなか住宅開発事業では、現在20戸程度の宅地分譲事業を想定しており、住宅用の標準的な発電量である３ｋＷの太陽光パネルが設置されると想定し、算出した。
	<環境配慮型まちづくり事業>
	　環境配慮型まちづくり事業においては、中心市街地の全世帯数の１割に太陽光パネルを設置することを目標としていることを前提に算出した。また、既存公共施設については計画期間内に５つの施設において10ｋＷの太陽光パネルを２基設置すると想定する。
	<飯田市バイオマス利活用計画>
	　平成20年度に策定を予定している「飯田市バイオマス利活用計画」では、飯田市全域に賦存するバイオマスを活用することで中心市街地における灯油・電気などの使用量をモデル的な試みによって削減を図り、約1,500トン程度の二酸化炭素排出量を削減することを予定している。現在飯田市全域におけるバイオマスエネルギーの利用可能量は、445ＴＪ/年であり、二酸化炭素量にすると59,457トンとなり、中心市街地の1,500トンを賄うのに十分な賦存量となっている。
	　●飯田市全域におけるバイオマスエネルギー利用可能量
	（資料：飯田市）
	1ｋＷｈ = 1000Ｗ･(60･60 s) = 36×105 Ｗｓ = 3.6×106 Ｊ = 3.6 ＭＪ
	ＴＪ＝1,000,000ＭＪ
	バイオマスエネルギーの利活用は、全市域を対象として実施する。現在、バイオマスエネルギーの利活用に向けたモデル事業として中心市街地エリア内の３０００世帯で発生した生ゴミを毎週2回（冬場は毎週1回）回収し、市内の堆肥センターで家畜糞尿ときのこ廃培地と混合し堆肥化し、第三セクターが堆肥を販売している。
	【フォローアップの考え方】
	　太陽光発電事業を市民ファンドで展開する「おひさま進歩エネルギー株式会社」と連携し、飯田市が太陽光パネルの普及状況を調査し、目標達成状況を把握する。また、バイオマスエネルギーについては、「飯田市バイオマス利活用計画」によって進捗状況を把握するように定める。数値の推移状況によって、事業の見直し等により目標達成を図る。
	４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
	4-1市街地の整備改善の必要性
	<現状分析>
	　中心市街地は、大火復興土地区画整理事業以降の長期的・継続的に行われてきた官民の投資により整備された社会資本が集積し、飯田市及び飯田下伊那の中心としての役割を果たしている。特に、飯田市のまちづくりの原点となっているりんご並木や裏界線をはじめ、近年実施された住宅を含めた都市サービス機能を複合的に組み込んだ市街地再開発等の都市基盤整備は、長い年月をかけ、多くの住民・市民の参画を実現するとともに、住む人、来る人を増やすなど中心市街地の活性化に寄与してきた。
	　加えて、環境文化都市として環境問題への取り組みを積極的に進めてきた飯田市の中心市街地においては、太陽光市民協働発電事業や商店街におけるESCO事業の拡大、外断熱工法の採用や太陽光ソーラーによる給湯・冷暖房設備を備えた集合住宅の建設など、環境配慮型都市づくりを官民協働で進めてきた。
	　しかし、その一方で、老朽化し耐震対策の必要がある市本庁舎や商工会館（高速バスターミナル）の建替え、大規模遊休業務施設や未利用地の利活用、歴史的建造物の活用やまちなみの整備、商店街の衰退や駐車場不足への対応などの課題が存在する。また、飯田市立動物園とそれに続く四季の広場を含む扇町公園やりんご並木、桜並木、そして中央公園といった緑地帯は、まちに潤いを与える貴重なエリアであり、さらなる活用や機能強化によるまちの回遊性向上に向けた取り組みが必要となっている。
	<事業の必要性>
	　上記の現状を踏まえ、「市街地の整備改善」として次のような事業が必要とされる。
	・「地域固有の価値の創造」を実現するための無電柱化、歴史的なまちなみや御用水の再生といった景観形成の推進、中央公園･扇町公園や桜並木の再整備等
	・「複合的視点での事業実施」や「人の暮らしにあった効率よい機能再編」を実現するための公共･公益施設整備事業等
	・「さらなる市民の力の集約集中化」を実現するためのコミュニティ空間整備、裏界線活用･整備等
	・「アクセスしやすい都市交通基盤整備」を実現するための歩道・道路整備や拠点型駐車場整備、駅周辺及び駅前ストリート整備事業等
	・こうした事業を実施する上での持続可能を意識した、環境配慮型まちづくりの推進
	<フォローアップ>
	　毎年、事業の進捗状況の把握を行う。
	　また、個別事業の進捗状況を確認した上で、どの程度中心市街地が活性化してきているか判断し、状況に応じて、事業の促進や見直しなどの改善措置を講じる。また、計画期間満了時点において再度進捗調査を行い、中心市街地活性化の効果的な推進を図る。
	4-2具体的事業の内容
	(１)法に定める特例の措置に関連する事業
	　該当なし
	(２)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
	事業名、
	内容及び
	実施時期
	実施
	主体
	目標達成のための位置付け及び必要性
	支援措置の内容及び実施時期
	その他
	の事項
	事業名：
	クオリティ歩道整備事業
	飯田市
	中心市街地の老朽化した歩道を対象として、誰もが安心して安全に歩けることができ、且つまちなみの調和に配慮した歩道整備を行うことは、中心市街地活性化の目標である「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	社会資本整備総合交付金
	（都市再生整備計画）
	内容：
	老朽化した歩道を対象に、歩行者の安全を確保するための機能的で景観に配慮した歩道整備事業
	実施時期：
	平成21年度から平成25年度
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	中央公園の再生･整備事業
	飯田市
	中央公園に隣接する２本の都市計画街路谷川１号線と谷川２号線の改良を併せて計画・整備し羽場大瀬木線及び大門今宮線を経由する中心市街地への主要導線としての機能改善を図ると同時に、まちなかでの憩いや集客交流の空間づくりを図り、快適かつ潤いある環境整備を促進するとともに、老朽化した市民プール等施設周辺の整備を行うことで、駅周辺やりんご並木･動物園、再開発エリア等主要拠点とつながる回遊性を創出し、「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現に寄与する。さらに、CO2削減のモデル都市を目指して、谷川等の水の流れを活用した新たな省エネルギー事業の検討を実施することは、中心市街地活性化の目標である「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	社会資本整備総合交付金
	（都市再生整備計画）
	実施時期：
	平成22年度から平成25年度
	内容：
	中央公園及びその周辺の整備によるまちなかでの憩いや集客交流の空間づくり事業
	実施時期：
	平成21年度から平成25年度
	事業名：
	裏界線活用・整備事業
	飯田市、
	まちづくり委員会等
	裏界線の入口整備や路面整備により、潤いある景観の形成を実施するほか、歩行者が安心して安全に歩行でき、且つポケットパークの設置や愛称募集等によって裏界線（路地）に対する愛着を高めることで楽しい歩行者空間の創出を図ることは、「人々の交流によるにぎわいの回復」を目標とする、中心市街地の活性化に必要な事業である。さらに、裏界線の本質的な機能である防災用通路としてもその機能強化により「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」の実現に寄与する。
	支援措置の内容：
	社会資本整備総合交付金
	（都市再生整備計画）
	内容：
	裏界線及び周辺における路面整備・緑化による高質空間の形成及び各裏界線の愛称募集等活用事業
	実施時期：
	平成21年度から平成24年度
	実施時期：
	平成21年度から平成24年度
	事業名：
	扇町公園整備事業
	飯田市
	飯田市立動物園の老朽化に伴い、動物を主体としつつ、公園・商業の場等様々な顔を持つ施設としてリニューアルするほか、コミュニティ・ガーデン、四季の広場など扇町公園の施設を活用・更新することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	社会資本整備総合交付金
	（都市再生整備計画）
	内容：
	動物園・四季の広場など扇町公園施設等を整備し、りんご並木との一体化を図るための整備事業
	実施時期：
	平成21年度から平成25年度
	実施時期：
	平成21年度から平成25年度
	社会資本整備総合交付金
	(２)②認定と連携した支援措置のうち､認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
	　該当なし
	(３)中心市街地の活性化に資するその他の支援措置
	　該当なし
	(４)国の支援措置がないその他の事業
	事業名、内容
	及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための
	位置付け及び必要性
	支援措置の
	内容及び
	実施時期
	その
	他の
	事項
	事業名：
	景観形成推進事業
	飯田市
	支援措置の内容：
	内容：
	中心市街地に保存継承される個性的で魅力ある景観をさらに美しく風格ある景観にしていくための景観計画の策定等推進事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	歩行者優先道路整備事業
	飯田市
	まちのシンボルであるりんご並木、桜並木等を対象として、歩行者優先道路整備（規制等を含む）を行い、来街者や市民が安全に安心して歩いて楽しめる環境を整備することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	実施時期：
	内容：
	まちのシンボルであるりんご並木、桜並木等における歩行者優先道路化整備事業
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	拠点型駐車場整備事業
	飯田市
	活性化が図られてきた中心部での駐車場不足の解消のため、まちなかの拠点に駐車場の整備を行うことは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	中心市街地に外から集まりやすく、歩いて楽しむ街づくりのための拠点型駐車場の整備に向けた調査・計画
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	中心市街地無電柱化事業
	飯田市
	中心市街地の主要エリアを中心に段階的に無電柱化を実施していくために、事業箇所・順位までを含めた整備計画を策定し事業を推進していくことは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	中心市街地における電柱地中化計画策定及び段階的な整備事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成24年度
	事業名：
	御用水再生事業
	飯田市
	江戸時代に飯田城内へ引き入れるために築造された用水であり、現在、りんご並木など中心市街地に潤いを与える貴重な水源となっている「御用水」上流部の水路整備を行い安定した水量の確保を図ることは、中心市街地活性化の目標である「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」の実現を図るために、必要な事業である。さらに、CO2削減のモデル都市を目指して、水の流れを活用した新たな省エネルギー事業の研究・検討を実施し、まちの魅力を高め、まちなか居住の促進に寄与する。
	支援措置の内容：
	内容：
	江戸時代から継承される水路である「御用水」からの安定した水量確保を図るための整備事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成24年度
	事業名：
	コミュニティ空間整備事業
	飯田市
	裏界線やその周辺及び街角の空地等を活用して、歩いて楽しい歩道（コミュニティ歩道）やまちに潤いを与える小公園（ポケットパーク、コミュニティガーデン）を景観形成推進事業と連携し、整備することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容:
	内容：
	コミュニティ道路やガーデン、ポケットパーク等コミュニティ空間の整備事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成22年度から平成24年度
	事業名：
	扇町公園整備事業(再掲)
	NPO伊那谷環境文化ネットワーク
	飯田市立動物園の老朽化に伴い、動物を主体としつつ、公園・商業の場等様々な顔を持つ施設としてリニューアルするほか、コミュニティ・ガーデン、四季の広場など扇町公園の施設を活用・更新することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	動物園・四季の広場など扇町公園施設等を整備し、りんご並木との一体化を図るための整備事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成21年度から平成25年度
	事業名：
	市本庁舎整備事業
	飯田市
	市民の暮らしを守る防災拠点（建物や設備の高い耐震性と災害発生時における災害対策本部機能等）を確保するため、また、自治基本条例の精神を踏まえ、市民が楽しめる庁舎となるよう、全面的に改築を行い、市民や来訪者の交流の拠点、市民サービス機能を複合的に整備することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	市民サービスの拠点となる市本庁舎を機能高度化し、複合機能施設として計画・整備
	実施時期：
	実施時期
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	桜並木整備事業
	飯田市
	りんご並木から北へ約700ｍ続く「桜並木」を市民や来街者がゆっくり歩いて観賞できるよう四季を通じて桜並木を楽しめるための整備事業を実施することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	「桜並木」を市民や来街者が四季を通じて楽しむための整備事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成22年度から平成25年度
	事業名：
	パークandパーク整備
	飯田市、
	公募等による駐車場管理者
	既存駐車場、空きスペース等への植樹等の緑化により、まちなみや環境に配慮した空間整備を行い、点在する施設や空間を緑化、更には、裏界線やポケットパークとのネットワーク化を図ることは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	景観･環境に配慮したまちなか駐車場の緑化整備
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成24年度
	事業名：
	仲ノ町まちなみ環境整備事業
	大火前の飯田の歴史的建物等が多く残る仲ノ町において、歴史的建造物の保存、土塀等の修理、看板整備など、地域住民参加によるまちなみづくりを実施し、景観整備や民間建物の修理修景を行ない、歴史的まちなみを保存・継承することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	歴史的建物等が多く残る仲ノ町の建物の保存、修理修景等によるまちなみ形成事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	駅周辺及び駅前ストリートの整備事業
	飯田市、
	飯田観光協会、
	JR東海、
	飯田駅周辺及び駅前ストリートにおいて、観光情報案内所、案内看板、休憩所等の観光関連施設、店舗などの誘客施設、駐車場、駐輪場、トイレ等の公益施設を整備することにより、鉄道利用の利便性が高まり、マイカー、バス、その他の交通手段の有機的なネットワークが形成され、都市サービス機能の充実が図られることや、交通の結節点である飯田駅がまちなか観光の誘客拠点として機能充実が図られることは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	実施時期：
	内容：
	交通の結節点である飯田駅における都市サービス機能の充実を図るため、駅周辺及び駅前ストリートの観光情報案内所、店舗等誘客施設、駐車場、駐輪場、トイレ等を総合的に整備する事業
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	路上パーキング機能を活用した活性化事業
	飯田商工会議所
	新たに設置される路上パーキング・ベルトの活用を商栄会等地域住民組織で行うことで、外から中心市街地へのアクセスの利便性向上を図り、合わせて車を移動させずに店舗を巡ることを促進させるための「まちなかウォークポイント」等周辺のにぎわい創出に貢献するようなキャンペーン活動を実施することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	中心市街地に外から集まりやすく、歩いて楽しむまちづくりのため、また、商栄会等が商業的・文化的活動を行うため、さらにはりんご並木等における賑わいづくりのための路上パーキング・ベルトの活用
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から
	５．都市福利施設を整備する事業に関する事項
	5-1都市福利施設の整備の必要性
	<現状分析>
	　飯田市中心市街地においては、これまで進められてきた市街地再開発事業等により、いくつかの都市福利施設が導入されてきた。まず、平成13年に完成した「橋南第一地区第一種市街地再開発事業：トップヒルズ本町」においては、福祉事務所を中心とする福祉行政部門の一部と会議室、市民サロン、子どもサロン等を「りんご庁舎」として整備した。また、敷地内の従前の蔵を曳き屋して残し、幼児サロンとして位置づけ、子育て支援グループの活動の場として活用されている。また、平成18年秋に完成した「橋南第二地区第一種市街地再開発事業：トップヒルズ第二」においては、飯田市の人形劇の歴史と文化を象徴する文化芸術の交流の場、情報発信の拠点である地域人形劇センター（川本人形美術館）を整備した。平成19年秋に完成した「優良建築物等整備事業：銀座堀端ビル」においては、民間による再開発事業として、高齢者コミュニティ施設や高齢者専用賃貸住宅が整備されている。
	　また、株式会社飯田まちづくりカンパニーにおいては、まちなか高齢者住宅「アシストホーム・りんご」を整備し、高齢者のまちなか定住を進める先導的な事業として、銀座堀端ビルの高齢者専用賃貸住宅と併せ、新たな取り組みが期待されるところである。
	こうした取り組みの一方で、少子化、高齢化、人口減少は確実に進行しており、医療費用や介護費用の増大が地方財政を圧迫することが想定されるなか、社会福祉政策の方向性は「介護」から「予防」、「健康」、「コミュニティ」といった視点への転換が求められる。また、長寿時代を迎え、市民もそのサービス提供を求めはじめており、高齢者の介護予防、健康づくり、生きがい創出や子育て支援を、多様な民間の知恵と経験を融合させた取り組みが必要とされている。
	<事業の必要性>
	　上記の現状を踏まえ、「都市福利施設の整備」として次のような事業が必要とされる。
	・「複合的視点での事業実施」や「人の暮らしにあった効率よい機能再編」を実現するための子育て･子どもサロン、お年寄りサロン機能強化、健康・福祉拠点の整備事業や高齢者等の生活をサポートするサービスの提供等
	「さらなる市民の力の集約集中化」を実現するためのコミュニティ形成･公共施設機能強化、生涯学習センターの設置･運営、人材育成事業等
	<フォローアップ>
	　毎年、事業の進捗状況の把握を行う。
	　また、個別事業の進捗状況を確認した上で、どの程度中心市街地が活性化してきているか判断し、状況に応じて、事業の促進や見直しなどの改善措置を講じる。また、計画期間満了時点において再度進捗調査を行い、中心市街地活性化の効果的な推進を図る。
	5-2具体的事業の内容
	(１)法に定める特例の措置に関連する事業
	　該当なし
	(２)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
	支援措置の
	内容及び
	社会資本整備総合交付金
	(２)②認定と連携した支援措置のうち､認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
	　該当なし
	(３)中心市街地の活性化に資するその他の支援措置
	　該当なし
	(４)国の支援措置がないその他の事業
	支援措置の
	内容及び
	事業名：
	生涯学習センターの設置・運営事業
	飯田市
	地域全体を学びのフィールド（地域まるごと博物館）ととらえる中で、地域特有の歴史と文化を兼ね備えた中心市街地を研究活動の拠点として橋北・橋南公民館、飯田市公民館に「生涯学習センター」を設置・運営し、各種講座等を展開することは、多世代間の交流やコミュニティの強化つながるため、中心市街地活性化の目標である「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」に向けた必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	公民館への「生涯学習センター」の設置・運営事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成21年度から平成24年度
	健康の駅構想とともに、市民の健康寿命延伸のため、地域に居住する高齢者の生活支援施策、地域住民の健康支援事業、地域住民の健康・福祉データバンク機能、子育て支援のための活動拠点整備事業
	平成21年度
	６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項
	6-1まちなか居住の推進の必要性
	<現状分析>
	　中心市街地を構成する橋南、橋北、東野の３地区の人口、世帯数は、平成18年で10,239人、4,318世帯となっている。平成７年から平成18年における人口の推移を見ると、人口は1,929人、約16％減少している。
	　飯田市中心市街地では、これまで進められてきた市街地再開発事業等により民間事業者による住宅供給が行なわれてきた。平成13年に完成した「橋南第一地区第一種市街地再開発事業：トップヒルズ本町」においては、生活者の暮らしをサポートする公共･公益機能を併せ持つ42戸の住宅が整備され、平成18年秋完成の「橋南第二地区第一種市街地再開発事業：トップヒルズ第二」、平成19年秋完成の「優良建築物等整備事業：銀座堀端ビル」においても合計42戸の住宅が整備され、「まちに住む」ことの提案と促進がされてきた。
	　また、中心市街地における高齢化率は33.7％と飯田市全体の25.8％に比べ高い状況を考慮すると、平成14年に株式会社飯田まちづくりカンパニーにより整備されたまちなかケア付高齢者共同住宅「アシストホーム・りんご（６戸）」は、高齢者に安全･安心な住まいを提供する先導的な事業となった。
	　一方、市民アンケートからは、全国的な戸建て志向とは逆に、マンション形式の高齢者向け住宅･家族向け住宅といった多様なニーズが伺われることから、今後も「住む人がいるまち、暮らしやすいまち」をまちの基本とし、これまでの成果を継承し、多世代向け住宅、環境共生住宅、高齢者生きがい住宅など、多様な住宅供給を促進する必要がある。
	<事業の必要性>
	　上記の現状を踏まえ、「まちなか居住の推進」として次のような事業が必要とされる。
	・「複合的視点での事業実施」や「人の暮らしにあった効率よい機能再編」を実現するためのまちなか居住への支援、民間による環境配慮型のまちなか住宅開発事業等
	<フォローアップ>
	　毎年、事業の進捗状況の把握を行う。
	　また、個別事業の進捗状況を確認した上で、どの程度中心市街地が活性化してきているか判断し、状況に応じて、事業の促進や見直しなどの改善措置を講じる。また、計画期間満了時点において再度進捗調査を行い、中心市街地活性化の効果的な推進を図る。
	6-2具体的事業の内容
	(１)法に定める特例の措置に関連する事業
	　該当なし
	(２)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
	　該当なし
	(２)②認定と連携した支援措置のうち､認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
	　該当なし
	(３)中心市街地の活性化に資するその他の支援措置
	　該当なし
	(４)国の支援措置がないその他の事業
	事業名、内容
	及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための
	位置付け及び必要性
	支援措置の
	内容及び
	実施時期
	その
	他の
	事項
	事業名：
	まちなか居住促進支援事業
	飯田市
	民間の住宅供給を促進するための支援策を確立することは、中心市街地活性化の目標である「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	民間の住宅供給を促進するための土地・建物（空家）情報や居住者募集のための情報提供、助成策等まちなか居住促進のための支援策を確立する
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成24年度
	事業名：
	まちなか住宅開発事業
	㈱飯田まちづくりカンパニー
	環境に配慮した低層を含む集合住宅等優良開発を行うことは、中心市街地活性化の目標である「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	環境に配慮した低層を含む集合住宅等優良開発事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項
	7-1 商業の活性化の必要性
	<現状分析>
	　飯田市の中心市街地における商業の現状としては、平成16年の調査において、小売商業店舗数236店、売場面積15,107㎡、年間小売販売額95億円で、それぞれ市全体の17.8％、8.4％、6.8％を占めており、飯田下伊那地域における商業集積の中心としての役割を果たしている。
	しかし、モータリゼーションの進展に伴い、昭和50年の中央自動車道開通を契機にロードサイドへの大型店出店が進むとともに、平成７年には中心市街地に立地していた大型商業施設が撤退するなど、商業機能がまちなかから郊外へ移行した影響により、年間小売販売額が平成３年の231億円をピークに約59％減少するなど、商業集積の低下が進んでいる。
	　こうした状況下においても、スーパーマーケット等の商業施設、市の福祉機能の中核を担うりんご庁舎、市民サロン等を併設した暮らしやすさを追求した施設（トップヒルズ本町）、住宅、店舗、信用金庫を中心とした業務機能や地域人形劇センター（川本人形美術館）等が入居した公益の複合施設（トップヒルズ第二）、高齢化する地域の需要に対応するための健康・福祉をテーマとした高齢者住宅を含めた店舗・業務の複合ビル（銀座堀端ビル）を整備するなど、複合的な都市機能の導入により、居住と消費の近接、交流を支える基盤整備がなされ、にぎわいが戻りつつある。
	また、市民アンケートからは、中心市街地の商業活性化のためには、「買物･ショッピング」機能を充実すべきとの回答が多く、また、「まちなみを彩るお店」「文化･芸術にふれることができるお店」「より豊かな生活を提案するお店」の整備など、消費ニーズの多様化への対応とともにロードサイド店とは違った価値を求める声があがっており、市民の中心市街地の商業のあり方に対する高い関心が伺われる。
	<事業の必要性>
	中心市街地の商業の活性化のためには、これまで行ってきた居住と消費の近接、交流を支える基盤整備に係る取り組みを発展させるとともに、飯田市固有の観光資源を活かすことにより従来のロードサイド店との差別化を図り、内外から人を呼び込むことが必要である。
	そのためには、次の事業を行うことが必要である。
	・「地域固有の価値の創造」を実現するための観光資源開発やネットワーク化によるまちなか観光活性化、歴史的建造物等の活用、扇町公園や桜並木の活用事業等
	・「複合的視点での事業実施」を実現するためのりんご並木周辺での商業施設等の整備や賑わいづくり事業等
	・「さらなる市民の力の集約集中化」を実現するための一店逸品運動の推進やブランド開発、りんご並木や桜並木での文化的･商業的イベント実施、空店舗活用と起業支援事業等
	<フォローアップ>
	　毎年、事業の進捗状況の把握を行う。
	　また、個別事業の進捗状況を確認した上で、どの程度中心市街地が活性化してきているか判断し、状況に応じて、事業の促進や見直しなどの改善措置を講じる。また、計画期間満了時点において再度進捗調査を行い、中心市街地活性化の効果的な推進を図る。
	7-2具体的事業等の内容
	(１)法に定める特別の措置に関連する事業等
	事業名、内容
	及び実施時期
	実施
	主体
	目標達成のための
	位置付け及び必要性
	支援措置の
	内容及び
	実施時期
	その
	他の
	事項
	事業名：
	りんご並木周辺商業施設等整備事業
	事業内容：
	　りんご並木ストリートマネジメント計画に基づき、不動産の所有と利用の分離による活性化を図るために、グループインタビューやアンケート調査結果等からの市民ニーズを踏まえ、中心市街地に投資意欲を持つ民間事業者の参画により、りんご並木周辺の空き店舗・空家群の再整備及び駐車場整備によって、新たな商業集積としての拠点を整備する。
	実施時期：
	平成24年度から平成25年度
	㈱飯田まちづくりカンパニー
	支援措置の内容：
	中小小売商業高度化事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務大臣認定
	実施時期：
	平成24年度から平成25年度
	中心市街地
	魅力発掘・創造支援事業費補助金
	■りんご並木周辺商業施設等整備事業
	①　当該中小小売商業高度化事業が、当該中心市街地内における他の商店街等への商業活性化に係る取組みにもたらす影響(当該商店街等及び当該中心市街地における他の商店街等の来街者数の現況等)
	中心市街地から平成７年に大型店が撤退して以降、歩行者・自転車通行量が大幅に減少しているが、市のシンボルであるりんご並木周辺の賑わいや市街地の回遊性を創出するため、これまでに実施した事業効果から増加傾向に転じている。
	本事業は、りんご並木周辺の空き店舗、空家を、魅力ある商業集積と広場を形成するエリアに再生し、市街地に投資意欲を持つ事業者からなる新たなコミュニティの創出と既存商店街との相乗効果、さらには地域のコミュニティの活性化に資する場を整えるもので、賑わいと回遊性の強化から、一層の通行量の増加とともに、中心市街地商業の活性化に大きく寄与するものである。
	市街地における歩行者通行量　(土曜日４地点１日当たり：12時間・自転車含む　　単位：人)
	調査地点
	平成７年
	平成14年
	平成19年
	平成20年
	平成21年
	平成22年
	平成23年
	駅前中央通り
	6,433
	3,034
	3,300
	3,196
	2,302
	3,704
	3,556
	りんご並木
	1,543
	776
	952
	1,380
	1,438
	1,508
	1,352
	知久町　1丁目
	3,532
	838
	1,016
	774
	700
	802
	600
	銀座3丁目
	2,263
	1,010
	1,700
	1,680
	1,712
	2,578
	2,882
	合計
	13,771
	5,658
	6,968
	7,030
	6,152
	8,592
	8,390
	②　個店の活力や集客力、営業状態等が全体の魅力の向上にどのように結び付き、また逆に、商店街の特性や共同事業の成否が構成店舗の活力の向上にどのように結び付いているのか、「個々の取組」と「共同的な取組」との連動内容
	商業集積と広場を形成するエリアが生まれることは、地域の生活者が集うことからのコミュニティの活性化に繋がる。現在、お年寄りなど買物困難者が急増する中、飯田市中心商店街連合会などが主体となって月1回買物困難者を含めお年寄りに中心市街地商店街に来ていただきサービスを提供する「シルバーおもてなしデイ」事業の社会実験を実施しているが、この事業を日常的に定着させるために、お年寄りにとっても一定時間を居心地がよく過ごせる場の創造が求められている。
	各事業者も、個店として地域のコミュニティ再生に主眼を置いたサービスの展開、地域産品の販売や地域の事業者と連携した販売戦略などを意識したものであり、地元ならではの情報提供が来街者への満足感や安心感をあたえ、市街地全体のさらなる活力の向上へと繋がっていく。
	③　当該中小小売商業高度化事業に影響を与える空き店舗数・率の現況
	本事業実施のりんご並木ストリートは、これまでの実施事業の成果から空き店舗数が減少に転じているが、周辺の既存商店街は店主の高齢化や後継者不足から、店舗の住宅化、空き店舗としての長期化傾向が進展しており、商店街としての機能低下が危惧されている。
	当該事業による商業集積により、市街地への新たな投資意欲を持つ事業者を誘発し、空き店舗を解消し、既存商店街との集客拠点を創出することで、商業空間としての機能向上を図る。
	商店街名
	平成19年
	平成23年
	りんご並木ストリート
	30.8
	(8/26)
	19.2
	(5/26）
	銀座商栄会
	3.3
	(2/61)
	16.4
	(10/61)
	知久町1丁目商栄会
	　　　　　　　　　　5.3
	(1/19)
	21.1
	(4/19)
	※上段：空き店舗率　(％)　・　下段　(空き店舗数/対象店舗数)
	④　文教施設、医療施設、公共事業等のまちの諸事業と連動した中小小売商業高度化事業であること
	本事業地は、市街地再開発事業により整備された交流・文化施設（市民サロン、美術館）、健康・福祉施設(デイサービスセンター、ケア付高齢者住宅)、分譲マンションに隣接し、都市機能が集約されてきている場であり、事業地への動線となる遊歩道(市道)についても既に改良工事に着手されており、まちの諸事業と連動した事業である。
	(２)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
	事業名、内容
	及び実施時期
	実施
	主体
	目標達成のための
	位置付け及び必要性
	支援措置の
	内容及び
	実施時期
	その
	他の
	事項
	事業名：
	りんご並木周辺商業施設等整備事業
	事業内容：
	　りんご並木ストリートマネジメント計画に基づき、不動産の所有と利用の分離による活性化を図るために、りんご並木周辺の空き店舗等を、中心市街地に投資意欲を持つ民間事業者とマッチングさせることで有効活用を図る。
	　平成20年度は「飯田のたまり場」をテーマに、空き店舗を活用し、和菓子のまちとして知られる飯田市のお菓子の歴史、和菓子店の紹介や各店の逸品の販売を行う施設「お菓子の駅」と、りんご並木を眺めながら地域の食材を用いた健康食や、「お菓子の駅」と連動した和菓子を味わうテラス、人形アニメーションを鑑賞できる軽飲食店、地域イベント開催のためのスペース等を整備した施設、2棟を一体的に整備し、テナントミックスを実施する。
	㈱飯田まちづくりカンパニー
	平成20 年度は、りんご並木周辺のストリートマネジメントエリアにおいて、空き店舗等を活用し、りんご並木の価値を意識しつつ、飯田市の名産である和菓子の歴史紹介コーナー、市内の和菓子店の逸品を販売する施設、飯田の人形劇をＰＲするための場や地域イベント開催スペースといった飯田市の文化が感じられる商業施設等を「飯田のたまり場」をテーマに一体的に整備する。これらの施設の集客効果と、複合的開発マネジメントエリアと既存商店街エリアとの相乗効果が生まれ、りんご並木の歩行者通行量の増加に大きく寄与する。またオープニングイベントとして、定期的に実施している歩行者天国と連携し、人形劇上演、音楽ライブ、和菓子探訪ツアー、野点といったりんご並木の価値と飯田の和菓子文化の再発見のためのソフト事業を実施する。
	平成22年度は、商圏調査を踏まえて、りんご並木周辺に不足している商業施設を裏界線と連続して整備することで界隈性を生み出し、「人々の交流によるにぎわいの回復」を図るべく、地元の食材を素材としたデリカテッセン、産直野菜販売やミニライブを行うパブリックガーデンスペース等を整備する。また、多様な主体が協働することで、りんご並木周辺地域へ賑わいを波及させるべく、市民がりんご並木で定期的に実施している歩行者天国事業と連携した産直野菜販売、ミニライブを開催するほか、近隣商業経営者との商品共同開発を行うことにより、中心市街地における農商工連携のモデル事業を展開する。
	平成24年度以降、グループインタビューやアンケート調査結果等からの市民ニーズを踏まえ、りんご並木周辺の空き店舗・空家群を地域コミュニティ再生に主眼を置いたサービスの展開、地域産品の販売や地域の事業者と連携した販売戦略などを意識した商業集積と地域のコミュニティの活性化に資する広場及び駐車場を持った市街地の集客拠点となる商機能維持・強化施設等を整備する。
	支援措置の内容：
	戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金
	実施時期：
	平成20年度～平成22年度
	支援措置の内容：
	中心市街地魅力発掘・創造支援事業費補助金
	実施時期：平成24年度から平成25年度
	さらに、同施設を利用し、既存のイベント等と連携したオープニングイベントを実施する。
	平成22年度は、平成20年度に引き続き、不動産の所有と利用の分離の手法を活用したエリアマネジメントの一事業として、地元の食材を素材としたデリカテッセン、産直野菜販売やミニライブを行うパブリックガーデンスペース等を整備し、りんご並木周辺に不足している商業施設を裏界線と連続して整備する。
	さらに、同施設を利用し、多様な主体の協働により定期的に実施されている歩行者天国事業と連携した産直野菜販売、ミニライブ等を開催する。
	平成24年度以降、空き店舗・空家群を地域コミュニティ再生に主眼を置いたサービスの展開、地域産品の販売や地域の事業者と連携した販売戦略などを意識した商業集積と地域のコミュニティの活性化に資する広場及び駐車場を持った市街地の集客拠点としての商機能維持・強化施設等を整備する。
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	りんご並木賑わいづくり事業
	内容：
	りんご並木周辺における文化的イベントや農産物直売市等の商業的イベントを実施するとともに、魅力資源発掘、マップ作成や情報発信等を推進する。
	実施時期：
	平成21年度から
	飯田市、
	株式会社飯田まちづくりカンパニー
	〔飯田市中心市街地活性化協会及びりんご並木まちづくりネットワークと連携〕
	りんご並木は、飯田市全体及び中心市街地のシンボルとして、市民に定着している。
	本事業は、平成19年度に実施した歩行者天国実験の成果を引き継ぎ、りんご並木を年間8回程度、実験的に歩行者天国とし、個々に行われてきたイベントやお祭りを協働で行う。
	本事業により家族連れや子供、若者からお年寄りまで幅広い層が憩える空間を創出し、新しい来街者を発掘するとともに、りんご並木を中心とした周辺地域にも、賑わいを波及させていく。
	また、こうしたイベントを通じて、魅力資源発掘、マップ作成や情報発信等を推進する。
	本事業は、中心市街地活性化の目標である「交流を支える基盤が整備された都市」を図るため必要な事業である。
	　効果を検証するため、毎年度来訪者量調査を実施するとともに、参加者からのヒアリングや関係者ネットワーク内での協議を行う。
	支援措置の内容：
	社会資本整備総合交付金
	（都市再生整備計画）
	実施時期：
	平成21年度から平成25年度
	支援措置の内容：
	中心市街地活性化ソフト事業
	実施時期：
	平成21年度から平成25年度
	事業名：
	ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ開催事業
	内容：
	国内最高峰の国際サイクルロードレース「ツア・ーオブ・ジャパン南信州ステージ」を開催し、PR活動やパンフレットづくり等による地域情報の発信を行う。また、環境配慮や健康づくり、まちなか観光活用の視点から、自転車レンタル、ベロタクシーなど自転車の普及活動を行い、自転車のまちづくりを推進する
	ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ実行委員会
	日本をはじめ、アジア地域において確固たる地位を築き、日本では最高峰・最大級の国際公認サイクルロードレースである「ツアー・オブ・ジャパン南信州ステージ」を開催し、地域情報の発信を行うことや、中心市街地における観光資源のネットワーク化のため自転車レンタル、ベロタクシーなど自転車の普及活動を行い、自転車のまちづくりを推進することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	中心市街地活性化ソフト事業
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	飯田りんごん開催事業
	りんご並木の街飯田まつり協議会
	毎年継続的に実施し、市民に定着している飯田まつり「飯田りんごん」を開催し、踊りを披露する市民や踊りを観賞する市民、観光客が中心市街地に繰り出し踊りを楽しむことで、出会いや交流が行われることは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	中心市街地活性化ソフト事業
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	内容：
	飯田まつり「飯田りんごん」は、飯田市民のシンボル「りんご並木」から名付けられ昭和57年からはじまった夏祭りである。毎年8月初旬に開催し、市民約1万人の踊り連が中心市街地で踊りを繰り広げる。
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	いいだ人形劇フェスタ開催事業
	いいだ人形劇フェスタ実行委員会
	国内最大級の人形劇の祭典「いいだ人形劇フェスタ」を開催することにより、観客、人形劇人、ボランティアが、人形劇を観賞し、上演し、支える中で、中心市街地をメイン会場として様々な交流が行われることは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	中心市街地活性化ソフト事業
	内容：
	国際児童年の1979年にはじまった人形劇カーニバルがその前身である。1999年には人形劇フェスタとして再出発して現在に至っている。毎年8月の4日間は約350劇団による300公演が上演され、まちが人形劇一色に染まり、全国世界から集まった劇人と市民の交流が繰り広げられる。
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	社会資本整備総合交付金
	事業名：
	飯田市、
	飯田やまびこマーチ実行委員会、
	オーケストラと友に音楽祭実行委員会、
	お練り祭り実行委員会等実行委員会
	社会資本整備総合交付金
	内容：
	実施時期：
	実施時期：
	実施時期：
	(２)②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な特例措置に関連する事業
	事業名、内容
	及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための
	位置付け及び必要性
	支援措置の
	内容及び
	実施時期
	その
	他の
	事項
	事業名：
	一店逸品運動推進・地域ブランド開発事業
	飯田市中心市街地活性化協会
	〔NPO法人イデアと連携〕
	飯田市中心市街地活性化協会の運営及びNPO法人イデアと連携して実施している一店逸品活動の強化、和菓子など飯田独自ブランドの開発、販路開拓及び情報発信等に係る課題解決のためにアドバイスを受けることは、協会の円滑な運営が実現できるとともに、個店の商品開発力を高め、魅力アップに繋がることから、中心市街地活性化の目標である「交流を支える基盤が整備された都市」の実現に寄与する事業である。
	支援措置の内容：
	中心市街地商業活性化アドバイザー（協議会）派遣事業
	内容：
	独立行政法人中小企業基盤整備機構から専門家の派遣を受け、中心市街地活性化協会の運営並びに一店逸品運動の強化及び飯田独自ブランドの開発に対してアドバイスを受ける。
	実施時期：
	平成20年度から平成21年度
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	　　　該当無し。
	（４）国の支援措置がないその他の事業
	事業名、内容
	及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための
	位置付け及び必要性
	支援措置の
	内容及び
	実施時期
	その
	他の
	事項
	事業名：
	商工会館改築事業
	飯田商工会議所
	耐震上、老朽化により建替えが必要となっている商工会館を改築するに伴い、商業店舗や市民サロン、会議室といった住民交流の機能と、商業・工業等の地域産業振興（コミュニティビジネスや地域ブランド創出機能、起業支援等）の中核拠点として整備する。
	併せて、交通の結節点としての高速バスターミナルの改築、駐車場等を整備し、複合的な拠点とする。また、整備に際しては、環境配慮を促進する。
	当事業により、回遊性を生み出し、中心市街地への賑わいを再生させるとともに、周辺商店街への波及効果が期待される。
	当事業は、中心市街地活性化の目標である「人々の交流による賑わいの回復」を実現する歩行者・自転車通行量の増加に寄与するとともに、飯田市の独自目標である「環境に配慮した安全安心な暮らしを実現する都市」の実現に寄与する事業である。
	効果を検証するため、毎年度歩行者通行量及び会館の利用者数等の数値調査を実施する。
	支援措置の内容：
	内容：
	商工会館を改築し、商業・一般公衆利便施設、バスターミナル、商工会議所、駐車場等の複合拠点として整備する。
	実施時期：
	実施時期：
	平成22年度～平成25年度
	事業名：
	駅周辺及び駅前ストリートの整備事業
	(再掲)
	飯田市、
	飯田観光協会、
	JR東海、
	飯田駅周辺及び駅前ストリートにおいて、観光情報案内所、案内看板、休憩所等の観光関連施設、店舗などの誘客施設、駐車場、駐輪場、トイレ等の公益施設を整備することにより、鉄道利用の利便性が高まり、マイカー、バス、その他の交通手段の有機的なネットワークが形成され、都市サービス機能の充実が図られることや、交通の結節点である飯田駅がまちなか観光の誘客拠点として機能充実が図られることは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	実施時期：
	内容：
	交通の結節点である飯田駅における都市サービス機能の充実を図るため、駅周辺及び駅前ストリートの観光情報案内所、店舗等誘客施設、駐車場、駐輪場、トイレ等を総合的に整備する事業
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	まちかど博物館・フィルムコミッション設置事業
	飯田市
	中心市街地の専門店を中学生等の職業体験の受入先とし、子どもたちにモノづくりの心を育成するとともに、職人の自信と誇りを回復させるため、専門店や空店舗等にミニ博物館を設置し、また、自然・歴史的建造物・まちなみ等を活用して観光協会等が実施する映画等のロケ誘致等への支援を行うことは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	中心市街地の専門店・空店舗等へのミニ博物館設置及び自然・歴史的建造物・まちなみ等を活用した映画等のロケ誘致による情報発信事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	扇町公園活用事業
	NPO伊那谷環境文化ネットワーク
	動物園を中心とした四季の広場等を一体的に捉えた面的な活用による各種ソフト事業の実施、コミュニティ・ガーデン等設置後の管理運営等を実施しすることは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	動物園を中心とした四季の広場等を一体的に捉えた活用事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成21年度から平成25年度
	事業名：
	空店舗活用と起業支援事業
	飯田商工会議所
	まちなかの経済的な衰退傾向に歯止めをかけるため、空家・空店舗活用や商業集積再生の担い手となる起業希望者育成及び開業支援を実施することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	起業希望者の育成や開業支援及び空店舗、空家の活用事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	まちなか観光活性化事業
	飯田観光協会
	現存する中心市街地の観光資源を十分に活かしつつ、まち歩きの観光資源として、商業者による観光資源開発、旅館ホテルでの誘客情報受発信機能の充実、観光ガイドやコンベンション施設等の整備、特徴のある通り形成（ハード・ソフト）や伝統ある和菓子店やまちなかグルメ探索等の事業を実施し、観光産業の活性化を図ることは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	現存する中心市街地の観光資源を十分に活かしつつ、商業者による観光資源開発、街角観光案内拠点整備、宿泊拠点での観光案内や人形劇場やコンベンション施設整備等による観光産業の活性化事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	桜並木活用事業
	まちづくり委員会
	桜並木において、桜の開花時期にあわせてライトアップを行うなど、市民や来街者が昼から夜にかけ花見をより楽しむことの出来るソフト事業を実施することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	市民や来街者が「桜並木」をより楽しみ活用するためのソフト事業
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	人形劇のまちづくり推進事業
	NPO いいだ応援ネット　イデア
	300年に及ぶ人形浄瑠璃の伝統や国内最大級の人形劇の祭典「いいだ人形劇フェスタ」を契機として、人形劇をテーマとした商品の開発を行うとともに、観光ツアー等の企画を行う。
	また、川本喜八郎人形美術館を核として、インターナショナル・フィギュア・マーケット等のイベントを継続的に開催することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	人形劇をテーマとした操れる人形等の商品開発、観光ツアー開発、イベントの実施等官民一体のまちづくりの推進
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	南信州食文化マーケットの創設
	飯田商工会議所
	行政が促進する生産者による商品開発、ブランドの創出等と協働し、飯田の産品や飯田独自の食文化を活かした共同メニュー開発等の事業化、アンテナショップのテストチャレンジや生産者のマーケティング力の向上を通じた市場拡大を図ることは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	域産域消事業の推進及び飲食店による共同メニュー開発等の事業化
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	補完的交通手段（自転車等）の導入事業
	飯田市
	中心市街地へのアクセスの利便性向上、環境負荷軽減の視点、持続可能な交通の普及推進に寄与すべく、自転車レンタルやベロタクシー等によって、公共交通機関の利用促進を図ることは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	自転車レンタル、ベロタクシーなどを導入し、電車、バス等公共交通機関との補完的連携を図る
	実施時期：
	実施時期：
	平成21年度から平成25年度
	事業名：
	馬車等運行事業
	NPO伊那谷環境文化ネットワーク
	まちなかで、発着馬場の整備、馬車運行・引き馬を実施し、まちなかの緑遊空間や交流空間、集客拠点を連結させることは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	まちなかに新たな賑わいを創出するため、馬車運行や引き馬を実施
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成24年度
	事業名：
	りんご並木周辺商業施設等整備事業
	※単独事業
	㈱飯田まちづくりカンパニー
	商店街組織
	　これまで行政やまちづくり会社が主体となって進めてきた中心市街地の再開発事業の波及誘発効果として、まちの活性化に寄与する民間開発が芽生えている。
	　中心市街地への投資意欲を持つ民間事業者が現れてきたこの機を活かし、市のシンボルであるりんご並木ににぎわいを創出するため、㈱飯田まちづくりカンパニーが主体となり、不動産の所有と利用の分離の手法を活用して活性化を図るため、りんご並木周辺の空き店舗等を確保し、意欲ある民間事業者とのマッチングのためのストリートマネジメント計画を立案し、その計画に基づき事業を面的に広げていく。
	　本事業の実施によりエリア内のマネジメントが行われることは、りんご並木を中心とするストリートマネジメントにおける食遊文化機能、複合的開発マネジメントエリアにおける住まい・生活福祉・行政サービス機能、既存商店街エリアにおける物販・飲食機能とが相互に相乗効果を生み出し、集客効果がより高まることが見込まれることから、中心市街地活性化基本計画の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	平成24年度以降、りんご並木周辺の空き店舗、空家などを活用した、地域コミュニティ機能向上や再生に向けた商業施設等整備を推進する。
	支援措置の内容：
	内容：
	りんご並木ストリートマネジメント計画に基づき、不動産の所有と利用の分離による活性化を図るために、りんご並木周辺の空き店舗等を、中心市街地に投資意欲を持つ民間事業者とマッチングさせることで有効活用を図る。
	実施時期：
	平成24年度から平成25年度
	実施時期：
	８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項
	8-1公共交通機関の利便性の増進の必要性
	<現状分析>
	　中心市街地エリアには、ＪＲ飯田線飯田駅があり、駅から中心市街地区域内は約1.5ｋｍ圏内にあることから、駅から中心市街地各所へのアクセスは比較的容易であるにも関わらず、中心市街地外に住む市民の約８割が、中心市街地へのアクセス方法として自家用自動車を利用しているのが現状であり、それ故に、中心市街地内での大型の駐車場を求める声が多くなっている。こうしたことから、飯田駅の乗車人員数は年々減少している。また、路線バスについても年々利用者数が減少する傾向にある。
	その一方で、平成12年から実施されている中心市街地とその周辺を結ぶ市民バスは、ここ数年の上げ止まりはあるものの、運行開始年度から年々利用者数を伸ばしている。
	さらに、官民協働による市街地循環バス運行の試行などの事業展開がなされてきたところであるが、まちなかの循環や移動方法については、従来のバス等に加え、多様な手法を検討･実施していくことが必要である。
	<事業の必要性>
	　上記の現状を踏まえ、「公共交通機関の利便性の増進」として次のような事業が必要とされる。
	・「地域固有の価値の創造」を実現するための馬車等運行事業等
	・「複合的視点での事業実施」や「さらなる市民の力の集約集中化」を実現するための自転車等補完的交通手段の導入、レンタサイクルセンター設置事業等
	・「アクセスしやすい都市交通基盤整備」を実現するためのバス運行改善、市街地循環バスへの対応、バスターミナル整備事業、路上パーキング機能を活用した活性化事業等
	<フォローアップ>
	　毎年、事業の進捗状況の把握を行う。
	　また、個別事業の進捗状況を確認した上で、どの程度中心市街地が活性化してきているか判断し、状況に応じて、事業の促進や見直しなどの改善措置を講じる。また、計画期間満了時点において再度進捗調査を行い、中心市街地活性化の効果的な推進を図る。
	8-2具体的事業の内容
	(１)法に定める特例の措置に関連する事業
	　該当なし
	(２)①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業
	　該当なし
	(２)②認定と連携した支援措置のうち､認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業
	　該当なし
	(３)中心市街地の活性化に資するその他の支援措置
	事業名、内容
	及び実施時期
	実施主体
	支援措置の
	内容及び
	実施時期
	その
	他の
	事項
	　地球温暖化問題の取組みを先進的に行ってきた飯田市として、今後中心市街地エリアで実施が予定されている官民による開発事業等において、太陽エネルギーや水力などの中心市街地において活用できる再生可能なエネルギーの活用、地元産の木質バイオマスを活用した機器等による熱エネルギーの供給等により、エネルギーの地産地消を推進するとともに、外断熱工法等による施設全体の省エネルギー化、ＥＳＣＯ事業の活用による省エネルギー機器の導入等、まちづくり、都市形成において環境面での配慮を徹底し、CO２をはじめとした温室効果ガス削減のモデル都市を形成することは、中心市街地活性化の目標である「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」を図るために、必要な事業である。
	事業名：
	商工会館環境配慮型事業
	㈱おひさま進歩エネルギー
	耐震上、また、老朽化により建替えが必要となっている商工会館の整備に際して、環境配慮型の都市づくりのモデル事業として、新エネルギー・省エネルギー化整備等を複合的に実施することは、中心市街地活性化の目標である「環境に配慮し、安心安全な暮らしの実現」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	先導的都市環境形成総合支援事業
	内容：
	環境配慮型の都市づくりのモデル事業として、新エネルギー・省エネルギー化整備等を複合的視点で、商工会館の改築に併せて実施する事業
	実施時期：
	平成21年度から24年度
	実施時期：
	平成20年度から平成24年度
	事業名：
	市街地循環バスへの対応事業
	飯田市
	　中心市街地内を循環するバス等の公共交通について、運行計画・（試行）運行実施に向けた実証実験を行い、また、観光対策、中心市街地活性化、公共交通の観点から、どのような運行が適切かを、「地域公共交通改善市民会議」において検討することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	地域公共交通活性化・再生総合事業
	内容：
	中心市街地を循環するバスの運行計画・（試行）運行実施に向けた実証実験、市民会議等での検討、及び関係機関との調整等の対応
	実施時期：
	平成20年度から平成22年度
	実施時期：
	平成20年度から平成24年度
	事業名：
	補完的交通手段（自転車等）の導入事業
	(再掲)
	飯田市
	中心市街地へのアクセスの利便性向上、環境負荷軽減の視点、持続可能な交通の普及推進に寄与すべく、自転車レンタルやベロタクシー等によって、公共交通機関の利用促進を図ることは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	先導的都市環境形成総合支援事業
	内容：
	自転車レンタル、ベロタクシーなどを導入し、電車、バス等公共交通機関との補完的連携を図る
	実施時期：
	平成21年度から平成23年度
	実施時期：
	平成21年度から平成23年度
	(４)国の支援措置がないその他の事業
	事業名、内容
	及び実施時期
	実施主体
	目標達成のための
	位置付け及び必要性
	支援措置の
	内容及び
	実施時期
	その
	他の
	事項
	事業名：
	駅周辺及び駅前ストリートの整備事業
	(再掲)
	飯田市、
	飯田観光協会、
	JR東海、
	飯田駅周辺及び駅前ストリートにおいて、観光情報案内所、案内看板、休憩所等の観光関連施設、店舗などの誘客施設、駐車場、駐輪場、トイレ等の公益施設を整備することにより、鉄道利用の利便性が高まり、マイカー、バス、その他の交通手段の有機的なネットワークが形成され、都市サービス機能の充実が図られることや、交通の結節点である飯田駅がまちなか観光の誘客拠点として機能充実が図られることは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	実施時期：
	内容：
	交通の結節点である飯田駅における都市サービス機能の充実を図るため、駅周辺及び駅前ストリートの観光情報案内所、店舗等誘客施設、駐車場、駐輪場、トイレ等を総合的に整備する事業
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	バスルート、ダイヤ等バス運行の改善事業
	飯田市
	高齢者などの移動困難者が中心市街地をはじめとした地域内移動が行えるような公共交通を確保するため、公共交通の起点としての役割を果たしている中心市街地に関するバス路線等の地域公共交通の見直しを行うことは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	市民バス・路線バスの運行ルート、ダイヤ等の改善
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から
	事業名：
	バスターミナル整備事業
	信南交通㈱
	飯田下伊那地域の公共交通の結節点としての役割が果たせるよう、その設置場所や、商工会館、観光案内所等の複合的機能の付加、環境配慮等の検討を行い、地域住民にも観光客にも使いやすい施設とすることは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	地域の結節点としての機能を持ったバスターミナル整備
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成25年度
	事業名：
	レンタサイクルセンター設置事業
	飯田市
	公共交通の結節点である飯田駅前やまちなかインフォメーションセンター付近等観光案内の要所等において、電動自転車を含めたレンタサイクルセンターを設置し、地域住民の交通手段として、また、観光客の交通手段として利活用できるよう事業を推進することは、中心市街地活性化の目標である「人々の交流によるにぎわいの回復」の実現を図るために、必要な事業である。
	支援措置の内容：
	内容：
	地域住民、観光客等のまちなか交通の利便性向上を図るための観光案内の要所等にレンタサイクルセンターを設置
	実施時期：
	実施時期：
	平成20年度から平成24年度
	９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
	9-1市町村の推進体制の整備等
	　基本計画の策定にあたっては、飯田市中心市街地活性化基本計画策定庁内会議とともに、飯田市中心市街地活性化基本計画策定委員会を設置した。
	　策定委員会においては、飯田市中心市街地活性化基本計画策定庁内プロジェクト会議のメンバーを含む飯田市中心市街地活性化基本計画策定ワーキング会議を開催し、４つの部会に分かれ検討を行なった。
	(１)飯田市中心市街地活性化基本計画策定庁内プロジェクト会議
	①プロジェクトメンバー
	プロジェクト会議は、下記各課の職員をもって構成した。
	　総務部：地域づくり･庶務課
	　危機管理部：防災交通課
	　企画部：企画課
	　保健福祉部：子育て支援課、介護高齢課、保健課
	　水道環境部：環境課
	　経済産業部：産業振興支援課、商業･市街地活性課、観光課
	　建設部：都市･地域計画課、土木課
	　教育委員会：生涯学習･スポーツ課
	②経過
	　・第１回庁内ＰＪ会議
	　1.開 催 日	平成19年５月28日
	　2.検討内容	計画策定の進め方について
	　・第２回庁内ＰＪ会議
	　1.開 催 日	平成19年６月19日
	　2.検討内容	現計画の事業評価について
	新計画における公共事業について
	　・第３回庁内ＰＪ会議
	　1.開 催 日	平成19年７月17日
	　2.検討内容	第１回ワーキング会議の結果を踏まえた公共事業に関する協議
	　・第４回庁内ＰＪ会議
	　1.開 催 日	平成19年７月27日
	　2.検討内容	計画素案について
	個別公共事業について
	　・第５回庁内ＰＪ会議
	　1.開 催 日	平成19年10月11日
	　2.検討内容	基本計画事業（案）の整理について
	(２)飯田市中心市街地活性化基本計画策定委員会
	①策定委員会の開催
	　1.策定委員会構成
	　2.策定委員会の経過
	・第1回飯田市中心市街地活性化基本計画策定委員会
	　１．日時	平成19年６月26日(火)　10時00分～12時00分
	　２．場所	市役所　２階（201・202会議室）
	　３．出席者	委員26名　事務局５名　コンサルタント５名
	　４．検討内容
	　　　　・中心市街地活性化に向けて（基調講演）
	　　　　・策定方法及びスケジュールについて
	・第２回飯田市中心市街地活性化基本計画策定委員会
	　１．日時	平成19年９月11日(火)　13時00分～15時20分
	　２．場所	市役所　３階（301･302･303会議室）
	　３．出席者	委員34名　事務局５名　コンサルタント２名　報道関係者３名
	　４．検討内容
	　　　　・飯田市中心市街地活性化基本計画策定の経過報告
	　　　　・飯田市中心市街地活性化･まちづくりに関するアンケートについて
	　　　　・飯田市中心市街地活性化基本計画素案について
	　　　　・（仮称）飯田市中心市街地活性化協会について
	　　　　・今後の策定方針等について
	・第３回飯田市中心市街地活性化基本計画策定委員会
	　１．日時	平成19年11月29日(木)
	　２．場所	市役所　３階（301･302･303会議室）
	　３．出席者	委員22名　事務局５名　コンサルタント２名　報道関係者３名
	　４．検討内容
	　　　　・飯田市中心市街地活性化基本計画策定の経過報告
	　　　　・飯田市中心市街地活性化基本計画原案について
	　　　　・今後の策定スケジュールについて
	・第４回飯田市中心市街地活性化基本計画策定委員会
	　１．日時	平成20年2月28日(木)
	　２．場所	市役所　３階（301･302･303会議室）
	　３．出席者	委員30名　事務局５名　コンサルタント２名　報道関係者３名
	　４．検討内容
	　　　　・飯田市中心市街地活性化基本計画策定の経過報告
	　　　　・飯田市中心市街地活性化基本計画案について
	　　　　・今後の策定スケジュールについて
	②飯田市中心市街地活性化基本計画策定ワーキング会議の開催
	　1.ワーキング会議構成
	　2.ワーキング会議の経過
	・第1回飯田市中心市街地活性化基本計画策定ワーキング会議
	　１．日時	平成19年６月26日(火)　13時00分～16時00分
	　２．場所	市役所保健センター３階会議室
	　３．出席者	ワーキング会議メンバー56名　事務局６名　コンサルタント５名
	　４．検討内容
	　　　　各部会でワークショップ形式により、活性化事業のアイディア出しをした結果、約400の意見が出された。
	・第２回飯田市中心市街地活性化基本計画策定ワーキング会議
	　１．日時	平成19年７月30日(月)　13時30分～16時30分
	　２．場所	市役所　３階（301･302･303会議室）
	　３．出席者	ワーキング会議メンバー46名　事務局６名　コンサルタント５名
	　４．検討内容
	　　　　事務局により第１回の活性化事業提案を89のプロジェクトに整理し、それらを各部会で事業時期（５年以内に実施の可能性の有無）及び事業主体（民間、民間主導、公共主導、公共）の区分に整理。その結果５年以内の事業目標に取り入れるものとして民間35事業、公共22事業がプロジェクト例として抽出される。
	・第３回飯田市中心市街地活性化基本計画策定ワーキング会議
	　１．日時	平成19年８月23日(木)　13時30分～16時30分
	　２．場所	市役所　３階（301･302･303会議室）
	　３．出席者	ワーキング会議メンバー52名　事務局６名　コンサルタント５名
	　４．検討内容
	　　　　第１回、第２回の議論を踏まえ、５年間で重点的に取り組む活性化事業項目、事業内容及び事業主体等について、各部会１事業を取り出して詳しく検討を加えた。
	　　　〈第１部会〉「外から訪れやすく、動きやすいアクセスと駐車場整備」について
	　　　〈第２部会〉「まちなか居住を支える生活支援機能整備」について
	　　　〈第３部会〉「公共･公益施設の複合機能化による集客･交流拠点整備」について
	　　　〈第４部会〉「扇町公園（動物園等）、りんご並木の整備･活用」について
	（３）パブリックコメントの実施
	1．案の公表期間及び意見募集期間
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	５．伝統・文化を継承し、保全する土地利用
	６．農用地を確保し、適切に維持する土地利用
	とし、「持続可能な地域構造への転換」「拠点連携型地域構造の推進」をこれからの地域構造の基本指針として設定し、各種業務や行政などの地域中核機能や特色ある商業・居住等の都市機能が集積されている、通称「丘の上」と呼ばれる中心市街地を「中心拠点」として位置づけ、それら機能の充実を図るとしている。
	(３)飯田市土地利用基本方針（「都市マスタープラン」を包含）における位置づけ
	　平成19年７月に施行された飯田市土地利用基本方針では、飯田市都市づくりにおいて「地域の多様性をいかし、豊かな暮らしを実現する持続可能なまち」を目指す将来像として、以下のような理念、目標を掲げている。
	〈理念〉
	・「拡大」から「維持」へ
	・「量」から「質」へ
	・「つくる」から「いかす」へ
	〈目標〉
	①災害に強く安全なまち
	②安心して快適に暮らせるまち
	③豊かな自然を守り、水と緑を創出するまち
	④環境に配慮し、地球環境を保全するまち
	⑤経済活動や交流が盛んで賑わいのあるまち
	　また、都市構造の形成に関する方針としては、「中心市街地活性化法の改正を受け、新たな中心市街地活性化基本計画の策定を行うほか、中心拠点として人々の豊かな居住環境を確保し、生活や経済が活発に行われ、人々が行き交い、情報交換が盛んなまちを目指す」としている。また、「貴重な資産の掘り起こしや歴史的な資産の活用のほか、新たな風を呼び込み、そしてしないの交通拠点機能を強化して、歩行者を中心としたまちを目指し、コンパクトな都市構造の形成を図る」と位置づけている。
	12．認定基準に適合していることの説明
	基　準
	項　　目
	説　明
	第1号基準
	基本方針に適合するものであること
	意義及び目標に関する事項
	（１．［５］飯田市中心市街地活性化に向けた基本方針に記載）
	飯田市の中心市街地が目指す基本方針は国の基本方針の内容と適合している。
	認定の手続
	（９．［２］中心市街地活性化協議会に関する事項に記載）
	認定に当たっては飯田市中心市街地活性化協会と協議を行い、意見を受けている。
	中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項
	中心市街地の位置及び区域は、中心市街地の各要件（集積要件、支障要件、発展要件）を満たしている。
	４から８までの事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な事項
	（９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項に記載）
	市の推進体制、協会との関係、客観的現状分析等及び各種事業との連携・調整において、十分に取り組んでいる。
	中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項
	（10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項に記載）
	飯田市の基本構想基本計画において、中心市街地活性化とコンパクトなまちづくりに取り組むことが明確になっている。
	その他中心市街地の活性化に関する重要な事項
	（11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項に記載）
	活性化に向けた多様な連携による取り組みを継続しながら、活性化の担い手を育成していく。
	第2号基準
	基本計画の実施が中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること
	目標を達成するために必要な４から８までの事業等が記載されていること
	（４．～８．の事業に関する事項に記載）
	目標を実現するための事業を記載している。
	基本計画の実施が設定目標の達成に相当程度寄与するものであることが合理的に説明されていること
	（３．中心市街地の活性化の目標に記載）
	記載している各事業の実施により、明確な効果が期待でき、数値目標の達成に寄与することを合理的に説明している。
	第3号基準
	基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
	事業の主体が特定されているか、又は、特定される見込みが高いこと
	（４．～８．の事業に関する事項に記載）
	概ねの事業において、事業主体が特定されている。
	事業の実施スケジュールが明確であること
	（４．～８．の事業に関する事項に記載）
	全ての事業について、事業期間内に完了または着手できる見込みである。
	都市経営　―　再生へのマネジメント
	<現状数値：平成19年>
	約77,000人／年
	<数値目標：平成25年>
	約93,000人／年
	<現状数値：平成17年>
	約65,100トン
	<参考数値目標：平成25年>
	約60,200トン
	<現状数値：平成19年>
	約7,000人／日
	<数値目標：平成25年>
	約9,000人／日
	<現状数値：平成17年>
	約65,100トン
	<参考数値目標：平成25年>
	約60,200トン
	<現状数値：平成19年>
	約7,000人／日
	<数値目標：平成25年>
	約9,000人／日
	①飯田市環境基本計画
	　（21'いいだ環境プラン）
	　飯田市は、自然と共生する持続的発展が可能な地域社会の実現をめざし、平成８年度に飯田市環境基本計画「21'いいだ環境プラン」を策定した。この環境プランは、今後の飯田市の環境行政を、総合的計画的に進めるための手引書となるとともに、市民、事業者、行政が、環境の保全や創造を行う上での指針となるものである。その後、環境を取り巻く状況の変化に対応するために、市民で構成された「飯田市環境市民会議」と、市職員からなる「ワーキンググループ」を設置し、検討を重ね、「21のリーディング事業」として主要な施策をまとめた。
	②おひさま進歩エネルギー株式会社
	　おひさま進歩エネルギー株式会社は、市民からの出資を原資として公益性の高い環境事業を実施している会社である。「市民出資」により、公的施設や事業所などの施設に太陽光発電を設置し、施設への電力供給を行う「太陽エネルギー事業」をはじめ、店舗や事業所などに省エネルギーの専門的かつ総合的な診断を行い、グリーン電力設備の導入や機器の交換による、エネルギーコスト削減を提案する「省エネルギー事業」、豊富な森林に囲まれているという立地条件を活かし、ペレットボイラーの生み出す熱を提供する「木質バイオマス事業」、風力や太陽光などの自然エネルギーから発電された電気を事業活動やイベント等に提供する「グリーン電力事業」の４つの事業を行なっている。
	　日本に於ける経済の急激な変化に伴い、地域経済は大変厳しい時代を迎え、それは私達の暮らすこの地域に於いても例外ではありません。何らかの行動を起さなければ、地域経済の将来がこのまま衰退に向かうだけになってしまうのではといった漠然とした不安や危機感を抱かざるを得ないものでした。
	　最初のステップは昨年の初夏、豊かで活力ある地域づくりを推進するためには、どのような取り組みが必要なのかを検討する目的で自然発生的な研究会が立ち上がりました。度重なる議論を重ねた結果、地域に多くの起業を創出することが必要との認識に至りました。この事は、従来より様々な角度で取り組まれていた分野でした。
	　次のステップとして、起業に関わる事業に取り組む人達に研究会の輪を広げた結果、それぞれに類似した領域と得意分野があり、その力を集積し、起業に意欲のある人達を包括的に支援する仕組みの創設が必要との結論で一致しました。
	　前述した状況からの脱皮を目指す為に、起業に熱意と意欲を有する多数の者と地域に暮らす人々が、お互いに協力し起業に関する普及・啓蒙又は各種の支援活動を行い、その過程で生まれる人づくり、まちづくり、地域づくりを推進していくことが、健全な社会資産の形成にとって極めて有意義なことと考えます。
	　私たちは、このような想いから、特定非営利活動法人「いいだ応援ネットイデア」を設立し、起業に熱意と意欲のある人達を募り、起業に関する各種支援活動を通じて、行政や関係諸機関と共に地域社会の活性化に貢献しようとするものです。
	「自己啓発、相互啓蒙、人材交流」等々、私たちは、自由かつ柔軟な創意と支えあう勇気を希望に変える草の根活動を起こし、広く公益の増進に寄与するものとします。
	　飯田に生まれ育った私達にとって、『丘の上』と呼ばれる中心市街地は、昔から商業や文化など情報発信の中心地として賑わいを見せる、伊那谷一の魅力に富んだ繁華街としてまさに誇れる存在でした。
	周辺町村に住む人々も、祭りや行事、娯楽や買い物などで飯田の街『丘の上』に出るときは、ひそかに興奮を覚えワクワクと心をはずませたものです。
	　しかし、車社会の普及によって大きく様変わりをしてしまいました。
	中心市街地から郊外への商業施設の移動、それに伴う商店街の顧客流出、さらに市街地人口の減少、高齢化などで「街の魅力」は半減し、もはや昔の中心性は失われようとしています。
	　「飯田はどんな街ですか?」と質問されたとき、私達が真っ先に思い浮かべるのが「丘の上中心市街地」です。今の子供達は、昔の私達のようにこの街を印象的に捉えることができるのでしょうか。
	街は、暮らしがあり、仕事があり、出会いがあり、情報がありと、様々な構成要素から成り立つ、まさに文化そのものであり市民財産であると言えます。先人達の文化が残してくれたこの街を私達が子供のころ誇りに思えたように、私達も次の世代の子供達に"アイデンティティーの持てる街"を残していく義務があるのではないでしょうか。
	　幸いなことに行政施設、公共機関、文化施設、商店街、りんご並木、碁盤の目に整備された街路など、先人達の残してくれた都市としての資産がまだ多く残されています。
	今ならこれらの都市基盤に手を加え、新たな機能を創造することによって、都市構造の革新を図り、まちの魅力を取りもどすことも可能です。
	私達、株式会社飯田まちづくりカンパニーは、『丘の上』中心市街地を南信の中心都市として、 10万人都市の顔として恥ずかしくない、そして何より私達市民が"誇りの持てる街"に再生しようと、同じ思いをもつ市民、商店、企業が中心となって出資し、行政からも出資協力を得て設立した市民資本の第三セクターのまちづくりの総合支援会社です。
	・大人
	50円	１名	600円	２名
	100円	２名	700円	１名
	200円	６名	800円	３名
	300円	23名	1000円	３名
	400円	１名	無回答	１名
	・子ども
	無料	３名	200円	７名
	50円	１名	300円	26名
	150円	２名	500円	８名
	100円	12名	無回答	３名
	<現状数値：平成18年>
	約77,000人／年
	<数値目標：平成25年>
	約93,000人／年
	※平成13年は調査未実施によりデータ無し


