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平成２６年度の主な取り組み

◎航空宇宙産業クラスター拠点工場立ち上げ（10月）

「「「「アジアアジアアジアアジア№№№№１１１１航空航空航空航空宇宙産業クラスター形成特区」への仲間入り宇宙産業クラスター形成特区」への仲間入り宇宙産業クラスター形成特区」への仲間入り宇宙産業クラスター形成特区」への仲間入り

◎小水力発電など再生エネルギー・新エネルギーの環境面の取組

第２次第２次第２次第２次環境モデル都市行動計画に基づく省エネ・創エネの推進環境モデル都市行動計画に基づく省エネ・創エネの推進環境モデル都市行動計画に基づく省エネ・創エネの推進環境モデル都市行動計画に基づく省エネ・創エネの推進

◎リニアに係る環境影響評価の手続き⇒工事実施計画

リニアリニアリニアリニア周辺整備基本構想の策定に向けた周辺整備基本構想の策定に向けた周辺整備基本構想の策定に向けた周辺整備基本構想の策定に向けた検討検討検討検討

◎特別養護老人ホーム100床増床
綿半野原会により、２７年３月完成予定綿半野原会により、２７年３月完成予定綿半野原会により、２７年３月完成予定綿半野原会により、２７年３月完成予定

◎菱田春草生誕140年

生誕地生誕地生誕地生誕地に記念公園に記念公園に記念公園に記念公園整備（整備（整備（整備（27272727年年年年3333月完成予定）、月完成予定）、月完成予定）、月完成予定）、企画展、春草学習の推進企画展、春草学習の推進企画展、春草学習の推進企画展、春草学習の推進

◎恒川遺跡群の保存管理計画の策定

◎ムトス飯田３０周年

◎新庁舎完成、１月より業務開始１月より業務開始１月より業務開始１月より業務開始
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出典：国土交通省「国土の長期展望」中間とりまとめ

日本の社会（人口の波と日本経済）
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人口減少時代における

都市の再構築

人口減少時代における
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地域
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地域
拠点

地域
拠点

拠点集約連携型 都市構造



国道側から見た事業完成後の庁舎全体のイメージ

26年12月完成予定（新庁舎執務棟、議会防災棟）

27年12月改修完了予定（現庁舎、保健センター）

新庁舎執務棟新庁舎執務棟新庁舎執務棟新庁舎執務棟

現庁舎現庁舎現庁舎現庁舎

保健センター保健センター保健センター保健センター

議会防災棟議会防災棟議会防災棟議会防災棟
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市民の暮らしと安全を守る市民の暮らしと安全を守る市民の暮らしと安全を守る市民の暮らしと安全を守る 防災・復興拠点の整備防災・復興拠点の整備防災・復興拠点の整備防災・復興拠点の整備

新庁舎完成予定新庁舎完成予定新庁舎完成予定新庁舎完成予定 平成平成平成平成26262626年年年年12121212月月月月

千代公民館 ７月完成

下久堅公民館 12月完成

上久堅公民館 12月完了

丸山公民館 11月完了



アップルロード

地域医療の充実 飯田市立病院第３次整備事業完成

【南棟１階】救命救急センター

救急外来、救急病床、救急治療室を集
約し、CTなどの放射線検査部門に近い
位置に配置

【本館１階】がん診療・緩和ケアセンター

外来化学療法室、緩和ケア内科外来など
を一体的に配置。サロンや相談室も設置

【北棟・本館２階】周産期センター

分娩室、新生児治療室、産科病棟などの

入院部門を２階へ移転・拡充。産科婦人
科などの外来部門を１階に配置 ◎飯伊地区包括医療協議会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）

との連携・協力体制の強化を今後も引き続き図っていく。

平成２１年 定住自立圏協定の締結(救急・産科)
平成２２年～ 中学生までの医療費無料化

平成２２年～ 病児・病後児保育の開始

平成２６年 飯田下伊那診療情報連携システム

[ism-Link]を定住自立圏追加協定

○○○○飯田市が取組む医療政策飯田市が取組む医療政策飯田市が取組む医療政策飯田市が取組む医療政策

飯田市立病院が当地域で担うべき救急医

療、がん医療、周産期医療を中心に施設を

拡充しました。当地域の医療は、各病院・診
療所の役割分担によって守られています。



7



「高齢になっても地域で安心して暮らせるための支援」「高齢になっても地域で安心して暮らせるための支援」「高齢になっても地域で安心して暮らせるための支援」「高齢になっても地域で安心して暮らせるための支援」

介護予防教室介護予防教室介護予防教室介護予防教室 ほいほいほいほいほいほいほいほい呼ぼう呼ぼう呼ぼう呼ぼう教室教室教室教室

介護予防事業事業事業事業

高齢者住宅リフォーム助成事業高齢者住宅リフォーム助成事業高齢者住宅リフォーム助成事業高齢者住宅リフォーム助成事業

安心して介護が受けられる
いつまでも元気で暮らすためにいつまでも元気で暮らすためにいつまでも元気で暮らすためにいつまでも元気で暮らすために

上郷地籍で建設中の特別養護老人上郷地籍で建設中の特別養護老人上郷地籍で建設中の特別養護老人上郷地籍で建設中の特別養護老人ホーム「ホーム「ホーム「ホーム「笑みの笑みの笑みの笑みの里」里」里」里」完成予想図完成予想図完成予想図完成予想図

開設者開設者開設者開設者 社会福祉法人綿半野原積善会社会福祉法人綿半野原積善会社会福祉法人綿半野原積善会社会福祉法人綿半野原積善会

開設予定開設予定開設予定開設予定 平成平成平成平成27年３月年３月年３月年３月

高齢者の生きがいと高齢者の生きがいと高齢者の生きがいと高齢者の生きがいと
健康づくり事業健康づくり事業健康づくり事業健康づくり事業

農愉快農愉快農愉快農愉快((((のうゆかいのうゆかいのうゆかいのうゆかい))))

地域健康ケア計画地域健康ケア計画地域健康ケア計画地域健康ケア計画2014 重点プロジェクト重点プロジェクト重点プロジェクト重点プロジェクト



予防・活用予防・活用予防・活用予防・活用

管理不全対策の構築管理不全対策の構築管理不全対策の構築管理不全対策の構築

危険な空き家対策危険な空き家対策危険な空き家対策危険な空き家対策とととと住宅資源の活用方策住宅資源の活用方策住宅資源の活用方策住宅資源の活用方策

老朽化老朽化老朽化老朽化しししし危険危険危険危険なななな空き家空き家空き家空き家

（（（（先行的事業・実証）先行的事業・実証）先行的事業・実証）先行的事業・実証）

危険危険危険危険な空き家調査（９５棟な空き家調査（９５棟な空き家調査（９５棟な空き家調査（９５棟））））

助言助言助言助言・指導等に・指導等に・指導等に・指導等による対応よる対応よる対応よる対応((((６棟６棟６棟６棟））））

先行的事業先行的事業先行的事業先行的事業

活用・管理不全化させないサイクル活用・管理不全化させないサイクル活用・管理不全化させないサイクル活用・管理不全化させないサイクル

管理不全対策の推進管理不全対策の推進管理不全対策の推進管理不全対策の推進

法律や条例による安全措置法律や条例による安全措置法律や条例による安全措置法律や条例による安全措置

地域対策の研究支援地域対策の研究支援地域対策の研究支援地域対策の研究支援

空き家等対策方針空き家等対策方針空き家等対策方針空き家等対策方針

条例の制定条例の制定条例の制定条例の制定

新しい枠組みによる対応新しい枠組みによる対応新しい枠組みによる対応新しい枠組みによる対応



飯田航空宇宙プロジェクト

材料調達

（支給）

Ａ社
Ａ社

Ａ社 Ｄ社

材料調達

（支給）

現状

新体制

熱処理 機械加工

機械加工

※※※※機械加工分野におけるリ

レー方式を実現

※※※※機械加工分野におけるリ

レー方式を実現

非破壊検査 表⾯処理 組⽴

Ａ社
Ａ社Ａ社 Ｃ社Ｂ社

Ｆ社

Ｂ社 Ｃ社

部品
ユニット製品とユニット製品とユニット製品とユニット製品と
して納品して納品して納品して納品

※※※※Ａ社＝中核企業
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(参考参考参考参考1-1)

【【【【長野県長野県長野県長野県・静岡県を新たに区域拡大へ・静岡県を新たに区域拡大へ・静岡県を新たに区域拡大へ・静岡県を新たに区域拡大へ】】】】

飯田下伊那飯田下伊那飯田下伊那飯田下伊那34343434企業企業企業企業及び及び及び及び

６自治体（長野県を含む）が６自治体（長野県を含む）が６自治体（長野県を含む）が６自治体（長野県を含む）が参画予定参画予定参画予定参画予定

平成平成平成平成26262626年年年年2222月月月月18181818日日日日 推進協議会にて拡大承認推進協議会にて拡大承認推進協議会にて拡大承認推進協議会にて拡大承認

同年同年同年同年 4444月月月月21212121日日日日 国へ区域変更申請国へ区域変更申請国へ区域変更申請国へ区域変更申請

同年同年同年同年7777月頃（想定）月頃（想定）月頃（想定）月頃（想定） 国による区域変更の指定国による区域変更の指定国による区域変更の指定国による区域変更の指定

「アジア「アジア「アジア「アジアNo.1No.1No.1No.1航空宇宙産業クラスター形成特区」の概要航空宇宙産業クラスター形成特区」の概要航空宇宙産業クラスター形成特区」の概要航空宇宙産業クラスター形成特区」の概要

アジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターを形成するアジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターを形成するアジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターを形成するアジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターを形成するアジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターを形成するアジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターを形成するアジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターを形成するアジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターを形成する

研究開発から設計・開発、飛行試験、製造・販売、保守管理研究開発から設計・開発、飛行試験、製造・販売、保守管理研究開発から設計・開発、飛行試験、製造・販売、保守管理研究開発から設計・開発、飛行試験、製造・販売、保守管理

までの一貫体制を構築し、アジアの新興国等の追随を許さまでの一貫体制を構築し、アジアの新興国等の追随を許さまでの一貫体制を構築し、アジアの新興国等の追随を許さまでの一貫体制を構築し、アジアの新興国等の追随を許さ

ない、一大集積地を形成ない、一大集積地を形成ない、一大集積地を形成ない、一大集積地を形成

さらなる集積と機能さらなる集積と機能さらなる集積と機能さらなる集積と機能強化強化強化強化

※注

・「地区数」は、「追加・拡大」する地区のうち、愛知県内2地区、岐阜県内

1地区が現行地区の拡大であるため、「現行」と「追加・拡大」の計と合

計欄は合致しない。

・企業・団体数は、複数県に立地する企業があるため、各県の数値の計

と合計欄は合致しない。

（地区数・企業数・自治体数 平成25年10月追加・拡大指定時点）

日本の航空機・部品生産額の約５割を占める日本の航空機・部品生産額の約５割を占める日本の航空機・部品生産額の約５割を占める日本の航空機・部品生産額の約５割を占める
我が国最大の航空宇宙産業集積地我が国最大の航空宇宙産業集積地我が国最大の航空宇宙産業集積地我が国最大の航空宇宙産業集積地 「愛知・岐阜・三重地域」「愛知・岐阜・三重地域」「愛知・岐阜・三重地域」「愛知・岐阜・三重地域」

31→140企業・団体・自治体合計

拡大前 追加・拡大 合計

地区数 9 21 28

企業・団体数 14 36 50

自治体数 10 14 24

地区数 1 14 14

企業・団体数 6 32 38

自治体数 2 12 14

地区数 0 5 5

企業・団体数 0 11 11

自治体数 0 6 6

地区数 10 40 47

企業・団体数 19 77 96

自治体数 12 32 44

愛知県

岐阜県

三重県

合計

長野県（飯田下伊那）長野県（飯田下伊那）長野県（飯田下伊那）長野県（飯田下伊那）

静岡県（浜松市）静岡県（浜松市）静岡県（浜松市）静岡県（浜松市）

岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県

三重県三重県三重県三重県

愛知県愛知県愛知県愛知県



事例事例事例事例 ：：：： 飯田ＯＩＤＥ長姫高校（＋松本大・飯田市）飯田ＯＩＤＥ長姫高校（＋松本大・飯田市）飯田ＯＩＤＥ長姫高校（＋松本大・飯田市）飯田ＯＩＤＥ長姫高校（＋松本大・飯田市）の地域人教育の地域人教育の地域人教育の地域人教育

飯田ＯＩＤＥ長姫高校
地域人教育で
サポート

松本大学・
飯田市による
授業応援

飯田市
フィールドスタディ

小・中学校時代小・中学校時代小・中学校時代小・中学校時代

就職

高校時代高校時代高校時代高校時代 大学時代大学時代大学時代大学時代 社会人時代社会人時代社会人時代社会人時代

進学

「地域人材」の育成 ふるさと飯田で誇りを持って生きるための人生をつくる

松本大学
飯田市

知のネットワーク

地育力向上連携システム
キャリア教育、 小中連携・一貫教育

高大連携・学輪ＩＩＤＡ

「こどもお仕事

探検隊」

「こどもあきんど塾」

に参加

地域人教育による

・地域を学ぶ

・地域に根付いた

仕事を考える

⇒そのための自分の

人生をデザインする

地域人教育による

・地域を学ぶ

・地域に根付いた

仕事を考える

⇒そのための自分の

人生をデザインする

○飯田で働く

○飯田で活躍する

・小さな世界都市

・高付加価値都市圏

をつくる中核となる
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ラウンドアバウトの整備ラウンドアバウトの整備ラウンドアバウトの整備ラウンドアバウトの整備

「ムトスの精神」により守り育てられる地域づくり

13

まちづくりを自ら考える精神がまちづくりを自ら考える精神がまちづくりを自ら考える精神がまちづくりを自ら考える精神が

守り育てた財産守り育てた財産守り育てた財産守り育てた財産

「地域環境権「地域環境権「地域環境権「地域環境権」に基づく環境の取り組み」に基づく環境の取り組み」に基づく環境の取り組み」に基づく環境の取り組み

ムトスムトスムトスムトス

３０周年３０周年３０周年３０周年を節目にを節目にを節目にを節目に

多様性に富んだ暮らしと文化を次世代に継承する地域づくり

更なる市民協働の推進更なる市民協働の推進更なる市民協働の推進更なる市民協働の推進
「市民協働環境部」の設置「市民協働環境部」の設置「市民協働環境部」の設置「市民協働環境部」の設置



◇ 職員数の適正化

1006 999 998
986

972
951 949
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◇職員給与費の抑制

飯田市の行財政改革の取組み（職員数の適正化･給与費の抑制関係）

年度

･Ｈ８年以降、段階的に削減の取組みを進めている（基本給の抑制･

諸手当の見直し等）

･職員給与費はピーク(Ｈ８年)に比べ、Ｈ24年には7.9億円の削減。
･この間の累計削減額は約85億円。
･ラスパイレス指数もＨ７の104.9からＨ25に97.2に改善。
･Ｈ25には全職員の昇給抑制措置を実施（効果額2.1億円）

億円

年度

□普通会計決算における職員給与費の推移□職員数の推移（各年4月1日現在 Ｈ17以前は合併前の上･南信濃含む）

人

･Ｈ５年７月の上郷町との合併以降、数回にわたる定員適正化計画により

職員数の適正化に努めてきた。

･Ｈ25.4.1現在の病院を除く職員数は811人で、ピーク（Ｈ6.4.1）に比べ、
195人（19.4％）の削減。
･病院職員は地域医療を確保しつつ健全経営を行うため、積極的な経営戦

略のもと増員を進めてきており、Ｈ21から４年連続の黒字を達成している。



○一般会計、特別会計ともに、継続的に地方債残高の抑制に努めています。

○平成２４年度は約777億円となり、交付税制度の財源不足を補てんする臨時財政
対策債を除くと、平成19年度と比較し約150億円余減少する見込みです。

地方債（借金）残高
・24年度は19年度対比で約150億円余減少

・28年度末700億円以下を目標とする

市財政の健全化 ～第５次基本構想スタート時からの推移～

特別会計等特別会計等特別会計等特別会計等

一般会計債一般会計債一般会計債一般会計債
（臨時財政対策債を除く）（臨時財政対策債を除く）（臨時財政対策債を除く）（臨時財政対策債を除く）

（億円）（億円）（億円）（億円）

（年度）（年度）（年度）（年度）
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東名高速道路

新東名高速道路

鳳来峡ＩＣ

（東栄ＩＣ）

（佐久間ＩＣ）

飯田市
飯田山本ＩＣ

天龍峡ＩＣ

（龍江ＩＣ）

（水窪北ＩＣ）

（小嵐ＩＣ）

中央自動車道

（千代ＩＣ)

浜松いなさ北ＩＣ

浜松いなさJCT

（飯田東ＩＣ）

浜松市

三ヶ日JCT

豊橋市

三遠南信自動車道三遠南信自動車道三遠南信自動車道三遠南信自動車道

飯喬道路１工区飯喬道路１工区飯喬道路１工区飯喬道路１工区 約約約約7.2km
飯田山本ＩＣ～天龍峡ＩＣ 7.2km
平成平成平成平成20年年年年4月月月月13日開通日開通日開通日開通

飯喬道路２工区飯喬道路２工区飯喬道路２工区飯喬道路２工区 約約約約7.4km
天龍峡ＩＣ～龍江ＩＣ（仮称） 4.0km
調査設計・道路建設工事等

龍江ＩＣ（仮称）～飯田東ＩＣ（仮称） 3.4km
平成平成平成平成29年度開通予定年度開通予定年度開通予定年度開通予定

新東名高速道路新東名高速道路新東名高速道路新東名高速道路 約約約約253km
御殿場ＪＣＴ～三ケ日ＪＣＴ 162km
平成平成平成平成24年年年年4月月月月14日開通日開通日開通日開通

浜松いなさＪＣＴ～豊田東ＪＣＴ 53km
平成平成平成平成26年度開通予定年度開通予定年度開通予定年度開通予定

（ ）IC名は仮称

佐久間･三遠道路佐久間･三遠道路佐久間･三遠道路佐久間･三遠道路 約約約約27.9km
佐久間IC（仮称）～東栄IC（仮称） 6.9km
平成平成平成平成30年度開通予定年度開通予定年度開通予定年度開通予定

東栄IC（仮称）～鳳来峡IC
調査設計・道路建設工事等

鳳来峡ＩＣ～浜松いなさ北ＩＣ 13.4km
平成平成平成平成24年年年年3月月月月4日開通日開通日開通日開通

浜松いなさ北IC～浜松いなさJCT  0.5km
平成平成平成平成24年年年年4月月月月14日開通日開通日開通日開通

（程野ＩＣ）

喬木ＩＣ

飯喬道路３工区飯喬道路３工区飯喬道路３工区飯喬道路３工区約約約約7.5km
飯田東ＩＣ（仮称）～喬木ＩＣ

調査設計・道路建設工事等

天龍峡大橋イメージ天龍峡大橋イメージ天龍峡大橋イメージ天龍峡大橋イメージ

青崩峠道路青崩峠道路青崩峠道路青崩峠道路約約約約5.9km
小嵐ＩＣ（仮称）～水窪北ＩＣ（仮称）

調査設計・道路建設工事等

（氏乗ＩＣ）

（浦川ＩＣ）
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リニア推進ロードマップの 「３本柱」 と 「三つくり」

★新たな産業

★産業クラスター

★知育力による地域
人材教育

★知のネットワーク
★学術研究都市

★環境モデル都市
★地域ブランド
★守るべきもの 備える
べきもの

〈先行する８つの視点〉

リニア推進ロードマップは「デザイン」を核とした「モデル地域の創造」を進めリニア将リニア推進ロードマップは「デザイン」を核とした「モデル地域の創造」を進めリニア将リニア推進ロードマップは「デザイン」を核とした「モデル地域の創造」を進めリニア将リニア推進ロードマップは「デザイン」を核とした「モデル地域の創造」を進めリニア将

来ビジョンが示す地域像来ビジョンが示す地域像来ビジョンが示す地域像来ビジョンが示す地域像「小さな世界都市」「小さな世界都市」「小さな世界都市」「小さな世界都市」やややや「多機能高付加価値都市圏」「多機能高付加価値都市圏」「多機能高付加価値都市圏」「多機能高付加価値都市圏」の実現をの実現をの実現をの実現を

目指している。目指している。目指している。目指している。

リニア中央新幹線の開業に向け建設主体のＪＲ東海によ
る本体工事に関係機関と連携し協力することを目的とす
る事業全般を総括します。

リニア中央新幹線の駅の開業によるプラス効果を広範
囲に拡大するための交通ネットワークの整備や駅周辺
の社会基盤整備等の事業全般を総括します。

市民、企業、団体等の多様な主体が連携し、想像力や創
造力を巡らせてリニア効果を活かす事業を実施します。



拠点集約連携型都市構造

中心拠点

交流拠点

地域
拠点

地域
拠点 地域

拠点

地域
拠点

地域
拠点

広域
交通拠点



リニアを見据えた都市構造の検討


