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Ⅰ はじめに ～地域の将来を左右する正念場に求められる 

複眼的視点に立った定住自立圏の構築～ 

 

昨年、市政二期目の最初の市議会で「視界不良の嵐の中の船出」と申し上げましたが、

時代は今、いくつかの事象が重なって、私たちの地域の将来を左右する正念場にさしか

かっている、と認識しています。 

一つとして、昨今の世界的な経済危機という状況です。 

アメリカの金融危機に端を発し、百年に一度と言われる世界的な経済危機は、今や私

たちの地域の実体経済にも大きな影を落としています。こうした厳しいときには直接的

な支援策が必要と考え、昨年12月に緊急経済対策本部を立ち上げ、金融支援、雇用対

策、生活支援、消費者支援などに取り組んでいるところです。 

二つとして、三遠南信地域の連携の推進です。 

三遠南信自動車道路は昨年の４月に飯田山本ＩＣから天龍峡ＩＣまで開通し、竜東・

遠山郷地域の工事も順調に進捗しておりますし、また、青崩峠道路は事業着手に向けた

手続きも整いつつあります。昨年５月に豊橋市で開催された「三遠南信トップ会談」で

確認された三遠南信地域連携ビジョンについても、今年から充実する事務局体制の下で

推進が図られていきます。 

三つとして、リニア中央新幹線を巡る様々な動きです。 

昨年末には、リニア中央新幹線計画において着工の前提となる建設費など４項目の調

査指示が国土交通省からＪＲ東海などに出されました。このことは、リニアの早期実現

に向けて、着実かつ大きく一歩踏み出したものと考えております。リニアの一日も早い

着工と飯田駅の設置は私たちの地域の悲願であり、その達成のためには、ルート問題に

翻弄されることなく、しかるべき時期には飯田駅設置に向けた推進本部を設置するなど、

誤りなき対応をとっていく必要があると考えています。 

四つとして、人口減少、少子高齢化社会の進展という構造的な変化です。 

平成17年より日本の地域全体が人口減少時代に入り、少子高齢化が進んで社会の活

力減退が懸念されるところですが、一方で約840兆円に上る国の借金（国債及び借入金、

H20/9現在）を背景に、十分な国の下支えが期待できない状況が続いています。 

人口減少、少子高齢化といった構造的変化に今次の世界的な経済危機が重なってい

るため、私たちの地域を取り巻く環境は大変厳しいものになっています。しかしながら

長期的な見地からは、平成20年代から30年代にかけて、私たちの地域は三遠南信自動

車道やリニア中央新幹線といった大規模交通網の整備により、かつての東西あるいは南

北交通の要としての機能を再び発揮する可能性が高まってきており、三遠南信地域連携

ビジョンの推進と相俟って将来に希望を与えるものになっています。 

但し、このことは諸刃の剣とも言え、大規模交通網が整備されるだけで私たちの地

域の将来が確固たるものになる訳ではありません。 

 

1 



こうした複合的な事象の変化に適時、的確に対応していくためには、複眼的視点が

不可欠と考えます。 

ここで言う複眼的視点には二つの側面があります。 

一つは、目下の危機的状況を乗り越えるための視点と将来の飛躍を確かなものにす

る構造的変化に対応するための視点です。 

常々申し上げていることですが、私は、元来、市政は社会的に弱い立場の市民の方々

に手を差しのべることが基本と考えておりますから、目下の厳しい時期にはできる限り

の対策を打たなければいけない、との思いがあります。限られた人的・物的資源の中で

これを実行していくためには、不断の行財政改革の遂行のみならず、場合によってはこ

れまで計画してきた庁舎改築など事務事業の実施時期の見直しも必要になるかも知れ

ません。 

しかし同時に、こうした対症療法のみでは時代の大きな波を乗り越えていくことはで

きないことも痛感しております。むしろこうした厳しい雌伏の時期に、地域を挙げて持

続可能な地域づくりに取り組むことで、次の飛躍を確かなものにすることができると考

えています。今日の大きな波を乗り越えて次の飛躍を確かなものにするための最大の課

題は「人材のサイクル」構築です。私たちが目指す文化経済自立都市は、こうした人材

のサイクル構築により飯田のダイナミズムを創造することであり、飯田の文化的魅力を

一層引き出し、人材誘導を図りながら経済自立度を高め、多様な主体が紡ぐ地域の力で

持続的に発展する定住自立圏を構築することです。 

もう一つの側面は、多様性（ダイバーシティ）を保持するための多様な視点です。 

私は、今次の世界的な経済危機がアメリカの金融問題が発端となり、自動車産業等の

実体経済に予想を遙かに上回る影響を与えたことに注目しています。そこには複雑化し

過ぎて制御困難に陥った金融と、クルマに頼り過ぎている産業あるいは社会の構造に課

題があると感じています。これに対して飯田・南信州は、多様な自然風土の下、山、里、

街それぞれが豊かなライフスタイルを築く中で多彩な文化が花開き、錦織なす産業構造

を形成してきました。私たちの地域の将来は、こうした多様性に富んだ風土と「ムトス」

という自主自立の精神に基づく「結いの力」で切り開いていくことができると考えてお

ります。 

いずれにしろ、今次の複雑多様な困難を克服し、目前に迫って来ている私たちの地域

の将来を左右する正念場を乗り切るためには、行政のみならず、議会や各地区のまちづ

くり委員会、企業、ＮＰＯ等の多様な主体による協働が不可欠です。私といたしまして

は、人材のサイクル構築により私たちの地域を定住自立圏にすべく、全力を尽くす所存

ですので、市民の皆さんのご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

2 



Ⅱ 平成21年の経済認識  

 

１ 昨年の景気動向 

昨年は米国の金融危機に端を発する世界的な景気減速、原油価格の急騰や円高の急

激な進展などにより、景気の先行きへの不透明感がさらに強まりました。 

 

２ 今年の景気見通し 

  今年は、昨年末からの世界的な景気の急減速、円高、株安などの影響を受け、輸出

の減少による生産の低迷から、設備投資も抑制基調となり、引き続き景気は停滞感を

強めると見込まれます。日本をはじめ各国の景気対策も期待されますが、雇用・所得

面の環境の厳しさから、個人消費の景気押し上げは軽微なものにとどまるものと見ら

れます。 

（１）今年の長野県内の景気見通し 

  生産面は、国内・海外需要の減速の影響を受け、前年を大幅に下回る厳しい状況が

予想されます。世界各国の経済対策により、輸出もゆるやかな増加を示すことが期待

されますが、景気全体を押し上げるにはやや力不足と思われます。設備投資の一巡や

景気の先行き不透明感から慎重な姿勢が続くものと見られ、個人消費についても経済

対策の効果が期待されますが、雇用面の不安や厳しい所得環境から消費者の買い控え

傾向が続くものと見られます。 

（２）今年の飯田市の景気見通し 

昨年は、エコバレー地域や経塚原産業団地などへの工場立地の進展や食品関連にお

ける堅調な動きも見られましたが、特に夏以降、これまで景気を牽引してきた自動車

用電装部品や各種生産設備関連部門に減速感が強まりました。さらに年末にかけて電

気・電子、精密、自動車部品関連などで急激な受注の落ち込みが見られ、雇用面でも

９月には月間有効求人倍率が３年４ケ月ぶりに１倍を割り込むなど、厳しさを増しま

した。 

今年は、春先の元善光寺の御開帳による観光客の増加や太陽光発電関連の大規模工

場増設に向けた動きも見られますが、総じて昨年末からの大幅な景気減速の影響を受

け、厳しい状況が続くものと予想されます。 

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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３ 地域経済活性化プログラムによる地域産業の振興 

地域経済活性化プログラムによる取り組みも初期の３年を終え、中期の初年にあた

る４年目を迎えます。これまでの取り組みにおいては、地域事業者の皆さんの努力も

あり、平成18年度実績で経済自立度が51.4％と、中間目標を前倒しして達成するこ

とができました。 

しかしながら、これまで徐々に見られた景気の減速感は、昨年末の世界的な景気低

迷による急激な落ち込みとなり、地域の事業者の皆さんを巡る事業環境も急速に厳し

さを増してきております。本年は、足下の景気急減速による地域の事業者や労働者の

皆さんへの影響を緩和するため、昨年末に設置した「飯田市緊急経済対策本部」によ

り、金融面・雇用面などへの対応など進めると共に、マーケティングショップや航空

宇宙プロジェクトなどをはじめとして、これまでの中長期的な視点に立った事業展開

をさらに進めます。 

  地域経済自立化への４年目の取り組みは嵐の中の船出とも言えますが、これまでの

取り組みを踏まえつつ、取り組みを点から線へ、そして面へと広げ、地域の事業者や

経済団体の皆さんと一緒になって、荒波を乗り越えながら、業種や組織を横断した新

たな展開を強めることで、「経済循環と各種連携の深化による自立的な発展」へと進

めていきます。 
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Ⅲ 平成21年度市政経営の基本方針 

 

１ 市政経営の方向 

 

ここでは、第５次基本構想基本計画で掲げた文化経済自立都市を実現するため、人材

のサイクル構築により私たちの地域を定住自立圏にすべく、二期目の市政にあたって掲

げた５つの基本方針について申し上げます。 

第１の基本方針「経済自立度を高める多様な産業施策の推進」につきましては、地域

経済活性化プログラムに基づいて多様な産業施策を推進し、産業界の皆さんと協働して

経済自立度を高め、若い人たちが帰ってこられる産業づくりを進めていきます。 

具体的には、現在策定中の「地域経済活性化プログラム２００９」におきまして、こ

れまでの多角的な展開を評価検証すると共に、一層多様な主体との協働を強め、選択と

集中を図ってきております。今まで以上に民間の皆さんと共に、民間主体のプログラム

策定に軸足を移していきたいと考えております。 

第２の基本方針「地育力による心豊かな人づくり」につきましては、地育力向上連携

システムを推進し、この地域の子どもたちが、ここに帰ってきたい、住みたい、住み続

けたいと思うような人づくりを進めていきます。 

帰ってきたいと考える人づくりには、地域の自然・歴史・文化を知ること、触れるこ

と、体験することが重要だと考えており、そうした機会を充実させていきます。 

第３の基本方針「安心して健やかに暮らせるまちづくり」につきましては、地域の健

康・医療・福祉を総合的にマネジメントしていくための地域健康ケア計画を策定し、生

涯現役、生涯安心の仕組みづくりを進めていきます。 

安心して子供を産み育てられ、子育ての楽しさを実感できる環境づくりを引き続き進

めると共に、高齢者の方々にも、社会的にハンディを持った方々にも元気で自分らしく

地域社会で自立して活躍できる「生涯現役」を目指したまちづくりを進めていきます。

また、結果として病気になったり、介護を必要とする状態になってしまった場合にも、

安心して治療や介護サービスを受けられる「生涯安心」の仕組みを充実します。 

第４の基本方針「自然・環境と調和した低炭素社会・飯田づくり」につきましては、

アクションプランを策定して国の環境モデル都市の指定を受けるとともに、これまで培

ってきた地域の総合力を結集して環境文化都市宣言にふさわしい低炭素な地域社会の

構築を図ります。 

地球温暖化の防止は人類が克服しなければならない共通の、また喫緊
きっきん

の課題であり、

もはやこのことを抜きにして環境政策を進めることはできないと考えています。 

当市は、超長期の目指すべき都市像を「環境文化都市」と位置づけ、先進的に環境政

策の推進に取り組んでまいりましたが、このような活動から醸成された市民のみなさん

の環境に対する意識の高さを背景に、日照時間に恵まれた気候や豊富な森林資源を有す

る当市の地域特性を活かした、低炭素社会を構築します。 
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第５の基本方針「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」につ

きましては、これまで申し上げてきたように、飯田の山・里・街はそれぞれに魅力的な

暮らしと文化を有し、これに惹き付けられた多様な人材が地域活性化に繋がるダイナミ

ズムを起こしていくと考えられます。中心市街地や中山間地域など、各地区の皆さんと

協働して、飯田の多様性に富んだ暮らしと文化を次世代に継承する地域づくりを進めて

いきます。 

また、これまで推進してきた様々な大学との連携につきましては、総務省の定住自立

圏構想研究会の中で検討されてきた「人材のダムづくり」という考え方に通じるもので

すし、人材サイクルのダイナミズムを起こす「ポンプ機能」も期待できると考えていま

す。 

以上５つの基本方針に沿って市政経営に臨むにあたっては、限られた人的・物的資源

を最大限に有効利活用する必要があることは言うまでもありません。市役所職員におき

ましては、厳しい状況下で市民の皆さんの負託に応え得る政策立案能力を高めるために、

引き続き質的変革が求められます。特に、①多様な視点を伴う情報処理能力（情報収集、

情報交換、情報分析）、②変化に対応したスピード感ある事務事業の遂行、③市民の目

線に立った行政サービスの不断の見直し の三点を挙げておきます。いずれの観点も市

役所内外での対話（コミュニケーション）を通した意識共有がベースになると思います。

私自身、市民や職員の皆さんとの様々な対話を図りながら市政経営に全力傾注する所存

です。 
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２ 平成21年度当初予算編成に向けての考え方 

（１）地方財政計画などの概要 

国は、百年に一度と言われる世界的な経済金融危機の中、国民生活と日本経済を守

る観点から、「当面は景気対策」、「中期的には財政再建」、「中長期的には改革による

経済成長」の３段階で経済財政政策を進めるという方針に基づき、当面は景気対策に

重点を置き、平成20年度の第一次、第二次補正予算、平成21年度予算と切れ目なく

連続的に施策を実行していくという予算を編成しました。 

しかし、景気の後退にともない法人税をはじめとして国税収入が大きく減少し、多

額の新規国債発行といわゆる埋蔵金の活用によって収入不足を補うという危うい財

政運営を余儀なくされている状況です。 

一方、地方財政においても、法人関係税をはじめ地方税の減収が大きく、総務省の

見込みでは平成 21 年度の地方税収は 10.6％の減少と大変厳しい状況にありますが、

国が実施する緊急対策に対応し、住民の暮らしを守り、地域の活力を取り戻すための

施策を実施していくことが求められています。 

こうした状況を受けて、先に発表された地方財政対策では、国税の減少にともなう

地方交付税の減少を特例加算で補てんするとともに、「生活防衛のための緊急対策」

を踏まえ更に１兆円が増額加算され、地方交付税は前年度と比較して2.7％程度の増

加となりました。この結果、地方一般財源の総額は、地方税の減収を地方交付税と臨

時財政対策債で補い、1.3％程度の減少ということになっています。 

当市の状況を見てみますと、市税については、個人及び法人市民税を中心に４％程

度の減少を見込んでおりますが、地方交付税と臨時財政対策債が増額となり、結果と

して一般財源総額はほぼ前年度並みは確保できるのではないかと見ております。 

来年度以降の見通しにおいても、市税や地方交付税が大きく伸びるということは望

めないため、長期的な視野に立って歳出規模の平準化に留意し、持続可能な財政運営

に努めていかなくてはならないと考えております。 

 

（２）飯田市の当初予算編成方針の概要 

平成21年度予算編成では、第５次基本構想基本計画をベースに、二期目の市政に

あたって公表した５つの基本方針と10の重点的政策目標を具体化し実行していく予

算をめざして取り組んでいきたいと考えています。 

今までも申し上げてきましたが、飯田を持続可能な定住自立地域にしていくための

最大の課題は「人材のサイクルの構築」である、と考えています。前述のとおり歳入

の伸びが期待できない状況のなかで、人材のサイクル構築に向けて総合的に事業を実

施していくためには、「多様な主体との連携」や「選択と集中」の観点から優先度を

明確にして事業を絞り込むとともに、「統合的アプローチ」によって事業効果を高め

ていくことが重要であり、こうした観点から、予算を体系的に整理し組み立てること
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が必要であると考えています。 

また、地域経済の悪化にともなう事業者へのきめ細かな対応や市民の暮らしの安心

を守る取り組みなど緊急な課題に対しては、時機を失することなく適時的確に対応し

ていかなければなりません。国の第二次補正予算に計上されている定額給付金や地域

活性化・生活対策臨時交付金など、早急に準備を進め補正予算で対応しなければなら

ないものもあり、国会審議の状況を見ながら、当初予算と補正予算の編成を同時並行

で進めていく必要があると考えております。 

一方、持続可能な財政運営を継続していくためには、行財政改革の推進を通じて簡

素で効率的な行政運営を確立するとともに、市民の皆さんに財政状況を理解していた

だくことが大切であり、地方財政健全化法や地方公会計制度改革の趣旨を踏まえて予

算編成にあたる必要があります。 

 

下の表のとおり、要求段階では歳入歳出にかなりの開きがあり、この差を埋めるた

めには、財源となる収入確保の検討が必要です。 

また、年度末に向けて景気の先行きや国会運営の動向など不透明な部分が多く厳し

い予算編成になることが予想されますが、実効性のある予算をめざし全庁あげて取り

組んでいきたいと考えています。 

  

 ◎ 平成21年度当初予算要求状況（一般会計） 

（事業費ベース）                                         単位：千円 

 歳  入 歳  出 歳入歳出差引 

20年度要求額 38,735,124 41,508,253 △ 2,773,129 

21年度要求額 38,090,298 40,064,152 △ 1,973,854 

21年度－20年度 △ 644,826   △ 1,444,101 799,275 
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３ 基本方針の具体的な展開の方向 

第５次基本構想・基本計画をベースとしつつ、前述した５つの基本方針に沿って市政

経営に当たります。 
 

「経済的自立度を高める多様な産業施策の推進」          

地域経済活性化プログラムを推進する中で、厳しさを増す経済情勢を踏まえ、緊急経

済対策を実施するとともに、事業者自らが実施する活動の積極的な支援や、地域実態に

即した人材育成と地域ぐるみの人材誘導の取り組みの積極的な推進、地域産業の多様な

連携により資源を資産に変える新たな経済活動の創出の促進を図ります。 

産業界の皆さんと協働して経済的自立度を高め、若い人たちが帰ってこられる産業づ

くりを進めます。 

＜関連する重点目標（10の重点的政策目標）＞ 

○経済的自立度７０％を目指して、産業の振興に重点的に取り組みます。 

○人材育成や人材誘導により地域に活力をもたらします。 

事業者自らが実施するパワーアップ活動 

人材育成と企業、人材誘導 
前期基本計画における

関連する重点施策 

地域内産業の多様な連携 

 

 

 

◆21年度取組のポイント 

○地域経済活性化プログラム２００９の着実な展開を図ります。（詳細は別途発表） 

○現下の経済情勢に対応して緊急的に事業者、生活者への支援を行います。 
 

「地育力による心豊かな人づくり」                

地育力向上連携システムを推進し、この地域の子どもたちが、ここに帰ってきたい、

住みたい、住み続けたいと思うような人づくりを進めます。 

安心して子どもを産み育てられ、子育ての楽しさを実感できる環境づくりを進めます。 

＜関連する重点目標（10の重点的政策目標）＞ 

○地育力により、子どものときから地域文化と自立の心を学ぶ飯田らしい義務教育と

高等教育の充実に努め、帰って来たいと思える人づくりを進めます。 
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ふるさと意識の醸成 

子どもを産み育てやすい環境の充実 

乳幼児教育の充実 

前期基本計画における

関連する重点施策 

家庭教育の充実 



◆21年度取組のポイント 

○地育力向上連携システム推進のため、市民（地域・事業所）と子ども（学校）の連

携を主眼においた取組みを進めます。 

○地域ぐるみで子育てを応援できるような体制づくりを進めるとともに、引続き子育

て世代の負担軽減を図ります。 

○飯田を拠点とした大学間連携などの組立てを行い、人材サイクル構築にも寄与する

仕組みづくりを行います。 

○地域文化と自立の心を学ぶ飯田らしい義務教育の視点を踏まえて教育振興基本計

画の策定に取り組みます。 

 

「安心して健やかに暮らせるまちづくり」             

地域の健康・医療・福祉を総合的にマネジメントしていくための地域健康ケア計画を

策定し、生涯現役、生涯安心の仕組みづくりを進めます。 

人のつながりを大切にし、みんなで支え合い安心安全に暮らせるまちづくりを推進し

ます。 

大規模災害発生等の非常時に、市民の生命や財産の被害を最小限に押さえるための体

制を計画的に整備します。 

＜関連する重点目標（10の重点的政策目標）＞ 

○地域が支える健康な高齢化社会を築きます。 

○ともに支え合い、安心安全に暮らせるまちづくりを推進します。 

前期基本計画における

関連する重点施策等 

高齢者福祉の推進 

心と体の健康づくり 

医療の充実 

災害対策の推進 

共に支えあう地域福祉の推進 

 

 

 

 

 

◆21年度取組のポイント 

○地域健康ケア計画を策定し、それを軸とした子どもから高齢者までの総合的な健康

づくりを推進します。 

○地域の医療機関の連携協力体制の維持と地域医療を担う医療スタッフの確保に努

めます。 

○まちづくり委員会などと協働して災害時助け合いマップの作成を進め、日常の支え

合い活動を醸成します。 

○引き続いて学校施設耐震化を進めます。 
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「自然・環境と調和した「低炭素社会・飯田」づくり」       

アクションプランを策定して環境モデル都市の指定を受けるとともに、これまで培っ

てきた地域の総合力を結集して環境文化都市宣言にふさわしい低炭素な地域社会構築

を図ります。 

市民の積極的な参画の下に低炭素社会を実現するためのライフスタイルの変革を図

ります。 

＜関連する重点目標（10の重点的政策目標）＞ 

○環境モデル都市の指定を受け、地域ぐるみで地球温暖化防止策などの取り組みを推

進します。 

 
前期基本計画における

関連する重点施策 
 省エネ・新エネ活用の推進 

 

◆21年度取組のポイント 

○温室効果ガス排出量の削減に向け、アクションプランを実行していくための体制や

仕組みを構築します。 

○「太陽」と「もり」のエネルギー利用を推進します。 

○温室効果ガス削減に向けた意識を醸成し、市民、事業者、まちづくり委員会、NPO

などと共に多様な主体で低炭素社会へ向けた取り組みを推進します。 

○アクションプランに基づき地球温暖化防止策の取り組みを部局横断的に推進する

ため、地球温暖化対策推進本部（仮称）を設置します。 

 

「多様性に富んだ暮らしと文化を次世代に継承する地域づくり」   

飯田の山・里・街はそれぞれに魅力的な暮らしと文化を有し、これに惹き付けられた

多様な人材が地域活性化に繋がるダイナミズムを起こしていくと考えられます。 

中心市街地や中山間地域など、各地域の皆さんと協働して、飯田の多様性に富んだ暮

らしと文化を次世代に継承する地域づくりを進めます。 

＜関連する重点目標（10の重点的政策目標）＞ 

○中心市街地活性化基本計画と中山間地域計画を着実に推進します。 

○豊かでゆかしい飯田の文化を次世代に引き継いでいくために、多様な主体の協働に

よるまちづくりを進めます。 

○三遠南信地域連携ビジョンを推進し、リニア中央新幹線の実現に取り組みます。 
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活気ある街づくりの推進 

 地域資源の資産化 

 三遠南信・中京圏の連携推進 

前期基本計画における

関連する重点施策 
自立に向けた住民組織力の向上 

  

 

◆21年度取組のポイント 

○定住自立圏の推進に向け、仕組みづくりに取り組みます。 

○中心市街地活性化基本計画に基づき、多様な主体が協働した取り組みを推進します。 

○中山間地域計画の統合的、総合的な推進を図ります。 

○地域情報化基本計画の推進を図ります。 

○安心して日常の移動ができるよう、地域公共交通の改善について検討を進めます。 

○三遠南信地域連携ビジョン推進会議（ＳＥＮＡ）に参画し、三遠南信地域内の連携

強化を図ります。 

○リニア中央新幹線整備及びリニア飯田駅設置に向け、リニア推進対策本部（仮称）

を設置し活動を推進します。 

○庁舎改築について、地域経済の状況やリニア中央新幹線の推移などを十分に勘案し

つつ、慎重に計画策定を進めます。 

 

 

 

行財政改革の推進 

第５次基本構想基本計画の目標達成に向け、限られた資源を有効に活用し、最大の効

果を得られるよう取り組みを進めます。 

＜関連する重点目標（10の重点的政策目標）＞ 

○行財政改革を一層推進し、地域政策の立案主体を担う市役所を目指します。 

◆21年度取組のポイント 

○第５次基本構想基本計画の柱である多様な主体による協働のまちづくりを念頭に

置き、行政評価、行財政改革を推進します。 

○職員の政策立案能力を高めるため、引き続き資質の向上に努めます。 

○多様な主体との連携の観点から事務事業の見直しを進めます。 
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