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Ⅰ はじめに                      
 

国の深刻な財政難を背景に地域を取り巻く環境変化が著しい中、地域の経済的自立化に

向けた動きは、まさに一波揺らいで万波揺らぐ状況にあるとみています。私たちの地域の

経済的自立度向上に向けた取り組みは、全国に先駆けて平成15年3月に発表された「飯

田・下伊那経済自立化研究会議」の中間報告書から始まり、産業界はじめ関係各位のご協

力を得る中、現在「地域経済活性化プログラム」の策定まで進んできております。一方、

この報告書は経済産業省からも注目され、昨年の1月にはこの報告書をベースにＣＤ－Ｒ

ＯＭ化した地域経済構造分析モデルが全国の自治体に配布され、これに呼応する動きが各

地から出て来ております。 

しかしながら、時代は私たちを待っていてくれません。全国的に人口減少の時代に入

り、財政難から国の下支えに頼れない大変厳しい状況下、地域間において人材獲得競争

が本格化する中で、私たちの地域を持続可能な地域にしていくためには、できるだけ多

くの若い人達に、一旦は地域外に出ても子育てをする頃にはこの地域に戻って来て、こ

こで子育てをし、次の世代を育んでもらえるような「人材のサイクル」をつくっていか

なければなりません。これは、私たちの地域にとっておそらく最大の課題であり、この

人材のサイクルを作るための産業づくりであり、子育て支援であると考えております。 

こうしたことから、私は市長就任後、「環境文化都市をパワーアップさせる文化経済自

立都市」の実現を目指し、昨年はまず『耕し・種を蒔くこと』から始めさせて頂きまし

た。一方、平成 19年は市政 70周年の節目の年に当たり、次期基本構想・基本計画や土

地利用計画、行財政改革大綱、自治基本条例、地域自治組織等、市政の新しい枠組みが

スタートする年と位置づけられており、今年はその準備をするための大変重要な年でも

あります。 

新年を迎えるに当たり、このような私たちの地域を取り巻く環境変化に十分対応でき

る地域にすべく、引き続いて「耕し・種を蒔き」ながら、同時に昨年蒔いた種から『自

立の芽出し』ができるよう粉骨砕身努力する所存ですので、市民の皆様のご理解とご協

力を宜しくお願い申し上げます。 
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Ⅱ 平成17年の総括                  
 

１ 地域の主な出来事  

平成17年は、地域を耕し、種を蒔く取り組みを進めることに力を注いだ年でした。

飯田市・上村・南信濃村が合併して新しい飯田市がスタートし、皆が合併して良かっ

たと思えるまちづくりを進めていくために、新しい基本構想・基本計画づくりを始め

ました。地域の経済的自立度アップを目指し、産業界・市民・行政がスクラムを組ん

で取り組む「地域経済活性化プログラム」を策定するとともに、国際的な自転車レー

スの誘致や日独地域国際化サミットの開催、立命館アジア太平洋大学との友好交流協

定の締結など、地域資源の掘り起こしや人的ネットワークの構築などを行いました。  

天竜峡エコバレー盛土地区、一本平産業団地への企業立地も進みました。また、千代

保育園の地区社会福祉法人への経営移管、千代地区の皆さんのご理解をいただいての

一般廃棄物最終処分場受入合意と環境保全協定などの取り組みも行いました。 

子育て支援については、次世代育成支援飯田市行動計画のもとに、子育て支援室の設

置やつどいの広場開設などを行い、防災対策については、危機管理体制の強化のため、

関係機関との相互応援協定の締結も行いました。さらに、高校改革問題や産科問題な

ど地域を取り巻く社会環境が著しく変化する中で、飯田・下伊那地域一丸となって課

題を考え解決に向けて取り組んできました。 

 

２ 平成17年度市政経営の総括（中間集約） 

（１）財政概要 

今年度は何と言っても上村、南信濃村との合併という、財政上においても大きな転

換期を迎えました。 

一般会計においては、市の一般財源として使える臨時財政対策債や減税補てん債な

ど、合わせて４億円以上の歳入減という厳しい財政状況の中、基金からの繰り入を 16

年度より２億円以上増額し、総額 352億１千万円でスタートしました。その後２村と

の合併や、必要経費の補正を行い、12月末時点で386億593万３千円の予算規模とな

っております。 

補正予算の内容を見てみますと、合併に伴うものの他、アスベスト対応や半自動除細

動器（ＡＥＤ）の購入など、市民の安全を確保するため緊急的に予算の増額を行った

ことも、今年度の予算の特徴としてあげられます。また、12月の全国的な異常な降雪

による除雪費などのほか、今後も追加の費用が見込まれるところです。 

18年度以降も、交付税の減などにより歳入についてはより厳しさが増すものと思わ

れ、基金に頼った財政運営を余儀なくされるものと考えられます。今年度末に、主要

４基金（財政調整基金、減債基金、公共施設等整備基金、ふるさと基金）の残高がど

れだけ確保できるかが課題と考えております。 
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（２）重要課題の概要    

① 産業振興 

地域経済のパワーアップに向けて「地域経済活性化プログラム 2006」を策定しま

した。策定にあたっては経済団体等との合同事務所を設置し、現場主義を徹底して効

果的な施策の立案・実践につとめました。この間、私自らが名古屋方面、東京方面な

ど国内各地の他、台湾へのトップセールスを実施し、地域の魅力をまるごとＰＲする

とともに、新しい販路と流通の拡大を進めました。 

また、大学との連携による研究開発力とマーケティング力の強化に向けて、昨年７

月には立命館アジア太平洋大学と友好交流協定を締結し、今年1月には信州大学と協

定を締結する予定です。 

さらに観光ツーリズムの一環として、ツアー・オブ・ジャパン、日独地域国際化サ

ミットの開催、ナショナルトラスト全国大会、実業団自転車レースの開催など全国的

なイベントを積極的に誘致、開催し、飯田の魅力を全国に発信するとともに、新しい

人脈づくりを進めました。 

 

② 子育て支援 

17年３月に「次世代育成支援飯田市行動計画（新すくすくプラン）」を策定し、４

月には、行動計画推進の事務局として子育て支援室を新たに設置しました。この計画

は、「子育てってたいへん。だけど、かけがいのない喜び」をキャッチフレーズにし

て、「子育ての基本は家庭」をベースに置きながら子育て環境を整えていくものです。 

17年度の具体的な子育て支援策としては、「つどいの広場」を３カ所設置するとと

もに、子育て不安を持っている家庭に専門のスタッフが訪問する「育児支援家庭訪問」

を新たに開始しました。また、市内の全保育所で「一時保育事業」の実施や、児童虐

待の発生予防・早期発見・早期対処のために「子育て支援ネットワーク協議会」の設

置、川路児童クラブの開設、市内事業所のファミリーフレンドリー化に向けた「子育

て支援のアンケート調査」の実施等に取り組みました。 

 

③ 防災対策 

４月に危機管理部を設置し、市民の安全、安心を確保すべく数多くの協定を結び、

各自治体、機関との相互連携を強化し防災対策の充実を図りました。具体的には「安

心して暮らせるまちづくり」に向けて、建設業クラブとの公共施設の応急措置及び建

物等障害物除去に関する協定、多治見市との災害時相互応援協定、三遠南信災害時相

互応援協定の改定、建築士会との緊急時における避難所の危険度判定に関する協定な

どを締結しました。   

また、自主防災会などの各種団体へ出前講座を行い、いつ起こるか分からない地震

に対して危機意識を持ち、「自分の命は自分で守る」「自分達の地域は自分達で守る」

という意識の醸成に努めました。 
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④ 行財政改革 

「株式会社 飯田市役所」の実現のためには、私の理念を職員が共有することが必

要と考え、積極的に語りかける機会を設けてきました。十分とは申しませんが、着実

に浸透してきていると感じています。また、行財政改革の推進を図るため、昨年 10

月１日に企画課に専任係を設置したほか庁内推進本部等も見直し、より強力に推進す

る体制を整えました。 

当面する重要課題として、市立病院の経営健全化を挙げました。病院経営全体の検

討を進めた結果、老朽化した高松分院を廃止するとの結論に至り、昨年11月にその

考えを公表しました。現在、さらに具体的に検討を進めています。 

飯田市の行財政改革の基本方針となる「飯田市行財政改革大綱」と、その実行計画

の「集中改革プラン」については 18年度中に策定する計画であり、現在、市民 13

人で構成する「飯田市行政改革推進委員会」にて議論いただいています。また、成果

重視で事業を選択・実施し、政策目標を達成していくために行政評価システムに取り

組んでいます。 

 

⑤ 飯田市・上村・南信濃村の合併 

昨年10月１日、飯田市、上村、南信濃村が合併して新しい飯田市がスタートしま

した。旧２村と飯田市には各種制度に相違点もありましたが、激変緩和措置をとり

徐々に飯田市に馴染んでいただくよう、上村・南信濃両区長を中心に自治振興センタ

ー職員が一丸となって業務を実施しています。また、合併に際し、上村、南信濃には

住民の皆さんの自主的組織としての「まちづくり委員会」が組織されました。委員の

皆さんを中心に、住民と行政が協働しての新しい地域づくりが進んでいくものと期待

しています。 

上村、南信濃地域は伝統文化と自然の宝庫です。先月15日には合併記念事業とし

て南信濃へ越中八尾の皆さんをお招きして地域伝統文化交流促進事業を開催しまし

た。「遠山の霜月祭り」と「おわら風の盆」の競演に大変ご好評をいただきました。

今後も地域の財産を活用した振興策を展開していきます。 

 

⑥ 機構改革 

市民要望やとりまく環境変化に柔軟に対応でき、かつ小さくて機動力に富んだ「小

さな市役所」を実現するため、また、「産業振興」「子育て支援」「防災対策」等、私

の公約実現のために以下の組織機構の見直しを行いました。 

・市民が安心して暮らせるまちづくりを目指して危機管理部を設けました。 

・産業振興のため産業経済部の組織改正と「現場主義」を採用しました。 

・少子化対策、子育て支援のため、関係する課を横断的につなげ、「子育て支援室」

を設置しました。 

・市立病院の医療の質向上と健全経営のため「経営企画部」を新設しました。 

・施策遂行上の妥当性、公正性の確保や法令遵守の一層の徹底を図るため監査体制



 5 

の充実を図りました。 

・10月には企画課に行政改革推進係を設け、行革に専属的に取り組むこととしま

した。 

     

⑦ 議会との協働 

市長と議会は持続可能な地域経営のために両輪として機能していく必要がありま

す。現在、議会が主体的に取り組む「自治基本条例」制定に向けた協議は、協働した

体制で進めています。 
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Ⅲ 平成18年の経済認識                
 

１ 昨年の景気動向 

昨年当初、踊り場にあった景気は、企業収益と個人消費が緩やかな回復基調に乗り、

８月に景気の脱「踊り場」が宣言されて以来、デフレ脱却も視野に着実な回復軌道に

乗りつつあります。 
 

２ 今年の景気見通し 

今年は所得税減税の廃止など、税制改革に伴う消費動向への影響が懸念されています。

また米国や中国の外需の動向、原油価格の再騰リスクもあり、国内経済は内需拡大を

背景にしばらくは堅調に回復基調をたどると思われますが、不透明感が払拭されず、

景気回復の足取りはやや緩やかなものになるとの見通しが強くなっています。 
 
（１）今年の長野県内の景気見通し 

長野県経済は、前半は好調な企業の設備投資に牽引され緩やかな改善が期待されます

が、後半は輸出減少や原材料価格などのリスク要因も多く、コスト削減などに伴う企

業収益の厳しさから人件費の大幅な増加は見込めず、個人消費の伸び悩みから景況感

は鈍化するものと見られています。 
 
（２）今年の飯田市の景気見通し 

 昨年は、全国的な景気回復基調を受けて景況感も好転しました。特に製造業分野に

おける雇用情勢に改善が見られましたが、全産業で見ると企業収益は依然として厳し

い状況にあります。今年は、引き続く設備投資の増加、それに伴う他産業への波及効

果が地域産業全体へ好影響を及ぼすことを期待されています。 

 

３ 地域経済活性化プログラムによる地域産業の振興 

こうした回復基調を本格的なものにするために、昨年から策定を進めてきた地域経済

活性化プログラムを今年から本格的に展開します。 

特に全産業分野の共通課題である研究開発力とマーケティング力の強化に向けて、

大学連携室の設置など地域企業と大学との連携強化や、台湾チャレンジなど海外マー

ケットを対象にした販路拡大に取り組みます。 

また、雇用面でのミスマッチ解消に向けて、地域への人材誘導を積極的に進めます。

具体的には「人材誘導総合窓口」を設置し、地域の魅力をまるごとＰＲするとともに、

就業希望者、起業希望者が地域で定着できるための支援策を、地域一丸となって取り

組みます。 

さらに観光事業をプラットホームにした多産業連携を展開し、その波及効果による地

域産業のパワーアップを進めます。 
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＜業種別の概況＞                

製造業 ・平成17年の製造業は、平成16年にあった製造ライン等の大規模な設備投資と

は打って変わり、市の産業団地への研究開発施設の建設、新事業創生や人材育

成などに関する大学との連携、また、食品産業においても漬物業界を中心にし

た南信州ブランド研究会の発足など、研究開発や品質向上を目的とする動きが

活発な1年でした。 

・また、天竜峡エコバレー地域においては、盛土地域内への立地第１号として地

域に根ざすことのできる食品系の企業(ケフィアアグリ)が立地を決定し、エコ

バレープロジェクトの実現に向けて大きく前進しました。 

・精密・金属・電気・機械等の業種では、デジタル家電の過当競争や大手メーカ

ーによる在庫調整など景気の調整局面を迎え、年初から減速感が漂う中、上半

期は全般的に踊り場状態が続きました。 

・特に半導体関連は、デジタル景気の失速により本格的な回復が遅れ、更に原油

価格の高騰やコストダウン要請も追い討ちをかけ、収益環境において厳しい状

況が続きました。 

・自動車関連は、円高やメーカーのトラブルなど不安要因が多発する中でも、業

界自体の好調さを反映する形で堅調に推移しました。 

・一方食品を含む生活関連産業は、消費者嗜好の変化や季節的要因の影響を受け

やすく、例年並みに好不調の波がみられましたが、中部国際空港開港や「愛地

球博」の開催など観光客増加の好要因もあり、半生菓子や一部漬物類において

は生産・販売量が前年比プラスに推移しました。 

 

農業 ・平成 16年飯田市の農業産出額は、前年比△1.2％の 120億 1千万円。平成 17

年は、果実、野菜の販売価格が低迷したため更なる減少が懸念されます。2005

年農林業センサスでは、販売農家が前回の2000年センサス値から約△500戸と

なり、担い手の減少が更に進んでいることが明らかになりました。 

・主要農産物の平成 17年度の販売動向では、果樹は全国的な豊作と競合産地の

出荷が重なったために、桃、梨、りんごとも販売価格が伸び悩みました。畜産

は比較的堅調を維持してきましたが、米国産牛肉の輸入が再開される中で楽観

視できない状況です。菌茸も価格競争が激しさを増す中で厳しい状態が続いて

います。花きは露地物が生産量・額とも堅調に推移しましたが、施設栽培は原

油価格の高騰による不安材料を抱えています。米は化学合成農薬及び肥料を減

らした「こだわり米」の栽培者が増加し、市内公共施設給食への利用も進んで

きています。 

・現在の農産物の長期的な価格低迷は、輸入農産物の増加や食環境の変化による

生鮮食品消費量の減少や、産地側に不利な流通構造等の社会的要因が背景にあ

ります。高品質な飯田産農産物の価値が認められ高価格で取り引きされている

実例が示すように、充分な品質を持つ農産物を有利販売に導くためのマーケテ

ィング力の強化が産地としての最重点課題になっています。 

 

林業 ・飯伊の素材生産量及び製材品出荷額は、減少を続けており歯止めがかかってい

ません。また、木材価格も素材、製品とも平成 16年同期とほぼ同じ安値低迷

しています。 

・飯伊市場においては、入荷量、販売量とも平成 17年度は増加し、前年比入荷

量で15％、販売量で５％増となっています。今後、搬出間伐に伴う素材の入荷

量の増が見込まれます。 
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商業 ・平成 16年に引き続き薄型テレビをはじめとするデジタル家電に加え、白物家

電の販売が好調で、特に夏場商戦では目玉となりました。年間を通し安定した

気候で生鮮食料品は潤沢に出回りましたが、逆に価格が下がり売上自体は伸び

ませんでした。商店からは、原油高による石油関連製品の価格上昇が及ぼす消

費意欲への影響を懸念する声が聞かれています。 

・商業販売額においては、地域の商店街や個店から大型小売店のシフトがさらに

進んでいます。中心市街地や既存商店街の再生に向けては、観光との連携など

新たな視点での取り組みが課題です。 

 

観光 ・観光客数は平成 7年以降 100万人を超える状況となっています。平成 17年に

は中部国際空港開港や「愛地球博」の開催という要素があり、プラス要因とし

て120万人程度を予想していましたが、結果的には例年並みの100万人程度に

なる見込です。 

・天竜峡については、6月に老舗ホテルが廃業となり宿泊数が前年比で減少する

ことが確実となりました。観光統計による延べ利用者数は天候にも恵まれ、前

年と同様の33万人程度となる見込みです。 

・今後、天竜峡再生プログラムを策定しながら、天竜峡観光を再生することが急

務となっています。また、昨年 10月に合併した遠山郷の魅力を活かした観光

振興が課題です。 

 

建設 ・公共工事は引き続き低迷状態にありますが、民間の設備投資に改善の兆しが見

られつつあります。 

・また、新築木造住宅の着工戸数は、平成16年度369戸と10年前の56％となっ

ていますが、平成17年度は11月末現在、225戸と昨年同期172戸と比べ30％

の増となっています。 

 

雇用 ・ハローワーク飯田管内の月間有効求人倍率の推移をみると、５月に0．96倍と

平成 16年１月以来の１倍台を割り込みましたが、その後は５ヶ月連続で１倍

台に回復し、11月には1．46倍と過去３カ年で最も高い数値を示しました。 

・製造業では、上半期では２月を除くと対前年比で減少しましたが、８月以降は

対前年比を上回る回復基調をみせています。その内訳は、一般機械器具製造業

で受注増に伴う大口求人があり、自動車関連事業ではリレー・センサー関連部

品、半導体・電子部品関連事業でもデジタル家電向けを中心とした需要により、

雇用状況が回復しています。 

・卸・小売業、飲食店関連では、新規求人数は月毎にばらつきがみられますが、

対前年比ではわずかに増加しています。 

・医療・福祉関係では、恒常的な人手不足による大量求人等もあり、対前年比を

上回っています。 

・求人求職の関係では、特に、製造業の専門・技術職や生産工程・労務職は、恒

常的な人手不足となっています。 
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Ⅳ 平成18年度市政経営の基本方針           

 

１ 平成18年度当初予算 

（１）国の財政計画の概要と地域経済への影響 

いよいよ総人口減少の時代に入るなど、今日本全体は大きな変革期にさしかかってお

り、地方を取り巻く環境の変化も、急速に進んでいると言えます。とりわけ財政を取

り巻く環境は、三位一体の改革が一山を越え、今後は本格的税源移譲や地方交付税の

改革に焦点が移りつつあります。 

先に発表された国の予算内示によれば、順調な景気回復を背景にして税収が伸びるこ

とを前提に、地方交付税、臨時財政対策債が予想以上に減額となることが示されまし

た。また、個人市民税における定率減税の縮小に伴い、その減税分を補てんしていた

特例交付金や減税補てん債も同時に減額となると見込まれます。 

しかし、当市においては、国税並みの個人市民税の増額が期待できない状況に加えて

固定資産税の評価替えによる減要因があるため、都市計画税の課税区域の拡大をお願

いするという増要因を加えても、税収の総額に大きな伸びを期待することはできない

状況です。 

これらのことから、当市においては国の財政計画通りに17年度並みの歳入の確保は

難しいものと考えております。大きな借金を抱える国の財政状況や、交付税特別会計

の状況からも、今後も交付税などの大きな増額は期待できません。行財政改革を通じ

た体質改善を図りながら、長期的視野を持って、財政運営に当たっていきます。 

 

（２）当初予算の概要 

 

 

 

 

 

 

 

18年度予算は、上村、南信濃村との合併後の最初の予算であること、また私にとっ

ての２度目の当初予算編成であり、多方面から注目される予算になると思っています。  

歳入についての厳しさが増す反面、高齢社会を反映して、介護保険を中心とした福

祉関係予算は確実に増加しております。また、皆水洗化を目指した下水道事業への投

資に伴う繰出金の増や、クリーンセンター建設に伴う起債の償還が本格化することな

ど、言わば義務的な経費の増額も見込まれているところです。 

こうした財政の厳しい時代の中にあっても、この地方が自立して輝きながら生きて

いくために、産業振興を図り経済自立度の水準を高めることが最大の課題と捉え「地

平成18年度に重点とする３つの『まち』 

◎『地域経済の自立度が高いまち』 

◎『地域への誇りや愛着を高め、「地育力」で人を育むまち』 

◎『誰もが安心して暮らせるまち』 
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南信州地域の市町村の位置 

域経済活性化プログラム 2006」に基づいた事業展開を図っていきます。同時に、この

地方の未来を担う子どもたちがたくましく育つための子育て支援、誰もが安心して暮

らしていけるための防災対策も、引き続き重点施策として取り組んで行いきたいと思

います。来年度は合わせて子育て支援と密接不可分の医療の充実にも、力を入れてい

きたいと考えております。 

また、旧上村、旧南信濃村の皆さんにとって新飯田市としての一体性を高めるため

の施策は、喫緊の課題と捉えております。新市建設計画に基づいて、着実に事業の執

行を図っていきます。 

もとより当市にとっての課題はまだまだ多く、市民の皆さんからの要望も多方面に

わたりますので、的確に行政需要に応えながら、時代を見据えた予算編成を行ってい

きます。 

  

平成18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 備    考 

17年度要求額 33,528,036 37,325,859 △ 3,797,823  合併前の飯田市のみ 

18年度要求額 37,941,589 41,543,568 △ 3,601,979  合併後 

H18－H17 4,413,553 4,217,709 195,844   

     

２ 市政経営の方向 

私たちの地域を取り巻く環境変化に十分対応していけるようにするためには、でき

るだけ多くの若い人達にこの地域に戻って来てもらい、ここで子育てをしてもらう、

いわゆる「人材のサイクル」をつくることが、最大の課題であることは、最初に述べ

た通りですが、ここで立ちはだかるのは、行政にとっての財政問題です。 

下図はいわゆる地域の財政力と経済的自立度を数値化したものですが、私たちの地

域のおかれた状況の厳しさを

如実に表しています。本来で

あれば、財政力指数＊注が 1.0

を超え、経済的自立度が70％

以上のＢゾーンが理想であり、

ここに位置する地域であれば、

将来の夢を思い切り語ること

ができます。例えば、地域福

祉です。私は、基礎自治体と

呼ばれる市町村のように一番

市民に身近な行政がやらなけ

ればならないことは、やはり

社会的弱者に手を差し伸べる
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地域福祉ではないかと思っていますが、このＢゾーンに位置すれば、地域福祉行政を

かなり充実して行うことができる訳です。ところが、今の私たちの地域の状況は財政

力指数が低いので、行政単体で考えると、やらなければいけないことは、やはり行財

政改革になります。しかし、人口減少の時代に入り、国からの交付税に頼れない現在、

経済的自立度の低い地域で行財政改革だけをやっていても、税収が上がらないばかり

か、地域経済そのものが縮小していきかねない状況にあります。これを避けるために

は、どうしても地域の経済的自立度を上げなければならず、そのための政策をとらな

ければなりません。 

これは行政にとっては、ある意味で二律背反の課題であり、絶えずジレンマに直面

する大きなチャレンジになると考えられます。財政の健全化の視点からみれば、行財

政改革に専念して財政力を付けたいところですが、それだけでは経済的自立度を向上

させる諸施策が打てなくなります。望ましいシナリオとしては、「産業振興政策や子育

て支援策等により地域全体の経済的自立度を上げ、なるべく早い段階で国からの下支

えの減少を補い得る税収増を図り、併せて市役所のスリム化を効率的に進めて財政力

指数を上げていく」といったものになる訳ですが、これは、非常に難しい行政の舵取

りをしていかなければならないことを意味しています。 

このような大きなチャレンジを成し遂げていくためには、限られた人的・物的資源

を最大限に有効活用することがカギになってくると思われます。市役所においては「株

式会社 飯田市役所」の発想で、限られた予算の中で、より良質な行政サービスをいか

に提供できるか、あるいは「地域のセールスマン」としてどれだけ地域外に飯田のＰ

Ｒを行えるか等、内外のニーズへの的確な対応が職員一人ひとりに求められていると

思います。また地域においては、地域経済活性化プログラムにおけるパワーアップ協

定、あるいは指定管理者制度や地域自治組織における官民の役割分担のあり方等にお

いて、どのような方法、仕組みが人的・物的資源の有効活用になるのか、産業界や市

民の皆さんと共に追究していきたいと思います。 

私自身、こうした自覚を持って職務を遂行して参りますし、またこうした意識の共

有化のために、今後も市役所内外においてコミュニケーションの機会を大事にしてい

きたいと考えております。 

 

＊注 

財政力指数とは 

 市町村の財政基盤の強さを示すもので、標準的な行政活動を行うのに必要な財源をどのくらい自

力(収入)で調達できるかを表したものです。この指標が大きいほど財源に余裕があります。 

  財政力指数が１を超える場合、その市町村は普通交付税の不交付団体となりますが、その超えた

部分だけ標準的な水準を超えた行政を行うことができます。 

 平成17年度の飯田市（合併後）の財政力指数は0.552です。 
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３ 重要課題の概要 ～めざす都市像の実現に向けた施策や事業の重点化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆主な事業 
○「地域経済活性化プログラム2006」に基づく各種事業 

           【産業振興支援室 内線 3510】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆主な事業 

   ○地育力向上連携システム整備事業     【生涯学習課 内線 3570】 
      地育力とは、地域で子供たちを育む力です。それは地域に誇りと自信を持つ青少年を

育成する地域の力と置き換えもできます。地域がその力をつけるためにも子育て支援グ

ループ、学校教育、社会教育、企業、団体等の人材をネットワークしたシステムづくりが課

題となります。そこで 18年度には、地育力向上連携システム整備事業プロジェクトで

の検討結果を踏まえて、具体的なプログラムの実施と地育力向上連携システムの構

築、及び進行管理を行います｡ 
     

○つどいの広場事業           【子育て支援室 内線 5340】 
      17年度からのこの事業は、飯田市次世代育成行動計画の最重要課題、「親の育児

力向上」と「子育ての行き詰まり対策」として実施し、孤独な子育てを解消すると

ともに育児に対する知識・技術・自信を身につけてもらうことを目指しています。

引き続き子育て支援策の重点として18年度も展開していきます。 

 

『地域経済の自立度が高いまち』の実現に向けて 

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 

地域内産業の多様な連携 

重
点
施
策 

子育ての楽しさを実感できる環境づくり 

『地域への誇りや愛着を高め、「地育力」で人を育むまち』 

の実現に向けて 

重
点
施
策 
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◆主な事業 
○学校施設耐震化推進事業       【学校教育課 内線 2570】 
 17年度から建設年度等で耐震診断が必要な学校施設（小学校17校、中学校6校）
を対象にして、順次精度の高い耐震診断を行っており18年度も継続実施します。そ
して診断結果に基づいて必要のある場合には、耐震補強設計及び耐震補強工事を計

画的に進め、校舎等の耐震安全性を確保します。 
     

○高度医療と地域医療の充実     【市立病院経営企画課 0265-21-1255】 

 飯田市立病院は地域医療の中核を担っています。そこで、より良質な医療水準の

確保に向けた高度な医療機器の整備と、安心して出産できる産科医療体制の整備を

進め、地域医療体制の充実をはかります。 
 

○不妊治療費助成事業        【保健課 内線5510】 
 現在、不妊治療は保険適用外で経済的負担が重い現状があります。県の制度も既

にスタートしておりますが、18年度からは市として独自の助成制度を設けます。 
 

○保健施設（ほっ湯アップル）整備事業      【保健課 内線5510】 
 飯田市健康増進施設「ほっ湯アップル」の増築と施設整備を行います。なお、工

事期間は休館となりますが、できるだけ市民の皆さんの利用に支障がないように進

める予定です。 
   

○一般廃棄物最終処分場建設事業      【環境課 内線5240】 
 イタチガ沢最終処分場の残余容量が逼迫した状況になってきているため、長期的

かつ安定的に一般廃棄物の最終処分を行う新たな最終処分場を千代地区へ建設し

ます。18年度は本工事に着手し、20年度末の完成、21年度中の供用開始を予定しま

す。 

 

 

 

 

防災対策の充実 

医療・健康・環境の充実に向けた各種施策 

『誰もが安心して暮らせるまち』の実現に向けて 

重
点
施
策 
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◆主な事業 
○中心市街地再生・活性化事業      【市街地整備推進室 内線4650】 
 現在進めている橋南の第二地区再開発事業では、飯田信用金庫を中心とした店舗、

住宅、人形美術館が複合する建物の完成を18年夏に予定します。 

その中で人形美術館は、川本喜八郎氏の世界的に著名で質の高い人形やアニメー

ション作品に日常的に触れることができる施設として、19年春の開館を目指して準
備を進めます。 
あわせて、市が助成をする民間共同建替事業の「堀端地区優良建築物整備支援事

業」は、18年度に本体工事が着手される予定であり、すでに完成している第一地区
の「トップヒルズ本町」とともに、中心市街地の賑わいの核となるエリアの形成が

進むことになります。 
 
○天竜峡再生関連道路整備事業          【土木課 内線2720】 

19年度に予定される三遠南信自動車道の天竜峡ＩＣ（仮称）までの開通は、天竜峡
の活性化に大きな効果をもたらすものと期待しています。そこで18年度から段階的
に、天竜峡ＩＣ（仮称）－天竜峡駅－エコバレー区域を結ぶ道路の整備を進めていき

ます。 
 
 
 
 
 
◆主な事業 
○行財政改革大綱・集中改革プラン策定事業     【企画課 内線2220】 
 少子高齢化による人口減少時代の到来や地方自治体の厳しい財政状況の中で、行

財政改革は、待ったなしの課題と認識しています。そこで18年度は、スリムで効率
的・効果的な行政運営をはかるため、飯田市における行財政改革大綱の見直し及び

実行計画にあたる集中改革プランを策定します。 
 

○ 納税・納付の利便性向上事業（コンビニエンスストア収納事業） 

          【納税課 内線5150・水道業務課 内線5251】 
 市民の皆さんに市税・水道料金等を納期内に納付をしていただくことは重要なこ

とです。そこで納付の機会を拡大して利便性を向上させるために、18年度からコン
ビニエンスストアで市税や水道料金等を納付いただけるように段階的に取り組ん

でいきます。 

『文化や自然を活かし豊かなライフスタイルを楽しめる 

「福招きのまち」 』の実現に向けて 

『市民の視点に立って運営する「株式会社 飯田市役所」』 

の実現に向けて 
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○監査委員体制の充実       【監査委員事務局 内線3660】 
 監査委員は現在２名ですが、施策の妥当性、効率性、公平性の確保や法令遵守な

どが適正に行われているかどうかについて、市民を代表する立場で、市民の目線に

立った監査をより充実させるために、18年４月から３名体制にします。 
 
 
 
 
 

◆主な事業 
○南信濃地域交流センター整備事業  【南信濃自治振興センター 0260-34-5111】 
 南信濃地域における憩いや交流の拠点として、また、合併により新飯田市の住民

が互い交流し一体感を醸成できるような施設の建設を行います。    
この施設は、三遠南信自動車道等の整備に伴い今後益々交流が盛んとなる三遠地

域との交流拠点として、また、地域の防災の拠点となるセンター機能や支所機能を

併せ持った総合的な施設を予定しています。 
 

○上村・南信濃地域の道路整備事業      【土木課 内線2720】 
合併協議にもとづいて進める17年度から継続する２地区の幹線道路整備は、引き
続き道路改良等を行って安全な交通の確保に努めるとともに、新市としての一体性

づくりを図ります。 

合併に伴う一体性の醸成に向けて 


