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１ 現在の立ち位置の確認・・・地域の将来を左右する「基盤構築期」

平成25年度は文化経済自立都市を目指す第５次基本構想後期基本計画の２年度目に

あたり、また私の３期目の実質初年度にあたります。

これまで私たちの地域を取り巻く環境変化は私が市長に就任した９年前の予想を大

きく上回るものでした。人口減少、少子化、高齢化と言ったかつてない構造変化が我が

国全体で進む一方、一期目の当初は700兆円程であった国の借金が今や1000兆円越え

が確実となり、今後益々国の下支えが期待できない状況がさらにハッキリしてきました。

さらにアメリカの金融危機、いわゆるリーマンショックに端を発し、百年に一度と言わ

れた世界的な経済危機や未曾有
み ぞ う

の大災害となった東日本大震災等の影響で当地域の経

済的自立度は伸び悩みを余儀なくされています。現在、世界の経済状況が厳しさを増し

ているにもかかわらず、我が国は震災からの復興においても、国際競争力の低下や超高

齢社会への対応においても、有効な処方箋を見出せないまま、ズルズルと「失われた時

代」を積み重ねてきてしまっています。こうしたなか、我が国は総選挙の結果を受けて

政権交代が行われ、昨年末に第２次安倍内閣が成立しました。昨今の報道からは、日本

の経済再生に向けた意気込みと産業界を中心とした期待が伝えられていますが、新たな

政権には経済対策と共に、成熟した真の地方分権国家へのグランドデザインを描き、こ

れを着実に実践してもらいたい、と考えております。

一方、私たちの地域の交通インフラは劇的な変化の途上にあると言っても過言ではな

い状況です。三遠南信自動車道は目に見えて工事が進捗しはじめており、飯喬道路第1

工区と三遠道路等一部は既に供用開始となっております。またリニア中央新幹線は 14

年後の開通を視野に、ルートと駅位置の概略が確定するなかで環境影響評価が行われて

います。

このように、混沌
こんとん

としている国内の社会経済情勢と地域の将来を左右する二大交通プ

ロジェクトが同時進行している当地域において、私は、地域の持続可能性を確かなもの

にしていくためには、若い人たちが一旦は飯田を離れても、ここに戻って安心して子育

てができる、いわゆる「人材サイクルの構築」が必要不可欠と考え、３つのつくり、す

なわち産業づくり、人づくり、地域づくりに全力で取り組んできました。

この間、国からは「環境モデル都市」と「定住自立圏」の指定を、環境団体の全国的

ネットワークからは「明日の環境首都」の称号を受けましたが、こうした先進的な環境

への取組を積極的に進めながら、美しく、豊かでゆかしい飯田の文化的魅力を一層引き

出し、また飯田下伊那、南信州地域の町村の皆さんとも一緒になって私たちの地域を持

続可能な地域として次世代に受け渡しできるよう、定住自立圏構築に邁進
まいしん

してきたとこ
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ろです。

今後、三遠南信道の全通･リニアの開通により地域を取り巻く環境がさらに大きく変

化していくとみておりますが、高速道路や新幹線を通すことだけを目的にしてきた他地

域には、人材や産業が流失する状況に陥る例が多く見られます。しかしながら私たちの

地域は、こうした事例とは全く異なる地域モデルを構築できると考えており、特に「文

化経済自立都市」を将来像として掲げる第５次基本構想後期基本計画期間にあたる平成

24年度からの５年間が、地域の将来を左右する重要な「基盤構築期」と捉えています。

２ デザイン思考的アプローチが求められる時代認識

昨年の年頭所感においては、「知のネットワーク」の視点から21世紀型戦略的地域づ

くりについて論じましたが、今年は少し視点を変えて「デザイン」をキーワードにして

考えてみたいと思います。マスコミにおいては、国際競争力を論じる要素としてデザイ

ンという言葉がよく使われるようになっており、また当地の産業界においても、ものづ

くりに必要なデザイナーの育成や「デザインによるまちづくり」が論じられるようにな

ってきました。定義に従えば、デザインとは、狭義には「芸術的意味を含んだ設計を行

う際の計画やレイアウトなどの形態」とされていますが、広義には「目的を持った人間

の行為をより良いかたちで適
かな

えるための計画」も意味するとのことで、デザインの対象

は衣服、印刷物、工業製品、商業、建築のみならず都市計画や人生計画（当市役所にも

「結いターン・キャリアデザイン室」がありますが）にも及ぶとされています。「目的

をより良いかたちで適える」ことを付加価値と捉えれば、デザインをキーワードにした

産業づくりや地域づくりは、リニア将来ビジョンの掲げる多機能高付加価値都市圏に通

じるものであるとも言えるでしょう。

そこで、「デザイン」が重視されるようになった時代認識から少し考えてみたいと思

います。

20世紀後半の高度成長からバブル期にかけての我が国では、ものづくりにおいては、

多様化する顧客のニーズに合わせられるよう一品種大量生産から多品種少量生産に変

化していったものの、そのベースには大量生産の考え方が維持されてきました。一方、

地域づくりにおいては、国、県、市町村の三層構造が堅持されるなかで、政策立案は国

策も地域政策も国が担い、これが県によって基礎自治体である市町村に伝達され、市町

村において実行される中央集権的、画一的な手法が採られました。こうした地域づくり

は成長段階においては効率的と捉えられましたが、反面、金太郎飴
あめ

と揶揄
や ゆ

されるまちが

全国に広がったのも否定しがたいところです。結果的かもしれませんが、こうしたもの

づくり、地域づくりを進めるうえで求められた人材は、いわゆる「型にはまった」人材

になりました。すなわち、頭がいい人、行儀がいい人、人の言うことを良く聞いてその

通りに行動する人等です。

そしてバブル崩壊後「失われた20年」を経て人口減少、少子化、高齢化が進む現在、

時代の風景は大きく変わったと認識しています。四半世紀前になりますが、名古屋で世
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界デザイン博覧会が開催された平成元年当時、名古屋大学教授だった月尾嘉男先生（現

東京大学名誉教授）から「将来のものづくりは一品種一生産、つまり芸術作品の領域に

近づいていく」とのお話をお聞きしていましたが、外見の多様さのみならず中に入れる

ソフト（アプリ）がそれこそ一人ひとり異なっている現在のスマートフォンの普及など

を見ましても、そうした方向性をあらためて感じるところです。地域づくりにおきまし

ても、昭和55年から始まった大分県の一村一品運動のような先行事例はありましたが、

住民に最も近いところで行政を担っている基礎自治体が地域政策の立案主体としてし

っかり認識されるようになってきたのは、平成12年の地方分権一括化法施行後、そし

て平成18年まで行われた平成の大合併以降ではないかと捉えています。基礎自治体が

地域政策の主体になるということは、それだけ地域のアイデンティティ（個性）が重視

されるようになってきたと言えるでしょう。

このように、ものづくりも地域づくりもアイデンティティ（個性）重視の方向に大き

く変貌するなかで、私は「デザイン力を持つ人材」あるいは「デザイン思考ができる人

材」が求められると考えています。デザイン思考とは、法政大学の小門裕幸教授による

と「モノづくりの供給者の論理ではなく、人間が本当に求めるものを提供できるか、想

像力や創造力を巡らせて人間の気持ちをつかみ取れるかという考え方」とされています。

ものづくりであれば、それを見せて人を感動させることができるか、それを持っていて

嬉
うれ

しいと思わせることができるか、といったことであり、地域づくりであれば、そこを
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訪れる人に感動を与えることができるか、そこに住むことを誇りに思うことができるか、

といったことです。

こうしてみると、デザイン思考とは何か特別な大それたもので、簡単に実践できるも

のではないように思われるかも知れませんが、思考する対象によってはそんなに難しい

ものではないと思っています。簡単なデザイン思考の例として、私の愛用する腕時計を

採り上げてみたいと思います。私の腕時計は高級なものではありませんが飯田でつくら

れたものです。ご当地製なのでついでに誰がつくったのか調べてもらったところ、「現

代の名工」として国から表彰されたスーパーマイスター、橋場悦子さんだったことが分

かり、大変驚きました。そこで時計の裏面に「made in 南信州・飯田 by 橋場悦子」と

刻印してもらいました。こうしたことによって私の「持っていて嬉
うれ

しい度」は跳ね上が

った訳です。以来、この腕時計は私が講演などで飯田のものづくりを語るうえで重要な

アイテムになっています。

３ デザイン思考的アプローチによる「文化」と「経済」の融合

これからのものづくりも地域づくりも人に感動を与えるデザイン力が求められてお

り、感性に訴えることができるデザイン思考を有する人材が求められることになります。

小門教授はこうした人材を「ラフだが発想豊かで、想像力・創造力・インスピレーショ

ン力があり、感性と知性バランスの取れた、タフな、より人間的な人材」としています。

果たして通勤時間が長く、家と職場を往復するだけの毎日を送るような大都市圏でこう

した人材が育成できるのか、私は疑問に思っています。確かに大都市圏は人・モノ・カ

ネ・情報が集中しており、経済活動も活発で、上述した「型にはまった人材」は育成し

易
やす

いかも知れません。しかし「デザイン思考ができる人材」は、緑豊かな自然が身近で、

四季折々の変化を肌で感じることができ、その地域の風土、気風、文化に触れる生活を

送るなかからこそ育ってくるものではないでしょうか。

地方から中央へ人材を集中させることに熱心だった我が国は、奇跡と称される程の戦

後の高度成長を成し遂げ、ジャパン・アズ・ナンバーワンと言われる一時代を築いたわ

けですが、その後のグランドデザインをしっかり描けぬまま「失われた20年」が経過

することになったのは、地域文化と密接な生活から人材を大量に引き離したまま放置し

た付けが色濃く出てしまったように思われます。急速な国の経済発展に必要として採ら

れたかつての中央への人材集中策は、地域文化との縁が希薄化した「転勤族」や「単身

赴任」と称される人材を大量に現出させる一方で、文化の担い手不足による地域の活力

低下を顕著にしました。しかし、元来「文化」と「経済」は、当地域を代表する伝統産

業を例にとっても、二律背反的なものではなく、融合し得るものです。当地の喫茶の文

化から半生菓子産業が発展したのは周知のことですし、明治初期の断髪令によって存立

の危機に陥った当地の水引産業が息を吹き返して全国を席巻したのは、冠婚葬祭の文化

と結びつけることに成功したからでした。これまでの議論に従えば、こうした「文化」

と「経済」を結びつけたのもデザイン思考ができる人材だったことになります。私たち

の地域としては、もう一度、将来の産業づくり、地域づくりの担い手となり得る「デザ
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イン思考ができる人材」を地域の中で育てていかなければなりません。

顧みれば当地で全国的に注目を集めているプロジェクトの中にはデザイン思考が入

っているものもあるようです。当地の大学連携から「学輪ＩＩＤＡ」に繋
つな

がる出発点と

なった体験教育旅行は、「本物体験が感動を生む」ことをコンセプトにしていますが、

これはまさにデザイン思考に他なりません。あるいは、「歯固め」の食文化に裏打ちさ

れた市田柿を夏でも食べられるドライフルーツとして捉え直して全国ブランド化に成

功した事業や、公民館活動に根差したＮＰＯ活動を経て全国展開を視野に入れたコミュ

ニティビジネスを創発したおひさま進歩エネルギー株式会社の太陽光発電事業等、地域

の文化や文化活動を起点としたプロジェクトにおいても、デザイン力が発揮され全国規

模のダイナミズムを創発することができたと捉えており、また当市の第５次基本構想基

本計画が掲げる将来像「文化経済自立都市」の体現とも言えます。

４ 全国に先駆けた「デザイン」を核とするモデル地域を創造するために

これまで、デザインの視点で21世紀型戦略的地域づくりを論じてきましたが、この

ようなデザイン思考的アプローチは、リニア開通・三遠南信道全通を見据えた地域づく

り、産業づくり、人づくりを具体化する「リニア推進ロードマップ」（工程表）におい

ても極めて重要と考えています。デザイン思考ができる人材育成についても、これまで

述べた通り、当地域がそうした人材育成の適地であることに加え、リニア中央新幹線が

人の移動において大都市圏との時間距離を飛躍的に縮めるものであることを鑑みれば、

リニア時代においては、地元のみならず全国に必要なデザイン人材を供給し得るポテン

シャルを飯田は有していると確信しているところです。

もちろん、こうしたポテンシャルを具現化させるには、まだまだ議論が必要です。デ

ザイン人材の対象分野一つ取っても、ものづくりを念頭に置いた造形分野なのか、日本

が世界に誇り、飯田の人形劇文化とも繋
つな

がりが深いアニメ等のコンテンツ分野なのか、

あるいは都市計画や地域づくりの人材までウイングを広げることができるのか等々、よ

くよく吟味していかなければなりません。

しかしいずれにしろ、今後「リニア推進ロードマップ」の肉付けを図るなかで、世界

のデザイン人材が集い、「デザイン」を核とした高等教育機関や研究機関、スタジオ等

が集積するデザインセンター機能を有するモデル地域（デザインのまち）を、全国に先

駆けて当地に創造すべく構想を練っていく必要があると考えており、庁内はもちろん、

「学輪ＩＩＤＡ」やリニアの有識者会議、あるいは経済自立化研究会等の場で議論を深

めていく所存です。
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１ 昨年の景気動向

昨年の前半は、復興需要、エコカー補助金に伴う自動車関連の生産増加などから景気

回復の動きが見えつつありましたが、引き続く円高が輸出関連産業を中心に悪影響を与

えたほか、後半は世界経済の減速に伴う輸出の鈍化、エコカー補助金の終了に加え、９

月に発生した尖閣諸島をめぐる日中間の関係悪化等による輸出、生産への影響、中国人

旅行者の減少など、経済の先行きに関する不透明感が一層高まりました。

２ 今年の景気見通し

今年は、日中関係の影響、欧州の債務問題や景気低迷に加え、「財政の崖」の当面の

回避後も引き続き懸案を抱える米国財政の行方が懸念されます。一方で、新政権の経済

政策への期待が高まるなか、昨年末からの円安基調の影響や中国の財政・金融政策の発

動などによる世界経済の持ち直しから、輸出の緩やかな持ち直しが期待されます。

今年後半には、来年４月の消費税率引き上げ前の駆け込み需要が高まり、個人消費、

住宅投資などの増加が予想されますが、円安基調による輸入物価の上昇や日中関係の動

向をはじめとした外需を巡るリスク要因への注視が必要となります。

○今年の飯田市の景気見通し

昨年は、一部に緩やかな回復傾向も見られましたが、先行きの不透明感から有効求人

倍率が0.7～0.8倍前後で推移するなか、小売商業施設の閉店や製造業などの民事再生

法適用申請など、地域産業をめぐる産業構造、事業環境の大きな変化のなかで厳しい状

況が見られました。一方で、地元企業による将来を見据えた新規投資や航空宇宙関連産

業への取組の広がり、マイクロ水力発電システムの本格的な評価・実証など、連携・協

働した事業の動きもあり、全体としては一進一退の状況が続きました。さらに、中国と

の外交問題による輸出入の減少から、生産調整や原材料調達などへの影響も見られまし

た。

農産物については、天候に恵まれたことで、全般的に果樹の生産量に伸びが見られた

ほか、市田柿の収量、販売が好調でしたが、菌
きん

茸
たけ

類の価格低迷、畜産の飼料高騰などの

厳しい状況もありました。

観光では、静岡県で平成23年に発生した舟下り船転覆事故による風評被害や南アル

プス登山道の閉鎖、年末に発生した中央自動車道笹子トンネル事故のマイナス影響もあ

りましたが、「下栗の里」や「ＪＲ飯田線秘境駅号」などの人気が一層高まり、盛況で

した。

今年は、３月末の中小企業金融円滑化法の終了に伴う、金融機関等による中小企業の

抜本的な経営改善指導が強化される見込みです。また、４月の改正高年齢者雇用安定法

Ⅱ 平成25年の経済認識
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による高齢者雇用の義務付け開始、来年４月の消費税率引き上げも含め、事業者の皆さ

んをめぐる環境変化が続きます。こうしたなかではありますが、航空宇宙、環境、医療・

福祉分野などの新事業領域への挑戦や産業人材育成、グローバル市場への挑戦、６次産

業化などの進展が期待されます。

昨年は、長野技能五輪等に当地域から19人の選手を送り出し、３人の選手の皆さん

が栄誉あるメダルを手にするという明るい話題がありました。今年は４月に長野県初の

総合技術高校とも言われる長野県飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校が開校します。これを機に、

地域産業の将来を担う人材育成への具体的取組が広がることが期待されます。

リニア・三遠南信自動車道開通などを見据えたインフラ整備も進展します。今年は天

龍峡インターチェンジから天龍峡中心部へのアクセス性を向上させる天龍峡再生道路

の全線供用開始が予定されており、観光復活に向けた地元の期待も高まるなか、さらに

天龍峡再生事業が進展します。また、羽場大瀬木線の（仮称）新松川大橋が供用開始と

なるほか、三遠南信自動車道関連では、国道152号線現道活用区間の各バイパス工事が

進みます。平成26年の完成を目指す市役所新庁舎の着工なども予定されています。

協力／八十二銀行飯田支店

飯田信用金庫経営相談所

３ 地域経済波及分析(平成23・24年推計値)

地域経済活性化プログラムでは、しんきん南信州地域研究所ほか関係機関にご協力い

ただきながら、地域経済の波及分析を行い、地域所得の充足率である「経済自立度」を

発表しています。

この地域経済波及分析は、各種統計を基礎資料としていることから、基礎的な統計数

値の出そろう約２年前の状況を最新の自立度として発表しています。平成22年１月から

は、厳しい経済情勢を出来る限り早期に把握し、次の戦略を図ることができるよう、企

業や関係団体等へのヒアリングをもとに、基礎数値を推計し、経済自立度（波及所得充

足率）を分析・発表する試みを始めました。この推計値については、各種数値が確定し

た時点で再度確報値として分析し発表します。
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○平成23･24年推計値

① 平成23年経済自立度は、４６．７％[推計値]

－震災、超円高が下押し－

平成23年については、世界的な景気後退の影響から徐々に回復を見せていたが、
３月の震災と原発事故の影響が顕著となり、後半の回復もタイの洪水や超円高、欧

州債務危機などが下押し要因となり、年ベースでは厳しさの影響が残る見込み。

ア 地域全体の必要所得額 ３，３４１億円

10月１日の人口は168,370人

一人あたり年必要所得（全国平均）1,984千円

イ 産業総波及所得 1,559億円

農林業生産額 245億円 波及所得 201億円

観光消費額 117億円 波及所得 72億円

工業出荷額 3,446億円 波及所得1,286億円

② 平成24年経済自立度は、４６．５％[推計値]

－持ち直し傾向あるも、引き続く超円高に年後半の中国外交問題も影響－

平成24年は、震災復興、エコカー補助金によるプラス要因による進展も見られたが、
一年を通して前年からの円高基調で推移した影響に加え、中国外交問題の影響から、
輸出関連産業を中心に影響を受けた。雇用状況の改善も緩やかな状況に留まり、個人
消費も力強さに欠ける状況。

ア 地域全体の必要所得額 ３，３８０億円

10月１日の人口は166,860人

一人あたり年必要所得（全国平均）2,026千円（推定）

イ 産業総波及所得 1,573億円

農林業生産額 244億円(推定) 波及所得 200億円

観光消費額 112億円(推定) 波及所得 69億円

工業出荷額 3,500億円(推定) 波及所得1,304億円
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１ 市政経営の方向

ロンドンオリンピックにおける日本人選手の活躍や京都大学 iPS 細胞研究所所長の

山中伸弥教授のノーベル賞受賞に沸いた昨年の状況を表す漢字一文字は、「金」と報道

されましたが、私が選んだ漢字は「台」でした。これは「はじめに」でも言及した通り、

平成24年は地域の将来を左右する「基盤構築期」にあたる第５次基本構想後期基本計

画の最初の年であり、リニアや三遠南信道の開通を見据えた地域づくりに向け、行政は

もちろん、議会や産業界、あるいは各地区において様々な取組が地道になされてきたか

らです。

そして、ある報道機関から今年の漢字一文字を尋ねられましたので、私は「確」を選

びました。これは、今年の秋にはリニアのルート、中間駅の位置が確定してくることに

伴い、これまで検討を重ねてきた将来を見据えた地域づくりやインフラ整備の方向も決

まってくるからです。一方、こうした新しい時代に向けたまちづくりを考えるなかで、

リニア将来ビジョンが掲げた各地域の「守るべきもの」「備えるべきもの」の確認も大

切と考えています。

私と致しましては、将来を左右する重要な時期にあって、先の先を見据えた「鳥の目」

と、足元を見つめる「虫の目」を持って市政経営に臨む所存であり、私の3期目の実質

初年度にあたる平成25年度の組織体制については、こうした「鳥の目」と「虫の目」

が機能する新たなシフトをしいていきたいと考えています。

（１）５つの基本方針に沿った市政経営の展開

平成25 年度の市政経営全般に関しては、私の市政３期目の実質初年度にあたること

を踏まえながら、これまでの５つの基本方針に沿った取り組みを、第５次基本構想後期

基本計画の各政策に照らし合わせて展開していきます。

○５つの基本方針

１．経済的自立度を高める多様な産業施策の推進

厳しさが続く経済状況を踏まえ、産業界の皆さんと協働して地域経済活性化プログ

ラムを推進するなかで経済的自立度を高め、三遠南信自動車道やリニア中央新幹線を

見据えた産業づくりを進めます。

２．地育力によるこころ豊かな人づくり

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ながら、この地域に住みなが

ら世界に打って出るグローバル人材の育成を目指します。

Ⅲ 平成25年度市政経営の基本方針
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３．安心して健やかに暮らせるまちづくり

市民が「安心して健やかに暮らせる」ことは最も基本であり、引き続き市立病院を

中核とする地域医療の充実に努めるとともに、国内トップクラスの健康長寿地域を目

指して「市民総健康」、「生涯現役」を掲げる地域健康ケア計画の取組を推進します。

また、「災害に強い安全なまちづくり」を進めていくため、地域と連携した防災対策

を着実に進めます。

４．自然・環境と調和した「低炭素社会・飯田」づくり

リニア時代を見据えて、太陽光、小水力等によるエネルギーの域産域消･自給率向上

に努め、環境と経済が好循環する環境モデル都市としての低炭素社会づくりを進めま

す。

５．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
ひ

き付けられ

た多様な人材が地域活性化に繋がる大きなうねりを起こしていくと考えます。

こうした人材誘導を確かなものにするため、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

くりを進めます。

あわせて第５次基本構想後期基本計画におけるまちづくりの実現にむけて必要とな

る財源を確保するため、人口減少、少子化、高齢化など社会的構造変化に対応した 21

世紀型戦略的地域づくりの考え方により、新たに策定した飯田市行財政改革大綱及び改

革プランに沿って、事務事業の選択と集中を図り、さらなる行財政改革に取り組みます。

（２）地域経済活性化プログラムによる地域産業の振興

ここ数年、当地の地域産業は、水面下で起きていた小さな動きがさざ波になり、そし

て変革を迫る大きな波となって、地域産業の土台を洗い流すかのような状況を経験して

きました。このような状況のなか、経済自立度も40％台半ばからの大きな回復は足踏

みを余儀なくされましたが、将来を見据えつつ、地域経済活性化プログラムにより様々

なチャレンジを行ってきました。

昨年からの第５次基本構想後期基本計画においては、「支え、育む産業基盤づくり」

の視点を新たに加え、その上でリニア中央新幹線・三遠南信自動車道の開通を見据えた

将来の産業づくりに向けた具体的なイメージづくり（デザイン）とその実現に向けた取

組が始まりました。

そして現在、昨年末の新政権の誕生に期待の声が高まるなかにおいても、1000兆円

突破が確実な国の借金の増大傾向はいささかも変わることなく進んでおり、金融財政政
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策と成長戦略の成果が鍵となる状況にあります。私たちの地域においても、こうした大

きな変化を踏まえつつ、当面はリーマンショック前の経済自立度（55％）への回復をマ

イルストーンとしながら、期待要素であるリニア・三遠南信自動車道の開通というチャ

ンスを最大限に活
い

かし、持続的な地域づくりを支える、新しく魅力的な地域産業集積の

創造に向けて取組をさらに進めていく必要があります。

地域経済活性化プログラム2013は、今年から取組を年度単位にあわせることとし、

２月下旬に発表を予定しています。「はじめに」で述べた通り、地域の将来を担うもの

づくり人材の育成・確保を念頭に置きながら、リニア・三遠南信が開通する将来を見据

え、行政はもちろん、事業者、経済団体、金融機関ほか多くの皆さんとともに、将来を

見据えた地域産業像を具体的なイメージとしてデザインし、その実現に向けた取組をさ

らに進めていきます。

（３）リニアへの取組

リニア中央新幹線については、東海旅客鉄道株式会社によって環境影響評価の調査が

進められており、本年秋以降には調査結果をまとめた環境影響評価準備書の公表が計画

され、併せてルートや駅位置も明らかにされる予定です。

「はじめに」でも述べた通り、リニアの開業は、大都市圏との時間距離の大幅な短縮

により様々な整備効果が期待できます。その効果を最大限に活
い

かすため、インフラ整備

に関しては、リニア飯田駅を起点とした広域交通拠点の役割を担うための機能整備や広

範に効果が及ぶ道路ネットワーク整備について国県等の関係機関と連携しながら取り

組みます。

取組全体としては、前述した「デザイン」を核とする構想を踏まえるなか、リニア将

来ビジョンに掲げた将来像の実現を目指して「リニア推進ロードマップ」の具体化を図

り、リニア駅周辺を含めた土地利用の見直しなど、市民の皆さんと協力して地域づくり

を進めていきます。

（４）市役所職員に求められるさらなる質的変革

地域を取り巻く環境が大きく変化するなか、将来を左右する重要な基盤構築期を迎

えている当市の市役所職員においては、変化の時代だからこそ市民との信頼関係構築が

重要であることに鑑み、さらなる質的変革が求められています。

昨年は「現場感覚」を身につけることと「付加価値を生み出す人的ネットワーク」

の構築の必要性を説きましたが、こうしたことは当然引き続き求められるものと捉えて

います。今年は少し視点を変えて、「モデル地域としての自覚と責任」について申し上

げたいと思います。

これまでも言及してきた「地域に飛び出す公務員」の動きが全国的に広がっている

ことは周知のことでしょうが、この２月にそのネットワークの有志が飯田に集って公民

館を中心として自治と協働について議論がなされる予定です。これは、そのネットワー

クの２千人を超えるメーリングリストに当市の公民館の事例を発信したところ、関心を
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示す書き込みが集中したことに端を発していると聞いています。また、私が委員として

参加している内閣府の食育推進評価専門委員会において、朝食欠食率減少の取組に関し

て当市の事例発表をしたところ、他の委員の皆さんから特に中学生の欠食率の減少につ

いて高い評価をいただき、『平成24年版食育白書』に掲載されるまでに至りました。

当市は環境モデル都市や定住自立圏構想において全国のモデル地域として注目され

ていますが、実は他の分野においても全国のモデルになり得る取組がいくつもあること

に気づかされます。こうしたことは、「現場感覚」を磨いて取組を進めているだけでは

なかなか自覚できませんが、「付加価値を生み出す人的ネットワーク」をつくっていく

なかで見えてくるものだと思います。全国のモデルとして注目されるのは喜ばしいこと

ではありますが、同時にその自覚と責任を意識しなければなりません。常日頃から対話

を繰り返す「現場感覚」の原点を踏まえながら、全国に恥じない自覚と責任をもって政

策立案や事務事業の展開を進めていくことが求められます。私自身もこうした質的変革

をさらに進めていけるよう、引き続き職員や市民の皆さんと対話を図りながら、３期目

の市政経営に全力で取り組む所存です。



14

２ 平成25年度当初予算編成に向けての考え方

（１） 国の状況

衆議院議員選挙を経て、12月26日に自民党の安倍晋三総裁を首相とする内閣が発

足しました。自民党は衆議院選公約で「新政権発足後、速やかに『第１段緊急経済対

策』を断行し、本格的大型補正予算と新年度予算とを合わせ、切れ目のない経済対策

を実行する」と掲げ、15 ヶ月予算を編成するとしています。国においては補正予算

を編成し、その後に平成25年度予算編成が行われることから、例年に比べ大幅に当

初予算編成が遅れることが避けられない状況ですが、地方財政対策など地方への影響

について情報収集に努め当初予算編成に取り組んでいきます。

（２） 飯田市の当初予算編成方針の概要

○ 平成24年度補正予算と平成25年度当初予算の一体的な編成

・国の大型補正予算及び平成25年度当初予算編成にあわせ、平成24年度補正予算

と平成25年度当初予算を一体的に編成します。

○ 後期基本計画２年目の年

・後期基本計画における各施策の目標を達成するため、行政評価における提言等も

踏まえ、各施策の目標達成に向けて必要な事業を検討し具体化します。

・５つの基本方針と10の重点的政策目標に沿って優先度を明確にします。

○ 選択と集中の視点に基づく事業の取捨選択

・市民サービスの向上に資する事業を優先し、財源を有効に活用します。

○ 行財政改革の推進

・無駄を省き、簡素で効率的な行政運営を確立し、持続可能な財政運営を継続しま

す。

◎ 平成25年度当初予算要求状況（一般会計）

単位：千円

歳 入 歳 出 歳入歳出差引

24年度要求額 41,132,186 43,356,176 △ 2,223,990

25年度要求額 43,324,545 44,854,509 △ 1,529,964

25年度－24年度 2,192,359 1,498,333 694,026
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３ 具体的な展開の方向

第５次飯田市基本構想後期基本計画をベースとしつつ、５つの基本方針に沿って市政

経営に当たります。

特に平成25年度は私の３期目実質初年度の当初予算であることから、当面する重要

課題に対処するため、一般財源の総額約１億円を目途とする「政策強化特別予算枠」を

新たに設けました。この予算で特に重点的に取り組む必要性がある事務事業を強力に推

進し、後期基本計画の政策・施策の成果をさらに高めていきます。

※政策強化特別予算枠で重点的に取り組む必要性のある事務事業の候補は、各基本方

針の「25年度取組のポイント」欄において「★」印で表示してあります。

１「経済的自立度を高める多様な産業施策の推進」

後期基本計画

政策名 多様な産業が発展できる経済力の強いまちづくり

厳しさが続く経済状況を踏まえ、産業界の皆さんと協働して地域経済活性化プログラ

ムを推進するなかで、経済的自立度を高め、三遠南信自動車道やリニア中央新幹線を見

据えた産業づくりを進めます。

◆24年度の取組

○外部環境の大きな変化による地域産業構造への影響を踏まえ、金融機関、事業者、

経済団体等と連携した事業を進めました。

○４月には「公益財団法人 南信州・飯田産業センター」も新たなスタートをきるな

ど、支援体制の強化を図りました。航空宇宙関連産業の集積形成に引き続き注力し

ながら、「はままつ次世代環境車社会実験協議会」への参加やマイクロ水力発電シ

ステム開発をはじめとする環境関連の新たな取組を進め、さらに医療福祉分野など

の新分野への展開、６次産業化への新たなプラットフォーム形成、地域産材の供給

拡大に資する新共同製材所の整備など、支え育むソフト・ハード整備を進めました。

○農業の振興では、耕作放棄地や鳥獣被害への対応を進めました。また市田柿の生産

体制の充実をはかるとともに、将来の購買層の開拓に向けた事業を行いました。

○未来を見据えた人材育成・誘導を進めるため、産業技術大学の充実や技能五輪への

対応支援、関係団体と連携した「お仕事キッズタウン」の開催などに、積極的に取

り組みました。また、専門技術職の相談・誘導体制として「人材バンク」を強化し

支え、育む産業基盤づくり

未来を見据えた地域産業の魅力、強み、人材の強化

新しい力による新しい産業づくり

後期基本計画における関連す

る重点施策
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ました。さらに、多くの皆さんに親しみを持ってＵＩターンプロジェクトに協力し

ていただくため、キャラクター「ゆいたん」も誕生しました。

○観光では、新企画「天龍峡川の道まつり」や乗車チケットが完売になるほど人気が

あった「ＪＲ飯田線秘境駅号」への対応、伊那路と木曽路の広域観光の可能性を探

る新組織「伊那路・木曽路広域観光連携会議」の設置など、関係団体との連携を強

化しました。また、観光客が増加した遠山郷「下栗の里」や「桜観光」など、飯田

の魅力をさらに引き出す旅企画も充実しました。

◆25年度取組のポイント

□地域経済活性化プログラム2013（詳細は後日発表）の着実な展開を図ります。

○★金融円滑化法の終了に対する中小企業の資金繰り支援を充実します。また、為

替相場の変動や中国や欧米などのグローバル経済の動き、人口減少・少子高齢化な

どの影響など、地域産業構造の変化への対応に取り組みます。

また、新政権の経済政策、中央自動車道笹子トンネル事故の影響なども注視しなが

ら、地域産業が発展する土台となるハード・ソフト両面にわたる基盤の再構築、強

化をさらに進めます。

○リニア・三遠南信自動車道の開通を見据え、将来の地域産業を具体的にイメージし、

事業者・経済団体・金融機関などの皆さんとの連携のもと、これに向けた販路の拡

大・創造、研究開発、人材育成・誘導のビジョン、連携体制づくりなどに取り組み

ます。

○★成長が期待される航空宇宙、環境、医療・福祉分野などにおける新産業クラス

ターへのチャレンジや産業人材育成の充実、グローバル市場への挑戦、高付加価値

化、農業技術人材育成や６次産業化、地域事業者の皆さんの設備投資への支援など

に向けた取組をさらに進めます。また、伊那路・木曽路の連携事業や春と秋の２回

予定される香港からのサイクリングツアーなど、観光面における新しい芽出しにも

積極的に取り組みます。
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２「 地 育
ち い く

力
りょく

に よ る こ こ ろ 豊 か な 人 づ く り 」

後期基本計画

政策名 地
ち

育
いく

力
りょく

によるこころ豊かな人づくり

地育力
ちいくりょく

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ながら、この地域に住みながら

世界に打って出るグローバル人材の育成を目指します。

◆24年度の取組

○飯田市教育振興基本計画（平成22～28 年度）に基づき、中長期的な展望による各

種施策を実施しました。

○飯田市教育振興基本計画の基となった地育力
ちいくりょく

向上連携システム推進計画について、

後期アクションプログラムに基づく取組を関係部課が連携し、多様な主体との協働

によって推進しました。

○小中連携・一貫教育のモデル校区とした竜東中学校区、鼎中学校区では特色ある教

育活動を展開し、推進委員会ではこの実践を踏まえて実施要項をまとめました。

○児童・生徒が中山間地域での農作業や伝統文化などに触れる体験活動を進めるとと

もに、キャリア教育では、全中学校における職場体験を伴う取組と、指定校での小

中連携のモデルプログラムの実践検証を行いました。

○「飯田市における不登校対策５つのアクション」（注１）を推進し、不登校傾向とな

っている児童生徒が登校できるよう各種の取組を行いました。また、不登校の兆候

を見逃さず常に児童生徒に向かい合える良好な関係づくりに、教職員や保護者らが

協働して取り組むための研修会を開催しました。

○飯田長姫高等学校、松本大学、飯田市の３者で「飯田長姫高校地域人
ち い き じ ん

教育
きょういく

パートナ

ーシップ協定」を締結し、各地区公民館がつなぎ役となって高校生と地域を結ぶ取

組を展開しました。

○東京大学牧野研究室と連携し、公民館分館活動をテーマとした共同研究を実施し、

文化芸術の振興

ふるさと意識の醸成

義務教育の充実

家庭教育の充実
後期基本計画における

関連する重点施策
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分館が地域のコミュニティを支える大事な資産であることを明らかにしました。

○伊那谷文化芸術祭、いいだ人形劇フェスタ、オーケストラと友に音楽祭などを市民

主体の実行委員会が開催することにより、市民がともに楽しみながら互いの連携を

強めました。また、子どもたちがこれらの活動に参加することにより、地域への愛

着と社会性を高めました。

○市民主体の文化活動が高く評価され、文化会館が地域創造大賞(総務大臣賞)を受賞

しました。

○人形劇のまちづくりを推進する新たな仕組みである「いいだ人形劇センター」の設

立に向けた取組を支援し、運営に参画しました。

○座長都市として「外国人集住都市会議東京2012」を開催し、「小さな世界都市」の

実現に向け、多文化共生の推進に取り組みました。

（注１）５つのアクションとは①教育支援指導主事の配置②体験学習活動の実施③カウンセリングマイ

ンド研修会の実施④学校独自の選択的対策の実施⑤連携事業の効果的な実施

◆25年度取組のポイント

○飯田市教育振興基本計画に基づき「自立」「共生」「共育」を推進することで、教育

の質的向上を図ります。

○飯田らしい学校教育を目指す小中連携・一貫教育は、平成24年度のモデル校区に

よる実践を踏まえ、全中学校区で地域と学校の特色を生かして展開し、確かな学力

の習得やいじめ対策、不登校対策に取り組みます。

○児童・生徒が障がい等の有無に関係なく地域の学校で学べる「インクルーシブ教育」

（注２）の理念に基づき、特別支援教育の支援に取り組みます。

○地育力
ちいくりょく

向上連携システム推進計画について、後期アクションプログラムに基づき実

践、推進します。

○児童・生徒の生きる力を育み、ふるさと意識、社会貢献意識の醸成を図るため、小

中連携のキャリア教育や体験活動、ふるさと学習を、学校教育と社会教育の連携体

制によって推進します。また、地域人
ち い き じ ん

教育
きょういく

の取組をモデルとし、高校に対しても

キャリア教育、体験活動を働きかけるとともに、地域における次の時代の担い手と

しての人材育成支援を行います。

○「飯田市における不登校対策５つのアクション」に基づき、幼保小中の連携や体験

を通じた自立の促進などから、引き続き登校支援の取組を展開します。

○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、オーケストラと友に

音楽祭５周年記念「第九演奏会」の開催など、「市民が創る文化」を継承・発展で

きるよう支援します。

○いいだ人形劇フェスタ15周年を記念して開催する「アジア人形劇フェスティバル」

を通じて、人形劇を通じた「小さな世界都市」づくりを進めます。

○市民が、これまで以上に多様な人形劇に親しめる機会を提供すると共に、人形劇に
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関する情報発信や学術研究を進める「いいだ人形劇センター」の活動を支援します。

○リニア時代を見据えて、先人から継承されてきた生活文化や「結い」のこころ・自

主自立の精神を引き継いでいくとともに、多様な文化・人の交流が進められ「小さ

な世界都市」につながる学習活動を進めます。

○「小さな世界都市」の実現を目指すために、お互いの支え合いと多様性を基本とし

た多文化共生意識の醸成と地域コミュニティの構築に取り組みます。

（注２）障がいの有無によらず誰もが地域の学校で学べる教育。

３「 安 心 し て 健 や か に 暮 ら せ る ま ち づ く り 」

後期基本計画

政策名 健やかに安心して暮らせるまちづくり

政策名 暮らしと生命を守る安全安心で快適なまちづくり

市民が「安心して健やかに暮らせる」ことは最も基本であり、引き続き市立病院を中

核とする地域医療の充実に努めるとともに、国内トップクラスの健康長寿地域を目指し

て「市民総健康」、「生涯現役」を掲げる地域健康ケア計画（注３）の取組を推進します。

また、「災害に強い安全なまちづくり」を進めていくため、地域と連携した防災対策

を着実に進めます。
（注３）子どもから高齢者まで、市民総健康と生涯現役の飯田市づくりに向け、保健・福祉・介護・子育て

に関係する各種計画や施策を、「広い意味での健康」をキーワードとして、相互に連結・統合して相乗効

果を上げていこうとするもの。市民・地域・行政などの多様な主体がそれぞれの特性を発揮し、一体的な

取組を展開するためのアクションプラン。

◆24年度の取組

□地域健康ケア計画2012の推進

地域健康ケア計画2012 を策定し、次に掲げた７つの重点プロジェクトを中心に取

組を進めてきました。

○「健康づくり家庭訪問」プロジェクトでは、退職などで生活環境が変化する時期に

当たる62歳の方を対象に、保健師等による訪問を全地区で実施しました。

子どもを産み育てやすい環境の充実

共に支えあう地域福祉の推進

心と体の健康づくり

災害対策の推進

後期基本計画における

関連する重点施策など
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○「高齢になっても地域で安心して暮らせるための支援」プロジェクトでは、介護認

定を受けていない65歳以上の高齢者がいる世帯の住宅のバリアフリー化を進め、

自宅で安全かつ安心して生活ができるよう、住宅リフォームへの助成事業を新たに

実施しました。

また、遊休農地を活用し、農作業を通じて高齢者の生きがいと健康づくり、介護

予防を図ることを目的とした「農
のう

愉快
ゆ か い

」活動を継続しました。さらに、二次予防高

齢者把握のため、78歳から80歳までの介護保険を利用していない方にアンケート

を行い、ほりばた長寿支援センターを起点として、地域で活動する市民・ＮＰＯな

ど民間事業者と協働して、「ほいほい呼ぼう教室」をはじめ、介護予防活動に取り

組みました。

〇「子どもの健やかな発達への支援」プロジェクトでは、発達に遅れや偏りのある子

どもが年々増加していることに対応するため、早期発見・早期支援のための仕組み

づくりを進めました。

また、保育士等を対象とした特別支援コーディネーターの養成研修を行うととも

に、子どもに対する個別の指導計画を作成し、検証・改善を繰り返しながら、発達

の支援に取り組んでいます。

○「ともに未来を支え合うパートナーづくり」プロジェクトは、結婚相談員、結婚支

援アドバイザーによる結婚相談のほか、婚活セミナーの開催、地域による出会いイ

ベントとの連携、協力を行いました。

○「家族ぐるみで取り組む『がん』対策」プロジェクトでは、家庭訪問プロジェクト

や地域との協働により、がん検診対象者の把握に努めるとともに、精密検査対象者

に対する受診勧奨を行うなど、がん検診の受診率向上のための普及啓発と受診促進

に取り組みました。

○「食育の推進」プロジェクトでは、関係団体と連携して朝食の欠食率減少に向けた

各家庭への啓発を行いました。また、庁内関係部署との連携により開催した各種イ

ベントで、世代交流を通じた食育の普及にも取り組みました。

○新規プロジェクトの「歩こう動こう運動で健康づくり」では、ウォーキングの普及

に向けたきっかけづくりとして、地域や関係課と連携し市内10 地区においてウォ

ーキング講座を開催しました。

□その他の取組

○地域コミュニティにおける「助け合い、支え合い」の実践活動を盛んにするために、

地域福祉懇談会を開催し、地域福祉活動の課題やあり方及び「災害時助け合いマッ

プの活用」などについて話し合いを行ってきました。

○平成25年４月１日から、「障害者総合支援法」が施行されることを踏まえ、「飯田

市第４次障害者施策に関する長期行動計画（平成25～34年度）」を策定し、障害（児）

者の皆さんが地域で自立した生活を送るための基本的な方向や重点的な施策を定

めました。

○障害(児)者の皆さんの権利擁護を進めるために、福祉課障害福祉係に「飯田市障害
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者虐待防止センター」を設置しました。また、南信州広域連合地域自立支援協議会

には「権利擁護部会」が設置されました。

○成年後見制度の利用促進の具体策について、下伊那郡内の町村、関係機関、成年後

見制度に関係する専門職団体等に呼びかけを行い、「成年後見制度利用促進検討会」

を開催しました。検討会では、飯田下伊那地域に相談業務や、法人後見の受任がで

きる「成年後見支援センター」が必要であるとの集約がされました。

○高齢者クラブ間の連絡調整を図り、仲間づくりを通じて、生きがいと健康づくり、

相互支援による友愛活動、知識と経験を活
い

かした社会活動ができることを目的に、

従来の高齢者クラブ連合会を発展的に組み替え、新たに「いいだシニアクラブ連絡

会」が発足したことを受け、連絡会の活動支援を行いました。

〇「新すくすくプラン後期計画」に基づき、鼎地区をモデル地区として「冒険遊び場

プロジェクト in いいだ」と連携した「冒険遊び場」の取組を行いました。また、

「みんなで子育て応援サポーター会議」では「りんご並木を中心とした子育て支援

拠点構想」の作成・発表や『みんなで子育てナビ』の見直し、改訂などを行いまし

た。

○飯伊地区包括医療協議会を中心にして、地域にとって必要な医療の提供を目指して、

医師など医療従事者確保のための活動に取り組みました。

○今年度から開始された不活化ポリオワクチン、四種混合ワクチンによる予防接種に

ついては、飯田医師会などと連携して円滑な実施に取り組みました。

○飯田市立病院は、救急、周産期、がんなどの診療機能の充実と患者アメニティの向

上のため、施設整備工事に着手しました。

○地域公共交通は、市民バス循環線の運行経路変更、乗合タクシー丸山線・切石線の

統合、回数券の見直しなど利便性の向上に取り組み、利用者の増加につながりまし

た。

○庁舎整備事業は、基本設計の方針に基づき新庁舎の実施設計をまとめました。また、

新庁舎建設工事の着手に向けて、埋蔵文化財の発掘調査や付け替え道路等の周辺整

備工事を進めました。

○老朽化した危険な状態の空き家についての実態調査を行い、対応方針の検討に取り

組みました。

○東日本大震災の発生を踏まえ策定した「飯田市災害対策緊急整備計画（平成23年

度～平成25年度）」に基づき、指定避難施設となっている市内の全小中学校 28 箇

所に避難所運営の為の防災備蓄倉庫を設置することとしており、本年度内に設置を

完了する予定です。

○市民への災害情報伝達手段の多様化を目的として、全国瞬時警報システム（Ｊ－Ａ

ＬＥＲＴ）との連携による、メール自動配信システム（注４）を昨年度導入しました。

今年度は従来からのＮＴＴドコモのエリアメールに加え、緊急速報メール（ａｕ及

びソフトバンク）にも自動配信が行えるシステム変更を行い、災害時における情報

提供態勢の充実を図りました。

○防災の主体を担う消防団員の安全性の向上と、消防ポンプ自動車など主要装備の年
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次的な整備を目的とした飯田市第 10 次消防力整備計画（平成 23 年～27 年度）に

基づいた消防力の維持増強に努めました。

○東日本大震災の教訓から、県内の全市町村による災害時相互応援協定の運用の見直

しを県下各地域の代表市町村（飯田市は飯田下伊那ブロックの代表市町村）と共同

で行い、発災時における支援市町村を予め定める等の県内の応援初動態勢の強化を

行いました。

（注４）全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ)から配信される緊急情報を、エリアメール（ＮＴＴドコ

モ）、緊急速報メール（ａｕ、ソフトバンク）といいだ安全安心メール（汎用メール）に自動配信するシ

ステム。

◆25年度取組のポイント

○★保育料は、平成19年度に保育料の大幅な引き下げを実施し、現在まで継続して

きました。しかし、昨今の長引く景気の低迷等により、子育て世代の子育てに対

する経済的負担が増大しているため、さらなる保育料の引き下げに取り組みます。

○★児童・生徒の通学等における安全確保を目的に策定する「飯田市通学路安全対

策アクションプログラム」に基づき、交通安全施設の計画的な整備改修や安全教

育・指導などに、市民や関係機関と連携して取り組みます。

□地域健康ケア計画2013の推進

地域健康ケア計画2013を策定し、「市民総健康」と「生涯現役」を目指して、７つ

の重点プロジェクトを推進するとともに、計画内容も充実させていきます。

多様な主体との協働により、地域をあげて健康で生涯現役で暮らせるための活動を

展開します。

○「健康づくり家庭訪問」プロジェクトでは、引き続き62歳を対象に保健師等によ

る訪問を通して、生涯現役に向けたきっかけづくりと、個々の生活スタイルや心身

の状態などに合わせた相談を行います。

○「高齢になっても地域で安心して暮らせるための支援」プロジェクトでは、介護認

定を受けていない65歳以上の高齢者がいる世帯の住宅のバリアフリー化を進め、

自宅で安全かつ安心して生活ができるよう、住宅リフォームへの助成事業を継続し

ます。

また、遊休農地を活用し、農作業を通じて高齢者の生きがいと健康づくり、介護

予防を図ることを目的とした「農
のう

愉快
ゆ か い

」活動の拡大とともに、二次予防高齢者把握

のためアンケートの配布拡大を行うなど、ほりばた長寿支援センターを起点として、

地域で活動する市民やＮＰＯなど民間事業者の皆さんと協働した介護予防活動に

引き続き取り組み、拡大を図ります。

〇「子どもの健やかな発達への支援」プロジェクトでは、保育所・幼稚園での発達支

援の取組について、医療関係者との情報の共有、連携を進め、内容の充実を図りま
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す。また、乳幼児健診の情報を保育所・幼稚園でも共有化し、発達支援の取組に活
い

かしていきます。さらに、今年度も幼・保・小連携の新たな実践研究園・実践研究

校を選定し、連携体制の確立に向けた取組を進めます。これらの取組を総合して、

飯田市の実情に適した独自の支援システムづくりを進めていきます。

○「ともに未来を支え合うパートナーづくり」プロジェクトでは、結婚を希望する方

が温かな家庭を築いて安心して暮らせるように、引き続き結婚相談や出会いの機会

の確保など結婚支援事業に力を入れます。

○「家族ぐるみで取り組む『がん』対策」プロジェクトでは、検診受診の啓発を強化

するとともに、胃がんのリスクを調べるＡＢＣ検診や、子宮頸がん検診における細

胞診とＨＰＶ検診を併用した検診など、医療技術の進歩を反映した新たな検診の導

入を進めていきます。

○「食育の推進」プロジェクトでは、第２次飯田市食育推進計画において目標とする

共食
きょうしょく

（注５）をする人の増加に向けて、全ての年代を対象に食育を考える機会の提

供や啓発活動を充実させるとともに、青壮年期からの男性を対象とした健康教室を

実施します。

○「歩こう動こう運動で健康づくり」プロジェクトでは、地区の状況に応じたウォー

キングの推進に取り組みます。また、活動量計を活用した各種運動講座を開催しま

す。

□その他の取組

○地域コミュニティにおける「助け合い、支え合い」の実践活動を盛んにするために、

地域福祉懇談会を引き続き開催します。また、「地域支え合い活動推進事業」を創

設し、「買い物やごみ出しの困難」、「近隣の見守り」などについて、試行的な取組

を行います。

○「飯田市第４次障害者施策に関する長期行動計画（平成25～34年度）」に基づいて、

障害（児）者の皆さんへの支援に取り組んでいきます。

○新すくすくプラン後期計画に基づき、子育ち・子育てを応援する制度や仕事と家庭

生活の両立を応援する取組を充実させながら、地域のみんなで支えあう子育ち・子

育てを推進します。

○母子保健法の改正に伴い、これまで県が行ってきた低体重児に関する届出の受理と、

未熟児養育医療の給付を当市で担うようになることから、該当者が利用しやすい制

度となるよう取り組みます。

○第５期高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成24年度から26年度までの３か年）

の中間年度となり、計画に基づく特別養護老人ホーム（長期入所定員80 人規模）

の民間事業者が行う施設整備事業や、地域密着型サービス施設の整備事業などを支

援します。

○認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が不十分な方の権利

擁護を推進するため、定住自立圏の枠組みで、「いいだ成年後見支援センター（仮

称）」を年度内に開設し、飯田下伊那管内の権利擁護の取組を充実します。
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○自殺防止対策としては、周りの気づきと病気に対する理解を深めるための啓発活動

のほか、地区担当保健師による電話や訪問での相談事業の実施や、必要に応じて、

精神保健福祉士による「こころの相談」や県保健福祉事務所主催の専門医師による

「精神保健相談」等を活用した取組を進めます。

○地域にとって必要な医療を提供するため、医師などの確保のための活動に取り組み

ます。

○地域の医療機関の連携協力体制の維持と、地域医療を担う診療体制の充実に努めま

す。

○地域全体の医療環境の変化に対応するとともに、地域中核病院としての役割を果た

すため、飯田市立病院の救急、周産期、がんなどの診療機能の充実と患者アメニテ

ィの向上を主とする施設整備に引き続き取り組みます。

○「山」「里」「街」をつなぐ地域公共交通については、10 円単位の距離従量制運賃

体系から、100円単位の地区別エリア制に見直す実証実験に取り組むとともに、ダ

イヤ改訂等による高校通学の利便性向上に取り組みます。また、新たに乗合タクシ

ーを箱川地区に導入するなど、公共交通空白地域の解消にも取り組みます。

○庁舎整備事業は、引き続き周辺整備工事の進捗を図ると同時に新庁舎建設工事に着

手し、市民に親しまれ、人にも環境にもやさしい、安全安心な、｢まちづくり｣の拠

点となる庁舎の建設を進めていきます。

○道路、橋りょう、公園などの社会資本整備は、新設・改良から維持・補修に重点を

シフトしていきます。とりわけ橋りょう、公園は「長寿命化修繕計画」に基づき、

予防的な修繕を行うことで将来に向けた費用の縮減を図るとともに、安全性の確保

に努めます。

○設置後30年以上が経過した同報系防災行政無線（屋外無線拡声装置）の現在の音

声伝搬特性や施設老朽度等の実態調査をし今後の整備方針を策定します。

○深層崩壊や大規模な土石流災害を想定し、中山間地等における避難方法の研究等の

新たな課題に取り組みます。

○防災ハザードマップが全市分完成したことから、同マップを活用した学習会や講演

会を通じて地域における防災意識の高揚を一層図るとともに、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・更新を進め、自助及び共助などの日常

生活の支え合い活動を醸成します。

○災害対策緊急整備計画の３年目となることから、指定避難施設となる市内小中学校

に設置した防災備蓄倉庫への備蓄資機材の計画的な整備を行います。また、災害時

に孤立が想定される集落への食糧等の事前配備を行います。

○現実的な災害を想定した実践的な訓練を計画し、より迅速な情報収集と的確な判断

及び指示ができる態勢を整えることにより、災害時における被害を最小限に抑える

ことができるよう取り組みます。また、防災関連マニュアルのＢＣＰ（業務継続計

画）（注６）化の促進により重要業務の持続性確保に努めます。

○地震対策は、公共施設の耐震化を引き続き進めるほか、住宅における耐震診断・耐
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震改修及び家具の転倒防止を進めることにより、地震発生時における被害を最小限

に抑えるよう取り組みます。

○各地区の災害時拠点施設となる公民館及び自治振興センターのなかで、診断結果な

どから耐震化整備が必要となっている施設の改修整備を計画的に進めます。

（注５）国の食育白書では、誰かと食事を共にする（共有する）こと、家族が食卓を囲んで一緒に食事を

とりながらコミュニケーションを図ること、などと表現されている。

（注６）企業や公共団体が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産

の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平時に行う

べき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画

４「自然・環境と調和した「低炭素社会・飯田」づくり」

後期基本計画

政策名 人の営みと自然・環境が調和したまちづくり

リニア時代を見据えて、太陽光、小水力等によるエネルギーの域産域消・自給率向上

に努め、環境と経済が好循環する環境モデル都市としての低炭素社会づくりを進めます。

◆24年度の取組

○太陽光・水力・木質バイオマスなどの自然エネルギーを活用した発電事業を専門的

に支援する組織の設立に向けた検討に着手しました。

○太陽光発電の普及では、家庭用だけでなく、事業用を加え全ての屋根等に設置され

た発電システムを対象にしました。新たに約400件が設置され、これまでの累計は

約2,200件(発電容量９メガワット)に達しました。また、全国的に注目されている

「太陽光市民共同発電」、「おひさま０円システム」などは、同様の取組が多くの自

治体で動き出しています。中部電力との共同事業「メガソーラーいいだ」は２年目

を迎え、全国から見学者が訪れています。

○小水力発電は、上村小沢川をモデルに、事業性評価の判断材料とするための流量調

査を実施するとともに、地元住民の皆さんとともに実現に向けた研究を積極的に進

めています。また、南信州・飯田産業センターが地元企業と連携して開発したマイ

クロ水力発電機の実証実験を、千代地区で行なう準備を進めています。

○市と地元企業が共同で開発したＬＥＤ防犯灯の設置は計画的に進めており、累計で

約 4,700基（市内防犯灯約6,000基）となりました。

社会の低炭素化の推進
後期基本計画における

関連する重点施策
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○自転車市民共同利用システムは、累計走行距離が約15,000kmとなり、自転車への

認知度が高まっています。また、２台の電気自動車を利用したモニタリングも継続

しており、低炭素化につながる交通手段の普及を目指しています。さらに、東和町

交差点の整備に当たっては、全国初の「信号制御からラウンドアバウト型交差点へ

の切替え」を決定し、環境にやさしい交通政策として全国から注目を集めています。

○低炭素型のライフスタイルの普及については、節電や省エネなどの啓発のほか、「エ

コカフェ」の定期的な開催、ウォーキングイベントや「健康とトークイベント」な

どを開催しました。低炭素型のライフスタイルを発信するシンボルとして設置した

「エコハウス」の年間利用は約１万人となっています。また、飯田地球温暖化対策

地域協議会と連携して、会員企業・団体のエコドライブ運動やライフスタイル講演

会などを開催しました。

○各地区のまちづくり委員会や市民団体などを対象に、改訂した「２１’いいだ環境

プラン」についての説明会を開催し、市民の皆さんが日常生活のなかで、環境を意

識した行動を積み重ねていただくことが、低炭素社会づくりにつながることをアピ

ールしています。

○こうした取組による年間のＣＯ２排出削減量はおよそ 6,400 ㌧（前年度約 5,700

㌧）程度になる見込みです。（注７）

○環境ＮＰＯからの任期付職員採用や環境先進自治体間の人事交流による人材相互

活用を行うとともに、自治体間の政策交流の場（環境首都創造ネットワーク、環境

先進都市ＴＡＳＫＩプロジェクト－多治見市・安城市・新城市・掛川市・飯田市－）

を設けるなどして、環境政策の深化や広域連携を進めてきました。
（注７）平成23年度のＣＯ２排出削減量の見込み概算推計値。（内訳：太陽光発電：4,540㌧・太陽熱利用：

100㌧・木質バイオマス利用：1,050㌧・自転車共同利用：10㌧）。

◆25年度取組のポイント

○太陽光や水力などの自然エネルギーは、地域の共有財産であり、それを利活用する

権利は、まず地域の住民にあることを基本に地域エネルギー政策を進めます。

○★そのため、再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条

例を制定する準備を進めます。併せて、再生可能エネルギーを導入するためには、

事業性評価、技術面の専門的助言、資金確保方法等の課題を解決する必要があり、

これに対応する専門組織の設置や初期投資を支援する仕組みを創ります。これに

より、再生可能エネルギーによる発電事業を地域主体で進める「地域エネルギー事

業体」の成立を促し、エネルギーの自給率を高めるとともに、売電収益を福祉・教

育・産業振興などの地域課題解決のために再投資する枠組みを支援することが可能

になります。

○★「リニア新時代にふさわしい環境モデル都市づくりロードマップ」に基づき、

エネルギーの低炭素化と地域経済の連動という視点から、市内で活動するエネル
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ギー供給事業体と協働して、山・里・街の暮らしに適した低炭素エネルギー供給

の仕組みづくりなど、「スマートコミュニティ」(注８)の構築に向けた枠組みづく

りを進めます。中心市街地における熱を中心としたエネルギーの共同利用街区の

調査を進めるとともに、エネルギーの域産域消にふさわしい小水力発電事業の事

業化に取り組みます。

○太陽光発電の世帯普及率を向上させるとともに、森林資源の有効活用につながる木

質バイオマスの熱源としての利用を促進するため、「おひさま」と「もり」の自然

エネルギーの利活用を引き続き推進します。また、「固定価格買取制度」を活用し

た、より効果的な普及方法について検討します。

○省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの域産域消に向けての取組は、「市民主

体の取組を、行政ならではの立場から支援」を基本に、ＮＰＯや企業・団体など多

様な主体との協働を意識して積み上げていきます。

○市民の皆さんとの協働により、健康や移動手段、ライフスタイル、親子体験など、

テーマをもったエコアクションを生み出しながら、エコハウスを拠点として多様な

実践と参加の機会を広めます。

○電気自動車のモニタリングや企業などと連携したノーマイカーデーの取組を継続

するとともに、自転車市民共同利用システムの改善や公共交通の充実などを図り、

移動手段の低炭素化を進めます。

○環境先進都市グループで構成する「環境首都創造ネットワーク」が設立されており、

持続可能な社会の構築に向けて、ＮＰＯ、大学、企業、環境先進自治体などとの連

携による「環境政策関連事業の情報共有や連携、人事交流」を進めます。

（注８）情報技術を活用した既存のエネルギーの効率化（省エネ）や自然エネルギーを最大限利用した最適

なエネルギー供給体制の実現した地域社会。
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５「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」

後期基本計画

政策名 地域の自然・歴史・文化を活
い

かし続けるまちづくり

政策名 自立・連携した地域づくり

政策名 山・里・街の魅力を高め、交流と連携によるグローバルなまちづくり

政策名 市民と共に進める行政経営

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
ひ

き付けられた

多様な人材が地域活性化につながる大きなうねりを起こしていくと考えられます。

こうした人材誘導を確かなものにするため、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。

◆24年度の取組

○リニア中央新幹線については、建設主体である東海旅客鉄道株式会社が環境影響評

価（環境アセスメント）の手続きを進めているなかで、リニア将来ビジョンに掲げ

た地域の将来像「小さな世界都市」、「多機能高付加価値都市圏」の実現に向けて、

「まちづくりの方針」や「リニア推進ロードマップ」の検討を進めました。

○リニア中央新幹線の開業を見据えた地域づくりを考える機会として、講演会の開催

や冊子の配布を行い、情報提供や啓発に努めました。

○リニア駅位置の公表による周辺地域での土地の流動化や、無秩序な開発を抑制する

ため、高森町・松川町と連携し、期間と地域を限定した計画に基づく土地利用及び

地域資産の保存・継承

交流による高付加価値化・国際化の推進

三遠南信・中京圏の連携推進

自立に向けた住民組織力の向上

後期基本計画における

関連する重点施策

計画的な空間利用の推進

活気ある街づくりの推進

中山間地域振興の推進
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地域づくりの推進に資するための届け出等に関する条例を制定しました。

○新たな高速交通網時代の到来など飯田市を取り巻く状況変化を見据えて、土地利用

基本方針の見直しに取り組み、素案の検討を進めました。また、関係機関と連携し

て市内の道路ネットワーク整備に向けた基礎調査に取り組むとともに、飯田市の骨

格となる幹線道路網を再構築するため、中長期道路構想(計画)の検討を進めました。

○10 月には、第 20 回三遠南信サミット 2012in 東三河が豊橋市で開催され、そのな

かで、三遠南信地域連携ビジョン推進会議（以下「ＳＥ
セ

ＮＡ
ナ

」という。）の組織強

化を図るため、関係機関の連携強化や平成28 年度を目途とした広域連合設置に向

けた検討を進める旨の内容がサミット宣言としてまとめられました。

○また、三遠南信地域内の関係団体等が、恒常的、横断的に連携して事業を推進でき

る体制を整えていくために、ＳＥＮＡに新・連携組織検討委員会が設置され、現在

ワーキンググループを中心に新たな官民連携組織を研究・検討しています。

○南信州・飯田フィールドスタディなどを通じて、多くの大学研究者や学生達がこの

地域を学びの場として訪れています。平成24年度も16大学約500人がこの地を訪

れ、地域と連携した調査・研究・学習活動が展開されています。

○また、飯田と縁のある大学・研究者等によるネットワーク組織である飯田大学連携

会議「学
がく

輪
りん

ＩＩＤＡ
い い だ

」も、現在26大学69人の研究者等に参画いただいており、複

数大学による共同のプロジェクト活動など、飯田を起点とした大学連携の取組の輪

が少しずつ広がりを持ち始めています。様々な大学との連携を通じて、地域の振興

や地域を担う人材育成を目的とした大学機能の構築に向けた取組を進める必要が

あります。

○当地域が全国に先駆けて進めてきた南信州定住自立圏の新たな取組として、成年後

見支援センターの設置に向けて、圏域の町村と調整を行なってきました。現在、追

加協定締結に向けて検討を進めています。これからも関係13町村と連携した、生

活圏・経済圏に視点を合わせた政策の立案を行なっていきます。

○中心市街地においては、りんご並木での定期的な歩行者天国の開催や、南信州獅子

舞フェスティバル、飯田丘のまちフェスティバルの開催など、中心市街地のにぎわ

いを創出する事業が多様な主体の参画により実施され、中心市街地の活性化に取り

組む市民層の広がりも見られます。行政と市民との協働により、この流れを広げて

いくことが求められています。

○主要幹線道である羽場大瀬木線の延伸を見据え、市街地に流入する車両を中心市街

地までスムーズに誘導するため、文化会館線から中央公園に至る路線の整備を進め

ています。この間の東和町交差点については、(公財)国際交通安全学会の協力を得

ながら、全国で初めて現行の信号制御方式を取りやめ、安全でエコなラウンドアバ

ウト型交差点として整備しています。

○動物園のペンギン舎等の改修工事を進めました。リニューアルオープン後、入場者

数は大幅に増加しており、中心市街地のにぎわい創出につながっています。

○中山間地域では、地域振興住宅の整備や活用等が進み、定住した若者世帯が地域の
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一員として活動を始めています。飯田市中山間地域振興計画の目標実現に向け、ま

ちづくり委員会と協働して、地域の主体性を重視した振興モデルの育成や定住環境

を整備する事業支援に取り組みました。

○情報通信技術の進歩に対応するため、飯田市情報化基本計画を見直しました。

○市民に対して市政情報がより届きやすくなるために、報道機関との意思疎通を密に

する目的で、従来の月１回の定例記者会見を２回に増やしました。

○単位地域史の基礎となる『飯田・上飯田の歴史』の発刊、柳田国男没後50周年企

画展としての「民俗の宝庫＜三遠南信＞の発見」の開催、主要古墳の調査及び出土

品の文化財指定を行うとともに、伊那谷研究団体協議会とのネットワークの構築に

取り組みました。

○「人形の友・友好都市国際協会（ＡＶＩＡＭＡ）」の総会に参加し、人形劇の国際

的なネットワークづくりを進めました。

◆25年度取組のポイント

○リニア中央新幹線については、環境影響評価準備書が本年秋以降に東海旅客鉄道株

式会社から公表され、そのなかでルート及び駅位置が明らかになる予定です。この

ため、リニア飯田駅が大都市圏と結ぶ「広域交通拠点」の機能を担えるようリニア

駅やその周辺整備について、県などの関係機関と連携して検討を進めます。

○リニア将来ビジョンに掲げる地域像を実現していくためのロードマップに基づい

て、地域づくりを進めます。

○リニア時代を見据えて土地利用基本方針の全体方針の変更を行うとともに、必要に

応じて各地区土地利用計画等の検討を支援します。

○関係機関と連携・調整し、市の道路ネットワークの検討を進め、中長期道路構想を

策定します。

○10 月には、第21回三遠南信サミット2013in 南信州が、飯田市を会場に開催され

ます。ＳＥＮＡの一員として、県境連携による地域創造を目指して、三遠南信自動

車道の早期全線開通、産業基盤を生かした新産業の創造、県境を越える防災体制の

強化等を推進するとともに、官民連携組織としての新・連携組織の体制強化や広域

連合設置に向けた検討、協議を進めます。

○引き続き飯田フィールドスタディなどを通じて、多くの大学生たちに飯田を学んで

いただく機会を提供します。また、飯田大学連携会議「学
がく

輪
りん

ＩＩＤＡ
い い だ

」のプロジェ

クト活動や、様々な大学との共同プロジェクトなどを地域とともに積み上げていく

ことで、人材育成や地域振興に寄与する飯田市版インター大学の構築を目指してい

きます。

○南信州定住自立圏の取組は５年目を迎え、共生ビジョンの見直しの時期となります。

引き続き進行管理及び推進を図るとともに、新たな課題についても協議していきま

す。今年は、成年後見支援センターの設置に向けて関係町村と追加協定を締結し、

平成25年度のできるだけ早い時期に業務を開始します。
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○中山間地域７地区それぞれの特性を活
い

かした地域主体の取組等への支援や、地域振

興住宅等の生活基盤の整備等により、中山間地域の振興を図ります。また、上村地

区等の人口減少の著しい地域において、持続可能な地域づくりに必要な取組を、地

域と共に進めていきます。

○空き家対策について、方針に基づき具体的施策を策定するとともに、地域コミュニ

ティの維持など総合的な取組を検討します。

○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、中心市街地のにぎわい

づくりに寄与する取組を推進します。

○飯田市情報化基本計画2013 をはじめ、市役所と市民が互いに市政全般に対する情

報を共有するための取組を推進します。

○内閣官房が募集予定の「環境未来都市」は、「誰もが暮らしたいまち」「誰もが活力

あるまち」を実現し、人々の生活の質を向上させることを目指していくとしており、

かつ、「環境モデル都市」が発展したものとされています。この「環境未来都市」

に選定されることを目指します。

○人形劇を通じた「小さな世界都市」の実現に向けて、世界との連携を強めながら、

新たな文化を創造し、国際社会に貢献できる「人形劇のまち飯田」を目指します

○飯田の個性と魅力を形づくる重要な構成要素となる地域資産について、21 世紀型

戦略的地域づくりの「守るべきもの・備えるべきもの」として位置づけ、保存・継

承するための取組を市民研究団体や関係機関等と協働して進めます。（旧飯田測候

所整備活用事業、恒川
ご ん が

高岡遺跡群調査活用事業、主要古墳整備活用事業など）

行財政改革の推進

後期基本計画 政策名 市民と共にすすめる行政経営

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、飯田市行財政改革大綱及

び改革プランにより、さらなる行財政改革に取り組みます。

◆24年度の取組

○第５次飯田市基本構想後期基本計画の推進に向けて、市役所、議会や市民などによ

り施策や事務事業の状況を評価し、これを翌年度の施策や事務事業に反映させる取

組を継続して実施しました。

○平成24年度から５年間を計画期間とする新たな飯田市行財政改革大綱及び改革プ

ランに基づいて、民間委託等の推進、職員数の適正化、経費の節減等に向けた取組

を進めました。

◆25年度取組のポイント

○リニア高速移動時代への着実な準備、第５次基本構想後期基本計画におけるまちづ
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くりの実現などに必要となる財源を確保するため、引き続き行財政改革に取り組み

ます。

○飯田市行財政改革大綱及び改革プランで重点項目としている、事務事業全般の精査

や施設のあり方の検討、補助金などの見直しの取組を進めます。

○平成26年度に市役所新庁舎が完成し、サービスの提供を開始する予定であること

から、市民の皆さんにとってわかりやすく利用しやすい窓口サービス体制の構築に

向けて検討を進めます。

○職員のコンプライアンス意識の徹底により公平公正な行政運営を実施するととも

に、選択と集中の観点から、効果的で効率的な行政経営と事業やサービスの重点化

を図り、市民に信頼されるスリムでコンパクトな行政を目指します。

長野県飯田市企画部企画課

ＴＥＬ．0265-22-4511

ＦＡＸ．0265-53-4511

E-mail:ikikaku@city.iida.nagano.jp


