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１ 「デザイン思考は事業
プロジェクト

構想
・デザイン

にほかならない」 

私が昨年の年頭所感で述べた「デザイン思考的アプローチ」については、図らずも、

法政大学元総長で現在事業構想大学院大学の学長代行を務めておられる清成忠男先生

が近著『事業構想力の研究』（事業構想大学院大学出版部）において紹介されており、

「デザイン思考は事業
プロジェクト

構想
・デザイン

にほかならない」ことを述べておられます。確かに「事業

構想」は「プロジェクト･デザイン（Project Design）」と英訳されており、本書で清成

先生が述べておられる事業構想の考え方には市政経営においても当てはまるところが

数多く、敬意を表するものです。それにしてもシャープ株式会社元副社長の佐々木正博

士をはじめ、私も会ってお話を伺ったことがあるドイツのシュタインバイス大学学長の

ヨハン･レーン教授や未来工業創業者の山田昭男氏など、名だたる事業構想家と共に、

当地域における取り組みを本書で採り上げて頂いたのは、至極恐縮と言わざるを得ませ

んが、それでも私の志向するところが外部の専門家からの評価に耐え得るものであるこ

とを確認できたのは、大変有り難いことと思っています。 

 

２ 型にはまった既成概念を克服する新たな事業
プロジェクト

構想
・デザイン

 

昨年の年頭所感では、日本経済はリーマンショックに端を発した世界的な経済危機や

未曾有の大災害となった東日本大震災の影響から脱却すべく模索を進めるものの、国も

地方も財政難の中、人口減少、少子化、高齢化といった構造変化が全国的に急速に進み

つつあり、地域を取り巻く環境はかなり厳しいものがある一方で、昨年、ルート･駅位

置が確定したリニア中央新幹線や三遠南信自動車道といった大規模交通プロジェクト

が着実に進展する当地域の立ち位置を確認し、全国に先駆けた「デザイン」を核とする

モデル地域の創造を提唱したところです。 

このようなモデル地域の創造は、清成先生が指摘する「不確実性への挑戦」であり、

従来の型にはまった対応のみでは実現性に乏しいと言わざるを得ません。従来の行政の

特徴とも言える「縦割り」「公平性」「予算の分配」「対症療法的対応」などの概念を克

服する新たな事業構想が求められています。私はこうした行政の特徴を一律的に否定す

るものではありません。我が国の高度成長期からバブル期にかけて、こうした特徴は効

率的な行政運営に少なからず寄与してきました。しかし、清成先生が指摘する通り、前

述のように地域を取り巻く環境変化が著しい中にあっては、従来の対応のみでは「改善」

はできても右肩下がりの時代に適応し得る「革新（イノベーション）」を起こすことは

困難です。『中央公論』2013 年 12 月号では『壊死
え し

する地方都市』をテーマに、増田寛

也元総務大臣と日本総研の藻谷浩介主席研究員が「集落消滅」どころか「地方消滅」に

ついて真剣な議論を交わすところまで来ています。「人材のサイクル」を構築し、経済
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的自立に裏打ちされた持続可能な飯田市にするためには、産業づくり、人づくり、地域

づくりにおいて様々な「革新（イノベーション）」を創発し得る地域をこれからも追求

していく必要があります。 

まず、先に挙げたいくつかの従来の行政の特徴的概念を確認しておきましょう。 

「縦割り」は、与えられた範囲で自分の仕事を完結させるには、とても分かりやすい

考え方です。しかし、自分の仕事として完結できない課題が生じた場合、例えそれが地

域にとって大変重要な課題であっても、「それは与えられた仕事の範囲ではない」とし

て見過ごされることになります。 

「公平性」も行政の仕事として分かりやすい考え方で、平成の大合併の際には、合併

する基礎自治体同士がそれぞれで実施してきた事務事業を統合しようとする時によく

用いられました。しかし、この「いつでもどこでも公平」の概念だけに依って域内一律

の行政対応をしてしまったら、中山間地域などの条件不利地域は、ますます窮地に追い

込まれてしまいます。 

「予算の分配」も行政の概念としては典型的なものです。確かに予算を獲得すること

は行政の仕事の上でとても重要なことですが、この考え方に過度に依存すると「予算が

ない」、あるいは「十分ではない」ことを理由に地域にとって大変重要な課題が見過ご

されることになります。 

「対症療法的対応」は、住民から要望があったことに対応するものですから、基本的

な行政サービスと言えます。しかし、地域において様々なリスクに対応していかなけれ

ばならない今の時代においては、リスク顕在化を見越した危機管理対応が不可欠であり、

「対症療法的対応」と共に「予防的対応」が求められます。 

次に、これまで確認してきたこれらの概念を克服し、全国に先駆けたモデル地域をど

のように創造していくのか、これまで取り組んできた「上村プロジェクト」を事例に議

論を深めていきたいと思います。当地域の革新的取り組みとしては、南信州･飯田産業

センターを中心とする航空宇宙産業クラスター事業や、人形劇のまちづくり、再開発に

よるまちなか居住、ほんもの体験･農家民泊、市民ファンドによる太陽光発電、地域医

療と定住自立圏構想等々、一般財団法人日本地域開発センターの月刊誌『地域開発』2013

年5月号で特集が組まれるほど様々な事業が挙げられますが、「上村プロジェクト」は

事業
プロジェクト

構想
・デザイン

に関する私の考え方を示しやすい事例なので、ここで採り上げることにしま

す。 

 

３ 「上村プロジェクト」にみるジグソーパズル的事業
プロジェクト

構想
・デザイン

 

「上村プロジェクト」の取り組み経緯は以下のようにまとめられます。 

上村保育園の危機的状況の報告を私が受けたのは 2 年前の当初予算の理事者査定の

時でした。当時の上村保育園は園児数が3人のみで入園者の見込みが立っておらず、平

成25年3月に2人が卒園してしまったら休園せざるを得ないというものでした。保育

園の休園は、近い将来小学校の休校を招き、ひいては地域コミュニティの崩壊につなが
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りかねません。私は、園児を確保し上村保育園を存続させるため、「上村プロジェクト」

の立ち上げを指示しました。確保の仕方も必要な予算もプロジェクト担当に任せる、と

いうものでした。その後、地域の皆さんの一方ならぬご尽力もあって、平成25年度休

園を回避することができ、現在7人の園児が元気に通っております。この「上村プロジ

ェクト」の年間予算は300万円程ですが、これは緊急特別措置であり、言わば「入口政

策」と捉えています。当市は条件不利地域である中山間地域に対して「中山間地域振興

計画」に基づいた振興策を推進していますが、「上村プロジェクト」は更に手厚い措置

になります。中山間地域の自立を促進するためには緊急特別措置をいつまでも続ける訳

にはいかないので、こうした措置に代わる「出口政策」が必要になります。これに位置

づけられるのが、平成25年度に制定し全国初の「地域環境権」を明記した「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」に基づく上村程野の小沢

川小水力発電計画です。本計画を上村地区主体で立ち上げることができれば、毎年最大

で1千万円の利益を見込むことができますから、「上村プロジェクト」の財源を賄うだ

けでなく、他の地域課題にも対応できるようになる、というものです。 

この「上村プロジェクト」に先に挙げた行政の概念を当てはめたらどうなるのでしょ

うか。「縦割り」の考え方では子育て支援策と環境政策を結びつけることはできません。 

「公平性」や「予算の分配」の考え方に固執していては上村に特別措置を執ることはで

きません。「対症療法的対応」では、休園になりそうだとの報告を受けても、地元から

の要望が出ている訳ではないとして、地域にとって危機的な課題を見過ごすことになり

かねません。つまり、従来の行政の概念による対応では「上村プロジェクト」はあり得

なかったことになります。 

しかし、だからと言って「上村プロジェクト」は最初から全体構想が描かれていた訳

ではありませんでした。「上村プロジェクト」の担当者には「入口政策なので当面は財

源の心配はしなくていい」旨の話をしてありましたが、この時点では「出口政策」をど

うするかは明確にはなっていなかったのです。一方、小水力発電の担当者は、上村の小

沢川で「地域環境権」に基づく事業計画の立案に携わっていましたが、当事業から得ら

れる利益をどのように地元に還元するか、明確なものは未だありませんでした。不完全

な、明確になっていない２つのピースを「入口政策」と「出口政策」としてジグソーパ

ズルのように結びつけた構想が、今回の「上村プロジェクト」なのです。この構想がう

まく進めば、中山間地域におけるエネルギーの循環、財貨の循環、そして人の循環（人

材のサイクル）を創り出すことが可能となり、全国に発信し得る新たな持続可能な地域

モデルになるのでは、と考えています。 

現在の右肩下がりの時代においては、地域の課題は複合的に絡み合っており、これを

解決するためには、行政の一担当、一部署、あるいは行政の一機関のみでは限界が多い

と言わざるを得ません。しかし、だからといって見過ごしてしまえば、状況が更に悪化

したり、リスクが顕在化したりすることにより、解決が更に困難になりかねません。例

え不足する要素はあっても、あるいは現状では不確かな部分が残っていたとしても、そ
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うしたものを明確に捉えた上で補い得る要素（専門的人材や他の事業など）を探して結

びつける努力が不可欠です。事業構想のためのピースをいくつも作製し、ジグソーパズ

ルのようにピース同士がうまく合うかどうか模索を続けていくことが、「革新（イノベ

ーション）」を創発する事業
プロジェクト

構想
・デザイン

につながると捉えています。 

 

４ 事業
プロジェクト

構想
・デザイン

に必要な「共
きょう

創
そ う

の場」の創出 

清成先生は『事業構想力の研究』の中で「新しい価値創造のためには、むしろ異質人

材の集団を意識的に形成することが望ましい」として「共
きょう

創
そう

の場」の創出を提唱して

おられます。これまで見てきたように、事業
プロジェクト

構想
・デザイン

の作業は従来の縦割り組織にはなじ

まないものであり、このことが我が国の行政や大企業では革新的な事業
プロジェクト

構想
・デザイン

が育ちに

くかった要因の一つと考えられます。だからといって、いくら独創的でも個人的なアイ

デアがそのまま通用して事業計画になるようなことは、まずあり得ないので、そうした

アイデアを出し合って互いに評価し、議論し、意識の共有化を図って事業計画に結びつ

けていく「共
きょう

創
そう

の場」が必要になります。これは、私がフィールド･スタディ等の講義

で申し上げてきた飯田の「学びの土壌」に通じる考え方であり、当市の場合、こうした

機能を有しているのは、産業づくりにおいては南信州･飯田産業センターであり、地域

づくりや人づくりにおいては公民館であると捉えています。（鹿児島県鹿屋市の「やね

だん」のように、公民館がコミュニティ･ビジネスの主体になっている事例もあります
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が。）また、専門的人材をネットワークする「学
がく

輪
りん

ＩＩＤＡ
い い だ

」も今後「共
きょう

創
そう

の場」にな

りうる取り組みです。 

昨年の年頭所感において、私は「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う地域を創造していく方針を申し上げました。また、清成先生

は本書の中で、事業構想家は特定の地域で輩出される傾向があり、政策的整備によって、

その集積を加速することは可能であることを指摘し、「飯田市がそうした典型例」とま

で言及されています。こうした期待に応えるためにも、今後、飯田市が現在有する「共
きょう

創
そう

の場」に更に磨きをかけ、持続可能性を追求する地域として、様々な分野で全国のモ

デルとなり得る事業
プロジェクト

構想
デザイン

を今後も継続的に発信し続けたいと考えています。 
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１ 昨年の景気動向 

 昨年は、現政権が進める経済政策、いわゆるアベノミクスや日銀による金融緩和政策

などにより円安、株高が進みました。また、米国を中心とする海外経済が徐々に持ち直

す中、輸出額も緩やかに増加しました。さらに、国内では公共投資が大幅に増加したほ

か、低金利、消費税率引き上げ前の駆け込み需要などから住宅投資、個人消費が増加す

るなど、総じて緩やかな回復傾向が見られたものの、一部業種では、円安による原材料

の値上がりなどにより厳しい状況が続きました。 

 

２ 今年の景気見通し 

 今年は、欧州信用不安の後退や米国経済の景況感の持ち直しなどから、昨年に引き続

き景気回復が見込まれます。ただし、今後も米国の財政政策や中国の投機的投資など外

需を巡るリスク要因への注視が必要となります。 

国内では４月の消費税率引き上げ前の駆け込み需要により、３月までは、個人消費な

どの増加が続くものと予想されます。４月以降は、駆け込み需要の反動による景気減速

が懸念されますが、昨年12月に政府が発表した 5.5兆円規模（国費）の経済対策など

が、景気の下支えになることが期待されています。 

また、今年の後半は、輸出増加や企業業績の改善を背景に、設備投資や雇用環境の

改善などによって再び景気が持ち直す予想です。ただし、一部業種では引き続き、円

安基調による原材料の上昇などが懸念されます。 

 

○今年の飯田市の景気見通し 

昨年は、政府のアベノミクスへの期待感は高かったものの、当地域の企業にその効果

は実感できない状況でした。しかし、年後半からは、大企業が設備投資を進めるように

なったため、大企業の工場ラインで使われる製造設備などを作る企業には好影響が出始

めています。一方で、食品産業などの一部業種では、原材料の高騰などにより売上が減

少しました。 

当地域の雇用情勢にもようやく回復の兆しがみえ、リーマンショック以後で初めて有

効求人倍率が１倍を超えました。しかし、このように景気を判断する指数等は回復して

いるものの、中小小売・サービス店などの閉店や廃業が続いており、景気回復の実感は

持てない状況でした。 

個人消費については、当地域でも、昨年９月以降は消費税率引き上げ前の駆け込み需

要が活発化し、消費支出が増加しました。この状況は、引き続き本年３月まで続くと予

想されていますが、４月以降は駆け込み需要の反動の影響による消費の低迷が懸念され、

Ⅱ 平成26年の経済認識 
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政府の経済対策の効果も限定的になる見通しです。 

製造業については、半導体製造装置の受注が増加傾向にあり、今年の少なくとも前半

までは続くと予想されており、業界にとって明るい状況が見込まれます。併せて、自動

車産業・太陽光発電装置などの動きも活発化していくと考えられます。設備投資におい

ても、国の補助金と共に景気の回復基調も手伝って、順調に行われていくと見通します

が、景気の先が読めない業種では、維持・更新が中心になると予想されます。 

農産物について、昨年は、凍霜害、記録的な気温上昇、台風などの厳しい気象条件に

見舞われ、市田柿をはじめとした果樹栽培に甚大な被害が発生し、生産量が大きく減少

した年となりました。また、円安による畜産飼料の高騰など厳しい状況が続いています。

一方で、新しい農業への展開を目指す連携・ネットワークづくりにより、農業者が加工

業者や流通業者等と連携して、加工や販売施設の整備に取り組む６次産業化の進展が期

待されます。 

林業では、木材価格の低迷は依然として続き、大変厳しい状況でありますが、昨年は、

住宅着工戸数が伸び木材需要も増加しました。本年も、木材価格は低迷し、３月までの

消費税率引き上げ前の駆け込み需要も限定的になる見通しです。 

観光について、昨年は、中央自動車道恵那山トンネル天井板撤去工事、南アルプス登

山口へ向かう林道の一部通行止め、高速乗合バス等の交替運転手配置基準の改正等によ

るマイナス影響もありましたが、一方で、平成23年に浜松市で発生した川下り舟転覆

事故の風評による落ち込みは回復しつつあります。 

当地域に13年後に開通するリニア中央新幹線、三遠南信自動車道など高速交通網の

インフラ整備も進展します。こうした状況の中で、航空宇宙産業、健康医療産業などの

新事業領域への挑戦が期待されます。 

 

 

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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１ 市政経営の方向 

平成25年の「今年の漢字」は6年後の東京オリンピック開催決定を念頭に「輪」が

選ばれました。私は、昨年の年頭所感で「確」を選んだことを記しましたが、振り返っ

てみるとやはり「確」の一文字がふさわしい一年だったように思います。これは、昨秋

にリニア中央新幹線のルート、駅位置が確定し、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一方で、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」の確認もなされてきたと捉えられる

からです。 

そして、平成26年の漢字一文字については「立」を選ぶことにしました。「立」に込

めた私の思いを申し上げれば、市立病院第三次整備事業や新庁舎をはじめ様々な事業が

立ち上がってきますし、これに併せて4月から組織体制の見直しも行います。また「リ

ニア推進ロードマップ」が掲げている３本柱（リニア本体工事、社会基盤整備、戦略的

地域づくり）と三つくり（産業づくり、人づくり、地域づくり）の見通しも立てていき

ます。特に産業づくりにおいては、「腕が立つ」地域を目指して南信州･飯田産業センタ

ーを中心に航空宇宙産業クラスター拠点工場を立ち上げます。さらに、飯田の「人気が

立つ」よう地域ブランドの確立に努め、そして何より市民の皆さんの暮らしがしっかり

立つよう尽力する所存です。 

 

（１）５つの基本方針に沿った市政経営の展開 

 平成26 年度の市政経営全般に関しては、引き続き、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 

 

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。 

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

グラムを推進する中で経済的自立度を高め、リニア中央新幹線や三遠南信自動車道

を見据えた産業づくりを進めます。 

 

Ⅲ 平成26年度市政経営の基本方針 
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併せて、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向けて必要となる

財源を確保するため、人口減少、少子化、高齢化などの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、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、更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 

 地域経済活性化プログラム２０１４は、昨年から取り組みを年度単位に合わせること

とし、２月下旬に発表を予定しています。 

 

平成26年の経済認識については前述のとおりで、景気回復の実感は依然として持て

ない状況です。具体的な産業づくりについては、次項「リニアへの取り組み」において

述べますが、地域の将来を担う人材の育成・確保を念頭に置きながら、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（目安となる節目）とし

つつ、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、リニ

ア・三遠南信が開通する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り組みをさらに進めていきます。 

  

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。 

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みを推進

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
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（３）リニアへの取り組み 

今年は、リニアに係る環境影響評価の手続きが進められ、長野県知事の意見や国土交

通大臣の意見を受けた上で評価書が公表されます。その後、工事実施計画の申請・認可

を経て事業着手となりますので、さまざまな検討を進めていく年となります。 

 

○工事着手にあたって 

実際に工事が始まるのは、事業説明会や測量等、必要な手続きが実施され、最終的に

事業用地の売買契約が整った以降となりますが、工事に伴う生活環境への懸念について

は、市としても建設主体である「ＪＲ東海」に対して、誠実かつ適切な対応をお願いし

ていきます。また、不安や心配をお持ちの市民の皆さんに対して、リニア推進部内に相

談窓口を開設しており、今後も引き続き相談を受け付けていきます。 

 

○リニア推進ロードマップの一層の推進 

市では、平成２２年に南信州広域連合が策定した「リニア将来ビジョン」の理念を市

の第５次基本構想後期基本計画に反映させ、２１世紀型の戦略的地域づくりを進めてい

ます。また、リニア将来ビジョンが掲げる都市像（小さな世界都市・多機能高付加価値

都市圏）を具体的に実現するための工程表として「リニア推進ロードマップ」を昨年３

月に策定しました。このロードマップでは、リニア中央新幹線の本体工事や建設発生土

への対応をリニア本体工事関連、アクセス道路や駅周辺などの整備を社会基盤整備関連、

そして、リニア時代を見据えた産業づくり、人づくり、地域づくりの「三つくり」を戦

略的地域づくりとし、これらを３本柱として、より具体的な取り組みを進めます。 

 

柱①「リニア本体工事関連」 

環境影響評価の手続きが終了すると、工事実施計画の申請・認可を経て事業着手とな

ります。事業説明会を皮切りに、工事の具体的な説明がなされます。ＪＲ東海から具体

的なスケジュールを得て、適時適切に正確な情報をお伝えしていきます。 
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柱②「社会基盤整備関連」 

昨年１１月「リニアを見据えた都市構造」として、今後の地域づくりに関する市の基

本的な考え方をお示ししました。 

これまでの歴史や都市基盤の集積、そして人口減少、少子化、高齢化といった地域を

取り巻く環境変化を踏まえて、りんご並木を中心としたいわゆる「丘の上」を引き続き

「中心拠点」とするとともに、リニア駅およびその周辺は「広域交通拠点」として新た

に位置付け、さらに各地区を「地域拠点」として活性化しながら、これらを交通ネット

ワークで結んで市全体としての魅力を創出しようとするものです。 

この構想をベースとして、アクセス道路や駅周辺といった社会基盤の整備について、

地元の意向も十分に踏まえつつ、国や県をはじめとする関係機関と歩調を合わせながら、

着実な事業推進に努めていきます。 

 

柱③「戦略的地域づくり」 

【産業づくり】 

●飯田航空宇宙プロジェクト 

全世界的にも注目を集める航空宇宙産業をテーマに、新産業の育成に取り組むため、

平成１８年にスタートしました。 

プロジェクトは現在、地域の中小企業３６社で構成されており、技術・人材の育成と、
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「エアロスペース飯田」（飯田航空宇宙プロジェクトの受注チーム。参加企業１０社）

による共同受注活動を展開しています。これまでに、数多くの生産に関わっており、こ

の地域でつくられた部品は航空機などに搭載され、世界の空を飛んでいます。 

また、地域内で技術が不足している金属部品の熱処理、メッキ処理および非破壊検査

工程（物を壊さずに内部のキズなどを調べ出す検査技術）を備えた２棟の共同工場が、

国や県と連携する中で、本年夏頃には完成する予定です。これにより、一貫受注体制の

更なる進展とリレー生産体制が構築され、より一層の国際競争力強化が見込める状況と

なります。 

リニア中央新幹線の整備と広域連携を見据え、愛知県や岐阜県が中心となって推進し

ている「アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区（注１）」への仲間入りをすること

により、国内をはじめ海外からの企業誘致も行いながら、航空宇宙産業の集積を目指し

ます。 

（注１）研究開発から設計、製造、保守管理までの一貫体制を構築し、アジア最大・最強の航空宇宙産業クラスターの形成を目指

した国際戦略総合特区。 

 

●メディカルバイオクラスター 

健康長寿社会を支える地域産業を創造するため、民間企業、大学、県、市町村、関係

団体などが一体となり、昨年「飯田メディカルバイオクラスター」を立ち上げ研究を行

っています。「医療機器系分科会」「食品系分科会」を設置し、医療機器産業への参入や、

伝統食材を活かした機能性食品の開発の研究に取り組んでいます。さらに、農業分野へ

の展開も目指しています。 
 

【人づくり】 

●知のネットワークの構築 

当市を「学びの場」として訪れる大学研究者や学生たちが年々増加しています。これ

は、この地域が、大学の教育や研究活動を行う上で、とても魅力的であるということを

示しています。 

この地域には、「結い」や「ムトスの精神」、さらには活発な自治活動や公民館活動に

代表される「学びの土壌」があり、この「学びの土壌」と大学の「専門的な知見」を融

合させ、地区内外の多様な主体による協働の取り組みを推進することで、地域を担う人

材の育成やより魅力ある地域づくりにつながるものと考えます。 

 

●学術研究都市の創造 

「南信州・飯田フィールドスタディ」や「学
がく

輪
りん

ＩＩＤＡ
い い だ

」の取り組みなどを通じて、

大学とのネットワークをより強くしていくとともに、地域と大学がともに学び、実践な

どを積み重ねることで、飯田の豊かさを享受できる学術研究都市の実現を目指していき

ます。 
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【地域づくり】 

●地域ブランドの構築 

リニア将来ビジョンに掲げる都市像の実現に向けて、「リニア未来都市ブランディン

グ事業」を進めています。 

その一環として、情報発信力、情報集積力を高めるために、昨年１１月にフリーキャ

スターの小宮悦子さん、１２月には慶應義塾大学大学院教授の岸博幸さんを迎え、「リ

ニア未来シンポジウム＆特別講演会～ＩＩＤＡ２０２７～」を開催しました。 

リニアの開業効果により飛躍的に向上する「飯田」の知名度を、地域の多様な資源を

十分に活用した飯田のイメージと結びつけ、「地域ブランド」を構築します。 

地域ブランドの重要性を市民の皆さんと共有し、国内のみならず世界に通用する新し

い地域づくりを目指します。 
 

（４）市役所職員に求められる更なる質的変革 

地域を取り巻く環境が大きく変化する中、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、更なる質的変革が求められています。 

昨年は「モデル地域としての自覚と責任」について申し上げましたが、「はじめに」

で言及したとおり、専門雑誌『地域開発』において50頁に及ぶ飯田特集が組まれたり、

清成忠男先生の近著『事業構想力の研究』において昨年の年頭所感のテーマとした「デ

ザイン思考的アプローチ」が採り上げられたりしており、図らずも全国からの注目度の

高まりを実感した一年でした。 

今年申し上げたい質的変革に関しては、既に「はじめに」において詳しく述べたとこ

ろです。右肩下がりの時代にあって、地域に山積する課題は従来の行政の概念に留まっ

ていては決して解決できません。「革新（イノベーション）」を創発する事業構想（プロ

ジェクト･デザイン）につながる「共創の場」づくりを常に意識しながら、市役所内外

あるいは地域内外の様々な人材と対話を繰り返し、課題の本質に迫る現場感覚を磨くこ

とが求められます。これは、清成先生言うところの「暗黙知」の積み重ねに他なりませ

ん。課題の本質を把握できれば解決策も見えてきます。不足する部分は「はじめに」で

述べた通り、他から探してきて補完する努力を続けていけばいいのです。私自身もこう

した質的変革を更に進めていけるよう、引き続き職員や市民の皆さんはじめ地域内外の

様々な人材と対話を図りながら、市政経営に全力で取り組む所存です。 
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２ 平成26年度当初予算編成に向けての考え方 

（１）国の予算編成、地方財政対策などの状況 

 昨年 12 月 24 日に国の平成 26 年度予算案が閣議決定され、一般会計の総額は 95

兆8,823億円と発表されました。これは過去最大の規模であり、平成25年度の補正

予算（５兆５千億円）と合わせると100兆円規模となります。国はこの予算により消

費税増税後の景気悪化を乗り越え、デフレ脱却を目指すとともに、財政健全化も着実

に前進させるとしています。 

 また、地方財源の見込みを示す地方財政対策では、地方一般財源総額を平成25年

度よりも6,050億円多い60兆3,577億円としています。内訳を見ると、地方税は国

と同様に増収になるとして9,952億円増としていますが、地方交付税はリーマンショ

ック以降実施されている「別枠加算」が減額されたことなどにより、1,769億円少な

い16兆8,855億円とされました。 

 このように、国はアベノミクスによる経済成長により国、地方ともに税収は増にな

ると見込んでいますが、アベノミクスによる成長戦略の当地域経済への影響は未だ不

透明です。市税、交付税等の歳入の見込みは慎重に行うとともに、国の予算と呼応し

た施策の予算化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26年度予算は、リニア駅位置が公表されてから初めての予算となります。リ 

ニア将来ビジョンにあるこの地域の将来像実現に向けて、どのような政策を強化し

ていく必要があるか検討し、予算化していきます。 

 ○国の経済対策関連補正予算と平成26年度当初予算にあわせ、平成25年度補正予算 

と平成26年度当初予算を一体的に編成します。 

 ○選択と集中の視点から、市民サービスの向上と地域の将来像実現に資する事業を優 

先し、財源を有効に活用します。 

 ○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 26 年度当初予算要求状況（一般会計）        （千円）  

 歳入 歳出 歳入歳出差引 

26 年度要求額 44,789,489 47,591,220 △2,801,731 

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

26 年度－25 年度 1,464,944 2,736,711 △1,271,767 
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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26年度予算はリニア中央新幹線のルートと駅位置が公表されてから初めて

の当初予算であることから、第５次飯田市基本構想後期基本計画に掲げる基本目標の達

成や、リニア将来ビジョンの実現を図るため、総額約１億円（一般財源ベース）を目途

とする「政策強化特別予算枠」を設けて特に重点的に取り組むべき事務事業を強力に推

進します。 

※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「26年度の取組」の中で「★」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 

 

 

 

現政権の経済政策、本年４月の消費税率引き上げなど、常に環境変化がある経済状況

を踏まえながら、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します。

また、この地域経済活性化プログラムで経済的自立度を高める中で、リニア中央新幹線

や三遠南信自動車道の開通を見据えた産業づくりを進めます。 

 

◆25年度の取組 

 

 

 

○（公財）南信州・飯田産業センターが進める航空宇宙産業クラスター拠点工場の建

設を支援するため、松尾竜水地区の工場適地に土地を確保して造成工事を行いまし

た。 

○（公財）南信州・飯田産業センターを中心に、専門コーディネーターの配置を強化

して、新産業の創出、新技術の開発、産業人材育成、高付加価値化、６次産業化・

農商工連携等に取り組みました。 

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 

取組のポイント 

○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た、産業界との連携による地域

経済活性化プログラム2013の着実な展開 
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○農業分野では、新たな購買層の開拓に向けた愛知大学との連携による市田柿マーケ

ティング事業を進め、新商品の販売に取り組みました。また、凍霜害等で被災した

果樹生産農家への支援や生産基盤体制の充実・強化に取り組みました。さらに、経

営環境の厳しい畜産業については、衛生対策や高品質の素牛導入、生産環境改善等

の支援に取り組みました。 

○林業分野では、森林整備による搬出間伐等で出た飯田市産材の利用促進のため、飯

田の木で家を建てるプロジェクト事業の見直しを行うとともに、ＰＲ活動に取り組

みました。 

○観光分野では、天龍峡再生道路が全線開通したことを記念し、天龍峡十勝磨崖完成

130周年記念公演・記念展など、多彩な催しを実施しました。また、リニア中央新

幹線の始発駅となる品川駅周辺の商店街での南信州地場産品の販売と観光ＰＲ事

業、伊那路・木曽路広域観光連携会議での香港からのサイクリングツアーの受入れ、

夏期限定の登山案内所を梨元ていしゃばに開所するなどの事業を実施しました。さ

らに、新交通網時代を見据えた観光振興を図るため、観光振興ビジョンの策定を進

めました。 

○商業分野では、中小小売・サービス店を対象に、新規顧客獲得のための商業活性化

事業や情報発信基盤の強化と販売促進を目的とした経営支援事業を実施しました。

また、移動販売事業「しあわせ市場配達便」を継続して実施しました。さらに、花

き流通機能の確保に取り組みました。 

○起業家支援のため、起業講座を実施しました。25年度は、景況感の回復により起

業への意欲が高まり、起業講座には前年度を上回る起業希望者の参加があり

ました。 

○将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関係団体と連

携した「お仕事キッズタウン」の開催など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」、学生へのＵＩターン事業を強化しま

した。 

○飯田産業親善大使を２名任命（小椋ケンイチさん、小沢亜貴子さん）し、飯田市の

産物についてＰＲをしていただき、市のイメージの向上を図りました。 

 

◆26年度の取組 

 

 

○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、

産業界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。 

★航空宇宙産業のクラスター形成に向けて、「航空宇宙産業クラスター拠点工場」２

棟が今年夏ごろまでに相次いで完成することを起点として、さらに地域内一貫生産

取組のポイント 

○地域経済活性化プログラム2014（詳細は後日発表）の着実な展開 
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体制の構築に取り組んでいきます。また、航空宇宙産業の育成と集積を加速するた

めの環境整備を見据えて、国際戦略総合特区「アジア№1航空宇宙産業クラスター

形成特区」に加わることにより、国際競争力を高めていきます。併せて、公設試験

設備の充実や国内外から航空機関連企業の誘致等も進めながら、当地域の製造力の

向上と航空宇宙産業の集積につなげていきます。 

○地域に集積している食品産業のクラスター形成に向けた体制作りを支援するとと

もに、成長分野である航空宇宙産業、医療機器産業を中心に、集積に必要となる関

連企業の誘致活動を進めます。 

★現在、飯田市内で分譲できる産業用地は残りわずかで、新産業用地の整備が喫緊の

課題となっていることから、リニア中央新幹線・三遠南信自動車道の交通の利便性

や、豊かな自然環境など飯田市の特色を活かした産業用地整備に向けて、地元調整

を充分に行う中で必要な手続きを進めていきます。並行して、松尾竜水地区ほかの

工場適地や市内の空き工場・空き倉庫などの情報を整理して、企業の多様なニーズ

に対応していきます。 

○生活環境や自然景観の保全、水源かん養機能といった多面的な機能に加え、地域づ

くりの核となっている地域農業を守るため、遊休農地対策の取組、新規就農者への

支援、集落営農等の取組を支援するとともに、生産基盤の強化、野生鳥獣被害対策

に取り組みます。 

○また、農業を取り巻く厳しい環境に対応する新しい農業の創造や農業経営の展開を

目指していくため、６次産業化や人材育成への支援、農産物のブランド向上に向け

た取組を推進します。 

○飯田市産材の利用促進を図るため、搬出間伐による飯田市産材の安定的な供給を行

います。また、飯田の木で家を建てるプロジェクト事業のＰＲ活動と、公共建築物

等における飯田市産材の利用促進に取り組みます。 

○新交通網時代を見据えた観光振興を図るため観光振興ビジョンを策定し、今後の観

光施策の指針として取り組んでいきます。 

○首都圏における南信州のＰＲ事業を継続し、リニア期に向けた品川区との交流事業

に取り組んでいきます。また、国内外に向けた自転車を活用した誘客事業にも取り

組みます。 

★本年４月の消費税率引き上げ後に予想される消費の落ち込みに対して、商工会議所

をはじめ市内中小小売・サービス店と連携し、地域全体の消費拡大を目的とした商

業活性化事業に取り組みます。 

○地域経済の活性化には、起業や新事業の創出は不可欠であり、起業家の育成・支援

に積極的に取り組みます。 

○将来を見据えた人材育成・誘導を進めるため、「結いターンキャリアデザイン室」

を窓口に、産業振興に向けた人材誘導、次世代につなぐ地域産業支援に取り組みま

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、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。 

 

◆25年度の取組 

 

 

○小中連携・一貫教育を全中学校区で実施し、各小中学校や地域の特色を生かした教

育活動を展開して、その成果と課題を検証しました。 

○小中学校における「いじめ問題」へ迅速かつ的確に対応するために、「飯田市いじ

め対策指針」を策定し具体的な対応策を「飯田市いじめ対応マニュアル」として作

成しました。 

○児童・生徒が中山間地域での農作業や伝統文化などに地域の人を介して触れる体験

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。 

○ふるさと学習推進事業を新設し、各小中学校単位や小中連携による中学校区単位で

のふるさと学習を推進しました。 

○不登校傾向となっている児童生徒が登校できるよう「飯田市における不登校対策５

つのアクション」（注２）に基づいた取組と、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

研修会を開催した結果、不登校の児童生徒在籍割合は改善傾向にあります。 

○平成24年度に締結した飯田長姫高校、松本大学、飯田市による地域人教育パート

ナーシップ協定は、飯田ＯＩＤＥ長姫高校開設に伴い新協定を締結し、取組の拡大

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 

取組のポイント 

○飯田市教育振興基本計画に基づく各種施策、地育力向上連携システム推進計画後期アクショ

ンプログラムに基づく取組の推進 
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を図りました。 

○進学・就職と人生の大きな岐路に立つ高校生を対象とし、「帰ってきたいと考える

人づくり」に結び付ける試みとして、カンボジアスタディツアーを柱とし、生まれ

育った地域のことを生徒自身が主体的に学ぶことを目的とした高校生講座を実施

しています。 

○ふるさと南信州緑の基金と協働し、「フィリピン・レガスピ市における公民館づく

りを通した住民参加型行政の推進」に取り組みました。 

○課題を持った若者たちを対象に、勤労青少年ホームに「わかものサポート～青春始

発駅」を開設し、悩みを持つ若者や家族の居場所や交流の機会を設けました。 

○オーケストラと友に音楽祭５周年記念事業として「四方恭子リサイタル」と「第九

演奏会」を開催しました。アフィニス夏の音楽祭のもたらしてくれた無形の財産を

再認識するとともに、市民の力が一つになって結実した事業となりました。 

○いいだ人形劇フェスタ15周年を記念して、アジア人形劇フェスティバルを開催し

ました。アジア各地の人形芝居を紹介するとともに、人形浄瑠璃や獅子舞など地域

の文化を全国、世界に発信しました。 

○文化会館の主催事業すべてを、市民主体による実行委員会を組織して実施すること

により、市民の文化事業に対する関心を高め、多くの市民が舞台芸術に触れる機会

によって、日常生活に潤いを与え、明るい希望を持って、心豊かな市民生活を送る

ための一助とすることができました。 

○人形劇のまちづくりを推進する支援組織として「特定非営利活動法人いいだ人形劇

センター」が活動を開始しました。その支援とともに、公演事業、創造支援事業等

連携した取組を実施しました。 

○図書館蔵書検索システムにおいて、歴史研究所及び美術博物館の蔵書情報を公開し、

市民の学習支援と利便性の向上に取り組みました。 
 

（注２）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 
 

◆26年度の取組 

 

 

 

 

○飯田らしい学校教育を目指す小中連携・一貫教育は、平成25年度の実践を踏まえ、

各中学校区において地域との連携を深めつつ、各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、不登校対策を推進します。特に、地育力を活かし子ど

もたちの学習を地域がサポートする仕組みや、「飯田の子ども学力アップチャレン

ジ」として個々の児童生徒の習得状況を把握し基礎学力の向上を図る研究・実践を

取組のポイント 

○飯田市教育振興基本計画に掲げる基本目標「自立・共生・共育」の実現を図る各種施策によ

る教育の質的向上 

○地育力
ちいくりょく

向上連携システム推進計画後期アクションプログラムの実践、推進 
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進めます。 

○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３）の理念に基づき、特別支援教育の充実を図ります。 

○児童・生徒の生きる力を育み、ふるさと意識の醸成、地域社会への参画・貢献意欲

の引き出しを図るため、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、飯田 OIDE 長姫高校の

「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。 

○就職・進学など人生の方向を自ら選択する高校生に対し、地域人教育や高校生講座

などを通して、地域を理解し、地域に愛着を持つ人を育てる高校生教育を推進しま

す。 

○ふるさと南信州緑の基金と連携し、フィリピン・レガスピ市における住民参加型行

政の仕組みづくりを支える国際貢献により、小さな世界都市の実現に寄与します。 

○勤労青少年ホームに開設した「わかものサポート～青春始発駅」の取組を、小中学

生やその家族との連携も視野に入れて展開します。 

○地域の音楽文化の発展と向上を目指し、市民による市民のための音楽祭「オーケス

トラと友に音楽祭」では、市民が音楽クリニックで「学ぶ機会」と多彩な演奏会で

「楽しむ機会」をさらに充実できるよう支援します。 

○いいだ人形劇フェスタの開催期間の見直し等、よりよいフェスタとなるためのあり

方を検討します。 

○地域人形劇センター（川本喜八郎人形美術館）に指定管理者制度を導入することに

より、市民・人形劇人との連携を深め、「人形劇のまち飯田」を体現する場となる

ことを目指します。 

○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。 

○明治の大変革期に新しい日本画の境地を求めた菱田春草生誕 140 年の節目にあた

り、重要文化財４本を生んだ春草の「創造の源泉」を探訪する企画展の開催、親子

で春草に親しむことができる企画の実施、小中学校におけるふるさと学習の機会等

を通して春草学習の推進に取り組みます。 

○市民が主体的に歴史や文化を学ぶ学習会や講座を通じて、地域の歴史・文化を発見

し、自ら学んでいく環境を提供します。 

○定住自立圏形成協定に基づき、南信州図書館ネットワークに新たに豊丘村が加入す
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ることで市民の学びが更に広がるよう支援します。 
 

（注３）障がいのある者とない者が共に学ぶことを通して、共生社会の実現に貢献しようという考え方で、

平成18年12月の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」で示された。 
 

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４）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４）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。 
 

◆25年度の取組 

 

 

 

 

 

 

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 

取組のポイント 

○地域健康ケア計画2013に基づく７つの重点プロジェクトを中心とした取組の推進 

○保育料の引き下げ 

○通学路安全対策アクションプログラムに基づく取組の推進 

○飯田市立病院の診療機能の充実 

○市内全小中学校の防災備蓄倉庫への避難所運営資機材配置 
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□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、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、保健師等による家庭訪問を全地区で実施しました。 

○「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 50 歳以上の高年齢者等がいる世帯の住宅のバリアフリー化を進

めるため、住宅リフォームへの助成事業を実施しました。 

また、二次予防高齢者把握のため、82歳から85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、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、保育所・幼稚園での発達支

援の取組や乳幼児健診の情報を関係者の間で共有化し、発達支援の取組に活
い

かすこ

とができました。さらに、幼・保・小連携の新たな実践研究園・実践研究校として

３園・５校を選定し、連携体制の確立に向けた取組を進めました。 

○「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、飯田商工会議所の協力によりＰＲを行った

ことにより、イベント等への参加者が増えました。 

○「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。また、胃がんリスク検査について、40歳と45歳をモデル年齢として

実施しました。 

○「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」に向けて周知を行うとともに、各種イベントを開

催し、世代交流を通じた食育の普及にも取り組みました。 

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

を目的としてスタンプラリー事業を新設しました。また、活動量計を活用した運動

講座を開設するなど、身近な運動をきっかけとした健康づくりに取り組みました。 
 

（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。 
 

□医療・福祉分野の取組 

○保育料は、平成19年度に大幅な引き下げを実施し、継続してきたところですが、

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を実施しました。 

○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、各地区における地域福祉の取組状況や課題などについて

話し合いを行ってきました。また、「地域支え合い活動推進事業」を創設し、試行
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的な地域福祉活動への支援を行いました。 

○平成25年度から施行された「障害者総合支援法」に基づく、各種サービスの適切

な提供や障害のある方が自らに適したサービスを利用するための「サービス計画」

づくりを進めてきました。 

○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

育てを推進しました。 

○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」を

７月１日に開所し、飯田下伊那管内の権利擁護の相談業務に取り組みました。 

○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り、条例制定や改正により利用しやす

い制度となるよう取り組みました。 

○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。 

○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、施設整備工事を行い、４月には新救命救急センターを稼動しました。平

成２６年３月末までには新周産期センター、新外来化学療法室等を稼動させる予定

です。 

 

□防災分野の取組 

○庁舎整備事業は、新庁舎建設工事に着手し、同時に周辺道路工事を進めました。ま

た、現庁舎の耐震改修工事の実施設計を完了し、全体の実施計画をまとめました。 

○地区公民館・自治振興センターについては、診断結果などから耐震化が必要な６地

区の施設の整備に向けて、地元協議を重ねながら取組を進めました。 

○老朽化した危険な状態の空き家の所有者に対し、現行法令に基づいて適正に管理を

行うよう指導に取り組みました。 

○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

所に配置した避難所運営のための防災備蓄倉庫への資機材の整備を進めており、当

面計画した品目（60数品目）が年度内に配置完了となります。 

○市民への災害情報伝達手段の多様化を目的として、SNS（ソーシャル・ネットワー

キング・サービス）であるツイッター、フェイスブックを活用した災害情報に特化

した情報提供を開始しました。また、飯田エフエム放送㈱や飯田ケーブルテレビ㈱

が実施中の取組についても必要な支援を行いました。 

○地域防災の主体を担うため消防団員（分団長以上）が防災士の資格を取得し、総務

省消防庁が提唱する消防団員のための教育プログラムである「チャレンジ防災48」

の取組を行いました。 
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○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着実な

整備に努めました。また、消防無線のデジタル化が年度内に行えるようシステム構

築を進めています。 

○放火の疑いのある火災が多発している地区（橋北、橋南）においては、巡回警戒や

広報活動を行うとともに、住民への火災予防啓発のためのチラシを作成し、消防団

員が各戸（約3,000戸）に配布しました。 

○東日本大震災の教訓から、業務継続計画（ＢＣＰ）（注６）の策定や受援力の強化が

叫ばれています。平成25 年度末をめどに地域防災計画の修正に合わせてこれらの

計画策定を進めています。 
 

（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、業務資

産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる業務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業務継続のための方法、手段などを取り決めておく計画 
 

□その他の取組 

○児童・生徒の通学等における安全確保を目的に策定した「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した。 

○地域公共交通については、バス運賃を 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、ダイヤ改正等によ

る高校通学の利便性向上に取り組み、利用者の増加につながりました。 
 

◆26年度の取組 

 

 

 

□地域健康ケア計画2014の推進 

地域健康ケア計画2014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。 

○「健康づくり家庭訪問」プロジェクトでは、62 歳を対象にした保健師等による家

庭訪問を通して、健康相談と保健指導を実施します。また、市民の生活や健康の現

状を把握することで、ニーズに合わせた事業を展開していきます。 

○「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50歳以上の高年齢者等がいる世帯の住宅のバリアフリー化を進

めるため、住宅リフォームへの助成事業を継続します。 

また、「農
のう

愉快
ゆ か い

」活動を３会場に拡大するとともに、二次予防高齢者把握のため

アンケートの配布を介護認定を受けていない86 歳以上に行うなど、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

取組のポイント 

○地域健康ケア計画2014に基づく７つの重点プロジェクトの推進 

○飯田市役所新庁舎の業務開始 
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組み、拡大を図ります。 

〇「子どもとその家庭に対する総合的な発達支援」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、特別支援コーディネーターの専門性の向上と人材

育成の継続実施を進めます。また、平成26年度も引き続き幼・保・小連携の実践

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。 

○「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、地域単位での婚活事業、職域団体を通じてのＰＲなどに力を入れます。 

○「家族ぐるみで取り組む『がん』対策」プロジェクトでは、各種媒体を活用した検

診受診の啓発に加え、未受診者への個別受診勧奨・再勧奨を行います。また、胃が

んリスク検査を引き続き実施し、対象者拡大や内容充実に向けて検証します。 

○「食育の推進」プロジェクトでは、共食
きょうしょく

の推進を柱とした食育の充実を図り、企

業等と協働して青壮年期の男性を対象とした健康教室、多世代を対象とした食文化

の伝承など、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実施します。 

○「歩こう動こう運動で健康づくり」については、新たに「歩こう動こう プラステ

ン（＋10分）」プロジェクトとして、健康づくりのための身体活動（注７）の必要性

について広く普及啓発を行います。また、ウォーキングをはじめとした身近な運動

を推進するとともに、年代に合わせた運動指導を行います。 
 

（注７）「身体活動」は、「生活活動」と「運動」に分けられる。このうち、生活活動とは、日常生活にお

ける労働、家事、通勤・通学などの身体活動を指す。 また、運動とは、スポーツ等の、特に体力の維持・

向上を目的として計画的・意図的に実施し、継続性のある身体活動を指す。 
 

□医療・福祉分野の取組 

○平成25年度に行ったさらなる保育料の引き下げは、平成26年度も継続して実施し

ます。 

★誰もが安心して子育てができるよう、子育て世代の交流や子育てサークル等への支

援、各種子育ての情報の発信の場を提供するとともに、育児や発達に心配のある子

どもとその家族への総合的な支援を行うために「こども家庭応援センター（仮称）」

をりんご庁舎に設置する準備を進め、平成27年度の開所を目指します。 

○地域福祉の推進に向けて、まちづくり委員会、民生児童委員協議会、飯田市社会福

祉協議会などと協働しながら、地区ごとの実情や課題に即した主体的な活動を盛ん

にするために、プロジェクト的な取組を進めます。 

○「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。 

○平成27年度からの「生活困窮者自立支援法」の施行に向けて、モデル事業を導入

し、長野県と共同した取組を行います。 

○新すくすくプラン後期計画に基づき、地域のみんなで支えあう子育ち・子育てを推

進します。併せて、平成27 年度に本格施行が予定されている子ども・子育て新制

度の事業計画の策定も行います。 
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○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）

の最終年度となり、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などを支援します。 

○第６期高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成27年度から29年度までの３か年）

を飯田市社会福祉審議会に諮問し、次期計画の策定を行います。 

○認知症者が増加する中、認知症の家族の相談や集いの場の拡大を行います。 

○認知症、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平成25 年度に開所した「いいだ成年後見支援センタ

ー」の活動を支援し、飯田下伊那管内の権利擁護の取組を充実します。 

○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、保健師による電話や訪問での相談事業や、必要に応じて、専門家による相

談活動を進めます。 

○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。また、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。 

○飯田市立病院は、地域の中核病院として地域医療の確保と医療水準の向上に努め、

安全・安心で質の高い医療を提供します。また、引き続き病棟及び外来の施設整備

に取り組みます。 

 

□防災分野の取組 

○庁舎整備事業については、新庁舎建設工事を進め、平成27年１月から新庁舎での

業務を開始します。現庁舎の耐震改修と合わせ、市民の暮らしと安全を守る防災拠

点としての機能を確保するとともに、市民サービス機能の充実を図り、環境に配慮

したまちづくりの拠点となる庁舎の整備を進めます。 

○深層崩壊や大規模な土砂災害を想定し、中山間地等における避難方法を住民を交え

ワークショップ形式で検討し、避難行動のあり方を地図等に表示する取組を継続し

ます。 

○地震から身を守る行動を行う「シェイクアウト訓練」、自主防災会による防災訓練、

防災教育の向上を図るための講演会や学習会を積極的に行うほか、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。 

○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、災害時の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、ＢＣＰ（業務継続計画）をはじめとした各種マニ

ュアル等の整備を図りよりその機能性の向上に努めます。 

○地震対策は、公共施設の耐震化を引き続き進めるほか、住宅の耐震診断・耐震改修

及び家具の転倒防止をより進めることにより、地震発生時の被害を最小限に抑える

よう取り組みます。 
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◯現在建設中の新庁舎内に「危機管理センター」が開所することから、現有の防災関

連情報システム類の円滑な移行を行うほか、業務に従事する職員の資質向上に向け

た研修訓練も体系的かつ実践的に行います。 

○各地区の災害時拠点施設となり、耐震診断結果などから改修が必要な地区公民館及

び自治振興センターの耐震化整備を計画的に進めます。 

 

□その他の取組 

○児童・生徒の通学等における安全確保は、「飯田市通学路安全対策アクションプロ

グラム」に基づいて継続的に取組を推進します。 

○「山」「里」「街」をつなぐ地域公共交通については、引き続き、バス運賃の地区別

エリア制実証実験に取り組むとともに、乗合タクシーにおいては、地区の高齢者の

集まりでのＰＲや地区別時刻表の配布などの利用促進に取り組み、きめ細かな対応

に努めます。 

○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。 

○上下水道事業は、長寿命化対策や地震対策により安定した事業運営を進めるととも

に、公営企業として効率的な経営に取り組みます。 

○複雑・高度化する一方の消費者トラブルに対して、相談窓口に専門の消費生活相談

員を配置し、相談体制の充実を図るとともに、悪質商法による被害拡大防止のため

の啓発活動に取り組みます。 
 

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。 
 

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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◆25年度の取組 

 

 

 

 

○「飯田市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（以

下「地域環境権条例」）」を４月１日に施行し、自然エネルギー資源を市民の共有財

産と位置づけるとともに、その活用の第一義的な権利は市民に存するとした「地域

環境権」を全国で初めて明文化しました。また、自然エネルギーを活用した市民主

体の発電事業を専門的に支援する審査機関を設置するとともに、再生可能エネルギ

ー推進基金による無利子融資の制度化や、行政財産の使用についても規定するなど、

再生可能エネルギーの利活用における市民・事業者・行政の役割を明確に定めてお

り、その先進性が全国的に注目されるものとなっています。 

○地域環境権条例に基づく地域公共再生可能エネルギー活用事業の第１号として、竜

丘駄科区の防災コミュニティセンター屋根置き太陽光発電事業を認定しました。市

民ファンドと協働して太陽光発電を行うことにより、災害時の非常電源を確保する

とともに、環境学習を実施します。また、発電に伴う事業収益は、建物の維持管理

や地域活動の資金の一部とします。 

○上村小沢川における小水力発電については、住民主体の検討協議会を中心としたワ

ークショップを実施するなど、実現に向けた合意形成を積極的に進めています。今

後、基本設計や資金計画策定に向けた準備等を行う予定です。 

○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

証試験は、農業用水の可動
か ど う

堰
ぜき

方式で行うべく準備しています。また、千代野池地区

において地元財産区の皆さんの協力を得て、独自の方式によるマイクロ水力発電機

を設置、実証実験を開始しました。 

○太陽光発電の普及では、新たに約 400 件が設置され、これまでの累計は約 2,500

件(発電容量10メガワット超)を超えました。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、同様の取組が全国的な広が

りを見せています。 

○自転車市民共同利用システムは、新たに個人・事業所の長期貸し出し制度を創設し

ました。その結果、累計走行距離が約27万kmとなり、市民の皆さんの間で自転車

への認知度が高まっています。 

○３月に完成した東和町周辺整備によって、新たなラウンドアバウトが誕生しました。

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」となり、環境にや

さしい交通政策として全国から注目を集めており、完成後600人程の方々が視察に

訪れています。１月には「ラウンドアバウトサミットｉｎ飯田」を当地で開催し、

安全でエコなラウンドアバウトについて講演や意見交換を行います。 

取組のポイント 

○「飯田市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」の施行と地

域公共再生可能エネルギー活用事業の第１号認定 

○新たなラウンドアバウトの完成 
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○地元企業による地域ぐるみ環境ＩＳＯ研究会は、省エネに加えて、新たに「創エネ・

蓄エネ」を活動目標に掲げました。すでに工場・社屋への太陽光パネルの設置に取

り組む企業も出てきており、自然エネルギーの導入や技術開発を通じた環境産業化

の芽出しに通じるものとなっています。 

○公益財団法人 南信州・飯田産業センターと地元企業が共同で開発したＬＥＤ防犯

灯の設置を計画的に進めており、整備数は累計で約5,200基（市内防犯灯約6,000

基のうち）となりました。 

○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」や地産地消の推進を目的に「親子クッキング教室」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

間利用者数は９千人を超えています。 

○里山整備における平成25年度の除間伐事業等は、24年度と同程度を実施していま

す。 

○南信州おひさま進歩と各地区公民館を結び、多様な主体が連携した「みんなの環境

講座」を９地区で実施しました。 

○こうした取組による年間のＣＯ２排出削減量はおよそ 8,416 ㌧（前年度約 6，400

㌧）程度になる見込みです。（注８） 
 

（注８）平成25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：6,417㌧・太陽熱利

用：257㌧・木質バイオマス利用：1,728㌧・自転車共同利用：14㌧）。 

◆26年度の取組 

 

 

 

○環境モデル都市次期行動計画（平成26年度から30年度）に基づき、低炭素社会形

成に向けた省エネ・再エネの具体的な政策を展開します。 

○「地域環境権条例」（注９）に基づく、市民自らが自然エネルギーを地域資源として

事業化し、収益を地域課題の解決に再投資する取組を積極的に支援し、持続可能な

地域社会の形成を目指します。 

★上村小沢川水力発電については、引き続き住民合意形成と事業主体づくりを進め、

基本設計や資金計画等を策定し、事業化に向けた詰めを行います。また、農業用水

路を活用した小水力発電システムの実証実験を行います。 

○太陽光発電の世帯普及率の向上と、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。 

○市民、ＮＰＯ、企業・団体など多様な主体との協働を基本に、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。 

取組のポイント 

○次期環境モデル都市行動計画に基づく省エネ・創エネの推進 

○地域公共再生可能エネルギー事業の促進 
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○リニア時代における都市構造の変化を踏まえた公共交通の充実や自転車市民共同

利用システムの改善などを図り、移動手段の低炭素化を進めます。 

○環境モデル都市で構成する「環境未来都市推進協議会」や環境先進都市による「環

境首都創造ネットワーク」に参加し、持続可能な社会の構築に向けて、ＮＰＯ、大

学、企業、自治体間の連携による「環境政策関連事業の情報共有や連携、人事交流」

を進めるとともに積極的に情報発信を行います。 

○里山が持つ土砂災害防止や生物多様性などの多面的機能を発揮させるため、除間伐

による里山整備を進めます。また、野生鳥獣の出没を減少させるため、農地周辺等

の里山への緩衝帯整備を進めます。 

○南信州おひさま進歩や法政大学と公民館が連携した「みんなの環境学習講座」を各

地区で展開します。 

 ○飯田市が目指す低炭素なまちづくり及び協働によるまちづくりの推進を図るため、

旧飯田測候所の活用を図ります。 
 

（注９）この条例は、自然エネルギー資源を利活用して、エネルギー自立度を高め、持続可能な成長につ

なげることを目的としている。 
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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。 

 

◆25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ＪＲ東海がルート及び駅位置の詳細

を含む環境影響評価準備書を公表し、駅位置は、市内上郷飯沼附近に設置する計画

となりました。そこで、リニアを見据えた都市構造を示すとともに、駅周辺整備や

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 

取組のポイント 

○リニア中央新幹線のルート及び駅位置公表を受けての関係機関との協議・検討 

○リニア推進ロードマップの肉付けと具体的な取組の展開 
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アクセス道路などについて、長野県などの関係機関と連携して検討を進めました。 

○特に、リニア中央新幹線の開業を見据え整備が必要となる道路については、長野県

が主催するリニアを活かした「地域づくり勉強会」や「南信地域広域道路ネットワ

ーク計画検討委員会」等の議論を踏まえ、飯伊地域及び伊那谷の道路構想の検討を

進めました。 

○リニアを見据えた都市構造に対応した、土地利用基本方針の全体方針の変更を行い

ました。また、リニア駅が設置されることとなった上郷地区で行われている土地利

用計画等の検討に、市も協働して取り組んできました。それとともに、土地の流動

化や、無秩序な開発を抑制するため、条例に基づいて提出された届出により、リニ

ア駅周辺地域の土地利用動向の把握や地域との情報共有を行いました。 

○リニア将来ビジョンに掲げる都市像「小さな世界都市」、「多機能高付加価値都市圏」

の実現のための工程表として策定した「リニア推進ロードマップ」の肉付けととも

に、リニア時代の魅力的な地域づくりに向け、地域ブランドを構築するためのリニ

ア未来都市ブランディング事業などの具体的な取組をスタートしました。 

○10 月には、第 21 回三遠南信サミット 2013in 南信州が当市で開催され、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。）の更なる組織強化を図る

ため、平成26 年度中に住民組織や研究機関などを巻き込んだ新しい組織体制に移

行する旨の内容がサミット宣言としてまとめられました。 

○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25年度も16大学約500名がこの地を訪

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27大学約70名の研究者等に参画いただいており、複

数大学連携による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

少しずつ広がり始めています。地域と大学との連携として、公民館等が地域の課題

と大学とを結ぶ取組も展開しており、様々な大学との連携を通じて、地域振興や地

域を担う人材育成に寄与することができる大学機能の構築に向け取り組みました。 

○当地域が全国に先駆けて進めてきた南信州定住自立圏も取り組み始めてから 5 年

を経過し、今後の圏域のあり方やそのための必要な取組について、圏域の町村の意

見を伺い検討を進めてきました。また、12 月には豊丘村と図書館ネットワークシ

ステムの構築についての追加協定を締結し、すでに締結していた松川町と高森町と

ともに各図書館が所蔵する図書等の共有化を一層進める事ができました。 

〇中心市街地においては、土地利用基本方針が掲げる中心拠点としての位置づけを明

確にし、飯田下伊那圏域の「顔」となり、地域住民の「心の拠り所」となる中心市

街地を形成するために、第２期中心市街地活性化基本計画の策定に取り組みました。 

○りんご並木60周年記念事業の開催をはじめ、りんご並木歩行者天国、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
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によって実施されました。中心市街地をステージとして様々な活動に取り組む市民

層の広がりも見られます。 

○飯田市立動物園が昭和28年の開園以来60周年を迎え、管理棟及び「ニホンジカの

里山・ニホンカモシカの崖」などの改修工事を進め、平成25年度の年間入園者数

は、昭和63年以来24年ぶりに10万人を超え、中心市街地のにぎわいの創出につ

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

一員として活動しています。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、さらには、地域コミュニティの根幹となる保育園の存続に向けた

施策を展開するなど、持続可能な地域づくりに取り組みました。 

○飯田市公式ウェブサイトを全面リニューアルしました。全ページがスマートフォン

対応となり、メールマガジン機能も充実したことで、必要な情報をいつでもどこで

も手軽に入手できるようになりました。 

○飯田市公式フェイスブックを開設するとともに、飯田女子短期大学の学生さんをフ

ェイスブックのレポーター（いいレポ☆）に委嘱するなど、市民参加型のわかりや

すい情報発信に努めました。 

○奈良・平安時代の国づくりに重要な役割を果たした伊那郡の役所（伊那郡衙
ぐんが

）の遺

構を中心とする恒川遺跡群について、地域と協働して、国の史跡指定に向けた取組

を行い、指定が確実な状況となりました。 

○単位地域史の基礎となる『飯田・上飯田の歴史』の発刊、飯田の大火で荒廃した街

並みの復興と共に、美しい心を育てるシンボルとしての60 周年を迎えたりんご並

木の歴史を紹介した展示、主要古墳の調査及び出土品の文化財指定を行いました。

また、「伊那谷の自然と文化」をテーマとした取組を進めるため、伊那谷学を進め

る16 団体から構成される伊那谷研究団体協議会とのネットワークを構築し、伊那

谷学を担う人材育成を重点目的にした学び合い講座を連続開催しました。 

○「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。 

◆26年度の取組 

 

 

 

★リニア中央新幹線の駅位置が、市内上郷飯沼附近に計画されたことから、市民の皆

さんの理解と協力を得ながら、県などの関係機関と連携してリニア駅周辺の整備構

想の検討を進めます。また、「リニア時代の飯田市の都市構造」に示した道路軸に

ついて関係機関と連携・調整し、具体化の検討を進めます。 

○リニア時代を見据えた土地利用の方針を、個別計画や都市施設の整備方針等に反映

取組のポイント 

○リニア駅周辺の整備構想についての関係機関との協議・検討 

○リニア将来ビジョンに掲げる都市像の実現に向けた戦略的な取組の創造 
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するため、土地利用基本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。 

★リニア将来ビジョンに掲げる都市像「小さな世界都市」、「多機能高付加価値都市圏」

の実現のため、リニア未来都市ブランディング事業をはじめとする戦略的な取組を

創造し、チャレンジします。 

○10 月には、第22回三遠南信サミット2014in 遠州が、浜松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、三遠南信地域における広域連合設置を検討する自治体間

で協力体制構築に向けた協議を進めます。 

○引き続き南信州・飯田フィールドスタディなどを通じて、多くの大学生たちに飯田

を学んでいただくほか、地元高校生を対象にした大学との連携事業も推進します。

また、飯田大学連携会議「学
がく

輪
りん

ＩＩＤＡ
い い だ

」のネットワークを活用し、大学と公民館

等が連携した地域課題への取組など、様々な大学と連携した取組を地域とともに積

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。 

○飯田工業高校後利用に関しては、学輪ＩＩＤＡプロジェクト会議や南信州広域連合

高等教育機関設置プロジェクト等と連携しながら、引き続き検討します。 

○南信州定住自立圏の取組は引き続き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。飯田下伊那診療情報連携システムについては、その更なる充実の

ために、関係町村と連携して運営を支えていきます。 

○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。 

○ムトスの心によるまちづくりの実現に向けて、ムトス飯田30周年の節目を、新た

な地域づくりの起点として位置付け、市民協働を推進します。 

○空き家対策について、国の法整備の動向を注視しながら、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。 

★第２期中心市街地活性化基本計画に基づき、飯田駅周辺の今後の集客・交流及び情

報発信機能の充実などについて、調査、研究を始めます。 

○また、第２期中心市街地活性化基本計画に基づく中心市街地の賑わいづくりに寄与

する取組を、多様な主体との協働により推進します。特に、扇町公園（動物園）・

りんご並木・中央公園・桜並木は、中心市街地の賑わい創出に大きな役割を果たし

ているため、将来に向けた機能の充実や利活用の方法について具体的な調査や検討

を進めます。 

○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。 

○13年後のリニア中央新幹線開業を見据えつつ、「飯田の認知度」を高めるための情
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報発信（シティプロモーション）に取り組みます。 

○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 

○「伊那谷の自然と文化」を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、学術研究、学習普及、保存継承、地域づくりへの活用

を図る取組を、伊那谷研究団体協議会、まちづくり委員会、各種市民組織、研究者

等と協働し、かつ社会教育機関が総合力を発揮して推進します。 

★国の史跡指定が確実となった恒川遺跡群の保存管理計画の策定を進めます。同時に、

周辺にある麻績の里、南本城城跡、元善光寺、高岡第１号古墳等を含めた一体の地

域を「２千年浪漫の郷」と位置づけ、地域と協働して、今後の整備活用に向けた計

画づくりに取り組みます。 

○菱田春草生誕140年の節目に、多くの市民から寄せられた募金を活用して、生誕の

地を春草を顕彰する記念公園として整備します。 

○春草記念公園整備及び旧飯田測候所のリニューアルオープンを中心とした「橋北ま

るごと博物館」構想の具現化を市民と協働して進めます。 
 

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。 

◆25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継続

して進めました。 

○平成26年度に予定される市役所新庁舎完成や、今後のリニア中央新幹線関連業務

への対応、基本構想基本計画の着実な推進などを目的に、平成26年４月からの市

役所組織の検討を行い、新たに市民協働環境部を設けることなどが決まりました。 

 

◆26年度の取組 

○リニア時代への着実な準備、第５次基本構想後期基本計画に掲げる基本目標の実現

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。 
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○また、歳出につきましても、これまで人件費や職員定員の削減に取り組んできまし

たが、国家公務員の給与削減の実施に伴い、飯田市においても給与削減を行うこと

としました。 

○引き続き、人件費と定員の適正化に努めていきます。 

○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

向けて検討を引き続き進めます。 

○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。 


