
これまで私は、デザイン思考を駆使した「事業構想力」が地域経営においても重要であり、人々が集まっ

て議論を積み重ね、アイデアを出し合い、評価をし合いながら一つの方向性をつくっていく「共創の場」

から、地域が自立する原動力＝イノベーションが生まれることを説きました。こうした営みが「善い地域」

をつくることに繋がると考えます。

高度成長の頃は、働けば働くほど所得が増え、生活が豊かになることを実感できました。コミュニティ意

識が希薄で疎外感に陥りやすい大都市に住

んでも、会社組織がコミュニティ機能を代替

することで、ある程度、個の安定を図ること

が可能でした。しかし今世紀、人口減少、少

子化、高齢化が急速に進む右肩下がりの時

代に入って、昔の働き方や社会のありようは

成功モデルではなくなり、新しいライフスタ

イルを模索することが必要となっています。

大都会では、家族を持って子供を産んで子

孫を残すことが困難になっています。東京

は、合計特殊出生率が全国で最も低いのに

もかかわらず、子育て世代が集中していま

す。（図１）

私たちは「善い地域」に住みたいと思っ

ていますし、国でも地方でも行政であれば

そうした人々 の望みを実現すべく尽力すべき

です。では「善い地域」とは何かを考えて

みると、個々のＱＯＬ（Quality of Life、生活

の質）とＱＯＣ（Quality of Community、コミュ

ニティの質）が重要な要素になることに気づ

かされます。
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ＱＯＬは生活の質と訳されています。欧米で

は仕事よりも生活の質が優先されます。職住

近接が求められ、可処分所得と共に可処分時

間が重視されます。また、ＱＯＬのＬｉｆｅには

命という意味がありますから、ＱＯＬは命の質

とも言えます。従って、ＱＯＬを高めるためには

地域医療サービスの充実を図らなければなり

ませんが、そのためにはある程度の人口規模も

必要です。さらにＬｉｆｅには人生という意味も

ありますからＱＯＬは人生の質でもあります。

人間として豊かな人生をどう考え、自分の持つ

時間に限りがあることを自覚してどう有意義に

過ごすかということです。超高齢社会を迎えている現在、医療・介護・ケアのあり方にも関わる問題です。

「善い地域」をつくっていくためには、ＱＯＣ（Quality of Community、コミュニティの質）も重要です。豊か

な人間関係を構築して質の高いライフスタイルを実現できるだけでなく、そこに住む人々が属する集団の質を

上げることで初めて「善い地域」をつくれるのではないでしょうか。

そこで、主に地域コミュニティを念頭に置きながら、その質を上げる３つの要素として、主体的参画、自治

性、価値観の共有を考えてみたいと思います。

❶　主体的参画

大都市ではよくあることですが、自らの足場を会社などにしか持たない個人の場合、自分を見失い、社会

との関係も受け身で傍観者になるか無関心になりがちです。いかに有能な知識人でも地域との関係では

受け身になってしまいます。地方の小規模自治体では、コミュニティが存在していても人々 は自立性に欠

き、行政に頼り切っている場合が多く見受けられます。

これに対して質の高いコミュニティを有する地域においては、人々は様々な集団に参加しやすく、お互

いの拘束性や監視性の高くない緩やかな結合で関係を構築しています。こうした集団においては、皆が

「円卓」を囲むように対等に議論を交わし、それに基づいて役割を分担しながら活動することができま

す。誰が偉いからその人の意見に従うというような受け身の姿勢も、自分には関係無いからという無関心

な姿勢も見られません。

❷　自治性

質の高いコミュニティは、その集団自体が集団の目的を実現すべく持続的に運営する仕組み（セルフ

ガバナンス）をもっており、個々人の当事者意識が高く、自主的、自立的、自律的、加えて持続可能的に運

営がなされています。

地域コミュニティにおいては、行政との役割分担をどうするかがよく課題となります。地域コミュニティ



意識が希薄な大都市や、高齢化等により活力が低下した地方の自治体においては、住民は行政サービス

の受け手という意識になりがちです。

これに対して質の高いコミュニティにおいては、自分たちでできることは自分たちで行おうとします。ど

こまでできるかは、集まった人材の力量や置かれた状況によって様々です。コミュニティでやりきれない

部分があれば、行政が補完することになりますが、あくまで補完に徹しています。千代地区において、地域

立の社会福祉法人を設立し保育所や老人福祉施設を運営していることは、その好例です。

❸　価値観の共有

質の高いコミュニティでは、価値観の共有がなされています。

右肩下がりの時代は、問題を先送りにはできません。時間と労力をかけても問題解決のためにコミュニ

ティ内の合意を図り、総意を明確にしていく必要があります。文字通り皆で「円卓」を囲んで議論を積み

重ね、将来像を共有しておくことが重要です。こうした取組は、個々の考えをその地域の価値観の共有に

昇華していくプロセスであり、それは取りも直さず「善い地域」をつくっていくプロセスにもなります。

市内１７地区において、基本構想、基本計画が策定されていることは、この価値観の共有に他なりません。

（２） 「善い地域」の最適規模の考察

「善い地域」は、人が人間として人間らしい生活をするところであり、人と人がつながり相互に寛容で善い

人間関係をつくりながら人生を送るところであり、生きがいのある仕事を見つけ生活の糧を継続的に得られ

るところでなければなりません。さらに、その状況が一世代で終わることなく、次世代に引き継がれる仕組み

を併せ持っている必要があります。

では、「善い地域」の最適規模は人口何万くらいなのでしょうか。ドイツでは、１０万人規模であれば職住

近接が確保され、人間として必要な仕事・家庭・地域の３要素が充たされます。ただし、人々 は自らの地域を

生活圏や経済圏で捉えていることも多く、それは市区町村の区割りとは必ずしも一致しません。飯田地域で言

えば、１０万人規模の飯田市を意識するか、南信州圏域に入る下伊那郡下の１３町村を加えて約１６万人の生

活圏、経済圏として意識するか、ということです。

我が国における１０万人規模の都市の可能性として、この規模は「善い地域」をつくるため人々が「円卓」

を囲んで様々な議論をするのに何とか顔が見える規模だと感じており、この「円卓」が共創の場として十分

に機能すれば、自主自立の精神を持続させ、様々な分野でイノベーションを創発することができるのではない

かと思っています。

地域においては、個々人が人間らしい生活をするために、そのライフスタイルを見直すことができるような

質の高いコミュニティをつくりあげなければなりません。国においては、そうした地域に対する補完機能を果

たすことを前提に、分権的な地域制度の設計に努める必要があります。遠回りに見えても、そうすることが我

が国の経済的発展と財政改革を一体的に進めながら、地域の将来を担う若い皆さんが望む「善い地域」へ

の展望を開くことになると確信しています。

「真の地方創生は地域から」「既成概念を乗り越えて、自立した地域をつくる」－リニア・三遠南信時代を

見据えた産業づくり・人づくり・地域づくりによる「人材サイクル」の構築を推進して、全国のモデルとなり



得る「善い地域」を飯田で実現すべく、私自身、市民の皆さんとともに身を惜しまず尽力し、３期目の仕上げ

としてまいりたいと思います。

★長時間通勤など大都市圏の生活とは明らかに違う、しかし、活力がなく若い人が根付けない田舎

とも異なる、そういう姿。

★大都市の活力を採り入れる一方で、「ニッポンの日本」と称される地域固有の環境・文化を継承し、

仕事だけでなく、家庭や地域も大事にする人が多く住む飯田。

子どもたちは小中高時代を通して地域を学び、飯田で育ったことを誇りに思う地域

子育て世代はしっかりした地域医療や雇用の場が確保され、働き甲斐を感じる地域

暮らす場所を選ぶことも可能。山・里・街どの場所を選んでも安心安全に暮らせる地域

「善い地域・飯田」 のイメージ

例
え
ば



平成２８年を迎えての私の思いを漢字一文字で示すと「円」になります。

円を用いたいくつかの単語を挙げてその思いを述べます。

まず「円熟」。これは、「繰り返し練習して巧みになること」を意味します。第５次基本構想基本計画の最

後の年と、私の３期目最後の年に当たることから、画竜点睛を欠くことが無いよう円熟した仕事を進めます。

次に「円卓」「円座」。「真の地方創生」に向けて人口ビジョンや飯田版総合戦略、そして次期総合計画を

多様な主体と協働して練り上げていくためには、皆で円卓を囲み、あるいは円座になって当事者意識をもって

自由闊達に議論し、知恵を出し合い、時には専門家にアドバイスを求め、折り合いをつけながら地域の価値を

高める努力が必要です。こうしたプロセスこそが「共創の場」に繋がります。

そして「円滑」「円満」。私たちは、リニア・三遠南信時代を見据えた地域づくりや産業づくり、人づくりを

着実に進めていかなければなりませんが、行政のみで解決できる課題は皆無と言ってもいいでしょう。地域の

皆さん、産業界の皆さん、ＮＰＯの皆さん等々多様な主体との協働により、はじめて事業を円滑に進めること

ができると思います。そのためには、市民の皆さんの立場をよくよく理解し、どうすれば課題の解決を図れる

か、想像力と創造性を駆使したデザイン思考が求められています。

今年は「申（さる）年」。市内各所で「御柱祭」が行われる特別な年であり、３月末には「飯田お練りまつり」

が盛大に行われます。観光面への期待も含め、市役所としてもしっかりと関わっていく必要があります。また、

その他の事業も含めて私たち市役所の職員が努力を積み重ねることによって、今年が市民の皆さんにとって円

満な年になることを切に望むところです。

（１） ５つの基本方針に沿った市政経営の展開

市政経営の方向１

平成２８年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組を展開し、第５

次基本構想後期基本計画の仕上げにしていきます。

現在「未来デザイン会議」を立ち上げ、「地域」「現場」での検討を起点に置き、次期総合計画の策定を

進めています。

（２） 地方創生に向けて

国の「まち・ひと・しごと創生法」に掲げる地方創生の動きとしては、これまで本市が培ってきた特性を

さらに伸ばすとともに、南信州地域や三遠南信地域等との広域的な連携や多様な主体との連携を強化し、当

地域にしかないリニア中央新幹線、三遠南信自動車道の開通によるプラス効果を最大限に活かす戦略的な

取組が必要となります。

現在、「リニア時代を見据え、地域に活力を生む『知の拠点』の形成と世界に誇れる飯田のライフスタイ

ルの提案」を基本方針とする「飯田市版総合戦略」の策定を進めています。

ⅡⅡ 平成２８年度　市政経営の基本方針



（３） 地域経済活性化プログラムによる地域産業の振興

平成２８年の経済認識については、中国経済の景気減速の影響が残るものの、景気回復の続く米国や個人

消費が堅調な欧州の牽引により、後半に向けて世界経済の緩やかな回復が見込まれます。また、来年４月の

消費税率引き上げに向けた駆け込み需要が予想されますが、昨年１２月の米国の利上げや、安全・安心を脅

かす動きなどへの注視が必要です。

このような状況の中で、当面の目標は、経済自立度５５％（リーマンショック前の経済自立度）をマイルストー

ン（目安となる節目）とし、リニア中央新幹線や三遠南信自動車道等の高速交通網時代を見据えた取組の

強化や、産業分野全体にわたる人材育成の強化等、地域産業の持続的発展を図るため必要な施策を検討し

ながら、地域で暮らしている皆さんや事業者の皆さん、経済界や産業界の多くの皆さんとともに進めていき

ます。

（４） 「知の拠点」の取組

飯田市が真の地方創生を成し遂げ、持続可能な地域経営を実現していくためには、「地域を創っていくとい

う当事者意識」を共有し、市民、事業者の皆さんをはじめ「多様な主体による協働と共創」を推進していく

ことが重要となります。

あわせて策定を進めている「飯田市人口ビジョン」では、定住人口の減少を最小限に抑えながら、外部か

らいかに人を惹きつけるかという交流人口の視点を踏まえての将来の人口展望を示します。

人口減少克服に向けた挑戦は、決して容易いものではありませんが、飯田市には自主自立の精神や「結い

のこころ」が根付いており、これまでも市民、地域の力で様々な苦難を乗り越えてきた歴史と経験があります。

こうした地域の底力を改めて再認識し、地域の想像力や創造性を高めていくことで、必ずや道は拓けると認識

しています。

リニア時代を見据えた新たな取組がスタートしています。南信州広域連合では、リニア駅に近接する旧飯

田工業高等学校を利活用し、産業振興と地域振興に寄与する学術研究の「知の拠点」整備に向けた検討

を進めています。

「知の拠点」には、地域の研究

開発機能を高めるため、信州大学

航空機システム共同研究講座を開

設し、将来的には信州大学南信州

キャンパスとしていく構想やこれま

で検討を進めてきたデザイン系の

大学院大学の設置等も構想されて

います。

産業振興に向けては、（公財）南

信州・飯田産業センター、工業技

術センター、飯田ＥＭＣセンターを

ひ

たやす



（５） リニアへの取組

移転拡充することで、企業の研究開発支援を強化するとともに、高い技術力を有する人財の育成を進める機

能、インキュベート機能等も高め、産業の高度化、高付加価値化による活力ある地域経済を実現していきます。

地域振興に向けては、地域づくりに関する様々な知・人財を集積し地域とつながることで、新たな知を創

造・発信する機能を構築することが重要です。南信州の価値を探究する学術研究機関として、大学等の教育

研究機能や大学研究者のネットワークの拠点づくりを進めるとともに、飯田市歴史研究所を移転することで、

南信州の地域づくりに関する調査研究機能やアーカイブ機能をさらに高め、地域の独自性や強みを磨きつつ

新たな価値を創発していきます。

この「知の拠点」への取組を進め、南信州広域連合の第４次広域計画に掲げる将来像やリニアバレー構

想の実現を目指すとともに、「国土のグランドデザイン２０５０」　に掲げるリニア中央新幹線によって「知の

創発拠点」をつなぐ「ナレッジ・リンク」の一翼を担う地域を目指します。

リニア中央新幹線については、平成２６年に中央新幹線（品川・名古屋間）工事実施計画が認可となり、

それ以降、中心線測量や井戸水等の水資源調査が実施されるなど建設に向けた動きが始まっています。今年

は、地権者や地元関係者の皆さんのご理解をいただいた上で、設計協議、用地測量等、さらに具体的な取組

が進められていく事になります。併行して、リニア関連道路の整備やリニア駅周辺の整備についても、具体化

に向けて、より一層の検討を進めていき

ます。

事業の推進に当たっては、地元をはじ

めとする関係する皆さんのご理解、ご協

力が不可欠です。そこで、事業者である

ＪＲ東海に対しては、従前に増しての関

係者への丁寧な説明と建設工事に伴う

生活環境・自然環境への影響を極力回

避・低減するための取組をお願いするとともに、飯田市としても市民の皆さんのご心配やご不安を払拭でき

るよう取り組んでいきます。

◎リニア推進ロードマップ３本柱の取組

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、その工程表である「リニア推進ロードマップ」の柱１「リニア本体工事関連」、柱２「社会基盤整備関連」、

柱３「戦略的地域づくり」に沿って、引き続き取組を進めます。

★柱①　「リニア本体工事関連」

工事実施計画の認可を受け、ＪＲ東海は、昨年４月から中心線測量を開始し、市内においては既に完了し

ています。現在は、本体の概略設計が進められると同時に道水路の付替え協議が管理者側と行われてお

り、今後、関係者の皆さんと具体的なお話を進めていく予定です。また、工事に伴う発生土の運搬先につい

ても、長野県が取りまとめた情報をもとにＪＲ東海において候補地選定のための調査が進められています。

事業説明会

工事説明会

工事開始

中心線測量→設計協議→
用地説明→用地測量→用地取得

現在は
『設計協議』の
段階です。

この段階です。



★柱②　「社会基盤整備関連」

【リニア駅周辺整備】

平成２６年から約１年の議論を経て、昨年６月に「リニア駅周辺整備基本構想」を策定しました。リニア

駅周辺整備基本構想は、リニア駅周辺の目指す姿を「信州・伊那谷（ローカル）の個性で世界（グローバル）

を惹きつけ、世界へ発信する玄関口（ゲートウェイ）」とし、実現に当たって「環境」と「交流」を共通

の視点とし、４つの基本方針を掲げています。

現在は、基本構想をベースに、より具体的な整備内容を定める基本計画の策定に向けて議論を進めてお

り、昨年１２月に必要な機能となる駐車場や交通広場、魅力発信施設等を配置するための整備範囲案につ

いてお示しをしたところです。今後も、駅周辺整備を主な検討対象としつつも「リニアの整備効果を伊那谷

地域・長野県内に広く及ぼすためにはどうすればよいか」を念頭におき検討していきます。

❶ 来訪者の移動を支援する高度なトランジットハブ（交通結節点）の形成

❷ 駅勢圏の拡大に向けた交通アクセス及びネットワークの強化

❸ 信州・伊那谷らしさを感じられる景観づくりの推進

❹ 信州・伊那谷ブランドの強化・発信

目指す姿の実現に当たって「環境」と「交流」を共通の視点とした４つの基本方針

【リニア関連道路整備について】

長野県と市では、リニア駅の利便

性向上や、渋滞緩和を図る周辺整備、

高速道路とリニア駅を一体化する道

路整備等について、関係する皆さんへ

説明会を開催しながら計画を進めて

います。

昨年は、ルート帯案の提示及び評

価、ルート帯の決定が行われ、１２月

にはルート（案）について地元説明会

が開催されました。

今後も地域の皆さんと協議を重ね

進めていきます。

★柱３　「戦略的地域づくり」

リニア中央新幹線の開通や三遠南信自動車道の全通を見据える中で、解決すべき様々な地域の課題に対

し、多様な主体が協働して取り組むことが求められています。

地域の価値観を共有することができる学びの土壌。自分たちの地域は自分たちでつくっていく「ムトス」

の言葉に表される自主自立の精神。女性も男性も、若い人も年配の人も、様々な立場にある皆さんが議論

し、当事者意識を持ってそれぞれが出来ることを協力しあう「結い」の実践。こうした当地域の強みを活か

しつつ、想像力・創造性を最大限に働かせ、リニア時代に向けた歩みを着実に進めていきます。
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私は、内閣府の経済財政諮問会議の下に設置された経済・財政一体改革推進委員会の委員を仰せつかっ

ていますが、その関係で昨年１０月末に開催された会合でプレゼンテーションの機会をいただきました。図２は

その説明の要となるもので、右肩下がりの時代を踏まえ、これまでの公共サービスとこれからの公共サービス

のあり方を示したものです。これまでの公共サービスは主に自治体が担い、川掃除や道直し、ごみ当番のよう

に一部を地域自治組織（自治会）が担ってきました。これに対し国も地方も財政難の中で、これからの公共

サービスのさらなる充実を実現していくためには「多様な主体による協働」が不可欠です。すなわち、

① 新たなコミュニティビジネスの創出（飯田のおひさま進歩が好例）

② 民営化やＰＦＩ、ＰＰＰ（※）による既存サービスの置換え・拡充

③ 地域自治組織の強化　

によって、

④ よりコンパクトな自治体を目指す

というものです。

これまでの委員会では、②と④に議論が集中していました。しかし、全体として公共サービスをさらに充実さ

せることを前提にしなければ、そもそも「善い地域」にはなりません。「善い地域」にして地域の持続可能性

を確保していくためには、①と③の議論が不足していることを指摘させていただきました。「人口減少・少子

化・高齢化」のほか、「公共施設の老朽化」「雇用機会の減少」などかつて経験したことのない課題に直面

している右肩下がりの時代、「多様な主体による協働」によって地域の経済自立度の向上と不断の行財政改

革を一体的に推進していかなければなりません。

職員各位においては、こうした状況を十分に認識し、それぞれの立場で自らの役割をしっかり果たしていた

だきたいと思います。

（６） これからの公共サービスのあり方を認識した職務遂行

図２

ＰＦＩ（プライベイト・
ファイナンス・イニシア
ティブ）とは、公共施
設等の設計、建設、維
持管理及び運営に、民
間の資金と思考を活用
し、公共サービスの提
供を民間主導で行うこ
とで、効率的かつ効果
的な公共サービスの提
供を図るという考え方
です。
公民連携の仕組みをＰ
ＰＰ（パブリック・プラ
イベート・パートナー
シップ）と呼び、ＰＦＩ
もＰＰＰの代表的な手
法の一つです。ＰＰＰの
中には、ＰＦＩ、指定管
理者制度、公設民営方
式、包括的民間委託、
市場化テスト等が含ま
れます。

（※）



（１） 国の予算編成、地方財政対策などの状況

平成２８年度当初予算編成に向けての考え方２

経済的自立度を高める多様な産業施策の推進経済的自立度を高める多様な産業施策の推進

具体的な展開の方向（２８年度取組のポイント）３

国の平成２８年度予算案が閣議決定され、一般会計の総額は９６兆７，２１８億円と２７年度の当初予算を

３，７９９億円上回り、予算規模は４年連続で過去最高を更新しました。高齢化の進行による年金や医療など社

会保障費の増加を大きな要因としつつ、「一億総活躍社会」の実現に向け経済再生と財政健全化の両立を図

り、地方創生の本格展開を図る予算としています。国は「重点課題対応分（仮称）」として「まち・ひと・

しごと創生事業費」を引き続き１兆円を確保するとしたほか、公共施設等の老朽化対策経費の充実など地方

の課題に積極的に取り組む経費を計上していることから、飯田市としても国の予算に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基本方針の概要

①平成２８年度予算は、第５次基本構想基本計画の最終年度の予算となります。これまでの政策や施策の展

開状況を点検し、次期総合計画・飯田市版総合戦略の策定を進めつつ、地方創生に向けた質を重視した

戦略的な予算となるよう予算編成を進めていきます。　

②リニア中央新幹線及び三遠南信自動車道の時代に向けた重要な時期を迎えることから、リニア将来ビジョ

ンの実現に資する効果的な事業を計画的に予算化していきます。

③市税の伸び悩みをはじめ地方交付税の減少や経常経費の増など、厳しい財政状況が予想される中、選択と

集中の視点から、市民の暮らしと安全を守り、地方創生に向けた具体的な事業を優先し予算化します。

●地域経済活性化プログラム２０１６の着実な展開

●産業振興と学術研究の「知の拠点」構想の推進

●飯田市版総合戦略（案）の「若者が帰って来られる産業をつくる」「飯田市への新しい人の流れをつ

くる」取組を推進

地育力によるこころ豊かな人づくり地育力によるこころ豊かな人づくり

●平成２８年度で計画期間が終了する飯田市教育振興基本計画の総括と、リニア時代に向けた新しい

計画の議論、策定

●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の着実な実践、推進と次期計画の策定



●小中連携・一貫教育の質的深耕を図る４つの窓口「授業改善・人間関係づくり・９年間の教育課程・

組織の構築」の設定、「ＩＣＴ教育の効果的活用」の研究、「飯田らしいコミュニティスクール」の展開

●飯田市における不登校対策５つのアクションに基づく幼保小中連携による登校支援の推進

●学校教育と社会教育の連携体制による、小中連携のキャリア教育や体験活動、ふるさと学習の推進

●地域を理解し、地域に愛着を持つ人を育てる高校生教育の推進

安心して健やかに暮らせるまちづくり安心して健やかに暮らせるまちづくり

●地域健康ケア計画２０１６に基づく７つの重点プロジェクトの推進

●「子育て応援プラン」に基づく保育料の軽減や「飯田市こども家庭応援センター」等による子育て

支援、飯田市版総合戦略（案）の「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」取組を推進

●子ども福祉医療費の給付対象年齢を「年度末年齢１８歳（高校生世代）」まで拡大

●多様な主体との協働による「地域福祉計画」の策定

●地域包括ケアシステムの構築に向けて各種関係団体との連携した取組

●災害情報伝達手段の多様化・耐災害性の向上と、公共施設の耐震化による防災拠点整備

●道路、橋りょう、公園等の社会資本整備の重点を「維持・補修」に位置づけ、施設のメンテナンスサ

イクルの構築による将来的な費用の節減と安全性向上の取組

自然・環境と調和した「低炭素社会・飯田」づくり自然・環境と調和した「低炭素社会・飯田」づくり

●第２次飯田市環境モデル都市行動計画に基づき、創エネ・省エネを推進することによる低炭素社会

の形成

●地域環境権条例に基づく地域主導の再エネ事業の創出による持続可能な地域づくりの推進

●飯田市版総合戦略（案）の「環境と経済が好循環する低炭素なまちをつくる」取組を推進

●ポイ捨てや不法投棄がされにくい環境づくりに向けた環境美化活動の推進

●南アルプスユネスコエコパーク・ジオパークの周知と活用策の検討

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

●リニア駅周辺整備基本計画の策定

●スマートインターチェンジの連結許可申請（事業化）

●リニア関連道路整備の事業化に当たり、住民生活への影響等様々な課題へ対応するための体制整備

●産業振興と学術研究の「知の拠点」構想の推進

●伝統文化や地場産業等の地域ブランドの確立に向けた具体的なアクションの展開

●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

●中山間地域や空き家等の課題に対し、地域資源を活用した住民主体の地域づくりの推進



行財政改革の推進行財政改革の推進

●新庁舎完成に伴う窓口サービス向上の取組

●最終年度となる飯田市行財政改革大綱及び改革プランの着実な取組

●公共施設マネジメント基本方針に沿った具体的な検討の実施

●職員のコンプライアンス意識の徹底による市民に信頼されるスリムでコンパクトな行政への推進

■長野県飯田市　総合政策部　企画課

TEL.０２６５-２２-４５１１　　 FAX.０２６５-５３-４５１１

E-mail:ikikaku@city.iida.nagano.jp
URL:http://www.city.iida.lg.jp/
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