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Ⅰ はじめに 

 〜「地球規模で考え、自主的に巻き込まれ、地域で行動する」〜 

   (Think globally, get involved voluntarily, act locally) 

 

 

1 「地球規模で考える」貴重な機会となるAVIAMA総会の飯田開催 

「地球規模で考え、地域で行動する（Think globally, act locally）」は地球環境問題を

論じる際によく使われる言葉ですが、世界中からの移民によって成り立っている米国や

多様な国家で構成される EUとは異なり、日本の地方に住む私たちが「地球規模で考え

る」機会を身近で共有することは、現状そう多くないように思います。 

しかし今年は様相を異にしています。8月には、飯田市で人形劇の祭典が始まって 40

周年を記念し世界人形劇フェスティバルが開催され、これに併せて人形劇のまちづくり

を推進する AVIAMA（人形劇の友・友好都市国際協会）のアジア初となる総会が開催さ

れます。また AVIAMAと UNIMA（国際人形劇連盟）の事務局が置かれているフランスの

シャルルヴィル・メジェール市（人口約 5万人）と飯田市との友好都市締結 30周年に

も当たり、同市のボリス・ラビニョン市長が初めて飯田を訪問されます。 

AVIAMA の創設から関わってきた私にとって、その総会の飯田開催は単なる国際交流

イベントに留まりません。それは、「人形劇のまちづくり」という志を同じくする地域

が国境を越えて集まり、共創の場をつくっていこうとするチャレンジ、と捉えています。 

AVIAMAの飯田開催には大きく二つの意義があると思います。一つは AVIAMAに係る都

市ネットワークの世界展開です。これまでの AVIAMAが形成してきたネットワークは欧

州中心でした。これはシャルルヴィル・メジェール市の前市長であるルドゥー会長（現

ラオス大使）の企画構想力、ネットワーク構築力に負うところが大きく、敬意を表すと

ころですが、飯田開催を機にアジア、アフリカ、南北アメリカへの展開を進めていこう

とするものです。飯田の AVIAMA総会に向けては、国内はもとより、韓国、台湾、中国

の関係市にオブザーバー参加を呼び掛けているところです。 

もう一つは、飯田ならではですが、学輪 IIDAの総会のように会議の様子を一部オー

プンにして市民の皆さんにも傍聴してもらおうとするものです。会議で使用する言語の

中に日本語をどう入れていくか等課題もありますが、国境という既存の枠組みを超えた

地域同士がどのような議論を展開し、どう事業を組み立てていくのか、実際に見ること

で「地球規模で考える」体験をしてもらえれば、と思います。 

私のこれまでの経験で申し上げれば、それは決して形式的なスマートなものではなく、

シナリオのないドラマに近いように思えます。一例を挙げれば、昨年 9月のシャルルヴ

ィル・メジェール市における総会においても、モスクワ市の AVIAMA加盟の可否が議題
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となりました。東欧の都市が「政治的介入が懸念される」として反対を表明、スペイン

の都市が「そうしたことをしない確認が必要」と棄権に回り、「そうは言っても人形劇

におけるモスクワの役割は大きい」とするルドゥー会長の意見に賛成する都市がかろう

じて反対を上回り、結果的にモスクワ市の加盟は認められました。根回しも何も無く、

多数決による民主主義とはこういうものであるということを見せつけられた思いでし

た。 

世界経済フォーラムによる国際会議も「小さく産んで大きく育てた」結果、スイスの

小さな町ダボスが世界中から注目されるようになりました。AVIAMA 総会が飯田市にと

って「小さな世界都市」への大きな一歩になることを期待するところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●シャルルヴィル・メジェール市での

AVIAMA総会参加者 

●シャルルヴィル・メジェール市 

ボリス・ラビニョン市長と 

●世界人形劇フェスティバル 

 参加証 ワッペン 

●世界人形劇 

フェスティバル 

ポスター 

●世界の人形劇 三銃士 

 アルファ人形劇（チェコ） 
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2 「自主的に巻き込まれる力」が強い飯田の地域コミュニティ 

さて「地球規模で考え、地域で行動する（Think globally, act locally）」についてです

が、全国的に人口減少、少子化、高齢化が進む一方で国も地方も財政難という右肩下が

り時代における対応としては、この間に「自主的に巻き込まれ（get involved 

voluntarily ）」を入れる必要があるように思います。「巻き込まれる力」は九州大学の八

木信一教授が飯田市職員が持つ力量を評する際に用いた言葉ですが、「多様な主体の協

働」においては市の職員に限らず当事者全体に当てはまる力ではないかと捉えています。

これは、地域の中にボスがいて「巻き込む力」を発揮して物事が決まっていく訳ではな

く、当事者意識を持った皆さんが「かなわんなぁ」（「参ったなぁ」の意）と言いつつも

自主的に巻き込まれて地域課題を解決するための共創の場を形成している飯田のコミ

ュニティの状況を見れば頷けると思います。 

右肩下がり時代に求められる地域課題解決に向けてのアプローチは、トップダウン型

の地域を「巻き込む力」よりも、ボトムアップ型の地域に「巻き込まれる力」が重要に

なると考えています。地域における様々な共創の積み重ねが「巻き込まれる力」を培い、

それが様々なイノベーションをもたらす「百人による一歩」に繋がっているのではない

でしょうか。 

私はこれまで、経済財政諮問会議の専門調査会（経済・財政一体改革推進委員会）や

まち・ひと・しごと創生総合戦略の KPI検証チーム等、国の政策形成に関わる場に地方

の首長として唯一関わり、後述する通り飯田における経験を踏まえた提言を幾つかさせ

てもらっています。こうした場における地域振興の議論の中で、時としてヒシヒシと感

じるのは、「地方創生」の言葉に代表されるように国としては様々な地域活性化策を打

ち出しているにも関わらず、その成果が思うように出ていないのではないか、その原因

は地域側にあるのではないか、という疑問・懸念です。（こうした議論が展開される場

面では、先進地域の事例は得てして例外扱いになるようです。） 

このような疑問・懸念が全くの的外れとまでは思いませんが、全国の多様な地域にお

ける様々な地域活性化策を一律的に KPI（Key Performance Indicator、重要業績評価

指標）のみで評価するのはやや無理があるのではないか、と考えています。 

私はこうした地域活性化策をコンピュータの世界で言うところの「アプリ」と捉えて

います。コンピュータは OS（オペレーティング・システム）の上に様々なアプリを搭

載することでその機能を発揮します。例えば Windowsという OSの上で Wordや Excel

のようなアプリが動いている訳です。 

私は、これまでの飯田における経験から、こうしたコンピュータの世界のように、地

域に様々なイノベーションをもたらす政策や事業といった「アプリ」は、地域コミュニ

ティという OSの上でその機能を発揮するものと捉えています。地域コミュニティの質

（Quality of Community、QOC）の向上は OSのバージョンアップのようなものであり、

これを怠っていては、いくら「アプリ」がうまく動かないからとその検証を繰り返して

も根本的な解決にはならないのではないでしょうか。逆に遠回りのように見えても、OS
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がしっかり機能さえしていれば、「アプリ」に多少欠陥があっても期待する成果を上げ

ることは可能かも知れません。 

私が国の政策形成の場において、しばしば「地域運営組織」（飯田では「地域自治組

織」と呼称）に言及するのはこうした理由によるものです。 
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3 「自主的に巻き込まれ、地域で行動する」飯田から国への提言例 

ここで私が飯田における経験をベースに国の政策形成過程においてどんな提言をし

ているか、その一例を報告をしておきたいと思います。 

以下はまち・ひと・しごと創生総合戦略の KPI検証チームにおける私からの提言です。

当検証チームは、平成 28年 12月 22日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総

合戦略(2016年改訂版)」の中間評価を行うために、慶應義塾大学の樋口美雄教授(座長)、

国立社会保障・人口問題研究所の高橋重郷前副所長、東京大学公共政策大学院の増田寛

也客員教授、東京大学大学院の松原宏教授及び私の 5名によって構成されました。どう

して私がこのメンバーに入ったのか、その理由はよく分かりませんが、経済財政諮問会

議の専門調査会同様、マクロ指標等の数字から導き出された提言だけではなく地域の現

場感覚に基づいた提言が期待されたのだろう、と自分なりに推測をして提言させてもら

いました。 

 

これまでの検証や先日公表された自治体の基金に係る状況（事実上、東京の「一人勝ち」

状態）等により、一極集中をもたらす東京の「マグネット」の強さは生半可な対応では御しき

れるものではないことが確認された。 

しかしながら、特殊出生率が全国で最も低い東京に子育て世代が集中し続ける現状を放

置していては、地方の疲弊に拍車をかけるのはもちろん、我が国全体の人口減少、少子

化、高齢化に歯止めをかけられない。 

一極集中是正のためには、東京 23 区の大学の定数抑制のような東京側での対症療法と

共に、一旦は地方を離れても子育てする頃までには戻ってくる「人材のサイクル」構築を図

る根本的治療が必要である。ここでは、その根本的治療の一環として、教育、産業、コミュニ

ティの観点から、これまで以上に強力な地方創生策の必要性について意見を述べる。 

 

1．地域に活力をもたらす人材育成のカギを握る「高校教育改革」 

人材サイクルの構築を図るためには、例え一旦は地域を離れても、子育てする頃には帰

ってきたいと考える人づくりをする必要がある。特に地方を離れる割合が最も高い時期が高

校卒業時であることに鑑みると、高校時代の 3年間に自分の生まれ育った地域のことをしっ

かり学び、地域との関係性を自覚することが人材サイクル構築に直結するはずだが、現状

ではこうした取り組みは乏しいと言わざるを得ない。 

県立飯田OIDE長姫高校と飯田市、松本大学の三者協定によって取り組まれている「地域

人教育」は、そうした数少ない取り組みの一つだが、高校生の地域への関心を高めるのみな

らず、企画力やプレゼン力において顕著な向上が見られるなど予想以上の成果を上げてい

る。 

こうした取り組みを全国的に展開するためには、普通高校を含めた高校教育改革による

地域との関係強化や、大学の入試科目見直しを含めた「地域人教育」を基軸とする高校・大

学の連携構築等を図る必要があると思料される。 
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2．産学官金協働により地域の産業構造の転換を促す「産業センター」機能 

産業構造は時代の移り変わりに併せて転換していくことが求められるが、産業集積があ

る程度進み起業が比較的しやすい大都市圏に比して、地方はそうした変化への適応力の

発揮に乏しいと言わざるを得ない。右肩上がりの時代には域外からの工場誘致等でこうした

対応がなされる傾向にあったが、今後はそうした他者依存の方策のみでは成果が得られに

くく、より自立的な対応が求められると思料される。 

飯田地域における航空機産業を牽引役とする次世代産業創出の取り組みは、産業振興

における地方創生のモデルとして注目されているが、そのプラットフォームを担ったのは(公

財)南信州･飯田産業センターである。当センターは地域の産学官金の共創・協働の場とし

て有効に機能している。 

地域の産業構造の転換を促進するためには、こうした「産業センター」の機能を全国的に

展開していく方策が求められよう。 
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3．地域に様々なイノベーションをもたらす「地域運営組織」づくり 

人口減少、少子化、高齢化に加え国も地方も財政難の現状では、多様化する地域の課題

をひとり行政のみで解決するのは困難と言わざるを得ない。産業界や NPO 、市民などが

主体的に地域づくりや産業づくり、人づくりに関わり、こうした「多様な主体」が行政と協働で

きる土壌を地域の中につくっていく必要がある。 

飯田市は公民館活動をベースとする「学びの土壌」を域内全体で形成しており、前述の人

材育成や産業振興、環境、地域医療等様々な分野で革新的な取り組みを担う人材を輩出し

ている。 

こうした人材を輩出する「学びの土壌」は、地域のコミュニティと密接に関連している。飯田

では「どんな立場の人も地域に帰れば一住民」という考え方が浸透しており、郷土の誇りや

愛着は、地域コミュニティの質（Quality of Community，QOC）の向上を通して培われるもの

になっている。 

地域の魅力を高めるには、様々なイノベーションを地域にもたらす土壌づくりが不可欠と

考える。そのためには、例え遠回りのように見えても、従来のトップダウン型の自治会からボ

トムアップ型の地域運営組織（飯田では地域自治組織と呼称）への転換を図り、多様な主体

が協働できる基盤を整備する必要があると思料される。 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当検証チームによる検証結果は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略の KPI検証に関

する報告書」(平成 29年 12月 13日)にとりまとめられ、その中で「地方への新しいひ

との流れをつくる」ための提言がなされており、私の提言も要約されて示されています。 

こうした提言がどのようなカタチで地域に還元されることになるのか、未だ明らかで

はありませんが、既に文部科学省から社会教育や高校教育を担当する方々が飯田 OIDE

長姫高校に視察に訪れるといった動きが出て来ています。 

これからも機会ある毎に「地球規模で考え、自主的に巻き込まれ、地域で行動する

(Think globally, get involved voluntarily, act locally)」をモットーに、飯田の経験を全国、

世界に発信していくことができれば、と考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●地域人教育 

高校生による鵞流峡での竹林整備作業 
●地域人教育 成果発表会の様子 
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１ 昨年の景気動向  

平成 29 年（2017 年）の景気は、緩やかな回復基調が続きました。世界経済の回復

に伴い設備投資や生産は持ち直し、企業の収益や業況判断も改善しました。個人消費は

所得環境の改善もあり緩やかに持ち直しました。また、雇用情勢も改善がみられました。 

政府は、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現するため、各種政策を実施してき

ました。さらに、昨年（平成 29 年）12 月上旬に「新しい経済政策パッケージ」を発

表し、人づくり革命と生産性革命の２つの柱の施策を早期に具現化していくとしていま

す。 

長野県経済は、全国と同様に緩やかな回復が続きました。輸出が順調だったことから

生産は増加基調で推移し、それを受けて設備投資が増加したことにより内需も堅調に推

移しました。個人消費は、秋季における台風の影響など天候不順により衣料品等の販売

が振るいませんでしたが、自動車販売等が回復し、全体としては緩やかに持ち直しまし

た。一方、公共投資は、国の道路やごみ焼却施設などの大型工事によって高水準を維持

したものの、市町村発注の工事は一巡により減少しました。観光面は、信州 DC（デス

ティネーションキャンペーン）の効果が期待されましたが、天候不順の影響で観光入込

客数は伸び悩みました。 

 

２ 今年の景気見通し 

景気は、世界経済の回復を背景に、政府の各種政策の効果もあり、緩やかに回復して

いくことが期待されます。設備投資は、生産の持ち直しから回復基調をたどる見通しで

す。 

個人消費は、消費者マインドが持ち直してきていることに加え、雇用・所得環境の改善

もあり、緩やかに持ち直していくことが期待されます。 

長野県経済は、国内外の順調な需要動向に伴って生産が増加基調で推移することによ

り、緩やかに回復していくことが見込まれます。消費面では、自動車販売で新型車に対

する底堅い需要が続く見通しです。観光関連は、外国人観光客の増加が期待されますが、

ここ数年続いたイベントなどの集客材料には乏しく、観光入込客数は例年並みとなる見

込みです。 

○ 今年の飯田市の景気見通し 

当地域の昨年の景況感は、業種によって差はありますが、一昨年と比べて持ち直し、

好転してきました。今年（平成 30 年）は、全国の景気動向と同様に緩やかな回復に向

かうと予想されますが、雇用や所得環境の改善の状況如何により、個人消費にかかる商

業・サービス業の景況回復が遅滞する恐れがあります。 

雇用情勢は、４年以上連続して有効求人倍率が１倍を上回っており、堅調に推移して

Ⅱ 平成 30年の経済認識  
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います。今年も有効求人倍率は多少の上下を繰り返しつつも、安定した傾向が続くと予

想されます。しかし、人手不足が恒常的に深刻化している業種もあり、雇用の実質改善

が期待されます。 

個人消費について昨年は、景気の緩やかな回復を受けて消費マインドが持ち直すも好

転するまでに至らず、台風など天候不順による秋冬の生鮮野菜の品薄・高騰を受けて、

消費動向が鈍ったことなどから一進一退で推移しました。今後の見通しとして、景気の

緩やかな回復を受けて、物価も緩やかに上昇していくと考えられ、今年の個人消費は、

その反動として抑制され、低調な推移が予想されます。 

機械加工製造業について昨年は、横ばいから増加で推移し、景況感も良好でした。先

行き予測も良好です。設備投資も積極的な意向がみられ、今後も生産増加の基調で推移

していく見通しであります。しかし、製造業のうち半生菓子、水引、漬物など地場産業

の景況回復は弱く、一進一退で推移。雇用面の不足感、先行き不安の声が多く、人手不

足は深刻化が予測されます。この課題に対して、いかに労働生産性を向上させるかが重

要。さらに、今後の見通しとして、輸送コストの増加や各種資材の値上がりによる製造

出荷への影響が懸念されています。 

農作物について昨年は、梅雨明けの天候不順、盆前の台風、コメ収穫時期の台風など

による天候不順の影響を受けて生産出荷量が減少し、流通においても品薄により価格が

高騰しました。特に、昨年 10 月の台風 21 号により主力のリンゴなどに被害が出まし

た。また、一昨年（平成 28 年）にＧＩ登録された市田柿は、同時期の長雨による品質

低下がみられ、出荷や流通にも影響が出ている様子。 

林業について昨年は、松茸が不調のため特用林産物の全体総額を押し下げ、一昨年を

下回るものとなりました。木造建築による住宅着工戸数は、一昨年対比でやや増加の見

込み。森林認証を有効に活用した地域産材の加工・流通の活性化に対して期待が高まっ

てきています。 

観光について昨年は、信州ＤＣが長野県下で展開され、飯田においてもＪＲ秘境駅ツ

アーなどが実施されました。大河ドラマ直虎にかかる観光ツアーも地域の観光名所と組

み合わせて催行されました。しかし、秋の長雨や台風の影響によりイベント催事の中止

が多く、観光影響は多大。本年は、当地域の伝統文化、芸能やイベント催事と組み合わ

せたツアーを展開するとともに、世界人形劇フェスティバルなどと連携したインバウン

ドツーリズムの展開が期待されます。 

当地域は、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が進

展します。地域経済に対するプラス効果をいかに獲得するかが重要となります。 

また、当地域を拠点として長野県の航空機産業の裾野が拡大し、飯田を核とした新た

な航空機産業の拠点の形成が期待されます。 

 

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30年を迎えての私の思いを漢字一文字で示すと「志」になります。これは年頭

所感で述べた通り、今年はAVIAMA総会が飯田で開催され、「人形劇のまちづくり」と

いう志を同じくする都市が世界から集まります。併せて飯田の人形劇のまちづくり40

周年を記念して世界人形劇フェスティバルが開催されますし、シャルルヴィル・メジ

ェール市との友好都市締結30周年を機に同市のボリス・ラビニョン市長が初めて当市

を訪れ、記念行事が行われる予定です。ラビニョン市長は、地域の課題解決に向け、

飯田市と連携を強めたいとの志を持たれた方です。市の職員の皆さんには、これらの

事業成功に向けて、それぞれの役割を果たしてもらいたいと思いますが、飯田市が目

指す「小さな世界都市」への大きな一歩になるよう、志を持って取り組んで頂きたい

と思います。 

また昨年は市制施行80周年の節目の年であり、先ほど申し上げた通り飯田市の新た

な総合計画「いいだ未来デザイン2028」がスタートした年でした。「いいだ未来デザ

イン」では、毎年重点化した「戦略計画」を策定することにしておりますが、リニア・

三遠南信道が開通・全通する将来に向けた産業づくり、人づくり、地域づくりに、多

様な主体がそれぞれどんな志を持って取り組んできたか、今一度確認し、その上で次

のステップに入っていければ、と考えています。「巻き込まれる力」を評価された市

の職員の皆さんも「地域に帰れば一住民」という原点に立ち帰り、自らの志の有り様

を見つめ直して職務に打ち込んでもらいたいと思いますし、それぞれの地域において

は、その構成員としての当事者意識を持ち、地域の皆さんと意識を共有しながら円卓

を囲むように議論をし、そこから行動、実践に移していくことを目指して頂きたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 平成 30年度市政経営の基本方針 

●シャルルヴィル・メジェール市にある

「飯田通り（Rue de Iida）」 

●「飯田通り（Rue de Iida）」の返礼として、

天龍峡桜街道（龍江・通称）を「シャルルヴ

ィル・メジェール通り」と命名予定 
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（１）「いいだ未来デザイン2028」の推進と市政経営の展開 

 いいだ未来デザイン2028（計画期間：2017年度～2028年度）は、リニア開通の翌

年にあたる12年先の2028年に、みんなで実現したい「くらしの姿」「まちの姿」を

ビジョンとして掲げ、その実現に向けて多様な主体がそれぞれの立場で「飯田の未

来づくり」にチャレンジするための指針として策定しました。 

また、いいだ未来デザイン2028では、人口減少などにより社会経済情勢が大きく

変化し、先々を見通すことが難しい時代に対応するため、前期、中期、後期の４年

単位で戦略的かつ重点的に取り組むテーマを基本目標として定めていきます。 

このテーマに基づき、毎年、重点化した取組を「戦略計画」として策定し、「合

言葉はムトス  誰もが主役  飯田未来舞台」をキャッチフレーズに一人ひとりが当

事者意識を持って取組を進めていきます。「いいだ未来デザイン2028」の戦略的な

施策展開は４においてまとめています。 

 

 

 

 

 

いいだ未来デザイン2028 

基本的方向（４年間） 

基本目標１ 若者が帰ってこられる産業をつくる 

基本目標２ 飯田市への人の流れをつくる 

基本目標３ 地育力が支える学び合いで、生きる力を持ち、心豊かな人材を育む 

基本目標４ 自然と歴史を守りいかし伝え、新たな文化をつくりだす 

基本目標５ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標６ 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす 

基本目標７ 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる 

基本目標８ 新時代に向けたこれからの地域経営の仕組みをつくる 

基本目標９ 個性を尊重し、多様な価値観を認め合いながら、交流する 

基本目標 10 豊かな自然と調和し、低炭素なくらしをおくる 

基本目標 11 災害に備え、社会基盤を強化し、防災意識を高める 

基本目標 12 リニア時代を支える都市基盤を整備する 

 

キャッチフレーズ 

 

リニアがもたらす大交流時代に「くらし豊かなまち」をデザインする 

～ 合言葉はムトス 誰もが主役 飯田未来舞台 ～ 
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なお、産業づくりについては、引き続き地域経済活性化プログラムによる多様な

地域産業の振興を図って参ります。当面の目標については、リーマンショック前の

経済自立度55％をマイルストーン（目安となる節目）とし、「地域経済活性化プロ

グラム2018」は２月中旬に当初予算と合わせて発表する予定です。 

 

（２）産業振興と人材育成の拠点整備 

 南信州広域連合が14市町村連携による事業として進めている産業振興と人材育

成の拠点整備については、Ｃ棟（旧電気科棟）を中心とする改修工事（第Ⅰ期工事）

が昨年３月までに終了し、４月にはサテライトキャンパスが設置され、信州大学航

空機システム共同研究講座が開設されました。 

①  改修整備工事の状況 

昨年４月にはＡ棟（旧体育館棟）において第Ⅱ期工事となる公的試験場機能、ホ

ール機能の整備が始まり、本年３月の竣工に向けて工事は終盤を迎えています。航

空機システムの拠点を目指した環境試験器整備では着氷試験機に続き、防爆試験装

置や電磁波測定等を行うＥＭＣセンターも設置され、今年春には稼働が始まります。 

  また、第Ⅲ期工事となるＢ棟（旧機械科棟）の改修工事も昨年 10月から始まり、

今年の秋頃の完了を目指して、改修工事が進められています。来年１月頃までには

外構工事も終了することから、拠点運営の中核的な役割を担う予定の(公財)南信

州・飯田産業センターが移転され、グランドオープンができるように関係機関との

調整と協議をさらに進めていきます。 

 

●拠点整備工事の全景 

 

② 信州大学航空機システム共同研究講座 

昨年４月に開校した信州大学航空機システム共同研究講座では、大学と企業との

共同研究が進められるなか、10 月からは大学院生が当地域へ引越し、本格的な授

業も始まりました。 

また、11 月には信州大学航空宇宙システム研究センター（ＳＵＲＣＡＳ）のシ

ンポジウムと技術展示会が信大のサテライトキャンパスで開かれ、今年は、さらに

新たな大学院生も迎えながら、講座や研究の充実が図られていきます。 
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この共同研究講座の成果と実績を積み重ねることで、信州大学南信州キャンパス

構想の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●信州大学開講式（4/22）      ●技術展示会（11/25） 

 

（３）リニアへの取組  

平成27年閣議決定された「国土形成計画」において、リニアによって三大都市圏

が一体化し、世界からヒト、モノ、カネ、情報を引きつけ、世界を先導する「スー

パー・メガリージョン」の形成が期待され、その効果を全国に拡大し最大化するた

め、スーパー・メガリージョンの形成に向けた構想の検討を行うべきと示されてい

ます。 

これを受けて国土交通省では、「スーパー・メガリージョン構想検討会」を昨年

９月22日に設置し、2019年（平成31年）夏頃に最終とりまとめを行う予定となって

います。 

リニアの中間駅は、自然豊かな地方に設けられることで、大都市と農村の新たな

対流と連携により、従来にはないライフスタイルやビジネススタイルが生まれ、

人々の暮らしや働き方に多様性と豊かさを与える可能性があるとされています。 

中間駅となる飯田市は、リニアの整備効果を広く波及させるため、「当地域に息

づく文化・歴史・自然」と「高度な都市空間」との対流を促進する「田園型の学術

研究都市づくり」を進め、知の創発拠点を結ぶナレッジリンクの一翼を担えるまち

づくりを推進していきます。 

 

「リニア本体工事関連」、「社会基盤整備関連」の取組 

 

① 「リニア本体工事関連」 

飯田市内におけるリニア中央新幹線の動向は、昨年12月６・８日の両日、鼎・羽

場地区において、中央アルプストンネル松川工区に係る工事説明会が開催され、飯

田市内においても、いよいよ工事の段階へ進んで参ります。今年は妙琴公園内に設

置される作業ヤードや工事用道路等の準備工事に着手します。 

それに伴う、発生土置き場候補地である下久堅・龍江地区までの運搬ルートにつ

いては、ＪＲ東海より、住環境への影響が少ない中央自動車道や三遠南信自動車道
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を活用した運搬計画が示されています。 

市内２箇所の発生土置き場候補地についても、地権者、下流域を含めた関係者に

計画を説明し事業を進めて行きます。 

一方明かり区間においては、設計協議が整ったところから幅杭設置が行われ、上

郷北条地区においては、昨年11月29・30日に用地測量・物件調査に係る説明会が開

催されています。 

また座光寺、上郷地域ともに、昨年、用地関係者組合準備会が立ち上がり、今年

は用地関係者組合設立、更に土地評価の協議に向けて進めて行きます。 

リニア建設工事計画が本格化していく中、建設工事や運搬車両の通行に伴う住環

境への影響や小中学校の通学等歩行者の安全対策、発生土置き場の盛り土の安全性、

地下水への影響等の課題が有ります。地権者や地域住民のご意見をしっかりと受け

止め、地域との合意形成を図りつつ事業を進め、万全な環境保全対策が図られるよ

う取り組みます。 

 

② 「社会基盤整備関連」 

ア【リニア駅周辺整備】 

リニア駅の周辺整備については、平成27年６月に「リニア駅周辺整備基本構想」

において基本的な方向性を定め、昨年６月には具体的な整備内容を示した「リニ

ア駅周辺整備基本計画」を策定し、リニア駅周辺整備の４つの整備コンセプトを

定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①機能的でコンパクトな駅空間 

■高度なトランジットハブの形成によりスムーズな乗換えを実現する 

• 各交通機関への円滑な移動を可能にし、乗換利便性が高いコンパクトな駅空間 

• 天候バリアフリーやユニバーサルデザイン＊の視点を踏まえた駅空間 

• 利用者がくつろぎ、必要な情報に接することができる施設や必要なものを揃えられ
る駅空間 

■来訪者へのおもてなしを実現する 

• 来訪者を信州・伊那谷各地へ誘い、波及効果を高めるような、地域の魅力や情報を
発信する駅空間 

• 信州・伊那谷の地場産品や伝統芸能等に触れられる駅空間 

• 美しい山並みや日本の原風景とも言える里山の風景を眺望できる駅空間 

②信州・伊那谷らしさを感じられる駅空間 

「リニア駅周辺整備基本計画」整備コンセプト 
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■豊かな自然環境に配慮し環境モデル都市飯田を実現する 

• 新たに作り出される景観と伊那谷の美しい自然が調和した駅空間 

• 多面的な機能を持つグリーンインフラが整備された駅空間 

• 再生可能エネルギー＊の活用や低炭素＊社会の取り組みの場となる駅空間 

③自然との調和を目指した駅空間 

■地域の一体化を実現する 

• 地域住民が日常生活で便利に使える駅空間 

• イベントや行事など地域住民がコミュニティ活動の場としても活用できる駅空間 

• 防災機能を果たし、非常時には地域住民とリニア駅利用者が安全に避難できるとと
もに、帰宅困難者にも対応できる駅空間 

④地域と一体化した駅空間 

平面計画イメージ図 
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更に昨年７月に「駅周辺整備基本設計」に向けてリニア駅周辺整備デザイン会

議を設置しました。 

このデザイン会議では、長野県の南の玄関口及び三遠南信地域の北の玄関口に

ふさわしいリニア駅を目指し、駅舎や魅力発信施設等の建築物、広場などのデザ

イン、駅周辺の景観形成について、リニア駅周辺整備基本計画のコンセプト及び

諸条件、土地利用や広域的な視点を踏まえ将来を見据えた柔軟な検討を進めて行

きます。 

今後、地元地域や市民の皆さんのご意見を伺いながら、平成30年度末には基本

設計を策定し、その後実施設計を進めていきます。 

また、多様な交通手段への乗換可能な“高度なトランジット・ハブ”の形成を

目指して、JR飯田線に乗換新駅を設置することについて、市民の皆さんとの意見

交換や伊那谷自治体会議との連携を行ってJR東海との協議を進めます。 

 

 

 

イ【駅勢圏（駅の利用が見込まれる地域）拡大に向けた道路ネットワークの強化】 

長野県と飯田市では、リニア駅の利便性向上や渋滞緩和を図る上で必要となる

駅周辺の整備、あるいは中央自動車道とリニア駅を接続する道路等の整備につい

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。 

主な整備路線とその進捗状況は、次のとおりです。また、これらの路線と関係

して付け替え等の検討が必要となる道路や水路について、関係地区の皆さんと協

議を行います。 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

リニア駅周辺整

備デザイン会議
（仮称）リニア駅周辺整備デザイン協議会

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
開
業

基本設計

都市計

画決定

実施設計 基盤工事

建築物工事建築物設計

今後のスケジュール 
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・「中央自動車道座光寺スマートIC（仮称）」について 

平成28年６月６日付けで、国土交通大臣より中央自動車道との連結許可をいた

だき、事業化（事業着手）となりました。路線測量・地質調査等を実施し、関係

する皆さんと協議・調整を行いながら、道路の詳細な設計を進め、用地調査に着

手していきます。 

・「国道153号飯田北改良」及び「座光寺上郷道路」について（県事業） 

国道153号飯田北改良（本線）及び、座光寺上郷道路の国道153号からフルーツ

ラインまでの道路計画について地元の皆様と協議・調整を行い、平成29年度より、

用地測量に着手となりました。また、座光寺上郷道路のフルーツラインから県道

飯島飯田線までの間については、説明会を開催し、地元の皆様からご意見をお聞

きしながら詳細な設計を進めています。 

・「県道市場桜町線」について（県事業） 

リニア駅周辺整備に関連する箇所の道路計画について、地区の皆さんと協議し

ながら、詳細な設計を進めています。 

 

ウ【代替地の整備】 

リニア本線、関連事業に影響を受け、移転をお願いする方々との具体的な協議と

ともに、代替地の確保、整備に取り組み、関係する方々が、移転先の検討に関して

不安や心配が払拭され、安心して移転が出来るよう市として責任ある対応を行いま

す。 
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10～12月 １～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

代替地整備

代替地
登録制度

2017年度 2018年度
2019年度以降

代替地登録受付

測量・設計

用
地
関
係
者

組
合
設
立

用
地
単
価

締
結協議 用地協議・契約 整

備
工
事
等

・代替地の整備区域の権利者の皆様には、事業地区と同様な時期において関係者組

合を設立いただき土地評価の協議等を進めます。 

・整備区域の道路や造成の計画を進め、2019年度(平成31年度)以降の工事に向けて

関係者と調整をしていきます。 

 

 

 

③ 「戦略的地域づくり」関連 

リニア開業により、この地域と都市圏の移動時間が大幅に短縮されビジネスやラ

イフスタイルの変革が想定されることから、国内外から多くの人や企業を惹きつけ

る魅力づくりに向けた「リニア推進ロードマップ」を見直し、交流人口拡大や地域

経済、地域振興の活性化に資する戦略的地域づくりを積極的に展開します。 

また伊那谷自治体会議を中心に広域観光の推進に向けた二次交通など、広域的に

波及効果の高い取組の検討を進めるとともに、リニア時代に望まれる広域的なイン

フラとしての「コンベンションセンター」、「スポーツ施設」の整備に向けて、南信

州広域連合と共に検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替地のスケジュール 
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２ 平成30年度当初予算編成に向けての考え方（基本方針） 

（１）国の予算、地方財政対策などの状況 

  ○昨年12月22日に国の平成30年度予算案が閣議決定され、一般会計の総額は97兆 

7,128億円と今年度の当初予算を2,581億円上回り、予算規模は６年連続で過去最

高を更新しました。 

○「経済・財政再生計画」の集中改革期間の最終年度の予算として経済再生と財政

健全化の両立に向け、これまでの歳出改革の取組を強化しつつ、「人づくり革命」

や「生産性革命」をはじめ、現下の重要課題に重点を置いた予算としています。 

○一方、地方財源の見込を示す地方財政対策では、地方の一般財源総額について前

年度より356億円上回る62兆1,159億円を確保したとしています。 

○地方税は3,631億円 0.9％の増と見込む一方、地方交付税は、地方税収等の動向

を踏まえ前年度より3,213億円少ない16兆85億円と見込んでいます。 

○地方が子ども・子育て支援や地方創生等の重要課題に取り組みつつ、安定的に財

政運営を行うことができるよう地方交付税等の一般財源を確保し、地方の重点課

題である公共施設等の適正管理の推進や「まち・ひと・しごと創生事業費」の確

保などに積極的に取り組む予算としていることから、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）飯田市の財政状況を踏まえた予算編成の方向 

  ○当市の平成28年度決算は、地方交付税等歳入の減に加え扶助費等歳出の増により

財政調整基金を取り崩す厳しい決算となりました。 

  ○ここ10年間の決算推移を見ても、歳入面では地方税が人口減少に伴い減少傾向に

あるとともに歳出面では少子高齢化の進行に伴う社会保障費の増大が著しく、今

後もこのような傾向は益々進むと予想されます。 

  ○このような状況下において、より健全な財政運営に努めていくために2017年度か

ら2020年度(平成29～32年度)までの財政運営目標（21Ｐ参照）を設定しています。 

  ○それらを踏まえ、平成30年度当初予算は次のような考え方を基本として予算編成

に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「いいだ未来デザイン 2028」の各基本目標の達成に向け、平成 29年度の取組を振

り返り、部局・分野を超えて事業構想力を発揮し予算を編成します。 

 

② 選択と集中の観点から優先度を見極め、重点化を図ります。 

 

③ 歳入確保や歳出削減などの工夫を図ることでより一層の行財政改革に努め、「いい

だ未来デザイン 2028」の効果的推進に結びつけます。 
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【参考】 

  １ 財政運営目標[2017年度から2020年度(平成29～32年度)まで数値目標] 

    基金や地方債を効果的に活用しリニア関連等の大規模事業を進めるとともに、

健全な財政運営を維持するために以下のような財政運営目標を設定しています。 

 

 

 

 

  ※１ 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４基金をいいます。 

  ※２ 一般会計、特別会計、企業会計の合計で臨時財政対策債を除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 今後の予算編成の流れ 

 平成 29年 11月末現在の予算要求状況は次のとおりです。また、今後は「当初予

算編成の流れ」に沿って予算編成を進めていきます。 

 

 

 

 

 ○ 主要４基金(※１)残高   ４０億円以上確保する 

 ○ 地方債(※２)残高    ５５０億円以下に抑制する 

○平成 30年度当初予算歳出要求状況 

 

 ４７５億８千万円（前年度当初予算要求額対比 △０．８％） 

 ※参考  平成２９年度要求額 ４７９億９千万円 

14,085 

単位：百万円 

単位：百万円 

14,109 
13,329 13,433 

13,122 

64,414 
68,981 

73,069 74,378 
77,684 

H28末 主要4基金残高 

57億8,700万円 
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３ 行財政改革の推進 ～量的削減に加え質的改革～ 

行財政改革大綱[2017～2020(平成29～32)年度]においては、従来からの量的削減に

加え、新たに質的改革の取組を進めることとしています。 

予算編成を通じて歳入の確保、歳出の削減、業務の見直しなどを行うとともに、公

共施設マネジメントの推進として、優先検討施設について施設のあり方、方向性の検

討を進めました。 

また、「もっと良くする１％改革」として、職員提案に基づき市民サービスの向上、

業務の改革改善など質的改革に着手しました。 

今後も「いいだ未来デザイン2028」をより効果的に推進するために、行財政改革大

綱に基づく実行計画に取り組んでいきます。 

 

４ いいだ未来デザイン 2028の戦略的な施策展開  

次ページ以降では、いいだ未来デザイン2028の「2018（平成30）年度戦略計画」で

想定している主な取組を基本目標ごとに紹介します。 
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基本目標１ 

若者が帰ってこられる産業をつくる 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇地域産業の持続的発展に資する研究開発力の強化を図るとともに、新産業の創出、

地域産業の高付加価値化への挑戦を支援します。 

〇長野県や南信州広域連合などと連携協調し、地域の産業拠点としての「産業振興

の知の拠点」整備を推進します。 

〇地域産業の将来を支える担い手・起業家の育成に取り組みます。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

学卒者の地域内回帰・定着率 
38.9％ 

［2014(平成26)年度］ 

50.0％ 

[2019(平成31)年度] 

 

＜戦略計画［2018(平成30)年度］で想定している主な取組＞    

◆ 「新たな産業振興の拠点」の形成 

・様々な「知」が集積する産業振興と人材育成の拠点の形成に向けて、旧飯田工

業高校施設の改修整備を仕上げ、産業センターを移転し機能を拡充します。 

・平成29年４月に開講した「信州大学航空機システム共同研究講座」の運営を担

うコンソーシアム（共同事業体）の機能強化を図り、航空宇宙産業分野におけ

る高度人材の育成を推進します。また、南信州キャンパス実現に向けた取組の

検討を進めていきます。 

・工業技術センター・飯田EMCセンターにおける試験機器の導入と運営体制の拡

充を進め、公的試験場としての機能の強化を図ります。 

◆ 新たな産業分野、地域産業の高付加価値化への挑戦 

・航空機システム分野への参入、共同受注量の増大、そこに携わる人材の育成な

ど、飯田航空宇宙プロジェクトの取組を支援します。 

・医療福祉現場のニーズに応じた製品の開発や、地域内産品を活用した健康食品

など食品産業の新商品開発と販路拡大、さらに異業種連携による共同研究を広

く支援します。また、ものづくりデザインを意識した製品づくりによる高付加

価値化を推進します。 

・地域経済を牽引する電気・電子・精密・機械などの産業分野や地域に根付いた

伝統産業等における積極的な取組に対して、必要な支援を行います。 
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・森林認証による南信州の木のブランド化の推進を支援するとともに、市場流通

の拡大に向けた地域産材の活用を促進します。 

・農業振興ビジョンの目指す姿の実現に向けて、農業振興センターを核として多

様な主体が連携し、農畜産物の生産基盤を強化するとともに、三遠南信地域が

連携して新マーケットの開拓を推進するなど、農業振興と地域活性化に取り組

みブランド力の向上を図ります。 

 

◆ 地域産業の担い手確保 

・Ｕターン就職を推進するため、インターンシップをはじめ、高校生と地元企業

の結びつきをいっそう深める交流型のモデル事業を実施します。 

・新規就農者と農家後継者の確保に取り組みます。また、森林整備の技術習得を

通じて林業従事者の確保を図りつつ、森林を地域で守り活用する活動を支援し

ます。 

・新事業創出支援協議会Ｉ－Ｐｏｒｔの運営によりビジネス支援を推進します。

また、若者等の起業支援において空き店舗の活用を推進します。 

・中小規模事業者の事業承継について、関係機関と連携して研究します。 

◆ 産業用地の整備と戦略的な企業誘致の推進 

・自然豊かな地域環境と共生した（仮称）龍江インター産業団地の一部造成を進

めます。 

・企業誘致による新規立地を促進し、既存企業の事業拡大を支援します。 
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基本目標２ 

飯田市への人の流れをつくる 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇リニア中央新幹線の開業や三遠南信自動車道の全線開通による新しい交通網時

代を見据え、世界に誇れる多様なライフスタイルの提案により、移住者の増加を

目指します。 

〇この地域を訪れる人を増やすため、国内外から多くの人を惹きつける魅力づくり

に取り組みます。 

〇地域の魅力をさらに磨き上げて地域ブランドを構築するとともに、地域の魅力を

プロモーションします。 

〇リニア中央新幹線長野県駅を見据えたまちづくりにおける、中心拠点としての中

心市街地の魅力づくりを推進します。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

休日滞在人口率 
1.44倍 

［2014(平成26)年度］ 

1.50倍 

[2019(平成31)年度） 

 

＜戦略計画［2018(平成30)年度］で想定している主な取組＞ 

◆ 飯田だから実現できるライフスタイルの提案 

・移住相談から定住まで一貫して支援するワンストップ窓口を構築し、総合的な

受入れ体制を整備します。 

・南信濃及び千代地区をモデル地区として、働く場所や住居の提供、お試し暮ら

しや移住体験者との交流など、地域と一体となった移住希望者の受け入れを行

います。 

・農ある暮らしなど飯田ならではのライフスタイルを「お試し住宅」の活用を通

じて提案し、地域社会との交流を進めるなかで移住定住につなげます。 

   ・小規模特認校の上村小学校において特色ある教育を展開し、移住定住への取組

につなげます。 

・中山間地域等における保育園児の確保に向けて、豊かな自然環境を活かし「選

ばれる保育園」となるような研究を深め、移住定住の促進につなげます。（再

掲） 

・各地区まちづくり委員会等と協働して、空き家の活用を促進します。（再掲） 

・いいだ型自然保育・幼児教育の質を高め、子どもや親が自然体験、食農体験な
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ど“いのち”とのふれあいを持つことができる環境づくりを地域ぐるみで進め、

飯田での子育てに幸せを感じることができるような魅力づくりに取り組みま

す。（再掲） 

・市民公募の「みんなで子育て応援サポーター」と連携した情報発信機能（スマ

ートフォンの活用等）を強化することで、利便性の向上を図るとともに、子育

て環境の魅力や質の高さを全国に発信します。（再掲） 

◆ 「結いのまち」飯田においでなんしょ 

・地域の暮らし・文化などを素材にした体験型観光プログラムに加え、地域資源

を活用した新たなツアーを地域との協働により造成するとともに、さらなるＰ

Ｒ活動を行い、国内からの誘客はもとより、インバウンド観光を推進します。 

・(仮称)天龍峡大橋の供用開始を見据え、天龍峡温泉交流館をはじめとする様々

な拠点（資源）を結びつけた広域的な周遊プログラムの構築を推進します。 

・道の駅遠山郷において体験型プログラムなどをワンストップで提供する体制の

構築を推進するとともに、道の駅を核とした遠山郷の一体的な観光振興を推進

します。 

・今後の観光地域づくりを視野に入れて、南信州版ＤＭＯの実現や広域観光のあ

り方を検討します。 

◆ 地域ブランドの構築と飯田の魅力が伝わるプロモーション 

・国内外の人が、飯田の多様なヒト・モノ・コトを体感したとき、「飯田らしさ」

が印象に残るようなブランディング・プロモーションを戦略的に展開します。 

・「飯田らしさ」を感じた人が、飯田の伝道者、新たな創発の支援者、実践者と

なれる共創型の関係づくりに取り組みます。 

・「飯田らしさ」に触れた人が、その感動を発信・拡散できる仕組みをつくりま

す。 

◆ 魅力的な中心拠点の形成 

・中心市街地活性化基本計画の策定のなかで、中心市街地の機能と役割や、リニ

ア時代を見据えた課題を地域と連携して整理し、将来像を検討します。 

・中心市街地への来訪者を増加させるために、特に親子連れをターゲットとした

まちなか回遊事業を効果的に実施するなど、新たな取組を検討します。 
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基本目標３ 

地育力が支える学び合いで、生きる力をもち、心豊かな人材を育む 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇地育力（地域の資源と人材）を活用した飯田らしい小中連携・一貫教育と多様な

学習交流を推進し、リニア時代を生き抜く力（主体性・柔軟性・協調性・コミュ

ニケーション力・グローバルな発想力とローカルな視点での行動力・倫理観）を

培う人材を育みます。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

保護者・地域住民の 

教育活動への参加率 

小94.3％ 中77.8％ 

[2016(平成28)年度] 

小100% 中100% 

[2020(平成32)年度] 

ICT活用のための 

校内研修の実施率 

小31.6％ 中33.3％ 

[2016(平成28)年度] 

小70% 中70% 

[2020(平成32)年度] 

 

＜戦略計画［2018(平成30)年度］で想定している主な取組＞ 

 ◆ 飯田らしい小中連携・一貫教育の推進 

・中１ギャップによる不登校児童生徒数を減少させる取組を行います。 

  ・次期学習指導要領に準拠した中学校区ごとに義務教育９年間の系統的な指導計

画・学習プログラムを作成します。 

  ・遠山中学校区３校で、地域の自然と文化に根差すESD(持続可能な開発のための

教育)を大学や関係機関の支援により実践します。 

◆ 地域と学校がつながる飯田コミュニティスクールの推進 

・各小中学校で、特徴ある学校づくりを検討し、すべての子供たちが輝く学校を

地域ぐるみでつくります。 

・小規模特認校の上村小学校において特色ある教育を展開し、移住定住への取組

につなげます。（再掲） 

・飯田コミュニティスクールについて多くの地域住民が参加できるように、学校

支援活動の活発化に取り組みます。 

  ・各小中学校の具体的な取組事例を関係者が共有し学びあう機会をつくります。 

  ・高校におけるコミュニティスクールの立ち上げを視野に入れ、学校と地域が協

働した地域学習を推進します。 



29 

 ◆ LG（地域･地球）飯田教育の充実 

  ・学校現場において「LG（地域・地球）飯田教育」の目的を理解して、教科教育

との関連づけについて研究します。 

  ・市内の教育資源や専門的な知見を活用した宇宙留学サマーキャンプを実施しま

す。 

 ◆ ＩＣＴを活用した教育課題への対応 

   ・ICT(情報通信技術)を活用した教育課題の解決に向け、引き続きモデル３校区

10校において実証研究に取り組み、更なる深化を図ります。 

➢遠山中学校区３校は、ICTを活用し小規模校・少人数学級における多様性の

育成に取り組みます。 

➢旭ヶ丘中学校区３校は、ICTを活用し特別支援学級、不登校児童・生徒への

学力保証に取り組みます。 

➢竜東中学校区４校は、ICTを活用しグローバル化に対応できる思考力・判断

力・表現力の育成に取り組みます。  

・モデル校における実証研究の成果等を踏まえ、全小中学校で ICTを活用した教

育活動が実施できるよう、段階的に ICT 機器やデジタル教材の一部導入など

ICT教育の環境整備を進めます。 

 ◆ 高校生・若者を対象とした地域人教育の推進 

・飯田OIDE長姫高校商業科の1～3年生までの系統的な「地域人教育」（地域を愛

し、理解し、地域で活躍する人材を育む教育）を推進します。 

・地域人材を育む教育活動が各高校で展開されるよう、庁内関係課の連携体制を

構築し、各高校への働きかけと学習支援を行います。 

・高校生の「LG（地球・地域）飯田教育」として、ふるさと学習とカンボジア・

スタディーツアーを主要プログラムとした「高校生講座」を実施し、その成果

を市民、中高生等に還元するための報告・懇談会等を行います。 

・大学生のフィールドスタディーと地元高校生の地域学習を「共学」の視点で繋

ぎ、学習効果を高めるカリキュラムを構築し、実践、検証します。 

・高卒後の若者を対象に、地域に関わりながら充実した生き方をデザインし実践

する「若者講座」を開催し、「人財ネットワークづくり」を進めます。 
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基本目標４ 

自然と歴史を守りいかし伝え、新たな文化をつくりだす 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇「伊那谷の自然と文化」をテーマとした学術研究、教育普及、保存継承、活用創

造の取組を、行政・教育機関の連携と、市民研究団体及び地域組織等との協慟に

より、総合力を発揮して推進します。 

〇「地域振興の知の拠点」の形成を目指します。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

調査研究報告書等の発刊件数 

16件 

[2013～2015(平成25 

～27)年度平均] 

18件 

[2020(平成32)年度] 

教育普及事業延べ参加者数 

46,277人 

[2013～2015(平成25 

～27)年度平均] 

48,100人 

[2020(平成32)年度] 

指定等文化財の累計 
174件 

[2015(平成27)年度] 

184件 

[2020(平成32)年度] 

美術博物館来館者数 

50,910人 

（[2013～2015(平成25 

～27)年度平均] 

53,500人 

[2020(平成32)年度] 

 

＜戦略計画［2018(平成30)年度］で想定している主な取組＞ 

  ◆ 「伊那谷の自然と文化」への玄関口 飯田市美術博物館の魅力度アップ 

・2019年度の美術博物館開館 30周年に向けて、博物（自然・人文）分野の常設

展示をより魅力あるものにリニューアルする取組を進めます。 

・市民のシンボルである「風越山」の白山信仰 開山 1300年を記念する特別陳列

を風越登山マラソンなど関連事業と連携して実施します。 

   ・「伊那谷の自然と文化」の特徴をプラネタリウムを活用したドームシアターで

紹介するための新番組（「南信州の花火」を予定）を制作します。 

  ◆ 国指定の史跡名勝の保存・整備・活用 

・「史跡 恒川官衙遺跡」について、史跡公園の整備に向けた公有地化、発掘調査、

恒川清水エリアの基本設計業務等を進めます。 
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・「史跡 飯田古墳群」について価値と概要の情報発信を行うとともに、保存活用

計画の策定を進めます。 

・「名勝天龍峡」の価値と魅力を発信するガイダンス施設の整備に向けた取組を

進めます。 

  ◆ 人形劇の世界都市としての推進力・求心力の向上 

・「いいだ人形劇フェスタ」20周年、「人形劇カーニバル飯田」から通算40周年を

記念して、世界中の多様な人形劇を楽しめる場づくり等を行い、人形劇のまち

飯田の「見る・演じる・支える」という特長や日本の人形劇文化を広く発信し、

人形劇の世界都市としての存在感を高めます。 

    ➢「いいだ人形劇フェスタ2018」に合わせて「世界人形劇フェスティバル」（8/3

～8/12）を開催します。 

    ➢アジア地域初となるAVIAMA（人形劇の友・友好都市国際協会）総会を飯田で

開催するとともに、これを契機に日本国内及びアジア地域におけるAVIAMA

のネットワークを広げます。 

    ➢「人形劇のまち飯田」の新たなシンボルとなる人形とけい塔を、市民による

デザイン選定と募金活動に基づき整備します。 

    ➢シャルルヴィル・メジェール市との友好都市提携30周年を記念する事業を実

施します。 

    ➢美術博物館において「伊那谷の人形芝居」を紹介する特別展示を行います。 

  ◆ 「地域振興の知の拠点」の形成に向けた取組の推進 

・持続的で自立的な地域づくりに向けて、地域内外の知見を融合させて新たな価

値を創造・発信する「地域振興の知の拠点」の形成に向けた構想づくりを引き

続き進めます。 

  ◆ 遠山郷の魅力の顕在化と情報発信 

・遠山郷の多様な地域資源について、文化財指定に向けた取組を進めます。 

・霜月祭を中心とする民俗芸能に係る調査研究と担い手・支え手の確保・育成へ

の支援を行います。 

・南アルプスユネスコエコパーク・ジオパークについて、構成する主要な資源の

価値を明らかにするとともに、情報発信機能を高める取組を行います。 
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基本目標５ 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇産み育てたいと思う子どもの数の理想実現に向けた環境づくりを進めるととも

に、子育てが孤立しない環境づくりと、地域の応援による子育てや見守りができ

るまちづくりを進めます。 

 

＜進捗状況確認指標＞  

指標名 基準値 目標値 

合計特殊出生率 
1.76 

[2014(平成26)年度] 

1.80 

[2019(平成31)年度] 

 

＜戦略計画［2018(平成30)年度］で想定している主な取組＞ 

◆ 信頼と絆で応援、安心・健康な子育てのまちづくりの推進 

・保健師による母子手帳交付と面談を踏まえて個別支援プランを作成し、生まれ

る前から保健・医療・子育て関係機関との密接な連携によるサポートを行いま

す。 

・市立病院と地域内健診機関との間で妊産婦情報を共有する連携システムとする

ことで、安全な分娩体制を構築し、里帰り分娩も含めて市立病院が地域内の分

娩を受け入れます。また、妊産婦さんがほっとできる相談支援を行います。 

・年度末の年齢が18歳以下の子どもを対象に、平成30年８月から、医療費の「現

物給付方式＝窓口無料化（受給者負担金分を除いた保険診療分）」を行います。 

・こども家庭応援センターを中心に、子育て・発達相談ニーズの調査分析を行い、

関係機関と連携した地域ぐるみの支援モデルをつくります。 

・仕事を持ちながら子育てができる環境づくりを進めるため、公立保育園の特別

保育について、地域の課題に即したモデル的事業を支援します。 

・地域や民間活力の協力を受け、上郷なかよし保育園の新園舎オープンなど地域

の子育て支援・保育サービスの拡充を図ります。 

・地域ニーズに合わせた児童クラブの定員の拡大を準備していきます。 

・ひとり親家庭の学習支援活動を行う市民活動団体を支援します。 

・関係機関の連携により、課題を抱える生活困窮世帯を早期に発見し適切な相談

支援につなげます。 
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・男女共同参画社会を目指し、ワークライフバランス推進のための事業所への働

きかけを行い、事業主や従業員向けの効果的な研修を実施します。（再掲） 

◆ 「飯田版！上質な子育て環境」づくり 

・いいだ型自然保育・幼児教育の質を高め、子どもや親が自然体験、食農体験な

ど“いのち”とのふれあいを持つことができる環境づくりを地域ぐるみで進め、

飯田での子育てに幸せを感じることができるような魅力づくりに取り組みま

す。 

・中山間地域等における保育園児の確保に向けて、豊かな自然環境を活かし「選

ばれる保育園」となるような研究を深め、移住定住の促進につなげます。 

・市民公募の「みんなで子育て応援サポーター」と連携した情報発信機能（スマ

ートフォンの活用等）を強化することで、利便性の向上を図るとともに、子育

て環境の魅力や質の高さを全国に発信します。 

◆ 結婚したいと思う若者へのライフデザイン支援  

 ・若者に、結婚や子育ても含めた人生について考える（ライフデザイン）意識啓

発の事業を実施します。 

・未来のパートナーとの出会いの機会をつくるため、各種イベントの開催や結婚

相談員・結婚支援アドバイザーによる結婚相談を行います。 

 ・子どもを持ちたいと望む夫婦のため、不妊治療費の助成に加え不育症治療費の

助成と不妊・不育の相談事業を実施します。 

 ・人生の節目である婚姻届や出生届の際に、共に喜び合うという気持ちを込めて、

ささやかな記念品を贈呈します。 
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基本目標６ 

「市民総健康」と「生涯現役」をめざす 

 

＜戦略（考え方）＞ 

○市民一人ひとりが、心身ともに健やかに暮らすことで、家族や地域がいきいきと

輝き続けられます。市民（個人・家族）、地域（団体・機関等）、行政（専門職）

等の多様な主体が一緒になって役割を発揮し、健康寿命が延伸されるまちをつく

ります。 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

65歳以上における 

要介護認定者割合（伸び率抑制） 

18.80％ 

[2015(平成27)年度] 

20.40％ 

[2020(平成32)年度] 

介護予防事業への参加者数 

（いきいき教室等） 

4,054人 

[2015(平成27)年度] 

5,000人 

[2020(平成32)年度] 

 

＜戦略計画［2018(平成30)年度］で想定している主な取組＞ 

◆ 地域、家族とともに進める健康づくり 

  ・生活習慣病の予防として、働き盛り世代の特定健診未受診者への訪問・電話等

による受診勧奨を行い、受診率の向上を目指します。 

  ・特定健診受診者で、生活習慣病の重症化予防の対象者には保健指導を行い、医

療機関の受療率の向上に取り組みます。 

・子宮頸がん検診について20、30歳女性と40、50、60歳の節目年齢で申込みのな

い方に再受診勧奨を行い、受診率の向上に取り組みます。 

 ◆ 介護予防の推進 

  ・地域で高齢者を支え、介護予防を進めるための介護予防サポーターを養成しま

す。 

・高齢者が、介護が必要な状態にならないようにするため、いきいき教室での運

動や、健脚大学、はつらつ運動塾などの介護予防事業への参加者を増やします。 

  ・地域包括支援センター、社会福祉協議会と連携しながら、住民組織による介護

予防教室を増やします。 

 ◆ みんなで食べよう楽しい食事（食育の推進） 

  ・20歳から30歳代の男性の朝食欠食率が高いことから、若い人たちを対象にした
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企業への出前健康講座や消防団の健康教室を行い、欠食率の改善を図ります。 

  ・朝食・夕食を家族と一緒に食べる「共食率」を向上させるため、結いタイムと

連携した広報啓発や各地区で親子料理教室を開催し共食の周知を図ります。 

 ◆ 歩こう動こう プラステン（＋１０分） 

  ・今より１日1０分、身体活動（生活における全ての動き）を増やすため、各地

区での健康教室でプラステンの実践を広げます。 

  ・橋北地区を中心に、民間の包括ケア複合施設や地域と協働した運動講座を開催

します。 

  ・家庭訪問や特定健診等を通じて、週１回以上運動をする市民の割合を増やしま

す。 

 ◆ 歯と口の健康づくり 

  ・歯と口の健康づくりが生活習慣病予防につながる大事な要素であるという知識

と実践力を身につける必要があるため、乳幼児保健や健康診査等を通じて、歯

科保健に取り組みます。 

  ・飯田下伊那歯科医師会と連携し、各種媒体を活用して、歯科保健に関する情報

を啓発します。 

・高齢者の肺炎リスクを減少させるため、歯科衛生士により、いきいき教室の参

加者に正しい歯磨き、口の体操等の口腔ケアの指導を行います。 
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基本目標７ 

共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇地域福祉活動の実践者である住民や地域活動組織が、多様な主体との協働で培っ

てきた活動実績（資産）をベースに、様々な制度や社会福祉事業者、民間事業者

などと一緒になって「共助」を実践できるよう支援します。 

○地域活動組織などの育成にあたっては、「身近な成功事例の積み重ね」が共有で

きる視点を大切にしていきます。 

○住み慣れた地域での生活が続けられるよう、地域福祉活動と地域包括ケアシステ

ムとの連携を進めます。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

創出される地域福祉活動の 

モデル数 

－ 件 

（平成 年度） 

40件 

[2020(平成32)年度] 

 

＜戦略計画［2018(平成30)年度］で想定している主な取組＞ 

◆ 多様な主体による日常生活における支援   

・住民支え合いマップを活用した日常生活における支援を推進します。 

・集積所までのごみ運搬が困難な世帯に対して、住民の共助に加え、廃棄物収集・

運搬業許可を受けた社会福祉事業者による支援を進めます。 

・移動制約者の交通手段を確保するため、多様な主体による福祉有償運送の全市

的な展開を支援します。 

・地域住民、社会福祉事業者や民間事業者等による社会全体による見守りネット

ワークの構築を進めます。 

・地域の支え合いを実践する住民と専門職（介護・医療・福祉等の専門機関やス

タッフ）が連携し、地域の福祉課題を把握・共有し、協議する中から、高齢者

が自宅で安心して暮らせる仕組みをつくります。 

・介護の人材不足が深刻なことから、介護人材確保のための具体策の検討を関係

機関、関係団体と連携して取り組みます。医療や介護が必要となった高齢者が、

可能な限り在宅での生活を送ることができるように、医療と介護の連携を推進

します。また、在宅介護を支援するためにきめ細かに福祉サービスを実施して

いきます。 
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  ◆ 認知症の人とその家族を支援する連携機能の充実 

   ・認知症疾患医療センターなどの認知症専門機関との連携を進め、認知症の人と

家族を支援します。 

・認知症についての理解を進め、認知症の人を地域で温かく見守るため認知症サ

ポーターを養成します。 

・認知症介護者のつどい、認知症カフェなど開催するほか、認知症地域支援推進

員、認知症初期集中支援チーム、地域包括支援センターで介護者からの相談に

対応します。 

・徘徊高齢者の早期発見のため、身体的特徴、よく出かける場所などを記した「高

齢者安心おかえりカルテ」の普及と作成支援を行います。 

・認知症の人の権利擁護を進めるため、成年後見制度の講演会、研修会等を開催

し制度の普及啓発を行います。 

  ◆ 地域とともに創る障がい児・者との共生社会の実現 

   ・障がい児・者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、関係機関と連

携して24時間365日の相談体制の充実を図ります。 

   ・障がいを理由とした差別や虐待を防止するため、障がい児・者に対する正しい

理解を深め、権利擁護を推進する障がい者理解啓発事業を展開します。 

   ・障がい児・者が働く場や文化・スポーツなど様々な分野において生きがいを持

って活躍できる支援を進めます。 
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基本目標８ 

新時代に向けたこれからの地域経営の仕組みをつくる 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇少子化、高齢化、人口減少が進む中で、すべての地域住民が主体的に活動し、い

つまでも地域のくらしと自治を運営していけるように、「新時代の地域経営」の

仕組みを構築します。 

○地域が内発的に発展することを目的に、地域課題を解決する実行部隊の立ち上げ、

運営の支援を行うとともに、多様な主体が連携した仕組みづくりを進めます。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

 「田舎へ還ろう戦略事業」の実施

地区数 

- 

（平成 年度） 

20件 

[2020(平成32)年度] 

地域課題対応事業体設立数 
- 

（平成 年度） 

1件 

[2020(平成32)年度] 

 

＜戦略計画［2018(平成30)年度］で想定している主な取組＞ 

◆ ふるさとパワーアップ！20地区の個性を輝かせる 

・各地区が「田舎へ還ろう戦略事業」に取り組むための課題を整理、研究し、人

材支援など必要な支援に取り組みます。また、実行のため、ふるさと納税を原

資とした交付金を交付し支援します。 

・各地区まちづくり委員会等と協働して、空き家の活用を促進します。 

◆ 地域自治を守り育むための仕組みづくり 

 ・市から地域への委託事業等に関する実態を検証し、問題点を洗い出すとともに、

各地区実施事業の検証を行い、見直しに向けた取組を進めます。また、地域自

治組織の制度について、実態の検証を行い改善策を検討します。 

・組合未加入者の調査を行い、未加入者アンケートを実施します。また、組合加

入促進コーディネーター活動に取り組みます。 

◆ 中山間地域をもっと元気にしてみまいか 
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   ・中山間７地区と連携し、平成31年度からの新たな中山間地域振興計画を策定す

るとともに、７地区共通の課題を１点抽出し、抽出した課題の解決に向けた取

組を１年の重点事業として実施します。 

・中山間地域における課題解決に向けた取組を推進するため、受け入れ体制の整

った地区から、地域おこし協力隊を導入していきます。 

・小規模特認校の上村小学校において特色ある教育を展開し、移住定住への取組

につなげます。（再掲） 

・中山間地域等における保育園児の確保に向けて、豊かな自然環境を活かし「選

ばれる保育園」となるような研究を深め、移住定住の促進につなげます。（再

掲） 
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基本目標９ 

個性を尊重し、多様な価値観を認め合いながら、交流する 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇市民の誰もが主体的に参画できる「多様性をいかした地域づくり」に向けて、人

権と個性を尊重しつつ共に生きる人づくり・環境づくりを進めます。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

市民活動・地域活動に 

参加している市民の割合 

60％ 

[2015(平成27)年度] 

70% 

[2020(平成32)年度] 

 

＜戦略計画［2018(平成30)年度］で想定している主な取組＞ 

 

◆ 誰もが安心して地域で活躍できる、ひと・まちづくり 

・男女共同参画社会を目指し、ワークライフバランス推進のための事業所への働

きかけを行い、事業主や従業員向けの効果的な研修を実施します。 

・消費生活センターの充実と持続的運営を図り、消費者教育プログラムを実施し

ます。また、市民が自ら学び合う学習交流事業を実施します。 

・関係機関との連携による啓発・注意喚起を行い、特殊詐欺被害撲滅に取り組み

ます。 

・障がいを理由とした差別や虐待を防止するため、障がい児・者に対する正しい

理解を深め、権利擁護を推進する障がい者理解啓発事業を展開します。（再掲） 

◆ 市民活動団体のパワーアップ 

 ・新たに立ち上げた実行組織（コーディネート専門委員会）により、市民活動団

体等の新たな立ち上げや交流が進む支援策を検討・実施します。 

◆ 共生のためのユニバーサルデザイン 

 ・区や組合単位の集会所のバリアフリー等の実態を把握し、地域のニーズに応じ

た支援策を研究します。 

◆ 多様性を地域に活かす言語バリアフリー 

 ・外国人住民等が防災・避難情報、医療・介護情報を理解できるように、自動音
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声翻訳アプリの普及促進や医療通訳派遣制度の構築を進めます。 

 ・外国人住民等の多言語相談窓口の運営とともに、多国籍化に対応するため「や

さしい日本語」の活用に向けた研究を行います。 

・外国人児童生徒等が、地元で進学・就職する機会を増やすため、定住外国人の

子供の学習支援、就学促進や進学ガイダンスを実施します。 

・多文化共生を考えるつどい、国際交流の夕べなどの多文化共生・国際交流を推

進する市民活動を支援します。 
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基本目標10 

豊かな自然と調和し、低炭素なくらしをおくる 

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇様々な環境教育や環境学習を展開するとともに、適切な環境情報を提供すること

で、より高い市民意識を醸成し、環境美化活動、自然環境保全活動、低炭素な暮

らし、低炭素な企業活動を推進します。 

〇地域環境権を活用した再生可能エネルギーによる持続可能な地域づくりを全市

に拡大することで、地域全体として低炭素な社会を構築します。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

温室効果ガス削減量 
0t-co2 

[2016(平成28)年度] 

 3,218t-co2 

[2020(平成32)年度] 

自然とふれあいを持ったことがあ

る市民の割合 

53.8％ 

[2015(平成27)年度] 

60％ 

[2020(平成32)年度] 

 

＜戦略計画［2018(平成30)年度］で想定している主な取組＞ 

◆ 環境学習の推進と環境意識を醸成する人づくり 

 ・既存の環境学習プログラムを把握し段階に応じ整理してコーディネート機能を

高め、保育園、小中学校、公民館等へ提供します。 

・子どもを対象とした環境教育を進めるための仕組みを研究します。 

・エコカフェなどの取組によりエコライフを推進します。 

◆  再生可能エネルギーで進める持続可能な地域づくり 

 ・地域環境権による小中学校等での再生可能エネルギー事業を実施できるよう支

援することで、幅広い地区への横展開を図ります。 

・小沢川小水力発電事業の実現に向けて、水利権取得他各種許認可手続きを完了

し、発電施設建設工事の準備に着手できるよう引き続き支援します。 

・市民が温室効果ガスの削減に寄与する太陽光発電設備及び蓄電池を設置するた

めの支援をします。 

◆ リニア時代を見据えた低炭素な地域づくり 
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 ・リニア駅周辺における低炭素化の実現に向けた空間づくりの推進を図ります。  

・建築の専門家等と連携して、地域の気候風土にあった省エネ建築方針（新築・

改修）の検討を進めます。 

・渋谷区との緑の環の交流を通じて、カーボンオフセットを主軸に置いた都市と

地方の連携による低炭素な社会づくりの研究を開始します。 

◆ 地域ぐるみで取り組むエコ活動・エコライフの推進 

・地域ぐるみ環境ISO研究会の一員として、地域内の環境改善活動の輪を広げま

す。 

・改訂後の南信州いいむす21を活用した環境改善活動を市内の高校や短大を中心

に普及・拡大を働きかけます。 

◆ 緑と生物多様性の保全 

 ・南アルプスユネスコエコパーク・ジオパークの自然環境保全と広域連携による

活用を推進します。 

・希少動植物の保全に取り組む団体等を把握し、連携のための連絡会を開催して、

生息区域などの情報を共有し、保全の方向性を研究します。 

・森づくりにおいて、各種団体の活動情報の発信による啓発活動と、市民活動の

支援をします。 

◆ リニア時代を見据えた生活環境保全 

   ・リニア中央新幹線等の大型工事について環境影響を確認し、必要に応じて環境

測定等を行います。 
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基本目標11 

災害に備え、社会基盤を強化し、防災意識を高める 

 

＜戦略（考え方）＞ 

   〇自助、共助を支援する環境の整備に取り組み、安全安心に暮らせるまちを目指し、

市民が備える防災力の向上、地域で取り組む防災・減災のまちづくり、情報伝達・

収集機能の充実に取り組みます。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

防災訓練に参加する市民の人数 
38,000人 

[2015(平成27)年度] 

55,000人 

[2020(平成32)年度] 

長寿命化計画中緊急輸送路関連橋

梁の修繕工事完了数 

７橋 

[2015(平成27)年度] 

55橋 

[2019(平成31)年度] 

 

＜戦略計画［2018(平成30)年度］で想定している主な取組＞ 

◆  命と生活を守る市民防災力の向上 

 ・災害時に取るべき行動の実践力向上を図るため、平成29年度にハザードマップ

を更新した４地区(下久堅、龍江、竜丘、川路)において「わが家の避難計画づ

くり」のための説明会を開催します。また、あらかじめ避難先を自分自身で確

保するための「災害から命を守るパートナーシップ協定」の推進を図ります。 

 ・災害時避難行動要支援者に対して、支え合いマップを活用した訓練を全地区で

実施できるように支援します。 

◆  みんなが安心して暮らせる防災・減災のまちづくり 

 ・災害発生時に避難所の開設や運営が迅速かつ確実にできる体制を構築するため、

市内全地区において避難所開設・運営訓練を実施します。 

・消防団の消防力維持のため、第11次消防力整備計画で定めた消防団員の定数

1,345名の確保を目指します。 

・年々増加する高齢者が関わる人身交通事故件数の半減に向けて、啓発活動を強

化します。 
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◆ 緊急・災害時の情報伝達手段や収集機能の向上 

 ・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の住民に土砂災害警戒情報をはじめ災

害から命を守る行動の情報伝達を迅速かつ確実に伝えるため、連絡網の再整備

など情報伝達機能の強化を図ります。 

・災害時に避難情報や被害状況を迅速、確実に伝えるため、防災行政無線の更新

等公的伝達手段の整備に着手します。 

◆ 災害時にも都市機能が維持できる社会基盤の戦略的強靭化 

・緊急輸送路(橋梁含む)や避難路となる市道等、生活を支える社会基盤の長寿命

化、安全対策を進めます。 

   ・近年増加している集中豪雨による越水被害に対応するため、排水路などの整備

を進めます。 

  ・妙琴浄水場は第１期更新整備事業により耐震化を進めます。 
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基本目標12 

リニア時代を支える都市基盤を整備する  

 

＜戦略（考え方）＞ 

〇リニア中央新幹線の整備効果を地域振興にいかすため、その基盤となるリニア駅

周辺、座光寺スマートインターチェンジの整備を市民合意形成や協議のプロセス

を重要視し、生活環境や自然環境への配慮を踏まえ着実に進めます。 

〇リニア時代を見据えた地域公共交通と情報基盤の整備を進めます。 

 

＜進捗状況確認指標＞ 

指標名 基準値 目標値 

リニア駅周辺整備事業の 

基本設計完了 

- 

（平成 年度） 
2018(平成30)年度 

市民バス・乗合タクシーの 

利用者数増加率 

- 

[2016(平成28)年度] 

20％ 

[2020(平成32)年度] 

 

＜戦略計画［2018(平成30)年度］で想定している主な取組＞ 

 

 ◆ 「信州・伊那谷の個性で世界を惹きつけ、世界へ発信する玄関口」としてのリ

ニア駅周辺の整備 

・長野県の南の玄関口として｢信州、伊那谷らしさ｣が感じられ、地域の住みやす

さにも配慮した駅となるよう、駅の魅力づくりについて幅広く検討します。 

・リニア駅周辺整備デザイン会議や市民ワークショップ等を中心に合意形成を進

め、リニア駅周辺整備基本設計を策定します。 

◆ 駅勢圏（駅の利用が見込まれる地域）拡大に向けた道路ネットワークの強化 

 ・リニア整備効果が広域的に波及できるよう、座光寺スマートインターチェンジ、

リニア関連道路、三遠南信自動車道を基幹とする良好な道路ネットワークの構

築を進めます。 

・リニア駅へのアクセス改良に向けて松尾地区周辺道路整備の計画を進めます。 

◆ リニア時代を見据えた良好な土地利用の推進 

 ・リニア駅周辺及びその近郊において、適正な土地利用と良好な景観保全に向け

た制度や計画づくりを進めます。 
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・中心市街地である「中心拠点」とリニア駅周辺である「広域交通拠点」の都市

機能のあり方を検討し、立地適正化計画（都市再生特別措置法）」を策定します。 

◆ リニア事業に関連する社会基盤の整備 

・移転対象者に対する代替地の確保、整備に取り組み、安心して移転が出来るよ

う市として責任ある対応を行います。 

◆ リニアの二次交通の構築及び持続可能な地域公共交通の実現 

 ・リニア利用者の利便性を高め、より広域的にリニア駅利用が可能となる二次交

通の整備について乗換駅の設置を含めて検討します。 

◆ リニア時代を見据えたＩＣＴの活用とその基盤の整備  

  ・地域の課題解決に向けたＩＣＴ活用の戦略について、専門家の知見や技術を活

用し研究します。 
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