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Ⅰ はじめに 

 〜「地域人教育」によって加速する「人材サイクル」の構築〜 

   

 

１ 右肩下がり時代においても尚続く一極集中 

 

30年余り続いた平成の時代は今年の４月末で幕を閉じ、５月１日には元号が改まりま

す。平成の時代は、バブル経済の最中に始まり、その崩壊後は 10年とも 20年とも言わ

れた「失われた時代」が続き、2008（平成 20）年をピークに我が国人口は減少に転じ、

いわゆる人口減少、少子化、高齢化の右肩下がり時代に入りました。しかし、右肩下が

りの時代になっても中央への一極集中は続いています。こうした状況を打開し、地方に

活力を取り戻そうと、全国的に「地方創生」への模索が続いていますが、残念ながら一

極集中是正の処方箋は未だに見つかっていません。当地域も例外ではなく、実際、若い

人たちは高校を卒業するとその約７割が当地域を離れています。その後帰って来る人は

決して多いとは言えず、高校卒業生の地元定着率は全体で４割程度に留まっている状況

です。 

若い人たちがなかなか地方に戻って来ない原因については、全国共通の課題として

様々な議論が展開されています。よく指摘されるのは、「大都市に比べて地方には雇用

の受け皿が多くないから」と言うものです。確かにそれも原因の一つと捉えています。

これに対応するために、当地域においては、リニア将来ビジョンが掲げる「高付加価値

都市圏」＝「田園型の学術研究都市」を目指して新たな雇用創出に繋がる産業振興と人

材育成を進めています。今年から旧飯田工業高校の施設を活用した「産業振興と人材育

成の拠点（愛称 エス・バード）」において公益財団法人南信州・飯田産業センターが

本格的に運営を開始します（詳しくは、「Ⅲ 2019(平成 31)年度市政経営の基本方針」

（2）参照）が、こうした取組は「田園型の学術研究都市」実現への大きな一歩と捉え

ています。 

また、「若い人たちが帰ってこないのは、地方に彼らを惹き付ける魅力が乏しいから」

との指摘もあります。これについてもその通りと受け止めており、当地域においては良

質な地域コミュニティの創出、子育てや健康促進に係る環境整備、防災・医療をはじめ

安心安全の地域づくり等、全国のモデルになり得る取組を様々な分野で展開しています。

リニア将来ビジョンが掲げる「小さな世界都市」への大きな一歩と総括した昨夏の「世

界人形劇フェスティバル」や「AVIAMA 飯田総会」の開催も、国際面、文化面からの当

地域の魅力アップに繋がったものと捉えています。 

ただ、こうした指摘は決して間違っているとは思いませんが、若い人たちの主体性、

自主性、自立性といったものには目を向けていないように思えます。指摘の背景には「地

域の若い人たちが自ら新たなビジネスモデルをつくろうとする訳がない」「地域の魅力

アップのために若い人たちが主体的な活動をするはずがない」「そもそも何も無い田舎

には若い人たちは帰りたがらないもの」といった固定的な見方が垣間見えるように思う
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のです。こうした考えの背景にもう少し踏み込むと、右肩上がりの時代にはよく言われ

たことですが、「若い人たちは大学を卒業しても組織の即戦力にはならないので、組織

の中で研修を重ね、何年もかけて経験を積む中で一人前の組織人になってもらわなけれ

ばならない」というような、組織の年功序列、終身雇用を前提とした考え方があるよう

に思われます。更に踏み込めば「実社会の役にはなかなか立たない学校教育」「今どき

の若い人に自主性、主体性を求めても仕方がない」といった諦めに近いところにまで辿

り着いてしまいそうです。 

こうした視点のみでは「地域で新たな産業モデルや地域の魅力を自ら考え創出しよう

とする若い人」は見出せないでしょうし、例えそうした若い人が現れたとしても、その

ような人は特別な人ととして議論の外に置かれてしまうでしょう。 

しかしこれでは本末転倒です。地域は学びの宝庫であり、地域を学ぶことによって

若い人たちは地域を愛し、理解して地域に貢献したいと考える地域人になっていきます。

そうした若い人たちを幅広く、分厚く育てていこうとする気概もないようでは、若い人

たちは地方から中央に流出するばかりで地方創生による一極集中是正など図れるはず

もありません。 

百聞は一見にしかず。昨年 12月 21日に開催された飯田 OIDE長姫高校の「平成 30

年度地域人教育成果発表会」は、そうした固定的な見方を覆し得るものでした。商業科

３年生80名が11のグループに分かれて年度当初から地域課題解決に向けて取り組んで

きた成果を発表するものでしたが、課題抽出力、発想力、探求力、企画力、構想力、プ

レゼン力、あるいは飯田の公民館を語るうえで用いられる「地域に巻き込まれる力」等

において、いずれのグループも甲乙付けがたく、そのレベルの高さに驚かされました。

発表を聞いた企業や地域の皆さんの評価も大変高く、今の社会に必要とされている人材

は、こうした「地域人教育」によって地域を学んだ若い人たちであることをつくづく実

感したところです。 

８年後にはリニア開通が予定されている当地域において、リニア時代を見据えた人

づくりの重要性は言を俟たないところですが、改めて「地域人教育」が当地域のみなら

ず我が国全体にとっても重要であることを、以下で述べることにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域人教育                  地域人教育 

成果発表会の様子               高校生スーパーを橋北地区で営業 
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２ 右肩下がり時代の人生設計 

  

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われる右肩下がり時代

に生きる若い人はどんな人生設計を描けるのでしょうか。四コマ漫画で表したものが図

1です。 

 

（図１） 

―いい大学、いい会社に入ればいい人

生が送れると信じてひたすら受験勉

強に取り組んだ地方の若者が念願叶

って大都市の大会社に就職はしたも

のの、待っていたのは長時間満員電車

に詰め込まれる毎日や、転勤辞令の紙

一枚で余儀なくされる家族との別居

生活。しょぼくれて田舎に帰ると、そ

こもすっかり寂れてしまっていた。− 

 

 

 

一体どこで間違えてしまったのでしょうか。私は自らの経験とその反省から 1コマ

目に原因があると捉えています。柔軟な思考ができて感受性も豊かな高校時代に生まれ

育った地域のことを何も学ばずに地域を離れ、出身地がどんなところか問われても答え

られるものが無いのに若気の至りで「何もない田舎」と言ってしまい、自らもそれを信

じてしまった過去。今振り返っても赤面ものですが、こうした状況は高校卒業後故郷を

離れてしまった数多くの若い人に当てはまるのではないでしょうか。右肩上がりの時代

の教育が結果的に若い人たちを地域から引き剥がし、自主性、主体性のない組織人をつ

くることで若い人たちは根無し草になってしまい地域も疲弊していく。中央への一極集

中の裏でこうした負のスパイラル（循環）が長く続き、やがて我が国は右肩下がりの時

代に入ってしまったように思えてなりません。 

このような負のスパイラルから脱していくためには、若い人たちが心豊かな人生を

送り、かつその生まれ育った地域も将来を担う人材を確保できるようにしなければなり

ません。それには高校卒業までに自分の地域を深く学び、地域としっかり向き合える場

をつくる必要があります。これが「地域人教育」のベースにある考え方だと捉えていま

す。 

 

３「地域人教育」が若い人、そして地域にもたらすもの 

 

平成 24年度に長野県飯田長姫高校（現飯田 OIDE長姫高校）、松本大学、飯田市の 3

者で「地域人教育」に関するパートナーシップ協定が結ばれました。この協定において

「地域人」は地域を愛し、理解して地域に貢献する人材と定義され、高校生が地域理解
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を深め、地域での生き方を考え、郷土愛を育むことを通じて、地域を担う人材を育成す

ることを目的とした教育プログラムを「地域人教育」と定めたのです。 

「地域人教育」は同校商業科において３年間の継続的・段階的な授業カリキュラムと

して位置付けられ、高校生は「探究的」「体験的」「実践的」な学びを通じて自らの人生

を切り拓いていく力を獲得していくことになります。特に 3年次には、80名ほどの生

徒が 10グループに分かれて実際に地域に入り、様々な活動に触れながら自分たちの課

題意識や具体的な活動を考えて実践していきます。 

このプログラムのキーポイントは、飯田の特徴の１つである公民館が高校と地域とを

繋ぐコーディネート役として機能することです。高校生の学びを深めるために公民館主

事が寄り添い、地域住民の皆さんや学校の先生方とともに授業を組み立てています。 

その学びのプロセスは以下のようになります。 

 

― 地域の実態をフィールドワークや文献調査によって把握し、グループで議論を

重ねる中で課題を抽出し、その解決に向けていくつかの仮説を立てる。それを検証する

ために地域の皆さんの協力を得ながら実践の取組を進め、結果を客観的に分析したうえ

で、その成果を地域の皆さんに分かりやすく発表する。考えた取組が現実的でなかった

り、地域の皆さんの理解が得られなかったりしたことから、検証できない仮説があった

としても、それも成果の一つとして発表する。こうしたプロセスが高校生の「地域に巻

き込まれる力」を引き出し、課題抽出力、発想力、探求力、企画力、構想力、プレゼン

力といった個人的な能力のみならず、高校生同士が協力して物事を組み立て、地域の皆

さんを説得して協力を得るような人間関係を構築する力が形成されていく。― 

 

こうした取組においては、教科書を使って先生が生徒に教える教室の授業のように、

最初から決まった答えがある訳ではありません。地域が抱える課題は地域毎に異なって

いますし、その解決策も様々なアプローチから考える必要があります。上手くいくかも

知れないし、上手くいかないかも知れない。しかしやってみなければ分からない。こう

した試行錯誤を繰り返す「地域人教育」を進めるにあたっては、高校、大学、公民館の

３者による地域人教育推進委員会が毎月 1回実施されています。指導する側でもこうし

たアイデアを出し合い、評価し合える「共創の場」をつくることで、高校生が入る地域

が様々であっても、また地域の抱える課題が複雑深刻であっても、「地域人教育」を円

滑に進められるようにしているのです。 

 

高校生は最初から自主性、主体性を発揮している訳ではありません。私は高校 1年時

の最初の授業を受け持ちますが、教室には「地域って面倒くさそう」という雰囲気があ

りありとしています。そうした「今どきの高校生」が、地域の大人の生き方に触れるう

ちに自らが問題意識を持つようになり、「私たち高校生にもできることはないか」「言わ

れたことをやるのではなく、自分たちの考えで動くことが大切」と、自身の生き方やこ

の地域との関わりを考えることができるようになっていきます。そして、飯田は「自分

のやりたいことが実現できる場所なんだ」と実感できるようになり、「親からは地域で

の「学び」を遊んでいる、と言われたが、学校での学び方自体が変化していることを大
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人の人たちにも知ってほしい」と主張するようになります（ここに至ると、どちらが「大

人」か分からなくなります）。 

高まるのはこうした意欲や関心のみではありません。具体的な実践と振り返りを繰

り返す中で、事業の企画力や構想力、自身の取組を整理し伝えるためのプレゼンテーシ

ョン力等において顕著な向上が見られるようになりました。文部科学省においては、い

わゆる偏差値教育で言うところのミドル層を主たる対象に、当地の「地域人教育」を高

校教育改革のモデルにすることを打ち出していますが、私自身は全ての高校生を対象に

「地域人教育」ができるようになることが理想と捉えています。これまで述べたような

「地域人教育」で培われた力は、人口減少、少子化、高齢化の右肩下がりの時代を生き

抜くために必要とされるものと捉えているからです。また、偏差値教育では答えが一つ

しか無いような学習に相当の時間とエネルギーを費やしていますが、そこで培われた能

力の相当部分が近い将来 AI（人工知能）に代替されてしまうのでは、と危惧されてい

る状況に「地域人教育」は光を当てることができると思うのです。 

 

更に地域人教育による成果は、高校生の気づきや変化のみにとどまらず、この取組に

関わった大人にも変化が生まれています。例えば、当初は高校生に地域のことを教えて

あげようと考えていた住民も、地域のことを学び、地域の課題を解決していこうとする

高校生の主体的な姿や具体的な提案などから「新たな気づき」をもらい、共に地域のこ

とを考え、一緒に学ぶパートナーとして迎える関係性が生まれてきています。地域人教

育を通して縦の繋がり、横の広がりが生まれ、それが新たな共創の場をつくってまた地

域の力となっています。 
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４「人材サイクル」の構築を加速させ真の地方創生を目指す 

 

さて、地域人教育を受けた若い人の人生設計はどうなるのでしょう。私は図２の様に

なると考えています。 

 

（図２） 

―地域を学び、地域に愛着を持った若

者は、高校を卒業しても地域との関係

を持ち続け、やがて子育て世代になる

頃には、自分の子どもは自分の故郷で

育てたいと考えて帰郷し、地域を担う

人材となる。その子ども達も地域人教

育を受け、一旦はこの地を離れても子

育て世代になる頃には帰ってくる。こ

うした「人材サイクル」が構築される

ことで地域には子ども達から年配者

まで多世代が住み続け、持続可能な地

域が創出される。− 

 

「地域人教育」で地域を学んだ高校生の皆さんには「早く地域の役に立ちたい」と地

域から出たがらない傾向があるように思われます。地域の行政に携わる身としては嬉し

い限りですが、これは同時に大学が「地域人教育」を受けた高校卒業生の受け皿にどの

ようになるのか、という課題にも繋がることです。私としては大学入試も含めた高大連

携のあり方に関して、文部科学省や学輪ＩＩＤＡのメンバーである大学の先生方に、こ

うした課題の提起をしているところです。 

「地域人教育」は「人材サイクル」の構築を加速させるものと捉えており、文部科学

省が企図するように、こうした「地域人教育」を商業科あるいは職業科のみならず普通

科も含めて全国の高校に展開することができた暁には、冒頭で述べた一極集中是正の可

能性も視野に入ってくるのではないか、と考えています。尤も、「地域人教育」が一極

集中是正の処方箋になり得るとしても、なかなか即効性には乏しく、漢方薬のように根

本から徐々に効いてくるものかも知れません。 

私たち行政の役割は、こうした「人材サイクル」を構築するため、自分たちの地域は

自分たちでつくろうと志す産業界や地域住民の皆さん、そして「地域人教育」を受けた

地域の将来を担う若い皆さん（いわゆる「多様な主体」）と協働して産業づくりや地域

づくりを進めることであり、それが真の地方創生に繋がるものと捉えています。 
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１ 昨年の景気動向 

平成 30年（2018年）の我が国の景気は、自然災害の影響などから経済成長が一時マ

イナス成長となったものの、緩やかな回復基調が続きました。企業業績の改善を背景に

設備投資がけん引し、生産性向上や人手不足に対する省力化投資など積極的な動きがみ

られました。 

内閣府の景気動向指数研究会は昨年 12月に、平成 24年から始まる現在の景気回復が

「高度成長期の『いざなぎ景気』を超えて戦後２番目の長さとなったことが確認された」

としています。さらに今年１月まで景気回復が続いていることが確認されれば、戦後最

長を更新することになります。 

長野県経済は、緩やかな景気回復が続きました。長野県内の設備投資も前年度実績を

上回る見込みであり、特に製造業は需要の増加を背景に設備投資を増額する動きがみら

れました。 

 

２ 今年の景気見通し 

我が国の景気は、内需を中心として、緩やかな回復基調を維持する見通しです。個人

消費は、企業業績の改善に伴い良好な雇用・所得環境が持続し、底堅く推移するとみら

れます。設備投資は、生産性向上や省力化対応の投資が続くとみられ、需要は堅調に推

移する見通しです。 

ただし、今後は米中貿易摩擦の影響による輸出の下振れや、国内では 10月に控えた

消費税率の引き上げなどが経済成長率の下押し要因となることが懸念されます。先行き

については今後の財政政策による対応で変動する可能性があり、注視が必要な年となり

そうです。 

長野県経済は、全国同様、緩やかな回復が継続されることが期待されます。米中貿易

摩擦の影響などが懸念されますが、設備投資など内需が底堅く推移する見通しです。ま

た、改元という大きな節目の年となることから、心理的な変化をきっかけに消費者マイ

ンドが改善することも期待されます。 

 

○ 今年の飯田市の景況見通し 

当地域の昨年の景況感は、年の前半は、一昨年後半からの流れを引き継ぎ良好に推移

しましたが、後半から、特に製造業を中心に悪化したとする声も多く聞かれるようにな

りました。とはいえ、目下のところ製造業の企業収益は必ずしも悪化しているわけでは

なく、依然ある程度の設備投資が続いています。こうした状況は建設業にも一定の好影

響があり、また、飯伊地区の住宅着工戸数も例年に比べ必ずしも少ないわけではありま

せんでした。ただ、公共事業の発注が鈍いセクターが見られ、建設業の景況感は良好と

は言えなかったと思われます。製造業の従業者の増加や支給給与総額の増加など、雇用

や所得環境は比較的良好に推移し、個人消費にかかる商業・サービス業の景況感も、例

年よりは幾分良好に推移しました。 

Ⅱ 2019（平成 31）年の経済認識  
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今年（平成 31年）は、全国の景気動向と同様緩やかな回復基調が持続することが期

待されます。ただし、米中貿易摩擦を始めとする海外の経済情勢に対する不透明感は、

特に製造業などで既に経営者の景況判断に影響を与え始めていますし、消費増税の影響

による若干の駆け込み消費も発生しているとの声も聞かれます。年末年始にかけ株価が

乱高下しており、こうした変動要因から目を離すことができないと思われます。また、

５年以上連続して有効求人倍率が１倍を上回っていますが、人手不足が恒常的に深刻化

している業種もあり、企業収益の足かせにならないかが懸念されます。一方、リニア中

央新幹線や三遠南信自動車道に係る投資に対する期待は高く、早期の発注と、継続的で

息の長い投資が望まれています。 

この１月には南信州広域連合が整備を進めている「産業振興と人材育成の拠点（愛

称：エス・バード）」がオープンし、既存産業の高付加価値化に加え、航空機をはじめ

とした次世代産業の育成が期待されています。 

半生菓子、水引、漬物など地場産業の景況は、回復傾向にある部分も見られましたが、

概ね一進一退で推移しました。これらの分野では、新製品の開発に向けた努力など新た

な挑戦が始まっています。しかし、ここでも雇用面の不足感や、技術の伝承も含めた先

行きへの不安の声が聞かれます。この課題に対して、人材育成・設備投資による自動化

などで、いかに労働生産性を向上させるかが重要。さらに、原油価格高騰による原材料

価格への影響、輸送コストの増加による製造出荷への影響が懸念されています。 

農業について昨年は、夏場の干ばつ、９月の長雨、秋の収穫期の台風などによる天候

不順の影響により、野菜の収穫期間の短縮や果実の小玉傾向を受けて、平年に比べ面積

当たりの収穫量が減少しました。また、暖冬の影響による鍋需要の低迷により、特に、

「きのこ」については最需要期である冬場の価格が低調に推移しており販売金額への影

響が懸念されます。一方で、ＧＩ登録された市田柿については、秋以降の天候回復によ

り順調に推移しており、一昨年を上回る生産出荷量の確保が期待されるところです。 

また、人手不足対策としては、南信州・担い手就農プロデュースと連携した就農相談

の取組が進んでおり、新規就農者の確保に向けた取組が期待されます。 

林業について昨年は、地域特産の松茸が３年ぶりの豊作となり特用林産物の全体総額

を押し上げました。豊富な森林資源は利用期を迎え、地域産材の利用拡大や未利用材の

木質バイオマス発電等への利用が検討されており、森林所有者・林業従事者への還元と

森林整備への循環が期待されます。 

 観光について昨年は、世界人形劇フェスティバルや南信州獅子舞フェスティバル、遠

山郷の霜月まつりなど、当地域の伝統文化や芸能、イベント催事と組み合わせたツアー

を展開しました。 

昨年の 12月末には（株）南信州観光公社が地域連携ＤＭＯ法人の正式登録がなされ、

さらに連携した観光事業の展開が期待されます。地域の資源発掘を続け、多彩なツアー

を実施することにより当地域への誘客を図るとともに、平成 31年度中に（仮称）天龍

峡大橋が開通する予定の天龍峡をはじめ多様な拠点を繋ぐ、周遊型滞在観光への展開が

期待されます。 

協力／ 八十二銀行飯田支店   

飯田信用金庫地域サポート部 
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１ 市政経営の方向 

2019（平成31）年を迎えての私の思いを漢字一文字で示すと「改」になります。 

５月１日には元号が改まりますが、それに先駆けて、市政経営に関しましては、行

財政改革のように継続的に改めていかなければならないものはもちろんですが、年初

から気持ちを改めて取り組む必要があるものがいくつもあるように思います。 

「はじめに」で述べた通り、８年後に予定されているリニア開通を見据え、昨年は

リニア将来ビジョンが掲げる「小さな世界都市」実現に向けて大きな一歩を踏み出し、

今年は同じく「高付加価値都市圏」＝「田園型の学術研究都市」実現に向けて大きな

一歩を踏み出そうとしています。新たな時代に入り、新たなステップを踏む今こそ、

飯田市役所としてもこれまでの取組を振り返り、改めるべき点は改めていかなければ

なりません。 

昨年を表す漢字一文字に「災」が選ばれましたが、昨夏の災害級と言われた猛暑を

実際に体験すると、「大都市のように暑くない当地域の小中学校には空調設備は不要」

とする考え方は改めなければなりません。 

あるいは、昨年の市役所挙げての「飲酒運転根絶」宣言もそうした取組の一つと言

えますが、例えばリニア関連で移転せざるを得ない地域住民の皆さんに寄り添った対

応一つ取っても、「行政側がいくら寄り添っていると思っていても、相手の方がそう

思えないようでは寄り添っているとは言えない」ことを自覚しなければなりません。

どうすれば寄り添えるのか、改めて真剣に考える必要があると捉えています。 

地域を取り巻く状況の変化が大きい今、変化に対応していかなければ将来に向かっ

て課題を大きくしてしまうことが懸念される右肩下がり時代において、「改めるにし

くはなし」が「転ばぬ先の杖」になり得ると申し上げておきたいと思います。 

 

（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。 

Ⅲ 2019（平成 31）年度市政経営の基本方針 
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いいだ未来デザイン2028 

基本的方向（４年間）2017年度～2020年度 

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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（２）産業振興と人材育成の拠点整備 

① 拠点整備工事の全景 

 南信州広域連合からの委託を受けて飯田市が整備を進めている「産業振興と人材

育成の拠点（愛称：エス・バード）」については、Ａ棟（旧体育館棟）の改修工事

（Ⅱ期工事）が昨年３月末までに終了し、１階には、（公財）南信州・飯田産業セ

ンターの工業技術試験部門、ＥＭＣ試験部門、環境試験部門が移転し業務を開始し

ています。これまでの機能に加え環境試験部門では、成長産業として期待される航

空機装備品向けの国内最大の規格の環境試験機器を新たに整備してきています。ま

た、Ａ棟２階は、講演会や研修会などとして利用ができる500人規模のホールを整

備しました。 

 一昨年９月からＢ棟（旧機械科棟）を中心に、Ⅲ期工事として南信州・飯田産業

センター機能（会議室や売店、食事処等）や総合受付、メインエントランス、テラ

スの整備を進めていましたが、昨年12月に工事が終了しています。同様に、食品系

研究棟（旧特別教室棟）の改修工事も終了し、昨年末をもってＡ～Ｃ棟及び食品系

研究棟の施設が整いました。そして、本年１月から拠点運営の中核的な役割を担う

（公財）南信州・飯田産業センターが工業課と共にエス・バードへ移転し業務を開

始しています。 

 改修整備は敷地内の外構工事（Ⅳ期工事）へと移ってきています。昨年11月から

着手し本年３月の竣工に向けて整備を進め、３月にはグランドオープンセレモニー

を開催するなど、多くの皆さんにご利用いただけるようにしっかりと情報発信をし

ていきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

② 信州大学航空機システム共同研究講座 

2017（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では、

大学と企業との共同研究が進められていますが、今年も新たな大学院生を迎えなが

ら、さらに講座や研究開発の充実が図られています。また、第１期生が修士課程を

修了し卒業となるため、当地域で学んだ大学院生が、航空機産業をはじめとした産

業分野で活躍されることを期待しております。 

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。 

完成した拠点施設とメインエントランス 

外構は３月に完成予定 

実際に使用した日本版スペースシャトル

を展示 
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なお、飯田市全体の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2019」は２月中旬に当初予算と合わせて発表する予定です。 

航空機メーカーでの研修の様子 大学院生も参加するスーパーサイエンス 

事業 

（公財）南信州・飯田産業センターが取り組む産業振興ビジョン 

（計画期間 2018年度～2028年度） 

 

南信州地域における、社会情勢の変化を捉え、情勢変化から当地域における課題

を洗い出し、その課題に対応するために産業センターがなすべき支援策を整理し、

当地域がリニア時代に目指す産業の未来像を展望します。 

 

南信州地域が目指す産業の未来 

 ①最新技術と南信州地域の豊かな自然が交差し、多くの人が訪れ、活動し、実り

を得られる、「選ばれる地域」を目指します。 

 ②人が集まり、共に学び、創造することで、人が産業や地域を育み、更にそうし

て育まれた地域や産業に魅かれて人が集まり、「共創する地域」を目指します。 

 ③これまでの基幹産業が持続的に発展し、更に新産業が創発され効果的に地域産

業が融合し、各産業の技術力が向上し体制が強化されている「自立した地域」

を目指します。 

 

南信州・飯田産業センターが地域の支援機関として取り組む支援策 

①航空機やメディカルバイオ、食品といった「次世代産業の育成と基盤強化」 

②精密機械・電子工業や、水引・半生菓子等といった地域の「基幹産業・伝統的

地場産業の高度化・ブランド化」 

③人材確保・人材育成 

④販路開拓等の支援体制の強化 

 



13 

 

（３）リニア中央新幹線及び関連事業への取組  

◎「スーパー・メガリージョン構想」と「飯田市リニア推進ロードマップ」 
 

リニア中央新幹線の整備は、国土構造にも大きな変革をもたらす国家的見地に立

ったプロジェクトであり、世界からヒト、モノ、カネ、情報を引き付け、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ています。 

国においては、「スーパー・メガリージョン構想検討会」を一昨年９月に設置し、

スーパー・メガリージョンの効果を最大化し、全国に波及させるための構想を検討

しており、現在中間駅が設置される地方公共団体等との意見交換を行いながら、最

終とりまとめに向けた議論がされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

出展:国土交通省スーパー・メガリージョン構想検討会中間とりまとめ 

 

国の「スーパー・メガリージョン構想検討会」中間とりまとめ(昨夏) 

・中間駅は、多様な人材が活発に行き交いクリエイティブな交流が生まれ、新しい

知的対流拠点となる可能性を秘めている。そこで創出される高度な付加価値が、

周辺地域の魅力と融合することで、地域の強みを活かした新しい産業の創出や、

既存産業の高付加価値化に寄与することが期待される。 

・中間駅周辺地域は、リニア中央新幹線による劇的な時間短縮により、テレワーク

やジョブ型雇用等の普及とあいまって、大都市で働きながら自然豊かな地域で暮

らしたり、ライフステージに応じた住み替え先となるなど、新たな居住の選択肢

を提供する地域に発展していく可能性を持っている。 
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昨年12月17日に第16回目となる検討会が開催され、阿部県知事とともに出席し、

委員の皆さんと意見交換をして参りました。 

その場におきまして、野底山森林公園や風越山など地域の皆さんが大切にしてい

る里山リゾートの魅力を伝えながら、大都市で働きながら自然豊かな地域で暮らし

たり、ライフステージに応じた住み替え先となるなど、新たな居住の選択肢を提供

する地域に発展していく可能性について発表しました。 

また、現在高校卒業後約７割の方が地域外へ転出し、地域内回帰・定着率が約４

割程度に留まっていますが、リニア開通後は、都会への通学・通勤が可能となる中、

新たなライフスタイルが生まれ、若い皆さんの定着率の一層の高まりが期待される

ことを下図を示して説明したところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田市では、今年度から新たな｢リニア推進ロードマップ｣をスタートさせ、推

進期間をリニア開業翌年の2028 年までとし、「リニア本体工事関連」「社会基盤

整備関連」「戦略的地域づくり」という３つの分野で、より効果的な推進が図れ

るように、飯田市の総合計画である「いいだ未来デザイン2028」戦略計画と連動

させて取り組んでいます。 
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◎「リニア推進ロードマップ」の取組 
 

リニア関連事業は、当地域にとって類を見ない大型事業と言えますが、事業用地

の確保のためには、多くの建物移転等が必要となります。 

「リニア本体工事関連」「社会基盤整備関連」「戦略的地域づくり」のロードマッ

プの３本の柱を遅滞なく着実に実行して行くためには、前提として、地権者の皆さ

んのご理解とご協力が不可欠です。 

移転をお願いする住民の皆さんが、安心して新たな生活を構築していただけるよ

う、代替地の整備を始め出来る限りの支援に取り組みます。 

また、事業実施地区の地域コミュニティへの影響が懸念されており、代替地の整

備や新設道路の計画、駅周辺整備の施設計画等において、地域の一体化と連携を課

題認識して取り組んでいます。 

関係する地権者・地域の事情や要望をしっかりお聞きし、きめ細やかで丁寧な対

応をして参ります。 

 

 

① ｢リニア本体工事関連」 

トンネル区間において準備工事が始まり、また、ほかの区間においても工事計

画が具体化していく中、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

響等の課題への対策が必要となってきます。地権者や地域住民のご意見をしっか

りと受け止め、環境保全や安全対策など地域との合意形成を図り事業が進められ

るよう取り組みます。 

ア【地上区間となる座光寺、上郷地区】  

地上区間となる座光寺、上郷地区では、現在、用地関係者組合において土地評

価の協議が進められており、協議終了後、個別に補償内容の説明を行っていく予

定です。高架橋区間の環境対策として強い要望のある天竜川付近の防音防災フー

ドは、設置に向けてＪＲ東海へ引き続き要望・調整していきます。 

 

イ【中央アルプストンネル松川工区工事】 

 昨年２月に鼎切石の妙琴公園で市内で初めてのリニア工事として松川工区の

準備工事が始まり、同５月には羽場地区でも準備工事が始まりました。着工にあ

たっては、地元地区（鼎・羽場・丸山）とＪＲ東海、鉄道運輸機構、飯田市の４

者が工事車両の通行などに関する確認書を締結し、工事や工事用車両の通行によ

る地域への影響を低減し、環境や交通安全に十分配慮して工事を進めることとと

しています。トンネル区間では、2019（平成31）年度末頃から予定されるトンネ

ル掘削に向け、引き続き準備工事が進められます。関連して、トンネル工事によ

る地下水への影響を検証するため、野底川以西の関係地区において、地下水、地

表水の水位、水質、水量等の調査が始まります。 

「リニア推進ロードマップ」の取組 
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ウ【発生土置き場計画】 

  下久堅、龍江地区において検討が進められている発生土置き場計画は、安全性

に最大限配慮した造成計画の立案に向け調整が進められています。地権者、下流

域を含めた関係者の皆さんのご理解をいただいた上で事業が進められるようＪ

Ｒ東海と調整していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

   

     確認書調印式（鼎地区）      準備工事が進む妙琴公園（2018年11月） 
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② 「社会基盤整備関連」 

ア【リニア駅周辺整備】 

2015（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、2017（平成29）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。引き続いて「基本設計」に着手し、2019（平成31）年３月の基本設計完了を

目指しています。現在、平面計画の概要をまとめた段階ですが、今後、区域内の

エネルギー計画や事業費、また施設の運営体制の検討を進めます。 

2019（平成31）年４月以降は、実施設計に着手するとともに、事業化に向けて

事業手法を具体化していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

「リニア駅周辺整備基本設計」の考え方、コンセプトの実現 

― 基本設計におけるデザインの考え方 ― 

・敷地のもつ地形・履歴を活かした空間(ランドスケープ)が駅と風景をつ

なぎ、地域の暮らしをつなぎ、人々をつなぎ、現在と未来をつなぐ 

・時間の蓄積によって生まれた段丘地形や、周辺施設のスケール感、

周辺地域とつながる動線などを広場に取り込む事によって、巨大なリ

ニア高架構造物によって分断される地域をつなぎ直し、新たな来訪者

と地域をつなぐ場所をつくりだす 

― 基本構想の理念 ― 

信州
ロ

・
ー

伊那
カ

谷
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
ゲート

口
ウェイ 

― 基本計画の整備コンセプト ― 

① 機能的でコンパクトな駅空間 

② 信州・伊那谷らしさを感じられる駅空間 

③ 自然との調和を目指した駅空間 

④ 地域と一体化した駅空間 

「リニア推進ロードマップ」の取組 
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― 基本計画の整備コンセプトの実現  ― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計イメージ図 

① 機能的でコンパクトな駅空間 

○高架下と南北が一体となった広場と交通施設配置 

・高架下と一体にフラットな広場空間、各交通施設へ

のバリアフリーなアクセスが可能な空間構成とする 

・高架下にインフォメーションや待合施設をおき、北

口交通広場に路線バス、高速バスなどを集約するな

ど、分かりやすい交通施設の配置とする 

・南口には地域の日常利用に対応した乗降、駐車スペ

ースを設け、地域にとって使いやすい交通施設配置

とする 

② 信州・伊那谷らしさを感じられる駅空間 

○県産材による木格子の大屋根と市民活動 

・信州・伊那谷の森林資を活用し、日本の伝統技術を

活かした大屋根が森のように南北に展開し、駅のシ

ンボルとなる 

・林業サイクルと連携し、持続的な更新を可能とする

循環型の施設とする 

・天候バリアフリーの広場空間が人形劇など市民活動

の舞台となる 

・駅から出た南口は伊那山地に眺望を開き、伊那山地

や里山 の風景を望む 

③ 自然との調和を目指した駅空間 

○地域らしさを感じさせるランドスケープ 

・段丘地形を活かした空間と、周辺をつなぐフットパ

スにより、地形、履歴を活かしたランドスケープと

する 

・国内有数の多様な自然を感じさせる植生や、石積み

など自然素材を使い、環境と調和したグリーンイン

フラとして整備する 

・木材や再生可能エネルギーなど、地域資源の循環に

よるゼロエミッションの駅を目指す 

・調整池は四季を感じられるビオトープとする 

④ 地域と一体化した駅空間 

○来訪者だけでなく市民の居場所となる施設、広場 

・大屋根や芝生広場、水盤など、伊那谷の自然と調和

しながら、様々なイベントやコミュニティ活動など

地域住民が活用できる広場とする 

・高架下に店舗やライブラリーなどを設け、学生など

地域住民の居場所とする 

・施設を分棟配置とし、周辺と調和した施設規模、施

設の更新や民間事業者との連携をしやすくし、持続

可能な施設とする 

・現存する建物や樹木などの一部を遺し、調和させて、

地域の暮らしの履歴を感じられる場とする 

・高架下や大屋根など一時避難場所として機能する 

南から全景 

木格子下での活動イメージ 
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策定中のリニア駅周辺整備基本設計の検討組織である「リニア駅周辺整備デザ

イン会議」では、学識者専門委員会や市民参加型のワークショップと連携を図り、

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、駅周辺整備全体の施設配置、魅力発信施設等の建築物、広場などの設計、

駅周辺の景観形成の方針をまとめています。また、多様な交通手段に対応し、便

利に乗換可能となる“高度なトランジット・ハブ”の形成を目指して、交通広場

や駐車場、さらに将来の自動運転等新しいモビリティへの対応を想定した検討も

行っています。 

 

イ【乗換新駅の検討】 

ＪＲ飯田線への乗換新駅設置については、鉄道とのアクセスの必要性も認識し、

地元地域や市民の皆さんの意見を踏まえ、長野県、伊那谷自治体会議と連携して

ＪＲ東海との協議を進めます。 

 

ウ【駅勢圏（駅利用者を見込む地域）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、駅周辺の整備や、中央自動車道とリニア駅を接続する道

路等の整備を、関係する皆さんへの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引

き続き協議を行います。 

 

エ【代替地の整備】 

リニア本線や関連する事業の影響を受け、移転をお願いする方々との具体的な

協議を進めるとともに、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

任ある対応をします。 
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○北条丹保地区 

・代替地として土地のご協力をいただける皆さんの意向が確定し、整備範囲、整

備内容について地元関係者の皆さんへ説明をしています。 

・今後、更に詳細な設計を進め、整備計画の提示を目指して進めています。 

・2019（平成 31）年 3月までに道路用地取得、2019（平成 31）年４月以降造成

地の用地取得、更に、道路、代替地の整備工事に着手し、2020（平成 32）年

秋期には、一定範囲の整備完了を目指す計画です。 

 

○共和地区 

・南信州広域連合の進める広域的施設の検討動向を注視するとともに、代替地と

して希望する方々の意向を把握し代替地の検討を進めます。 

 

○唐沢宮ノ前 

・代替地として提供をいただける土地の所有者の意向確認を進め整備区域の構想

を進めています。 

・国道 153号の４車線化に伴う機能回復のためにも道路整備が必要であり、代替

地の計画と道路計画を合わせて検討しており、県をはじめ関係機関との協議を

行っています。 

・2019（平成 31）年 3月には、関係する皆さんに提示できるように進めます。 

 

 

 

１～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月

代替地整備
(丹保・北条
地区)

2019年度 2020年度

整備計画2

(地元協議)

整
備
計
画
公
表 希望受付

希望調整

造成工事造成用地取得
道路用地

取得

道路工事 １
工
区
完
成

２
工
区
完
成

売
却
単
価
提
示

売
却

抽
選

代替地整備のスケジュール(予定) 
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○「中央自動車道座光寺スマートIC（仮称）」について 

2016（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。2018（平成30）年６月には地

元と道路計画の合意がされ、９月には用地関係者組合を設立し、11月には標準単

価・画地指数の合意をすることができました。現在、工事に必要な用地買収を進

めるとともに完成に向け工事発注を進めていきます。 

○「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さんと協議・調整を行い、2017（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、地元の皆さんから

ご意見を踏まえ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、地元の皆さんと協議・

調整を行い、2018（平成30）年度より用地測量に着手となりました。 
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③  「戦略的地域づくり」関連 

前述したとおり、国のスーパーメガリージョン構想検討会で議論されておりま

すが、リニア開業により、当地域と大都市圏の移動時間が劇的に短縮され、ライ

フスタイルやビジネススタイルの変革が想定されます。このことより、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「ナレッジリンクの一翼を担

える田園型の学術研究都市」に取り組み、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、伊那谷と大都市圏との対流促進に向けた取

組や自動運転技術を活かした二次交通システムなど、広域的な視点を踏まえた検

討を始めるとともに、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

ンション施設」、「屋内体育施設」の整備に向けて、南信州広域連合とともに検討

を進めます。 

 

「リニア推進ロードマップ」の取組 
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２ 2019（平成31）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21日に国の2019（平成31）年度予算案が閣議決定され、一般会計の総額

は101兆4,564億円と７年連続で過去最高を更新し、当初予算として初めて100兆円

の大台を超えました。 

全世代型の社会保障制度への転換に向け、消費税増税分を活用した幼児教育の無

償化をはじめとする社会保障の充実を図ること、消費税引き上げによる経済への影

響の平準化に向け、消費者への還元など臨時・特別の措置を行うことなどが予算の

ポイントとされています。 

一方、地方財源の見込を示す地方財政対策では、地方が人づくり革命の実現や地

方創生の推進、防災・減災対策等に取り組みつつ、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総額について、2018（平成30）年度を5,913億

円上回る62兆7,072億円を確保したとしています。 

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とともに、消費税増税に伴う幼児教育の無償化

や防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策に集中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2019（平成31）年度当初予算編成の方向 

2019（平成31）年度は、「いいだ未来デザイン2028」前期４年間の折り返しの年

であり、スピード感を持って市民サービスの向上を目指しつつ、各基本目標の達成

に向け一段階ギアを上げて各事業の取組を進めていく必要があります。 

特に、リニア中央新幹線及び三遠南信自動車道に関連する各種事業が本格化して

きており、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進めつつ

「いいだ未来デザイン2028」の実現に向けた各事業を加速させる予算となるよう予

算編成を進めていきます。 

また、今後も歳入の減少や経常経費の増加など厳しい財政状況が予想されるため、

選択と集中の視点から市民の暮らしと安全を守る事業を優先的に予算化していき

ます。 

 

（３）健全な財政運営に向けた取組 

当市の2017（平成29）年度決算は、歳入では普通交付税の大幅減、また歳出では

社会教育施設の改修など臨時的経費の増加により財政調整基金を４億円取り崩す

という非常に厳しいものとなりました。 

今後の人口減少に伴う税収減や少子高齢化の進行に伴う社会保障費の増大など
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を考慮すると、更に厳しい財政状況に陥る可能性が懸念されます。 

そこで、2019（平成31）年度当初予算編成を通じて様々な事務事業の精査を行い、

健全な財政運営の維持のために設定した2020（平成32）年度までの財政運営目標の

達成を確実なものにします。 

 

【参考１】財政運営目標（2017(平成29)年度から2020(平成32)年度までの数値目標） 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 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 

H29末 主要4基金残高 

53億9,700万円 

74,378 73,069 68,981 
64,414 61,199 

13,433 13,329 
14,109 14,085 

13,776 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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【参考２】今後の予算編成の流れ 

 2018（平成 30）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○2019（平成 31）年度当初予算要求状況（歳出） 

 

【歳出要求総額】 472.9億円（前年度 475.8億円 当初予算要求額対比 △0.6％） 
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３ 行財政改革の推進 ～量的削減に質的改革を加える～ 

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、統廃合、リニューアル、新たな指定管理者制度の導入などに取り組んでい

ます。 

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を継続して実施するとともに、将来を見据えた構造的改

革の検討にも着手します。 

さらに、上記のほか、長期的な視点をもって構造的な改革に向けた取組も進めます。 

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。 
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４ いいだ未来デザイン 2028の戦略的な施策展開  

いいだ未来デザイン2028の「2019（平成31）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。 

 

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 実績値 目標値 

2015（H27） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 

学卒者の地域内 

回帰・定着率 

38.9％ 

（H28.4） 
41.0％   50.0％ 

※基準値2015（H27）年は平成28年４月の新規学卒就職者（大卒等Ｕターン就職・高卒就職）の割合 

※2016(H28)年は平成29年４月の新規学卒就職者の割合43.2％ 

 

（参考）＜飯田市版総合戦略における重要業績評価指標（KPI）＞ 

重要業績評価指標

（ＫＰＩ） 

基準値 実績値 目標値 

2015（H27） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2019（H31） 

食品系試験室（旧特別

教室棟）の利用（検査・

開発・研修）件数（件） 

－ －   40件 

市田柿輸出量（ｔ） － 26.5ｔ   50ｔ 

６次産業化総合化

事業計画認定数 
３ ３   

10（31年度まで

の累計） 

高校卒業生の地元

就職者数（人） 
352人 320人   375人 

進学者のＵターン

就職者数（人） 
329人 317人   375人 
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事業承継支援による承

継相手とのマッチング

件数 

－ －   10件 

認定新規就農者数

（人） 
２人 ６人   

10人（31年度ま

での累計） 

I-Portとビジネスプ

ランコンペティション

により起業をした人数 

－ ９人   10人 

工業技術試験研究所セ

ンター・EMC試験室利

用件数（件） 

866件 852件   1,220件 

産業振興と人材育成の

拠点の施設利用者数

（人） 

－ 
（旧センター） 

48,000人 
  50,000人 

環境試験機器の利

用件数（件） 
－ ４   12件 

環境試験機器のPR

機会の回数（回） 
－ －   30回 

 

 

（参考）＜飯田下伊那地域の地域産業による経済的充足度を示す指標＞ 

地域活性化 

プログラム 

経済自立度の推移 

2016（H28） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 

経済自立度（％） 49.2（推計） 50.4（推計）   
 

※経済自立度＝地域産業からの波及所得総額／地域全体の必要所得額    マイルストーン：55.0％ 

 

 

＜戦略計画［2019（平成31）年度］で想定している主な取組＞ 

 

① 新産業の創出と地域産業の高付加価値化 

・電子・精密機械工業や、発酵食品、水引等といった地域産業の高付加価値化の支援とともに、

航空宇宙産業や、健康医療・食品産業、農林業なども含めた各分野で、異業種が連携した新た

な産業クラスターの形成を推進し、商品開発を推進します。 

・特に食品研究エリア活用による食品の高付加価値に向けたチャレンジ支援として、食品産業の

各種団体・企業による商品の高付加価値化に向けた試験機器や施設の活用を図ります。 

・三遠南信連携事業及び市田柿海外輸出推進プロジェクトによる海外マーケット展開等に取り組

み、販路の拡大を推進します。 

・シードル等の果実酒の生産や販売に向けて取り組む農業者等を、関係機関･団体と連携して支

援します。 

 

② 地域産業の将来を支える担い手確保・起業家育成 

・高校生と地元企業の結びつきが強まる「つなぐ事業」の拡大を図り、Ｕターン就職のための地

域の受け皿づくりを進めます。 

・産業界の皆さんとワーキングチームを立ち上げ、ＵＩターン就職を加速させる「滞在型インタ
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ーンシップ」の仕組みを構築します。 

・後継者不在の事業者を対象に、飯田版プラットフォームと民間プラットフォームを活用した承

継相手とのマッチングを促進させ、事業承継支援を強化します。 

・新規就農者及び農業後継者の確保に向けて関係機関と連携して取り組むと共に、意欲ある農業

者等の経営安定・拡大を支援します。 

・起業家ビジネスプランコンペティションによる起業家支援や飯田市新事業創出支援協議会Ｉ－

Ｐｏｒｔの運営により、新事業創出と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。 

 

③ 産業振興と人材育成の拠点（エス・バード）の整備と活用 

・航空機産業を始めとした新産業の創出や、これまでの地域産業の高付加価値化を図るため、「産

業振興と人材育成の拠点（エス・バード）」の機能を強化し、その活用を促進します。 

・特に航空機分野においては、産業振興と人材育成の拠点を活用して実施されている信州大学航

空機システム共同研究講座を引き続き支援し、将来的な高等教育機関への移行を見据える中で世

界に通用する高度な人材育成につなげます。 

・また、航空機産業の研究開発力の強化のため、公的試験場機能の試験評価機器を有効活用できる

よう体制を構築します。 

・航空機産業や食品関係の試験研究施設や、移転後の工業技術試験研究所の活用に向けて、企業、

市民に施設の存在や機能など広くＰＲし、利用拡大を図っていきます。 
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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 実績値 目標値 

2014（H26） 
2015

（H27） 

2016

（H28） 

2017 

（H29） 

2018

（H30） 

2019

（H31） 

2020

（H32） 

休日滞在人口率 

休日の午後２時に滞在

していた人数の平均値 

1.10倍 1.10倍 

 

1.10倍 

1.08倍 

（1月～12月の平均）   1.25倍 

ピーク月 
11月 

1.12倍 

8月 

1.12倍 

8月 

1.12倍 

8月 1.11倍 

（1月～12月） 
  - 

平日滞在人口率 

平日の午後２時に滞在

していた人数の平均値 

1.12倍 1.11倍 1.10倍 
1.09倍 

（1月～12月の平均） 
  - 

※・「まち・ひと・しごと創生本部 地域経済分析システム『RESAS（リーサス）』」による休日の指定時間に市

内に滞在していた人数の平均値。（休日は、土曜日・日曜日・祝祭日） 

・滞在人口率は、滞在人口（株式会社NTTドコモ「モバイル空間統計Ⓡ」）÷国勢調査人口（総務省「国勢調査」

夜間人口）で表され、滞在人口が国勢調査人口と比べてどれだけ多いかを示している。 

 

（参考）＜飯田市版総合戦略における重要業績評価指標（KPI）＞ 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

基準値 実績値 目標値 

2014（H26） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2019（H31） 

移住した子育て世帯の

総人数（人） 

21人（24～26

年度平均値） 
30人   35人 

UIターンによる新規就農

者数（人） 
- ２人   

８人（31年度ま

での累計） 
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産業団地への立地企業に

おける新たな雇用者（人） 
- -   

80人 

（31年度までの

累計） 

学輪IIDAとの連携による

プロジェクト数（件） 
９件 12件   13件 

学校が楽しいと感じて

いる児童生徒の割合（％） 

小学校83.3％ 

中学校80.5％ 

小83.3％ 

中77.7％ 
  

小90.0％ 

中90.0％ 

学習支援事業に参加して

いる参加者の満足度（％） 
88.1％ 90.1％   70.0％ 

ふるさとに愛着を感じて

いる高校生の割合（％） 

75.6％ 

（H27） 

3年間に1回の指標 

（H27と同様） 
  78.0％ 

南アルプスエリアを訪

れた観光客数（人） 
220,000人 250,000人   233,000人 

体験プログラム年間参加

者数（人） 
36,000人 36,500人   50,000人 

天龍峡ご案内人が案内し

た観光客数（人） 

3,866人 

（H25） 
5,528人   6,000人 

 

（参考）＜飯田市人口の社会動態＞ 

飯田市の人口推移 

（社会動態） 

推移 

2014

（H26） 

2015

（H27） 

2016

（H28） 

2017

（H29） 

2018

（H30） 

2019

（H31） 

2020

（H32） 

転入数－転出数 

の状況 
△205 △59 △267 △432   

 

出典：住民基本台帳 

 

＜戦略計画［2019（平成31）年度］で想定している主な取組＞ 

 

① 飯田だから実現できるライフスタイルの提案と移住の受け皿づくり 

・都市部で生活し、地方への移住を志向している若年層や子育て世代を重点対象として、飯田を

知ってもらうため、人的なネットワークを活用した情報を届ける仕組みを構築します。 

・飯田だから実現できるライフスタイルの提案を行うとともに、移住者のニーズに対応した相談

デスクの開設、「お試し住宅」の整備や「お試し滞在」のための支援、オーダーメイド型の体

験ツアーなど、移住決定につながる取組を強化します。 

・様々な移住者の希望や志向を捉えていくために、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、職・住・暮らしの総合的な相談、提案体制を充実させます。 

・各地区で進める「田舎へ還ろう戦略」が目指す移住・定住者の誘致を実現するため、地域の案

内人や世話役の設置に向けた取組を推進します。 

・利用可能な空き家の掘り起こしと、空き家バンク等の活用を地域及び関係事業者と連携しなが

ら進めます。 

・就農希望者に対しては、関係機関や農家と連携して滞在期間中の農業体験プログラムや研修内

容の充実を図り、新規就農につなげます。 
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・後継者を必要としている事業者や農家と、移住希望者とを結ぶ事業承継の取組を支援し、人材

誘導を促します。 

・各地区における地域で子どもを見守り育てる実践や、いいだ型自然保育の取組、小規模特認校

としての特色ある教育の紹介、体験入学・体験授業を通じた教育移住へつながる取組などの展

開とＰＲを行うことで、教育・子育て移住者の誘致を目指します。 

 

② 観光産業を基軸とした交流人口の拡大 

・当地域の観光推進の中核組織として、観光庁登録、日本版ＤＭＯ法人となった地域連携ＤＭＯ

㈱南信州観光公社とともに「旅の目的提案」としての情報発信を強化し、国内からの誘客はも

とより、インバウンド（海外誘客）も推進します。 

・二つの交流拠点の一つ遠山郷では、ウェルネスツーリズムをベースにしたツアー造成、「食」

の開発ほか地元ガイドの養成、二次交通の構築を推進します。もう一つの交流拠点である天龍

峡では、名勝天龍峡を紹介するガイダンス施設や遊歩道等の整備を行い、周辺の多様な拠点の

活用や周遊滞在型観光に向けた戦略づくりを進めます。 

・観光による地域経済の活性化とともに、地域の方々と来訪者との交流を演出します。 

 

③ 魅力的な中心拠点の形成 

 ・リニア中央新幹線長野県駅を見据えた中心拠点としての中心市街地の魅力づくりのために第３

期中心市街地活性化基本計画の策定を進めます。 

 

④ IIDAの総力を結集したブランディング・プロモーションの推進 

・リニア時代「世界から選ばれるIIDA」を実現するため、市民・地域・事業者等が目的・目標を

共有してIIDAのブランディング・プロモーションを推進する仕組みをつくります。 

・「IIDAブランドを魅せる」、「新たな価値を共創する」、「多様な資源を磨き上げる」を柱とした

具体的戦略PJを、市民・地域・事業者等との連携により創出し、戦略的に取り組みます。 
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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 実績値 目標値 

2016（H28） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 

多様な学習交流の数（累計） ２件 ２件   ５件 

全国学力調査結果       小学校(6年)国語 

◎全国平均正答率より高い 小学校(6年)算数 

〇全国平均正答率と同水準 中学校(3年)国語 

△全国平均正答率より低い 中学校(3年)数学 

A◎ B◎ 

A〇 B〇 

A◎ B〇 

A〇 B△ 

A〇 B〇 

A〇 B〇 

A◎ B〇 

A〇 B△ 

A〇 B〇 

A△ B△ 

A〇 B△ 

A△ B△ 

 

A〇 B〇 

A〇 B〇 

A〇 B〇 

A〇 B〇 

自己有用感率 
小93.4％ 

中94.0％ 

小90.4％ 

中91.1％ 

小96.4％ 

中95.1％ 
 

小100.0％ 

中100.0％ 

算数・数学の授業内容理解率 
小41.7％ 

中29.7％ 

小44.7％ 

中32.7％ 

小36.6％ 

中32.7％ 
 

小50.0％ 

中40.0％ 

自己肯定感率 
小74.0％ 

中67.5％ 

小78.6％ 

中68.5％ 

小84.1％ 

中75.8％ 
 

小90.0％ 

中90.0％ 

保護者・地域住民の教育活動への参

加率 

小94.3％ 

中77.8％ 

小100.0％ 

中88.9％ 

小100％ 

中100％ 
 

小100.0％ 

中100.0％ 

ICT活用のための 

校内研修の実施率 

小31.6％ 

中33.3％ 

小84.2％ 

中66.6％ 

小100％ 

中100％ 
 

小100％ 

中100％ 

※小中学校と地域が協働して地域の在り方を検討している小中学校単位の学習交流の数。 

※全国学力調査は、文部科学省が毎年、小学校6年生と中学校3年生を対象として実施する調査結果。A問題は主とし
て「知識」に関する問題。B問題は主として「活用」に関する問題。 

※自己有用感率の基準値は、2016(H28)年度の「全国学力・学習状況調査」における児童・生徒の自己有用感率。→
「人の役に立つ人間になりたいと思いますか。」 

※算数・数学の授業内容理解率の基準値は、2016(H28)年度の「全国学力・学習状況調査」における児童・生徒の算
数・数学の理解率。→「算数・数学の授業の内容はよくわかりますか。」 

※自己肯定感率の基準値は、2016(H28)年度の「全国学力・学習状況調査」における児童・生徒の自己肯定感率。→
「自分には良いところがあると思いますか。」 

※保護者・地域住民の教育活動への参加率の基準値は、2016（H28）年度の「全国学力・学習状況調査」における保
護者や地域住民の教育活動への参加率。→「コミュニティスクールの仕組みを生かして、保護者や地域の人が学
習・部活動支援、学校行事の運営などの活動に参加していますか。」 

※ICT活用のための校内研修の実施率の基準値は、2016（H28）年度の「学校における教育の情報化の実態等に関す
る調査」における校内研修の実施率。→「教員がICT活用指導力を高めるための研修を受講した機会」 
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＜戦略計画［2019（平成31）年度］で想定している主な取組＞ 

 

①  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ために、関係機関との連携に取り組みます。

特に、飯田市に派遣される予定のスクールソーシャルワーカーにより家庭との連携を強化しま

す。 

  ・中学校区ごとの系統的な指導計画・学習プログラム（例えば、総合の時間、キャリア教育、外

国語教育）を学校運営協議会などの意見を参考に作成します。 

  ・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

関係機関及び地域住民の支援により実践します。 

 

② 地域と学校がつながる飯田コミュニティスクールの立ち上げと推進 

・小中学校のグランドデザインを実現するために、学校でする事、家庭でする事及び地域でする

事を明確化し、それぞれの主体が相互承認することで、行動目標を実践します。 

・学校運営協議会に教育委員会も参画し、審議内容を充実すると共に、広く地域の方々に理解い

ただくために広報を充実させます。 

・地域学校協働活動を充実させるとともに、学校支援ボランティアへの参加やボランティア同士

の横のつながりへつなげていきます。 

・学校と地域をつなぐコーディネーターの役割を公民館が担っていきます。 

・小規模特認校の上村小学校における特色ある教育を展開するために、学校運営協議会（かみむ

らっこ応援団）、地域及び関係者の理解と参画による支援体制を充実していきます。そのため

に、飯田市も体制づくりや住環境の整備などの支援を行います。 

 

③ LG（地域･地球）飯田教育の充実 

  ・「LG（地域・地球）飯田教育」は、飯田の資源を生かした学習や活動を通し、ふるさと飯田に

誇りと愛着を育みながら、変化の激しい時代の中で、グローバルな視野と感性を持って、自ら

の力で未来を切り拓く力を育みます。 

・公民館やキャリア教育を通じて得たネットワークを活用して、全小中学校28校で企画立案し、

取り組みます。また、各学校の多くの事例の中から、モデルとなりうる事例を整理し各学校に

情報提供します。 

  ・地域資源を活用して３年間取り組んだ「宇宙留学サマーキャンプ」を、宇宙教育のネットワー

クや市民関係団体との連携により「飯田・宇宙教育」に展開します。 

 

④ ＩＣＴを活用した教育課題への対応 

   ・ＩＣＴ（情報通信技術）の教育環境（ICT 機器及びデジタル教科書の導入）を計画的に整備し

ます。 

・ＩＣＴを活用した教育課題（少人数学級での多様性の育成、不登校や特別支援学級における学

力保障、問題解決型学習の実践）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、更なる深化を図ると共に、他校へ成果を広めていきます。 

・ICT機器を活用した授業が実践できる、知識・技能の向上を図るために、教員の指導力向上（研

修会の開催・授業公開・教育指導主事による研修）及びプログラミング教育を推進します。 

 

⑤ 高校生等を対象とした次世代育成事業の推進 

・文部科学省が検討している社会に開かれた教育課程の理念による地域課題の解決等を通じた学

びの実現を捉えて、飯田OIDE長姫高等学校を中心に高等学校における「地域人教育」を展開し

ます。 
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・飯田女子高等学校における、年間を通した探究活動に基づいた地域での学びを支援し、地域の

将来を担うリーダー育成教育（地域人材プログラム）の導入を目指します。 

・「地域人教育」「高校生講座」など高校生に関わる取組を充実させていくとともに、若者世代

を対象とした取組を推進します。 

・大学等の専門性や外部知見を取り込み地域人材の育成に活用するため、各高校の状況に併せた

多様な高大連携の仕組みが定着できるよう、高大連携会議において実践検証を進めていきます。 

 

⑥ 子どもの体力・運動能力の向上と成人のスポーツ習慣の定着 

・保育園・幼稚園や学校と連携し、運動学習能力を高めるためのプログラム等を実践し、運動好

きの子どもを増やします。 

・「飯田やまびこマーチ」「ニュースポーツフェスティバル」など、スポーツ習慣のきっかけと

なる事業を充実させ、スポーツ習慣を定着させます。 

・スポーツ施設は、施設の長寿命化を基本とする今後のスポーツ施設のあり方をまとめます。 
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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 実績値 目標値 

2015（H27） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 

美術博物館来館者数（人 年間） 50,910人 46,705人   53,500人 

指定等文化財の数（件 現況数） 174件 183件   190件 

調査研究し市で刊行したもの、発

表した論文数 （件 累計） 
30件 72件   140件 

「伊那谷と自然と文化」を専門的

な知見から学ぶ受講者延数（人） 
8,392人 6,995人   8,000人 

歴史研究所が認定する市民研究員

数（人 現況数） 
４人 ４人   ６人 

地域で人形劇を行っている劇団の

数（現況数） 
65劇団 69劇団   72劇団 

※美術博物館来館者数 ：年間の来館者数。当館が「伊那谷の自然と文化」のガイダンス機能を発揮し導入案内の役
割を担うことにより積み上がる数値で、常設展示リニューアルを踏まえ過去最多年間来館者数を目標とする。 

※指定等文化財の数 ：年平均2件増加させることを目標とした累計数。 

※調査研究し市で刊行したもの、発表した論文数 ：刊行物にはDVD等を含む。発表した論文数は雑誌等に掲載され
たもので、市の刊行物に掲載分を除いた累計数。 

※「伊那谷と自然と文化」を専門的な知見から学ぶ受講者数 ：専門的な講座（調査、研究、研修等）の年間受講者
数。歴史研究所、美術博物館の講座のほか市民大学講座（市公）、伊那谷地名講座（図書館）、発掘調査見学会、春
草関係の講座（文化財担当課）、オケ友クリニックの受講者（文化会館）等 

※歴史研究所が認定する市民研究員数 ：「伊那谷と自然と文化」の継承者人材増える（育つ）ことの指標として認
定人数の累計で捉える。 

※地域で人形劇団活動をする市民の数 ：「市民が主体的かつ日常的に人形劇活動を展開していることを「人形劇の
まち」の一側面と捉える。 
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＜戦略計画［2019（平成31）年度］で想定している主な取組＞ 

 

① 「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 

・開館30周年を迎える飯田市美術博物館は、自然と人文の展示室を2019（平成 31）年 7月にリ

ニューアルオープンし、「伊那谷の自然と文化」のガイダンスを充実させて、来館者がより関

心を持って観覧でき特長を学べる場にしていきます。 

・菱田春草記念室の常設展示では、新たな鑑賞者とともにリピーターも楽しめるよう工夫して魅

力を高めます。また、春草没後 110年(2020年）を視野に準備を進めます。 

・伊那谷の美しい星空を活かした宇宙天文の学びを推進し、市民（親子等）が宇宙や星に興味を

持てるよう各種団体と協働していきます。 

   

② 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、清水エリアの

実施設計・整備工事、正倉院北側エリア設計業務等を進めます。 

・「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、保存活用計画を策定しま

す。 

・「名勝天龍峡」の価値と魅力を発信するガイダンス施設を整備するとともに、施設を有効に活

用して来訪者に名勝の魅力を伝える人材の育成を進めます。 

 

③ 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。 

・遠山郷に興味を持ち理解を深める市民等が増えるように、「（仮称）遥かなる遠山郷・写真展」

特別陳列や講演会・講座等を開催します。 

・美術博物館では、ジオパーク・エコパークの調査研究を自然と人文の展示室リニューアルに伴

い展示コーナーを設け、南アルプスの自然環境やその魅力を広く深く伝えていきます。 

 

④ 人形劇の世界都市としての推進力・求心力の向上 

・「人形劇のまち」として41年目、新たな節目への第一歩として「いいだ人形劇フェスタ2019」

は、参加者が人形劇の祭典をより楽しめるよう 2019（平成 31）年７月 31日（水）～８月５

日（月）の６日間の日程で開催します。 

・2018（平成 30）年のAVIAMA総会を起点として、人形劇を通じた国内外のネットワークづくり

を進めます。 

・年間を通じて人形劇を発信できるよう、地元人形劇団等の上演機会の提供や、観光面を含め

た情報発信の充実に取り組みます。 

 

⑤ 「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、地域の内外の知見を融合させて新たな価値を創造・発

信していく「地域振興の知の拠点」の形成を図ります。 
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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 実績値 目標値 

2014（H26） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 

合計特殊出生率 
1.76 

（H26） 

1.76 

（H29）推計値 
  1.80 

地域主体による特

別保育事業数 
－ ２   ４ 

※合計特殊出生率＝{母の年齢別出生数÷年齢別女性人口}の合計 

※長野県の人口動態調査の算出根拠となる年（年単位）を（ ）内に記載 

※2015(H27)年1.77％（Ｈ28.9月把握）、2016(H28）年1.75％（Ｈ29.9月把握） 

※地域主体が運営主体となった、延長保育、未満児保育、学童見守り活動をいう。(H29/川路・上久堅) 

 

（参考）＜飯田市版総合戦略における重要業績評価指標（KPI）＞ 

重要業績評価指標 

（ＫＰＩ） 

基準値 実績値 目標値 

2014（H26） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2019（H31） 

婚姻件数 456件 396件   500件 

子育てしやすいまちだと

思う人の割合 

61.1％ 

（H25） 
70.8％   66.0％ 

つどいの広場延べ利用

者数 

34,215人 

（H25） 
41,923人   45,190人 

ゆいきっず広場利用組

数（H27.7.1～） 
- 5,107組   4,522組 

未満児保育の提供数（０

歳児） 

160人 

（H27） 
193人   160人 

未満児保育の提供数

（1・2歳児） 

978人 

（H27） 
937人   978人 

児童クラブ等の定員 850人 930人   970人 

子どもを産みやすい環境

のまちだと思う人の割合 

32.8％ 

（H25） 
32.5％   40.0％ 
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保育所等の周辺に自然体

験のできる環境を創出し

た数 

０箇所 21箇所   20箇所 

親が食農体験、食育活動に

関わった割合 

65.0％ 

（H27） 
81.3％   100％ 

 

＜戦略計画［2019（平成31）年度］で想定している主な取組＞ 

 

① 妊娠期から出産・子育てへの途切れない支援 

・母子保健コーディネーター（保健師）による母子健康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。      

・妊婦検診及び産婦健診を通じて、妊娠期からの途切れない寄り添い支援サービスの充実を図る

とともに、妊産婦さんがほっとできる相談支援及び宿泊型の産後ケア事業を行います。 

・市立病院と地域内健診機関との間で設置する妊産婦情報連携システムの活用など、安全な分娩

体制を維持し、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。 

・不妊及び不育治療への支援策を継続しつつ、周知に力を入れます。 

 

② 結婚したいと思う若者へのライフデザイン支援 

・結婚相談事業では、都市部の独身女性を対象とするマッチングイベントを展開します。 

・地区で開催するイベントを支援するとともに、少人数体制や実行委員への当事者の参画など、

より効果のある結婚相談事業を展開していきます。 

・進学や就職などの大きな選択を控えている地域の高校生に、今後の生き方について考えてもら

うライフデザインの啓発事業を実施します。 

 

③ 地域が取り組む子育てや見守り活動の支援 

・公立保育園を活用して地域主体が運営する特別保育や子ども見守り活動について、地域との研

究協議を進め、モデル的事業の導入を支援します。 

・鼎あかり保育園の新園舎整備と、同園併設型の放課後児童クラブ事業（定員40人）を開設しま

す。 

・ひとり親家庭の子ども対象に学習支援を行う市民団体活動を支援します。 

・乳幼児健診から必要な支援に引き継ぐため、保健・医療・保育・教育など関係機関の連携がで

きる発達支援体制を整えていきます。 

・就学準備に向けた保護者への情報提供として、就学相談説明会を開催します。 

・幼児教育無償化時代の保育・幼児教育のあり方、これからの子育て支援ニーズを踏まえ、市民

や子育て支援機関の意見を聞きながら、新たな「子育て応援プラン」を策定します。 

 

④ 保育人材の確保 

・いいだ型自然保育幼児教育の認知度や評価を高めるとともに、さらなる信州やまほいく認定園

の拡大に取り組みます。 

・遠山地区へ移住して働く保育士の獲得に取り組みます。 

・上村地域における自然保育のためのフィールド整備や体験保育活動を支援します。 

・働き甲斐のある保育幼児教育職場づくりを進めます。 

・市内の保育幼児教育施設や潜在保育士の発掘に向けて、長野県保育士人材バンク事業の周知を

図ります。 
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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 実績値 目標値 

2015（H27） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 

65歳以上における 

要介護認定者割合

（伸び率抑制） 

18.8％ 

（Ｈ28.3） 

19.48％ 

（Ｈ30.3） 
  20.4％ 

介護予防事業への

参加者数（いきいき

教室等） 

4,054人 4,122人   5,000人 

国保特定健診の受

診率（％） 
33.8％ 38.7％   41.0％ 

※65歳以上における要介護認定者割合について基準値2015（H27）年度は平成28年３月末の割合。2016(H28)

年度は平成29年３月末の割合19.16％。 

※ 特定健診受診率のH29実績値は法定報告（10/12）時点のもの〔数値確定･公表はH31.3月頃の予定〕、

2016(H28）年は36.7％ 

 

（参考）＜飯田市の死亡数と寿命＞ 

死亡数と寿命 

推移 

2014

（H26） 

2015

（H27） 

2016

（H28） 

2017

（H29） 

2018

（H30） 

2019

（H31） 

2020

（H32） 

死亡数（人） 

（住民基本台帳） 

男 607 673 618     

女 662 646 605     

平均寿命 

（年齢） 

男 81.86 80.90 81.49     

女 87.87 87.81 87.86     

健康寿命 

（年齢） 

男 80.24 79.33 79.92     

女 84.46 84.30 84.54     

※健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間                    （市保健課調査） 
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＜戦略計画［2019（平成31）年度］で想定している主な取組＞ 

 

① 介護予防、重度化防止の推進 

  ・地域包括支援センター、社会福祉協議会と連携しながら、地域の中で介護予防を担う介護予防

サポーターを養成し、住民主体による介護予防教室を増やします。 

・高齢者の健康とくらしのアンケート調査の結果から、高齢者の生活状況と健康状態との関係を

分析し、地区ごとの課題、特性を把握します。把握された課題への対応策を議論し、具体的な

取組や事業化の検討を行います。 

・特養飯田荘に併設した介護予防拠点施設「おまめでサロン」を活用して、高齢者の健康づくり

や認知症をはじめ介護予防のための事業を行います。 

・要介護度が上がらないための取組を介護保険事業者、リハビリテーション専門職の協力を得て

展開し、重度化の防止と高齢者の自立支援を図ります。 

 

② 地域、家族とともに進める健康づくり（働き盛り世代からの生活習慣病予防） 

・特定健診受診率を向上させるため、特定健診の開始年齢の方などへ、個別の受診勧奨を強化し

ていきます。かかりつけ医から生活習慣予防治療中の方への受診勧奨や、診療で実施した検査

結果データを提出していただくことなど、受診率の低い65歳以上の方の受診に結び付けるよう

医療機関に協力依頼していきます。  

・糖尿病性腎症による透析導入や脳血管疾患、心筋梗塞等の発症を予防するため、特定健診受診

者の生活習慣病重症化予防対象者には、訪問、面接、または電話により保健指導を実施します。

また、特定健診の継続受診を働きかけ、数値的な変化を確認しながら、継続して保健指導を行

います。 

・出前式の健康講座について、企業等と連携して実施し、働き盛りの年代からの生活習慣病予防 

を進めるとともに、イベントへの出展など広く市民に関心を持っていただける取組を進めます。 

   

③ 後期高齢者を対象とした保健指導（健康づくり） 

・後期高齢者を対象とした生活習慣病等の発症・重症化予防や心身機能の低下防止に向けて、健

診の勧めと合わせ、重症化予防対象者へ保健指導を行います。 

・国保から後期高齢者に移行した被保険者に対して継続的な保健指導を行います。 
 

④ 介護人材の確保 

・広域連合と連携して介護人材確保のための具体的な取組の検討を進めます。 

・介護に係る資格の取得を支援することを通じて、介護職場への就業を促します。 

・中山間地での暮らしに興味がある人に、中山間地への移住と介護等福祉職場への就職を働きか

けます。 
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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 実績値 目標値 

2016（H28） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 

創出される地域福

祉活動のモデル数 
- 11件   40件 

※地域福祉活動計画に各地区等の身近な取組事例を掲載し、横展開されたモデル創出数を目標値としている 

 

＜戦略計画［2019（平成31）年度］で想定している主な取組＞ 

① 地域福祉課題検討会の開催による地域福祉活動の推進 

・地区が抱える福祉課題の解決に向けて、地域福祉コーディネーターと連携を図り地域での活動

を強化します。 

・各地区において地域福祉課題検討会を開催し、福祉課題を洗い出し、課題解決のための取組を

検討し、実践に移します。  

・地区の取組の中で、先進事例などの横展開を図ります。 

 

② ゴミ出し困難者対策 

・日常生活における困りごとの重要課題であるゴミ出し支援については、まず住民支え合いマッ

プを活用した地域住民による生活支援での解決を基本に据え、福祉事業者によるごみ収集運搬

の認可制度の整備、モデル地区でのゴミ出しボランティアへの支援など、ゴミ出し困難者への

重層的な支援を進めます。 

・共助による地域での支援体制を基本に置きながら、申出をいただいたゴミ収集業者と連携を図

り、個別収集によるゴミ出し困難者対策を進めます。 

・モデル地区でのゴミ出しボランティアへの支援を通して、他地区への横展開を図ります。 

 

  ③ 福祉有償運送の全市展開と移動困難者対策 

   ・移動に支障をきたす高齢者や障がい者に対して福祉有償運送事業によるサービスを全市的に提

供します。 

・NPO法人など多様な主体によるサービスの提供を推進します。 

・福祉有償運送の対象とならない高齢者等の移動手段について、地区と一緒に研究していきます。 
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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）＞ 

○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 実績値 目標値 

2016（H28） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 

「田舎へ還ろう戦

略事業」の実施地

区数 

- ４件   20件 

地域課題対応事業

体設立数 
- ０   ５件 

※ふるさと納税（20地区応援隊）を原資とした「田舎へ還ろう戦略事業」実施地区を徐々に増やし2020（H32）

年度には全地区実施を目指す 

 

＜戦略計画［2019（平成31）年度］で想定している主な取組＞ 

 

① ふるさとパワーアップ！20地区の個性を輝かせる（20地区「田舎へ還ろう戦略」支援

事業） 

・「田舎へ還ろう戦略」は、住民が地域に誇りと愛着を持って住み続けようとする意識を高める

ことを土台として、地域の個性と魅力を活かした都市部住民等との交流を促進し、関係人口（地

域ファン）を増やし、やがて移住定住につなげていくことを目指した取組です。各地区の実態・

課題に即して、取り組みの見通しを立て、できるところから実行するための地域ぐるみでの検

討会議の開催や、実践活動を各地区自治振興センター・公民館と関係部署がチーム体制を組ん

で支援を行います。 

・ふるさと納税制度を活用し、「田舎へ還ろう戦略」における関係人口の拡大と、新たな財源確

保を行うための「20地区応援隊」制度については、支援を求める具体的なプロジェクトの内容

（課題・取組・思い）を明確化し、効果的な情報発信を行うとともに、納税者に対しては、財

源の使途や事業経過を見えるかたちで返しながら、人的ネットワークの拡大につなげます。 

・２０地区共通の取組として、利用可能な空き家の掘り起こしと、空き家バンク等を活用した利

活用の推進を地区と行政が協働して進めます。 

  ・地域の創意による地域づくりがさらに進展するよう活動財源の創出・支援に取り組みます。 
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② 地域課題に対応するための事業体の立ち上げと運営の支援 

・地域の課題をとらえ、特色を生かしながら、地域経営の視点と継続性を持って交流人口・関係

人口の拡大や、コミュニティ・ビジネスの推進等の取組を地域主体で行っていくための新たな

事業体の立ち上げと運営への支援を行います。 

・2019（平成31）年度は中山間地域を中心に、取組意欲が高まりつつある地区を重点的に支援し

ます。 

 

③ 中山間地域をもっと元気にしてみまいか 

   ・2019（平成31）年度よりスタートする第２次中山間地域振興計画及び中山間地域７地区の基本

構想・計画に基づく取組を、地域と行政が協働して推進します。計画の重点に位置付けた交流

人口及び関係人口の拡大、移住定住促進は、「田舎へ還ろう戦略」と一体の取組としてとらえ、

中山間地域７地区共通の取組と、地域ごとの取組を推進します。 

・地域おこし協力隊は、現在活動中の協力隊員が地域住民とともに行う活動を支援するとともに、

新たに導入を検討している地区における任務の明確化、受入体制の整備等について協議し、募

集、採用業務を進めます。地域おこし協力隊が持つ感性や行動力、ネットワーク等が生かされ、

地域住民と協働した活動が展開され、地域活性につながっていくための環境・条件の整備や関

係づくりを支援します。 

 

④ 地域自治を守り育むための仕組みづくり 

 ・地域が主体となって行う自治活動組織の加入促進活動について、未加入の理由に応じた、また

地域の実態に即した効果的な加入促進の方策を検討し、地域ぐるみでの取組が進展するよう支

援します。 
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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 実績値 目標値 

2015（H27） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 

市民活動・地域活

動に参加している

市民の割合（％） 

59.9％ 65.3％   70.0％ 

市民活動団体数

（NPO含む） 
－ 139   150 

審議会委員会への

女性委員の比率 
27.2％ 27.5％   30.0％ 

まちづくり委員会

等の女性委員の比

率（％） 

33.6％ 33.3％ 32.5％  34.0％ 

他地域(外国を含

む)からの人を歓

迎する市民の割合 

－ －    

※市民活動・地域活動に参加している市民の割合の基準値は、2015（H27）年度の市民アンケート調査結果。
2016（H28）年度の割合は60.0％ 
※ムトス飯田推進委員会で把握している市民活動団体数は、ＮＰＯが67（長野県に登録している内、主たる事
務所の所在地が飯田市である団体）、その他に平成29年度末に行ったアンケート調査により活動を確認した市
民活動団体数は72。計139団体。休止、解散する団体をなくし新たな団体が設立されることにより、市民活動
団体数が増加していくことを目指す。 
※2016（H28）年度の審議会委員会等への女性委員の比率は26.9％ 
※2016（H28）年度のまちづくり委員会等の女性委員の比率は33.3％ 
※「他地域(外国を含む)からの人を歓迎する市民の割合」は、2018年度の市民アンケート調査から導入を検討。 
 
 

＜戦略計画［2019（平成31）年度］で想定している主な取組＞ 

① 市民活動団体のパワーアップ 

 ・既存の市民活動団体の継続及び活性化への支援を行うとともに、活動に有益な情報の収集・提

供や、団体間ネットワークの拡充を図り、新たな市民活動の展開につなげていきます。 

 

② 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、事業主や従業員向けの効果的

な研修を実施します。また、中小事業所を対象とした支援事業を実施します。 

・消費生活センターの相談機能の充実と持続的な運営を図るとともに、消費について学び合う学

習交流事業を市民実行委員会により実施します。 

・「エシカル消費」（人、社会、環境に配慮した消費）をテーマとした集まりの場をつくる中から、
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女性の緩やかなネットワークづくりを試行します。 

 

③ 多様性を地域に活かす言語バリアフリー 

 ・外国人住民等の多言語相談窓口を開設・運営するとともに、多国籍化に対応したコミュニケー

ション手法としての「やさしい日本語」の普及に向けたガイドラインの作成に取り組みます。 

 ・外国人住民等が、医療・介護情報を理解できるよう、自動音声翻訳アプリの普及促進や医療通

訳派遣の制度化と普及促進を図ります。 

・外国人住民等への災害時対応について、ピクトグラム（視覚記号の一つ）の活用とともに情報

提供の方法を検討します。 

・外国人児童生徒等が、地元で進学・就職できるよう学習支援や就学促進、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 実績値 目標値 

2016（H28） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 

環境に関する学習

をしている人の割

合（％） 

17.1％ 17.4％   20.0％ 

温室効果ガス削減

量 
0t-co2 908t-CO2   

3,100t-co2 

（4ヵ年累計） 

※環境に関する学習をしている人の割合の基準値は、環境レポートにおける「環境に関する市民アンケート」
の調査結果による。 
※温室効果ガス削減量（t-CO2）の基準値は、これまでの削減量の累積値ではなく、本戦略計画期間中のみの
増加目標を明らかにするため、2016（H28）年度を便宜上0tとした。 
 

（参考）＜飯田市版総合戦略における重要業績評価指標（KPI）＞ 

重要業績評価指標

（ＫＰＩ） 

基準値 実績値 目標値 

2014（H26） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2019（H31） 

地域環境権を行使

した市民の割合 
10.0％ 29.0%   80.0％ 

太陽光発電の設置

容量 
33,600kw 38,494kW   39,600kw 

木質バイオマス燃料に

活用する材の量 
1,300ｔ 1,658t   1,700ｔ 

省エネ改修等の改

善による温室効果

ガスの削減量 

17,122ｔ-CO2 26,501ｔCO2   42,466ｔ-CO2 

スマートシティ等

の計画策定件数 
０件 １件   ３件 
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＜戦略計画［2019（平成31）年度］で想定している主な取組＞ 

 

①  環境学習の推進と環境意識を醸成する人づくりと地域ぐるみで取り組むエコ活動・
エコライフの推進 

・美術博物館、公民館、環境アドバイザー等と連携した環境学習の推進を図ります。 

・ボランティアガイドの育成とレベルアップに取り組みます。 

・不法投棄やポイ捨て防止、廃棄物の３Ｒ（減量・再利用・リサイクル）につなげるための学習、

啓発活動を行います。 

  ・「南信州いいむす21」の改定にともない、保育園、小中学校での取組のあり方を見直すととも

に、高校、短大への普及に向けた取組を行います。 

・省エネ行動は、セミナーやアンケートを通じてニーズを把握し、地域内事業所における取組が

進展するよう働きかけます。 

 

②   再生可能エネルギーで進める持続可能な地域づくり 

 ・新たな地域公共再生可能エネルギー活用事業の創出に向けて地域への働きかけと支援を行いま

す。 

・小沢川小水力発電事業の建設着手に向けた関係機関等との調整支援を行います。 

・第２次飯田市環境モデル都市行動計画改訂版（現在策定作業中）に基づき、売電収益のみなら

ず、省エネ対策、防災対策等においてもメリットがある太陽光発電設備及び蓄電システムの普

及拡大を進めます。 

・地域内で創出された再生可能エネルギーを地域内で活用する「エネルギーの域産域消」を推進

し、将来的な温室効果ガスの削減と地域経済の好循環を目指します。 

・2021（平成33）年にスタートとなる「21’いいだ環境プラン」第５次計画、「飯田市環境モデ

ル都市行動計画」第３次計画の策定に向けた調査・情報収集と策定検討を進めます。 

 

③  リニア時代を見据えた低炭素で環境モデル都市にふさわしい地域づくり 

 ・リニア駅周辺エリアを環境モデル都市にふさわしく、発信力とモデル性をもった低炭素街区と

して整備するための検討を進め、設計に反映させます。 

・飯田版ＺＥＨ仕様の構築と地域産材の流通の仕組みづくりに向け、官・民・学が一体となって

協議を進め、具体的な取組に繋げていきます。 

・国の第５次環境基本計画に基づく「地域循環共生圏」の構築につながる都市農村対流の取組と

して、渋谷区及び区民との交流を進めます。 

 

④ リニア時代を見据えた低炭素交通インフラ整備の推進 

・ＥＶ・ＰＨＶ充電インフラ整備に関する情報収集を引き続き行い、市内の整備動向をふまえた

公共施設での整備のあり方について検討します。 

・自転車利用を促進するためのビジョン（中長期計画等）を策定します。 

 

⑤ 緑と生物多様性の保全 

 ・南アルプスユネスコエコパーク、日本ジオパークの今後の取組について、当市としての方向付

けを行い、エコパーク、ジオパークの活用を進めます。 

 ・森林づくりに関する各種団体の活動が、市の内外に展開されていく取組や市町村間の情報共有

に取り組みます。 

 

 

 



49 

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 実績値 目標値 

2015（H27） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 

防災訓練に参加す

る市民の人数 

51,762人 

（注1） 
52,751人 52,960人  55,000人 

長寿命化計画中緊

急輸送路関連橋梁

の修繕工事完了数

（累計） 

７橋 12橋   
20橋 

（累計） 

※防災訓練に参加する市民の人数の基準値は、2015（H27）年度の実績値。2016（H28）年度は52,547人 
※長寿命化計画中緊急輸送路関連橋りょうの修繕工事完了数の基準値は、2015（H27）年度末の長寿命化
修繕工事完了数を設定 
※緊急輸送路：災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車輌の通行
を確保すべき重要な道路で、高速自動車国道や一般国道及びこれらを連絡する県道・主要な市道 
※2019（平成30）年度で全橋りょうの定期点検が完了、また、交付金対象が点検結果Ⅲランク以上の橋
りょうを優先する方針となったことから、目標値を改める（55橋→20橋） 
（橋りょう点検結果の評価基準（Ⅰ～Ⅳ）Ⅰランク：健全 Ⅱランク：予防保全段階 Ⅲランク：早期措
置段階 Ⅳランク：緊急措置段階） 

 
（注１）防災訓練に参加する市民の人数の確認指標は、シェイクアウト訓練参加者を含めた人数を用い
ているが、基準値に保育園・学校関係の参加人数が含まれていないことが判明したため、2018（H30）
年度正しい人数に修正（38,000人→51,762人） 

 

 

 

＜戦略計画［2019（平成31）年度］で想定している主な取組＞ 

 

① 命と生活を守る市民防災力の向上 

   ・2016（平成28）年度に公表された天竜川浸水想定区域が見直しとなった座光寺・松尾・上郷地

区のハザードマップを更新し、災害時に取るべき行動の実践力向上を図るため、ハザードマッ

プ説明会とあわせて「わが家の避難計画づくり」を進めて行きます。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」の普及に努めます。 

・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。 
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②  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の構築を支援するとともに、要

配慮者施設と地区自主防災組織との連携がより深まるよう支援します。 

・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、地域自治組織の役員と協力して加入促進に取り組み、各イベント時等の機会を捉えて

活動の啓発を行います。 

・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、街頭等における啓発活動を強

化します。 

 

③ 緊急・災害時の情報伝達手段や収集機能の向上 

・老朽化が進んでいる防災行政無線について、本年度から５ヵ年計画で更新工事に取り組み、高

機能スピーカー等の採用によりこれまでよりも広範囲に音声情報伝達が行えるよう整備を進

めるほか、豪雨時などの被災リスクが高い地域に居住する方には建物内でも情報が伝わるよう、

防災行政無線アプリ、緊急告知ラジオ及び戸別受信機等の配備を行ってまいります。 

・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や、避難に関する情報を迅

速かつ確実に伝えるため、更なる連絡体制の確立等情報伝達機能の強化を図ります。 

 

④ 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。 

・上下水道施設については、水道ビジョン（水道事業経営戦略）下水道事業経営計画に基づき施

設の更新を進めます。 
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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 実績値 目標値 

2016（H28） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2020（H32） 

リニア駅周辺整備

事業の基本設計完

了 

- - 
基本設計 

完了予定 
- 2018（H30）年度 

市民バス・乗合タク

シーの利用者数

（人） 

392,939人 386,511人 

半期202,140 

年間 386,677

（見込） 

 380,000人 

※リニア駅周辺整備事業については、2018（H30）年度末までに基本設計完了を目標としている 

※市民バス・乗合タクシーの利用者数について 

【市民バス】2017（H29）年度利用者数は364,715人、前年度対比98.8％で、4,569人の減となっている。 

 【乗合タクシー】2017（H29）年度利用者数は21,836人、前年度対比92.3％で、1,819人の減となっている。 

 

＜戦略計画［2019（平成31）年度］で想定している主な取組＞ 

 

① リニア関連事業の前提となる環境整備 

・移転をお願いする皆さんのための代替地の確保、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。 

 

② 「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。 

・詳細設計を進め、事業化に向けて事業手法を具体化していきます。 

 

③ 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課題となっている市道整備の計画を進めます。 

 

④ 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
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て、自動運転の可能性、乗換駅の設置を含めて検討します。 

 ・持続可能な公共交通のあり方について、地域公共交通改善市民会議を中心に協議します。 

 

⑤ 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。 

・拠点集約連携型都市構造の推進と「山」「里」「街」の暮らしの実現に向けて、各地区におい

て地域土地利用方針の検討などを進めます。 

   

⑥ 地域の課題解決に資するICT活用 

   ・市民・事業者・外部ネットワーク等と連携し、訪日外国人旅行者をはじめ来訪者等によるIIDA

の魅力発信が促進されるための ICT活用方策を研究します。 

 

 

 


