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１  右肩下がり時代においても尚続く一極集中

２  右肩下がり時代の人生設計 

３ 「地域人教育」が若い人、そして地域にもたらすもの

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

１　市政経営の方向　

　　(1) 「いいだ未来デザイン2028」の推進と市政経営の展開

　　(2)  産業振興と人材育成の拠点整備

　　(3)  リニア中央新幹線及び関連事業への取組

　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　　(2)  飯田市の2019（平成31）年度当初予算編成の方向

　　(3)  健全な財政運営に向けた取組

３　行財政改革の推進　～量的削減に質的改革を加える～

　

４　いいだ未来デザイン2028の戦略的な施策展開

2019（平成31）年度 市政経営の基本方針

��
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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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「地域人教育」によって加速する
「人材サイクル」の構築��

「大都市に比べて地方には雇用の受け皿が多くないから」?

「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」?

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

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。

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。

　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、本編 11 ページ「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。

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。

　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。

　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のです。

　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、特

別な人ととして議論の外に置かれてしまうでしょう。

　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。
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２ 右肩下がり時代の人生設計
地域人教育 高校生スーパーを橋北地区で営業

地域人教育 成果発表会の様子

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。

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若者。

念願叶って⼤都市の⼤会社に就職はしたものの、

待っていたのは⻑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、そこはすっかり寂れて

しまっていた。

　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。

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。

　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。
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学校の教科書のように決まった答えはなく、課題もアプローチも白紙から考える

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 年度に長野県立飯田長姫高校（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。

　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。

自分自身の生き方やこの地域との関わりを考え、自分のやりたいことを実現する

　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。

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

グループで

議論を重ね

課題を抽出し、

その解決に向けて

仮説を立てる

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

成果を

地域の皆さんに

分かりやすく発表

現実的でない取組

理解が得られない事

検証できない仮説

も含めて発表

「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
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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。

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

「地域人教育」で培われた力は、右肩下がりの時代を生き抜くために必要と捉える

　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。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。

共に地域のことを考え、一緒に学ぶパートナー

　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。

地域を学び、地域に愛着を持った若者。

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 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。

2019(平成31)年度 市政経営の基本方針

(1 )「いいだ未来デザイン2028」の推進と市政経営の展開

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

　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。

　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�」になり得ると申し上げてお

きたいと思います。

　いいだ未 来デザイン 2028（計画期間：

2017 年度～ 2028 年度）は、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チャレンジするための指

針として策定しました。

　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

若者が帰ってこられる産業をつくる

飯田市への人の流れをつくる

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

自然と歴史を守りいかし伝え、新たな文化をつくりだす

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

「市民総健康」と「生涯現役」をめざす

共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる

新時代に向けたこれからの地域経営の仕組みをつくる

個性を尊重し、多様な価値観を認め合いながら、交流する

豊かな自然と調和し、低炭素なくらしをおくる

災害に備え、社会基盤を強化し、防災意識を高める

リニア時代を支える都市基盤を整備する

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

基本的方向（４年間）いいだ未来デザイン2028 基本目標

～ 合言葉はムトス 誰もが主役 飯田未来舞台 ～

キャッチフレーズ
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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

JALでの研修の様子

実際に使用した

日本版スペースシャトルを展示

大学院生も参加する

スーパーサイエンス事業

　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。

　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。

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

　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。

（計画期間 2018 年度～2028 年度）

（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

(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

　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。

② 信州大学航空機システム共同研究講座
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　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。

　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、若者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。

(3) リニア中央新幹線及び関連事業への取組

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

( 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。

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
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南から全景（2018 年 11 月）

　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、

　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

・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

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。

「リニア推進ロードマップ」の取組

① 「リニア本体工事関連」

② 「社会基盤整備関連」

「リニア駅周辺整備基本設計」の考え方、コンセプトの実現

1

2

3

4

基本計画の整備コンセプト基本構想の理念

基本設計におけるデザインの考え方

ロ ー カ ル

ゲートウェイ

グローバル

機能的でコンパクトな駅空間

信州・伊那谷らしさを感じられる駅空間

自然との調和を目指した駅空間

地域と一体化した駅空間

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

木格子下での活動イメージ

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。

基本設計イメージ図
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【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。

　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。

③ 「戦略的地域づくり」関連
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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）

3  行財政改革の推進　～量的削減に質的改革を加える～

4  いいだ未来デザイン2028の戦略的な施策展開

(1)国の予算、地方財政対策などの状況

(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。

　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。

(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。

　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。

　「2019（平成 31）年度戦略計画で想定している主な取組」の関連事項は、本編の 27 ページから 52 ページで参照

できます。
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若者が帰ってこられる
産業をつくる

飯田市への
人の流れをつくる

若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる

新時代に向けた
これからの地域経営の
仕組みをつくる

「市民総健康」と
「生涯現役」をめざす

個性を尊重し、
多様な価値観を
認め合いながら、交流する

リニア時代を支える
都市基盤を整備する

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

2019(平成31)年度「戦略計画」で想定している主な取組［抜粋］

自然と歴史を守り
いかし伝え、
新たな文化をつくりだす

共に支え合い、
自ら行動する
地域福祉を充実させる

豊かな自然と調和し、
低炭素なくらしをおくる

災害に備え、
社会基盤を強化し、
防災意識を高める

航空機産業を始めとした新産業の創
出や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

後継者不在の事業者を対象に事業承継
支援を強化

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

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

開館30周年を迎える飯田市美術博物館
において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

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

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の構築

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取組を強化

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
サービスの充実とともに相談支援及び
宿泊型の産後ケア事業の実施

介護予防拠点施設「おまめでサロン」
（特養飯田荘併設）を活用した介護予

防のための事業の推進

高齢者の健康とくらしの調査結果を分析
して地区ごとの高齢者の課題などを把
握し、対応策を検討

都市部の独身女性を対象とするマッチ
ングイベントの展開と地区で開催する
婚活イベントの支援

公立保育園の特別保育における地域課
題に対応するモデル的事業の導入

さらなる信州やまほいく認定園の拡大

各地区が 「田舎へ還ろう戦略事業」 に
取り組むための、地域ぐるみでの検討
会議の開催や、実践活動を支援

「わが家の避難計画づくり」及び「災
害から命を守るパートナーシップ協
定」の普及

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対応

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

環境意識を醸成する環境学習と地域
ぐるみで取り組むエコ活動・エコライ
フの推進

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
を拡充

不登校児童生徒数を減少させるため
に、関係機関との連携を強化

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の実施

防 災行 政 無 線 の 整 備 (2018（平 成
30）年度～ 2022（平成 34）年度 )

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

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、インバウンド（海外誘客）の推進

地域環境権による上村小沢川小水力発電
など再生可能エネルギー事業の推進

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

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
を対象とした効果的な研修の実施

外国人住民等の多言語相談窓口を開
設・運営、「やさしい日本語」の普及に
向けたガイドラインの作成

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、新たな財源確保のための効果的な
情報発信

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

モデル地区でのゴミ出しボランティア
への支援、ゴミ収集業者と連携した個別
収集など、ゴミ出し困難者への重層的
な支援

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

出前 式の 健 康 講 座を 企 業 等と連 携
して実 施し、働き盛りの年代 からの
生活習慣病予防の推進

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実施

「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

遠山郷の魅力の顕在化と情報発信の推進

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

ICT を活用した教育課題への対応とし
てモデル校による実証研究の取組

地域を担う次世代育成のための高校生、
若者を対象とした地域人教育の推進

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

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
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