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Ⅰ はじめに 

 第２期総合戦略に向けて〜飯田から発信する「持続可能な地方創生」〜 

   

 

１ 地方創生を巡る国とシンクタンク両方の議論の場に参画して 

 

 国が地域政策の柱として「地方創生」を掲げたのは 2014（平成 26）年でした。「まち・

ひと・しごと創生本部」が設置され、地方自治体には５年間の地方版総合戦略の策定が

求められました。経済財政諮問会議において用いられている KPI（重要業績評価指標）

に基づく政策の実行、効果検証、改善のいわゆる PDCAサイクルの考え方は地方創生に

おいても採用され、KPIに基づく PDCAサイクルを通じて地方創生の実現を目指してき

た訳です。目標をなるべく数値化し、その達成を図るために検証、改善を図っていく考

え方は目標や計画を「絵に描いた餅」にしないためには重要と捉えています。 

昨年、私は「まち・ひと・しごと創生本部」の KPI評価チームの委員として国の地方

創生の検証に携わりました。少人数で密度の濃い議論がなされ、地方における若者の就

業率や訪日外国人旅行者数等において一定の成果が見られる一方で、依然として人口減

少・少子化・高齢化が進み、東京への一極集中が続く状況が確認され、更なる取組が必

要とのまとめがなされました。こうした課題を克服すべく、国は「まち・ひと・しごと

創生基本方針 2019について」を発表し、12月 20日に第２期「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を閣議決定しました。 

この５年間で地方創生に関する議論は、全国市長会等の地方団体やシンクタンクにお

いても盛んに行われています。そうした動きの一つとして、一般社団法人日本経済調査

協議会が 2017（平成 29）年に有識者を集めて「住民による住民のための持続的地方創

生を考える委員会」を立ち上げ、私も委員として参画しました。委員長は鳥取県知事、

総務大臣を務められた早稲田大学の片山善博教授で、当委員会は片山委員会と呼称され

ました。２年余りの間に 21回の会議が持たれ、かなり突っ込んだ議論が展開され、昨

年 10月に調査報告『人生 100年時代の地方創生〜住民による住民のための持続可能な

地方創生とは〜』としてまとめられました（以下「報告書」※１、外部への発表は同年

12月）。 

私は奇しくも、こうした国とシンクタンク両方の場で地方創生の議論に参画する機会

を得ました。当報告書が提案する地方創生策は、電子商取引(EC)の拡大や人工知能(AI)、

ビッグデータ、あるいはロボットや遠隔操作の活用等に代表される技術革新の進展を受

けて人が行うサービスが変わりつつあり、また医療技術の進展による平均寿命の延伸や

新卒一括採用や終身雇用の見直しが進む中、働き方をはじめ長い人生の生き方自体が多

様化していく状況を踏まえて、これまでの現役世代や高齢者の概念を改める「人生 100 

年時代」をベースにしています。こうした捉え方は国の地方創生と共通するところです。 

しかし報告書においてはこれまでの国の地方創生策の課題も指摘しています。即ち、

経済効率性による地方間競争の激化を招き、その結果として自治体の統合・集約化が進

※１ https://www.nikkeicho.or.jp/new_wp/wp-content/uploads/2019katayama_report.pdf 

https://www.nikkeicho.or.jp/new_wp/wp-content/uploads/2019katayama_report.pdf#search='äººçﬂ�100å¹´æŽ‡ä»£ã†®åœ°æŒ¹å›µçﬂ�'
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み、こうしたことを通じて地域あるいは日本経済全体の経済効率性を高め、行政サービ

スひいては地方財政の持続可能性を高めた部分があることは認めるものの、一方で地方

の持つ重要な特性である多様性や住民のつながりという社会の関係性を希薄化させた

のではないか、という見方です。そして地方で暮らす住民の目線からは、こうした状態

が望ましいものとは限らないと捉え、地方の経済社会を持続可能な形で維持していくた

めに、地域住民が望ましいと考える経済社会の姿や、それを支える経済的資源、政策、

そしてそれらの実現可能性を、客観的に考察し、今後の方針を示す必要がある、として

います。 

２年余に渡り、飯田の事例を示しながらこうした議論に参画してきた私としては、こ

の報告書に照らして飯田市のこれまでの地方創生の取組を振り返り、今後市が策定する

第２期総合戦略に向けた思いを述べたいと思います。 

 

２ 国の地方創生策の課題を克服する飯田モデルを目指して 

 

 では、報告書が示す望ましい地方創生策（まち・ひと・しごと創生策）とはどんなも

のなのでしょうか。 

 

（１）地域では「当事者」という価値観の共有が最重要 

当調査報告では、地域の人々の「当事者」という価値観の共有が地方創生で最も重要

な要素だとしています。地域が抱える課題は複雑で多岐にわたり、これに向き合ってい

くためには、地域の「当事者」という価値観を共有できる力が必要と考えるからです。

それは住民だけにとどまらず、産業界、公共部門、NPOなどの地域組織など地域を構成

するメンバーが個々の意見を言うだけではなく、地域の一員として「地域をどうしたい

か」、「何ができるか」を議論し、共有していくことに他なりません。こうした考え方は、

拙編著『円卓の地域主義』（2016 事業構想大学院大学出版部）で示した「全ては当事者

意識から始まる」に通底するものです。 

 

（２）ボトムアップ型地域組織の構築 

 そして「まち」の創生に関連して、当報告書は、これらの「当事者」という価値観を

共有する場としてプラットフォームの構築が必要と説いています。このプラットフォー

ムは様々な地域課題を解決するためのもので、地域の利害関係者が議論を通じて合意し

ていく場と位置付けています。この考え方は「いいだ未来デザイン 2028」が示す共創

の場に通じるものです。そして地域組織のあり方については、地域の実情や解決すべき

課題によって様々な形があり、この組織の最も重要な点は、①フラットな(ボスをつく

らない) 組織にすることと②事業費は当事者負担とすることを挙げています。 

 

① フラットな組織 

報告書が提案する地域組織は、「誰でも地域に帰れば一住民」を基本コンセプトとし、

社会的地位やバックグランドは関係なく、フラットな環境をつくることが重要としてい

ます。この中で地域の風土、生態系など様々な地域情報・地域資源が確認・共有され、
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それをどう地域に活かしていくかが議論されます。こうした組織をボトムアップ型地域

組織と呼称しています。 

こうした議論を経ることなく、特定の人や特定の組織に任せると、相乗効果が得られ

ないだけでなく、メンバーの「当事者」という価値観の共有にはつながらなくなってし

まい、これまで行政の補助金でつくられてきた組織と同様の失敗を繰り返すことになる

だろう、としています。そして行政の役割として、地域の総意なしに投資はしないこと

も重要、としています。 

こうした考え方は、飯田市の地域自治組織にもあてはまるものですが、なぜ特定の人

や特定の組織に任せると相乗効果が得られないのか、私のこれまでの経験からもう少し

詳しく述べてみたいと思います。 

 

県外の経済団体や地域づくりに関わる皆さんと地域コミュニティの議論をしていて

気づいたことは、飯田のように旧町村単位や小学校区単位の生活圏の課題に対応した地

域組織を持たないところが結構ある、ということです。県庁所在地である中核市のよう

な都市でも、飯田市でいうところの隣組単位の自治会しかないようなところや、市の郊

外では組織されていても中心部にはないというところもあるようです。こうした地域に

住む皆さんに「行政に要望するときはどうするのか。」と聞いてみると、「個別に言う。」

との返事が返ってきました。「そうすると、行政は声の大きい人の要望を聞くようにな

ってしまわないか。」と更に問うと、皆黙ってしまいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１） 
 

竹藪の整備を例にとって考えてみましょう。図１の上の２コマは、竹藪が生い茂って

ポイ捨ての巣窟になってしまっている地区の住民が困っている時、声の大きな人が行政
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に整備を求めたものです。行政が予算を使っていくらやっても根本的解決には至らず、

とうとう若い人が諦めて出て行ってしまう様子を描いています。これに対して下の２コ

マは、フラットな共創の場で行政も若者も含めそれぞれの役割を確認しながら、皆で竹

藪の整備をしていこうとしています。皆が当事者意識を持つことで散歩がてら見回りを

するようになり、ポイ捨てがなくなって地区が美化されただけではなく、若い皆さんの

体験教育も兼ねて伐採した竹材を活用した竹ぼんぼりやメンマ作りをするようになっ

た様子を描いています。これは全国から注目されている竜丘地区の天竜川鵞流峡復活プ

ロジェクトをモデルにしていますが、こうした相乗効果は行政に整備を求めただけでは

出て来ないものです。 

 

尚、国の地方創生策においてもこうした地域組織の重要性は認識されており、今次閣

議決定した第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」においても、2016（平成 28）

年にまとめられた「地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議」の議論

をベースに、地域運営組織の持続的な取組の支援が打ち出されています。 

 

② 事業費の当事者負担 

これまで報告書が提案するボトムアップ型地域組織と飯田の地域自治組織の共通す

るところをみてきましたが、両者が少し異なる点として、地域組織が行う事業費を当事

者負担とすることがあります。これは地域組織の事業機能を重視した考え方で、補助金

ありきで考えられた事業は過大になりがちで、その後は、施設運営と維持管理に奔走さ

せられてしまうので、事業費を当事者負担とすることで身の丈に合った事業で優先度の

高いものが選定されることが期待できる、としています。 

こうした考え方は、稼げる事業を興して行政に頼らない地域づくりを進めている「や

ねだん」（鹿児島県鹿屋市串良町柳谷集落）のような地区には当てはまりますが、飯田

の地域自治組織自体では協議機能を重視しており、事業を手掛ける場合は、社会福祉法

人千代しゃくなげの会や NPO法人里山べーすのように別組織をつくるか、鵞流峡復活プ

ロジェクトのように多様な主体が協働する組織横断的なプロジェクトを立ち上げるこ

とが多いので、そのまま当てはめるのは難しいかも知れません。ただ、補助金ありきで

はない自立した地域づくりの考え方は飯田の地域自治組織の目指す方向と重なると考

えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地区住民自らが地域をデザインする地区基本構想を全 20地区で策定 



5 

（３）「当事者」として行動する地場産業 

次に、報告書が示す「しごと」創生についてみていきます。 

 

① 地域貢献は事業の継続 

報告書では、企業の地域貢献について、雇用創出、利益を出して納税するというのも

地域にとっては大きな貢献である、と説いています。特に地場産業の場合は価値を生み

出し続ける事業の継続こそが地域貢献と捉えていて、それぞれの技術やサービスの強み

を磨き、価値を生み出し地域で再投資を続けていくことが必要としています。こうした

過程を通じて地域の生産性が上がることにより、若い人たちにとっての魅力的な職場が

創出されるようになりますし、地域であがった利益が地域に再投資されることで拡大再

生産も可能となる、という考え方です。 

こうした地域の中で好循環を作り出す考え方は、以前、片山委員長から薦められたジ

ェイン・ジェイコブズの『発展する地域 衰退する地域 — 地域が自立するための経済

学』（2012 筑摩書房）に詳述されていますが、地域の経済自立度という個々の企業利益

とは別の「ものさし」を持つことで、当地域の産業界の皆さんが地域の「当事者」とし

てエス･バードに集い、ここを共創の場として活用することで実現可能になると捉えて

います。 

尚、国の地方創生策においては、エス・バードについて航空機産業を中心に継続的な

イノベーションの実現のため、研究開発と人材育成機能を備えた「知の拠点」として事

例紹介しています。今後の「しごと」の創生には、こうした捉え方に加えて「誰でも地

域に帰れば一住民」のコンセプトを企業にも当てはめ、企業人にも地域の当事者意識を

高めてもらうことが重要と考えるところです。 

 

② 地域金融機関にも求められる「当事者」という価値観 

また報告書においては、地域金融機関の経営は地域の経済規模に比例しており、地場

のサービス産業同様、収益源を地域内に求めていることから、地域金融機関も「当事者」

としての行動が求められる、としています。 

当地域においては、エス・バードに設置されて 

いる信州大学航空機システム共同研究講座を支援 

するコンソーシアムや新事業創出のための支援協 

議会「I-Port(アイポート)」等のプロジェクトに 

地元の金融機関が参画しており、その当事者意識 

は高いものと捉えています。 

 

（４）「当事者」という価値観を共有する地域人の育成 

「ひと」の創生について報告書は、人生 100年時代となった今日において、人材育成

は長期的に最も重要な取り組みの一つである、として子供から大人まであらゆる世代に

対して地域のことを知る「地域人教育」を提案しています。報告書の「地域人教育」は

「当事者」という価値観を共有することを目的としていて、学校教育とは別に多様な生

き方や多様な仕事を知ることに主眼を置いています。 

 

I-Port支援会議の様子 
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 ① 初等教育段階での地域人教育 

報告書では、子供たちにとって大人と接する機会は限られているので、小学校の総合

学習の時間やコミュニティスクールを活用し、多様な大人と接する機会を増やすことを

提案しています。様々な職業の人の話を聞き、時には体験を通じて色々な生き方があり、

どこからでもチャレンジできることを知る機会を設ける、というものです。さらに、多

様な大人の集まりはプラットフォームとなる地域組織がアレンジすることが望ましい

が、カリキュラム化は避け、地域の方々にお任せするというスタイルが望ましい、とし

ています。 

報告書においては株式会社南信州観光公社の「ほんもの体験」が持続可能な事業の一

例として採り上げられていますが、当公社の事業を含め、当地の体験教育の考え方は報

告書と方向性を同じくしている、と捉えています。 

 

 ② 中高等教育段階での地域人教育 

そして、中高等教育段階においては、ビジネス体験に主眼を置く、としています。こ

こでは明確に、長野県飯田 OIDE 長姫高校での実践例を挙げ、地域でのビジネスの考案

から販売までを体験することは重要、としています。大学でもこうしたフィールドワー

クを取り入れるところが増えており、若い人たちのビジネス体験の場は拡がりを見せて

いますが、特に地域貢献には様々な形があり、利益を生み出す事業を展開することは雇

用創出や地域で納税するという大きな地域貢献であることをこの段階で教えておくこ

とが必要、と説いています。 

更に報告書では、飯田市の地域人教育を真正面から採り上げ、地域人教育を通じて、

自ら課題を発見し、解決する手段を構想する力、プロジェクトを組み立て、関係者を集

め協力してもらうコミュニケーション力、成果を発表するプレゼン力などの力で成果が

見られるとの報告もあります。こうした能力は AIに代替されない人材に求められるも

のであり、地域に人を留め、あるいは外に出た人材が専門知識や技術、経験を求めて地

域に戻ることにもつながるものと考えられ、これこそが次世代産業の育成と新たな産業

振興につながるもの、と捉えています。 

片山委員会から名指しでここまで認められたことは、大変有り難いことと受け止めてい

ますが、私としては、こうした地域人教育を高校の職業科から普通科にいかに展開してい

くか、地域人教育を受けた高校の卒業生が大学でその学びに更に磨きをかけるための高大

連携をいかに構築するか、この二つが次のステップに向けての課題と捉えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地域人教育（座光寺地区） 

親子料理教室をエス・バードで開催 

フィールドスタディ 

高校生と大学生が(株)農耕百花から聞き取り 
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 ③ 大人に対する地域人教育とシニア人材の活用 

報告書では、大人に対しては、多様な人との交流を通じて「当事者意識」を醸成して

いく必要があり、このような社会教育の姿は地域によって様々な形が考えられるが、長

野県の公民館のように既存の仕組みを活用するという方法もあるだろうし、地域組織で

の実践の場を提供することで教育するということもありうる、としています。 

また、シニア人材の活用も重要な役割である、と説いています。人生 100年時代と言

われるように 60～65歳で定年退職を迎えた後も、それまでのビジネスの中で培ってき

た専門知識や技術、経験は、貴重な地域資源と捉えられるので、こうしたシニア人材が

活躍できるよう当事者という価値観を共有しつつ、そのチャレンジを後押しする社会教

育が必要、としています。そして、こうした社会教育は人生 100年時代において、どこ

からでもチャレンジできることを知らせつつ、多様な生き方を受け入れる寛容な社会の

醸成にも寄与すると期待できる、としています。 

 エス･バードに拠点を移した公益財団法人南信州・飯田産業センターでは、報告書に

示されたようなシニア人材が何人も活躍していますが、こうしたシニア人材はまだまだ

地域の中で埋もれたままになっていると思われます。産業分野の社会教育によってそう

した人材のチャレンジを後押しできれば、飯田の地方創生策は更に充実したものになる

と捉えています。 

 

 このように、報告書が示す望ましい地方創生策（まち・ひと・しごと創生策）をみて

みると、その多くがこれまでの飯田市の地方創生に向けた取組と重なっていることが分

かります。もちろん、私が飯田の事例を用いてずっと議論に参画してきたから、と思わ

れる向きもあるかも知れません。しかし、報告書では他にも松本市や三島市の事例も扱

われていて、必ずしも飯田市の事例をモデルにする意図があった訳ではないと言えます。

それにも関わらず多くの共通点が見出せるのは、結果的に飯田市の様々な取組が全国の

地方創生の課題を克服する可能性がある先進事例として認知されている、と考えられる

のではないでしょうか。少なくとも「持続可能な地方創生」に向けて、方向性は間違っ

ていないことを確認し、飯田市として第２期地方創生総合戦略の策定に取り組みたいと

思います。 

＜参考＞ 第２期飯田市版総合戦略の策定方針 

国の第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の閣議決定を受けて、第２期飯田市

版総合戦略を策定します。事業の有効性の観点から「いいだ未来デザイン2028基本的方

向」との一体化を前提に進めます。 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

いいだ未来デザイン2028 前期計画 中期計画 

第２期飯田市版総合戦略 飯田市版総合戦略 現行 延長 

策定に当たっては、「飯田市版総合戦略」の最終年度（2019年）と「いいだ未来デザ

イン2028」の前期最終年度（2020年）に１年の差が生じていることから、現行の「飯田

市版総合戦略」の計画期間を１年延長し、「いいだ未来デザイン2028」の中期計画策定

に合わせて総合戦略の要素を盛り込むことにより一体化を図ります。 

一体化 
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１ 昨年の景気動向 

2019（令和元）年の景気は、世界経済の減速傾向に伴い輸出低迷や設備投資の伸びが

鈍化したことも受け、回復は持続したものの力強さに欠ける年となりました。相次ぐ台

風による被害や消費税率の引き上げなどの要因もありますが、特に米中貿易摩擦の激化

による影響が大きく、12 月の全国企業短期経済観測調査（短観）では大企業製造業の

景況感は 4期連続で悪化となりました。 

長野県経済は、生産に弱めの動きが続く中でも、緩やかな景気回復が続きました。年

末にかけて個人消費は台風 19号の被害による影響や消費税の率の引き上げの影響から

弱さがみられ、製造業は米中貿易摩擦の影響を受け生産が減少するなど、成長ペースが

弱い一年となりました。 

 

２ 今年の景気見通し 

景気は、当面弱さが残るものの、緩やかな回復基調が継続されることが期待されます。

個人消費は、雇用・所得環境が良好ななかで、緩やかな増加が期待されます。 

ただし、海外経済の動向、特に長引く米中の貿易摩擦の影響や消費税率の引き上げ後

の消費者マインドなどの影響が経済成長率の下押しの要因となる可能性があり、注視が

必要な年となりそうです。また、米国とイランの緊張が高まっている中で、原油価格の

高騰など日本経済への影響が危惧されています。今後の財政政策の下支えによる経済動

向や、夏の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた経済効果に期待すると

ころです。 

長野県経済も全国同様、やや力強さを欠いた動きが予想されます。海外経済の減速の

影響が予想されるものの、半導体需要の持ち直しや 5Gへの移行に伴う関連需要の動き

も期待され、生産は弱いながらも持ち直していく見通しです。また、台風 19号の被害

の復興需要の増加なども期待されます。雇用面では人手不足の状況が続くため有効求人

倍率は高い水準を維持するとみられます。 

 

○ 今年の飯田市の景況見通し 

令和元年の当地域の景況は、米中貿易摩擦による中国経済の減速などの影響を受けて

製造業を中心に弱めの動きが続いていました。こうした中、旺盛な公共投資に支えられ、

建設業では官需を中心に良好に推移しました。半生菓子、水引、味噌など地場産業の景

況は、概ね例年通りだったものと思われます。消費税率の引き上げは、目下のところ前

回増税時ほどではないにしろ、当地域の小売、卸、飲食、サービス業等にも一定の影響

がありました。また、当地域に直接的な被害こそなかったとはいえ、台風 19号は中央

自動車道の通行止めなどをもたらし、当地域の、運輸業、宿泊業等観光業に影響があり

ました。 

年末近くに海外の設備投資が多少回復したこともあり、当地域の製造業にも明るい動

きが出始めたものの、今後の見通しについて不透明感を払拭するには至らず、引き続き

Ⅱ 2020（令和２）年の経済認識 
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海外経済の動向や、消費税率の引き上げに伴う消費マインドの悪化、温暖化等に伴う消

費行動の変化など、個人消費の動向について注視していく必要があると思われます。さ

らに内陸部にある当地域にとって、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。有効求人倍率が６年以上連続して１倍を超える状況で推移しているなど、

当地域の雇用環境は良好に推移しており、個人消費に良い影響があることが期待されま

すが、一面、少子高齢化に伴う慢性的な人手不足が深刻化してきた面や、働き方改革も

あって人件費が徐々に上昇してきた面もあります。こうした課題に対して、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です。 

当地域では、こうした海外、国内の経済情勢、コンビニエンスストアの時短営業など

サプライチェーンの変化、人手不足など、多くの市場環境の変化に果敢に対応していく

ことが求められていますし、多くの努力も払われています。そのために財政の下支えや、

リニア中央新幹線や三遠南信自動車道に係る継続的で息の長い投資に対する期待は引

き続き大きいと言えるでしょう。 

農業においては、ＣＳＦ（豚コレラ）の感染拡大により一時的な出荷自粛の制限を受

けましたが、ワクチン接種により感染リスクが大幅に低下し、経営を続けられる環境が

整備されてきています。気候変動の影響を受けやすい農業では、季節はずれの雪、夏場

の日照不足や台風など農業生産にとっては厳しい気象条件となりましたが、農家の高い

栽培技術に支えられ最小限の減収にとどめることができました。農畜産物のブランド化、

海外への販路開拓の取組が拡大してきており、農畜産物の品質向上とともに販売単価の

向上が期待されるところです。 

林業においては、地域特産の松茸が一昨年の豊作から一転、不作という残念な結果と

なりました。また、当地域における木造建築の住宅着工戸数は、ここ数年増加傾向であ

ったものの、昨年は減少に転じました。依然として、木材価格の低迷が続いており、林

業は厳しい環境におかれていますが、新たに「森林経営管理制度」が導入されるなど、

森林の適正な整備や林業の活性化が期待されます。 

観光においては、観光地域づくり法人（地域連携ＤＭＯ）株式会社南信州観光公社と

連携し、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等を展開し、当

地域への誘客を図りました。また、11 月には三遠南信自動車道天龍峡大橋が開通し、

自動車道の下に歩道「そらさんぽ天龍峡」も利用が可能となり、多くの来客がありまし

た。本年も、地域の資源発掘を続け、多彩なツアー等を実施することにより当地域への

誘客を図るとともに、天龍峡や遠山郷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 

元号が令和に改まって初めての新年となる2020（令和２）年は、東京オリンピック・

パラリンピックが開催される年でもあります。これに合わせるように年間３千万人以

上の訪日外国人の数も更なる伸びが予想されています。飯田市におきましても４月３

日には聖火リレーが行われる予定であり、多くの市民の皆さんにご覧いただければ、

と思うところです。またパラリンピック開催中に、津田塾大学と連携して、地域の若

者の未来を考える「学輪IIDA」設立10周年記念シンポジウムも計画していて、国内外

に向けて発信力を高められれば、と考えています。 

一方、昨年（令和元年）の漢字一文字は元号に用いられた「令」と報道されました

が、引き続き風水害や地震などの災害が広範囲に発生し、警報発「令」が多発した年

でもあったと受け止めています。改めて県北の千曲川流域はじめ被災地の１日も早い

復旧を祈念するところですが、気候変動が地球規模で起こっている昨今の状況を鑑み

ると、いつ当地域がこうした被災地になるかも知れない状況であり、今後尚一層の防

災対策に努めていきたいと思います。 

飯田市の振り返りとしては、まず三遠南信自動車道は昨年11月に天龍峡ICから龍江

IC間が開通し、年末年始の休暇中も多くの皆さんに「そらさんぽ」を歩いてもらえま

した。課題はまだまだありますが、７年後の2027（令和９）年に予定されているリニ

ア開通の頃までには県内の三遠南信道の全通が視野に入ってきています。また、昨年

初めに公益財団法人南信州・飯田産業センターがエス･バードに移転し、産業振興と

人材育成の拠点として本格的に稼働してきております。こうしてみると、昨年はリニ

ア将来ビジョンが掲げる「小さな世界都市」、「高付加価値都市圏」＝「田園型の学術

研究都市」の実現に向けて大きな一歩を踏み出した年と言えるでしょう。 

さて、昨年は漢字一文字として「改」を掲げて「改めるにしくはなし」の取組を進

めてきました。こうした考えは今後も継続すべきと考えますが、それでも今年の私の

思いを漢字一文字で示すと「結」になります。 

昨年のラグビー・ワールドカップで用いられた「ONE TEAM」にも通じる一字と捉え

ていますが、「飯田の結の力で結果を出す」ということです。これはもちろん、2020

（令和２）年度が「いいだ未来デザイン2028」で定めた前期４年の最後の年度に当た

り、また今年が私の４期目最後の年でもあることがベースになっています。「いいだ

未来デザイン2028」の前期の結果を踏まえて中期に向けた方向性を出さなければなり

ませんし、また「はじめに」で述べた通り、飯田市の第２期地方創生総合戦略の策定

にも取り組む必要があります。更に今年はリニア本体工事の進捗に合わせ、座光寺の

SIC等の関連工事や代替地の確保、発生土対策も着実に進めていく必要があります。

併せて、駅周辺整備事業の実施設計を本格化していかなければなりません。 

そうした中で私は今一度、市長就任当初に掲げた「人と人、心と心を結ぶ水引型市

政経営」に立ち帰りたいと考えています。国全体が人口減少、少子化、高齢化の右肩

Ⅲ 2020（令和２）年度市政経営の基本方針 
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下がりの時代にあって、国内外の経済社会情勢の変化が激しく、先行き不透明な状況

にあっても、リニア・三遠南信道時代を見据えた地域づくり、産業づくり、人づくり

を着実に進めていくためには、「誰でも地域に帰れば一住民」という自覚を持ち、市

民との結びつきを大事にした取組が必要不可欠です。職員の皆さんには、この「結」

を念頭に置き、飯田の結いの力で輝かしい未来に向けた結果が出せるよう職務に邁進

して頂ければ、と思います。 

ここで、国の政策との結びつきについて二つ述べておきたいと思います。 

一つは「ICT教育の充実」についてです。国はSociety5.0(超スマート社会)時代を

担う人材を育成するため、今次の補正予算で全国の小中学校において1人１台PCの配

置を打ち出しました。本件については、私が参画している文部科学省の中央教育審議

会や経済財政諮問会議の専門調査会（正しくは経済・財政一体改革推進委員会）でも

かなり議論になりました。私も「本件は空調設備のようにスイッチを入れれば機能す

るものではなく、ICT教育が行える教職員の育成が必要不可欠。」と訴えたところです。

飯田市としては、この12月26日に信州大学と包括連携協定を締結し、エス･バードに

おける大学院機能の充実に向けて大きな一歩を踏み出したところであり、「ICT教育の

充実」に向けた教職員の学び直しも視野に入れていくことができれば、と考えていま

す。 

もう一つは「スマートシティ」についてです。「スマートシティ」の取組は10年ほ

ど前から始まっていますが、昨年10月にSociety5.0の先行的な実現の姿として国の統

合イノベーション戦略で位置づけられました。ただ、我が国の「スマートシティ」政

策は、都市のエネルギー政策やMaaS(Mobility as a Service)※と呼称される交通手段

の変革等を要素にしてはいるものの、明確な定義がされないままモデル都市の選定に

留まっている状況でした。そうしたことから経済財政諮問会議の専門調査会の場で

「モデル都市のような点の考え方から、リニア時代に向けたスーパー・メガリージョ

ン構想の中にスマートシティを取り込むような面的な考え方が必要ではないか。」と

意見を申し上げたところ、重要な指摘と認識され、こうした考え方を今後採り入れて

いくことになりました。このような経緯も踏まえ、都市のエネルギー政策やMaaSにつ

いてはリニア駅周辺整備の中で検討されていることから、飯田市としても「スマート

シティ」の取組を進めていければ、と考えています。 

＊Mobility as a Service：複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて、検索・予約・ 

決済等を一括して行うサービス 

 

（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。 
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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） 2017（平成 29）年度～2020（令和２）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、生きる力をもち、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）三遠南信自動車道の整備、天龍峡大橋の開通 

① 三遠南信自動車道の整備 

三遠南信自動車道は、中央自動車道 飯田山本インターチェンジから新東名自動

車道 浜松いなさジャンクションまでの３県を結ぶ総延長約100kmの自動車専用道

路で、東三河、遠州、南信州地域の三圏域の骨格をなす重要な基幹道路であります。 

令和元年度から水窪佐久間道路が事業化されたことにより三遠南信自動車道全

線が事業化となり、昨年３月に青崩峠道路本坑着工式が行われトンネル掘削が開始

され、さらには11月17日に、待望の「天龍峡大橋」を含む天龍峡IC～千代IC～龍江

IC区間（４km）における飯喬道路２工区の開通式が行われました。 

この開通により、飯喬道路１工区・２工区（飯田山本ICから飯田上久堅・喬木富

田IC）の14.6kmが通行可能となり、竜東地域から通勤・通学・買い物など日常生活

の利便性が高まりました。また、救急・医療施設へのアクセス向上と災害時の住民

避難路や支援に必要な物資の輸送路としての機能により、当地域の安全・安心がさ

らに高まりました。 

三遠南信自動車道が整備されることで、中央自動車道と新東名・東名自動車道と

連携する高規格道路ネットワークが形成されるとともに、2027（令和９）年度開業

予定のリニア中央新幹線による、大都市間の高速交通ネットワーク形成との相乗効

果により、三遠南信地域の更なる発展が大きく期待されるところです。 

      「天龍峡大橋」橋長280m           飯喬道路２工区 開通式 

※天竜川からの高さ約80m           （令和元年11月17日） 

 

② 天龍峡大橋の開通 

   昨年11月17日の開通式に伴い、「天龍峡大橋」、添架歩廊「そらさんぽ天龍峡」が

供用開始となりました。 

名勝天龍峡の景観に配慮した「天龍峡大橋」は、橋自体の美しいシルエットと周

辺景観になじむ「山鳩色」を採用しています。その下部には、歩廊「そらさんぽ天

龍峡」が設置され、天龍峡が醸し出す四季折々の雄大な景観、JR飯田線、天竜川を

下る舟等を眺めることができ、名勝天龍峡の新たな観光スポットして、交流人口の

増加が期待されます。 

また、川路側の天龍峡PAと千代側の下村広場とが直接結ばれたことにより、両地
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区の一体化した利用が可能となり、地域間の交流による地域全体の活性化に寄与す

るものと考えています。 

開通プレイベントが行われた昨年11月10日には、国指定名勝天龍峡の自然・歴

史・文化をプロジェクションマッピングやパネルなどで紹介するガイダンス施設

「よって館天龍峡」が、天龍峡温泉交流館「ご湯っくり」の隣にプレオープンしま

した。 

「そらさんぽ天龍峡」「よって館天龍峡」「ご湯っくり」「つつじ橋」「姑射橋」な

どの天龍峡にある多様な拠点を結ぶ遊歩道が整備されました。天竜川東側に位置す

る竜東地域に新たに整備された遊歩道と竜西側の既存の遊歩道とを活用すること

で、来峡者のニーズに合わせたコースを設定し、歩きながら天龍峡の本質を満喫し

ていただくことが可能となります。 

また、天龍峡PAの広場を活用したテント市や軽トラ市などを開催することで、来

訪者へのサービス向上を図るとともに、広場を活用した地域振興につなげるよう各

種団体と協力して進めていきます。 

さらに、そらさんぽ天龍峡・天龍峡PA～ご湯っくり・よって館天龍峡～つつじ橋・

姑射橋を一体的にとらえて経済効果を高めるため、地元企業との連携による天龍峡

にちなんだ商品開発を進めます。 

これらを具体的に進めるため、専門家の知見を活用して、天龍峡にかかわる多様

な主体により、天龍峡の将来ビジョンを考える組織を立ち上げ、再生に向けたテー

マに沿って観光地域づくりを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天龍峡大橋の車道下  添架歩廊        名勝天龍峡ガイダンス施設 

「そらさんぽ天龍峡」            「よって館天龍峡」 
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（３）リニア中央新幹線及び関連事業への取組 

2010（平成22）年11月に南信州広域連合で策定した「リニア将来ビジョン」の地域

像の実現に向けては、開業に向けた準備が遅滞なく進められることが必要であること

から、リニア効果を活かすための取組を全市的に明らかにするための工程表として、

毎年｢リニア推進ロードマップ｣を策定しています。 

ロードマップでは、その推進期間をリニア開業翌年の2028（令和10）年までと

しており、「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られるように、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に、リニア関連事業は、当地域にとって近年例のない大型の事業であるため、

これを遅滞なく推進していくためには、「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」のロードマップにおける３本の柱を着実に実行してい

くことが必要です。そして、こうした事業の前提となっているのが、事業用地で

あり、この確保のためには、何よりも地権者をはじめとする関係する皆さんのご

理解とご協力が欠かせません。 

移転をお願いする皆さんに、安心して新たな生活を構築していただけるよう、

引き続き個別にお伺いしながら、関係する皆様のご事情やお考えをしっかり拝聴

し、移転先の代替地の確保等を始めとする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いることから、

市で行う代替地の整備や新設道路の計画、さらにはリニア駅周辺整備の施設計画

等においても、地域の一体化と連携を課題として認識し取り組んでいます。今後

も関係地区のこうした課題や要望をしっかりお聞きしながら、きめ細やかで丁寧

な対応をしていきます。 

 

 

リニア将来ビジョン 
多様な主体 小さな世界都市 多機能高付加価値都市圏 守るべきもの 

備えるべきもの 
 

柱１ リニア本体工事 柱２ 社会基盤整備 柱３ 戦略的地域づくり 

 

 

 

リニア推進ロードマップ 

国県の動き いいだ未来デザイン2028 戦略計画 

を踏まえ 

リニア効果を最大化させる取組をまとめ、工程表を作成 これまでの取組・成果 

上記の目指す地域像の具現化 
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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進められており、また、他の区間においても

工事計画が具体化してきています。こうした中、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について地域との

合意形成を図り、事業が円滑に進められるよう取り組みます。 

 

ア 明かり(地上)区間となる座光寺、上郷地区 

明かり(地上)区間となる座光寺、上郷地区では、現在、用地測量、補償物件

調査が概ね完了し、調査結果に基づいて関係する皆さんへの説明を行っていま

す。また、昨年８月には、天竜川の橋りょう建設工事に関する契約手続きを開

始することについてＪＲ東海から公表があり、2019（令和元）年度中には工事

契約が締結される予定です。また、環境対策として強い要望のある座光寺下段

地区への防音防災フードについては、設置に向けてＪＲ東海へ引き続き要望し

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 

  市内で初めてのリニア関連工事となる中央アルプストンネル松川工区の準備

工事が、2018（平成30）年２月に鼎切石の妙琴公園で始まってから約２年が経

過しようとしています。現在妙琴公園では、施工ヤードの整備や工事用仮桟橋

の設置のほか、工事用車両が通行する市道大休妙琴線の待避所と県道飯田南木

曽線の拡幅工事が行われており、2020（令和２）年度中のトンネル掘削に向け、

準備工事がさらに進められます。 

 

ウ 発生土置き場計画 

   市内においては、下久堅小林地区が先行して進められています。 

   発生土置き場の造成については、地権者の皆様はもとより、下流域の皆様を

含めた地区全体のご理解が必要不可欠であることから、万全な安全対策を施し

た計画となるようＪＲ東海に求め、合意形成を図りながら進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

        施工ヤード施工状況           工事用仮桟橋施工状況 

妙琴公園内（2019年11月）      さるくらモータースポーツランド側（2019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月策定の「リニア駅周辺整備基本構想」で基本的な方向

性をまとめ、その上で、2017（平成29）年６月に、整備コンセプトとして４つ

の柱を掲げる「リニア駅周辺整備基本計画」を定めました。 

これらを踏まえつつ、さらに施設の配置や機能などの方向性を示すため、2017

（平成29）年７月から、引き続いて「基本設計」に取り組んできました。2019

（令和元）年12月には、概算事業費（91億円）とともに、駅周辺の具体的な配

置イメージや活用方針等をお示しした「デザインノート」を公表しました。 

2020（令和２）年以降は、更に細部を詳細に検討する「実施設計」に取り組

むとともに、事業の着手へ向けた準備を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

リニア駅周辺整備基本設計の「設計方針」 

― 基本設計の設計方針 ― 

１：アクセスやバリアフリーに優れた駅前空間 

2：住民や来訪者の居場所となる駅前空間 

3：伊那谷の風景の魅力を引き出す駅前空間 

4：人のつながりと伊那谷全域へといざなう駅前空間 

5：時代を先取りし、変化に対応できる駅前空間 

― 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 
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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：アクセスやバリアフリーに優れた駅前空間 

・広域ヘアクセスしやすい交通広場と、地域の人々が

使いやすい乗降場、安全で利便性の高い乗換えを実

現します。 

・わかりやすく、スムーズに乗り換えられる駅空間と

します。 

・天候にも対応したバリアフリー環境とし、サイン類

をはじめユニバーサルデザインとします。 

2：住民や来訪者の居場所となる駅前空間 

・駅の中心に南北をつなぐ広場を設け、人が主役の縁

とにぎわいの空間をつくります。 

・リニアに乗る人も乗らない人も、若い世代も高齢世

代も楽しめる空間とします。 

・広場は、大小様々な使い方ができ、居心地の良い空

間とします。 

・伝統文化の継承や地域コミュニティを高める空間と

します。 

3：伊那谷の風景の魅力を引き出す駅前空間 

・地域風土の特徴を活かし駅を出た瞬間から信州・伊

那谷らしい風景を五感で味わえるランドスケープと

します。 

・人が主役の広場と地場材を利用した大屋根により、

自然の魅力と都市的な魅力が融合した、ここにしか

ない空間をつくります。 

・地域住民の暮らしや環境を活かし、守りながら、リ

ニア駅周辺に波及効果をもたらし、歩くのが楽しく

なる回遊性の高い駅前空間をつくります。 

4:人のつながりと伊那谷全域へといざなう駅前

空間 

・人と人の出会いや、人とモノの出会いが生まれる空

間とします。 

・長野県や伊那谷、飯田市の魅力的なエリアやお店、

伝統芸能やアクティビティを伝える情報提供など

により、各地へ誘い出すきっかけをつくります。 

・将来にわたり活用されるよう、運営者・事業者の様々

なニーズに対応できる空間とします。 

南から全景 

木格子下での活動イメージ 

5：時代を先取りし、変化に対応できる駅前空間 

・さまざまな使い方ができるフレキシブルな空間とします。 

・自動運転や次世代モビリティ、再生可能エネルギーに加え、ライフスタイルの変化など社会のニーズに対応でき

るようにします。 

・グリーンインフラを積極的に用い、環境に優しく、防災機能と維持管理に優れる、持続可能な空間をつくります。 

・再生可能エネルギーの活用や RE100 の思想を体現する場の創出に加え、非常時にもエリア内のエネルギー自立化

を見据え、可能な限りネット・ゼロ・エネルギー・ディストリクトの構築に近づける低炭素空間を創出します。 
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今後進めていく「実施設計」においては、これまでの基本構想、基本計画、基

本設計の内容を踏まえつつ、施設の配置はもとより、建築物やその他の構造物の

細部、さらには意匠等についても検討を進め、引き続き市民の皆さんの参画を得

ながら、「人を中心とした21世紀の駅づくり」に取り組んでいきます。 

 

イ 代替地の整備 

リニア本線や関連する事業により移転をお願いする皆さんとの具体的な協議

を進めるとともに、代替地の確保、整備に取り組み、ご移転に当たってのご不安

やご心配が払拭され、安心して新たな生活を構築していただくことができるよう、

市として責任ある対応に努めます。 

具体的には、関連する道水路や排水施設等も含め、代替地の整備内容について

地権者をはじめとする地元関係者の皆さんへ説明を行うとともに、土地のご協力

をいただける方との協議を重ねて整備計画を策定し、その上で工事に着手してい

くという手順で進めていますが、先行している部分については来年度の秋期には

一定範囲の区画の整備が完了する予定です。 

 

ウ 乗換新駅の検討  

ＪＲ飯田線への乗換新駅については、引き続き長野県や伊那谷自治体会議（リ

ニア中央新幹線整備を地域振興に活かす伊那谷自治体会議 座長：県知事）と連

携しながらＪＲ東海との協議を進める一方、地元地域や市民の皆さんの意見も踏

まえながら、今後の方向性を検討していきます。 

 

エ 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的に進めています。 

主な整備路線とその進捗状況は、次のとおりです。 
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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月付けで、国土交通大臣より中央自動車道との連結許可を

得て事業化（事業着手）となりました。2019（令和元）年度には用地買収が完了

し本格的な工事に取りかかっており、今後は2020（令和２）年度の供用開始を目

指して、事業のさらなる進捗を図ります。 

○「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

での間は、2019（令和元）年度から用地買収と物件補償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、説明会を開催しており、地元の皆様からのご意見を踏まえながら、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北条区間（土曽川～市道旧竜西線）は、用地測量

及び物件調査が概ね完了し、個別に補償内容の説明を実施しています。市街地側

の飯沼区間（市道旧竜西線～地下横断歩道）は、2019（令和元）年度より用地測

量に着手となりました。 

 

③  戦略的地域づくり関連 

ア スーパー・メガリージョン構想 

第二次国土形成計画（全国計画）では、「リニア中央新幹線の開業により東京・

大阪間は約１時間で結ばれ、時間的にはいわば都市内移動に近いものとなるため、
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三大都市圏がそれぞれの特色を発揮しつつ一体化し、４つの主要国際空港、２つ

の国際コンテナ戦略港湾を共有し、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る。」とされています。 

こうした背景を踏まえ、「スーパー・メガリージョン構想検討会」が 2017（平

成 29）年９月に設置され、リニア中央新幹線がもたらすインパクトについて整理

するとともに、その効果を全国に拡大し最大化することを目的に検討を行い、昨

年５月に最終とりまとめがされました。 

その中で、「中間駅周辺地域から始まる新たな地方創生」として、「目指す方向

性」と「求められる取組」が示されており、三大都市圏の間に位置する中間駅周

辺地域については、多様な人材が活発に行き交う知的対流拠点となることで、地

域の強みを活かした新しい産業を創出していくとともに、大都市で働きながら自

然豊かな地域で暮らすなど、新たなライフスタイルを提供していく地域となるこ

とによって“中間駅周辺地域から始まる新たな地方創生”を目指すとしています。 

当市は、ナレッジ・リンク（知的対流）＊の一翼を担う、田園型学術研究都市

（高付加価値都市圏）づくりに向けた取組を進めていますが、リニア中央新幹線

の東西軸と、三遠南信自動車道の南北軸が整備されることにより、スーパー・メ

ガリージョンの効果が広域的に拡大され、当地域は日本の十字路としての役割が

果たせるものと考えています。 

＊筑波研究学園都市や関西文化学術研究都市等の知の創発拠点をつなぎ、人・物・情報の高密度な連携を促進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展:国土交通省スーパー・メガリージョン構想検討会最終とりまとめ 
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イ スマートシティの創出に向けた新たなモビリティ活用の検討 

国の「統合イノベーション戦略 2019」において、スマートシティは、先進的技

術の活用により、都市や地域の課題の解決を図るとともに、新たな価値を創出す

る取組であり、Society 5.0の先行的な実現の場であるとしています。 

また、「スーパー・メガリージョン最終とりまとめ」において、中間駅は、最

先端の技術や研究、積極的な社会実装等を通じて、Society5.0が目指す地域の課

題の解決や持続可能な社会の形成に貢献するなど、独自性と先進性に優れた質の

高い地域として、革新的技術の集積と周辺の豊かな自然環境と融合した全く新し

いコンセプトのライフスタイルを世界に発信していくことが期待されるとして

います。 

当市では、スマートシティの創出に向け、リニア駅設置への対応と合わせ、飯

田版地域循環共生圏の構築も視野に入れながら、まず、新たなモビリティの活用

について積極的に取り組んでいきたいと考えています。 

伊那谷自治体会議で、2016（平成 28）年２月に策定したリニアバレー構想は、

県で策定したリニア活用基本構想を踏まえ、リニア駅の駅勢圏である「伊那谷交

流圏」を今後どのように形成していくかの指針としてまとめられています。今後、

リニアバレー構想の実現に向け、リニアバレー構想実現プラン（仮称）を作成し、

官民が連携して具体的な取組を推進していくこととしており、その取組テーマの

一つに、自動運転技術を活用したリニア駅からの二次交通の確保・整備が予定さ

れています。 

また、庁内においては、自動運転や MaaS、ＥＶといった発展目覚ましい技術や

サービスによる新たなモビリティの導入、活用について、各行政分野の幅広い観

点から考えるため、2019（令和元）年度、関係部課の職員による「新たなモビリ

ティ検討チーム」を庁内に設置し、技術動向や社会実装の現状等に関する勉強会

を始めたところであり、今後、必要な諸課題の検討を総合的に進めていきます。 

 

ウ アリーナ機能を中心とした複合施設整備の検討 

アリーナ機能を中心とする複合施設の整備については、南信州広域連合が、利

用が想定される団体や外部有識者、学生、公募委員等で構成する「リニア時代に

向けた新施設の整備に関する検討委員会」を立ち上げ、検討を進めてきました。

昨年 12 月には、検討委員会によりまとめられた意見・提案書が南信州広域連合

に提出されました。提出された意見を参考にし、リニア中央新幹線の開通に向け

てどのような施設が必要か、南信州広域連合とともにさらに検討を進めます。 
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可燃性ガス下において装備品による引火が 

ないことを評価する防爆性試験評価装置 

（４）エス・バード（産業振興と人材育成の拠点）の機能強化と活用 

① エス・バードの整備完了による拠点の形成 

エス・バードは、リニア時代においてナレッジ・リンクの一翼を担い、「知」や

「価値」を創造、発信する機能集積の場として、また、航空機産業をはじめとする

南信州地域の産業のさらなる発展に向けて、産学官が連携して飯田発の産業イノベ

ーションを創出していく施設です。 

 南信州広域連合からの委託を受けて、2016（平成28）年10月から約３年をかけて

整備してきましたが、施設整備が完了し、昨年１月に（公財）南信州・飯田産業セ

ンターと工業課が移転したことで、先に開設していた信州大学航空機システム共同

研究講座や長野県工業技術総合センター航空機産業支援サテライトと共に連携し

た業務が可能となり「産業振興と人材育成の拠点」が形成されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② エス・バードへの移転による産業支援機能の強化 

 産業振興への支援としてこれまで「新産業創出支援」や「既存産業高度化・ブラ

ンド化支援」、「人材育成支援」、「販路開拓支援」等に取り組んでいますが、地域を

取り巻く社会情勢の変化として、リニア中央新幹線の開業や三遠南信自動車道の開

通による人・物・情報の活発化や、IoTやAI、ロボット化等最新技術の導入による

生産現場の環境変化、人口減少・少子化等を起因とする労働力不足や事業承継など

が挙げられます。 

 このような社会情勢の変化を踏まえながら、成長分野である航空機産業の集積化

や既存・伝統産業の高度化・高付加価値化を実現させていくためには、「試験場機

能」や「研究開発機能」、「人材育成機能」、「起業・創業等のインキュベート機能」

を強化していくことが必要となります。 

このため、エス・バード内に、航空機産業

に不可欠な国内唯一の規格の環境試験装置や

食品開発用の分析・評価機器などの新たな試

験機器を整備するとともに、研究開発、人材

育成、技術指導等に関して信州大学や長野県

工業技術総合センター、（公財）南信州・飯田

産業センターで受けられるようになるなど、

支援機能が強化されました。 

エス・バード全景 開所式 
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③ 信州大学と連携した専門的なスキル・知識を持つ人材の育成 

 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は、航空

機システムを学べる国内唯一のカリキュラムとなっており、また、JAXA（宇宙航空

研究開発機構）や企業と連携し、航空機装備品の高度化や高付加価値化等の研究開

発も行っています。 

 昨年３月、第１期生が修士課程を修了し、大手航空機システムメーカー等に就職

しています。この地域で学んだ学生が、航空機産業をはじめ様々な産業界で即戦力

として活躍されることを期待しています。 

 この共同研究講座の成果と実績の着実な積み重ねにより、昨年12月には国立大学

法人信州大学との包括的連携に関する協定締結に至り、今後は、エス・バード内に

デザイン分野をはじめ複数の分野を視野に入れた新たな総合的な学びの拠点「信州

大学南信州キャンパス」の実現を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 創業を支援する「インキュベート室」、多様な人々が集い共に創造する「共創の場」 

  エス・バードには、航空機産業を中心に、製造業、ソフトウェア等の分野で創業・

商品開発等を行おうとする皆さんを支援する「インキュベート室」があります。同施

設内の（公財）南信州・飯田産業センターや長野県工業技術総合センターからアドバ

イスを受けることや、企業、地域の方など、多くの施設来訪者との交流も可能です。 

  また、エス・バードは、「産業振興」や「人材育成」の拠点であると同時に、多様

な人々が集い共に創造する「共創の場」でもあります。施設内には、研修会場として

利用いただける会議室や、商談、講演会等に利用可能な500人規模のホール、誰でも

自習や談話・休憩に使えるフリーWi-Fi完備のコワーキングスペースなどが整備され

ています。 

  2020（令和２）年度には大学や地元企業等とも連携して、小中学生から大人の方ま

で、誰もがものづくりに親しむことができるものづくり工房「（仮称）ファブ☆スタ」

を開設しますが、エス・バード内試験研究所の本格的な試験機器との併設により、初

心者からプロ、一般の方から企業の方まで、多様な皆さんが集い、技術や製品、アイ

デアが生み出される知的対流拠点としていきます。 

 

片山さつき地方創生担当大臣（当時）が視察 子ども達の科学への興味関心を高める 

スーパーサイエンス事業を大学院生がサポート 
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２ 2020（令和２）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20日に国の2020（令和２）年度予算案が閣議決定され、一般会計の総額

は102兆6,580億円と８年連続で過去最高を更新し、２年連続で100兆円の大台を超

えました。 

全世代型の社会保障制度の構築に向け、消費税増税分を活用し、高等教育の無償

化、予防・健康づくりの取組など医療・介護分野の充実を図ること、消費税引き上

げによる経済への影響を抑えたため、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、地域社会の維持・再生、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、2019

（令和元）年度を7,246億円上回る63兆4,318億円を確保したとしています。 

国は、地方の重点課題であるまち・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2020（令和２）年度当初予算編成の方向 

2020（令和２）年度は、「いいだ未来デザイン2028」前期４年間の最終年度であ

り、各基本目標に位置付く事業の仕上げと中期４年間で実施する事業を精選する極

めて重要な年となります。 

特に、リニア中央新幹線に関連する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さらに推し進め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2018（平成30）年度決算は、歳入では市税、譲与税・交付金、地方交付税

は増加しましたが、歳出では台風や豪雨災害の影響による災害復旧費の増に加え、

民間保育所施設整備補助、リニア代替地整備事業費などの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、2020（令和２）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（令和２）年度までの財政運営目標の

達成を確実なものにします。 

 

 

 

 

   ※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、企業会計の合計からリニア関連事業に係る地方債及び臨時財政対策債を除

きます。 

 

【参考１】財政運営目標（2017(平成29)年度から2020(令和2)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 

H30末 主要4基金残高 

50億6,500万円 

58,961

68,981 
64,414 61,199 

13,329 
14,109 14,085 13,776

13,325 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
73,069
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【参考】今後の予算編成の流れ 

 2019（令和元）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。 

 

 

 

 

 

○2020（令和２）年度当初予算要求状況（歳出） 

 

【歳出要求総額】 466.0億円（前年度 472.9億円 当初予算要求額対比 △1.5%）
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３ 行財政改革の推進 ～量的削減、質的改革から構造的な改革まで～ 

行財政改革大綱［2017～2020(平成29～令和２)年度］に基づき、従来からの歳入確

保、経費削減、保育所の民営化、定員の総数管理などの量的削減に加え、業務委託の

推進、システム化や事務の効率化などの質的改革の取組を進める中、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ています。 

予算編成を通じて歳入の確保、歳出の削減や業務の見直しなどを継続して行うとと

もに、公共施設等総合管理計画［2016～2025（平成28～令和７）年度］及び公共施設

マネジメント基本方針に基づく公共施設マネジメントの推進では、すべての建物施設

の方向性の整理を行い、長寿命化、集約化や多機能化、廃止や売却、民間活力の導入

を進めます。 

また、「もっと良くする１％改革」として市民サービスの向上や業務の改革改善な

ど、職員提案に基づく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

改革としてＲＰＡ（ロボットによる業務自動化）の導入の検討も行います。 

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、行財政改革大綱

に基づく実行計画の着実な推進に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民営化により新しくなった          市役所本庁舎の総合案内 

「鼎あかり保育園」             のコンシェルジュ化 
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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「2020（令和２）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。なお、詳細は31ページ以降に掲載しています。 
 
基本目標１ 若者が帰ってこられる産業をつくる 【P31～P33】 

令和2年度で
想定している
主な取組 

・エス・バードの機能を活かし、航空機産業に取り組む意欲のある企業の育成と誘致の推進 

・食品部門の設備等を活用した商品の高付加価値化に向けたチャレンジの支援及び信州大学と連携し
た「信州フードスペシャリスト養成プログラム」事業の実施 

・「つなぐ事業」で高校生と地元企業の結びつきの拡充を図るとともに、インターンシップの受入企
業を増やし、魅力的な企業づくりの取組の支援 

 
基本目標２ 飯田市への人の流れをつくる 【P34～P36】 

令和2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、情報発信と、ニーズに沿った相談・支援でＵ・Ｉ・
Ｊターン移住のさらなる推進 

・観光地域づくり法人（DMO）㈱南信州観光公社と連携したプロモーションの強化、新たなプログラ
ムの造成とツアーガイドやインストラクターの養成 

・天龍峡周辺の多様な拠点の活用や周遊滞在型観光の戦略の構築と遠山郷の観光を切り口とした地域
振興の推進 

・第３期中心市街地活性化基本計画の推進とともに、旧ピアゴほか駅周辺施設の活用の研究 

・「東京オリ・パラ」を契機に、国内外の人が「飯田・IIDA」に関心を持ってもらえるプロモーショ
ンの展開 

 
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 【P37～P42】 

令和2年度で
想定している
主な取組 

・「自分の良いところを自覚し、互いの個性を認め合える」集団・学級づくり、学力向上に向けた一
貫性のある指導の推進 

・新しい学習指導要領への移行に伴い、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を推
進 

・ICT（情報処理や通信に関する技術）を活用した飯田市の教育課題への対応 

・全市型競技別スポーツスクール等の新たなスポーツの仕組みの立ち上げ、運用 

・飯田コミュニティスクールにおける「めざす子ども像」の実現に向けた、地域・家庭・学校が連携
して取り組む協働活動(いいだコミュニティスクール協働活動)への支援 

・幼保小中高まで一貫した地域人教育カリキュラムを編成し、地域の将来や自身の生き方を描ける人
材の育成を加速 

・大学生のフィールドスタディと地元高校生の地域学習を「共学」の視点で繋ぎ、学習効果をより高
めるカリキュラムの構築 

 
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 【P43～P45】 

令和2年度で
想定している
主な取組 

・飯田の自然・文化・歴史・活躍した人々などを学び、誇りや愛着を育むきっかけとするため、小学
生が授業として美術博物館へ来館する仕組みの構築 

・名勝天龍峡の魅力を紹介するパンフレットやプログラム作成 

・関係機関との連携を通して、遠山の霜月祭などの後継者育成 

・共同調査研究の成果を地域に還元するとともに、市民や地域と地域内外の知見とをつなげ、市民の
主体的な地域づくりを支援 

 
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 【P46～P48】 

令和2年度で
想定している
主な取組 

・妊産婦さんが安心できる相談支援及び宿泊型産後ケア事業の実施 

・地域内の分娩施設や体制確保に努めるとともに市立病院における院内助産の実施 

・不妊及び不育症治療への支援策の継続実施 

・移住希望を持つ都市部の女性を対象とした、飯田を訪れ、その魅力を感じてもらうマッチングイベ
ントの開催 

・社会的環境の変化に伴う３歳未満児の保育ニーズに応えるための教育・保育人材確保 
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基本目標６ 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす 【P49～P51】 

令和2年度で
想定している
主な取組 

・市役所本庁舎に基幹包括支援センター機能を配置するなど、相談支援体制の充実・整備 

・リハビリ専門職等が運動、口腔、栄養に関するプログラムを提供する短期集中通所型サービスC事
業実施による要支援者・総合事業対象者の自立への支援 

・高齢者の保健事業（健康づくり）と介護予防の一体的実施 

 
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 【P52】 

令和2年度で
想定している
主な取組 

・各地区での地域福祉課題検討会の開催及び地域福祉コーディネーターと連携を図り地域福祉課題に
対する活動の強化 

・当事者と双方向性のある住民支え合いマップの活用の推進による地域見守り体制の確立 

・多様な主体と連携した福祉有償運送事業によるサービスの提供 

 
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 【P53～P54】 

令和2年度で
想定している
主な取組 

・「田舎へ還ろう戦略」における関係人口の拡大と「20地区応援隊」制度の推進に向けて、外部アド
バイザーによるワークショップの開催 

・住民主体の新たな事業体の立ち上げと活動支援 

・遠山郷（上村・南信濃地区）の地域資源を活かした取組や生活課題解決に向けた取組を地域と行政
が協働し推進 

・自治活動組織への未加入の理由に応じた仕組みの改善見直しや、地域の実態に即した効果的な加入
促進の方策を検討 

 
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 【P55～P56】 

令和2年度で
想定している
主な取組 

・ムトス飯田若者助成事業の実施 

・「エシカル消費」（人、社会、環境に配慮した消費）をテーマとして、ともにつながり学び合う学
習交流事業の実施 

・外国人住民の暮らしをサポートするため、外国語相談窓口機能の拡充 

 
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 【P57～P58】 

令和2年度で
想定している
主な取組 

・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 

・３Ｒ（減量・再利用・リサイクル）につなげるための学習、啓発活動の実施 

・災害時にも強い暮らしの普及を図るため、一般家庭における太陽光発電設備及び蓄電システムの導
入の支援及び、木質バイオマス機器の普及による森林資源の域産域消とCO2削減の推進 

・リニア駅周辺整備エリア等を、エネルギーの省エネ、創エネ、地域内循環の仕組みを組み込んだモ
デル的なエリアとするための研究 

 
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 【P59～P60】 

令和2年度で
想定している
主な取組 

・支え合いマップを活用した訓練を全地区で実施 

・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 

・防災行政無線アプリの導入や、フリーダイヤルによる多言語に対応したテレフォンガイドの整備 

・社会基盤の長寿命化、安全対策及び河川・排水路などの整備 

 
基本目標12 リニア時代を支える都市基盤を整備する 【P61～P62】 

令和2年度で
想定している
主な取組 

・移転先の確保に向けた代替地の確保、整備、斡旋 

・リニア駅周辺整備事業の実施設計 

・座光寺SICや三遠南信自動車道等の基幹道路関連施設と、リニア関連道路との連携の強化 

・持続可能な地域公共交通システムの構築・運用 

・スマートシティの創出に向けた新たなモビリティ活用の検討（自動運転、ＥＶ（電気自動車）、MaaS
（Mobility as a Service）等技術革新著しい分野の研究） 
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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 実績値 目標値 

2015（H27） 2017（H29） 2018（H30） 2019（R1） 2020（R2） 

学卒者の地域内 

回帰・定着率 

38.9％ 

（H28.4） 
41.0％ 38.8%  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％ 

 

＜参考指標＞               飯田市版総合戦略における重要業績評価指標（KPI） 

KPI 
参考指標 

又は項目 

基準値 実績値 目標値 

2015（H27） 2017（H29） 2018（H30） 2019（R1） 2020（R2） 

 

食品系試験室の利

用（検査・開発・

研修）件数（件） 

－ － 8件 
58件 

(12月末現在) 
50件 

 

飯田航空宇宙プロ

ジェクト会員企業

数（社） 

38 43 42件 
48件 

(12月末現在) 
50社 

 市田柿輸出量（ｔ） 
26.5t 

（Ｈ28） 
35.0ｔ 51.4ｔ  100ｔ 

KPI 

６次産業化総合

化事業計画認定

数（累計） 

３ ３ ３ 
３ 

(12月末現在) 

４（31年度ま

での累計） 

KPI 
高校卒業生の地

元就職者数（人） 
352人 320人 309人  

375人 

(H31) 

KPI 
進学者のＵター

ン就職者数（人） 
329人 317人 274人  

375人 

(H31) 

 
事業承継支援によ

る承継相手とのマ
－ － － 0件 

10件 

（累計） 
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ッチング件数（累

計） 

 
認定新規就農者

数（人） 

２人 

（Ｈ28） 
６人 ０人 

４人 

(12月末現在) 

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 
14人 

（12月末現在） 

20人 

（累計） 

KPI 

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 897件 
590件 

(12月末現在) 
1,200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 
39,623人 

約44,800人 

(12月末現在) 
50,000人 

 
環境試験機器の

利用件数（件） 
－ ４ 10件 

11件 

(12月末現在) 
12件 

 

環境試験機器の

PR機会の回数

（回） 

－ － 40回 
13件 

(12月末現在) 
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（R1） 2020（R2） 

経済自立度（％） 46.1 47.0（推計） 48.8（推計） R2.2公表予定 
 

※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［2020（令和２）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 

・航空機産業の集積化促進として、エス・バードの機能（専門人材の配置、環境評価試験、イン

キュベート室等）や、航空宇宙産業クラスター拠点工場、アジア№１航空宇宙産業クラスター

形成特区エリアの強みを活かして、航空機産業に取り組む意欲のある企業の育成と航空機関連

企業等の誘致を推進します。 

・食品産業の各種団体・企業が参画している伊那谷アグリイノベーション推進機構や飯田メディ

カルバイオクラスターの活動を推進しつつ、食品系試験室の試験機器や施設の活用を促進させ

て、商品の高付加価値化に向けたチャレンジを支援します。 

・人口減少により国内消費の減少が見込まれる中、生産団体等と連携して市田柿海外輸出推進プ

ロジェクト、三遠南信連携事業による海外マーケティング活動を展開して販路の拡大に取り組

みます。 

・また、海外チャレンジに取り組む意欲ある農業法人や生産団体の取組を支援します。 

 

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」の拡充を図るとともに、各高校の実態に
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合わせたキャリア教育を支援します。 

・高校生や大学等へ進学した学生の地元就職を促進するため、インターンシップの受け入れ企業

を増やし、魅力的な企業づくりに向けた取組を支援します。 

・地域ぐるみで組織した「事業承継支援 飯田版プラットフォーム」のコーディネート機能を強

化し、インターネットによるサイトを活用した承継相手とのマッチングを推進します。 

・農業法人と連携した就農に向けた研修生の受け皿づくりを進めるとともに、地域、関係部署と

連携して就農に向けて必要となる住宅・農地・農機具等の情報を収集し提供していきます。 

・農繁期の農作業支援として、宿泊を伴わないワーキングホリデーを試行実施します。また、人

材不足となっている農作業を把握し、農作業支援できる人材育成の取組を進めます。 

・起業家ビジネスプランコンペティションやチャレンジ起業相談室における相談による起業家支

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。 

 

③ 産業振興と人材育成の拠点づくり 

・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）」の機能を強化するとともに、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。 

・航空機産業の集積化の一翼を担う「信州大学航空機システム共同研究講座」の継続的な支援と

機能性食品の開発が促進されるよう信州大学農学部と連携し、「信州フードスペシャリスト養成

プログラム」事業を実施します。 

・デザイン分野における高等教育機関の開設に向けて関連する企業や機関と連携し、検討と準備

を進めます。 

・従来の試験評価機器を活用し、既存企業の品質・技術力向上を図ります。また、航空機関連装備

品の環境評価試験装置（防爆性試験評価装置、着氷試験装置等）の新規顧客獲得と試験結果の信

頼性を向上させるため、認定試験所に向けての品質管理体制を構築します。 
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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 実績値 目標値 

2014（H26） 
2015

（H27） 

2016

（H28） 

2017 

（H29） 

2018 

（H30） 

2019

（R1） 
2020（R2） 

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 1.07倍  1.25倍 

休日滞在人口率 

ピーク月 

11月 

1.12倍 

8月 

1.12倍 

8月 

1.12倍 

8月 

1.11倍 

8月 

1.10倍 
 - 

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 1.08倍  - 

※・「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。 

 

指標名 

基準値 実績値 目標値 

2014（H26） 
2017 

（H29） 

2018 

（H30） 

2019

（R1） 
2020（R2） 

UIターン移住実績

前期４年間の実績累計 

212人 

（H25～H28） 

2013(H25) 50人 
2014(H26) 51人 
2015(H27) 49人 
2016(H28) 62人 

 

76人 

（76人） 

 

51人 

（127人） 
 

 

100人

318人 
1.5倍 
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＜参考指標＞                飯田市版総合戦略における重要業績評価指標（KPI） 

KPI 
参考指標 

又は項目 

基準値 実績値 目標値 

2014（H26） 2017（H29） 2018（H30） 2019（R1） 2019（R1） 

KPI 
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 16人  35人 

KPI 
UIターンによる新

規就農者数（人） 
- ２人 ０人 

４人 

(11月末現在) 

８人（R1年度まで

の累計） 

KPI 

産業団地への立地

企業における新た

な雇用者（人累計） 

15 

（H27） 
188 215  

80人 

（R1年度までの累

計） 

KPI 

学輪IIDAとの連携

によるプロジェク

ト数（件） 

９件 12件 13件  13件 

KPI 

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％ 

H30全国学力学

習状況調査から

質問項目削除 

- 
小90.0％ 

中90.0％ 

KPI 

南アルプスエリア

を訪れた観光客数

（人） 

220,000人 229,600人 151,000人 
61,000人 

（9月末） 
233,000人 

KPI 
体験プログラム年

間参加者数（人） 
36,000人 36,500人 34,600人 

28,800人 

（9月末） 
50,000人 

KPI 

天龍峡ご案内人が

案内した観光客数

（人） 

3,866人 

（H25） 
5,528人 4,519人 

4,036人 

（11月末現在） 
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 

（R1） 

2020 

（R2） 

転入数－転出数の状況 

（）内は累計 
△205 △59 

△267 

（△326） 

△432 

（△758） 

△271 

（△1029） 
 （△525） 

人口ビジョン 

（）内は累計 
- - 

△161 

（△220） 

△107 

（△327） 

△97 

（△424） 

△74 

（△498） 

△27 

（△525） 

社人研究 

（）内は累計 
- - 

△197 

（△256） 

△197 

（△453） 

△197 

（△650） 

△197 

（△847） 

△197 

（△1,044） 

出典：住民基本台帳 

＜戦略計画［2020（令和２）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 

○統合力の発揮と多様な主体の連携による移住定住の推進 

・関係課による統合力を高め、関係機関や20地区のまちづくり委員会等との連携強化を進めな

がら、これからの飯田の地域づくりを担う人材を地域外からも誘致するため、地元出身者を
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対象にしたＵターン移住と、地方移住を志向している都市生活者等を対象にしたＩ・Ｊター

ン移住を推進します。 

○移住希望者の誘導による短期戦略の推進 

・短期戦略では、既に移住希望のある子育て世代や若者等の層を対象に、飯田の魅力を紹介し

たり、飯田だからできるライフスタイルを提案する効果的な情報発信により相談者を増やし、

移住に向けた職・住・暮らしに関する相談支援を希望者の志向やニーズに沿って行うことで

移住定住につなげます。 

○関係人口の拡大による中長期戦略の推進 

・中長期戦略では、都市部に暮らす若者を中心に、飯田の地域づくりに関心を抱き、継続的な

関わりを持つ人材の発掘とネットワーク化を進めることで「関係人口」を拡大し、将来的な

移住定住につなげます。 

○地域産業を担う人材確保に向けた移住定住の推進 

・Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望者の志向や具体的な希望に応じた就業支援を行うため、独自の斡旋機

能を活用するとともに、ハローワークや、経済団体、事業者組織等と連携した支援、案内業

務をオーダーメイドで行い、移住定住につなげます。 

 

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、観光地域づくり法人（DMO）㈱南信州観光公社と連携し、「旅の

目的提案」としてのプロモーションを強化し、「インバウンド誘客」や「体験」を視野に地域

の観光資源を組み合わせたプログラムを造成、発信、誘客を促進するとともに、知的欲求を満

たす、ツアーガイドやインストラクターの養成を強化します。 

・天龍峡においては、新たに整備された「そらさんぽ天龍峡」「よって館天龍峡」を始めとする

天龍峡周辺の多様な拠点の活用や周遊滞在型観光の戦略の構築を進めます。 

・遠山郷においては、「遠山郷観光戦略計画」の見直しを行うとともに、道の駅遠山郷、下栗の

里、しらびそ高原を拠点として観光誘客を進め、観光を切り口とした地域振興を推進します。 

・観光旅行（県外・海外）誘客を強化し、外貨獲得と共に、観光客と地域住民等による多様な交

流を演出し、交流人口の拡大を図ります。 

 

③ 丘のまちの既存ストック魅力増進・連携活用 

・中心市街地関係地域の基本構想を出発点として、関係する地域内外の事業者、団体、専門家な

どの力を「丘のまち会議」に結集し、各主体が連携しながら、第３期中心市街地活性化基本計

画を推進します。 

・これまで中心市街地が培ってきたストック活用の視点から、旧ピアゴほか駅周辺の低未利用

地・施設を活用した創造空間の研究ほか、居場所、空間づくりを進めます。 

・丘のまちの関係人口づくり、回遊・循環づくりを促進するため、デジタル技術を活用した「丘

のまちメンバーズ制度」や丘のまちフェスティバル、りんご並木周辺イベント、回遊促進事業

をさらに進めていきます。 

 

④ 「小さな世界都市」を目指すブランディング・プロモーションの推進 

・「東京オリ・パラ」をチャンスとして、国内外の人が「飯田・IIDA」を知って、関心を持って

もらえるプロモーションを展開します。 

・これまでの経験蓄積と「東京オリ・パラ」での実績をベースとして、「小さな世界都市」へ向

けた「飯田・IIDA」のブランディングを、多様な主体が参画する体制を作り戦略的に展開しま

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 実績値 目標値 

2016（H28） 2017（H29） 2018（H30） 2019（R1） 2020（R2） 

９年間を通したカリキュラム（総合

的な学習の時間）を作成した中学校

区数 

― ― 9 9 9 

９年間を通したカリキュラム（外国

語・英語）を作成した中学校区数 
― ― ―  9 

学校運営協議会設置校数 

 学校運営協議会開催年3回以上の校数 
0校 

28校 

17校 

28校 

19校 

28校 

20校 

28校 

24校 

全国学力調査結果※1      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△ 

○ 

○ 

△ 

△ 

○ 

○ 

○ 

○ 

同一手段の小６→中３の伸び    国語Ａ 

（全国平均正答率との差）    国語Ｂ 

算数・数学Ａ 

算数・数学Ｂ 

＋１ 

－１ 

－１ 

－２ 

＋１ 

－２ 

－２ 

－３ 

－２ 

－３ 

－１ 

－３ 

－４ 

 

－３ 

－２ 

 

－２ 

英語（外国語）の勉強は好き    （小学校） 

ですか※2                   （中学校） 

英語(外国語)の勉強はよく      （小学校） 

分かりますか※3                 （中学校） 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

47.8％ 

 

60.4％ 

 

50.0％ 

 

62.0％ 

自己肯定感率※4 

 （自分の良いところ） 

自己有用感率※5 

 （人の役に立つ） 

小74.0％ 

中67.5％ 

小93.4% 

中94.0% 

小78.6％ 

中68.5％ 

小90.4% 

中91.1% 

小84.1％ 

中78.8％ 

小96.4% 

中95.1% 

小80.4% 

中71.7% 

小95.5% 

中95.0% 

小85.0％ 

中80.0％ 

小100.0% 

中100.0% 

不登校人数   〈小学校〉人数 

(30日以上欠席人数） 前年度増減 

           在籍比 市 

               県 

               国 

33人 

1人 

0.59% 

0.48% 

0.47% 

34人 

1人 

0.62% 

0.64% 

0.54% 

42人 

8人 

0.76% 

0.95% 

0.70% 

 前年度以下 
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         〈中学校〉人数 

           前年度比減 

            在籍比 市 

               県 

               国 

92人 

22人 

3.05% 

2.79% 

3.01% 

88人 

△4人 

3.02% 

3.19% 

3.25% 

83人 

△5人 

2.97% 

3.84% 

3.65% 

 前年度以下 

         〈合計〉 人数 

          前年度比増減 

125人 

23人 

122人 

△3人 

125人 

3人 
  

いじめ解消率       小学校 

中学校 

94.2% 

76.9% 

88.1% 

75.0% 

90.3% 

86.7% 

 
前年度以上 

副学籍等により交流した人の割合 

特別支援教育支援員数 

教育支援研修会開催数 

－ 

42人 

4回 

－ 

42人 

4回 

－ 

42人 

4回 

 

43人 

 

前年度以上 

－ 

前年度以上 

ＩＣＴ教育  

 

0校 

0.0% 

 

 

3校 

42.9% 

 

 

3校 

42.9% 

 

 

3校 

42.9% 

(2022年) 

 

7/7校 

100.0% 

 

 

 

 

 

 

モデル①小規模校・少人数学級における 

多様性の育成       実施校数 

          遠隔授業システム 

モデル②特別支援学級、不登校生徒の 

学力保障    特支学級 実施校数 

特支学級 TB整備率※7 

中間教室 TB整備率 

 

0校 

0.0% 

0.0% 

 

3校 

21.0% 

0.0% 

 

3校 

21.0% 

0.0% 

 

6校 

36.4% 

7.0% 

 

28/28校 

100.0% 

100.0% 

モデル③グローバル化に対応できる思

考・判断・表現      実施校数 

TB整備率 

 

4校 

3.9% 

 

4校 

5.0% 

 

28校 

12.9% 

 

28校 

36.6% 

 

28/28校 

100.0% 

運動能力総合評価 A＆B   飯田市 

の割合           全国値 

40.6% 

43.7% 

38.1% 

44.6% 

44.7% 

45.7% 
 

全国値 

以上 

全市型競技別スクールの設立数 0 0 0  10 

自己有用感※6  （地域や社会をよくするために何を

すべきか考えることがあるか） 
 

小30.8% 

中32.6% 

小48.2% 

中42.2% 

小55.9% 

中40.0% 

小60.0% 

中50.0% 

小学6年生 普段読書をしている※8 

中学3年生 普段読書をしている 

       （参考） 長野県 小学生 

            長野県 中学生 

            全国  小学生 

（全国学力・学習状況調査）   全国  中学生 

63.3% 

54.3% 

66.2% 

54.4% 

63.5% 

49.7% 

61.4% 

55.8% 

66.2% 

57.0% 

63.2% 

51.4% 

68.7％ 

58.0% 

69.1% 

60.5% 

66.2% 

53.5% 

67.1% 

55.6% 

68.9% 

57.1% 

65.7% 

50.4% 

長野県 

値以上 

 

 

 

 

※1 全国学力調査結果：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。令和元年度調査からABなし。 

※2 英語の授業内容理解率：基準値は、2019（R1）年度の「全国学力・学習状況調査における児童・生徒の英語の
理解率。→「英語の勉強は好きですか。」 

※3 英語の授業内容理解率：基準値は、2019（R1）年度の「全国学力・学習状況調査における児童・生徒の英語の
理解率。→「英語の授業の内容はよくわかりますか。」 

※4 自己肯定感率：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。」 

※5 自己有用感率：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。」 

※6 自己有用感率：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。
→「地域や社会をよくするために何をすべきか考えることがありますか。」 

※7 ＴＢはタブレットの略。2022年度の整備目標を100%とした場合の整備率。 
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※8 普段読書をしている割合：設問「学校の授業以外に、普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの時間読書を
しますか。」に対し、回答10分以上～2時間以上の子ども。目標値は、長野県の4年間の平均まで上げる。 

 

＜戦略計画［2020（令和２）年度］で想定している主な取組＞ 

 

＜小中連携・一貫教育、飯田コミュニティスクール＞ 

    子どもたちの学力・体力の向上と生徒指導の充実および不登校問題などの教育的課題を解決す

るために、義務教育９年間を通した「小中連携・一貫教育」を2011（平成23）年度から展開して

います。10年目となる2020（令和２）年度は、充実期２年目として、各中学校区の取組を「子ど

もの変容」から検証し、活動の更なる充実と好事例の横展開を図っていきます。 

   また、2016（平成 28）年度末には全ての小中学校が「飯田コミュニティスクール」に指定され、

活動を始めています。「めざす子ども像」実現のために、学校・地域・保護者など、広く多くの市

民の皆さんが、コミュニティスクールの活動に当事者として参画していただけるよう努めます。 

    子どもたちを中心とした「小中連携・一貫教育」と地域や保護者を含めた「飯田コミュニティ

スクール」を教育を進める縦糸と横糸の二つの基盤と位置付け、飯田市教育ビジョン「地育力に

よる 未来をひらく 心豊かな人づくり」を目指します。 

 

① 学力向上「結い」プランの徹底 

・学力向上の基盤となる「自分の良いところを自覚し、互いの個性を認め合える」集団・学級づ

くりを、全ての小中学校でめざします。 

  ・学力向上「結い」プラン（ねらい、めりはり、みとどけ）に基づく授業づくりを徹底していき

ます。 

・新しい学習指導要領への移行に伴い、これからの時代に必要となる資質・能力を育成するため

に「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を進めます。 

・小中学校間での教育課程の接続・共通の目標設定等、学力向上に向けた一貫性のある指導を推

進します。 

 

  ② 外国語教育の推進 

・外国語教育の小中連携・一貫カリキュラムを校区の実態や特色に基づいて作成し、児童・生徒

に寄り添った活動を実践します。 

・外国語指導助手（ALT）と協働し、単元目標（Lesson Goal）が明確な、言語活動（Small Talk

等）を中心とした授業の継続により、児童・生徒の意欲やコミュニケーションを図る資質・能

力を育成します。 

・ICTを活用し、児童・生徒が主体的に学習する授業づくりに取り組みます。 

・教育指導主事による研修や授業づくり支援により、教員の指導力向上を図ります。 

・各学校のモデルとなる事例や、文部科学省や長野県教育委員会からの情報を随時提供、共有し

ます。 

 

③ 人間関係づくり（不登校対策等） 

・教育支援指導主事を配置し、対象となる児童生徒の一人ひとりの状況に寄り添う指導を行いま

す。 

・互いの個性を認め合える集団づくりに取り組むため、授業の支援や研修会を開催します。 

・自己肯定感や自己有用感を育む体験学習の充実など、子どもの居場所づくりを推進します。 

・関係機関との連携強化による、一人ひとりに寄り添った迅速な対応をします。 
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④ 特別支援教育の充実 

   ・共生社会の実現とそれを支えるインクルーシブ教育システムの構築にむけて、教職員の特別支

援教育に関する専門性を高めるための研修や、学校への必要な支援を行います。 

・共生社会の実現へむけて実践される、市内小中学校児童生徒と特別支援学校在籍児童生徒との

「副学籍」による交流及び共同学習を支援します。 

・特別な支援を要する児童生徒を支援するため、特別支援教育支援員（生活・学習支援、介助支

援）を学校に配置します。 

・教育指導主事や教育相談員等による学校訪問や就学相談を通じて、各校の現状や課題を共有し、

必要な支援や適切な助言を行います。 

 

⑤ スポーツ文化の醸成に向けた取組み 

・子どもの体力運動能力の向上に向けて、幼児期から小学生期におけるコーディネーショントレ

ーニングの取組や各校の一校―運動の取組を進めます。 

・中学生期のスポーツ活動の充実を図るため、全市型競技別スポーツスクール等の新たなスポー

ツの仕組みを飯田市体育協会や各競技団体と連携して立ち上げ、運用します。 

・飯田やまびこマーチや風越登山マラソンを開催するとともに、子どもから大人まで日常的な運

動習慣の定着に向けて、月一ウォーキングやニュースポーツフェスティバル等に取り組みます。 

・スポーツ指導者の確保とレベルアップを図るための育成方策について、飯田市体育協会や各競

技団体と連携して推進します。 

 

⑥ ICT（情報処理や通信に関する技術）を活用した飯田市の教育課題への対応と、21世紀

型スキル（問題解決型能力）の習得 

   ・少人数学級という限られた学習環境の中で学ぶ児童生徒の学習過程に多様性を生み出すため、

遠山中学校区をモデルに遠隔会議システムを活用した合同授業を通じて、多様な考え方や価値

観に触れる学習活動を実践するとともに、竜東中学校区 4校への展開を図ります。 

・特別支援教育・不登校児童生徒支援においてICTを積極的に活用し、特別支援学級、LD等通級

指導教室、中間教室、日本語教室など、学習の場を問わず個に寄り添った学習活動を実践する

ことで、特別な支援が必要な児童生徒や不登校児童生徒の学力を保証します。 

・全ての学校において、学習者用タブレット PCや電子黒板等の ICT機器と、協働学習を支援す

るアプリケーションを組み合わせ、児童生徒が互いの考えを共有し、比較、検討、判断しなが

ら学びを深める「協働的な学習」を充実することで、グローバル化に対応できる思考力、判断

力、表現力を育成します。 

・令和２年度までに、全ての学校の普通教室、特別支援学級に電子黒板を導入します。デジタル

教科書を積極艇に活用した分かりやすい授業づくりに取り組みます。 

・全ての小学校でプログラミング教育を実践し、児童が物事を筋道立てて考え、自ら結論を導き

出すことができる問題解決型の思考力を育成します。 

   ・ICT を活用したより良い授業づくりに向け、教育指導主事や教育支援指導主事による日常的な

授業支援、教員を対象にした研修会の開催、及び各校における研究授業や公開授業を通じて、

教員の指導力向上を図ります。 

 

⑦ 地育力を活用した人づくり 
・飯田コミュニティスクールの「めざす子ども像」の実現に向けて、学校運営協議会の場で「学

校ですること」「家庭ですること」及び「地域ですること」を明確にするとともに、地域の特

色を生かしながら地域と家庭と学校の三者が一体的に取り組む協働活動（いいだＣＳ協働活

動）の充実を図るため、モデルとなる活動の支援を行います。 
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・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」を支援するともに、普通科に

おける地域での学びを支援します。 

・普通科への地域人教育の展開の一環として、飯田女子高等学校における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）の年間を通した探究活動に基づく地域での学びを支援し

ます。 

・大学生のフィールドスタディと地元高校生の地域学習を「共学」の視点で繋ぎ、学習効果をよ

り高めるカリキュラムを構築し、実践、検証します。 

・小・中学校の系統的な学びを幼児教育段階から高校、若者世代へとつなげ、地育力や飯田の強み

である自治の力を活用した豊かな学びの場が最大限に活用されるよう、一貫した教育カリキュラム

を編成し、地域の将来や自身の生き方を描ける人材の育成を加速させます。 

    

⑧ LG（地域･地球）飯田教育の充実 

・全ての学校で、地域を学ぶ「ふるさと学習」や「体験活動」など Local(地域)の視点による学

習活動の充実を図るとともに、Global（地球）の視点による学習活動を実践することで、地域

に愛着と誇りを持つ心を育むとともに、地球規模で物事を考え行動する視野と力を有した人材

の育成を図ります。 

・山に囲まれたまち飯田市の小学生と海に面したまち伊勢市の小学生が１年ごとに、お互いの地

域を訪問することで、地域の自然・産業・歴史を学び体験する交流を実施しています。今回は

伊勢市の子どもたちが飯田市を訪問します。 

・飯田市、浜松市、豊橋市の中学生達が、自分たちの地域や自校の生徒会活動等の現状や課題を

踏まえつつ、望ましい姿の実現に向け自分たちに何ができるのかを相互に学ぶ「三遠南信中学

生交流会」を飯田市で開催し、地域に愛着を持ち未来を切りひらくことができる人づくりを進

めます。 

・高校生を対象に海外との比較の中でふるさと飯田の魅力を再認識し、地域に誇りと愛着を持ち、

グローバルな視点で地域の将来ビジョンをデザインできる人材の育成を図ることをねらいと

する高校生講座「カンボジアスタディツアー」に取り組みます。 

 

⑨ 発達段階に応じた子どもの読書活動の推進 
・「はじめまして絵本」事業により、乳児期の読みきかせを通じた親子のふれあい体験の充実を

図ります。 

    ・幼児期の家庭での読みきかせを推進するために、保育所や分館を通じて各家庭に定期的に本を

届ける仕組み作りに取り組みます。 

    ・読書習慣の定着に向けて、小学生が本に関心を持ち自発的な読書が行えるよう、学校図書館と

連携して、学年に応じた読んでほしい本のリスト作成などに取り組みます。 

    ・中学生・高校生を対象に調べる楽しさを体験できる機会を設け、自ら必要な情報を収集し、選

択・活用する力をつけられるよう取り組みます。 

 

⑩ 学校区等の全市的視点からの研究 
・児童生徒の教育環境の充実に向けた課題の整理も含め、全市的な視点から研究を始めます。 
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<参考> 

  ①学力向上「結い」プランの徹底 

区  分 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 

「国語、算数・数学、英語の授業内容

はよく分かりますか。」 

  国語 小学校 

     中学校 

算数 小学校 

 数学 中学校 

 

 

83.2% 

74.4% 

79.9% 

72.8% 

 

 

82.6% 

79.3% 

79.2% 

73.4% 

 

 

 

 

81.0% 

77.5% 

 

 

85.8% 

80.2% 

83.3% 

75.9% 

 

 

④特別支援教育の充実 

区分 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 2019(R1) 2020(R2) 

不登校人数の内訳 

30日以上50日未満欠席人数）小学校 

              中学校 

 

9人 

21人 

 

11人 

15人 

 

15人 

16人 

  

（50日以上100日未満欠席人数）小学校 

              中学校 

9人 

24人 

14人 

30人 

14人 

23人 
  

（100日以上欠席人数）    小学校 

              中学校 

15人 

47人 

9人 

43人 

13人 

44人 
  

中間教室通室人数     小学生 

             中学生 

3人 

3人 

3人 

2人 

6人 

3人 
  

校内中間教室棟通室人数   小 

              中 

― 

43人 

― 

47人 

18人 

40人 
  

民間施設等通室人数※6     小 

                中 

4人 

14人 

4人 

6人 

3人 

7人 
  

減少人数（卒業含む）    小 

              中 

11（11）人 

25（25）人 

9（9）人 

26（25）人 

12（12）人 

39（37）人 
  

増加人数（入学含む）    小 

           中 

12人 

47（11）人 

10人 

22（9）人 

20人 

34（12）人 
  

＊ 民間施設等通室人数：民間施設等は、子どもサポートセンターFreeWing（市公）、子どもの森フリースク
ール（北方）、丘のりんご（伝馬町）、いいだ元気塾（桜町）、ハートケア蒼い風ちゃむ（高羽町） 
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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 

（R1） 

2020 

（R2） 

学術研究      

伊那谷研究団体協議会の加盟団体※1 16団体 15団体 15団体  15団体 

（協働して行った調査研究数） 4件 3件 2件  4件 

調査研究し市で刊行したもの、発表

した論文数 （件）※2 
31件 22件 16件  25件 

教育普及      

美術博物館来館者数（人 年間）※3 50,910人 46,705人 42,832人  53,500人 

人形館入館者数(新規）※4 

（竹田人形館） 
5,046人 3,615人 3,292人  3,700人 

（川本人形美術館） 31,264人 19,220人 18,642人  20,000人 

「伊那谷の自然と文化」を専門的な

知見から学ぶ受講者延数（人 年間）

※5 

8,392人 6,995人 8,240人  8,800人 

情報の更新回数、総閲覧数※6 

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸの更新回数） 
― 962回 735回  850回 

（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸの総閲覧数） ― 156,064 342,816  368,000 

（語り部・市民ガイドの数） 11 11 11  18 

保存継承      

指定等文化財の数（累計）※７ 174件 183件 186件  190件 

市民の伝統文化・芸能の保存継承活

動に参加している割合※8 
7.7 7.1 7.3  7.7 
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調査研究・収集により、目録やデー

タベースの作成にて保存し、公開し

た地域資料の件数※9 

220件 210件 216件  217件 

活用創造      

1年間に1回以上文化活動を行ってい

る市民の割合※10 
54.3 60.5 63.9  65.0 

地域資源（指定文化財等）の活用件

数※11 
― ― 35  37 

※1 伊那谷研究協議会加盟団体・参加市民数：「伊那谷の歴史と文化」の調査研究層の厚みを示すものとして指標

化。伊那谷研究協議会及びその加盟団体の活動に対して、学芸員等が外出して調査・研究した数。連続して複

数日に及ぶものは１回とカウントする。 

※2 調査研究に関する市の刊行物及び発表した論文数：刊行物はDVDを含む。発表した論文は市の刊行物掲載分を

除く。 

※3 美術博物館来館者数 ：年間（年度）の来館者数。（基準値は2013～2015年度の平均値。）。 

※4 人形館入館者数：年間（年度）の来館者数。 

※5 「伊那谷の自然と文化」を専門的な知見から学ぶ受講者延数 ：入門的な講座を除く専門的な講座（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）等で捉える。

基準値（年）の数値を維持しつつ毎年逓増（年１％程度）させていくことを目標とする。 

※6 情報発信数：ホームページやフェイスブックの更新回数。HPのアクセス数・FBのリーチ数。桜守や子どもサク

ラガイド、昭和乙女の会等市民ガイドの人数。各課館別の数は附属KPIの末尾に記載。 

※7 指定等文化財の数： 現況数で把握。毎年度平均2件増加させることを目標とする（平成28年度は飯田古墳群等

の文化財指定により８件増加した経過あり）。 

※8 市民の伝統文化・芸能の保存継承活動に参加している割合：市民意識調査による。2015－2018の平均値は7.0％

で、2015の割合まで高めることを目標とする。 

※9 調査研究・収集により、目録やデータベースの作成にて保存し、公開した地域資料の件数。複数年に及ぶもの

は年度ごとにカウントするものとする。 

※10 1年間に1回以上文化活動を行っている市民の割合：市民意識調査による。2015－2018の伸び率は9.6%、年平

均2.4％で伸びているので、毎年逓増（年2.4％程度）させていくことを目標とする。 

※11 地域資源(指定文化財等）の活用件数：地域資源の価値を認知し地域の宝として活用する取組を毎年逓増させ

ていくことを目標とする。 

 
＜戦略計画［2020（令和２）年度］で想定している主な取組＞ 
 

① 「伊那谷の自然と文化」をテーマとした学術研究 

・菱田春草没後110年を迎える令和3年を控え、市民や研究団体と連携協働して調査研究を深め

ます。 

・学術研究を発表する場を設けて市民との接点を広げ、調査研究の成果を市民の地域づくりに活

かせるよう公表・公開します。 

・歴史研究所の座光寺、川路などで地域とともに進めている地域史の調査研究を継続するととも

に、他地域への横展開を図ります。 

・公民館・文化会館・図書館・美術博物館・歴史研究所のさまざまな取組を通じて、「伊那谷の

自然と文化」の調査研究を支える人材育成を進めるとともに、研究団体を支援します。 

 

② 「伊那谷の自然と文化」をテーマとした教育普及 

・飯田市の小学校において、子どもたちが美術博物館の学芸員から飯田の自然・文化・歴史・活

躍した人々などを学び、ふるさと飯田のつながりを知り、誇りや愛着を育むきっかけとするた

め、小学校６年間の内、最低１回は授業として美術博物館へ来館する仕組みを作ります。 
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・プラネタリウムでは、全天周の映像による多面的活用や、学習教材を使った教育を進めます。 

・川本人形美術館の入館者を増やすために、常設展、川本喜八郎関連企画展の実施に加え、様々

な人形を触ったり、遊べる体験スペースを設置して、ワークショップの内容を充実させます。 

・竹田人形館は、校外学習の場として、観賞や創造活動での活用を学校や保育園などに働きかけ

ます。また、実演により糸操り人形の魅力を発信していきます。 

・公民館との協働で市民が自ら企画運営し地域を主体的に学ぶ場として、「伊那谷の自然と文化」

をテーマとした飯田市民大学を開講します。 

・地域史講座を年４回程度開催し、地域史の調査研究成果を市民に還元し歴史理解を深めます。

また、飯田アカデミアでは専門の研究者を招き、関連する分野の最先端の研究成果を学ぶ機

会を提供します。 

 

③ 「伊那谷の自然と文化」の保存継承 

・恒川官衙史跡公園の清水エリア・正倉院北側エリアの整備事業を通じ、見学会や学習会等市民

が学ぶ機会を充実させ、史跡を中心とした「2000年浪漫の郷」の取組を地域と連携して進めま

す。 

・名勝天龍峡について学習会や体験ツアーを開催するとともに、地域と協働してその魅力を紹介

するパンフレットやプログラム作成を進めます。 

・南信州民俗芸能継承推進協議会との協働連携や各保存会への助成を通じて、遠山の霜月祭や伝

統人形芝居などの後継者育成に努めます。 

・子どもたちが、霜月祭を継承している地域の意義を学ぶことで、発信できるようにします。 

・南アルプスジオパーク(中央構造線エリア)とエコパークの学びが深まるよう取り組みます。 

・遠山郷を訪れる方々に、展示など情報発信して、自然と文化の保存継承に取り組みます。 
 

④ 「伊那谷の自然と文化」を活用し、新たな文化を創造する 

・各地区の自然歴史文化に関わる地域資源の活用事例をまとめ、市民が地域づくりに活用して

もらえるようにします。 

・だれでも「みんないっしょに」楽しみ、共につくりあげることを大切にする「いいだ人形劇

フェスタ2020」の開催のため、みんなが仲間として参加できる活動を支援します。 

・AVIAMA（人形劇の友 友好都市国際協会）への参加や、加盟都市との文化交流や市民への情

報提供を通して、「小さな世界都市」実現に向けた取組を進めます。 

・子どもから高齢者まで幅広い年代層がクラシック音楽を楽しみ、学ぶことができるよう、「オ

ーケストラと友に音楽祭」で、名曲コンサートや小学生のための音楽広場、音楽クリニック、

そよ風☆コンサート、コミュニティコンサートなどを開催します。 

・中学校の文化部活動方針を見直すとともに、中学生期の文化活動の充実を図るための新たな

仕組みづくりを文化団体等と連携して進めます。 

 

⑤ 地域内外の「知が対流」する場の形成に向けた取組の推進 

・公民館・文化会館・図書館・美術博物館・歴史研究所に日常的に住民が訪れ、自主的な「学び」

や「交流」の場として活用してもらえるよう、「学び」のための素材・資料・情報などの提供

や交流機会を設定します。 

・地域住民と各館の持つ地域内外の専門家人脈、学輪IIDAの知見などをネットワークでつなげ、

地域の魅力・課題を共有します。 

・地域の研究団体及び地域外の知見のネットワークづくりに取り組み、地域の魅力発信・課題解

決などに向けたテーマを設定して共同で調査研究を行います。 

・共同調査研究の成果を地域に還元するとともに、市民や地域と地域内外の知見とをつなげ、市

民の主体的な地域づくりを支援します。 
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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 

（R1） 

2020 

（R2） 

合計特殊出生率※1 
2014(H26) 1.76 
2015(H27) 1.77 
2016(H28) 1.75 

1.76 1.76 1.72 

R2年11月 

頃に算出予

定 

1.80 

地域主体との連携による特別保育事業

数(～h30) ※2 

地域協働型運営モデルの導入園(～R01

～) ※3 

－ ２   ２ ４ ４ 

※1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 

※2地域主体との連携による延長保育、未満児保育、学童見守り活動をいう。(H29/川路・上久堅) 

※3地域協働型運営モデル：①地域の協力を得て地元から保育人材を発掘し、②地域も主体的に関わりなが

ら、③公立保育園の保育時間を延長する手法 

 

＜参考指標＞               飯田市版総合戦略における重要業績評価指標（KPI） 

KPI 参考指標又は項目 
基準値 実績値 目標値 

2014（H26） 2017（H29） 2018（H30） 2019（R1） 2019（R1） 

KPI 婚姻件数 456件 396件 444件 （調査中） 500件 

KPI 
子育てしやすいまち

だと思う人の割合 

61.1％ 

（H25） 
70.8％ 63.9％ （調査中） 66.0％ 

KPI 
つどいの広場延べ

利用者数 

34,215人 

（H25） 
41,923人 38,733人 （調査中） 45,190人 

KPI 
ゆいきっず広場利

用組数（H27.7.1～） 
- 5,107組 4,931組 （調査中） 4,522組 

KPI 
未満児保育の提供

数（０歳児） 

160人 

（H27） 
193人 213人 （調査中） 160人 

KPI 
未満児保育の提供

数（1・2歳児） 

978人 

（H27） 
937人 976人 （調査中） 978人 

KPI 児童クラブ等の定員 850人 930人 
935人 

(12月末現在) 
975人 970人 
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KPI 

子どもを産みやすい

環境のまちだと思う

人の割合 

[上段:20歳～49歳 

下段( ):全年代] 

32.8％ 

（H25） 

32.5％ 

(35.9％) 

33.7％ 

(41.7％) 
（調査中） 40.0％ 

KPI 

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 
23箇所 

(認可外施設含む) 
23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％ 81.3％ 

93.8％ 

(見込み) 
100％ 

 

＜戦略計画［2020（令和２）年度］で想定している主な取組＞ 

 

① 妊娠期から出産・子育てへの切れ目ない支援 

・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。 

・妊婦健診及び産婦健診を通じて、妊娠期からの切れ目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。 

・地域内の分娩施設は市立病院と３件の助産院だけですが、市立病院と地域内健診機関との間で

運用開始した地域周産期システムや市立病院院内助産を活用し、里帰り分娩も含めて地域内の

全ての分娩を安全に受入れる体制を維持します。 

・不妊及び不育症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 

・結婚希望者の自分磨きを支援するとともに、移住希望を持つ都市部の女性を対象として、飯田

を訪れ、その魅力を感じてもらうマッチングイベントを開催します。また、町村との連携によ

る都市部でのマッチングイベントを開催します。 

・実行委員体制など地区主催イベントの開催方法に工夫を凝らすとともに、成婚に結び付きやす

いお見合い事業を積極的に取り入れます。 

・近い将来、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 子育ての希望をかなえる環境づくりの推進 

・乳幼児健診からその後の必要な支援体制へ引き継ぐため、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。 

・“いいだ型自然保育”を推進し、内外の認知度を高めるとともに、“信州やまほいく認定園”の

拡大に取り組みます。 

・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・保育の無償化に伴う保育の長時間化や、核家族化、共働き家族あるいは女性の就労

ニーズの高まりといった社会的環境の変化に伴う３歳未満児の保育の受け皿を確保するため、

教育・保育人材確保に取り組みます。 

・公立保育所の開所時間を見直し、地域のニーズに合わせて、地域の協力・協働を得ながら保育

サービスの充実を図ります。（地域協働型運営モデルの推進） 

・幼保小の連携を推進しつつ、地域のニーズに合わせて、放課後児童健全育成事業の拡充を図り
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ます。 

・ひとり親家庭の子どもを対象に学習支援を行う市民団体活動を支援します。 

・豊かな自然や文化など飯田の持ち味を活かして、親子が夢をもって育ち、祖父母など家族が喜

びをもって親子を支え、地域全体が愛おしみの目をもって子育ち・子育てに寄り添うまちを目

指し、第二期子育て応援プランに掲げる施策の推進を図ります。 
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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（R1） 2020（R2） 

65歳以上における 

要介護認定者割合

（伸び率抑制）※1 

18.8％ 

（Ｈ28.3） 

19.48％ 

（Ｈ30.3） 

19.23％ 

（Ｈ31.3） 
 20.24％ 

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 4,065人  5,000人 

国保特定健診の受

診率（％）※2 
33.8％ 38.7％ 40.0％  41.0％ 

※1 65歳以上における要介護認定者割合：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％。 

※2 特定健診受診率：2018（H30）実績値は法定報告（10/12）時点のもの〔数値確定･公表はR2.3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 

（R1） 

2020

（R2） 

死亡数（人） 

（住民基本台帳） 

男 607 673 618 703 628   

女 662 646 605 645 736   

平均寿命 

（年齢） 

男 81.86 80.90 81.49 81.44 82.30   

女 87.87 87.81 87.86 88.83 87.50   

健康寿命 

（年齢） 

男 80.24 79.33 79.92 80.00 80.82   

女 84.46 84.30 84.54 85.31 84.25   

※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［2020（令和２）年度］で想定している主な取組＞ 

 

① 介護予防（フレイル※予防）、重度化防止の推進 

  ・「健康とくらしの調査」（H30年度実施）の結果から、飯田市はフレイル割合が高いことがわかり

ました。令和元年度の調査結果と合わせ比較分析を行い、要介護状態に移行しないためにも、

フレイルに陥らない効果的な介護予防事業を検討します。 

  ・モデル地区を選定、生活支援コーディネーターを配置し、地区や社協と連携して課題の整理を

行います。あわせて、地域資源の洗い出しや、参加を促す手法等を含めた研究を進め、他地区

への横展開を見据えて、地区の予防事業等の再構築へ繋げます。 

  ・市役所本庁舎に基幹包括支援センター機能を配置し、相談支援体制を充実します。各地域包括

支援センター間、基幹包括支援センターと地域包括支援センターとの連携を強化し、要支援者・

総合事業対象者の自立に向けた支援を行います。 

・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等の協力を得

て展開し、重度化防止と高齢者の自立支援を図ります。また、給付費適正化支援システムを活

用し、認定者等の自立支援に資する適切なケアプランとなるように、プランの点検、指導を行

います。 

  ・要支援者・総合事業対象者に向けて、リハビリ専門職等が運動、口腔、栄養に関するプログラ

ムを提供する短期集中通所型サービスＣ事業を実施します。実施会場を拡充して、要支援者・

総合事業対象者が自立した元の生活に近づけるよう支援します。 

  ※フレイル：加齢とともに心身の運動機能や認知機能が低下し、生活機能が障害され、心身の脆

弱性が出現した状態である一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が

可能な状態のこと。健常な状態から要介護状態に至る中間的な段階。 

 

② 働き盛り世代からの生活習慣病予防（健康づくり） 

・特定健診受診率を向上させるため、継続受診へつながるよう個別の受診勧奨を実施していきま

す。また、生活習慣病で治療中の方へは、かかりつけ医から健診の受診勧奨や、診療で実施し

た検査結果データを提出していただけるよう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。 

・企業等と連携して出前式の健康講座を開催し、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、広く市民に関心を持っていただける取組を進めます。 

・保険者間での健診データ連携に向けた動きが進められていることを受け、ism-Link※へ特定健

診結果等のデータを登録し、関係機関と連携して活用し、健康づくりに役立てる仕組みづくり

について研究していきます。 

※ism-Link：飯田下伊那診療情報連携システム 

      地域住民の安心安全な医療提供体制をより進めるために導入した、安全なインター

ネット環境を用いた診療情報ネットワークシステム。地域の医療機関の連携強化や

在宅医療の充実に向けて情報共有及び活用がされ、患者・利用者の医療や介護サー

ビスに役立てられているもの。 
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③ 高齢者の保健事業（健康づくり）と介護予防の一体的実施 

・国保データベース(KDB)システムを活用し、医療レセプト・健診・介護レセプトのデータ等の

分析を行い、事業対象者の抽出、地域の健康課題の把握を行い、多様な課題に対応したより効

果的な取組に繋げていきます。 

・国民健康保険制度等から後期高齢者医療制度に移行した被保険者に対して継続した保健指導を行

い、重症化予防に取り組みます。 

・ 医療や介護サービスにつながっておらず、健康状態が不明な高齢者に対して、健診への受診勧奨

や訪問等による健康状態の把握及び相談・支援を行います。  

・ 介護予防の通いの場等において、フレイルや重症化予備軍等を把握し、運動・栄養・口腔等の相

談・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。 

・福祉・介護分野への就職を検討している人向けに長野県社会福祉協議会、南信州在宅医療・介

護連携推進協議会などと連携し、相談会などの開催を通じて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（R1） 2020（R2） 

創出される地域福

祉活動のモデル数 

（累計） 

- 11件 20件  
40件 

（累計） 

※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［2020（令和２）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、地域住民と共に課題解決

のための取組を検討し、実践に移します。 

・地域福祉活動の取組の中で、先進事例などを共有し事業の横展開を図ります。 

 

  ② 住み慣れた地域に住み続けられる社会（地域の福祉力）の構築 

   ・地域での見守り支援体制を築くために、上手な個人情報の活用法を検討し、関係者が情報を共

有しながら適正に活用し地域福祉を推進します。また、社会全体での見守り体制を強化するた

めに、民間事業者との連携を進めます。 

・当事者と双方向性のある住民支え合いマップの活用を推進し、地域見守り体制を確立します。 

・地域での民生児童委員と健康福祉委員の役割分担を明確にするとともに連携を進めます。 

 

③ 移動困難者に対する移動手段の確保 

・通院や買い物などの移動に支障をきたす高齢者や障がい者に対して、多様な主体と連携し福祉

有償運送事業によるサービスを提供します。 

・有償福祉運送の対象とならない高齢者等の移動手段について、地区や公共交通事業者と一緒に

研究に取り組みます。 

・モデル地区を選定、生活支援コーディネーターを配置し、地区や社協と連携を取りつつ、通い

の場に参加するための足の確保などの研究を進めます。 
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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）＞ 

○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（R1） 2020（R2） 

「田舎へ還ろう戦

略事業」の実施地

区数（累計） 

- ４件 ８件  
20件 

（累計） 

地域課題対応事業

体設立数（累計） 
- ０ １件  

５件 

（累計） 

※1「田舎へ還ろう戦略事業」の実施地区数：戦略の検討のための特別な組織立てを行い、具体的なテーマ

の設定や、アクションに向けての協議に入った段階の地区。2020（R2）年度には全地区実施を目指す。 

  平成29年度「田舎へ還ろう戦略事業」の実施地区：丸山地区、千代地区、三穂地区、南信濃地区 

  平成30年度「田舎へ還ろう戦略事業」の実施地区：東野地区、龍江地区、竜丘地区、上村地区 

 

＜戦略計画［2020（令和２）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たい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の促進から関係人口を

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・課題に即して取組の見通しを立て、地域ぐるみでの検討会議を開催し、実行で

きるところから具体的な活動を行っていきます。 

地区の住民の皆さんが主体となって行う取組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します。 

・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」制度は、外部アドバイザーによるワークショップを開催し、

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報告しながら人的ネットワークの拡大につな

げます。 
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・地域が求める人材の誘導に向け、利活用可能な空き家の掘り起こしと空き家バンク等の活用に

向けた空き家対策を地区と行政が協働して進めます。 

 

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・ビジネスを含む地域活性化の取組を起こしていくため、住民

主体の新たな事業体の立ち上げと活動支援を行います。 

・事業体の設立については、20地区の「田舎へ還ろう戦略」等の取組状況に応じて、設立意欲が

高まってきてい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 

・中山間地域７地区の基本構想・基本計画及び令和元年度スタートの第２次中山間地域振興計画

に基づく取組を地域と行政が協働して推進します。計画の重点取組に位置付けている交流人口

と関係人口の拡大、移住定住促進については、「田舎へ還ろう戦略」と一体化させた取組とし

て、中山間地域７地区の共通取組と、地域毎の独自取組を推進します。また、地縁者の受入を

促進するための近居・同居の誘導策や農村資源を活用した起業家育成を図ります。 

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

もに、新たに隊員を導入する地区は、隊員の任務や受入体制等をまちづくり委員会と十分に協

議して募集・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、人的ネットワーク

等を活かしながら地域住民と協働した活動が展開され、地域の課題解決や活性化につながって

いくよう、受入れ環境・条件の整備や住民との関係づくりを支援します。 

・「遠山郷未来プロジェクト」は、遠山郷（上村・南信濃地区）の地域資源を活かした取組や生

活課題解決に向けた取組を地域と行政が協働して推進します。また、高等教育機関等の知見を

遠山郷における特色ある取組につなげ、交流人口･関係人口の拡大から移住定住に向けた取組

を推進します。 

 

④ 地域自治を守り育むための仕組みづくり 

 ・まちづくり委員会を始めとする住民自治活動組織における役員負担の軽減や、持続可能な組織

運営に向けた組織体制や事業内容の見直しについての研究・検討や具体的な改善取組への支援

を行います。 

・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仕組み

の改善見直しや、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（R1） 2020（R2） 

市民活動・地域活動

に参加している市

民の割合（％）※1 

59.9％ 65.3％ 66.1％  70.0％ 

市民活動団体数

（NPO含む）※2 
－ 139 157  170 

審議会委員会への

女性委員の比率※3 
27.2％ 27.5％ 28.2％  30.0％ 

まちづくり委員会

等の女性委員の比

率（％）※4 

33.6％ 33.3％ 32.5％ 33.0％ 34.0％ 

市役所の係長以上

の職責の女性比率

(％) ※5 

19.8 20.5 22.7 24.2 25.0 

他地域(外国を含

む)からの人を受け

入れる市民の割合 

※6 

－ － 76.3   

※1 市民活動・地域活動に参加している市民の割合：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％ 
※2 市民活動団体数（NPO含む）：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。（2018（H30）実績値には、ムトス助成金
新規助成団体及びコーディネート専門委員会の活動等により新たに活動を確認した団体数を含む。） 
※3 審議会委員会等への女性委員の比率：2016（H28）年度の比率は26.9％ 
※4 まちづくり委員会等の女性委員の比率：2016（H28）年度の比率は33.3％ 
※5 市役所の係長以上の職責の女性比率(％)：2019（R1）年度から導入 
※6 他地域(外国を含む)からの人を受け入れる市民の割合：2018（H30）年度の市民アンケート調査から導入 
 

＜戦略計画［2020（令和２）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活動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進め、新たな市民活動の展開につなげていきます。 
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  ・若者の市民活動や、地域課題の解決に向けた取組を推進するため、ムトス飯田若者助成事業を

実施します。（ムトス飯田学生助成モデル事業の拡充） 

 

② 誰もが安心して地域で活躍できる、ひと・まちづくり 

・男女が協力し合い、市民の誰もが組織でも地域でも家庭でも活躍できるよう、「働く」場所で

ある事業所の実態に即した支援事業などにより、ワーク・ライフ・バランス推進に取り組みま

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、「エシカル消費」（人、社

会、環境に配慮した消費）をテーマとして、ともにつながり学び合う学習交流事業を実施しま

す。 

・ライフステージや個々の特性に応じた消費者教育を推進します。 

 

③ 多様性を認め合う内なる国際化の推進 

・増加し多国籍化してきている外国人住民の暮らしをサポートするため、外国語相談窓口機能の

拡充を図ります。 

・外国人住民が融和的に、安心して暮らせる地域社会づくりのために、多文化共生の推進体制を

強化して、外国人雇用事業者、小中学校、高校、公民館が連携した日本語教育・学習及び日本

の生活文化を学ぶ場づくりや、国際理解や多文化共生意識の醸成を目的にした各種事業の企画

実施への支援を行います。 

・外国人と日本人との「共通語」としての「やさしい日本語」（専門用語を使わない平易な日本

語。災害時の外国人への情報提供に有効であるとともに、高齢者や障がい者にも優しい地域づ

くりにもつながる）の活用と普及を進めます。 

・外国人住民の主体的な地域づくりへの参画の理念を加えた飯田市多文化共生社会推進計画第２

次改訂版を策定します。 
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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（R1） 2020（R2） 

環境に関する学習

をしている人の割

合（％）※1 

17.1％ 17.4％ 18.1％  20.0％ 

温室効果ガス削減

量※2 
0t-CO2 908t-CO2 934t-CO2  

3,100t-CO2 

（4ヵ年累計） 

※1 環境に関する学習をしている人の割合: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。 
※2 温室効果ガス削減量（t-CO2）：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。 
 

＜参考指標＞               飯田市版総合戦略における重要業績評価指標（KPI） 

KPI 
参考指標 

又は項目 

基準値 実績値 目標値 

2014（H26） 2017（H29） 2018（H30） 2019（R1） 2019（R1） 

KPI 
地域環境権を行使

した市民の割合 
13.0％ 27.3% 42.8%  80.0％ 

KPI 
太陽光発電の設置

容量 
33,600kw 38,494kW 40,115kW  39,600kw 

KPI 
木質バイオマス燃料

に活用する材の量 
1,300t 1,658t 1,550t  1,700ｔ 

KPI 

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 26,501t-CO2 現在調査中  42,466t-CO2 

KPI 
スマートシティ等

の計画策定件数 
０件 １件 １件  ３件 
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＜戦略計画［2020（令和２）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、ごみの分別の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 省エネ・創エネ・エネルギーの域産域消を進め環境と暮らし・経済が好循環する地域

社会をつくる 

・省エネセミナーの開催や、エネルギー消費実態調査の結果のフィードバック等により、省エネ

に取り組む事業所の拡大を図ります。 

・一般家庭における太陽光発電設備及び蓄電システムの導入支援を行い、自立的な電力システム

を備え、CO2削減効果が高く、災害時にも強い暮らしの普及を図ります。 

・一般家庭及び公共施設におけるペレットストーブ等の木質バイオマス機器を普及することによ

り森林資源の域産域消とCO2削減を進めます。 

・地域の気候風土にあった省エネ建築方針を研究し、飯田市ZEHモデル仕様の構築を目指して、

エコライフの取組の輪を広げます。 

・まちづくり委員会等が事業主体となり、地域環境権を行使して実施する地域公共再生可能エネ

ルギー活用事業（太陽光、水力等を利用した発電事業により得られる売電収益を活用して、地

域の課題解決のための公益的な活動を行う取組）の立ち上げと、継続的な事業実施への支援を

行います。 

・リニア駅周辺整備エリア等を、エネルギーの省エネ、創エネ、地域内循環の仕組みを組み込ん

だモデル的なエリアとするための取組を進めます。 

・第３次環境モデル都市行動計画の策定を行います。 

 

③ 他地域との交流、対流を通じて循環と共生のまちづくりを進める 

・中部環境先進都市（ＴＡＳＫＩ）等の広域連携の枠組みを用いて、相互補完のあり方を研究し 

ます。 

・環境がより価値を増す時代を見据え、環境文化都市飯田の発信方法を研究します。 

・カーボンニュートラルを軸とした都市と地方の連携を強化します。 

 

④ 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。 
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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 実績値 目標値 

2015（H27） 2017（H29） 2018（H30） 2019（R1） 2020（R2） 

防災訓練に参加す

る市民の人数※1 
51,762人 52,751人 52,960人 53,834人 55,000人 

長寿命化計画中緊

急輸送路※3関連橋

りょうの修繕工事

完了数（累計）※2 

７橋 12橋 13橋 16橋 
20橋 

（累計） 

※1 防災訓練に参加する市民の人数:基準値は、2015（H27）年度の実績値。2016（H28）年度は52,547人 
※2 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:基準値は、2015（H27）年度末の長寿命化修繕
工事完了数を設定 
※3 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 

 

＜戦略計画［2020（令和２）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）年度に天竜川、2019（令和元）年度に松川及び遠山川の浸水想定区域が公表さ

れたことを受け、橋南・羽場・鼎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。 

 

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。 
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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、2018（平成30）年度から５ヵ年計画で更新工事に

取り組み、各屋外拡声子局については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計画に沿って整備を進めるほか、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の導入や、フリーダ

イヤルによる多言語に対応したテレフォンガイドの整備を行います。 

・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(橋りょう含む)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、河川・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・下水道事業経営計画に基づき施設の更新を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

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（R1） 2020（R2） 

リニア駅周辺整備

実施設計完了※1 
- -   -  50 

市民バス・乗合タク

シーの利用者数

（人）※2 

392,939人 386,511人 389,641人 

見込み 

383,786 

(4～9月

199,109) 

380,000人 

※1  2021（Ｒ３）年度リニア駅周辺整備事業の実施設計完了予定。2020（Ｒ２）年度は50％を目標値として

設定する。 

※2  市民バス・乗合タクシーの利用者数について 

【バス】2018（H30）利用者数は368,859人、前年度対比101.1％で、4,144人の増となっている。 

【乗合タクシー】2018（H30）利用者数は20,782人、前年度対比95.2％で、1,054人の減となっている。 

 

 

＜戦略計画［2020（令和２）年度］で想定している主な取組＞ 

 

① リニア本線及び関連事業の整備推進（リニア関連事業の前提となる環境整備を含む） 

・最重要課題である移転対象者への対応について、移転をお願いする皆さんの移転先の確保に向

け、代替地の確保、整備、斡旋に取り組み、安心して移転いただけるよう取り組みます。 

・リニア事業の着実な進捗のため、地権者をはじめとする関係者及び地元との協議調整を行いま

す。 

・リニア事業に関連して、機能確保が必要となる道水路等の各種社会基盤の整備を行います。 

 

② リニア駅周辺の整備（「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」

の整備） 

・長野県の南の玄関口、三遠南信地域の北の玄関口として、信州・伊那谷の自然や文化を魅力を

発信するとともに、地元をはじめ地域内外の多様な価値観・目的を持つ様々な人が集い交流す

る拠点となるよう、実施設計を進める中で、さらに研究を深めます。 
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・様々な交通手段（高速バス・路線バス・ＪＲ飯田線・タクシー・レンタカー・カーシェアリン

グ等）へのスムーズな乗り換えが可能な広域交通拠点として、リニア駅周辺の整備を進めます。 

・飯田市ZEHモデル仕様の構築と地域産材の流通の仕組みづくりに向け、市と地域内産業の関係

者による協議を進め、具体的な取組に繋げていきます。 

 

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 

・リニア中央新幹線開業によりにもたらされる劇的な時間短縮効果をはじめ、リニアの整備効果

を広域的に波及することができるよう、道路ネットワークの強化・形成を進めます。 

・具体的には、中央道座光寺スマートインターチェンジや三遠南信自動車道等の基幹道路関連施

設と、リニア関連道路との連携を強化し、相乗効果が発揮されるようにすることにより、リニ

ア中央新幹線へのアクセス機能を向上させます。 

 

  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 

 ・高校生・高齢者・運転免許返納者の移動支援をはじめとする利用者視点や将来的なまちづくり

方針等を勘案しながら、飯田市地域公共交通改善市民会議や南信州地域交通問題協議会等の場

での議論を通じて、利用者、地域、交通事業者、行政が一体となって、持続可能な地域公共交

通システムの構築・運用に取り組みます。 

・リニア駅を窓口に、地域内外の様々な拠点にシームレスに誘うことができるよう、広域的な視

点を踏まえた二次交通の整備について、長野県や伊那谷地域とともに研究を進めます。 

・スマートシティの創出に向けた新たなモビリティの活用として、自動運転、ＥＶ（電気自動車）、

MaaS（Mobility as a Service）等技術革新著しい分野の研究を進めます。 

 

⑤ ICT活用による飯田の魅力づくりチャレンジ 

   ・利便性の向上、機能の強化に向け、ICT等の新技術を活用した工夫を実践・研究します。 

 

⑥ 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。 

 

 


