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２０２０（令和２）年度

▍国とシンクタンク双方で検証が重ねられる地方創生

●地方創生の実現を目指して

昨年、私は「まち・ひと・しごと創生本部」のＫＰＩ（重要業績評価指標）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。地方における若者の就業率や訪日外国人旅行者数などにおいて一定の成果が見

られる一方、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いており、更なる取組が

必要とされました。その後、国は「まち・ひと・しごと創生基本方針２０１９について」を発表し、昨年１２月２０日、

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。

また、地方創生については、全国市長会などの地方団体やシンクタンクでも盛んに議論されました。（一社）

日本経済調査協議会が２０１７（平成２９）年に「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、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～』としてまとめました（以下「報告書」※、同年１２月公表）。

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

▍今後求められる地方創生

これからは、人工知能（ＡＩ）などといった技術革新の進展を受けて人が行うサービスが変わり、また医療技

術の進展により人生の生き方自体が多様化していきます。そこで、当報告書が提案する地方創生策は、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。

報告書において、これまでの国の地方創生策は、地方財政の持続可能性を高めた部分はあるものの、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、という見方があります。地方で暮らす住民の目線にはこうした状態が望ましいものとは限らないと捉えら

れ、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。

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。飯

田市のこれまでの地方創生の取組を振り返りながら、今後市が

策定する第２期総合戦略に向けた思いを述べます。

飯田市長　牧野光朗

Ⅰ
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」～

2020（令和2）年４月１日
長野県飯田市
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▍「まち」 の創生　－ 誰でも地域に帰れば一住民 －

●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

地域組織のあり方について、最も重要な点として、①フラットな組織にする（＝ボスをつくらない）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。

❶フラットな組織

「誰でも地域に帰れば一住民」として、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の「ボト

ムアップ型地域組織」をつくり、この中でさまざまな地域情報・地域資源が確認・共有され、それをどう地

域に生かしていくか議論されることが重要としています。こうすることなく、特定の人や特定の組織に任せ

るとどうなってしまうのか、下図に例を挙げてみます。

報告書では、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。これ

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。また、行政の投資は、地域の総意が大前提となるとしています。

竹が生い茂ってポイ捨ての巣窟になってしまっている竹藪の整備を例にします。

上の２コマは、地区の住民が困っているなか、声の大きな人が行政に整備を求めたが、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です。

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一緒になってそれぞれの役割を確認し、

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ができ、竹藪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

なった様子です。

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あり得ないものです。

共創の場

いくら
 やっても…

行政がやれ！！！

まだ

片付かない

　　  のか！！

ここは、

もうだめだね…。

どうしよう…

さよなら～
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❷事業費の当事者負担

地域組織の事業機能を

重視し、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。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。

▍「ひと」 の創生　－ 当事者という価値観を共有する地域人の育成 －

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組の一つであるとして、子ども

から大人まであらゆる世代に対して「地域人教育」が提案されています。「当事者」という価値観を共有し、

学校教育とは別に多様な生き方や仕事を知ることに主眼を置いています。

❶初等教育段階での地域人教育

持続可能な事業の一例とされている㈱南信州観光公社の「ほんもの体験」といった当地域の体験教育

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。報告書では、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ながら、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。さまざま

▍「しごと」 の創生　－ 当事者として行動する地場産業 －

❶地域貢献は事業の継続

地場産業の場合、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、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、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ります。こうした好循環

は、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」を持ち、エス・バードを「共創の場」とし

て当地域の産業界の皆さんが地域の「当事者」として集うことで実現可能になると捉えています。

国の地方創生策において、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、「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ます。

❷地域金融機関にも求められる「当事者」という価値観

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）」など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。

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
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●持続可能な地方創生に向けて

な職業の人の話を聞き、体験を通じていろい

ろな生き方があり、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、としています。

❷中高等教育段階での地域人教育

報告書では、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

あります。こうした能力は、ＡＩに代替されない

人材となり、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。

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。

❸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、地域

組織での実践の場を提供することが重要、としています。

また、それまでに培ってきた専門知識や技術、経験を貴重な地域資源と捉え、定年退職を迎えた人材が

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、とさ

れています。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、としています。

エス・バードに拠点を移した（公財）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

材が多く活躍していますが、こうした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シニア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。

前述のとおり、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ます。多くの共通点が見出せるのは、結果的に飯田市

の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。「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



5

Ⅱ

1

（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、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。

いいだ未来デザイン２０２８では、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、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。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の取組につきまして中止・延期の対応をしています。

基本目標 １ 

基本目標 ２ 

基本目標 ３ 

基本目標 ４ 

基本目標 ５ 

基本目標 ６ 

基本目標 ７ 

基本目標 ８ 

基本目標 ９ 

基本目標１０

基本目標１１

基本目標１２

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、生きる力をもち、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

い
い
だ
未
来
デ
ザ
イ
ン
２
０
２
８

★基本的方向 （４年間）　２０１７（平成２９）年度～２０２０（令和２）年度

２０２０（令和２）年度市政経営の基本方針

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「ＯＮＥＴＥＡＭ」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、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」の中期に向けた方向性を出し、また、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、リニア本体工事の進捗に合わせ、座光寺ＳＩＣ関連の

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。人口減少など右肩下がり

の時代にあっても、リニア・三遠南信自動車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、「誰でも地域に帰れば一住民」

という自覚を持ち、市民の皆さんとの結びつきを大事に取り組みます。
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（２） 三遠南信自動車道の整備、天龍峡大橋の開通

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

におよぶ道路で、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す。

２０１９（令和元）年度には、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るととも

に、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、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。

また、「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として、交流人口の増加が期待されます。

さらに、２０１９（令和元）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。これらをはじめとした天龍峡にある多様な拠点を結ぶ遊歩道が整備され、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。

今後の具体的な取組としては、天龍峡ＰＡの広場を活用したテント市や軽トラ市などの開催により、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。また、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。

これらの取組を進めるため、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。

（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。

「天龍峡大橋」橋長２８０ｍ　 ※天竜川からの高さ約８０ｍ

天龍峡大橋の車道下 添架歩廊

「そらさんぽ天龍峡」
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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。

❶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。

❷社会基盤整備関連

 リニア駅周辺整備

２０１７（平成２９）年７月から「基本設計」に取り組み、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「デザインノート」として公表しました。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。

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、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。

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

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

基本設計の設計方針
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 代替地整備

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、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。

❸戦略的地域づくり関連

 スーパー・メガリージョン構想

「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月に最終的なとりまとめがされました。その中で、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。

 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

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。

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、昨年度、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。

今年の２月１４日には、信南交通㈱、中部電力㈱と飯田市が「地域循環共生圏構築による持続可能な

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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（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

２０１９（平成３１）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。

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。

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。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。

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。

（１） 財政運営目標の設定（２０１７（平成２９）年度～２０２０（令和２）年度）

基金残高については、主要４基金（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）の残

高を「２０２０（令和２）年度末時点で４０億円以上確保する」という目標を設定し取り組んでいます。

新たなモビリティの活用実証に係る基本協定」を締結したところであり、今年度、循環線に一台ＥＶバスを

導入し、エネルギーマネジメントの実証に３者連携して取り組んでいくことにしています。

伊那谷自治体会議では、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、広域二次交通

の整備が予定されています。

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

片山さつき地方創生担当大臣（当時）が視察

２
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（２） 公共施設マネジメントの推進

「飯田市公共施設マネジメント基本方針」に基づき、これまでの５年間で、施設の利用者や関係団体、地域

のみなさんとの検討を経て、施設の廃止と解体（教職員住宅、武道施設、桐林勤労者福祉センター、福祉企

業センター）、用途変更（母子生活支援施設、教職員住宅）やリニューアル（天龍峡温泉交流館）などを進めま

した。

これにより、膨大な更新費用の一部が減少し、建物の取壊しにより維持管理コストが削減されるなど一定

の効果がありましたが、一方で検討期間の長期化など、課題も顕在化しました。

今後は、すべての建物（市立病院、上下水道施設は除く。）について、方向性の整理を進めます。

（３） 職員数の適正な管理と職員給与費の抑制

飯田市では、これまで市町村合併によって増加した職員数を、定員適正化計画に基づいて段階的・計画的

に削減してきました。第６次定員適正化計画は、２０１１（平成２３）年４月１日現在の職員（市立病院、介護老人

保健施設、土地開発公社派遣職員を除く。）８２０人を２０１７（平成２９）年４月１日時点で８００人とする計画で、

その実績は７９２人（△２８人、△３.４％）でした。

また、職員給与費は、２０１８（平成３０）年度には４２億円となり、ピーク時の１９９６（平成８）年度の４８億８千

万円に比べ１３.９％削減しました。２０２０（令和２）年度からは会計年度任用職員制度が導入されましたが、業

務の優先順位付けや廃止縮小、民営化・委託化、多様な任用の活用等をはじめ、所属内のマネジメント（部内

や課内における業務の平準化や人員配置の変更を含む）における検討を進めるなど、今後も引き続き、職員

給与費の抑制に努めていきます。

（4） 人財育成基本方針の運用

市役所がチームとして組織能力を発揮し確実に成果を上げるために、職員一人ひとりの知恵、知識、発想、

行動が十分に発揮できるよう、目指す職場と目指す職員像を定めた人財育成基本方針を２０１８（平成３０）年

度から運用しています。

◉目指す職場　　～尊重・信頼・共感　全員でつくる「チーム飯田市役所」～

◉目指す職員像　～結いの心と　やわらかな発想で　一歩前へ～

「自ら学ぶ」  「果敢に挑戦する」  「結び目になる」  「大局的に考える」

これらの目指す職場と目指す職員像を実現するため、女性活躍の推進をはじめ、多様な人材の活用を図

り、「チーム飯田市役所」を実現していくためのマネジメント力向上に取り組みます。また、これまでも取り組ん

でいる接遇及び各階層別の研修内容の充実や強化を図ります。

２０２０（令和２）年度当初予算の段階では、主要４基金残高が２０２０（令和２）年度末には４１億円程度ま

で減少すると見込んでおり、目標達成のためには一層の努力が必要な状況です。

リニア時代の大規模投資への備えのためにも更なる行財政改革に努め、財政運営目標の達成を確実な

ものにしていきます。

地方債残高については、臨時財政対策債・リニア関連事業に係る起債を除く全会計の残高を「２０２０

（令和２）年度末時点で５５０億円以下とする」という目標を設定し取り組んでいます。

基金同様、２０２０（令和２）年度当初予算の段階では、２０２０（令和２）年度末の地方債残高を５５２億円程

度と見込んでいますが、リニアをはじめとする大規模事業の状況により地方債の発行が増加することが

見込まれることから、更なる行財政改革の推進とともに事業費の精査など地方債の発行抑制に努め、財

政運営目標の達成を確実なものにしていきます。
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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の詳細は、本編の

３４ページから６９ページに掲載しています。

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

★ 令和２年度で想定している主な取組 ★

若者が帰ってこられる産業をつくる

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」を好機として、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

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

「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

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

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、生きる力をもち、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

基本目標 1

基本目標 2

基本目標 3

基本目標 4

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、生きる力をもち、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

3



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

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

「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

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

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

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

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）

「市民総健康」と「生涯現役」をめざす基本目標 6

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 7

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 8

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 9

豊かな自然と調和し、低炭素なくらしをおくる基本目標10

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11

リニア時代を支える都市基盤を整備する基本目標12

「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

長野県飯田市 総合政策部 企画課

TEL.0265-22-4511　  E-mail：ikikaku@city.iida.nagano.jp


