
令和２年度 第１回いいだ未来デザイン会議 次第 

日時 令和２年７月16日（木）午後３時～ 

場所 飯田市役所 

１ 開 会

２ 任命書交付 

３ あいさつ 

４ 自己紹介 

５ 全体会  

（１）いいだ未来デザイン2028の進行管理について

（２）いいだ未来デザイン会議の目的、役割について

（３）いいだ未来デザイン2028の今後の進め方について

（４）「いいだの未来デザインを考える×学輪IIDA」の実施について 

（５）質疑

（６）事務連絡 第２回未来デザイン会議 ８月５日（水）15時～ C311-313会議室 

---------------------------- 分散会 --------------------------------- 

６ 分散会（前期計画振り返り）  

（１）内部評価の説明

（２）意見交換

７ 閉会 （分散会ごと） 

当日配布資料 ・次第

・いいだ未来デザイン会議委員名簿（次第裏面）

・いいだ未来デザイン2028の進行管理について

・いいだ未来デザイン会議の目的、役割について

・いいだ未来デザイン2028の今後の進め方について

・いいだ未来デザイン2028（前期計画）の全体像

・「いいだの未来デザインを考える×学輪IIDA」の実施について

・別紙１ 令和２年度第１回いいだ未来デザイン会議分散会編成

・別紙２「いいだ未来デザイン2028に係る意見等」報告様式（7/27期限）

事前配布資料 ・令和元年度基本目標評価シート

・別冊データ集【令和元(2019)年度】

・いいだ未来デザイン2028戦略計画【2020(令和2)年度】



令和元年度～２年度　いいだ未来デザイン会議名簿 　（敬称略）

氏　名 団体名 役職

1 藤本　勝 橋北まちづくり委員会 地区 会長

2 下平　勝煕 竜丘地域自治会 地区 会長

3 前島　園子 上村まちづくり委員会 地区 会長

4 外松　秀康 飯田商工会議所 産 常議員

5 小林　正和 みなみ信州農業協同組合 産 代表理事専務理事

6 高橋　充 (株)南信州観光公社 産 代表取締役社長

7 三浦　弥生 飯田女子短期大学 学 教授

8 山科　光一 飯田市金融団 金 代表幹事

9 竹村　進 連合長野飯田地域協議会 労 議長

10 佐々木　崇雅 南信州新聞社 言 記者

11 永井　祐子 飯田市社会教育委員会議 分野 副座長

12 大沢　和博 飯田市社会福祉協議会 分野 総務課長

13 本田　守彦 飯田国際交流推進協会 分野 副会長

14 松村　由美子 ムトス飯田推進委員会（子育てﾈｯﾄﾜｰｸ代表） 分野 委員

15 福岡　健志 地域ぐるみ環境ISO研究会 分野 事務局

16 森下　たまき 飯田市環境アドバイザー連絡会 分野 会長

17 林　孝圭　(新) （一社）飯田青年会議所 分野 理事長

18 山本　秀子 （一社）空き家人情プロジェクト 分野

19 沢　章好 一般公募 公募

20 西村　駿介 一般公募 公募

21 木下　正次 一般公募 公募

22 竹内　文人（新） しんきん南信州地域研究所 学識 主席研究員

23 石神　隆 法政大学 学識 名誉教授

24 大西　達也 日本経済研究所 学識 常務理事

25 中田　めぐみ 農山漁村文化協会 学識 編集局 生活書・絵本ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

氏　名 役職、所属

木下　悦夫 副市長

遠山　昌和 産業経済部長

細田　仁 リニア推進部長

今村　和男 教育次長

清水 美沙子 健康福祉部長

田中　真 危機管理室長

松下　徹 市民協働環境部長

塚平　賢志 総合政策部長

田中　克己 企画課長

佐々木　祐介 企画課　企画調整係長

野牧　和将 企画課　企画調整係

下岡　祥平 企画課　企画調整係

矢澤　愛子 企画課　企画調整係

委
員
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門
委
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マネジメントリーダー
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マネジメントリーダー

マネジメントリーダー

事務局
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事務局

事務局

事務局



（別紙１） 
令和２年度第 1回いいだ未来デザイン会議分散会編成 

１班（11名） 

いいだ未来デザイン 2028  

2019（令和元）年度戦略計画 基本目標 

担当委員 

（敬称略順不同） 

マネジメントリーダー 

（担当部長） 

１ 若者が帰ってこられる産業をつくる 

 

２ 飯田市への人の流れをつくる 

 

12 リニア時代を支える都市基盤を整備する 

外松秀康 

小林正和 

高橋充 

山科光一 

林孝圭 

山本秀子 

沢章好 

大西達也 

遠山産業経済部長 

 

細田リニア推進部長 

企画課：矢澤 

 

２班（８名） 

いいだ未来デザイン 2028  

2019（令和元）年度戦略計画 基本目標 

担当委員 

（敬称略順不同） 

マネジメントリーダー 

（担当部長） 

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 

 

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 

前島園子 

三浦弥生 

永井祐子 

西村駿介 

木下正次 

中田めぐみ 

今村教育次長 

企画課：下岡 

 

３班（８名） 

いいだ未来デザイン 2028  

2019（令和元）年度戦略計画 基本目標 

担当委員 

（敬称略順不同） 

マネジメントリーダー 

（担当部長） 

５ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 

６ 「市民総健康」と「生涯現役」をめざす 

 

７ 共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる 

 

11 災害に備え、社会基盤を強化し、防災意識を高める 

藤本勝 

佐々木崇雅 

大沢和博 

松村由美子 

竹内文人 

清水健康福祉部長 

 

田中危機管理室長 

企画課：佐々木 

 

４班（８名） 

いいだ未来デザイン 2028  

2019（令和元）年度戦略計画 基本目標 

担当委員 

（敬称略順不同） 

マネジメントリーダー 

（担当部長） 

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 

 

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 

 

10 豊かな自然と調和し、低炭素なくらしをおくる 

下平勝熙 

竹村進 

本田守彦 

福岡健志 

森下たまき 

石神隆 

松下市民協働環境部長 

企画課：野牧 
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