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１ 令和３年度飯田市当初予算の総額  
 

一般会計  474 億 7,000 万円  （前年度比 3.5％ …令和２年度: 458 億 8,000 万円） 

特別会計  494 億 2,950 万円  （前年度比 0.5％ …令和２年度: 491 億 9,570 万円） 

合  計  968 億 9,950 万円  （前年度比 1.9％ …令和２年度: 950 億 7,570 万円）  

～三三つつのの柱柱でで市市民民のの命命とと暮暮ららししをを守守りりつつつつ、、新新たたななチチャャレレンンジジをを～ 

令和３年度当初予算は、予算編成の基本方針に基づき、以下の三つの「柱」を据え編成しました。 

（１）新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、その対応を最優先とし、令和２年度補正予算

から引き続いて、国・県の動向を踏まえつつ適時・適切な対策を講じていきます。 

（２）「いいだ未来デザイン 2028」(飯田市総合計画)中期４年のスタートにあたり、未来ビジョンに

掲げる「目指すまちの姿」の実現に向けて、新たな取り組みに積極的にチャレンジしていきます。 

（３）飯田市の長期的都市像である「環境文化都市」を念頭に、環境の視点から暮らし・経済を再

生していく視点をもって事業展開を図ります。 

   これらを着実に実行することで市民の命と暮らしを守りつつ、新たな取り組みにチャレンジし

ていきます。 

また、令和３年度の当初予算総額は、新型コロナウイルス感染症対応等により過去最大の規模

となりましたが、それぞれの事業に特定財源を活用したことから一般財源は 2億 5 千万円余の減

（対令和２年度当初予算）となりました。 

 
 
☆取組の重点 

〇〇新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対応応 （R3 当初予算 573,500 千円、R2 補正 12 号 891,964 千円） 

※新型コロナウイルス感染症対応は、令和２年度補正予算第 12 号から令和３年度を見据え継続した

事業展開を図ることとしています。 

・地域外来・検査センターの運営 58,695 千円 

・感染症検査助成事業（高齢者、基礎疾患を有する者、介護医療従事者等） 11,118 千円 

 ・新型コロナウイルスワクチンの接種 444,876 千円（R2 補正 12 号） 

 ・誹謗中傷等被害相談窓口の設置  

・誹謗中傷に関して人権学習講座の開催 166 千円 

 ・事業者支援（プレミアム割引クーポン券事業 323,954 千円、飲食店事業継続支援事業 60,154 

千円）（R2 補正 12 号） 

 ・受験生感染症検査支援事業（R2 補正 12 号） 13,830 千円 

 ・新型コロナウイルス感染症感染防止啓発広報 2,000 千円 

 〇〇⼦⼦育育てて環環境境・・教教育育環環境境のの充充実実    （主な事業の合計 309,349 千円）  

・不妊治療への助成拡大（【拡】人工授精等） 19,000 千円 

・「孤」育ての解消（【拡】子育て支援拠点の拡充（週 5 日以上型を 3施設増） 64,215 千円、 

【新】子育てアプリの導入に向けた検討 627 千円） 

・産後ケアの充実（【新】産後パパママ応援隊ヘルパー派遣事業） 1,500 千円 

・子どもたちが早くから本に親しめる環境づくり（【新】セカンドブック事業） 1,055 千円 

・郷土を代表する文化芸術にふれる機会の創出（【新】菱田春草没後 110 年展） 23,818 千円 

・ICT を効果的に活用した学習の推進（情報通信技術活用教育推進事業） 199,134 千円 
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〇〇ゼゼロロカカーーボボンンシシテティィをを⽬⽬指指すす    （主な事業の合計 214,641 千円）  

・飯田版 ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の普及、飯田版 ZEH リフォームの研究（ZEH

モデル推進事業 253 千円） 

・再生可能エネルギーの域産域消の推進（おひさまエネルギー、もりエネルギー推進事業補助金 

23,420 千円） 

・リニア駅周辺を環境文化都市のモデル地区として整備（【新】環境共生住宅エリア構築事業 26,286

千円） 

・リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)の推進（3R 推進事業 163,010

千円） 

・環境学習の推進（環境教育推進事業 1,672 千円） 

〇〇地地域域経経済済のの再再⽣⽣・・地地域域内内経経済済循循環環のの促促進進    （主な事業の合計 528,268 千円）  

・企業誘致の促進（サテライトオフィス等開設費用補助事業 2,200 千円、企業誘致推進事業 2,071

千円、(仮称)龍江インター産業団地の整備 105,956 千円） 

・次世代モビリティ、医療、食品、環境、IT 分野への参入支援（新産業クラスター事業 13,036 千円） 

・信州大学共同研究講座コンソーシアム負担金 3,700 千円 

・遊休荒廃農地の有効活用（【新】農地耕作条件改善事業 1,155 千円） 

・中心市街地の賑わい創出（飯田駅前プラザ(仮称)整備支援事業 400,000 千円） 

・地域内経済循環の促進（【新】地域内経済循環分析調査業務 150 千円） 

〇〇アアフフタターーココロロナナをを⾒⾒据据ええたた観観光光振振興興    （主な事業の合計 8,500 千円）  

 ・アフターコロナにおける南信州地域全体の観光振興に向けて、地域が持つ特色ある資源活用を再

構築（遠山郷観光戦略見直し事業 1,000 千円、天龍峡おもてなし戦略支援事業 3,000 千円） 

 ・中心市街地に集積する飲食、土産提供機能を活用し街歩きと併せて新たな旅の形態を提案 

（【新】まちなか周遊型観光振興事業 3,500 千円） 

・エコ登山の推進（【新】山岳文化推進事業 1,000 千円） 

※飯田の四季を彩るお祭りへの助成は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、各実行委員会

等との協議を経て今後予算化を検討 

〇〇リリニニアア・・三三遠遠南南信信時時代代をを⽀⽀ええるる基基盤盤整整備備    （主な事業の合計 34,100 千円）  

・【新】リニア駅から JR 飯田線への二次交通の在り方検討 9,999 千円 

・【新】EV を活用しての市民バス利便性向上に向けた実証事業 1,867 千円 

・リニア駅周辺整備の実施設計のため、次世代インフラ PJ、トータルデザイン PJ、ブランドクリエ

イト PJ による検討体制の充実 22,234 千円 

〇〇安安⼼⼼・・安安全全・・防防災災    （主な事業の合計 733,921 千円）  

・長寿命化計画策定業務（保育施設 10,000 千円、老人福祉施設 9,350 千円） 

・教育環境の整備（【新】小中学校の LED 化 50,000 千円、中学校特別教室の空調整備 445,200 千円、

【新】地区公民館・中央図書館 LED 化 6,331 千円） 

・地域の防災への意識を高めるための啓発（【新】三六災害 60 年防災意識啓発事業 1,000 千円） 

・地域支え合い活動推進事業（住民支え合いマップのシステム更新 3,047 千円） 

・防災対策基盤整備事業（河川自然災害防止工事 44,000 千円、橋りょう長寿命化 164,993 千円等） 
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令和３(2021)年度　飯 田 市 各 会 計 予 算 の 総 額

３年度 (A) ２年度 (B)  (A)-(B)  (C) (C)/(B)

計 96,899,500 95,075,700 1,823,800 1.9

特 別 会 計 の 計 49,429,500 49,195,700 233,800 0.5

下 水 道 事 業 会 計 5,867,400 6,016,000 △ 148,600 △ 2.5

水 道 事 業 会 計 3,645,600 4,123,800 △ 478,200 △ 11.6

病 院 事 業 会 計 16,553,000 15,876,000 677,000 4.3

ケーブルテレビ放送事業特別会計 78,700 78,000 700 0.9

介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 特 別 会 計 715,600 701,000 14,600 2.1

地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 18,000

墓 地 事 業 特 別 会 計 12,600 29,800 △ 17,200 △ 57.7

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 61,900 70,500 △ 8,600 △ 12.2

16,000 2,000 12.5

介 護 保 険 特 別 会 計 11,892,800 11,946,700 △ 53,900 △ 0.5

4,800 4,800 0 0.0

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 1,491,900 1,485,100 6,800 0.5

国民健康保険特別会計

事 業 勘 定 9,087,200 8,848,000 239,200 2.7

直 診 勘 定

会　　 　　計　　 　　名
予　　　算　　　額 比　　　　　較

一 般 会 計 47,470,000 45,880,000 1,590,000 3.5
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（単位：千円、％）

 収益的収入 13,604,000　収益的支出 14,234,000

 資本的収入   1,486,600　資本的支出   2,319,000

 収益的収入 2,087,100　収益的支出 1,949,700

 資本的収入 　467,100　資本的支出 1,695,900

 収益的収入 3,713,000　収益的支出 3,405,400

 資本的収入    928,000　資本的支出 2,462,000

 計

特会

下水

水道

ケテ

病院

 竜東維持管理費 51,195　遠山郷維持管理費 26,375

墓地

 施設管理費 645,573　施設事業費 70,027

駐車

老施

 霊園の管理運営 10,752

 市営駐車場の管理運営 61,247

 卸売市場費 15,878

 後期高齢者医療広域連合納付金 1,454,763 後高

介護

市場

 保険給付費 11,214,993　地域支援事業費 361,086

 三穂診療所、上村歯科診療所

一般

 保険給付費 6,589,626　事業費納付金 2,251,714　総務費 130,641　保健事業費 72,113

国保

主          な          内          容
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２ 一般会計歳入歳出予算の概要 

 

 (1) 歳入予算のポイント 

 

 

 

 

 

 

項   目 令和３年度計上額 
前年当初対比 

金  額 割 合 

① 市税 121億 5,200万円 △9億 6,600万円 △7.4％ 

② 譲与税・交付金等 37億 2,500万円 5億 9,100万円 18.9％ 

③ 地方交付税 111億 9,500万円 △1,700万円 △0.2％ 

④ 市債 47億 9,360万円 12億 3,970万円 34.9％ 

⑤ うち臨時財政対策債 17億 9,000万円 5億 6,200万円 45.8％ 

⑥ 財政調整のための基金繰入金 6億 6,000万円 △2,000万円 △2.9％ 

※歳入一般財源総額（①＋②＋③＋⑤） 288億 6,200万円 1億 7,000万円 0.6％ 

  

 (2) 歳出予算のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 令和３年度計上額 
前年当初対比 

主な増減要因 
金  額 割 合 

① 総務費 59億 448万円 1億 8,254万円 3.2％ リニア関連事業 

② 民生費 159億 3,452万円 7億 6,519万円 5.0％ 介護医療院整備支援 

③ 衛生費 47億 3,956万円 9,949万円 2.1％ 広域連合負担金（焼却場） 

④ 農林水産業費 11億 2,727万円 △1億 4,887万円 △11.7％ 林道改良補助事業の減 

⑤ 商工費 28億 7,596万円 4億 2,356万円 17.3％ 中心市街地活性化 

⑥ 土木費 48億 1,523万円 △3億 8,782万円 △7.5％ 道路改築補助事業の減 

⑦ 消防費 15億 3,079万円 △3,963万円 △2.5％ 防災行政無線整備の減 

⑧ 教育費 43億 7,674万円 2億 8,019万円 6.8％ 中学校空調整備 

⑨ 公債費 48億 4,475万円 △1,662万円 △0.3％  

 

・平成 31年度当初予算を上回る過去最大の予算規模 

・歳入一般財源総額(※)について、前年度を 1.7億円上回る 288.6億円を確保 

・新型コロナウイルス感染症の影響等により市税は約 9.7億円の減 

・地方財政計画等を基に、地方交付税は 0.2％の減、臨時財政対策債は 45.8％の増と見込む 

・新型コロナウイルス感染症対応を最優先課題として、国・県と連携しながら地域の実情 

に合わせ迅速に対応 

・リニア駅周辺広場整備の実施設計、リニア関連事業の道路整備、代替地整備等を実施 

・不妊治療への助成や、結婚・出産に関するサポートを強化するなど子育て環境を充実 

・エス・バードの持つ機能を有効活用し、都市部からの本社機能の移転、サテライトオフィ 

スの誘致を推進 

・引き続きトイレの洋式化、空調設備の整備を行うことで、児童・生徒の快適な学習環境を 

充実 

・飯田の四季を彩るお祭りへの助成は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、各実行 

委員会との協議を経て今後予算化を検討 
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市税

13,118

市税

12,152

譲与税・交付金等

3,134

譲与税・交付金等

3,725

地方交付税

11,212

地方交付税

11,195

分担金及び負担金381

分担金及び負担金338

国庫支出金

6,092

国庫支出金

6,402

県支出金

3,022

県支出金

3,390

繰入金1,059

繰入金1,182

諸収入

2,828

諸収入

2,392

市債

3,554

市債

4,794

その他

1,480

その他

1,900

歳入の前年度比較

議会費277

議会費275

総務費

5,722

総務費

5,904

民生費

15,169

民生費

15,934

衛生費

4,640

衛生費

4,740

労働費382

労働費232

農林水産業費1,276

農林水産業費1,127

商工費

2,452

商工費

2,876

土木費

5,203

土木費

4,815

消防費1,571

消防費1,531

教育費

4,097

教育費

4,377

公債費

4,861

公債費

4,845

その他

230

その他

814

歳出（目的別）の前年度比較

R２
45,880

R３
47,470

R２
45,880

R３
47,470

人件費

7,667

人件費

7,721

扶助費

9,018

扶助費

8,979

公債費

4,861

公債費

4,845

物件費

4,694

物件費

5,014

維持補修費

729

維持補修費694

補助費等

6,817

補助費等

6,886

積立金

78

積立金89

投資・出資金 627

投資・出資金505

貸付金

1,642

貸付金1,574

繰出金

3,804

繰出金

3,909

普通建設費

5,786

普通建設費

6,525

その他

157

その他

729

歳出（性質別）の前年度比較

R２
45,880

R３
47,470

(25.6) (7.9) (23.6)

(0.7)

(13.5) (7.1)

(2.5)

(5.0) (10.1)
(4.0)

(0.6)

(12.4) (33.6) (10.0)

(0.5)

(2.4)

(6.1) (10.1)

(3.2)

(9.2) (10.2)

(1.7)

(16.3) (18.9) (10.2) (10.6)

(1.5)

(14.5)

(0.2) (1.1)

(3.3)

(8.2) (13.7)

(1.5)

(28.6) (6.9) (24.4)

(0.8)

(13.3) (6.6)

(2.3)

(6.2) (7.7)

(3.2)

(0.6)

(12.5) (33.1) (10.1)

(0.8)

(2.8)

(5.3) (11.3)

(3.4)

(8.9) (10.6)

(0.6)

(16.7) (19.6) (10.6) (10.2)

(1.6)

(14.9)

(0.2)

(1.4)

(3.6)

(8.3) (12.6)

(0.3)

（単位：百万円） （）は構成比
令和３ ( 2 0 2 1 )年度一般会計予算額【 4 7 4 . 7億円】
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予　　算　　額 (A)の

３年度(A) ２年度(B) 構成比 (A)-(B) (C) (C)/(B)

２ 地 方 譲 与 税 463,000 490,000 1.0 △ 27,000 △ 5.5

３ 利 子 割 交 付 金 10,000 10,000 0.0 0 0.0

４ 配 当 割 交 付 金 43,000 34,000 0.1 9,000 26.5

５ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 29,000 30,000 0.1 △ 1,000 △ 3.3

６ 法 人 事 業 税 交 付 金 118,000 95,000 0.2 23,000 24.2

７ 地 方 消 費 税 交 付 金 2,493,000 2,344,000 5.3 149,000 6.4

８ 自 動 車 税 環 境 性 能 割 交 付 金 35,000 36,000 0.1 △ 1,000 △ 2.8

９ 地 方 特 例 交 付 金 519,000 80,000 1.1 439,000 548.8

10 地 方 交 付 税 11,195,000 11,212,000 23.6 △ 17,000 △ 0.2

11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 15,000 15,000 0.0 0 0.0

16 財 産 収 入 390,229 62,191 0.8 328,038 527.5

17 寄 附 金 338,700 208,050 0.7 130,650 62.8

19 繰 越 金 600,000 600,000 1.3 0 0.0

合　　　　　　計 47,470,000 45,880,000 100.0 1,590,000 3.5

　　　　　　　令和３(2021)年度　一般会計　歳入  （主な内容と増減内訳）

増　　減

区　　　　　　分

△ 42,319 △ 11.1

１ 市 税 12,152,000 13,118,000 25.6 △ 966,000

△ 39,476 △ 6.5

△ 7.4

12 分 担 金 及 び 負 担 金 338,395 380,714 0.7

309,739 5.1

13 使 用 料 及 び 手 数 料 570,764 610,240 1.2

367,556 12.2

14 国 庫 支 出 金 6,401,886 6,092,147 13.5

123,151 11.6

15 県 支 出 金 3,389,769 3,022,213 7.1

△ 15.4

18 繰 入 金 1,182,067 1,058,916 2.5

34.9

20 諸 収 入 2,392,590 2,827,629 5.0 △ 435,039

21 市 債 4,793,600 3,553,900 10.1 1,239,700
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市税

地方揮発油 109,000　自動車重量 310,000　森林環境 44,000 自動車重量 △18,000　揮発油 △9,000 地譲

利子

配当割交付金 9,000 配当

株式等譲渡所得割交付金 △1,000 株式

法人事業税交付金 23,000 法事

消費税率10％に引上げによる増収分1,359,818千円は全額を社会保障施策に充当
（充当内訳：社会福祉 829,023　社会保険 459,584　保健衛生 71,211）

地方消費税交付金 149,000 消費

環境性能割交付金 △1,000 環性

地方特例交付金 102,000
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 337,000

感染症対策地方税減収補填特別交付金 337,000
地方特例交付金 102,000

地特

普通交付税 10,195,000　特別交付税 1,000,000 普通交付税 △17,000 地交

交通

不動産売払収入 343,510　基金運用収入 31,975　財産貸付収入 14,176 土地売払収入 318,297　建物売払収入 12,292 財産

ふるさと寄附金 330,000　工業振興寄附金 3,700　奨学資金 3,000 ふるさと寄附金 130,000 寄附

繰入

繰越

単位：千円、％

主　　　　　　な　　　　　　内　　　　　　容 増減(A)-(B)の主な内容

市民税 5,260,000 （個人 4,511,000　法人 749,000）
固定資産税 5,259,000　都市計画税 637,000
軽自動車税 401,000　市たばこ税 592,000　入湯税 3,000

市税は現年課税分で比較
個人 △374,000　法人 △87,000
固定資産税 △503,000　都市計画税 △37,000
軽自動車税 19,000　市たばこ税 16,000

民生費負担金 299,424 （保育料等 210,731　老人措置 79,188）
総務費負担金   22,309 （戸籍システム共同利用 17,511）
土木費負担金   14,887（道路改良事業負担金）

道路改良事業負担金 14,887
データ放送システム共同利用負担金 △15,203
非補助土地改良事業分担金 △ 50,000

分負

ごみ処理手数料 163,312　住宅使用料 147,293
道路河川占用料 37,500　休日夜間急患診療所使用料 34,774
文化会館使用料 19,245　戸籍手数料 18,037　地域振興住宅使用料 16,318
住民票手数料 12,888　南信濃温泉交流施設使用料 12,000

南信濃温泉交流施設使用料 △20,700
休日夜間急患診療所使用料 △7,732
住宅使用料 △4,050　住民票手数料 △1,587
飯田運動公園使用料 △1,397

使手

【負担金】
　民生費　  4,363,557 （民間保育所 1,270,831　障がい児・者 1,208,544
　　　　　　　　　　 　　　　 児童手当 1,113,912　生活保護 511,625
　　　　　　　　　　　　 　　 児童扶養 136,984）
　衛生費   　　 60,878 （保険基盤安定）
　災害復旧費 337,035 （公共土木施設災害）
【補助金】
　総務費   　290,983 （リニア 238,156　社会保険・税番号制度 41,852）
　民生費　　 342,741 （子ども・子育て 43,193　地域生活支援 36,421）
　衛生費　　　21,363 （成人保健 6,249　環境保全 5,581　母子保健 5,386）
　商工費　　 202,070 （まちづくり推進 200,000　観光 2,070）
　土木費　　 700,711 （道路 461,380　橋りょう 88,000　公園 24,000）
　消防費　　　 11,575 （災害対策）
　教育費　　   53,623 （小・中学校 22,240　文化財保護 19,495）

公共土木施設災害復旧事業負担金 261,664
暮らし・にぎわい再生事業補助金 200,000
重層的支援体制整備事業交付金  116,333
社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 89,686
道路メンテナンス事業補助金 88,000
民間保育所等整備交付金 72,472
社会資本整備総合交付金（道路整備） 62,050
ＩＣアクセス道路整備事業補助金 △254,650
社会資本整備総合交付金（街路事業） △136,565
防災・安全交付金（道路事業） △70,740
道整備交付金 △36,500
児童手当負担金 △34,808
学校施設環境改善交付金 △22,330
子ども・子育て支援交付金 △21,807

国費

貸付金元利収入 1,572,454 （商工制度資金 1,400,000　生活資金 150,000）
受託事業収入 170,394 （中央新幹線用地取得事務 85,050）
雑入 646,642

【負担金】
　民生費　1,696,197 （民間保育所 635,415　障がい児・者 587,640
　　　　　　　　　　　　　　児童手当 243,371　後期高齢者医療 196,574）
　衛生費　  208,339 （保険基盤安定）
【補助金】
　総務費　　  17,592 （合併特例交付金 11,240　就業移住支援金 2,500）
　民生費　  746,746 （老人福祉 310,878　医療費給付 207,245
                               民間保育所 96,934　地域子育て支援 45,223）
　農林費 　 246,146 （林業振興 75,646　農政対策 77,652　農業振興 67,769
　　　　　　　　　　　　  　農地 13,800　農業委員会 8,054　国土調査 3,225）
【委託費】
　総務費    241,171 （県民税 166,110　衆議員・参議院議員選挙 63,719）

地域医療介護総合確保基金補助金 305,431
農業施設補助災害復旧事業補助金 108,000
重層的支援体制整備事業交付金 54,976
衆議院議員選挙委託金 40,836
地域外来・検査センター事業委託金 33,574
信州農業６次産業化推進事業補助金 30,000
認定こども園施設整備事業補助金 28,087
勤労者福祉施設改修等補助金 △135,443
民有林林道改良事業補助金 △33,885
統計調査委託金（臨時調査） △31,412
市町村合併特例交付金　△27,160

県費

過疎対策事業債 107,600
　公共交通体系 40,600　観光 21,100　林道 14,500　教育 13,400
その他 4,686,000
　土木 923,800　教育 740,100　総務 289,500　消防 248,500　災害復旧 209,000
　商工 207,100　　民生 164,300　農林 88,800　衛生 24,900
　臨時財政対策債 1,790,000

財調 260,000　減債 400,000　ふるさと 87,550
リニア 223,091　森林経営管理 44,000　過疎 41,469　介護保険特別会計 34,856
保健休養施設 28,098　社会福祉施設 17,000　地域雇用 16,823

財調 △140,000　減債 120,000　ふるさと 70,422
介護保険特別会計 34,856　保健休養施設 28,098
森林経営管理 22,000　地域雇用 △11,714

公共施設等適正管理 659,700
臨時財政対策 562,000
過年発生補助災害 175,200　公営住宅建設 105,000
地方道路等整備 42,600　国土保全 41,700
上水道 △86,200　防災・減災・国土強靭化 △74,600
緊急防災・減災 △72,900　地域活性化 △64,000
公共事業等 △62,400

市債

JR東海負担金 △381,622
農業資金貸付預託金回収金 △40,000
勤労者生活教育資金貸付預託金回収金 △20,000

諸収
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　　　　　　　令和３(2021)年度　一般会計　目的別歳出　（主な内容と増減内訳）

区　　　　　　分 ３年度 (A) ２年度 (B) (A)の構成比 (A)-(B) (C) (C)/(B)

１　議  　 会  　 費 274,552 277,234 0.6 △ 2,682 △ 1.0

２　総　 　務 　　費 5,904,476 5,721,935 12.4 182,541 3.2

３　民　 　生　 　費 15,934,516 15,169,324 33.6 765,192 5.0

４　衛　 　生　 　費 4,739,560 4,640,072 10.0 99,488 2.1

５　労　 　働　 　費 232,337 381,779 0.5 △ 149,442 △ 39.1

７　商　 　工　 　費 2,875,955 2,452,399 6.1 423,556 17.3

９　消　 　防 　　費 1,530,788 1,570,422 3.2 △ 39,634 △ 2.5

11　災  害  復  旧  費 689,600 117,300 1.4 572,300 487.9

12　公　 　債 　　費 4,844,747 4,861,367 10.2 △ 16,620 △ 0.3

13　諸 　支 　出 　金 84,235 72,431 0.2 11,804 16.3

14　予　 　備　 　費 40,000 40,000 0.1 0 0.0

予　　算　　額 増　　減

６　農 林 水 産 業 費 1,127,265 1,276,134 2.4 △ 148,869 △ 11.7

８　土　 　木 　　費 4,815,225 5,203,049 10.1 △ 387,824 △ 7.5

10　教　 　育　 　費 4,376,744 4,096,554 9.2 280,190 6.8

合　　　　計 47,470,000 45,880,000 100.0 1,590,000 3.5
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議会費 274,552 議員人件費 △2,725　事務局職員人件費 99 議会

リニア代替地整備事業 784,989　リニア駅周辺整備事業 439,184
住民情報システム管理費 233,045
ふるさと飯田応援隊募集事業 183,378　総務一般管理費 161,047
市民バス等運行業務 160,902　リニア推進事業 117,631
地域自治支援事業 110,037
南信州広域連合負担金（一般会計） 102,599
自治振興センター管理費 79,440　　課税事務委託費 78,554
情報管理費 76,986　情報セキュリティ対策事業 50,318
市議会議員選挙 38,260　社会保障・税番号制度事業 37,061

リニア代替地整備事業 213,006
ふるさと飯田応援隊募集事業 72,898
住民情報システム管理費 61,556　情報管理費 36,550
衆議院議員選挙 35,900　情報セキュリティ対策事業 35,756
市議会議員選挙 33,402　市民バス等運行業務 23,279
リニア推進事業 △116,308　自治振興センター管理費 △77,498
市長選挙 △36,991　リニア駅周辺整備事業 △30,177
データ放送システム運営事業 △29,697
臨時統計調査 △29,194

総務

民間保育所等運営費 2,700,218
介護保険特別会計繰出金 1,715,153　児童手当費 1,600,655
後期高齢者医療関係一般経費 1,196,580
総合支援介護給付事業 1,112,103
総合支援訓練等給付事業 776,538　生活保護措置費 682,167
児童扶養手当費 410,952　障害児通所支援費 400,698
養護老人ホーム措置事業 348,167
介護医療院整備補助事業 305,431
後期高齢者医療特別会計繰出金 293,266

介護医療院整備補助事業 305,431
民間保育所等施設整備事業 189,959
地域包括支援センター運営事業 140,089
後期高齢者医療関係一般経費 48,815
総合支援訓練等給付事業 36,392　障害児通所支援費 29,288
児童養護施設・乳児院整備事業 25,732
公立保育所施設整備事業 25,717
一時預かり・特定保育事業 20,018
民間保育所等運営費 △60,684

民生

病院事業会計負担金 1,374,428
国民健康保険特別会計繰出金 545,472
南信州広域連合負担金（焼却場） 446,763
ごみ収集処理費 299,855　水道費 293,764
予防接種事業 268,412　妊婦健診事業 102,013
南信州広域連合負担金（竜水園） 95,807
ごみ減量対策費 92,528　がん検診事業 74,939

病院事業会計負担金 68,162
南信州広域連合負担金（焼却場） 66,920
地域外来・検査センター事業 58,695
国民健康保険特別会計繰出金 36,197　予防接種事業 21,360
感染症検査補助事業 11,118　不妊治療費助成事業 10,024
水道費 △122,188　保健施設管理費 △34,099
南信州広域連合負担金（竜水園） △25,515

衛生

勤労者協調融資事業 150,000　勤労者福祉センター管理費 21,186
飯田勤労者共済会補助事業 12,914　労働諸費 12,537

労働諸費 4,700　勤労者福祉センター管理費 △134,933
勤労者協調融資事業 △20,000

労働

農林

中小企業金融対策事業 1,501,200
中心市街地活性化推進事業 405,655　産業用地整備事業 105,956
工業振興一般経費 90,082　地域産業等振興事業 61,530
上村観光施設管理費 49,871　企業立地促進事業補助金 40,000
南信濃温泉交流施設管理費 37,981　観光施設管理費 34,708

中心市街地活性化推進事業 395,996
産業用地整備事業 84,068　観光施設整備事業 27,182
企業立地促進事業補助金 △35,958
次世代を担う産業人材育成事業 △19,530
観光まつり振興事業 △14,927

商工

土木

南信州広域連合負担金（消防） 982,801
防災対策推進事業 208,213　消防団運営事業 178,714
消防体制強化整備事業（単独） 34,584

消防団詰所整備事業 32,984
防災対策推進事業 △47,951
消防体制強化整備事業（単独） △28,542

消防

教育

土木施設補助災害復旧事業 392,300
過年発生農業施設補助災害復旧事業 180,000

土木施設補助災害復旧事業 392,300
過年発生農業施設補助災害復旧事業 180,000

災害

長期債元金 4,672,356
長期債利子 172,391

元金 △4,792
利子 △11,828

公債

新規積立金 63,762
（森林経営管理基金 44,000　中山間地域振興基金 19,712）

新規積立金 12,292
基金利子積立金 △488

諸支

予備費 40,000 予備

単位：千円、％

主　　　　　な　　　　　内　　　　　容 増  減  の  主  な  内  容

市単土地改良事業 103,985　林道改良事業（補助） 88,675
農業基盤整備資金償還補助事業 60,040
国土保全特別対策事業 52,293　森林経営管理事業 41,870
農作物鳥獣被害対策事業 37,912　意欲ある農業者支援事業 31,670
中山間地域等直接支払事業 31,195　６次産業化推進事業 30,000
林道開設事業 24,134　農業委員会活動推進事業 22,918
分収造林事業 22,638　新規就農者支援事業 21,698

国土保全特別対策事業 46,395　６次産業化推進事業 30,000
森林経営管理事業 22,000
林道改良事業費（補助） △64,777
非補助土地改良事業 △50,000
農業水利施設保全管理整備事業 △46,104
意欲ある農業者支援事業 △35,173　林道舗装事業 △31,883
国土調査事業（補助） △16,426

下水道費 1,539,800
防災・安全交付金事業（通学路安全対策） 414,600
社会資本整備総合交付金事業（道路整備） 379,700
公営住宅整備事業（補助） 247,717　道路補修事業 228,552
道路舗装補修事業 212,536　道路メンテナンス事業 164,993
市道改良事業 96,038　防災対策避難路整備事業 96,000
除雪費 92,954　住宅管理一般経費 84,939

防災・安全交付金事業（通学路安全対策） 289,600
公営住宅整備事業（補助） 194,837
社会資本整備総合交付金事業（道路整備） 122,800
改築補助事業 △463,000　下水道費 △247,600
道路メンテナンス事業 △124,628
防災・安全交付金事業費（道路整備） △100,000
道整備交付金事業 △73,000

学校空調設備整備事業（中） 445,200
学校施設大規模改修事業（小・中） 216,400
情報通信技術活用教育推進事業（小・中） 199,134
調理業務委託費 195,343
学校管理一般経費（小・中） 185,162　学校教育振興事業 159,440
体育施設管理費 126,938　公民館管理・運営費 109,767
学校給食事業 104,938　美術博物館管理費 59,555

学校空調設備整備事業（中） 445,200
学校施設大規模改修事業（小・中） 109,870
中学校校舎外壁改修事業 △67,000
美術博物館管理費 △58,216　図書館管理・運営費 △39,825
公民館改修事業 △22,523　教員指導力向上事業 △21,882
学校プール改修事業 △21,440
恒川遺跡群保存活用事業（補助） △20,850
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　　  (A) 構成比 　　 (B) 構成比 (A)-(B) (C) (C)/(B)

１　人　　　件　　　費 7,720,749 16.3 7,667,331 16.7 53,418 0.7

２　扶　　　助　　　費 8,978,870 18.9 9,017,785 19.6 △ 38,915 △ 0.4

３　公　　　債　　　費 4,844,747 10.2 4,861,367 10.6 △ 16,620 △ 0.3

小　　　　　計 21,544,366 45.4 21,546,483 46.9 △ 2,117 0.0

４　物　　　件　　　費 5,013,817 10.6 4,694,177 10.2 319,640 6.8

５　維　持　補　修　費 693,706 1.5 729,275 1.6 △ 35,569 △ 4.9

６　補　　助　　費　等 6,886,163 14.5 6,816,854 14.9 69,309 1.0

７　積　　　立　　　金 88,810 0.2 77,551 0.2 11,259 14.5

８　投　資・出　資　金 505,359 1.1 627,025 1.4 △ 121,666 △ 19.4

９　貸　　　付　　　金 1,574,214 3.3 1,641,660 3.6 △ 67,446 △ 4.1

10　繰　　　出　　　金 3,908,870 8.2 3,803,663 8.3 105,207 2.8

11　投　資　的　経　費 7,214,695 15.1 5,903,312 12.8 1,311,383 22.2

　補　　　　　助 3,450,237 7.2 2,923,442 6.3 526,795 18.0

　単　　　　　独 3,764,458 7.9 2,979,870 6.5 784,588 26.3

　普 通 建 設 費 6,525,095 13.7 5,786,012 12.6 739,083 12.8

　補　　　助 2,764,937 5.8 2,810,442 6.1 △ 45,505 △ 1.6

　単　　　独 3,760,158 7.9 2,975,570 6.5 784,588 26.4

　災 害 復 旧 費 689,600 1.4 117,300 0.2 572,300 487.9

　補　　　助 685,300 1.4 113,000 0.2 572,300 0.0

　単　　　独 4,300 0.0 4,300 0.0 0 0.0

12　予　　　備　　　費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0

合　　　　計 47,470,000 100.0 45,880,000 100.0 1,590,000 3.5

　　　　令和３(2021)年度　一般会計　性質別歳出　（主な増減内訳）

３年度予算額 ２年度予算額 増　　　　減
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円、％

会計年度任用職員人件費 52,159　職員給（会計年度任用職員分を除く） 55,492
委員等報酬 △18,351　退職手当 △27,852　市町村共済負担金 △5,167

人件

総合支援訓練等給付事業 36,392　障害児通所支援費 29,288　　総合支援医療給付事業 18,793
民間保育所等運営費 △57,930　児童手当費 △49,335　児童扶養手当費 △14,667

扶助

元金 △4,792　利子 △11,828 公債

地域包括支援センター運営事業 140,008　住民情報システム管理費 64,129　情報管理費 36,014
情報セキュリティ対策事業 35,756　ふるさと飯田応援隊募集事業 21,888　予防接種事業 21,222
森林経営管理事業 19,150　情報通信技術活用教育推進事業 18,831　都市公園長寿命化対策事業 18,000
教員指導力向上事業 △21,658　庁内事務システム管理費 △20,991　リニア推進事業 △20,219

物件

道路舗装補修事業 4,796　道路維持管理事業 4,494　道路補修事業 4,334
道路メンテナンス事業 △45,000　除雪費 △4,910　飯田子どもの森公園維持管理費 △3,629

維持

病院事業会計負担金 110,162　工業振興一般経費 85,521　南信州広域連合負担金（焼却場） 66,920
地域エネルギー普及事業 51,263　ふるさと飯田応援隊募集事業 51,010　地域外来・検査センター事業 42,841
下水道費 △247,600　水道費 △42,522　南信州広域連合負担金（竜水園） △25,515

補助

中山間地域振興基金積立金 12,292　特別養護老人ホーム運営基金積立金 258
リニア中央新幹線飯田駅整備推進基金積立金 △545

積立

水道事業出資金 △79,666　病院事業出資金 △42,000 投資

意欲ある農業者支援事業 △40,000　勤労者協調融資事業 △20,000　奨学金貸与事業 △5,520 貸付

後期高齢者医療広域連合負担金 48,815　国民健康保険特別会計繰出金 36,197
介護老人保健施設事業特別会計繰出金 8,871　介護保険特別会計繰出金 8,096

繰出

投資

補助

単独

普建

中心市街地活性化推進事業 400,000　防災・安全交付金事業（通学路安全対策） 289,600
公営住宅整備事業費（補助） 194,837　民間保育所等施設整備事業 189,959
改築補助事業 △463,000　リニア代替地整備事業 △142,109　防災・安全交付金事業（道路整備） △100,000
リニア推進事業 △94,710　道路メンテナンス事業 △79,628　リニア駅周辺整備事業 △76,714
道整備交付金事業 △73,000　中学校校舎外壁改修事業 △67,000

補助

中学校空調設備整備事業 445,200　リニア代替地整備事業 355,115　介護医療院整備補助事業 305,431
小中学校施設大規模改修事業 109,870　産業用地整備事業 84,068　リニア駅周辺整備事業 48,170
勤労者福祉センター管理費 △136,317　自治振興センター管理費 △76,812　美術博物館管理費 △54,806
非補助土地改良事業 △50,000　防災対策推進事業 △48,955　企業立地促進事業補助金 △35,958
保健施設管理費 △33,363　情報通信技術活用教育推進事業 △29,986　データ放送システム運営事業 △29,700
消防体制強化整備事業（単独） △28,542　公民館改修事業 △22,523　公営住宅整備事業（単独） △20,193

単独

災害

土木施設補助災害復旧事業 392,300　過年発生農業施設補助災害復旧事業 180,000 補助

単独

予備

増減の主な内容
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３ 令和３(2021)年度における行財政改革の取組 

 

(1) 令和３(2021)年度末における財政運営目標 

    平成 29 (2017)年度に策定した「飯田市行財政改革大綱に基づく実行計画」において、基金残高及

び地方債残高について令和２（2020）年度末時点における財政運営目標を設定し、毎年進行管理して

きました。 

    次年度以降の財政運営目標については、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着いた時点で、改

めて実行計画目標（数値目標）を設定します。 

    令和３(2021)年度は、新型コロナウイルス感染症対応を最優先課題として全力で取り組みます。 

 

(2) 「いいだ未来デザイン 2028」の実現を支える１％改革の取組 

【令和３(2021)年度当初予算編成における取組】 

 「創意工夫による１％提案」の取組  

令和３(2021)年度当初予算における「創意工夫による１％提案」事業では、「市民サービスの向上」

「市民協働の推進」など「いいだ未来デザイン 2028」の実現を支える事務事業として、より効果的な取

組を予算化しました。 

 

○市民サービスの向上、市民協働の推進につながる事業提案                

（単位：千円） 

予算化した主な取組内容 予算額 

(ア)「孤育て」の解消 

子育てをしている皆さんが必要としていることを調査・把握し、子育て支援のため

のスマホアプリの導入を検討    

627 

（イ）産後の家事等をサポート 

産後に必要となる家事支援等に係る費用の一部を支援  
1,500 

（ウ）施設予約システムの導入 

公民館、文化会館、スポーツ施設、勤労者福祉センターの予約をウェブ上で 

できるようにする 

7,041 

(エ) 危険木伐採を支援 

市道に隣接し、通行等に支障をきたす恐れのある樹木を対象に、個人や地域で

対応が難しい場合、伐採等に係る費用の一部を支援 

3,000 

(オ) 公衆無線 LAN の整備 

勤労者福祉センターに無線公衆 LAN を整備 
568 

(カ) 行政手続きのデジタル化 

ウェブによる行政手続きの検討 
3,000 

(キ) 公共施設等の照明 LED 化 

小中学校、地区公民館、中央図書館など公共施設照明の LED 化 
58,063 
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４　地方債残高の推移

１　一般会計

２　特別会計等

　※表示単位未満四捨五入。各項目と合計は一致しない場合があります。

リニア関連事業を除く地方債残高

H28決算 H29決算

19,714 20,054

43,049 42,158

23,335 22,104

58,691

R３当初

43,589

19,973

23,616

30,888

20,365

R１決算

42,04142,342

0

H30決算

36,714

0

0

21,977

20,199

21,842

34,827

5,505

23,761

486

6,945 7,348 7,448

41,078 39,095

6,466 6,279

34 12

0

区　　　分

(1) 臨時財政対策債

(2) (1)を除く一般会計債

(1) 簡易水道事業

(2) ケーブルテレビ放送事業

(3) 病院事業

(5) 下水道事業

飯田市合計

(4) 水道事業

△ 2,022

22,130

76,868

56,669

0

5,219

7,478

臨時財政対策債を除く対前年度比

臨時財政対策債を除く計

△ 4,567 △ 3,215 △ 2,508

64,413 61,199

84,128 81,253 79,056

27,147 25,457

55,166

（単位：百万円）

20,338

76,259

56,447

△ 222

R２見込

43,468

19,811

23,656

32,791

0

0

5,035

7,418

74,477

54,504

△ 1,943

0

0

5,084

7,142

18,662

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

402
368

346 329 313 297
275 266 250 241 260 249 233 221 220 218 236 236

599

593
602

596
590

579

560
542

527
503 471

441

411
391

367
349 328 309

地方債残高の推移（飯田市全会計）

一般会計（臨時財政対策債を除く） 特別会計

億円 下水市民皆水洗化

～H25

小中学校耐震化

H17～H22 市立病院第三次整備

H23～H25

新庁舎整備

H23～H28

防災行政無線
H30～

小中学校空調設備

H30～R3
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５　基金残高の推移
（単位：百万円）

１　主要４基金

２　その他特定目的基金

　※表示単位未満四捨五入。各項目と合計は一致しない場合があります。

2,228

957

681

1,582

10,740

△ 1,044

R３当初

3,450

417

805

1,197

1,031

△ 733

5,708

1,842

2,228

1,176

778

1,582

11,784

△ 1,634

R2見込

4,183

673

1,201

1,194

1,115

△ 1,088

6,019

1,837

H29決算 H30決算

13,223

△ 457

△ 332

6,576

1,827

2,228

1,782

739

5,065

1,375

1,471

1,187

1,032

5,787 5,397

2,169 1,770

1,582

1,464 1,467

1,115 1,117

1,039 1,043

△ 95 △ 390

2,228 2,228

1,713 1,815

6,627 6,701

1,870 1,865

13,680

△ 21 △ 316

816 793

1,582 1,582３　定額基金

基金合計

対前年度比

区　　　分 H28決算

(1) 財政調整基金

(2) 減債基金

(3) 公共施設等整備基金

(4) ふるさと基金

(1) 庁舎建設基金

(2) 地域振興基金

(3) リニア中央新幹線
　　飯田駅整備推進基金

(4) その他

主要４基金対前年度比

13,996

2,228

1,694

811

1,582

13,418

195

R1決算

5,271

1,479

1,476

1,191

1,125

206

6,565

1,832

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3

5,787
5,397 5,065 5,271

4,183
3,450

6,627
6,701

6,576
6,565

6,019

5,708

1,582
1,582

1,582
1,582

1,582

1,582

基金残高の推移

定額基金

特定目的基金

主要４基金

百万円
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6 いいだ未来デザイン 2028 中期計画に基づく主な取組 

 

※令和３年度に予定している事務事業（総額）が掲載してあります。 

基本目標１：稼ぎ、安心して働ける「魅力ある産業」をつくる              

➀ 地域産業の育成による高付加価値化 

（1）エス・バード内工業技術試験研究所の体制強化と、その活用と大学等の連携により製品・技術開 

発を支援します。                              【産業振興事業：162,039 千円】 

（2）エス・バードを拠点に長野県・地元デザイナー等との連携により地域資源を活用した商品開発・ 

販売までの取り組みを支援し、地域内外へのＰＲを促進します。   【産業振興事業：162,039 千円】 

（3）シードル等果実酒の醸造施設整備など６次産業化に取り組む事業者を支援します。 

【農畜産物ブランド向上･６次産業化推進事業：34,093 千円】 

（4）「働きながら学べる環境」づくりを進め、製造現場における技術・技能者、管理者等の育成と、

新たな製品や技術開発促進に向けて、信州大学と連携し専門的なスキル・知識を持つ人材の育

成に取り組みます。                      【人材育成事業：11,708 千円】 

② 地域内経済循環の推進 

（1）「農＋食・観光」をつなげ、産業分野が連携して、地元農畜産物を飲食店等へ供給する仕組みづ 

くりに取り組みます。                 【農畜産物ブランド向上･６次産業化推進事業：34,093 千円】 

（2）地域内発注や域内調達及び地域内消費が促進されるように具体的な助成策を研究します。 

                                                 【地域経済活性化プログラム推進事業：784 千円】 

（3）産業センターのネスクイイダを中心に販路開拓による受注獲得と域内発注の促進を支援します。 

                                            【産業振興事業：162,039 千円】 

③ 事業継続と新たなビジネスモデルへの取り組み支援 

(1) 事業承継支援飯田版プラットフォームの機能を最大限活用し、承継相手とのマッチングを進め、 

地域経済の活性化を図ります。                                【事業承継支援事業：2,060 千円】 

（2）コロナ禍において、産業センターに配置する専門人材を活用し、新分野（環境・エネルギー、福 

祉・医療等）への参入や、省力化・生産性向上に向けた IoT、AI、ロボット化による事業体制を 

強化する企業を幅広く支援します。    【産業振興事業：162,039 千円 新産業創出事業：17,056 千円】 

（3）飯田市新事業創出支援協議会（I-Port）で創業、新事業創出、事業転換を目指す起業家・事業者 

を支援します。                                           【起業家育成支援事業：11,771 千円】 

（4）【再掲】「働きながら学べる環境」づくりを進め、製造現場における技術・技能者、管理者等の 

育成と、新たな製品や技術開発促進に向けて、信州大学と連携し専門的なスキル・知識を持つ 

人材の育成に取り組みます。                                  【人材育成事業：11,708 千円】 

➃ 地域産業を支える担い手の育成・確保と起業家の育成 

（1）信州大学と連携し、航空機システム分野の運営支援とランドスケープ分野･教育分野の設置に向

けて取り組むとともに、エスバード内「信州大学南信州サテライトキャンパス」の充実を図りま

す。                                                          【人材育成事業：11,708 千円】 
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（2）担い手就農プロデュース、農業法人等の関係機関と連携して、新規就農者の確保と育成に取り組 

みます。                                             【担い手確保･育成支援事業 54,612 千円】 

（3）起業家ビジネスプランコンペティションにより、地域の関係機関が一丸となって起業家のビジネ 

スプランの具体化と事業の成長をサポートします。           【起業家育成支援事業：11,771 千円】 

（4）エス・バード内デジタル工作機器ものづくり工房「ファブスタ★」の活用による次世代を担う人 

材の育成に取り組みます。                                      【人材育成事業：11,708 千円】 

⑤ 地域が支える農林業の推進 

（1）市田柿の生産基盤の強化と、販路の拡大に取り組みます。 

【強い園芸産地育成事業：26,921 千円 農畜産物ブランド向上･６次産業化推進事業：34,093 千円】 

（2）「農ある暮らし」を応援するため、市民農園制度等を周知するとともに、1日農業バイトのマッチ 

ングアプリの活用を進めます。 

【元気な農村づくり推進事業：1,482 千円 担い手確保･育成支援事業：54,612 千円】 

（3）林業関係団体との連携による認証材を含めた地域産材の利用を促進します。 

【森林資源活用推進事業：3,497 千円】 

（4）搬出間伐や更新伐の促進による森林整備を進めます。         【森林づくり推進事業：55,113 千円】 

⑥ 経済効果を生む観光産業の推進 

(1） 観光地域づくり法人（地域連携ＤМＯ）㈱南信州観光公社とともに「旅の目的提案」としてのプ

ロモーションの強化と周遊滞在型観光を推進し、外貨の獲得に取り組みます。 

【観光誘客推進事業：45,948 千円】 

（2）天龍峡大橋「そらさんぽ」や遊歩道、パーキングエリアなどの多様な拠点を活用した経済振興を 

進めるため、旅行者の滞在時間を増やし、消費を喚起する取組みを進めます。 

【天龍峡まちづくり支援事業：26,134 千円】 

（3）下栗の里、しらびそ高原、道の駅遠山郷を拠点として、南アルプスの「エコ登山」など新たな魅 

力づくりによる誘客を進め、来訪者の消費を促し、観光産業への従事者を増やすなど、観光を切

り口とした地域振興を進めます。【遠山郷観光戦略プロジェクト事業：13,096 千円 上村観光施設管理

事業：49,871 千円 南信濃観光施設管理事業：72,847 千円】 

⑦ 働きやすい環境づくりの推進 

（1）「ワーク・ライフ・バランス推進企業懇談会」を設置するとともに、推進コーディネーターと連 

携し、多様な働き方や多様な人材の活用など、働きやすい環境づくりを支援します。 

【勤労者支援事業：177,357 千円】 

⑧ 企業誘致、オフィス誘致の推進 

（1）リニアの発生土を活用した新産業団地の整備と、他部署と連携し企業の事業・誘致活動に資する 

インフラ等の研究を進めます。                              【産業用地整備事業：105,956 千円】 

（2）地域の強みである「エス・バード」の機能等を活かしながら、コロナ禍における地方移転の動き 

をとらえた本社機能やサテライトオフィスをはじめ、企業・研究機関等の誘致に向けた受け皿づ 

くりと誘致活動に取り組みます。【基本目標２にも掲載】 
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【企業誘致･立地促進事業：44,271 千円 環境技術開発センター運営事業：5,364 千円】 

 

基本目標２：飯田の魅力を発信し、つながる人を増やし、飯田市への人の流れをつくる   

➀ 飯田のブランド力を高めプロモーション活動を再開 

（1）飯田のブランド力の向上につながる様々な取組を支援し、ブランディングの担い手としての意識 

・意欲を高め広げていきます。                          【IIDA ブランド推進事業：10,347 千円】 

（2）飯田の様々な魅力を市民と共有し、地域外の方々にその魅力を認知し共感していただくための発 

信ツールを制作します。【IIDA ブランド推進事業：10,347 千円 公立保育所管理運営事業：604,640 千円】 

（3）東京オリンピック・パラリンピックに限らず有効な機会を活用して、飯田を知って、関心を持っ 

ていただけるプロモーション等を展開します。           【IIDA ブランド推進事業：10,347 千円】 

➁ 中心市街地の賑わいのある街づくり 

（1）飯田駅周辺のにぎわい、交流・暮らしの支援機能の核となる（仮称）飯田駅前プラザの整備支援 

を行うほか、桜並木・りんご並木などの資源・資産を活かした場づくり、にぎわいづくりを進め

ます。 【中心市街地活性化推進事業：408,036 千円 にぎわい創出店舗活用事業：1,500 千円  

商業活性化総合支援事業：3,314 千円 防災安全対策事業：853,156 千円 公民館改修事業：35,832 千円】 

(2) 民間企業と連携したデジタル技術の活用による新たな魅力・サービスづくりを進め、歩き、集い、

巡るにぎわいのある街づくりに取り組みます。 

【中心市街地活性化推進事業：408,036 千円 りんご並木活性化事業：3,663 千円】 

③ 「結い」によるＵターン･Ｉターン移住定住の推進 

（1）高校生が地元企業と関わる機会を創出し、緩やかな関係性の中で、双方の理解が深める「つなぐ」

事業の取組を拡充します。                                        【雇用対策事業：2,923 千円】 

（2）地元企業のインターンシップ受け入れ活動を支援し、活発化させることにより、大学等卒業者の 

地元企業への就職を促進します。  

【雇用対策事業：2,923 千円 大学とのネットワーク構築事業：6,941 千円 人材育成事業：11,708 千円】 

（3）地域の強みである「エス・バード」の機能等を活かしながら、コロナ禍における地方移転の動き 

をとらえた本社機能やサテライトオフィスをはじめ、企業・研究機関等の誘致に向けた受け皿づ 

くりと誘致活動に取り組みます。【基本目標１にも掲載】 

【企業誘致･立地促進事業 44,271 千円 環境技術開発研究センター運営事業：5,364 千円】 

（4）対面とオンラインによる手法を組み合わせて移住のための相談支援を行います。 

【移住定住推進事業：15,767 千円】 

（5）市内事業者の求人開拓と移住希望者の希望とのマッチングを図り、職の確保と雇用促進につなげ 

ます。                                     【移住定住推進事業：15,767 千円】 

（6）事業者及び地域と連携した空き家バンクの充実と一般物件の情報提供を行い、住まいの確保を支 

援します。                【移住定住推進事業：15,767 千円 総合的な空き家対策事業：16,602 千円】 

（7）地域及び先行移住者等と連携し、移住者の受入れ及び定着のための暮らしの支援を行います。 

[移住定住推進事業：15,767 千円 20 地区田舎へ還ろう戦略支援事業 3,268 千円  
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中山間地域振興事業：43,158 千円 遠山郷振興事業：24,039 千円] 

（8）テーマ型セミナーや体験事業の実施、つながりの鍵となる人材の発掘、ゲストハウス等での情報 

発信機能の充実を図り、関係人口の開拓に向けた取組を進めます。 

[移住定住推進事業：15,767 千円 20 地区田舎へ還ろう戦略支援事業：3,268 千円 

中山間地域振興事業：43,158 千円 遠山郷振興事業：24,039 千円] 

（9）20 地区が主体となって地域の魅力と資源を活用して住民の地域への愛着や誇りを高め、それを土 

台に地域外からの交流人口、関係人口を増やして移住･定住へとつなげていく「20 地区田舎へ還ろ

う戦略」の取組を推進します。【基本目標９にも掲載】 

[移住定住推進事業：15,767 千円 20 地区田舎へ還ろう戦略支援事業 3,268 千円 

                                   中山間地域振興事業：43,158 千円 遠山郷振興事業：24,039 千円] 

 

基本目標３：“結いの心”に根ざす教育を実践し、豊かな心とリニア時代を生きる力を育む    

① 学力保障・学力の向上 

（1）学力向上の基盤となる「自分の良いところを自覚し、互いを認め合える」集団・学級づくりを、 

すべての小中学校でめざします。    [人間関係づくり支援事業：26,930 千円 学力向上推進事業 

：45,288 千円 小中連携･一貫教育推進事業：1,079 千円] 

(2) 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、ねらい 

に向かって主体的に取り組む様子を、子どもたちの具体的な変容の姿でとらえ、小中連携・一貫

教育推進委員会で共有し、各校に横展開していきます。また、自ら考え取り組む家庭学習を目指

し、家庭学習の改善に取り組みます。  [人間関係づくり支援事業：26,930 千円 学力向上推進事業 

：45,288 千円 小中連携･一貫教育推進事業：1,079 千円] 

(3) 一人一台の学習者用端末を使用し、一人ひとりの考えをクラス全員が共有することを位置づけ 

た授業の展開と、休校時にはつながりと学びを大切にしていきます。また、ＩＣＴの活用にあ 

たっては、子どもたちが安心・安全に使えるように、専門家の意見を聞きながら活用する力を 

高めていきます。        [ICT 教育推進事業：201,146 千円 情報モラル教育推進事業：1,320 千円] 

(4) 全ての教育活動を通じて、読解力を高めることを意識した授業づくりに向けて研究を進めます。 

[人間関係づくり支援事業：26,930 千円 学力向上推進事業：45,288 千円] 

(5) 小中学校の外国語を担当する教員の指導力向上を図り、ＡＬＴと協働したりＩＣＴを活用し、言

語活動を重視した、児童生徒が主体的に学ぶ授業づくりに取り組みます。 

[外国語教育推進事業：38,492 千円] 

② 温かな人間関係づくりと誰ひとり取り残さない教育や支援 

(1) 互いを認め合え、困っている人には手を差し伸べる温かな人間関係の集団づくりに取り組むため、

学級づくりの支援を行ったり、中学校区毎に研修会を開催したりします。 

[人間関係づくり支援事業：26,930 千円] 

(2) 教室になじめない児童生徒のために、個々の実態に合わせ、校内中間教室の他、公民館や民間施

設等を含めた多様な場で学習する機会をつくります。  [人間関係づくり支援事業：26,930 千円] 
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(3) いじめの発見に努め、迅速かつ組織的に対応します。また児童虐待の早期発見に努めます。 

[人間関係づくり支援事業：26,930 千円] 

(4) 特別な支援が必要な子どもについて、支援員を増員して支援するとともに、より多様化する子ど 

もたちの支援に対応するために、教職員の特別支援教育に関する研修を行います。 

[特別支援教育支援事業：79,041 千円] 

(5) 経済的理由により子どもたちの学習の機会が制約されることのないよう支援します。 

[就学援助等事業：119,565 千円] 

③ 飯田コミュニティスクールを活かした地域・家庭・学校での教育の推進 

（1）「めざす子ども像」の実現に向け、地域･家庭･学校が学校運営協議会で課題を共有し、それぞれ

の役割を提案･相互承認し、連携して取り組みます。また、三者が取り組む「いいだＣＳ協働活

動」を支援するとともに地域に向けて発信し、横展開を図ります。                                

[飯田コミュニティスクール推進事業：2,452 千円] 

（2）家庭が一緒に過ごすひと時を大切にする「わが家の結いタイム」の取組について、学校運営協議

会でも協議、共有し、家族のふれあい推進します。   [わが家の結いタイム推進事業：108 千円] 

➃ 食育の推進 

（1）地域の旬の食材を楽しみ、安心安全な給食提供のために、学校給食における地元産野菜利用率 

の向上に努めます。                      [学校給食運営事業：329,791 千円] 

(2) 学校給食の献立に、郷土食、行事食を取り入れる工夫をします。また「食育の日」を設け、栄養 

士、調理員と連携し、食の大切さを児童生徒に伝えます。      [学校給食運営事業：329,791 千円] 

(3) 有機野菜の導入に向けて、事業所、農家、関係機関等との意見交換を始めます。 

[学校給食運営事業：329,791 千円] 

⑤ 子どもの読書活動の推進 

（1）はじめまして絵本プレゼントやセカンドブックプレゼントなどにより、乳幼児期の読みきかせ 

   を通じた親子のふれあい体験や幼児が絵本や物語を楽しむ機会を増やします。 

[子ども読書活動推進事業：8,780 千円] 

（2）小学生が本に関心を持ち自発的な読書が行えるよう支援し、読書習慣の定着を図ります。また 

図書館等を使って情報を収集し、選択・活用する力を、小中学校を通して段階的に育みます。 

[子ども読書活動推進事業：8,780 千円 学校教育振興事業：161,367 千円] 

⑥ 児童の放課後の居場所づくり 

(1) 施設や備品等の整備や児童支援員の確保など、児童を受け入れる環境づくりを進めます。 

[児童館･児童センター･児童クラブ運営事業：144,317 千円 放課後子ども教室設置事業：3,388 千円] 

（2）４年生以上高学年の受入希望については、学校運営協議会等とも相談しながら、学校の複合利用

も含め地域に合った組織・体制づくりを検討していきます。 

[児童館･児童センター･児童クラブ運営事業：144,317 千円 放課後子ども教室設置事業：3,388 千円] 

⑦ 少子化における児童生徒の教育環境の充実に向けた取組 

(1) 飯田が大切にしてきた飯田らしい教育活動やこれからの時代の変化を踏まえた、複数の事例や 
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考え方を紹介する「飯田市教育委員会からの提案」について、学校運営協議会や保護者、まち 

づくり委員会、公民館、学校関係者などとの意見交換を行い、指針としてとりまとめを進めます。 

[小中連携･一貫教育推進事業：1,079 千円］ 

⑧ 防犯・通学路の安全対策・環境整備・気候変動適応 

（1）飯田市通学路安全対策アクションプログラムに基づく通学路の安全対策や安全指導などを進めま

す。                                        [飯田コミュニティスクール推進事業：2,452 千円] 

（2）不審者や事件など情報を、学校や家庭、地域、関係機関等と速やかに共有するとともに、児童生

徒の安全を確保するために必要な対応を実施します。[飯田コミュニティスクール推進事業：2,452 千円] 

（3）小中学校のトイレの洋式化や中学校特別教室等に空調設備を整備するとともに、施設・設備の計 

画的改修を進めます。またＷＢＧＴ計を活用した熱中症対策など、気候変動を踏まえた対策を徹

底します。                [小学校施設改修事業：172,785 千円 中学校施設改修事業：534,400 千円] 

 

基本目標４：豊かな「学びの土壌」を活かした「学習と交流」を進め、飯田の自治を担い   

可能性を広げられる人材を育む 

① 住民の主体的な学びあいの支援  

（1）飯田市民大学、天龍峡夏期大学、地域史研究集会、読書会、公民館各種講座など市民の主体的 

な運営による多様な学び場や、地域課題解決を目指す学習活動の支援を行います。 

[文化財保護事業：22,988 千円 多様な学習交流活動：12,480 千円 歴史研究所事業：14,851 千円  

図書館事業：272 千円 図書購入･提供事業：56,167 千円 美術博物館教育普及･活動支援事業：4,580 千円] 

（2）多様な価値観を認め合う社会を実現するため多文化共生を進める活動や平和学習、人権教育を 

推進します。          [平和学習･人権教育推進事業：1,012 千円 多様な学習交流活動：12,480 千円] 

② 子どもの主体性、創造性、社会性、協調性、課題解決力などを育む学習の展開 

（1）豊かな自然環境や地域資源を生かした飯田型キャリア教育を ESD（持続可能な社会づくりのた 

めの教育）の理念で整理し体系化して進めます。[乳幼児親子学習交流支援事業：1,143 千円 高校生 

等次世代育成事業：1,481 千円 飯田コミュニティスクール推進事業：2,452 千円 飯田型キャリア教育推 

進事業：5,334 千円 大学とのネットワーク構築事業：6,941 千円] 

（2）各高校の実情を踏まえ、高校生の地域人教育を展開するとともに高校生の学びに小中学生が関わ 

る機会を検討していきます。また、学輪 IIDA のフィールドスタディに参加する高校生の地域で 

の学びを支援します。[乳幼児親子学習交流支援事業：1,143 千円 高校生等次世代育成事業:1,481 千円 

飯田コミュニティスクール推進事業：2,452 千円 飯田型キャリア教育推進事業：5,334 千円 大学とのネ 

ットワーク構築事業：6,941 千円] 

（3）幼児期から高校まで、地域社会と学校教育が連携した取組みについて整理し、必要な連携を強化 

し、一貫した人材育成がなされるよう展開します。         [地育力向上連携推進事業：1,991 千円] 

③ 飯田の価値と魅力の学びと発信 

（1）地域の自然と文化や先人の営みなどを明らかにする学術研究を学輪 IIDA 等の地域外の知見も活 

用しながら進めます。また、様々な技術を活用し魅力ある展示や講座により研究成果を地域に還
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元するとともに、SNS など活用しながら飯田の魅力として発信します。 

[文化財保護事業：22,988 千円 歴史研究所事業：14,851 千円 美術博物館教育普及･活動支援事業：4,580

千円 美術博物館展示公開事業：30,793 千円 美術博物館プラネタリウム運営事業：13,242 千円 大学

とのネットワーク構築事業：6,941 千円] 

（2）歴史研究所、美術博物館、図書館、公民館等の関係機関が連携して、研究成果の出前講座を実施 

するとともに市民の地域史等の研究活動を支援します。また、小中高などへの研究成果の出前講 

座を通じて、飯田の価値と魅力を伝えます。  [多様な学習交流活動：12,480 千円 歴史研究所事業： 

14,851 千円 図書館事業：272 千円 大学とのネットワーク構築事業：6,941 千円] 

（3）上郷考古博物館を「展示（ガイダンス）」、「調査研究」、「市民活動支援」の３つの機能を統合さ 

せた文化財保護活用の中核拠点として活用します。 [埋蔵文化財調査事業：11,873 千円 飯田古墳

群保存活用事業：2,400 千円 恒川遺跡群保存活用事業：40,108 千円] 

（4）学輪 IIDA 等の飯田に集まる多様な地域外の知と、地域に蓄積されている知を、市民や研究者が

学び合え、交流できる機会を創出します。 

[多様な学習交流活動：12,480 千円 歴史研究所事業：14,851 千円 図書館事業：272 千円 大学とのネッ

トワーク構築事業：6,941 千円] 

➃ 伝統文化、文化財の保存・継承・活用の推進 

（1）地域にある文化財の魅力や価値を市民が学ぶ活動を支援するとともに、誇るべきものとして継承 

し活用する活動を支援します。また、活用について点から線、線から面への展開ができるように

取り組みます。 [文化財保護事業：22,988 千円 多様な学習交流活動：12,480 千円 人形劇のまちづく

り事業：46,787 千円 美術博物館資料調査研究･収集保管事業：14,659 千円 上村山村文化資源保存伝習

施設管理運営事業：3,102 千円 南信濃民芸等関係施設管理運営事業：4,488 千円] 

（2）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活動支援を通じて、遠山霜月祭、伝 

統人形芝居、獅子舞などの魅力発信と後継者育成に努めます。また、遠山の霜月祭のユネスコ無 

形文化遺産登録に向けた市民の取り組みを支援します。 

[文化財保護事業：22,988 千円 多様な学習交流活動：12,480 千円 人形劇のまちづくり事業：46,787 千

円 美術博物館資料調査研究･収集保管事業：14,659 千円] 

（3）名勝天龍峡・恒川官衙史跡公園整備事業を通じた「2000 年浪漫の郷」づくり・史跡飯田古墳群の 

活用において、学習会や体験ツアーを開催するとともに、市民ガイドなど市民自ら発信できるよ 

う取り組みます。 [文化財保護事業：22,988 千円 恒川遺跡群保存活用事業：40,108 千円 飯田古墳群 

保存活用事業：2,400 千円 多様な学習交流活動：12,480 千円] 

（4）遠山郷土館、ねぎや・天伯の展示を見直し、学習交流活動の場としての活用を検討します。また 

遠山川の埋没林など、遠山郷の魅力の発信に努めます。 [多様な学習交流活動：12,480 千円 上村 

山村文化資源保存伝習施設管理運営事業：3,102 千円 南信濃民芸等関係施設管理運営事業：4,488 千円] 

⑤ 社会教育施設の整備、サービス向上 

（1）地域コミュニティの拠点である公民館や、美術博物館、図書館など社会教育施設の計画的な改修・ 

整備を進めます。[文化財保護事業：22,988 千円 公民館維持管理事業：134,779 千円 公民館改修事業：
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35,832 千円 図書館管理運営事業：61,657 千円 美術博物館管理事業：76,155 千円] 

（2）オンラインで公民館、文化会館の予約確認から使用料決済まで完結できるシステムへの移行を 

進めます。             [公民館改修事業：35,832 千円 文化会館等管理運営事業：119,907 千円] 

（3）飯田市公民館の(仮称)飯田駅前プラザ移転について市民の皆さんの意見を聞きながら進める 

とともに橋南公民館の地域交流センター（りんご庁舎）への移転に向けて調整を図ります。 

[公民館改修事業：35,832 千円] 

 

基本目標５：文化・スポーツを通じて人と地域の輝き・うるおいをつくる          

① 「人形劇のまちづくり」の推進 

（1）みんなが仲間として参加できるいいだ人形劇フェスタの開催に向けた支援をします。 

[人形劇のまちづくり事業：46,787 千円] 

（2）市民が年間を通じて人形劇を観劇したり、竹田･川本の人形を鑑賞や体験で楽しめる機会を提供 

します。 [人形劇のまちづくり事業：46,787 千円 竹田人形館管理運営事業：9,118 千円 川本人形美術 

館管理運営事業：29,538 千円] 

（3）学校・保育園等で行われる人形劇活動や市民が演じることを楽しむ創造活動を支援します。 

[人形劇のまちづくり事業：46,787 千円] 

（4）AVIAMA（人形劇の友・友好都市国際協会）の情報発信や、シャルルヴィル・メジェール市など 

人形劇でつながる都市市民が交流する機会づくりをオンラインツールの活用で支援し、その取組 

を広く発信していきます。               [人形劇のまちづくり事業：46,787 千円] 

（5）伝承される人形浄瑠璃を保存、継承するための活動を支援します。 

[人形劇のまちづくり事業：46,787 千円] 

② 文化・芸術の鑑賞や市民の主体的な文化芸術活動の展開を支援 

（1）「菱田春草」没後 110 年を記念し作品の魅力を紹介します。[美術博物館展示公開事業：30,793 千円] 

（2）あらゆる年代の市民が多様な舞台芸術を鑑賞する機会を設けます。 

[文化会館文化芸術事業：19,512 千円] 

（3）市民が取り組む舞台芸術の創造活動を支援します。          [文化会館文化芸術事業：19,512 千円] 

（4）オーケストラと友に音楽祭、伊那谷文化芸術祭など市民が舞台芸術を鑑賞し、自ら発表できる 

機会を支援します。                                      [文化会館文化芸術事業：19,512 千円] 

③ 新たな文化芸術活動の拠点づくり 

（1）新文化会館の建て替えは、「十分な駐車場を確保できる」ことを前提条件として、交通アクセス 

周辺環境などを踏まえて、建設適地の検討を進めます。  [文化会館等管理運営事業：119,907 千円] 

④ 市民のスポーツ活動・コミュニティづくりの支援、スポーツイベントの開催 

（1）スポーツ推進員と公民館が核となり、コミュニティスポーツの推進やサークル活動等の育成を 

進めます。                                             [市民スポーツ推進事業：10,106 千円] 

（2）保育園・幼稚園等でのコオーディネーショントレーニングプログラムや学校での一校一運動に 

取り組みます。また、高齢者がいきいきと安全に過ごせるための運動・スポーツの機会を拡充 

- 23 -



                                 
します。                                              [市民スポーツ推進事業：10,106 千円] 

（3）多くの市民が参加できる飯田やまびこマーチや風越登山マラソンの開催に取り組みます。 

[市民スポーツ推進事業：10,106 千円] 

⑤ 競技スポーツ人口の拡大と競技志向の向上 

（1）スポーツ教室を始めとしたトップアスリートとの交流の場など、飯田市スポーツ協会や民間ス 

ポーツクラブと連携し、競技スポーツへの関心を高める取り組みを進めます。 

[競技力向上支援事業：10,629 千円] 

（2）飯田市スポーツ協会や民間スポーツクラブと連携し、地域でトップアスリートを育てることがで 

きる取組と、競技者の将来を見据えた指導ができる指導者の育成を進めます。 

[競技力向上支援事業：10,629 千円] 

⑥ 中学生期の多様なスポーツ環境の充実 

（1）民間スポーツクラブ、地域のスポーツクラブに加え、全市型競技別スポーツスクールを実施し 

中学生期のスポーツの選択肢を充実します。               [競技力向上支援事業：10,629 千円] 

（2）中学校の部活動の在り方については、取組状況や実態を把握するとともに、生徒・保護者・教 

職員・指導者ら関係者の意見を踏まえ、必要に応じて指針の見直しを行います。 

[学校教育振興事業：161,367 千円] 

⑦ スポーツ施設の整備、サービス向上 

（1）市民がスポーツ施設を安全で快適に利用できるために、計画的に改修工事を進めます。また、 

グラウンドの芝生化についての検討を進めます。   [体育施設等維持管理･整備事業：185,974 千円] 

（2）オンラインで予約確認から使用料決済まで完結できるシステムへの移行を進めます。        

[体育施設等維持管理･整備事業：185,974 千円] 

 

基本目標６：結婚・出産・子育ての希望をかなえる                    

① 結婚の希望をかなえる 

（1）結婚したいと思う若者の自分磨きを支援するとともに、地域でのマッチングイベントや移住を 

希望する方を対象とした出会いの機会を創出し、婚姻件数の増加を目指します。 

[ともに未来を支え合うパートナーづくり事業：11,187 千円] 

（2）出会いの創出から成婚までを支援する結婚相談員のお見合い活動を支援します。 

[ともに未来を支え合うパートナーづくり事業：11,187 千円] 

（3）近い将来、進学や就職などの大きな選択をする地域の高校生に、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。 

[ともに未来を支え合うパートナーづくり事業：11,187 千円] 

② 出産の希望をかなえる 

（1）市立病院と連携した地域の産科医や助産院での健診や分娩について、選択ができるよう情報提 

供を行いつつ、地域での分娩機能を堅持します。  [不妊治療費助成事業：19,382 千円 妊産婦健診 

事業：109,475 千円 乳幼児保健事業：22,218 千円 市立病院運営事業：16,553,000 千円] 
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（2）治療における精神的・経済的な負担の軽減を図り、不妊や不育症治療への支援策を継続しつつ 

不妊検査・人工授精も補助対象とするよう拡充します。 [不妊治療費助成事業：19,382 千円 妊産 

婦健診事業：109,475 千円 乳幼児保健事業：22,218 千円 市立病院運営事業：16,553,000 千円] 

（3）妊娠期から出産・子育て期まで寄り添う切れ目ない支援により、産後うつの予防・早期発見を 

し、産後のサポート体制を充実させて早期から支援をします。 [不妊治療費助成事業：19,382 千円  

妊産婦健診事業：109,475 千円 乳幼児保健事業：22,218 千円 市立病院運営事業：16,553,000 千円] 

③ 孤立を防ぎ、子育ての希望をかなえる 

（1）児童虐待や子育ての行き詰まりを予防し、早期発見・早期対応に努めます。また、発達に偏り 

のある児童の発達支援など、子育ての総合的な相談支援体制を充実します。  

[地域子育て支援事業：84,730 千円 児童発達支援センター事業：73,196 千円] 

（2）地域子育て支援拠点（つどいのひろば）事業を充実します。また、オンライン型の子育て相談 

や子育て交流の機会をつくるとともに、地域の子を地域で育む交流の場としての役割を推進し 

ます。              [地域子育て支援事業：84,730 千円 乳幼児親子学習交流支援事業：1,143 千円] 

（3）家族やママ友らとともに子どもの成長をみんなで楽しめる、子育て情報配信サービスの導入を 

図ります。                                            [子ども子育て支援事業：18,579 千円] 

（4）事業所への産休・育休の促進など、働き方に関する意識啓発を進めます。 

[人権･男女共同参画推進事業：3,107 千円] 

④ 飯田の持ち味を活かし、豊かな育ちを支える 

（1）乳児保育、未満児保育、保育標準時間など増加する保育ニーズに応えるため、新制度など多様 

な手法を用いて保育施設整備を推進します。また、保育人材の確保にむけた取組を積極的に推 

進し、保育資格を持たない保育補助スタッフを養成するプログラムを開発・試行します。 

[民間保育所特別保育事業：213,785 千円 民間保育所等施設整備事業：283,445 千円 保育士等人材確保

支援事業：32,477 千円] 

（2）豊かな自然や地域資源を活用して心と体・自己肯定感と協調性を育む、「いいだ型自然保育」の 

動画情報などを発信し、子育て環境としてのブランド化を推進します。 

[公立保育所管理運営事業：604,640 千円] 

（3）低所得者世帯やひとり親世帯など、困難さを抱える家庭の進学の希望をかなえる学習支援活動を 

促進します。      [ひとり親家庭等福祉推進事業：11,719 千円 生活困窮者支援事業：36,346 千円] 

 

基本目標７：「市民総健康」と「生涯現役」をめざす                   

① 新型コロナウイルス感染症対策の推進 

（1）希望する市民に対してワクチン接種を円滑に実施するため、体制を整備し取り組みます。 

[新型コロナウイルス感染症予防接種事業：441,464 千円] 

（2）地域外来・検査センターを運営し、かかりつけ医・保健所から依頼された方に対して迅速に検 

査を実施し、感染拡大防止に努めます。            [地域外来･検査センター事業：58,695 千円] 

（3）無症状の市民が希望して実施する抗原定量検査の自費検査費用の一部を助成し、検査を受け 
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易い環境を整えます。                      [新型コロナウイルス感染症検査補助事業 11,118 千円] 

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

（1）生活習慣を見直し、予防のスタートとなる特定健診の受診率を向上させ、継続受診につながる 

よう受診勧奨を実施します。また、かかりつけ医からの健診受診勧奨や検査結果データの提出 

を依頼していきます。                 [国民健康保険特定健康診査･特定保健指導事業：50,913 千円] 

（2）重症化予防対象者の生活実態を把握するとともに、継続した保健指導を実施し、特定健診の継 

続受診につなげます。              [国民健康保険特定健康診査･特定保健指導事業：50,913 千円] 

（3）働き盛り世代から生活習慣病予防のため、企業と連携して出前健康講座を開催します。また、 

青壮年期である消防団健診の結果から、生活習慣病予防につながる取組について検討していき 

ます。                                                 [市民の健康づくり事業：2,820 千円] 

（4）自分の健康や介護予防活動に関心を持ち、主体的に取り組む動機づけとなるようなポイント制 

度の在り方について研究します。 

③ 後期高齢者を対象とした保健指導（健康づくり） 

（1）KDB システムを活用して、医療レセプト・健診・介護のデータ等を分析し、健康課題の把握を 

行い、効果的な事業の実施につなげていきます。  

[高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業：714 千円] 

（2）国保から後期高齢者医療制度に移行した被保険者に対し、健診の受診を働きかけ、その結果から 

継続した保健指導を行い、生活習慣病重症化予防に取り組みます。 

[高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業：714 千円 健康診査事業：98,328 千円] 

（3）介護予防の通いの場等において、フレイル(虚弱状態）の予防のための、運動・栄養・口腔等の 

相談・指導を行います。また、健康課題となる疾患についての保健指導を実施します。 

[高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業：714 千円 高齢者健康づくり事業：10,252 千円] 

➃ 介護予防（重度化防止）の推進 

(1) 市役所長寿支援課に拡充した基幹包括支援センター機能により、充実した初期相談対応を行い 

ます。地域包括支援センターとの連携を緊密に行い、軽度者（要支援者・総合事業対象者）の 

自立に向けて支援します。                 [基幹･地域包括支援センター運営事業：146,367 千円] 

（2）軽度者（要支援者・総合事業対象者）を対象として、それらの状態になる前の生活に戻れるよ 

う、リハビリ専門職等がプログラム提供する短期集中通所型サービスＣ事業を継続実施します。

[介護予防･生活支援サービス事業：326,394 千円] 

（3）モデル地区に配置した生活支援コーディネーターや、地区、社協と連携を取りつつ、通いの場 

との再構築や立ち上げへの支援を目指します。 

[生活支援サービス創出コーディネート事業：1,400 千円] 

 

基本目標８：共に支え合い、自ら行動する地域福祉を充実させる               

➀ 地域福祉課題検討会の開催による地域福祉活動の推進 

（1）各地区において福祉課題検討会を開催し、福祉課題を洗い出し、課題解決のための取組に繋げま 
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ます。[地域福祉推進事業：84,886 千円 福祉委員活動事業：42,140 千円 社会福祉推進事務：5,354 千円] 

（2）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地域住民が連携した取り 

組みを支援します。               [地域福祉推進事業：84,886 千円 社会福祉推進事務：5,354 千円] 

（3）新たに創出される地域福祉活動を支援し、先進事例の横展開を図ります。 

[地域福祉推進事業：84,886 千円 福祉委員活動事業：42,140 千円] 

➁ 住み慣れた地域に住み続けられる社会の構築 

（1）地域での見守り・支え合い活動を進めるために、当事者と双方向性のある住民支え合いマップ 

の整備を進め、地域の見守り体制を強化します。              [地域福祉推進事業：84,886 千円] 

（2）地域住民の一人一人が自立した生活ができるよう、地域で支え合う自立支援の体制づくりを進 

めます。                                                  [地域福祉推進事業：84,886 千円] 

（3）地域での民生児童委員と健康福祉委員の連携を強化し、個人情報の適切な活用により地域福祉 

の推進を図ります。       [地域福祉推進事業：84,886 千円 福祉委員活動事業：42,140 千円] 

③ 複合化・複雑化した課題解決に向けた重層的支援体制の構築 

(1) 相談者の属性、世代、相談内容にかかわらず包括的に受け止める「福祉まるごと相談窓口」を 

設置し、既存の相談支援機関と連携を強化し、課題解決に向けた支援をします。 

[重層的支援体制整備事業：34,219 千円 生活困窮者支援事業：36,346 千円 障害福祉推進事業：62,580

千円 基幹･地域包括支援センター運営事業：146,367 千円 地域子育て支援事業：84,730 千円 乳幼児保

健事業：22,218 千円] 

（2）複合化・複雑化した課題であるため制度に繋がりにくい人や、自ら支援に繋がることが難しい 

人に、アウトリーチ等を通じた継続的支援を届けます。   [重層的支援体制整備事業：34,219 千円  

生活困窮者支援事業：36,346 千円 地域子育て支援事業：84,730 千円 乳幼児保健事業：22,218 千円] 

（3）人や地域とのつながりが希薄な世帯に対して、ニーズや課題を把握し、地域の社会資源の活用や、

新たな社会資源の開拓を通じて社会とのつながり作りに向けた支援をします。 

[重層的支援体制整備事業：34,219 千円 地域づくり･地域リハビリテーション推進事業：42,450 千円  

生活支援サービス創出コーディネート事業：1,400 千円] 

➃ 障がい者の社会参加の推進 

(1) 障がいに対しての正しい理解を深めるとともに、障がい者自らも参加する文化芸術作品展や参 

加型イベントを開催し、障がいを持たれた方の社会参加を推進します。 

[障害者福祉推進事業：62,580 千円] 

（2）誰もが暮らしやすい環境を整備していくために、ユニバーサルデザインを推進します。 

[障害者福祉推進事業：62,580 千円] 

（3）障がいのある人もスポーツを楽しめるようパラスポーツの普及に努めます。  

[障害者福祉推進事業：62,580 千円 地域づくり･地域リハビリテーション推進事業：42,450 千円] 

 

基本目標９：20 地区が輝く活き活きとした地域づくりを地域主体に進める            

① 活き活きとした住民自治を育む 
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（1）各地区の基本構想・基本計画の実現に向けた取組を支援します。 

[地域自治組織運営事業：2,905 千円 地域自治組織助成事業：120,153 千円] 

（2）まちづくり委員会等の住民自治活動組織における役員負担の軽減、時代の変化に沿った組織体制 

や事業内容の見直しに向けた取組等への支援を行います。    [地域自治組織運営事業：2,905 千円] 

（3）地域課題の解決や、地域活性化に継続的に取り組む地域運営組織の組織化と活動支援を行います。

[地域自治組織運営事業：2,905 千円 20 地区田舎へ還ろう戦略支援事業：3,268 千円] 

（4）自治活動組織の未加入問題について、解決策を探り、地域主体の取組を支援します。 

[地域自治組織助成事業：120,153 千円] 

（5）パワーアップ地域交付金の仕組みを検証し、支援効果を高めます。 

[地域自治組織助成事業：120,153 千円] 

（6）ふるさと納税「飯田市 20 地区応援隊」制度を活用して、地域の課題解決に挑戦する取組を支 

援します。                                    [20 地区田舎へ還ろう戦略支援事業：3,268 千円] 

② 地域の担い手を確保し、活力を維持するための「20 地区田舎へ還ろう戦略」の推進 

（1）20 地区が主体となり関係人口・定住人口を拡大していく「田舎へ還ろう戦略」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・推進します。【基本目標２にも掲載】 

                          [20地区田舎へ還ろう戦略支援事業：3,268千円] 

③ 中山間地域をもっと元気にする 

（1）第２次中山間地域振興計画に基づく取組を、地域と行政の協働により進めます。 

[中山間地域振興事業：43,158 千円 遠山郷振興事業：24,039 千円] 

（2）空き家の利活用や定住促進のための住宅支援事業を進めるとともに、農村資源を活用した起業家

育成を図ります。    [中山間地域振興事業：43,158 千円 総合的な空き家対策事業：16,602 千円 

遠山郷振興事業：24,039 千円] 

（3）地域おこし協力隊を導入し、地域主体の課題解決や活性化に向けた取組を支援します。 

[中山間地域振興事業：43,158 千円 遠山郷振興事業：24,039 千円] 

 

基本目標 10：個性を尊重し、多様な価値観を認め合い、活動の場を広げる          

① 地域づくりの活力を生み出すムトスの市民活動の推進 

（1）市民活動組織の継続及び活性化(活動の広がり)への支援を行うとともに、新たな市民活動組織の

設立運営を支援します。                   [市民協働推進事業：7,800 千円] 

（2）女性や若者のチャレンジを応援する機能の充実と、「支援センター」の創設に向けた研究を官民

共同で行います。                  [人権・男女共同参画推進事業：3,107 千円] 

（3）エシカル消費（人、社会、環境に配慮した消費）をテーマにした学習交流の場づくりを行い、緩

やかで新たな市民活動ネットワークづくりを進めます。    [消費生活センター事業：7,176 千円] 

➁ 個性が尊重され、安心して暮らせる地域づくり 

（1）ジェンダー（性の区別）の多様性を認め合い、共に支え合える地域を目指します。 

[人権・男女共同参画推進事業：3,107 千円] 
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（2）職場と家庭における男女共同参画を進めるための「ワーク・ライフ・バランス改革」を推進しま

す。                        [人権・男女共同参画推進事業：3,107 千円] 

（3）新型コロナウイルス感染症による差別や誹謗中傷を絶対に行わない、思いやりある地域社会をつ

くります。   [人権・男女共同参画推進事業：3,107 千円 平和学習･人権教育推進事業：1,012 千円] 

（4）消費生活センターの継続的な運営を行い、関係機関等と連携し、消費者被害の予防啓発や相談対

応を行うとともに、ライフステージ等に応じた消費者学習を推進します。 

[消費生活センター事業：7,176 千円] 

③ 国籍や文化等の多様性を認め合い、外国人住民と共生する地域づくり

（1）飯田国際交流推進協会や関係部署等が連携し、飯田駅前プラザ（仮称）で多文化共生社会推進の

拠点づくりを進めます。[多文化共生社会推進事業：5,666 千円 多様な学習交流支援事業：12,480 千円

特別支援教育支援事業：79,041 千円 人形劇のまちづくり事業：46,787 千円] 

（2）モデル地区を設定し、地域における外国人住民との共生のための取組を行い、全市展開へとつな

げます。[多文化共生社会推進事業：5,666 千円 多様な学習交流支援事業：12,480 千円 特別支援教育支

援事業：79,041 千円 人形劇のまちづくり事業：46,787 千円] 

（3）外国人と日本人との「共通語」としての「やさしい日本語」（専門用語や難しい言い回しを用い

ない平易な日本語）の普及を進めます。[多文化共生社会推進事業：5,666 千円 多様な学習交流支援

事業：12,480 千円 特別支援教育支援事業：79,041 千円 人形劇のまちづくり事業：46,787 千円]

基本目標 11：地球環境への配慮が当たり前の暮らしとまちづくりの推進 

➀ ごみの３Ｒ（減量・再使用・再資源化）を地域ぐるみで推進

（1）コロナ禍で増えている燃やすゴミの削減に取り組むとともに、官民挙げてフードロスやプラスチ

ックゴミの削減を推進します。                 [３Ｒ推進事業：163,010 千円] 

（2）多様な情報媒体を用いた啓発活動に加えて、環境アドバイザー等と連携して小規模コミュニティ

や各種グループを対象にした３Ｒ学習会を開催し、３Ｒの日常生活への浸透やポイ捨て防止を図

ります。                           [３Ｒ推進事業：163,010 千円] 

➁ 家計や事業経営を助ける省エネ型への転換

（1）イベント開催等を通じて、家庭のエネルギー消費の削減、企業の SDGｓへの取組を意識した省エ

ネルギー化を推進します。 [省エネルギー推進事業：12,217 千円] 

（2）電気自動車や自転車利用の普及拡大等により移動手段の脱炭素化を進めます。

[省エネルギー推進事業：12,217 千円] 

（3）地域の気候風土を生かし健康にも優しい「飯田市版 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）仕

様」による住宅整備を、地域内事業者と連携して普及推進します。 

[省エネルギー推進事業：12,217 千円 建築指導事業：21,392 千円] 

③ エネルギーの域産域消による環境と経済の地域内好循環と防災力の強化

（1）地域の再生可能エネルギー資源を活用したエネルギーの創出と、地域内での活用を進め、環境と

調和し災害にも強い暮らしと事業活動を推進します。   [地域エネルギー普及事業：74,777 千円] 
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（2）太陽光・小水力発電設備、蓄電設備、木質バイオマス機器等の普及拡大を進めます。 

[地域エネルギー普及事業：74,777 千円] 

（3）「地域環境権条例」に基づく地域公共再生可能エネルギー活用事業を推進します。 

[地域エネルギー普及事業：74,777 千円] 

（4）地域の経済界、金融界、環境関連の市民組織とともに、グリーンリカバリーを踏まえた環境と経

済をテーマにしたプラットフォームの構築を進めます。     [環境保全一般経費：3,898 千円] 

➃ リニア駅周辺におけるモデルエリアの構築 

（1）リニア駅周辺を、暮らす人々が住みやすく誰もが訪れてみたい環境文化都市の取組を体現できる

モデル性の高い地区とするため、駅周辺エリアにエネルギーの省エネ、創エネ、地域内循環の仕

組を取り入れるととともに、新たに生まれる住宅街区は「飯田版ＺＥＨ仕様」も推奨した環境共

生住宅エリアとしての構築を図ります。 [省エネルギー推進事業：12,217 千円 地域エネルギー普及

事業：74,777 千円 建築指導事業：21,392 千円] 

⑤ 生活をよりよく心豊かにする環境学習と実践の推進 

（1）幼保、学校、公民館等の社会教育機関、まちづくり委員会等の自治活動組織等と連携し、多様な

世代を対象に、日常活動の見直しから、地球規模の環境問題までをテーマにした学び合いの機会

をつくり、実践の輪を広げます。[環境教育推進事業：1,672 千円 自然環境保全推進事業：1,246 千円 

環境保全一般経費：3,898 千円 多様な学習交流支援事業：12,480 千円] 

 

基本目標 12：災害や社会リスクに備え、社会基盤を強化し、地域防災力の向上を図る      

➀ 災害情報伝達手段の多様化と避難の実効性を高める 

（1）身の回りのリスクを正しく理解するための学習会や率先安全避難者の登録を進めます。 

[災害対策推進事業：243,674千円 災害対策事業:25,744千円] 

（2）災害対策本部の機能強化を図りながら、実践的な防災訓練を引き続き実施します。 

[災害対策推進事業：243,674 千円 災害対策事業：25,744 千円] 

（3）より迅速かつ確実に災害情報が伝わるようにします。 

[災害対策推進事業：243,674 千円 災害対策事業：25,744 千円] 

➁ 災害対策本部の機能強化を図り、より実践的な防災訓練の実施 

（1）各部局における災害規模に応じた災害対応計画の策定を進めます。 

                      [災害対策推進事業：243,674 千円 災害対策事業：25,744 千円] 

（2）受援計画の策定を進めながら、地域防災計画等のＰＤＣＡ化を実施します。 

                      [災害対策推進事業：243,674 千円 災害対策事業：25,744 千円] 

③ 飯田市第 12 次消防力(消防団)整備計画に基づく消防力の維持・向上 

（1）消防力の３要素の１つである消防車両を計画的に更新するほか、消防団員が安全に活動できるよ

う安全装備品等の充実を図ります。[非常備消防事業：201,922 千円 消防施設整備事業：56,496 千円] 

（2）老朽化が進む詰所について、建設からの経過年数や耐災害性等を考慮するとともに、女性団員へ

の配慮に加え、地域の若者が集う場としての詰所を順次整備します。 
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[消防施設整備事業：56,496 千円] 

（3）消防力・防災力の維持・向上に必要な訓練等を精査し、活動を可能な限り短い日数・時間で行え

るよう不断の努力を重ねるとともに、処遇改善や各種専門資格の取得に対する助成等により消防

団活動の魅力を高め、団員確保に努めます。          [非常備消防事業：201,922 千円] 

➃ 通学路生活道路の安全確保と高齢者人身交通事故の抑止 

（1）地区要望や通学路アクションプログラムに基づき関係機関と連携し緊急性及び危険性の高い箇所

から重点的に安全施設整備を行います。          [交通安全施設整備事業：14,191 千円] 

（2）高齢者への安全教育や広報啓発を行い高齢者の人身交通事故件数を 2025 年（R6）年度までに 2020 

（R1）年対比で 30%減を目指します。                 [交通安全事業：3,652 千円] 

（3）季別の交通安全運動や交通安全教室など交通安全意識高揚に資する活動を年間通して展開します。

[交通安全事業：3,652 千円] 

⑤ 災害時にも都市機能が維持でき、暮らしを支える社会基盤の戦略的強靭化 

（1）市道（舗装、橋りょうを含む）、緊急避難場所となる都市公園等暮らしを支える社会基盤の長寿

命化、安全対策を進めます。都市公園については次期長寿命化計画を策定します。 

[防災･安全対策事業：853,156 千円] 

（2）防災・安全対策が必要な道路については計画的に整備を進め、通学路については、通学路安全対

策アクションプログラムに基づき、安全対策を進めます。 

[防災･安全対策事業：853,156 千円 公園整備事業：52,447 千円] 

（3）近年増加している集中豪雨による被害に対応するため、河川の危険個所調査を進め、河川・排水

路の整備を進めます。                                      [防災･安全対策事業：853,156 千円] 

（4）災害時でもライフラインが確保できるように、暮らしを支える上下水道施設の更新を進めます。 

                                                        [妙琴浄水場更新整備事業：30,000 千円] 

 

基本目標 13：リニア・三遠南信時代を支える都市基盤を整備する              

➀ リニア・三遠南信時代を見据えた良好な土地利用の推進 

（1）リニア開通後の暮らしを視野に、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に

取り組みます。                 [都市計画推進事業：12,606 千円 土地利用計画推進事業：870 千円] 

（2）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に取り組みます。 

[都市計画推進事業：12,606 千円 土地利用計画推進事業：870 千円] 

（3）全市的あるいは広域的な課題の検討にあたっては、市の方針や方向性などを示しながら市民と協

働で取り組みます。             [都市計画推進事業：12,606 千円 土地利用計画推進事業：870 千円] 

➁ リニア中央新幹線や三遠南信自動車道の整備効果を地域振興に活かす広域交通拠点整備と広 

域道路ネットワークの強化 

（1）市全体あるいは南信州地域全体の地域振興の観点から、三遠南信自動車道をはじめとする国道や

県道の整備に取り組むとともに、関係する市道の整備を進め、広域的な道路ネットワークの強化
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をはかります。[道路事業促進同盟会参画事業：4,126 千円 国県関連事業：52,700 千円 道路ネットワ

ーク整備事業：498,357 千円] 

（2）地権者をはじめとする関係者の意向や環境影響等にも意を配しつつ、県内唯一のリニア中間駅で

あることも踏まえて、リニアの整備効果を地域振興に活かすために必要となるリニア駅周辺やそ

の近辺の道路の整備を進めるとともに、リニアの高速性を活かす上で欠くことのできない座光寺

スマートＩＣの整備に引き続き取り組みます。[リニア駅周辺整備事業：439,184 千円 代替地整備事

業：784,989 千円 リニア用地取得事業：32,873 千円 リニア推進事業：124,052 千円 地域エネルギー普

及事業：74,777 千円 リニア関連道路整備事業：61,969 千円] 

③ リニアの２次交通及び持続可能な地域公共交通の実現と、ＡＩ等の技術を活用したスマートモ

ビリティの実装 

（1）都市圏へ向かうリニア利用者のリニア駅へのアクセス、あるいは都市圏から来訪するリニア利用

者を各観光地等の様々な拠点へ誘うための交通手段、この２つの視点を踏まえて、利便性が高く、

リニアの整備効果を最大限に享受することができるような２次交通の実現に取り組みます。 

[交通体系整備事業：160,902 千円] 

（2）住民の日常生活に欠かせない移動手段である地域公共交通が、将来にわたり持続可能な形で運営

することができるよう、その交通体系の構築に向けて取り組みます。 

[交通体系整備事業：160,902 千円] 

（3）２次交通や持続可能な地域公共交通を検討するに当たっては、この地域らしさを活かしたスマー

トモビリティを実装できるよう、AI や IoT の技術の活用展開について研究を進めます。 

[交通体系整備事業：160,902 千円] 

（4）新たな交通システムが、需要創造等の産業振興策と連携したり、様々な地域課題の解決に資する 

ことができるよう、技術の進歩が目覚ましいモビリティの分野や環境・エネルギーの観点も踏ま

えつつ、電気自動車やＭａａＳ、さらには自動運転等の導入について検討します。 

[交通体系整備事業：160,902 千円] 

➃ デジタル化、先端技術活用推進に向けた研究と実装 

（1）加速する社会全体のデジタル化に対応するため、当面、行政電子サービスの拡充による利便性の

向上、先端技術の効果的活用方法や実装について、外部専門家の活用、民間事業者の提案などを

参考にして研究します。     [情報システム事業：389,032 千円 IIDA ブランド推進事業：10,347 千円] 
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