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 調査地点の概要  

 

 

5. 飯田市旧上村 
 

 

飯田市 旧上村地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（2005年10月１日合併） 

 庁舎分類      ：支所 

 生活圏分類     ：非拠点型、最も通勤率が

高い市町村が本庁(拠点)

地域 

 通勤５％以上の市町村：飯田市（11.4％） 
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▼人口関係基礎データ 
 

2010年国調人口 人口増減率 面積 人口密度 

（新自治体における人口シェア） （2005－2010）   

507人（0.5％） －24.1％ 126.51㎢ 4.0人/㎢ 

世帯総数 １世帯あたり人員 18歳未満同居世帯割合 高齢独居世帯割合 高齢夫婦世帯割合

226世帯 2.24人 10.6％ 19.9％ － 

 

▼選 挙 
 

最後の首長 
最後の首長選挙での 

得票率（直近） 

最後の議会選挙 

の投票率 

定数 

(うち無所属) 
特例利用 

山崎 昭文 

（２期目） 

－ 

（－） 

93.92％（１回前） 

 

10（９） 

 

在任・増員：○

定数   ：－

選挙区  ：－

議員１人あたり有権者数 52.1人 → 3,628.0人（69.7倍） 

 

▼合併直前年度における財政状況（決算年度：2004年） 
 

基準財政需要額 

792,027千円 

基準財政収入額 

85,693千円 

標準財政規模 

813,696千円 

財政力指数 

0.10 

実質収支比率 

4.3％ 

公債費負担比率 

41.5％ 

公債費比率 

21.1％ 

起債制限比率 

13.8％ 

経常収支比率 

91.2％ 

左のうち人件費 

23.0％ 

左のうち公債費 

45.3％ 
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 調査報告  

 

 

飯田市における自治体内分権と議会・議員の役割 
 

 

江 藤 俊 昭 

 

 

(１) 飯田市旧上村調査の視点 

 飯田市は、平成の市町村合併において、旧上村、旧南信濃村を編入している（2005年10月１日、

108,302人（飯田市105,411人、上村699人、南信濃村2,192人（合併前の３月31日現在）））。合併に

あたって、選挙区を設け定数各１の選挙を行った（増員選挙）。その後に行われた市議会議員選挙で、

選挙区選挙は採用されず、旧上村地区は議員ゼロとなった。 

 飯田市の人口は、104,284人である（2015年４月１日現在）。2006年107,593人から徐々に減少して

いる（2013年に150人ほど増加したことはあるが）。2006年を100とすれば、2015年は96.9となる。地

区別に見れば、2006年から2015年まで20地区のうち３地区のみ微増であり（松尾地区、竜丘地区、伊

賀良地区）、それ以外の17地区は減少している。上村地区は、2006年674人がその後減少させ2015年

には462人となっている。2006年を100とすれば、2015年は68.5となる。ちなみに、南信濃地区も同様

に、2006年2,140人が、2015年1,601人と減少している。議員ゼロ状況における地区の一体性の確保、

地域利害の表出手法について調査を行った(１)。ヒヤリングを行う中で、議員ゼロ状況をめぐる調査

の問題設定自体が問われた。 

 問題設定自体への問いの１つ目は、議員ゼロについてである。これにはまったく異なる２つの要素

を含むものである。その１つは、議員ゼロは上村地区だけではないというものである。飯田市の合併

は、平成の合併だけではない(２)。旧町村出身の議員がいない地区としての議員ゼロ地区は１つだけ

ではない。上久堅地区、千代地区、三穂地区、川路地区（すべて旧村）も議員ゼロであるという指摘

を事前調査の段階でいただいた（旧飯田町（1937年以前）の橋南地区も入れれば、６地区が議員ゼロ

地区）。旧町村ごとに地域自治区が設置されていることによって、地域の一体性がある程度保障され、

それぞれの旧町村は合併後も地域意識を持ち続けている。平成に入ってからの合併では、旧上村が議

                                                                                           

(１) 有権者数だけを考慮すれば、旧上村地区だけでは、議員を選出できず実際にも立候補者がいないという理由か

ら、上村地区を調査対象に選定した。2015年８月４、５日（筆者と堀内匠自治総合研究所研究員）、および９月

29、30日（筆者のみ）に飯田市において調査を行った。山﨑昭文（旧上村村長）、山﨑紀男（旧上村議長・旧市

議会議員）、前島修正（上村地域協議会会長）、北澤良太郎（上村まちづくり委員会会長・地域協議会委員）、

山﨑由紀恵（上村自治振興センター所長）、の各氏ほか、湊猛市議会議員、ムトスまちづくり推進課の方々、市

議会議長・副議長・議員、議会事務局長・職員の方々など、多くの方々にお世話になった。なお、地域自治区の

範囲が地区、その下位である範囲（主に昭和の大合併時）が区と呼ばれる（本報告書で筆者が執筆している、上

越市の区分とは異なる）。 

(２) 飯田町・上飯田町（1937年、市制施行）、飯田市・座光寺村・松尾町・竜丘村・三穂村・伊賀良村・山本村・

下久堅村（1956年）、川路村（1961年）、龍江村・千代村・上久堅村（1964年）、鼎町（1984年）、上郷町

（1993年）、上村・南信濃村（2005年）、である。本論で議論するように、旧町村に基づき地区が設定され、そ

れが自治体内分権（地域自治区等）の自治の単位となっている。 
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員ゼロ地域といえるが、合併を広くとればそれ以外の地区も議員ゼロとなる（議員はすでに地元利益

だけを追求するわけではない、という後の問題設定の２つ目の関連する論点）。ただし、本調査では、

このことを意識しつつも、あくまで平成の大合併において合併した地域を対象としている。 

 議員ゼロについてのもう１つの要素は、そもそも議員ゼロではない、というものである（旧村長、

旧議長、合併後の数人の市議会議員、数人の職員からの意見）。上村地区出身の議員はいないが、南

信濃地区と協力しながら一人の議員を選出している。地域の利害を表出する代表を広域的に実現しよ

うとし、実際にも実現できているというものである。調査対象の旧上村と同様に編入合併した旧南信

濃村とともに、市議会議員を擁立し地域の要望を市の政治・行政に表出するルートを確保している。

誤解を避けるために指摘しておくと、今日、地域の課題はほぼ解決していること（主には道路建設）、

地域の課題をこのように捉えているためか、県議との結びつきを重視しているために、地元選出議員

を通した「口利き」活動を積極的に行おうとは考えていない。 

 問題設定自体に対する問いの２つ目は、議員の役割についてである。議員ゼロ状況ではないことに

同意しつつも、住民は政治・行政に対して要望ではなく提案をしていかなければならない、議員を地

域代表として位置づけることに積極的にはならない、というものである（まちづくり委員会会長・商

工会事務局長）。「口利き」よりも政策提言の必要性を強調することは、議員数の少なさもあるかも

しれないが、それ以上に従来の「議員頼み」からの脱却を目指している。議員は市全体のことを考え

てくれればよい。みずからも、議員個人に頼むというより、市長に直接アポを取り提案している。ま

た、「聴き置く程度だが議会報告会に期待している」という。この発想に通底するが、議会側からす

れば、議員は全市を総体的に観察し全市の代表として活動しなければならない、という発想に結び付

く。地元代表意識とは異なる発想が議員に広がっている（議員（常任委員会委員長・副委員長経験

者））。「市議会では市民目線を大事にしている。〔議員ゼロ地域の多い ― 引用者注〕中山間地の

問題に関心がない議員は辞めたほうがいい」と断言しているのはこの文脈である（木下克志議長の発

言、「信州スペシャル 中山間地の声 どう届ける」『朝日新聞』（地方版）2015年９月11日）。 

 問題設定へのこれら２つの問いを念頭におけば（議員ゼロ地域が上村地区以外にあるという議論に

は踏み込まずに）、一方で「地域代表」は存在する（議員ゼロではない）ことにより地域の課題は政

治・行政に表出できるイメージと、他方で議員は個々に地域利益を代表するのではなく市全体を視野

に入れた活動をするイメージ、この２つがあるように思われる。一方では、人口規模を考慮すれば利

害表出の１つのチャンネルは残したいと考えるのは当然である。とはいえ、他方では人口規模だけを

考えれば議員を選出できないことは大いにあり得る。そもそも、財政危機の時代に、地域利害を表出

しても実現できるわけではなく市に期待できない。要望から提案（自分たちで何ができるかを議論す

ることを含めて）が重要となっているという、まちづくり委員会会長の主張はこの文脈で理解できる。

この提案を受け取り政策化するシステムが必要となっている。それぞれの地区の利害表出のチャンネ

ルの確保とそれらを踏まえた利害調整の場である。自治体内分権や議会改革はその１つの回答になっ

ている。 

 

(２) 市町村合併の経過と住民自治の特徴 

  ① 旧上村の編入合併の経過 

    旧上村と旧南信濃村が飯田市に編入合併したのは、2005年である。南信州広域連合の「変革

期における市町村のあり方研究会」（各市町村の助役、企画財政担当課長によって構成され
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2001年発足）は、18市町村が１つの市となる市政運営を提案し、その際合併で議会がなくなる

町村の意見集約の方法として「地域自治政府」構想を提案した（「変革期における市町村のあ

り方」2002年11月）。 

    実際は、自立を目指す泰阜村・下條村、近隣との協議を進める阿南町・天龍村・売木村、そ

れに飯田市との協議を進める上村・南信濃村、など合併に対するさまざまな対応に分かれてい

た。その後、上村は南信濃村と喬木村とともに飯田市への編入合併の議論に加わった。１市３

村は任意合併協議会を立ち上げ（2003年８月）、協議を重ね（2004年３月まで）、その後説明

会を行っている。喬木村は、住民投票を経て合併協議から離脱したが(３)、１市２村は引き続

き合併の協議を行った。旧上村では、説明会や住民アンケート調査を行っている。説明会では、

「合併に対して、反対の意見は出されませんでしたが」（『広報かみむら』2004年７月１日）、

住民意向調査を行った（飯田市・喬木村・上村・南信濃村の合併住民意向調査）。18歳以上の

住民（外国籍住民も含む）すべてを対象としたものである。結果は、賛成51.1％、反対21.2％、

村・議会に委ねる27.6％、となった（対象者603、回収率84.7％)(４)。それと南信濃村の賛成

多数、飯田市（合併前）の賛成の多さを受けて(５)、飯田市・上村・南信濃村による法定協議

会（2004年12月16日～2005年９月30日）は、合併に向けて加速化していく。 

  ② 合併をめぐる議論と議員選出の手法 

   1) 合併をめぐる議論 

     合併によって、旧上村出身議員が選出できないにもかかわらず、旧上村は合併に舵を切る。

平成の大合併の真只中にあっての決断ではあるが、他の県と異なり合併慎重派の田中康夫知

事の時代であった。県からの合併要請があったわけではない。 

     最も大きな要因は、三位一体改革に伴う補助金の削減である。当時、大幅な補助金の減少

によって、今後の自治体運営は非常に困難という認識が広がり、合併によってこの苦境を乗

り切るしかないという道が選択される。 

   2) 「議員ゼロ」ではないという意識 ― 旧２村での選挙協力 ―  

     全市一区（大選挙区単記非移譲式）という飯田市議会議員選挙では、旧上村出身議員を選

出できないことは、人口比から当然のものとして当初より認識されていた。合併の際の最初

                                                                                           

(３) 住民投票は、反対60.4％、賛成39.6％（2004年７月11日、投票率83.1％、翌年４月に18歳になるもの、および

申請した永住外国人を含む）という結果であった。なお、長野県の平成の合併の動向について、長野県地方自治

研究センター編・発行『長野県における「平成の合併」 ― 合併・非合併の記録と検証 ― 』2012年、を参照。 

(４) 18歳以上の住民基本台帳登録者および外国人登録者を対象に、全戸にまとめて配布し、回答後各自封筒に入れ

連絡員に渡すか直接役場に持ってくるかで行われた（『広報かみむら』2004年７月１日）。男性（228名）では、

賛成57.0％、反対21.1％、村・議会に委ねる21.9％、女性（241名）では、賛成46.5％、反対22.0％、村・議会に

委ねる31.5％、となっている（不明（16名）では、賛成37.5％、反対12.5％、村・議会に委ねる50％）。年代別

では、18～20代（31名）では、賛成41.9％、反対29.0％、村・議会に委ねる29.0％、30～40代（85名）では、賛

成52.9％、反対21.2％、村・議会に委ねる25.9％、50～60代（156名）では、賛成53.8％、反対26.3％、村・議会

に委ねる19.9％、70代以上（154名）では、賛成50.0％、反対13.4％、村・議会に委ねる36.6％、となっている

（不明（49名）では、賛成49.0％、反対26.5％、村・議会に委ねる24.5％）。 

(５) 南信濃村は住民意向調査を行い（20歳以上（永住外国人を含む））、賛成42.4％、反対34.6％、という結果

だった。また、旧飯田市は、市政懇談会参加者への調査とともに、郵送で意向調査（年齢比・男女比を考慮）を

行った（有権者の2.8％）。「賛成」「どちらかといえば賛成」併せて55.8％、「反対」「どちらかといえば反対」

併せて36.5％となっている。ただし、郵送調査では、賛成派44.6％、反対派43.3％とほぼ同率である。 
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の選挙では、選挙区選挙が行われた（2005年10月30日）。旧上村、旧南信濃村ともに定数各

１である。 

     合併の議会決議、合併協議書調印の際の議長であった山﨑紀男氏が当選した。山﨑議員は、

市議会において会派「みらい」（当時最大会派）に参加し議会活動を行った。 

     次回選挙（2009年４月19日）では選挙区は設置されないため、旧上村（上村地区）から議

員を選出するのは難しい。市全体の有権者約84,732人、定数23で24名の立候補だった。旧上

村は、有権者506名だった。当選の最低ラインは約1,461票（約が付しているのは按分票があ

るため）である。ちなみに、旧南信濃村の有権者は1,723名である。投票者総数旧上村425、

旧南信濃村1,500であり、仮に両者を併せた合計数では、得票順に並べれば上位17位に位置

づく数である(６)。なお、旧南信濃村は、全員が同じ候補に入れたとしたら、ギリギリ当選

ラインに達する。とはいえ、必ず当選ラインに達するか微妙な有権者数・投票者数である。

そこで、旧上村の住民と旧南信濃村の住民は、協力し旧２村から１名の議員を選出する戦略

を採用することになる。 

     湊猛（みなとたけし）氏を候補者にして、旧上村、旧南信濃村一体となって選挙運動を行

う。旧上村の村長や議員は後援会に入り応援を行っている。2009年選挙では2,827票を獲得

していたが、13年には、2,020票（最低ライン1,240票）に減少している。とはいえ、旧２村

の有権者は絶対的に少ないため、旧２村の住民だけではなく、旧飯田市の住民へも積極的に

支援を募っている。こうして、「議員ゼロ」ではないという評価となっている。なお、湊議

員からすれば、２村の代表を意識しつつも、全市的な商工会の活動を担っていたこともあり、

２村以外の住民の支持を獲得している。 

     旧２村の協力は、選挙区選挙から全市一区（大選挙区単記制）に編入されたことによる１

つの戦略であり、候補者がちょうど旧２村ですでに合併していた商工会の会員であったこと

にもよる。とはいえ、旧２村は合併前には境界線をめぐって紛争（分村）があったことによ

り、良好な関係だったと断言することは難しい。それでも合併前に境界線の紛争を決着させ

てきた(７)。 

     選挙の際の協力は、今日でも続いているが、今後強固な協力関係が継続するかは定かでは

ない。こうした選挙協力の「熱が冷めてきた」ともいわれる。地域自治区制度の定着がその

理由である。それだけではなく、市政へのチャンネルは出身議員だけではなく、地域自治区

制度、市政懇談会（市長によるもの）、議会報告会（議会によるもの）など多様なものが作

動していること、道路などある程度社会資本は整備されていること、そして地域要望を提出

したからといって財政事情等によってすぐには達成されない状況があることなど、複合的な

要素がある。今後、湊議員が立候補しない場合、協力関係は希薄化する可能性は十分ある。 

 

                                                                                           

(６) 一般選挙が行われた2009年の投票率は、上村地区84.0％（前回93.9％選挙区選挙）、南信濃地区87.1％

（92.4％、選挙区選挙）だった（全市64.3％、前回72.3％）。2014年には上村地区78.6％、南信濃地区79.6％、

となっている（全市58.3％）。両地区でも全市平均でも大幅に減少している。 

(７) 遠山郷８団体連絡会議も設置されている。両まちづくり委員会正副会長をはじめ、遠山支部商工会議所、遠山

観光協会、飯伊森林組合東部支所、遠山漁業組合、ＪＡみなみ信州南信濃支所、飯田信用金庫南信濃支店、市、

地域おこし協力隊、のほか湊議員が構成メンバーである。この組織によって、２つの地区は１つという意識を醸

成している。 
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  ③ 合併をめぐる飯田市の対応 ― 地域自治組織の制度化を中心に ―  

    合併にあたって、選挙区選挙と自治体内分権が採用された。前者は、増員選挙として一過性

（一回限り）のものである。それに対して後者の自治体内分権は地域自治区（2005年10月）と

して当初旧上村と旧南信濃村だけに導入されるものの、それを超えて制度化されるにいたって

いる。その「超えて」の意味は、その後他の地区を含めて20地区の地域自治区が設置されたこ

と（2007年、自治法202の４、５）、および地域自治区制度にとどまらず、まちづくり委員会

を中心とした団体を自治体内分権の重要な要素として制度化していることを含んでいる（図１

参照）。なお、誤解を避けるために指摘しておけば、平成の合併を契機として地域自治区制度

を導入しているが、合併に基づいて自治体内分権を採用したわけではない。逆とはいえないま

でも、そもそも、飯田市は合併を繰り返してきており、またすでに指摘したように南信州地域

全域を対象とした合併の動きがあり、その中で旧上村と旧南信濃村との合併が行われるかどう

かにかかわらず、自治体内分権の議論は広範に庁内で行われていた。その流れの中で、両村が

編入されるにあたって、自治体内分権の制度化は加速された。 

    自治体内分権は飯田市においては地域自治組織の導入として位置づけられている(８)。それ 

 

＜図１＞ 地域自治組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：ムトスまちづくり推進課「飯田市の地域自治組織制度」（2015年）。 

 

                                                                                           

(８) ムトスまちづくり推進課「飯田市の地域自治組織制度」（2015年）。 

－ 117 －



－ 118 － 

   は「住民が行政の意思決定に参画しやすい仕組み」「行政と住民の協働を推進するための仕組

み」である。これは５つの制度によって構成されている（表１左欄参照）。①地域自治区の設

置（地域居住の住民すべてで構成）、②地域協議会の設置（地域自治区に多様な住民で構成）、

③自治振興センターの設置（地域協議会の事務の所掌）、④まちづくり委員会（縦割り組織を

横断的な住民組織に再編した簡素で効率的な組織）（町内会（自治会）が委員を選出（図に基

づく））、⑤（市からの）パワーアップ地域交付金制度の導入（住民が一体的かつ総合的にま

ちづくりに取り組むことを目的とする）（直接市からまちづくり委員会に交付）、といった制

度である(９)。②③は、①の制度化によって必然的に設置されるものである。④は、地域のま

ちづくり組織の再編（「地域自治会」「地域まちづくり委員会」「まちづくり委員会」と名称

多様）されたものである。⑤は、まちづくり委員会に一括交付されるが、公式的には地域協議

会が配分先を決め（申請の承認）、その実績を承認することになっている。 

    これらの制度のうち地域自治区とまちづくり組織は、飯田市自治基本条例で明確に規定され

ている（2006年９月議会で可決）。「市は、地域の特性と自主性が生かされた、個性豊かで魅

力ある地域のまちづくりを推進するため、自治の基本原則に基づき、分権によるまちづくりの

仕組みを目指します」（条例12）。それを実現するために「地域自治区に置かれる地域協議会

は、地域の住民により構成され、地域の意見を調整し、協働によるまちづくりを推進」（条例

13②）するとともに、「市は、市民組織が地域のまちづくりに取り組むため組織する委員会等

の自主的及び自立的な運営を尊重します。」（条例14、表題は「まちづくりのための委員会

等」）となっている（表１右欄参照)(10)。 

    蛇足ながら指摘しておくと、この自治基本条例は首長提案ではなく、議員提案によるもので

ある。その提案にあたっては議長の下に、住民（公募委員８名）、議員（８名）、行政職員

（４名）、学識経験者（４名）が参加する「わがまちの“憲法”をつくる市民会議」を設置し

検討が重ねられた（2011年５月設置）。それを踏まえて制定された(11)。 

    なお、地域協議会、およびまちづくり委員会それぞれでの連絡会議を開催している。地域協

議会会長会は、地域協議会とまちづくり委員会との役割の相違を明確にする必要もあって、市 

                                                                                           

(９) 20地区に総額で１億円交付している。廃止した補助金分約7,000万円とそれに3,000万円を加えた額である。前

者分は人口割、後者は均等割りとなっている。 

(10) まちづくり委員会と、自治基本条例で規定される「まちづくりのための委員会等」とが同一のものなのか、そ

れ以外の多様な団体を含むものなのかの解釈によって、今後の地域自治のあり方は、変わってくるであろう。こ

のことについては本文で検討する。 

(11) 議会が設置した市民会議としては全国初のものである。全体会議14回、分科会６回、運営委員会15回開催され

ている。市民会議は、中間報告を策定し（2011年11月）、それは議会だより臨時号として全戸に配布された。そ

の後、最終答申を議長に提出している（同年12月）。他方で議会は、特別委員会を設置し、検討サイクルを作動

させる（起草委員会（原案）→特別委員会（検討）→起草委員会（修正）→特別委員会（確認）→全議員）。市

議会の条文素案を決議し、市長に対して検討を依頼するとともに、議会だより臨時号で条文素案を全戸配布して

いる。その前後には、地区説明会を開催して条文原案を作成している。それに基づきパブリックコメントを行い、

これを参考にするとともに、市長からの意見も参考にしながら、条例案が作成され、2006年９月に全会一致で可

決されている。なお、法制担当職員が議会事務局に兼職発令されている（2005年）。自治基本条例を議会が提案

することは、すでに四日市市でも行われているが、それは理念条例の位置づけであること、議会条文も充実させ

た自治基本条例であり（北海道ニセコ町自治基本条例の改定（2005年）でようやく議会条文が充実しだした時

期）、住民参加を充実させながら長期にわたって策定したことを考慮すれば、高く評価してよい。なお、その後

も飯田市議会は自治基本条例の見直しを積極的に行っている。 
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＜表１＞ 飯田市の地域自治 
 

 地域自治組織制度 自治基本条例による規定 

地域自治区 

（市の組織） 

① 地域自治区の設置（地域居住の住民

すべてで構成） 

② 地域協議会の設置（地域自治区に多

様な住民で構成） 

③ 自治振興センターの設置（地域協議

会の事務の所掌） 

（地域自治区） 

第13条 市は、市民に身近な事務事業を市民の意見

を反映させて処理するとともに、地域の自治を促

進するため、法律に基づく地域自治区を設けま

す。 

２ 地域自治区に置かれる地域協議会は、地域の住

民により構成され、地域の意見を調整し、協働に

よるまちづくりを推進します。 

その他 

（住民組織） 

① まちづくり委員会（縦割り組織を横

断的な住民組織に再編した簡素で効率

的な組織）（町内会（自治会）が委員

を選出（図に基づく）） 

② （市からの）パワーアップ地域交付

金制度の導入（住民が一体的かつ総合

的にまちづくりに取り組むことを目的

とする）（直接市からまちづくり委員

会に交付） 

（まちづくりのための委員会等） 

第14条 市は、市民組織が地域のまちづくりに取り

組むため組織する委員会等の自主的及び自立的な

運営を尊重します。 

備 考 

2015年度橋南地区地域自治組織の図で

は、地域協議会のほかに、まちづくり委

員会（統合した機関・団体）よりも住民

組織は広く取られている。統合せず代表

委員を選出する機関・団体、代表参加は

しないが個別の事業内容により協力提携

する機関・団体 

自治基本条例には、地域自治の章の中に（第４章)､

上記の他に市民組織の尊重（第11条）、地域自治の

推進（第12条）とともに、自治活動組織（第15条）

が規定されている。「市民は、地域社会の一員とし

て、自治活動組織（括弧内中略）の役割について理

解を深め、協力するとともに、自治活動組織への加

入に努めます。」（１項）といった市民の責務や、

「自治活動組織は、地域市民の加入や参加が促進さ

れるために必要な環境づくりに努めます。」(３項)

といった自治活動組織の責務の規定されている。 

注１：地域自治組織制度は、ムトスまちづくり推進課「飯田市の地域自治組織制度」（2015年）に基づいてい

る。本表中の図は、その中にある図を指している。 

 

   からの連絡報告事項と各地区間の連絡調整のために2014年度よりはじまった（2014年度は２

回）。地域協議会は各地区それぞれ独立したものであり、会長会は決議する役割を担うもので

はない。 

    また、まちづくり委員会連絡会は、飯田市からの連絡報告事項とまちづくり委員会主催事業

の協議が目的であって、決議をする役割を担うわけではない（年４回開催）。たとえば、2014

年度第４回（2015年３月）では次のような事項が報告され協議された。連絡事項として「平成

26年度の議会報告会で出された意見の取り扱いについての報告」「リニア駅周辺整備基本構想

について」「下伊那北部の新火葬場開設に伴う飯田市斎苑に係る制度見直し等について」「特

殊詐欺被害の現状と防止対策について」、協議事項として「自治活動組織加入促進事業につい

て」「総合的な空き家対策について」「平成27（2015）年度の市政懇談会開催計画について」

「地域自治組織の検証と見直しについて」であった。ちなみに、その開催時（連絡会終了時）

に飯田市にある中山間地７地区の会長で構成されている中山間地区連絡会議が開催されている。

これもあくまで連絡会議である。 

    これら２つは、連絡会議であるが、今後この性格が変われば、自治のあり方にとって大きな

変化を呼び起こすことになる。たとえば、連絡から、調整さらには決議を上げるようになれば、

各地区の住民自治を踏まえた巨大なパワーを発揮することになる。市長への圧力になるととも
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に、議会と並ぶ「住民自治」を体現する場となる可能性はある。慎重な議論が必要である。 

  ④ 飯田市自治体内分権の特徴 

    飯田市の自治体内分権を考える上での前提あるいはその特徴を確認しておこう。 

    まず第１には、地域自治組織を自治基本条例で規定していることである。すでに指摘したよ

うに地域自治区（地域協議会と自治振興センター）だけではなく、まちづくり委員会を含んで

いる。実態と理念との乖離が生み出される可能性がある。理念としては、住民の多様なアク

ターの活動を踏まえて、それら利害（要望・提案）を調整して統合し首長に対して地域協議会

が提案する。まちづくりのさまざまな団体の自主性は尊重される。まちづくり委員会もその住

民の自主的組織として位置づけられる。地域協議会は市の組織、まちづくり委員会を含めた団

体は自主的な住民組織である。自治基本条例に規定されている、その自主的組織、つまり「ま

ちづくりのための委員会等」は、まちづくり委員会を指すのか、それともそれ以外のＮＰＯを

含めたさまざまな団体を指すのかによって自治のあり方は異なっている。これらのことは、地

域協議会とまちづくり委員会の理念、制度、運営を確認した後で検討したい。 

    第２には、まちづくり委員会は主に自治会によって構成されていることである。構成団体は、

自治会以外も含まれるまちづくり委員会はあるが、主として自治会で構成されている。座光寺

地区のまちづくり委員会の名称は、座光寺地域自治会となっている。自治会は、一般に最小単

位の組にはじまり、常会、区、そして自治会となる。その最大組織の自治会の連合（自治協議

会）がまちづくり委員会となる。20ある地域（地区：地域自治区とまちづくり委員会の単位）

のうち世帯数は、219（上村地区）から5,224（上郷）までさまざまである（2012年４月１日、

住民基本台帳）。また、まちづくり委員会加入世帯率も61.6％（上郷）から98.8％（橋南）ま

でさまざまである。なお、まちづくり委員会、したがって自治会を構成している区もさまざま

である。竜丘地区では、123世帯（上川路）から706世帯（駄科）まで、また加入率では84.8％

（駄科）から96.2％（時又）までと多様である（自治振興センター調べ、2014年１月１日現

在）。なお、自治会だけの構成団体としない方向で運営を行っているまちづくり委員会もない

わけではない（橋南まちづくり委員会等）。 

    第３には、地域協議会とまちづくり委員会の地域的範囲は重なっていることである。地域協

議会は、法令に基づき条例で設置されたものであり、それに対してまちづくり委員会を構成す

る主要な団体（自治会）は、条例で明記はしているが、住民の任意の組織である。地域的範囲

が同一であることから、後述するように地域協議会委員とまちづくり委員会役員のかなりの重

複がある。理念上の相違は理解できても運用でのさまざまな問題が噴出している。地域協議会

の政治的機能が弱いことも起因している。なお、まちづくり委員会の前身の自治会（正確には

自治協議会）には、その上部団体として自治会連合会（正確には自治協議会連合会）が位置し

ていた。これによる政治機能（地域の利害を統合し表出する機能）があった。しかし、まちづ

くり委員会の設置にともない、自治会連合会が廃止されたため、地域の利害は地域協議会とい

うチャンネルを通すことになる。とはいえ、まちづくり委員会としての政治機能も否定されて

はいない。そうだとすれば、地域協議会との棲み分けはますます難しくなる。 

    飯田市の自治体内分権は、自治会連合会を通した政治的機能を弱めるものである。逆にいえ

ばその政治的機能、とりわけこの文脈では利害表出機能は強力であるために、飯田市の自治体

内分権はそのチャンネルを分断したともいえる。もちろん、それを主要な要因として設計され
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たものではないが、１つの要因として理解してもよいだろう。 

    第４には、そのまちづくり委員会に公民館が構成メンバーとなっていることである。長野県

は活発な公民館運動の伝統があり、そのうち飯田市はとりわけ有名である。地域住民のさまざ

まな活動の拠点となっている。住民自身が主体的に取り組み、教育委員会から派遣される公民

館主事が住民活動をサポートしている。公民館は地域自治区、したがって自治振興センターご

とに設置されているとともに、区ごとにはその分館が設置されている。公民館はまちづくり委

員会の一組織になった。これには大論争があった。飯田市の自治体内分権を考えるときには避

けて通れない論点である。ここでは、「まちづくり委員会が１つの自治体とすれば、公民館が

教育委員会という関係に近いととらえることができる」。そして、まちづくり委員会全体は地

域のセーフティーネットを支えるが、その中でも公民館は「学習を通して地域の担い手を育て

る機関として､地域のまちづくり委員会を支える役割を担っている」としてまずもって理解し

ておこう(12)。 

    以上のように飯田市の自治体内分権を考える際の前提あるいは特徴を確認した。なお、飯田

市の自治体内分権は、地域自治区の法令整備を念頭におきつつ、概観してきた制度に結果的に

落ち着いた。しかし、庁内に設置された地域自治組織検討プロジェクトでは、法令を見据えつ

つも独自の議論が行なわれていた。市長は、合併するかしないかにかかわらず各地区に地域自

治組織を導入すると明言していた（2003年３月議会）。 

    そもそも、飯田市は合併を繰り返してきたが、その際公民館運動を基礎に旧市町村ごとに支

所と公民館を設置するという地域ごとの自立性を守る伝統が根づいていた。そこでプロジェク

トが設置され、「地域自治政府」構想が提案されていた。「政府」ということから、正統性を

付与された議会を設置するとともに、執行を担う「政府」が設立される。地域（支所単位、現

在の地域振興事務所）を超えた領域に責任を持つ拠点支所（土木技師、社会教育主事、保健師

などを配置）に執行委任するものである。この拠点支所の設置は、より大きな旧市町村単位を

想定していた。ともかく、こうした議論を踏まえているものの、自治法改正や合併特例法改正

にともなう地域自治区の制度化を念頭にその構想を改変させていく。庁内プロジェクトの最終

報告がこの「改変」を担うことになる。これを参照しつつ、飯田市の自治体内分権は制度化さ

れた(13)。 

    なお、奇異に感じることは、自治体内分権を重視する飯田市の総合計画において地域別の計

画がないことである。地域ごとの住民組織の自立的な活動を重視することは了解できるとして

                                                                                           

(12) 木下巨一「市民参加のＤＮＡを継承する学びの場 ― 飯田型公民館制度」『地域開発』2013年５月号、13頁。

信濃毎日新聞社編集局編『民が立つ ― 地域の未来をひらくために』信濃毎日新聞社、2007年、の第１章第５部

の「公民館論争 ― 『先進地』飯田から」、木下陸奥『地域と公民館 ― 自治への憧憬』南信州新聞社出版局、

2012年、第８章、に詳しい。その他、『飯田市公民館活動史』南信州新聞社出版局、1994年、などを参照した。

なお、本稿では触れることはできないが、この公民館活動の前史として、大正デモクラシーを追い風に広がった

「自由教育」が飯田市（当時の竜丘小学校など）で根づいており、その文化が戦後の公民館運動を促進した、つ

まり、教育文化の起点となった自由教育が飯田市に開花していたと指摘する論者も多い。木下巨一前掲論文、木

下陸奥前掲書、木下陸奥『竜丘の自由教育の真髄を探る』秀文社、2010年、参照。なお、条例に基づいていると

はいえ、住民の任意の組織であるまちづくり委員会に自治会だけではなく、教育委員会所管の公民会が構成メン

バーとなっている。この点については、歴史を踏まえて再度検討しておきたい。 

(13) 大澤正治・平澤知人「飯田市『地域自治政府構想』に関する諸検討」『年報・中部の経済と社会』2003年（特

集・三遠南信学の可能性）、および飯田市「地域自治組織検討庁内プロジェクト研究報告」2005年１月、参照。 

－ 121 －



－ 122 － 

も、市としての施策の方向（ハードとソフトを含めて）は明確にすべきだと思われる。 

 

(３) 上村地区の住民自治の諸相 

  ① 上村地区の課題と想定される解決ルート 

    上村地区は、合併による議員ゼロ状況にあることから、不利益があるのだろうか。一般的に

は、地域利害を表出させるルートの１つである議員ゼロ状況からすれば、その表出力は弱まる。

しかし、今日議員ゼロ状況が上村地区の争点をめぐって不利に働いているという検証はできて

いない。ヒヤリングにおいては、むしろ上村地区では「今日問題は生じていない」という回答

だった。合併時の課題はあったが、それも解決したことによるものと思われる。ただし、上村

地区に課題が存在しないわけではない。現在も議論されている課題もあれば、今日議論はされ

てないが今後浮上する課題も存在する。これらが、上村地域の利害調整とその表出が行われ、

争点化されたときにどのように決着するかは、制度化されている住民自治の作動によると思わ

れる。 

    同時にその系列ではなく、議会が議会報告会を制度化している。上村地区の課題が噴出した

場合、まちづくり委員会と共催しているこの議会報告会が上村地区の課題を考慮し対応できる

かを見据える必要があろう。さらに、議員ゼロ状況とはいえ、上村地区の住民は南信濃地区の

住民と協力しながら、南信濃地区出身議員を選出している。彼の活動の役割も重要になると思

われる。地域課題が浮上し争点化された場合の今後想定されるルートを確定する必要がある。

なお、市政懇談会は、市と各区のまちづくり委員会の共催で開催されている（年１回、ここ数

年は５月～７月）。当日市長や担当部長等が回答するが、持ち帰った課題については、後日自

治振興センターやまちづくり委員会を通して回答されている。 

    本稿では以下、地域住民組織を踏まえたルート、議会によるルート、そして出身（正確には

南信濃地区居住）議員の活動、といった３つのルートの現状を検討するが、その前に上村地区

の課題・争点、および争点化される可能性のある事項を確認したい。 

   1) 合併時に浮上した争点。まず、三遠南進自動車道早期実現をはじめ道路整備があげられる。

これらは、すべてが実現したわけではないが、停滞や延期されているわけではない。また、

中学校の統廃合問題があった。上村中学校を遠山中学校に統合する課題である。ＰＴＡ等で

も議論が行われたが、決着した（2009年４月統合）。統合以前もスクールバス運行が行われ

ており、その後も継続している。なお、廃止された上村中学校の跡地活用はこの時点では定

まっていなかった。 

   2) 現時点で議論されている地域の重要課題＝争点化される可能性がある課題Ⅰ(14)。中学校

の跡地の活用は、今日議論されているが（まちづくり委員会など）、いまだ決着していない。

福祉施設等を配置することを提案しているが、類似施設が近隣にあることや、構造上適しな

いこと（エレベータがないこと等）などを理由に、議論が継続している。また、教員住宅・

                                                                                           

(14) 「2015年度上村まちづくり委員会本会事業計画」（2014年度上村まちづくり委員会総会決定）の調査検討事項、

およびヒヤリングを参照している。ここで提示している課題はその検討になっている。それ以外の調査検討事項

は、人口増加対策（子育て対策（保育権・小学校の維持））、過疎対策定住対策、上村振興公社への協力、防災

対策、自治振興センターの改修、各自治会の振興施策、上村振興計画の見直し、一人暮らしの見回り、まちづく

り委員会への加入促進、である。このうち、人口増加対策、上村振興公社への協力は、次の「現時点で議論され

ていないが今後の重要課題」にかかわるものである。 
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市営住宅をより自由に活用（地域振興住宅への転用など）にすることを議論している（まち

づくり委員会等）。教員でなくとも借りられる、あるいはより安い賃貸料で借りられるよう

な基準の緩和などが要請されている（教員住宅に入居することなど一部すでに実現）。さら

に、小水力発電の取組がある（『広報いいだ』2014年３月１日（特集 自然エネルギーと住

民パワーで地域が潤うしくみづくり））。まだ実現してはいないが上村地区の大きな課題の

１つである。「全国に先駆けて」住民主体で小水力発電の活用を実現に向けて動いている

（売電による収益を地域に活かす)(15)。上村まちづくり委員会の中に、特別委員会として

「上村小水力発電検討協議会」（前身「上村の小水力発電を考える会」）も設立されている。

今後小水力発電は、株式会社が運営し、上村まちづくり委員会は出資者となる。上村まちづ

くり委員会が認可地縁団体となったのはそのためである（2015年８月14日認定日）。その出

資額等詳細について行政との議論が行われる。 

   3) 現時点で議論されていないが今後の重要課題＝争点化される可能性がある課題Ⅱ。いまだ

飯田市では議論されていないが（提案という意味だけではない）、今後浮上し議論され時に

は争点化される可能性のある論点という意味である。まず、自治振興センターの統廃合問題、

あるいはそこまでいかなくとも上村自治振興センターに配置されている部署（建設部、経済

産業部、水道局）の廃止問題は、他の市町村合併をした自治体の地域自治区廃止や支所の廃

止縮小の動向を考慮すれば、議論の俎上に上る論点である。また、保育園子育て支援事業

（上村地区のみ）や、保育料支援・市営住宅棟居住支援・通園支援といった優遇措置がある。

それらは子育て対策等にとって重要な施策であるが、今後見直される可能性もある。さらに、

旧上村時代に直営で経営していた事業を合併を機に公の施設として指定管理者制度を活用し

て事業を継続している（委託先上村振興公社）。観光課関連11か所（若者センター（喫茶か

み）、農産物直売所（村の茶屋、はんば亭）、大平保養センター等）、農業課３か所（農業

加工施設等）、林務課１か所（木工センター）、美術博物館２か所（祭り伝承館（天伯）等）

である。これらを公の施設にするべきか、また指定管理者制度で運営すべきかといった議論

は浮上することになるであろう。 

    争点化される可能性がある課題は、あくまで想定される争点であって実際に争点化されるか

どうかは定かではない。地域課題があっても、市としては事業の計画時から調整している。こ

のこともあって、地域住民組織の意向と行政のそれとが大きくズレることはいまだみられてい

ない。ただ、市の資源（財源・人材）不足に伴い、潜在化している課題が争点として浮上する

可能性はある。その場合、その争点を解消するルートの可能性を確認しておきたい。同時にこ

れらのルートは争点化される前に事前に解決するという意味で争点化させないルートでもある。 

  ② 住民自治組織のルート ― 地域協議会とまちづくり委員会 ―  

   1) 住民自治組織の組織 

     上村地区の住民自治組織として地域協議会とまちづくり委員会が設置されている。前者は

12名で構成され、４つの自治会の会長４名のほか、まちづくり委員会の各委員会委員長４名、

                                                                                           

(15) 「全国に先駆けて」という表現は、地域環境権条例（再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくり

に関する条例）という全国に先駆けて制定した再生エネルギーによる地域づくりの条例に基づき、認可地縁団体

が出資した住民主体発電事業体によるためである。このほか、地区集会所の屋根に太陽光パネルを乗せて、地域

の防災に役立てようとしている竜丘地区（竜丘駄科区）がある。 
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まちづくり委員会からの推薦２名、公募（２名、実際はまちづくり委員会の関係が深い者

（そのうち１名はまちづくり委員会会長））である。まちづくり委員会とほぼ重なる構成と

なっている。また、女性委員も少ない。上村地域協議会だけが特殊ではなく、一般的な傾向

である（表２参照）。後述するように、ムトスまちづくり推進課としてはこれらの傾向を是

正したい意向である。 

     そのまちづくり委員会は、４つの自治会を主に、ＰＴＡ（１名、公民館委員会に所属の

み）、消防・日赤・駐在所・交通指導員（各１名、生活安全委員会にのみ所属）からなって

いる（図２参照）。本会として役員（＝執行委員会、13名（規約上は12名）、地域振興委員

会と兼務）と、４つの委員会（生活安全委員会、環境衛生委員会、健康福祉委員会、公民館

委員会）、および必要に応じて特別委員会が設置される。なお、すでに指摘したように、小

水力発電を目指しているために小水力発電検討協議会を特別委員会として設置している。こ

れを株式会社として運営しそれに出資するために上村まちづくり委員会は認可地縁団体とし

て法人化された。 

     上村地域自治振興センターは、他のセンターと同様、市役所全般の受付・窓口業務ととも

に、地域協議会、まちづくり委員会、各種団体の事務局の役割を担う（６名（臨職１名を含

む））。このほか、建設部、産業経済部（以上南信濃自治振興センターと同様）、水道局

（南信濃地区兼務）が配置されている（８名（臨職６名を含む））。他の自治振興センター

と比べて独特な組織となっている(16)。 

   2) 地域協議会の役割と運営 

     地域協議会の主な審議事項（諮問）は、市からの諮問事項、パワーアップ地域交付金の審

査、公民館長の推薦、開発行為等の届出の審査である（表３参照）。地域協議会からの答申

では、「市全体枠の中で地域にかかわること」「地域独自の課題に関すること」として、い

ままですべての諮問に対しての否定的な決議はない。上村地域協議会は「市全体枠の中で地

域にかかわること」として、表中の議論と答申を行っているが、「不適当」の答申はいまだ

ない。 

     上村地域協議会は独自審議のうえ意見書を提出したことはない。他の地域協議会でも、自 

 

＜表２＞ 地域協議会委員の構成比（上村地区、全地区） 
 

地  区 

定  数 備  考 

推 薦 公 募 計 
推薦委員 

女性割合（％) 

合  計 

女性割合（％)

2013 
上 村  10（83.3）  2（16.7）  12（100） 20.0 33.3 

全地区 305（84.0） 58（16.0） 363（100） 23.0 25.6 

2015 
上 村  10（83.3）  2（16.7）  12（100） 20.0 25.0 

全地区 308（83.9） 59（16.1） 367（100） 27.6 29.6 

注１：各年は５月１日現在。定数欄の括弧内の数字は構成比。なお、定数は地域協議会によって異なる（最多

25（松尾、山本）、最少11（千代、南信濃））。  

                                                                                           

(16) 旧上村時代職員は40～50人いた。合併して地域自治区が設置されて以降、自治振興センター職員は数名減少し

て現在に至っている。なお、上村自治振興センター職員は最近地元出身が増えている。14名中11名（南信濃地区

を含めれば13名）は上村地区出身となっている。地元住民要望によるものである。住民からすれば「自治振興セ

ンターとのコミュニケーションがとりやすくなった」といわれる（ヒヤリングより）。 
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＜図２＞ 上村地域自治区組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：上村自治振興センター資料。 

 

＜表３＞ 地域審議会審議開催回数および審議事項（上村地区） 
 

年 度 回 数 

パ ワ ー

アップ交

付金に関

すること 

市全体の

枠に中で

地域に関

すること

① 

地域独自

の課題に

関するこ

と② 

公民館候

補者推薦

指定管理

者に関す

ること 

備  考 

2011 

《83件》 

3 

(2.15) 

1 

(1) 

2 

(0.95) 

0 

(0.05) 

0 

(0.10) 

0 

(0.25) 

① 飯田市過疎地域自立促進計

画の変更 

① 飯田市上村弓道場の条例改

正についての意見聴取につい

て 

2012 

《91件》 

3 

(2.95) 

1 

(1) 

1 

(1.65) 

0 

(0) 

1 

(0.9) 

2 

(0.15) 

① 飯田市上村コミュニティ条

例改正について 

2013 

《92件》 

3 

(2.25) 

1 

(1) 

2 

(0.95) 

0 

(0.2) 

0 

(0.1) 

0 

(0.35) 

① 地域振興住宅に係る条例改

正について 

① 飯田市授産施設条例の一部

改正について 

2014 

《101件》 

4 

(2.65) 

1 

(0.95) 

1 

(0.6) 

0 

(0.4) 

1 

(0.95) 

1 

(1.4) 

① デイサービスセンター条例

改正について 

注１：パワーアップ交付金に関することは、それぞれ前年度実績の承認、今年度計画の承認を含む（実際には

各１件であるが関連しているので、各１件で１と記入している）。 

注２：①②は備考欄に内容を明記している（実際には①のみ）。 

注３：欄の括弧内の数字は、各地区の平均件数を記入している（上村を含む）。  

－ 125 －



－ 126 － 

    主的な審議、それに基づく意見書の提出はされていなかったが、最近は独自開催や意見書の

提出がされるようになっている（18件（実質14件）、2009～2014年度、後掲資料１参照）。 

     なお、委員は無報酬で、交通費のみ支給されている（２㎞以上、37円/㎞）。 

   3) まちづくり委員会の運営 

     まちづくり委員会の組織は、すでに指摘した。この間の組織上の変化は、４つある自治会

長の１人がまちづくり委員会の会長を担うことが慣例であったが、2015年度より自治会長で

はない委員が会長となっている。これは、災害時に自治会長は現場を離れるわけにはいかず、

自治会長以外の委員を会長とする議論があったためである（このため役員＝執行委員会は規

約上の12名だが13名としている）。 

     収入（歳入）額約920万円、支出（歳出）額840万円（2014年度決算）である。収入項目で

は、市補助金約400万円（中山間振興事業支援補助金等）、雑収入約160万円（小水力事業

県・市補助金等）、住民負担金（１世帯3,500円)(17)、などである。支出項目は、事業費

（中山間）約190万円、過疎事業（２項目）約360万円、まちづくり事業（パワーアップ交付

金）約120万円、などである。 

     役員＝執行委員会は、毎月会議を開催している。同様に、各委員会（部会）は積極的に活

動している。毎年度総会を開催し（４月）、前年度の事業報告・決算報告の承認、今年度の

事業計画・予算の決定、を行っている。各委員会の事業計画とともに、2015年度上村まちづ

くり委員会本会事業計画では、本会（役員＝執行委員会）の主な業務である「地域振興、自

治会要望、のとりまとめ各委員会の調整等、新上村振興計画に沿って」、事業を行うとして

いる。この計画とは『新上村振興計画（平成22（2010）年度～31（2019）年度）「環境・伝

統文化・人々がかがやく上村」』のことである。 

     アンケートなども行った立派な計画といえる。自治体の総合計画のようなものと理解でき

るが、毎年の評価は行われているわけではない。 

     まちづくり委員会役員の報酬（１年間）は、会長10万円、副会長５万円、委員会委員長

1.5万円、副委員長１万円である(18)。 

   4) 地域協議会とまちづくり委員会の関係 

     上村地区の場合、地域協議会委員とまちづくり委員会本会（役員＝執行委員会）は重複し

ている（公募委員も関係者であることを考慮すれば全員）。まちづくり委員会の方が実質的

な権限が強い。パワーアップ交付金の交付先を決めるにあたって、まちづくり委員会で審議

された事項を地域協議会で追認することになる。同様に、地域協議会での前年度の実績審査

にあたっても、まちづくり委員会の審議を追認することになっている。公民館長の推薦にあ

たってもまちづくり委員会に公民館が属していることから、まちづくり委員会の意向に即す

ることになる。さらに、地域協議会が対象とする領域よりも広い活動を行っているのがまち

づくり委員会である。地域協議会とまちづくり委員会両者に属している委員は、地域協議会

でのまちづくり委員会事業の対象外の自主的審議がなければ、まさに二度手間であり、まち

                                                                                           

(17) これ以外に自治会費も（常会がある場合は常会費も）納める。 

(18) 報酬は地区ごとにばらつきがある。会長でみれば、上村地区、南信濃地区、丸山地区が最も低く、鼎地区（40

万円）、松尾地区（35万円）まで幅が広い（ムトスまちづくり推進課「2014年１月現在 まちづくり委員会役員

報酬調べ」）。 
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づくり委員会の一委員会ともうつる。 

     実際、地域協議会の開催回数は４回と少なく、ほぼ諮問がある場合に限られる（2014年

度）。しかも、まちづくり委員会本会の開催は毎月定例であり、地域協議会は必要な場合に、

まちづくり委員会本会の開催に合わせてその前に開催される。 

     これらのことから、地域協議会は屋上屋を重ねる組織だという認識が広がる。住民もそれ

らの組織の相違が認識できない。 

     このことは、議会が議会報告会をまちづくり委員会と共催で開催していることによって加

速される。 

  ③ 議会ルート 

    飯田市議会は、議会改革の先駆者の１つである。住民との協働を行うことにより住民福祉の

向上につなげている。議会は、すでに指摘したように自治基本条例を議会から提案して制定し、

それに基づく地域経営を進めている。自治基本条例制定の際にも、またその後でも住民と歩む

議会を目指している。住民と意見交換する議会報告会を起点に議会の政策提言・監視能力を高

めようとしている（図３参照）。その議会報告会は、20地区を念頭にそれをブロック化した６

地域で毎年開催されている。上村地区は、南信濃地区と一緒に遠山ブロックとして開催されて

いる。まちづくり委員会（首長の諮問機関である地域協議会ではなく）と共催で開催される。

全体会があり、その後常任委員会ごとの分科会があり、最後に再度まとめの全体会が行われ 

 

＜図３＞ 飯田市議会における常任委員会活動の一年間の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：飯田市議会資料。  
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   る(19)。議会報告会の開催やその内容については好意的な評価である（2014年度遠山ブロッ

ク)(20)。同時に、議会や議員への期待では、地域課題を解決するための活動60.0％、政策提

案・調査活動の充実50.0％（監視機能の強化は22.5％）、と政策提言機能の要請が強い。また、

まちづくり委員会等との連携47.5％が第３位を占めている。 

    議会報告会は、議会活動の報告会であるとともに、２つの意味で議会からの政策サイクルの

起点となっている。１つは、決算審議をより充実させるための行政評価を議会独自で行うが、

その行政評価項目の選定にあたって、議会報告会で提出された意見・要望に基づいていること

である。もちろん決算審査が目的ではなく、それを予算要望につなげ予算審議をより充実させ

るためである。このことは基本構想等を議会の議決事件とした議決責任に基づいている(21)。

もう１つは、所管事務調査の対象とするテーマを設定する際に議会報告会における要望・意見

を参考にしていることである。対象事業を抽出、問題発見、市民目線による評価の実施、政策

課題について討議し全体化する場、政策提言、というサイクルを創り出す。それほど重要な議

会報告会であるが、参加人数は多いとはいえない（表４参照）。 

    議会報告会で提出された意見は、関係する委員会等に分け、今後の取り扱いを協議し対応し

ている（表５参照）。住民の意見は、３分類される。委員会として調査研究するもの、執行機

関に申し送るもの、上記いずれともしないもの、といった３分類である（正確にはそれらを横

断するもう１つの類型＝行政評価の対象とするもの）。意見を個別に対応すると、市への伝達

になりかねない。「総合的に検討して、政策的な課題の抽出・設定を行い、この課題に基づき

情報収集及び調査・研究した上で、“政策づくり”に取り組み、その経過と結果を市民に公表

していく」（飯田市議会「議会報告会 平成26（2014）年度開催結果及び平成27（2015）年度

の開催方針について」2015年３月24日）。その公表の場の１つは、すでに指摘したまちづくり

委員会連絡会議である。 

    遠山ブロックからの意見のうち、委員会として調査研究に該当するものは４件であるが、そ

のうち３件が広報広聴委員会で議会報告会の手法についてである（飯田市議会「議会報告会 

平成26（2014）年度開催結果及び平成27（2015）年度の開催方針について」2015年３月24日）。

残る１件は、産業建設委員会が対応するもので中山間地機の農業の継続を図るための補助金が

あるが、それらの継続の要望である。これに対して、「とくに中山間地における農業のあり方

を引き続き検討していく」ことになっている。 

 

＜表４＞ 議会報告会参加者 
（人) 

年／地区 2009 2010 2011 2012 2013 2014 平均（人）

遠 山  42  39  52  53  67  59  52.0 

全地区 457 469 444 461 510 543 480.7 

注１：2009年を起点としている意味はない（この年は一般選挙が行われた最初の年）。 

                                                                                           

(19) 常任委員会ごとの分科会は、専門性が必要となる。それであれば、まちづくり委員会の各委員会と継続的に議

論することも必要である。より広い意見を聞く場であれば、常任委員会ごとではない手法、ワークショップ方式

なども採用してよいであろう。 

(20) 「評価する」82.3％、「内容について良かった」60.0％、となっている。 

(21) 「飯田市議会の議決すべき事件を定める条例」。基本構想の策定・変更・廃止、およびそれに基づいて定める

基本計画のうち、政策施策の体系の策定・変更・廃止である。なお、実施状況の市長による報告義務も規定され

ている。 
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＜表５＞ 議会報告会において寄せられた意見・要望の議会の対応（2014年度） 
 

委 員 会 地 区 
委員会として 

調査研究   

執行機関への 

申し送り   
対応しない 小 計 

総  務 
遠 山 0 6 2 8 

全地区  7（12.5)［11.1] 33（58.9)［80.0] 16（28.6) ［8.9] 56（100)［100] 

社会文教 
遠 山 0 3 0 3 

全地区 12（24.0)［14.3] 25（50.0) ［7.1] 13（26.0) ［1.8] 50（100)［100] 

産業建設 
遠 山 1 11  0 12  

全地区 11（17.7) ［5.9] 46（74.2)［13.7]  5 （8.1) ［8.4] 62（100)［100] 

リニア推進 
遠 山 0 0 0 0 

全地区  2（14.3) ［0.0]  9（64.3) ［0.0]  3（16.7)［21.4] 14（100)［100] 

広報広聴 
遠 山 3 0 3 6 

全地区 33（50.0)［85.1]  0 （0.0) ［0.0] 33（50.0)［14.9] 66（100)［100] 

 
遠 山 4 20  5 29  

全地区計 65（26.2)［36.1] 113（45.6)［21.6] 70（28.2)［31.7] 248（100)［100] 

注１：（ ）内は、構成比、［ ］内は、2013年の構成比である。2013年は、総件数208、各項目100にならな

いのは、委員会として調査研究するもの、執行機関に申し送るもの、上記いずれともしないもののほか

にその他があるためである。また、2013年では取扱委員会には、議会運営（１件）、代表者会（１件）、

議会改革（２件）があるが（すべて「上記いずれともしないもの」）、比較のために省略している。 

注２：取扱委員会は、総務、社会文教、産業建設、リニア推進、広報広聴である。それぞれの件数は、同意

見・要望等も１件でカウントしている場合もある（2014年１件のみ）。 

 

    なお、2011年度の議会報告会で提出された遠山郷の観光振興については、産業建設委員会に

おいて調査研究が行われ、地域の役割分担を明確にする中で支援を考えること、地域で作成し

た計画の評価と助言を第三者に求めつつ、総合的な観光戦略を提言することを、翌年に遠山地

区まちづくり委員会と観光関連団体に回答している。 

    議会報告会で提出されたテーマで委員会としてすぐに回答できるものだけではなく、年度を

超えて調査研究（所管事務調査）を行うものもある。遠山地区で提出された意見だけではない

が、関連するテーマを例示しておきたい。「買い物困難者、ゴミ出し困難者への支援について」

は、2012年度の議会報告会で提出された課題を踏まえて社会文教委員会で所管事務調査を行い、

ヒヤリング、視察、関連事業の行政評価を行った。それを踏まえて調査報告書を2015年度に提

出している。同様に、議会報告会の意見に基づき「地域で子供を育てるには」（2013年度か

ら）、「元気で長生きできる『健康寿命延伸都市』を目指して」（2014年度から）として、社

会文教委員会は所管事務調査を行い調査研究報告書を提出し（2015年度）、さらにそれらにつ

いて議会として市長に対して政策提言を行っている。前者は「地域で子どもを育てるには ― 

飯田らしい小中連携・一貫教育の推進にあたって」（2015年３月20日）、後者は「だれもが元

気で長生きできるまちを目指して ― 一人ひとりの高齢期を見据えて」（同）である。 

    飯田市議会からの政策サイクルにとって、こうした所管事務調査を踏まえた政策提言だけで

はなく、議会による行政評価が重要である。すでに指摘したように、その行政評価の対象とす

るテーマの選定に議会報告会において提出された意見を活用している。 

    議会報告会によって住民の声を聞いた議員は、それらを所管事務調査や議会による行政評価

に活かすことになる。同時に、そこからこぼれたあるいは重要だと思うテーマについては、議

員個人として一般質問等でその課題を政治の場に浮上させている。 
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  ④ 議員ルート 

    上村地区は、たしかに議員ゼロ状況である。すでに指摘したように、飯田市議会は、議会と

して住民福祉の向上のために活動することを目指し、さまざまな議会改革を行っている。上村

地区出身議員はいなくとも、議会として上村地区をはじめ出身議員がいない地域の課題も議会

として取り上げている。 

    とはいえ、自他ともに認める地元議員がいる。正確には南信濃地区居住で、上村地区を併せ

た遠山ブロックを地元として活動する湊議員である。湊議員は、正確には旧南信濃村出身では

なく、その地域出身の配偶者の都合で1978年に移住している。さまざまな職業に就きながら、

環境業界、商工会等、人脈を広げていく。定数特例（増員選挙）で当選していた議員から、次

回選挙（初の一般選挙）の際の立候補を打診され議員となった。南信濃地区とともに上村地区

が出身地だという認識で活動している。これらの地区の住民からの支援を受けるとともに、広

域的な商工会、観光協会、若手経営者等の支援もあった。 

    後援会役員会（年２回）、地域行事への積極的参加、たより発行（年１回、南信濃地区・上

村地区）、まちづくり委員会総会・忘年会参加などによって、住民の要望・意見を聴取してい

る。これらを踏まえて、積極的に地元の課題を政治・行政の場の浮上させている。湊議員は道

路、環境、福祉、子育て、若者プロジェクトについて地元の要望に即して「一般質問で50％以

上、否100％とりあげている」という。とはいえ、南信濃地区や上村地区を直接とりあげるも

のもないではないが、実際には中山間地域や空き家対策といったより広範な課題としてとりあ

げることも多い（後掲資料２参照）。 

    なお、行政に直接働きかけることもあるが、「強引では嫌われて実現しないので、相談とい

う形で持ち込むことが多い」という姿勢で臨んでいるという。 

    また、湊議員は会派や委員会で南信濃地区や上村地区の課題を話し視察するように依頼して

いる。中山間地は７地区あり、そのうち３地区（下久堅、龍江、南信濃）のみ出身議員がいる

（議員ゼロ状況は、上久堅、千代、三穂、上村の４地区）。それらの議員とも問題意識を共有

しているが、同時に議会全体が中山間地域に関心を示すことが必要であり、その方向はすでに

確立されてきている。 

    湊議員やその支援者からすれば、編入合併した南信濃地区と上村地区は、市全体の人口規模

から見れば、両地区併せても2.0％であり、住民の声が政治・行政の場に届きにくいと考えて、

地元出身議員を誕生させたいという意向となる。 

 

むすび 

 議員ゼロ地域の上村地区の住民自治について検討してきた。旧上村は、人口規模を考慮すれば合併

時からすでに合併すれば議員ゼロ状況となることは、絶対とはいえないまでも可能性が限りなく高

かった。それにもかかわらず、それを承知で合併に進んでいる。旧南信濃村は、人口は旧上村と比べ

て多いとはいえ同様である。 

 現時点では、上村地区は議員ゼロ状況によって地域課題解決にとって不利益となっているという声

は聞かれなかった（地域リーダーとはいえ少人数のヒヤリングであった可能性はある）。 

 これは、議員ゼロ状況とはいえ、南信濃地区と連合して議員を選出し、その議員も上村地区と南信

濃地区の利害を代表して活動していることによることも考えられる。しかし、それ以上に住民自治を
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進める制度改革があるためである。それがなければ、仮に地元を意識した議員がいても多勢に無勢で

あり、上村地区、および南信濃地区の利害に対応できるわけではないからである。 

 その１つは、議会改革である。議員の役割は「口利き」活動ではなく、地域課題を踏まえた市全体

の利害を追求するものであり、それを踏まえて「住民自治の根幹」としての議会を作動させるという

政治文化が育っている。すでに、上村地区だけではなく、旧飯田市の中でも議員ゼロ地区は存在して

いる。その地区の課題を考慮することは、議会にとって当然であった。この延長で、上村地区に対応

している。議会は議員すべてとはいえないまでも、議長・副議長、各委員会委員長・副委員長といっ

た議会内のリーダーにはこの理念が根づきそれに基づき活動している。短く見積もっても、「わがま

ちの“憲法”を考える市民会議」を設置した2004年以降継続している。選挙によって議員構成が変わ

る中での継続である。この議会には議会改革を進める意欲が感じられる。 

 今後、人口減少、財政危機に伴って行政改革はさらに進むであろう。その際、議員ゼロ状況が大き

な不利益を被る可能性は皆無ではない。議会改革も必要ではあるがそれとともに自治体内分権を進め

ることが必要である。まちづくり委員会の活動は地域に根ざしている。しかし、課題もある。すでに

指摘したように、地域協議会とまちづくり委員会の活動は重複、より正確にいえば前者は屋上屋を重

ねるものだとうつっている。 

 おそらく、自治基本条例のイメージでは、首長によって委嘱され正統性を付与された地域協議会と

「まちづくりのための委員会等」が地区における重要な役割を担うという想定であった。すでに検討

したように、現行では自治会と一体化したまちづくり委員会と地域協議会が住民自治組織として認識

されそれに基づき運営されている。 

 この「まちづくり委員会等」にはもう少し広い解釈もできる。この「等」は、単なる名称の問題に

すぎないか（地域自治会か地域自治会かといった単なる名称問題）、それを超えてまちづくり委員会

の構成のあり方にかかわる論点にまで及ぶのかに分かれる。後者の場合、自治会を主な構成メンバー

とするまちづくり委員会だけを想定するものと、さまざまな地域で活動している団体（老人会、青年

団体をはじめ、ＮＰＯ、任意団体など(22)）を含めて考えるかという論点が含まれる。つまり、自治

会を主要な構成メンバーとしている現行のまちづくり委員会とは異なる団体を含めて理解する（まち

づくり委員会とともに、さまざまな団体（老人会、青年団体をはじめ、ＮＰＯ、任意団体など））か

によって異なる。 

 とはいえ、自治会以外の他の構成メンバーも含めて理解しても、自治会（それと関連する団体）以

外に存在する団体は多くないというより、無に等しい地区もある。地区の住民組織は自治会によって

構成されるまちづくり委員会に収斂するし、地域協議会を地区の代表として想定すれば、まちづくり

委員会において活動している委員から選出されるのは当然である。他方では、自治会、したがってま

ちづくり委員会は、実際に諮問権限は有してはいないものの、地域のさまざまな活動を担い利害を調

整しそれを踏まえて諮問ではないが意見を表出することはできる。自治会には、従来地域自治を担っ

てきたという自負もある。 

 こうした状況を考慮すれば、地域協議会は市の機関（諮問機関）、まちづくり委員会は住民組織と

                                                                                           

(22) 前者の自治会によって構成されるのは、ほとんどのまちづくり委員会であり、後者の多様な団体によって構成

されるのは、橋南地区まちづくり委員会の組織原理の方向である。 
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して理念上区分しても、その通りには作動しない(23)。逆説的ではあるが、自治会、したがって自治

会を中心とした現行のまちづくり委員会が相対的にその役割が低下した地域で、その理念は作動する。

その場合、まちづくり委員会の中にＮＰＯなどさまざまな団体が参加するか、あるいは自治会を中心

とした現行のまちづくり委員会以外のまちづくり組織（老人会、青年団体をはじめ、ＮＰＯ、任意団

体など）を、同様に制度化するか（多様なまちづくりにかかわる組織の１つとして位置づける）、ど

ちらかの構成をとらざるを得ない。地域自治のバージョンアップが求められている。 

 

【附記】地域協議会とまちづくり委員会の新たな関係(24) 

 地域協議会とまちづくり委員会の関係をめぐる課題を解決する方向は理論上、少なくとも３つ想定

できる。議論を分かりやすくするために、地域の意見表出機能を有する組織として地域協議会、地域

の課題を抽出し（利害調整）その課題の多くを直接解決する実践組織としてまちづくり委員会を念頭

において議論する。 

 １つは、全住民の代表機関を設置し、それ以外は住民の任意の自治組織として位置づける方向であ

る。前者は市長からの委嘱による地域協議会であり、後者は自治会、ＰＴＡなどさまざまな団体であ

る。パワーアップ交付金は、現状とは異なり地域協議会に交付されその用途は地域協議会が責任を

持って分配する。実際には従来地域の利害調整機能と公共サービス供給を行政と協働して実践してき

た自治会活動の重みを理解していないという問題がある。それだけではなく、まちづくり委員会を基

盤にしない調整・表出機能を、市長に由来する正統性はありつつも、住民からの正統性は弱い地域協

議会だけに担わせるのは困難である。なお、地域政府構想は、この極端なものである。また、そこま

で進まない設計として地域協議会の正統性を強化するための公募公選制がある（新潟県上越市）。 

 もう１つは、住民の自治組織である自治会（まちづくり委員会）をそれぞれの地域の住民組織とし

て位置づけ、そこに正統性を付与するものである。地域協議会を設置する場合でも、まちづくり委員

会の役員会が、地域協議会を設置する場合その委員を兼務するというものである。その際、自治会に

加盟していない住民（世帯）やテーマ別のＮＰＯの意向は、まちづくり委員会として尊重するものの、

制度化されない。これは、従来の住民自治組織を認知するものである。なお、この方向の解決策では、

まちづくり委員会に自治会だけではなく、ＰＴＡ、スポーツ推進委員、高齢者クラブ、青年壮年会な

どの従来から存在する地域団体とともに、ＮＰＯも構成メンバーとなることも想定できる。もちろん

どの団体を構成メンバーとするかの基準は当然争点となる。なお、地域協議会は必要ないという議論

はこの極端なものである。 

 そして、それらの解決策の中間に位置するものがある。地域協議会の利害表出機能を高めることで

                                                                                           

(23) 役割の不明確さ、意見表出機能が弱いこと、委員構成の偏り、諮問時期を早めにすること、意見に対する対応

状況の不明確さの課題がある（「平成26（2014）年度 飯田市地域協議会の運営方針について」）。これらの是

正策が提起されている。とはいえ、「中核的にまちづくりを担うまちづくり委員会とともに、市の附属機関とし

ての機能、住民自治の意見の反映の場としての機能が求められています。」「新たな地域づくりに向けて、住民

自治の執行機関であるまちづくり委員会とともに、地域の方向性や地域自治区内の重要事項について、意思決定

をしていく必要性が高まっています。」という認識である。地域協議会とまちづくり委員会は「ともに」地域自

治にとって重要な機関というだけでは、また地域協議会を「市の附属機関」というだけではその役割の差別化が

できるわけではない。 

(24) 江藤俊昭「自治体内分権の現状と課題 ― 住民自治の基層を飯田市の実践から考える ― 」一般財団法人地方

自治研究機構編・発行『政策形成過程における住民参加のあり方に関する研究』2014年、の一部を加筆修正して

いる。 
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あり、そのためには地域の利害調整機能を充実させることである。前者の強化にあたって、それぞれ

の地域協議会がさまざまな意見を市長に提案する。さらに、市長としてもその機能を重視し地域協議

会制度を充実させるために、さまざまな諮問を地域協議会にすることが必要である。竜丘地域協議会

は、長野県立公園の一部であるが、不法投棄の多い鵞流峡の環境整備をめざして市長に提言を行って

いる（「『鵞流峡』における環境美化に係る提言について」2014年２月）。こうした提言は、利害調

整機能を踏まえて利害表出機能を充実させる手法の１つとして評価してよい。 

 なお、利害調整機能はまちづくり委員会と重複する機能である。すでに何度も指摘するように、ま

ちづくり委員会の視点だけではなくより広い視点からの議論ができるし、それだからこそ利害表出機

能にも正統性が付与される。もちろん、まちづくり委員会の議論では、自治会構成メンバーのためだ

けではなく外国籍住民も含めた非加盟世帯、テーマ別ＮＰＯの意向を尊重している。この相違は、現

行の運営ではそれほど明確にはなっておらず、したがってまちづくり委員会に収斂させる議論もない

わけではない。しかし、利益表出機能を強化するには、現行の多くのまちづくり委員会とは異なる利

害調整機能を発揮する場が必要になる（表６参照）。 

 

＜表６＞ 飯田市のまちづくり委員会と地域協議会の機能分担（従来→今後） 
 
 機能・役割 まちづくり委員会 地域協議会 

政治的機能 リーダー育成・選出 ○→○ ――― 

利害調整 ○→○ △→○  

利害表出 △→△ △→○○ 

公共サービス供給の強制との協働 ○→○ ×→×  

注１：従来→今後、を示している。○○は非常に大きな役割、○は大きな役割、△は少ない役割、×は役割を

担わないことを示している。 

注２：リーダー育成・選出機能には、地方議員・首長にかかわるものもあるが、本稿では対象外としている。 
 

 

 まちづくり委員会がその地域の基本構想を策定していることはすでに指摘した。これは重要である。

これは長期な視点からの活動を可能にすることから重要である。すでに指摘したように、飯田市の総

合計画には地域別計画が存在しない。そこで、こうしたまちづくり委員会などの住民の構想を参照し

て、地域協議会で地域の総合計画を審議し市長に提案しそれを踏まえて、総合計画の中に地域別計画

を盛り込んでもよいであろう。自治体内分権は市の施策と連結する。 

 筆者は、第３の解決策が現時点ではベターな方向だと考えている。その際の留意点を確認しておこ

う。１つは、地域協議会と自治振興センターとが有機的な関係を創り出すことである。地域協議会は

住民に対して広げられた扇の要の役割を担う。その際、住民の側ではまちづくり委員会が重要な役割

を担うことは間違いないが、それだけが地域住民組織、あるいは地域住民ではないという認識を持ち

活動することである。なお、行政に対して広げられた扇の要の役割を自治振興センターが担う。縦割

りの行政を地域という単位でまとめ上げるものである。したがって、行政への要の役割を担う自治振

興センターと、住民の要の役割を担う地域協議会が密接に結びつくことによって、飯田市の自治体内

分権が充実するように思われる。その際、自治振興センターからの問題提起も必要である。それを充

実させるために、自治振興センター所長等の情報交換も必要だろう。 

 もう１つは、地域別利害の表出にあたって調整される場がないことは、利害が個別化され、結果的

にその調整を行政側に委ねてしまうことになる。それらを調整する場・機関も必要である。地域協議
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会会長会やまちづくり委員会連絡会が存在することは本文で指摘している。これらが、それぞれの地

区の利害を調整して市長や議会に表出する場合、強力な圧力となる。実際の地域に根ざした要請であ

り、選挙の際の集票活動も担っているからである。こうした活動は重要であるとしても、非公開では

なく、公開で議論する場が必要である。それはそもそも議会であり、２つの連絡会議が担うというよ

り、議会の役割である。むしろ、さまざまな地域協議会やまちづくり委員会の意向を議会が受け取る

とともに、２つの連絡会議との調整も行ってよい。 

（えとう としあき 山梨学院大学教授／大学院研究科長） 
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＜資料１＞ 諮問等、および自主的審議に基づく意見書の内容（2010年度以降） 
 

諮問事項（自202の７①）：小計79 

地域自治区の事務所は所管する事務に関する事項（地域協議会の定数及び選定方法等の見直し）：20 

上記の他、市が処理する地域自治区の区域に係る事務（公民館長の推薦等）：59 

諮問事項（自202の７②）：小計176 

区域内の公の施設の設置又は廃止に関する事項（地域振興住宅に係る条例改正（設置））：67 

区域内の公の施設の管理の在り方に関する事項（上村農家生活改善施設地元移管に伴う条例改正等）：70 

市が策定する基本構想その他これに準ずる重要な計画に関する事項（地域振興住宅運営計画改正案）：39 

自主的な意見表明等（自治法202の７①）：小計20 

土地利用及び地域づくりに資するため、地域協議会に開発行為を届出している。案件により必要に応じて地域

協議会に諮ることができる。（開発行為の届出に係る公共施設の利用の影響について）：４ 

地域から独自に議題とし、市に意見を提出したもの（測候所の跡地及び建物利用について、鼎地区内施設のあ

り方に係る市長への提言書の提出について（以上2010年度）、東和町交差点をラウンドアバウト方式にするよ

う意見具申、公民館長報酬見直しに係る提言、公民館長報酬に係る提言（以上2011年度）、我流峡における不

法投棄対策、菱田春草生誕地整備事業（以上2013年度）、竜丘地域自治会による太陽光発電事業について、竜

丘地域自治会による太陽光発電事業導入に伴う飯田市再生可能エネルギー導入支援審査について、杵原学校多

目的ホール屋根への太陽光発電施設設置について、飯田市再生可能エネルギー導入支援審査について、飯田市

山本おひさま広場整備事業について、飯田市再生可能エネルギー導入支援審査について（以上2014年度））：

13 

地域独自の計画についての審議（竜丘地区基本構想について（2013年度）、羽場地区まちづくり基本構想・基

本計画について、丸山地区基本構想・基本計画について（2014年度））：３ 

注１：飯田市ムトスまちづくり推進課資料より作成。 

注２：自主的審議による意見表明等のみ内容と年度を列挙している。その他の数字は件数を示している。 
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＜資料２＞ 南信濃地区出身議員の一般質問通告表（2013年度第４回定例会～2015年度第２回定例会） 
 

2013年飯田市議会第４回定例会 

１ 南アルプス登山道整備と戦略について 

 (１) 県の「山岳環境緊急総点検事業」での南アルプス南部の現地調査による管理状況などの報告が共有化

されているか 

 (２) 南アルプス登山口までの市道、林道の整備状況は 

 (３) 遠山郷山岳遭難救助隊の活動と位置づけは 

 (４) 梨元ていしゃばにおける登山案内所開設の効果と課題は 

 (５) 三遠南信自動車道、リニア中央新幹線の全線開通を見据えての南アルプス登山に対する戦略は 

2014年飯田市議会第２回定例会 

１ 中山間地域の振興について 

 (１) 組織機構改革にともなう市民協働環境部の中に遠山郷・中山間地域振興担当専門幹と係を設置した意

図は 

 (２) 総務省で取り組んでいる、地域おこし協力隊の導入を中山間地域に取り入れる考えは 

 (３) 中山間地域での営農特産づくり支援の取り組みは 

 (４) 鳥獣被害防止総合対策として食肉加工施設の考えは 

２ 将来を見据えた遠山郷の観光振興について 

 (１) 遠山郷観光振興の現状と課題は 

 (２) お金の循環する仕組みづくりと、日帰りから滞在型への移行は 

 (３) かぐらの湯を拠点とした、道の駅遠山郷の施設規模拡大と周辺整備をどう考えるか 

 (４) 今後の推進体制における遠山郷活性化プロジェクト組織の考えは 

2014年飯田市議会第３回定例会 

１ 空き家対策の推進について 

 (１) 飯田市における空き家の現状は 

 (２) 空き家対策として予防から跡地の活用まで総合的に進める考え方は 

 (３) 空き家の利活用をどう進めるか 

 (４) 今後空き家に対する所有者、行政等の責務と必要な措置をどう考え条例に反映させるか 

２ 中山間地域の若者定住対策について 

 (１) 上村地区・南信濃地区の市政懇談会において行われた若者会議のメンバーによる今までの活動報告、

アンケート調査の結果及び提言等の発表をどう捉えるか 

 (２) 地域発展には若者定住が大切であるが、環境整備・社会基盤整備・雇用についてどう取り組むか 

 (３) 南信濃地域において子どもの居場所づくり（児童クラブ等）の設置の声が大きくなっているが検討は

 (４) 若者定住に向けて今後の方向性は 

2015年飯田市議会第１回定例会 

１ 地域自治組織に対する助成について 

 (１) 地域自治組織の加入率を高める取り組みの状況と課題認識は 

 (２) 各地区のまちづくり委員会に対して交付している地域自治組織助成（パワーアップ地域交付金）を実

施してきた経過は 

 (３) パワーアップ地域交付金の交付のあり方について、まちづくり委員会の意見をどのように考えていく

か 

 (４) 今後、地域自治組織に対する助成のあり方について市長の考え方は 

２ 上村・南信濃地区における土砂災害防止法の区域指定について 

 (１) 土砂災害防止法の概要及び同法制度の背景は 

 (２) 区域指定にかかる飯田市の取り組みは 

 (３) 危険区域を抱える上村・南信濃地区における防災等をどのように対応したか 

 (４) 防災事業の国・県への要請を市は率先して先頭に立つべきと考えるが市長の考えは 
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１ 上村・南信濃の地域振興について 

 (１) 今年10月で合併して節目の10年を迎えるが市長の思いは 

 (２) 遠山郷・中山間地域振興担当専門幹と遠山郷観光振興係の役割と今後の活動は 

 (３) 合併10周年記念事業を計画しているが飯田市の協働としての考え方は 

 (４) 将来を見据えた遠山郷観光振興の考え方と方向性は 

２ 過疎対策の現状と課題について 

 (１) 過疎地域の現状と過疎地域自立促進特別措置法による対策は 

－ 136 －



－ 137 － 

 (２) 過疎対策事業債はどのように活用されてきたか 

 (３) 過疎地域等の集落の課題と対策のポイントは 

   ① 過疎地域等自立活性化推進交付金の活用は 

   ② 地域経済循環創造事業交付金の取り組みは 

   ③ 集落支援員設置導入の考えは 

出所：飯田市議会事務局資料 
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