
H30

H30

H30

H30

市 福 居 商 交

○

○

○

○

○

○桜並木整備事業 H22～H30
社会資本整備総合交付金
(都市再生整備計画事業)

H27～H30 飯田市 ｢桜並木｣を市民や来街者が四季を通じて楽しむための整備事業

仲ノ町まちなみ環境整備事業 H20～H30
社会資本整備総合交付金
(都市再生整備計画事業)

H26～H30
飯田市、まちづくり
委員会

歴史的建物等が多く残る仲ノ町周辺の建物保存、修理修景、道
路舗装改修等によるまちなみ形成事業

菱田春草生誕地整備活用事業 H26～H30
社会資本整備総合交付金
(都市再生整備計画事業)

H26 飯田市
明治時代の日本画家菱田春草の生家跡地を、小庭園広場空間に
整備する事業

東栄公園整備事業 H26～H30
社会資本整備総合交付金
(都市再生整備計画事業)

H26～H27 飯田市
公園及びその周辺の整備によるまちなかでの憩いや交流の空間
づくり事業

支援措置
期間

実施主体

中央公園の再生･整備事業 H21～H30
社会資本整備総合交付金
(都市再生整備計画事業)

H29～H30 飯田市
中央公園及びその周辺整備によるまちなかでの憩いや集客交流
の空間づくり事業

区分
概要

クオリティ道路整備事業 H20～H30
社会資本整備総合交付金
(都市再生整備計画事業)

H26～H30 飯田市
歩行者の安全を確保するための機能的で景観に配盧した道路整
備事業

目標 指標 現況 目標

人々の交流によるにぎわいの回復 歩行者・自転車通行量（土曜日）（人／日） 7,500 H24 8,600

飯田市中心市街地活性化協議会 H19.10.2 （株)飯田まちづくりカンパニー 飯田商工会議所 

約151ha 103,538 9,259 H20.1.1

中心市街地活性化協議会

名称 設立日 都市機能の増進(法第15条第1項第1号) 経済活力の向上(法第15条第1項第2号)

都市計画決定日

H26.3.28 - H26.4 H31.3 5年 658.76㎢

認定日 最終変更日
計画期間 面積 人口 特別用途地区

開始 終了 期間 市町村全域(km2)

市町村名 都道府県名 基本計画名称

飯田市 長野県 第２期飯田市中心市街地活性化基本計画

中心市街地(ha) 市町村全域(人) 中心市街地(人)

人々の交流によるにぎわいの回復 歩行者・自転車通行量（平日）（人／日） 9,300 H24 10,300

環境に配慮し安心安全な暮らしの実現 都市福利施設の利用者数（人／年） 112,000 H24 123,000

事業名 事業期間 支援措置

地域の魅力再発見による文化的な暮らしの創造 264,000 290,000H24文化・交流施設の利用者数（人／年）



○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○市本庁舎整備事業 H20～H28 飯田市
市民サービスの拠点となる市本庁舎を機能高度化し、複合機能
施設として計画･整備

コミュニティ空間整備事業 H22～H30 飯田市
コミュニティ道路やガーデン、ポケットパーク等コミュニティ
空間の整備事業

御用水再生事業 H20～H30 飯田市
江戸時代から継承される水路である｢御用水｣からの安定した水
量確保を図るための整備事業

中心市街地無電柱化事業 H20～H30 飯田市 中心市街地における電柱地中化計画策定及び段階的な整備事業

拠点型駐車場整備事業 H20～H30 飯田市
中心市街地に外から集まりやす<、歩いて楽しむまちづくりの
ための拠点型駐車場の検討整備

歩行者優先道路整備事業 H20～H30 飯田市
まちのシンボルであるりんご並木､桜並木等における歩行者優
先道路化整備事業

景観形成推進事業 H20～H30 飯田市
中心市街地に保存継承される個性的で魅力ある景観をさらに美
しく風格ある景観にしていくための景観計画の策定等推進事業

観光案内サイン整備事業 H21～H30 飯田市
観光案内サイン設置を行い､回遊性向上を図るための環境整備
事業

裏界線活用･整備事業 H21～H30
飯田市、まちづくり
委員会等

裏界線及び周辺における路面整備･緑化による高質空間の形成
及び活用事業

中央通り線まちなか空間整備事業 H26～H30 飯田市
中央通り線沿線に公園、緑地等を確保する改良計画の検討、整
備

中心市街地アクセス道路整備事業 H26～H30 飯田市
中心市街地アクセス道路の狭小幅員を解消する道路拡幅改良整
備

扇町公園整備事業 H21～H30
社会資本整備総合交付金
(都市再生整備計画事業)

H27～H30 飯田市 動物園･四季の広場など扇町公園施設等の整備事業

駅周辺及び駅前ストリー卜の整備
事業

H20～H30
社会資本整備総合交付金
(都市再生整備計画事業)

H29～H30
飯田市
飯田観光協会
JR東海

交通の結節点である飯田駅のまちなか誘客拠点としての機能、
駅周辺及び駅前ストリー卜の観光情報案内所、店舗等誘客施
設､駐車場､駐輪場、トイレ等を総合的に整備する事業

りんご並木再整備事業 H26～H30
社会資本整備総合交付金
(都市再生整備計画事業)

H26～H30 飯田市 緑化施設等の整備による｢りんご並木｣の再整備



○

○

○

○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○まちなか居住･就労促進プログラム H26～H30
㈱飯田まちづくりカ
ンパ二ー

まちなか居住､就労のための促進支援策の確立

まちなか住宅･オフィスバンク促進
支援事業

H26～H30
㈱飯田まちづくりカ
ンパ二ー

まちなかの空家､空事務所の活用促進支援策の確立

まちなか住宅開発事業 H20～H30
㈱飯田まちづくりカ
ンパ二ー、おひさま
進歩エネルギー㈱

環境に配盧した低層を含む集合住宅等優良開発事業

扇町公園活用事業 H26～H30 環境文化教育機構㈱ 動物園、四季の広場等を活用したソフト事業

まちなか健康福祉拠点活用事業 H26～H30 ㈱なみき
健康の駅構想として、高齢者、健康福祉、子育て支援のため整
備した拠点の活用

コミュニティ形成･公共施設機能強
化事業

H20～H30 飯田市
福祉､文化､コミュニティの再構築に向けた取組み等を行える空
間として､公共施設の機能的、施設的な強化を図る

お年寄りサロン等の機能強化事業 H20～H30 飯田市 お年寄りの活動及び健康事業等の拠点となるサロンの機能強化

子育て･子どもサロン等の拠点整備
事業

H20～H30 飯田市 子育て支援の中核をなす拠点センターの設置計画及び整備推進

旧飯田測候所活用事業 H21～H30 飯田市
旧飯田測候所の歴史･飯田市における環境政策の情報発信及び
コミュニティ活動の拠点として活用

美術博物館改修事業 H29～H30 飯田市 美術博物館常設展示室の全面改修の検討実施

りんご庁舎再整備事業 H26～H30 飯田市
福祉事務所が本庁舎へ移転した後の、りんご庁舎の利活用検討
整備

防犯カメラ設置事業 H26～H30
飯田市、まちづくり
委員会商店街

防犯カメラの設置検討実施

空家対策事業 H26～H30 飯田市
老朽化し破損や倒壊による危険性、管理不全により防災や景観
に影響を及ぼす空家対策の検討実施

愛宕蔵改修活用事業 H23～H30 飯田市
愛宕神社、扇町公園､松川との導線を活かした文化交流施設の
整備、保存、活用のための改修及び駐車場、周辺道路整備事業



○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

いいだ人形劇フェスタ開催事業 H20～H30
中心市街地活性化ソフト
事業

H26～H30
いいだ人形劇フェス
タ実行委員会

国内最大級の人形劇の祭典｢いいだ人形劇フェスタ｣を開催する
事業

飯田りんごん開催事業 H20～H30
中心市街地活性化ソフト
事業

H26～H30
りんご並木の街飯田
まつり協議会

市民に定着している飯田まつり｢飯田りんごん｣を開催する事業

ツアー･オブ･ジャパン南信州ス
テージ開催事業

H20～H30
中心市街地活性化ソフト
事業

H26～H30
ツアー・オブ・ジャ
パン南信州ステージ
実行委員会

国内最高峰の国際サイクルロードレース｢ツアー･オブ･ジャパ
ン南信州ステージ｣を開催し､PR活動やパンフレットづくり等に
よる地域情報の発信と自転車の普及を推進する

りんご並木賑わいづくり事業 H21～H30
中心市街地活性化ソフト
事業

H26～H30 飯田市
りんご並木周辺における文化的イベントや農産物直売市等の商
業的イベントを実施するとともに、魅力資源発掘､マップ作成
や情報発信等を推進する

地域ミュージアムを活かしたまち
づくり事業

H26～H30
社会資本整備総合交付金
(都市再生整備計画事業)

H26～H30 飯田市
地域全体をミュージアムと捉え､知的交流拠点となるまちなか
の創出、回遊性を向上させるソフト事業を実施

歩行者優先道路活用事業 H26～H30
社会資本整備総合交付金
(都市再生整備計画事業)

H26～H30 飯田市
歩行者優先道路の車両通行規制社会実験､コミュニティ道路と
しての空間づくり事業

りんご並木周辺商業施設等整備事
業

H20～H30
中心市街地再興戦略事業
費補助金

H27～H30
㈱飯田まちづくりカ
ンパ二ー

りんご並木ストリートマネジメント計画に基づき､不動産の所
有と利用の分離による活性化を図るために､りんご並木周辺の
空店舗等を、中心市街地に投資意欲を持つ民間事業者とマッチ
ングさせることで有効活用を図る

大都市圈のセカンドオフィス･セカ
ンドハウス等誘導事業

H26～H30
㈱飯田まちづくりカ
ンパ二ー

大都市圈からセカンドオフィス･セカンドハウス等の誘導を図
るための構想策定事業

文化的･商業的イべント実施事業 H21～H30
中心市街地活性化ソフト
事業

H26～H30

飯田市、飯田商工会
議所、飯田やまびこ
マーチ実行委員会･
オーケストラと友に
音楽祭実行委員会･
獅子舞フェスティバ
ル実行委員会･お練
りまつり実行委員会
等実行委員会

やまびこマーチ､オーケストラと友に音楽祭、獅子舞フェス
ティバル、お練りまつり等文化的事業･商業的イべントの継続
開催及び新たなまちなかイべントの創造を公共と民間の力で実
施

地域ブランド開発事業 H26～H30
中心市街地商業活性化ア
ドバイザー(協議会)派遣
事業

H27
飯田市中心市街地活
性化協会、NPOいい
だ応援ネットイデア

独立行政法人中小企業基盤整備機構から専門家の派遺を受け､
飯田独自ブランドの開発に対してアドバイスを受ける

まちなかゼミナール開催事業 H26～H30
NPO　いいだ応援
ネットイデア

個店、商店街が連携し､専門知識やまちの魅力を伝える｢いいだ
まちゼミ｣の開催



○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

観光資源開発とネットワーク化事
業

H20～H30 飯田市
まちなかに点在する施設や資産を観光資源として開発･整備す
るとともに、一体的なネットワーク化によるまちなか観光促進

空店舗活用と起業支援事業 H20～H30

飯田商工会議所、
NPO　いいだ応援
ネットイデア、㈱飯
田まちづくり力ンパ
二ー

起業希望者の育成や開業支援及び空店舗､空家の活用事業

桜並木活用事業 H20～H30
大宮通り桜並木保存
会、飯田市

市民や来街者が｢桜並木｣をより楽しみ活用するためのソフト事
業

人形劇のまちづくり推進事業 H20～H30

NPO　いいだ応援
ネットイデア、NPO
いいだ人形劇セン
ター
飯田市

人形劇をテーマとした操れる人形等の商品開発、観光ツアー開
発､イべントの実施等官民一体のまちづくりの推進

南信州食文化マーケットの創設事
業

H20～H30 飯田商工会議所
域産域消事業の推進及び飲食店による共同メニュー開発等の事
業化

馬車等運行事業 H20～H30
環境文化教育機構
㈱、日本トレッキン
グ

まちなかに新たな賑わいを創出するため、馬車運行や引き馬を
実施

フィルムコミッション設置事業 H26～H30
飯田観光協会、飯田
商工会議所、飯田市

自然･歴史的建造物･まちなみ等を活用した映画等のロケ誘致に
よる情報発信事業

まちなか観光活性化事業 H20～H30 飯田市
観光案内拠点、商業者、宿泊施設等が連携し、観光資源を活か
したまちなか観光の推進

補完的交通手段(自転車等)の導入
事業

H21～H30 飯田市
自転車レンタル､ベロタクシーなどを導入し､電車､バス等公共
交通機関との補完的連携を図る

まちなか情報発信事業 H26～H30 飯田観光協会 観光スポット､イべント情報発信とまち歩きマップ作成

H26～H30 飯田市 自然、文化の研究ネットワークを構築し保存継承への機能強化

橋北まるごと博物館推進事業 H26～H30 まちづくり委員会
旧飯田町の歴史･文化･景観を体感探索できる事業実施から新た
な魅力の形成

環境配盧型まちづくり事業 H20～H30
飯田市、おひさま進
歩エネルギー㈱

環境モデル都市としての、中心市街地における環境配盧型事業
の推進

伊那谷の自然と文化研究ネット
ワーク構築発信事業



○

○電気小型バス運行事業 H26～H30 飯田市
電気小型バス導入による､電車､バス等公共交通機関との補完的
連携

公共交通利用促進事業 H26～H30 飯田市
路線バス､市民バス、乗合タクシーの運行ルート､ダイヤ等の改
善と利用促進


