
　飯島町は長野県の南部、西は中央アルプス、東は南アルプスに囲

まれた「ふたつのアルプスが見えるまち」として伊那谷随一の景色

を有しています。また、日本の原風景ともいえる農地や景観、高い

生産技術、郷土食や農村の文化など多くの資産を持っています。

　現在、我が国は人口減少や少子高齢化の進行などにより、右肩上

がりの経済成長や人口の増加を前提とした社会構造は通用し難くな

るなかで、新型コロナウイルス感染症は、瞬く間に世界中に拡大し

ました。多くの人命が失われ、都市の封鎖や人の移動が制限された

結果、経済活動は停滞し、景気はリーマンショック以来の極めて厳しい状況にあります。ワ

クチンの開発等により本感染症を完全に制御できる状況となるまでの間、感染拡大防止と社

会経済活動を拡大し町民の生活を支える基盤づくりが重要です。さらには、急速に進行して

いるＡＩやＩＣＴ等を活用した社会の実現を目指した取り組みも急加速しています。

　このように、私たちを取り巻く環境が加速度的に変化するなか、迎え来る時代にふさわし

い社会を創造していくことが求められています。

そして、私たちが豊かで幸せに暮らすことのできる社会を創っていくためには、飯島町に受

け継がれてきたＤＮＡである組織力を活性化することが重要です。

　以上のような認識のもと、策定した飯島町第 6 次総合計画における農業・農村振興の具体

的な取組みについて、多くの皆様との検討を重ね、飯島町農業農村振興計画「地域複合営農

への道パートⅤ」を策定しました。

　本計画は、飯島町の農業・農村の将来のめざす姿を明確にし、「ふたつのアルプスに育ま

れ自然環境と共生する農業と農村」を基本目標に、飯島町農業を担う次世代に、農地や技術、

郷土の文化や景観などを確実に繋ぎ、飯島町農業・農村の発展と魅力向上を図るための施策

を総合的かつ計画的に推進する実践計画を示したものです。

　町民の皆様の生活に大きく関わりを持っている農業・農村を、農業者の皆様をはじめとす

る全ての町民の皆様一人ひとりの高い意識によって維持・発展し、幸せを感じて暮らせる飯

島町を目指して共に取り組んでいきましょう。

　おわりに、現在まで 35 年に亘り、町の農業振興の中核としてご苦労頂き、この計画の策

定にご尽力頂いた、飯島町営農センター委員並びに関係者の皆様方に厚く御礼を申し上げま

すと共に、今後の町農業と農村の発展のため、一層のお力添えをお願い申し上げ、挨拶と致

します。

令和 3 年 3 月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

飯島町長　下  平  洋  一　　　

「飯島町の農業・農村の活性化」を目指して
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　飯島町営農センターは、昭和 61 年 9 月（1986 年）発足以来 35 周

年を迎えました。この間、営農センターでは、町の農業農村振興計

である「地域複合営農への道」の基本理念に基づく実践活動を積み

重ね、町の農業振興を進めてまいりました。特に、地区営農組合と

担い手法人との連携による 2 階建方式は、飯島方式とも呼ばれ、全

国のモデルとなってきました。

　農業団体、農業関係者をはじめ、多くの方々に参画いただき、『協

働の力で「自然・環境と共生した競争力のある農業の育成」と「い

ごごちのいい町づくり』を基本とした「地域複合営農への道パートⅣ」

を平成 24 年 4 月に策定し、10 年が経過しました。この間、国では、

ＴＰＰ・規制緩和・農政改革・農協改革・生産調整への国の関与廃止などの政策要因、国際化・

多面的機能の重視・国家の安全保障などの経済要因、高齢化・少子化・多様化などの社会要

因が大きく変化しました。さらに、令和元（2019）年 12 月に中国で確認された新型コロナウ

イルスは、世界各地に拡大し我が国においても未だに感染が拡大しており、国内における感

染拡大を踏まえた学校等の臨時休業やイベント等の自粛、入国制限等により、国産農林水産

物の需要減少や生産現場における労働力不足等の課題に直面しています。このため、政府は、

農林漁業者等の資金繰り支援など緊急対応策を打ち出すとともに、農林水産省では、国民へ

の食料の安定供給を確保する観点から、生産者や食品産業事業者等の事業継続に関するガイ

ドラインの策定、食料品の供給状況等に関する国民への情報発信等を実施しました。また、

緊急経済対策の中で、生産基盤の維持・継続と需要の喚起のための対策を盛り込みました。

営農センターを設立してから、かつて経験したことのない困難な課題に直面しています。

　当町農業の現状を見ると、農業産出額がピークの平成 3 年対比で 42％減少し、農業従事

者や経営耕地面積の減少についても歯止めがかからず、農業の中核を担う認定農業者の減

少・高齢化が進展するなど危機的な状況にあります。向こう 10 年を見たアンケートでも、

10 年後の経営意向は規模を縮小または農業を廃止したいが 59.2％を占めました、その理由

の 48.5％が高齢化によりできないというものでした。

　町においては、令和 3 年度から「第 6 次飯島町総合計画」が動き出し、世界共通の目標で

ある「ＳＤＧｓ( 持続可能な開発目標 ) 」の理念を組み入れています。

　こうした課題や情勢に対応し、飯島町の農業と農村を振興するため、「地域複合営農への

道パートⅤ」を策定いたしました。

　協働の力で「ふたつのアルプスに育まれ自然環境と共生する農業と農村」を基本目標に「儲

かる農業と豊かな食生活、幸せに暮らせる地域づくり」の実現に向けて、全農業者の参加に

よる地域営農の推進と、全町民の理解と参加による農村環境の保全に努めた取り組みを進め

てまいります。全農家の皆さまをはじめ、全町民の皆さまのご理解とご参加をお願いし、挨

拶といたします。

令和 3 年 3 月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯島町営農センター

会長　竹  澤  秀  幸　　

地域複合営農で元気な飯島町農業をめざして
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