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市長あいさつ
　2006年（平成18年）3月の市町村合併後、第1次伊那市総合計画を策定し、地域の均衡あ
る発展と新市としての一体感の醸成を図りながら、多様な地域資源や地域特性を活かした
魅力あるまちづくりを進めてきました。
　全国的にも人口減少と少子高齢化が急速に進行する中、これまでの経験や知識だけで
は解決が難しい課題も多く、常に先を見据えた柔軟な発想による地方創生の取組が求めら
れる時代となっています。また、今後予定されているリニア中央新幹線の開業や三遠南信自
動車道の開通など、新たな交通ネットワークの確立により、大都市圏との時間的距離が劇的
に縮まり、地域全体の社会環境が大きく変化することも想定されています。
　このような社会の潮流の中で、第2次伊那市総合計画では、自然と人が共生し、様 な々産
業が自然と調和して発展していくという第1次総合計画の将来像の理念を踏襲した上で、共
生から協創へと、より能動性をもってステージアップしていくため、新たな将来像を「未来を
織りなす　創造と循環のまち　伊那市」と定めました。
　雄大な自然と先人のたゆみない努力によって築かれた歴史・文化・伝統に新たな価値を
見出し、地域の資源に磨きをかけて、創造を繰り返しながら自立的な循環が連鎖する力強
い伊那市を市民の皆様と力を合わせて協創してまいります。
　本計画の策定にあたり、長期間にわたりご尽力を賜りました総合計画審議会の委員をは
じめ、アンケートやワークショップなどを通じて貴重なご意見やご提言をいただきました市
民の皆様、市議会及び関係団体の皆様に心より感謝申し上げます。

2019年（平成31年）３月

伊那市長

白 鳥　孝

市長
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