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令和元年度 第１回伊那市新産業技術推進協議会 会議録 

 

１ 開  会 

 

２ 委  嘱 

 

３ あいさつ 

（白鳥市長） 

 ・伊那市ではこれまで、「スマート農業」、「スマート林業」、「ドローン物流」、「インテリジェント交

通」、「ICT 教育」など、各分野にわたり新産業技術を活用した様々な施策を展開してきた。本年度

からは、これらの施策に加え、工業分野の生産性や効率性の向上を図るため、ハッカソンやＩｏＴ

実践塾を展開し、新産業技術の普及・導入を進める「スマート工業」、ＩＣＴの活用等を通じ、将来

にわたり住み続けることのできる地域環境を整備し、地域の活力創造と活躍の場の創出を図る「ア

メニティ定住」の２部会を新たに設けた。 

・地方創生の一つのモデルとして新しい技術を使って継続可能な地域づくりという大変大きな取組

みをしている。実証フェーズから実用化フェーズへ移行しているため、ご参集の皆さまの益々の

ご協力を賜りたい 

 

（栗林会長） 

・協議会が４年目となるにあたり、技術開発の実証の段階から社会実装の段階へ進み、事業運営の

採算ベース化に重点を置いた活動を展開していく。 

・今月の伊那市の市報に掲載された第二次伊那市総合計画の６つの基本計画があるが、これを読ん

でみると、私どもの活動がそれを支える重要な柱として位置づけられていることがみてとれる。

この協議会の活動に対する期待と信頼にそれだけ大きいものがあると受け止めて、皆さまともど

も力を尽くしてまいりたい。 

・先月末に各部会の方とお会いして、進捗状況チェックと状況を踏まえた新たな目標設定に関し意

見交換をした。闊達な議論と活動を通して、確実に狙った目標を達成し、皆さまに伊那市が求め

る若者が帰ってきたくなる、子育てしたくなる、年配の方々が元気に生きがいを持って働ける、

そんな創造と循環のまち伊那市を実現する原動力になってもらいたい。 

 

４ 自己紹介 

 

５ 会議事項 

 （１）各部会の取組計画について 

   ①スマート農業部会 

・スマート農業では、技術の導入が進んでおり実証段階に入っている。スマート農業技術の開

発・実証プロジェクトは、昨年度末に農林水産省のスマート農業技術の開発・実証プロジェク

トの募集に、農事組合法人田原による中山間地農業を支える集落営農におけるスマート農業技

術を駆使した先進的水田複合経営の実証が採択となり、今年度から２年間実施される。全国で
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１２件の採択の内、伊那の取組が採択されたということで、伊那のスマート農業の取組は全国

的に注目されている。スマート農業は技術としてできあがってきているものを社会実装してど

こまで使えるのか、地域にどこまで普及するかを検証する。今年度の予定ではセンシングとド

ローンによる農薬散布を行う。アシスト機能がついた田植え機、自動監視システム、自動草刈

機を導入する予定。経営管理システムはクボタの KSAS を使い、センサーデータの精密な数値

標高地図を作成し、水稲が倒れている場所や、NDVI 測定システムによる生育不良の可視化をは

かる。また、衛星で使われているマルチスペクトルカメラ技術により、生育不良や肥料抜け等

を画像処理で可視化でき、生育途中で異常検出し追肥等でカバーできれば収量の確保や減収要

因の解明と改変ができる。ヨーロッパが運用している ERS-2 地球観測衛星画像により、土壌表

面の乾湿度合がわかる。既存のデータサービスを活用し、国内でも先進的な取り組みと同時に、

様々な地域に水平展開をはかる。ドローンや衛星観測を使うと、鳥瞰的な視点から農地を眺め

ることができ新たな視点が生まれる。農地情報管理システムにより、これまで経験や勘等でや

っていた農作業の技術をデータ化し、若年農業者へのデータを受け渡しや、データに基づく収

量の予測ができ、さらに効率化を進めていくと、空いた時間や空間を使って更なる新たな収益

を上げることができる。最新の機械を入れるだけでなく新しい仕組みを作り、経営体及び地域

の持続性を図るのが目標である。 

   

 （意見） 

    ・俯瞰的に広範囲を分析しており、効率のいいやり方だと思う。また、最先端の技術を駆使し

て収量アップにつなぎ、最終的には地域の持続性に持っていく素晴らしい取組。 

    ・日本の農業において棚田は文化でありいかに残すかということが話題となるが、スマート農

業の技術は有効か。感触を教えていただきたい。 

    ・中山間地域の狭い農地では、収量より良い水や標高差を活かした高品質が見込まれる。中山

間地で問題になるのは草刈りかかる人手や時間のコストをいかにカットすることができるか。

自動草刈りロボット等を導入した地域には効果が表れている。条件が不利なところで劇的に収

量があがるわけではないが、長く続ける仕組みはできるのではないか。 

    

②スマート林業部会  

・二ホンジカの深刻な被害がこの伊那谷にも出ており、生態系が崩れようとしている中、鹿の

捕獲を積極的に進めるべく計画している。現在、長谷に GPS をつけた鹿が３頭おり、今年も引

き続き信州大学とともにドローン等で行動範囲を調べていきたい。 

鹿捕獲のくくり罠を多く仕掛けているが、昨年は 160 頭前後捕獲できた。見回り隊と通信を

搭載した装置で、鹿がかかったらデータがすぐに飛び、猟友会に伝わるようになっている。松

くい虫被害対策では、ここ十何年優良な松が非常に被害を受けている。燻蒸や破砕等、従来の

対策では、探し出すための労力やコストが非常にかかるので、ドローンによる上空からの撮影

で被害木を探し出している。林業では、若者の定着率が低く労働力の軽減が問題になっている。

危険で過酷な作業体系の在り方も、ドローンによって改善されるのではないか。ドローンのデ

ータを有効に使って、安全に作業ができるようにしていきたい。 
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（意見） 

・近隣の会社で野生動物の追随をやっている会社が、ドローンと無線装置を組み合わせて大変

効果を上げているということを聞いた。松くい虫については、県の林業総合センターでドロー

ンを使って枯れた松を観察し、結構な効果をあげていると聞いている。 

 ・伊那市は、林業に非常に力を入れており、2016 年に 50 年ビジョンを策定した。最近、上伊

那森林組合も急速に業績を伸ばしており、さらに地域企業ともスクラムを組んで向上しようと

しているため、新産業技術が重要さを増してくる。 

 

③スマート工業部会 

・スマート工業部会は、今年度スタートを切る。製造業は多品種少ロット生産、短期納期対応

が求められてきていが人手不足が深刻であり、より効率的生産や技術承継が課題となっている。

事業者の実態を踏まえつつ地域企業への先端技術普及や人材の育成方策を検討する。昨年度、

伊那市では IoT 実践塾を開催した。メッキ業を営む会社では、薬品の排水設備の稼働状況記録

をセンサーから得られるデータを収集することで、異常を検知しその内容をすばやく通知する

システムを構築し異常の確認にかかる人工と初動対応時間をこれまでの半分程度に短縮する

ことに取り組み始めている。金属加工業会社では、加工機の稼働状況モニタリングにより無駄

な停止時間を削減するとともに、作業員への適切な仕事の割り振りを実現して稼働率を上げ、

納期遅れ０、売り上げ 1.5 倍を目指している。今後、部会では継続して市内企業への IoT 導入

を後押しし、他事業者にも横展開を図っていく。８年後、リニアの開通による産業や消費構造

の変化に対応できるよう、市内産業の中核を担う製造業の足腰を強くしておくことが重要。地

域経済分析システム（RESAS）等によると、地域外からお金を獲得するよりも、地域外へお金が

流出している傾向で、市内企業間の取引が弱いことから、市内のリソースを有効に活用できて

いない。企業間連携を促進するため、支援者プラットフォームを構築し、共通課題を抱える中

小企業の発掘や相互理解の促進につなげたい。新産業技術のセミナーやワークショップ、アイ

デアソン、実践塾を開催することにより、中小企業の課題解決や相互連携を目指し、市内経済

の活性化を図る。今後、市内事業者や商工関係者、金融関係者からなるスマート工業部会で検

討いただく。市内企業が抱える課題を共有する場を設け、また課題に対する解決策を探す場を

設けることで、新産業技術活用による市内業者の足腰の強化を図っていきたい。 

 

（意見） 

 ・IoT 伊那モデル横展開プロジェクトや IoT 実践塾は伊那市と商工会議所で連携して行ってい

るが、紹介された２社については大変成果がある。伊那市は多くの製造業を抱えており、その

規模の大小によって IoT の導入は重要な要素となるが、まだまだこれからという状況である。

導入する場合、コスト面の問題がある。身の丈に合った IoT の導入を周知する方法を共に考え

ていきたいので、アイデアがあれば共有してもらいたい。RESAS を使った分析では、様々な課

題が明らかになったのではないかと思うので、今後の対応をしっかりとしていきたい。 

 

④ドローン物流部会 

 ・昨年から始まったドローン物流事業は、CATV から注文した品物を５～１０km 離れた場所へ
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届けるということに必要な実験を継続して進めた。今、ドローンの世界が非常に大きく変わろ

うとしている。目視外飛行は３月の未来投資会議の席上で国交大臣が、今年中にルールを作り

たいと発言し一気に加速している。またドローン飛行計画事前登録システムが開始している。

海外ではドローン物流が１３カ国で始まっている。アメリカのドローン物流事業者第１号がド

ローン物流ではなく新たなエアラインとして認可を得ている他、諸外国でも目視外飛行認証が

個々に特別許可されている。アメリカではすでに６社が許可を得ており、来年までには３０社

程が目視外飛行の許可を得る予定である。特徴的なのは海外の企業に対しても認可を出してい

るところ。我が国もこういった部分を改善する必要がある。アメリカの物流事業として認可さ

れた第１号のドローンは、数千回の飛行テストを行い、数百回の実際に物を運んだ実績を持ち、

数年かかって認可された。安全を誰が担保するのかが、最大の課題。目視外飛行では、操縦者

に全責任を求めることは不可能なため、操縦者と機体、そして、機体を安全な状態に保つ必要

のある所有者が、分担して責任を持ち、さらに、それを第三者機関がチェックしなければなら

ない。特に、日本の制度は世界で最も自由度が高く、操縦者に国家免許がいらないのは我が国

だけである。目視外飛行のための信頼性が高い機体も必要、ヨーロッパでは小型旅客機と同じ

くらいの基準が必要となっている。また、衝突を自動回避する技術や、万一落下したときに落

下衝撃を軽減する技術、そして所有者の保守注意というのも義務付けられるという議論も出て

きている。中立な第三者の検査機関が必要になるという議論もある。そうした時代が今年中に

日本では来る。伊那市は日本の物流実験の中で最も進んだ実験を行っている。いち早くこうい

った状況を取り入れてもらいたい。 

 

（意見） 

 ・ドローン物流サービスモデルは、実験としては注目度が高いと思う。実証後の事業化・ビジ

ネス化の検討は、事業計画にある３月末のビジネスモデルの完成までに終わるのか。 

 ・その予定で進めている。社会実装するには、誰が運用するかが最大の課題。このモデルを実

際に運用し、サービスを提供する主体を１年かけて作らなければならない。 

 ・物流はドローンの機体により、飛行距離や飛行時間等、影響が大きいと思う。よって、今後

どれくらいの拠点間でやっていくかによっては、ドローンの機体の選定が重要な要素である。

このあたりはどのような検討がされているのか。 

 ・ドローン物流は２つの部分に分けられる。輸送、つまり２地点間をひたすら運ぶということ

と、配達の２つに分けられる。輸送は大型ドローンが必要。一方、ラストワンマイルでは、小

さいものでもいいだろう。 

・ドローンから荷物を運んでそのあとを AGV や UGV で無人で運ぶという動きが世界でも出てき

ているが、そういった連携をする可能性はあるのか。 

 ・ドローン物流には安全に着陸できるような仕掛けが重要。操縦者が目で見ずに着陸するのは

非常に難しいので、着陸時の事故が非常に多い。ドローンポート等の着陸装置の技術開発が

益々なされるだろう。 

 

⑤インテリジェント交通部会 

 ・（株）オリエンタルコンサルタンツの協力により、ドアツードア乗り合いタクシーの実証運行
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を行った。株式会社未来シェアの SAVS は AI によって運行の最適化をして配車を行う。バスの

乗り合い性とタクシーの即応性を両立する中で、ドアツードアでルートを固定せずに運行の効

率化を図り、サービスの採算性と持続可能性を確保するシステムである。実証運行は３月１２

（火）から３月１６日（土）までの５日間で、時間は午前９時から午後３時まで。区域は高遠

町と長谷の一部のエリアに限定した。今回は実証のため、無料。予約はスマホアプリか電話。

車両は４台、地元のタクシー業者３社にご協力いただいた。目的は新たな公共交通手段の地域

のニーズと課題把握。事前に利用登録された方は１２２名（１２２アカウント）。トリップ数

（実際に運行した回数）は１４５回で、スマホのアプリから予約されたのが１２回に対し、電

話でコールセンターを使って予約したのが１３３回。該当の方は高齢者が多いので、このへん

が今後の課題になる。乗車人数は２０７名で、登録されたアカウント数は１２２であるが、実

際に利用したアカウントは８３だった。タクシーではあるが、公共交通としてやるには料金を

下げて一律にするために、いかに乗り合いをしていただけるかというところで、地域の社会需

要性を把握したかった。総トリップ数１４５に対し、乗り合いトリップ数は６３で４３％の乗

り合いが発生したことになる。未来シェアの同様のシステムで、全国では数か所が先に行って

いるが、乗り合い率は、だいたい２０％前後だという。今回の実証では、大回りできず、ピス

トンになるルートのため、あまり乗り合いが発生しないという予想だったが、他の地区よりも

倍近い乗り合いが成立している。これは、公共交通として考えた時に期待ができる。２年後の

２０２１年度には、地域公共交通への導入をしたい。国からの支援をもらいながら、AI を使っ

て運行を最適化し、将来に渡って持続可能な地域公共交通へとしていきたい。 

 

（意見） 

・公共交通は移住・定住においてキーになる。移住者の方が山間地を求めて移住してくるが、

交通機関についてよく聞かれる。この事業は地域循環バス等の定時路線からこちらの形に移行

していくということなのか。そうなった場合には、利便性が上がるということなのか。 

・交通事業者と行政と利用者と三位一体で路線の維持をはかっているが、なかなか利用につな

がっていかない。ドアツードアでないと、という声がよく聞かれる。デマンドタクシーもいく

つか路線があるが事前に予約が必要で、なおかつ、決められた乗り場まで歩いていかなければ

ならない。SAVS が実装され、公共交通として位置づけられると、少し大回りになるのと、乗り

合いで我慢してもらうことにはなるが、料金を廉価で利用できる。 

 

⑥アメニティ定住部会 

・この部会で取り組んでいただく地域創生アルカディア事業について説明したい。アルカディ

アとは、古代ギリシャの言葉で理想郷を意味する。伊那市の人口は２０１５年から急角度で人

口減少が始まっており、２０４５年の予測値では４８，０００人くらいになってしまう。社会

動態では、伊那市では移住・定住政策に力を入れ、２０１７年度には＋９人ということで、若

干ではあるが、転入超過に転じた。自然動態であるが、こちらは、２００７年から２００人、

３００人、４００人と、年々、マイナス幅が大きくなっている。いかに少子化が進んでいるか

ということ。人口減少を止めるのはほぼ不可能であるので、減少幅を緩和することになる。こ

れからは、結婚、出産、子育て世代への政策を構築することが必要で、人口減少社会で地域の
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コミュニティも脆弱化し、担い手が不足してきている中で、ICT 等のテクノロジーの力を借り

て補完していかないと難しいのではないかと考えた。具体的に部会で推進していただく事業に

ついてだが、地方創生推進交付金の採択をいただき、今年度から３年間、事業費約２億３千万

円を承認していただいている。コア事業は、ICT を活用した地域のまるごとチーム化。時間や

場所を問わないクラウド上の地域コミュニティ。クラウド上にデータ集積をして、誰でもデー

タをとれる、データをアップする。ダイレクトにニーズとシーズがマッチングする仕組み。ま

た、若い世代は仕事をしている人が多いので、市役所の業務時間外も対応ができない。そこで、

AI を入れて、チャットボットで時間、場所に制約のない FAQ を提供していく。サテライト事業

として、オーダーメイド移住ライフデザインという事業があり、事前に自分の希望等を先ほど

のチャットボットに問い合わせ、いろんなデータベースから自分の暮らす環境を見える化して

おくことができる。遠隔セーフティ・コネクションという事業は、例えば保育園で遊んでいる

姿が仕事の休憩時間にスマホで見れるというもの。移住・定住プレミアムリージョンという事

業は、地元の不動産事業者に協力をいただき、優位性が高く、環境の良い住宅形成を図ってい

くというもの。また、移住してきた当初の生活基盤が安定していない中で、家を建てるのはハ

ードルが高い。最初はベースの部分だけとし、徐々に家族構成の変化に応じてつなげていける

ような、低コストでフレキシブルなモデルハウスを建てて提供したい。シティプロモーション

であるが、KDDI 株式会社と５G に関する連携協定を結んでおり、活用候補として XR がある。

都会にいながら新山地区の原風景を体験できる VR や、ツアーで来ていただいたときに、ガイ

ドが不足しているので、各拠点で無人でもスマホを使ってガイダンスを受けられるようなもの

を作成し、戦略的なプロモーションを行っていきたい。データ利活用型プラットフォームだが、

今まで伊那有線とハッカソンを行ってきており、課題が見えてきている。コア事業のところで

クラウドコミュニティの話をしたが、ここに生の情報がデータとして集積されてくれば、必然

的に地域の課題が見える化されてくる。これを実際に政策に落とし込んでいくアイデアソン等、

リンクを貼っていきたい。また、ここで生まれたソリューションをビジネスマッチングや起業

支援に結び付けていく等がある。最後に、事業費と財源としては、地方創生の財源をいただき、

市の持ち出しが５％だけという非常に有利な条件によって進めている。６月議会で議会に上程

し、承認いただければ７月から事業に入りたい。今後、具体的なところは部会でみていただき

たい。また、進捗については次回の協議会で報告させていただく。 

 

（意見） 

・アメニティ定住に限った話しではないが、よろしいか。いろんな取組があるが、それぞれの

取り組みがどういうシナジーを生むのかというところが非常に気になる。共通のキーワードと

してドローンが出てきた。ドローンはシナジーを生むための一つのアプローチなのではないか

と感じた。この協議会の全体像はどう考えているか。少子高齢化による担い手不足、人手不足

を代替する技術が必要である。産品の付加価値を産むにはどうしたらよいのか、生産性で言う

と分子のほう。生産性は GDP のようなものだけでない。質のほう、例えば人の幸せみたいな指

標も伊那市では入ったほうがよいのではないか。この質という部分にどう取り組むのか。人の

代替を機械にやらせるということは、早晩皆同じことが言えるわけで、特徴が出ないのではな

いか。 
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・シナジーの波及については、政策間連携という形になると思うが、具体的には、国のほうに

つい最近事業申請をしたばかり。例えば、ソリューションを各部会でつくってきているが、ド

ローンでいえば、物流の時の買い物支援。無医地域の問題では、市の診療所で、医師が、毎日、

医療提供していたのが、週に１日に縮小したことなどがあり、そういった状況にも支援が必要

である。様々なサービスをワンストップでリクエストできるような仕組みを構築したいが、そ

うなってくれば、各部会の事業が絡んでいくことで、各部会の存在意義にもつながっていく。

例としては、ドローン物流においての課題解決であり、製造業でソリューションを構築してい

く中で産業振興にも絡められたらよい。ドローンを使って運ぶものについても、この４月から

専門の支援員を入れたが、商業は農業以上に担い手が不足している中で、若い世代でがんばっ

ているグループがあるので、そういう皆さんとディスカッションをしながら商品展開をどうし

ていくかとかを決めていけたら。あるいは、EC（電子商取引）の大手と住み分けをして、ドロ

ーンの物流じゃなきゃダメだという特徴ある商品展開をしていかないとならない。今後の部会

の中で検討していきたい。 

・この事業についての KPI の目標は。 

・伊那市は１０年余前に合併したが、高遠・長谷の過疎地域から伊那市街に転居する人もおり、

中心市街地に若い人が家を建てて出ていくということもある。サスティナビリティというとこ

ろを考えれば、地域に活力があり、若い皆さんが暮らし続けられる地域をということになるの

で、KPI としては、今の状況を少なくともマイナスではなく維持していくということ。部会が

まだ立ち上がってないので、本日は具体的な KPI を示していない。内閣府に提出した KPI はあ

るが、これを協議会で目指していくというよりも、KPI がどういったものがいいかを新たに部

会の中で設定していくべきであると考える。 

 

⑦ＩＣＴ教育部会 

    ・まず、KPI に ICT 機器整備率１００％とあるが、この新産業技術推進事業が始まった時の伊

那市内の小中学校の ICT 機器の整備率は芳しくなかった。今年度の予算が執行されると、夏休

みが終わる頃には、文部科学省が示している目標値をほぼ達成する。残すところの整備が若干

あるが、各学校に６台程度の大型提示装置を入れれば満たされるため、来年度には達成される

だろう。今年度中に大きなところまで満たされるが、長野県内ではこの規模のものは伊那市し

かないし、全国でもこれだけのことを達成できているところはほんの少しだけ。問題はそこか

らで、整備された ICT の機器を子供たちや先生方が日常的に使ってくれないと意味がない。こ

れは ICT 教育部会だけが抱える問題ではなく、どの部会にもあるのではないか。例えば、ドロ

ーンを使うとこれだけの効果があるとわかっても、それを林業に携わる方々みなさんが使って

いくという話しになるかというところ。活用という一番難しい局面に ICT 教育部会はいると感

じる。小学校で来年度からプログラミング教育が必須になるので、小学生は誰でもプログラミ

ングを経験することになる。ビッグデータとかエビデンスベースドポリシーメイキングという

言葉がよく聞かれるが、義務教育の場でも同じ。子供たちに対して、ICT を使い、データを見

ながら個別最適化した授業ができるようにしていく。また、先生方がデータを使って指導の意

思決定をしていく。そうゆうデータに基づく判断がだんだんと自動的に行われていく。先ほど

のアルカディア構想の話しの中で、魅力的なまちになって多くの人が移住・定住してもらいた
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いという話しがあった。教育的な環境が整っていることは、親にとっては非常に魅力的な環境

の要件になる。教育的な魅力を発信するために市で地域おこし協力隊を一人雇用することにな

っている。この方に発信していってもらうにはイベントがあったほうがよいということで、８

月に Summer camp を実施する。伝統的にやっている学びと先端的なまなび、自然環境のすばら

しさというものを体験してもらう。市内の人はもちろん、長野県内の違う地域、あるいは長野

県の外からも参加してもらい、伊那市が素晴らしい地で、素晴らしい教育をしているというこ

とを体験してもらいたい。整備された森林体験のできるところがあるので、iPad を森の中に持

ちだして、おもしろいことをやろうという企画。最後に、これまでの成果を広く市内、地域の

方々に知っていただきたい。特に保護者の方々にご理解いただきたいということ。保護者の

方々にも知ってもらうためのイベントとして、公開研究会、公開授業、記念講演会等を計画し

ている。１１月には ICT Conference２０１９をいなっせで行う計画。ICT 教育部会は、日常的

に地味ながらも本質的なことを進めつつも、多くの人にご理解いただくため、目立つこともや

っていきたい。 

 

   （意見） 

    ・京都の田舎まちに住んでいるが、そこで非常に問題になっているのが、来年からのプログラ

ミング授業をどうするかということ。小学校にプログラミングを教えられる先生は一人しかい

ない。伊那市の状況とは違うかもしれないが、全国ではこういったところが多いのではないか。

伊那市は製造業が多いが、そこのリタイアした人は平均的な先生よりもプログラミング能力が

高いのではないか。そうゆうボランティアを募ることはしていないのか。 

    ・信州型コミュニティースクールという取組を伊那市で行っている。それぞれ地域の方にお願

いをして、ボランティアで放課後に学習を見てもらっている。ただ、プログラミングについて

は、現在は取り組めていない。また地域の皆さんにボランティアをお願いするので、その中で、

ご意見を参考にして進めていきたい。 

    ・地域のことは事務局から話しがあったので、プログラミング教育について紹介したい。長野

県はプログラミング教育の研究に相当力を入れている。昨年度から、先生の中でプログラミン

グ教育をがんばる人を募集し、２０数名の先生がチームを作って、率先して学んで、地域に広

げるという活動をしている。そのメンバーの一人に伊那東小学校の女性の先生もいる。MIT（マ

サチューセッツ工科大学）で開発されたスクラッチという言語を子供たちが学んでいるが、そ

の方は直接そこと連絡をとって伊那市の学校で行われた授業の様子をMITに送って評価しても

らうところまでやった。全国的にも注目されていることが行われている。その取組も２年目に

入り、さらに広がっていくのではないか。遠隔教育にも伊那市は力を入れている。まだ予算が

通るかわからないが、国の事業に応募して、プログラミング教育を広く遠隔からご指導いただ

くシステムを作っていきたい。その広くというのには、地元の企業も含まれるし、遠く離れた

方でもいい。伊那市出身の都会で働いている方にお手伝いをいただくことも考えている。遠隔

教育に関する可能性を、小規模校の多様化のためだけではなく、専門性の高い方の力で事業を

支援していただくという構想がある。いいヒントをいただいたので、併せて考えていきたい。 

    ・教育分野というのは、我々、アメニティ定住部会にも深く関わってくる。実際、伊那市への

移住希望者の多くは、伊那小学校の通知表のない授業に憧れて移住したり、高遠のやまほいく
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を目指してくる人が多い。全国的に映画やテレビ等のメディアで取り上げられて、それをきっ

かけに移住するという人も多い。今、話しのあったスクラッチを使った MIT とのこと等、伊那

市が先進的な教育をしているということを積極的に発信していく取組が重要ではないか。もう

一つ、大学受験になると、都市部の中高しか難関校に行けない傾向になっている。田舎だとい

い大学に行けないということで出て行ってしまうこともある。どちらかに絞るのか、どちらを

ターゲットにするのかというのもあるが、ICT 教育としてターゲットを絞ってアピールしてい

く考えはあるか。 

    ・これから大学入試のセンター試験が、コンピューターでの試験に変わっていくが、伊那市の

子供たちは、コンピューターを使って授業をしているということが、有利につながっていくだ

ろう。個別最適化であるが、我々が学んだ時期は、１クラスで４０人くらいの子供が一緒に学

んでいたが、あの子はよく理解できているが、この子はわからないとか、この子は知っている

からつまらないとかあった。そういう子供たちがいっしょくたに学んでいたという状況の中で、

落ちこぼれや浮きこぼれという言葉が、当時、作られた。今はまだできていないが、ICT 化を

これからがんばって進めていけば、個別最適化が進んで、塾等に恵まれていなくても力がつく。

センター試験も覚えていれば解ける問題から変わってきている。伊那小学校のような活動が子

供たちの基礎を作って、そこが問われるような時代になるだろうから、我々に有利な時代にな

っていく。いい教育をすると土地も高く売れるという話しを聞いたことがある。せっかくこう

いった場があるので、分野を超えて情報交換しながらやっていきたい。 

  

   （アドバイザーから） 

   ・我々の部署に比べて広い分野の話しであり、どういった方向に進めていくのか。将来に向か

ってがんばっていただきたい。我々も仕事自体の ICT 化をするかということで、土木工事の ICT

化を進めている。そういった情報も今後入れていければと思っている。 

    

・いろいろ聞かせてもらったが、伊那市は先進的な取り組みをしていることがわかった。外に

発信をしてはどうかという意見が出ていたが、他の地域をけん引し、他の地域との交流が活発

化すればより良いのではと思う。 

   

   ・地域の活力を維持していくためには、一定の人口規模が必要。そのためには、上伊那地域、

特に伊那市がどれだけ住みやすい地域であるか気づいていかなければいけない。そのためにも

こういった協議会を開催して、検討しているので、長野県としても積極的に支援をしていきた

い。 

      

・いろいろな分野でいろいろなことが進んでいると感じた。伊那市はいろいろなことをしてき

ているなと感じた。７つの事業でどうシナジーを生むかという話しがあったが、そこが一番大

事なところで、あくまでこの事業が目的ではなくて、伊那市の魅力をどうやって高めていくか

という方法論だと思う。大事なのは、方法であり、目的ではない。ここからが一番の正念場。

いかにこれを落とし込んで普及させていくのかについて協議していくのが大事。民間企業とし

ても協力できるところは協力するので、一緒になって伊那市の魅力アップができたら。 


