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伊那市新産業技術推進ビジョンの策定に当たって 

 

 近年、ＩｏＴやＡＩ、ビッグデータなど、新しい技術の研究開発が世界各国で

進む中、様々な分野において実用化に向けた取組みが行われており、過去の３次

にわたる産業革命に次ぐ、第４次産業革命の流れが進展しています。これにより、

近い将来、産業構造や社会構造はもとより、私たちの暮らしや仕事も劇的に変化

することが予想されます。 
 
このビジョンは、これらの新しい技術を、農林業や商工業の振興による地域経

済の活性化や、教育の充実による新しい時代に活躍できる人材の育成など、伊那

市が抱える地域課題の解決及び活力あるまちづくりに活用し、地方創生の実現に

資することを目的として策定しました。  
 
また、「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」を目指す姿として掲げ、新産業技術の活用により、産業、 

教育、住環境など様々な分野へのアプローチを通じ、進学などで市外に出た子どもたちが帰ってきたくなる、

若者や子育て世代が定住したくなる、高齢者がいきいきと活躍する、そうした活力と魅力があふれる伊那市

の実現を目標としています。 
 
そのための方針として、本市を取り巻く環境や特徴等を把握・分析する中で、新産業技術を活用して取り

組む５つの分野を設定しています。そして、この５つの分野における課題解決の取組みを「地域経済循環の

活性化」と「エコシステム環境の充実」という２つの正の循環につなげ、この正の循環を維持することによ

って、日本を支える地方都市のモデルとしての伊那市の実現を図っていきます。 
 
本ビジョンの策定を契機として、これまでの検討を中心とする段階から、実際の現場における新産業技術

の導入、活用に向けた本格的な取組みを中心とする段階へ移行するため、「産・官・学・金」が緊密に連携し、

積極的に取組みを推進していく必要があります。市民の皆様、地域企業・関係団体等の皆様におかれまして

は、是非このビジョンをご一読いただき、新産業技術の活用から始まる、新たな地域活性化の取組みにご参

加、ご協力いただきますようお願い申し上げます。  
 
本ビジョン策定に当たり、栗林新産業技術推進協議会長をはじめ、ご尽力いただきました協議会委員、 

アドバイザー及び専門部会委員の皆様、並びに、ご支援、ご協力をいただきました関係機関、市民の皆様に

心から感謝申し上げ、巻頭の言葉といたします。 
 

平成３０年３月 

伊那市長 白鳥 孝 

写真 
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伊那市新産業技術推進ビジョンの策定に寄せて 

 

 平成２８年５月に、ＩｏＴ、ＡＩ等の新産業技術を使った地域課題の解決及び

地域活性化を目的として伊那市新産業技術推進協議会が組織され、喫緊の課題で

ある農業、林業、教育の３分野について専門部会を設置し、それぞれ議論を重ね

て来ています。 

本ビジョンは、各専門部会における協議・研究の結果と、その他の新産業技術

の活用分野を包括して整理し、将来にわたる伊那市の持続的な活力の創造を目指

す内容としています。 

 

人口減少社会において高齢者人口の割合が極めて高くなる中、伊那市の農林業

は、後継者不足やそれに伴う耕作放棄地の増加、獣害等による森林の荒廃など課題が山積しており、安定し

た経営基盤の確立による「儲かる農林業」の構築や雇用の拡大、若者や高齢者が継続して働ける環境整備が

求められています。また、新産業技術によって、経営の効率化による経費削減や作業の軽労化、収益の拡大

が期待される一方、初期投資や運営維持に多額の負担を要し、また、技術導入の成果として利益の確保が求

められることから、官民一体となった支援・推進体制の整備が必要です。 

教育については、市内小中学校のICT教育環境整備率が国の基準を下回る状況にある中、新たに示された

学習指導要領では、プログラミング教育を含む情報リテラシーの習得が必修とされました。伊那市がこれま

で育んできた特色ある教育を基礎としつつ、新しい時代の教育に対応できるよう、これまで以上に環境整備

を推進していく必要があります。 

 

今後は、このビジョンに基づき、具体的な事業を推進、展開していく重要な時期となります。当協議会が

この２年間で検討し、育んできた様々なシーズを、実際の企業経営や行政運営の中に落とし込み、具体的な

効果として発現できるよう、更なる取組の強化に努めてまいりたいと思います。 

また、併せて、伊那市の強力な支援体制のもと、農林業をはじめとする産業の再興・発展、そして新しい

時代の人材育成が力強く推進され、新産業技術活用のモデル都市として、この地において真の地方創生が実

現されることをご期待申し上げます。 

 

終わりに、本ビジョン及び各専門部会の計画等の策定に当たり、熱心に議論いただきました協議会委員、

アドバイザー、各専門部会委員の皆様、また、現場の声をお聞かせいただきました市民、事業者の皆様に 

心より感謝を申し上げ、ビジョン策定に寄せてのご挨拶といたします。 

 

平成３０年３月  

伊那市新産業技術推進協議会  

会長 栗林 秀吉  
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INA-City
New Industrial Technology Promotion Vision

本　編



 

 

新産業技術の推進

第1フェーズ「推進方針」

ン構築をすすめていきます。ビジョン策定後に第

を設置し、専門部会では協議会委員と事業関係者が連携し実証に向けたプランニングを行います。協議会と

専門部会の研究成果を

ます。 

 

 新産業技術推進協議会について

「新産業技術推進協議会」

省、林野庁）、県（長野県

ソーシアムです。

 

 専門部会について

すでに先行する課題については

また、今後の新産業技術の推進に必要な分野については

 

a.

不利益地域におけるスマート農業の先駆的モデルとして、農業用機械の自動運行や肥料・農薬等の自

動散布、ＧＰＳやインターネット（クラウド）を介したデータ活用型の営農管理などにより、高齢化

に伴う担い手不足の解消や遊休荒廃農地の縮減を図ることで、「儲かる農業」の実現を目指します。

 

b.

ですが、本市においては、松くい虫被害の状況調査や森林資源量調査、林業の省力化

ドローンを活用したスマート林業の実現を目指します

 

c.

授業・学習と校務両面での環境整備や、情報リテラシーの強化及び人材育成等を通じ、学校や教員だ

けでなく、地域との連携・協働の中でＩＣＴ教育の推進を図るとともに、授業の学びを中心としながら

も、個別の学習支援や興味関心に応じた自立的な学びを学校・家庭・地域の中でシームレスに提供でき

る教育環境を整備することで、グロー

す。

 

 

新産業技術の推進

フェーズ「推進方針」

ン構築をすすめていきます。ビジョン策定後に第

を設置し、専門部会では協議会委員と事業関係者が連携し実証に向けたプランニングを行います。協議会と

専門部会の研究成果を

 

新産業技術推進協議会について

「新産業技術推進協議会」

省、林野庁）、県（長野県

ソーシアムです。

専門部会について

すでに先行する課題については

また、今後の新産業技術の推進に必要な分野については

 スマート農業a.

中山間地域における様々な立地条件下での実証事業を通じ、平坦な大規模圃場ばかりでなく、条件

不利益地域におけるスマート農業の先駆的モデルとして、農業用機械の自動運行や肥料・農薬等の自

動散布、ＧＰＳやインターネット（クラウド）を介したデータ活用型の営農管理などにより、高齢化

に伴う担い手不足の解消や遊休荒廃農地の縮減を図ることで、「儲かる農業」の実現を目指します。

 ドローン活用b.

全国的にも、商品配送や災害状況の把握など

ですが、本市においては、松くい虫被害の状況調査や森林資源量調査、林業の省力化

ドローンを活用したスマート林業の実現を目指します

 ＩＣＴ教育c.

授業・学習と校務両面での環境整備や、情報リテラシーの強化及び人材育成等を通じ、学校や教員だ

けでなく、地域との連携・協働の中でＩＣＴ教育の推進を図るとともに、授業の学びを中心としながら

も、個別の学習支援や興味関心に応じた自立的な学びを学校・家庭・地域の中でシームレスに提供でき

る教育環境を整備することで、グロー

す。 

 

新産業技術の推進は、大きく３つのフェーズが設定されています。

フェーズ「推進方針」(Vision)

ン構築をすすめていきます。ビジョン策定後に第

を設置し、専門部会では協議会委員と事業関係者が連携し実証に向けたプランニングを行います。協議会と

専門部会の研究成果を基に第3フェーズ「社会実証」（

新産業技術推進協議会について

「新産業技術推進協議会」は、大学や国の研究所などの研究機関と企業を委員とし、また国（国土交通

省、林野庁）、県（長野県地域振興局

ソーシアムです。 

専門部会について 

すでに先行する課題については

また、今後の新産業技術の推進に必要な分野については

スマート農業 

中山間地域における様々な立地条件下での実証事業を通じ、平坦な大規模圃場ばかりでなく、条件

不利益地域におけるスマート農業の先駆的モデルとして、農業用機械の自動運行や肥料・農薬等の自

動散布、ＧＰＳやインターネット（クラウド）を介したデータ活用型の営農管理などにより、高齢化

に伴う担い手不足の解消や遊休荒廃農地の縮減を図ることで、「儲かる農業」の実現を目指します。

ドローン活用 

全国的にも、商品配送や災害状況の把握など

ですが、本市においては、松くい虫被害の状況調査や森林資源量調査、林業の省力化

ドローンを活用したスマート林業の実現を目指します

ＩＣＴ教育 

授業・学習と校務両面での環境整備や、情報リテラシーの強化及び人材育成等を通じ、学校や教員だ
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2. ビジョン策定の目的と構成 

本ビジョンは、本事業における今後の産業イノベーションのあるべき姿や、地域課題解決に向けた処方箋

を策定することを目的とします。 

 

本ビジョンの構成を図1-2に示します。全体構成は、本編と附属資料と用語解説の３部構成となっていま

す。 

本編は、4章で構成されています。 

第1章「ビジョンの策定にあたって」 

  本ビジョン策定の背景、目的、構成、位置付け、計画期間を記載しています。 

第2章「新産業技術推進ビジョン」 

現状から見えてくるもの、新産業技術の動向と特徴、本市における新産業技術の適用、新産業技術推進

ビジョン概要を記載しています。 

第3章「ビジョン実現に向けた適用分野と施策」 

  適用分野ごとに施策概要、具体的な施策事例を記載しています。 

第4章「新産業技術推進事業工程表」 

  新産業技術推進事業の工程表を記載しています。 

 

附属資料は2章で構成されています。 

第1章「本市の現状」 

本市が保有する資産、ＲＥＳＡＳから見た本市の産業分析、地域におけるＩｏＴ・ＡＩなどの新技術

活用状況を記載しています。 

第2章「導入が期待される新産業技術」 

導入が期待される新産業技術として、ＩｏＴ・ＡＩの活用と適用例、ドローンと自動運転の活用を記

載しています。 

 

用語解説は、本編と附属資料の中に記載された略称や専門用語などを抽出し、【本編 用語解説】、【附属資

料 用語解説】で解説しています。 
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竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

スから流れるミネラル豊富な清流や新鮮な空気、市の面積の

にふさわしい豊かな自然環境を有しています。

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

ます。
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産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

においても間伐材を活用した事業が展開されており、平成

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、
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首都圏と中京圏に対して非常に良好なアクセス環境も有してい
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推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

立大学法人信州大学（以下「

う。

市内及び近郊には、信州大

を有し、知的資

 

 本(2)

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

a.

によると

産年齢人口は、平成

35,662

減少及び出生率の低下が挙げられ

 新産業技術推進ビジョン

現状から見えてくるもの

本市の特徴 

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

スから流れるミネラル豊富な清流や新鮮な空気、市の面積の

にふさわしい豊かな自然環境を有しています。

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

ます。田舎暮らしの本

「子育て世代にピッタリな田舎部門」

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

においても間伐材を活用した事業が展開されており、平成

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。

中央自動車道が南北に通っており、

首都圏と中京圏に対して非常に良好なアクセス環境も有してい

学校教育においては、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

立大学法人信州大学（以下「

う。)との連携による高度で専門性のある教育を受ける環境を創出しています。

市内及び近郊には、信州大

を有し、知的資

本市の地域課題

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

 人口に関わる課題a.

本市の人口は、

によると8 年後の平成

産年齢人口は、平成

35,662人となると推定しています。

自然動態面から

減少及び出生率の低下が挙げられ

新産業技術推進ビジョン

現状から見えてくるもの 

 

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

スから流れるミネラル豊富な清流や新鮮な空気、市の面積の

にふさわしい豊かな自然環境を有しています。

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

田舎暮らしの本2月号（

「子育て世代にピッタリな田舎部門」

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

においても間伐材を活用した事業が展開されており、平成

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。

中央自動車道が南北に通っており、

首都圏と中京圏に対して非常に良好なアクセス環境も有してい

学校教育においては、一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

立大学法人信州大学（以下「

との連携による高度で専門性のある教育を受ける環境を創出しています。

市内及び近郊には、信州大

を有し、知的資産の蓄積も充実しています。

市の地域課題 

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

人口に関わる課題 

市の人口は、現在68,707

年後の平成37

産年齢人口は、平成27年（

人となると推定しています。

面からは、死亡数が出生数を上回り、自然減

減少及び出生率の低下が挙げられ

新産業技術推進ビジョン 

 

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

スから流れるミネラル豊富な清流や新鮮な空気、市の面積の

にふさわしい豊かな自然環境を有しています。

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

月号（平成27年

「子育て世代にピッタリな田舎部門」の

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

においても間伐材を活用した事業が展開されており、平成

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。

中央自動車道が南北に通っており、平成

首都圏と中京圏に対して非常に良好なアクセス環境も有してい

一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

立大学法人信州大学（以下「信州大学」

との連携による高度で専門性のある教育を受ける環境を創出しています。

市内及び近郊には、信州大学農学部、

産の蓄積も充実しています。

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

68,707人（平成

37 年（2025年）

年（2015年）の

人となると推定しています。 

は、死亡数が出生数を上回り、自然減

減少及び出生率の低下が挙げられます。

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

スから流れるミネラル豊富な清流や新鮮な空気、市の面積の

にふさわしい豊かな自然環境を有しています。 

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

年、宝島社）では、『日本「住みたい田舎」ベストランキング！

の第1位に選ばれています。

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

においても間伐材を活用した事業が展開されており、平成

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。

平成 39 年（2027

首都圏と中京圏に対して非常に良好なアクセス環境も有してい

一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

」という。）や

との連携による高度で専門性のある教育を受ける環境を創出しています。

農学部、長野県南信工科短期大学校（以下「

産の蓄積も充実しています。 

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

平成29年10月）となっています。

年） には65,739

年）の39,460人から平成

 

は、死亡数が出生数を上回り、自然減

ます。 社会動態

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

スから流れるミネラル豊富な清流や新鮮な空気、市の面積の83%

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

、宝島社）では、『日本「住みたい田舎」ベストランキング！

位に選ばれています。

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

においても間伐材を活用した事業が展開されており、平成28年

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。

2027 年）にはリニア中央新幹線も開業予定であり、

首都圏と中京圏に対して非常に良好なアクセス環境も有しています。

一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

や国立大学法人

との連携による高度で専門性のある教育を受ける環境を創出しています。

長野県南信工科短期大学校（以下「

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

月）となっています。

65,739 人まで減少すると推定さ

人から平成37年（

は、死亡数が出生数を上回り、自然減となっています。

社会動態面からみると

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

83%にあたる森林など、自然共生都市の名

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

、宝島社）では、『日本「住みたい田舎」ベストランキング！

位に選ばれています。 

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

年9月には、「ソーシャル・フォレストリ

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。

にはリニア中央新幹線も開業予定であり、

ます。 

一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

国立大学法人東京藝術大学

との連携による高度で専門性のある教育を受ける環境を創出しています。

長野県南信工科短期大学校（以下「

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

月）となっています。「伊那市地域創生人口ビジョン」

まで減少すると推定さ

年（2025年）には、約

となっています。この要因として、女性数の

面からみると、近年、転出者が転入者を上回り、

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

にあたる森林など、自然共生都市の名

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

、宝島社）では、『日本「住みたい田舎」ベストランキング！

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

月には、「ソーシャル・フォレストリ

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。 

にはリニア中央新幹線も開業予定であり、

一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

東京藝術大学(以下「東京藝大

との連携による高度で専門性のある教育を受ける環境を創出しています。 

長野県南信工科短期大学校（以下「南信工科短大

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

「伊那市地域創生人口ビジョン」

まで減少すると推定されています

年）には、約4000

この要因として、女性数の

、近年、転出者が転入者を上回り、

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

にあたる森林など、自然共生都市の名

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

、宝島社）では、『日本「住みたい田舎」ベストランキング！

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛んです。林業

月には、「ソーシャル・フォレストリ

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

にはリニア中央新幹線も開業予定であり、

一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

東京藝大」とい

南信工科短大」という。

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。 

「伊那市地域創生人口ビジョン」

ています。また、生

4000人弱減少し、

この要因として、女性数の

、近年、転出者が転入者を上回り、

 

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

にあたる森林など、自然共生都市の名

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

、宝島社）では、『日本「住みたい田舎」ベストランキング！』

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

です。林業

月には、「ソーシャル・フォレストリ

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

にはリニア中央新幹線も開業予定であり、

一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、国

とい

という。）

「伊那市地域創生人口ビジョン」

また、生

人弱減少し、

この要因として、女性数の

、近年、転出者が転入者を上回り、 

 

 

3. ビジョンの位置付けと計画期間

本ビジョンは、本事業の推進ビジョンとして位置

するものです。

本市が抱える課題を

地方創生総合戦略では、地域の課題から基本目標を定め、それらに対するリーディングプロジェクトを定め

ています。これらのリーディングプロジェクトにも貢献できるビジョンとなります。

 

計画期間は、

 

 

 

 

ビジョンの位置付けと計画期間

本ビジョンは、本事業の推進ビジョンとして位置

するものです。 

本市が抱える課題を

地方創生総合戦略では、地域の課題から基本目標を定め、それらに対するリーディングプロジェクトを定め

ています。これらのリーディングプロジェクトにも貢献できるビジョンとなります。

計画期間は、平成

 

ビジョンの位置付けと計画期間

本ビジョンは、本事業の推進ビジョンとして位置

本市が抱える課題を解決するため、平成

地方創生総合戦略では、地域の課題から基本目標を定め、それらに対するリーディングプロジェクトを定め

ています。これらのリーディングプロジェクトにも貢献できるビジョンとなります。

平成30年（2018

図 1-3

 

ビジョンの位置付けと計画期間 

本ビジョンは、本事業の推進ビジョンとして位置

解決するため、平成28

地方創生総合戦略では、地域の課題から基本目標を定め、それらに対するリーディングプロジェクトを定め

ています。これらのリーディングプロジェクトにも貢献できるビジョンとなります。

2018年）～平成

3 新産業技術推進事業と地方創生総合戦略の関係

 

本ビジョンは、本事業の推進ビジョンとして位置付けられるとともに

28年 3月に「伊那市

地方創生総合戦略では、地域の課題から基本目標を定め、それらに対するリーディングプロジェクトを定め

ています。これらのリーディングプロジェクトにも貢献できるビジョンとなります。

平成34年（2022

新産業技術推進事業と地方創生総合戦略の関係

られるとともに

月に「伊那市 地方創生総合戦略」が策定されています。

地方創生総合戦略では、地域の課題から基本目標を定め、それらに対するリーディングプロジェクトを定め

ています。これらのリーディングプロジェクトにも貢献できるビジョンとなります。

2022年）の5か年です。

新産業技術推進事業と地方創生総合戦略の関係

られるとともに、本市での他の施策

地方創生総合戦略」が策定されています。

地方創生総合戦略では、地域の課題から基本目標を定め、それらに対するリーディングプロジェクトを定め

ています。これらのリーディングプロジェクトにも貢献できるビジョンとなります。

か年です。 

新産業技術推進事業と地方創生総合戦略の関係

、本市での他の施策と有機的に連携

地方創生総合戦略」が策定されています。

地方創生総合戦略では、地域の課題から基本目標を定め、それらに対するリーディングプロジェクトを定め

ています。これらのリーディングプロジェクトにも貢献できるビジョンとなります。 

新産業技術推進事業と地方創生総合戦略の関係 

と有機的に連携

地方創生総合戦略」が策定されています。

地方創生総合戦略では、地域の課題から基本目標を定め、それらに対するリーディングプロジェクトを定め

 

と有機的に連携

地方創生総合戦略」が策定されています。

地方創生総合戦略では、地域の課題から基本目標を定め、それらに対するリーディングプロジェクトを定め
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 第2章

 

1. 現状から見えてくるもの

 

 本(1)

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

スから流れるミネラル豊富な清流や新鮮な空気、市の面積の

にふさわしい豊かな自然環境を有しています。

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

ます。

「子育て世代にピッタリな田舎部門」

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

においても間伐材を活用した事業が展開されており、平成

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。

中央自動車道が南北に通っており、

首都圏と中京圏に対して非常に良好なアクセス環境も有してい

学校教育においては、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

立大学法人信州大学（以下「

う。

市内及び近郊には、信州大

を有し、知的資

 

 本(2)

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

a.

によると

産年齢人口は、平成

35,662

減少及び出生率の低下が挙げられ

 新産業技術推進ビジョン

現状から見えてくるもの

本市の特徴 

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

スから流れるミネラル豊富な清流や新鮮な空気、市の面積の

にふさわしい豊かな自然環境を有しています。

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

ます。田舎暮らしの本

「子育て世代にピッタリな田舎部門」

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

においても間伐材を活用した事業が展開されており、平成

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。

中央自動車道が南北に通っており、

首都圏と中京圏に対して非常に良好なアクセス環境も有してい

学校教育においては、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

立大学法人信州大学（以下「

う。)との連携による高度で専門性のある教育を受ける環境を創出しています。

市内及び近郊には、信州大

を有し、知的資

本市の地域課題

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

 人口に関わる課題a.

本市の人口は、

によると8 年後の平成

産年齢人口は、平成

35,662人となると推定しています。

自然動態面から

減少及び出生率の低下が挙げられ

新産業技術推進ビジョン

現状から見えてくるもの 

 

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

スから流れるミネラル豊富な清流や新鮮な空気、市の面積の

にふさわしい豊かな自然環境を有しています。

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

田舎暮らしの本2月号（

「子育て世代にピッタリな田舎部門」

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

においても間伐材を活用した事業が展開されており、平成

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。

中央自動車道が南北に通っており、

首都圏と中京圏に対して非常に良好なアクセス環境も有してい

学校教育においては、一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

立大学法人信州大学（以下「

との連携による高度で専門性のある教育を受ける環境を創出しています。

市内及び近郊には、信州大

を有し、知的資産の蓄積も充実しています。

市の地域課題 

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

人口に関わる課題 

市の人口は、現在68,707

年後の平成37

産年齢人口は、平成27年（

人となると推定しています。

面からは、死亡数が出生数を上回り、自然減

減少及び出生率の低下が挙げられ

新産業技術推進ビジョン 

 

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

スから流れるミネラル豊富な清流や新鮮な空気、市の面積の

にふさわしい豊かな自然環境を有しています。

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

月号（平成27年

「子育て世代にピッタリな田舎部門」の

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

においても間伐材を活用した事業が展開されており、平成

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。

中央自動車道が南北に通っており、平成

首都圏と中京圏に対して非常に良好なアクセス環境も有してい

一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

立大学法人信州大学（以下「信州大学」

との連携による高度で専門性のある教育を受ける環境を創出しています。

市内及び近郊には、信州大学農学部、

産の蓄積も充実しています。

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

68,707人（平成

37 年（2025年）

年（2015年）の

人となると推定しています。 

は、死亡数が出生数を上回り、自然減

減少及び出生率の低下が挙げられます。

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

スから流れるミネラル豊富な清流や新鮮な空気、市の面積の

にふさわしい豊かな自然環境を有しています。 

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

年、宝島社）では、『日本「住みたい田舎」ベストランキング！

の第1位に選ばれています。

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

においても間伐材を活用した事業が展開されており、平成

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。

平成 39 年（2027

首都圏と中京圏に対して非常に良好なアクセス環境も有してい

一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

」という。）や

との連携による高度で専門性のある教育を受ける環境を創出しています。

農学部、長野県南信工科短期大学校（以下「

産の蓄積も充実しています。 

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

平成29年10月）となっています。

年） には65,739

年）の39,460人から平成

 

は、死亡数が出生数を上回り、自然減

ます。 社会動態

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

スから流れるミネラル豊富な清流や新鮮な空気、市の面積の83%

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

、宝島社）では、『日本「住みたい田舎」ベストランキング！

位に選ばれています。

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

においても間伐材を活用した事業が展開されており、平成28年

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。

2027 年）にはリニア中央新幹線も開業予定であり、

首都圏と中京圏に対して非常に良好なアクセス環境も有しています。

一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

や国立大学法人

との連携による高度で専門性のある教育を受ける環境を創出しています。

長野県南信工科短期大学校（以下「

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

月）となっています。

65,739 人まで減少すると推定さ

人から平成37年（

は、死亡数が出生数を上回り、自然減となっています。

社会動態面からみると

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

83%にあたる森林など、自然共生都市の名

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

、宝島社）では、『日本「住みたい田舎」ベストランキング！

位に選ばれています。 

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

年9月には、「ソーシャル・フォレストリ

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。

にはリニア中央新幹線も開業予定であり、

ます。 

一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の

推進」「総合的な学習の時間」などの郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みを行っています。また、

国立大学法人東京藝術大学

との連携による高度で専門性のある教育を受ける環境を創出しています。

長野県南信工科短期大学校（以下「

本市は、多くの特徴を保有していますが、一方で地域の課題も多く内在しています。

月）となっています。「伊那市地域創生人口ビジョン」

まで減少すると推定さ

年（2025年）には、約

となっています。この要因として、女性数の

面からみると、近年、転出者が転入者を上回り、

本市は、長野県の南部に位置し、南アルプスと中央アルプスの二つのアルプスに抱かれ、中央部を天

竜川と三峰川が流れる豊かな自然と歴史・文化が育まれた自然共生都市です。南アルプスや中央アルプ

にあたる森林など、自然共生都市の名

また、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜や、仙丈ケ岳を中心とする南アルプス国立公園

といった観光資源にも恵まれており、歴史や文化に触れながら大自然のパノラマを満喫することができ

、宝島社）では、『日本「住みたい田舎」ベストランキング！

産業面においては、バランス良く発展してきています。古くから営まれている農業は、肥沃な土地と

豊かで良質な三峰川水系の水を活かした米作りのほか、野菜、果樹、花卉などの栽培が盛ん

月には、「ソーシャル・フォレストリ

ー都市」を宣言しています。一方、製造業においても電気、精密、機械、食品などの製造業が発展し、

国内有数の電子機械産業エリアを目指す伊那テクノバレー圏域の中核都市として、いくつもの工業団地

が形成されています。また、寒天や味噌などの食品産業も多く立地しています。 

にはリニア中央新幹線も開業予定であり、

一人ひとりの個性を大事にした教育を行っています。本市の教育の特徴として、

通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の
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＜人口＞ 人口減少が続く

・総人口減少継続：

・生産年齢人口減少

・20歳代及び年少人口の減少継続

・15～24歳大きく転出超過

・25～29歳転入超過（減少傾向）

・過疎地域、中心市街地で人口減少

・家族の介護力の弱体

＜産業＞ 産業の閉塞感広がる

・付加価値生産額の減少

2,565億円（

・地域経済循環率減少

・一人当たりの雇用者所得減少

・自治会への未加入増加
・地域づくり活動人材の確保が難しい
・空き家の増加
・人口減少に伴い小学校の小規模化が進む

るように、情報活用能力を育成することが求められます。

 

本市の特徴と課題の総括

以上のように本市は、自然資産、観光資源、農林

ド、教育及び知的

一方、課題も、多岐に渡り、かつ喫緊に解決すべき課題も多くあります

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

の減少を加速させ、構造的人手不足を招きます。また、小売

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

き、少子高齢化を加速

このようなマイナスのスパイラルは、また税収の停滞や

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。

 

 

伊那市状況

人口減少が続く

・総人口減少継続： 68,703人（Ｈ29

・生産年齢人口減少

歳代及び年少人口の減少継続

歳大きく転出超過

歳転入超過（減少傾向）

・過疎地域、中心市街地で人口減少

・家族の介護力の弱体

産業の閉塞感広がる

・付加価値生産額の減少

億円（H22） → 2,060億円（

・地域経済循環率減少

・一人当たりの雇用者所得減少

・扶助費の増大
・医師不足：診療科の存続や夜間救急医療体制の維持
・産科・小児科の医師不足
・「中1ギャップ」問題
・学校教育における脆弱なＩＣＴ教育環境

社会保障・教育の課題

・自治会への未加入増加 ⇒ 文化・伝統継承に支障
・地域づくり活動人材の確保が難しい
・空き家の増加 ・市街地の空洞化
・人口減少に伴い小学校の小規模化が進む

情報活用能力を育成することが求められます。

市の特徴と課題の総括

以上のように本市は、自然資産、観光資源、農林

ド、教育及び知的資産をバランスよく保有しています。

一方、課題も、多岐に渡り、かつ喫緊に解決すべき課題も多くあります

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

の減少を加速させ、構造的人手不足を招きます。また、小売

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

き、少子高齢化を加速させてしまう可能性が高まります。

ようなマイナスのスパイラルは、また税収の停滞や

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。

29年9月）

歳代及び年少人口の減少継続

・過疎地域、中心市街地で人口減少

億円（H25）

・地域内経済循環の停滞

・人口減少、高齢化による消費力低下
・郊外大型量販店進出に伴う中心市街地衰退

・多様化する消費者ニーズ把握対応不十分

・扶助費の増大 （年々増加、Ｈ17：29
・医師不足：診療科の存続や夜間救急医療体制の維持
・産科・小児科の医師不足

ギャップ」問題 ・校務負担の増加
・学校教育における脆弱なＩＣＴ教育環境

商業・サービス業の課題

【社会】

【経済】

【産業】
【技術】

社会保障・教育の課題

文化・伝統継承に支障

・人口減少に伴い小学校の小規模化が進む

情報活用能力を育成することが求められます。

市の特徴と課題の総括 

以上のように本市は、自然資産、観光資源、農林

をバランスよく保有しています。

一方、課題も、多岐に渡り、かつ喫緊に解決すべき課題も多くあります

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

の減少を加速させ、構造的人手不足を招きます。また、小売

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

させてしまう可能性が高まります。

ようなマイナスのスパイラルは、また税収の停滞や

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。

図 2-

・第2次産業従事者減少（Ｈ

・企業間競争激化、企業淘汰、生産拠点統廃合、海外移転
→ 事業所数減少、ものづくり人材の不足

・社会インフラの脆弱化による競争力低下

・地域内経済循環の停滞

・人口減少、高齢化による消費力低下
・郊外大型量販店進出に伴う中心市街地衰退

・多様化する消費者ニーズ把握対応不十分

・農業従事者高齢化と後継者減少

・森林や農地の荒廃化
・消費低迷及び安い輸入農作物影響等で市場価格低迷

・林業採算性の低下、木材価格の低迷

29億、Ｈ27：46億）
・医師不足：診療科の存続や夜間救急医療体制の維持

・校務負担の増加
・学校教育における脆弱なＩＣＴ教育環境

商業・サービス業の課題

社会成熟、少子高齢化による価値観が変化

グローバル化進展、一方、保護主義台頭、世界経済リスク拡大

第4次産業革命 幅広い分野の生産性・品質の飛躍的な向上、高付加価値化
新産業技術（ＩｏＴ・ビッグデータ

社会保障・教育の課題

健全財政維持に向けた取組み、税収停滞への懸念

・財政指数は早期健全化基準を下回り、健全な財政状況

・健全財政の維持、比較的高水準の実質公債費率の一層の改善に向けた取組みの継続

・人口減少等による将来的な税収停滞への懸念

情報活用能力を育成することが求められます。

以上のように本市は、自然資産、観光資源、農林業、ものづくり等の産業資産、特徴ある地域ブラン

をバランスよく保有しています。

一方、課題も、多岐に渡り、かつ喫緊に解決すべき課題も多くあります

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

の減少を加速させ、構造的人手不足を招きます。また、小売

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

させてしまう可能性が高まります。

ようなマイナスのスパイラルは、また税収の停滞や

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。

-4 伊那市の特徴と課題

伊那市役所

社会経済情勢

次産業従事者減少（Ｈ12：

・企業間競争激化、企業淘汰、生産拠点統廃合、海外移転
事業所数減少、ものづくり人材の不足

・社会インフラの脆弱化による競争力低下

・人口減少、高齢化による消費力低下
・郊外大型量販店進出に伴う中心市街地衰退

・多様化する消費者ニーズ把握対応不十分

・農業従事者高齢化と後継者減少

・森林や農地の荒廃化
・消費低迷及び安い輸入農作物影響等で市場価格低迷

・林業採算性の低下、木材価格の低迷

製造業の課題

商業・サービス業の課題

農林業の課題

社会成熟、少子高齢化による価値観が変化

グローバル化進展、一方、保護主義台頭、世界経済リスク拡大

幅広い分野の生産性・品質の飛躍的な向上、高付加価値化
ビッグデータ・ＡＩ・ロボット

健全財政維持に向けた取組み、税収停滞への懸念

・財政指数は早期健全化基準を下回り、健全な財政状況

・健全財政の維持、比較的高水準の実質公債費率の一層の改善に向けた取組みの継続

・人口減少等による将来的な税収停滞への懸念

・高齢化

・観光資源や地域資源の活用不十分
・観光形態の変化に対する適応力不足

「見て

情報活用能力を育成することが求められます。 

以上のように本市は、自然資産、観光資源、農林業、ものづくり等の産業資産、特徴ある地域ブラン

をバランスよく保有しています。 

一方、課題も、多岐に渡り、かつ喫緊に解決すべき課題も多くあります

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

の減少を加速させ、構造的人手不足を招きます。また、小売、飲食、医療、介護、交通・運輸などの地

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

させてしまう可能性が高まります。 

ようなマイナスのスパイラルは、また税収の停滞や減少を招き、社会インフラ整備の遅れや

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。

伊那市の特徴と課題 

伊那市役所

社会経済情勢

：15,734人 Ｈ22：11,772

・企業間競争激化、企業淘汰、生産拠点統廃合、海外移転
事業所数減少、ものづくり人材の不足

・社会インフラの脆弱化による競争力低下

・農業従事者高齢化と後継者減少 → 深刻な人手不足

・消費低迷及び安い輸入農作物影響等で市場価格低迷

・林業採算性の低下、木材価格の低迷

製造業の課題

観光業の課題

農林業の課題

社会成熟、少子高齢化による価値観が変化

グローバル化進展、一方、保護主義台頭、世界経済リスク拡大

幅広い分野の生産性・品質の飛躍的な向上、高付加価値化
ロボット）の進展と関連産業の創出

健全財政維持に向けた取組み、税収停滞への懸念

・財政指数は早期健全化基準を下回り、健全な財政状況

・健全財政の維持、比較的高水準の実質公債費率の一層の改善に向けた取組みの継続

・人口減少等による将来的な税収停滞への懸念

・高齢化/後継者不足による経営基盤弱体

・観光資源や地域資源の活用不十分
・観光形態の変化に対する適応力不足

「見て歩き、行楽」 → 「余暇を有効に使う観光」

業、ものづくり等の産業資産、特徴ある地域ブラン

一方、課題も、多岐に渡り、かつ喫緊に解決すべき課題も多くあります。さらにこれらの課題は、互

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

、飲食、医療、介護、交通・運輸などの地

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

減少を招き、社会インフラ整備の遅れや

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。

 

11,772人）

・企業間競争激化、企業淘汰、生産拠点統廃合、海外移転

深刻な人手不足

・消費低迷及び安い輸入農作物影響等で市場価格低迷

観光業の課題

グローバル化進展、一方、保護主義台頭、世界経済リスク拡大

幅広い分野の生産性・品質の飛躍的な向上、高付加価値化
）の進展と関連産業の創出

社会インフラの課題

健全財政維持に向けた取組み、税収停滞への懸念

・健全財政の維持、比較的高水準の実質公債費率の一層の改善に向けた取組みの継続

・補助費の増大 (増加傾向
（下水道事業、病院事業の負荷大）

・学校施設、橋梁施設の老朽化
・消防団の新規加入者減少、在職期間の長期化・高齢化
・地域防犯体制の弱体化

後継者不足による経営基盤弱体

・観光資源や地域資源の活用不十分
・観光形態の変化に対する適応力不足

「余暇を有効に使う観光」

業、ものづくり等の産業資産、特徴ある地域ブラン

。さらにこれらの課題は、互

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

、飲食、医療、介護、交通・運輸などの地

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

減少を招き、社会インフラ整備の遅れや

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。 

・保護すべき資料が文化財に指定されていない
・出土した考古資料が未整理のまま保管されている
・鳥獣による農作物被害の拡大

伊那市地域特徴

社会インフラの課題

・健全財政の維持、比較的高水準の実質公債費率の一層の改善に向けた取組みの継続

増加傾向 Ｈ１７：４４億、Ｈ27：68
（下水道事業、病院事業の負荷大）

・学校施設、橋梁施設の老朽化
・消防団の新規加入者減少、在職期間の長期化・高齢化
・地域防犯体制の弱体化

「余暇を有効に使う観光」

＜自然資産＞

・ミネラル豊富な清流、新鮮な空気
・南アルプス自然遺産

・「天下第1の桜」等、豊富な観光資源

＜産業資産＞
・農林業 肥沃な

間伐材活用事業活性化

・製造業 バランスの取れたものづくり力
ブランド力の高い食品加工業

＜地域ブランド＞

・子育て世代にぴったりな田舎全国一位

＜教育＞
・小規模特認校制度、キャリア教育推進

・高度で専門性のある教育環境創出
（信州大学、東京藝術大学）

＜地域知的資産＞

・信州大学、南信工科短大の知的資産

業、ものづくり等の産業資産、特徴ある地域ブラン

。さらにこれらの課題は、互

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産労働人口

、飲食、医療、介護、交通・運輸などの地

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

減少を招き、社会インフラ整備の遅れや、

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。 

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

・保護すべき資料が文化財に指定されていない
・出土した考古資料が未整理のまま保管されている
・鳥獣による農作物被害の拡大

伊那市地域特徴

68億）

・消防団の新規加入者減少、在職期間の長期化・高齢化

・ミネラル豊富な清流、新鮮な空気
・南アルプス自然遺産

の桜」等、豊富な観光資源

肥沃な土地、良質な水
間伐材活用事業活性化

バランスの取れたものづくり力
ブランド力の高い食品加工業

＜地域ブランド＞

・子育て世代にぴったりな田舎全国一位

・小規模特認校制度、キャリア教育推進

・高度で専門性のある教育環境創出
（信州大学、東京藝術大学）

＜地域知的資産＞

・信州大学、南信工科短大の知的資産

 

業、ものづくり等の産業資産、特徴ある地域ブラン

。さらにこれらの課題は、互

労働人口

、飲食、医療、介護、交通・運輸などの地

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

、住

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

 

・保護すべき資料が文化財に指定されていない
・出土した考古資料が未整理のまま保管されている

の桜」等、豊富な観光資源

バランスの取れたものづくり力
ブランド力の高い食品加工業

・子育て世代にぴったりな田舎全国一位

・小規模特認校制度、キャリア教育推進

・高度で専門性のある教育環境創出

・信州大学、南信工科短大の知的資産

 

 

農地や森林の荒廃化が進んでいます。さらに市場は、消費低迷や価格低迷、安い輸入品の台頭等、厳

しさを増しています。生産性が伸び悩み、作業の非効率さが残る状態が続いており、採算性の低下を

招いています。

て挙げられます。従事者数は、

減少しています。また、グローバル化の進展等、外部環境の変化による企業間競争激化、企業淘汰、

生産拠点の統廃合、海外移転等による事業所減少数の拡大も懸念されています。

販店進出もあり、中心市街地の衰退が顕在化しています。また、商業・サービス業従事者の高齢化に

伴い、多様化する消費者ニーズ把握への対応も遅れがちであり、地域内経済循環の疲弊を招いていま

す。

による経営基盤の弱体化が顕在化しています。この影響で観光資源や地域資源の有効な活用が十分で

はなく、また「見て歩き行楽」から「余暇を有効に使う観光」への

十分な状況となっています。

 

c.

で進めてきた財政健全化の取組みの成果が表れ、健全化法に基づく財政指標（実質公債費比率、将来

負担比率）は、いずれも早期健全化基準を下回っており、健全な財政状態を維持しています。しかし

ながら、実質公債費率は、県内他市と比較して依然として高い水準にあります。また、人口減少と少

子高齢化の進行に伴う税収の減少が懸念されるとともに、合併

段階的な削減などにより、今後

例債の発行期限を見据えた事業が本格化するとともに、環状南線、学校給食施設、新ごみ中間処理施

設などの大きな財政負担を伴う事業を進めていく必要があることから、引き続き財政健全化に取組み、

健全財政を維持しつつ、持続可能な財政運営と行政サービス拡充を行っていく必要があります。

とができる環境整備が求められています。高齢化の進展に伴い、医療や介護の需要がますます増加す

ることから、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要な医療・介護サービスをいかに確保して

いくかが課題になっています。

齢化、在任期間の長期化等、地域防災体制の弱体化も懸念されています。

育」への先進的な取組みが行われている一方で、その手段として重要性が高

は、無線

年度

また、

産業分野ごとの

農林業は、従事者の高齢化、深刻な人手不足、後継者の減少と

農地や森林の荒廃化が進んでいます。さらに市場は、消費低迷や価格低迷、安い輸入品の台頭等、厳

しさを増しています。生産性が伸び悩み、作業の非効率さが残る状態が続いており、採算性の低下を

招いています。

製造業においては、産業従事者数の減少によるものづくり人材の不足、後継者の不足が問題点とし

て挙げられます。従事者数は、

減少しています。また、グローバル化の進展等、外部環境の変化による企業間競争激化、企業淘汰、

生産拠点の統廃合、海外移転等による事業所減少数の拡大も懸念されています。

商業・サービス業においては、人口の減少、高齢化により消費力が低下している中で、郊外大型量

販店進出もあり、中心市街地の衰退が顕在化しています。また、商業・サービス業従事者の高齢化に

伴い、多様化する消費者ニーズ把握への対応も遅れがちであり、地域内経済循環の疲弊を招いていま

す。 

観光業においては、優れた観光資源や地域資源を保有しながらも、従事者の高齢化及び後継者不足

による経営基盤の弱体化が顕在化しています。この影響で観光資源や地域資源の有効な活用が十分で

はなく、また「見て歩き行楽」から「余暇を有効に使う観光」への

十分な状況となっています。

 行政面での課題c.

産業の活性化を下支えする行政分野においても問題点を抱えています。財政面においては、これま

で進めてきた財政健全化の取組みの成果が表れ、健全化法に基づく財政指標（実質公債費比率、将来

負担比率）は、いずれも早期健全化基準を下回っており、健全な財政状態を維持しています。しかし

ながら、実質公債費率は、県内他市と比較して依然として高い水準にあります。また、人口減少と少

子高齢化の進行に伴う税収の減少が懸念されるとともに、合併

段階的な削減などにより、今後

例債の発行期限を見据えた事業が本格化するとともに、環状南線、学校給食施設、新ごみ中間処理施

設などの大きな財政負担を伴う事業を進めていく必要があることから、引き続き財政健全化に取組み、

健全財政を維持しつつ、持続可能な財政運営と行政サービス拡充を行っていく必要があります。

医療・福祉の面では、住み慣れた生活の場で、必要な医療・介護サービスを

とができる環境整備が求められています。高齢化の進展に伴い、医療や介護の需要がますます増加す

ることから、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要な医療・介護サービスをいかに確保して

いくかが課題になっています。

齢化、在任期間の長期化等、地域防災体制の弱体化も懸念されています。

学校教育の面では、

育」への先進的な取組みが行われている一方で、その手段として重要性が高

は、無線ＬＡＮ

年度（2020年度）

また、新産業技術に対する学習機会の提供を通

産業分野ごとの状況は、以下のとおりです。

農林業は、従事者の高齢化、深刻な人手不足、後継者の減少と

農地や森林の荒廃化が進んでいます。さらに市場は、消費低迷や価格低迷、安い輸入品の台頭等、厳

しさを増しています。生産性が伸び悩み、作業の非効率さが残る状態が続いており、採算性の低下を

招いています。 

においては、産業従事者数の減少によるものづくり人材の不足、後継者の不足が問題点とし

て挙げられます。従事者数は、

減少しています。また、グローバル化の進展等、外部環境の変化による企業間競争激化、企業淘汰、

生産拠点の統廃合、海外移転等による事業所減少数の拡大も懸念されています。

商業・サービス業においては、人口の減少、高齢化により消費力が低下している中で、郊外大型量

販店進出もあり、中心市街地の衰退が顕在化しています。また、商業・サービス業従事者の高齢化に

伴い、多様化する消費者ニーズ把握への対応も遅れがちであり、地域内経済循環の疲弊を招いていま

観光業においては、優れた観光資源や地域資源を保有しながらも、従事者の高齢化及び後継者不足

による経営基盤の弱体化が顕在化しています。この影響で観光資源や地域資源の有効な活用が十分で

はなく、また「見て歩き行楽」から「余暇を有効に使う観光」への

十分な状況となっています。

行政面での課題 

産業の活性化を下支えする行政分野においても問題点を抱えています。財政面においては、これま

で進めてきた財政健全化の取組みの成果が表れ、健全化法に基づく財政指標（実質公債費比率、将来

負担比率）は、いずれも早期健全化基準を下回っており、健全な財政状態を維持しています。しかし

ながら、実質公債費率は、県内他市と比較して依然として高い水準にあります。また、人口減少と少

子高齢化の進行に伴う税収の減少が懸念されるとともに、合併

段階的な削減などにより、今後

例債の発行期限を見据えた事業が本格化するとともに、環状南線、学校給食施設、新ごみ中間処理施

設などの大きな財政負担を伴う事業を進めていく必要があることから、引き続き財政健全化に取組み、

健全財政を維持しつつ、持続可能な財政運営と行政サービス拡充を行っていく必要があります。

医療・福祉の面では、住み慣れた生活の場で、必要な医療・介護サービスを

とができる環境整備が求められています。高齢化の進展に伴い、医療や介護の需要がますます増加す

ることから、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要な医療・介護サービスをいかに確保して

いくかが課題になっています。

齢化、在任期間の長期化等、地域防災体制の弱体化も懸念されています。

学校教育の面では、少子化による児童数減少のなか、

育」への先進的な取組みが行われている一方で、その手段として重要性が高

ＬＡＮと教育用コンピュータの整備率において全国平均を下回っている状況です。平成

年度）から実施される新学習指導要領の実現のためには、

新産業技術に対する学習機会の提供を通

状況は、以下のとおりです。

農林業は、従事者の高齢化、深刻な人手不足、後継者の減少と

農地や森林の荒廃化が進んでいます。さらに市場は、消費低迷や価格低迷、安い輸入品の台頭等、厳

しさを増しています。生産性が伸び悩み、作業の非効率さが残る状態が続いており、採算性の低下を

においては、産業従事者数の減少によるものづくり人材の不足、後継者の不足が問題点とし

て挙げられます。従事者数は、平成12年度の

減少しています。また、グローバル化の進展等、外部環境の変化による企業間競争激化、企業淘汰、

生産拠点の統廃合、海外移転等による事業所減少数の拡大も懸念されています。

商業・サービス業においては、人口の減少、高齢化により消費力が低下している中で、郊外大型量

販店進出もあり、中心市街地の衰退が顕在化しています。また、商業・サービス業従事者の高齢化に

伴い、多様化する消費者ニーズ把握への対応も遅れがちであり、地域内経済循環の疲弊を招いていま

観光業においては、優れた観光資源や地域資源を保有しながらも、従事者の高齢化及び後継者不足

による経営基盤の弱体化が顕在化しています。この影響で観光資源や地域資源の有効な活用が十分で

はなく、また「見て歩き行楽」から「余暇を有効に使う観光」への

十分な状況となっています。 

産業の活性化を下支えする行政分野においても問題点を抱えています。財政面においては、これま

で進めてきた財政健全化の取組みの成果が表れ、健全化法に基づく財政指標（実質公債費比率、将来

負担比率）は、いずれも早期健全化基準を下回っており、健全な財政状態を維持しています。しかし

ながら、実質公債費率は、県内他市と比較して依然として高い水準にあります。また、人口減少と少

子高齢化の進行に伴う税収の減少が懸念されるとともに、合併

段階的な削減などにより、今後の財政状況は厳しさを増すことが考えられます。そうした中、合併特

例債の発行期限を見据えた事業が本格化するとともに、環状南線、学校給食施設、新ごみ中間処理施

設などの大きな財政負担を伴う事業を進めていく必要があることから、引き続き財政健全化に取組み、

健全財政を維持しつつ、持続可能な財政運営と行政サービス拡充を行っていく必要があります。

医療・福祉の面では、住み慣れた生活の場で、必要な医療・介護サービスを

とができる環境整備が求められています。高齢化の進展に伴い、医療や介護の需要がますます増加す

ることから、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要な医療・介護サービスをいかに確保して

いくかが課題になっています。また、人口減少や高齢化により、消防団員の新規加入者が減少し、高

齢化、在任期間の長期化等、地域防災体制の弱体化も懸念されています。

少子化による児童数減少のなか、

育」への先進的な取組みが行われている一方で、その手段として重要性が高

と教育用コンピュータの整備率において全国平均を下回っている状況です。平成

から実施される新学習指導要領の実現のためには、

新産業技術に対する学習機会の提供を通

状況は、以下のとおりです。 

農林業は、従事者の高齢化、深刻な人手不足、後継者の減少と

農地や森林の荒廃化が進んでいます。さらに市場は、消費低迷や価格低迷、安い輸入品の台頭等、厳

しさを増しています。生産性が伸び悩み、作業の非効率さが残る状態が続いており、採算性の低下を

においては、産業従事者数の減少によるものづくり人材の不足、後継者の不足が問題点とし

年度の15,734

減少しています。また、グローバル化の進展等、外部環境の変化による企業間競争激化、企業淘汰、

生産拠点の統廃合、海外移転等による事業所減少数の拡大も懸念されています。

商業・サービス業においては、人口の減少、高齢化により消費力が低下している中で、郊外大型量

販店進出もあり、中心市街地の衰退が顕在化しています。また、商業・サービス業従事者の高齢化に

伴い、多様化する消費者ニーズ把握への対応も遅れがちであり、地域内経済循環の疲弊を招いていま

観光業においては、優れた観光資源や地域資源を保有しながらも、従事者の高齢化及び後継者不足

による経営基盤の弱体化が顕在化しています。この影響で観光資源や地域資源の有効な活用が十分で

はなく、また「見て歩き行楽」から「余暇を有効に使う観光」への

産業の活性化を下支えする行政分野においても問題点を抱えています。財政面においては、これま

で進めてきた財政健全化の取組みの成果が表れ、健全化法に基づく財政指標（実質公債費比率、将来

負担比率）は、いずれも早期健全化基準を下回っており、健全な財政状態を維持しています。しかし

ながら、実質公債費率は、県内他市と比較して依然として高い水準にあります。また、人口減少と少

子高齢化の進行に伴う税収の減少が懸念されるとともに、合併

の財政状況は厳しさを増すことが考えられます。そうした中、合併特

例債の発行期限を見据えた事業が本格化するとともに、環状南線、学校給食施設、新ごみ中間処理施

設などの大きな財政負担を伴う事業を進めていく必要があることから、引き続き財政健全化に取組み、

健全財政を維持しつつ、持続可能な財政運営と行政サービス拡充を行っていく必要があります。

医療・福祉の面では、住み慣れた生活の場で、必要な医療・介護サービスを

とができる環境整備が求められています。高齢化の進展に伴い、医療や介護の需要がますます増加す

ることから、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要な医療・介護サービスをいかに確保して

また、人口減少や高齢化により、消防団員の新規加入者が減少し、高

齢化、在任期間の長期化等、地域防災体制の弱体化も懸念されています。

少子化による児童数減少のなか、

育」への先進的な取組みが行われている一方で、その手段として重要性が高

と教育用コンピュータの整備率において全国平均を下回っている状況です。平成

から実施される新学習指導要領の実現のためには、

新産業技術に対する学習機会の提供を通して、

農林業は、従事者の高齢化、深刻な人手不足、後継者の減少と

農地や森林の荒廃化が進んでいます。さらに市場は、消費低迷や価格低迷、安い輸入品の台頭等、厳

しさを増しています。生産性が伸び悩み、作業の非効率さが残る状態が続いており、採算性の低下を

においては、産業従事者数の減少によるものづくり人材の不足、後継者の不足が問題点とし

15,734名から平成

減少しています。また、グローバル化の進展等、外部環境の変化による企業間競争激化、企業淘汰、

生産拠点の統廃合、海外移転等による事業所減少数の拡大も懸念されています。

商業・サービス業においては、人口の減少、高齢化により消費力が低下している中で、郊外大型量

販店進出もあり、中心市街地の衰退が顕在化しています。また、商業・サービス業従事者の高齢化に

伴い、多様化する消費者ニーズ把握への対応も遅れがちであり、地域内経済循環の疲弊を招いていま

観光業においては、優れた観光資源や地域資源を保有しながらも、従事者の高齢化及び後継者不足

による経営基盤の弱体化が顕在化しています。この影響で観光資源や地域資源の有効な活用が十分で

はなく、また「見て歩き行楽」から「余暇を有効に使う観光」への

産業の活性化を下支えする行政分野においても問題点を抱えています。財政面においては、これま

で進めてきた財政健全化の取組みの成果が表れ、健全化法に基づく財政指標（実質公債費比率、将来

負担比率）は、いずれも早期健全化基準を下回っており、健全な財政状態を維持しています。しかし

ながら、実質公債費率は、県内他市と比較して依然として高い水準にあります。また、人口減少と少

子高齢化の進行に伴う税収の減少が懸念されるとともに、合併

の財政状況は厳しさを増すことが考えられます。そうした中、合併特

例債の発行期限を見据えた事業が本格化するとともに、環状南線、学校給食施設、新ごみ中間処理施

設などの大きな財政負担を伴う事業を進めていく必要があることから、引き続き財政健全化に取組み、

健全財政を維持しつつ、持続可能な財政運営と行政サービス拡充を行っていく必要があります。

医療・福祉の面では、住み慣れた生活の場で、必要な医療・介護サービスを

とができる環境整備が求められています。高齢化の進展に伴い、医療や介護の需要がますます増加す

ることから、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要な医療・介護サービスをいかに確保して

また、人口減少や高齢化により、消防団員の新規加入者が減少し、高

齢化、在任期間の長期化等、地域防災体制の弱体化も懸念されています。

少子化による児童数減少のなか、特徴ある「一

育」への先進的な取組みが行われている一方で、その手段として重要性が高

と教育用コンピュータの整備率において全国平均を下回っている状況です。平成

から実施される新学習指導要領の実現のためには、

して、市内で育つ児童生徒が新産業技術を担っていけ

農林業は、従事者の高齢化、深刻な人手不足、後継者の減少と3つの問題を抱えています。また、

農地や森林の荒廃化が進んでいます。さらに市場は、消費低迷や価格低迷、安い輸入品の台頭等、厳

しさを増しています。生産性が伸び悩み、作業の非効率さが残る状態が続いており、採算性の低下を

においては、産業従事者数の減少によるものづくり人材の不足、後継者の不足が問題点とし

平成22年度11,772

減少しています。また、グローバル化の進展等、外部環境の変化による企業間競争激化、企業淘汰、

生産拠点の統廃合、海外移転等による事業所減少数の拡大も懸念されています。

商業・サービス業においては、人口の減少、高齢化により消費力が低下している中で、郊外大型量

販店進出もあり、中心市街地の衰退が顕在化しています。また、商業・サービス業従事者の高齢化に

伴い、多様化する消費者ニーズ把握への対応も遅れがちであり、地域内経済循環の疲弊を招いていま

観光業においては、優れた観光資源や地域資源を保有しながらも、従事者の高齢化及び後継者不足

による経営基盤の弱体化が顕在化しています。この影響で観光資源や地域資源の有効な活用が十分で

はなく、また「見て歩き行楽」から「余暇を有効に使う観光」への変わる観光客ニーズへの対応が不

産業の活性化を下支えする行政分野においても問題点を抱えています。財政面においては、これま

で進めてきた財政健全化の取組みの成果が表れ、健全化法に基づく財政指標（実質公債費比率、将来

負担比率）は、いずれも早期健全化基準を下回っており、健全な財政状態を維持しています。しかし

ながら、実質公債費率は、県内他市と比較して依然として高い水準にあります。また、人口減少と少

子高齢化の進行に伴う税収の減少が懸念されるとともに、合併の優遇措置の終了による

の財政状況は厳しさを増すことが考えられます。そうした中、合併特

例債の発行期限を見据えた事業が本格化するとともに、環状南線、学校給食施設、新ごみ中間処理施

設などの大きな財政負担を伴う事業を進めていく必要があることから、引き続き財政健全化に取組み、

健全財政を維持しつつ、持続可能な財政運営と行政サービス拡充を行っていく必要があります。

医療・福祉の面では、住み慣れた生活の場で、必要な医療・介護サービスを

とができる環境整備が求められています。高齢化の進展に伴い、医療や介護の需要がますます増加す

ることから、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要な医療・介護サービスをいかに確保して

また、人口減少や高齢化により、消防団員の新規加入者が減少し、高

齢化、在任期間の長期化等、地域防災体制の弱体化も懸念されています。 

特徴ある「一人ひとりの個性を大事にした教

育」への先進的な取組みが行われている一方で、その手段として重要性が高

と教育用コンピュータの整備率において全国平均を下回っている状況です。平成

から実施される新学習指導要領の実現のためには、ＩＣＴ環境の整備が不可欠です。

市内で育つ児童生徒が新産業技術を担っていけ

つの問題を抱えています。また、

農地や森林の荒廃化が進んでいます。さらに市場は、消費低迷や価格低迷、安い輸入品の台頭等、厳

しさを増しています。生産性が伸び悩み、作業の非効率さが残る状態が続いており、採算性の低下を

においては、産業従事者数の減少によるものづくり人材の不足、後継者の不足が問題点とし

11,772名へと

減少しています。また、グローバル化の進展等、外部環境の変化による企業間競争激化、企業淘汰、

生産拠点の統廃合、海外移転等による事業所減少数の拡大も懸念されています。 

商業・サービス業においては、人口の減少、高齢化により消費力が低下している中で、郊外大型量

販店進出もあり、中心市街地の衰退が顕在化しています。また、商業・サービス業従事者の高齢化に

伴い、多様化する消費者ニーズ把握への対応も遅れがちであり、地域内経済循環の疲弊を招いていま

観光業においては、優れた観光資源や地域資源を保有しながらも、従事者の高齢化及び後継者不足

による経営基盤の弱体化が顕在化しています。この影響で観光資源や地域資源の有効な活用が十分で

変わる観光客ニーズへの対応が不

産業の活性化を下支えする行政分野においても問題点を抱えています。財政面においては、これま

で進めてきた財政健全化の取組みの成果が表れ、健全化法に基づく財政指標（実質公債費比率、将来

負担比率）は、いずれも早期健全化基準を下回っており、健全な財政状態を維持しています。しかし

ながら、実質公債費率は、県内他市と比較して依然として高い水準にあります。また、人口減少と少

の優遇措置の終了による

の財政状況は厳しさを増すことが考えられます。そうした中、合併特

例債の発行期限を見据えた事業が本格化するとともに、環状南線、学校給食施設、新ごみ中間処理施

設などの大きな財政負担を伴う事業を進めていく必要があることから、引き続き財政健全化に取組み、

健全財政を維持しつつ、持続可能な財政運営と行政サービス拡充を行っていく必要があります。

医療・福祉の面では、住み慣れた生活の場で、必要な医療・介護サービスを24時間体制で受けるこ

とができる環境整備が求められています。高齢化の進展に伴い、医療や介護の需要がますます増加す

ることから、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要な医療・介護サービスをいかに確保して

また、人口減少や高齢化により、消防団員の新規加入者が減少し、高

 

人ひとりの個性を大事にした教

育」への先進的な取組みが行われている一方で、その手段として重要性が高まるＩＣＴ

と教育用コンピュータの整備率において全国平均を下回っている状況です。平成

環境の整備が不可欠です。

市内で育つ児童生徒が新産業技術を担っていけ

つの問題を抱えています。また、

農地や森林の荒廃化が進んでいます。さらに市場は、消費低迷や価格低迷、安い輸入品の台頭等、厳

しさを増しています。生産性が伸び悩み、作業の非効率さが残る状態が続いており、採算性の低下を

においては、産業従事者数の減少によるものづくり人材の不足、後継者の不足が問題点とし

名へと10年間で25

減少しています。また、グローバル化の進展等、外部環境の変化による企業間競争激化、企業淘汰、

商業・サービス業においては、人口の減少、高齢化により消費力が低下している中で、郊外大型量

販店進出もあり、中心市街地の衰退が顕在化しています。また、商業・サービス業従事者の高齢化に

伴い、多様化する消費者ニーズ把握への対応も遅れがちであり、地域内経済循環の疲弊を招いていま

観光業においては、優れた観光資源や地域資源を保有しながらも、従事者の高齢化及び後継者不足

による経営基盤の弱体化が顕在化しています。この影響で観光資源や地域資源の有効な活用が十分で

変わる観光客ニーズへの対応が不

産業の活性化を下支えする行政分野においても問題点を抱えています。財政面においては、これま

で進めてきた財政健全化の取組みの成果が表れ、健全化法に基づく財政指標（実質公債費比率、将来

負担比率）は、いずれも早期健全化基準を下回っており、健全な財政状態を維持しています。しかし

ながら、実質公債費率は、県内他市と比較して依然として高い水準にあります。また、人口減少と少

の優遇措置の終了による地方交付税の

の財政状況は厳しさを増すことが考えられます。そうした中、合併特

例債の発行期限を見据えた事業が本格化するとともに、環状南線、学校給食施設、新ごみ中間処理施

設などの大きな財政負担を伴う事業を進めていく必要があることから、引き続き財政健全化に取組み、

健全財政を維持しつつ、持続可能な財政運営と行政サービス拡充を行っていく必要があります。 

時間体制で受けるこ

とができる環境整備が求められています。高齢化の進展に伴い、医療や介護の需要がますます増加す

ることから、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要な医療・介護サービスをいかに確保して

また、人口減少や高齢化により、消防団員の新規加入者が減少し、高

人ひとりの個性を大事にした教

ＩＣＴ環境について

と教育用コンピュータの整備率において全国平均を下回っている状況です。平成

環境の整備が不可欠です。

市内で育つ児童生徒が新産業技術を担っていけ

 

つの問題を抱えています。また、

農地や森林の荒廃化が進んでいます。さらに市場は、消費低迷や価格低迷、安い輸入品の台頭等、厳

しさを増しています。生産性が伸び悩み、作業の非効率さが残る状態が続いており、採算性の低下を

においては、産業従事者数の減少によるものづくり人材の不足、後継者の不足が問題点とし

25％

減少しています。また、グローバル化の進展等、外部環境の変化による企業間競争激化、企業淘汰、

商業・サービス業においては、人口の減少、高齢化により消費力が低下している中で、郊外大型量

販店進出もあり、中心市街地の衰退が顕在化しています。また、商業・サービス業従事者の高齢化に

伴い、多様化する消費者ニーズ把握への対応も遅れがちであり、地域内経済循環の疲弊を招いていま

観光業においては、優れた観光資源や地域資源を保有しながらも、従事者の高齢化及び後継者不足

による経営基盤の弱体化が顕在化しています。この影響で観光資源や地域資源の有効な活用が十分で

変わる観光客ニーズへの対応が不

産業の活性化を下支えする行政分野においても問題点を抱えています。財政面においては、これま

で進めてきた財政健全化の取組みの成果が表れ、健全化法に基づく財政指標（実質公債費比率、将来

負担比率）は、いずれも早期健全化基準を下回っており、健全な財政状態を維持しています。しかし

ながら、実質公債費率は、県内他市と比較して依然として高い水準にあります。また、人口減少と少

地方交付税の

の財政状況は厳しさを増すことが考えられます。そうした中、合併特

例債の発行期限を見据えた事業が本格化するとともに、環状南線、学校給食施設、新ごみ中間処理施

設などの大きな財政負担を伴う事業を進めていく必要があることから、引き続き財政健全化に取組み、

 

時間体制で受けるこ

とができる環境整備が求められています。高齢化の進展に伴い、医療や介護の需要がますます増加す

ることから、限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要な医療・介護サービスをいかに確保して

また、人口減少や高齢化により、消防団員の新規加入者が減少し、高

人ひとりの個性を大事にした教

環境について

と教育用コンピュータの整備率において全国平均を下回っている状況です。平成 32

環境の整備が不可欠です。

市内で育つ児童生徒が新産業技術を担っていけ
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るよう

 本(3)

以上のように本市は、自然資産、観光資源、農林

ド、教育及び知的

一方、課題も、多岐に渡り、かつ喫緊に解決すべき課題も多くあります

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

の減少を加速させ、構造的人手不足を招きます。また、小売

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

き、少子高齢化を加速

この

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜人口＞ 人口減少が続く

・総人口減少継続：

・生産年齢人口減少

・20歳代及び年少人口の減少継続

・15～24歳大きく転出超過

・25～29歳転入超過（減少傾向）

・過疎地域、中心市街地で人口減少

・家族の介護力の弱体

＜産業＞ 産業の閉塞感広がる

・付加価値生産額の減少

2,565億円（

・地域経済循環率減少

・一人当たりの雇用者所得減少

・自治会への未加入増加
・地域づくり活動人材の確保が難しい
・空き家の増加
・人口減少に伴い小学校の小規模化が進む

るように、情報活用能力を育成することが求められます。

 

本市の特徴と課題の総括

以上のように本市は、自然資産、観光資源、農林

ド、教育及び知的

一方、課題も、多岐に渡り、かつ喫緊に解決すべき課題も多くあります

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

の減少を加速させ、構造的人手不足を招きます。また、小売

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

き、少子高齢化を加速

このようなマイナスのスパイラルは、また税収の停滞や

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。

 

 

伊那市状況

人口減少が続く

・総人口減少継続： 68,703人（Ｈ29

・生産年齢人口減少

歳代及び年少人口の減少継続

歳大きく転出超過

歳転入超過（減少傾向）

・過疎地域、中心市街地で人口減少

・家族の介護力の弱体

産業の閉塞感広がる

・付加価値生産額の減少

億円（H22） → 2,060億円（

・地域経済循環率減少

・一人当たりの雇用者所得減少

・扶助費の増大
・医師不足：診療科の存続や夜間救急医療体制の維持
・産科・小児科の医師不足
・「中1ギャップ」問題
・学校教育における脆弱なＩＣＴ教育環境

社会保障・教育の課題

・自治会への未加入増加 ⇒ 文化・伝統継承に支障
・地域づくり活動人材の確保が難しい
・空き家の増加 ・市街地の空洞化
・人口減少に伴い小学校の小規模化が進む

情報活用能力を育成することが求められます。

市の特徴と課題の総括

以上のように本市は、自然資産、観光資源、農林

ド、教育及び知的資産をバランスよく保有しています。

一方、課題も、多岐に渡り、かつ喫緊に解決すべき課題も多くあります

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

の減少を加速させ、構造的人手不足を招きます。また、小売

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

き、少子高齢化を加速させてしまう可能性が高まります。

ようなマイナスのスパイラルは、また税収の停滞や

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。

29年9月）

歳代及び年少人口の減少継続

・過疎地域、中心市街地で人口減少

億円（H25）

・地域内経済循環の停滞

・人口減少、高齢化による消費力低下
・郊外大型量販店進出に伴う中心市街地衰退

・多様化する消費者ニーズ把握対応不十分

・扶助費の増大 （年々増加、Ｈ17：29
・医師不足：診療科の存続や夜間救急医療体制の維持
・産科・小児科の医師不足

ギャップ」問題 ・校務負担の増加
・学校教育における脆弱なＩＣＴ教育環境

商業・サービス業の課題

【社会】

【経済】

【産業】
【技術】

社会保障・教育の課題

文化・伝統継承に支障

・人口減少に伴い小学校の小規模化が進む

情報活用能力を育成することが求められます。

市の特徴と課題の総括 

以上のように本市は、自然資産、観光資源、農林

をバランスよく保有しています。

一方、課題も、多岐に渡り、かつ喫緊に解決すべき課題も多くあります

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

の減少を加速させ、構造的人手不足を招きます。また、小売

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

させてしまう可能性が高まります。

ようなマイナスのスパイラルは、また税収の停滞や

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。

図 2-

・第2次産業従事者減少（Ｈ

・企業間競争激化、企業淘汰、生産拠点統廃合、海外移転
→ 事業所数減少、ものづくり人材の不足

・社会インフラの脆弱化による競争力低下

・地域内経済循環の停滞

・人口減少、高齢化による消費力低下
・郊外大型量販店進出に伴う中心市街地衰退

・多様化する消費者ニーズ把握対応不十分

・農業従事者高齢化と後継者減少

・森林や農地の荒廃化
・消費低迷及び安い輸入農作物影響等で市場価格低迷

・林業採算性の低下、木材価格の低迷

29億、Ｈ27：46億）
・医師不足：診療科の存続や夜間救急医療体制の維持

・校務負担の増加
・学校教育における脆弱なＩＣＴ教育環境

商業・サービス業の課題

社会成熟、少子高齢化による価値観が変化

グローバル化進展、一方、保護主義台頭、世界経済リスク拡大

第4次産業革命 幅広い分野の生産性・品質の飛躍的な向上、高付加価値化
新産業技術（ＩｏＴ・ビッグデータ

社会保障・教育の課題

健全財政維持に向けた取組み、税収停滞への懸念

・財政指数は早期健全化基準を下回り、健全な財政状況

・健全財政の維持、比較的高水準の実質公債費率の一層の改善に向けた取組みの継続

・人口減少等による将来的な税収停滞への懸念

情報活用能力を育成することが求められます。

以上のように本市は、自然資産、観光資源、農林業、ものづくり等の産業資産、特徴ある地域ブラン

をバランスよく保有しています。

一方、課題も、多岐に渡り、かつ喫緊に解決すべき課題も多くあります

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

の減少を加速させ、構造的人手不足を招きます。また、小売

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

させてしまう可能性が高まります。

ようなマイナスのスパイラルは、また税収の停滞や

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。

-4 伊那市の特徴と課題

伊那市役所

社会経済情勢

次産業従事者減少（Ｈ12：

・企業間競争激化、企業淘汰、生産拠点統廃合、海外移転
事業所数減少、ものづくり人材の不足

・社会インフラの脆弱化による競争力低下

・人口減少、高齢化による消費力低下
・郊外大型量販店進出に伴う中心市街地衰退

・多様化する消費者ニーズ把握対応不十分

・農業従事者高齢化と後継者減少

・森林や農地の荒廃化
・消費低迷及び安い輸入農作物影響等で市場価格低迷

・林業採算性の低下、木材価格の低迷

製造業の課題

商業・サービス業の課題

農林業の課題

社会成熟、少子高齢化による価値観が変化

グローバル化進展、一方、保護主義台頭、世界経済リスク拡大

幅広い分野の生産性・品質の飛躍的な向上、高付加価値化
ビッグデータ・ＡＩ・ロボット

健全財政維持に向けた取組み、税収停滞への懸念

・財政指数は早期健全化基準を下回り、健全な財政状況

・健全財政の維持、比較的高水準の実質公債費率の一層の改善に向けた取組みの継続

・人口減少等による将来的な税収停滞への懸念

・高齢化

・観光資源や地域資源の活用不十分
・観光形態の変化に対する適応力不足

「見て

情報活用能力を育成することが求められます。 

以上のように本市は、自然資産、観光資源、農林業、ものづくり等の産業資産、特徴ある地域ブラン

をバランスよく保有しています。 

一方、課題も、多岐に渡り、かつ喫緊に解決すべき課題も多くあります

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

の減少を加速させ、構造的人手不足を招きます。また、小売、飲食、医療、介護、交通・運輸などの地

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

させてしまう可能性が高まります。 

ようなマイナスのスパイラルは、また税収の停滞や減少を招き、社会インフラ整備の遅れや

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。

伊那市の特徴と課題 

伊那市役所

社会経済情勢

：15,734人 Ｈ22：11,772

・企業間競争激化、企業淘汰、生産拠点統廃合、海外移転
事業所数減少、ものづくり人材の不足

・社会インフラの脆弱化による競争力低下

・農業従事者高齢化と後継者減少 → 深刻な人手不足

・消費低迷及び安い輸入農作物影響等で市場価格低迷

・林業採算性の低下、木材価格の低迷

製造業の課題

観光業の課題

農林業の課題

社会成熟、少子高齢化による価値観が変化

グローバル化進展、一方、保護主義台頭、世界経済リスク拡大

幅広い分野の生産性・品質の飛躍的な向上、高付加価値化
ロボット）の進展と関連産業の創出

健全財政維持に向けた取組み、税収停滞への懸念

・財政指数は早期健全化基準を下回り、健全な財政状況

・健全財政の維持、比較的高水準の実質公債費率の一層の改善に向けた取組みの継続

・人口減少等による将来的な税収停滞への懸念

・高齢化/後継者不足による経営基盤弱体

・観光資源や地域資源の活用不十分
・観光形態の変化に対する適応力不足

「見て歩き、行楽」 → 「余暇を有効に使う観光」

業、ものづくり等の産業資産、特徴ある地域ブラン

一方、課題も、多岐に渡り、かつ喫緊に解決すべき課題も多くあります。さらにこれらの課題は、互

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

、飲食、医療、介護、交通・運輸などの地

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

減少を招き、社会インフラ整備の遅れや

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。

 

11,772人）

・企業間競争激化、企業淘汰、生産拠点統廃合、海外移転

深刻な人手不足

・消費低迷及び安い輸入農作物影響等で市場価格低迷

観光業の課題

グローバル化進展、一方、保護主義台頭、世界経済リスク拡大

幅広い分野の生産性・品質の飛躍的な向上、高付加価値化
）の進展と関連産業の創出

社会インフラの課題

健全財政維持に向けた取組み、税収停滞への懸念

・健全財政の維持、比較的高水準の実質公債費率の一層の改善に向けた取組みの継続

・補助費の増大 (増加傾向
（下水道事業、病院事業の負荷大）

・学校施設、橋梁施設の老朽化
・消防団の新規加入者減少、在職期間の長期化・高齢化
・地域防犯体制の弱体化

後継者不足による経営基盤弱体

・観光資源や地域資源の活用不十分
・観光形態の変化に対する適応力不足

「余暇を有効に使う観光」

業、ものづくり等の産業資産、特徴ある地域ブラン

。さらにこれらの課題は、互

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産

、飲食、医療、介護、交通・運輸などの地

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

減少を招き、社会インフラ整備の遅れや

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

的に遂行し、マイナスのスパイラルを抑止していくことが必要と考えられます。 

・保護すべき資料が文化財に指定されていない
・出土した考古資料が未整理のまま保管されている
・鳥獣による農作物被害の拡大

伊那市地域特徴

社会インフラの課題

・健全財政の維持、比較的高水準の実質公債費率の一層の改善に向けた取組みの継続

増加傾向 Ｈ１７：４４億、Ｈ27：68
（下水道事業、病院事業の負荷大）

・学校施設、橋梁施設の老朽化
・消防団の新規加入者減少、在職期間の長期化・高齢化
・地域防犯体制の弱体化

「余暇を有効に使う観光」

＜自然資産＞

・ミネラル豊富な清流、新鮮な空気
・南アルプス自然遺産

・「天下第1の桜」等、豊富な観光資源

＜産業資産＞
・農林業 肥沃な

間伐材活用事業活性化

・製造業 バランスの取れたものづくり力
ブランド力の高い食品加工業

＜地域ブランド＞

・子育て世代にぴったりな田舎全国一位

＜教育＞
・小規模特認校制度、キャリア教育推進

・高度で専門性のある教育環境創出
（信州大学、東京藝術大学）

＜地域知的資産＞

・信州大学、南信工科短大の知的資産

業、ものづくり等の産業資産、特徴ある地域ブラン

。さらにこれらの課題は、互

いに独立しているものではなく、相互に影響を与えています。少子高齢化の進行は、働く生産労働人口

、飲食、医療、介護、交通・運輸などの地

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

減少を招き、社会インフラ整備の遅れや、

民や地域産業に対する積極的な行政サービスの遂行に影響を与える可能性があります。 

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

・保護すべき資料が文化財に指定されていない
・出土した考古資料が未整理のまま保管されている
・鳥獣による農作物被害の拡大

伊那市地域特徴

68億）

・消防団の新規加入者減少、在職期間の長期化・高齢化

・ミネラル豊富な清流、新鮮な空気
・南アルプス自然遺産

の桜」等、豊富な観光資源

肥沃な土地、良質な水
間伐材活用事業活性化

バランスの取れたものづくり力
ブランド力の高い食品加工業

＜地域ブランド＞

・子育て世代にぴったりな田舎全国一位

・小規模特認校制度、キャリア教育推進

・高度で専門性のある教育環境創出
（信州大学、東京藝術大学）

＜地域知的資産＞

・信州大学、南信工科短大の知的資産

 

業、ものづくり等の産業資産、特徴ある地域ブラン

。さらにこれらの課題は、互

労働人口

、飲食、医療、介護、交通・運輸などの地

域密着型産業の顧客における高齢者の比率を高めます。これらは、産業の付加価値生産額に影響を与え、

若者の就業機会の減少に繋がり、転出を加速させます。若者の減少は、地域産業の新陳代謝の停滞を招

、住

経済活性化には、これらの課題の解決に向け、本市の特徴を十分活かした効果的な施策を同時並行

 

・保護すべき資料が文化財に指定されていない
・出土した考古資料が未整理のまま保管されている

の桜」等、豊富な観光資源

バランスの取れたものづくり力
ブランド力の高い食品加工業

・子育て世代にぴったりな田舎全国一位

・小規模特認校制度、キャリア教育推進

・高度で専門性のある教育環境創出

・信州大学、南信工科短大の知的資産
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これら新産業技術による第４次産業革命は、これまでの第１次から第３次までの産業革命とどう違う
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持ち合わせています。
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のか、その特徴を整理したものが図

 第４次産業革命における産業構造分析と
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（平成29年7月）

等の進展に係る現状及び課題に関する調査研究（平成29
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これら新産業技術による第４次産業革命は、これまでの第１次から第３次までの産業革命とどう違う

 

月） 

 

 

29年） 

プリンタ、遺伝子工学、バイオ技術等）や既存技

術を繋ぎ、相互作用による新たな進化を生み出す役割を担います。新産業技術なしでは実現できなかっ

た新たなビジネスモデルを成立させます。一方でこれまでの商品や市場が代替され、消滅させる危険を

物理的な世界との間に入り込み、融合環境を創り

 
 

 

2. 新産業技術の動向と特徴 

第４次産業革命が始まると言われています。この第４次産業革命でクローズアップされている技術とし

て「ＩｏＴ」「ビッグデータ」「ＡＩ」「ロボット」が挙げられています。 

この４つの技術、データを総称して、以降、「新産業技術」と呼ぶこととします。 

新産業技術が、社会に何をもたらすか、その概要を以下に示します。 

（詳細は、附属資料「 第2章 導入が期待される新産業技術」をご参照ください） 

 

「ＩｏＴ」： 

ＩｏＴは、Internet of Things の略称で、さまざまな「モノ」がインターネットに接続され、情

報交換をすることにより相互に制御する仕組みのことと言えます。 

ＩｏＴの進展により、実社会のあらゆる事業や情報が、データ化されネットワークを通じて自由にや

り取りすることが可能になり、ビジネスプロセス全体を情報がより密接に結びつけられることになりま

す。結果として製品の作り方、使われ方がより詳しく見えるようになり、生産性の向上や新たな製品付

加価値の創出に繋げることが可能となります。 

 

「ビッグデータ」： 

ビッグデータとは、明確な定義があるわけではなく、一般的には、従来のコンピュータシステムなど

では記録や保管、解析が難しいような巨大なデータ群のことを指しています。 

これまで見過ごされてきた巨大なデータ群を解析することで、社会に有用な知見を発見でき、これま

でにないような新たな価値やビジネスモデルを産み出す可能性を秘めています。 

 

「ＡＩ」： 

ＡＩは、Artificial Intelligenceの略で、日本語では、人工知能と訳されます。ＡＩは、大まかに

は知的な機械、特に、知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術と説明されています。 

機械が自ら学習し、音声認識、画像認識、自然言語処理、翻訳、意味理解、解答生成、音声合成等、

人間同等さらにそれを超える高度な判断が可能となる技術です。 

 

「ロボット」： 

ロボット（robot）とは、人に代わり何等かの作業を自律的に行う装置、もしくは機械のことです。

例えば、産業用ロボット、掃除用ロボット、搾乳ロボットなどであり、ドローンも半ば自律的に移動す

るロボットとみなすことができます。 

産業用としては、製造工程の無人化や省力化、稼働時間の効率化などの目的で導入されています。 

ＩｏＴで集められたビッグデータに対してＡＩを利用して解析し、得られた知見を利用してロボットを

制御することによって、幅広い分野で複雑な作業の自動化を実現します。 
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 新産業技術がもたらす仕事への影響(2)

第４次産業革命は、企業経営ばかりでなく、労働者にも大きな影響をもたらします。新産業技術の活

用によって、これまで人手で行っていた仕事が、ロボット等に置き換わっていく可能性を秘めています。

一方、

やコミュニケーション能力が必要とされるもの

象となります。

経済産業省「産業構造ビジョン」（平成

仕事を予想しています。

＜減少する仕事＞

●

●

●

●

 

＜増加する仕事＞

●

●

●

 

以上のように新産業技術の発展により、人間が苦手で苦役と感じる重労働や同一作業の繰り返しの作

業から順番になくなっていきます。この変化を捉え、今後は新たに求められる仕事に対する能力を伸ば

す教育や職業訓練の場が必要になると考えられます。

 

 新産業技術に関わる政府の政策動向(3)

しい取組みへパワーシフトできない傾向が見受けられます。この傾向が、第

も表れることになると我が国企業の競争力の低下に繋がりかねません。

府は、

産業革命の技術革新をあらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する

Ｓｏｃｉｅｔｙ

伸、②移動革命の実現、③サプライチェーンの次世代化、④快適なインフラ・まちづくり、⑤ＦｉｎＴ

ｅｃｈを挙げています。また課題の解決に向けた横断的な対応として、「価値の源泉の創出」と「価値

の最大化を後押しする仕組みづくり」を

用基盤や

ステムを、「価値の最大化を後押しする仕組み」に対しては、

新産業技術がもたらす仕事への影響

第４次産業革命は、企業経営ばかりでなく、労働者にも大きな影響をもたらします。新産業技術の活

用によって、これまで人手で行っていた仕事が、ロボット等に置き換わっていく可能性を秘めています。

一方、第４次産業

やコミュニケーション能力が必要とされるもの

象となります。

経済産業省「産業構造ビジョン」（平成

仕事を予想しています。

 

＜減少する仕事＞

●工場の省人化や

●サプライチェーンの

●顧客データ

値の低い営業や

●ＡＩやグローバルなアウトソースにより代替が可能となる

＜増加する仕事＞

●商品企画担当

●カスタマイズされた高額

業務の仕事

●人が直接対応することがサービスの質や

以上のように新産業技術の発展により、人間が苦手で苦役と感じる重労働や同一作業の繰り返しの作

業から順番になくなっていきます。この変化を捉え、今後は新たに求められる仕事に対する能力を伸ば

す教育や職業訓練の場が必要になると考えられます。

新産業技術に関わる政府の政策動向

我が国企業は他国企業と比べて、硬直化した組織構造を改革できず、オープンイノベーション等の新

しい取組みへパワーシフトできない傾向が見受けられます。この傾向が、第

も表れることになると我が国企業の競争力の低下に繋がりかねません。

府は、平成29年

産業革命の技術革新をあらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する

Ｓｏｃｉｅｔｙ

伸、②移動革命の実現、③サプライチェーンの次世代化、④快適なインフラ・まちづくり、⑤ＦｉｎＴ

ｅｃｈを挙げています。また課題の解決に向けた横断的な対応として、「価値の源泉の創出」と「価値

の最大化を後押しする仕組みづくり」を

用基盤や制度構築、②教育・人材力の抜本的強化、③イノベーション・ベンチャーを生み出す好循環シ

ステムを、「価値の最大化を後押しする仕組み」に対しては、

新産業技術がもたらす仕事への影響

第４次産業革命は、企業経営ばかりでなく、労働者にも大きな影響をもたらします。新産業技術の活

用によって、これまで人手で行っていた仕事が、ロボット等に置き換わっていく可能性を秘めています。

次産業革命によるビジネスプロセス

やコミュニケーション能力が必要とされるもの

象となります。 

経済産業省「産業構造ビジョン」（平成

仕事を予想しています。 

＜減少する仕事＞ 

工場の省人化や無人化の

サプライチェーンの自動化

顧客データやニーズの把握、商品や

値の低い営業や販売に係る仕事

ＡＩやグローバルなアウトソースにより代替が可能となる

＜増加する仕事＞ 

商品企画担当やマーケッター、

カスタマイズされた高額

業務の仕事 

直接対応することがサービスの質や

以上のように新産業技術の発展により、人間が苦手で苦役と感じる重労働や同一作業の繰り返しの作

業から順番になくなっていきます。この変化を捉え、今後は新たに求められる仕事に対する能力を伸ば

す教育や職業訓練の場が必要になると考えられます。

新産業技術に関わる政府の政策動向

我が国企業は他国企業と比べて、硬直化した組織構造を改革できず、オープンイノベーション等の新

しい取組みへパワーシフトできない傾向が見受けられます。この傾向が、第

も表れることになると我が国企業の競争力の低下に繋がりかねません。

年6月に「未来投資戦略

産業革命の技術革新をあらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０を世界に先駆けて実現する

伸、②移動革命の実現、③サプライチェーンの次世代化、④快適なインフラ・まちづくり、⑤ＦｉｎＴ

ｅｃｈを挙げています。また課題の解決に向けた横断的な対応として、「価値の源泉の創出」と「価値

の最大化を後押しする仕組みづくり」を

制度構築、②教育・人材力の抜本的強化、③イノベーション・ベンチャーを生み出す好循環シ

ステムを、「価値の最大化を後押しする仕組み」に対しては、

新産業技術がもたらす仕事への影響

第４次産業革命は、企業経営ばかりでなく、労働者にも大きな影響をもたらします。新産業技術の活

用によって、これまで人手で行っていた仕事が、ロボット等に置き換わっていく可能性を秘めています。

によるビジネスプロセス

やコミュニケーション能力が必要とされるもの

経済産業省「産業構造ビジョン」（平成

無人化の進展により、これまでの製造に係る仕事

自動化や効率化により、調達に係る仕事

やニーズの把握、商品や

販売に係る仕事 

ＡＩやグローバルなアウトソースにより代替が可能となる

やマーケッター、研究開発、その具現化を図るシステム開発に関わる仕事

カスタマイズされた高額商品の営業、高度なコンサルティング機能が競争優位性の源泉となる営業

直接対応することがサービスの質や

以上のように新産業技術の発展により、人間が苦手で苦役と感じる重労働や同一作業の繰り返しの作

業から順番になくなっていきます。この変化を捉え、今後は新たに求められる仕事に対する能力を伸ば

す教育や職業訓練の場が必要になると考えられます。

新産業技術に関わる政府の政策動向

我が国企業は他国企業と比べて、硬直化した組織構造を改革できず、オープンイノベーション等の新

しい取組みへパワーシフトできない傾向が見受けられます。この傾向が、第

も表れることになると我が国企業の競争力の低下に繋がりかねません。

月に「未来投資戦略2017

産業革命の技術革新をあらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する

を世界に先駆けて実現する

伸、②移動革命の実現、③サプライチェーンの次世代化、④快適なインフラ・まちづくり、⑤ＦｉｎＴ

ｅｃｈを挙げています。また課題の解決に向けた横断的な対応として、「価値の源泉の創出」と「価値

の最大化を後押しする仕組みづくり」を

制度構築、②教育・人材力の抜本的強化、③イノベーション・ベンチャーを生み出す好循環シ

ステムを、「価値の最大化を後押しする仕組み」に対しては、

新産業技術がもたらす仕事への影響 

第４次産業革命は、企業経営ばかりでなく、労働者にも大きな影響をもたらします。新産業技術の活

用によって、これまで人手で行っていた仕事が、ロボット等に置き換わっていく可能性を秘めています。

によるビジネスプロセスの

やコミュニケーション能力が必要とされるもの、非定型のものなどの体系化されていない業務

経済産業省「産業構造ビジョン」（平成29年5月）では、

進展により、これまでの製造に係る仕事

効率化により、調達に係る仕事

やニーズの把握、商品やサービスとのマッチングが効率化・

ＡＩやグローバルなアウトソースにより代替が可能となる

研究開発、その具現化を図るシステム開発に関わる仕事

商品の営業、高度なコンサルティング機能が競争優位性の源泉となる営業

直接対応することがサービスの質や価値の向上につなが

以上のように新産業技術の発展により、人間が苦手で苦役と感じる重労働や同一作業の繰り返しの作

業から順番になくなっていきます。この変化を捉え、今後は新たに求められる仕事に対する能力を伸ば

す教育や職業訓練の場が必要になると考えられます。

新産業技術に関わる政府の政策動向 

我が国企業は他国企業と比べて、硬直化した組織構造を改革できず、オープンイノベーション等の新

しい取組みへパワーシフトできない傾向が見受けられます。この傾向が、第

も表れることになると我が国企業の競争力の低下に繋がりかねません。

2017」を閣議決定しました。この未来投資戦略

産業革命の技術革新をあらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する

を世界に先駆けて実現することとしています。戦略分野として

伸、②移動革命の実現、③サプライチェーンの次世代化、④快適なインフラ・まちづくり、⑤ＦｉｎＴ

ｅｃｈを挙げています。また課題の解決に向けた横断的な対応として、「価値の源泉の創出」と「価値

の最大化を後押しする仕組みづくり」を挙げています。「価値の源泉の創出」に対して、①データ利活

制度構築、②教育・人材力の抜本的強化、③イノベーション・ベンチャーを生み出す好循環シ

ステムを、「価値の最大化を後押しする仕組み」に対しては、

第４次産業革命は、企業経営ばかりでなく、労働者にも大きな影響をもたらします。新産業技術の活

用によって、これまで人手で行っていた仕事が、ロボット等に置き換わっていく可能性を秘めています。

の変化は、新たな業務

、非定型のものなどの体系化されていない業務

月）では、減少する仕事、増加する仕事として以下

進展により、これまでの製造に係る仕事

効率化により、調達に係る仕事

サービスとのマッチングが効率化・

ＡＩやグローバルなアウトソースにより代替が可能となる、経理や給与管理等の間接部門の

研究開発、その具現化を図るシステム開発に関わる仕事

商品の営業、高度なコンサルティング機能が競争優位性の源泉となる営業

価値の向上につなが

以上のように新産業技術の発展により、人間が苦手で苦役と感じる重労働や同一作業の繰り返しの作

業から順番になくなっていきます。この変化を捉え、今後は新たに求められる仕事に対する能力を伸ば

す教育や職業訓練の場が必要になると考えられます。 

我が国企業は他国企業と比べて、硬直化した組織構造を改革できず、オープンイノベーション等の新

しい取組みへパワーシフトできない傾向が見受けられます。この傾向が、第

も表れることになると我が国企業の競争力の低下に繋がりかねません。

」を閣議決定しました。この未来投資戦略

産業革命の技術革新をあらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する

こととしています。戦略分野として

伸、②移動革命の実現、③サプライチェーンの次世代化、④快適なインフラ・まちづくり、⑤ＦｉｎＴ

ｅｃｈを挙げています。また課題の解決に向けた横断的な対応として、「価値の源泉の創出」と「価値

挙げています。「価値の源泉の創出」に対して、①データ利活

制度構築、②教育・人材力の抜本的強化、③イノベーション・ベンチャーを生み出す好循環シ

ステムを、「価値の最大化を後押しする仕組み」に対しては、①規制の「サンドボックス」の創設、

第４次産業革命は、企業経営ばかりでなく、労働者にも大きな影響をもたらします。新産業技術の活

用によって、これまで人手で行っていた仕事が、ロボット等に置き換わっていく可能性を秘めています。

変化は、新たな業務ニーズを生み

、非定型のものなどの体系化されていない業務

減少する仕事、増加する仕事として以下

進展により、これまでの製造に係る仕事 

効率化により、調達に係る仕事 

サービスとのマッチングが効率化・

、経理や給与管理等の間接部門の

研究開発、その具現化を図るシステム開発に関わる仕事

商品の営業、高度なコンサルティング機能が競争優位性の源泉となる営業

価値の向上につながる高付加価値なサービスに係る仕事

以上のように新産業技術の発展により、人間が苦手で苦役と感じる重労働や同一作業の繰り返しの作

業から順番になくなっていきます。この変化を捉え、今後は新たに求められる仕事に対する能力を伸ば

我が国企業は他国企業と比べて、硬直化した組織構造を改革できず、オープンイノベーション等の新

しい取組みへパワーシフトできない傾向が見受けられます。この傾向が、第

も表れることになると我が国企業の競争力の低下に繋がりかねません。このような懸念等を受けて、政

」を閣議決定しました。この未来投資戦略

産業革命の技術革新をあらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する

こととしています。戦略分野として

伸、②移動革命の実現、③サプライチェーンの次世代化、④快適なインフラ・まちづくり、⑤ＦｉｎＴ

ｅｃｈを挙げています。また課題の解決に向けた横断的な対応として、「価値の源泉の創出」と「価値

挙げています。「価値の源泉の創出」に対して、①データ利活

制度構築、②教育・人材力の抜本的強化、③イノベーション・ベンチャーを生み出す好循環シ

①規制の「サンドボックス」の創設、

第４次産業革命は、企業経営ばかりでなく、労働者にも大きな影響をもたらします。新産業技術の活

用によって、これまで人手で行っていた仕事が、ロボット等に置き換わっていく可能性を秘めています。

ニーズを生み出します。創造性

、非定型のものなどの体系化されていない業務

減少する仕事、増加する仕事として以下

サービスとのマッチングが効率化・自動化されるため、

、経理や給与管理等の間接部門の

研究開発、その具現化を図るシステム開発に関わる仕事

商品の営業、高度なコンサルティング機能が競争優位性の源泉となる営業

付加価値なサービスに係る仕事

以上のように新産業技術の発展により、人間が苦手で苦役と感じる重労働や同一作業の繰り返しの作

業から順番になくなっていきます。この変化を捉え、今後は新たに求められる仕事に対する能力を伸ば

我が国企業は他国企業と比べて、硬直化した組織構造を改革できず、オープンイノベーション等の新

しい取組みへパワーシフトできない傾向が見受けられます。この傾向が、第４次産業革命への取組みに

このような懸念等を受けて、政

」を閣議決定しました。この未来投資戦略2017

産業革命の技術革新をあらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する

こととしています。戦略分野として、①健康寿命の延

伸、②移動革命の実現、③サプライチェーンの次世代化、④快適なインフラ・まちづくり、⑤ＦｉｎＴ

ｅｃｈを挙げています。また課題の解決に向けた横断的な対応として、「価値の源泉の創出」と「価値

挙げています。「価値の源泉の創出」に対して、①データ利活

制度構築、②教育・人材力の抜本的強化、③イノベーション・ベンチャーを生み出す好循環シ

①規制の「サンドボックス」の創設、

第４次産業革命は、企業経営ばかりでなく、労働者にも大きな影響をもたらします。新産業技術の活

用によって、これまで人手で行っていた仕事が、ロボット等に置き換わっていく可能性を秘めています。

出します。創造性

、非定型のものなどの体系化されていない業務がその対

減少する仕事、増加する仕事として以下

されるため、付加価

、経理や給与管理等の間接部門の仕事

研究開発、その具現化を図るシステム開発に関わる仕事 

商品の営業、高度なコンサルティング機能が競争優位性の源泉となる営業

付加価値なサービスに係る仕事

以上のように新産業技術の発展により、人間が苦手で苦役と感じる重労働や同一作業の繰り返しの作

業から順番になくなっていきます。この変化を捉え、今後は新たに求められる仕事に対する能力を伸ば

我が国企業は他国企業と比べて、硬直化した組織構造を改革できず、オープンイノベーション等の新

次産業革命への取組みに

このような懸念等を受けて、政

2017では、第４次

産業革命の技術革新をあらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決する

①健康寿命の延
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上げます。そのため、これは、ＩＣＴ産業ばかりでなく、様々な産業に及ぶものです。多くの産業分野

でイノベーションを起こし、その産業構造や就業構造を劇的に変える可能性を持ちます。 

一方、新産業技術を意図したとおりに活用するためには、従来の商品開発と同様、新産業技術による

開発の方法論の整備が不可欠です。具体的には、外部からの悪意のある攻撃への対策や開発、運用過程

における障害の低減、さらには人間と協調して機能する道具として、適切なシステムデザインはどうあ

るべきなのかといったことを検討することが重要となります。 

 

平成 29 年版情報通信白書によると、第４次産業革命が顕在化するタイミングは、平成 32 年（2020

年）頃だとしています。予想されるアウトカムは、「デジタル化やデータ共有」、「効率化による生産等

のコスト低減」、「新たなニーズの充足や個々のニーズに合わせたカスタマイズ化」、「モノからサービ

ス・ソリューションへの付加価値シフト」だと記述されています。 

また、既に第４次産業革命に向けて新産業技術の導入に取り組んでいる企業の割合は、大手企業を中

心に 59％と高い結果が出ているものの、総じて中小企業への取組みは遅れているとしています。大企
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  ●第４次産業革命に関する明確なビジョンや目標の欠如（14.8％） 

  ●保守的な社風（14.8％） 

  ●自社事業における第４次産業革命の効果が不明確（9.4％） 

 

以上のことから、日本企業は、現在のところ、第４次産業革命に注目し、適用に向け、試行段階であ

り、本格導入に向けた明確な方針が定まっていない状況であると言えます。ただし、大手企業において

は、早々に本格的な導入が始まると考えられます。 
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す教育や職業訓練の場が必要になると考えられます。
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地域密着型産業群にも及びます。従って、地域においても、地域の資源を踏

に伴う第４次産業革命の波が自地域にどのような影響を受けるのかを把握し、

地域を挙げて新産業技術の導入を推進し、さらに新たな環境、

の人材シフトが求められることとなります。

これらの対応を地域戦略として適切に実行することにより、

の流出を抑止し、持続的な地域活性化が期待できると考えられます。

ＩＴ化の一体的推進、③「稼ぐ力」の強化を挙げています。

（出典）内閣官房

Society5.0に向けた戦略分野

、製造はもとより、農業、林業、小売り、観光、運輸、物流、

地域密着型産業群にも及びます。従って、地域においても、地域の資源を踏

に伴う第４次産業革命の波が自地域にどのような影響を受けるのかを把握し、

地域を挙げて新産業技術の導入を推進し、さらに新たな環境、就業構造の転換に対応した

の人材シフトが求められることとなります。 

これらの対応を地域戦略として適切に実行することにより、先進地域との経済格差を是正でき、若者

の流出を抑止し、持続的な地域活性化が期待できると考えられます。

ＩＴ化の一体的推進、③「稼ぐ力」の強化を挙げています。

（出典）内閣官房  未来投資戦略

に向けた戦略分野

、製造はもとより、農業、林業、小売り、観光、運輸、物流、

地域密着型産業群にも及びます。従って、地域においても、地域の資源を踏

に伴う第４次産業革命の波が自地域にどのような影響を受けるのかを把握し、

就業構造の転換に対応した

先進地域との経済格差を是正でき、若者

の流出を抑止し、持続的な地域活性化が期待できると考えられます。 

ＩＴ化の一体的推進、③「稼ぐ力」の強化を挙げています。

未来投資戦略2017 （平成

に向けた戦略分野 

、製造はもとより、農業、林業、小売り、観光、運輸、物流、

地域密着型産業群にも及びます。従って、地域においても、地域の資源を踏

に伴う第４次産業革命の波が自地域にどのような影響を受けるのかを把握し、

就業構造の転換に対応した

先進地域との経済格差を是正でき、若者

ＩＴ化の一体的推進、③「稼ぐ力」の強化を挙げています。 

（平成29年6月）

、製造はもとより、農業、林業、小売り、観光、運輸、物流、

地域密着型産業群にも及びます。従って、地域においても、地域の資源を踏

に伴う第４次産業革命の波が自地域にどのような影響を受けるのかを把握し、

就業構造の転換に対応した人材育成や、

先進地域との経済格差を是正でき、若者

 

月） 

、製造はもとより、農業、林業、小売り、観光、運輸、物流、

地域密着型産業群にも及びます。従って、地域においても、地域の資源を踏

に伴う第４次産業革命の波が自地域にどのような影響を受けるのかを把握し、

育成や、

先進地域との経済格差を是正でき、若者
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3. 本市における新産業技術の適用

本市の現況及び第４

ていくかについて以下のとおり考察します。

 

 市内(1)

平成

活用に当たっての課題等についてアンケート調査を実施しました。その結果の概要を図

に示します。（ア

活用状況」を

調査結果からの以下の事項を読み取ることができます。

 

●

●

●

 

市内企業においては、新産業技術に対する認知度は上がっており、その活用について実働の入口に立

ったという状況です。ただし、導入に当たって課題となる人材不足、導入目的の明確化

企業での対応は難しいと思われるので

  

 

市における新産業技術の適用

本市の現況及び第４

ていくかについて以下のとおり考察します。

市内企業の新産業技術に対する認識

平成29年1月に

活用に当たっての課題等についてアンケート調査を実施しました。その結果の概要を図

に示します。（ア

活用状況」をご

調査結果からの以下の事項を読み取ることができます。

 

●ＩｏＴ・ＡＩ

●ＩｏＴ・ＡＩ

●ＩｏＴ・ＡＩ

保有する人材

 

市内企業においては、新産業技術に対する認知度は上がっており、その活用について実働の入口に立

ったという状況です。ただし、導入に当たって課題となる人材不足、導入目的の明確化

企業での対応は難しいと思われるので

市における新産業技術の適用

本市の現況及び第４次産業革命の動向を踏まえ、本市として今後どのように新産業技術を捉え、適用し

ていくかについて以下のとおり考察します。

企業の新産業技術に対する認識

月に市内企業を対象に新産業技術を代表する

活用に当たっての課題等についてアンケート調査を実施しました。その結果の概要を図

に示します。（アンケート調査の詳細は、附属

ご参照ください。）

調査結果からの以下の事項を読み取ることができます。

ＩｏＴ・ＡＩに対する理解は進んでおり、導入初期フェーズの段階にあります。

ＩｏＴ・ＡＩ適用は、目に見える経営課題に対し

ＩｏＴ・ＡＩ導入を推進させるためには、導入目的の明確化と

する人材の確保が必要です。

市内企業においては、新産業技術に対する認知度は上がっており、その活用について実働の入口に立

ったという状況です。ただし、導入に当たって課題となる人材不足、導入目的の明確化

企業での対応は難しいと思われるので

図 2-7 市内企業への新産業技術に関わるアンケート結果概要

市における新産業技術の適用 

次産業革命の動向を踏まえ、本市として今後どのように新産業技術を捉え、適用し

ていくかについて以下のとおり考察します。

企業の新産業技術に対する認識

市内企業を対象に新産業技術を代表する

活用に当たっての課題等についてアンケート調査を実施しました。その結果の概要を図

ケート調査の詳細は、附属

参照ください。） 

調査結果からの以下の事項を読み取ることができます。

に対する理解は進んでおり、導入初期フェーズの段階にあります。

適用は、目に見える経営課題に対し

導入を推進させるためには、導入目的の明確化と

の確保が必要です。 

市内企業においては、新産業技術に対する認知度は上がっており、その活用について実働の入口に立

ったという状況です。ただし、導入に当たって課題となる人材不足、導入目的の明確化

企業での対応は難しいと思われるので、行政等による地域を挙げた取組みが期待されています。

市内企業への新産業技術に関わるアンケート結果概要

次産業革命の動向を踏まえ、本市として今後どのように新産業技術を捉え、適用し

ていくかについて以下のとおり考察します。 

企業の新産業技術に対する認識 

市内企業を対象に新産業技術を代表する

活用に当たっての課題等についてアンケート調査を実施しました。その結果の概要を図

ケート調査の詳細は、附属資料「第

調査結果からの以下の事項を読み取ることができます。

に対する理解は進んでおり、導入初期フェーズの段階にあります。

適用は、目に見える経営課題に対し

導入を推進させるためには、導入目的の明確化と

 

市内企業においては、新産業技術に対する認知度は上がっており、その活用について実働の入口に立

ったという状況です。ただし、導入に当たって課題となる人材不足、導入目的の明確化

、行政等による地域を挙げた取組みが期待されています。

市内企業への新産業技術に関わるアンケート結果概要

次産業革命の動向を踏まえ、本市として今後どのように新産業技術を捉え、適用し

市内企業を対象に新産業技術を代表するＩｏＴ・ＡＩ

活用に当たっての課題等についてアンケート調査を実施しました。その結果の概要を図

資料「第1章 3.

調査結果からの以下の事項を読み取ることができます。 

に対する理解は進んでおり、導入初期フェーズの段階にあります。

適用は、目に見える経営課題に対し、成果を出しやすい分野から検討されています。

導入を推進させるためには、導入目的の明確化と

市内企業においては、新産業技術に対する認知度は上がっており、その活用について実働の入口に立

ったという状況です。ただし、導入に当たって課題となる人材不足、導入目的の明確化

、行政等による地域を挙げた取組みが期待されています。

市内企業への新産業技術に関わるアンケート結果概要

次産業革命の動向を踏まえ、本市として今後どのように新産業技術を捉え、適用し

ＩｏＴ・ＡＩについて、その認識度、期待、

活用に当たっての課題等についてアンケート調査を実施しました。その結果の概要を図

3.地域における

に対する理解は進んでおり、導入初期フェーズの段階にあります。

成果を出しやすい分野から検討されています。

導入を推進させるためには、導入目的の明確化と、新産業技術や

市内企業においては、新産業技術に対する認知度は上がっており、その活用について実働の入口に立

ったという状況です。ただし、導入に当たって課題となる人材不足、導入目的の明確化

、行政等による地域を挙げた取組みが期待されています。

市内企業への新産業技術に関わるアンケート結果概要

次産業革命の動向を踏まえ、本市として今後どのように新産業技術を捉え、適用し

について、その認識度、期待、

活用に当たっての課題等についてアンケート調査を実施しました。その結果の概要を図2

地域におけるＩｏＴ・ＡＩ

に対する理解は進んでおり、導入初期フェーズの段階にあります。 

成果を出しやすい分野から検討されています。

、新産業技術や活用

市内企業においては、新産業技術に対する認知度は上がっており、その活用について実働の入口に立

ったという状況です。ただし、導入に当たって課題となる人材不足、導入目的の明確化

、行政等による地域を挙げた取組みが期待されています。

市内企業への新産業技術に関わるアンケート結果概要 

次産業革命の動向を踏まえ、本市として今後どのように新産業技術を捉え、適用し

について、その認識度、期待、

2-7、及び図2

ＩｏＴ・ＡＩ等の新技術

 

成果を出しやすい分野から検討されています。

活用のノウハウ

市内企業においては、新産業技術に対する認知度は上がっており、その活用について実働の入口に立

ったという状況です。ただし、導入に当たって課題となる人材不足、導入目的の明確化等の解決は、

、行政等による地域を挙げた取組みが期待されています。 

 

 

次産業革命の動向を踏まえ、本市として今後どのように新産業技術を捉え、適用し

について、その認識度、期待、

2-8

等の新技術

成果を出しやすい分野から検討されています。 

ノウハウを

市内企業においては、新産業技術に対する認知度は上がっており、その活用について実働の入口に立

解決は、1
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 新産業技術活用の効果(2)

新産業技術も道具であることに変わりはありません。経験として蓄積されてきたリアルな現場ノウハ

ウやものづくり技術と融合することで、初

きます。

遡った職人的ノウハウが詰まっています。この経験蓄積的ノウハウの束と新産業技術の摺合せが差別化

をもたらし、

マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体でコスト削減や付加価値向上

が期待できます。

しかし、新産業技術

品を中核とし、新産業技術を活用したサービスビジネスへ拡大することによって、新たな収益源を確保

していく取組みも必要となると考えられます。

参考に製造業における新産業技術活用効果例を図

 

新産業技術の活用は、企業にどのような効果をもたらすのかを中小企業白書の記載を参考に整理しま

す。

図

技術を活用している企業が、経常利益率も増加傾向にあります。新産業技術を活用している企業のうち、

新産業技術活用の効果

新産業技術も道具であることに変わりはありません。経験として蓄積されてきたリアルな現場ノウハ

ウやものづくり技術と融合することで、初

きます。市内にも多くの部品メーカーが存在します。製造される個々の部品自体には、材料レベルまで

遡った職人的ノウハウが詰まっています。この経験蓄積的ノウハウの束と新産業技術の摺合せが差別化

をもたらし、商品

マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体でコスト削減や付加価値向上

が期待できます。

しかし、新産業技術

品を中核とし、新産業技術を活用したサービスビジネスへ拡大することによって、新たな収益源を確保

していく取組みも必要となると考えられます。

参考に製造業における新産業技術活用効果例を図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新産業技術の活用は、企業にどのような効果をもたらすのかを中小企業白書の記載を参考に整理しま

す。 

図2-10は、新産業技術の活用状況と経常利益率の増減

技術を活用している企業が、経常利益率も増加傾向にあります。新産業技術を活用している企業のうち、

新産業技術活用の効果 

新産業技術も道具であることに変わりはありません。経験として蓄積されてきたリアルな現場ノウハ

ウやものづくり技術と融合することで、初

市内にも多くの部品メーカーが存在します。製造される個々の部品自体には、材料レベルまで

遡った職人的ノウハウが詰まっています。この経験蓄積的ノウハウの束と新産業技術の摺合せが差別化

商品競争力の強化に繋がると考えられます。

マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体でコスト削減や付加価値向上

が期待できます。 

しかし、新産業技術を適用した製品というだけでは、長期にわたる

品を中核とし、新産業技術を活用したサービスビジネスへ拡大することによって、新たな収益源を確保

していく取組みも必要となると考えられます。

参考に製造業における新産業技術活用効果例を図

（出典）中小企業庁

図

新産業技術の活用は、企業にどのような効果をもたらすのかを中小企業白書の記載を参考に整理しま

は、新産業技術の活用状況と経常利益率の増減

技術を活用している企業が、経常利益率も増加傾向にあります。新産業技術を活用している企業のうち、

 

新産業技術も道具であることに変わりはありません。経験として蓄積されてきたリアルな現場ノウハ

ウやものづくり技術と融合することで、初

市内にも多くの部品メーカーが存在します。製造される個々の部品自体には、材料レベルまで

遡った職人的ノウハウが詰まっています。この経験蓄積的ノウハウの束と新産業技術の摺合せが差別化

競争力の強化に繋がると考えられます。

マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体でコスト削減や付加価値向上

を適用した製品というだけでは、長期にわたる

品を中核とし、新産業技術を活用したサービスビジネスへ拡大することによって、新たな収益源を確保

していく取組みも必要となると考えられます。

参考に製造業における新産業技術活用効果例を図

（出典）中小企業庁

図 2-9 製造業における新産業技術活用効果例

新産業技術の活用は、企業にどのような効果をもたらすのかを中小企業白書の記載を参考に整理しま

は、新産業技術の活用状況と経常利益率の増減

技術を活用している企業が、経常利益率も増加傾向にあります。新産業技術を活用している企業のうち、

新産業技術も道具であることに変わりはありません。経験として蓄積されてきたリアルな現場ノウハ

ウやものづくり技術と融合することで、初めて新しい価値を生み出し、他との優位性をつくることがで

市内にも多くの部品メーカーが存在します。製造される個々の部品自体には、材料レベルまで

遡った職人的ノウハウが詰まっています。この経験蓄積的ノウハウの束と新産業技術の摺合せが差別化

競争力の強化に繋がると考えられます。

マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体でコスト削減や付加価値向上

を適用した製品というだけでは、長期にわたる

品を中核とし、新産業技術を活用したサービスビジネスへ拡大することによって、新たな収益源を確保

していく取組みも必要となると考えられます。 

参考に製造業における新産業技術活用効果例を図

（出典）中小企業庁 スマートSME

製造業における新産業技術活用効果例

新産業技術の活用は、企業にどのような効果をもたらすのかを中小企業白書の記載を参考に整理しま

は、新産業技術の活用状況と経常利益率の増減

技術を活用している企業が、経常利益率も増加傾向にあります。新産業技術を活用している企業のうち、
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めて新しい価値を生み出し、他との優位性をつくることがで

市内にも多くの部品メーカーが存在します。製造される個々の部品自体には、材料レベルまで

遡った職人的ノウハウが詰まっています。この経験蓄積的ノウハウの束と新産業技術の摺合せが差別化

競争力の強化に繋がると考えられます。また、商品

マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体でコスト削減や付加価値向上

を適用した製品というだけでは、長期にわたる

品を中核とし、新産業技術を活用したサービスビジネスへ拡大することによって、新たな収益源を確保
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 新産業技術活用施策(3)

本市の特徴と問題点を「強み」及び「弱み」に

市の発展における「機会」や

を横軸にとり、

SWOT

れて分析していくこととします。

 

a.

本市の産業の事業力、

ューチェーン全体で

は、限定することなく、製造業、農林業、観光業等、広い分野を捉えることとします。

b.

そこに新産業技術を融合させることによって

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

新たな雇用機会を創出します。

c.

新産業技術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な

やサービスをスムーズかつ

d.

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。

 

e.

業技術、第

及びその持続に貢献、活躍できる新産業

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

さらにその成果は、全国に発信し事業展開に結び付ける効果の最大化を

新産業技術活用施策

本市の特徴と問題点を「強み」及び「弱み」に

市の発展における「機会」や

を横軸にとり、本市

SWOT 分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

れて分析していくこととします。

 

 「強み」を活かし「脅威」に備えるa.

新産業技術の

本市の産業の事業力、

ューチェーン全体で

は、限定することなく、製造業、農林業、観光業等、広い分野を捉えることとします。

 

 「強み」を活かし「機会」を捉えるb.

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の「強み」を

そこに新産業技術を融合させることによって

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

新たな雇用機会を創出します。

 

 「弱み」の払しょくに「機会」を活用するc.

人口減少、産業の衰退等「弱み」に対する市民生活

新産業技術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な

やサービスをスムーズかつ

 

 「弱み」の拡大をまねく「脅威」に備えるd.

行政業務の効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。

 

 「機会」を活かし「脅威」に備える共通基盤e.

本市の「強み」「弱み」を把握し、「機会」に適応し、「脅威」を抑止できる人材を創出します。新産

業技術、第４次産業革命の本質を捉え、学校教育及び社会人教育

及びその持続に貢献、活躍できる新産業

 

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

さらにその成果は、全国に発信し事業展開に結び付ける効果の最大化を

新産業技術活用施策の立案

本市の特徴と問題点を「強み」及び「弱み」に

市の発展における「機会」や

本市の新産業技術

分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

れて分析していくこととします。

「強み」を活かし「脅威」に備える

の活用を「機会」として捉え、これに既

本市の産業の事業力、競争力を強化します。
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新産業技術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な

やサービスをスムーズかつ

「弱み」の拡大をまねく「脅威」に備える

効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。
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以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

さらにその成果は、全国に発信し事業展開に結び付ける効果の最大化を

の立案に向けた

本市の特徴と問題点を「強み」及び「弱み」に

市の発展における「機会」や「脅威」と捉えることができます。この強みと弱みを縦軸に、機会と脅威

の新産業技術の活用に向けた取組み

分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

れて分析していくこととします。 
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競争力を強化します。
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新たな雇用機会を創出します。 

「弱み」の払しょくに「機会」を活用する

人口減少、産業の衰退等「弱み」に対する市民生活

新産業技術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な

やサービスをスムーズかつタイムリーに提供

「弱み」の拡大をまねく「脅威」に備える

効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献
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以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

さらにその成果は、全国に発信し事業展開に結び付ける効果の最大化を

に向けたSWOT分析 

本市の特徴と問題点を「強み」及び「弱み」に位置付け

「脅威」と捉えることができます。この強みと弱みを縦軸に、機会と脅威

活用に向けた取組み

分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

「強み」を活かし「脅威」に備える ～ 既存産業活性化

活用を「機会」として捉え、これに既

競争力を強化します。さらに営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリ

生産性向上やコスト削減、付加価値向上

は、限定することなく、製造業、農林業、観光業等、広い分野を捉えることとします。

「強み」を活かし「機会」を捉える  ～ 

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の「強み」を

そこに新産業技術を融合させることによって新しい産業や

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

「弱み」の払しょくに「機会」を活用する 

人口減少、産業の衰退等「弱み」に対する市民生活

新産業技術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な

タイムリーに提供していきます。

「弱み」の拡大をまねく「脅威」に備える  

効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

「機会」を活かし「脅威」に備える共通基盤

本市の「強み」「弱み」を把握し、「機会」に適応し、「脅威」を抑止できる人材を創出します。新産

次産業革命の本質を捉え、学校教育及び社会人教育

及びその持続に貢献、活躍できる新産業時代の人材を育てます。

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

さらにその成果は、全国に発信し事業展開に結び付ける効果の最大化を

 

位置付け、また社会動向及び新産業技術の発展は、本

「脅威」と捉えることができます。この強みと弱みを縦軸に、機会と脅威

活用に向けた取組み方針をSWOT

分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

既存産業活性化

活用を「機会」として捉え、これに既存産業の「強み」を掛け合わせることによって、

さらに営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリ

付加価値向上、収益力向上

は、限定することなく、製造業、農林業、観光業等、広い分野を捉えることとします。

 伊那新産業創出

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の「強み」を

しい産業や事業を生み出します。この取組みには、若

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

 ～ 住みよさの向上

人口減少、産業の衰退等「弱み」に対する市民生活の環境悪化を抑止し、さらに向上させるため、

新産業技術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な

していきます。 

  ～ 行政サービスの拡充

効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

「機会」を活かし「脅威」に備える共通基盤  ～ 新産業

本市の「強み」「弱み」を把握し、「機会」に適応し、「脅威」を抑止できる人材を創出します。新産

次産業革命の本質を捉え、学校教育及び社会人教育

人材を育てます。

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

さらにその成果は、全国に発信し事業展開に結び付ける効果の最大化を

た社会動向及び新産業技術の発展は、本

「脅威」と捉えることができます。この強みと弱みを縦軸に、機会と脅威

SWOT分析によって戦略的に検討します。

分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入
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、収益力向上が期待できます。
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伊那新産業創出 ～ 

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の「強み」を
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行政サービスの拡充

効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献
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 新産業技術活用施策(3)

本市の特徴と問題点を「強み」及び「弱み」に

市の発展における「機会」や

を横軸にとり、

SWOT

れて分析していくこととします。

 

a.

本市の産業の事業力、

ューチェーン全体で

は、限定することなく、製造業、農林業、観光業等、広い分野を捉えることとします。

b.

そこに新産業技術を融合させることによって

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

新たな雇用機会を創出します。

c.

新産業技術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な

やサービスをスムーズかつ

d.

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。

 

e.

業技術、第

及びその持続に貢献、活躍できる新産業

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

さらにその成果は、全国に発信し事業展開に結び付ける効果の最大化を

新産業技術活用施策

本市の特徴と問題点を「強み」及び「弱み」に

市の発展における「機会」や

を横軸にとり、本市

SWOT 分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

れて分析していくこととします。

 

 「強み」を活かし「脅威」に備えるa.

新産業技術の

本市の産業の事業力、

ューチェーン全体で

は、限定することなく、製造業、農林業、観光業等、広い分野を捉えることとします。

 

 「強み」を活かし「機会」を捉えるb.

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の「強み」を

そこに新産業技術を融合させることによって

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

新たな雇用機会を創出します。

 

 「弱み」の払しょくに「機会」を活用するc.

人口減少、産業の衰退等「弱み」に対する市民生活

新産業技術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な

やサービスをスムーズかつ

 

 「弱み」の拡大をまねく「脅威」に備えるd.

行政業務の効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。

 

 「機会」を活かし「脅威」に備える共通基盤e.

本市の「強み」「弱み」を把握し、「機会」に適応し、「脅威」を抑止できる人材を創出します。新産

業技術、第４次産業革命の本質を捉え、学校教育及び社会人教育

及びその持続に貢献、活躍できる新産業

 

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

さらにその成果は、全国に発信し事業展開に結び付ける効果の最大化を

新産業技術活用施策の立案

本市の特徴と問題点を「強み」及び「弱み」に

市の発展における「機会」や

本市の新産業技術

分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

れて分析していくこととします。

「強み」を活かし「脅威」に備える

の活用を「機会」として捉え、これに既

本市の産業の事業力、競争力を強化します。

ューチェーン全体で生産性向上やコスト削減、

は、限定することなく、製造業、農林業、観光業等、広い分野を捉えることとします。

「強み」を活かし「機会」を捉える

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の「強み」を

そこに新産業技術を融合させることによって

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

新たな雇用機会を創出します。

「弱み」の払しょくに「機会」を活用する

人口減少、産業の衰退等「弱み」に対する市民生活

新産業技術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な

やサービスをスムーズかつ

「弱み」の拡大をまねく「脅威」に備える

効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。

「機会」を活かし「脅威」に備える共通基盤

本市の「強み」「弱み」を把握し、「機会」に適応し、「脅威」を抑止できる人材を創出します。新産

次産業革命の本質を捉え、学校教育及び社会人教育

及びその持続に貢献、活躍できる新産業

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

さらにその成果は、全国に発信し事業展開に結び付ける効果の最大化を

の立案に向けた

本市の特徴と問題点を「強み」及び「弱み」に

市の発展における「機会」や「脅威」と捉えることができます。この強みと弱みを縦軸に、機会と脅威

の新産業技術の活用に向けた取組み

分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

れて分析していくこととします。 

「強み」を活かし「脅威」に備える

活用を「機会」として捉え、これに既

競争力を強化します。

生産性向上やコスト削減、

は、限定することなく、製造業、農林業、観光業等、広い分野を捉えることとします。

「強み」を活かし「機会」を捉える

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の「強み」を

そこに新産業技術を融合させることによって

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

新たな雇用機会を創出します。 

「弱み」の払しょくに「機会」を活用する

人口減少、産業の衰退等「弱み」に対する市民生活

新産業技術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な

やサービスをスムーズかつタイムリーに提供

「弱み」の拡大をまねく「脅威」に備える

効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。 

「機会」を活かし「脅威」に備える共通基盤

本市の「強み」「弱み」を把握し、「機会」に適応し、「脅威」を抑止できる人材を創出します。新産

次産業革命の本質を捉え、学校教育及び社会人教育

及びその持続に貢献、活躍できる新産業

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

さらにその成果は、全国に発信し事業展開に結び付ける効果の最大化を

に向けたSWOT分析 

本市の特徴と問題点を「強み」及び「弱み」に位置付け

「脅威」と捉えることができます。この強みと弱みを縦軸に、機会と脅威

活用に向けた取組み

分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

「強み」を活かし「脅威」に備える ～ 既存産業活性化

活用を「機会」として捉え、これに既

競争力を強化します。さらに営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリ

生産性向上やコスト削減、付加価値向上

は、限定することなく、製造業、農林業、観光業等、広い分野を捉えることとします。

「強み」を活かし「機会」を捉える  ～ 

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の「強み」を

そこに新産業技術を融合させることによって新しい産業や

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

「弱み」の払しょくに「機会」を活用する 

人口減少、産業の衰退等「弱み」に対する市民生活

新産業技術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な

タイムリーに提供していきます。

「弱み」の拡大をまねく「脅威」に備える  

効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

「機会」を活かし「脅威」に備える共通基盤

本市の「強み」「弱み」を把握し、「機会」に適応し、「脅威」を抑止できる人材を創出します。新産

次産業革命の本質を捉え、学校教育及び社会人教育

及びその持続に貢献、活躍できる新産業時代の人材を育てます。

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

さらにその成果は、全国に発信し事業展開に結び付ける効果の最大化を

 

位置付け、また社会動向及び新産業技術の発展は、本

「脅威」と捉えることができます。この強みと弱みを縦軸に、機会と脅威

活用に向けた取組み方針をSWOT

分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

既存産業活性化

活用を「機会」として捉え、これに既存産業の「強み」を掛け合わせることによって、

さらに営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリ

付加価値向上、収益力向上

は、限定することなく、製造業、農林業、観光業等、広い分野を捉えることとします。

 伊那新産業創出

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の「強み」を

しい産業や事業を生み出します。この取組みには、若

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

 ～ 住みよさの向上

人口減少、産業の衰退等「弱み」に対する市民生活の環境悪化を抑止し、さらに向上させるため、

新産業技術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な

していきます。 

  ～ 行政サービスの拡充

効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

「機会」を活かし「脅威」に備える共通基盤  ～ 新産業

本市の「強み」「弱み」を把握し、「機会」に適応し、「脅威」を抑止できる人材を創出します。新産

次産業革命の本質を捉え、学校教育及び社会人教育

人材を育てます。

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

さらにその成果は、全国に発信し事業展開に結び付ける効果の最大化を

た社会動向及び新産業技術の発展は、本

「脅威」と捉えることができます。この強みと弱みを縦軸に、機会と脅威

SWOT分析によって戦略的に検討します。

分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

既存産業活性化 ～ 

存産業の「強み」を掛け合わせることによって、

さらに営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリ

、収益力向上が期待できます。

は、限定することなく、製造業、農林業、観光業等、広い分野を捉えることとします。

伊那新産業創出 ～ 

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の「強み」を

事業を生み出します。この取組みには、若

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

住みよさの向上 

環境悪化を抑止し、さらに向上させるため、

新産業技術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な市民のニーズ

 

行政サービスの拡充

効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

新産業時代の

本市の「強み」「弱み」を把握し、「機会」に適応し、「脅威」を抑止できる人材を創出します。新産

次産業革命の本質を捉え、学校教育及び社会人教育の充実を通

人材を育てます。 

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

さらにその成果は、全国に発信し事業展開に結び付ける効果の最大化を目指す

た社会動向及び新産業技術の発展は、本

「脅威」と捉えることができます。この強みと弱みを縦軸に、機会と脅威

分析によって戦略的に検討します。

分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

存産業の「強み」を掛け合わせることによって、

さらに営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリ

が期待できます。

は、限定することなく、製造業、農林業、観光業等、広い分野を捉えることとします。

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の「強み」を複数組み合

事業を生み出します。この取組みには、若

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

 ～ 

環境悪化を抑止し、さらに向上させるため、

市民のニーズ

行政サービスの拡充 ～ 

効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

時代の人材育成 ～

本市の「強み」「弱み」を把握し、「機会」に適応し、「脅威」を抑止できる人材を創出します。新産

通して、地域経済の活性化

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

目指す必要があります。

た社会動向及び新産業技術の発展は、本

「脅威」と捉えることができます。この強みと弱みを縦軸に、機会と脅威

分析によって戦略的に検討します。

分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

存産業の「強み」を掛け合わせることによって、

さらに営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリ

が期待できます。適用範囲

は、限定することなく、製造業、農林業、観光業等、広い分野を捉えることとします。 

複数組み合わせ、さらに

事業を生み出します。この取組みには、若

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

環境悪化を抑止し、さらに向上させるため、

市民のニーズに応える商品

効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

～ 

本市の「強み」「弱み」を把握し、「機会」に適応し、「脅威」を抑止できる人材を創出します。新産

して、地域経済の活性化

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、

必要があります。 

 

た社会動向及び新産業技術の発展は、本

「脅威」と捉えることができます。この強みと弱みを縦軸に、機会と脅威

分析によって戦略的に検討します。 

分析に当っては、新産業技術の適用範囲が広いことから、本市における多様な分野を視野に入

存産業の「強み」を掛け合わせることによって、

さらに営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリ

適用範囲

せ、さらに

事業を生み出します。この取組みには、若

者の柔軟性と創造力及び中高年者の豊かな経験等、多様な人材の活躍が望まれます。幅広い年齢層で

環境悪化を抑止し、さらに向上させるため、

に応える商品

効率化やコスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政健全化に貢献

するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって「脅威」となっている地域課題の拡大を抑止し、

本市の「強み」「弱み」を把握し、「機会」に適応し、「脅威」を抑止できる人材を創出します。新産

して、地域経済の活性化

以上の取組み方針に基づいた具体策の実行においては、県（または圏内）の企業からの参入を促進し、
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4. 新産業技術推進ビジョン

進化する新産業技術の活用は、幅広い分野で生産性を高め、新しい価値訴求を実現し、さらには従来よ

りも大きな規模のビジネスモデルを創造できるチャンスでもあります。新産業技術が地域経済を引っ張る

役割を果たす大きな力となる可能性を持っています。

この可能性を見えるかたちにしたものを「新産業技術推進ビジョン」として、以下のとおり提示します。

 

 伊那市新産業技術推進ビジョン全体像(1)

本

＜「新産業技術推進ビジョン」策定に当っての基本

●

●

●

●

●

 

基本

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【伊那市新産業技術推進ビジョン】

 

＜目指す姿＞

 

＜目指す姿実現に向けた活動方針＞

新産業技術推進ビジョン

進化する新産業技術の活用は、幅広い分野で生産性を高め、新しい価値訴求を実現し、さらには従来よ

りも大きな規模のビジネスモデルを創造できるチャンスでもあります。新産業技術が地域経済を引っ張る

役割を果たす大きな力となる可能性を持っています。

この可能性を見えるかたちにしたものを「新産業技術推進ビジョン」として、以下のとおり提示します。

伊那市新産業技術推進ビジョン全体像

本市における「新産業技術推進ビジョン」は、次の基本方針に基づいて

 

＜「新産業技術推進ビジョン」策定に当っての基本

●最終目標は、「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現とします。

●地域課題を的確に捉え、俯瞰して、その解決のために新産業技術を幅広い分野に対して横断的に

活用します。

●新産業技術の活用は、本

●具体策の実行においては、県（または圏域）の企業からの参入を促進し、さらにその成果は、全

国に発信し事業展開に結び付けます。

●新産業技術の活用により地域の活性化に貢献し、もって若者の本

 

基本方針に基づいた伊那市における新産業技術推進ビジ

 

 

【伊那市新産業技術推進ビジョン】

＜目指す姿＞ 

＜目指す姿実現に向けた活動方針＞

●5つの分野（既存産業活性化、伊那新産業創出、住みよさの向上、行政サービスの拡充、新産

業時代の人材育成）で地域の課題解決に新産業技術を活かします。

●本市の特徴ある保有資産と新産業技術を組み合わせ、本市ならではの施策を実行します。また、

施策を推進する新産業時代の人材を育成します。

●施策の実施に当たっては、県内（または圏域内）の企業からの参入を促進し、さらにその成果

を全国に発信し事業展開に結び付けます。

●地域創生及び経済の活性化とその持続性を実現する「正の循環」を創出します。

新産業技術推進ビジョン 

進化する新産業技術の活用は、幅広い分野で生産性を高め、新しい価値訴求を実現し、さらには従来よ

りも大きな規模のビジネスモデルを創造できるチャンスでもあります。新産業技術が地域経済を引っ張る

役割を果たす大きな力となる可能性を持っています。

この可能性を見えるかたちにしたものを「新産業技術推進ビジョン」として、以下のとおり提示します。

伊那市新産業技術推進ビジョン全体像

市における「新産業技術推進ビジョン」は、次の基本方針に基づいて

＜「新産業技術推進ビジョン」策定に当っての基本

最終目標は、「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現とします。

地域課題を的確に捉え、俯瞰して、その解決のために新産業技術を幅広い分野に対して横断的に

活用します。 

新産業技術の活用は、本

具体策の実行においては、県（または圏域）の企業からの参入を促進し、さらにその成果は、全

国に発信し事業展開に結び付けます。

新産業技術の活用により地域の活性化に貢献し、もって若者の本

に基づいた伊那市における新産業技術推進ビジ

【伊那市新産業技術推進ビジョン】

 「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」

新産業技術が、地域の活性化とその持続に寄与し、もって子どもたちが帰ってき

たくなる、若者が定住したくなる、子育てしたくなる、高齢者と協働できる伊那

市を実現します。

＜目指す姿実現に向けた活動方針＞

つの分野（既存産業活性化、伊那新産業創出、住みよさの向上、行政サービスの拡充、新産

業時代の人材育成）で地域の課題解決に新産業技術を活かします。

●本市の特徴ある保有資産と新産業技術を組み合わせ、本市ならではの施策を実行します。また、

施策を推進する新産業時代の人材を育成します。

●施策の実施に当たっては、県内（または圏域内）の企業からの参入を促進し、さらにその成果

を全国に発信し事業展開に結び付けます。

●地域創生及び経済の活性化とその持続性を実現する「正の循環」を創出します。

 

進化する新産業技術の活用は、幅広い分野で生産性を高め、新しい価値訴求を実現し、さらには従来よ
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国に発信し事業展開に結び付けます。

新産業技術の活用により地域の活性化に貢献し、もって若者の本

に基づいた伊那市における新産業技術推進ビジ

【伊那市新産業技術推進ビジョン】

「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」

新産業技術が、地域の活性化とその持続に寄与し、もって子どもたちが帰ってき

たくなる、若者が定住したくなる、子育てしたくなる、高齢者と協働できる伊那

市を実現します。 

＜目指す姿実現に向けた活動方針＞ 

つの分野（既存産業活性化、伊那新産業創出、住みよさの向上、行政サービスの拡充、新産

業時代の人材育成）で地域の課題解決に新産業技術を活かします。

●本市の特徴ある保有資産と新産業技術を組み合わせ、本市ならではの施策を実行します。また、

施策を推進する新産業時代の人材を育成します。

●施策の実施に当たっては、県内（または圏域内）の企業からの参入を促進し、さらにその成果

を全国に発信し事業展開に結び付けます。

●地域創生及び経済の活性化とその持続性を実現する「正の循環」を創出します。

進化する新産業技術の活用は、幅広い分野で生産性を高め、新しい価値訴求を実現し、さらには従来よ

りも大きな規模のビジネスモデルを創造できるチャンスでもあります。新産業技術が地域経済を引っ張る

役割を果たす大きな力となる可能性を持っています。 

この可能性を見えるかたちにしたものを「新産業技術推進ビジョン」として、以下のとおり提示します。

伊那市新産業技術推進ビジョン全体像 

市における「新産業技術推進ビジョン」は、次の基本方針に基づいて

＜「新産業技術推進ビジョン」策定に当っての基本

最終目標は、「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現とします。

地域課題を的確に捉え、俯瞰して、その解決のために新産業技術を幅広い分野に対して横断的に

市の特徴ある保有資産の活用と人材育成と合わせて実施します。

具体策の実行においては、県（または圏域）の企業からの参入を促進し、さらにその成果は、全

国に発信し事業展開に結び付けます。 

新産業技術の活用により地域の活性化に貢献し、もって若者の本

に基づいた伊那市における新産業技術推進ビジ

【伊那市新産業技術推進ビジョン】 

「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」

新産業技術が、地域の活性化とその持続に寄与し、もって子どもたちが帰ってき

たくなる、若者が定住したくなる、子育てしたくなる、高齢者と協働できる伊那

つの分野（既存産業活性化、伊那新産業創出、住みよさの向上、行政サービスの拡充、新産

業時代の人材育成）で地域の課題解決に新産業技術を活かします。

●本市の特徴ある保有資産と新産業技術を組み合わせ、本市ならではの施策を実行します。また、

施策を推進する新産業時代の人材を育成します。

●施策の実施に当たっては、県内（または圏域内）の企業からの参入を促進し、さらにその成果

を全国に発信し事業展開に結び付けます。 

●地域創生及び経済の活性化とその持続性を実現する「正の循環」を創出します。

進化する新産業技術の活用は、幅広い分野で生産性を高め、新しい価値訴求を実現し、さらには従来よ

りも大きな規模のビジネスモデルを創造できるチャンスでもあります。新産業技術が地域経済を引っ張る

 

この可能性を見えるかたちにしたものを「新産業技術推進ビジョン」として、以下のとおり提示します。

市における「新産業技術推進ビジョン」は、次の基本方針に基づいて

＜「新産業技術推進ビジョン」策定に当っての基本方針＞ 

最終目標は、「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現とします。

地域課題を的確に捉え、俯瞰して、その解決のために新産業技術を幅広い分野に対して横断的に

市の特徴ある保有資産の活用と人材育成と合わせて実施します。

具体策の実行においては、県（または圏域）の企業からの参入を促進し、さらにその成果は、全

新産業技術の活用により地域の活性化に貢献し、もって若者の本

に基づいた伊那市における新産業技術推進ビジョンは、以下のとおりです。

「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」 

新産業技術が、地域の活性化とその持続に寄与し、もって子どもたちが帰ってき

たくなる、若者が定住したくなる、子育てしたくなる、高齢者と協働できる伊那

つの分野（既存産業活性化、伊那新産業創出、住みよさの向上、行政サービスの拡充、新産

業時代の人材育成）で地域の課題解決に新産業技術を活かします。

●本市の特徴ある保有資産と新産業技術を組み合わせ、本市ならではの施策を実行します。また、

施策を推進する新産業時代の人材を育成します。 

●施策の実施に当たっては、県内（または圏域内）の企業からの参入を促進し、さらにその成果

●地域創生及び経済の活性化とその持続性を実現する「正の循環」を創出します。

進化する新産業技術の活用は、幅広い分野で生産性を高め、新しい価値訴求を実現し、さらには従来よ

りも大きな規模のビジネスモデルを創造できるチャンスでもあります。新産業技術が地域経済を引っ張る

この可能性を見えるかたちにしたものを「新産業技術推進ビジョン」として、以下のとおり提示します。

市における「新産業技術推進ビジョン」は、次の基本方針に基づいて策定し

最終目標は、「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現とします。 

地域課題を的確に捉え、俯瞰して、その解決のために新産業技術を幅広い分野に対して横断的に

市の特徴ある保有資産の活用と人材育成と合わせて実施します。

具体策の実行においては、県（または圏域）の企業からの参入を促進し、さらにその成果は、全

新産業技術の活用により地域の活性化に貢献し、もって若者の本市への定住を図ります。

ョンは、以下のとおりです。

新産業技術が、地域の活性化とその持続に寄与し、もって子どもたちが帰ってき

たくなる、若者が定住したくなる、子育てしたくなる、高齢者と協働できる伊那

つの分野（既存産業活性化、伊那新産業創出、住みよさの向上、行政サービスの拡充、新産

業時代の人材育成）で地域の課題解決に新産業技術を活かします。 

●本市の特徴ある保有資産と新産業技術を組み合わせ、本市ならではの施策を実行します。また、

●施策の実施に当たっては、県内（または圏域内）の企業からの参入を促進し、さらにその成果

●地域創生及び経済の活性化とその持続性を実現する「正の循環」を創出します。

進化する新産業技術の活用は、幅広い分野で生産性を高め、新しい価値訴求を実現し、さらには従来よ

りも大きな規模のビジネスモデルを創造できるチャンスでもあります。新産業技術が地域経済を引っ張る

この可能性を見えるかたちにしたものを「新産業技術推進ビジョン」として、以下のとおり提示します。

策定します。

 

地域課題を的確に捉え、俯瞰して、その解決のために新産業技術を幅広い分野に対して横断的に

市の特徴ある保有資産の活用と人材育成と合わせて実施します。

具体策の実行においては、県（または圏域）の企業からの参入を促進し、さらにその成果は、全

市への定住を図ります。

ョンは、以下のとおりです。

新産業技術が、地域の活性化とその持続に寄与し、もって子どもたちが帰ってき

たくなる、若者が定住したくなる、子育てしたくなる、高齢者と協働できる伊那

つの分野（既存産業活性化、伊那新産業創出、住みよさの向上、行政サービスの拡充、新産

●本市の特徴ある保有資産と新産業技術を組み合わせ、本市ならではの施策を実行します。また、

●施策の実施に当たっては、県内（または圏域内）の企業からの参入を促進し、さらにその成果

●地域創生及び経済の活性化とその持続性を実現する「正の循環」を創出します。 

進化する新産業技術の活用は、幅広い分野で生産性を高め、新しい価値訴求を実現し、さらには従来よ

りも大きな規模のビジネスモデルを創造できるチャンスでもあります。新産業技術が地域経済を引っ張る

この可能性を見えるかたちにしたものを「新産業技術推進ビジョン」として、以下のとおり提示します。

ます。 

地域課題を的確に捉え、俯瞰して、その解決のために新産業技術を幅広い分野に対して横断的に

市の特徴ある保有資産の活用と人材育成と合わせて実施します。 

具体策の実行においては、県（または圏域）の企業からの参入を促進し、さらにその成果は、全

市への定住を図ります。 

ョンは、以下のとおりです。 

新産業技術が、地域の活性化とその持続に寄与し、もって子どもたちが帰ってき

たくなる、若者が定住したくなる、子育てしたくなる、高齢者と協働できる伊那

つの分野（既存産業活性化、伊那新産業創出、住みよさの向上、行政サービスの拡充、新産

●本市の特徴ある保有資産と新産業技術を組み合わせ、本市ならではの施策を実行します。また、

●施策の実施に当たっては、県内（または圏域内）の企業からの参入を促進し、さらにその成果

 

 

進化する新産業技術の活用は、幅広い分野で生産性を高め、新しい価値訴求を実現し、さらには従来よ

りも大きな規模のビジネスモデルを創造できるチャンスでもあります。新産業技術が地域経済を引っ張る

この可能性を見えるかたちにしたものを「新産業技術推進ビジョン」として、以下のとおり提示します。 

地域課題を的確に捉え、俯瞰して、その解決のために新産業技術を幅広い分野に対して横断的に

具体策の実行においては、県（または圏域）の企業からの参入を促進し、さらにその成果は、全
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b.

に新産業技術を融合させることによって

な雇用機会を創出します。

 

＜新産業・

c.

術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な市民のニーズ

スをスムーズかつ

＜地域内経済循環の活性化＞

＜生活環境を改善する住民サービスの開拓＞

d.

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。

＜行財政の経常的経費増大抑制＞

 伊那新産業創出b.

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

に新産業技術を融合させることによって

な雇用機会を創出します。

 

＜新産業・事業創生＞

●ものづくり企業連携や、農

いては、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出す

る手段として新産業技術を活用します。

●新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と

新事業創出を図ります。

●豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業

の拡大を図ります。

●若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出す。

●新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト（製

造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

 

 住みよさの向上c.

人口減少、産業の衰退等に対する市民生活

術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な市民のニーズ

スをスムーズかつ

 

＜地域内経済循環の活性化＞

●市民生活

段とし

現します。

＜生活環境を改善する住民サービスの開拓＞

●健康寿命を延伸するためのヘルスケア、医療サービスに新産業技術を活用して充実します。

●新産業技術の活用により、生活環境を改善する住民サービスの創出を実現します。

 

 行政サービスの拡充d.

行政業務の効率化

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。

 

＜行財政の経常的経費増大抑制＞

●新産業技術を活用して、増大する経常的経費

●行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

伊那新産業創出 

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

に新産業技術を融合させることによって

な雇用機会を創出します。

事業創生＞ 

ものづくり企業連携や、農

いては、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出す

る手段として新産業技術を活用します。

新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と

新事業創出を図ります。

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業

の拡大を図ります。

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出す。

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト（製

造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

住みよさの向上  

人口減少、産業の衰退等に対する市民生活

術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な市民のニーズ

スをスムーズかつタイムリー

＜地域内経済循環の活性化＞

市民生活における「ニーズ」を的確に捉え、ニーズを満たす市民サービス

段として新産業技術を活用します。もって、住みよさの向上と地域内経済

現します。 

＜生活環境を改善する住民サービスの開拓＞

健康寿命を延伸するためのヘルスケア、医療サービスに新産業技術を活用して充実します。

新産業技術の活用により、生活環境を改善する住民サービスの創出を実現します。

行政サービスの拡充

行政業務の効率化、コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。

＜行財政の経常的経費増大抑制＞

新産業技術を活用して、増大する経常的経費

行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

に新産業技術を融合させることによって

な雇用機会を創出します。 

 

ものづくり企業連携や、農業と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合

いては、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出す

る手段として新産業技術を活用します。

新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と

新事業創出を図ります。 

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業

の拡大を図ります。 

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出す。

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト（製

造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

人口減少、産業の衰退等に対する市民生活

術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な市民のニーズ

タイムリーに提供していきます。

＜地域内経済循環の活性化＞ 

における「ニーズ」を的確に捉え、ニーズを満たす市民サービス

て新産業技術を活用します。もって、住みよさの向上と地域内経済

＜生活環境を改善する住民サービスの開拓＞

健康寿命を延伸するためのヘルスケア、医療サービスに新産業技術を活用して充実します。

新産業技術の活用により、生活環境を改善する住民サービスの創出を実現します。

行政サービスの拡充 

コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。 

＜行財政の経常的経費増大抑制＞ 

新産業技術を活用して、増大する経常的経費

行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

に新産業技術を融合させることによって、本市に新しい産業

業と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合
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ノウハウを継承して競争力の維持を図ります。 

等、バリューチェーン全

インフラへの新産業技術（自動運転、ドローン活用等）の適用によって、物流コス

農林業において、新産業技術とセンサー技術の活用を促進し、機械のロボット化、自動運転、

次産業化を実現し、サプライチェーン上に複数の収益

伊那の優れた観光資源に新産業技術を活用して効果的な情報発信と個客の特性に適合した受

伊那市 新産業技術推進ビジョン
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伊那に生きる、ここに暮らし続ける

●業務効率化、行政サービス拡充
●地域課題拡大抑止と解決推進

行政サービスの拡充

●伊那市独特の教育とICT
●新学習指導要領の実現
●社会人教育の推進（充実）

新産業時代の人材育成

●地域内経済循環の活性化
●住民生活サポートの充実

住みよさの向上

●特徴ある新産業／事業の創出
●広い年齢層で雇用機会の創出

伊那新産業創出

●事業力強化、収益力向上実現
●生産性向上及び収入向上実現

既存産業活性化

◆行政業務効率化、コスト削減の推進
◆地域課題解決を推進する行政サービス拡充
　（安心して住む、働く、育てる、学ぶ、遊ぶ）

◆伊那市「学校教育の情報化ビジョン2017」施策推進
　　・先進的学び、伝統的学びのためのICT活用
　　・ICT教育環境充実　・校務の効率化
◆児童生徒への新産業技術体験機会の提供
◆新産業時代の人材育成、活躍を支援

◆生活環境ニーズに基づいた経済流通を活性化
　させるサービス事業の創出
◆生活環境を改善する住民サービスの開拓

◆1次と2次産業の融合による付加価値創出
◆自然環境を活用した環境エネルギー事業創出
◆研究機関と連携したヘルスケア分野の開拓

◆製造業の生産性向上、ノウハウの継承
◆農林業の省力化、生産性向上、6次化実現
◆観光業における伊那ファンの創生

「子どもが帰ってきたくなる伊那市」「若者が定住したくなる伊那市」
「子育てしたくなる伊那市」「若者／高齢者協働のまち伊那市」

適 用 分 野 施 策 策 定 方 針

伊那市新産業技術導入

事
業
力
強
化

新
陳
代
謝

住
み
よ
さ

安

　定

育
て
る

事業力強化・
収益力向上

既存産業の「強み」×新産業技術

伊那市発ならではの
新産業の創出

「強み」の複合化×新産業技術

地域内経済循環と
住民サービスの向上

住生活環境悪化懸念×新産業技術

行政コスト削減及び
行政サービス拡充

行政課題拡大懸念× 新産業技術

課題解決をリードする
新産業時代の人材創出

人材育成×新産業技術

新
産
業
技
術
導
入
推
進
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ポ
ー
ト

分
野
を
横
断
的
に
俯
瞰
し
、
適
合
す
る
新
技
術
選
定
／
効
果
的
導
入
を
実
現

新産業技術推進の姿

新産業人材

新技術（IoT、AI、ビッグデータ、ロボット）

保有資産（ノウハウ、技術）

目指す姿



 

 

b.

に新産業技術を融合させることによって

な雇用機会を創出します。

 

＜新産業・

c.

術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な市民のニーズ

スをスムーズかつ

＜地域内経済循環の活性化＞

＜生活環境を改善する住民サービスの開拓＞

d.

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。

＜行財政の経常的経費増大抑制＞

 伊那新産業創出b.

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

に新産業技術を融合させることによって

な雇用機会を創出します。

 

＜新産業・事業創生＞

●ものづくり企業連携や、農

いては、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出す

る手段として新産業技術を活用します。

●新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と

新事業創出を図ります。

●豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業

の拡大を図ります。

●若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出す。

●新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト（製

造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

 

 住みよさの向上c.

人口減少、産業の衰退等に対する市民生活

術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な市民のニーズ

スをスムーズかつ

 

＜地域内経済循環の活性化＞

●市民生活

段とし

現します。

＜生活環境を改善する住民サービスの開拓＞

●健康寿命を延伸するためのヘルスケア、医療サービスに新産業技術を活用して充実します。

●新産業技術の活用により、生活環境を改善する住民サービスの創出を実現します。

 

 行政サービスの拡充d.

行政業務の効率化

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。

 

＜行財政の経常的経費増大抑制＞

●新産業技術を活用して、増大する経常的経費

●行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

伊那新産業創出 

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

に新産業技術を融合させることによって

な雇用機会を創出します。

事業創生＞ 

ものづくり企業連携や、農

いては、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出す

る手段として新産業技術を活用します。

新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と

新事業創出を図ります。

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業

の拡大を図ります。

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出す。

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト（製

造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

住みよさの向上  

人口減少、産業の衰退等に対する市民生活

術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な市民のニーズ

スをスムーズかつタイムリー

＜地域内経済循環の活性化＞

市民生活における「ニーズ」を的確に捉え、ニーズを満たす市民サービス

段として新産業技術を活用します。もって、住みよさの向上と地域内経済

現します。 

＜生活環境を改善する住民サービスの開拓＞

健康寿命を延伸するためのヘルスケア、医療サービスに新産業技術を活用して充実します。

新産業技術の活用により、生活環境を改善する住民サービスの創出を実現します。

行政サービスの拡充

行政業務の効率化、コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。

＜行財政の経常的経費増大抑制＞

新産業技術を活用して、増大する経常的経費

行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

に新産業技術を融合させることによって

な雇用機会を創出します。 

 

ものづくり企業連携や、農業と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合

いては、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出す

る手段として新産業技術を活用します。

新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と

新事業創出を図ります。 

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業

の拡大を図ります。 

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出す。

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト（製

造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

人口減少、産業の衰退等に対する市民生活

術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な市民のニーズ

タイムリーに提供していきます。

＜地域内経済循環の活性化＞ 

における「ニーズ」を的確に捉え、ニーズを満たす市民サービス

て新産業技術を活用します。もって、住みよさの向上と地域内経済

＜生活環境を改善する住民サービスの開拓＞

健康寿命を延伸するためのヘルスケア、医療サービスに新産業技術を活用して充実します。

新産業技術の活用により、生活環境を改善する住民サービスの創出を実現します。

行政サービスの拡充 

コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、

その解決を加速していきます。 

＜行財政の経常的経費増大抑制＞ 

新産業技術を活用して、増大する経常的経費

行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

に新産業技術を融合させることによって、本市に新しい産業

業と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合

いては、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出す

る手段として新産業技術を活用します。 

新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出す。

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト（製

造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

人口減少、産業の衰退等に対する市民生活の環境

術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な市民のニーズ

していきます。

における「ニーズ」を的確に捉え、ニーズを満たす市民サービス

て新産業技術を活用します。もって、住みよさの向上と地域内経済

＜生活環境を改善する住民サービスの開拓＞ 

健康寿命を延伸するためのヘルスケア、医療サービスに新産業技術を活用して充実します。

新産業技術の活用により、生活環境を改善する住民サービスの創出を実現します。

コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、

新産業技術を活用して、増大する経常的経費

行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

本市に新しい産業等

業と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合

いては、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出す

新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と、製造業との連携によるヘルスケア分野等の

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出す。

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト（製

造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

の環境悪化を抑止し、さらに向上させるため、新産業技

術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な市民のニーズ

していきます。 

における「ニーズ」を的確に捉え、ニーズを満たす市民サービス

て新産業技術を活用します。もって、住みよさの向上と地域内経済

健康寿命を延伸するためのヘルスケア、医療サービスに新産業技術を活用して充実します。

新産業技術の活用により、生活環境を改善する住民サービスの創出を実現します。

コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、

新産業技術を活用して、増大する経常的経費の削減を図ります。

行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

等を生み出します。幅広い年齢層で新た

業と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合

いては、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出す

製造業との連携によるヘルスケア分野等の

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出す。

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト（製

造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

悪化を抑止し、さらに向上させるため、新産業技

術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な市民のニーズ

における「ニーズ」を的確に捉え、ニーズを満たす市民サービス

て新産業技術を活用します。もって、住みよさの向上と地域内経済

健康寿命を延伸するためのヘルスケア、医療サービスに新産業技術を活用して充実します。

新産業技術の活用により、生活環境を改善する住民サービスの創出を実現します。

コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、

の削減を図ります。 

行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合わ

を生み出します。幅広い年齢層で新た

業と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合わ

いては、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出す

製造業との連携によるヘルスケア分野等の

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出す。

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト（製

造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

悪化を抑止し、さらに向上させるため、新産業技

術を活用して、新しい住民サービスを創出するとともに、多様な市民のニーズに応える商品やサービ

における「ニーズ」を的確に捉え、ニーズを満たす市民サービスを円滑に提供する手

て新産業技術を活用します。もって、住みよさの向上と地域内経済の活性化を同時に実

健康寿命を延伸するためのヘルスケア、医療サービスに新産業技術を活用して充実します。

新産業技術の活用により、生活環境を改善する住民サービスの創出を実現します。

コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、

 

行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。 

わせ、さらにそこ

を生み出します。幅広い年齢層で新た

わせ、流通にお

いては、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出す

製造業との連携によるヘルスケア分野等の

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出す。 

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト（製

造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

悪化を抑止し、さらに向上させるため、新産業技

に応える商品やサービ

を円滑に提供する手

の活性化を同時に実

健康寿命を延伸するためのヘルスケア、医療サービスに新産業技術を活用して充実します。

新産業技術の活用により、生活環境を改善する住民サービスの創出を実現します。 

コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政の健全化に貢

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、

 

らにそこ

を生み出します。幅広い年齢層で新た

せ、流通にお

いては、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出す

製造業との連携によるヘルスケア分野等の

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト（製

造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。 

悪化を抑止し、さらに向上させるため、新産業技

に応える商品やサービ

を円滑に提供する手

の活性化を同時に実

健康寿命を延伸するためのヘルスケア、医療サービスに新産業技術を活用して充実します。 

健全化に貢

献するとともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、
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でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

ずに導入を急ぐと失敗する可能性が高くなります。

 

b.

には、新産業技術推進協議会の統制のもと

ポート体制を構築する必要があります。サポート体制

れます。

 

c.

これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

ずに導入を急ぐと失敗する可能性が高くなります。

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

 

「保有資産（ノウハウ

 新産業技術導入推進ワンストップサポート体制の構築b.

新産業技術の活用ノ

には、新産業技術推進協議会の統制のもと

ポート体制を構築する必要があります。サポート体制

れます。 

 

 ＜ワンストップサポート体制の役割と機能＞

役割： 新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

活用をワンストップで支援します。

機能：コーディネーター（産業部門・教育部門

していきます。

① 新事業創出サポート

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。

② 新技術導入コンサルテーション

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

る効果的な新産業技術の活用ノウハウの提供を行います。

③ 新技術導入テストベッド提供

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

の効率的な実施を支援します。

④ 新産業時代の人材育成

・小中

を提供していきます。

・企業、教育機関、自治体等が連携して、第

変化を捉えた創造力を持

さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を

 

 地域関連機関との連携c.

県内及び上伊那圏内で

これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。

以下に主な地域関連機関の取組みを紹介します。

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

ずに導入を急ぐと失敗する可能性が高くなります。

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

「保有資産（ノウハウ

新産業技術導入推進ワンストップサポート体制の構築

新産業技術の活用ノウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進

には、新産業技術推進協議会の統制のもと

ポート体制を構築する必要があります。サポート体制

＜ワンストップサポート体制の役割と機能＞

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

活用をワンストップで支援します。

機能：コーディネーター（産業部門・教育部門

していきます。

新事業創出サポート

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。

新技術導入コンサルテーション

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

る効果的な新産業技術の活用ノウハウの提供を行います。

新技術導入テストベッド提供

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

の効率的な実施を支援します。

新産業時代の人材育成

・小中学生や高校生に

を提供していきます。

企業、教育機関、自治体等が連携して、第

変化を捉えた創造力を持

さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を

地域関連機関との連携

内及び上伊那圏内で

これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。

以下に主な地域関連機関の取組みを紹介します。

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

ずに導入を急ぐと失敗する可能性が高くなります。

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

「保有資産（ノウハウ、技術）」×「

新産業技術導入推進ワンストップサポート体制の構築

ウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進

には、新産業技術推進協議会の統制のもと

ポート体制を構築する必要があります。サポート体制

＜ワンストップサポート体制の役割と機能＞

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

活用をワンストップで支援します。

機能：コーディネーター（産業部門・教育部門

していきます。 

新事業創出サポート   

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。

新技術導入コンサルテーション

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

る効果的な新産業技術の活用ノウハウの提供を行います。

新技術導入テストベッド提供

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

の効率的な実施を支援します。

新産業時代の人材育成 

高校生に、市内企業で

を提供していきます。 

企業、教育機関、自治体等が連携して、第

変化を捉えた創造力を持つ

さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を

地域関連機関との連携 

内及び上伊那圏内では、地域活性化に向け数多くの取組みがなされていま

これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。

以下に主な地域関連機関の取組みを紹介します。

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

ずに導入を急ぐと失敗する可能性が高くなります。

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

、技術）」×「新産業技術の束」×「

新産業技術導入推進ワンストップサポート体制の構築

ウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進

には、新産業技術推進協議会の統制のもと、行政と産業団体等が連携して新産業技術導入に向けたサ

ポート体制を構築する必要があります。サポート体制

＜ワンストップサポート体制の役割と機能＞ 

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

活用をワンストップで支援します。 

機能：コーディネーター（産業部門・教育部門

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。

新技術導入コンサルテーション 

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

る効果的な新産業技術の活用ノウハウの提供を行います。

新技術導入テストベッド提供   

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

の効率的な実施を支援します。 

市内企業で活用されている新産業

企業、教育機関、自治体等が連携して、第

つ人材を育成します。

さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を

は、地域活性化に向け数多くの取組みがなされていま

これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。

以下に主な地域関連機関の取組みを紹介します。

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

ずに導入を急ぐと失敗する可能性が高くなります。 

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

新産業技術の束」×「

新産業技術導入推進ワンストップサポート体制の構築 

ウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進

行政と産業団体等が連携して新産業技術導入に向けたサ

ポート体制を構築する必要があります。サポート体制が持つ役割や

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

機能：コーディネーター（産業部門・教育部門 等）を配置し、主に次の

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

る効果的な新産業技術の活用ノウハウの提供を行います。

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

活用されている新産業

企業、教育機関、自治体等が連携して、第４次産業

人材を育成します。 

さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を解決できる新産業時代の人材を育成します。

は、地域活性化に向け数多くの取組みがなされていま

これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。

以下に主な地域関連機関の取組みを紹介します。 

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

新産業技術の束」×「

 

ウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進

行政と産業団体等が連携して新産業技術導入に向けたサ

が持つ役割や機能としては、次の事項が挙げら

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

等）を配置し、主に次の

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

る効果的な新産業技術の活用ノウハウの提供を行います。 

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

活用されている新産業技術やその

次産業革命の本質を捉え、変化への適応力、

解決できる新産業時代の人材を育成します。

は、地域活性化に向け数多くの取組みがなされていま

これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。 

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

新産業時代の

ウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進

行政と産業団体等が連携して新産業技術導入に向けたサ

機能としては、次の事項が挙げら

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

等）を配置し、主に次の4つの機能を保有し提供

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。 

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

技術やその新技術を体験できる場

の本質を捉え、変化への適応力、

解決できる新産業時代の人材を育成します。

は、地域活性化に向け数多くの取組みがなされています。活動に際しては、

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

時代の人材」 

ウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進するため

行政と産業団体等が連携して新産業技術導入に向けたサ

機能としては、次の事項が挙げら

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

つの機能を保有し提供

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

新技術を体験できる場

の本質を捉え、変化への適応力、

解決できる新産業時代の人材を育成します。

す。活動に際しては、

 

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ
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でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

ずに導入を急ぐと失敗する可能性が高くなります。

 

b.

には、新産業技術推進協議会の統制のもと

ポート体制を構築する必要があります。サポート体制
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これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。
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 新産業技術導入推進ワンストップサポート体制の構築b.

新産業技術の活用ノ

には、新産業技術推進協議会の統制のもと

ポート体制を構築する必要があります。サポート体制

れます。 

 

 ＜ワンストップサポート体制の役割と機能＞

役割： 新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

活用をワンストップで支援します。

機能：コーディネーター（産業部門・教育部門

していきます。

① 新事業創出サポート

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。

② 新技術導入コンサルテーション

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

る効果的な新産業技術の活用ノウハウの提供を行います。

③ 新技術導入テストベッド提供

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

の効率的な実施を支援します。

④ 新産業時代の人材育成

・小中

を提供していきます。

・企業、教育機関、自治体等が連携して、第

変化を捉えた創造力を持

さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を

 

 地域関連機関との連携c.

県内及び上伊那圏内で

これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。

以下に主な地域関連機関の取組みを紹介します。

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

ずに導入を急ぐと失敗する可能性が高くなります。

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

「保有資産（ノウハウ

新産業技術導入推進ワンストップサポート体制の構築

新産業技術の活用ノウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進

には、新産業技術推進協議会の統制のもと

ポート体制を構築する必要があります。サポート体制

＜ワンストップサポート体制の役割と機能＞

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

活用をワンストップで支援します。

機能：コーディネーター（産業部門・教育部門

していきます。

新事業創出サポート

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。

新技術導入コンサルテーション

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

る効果的な新産業技術の活用ノウハウの提供を行います。

新技術導入テストベッド提供

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

の効率的な実施を支援します。

新産業時代の人材育成

・小中学生や高校生に

を提供していきます。

企業、教育機関、自治体等が連携して、第

変化を捉えた創造力を持

さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を

地域関連機関との連携

内及び上伊那圏内で

これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。

以下に主な地域関連機関の取組みを紹介します。

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

ずに導入を急ぐと失敗する可能性が高くなります。

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

「保有資産（ノウハウ、技術）」×「

新産業技術導入推進ワンストップサポート体制の構築

ウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進

には、新産業技術推進協議会の統制のもと

ポート体制を構築する必要があります。サポート体制

＜ワンストップサポート体制の役割と機能＞

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

活用をワンストップで支援します。

機能：コーディネーター（産業部門・教育部門

していきます。 

新事業創出サポート   

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。

新技術導入コンサルテーション

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

る効果的な新産業技術の活用ノウハウの提供を行います。

新技術導入テストベッド提供

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

の効率的な実施を支援します。

新産業時代の人材育成 

高校生に、市内企業で

を提供していきます。 

企業、教育機関、自治体等が連携して、第

変化を捉えた創造力を持つ

さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を

地域関連機関との連携 

内及び上伊那圏内では、地域活性化に向け数多くの取組みがなされていま

これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。

以下に主な地域関連機関の取組みを紹介します。

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

ずに導入を急ぐと失敗する可能性が高くなります。

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

、技術）」×「新産業技術の束」×「

新産業技術導入推進ワンストップサポート体制の構築

ウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進

には、新産業技術推進協議会の統制のもと、行政と産業団体等が連携して新産業技術導入に向けたサ

ポート体制を構築する必要があります。サポート体制

＜ワンストップサポート体制の役割と機能＞ 

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

活用をワンストップで支援します。 

機能：コーディネーター（産業部門・教育部門

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。

新技術導入コンサルテーション 

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

る効果的な新産業技術の活用ノウハウの提供を行います。

新技術導入テストベッド提供   

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

の効率的な実施を支援します。 

市内企業で活用されている新産業

企業、教育機関、自治体等が連携して、第

つ人材を育成します。

さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を

は、地域活性化に向け数多くの取組みがなされていま

これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。

以下に主な地域関連機関の取組みを紹介します。

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

ずに導入を急ぐと失敗する可能性が高くなります。 

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

新産業技術の束」×「

新産業技術導入推進ワンストップサポート体制の構築 

ウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進

行政と産業団体等が連携して新産業技術導入に向けたサ

ポート体制を構築する必要があります。サポート体制が持つ役割や

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

機能：コーディネーター（産業部門・教育部門 等）を配置し、主に次の

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

る効果的な新産業技術の活用ノウハウの提供を行います。

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

活用されている新産業

企業、教育機関、自治体等が連携して、第４次産業

人材を育成します。 

さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を解決できる新産業時代の人材を育成します。

は、地域活性化に向け数多くの取組みがなされていま

これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。

以下に主な地域関連機関の取組みを紹介します。 

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

新産業技術の束」×「

 

ウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進

行政と産業団体等が連携して新産業技術導入に向けたサ

が持つ役割や機能としては、次の事項が挙げら

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

等）を配置し、主に次の

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

る効果的な新産業技術の活用ノウハウの提供を行います。 

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

活用されている新産業技術やその

次産業革命の本質を捉え、変化への適応力、

解決できる新産業時代の人材を育成します。

は、地域活性化に向け数多くの取組みがなされていま

これらの取組みを実施している機関と有機的に連携していきます。 

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

新産業時代の

ウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進

行政と産業団体等が連携して新産業技術導入に向けたサ

機能としては、次の事項が挙げら

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

等）を配置し、主に次の4つの機能を保有し提供

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

評価、ビジネスモデル策定、資金調達、事業立上げ等を支援します。 

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

技術やその新技術を体験できる場

の本質を捉え、変化への適応力、

解決できる新産業時代の人材を育成します。

は、地域活性化に向け数多くの取組みがなされています。活動に際しては、

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。

時代の人材」 

ウハウが地域に定着していない現状を踏まえ、新産業技術導入を推進するため

行政と産業団体等が連携して新産業技術導入に向けたサ

機能としては、次の事項が挙げら

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入

つの機能を保有し提供

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

新技術を体験できる場

の本質を捉え、変化への適応力、

解決できる新産業時代の人材を育成します。

す。活動に際しては、

 

でにない技術であるため、その特性を知り、活用するスキル、ノウハウを保有している人材を確保せ

新産業技術を導入するに当たっては、二つの要素との組み合わせを常に意識することが必要です。 

 

するため

行政と産業団体等が連携して新産業技術導入に向けたサ

機能としては、次の事項が挙げら

新産業技術推進協議会によって策定した指針、戦略を実施する役割を担います。新産業技

術適用分野を横断的に俯瞰し、適合する新技術と既存技術の束を統合し、効果的な導入や

つの機能を保有し提供

保有資産の強みと新産業技術を組み合わせた新たな取組みに対して、市場性評価、事業性

生産性向上、新たな付加価値やビジネスモデル改革等の取組みに対して、その実現に資す

新産業技術の本格導入に先駆けて、その効果の実証をするテスト環境を提供し、また実証

新技術を体験できる場

の本質を捉え、変化への適応力、

解決できる新産業時代の人材を育成します。 

す。活動に際しては、
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 新産業技術推進ビジョンがもたらすもの(3)

新産業技術の導入は、

ではなく、それぞれの課題解決が相乗効果となって、

 

◇第

 

第

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに

対して、本市の次世代を支える「新産業

と豊富な経験とスキルを持つ中高年者とが協働して、伊那市の未来を担う「新産業の創出」をもたらす

ことが期待できます。この

ます。

第

の循環による地域経済の活性化による税収増

地域課題解決に寄与する「行政サービスの拡充」を推進することができます。行政サービスの拡充によ

って、第

環」は、第

２つの「正の循環」を構築

である「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現に強く寄与していくことになります。

新産業技術推進ビジョンがもたらすもの

新産業技術の導入は、

ではなく、それぞれの課題解決が相乗効果となって、

 

◇第1の「正の循環」：地域経済循環の活性化の実現

◇第2の「正の循環」：第

 

第1の「正の循環」は、地域経済循環

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに

対して、本市の次世代を支える「新産業

と豊富な経験とスキルを持つ中高年者とが協働して、伊那市の未来を担う「新産業の創出」をもたらす

ことが期待できます。この

ます。 

第2の「正の循環」は、第

の循環による地域経済の活性化による税収増

地域課題解決に寄与する「行政サービスの拡充」を推進することができます。行政サービスの拡充によ

って、第1の正の循環に対する

環」は、第1の正の循環を継続的に下支えする役割を担います。

２つの「正の循環」を構築

である「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現に強く寄与していくことになります。

新産業技術推進ビジョンがもたらすもの

新産業技術の導入は、5つの分野の課題解決に貢献します。それは、個々の課題を解決することだけ

ではなく、それぞれの課題解決が相乗効果となって、

の「正の循環」：地域経済循環の活性化の実現

の「正の循環」：第

の「正の循環」は、地域経済循環

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに

対して、本市の次世代を支える「新産業

と豊富な経験とスキルを持つ中高年者とが協働して、伊那市の未来を担う「新産業の創出」をもたらす

ことが期待できます。この
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地域課題解決に寄与する「行政サービスの拡充」を推進することができます。行政サービスの拡充によ

の正の循環に対する

の正の循環を継続的に下支えする役割を担います。

２つの「正の循環」を構築

である「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現に強く寄与していくことになります。
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、維持することは、本市の活性化とその持続に貢献し、もって目指す姿

である「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現に強く寄与していくことになります。

つの分野の課題解決に貢献します。それは、個々の課題を解決することだけ

ことに繋がります。

の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実 

実現です。新産業技術が「既存産業の活性化」に寄与

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに
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＜地域連携＞

●(公益財団法人

産業振興を目的に産学官交流、新産業創出支援、共同研究等推進、人材育成等に関わる支援事

業を行っています。ものづくり産業オープンイノベーション推進事業等に取り組んでいます。

●(公益財団法人

地域企業の課題解決等の支援

校から南信工科短大に至る教育機関との連携等をとおして中小企業の人材育成を支援していま

す。 

●INA Valley

上伊那

「顔の見える環境」「連絡の取れる体制」構築を目指す、地域産業を支援する総合的な機関です。

 

＜産学連携＞

●伊那谷アグリイノベーション推進機構

信州大

州豊南短期大学）の知的財産

デルを創造し、豊かな健康長寿社会の構築に貢献する活動を行っています。

●南信工科短大・南信工科短大振興会

高度工科系教育の実践の場として、即戦力として地域を担う若い人材の高度教育、および技術

力向上のための在職者訓練を通して地域の労働力増、地元企業のスキルアップに貢献しています。

また、160

学校の運営や卒業生

＜地域連携＞ 

公益財団法人)長野県

産業振興を目的に産学官交流、新産業創出支援、共同研究等推進、人材育成等に関わる支援事

業を行っています。ものづくり産業オープンイノベーション推進事業等に取り組んでいます。

公益財団法人)上伊那産業振興会（伊那技術形成センター）

地域企業の課題解決等の支援

校から南信工科短大に至る教育機関との連携等をとおして中小企業の人材育成を支援していま

Valley産業支援ネットワーク

上伊那地区の産業を支援する組織間の交流ネットワークです。本ネットワークは、組織間での

「顔の見える環境」「連絡の取れる体制」構築を目指す、地域産業を支援する総合的な機関です。

＜産学連携＞ 

伊那谷アグリイノベーション推進機構

信州大学農学部を中心とした伊那谷に位置する

州豊南短期大学）の知的財産

デルを創造し、豊かな健康長寿社会の構築に貢献する活動を行っています。

南信工科短大・南信工科短大振興会

高度工科系教育の実践の場として、即戦力として地域を担う若い人材の高度教育、および技術

力向上のための在職者訓練を通して地域の労働力増、地元企業のスキルアップに貢献しています。

160以上の民間企業や団体

学校の運営や卒業生の地域企業への就職を支援しています。

長野県テクノ財団

産業振興を目的に産学官交流、新産業創出支援、共同研究等推進、人材育成等に関わる支援事

業を行っています。ものづくり産業オープンイノベーション推進事業等に取り組んでいます。

上伊那産業振興会（伊那技術形成センター）

地域企業の課題解決等の支援に向け、元気ビジネス応援隊事業を推進しています。また、小学

校から南信工科短大に至る教育機関との連携等をとおして中小企業の人材育成を支援していま

産業支援ネットワーク

地区の産業を支援する組織間の交流ネットワークです。本ネットワークは、組織間での

「顔の見える環境」「連絡の取れる体制」構築を目指す、地域産業を支援する総合的な機関です。

伊那谷アグリイノベーション推進機構

農学部を中心とした伊那谷に位置する

州豊南短期大学）の知的財産を活用して、地域の農林畜産業、食

デルを創造し、豊かな健康長寿社会の構築に貢献する活動を行っています。

南信工科短大・南信工科短大振興会

高度工科系教育の実践の場として、即戦力として地域を担う若い人材の高度教育、および技術

力向上のための在職者訓練を通して地域の労働力増、地元企業のスキルアップに貢献しています。

民間企業や団体

の地域企業への就職を支援しています。
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テクノ財団 伊那テクノバレー地域センター

産業振興を目的に産学官交流、新産業創出支援、共同研究等推進、人材育成等に関わる支援事

業を行っています。ものづくり産業オープンイノベーション推進事業等に取り組んでいます。

上伊那産業振興会（伊那技術形成センター）

に向け、元気ビジネス応援隊事業を推進しています。また、小学

校から南信工科短大に至る教育機関との連携等をとおして中小企業の人材育成を支援していま

産業支援ネットワーク 

地区の産業を支援する組織間の交流ネットワークです。本ネットワークは、組織間での

「顔の見える環境」「連絡の取れる体制」構築を目指す、地域産業を支援する総合的な機関です。

伊那谷アグリイノベーション推進機構 

農学部を中心とした伊那谷に位置する

を活用して、地域の農林畜産業、食

デルを創造し、豊かな健康長寿社会の構築に貢献する活動を行っています。

南信工科短大・南信工科短大振興会 

高度工科系教育の実践の場として、即戦力として地域を担う若い人材の高度教育、および技術

力向上のための在職者訓練を通して地域の労働力増、地元企業のスキルアップに貢献しています。

民間企業や団体の会員からなる

の地域企業への就職を支援しています。

新産業技術導入を推進する枠組み

伊那テクノバレー地域センター

産業振興を目的に産学官交流、新産業創出支援、共同研究等推進、人材育成等に関わる支援事

業を行っています。ものづくり産業オープンイノベーション推進事業等に取り組んでいます。

上伊那産業振興会（伊那技術形成センター）

に向け、元気ビジネス応援隊事業を推進しています。また、小学

校から南信工科短大に至る教育機関との連携等をとおして中小企業の人材育成を支援していま

地区の産業を支援する組織間の交流ネットワークです。本ネットワークは、組織間での

「顔の見える環境」「連絡の取れる体制」構築を目指す、地域産業を支援する総合的な機関です。

農学部を中心とした伊那谷に位置する大学（飯田女子短期大学、長野県看護大学、信

を活用して、地域の農林畜産業、食

デルを創造し、豊かな健康長寿社会の構築に貢献する活動を行っています。

高度工科系教育の実践の場として、即戦力として地域を担う若い人材の高度教育、および技術

力向上のための在職者訓練を通して地域の労働力増、地元企業のスキルアップに貢献しています。

会員からなる「南信工科短大振興会」が設置されており、大

の地域企業への就職を支援しています。

新産業技術導入を推進する枠組み

伊那テクノバレー地域センター 

産業振興を目的に産学官交流、新産業創出支援、共同研究等推進、人材育成等に関わる支援事

業を行っています。ものづくり産業オープンイノベーション推進事業等に取り組んでいます。

上伊那産業振興会（伊那技術形成センター） 

に向け、元気ビジネス応援隊事業を推進しています。また、小学

校から南信工科短大に至る教育機関との連携等をとおして中小企業の人材育成を支援していま

地区の産業を支援する組織間の交流ネットワークです。本ネットワークは、組織間での

「顔の見える環境」「連絡の取れる体制」構築を目指す、地域産業を支援する総合的な機関です。

大学（飯田女子短期大学、長野県看護大学、信

を活用して、地域の農林畜産業、食品産業等を活性化する伊那谷モ

デルを創造し、豊かな健康長寿社会の構築に貢献する活動を行っています。

高度工科系教育の実践の場として、即戦力として地域を担う若い人材の高度教育、および技術

力向上のための在職者訓練を通して地域の労働力増、地元企業のスキルアップに貢献しています。

「南信工科短大振興会」が設置されており、大

の地域企業への就職を支援しています。 

新産業技術導入を推進する枠組み 

産業振興を目的に産学官交流、新産業創出支援、共同研究等推進、人材育成等に関わる支援事

業を行っています。ものづくり産業オープンイノベーション推進事業等に取り組んでいます。

に向け、元気ビジネス応援隊事業を推進しています。また、小学

校から南信工科短大に至る教育機関との連携等をとおして中小企業の人材育成を支援していま

地区の産業を支援する組織間の交流ネットワークです。本ネットワークは、組織間での

「顔の見える環境」「連絡の取れる体制」構築を目指す、地域産業を支援する総合的な機関です。

大学（飯田女子短期大学、長野県看護大学、信

品産業等を活性化する伊那谷モ

デルを創造し、豊かな健康長寿社会の構築に貢献する活動を行っています。 

高度工科系教育の実践の場として、即戦力として地域を担う若い人材の高度教育、および技術

力向上のための在職者訓練を通して地域の労働力増、地元企業のスキルアップに貢献しています。

「南信工科短大振興会」が設置されており、大

産業振興を目的に産学官交流、新産業創出支援、共同研究等推進、人材育成等に関わる支援事

業を行っています。ものづくり産業オープンイノベーション推進事業等に取り組んでいます。

に向け、元気ビジネス応援隊事業を推進しています。また、小学

校から南信工科短大に至る教育機関との連携等をとおして中小企業の人材育成を支援していま

地区の産業を支援する組織間の交流ネットワークです。本ネットワークは、組織間での

「顔の見える環境」「連絡の取れる体制」構築を目指す、地域産業を支援する総合的な機関です。

大学（飯田女子短期大学、長野県看護大学、信

品産業等を活性化する伊那谷モ

高度工科系教育の実践の場として、即戦力として地域を担う若い人材の高度教育、および技術

力向上のための在職者訓練を通して地域の労働力増、地元企業のスキルアップに貢献しています。

「南信工科短大振興会」が設置されており、大

 

産業振興を目的に産学官交流、新産業創出支援、共同研究等推進、人材育成等に関わる支援事

業を行っています。ものづくり産業オープンイノベーション推進事業等に取り組んでいます。 

に向け、元気ビジネス応援隊事業を推進しています。また、小学

校から南信工科短大に至る教育機関との連携等をとおして中小企業の人材育成を支援していま

地区の産業を支援する組織間の交流ネットワークです。本ネットワークは、組織間での

「顔の見える環境」「連絡の取れる体制」構築を目指す、地域産業を支援する総合的な機関です。 

大学（飯田女子短期大学、長野県看護大学、信

品産業等を活性化する伊那谷モ

高度工科系教育の実践の場として、即戦力として地域を担う若い人材の高度教育、および技術

力向上のための在職者訓練を通して地域の労働力増、地元企業のスキルアップに貢献しています。

「南信工科短大振興会」が設置されており、大
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 新産業技術推進ビジョンがもたらすもの(3)

新産業技術の導入は、

ではなく、それぞれの課題解決が相乗効果となって、

 

◇第

 

第

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに

対して、本市の次世代を支える「新産業

と豊富な経験とスキルを持つ中高年者とが協働して、伊那市の未来を担う「新産業の創出」をもたらす

ことが期待できます。この

ます。

第

の循環による地域経済の活性化による税収増

地域課題解決に寄与する「行政サービスの拡充」を推進することができます。行政サービスの拡充によ

って、第

環」は、第

２つの「正の循環」を構築

である「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現に強く寄与していくことになります。

新産業技術推進ビジョンがもたらすもの

新産業技術の導入は、

ではなく、それぞれの課題解決が相乗効果となって、

 

◇第1の「正の循環」：地域経済循環の活性化の実現

◇第2の「正の循環」：第

 

第1の「正の循環」は、地域経済循環

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに

対して、本市の次世代を支える「新産業

と豊富な経験とスキルを持つ中高年者とが協働して、伊那市の未来を担う「新産業の創出」をもたらす

ことが期待できます。この

ます。 

第2の「正の循環」は、第

の循環による地域経済の活性化による税収増

地域課題解決に寄与する「行政サービスの拡充」を推進することができます。行政サービスの拡充によ

って、第1の正の循環に対する

環」は、第1の正の循環を継続的に下支えする役割を担います。

２つの「正の循環」を構築

である「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現に強く寄与していくことになります。

新産業技術推進ビジョンがもたらすもの

新産業技術の導入は、5つの分野の課題解決に貢献します。それは、個々の課題を解決することだけ

ではなく、それぞれの課題解決が相乗効果となって、

の「正の循環」：地域経済循環の活性化の実現

の「正の循環」：第

の「正の循環」は、地域経済循環

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに

対して、本市の次世代を支える「新産業

と豊富な経験とスキルを持つ中高年者とが協働して、伊那市の未来を担う「新産業の創出」をもたらす

ことが期待できます。この

の「正の循環」は、第

の循環による地域経済の活性化による税収増

地域課題解決に寄与する「行政サービスの拡充」を推進することができます。行政サービスの拡充によ

の正の循環に対する

の正の循環を継続的に下支えする役割を担います。

２つの「正の循環」を構築

である「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現に強く寄与していくことになります。

図

新産業技術推進ビジョンがもたらすもの

つの分野の課題解決に貢献します。それは、個々の課題を解決することだけ

ではなく、それぞれの課題解決が相乗効果となって、

の「正の循環」：地域経済循環の活性化の実現

の「正の循環」：第1の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実

の「正の循環」は、地域経済循環

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに

対して、本市の次世代を支える「新産業

と豊富な経験とスキルを持つ中高年者とが協働して、伊那市の未来を担う「新産業の創出」をもたらす

ことが期待できます。この4分野の取組みが本市の新陳代謝を促進し、地域経済循環の活性化を実現し

の「正の循環」は、第1の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実をもたらします。第

の循環による地域経済の活性化による税収増

地域課題解決に寄与する「行政サービスの拡充」を推進することができます。行政サービスの拡充によ

の正の循環に対する、より積極的

の正の循環を継続的に下支えする役割を担います。

２つの「正の循環」を構築し、維持することは、本市の活性化とその持続に貢献し、もって目指す姿

である「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現に強く寄与していくことになります。

 2-15 新産業技術がもたらす

新産業技術推進ビジョンがもたらすもの 

つの分野の課題解決に貢献します。それは、個々の課題を解決することだけ

ではなく、それぞれの課題解決が相乗効果となって、

の「正の循環」：地域経済循環の活性化の実現

の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実

の「正の循環」は、地域経済循環の活性化実現です。新産業技術が「既存産業の活性化」に寄与

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに

対して、本市の次世代を支える「新産業時代の人材育成」が可能になります。育った新産業

と豊富な経験とスキルを持つ中高年者とが協働して、伊那市の未来を担う「新産業の創出」をもたらす

分野の取組みが本市の新陳代謝を促進し、地域経済循環の活性化を実現し

の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実をもたらします。第

の循環による地域経済の活性化による税収増がもたらされ、さらに行政業務効率化、コスト削減により、

地域課題解決に寄与する「行政サービスの拡充」を推進することができます。行政サービスの拡充によ

より積極的な政策支援が実現されることになります。第

の正の循環を継続的に下支えする役割を担います。

、維持することは、本市の活性化とその持続に貢献し、もって目指す姿

である「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現に強く寄与していくことになります。

新産業技術がもたらす

つの分野の課題解決に貢献します。それは、個々の課題を解決することだけ

ではなく、それぞれの課題解決が相乗効果となって、２つの「正

の「正の循環」：地域経済循環の活性化の実現

の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実

実現です。新産業技術が「既存産業の活性化」に寄与

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに

人材育成」が可能になります。育った新産業

と豊富な経験とスキルを持つ中高年者とが協働して、伊那市の未来を担う「新産業の創出」をもたらす

分野の取組みが本市の新陳代謝を促進し、地域経済循環の活性化を実現し

の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実をもたらします。第

がもたらされ、さらに行政業務効率化、コスト削減により、

地域課題解決に寄与する「行政サービスの拡充」を推進することができます。行政サービスの拡充によ

な政策支援が実現されることになります。第

の正の循環を継続的に下支えする役割を担います。

、維持することは、本市の活性化とその持続に貢献し、もって目指す姿

である「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現に強く寄与していくことになります。

新産業技術がもたらす2つの正の循環

つの分野の課題解決に貢献します。それは、個々の課題を解決することだけ

２つの「正の循環」を生み出す

の「正の循環」：地域経済循環の活性化の実現 

の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実

実現です。新産業技術が「既存産業の活性化」に寄与

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに

人材育成」が可能になります。育った新産業

と豊富な経験とスキルを持つ中高年者とが協働して、伊那市の未来を担う「新産業の創出」をもたらす

分野の取組みが本市の新陳代謝を促進し、地域経済循環の活性化を実現し

の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実をもたらします。第

がもたらされ、さらに行政業務効率化、コスト削減により、

地域課題解決に寄与する「行政サービスの拡充」を推進することができます。行政サービスの拡充によ

な政策支援が実現されることになります。第

の正の循環を継続的に下支えする役割を担います。 

、維持することは、本市の活性化とその持続に貢献し、もって目指す姿

である「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現に強く寄与していくことになります。

つの正の循環 

つの分野の課題解決に貢献します。それは、個々の課題を解決することだけ

生み出すことに繋がります。

の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実

実現です。新産業技術が「既存産業の活性化」に寄与

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに

人材育成」が可能になります。育った新産業

と豊富な経験とスキルを持つ中高年者とが協働して、伊那市の未来を担う「新産業の創出」をもたらす

分野の取組みが本市の新陳代謝を促進し、地域経済循環の活性化を実現し

の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実をもたらします。第

がもたらされ、さらに行政業務効率化、コスト削減により、

地域課題解決に寄与する「行政サービスの拡充」を推進することができます。行政サービスの拡充によ

な政策支援が実現されることになります。第

、維持することは、本市の活性化とその持続に貢献し、もって目指す姿

である「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現に強く寄与していくことになります。

つの分野の課題解決に貢献します。それは、個々の課題を解決することだけ

ことに繋がります。

の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実 

実現です。新産業技術が「既存産業の活性化」に寄与

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに

人材育成」が可能になります。育った新産業時代の人材

と豊富な経験とスキルを持つ中高年者とが協働して、伊那市の未来を担う「新産業の創出」をもたらす

分野の取組みが本市の新陳代謝を促進し、地域経済循環の活性化を実現し

の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実をもたらします。第

がもたらされ、さらに行政業務効率化、コスト削減により、

地域課題解決に寄与する「行政サービスの拡充」を推進することができます。行政サービスの拡充によ

な政策支援が実現されることになります。第2の「正の循

、維持することは、本市の活性化とその持続に貢献し、もって目指す姿

である「伊那に生きる、ここに暮らし続ける」の実現に強く寄与していくことになります。 

 

つの分野の課題解決に貢献します。それは、個々の課題を解決することだけ

ことに繋がります。 

実現です。新産業技術が「既存産業の活性化」に寄与

することによって、一人当たりの生産性が向上し、市民の収益向上がもたらされます。さらに「住みよ

さの向上」と相まって若者の定住が増えることが期待できます。また、定住した若者とその子供たちに

人材

と豊富な経験とスキルを持つ中高年者とが協働して、伊那市の未来を担う「新産業の創出」をもたらす

分野の取組みが本市の新陳代謝を促進し、地域経済循環の活性化を実現し

の正の循環を下支えするエコシステム環境の充実をもたらします。第1

がもたらされ、さらに行政業務効率化、コスト削減により、

地域課題解決に寄与する「行政サービスの拡充」を推進することができます。行政サービスの拡充によ

の「正の循

、維持することは、本市の活性化とその持続に貢献し、もって目指す姿
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 参考となる(2)

a.

早期対応

異音検知

予測分析によ

向上を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考となる施策

 製造業の生産性向上a.

ＩｏＴ・ＡＩ

初期の段階で

早期対応化により

次の段階では

異音検知等による

予測分析による

向上を図ります

 

 

 

施策事例 

製造業の生産性向上

ＩｏＴ・ＡＩを活用した製造工場の

では、製造設備に設置されたセンサー

化により設備の稼働率をあげて

では、データベース化された

等による加工異常検知を

る設備の予防保全や異常

ます。 

図 3

 

製造業の生産性向上 

を活用した製造工場の

設備に設置されたセンサー

設備の稼働率をあげて

データベース化された

加工異常検知を目指

予防保全や異常

3-1製造工場の

 

を活用した製造工場の製造設備の監視による生産性向上を

設備に設置されたセンサー

設備の稼働率をあげて生産性の向上を

データベース化された設備ログ情報

目指し、更に、次の段階では

予防保全や異常予測を実現し、

工場のＩｏＴ・ＡＩ

設備の監視による生産性向上を

設備に設置されたセンサー情報から設備

生産性の向上を実現します

情報等から、故障・異常の要因分析

次の段階では設備の故障や異常の発生傾向から

予測を実現し、製造設備

ＩｏＴ・ＡＩ技術導入イメージ

設備の監視による生産性向上を図る

設備の稼働状況

実現します。 

故障・異常の要因分析

設備の故障や異常の発生傾向から

設備を止めることなく稼働させ

技術導入イメージ 

図る施策事例を示します。

稼働状況等を把握し

故障・異常の要因分析や

設備の故障や異常の発生傾向から

を止めることなく稼働させ

 

施策事例を示します。

把握し、異常時への

や、設備の振動・

設備の故障や異常の発生傾向から予兆・

を止めることなく稼働させて生産性

 

施策事例を示します。 

異常時への

、設備の振動・

予兆・

生産性の

 

 

 第3章

本章では、第

要及び具体的な施策内容について示します。

 

1. 既存産業

 施策概要(1)

適用分野

概要： 
  新産業技術と既存産業

化します。主要な適用範囲は、製造業、農林業、観光業とします。

 
＜製造業

●本市のものづくり

性を向上させるとともに

●新産業技術の活用を通して、営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体で生

産性向上やコスト削減、付加価値向上

●人流

や付加価値化を実現します。

●農林業において、新産業技術とセンサー技術の活用を促進し、機械のロボット化、自動運転、栽培ノ

ウハウの継承等

●農林業と製造業との

創ります。

 
＜観光業＞

●伊那の優れた観光資源に新産業技術を活用して

ビス環境を実現し、日本全国さらには海外に及ぶ伊那のファンを創ります。

● 重要業績評価指標（

既存産業

 
 

 ビジョン実現に向けた適用分野と施策

本章では、第2章で述べられた新産業技術推進ビジョンの

及び具体的な施策内容について示します。

既存産業活性化

施策概要 

適用分野 

 
新産業技術と既存産業

化します。主要な適用範囲は、製造業、農林業、観光業とします。

＜製造業・農林業＞

本市のものづくり

性を向上させるとともに

新産業技術の活用を通して、営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体で生

産性向上やコスト削減、付加価値向上

人流・物流インフラへの新産業技術（自動運転、ドローン活用等）の適用によって、物流コスト削減

や付加価値化を実現します。

農林業において、新産業技術とセンサー技術の活用を促進し、機械のロボット化、自動運転、栽培ノ

ウハウの継承等

農林業と製造業との

創ります。 

＜観光業＞ 
伊那の優れた観光資源に新産業技術を活用して

ビス環境を実現し、日本全国さらには海外に及ぶ伊那のファンを創ります。

重要業績評価指標（

既存産業活性化における

 重要業績評価指標（

 目標値(平成

ビジョン実現に向けた適用分野と施策

章で述べられた新産業技術推進ビジョンの

及び具体的な施策内容について示します。

活性化 

新産業技術と既存産業の強みとを掛け合わせることによって、伊那市の産業における事業力、

化します。主要な適用範囲は、製造業、農林業、観光業とします。

農林業＞ 
本市のものづくり力に新産業技術とセンサー技術を組み合

性を向上させるとともに

新産業技術の活用を通して、営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体で生

産性向上やコスト削減、付加価値向上

インフラへの新産業技術（自動運転、ドローン活用等）の適用によって、物流コスト削減

や付加価値化を実現します。

農林業において、新産業技術とセンサー技術の活用を促進し、機械のロボット化、自動運転、栽培ノ

ウハウの継承等による作業の効率化、省力化を図ります。

農林業と製造業との流通・販売業

 

伊那の優れた観光資源に新産業技術を活用して

ビス環境を実現し、日本全国さらには海外に及ぶ伊那のファンを創ります。

重要業績評価指標（ＫＰＩ

活性化における重要業績評価指標（

重要業績評価指標（ＫＰＩ

平成 34 年(2022

ビジョン実現に向けた適用分野と施策

章で述べられた新産業技術推進ビジョンの

及び具体的な施策内容について示します。

の強みとを掛け合わせることによって、伊那市の産業における事業力、

化します。主要な適用範囲は、製造業、農林業、観光業とします。

に新産業技術とセンサー技術を組み合

性を向上させるとともに、熟練者のノウハウを継承して競争力の維持を図ります。

新産業技術の活用を通して、営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体で生

産性向上やコスト削減、付加価値向上

インフラへの新産業技術（自動運転、ドローン活用等）の適用によって、物流コスト削減

や付加価値化を実現します。 
農林業において、新産業技術とセンサー技術の活用を促進し、機械のロボット化、自動運転、栽培ノ

よる作業の効率化、省力化を図ります。

流通・販売業による

伊那の優れた観光資源に新産業技術を活用して

ビス環境を実現し、日本全国さらには海外に及ぶ伊那のファンを創ります。

ＫＰＩ）と目標値 
重要業績評価指標（

ＫＰＩ）：既存産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数

(2022 年)）：25 件（

ビジョン実現に向けた適用分野と施策 

章で述べられた新産業技術推進ビジョンの

及び具体的な施策内容について示します。 

の強みとを掛け合わせることによって、伊那市の産業における事業力、

化します。主要な適用範囲は、製造業、農林業、観光業とします。

施策概要

に新産業技術とセンサー技術を組み合

ノウハウを継承して競争力の維持を図ります。

新産業技術の活用を通して、営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体で生

産性向上やコスト削減、付加価値向上、収益力向上

インフラへの新産業技術（自動運転、ドローン活用等）の適用によって、物流コスト削減

農林業において、新産業技術とセンサー技術の活用を促進し、機械のロボット化、自動運転、栽培ノ

よる作業の効率化、省力化を図ります。

による 6 次産業化を実現し、サプライチェーン上に複数の収益源を

伊那の優れた観光資源に新産業技術を活用して、

ビス環境を実現し、日本全国さらには海外に及ぶ伊那のファンを創ります。

 
重要業績評価指標（ＫＰＩ

）：既存産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数

件（5 年間累計）

章で述べられた新産業技術推進ビジョンの5つの

既存産業

の強みとを掛け合わせることによって、伊那市の産業における事業力、

化します。主要な適用範囲は、製造業、農林業、観光業とします。 

施策概要 

に新産業技術とセンサー技術を組み合わせ、作業の効率化、省力化を通

ノウハウを継承して競争力の維持を図ります。

新産業技術の活用を通して、営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体で生

、収益力向上を図ります。

インフラへの新産業技術（自動運転、ドローン活用等）の適用によって、物流コスト削減

農林業において、新産業技術とセンサー技術の活用を促進し、機械のロボット化、自動運転、栽培ノ

よる作業の効率化、省力化を図ります。 
次産業化を実現し、サプライチェーン上に複数の収益源を

、効果的な情報発信と個客の特性に適合した受入サー

ビス環境を実現し、日本全国さらには海外に及ぶ伊那のファンを創ります。

ＫＰＩ）と目標値

）：既存産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数

年間累計） 

つの分野について、各適用分野での施策概

既存産業活性化 

の強みとを掛け合わせることによって、伊那市の産業における事業力、

 

せ、作業の効率化、省力化を通

ノウハウを継承して競争力の維持を図ります。

新産業技術の活用を通して、営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体で生

を図ります。 
インフラへの新産業技術（自動運転、ドローン活用等）の適用によって、物流コスト削減

農林業において、新産業技術とセンサー技術の活用を促進し、機械のロボット化、自動運転、栽培ノ

次産業化を実現し、サプライチェーン上に複数の収益源を

効果的な情報発信と個客の特性に適合した受入サー

ビス環境を実現し、日本全国さらには海外に及ぶ伊那のファンを創ります。

値は、以下のとおりです。

）：既存産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数

分野について、各適用分野での施策概

の強みとを掛け合わせることによって、伊那市の産業における事業力、

せ、作業の効率化、省力化を通

ノウハウを継承して競争力の維持を図ります。 
新産業技術の活用を通して、営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体で生

インフラへの新産業技術（自動運転、ドローン活用等）の適用によって、物流コスト削減

農林業において、新産業技術とセンサー技術の活用を促進し、機械のロボット化、自動運転、栽培ノ

次産業化を実現し、サプライチェーン上に複数の収益源を

効果的な情報発信と個客の特性に適合した受入サー

ビス環境を実現し、日本全国さらには海外に及ぶ伊那のファンを創ります。 

は、以下のとおりです。

）：既存産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数

分野について、各適用分野での施策概

の強みとを掛け合わせることによって、伊那市の産業における事業力、競争力を強

せ、作業の効率化、省力化を通して生産

 
新産業技術の活用を通して、営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体で生

インフラへの新産業技術（自動運転、ドローン活用等）の適用によって、物流コスト削減

農林業において、新産業技術とセンサー技術の活用を促進し、機械のロボット化、自動運転、栽培ノ

次産業化を実現し、サプライチェーン上に複数の収益源を

効果的な情報発信と個客の特性に適合した受入サー

は、以下のとおりです。 
）：既存産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数

 

分野について、各適用分野での施策概

競争力を強

して生産

新産業技術の活用を通して、営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体で生

インフラへの新産業技術（自動運転、ドローン活用等）の適用によって、物流コスト削減

農林業において、新産業技術とセンサー技術の活用を促進し、機械のロボット化、自動運転、栽培ノ

次産業化を実現し、サプライチェーン上に複数の収益源を

効果的な情報発信と個客の特性に適合した受入サー

）：既存産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数 
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異音検知

予測分析によ

向上を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考となる施策

 製造業の生産性向上a.

ＩｏＴ・ＡＩ

初期の段階で

早期対応化により

次の段階では

異音検知等による

予測分析による

向上を図ります

 

 

 

施策事例 

製造業の生産性向上

ＩｏＴ・ＡＩを活用した製造工場の

では、製造設備に設置されたセンサー

化により設備の稼働率をあげて

では、データベース化された

等による加工異常検知を

る設備の予防保全や異常

ます。 

図 3

 

製造業の生産性向上 

を活用した製造工場の

設備に設置されたセンサー

設備の稼働率をあげて

データベース化された

加工異常検知を目指

予防保全や異常

3-1製造工場の

 

を活用した製造工場の製造設備の監視による生産性向上を

設備に設置されたセンサー

設備の稼働率をあげて生産性の向上を

データベース化された設備ログ情報

目指し、更に、次の段階では

予防保全や異常予測を実現し、

工場のＩｏＴ・ＡＩ

設備の監視による生産性向上を

設備に設置されたセンサー情報から設備

生産性の向上を実現します

情報等から、故障・異常の要因分析

次の段階では設備の故障や異常の発生傾向から

予測を実現し、製造設備

ＩｏＴ・ＡＩ技術導入イメージ

設備の監視による生産性向上を図る

設備の稼働状況

実現します。 

故障・異常の要因分析

設備の故障や異常の発生傾向から

設備を止めることなく稼働させ

技術導入イメージ 

図る施策事例を示します。

稼働状況等を把握し

故障・異常の要因分析や

設備の故障や異常の発生傾向から

を止めることなく稼働させ

 

施策事例を示します。

把握し、異常時への

や、設備の振動・

設備の故障や異常の発生傾向から予兆・

を止めることなく稼働させて生産性

 

施策事例を示します。 

異常時への

、設備の振動・

予兆・

生産性の
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d.

に生産するシステムとして注目されています。従来型農業の栽培方法では、種まきから収穫までに数

カ月を要し

の栽培等によって出荷サイクルの短縮が可能となり

なります。

に農産物の注文を聞くなど、

高原野菜など）生産に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

ボットを作業現場に導入することで、

されています。また、比較的重い荷物を上げる力が弱い女性などでも作業が行えることで

減少対策としても期待されています。

る事例があり、国の支援も

運搬などの作業、また、農林業において農作物や材木の運搬や機材の運搬などの作業に利用すること

で作業の効率化や労働力の

 

 

 

 

 植物工場での農産物生産による新規販路開拓d.

植物工場とは、農産物の生長に最適な環境条件を再現し、安全で均質な農産物を短期間で、安定的
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示します。
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（出典）伊那市新産業技術推進協議会

「林業分野でのドローン活用に向けた実証実験

ドローンを活用したワイヤ張り作業イメージ

インバウンド観光の体験価値向上 

通じた地域の魅力の情報発信や、外国人観光客等の受入環境を整備し、

光コンテンツを楽しめるようにすること、さらに外国人観光客の行動履歴や購買履歴を分析すること

で新たな観光コンテンツの掘り起し等、図 3-6に観光産業の拡大に向けた主要活動の

に主要活動の施策例を示します。

観光産業拡大に向けた

林業分野でのドローン活用（現状の本市の取組例） 

本市の新産業技術推進協議会・ドローン活用作業部会では、林業分野でのドローン活用方法として、

木材伐採現場での架線作業にドローンを用いる実証実験を行っています。

伐採現場で、造材された木材を集積場である土場に集材するため、木材搬出用のワイヤ張り（索張

を行いますが、従来は人力で行われていました。このワイヤ張りの
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ワイヤを重機で巻き取り架線する方法です。ドローンを活用したワイヤ張り作業イメージを

新産業技術推進協議会

林業分野でのドローン活用に向けた実証実験

ドローンを活用したワイヤ張り作業イメージ
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光コンテンツを楽しめるようにすること、さらに外国人観光客の行動履歴や購買履歴を分析すること

に観光産業の拡大に向けた主要活動の

に主要活動の施策例を示します。 
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伐採現場で、造材された木材を集積場である土場に集材するため、木材搬出用のワイヤ張り（索張
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に観光産業の拡大に向けた主要活動の
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力ではなくドローンを活用する方法を検討しています。ドローンで先柱まで紐を運び、紐につながる

ワイヤを重機で巻き取り架線する方法です。ドローンを活用したワイヤ張り作業イメージを図 3-5

ドローン活用作業部会 
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通じた地域の魅力の情報発信や、外国人観光客等の受入環境を整備し、安心して観

光コンテンツを楽しめるようにすること、さらに外国人観光客の行動履歴や購買履歴を分析すること
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参考となる施策

 地元の企業連携による「完全地産」の新事業創出a.

地域経済の活性化に向けて、

梱包までの全て

での雇用を生み出す

具体的には、お土産

「製造業ご当地お土産プロジェクト」

業連携によって、

製品まで作り上げ

が可能で、アイディアから

技術や新産業を生み、製造業と地域

期待されます。

                    

施策事例 

企業連携による「完全地産」の新事業創出

地域経済の活性化に向けて、

の全ての工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ

での雇用を生み出す原動力とする取組みがあります

具体的には、お土産を地元企業が連携し

ご当地お土産プロジェクト」

業連携によって、特長的なおもちゃの

作り上げる事業で

アイディアから

新産業を生み、製造業と地域

期待されます。 

図 3-

                        （花弁が開く

図 3-9 「製造業ご当地お土産プロジェクト」

企業連携による「完全地産」の新事業創出

地域経済の活性化に向けて、地域企業

の工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ

原動力とする取組みがあります

地元企業が連携し

ご当地お土産プロジェクト」

特長的なおもちゃの

る事業です。この様な「完全地産」の仕組みは、新たな

アイディアから最終製品までの

新産業を生み、製造業と地域経済を活性化させ

-8 地元の企業連携による「完全地産」

花弁が開くコマ

「製造業ご当地お土産プロジェクト」

企業連携による「完全地産」の新事業創出

企業が連携し、

の工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ

原動力とする取組みがあります

地元企業が連携し「完全地産」

ご当地お土産プロジェクト」が推進されて

特長的なおもちゃのコマや、地域の

この様な「完全地産」の仕組みは、新たな

最終製品までの製品化の

経済を活性化させ

地元の企業連携による「完全地産」

コマ）                  

「製造業ご当地お土産プロジェクト」

企業連携による「完全地産」の新事業創出（現状の本市の取組例）

、企画や設計・デザインから金型、部品加工、組立、

の工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ

原動力とする取組みがあります。 

「完全地産」によって

推進されています。デザイン・設計企業を中核とした地域企

、地域の産物を加工した

この様な「完全地産」の仕組みは、新たな

の繰り返しにより

経済を活性化させて、若者や高齢者、福祉雇用につながることが

（出典）「製造業ご当地お土産プロジェクト

地元の企業連携による「完全地産」

                  （組立式のカラクリおもちゃ）

（出典）「製造業ご当地お土産プロジェクト」

「製造業ご当地お土産プロジェクト」事業の開発製品例

（現状の本市の取組例）

設計・デザインから金型、部品加工、組立、

の工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ

によって地域内で最終製品

デザイン・設計企業を中核とした地域企

を加工した食品等

この様な「完全地産」の仕組みは、新たなアイディア

により経験知を

、若者や高齢者、福祉雇用につながることが
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食品等、ご当地の
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、若者や高齢者、福祉雇用につながることが
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デザイン・設計企業を中核とした地域企
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2. 伊那新産業創出

 施策概要(1)

適用分野

概要： 

  本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

業技術を融合させることによって

を創出します。

 

＜新産業

●ものづくり企業

は、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出する手段とし

て新産業技術を活用します。

●新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と

創出を図ります。

●豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業の拡大

を図ります。

●若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出

●新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト

（製造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

● 重要業績評価指標（

伊那新産業創出

 

 

 

 

伊那新産業創出

施策概要 

適用分野 

 

市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

業技術を融合させることによって

を創出します。 

＜新産業・事業創生＞

ものづくり企業

は、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出する手段とし

て新産業技術を活用します。

新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と

創出を図ります。

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業の拡大

を図ります。

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト

（製造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

重要業績評価指標（

伊那新産業創出

 重要業績評価指標（

 目標値（平成

 

伊那新産業創出  

市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

業技術を融合させることによって

事業創生＞ 

ものづくり企業の連携や

は、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出する手段とし

て新産業技術を活用します。

新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と

創出を図ります。 

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業の拡大

を図ります。 

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト

（製造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

重要業績評価指標（ＫＰＩ

伊那新産業創出における重要業績評価指標（

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

平成34年(2022

 

市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

業技術を融合させることによって、伊那市に新しい産業

の連携や、農業と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合

は、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出する手段とし

て新産業技術を活用します。 

新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業の拡大

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト

（製造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

ＫＰＩ）と目標値 

における重要業績評価指標（

ＫＰＩ） ：新産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数

(2022年)）：10

 

市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

伊那市に新しい産業

施策概要

と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合

は、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出する手段とし

新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業の拡大

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト

（製造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

 

における重要業績評価指標（ＫＰＩ

：新産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数

10件（5年間累計）

伊那新産業創出

市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

伊那市に新しい産業等を生み出します。幅広い年齢層で新たな雇用機会

施策概要 

と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合

は、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出する手段とし

新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と、製造業との連携によるヘルスケア分野等の新事業

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業の拡大

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト

（製造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。

：新産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数

年間累計） 

伊那新産業創出 

市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合

を生み出します。幅広い年齢層で新たな雇用機会

と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合

は、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出する手段とし

製造業との連携によるヘルスケア分野等の新事業

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業の拡大

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト

（製造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

）と目標値は、以下のとおりです。

：新産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数

市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合わせ、さらにそこに新産

を生み出します。幅広い年齢層で新たな雇用機会

と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合わせ、流通において

は、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出する手段とし

製造業との連携によるヘルスケア分野等の新事業

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業の拡大

若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出します。

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト

（製造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。

）と目標値は、以下のとおりです。

：新産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数

らにそこに新産

を生み出します。幅広い年齢層で新たな雇用機会

せ、流通において

は、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出する手段とし

製造業との連携によるヘルスケア分野等の新事業

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業の拡大

。 

新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト 

（製造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。 

）と目標値は、以下のとおりです。 

：新産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数

 

らにそこに新産

を生み出します。幅広い年齢層で新たな雇用機会

せ、流通において

は、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出する手段とし

製造業との連携によるヘルスケア分野等の新事業

豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業の拡大

 

：新産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数 
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 参考となる(2)
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業連携によって、
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が
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期待されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

参考となる施策

 地元の企業連携による「完全地産」の新事業創出a.

地域経済の活性化に向けて、

梱包までの全て

での雇用を生み出す

具体的には、お土産

「製造業ご当地お土産プロジェクト」

業連携によって、

製品まで作り上げ

が可能で、アイディアから

技術や新産業を生み、製造業と地域

期待されます。

                    

施策事例 

企業連携による「完全地産」の新事業創出

地域経済の活性化に向けて、

の全ての工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ

での雇用を生み出す原動力とする取組みがあります

具体的には、お土産を地元企業が連携し

ご当地お土産プロジェクト」

業連携によって、特長的なおもちゃの

作り上げる事業で

アイディアから

新産業を生み、製造業と地域

期待されます。 

図 3-

                        （花弁が開く

図 3-9 「製造業ご当地お土産プロジェクト」

企業連携による「完全地産」の新事業創出

地域経済の活性化に向けて、地域企業

の工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ

原動力とする取組みがあります

地元企業が連携し

ご当地お土産プロジェクト」

特長的なおもちゃの

る事業です。この様な「完全地産」の仕組みは、新たな

アイディアから最終製品までの

新産業を生み、製造業と地域経済を活性化させ

-8 地元の企業連携による「完全地産」

花弁が開くコマ

「製造業ご当地お土産プロジェクト」

企業連携による「完全地産」の新事業創出

企業が連携し、

の工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ

原動力とする取組みがあります

地元企業が連携し「完全地産」

ご当地お土産プロジェクト」が推進されて

特長的なおもちゃのコマや、地域の

この様な「完全地産」の仕組みは、新たな

最終製品までの製品化の

経済を活性化させ

地元の企業連携による「完全地産」

コマ）                  

「製造業ご当地お土産プロジェクト」

企業連携による「完全地産」の新事業創出（現状の本市の取組例）

、企画や設計・デザインから金型、部品加工、組立、

の工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ

原動力とする取組みがあります。 

「完全地産」によって

推進されています。デザイン・設計企業を中核とした地域企

、地域の産物を加工した

この様な「完全地産」の仕組みは、新たな

の繰り返しにより

経済を活性化させて、若者や高齢者、福祉雇用につながることが

（出典）「製造業ご当地お土産プロジェクト

地元の企業連携による「完全地産」

                  （組立式のカラクリおもちゃ）

（出典）「製造業ご当地お土産プロジェクト」

「製造業ご当地お土産プロジェクト」事業の開発製品例

（現状の本市の取組例）

設計・デザインから金型、部品加工、組立、

の工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ

によって地域内で最終製品

デザイン・設計企業を中核とした地域企

を加工した食品等

この様な「完全地産」の仕組みは、新たなアイディア

により経験知を

、若者や高齢者、福祉雇用につながることが

製造業ご当地お土産プロジェクト

地元の企業連携による「完全地産」の考え方 

（組立式のカラクリおもちゃ）

「製造業ご当地お土産プロジェクト」

事業の開発製品例

（現状の本市の取組例） 

設計・デザインから金型、部品加工、組立、

の工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ

地域内で最終製品として

デザイン・設計企業を中核とした地域企

食品等、ご当地の

アイディアへ

経験知を増やすことで

、若者や高齢者、福祉雇用につながることが

製造業ご当地お土産プロジェクト

 

（組立式のカラクリおもちゃ）

「製造業ご当地お土産プロジェクト」

事業の開発製品例 

設計・デザインから金型、部品加工、組立、

の工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ、地域

として作りあげる

デザイン・設計企業を中核とした地域企

、ご当地のお土産を最終

への迅速な対応

増やすことで、やがて新

、若者や高齢者、福祉雇用につながることが

製造業ご当地お土産プロジェクト」 Webサイト

（組立式のカラクリおもちゃ） 

「製造業ご当地お土産プロジェクト」Webサイト

 

設計・デザインから金型、部品加工、組立、

、地域

作りあげる

デザイン・設計企業を中核とした地域企

を最終

対応

、やがて新

、若者や高齢者、福祉雇用につながることが

サイト 

サイト 
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 参考となる施策事例(2)

地域内経済

事業の創出」には、「人の流れ」と「物の流れ

など商業施設での買い物や公共施設への移動のための「人の流れ」と商業施設から商品を配達するなど

「物の流れ」により、地域内の「人と物の流れ」

いきます。

本市では、これらに向け、ドローン物流の実証実験や道の駅を利用した中山間地域での自動運転の実

証実験に取り組んでおり、それらについても紹介します。

 

a.

ます。

て、たとえば、下記の例が考えられます。

ステムの案ですが、このように「ドローン」や「自動運転」を用いた物流が検討されています。

の配送を行い、倉庫から各事務所や住宅には自動運転で走行するトラックを用いて物を運び、さらに

は地域間の物流については、複数の自動運転で走行するトラックが隊列を組み、トラックとトラック

の間を連携して隊列を守り走行することで効率を上げる検討もされています。

参考となる施策事例

地域内経済の活性化を進めるために、「生活環境ニーズに基づいた経

事業の創出」には、「人の流れ」と「物の流れ

ど商業施設での買い物や公共施設への移動のための「人の流れ」と商業施設から商品を配達するなど

「物の流れ」により、地域内の「人と物の流れ」

いきます。 

本市では、これらに向け、ドローン物流の実証実験や道の駅を利用した中山間地域での自動運転の実

証実験に取り組んでおり、それらについても紹介します。

 

 生活環境ニーズに基づいた経済流通を活性化させるサーa.

このサービス創出に向け活用できそうな新産業技術として、

ます。 

地域内経済循環の活性化を進めるために、「人流」と「物流」の２つの視点での具体的な施策案とし

て、たとえば、下記の例が考えられます。

図3-10「高度な物流システム」は、経済産業省「新産業構造ビジョン」に記載された高度な物流シ

ステムの案ですが、このように「ドローン」や「自動運転」を用いた物流が検討されています。

この例では、山間部など地上からでは効率の悪い運搬になってしまう地域ではドローンにより荷物

の配送を行い、倉庫から各事務所や住宅には自動運転で走行するトラックを用いて物を運び、さらに

は地域間の物流については、複数の自動運転で走行するトラックが隊列を組み、トラックとトラック

の間を連携して隊列を守り走行することで効率を上げる検討もされています。

 

参考となる施策事例 

の活性化を進めるために、「生活環境ニーズに基づいた経

事業の創出」には、「人の流れ」と「物の流れ

ど商業施設での買い物や公共施設への移動のための「人の流れ」と商業施設から商品を配達するなど

「物の流れ」により、地域内の「人と物の流れ」

本市では、これらに向け、ドローン物流の実証実験や道の駅を利用した中山間地域での自動運転の実

証実験に取り組んでおり、それらについても紹介します。

生活環境ニーズに基づいた経済流通を活性化させるサー

このサービス創出に向け活用できそうな新産業技術として、

地域内経済循環の活性化を進めるために、「人流」と「物流」の２つの視点での具体的な施策案とし

て、たとえば、下記の例が考えられます。

「高度な物流システム」は、経済産業省「新産業構造ビジョン」に記載された高度な物流シ

ステムの案ですが、このように「ドローン」や「自動運転」を用いた物流が検討されています。

この例では、山間部など地上からでは効率の悪い運搬になってしまう地域ではドローンにより荷物

の配送を行い、倉庫から各事務所や住宅には自動運転で走行するトラックを用いて物を運び、さらに

は地域間の物流については、複数の自動運転で走行するトラックが隊列を組み、トラックとトラック

の間を連携して隊列を守り走行することで効率を上げる検討もされています。

の活性化を進めるために、「生活環境ニーズに基づいた経

事業の創出」には、「人の流れ」と「物の流れ

ど商業施設での買い物や公共施設への移動のための「人の流れ」と商業施設から商品を配達するなど

「物の流れ」により、地域内の「人と物の流れ」

本市では、これらに向け、ドローン物流の実証実験や道の駅を利用した中山間地域での自動運転の実

証実験に取り組んでおり、それらについても紹介します。

生活環境ニーズに基づいた経済流通を活性化させるサー

このサービス創出に向け活用できそうな新産業技術として、

地域内経済循環の活性化を進めるために、「人流」と「物流」の２つの視点での具体的な施策案とし

て、たとえば、下記の例が考えられます。

「高度な物流システム」は、経済産業省「新産業構造ビジョン」に記載された高度な物流シ

ステムの案ですが、このように「ドローン」や「自動運転」を用いた物流が検討されています。

この例では、山間部など地上からでは効率の悪い運搬になってしまう地域ではドローンにより荷物

の配送を行い、倉庫から各事務所や住宅には自動運転で走行するトラックを用いて物を運び、さらに

は地域間の物流については、複数の自動運転で走行するトラックが隊列を組み、トラックとトラック

の間を連携して隊列を守り走行することで効率を上げる検討もされています。

図 3-

の活性化を進めるために、「生活環境ニーズに基づいた経

事業の創出」には、「人の流れ」と「物の流れ」の２つの視点での施策が必要になります。地域の商店

ど商業施設での買い物や公共施設への移動のための「人の流れ」と商業施設から商品を配達するなど

「物の流れ」により、地域内の「人と物の流れ」を活発

本市では、これらに向け、ドローン物流の実証実験や道の駅を利用した中山間地域での自動運転の実

証実験に取り組んでおり、それらについても紹介します。

生活環境ニーズに基づいた経済流通を活性化させるサー

このサービス創出に向け活用できそうな新産業技術として、

地域内経済循環の活性化を進めるために、「人流」と「物流」の２つの視点での具体的な施策案とし

て、たとえば、下記の例が考えられます。 

「高度な物流システム」は、経済産業省「新産業構造ビジョン」に記載された高度な物流シ

ステムの案ですが、このように「ドローン」や「自動運転」を用いた物流が検討されています。

この例では、山間部など地上からでは効率の悪い運搬になってしまう地域ではドローンにより荷物

の配送を行い、倉庫から各事務所や住宅には自動運転で走行するトラックを用いて物を運び、さらに

は地域間の物流については、複数の自動運転で走行するトラックが隊列を組み、トラックとトラック

の間を連携して隊列を守り走行することで効率を上げる検討もされています。

（出典）経済産業省「新産業構造ビジョン」（平成

-10 高度な物流システム

の活性化を進めるために、「生活環境ニーズに基づいた経

」の２つの視点での施策が必要になります。地域の商店

ど商業施設での買い物や公共施設への移動のための「人の流れ」と商業施設から商品を配達するなど

を活発化し、それ

本市では、これらに向け、ドローン物流の実証実験や道の駅を利用した中山間地域での自動運転の実

証実験に取り組んでおり、それらについても紹介します。 

生活環境ニーズに基づいた経済流通を活性化させるサー

このサービス創出に向け活用できそうな新産業技術として、「自動運転」や「ドローン」が考えられ

地域内経済循環の活性化を進めるために、「人流」と「物流」の２つの視点での具体的な施策案とし

「高度な物流システム」は、経済産業省「新産業構造ビジョン」に記載された高度な物流シ

ステムの案ですが、このように「ドローン」や「自動運転」を用いた物流が検討されています。

この例では、山間部など地上からでは効率の悪い運搬になってしまう地域ではドローンにより荷物

の配送を行い、倉庫から各事務所や住宅には自動運転で走行するトラックを用いて物を運び、さらに

は地域間の物流については、複数の自動運転で走行するトラックが隊列を組み、トラックとトラック

の間を連携して隊列を守り走行することで効率を上げる検討もされています。

（出典）経済産業省「新産業構造ビジョン」（平成

物流システム 

の活性化を進めるために、「生活環境ニーズに基づいた経済流通を活性化させるサービス
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第 3回の実験では、ドローンポートシステムの統合検証を目的として、物流、通信、ドローン技術

開発事業者の協力による片道2kmほどの荷物輸送実験が行われ、他社システムとの接続・動作が確認

されました。なお、公開実験では飛行中の機体に異常が検知され実験は中断となりましたが、これに

よって緊急時の安全機能が正常に作動することが確認されました。 

 

 

 

（出典）国土交通省「物流用ドローンポートシステムの検証実験」プレスリリース（平成29年9月） 

図 3-12 物流用ドローンポートシステムの検証実験の概要 
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す。 
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道の駅「南アルプスむら長谷」と市長谷総合支所の間の往復約5キロメートルを5日にわたって走行

しました。 
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第 3回の実験では、ドローンポートシステムの統合検証を目的として、物流、通信、ドローン技術

開発事業者の協力による片道2kmほどの荷物輸送実験が行われ、他社システムとの接続・動作が確認

されました。なお、公開実験では飛行中の機体に異常が検知され実験は中断となりましたが、これに

よって緊急時の安全機能が正常に作動することが確認されました。 

 

 

 

（出典）国土交通省「物流用ドローンポートシステムの検証実験」プレスリリース（平成29年9月） 

図 3-12 物流用ドローンポートシステムの検証実験の概要 

 自動運転の実証実験 

図3-13のように、国土交通省では、平成29年度から道の駅を拠点として自動運転で中山間地域の

人流・物流を確保する実証実験に取り組んでいます。この実験では、道の駅を拠点とした自動運転に

より、貨客混載による「物流の確保」および「生活の足の確保」と、「地域の活性化」を目指すもので

す。 

本市では、国土交通省「中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス 実証実験」の

実証地域の一つに選定され、平成30年2月に本市長谷地区において自動運転の実証実験を行いました。

道の駅「南アルプスむら長谷」と市長谷総合支所の間の往復約5キロメートルを5日にわたって走行

しました。 
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労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（
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療の更なる発展が期待されます。

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

担は大幅に減少すると期待されています。

る環境があれば、

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

（出典）厚生労働省

 

 

 生活環境を改善する市民サービスの開拓c.

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（

0714第4号）通知に

療の更なる発展が期待されます。

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

担は大幅に減少すると期待されています。

この遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し

る環境があれば、

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

 

（出典）厚生労働省

 

生活環境を改善する市民サービスの開拓

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（

号）通知において

療の更なる発展が期待されます。

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

担は大幅に減少すると期待されています。

遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し

る環境があれば、そこに患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

（出典）厚生労働省 第１回新たな医

 

生活環境を改善する市民サービスの開拓

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（

おいて、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

療の更なる発展が期待されます。 

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

担は大幅に減少すると期待されています。

遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

第１回新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成

図 3-14

 

生活環境を改善する市民サービスの開拓 

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（

、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

担は大幅に減少すると期待されています。 

遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成

14 在宅医療（テレケア）

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（

、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成

在宅医療（テレケア）

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（2017

、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成

在宅医療（テレケア） 

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

2017 年 7 月

、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し医師と通信でき

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。 

療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

月 14 日付医政発

、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

医師と通信でき

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成28年10月）

 

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

日付医政発

、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

医師と通信でき

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典)

 

 

図 

 

)国土交通省

 3-13 中山間地域における道の駅などを拠点とした自動運転サービス

 

国土交通省「中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス

長谷地区の実証実験ルートを走る自動運転車

中山間地域における道の駅などを拠点とした自動運転サービス

 

中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス

長谷地区の実証実験ルートを走る自動運転車

中山間地域における道の駅などを拠点とした自動運転サービス

中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス

長谷地区の実証実験ルートを走る自動運転車

中山間地域における道の駅などを拠点とした自動運転サービス

中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス

 

長谷地区の実証実験ルートを走る自動運転車 

中山間地域における道の駅などを拠点とした自動運転サービス

中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス

長谷地区の実証実験ルートを走る自動運転車 

中山間地域における道の駅などを拠点とした自動運転サービス 

 

中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス 実証実験

 

 

実証実験」 

伊那市 新産業技術推進ビジョン

42



 

 

c.

労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（

0714

療の更なる発展が期待されます。

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

担は大幅に減少すると期待されています。

る環境があれば、

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

（出典）厚生労働省

 

 

 生活環境を改善する市民サービスの開拓c.

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（

0714第4号）通知に

療の更なる発展が期待されます。

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

担は大幅に減少すると期待されています。

この遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し

る環境があれば、

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

 

（出典）厚生労働省

 

生活環境を改善する市民サービスの開拓

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（

号）通知において

療の更なる発展が期待されます。

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

担は大幅に減少すると期待されています。

遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し

る環境があれば、そこに患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

（出典）厚生労働省 第１回新たな医

 

生活環境を改善する市民サービスの開拓

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（

おいて、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

療の更なる発展が期待されます。 

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

担は大幅に減少すると期待されています。

遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

第１回新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成

図 3-14

 

生活環境を改善する市民サービスの開拓 

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（

、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

担は大幅に減少すると期待されています。 

遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成

14 在宅医療（テレケア）

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（

、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成

在宅医療（テレケア）

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）」（2017

、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成

在宅医療（テレケア） 

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

2017 年 7 月

、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し医師と通信でき

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。 

療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

月 14 日付医政発

、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

医師と通信でき

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成28年10月）

 

「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生

日付医政発

、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診

たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）

を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負

医師と通信でき

に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え

月） 

伊那市 新産業技術推進ビジョン

43



 

 

 参考となる施策事例(2)

行政業務の効率化、コスト

持管理にドローンを活用する事例や

る事例を取り上げます。

また、行政サービスの拡充に新産業技術を活用する事例として、

方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを

活用した探索などの事例を説明します。

 

a.

率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成

7 

会インフラロボットの実証実験を実施し、

実用化に向けた技術開発などが進んでいます。
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 ドローンによる施設（橋梁など）の点検a.

橋梁などの多くの施設で進行する老朽化や風水害等の災害による被害に対し、

率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成

7 月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を共同設置し、現場における次世代社

会インフラロボットの実証実験を実施し、

●人が近接することが困難な点検箇所へ近接し、写真や動画等を取得

●複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握

その後の再点検のために損傷の程度や位置等を確認しやすく整理

●人が点検する前に、橋梁の全体的な損傷状況を把握することで、重点的に把握すべき箇所を

認識し、重大な損傷の早期発見・対策

●点検調書を作成

利用する効果

●点検調書で利用する写真の他にも、場所と時間の情報が付与された写真データと共に、

平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を

把握しやすく

●高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、

ロボットにより取得した写真等より

を省き、安全性向上・効率化

上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、

実用化に向けた技術開発などが進んでいます。
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上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

のドローンとカメラの例

削減の新産業技術を活用した施策事例として、橋梁などの施設の点検や

スマートメーターと広域無線を活用して水道の検針の効率化を図

また、行政サービスの拡充に新産業技術を活用する事例として、ＩｏＴによる位置情報を活用した行

方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを

橋梁などの多くの施設で進行する老朽化や風水害等の災害による被害に対し、

率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成

月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を共同設置し、現場における次世代社

機能及び効果を次のように挙げています。

人が近接することが困難な点検箇所へ近接し、写真や動画等を取得する機能

複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握

その後の再点検のために損傷の程度や位置等を確認しやすく整理(記録

人が点検する前に、橋梁の全体的な損傷状況を把握することで、重点的に把握すべき箇所を

につながり、橋梁の安全性の向上に資する効果

する際に、ロボットが取得し、その位置がわかり易く整理

点検調書で利用する写真の他にも、場所と時間の情報が付与された写真データと共に、

平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を

高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、

、人が近接するべきかどうかを判断し、状況により人の近接

上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

のドローンとカメラの例 

削減の新産業技術を活用した施策事例として、橋梁などの施設の点検や

スマートメーターと広域無線を活用して水道の検針の効率化を図

による位置情報を活用した行

方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを

橋梁などの多くの施設で進行する老朽化や風水害等の災害による被害に対し、ICT 等を活用し、効

率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成

月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を共同設置し、現場における次世代社

効果を次のように挙げています。

する機能 

複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握

記録)する機能 

人が点検する前に、橋梁の全体的な損傷状況を把握することで、重点的に把握すべき箇所を

につながり、橋梁の安全性の向上に資する効果

する際に、ロボットが取得し、その位置がわかり易く整理された写真を効率的に

点検調書で利用する写真の他にも、場所と時間の情報が付与された写真データと共に、

平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を

高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、

、人が近接するべきかどうかを判断し、状況により人の近接

上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、

 

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

 

削減の新産業技術を活用した施策事例として、橋梁などの施設の点検や

スマートメーターと広域無線を活用して水道の検針の効率化を図

による位置情報を活用した行

方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを

等を活用し、効

率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成25 

月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を共同設置し、現場における次世代社

効果を次のように挙げています。

複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握し、 

 

人が点検する前に、橋梁の全体的な損傷状況を把握することで、重点的に把握すべき箇所を 

につながり、橋梁の安全性の向上に資する効果 

写真を効率的に

点検調書で利用する写真の他にも、場所と時間の情報が付与された写真データと共に、 

平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を

高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、

、人が近接するべきかどうかを判断し、状況により人の近接

上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成28年3月）

 

削減の新産業技術を活用した施策事例として、橋梁などの施設の点検や維

スマートメーターと広域無線を活用して水道の検針の効率化を図

による位置情報を活用した行

方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを

等を活用し、効

25 年

月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を共同設置し、現場における次世代社

効果を次のように挙げています。 

 

写真を効率的に 

平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を

高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、

、人が近接するべきかどうかを判断し、状況により人の近接

上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、

月）

 

 

4. 行政サービスの拡充

 施策概要(1)

概要： 
行政業務の効率化、

とともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、その解決を加

速していきます。

 

 
＜行財政の経常的経費増大抑制＞

●新産業技術を活用して、増大する

●行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

 
＜行政サービス拡充による地域課題解決の促進＞

●地域産業の活性化、安心に資する健康寿命の延伸、

市民の「安心して住む、働く、育てる、学ぶ、遊ぶ」に関わる地域課題の解決を支援する

行政サービスの拡充に新産業技術を活用します。

 
● 重要業績評価指標（

行財政健全化における重要業績評価指標（

 

 

 

 

行政サービスの拡充

施策概要 

適用分野 

 
行政業務の効率化、

とともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、その解決を加

速していきます。 

＜行財政の経常的経費増大抑制＞

新産業技術を活用して、増大する

行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

＜行政サービス拡充による地域課題解決の促進＞

地域産業の活性化、安心に資する健康寿命の延伸、

市民の「安心して住む、働く、育てる、学ぶ、遊ぶ」に関わる地域課題の解決を支援する

行政サービスの拡充に新産業技術を活用します。

重要業績評価指標（

行財政健全化における重要業績評価指標（

 重要業績評価指標（

①新技術を活用したコスト削減施策実施数

 目標値（平成

 

行政サービスの拡充 

行政業務の効率化、コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政

とともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、その解決を加

 

＜行財政の経常的経費増大抑制＞

新産業技術を活用して、増大する

行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

＜行政サービス拡充による地域課題解決の促進＞

地域産業の活性化、安心に資する健康寿命の延伸、

市民の「安心して住む、働く、育てる、学ぶ、遊ぶ」に関わる地域課題の解決を支援する

行政サービスの拡充に新産業技術を活用します。

重要業績評価指標（ＫＰＩ

行財政健全化における重要業績評価指標（

重要業績評価指標（ＫＰＩ

①新技術を活用したコスト削減施策実施数

平成 34 年(2022

 

コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政

とともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、その解決を加

＜行財政の経常的経費増大抑制＞ 
新産業技術を活用して、増大する経常的経費

行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

＜行政サービス拡充による地域課題解決の促進＞

地域産業の活性化、安心に資する健康寿命の延伸、

市民の「安心して住む、働く、育てる、学ぶ、遊ぶ」に関わる地域課題の解決を支援する

行政サービスの拡充に新産業技術を活用します。

ＫＰＩ）と目標値 
行財政健全化における重要業績評価指標（

ＫＰＩ） ： 
①新技術を活用したコスト削減施策実施数

(2022 年)）：①

 

コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政

とともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、その解決を加

施策概要

経常的経費の削減を図ります。

行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

＜行政サービス拡充による地域課題解決の促進＞ 
地域産業の活性化、安心に資する健康寿命の延伸、

市民の「安心して住む、働く、育てる、学ぶ、遊ぶ」に関わる地域課題の解決を支援する

行政サービスの拡充に新産業技術を活用します。

 
行財政健全化における重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。

 
①新技術を活用したコスト削減施策実施数 ②新技術を活用した行政主導新サービス提供数

）：① 5 件（5 年間累計）

行政サービスの拡充

コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政

とともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、その解決を加

施策概要 

の削減を図ります。

行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。

地域産業の活性化、安心に資する健康寿命の延伸、安全に資する防災機能の強化等、行政による

市民の「安心して住む、働く、育てる、学ぶ、遊ぶ」に関わる地域課題の解決を支援する

行政サービスの拡充に新産業技術を活用します。 

）と目標値は、以下のとおりです。

②新技術を活用した行政主導新サービス提供数

年間累計） ②

行政サービスの拡充 

コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政

とともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、その解決を加

の削減を図ります。 
行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。 

安全に資する防災機能の強化等、行政による

市民の「安心して住む、働く、育てる、学ぶ、遊ぶ」に関わる地域課題の解決を支援する

）と目標値は、以下のとおりです。

②新技術を活用した行政主導新サービス提供数

② 5 件（5 年間累計）

コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政の健全化に貢献する

とともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、その解決を加

 

安全に資する防災機能の強化等、行政による

市民の「安心して住む、働く、育てる、学ぶ、遊ぶ」に関わる地域課題の解決を支援する

）と目標値は、以下のとおりです。 

②新技術を活用した行政主導新サービス提供数

年間累計） 

健全化に貢献する

とともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、その解決を加

安全に資する防災機能の強化等、行政による 
市民の「安心して住む、働く、育てる、学ぶ、遊ぶ」に関わる地域課題の解決を支援する 

 

②新技術を活用した行政主導新サービス提供数 

 

健全化に貢献する

とともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、その解決を加
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 参考となる施策事例(2)

行政業務の効率化、コスト

持管理にドローンを活用する事例や

る事例を取り上げます。

また、行政サービスの拡充に新産業技術を活用する事例として、

方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを

活用した探索などの事例を説明します。

 

a.

率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成

7 

会インフラロボットの実証実験を実施し、

実用化に向けた技術開発などが進んでいます。

参考となる施策事例

行政業務の効率化、コスト

持管理にドローンを活用する事例や

る事例を取り上げます。

また、行政サービスの拡充に新産業技術を活用する事例として、

方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを

活用した探索などの事例を説明します。

 

 ドローンによる施設（橋梁など）の点検a.

橋梁などの多くの施設で進行する老朽化や風水害等の災害による被害に対し、

率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成

7 月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を共同設置し、現場における次世代社

会インフラロボットの実証実験を実施し、

●人が近接することが困難な点検箇所へ近接し、写真や動画等を取得

●複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握

その後の再点検のために損傷の程度や位置等を確認しやすく整理

●人が点検する前に、橋梁の全体的な損傷状況を把握することで、重点的に把握すべき箇所を

認識し、重大な損傷の早期発見・対策

●点検調書を作成

利用する効果

●点検調書で利用する写真の他にも、場所と時間の情報が付与された写真データと共に、

平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を

把握しやすく

●高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、

ロボットにより取得した写真等より

を省き、安全性向上・効率化

上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、

実用化に向けた技術開発などが進んでいます。

(出典)国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

参考となる施策事例 

行政業務の効率化、コスト

持管理にドローンを活用する事例や

る事例を取り上げます。 

また、行政サービスの拡充に新産業技術を活用する事例として、

方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを

活用した探索などの事例を説明します。

ドローンによる施設（橋梁など）の点検

橋梁などの多くの施設で進行する老朽化や風水害等の災害による被害に対し、

率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成

月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を共同設置し、現場における次世代社

会インフラロボットの実証実験を実施し、

人が近接することが困難な点検箇所へ近接し、写真や動画等を取得

複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握

その後の再点検のために損傷の程度や位置等を確認しやすく整理

人が点検する前に、橋梁の全体的な損傷状況を把握することで、重点的に把握すべき箇所を

認識し、重大な損傷の早期発見・対策

点検調書を作成する際に、ロボットが取得し、その位置がわかり易く整理

する効果 

点検調書で利用する写真の他にも、場所と時間の情報が付与された写真データと共に、

平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を

把握しやすくする効果

高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、

ロボットにより取得した写真等より

を省き、安全性向上・効率化

上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、

実用化に向けた技術開発などが進んでいます。

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

行政業務の効率化、コスト削減の新産業技術を活用した施策事例として、橋梁などの施設の点検や

持管理にドローンを活用する事例や、スマートメーターと広域無線を活用して水道の検針の効率化を図

また、行政サービスの拡充に新産業技術を活用する事例として、

方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを

活用した探索などの事例を説明します。

ドローンによる施設（橋梁など）の点検

橋梁などの多くの施設で進行する老朽化や風水害等の災害による被害に対し、

率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成

月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を共同設置し、現場における次世代社

会インフラロボットの実証実験を実施し、

人が近接することが困難な点検箇所へ近接し、写真や動画等を取得

複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握

その後の再点検のために損傷の程度や位置等を確認しやすく整理

人が点検する前に、橋梁の全体的な損傷状況を把握することで、重点的に把握すべき箇所を

認識し、重大な損傷の早期発見・対策

する際に、ロボットが取得し、その位置がわかり易く整理

点検調書で利用する写真の他にも、場所と時間の情報が付与された写真データと共に、

平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を

する効果 

高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、

ロボットにより取得した写真等より

を省き、安全性向上・効率化する効果

上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、

実用化に向けた技術開発などが進んでいます。

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

図 3-15 橋梁点検

削減の新産業技術を活用した施策事例として、橋梁などの施設の点検や

スマートメーターと広域無線を活用して水道の検針の効率化を図

また、行政サービスの拡充に新産業技術を活用する事例として、

方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを

活用した探索などの事例を説明します。 

ドローンによる施設（橋梁など）の点検 

橋梁などの多くの施設で進行する老朽化や風水害等の災害による被害に対し、

率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成

月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を共同設置し、現場における次世代社

会インフラロボットの実証実験を実施し、点検ロボットの

人が近接することが困難な点検箇所へ近接し、写真や動画等を取得

複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握

その後の再点検のために損傷の程度や位置等を確認しやすく整理

人が点検する前に、橋梁の全体的な損傷状況を把握することで、重点的に把握すべき箇所を

認識し、重大な損傷の早期発見・対策につながり、橋梁の安全性の向上に資する効果

する際に、ロボットが取得し、その位置がわかり易く整理

点検調書で利用する写真の他にも、場所と時間の情報が付与された写真データと共に、

平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を

高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、

ロボットにより取得した写真等より、人が近接するべきかどうかを判断し、状況により人の近接

する効果 

上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、

実用化に向けた技術開発などが進んでいます。 

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

橋梁点検用のドローンとカメラの例

削減の新産業技術を活用した施策事例として、橋梁などの施設の点検や

スマートメーターと広域無線を活用して水道の検針の効率化を図

また、行政サービスの拡充に新産業技術を活用する事例として、

方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを

橋梁などの多くの施設で進行する老朽化や風水害等の災害による被害に対し、

率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成

月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を共同設置し、現場における次世代社

点検ロボットの機能

人が近接することが困難な点検箇所へ近接し、写真や動画等を取得

複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握

その後の再点検のために損傷の程度や位置等を確認しやすく整理

人が点検する前に、橋梁の全体的な損傷状況を把握することで、重点的に把握すべき箇所を

につながり、橋梁の安全性の向上に資する効果

する際に、ロボットが取得し、その位置がわかり易く整理

点検調書で利用する写真の他にも、場所と時間の情報が付与された写真データと共に、

平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を

高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、

、人が近接するべきかどうかを判断し、状況により人の近接

上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

のドローンとカメラの例

削減の新産業技術を活用した施策事例として、橋梁などの施設の点検や

スマートメーターと広域無線を活用して水道の検針の効率化を図

また、行政サービスの拡充に新産業技術を活用する事例として、ＩｏＴによる位置情報を活用した行

方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを

橋梁などの多くの施設で進行する老朽化や風水害等の災害による被害に対し、

率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成

月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を共同設置し、現場における次世代社

機能及び効果を次のように挙げています。

人が近接することが困難な点検箇所へ近接し、写真や動画等を取得する機能

複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握

その後の再点検のために損傷の程度や位置等を確認しやすく整理(記録

人が点検する前に、橋梁の全体的な損傷状況を把握することで、重点的に把握すべき箇所を

につながり、橋梁の安全性の向上に資する効果

する際に、ロボットが取得し、その位置がわかり易く整理

点検調書で利用する写真の他にも、場所と時間の情報が付与された写真データと共に、

平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を

高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、

、人が近接するべきかどうかを判断し、状況により人の近接

上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

のドローンとカメラの例 

削減の新産業技術を活用した施策事例として、橋梁などの施設の点検や

スマートメーターと広域無線を活用して水道の検針の効率化を図

による位置情報を活用した行

方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを

橋梁などの多くの施設で進行する老朽化や風水害等の災害による被害に対し、ICT 等を活用し、効

率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成

月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を共同設置し、現場における次世代社

効果を次のように挙げています。

する機能 

複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握

記録)する機能 

人が点検する前に、橋梁の全体的な損傷状況を把握することで、重点的に把握すべき箇所を

につながり、橋梁の安全性の向上に資する効果

する際に、ロボットが取得し、その位置がわかり易く整理された写真を効率的に

点検調書で利用する写真の他にも、場所と時間の情報が付与された写真データと共に、

平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を

高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、

、人が近接するべきかどうかを判断し、状況により人の近接

上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、
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平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を

高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、

、人が近接するべきかどうかを判断し、状況により人の近接

上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、

月）

伊那市 新産業技術推進ビジョン

45



 

 

c.

 

では、登山

山県立大学を中心に立山で

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 位置情報を用いた行方不明者の発見c.

位置情報を発信するなど

では、登山者を対象にして、山影などでも電波が伝わりやすい

山県立大学を中心に立山で

 

＜利用方法＞

◇平常時：

●登山者：登山者用端末を所持

●山小屋：検知者端末を設置した

 

◇遭難時：

●登山者が端末の緊急時

捜索隊に通知します

●遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

位置情報を用いた行方不明者の発見

位置情報を発信するなど

者を対象にして、山影などでも電波が伝わりやすい

山県立大学を中心に立山で

＜利用方法＞ 

◇平常時： 

登山者：登山者用端末を所持

山小屋：検知者端末を設置した

◇遭難時： 

登山者が端末の緊急時

捜索隊に通知します

遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。

図

位置情報を用いた行方不明者の発見

位置情報を発信するなどＩｏＴを活用した行

者を対象にして、山影などでも電波が伝わりやすい

山県立大学を中心に立山で法改正に向けた

登山者：登山者用端末を所持 

山小屋：検知者端末を設置した山小屋で登山者の位置を把握します。

登山者が端末の緊急時ボタンを押すと

捜索隊に通知します 

遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。

図 3-18 位置情報を用いた行方不明者の発見

位置情報を用いた行方不明者の発見 

を活用した行方不明者の早期発見の仕組みが考えられます。総務省

者を対象にして、山影などでも電波が伝わりやすい

法改正に向けた実証実験を実施しています。

山小屋で登山者の位置を把握します。

を押すと、山小屋等の検知者端末に遭難

遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。

位置情報を用いた行方不明者の発見

方不明者の早期発見の仕組みが考えられます。総務省

者を対象にして、山影などでも電波が伝わりやすい

実証実験を実施しています。

山小屋で登山者の位置を把握します。

山小屋等の検知者端末に遭難

遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。

位置情報を用いた行方不明者の発見

方不明者の早期発見の仕組みが考えられます。総務省

者を対象にして、山影などでも電波が伝わりやすい150MHz電波

実証実験を実施しています。 

山小屋で登山者の位置を把握します。

山小屋等の検知者端末に遭難
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これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。

位置情報を用いた行方不明者の発見 

方不明者の早期発見の仕組みが考えられます。総務省

電波の利用実現

 

山小屋で登山者の位置を把握します。 

山小屋等の検知者端末に遭難と位置情報

遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。

方不明者の早期発見の仕組みが考えられます。総務省

実現に向けて、

 

と位置情報が表示され、

遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。

 

方不明者の早期発見の仕組みが考えられます。総務省

、富

、 

遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。 

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。 

 

 

b.

ます。スマートメーターとは、例えば電力では、従来のアナログ式

ルで計測して計測結果を伝送するための通信機能を入れたメーターのことです。そして、水道の検針

でもスマートメーターの利用について、自治体での検討が行われています。

針のリアルタイム性を向

が期待されています。

と

 

 

 

(出典)国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

 

 水道の遠隔検針b.

社会インフラの電力、ガスでは

ます。スマートメーターとは、例えば電力では、従来のアナログ式

ルで計測して計測結果を伝送するための通信機能を入れたメーターのことです。そして、水道の検針

でもスマートメーターの利用について、自治体での検討が行われています。

スマートメーターでは、無線技術を活用して水道

針のリアルタイム性を向

が期待されています。

また、先に述べたように電力やガスなど

とにより、電力やガスと

 

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

水道の遠隔検針 

社会インフラの電力、ガスでは

ます。スマートメーターとは、例えば電力では、従来のアナログ式

ルで計測して計測結果を伝送するための通信機能を入れたメーターのことです。そして、水道の検針

でもスマートメーターの利用について、自治体での検討が行われています。

スマートメーターでは、無線技術を活用して水道

針のリアルタイム性を向上させることよって、

が期待されています。 

また、先に述べたように電力やガスなど

電力やガスとともに水道も共同利用することが

（出典）（公財）水道技術研究センター

図 3-17

 

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

図 3-16 

社会インフラの電力、ガスでは、スマートメーターの導入にむけて実証実験や設置が進んできて

ます。スマートメーターとは、例えば電力では、従来のアナログ式

ルで計測して計測結果を伝送するための通信機能を入れたメーターのことです。そして、水道の検針

でもスマートメーターの利用について、自治体での検討が行われています。

スマートメーターでは、無線技術を活用して水道

上させることよって、

また、先に述べたように電力やガスなど

ともに水道も共同利用することが

（出典）（公財）水道技術研究センター

17 水道スマートメーターと無線を用いた遠隔検針

 

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

 橋梁点検のドローン活用例

スマートメーターの導入にむけて実証実験や設置が進んできて

ます。スマートメーターとは、例えば電力では、従来のアナログ式

ルで計測して計測結果を伝送するための通信機能を入れたメーターのことです。そして、水道の検針

でもスマートメーターの利用について、自治体での検討が行われています。

スマートメーターでは、無線技術を活用して水道

上させることよって、独居老人の見守り等、新たな付加価値サービスの

また、先に述べたように電力やガスなど、他の社会インフラでのスマートメーターの導入が進むこ

ともに水道も共同利用することが

（出典）（公財）水道技術研究センター

水道スマートメーターと無線を用いた遠隔検針
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橋梁点検のドローン活用例

スマートメーターの導入にむけて実証実験や設置が進んできて

ます。スマートメーターとは、例えば電力では、従来のアナログ式

ルで計測して計測結果を伝送するための通信機能を入れたメーターのことです。そして、水道の検針

でもスマートメーターの利用について、自治体での検討が行われています。

スマートメーターでは、無線技術を活用して水道メーターの検針業務の自動化を実現し

独居老人の見守り等、新たな付加価値サービスの

他の社会インフラでのスマートメーターの導入が進むこ

ともに水道も共同利用することが検討されています。

（出典）（公財）水道技術研究センター 「第6回

水道スマートメーターと無線を用いた遠隔検針
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橋梁点検のドローン活用例 

スマートメーターの導入にむけて実証実験や設置が進んできて

ます。スマートメーターとは、例えば電力では、従来のアナログ式電力量計ではなく、電力をデジタ

ルで計測して計測結果を伝送するための通信機能を入れたメーターのことです。そして、水道の検針

でもスマートメーターの利用について、自治体での検討が行われています。

の検針業務の自動化を実現し

独居老人の見守り等、新たな付加価値サービスの

他の社会インフラでのスマートメーターの導入が進むこ

検討されています。

回 水道スマートメーター協議会

水道スマートメーターと無線を用いた遠隔検針

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

スマートメーターの導入にむけて実証実験や設置が進んできて

電力量計ではなく、電力をデジタ

ルで計測して計測結果を伝送するための通信機能を入れたメーターのことです。そして、水道の検針

でもスマートメーターの利用について、自治体での検討が行われています。 

の検針業務の自動化を実現し

独居老人の見守り等、新たな付加価値サービスの

他の社会インフラでのスマートメーターの導入が進むこ

検討されています。 

水道スマートメーター協議会

（平成

水道スマートメーターと無線を用いた遠隔検針 

 

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成27年3月）

スマートメーターの導入にむけて実証実験や設置が進んできて

電力量計ではなく、電力をデジタ

ルで計測して計測結果を伝送するための通信機能を入れたメーターのことです。そして、水道の検針

の検針業務の自動化を実現し、データ検

独居老人の見守り等、新たな付加価値サービスの創出

他の社会インフラでのスマートメーターの導入が進むこ

水道スマートメーター協議会 資料」
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では、登山

山県立大学を中心に立山で

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 位置情報を用いた行方不明者の発見c.

位置情報を発信するなど

では、登山者を対象にして、山影などでも電波が伝わりやすい

山県立大学を中心に立山で

 

＜利用方法＞

◇平常時：

●登山者：登山者用端末を所持

●山小屋：検知者端末を設置した

 

◇遭難時：

●登山者が端末の緊急時

捜索隊に通知します

●遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。
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遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。

図

位置情報を用いた行方不明者の発見

位置情報を発信するなどＩｏＴを活用した行

者を対象にして、山影などでも電波が伝わりやすい

山県立大学を中心に立山で法改正に向けた

登山者：登山者用端末を所持 

山小屋：検知者端末を設置した山小屋で登山者の位置を把握します。
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遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。

図 3-18 位置情報を用いた行方不明者の発見

位置情報を用いた行方不明者の発見 
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者を対象にして、山影などでも電波が伝わりやすい

法改正に向けた実証実験を実施しています。

山小屋で登山者の位置を把握します。

を押すと、山小屋等の検知者端末に遭難

遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。

これらの仕組みは、認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。
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方不明者の早期発見の仕組みが考えられます。総務省
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と位置情報が表示され、
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 参考となる施策事例(2)

＜新産業

a.

与する新産業

ＡＩ

して期待される信州大

ーがあります。

 

 

b.

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

 

参考となる施策事例

＜新産業時代の

 新産業時代の人材育成支援a.

新産業時代の

与する新産業時代の

ＡＩ利活用人材

して期待される信州大

ーがあります。

 

 イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

 技術経営

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。

 ＩｏＴ・ＡＩ

理解し、導入活用のプロセスを実践できる人材を育成します。

 融合（人材交流）の場b.

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

 

参考となる施策事例 

時代の人材育成＞

新産業時代の人材育成支援

時代の人材育成支援

時代の人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、

利活用人材など）の育成を支援する施策案です。

して期待される信州大学農学部や南信工科短大、また

ーがあります。 

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

技術経営プロジェクトマネージャー

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。

ＩｏＴ・ＡＩ利活用人材育成：あらゆる領域に浸透する

理解し、導入活用のプロセスを実践できる人材を育成します。

融合（人材交流）の場

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

 

育成＞ 

新産業時代の人材育成支援 

支援とは、企業、自治体、教育機関等、分野を限定せず、本

人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、

）の育成を支援する施策案です。

農学部や南信工科短大、また

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

プロジェクトマネージャー

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。

利活用人材育成：あらゆる領域に浸透する

理解し、導入活用のプロセスを実践できる人材を育成します。

図 3-19 

融合（人材交流）の場 

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

 

とは、企業、自治体、教育機関等、分野を限定せず、本

人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、

）の育成を支援する施策案です。

農学部や南信工科短大、また

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

プロジェクトマネージャー人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。

利活用人材育成：あらゆる領域に浸透する

理解し、導入活用のプロセスを実践できる人材を育成します。

 新産業時代の

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

とは、企業、自治体、教育機関等、分野を限定せず、本

人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、

）の育成を支援する施策案です。地域には新産業

農学部や南信工科短大、また、長野テクノ財団

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。

利活用人材育成：あらゆる領域に浸透する

理解し、導入活用のプロセスを実践できる人材を育成します。

時代の人材育成支援

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

とは、企業、自治体、教育機関等、分野を限定せず、本

人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、

地域には新産業時代の

長野テクノ財団 伊那テクノバレー地域センタ

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。

利活用人材育成：あらゆる領域に浸透するＩｏＴ・

理解し、導入活用のプロセスを実践できる人材を育成します。 

支援 

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

とは、企業、自治体、教育機関等、分野を限定せず、本市の活性化に寄

人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、

時代の人材育成支援

伊那テクノバレー地域センタ

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。 

・ＡＩ技術の全体像、本質を

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。 

市の活性化に寄

人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、ＩｏＴ・

支援のベースと

伊那テクノバレー地域センタ

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を繋げる

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。 

人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき

技術の全体像、本質を

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人

 

市の活性化に寄

ＩｏＴ・

のベースと

伊那テクノバレー地域センタ

繋げる能

人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき

技術の全体像、本質を

 

違う人

 

 

5. 新産業

 施策概要(1)

概要： 
第４次産業

グローバル化・情報化社会に向けた

＜伊那市独特の教育とＩＣＴ＞

「伊那市

学び」の実現に繋げるとともに、興味関心に応じた自立的な学びを学校・家庭・地域の中でシームレスに提

供できる新しいＩＣＴ教育環境

●伝統的学びを深めるＩＣＴ活用

●先進的学びに導くＩＣＴ活用

●学習指導要領の実現に不可欠なＩＣＴ環境整備

●校務の情報化による教育の質の向上

＜社会人教育の推進（充実）＞

●企業、教育機関、自治体等が連携して、第

創造力を持つ人材を育成します。さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を解決できる新産業時代

の人材を育成します。

●地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人材が、

ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

●新事業コンセプトが実現可能かどうかを実証するＰＯＣ（

します。

 
● 重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値

新産業時代の人材育成における重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。

 

 

 

新産業時代の人材育成

施策概要 

適用分野 

 
次産業革命の本質を捉え、学校

グローバル化・情報化社会に向けた

＜伊那市独特の教育とＩＣＴ＞

「伊那市 学校教育の情報化ビジョン２０１７」に基づき、ＩＣＴの特性・強みを「主体的・対話的で深い

学び」の実現に繋げるとともに、興味関心に応じた自立的な学びを学校・家庭・地域の中でシームレスに提

供できる新しいＩＣＴ教育環境

伝統的学びを深めるＩＣＴ活用

先進的学びに導くＩＣＴ活用

学習指導要領の実現に不可欠なＩＣＴ環境整備

校務の情報化による教育の質の向上

＜社会人教育の推進（充実）＞

企業、教育機関、自治体等が連携して、第

創造力を持つ人材を育成します。さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を解決できる新産業時代

の人材を育成します。

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人材が、

ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

新事業コンセプトが実現可能かどうかを実証するＰＯＣ（

します。 

重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値

新産業時代の人材育成における重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。

 重要業績評価指標（ＫＰＩ）

① ＩＣＴ教育環境整備

② 新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数

 目標値（平成

①  ＩＣＴ教育環境整備

目標値：

②  新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数

 

人材育成 

の本質を捉え、学校

グローバル化・情報化社会に向けた

＜伊那市独特の教育とＩＣＴ＞

学校教育の情報化ビジョン２０１７」に基づき、ＩＣＴの特性・強みを「主体的・対話的で深い

学び」の実現に繋げるとともに、興味関心に応じた自立的な学びを学校・家庭・地域の中でシームレスに提

供できる新しいＩＣＴ教育環境

伝統的学びを深めるＩＣＴ活用

先進的学びに導くＩＣＴ活用

学習指導要領の実現に不可欠なＩＣＴ環境整備

校務の情報化による教育の質の向上

＜社会人教育の推進（充実）＞

企業、教育機関、自治体等が連携して、第

創造力を持つ人材を育成します。さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を解決できる新産業時代

の人材を育成します。 
地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人材が、

ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

新事業コンセプトが実現可能かどうかを実証するＰＯＣ（

重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値

新産業時代の人材育成における重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

ＩＣＴ教育環境整備

新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数

平成 34 年(2022
ＩＣＴ教育環境整備

目標値：文部科学省

（平成

新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数

の本質を捉え、学校教育及び社会人教育を通

グローバル化・情報化社会に向けた 21 世紀型スキルを持つ新産業時代の人材を育てます。

＜伊那市独特の教育とＩＣＴ＞ ＜新学習指導要領の実現＞

学校教育の情報化ビジョン２０１７」に基づき、ＩＣＴの特性・強みを「主体的・対話的で深い

学び」の実現に繋げるとともに、興味関心に応じた自立的な学びを学校・家庭・地域の中でシームレスに提

供できる新しいＩＣＴ教育環境を目指し、以下の施策を推進します。

伝統的学びを深めるＩＣＴ活用   
先進的学びに導くＩＣＴ活用   
学習指導要領の実現に不可欠なＩＣＴ環境整備

校務の情報化による教育の質の向上 
＜社会人教育の推進（充実）＞ 

企業、教育機関、自治体等が連携して、第

創造力を持つ人材を育成します。さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を解決できる新産業時代

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人材が、

ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

新事業コンセプトが実現可能かどうかを実証するＰＯＣ（

重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値 
新産業時代の人材育成における重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
ＩＣＴ教育環境整備 
新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数

(2022 年)） 
ＩＣＴ教育環境整備       

文部科学省「平成 30
（平成 29 年 12 月

新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数

教育及び社会人教育を通

世紀型スキルを持つ新産業時代の人材を育てます。

施策概要

＜新学習指導要領の実現＞

学校教育の情報化ビジョン２０１７」に基づき、ＩＣＴの特性・強みを「主体的・対話的で深い

学び」の実現に繋げるとともに、興味関心に応じた自立的な学びを学校・家庭・地域の中でシームレスに提

、以下の施策を推進します。

学習指導要領の実現に不可欠なＩＣＴ環境整備 

企業、教育機関、自治体等が連携して、第４次産業

創造力を持つ人材を育成します。さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を解決できる新産業時代

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人材が、

ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

新事業コンセプトが実現可能かどうかを実証するＰＯＣ（

 
新産業時代の人材育成における重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。

新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数

  
            

30 年度以降の学校における

月 26 日）のとお

新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数

新産業時代の人材育成

教育及び社会人教育を通して、地域経済の活性化及び維持に活かせる、

世紀型スキルを持つ新産業時代の人材を育てます。

施策概要 

＜新学習指導要領の実現＞ 
学校教育の情報化ビジョン２０１７」に基づき、ＩＣＴの特性・強みを「主体的・対話的で深い

学び」の実現に繋げるとともに、興味関心に応じた自立的な学びを学校・家庭・地域の中でシームレスに提

、以下の施策を推進します。

次産業革命の本質を捉え、変化への適応力、変化を捉えた

創造力を持つ人材を育成します。さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を解決できる新産業時代

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人材が、

ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

新事業コンセプトが実現可能かどうかを実証するＰＯＣ（Proof Of

新産業時代の人材育成における重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。

新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数

  
      

年度以降の学校における

日）のとおり 
新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数

新産業時代の人材育成 

して、地域経済の活性化及び維持に活かせる、

世紀型スキルを持つ新産業時代の人材を育てます。

学校教育の情報化ビジョン２０１７」に基づき、ＩＣＴの特性・強みを「主体的・対話的で深い

学び」の実現に繋げるとともに、興味関心に応じた自立的な学びを学校・家庭・地域の中でシームレスに提

、以下の施策を推進します。 

の本質を捉え、変化への適応力、変化を捉えた

創造力を持つ人材を育成します。さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を解決できる新産業時代

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人材が、

ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。 
Proof Of Concept:

新産業時代の人材育成における重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。

新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数 

年度以降の学校における ICT 環境の整備方針について（通知）

新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数 目標値：

 

して、地域経済の活性化及び維持に活かせる、

世紀型スキルを持つ新産業時代の人材を育てます。 

学校教育の情報化ビジョン２０１７」に基づき、ＩＣＴの特性・強みを「主体的・対話的で深い

学び」の実現に繋げるとともに、興味関心に応じた自立的な学びを学校・家庭・地域の中でシームレスに提

の本質を捉え、変化への適応力、変化を捉えた

創造力を持つ人材を育成します。さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を解決できる新産業時代

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人材が、

 
Concept:概念実証）環境を提供

新産業時代の人材育成における重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。

環境の整備方針について（通知）

目標値：50 人（

して、地域経済の活性化及び維持に活かせる、

 

学校教育の情報化ビジョン２０１７」に基づき、ＩＣＴの特性・強みを「主体的・対話的で深い

学び」の実現に繋げるとともに、興味関心に応じた自立的な学びを学校・家庭・地域の中でシームレスに提

の本質を捉え、変化への適応力、変化を捉えた

創造力を持つ人材を育成します。さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を解決できる新産業時代

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人材が、

概念実証）環境を提供 

新産業時代の人材育成における重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。 

環境の整備方針について（通知）

人（5 年累計）

 

して、地域経済の活性化及び維持に活かせる、

学校教育の情報化ビジョン２０１７」に基づき、ＩＣＴの特性・強みを「主体的・対話的で深い

学び」の実現に繋げるとともに、興味関心に応じた自立的な学びを学校・家庭・地域の中でシームレスに提

の本質を捉え、変化への適応力、変化を捉えた 
創造力を持つ人材を育成します。さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を解決できる新産業時代 

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人材が、 

 

環境の整備方針について（通知）」

年累計） 
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 参考となる施策事例(2)

＜新産業

a.

与する新産業

ＡＩ

して期待される信州大

ーがあります。

 

 

b.

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

 

参考となる施策事例

＜新産業時代の

 新産業時代の人材育成支援a.

新産業時代の

与する新産業時代の

ＡＩ利活用人材

して期待される信州大

ーがあります。

 

 イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

 技術経営

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。

 ＩｏＴ・ＡＩ

理解し、導入活用のプロセスを実践できる人材を育成します。

 融合（人材交流）の場b.

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

 

参考となる施策事例 

時代の人材育成＞

新産業時代の人材育成支援

時代の人材育成支援

時代の人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、

利活用人材など）の育成を支援する施策案です。

して期待される信州大学農学部や南信工科短大、また

ーがあります。 

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

技術経営プロジェクトマネージャー

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。

ＩｏＴ・ＡＩ利活用人材育成：あらゆる領域に浸透する

理解し、導入活用のプロセスを実践できる人材を育成します。

融合（人材交流）の場

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

 

育成＞ 

新産業時代の人材育成支援 

支援とは、企業、自治体、教育機関等、分野を限定せず、本

人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、

）の育成を支援する施策案です。

農学部や南信工科短大、また

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

プロジェクトマネージャー

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。

利活用人材育成：あらゆる領域に浸透する

理解し、導入活用のプロセスを実践できる人材を育成します。

図 3-19 

融合（人材交流）の場 

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

 

とは、企業、自治体、教育機関等、分野を限定せず、本

人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、

）の育成を支援する施策案です。

農学部や南信工科短大、また

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

プロジェクトマネージャー人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。

利活用人材育成：あらゆる領域に浸透する

理解し、導入活用のプロセスを実践できる人材を育成します。

 新産業時代の

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

とは、企業、自治体、教育機関等、分野を限定せず、本

人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、

）の育成を支援する施策案です。地域には新産業

農学部や南信工科短大、また、長野テクノ財団

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。

利活用人材育成：あらゆる領域に浸透する

理解し、導入活用のプロセスを実践できる人材を育成します。

時代の人材育成支援

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

とは、企業、自治体、教育機関等、分野を限定せず、本

人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、

地域には新産業時代の

長野テクノ財団 伊那テクノバレー地域センタ

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。

利活用人材育成：あらゆる領域に浸透するＩｏＴ・

理解し、導入活用のプロセスを実践できる人材を育成します。 

支援 

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

とは、企業、自治体、教育機関等、分野を限定せず、本市の活性化に寄

人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、

時代の人材育成支援

伊那テクノバレー地域センタ

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。

人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき

る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。 

・ＡＩ技術の全体像、本質を

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観

材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。 

市の活性化に寄

人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、ＩｏＴ・

支援のベースと

伊那テクノバレー地域センタ

イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を繋げる

力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。 

人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき

技術の全体像、本質を

地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人

 

市の活性化に寄

ＩｏＴ・

のベースと

伊那テクノバレー地域センタ

繋げる能

人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき

技術の全体像、本質を

 

違う人
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 第4章

新産業技術推進事業の工程は、次の方針に基づいて計画します。

 

●

●

●

●

 

以下に新産業技術推進事業の工程表を示します。本工程の各施策は、本ビジョン作成時点で

施策等であり、今後、継続的に施策の見直しや新たな施策を追加していくことになります。

 

 

 新産業技術推進

新産業技術推進事業の工程は、次の方針に基づいて計画します。

●平成30年度

成35年度（

ます。 

●5年間の活動を二つの段階に分け

ら32年度（

に成果を評価し、第

●具体施策は、①施策の企画検討

のプロセスでマネジメントし、施策の実施期間は、個々の内容に応じて、

めていくこととします。

●具体施策の開始時期は、本事業期間の中で随時、開始できるものとします。

以下に新産業技術推進事業の工程表を示します。本工程の各施策は、本ビジョン作成時点で

であり、今後、継続的に施策の見直しや新たな施策を追加していくことになります。

新産業技術推進事業

新産業技術推進事業の工程は、次の方針に基づいて計画します。

年度（2018年度）

（2023年度）

年間の活動を二つの段階に分け

（2020 年度）

に成果を評価し、第2段階に向けた施策の見直しを実施することとします。

具体施策は、①施策の企画検討

のプロセスでマネジメントし、施策の実施期間は、個々の内容に応じて、

めていくこととします。

具体施策の開始時期は、本事業期間の中で随時、開始できるものとします。

以下に新産業技術推進事業の工程表を示します。本工程の各施策は、本ビジョン作成時点で

であり、今後、継続的に施策の見直しや新たな施策を追加していくことになります。

事業工程表 

新産業技術推進事業の工程は、次の方針に基づいて計画します。

年度）から34年度

年度）以降も継続的に活動し、向う

年間の活動を二つの段階に分けてＰＤＣＡを回します

年度）までの3年間とし、この

段階に向けた施策の見直しを実施することとします。

具体施策は、①施策の企画検討・実施計画立案、②施策の実証評価、③施策の実用化の

のプロセスでマネジメントし、施策の実施期間は、個々の内容に応じて、

めていくこととします。 

具体施策の開始時期は、本事業期間の中で随時、開始できるものとします。

以下に新産業技術推進事業の工程表を示します。本工程の各施策は、本ビジョン作成時点で

であり、今後、継続的に施策の見直しや新たな施策を追加していくことになります。

図 4-1 

新産業技術推進事業の工程は、次の方針に基づいて計画します。

年度（2022年度）

以降も継続的に活動し、向う

てＰＤＣＡを回します

年間とし、この

段階に向けた施策の見直しを実施することとします。

実施計画立案、②施策の実証評価、③施策の実用化の

のプロセスでマネジメントし、施策の実施期間は、個々の内容に応じて、

具体施策の開始時期は、本事業期間の中で随時、開始できるものとします。

以下に新産業技術推進事業の工程表を示します。本工程の各施策は、本ビジョン作成時点で

であり、今後、継続的に施策の見直しや新たな施策を追加していくことになります。

 新産業技術推進事業工程表

新産業技術推進事業の工程は、次の方針に基づいて計画します。 

年度）までの

以降も継続的に活動し、向う10年程度に及ぶ成果を視野に入れることとし

てＰＤＣＡを回します。第

年間とし、この3年間の活動を経た平成

段階に向けた施策の見直しを実施することとします。

実施計画立案、②施策の実証評価、③施策の実用化の

のプロセスでマネジメントし、施策の実施期間は、個々の内容に応じて、

具体施策の開始時期は、本事業期間の中で随時、開始できるものとします。

以下に新産業技術推進事業の工程表を示します。本工程の各施策は、本ビジョン作成時点で

であり、今後、継続的に施策の見直しや新たな施策を追加していくことになります。

新産業技術推進事業工程表

 

までの5年間を事業期間とします。ただし、平

年程度に及ぶ成果を視野に入れることとし

。第1段階は、平成

年間の活動を経た平成

段階に向けた施策の見直しを実施することとします。

実施計画立案、②施策の実証評価、③施策の実用化の

のプロセスでマネジメントし、施策の実施期間は、個々の内容に応じて、

具体施策の開始時期は、本事業期間の中で随時、開始できるものとします。

以下に新産業技術推進事業の工程表を示します。本工程の各施策は、本ビジョン作成時点で

であり、今後、継続的に施策の見直しや新たな施策を追加していくことになります。

新産業技術推進事業工程表 

年間を事業期間とします。ただし、平

年程度に及ぶ成果を視野に入れることとし

段階は、平成30年度（

年間の活動を経た平成32年度末

段階に向けた施策の見直しを実施することとします。 

実施計画立案、②施策の実証評価、③施策の実用化の

のプロセスでマネジメントし、施策の実施期間は、個々の内容に応じて、1年から3年のス

具体施策の開始時期は、本事業期間の中で随時、開始できるものとします。 

以下に新産業技術推進事業の工程表を示します。本工程の各施策は、本ビジョン作成時点で

であり、今後、継続的に施策の見直しや新たな施策を追加していくことになります。 

年間を事業期間とします。ただし、平

年程度に及ぶ成果を視野に入れることとし

（2018年度）

年度末（2020 年度末）

実施計画立案、②施策の実証評価、③施策の実用化の 3 フェーズ

年のスパンで進

以下に新産業技術推進事業の工程表を示します。本工程の各施策は、本ビジョン作成時点で検討している

 

 

 

年間を事業期間とします。ただし、平

年程度に及ぶ成果を視野に入れることとし

年度）か

年度末）

フェーズ

パンで進

検討している
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INA-City
New Industrial Technology Promotion Vision

附属資料



 

 

 社会的特性と問題点(2)

社会的特性

1. 人口・世帯

数 

2. 高齢者福祉

3. 児童福祉・

障害者福祉

4. 保健・医療

5. 教育 

6. 安全安心

7. 交通 

社会的特性と問題点

社会的特性 

人口・世帯  総人口：平成

 合計特殊出生率：平成

                          

 高齢化率は

 20
 15～
 出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

高齢者福祉  本市高齢化率（

平成

                               

 本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

 介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

 介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

児童福祉・ 

障害者福祉 

 出生数は、平成

 障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

 詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

保健・医療  長野県の平均寿命（平成

1位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

 健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

は、長野県（平成

歳）

  信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

 市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

る 

安全安心  住宅における耐震化状況は、以下のとおり

耐震性あり：

 交通事故発生状況は、以下のとおり

平成

 人身事故死傷者状況は、以下のとおり

平成

 交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

  中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

 県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

 平成

の移動時間が大幅に短縮する

 地域公共交通機関の利用者減少

社会的特性と問題点 

総人口：平成26

合計特殊出生率：平成

                          

高齢化率は28.3

20歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

～24歳が大きく転出超過

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

本市高齢化率（

平成24年:26.5%  

                               

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

出生数は、平成

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

長野県の平均寿命（平成

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

は、長野県（平成

歳） 

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

 

住宅における耐震化状況は、以下のとおり

耐震性あり：

交通事故発生状況は、以下のとおり

平成21年：3,560

人身事故死傷者状況は、以下のとおり

平成21年： 297

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

平成 39 年（2027

の移動時間が大幅に短縮する

地域公共交通機関の利用者減少

表 1-

26年 68,932人

合計特殊出生率：平成26年 

                          

28.3％（平成26

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

歳が大きく転出超過 

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

本市高齢化率（65歳以上）が下記のように高まると推定

:26.5%  → 平成30

                               

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

出生数は、平成20年：684 →

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

長野県の平均寿命（平成22年）は、男性

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

は、長野県（平成22年）は男性全国

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

住宅における耐震化状況は、以下のとおり

耐震性あり：18613戸（79.12

交通事故発生状況は、以下のとおり

3,560件  平成

人身事故死傷者状況は、以下のとおり

297件  平成

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

2027 年）にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

の移動時間が大幅に短縮する

地域公共交通機関の利用者減少

-2 社会的特性と問題点

概要・特徴 

人 → 平成52

年 1.71人 

                           → 平成52

26年4月）で、全国に比較し

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

 

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

歳以上）が下記のように高まると推定

30年:34%（推定）

                               → 平成

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

→ 平成24年：

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

年）は、男性

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

年）は男性全国6 位（71.17

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

住宅における耐震化状況は、以下のとおり

79.12％） 耐震性なし：

交通事故発生状況は、以下のとおり 

平成25年：3,527

人身事故死傷者状況は、以下のとおり 

平成25年： 247

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

の移動時間が大幅に短縮する 

地域公共交通機関の利用者減少 

社会的特性と問題点 

 

52年（2040年）

52年（2040年）

月）で、全国に比較し

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率(1.50～

歳以上）が下記のように高まると推定

（推定） 

平成55年（2043

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる 

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する 

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

年：569と減少

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生 

年）は、男性80.88歳、女性

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる 

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

71.17歳）、女性全国

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

住宅における耐震化状況は、以下のとおり 

耐震性なし：4913

3,527件 

247件 

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている 

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

 

年）65,000人（推定）

年） 2.07人（推定）

月）で、全国に比較し4～5年先行

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少 

～1.70)が低迷

歳以上）が下記のように高まると推定 

2043年）:40%（推定）

 

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される 

と減少 

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む 

歳、女性87.18歳で全国

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

歳）、女性全国17位（

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

4913戸（20.88％）

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる 

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

人（推定） 

人（推定） 

年先行 

が低迷 

 20
口は減少方向

 出生数は減少傾向

 

 

 

（推定） 

 高齢化率の向上

 介護認定率の年々

増加

 家族の介護力低下

 高齢者のみ世帯の

増加

 幼児等への虐待や

育児放棄の親の増

加傾向

歳で全国

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

位（74.0 

 医師不足による診

療科の存続問題

 夜間救急医療体制

の弱体化

 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該
当者・予備軍増加

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある 

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

 人口減少に伴い小

中学校・小規模化の

顕在化

％） 

 局所的な土砂崩落

 河川の氾濫発生

 救命業務の多様

化・高度化への対応

が不十分

 

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る 

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

 国道県道等の広域

幹線道路での慢性

的な交通渋滞

 リニア開通を見据

えた

り方

問題点 

20 歳代及び年少人

口は減少方向 

出生数は減少傾向

高齢化率の向上 

介護認定率の年々

増加 

家族の介護力低下

高齢者のみ世帯の

増加 

幼児等への虐待や

育児放棄の親の増

加傾向 

医師不足による診

療科の存続問題 

夜間救急医療体制

の弱体化 

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該

当者・予備軍増加

人口減少に伴い小

中学校・小規模化の

顕在化 

局所的な土砂崩落

河川の氾濫発生 

救命業務の多様

化・高度化への対応

が不十分 

国道県道等の広域

幹線道路での慢性

的な交通渋滞 

リニア開通を見据

えた 2 次交通のあ

り方 

 

歳代及び年少人

出生数は減少傾向 

 

介護認定率の年々

家族の介護力低下 

高齢者のみ世帯の

幼児等への虐待や

育児放棄の親の増

医師不足による診

 

夜間救急医療体制

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該

当者・予備軍増加 

人口減少に伴い小

中学校・小規模化の

局所的な土砂崩落 

 

救命業務の多様

化・高度化への対応

国道県道等の広域

幹線道路での慢性

リニア開通を見据

次交通のあ

 

 

 第1章

1. 本市が保有する資産

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

ついて

参考とした主な本市の公開資料は、下記のとおりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自然的特性と問題点(1)

自然的特性

1. 位置・

地形・気象

2. 土地利用

3. 環境 

4. 史跡・文化

財等 

 

 本市の現状

本市が保有する資産

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

ついて表 1-1～表 

参考とした主な本市の公開資料は、下記のとおりです。

 第1次伊那市総合計画・後期基本計画（平成

 伊那市人口ビジョン・地方創生総合戦略【第

 伊那市土地利用計画（伊那市国土利用計画）（平成

 伊那市移住・定住促進プログラム（平成

 産業立地に関する基本方針（平成

 農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想

 伊那市観光実施計画（平成

 第2次伊那市地域情報化計画（平成

自然的特性と問題点

自然的特性 

位置・ 

地形・気象 

 長野県南部に位置し、

 中央アルプス、南アルプスに抱かれた標高

 市の面積の

 自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など）

 日照時間が長く、冷涼で住みやすい環境

土地利用  自然の恵みを農業に活用している（川下り米、蜜リンゴなど）

 用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

地の質的な低下が見られる

 市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

されていない

  下水道の普及率や水洗化率はともに

 バイオマス燃料、太陽光・中小水力発電の活用に積極的

 「伊那から減らそう

排出抑制等、低炭素社会の実現に向けた取組み

史跡・文化  河岸段丘上に数多くの埋蔵文化財包蔵地が存在している

 国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

宿酒屋旧井澤家住宅」の文化財

 民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

市無形民俗文化財「中尾歌舞伎」「高遠囃子」などがある

本市の現状 

本市が保有する資産 

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

 1-3に示します。

参考とした主な本市の公開資料は、下記のとおりです。

次伊那市総合計画・後期基本計画（平成

伊那市人口ビジョン・地方創生総合戦略【第

伊那市土地利用計画（伊那市国土利用計画）（平成

伊那市移住・定住促進プログラム（平成

産業立地に関する基本方針（平成

農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想

伊那市観光実施計画（平成

次伊那市地域情報化計画（平成

自然的特性と問題点 

長野県南部に位置し、

中央アルプス、南アルプスに抱かれた標高

市の面積の83%である

自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など）

日照時間が長く、冷涼で住みやすい環境

自然の恵みを農業に活用している（川下り米、蜜リンゴなど）

用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

地の質的な低下が見られる

市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

されていない 

下水道の普及率や水洗化率はともに

バイオマス燃料、太陽光・中小水力発電の活用に積極的

「伊那から減らそう

排出抑制等、低炭素社会の実現に向けた取組み

河岸段丘上に数多くの埋蔵文化財包蔵地が存在している

国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

宿酒屋旧井澤家住宅」の文化財

民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

市無形民俗文化財「中尾歌舞伎」「高遠囃子」などがある

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

に示します。 

参考とした主な本市の公開資料は、下記のとおりです。

次伊那市総合計画・後期基本計画（平成

伊那市人口ビジョン・地方創生総合戦略【第

伊那市土地利用計画（伊那市国土利用計画）（平成

伊那市移住・定住促進プログラム（平成

産業立地に関する基本方針（平成

農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想

伊那市観光実施計画（平成28年11

次伊那市地域情報化計画（平成

表 1

長野県南部に位置し、667.81

中央アルプス、南アルプスに抱かれた標高

である553.31

自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など）

日照時間が長く、冷涼で住みやすい環境

自然の恵みを農業に活用している（川下り米、蜜リンゴなど）

用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

地の質的な低下が見られる 

市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

 

下水道の普及率や水洗化率はともに

バイオマス燃料、太陽光・中小水力発電の活用に積極的

「伊那から減らそう CO2!!」を目指し、再生可能エネルギーにより

排出抑制等、低炭素社会の実現に向けた取組み

河岸段丘上に数多くの埋蔵文化財包蔵地が存在している

国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

宿酒屋旧井澤家住宅」の文化財

民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

市無形民俗文化財「中尾歌舞伎」「高遠囃子」などがある

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

参考とした主な本市の公開資料は、下記のとおりです。

次伊那市総合計画・後期基本計画（平成26

伊那市人口ビジョン・地方創生総合戦略【第2

伊那市土地利用計画（伊那市国土利用計画）（平成

伊那市移住・定住促進プログラム（平成25年

産業立地に関する基本方針（平成16年12月策定）

農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想

11月策定） 

次伊那市地域情報化計画（平成24年3月策定）

1-1自然的特性と問題点

概要・特徴 

667.81ｋ㎡の県下

中央アルプス、南アルプスに抱かれた標高

553.31ｋ㎡の森林がある

自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など）

日照時間が長く、冷涼で住みやすい環境 

自然の恵みを農業に活用している（川下り米、蜜リンゴなど）

用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

 

市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

下水道の普及率や水洗化率はともに8割強である

バイオマス燃料、太陽光・中小水力発電の活用に積極的

」を目指し、再生可能エネルギーにより

排出抑制等、低炭素社会の実現に向けた取組み

河岸段丘上に数多くの埋蔵文化財包蔵地が存在している

国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

宿酒屋旧井澤家住宅」の文化財 

民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

市無形民俗文化財「中尾歌舞伎」「高遠囃子」などがある

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

参考とした主な本市の公開資料は、下記のとおりです。 

26年3月策定）

2版】（平成27

伊那市土地利用計画（伊那市国土利用計画）（平成21年3

年10月策定）

月策定） 

農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想（平成26年

 

月策定） 

自然的特性と問題点 

 

ｋ㎡の県下3番目の面積を持つ

中央アルプス、南アルプスに抱かれた標高600ｍの伊那盆地

ｋ㎡の森林がある 

自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など）

 

自然の恵みを農業に活用している（川下り米、蜜リンゴなど）

用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

割強である 

バイオマス燃料、太陽光・中小水力発電の活用に積極的

」を目指し、再生可能エネルギーにより

排出抑制等、低炭素社会の実現に向けた取組み 

河岸段丘上に数多くの埋蔵文化財包蔵地が存在している

国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

市無形民俗文化財「中尾歌舞伎」「高遠囃子」などがある

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

月策定） 

27年 10月策定）

3月策定） 

月策定） 

年9月策定）

 

番目の面積を持つ 

ｍの伊那盆地 

自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など）

自然の恵みを農業に活用している（川下り米、蜜リンゴなど） 

用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

バイオマス燃料、太陽光・中小水力発電の活用に積極的 

」を目指し、再生可能エネルギーにより

河岸段丘上に数多くの埋蔵文化財包蔵地が存在している 

国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

市無形民俗文化財「中尾歌舞伎」「高遠囃子」などがある 

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

月策定） 

月策定） 

自然災害のリスクが少なく安心（直下型地震発生確率が低い、など） 

 所有者高齢化、不在

地主などによる森

林、農地の荒廃化

用地地域外の宅地化の進行や農業振興地域内への宅地化が進むなど、土

市街地、中心市街地の空洞化が見られ、限られた土地資源が有効に利用

 用地地域外の宅地

化、農業振興地域内

への宅地化が進む

」を目指し、再生可能エネルギーにより CO2

 生活排水、工場排水

等での水質汚染の

検出

国指定史跡「高遠城跡」、県宝「旧馬島家住宅」、市指定文化財「伊那部

民俗文化財では、県無形（選択）文化財「山寺のやきもち踊りの習俗」、

 出土した考古資料

の中で未整理のも

のがある

 民俗文化財等での

後継者の不足

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に

問題点 

所有者高齢化、不在

地主などによる森

林、農地の荒廃化

用地地域外の宅地

化、農業振興地域内

への宅地化が進む

生活排水、工場排水

等での水質汚染の

検出 

出土した考古資料

の中で未整理のも

のがある 

民俗文化財等での

後継者の不足 

 

本市が公開している情報や行政として実施している様々な施策内容を調査・分析し、市民の方々が日々

暮らしていくための生活環境を自然的特性、社会的特性、産業的特性に分類し、概要・特徴、問題点に 

所有者高齢化、不在

地主などによる森

林、農地の荒廃化 

用地地域外の宅地

化、農業振興地域内

への宅地化が進む 

生活排水、工場排水

等での水質汚染の

出土した考古資料

の中で未整理のも

民俗文化財等での
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 社会的特性と問題点(2)

社会的特性

1. 人口・世帯

数 

2. 高齢者福祉

3. 児童福祉・

障害者福祉

4. 保健・医療

5. 教育 

6. 安全安心

7. 交通 

社会的特性と問題点

社会的特性 

人口・世帯  総人口：平成

 合計特殊出生率：平成

                          

 高齢化率は

 20
 15～
 出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

高齢者福祉  本市高齢化率（

平成

                               

 本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

 介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

 介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

児童福祉・ 

障害者福祉 

 出生数は、平成

 障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

 詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

保健・医療  長野県の平均寿命（平成

1位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

 健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

は、長野県（平成

歳）

  信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

 市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

る 

安全安心  住宅における耐震化状況は、以下のとおり

耐震性あり：

 交通事故発生状況は、以下のとおり

平成

 人身事故死傷者状況は、以下のとおり

平成

 交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

  中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

 県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

 平成

の移動時間が大幅に短縮する

 地域公共交通機関の利用者減少

社会的特性と問題点 

総人口：平成26

合計特殊出生率：平成

                          

高齢化率は28.3

20歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

～24歳が大きく転出超過

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

本市高齢化率（

平成24年:26.5%  

                               

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

出生数は、平成

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

長野県の平均寿命（平成

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

は、長野県（平成

歳） 

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

 

住宅における耐震化状況は、以下のとおり

耐震性あり：

交通事故発生状況は、以下のとおり

平成21年：3,560

人身事故死傷者状況は、以下のとおり

平成21年： 297

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

平成 39 年（2027

の移動時間が大幅に短縮する

地域公共交通機関の利用者減少

表 1-

26年 68,932人

合計特殊出生率：平成26年 

                          

28.3％（平成26

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

歳が大きく転出超過 

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

本市高齢化率（65歳以上）が下記のように高まると推定

:26.5%  → 平成30

                               

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

出生数は、平成20年：684 →

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

長野県の平均寿命（平成22年）は、男性

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

は、長野県（平成22年）は男性全国

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

住宅における耐震化状況は、以下のとおり

耐震性あり：18613戸（79.12

交通事故発生状況は、以下のとおり

3,560件  平成

人身事故死傷者状況は、以下のとおり

297件  平成

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

2027 年）にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

の移動時間が大幅に短縮する

地域公共交通機関の利用者減少

-2 社会的特性と問題点

概要・特徴 

人 → 平成52

年 1.71人 

                           → 平成52

26年4月）で、全国に比較し

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

 

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率

歳以上）が下記のように高まると推定

30年:34%（推定）

                               → 平成

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

→ 平成24年：

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生

年）は、男性

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

年）は男性全国6 位（71.17

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

住宅における耐震化状況は、以下のとおり

79.12％） 耐震性なし：

交通事故発生状況は、以下のとおり 

平成25年：3,527

人身事故死傷者状況は、以下のとおり 

平成25年： 247

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

の移動時間が大幅に短縮する 

地域公共交通機関の利用者減少 

社会的特性と問題点 

 

52年（2040年）

52年（2040年）

月）で、全国に比較し

歳代及び年少人口は減少方向で、生産年齢人口も減少

出産可能年齢層の女性の減少と晩婚化で出生率(1.50～

歳以上）が下記のように高まると推定

（推定） 

平成55年（2043

本市と同じ人口規模の平均より高齢化が進んでいる 

介護保険の認定者、サービス利用者が増加する 

介護保険料は、県下で最低水準であるが、今後上昇予想される

年：569と減少

障害者が施設を出て地域に暮らす「地域移行」が進む

詐欺や虐待など人権に係る事件・事故の発生 

年）は、男性80.88歳、女性

位。本市も、ほぼ同様で長寿の市といえる 

健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間の「健康寿命」

71.17歳）、女性全国

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある

市の教育の特徴は、通学区を越えて市内どこからでも就学できる小規模

特認校の制度、「くらしの中の食」「キャリア教育の推進」「総合的な学習

の時間」等の郷土愛の醸成や生きる力を育む取組みや、信州大学や東京

藝術大学との連携で高度で専門性のある教育を受ける環境を創出してい

住宅における耐震化状況は、以下のとおり 

耐震性なし：4913

3,527件 

247件 

交通弱者、特に高齢者の事故が多数となっている 

中央をＪＲ飯田線が走り、中央本線、東海道本線につながる

県道が縦横に走り、交通の要所。西部には中央自動車道が南北に走る

にリニア中央新幹線開通により、東京や名古屋へ

 

年）65,000人（推定）
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歳）、女性全国17位（

信州大学農学部、長野県南信工科短期大学校など研究機関が近隣にある
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2. ＲＥＳＡＳから見た本市の産業分析 

本市の産業活動状況を分析するために、地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）を活用し本市の経済状況

の特徴や抱えている課題などを調査、分析しています。以下に、ＲＥＳＡＳで分析した結果等を示します。 

 

(1) 地域経済循環からの分析 

地域経済循環からの分析は、地域経済に関して生産、分配、支出の3つの側面で捉えて、地域の資源

や強みを活かして地域経済の活動が行われているか分析するものです。第1次産業～第3次産業の産業

活動によって生産された付加価値は、雇用者等へ分配（所得）され、その後、費用や投資等の支出へ回

され、その支出が地域企業への生産へ回って生産（付加価値額）が増加するような良い循環が形成され

ることが望まれます。この循環過程で、他地域へお金が流出すれば地域内での産業規模が縮小すること

となり、所得への分配が縮小して地域経済の悪い循環となります。 

本市の地域経済循環図（平成25年（2013年））を図 1-1に示します。本市の場合、所得分配が他地域

から流入しています。また、支出でも地域内の所得が設備投資として地域外へ流出しています。これは

地域の生産活動へ地域内の所得が回っていないことを示しています。このような結果から、本市の地域

経済の自立度を示す地域経済循環率が平成 25 年（2013 年）77.8％という数字になって表れて、何らか

の改善が必要と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工 

図 1-1 本市の地域経済循環図 

分配（所得） 

雇用者所得 その他所得 

伊那市・地域経済循環図 

（2013年） 

 

 

 産業的特性と問題点(3)

産業的特性

1. 産業構造

2. 経済循環

3. 農業 

4. 林業 

5. 商業・

サービス

6. 工業 

7. 観光 

8. 財政状況

産業的特性と問題点

産業的特性 

産業構造  これまで農業、工業、商業がバランスよく発展してきたが、近年産業構

造の変化が顕在化

 

 

経済循環  地域内産業の状況は、以下のとおり

平成

 産業別の生産額構成は、以下のとおり

平成

 本市の地域内所得（雇用者

から所得が分配される流入型となっている

 本市の地域内支出（民間消費・民間投資）は、設備投資面等で他地区へ

の支出が多い流出型となっている

  平成

 米中心に野菜、花き類、果樹、畜産であり、最近では、雑穀栽培も盛ん

 農家人口の減少

 経営耕地面積の減少

  市の面積の

（国有林

 天然カラマツ、マツタケの生産地。本市産木材のブランド化を推進

「伊那赤松」「伊那落葉松」「伊那ハードウッド」「伊那松茸」

商業・ 

サービス 

 年間商品販売額：約

 南信地域の商圏の中心でもある

  製造品出荷額：約

 高度加工技術産業

 さらに豊かな自然環境を強みとした食品、健康長寿関連産業が特徴

  豊富な観光資源（高遠城址公園の桜など）

 観光関連サービスは、ここ数年ほぼ横ばい状態

年間の利用者延数：

 日帰り通過型の観光が大部分

財政状況  実質公債費比率

 将来負担比率

 税未収金

産業的特性と問題点 

これまで農業、工業、商業がバランスよく発展してきたが、近年産業構

造の変化が顕在化

 消費者ニーズの多様化を背景に産業構造は、第

て、より高度で複雑なものへシフトが必要

 郊外の幹線道路沿いへの大型量販店の進出が顕著、小規模な地域小売

店など事業者には大きな影響がある

地域内産業の状況は、以下のとおり

平成25年 生産額：

産業別の生産額構成は、以下のとおり

平成25年の生産額構成：

本市の地域内所得（雇用者

から所得が分配される流入型となっている

本市の地域内支出（民間消費・民間投資）は、設備投資面等で他地区へ

の支出が多い流出型となっている

平成24年 産出額は、約

米中心に野菜、花き類、果樹、畜産であり、最近では、雑穀栽培も盛ん

農家人口の減少

経営耕地面積の減少

市の面積の83％を占める豊富な森林資源を有している

（国有林40％、公有林

天然カラマツ、マツタケの生産地。本市産木材のブランド化を推進

「伊那赤松」「伊那落葉松」「伊那ハードウッド」「伊那松茸」

年間商品販売額：約

南信地域の商圏の中心でもある

製造品出荷額：約

高度加工技術産業

さらに豊かな自然環境を強みとした食品、健康長寿関連産業が特徴

豊富な観光資源（高遠城址公園の桜など）

観光関連サービスは、ここ数年ほぼ横ばい状態

年間の利用者延数：

日帰り通過型の観光が大部分

実質公債費比率

将来負担比率  

税未収金 8.3億円（平成

表 1-

これまで農業、工業、商業がバランスよく発展してきたが、近年産業構

造の変化が顕在化 

消費者ニーズの多様化を背景に産業構造は、第

て、より高度で複雑なものへシフトが必要

郊外の幹線道路沿いへの大型量販店の進出が顕著、小規模な地域小売

店など事業者には大きな影響がある

地域内産業の状況は、以下のとおり

生産額： 3,822億円（長野県内

産業別の生産額構成は、以下のとおり

年の生産額構成：1次産業

本市の地域内所得（雇用者所得・その他所得（交付税等））は、他地区

から所得が分配される流入型となっている

本市の地域内支出（民間消費・民間投資）は、設備投資面等で他地区へ

の支出が多い流出型となっている

産出額は、約58億円

米中心に野菜、花き類、果樹、畜産であり、最近では、雑穀栽培も盛ん

農家人口の減少:約7,500戸（昭和

経営耕地面積の減少:約5,000ha

％を占める豊富な森林資源を有している

％、公有林12％、私有林

天然カラマツ、マツタケの生産地。本市産木材のブランド化を推進

「伊那赤松」「伊那落葉松」「伊那ハードウッド」「伊那松茸」

年間商品販売額：約1,335億円（平成

南信地域の商圏の中心でもある

製造品出荷額：約1,725億円（平成

高度加工技術産業 精密機械、電気電子機械が特徴

さらに豊かな自然環境を強みとした食品、健康長寿関連産業が特徴

豊富な観光資源（高遠城址公園の桜など）

観光関連サービスは、ここ数年ほぼ横ばい状態

年間の利用者延数：170万人

日帰り通過型の観光が大部分

実質公債費比率  平成24年：

   平成24年：

億円（平成24

-3 産業的特性と問題点

概要・特徴 

これまで農業、工業、商業がバランスよく発展してきたが、近年産業構

消費者ニーズの多様化を背景に産業構造は、第

て、より高度で複雑なものへシフトが必要

郊外の幹線道路沿いへの大型量販店の進出が顕著、小規模な地域小売

店など事業者には大きな影響がある 

地域内産業の状況は、以下のとおり 

億円（長野県内

産業別の生産額構成は、以下のとおり 

次産業 1.6%、2

所得・その他所得（交付税等））は、他地区

から所得が分配される流入型となっている

本市の地域内支出（民間消費・民間投資）は、設備投資面等で他地区へ

の支出が多い流出型となっている 

億円 

米中心に野菜、花き類、果樹、畜産であり、最近では、雑穀栽培も盛ん

戸（昭和60年）→約

5,000ha（昭和60

％を占める豊富な森林資源を有している

％、私有林48％）

天然カラマツ、マツタケの生産地。本市産木材のブランド化を推進

「伊那赤松」「伊那落葉松」「伊那ハードウッド」「伊那松茸」

億円（平成24

南信地域の商圏の中心でもある 

億円（平成24年

精密機械、電気電子機械が特徴

さらに豊かな自然環境を強みとした食品、健康長寿関連産業が特徴

豊富な観光資源（高遠城址公園の桜など）

観光関連サービスは、ここ数年ほぼ横ばい状態

万人、観光消費額：

日帰り通過型の観光が大部分 

年：15.1％ （全国

年：101.2％ （全国：

24年）  徴収率：

産業的特性と問題点 

 

これまで農業、工業、商業がバランスよく発展してきたが、近年産業構

消費者ニーズの多様化を背景に産業構造は、第 3

て、より高度で複雑なものへシフトが必要 

郊外の幹線道路沿いへの大型量販店の進出が顕著、小規模な地域小売

 

億円（長野県内9位の規模）

2次産業 42.4%

所得・その他所得（交付税等））は、他地区

から所得が分配される流入型となっている 

本市の地域内支出（民間消費・民間投資）は、設備投資面等で他地区へ

米中心に野菜、花き類、果樹、畜産であり、最近では、雑穀栽培も盛ん

年）→約1,500

60年）→約1,700ha

％を占める豊富な森林資源を有している

％） 

天然カラマツ、マツタケの生産地。本市産木材のブランド化を推進

「伊那赤松」「伊那落葉松」「伊那ハードウッド」「伊那松茸」

24年 経済センサス）

年 経済センサス）

精密機械、電気電子機械が特徴 

さらに豊かな自然環境を強みとした食品、健康長寿関連産業が特徴

豊富な観光資源（高遠城址公園の桜など） 

観光関連サービスは、ここ数年ほぼ横ばい状態 

、観光消費額：36億円 

（全国:9.0％）、平成

（全国：60％）

徴収率：93.8％（平成

 

これまで農業、工業、商業がバランスよく発展してきたが、近年産業構

3 次産業を中心とし

郊外の幹線道路沿いへの大型量販店の進出が顕著、小規模な地域小売

位の規模） 

42.4%、3次産業 56.0%

所得・その他所得（交付税等））は、他地区

本市の地域内支出（民間消費・民間投資）は、設備投資面等で他地区へ

米中心に野菜、花き類、果樹、畜産であり、最近では、雑穀栽培も盛ん

1,500戸（平成22年）

1,700ha（平成22

％を占める豊富な森林資源を有している 

天然カラマツ、マツタケの生産地。本市産木材のブランド化を推進

「伊那赤松」「伊那落葉松」「伊那ハードウッド」「伊那松茸」 

経済センサス） 

経済センサス） 

 

さらに豊かな自然環境を強みとした食品、健康長寿関連産業が特徴

 

％）、平成28年:9.9%

％） 

％（平成24年）

これまで農業、工業、商業がバランスよく発展してきたが、近年産業構

次産業を中心とし

郊外の幹線道路沿いへの大型量販店の進出が顕著、小規模な地域小売

 消費者ニーズ多様

化対応など、産業構

造の高度化対応が

急務

56.0% 

所得・その他所得（交付税等））は、他地区

本市の地域内支出（民間消費・民間投資）は、設備投資面等で他地区へ

 製造業の事業所が

撤退・集約化で漸減

 域内所得が流入型、

支出が流出型で、地

域内での経済活動

の衰退懸念（負のス

パイラル）

米中心に野菜、花き類、果樹、畜産であり、最近では、雑穀栽培も盛ん 
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2. ＲＥＳＡＳから見た本市の産業分析 

本市の産業活動状況を分析するために、地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）を活用し本市の経済状況

の特徴や抱えている課題などを調査、分析しています。以下に、ＲＥＳＡＳで分析した結果等を示します。 

 

(1) 地域経済循環からの分析 

地域経済循環からの分析は、地域経済に関して生産、分配、支出の3つの側面で捉えて、地域の資源

や強みを活かして地域経済の活動が行われているか分析するものです。第1次産業～第3次産業の産業

活動によって生産された付加価値は、雇用者等へ分配（所得）され、その後、費用や投資等の支出へ回

され、その支出が地域企業への生産へ回って生産（付加価値額）が増加するような良い循環が形成され

ることが望まれます。この循環過程で、他地域へお金が流出すれば地域内での産業規模が縮小すること

となり、所得への分配が縮小して地域経済の悪い循環となります。 

本市の地域経済循環図（平成25年（2013年））を図 1-1に示します。本市の場合、所得分配が他地域

から流入しています。また、支出でも地域内の所得が設備投資として地域外へ流出しています。これは

地域の生産活動へ地域内の所得が回っていないことを示しています。このような結果から、本市の地域

経済の自立度を示す地域経済循環率が平成 25 年（2013 年）77.8％という数字になって表れて、何らか

の改善が必要と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工 

図 1-1 本市の地域経済循環図 

分配（所得） 

雇用者所得 その他所得 

伊那市・地域経済循環図 

（2013年） 

伊那市 新産業技術推進ビジョン

55



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 民間投資での分析(4)

本市への民間投資の視点から分析するものです。

各自治体における民間投資の状況を表しています。地域内の事業所・住民により地域内および地域外へ

投資された金額「地域企業ベース」と、地域内へ地域内外から投資された金額「地域内ベース」、その差

額の「地域内収支」を示しています。

本市の場合、「地域企業ベース」の民間投資が「地域内ベース」より大きく、企業内収支がマイナスと

なっていますので、地域

これは、企業等が稼いだ所得を地域内で投資する機会が乏しいか、または企業の戦略に則り地域外への

投資に回ったかと考えられます。いずれにしろ、地域内への投資を魅力的なものとするような努力が必

要と考えます。
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(2) 産業別の移輸出入から分析 

生産額を移輸出入の視点から分析するものです。移輸出入の収支額とは、移出・輸出に伴う地域外か

らの収入額から、移入・輸入に伴う地域外への支出額を差し引いたものです。収支額がプラスの産業は

地域外からお金を獲得している産業であり、マイナスの産業は地域外にお金が流出していることを示し

ています。 

図 1-2に本市における産業別の移輸出入状況を示します。背景色が赤は、移入・輸入に対して移出・

輸出が多い産業であり、地域外からお金を稼いでいる産業で地域の所得を支えていることが分かります。 

本市の産業では、食料品、輸送用機械、一般機械等が移輸出入の収支額がプラスの産業であって、地

域外に主な市場があり製品などの販売によって地域の所得を支えている産業と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 本市の産業別の移輸出入状況 

(3) 本市の第2次産業の分析（他地区との比較） 

本市の第 2 次産業の状況について、駒ヶ根市や南箕輪村の他地区との比較を図 1-3 に示しています。

第2次産業における生産額の構成割合に着目すると、本市の場合、大きな割合を占める産業はなく、い

くつかの産業がバランス良く構成されていることが特徴と言えます。生産額の割合が多い順で見ますと、

食料品、輸送用機械、一般機械、建設業という順番となり、これらの産業が、現状、本市の主力産業と

言えます。 

一方、他地区の構成割合を見てみると、本市との違いで顕著な例は南箕輪村が挙げられます。電気機

械の生産額が65.9%（平成25年(2013年)データ）を占めて、南箕輪村での突出した主力産業となってい

ることが分かります。 
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 農業分野での農産物の出荷先の分析(6)

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

販売先経営体数の割合を

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

は見られますが、まだ農協への出荷金額は多い状況です。

出荷先の経営体数

データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売
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 雇用者所得からの分析(5)

本市住民の雇用者所得の視点から分析するものです。

内の各自治体における雇用者所得の総額を示しています。本市は、長野県内では

得ています。内訳は下記のとおりです。
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が地域外に働きにでて、地域外の企業から雇用者所得を総額
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本市の場合、地域住民ベースが地域内勤務者ベースより雇用者所得が多くなっています。これは、本

市の住民が地域外に働きに出て、雇用者所得が地域外から流入していることを表しています。地域住民

億円地域内に流入していることを示し

、地元企業への雇用を住民が魅力的に思えるような雇用環
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 農業分野での農産物の出荷先の分析(6)

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

販売先経営体数の割合を

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

は見られますが、まだ農協への出荷金額は多い状況です。

出荷先の経営体数

データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売
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販売先経営体数の割合を

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

は見られますが、まだ農協への出荷金額は多い状況です。

出荷先の経営体数

データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売

 

農業分野での農産物の出荷先の分析

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

販売先経営体数の割合を図 

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

は見られますが、まだ農協への出荷金額は多い状況です。

出荷先の経営体数の割合では、農林業センサスからの平成

データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売

 

図 1-5

農業分野での農産物の出荷先の分析

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

 1-6に示します。本市の場合、販売金額、経営体数ともに農産物の出荷先は、

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

は見られますが、まだ農協への出荷金額は多い状況です。

の割合では、農林業センサスからの平成

データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売

 

5 本市の雇用者所得状況

農業分野での農産物の出荷先の分析 

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

に示します。本市の場合、販売金額、経営体数ともに農産物の出荷先は、

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

は見られますが、まだ農協への出荷金額は多い状況です。

の割合では、農林業センサスからの平成

データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売

（出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工

本市の雇用者所得状況

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

に示します。本市の場合、販売金額、経営体数ともに農産物の出荷先は、

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

は見られますが、まだ農協への出荷金額は多い状況です。 

の割合では、農林業センサスからの平成22年（

データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売

出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工

本市の雇用者所得状況 

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

に示します。本市の場合、販売金額、経営体数ともに農産物の出荷先は、

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

年（2010年）・平成

データを見ると、農協の経営体数が多くを占めて、出荷先別の販売金額と同様の傾向が見られます。

出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

に示します。本市の場合、販売金額、経営体数ともに農産物の出荷先は、

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

年）・平成27年（

金額と同様の傾向が見られます。

出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

に示します。本市の場合、販売金額、経営体数ともに農産物の出荷先は、

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

年（2015年）の

金額と同様の傾向が見られます。

 

出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工 

農業分野における農産物の出荷先に関して分析するものです。農産物の出荷先別の販売金額構成と、

に示します。本市の場合、販売金額、経営体数ともに農産物の出荷先は、

農協が圧倒的に多い状況となっています。出荷先の販売金額では小売業者、消費者への直販の増加傾向

年）の

金額と同様の傾向が見られます。 
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 林産物販売・林産業請負に関する分析(8)

林産物販売と林産業請負に関して経営規模の変化について分析するものです。

売金額帯別による経営体の割合と、林業作業・請負収入金額帯別の経営体の割合を示しています。

林産物の販売金額帯別では、

100

んでいることが分かります。一方、林業作業の請負収入金額別でみた場合も、規模の大きな経営体へ変

化している様子が見られ、規模の拡大や集約化が進んでいるように見えます。このように、本市の場合、

林業の活性化が着実に進んでいると考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林産物販売・林産業請負に関する分析

林産物販売と林産業請負に関して経営規模の変化について分析するものです。

売金額帯別による経営体の割合と、林業作業・請負収入金額帯別の経営体の割合を示しています。

林産物の販売金額帯別では、

100万円未満から

んでいることが分かります。一方、林業作業の請負収入金額別でみた場合も、規模の大きな経営体へ変

化している様子が見られ、規模の拡大や集約化が進んでいるように見えます。このように、本市の場合、

林業の活性化が着実に進んでいると考えます。

図

 

林産物販売・林産業請負に関する分析

林産物販売と林産業請負に関して経営規模の変化について分析するものです。

売金額帯別による経営体の割合と、林業作業・請負収入金額帯別の経営体の割合を示しています。

林産物の販売金額帯別では、

万円未満から100万円～

んでいることが分かります。一方、林業作業の請負収入金額別でみた場合も、規模の大きな経営体へ変

化している様子が見られ、規模の拡大や集約化が進んでいるように見えます。このように、本市の場合、

林業の活性化が着実に進んでいると考えます。

図 1-8 林産物販売金額帯別と請負収入金額帯別での経営体数の割合

 

林産物販売・林産業請負に関する分析

林産物販売と林産業請負に関して経営規模の変化について分析するものです。

売金額帯別による経営体の割合と、林業作業・請負収入金額帯別の経営体の割合を示しています。
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んでいることが分かります。一方、林業作業の請負収入金額別でみた場合も、規模の大きな経営体へ変

化している様子が見られ、規模の拡大や集約化が進んでいるように見えます。このように、本市の場合、

林業の活性化が着実に進んでいると考えます。
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林産物販売と林産業請負に関して経営規模の変化について分析するものです。

売金額帯別による経営体の割合と、林業作業・請負収入金額帯別の経営体の割合を示しています。
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万円へと経営体比率の増加が見られ、経営体の規模拡大や集約化が進
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（出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工

林産物販売金額帯別と請負収入金額帯別での経営体数の割合

林産物販売と林産業請負に関して経営規模の変化について分析するものです。

売金額帯別による経営体の割合と、林業作業・請負収入金額帯別の経営体の割合を示しています。
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万円へと経営体比率の増加が見られ、経営体の規模拡大や集約化が進

んでいることが分かります。一方、林業作業の請負収入金額別でみた場合も、規模の大きな経営体へ変
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出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工

林産物販売金額帯別と請負収入金額帯別での経営体数の割合

林産物販売と林産業請負に関して経営規模の変化について分析するものです。図 1-8は、林産物・販

売金額帯別による経営体の割合と、林業作業・請負収入金額帯別の経営体の割合を示しています。
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化している様子が見られ、規模の拡大や集約化が進んでいるように見えます。このように、本市の場合、
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の変化で、販売金額帯

万円へと経営体比率の増加が見られ、経営体の規模拡大や集約化が進

んでいることが分かります。一方、林業作業の請負収入金額別でみた場合も、規模の大きな経営体へ変

化している様子が見られ、規模の拡大や集約化が進んでいるように見えます。このように、本市の場合、
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 農業生産関連事業への取組分析(7)

農産物を生産して加工・販売するという

都道府県平均、飯田市の取組状況を示したものです。

農業生産関連事業としては、農産物の加工、消費者に直接販売、貸農園

の事業があり平成

飯田市が農産物の加工で大きく成長を示しています。一方、本市の場合は、あまり成長は見られません

でした。以前の情報からの分析ですが、取組みへの調査・検討が必要と考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業生産関連事業への取組分析

農産物を生産して加工・販売するという

都道府県平均、飯田市の取組状況を示したものです。

農業生産関連事業としては、農産物の加工、消費者に直接販売、貸農園

の事業があり平成

飯田市が農産物の加工で大きく成長を示しています。一方、本市の場合は、あまり成長は見られません

でした。以前の情報からの分析ですが、取組みへの調査・検討が必要と考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業生産関連事業への取組分析

農産物を生産して加工・販売するという

都道府県平均、飯田市の取組状況を示したものです。

農業生産関連事業としては、農産物の加工、消費者に直接販売、貸農園

の事業があり平成17年（2005

飯田市が農産物の加工で大きく成長を示しています。一方、本市の場合は、あまり成長は見られません

でした。以前の情報からの分析ですが、取組みへの調査・検討が必要と考えます。

図 1-6 農業分野での農産物出荷先の状況

農業生産関連事業への取組分析 

農産物を生産して加工・販売するという

都道府県平均、飯田市の取組状況を示したものです。

農業生産関連事業としては、農産物の加工、消費者に直接販売、貸農園

2005年）から平成

飯田市が農産物の加工で大きく成長を示しています。一方、本市の場合は、あまり成長は見られません

でした。以前の情報からの分析ですが、取組みへの調査・検討が必要と考えます。

図 1-7 農業生産関連事業の実施状況

農業分野での農産物出荷先の状況

農産物を生産して加工・販売するという6次産業化の動きが広まってきていますが、

都道府県平均、飯田市の取組状況を示したものです。

農業生産関連事業としては、農産物の加工、消費者に直接販売、貸農園

年）から平成22年（

飯田市が農産物の加工で大きく成長を示しています。一方、本市の場合は、あまり成長は見られません

でした。以前の情報からの分析ですが、取組みへの調査・検討が必要と考えます。
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（出典）ＲＥＳＡＳデータをもとに編集・加工

農業分野での農産物出荷先の状況

次産業化の動きが広まってきていますが、

都道府県平均、飯田市の取組状況を示したものです。 

農業生産関連事業としては、農産物の加工、消費者に直接販売、貸農園

年（2010年）の変化を示しています。

飯田市が農産物の加工で大きく成長を示しています。一方、本市の場合は、あまり成長は見られません

でした。以前の情報からの分析ですが、取組みへの調査・検討が必要と考えます。
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農業分野での農産物出荷先の状況 

次産業化の動きが広まってきていますが、

農業生産関連事業としては、農産物の加工、消費者に直接販売、貸農園・体験農園等、観光農園

年）の変化を示しています。

飯田市が農産物の加工で大きく成長を示しています。一方、本市の場合は、あまり成長は見られません

でした。以前の情報からの分析ですが、取組みへの調査・検討が必要と考えます。
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次産業化の動きが広まってきていますが、図 

体験農園等、観光農園

年）の変化を示しています。注目されるのは、

飯田市が農産物の加工で大きく成長を示しています。一方、本市の場合は、あまり成長は見られません
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化している様子が見られ、規模の拡大や集約化が進んでいるように見えます。このように、本市の場合、

林業の活性化が着実に進んでいると考えます。
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 資本金・従業員数の構成b.

 資本金1

 経営上の優位点、経営上の課題c.

 経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

 経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

 

 資本金 

優位点 

資本金・従業員数の構成

1億円以下、従業員数

経営上の優位点、経営上の課題

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

 

 

 

資本金・従業員数の構成 

億円以下、従業員数9人以下の企業が大半を占めます。

図 1-10

経営上の優位点、経営上の課題 

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

図 1-11 経営上の優位点、経営上の課題
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3. 地域におけるＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術活用状況

本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

ンとして策定するにあたり、推進ビジョン策定及び具体施

へのＩｏＴ・ＡＩ活用」に対する意見収集を目的にアンケート調査

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。

以下に、アンケート調査とヒアリング調査の結果を示します。

 

(1) 「企業経営へのＩｏＴ・ＡＩ活用」アンケート

伊那商工会議所および伊那市商工会の会員データから企業リスト（

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。
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本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

ンとして策定するにあたり、推進ビジョン策定及び具体施

へのＩｏＴ・ＡＩ活用」に対する意見収集を目的にアンケート調査

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。

以下に、アンケート調査とヒアリング調査の結果を示します。

「企業経営へのＩｏＴ・ＡＩ活用」アンケート

伊那商工会議所および伊那市商工会の会員データから企業リスト（

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。

 アンケート調査期間：平成

 アンケート回収結果
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以下に、企業へのＩｏＴ・ＡＩ活用アンケート結果を示します。

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため
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年1月10日～

 ：1,885社

 ：  294社

 ：  292社（有効回答率：

以下に、企業へのＩｏＴ・ＡＩ活用アンケート結果を示します。

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため

％とはなりません。棒グラフ中の

回答企業には、卸売業・小売業、製造業、建設業が多く見られます。

-9 回答企業の業種構成

地域におけるＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術活用状況 

本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

ンとして策定するにあたり、推進ビジョン策定及び具体施策抽出に向けた基礎情報とするため「企業経営

へのＩｏＴ・ＡＩ活用」に対する意見収集を目的にアンケート調査

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。

以下に、アンケート調査とヒアリング調査の結果を示します。 

「企業経営へのＩｏＴ・ＡＩ活用」アンケート 

伊那商工会議所および伊那市商工会の会員データから企業リスト（

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。

日～1月27日 

社 

社 

社（有効回答率：

以下に、企業へのＩｏＴ・ＡＩ活用アンケート結果を示します。

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため

％とはなりません。棒グラフ中のNは回答企業数を示しています。

回答企業には、卸売業・小売業、製造業、建設業が多く見られます。

回答企業の業種構成 

本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

策抽出に向けた基礎情報とするため「企業経営

へのＩｏＴ・ＡＩ活用」に対する意見収集を目的にアンケート調査を行いました。

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。

 

伊那商工会議所および伊那市商工会の会員データから企業リスト（1,885 社）を作成し、各社宛にア

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。

 

社（有効回答率：15.5%）

以下に、企業へのＩｏＴ・ＡＩ活用アンケート結果を示します。 

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため

は回答企業数を示しています。

回答企業には、卸売業・小売業、製造業、建設業が多く見られます。

 

本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

策抽出に向けた基礎情報とするため「企業経営

を行いました。 

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。

社）を作成し、各社宛にア

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。

） 

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため

は回答企業数を示しています。 

回答企業には、卸売業・小売業、製造業、建設業が多く見られます。 

N=292 

本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

策抽出に向けた基礎情報とするため「企業経営

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

の解決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場からの意見収集も行っています。 

社）を作成し、各社宛にア

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため

 

本市における産業イノベーションの有るべき姿や地域課題解決に向けた処方箋を新産業技術推進ビジョ

策抽出に向けた基礎情報とするため「企業経営

また、アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題へ

社）を作成し、各社宛にア

ンケート調査票を郵送し、返送された企業アンケートの回答を集計し、その結果を分析・評価しました。 

尚、円グラフは単数回答、棒グラフは複数回答をグラフ化したもので、棒グラフは複数回答のため
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b.



 

 

c.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資本金・従業員数の構成b.

 資本金1

 経営上の優位点、経営上の課題c.

 経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

 経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

 

 資本金 

優位点 

資本金・従業員数の構成

1億円以下、従業員数

経営上の優位点、経営上の課題

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

 

 

 

資本金・従業員数の構成 

億円以下、従業員数9人以下の企業が大半を占めます。

図 1-10

経営上の優位点、経営上の課題 

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

図 1-11 経営上の優位点、経営上の課題

 

Ｎ＝

人以下の企業が大半を占めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

10 資本金・従業員数の構成

  

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

 

経営上の優位点、経営上の課題

Ｎ＝236 

人以下の企業が大半を占めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

資本金・従業員数の構成

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

経営上の優位点、経営上の課題

 経営上の課題

 従業員数

人以下の企業が大半を占めます。 

資本金・従業員数の構成 

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

経営上の優位点、経営上の課題 

経営上の課題 

従業員数 

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。

Ｎ＝257 

（%） 

 

経営上の優位点では、「保有技術」が最も多く「ノウハウ」「販売力」「企業連携」が続きます。 

経営上の課題では、「人手不足解消」と「市場縮小」への対応が大きな課題となっています。 
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 ＩｏＴ・ＡＩの活用予定f.

 導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

 

ＩｏＴの活用予定

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

 

ＩｏＴの活用予定 

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定 

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

図 1-14

 

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

14 ＩｏＴ・ＡＩの活用予定

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定

ＡＩの活用予定

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで23%

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定 

ＡＩの活用予定 

23%、ＡＩで19%

 

19%となります。

 

となります。 

 

 

d.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援を期待する行政機関等

 支援を期待する行政機関等、行政機関等に支援をd.

 本市への支援期待がトップを占めています。

 期待する項目は「補助金」がトップとなります。

 ＩｏＴの認知度、ＡＩの認知度e.

 ＩｏＴ・ＡＩの認知度は、

ＡＩがほぼ同様の傾向を示しています。

 

 

支援を期待する行政機関等

ＩｏＴの認知度

支援を期待する行政機関等、行政機関等に支援を

本市への支援期待がトップを占めています。

期待する項目は「補助金」がトップとなります。

図 1

ＩｏＴの認知度、ＡＩの認知度

ＩｏＴ・ＡＩの認知度は、

ＡＩがほぼ同様の傾向を示しています。

 

支援を期待する行政機関等 

ＩｏＴの認知度 

支援を期待する行政機関等、行政機関等に支援を

本市への支援期待がトップを占めています。

期待する項目は「補助金」がトップとなります。

1-12 支援を期待する行政機関等と期待する項目

ＩｏＴの認知度、ＡＩの認知度 

ＩｏＴ・ＡＩの認知度は、「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

ＡＩがほぼ同様の傾向を示しています。

図 1-13

 

 

支援を期待する行政機関等、行政機関等に支援を

本市への支援期待がトップを占めています。

期待する項目は「補助金」がトップとなります。

支援を期待する行政機関等と期待する項目

 

「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

ＡＩがほぼ同様の傾向を示しています。 

13 ＩｏＴ・ＡＩの認知度

Ｎ＝156 

（%） 

支援を期待する行政機関等、行政機関等に支援を期待する項目

本市への支援期待がトップを占めています。 

期待する項目は「補助金」がトップとなります。 

支援を期待する行政機関等と期待する項目

「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

ＩｏＴ・ＡＩの認知度

行政機関等に支援を期待する項目

ＡＩの認知度

期待する項目 

支援を期待する行政機関等と期待する項目 

「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

ＩｏＴ・ＡＩの認知度 

行政機関等に支援を期待する項目

ＡＩの認知度 

 

「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

行政機関等に支援を期待する項目

 

「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

行政機関等に支援を期待する項目 

Ｎ＝147

 

「十分理解」「ある程度理解」や「言葉を聞いた程度」など、ＩｏＴ、

147 

（%） 
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 ＩｏＴ・ＡＩの活用予定f.

 導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

 

ＩｏＴの活用予定

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

 

ＩｏＴの活用予定 

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定 

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

図 1-14

 

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

14 ＩｏＴ・ＡＩの活用予定

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定

ＡＩの活用予定

導入済みは、まだごく一部ですが、導入済み・予定ではＩｏＴで23%

ＩｏＴ・ＡＩの活用予定 

ＡＩの活用予定 

23%、ＡＩで19%

 

19%となります。

 

となります。 
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 ＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項h.

 図 1-17

本市の懸念事

図 1-18

 図 1-18

します。

ＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項

17は、本市の企業におけるＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項を示しています。

懸念事項として「スキルのある人材不足」「ＩｏＴ・ＡＩの導入目的が不明確」が多く、

18で示される全国規模のアンケート結果と同様の傾向が見られます。

図 

18は、中小企業庁が全国規模で新技術活用における課題についてアンケートした結果を示

します。 

（出典）中小企業庁

ＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項 

は、本市の企業におけるＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項を示しています。

項として「スキルのある人材不足」「ＩｏＴ・ＡＩの導入目的が不明確」が多く、

で示される全国規模のアンケート結果と同様の傾向が見られます。

 1-17 ＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項（本市）

は、中小企業庁が全国規模で新技術活用における課題についてアンケートした結果を示

（出典）中小企業庁 2017

図 1-18 新技術活用における課題（全国）

 ＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項（

 新技術活用

 

は、本市の企業におけるＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項を示しています。

項として「スキルのある人材不足」「ＩｏＴ・ＡＩの導入目的が不明確」が多く、

で示される全国規模のアンケート結果と同様の傾向が見られます。

ＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項（本市）

は、中小企業庁が全国規模で新技術活用における課題についてアンケートした結果を示

2017年版中小企業白書（平成

新技術活用における課題（全国）

ＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項（

新技術活用における課題

は、本市の企業におけるＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項を示しています。

項として「スキルのある人材不足」「ＩｏＴ・ＡＩの導入目的が不明確」が多く、

で示される全国規模のアンケート結果と同様の傾向が見られます。

ＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項（本市）

は、中小企業庁が全国規模で新技術活用における課題についてアンケートした結果を示

年版中小企業白書（平成

新技術活用における課題（全国）

ＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項（本市） 

における課題（全国）

は、本市の企業におけるＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項を示しています。

項として「スキルのある人材不足」「ＩｏＴ・ＡＩの導入目的が不明確」が多く、

で示される全国規模のアンケート結果と同様の傾向が見られます。

ＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項（本市） 

は、中小企業庁が全国規模で新技術活用における課題についてアンケートした結果を示

年版中小企業白書（平成29年7月）のアンケートデータを編集・加工

新技術活用における課題（全国） 

Ｎ＝198 

 

Ｎ＝2,987 

） 

は、本市の企業におけるＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項を示しています。

項として「スキルのある人材不足」「ＩｏＴ・ＡＩの導入目的が不明確」が多く、

で示される全国規模のアンケート結果と同様の傾向が見られます。 

は、中小企業庁が全国規模で新技術活用における課題についてアンケートした結果を示

月）のアンケートデータを編集・加工

 

（%） 

 

（%） 

は、本市の企業におけるＩｏＴ・ＡＩ活用上の懸念事項を示しています。 

項として「スキルのある人材不足」「ＩｏＴ・ＡＩの導入目的が不明確」が多く、
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消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

ヒアリング内容からの要望事項・期待事項 

本市の企業が活用できる次のような統合的な環境が欲しい 

新産業技術導入検証のための実証フィールド（共通基盤） 

実際に、上記のようなことを民間主導で実施している企業もある 

ＩｏＴ・ＡＩ等、新産業技術を学べる場及び人材交流の場が欲しい 

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

農林業と工業、商業が連携する６次産業化や新商品開発を進めたい 

消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい 

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。 

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

 

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

 

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい 

 

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ
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 期待するＩｏＴ・ＡＩの活用分野i.

 ＩｏＴ・ＡＩともにマーケティングと営業が

 

期待するＩｏＴ・ＡＩの活用分野

ＩｏＴ・ＡＩともにマーケティングと営業が

 

期待するＩｏＴ・ＡＩの活用分野

ＩｏＴ・ＡＩともにマーケティングと営業が

図 1-19

図 1-20

 

期待するＩｏＴ活用分野

期待するＡＩ活用分野

期待するＩｏＴ・ＡＩの活用分野 

ＩｏＴ・ＡＩともにマーケティングと営業が

19 期待するＩｏＴ活用分野

20 期待するＡＩ活用分野

期待するＩｏＴ活用分野

期待するＡＩ活用分野

ＩｏＴ・ＡＩともにマーケティングと営業が2大活用分野と考えられています。

期待するＩｏＴ活用分野

期待するＡＩ活用分野

期待するＩｏＴ活用分野 

期待するＡＩ活用分野 

大活用分野と考えられています。
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(2) 企業ヒアリング

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

 

a.

                       

 

b.

理したものを以下に示します。

で

分野

新産業の創出への

統合的な環境

人材の育成

農業関連の情報

提供 

農業・林業の

6次産業化

コスト削減・

生産性向上

業務効率化

 

企業ヒアリング

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

 

 ヒアリング企業の業種分類a.

 製造業

 サービス業

 金融業

 公共財団

 森林組合

                       

 

 ヒアリング内容からの総括b.

11 社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

理したものを以下に示します。

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

でいきます。 

分野 

新産業の創出への

統合的な環境 

人材の育成 

農業関連の情報 

農業・林業の 

次産業化 

コスト削減・ 

生産性向上 

業務効率化 

企業ヒアリング 

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

ヒアリング企業の業種分類

製造業   ： 6

サービス業  ： 2

金融業 ： 1

公共財団 ： 1

森林組合 ： 1

                       計  11

ヒアリング内容からの総括

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

理したものを以下に示します。

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

 

 本市の企業が活用できる次のような統合的な環境が欲しい

• 中堅リーダー交流会

• 新産業技術導入検証のための実証フィールド（共通基盤）

• 人的、補助金、ファンド等の支援サービス

 実際に、上記のようなことを民間主導で実施している企業もある

 ＩｏＴ・ＡＩ等、新産業技術を学べる場及び人材交流の場が欲しい

 アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

への対応

 農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

く提供してもらえるとよい

 農林業と工業、商業が連携する６次産業化や新商品開発を進めたい

 消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい

 生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

ェアリング）を進めたい

 森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

ヒアリング企業の業種分類 

6社 

2社 

1社 

1社 

1社 

11社 

ヒアリング内容からの総括 

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

理したものを以下に示します。 

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

表 1-4 ヒアリング内容からの総括

ヒアリング内容からの要望事項・期待事項

本市の企業が活用できる次のような統合的な環境が欲しい

中堅リーダー交流会

新産業技術導入検証のための実証フィールド（共通基盤）

人的、補助金、ファンド等の支援サービス

実際に、上記のようなことを民間主導で実施している企業もある

ＩｏＴ・ＡＩ等、新産業技術を学べる場及び人材交流の場が欲しい

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

への対応 

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

く提供してもらえるとよい

農林業と工業、商業が連携する６次産業化や新商品開発を進めたい

消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

ェアリング）を進めたい

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

ヒアリング内容からの総括

ヒアリング内容からの要望事項・期待事項

本市の企業が活用できる次のような統合的な環境が欲しい

中堅リーダー交流会 

新産業技術導入検証のための実証フィールド（共通基盤）

人的、補助金、ファンド等の支援サービス

実際に、上記のようなことを民間主導で実施している企業もある

ＩｏＴ・ＡＩ等、新産業技術を学べる場及び人材交流の場が欲しい

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

く提供してもらえるとよい 

農林業と工業、商業が連携する６次産業化や新商品開発を進めたい

消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

ェアリング）を進めたい 

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

ヒアリング内容からの総括

ヒアリング内容からの要望事項・期待事項

本市の企業が活用できる次のような統合的な環境が欲しい

新産業技術導入検証のための実証フィールド（共通基盤）

人的、補助金、ファンド等の支援サービス

実際に、上記のようなことを民間主導で実施している企業もある

ＩｏＴ・ＡＩ等、新産業技術を学べる場及び人材交流の場が欲しい

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

農林業と工業、商業が連携する６次産業化や新商品開発を進めたい

消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

ヒアリング内容からの総括 

ヒアリング内容からの要望事項・期待事項

本市の企業が活用できる次のような統合的な環境が欲しい

新産業技術導入検証のための実証フィールド（共通基盤）

人的、補助金、ファンド等の支援サービス 

実際に、上記のようなことを民間主導で実施している企業もある

ＩｏＴ・ＡＩ等、新産業技術を学べる場及び人材交流の場が欲しい

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

農林業と工業、商業が連携する６次産業化や新商品開発を進めたい

消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

ヒアリング内容からの要望事項・期待事項 

本市の企業が活用できる次のような統合的な環境が欲しい 

新産業技術導入検証のための実証フィールド（共通基盤） 

実際に、上記のようなことを民間主導で実施している企業もある 

ＩｏＴ・ＡＩ等、新産業技術を学べる場及び人材交流の場が欲しい 

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

農林業と工業、商業が連携する６次産業化や新商品開発を進めたい 

消費者の声を、生産者が直接的に聞ける環境を整えたい 

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

決に積極的に取組んでいる企業をヒアリングし、実際の現場の意見収集も行っています。 

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん

 

アプリケーション開発、システムインテグレータ、データアナリスト等の人材不足

農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広

 

生産、流通コスト削減、人材不足に向けた機械化、ＩｏＴ・ＡＩ化、物流共有化（シ

森林経営計画作成プロセスの効率化及び行政手続きの効率化を実現したい 

 

アンケート調査の分析等から、ＩｏＴ・ＡＩ等の新産業技術を導入して、企業課題や地域課題への解

社の企業ヒアリング結果を分析し、新産業技術に対する企業からの要望事項、期待事項等を整

ヒアリングでの要望事項、期待事項への対応については、今後の事業活動の中で評価し、織り込ん
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農業に関わるデータ（気象、環境、作付時期等）の収集・蓄積とその分析結果を広
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【ＩｏＴ市場動向】 

◇市場の成長： IoT市場の世界市場と国内市場の規模見込み。それぞれ約2倍の成長率 

  世界の市場規模 平成28年(2016年)度194.0兆円 ⇒平成42年(2030年)度404.4兆円 

   国内の市場規模  平成28年(2016年)度 11.1兆円 ⇒平成42年(2030年)度 19.7兆円                                                                           

(出典)(一社)電子情報技術産業協会(JEITA)「CPS/IoTの利活用分野別世界市場調査」(平成29年12月) 

◇要素： 

   センサーデバイス中心の市場（市場の8～9割）→ コモディティ化の進展 

 

【企業のＩｏＴ取組み状況】 

◇製造業型：自社事業強化（コスト削減、付加価値向上）推進 

◇大手ＩＴベンダ型：全方位にＩｏＴ準備→ 製造業と共創 

◇水平型ベンダ型：要素（特定領域）で差別化し、水平展開 

◇センサベンダ型：大きなマスを持つコア製品のＩｏＴ対応加速 

 

【ＩｏＴ市場の方向性】 

◇ＩｏＴ導入は、「共創」と「オープン」がキーワード 

◇垂直市場に強みを持つ製造業等の企業とＳＩベンダ協業による導入推進 

 

【ＩｏＴの課題】 

◇インフラ（ネットワーク高度化・仮想化）  ◇データ流通ルールの標準化 

◇システムアーキテクチャ構築、標準化    ◇セキュリティの確保 

◇普及促進に係る政策・支援         ◇スキル保有人材育成 

 

 

 

 第2章

本章では、導入が期待される新産業技術としてＩｏＴ・ＡＩ活用と事例、また、ドローンと自動運転の

活用を説明します。

 

1. ＩｏＴ・ＡＩ

(1) ＩｏＴ

 

 【ＩｏＴとは】

  ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

情報交換をすることにより相互に制御する仕組み」のことです。

 

【ＩｏＴがもたらす価値】

  ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

つの変化が発生します。

 ①製品の変化

 

【ＩｏＴ技術

  ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の

各層には次の機能があります。

◇センサー層：「温度」、「湿度」、「

             

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

                    

                    

                    

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

                

                

 

【ＩｏＴ適用分野】

   ＩｏＴ適用分野として、次のような広い分野で急速に拡大しています。

 製造業・農林業

 流通業

 運輸・物流

 ヘルスケア

 家庭・個人

 導入が期待される新産業技術

本章では、導入が期待される新産業技術としてＩｏＴ・ＡＩ活用と事例、また、ドローンと自動運転の

活用を説明します。

ＩｏＴ・ＡＩ活用と事例

ＩｏＴ 

 

 【ＩｏＴとは】 

ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

情報交換をすることにより相互に制御する仕組み」のことです。

【ＩｏＴがもたらす価値】

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

つの変化が発生します。

①製品の変化 ②価値の変化

【ＩｏＴ技術俯瞰】

ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の

各層には次の機能があります。

◇センサー層：「温度」、「湿度」、「

              それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

                    

                    

                    

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

                フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

                ティ管理、センサーデバイスなど各種デ

【ＩｏＴ適用分野】

ＩｏＴ適用分野として、次のような広い分野で急速に拡大しています。

製造業・農林業 

流通業     

運輸・物流   

ヘルスケア   

家庭・個人   
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本章では、導入が期待される新産業技術としてＩｏＴ・ＡＩ活用と事例、また、ドローンと自動運転の

活用を説明します。 

活用と事例 

 

ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

情報交換をすることにより相互に制御する仕組み」のことです。

【ＩｏＴがもたらす価値】 

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

つの変化が発生します。 

②価値の変化

俯瞰】 

ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の

各層には次の機能があります。

◇センサー層：「温度」、「湿度」、「

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

                    無線LAN

                    てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

                    なく、固定回線もネットワークとして利用されます。

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

ティ管理、センサーデバイスなど各種デ

【ＩｏＴ適用分野】 

ＩｏＴ適用分野として、次のような広い分野で急速に拡大しています。

 ・工場プロセス管理・追跡高度化

     ・サプライチェーンの見える化

   ・車両位置把握による運行効率向上

   ・医療機関や診断の管理高度化

   ・家電や住宅設備の管理高度化
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ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

情報交換をすることにより相互に制御する仕組み」のことです。

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

②価値の変化 ③ビジネスモデルの変化

ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の

各層には次の機能があります。 

◇センサー層：「温度」、「湿度」、「GPS」、「画像」など様々なセンサーデバイスが含まれます。

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

LANを経由して集められたデータが携

てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

なく、固定回線もネットワークとして利用されます。

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

ティ管理、センサーデバイスなど各種デ

ＩｏＴ適用分野として、次のような広い分野で急速に拡大しています。

・工場プロセス管理・追跡高度化

・サプライチェーンの見える化

・車両位置把握による運行効率向上

・医療機関や診断の管理高度化

・家電や住宅設備の管理高度化

 

本章では、導入が期待される新産業技術としてＩｏＴ・ＡＩ活用と事例、また、ドローンと自動運転の

ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

情報交換をすることにより相互に制御する仕組み」のことです。

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

③ビジネスモデルの変化

ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の

」、「画像」など様々なセンサーデバイスが含まれます。

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

を経由して集められたデータが携

てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

なく、固定回線もネットワークとして利用されます。

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

ティ管理、センサーデバイスなど各種デ

ＩｏＴ適用分野として、次のような広い分野で急速に拡大しています。

・工場プロセス管理・追跡高度化   

・サプライチェーンの見える化    

・車両位置把握による運行効率向上

・医療機関や診断の管理高度化   

・家電や住宅設備の管理高度化   

本章では、導入が期待される新産業技術としてＩｏＴ・ＡＩ活用と事例、また、ドローンと自動運転の

ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

情報交換をすることにより相互に制御する仕組み」のことです。 

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

③ビジネスモデルの変化 ④リソースの変化

ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の

」、「画像」など様々なセンサーデバイスが含まれます。

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

を経由して集められたデータが携帯電話回線などのモバイル回線を通し

てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

なく、固定回線もネットワークとして利用されます。

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

ティ管理、センサーデバイスなど各種デバイスの管理などの機能を有しています。

ＩｏＴ適用分野として、次のような広い分野で急速に拡大しています。

   ・農林業等での資源自動把握

    ・顧客・製品情報の収集

・車両位置把握による運行効率向上  ・荷物管理の高度化

     ・患者や高齢者の健康情報の管理

    ・遠隔見守りなどの安心・安全サービス

本章では、導入が期待される新産業技術としてＩｏＴ・ＡＩ活用と事例、また、ドローンと自動運転の

ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

 

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

④リソースの変化 

ＩｏＴの技術は、大きく「センサー」、「ネットワーク」、「クラウド」の3つの階層から構成されます。

」、「画像」など様々なセンサーデバイスが含まれます。

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

帯電話回線などのモバイル回線を通し

てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

なく、固定回線もネットワークとして利用されます。 

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

バイスの管理などの機能を有しています。

ＩｏＴ適用分野として、次のような広い分野で急速に拡大しています。 

・農林業等での資源自動把握

・顧客・製品情報の収集

・荷物管理の高度化

・患者や高齢者の健康情報の管理

・遠隔見守りなどの安心・安全サービス

本章では、導入が期待される新産業技術としてＩｏＴ・ＡＩ活用と事例、また、ドローンと自動運転の

ＩｏＴ（モノのインターネット）とは、「一意に識別可能な「モノ」がインターネットに接続され、

ＩｏＴの進展によって、ビジネスプロセス全体の中で情報が、より密接に結びつけられるようになり

ます。結果として、製品の作り方や使われ方がより詳しく見えるようになり、「ものづくり」に次の５

 ⑤産業構造の変化

つの階層から構成されます。

」、「画像」など様々なセンサーデバイスが含まれます。

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーから

帯電話回線などのモバイル回線を通し

てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ

バイスの管理などの機能を有しています。

・農林業等での資源自動把握 

・顧客・製品情報の収集 

・荷物管理の高度化 

・患者や高齢者の健康情報の管理

・遠隔見守りなどの安心・安全サービス
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つの階層から構成されます。

」、「画像」など様々なセンサーデバイスが含まれます。 

それらのセンサーから得られたデータはネットワークを通して収集されます。 

◇ネットワーク層：一つのネットワークを経由するだけでなく、たとえば、センサーからWi-Fiなどの

帯電話回線などのモバイル回線を通し 

てクラウドに収集されるなど複数のネットワークを経由します。モバイルだけでは

◇クラウド層：適用分野ごとのアプリケーションとアプリケーションのベースとなるＩｏＴプラット 

フォームで構成されます。ＩｏＴプラットフォームはデータの収集・処理、セキュリ 

バイスの管理などの機能を有しています。 

・患者や高齢者の健康情報の管理  

・遠隔見守りなどの安心・安全サービス 
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【ＩｏＴ市場動向】 

◇市場の成長： IoT市場の世界市場と国内市場の規模見込み。それぞれ約2倍の成長率 

  世界の市場規模 平成28年(2016年)度194.0兆円 ⇒平成42年(2030年)度404.4兆円 

   国内の市場規模  平成28年(2016年)度 11.1兆円 ⇒平成42年(2030年)度 19.7兆円                                                                           

(出典)(一社)電子情報技術産業協会(JEITA)「CPS/IoTの利活用分野別世界市場調査」(平成29年12月) 

◇要素： 

   センサーデバイス中心の市場（市場の8～9割）→ コモディティ化の進展 

 

【企業のＩｏＴ取組み状況】 

◇製造業型：自社事業強化（コスト削減、付加価値向上）推進 

◇大手ＩＴベンダ型：全方位にＩｏＴ準備→ 製造業と共創 

◇水平型ベンダ型：要素（特定領域）で差別化し、水平展開 

◇センサベンダ型：大きなマスを持つコア製品のＩｏＴ対応加速 

 

【ＩｏＴ市場の方向性】 

◇ＩｏＴ導入は、「共創」と「オープン」がキーワード 

◇垂直市場に強みを持つ製造業等の企業とＳＩベンダ協業による導入推進 

 

【ＩｏＴの課題】 

◇インフラ（ネットワーク高度化・仮想化）  ◇データ流通ルールの標準化 

◇システムアーキテクチャ構築、標準化    ◇セキュリティの確保 

◇普及促進に係る政策・支援         ◇スキル保有人材育成 
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【ＡＩが実用化に向けて果たす機能】

 ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

 

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】

  ３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

 

【企業の取組み状況】

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

◇多彩な関連事業者

 

【市場動向】

 広い分野で適用の試みが加速しています。

 ◇金融業

   

 ◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

   

 ◇交通

 ◇医療

 ◇農業

 

【ＡＩの課題】

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

 

【ＡＩが実用化に向けて果たす機能】

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

【企業の取組み状況】

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

◇多彩な関連事業者

【市場動向】 

広い分野で適用の試みが加速しています。

◇金融業 ： 

   ・コールセンターへの活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

   ・生産設備保全向上

◇交通 ： 自動運転

◇医療 ： 画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

◇農業 ： 栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

【ＡＩの課題】

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

【ＡＩが実用化に向けて果たす機能】

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

【企業の取組み状況】 

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

◇多彩な関連事業者 ・ＡＩ分析サービス

  

広い分野で適用の試みが加速しています。

 メガバンクなどで導入が進んでいます。

・コールセンターへの活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・生産設備保全向上  

自動運転  「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

【ＡＩの課題】 

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

【ＡＩが実用化に向けて果たす機能】 

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

図 2-2  

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

・ＡＩ分析サービス

広い分野で適用の試みが加速しています。

メガバンクなどで導入が進んでいます。

・コールセンターへの活用  ・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

  ・生産性向上

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

  ＡＩのサービスにおける機能

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】 

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満 ②一定の技能レベル

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

・ＡＩ分析サービス ・ＳＩｅｒ

広い分野で適用の試みが加速しています。  

メガバンクなどで導入が進んでいます。

・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・生産性向上  ・熟練者の技術継承

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築 （仕組みを持てる企業が主役）

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

ＡＩのサービスにおける機能

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

②一定の技能レベル

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。 

・ＳＩｅｒ ・ＡＩ用ハードウエア

メガバンクなどで導入が進んでいます。 

・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・熟練者の技術継承

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上 

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

（仕組みを持てる企業が主役）

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

ＡＩのサービスにおける機能 

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。 

②一定の技能レベル ③熟練労働者

・ＡＩ用ハードウエア

・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用 

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・熟練者の技術継承 

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御 

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応 

（仕組みを持てる企業が主役）

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます。しかし、利活

③熟練労働者/専門家のレベル

・ＡＩ用ハードウエア 

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています。

 

（仕組みを持てる企業が主役） 

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。 

。しかし、利活

専門家のレベル

。 

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となります。 

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

。しかし、利活

専門家のレベル 

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある。 
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図 2-1  ＡＩ（人工知能）の技術俯瞰図 

【ＡＩとは】 

 ＡＩは、Artificial Intelligenceの略で、人工知能と訳されます。AIは、大まかには「知的な機械、

特に、知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術」 と説明されています。 

【なぜ、今、第3次ＡＩブームが到来したか】 

◇成長：国内市場規模 平成27年(2015年)度0.15兆円  平成42年(2030年)度2.1兆円(年11％伸び） 

(出典)富士キメラ総研「2016人工知能ビジネス総調査」(平成28年11月) 

◇要素：ブームの到来は、3つの要因によるもの 

（１）ビッグデータ：ＩｏＴの進展でセンサーなどからの大量データの収集が可能に 

（２）人工知能技術の発展： 機械学習、ディープラーニング（深層学習）により、特徴量計算が可能に 

（３）計算環境の進化：クラウドやGPUなど高速な計算環境が容易に実現 

  「ディープラーニング」とは、ニューラルネットワークを用いた機械学習手法の一つです。情報抽出

を一層ずつ多階層にわたって行うことで、高い抽象化を実現します。従来の機械学習では、学習対象と

なる変数（特徴量）を人が定義する必要がありました。ディープラーニングは、予測したいものに適し

た特徴量そのものを大量のデータから自動的に学習することができる点に違いがあります。 

【ＡＩ技術俯瞰】 

  ＡＩの技術俯瞰は、特許庁が「平成２６年度特許出願技術動向調査報告書（概要）人工知能技術（平

成２７年３月）」に図2-1のようにまとめています。 
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【ＡＩが実用化に向けて果たす機能】

 ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

 

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】

  ３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

 

【企業の取組み状況】

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

◇多彩な関連事業者

 

【市場動向】

 広い分野で適用の試みが加速しています。

 ◇金融業

   

 ◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

   

 ◇交通

 ◇医療

 ◇農業

 

【ＡＩの課題】

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

 

【ＡＩが実用化に向けて果たす機能】

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

【企業の取組み状況】

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

◇多彩な関連事業者

【市場動向】 
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◇金融業 ： 

   ・コールセンターへの活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

   ・生産設備保全向上

◇交通 ： 自動運転

◇医療 ： 画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

◇農業 ： 栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

【ＡＩの課題】

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある
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用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

【企業の取組み状況】 

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

◇多彩な関連事業者 ・ＡＩ分析サービス

  

広い分野で適用の試みが加速しています。

 メガバンクなどで導入が進んでいます。

・コールセンターへの活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・生産設備保全向上  

自動運転  「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

【ＡＩの課題】 

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

【ＡＩが実用化に向けて果たす機能】 

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。
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【適用分野とＡＩレベルに対する適合】

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

・ＡＩ分析サービス

広い分野で適用の試みが加速しています。

メガバンクなどで導入が進んでいます。

・コールセンターへの活用  ・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

  ・生産性向上

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

  ＡＩのサービスにおける機能

【適用分野とＡＩレベルに対する適合】 

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

ＡＩレベル：①普通の人ならできるレベル未満 ②一定の技能レベル

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。

・ＡＩ分析サービス ・ＳＩｅｒ

広い分野で適用の試みが加速しています。  

メガバンクなどで導入が進んでいます。

・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・生産性向上  ・熟練者の技術継承

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

◇必要なデータをうまく集める仕組みの構築 （仕組みを持てる企業が主役）

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

ＡＩのサービスにおける機能

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。

②一定の技能レベル

◇北米企業がＡＩへの巨大投資で先行しています。 

・ＳＩｅｒ ・ＡＩ用ハードウエア

メガバンクなどで導入が進んでいます。 

・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・熟練者の技術継承

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御

画像診断へのＡＩ適用による診断技術の向上 

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応

（仕組みを持てる企業が主役）

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

ＡＩのサービスにおける機能 

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます

用にあたっては、現状のＡＩレベルに適合させる必要があります。 

②一定の技能レベル ③熟練労働者

・ＡＩ用ハードウエア

・ＦｉｎＴｅｃｈに関連した活用 

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています

・熟練者の技術継承 

「画像×音声×運行情報×位置」による状態制御 

栽培ノウハウのＡＩ化による生産効率向上、人材不足対応 

（仕組みを持てる企業が主役）

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。

３つの機能を利活用する場面は、製造や物流といった、あらゆる産業分野に及びます。しかし、利活

③熟練労働者/専門家のレベル

・ＡＩ用ハードウエア 

◇製造業：ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ連携で大手企業での導入が進められています。

 

（仕組みを持てる企業が主役） 

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となりま

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

ＡＩが実際のサービスにおいて果たす機能は、「識別」「予測」「実行」の３種類があります。 

。しかし、利活

専門家のレベル

。 

◇実証実験などを通して、技術適用に関する経験を積むことが今まで以上に重要となります。 

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある

 

。しかし、利活

専門家のレベル 

◇ＡＩの機能面や性能面での不具合に対して、ＡＩ内部での判断手順の追跡に手間がかかる場合がある。 
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表表 2-3 公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

表

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

表 2-4 公共分野（防災・防犯）の活用事例

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

公共分野（防災・防犯）の活用事例

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

公共分野（防災・防犯）の活用事例

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

公共分野（防災・防犯）の活用事例 

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例 

 

 

 

 

 

(3) ＩｏＴ・ＡＩ活用事例

「産業分野」、「公共分野」、「生活分野」の各分野について

ＩｏＴ・ＡＩ活用事例

「産業分野」、「公共分野」、「生活分野」の各分野について

ＩｏＴ・ＡＩ活用事例 

「産業分野」、「公共分野」、「生活分野」の各分野について

表

表

「産業分野」、「公共分野」、「生活分野」の各分野について

表 2-1 産業分野（農業、林業）の活用事例

表 2-2 産業分野（製造業、金融）の活用事例

「産業分野」、「公共分野」、「生活分野」の各分野について

産業分野（農業、林業）の活用事例

産業分野（製造業、金融）の活用事例

「産業分野」、「公共分野」、「生活分野」の各分野についてIoT

産業分野（農業、林業）の活用事例

産業分野（製造業、金融）の活用事例

IoT・ＡＩ活用の事例を紹介します。

産業分野（農業、林業）の活用事例

産業分野（製造業、金融）の活用事例

・ＡＩ活用の事例を紹介します。・ＡＩ活用の事例を紹介します。 
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表表 2-3 公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

表

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

表 2-4 公共分野（防災・防犯）の活用事例

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

公共分野（防災・防犯）の活用事例

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

公共分野（防災・防犯）の活用事例

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例

公共分野（防災・防犯）の活用事例 

公共分野（交通・運輸、インフラ（電力、通信））の活用事例 
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2. ドローンと自動運転の活用

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

(1) ドローン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ドローンとは】

  ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

れます。形状は、図

固定翼の各種機体があります。

【ドローンがもたらす価値】

  ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

測量

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

 

【ドローンの技術】

ドローンの技術は、①飛行技術

ドローンと自動運転の活用

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

ドローン 

【ドローンとは】

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

れます。形状は、図

固定翼の各種機体があります。

【ドローンがもたらす価値】

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

測量 ②警備・監視

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

【ドローンの技術】

ドローンの技術は、①飛行技術

ドローンと自動運転の活用

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

【ドローンとは】 

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

れます。形状は、図2-3 「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

固定翼の各種機体があります。

【ドローンがもたらす価値】

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

②警備・監視 ③社会インフラ維持・管理

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

【ドローンの技術】 

ドローンの技術は、①飛行技術

ドローンと自動運転の活用 

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

固定翼の各種機体があります。 

図 2-3 ドローンの形状とドローンの用途

【ドローンがもたらす価値】 

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

③社会インフラ維持・管理

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

ドローンの技術は、①飛行技術 ②位置情報把握技術

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

（出典）総務省

ドローンの形状とドローンの用途

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

③社会インフラ維持・管理 

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

②位置情報把握技術

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。 

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

（出典）総務省 「ドローンの現状について」（平成

ドローンの形状とドローンの用途

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

 ④物流 に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

②位置情報把握技術 ③カメラなどの映像技術

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

「ドローンの現状について」（平成

ドローンの形状とドローンの用途 

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。 

③カメラなどの映像技術

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

「ドローンの現状について」（平成

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

③カメラなどの映像技術 です。

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

「ドローンの現状について」（平成28年2月）

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理 ④物流は、

です。 

 

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

 

月） 

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

④物流は、

 

 

  

表 2-5 生活分野（医療・福祉、教育、観光、住宅）の活用事例

 

生活分野（医療・福祉、教育、観光、住宅）の活用事例

 

生活分野（医療・福祉、教育、観光、住宅）の活用事例生活分野（医療・福祉、教育、観光、住宅）の活用事例生活分野（医療・福祉、教育、観光、住宅）の活用事例生活分野（医療・福祉、教育、観光、住宅）の活用事例 
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2. ドローンと自動運転の活用

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

(1) ドローン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ドローンとは】

  ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

れます。形状は、図

固定翼の各種機体があります。

【ドローンがもたらす価値】

  ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

測量

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

 

【ドローンの技術】

ドローンの技術は、①飛行技術

ドローンと自動運転の活用

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

ドローン 

【ドローンとは】

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

れます。形状は、図

固定翼の各種機体があります。

【ドローンがもたらす価値】

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

測量 ②警備・監視

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

【ドローンの技術】

ドローンの技術は、①飛行技術

ドローンと自動運転の活用

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

【ドローンとは】 

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

れます。形状は、図2-3 「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

固定翼の各種機体があります。

【ドローンがもたらす価値】

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

②警備・監視 ③社会インフラ維持・管理

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

【ドローンの技術】 

ドローンの技術は、①飛行技術

ドローンと自動運転の活用 

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

固定翼の各種機体があります。 

図 2-3 ドローンの形状とドローンの用途

【ドローンがもたらす価値】 

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

③社会インフラ維持・管理

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

ドローンの技術は、①飛行技術 ②位置情報把握技術

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

（出典）総務省

ドローンの形状とドローンの用途

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

③社会インフラ維持・管理 

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

②位置情報把握技術

「ドローン」と「自動運転」の活用について説明します。 

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

（出典）総務省 「ドローンの現状について」（平成

ドローンの形状とドローンの用途

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

 ④物流 に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。

②位置情報把握技術 ③カメラなどの映像技術

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

「ドローンの現状について」（平成

ドローンの形状とドローンの用途 

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

実証実験が行われており、実用化に向けて検討が進められています。 

③カメラなどの映像技術

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

「ドローンの現状について」（平成

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理

③カメラなどの映像技術 です。

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

「ドローンの現状について」（平成28年2月）

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

広く使われるようになり、工期の短縮などに役立っています。③社会インフラ維持・管理 ④物流は、

です。 

 

ドローンとは、人が搭乗しない無人航空機やヘリコプターのことです。通称として、ドローンと呼ば

「ドローンの形状とドローンの用途」のように複数の回転翼や一つの回転翼や

 

月） 

ドローンの遠隔操作を行うことで、人が近づけないような場所にドローンを飛ばして、①空中撮影・

に使用します。前記の①空中撮影・測量は、

④物流は、
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(2) 自動運転 

 

  

【自動運転とは】 

  自動運転においては、自動運転の段階を定義して、それぞれの段階の問題を検討されています。 

表 2-6 に米国自動車技術会の自動運転の定義を掲載します。この分類では、自動運転機能の無い車を

レベル０として、レベル２までは人が運転手として主体的に自動車の運転を行いますが、レベル 3 か

らは、車が主体となり最高のレベル5では運転手も不要な完全な自動運転と定義しています。 

表 2-6自動運転の機能による段階

 

「官民ITS構想・ロードマップ」(2017年)を参照し作成) 

【自動運転がもたらす価値】 

  自動運転は、大きく「交通渋滞の緩和」、「交通事故の削減」、「環境負荷の低減」と「運転者の快適

性向上」、「高齢者などの移動支援」の点で現在の社会課題の解決への貢献が見込まれています。 

 

【自動運転の技術】 

  自動運転を構成する技術として、図 2-6 に示すように自動車単体と道路など周辺の情報を設定し、

提供する技術が必要です。 

 

（出典）「 道の駅「南アルプスむら長谷」を拠点とした自動運転サービス」 

図2-6 自動運転に必要な技術 

レベル 概要
安全運転に係る
監視、対応主体

０ 運転自動化なし ・運転者が全ての運転タスクを実施 運転者

１ 運転支援 ・システムが前後・左右のいずれかの車両制御に係る運転タスクのサブタスク
を実施

運転者

２ 部分運転自動化 ・システムが前後・左右の両方の車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実
施

運転者

３ 条件付運転自動化 ・システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内）
・作動継続が困難な場合の運転者は、システムの介入要求等に対して、適切に
応答することが期待される

システム
(作動継続が困難な
場合は運転者) 

４ 高度運転自動化 ・システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内）
・作動継続が困難な場合、利用者が応答することは期待されない

システム

５ 完全運転自動化 ・ システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内ではない）
・ 作動継続が困難な場合、利用者5が応答することは期待されない

システム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ドローンの市場規模】

国内の産業用無人機の市場規模は、

億円、平成

散布用途が約

【ドローン

  ドローンの課題として運用ルールと技術課題の

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在の

り）と

（出典）国土交通省

 

【ドローンの市場規模】

国内の産業用無人機の市場規模は、

億円、平成34年

散布用途が約70%

【ドローンの課題

ドローンの課題として運用ルールと技術課題の

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在の

り）とGPSが届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。

（出典）国土交通省

 

【ドローンの市場規模】 

国内の産業用無人機の市場規模は、

年(2022年)は

70%を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

の課題】 

ドローンの課題として運用ルールと技術課題の

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在の

が届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。

（出典）国土交通省 「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成

図
 

国内の産業用無人機の市場規模は、平成

は406億円に急増する見込みです。用途としては平成

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

（出典）総務省

図 2-4 

ドローンの課題として運用ルールと技術課題の

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在の

が届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。

「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成

図 2-5 ドローンの飛行可能空域（改正航空法）

平成 27 年(2015

億円に急増する見込みです。用途としては平成

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

（出典）総務省

4 国内の無人航空機市場予測

ドローンの課題として運用ルールと技術課題の2つの観点があります。ドローンの安全な活用にむけ、

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。 

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在の

が届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。

「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成

ドローンの飛行可能空域（改正航空法）

(2015 年)の 16 億円から、平成

億円に急増する見込みです。用途としては平成

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

（出典）総務省 「ドローンの現状について」（平成

国内の無人航空機市場予測

つの観点があります。ドローンの安全な活用にむけ、

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在の

が届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。

「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成

ドローンの飛行可能空域（改正航空法）

億円から、平成

億円に急増する見込みです。用途としては平成

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

「ドローンの現状について」（平成

国内の無人航空機市場予測 

つの観点があります。ドローンの安全な活用にむけ、

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

技術としては、安全のための衝突回避技術と位置把握の精度向上（現在のGPS

が届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。

「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成

ドローンの飛行可能空域（改正航空法） 

億円から、平成 32 年(2020

億円に急増する見込みです。用途としては平成27年(2015

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

「ドローンの現状について」（平成

つの観点があります。ドローンの安全な活用にむけ、

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

GPSでは数メートルの誤差あ

が届かない場所での位置の把握が技術課題として挙げられています。 

「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成

 

(2020 年)には 186

(2015年)には農薬

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。

 

「ドローンの現状について」（平成28年2月）

つの観点があります。ドローンの安全な活用にむけ、

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

では数メートルの誤差あ

「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」抜粋（平成27年9月）

 

186

には農薬

を占めていますが、以降、整備・点検、測量等の市場が大きく拡大する見込みです。 

月） 

つの観点があります。ドローンの安全な活用にむけ、

平成２７年９月に航空法の一部が改正され、平成２７年１２月１０日からドローンやラジコン機等の無

では数メートルの誤差あ

 
月） 
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(2) 自動運転 

 

  

【自動運転とは】 

  自動運転においては、自動運転の段階を定義して、それぞれの段階の問題を検討されています。 

表 2-6 に米国自動車技術会の自動運転の定義を掲載します。この分類では、自動運転機能の無い車を

レベル０として、レベル２までは人が運転手として主体的に自動車の運転を行いますが、レベル 3 か

らは、車が主体となり最高のレベル5では運転手も不要な完全な自動運転と定義しています。 

表 2-6自動運転の機能による段階

 

「官民ITS構想・ロードマップ」(2017年)を参照し作成) 

【自動運転がもたらす価値】 

  自動運転は、大きく「交通渋滞の緩和」、「交通事故の削減」、「環境負荷の低減」と「運転者の快適

性向上」、「高齢者などの移動支援」の点で現在の社会課題の解決への貢献が見込まれています。 

 

【自動運転の技術】 

  自動運転を構成する技術として、図 2-6 に示すように自動車単体と道路など周辺の情報を設定し、

提供する技術が必要です。 

 

（出典）「 道の駅「南アルプスむら長谷」を拠点とした自動運転サービス」 

図2-6 自動運転に必要な技術 

レベル 概要
安全運転に係る
監視、対応主体

０ 運転自動化なし ・運転者が全ての運転タスクを実施 運転者

１ 運転支援 ・システムが前後・左右のいずれかの車両制御に係る運転タスクのサブタスク
を実施

運転者

２ 部分運転自動化 ・システムが前後・左右の両方の車両制御に係る運転タスクのサブタスクを実
施

運転者

３ 条件付運転自動化 ・システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内）
・作動継続が困難な場合の運転者は、システムの介入要求等に対して、適切に
応答することが期待される

システム
(作動継続が困難な
場合は運転者) 

４ 高度運転自動化 ・システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内）
・作動継続が困難な場合、利用者が応答することは期待されない

システム

５ 完全運転自動化 ・ システムが全ての運転タスクを実施（限定領域内ではない）
・ 作動継続が困難な場合、利用者5が応答することは期待されない

システム
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【自動運転の市場規模】

  ある市場調査会社によると、全世界においえて、平成

運転システム世界搭載台数は、それぞれ

ル4は、国が特別に許可した商用目的（タクシーやバス、運送など）を除いて、技術的ハードル、事故

責任の所在、法整備などを考えると、

  自動運転の進化のプロセスを図

  環境は限られるが、運転手の対応が不要になる自動運転が平成

ています。
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No. 用語 頁 用語解説 

13 アウトソース 15 業務の一部を、他の業者などに業務委託することで、アウトソーシング

とも呼ばれています。 

14 遺伝子工学 13 遺伝子を有効に利用して人類に役立たせることを目的とした学問であ

り、遺伝子操作などの技術によって発展しています。 

15 伊那テクノバレー圏域 7 長野県の推進するテクノハイランド信州の拠点の一つで、国内有数の電

子産業エリアをめざし、伊那技術形成センター等の施設があります。 

16 イノベーション 2 これまでのモノ、仕組みなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り

入れて新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこと。「技術

革新」や「経営革新」などと言い換えられます。 

17 イノベーション人材 49 新しい技術や考え方を取り入れて、新たな事業創造や事業革新などのイ

ノベーションを担うことが出来る人材です。 

18 インバウンド 34 「入ってくる、内向きの」という意味の形容詞。旅行・ホテル業界での

外国人旅行者を自国へ誘致することの意。日本においては、海外から日

本へ来る観光客を指すことが多い。行政の対策として「経済財政運営と

構造改革に関する基本方針2002」に従い平成14 年から始まったビジッ

ト・ジャパン・キャンペーン等で有名になりました。 

19 エコシステム 29 生物とその環境の構成要素を1つのシステムとしてとらえる「生態系」

を意味する科学用語ですが、経済やIT分野等においては「複数の企業や

登場人物、モノが有機的に結びつき、循環しながら広く共存共栄してい

く仕組み」の意味で使われます。 

20 オープンイノベーション 15 自社だけでなく他社や大学、地方自治体等の異業種、異分野が持つ技術

やアイディア、サービス、ノウハウ等を組み合わせて、社内資源のみに

頼るのではなく、他社や大学等との連携を積極的に活用することが有効

であるとする考え方です。 

21 カスタマイズ 14 ユーザの好みや使い勝手に合わせて機能、構成等、製品やサービス等の

変更を行うことです。 

22 キャリア教育 7 学校と社会、学校間の円滑な接続を図るために、望ましい職業観・勤労

観、職業に関する知識や技能を身につけさせるとともに、自己の個性を

理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育を意味します。 

23 技術経営プロジェクト        

マネージャー 

49 先端技術分野でのビジネス開花をリードできる、経営センスを持ったプ

ロジェクト遂行責任者です。 

24 サンドボックス 15 自治体や民間事業者が新たな商品・サービスを生み出すための近未来技

術の実証実験を迅速に行えるよう、安全性に十分配慮した上で、事前規

制や手続きを抜本的に見直す制度です。 

25 サイクルシェア 35 自転車の貸出所を複数設置して利用登録車が自由に借り出し・返却でき

るようにした自転車の共同利用システムのことです。自転車を貸し出す

「レンタサイクル」の一種といえますが、レンタサイクルは、自転車の

利用後に借りた場所へ返す必要があります。これに対して、貸出所・兼・

返却所を複数箇所に設けてどこに返却してもよいとする方式を、特にサ

イクルシェアと呼んでいます。 

26 サプライチェーン 15 供給（サプライ）の鎖（チェーン）の言葉どおり、原料段階から製品や

サービスが消費者の手に届くまでの全プロセスの繋がりを意味します。 

 
 

 

【本編 用語解説】 

 

No. 用語 頁 用語解説 

1 ＦｉｎＴｅｃｈ 15 金融（Finance）と技術（Technology）を組み合わせた造語で、ITを活

用して金融、決済、財務サービス等の分野における技術革新等を目指す

言葉です。 

2 ＩＣＴ 

（Information and 

  Communication 

  Technology） 

3 情報処理や通信に関連する技術、産業、設備、サービスなどの総称です。 

3 ＫＰＩ 

（Key Performance 

  Indicator） 

30 目標の達成度合いを計るために継続的に計測・監視される定量的な指標

のことです。組織や個人が日々活動、業務を進めていくにあたり、進捗

を定義するために用いられる尺度で、進捗を表現するのに最も適してい

ると思われるものが選択されています。 

4 ＬＡＮ 

（Local Area Network） 

10 事業所や建物内などの限定された範囲の中で複数のコンピュータ間の通

信を可能にするネットワークのことです。 

5 ＮＣ 

（Numerical Control） 

31 工作機械などに数値データを与えて制御する方式のことです。数値制御

で制御する機械を「NC工作機械」「NC装置」「NC旋盤」「NCフライス盤」

のように呼ばれています。 

6 ＰＤＣＡ 2 業務やプロジェクトを実行する際、計画を立て（Ｐｌａｎ）、実行し（Ｄ

ｏ）、その結果を評価し（Ｃｈｅｃｋ）、さらに改善（Ａｃｔｉｏｎ）し

ていくという工程を継続的に繰り返す仕組みのことです。 

7 ＰＬＣ 

（Programmable Logic 

  Controller） 

31 リレー回路の代替装置として開発された制御装置です。シーケンサとも

呼ばれ、工場の制御等に使用されるほかに、エレベータや自動ドア、テ

ーマパークのアトラクション等にも使用されています。 

8 ＲＥＳＡＳ 

（リーサス） 

4 地域経済分析システムの略語で、地方創生の様々な取り組みを情報面か

ら支援するために、地域の産業構造や人口動態、人の流れなどの官民ビ

ッグデータを集約し、可視化するシステムです。 

9 ＳＮＳ 

（Social Networking 

  Service） 

35 インターネット上で人と人のつながりをサポートする会員制のサービス

です。趣味や居住地域、仕事などを通じて新たな人間関係を築いたり、

友人や知人とのコミュニケーションをとったりする場を提供するもので

す。 

10 Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０ 15 内閣府の第5期科学技術基本計画で提唱された概念で、①狩猟社会、②

農耕社会、③工業社会、④情報社会に続く、人類史上5番目の社会とし

て我が国が目指すべき未来社会の姿を示しています。サイバー空間と現

実空間を高度に融合させることで、経済発展と社会的課題の解決を両立

する人間中心の社会を目指します。 

11 ＳＷＯＴ分析 21 事業戦略立案の初期段階で、市場環境を把握し事業機会を認識するため、

自社の強み(strengths)、弱み(weaknesses)、及び自社を取り巻く環境に

おける機会(opportunities)、脅威(threats)を体系的に評価分析するた

めの枠組みのことです。 

12 ３Ｄプリンタ 13 紙に平面（二次元）的に印刷するプリンタに対して、3次元データを元

に立体を造形する機器を言います。 
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No. 用語 頁 用語解説 

13 アウトソース 15 業務の一部を、他の業者などに業務委託することで、アウトソーシング

とも呼ばれています。 

14 遺伝子工学 13 遺伝子を有効に利用して人類に役立たせることを目的とした学問であ

り、遺伝子操作などの技術によって発展しています。 

15 伊那テクノバレー圏域 7 長野県の推進するテクノハイランド信州の拠点の一つで、国内有数の電

子産業エリアをめざし、伊那技術形成センター等の施設があります。 

16 イノベーション 2 これまでのモノ、仕組みなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り

入れて新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこと。「技術

革新」や「経営革新」などと言い換えられます。 

17 イノベーション人材 49 新しい技術や考え方を取り入れて、新たな事業創造や事業革新などのイ

ノベーションを担うことが出来る人材です。 

18 インバウンド 34 「入ってくる、内向きの」という意味の形容詞。旅行・ホテル業界での

外国人旅行者を自国へ誘致することの意。日本においては、海外から日

本へ来る観光客を指すことが多い。行政の対策として「経済財政運営と

構造改革に関する基本方針2002」に従い平成14 年から始まったビジッ

ト・ジャパン・キャンペーン等で有名になりました。 

19 エコシステム 29 生物とその環境の構成要素を1つのシステムとしてとらえる「生態系」

を意味する科学用語ですが、経済やIT分野等においては「複数の企業や

登場人物、モノが有機的に結びつき、循環しながら広く共存共栄してい

く仕組み」の意味で使われます。 

20 オープンイノベーション 15 自社だけでなく他社や大学、地方自治体等の異業種、異分野が持つ技術

やアイディア、サービス、ノウハウ等を組み合わせて、社内資源のみに

頼るのではなく、他社や大学等との連携を積極的に活用することが有効

であるとする考え方です。 

21 カスタマイズ 14 ユーザの好みや使い勝手に合わせて機能、構成等、製品やサービス等の

変更を行うことです。 

22 キャリア教育 7 学校と社会、学校間の円滑な接続を図るために、望ましい職業観・勤労

観、職業に関する知識や技能を身につけさせるとともに、自己の個性を

理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育を意味します。 

23 技術経営プロジェクト        

マネージャー 

49 先端技術分野でのビジネス開花をリードできる、経営センスを持ったプ

ロジェクト遂行責任者です。 

24 サンドボックス 15 自治体や民間事業者が新たな商品・サービスを生み出すための近未来技

術の実証実験を迅速に行えるよう、安全性に十分配慮した上で、事前規

制や手続きを抜本的に見直す制度です。 

25 サイクルシェア 35 自転車の貸出所を複数設置して利用登録車が自由に借り出し・返却でき

るようにした自転車の共同利用システムのことです。自転車を貸し出す

「レンタサイクル」の一種といえますが、レンタサイクルは、自転車の

利用後に借りた場所へ返す必要があります。これに対して、貸出所・兼・

返却所を複数箇所に設けてどこに返却してもよいとする方式を、特にサ

イクルシェアと呼んでいます。 

26 サプライチェーン 15 供給（サプライ）の鎖（チェーン）の言葉どおり、原料段階から製品や

サービスが消費者の手に届くまでの全プロセスの繋がりを意味します。 
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No. 用語 頁 用語解説 

41 ビジネスモデル 2 事業で収益を上げるための仕組み。具体的には、事業として何を行ない、

ターゲットは誰で、どのようにして利益を上げるのか、という「儲け」

を生み出すための仕組み（モデル）を明らかにしたものです。 

42 フリーWiFiスポット 35 コンビニや喫茶店等、無料でWiFiが利用できる場所です。 

43 ヘルスケア 25 健康の維持や増進のための行為や健康管理のことで、例えば、スマホア

プリで血圧や血糖の測定値の記録など自分の健康状況の管理等です。 

44 ベンチャー 15 大企業なら手を出したがらないような冒険的・野心的な事業に取り組む

企業を意味します。 

45 ワイガヤ空間 26 役職や年齢、性別を越えて気軽に『ワイワイガヤガヤ』と話し合って、

いつでも気軽に自由に議論ができる場のことです。 

46 ワンストップ 27 1か所で用事が足りることや、1か所で何でも揃うことを意味し、ユーザ

の利便性が増すことにつながります。 

 

  

 
 

 

No. 用語 頁 用語解説 

27 将来負担比率 10 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（健全化法）で公表が義務付

けている財務指標です。地方債残高や一部事務組合への負担金見込額な

ど、一般会計が将来負担すべき負債から、基金残高や交付税措置額など

の充当可能財源を差し引いた数値の、標準財政規模に対する割合で、こ

れらの負債が市町村の将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す

ものです。 

28 次世代社会インフラ用ロ

ボット開発 

45 労働力不足が懸念される中、今後増大するインフラ点検を効果的・効率

的に行い、また、人が近づくことが困難な災害現場の調査や応急復旧を

迅速かつ的確に実施する実用性の高いロボットの開発・導入が進んでい

ます。 

29 自動運転 4 自動車やバスなどの操縦を、人の手によらずに機械が自律的に行って、

人や物を移動させるシステムです。 

30 実質公債費比率 10 健全化法でその公表を義務付けている財政指標のひとつで、公債費によ

る財政負担の程度を示すものです。実質的な公債費として、公営企業（特

別会計を含む）の公債費への一般会計繰出金、一部事務組合の公債費へ

の負担金、債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるものなどの

公債費類似経費を算入しています。 

31 スマート農業 3 ロボット技術やICT を活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農

業のことです。 

32 スマートメーター 45 従来のアナログ式の電力量計ではなく、電力をデジタルで計測して計測

結果を伝送するための通信機能を持つメーターのことです。水道の検針

でも利用されています。 

33 造材（ぞうざい） 34 切り出した木の枝や皮を取り、用途に応じた長さに切って、素材丸太に

することです。 

34 土場（どば） 34 切り出した材木を一時集めておく場所であり、また、上流から流した材

木を陸揚げする場所でもあります。 

35 ドローン 3 遠隔操作や自動制御によって、無人で飛行できる航空機の総称です。 

36 ドローンポート 40 ドローンポートはドローンが離着陸する場所で、ポート内への第三者の

侵入や強風の有無によるドローンの機体制御等の検証が必要とされてい

ます。ドローンを常時目視しなくとも、自律かつ安全な離着陸や荷物の

取卸しを可能とする等、実証実験が行われています。 

37 テストベッド 27 システム開発等で用いられる実際の運用環境に近づけた試験用プラット

フォームの総称です。  

38 ナノテクノロジー 13 原子や分子の配列をナノメートル（1mmの100万分の1）スケールで操作、

制御することで、現存する物質とは異なる構造、性質の物質を作り出す

技術のことです。 

39 バイオ技術 13 生物ないし生命現象 (バイオ) を生産に応用する技術 です 。生物体利

用技術、生物改良技術、生物反応利用技術、生物模倣技術などに大別さ

れます。 

40 ビジネスプロセス 12 事業目標の達成に向けて、事業要件を満たすために組織が行う業務手順

を言います。例えば、商品を提供するための資材調達から製造, 物流, 販

売に至る一連の流れがこれにあたります。 

 

伊那市 新産業技術推進ビジョン

84



 
 

 

No. 用語 頁 用語解説 

41 ビジネスモデル 2 事業で収益を上げるための仕組み。具体的には、事業として何を行ない、

ターゲットは誰で、どのようにして利益を上げるのか、という「儲け」

を生み出すための仕組み（モデル）を明らかにしたものです。 

42 フリーWiFiスポット 35 コンビニや喫茶店等、無料でWiFiが利用できる場所です。 

43 ヘルスケア 25 健康の維持や増進のための行為や健康管理のことで、例えば、スマホア

プリで血圧や血糖の測定値の記録など自分の健康状況の管理等です。 

44 ベンチャー 15 大企業なら手を出したがらないような冒険的・野心的な事業に取り組む

企業を意味します。 

45 ワイガヤ空間 26 役職や年齢、性別を越えて気軽に『ワイワイガヤガヤ』と話し合って、

いつでも気軽に自由に議論ができる場のことです。 

46 ワンストップ 27 1か所で用事が足りることや、1か所で何でも揃うことを意味し、ユーザ

の利便性が増すことにつながります。 
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【附属資料 用語解説】 

 

No. 用語 頁 用語解説 

1 ＨＥＭＳ 

（Home Energy 

  Management System） 

76 家庭で使うエネルギーを節約するための管理システムで、家電や電気設

備とつないで、電気やガス等の使用量をモニター画面等で「見える化」

したりします。 

2 ＩｏＴプラットフォーム 70 ＩｏＴサービスの提供に必要な様々な機能を提供するプラットフォーム

サービスのことを言います。例えば、データの収集や処理だけでなく、

セキュリティ管理やデバイス管理等の機能を有しています。 

3 ＬｉＤＡＲ 

(Light Detection And 

Ranging) 

79 レーザー光を使ったレーダーのこと。LiDAR（ライダー）はレーダーの電

磁波の代わりにレーザー光、またアンテナの代わりに望遠鏡を使います。

対象物に照射したレーザーにより、対象物の空間位置情報を取得する計

測機器です。  

4 森林経営計画 69 森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林経営の委託を受けた者」が、

自ら経営する森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する

5年を1期とする計画です。現在、計画作成プロセスの効率化が求めら

れています。 

5 農林業センサス 59 我が国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源な

ど農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにするため、 農

林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成・提供

することを目的に5年ごとに行う調査のことです。 

6 バイオマス燃料 52 樹木の伐採や造材したときに発生する枝･葉などの林地残材、製材工場な

どからでる端材やオガクズ、街路樹の剪定枝や住宅の解体材などの木材

からなる再生可能な資源のことです。 

7 レセプト 76 医療機関が保険者（市町村や健康保険組合等）に提出する月ごとの診療

報酬明細書のことです。 
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分野 機関・団体名 役職等 氏  名 備考 

全
般 
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公益財団法人 長野県テクノ財団 伊那テクノバレー地域センター 事務局長 中澤 春樹 平成28年度 

公益財団法人 長野県テクノ財団 伊那テクノバレー地域センター 事務局長 網野 隆志 平成29年度 

伊那商工会議所 専務理事 伊藤 正   

八十二銀行 伊那支店 支店長 矢島 充博 平成28年度 

八十二銀行 伊那支店 支店長 酒向 邦明 平成29年度 

ス
マ
ー
ト
農
業 

信州大学 農学部 食料生産科学科 教授 井上 直人 副会長 

株式会社 クボタ アグリソリューション推進部 グループ長 廣兼 以斉   

上伊那農業改良普及センター 所長 下島 秀昭 平成28年度 

上伊那農業改良普及センター 所長 松下 勇次 平成29年度 

上伊那農業協同組合 営農部長 下島 芳幸 平成28年度 

上伊那農業協同組合 営農部長 髙橋 英明 平成29年度 

ド
ロ
ー
ン
活
用 

信州大学 繊維学部 機能機械学課程 准教授 鈴木 智   

一般社団法人日本ＵＡＳ産業振興協議会(JUIDA) 理事長 鈴木 真二   

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

知能システム研究部門 フィールドロボティクス研究グループ 
主任研究員 岩田 拡也   

株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 

知能ロボティクス研究所 ネットワークロボット研究室 
室長 宮下 敬宏   

ブルーイノベーション 株式会社 
代表取締役

社長 
熊田 貴之 副会長 

上伊那森林組合 参事 森 敏彦   

Ｉ
Ｃ
Ｔ 

教 

育 

信州大学教育学部 附属次世代型学び研究開発センター 教授 東原 義訓 副会長 

沖電気工業 株式会社 情報通信事業本部 新規事業開発室 担当部長 小野 守道   

長野県教育委員会 教学指導課 指導主事 箕田 大輔   

伊那市教育委員会 委員長 松田 泰俊   

 
 

 

伊那市新産業技術推進協議会の経緯 

 

  

協議会 開催日・会場 議題 備考 

平成28年度 

第1回 

平成28年5月11日（水） 

午後1時 

伊那市役所多目的ホール  

(1) 新産業技術推進事業について 

(2) 新産業技術推進ビジョン策定方針

について 

(3) 分野別事業の説明 

正副会長

の選任 

諮問 

平成28年度

第2回 

平成28年10月 17日（月） 

午後1時30分 

伊那市役所多目的ホール 

(1) 地方版ＩｏＴ推進ラボについて 

(2) ＩＣＴ教育の取組状況について 
 

平成28年度

第3回 

平成29年3月7日（火） 

午後1時30分 

伊那市生涯学習センター

701・702会議室 

(1) 今後の取組みの方向性について 

(2) 新産業技術推進ビジョン策定に係

る基礎調査結果について（中間報

告） 

(3) 各部会の事業進捗状況について 

 

平成29年度 

第1回 

平成29年7月12日（水） 

午後1時30分 

伊那市役所501・502会議室 

(1) 新産業技術推進ビジョンのフレー

ムについて 

(2) 各部会の事業進捗状況について 

 

平成29年度 

第2回 

平成29年11月 20日（月） 

午後1時30分 

伊那市役所多目的ホール 

(1) 新産業技術推進ビジョン原案に 

ついて 

(2) 各部会の事業進捗状況について 

 

意見募集 
平成29年12月 18日（月）～

平成30年1月5日（金） 
パブリックコメント  

平成29年度 

第3回 

平成30年 3月 20日（火）午

後１時 

伊那市生涯学習センター 

ニシザワいなっせホール 

(1) 新産業技術推進ビジョン最終案に

ついて 

(2) 各部会の事業進捗状況について 

(3) 平成30年度以後の協議会体制に 

ついて 

 

 平成30年3月22日（木） 市長への答申  
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