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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

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

 

は、大きく３つのフェーズが設定されています。

(Vision)においては

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

フェーズ「社会実証」（

新産業技術推進協議会について 

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

地域振興局など）の機関をアドバイザーとする官民協働による

すでに先行する課題については、事業分野ごとの専門部会を設置し、事業検討を実施しています。

また、今後の新産業技術の推進に必要な分野については

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。

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

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、グローバル化・情報化社会に向けた２１世紀型スキルの習得を目指しま

 

は、大きく３つのフェーズが設定されています。

においては、新産業技術推進協議会を主体に推進体制の整備とビジョ

ン構築をすすめていきます。ビジョン策定後に第2フェーズ「研究開発」において推進テーマ別の専門部会

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

フェーズ「社会実証」（Action

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

など）の機関をアドバイザーとする官民協働による

事業分野ごとの専門部会を設置し、事業検討を実施しています。

また、今後の新産業技術の推進に必要な分野については

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。

全国的にも、商品配送や災害状況の把握など、ドローンの様々な活用方法が検討されているところ

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

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

バル化・情報化社会に向けた２１世紀型スキルの習得を目指しま

は、大きく３つのフェーズが設定されています。

新産業技術推進協議会を主体に推進体制の整備とビジョ

フェーズ「研究開発」において推進テーマ別の専門部会

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

Action）として本市において実証していく流れとなり

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

など）の機関をアドバイザーとする官民協働による

事業分野ごとの専門部会を設置し、事業検討を実施しています。

また、今後の新産業技術の推進に必要な分野については、専門部会を設置検討していきます。

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。

ドローンの様々な活用方法が検討されているところ

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。 

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

バル化・情報化社会に向けた２１世紀型スキルの習得を目指しま

は、大きく３つのフェーズが設定されています。 

新産業技術推進協議会を主体に推進体制の整備とビジョ

フェーズ「研究開発」において推進テーマ別の専門部会

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

）として本市において実証していく流れとなり

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

など）の機関をアドバイザーとする官民協働による

事業分野ごとの専門部会を設置し、事業検討を実施しています。

専門部会を設置検討していきます。

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。

ドローンの様々な活用方法が検討されているところ

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

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

バル化・情報化社会に向けた２１世紀型スキルの習得を目指しま

新産業技術推進協議会を主体に推進体制の整備とビジョ

フェーズ「研究開発」において推進テーマ別の専門部会

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
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事業分野ごとの専門部会を設置し、事業検討を実施しています。

専門部会を設置検討していきます。
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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。

ドローンの様々な活用方法が検討されているところ

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（効率化）など、

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

バル化・情報化社会に向けた２１世紀型スキルの習得を目指しま

新産業技術推進協議会を主体に推進体制の整備とビジョ

フェーズ「研究開発」において推進テーマ別の専門部会

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

）として本市において実証していく流れとなり

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

ＩｏＴ推進コン

事業分野ごとの専門部会を設置し、事業検討を実施しています。 

専門部会を設置検討していきます。 
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（効率化）など、

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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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

バル化・情報化社会に向けた２１世紀型スキルの習得を目指しま

 

新産業技術推進協議会を主体に推進体制の整備とビジョ
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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

）として本市において実証していく流れとなり

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
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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。 

ドローンの様々な活用方法が検討されているところ

（効率化）など、

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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 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「
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ます。田舎暮らしの本
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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
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中央自動車道が南北に通っており、
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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、
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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
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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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中央自動車道が南北に通っており、
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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
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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
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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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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
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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
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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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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
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