
 

 

 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

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
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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
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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
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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
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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
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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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 新産業技術がもたらす第(1)

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

のか、その特徴を整理したものが図

 

 

 

 

 

 

新産業技術は、先進技術（ナノテクノロジー、３

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

持ち合わせています。

このように新産業技術は、人間とデジタルな世界や

新産業技術がもたらす第

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

のか、その特徴を整理したものが図

 

（出典）総務省 

 

新産業技術は、先進技術（ナノテクノロジー、３

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

持ち合わせています。

このように新産業技術は、人間とデジタルな世界や

新産業技術がもたらす第

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

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

図 

新産業技術は、先進技術（ナノテクノロジー、３

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

持ち合わせています。 

このように新産業技術は、人間とデジタルな世界や

新産業技術がもたらす第４次産業革命

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

のか、その特徴を整理したものが図2-5

第４次産業革命における産業構造分析と

 2-5 産業革命の推移と第

新産業技術は、先進技術（ナノテクノロジー、３

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

このように新産業技術は、人間とデジタルな世界や

次産業革命 

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

5です。 

（出典）総務省

第４次産業革命における産業構造分析とＩｏＴ・ＡＩ

産業革命の推移と第

新産業技術は、先進技術（ナノテクノロジー、３

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

このように新産業技術は、人間とデジタルな世界や

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

（出典）総務省

ＩｏＴ・ＡＩ等の進展に係る現状及び課題に関する調査研究（平成

産業革命の推移と第４次産業革命の特徴

新産業技術は、先進技術（ナノテクノロジー、３D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

このように新産業技術は、人間とデジタルな世界や物理的な世界との間に入り込み、融合環境を創り

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

（出典）総務省  2017年版中小企業白書

等の進展に係る現状及び課題に関する調査研究（平成

次産業革命の特徴 

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

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

年版中小企業白書 （平成

等の進展に係る現状及び課題に関する調査研究（平成

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

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

（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

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

 

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第(1)

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

のか、その特徴を整理したものが図

 

 

 

 

 

 

新産業技術は、先進技術（ナノテクノロジー、３

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

持ち合わせています。

このように新産業技術は、人間とデジタルな世界や

新産業技術がもたらす第

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

のか、その特徴を整理したものが図

 

（出典）総務省 

 

新産業技術は、先進技術（ナノテクノロジー、３

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

持ち合わせています。

このように新産業技術は、人間とデジタルな世界や

新産業技術がもたらす第

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

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

図 

新産業技術は、先進技術（ナノテクノロジー、３

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

持ち合わせています。 

このように新産業技術は、人間とデジタルな世界や

新産業技術がもたらす第４次産業革命

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

のか、その特徴を整理したものが図2-5

第４次産業革命における産業構造分析と

 2-5 産業革命の推移と第

新産業技術は、先進技術（ナノテクノロジー、３

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

このように新産業技術は、人間とデジタルな世界や

次産業革命 

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

5です。 

（出典）総務省

第４次産業革命における産業構造分析とＩｏＴ・ＡＩ

産業革命の推移と第

新産業技術は、先進技術（ナノテクノロジー、３

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

このように新産業技術は、人間とデジタルな世界や

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

（出典）総務省

ＩｏＴ・ＡＩ等の進展に係る現状及び課題に関する調査研究（平成

産業革命の推移と第４次産業革命の特徴

新産業技術は、先進技術（ナノテクノロジー、３D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

このように新産業技術は、人間とデジタルな世界や物理的な世界との間に入り込み、融合環境を創り

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

（出典）総務省  2017年版中小企業白書

等の進展に係る現状及び課題に関する調査研究（平成

次産業革命の特徴 

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

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

年版中小企業白書 （平成

等の進展に係る現状及び課題に関する調査研究（平成

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

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

（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

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

 

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
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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
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がその対

減少する仕事、増加する仕事として以下の

付加価

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

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

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、 

 
 

 

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

業と中小企業の収益の格差拡大が懸念されるところです。 

また、企業における新産業技術の導入に向けた課題として、次の4点を挙げています。 

●第４次産業革命に取組む人材や能力不足（17.5％） 

  ●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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 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
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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、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、

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

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
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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

参考に製造業における新産業技術活用効果例を図2-9に表わします。

SME（中小企業）研究会

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との関係を見たものです。同図を見ると、新

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

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

また、商品競争力の強化ばかりでなく、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、長期にわたる差別化の維持は難しいので

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

に表わします。 

（中小企業）研究会 中間論点整理概要

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

との関係を見たものです。同図を見ると、新

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

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

力の強化ばかりでなく、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コスト削減や付加価値向上

差別化の維持は難しいので

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

中間論点整理概要

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

との関係を見たものです。同図を見ると、新

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

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

力の強化ばかりでなく、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コスト削減や付加価値向上、収益力向上

差別化の維持は難しいので自社製

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

中間論点整理概要 （平成29年6月）

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

との関係を見たものです。同図を見ると、新

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

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

力の強化ばかりでなく、営業・

、収益力向上

自社製

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

月） 

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

との関係を見たものです。同図を見ると、新

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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 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
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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
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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

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

新産業技術の活用は、本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

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。
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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

 

 

 

   

図 2-12 伊那市新産業技術活用

 

伊那市新産業技術活用伊那市新産業技術活用SWOTSWOT分析 

 

 

伊那市 新産業技術推進ビジョン

22



 

 

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＞
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●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
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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

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
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ビジョンを構成する各分野での施策の取組み方針を以下に示します。

既存産業活性化  

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、本

を強化します。主要な適用範囲は、製造業、農林業、観光業とします。

農林業＞ 

本市のものづくりの力に新産業技術とセンサー技術を組み合

して生産性を向上させるとともに

新産業技術の活用を通して、

体で生産性向上やコスト削減、

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

農林業と製造業と流通・販売業

源を創ります。 

 

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

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。

図 2-13 新産業技術推進ビジョン全体像

ビジョンを構成する各分野での施策の取組み方針を以下に示します。

の強みとを掛け合わせることによって、本

を強化します。主要な適用範囲は、製造業、農林業、観光業とします。

本市のものづくりの力に新産業技術とセンサー技術を組み合

して生産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

体で生産性向上やコスト削減、

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。

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。

新産業技術推進ビジョン全体像

ビジョンを構成する各分野での施策の取組み方針を以下に示します。

の強みとを掛け合わせることによって、本

を強化します。主要な適用範囲は、製造業、農林業、観光業とします。

本市のものづくりの力に新産業技術とセンサー技術を組み合

して生産性を向上させるとともに、熟練者

営業・マーケティング、製造工程、販売

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、

よる作業の効率化、省力化を図ります。

流通・販売業による6次産業化を実現し、サプライチェーン上に複数の収益

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

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。

新産業技術推進ビジョン全体像

ビジョンを構成する各分野での施策の取組み方針を以下に示します。

の強みとを掛け合わせることによって、本

を強化します。主要な適用範囲は、製造業、農林業、観光業とします。

本市のものづくりの力に新産業技術とセンサー技術を組み合

熟練者のノウハウを継承して競争力の維持を図ります。

営業・マーケティング、製造工程、販売

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

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、

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

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

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。

新産業技術推進ビジョン全体像 

ビジョンを構成する各分野での施策の取組み方針を以下に示します。 

の強みとを掛け合わせることによって、本市の産業における事業力、

を強化します。主要な適用範囲は、製造業、農林業、観光業とします。 

本市のものづくりの力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

ノウハウを継承して競争力の維持を図ります。

営業・マーケティング、製造工程、販売

、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

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、

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

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

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。

市の産業における事業力、

 

せ、作業の効率化、省力化を

ノウハウを継承して競争力の維持を図ります。

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

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

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

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。

市の産業における事業力、競争力

せ、作業の効率化、省力化を

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

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。 

 

 

競争力

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。 

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

24

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
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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

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
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違う人材が、ワイガヤ空間で共存する

新事業コンセプトが実現可能かどうかを実証するＰＯＣ（

を提供します。 

新産業技術導入を促進する処方箋（枠組み）
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、新たなイノベーションを起こす場を構築します。 

概念実証）環境

新産業技術は、前述のとおり、広い分野に適用していきます。そのため、新産業技術の導入は、個別

分野、個別案件ごとに導入環境をつくるのではなく、分野横断で共通の新産業技術導入の枠組みを構築

分な効果を引き出すことはできません。効果的

ひとつは、特徴のある伊那の保有資産（ノウハウ、技術等）群と新産業技術を融合させる必要があ

その手段を使う資産自体に強みがなければ

確保です。新産業技術は、これま

 

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

地域経済の活性化及び維持に活

材を育てます。 

強みを「主体的・

的な学びを学校・家庭・地

以下の施策を推進します。 

、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

、行動原理も価値観も

 

概念実証）環境

新産業技術は、前述のとおり、広い分野に適用していきます。そのため、新産業技術の導入は、個別

分野、個別案件ごとに導入環境をつくるのではなく、分野横断で共通の新産業技術導入の枠組みを構築

分な効果を引き出すことはできません。効果的
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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

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

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
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の正の循環を継続的に下支えする役割を担います。
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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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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
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人材育成」が可能になります。育った新産業
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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
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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。
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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
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「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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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
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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。
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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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