伊那市 新産業技術推進ビジョン
第3章

ビジョン実現に向けた適用分野と施策

本章では、第 2 章で述べられた新産業技術推進ビジョンの 5 つの
つの分野について、各適用分野での施策概
分野について、各適用分野での施策概
要及び具体的な施策内容について示します。
及び具体的な施策内容について示します。

1. 既存産業
既存産業活性化
活性化

(1) 施策概要
適用分野

既存産業
既存産業活性化

概要：
新産業技術と既存産業
新産業技術と既存産業の強みとを掛け合わせることによって、伊那市の産業における事業力、
の強みとを掛け合わせることによって、伊那市の産業における事業力、競争力を強
の強みとを掛け合わせることによって、伊那市の産業における事業力、競争力を強
化します。主要な適用範囲は、製造業、農林業、観光業とします。
施策概要

＜製造業
＜製造業・農林業＞
農林業＞
●本市のものづくり
本市のものづくり
本市のものづくり力に新産業技術とセンサー技術を組み合
に新産業技術とセンサー技術を組み合 せ、作業の効率化、省力化を通して生産
に新産業技術とセンサー技術を組み合わせ、作業の効率化、省力化を通
せ、作業の効率化、省力化を通して生産
性を向上させるとともに
性を向上させるとともに、熟練者のノウハウを継承して競争力の維持を図ります。
ノウハウを継承して競争力の維持を図ります。
●新産業技術の活用を通して、営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体で生
新産業技術の活用を通して、営業・マーケティング、製造工程、販売等、バリューチェーン全体で生
産性向上やコスト削減、付加価値向上
産性向上やコスト削減、付加価値向上、収益力向上
、収益力向上を図ります。
を図ります。
●人流
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
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
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
ウハウの継承等による作業の効率化、省力化を図ります。
よる作業の効率化、省力化を図ります。
●農林業と製造業との
農林業と製造業との
農林業と製造業との流通・販売業
流通・販売業による
による 6 次産業化を実現し、サプライチェーン上に複数の収益源を
創ります。
＜観光業＞
●伊那の優れた観光資源に新産業技術を活用して
伊那の優れた観光資源に新産業技術を活用して
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。
●
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重要業績評価指標（
重要業績評価指標（ＫＰＩ
ＫＰＩ）と目標値
既存産業
既存産業活性化における
活性化における重要業績評価指標（
重要業績評価指標（
重要業績評価指標（ＫＰＩ
ＫＰＩ）と目標値
値は、以下のとおりです。
は、以下のとおりです。
 重要業績評価指標（
重要業績評価指標（ＫＰＩ
ＫＰＩ）
）
：既存産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数
 目標値(平成
平成 34 年(2022
(2022 年)）
：25 件（
件（5 年間累計）

(2) 参考となる
参考となる施策
施策事例
a. 製造業の生産性向上
ＩｏＴ・ＡＩ
ＩｏＴ・ＡＩを活用した製造工場の
を活用した製造工場の
を活用した製造工場の製造設備の監視による生産性向上を
設備の監視による生産性向上を
設備の監視による生産性向上を図る
図る施策事例を示します。
施策事例を示します。
初期の段階で
では、製造設備に設置されたセンサー
設備に設置されたセンサー
設備に設置されたセンサー情報から設備
設備の稼働状況
稼働状況等を把握し
把握し、異常時への
異常時への
早期対応
早期対応化により
化により設備の稼働率をあげて
設備の稼働率をあげて
設備の稼働率をあげて生産性の向上を
生産性の向上を実現します
実現します。
次の段階では
では、データベース化された
データベース化された設備ログ情報
情報等から、故障・異常の要因分析や
故障・異常の要因分析や、
、設備の振動・
異音検知
異音検知等による
等による加工異常検知を
加工異常検知を目指
目指し、更に、次の段階では設備の故障や異常の発生傾向から
次の段階では設備の故障や異常の発生傾向から予兆・
設備の故障や異常の発生傾向から予兆・
予測分析によ
予測分析による
る設備の予防保全や異常
予防保全や異常
予防保全や異常予測を実現し、
予測を実現し、製造設備
設備を止めることなく稼働させ
を止めることなく稼働させ 生産性の
を止めることなく稼働させて生産性
向上を
向上を図ります
ます。

図 3-1
3 製造工場の
工場のＩｏＴ・ＡＩ
ＩｏＴ・ＡＩ技術導入イメージ
技術導入イメージ
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b. 製造業製品の付加価値向上
製品の出荷後に
製品の出荷後に、
、
製品の利用状況を遠隔監視し、
製品トラブル等への早期対応を実現する事例です。
図 3-2 は、空調機からのセンサー情報により
は、空調機からのセンサー情報により保守センターで
保守センターで異常を検知し、
異常を検知し、サポート員
異常を検知し、サポート員等を緊急派遣
派遣
し
して早期に故障への
に故障への対応を可能とする
を可能とする
を可能とするサービス事例
事例を示しています。
を示しています。

（出典）経済産業省
出典）経済産業省 我が国の製造業に突き付けられた
我が国の製造業に突き付けられたＩｏＴ時代の新たな課題
時代の新たな課題 （平成 27 年 6 月）

図 3-2 センサー
センサー情報活用による故障予知
活用による故障予知

c. 営業・マーケティング活動の向上
スマートフォン等のスマートデバイス
スマートフォン等のスマートデバイスの普及により、インターネットを活用したネットショッピン
普及により、インターネットを活用したネットショッピン
グへのニーズは、今後ますます高まると考えられています。本市の販売活動においても、全国の消費
者へ向けた本市生産品の販売拡大を目指し、特産品等を Web サイトに掲載し、全国の消費者への認知
度を高め、購買を促す等の活動を進めています。
今後、この様な Web サイトを通じたマーケティング活動は、
サイトを通じたマーケティング活動は、ＩｏＴ・ＡＩ
ＩｏＴ・ＡＩ等の新技術を活用するこ
等の新技術を活用するこ
とで、顧客の興味や関心等のニーズを深く把握することが可能となります。
とで、顧客の興味や関心等のニーズを深く把握することが可能となります。Web
アクセスでの収集デ
ータ（購入品データ、サイト内の行動データ、顧客の属性データ等）や、さらには、来訪者の道の駅
小売店等の購入実績や顧客動線情報等、様々な顧客データの収集・分析から、顧客の好みを考慮した
商品企画、特定顧客へのメルマガ連携による商品提案や伊那市訪問を促すような情報提供など、伊那
に関心を寄せる顧客との“つながり”を大切にした、伊那市のファン作りを目指します。

図 3-3 新技術を活用した営業・マーケティング活動イメージ
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d. 植物工場での農産物生産による新規販路開拓
植物工場とは、農産物の生長に最適な環境条件を再現し、安全で均質な農産物を短期間で、安定的
に生産するシステムとして注目されています。従来型農業の栽培方法では、種まきから収穫までに数
カ月を要し
カ月を要して市場ニーズに合わせた柔軟な対応
市場ニーズに合わせた柔軟な対応
市場ニーズに合わせた柔軟な対応が難しい場合がありますが
が難しい場合がありますが
が難しい場合がありますが、植物工場では、
、植物工場では、
、植物工場では、LED
利用
の栽培等によって出荷サイクルの短縮が可能となり、市場ニーズを把握した柔軟な生産活動が可能と
の栽培等によって出荷サイクルの短縮が可能となり、市場ニーズを把握した柔軟な生産
、市場ニーズを把握した柔軟な生産活動が可能と
なります。
植物工場の農産物は、
植物工場の農産物は、一般の流通市場
一般の流通市場
一般の流通市場にではなく
ではなく、生産者が
生産者がレストランや料亭
や料亭の料理人に
の料理人に、直接的
、直接的
に農産物の注文を聞くなど、市場ニーズ
市場ニーズを積極的に収集し
を積極的に収集し、
、ニーズに適合した特徴的な農産物（薬草・
高原野菜など）生産に
高原野菜など）生産による
よる新規販路の開拓
新規販路の開拓や農産物のブランド化等が期待されます。
や農産物のブランド化等が期待されます。

図 3-4
4 植物工場の生産による新規販路の開拓イメージ

e. 作業支援ロボットによる作業効率化
人体に装着して人力にロボットの動力を加え、荷物の上げ下ろしや移動などを支援する作業支援ロ
ボットを作業現場に導入することで、
ボットを作業現場に導入することで、通常 2 人で行う作業が１人で行えるなど、
で行う作業が１人で行えるなど、作業の効率化が期待
で行う作業が１人で行えるなど、作業の効率化が期待
されています。また、比較的重い荷物を上げる力が弱い女性などでも作業が行えることで 労働力の
されています。また、比較的重い荷物を上げる力が弱い女性などでも作業が行えることで、労働力の
減少対策としても期待されています。
介護福祉の現場では
介護福祉の現場では、入所者のベッドからの移動などを人力で行う際に
入所者のベッドからの移動などを人力で行う際に
入所者のベッドからの移動などを人力で行う際に、
、作業支援ロボットを用い
作業支援ロボットを用い
る事例があり、国の支援も
る事例があり、国の支援も行われています。このような作業支援ロボットは、製造業において部材の
います。このような作業支援ロボットは、製造業において部材の
運搬などの作業、また、農林業において農作物や材木の運搬や機材の運搬などの作業に利用すること
で作業の効率化や労働力の
で作業の効率化や労働力の確保対策としても期待されます。
対策としても期待されます。

33

伊那市 新産業技術推進ビジョン
f. 林業分野でのドローン活用（現状の本市の取組例）
本市の新産業技術推進協議会・ドローン活用作業部会では、
林業分野でのドローン活用方法として、
木材伐採現場での架線作業にドローンを用いる実証実験を行っています。
伐採現場で、造材された木材を集積場である土場に集材するため、木材搬出用のワイヤ張り（索張
り）
り）を行いますが、従来は人力で行われていました。このワイヤ張りの
を行いますが、従来は人力で行われていました。このワイヤ張りの
を行いますが、従来は人力で行われていました。このワイヤ張りの省力化、効率化に向けて、人
省力化、効率化に向けて、人
力ではなくドローンを活用する方法を検討しています。ドローンで先柱まで紐を運び、紐につながる
ワイヤを重機で巻き取り架線する方法です。ドローンを活用したワイヤ張り作業イメージを
ドローンを活用したワイヤ張り作業イメージを図 3-55 に
示します。

（出典）
（出典）伊那市新産業技術推進協議会
新産業技術推進協議会 ドローン活用作業部会
「林業分野でのドローン活用に向けた実証実験
林業分野でのドローン活用に向けた実証実験」
林業分野でのドローン活用に向けた実証実験」
（平成 29 年 11 月）

図 3-5 ドローンを活用したワイヤ張り作業イメージ

g. インバウンド観光の体験価値向上
情報メディアを
情報メディアを通じた地域の魅力の情報発信や、外国人観光客等の受入環境を整備し、
通じた地域の魅力の情報発信や、外国人観光客等の受入環境を整備し、安心して観
通じた地域の魅力の情報発信や、外国人観光客等の受入環境を整備し、安心して観
光コンテンツを楽しめるようにすること、さらに外国人観光客の行動履歴や購買履歴を分析すること
で新たな観光コンテンツの掘り起し等、図 3-6 に観光産業の拡大に向けた主要活動の 3 本柱を示しま
す。また、
す。また、図 3-7 に主要活動の施策例を示します。

図 3-6 観光産業拡大に向けた 3 本柱

34

図 3-7 外国人観光客向け施策例
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2. 伊那新産業創出

(1) 施策概要
適用分野

伊那新産業創出

概要：
本市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合
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
市のものづくり力や栽培ノウハウ等の知恵など多様な業種の強みを複数組み合わせ、
さらにそこに新産
らにそこに新産
業技術を融合させることによって 伊那市に新しい産業等を生み出します。幅広い年齢層で新たな雇用機会
業技術を融合させることによって、伊那市に新しい産業
伊那市に新しい産業 を生み出します。幅広い年齢層で新たな雇用機会
を創出します。
施策概要

＜新産業
＜新産業・事業創生＞
事業創生＞
●ものづくり企業
ものづくり企業
ものづくり企業の連携や
の連携や、農業と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合
と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合 せ、流通において
と食品加工業連携等、多様な業種の強みを組み合わせ、流通において
は、伊那の全国ブランド力を活かします。これらを円滑に結び、新たな付加価値を創出する手段とし
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
新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と 製造業との連携によるヘルスケア分野等の新事業
新産業技術を活用した試験研究機関や医療機関と、
創出を図ります。
●豊富な森林や水資源等の自然環境を活用した環境・エネルギー分野での取組みを加速し、事業の拡大
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
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
若者の行動力と高齢者の経験を新産業技術で融合させ、新しい知恵を生み出します。
。
●新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト
新技術の導入だけに捉われず、初期投資額の確保、事業展開に伴う事業戦略や必要コスト
（製造費、販促費等）を踏まえたビジネスモデルの策定及びその実行に向けた支援を図ります。
●

重要業績評価指標（
重要業績評価指標（ＫＰＩ
ＫＰＩ）と目標値
伊那新産業創出
伊那新産業創出における重要業績評価指標（
における重要業績評価指標（
における重要業績評価指標（ＫＰＩ
ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。
）と目標値は、以下のとおりです。
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重要業績評価指標（
重要業績評価指標（ＫＰＩ）
ＫＰＩ） ：新産業分野での新技術を活用した施策数、または支援した企業数



目標値（平成
平成 34 年(2022
(2022 年)）
：10
10 件（5 年間累計）

(2) 参考となる
参考となる施策
施策事例
a. 地元の企業連携による「完全地産」の新事業創出
企業連携による「完全地産」の新事業創出（現状の本市の取組例）
企業連携による「完全地産」の新事業創出（現状の本市の取組例）
地域経済の活性化に向けて、地域企業
企業が連携し、
、企画や設計・デザインから金型、
設計・デザインから金型、部品加工、組立、
梱包まで
梱包までの全て
の全ての工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ
の工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ、地域
の工程を地元の企業で完結させる「完全地産」の考え方で最終製品を作り上げ、地域
での雇用を生み出す
での雇用を生み出す原動力とする取組みがあります
原動力とする取組みがあります
原動力とする取組みがあります。
具体的には、お土産
具体的には、お土産を地元企業が連携し
地元企業が連携し
地元企業が連携し「完全地産」
「完全地産」によって
によって地域内で最終製品
地域内で最終製品として
として作りあげる
作りあげる
「
「製造業ご当地お土産プロジェクト」
ご当地お土産プロジェクト」
ご当地お土産プロジェクト」が推進されて
推進されています。デザイン・設計企業を中核とした地域企
デザイン・設計企業を中核とした地域企
業連携によって、
業連携によって、特長的なおもちゃの
特長的なおもちゃの
特長的なおもちゃのコマや、地域の
、地域の産物を加工した
を加工した食品等
食品等、ご当地の
、ご当地のお土産を最終
を最終
製品まで
製品まで作り上げ
作り上げる事業で
る事業です。この様な「完全地産」の仕組みは、新たな
この様な「完全地産」の仕組みは、新たな
この様な「完全地産」の仕組みは、新たなアイディア
アイディアへ
への迅速な対応
対応
が
が可能で、アイディアから
アイディアから最終製品までの
アイディアから最終製品までの製品化の
の繰り返しにより
により経験知を
経験知を増やすことで
増やすことで、やがて新
、やがて新
技術や
技術や新産業を生み、製造業と地域
新産業を生み、製造業と地域経済を活性化させ
新産業を生み、製造業と地域経済を活性化させて、若者や高齢者、福祉雇用につながることが
経済を活性化させ 、若者や高齢者、福祉雇用につながることが
期待されます。

（出典）
「製造業ご当地お土産プロジェクト
製造業ご当地お土産プロジェクト Web サイト
製造業ご当地お土産プロジェクト」

図 3-8 地元の企業連携による「完全地産」
地元の企業連携による「完全地産」の考え方

（花弁が開く
花弁が開くコマ
コマ）

（組立式のカラクリおもちゃ）
（出典）
「製造業ご当地お土産プロジェクト」
「製造業ご当地お土産プロジェクト」Web
サイト

図 3-9 「製造業ご当地お土産プロジェクト」事業の開発製品例
「製造業ご当地お土産プロジェクト」事業の開発製品例
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3. 住みよさの向上

(1) 施策概要
適用分野

住みよさの向上

概要：
人口減少、産業の衰退等に対する市民生活
人口減少、産業の衰退等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
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スをスムーズ
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スをスムーズ
かつタイムリーに
タイムリーに提供
提供していきます。
していきます。

施策概要

＜地域内経済循環の活性化＞
●市民生活
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を円滑に提供する手段とし
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循環の活性化を同時に実現します。
＜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。
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。
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。
●

重要業績評価指標（
重要業績評価指標（ＫＰＩ
ＫＰＩ）と目標値
住みよさの向上における重要業績評価指標（
住みよさの向上における重要業績評価指標（ＫＰＩ
ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。
）と目標値は、以下のとおりです。
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重要業績評価指標（
重要業績評価指標（ＫＰＩ
ＫＰＩ） ：新技術を活用した新サービス提供数



目標値（平成
平成 34 年(2022
(2022 年)） ：
：10 件（5 年間累計）

(2) 参考となる施策事例
地域内経済
地域内経済の活性化を進めるために、
の活性化を進めるために、
「生活環境ニーズに基づいた経
「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
済流通を活性化させるサービス
事業の創出」には、
「人の流れ」と「物の流れ
「人の流れ」と「物の流れ」の２つの視点での施策が必要になります。地域の商店
」の２つの視点での施策が必要になります。地域の商店
など商業施設での買い物や公共施設への移動のための
ど商業施設での買い物や公共施設への移動のための「人の流れ」と商業施設から商品を配達するなど
「物の流れ」により、地域内の「人と物の流れ」
「物の流れ」により、地域内の「人と物の流れ」を活発
を活発化し、それ
化し、それに伴う消費など
に伴う消費などで経済を活発
で経済を活発化して
化して
いきます。
本市では、これらに向け、ドローン物流の実証実験や道の駅を利用した中山間地域での自動運転の実
証実験に取り組んでおり、それらについても紹介します。

a. 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
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
ビス事業の創出
このサービス創出に向け活用できそうな新産業技術として、
「自動運転」や「ドローン」が考えられ
ます。
地域内経済循環の活性化を進めるために、
「人流」と「物流」の２つの視点での具体的な施策案とし
て、たとえば、下記の例が考えられます。
図 3-10「高度な物流システム」は、経済産業省「新産業構造ビジョン」に記載された高度な物流シ
「高度な物流システム」は、経済産業省「新産業構造ビジョン」に記載された高度な物流シ
ステムの案ですが、このように「ドローン」や「自動運転」を用いた物流が検討されています。
この例では、山間部など地上からでは効率の悪い運搬になってしまう地域ではドローンにより荷物
の配送を行い、倉庫から各事務所や住宅には自動運転で走行するトラックを用いて物を運び、さらに
は地域間の物流については、複数の自動運転で走行するトラックが隊列を組み、トラックとトラック
の間を連携して隊列を守り走行することで効率を上げる検討もされています。

（出典）経済産業省「新産業構造ビジョン」
（平成 29 年 5 月）
図 3--10 高度な物流システム
物流システム
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また、物流同様に、
また、物流同様に、図 3-11「人を移動させるシステム」のように、自動運転を人流に提供し、移動
3 「人を移動させるシステム」のように、自動運転を人流に提供し、移動
したい人を移動したい場所に移動させる検討が進んでいます。さらに、地域の中を自動運転で「貨客
混載（貨物と旅客を同時に運ぶ）
」の路線バスを運行することで、地域における「物流」と「人流」の
問題を解決する方法が検討されています。

（出典）経済産業省「新産業構造ビジョン」
（平成 29 年 5 月）
図 3-11
11 人を移動させるシステム
ドローンの拠点間の自動飛行や狭い拠点への着地など 技術的に解決していかなければ
ドローンの拠点間の自動飛行や狭い拠点への着地など、技術的に解決してい
技術的に解決してい なければならない課
ならない課
題もありますが、今後、伊那市が実証フィールドとして連携し、課題の解決を図ることで実用化に近
題もありますが、今後、伊那市が実証フィールドとして連携し、課題の解決を図ることで実用化に近
づくと考えられます。また、自動運転やドローン活用にも今後、利用目的に応じた法整備が期待され
ます。

b. 現状の本市の
本市の取組例
取組例


ドローン物流の実証実験

ドローン物流の実証実験として、国土交通省では、ドローンを常時目視しなくとも、自律かつ安全
ドローン物流の実証実験として、国土交通省では、ドローン
を常時目視しなくとも、自律かつ安全
な離着陸や荷物の取卸しを可能とする物流用ドローンポートシステムの研究開発を行っています。開
発中の物流用ドローンポートの有効性の検証等のため、
発中の物流用ドローンポートの有効性の
検証等のため、本市を実証フィールドとする実験を
本市を実証フィールドとする実験を本市長谷
本市を実証フィールドとする実験を本市長谷
地区において
地区において、
、平成 29 年 3 月 3 日、99 月 6 日、11
11 月 13 日の 3 回にわたり実施しました。(図
回にわたり実施しました。
3-12)
12)
第 1 回の実験では、ドローンポートシステムによる一連の荷物輸送の流れの検証を目的として、片
道 400m ほどの荷物輸送実験が行われ、高精度な離着陸と荷物の受け渡しに成功しました。
第 2 回の実験では、ドローンポートシステムによる離着陸制御の機能及び運用支援クラウドシステ
ムの機能の検証を目的とした実験が行われ、それぞれ正常に機能することが確認されました。
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第 3 回の実験では、ドローンポートシステムの統合検証を目的として、物流、通信、ドローン技術
開発事業者の協力による片道 2km ほどの荷物輸送実験が行われ、他社システムとの接続・動作が確認
されました。なお、公開実験では飛行中の機体に異常が検知され実験は中断となりましたが、これに
よって緊急時の安全機能が正常に作動することが確認されました。

（出典）国土交通省「物流用ドローンポートシステムの検証実験」プレスリリース（平成 29 年 9 月）

図 3-12 物流用ドローンポートシステムの検証実験の概要



自動運転の実証実験

図 3-13 のように、国土交通省では、平成 29 年度から道の駅を拠点として自動運転で中山間地域の
人流・物流を確保する実証実験に取り組んでいます。この実験では、道の駅を拠点とした自動運転に
より、貨客混載による「物流の確保」および「生活の足の確保」と、
「地域の活性化」を目指すもので
す。
本市では、国土交通省「中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス 実証実験」の
実証地域の一つに選定され、
平成30年2月に本市長谷地区において自動運転の実証実験を行いました。
道の駅「南アルプスむら長谷」と市長谷総合支所の間の往復約 5 キロメートルを 5 日にわたって走行
しました。
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(出典))国土交通省
国土交通省「中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス
中山間地域における道の駅等を拠点とした自動運転サービス 実証実験
実証実験」

長谷地区の実証実験ルートを走る自動運転車

図 3-13 中山間地域における道の駅などを拠点とした自動運転サービス
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c. 生活環境を改善する市民サービスの開拓
「生活環境を改善する市民サービスの開拓」の観点では、ヘルスケア・医療サービスとして、厚生
労働省「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」について）
」
（
（2017
2017 年 7 月 14 日付医政発
0714 第 4 号）通知に
号）通知において
おいて、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診
、遠隔地診療の基本的な考え方がより明確化されたことにより、遠隔地診
療の更なる発展が期待されます。
たとえば、医師の訪問診療を補完するため、テレビ電話で在宅患者を診察する在宅医療（テレケア）
を採用することで、病院への通院が難しく、定期的に治療を受けるような患者の場合では、患者の負
担は大幅に減少すると期待されています。
この遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し
遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し医師と通信でき
遠隔診療では、地域の人が集まる施設に生体情報（体温、血圧など）を収集し医師と通信でき
る環境があれば、
る環境があれば、そこに患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え
に患者に来ていただき、看護師が生体情報を取得して、通信経由で医師に伝え
ることで、遠隔診療を行うことができるため、大掛かりな施設は不要となります。

（出典）厚生労働省 第１回新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成
第１回新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会（平成 28 年 10 月）

図 3-14
14 在宅医療（テレケア）
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4. 行政サービスの拡充

(1) 施策概要
適用分野

行政サービスの拡充

概要：
行政業務の効率化、
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
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
コスト削減及び行政サービス創出に新産業技術を活用し、行財政の健全化に貢献する
とともに積極的に行政サービスを拡充し、もって脅威となっている地域課題の拡大を抑止し、その解決を加
速していきます。

施策概要

＜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
新産業技術を活用して、増大する経常的経費
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。
の削減を図ります。
●行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。
行政業務の効率化、手続き等のコスト削減に新産業技術を活用します。
＜行政サービス拡充による地域課題解決の促進＞
●地域産業の活性化、安心に資する健康寿命の延伸、
地域産業の活性化、安心に資する健康寿命の延伸、安全に資する防災機能の強化等、行政による
地域産業の活性化、安心に資する健康寿命の延伸、安全に資する防災機能の強化等、行政による
市民の「安心して住む、働く、育てる、学ぶ、遊ぶ」に関わる地域課題の解決を支援する
行政サービスの拡充に新産業技術を活用します。
●

重要業績評価指標（
重要業績評価指標（ＫＰＩ
ＫＰＩ）と目標値
行財政健全化における重要業績評価指標（
行財政健全化における重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。
）と目標値は、以下のとおりです。


重要業績評価指標（
重要業績評価指標（ＫＰＩ
ＫＰＩ） ：
①新技術を活用したコスト削減施策実施数 ②新技術を活用した行政主導新サービス提供数
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目標値（平成
平成 34 年(2022
(2022 年)）
）
：① 5 件（5 年間累計） ② 5 件（5 年間累計）

(2) 参考となる施策事例
行政業務の効率化、コスト削減の新産業技術を活用した施策事例として、
コスト削減の新産業技術を活用した施策事例として、橋梁などの施設の点検や
橋梁などの施設の点検や維
持管理にドローンを活用する事例や スマートメーターと広域無線を活用して水道の検針の効率化を図
持管理にドローンを活用する事例や、
る事例を取り上げます。
また、行政サービスの拡充に新産業技術を活用する事例として、ＩｏＴによる位置情報を活用した行
方不明者（登山遭難者や徘徊者など）の居場所の把握や子供の見守り、また、行方不明時のドローンを
活用した探索などの事例を説明します。

a. ドローンによる施設（橋梁など）の点検
橋梁などの多くの施設で進行する老朽化や風水害等の災害による被害に対し、
橋梁などの多くの施設で進行する老朽化や風水害等の災害による被害に対し、ICT
等を活用し、効
率的・効果的な対応を可能とする技術が検討されています。国土交通省及び経済産業省は、平成 25 年
7 月から「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」を共同設置し、現場における次世代社
会インフラロボットの実証実験を実施し、
会インフラロボットの実証実験を実施し、点検ロボットの
点検ロボットの機能
機能及び効果を次のように挙げています。
効果を次のように挙げています。
●人が近接することが困難な点検箇所へ近接し、写真や動画等を取得
人が近接することが困難な点検箇所へ近接し、写真や動画等を取得
人が近接することが困難な点検箇所へ近接し、写真や動画等を取得する機能
する機能
●複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握
複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握
複数の画像データ等から損傷を見つけ出し、必要な情報（寸法や損傷の状態）を把握し、
その後の再点検のために損傷の程度や位置等を確認しやすく整理
その後の再点検のために損傷の程度や位置等を確認しやすく整理(記録
記録)する機能
●人が点検する前に、橋梁の全体的な損傷状況を把握することで、重点的に把握すべき箇所を
人が点検する前に、橋梁の全体的な損傷状況を把握することで、重点的に把握すべき箇所を
認識し、重大な損傷の早期発見・対策
認識し、重大な損傷の早期発見・対策につながり、橋梁の安全性の向上に資する効果
につながり、橋梁の安全性の向上に資する効果
●点検調書を作成
点検調書を作成する際に、ロボットが取得し、その位置がわかり易く整理
する際に、ロボットが取得し、その位置がわかり易く整理
する際に、ロボットが取得し、その位置がわかり易く整理された写真を効率的に
写真を効率的に
利用する効果
する効果
●点検調書で利用する写真の他にも、場所と時間の情報が付与された写真データと共に、
点検調書で利用する写真の他にも、場所と時間の情報が付与された写真データと共に、
平面あるいは立体のモデルとして記録し、次回の点検において、損傷程度の進行等の経年変化を
把握しやすく
把握しやすくする効果
する効果
●高所で危険、
高所で危険、或いは、膨大な資器材を必要とする等、人が近づくことが困難な点検箇所について、
ロボットにより取得した写真等より
ロボットにより取得した写真等より、人が近接するべきかどうかを判断し、状況により人の近接
、人が近接するべきかどうかを判断し、状況により人の近接
を省き、安全性向上・効率化する効果
を省き、安全性向上・効率化する効果
上記のようにドローンなどを用いた施設（橋梁など）の点検は、安全で効率向上が期待されており、
実用化に向けた技術開発などが進んでいます。

(出典)国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成
国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成 28 年 3 月）

図 3-15 橋梁点検
橋梁点検用のドローンとカメラの例
のドローンとカメラの例

45

伊那市 新産業技術推進ビジョン

国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成 27 年 3 月）
(出典)国土交通省・経済産業省「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」橋梁維持管理（平成

図 3-16 橋梁点検のドローン活用例

b. 水道の遠隔検針
社会インフラの電力、ガスでは、スマートメーターの導入にむけて実証実験や設置が進んできて
社会インフラの電力、ガスでは スマートメーターの導入にむけて実証実験や設置が進んできて
スマートメーターの導入にむけて実証実験や設置が進んできてい
ます。スマートメーターとは、例えば電力では、従来のアナログ式
ます。スマートメーターとは、例えば電力では、従来のアナログ式電力量計ではなく、電力をデジタ
電力量計ではなく、電力をデジタ
ルで計測して計測結果を伝送するための通信機能を入れたメーターのことです。そして、水道の検針
でもスマートメーターの利用について、自治体での検討が行われています。
スマートメーターでは、無線技術を活用して水道
スマートメーターでは、無線技術を活用して水道メーターの検針業務の自動化を実現し
の検針業務の自動化を実現し データ検
の検針業務の自動化を実現し、データ検
針のリアルタイム性を向
針のリアルタイム性を向上させることよって、
上させることよって、
上させることよって、独居老人の見守り等、新たな付加価値サービスの
独居老人の見守り等、新たな付加価値サービスの創出
独居老人の見守り等、新たな付加価値サービスの創出
が期待されています。
また、先に述べたように電力やガスなど
また、先に述べたように電力やガスなど、他の社会インフラでのスマートメーターの導入が進むこ
他の社会インフラでのスマートメーターの導入が進むこ
と
とにより、電力やガスと
電力やガスとともに水道も共同利用することが
ともに水道も共同利用することが検討されています。
ともに水道も共同利用することが検討されています。

（出典）
（公財）水道技術研究センター 「第 6 回 水道スマートメーター協議会 資料」
（平成 28 年 7 月）

図 3-17
17 水道スマートメーターと無線を用いた遠隔検針
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c. 位置情報を用いた行方不明者の発見
位置情報を発信するなどＩｏＴを活用した行
を活用した行方不明者の早期発見の仕組みが考えられます。総務省
方不明者の早期発見の仕組みが考えられます。総務省
では、登山
では、登山者を対象にして、山影などでも電波が伝わりやすい
者を対象にして、山影などでも電波が伝わりやすい 150MHz 電波の利用実現
電波
実現に向けて、
、富
山県立大学を中心に立山で法改正に向けた実証実験を実施しています。
山県立大学を中心に立山で法改正に向けた
実証実験を実施しています。
＜利用方法＞
◇平常時：
●登山者：登山者用端末を所持
登山者：登山者用端末を所持
●山小屋：検知者端末を設置した
山小屋：検知者端末を設置した山小屋で登山者の位置を把握します。
山小屋：検知者端末を設置した山小屋で登山者の位置を把握します。

◇遭難時：
●登山者が端末の緊急時
登山者が端末の緊急時ボタンを押すと
登山者が端末の緊急時
を押すと、山小屋等の検知者端末に遭難
山小屋等の検知者端末に遭難と位置情報が表示され、
山小屋等の検知者端末に遭難と位置情報
、
捜索隊に通知します
●遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。
遭難者が操作できなくも、ヘリや捜索隊が検知者端末から登山者の位置を探知し捜索します。
これらの仕組みは、
認知症の徘徊者や児童を対象とした見守りの仕組みとしても活用が期待できます。

図 3-18 位置情報を用いた行方不明者の発見
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5. 新産業
新産業時代の人材育成
人材育成

(1) 施策概要
適用分野

新産業時代の人材育成

概要：
第４次産業
次産業革命の本質を捉え、
の本質を捉え、学校教育及び社会人教育を通
学校教育及び社会人教育を通して、
教育及び社会人教育を通して、地域経済の活性化及び維持に活かせる、
グローバル化・情報化社会に向けた 21 世紀型スキルを持つ新産業時代の人材を育てます。
施策概要
＜伊那市独特の教育とＩＣＴ＞ ＜新学習指導要領の実現＞
「伊那市 学校教育の情報化ビジョン２０１７」に基づき、ＩＣＴの特性・強みを「主体的・対話的で深い
学び」の実現に繋げるとともに、興味関心に応じた自立的な学びを学校・家庭・地域の中でシームレスに提
供できる新しいＩＣＴ教育環境
供できる新しいＩＣＴ教育環境を目指し、以下の施策を推進します。
、以下の施策を推進します。
●伝統的学びを深めるＩＣＴ活用
伝統的学びを深めるＩＣＴ活用
●先進的学びに導くＩＣＴ活用
先進的学びに導くＩＣＴ活用
●学習指導要領の実現に不可欠なＩＣＴ環境整備
学習指導要領の実現に不可欠なＩＣＴ環境整備
●校務の情報化による教育の質の向上
校務の情報化による教育の質の向上
＜社会人教育の推進（充実）＞
●企業、教育機関、自治体等が連携して、第
企業、教育機関、自治体等が連携して、第
企業、教育機関、自治体等が連携して、第４次産業
次産業革命の本質を捉え、変化への適応力、変化を捉えた
の本質を捉え、変化への適応力、変化を捉えた
創造力を持つ人材を育成します。さらに地域ビジネスを創出し、また地域課題を解決できる新産業時代
の人材を育成します。
●地域企業社員ばかりでなく、
地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人材が、
ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。
●新事業コンセプトが実現可能かどうかを実証するＰＯＣ（
新事業コンセプトが実現可能かどうかを実証するＰＯＣ（Proof Of Concept:概念実証）環境を提供
新事業コンセプトが実現可能かどうかを実証するＰＯＣ（Proof
Concept:概念実証）環境を提供
します。
●

重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値
新産業時代の人材育成における重要業績評価指標（ＫＰＩ）と目標値は、以下のとおりです。


重要業績評価指標（ＫＰＩ）
① ＩＣＴ教育環境整備
② 新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数



目標値（平成
平成 34 年(2022
(2022 年)）
①

ＩＣＴ教育環境整備
目標値：文部科学省「平成 30 年度以降の学校における ICT 環境の整備方針について（通知）
」
（平成 29 年 12 月 26 日）のとおり
日）のとお

②
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新産業人材育成研修を受講し、市内企業で活躍している人数 目標値：50
目標値： 人（5
人（ 年累計）

(2) 参考となる施策事例
＜新産業
＜新産業時代の
時代の人材育成＞
育成＞

a. 新産業時代の人材育成支援
新産業時代の
時代の人材育成支援
支援とは、企業、自治体、教育機関等、分野を限定せず、本
とは、企業、自治体、教育機関等、分野を限定せず、本市の活性化に寄
とは、企業、自治体、教育機関等、分野を限定せず、本市の活性化に寄
与する新産業
与する新産業時代の
時代の人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、
人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、ＩｏＴ・
人材（イノベーション人材、技術経営プロジェクトマネージャー人材、ＩｏＴ・
ＡＩ
ＡＩ利活用人材
利活用人材など）の育成を支援する施策案です。
）の育成を支援する施策案です。地域には新産業時代の
）の育成を支援する施策案です。地域には新産業
時代の人材育成支援
支援のベースと
のベースと
して期待される信州大
して期待される信州大学農学部や南信工科短大、
農学部や南信工科短大、また、
また 長野テクノ財団 伊那テクノバレー地域センタ
ーがあります。


イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を繋げる能
イノベーション人材育成：幅広い専門性を身に付け、市場を把握し、技術と市場を繋げる
力を養い、事業、産業にイノベーションを起こすことができる人材を育成します。



技術経営
技術経営プロジェクトマネージャー
プロジェクトマネージャー
プロジェクトマネージャー人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき
人材育成：先端技術分野でのビジネス開花をリードでき
る、経営センスをもつ技術開発プロジェクトマネージャーを育成します。



ＩｏＴ・ＡＩ
ＩｏＴ・ＡＩ利活用人材育成：あらゆる領域に浸透する
利活用人材育成：あらゆる領域に浸透する
利活用人材育成：あらゆる領域に浸透するＩｏＴ・
・ＡＩ技術の全体像、本質を
技術の全体像、本質を
理解し、導入活用のプロセスを実践できる人材を育成します。

図 3-19 新産業時代の
時代の人材育成支援
支援

b. 融合（人材交流）の場
地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観 違う人
地域企業社員ばかりでなく、プロフェショナル人材、大学の研究者など行動原理も価値観も違う人
材が、ワイガヤ空間で共存し、新たなイノベーションを起こす場を構築します。

49

