
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人南信州・飯田産業センター 産業振興ビジョン 

～産業振興と人材育成の拠点（エス・バード）への移転を契機に、リニア時代を見据えて～ 
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１ はじめに 

 南信州地域は長野県の南端に位置し、豊かな自然と優れた景観、四季の変化に富み、動植物の

南北限という気候風土に恵まれています。養蚕や水引などの伝統産業や、発酵食品や菓子産業等

の食品産業により発展してきた当地域は、現在では先端技術を導入した精密機械、電子、光学の

ハイテク産業をはじめとする中小企業が多数存在し、小物製品の機械加工を中心にした製造業も

当地域の発展に貢献しています。 

 当地域には、リニア中央新幹線、三遠南信自動車の開通など高速交通網の整備によるプラス効

果を最大限に活かす戦略的な取り組みが必要と考えます。当地域が真の地方創生を成し遂げ、持

続可能な地域を実現しいくためには、リニア時代を見据え、地域に活力を生む「産業振興と人材

育成の拠点」の形成と世界に誇れる飯田のスタイルを発信していくことが不可欠です。 

 南信州 14市町村で組織している南信州広域連合は、産業振興と地域振興に寄与する学術研究の

「産業振興と人材育成の拠点」整備に取り組んでいます。この「産業振興と人材育成の拠点」は、

すべての産業が一体となって地域産業の底上げを図り、持続可能な地域産業の構築を目指すため

に、国・県の協力のもと整備されたものであり、地域経済の発展を実現させていくものです。 

 南信州・飯田産業センターは、この「産業振興と人材育成の拠点」への移転を契機に、これま

で積み重ねてきた知識と経験、専門的人材を活用し、来るリニア時代を見据えて取り組んでいく

施策等をビジョンとして整理し、地域産業の持続的発展を支援するとともに、更なる機能を強化

し、産業振興に寄与するための支援機関としての役割を果たしていきます。 

 なお、ビジョンについては、リニア開通の先を見据え、2028年度までのものとします。また前

期（2018～2020年度）、中期（2021～2024年度）、後期（2025～2028年度）の期首には目標となる

KPIを設定し、進捗を期末に検証するほか、その達成状況も踏まえて、必要に応じて、ビジョンの

見直しを行います。 

 

２ 「産業振興と人材育成の拠点」の経緯等 

 平成 26 年 7 月、2050 年を見据えた国の国土づくりの理念・考え方を示す「国土のグランドデ

ザイン 2050 ～対流促進型国土の形成」が策定され、公表されました。 

 この中では、急激な人口減少、少子化、異次元の高齢化の進展、都市間競争の激化などに加え、

グローバリゼーションの進展、地球環境問題、技術革新の進展などが時代の潮流と課題として挙

げられています。これらの課題に対する戦略のひとつとして、当地域にも関係の深い「リニア中

央新幹線の整備によるスーパーメガリージョンの形成とその圏域内外の人・モノ・情報の高密度

な連携の促進」が掲げられ、具体的な例として、リニア沿線の筑波研究学園都市をはじめとする

知の創発拠点をつなぐ「ナレッジ・リンク」の考え方が示されています。 

 南信州地域においても、急速に少子化、高齢化が進む中で、これまでも南信州広域連合や定住

自立圏などの枠組みにより、地域が一丸となって課題克服への挑戦を積極的に進めてきました。

さらに、リニア中央新幹線の開通、三遠南信自動車道の全通という千載一遇のチャンスを活かせ

るよう、南信州広域連合による「基本構想・基本計画（第４次広域計画）」、伊那谷自治体会議に

よる「リニアバレー構想」など、国の地方創生の動きにも呼応しながら、地域の未来づくりに向
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けた様々な取組が始まっています。 

 一方、県立飯田工業高等学校は、平成 24 年度末をもって飯田長姫高等学校と統合され、飯田

OIDE長姫高等学校として、飯田市鼎に拠点を統合したことにより校舎が未利用状態となり、この

後利用については、リニア長野県駅に近接し「ナレッジ・リンク」の一翼を担う機能集積の場と

して、知の拠点整備を基本線として位置づけ、長野県、南信州広域連合、飯田市ほか関係機関が

連携しながら、検討を進めてきました。 

 平成 28年 5月、長野県産業イノベーション推進本部会議において「長野県航空機産業振興ビジ

ョン」が決定され、その中で当地域の「産業振興と人材育成の拠点」整備や「信州大学航空機シ

ステム共同研究講座」を長野県としても支援することを明記し、さらには長野県工業技術総合セ

ンター支所機能の設置を検討するなど、より踏み込んだ方向が示されました。これを受け、施設

全体の利用計画を見直し、主として産業振興の知の拠点として計画案を再編成しました。 

 また、平成 28年度から経済産業省を中心に業界団体、JAXA、長野県、飯田市等による航空機装

備品開発試験インフラの整備に係る検討会が設置され、具体的な検討が進められています。 

 これらの経過を踏まえ、南信州地域を構成する基礎自治体、南信州・飯田産業センター、経済

団体、事業者等が連携し、長野県や国の関係機関とともに、航空機産業を先導役とした世界に貢

献する新たな価値の創発拠点として、「産業振興と人材育成の拠点」づくりを進め、その効果を内

外へ広げていきます。 

 

３ 拠点整備に向けた考え方 

（１）趣 旨 

 ○「アジアの航空機システムの拠点」の中核的な機能づくり 

   先導的な取組となる、航空機システム関連の機能や研究開発支援機能が集積する「アジア 

  の航空機システムの拠点」づくりの中核的な機能を担います。 

 ○未来を拓く産業振興と人材育成の拠点づくり 

   リニア中央新幹線長野県駅に近接する「旧飯田工業高等学校」を利活用し、リニアバレー 

  構想の実現に資する産業振興の拠点を整備し、南信州広域連合基本構想・基本計画（第４次 

  広域計画）に掲げるリニア時代を見据えた将来像の実現や、国土のグランドデザイン 2050に 

  掲げる「ナレッジ・リンク」の一翼を担います。 

 ○人材が育ち、共鳴して集う拠点づくり 

   未来を拓く産業を興し、世界が認める持続可能なモデル地域実現のため、新たな「知」や 

  「価値」を創造し、それを広く発信することによって、多くの人材が育ち、共鳴して集い、そ 

  の効果を県内外に波及し、世界に貢献できる地域を目指します。 

 

（２）コンセプト 

 ○次代を担う「知」や「価値」を創造・発信し、世界に貢献する産業振興・創造交流拠点 

   産業づくりの先導役となる航空機分野において「アジアの航空機システムの拠点づくり」 

  を目指すとともに、その取組をメディカルバイオ分野をはじめとする産業群づくり、人づく 

  り、南信州地域が培ってきた多様な産業群に波及させ、さらに内外との交流・連携により新 
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  たな風を起こします。 

   また、次代を担う「知」や「価値」を創発できる場や機能を整備し、ナレッジ・リンクをは 

  じめ、地域内外の交流・連携により、世界に貢献する産業振興・価値創造交流拠点を目指し 

  ます。 

 

（３）具体的な取組 

  ①世界に通ずるグローバルな高等教育機関の設置 

   ア 信州大学航空機システム共同研究講座の開設と南信州キャンパス構想の実現 

     信州大学航空機システム共同研究講座コンソーシアムにより、「信州大学航空機システ 

    ム共同研究講座」を支援し、成果と実績を積み重ねることで、信州大学南信州キャンパ 

    ス構想の実現を目指します。 

   イ 大学サテライトの設置推進 

     長野県とともに航空機産業関連の研究に関連する大学サテライトの誘致を進めます。 

  ②総合的な試験研究開発支援機能の構築 

    国の「航空産業ビジョン」に呼応して策定された「長野県航空機産業振興ビジョン」の 

   実現を目指し、長野県による長野県工業技術総合センター航空機産業支援サテライトの設 

   置、環境試験インフラの整備、国や県、大学等の試験・研究機関の誘致とネットワークの 

   強化を進めます。 

  ③南信州・飯田産業センターの移転と機能強化 

    南信州・飯田産業センターは、人材育成支援、新産業創出支援、販路開拓支援、地場産 

   業の高度化・ブランド化支援の４つの柱を中心に産業振興を進めています。その中で、「新 

   分野の研究開発機能と人材育成」、「施設の狭隘化、老朽化への対応」、「公的試験場の機能 

   強化の必要性」などが課題となっており、今回、南信州・飯田産業センターを「産業振興 

   と人材育成の拠点」に移転することで、航空宇宙産業クラスターやメディカルバイオクラ 

   スターの取組をさらに強化する環境整備を進めます。 

  （南信州・飯田産業センターの移転による強化ポイント） 

   ・技術の高度化、新たな分野への挑戦を支援する研究開発機能 

   ・企業の研究開発を支援する公的試験場としての試験・検査機能 

   ・高い技術力を持つ人材の育成を進める機能 

   ・インキュベート機能、情報発信機能、異業種連携の推進 

  ④共創の場、ネットワーク機能の構築 

   ○「知」「人材」「情報」がつながり、集い交わる場 

    未来を拓く新たな価値づくりには、共通のテーマや価値観を有する主体が集い、学び、 

   研究することが重要で、産業振興や人材育成に通ずる活動が展開され、様々な「知」・「人 

   材」・「情報」が集い、交わる「共創の場」の構築が必要となります。 

    このため、この拠点の玄関機能を兼ねて共創の場を設置し、内外の情報が集まり、交流 

   が起こり、ネットワークができていく場を提供していきます。 
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４ 当地域の社会情勢の変化とこれからの課題、目指す産業の未来 

  国内外の情勢が目まぐるしく変化する中、産業が持続的かつ発展的に成長するためには、地 

 域の特性を生かした産業を振興することが重要です。 

  そこで南信州・飯田産業センターでは、当地域における社会情勢の変化を捉え、そこから課 

 題を洗い出し、その課題に対応するために当センターがすべきことを整理し、未来像を展望し 

 ます。 

 

（１）南信州地域に近い将来起こるであろう社会情勢の変化 

 ○リニア中央新幹線及び三遠南信自動車道の開通により、大都市圏との時間的制約が解消し、 

  これまでにない規模の大きな人の流れが生まれる。 

 ○少子高齢化や都市圏への人口流出による生産年齢人口の減少に伴い人材不足が加速し、当地 

  域を支えてきた基幹産業や伝統的地場産業が衰退し、事業承継問題もあって技術の喪失に  

  直面する。 

 ○グローバル化の進展に伴い、販路開拓から、生産、販売、消費等の一連の経済活動が、国内 

  に留まらず世界中に取引先が広がり、広い視野と行動がスタンダードとなる。 

 ○ＩｏＴやビッグデータ、ＡＩ、ロボットなどの最新技術が、経済活動だけではなく、人々の 

  暮らしにも大きく影響する可能性がある。 

 

（２）社会情勢の変化から考えられる当地域の課題 

 ○リニア中央新幹線の開通によって起きる当地域の大規模な人の出入のインパクトを適切に捉 

  え、都市圏と競うだけではなく、地域の特色を生かした産業を振興し、選ばれる地域を目指 

  す必要がある。 

 ○異業種連携の伴走型支援や、試験所機能の強化といった支援体制の更なる強化を図り、地域 

  産業の高度化・ブランド化を図るとともに、成長が見込める新産業を創出し、育成する必要 

  がある。 

 ○これまで築いた技術と最新技術を調和させることができる、または成長が見込める新産業を 

  リードすることができる、高度な人材を確保・育成する必要がある。 

 ○ものづくりは得意であるが、その販売先や手段が従来の範囲にとどまりがちな当地域におい 

  て、各企業がマーケティング力を強化し、国内外を問わず販路を拡大する必要がある。 

 

（３）当地域が目指す未来像 

  ①最新技術と南信州地域の豊かな自然が交差し、多くの人が訪れ、活動し、実りを得られる、 

   選ばれる地域を目指します。 

  ②人が集まり、共に学び、創造することで、人が産業や地域を育み、さらにそうして育まれ 

   た地域や産業に魅かれて人が集まり、共創する地域を目指します。 

  ③これまでの基幹産業が持続的に発展し、さらに新産業が創発され効果的に地域産業が融合 

   し、各産業の技術力が向上し体制が強化されている自立した地域を目指します。 
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５ 南信州・飯田産業センターが果たすべき役割 

（１）南信州・飯田産業センターが掲げる４つの柱 

   南信州・飯田産業センターは、当地域の産業振興の中核支援機関として、これらの社会情 

  勢の変化を意識した活動を行ってきており、具体的には 

  ①新産業創出支援 

  ②地域産業高度化・ブランド化 

  ③人材育成支援 

  ④販路開拓支援 

  の４つの事業を中心に取り組んでまいりました。 

   今後は、社会情勢の変化から捉えた課題に対応するため、 

  ①次世代産業の育成と基盤強化 

  ②基幹産業・伝統的地場産業の高度化・ブランド化 

  ③人材確保・人材育成 

  ④支援体制のさらなる強化 

  の４つの支援をさらに深化させることとします。 

 

①新産業創出支援【次世代産業の育成と基盤強化】 

  社会情勢を踏まえ、成長が期待できる次世代産業を創出し、地域の新たな基幹産業となるよ 

 う支援を行う。 

②地域産業高度化・ブランド化【基幹産業・伝統的地場産業の高度化・ブランド化】 

  これまで当地域を支えてきた産業の高度化・高付加価値化により、ブランド力を向上させ、 

 産業全体を底上げする支援を行う。 

③人材育成支援【人材確保・人材育成】 

  国内外で活躍する人材を育成する支援を行い、魅力的で選ばれる地域となることで、高度人 

 材の確保、慢性化する人材不足の解消に寄与する。 

④販路開拓支援【支援体制の更なる強化（横断的支援）】  

  マーケティングや起業支援といった伴走型支援、他に類を見ない検査機器の整備等、特徴あ 

 る当センターの機能をさらに強化し、周知を図ることで、各事業を横断的に支援する。 

 

 また、これらの推進に当たっては、当地域のみでは進められないことから、これまでにも三遠

南信地域において様々なテーマを持ち、その課題解決に向けた取組を実施してきました。今後は、

さらなる広域連携による強化を促進し、長野県の策定した「長野県ものづくり産業振興戦略プラ

ン」や「長野県航空機産業振興ビジョン」に基づいた産業振興を行うとともに、長野県工業技術

総合センターや信州大学の協力を得ながら新しい分野への挑戦を実践します。 

 また、「産業振興と人材育成の拠点」で開講している信州大学共同研究講座の設置と、それを支

援する産学官金が連携するコンソーシアムの運営など、中核支援機関として産業振興に寄与しま

す。また、これまで行ってきた各専門人材の設置と、国・県・各業界から発生する情報提供や補

助金申請に向けた支援等、事業をともに実施する飯田市工業課と、これまでも支援をいただいて
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いる国・県・南信州広域連合と、三位一体となった取り組みを行います。 

 

（２）南信州・飯田産業センターの機能強化 

   以上の支援の拡充を達成するためには、南信州・飯田産業センター自体の体制の強化を図 

  ることが必要となり、そのために「産業振興と人材育成の拠点」へ機能移転し、従来からの 

  貸館業務を充実化させ、新たな支援機関となった情報発信を外部に向けて行うことが重要と 

  なります。また、これまでの地域内の支援機関から、日本国内の産業に貢献が可能となる支 

  援機関へと発展するべく、航空機・医療産業等の先端技術に対応するための高度な検査機器 

  を設置するとともに、専門人材を配置することにより信用力を高め、特に航空機産業におい 

  ては、長野県とも連携し、当地域を日本で唯一の「航空機システム産業の拠点」となること 

  を目指します。 

   さらに、この地域の基幹作業である食品関連に利活用できる検査機器を増設し、引き続き 

  公的試験場としての機能強化を図ります。さらに、ＡＩやＩｏＴに象徴される次世代産業に 

  対応するため、これまでの「飯田産業技術大学」をこれまで以上に社会情勢にマッチした内 

  容の講座を開催し、次世代を担う高度な人材の育成を積極的に実施します。 

   また、地域内製造業者が付加価値の高い製品を開発するための、これまで行ってきたオー 

  ガナイザーによる技術支援を引き続き行うとともに、起業を考えている方やビジネスマッチ 

  ングを目的とする方に対し、共創の場を活用した新たなビジネスモデルの創発を提案します。 

   これらを達成することにより、安定的な当センターの財政基盤が構築されるとともに、こ 

  れまで以上の力量を持った産業センターへと生まれ変わることとなります。 
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６ 南信州・飯田産業センターが取り組むべき事業 

①新産業創出支援【次世代産業の育成と基盤強化】 

 １．航空機関連産業の基盤強化 

 ２．メディカルバイオクラスター分野の育成 

 ３．食における新商品開発、販路拡大、拠点の「食の基地化」 

 

②地域産業高度化・ブランド化【基幹産業・伝統的地場産業の高度化・ブランド化】 

 ４．ものづくりの高度化・高付加価値化支援 

 ５．伝統的地場産品のブランド化支援 

 

③人材育成支援【人材確保・人材育成】 

 ６．高等教育機関との連携による高度人材育成 

 ７．地域産業の将来を担う人材の確保と育成 

 

④販路開拓支援【支援体制の更なる強化】 

 ８．地域内外への情報発信 

 ９．起業・創業支援、異業種連携、ビジネスマッチングﾞ 

 10．公的試験所の機能強化 

 

以下は、前期期間（2018-2020年度）における、10の取組項目の課題や目標です。 

 

次世代産業の育成と基盤強化 ①航空機関連産業の基盤強化  

【現状と課題】 

 当地域では、平成 18年（2006年）から航空機産業の成長性と安定性に着目し、当地域に集積し

ている電子精密技術を生かしながら、地元企業と連携して航空機産業への参入に向けた活動を展

開してきました。また、航空機産業への参入に向けた「航空宇宙プロジェクト」の設置や共同受

注グループ「エアロスペース飯田」の組織化、地域内の一貫生産体制の構築を進めるために、南

信州・飯田産業センターが「航空宇宙産業クラスター拠点工場」を建設して特殊工程技術の導入

を進めてきました。そのほか、「アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区」にも指定され、企

業の設備投資を促進するなど全国でも特徴的な取り組みを行っています。 

 また、リニア中央新幹線長野県駅（仮称）に隣接する「旧飯田工業高等学校」の利活用につい

て南信州広域連合と長野県が協議を進めるなかで、「長野県航空機産業振興ビジョン」が策定され、

当地域の「産業振興と人材育成の拠点」整備や「信州大学航空機システム共同研究講座」を長野

県としても支援することが示され、平成 29 年 4 月には「信州大学航空機システム共同研究講座」

が開講し、人材育成が行われています。 

 さらに、平成 31 年 4 月の南信州・飯田産業センターの移転にあわせ、「信州大学航空機システ

ム共同研究講座」の研究開発の実効性を高めることや、地域産業の高度化・高付加価値化へ対応
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するため、公的試験部門の試験・検査・評価の機能強化を図っています。今後、地域産業の高度

化・高付加価値化の推進には、技術動向等の把握や研究者の育成はもとより、開発試作品の評価

をするための試験・検査・評価機器等の整備が不可欠です。 

 現在、当地域の航空機産業における課題として挙げられるのは、次のとおりです。 

 

①エアロスペース飯田をはじめとした航空機産業分野の販路開拓及び参入支援 

 ・当地域の強みである地域中核企業の牽引や特殊工程を担うクラスター拠点工場等をより一層 

  活かすことにより、エアロスペース飯田の各企業が安定的な受注を確保することが必要です。 

 ・当地域にある企業は中小企業が多いため、安定的な生産能力拡大については、航空機産業分 

  野に関わる企業の裾野を広げ、航空機分野へ携わる企業数の増加による集積が必要です。 

②ビジネスボリュームのある取引による企業の事業構造の転換 

 ・航空機分野における企業の生産能力拡大については、企業の事業構造の転換も必要であり、 

  航空機事業が企業の収益構造の一部を担うようにするための支援が必要です。そのためには、 

  これまでの単発的な受注ではなく、実業としての安定的でボリューム感のある受注の獲得と 

  安定的な受注による将来展望が、企業の事業構造の転換を促し、収益性のある事業につなが 

  ることになります。 

 ・海外メーカーからの受注を見据えた場合、複数部品の組立製造を含めた ASSY 受注が基本で 

  すが、当地域では集合部品の組立製造が難しく、他地域の中核企業を含めたネットワークを 

  強化しながら ASSYで受注を獲得し、うち当地域の強みである精密機械加工のみを担うこと 

  が必要です。 

③地域に想いのある中核企業の創出及び企業誘致 

 ・これまでの当地域の航空機産業の実績や国内外の航空機産業における動向からすると、中核 

  企業の取引量拡大による牽引が、当地域の航空産業の実績を増加させるうえでは最も効果的 

  です。 

 ・当地域の航空機産業を飛躍的に拡大していくためには、その他の地域から中核企業の役割を 

  担う企業を誘致し、より多くの中核企業による取引量拡大の牽引が必要と考えます。 

④QCD遵守と実業に役立つ人材育成 

 ・航空機産業分野に関する客先に向けた質の高いサービスの提供をするために、企業間取引の 

  うえで QCDの遵守は不可欠であり、エアロスペース飯田を中心に技術、品質管理やソフト 

  ウェア等に関する人材育成について支援をしてきました。しかし、航空機産業は特有の個体 

  管理とトレーサビリティの確立を求められ、責任範囲や品質監査の課題等、一貫生産体制や 

  サプライチェーン構築にはまだまだ課題があります。 

 ・OJTや OFFJT等の企業が実施する人材育成については、中核支援機関として支援を継続す 

  る必要がありますが、実業に役立つ人材育成についての改善が求められています。  

⑤ＡＩ、ロボット化等導入による省力化及び先端技術導入の検討 

 ・企業の事業構造の転換を図るうえで、労働生産人口の低下等に対応するための省力化や金属 

  積層造形（3Dプリンター）をはじめとする先端技術の導入の検討を推進し、航空機産業に対 

  応する製造ラインを確立する必要があります。 
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【具体的な取り組み】 

 ・国内外の航空機メーカーの受注を見据えながら、実業として成り立つ、ビジネスボリューム 

  のある販路の開拓に向けたシフトチェンジを重点的に強化します。また、航空機産業に携わ 

  る企業を掘り起し、全体の底上げを図りながら基盤を強化します。 

 ・ビジネスボリュームのある受注を見据えた場合、複数部品の組立製造を含めた ASSY受注が 

  基本となるため、他地域とのネットワークを強化するなかで中核企業が受注し、精密機械加 

  工のみをエアロスペース飯田をはじめとした当地域の企業が受注する仕組みを構築します。 

  そのためには、広域的な中核企業とエアロスペース飯田や当地域の企業を結び、ASSY部品の 

  振り分け機能を担う役割が不可欠であることから、その機能を強化します。 

 ・航空機産業に携わる人材の育成については、実業に役立つ人材育成を行います。 

 ・そのほか、ＡＩ、ロボット化等導入による省力化や先端技術導入等については、企業の設備 

  投資を促すよう継続的に支援を行います。 

 

【目標】 

  航空機分野に関する売上額 31.09億円 

 

次世代産業の育成と基盤強化 ②メディカルバイオクラスター分野の育

成  

【現状と課題】 

 平成 25年に民間企業、大学、県、市町村、関係団体等各界各層が一体となり、健康長寿社会を

支える地域産業の創造を目的とし、「飯田メディカルバイオクラスター」を設立し、医療機器系分

科会と食品系分科会の２つの分科会を設置し取り組みを重ねています。 

（医療機器系分科会のこれまでの取り組みの一部） 

 地域内医師や医療機関との協働による課題解決型製品開発・販売を行っています。 

 ○褥瘡予防具（販売） 

   期待される効果：体に装着することにより体圧を分散し体動で除圧できない方等の褥瘡を 

  予防する。 

   商品名：床ずれラックン 

   連携医師等：飯田市立病院形成外科部長 阿部 直樹 医師 

         飯田市立病院皮膚・排泄ケア認定看護師 澤栁 賢 氏 

   企業：株式会社ウィステリア（飯田市） 

 ○荷重測定装置（リハビリシューズ）（学会発表） 

   期待される効果：下肢骨折の歩行訓練時に適正な部分荷重量を可視化できる。 

   連携医師等：社会医療福祉法人健和会病院 福村 直毅 医師 

   企業：株式会社スリーウェイテクノロジ（飯田市）【設計】 

      有限会社三笠エンジニアリング（飯田市）【製造】 

      テクノウェイブサンワ有限会社（飯田市）【販売】 
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（食品系分科会のこれまでの取り組みの一部） 

 地域の伝統食品の機能性や健康と関連のある口腔機能維持に着目した商品の開発・販売を行っ 

 ています。 

 ○粉豆腐入り「つけ麺」（部活ラーメン・レジスタントラーメン） 

   特徴：こうや豆腐１枚分を麺に練りこみ、食品標準成分表中華麺に比べて、タンパク質 1.7 

      倍、カルシウムを 5.7倍多く含んだ商品となっている。 

   連携：（産）丸五製麺店、旭松食品株式会社 

     （学）飯田女子短期大学 

     （官）しあわせ信州食品開発センター、地域資源製品開発支援センター 

 ○カミンこうや（長野県地域発元気づくり支援金活用事業） 

   特徴：咀嚼力強化のため一般的なこうや豆腐より 1.8倍固い商品。 

 

 その他、歯科医師及び歯科技工士のクラスター化の研究や、みその機能性に着目した「みそ大

学」において、出前みそ講座等を行っています。 

 医療機器系分科会においては、開発資金の確保、知的財産への対策、販路確保などが医療機器

事業への参入障壁であり、食品系分科会においては、「食」に関する健康・医療・介護のデータ収

集・解析が不十分であり、在宅医療・介護へシフトするうえで、遠隔地である当地域ならではの

配食事業をどのように構築するか等が課題です。  

 

【将来の展望】 

 ・ＩＣＴ等技術革新を積極的導入・フル活用した、個人・患者本位の新しい「健康・医療・介護 

  システム」が構築され、利便性・質の高い在宅・地域医療、介護や食に関するサービスの提 

  供が、住み慣れた地域において受けられる。 

 ・総合的なヘルスケアソリューションが提供され、高齢になっても健康が維持でき、予防から 

  治療後の疾患管理までをトータルコーディネートし、生活の質が向上する。 

 ・自身の健康状態等を見える化する「健康スコアリング」により、食と健康をキーワードとし 

  た地域産業が創出される。 

 ・国内外の食市場で優位性を確保する、長寿県ＮＡＧＡＮＯの「からだにやさしい食品」が創 

  出・提供される。 

 ・産業振興と人材育成の拠点における、食品産業支援のための拠点を活用し、美味しく健康維 

  持・増進に役立つ食品の研究開発から販路開拓まで一貫した支援体制が確立される。 

 ・リニア中央新幹線の開業や三遠南信自動車道が開通し、食と健康をブランド化とした高付加 

  価値な地域産業に魅力を感じ、一度地域を離れたが、地域に戻ってくる若者が増える。 

 ・食品産業の拠点を活用した、新たな付加価値を生む商品開発に向けた大学・研究機関との連 

  携が進み、共同研究や開発のため人材が集積する。 

 

【具体的な取り組み】 

 ・長野県ものづくり産業振興戦略プランにおける産業イノベーション創出型プロジェクト（健 

  康増進と経済活性化に寄与する食品関連製造業の集積形成）の推進を図ります。 
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 ・飯田メディカルバイオクラスター「医療機器系分科会」「食品系分科会」について、関係機関 

  と連携し、健康長寿を支える要因の一つである身体活動（運動・睡眠等）をキーワードとし 

  た新たな取り組みの展開や、地域特産物を活用した低栄養や高齢者向け食品の研究開発や、 

  機能性に着目したサービスの提供を研究し、クラスター活動の強化を図ります。 

 ・国内川下企業からの受注獲得に向けて、クラスター組織の機能強化に努めます。 

 

【目標】 

  新製品等の数（累積）４件 

 

次世代産業の育成と基盤強化 ③食における新商品開発、販路拡大、拠

点の「食の基地化」 

【現状と課題】 

  南信州・飯田地域の食品産業は、生菓子、半生菓子、味噌、醤油、漬物、凍り豆腐、酒等、多 

 様な品目を製造し、消費者に豊かな食文化と安全な食品を提供することにより、地域産業の発 

 展に大きな役割を担っています。 

  食品産業のさらなる発展に向けては、以下のような課題があります。 

  ・食の安心、安全 

  ・ＨＡＣＣＰの義務化 

  ・労働の安全と衛生 

  ・食品表示の問題 

  ・デザイン 

  ・ブランド化 

  ・放射能汚染指定の解除 

  ・海外販路開拓 

  ・原材料の安定確保 

  ・人材確保、人材育成 

  ・ＩｏＴ、ＡＩ、ロボットの導入 

  ・人口減少、少子高齢化 

  ・世界規模での食料問題 

  ・消費者ニーズの多様化 

  ・物流コストの高騰 

 

【将来の展望】 

 ・2027年に開通するリニア時代を見据え、南信州食品産業協議会を中心とした取り組みを通し 

  て相互交流と連携を推進し、共通の課題に積極的に取り組む。 

 ・リニア開通後に当地域を訪れる観光客等に対し、駅で試食をしてもらい当地域の食品産業の 

  良さを知ってもらうことにより購入につなげる。 
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 ・インターネット通販で消費者に訴求するため、デザインのを重視することで、消費者ニーズ 

  に対応していく。 

 

【具体的な取り組み】 

 ・新たに当センターに導入される食品系の検査機器を活用し、食の数値化を行います。 

 ・ＨＡＣＣＰ、労働安全衛生、食品表示等の研修会を開催します。 

 ・デザインによる商品の高付加価値化により、ネット通販の拡大化に備えます。 

 ・人材不足をＩｏＴ、ＡＩ、ロボット等の導入により対応していきます。 

 ・中国等の新興国での販路開拓を進め、国内の消費減少分を補います。 

 ・海外からも原材料を入手できるようにし、安定確保を図ります。 

 

【目標】 

  専門的な研修会等の開催 12回／年 

 

伝統・地場産業のブランド化・高度化 ④ものづくりの高度化・高付加価

値化支援 

【現状と課題】 

 平成９年に、飯田・下伊那地域内の企業力の強化を図るため、飯田ビジネスネットワーク支援

センターを設置し、運営組織として「Network Support & Community」「Industry」「Interdependence

（相互依存）」「Development」「Administration」【会員相互が補完しあって発展していくための運

営体】の頭文字をつなげた「NESUC-IIDA」（ネスク・イイダ）を整備し、次の事業を中心に取り組

みを重ねてきました。 

（１）共同受発注事業 

（２）飯田下伊那企業連携製品開発事業 

（３）地域内産業連携事業 

（４）情報の共有化 

（５）情報の発信 

（６）人材確保、ネスクブランドの構築 

 工作機械や半導体製造装置など生産設備需要は活況でありますが、一部部品の調達が追い付か

ず納期が延びているなど、景気の先行きが不透明な部分が懸念されます。また、慢性的な人手不

足も当地域の積年の課題です。 

 

【将来の展望】 

 ・ＩＣＴ機器の爆発的な普及や、ＡＩ、ビッグデータ、ＩｏＴなど社会のあらゆる場面でデジ 

  タル革命が進み、データ連携やＩｏＴ等を活用し、多様なニーズに対応する多品種少量生産、 

  調達や販売部門を含めた生産性向上が図られる。 

 ・ＡＩ時代に求められる人材の育成・確保・活用が進み、ダイバーシティ経営が浸透している 
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  とともに、女性、高齢者、障がい者、外国人といった様々な人材の活躍が推進されている。 

 

【具体的な取り組み】 

 ・各種展示会、商談会、ニーズ発表会やオープンイノベーションに積極的に参加し、情報収集 

  を行い、オーガナイザーを窓口に、地域一貫となって新製品の開発や大手企業等からの受注 

  拡大を目指します。 

 ・地域内企業の潜在能力を活かすため、支援機関・大学との連携を図り、自働化、省力化を推 

  進し、製品の高付加価値化に取り組みます。  

  

【分析】 

  製造出荷額 4,090億円 

 

伝統・地場産業のブランド化・高度化 ④水引等伝統工芸品のブランド

化支援 

【現状と課題】 

 南信州・飯田地域は現在も水引の一大産地です。水引産業は高度経済成長期以後にその波に乗

り、結納品等を大量に生産していましたが、現在はバブル崩壊、少子化、晩婚化、未婚率の増加、

生活様式の変化等の影響によりその売上を失っています。 

 新たな需要を開拓できるような新しい商品の開発が必要です。また、ブランド化支援に向けて

次の課題があります。 

 ・現状の正しい認識 

 ・デザイン 

 ・人材確保・人材育成と従事者の高齢化 

 ・金沢等の他地域の台頭 

 ・発信力不足 

 ・生活様式の変化と消費者ニーズの多様化 

 ・海外販路開拓 

 

【将来の展望】 

 ・リニア時代を見据え、飯田水引協同組合内、地域外事業者との相互連携を推進し、共通の課 

  題に積極的に取り組む。 

 ・人口減少等の流れは変わることはなく、国内の結納品等の回復は見込めないため、新商品の 

  開発、海外販路開拓が必要である。水引を消費する物（金封、結納品等）から身に着けるも 

  の、趣向品（芸術品、インテリア）等への転換、デザインの取り入れ等により、ブランド化を 

  図る。 

 

【具体的な取り組み】 
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 ・飯田水引協同組合が一枚岩となって活動をしてもらう。 

 ・隔年程度の継続的な飯田水引コンテストの開催。 

 ・産業親善大使への協力依頼。 

 ・大学との連携。 

 ・東京、名古屋等の富裕層向けのワークショップ等の開催。 

 ・カラーコーディネートやデザインに関する勉強会の開催。 

 ・「水引は結ぶもの」という固定概念からの脱却を目指す。 

 ・技術編重からデザインへと発想を転換する。 

 ・国の伝統的工芸品指定に向けた取り組み。 

 ・金沢等の他地域事業者との連携、Win-Winの関係を模索する。 

 ・国内の消費減少分をヨーロッパ、アジア等での新たな販路開拓を行うことで補う。 

 ・ロボット等の導入を検討する。 

 

【目標】 

  水引産業の全国シェア（70％） 

  デザインサポート事業の開催 5回／年 

 

 

人材確保・人材育成 ⑥高等教育機関との連携による高度人材育成  

【現状と課題】 

 当地域の積年の夢である高等教育機関の設置に向けて、平成 29年 4月に「信州大学航空機シス

テム共同研究講座」が開講し、産学官金連携したコンソーシアムが設置場所の確保や財政的な支

援等を行っています。また、共同研究に関する費用や在籍する大学院生に対し、給付型奨学金制

度を創設するなど、優秀な学生の確保に向けた支援を実施しています。 

 現在、それに続く形で新たにデザイン系の共同研究講座の設置についても取り組みを進めてい

ます。 

 共同研究講座は４年間の有期講座ですが、今後は一定数の学生が常に学ぶ永続的な信州大学運

営のキャンパスとなるよう取り組んでいく必要があります。 

 

【将来の展望】 

 ・「信州大学航空機システム共同研究講座」の学内分野化への移行 

 ・「デザイン系共同研究講座」の設置 

 ・信州大学南信州・飯田サテライトキャンパスから信州大学南信州キャンパスへ 

【具体的な取り組み】 

（航空機システム） 

 ・コンソーシアムの機能強化 

 ・財源確保のために幅広い会員を募るとともに、寄附の募集を実施 

 ・奨学金制度の継続と就業支援等による学生支援 
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 ・地域企業との連携による共同研究開発の支援 

（デザイン） 

 ・コンソーシアムの組織 

 ・教授選定及び講座内容の検討（信州大学中心）。 

 ・設置場所の調整 

 

【目標】 

  学位取得者数延べ 13人  

 

人材確保・人材育成 ⑦地域産業の将来を担う人材の確保と育成 

【現状と課題】 

 飯田産業技術大学は、社会人を対象として企業から要望が多い講座を中心に技術・経営・特別

の３本の柱で講座を実施しています。また、在職者向けの長野県スキルアップ講座との共催で実

施している機械加工入門講座や測定基礎コースは、新入社員も含め多くの参加者数があります。

今後は企業等のニーズをより丁寧にくみ取り、講座内容の充実を図る必要があります。 

 地域企業と連携し、地元高校生（飯田 OIDE長姫高等学校、下伊那農業高等学校）を対象に、「学

校での学び」と「地域での実践的な働き」が相乗的に営まれるデュアルシステムの構築に向けた

取り組みを行っています。産業を支える人材の定着を図るためにいかに学生に興味を持ってもら

うかが課題です。 

 

【将来の展望】 

 ・飯田産業技術大学では、企業ニーズに対応して新たな講座を開設するなど、その充実を図り、 

  講座参加者の増加を図る。 

 ・地元高等学校等と連携し、生徒や学校関係者と企業が緊密な関係を築き、地域の企業を知り、 

  地域に興味を持つことを目的とした事業に取り組み、地域の将来を担う人材を確保する。 

 

【具体的な取り組み】 

 ・働きながら学べる飯田産業技術大学において、地域産業の底上げに必要な人材育成を行いま 

  す。 

 ・地元高校の協力を得ながら、慢性化している人手不足の解消に向けて、地域内企業の PR を、 

  学生、保護者、教師に発信する場を設けます。 

 

【目標】 

  飯田産業技術大学受講者数 1,000人／年 

  高校生への PR事業 1,000人／年 

販路開拓・情報発信・起業支援等の環境整備 ⑧地域内外への情報発信、
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国県や全国企業へのアピール  

【現状と課題】 

 当地域で行っている取り組みについて、効果的な情報発信やアピールがあまり行われていない。 

 

【将来の展望】 

 ・インターネット、SNS 等により国内外にスピーディで効果的な情報発信が行われている。 

 ・国、県、大学等との連携協力により、公的試験場の利活用が図られている。 

 

【具体的な取り組み】 

 ・国、県、地域外企業等の視察の受け入れを積極的に行い、当地域の産業と公的試験場の機能 

  について知ってもらい、産業振興と公的試験場の利用促進を図る。 

 ・ウェブサイト等の活用により効果的な PRを図る。 

 

【目標】 

  視察の受け入れ 20件／年 

  シンポジウムの開催 3回／年 

 

販路開拓・情報発信・起業支援等の環境整備 ⑨起業・創業支援、異業種

連携、ビジネスマッチング 

【現状と課題】 

 平成 29年に、高付加価値型の起業や新事業展開へのチャレンジ及び安定的成長を総合的に支援

する「I-Port」が設置されました。 

 高付加価値型の商品やサービスの開発だけでなく、起業家という働き方とそのライフスタイル

がもたらす幸せな自己実現の姿を I-Port 専用の情報発信ツールを活用して紹介・発信していく

「飯田でビジネス」の可能性をアピールするものです。 

 革新的なビジネスモデルを保有する I ターン希望者からの相談がある一方、飯田市民からの相

談が相対的に少なく、市民のチャレンジをいかにサポートするかが課題です。 

 

【将来の展望】 

 ・長野県工業技術総合センター、長野県中小企業振興センター及び長野県テクノ財団が連携し 

  た新たなワンストップ型支援体制が確立し、ＡＩ、ビッグデータ、ＩｏＴ等を活用した有望 

  分野・市場の把握及び販路開拓支援が充実し、「日本一創業しやすい県」となっている。 

 ・働き方の選択肢が拡大しあらゆる人材が、自分にあった仕事で最大限のパフォーマンスを発 

  揮できる社会が実現している。 

 

【具体的な取り組み】 
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 ・飯田市が運営している「Ｉ－ｐｏｒｔ」と連携し、起業家の発掘やその起業家に対し、産業 

  振興と人材育成の拠点に設置するインキュベーションセンターを活用した支援を展開します。 

 ・オーガナイザーを中心に、起業家と地域内企業の連携を模索するとともに、ビジネスマッチ 

  ング、各種展示会、商談会、ニーズ発表会やオープンイノベーションへの参加を促進し、安 

  定的な事業運営を支援します。  

  

【分析】 

  Ｉ－ｐｏｒｔ連携件数 3件 

 

販路開拓・情報発信・起業支援等の環境整備 ⑩公的試験部門の機能強

化   

【現状と課題】 

  工業技術センターが産業振興と人材育成の拠点に移転することに伴い、公的試験所としての 

 機能を強化するため、「着氷試験槽」「防爆性試験評価装置」の整備を行いました。今後は、こ 

 れらの試験機器の的確な管理運営できる人材育成と運営体制の確保が必要となります。 

  ＥＭＣセンターも産業振興と人材育成の拠点に移設となりました。現在、民間航空機試験へ 

 の対応はできつつありますが、民間航空機以外の特に 3ｍ法電波暗室では対応できない分野へ 

 の対応を目指して新たなセンターの方向性について検討する必要があります。 

 

【将来の展望】 

 ・専門的な人材による機器の管理運営が行われ、試験結果が国際的に通用するものが発行可能 

  な検査機関となり、国内のみならずアジア圏を代表する航空機システム産業の拠点となって 

  いる。 

 ・ＥＭＣ試験については、使用頻度の高い試験分野へ機能の充実（10ｍ法電波暗室）が図られ 

  る。  

 

【具体的な取り組み】 

 ・公的試験場としての認証や国際認証の取得について研究するとともに、海外でも類を見ない 

  環境試験機器の充実と利用を図ることにより、航空機産業を中心とした製品の高付加価値化 

  を目指します。 

 ・国や県の協力を得ながら、環境試験機器及びＥＭＣ機器の適正な管理運営を行うことができ 

  る人材の招聘、人材の育成について検討を進める。 

 

【分析】 

  飯田工業技術試験研究所利用件数 1,150回／年 
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７ 毎年度実施する取り組みについて 

（１）本ビジョンの達成のため、南信州・飯田産業センターの毎年の事業計画にビジョンの取り 

  組み内容及び目標を反映し、実施していきます。 

（２）本ビジョンの取り組み状況について、南信州・飯田産業センターの事業報告時に評価を行 

  います。 

（３）本ビジョンの内容については、ＰＤＣＡサイクルにより、適宜見直しを行います。 

（４）本ビジョンのほか、地域産業の振興のため専門人材とともに課題解決に向けた取り組みを 

  実施します。 


