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南信州地域産業活性化基本計画

１ 産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標
（１）地域の特色と目指す産業集積の概要について

（地理的条件、既存の産業集積の状況、インフラの整備状況等地域の特色について）
南信州(飯田・下伊那)地域(以下｢本地域｣という。)は、長野県の南部で、東は南アルプス、

西は中央アルプスに囲まれた伊那盆地の南端に位置している。本地域は、周辺を山脈によって

囲まれた盆地であり、中央を南北に流れる天竜川沿いに平野部が広がっている。

本地域は、飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、

天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村の 1市 3 町 10 村によって構成され、長野県において

も県の総合現地機関として、｢下伊那地方事務所｣を設置している。

本地域の人口は、169,504 人(平成 22 年 10 月１日現在)で、そのうち 62％が飯田市に集中し

ている。飯田市は、古くから城下町としての歴史を有し、この飯田市を行政、経済の中心都市

として本地域全体が密接に結びついている。昭和 44 年には飯伊（はんい）地域広域行政市町村

圏協議会(現在、｢南信州広域連合｣に引き継がれている。)が設立され、昭和 54 年には、三全総

によるモデル定住圏指定も受けている。

産業集積の形成及び産業集積の活性化を目指す地域は、本計画を実施する上での一体性を有

している｢南信州地域(14 市町村)｣とする。

ア アクセス
本地域は、企業立地に際して、優れた交通条件を有している。

高速道路は、中央自動車道が本地域の中央を南北に通り、地域内に松川、飯田、園原、飯田

山本の 4 つのＩＣを有しており、地域中心部から東京圏へ 3 時間、中京圏へ 2 時間程度で結ん

でいる。

また、中央自動車道から分岐して、静岡県浜松市と愛知県を経由し新東名高速道路引佐ＪＣ

Ｔへ接続する、高規格幹線道路｢三遠南信自動車道｣の整備が進められており、起点となる中央

自動車道飯田山本ＩＣと天龍峡ＩＣ間、7.2 ㎞が平成 20 年に供用開始されている。さらに、天

龍峡ＩＣから龍江ＩＣ（仮称）間は平成 27 年度中に、平成 29 年度中には飯田東ＩＣ（仮称）

が開通することによって、中京・東海圏域のアクセス利便性は格段に向上し、新たな交流軸が

形成されるものと大きく期待される。

幹線道路では、中央自動車道と並行して国道 153 号、151 号が、その東側を 152 号が南北に

通り、国道 256 号が地域中央部を西に伸びて国道 19 号と接続し結んでいるほか、国道 418 号が

地域南部を東西に通って国道 153 号、151 号、152 号を結ぶ道路ネットワークが形成され、着実

に整備が進められており、広域的なアクセス、周辺地域とのアクセスにおける利便性の向上が

図られている。

鉄道では、ＪＲ飯田線が南北に走り、南は豊橋市で東海道本線と、北は駒ヶ根市、伊那市を

経て中央本線とそれぞれ接続し、中京圏、首都圏と結ばれている。また、将来的には、リニア

中央新幹線新駅が飯田・下伊那地域（天竜川右岸平地部）に建設されることとなっている。

このように本地域は、関東圏と中京圏とを結ぶ交通の要衝にある。

イ 自然的経済的社会的条件からみた一体性
長野県の最南端に位置する本地域は、従来から｢南信州｣として広域的に一体的な取り組みを

実施してきた。平成 11年に発足した｢南信州広域連合｣は、本地域の 14市町村(1市 3 町 10 村)

で構成され、長野県内では｢飯伊地域｣と称されてきた。

中核都市｢飯田市｣には国・県の出先機関をはじめ、医療、商工業、文化施設等が集積し、従

来から文化や経済、社会的なつながりをもった一体の生活圏である。

昭和 44 年に圏域広域市町村圏の指定を受け飯伊地域広域行政市町村圏協議会が設立され、計

画的、一体的な振興を目的とし、推進してきた。

現在では南信州広域連合がその事務を引き継ぎ、ごみ処理、広域消防、介護認定審査会の運

営などの共同事務や市町村や地域が抱える課題解決に向けた積極的な取り組みを行っている。
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昭和 59 年には、地域に根ざした地場産業を軸とした地域ぐるみの産業振興対策のニーズか

ら、長野県、市町村及び産業界が一体となって第三セクター方式で財団法人飯伊地域地場産業

振興センター（現在の公益財団法人南信州・飯田産業センター）が設立された。施設は、多目

的大ホール、各種会議室等があり住民と地場産業とのふれあいの場として、また飯伊地域の産

業界の新商品開発、需要開拓、人材養成のための研修、情報提供事業の推進等を実施している。

また、平成 6 年には自治省のふるさと市町村圏推進要綱による｢ふるさと市町村圏｣に選定され

たことにより、20 億円の｢ふるさと市町村圏基金｣(拠点分)を設置し、その果実を活用した各種

地域振興事業も展開している。

このように本地域は、行政的にも社会経済的にも一体的な地域を形成している。

ウ 本地域の産業集積の状況
本地域の工業は、平成 22 年で事業所数 526 所、従業者数 16,285 人、出荷額 3,583 億円、

粗付加価値額 1,289 億円（付加価値率 36.0％）である。長野県全体に対して、出荷額で 6.4％、

付加価値額で 5.4％を占める規模である。

本地域工業のシェア（平成 22 年）

事業所数
（所）

従業者数
（人）

出荷額等
（億円）

粗付加価値額

（億円）

実 数
全 国 計 224,403 7,663,847 2,891,077 1,006,454

長 野 県 5,583 191,261 56,383 23,998

南信州地域 526 16,285 3,583 1,289

シェア
（％）

長野／全国 2.5 2.5 2.0 2.4

南信州／長野 9.4 8.5 6.4 5.4

※平成 22 年工業統計表・市区町村編等より作成。従業者 4 人以上事業所。

本地域には、電子・電気を中心とする機械系工業の大きな集積が形成されており、本地

域工業のうち出荷額の 68％、粗付加価値額の 60％を機械系業種が占めている。
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機械系工業の中でも電子・デバイスが出荷額の 38％、電気機械が出荷額の 17％を占める

など、電子・電気のウェイトが高い構成である。また輸送用機械は、出荷額の 1％を占める

にすぎないが、電子・電気の中には自動車や航空機関連の電子・電気部品を生産する企業

も多く、業種の枠を超えて自動車関連産業が集積している。
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本地域の工業は、機械系工業のウェイトが高い構成となっているため、長野県内工業の粗付

加価値額に占めるシェアは、製造業合計で 5.4％であるが、電気機械は 14.0％、電子部品・デ

バイスは 10.5％と１割を超えている。

また、本地域工業の特性として、部品・部材産業の集積という点があげられる。本地域の工

業は、1 事業所当たりの従業者数が 30.9 人（長野県全体では 34.3 人）であり、中小企業が圧

倒的に多い。こうしたこともあって本地域で産出する機械系工業製品は、最終製品は少なく、

関東圏、名古屋圏に集積する工業や、海外を対象とする精密部品・部材の加工が主流を占めて

いる。

本地域の工業集積の中心となっている機械系工業の特性は「精密加工」であり、精密機械分

野（業務用機械）は、光学機器用等の精密ガラス加工などを中心に出荷額・粗付加価値額の 7％

前後を占める。このほかに電子・電気の微細加工部品、金属製品の精密加工品、精密金型など

精密加工技術を基盤とする製品が多く、大企業の工場や中堅企業以外にも、高い精密加工技術

を有する中小企業が多様な業種にわたって集積している。

機械系業種の対全県シェア（平成 22 年）

事業所数
（所）

従業者数
（人）

出荷額等
（億円）

粗付加価値額
（億円）

製 造 業 計

長 野 県 5,583 191,261 56,383 23,998

本 地 域 526 16,285 3,583 1,289

シェア(%) 9.4 8.5 6.4 5.4

25は ん 用 機 械

長 野 県 208 9,970 2,783.4 1,248.5

本 地 域 13 531 114.4 44.4

シェア(%) 6.3 5.3 4.1 3.6

26生 産 用 機 械

長 野 県 667 17,750 3,811.2 1,418.0

本 地 域 47 1,293 192.4 94.0

シェア(%) 7.0 7.3 5.0 6.6

27業 務 用 機 械

長 野 県 286 9,657 2,234.6 979.9

本 地 域 36 960 121.9 55.4

シェア(%) 12.6 9.9 5.5 5.7

28電子部品・デバイス

長 野 県 392 28,871 8,718.7 3,500.5

本 地 域 40 3,173 1,301.2 367.3

シェア(%) 10.2 11.0 14.9 10.5

29電 気 機 械

長 野 県 354 16,201 3,450.2 1,400.0

本 地 域 55 2,726 605.6 196.3

シェア(%) 15.5 16.8 17.6 14.0

30情 報 機 械

長 野 県 169 15,806 13,497.8 6,012.5

本 地 域 5 134 23.5 9.9

シェア(%) 3.0 0.8 0.2 0.2

31輸 送 用 機 械

長 野 県 254 14,730 3,741.8 1,600.0

本 地 域 15 449 36.6 18.4

シェア(%) 5.9 3.0 1.0 1.2

資料：工業統計調査結果（従業員 4 人以上）
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本地域の農業は、山間部が多いという地形もあって、稲作のほかに、野菜や柿、りんご、梨

などの果実、山菜等が豊かであり、これらを加工した農産物加工産業が盛んである。果実農家

では、観光農園を営むところが多く、果実の実る季節には多数の観光客を誘引している。

また、本地域は、水引、ランドセル用本革という全国で高いシェアを持つ地場産業を有して

おり、水引は、本地域で何世代にもわたって伝え続けられてきた伝統工芸品｢飯田水引｣として

知られており、現在、全国の約 70％を生産している。また、ランドセル用本革の生産は、飯田

市には全国の 80％のシェアを有する企業があり、その関連もあって皮革工芸の事業所は、県全

体で 16 社の内、9 社が南信州地域にある。

産業振興においては、公益財団法人南信州・飯田産業センターを中心として、様々な事業が

実施されており、付属施設の工業技術センターや飯田ＥＭＣセンターによる検査、分析・解析

や技術的指導、新産業クラスター形成による新商品開発、ビジネスネットワーク支援による需

要開拓、大学等と連携した人材養成のための研修、常設展示室など地域産業の製品情報の提供

などを行うことにより、地域の産業振興に寄与している。

また、長野県においては、平成 24 年 3月に｢長野県ものづくり産業振興戦略プラン｣を策定し、

長野県の強みとこれまでの蓄積を活かして、成長が期待される「健康・医療」、「環境・エネル

ギー」、「次世代交通」の 3 分野と「アジア新興市場」「先進国の需要が拡大する市場」の 2 つの

市場への積極的な展開により、特定分野に特化した現在の産業構造から、経済変動に強い八ヶ

岳型の産業構造への転換を目指している。

エ 本地域の産業集積にかかる各種支援機関、研究機関等の存在
a.飯田産業技術大学
地元中小企業の高卒中堅社員を対象にした基礎・高度技術や経営教育を実施するバーチャル大

学。技術講座、経営講座、特別講座を 3 本柱とし、信州大学工学部・諏訪東京理科大学・長野工

業高等専門学校等、飯田技術専門校から講師の派遣を受けている。

b.ものづくり大学院｢信州大学大学院工学系研究科修士課程｣
社会人を対象に、精密機器制御・システム技術者育成コースを公益財団法人南信州・飯田産業

センターの飯田ＥＭＣセンター研修室で実施している。

c.飯田女子短期大学
飯田市にあり、家政学科、幼児教育学科、看護学科の３学科７つの専攻・コースに 3 つの専攻

科を持つ。1 学年 310 人で実学を旨とし、平成 18 年には生涯学習センターも設置され、地域との

連携強化にも取り組んでいる。

d.学校法人コア学園飯田コアカレッジ
飯田市にあり、昭和 61 年に飯田コンピュータ専門学校としてスタートした。ＩＴスペシャリス

ト学科・ＩＴビジネス学科・ＩＴ医療事務学科・ＩＴ専攻科の 4 コースを設けて、ＩＴ技術向上

に向けた学校である。

企業に向けては、情報産業技術講座の開講など行政との連携も図っている。

e.飯田ビジネス専門学校
飯田市にあり、商業実務専門としてビジネス総合科・ビジネス科がある。

f.長野県飯田工業高等学校
飯田市にあり、全日制課程の機械科、電子機械科、電気科と定時制課程の機械科を持つ工業の

専門高校である。平成 25 年 4 月に、長野県飯田長姫高等学校と統合され、長野県飯田 OIDE 長

姫高等学校［全日制機械工学科・電子機械工学科・電気電子工学科・建築学科・社会基盤工学科・

商業科、定時制普通科・基礎工学科］として開校予定。
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g.公益財団法人南信州・飯田産業センター
本地域の産業振興を目的に昭和 58 年に財団法人飯伊地域地場産業振興センターとして組

織され（平成 24 年度より名称変更）、施設賃貸、人材育成、販路開拓、技術指導、検査・分

析、情報提供等の幅広い事業を行っている。センターには付属して次の２つのセンターを有

している。

－工業技術センター－
有機・無機分析、顕微鏡観察、電気計器、測定機器の較正を実施している。設立当初は測

定を中心としていたが、分析、解析のニーズの増加にあわせ、体制、設備も変化更新してき

ている。

－飯田ＥＭＣセンター－
電磁環境適合性に対する試験ができる県内では数少ない施設。24時間開放。

h.県の機関
－長野県飯田技術専門校－
自動車整備科及び木造建築科を有し、主に、新規学卒者を対象として、基本的技術・技能

の訓練を行うとともに、地域製造業などの在職者に対するスキルアップ研修も行っている。

－長野県工業技術総合センター－
製造業に対する公設試験研究機関として、依頼試験、機器貸付、技術相談及び人材育成等

を行っている。県下 4 ヵ所に材料技術部門(長野市)、食品技術部門(長野市)、環境・情報技

術部門(松本市)、精密・電子技術部門(岡谷市)の 4 部門が設置され、各技術分野に特化した

試験研究設備が整備されている。機器を利用した依頼試験や機器貸付のほか、職員による技

術相談や共同研究、受託研究、人材育成等により、企業の先端的技術開発、製品評価、品質

対策等の要求に応え、複合的な技術課題の対応などの支援に努めている。

i.公益財団法人長野県テクノ財団伊那テクノバレー地域センター
本センターを中心とした産学官交流や技術開発、人材育成を進め、新産業の創出、新規創

業を促進するとともに、地域の特性を生かした産業間の連携による高付加価値化を推進して

いる。

j.飯田商工会議所・長野県商工会連合会南信州支部広域協議会
本地域には、飯田商工会議所(飯田市)と町村に 13 所の商工会が設置されている。本地域の

経済団体として、地域づくりや商工業の振興・発展を目的とした組織で、中小企業対策とし

て各種講演・講習会の開催や金融・税務・経理・労働・創業支援などの経営相談に応じてい

る。創業・経営革新に関する小規模事業者支援として、経営指導員とコーディネータを配置

している。

また、本地域の圏域外で密接な連携を有するものは、次の機関があげられる。

k.信州大学
信州大学は、松本市に人文学部、経済学部、理学部、医学部を、長野市に教育学部、工学

部、上田市に繊維学部を、南箕輪村に農学部を有している。工学部と繊維学部では地域内の

機械、精密、電機、電子等の分野の民間企業との共同研究や、国のプロジェクトを共同で実

施して企業の研究開発向上支援に取り組んでいる。医学部では医のニーズと産業界の技術力

とを連携する医工連携に取り組み、地域産業の新分野進出を支援している。農学部では民間

企業との共同研究などにより機能性食品等商品開発に協力している。
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l.豊橋技術科学大学
平成 22 年に長野県飯田工業高等学校の同窓会館「爽風会館」に、本学サテライトラボが開

設され、建築・都市システム学系が「高等専門学校教育と連続する『らせん型技術者教育』

モデル－持続型社会を創造する実践的建築・都市デザイナーの養成－」（技術者教育プロジェ

クト）において実践教育を行っている。

m.公益財団法人長野県中小企業振興センター
経営支援・経営革新、受発注情報の提供等及び長野県新技術・新工法展示会、ながのモノ

づくり技術展等の開催により、中小製造業者に対する諸事業をワンストップで行っている。

n.明治大学
マーケティング、知的財産等について、出張講座の他、ＴＶ会議システムを応用した“ノ

ンストレス双方向リアルタイム”による「遠隔講義」を実施している。

o.諏訪東京理科大学
受託研究をはじめ、学内に企業との共同研究スペースを有するなど産学連携を推進してい

る。

p.長野工業高等専門学校
学科構成として、機械工学科、電気電子工学科、電子制御工学科、電子情報工学科、環境

都市工学科の 5つの専門学科に分かれて専門教育を行っている。

平成 19年 6 月に飯田市と連携協定を締結し、これ以降飯田産業技術大学講座で初級向けの

電気・電子・制御コースの講座を行っている。

オ 道路等の施設の整備状況等
a.道路
本地域は、これまでも地域内のアクセス向上に努めてきており、今後も産業活動の安定等

を目指し、次のような道路等整備を行っていくことにしている。

道 路 整 備 機関等

・三遠南信自動車道の早期開通要望 圏域全体

・飯喬道路 2 工区天龍峡 IC から(仮)龍江 ICまでは平成 27 年度供用予定。

・(仮)龍江 IC から(仮)飯田東 ICまでは平成 29年度供用予定。

・国道 152 号小道木バイパス、和田バイパス、小嵐バイパスの整備促進

・国道 256 号の整備促進

・国道 418 号十方峡バイパスの整備促進

・飯田富山佐久間線の整備促進

・羽場大瀬木線の整備促進

飯田市

・飯島飯田線上片桐バイパスの整備促進 松川町

・国道 151 号新野峠バイパスの整備促進 阿南町

・国道 256 号の整備促進

・天竜公園阿智線の整備促進

阿智村

・国道 418 号売木峠バイパスの整備促進 売木村

・国道 418 号の整備促進

・飯田富山佐久間線の整備促進

天龍村

・飯田富山佐久間線の整備促進 泰阜村
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b.鉄道
ＪＲ飯田線については、鉄道路線の乗り継ぎ、本数等時間的な移動向上について、ＪＲに

要望するなど、積極的に働きかけを行っていく。

また、本地域には｢リニア中央新幹線建設促進飯伊地区期成同盟会｣が組織されており、リ

ニア中央新幹線に対する建設促進及び飯田駅の実現に向けた広報活動・調査、要望活動など

積極的に取り組んできた。平成 23 年 5 月、ＪＲ東海が営業主体及び建設主体に指名され、整

備計画の決定により、ＪＲ東海に対して建設の指示がなされたことから、当地をリニア中央

新幹線が通過し、新駅が開設されることとなった。現在はＪＲ東海により、東京都－名古屋

市間の環境影響評価（環境アセスメント）の手続きが進められている。

c.産業用地、産業施設等
工業用地については、現在、各市町村内において次のような状況となっている。また、工

業団地以外の工場跡地等も存在している。企業の新規投資については、まずこうした既存用

地への導入を図っていくこととしている。

主要工業団地

市町村 名 称 全体面積 主要立地企業

飯田市 天竜峡エコファクトリ

ーパーク

8.2ha かぶちゃん農園㈱、飯田パルスモ㈱、㈱ジ

ェイ･エム･シー、ヤマト運輸ほか

松尾竜水地区 39.7ha ＴＤＫ庄内㈱飯田工場、㈱スタンレー伊那

製作所、㈱アコーデックス、シチズン平和

時計㈱松尾工場、南信漬物㈱ほか

桐林環境産業公園 7.0ha オムロン飯田㈱、㈱赤羽製作所、㈱アース･

グリーン･マネジメント、エコトピア飯田㈱

ほか

一本平産業団地 2.8ha 三能工機㈱、㈲泰成電気工業、㈲ハヤシテ

クニカ、柴田科学㈱飯田工場、夏目光学㈱

テクノロジーセンター

番入寺インダストリア

ルパーク

7.7ha 大和グラビヤ㈱南アルプス工場、アスザッ

ク㈱飯田工場、㈱丸久龍江工場ほか

経塚原産業団地 4.5ha 三星ダイヤモンド工業㈱飯田工場、㈱タツ

ミ精機、㈱コスミック恵歯研

松川町 名子原工業団地
14.6ha

多摩川精機㈱第３事業所、ルビコン電子㈱、

ＮＳＫマイクロプレシジョン㈱ほか

松川インター企業団地 6.0ha 信州航空電子㈱

生田（福与）工業団地
7.6ha

㈱グラビアジャパン信州工場、中部大王製紙

パッケージ㈱長野工場ほか

生田（寺沢）工業団地 4.6ha 中央高速印刷㈱、ユニプリント㈱

高森町 高森町第一工業団地 4.4ha ㈱協和精工、高森電子㈲、コーエー精機㈱

ほか

下市田工業団地 19.2ha 旭松食品㈱高森工場、フィルテクノス㈱飯

田工場、綿半テクノス㈱ほか

阿南町 富草工業団地 0.8ha ㈱スヤマ、中部電力㈱

西条工業団地 1.5ha 興亜エレクトロニクス㈱

粟野工業団地 1.3ha 阿南工業㈱

南信州あなん産業団地 1.1ha
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阿智村 白山工業団地 0.9ha

阿智村産業用地 1.9ha

清内路峠 2.0ha

天龍村 平岡 0.3ha

喬木村 田中下工業団地 10.3ha ㈱アイテク、㈱フクヤマ、伊藤製菓(有)ほ

か

豊丘村 伴野工業団地 11.0ha 共栄ダンボール㈱、矢沢産業㈱ほか

合 計 157.4ha

今後、多様化する立地企業ニーズに対応できるよう産業団地及び用地の提供を行っていく。

産業団地整備については、計画的な整備を行っていくことにしており、特に、産業用地が不

足している町村について計画的な産業用地の供給を図っていくため、産業団地整備に向けた

検討を行っていく。

産業施設については、公益財団法人南信州・飯田産業センターの付属施設として、工業技

術センター、飯田ＥＭＣセンターの 2 つのセンターを有している。分析、解析、電磁環境適

合性に対する試験、研究開発などニーズの増加に合わせた設備、施設の充実、機能強化を検

討していく。

（目指す産業集積の概要について）
本地域は、次の具体的な業種について、｢高度ものづくり産業｣｢地域風土密着産業｣｢頭脳活用

産業｣の 3 分野の産業として、集積強化を図ることとする。

① 高度ものづくり産業
＜業種選定の考え方＞

・精密加工技術を基盤として、電子・電気分野をはじめ、機械産業、プラスチック製品

等の機械関連等の精密部品・部材産業が多く集積し、電子・電機、自動車、航空機を

はじめとする国内大手メーカーや海外に対する高精度な部品・部材の供給基地の役割

を担っている。

・既存企業等からの新規展開など内発の促進及び関連の強い分野の企業を誘致し、産業

集積を深化させる。

② 地域風土密着産業

＜業種選定の考え方＞

・稲作のほかに野菜や柿、りんごなどの果実、山菜等が豊かに実る地域であり、これら

を加工した、漬物、味噌、凍豆腐、清酒、半生菓子などの農産物加工産業が集積して

いる。また、水引、ランドセル用本革など全国の 70％のシェアを持つ産業を中心に、

伝統地場産業を有している。

・観光農園を核とした観光産業も集積している。

・食の安全・安心、本物志向といった社会ニーズにあわせた新規立地も見られることか

ら、農産物加工産業を中心に農工連携、工業と観光の連携等、食品関連のものづくり

産業と他産業の積極的な連携を図っていくこととする。

・古くから地域に根付いている伝統・地場産業群を、観光文化産業という新しい視点か

ら捉え、有機的に結び付けて振興を図っていく。
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（２）具体的な成果目標

③ 頭脳活用産業

＜業種選定の考え方＞

・リニア中央新幹線が開通し、新駅が設置されることにより、首都圏、中京圏との時間

距離が大きく短縮されることになり、大幅に時間距離が短縮される。このため、大都

市機能を補完する事務所機能の立地が見込まれる。

・クラウドコンピューティングの進展、リスク分散の観点から、全国的にＩＣＴ関連産

業の新たな立地が見られており、交通インフラが大幅に改善されること、内陸である

こと、強固な地盤であることから、本地域においても今後の立地が期待できる。

a.現状

(平成22年確報値)
b.計画終了後 c.増加率

集積区域における集積業種

全体の粗付加価値額
1,289 億円 1,361億円 5.6％
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（３）目標達成に向けたスケジュール

取組事項

（取組を行う者）

平成25

年度

平成26

年度

平成27

年度

平成28

年度

平成29

年度

新規産業団地の整備

（各市町村）

空き工場建屋、遊休地等の情報収集及び活用

（県、各市町村等）

(公財)南信州・飯田産業センターの試験機器の整備

（(公財)南信州・飯田産業センター、各市町村等）

ネットワークの活用による人材育成支援

（県、各市町村、関係機関等）

技術技能の向上による人材育成

（(公財)南信州・飯田産業センター、信州大学）

大学等との連携

（(公財)南信州・飯田産業センター）

「地域人材バンク」による人材誘導

（(公財)南信州・飯田産業センター）

(公財)南信州・飯田産業センターの機能拡充・強化

（(公財)南信州・飯田産業センター、県、各市町村等）

飯田市環境技術開発センターによる起業化等支援の取り

組み （県、各市町村等）

長野県工業技術総合センターによる成長産業分野への進

出支援 （県）

優遇制度拡充の検討

（県、各市町村等）

販路開拓の支援

（各市町村等）

地域アドバイザー等の連携推進

（(公財)長野県テクノ財団、(公財)長野県中小企業振興セ

ンター、商工会議所、商工会等）

広域連携と新たな産業創出の取り組み

（県、各市町村等）
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２ 集積区域として設定する区域

（区域）
本地域において、集積区域は｢南信州地域 14 市町村｣とする

（集積区域の可住地面積）
集積区域の可住地面積は、次のとおり 31,279 ha となっている。

面 積

可住地面積

（ha）

行政区画面積

（ha）

可住地面積割合

（％）

飯田市 12,626 65,873 19.2

松川町 2,518 7,290 34.5

高森町 1,992 4,526 44.0

阿南町 1,897 12,335 15.4

阿智村 2,206 21,447 10.3

平谷村 318 7,740 4.1

根羽村 821 8,995 9.1

下條村 1,148 3,766 30.5

売木村 580 4,355 13.3

天龍村 716 10,956 6.5

泰阜村 859 6,454 13.3

喬木村 1,408 6,662 21.1

豊丘村 1,623 7,685 21.1

大鹿村 2,567 24,835 10.3

飯伊地域 31,279 192,919 16.2

（各市町村が集積区域に指定されている理由）
本地域は、｢1(1)（地理的条件、既存の産業集積の状況、インフラ整備状況等地域の特色につ

いて｣で述べたように、伊那盆地の南半に位置し、過去から一体となった各種行政事務を行って

きたことに加え、歴史・文化も同一性を有している。このため、十分に自然的経済的社会的条

件からみた一体性を確保している。したがって、本計画において、企業立地の促進等による地

域における産業集積の形成及び活性化を図る区域(以下、｢集積区域｣という。)を、本地域 14市

町村で構成される 192,919 ha(行政区域面積)の区域を対象とする。

なお、自然公園法に規定する自然公園地域、長野県自然環境保全条例に規定する県自然環境

保全地域及び郷土環境保全地域、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域及び自然環

境保全地域、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に規定する鳥獣保護区及び鳥獣保護区

特別保護地区並びに絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地

等保護区域、希少野生動植物保護条例に基づいて指定される生息地等保護区(県内未指定)、環

境保全上重要な地域として環境省が選定した特定植物群落については集積区域の設定を行わな

いものとする。
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３ 集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域

４ 工場立地法の特例措置を実施しようとする場合にあっては、その旨及び当該特例措置

の実施により期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効果

（区域）

高森町山吹地区（4.18ha）

高森町山吹 5208-1、5208-2、5208-3、5208-4、5208-7、5212、5213-2、5229-1、5230-1、5230-17

阿南町富草地区（3.922ha）

阿南町富草 4006-4、4014、4022、4073、4081、4083-2、4085

阿智村春日七久里地区（2.394ha）

阿智村春日 1088-1

阿智村春日白山地区（2.15ha）

阿智村春日 1528-1、1528-2、1528-3、1529-1、1529-2、1531、1532-1、1532-2、1533-1、1533-2、

1533-3、1534-1、1534-2、1535-1、1535-2、1535-3、1535-4、1536-1、1536-2、

1536-3、1536-4、1536-5、1536-6、1536-7、1536-8、1538、1539、1540-1、1540-2、

1542-1、1542-2、1544-1、1544-2、1545-1、1547-1、1549-1、1560-14、1560-17、

1560-23、1560-30、1560-34、1560-60、1560-61、1560-62、1560-65、1560-68、

1560-69、1560-70、1560-71、1560-80、1560-81、1560-85

（工場立地法の特例措置を実施しようとする区域）
工場立地法の特例措置を実施しようとする区域は、上記の重点区域とする(設定する区域は、

平成 24年 9 月 27 日現在における地番により表示したものである。)。

（特例措置を実施することにより期待される効果）
工場立地法に定める｢特定工場｣(一定の敷地面積又は建築面積を有する製造業等を行う工場)

については、同法に基づき原則、敷地面積に対して一定の比率以上の緑地・環境施設面積を確

保することが求められている。これは、特定工場に緑地・環境施設を確保することで周辺環境

との調和を図り、工場開発による環境へのダメージを小さくしようというものである。

上記 3 で重点区域に指定する箇所については、周辺に緑地が多く、将来的にわたって開発さ

れるおそれがない。そのため、工場敷地内に工場立地法に定めるだけの緑地・環境施設の面積

を緩和し、企業立地 4件、60 人程度の新規雇用、18 億円程度の出荷額増加の効果を見込むもの

である。

なお、当該特例措置の適用に当たっては、地域の実情、住民の意思を踏まえ、特定工場周辺

の生活環境の保持を適切に図るとともに、県・市町村の環境保全関連部局や関係機関との調整

を行うものとする。
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５ 集積業種として指定する業種（以下「指定集積業種」という。）

（１）業種名

（産業名）
本地域においては、次の 3 業種(産業)について指定集積産業とする。なお、指定集積産業

業種については、計画進捗の成果を適正に評価するためのツールとしての観点、本地域にお

けるシェア等からみた一定のまとまりや関連産業の広さ等を考慮する。また、本地域の製造

業企業による経済活動を活発化することに繋がる可能性の高い分野・領域であることに着目

して、産業中分類業種をベースとして設定した。

指定集積産業とする 3 業種(産業)

（日本標準産業分類上の業種名）

①｢高度ものづくり産業｣

産業中分類名称
業種
ｺｰﾄﾞ

本地域の代表的製品例

印刷・同関連業 15 印刷業、印刷物加工業

化学工業（1624 塩製造業を除く） 16 重合トナー等

プラスチック製品製造業 18 自動車ダッシュボード、成形品、金型、日用雑貨等

鉄鋼業 22 鋳物、鋳鉄、鍛工品、各種鋼材等

非鉄金属製造業 23 合金鋳物、非鉄金属鋳物、ダイカスト、鍛造品等

金属製品製造業 24 板金・プレス製品、塗装、めっき・表面処理等

はん用機械器具製造業 25 弁、ベアリング、空気圧シリンダ、各種機械部品等

生産用機械器具製造業 26 工作・加工機械及び同部品、特殊産業用機械部品、各

種機械部品等

業務用機械器具製造業 27 分析機器、精密測定器、医療用器械、光学機器等

電子部品・デバイス・電子

回路製造業

28 抵抗器、コンデンサ、小型モータ等

電気機械器具製造業 29 太陽光パネル、検査・計測器等

情報通信機械器具製造業 30 測定装置、制御装置等

輸送用機械器具製造業 31 自動車部分品、航空機付属品部品、鉄道車両部分品等

高度ものづくり産業 地域風土密着産業 頭脳活用産業
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②｢地域風土密着産業｣

産業中分類名称
業種
ｺｰﾄﾞ

本地域の代表的製品例

食料品製造業 09 凍み豆腐、味噌、醤油、半生菓子等

飲料･たばこ･飼料製造業

（105 たばこ製造業、106 飼料・有

機質肥料製造業を除く）

10 清酒等

木材・木製品製造業 12 合板等

パルプ・紙・紙加工品製

造業

14 水引等

なめし革・同製品・毛皮

製造業

20 ランドセル等

はん用機械器具製造業 25 弁、ベアリング、空気圧シリンダ、各種機械部品等

その他の製造業 32

学術・開発研究機関 71 医薬・薬効・食品試験研究、医薬品開発

洗濯・理容・美容・浴場

（7811 リネンサプライ業に限る）

78 リネンサプライ

③｢頭脳活用産業｣

産業中分類名称
業種
ｺｰﾄﾞ

本地域の代表的製品例

通信業（3719 その他の固定電気

通信業に限る）

37 インターネットデータセンター等

情報サービス業 39 ソフトウェア等

インターネット付随サー

ビス業

40 インターネット利用サポート業等

専門サービス業（7261 デザ

イン業に限る）

72 デザイン業
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（２） (１)の業種を指定した理由

①高度ものづくり産業

本地域には、精密機械部品、電子・電気部品関連の産業がわが国有数の集積を形成してい

る。こうした高精度な部品・部材は、関東圏、(名古屋)中京圏の工業集積を市場とするに止

まらず、海外を直接の市場としている製品や、本地域で生産される部品・部材を組み込んだ

製品が海外を市場とするものが少なくない。また、最近では、航空宇宙分野や医療機器分野、

マイクロ水力発電等環境エネルギー分野への展開も見られるなど、グローバルな激しい競争

にさらされる中で、より高度な精密加工技術を獲得し、競争に勝ち残ってきた。

そのため、これら多くの産業を支える高精度ものづくり産業の一層集積を図るとともに、

単一分野に依存しない足腰の強い産業構造とする。

本地域の工業は、精密加工技術を基盤とした電子・電気分野の精密部品・部材が主体で、

業種としては電気機械、電子デバイスを中心に機械産業全般が集積しているほか、金属製品、

プラスチック製品等の機械関連の業種など、幅広い業種において精密加工技術を基盤とする

産業が集積している。今後ますます競争が激化していくと予測される中で、将来においても

本地域がグローバルな競争に勝ち残っていくには、国内のみならず世界市場において最先端

を行く電子、電気、自動車、航空機等の産業に対し、地域に集積する高度な精密加工技術を

ベースとした高度な部品・部材供給基地としての地位を強固なものとしていくことが必要と

なっている。

そのためには、本地域に集積する既存企業の技術力を一層高めるとともに、既存企業等か

らの新規展開など内発を促進していくことはもとよりであるが、現在の集積と同様の分野及

び関連の強い分野の企業を誘致し、産業集積の厚みを増していくことによって可能となる。

以上のように、本地域では電子・電気を中心とする多様な業種において、精密加工技術を

ベースとした部品・部材産業が集積し、今後、本地域における産業活性化を促進するうえで

要となることから、本計画における指定集積産業とした。

②地域風土密着産業

本地域は、稲作のほかに野菜や柿、りんご、梨などの果実、山菜等が豊かであり、これら

を加工した漬物、味噌、凍豆腐、清酒、半生菓子などの農産物加工産業が盛んである。また、

古くから、味噌、醤油などの調味料なども生産されてきている。さらに観光農園や体験型の

農業の場の提供、環境に影響を受けづらい植物工場などの展開なども見られるところである。

このように、本地域の農産物加工産業は、本地域の自然、歴史、伝統、文化に深く根ざし、

本地域の経済を古くから支えてきた産業である。

一方、本地域は、水引、ランドセル用本革など全国の 70％のシェアを持つ産業を中心に、

伝統・地場産業を有している。これら伝統・地場産業も、本地域の自然、歴史、伝統、文化

に深く根ざし、本地域の経済を古くから支えてきた産業である。

全国的に高齢化の進展、食に対する安全・安心の関心の高まり、介護や癒しなどの健康志

向によって、地域に古くから根ざしたいわゆる本物へのニーズは高まりつつあり、本地域に

おいても、地域風土に密着した産業の新たな立地も見られる。

そこで、地域の伝統や生活文化に根ざしたこれら産業群、さらには観光や農業との融合に

よる新たな産業の展開が期待できることから、本計画における指定集積産業とした。

③頭脳活用産業

本地域は、今後リニア中央新幹線が完成すれば、首都圏、中部圏との時間距離が大きく短

縮されるが、豊かな自然環境と内陸の安定した強固な地盤という、創造性、芸術性、安全性

を追求する産業にとっては最適の地となる。

そこで、研究所やソフトウェア開発などの頭脳産業の集積を図る。
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６ 指定集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標

指定集積業種 目標数値

指定集積業種の工場立地(敷地)面積(新規土地取得分) 11.4 ha

指定集積業種の企業立地件数(新増設)(用地取得を伴わない事業高度化を含む) 39件

指定集積業種の製品出荷額の増加額 175億円

指定集積業種の新規雇用者創出件数 604人

７ 工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その他

の事業のための施設の整備(既存の施設の活用を含む。)、高度な知識又は技術を有する

人材の育成その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備の事業を実

施する者及び当該事業の内容

高度情報化社会の進展に伴う新たな産業立地が全国規模で進んでいる。クラウドコンピュ

ーティングの進展、スマートフォンやタブレット端末の急速な普及は、ハード面、ソフト面

での新たな需要を引き起こしている。ハード面では、データセンター、通信インフラの整備

が求められ、ソフト面ではゲーム開発、アプリと呼ばれる利用者側のシステム開発、さらに

はこれに伴うコールセンターやコンタクトセンターの需要を生み出している。特にこの数年

の動きは著しく、東日本大震災にともなうリスク分散への関心の高まりからも、関連産業の

積極的な立地展開が行われている。

本地域には、県内の約 5％にあたる情報通信関連産業等が立地しているに過ぎない。しか

し、リニア中央新幹線の新駅が本地域に開設され、首都圏、中京圏との時間距離が大きく短

縮され、従前からも評価されてきた 2 つの大都市圏の間にあるという立地条件の優位性がよ

り高まること、さらには、東日本大震災以降関心が高まる内陸の強固な地盤であることを鑑

みると、本地域は情報通信関連産業の受け皿としての立地条件を強く有している。そこで、

本計画における指定集積産業とした。

（産業用共用施設の整備等に関する事項）

ア 新規産業団地の整備
飯田山本ＩＣ、天龍峡ＩＣの新設に伴い、周辺地域に新規産業団地の整備を実施する。

イ 空き工場建屋、遊休地等の情報収集及び活用
本地域内市町村、不動産事業者が連携して空き建屋、遊休地に関する情報収集を行い、一元

化、データ化することにより、工場等の建設を検討する企業に対して情報提供を行う。

ウ 公益財団法人南信州・飯田産業センターの試験機器の整備
地域における製造業の技術支援機関である公益財団法人南信州・飯田産業センターの工業技

術センター、飯田ＥＭＣセンターなど、継続的に試験機器などの整備をし、依頼試験や機器の

貸付を通じ研究開発支援の充実を図っていく。

（人材の育成・確保に関する事項）

ア ネットワークの活用による人材育成支援
長野県では、企業の人材育成に対する支援として、県内の産業人材育成に関係する教育機関、

経済団体、行政機関等によるネットワークを活用し、新たな産業展開を担う人材の育成・確保

を進め、グローバル人材・専門人材の獲得を推進していく。また、本地域における取り組みと

して、企業ニーズに対応した支援機関等での講座の開設のほか、企業に対する支援プログラム

を検討する。
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イ 技術技能の向上による人材育成
飯田産業技術講座では、地域内企業の従業員を対象に大学等とも連携しながら、技術技能、

経営力の向上のための人材育成を実施してきている。今後も企業ニーズの把握に努め、基礎・

中級・上級と継続した講座メニューの充実を図っていく。

更に、信州大学では信州大学大学院工学系研究科修士課程を設置しており、今後、社会人大

学院生向けに修学助成制度の導入を検討するとともに、博士課程コースの設置を目指す。

ウ 大学等との連携
信州大学、明治大学、長野工業高等専門学校と支援連携協定を締結し、大学等が持つノウハ

ウを地域中小企業の人材に提供してきた。今後、さらに多種多様な大学との連携体制を構築す

る。

エ ｢地域人材バンク｣による人材誘導
ＵＩターン者の確保のために、飯田市では｢結いターンキャリアデザイン室｣を設置し、人材

誘導に取り組んで来た。今後さらに、南信州地域の魅力を発信し、ＵＩターン希望者への積極

的なＰＲを実施する。また、ＵＩターン者への生活情報の提供や交流事業を通じたネットワー

クづくりなどフォローアップも実施する。

（技術支援等に関する事項）

ア 公益財団法人南信州・飯田産業センターの機能拡充・強化
地域における製造業の技術支援機関である公益財団法人南信州・飯田産業センターの工業技

術センター、飯田ＥＭＣセンターへ継続的に試験機器を整備するとともに、新規専門職員等人

材確保などの体制強化を図る。また、飯田ＥＭＣセンターは ISO 17025 試験場認定の取得を目

指す。

イ 飯田市環境技術開発センターによる起業化等の支援
環境技術など新規技術の開発研究を行う場を提供し、既存企業の新分野事業への進出や新規

事業の起業化を支援している。

同センターは、工業技術センター、飯田ＥＭＣセンターと同様に(公財)南信州・飯田産業セ

ンターの付属施設であり、産学官の連携を図りながら指導支援していく。

延べ 10 社が入居し、このうち 3社はすでに目的の研究開発を終えて卒業している。

ウ 長野県工業技術総合センターによる成長産業分野への進出支援
長野県工業技術総合センターでは、企業からの依頼試験、施設利用、先導的研究開発等を行

っている。また、最先端の分析評価機器(電子顕微鏡、食品分析機器、ノイズ対策試験機、応

力測定装置等)を導入することで、新製品の開発、新たな加工方法の採用、不良品の低減、品

質規格への対応等、企業への技術支援を行っている。これらを通じ技術力の高度化・国際競争

力の強化・成長産業分野への進出を図っていく。

（その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項）

ア 優遇制度拡充の検討
新規立地企業だけではなく、既存企業の増設など設備投資に対する支援制度の拡充を検討す

る。その際には、市町村のみならず地域金融機関等関係機関を含めた役割、効果的な優遇措置

の内容を検討する。また、公的支援については、内容が多岐にわたり、複雑でわかりにくい状

況にあるため、さまざまな機会を通じて紹介・ＰＲに努め、企業が利用しやすい環境を整えて

おく必要がある。
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８ 環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際して配慮すべき事項

イ 販路開拓の支援
地域の技術資源を整理・情報発信を行うことで、企業ＰＲによる受発注機会の拡大、企業間

連携に資することとなるため、現在、各市町村で作成している企業紹介を地域全体としてまと

めた｢南信州テクノバレーマップ｣(仮称)の作成を検討する。

ウ 地域アドバイザー等の連携推進
県の企業立地専門員やアドバイザー等、(公財)長野県テクノ財団、(公財)長野県中小企業振

興センター等のアドバイザー、コーディネータ、各商工会議所・商工会の経営指導員等が連携

を深め、地域企業の課題を把握し、関係機関で課題解決に努めることとする。

エ 広域連携と新たな産業創出の取組み
地域の技術資源を整理・情報発信を行うことで、企業ＰＲによる受発注機会の拡大、企業間

連携に資することとなるため、現在、各市町村で作成している企業紹介を地域全体としてまと

めた｢南信州テクノバレーマップ｣(仮称)の作成を検討する。本地域は、経済産業省の産業クラ

スター計画による地域産業活性化プロジェクトの一つである、三遠南信ネットワーク支援活動

に、平成 14 年度から取り組んできている。三遠地域、中京圏、中央自動車道沿線エリアとの

広域ネットワークを活用しながら、航空宇宙産業クラスター形成を目指した中小企業 30 社に

よる飯田航空宇宙プロジェクトの取り組みや食品企業、農業団体、機械系企業との協働による

食農産業クラスター形成を目指す。平成 18 年 1月に大学連携の拠点として｢南信州大学等連携

室｣を(公財)南信州・飯田産業センターに設置。引き続き、信州大学、明治大学、長野工業高

等専門学校等と連携し、ものづくり大学院｢信州大学大学院工学系研究科修士課程｣、｢飯田産

業技術講座｣による産業人材育成、技術力向上等に取り組んでいく。

（環境保全等に関する事項）

南信州は、南アルプスと中央アルプスの豊かな自然環境に抱かれ、清浄な空気及び良質な水の

恵みを受け、現在の本地域を支える産業集積をもたらしてきた。今後の本地域の持続的な発展を

目指していくには、環境と経済が共生し、好循環していくことが求められている。企業にとって

も、地域社会が有する価値観と調和のとれた事業活動によって、地域に根ざし、地域とともに発

展していくことが社会的責任となっている。

これまでも、長野県ともに地球温暖化対策、公害防止、再利用、再資源化、リサイクル等に努

めてきている。さらに、自然環境との調和、環境負荷の軽減に対して、企業のみならず地域住民

等地域一体となった取り組みを積極的に推進していくこととする。具体的には各市町村関連条例

の順守とともに、『ふるさと市町村圏計画』に沿った｢自然を大切にする圏域づくり｣、｢快適な圏

域づくり｣とともに、県が策定した｢長野県中期総合計画｣における｢確かな暮らしが営まれる美し

い信州｣に向けた取り組みを本地域でも推進していく。

本地域の先進的・先取的な環境に対する取り組みは、環境大臣表彰など日本の環境の取り組み

の中でも評価されている。その取り組みは、企業・市民・行政が連携し、一体となった｢地域ぐる

み｣が特色である。企業の取り組みは、平成 9 年 11 月に発足したボランタリーな組織｢地域ぐるみ

環境ＩＳＯ研究会｣(以下、｢研究会｣という。)に代表されるように企業内での従業員による｢点｣と

しての取り組みを、地域での市民による｢面｣としての取り組みに拡げ、地域全体の環境力を高め

てきた。研究会会員(現在 29 事業所)は、ISO 14001 の認証取得を進め、そのマネジメントシステ

ムの継続的改善に取り組み、また、地域での裾野を広めるために、平成 13 年からは地域独自の環

境マネジメントシステム｢南信州いいむす 21｣を運用開始しており、地域を挙げて環境に対する意

識の高揚を図っている。
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また、次のような取り組みについても推進していく。

ア 企業立地にあたっては、環境関係法令の順守や環境保全・環境負荷の低減に向けた十分な配

慮を企業・行政ともに行い、事業活動に伴い生じうる環境保全上の問題に配慮しつつ、地域社

会との調和を図っていくものとする。また、県や市町村の計画等との整合性を図り、企業の立

地、事業活動等が住民の理解を得られるよう、企業、行政が連携して住民説明会を実施し、周

辺住民の理解を求めていく。

イ 地域内での下水道整備(合併浄化槽整備を含む。)を逐次進めていく。

ウ 事業活動用地については、新規用地は周辺土地利用を鑑み、可能な限り自然環境に影響を与

えないよう配慮する。

エ 廃棄物の削減、再利用、再資源化の積極的な推進や、再生可能エネルギーの利活用による温

暖化防止対策について、必要な情報を提供するとともに事業活動の定着を推進する。

オ 事業所への立ち入り検査などによる環境汚染の未然防止の徹底と適正な管理や改善について

の指導に努める。

カ 廃棄物の不法投棄を許さない環境づくりのための広報啓発活動を推進し、地域における環境

等に対する規範意識の向上を目指す。

キ 飯田市役所は、運用している ISO 14001 を認証取得から自己適合宣言に全国自治体で初めて

移行したが、研究会等との相互内部監査の連携がその透明性の担保となっている。

ク さらに｢南信州いいむす 21｣は、企業・事業者だけでなく地域版として｢省エネいいむす｣とし

ても機能し始めている。

（犯罪及び事故の防止ならびに地域の安全と平穏の確保に関する事項）

地域の安全と平穏の確保は、環境保全と同様、地域の発展にとって欠かすことのできない要素

である。この面においても、長野県とともに、『ふるさと市町村圏計画』に沿った｢快適な圏域づ

くり｣、｢安全な圏域づくり｣を進めるとともに、県が策定した｢長野県中期総合計画｣における｢確

かな暮らしが営まれる美しい信州｣に向け取り組みを推進していく。

特に本地域は、盆地地形であることから、住民生活とともに企業の事業活動の安定化のため、

治水対策、地すべり、治山対策、砂防等水害・土砂災害の予防対策に力を入れている。また、犯

罪及び事故防止のため、次のような取り組みについても推進していく。

ア 企業の事業所付近、特に車両出入口、交差点等にミラーの設置、警備員の配置等を求めてい

く。

イ 交通事故防止等のため、ガードレール設置、街路灯の設置、歩道の確保など交通安全対策を

実施していく。

ウ 冬期間、山間部の道路凍結による事故を防ぐため、除雪、凍結防止に努める。

エ 地域の安全活動を推進するため、警察、行政、防犯協会等関係機関と連携し、地域住民等が

行う防犯ボランティア活動等に参加するほか、活動に必要な物品、場所等を提供するなどの支

援、協力に努める。

オ 事業者及び従業員が犯罪の被害に遭わないための防犯設備等の充実を求めていく。

カ 工場等付近で地域住民が犯罪の被害に遭わないようにするために、死角のない街並み形成に

努める。

キ 道路、公園、工事等における植栽の適切な配置および剪定並びに防犯等の照明により、見通

しを確保するほか、夜間において公共空間や空地が地域住民に迷惑を及ぼす行為に利用されな

いように管理を図る。

ク 従業員に対して法令の順守や被害の防止について指導を行うとともに、外国人従業員には日

本の法制度及び生活習慣等について指導するよう啓発を図っていく。

ケ 外国人居住者と地域住民の相互理解を促すよう生活相談等の窓口を設ける。

コ 事業者が外国人従業員を雇用しようとする際には、通訳人を確保するとともに、旅券等によ

り、当該外国人の就労資格の有無を確認するなど、必要な措置を講ずるよう、警察と関係自治

体が連携して取り組んでいく。

サ 犯罪又は事故の発生時における警察への連絡体制を整備する。
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９ 法第 5 条第 2 項第 3 号に規定する区域における同項第 7 号の施設の整備が、農用地等

として利用されている土地において行われる場合にあっては、当該土地を農用地等以外

の用途に供するために行う土地の利用の調整に関する事項

１０ 計画期間

該当なし

本計画の計画期間は計画同意の日から平成 29 年度末日までとする。



南信州地域産業活性化基本計画 集積区域図

＊

猟

定

長野県

企業立地の促進に適さない、自然公園法

の適正化に関する法律に規定する鳥獣保

を行わないものとする。
に規定する自然公園地域、長野県立自然公園条例に規定する公園地域、鳥獣の保護及び狩

護区、環境省指定の特定植物群落の環境保全上重要な地域などについては、集積区域の設

南信州構成市町村



＜高森町山吹地区＞

高森町山吹 5208-1、5208-2、5208-3、5208-4、5208-7、5212、5213-2、5229-1、5230-1、5230-17

南信州地域産業活性化基本計画 重点促進区域図①



＜
阿南町富草地区＞

南信州地域産業活性化基本計画 重点促進区域図②

阿南町富草 4073、4081、4083-2、4085



＜阿智村春日七久里地区＞

南信州地域産業活性化基本計画 重点促進区域図③
阿智村春日 1088-1



＜阿智村春日白山地区＞

南信州地域産業活性化基本計画 重点促進区域図④

阿智村春日 1528-1、1528-2、1528-3、1529-1、1529-2、1531、1532-1、1532-2、1533-1、1533-2、1533-3、1534-1、1534-2、

1535-1、1535-2、1535-3、1535-4、1536-1、1536-2、1536-3、1536-4、1536-5、1536-6、1536-7、1536-8、1538、1539、1540-1、

1540-2、1542-1、1542-2、1544-1、1544-2、1545-1、1547-1、1549-1、1560-14、1560-17、1560-23、1560-30、1560-34、1560-60、

1560-61、1560-62、1560-65、1560-68、1560-69、1560-70、1560-71、1560-80、1560-81、1560-85



南信州地域 指定集積業種の製品リスト

高度ものづ
くり産業

地域風土密
着産業

頭脳活用産
業

9 食料品製造業 ○
寒天、こうや豆腐、農産保存食品、調味料、冷凍食品、機能性
食品等

10
飲料・たばこ・飼料製造業（105たばこ製造業、106飼
料・有機質肥料製造業を除く）

○ 清酒、薬用酒等

12 木材・木製品製造業 ○ 合板等
14 パルプ・紙・加工品製造業 ○ 水引等
15 印刷・同関連業 ○ 印刷業、印刷物加工業
16 化学工業（1624塩製造業を除く） ○ 重合トナー等
18 プラスチック製品製造業 ○ 自動車ダッシュボード、成形品、金型、日用雑貨等
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 ○ ランドセル等
22 鉄鋼業 ○ 鋳物、鋳鉄、鍛工品、各種鋼材等
23 非鉄金属製造業 ○ 合金鋳物、非鉄金属鋳物、ダイカスト、鍛造品等
24 金属製品製造業 ○ 板金・プレス製品、塗装、めっき・表面処理等
25 はん用機械器具製造業 ○ ○ 弁、ベアリング、空気圧シリンダ、各種機械部品等

26 生産用機器製造業 ○
工作・加工機械及び同部品、特殊産業用機械部品、各種機械
部品等

27 業務用機器製造業 ○ 分析機器、精密測定器、医療用器械、光学機器等

28 電子部品・デバイス製造業 ○
抵抗器、コンデンサ、小型モータ、コネクタ、センサ、プリント回
路、水晶デバイス等

29 電機機械器具製造業 ○ 内燃機関電装品、検査・計測器等
30 情報通信機械器具製造業 ○ 測定装置、制御装置等
31 輸送用機械器具製造業 ○ 自動車部分品、航空機付属品部品、船舶部品等
32 その他の製造業 ○ ○ 標識・看板、ゴルフシャフト、ぼたん等
37 通信業（3719 その他の固定電気通信業に限る） ○ インターネットデータセンター等
39 情報サービス業 ○ ソフトウェア等
40 インターネット付随サービス業 ○ インターネット利用サポート等
71 学術・開発研究機関 ○ 医薬・薬効・食品試験研究、医薬品開発
72 専門サービス業（7261デザイン業に限る） ○ デザイン業
78 洗濯・理容・美容・浴場（7811リネンサプライ業に限る） ○ リネンサプライ等

指定集積業種
コード 製造業中分類業種名 製品の例



【酒類製造業事業者名簿】 平成25年２月１日現在

（南信州産業活性化協議会）

業 者 名 酒類 住 所 電 話

喜久水酒造株式会社 清酒 飯田市鼎切石4293 0265-22-2300

信州まし野ワイン株式会社 ワイン 下伊那郡松川町大島3272 0265-36-3013
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○評価関連説明資料

１ 現行計画の評価

(1) 定量的評価

目標達成状況

実施事業の総括評価
付加価値額

（伸び率）

企業立地件数

（件）

製造品出荷増加額（億

円）

新規雇用創出

数（人）

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績

7.5％ -20.7％ 40 件 26 件 450 億円 -86 億円 800 人 162 人

リーマンショックの影響で、企業の

立地が進まなかった。また、既存

企業も低迷し、付加価値額、出荷

額が大きく減少

(2) 定性的評価

①産業用共用施設の整備に向けた整備に関して

取組事項 取組主体 実施概要・問題点等

産業団地の整備 飯田市 経塚原産業団地（平地 4.5ha）を整備し、H20.7 より

分譲開始した。H24.8 現在、2 区画 2.0ha が未分譲と

なっている。

新産業団地の整備 飯田市 新たな産業用地確保のため、H22.2 に工業用地選定

方針を策定し、H23 には外部機関に委託し、候補地

の絞り込みを行った。H24 はこれらをもとに新産業

団地整備の実施計画を策定し、具体的な取組みを進

める。

空き工場等の情報収

集・活用

飯田市 市内の空き工場や工場跡地のデータベースを整備

し、照会等への対応を行っている。

工業団地としての位

置付け

松川町 平成 20 年度より地権者同意の下、企業団地として位

置付け、企業誘致活動を実施。しかし進出企業は無

く、困惑している。

工業団地整備 高森町 用地測量

貸し工場の整備 泰阜村 地場産業生産加工施設増築のための造成に着手した

空き工場の活用 売木村 休眠状態の工場に内職用業務を導入したが、経費が

必要以上にかかり、中止となる。

工業技術センター・

ＥＭＣセンター機器

購入

（ 公 財 ） 南 信

州・飯田産業セ

ンター

（公財）南信州・飯田産業センター内にある工業技

術センター・ＥＭＣセンターの検査機器の購入

・ フーリエ変換赤外分光光度計

・ EMI テストレシーバー

・ 原子吸光光度計

・ GHz 帯高周波パワーアンプ

・ BCI 試験システム
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②人材の育成・確保に関して

取組事項 取組主体 実施概要・問題点等

中核人材養成講座 （ 公 財 ） 南 信

州・飯田産業セ

ンター

（H21）EMC 技術者養成研修、現場改善 TSS 実践研修、

航空宇宙生産技術中核人材育成研修、航空宇宙品質

マネージメントシステム JIS Q 9100、三次元 CAD

（SolidWorks)金型応用研修、三次元 CAD（ロボット）

上級研修、（H22）ロボット制御技術（組込マイコン

実践）研修、難削材加工技術研修を開催した。

いずれの講座も定員に達する受講者であった。H23

年度からは、三遠南信地域広域基本計画に基づいて

人材育成事業（補助申請）を行った。

飯田産業技術大学 （公財）南信州・

飯田産業センタ

ー

企業から要望が多かった講座を中心に40講座を実施

し、日数では 123 日、参加企業は 231 社、全受講者

数は延べ 1,156 人が参加した。特に、飯田技術専門

校の協力を得て、汎用機器を使用した加工技術講座

を充実させることができた。（H23）

体験！ものづくり技

能フェスタ

（公財）南信州・

飯田産業センタ

ー

平成２４年１０月に長野県の松本市と諏訪市で開催

される技能五輪全国大会のプレイベントとして、職

人技の披露と様々なものづくり体験を実施した。

（H23）

ＥＭＣシンポジウム

ＩＩＤＡ

（公財）南信州・

飯田産業センタ

ー

ＥＭＣシンポジウムＩＩＤＡでは、公共交通機関の

ＥＭＣ技術と１ＧＨｚ以上の技術動向について業界

等で指導的な立場の方々の講演、また、講師の方々

及び技術者間との情報交流会を行った。（H23）

松川町無料職業紹介

所の開設

松川町 平成 21 年度から開設。町内企業と町民とをマッチン

グさせる就職支援。

松川町雇用奨励補助

金

松川町 平成 24・25 年度の実施。新卒雇用した町内企業へ１

人当たり 20 万円を補助。

機械要素技術展や技

能五輪への視察

松川町 町内企業や町民の研修を目的に、平成 24 年度初めて

実施。

産学官連携 泰阜村 村職員（嘱託）１名を共同研究のために企業に派遣。

職場実習 売木中学校 中学１年は地元の職場を、中学２年は村外の職場で

自習。

職業紹介 売木村 I ターン希望者への職業紹介
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③技術支援等に関して

取組事項 取組主体 実施概要・問題点等

研究開発支援 （ 公 財 ） 南 信

州・飯田産業セ

ンター

飯田市環境技術開発センターの入居企業やその他の

企業からの開発案件について、インキュベート委員

会等において評価を行ってきた。その中で、技術的

なアドバイス等が必要な場合には、共同研究の形で

工業技術センターが支援した。

新製品開発支援事業

（飯田市からの受託

事業）

（ 公 財 ） 南 信

州・飯田産業セ

ンター

緊急雇用事業の対象として開発補助者を配置すると

共に、製品開発等を行う企業を募集し「ものづくり

製品（試作）開発等支援補助金」を交付した。

飯田ビジネスネット

ワーク支援センター

共同受発注事業

（ 公 財 ） 南 信

州・飯田産業セ

ンター

機械要素技術展、ながのモノづくり技術展、諏訪圏

工業メッセ等に出展したほか、個別商談会等へも積

極的に参加し、この地域の技術力をアピールすると

ともに新たな優良顧客の確保に努めた。これらを通

じて受けた発注案件は、ネスクツールを利用して情

報の共有化を図り、成約が増えるよう取り組んだ。

飯田下伊那企業連携

製品開発

（ 公 財 ） 南 信

州・飯田産業セ

ンター

ネットワークを充実・活用したことにより、設計か

ら開発までを手掛けた新たな商品開発活動に数多く

取り組んできた。

機械要素技術展への

視察

松川町 町内企業や町民を視察に案内することで、今後の受

注や商品開発の支援に協力。

④その他の事業環境の整備に関して

取組事項 取組主体 実施概要・問題点等

企業誘致推進事業 飯田市、阿南町、

阿智村、喬木村、

豊丘村、松川町

首都圏を拠点とした専門員による企業情報の収集及

び誘致活動。企業アンケート調査と団地 PR。（H24）

工業技術センター・

ＥＭＣセンター

（ 公 財 ） 南 信

州・飯田産業セ

ンター

中核支援機関として、新製品開発のための分

析や相談、企業の製品不良対策、クレーム対策のた

めの依頼試験や機器貸付を行っており、立地企業の

使用が増えている。

新産業クラスター事

業

（ 公 財 ） 南 信

州・飯田産業セ

ンター

支援体制を強化するために、地域連携マネージャー

やコーディネーターを配置して、新産業クラスター

形成をめざして、分野ごとの事業を推進し、立地企

業に参画してもらっている。

企業誘致サポーター

の設置

松川町 平成 20～23 年度、民間企業退職者１人を置き企業誘

致専属で取り組むが、成果は無かった。
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２ 新規計画の必要性・方向性

(1) 新規計画策定の必要性、目指すべき方向性

・ 現行計画を策定した当初とは、リーマンショック、東日本大震災、さらにはユーロショックと本

地域を取り巻く社会経済環境は大きく変化している。そのため、現在の社会経済状況にあわせた

新たな基本計画を策定する必要がある。

・ 新たな基本計画では、６重苦ともいわれる製造業を取り巻く厳しい環境、人口減少時代を迎えた

市場縮小などを鑑みて、いわゆるものづくり産業だけにとらわれず、広く成長産業分野の集積を

図ることを目指す。

(2) 新たな目標値（目標値の妥当性、算定根拠も示す）

項 目 目標数値

指定集積業種の工場立地(敷地)面積(新規土地

取得分)
11.4 ha

指定集積業種の企業立地件数(新増設)(用地取

得を伴わない事業高度化を含む)
39件

指定集積業種の製品出荷額の増加額 175億円

指定集積業種の新規雇用者創出件数 604人

a.現状

(平成22年確報値)
b.計画終了後 c.増加率

集積区域における集積業種

全体の粗付加価値額
1,289 億円 1,361 億円 5.6 ％

現行計画期間の企業からの問い合わせ状況、各市町村の長期計画、提供できる用地面積等を考慮して、

５年間の目標件数を設定。これに基づき、原単位を用いて、工場立地面積、出荷額、付加価値額を算定。

具体的には、以下のとおり。

① 企業立地件数

② 増加する従業者数

目標立地件数（39 件）×2010 年の工業統計よりの南信州地域の一事業所あたりの従業員数（30.96

人）×0.5

＊0.5 倍するのは、新規立地が半分という想定。増設の場合は増加しないという想定。

③ 増加する出荷額

増加する従業者数（604 人）×2010 年の工業統計の長野県の従業者あたりの出荷額（0.29 億円）

＊長野県の数字を用いるのは、同年の南信州は 0.218 億円でこれを県水準にまで引き上げることを

目指すものです。

飯田市 松川町 高森町 阿南町 阿智村 平谷村 根羽村 下條村 売木村 天龍村 泰阜村 喬木村 豊丘村 大鹿村 合計
30 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 39
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④ 敷地面積

増加する出荷額（175 億円）×2010 年工業統計の「伊那・飯田地区」の出荷額あたりの敷地面積

（0.065ha）

⑤ 増加する付加価値額

従業者数（604 人）×2010 年の工業統計の長野県の従業者あたりの粗付加価値額（0.12 億円）

＊長野県の数字を用いるのは、同年の南信州は 0.079 億円でこれを県水準にまで引き上げることを

目指すものです。

(3) 現行計画の評価を踏まえた新規計画での取組事項

見直し内容

区域 集積業種
集積業種

（中分類ベース）
重点促進区域

工

場

立

地

法

の

特

例

事業環境整備等の取組

南信州14

市町村

高度ものづ

くり産業

地域風土密

着産業

頭脳活用産

業

印刷・同関連業

化学工業（1624 塩製造

業を除く）

プラスチック製品製造業

鉄鋼業

非鉄金属製造業

金属製品製造業

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電

子回路製造業

電気機械器具製造業

情報通信機械器具製造

業

輸送用機械器具製造業

食料品製造業

飲料･たばこ･飼料製造業

（105 たばこ製造業、106

飼料・有機質肥料製造業

高 森 町 山 吹

5208-1、5208-2、

5208-3、5208-4、

5208-7 、 5212 、

5213-2、5229-1、

5230-1、5230-17

阿南町富草4073、

4006-4 、 4014 、

4022、4073、4081、

4083-2、4085

阿智村春日1088-1

阿智村春日

1528-1、1528-2、

1528-3、1529-1、

1529-2、1531、

1532-1、1532-2、

1533-1、1533-2、

同

左

・三遠南信道路 IC 周辺に産業用地

の整備

・（公財）南信州・飯田産業センター

の機器整備、機能強化

・南信州テクノバレーマップ（仮称）の

作成

・展示会等各種機会を通じて、企業Ｐ

Ｒ

・優遇制度の拡充

・サテライトオフィス、バックオフィス

の需要に対して、求める条件に対し

て市街地の空き物件情報を整備す

る。

・廃校舎や古民家など遊休施設の利

活用の検討と他地域の事例研究。

・地域資源と立地優位性のＰＲ。

・Ｕターン、Ｉターン者の確保

・信州大学、明治大学、長野工業高

等専門学校等との産学連携の推進
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３ 年１回定期的な実態把握の方法（時期、測定方法）

毎年１月１日の時点での、本協議会参加の 14 市町村ごとに定量的（立地件数、雇用創出者数、

出荷額、付加価値額）、定性的に進捗状況調査表を作成し、協議会に報告し、協議会にてとり

まとめる

を除く）

木材・木製品製造業

パルプ・紙・紙加工品製

造業

なめし革・同製品・毛皮

製造業

はん用機械器具製造業

その他の製造業

学術・開発研究機関

洗濯・理容・美容・浴場

（7811リネンサプライ業に

限る）

通信業（3719 その他の

固定電気通信業に限る）

情報サービス業

インターネット付随サービ

ス業

専門サービス業（7261 デ

ザイン業に限る）

1533-3、1534-1、

1534-2、1535-1、

1535-2、1535-3、

1535-4、1536-1、

1536-2、1536-3、

1536-4、1536-5、

1536-6、1536-7、

1536-8、1538、

1539、1540-1、

1540-2、1542-1、

1542-2、1544-1、

1544-2、1545-1、

1547-1、1549-1、

1560-14、1560-17、

1560-23、1560-30、

1560-34、1560-60、

1560-61、1560-62、

1560-65、1560-68、

1560-69、1560-70、

1560-71、1560-80、

1560-81、1560-85



１．集積区域 南信州地域14市町村
（飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、
天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村の１市３町10村）

２．集積業種
①高度ものづくり産業 ②地域風土密着産業 ③頭脳活用産業

南信州地域産業活性化基本計画
南信州域14市町村ならびに県、産業支援関連機関等が一体となって、本地域において“強み”を発揮する産業である①「高度ものづくり産業」、②「地域風土密着産業」

③「頭脳活用産業」の３つの産業を基軸とした既存企業の高度化ならびに新増設等の新たな企業立地や設備投資等を積極的に促し、本地域の産業活性化を図る。この
実現のために関係各機関が受け皿整備、人材育成、事業環境整備を行う

計画のポイント

３．集積区域における集積業種に係る成果目標
（目標：平成２９年度）

○粗付加価値額増加額 72億円 ○新規立地件数 39件
○製造品出荷額増加額 175億円 ○製造業従業者数増加数 604人

４．目標に向けた事業環境整備等
○工場用地等の整備
・三遠南信道路IC周辺に産業用地の整備検討
・空き工場建屋、遊休地等の情報収集及び活用
・貸し事業所（貸工場・貸事務所等）整備検討
・廃校舎や古民家など遊休施設の利活用

○人材育成・確保
・人材育成支援（ネットワークの活用、技術技能の向上）
・人材確保支援（Ｕ・Ｉ・Ｊターン支援、大学との連携）

○技術支援等
・「南信州・飯田産業センター」の機能拡充・強化の検討
・技術高度化による成長産業分野への進出促進支援

○事業環境整備
・優遇制度拡充の検討
・「南信州テクノバレーマップ」（仮称）の作成検討
・地域アドバイザー等の連携推進
・販路開拓支援
・広域連携による新事業支援

①高度ものづくり産業
トップクラスの精密機械関連、電気・電子機械関
連およびその周辺産業のさらなる集積を図る

②地域風土密着産業
本地域の自然、歴史に根付いた、食
品、紙、皮革等と大学・各種研究機
関、医療機関等による「農工連携」、
「医工連携」、観光業と連携した医療
ツーリズムの推進などを行う

③頭脳活用産業
内陸、固い地盤、中央リニア新幹
線などの条件を活かし、情報サー
ビス業やインターネット関連産業、
デザイン業の集積を図る
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