10月第２回定例記者会見 次第
2018年 10月 25日 （木 ）
市長公室
１ 開

会

２ 市長あいさつ

３ 発表事項
（１）第12回 飯田丘のまちフェスティバルの開催について（追加情報）【産業経済部】

４ 閉

会

☆ 今後の記者会見の予定
11月定例
第４回定例会告示日

2018年11月5日（月）
2018年11月19日（月）

09:00～
09:00～

市長公室
市長公室

平成 30 年 10 月 25 日（木）

さらに、さらに！楽しさてんこ盛り♡

丘フェス最新情報をお知らせします
いよいよ開催が迫ってまいりました。第 12 回飯田丘のまちフェスティバルの追加情報をお知らせします。
１．自動運転と連動した VR コンテンツ体験について
(1)イベントについて
11 月 3 日(土・祝) 11:00～16:00 まで
＊車両はレベル３の自動運転走行を実施。１回 2 人乗りで、1 回 15 分程度（うち VR 体験は 3 分程度）となります。
＊一般の方の乗車体験について、2 回に分けて 28 名様分の整理券を配布します。(①11:30～ ②14:30～)
＊飲酒をされている方、13 歳未満の方は乗車体験ができません（整理券配布の際、誓約書にサインが必要です）。
＊VR コンテンツのみの体験も予定しています。
＊KDDI 株式会社との協働事業です。後夜祭「飯田の未来を語ろう」では KDDI 担当者様から、今回の取組についてお
話し頂く予定です。
(2)事前準備について
10 月 29 日(月)～11 月 2 日(金) 9:00～17:00
実施場所にて自動運転車両等の調整を実施します（交通規制はありません）。
２．ミニｅスポーツ大会
中央公園(プール跡地)で開く「高校生と遊ぼう！」では恒例のプラレール広場に加え、子供たちが楽しめる広場を展開
します。飯田 OIDE 長姫高等学校生徒の運営により、コンピューターゲームで競う「ｅスポーツ大会」を実施します。
３．ナミキちゃん＆イフムちゃんがかわいいマシュマロに！
「飯田丘のまちフェスティバル×天恵製菓」コラボ商品で、ふんわかチョコたんにイラストを転写したマシュマロを 200 セット
無償提供いただきました。後夜祭、じゃんけんラリー等の景品にて無料配布させていただきます。
４．お裁縫コンテスト作品を展示中
今年初めて実施したお裁縫コンテストに、35 の力作が揃いました。11/3 まで川本喜八郎人形美術館にて展示してい
ます。
５．各種前売りチケット発売中！
南信州酒メッセ、IIDA COFFEE FESTIVAL 等の前売り券を各プレイガイドで発売中。お早めにお買い求めください。
添付資料の有無
□なし

■あり（別添のとおり）

飯田市ウェブサイトへの掲載

【アピールポイント】
□なし
■あり
□後日掲載

【その他】

発表の趣旨
□ 政策・施策・事業等の発表
■ イベント等の事前告知
■ 当日の取材依頼

■ 市民・対象者等に対する周知依頼

□ イベント・事故等の事後告知

□ その他

問い合わせ先
産業経済部 商業・市街地活性課
中心市街地活性化係
担当:西しのぶ

内線：4651

電話:0265-22-4511

F A X :0265-52-1719

Email:ic2689@city.iida.nagano.jp

2018 年 10 月 24 日
＜報道発表資料＞
長野県 飯田市
KDDI 株式会社

自動運転と連動した VR コンテンツ体験の実証実験を実施
～飯田市と KDDI、地域活性化を目的とした包括協定を締結～

飯田市（長野県飯田市、市長:牧野 光朗、以下 飯田市）
、KDDI 株式会社（本社:東京都千代田区、
代表取締役社長：髙橋 誠、以下 KDDI）は、2018 年 11 月 3 日に飯田市で開催される「飯田 丘の
まちフェスティバル」にて、一般公道を自動運転車で実際に走行し、自動運転用の 3D マップと連
動した VR コンテンツの視聴体験の実証実験（以下 本実証）を実施します。本実験において、自動
運転車に乗車中に、VR 機器を通して走行場所にあわせた観光情報が表示される体験について実証し
ます。
なお、本実証はアイサンテクノロジー株式会社、株式会社ティアフォー、株式会社シナスタジア
の協力のもと実施します。

＜体験イメージ＞
合わせて、2018 年 10 月 24 日に、飯田市と KDDI は XR や自動運転技術を活用した地域活性化
を目的とした包括協定（以下 本協定）を締結しましたのでお知らせします。
本協定を通じて、5G 時代を見据え、飯田市と KDDI は協働で XR や自動運転などの先端技術やノ
ウハウを活用し、飯田市の伝統文化と最新技術を組み合わせたサービスの共創を推進していきます。
KDDI は、「通信とライフデザインの融合」を推進し、“ワクワクを提案し続ける会社”として、AI
や XR 技術を活用した自治体との取り組みを実施することで、新しい体験価値を創造していきます。
詳細は別紙をご確認ください。

＜別紙＞
１．「飯田 丘のまちフェスティバル」における自動運転連動 VR 体験の概要
KDDI は、飯田市で開催される「飯田 丘のまちフェスティバル」において、日本で初めて既存の
信号機を撤去してラウンドアバウトを実現した「東和町ラウンドアバウト」において、一般公道を
自動運転車で実際に走行し、3D マップと連動した VR コンテンツの視聴体験の実証実験を実施しま
す。

（1）実施概要
①目的
2027 年開業予定のリニア中央新幹線の停車駅となる飯田市において、駅から観光地へ
の区間の自動運転と、VR を活用した利便性向上のための実証。
②実施内容
・ラウンドアバウト周辺においてレベル３の自動運転走行を実施。
・一般の方を対象に、自動運転乗車時に、3D マップと連動して走行場所や沿道風景に合わせた
観光情報等を、VR 機器を通じて表示する VR コンテンツ体験と、アンケートによるフィード
バック取得

③実施日時
2018 年 11 月 3 日

11 時から 16 時

※1 回 15 分程度

④実施場所
長野県飯田市中央通り 3、4 丁目交差点付近から東和町ラウンドアバウト

（2）各社の役割
飯田市：自動運転実施のための関係各所との調整および実施内容企画
KDDI：本実証実験のための関係各所との調整および実施内容企画
アイサンテクノロジー：3D マップ作成および関係各所調整サポート
ティアフォー：自動運転走行のためのセットアップおよび走行テスト
シナスタジア：3D マップと連動した VR コンテンツの開発

２．包括提携の概要
飯田市、KDDI が保有するそれぞれの資源を有効に活用し、同市の地域が抱えるさまざまな課題

解決のための取り組みを協働で検討し、地域を活性化することを目的に、以下の通り包括連携協定
を締結します。
（１）XR（AR/VR/MR 等）技術の活用に関する事項
（２）自動運転技術の活用に関する事項

参考：KDDI の地域連携の取り組みについて
http://www.kddi.com/corporate/regional-initiative/

■飯田丘のまちフェスティバル（丘フェス）とは
「飯田丘のまちフェスティバル」は、飯田市中心市街地を会場に、毎年「文化の日」11 月 3 日に
開催している「サブカル・グルメの大祭典」として愛される催しで、本年 12 回目を迎えます。
フィギュア展示販売をおこなう「インターナショナル・フィギュア・マーケット」、コスプレコー
ナーや痛車・ドール展示等、ポップカルチャーのコンテンツに併せ、南信州の特産品を集めた「南
信州グルメサミット」
、長野県内の酒蔵が集結し飲食や試飲のできる「南信州酒メッセ」を展開して
います。
日時：2018 年 11 月 3 日 11 時から 16 時（雨天決行、ただし内容一部変更あり）
場所：飯田中心市街地
（りんご並木、本町 1 丁目、銀座 1 から 4 丁目、知久町 1 丁目、中央通り 1 から 4 丁目、
中央公園、飯田市公民館）
http://namikichan.com/
■ラウンドアバウトとは
速度抑制効果による安全性、多枝交差点の制御も可能で、無駄な信号待ち時間の解消による円滑
性、それに伴う環境性、災害時や停電時も自立性を発揮することで災害に強いことなど、
「人にも環
境にもやさしい」交差点です。
飯田市では、
「吾妻町ラウンドアバウト」における本格的ラウンドアバウト化のための社会実験に
より、その構造改良効果を実道で実証し、日本で初めて既存の信号機を撤去して「東和町ラウンド
アバウト」を実現しました。
https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/29/raundoabautotorikumi-1.html

以 上

【報道機関からのお問い合せ先】
KDDI 株式会社 広報部 TEL（03）6678-0690
飯田市 産業経済部 商業・市街地活性課 中心市街地活性化係
担当:西 TEL（0265）22-4511 内線 4651

自動運転と連動した VR コンテンツ体験について
１．自動運転ルート
中央通り 3.4 丁目交差点付近〜東和町ラウンドアバウト(２週)〜中央通り 3.4 丁目付近

☆＝発着場所
□＝受付
２．使⽤する⾞両
トヨタ︓エスティマ（アイサンテクノロジー株式会社 所有）
３．VR コンテンツ イメージ図

レナ(KDDI／飯⽥市非常勤特別職員)、ぽぉ(いいだ⼈形劇フェスタマスコットキャラクター)、ナミキちゃん(飯⽥丘の
まちフェスティバルマスコットキャラクター)が VR に登場します。なお、ナミキちゃんのキャラクターボイスは、⾼⽊美佑(声優
／丘フェス PR ⼤使)さんがつとめます。

