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（道） 

 

推進方針１ 人とものの交流促進 

 地域内の基盤整備と、圏域内外の人とものの交流を促進し、中核的都市圏となる地域基盤の形成を

図る。 

 

主要施策① 地域基盤となる広域ネットワークの整備 

【想定される事業】 

・三遠南信自動車道の整備促進 

・浜松三ヶ日・豊橋道路の早期着工の促進 

・国道 1号、151号、152号、153号、東三河縦貫道の整備促進   など 

 

 

主要施策② 広域ネットワークの効率的な利用促進 

【想定される事業】 

・リニア中央新幹線と、既存交通ネットワークの相互利活用の促進 

・三遠南信自動車道、豊橋・浜松環状道路などの利活用の促進 

・港湾、空港、高速道路のネットワークによる物流効率化 

・広域的な交通計画の策定   など 

 

 

推進方針２ 情報の交流促進 

 県境や、中山間地域、内陸、太平洋沿岸の地域を越えた情報の共有を進め、中核的都市圏として情

報の交流促進を図る。 

 

主要施策① 県境を越える情報共有化の推進 

【想定される事業】 

・TV、ラジオ、新聞などのメディアと連携した三遠南信地域情報の発信 

・SNS、広報紙を活用した三遠南信地域情報の共有化   など 

 

 主要施策② 情報通信技術の高度化に伴う情報基盤の整備 

【想定される事業】 

・無料 Wi-Fiのエリア拡大 

・テレビ会議システムの確立   など 

 

 

基本方針１  中部圏の中核的都市圏となる地域基盤の形成 

圏域内外の人・もの・情報の交流を一層進めることで、中部圏の中核的都市圏となる地域基盤の

形成を目指す。 
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（技） 

基本方針２  革新を取り込む産業創造圏の形成 

圏域内の産学官が連携し、既存産業の活力増進を図りつつ、産業構造の転換期を先取りすること

で産業創造力を強化し、革新を取り込む産業創造圏の形成を目指す。 

 

推進方針１ 既存産業の活力増進 

 官民の境を越えた人材・労働力の育成・確保と、県境を越えた広域的な産業連携活動を通じて、地

域内の既存産業の継承と活力の増進を図る。 

 

 主要施策① 人材・労働力の確保・育成 

【想定される事業】 

・地域外からの人材の誘致 

・地域内人材の定着強化   など 

 

 主要施策② 広域的な産業連携活動の推進 

【想定される事業】 

・三遠南信地域内・外での企業連携の強化 

・農林水産業の連携活動の促進 

・TOKAIVISIONを意識した東海地域での産業連携の強化 

・金融機関連携の促進   など 

 

 

推進方針２ 産業創造力の強化 

  特徴ある産業クラスターの形成や技術革新の先取り、起業家支援による新産業の創出を通じて、産

業創造力の強化を図る。 

 

主要施策① 企業誘致と特徴ある産業クラスターの形成 

【想定される事業】 

・地域で連携した企業の誘致 

・特徴ある産業クラスターづくりの推進   など 

 

 主要施策② 技術革新に対応した新産業の創出 

【想定される事業】 

・新産業の創出に向けた産学官の連携強化 

・ベンチャー企業等への広域的な支援体制の整備 

・新技術を保有する企業等の誘致   など 

 

 主要施策③ 起業家支援とソーシャルビジネスの育成 

【想定される事業】 

・起業家のネットワーク形成や支援、育成 

・ソーシャルビジネスの育成   など 
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（技） 

基本方針２  革新を取り込む産業創造圏の形成 

圏域内の産学官が連携し、既存産業の活力増進を図りつつ、産業構造の転換期を先取りすること

で産業創造力を強化し、革新を取り込む産業創造圏の形成を目指す。 

 

推進方針１ 既存産業の活力増進 

 官民の境を越えた人材・労働力の育成・確保と、県境を越えた広域的な産業連携活動を通じて、地

域内の既存産業の継承と活力の増進を図る。 

 

 主要施策① 人材・労働力の確保・育成 

【想定される事業】 

・地域外からの人材の誘致 

・地域内人材の定着強化   など 

 

 主要施策② 広域的な産業連携活動の推進 

【想定される事業】 

・三遠南信地域内・外での企業連携の強化 

・農林水産業の連携活動の促進 

・TOKAIVISIONを意識した東海地域での産業連携の強化 

・金融機関連携の促進   など 

 

 

推進方針２ 産業創造力の強化 

  特徴ある産業クラスターの形成や技術革新の先取り、起業家支援による新産業の創出を通じて、産

業創造力の強化を図る。 

 

主要施策① 企業誘致と特徴ある産業クラスターの形成 

【想定される事業】 

・地域で連携した企業の誘致 

・特徴ある産業クラスターづくりの推進   など 

 

 主要施策② 技術革新に対応した新産業の創出 

【想定される事業】 

・新産業の創出に向けた産学官の連携強化 

・ベンチャー企業等への広域的な支援体制の整備 

・新技術を保有する企業等の誘致   など 

 

 主要施策③ 起業家支援とソーシャルビジネスの育成 

【想定される事業】 

・起業家のネットワーク形成や支援、育成 

・ソーシャルビジネスの育成   など 
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（風土） 

基本方針３  塩の道文化創造圏の形成 

三遠南信地域特有の地域資源の新たな価値づくりに取り組み、保存・活用・発信を行うことで、

塩の道文化創造圏の形成を目指す。 

 

推進方針１ 地域資源を活かした広域観光の推進 

 地域資源を活用した広域観光を推進するプロモーションやネットワークづくりにより、広域観光の

推進を図る。 

 

主要施策① 広域観光プロモーションの推進 

【想定される事業】 

・「日本遺産」認定に向けた、連携活動の実施 

・JR飯田線、天竜浜名湖鉄道線、路線バスを活用した広域観光プロモーションの実施 

・プロモーションに活用する広域観光ルートの策定 

・「おんな城主 直虎」放映終了後の継続した観光プロモーションの実施   など 

 

 主要施策② 広域観光を推進するネットワークづくり 

【想定される事業】 

・道の駅、SA・PA等の観光ネットワークづくり 

・地域内での軽トラ市の連携ネットワークづくり 

・リニア中央新幹線の長野県駅（飯田市内）の活用   など 

 

 

推進方針２ 地域資源の保存と継承 

  三遠南信地域特有の地域資源の有効利用するための塩の道文化の啓発や、保存継承することで、塩

の道文化創造圏の地域資源の再認識と継承を図る。 

 

 主要施策① 塩の道文化の啓発と人材の確保・育成 

【想定される事業】 

 ・地域おこし協力隊の交流機会の創出 

 ・伝統芸能への若者の参加促進 

 ・保存団体と企業との相互協力   など 

 

 主要施策② 歴史・文化・自然資源の保全 

【想定される事業】 

 ・地域資源の発掘や情報の発信   など 

 

  

  

 

 

（山・住） 

基本方針４  安全安心な広域生活圏の形成 

資源の循環利用を流域圏で進めながら、中山間地域も含めた圏域全体の生活環境の維持と向上に

より、安全安心な広域生活圏の形成を目指す。 

 

推進方針１ 流域定住推進モデルの形成 

 上流域と下流域の双方の長所を生かした、居住、健康、防災などの生活環境を整備し、流域定住モ

デルの形成を図る。 

 

主要施策① 移住・定住事業の広域的連携の推進 

【想定される事業】 

・首都圏への移住・定住情報発信や婚活事業の共同実施 

・上流域と下流域での二地域居住の推進 

・飯田線等、中山間地域の交通ネットワークの整備   など 

  

主要施策② 広域的な健康づくり事業の推進 

【想定される事業】 

・健康・医療・介護等の核的施設の共同利用 

・緊急救急医療の広域連携の推進   など 

 

 主要施策③ 広域的な防災体制の充実化 

【想定される事業】 

・三遠南信災害時相互応援協定に基づいた具体的活動の検討 

・三遠南信地域外との防災連携   など 

 

 主要施策④ 公共施設等の有効的な広域利用 

【想定される事業】 

・廃校、遊休公共施設の広域利用体制の整備   など 

 

 

推進方針２ 自然資源の循環利用の推進 

 森林資源等の自然資源を広域的に利用し、中山間地域も含めた圏域全体での循環利用の推進を図る。 

 

主要施策① 流域自然資源の広域的な有効利用 

【想定される事業】 

・農林業の有効的な活用 

・再生エネルギー開発事業の推進 

・地域おこし協力隊の交流機会の創出   など 

 

 主要施策② 環境保全活動の推進 

【想定される事業】 

・三遠南信地域の環境保全・保護団体等の情報交換   など 
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（風土） 

基本方針３  塩の道文化創造圏の形成 

三遠南信地域特有の地域資源の新たな価値づくりに取り組み、保存・活用・発信を行うことで、

塩の道文化創造圏の形成を目指す。 

 

推進方針１ 地域資源を活かした広域観光の推進 

 地域資源を活用した広域観光を推進するプロモーションやネットワークづくりにより、広域観光の

推進を図る。 

 

主要施策① 広域観光プロモーションの推進 

【想定される事業】 

・「日本遺産」認定に向けた、連携活動の実施 

・JR飯田線、天竜浜名湖鉄道線、路線バスを活用した広域観光プロモーションの実施 

・プロモーションに活用する広域観光ルートの策定 

・「おんな城主 直虎」放映終了後の継続した観光プロモーションの実施   など 

 

 主要施策② 広域観光を推進するネットワークづくり 

【想定される事業】 

・道の駅、SA・PA等の観光ネットワークづくり 

・地域内での軽トラ市の連携ネットワークづくり 

・リニア中央新幹線の長野県駅（飯田市内）の活用   など 

 

 

推進方針２ 地域資源の保存と継承 

  三遠南信地域特有の地域資源の有効利用するための塩の道文化の啓発や、保存継承することで、塩

の道文化創造圏の地域資源の再認識と継承を図る。 

 

 主要施策① 塩の道文化の啓発と人材の確保・育成 

【想定される事業】 

 ・地域おこし協力隊の交流機会の創出 

 ・伝統芸能への若者の参加促進 

 ・保存団体と企業との相互協力   など 

 

 主要施策② 歴史・文化・自然資源の保全 

【想定される事業】 

 ・地域資源の発掘や情報の発信   など 

 

  

  

 

 

（山・住） 

基本方針４  安全安心な広域生活圏の形成 

資源の循環利用を流域圏で進めながら、中山間地域も含めた圏域全体の生活環境の維持と向上に

より、安全安心な広域生活圏の形成を目指す。 

 

推進方針１ 流域定住推進モデルの形成 

 上流域と下流域の双方の長所を生かした、居住、健康、防災などの生活環境を整備し、流域定住モ

デルの形成を図る。 

 

主要施策① 移住・定住事業の広域的連携の推進 

【想定される事業】 
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・上流域と下流域での二地域居住の推進 
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主要施策② 広域的な健康づくり事業の推進 

【想定される事業】 

・健康・医療・介護等の核的施設の共同利用 

・緊急救急医療の広域連携の推進   など 

 

 主要施策③ 広域的な防災体制の充実化 

【想定される事業】 

・三遠南信災害時相互応援協定に基づいた具体的活動の検討 

・三遠南信地域外との防災連携   など 

 

 主要施策④ 公共施設等の有効的な広域利用 

【想定される事業】 

・廃校、遊休公共施設の広域利用体制の整備   など 
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 森林資源等の自然資源を広域的に利用し、中山間地域も含めた圏域全体での循環利用の推進を図る。 
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・農林業の有効的な活用 

・再生エネルギー開発事業の推進 
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・三遠南信地域の環境保全・保護団体等の情報交換   など 
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