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飯島町 環境循環ライフ構想
リニア新時代に備え、⾃然環境を資本とした経済基盤を構築し、新しい価値の創出と⽥舎の底⼒を発信する。

⽊質バイオマス発電からの廃熱利⽤で、
温室ハウスなど複数の施設に熱供給システム
を構築

森林整備
⽊材活⽤

■バイオマス発電

⽔道⽤⽔を活⽤した⼩⽔⼒発電
【最⼤⽔量】︓0.069m3/s（⽔⾞0.1m3/s）
【想定最⼤出⼒】︓160kW 排熱を利⽤した

農作物や六次産業
製品開発

⾃然に囲まれて働きたい

単位地域発電⽤のシステム構築
（分散型エネルギー）

多様な農業ビジネスの展開

農業は地域の基盤産業、高齢化や
後継者不⾜を打開する魅⼒プラス

マイクログリッド

■飯島流ワ―ケーション

■アグリイノベーション2030

災害時でも電源供給可能な
エネルギーシステム

新たな観光スタイルの推進

新たな移住定住へのアプローチ

新たな農業価値の創造

新たな都市農村交流・関係⼈⼝拡⼤

新たな生活様式の構築

農地付トレーラーハウスを拠点として、
仕事＋休暇＋農業塾＋⾃然文化体験で癒される
ストレス解消を数値化して効果を実感

日本食農連携機構と連携し20代30代の若者が新たな発
想で都市と直結した儲かる農業に取り組む仕組づくり

１

豊富な⽔源
⾃主財源確保

観光資源は⾃然と共生する知恵を持つ町⺠
飯島ツアー150選オプションメニューは
農業や⽥舎暮らしの達⼈が楽しく案内します

働きながら農業がしたい

農業ヒーリングを体験したい

地方創生

⽥舎暮らしの達⼈に習う

⼤相撲の土表を作る職⼈のワラ細工講習そば打ち名⼈から習いたい

■⽔⼒発電



⽔⼒発電事業
美しい⾃然景観等の地域資源を最⼤限活⽤しながら⾃⽴・分散型の社会を形成しつつ、地域の特

徴に応じて資源を補完し⽀え合うことにより、地域の活⼒が最⼤限に発揮されることを目指し「環
境循環ライフ」を推進

１.事業概要
「飯島町地域⽔道ビジョン」※で掲げる基本方針、「安心」「安定」「持続」「環
境」に基づき、⽔のエネルギーを利⽤した⽔⼒発電を導⼊し、暮らしを⽀える強靭
で快適なライフラインの創造を図ります。更に災害時に電⼒供給可能な「地域連携
⽔⼒発電マイクログリッド」の構築を目指します。※平成23年（2011年）９月策定

２.事業内容

３.事業効果
①地域の⽔資源を生かした電⼒の地産地消
②浄⽔場運転経費の軽減
③電⼒販売による⾃主財源の確保
④防災拠点等への電源を供給（電⼒の地域内循環）

４.事業イメージ（飯島町⽔道⽤⽔活⽤発電）
①⽔道⽤⽔を活⽤した⼩⽔⼒発電所の新設（案）
・⽔源である与⽥切川の恵みを最⼤限に生かす
・取⽔直前に発電、⽔道施設への電⼒を賄う
・災害時にマイクログリッドにより町有施設へ供給すること
も想定

②七久保北村地点（灌漑⽤⽔）発電検討
・農業⽤⽔路での⼩⽔⼒発電計画
・現在⽔量等の調査中

③地域の⽔資源を活⽤した⼩⽔⼒発電の可能性調査
・上記①②のほか、地域に秘められた⽔⼒発電
ポテンシャルの再発掘

・与⽥切川下流側（市街地付近）に設置できれば
マイクログリッド構想に有利に働く

送電
鉄塔

【標高】︓930ｍ（有効落差︓310ｍ）
【最⼤⽔量】︓0.069m3/s（⽔⾞0.1m3/s）
【想定最⼤出⼒】︓160kW
【通常時】発電で得られた電⼒は樽ヶ沢浄⽔場

で使⽤（余剰分については売電予定）
【災害時】発電で得られた電⼒を浄⽔場及び町

の主要施設へ配電し、停電を回避する。
また災害時に電気製品（スマートフォン
など）の充電拠点を整備することも想定

⽔道施設
沈砂池

２

（⻑野県企業局と連携して町が儲かる具体的方策を実現します）



バイオマス発電事業

１.事業概要
地産地消に向けた取り組みとして「くらし＋エネルギー＋農＋食の維持」に向け、

バイオマス資源の有効利⽤により、新しい時代にも対応できる産業を構築。更に
「アグリイノベーション2030」を推進

①林業・⽊材産業の振興（間伐及び育林促進）
②森林機能の回復
・⽔源かん養（⽔源としての保⽔）
・山地災害防止、土壌保全（災害に強い山）
・⽊材生産（材⽊、路網整備）など

③路網整備による観光振興
④二酸化炭素排出の抑制
（森林整備によるＣＯ２吸収量の増加）

４.事業イメージ

収 集

林業事業体・⺠間施設
チップ化・粉砕化

農業利⽤ ■アグリイノベーション2030事業

ペレットガス化
熱電併給

排熱を分散する
システム

排熱利⽤

日本食農連携機
構と連携し、
20代から30代
の若者が新たな
発想で儲かる農
業に取り組む仕
組づくり ３

２.事業内容

３.事業効果

間伐材・林地残材

農業振興︓温室栽培、加熱加工食品、農産物生産

①間伐や伐期を迎えた樹⽊を伐採するなどの適切な森
林整備

③バイオマス発電施設より発生するエネルギー（排熱）
を農業施設に利⽤し、冬も通して⾏える年間的な農業
を促進

②未利⽤間伐材等が燃料として価値を持つことによる、
林業経営に寄与、森林整備の促進

美しい⾃然景観等の地域資源を最⼤限活⽤しながら⾃⽴・分散型の社会を形成しつつ、地域の特
徴に応じて資源を補完し⽀え合うことにより、地域の活⼒が最⼤限に発揮されることを目指し「環
境循環ライフ」を推進

（事業主体は⼤⼿⺠間企業で上下伊那の森林整備促
進も期待できます）



アグリイノベーション2030事業
地域特性を生かした産業の創造と振興のまちづくり
ふたつのアルプスの恵みがもたらす農地や森林、⽔などの地域資源を生かした、新たな農業方法

により活⼒あるまちを目指します。

1.事業概要
20代・30代の若い農業者が最先端技術と設備を駆使し、付加価値の高い農産物を

生産する工業型農業を展開することにより、安定的で十分な収⼊と整った労働環境を
築き、農業が若者にとって魅⼒的な産業として選択されることを目指すものです。
更に、農業の担い⼿の一翼として期待される新規就農希望者を積極的に受け⼊れ、

就農準備から経営開始後のアフターケアまで、関連機関と連携して⽀援します。

4.事業イメージ

バイオマス発電施設

排熱の供給

・安定収入
・休日の確保
・福利厚生の充実

付加価値の高い
農産物の生産

整った労働環境の構築
日本食農連携機構

市場・食品関連企業

高品質化と省力化

連携

ﾏｯﾁﾝｸﾞ

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

都市部をターゲットに
プレミアム販売

２０代・３０代の若者による魅力的な農業の実践

都市部や地元の若者が
就業先として農業を選択

2.事業内容
①バイオマス発電施設の排熱を利⽤し、
温室ハウスで付加価値の高い農産物を
生産

②ITやICT、AI等の先端技術を活⽤し、
高品質化と省⼒化を実現

③食農連携機構と連携し、都市部市場や
食品関連企業への販路を開拓

3.事業効果
①儲かる農業の実践により若者雇⽤を創出
②整った労働環境を構築し、農業のイメージ
を刷新

③新規就農希望者を受け⼊れ、農業の担い⼿
不⾜を解消

④産地競争⼒の強化（担い⼿の経営発展）
４

（都市直結の企業や、ＪＡ、若⼿農業者の参
加で儲かる農産物を全国に押し出します）



農業型ツアー・
飯島流ワーケーション事業
農業をプラットフォームに「スローライフ」「癒し」「熟成」を求める都市住⺠が⽥舎暮らしの

達⼈に学ぶ。⼈的交流から関係⼈⼝を創出し、新型コロナウイルスからの反転攻勢と地域活性化を
図る「地方創生プロジェクト」を推進

１.事業概要
ウィズ・コロナの時代での３密を避ける健康志向により、⾃然の中でアクティビ

ティ―やテレワークを求める社会的ニーズが高まっており、都市部の「生活・働
く」に、地方での「生活・働く」の選択肢をプラス。更に「観光・農業」による癒
しの要素を加え、新たな地域移住の需要の受⼊れ体制を構築します。

２.事業内容（産学官⺠との連携事業）
①滞在施設等の整備
トレーラーハウス５台、インフラ整備（地方創生臨時交付
⾦第２次分活⽤）、空き家、農泊

②農業プログラム作成
営農組合、農業法⼈と協⼒し「農業塾（都市住⺠が⾃分の仕
事をしながら農業に就くスタイル）」を構築

③地域文化交流・⾃然体験メニューのプログラム化
町営業部・観光戦略会議を中心に⺠間関係団体と体制整備

④農業ヒーリングの研究（⼤学と連携）
地域での農ある暮らしが都市の企業従事者のストレ ス軽減に
もたらす効果の研究

３.事業効果
①新たな生活様式の構築（都市企業等ターゲット）
②新たな農業価値の創造（ヒーリング効果、農福連携）
③新たな観光スタイルの推進（農山村活性化対策）
④新たな移住・定住へのアプローチ（地域活性化対策）
⑤新たな観光・農泊ビジネスの構築

働きながら農業
がしたい・・

蕎⻨打ち名蕎⻨打ち名
⼈から習い
たい・・

農業ヒーリ

したい・・

農業ヒーリ
ングを体験
したい・・

４.事業イメージ

ま
ち

（⼿段）地域の移住施策との連携

（⼿段）多様な受⼊れメニュー

都
市
企
業
等

農業を学び体験する「農業塾」
■年間コース（実践）企業専⽤農地
お米、野菜、果樹、花卉、菌茸

■短期コース（体験・収穫）
家庭菜園

魅⼒体験（アクティビティ）
地域住⺠とのプログラムによる交流
■トレッキング、蕎⻨打ち、わら細⼯など

魅⼒的
な地域
資源

•通勤ストレス・通勤時間ロス課題課題
•新型コロナウイルス感染拡⼤に伴う働き方課題課題 ５

（飯島の⾃然や癒しを売りにした滞在型
メニューで全国から⼈を呼び込みます）

⾃然に囲まれ
て働きい・・



＜飯島町営業部＞町民有志120名参加（4年目） ＜飯島町観光戦略会議＞町民15名選抜（3年目）

＜飯島流ワーケーション＞

飯島ツアー150選
メニューブック
メニュータイトル・場所

担当者・人数制限・所要時間
料金・時期他

自然部会 食部会

花部会 文化部会

アウトドア部会

・地域資源発掘・育成

情報提供・メニュー推薦

農業部会

観光資源「⽥舎暮らしの達⼈に習う」
・飯島ツアー年間メニュー編集
・ツアー実施人材発掘
・観光資源イベントブラッシュアップ

まとめ

・農業塾 ・地域文化体験 ・地域自然体験

農地付きトレーラーハウス・農家民泊・宿泊施設

総合窓口・案内・ツアー手配（営農組合・協力隊）

文化部会

自然部会

ワーケーション相関図

田園回帰志向の受け皿
都市農村の関係人口拡大
新しい生活様式の実践
新しい観光スタイルの挑戦
新しい農業価値の創出
新しい移住定住のアプローチ

オプション
ツアー

農業者主催 町民グループ主催 町民グループ主催

（Ｒ３始動準備）

アドバイザー食農連携機構

宿泊拠点

運営母体

６


