
北陸新幹線飯山駅開業

長野県・飯山市
信州いいやま観光局の取組み

一般社団法人信州いいやま観光局

営業企画課 インバウンド推進室・柴田さほり
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北陸新幹線路線図
新幹線飯山駅

東京駅から飯山駅ま
で最短1時間40分！
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これまでの飯山市の観光への取組みについて

もともと基幹産業は農業

日本でも有数の豪雪地帯

冬の農閑期は出稼ぎへ

昭和30年代からスキー場開発(スキーブーム)

飯山市内には最大６箇所のスキー場（現在2カ所）

平成３年スキー場入込客数がピーク(年間１４４万人)

少子高齢化、スキー人口の減少

入込客数は右肩下がりに

人口約2万1千人
7



グリーン期は４月～１１月、ホワイト期は１２月～３月

飯山市観光入込客数推移

1,922,900
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平成22年 信州いいやま観光局が設立

(財)飯山市振興公社

いいやま湯滝温泉
なべくら高原・森の家
道の駅 花の駅千曲川

飯山市観光協会

観光プロモーション
旅行会社営業

着地型旅行商品造成

一般社団法人信州いいやま観光局設立

北陸新幹線開業を見据えて、より強固な観光組織の構築
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平成27年3月14日 北陸新幹線飯山駅が開業
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Iiyama city / Madarao Mountain Resort

Powder
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広域観光連携「信越自然郷」について
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信越自然郷の取組みがスタート

北陸新幹線飯山駅開業に向けて、長野と新潟
の9市町村の63団体で構成する「信越9市町村
広域観光連携会議」を組織

→飯山市、妙高市、中野市、飯綱町、信濃町、山ノ内町

木島平村、栄村、野沢温泉村

平成24年1月に設立、会長は飯山市長

事務局は飯山市広域観光推進室に設置

「事業推進部会」、「観光振興部会」、「交
通アクセス案内所部会」、「受入体制整備部
会」の4部会で事業推進

→平成27年4月から事業部会に統合
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信越自然郷の位置

半径20km
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「地域連携DMO」候補法人への登録

平成28年2月、一般社団法人信州いいやま観光
局が信越自然郷の広域観光を推進することなど
を目的に「地域連携ＤＭＯ」候補法人として登
録

飯山駅観光交流センターを広域観光を推進する
ための部署として位置付け

いずれは別法人を立ち上げ、独立した法人が信
越自然郷エリアのマーケティング・マネジメン
トを行うことも視野に

平成30年3月「地域連携DMO」として、正式に
日本版DMO法人に登録。
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「地域連携ＤＭＯ」推進体制

≪地域連携ＤＭＯ候補法人≫

信州いいやま観光局 信越９市町村広域観光
連携会議

【担当部署】
飯山駅観光交流センター

【事務局】
飯山市広域観光推進室

連携
事業受委託

連携
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飯山駅観光交流センター

在来線の移転に伴い、平成２６年１１月より運営
開始

平成２７年３月１４日 北陸新幹線飯山駅開業

鉄道運輸機構の建物に、飯山市建設の建物が合築
した施設

信州いいやま観光局が建物の管理および３施設(信
越自然郷飯山駅観光案内所、信越自然郷アクティ
ビティセンター、パノラマテラス)を運営受託

広域観光「信越自然郷」エリアの情報および交通
のハブ機能を有する拠点施設
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信越自然郷飯山駅観光案内所
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信越自然郷飯山駅観光案内所サービス提供内容

信越自然郷観光情報の収集と発信

旅行商品の造成および販売

宿泊施設の斡旋・手配

体験プログラムの紹介・手配

飯山ふるさと案内人の育成および派遣

各種チケットの販売業務

宅配受付業務

物販(伝統工芸品、小物、切手、書籍)

 Wi-Fiフリー、コンセントフリー
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信越自然郷ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｾﾝﾀｰサービス提供内容

信越自然郷エリアにおける全てのアクティビ
ティの情報の集約と発信

登録事業者のアクティビティ予約手配

アクティビティギア(自転車、トレッキング用
品、ウィンターギア等)のレンタル

アウトドア商品(小物)の販売

自主ツアーの企画および販売

登録事業者と協力した新たな企画(商品)の立案
と販売

共通リフトクーポン券の作成および販売
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信越自然郷アクティビティセンター
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地域連携① レストランかまくら村

 20年前に地元スキー場閉鎖後、地域活性化を目的と
して地元有志「かまくら応援隊」にてスタート

 H23：集落内の観光協会解散に伴い、信州いいやま
観光局にて受付業務及びプロモーション開始

 売上：1,000万円 ／ 宿泊プラン：600万円

→儲ける考え方になるまで3年要する
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レストランかまくら村来場者数
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地域連携② 信越トレイル

日本で初めてのロングトレイル（全長80Km）

平成20年9月全線開通（今年で10周年）

古道や国有林の管理道を人力で復元し、持続的
なトレイルの利用と維持管理を目指す

周辺地域の自治体や観光事業者の協力を得つ
つ、整備担当区域を設定した維持管理

里山の自然環境の保全も念頭に置き、自然環境
調査や教育機関を対象とした環境啓発活動を継
続実施
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外国人ハイカー

歩く旅のブームにより、海外エージェントの
商品造成が少しずつ増加（カナダ、オースト
ラリア）← 6年前に出展したトラベルマー
トでの商談から海外への広がりがスタート。
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ワンストップ窓口（信州いいやま観光局）が機能



Ｂ TO Ｃ 着磁型旅行商品「飯山旅々。」

★旅行形態の変化

団体旅行から個人旅行へ

日帰りから滞在型観光へ(消費額増)

物見遊山からディープな体験型へ

北陸新幹線飯山駅開業滞在型観光(着地型旅行)を推進
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「飯山旅々。」のコンセプト

他では体験できないようなディープな旅

→飯山ならではの世界を表現した商品づくり

地元の方々との出会いの旅

→人との関わり、体験をプランに組み込む

自然、文化、歴史、食、伝統工芸等に触れる
旅

→飯山の資源を体感していただける内容
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販売実績（平成23年度→29年度）

平成23年度（初年度）

合計販売額 3,840,550円(平均単価 19,695円)

参加人数 195名

平成29年度

合計販売額：10,838,700円

参加者数： 790名
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農林水産省の事業活用による訪日教育旅行誘致
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ワンストップ窓口対応
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観光局【ワンストップ窓口】 ＆ ソトモノの視点

 オランダＦＩＴパッケージツアー（戸狩温泉民宿2

泊）・ トレッキング＆収穫体験等

 信越トレイル拠点整備

 団体ツアーの窓口（旅行会社との業務）

外部の視点＋観光局というプラットフォーム機能
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信州いいやま観光局が地域に果たす役割

お客様目線 旅行会社目線

 地域の「ここにしかない」
を見つける

 お金をもらうことができる
商品へ地域の人と作り上げ
る

 お客様の声を聞き続ける

 市町村の枠を超えた取り組
み（広域連携）

 ここだけの旅の手配が可能

 ワンストップの安心感

 ＦＩＴから教育旅行まで

 地域内を全体でまとめてい
る組織の強み（地域観光協
会をまとめる）

 言語対応可

地方観光の拠点づくりの第一歩
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課題

ＤＭＯとして、安定的な経営

英語ガイド育成

海外の観光ビジネスへの対応

人材確保
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