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南信州の住民による「ほんもの体験」 
  
南信州は中央・南両アルプスの間に天竜川が流れる巨大な谷間、伊

那谷にあり、愛知県、岐阜県、静岡県と接した１市 3町 10 村で構成さ

れる豊かな自然に囲まれた地域である。平成 8 年に飯田市商工観光課

観光係が中心となって「ほんもの体験」や「体験教育」をコンセプト

とした観光事業を始めた。事業の広がりに伴い、平成 13 年には、飯田

市及び周辺 4村、地元企業・団体の出資による第 3セクターとして株

式会社南信州観光公社を設立している。また、体験プログラムの受入

地域も飯田市から下伊那郡全域に広がり、現在年間百十を超える学生

団体を受け入れている。南信州における「ほんもの体験」の発展には、

地域外から移住し、専任でこの事業に取り組んだ株式会社南信州観光

公社代表取締役社長の高橋充氏の活躍がある。高橋氏は、首都圏の旅

行代理店（教育旅行支店）に勤務し、教育旅行部門のセールスを担当

していた。平成 12 年に飯田観光協会職員として移住。平成 13 年の株

式会社南信州観光公社設立より支配人に抜擢された。 

 

  

高橋 充氏（たかはしまこと） 

 
昭和 43 年生まれ。北海道札幌

市出身。首都圏の旅行代理店

営業を経て、平成 12 年に飯田

観光協会職員として移住。平成

13 年株式会社南信州観光公社

設立とともに支配人に就任。現・

同社代表取締役社長 
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観光資源が乏しい通過型観光地 → 体験型観光を中心に地域を活性化 

【株式会社南信州観光公社の設立】 

体験型観光には南信州の住民と観光客が一

緒に体験することが重要 

→ 南信州の住民がインストラクターや案内人、民泊を

受け入れる 【ほんもの体験】 

 
（地域の特徴） 

住民と触れ合う体験観光、農家民泊が 

地域の魅力 
 
南信州地域では飯田市を中心とする 18 市町村（現在は市町村合併

により 14 市町村）のエリアが連携し、修学旅行を中心とした体験観

光を受け入れている。当初は飯田市が「従来の観光資源には乏しい中、

体験型観光振興は地域活性化の核になる」として積極的に取り組んだ

ことがきっかけであった。当時、旅行会社の営業マンとして飯田を訪

れた高橋氏は「修学旅行生と五平餅を作ったときに、農家の人たちが

すごく気さくに優しく接してくれた。学校の先生が『高橋さん、来年

もまた飯田に来たい。来年は農家に一晩泊まりたい』という相談を持

ちかけられて、市役所の担当に相談した。市役所の担当の方も『やっ

てみよう』と農家の方にお話ししてくれたのが、農家民泊のきっかけ

だった」と語る。 

 
（取り組み概要） 

「ほんもの」にこだわった体験を提供する 
 
株式会社南信州観光公社は、その使命として「南信州に住む人々が

インストラクターや案内人となり、訪れた人と共に普段の仕事や暮ら

し・趣味を一緒に味わったり、地域の自然や歴史を共に楽しんだりと

いった体験を『ほんもの体験』とし、これらの体験活動を通じて様々

な交流を生み、地域住民の様々な思いを伝えること」を掲げている。 

設立された平成 13 年当初は、民泊を受け入れる農家も 4地区 70 軒

程度であったが、学校団体の数が増えるにつれて受け入れに賛同する

農家も飛躍的に増加し、現在では 400 軒以上の農家が民泊を受け入れ

ている。 

 
 
 

地域の課題 ソリューション 

この地域に代々伝わる旬の素材を活
かす（田舎料理体験） 

草木染めした多彩な糸で機織りを体
験（紬の機織り体験） 

引き馬だけでなく、本格的な体験乗馬
も可能 



 
 

                      

南信州の生活や産業を観光に活かしたい → 地域住民との接点から多様な体験プログラムを生

み出す 【感動体験南信州】 

体験観光のノウハウを求める視察や研修の

増加 

→ 「視察・研修」をマーケットの一つしてプログラム化 

【視察研修の積極的な受入】 

 

（地域資源の発掘と活用術①） 

感動体験南信州  

株式会社南信州観光公社では年間に 1～2 の新たなプログラムが生

み出されている。地域住民との何気ない会話から、あるいは体験観光

の参加者やインストラクターの声から新しいプログラムのアイディア

が生まれ、地域の農家や商工業者と協力してプログラム化されるので

ある。 

「感動体験南信州」と名付けられたプログラムは、現在では 130 以

上の多種多様な体験がラインナップされている。代表的なプログラム

は、南信州の地域おこしグループや地元農家、地域の婦人たちが主体

の特産品加工グループが連携したそば打ちや五平餅などの味覚体験、

乗馬牧場の理解と協力で単なる引き馬に留まらない本格的な乗馬体験、

地元設立の会社や NPO と協力したラフティングや渓流釣り、マウンテ

ンバイクなどである。 

 
（地域資源の発掘と活用術②） 

飯田の成功を全国に伝える 
 
 「本物にこだわったプログラムづくり」「適切なコーディネートスタ

イル」「継続的な地域づくりの手法」など、株式会社南信州観光公社が

取り組んできた体験観光のノウハウは、同様の取り組みを実施してい

る全国の行政機関や諸団体から注目を集め、多くの視察や研修の申込

みがある。 

株式会社南信州観光公社ではこうした「視察・研修」に対して、「A

コース：飯田市の体験教育旅行誘致事業から当社の設立経緯及び現在

の受入状況についての研修会」「Bコース：株式会社南信州観光公社設

立までの経緯及び現在の受入状況についての研修会、体験プログラム

受入先代表者との意見交換会」「Cコース：研修会や意見交換会に加え、

体験プログラムの実体験」などのプログラムを用意している。 

講演や研修のみならず、実際に体験観光を担っている地域の農家な

どの住民との意見交換や交流の場を設け、「頭と体で理解を深める」内

容としている。  

飯田の成功を全国に伝えるため、講
習や研修、体験観光を担っている地
域の農家や住民との意見交換、交流
の場を設けている 

地域の課題 ソリューション 

「草木染め体験」の様子 

「天竜川」のラフティングに挑戦 

「酪農農家体験」で乳搾り 
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（地域資源を観光事業に活かすまでのプロセス） 

  
現在こそ体験観光の先進地として全国的にも注目される株式会社南信州観光公社であるが、当

初から順風満帆だったわけではなかった。「体験観光による地域の活性化」を目指すと決めてか

ら、飯田市を中心とした行政担当者の手探りの努力が始まった。地域をまとめ、全国にプロモー

ション活動を行うといった数年間が現在の土台となっているのである。平成 13 年の株式会社南

信州観光公社設立の際も、地域全体が揃って出資したわけではない。「この指とまれ」方式で出

資団体を募り、また出資ではなくても事業協力といった形で参加するなど、それぞれの実情に合

わせた柔軟な参加体制としたことも、取り組みが進んだ要因の一つであろう。 

 
（年表） 

平成 6 年 
（1994 年） 

飯伊広域行政組合発足 

平成 7 年 
（1995 年） 

飯田市において野外教育プロジェクト開始 
体験教育旅行誘致事業の開始を決定 
資源取材、プログラム化、プロモーションツール取材 

平成 8 年 

（1996 年） 

大手旅行会社、学校への DM 送付、営業開始 

横浜市内高校生自然教室実施 

平成 9 年 
（1997 年） 

観光地グレードアップ戦略観光施設診断事業開始 
インストラクター反省慰労会開催 

平成 10 年 
（1998 年） 

体験旅行プロジェクト開始 
第 2 段階プロモーションツール作成準備、取材 

平成 11 年 
（1999 年） 

第 2 段階プロモーションツール完成 
営業開始（首都圏、中部圏、関西圏、四国、広島） 
南信州広域連合設立、プロモーションビデオ完成 
自然に親しむ修学旅行教職員現地研修会開催 

平成 13 年 

（2001 年） 

「この指とまれ」方式で広域連合 18 市町村中 5 市村

で株式会社南信州観光公社（第 3 セクター）を設立 

 
 

（統計データ） 

数字でみる「農家民泊」 
 
株式会社南信州観光公社では農家民泊だけで

はなく、周辺の旅館・ホテルなどの宿泊者数も調

べており、それによると農家民泊が増えるのと平

行して旅館・ホテルの宿泊者数も上昇しており、

農家民泊と周辺の旅館・ホテルは互いに相乗効果

となる関係にあることがわかる。 

高橋支配人 31 歳で南信

州観光公社に採用 

 

「株式会社 南信州観光公社」ができるまで 

農家民泊と周辺の旅館・ホテルの宿泊者数 


