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新幹線が通ってもこの風景を残したい 
 
 唱歌「ふるさと」や「朧月夜」にも詠われたのどかな風景が今に残

る飯山市は、昭和 30 年代より日本有数のスキー観光地として発展し

てきた。平成以降はグリーン期の集客に狙いをおいた体験型観光への

転換、学習旅行の誘致、森や里の保全活動等を通したボランティアの

巻き込みやファンづくり、森林セラピー基地づくりなどの取り組みを

次々に進めてきた。さらに近年は「信州いいやま観光局」の設立、滞

在プログラム「飯山旅々。」の販売など、北陸新幹線「飯山駅」の誕

生（平成 26年度予定）を見据えた新たな取り組みが進む。 

「新幹線が開業しても、このふるさとの原風景を残していきたい」

信州いいやま観光局の木村宏氏が語るように、飯山市には、次の時代

を先取りしながらも、地域のアイデンティティを見失わない観光まち

づくりの姿勢がある。 

 
 
 
 
 

 

第 2 種旅行業 

取組主体  一般社団法人 信州いいやま観光局  （http://www.iiyama-ouendan.net/） 

設 立 年  平成 22 年（2010 年）4 月 1 日     ※一般社団法人飯山市観光協会が名称を変更し、スタート 

住   所  長野県飯山市飯山 1110-1（飯山市役所 2F）    電話  0269-62-3133   FAX  0269-81-2156 

木村 宏氏（きむらひろし） 

 
昭和 36 年生まれ。東京出身、平

成 5 年に飯山移住。観光局には

旧飯山市観光振興公社時代か

ら勤務し 15 年目。アイディアと行

動力で観光施設の運営や旅行

商品開発などに手腕を発揮。一

般社団法人 信州いいやま観光

局 事業課長 兼 企画開発室
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スキー客が減少。宿泊施設の存続のために

観光客を呼ばないと町が成り立たない 
→ グリーンツーリズムでスキー客に代わる夏の集客 

【グリーンツーリズムの推進】 

「森の家」のスタッフだけでは、飯山の魅力を

引き出す体験メニューをつくれない 

→ 昔ながらの生活文化を知る年配者など地域の人た

ちとプログラムづくり 【市民インストラクター制度】 

 
（地域の特徴） 

夏の集客に向けたグリーンツーリズムの推進 
 
長野県と新潟県の県境に位置し、日本有数の豪雪地帯として知られ

る飯山市には、戸狩温泉、斑尾高原などのスキー場があり、昭和 30

年代からスキーのメッカとして発展してきた。スキーとともに、ホテ

ルや民宿などの宿泊施設も多数立地している。 

しかし、平成の時代に入り、スキー客が減少。宿泊施設の存続のた

めに観光客を呼ばないと町が成り立たない状況に陥ったことから、グ

リーンツーリズムや学校の教育旅行の受け入れなどスキー客に代わ

る夏（グリーン期）の集客へと方向転換を図った。現在の体験型観光、

着地型観光への取り組みの第一歩である。 

 
（取り組み概要） 

市民を巻き込んだ飯山らしい 

体験プログラムの開発 
 
飯山市では、平成 9年にグリーンツーリズムの拠点施設「なべくら

高原・森の家」をオープンし、以降、森の家を拠点として、飯山らし

い地域資源を活かした様々な体験プログラムづくりが進められた。 

このプログラムづくりは、飯山以外の都会の人をスタッフとして募

集し、彼らによるメニューづくりからスタートした。地域の人には、

当たり前で気付きにくい地域の魅力や楽しみ方を、外の目を通して考

えていったのである。 

一方で、外の目だけでは体験の提供の仕方や本質はわからない。そ

こで、森の家スタッフがやりたいことを地域の人に協力してもらいな

がらメニュー化していき、スタッフが提供できないものは地域の人に

講師（インストラクター）になってもらい組織化していった。 

現在、この「市民インストラクター」には約 220人もの市民が登録

している。

グリーンツーリズムの拠点として整
備された「なべくら高原・森の家」 

地域の課題 ソリューション 

森の家周辺で提供される様々な体験
プログラム 

豪雪地帯ならではの冬の体験プロ
グラムも沢山用意されている 



 
 

  

                      

同じ体験メニューのリピート率が低い（リピー

ター増、顧客の囲い込みが課題） 

→ 大切な資源を守ることから飯山のファン・応援団を

増やす 【ブナの森倶楽部、飯山応援団】 

地域が一丸となって観光まちづくりに取り組

む体制・組織強化が必要 

→ 市内広域で観光に取り組むための組織の統合 

【信州いいやま観光局の設立】 

 

（地域資源の発掘と活用術①） 

ボランティアを巻き込んだ保全活動や 

情報発信から、飯山ファンを組織化 
 
グリーンツーリズムを推進していく中で、市は、同じ体験メニュー

のリピート率が低いこと、そしてボランティアをしながら休暇を過ご

す人たちの存在に気付いた。平成 12 年に設立された「いいやまブナ

の森倶楽部」は、鍋倉山のシンボルであるブナの巨木が枯木の危機に

瀕したことをきっかけとしたブナの森の保全活動で、ボランティアに

よる散策道の整備などを通じてコアなファン層を獲得していった。従

来型の会員制でなく、飯山市内外の人が地域の大切な資源を協働作業

しながら守っていくという新しい都市と農村の交流スタイルは、里山

の再生活動や古寺の再生、さらに市を越えた延長 80km の「信越トレ

イル」整備へとつながっていった。 

また、平成 15 年には、「飯山応援団 菜の花大使」を立ち上げ、ウ

ェブサイトを使ったファン組織づくりにも取り組んでいる。 

 
（地域資源の発掘と活用術②） 

信州いいやま観光局の設立 
 
様々な体験プログラムの開発やファンづくりに取り組む一方で、平

成 26 年度に予定されている北陸新幹線の開業を控えた飯山市では、

新幹線時代にふさわしい誘客力のある観光まちづくりを推進し、農業

や地場産業の連携による飯山らしい観光の振興を図るための組織づ

くりが必要となった。 

平成 19 年に飯山市観光協会（昭和 35年設立）を法人化した後、観

光交流関連の第 3セクターを統合して、平成 22年、「信州いいやま観

光局」を設立。平成 23 年には、第 3 種から第 2 種へ旅行業登録を変

更することにより、観光プラットフォームとしての機能が整えられた。 

地域の課題 ソリューション 

ブナの森倶楽部による保全活動 

ボランティアを募っての古寺再生
プロジェクト 

ウェブサイトを活用したファンづ
くり「飯山応援団 菜の花大使」 



 
 

 
 
 
（地域資源を観光事業に活かすまでのプロセス） 

  
「飯山旅々。」は、飯山の自然や文化、人情に触れることができ

る地元密着型の旅行プランで、そのラインナップは約 300 に及ぶ。 

地域の良さは、地域の人にしかわからない。このため、プログ

ラムの造成は、以前から体験プログラムの開発に取り組んできた

観光局のスタッフたちが、市内の 6地域においてファシリテータ

ー役を担いながら、地域の人が主体になって進められた。一方、

プランの販売は、観光局の役割である。 

「新幹線駅ができたとき、様々な観光客が、いろいろなメニュ

ーから飯山での楽しみ方をわくわくして選べるよう、今から選択

肢を増やしておくことが大事なのです」（木村氏）。その成果が試

されるのは、新幹線の開通が予定される 3年後である。 

（年表） 

平成 9 年（1997 年） 「なべくら高原森の家」オープン 

平成 12 年（2000 年） 「いいやまブナの森倶楽部」設立 

平成 15 年（2003 年） 「飯山応援団 菜の花大使」開始、農村景観保全

のための里山再生活動を始動 

平成 16 年（2004 年） 信越トレイルクラブ設立（森の家に事務局を設置） 

平成 18 年（2006 年） 日本で最初の森林セラピー基地の一つに認定 

平成 22 年（2010 年） 一般社団法人信州いいやま観光局設立 

平成 23 年（2011 年） 「飯山旅々。」販売開始 

飯山の特産品販売サイト「飯山謹製堂」スタート 

 
 
 

（統計データ） 

数字でみる「信州いいやま観光局」 
 
いいやま観光局が運営する施

設は、ここ数年順調な入込を維持

している。平成 22 年には飯山ら

しい観光施設として高橋まゆみ

人形館が新たに加わった。 

その後のボラン

ティアを巻き込

んだ都市と農村

の新しい交流ス

タイルへのきっ

かけに 

近 い 将 来 の 新

幹線時代にふさ

わしい観光まち

づくりの準備を

始める 

ガイドブックに載らない旅「飯山旅々。」ができるまで 

(人）

宿泊 体験

平成18年 （2006年） 57,118 4,741 8,326 162,133 　

平成19年 （2007年） 56,581 4,555 9,584 173,959 　

平成20年 （2008年） 56,834 4,424 6,145 196,879 　

平成21年 （2009年） 58,468 4,882 8,961 224,428 　

平成22年 （2010年） 56,899 4,363 7,755 237,515 203,674

なべくら高原森の家いいやま
湯滝温泉

道の駅
花の駅千曲川

高橋まゆみ
人形館

地元の人しか知らない魅力を満載
した「飯山旅々。」のパンフレット 

- 

- 

- 

- 


