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観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和４年１０月２８日 

 

１. 観光地域づくり法人の組織 

 

申請区分 

※該当す

るものを

〇で囲む

こと 

広域連携ＤＭＯ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ 

観光地域

づくり法

人の名称 

一般社団法人 長野伊那谷観光局 

マーケテ

ィング･マ

ネジメン

ト対象と

する区域 

区域を構成する地方公共団体名 

長野県、 

伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村 

所在地 長野県伊那市 

設立時期 平成 30（2018）年 10月１日 

職員数 ６人【常勤６人（正職員２人・出向等４人）、非常勤０人】 

代表者（ト

ップ人材：

法人の取組

について対

外的に最終

的に責任を

負う者） 

※必ず記入

すること 

（氏名） 

向山 孝一 

（出身組織名） 

ＫＯＡ㈱ 

取締役会長 

電子部品メーカーＫＯＡ㈱取締役会長、長野県経営者

協会人材開発委員会委員長等歴任。幅広い人脈と識見を

持ち、強いリーダーシップにより上伊那地域の経済発展や

生活の向上に取り組んでいる。 

データ収

集・分析等

の専門人材

（ＣＭＯ：

チーフ・マ

ーケティン

グ・オフィ

サー 

※必ず記入

すること 

（氏名） 

宮島 敏 

（出身組織名） 

（資）宮島酒店社長 

酒造蔵元宮島酒店社長。観光地域マーケティングにつ

いて高い知見と能力を持ち、「マーケティング指針」の立案

や企画広報部会長を兼務している。 

 

財務責任者 

（ＣＦＯ：

チーフ・フ

ィナンシャ

ル・オフィ

サー） 

（氏名） 

江橋 秀久「専従」 

（出身組織名） 

近畿日本ツーリスト(株) 

大手旅行会社に長年勤務し、盛岡、上田、長野支店に

て支店長を歴任。関東営業本部販売課長、地域誘客交流

事業部を経て、（一社）関東観光広域連携事業推進協議

会事務局次長に就任し、地域連携・活性化やインバウンド

誘致にわたる幅広いプロモーションに携わってきた。 
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データ収

集・分析等

の専門人材

（ＣＭＯ：

チーフ・マ

ーケティン

グ・オフィ

サー 

 

※必ず記入

すること 

国内外の観光情勢・旅行業界に詳しく、長野県域の状

況に精通し、マネジメントに高い能力を有する。 

各種データ

の分析・収

集等（マー

ケティン

グ）の責任

者 

インバウン

ドの責任者 

（氏名） 

殿内 博信「専従」 

（出身組織名） 

 辰野町役場 

辰野町役場職員として 2021年より上伊那広域連合に

出向。地域の実情に詳しく、幅広い人脈及び交渉能力に

優れ、データ分析やその活用など観光地域マーケティング

戦略についての知見と能力を有する。 

プロモーシ

ョンの責任

者（専門人

材） 

は、氏名の

右横に「専

従」と記入

すること。 

 

（氏名） 

吉岡 理恵「専従」 

 

地元大手民間企業、伊那商工会議所など地域密着型

事業の経験が豊富で企画・運営にも携わり、数多くの情報

収集業務やプロモーション媒体の制作等に関わることから

プロモーション責任者として適任である。 

旅行商品の

造成･販売

の責任者 

（専門人

材） 

（氏名） 

宮澤 正己「専従」 

（出身組織名） 

（株）日本旅行 

長野県観光協会、伊那市観光協会をそれぞれ６年、出

身旅行会社では総合旅行業務取扱管理者として、長年に

わたり国内外の旅行商品企画造成、催行、販売等を担当

してきた。 

当観光局では、現在取り組んでいる地域特性を活かし

た着地型新商品造成をはじめ、今後は受入整備及び販売

について主導的役割を果たし、関係者や旅行会社等と連

携し取り組んでいく。 

連携する

地方公共

団体の担

当部署名

及び役割 

長野県観光部（マーケティング支援） 

長野県上伊那地域振興局（財政支援、事業実施支援、社会資本整備） 

域内８市町村観光担当部局（財政支援、事業実施支援、地域公共交通ほか） 

伊南ＤＭＯ「今後設立予定」（伊南地域観光振興全般） 

連携する

事業者名

及び役割 

・（一社）長野県観光機構：平成 30年 4月に設置された「DMO形成支援センター」や「イン 

バウンド推進協議会」と協力し、マーケティングデータ、ホームページの活用、インバウンド 

施策等「観光地域づくり」へ連携 

・観光関係団体：市町村観光協会、伊那路観光連盟、伊那路・木曽路広域観光連携会議、 

上伊那北部観光連絡協議会（観光資源開発、広域着地型旅行商品企画造成、広報宣伝 

活動等）、南信州観光公社（伊那谷観光プランの策定） 

・商工団体：域内各商工会議所、商工会（特産品・地場産品の提供、開発・起業支援・販売 

協力、視察受入） 

・農林業団体：JA上伊那、上伊那森林組合（農林産物の開発・販売連携、農林業体験・農 



（別添）様式１ 

3 

 

家民泊等の整備拡大） 

・交通事業者：JR東海、JR東日本、県タクシー協会上伊那支部、県レンタカー協会上伊那 

支部、伊那バス等（アクセス改善、二次交通整備、事業連携） 

・旅行会社：近畿日本ツーリスト、日本旅行、東武トップツアー、伊那バス観光等（誘客促進、 

市場動向調査、旅行商品企画販売） 

・宿泊業者：伊那市旅館ホテル組合等（宿泊受入、企画連携） 

・金融機関：八十二銀行、長野銀行、アルプス中央信金、県信（金融支援、観光地経営アド 

バイス） 

・地域活動団体：伊那谷財団、郷土愛プロジェクト、三風の会 

・ガイド団体：い～なガイドの会、伊那英語ガイドクラブ等（おもてなし向上） 

・その他：Japan Alps Cyclingプロジェクト（サイクルツーリズムの推進） 

官民･産業

間･地域間

との持続

可能な連

携を図る

ための合

意形成の

仕組み 

【該当する登録要件】①② 

民間主導行政支援による観光地域づくりを目指し、当観光局が中核的な立場となり、推進体

制としては民間出身の部会長（ＣＭＯ、CRO と位置付け）による企画広報部会と受入整備部会

の２部会と３ワーキンググループを設置した。令和２年度からは、企画広報部会に情報一元化ワ

ーキングを改称・改編し発信力全般の強化を図る情報発信強化プロジェクトと滞在プログラムワ

ーキングを改編した国内旅行商品を企画造成する国内旅行商品造成プロジェクトを傘下にお

き、受入整備部会にはインバウンドワーキンググループを改称・再編したインバウンドプロジェクト

を傘下に置き、令和３年度からはインバウンド専門業者や外部専門人材登用など専門性を高め

ながら多様な関係者を交えて現状分析・マーケティング、今後の戦略や情報発信、インバウン

ド、商品造成など具体的な事業構築、おもてなし向上などの具体的な協議・検討を行っている。 

各プロジェクトにはリーダーを配置し、取りまとめや部会長との連携、調整を行う。プロジェクト

で共有された戦略（事案）は部会にて戦略の策定、その後、令和２年よりラインに位置付けした戦

略会議（理事長、部会長、プロジェクトリーダー等で構成）にて部分最適、理事会（理事長は民

間、理事は企業経営者を中心に首長 2名を含め計９名）にて全体最適、合意形成を経て総会に

て最終決定する。 

また、理事会と戦略会議の中間には独立したスタッフ機能として市町村観光課長等で構成さ

れた事業連絡会議を置き、半期に１回程度を目途に開催し、事業・予算策定等について摺り合

わせ、共有や意思統一を図っている。 

事業推進にあたっては地域の実情、既存団体等の意見・要望等を十分尊重し、必要により協

議会・委員会等を設置する場合がある。 

なお、長野県上伊那地域振興局及び今後設立予定の伊南ＤＭＯとは役割分担を明確化し、

より広域ではリニア中央新幹線開業等を見据え伊那路観光連盟、伊那路・木曽路広域観光連

携会議、南信州観光公社等とも連携して観光地域づくりに一体となって取り組んでいく。 

地域住民

に対する

観光地域

づくりに

関する意

識啓発・

参画促進

の取組 

インバウンド先進地講演会やユニバーサルツーリズムなど意識啓発を目的としたシンポジウ

ム・セミナーの開催、長野伊那谷観光局ホームページや全戸配布広域情報誌「広報かみいな」

などを通じて観光 PR・イベント告知・取組み紹介・進捗状況等を掲載し、意識の向上を図ってい

る。さらに住民参加のコンテンツ造成検討会・ガイド養成講座・勉強会の定期的な開催、情報発

信における編集会議・ライター制の導入、上伊那魅力再発見ツアーにおける国内旅行商品造成

プロジェクトなどを通じて、「観光地域づくり」に対する地域住民の参画と理解を図る。 

また、域内観光協会や「郷土愛プロジェクト」、「三風の会」との連携も強化する。 

法人のこ

れまでの

活動実績 

 

 

（活動の概要） 

当観光局のコンセプトを「山と谷の風景美術館～２つのアルプス、彩の谷の物語～」、またコア

イメージ（世界観）を「護られし 実りの國～The Valley of Peace & Harmony～」と定め、長野県・

近隣広域組織とも連携し、一体となって上伊那地域の魅力の底上げを図る観光地域づくりを進

めてきた。 

令和２年３月の観光庁認定日本版ＤＭＯへの本登録を契機に、各種事業に本格的に着手し

てきたが新型コロナ感染拡大に伴い観光需要が急減、計画及び実績に大きな影響を及ぼした。 
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こうした中、アフターコロナを見据え組織体制と機能面の強化に向け取り組んだ令和３年度の

活動実績は以下の通りである。 

 

１ アドベンチャーツーリズム（AT）事業 

（１）アドベンチャーツーリズム商品造成販売・受入体制整備事業 

① アドベンチャーツーリズムガイド養成事業 

アドベンチャーツーリズムでは、当地域の自然・歴史・文化ならびに食材などの魅力   を

観光客の興味・探求心に合わせ、ストーリー性を持たせた情報を発信できる「観光ガ  イド」

がポイントとなる。そのため、アドベンチャーツーリズムガイドの人材を養成するため、アマチュ

ア・プロを問わず事業関係者を募集し、基礎・応用講座を行った。 

＜具体事業＞ 

■参 加 者 ガイド団体の会員、観光施設従業員、観光事業者等 

■講座内容 （全４回） 

・研修サイクルマネジメント手法＆研修カリキュラム策定手法の概論 

（事務局員対象指導者研修）  ４名 

・ガイド養成研修カリキュラムの最終化（事務局員対象指導者研修）  ３名 

・お客様に伝わる旅行ガイディング講座 第１回  ９名 

・お客様に伝わる旅行ガイディング講座 第２回  ６名 

 

② アドベンチャーツーリズムインバウンド商品販売強化事業 

海外マーケットへの情報発信力強化を図るため、日本政府観光局(ＪＮＴＯ)・県などの商談

会への参加や販売専用ウェブサイト等を活用し、旅行商品販売に結びつけるためのプロモー

ションを行った。さらに、インバウンド商品取扱旅行会社をＦＡＭトリップとして招聘することによ

り、旅行商品の磨き上げを図った。 

＜具体事業＞ 

 ■セールスコール ５社 

 ■ニュースレター配信 ３回 

 ■ＳＮＳの配信 ３回 

 ■ＦＡＭトリップ １社/１回 

■商談イベントでのセールスを展開 

・「アドベンチャートラベルワールドサミット 2021(ＡＴＷＳ)」 

 令和３年９月 20日（月）～24日（金） オンライン 商談先数 12社 

・ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡＮ トラベル＆ＭＩＣＥマート(ＶＪＴＭ) 2021 

令和４年３月１日（火）～３日（木） オンライン 商談先数 ９社 

 

③ サイクルツーリズムガイド養成事業 

受入体制の充実を図るため、地域の食・歴史・暮らし等の魅力を十分に伝えるとともに走

行時の安全性や地域住民への配慮を徹底することのできるガイドの養成を目的とし、サイク

ルツーリズムガイド養成講座を実施した。 

＜具体事業＞ 

■参 加 者 各市町村から推薦のあった方 

（地域おこし協力隊員やゲストハウス経営者、農家 等） 

■講座内容 （全６回） 

・第１回 サイクルツーリズム勉強会（座学） 15名 

・第２回 リスクマネジメント講座（座学） 12名 

・第３回 体験ガイドサイクリング（実践）＆救急救命講座（実践） 16名 

・第４回 自転車メカニック講座（実践） 13名 

・第５回 サイクリングコンテンツ造成・ルートづくり（座学） 13名 

・第６回 モニターツアー（実践）＆意見交換・まとめ 15名 
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（２） 国内マイクロツーリズム「上伊那魅力再発見ツアー」商品造成販売 

地域の魅力再発見と新型コロナウイルス感染拡大の影響により多大な被害を受けた観光

事業者への支援として、上伊那地域の独自性の高い素材を組み合わせた付加価値の高い旅

行商品を関係団体や観光ガイドと連携し商品造成・販売を行い、参加者からは高い評価を得

た。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大に伴い GOTO トラベル事業が停止したことにより、当初

12 コースを計画していたが、商品発表したものは以下の６コースである。 

＜具体事業＞ 

■ ８月 21、28日  伊那谷産業・歴史遺産を巡る旅 

  ※長野県医療非常事態宣言発出により催行中止 

■ ９月 ４、11、12日 写真家津野祐次先生と行く伊那谷撮影ツアー 

  ※長野県医療非常事態宣言発出により催行中止 

■11月６日 もみじ湖紅葉と高遠町歩き 12名 

■11月７日 健康ウォーキング in千畳敷 ※降雪のため催行中止 

■11月 13日 漂泊の俳人井上井月吟行と宮田宿 10名 

■11月 21日 伊那谷サイクルツアーＥ－ｂｉｋｅでらくらくぐるり旅 ※催行人員に至らず 

 

２ 情報発信力の強化 

（１） 情報発信強化事業  

公式ウェブサイトの運営において、新規情報の収集及び多様な情報の継続的な発信を図

るため、地域の多様な立場の方に参加いただく住民ライター制を活用し、人材養成を行いな

がら、伊那谷の魅力を継続的に発信する仕組みに取り組んだ。 

また、プロライターによる公式ウェブサイトのブランディングコーディネートを行い、行動喚起

に繋がるブランディングページ（特集記事）の充実を図った。 

＜具体事業＞ 

■公式ウェブサイトのブランディングページ及びコンテンツの制作 

・当観光局公式ウェブサイト上のブランディングページ制作 ３本 

・ブランディングページに掲載した記事に関するリスティング広告（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）掲載 ２本 

■住民ライタースキルアップ講座の開催  

・参 加 者  個人ライター、市町村からの推薦者 

・講座内容   

ライターミーティング ６名 

第１回講座 写真撮影のスキルアップ 13名 

第２回講座 撮影した写真の調整技術について学ぶ ６名 

第３回講座 実務に活かせるライティングを身に付ける ５名 

第４回講座 実務に活かせるライティングを身に付ける ９名 

第５回講座 情報伝達の仕組みと現場での PDCAについて ６名 

■住民ライターによる記事掲載 

・公式ウェブサイト上の「みんなの体験記」の記事制作 16本 

・上記「みんなの体験記」のうち、県公式ウェブサイトへの記事掲載依頼 ９本 

 

（２） 広域総合観光パンフレット作成事業 

広域総合観光パンフレット「長野伊那谷」について、軽微修正及び増刷を行った。最新の

情報を継続的に発信し、さらに QR コード貼付によってウェブサイトと連携させた一体的な情

報発信を行った。 

＜具体事業＞ 

■印刷部数  カラー 20,000部 

■活   用  県内外観光情報発信施設への配布、商談会での活用 
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（３） 宿泊・観光施設・サービスエリア等へのパンフレット配置  

観光パンフレット及び体験プログラム、サイクルマップ、旅行商品チラシを、管内の宿泊施

設や観光施設に配置した。また、自動車教習所等発信力の高い若年層が滞在する施設への

配置、銀座 NAGANOや名古屋、大阪の県観光情報センターにも配布した。 

 

（４） 旅行会社・メディア等への情報提供  

商談会、観光関係団体との意見交換会などで、上伊那域の観光情報・旅行商品を積極的

に PR した。また、「上伊那魅力再発見ツアー」や各種事業についても、メディアへのプレスリリ

ースを行い、活動の周知に努めた。 

 

３ マーケティング調査事業「来訪者満足度調査」 

観光庁日本版 DMO認定の必須要件である KPI指標数値を取得するため、観光庁の推奨調

査票に準拠した項目で調査票を作成し、上伊那への来訪者を対象とした実態調査を行った。分

析結果については、今後のマーケティング戦略・商品戦略等の策定・合意形成に反映していく。 

＜具体事業＞ 

■調査対象者  国内旅行者 

             訪日外国人旅行者【英語/中国語繁体語/中国語簡体語/韓国語】 

■実 施 時 期  春期（４月９日～ ６月 15日） 夏期（６月 16日～９月 15日） 

              秋期（９月 16日～12月 15日） 冬期（12月 16日～１月 31日） 

■調 査 方 法  上伊那地域内に設定する調査地点において、QR コード読取り式のポ 

ストカードサイズ調査カード設置にて、ウェブ調査による方法 

国内版調査地点 41カ所、訪日版調査地点４カ所 

■サンプル数   国内旅行者 132件／訪日外国人旅行者 ３件 

■調 査 結 果  旅行同行者「最多：夫婦・カップル 36%」／リピート率 66%／滞在日数 

「最多：日帰り 54%」／消費額「総額（平均） 8,782円」／総合満足度 

（大変満足） 34%／再来訪意向 32%／体験率「最多：高原・山など自 

然景勝地を訪問した 54%」 等 

■結 果 報 告  会員へ調査結果を共有し、今後のマーケティング・商品戦略に反映 

 

４ ユニバーサルツーリズム推進事業 

高齢の方や妊産婦などを含め、あらゆる人を受け入れる体制づくりに取り組むことで、観光地

や移住定住地として他地域との差別化を図り、当地域を先進的事例とするため、令和２年度に

引き続き関連団体と連携のもと、セミナーの開催とフィールドワークを実施し、多くの参加者の意

識醸成と、当エリアの受入体制能力の充実を図った。 

＜具体事業＞ 

 「ユニバーサルツーリズム推進セミナーｉｎ伊那谷」の開催  

■日 程  令和３年９月 30日（木） 

■会 場  高遠さくらホテル（セミナー） 

ほりでいドーム・高遠城址公園（フィールドワーク） 

■参 加 者  自治体観光・福祉担当者 16名 

          ※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として当日の参加者を限定し、会

員や観光事業者の方々へ後日ＹｏｕＴｕｂｅ配信を行った。 

■セミナー内容 

・オフィス・フチ 渕山知弘 「誰もが訪れる伊那谷に向けて」 

・ユニバーサルサポートすわ 牛山玲子 「誰だって出かけたい～あきらめない人生 

（たび）のお手伝い～」 

■フィールドワーク内容 

・JINRIKI 中村正善 「車椅子・JINRIKI体験」 
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５ インバウンド事業 外部専門人材の登用 

インバウンドにおける観光地としての当地域の知名度は国内同様に低い状況であり、近隣の

中山道や松本などを訪れているインバウンド客を当地域に呼び込むため、外国人目線で当地域

の魅力を掘り起こすことのできる専門人材を登用した。インバウンドに訴求する独自性の高い体

験商品を造成するとともに、インバウンド向けに魅力ある特集記事の掲載等情報発信を行った。 

＜具体事業＞ 

 ■人材の登用  イギリス国籍で屋久島や熊野古道でのガイド経験を有する専門家 

 ■観光コンテンツ造成数  ４件 

 ■旅行商品企画数  ２件 

 ■当観光局インバウンド向け公式ウェブサイト 特集記事掲載  ６本 

 ■ガイド研修の開催  １回 

 

６ 広域観光の連携と二次交通の対策、新型コロナウイルス感染症対策 

（１） 伊那谷広域観光プランの策定 

   リニア中央新幹線の開通や三遠南信自動車道の整備によって、観光面でも大きな変化がも

たらされることが予想される。その変化を観光需要に繋げ、その先にある移住・定住にも結び

付けるため、伊那谷の「あるべき姿」を示した伊那谷広域観光プランの策定に向け、関係団体

との連携や内容の検討を行ってきた。 

＜具体事業＞ 

 ■伊那谷広域観光プラン作成検討チームによる意見交換 

 ■県や下伊那地域の観光関係団体との意見交換の実施 

 

（２） 長野県・長野県観光機構・伊那路・木曽路との連携 

下伊那地域を含めた「伊那谷」全体を一つの観光エリアと位置付け、さらには木曽地域とも

連携し、より広範な観光ルートづくりを実現させていくため、上伊那・下伊那・木曽の３地域の

各 DMOなどと協働して国内外に係るコンテンツ造成や誘客宣伝活動を実施した。 

①  ３地域（上伊那・南信州・木曽）広域観光推進事業 

 リニア中央新幹線の開通や三遠南信自動車道の整備を見据え、数年後に予定されている

交通インフラの整備に伴い、首都圏や関西、中京圏からの観光訪問者が予想されるため、上

伊那・下伊那・木曽地域の各 DMOや観光関係団体と連携し、商品造成販売事業に取り組ん

だ。 

＜具体事業＞ 

■中京圏のエージェントやメディアを招請したＦＡＭトリップの実施  

 ・10/３-４   上 伊 那 ・ 木 曽 コース １回 ５名 

 ・10/６-７   上伊那 ・ 南信州 コース １回 ４名 

 ・10/11-12  南 信 州 ・ 木 曽 コース １回 ５名 

■調査・研究、意見交換会の実施 

②  伊那路・木曽路広域観光連携会議「コンテンツ強化、モデルコース造成事業」 

 インバウンド事業として上伊那・下伊那・木曽の３地域が連携し、それぞれの特色を生かした

「面としての旅行のディスティネーション」とするため、統一したブランド化を目指し、欧米豪トラ

ベラーに向けた質の高い観光コンテンツや旅行商品の造成・販売に取り組んだ。 

＜具体事業＞ 

■上伊那・下伊那・木曽３地域の相互研修の実施 

 ・ワークショップ ２回 

 ・コンテンツ体験 ３回 

■モデルコース策定とリーフレット作成 

 ・上伊那 ８コース 

 ・下伊那 ２コース 

 ・木 曽 ８コース 
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■商談会への参加 

 ・ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡＮ トラベル＆ ＭＩＣＥマート(ＶＪＴＭ) 2021  

令和４年３月１日（火）～３日（木） オンライン 商談先数 32件 

 

（３） レンタカー活用三遠南信エリアインバウンドＦＩＴ誘致促進広域連携事業 

訪日旅行の多様化、ＦＩＴ化に対応し、中部国際空港をゲートウェイにした誘客を図るため、

二次交通としてのレンタカーを活用した中部エリア内の観光コンテンツ紹介のためのウェブサ

イトコンテンツ制作による情報発信を行った。 

＜具体事業＞ 

■対象市場  香港、台湾、韓国、タイ 

■参加団体  愛知・岐阜・長野等の観光関係団体 18社 

※伊那市観光協会・駒ケ根観光協会連携事業 

 

（４） 伊那谷ドライブクーポン付きドライブプラン商品造成事業 

マイカーでの域内周遊誘客促進のためにＮＥＸＣＯ中日本との提携で、高速道路周遊パス

＋管内お買物クーポンをセットした商品を造成し、ＮＥＸＣＯ中日本旅行商品として中京圏～

伊那谷周遊プラン・静岡県中東部～伊那谷周遊プランを販売した。 

＜具体事業＞ 

■参加協力施設 上伊那管内 45施設 

■販売商品 ①２日間乗り放題中京圏プラン 11/3-12/26 39台 

■販売商品 ②３日間乗り放題静岡県中東部プラン 3/10-5/31、11/3-12/26 32台 

 

（５） 新型コロナウイルス感染症に対する対応について 

新型コロナウイルス感染症の影響による観光需要の激減からの早期回復を図るため、感染

防止策を徹底し、国・県・市町村等の関係機関と連携し、伊那谷における旅行需要喚起と地

域の再活性化を図った。 

＜具体事業＞ 

■会議やツアーにおけるマスクの着用、３密回避、検温、換気、消毒ほか 

■ウィズコロナ期に向け積極的にコロナ対策を徹底した観光商品の販売等を実施  

■普通及び賛助会員の皆様からの会費について、個々の状況に応じて可能な範囲でご協力

いただくこととした。 

 

７ DMOエリアブランディング、組織運営体制の強化 

（１） 組織運営体制  

① 総会 

（一社）長野伊那谷観光局の最高決定機関。 

■令和３年５月 18日（書面決議） 

・令和２年度事業・決算報告、役員の選任、令和３年度事業計画・収支予算の承認 

 

② 理事会  

■第一回理事会 令和３年４月 26日（月） 

 ・令和２年度事業・決算報告、役員の選任、令和３年度事業計画(案)・収支予算(案)に 

ついて 

   ■第二回理事会 令和３年 11月 10日（水） 

    ・令和３年度事業の中間報告、令和４年度事業計画(案)・収支予算(案)について ほか 

 

③ 戦略会議 

■第一回戦略会議 令和３年４月 19日（月） 

 ・令和２年度事業・決算報告、役員の選任、令和３年度事業計画(案)・収支予算(案)に 

ついて 
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   ■第二回戦略会議 令和３年７月 29日（木） 

    ・令和３年度事業の中間報告、令和４年度予定事業について ほか 

   ■第三回戦略会議 令和３年 10月 22日（金） 

    ・令和３年度事業の中間報告、令和４年度事業計画(案)・収支予算(案)について ほか 

■第四回戦略会議 令和４年２月 17日（木） 

    ・令和３年度事業の中間報告、令和４年度事業計画(案)・収支予算(案)について ほか 

 

④ 事業連絡会議 

   ■市町村関係課との事務連絡会議／令和３年６月 21日～22日 

    ・令和２年度事業報告及び令和３年度事業計画・予算について、その他意見交換 

   ■市町村関係課との事務連絡会議／令和３年 12月 23日～27日 

    ・令和４年度事業計画及び予算について、その他意見交換 

 

⑤ 部会・ワーキング（WG）又はプロジェクトチーム（PJ） 

■構成 企画広報部会…情報発信強化 PJ、国内旅行商品造成 PJ 

受入整備部会…インバウンド PJ 

■内容 観光局の主要４課題（インバウンド／周遊滞在プログラムと国内旅行商品の造 

成と販売／情報発信／二次交通）の項目について、具体事業に合わせて会員 

や関係団体から成るプロジェクトチームを設け、合意形成及び事業推進 

 

（２） ＤＭＯエリアマネジメント・ブランディング人材確保 

観光局のマネジメント・エリアブランディング業務の強化を図るための人材確保を行っ 

た。 

 

（３） 上伊那広域観光推進支援事業 

    観光局の重点テーマである広域観光のインバウンド推進と情報発信力の強化を図るた 

め業務を委託した。 

 

（４） 旅行業務体制の強化 

旅行業に必要な各種研修会やセミナーに参加し、職員のスキルアップと旅行業務体制の

充実を図った。 

  ＜具体事業＞ 

■旅行業務に必須の旅行業法、標準旅行業約款、国内旅行実務（ＪＲ等運賃、国内観光

地理）等国内旅行業務取扱管理者資格取得。 

⇒新型コロナの影響により、修了試験を受けられず、令和４年度に受験予定。  

■観光地域づくりに必須のおもてなしの実践を図る人材育成のため、長野県主催の「信州

おもてなし未来塾」を受講し、「信州おもてなしマイスター」を１名取得。 

 

（５）関係団体等との連携 

   長野県観光機構・伊那路観光連盟・南アルプス北部観光協議会・中央アルプス山岳観光協

議会・高山植物等保護対策協議会南信地区協議会、中央アルプス自然公園保護・活用推進

協議会、JR飯田線活性化期成同盟会、伊那谷アウトドア・自然体験推進連携会議、伊那谷フ

ィルムコミッション等。 

※令和２年３月 27日中央アルプス国定公園化の指定を受けたことにより、国立公園の南アル

プスと国定公園の中央アルプスの両アルプスを有する当エリアの国内外への認知度の向上

が見込まれることから、両地域関係者と連携して周遊滞在プログラムの開発・活用を図る。 
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（定量的な評価） 

長野県観光地利用者統計調査 
実施主体：長野県 

上伊那地域  

（単位：千人） 

区  分 平成 30年 
平成 31年 

令和元年 
令和２年 令和３年度 

延べ利用者数 4,734 4,653 2,451 2,789 

対前年比 99.5% 98.3% 52.7% 113.8% 

対平成 27年比 103.8% 102.0% 53.7% 61.1% 

 （単位：観光消費額 百万円） 

区  分 平成 30年 
平成 31年 

令和元年 
令和２年 令和３年度 

観光消費額 10,288 10,199 5,430 6,254 

対前年比 95.8% 99.1% 53.2% 115.2% 

対平成 27年比 94.0% 93.2% 49.6% 57.1% 

※上伊那観光消費額推移はＰ26参照 

 

上伊那地域来訪者満足度調査 

令和３年度調査 

（１）国内旅行者 

   令和 3年 4月～令和４.１ 国内旅行者 132件データより集計 

受託会社：㈱アンド・デイ 

・総合満足度 大変満足 34.1% （対令和元年度比 2.5%増）  

・リピート来訪 二回目以上リピーター率 65.9%  （対令和元年度比Δ0.3%減） 

・消費金額 （交通費 4,363円 宿泊費 18,556円 飲食費 2,813円  

買い物 4,094円  その他〈入場ほか〉1,870円） 平均 8,782円 

・来訪意向  来訪エリアの 1年以内来訪意向は「大変そう思う」31.8% 「そう思う」 

35.6%  

・来訪エリアで大変そう思うが高い順位は 

① 宿泊施設で従業員の対応がよかった・飲食店従業員の対応がよかった 34.1%  

② 宿泊施設が清潔に保たれていた・土産店従業員の対応がよかった 26.5%  

③ この地域ならではの土産品が手に入った 25.8% 

・同行者   夫婦 38.7% ひとり 29.8% 友人 18.5% 

・体験したこと   ①自然景勝地訪問 29.5% ②温泉 26.6% ③歴史的名所訪問 14.5% 

 ・来訪エリア 伊那市 23.5%  辰野町 21.2% 

 ・来訪時期  10～11月 56% ７～９月 27% 4～6月 10% 12～1月 6%  

・来訪日程 宿泊 45.8% 

・発  地  県外在住 44.5%  特に関東が 22.7% 

（２）訪日外国人旅行者 

 ・国の入国制限により、インバウンドはなし。 
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実施体制 

※地域の

関係者と

の連携体

制及び地

域におけ

る合意形

成の仕組

みが分か

る図表等

を必ず記

入するこ

と（別添

可）。 

（実施体制の概要） 

（一社）長野伊那谷観光局が母体となり、メンバーには、行政、宿泊業者、飲食業者の

みならず、商工団体、農林業団体、交通事業者、旅行会社、金融機関等、多様な関係者が

参画する官民が密接に連携した運営を実施。 

 

（実施体制図） 
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市町村観光協会など既存観光関係団体及び今後設立予定の「伊南ＤＭＯ」とは役割分担を

明確にしながら連携を強化する。役割イメージは以下の通り。 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                          
                         

      

          

 

                 

           

           

    
                         
                         

                      
        

                           
                  

      
        

                       
                            

      
      

                      
                               

                              
               

             
           

                              

                          

        
           

 

インバウンド事業を中心としたＤＭＯ役割イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国ＤＭＯ 

県ＤＭＯ 

上伊那ＤＭＯ 

伊南ＤＭＯ 

市町村

（DMO） 観光協会 

国全域へのインバウンド誘客 
国内観光戦略 

自地域内観光戦略 

県全域へのインバウンド誘客 
県内観光戦略／二次交通 

 上伊那地域内観光戦略、二次交通 

上伊那地域へのインバウンド誘客 

伊南地域内観光戦略 

独自施策推進 
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２. 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントする区域  

 

【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

 
【区域設定の考え方】 

中央アルプス・南アルプス２つのアルプスに囲まれ、中央に天竜川が流れる上伊那は古来よりそれぞれ地

域的な繋がりを持ち、相互に連携を図りながら「魅力ある生活/文化/産業」を育んできた。 

平成 11（1999）年に当地域で構成する２市３町３村で上伊那広域連合を設立し、市町村の特性を活かし、

地方の時代に対応した「地域づくり」に取り組んできており、８市町村が一体となって観光振興を図ってきた。 

また、観光資源の面からみても８市町村は山岳高原（景観）、農林業（産物）、歴史・文化・風土など、コンセ

プトとして共通する点が多く、連携の素地が整っており、上伊那広域連合と同様の区域を当該区域設定とす

るのが適切である。 

 

【観光客の実態等】 

県観光地利用者統計調査によると、令和３年の上伊那の延べ観光地利用者数は 279 万人（対前年比

113.8%）、観光消費額 6,254百万円（対前年比 115.2%）、いずれも前年に比べ伸びているが新型コロナ感染 

拡大前に比べ観光地利用者数は△40%、観光消費額△39%と大きく落ち込こんでいる。長野県１０地域振興

局管内でも観光地利用者数で７位、観光消費額１０位と下位にある。 

㈱リクルートライフスタイルが平成 26 年度に実施したＧＡＰ調査によると、上伊那エリアへの来訪経験者は

32.5%（県内、東海圏、首都圏の順）うち 1回 13%、2～3回 11.6%の割合が高く 4 回以上の比率が低い。また、

上伊那を知らない 29％(関西圏 48.6%、首都圏 39.6%、愛知県 22.2%)、知っているが訪れたことがない 38.5%。

県内でも来訪したことがない 51%など全般的に認知度は低い。 

 上伊那への来訪場所としては駒ヶ岳ロープウェイ 39.9％、高遠城址公園 33.4％、千畳敷カール 24.3％、か

んてんぱぱガーデン 22.6％の順、日帰りが全体の 40.5％、年代では男女とも 50代以上の比率が最も高い。 

インバウンドにおいては、令和元年の外国人延べ宿泊者数は 23,039人泊（対前年比 163%）であり、前年を

大幅に上回り台湾や中国はじめ東南アジアなどからの来訪が多い（令和２年は未発表）。 
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外国人には高遠城址公園さくら祭りや駒ヶ岳ロープウェイなどが人気であり、ほかに伊那市での農家民泊

を利用した訪日教育旅行の受入れや駒ケ根市と台中市との国際交流など、それぞれ単独で行われて成果を

あげているものの、全般的には知名度は低い。 

【観光資源：観光施設、商業施設、自然、文化、スポーツ、イベント等】 

〇観光資源 

・中央アルプス、南アルプスに代表される山岳高原と天竜川が縦断する優れた景観 

・豊かな自然に育まれた農林業（農林産物と優れた食）、暮らし 

・温泉                       

・伝統ある祭りと各種行事、街道など（歴史・文化） 

これらのコンテンツを磨き上げ、アドベンチャーツーリズムや“上伊那魅力再発見ツアー”等に活用。 

              
 

 

 

 

 

 

 

 中央アルプス駒ヶ岳   森林セラピーロード     もみじ湖     陣馬形山からの眺望 

  （駒ケ根市）    （南箕輪村）      （箕輪町）     （中川村） 

  
 

千人塚公園      高遠城址公園      こもれ陽の径     松尾峡のホタル 

    （飯島町）      （伊那市）      （宮田村）      （辰野町） 
 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】   

  
※令和３年調査結果 
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【利便性：区域までの交通、域内交通】 

中央自動車道が域内を縦断しており、３つのインターチェンジ及び２つのスマートインターチェンジがあり、

首都圏から自動車で３時間、中京圏から２時間ほどの距離に位置している。来訪者の大半はマイカー、高速

バスなどで高速道路を利用している。他に中央線/飯田線を利用したＪＲでの入込みもある。 

域内交通にはＪＲ（東海及び東日本）飯田線をはじめ公共交通機関、循環（コミュニティ）バス等が運行さ
れ、南アルプスジオライナーや信州辰野ほたる祭りなど季節限定の観光地間を結ぶ臨時バスの運行なども実

施されている。しかし、エリアが広く、また運行本数等の関係もあり、年間を通じた観光客を受け入れる十分な

交通体系とはなっていない。 

四季を通じて景観のすばらしいＪＲ飯田線の利活用は平成 29 年信州ＤＣ（ディスティネーションキャンペー

ン）における地域住民との協働による車中イベント企画などで活発に展開され、2027 年リニア中央新幹線との

結節に向け、上下伊那を一体とする“INA VALLEY”観光誘致策なども本格化しつつある。 

また、国道 153号線のバイパス整備や将来の三遠南信自動車道の全通により地域内及び静岡県西部から

当地域へのアクセスが飛躍的に向上し、遠州・三河などからの観光及びビジネス交流の活発化が期待され

る。 

一方、今後開通予定のリニア中央新幹線及び松本空港の国際化に連動し、空港とリニア長野県駅（飯田

市）の中間に位置する当地域は、アクセスの飛躍的向上とともに「リニア中央新幹線＋空港（松本/中部/羽田

等）」をジョイントした、より多面的な広域周遊旅行プランの作成も可能となる。 

 二次交通の整備は今後の大きな課題であり、今後取り組むべき重要テーマに位置づけ、伊那谷自治体会

議、県調査結果、自動運転技術実証事業、観光タクシー実証実験の分析結果が具体的に出されたあと、そ

の動きに連動・連携して検討・研究していく。 

【外国人観光客への対応】 

 台湾、中国、東南アジア等から当地域への訪日旅行は年々増加しつつあるものの、「高遠城址公園さくら祭

り」や「中央アルプス」など一部を除いて外国人来訪者は少なく、知名度も低い。 

宿泊統計調査でも令和２年度外国人延べ宿泊者数は 2,229 人泊（対前年比△20,819 人泊）、県内 10 地

域中最下位に位置している。 

 観光案内所は域内に２ケ所あるものの通訳案内人の配置など外国人に対応した受入体制整備は充分でな

く、観光地での外国語案内表示やWｉ-Fｉなどハード面でもインバウンド対応は不十分である。 

 また、一部行政・観光協会などは、中国・台湾等からの訪日教育旅行の受入れや海外商談会への参加、台

中市との国際交流に積極的に取り組み、成果も上がっている。しかし、単独での対応では限界があり、入込効

果が近隣地域にまで及んでいない。 

 当地域は「高遠城址公園、中央アルプス」以外にも山岳高原（景観）、農林業（産物、食、民泊）、歴史、文

化、伝統、祭り、人々の暮らしなど、外国からの訪問客に大きな魅力（売り）となる素材が多くあり、ハード・ソフ

ト面の整備により開拓する余地は十分ある。 

 令和２年度からは新型コロナウィルス感染拡大により、インバウンドは大きな影響を受け、ほぼ皆無となった

がワクチン接種の普及などアフターコロナやリニア中央新幹線の開業等を見据え、インバウンドを最優先課題

に位置づけ、地域が一体となってスケールメリットを生かした本格的な受入整備・商品造成・プロモーション等

の基盤整備を行なうことで、知名度アップと実効性を高めていく。 

 なお、インバウンドは国、ＪＮＴＯ、長野県、（一社）長野県観光機構、近隣広域連合、伊南ＤＭＯ（今後設立

予定）等とも連携し、一体となって推進する。 

 

３. 各種データ等の継続的な収集･分析 
収集するデータ 収集の目的 収集方法 

ウェブサイトのアクセス状況の解

析 

（平成 29（2017）年 1月～） 

 

地域に対する顧客の関心度や施

策の効果等を把握するため。 

 

 

 

 

 

Google Analytics（*ウェブデータ

分析、レポート作成機能）を活用し

て実施。アクセス数、新規アクセス

率、ユーザー数、ページビュー数、

滞在時間等を毎月把握解析し今

後の施策に反映していく。 
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上伊那エリア来訪者満足度調査 

（日本人・訪日外国人） 

（平成 29（2017）年度～） 

 

観光地の満足度、リピーター率、消

費金額について指標化し、域内の

経済波及効果を測定する。他地域

や前年との比較検討を行い、日本

版ＤＭＯ必須指標に採用するととも

に今後の戦略・行動計画や第五次

総合計画に生かし、地域づくりに繋

げる。 

観光庁推奨調査表に準拠した調

査票で平成 29年より専門業者に委

託し、春/夏/秋/冬の４シーズンに

分け、宿泊施設や道の駅等約 30

ケ所を調査地点として来訪者の属

性・居住地特性等を調査。 

平成 30年度からは外国人も調査

対象に加えて継続実施しているが 

新型コロナ感染拡大により令和２年

度は中止、３年度に復活した。 

上伊那エリアの旅行消費額 KPI の把握、観光施策立案の基礎

資料 

上伊那エリア来訪者満足度調査 

上伊那エリアの延べ宿泊者数 KPI の把握、観光施策立案の基礎

資料 

上伊那エリア来訪者満足度調査 

上伊那エリア内旅行者のリピー

ター率 

KPI の把握、観光施策立案の基礎

資料 

上伊那エリア来訪者満足度調査 

平成 29（2017）年度 リニア中

央新幹線長野県駅とのアクセ

スに関わる調査 

 

実施：長野県上伊那地域振興局 

    長野県南信州地域振興局 

リニア中央新幹線開業に向け、長

野県駅とのアクセスのあり方を検討

するに当たり、必要となる各種デー

タの収集・分析を行った。 

伊那谷居住者、首都圏・名古屋

圏・大阪圏観光客/居住者、域内

交通事業者対象に、アンケートとウ

ェブ形式でリニア長野県駅との交

通手段利用意向等を調査。 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
※地域経済、社会等の状況を踏まえた観光地域づくりの背景 

少子高齢化が進行し、さらに令和２年度は新型コロナ禍等で経済が疲弊している上伊那地域において、リ

ニア中央新幹線や三遠南信自動車道開通等アクセスの飛躍的向上を見据え、これからも地域の伝統や文化

を大切にしながら健康で安心して暮らせる観光地域づくり（住んでよし、訪れてよし）のプラットフォーム（地域

と観光客をつなぐ）として経済と雇用の活性化を図り、持続可能な観光とさらなる地域振興、移住・定住、交流

人口の促進・増加を目指す。 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 

・全国で唯一、中央アルプス、南アルプスの二つ

のアルプスを展望できる雄大な山岳景観と中央

に天竜川が流れる豊かな自然環境（山岳、ジオ

パーク、エコパーク、高原、河岸段丘、棚田、星

空等） 

・豊かな自然に育まれた農林業と資源（清らかな

水、高い品質のお米、野菜、花卉、果樹、木質バ

イオマス、畜産物）  

・天下第一のさくら高遠城址公園や駒ヶ岳をはじ

めとする山岳高原/温泉も備えたリゾート   

・伊那谷に共通した歴史、風土、文化（信州そば

発祥の地として各種そば、ソースかつ丼、ローメ

ン、ガレット、昆虫食などの郷土食/食文化、地域

の祭り、伝統的な行事、街道・宿場ほか） 

弱み（Weaknesses） 

・知名度の不足 

・観光に対する地域住民の意識の低さ 

・大半が通過型観光 

・観光地域づくりを推進する組織がない（一体とな

って観光地域づくり/稼ぐ力を生み出す仕組みが

できていない） 

・ブランド化ができていない 

・マーケティング、商品企画力の欠如 

・二次交通整備が不十分 

・人口減少、少子高齢化 
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・高い技術を持つ「ものづくり産業」が集積（電子、

情報、機械、食品等） 

・本州の中心 

・外国との繋がり（台中市、ＪＩＣＡ、ＪＯＣＡ等） 

・来訪者への“おもてなしの心”、優しさ、人柄 

 

 

 

 

 

 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 
・リニア中央新幹線、三遠南信自動車道等の開 

通、国道 153号整備等によるアクセスの飛躍的 

向上、新たな発展の可能性（首都圏/中京圏から 

各 1～2時間程度） 

・松本空港とリニア長野県駅（飯田市）の中間に 

位置する好立地 

・環境、健康、体験交流型観光の高まり（モノから 

コト消費へ） 

・インバウンドにおけるゴールデンルートから地方 

指向への高まり 

・オリンピック、大阪万博 

 

脅威（Threat） 
・新型コロナ感染症の感染拡大 

・地域間競争の激化 

・少子化、若者の旅離れ 

・ニーズの多様化 

・観光に携わるリーダー/専門人材不足 

・貸切バス規制の影響 

・環境保護対策（放射性廃棄物処理場建設計画） 

・東海沖地震等の自然災害 

・他地域で満足し、伊那谷に来ない 

・治安の悪化 

 

 

満足度調査「総合満足度に対する相関(横軸)×個別評価「大変そう思う」の割合(縦軸)」 

令和３年度  
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（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

インバウンド( 国・台湾、伝統文化・ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨに関心の高い欧米 FIT） 
○選定の理由 

 少子高齢化等国内旅行が縮小傾向にある中、令和２年の長野県全体における訪日外国人延べ宿泊者数が 

347,872人、上伊那地域では 2,229人泊、県内 10地域で 10位という最下位に位置し、インバウンドの恩恵を十 

分浴していない。 

 （一社）長野県観光機構「訪日外国人観光動態調査」や「上伊那国籍別外国人延べ宿泊者数構成比」、長

野県の「観光地利用者統計調査」、「外国人延宿泊者数調査」、「当観光局来訪者満足度調査」でも明らかなよ

うに近隣としてすでに多くの来訪者があり、また早期回復の見込める中国・台湾（コロナ前平成 29の延宿泊者数

は 6,854人で全体の 47.6％）をメインターゲットとしながらも、現状として入込数は少ないものの（平成 29延宿泊

者数 942 人で全体の 6.5％）当地域と親和性の高く伝統文化・アクティビティに関心のある欧米 FIT をそれぞれ

ターゲットに選定し、外国人に選択される「上伊那ブランド」を築き上げ、インバウンドの新たな需要を開拓するチ

ャンスとする。また、インバウンドについては「ＤＭＯ検討会」の際に管内市町村・観光協会等からの要望として、

広域連携による効果が期待できるものとして取り組んでほしい最優先事業のひとつでした。 

 当地域は全国で唯一、二つのアルプスに囲まれ豊かな自然や訪日客に人気の農林業体験農家民泊、町歩 

き、街道歩き、ものづくり、アクティビティ、信州そば、ソースかつ丼、ローメン、そばガレット、シードル、オーガニ 

ック等の優れたコンテンツが数多くある。一方、高遠の城下町や辰野町小野の宿場の特色ある街並みや、ここに 

しかない素材として地酒、伝統的な祭り、日本一の高地星空観察、森林セラピーなどのヘルスツーリズム、また 

近年 SDGSなどでも注目をされ伊那谷で以前から食されている「ざざ虫・蚕・いなご等」の昆虫食もある。 

また、インバウンドが中央から地方への傾向が強まる中、当地域は国際空港化を進める松本空港とリニア中

央新幹線長野県駅（飯田市）との中間に位置する好立地にあり、アクセスも飛躍的に向上し、近隣との連携によ

り「ＡＩＲ（松本・セントレア等）to リニア」の広域観光周遊ルートとして新たな旅の形が作れる。 

域内では市町村単位で訪日教育旅行受入れや友好都市交流が行われているが、単独では受入れ及び施

策投入に限界があり、東京オリンピック・パラリンピック・大阪万博、さらにリニア中央新幹線、三遠南信自動車道

整備等を踏まえ、訪日客の増加が見込まれる中、インバウンドは上伊那地域の各種団体・地域住民が連携を取

りながら一体となって取り組む優先課題であり､スケールメリットの生かせる最重要ターゲットでもある。 

 
○取組方針 

インバウンドにおける課題として①伊那谷ブランドの構築、②多言語対応ガイドの未整備、③マーケット分析 

の不十分があり、この課題解決に向けて平成 30年よりインバウンドを加えた来訪者満足度調査を継続的に実

施（令和２年度はコロナ感染拡大により中止）しながらインバウンドプロジェクトを通じ今後の戦略策定・ターゲット

分析に反映させていく。 

令和２年度は、観光庁訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業「アドベンチャーツーリ

ズム（AT）コンテンツ造成事業」を北陸信越運輸局、長野県観光機構と連携し欧米豪をターゲットとし、コンテン

ツの収集、整理、検討会、ワークショップ、ガイド研修開催のほか、モニターツアーを実施し、コンテンツと旅行商

品を造成した。また、観光庁「地域の観光人材のインバウンド対応能力強化研修」を活用し、域内の事業者を対

象に全国通訳案内士による研修会を２回開催した。 

令和３年度は、引き続きアドベンチャーツーリズム事業の拡充として、県元気づくり支援金を活用しガイド養成

講座４回の開催や海外マーケットへの情報発信を強化するための VJTM２０２１へのオンライン参加、FAM トリッ

プ、サイクルツーリズムガイド養成講座等を実施した。 

また、国：世界に誇る観光地を形成するための DMO体制整備事業に参画。外国籍（英国）専門人材を登用

し観光コンテンツ造成４件、旅行商品企画２件、インバウンド向け公式ウェブサイト特集記事６本掲載等インバウ

ンドにおける体制整備を行った。 

上伊那の独自性の高い資源として「山岳」、「食」、「歴史・文化」が挙げられるが、高遠城址公園さくら祭りや

駒ヶ岳ロープウェイなど海外に知られたものについては、より一層の誘致策や域内他地域との組み合わせ等に

よるシャワー効果を目指す。 

ここにしかない上伊那を堪能していただくような「人とコト」を結びつける滞在体験型プログラム（農林業やそば

打ち等各種体験プラン、食べ歩き、飲み歩きなどナイトタイムエンターテインメント、街道歩き、宿場めぐり、祭り、
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昆虫食、農家民泊等）の開発は、アドベンチャーツーリズムの中で受入整備と「アクティビティ×自然×異文化」

を融合したツアーを商品化し、地域ブランドを確立していく。 

中国、台湾など近隣に対するプロモーションは、県主催インバウンド商談会、トラベルマート等を活用し観光

情報や旅行商品の PR を行う予定であったが、新型コロナ感染拡大によりツーリズム EXPO ジャパン in 沖縄（オ

ンライン開催）以外は中止または順延となり資料提供のみであった。ただし、旅行商品販売に向け海外旅行会

社へのセールスコール、ウェブサイト・SNS 活用、FAM トリップ、デジタル化など今後も積極的に取り組んでいき

たい。併せて滞在日数が長く、当地とも親和性の高い欧米（ＦＩＴ、富裕層を含む）にもアドベンチャーツーリズム

で培った旅行商品数コース（山岳、郷土食、体験、健康（ヘルスツーリズム）、癒し等）を武器にアプローチしてい

きたい。 

一方、サイクルツーリズムと連動し県一周モデルルート「Japan Alps Cycling Road」に選定された当地域サイク

ルルート構築やモニターツアーの実施、ガイドマップの作成などサイクル活用商品造成事業も関係者と連携し

継続、サイクリングガイドの育成、サイクルステーションの設置、インバウンド向け滞在プログラムや旅行商品の造

成など引き続き基盤整備と旅行商品販売に繋げていきたい。 

 インバウンドはスケールメリットが生かせる（一社）長野伊那谷観光局で取り組む最優先課題である。長野県や 

平成 30年度に発足した（一社）長野県観光機構ＤＭＯ形成支援センター及び県インバウンド推進協議会（当観 

光局も加盟、役員）や伊那市観光協会インバウンド部会、ＪＯＣＡ（青年海外協力協会）、伊那英語ガイドクラブと 

連携するとともに、中・長期的にはアフターコロナや松本空港チャーター増便やリニア中央新幹線開業を見据 

え、令和３年度からは南信州・木曽地域などとより広域での連携を強化している。 

 

○第２ターゲット層  

 国内若年層（特に情報発信力の高い都市圏在住の 10～30 代女性） 
○選定の理由 

 中央アルプス／南アルプス、二つのアルプスと中央を天竜川が流れる自然豊かな伊那谷（INA VALLEY）。 

豊かな自然とそこに育まれた農林業（資源）、伊那谷に根付いた独特の風土・歴史・文化、教育的価値の高

いジオパーク・エコパーク、アウトドアスポーツである登山・キャンプ・マウンテンバイク・ラフティング・サイクリング・

釣り・食、さらに、ヨガやピラティスなどのヘルス関連は、当地域で若年層、特に 10～30 代女性に向け最適な体

験滞在型観光素材が数多く存在する。 

また、山岳高原・農林業・食など地域資源を生かした若者向け滞在プログラム、交流プランも組みやすく、さら 

に合宿、林間学校等に利用する体育館・競技場・文化施設・宿泊施設・キャンプ場など受入れ施設も域内に完

備している。 

これまでにもグリーンツーリズム、スポーツツーリズム、教育旅行、婚活、ＦＣ（フィルムコミッション）、アグリツー 

リズム、産業観光など若者を対象とした事業が域内各地で積極的に取り組まれており、一定の集客もある。 

ＤＭＯ設立を契機に、アドベンチャーツーリズムの推進と並行してアウトドア等関係団体・地元企業、観光協

会等との連携調整を図りながら、さらなるコンテンツの磨き上げを行い、若年層の更なる受入に向け、地域全体

に広げていく方策を検討する。 

平成 29 学習旅行の上伊那地域受入実績は 28,471 人、県全体の 3.48%のシェアーと少ない。ただ、平成 29

年度国内修学旅行（首都圏・関西圏を中心に小中学校及び高等学校）をはじめとした農泊受入実績は伊那市

で 48件 2,268人、中川村で 8件 301人あり、アフターコロナに向け準備を進めており、今後の拡大余地が見込

める。また、これ以外にもスキー、キャンプ、合宿など大都市圏を中心に若年層の入込が活発化していたところ

である（H29合宿+体験旅行等県全体入込学校数 973校、学習旅行全体のシェア 81.8%）。 

一方、全国地方都市と同様、当地域も若年層の減少や大学等進学者の首都圏等域外への流出により活力 

が低下している状況であり、持続可能な地域を存続することが困難になってきている。この現状を打破する方策

のとして、教育委員会、学校、郷土愛プロジェクト等とも連携し、ＩＵターンの促進や都市部からの１０～３０代女

性の来訪者を増やすことによる住民の生きがいや誇りの醸成と働き場所の確保を図るほか、情報発信では安定

性・効率性の高い CMS 導入に向けたサイト構造の見直しや SNS を用いた効果的な誘客方法の仕組み構築な

ど受入基盤の整備と一体となって推進、若年層へのアプローチも強化、こうした流れを地域全体に拡大持続化

し、地域との交流促進やリピーター率の向上、若者の地元定着化を目指すため国内若年層を第二ターゲットと

た。 
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長野県学習旅行実態調査（令和２年度）（域外から長野県・上伊那地域への学習旅行者数に関するデータ） 

長野県観光部山岳高原課 

■学習旅行全体   

（単位：校、人） 

 小学校 中学校 高等学校 合計 

学校数 児童数 学校数 児童数 学校数 児童数 学校数 総数 

県合計 168 16,928 366 62,242 273 43,684 807 122,854 

上伊那 7 290 16 882 35 1,589 58 2,761 
（シェア%）  1.7  1.4  3.6  2.2 

（注）学習旅行とは学校又は教育関連機関主催の学校名が特定できる修学旅行、体験旅行、合宿等 

 

■長野県に学習旅行で来訪する学校所在都道府県上位３位 

        

 小学校 中学校 高等学校 合計 

１位 東京都 大阪府 福岡県 東京都 

２位 埼玉県 京都府 東京都 大阪県 

３位 静岡県 埼玉県 大阪府 京都県 

 

○取組方針 

 若者の旅行離れが進行する中で、当地にはコンセプト「山と谷の風景美術館」にふさわしい素晴らしい自然、 

山岳、景観をはじめキャンプ、トレッキング、森林セラピー、街中散策など若者に人気の四季を通じた体験型素 

材が数多くあり、婚活ツアー、卒業旅行、花、食、星空など特に若い女性の来訪者も増えてきており、この流れ 

をより加速させたい。 

 既に活動している団体等とも情報共有・連携し、三大都市圏を中心に若年層、特に活動的な 10～30代女性 

の誘致に取り組むこととする。 

具体的には部会またはプロジェクトチームなどの会議を開催し、来訪者満足度調査によるマーケット分析を行

い、若者に関心の高いテーマ（体験、町歩き、食べ歩き、スイーツ、サイクリング、ハンググライダー、アウトドア、

癒し等）を決め、ストーリー性を加えてツアーコンテンツの磨き上げを行い、アクティブな若者向け滞在型体験プ

ログラムを造成・販売していく。 

国・県と連携して令和２年度から新たに取り組む「アドベンチャーツーリズム」は自然、体験、歴史文化の組合

せとして当地域の優れた素材として親和性も高く若年層にも訴求でき、現状は基盤整備を進めている段階であ

るがコロナ終息後を見据え、インバウンドと並行して積極的に旅行商品造成を行い販売していく。 

ただし、新型コロナが収束するまでは域内及び周辺に絞ったマイクロツーリズムとして観光事業者への支援を

含め“上伊那魅力再発見ツアー”の造成、販売を行いノウハウ等を蓄積し、コロナ収束後は可能なものから大都

市圏や全国に販売、拡大していきたい。 

新たな滞在プログラムの開発には地域の大学、高校等の若年層による参画を促すと共に、周知についてはＨ

Ｐ・ＳＮＳなどインターネットを最大限活用して発信する。 

修学旅行、合宿、林間学校、クラブ活動、ゼミなど学生団体については、受入実態調査やマーケット分析 

（県、旅行会社等への聞き取り他）を行い、体育館・キャンプ場など関連施設の洗い出しと活用方法を模索し、ネ

ットワーク化を検討する。 

また、「上伊那独自の“教育旅行用プログラム（適地開発）”」を商品開発し、長野県学習旅行誘致推進協議 

会への加盟も検討しながら、今後は学習旅行説明会など長野県及び（一社）長野県観光機構等と連携したプロ

モーションを展開し、上伊那が新たな教育旅行の適地として選択されるよう新規顧客獲得に繋げていく。 

年々増加している農家民泊について、すべてが簡易宿所許可取得または届出のうえ“安全・安心”をベース

に、上伊那地域が一体となった受入れの仕組み作りを模索する。 

大都市圏からの若年層の来訪は、当地を訪れて交流する機会を多く持つことにより、当地の魅力を感じて上

伊那への関心を高め、リピーターへと繋がり、将来的には当地域への移住・定住に結びつけたい。 

地域住民に対しては郷土愛プロジェクトとも連携して地域への愛着・誇りを醸成及び卒業生の地元定着率を

高めていきたい。 
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（４）観光地域づくりのコンセプト 
①コンセプト 「山と谷の風景美術館」 

～2つのアルプス・彩(さい)の谷の物語～ 

②コンセプトの考え方 

 

 
 

上伊那エリア（8 市町村）は信州伊那谷の標高 500～3,000m に立

地しており、その標高差と四季が織りなす鮮やかな自然環境、そこで

育まれた魅力ある暮らし・文化・産業が独自の価値を生み出してい

る。縦と横のどこを切り取っても絵画のように見える上伊那の風景を

屋根の無い「山と谷の風景美術館」と表現。 

副題は全国唯一ここでしか見られない「二つのアルプス」と、アル

プスに護られ鮮やかに映える色とりどりの風景・営みを「彩」という言

葉で表し、そこから様々なストーリー（物語）が誕生し、伊那谷のイメ

ージをさらに広げていきたい。 

平成３０年度には、コンセプトの補完として基本理念マーケッティン

グ指針「護られし実りの國・長野伊那谷」（別紙）を作成、関係者と共

有し、あるがままの伊那谷の良さを伝え“伊那谷ファンの獲得”に繋

ぎ、交流を通じ次世代の育成を行っていく。 

豊かな自然に護られ先人たちが築き上げてきた風土や文化は上

伊那特有で、誇れる遺産である。 

少子高齢化が進行するなか、長野伊那谷観光局はリニア中央新

幹線や三遠南信自動車道開通等を見据え、これからも地域の伝統

や文化を大切にしながら健康で安心して暮らせる持続可能な観光地

域づくりのプラットフォーム（地域と観光客をつなぐ）として郷土愛を育

み、経済と雇用の活性化を図り、観光によるさらなる地域振興と移

住・定住の促進を目指す。（このコンセプトは外部講師を交えたＤＭ

Ｏ検討会でワークショップを何回も開催し、決定した。） 
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５. 関係者が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関する調整･仕組み作り、 

プロモーション  

項目 概要 
戦略の多様な関係者との

共有 

※頻度が分かるよう記入

すること。 

上伊那観光連盟を発展的に解散し、より多様な関係者が結集した地域連携

DMO「（一社）長野伊那谷観光局」が発足。令和２年度からは企画広報と受入

整備の２部会の下にワーキンググループを名称変更・改編した専門的な知識と

スキルを持つ多様な関係者により構成される「インバウンド」（２～３ケ月に１回

程度開催）、「情報発信強化」（月１回程度開催）、「国内旅行商品造成」（ツア

ー毎〃）の３プロジェクトを設置し、テーマ・戦略を練り、共有と合意形成を図

る。 

（インバウンドについては、外部専門業者の協力も得て県とも連携し進めて 

いる ）                                            

その後、理事長、部会長、プロジェクトリーダーで構成された戦略会議に諮

り、部分最適を行い、理事会で全体最適、最終的には総会で決定する。 

行政には原則半期に１回程度「事業連絡会議」を開催し、観光担当者との共

有と意思疎通を図っている。 

また、変更事項についてはその都度行政と共有し、さらに多様な関係者・地

域住民への周知・共有を図るため講演会、フォーラム、セミナー等を開催する。 

なお、必要な場合は協議会（委員会）等を設置し、長野県及び長野県観光機

構や今後設立予定の伊南 DMO とは役割分担と連携を密に行う。 

観光客に提供するサービ

スについて、維持･向上・

評価する仕組みや体制の

構築 

ＧＡＰ調査、来訪者満足度調査等の分析結果を関係者へフィードバックする

仕組みや評価システムを２つの部会の下にあるプロジェクト内に構築し、域内

ガイド協会との連携や通訳ガイド育成、“おもてなし”に関する視察、研修会、ツ

アーにおけるガイド等を継続的に実施し、顧客満足度の向上を図る。 

サービスの維持・向上や評価、施策の検証、体制構築についても、それぞれ

のプロジェクトチームを活用して協議するとともに（一社）長野県観光機構ＤＭ

Ｏ形成支援センターからの協力・支援を仰ぎながら取り組むこととする。 

令和２年度、長野県とは二次交通の整備の一環として、観光タクシー実証実

験やアドベンチャーツーリズムにおける自転車活用、新型コロナ感染症が疑わ

れる旅行者に対するタクシーによる緊急搬送システム構築等で連携し、「安全

の確保」と「顧客サービスの向上」に取り組んでいる。 

また、日本版ＤＭＯ推進セミナーへの参画により他地域との情報共有や新た

な観光ビジネスを創出する人材の育成を図る。 

今後、特産品・宿泊・アクティビティ等の観光品質認証制度についても関係

者の意見を聞きながら導入の検討を行い、品質保証と向上を目指す。 

なお、リニア中央新幹線や三遠南信自動車開通を見据え令和３年度より伊

那谷のあるべき姿を示す「伊那谷広域観光プラン」の策定に向け、地域に対す

る愛着と伊那谷ファンの増加や各種サービスの向上、そして最終的には観光

を通じた移住・定住に繋げる体制構築などについて関係者と連携する協議が

スタートした。 

    
ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾂｰﾘｽﾞﾑｶﾞｲﾄﾞ養成事業    ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業 
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観光客に対する地域一体

となった戦略に基づく一

元的な情報発信･プロモー

ション 

情報発信強化を企画広報部会の重点テーマの一つに位置付け、市町村会

員からの聞取り集約結果を受け、これまで市町村単位でなく広域での要望の

多い販促物制作、ツーリズム EXPOジャパン・旅行商品造成商談会等のプロモ

ーション活動、情報発信など可能なところから一元化（問い合わせ窓口の一本

化を含む）を図ってきた。 

さらに、各種商談会等は上伊那代表としての参画を進め、管内観光情報を

一元化し、SNSやメディアの活用等を積極的に行っている。 

令和２年度からは、情報一元化だけでなく住民ライター制・編集会議など住

民参加とより専門性を高めたプロジェクト制を導入し、旬な観光情報の収集、デ

ジタル化、データベースの整理、SNS の活用、令和３年度はさらに公式ウェブ

サイトのブランディングページ及びコンテンツの制作や住民ライタースキルアッ

プ講座などアクセス数のアップに限らず、情報発信力全般の強化による「知名

度向上」を目指している。 

また、長野県観光機構とも連携して共有と最新情報の発信をより強化し、ブ

ランドイメージを定着させていく。 

インバウンドの情報発信強化・プロモーション活動についても、域内観光協

会や既存団体との調整・連携を深め、国・県と一体となり取り組んでいく。 

 

      
   公式ｳｪﾌﾞｻｲﾄ特集記事の作成      上伊那魅力再発見ツアー 

 

 

 ６. ＫＰＩ（実績・目標） 

※戦略や個別の取組を定期的に確認・改善するため、少なくとも今後３年間における明確な数値目標を

記入すること。 

※既に指標となりうる数値目標を設定している場合には、最大で過去３年間の実績も記入すること。 

（１）必須ＫＰＩ                            

    

      

          
      

    
    

     

 

      

     

     

    
          

      

   
      

     

     

   

 
  
     

 （  バ ）

          

     

    
   

       

   

                                            
                                         
   

                                          
                                          
     

                                       
                                           

                

                      
            
                 
                   
         
            
                
          

      

   
          

   ・    ）

            

                    
                        

                

        
       

              

           

         

    イ      
          

               

                 に   の        、  に         

      ン    イド          、    の    名 高  、  の   

 ・   高        い  い      い    イドの  の           

の     の  に            ウイ        に           

指標項目  
2019 

（Ｒ ） 

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

旅行消費  

【  局来訪者 

満足度調査】 
単位：円 

目

標 

18,500 18,900 11,900 17,800 18,200 18,600 

（－） （－） （6,000） （12,000） （60,600） （61,800） 

 

績 

17,749 － 8,782    

（60,590） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

日帰  当   

【   地利用者 

統計調査】 
単位：円 

目

標 

1,683 1,719 未設  未設  未設  未設  

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

 

績 

1,605 1,621 1,680    

（－） （－） （－） （―） （―） （―） 
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※括弧  、訪日外国 旅行者に関  数値 

 ※ 延べ宿泊者数【  地利用者統計調査】  、 総合 5ケ年計画    地域計画 数値目標 ベ  に

   今  態に即  直  検討  

 

長野県観光地利用者統計調査結果 

資料 令和元～令和３年 広域・地域振興局別の状況    

 
 

 
 

 

 

 

宿泊  当   

【   地利用者 

統計調査】 
単位：円 

目

標 

11,921 12,179 未設  未設  未設  未設  

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

 

績 

11,809 12,431 11,603    

（－） （－） （－） （ ） （－） （－） 

来訪者満足度  

【 変満足の数値】 
単位：％ 

目

標 

23.0 24.0 23.0 35.0 36.0 37.0 

（－） （－） （未設 ） （未設 ） （未設 ） （未設 ） 

 

績 

31.6 － 34.1    

（47.8） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

リピ タ 率 

【２回以 の 

来訪者割合】 
単位：％ 

目

標 

62.0 64.0 66.0 68.0 70.0 72.0 

（－） （－） （未設 ） （未設 ） （未設 ） （未設 ） 

 

績 

66.2 － 65.9    

（31.3） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

延べ宿泊者数 

【  地利用者 

統計調査】 
単位：  

目

標 

760,000 777,000 456,000 684,000 698,000 712,000 

（25,000） （37,000） （2,300） （4,600） （23,000） （23,500） 

 

績 

684,000 327,300 381,400    

（23,039） （2,229） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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平成 18～令和２年までの推移  

（長野県） 

 
 

 

（上伊那） 

 
※上伊那の特徴…観光客は当地に来てはいるが消費額に繋がっていない。今後いかに消費額に繋げる事業を展開していくかが課題 
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日帰り客・宿泊客比率・一人当たり消費額（上伊那・長野県） 

 
目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 

【検討の経緯】 

消費金額、来訪者満足度、リピーター率の３項目については、平成２９年より上伊那エリアを訪れた国内旅

行者に、観光庁の推奨調査票に準拠した項目で作成された来訪者満足度調査の「長野県ＤＭＯ版調査票」

により、域内 8 市町村の調査地点 32 ケ所を選定して“聞取調査”及び“留置調査”を実施・データ収集。その

後、インバウンドや QR コードによるオンライン調査も追加し、令和３年度は国内版 41ケ所、訪日版４カ所を選

定して調査を実施した。 

上伊那地域来訪者満足度調査業務委託会社：㈱アンド・デイ 

また、延べ宿泊者数や一人当たり観光消費額は県観光地利用者統計調査を引用した。 

調査結果は基本的には毎年、分析業務委託会社より調査結果説明会を開催し、関係者への共有を図り進

捗状況や今後の上伊那ＤＭＯのＫＰＩ指標設定のための参考データとした。 

【設定にあたっての考え方】 

令和２年度は新型コロナ感染拡大により来訪者満足度調査を取り止め、令和３年度に復活したが、デー 

タ数が少なくインバウンドについては皆無。そこで、新型コロナ感染拡大がある程度収束し客観的なデータが

収集され比較検討が可能なまでは従来の「国内は令和４年度、インバウンドは令和５年度にコロナ前（令和元

年度）に回復、それ以降は当初設定の伸び率」を基本に消費金額、来訪者満足度、リピーター率の３項目の

ＫＰＩを設定した。 

一人当たり及び延べ宿泊者数については、上伊那独自のデータがないため長野県観光部統計調査の令

和４年度目標数値を基準に、年度毎策定した。ただし、新型コロナ感染拡大の影響で一部未公表など実績・

目標設定ができない項目もある。また、インバウンドは「一人当たり」は元々目標設定されていない。 

なお、今後の新型コロナ感染状況及び令和４年度実績によっては令和５年度以降の KPI の見直しもありう

る。 

〇旅行消費額    

消費金額には交通費、宿泊費、飲食費、買物費、入場料等があり「0円」、「不明」、「無回答」を除いた平均 

金額。令和２年、新型コロナ感染拡大による観光への影響と来訪者満足度調査中止によるデータ不足のた

め、暫定的に国内は令和４年、インバウンドは令和５年にそれぞれコロナ感染拡大前の令和元年の数値に回

復すると想定し、その数値を KPI に設定した。国内は、令和３年は令和４年の 2/3 達成、令和５年以降は年

２％増とし、インバウンドは令和３年に令和５年比 10%、令和４年同 20%達成、令和６年度以降は年 2％増とし

た。 

 日帰り・宿泊の一人当たり消費額について、長野県観光部「観光地利用者統計調査」で、「日帰り一人当た

り単価」「宿泊一人当たり単価」の統計数値を集計しているが、令和３年以降は未公表のため未設定とした。 

 なお、インバウンドについては一人当たりの消費額は集計されていない。 

消費金額（客単価×入込客数）のアップには、「日帰りから宿泊へ」及び「滞在時間の延長」、「地産地消」を

視点に第一に宿泊、次に買物、飲食、体験の順で消費増を図るなど観光施策の総動員が不可欠であり、部

会（又はプロジェクト）はじめ関係者と連携協力し、目標達成に向けて努力していく。 
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〇来訪者満足度 

来訪者満足度調査の「大変満足」の値に絞って分析することで「当地域（上伊那エリア）を紹介したい」、ま 

たは「当地域へまた来たい（リピーター率）」をアップさせる指標となるためＴｏｐＢｏｘの「大変満足」の分析値を

採用した。 

平成２９年度数値をベースに、年１%増を目指し設定したが令和２年度の新型コロナ感染拡大の影響により 

来訪者満足度調査を取り止め。このため、暫定的に令和３年度をコロナ感染拡大の前の令和元年度数値に

KPI に設定したが実績は+2.5%の 34.1%にアップした。そこで令和４年度以降は令和３年度実績に対して年１%

増に変更した。 

インバウンドは令和２年度来訪者満足度調査を中止、令和３年度もデータがない。令和４年度以降データ

を収集した後に分析し設定する。 

 

〇リピーター率 

平成２９年度当地域に２度以上訪れたリピーター率計 59.1％の内訳は 2 回目 9.3％、3 回目 7.3％、4 回目

4.5％、5回目 4.8％、6～9回目 7.8％、10回目以上 25.3％。 

平成２９年度数値をベースに平成３０年度はＤＭＯ設立のため年 1.0％増に目標設定しクリア、令和元年度 

はこの数値を基準に以前の年５%から年２％増に目標を下方修正したものの約 6%の伸び率となった。 

 令和２年度は新型コロナ感染拡大により来訪者満足度調査を実施していないため統計は取れなかったが、

調査を再開した令和３年度は新型コロナ感染拡大前の令和元年数値を維持しほぼ達成した。令和４年度以

降は引き続き年 2％増とする。 

 インバウンドは、来訪者満足度調査によるデータがしばらく収集されていないため未設定。 

 

〇延べ宿泊者数 

新型コロナ感染拡大により国内延べ宿泊者数令和２年度は前年から半減、大きく減少した。そこで、暫定

的に令和４年度をコロナ前の令和元年実績並みに回復すると予想、令和３年度は令和４年度の２/３達成、令

和５年度以降は前年比２％増としてＫＰＩ設定した。 

なお、県観光地利用者統計調査をベースに当観光局として実態を見据え、独自に KPI を設定したが見直

しあり。 

（外国人延べ宿泊数） 

暫定的に、令和５年度にコロナ感染拡大前の令和元年度の実績をKPIに設定、令和３年に令和５年比10%、 

令和４年同 20%達成見込みとした。なお、令和３年度実績はデータが発表されていない（11月頃予定）。 

なお、県観光地利用者統計調査をベースに当観光局が独自に KPI設定したが見直しあり。 

インバウンド事業でも宿泊者数アップは最重要ＫＰＩ指標のひとつとして位置づけ、アフターコロナを見据え国

内同様、国・県と連携し積極的に取り組む。 

 

（２）その他の目標     

 ※（ ）  外国 に関   の 

 

 

指標項目 
単

位 

2019 

（Ｒ ） 

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

ウェブサイトの 

 クセ 状況 

単位：件 

目

標 

165,000 173,000 133,000 240,000 250,000 260,000 

（3,000） （3,100） (380) ( 220) (230) (240) 

 

績 

200,972 63,735 229,750    

(3,820) (103) （213） （   ） （   ） （   ） 

滞在 遊   

グ  商品化数 

単位：個 

目

標 

30 60 10 12 14 16 

（20） （40） （7） （8） （9） （10） 

 

績 

12 ９ ６    

（0） （６） （２） （ ） （ ） （ ） 
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資料 ホームページアクセス数(セッション数) 

 
 

指標項目及び目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 
【検討の経緯】 

当観光局の重点事業としてはインバウンド誘客、街歩きなどの滞在プログラムの造成、情報発信の一元化、

二次交通の整備の 4 つで、前項必須ＫＰＩ以外としては、まずは実績データのあるウェブサイトのアクセス状況

を選択、合わせて旅行業登録を契機に滞在周遊プログラムの企画造成数から実際に販売に繋がる商品化数

のアップに KPIを掲げた。 

ただし、令和２年度における公式ウェブサイトの URL 変更や新型コロナ感染拡大等の理由から目標数値の

一部見直しを以下の通り行った。 

なお、部会等で新たに独自ＫＰＩが設定された場合や検証結果によっては追加または再度の見直しをす

る。 

   

【設定にあたっての考え方】 

〇ウェブサイトのアクセス数 

アクセス数の把握はグーグルアナリティクスを引用。令和２年度に上伊那観光連盟のホームページを公式サ

イト「長野伊那谷観光局」に刷新したため URL を新たに作ったが、URL の変更によりアクセス数は前年を大

きく下回った。その後ウェブ記事の充実を進めた結果、令和３年度のアクセス数は大きく伸びた。 

そこで、令和４年度以降は令和３年度をベースに目標を年 5%増とし、情報発信強化プロジェクトを中心に 

具体的な施策を検討していく。 

  インバウンドは、現時点においては当地域の知名度が低く今後の新型コロナ感染の影響が不明のため令

和３年度実績からは当面微増とした。但し、インバウンド需要が回復した場合は、見直しを行なう。 

なお、令和４年度以降はアクセス数のほかに「直帰率」も重視したい。 

  

〇周遊滞在プログラム商品化数 

当地域での滞在時間の延長と旅行消費額の増加を図る一環として受入整備部会に滞在プログラムWGを 

設置し、滞在周遊プログラムを造成してきたが、令和元年度に地域限定旅行業取得に伴いこれまでの滞在プ

ログラムを“上伊那魅力再発見ツアー”として旅行商品化。「GOTO トラベル事業」や「県民割」等を活用し販売

をしてきたが令和２年度初頭からの新型コロナ感染拡大により旅行中止が相次いだ。令和２年度からはワーキ

ンググループを改編しより専門性を高めたプロジェクトを設置し疲弊した観光業者への支援とともに企画力・

販売力向上を図り、KPI は新型コロナ感染拡大の収束見込みを国内は令和４年度とし、この年にコロナ感染

前の令和元年度の数値をＫＰＩに設定し、それ以降は当面年間２本づつ増やしていく。 

インバウンドは、令和元年度をベースにスタートしたものの、令和２年度からは新型コロナ感染拡大の影響

をもろに受け、目標と実績が大きく乖離した。インバウンドプロジェクトメンバーや外部専門人材を中心に旅行

商品企画を行っているが海外からの需要回復が遅れているため令和４年度以降は当面令和３年度目標に対

し年間１本の微増とした。但し、需要回復が見込まれ場合は再度見直しを行う予定。 
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なお、地域限定旅行業範囲を超える商品造成は地元旅行会社と連携するとともに、今後旅行業が定着して

軌道に乗る時点では、企画されたものがどれぐらいの来訪者数の増加・売上に繋がったか等のアウトカム指標

をＫＰＩ指標に加えていくかも検討したい。 

 

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

※少なくとも今後３年間について、計画年度毎に（１）収入、（２）支出を記入すること。 

※現に活動している法人にあっては、過去３年間の実績も記入すること。 

（１）収入 

年度 総収入（円） 内訳 

2018年度 

(H30年度) 

20,239,069円 

【上伊那観光連盟会員分担金】               5,413,000円 

【広域連合ふるさと市町村圏補助金】            5,700,000円 

【上伊那広域連合補助金】                  3,000,000円 

【長野県元気づくり支援金】                  5,660,000円 

【繰越金】                               428,242円 

【雑収入】                                37,827円 

＊行政負担職員等人件費相当額(19,844,755円)は含まず 

2019年度 

(R元年度) 

 
27,548,392円 

【市町村会員分担金】                     5,108,000円 

【普通・賛助会員会費】                      775,000円 

【広域連合ふるさと市町村圏補助金】           5,700,000円 

【上伊那広域連合補助金】                  3,000,000円 

【長野県元気づくり支援金】                  6,385,000円 

【商品取扱等手数料･受託料･寄付金･雑入】      1,693,792円 

【繰越金】                              4,886,600円 

＊行政負担職員等人件費相当額(12,250,000円)は含まず 

2020年度 

(R2年度) 

 

30,180,721円 

【市町村会員分担金】                     5,108,000円 

【普通・賛助会員会費】                            0円 

【広域連合ふるさと市町村圏補助金】           5,700,000円 

【長野県元気づくり支援金】                  3,882,000円 

【広域観光推進業務委託料】                3,000,000円 

【商品取扱等手数料･送客手数料･受託料等】     8,397,707円 

【寄付金･雑収入】                           45,314円 

【繰越金】                              4,047,700円 

＊行政負担職員等人件費相当額(18,535,651円)は含まず 

2021年度 

(R３年度) 

 

29,465,491円 

【市町村会員分担金】                     5,000,000円 

【普通・賛助会員会費】                      845,000円 

【広域連合ふるさと市町村圏補助金】           5,700,000円 

【観光振興事業費補助金】                    773,320円 

【長野県元気づくり支援金】                  5,788,000円 

【広域観光推進業務委託料】                3,000,000円 

【商品取扱等手数料･送客手数料･受託料等】    3,277,631円 

【寄付金･雑収入】                           19,081円 

【繰越金】                              5,062,459円 

＊行政負担職員等人件費相当額(17,144,775円)は含まず 

2022年度 

(R４年度) 

※決算見込み 
30,310,000円 

【市町村会員分担金】                     5,000,000円 

【普通・賛助会員会費】                      600,000円 

【広域連合ふるさと市町村圏補助金】           5,500,000円 

【長野県元気づくり支援金】                  6,264,000円 

【広域観光推進業務委託料】                3,000,000円 
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【商品取扱等手数料･送客手数料･受託料等】     4,134,200円 

【寄付金･雑収入】                            3,978円 

【繰越金】                              5,807,822円 

＊行政負担職員等人件費相当額(17,144,775円)は含まず 

2023年度 

(R５年度) 

※予算見込み 

24,542,000円 【市町村会員分担金】                     5,000,000円 

【普通・賛助会員会費】                      810,000円 

【広域連合ふるさと市町村圏補助金】           5,500,000円 

【長野県元気づくり支援金】                  5,957000円 

【広域観光推進業務委託料】                3,000,000円 

【商品取扱等手数料･送客手数料･受託料等】     1,350,000円 

【寄付金･雑収入】                            3,000円 

【繰越金】                              2,922,000円 

＊行政負担職員等人件費相当額(17,144,775円)は含まず 

2024年度 

(R6年度) 

※予算見込み 

24,542,000円 

【市町村会員分担金】                     5,000,000円 

【普通・賛助会員会費】                      810,000円 

【広域連合ふるさと市町村圏補助金】           5,500,000円 

【長野県元気づくり支援金】                  5,957000円 

【広域観光推進業務委託料】                3,000,000円 

【商品取扱等手数料･送客手数料･受託料等】     1,350,000円 

【寄付金･雑収入】                            3,000円 

【繰越金】                              2,922,000円 

＊行政負担職員等人件費相当額(17,144,775円)は含まず 

（２）支出 

年度 総支出 内訳 

2018年度 

(H30年度) 

20,239,069円 

【一般管理費】                            1,093,891円 

【プロモーション経費】                        2,454,208円 

【マーケティング経費】                        6,612,093円 

【マネジメント経費】                           3,000,000円 

【ＤＭＯ設立経費・供託金】                     1,829,477円 

【他団体負担金】                           362,800円 

【その他】                                  4,886,600円 

＊行政負担職員等人件費相当額(19,844,755円)は含まず 

2019年度 

 (R元年度) 

 23,500,692円 

【一般管理費】                            1,193,025円 

【プロモーション経費】                       9,817,737円 

【マーケティング経費】                       2,575,000円 

【ＤＭＯマネジメント経費】                    6,000,000円 

【他団体負担金】                            493,000円 

【その他】                                    3,421,930円 

＊行政負担職員等人件費相当額(12,250,000円)は含まず 

2020年度 

(R2年度) 

 
25,118,262円 

【一般管理費】                            2,380,844円 

【プロモーション経費】                       2,806,010円 

【マーケティング経費】                            ― 円 

【ＤＭＯマネジメント経費】                    6,000,000円 

【他団体負担金】                            481,000円 

【事業支出】                            13,408,608円 

【その他】                                      41,800円 

＊行政負担職員等人件費相当額(18,535,651円)は含まず 

2021年度 23,657,669円 
【一般管理費】                            1,979,435円 

【プロモーション経費】                       2,593,080円 
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(R３年度) 

 

 

【マーケティング経費】                       1,087,740円 

【ＤＭＯマネジメント経費】                    6,000,000円 

【他団体負担金】                            488,000円 

【事業支出】                            11,509,414円 

＊行政負担職員等人件費相当額(17,144,775円)は含まず 

2022年度 

(R４年度) 

※決算見込み 27,388,000円 

【一般管理費】                            2,624,000円 

【プロモーション経費】                       4,255,000円 

【マーケティング経費】                        418,000円 

【ＤＭＯマネジメント経費】                    6,000,000円 

【他団体負担金】                            668,000円 

【事業支出】                            13,423,000円 

＊行政負担職員等人件費相当額(17,144,775円)は含まず 

2023年度 

（R５年度） 

※予算見込み 

 

 

24,542,000円 

【一般管理費】                            2,637,000円 

【プロモーション経費】                       3,887,000円 

【マーケティング経費】                        477,000円 

【ＤＭＯマネジメント経費】                    6,000,000円 

【他団体負担金】                            668,000円 

【事業支出】                            10,561,000円 

【その他】                                     312,000円 

＊行政負担職員等人件費相当額(17,144,775)は含まず 

2024年度 

（R６年度） 

※予算見込み 

 

 

24,542,000円 

【一般管理費】                            2,637,000円 

【プロモーション経費】                       3,887,000円 

【マーケティング経費】                        477,000円 

【ＤＭＯマネジメント経費】                    6,000,000円 

【他団体負担金】                            668,000円 

【事業支出】                            10,561,000円 

【その他】                                     312,000円 

＊行政負担職員等人件費相当額(17,144,775)は含まず 

（３）自律的･継続的な活動に向けた運営資金確保の取組･方針 
・ＤＭＯの安定した運営のため県・エリア内市町村などからの負担金、支援金を受ける 

・「上伊那魅力再発見ツアー」など着地型（滞在型）旅行商品の造成、販売 

・域内産品の物産展等での販売や宿泊手配における手数料収受 

・ＨＰ、ガイドブック等への広告掲載収入 

・会員の拡大（会費収入） 

・寄付金、協賛金 等  
 

８. 観光地域づくり法人形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見 

長野県、伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村は、一般社団法人長野伊

那谷観光局を伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村における地域連携Ｄ

ＭＯとして登録したいので、一般社団法人長野伊那谷観光局とともに申請します。 

 

９.マーケティング･マネジメント対象区域が他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯと

重複する場合の役割分担について（※重複しない場合は記載不要） 

該当なし 
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１０. 記入担当者連絡先 
担当者氏名 （事務局長）江橋 秀久  （係長）殿内 博信 

担当部署名（役職） 一般社団法人 長野伊那谷観光局 

郵便番号 396-0025 

所在地 長野県伊那市荒井 3500-1 3F 

電話番号（直通） 0265-98-8451 

ＦＡＸ番号 0265-73-5867 

Ｅ－ｍａｉｌ k-dmo@union-kamiina.jp 

 

１１. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先 

都道府県･市町村名 長野県 

担当者氏名 井出 尚人 

担当部署名（役職） 観光部山岳高原観光課企画経理係（主査） 

郵便番号 380-8570 

所在地 長野県長野市南長野幅下 692-2 

電話番号（直通） 026-235-7247 

FAX 番号 026-235-7257 

Ｅ－ｍａｉｌ mt-tourism@pref.nagano.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 長野県 

担当者氏名 高橋 正樹 

担当部署名（役職） 上伊那地域振興局 商工観光課（課長） 

郵便番号 396-8666 

所在地 長野県伊那市荒井 3497 

電話番号（直通） 0265-76-6832 

FAX 番号 0265-76-6890 

Ｅ－ｍａｉｌ kamichi-shokan@pref.nagano.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 伊那市 

担当者氏名 清水 俊一郎 

担当部署名（役職） 観光課（課長） 

郵便番号 396-8617 

所在地 長野県伊那市下新田 3050 

電話番号（直通） 0265-78-4111 

FAX 番号 0265-78-4131 

Ｅ－ｍａｉｌ 01411@inacity.jp 

 

都道府県･市町村名 駒ケ根市 

担当者氏名 小原 昌美 

担当部署名（役職） 商工観光課（課長） 

郵便番号 399-4192 

所在地 長野県駒ケ根市赤須 20-1 

電話番号（直通） 0265-83-2111 

FAX 番号 0265-83-1278 

Ｅ－ｍａｉｌ a.05448@city.komagane.nagano.jp 

 

都道府県･市町村名 辰野町 

担当者氏名 赤羽 裕治 

担当部署名（役職） 産業振興課（課長） 
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郵便番号 399-0493 

所在地 長野県上伊那郡辰野町中央 1 

電話番号（直通） 0266-41-1111 

FAX 番号 0266-41-4651 

Ｅ－ｍａｉｌ kankou@town.tatsuno.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 箕輪町 

担当者氏名 小林 剛史 

担当部署名（役職） 商工観光課（課長） 

郵便番号 399-4695 

所在地 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 10298 

電話番号（直通） 0265-79-3111 

FAX 番号 0265-79-0230 

Ｅ－ｍａｉｌ sangyou@town.minowa.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 飯島町 

担当者氏名 久保田 浩克 

担当部署名（役職） 地域創造課（課長） 

郵便番号 399-3797 

所在地 長野県上伊那郡飯島町飯島 2537 

電話番号（直通） 0265-86-6781 

FAX 番号 0265-86-2051 

Ｅ－ｍａｉｌ chisou@town.iijima.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 南箕輪村 

担当者氏名 有賀 仁志 

担当部署名（役職） 産業課（課長） 

郵便番号 399-4592 

所在地 長野県上伊那郡南箕輪村 4825-1 

電話番号（直通） 0265-72-2176 

FAX 番号 0265-73-9799 

Ｅ－ｍａｉｌ Syoukou-c@vill.minamiminowa.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 中川村 

担当者氏名 宮﨑 朋実 

担当部署名（役職） 振興課（課長） 

郵便番号 399-3892 

所在地 長野県上伊那郡中川村大草 4045-1 

電話番号（直通） 0265-88-3001 

FAX 番号 0265-88-3890 

Ｅ－ｍａｉｌ shokan@vill.nagano-nakagawa.jp 

 

都道府県･市町村名 宮田村 

担当者氏名 伊藤 哲也 

担当部署名（役職） 産業振興推進室（室長） 

郵便番号 399-4392 

所在地 長野県上伊那郡宮田村 98 

電話番号（直通） 0265-85-5864 

FAX 番号 0265-85-4725 

Ｅ－ｍａｉｌ sangyo@vill.miyada.nagano.jp 

 



法人名：一般社団法人長野伊那谷観光局

【区域】長野県、伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町
飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村

【設立日】 平成30（2018）年10月1日 設立
【登録日】 令和２年３月３１日
【代表者】 代表理事（理事長） 向山孝一
【マーケティング責任者】 企画広報部会長 宮島 敏
【財務責任者】 理事兼事務局長 江橋 秀久
【職員数】 ６名
（常勤６名（正職員２人、出向等４人）
【連携する主な事業者】 区域内市町村及び観光協会、
長野県、JA上伊那、交通事業者、金融機関、旅行会
社、ガイド団体等

「山と谷の風景美術館」～２つのアルプス・彩（さい）の谷の物語～

合意形成の仕組み

登録区分名：地域連携ＤＭＯ

※（）内は訪日外国人旅行者に関する数値

法人のこれまでの活動実績

【情報発信・プロモーション】
・住民ライターを活用したスキルアップ講座や
体験記掲載等による情報発信強化
・各種商談会/サミット等（オンライン）の参加
・公式ウェブサイトのブランディングコーディ
ネートを行い特集記事を充実
・広域総合観光パンフレット作成
【観光資源の磨き上げ】
・観光ガイド養成と旅行ガイディング講座、
・上伊那魅力再発見ツアーの造成、販売
【受入環境の整備】
・来訪者満足度調査の再開
・管内観光資源の情報交換/共有
・インバウンド外部専門人材の登用
・南信州/木曽を含む３地域広域連携の推進

戦略

【該当する登録要件】①② 第２００７５号
【概要】企画広報部会と受入整備部会の２部
会があり、部会又はそのもとにあるプロジェク
トで戦略の策定。その後、戦略会議、理事会
（理事長は民間、理事は企業経営者を中心に
首長２名を含め計９名）にて全体策定、合意形
成を経て総会にて最終決定する。

【主なターゲット】
・インバウンド（中国・台湾、欧米FITなど）
・国内若年層
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
・プロジェクトによるマーケット分析と施策への反映
・ウェブサイトサイトによる情報発信強化と多言語
化の推進
・観光パンフレットの英語版作成などデジタル化
・滞在プログラムの開発と観光ガイドの育成
・アドベンチャーツーリズム、サイクルツーリズム、
ユニバーサルツーリズムの強化拡充
・インバウンド及び国内若年層向けの体験滞在型
旅行商品の造成、販売
・「伊那谷広域観光プラン」の策定協議スタート
・アフターコロナを見据えた「新たな旅」の提案

実施体制

観光関連事業者と戦略との整合性に
関する調整・仕組み作り、プロモーション

企画広報/受入整備２部会の下に、観光関連事
業者はじめ多様な関係者を交えたプロジェクトを
置き、テーマ・戦略を練るとともに共有・調整を行
う。また、インバウンドやプロモーションなども地
域一体的に取組むほか３地域連携も強化する。
行政へは事業連絡会議を通じ意思統一を図る。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】
・市町村会費 ５百万円 ・補助金 ９百万円
・国・長野県支援金 ７百万円
【総支出】 24百万円（一般管理費 ２百万円、事業費12百万円）
※３年度決算
【自立的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
・市町村支援、旅行商品の販売など収益事業の展開、会員拡大 等

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】
・中央アルプス、南アルプ
スに代表される山岳高
原と天竜川が縦断する
優れた景観
・豊かな自然に育まれた
農林業、暮らし、文化
・温泉
・伝統ある祭りと各種行
事、街道 等

ＫＰＩ（実績･目標）

記入日：令和4年10月28日

 

指標項目  
2019 

（Ｒ１） 

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

旅行消費額 

【観光局来訪者 

満足度調査】 
単位：円 

目

標 

18,500 18,900 11,900 17,800 18,200 18,600 

（－） （－） （6,000） （12,000） （60,600） （61,800） 

実

績 

17,749 － 8,782    

（60,590） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

日帰一人当たり 

【県観光地利用者 

統計調査】 
単位：円 

目

標 

1,683 1,719 未設定 未設定 未設定 未設定 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

実

績 

1,605 1,621 1,680    

（－） （－） （－） （―） （―） （―） 

宿泊一人当たり 

【県観光地利用者 

統計調査】 
単位：円 

目

標 

11,921 12,179 未設定 未設定 未設定 未設定 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 

実

績 

11,809 12,431 11,603    

（－） （－） （－） （ー） （－） （－） 

来訪者満足度  

【大変満足の数値】 
単位：％ 

目

標 

23.0 24.0 23.0 35.0 36.0 37.0 

（－） （－） （未設定） （未設定） （未設定） （未設定） 

実

績 

31.6 － 34.1    

（47.8） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

リピーター率 

【２回以上の 

来訪者割合】 
単位：％ 

目

標 

62.0 64.0 66.0 68.0 70.0 72.0 

（－） （－） （未設定） （未設定） （未設定） （未設定） 

実

績 

66.2 － 65.9    

（31.3） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

延べ宿泊者数 

【観光地利用者 

統計調査】 
単位：人 

目

標 

760,000 777,000 456,000 684,000 698,000 712,000 

（25,000） （37,000） （2,300） （4,600） （23,000） （23,500） 

実

績 

684,000 327,300 381,400    

（23,039） （2,229） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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