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観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

 

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 
（一社）長野県観光機構 

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 

所在地 長野県長野市中御所岡田町 131 番地 4 

設立時期 昭和 35 年 12 月 14 日 

職員数 ８５人【常勤 83 人（正職員 12人、嘱託員・契約職員 36人、出向職員 12 人、 

パート・アルバイト職員 22 人、派遣職員 1人）、非常勤 2人（契約職員 2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） 

（氏名） 

野原 莞爾 

（出身組織名） 
綿半ホールディングス㈱ 

理事長（代表理事）。平成 23年４月に理事長に就

任。以降 11 年にわたり、長野県経済界との強いパイ

プを活かし、長野県の観光振興に取り組んでいる。

長野県経営者協会の副会長（観光委員長）を長年に

わたり務め、現在は顧問を務めている。 

法人全体の統括責

任者 

（氏名） 

佐藤 啓介 

専務理事（代表理事）。平成 30年～令和元年度にお

いて㈱電通からの出向で当機構の DMO 形成支援セン

ターにて地域 DMO の設立や課題解決に従事、令和 2

年度からは㈱電通への業務委託で当機構のアドバイ

ザーに就任、令和 3年度においては当機構の経営改

革アドバイザーに就任、令和 4年度からは当機構に

入社し、豊富な知識と経験を活かして法人全体の統

括を担っている。 

データ収集・分析

等の専門人材（Ｃ

ＭＯ：チーフ・マ

ーケティング・オ

フィサー 

（氏名） 

永井 優也 「専従」 

プロパー職員。入社以来、国内誘客、インバウン

ド、ＷＥＢなどの事業に携わり、さらには JNTO に出

向し経験を積みノウハウを蓄積したうえで、近年は

上級ウェブ解析士の資格を取得しデジタルマーケテ

ィングの専門人材として取り組んでいる。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チー

フ・フィナンシャ

ル・オフィサー） 

（氏名） 

吉味 秀明 

コーポレートデザイン部マネージャー。プロパー職

員。入社以来、国内誘客、インバウンド、ＷＥＢを

はじめ様々な事業に携わり経験を積みノウハウを蓄

積したうえで、中部国際空港㈱に 3年間出向し研鑽

を積み、令和 4年度から財務管理をはじめ、法人の

根幹となるコーポレート系業務の責任者となる。 

公益事業部門の責

任者 

（専門人材） 

（氏名） 

小山 浩一 

（出身組織名） 

長野県 

常務理事、パブリック事業部マネージャー。長野県

観光部観光誘客課、東京事務所、信州首都圏総合活

動拠点（銀座 NAGANO）等、観光に関連する業務に長

年携わってきた経験を活かし、長野県や県内外の観

光関係者との連携による公益事業の執行責任者とな

る。 
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収益事業部門の責

任者 

（専門人材） 

（氏名） 

佐藤 啓介 

ＴＸデザイン部マネージャー（TX：Tourist・

Traveler Experience）。専務理事でもある。平成 30

年～令和元年度において㈱電通からの出向で当機構

の DMO 形成支援センターにて地域 DMO の設立や課題

解決に従事、令和 2年度からは㈱電通への業務委託

で当機構のアドバイザーに就任、令和 3年度におい

ては当機構の経営改革アドバイザーに就任、令和 4

年度からは当機構に入社し、豊富な知識と経験を活

かして、県内外の事業者との連携による収益事業の

執行責任者となる。 

物産ブランド振興

部門の責任者 

（専門人材） 

（氏名） 

石坂 健一 「専従」 

（出身組織） 
㈱綿半ホールディングス 

ＣＸ事業部長（CX：Consumer Experience）。㈱綿半

ホールディングスでの豊富な経験と人脈を駆使し、

県や地域の事業者等と連携して、県産品の価値や魅

力を発信するための公益事業並びに収益事業の執行

責任者となる。 

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（財政支援、観光基盤整備、人づくり）、企画振興部（地域づく

り、地域おこし）、県民文化部（芸術文化、国際交流）、健康福祉部（健康増

進）、環境部（自然保護）、産業労働部（サービス産業、ものづくり、地場産

業）・農政部（特産品開発、PR）、林務部（森林活用、ジビエ）、教育委員会（文

化財、スポーツ）等 

長野県内 77 市町村観光担当課（観光地域づくり法人の形成・確立、地域資源に

よるプログラムづくり・商品造成、プロモーション等） 

連携する事業者名

及び役割 

・地域の観光地域づくり法人・観光協会（観光情報提供、観光素材の掘起しと磨

き上げによる商品造成、特産品開発、プロモーション） 

・ＪＲ各社（誘客キャンペーン、商品造成）、県内交通事業者（しなの鉄道、長野

電鉄他）（観光列車、2次交通確保、商品造成） 

・長野県に支店等を有する大手旅行会社（商品造成、誘客キャンペーン） 

・長野県旅館ホテル組合会会員等県内宿泊施設（商品造成、誘客キャンペーン、

プロモーション） 

・アクティビティ事業者（約 100 社：商品造成、情報提供） 

・OTA、Web 等 ICT 関連事業者（誘客キャンペーン、商品販売、観光施設・イベン

ト・体験等チケット販売） 

・特産品生産事業者（約 600 社：特産品販売、ブランド構築） 

・各種経済団体（ネットワーク活用による情報収集・発信・共有） 

・県内メディア、金融機関、広告代理店等（リソースとネットワーク活用による

観光ブランド発信、プロモーション） 

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 

・多様な関連事業者や行政で構成される当機構の理事会（理事：県内６観光圏域

の行政・観光関連団体、日本旅行業協会、索道事業者、旅館ホテル組合、鉄道・

バス・航空等交通事業者、県・市長会・町村会等の代表者）及び会員総会におい

て、施策や各種事業についての意思決定、成果報告を行う。 

・「DMO 形成支援センター」（平成 30年 4月設置）では、各部の専門人材が横断

的に連携し、観光地域づくり法人等が抱えている課題解決に向けた具体的な事業

実施への支援を行う。特にインバウンド対策においては、より効果的、効率的な

「観光地域づくり」の核となる推進体制の構築が求められることから、市町村域

を越える広域型 DMO の形成確立に向けた合意形成への支援を行う。 

・インバウンド受入れに積極的な事業者や団体で構成する「インバウンド推進協

議会」（平成 31年 2月設立）では、民間主導によるオールＮＡＧＡＮＯで、旅行

商品の造成・提供等の受入環境整備やプロモーション等を行う。                                      

・観光振興を県全体の共通目標として位置付け、県全体での横断的な組織「長野

県観光戦略推進本部」（長野県の全部局、地域振興局、当機構が一体となり、政
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策を総動員して取り組む意思決定機関）に参画して、長野県との役割分担を明確

にしての強力連携を図る。 

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 

 

（単独と都府県の地域連携 DMO の場合は対象外のため記載を省略） 

法人のこれまでの

活動実績 

（活動の概要） 

事業 実施概要 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

・令和元年度長野県公式観光サイト管理運営事業 

長野県公式観光サイトは、ユーザー環境やニーズの変化に対

応し一元的な観光情報発信を強化するため、日本語と多言語サ

イトを統合する全面リニューアルが実施され、令和元年 10月

に新公式観光多言語サイト「GO NAGANO」がオープンした。長

野県内全域の魅力ある観光情報を収集し、旅の楽しみをトリッ

プアイデアとして発信する情報メディアとした。県内のＤＭ

Ｏ、市町村、観光協会、観光事業者等との連携により魅力ある

コンテンツを制作するなど、同サイトと SNS の管理運営を行

い、一元的な情報発信に取り組んだ。 

長野県観光交通案内アプリ「信州ナビ」の運営管理を行い、

県全域の公共交通機関の交通情報と目的地までのルート検索サ

ービス等を提供し、旅行者の利便性の向上と、課題である二次

交通への対策の一つとして取組みを進めた。 

 

・令和元年度公式観光サイト運用事業（自主財源事業） 

 県公式観光サイト「GO NAGANO」において、有料での登録宿

泊施設の情報発信を実施した。また、地域 DMO や観光事業者と

連携し新サイトにおける新たな広告メニューの開発を行い、観

光デジタルマーケティングプラットフォームとしての活用と、

持続可能な運営基盤を構築した。 

 

・令和元年度スノーリゾート信州推進事業 

冬季における長野県の主要産業であるスキー関連産業活性化

のため、行政や索道事業者など官民一体となり、国内及びイン

バウンドのプロモーションを実施した。 

 

・令和元年度信州スノーキッズ倶楽部事業 

長野県内スキー場へのファミリー層の誘客とウィンタースポ

ーツ･ファンの底辺拡大を図るため、小学生を対象とした会員

組織「信州スノーキッズ倶楽部」の運営を実施した。 

 

・令和元年度 NAGANO SNOWLOVE．NET 実行委員会事業 

長野県スキー場総合ポータルサイト「NAGANO 

SNOWLOVE.NET」の運営管理を行い、県内全スキー場の情報発信

を行うとともに、長野県索道事業者協議会との連携により、共

通リフト券を活用した誘客活動を実施した。 

 

・令和元年度学習旅行誘致推進事業 

学校･旅行会社への直接訪問による営業活動、関係団体への

県内視察誘致、学習旅行誘致説明会（商談会)の開催等を実施

した。 
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・令和元年度長野-新潟スノーリゾートアライアンス事業 

信越エリアの 4スキーリゾートエリア（白馬、志賀高原、野

沢温泉、妙高高原）、JR東日本、新潟県及び長野県がスノーリ

ゾートへの誘客を図るため、当機構が事務局を務める実行委員

会を組織し、豪州、英国、米国、東南アジアへのプロモーショ

ン等を実施した。 

 

・令和元年度山岳リゾートブランド構築事業 

インバウンドのマーケティング調査結果の分析等により明ら

かになった本県の外的・内的状況の強みを活かして、急増する

訪日外国人旅行者を長野県へ取り込むのに有効なプロモーショ

ン等に取り組んだ。（中山道ブランド構築、韓国、中国、台

湾、香港、タイ、ベトナム、欧米等への国別プロモーション） 

 

・令和元年度地方連携・新たな観光地域支援事業 

訪日旅行市場が成熟し、市場のニーズが多様化する中、従来

のプロモーション事業を拡大し、中国をはじめとする東アジア

や成長著しい東南アジア等の市場に加え、引き続き欧米市場や

新興市場へ積極的にアプローチし、国の支援制度を活用し周辺

県との連携により、マーケティングに基づくプロモーションを

強化・実施し誘客を図った。 

 

 

 

・令和元年度訪日教育旅行誘致推進事業 

学校交流のコーディネート、視察受入れ対応、学校・旅行会

社・教育局等への海外現地への直接訪問による営業活動を実施 

 

・令和元年度県外観光情報センター情報発信事業 

長野県への誘客拡大を図るための重要な情報発信拠点である

東京（銀座 NAGANO）、名古屋、大阪の観光情報センターにおい

て、長野県への一層の誘客拡大を図るため、県内のＤＭＯ、市

町村、観光協会、観光事業者等から最新情報を収集し、お客様

への観光案内や旅行エージェント･マスメディア等への営業活

動･情報提供を積極的に実施した。 

 

・令和元年度信州まつもと空港と連携した周遊観光推進 

 信州まつもと空港から定期便が就航している九州、北海道等

の地域において、地元メディアとのタイアップにより観光 PR

イベント出展及びメディア媒体を通じた長野県観光の魅力情報

等を発信し、長野県への誘客の拡大を図った。 

 

・令和元年度信州首都圏総合活動拠点「銀座 NAGANO」ブラン

ド創出・発信事業 

銀座 NAGANO を活用し、長野県産の果物や農畜産物加工品、

原産地呼称管理制度認定ワイン・日本酒等の県産品を一般消費

者に紹介することで、商品価値や魅力の訴求を図り、長野県ブ

ランドの創出・発信を推進した。情報発信やイベントも実施

し、長野県への誘客につなげるとともに、県のイメージアップ

を図った。 
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・令和元年度酒類販売事業 

長野県産酒類（日本酒・ワイン等）を主に県外の酒販店等に

販売（卸売）し、県産酒類の県外での認知度向上と魅力発信を

行いながら販路拡大につなげる活動を実施した。 

 

・令和元年度インターネット販売運営事業 

EC サイト「NAGANO マルシェ」を運営し、長野県産品の認知

度向上と魅力発信を行いながら販路拡大につなげる活動を実施

した。 

 

受入環境の

整備 

・令和元年度ＤＭＯ形成確立支援事業 

 平成 30年 4月から設置した「DMO 形成支援センター」に 10

の各エリアに専門人材によるエリアマネージャー及びエリア担

当者を配置し、各地域に入り込み、状況把握、課題の明確化、

危機意識の共有、助言、提案等を行い、さらには協働事業の実

施等、具体的な支援を行っている。 

特にインバウンド対策においては、より効果的、効率的な

「観光地域づくり」の核となる推進体制の構築が求められるこ

とから、市町村域を越える広域型 DMO の形成確立に向けた合意

形成への支援を強化した。 

 

・令和元年度観光人材育成強化事業 

世界水準にふさわしい「質の高い魅力的な観光地域づくり」

を進めるためには、観光資源の磨き上げ、マーケティング分析

力、組織管理、対話による調整、リスク管理等の実践力を身に

つけ観光地経営ができる人材の育成が求められている。そこ

で、観光地経営の観点から、マーケティングに基づく戦略策定

や財源の確保などの地域をマネジメントする力を習得するセミ

ナーを開催し、県内観光業の牽引役となる人材養成への取り組

みを進めた。 

 

・令和元年度インバウンド支援センター事業 

平成 30 年 4 月に設置した「インバウンド支援センター」の

活動として、長野県全体のインバウンド誘客の体制を構築す

るため、事業者等からの受入環境に関する相談対応や各種セ

ミナーの開催により、支援に取り組んだ。 

 

・令和元年度長野県インバウンド推進協議会事業 

平成 31 年 2 月に発足した「長野県インバウンド推進協議

会」の活動としてワーキング部会の開催、各種セミナーの開

催、先進地視察の実施等により、会員同士のネットワーキング

を深め、連携体制の構築を図った。 

 

・令和元年度 NAGANO PASS 造成事業 

JR、県内私鉄 4社と連携し、乗り降り自由の長野県外国人周

遊フリーパス「NAGANO PASS」を令和元年 7月から販売開始。

沿線自治体・事業者と連携して特典・割引などの付加価値を付

けるなど、販売促進に取り組んだ。 
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・令和元年度観光・交通案内アプリの管理運営事業 

課題であった二次交通対策として、県と協働して長野県観

光・交通案内アプリ「信州ナビ」（観光客や住民が、県内の移

動に必要な交通案内情報を提供）の運営管理に取り組んだ。 

 

・令和元年度温泉地Ｒｅ・デザイン事業 

長野県の温泉地が国内外の観光客から選ばれるために、今ま

での発想や方針を転換（Re デザイン）して、温泉地の新たな

過ごし方や楽しみ方を創出し誘客促進を図るため、温泉地 Re

デザイン研究会を開催した。全体研究会を開催するほか、各温

泉地での分科会を重ね、そこで出された温泉地の魅力を創出す

るための提案を全県にフィードバックして、温泉地の活性化に

活かした。 

 

・令和元年度県内観光案内所相互連携事業 

市町村、市町村観光協会等が運営する観光案内所間での情報

共有等の連携を深めるとともに、研修会等を開催して観光案内

所職員の資質の向上を図った。 

 

・令和元年度観光インターンシップ推進事業 

観光業の人材確保を推進するため、観光インターンシップ推

進員を配置し、インターンシップ拡大のための観光事業者から

の情報収集及び受入支援、県内外学校への訪問営業、地域との

連携によるインターンシップ事業の実施、地域でのインターン

シップ受入環境の整備等に取り組んだ。 

 

・令和元年度白馬村経済産業構造分析事業 

白馬村と協働し、今後の地域における施策提案の基礎資

料とするための当該地域の産業構造を把握するための「白

馬村産業連関表」を作成した。本事業で作成された「産業

連関表」は、今後の白馬村で行われる事業がどの程度の経

済効果をもたらすかを知るためのツールとして利用するこ

とができる。また、得られたノウハウは今後他地域へも提

供することができる。 

 

観光資源の

磨き上げ 

・令和元年度旅行商品造成支援事業 

長野県への旅行商品造成を促進するため、県内観光関係者と

県外・海外の旅行会社・メディア等との情報交換・商談の場と

して国内旅行商談会及びインバウンド商談会等を開催した。 

 

・令和元年度着地型旅行商品化支援事業 

地域が有している観光素材をより誘客に結びつけるために、

関係団体及び近隣地域との連携強化により魅力ある旅行商品を

造成し、当機構の旅行商品 WEB 販売サイト等で販売した。地域

の関係団体や事業者等が商品化した旅行商品についても、販路

拡大のため、販売し支援した。 

 

・令和元年度地域で創ろう！NAGANO ベスト 1,000 旅行商品造

成事業 
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訪日旅行者の視点で長野県の優れた素材を活かした商品をつ

くり、海外旅行代理店に売り込む取り組みに令和元年度より着

手した。（ 研修会・ワークショップ・交流会開催、モニターツ

アーなど）訪日旅行市場は団体旅行から個人旅行（FIT）に急

速にシフトしてきており、訪日で期待することも「モノ消費」

から体験型観光の「コト消費」に変化してきている状況の中、

体験型の旅行商品を県内各地域で様々な主体が作り出すための

支援に取り組んだ。 

 

・令和元年度世界水準のＤＭＯ形成促進事業（観光振興事業費

補助金） 

外部専門人材１名登用により、サイクルツーリズムに特化し

た外国人旅行者に選好される魅力的なコンテンツの開発・強化

として、旧中山道を共通の素材したコースづくり等を実施し

た。 

 

・平成元年度物味湯産手形事業 

 長野県が誇る「温泉」をキーワードに、新規顧客の開拓・県

外観光客のリピート化と県民の県内流動を活性化し、消費拡大

を促進するため最大 12の施設に入浴できる観光クーポン冊子

「物味湯産手形」を制作し販売した。 

 

 

 

（定量的な評価） 

 

 
 

 
単 

位 
平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

県公式観光 

ウェブサイ

ト総ページ 

ビュー数 

万 

件 
1,043 1,174 1,274 1,188 1,148 1,165 689 

着地型旅行 

商品造成 

販売本数 

本 10 8 11 13 14 10 14 

訪日教育 

旅行対応 

旅行者数 

人 4,457 4,152 4,316 4,557 5,444 5,823 3,920 

修学旅行 

校数 
校 3,231 3,930 4,378 4,593 4,583 5,037 4,633 

スキー場延

べ利用者数 

万 

人 
704 709 595 661 657 645 553 

ｽﾉｰｷｯｽﾞ 

倶楽部 

会員数 

人 19,926 17,026 15,635 15,863 15,801 14,788 10,362 

物産関係 

販売額 

千 

円 
15,272 111,002 423,459 313,039 307,120 272,882 274,080 
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実施体制 

 

（実施体制の概要） 

観光地域づくり法人（地域連携 DMO）である（一社）長野県観光機構が母体と

なり、メンバーには、長野県、全 77 市町村、DMO、観光協会、宿泊事業者・交通

事業者・商工会議所・商工会・JA等の観光関連の各種団体等が会員であり、多

様な関係者が参画する官民が密接に連携した運事業運営を行っていく。 

会員総会、理事会の下に、パブリック事業部、ＴＸデザイン部（TX：

Tourist・Traveler Experience）、ＣＸ事業部（CX：Consumer Experience）、コ

ーポレートデザイン部の４部で構成される事業統括本部を設置。 

※第二次中期経営計画（令和 2年度～4年度）を令和 2年 3月に策定。 

 

 

（実施体制図） 
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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】 

本計画の区域は長野県全域の 77 市町村から構成される区域とする。 

 

【観光客の実態等】 

令和元年の長野県内の延宿泊者数は 1,805 万人（対前年比 98.5％）で減少傾向。うち外国人延宿

泊者数は 158 万人（対前年比 103.3％）で増加傾向にある。 

令和元年の長野県内の旅行消費額は 8,769 億円（対前年比 107.6％）で増加傾向。うち外国人延宿

泊者数は 562 億円（対前年比 99.4％）と横ばい状態である。 
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【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】 

・北アルプス・中央アルプス、南アルプスをはじめとする日本有数の山岳高原 

・豊かな自然がもたらす景観 

・豊かで美しい自然環境（星空、おいしい水） 

・多種多様な温泉（温泉地数 225 箇所（全国 2位）） 

・街道（中山道、北国街道等）、宿場、国宝松本城、国宝善光寺、諏訪大社などの史跡 

・善光寺御開帳、諏訪大社御柱祭り 

・スキー、スケート、登山、ハイキング、トレッキング、ウォーキング、テニス、ゴルフ、サイク

リング、マウンテンバイク、パラセーリング、ウィンドサーフィン、SUP など 

・豊富な食材（野菜、果物、山菜、信州牛、ジビエ、川魚、米、日本酒、ワイン、シードルなど） 

【観光資源の活用方法】 

・中でもより選りの素材を取り上げてのイメージ戦略によるブランドづくり。 

・ピックアップされた素材を様々な観光関連事業者の連携により共通で、一定の期間を設定のう

え、素材を代えて繰り返し売り出す戦略づくり。 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数】（令和 2年度末現在） 

・域内分布 長野県全域 

・宿泊施設数（旅館業） 6,542 施設（旅館・ホテル営業：2,602、簡易宿所：3,934、下宿：6） 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

 長野県の中心に位置する松本市に「信州まつもと空港」があり、本空港を活用し、北海道、九

州、関西地域からの誘客に効果をあげており、空港を起点にした周遊観光ルートの確立が見込め

る。 
 高速道路網については、上信越自動車道、長野自動車道、中央自動車道が南北に走っており、首

都圏、中京圏、北陸圏からのアクセスが可能である。 

公共交通機関については、北陸新幹線延伸により、首都圏から東北信地域への公共交通手段を使

用したアクセスが更に短縮され、更には、北陸・関西地域からの誘客が可能となった。新幹線の県

内圏域駅は軽井沢駅、佐久平駅、上田駅、長野駅、飯山駅であり、各駅共にしなの鉄道、ＪＲ小海

線、上田電鉄、長野電鉄、ＪＲ飯山線に接続しており、各駅を起点とした広域観光ルートの構築が

可能である。 

また、中信地域についても、北陸新幹線延伸により、新潟県の糸魚川駅を起点とし、ＪＲ大糸線

を利用したルートを活用することで、北陸・関西圏からの誘客が可能である。 

 更には 2027 年にリニア中央新幹線の開通が予定され、飯田市に新駅が設置される。この開通によ

り首都圏、中京圏、関西圏からの南信地域へのアクセスが短縮され、JR 飯田線のみならず中央自動

車道や三遠南信自動車道などの高速道路網との結節により、より大きな効果を期待でき、南信地域

のみならず、長野県の南の玄関口、三遠南信地域の北の玄関口として、観光・地域の発展に期待が

できる。 

 

【訪日外国人旅行者への対応】 

 長野県内全域において、訪日外国人旅行者の受入強化のため、標識等（登山道案内標識含む）を

多言語化にするなど整備を進めており、宿泊施設内においても入浴方法等、多言語による案内表示

を強化させている。平成 29 年 7 月より、訪日外国人旅行者向け多言語コールセンター事業に取り組

んでいる。 

 また、訪日外国人旅行者の利便性を向上させるため、無料公衆無線 LAN 環境を整備するなど、ハ

ード面の整備を進めている。 
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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 

長野県公式観光サイト 

「Go NAGANO」 

アクセス解析データ等 

サイト運営、ネット広告運用等で収集

したデータを総合的に分析し、その分

析結果を地域にフィードバックしてコ

ンテンツの開発改善に活用 

長野県公式観光サイト「Go 

NAGANO」のアクセス解析デー

タ、他団体等のサイトとの連携

によるデータ収集 

長野県内旅行者の総合満足度 KPI の把握、観光施策立案の基礎資料 来訪者満足度等アンケート調査 

長野県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 来訪者満足度等アンケート調査 

長野県内の旅行消費額 KPI の把握、観光施策立案の基礎資料 
観光庁｢観光入込客統計｣の結果

を活用 

長野県内の延べ宿泊者数 KPI の把握、観光施策立案の基礎資料 
観光庁｢宿泊旅行統計調査｣の結

果を活用 

長野県内の観光地利用者数及び

観光消費額 

観光地における利用状況及び観光消費

額の実態を把握、観光施策立案の基礎

資料 

長野県「観光地利用者統計調

査」の結果を活用 

長野県内の外国人宿泊者の国

籍・地域及び月別延宿泊者数 

外国人の宿泊旅行の実態を把握、観光

施策立案の基礎資料 

長野県「外国人延宿泊者数調

査」の結果を活用 

長野県内の学校等の修学旅行の

参加人数、種類、目的等 

長野県外からの学習旅行の状況を把

握、観光施策立案の基礎資料 

長野県「学習旅行実態調査」の

結果を活用 

長野県内のスキー・スケート場

の延べ利用者数等 

スキー・スケート場における利用状況

を把握、観光施策立案の基礎資料 

長野県「スキー・スケート場利

用者統計調査」の結果を活用 

 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
平成 31 年１月から令和元年 12月までの県内の延べ宿泊者数の累計は、日本人・外国人を合わせ

た延べ宿泊者数が、1,805 万人で前年同期比 1.5 パーセントの減少となったが、そのうち外国人延べ

宿泊者数は、158 万人、3.3 パーセントの増加となった。 

令和元年度は、10月の紅葉シーズンに、東日本台風による記録的な大雨で、千曲川の堤防決壊な

ど河川の氾濫や、住家の全半壊、浸水など甚大な被害が発生した。この災害では、北陸新幹線や中

央本線、しなの鉄道、上田電鉄別所線など鉄道が運休し、中央自動車道や上信越自動車道なども通

行止めとなり、県下全域で入込みが減少、旅館ホテルでは多くのキャンセルが出て、その影響は大

きかった。 

さらに冬期は、記録的な暖冬、雪不足となり、多くのスキー場で集客に苦戦するとともに、春以

降は、新型コロナウイルス感染の拡大による訪日外国人旅行者の大幅な減少に加えて、日本人の出

控えなどにより、本県の観光産業はたいへん厳しい経営状況におかれている。 

令和２年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を低減する対策に取り組みつつ、旅行マイ

ンドが回復してくる需要回復・創造期を逃さずに、柔軟な施策を展開するとともに、気候変動や人

口減少などの外的要因に耐え得る持続可能な観光地域づくりを推進する。 

日本の人口減少の進展により、旅行市場の競争激化が予想される一方、世界の観光需要は、アジ

アを中心に今後も拡大するとみられている。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で訪日外国人旅

行者は激減しているが、長期的には外貨を獲得する手段として、訪日外国人旅行者による観光消費

の拡大に取り組んでいく流れは変わらないと考えられる。 
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（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 
(自地域で積極的に活用できる強みは何か？) 

・豊かな自然環境 

・日本屈指の山岳高原観光地 

・日本一の健康長寿県 

・豊富な温泉資源 

・全国有数のスキーリゾート 

・豊かな風土が育む食材（農産物・畜産物） 

や伝統が育む郷土食 

弱み（Weaknesses） 
(自地域で改善を必要とする弱みは何か？) 

・観光地利用者、スキー人口などの減少とス

キー産業の衰退 

・団体型の温泉地、温泉施設の人気低下 

・二次交通機関の不足 

・市町村数の多さ、地域性の違いに起因する

広域連携の合意形成が困難 

・観光地域の過疎化、高齢化 

・Wi‐fi、キャッシュレス化、言語表示対応 

等のインバウンド受入態勢が不十分 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 
(自地域にとって追い風となる要素は何か？) 

・訪日外国人の増加、ゴールデンルートから

地方回遊のトレンド 

・環境、健康志向の高まり 

・３大都市圏からのアクセスの良さ 

・移住交流（移住したい県で高ランク）の 

ニーズの高さ 

脅威（Threat） 
(自地域にとって逆風となる要素は何か？) 

・新型コロナウイルス感染拡大 

・観光地間の競争激化 

・貸切バス運賃、料金制度改正に伴うバス 

運賃の高騰 

・人口減少による経済力の衰退、観光需要の 

減少 

※上記に加え、ＰＥＳＴ分析等の他のマーケティング分析手法を用いて分析を行っている場合は、 

その内容を記入（様式自由）。 
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本地域への総合満足度

本地域の期待に対する上回り

本地域の紹介意向

①期待に応えてくれる

②愛着を持っている

③自分にとって大切だ

①自然景観や雰囲気

②街並みの景観や雰囲気

③宿泊施設の質

④宿泊施設のコストパフォーマンス

⑤宿泊施設で従業員の対応

⑥この地域ならではの食事
⑦食事の味やボリューム

⑧飲食店従業員の対応
⑨この地域ならではの土産品

⑩土産店従業員の対応

⑪体験プログラムやツアーの内容

⑫体験プログラムやツアーのガイド

⑬この地域で使用した金額

①移動が快適
②案内標識が豊富で便利

③容易な情報収集

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

-0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

相関係数の平均

０．１８

個別評価の平均

２４．５

再来訪意向との相関：高

「大変そう思う」：高

再来訪意向との相関：高

「大変そう思う」：低

再来訪意向との相関：低

「大変そう思う」：高

再来訪意向との相関：低

「大変そう思う」：低

『再来訪意向』への影響が

相対的に強く、再来訪意向も

相対的に高いことから

再来訪意向を支えている項目

『再来訪意向』への相関が

相対的に強にもかかわらず、

評価が低いため

優先的な対応が必要な項目

弱            再来訪意向との相関             強 

高 
 

 
 

 
 

「
大
変
そ
う
思
う
」
の
割
合 

 
 

 
 

 

低 

（％） 

（点） 

【国内旅行者】再来訪意向に対する相関（横軸）×個別評価「大変そう思う」の割合（縦軸） 
（来訪者満足度アンケート調査結果より）

弱            再来訪意向との相関             強 

高 
 

 
 

 
 

「
大
変
そ
う
思
う
」
の
割
合 

 
 

 
 

 

低 
（％

（点） 

【訪日外国人旅行者】再来訪意向に対する相関（横軸）×個別評価「大変そう思う」の割合（縦軸） 
（来訪者満足度アンケート調査結果より）

本地域への総合満足度

本地域の期待に対する上回り

本地域の紹介意向

①期待に応えてくれる

②愛着を持っている
③自分にとって大切だ

④知人が興味を持つ

①自然景観や雰囲気

②街並みの景観や雰囲気

③宿泊施設の質

④宿泊施設のコストパフォーマンス

⑤宿泊施設で従業員の対応

⑥この地域ならではの食事

⑦食事の味やボリューム

⑧飲食店従業員の対応

⑨この地域ならではの土産品

⑩土産店従業員の対応

⑪体験プログラムやツアーの内容

⑫体験プログラムやツアーのガイド

⑬この地域で使用した金額

①移動が快適

②案内標識が豊富で便利

③案内標識が地域らしい ④容易な情報収集

⑤ユニークな情報の収集

0.0
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40.0

50.0

60.0

-0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

相関係数の平均

０．１３

個別評価の平均

３２．９

再来訪意向との相関：高

「大変そう思う」：高

再来訪意向との相関：高

「大変そう思う」：低

再来訪意向との相関：低

「大変そう思う」：高

再来訪意向との相関：低

「大変そう思う」：低

再来訪意向への影響が

相対的に強く、再来訪意向も

相対的に高いことから

再来訪意向を支えている項目

再来訪意向への相関が

相対的に強にもかかわらず、

評価が低いため

優先的な対応が必要な項目

（％） 
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（３）ターゲット 
○第１ターゲット層  

アドベンチャーツーリズムを好む欧米の富裕層（訪日外国人旅行者） 

○選定の理由 

・アドベンチャーツーリズム（ＡＴ）は、欧米の富裕層に人気があり、長期滞在することから経

済波及効果が高い。 

・ＡＴは、今後さらに成長が期待されている市場であり、新たな販路・市場の開拓につながる。 

・国内では北海道、沖縄県と並んで長野県がＡＴに必要な素材が豊富である。（H30 年度に調査を

実施） 

・令和３年に北海道でＡＴＷＳ(ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ･ﾄﾗﾍﾞﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞｻﾐｯﾄ)2021 が開催される予定で、プロモ

ーションの絶好の機会がある。 

○取組方針 

・ＡＴの来訪につながる要因分析（H30 年度実施した調査データ等を基に再検証） 

・モデルコースの構築等によるターゲット層に強力に訴求するコンテンツの磨き上げ。 

・長期滞在に対応できるアクティビティ・自然・異文化を満喫できるプログラム開発。 

・ＡＴＷＳ2021(ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ･ﾄﾗﾍﾞﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞｻﾐｯﾄ)in 北海道におけるプレＡＴツアーを招聘。 

 

○第２ターゲット層  

スキー・スノーボード等を好む中国人（訪日外国人旅行者） 

○選定の理由 

・北京オリンピック・パラリンピック 2022 を契機に重要が拡大。 

・長野県は 1998 年に冬期オリンピック・パラリンピックが開催されるなど、スノーリゾートとし

ての訴求力は高い。 

・受入れ環境が整えられているスノーリゾート地が多い。 

・長期滞在が期待できることから経済波及効果が高い。 

○取組方針 

・来訪につながる要因分析・検証 

・ターゲット層に強力に訴求するコンテンツを磨き上げる。 

・長期滞在に対応できる、アクティビティ・異文化体験等のプログラム開発。 

・デジタルプロモーションの強化。 

 

○第３ターゲット層 

  長期滞在を好む国内旅行者 

○選定の理由 

・新型コロナウイルス感染拡大による変化 

団体から個人行動へ、休日集中から平日分散へ、密を避ける行動へシフト。 
テレワークの浸透など働き方改革の推進により生活スタイルが大きく変化。 

・個々に拠点を持ちながらライフスタイルに応じた多様な長期滞在型旅行の定着が予想される。 

・来訪者満足度等アンケート調査の結果から、３泊以上の旅行者は約１割と少なく、長期滞在へ

の取り組みが不可欠。 

○取組方針 

・来訪につながる要因分析・検証 

・ターゲット層に強力に訴求するコンテンツを磨き上げる。 

ライフスタイルと観光を融合した「観光×○○」など、様々な分野とのコラボにより“新たな

発見”を得て人生を豊かにする長期滞在型観光を創出。（〇〇の例：仕事、歴史・文化、農業、

趣味、スキルアップ・・・） 

・長期滞在に対応できる、アクティビティ・体験等のプログラム開発。 

開放的な環境でゆったりと寛ぐ時間を提供し、新たな気付きで人生を豊かにする長期滞在型観

光を展開 

・デジタルプロモーションの強化。 
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○第４ターゲット層  

  コアな信州ファン（国内リピーター旅行者） 

○選定の理由 

・新型コロナウイルス感染拡大による変化 

コロナ禍でも人とのつながりや社会生活を維持できる手法として、デジタル技術が社会生活

に急速に浸透してきている。 

旅マエ、旅ナカ、旅アトのあらゆる場面でデジタルが有効に活用され、蓄積されたデータを

次につながるマーケティング戦略へ活かす時代に。 

・来訪者満足度等アンケート調査の結果から、毎年９割以上がリピーターで、長野県の観光業は

信州ファンで成り立っている。 

○取組方針 

・来訪につながる要因分析・検証（デジタルによるテストマーケティング等） 

・デジタル×観光 信州リピーター獲得プロジェクトの展開 

旅マエの魅力デジタル発信から旅アトのマーケティング戦略まで観光分野のＤＸ（デジタ

ル・トランスフォーメーション）推進によりコアな信州ファン獲得へ。 

・積極的なＤＸ推進で旅マエから旅アトまで快適かつ満足度が高く、信州リピーターの獲得につ

ながる仕組みを展開 

観光に関わる「人の姿」が見える（特産品生産者の顔、先行旅行者の足跡） 

旅のストーリーの「背景」が見える（成り立ちに関わる歴史・伝統・文化） 

訪れた地域の「暮らし」が見える（地元の工芸品や生活をゆたかにする文化） 

オンラインツアーや旅マエ“知っ得”コンテンツの造成 

予約・決済データを次なるマーケティング戦略に活かす仕組みや人材育成 

ＥＣサイトを活用した特産品の産地や人の姿がイメージできる観光物販との連携 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト そこに暮らす人も訪れる人も「しあわせ」を感じられる 

世界水準の山岳高原リゾート 

②コンセプトの考え方 ・そこに暮らす人がその地域に暮らす「しあわせ」を語れます。日々の

暮らしを楽しんでいます。 

・地域外の人々を受け入れ、交流することが地域の活性化につながるこ

とを認識しています。 

・そこを訪れる人々が自分の暮らしや人生を豊かにするヒントや機会が

得られます。 

・私たちは、信州の山里に育まれた健康でしあわせなライフスタイルや

未来への知恵を、世界の人々とともに享受することのできる新たなリゾ

ートの形を提案します。 

・私たちは、ここ信州に集う全ての人々とともに、持続可能な地域づく

りと先進的な自治のあり方を学び合い、「しあわせ」な観光地域づくり

と地域文化の形成を推進します。 

（※長野県と一体となって観光地域づくりに取り組むことが必須である

ことから、「長野県観光戦略 2018」のコンセプトを採用する。） 
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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 

・地域ＤＭＯ等との連携 

観光地域づくり法人（ＤＭＯ）や市町村観光協会、事業者、行政など幅

広い地域の関係者との良質なコミュニケーションを図り、地域が目指す

あるべき姿をともに描き、その実現に向けて当機構ができる支援を提案

するため、地域別に担当者を配置する。 

地域の合意形成や組織設立、組織運営、データ収集・分析、商品開発、

販路・市場開拓、プロモーションなどの課題を解決するため、当機構の各

部の強みを活かすプロジェクトを編成し、取組みを推進する。 

また、サイクルツーリズムなど、地域の新たな挑戦を引き出すようなテ

ーマを設定し、そのテーマの研究、人材育成支援を行い、プロジェクト化

を図る。 

・地域ＤＭＯ等との協働事業の実施 

企画・立案から県や県観光機構が地域と一体となり事業に取組むこと

で、効果的に観光需要を喚起するとともに、本事業を通じて地域ＤＭＯ

等の機能強化など今後の財産となる観光産業の基盤強化を図る。 

・インバウンド推進協議会 

インバウンド受入れに積極的な事業者や団体で構成する「インバウン

ド推進協議会」（平成 31年 2 月設置）が、民間主導による“オールＮ

ＡＧＡＮＯ”での受入環境整備と誘客促進に取り組む。４つのワーキン

グ部会の運営、研修会・セミナーを実施する。 

・マーケティングデータの共有と活用 

県公式観光サイトでのターゲティングコンテンツの運用で得られるデ

ータを分析し、地域コンテンツの開発・改善につながる分析データを地

域と共有し活用を図る。 

当機構で実施したマーケティング調査結果を地域と共有し活用を図

る。 

・各分野の協議会等の運営による事業立案・実施 

 信州キャンペーン推進協議会、信州スノーリゾートプロモーション委

員会、長野・新潟スノーリゾートアライアンス、長野県学習旅行誘致推

進協議会、信州フィルムコミッションネットワーク、他 

・会員との意見交換会の開催 

会員である地域の関係者との意見交換会を年 1回、6エリア毎に開催

し、戦略を共有するとともに、会員相互の連携も深める。 

・ホームページ及び会員向けメルマガ配信による情報共有 

当機構のホームページへの掲載及び会員向けメルマガ配信（随時、月

1回程度）により、当機構に関する情報や国・県・日本観光振興協会等

の最新情報を会員をはじめとする地域の関係者へ情報発信し情報共有を

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 

・人材育成・確保 

世界水準にふさわしい「質の高い魅力的な観光地域づくり」を進める

ため、観光地経営の観点から、マーケティングに基づく戦略策定や財源

の確保などの地域をマネジメントする力を習得するセミナーを開催し、

県内観光業の牽引役となる人材を養成する。 
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・インバウンド支援センター 

平成 30 年 4 月に設置した「インバウンド支援センター」において、

外国人目線による情報の収集や発信の強化、事業者等からの受入環境に

関する相談対応や支援に取り組む。 

・旅行商品造成支援 

旅行商品造成を促進するため、県内観光関係者と県外・海外の旅行会

社・メディア等との情報交換・商談の場として国内旅行商談会（年 2

回）及びインバウンド商談会（年 1回）を開催する。 

・着地型旅行商品化支援 

地域が有している観光素材をより誘客に結びつけるために、関係団体

及び近隣地域との連携により、魅力ある旅行商品を造成し販売する。 

インバウンドについては、「地域で創ろう！NAGANO ベスト 1,000 旅行

商品造成事業」において、訪日旅行者の視点で優れた素材を活かした商

品をつくり、海外旅行代理店への売り込みを行う。 

・観光・交通案内アプリの管理運営（二次交通対策） 

長野県観光・交通案内アプリ「信州ナビ」の管理運営を行い、観光客

や住民への県内の移動に必要な交通案内情報の提供を行う。 

・アドベンチャーツーリズムの推進 

アドベンチャーツーリズムへのニーズは欧米富裕層の旅行者が多く、

長期滞在することから、経済波及効果が高く今後さらに成長が期待され

ており、国内では北海道、沖縄県と並んで長野県が主要旅行地となるた

めの素材が豊富であることから、取り組みを進める。 

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 

・インバウンドプロモーション 

インバウンドのマーケティング調査結果の分析等により明らかになっ

た本県の外的・内的状況の強みを活かして、急増する訪日外国人旅行者

を長野県へ取り込むのに有効なプロモーション等に取り組む。 

また、周辺県との連携によるプロモーションを実施する。 

・インバウンド推進協議会 

インバウンド推進協議会（平成 31年 2月設立）において、オールＮ

ＡＧＡＮＯでの一元的な情報発信・プロモーションに取り組む。 

・県外観光情報センターでの情報発信プロモーション 

長野県への誘客拡大を図るための重要な情報発信拠点である東京（銀

座 NAGANO）、名古屋、大阪の観光情報センターを運営管理し、地域の関

係者から収集した最新情報を発信する。 

・信州首都圏総合活動拠点「銀座 NAGANO」でのブランド創出発信 

「銀座 NAGANO」を活用し、果物や農畜産物加工品、ワイン・日本酒等 

の県産品を一般消費者に紹介することで、商品価値や魅力の訴求を図

り、長野県ブランドの創出・発信を推進する。 

県内市町村や企業等の情報発信やプロモーションに活用している「銀

座 NAGANO」のイベントスペースの運営し、長野県ファンの増加、誘客促

進に取り組む。 

・Ｗｅｂによる情報発信プロモーション 

県公式観光サイトは、ユーザー環境やニーズの変化に対応し一元的な

観光情報発信を強化するため、日本語と多言語サイトを統合する全面リ

ニューアルが実施され、令和元年 10 月に新公式観光多言語サイト「GO 

NAGANO」がオープンし、県内全域の魅力ある観光情報を収集し、旅の楽

しみをトリップアイデアとして発信する情報メディアとなった。県内の

ＤＭＯ、市町村、観光協会、観光事業者等との連携により魅力あるコン
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テンツを制作するなど、同サイトと SNS の管理運営を行い、一元的な情

報発信に取り組む。 

・スノーリゾートプロモーション 

冬季における長野県の主要産業であるスキー関連産業活性化のため、

行政や索道事業者など官民一体となり、国内及びインバウンドのプロモ

ーションを実施する。 

信越エリアの 4スキーリゾートエリア（白馬、志賀高原、野沢温泉、

妙高高原）、JR東日本、新潟県及び長野県で構成される「長野-新潟スノ

ーリゾートアライアンス実行委員会」（事務局：当機構）によるインバ

ウンドプロモーションを実施する。 

 

６. ＫＰＩ（実績・目標） 

（１）必須ＫＰＩ 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

 

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】 

・当機構の施策だけでは目標に達することは不可能であり、長野県と一体となり施策に取り組むこ

とから、長野県の目標値（長野県観光戦略 2018、計画期間：平成 30年度～令和 4年度の 5年間）

を採用。 

・令和 5年度、6年度、7年度については、長野県の目標値が設定され次第設定。 
 
【設定にあたっての考え方】 
●旅行消費額 
・令和 4年の目標値に達するよう、令和元年の目標値をベースに、国内旅行者が毎年 2.07％の増
加、訪日外国人旅行者が毎年 16.0％の増加を目標に設定。 

・観光庁｢観光入込客統計｣の結果（期間：1月～12月）を採用。 
●延べ宿泊者数 
・令和 4年の目標値に達するよう、令和元年の目標値をベースに、国内旅行者が毎年 1.6％の増
加、訪日外国人旅行者が毎年 14.4％の増加を目標に設定。 

・観光庁｢宿泊旅行統計調査｣の結果（期間：1月～12 月）を採用。 
 

指標項目  
2018 

（Ｈ30） 
年度 

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 

（億円） 

目標 
7,396 7,618 7,775 7,936 8,100 未設定 未設定 

（362） （419） （486） （564） （655） （未設定） （未設定） 

実績 
8,146 8,769 7,087 5,154    

（565） （562） （285） （0） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（万人） 

目標 
2,015 2,075 2,108 2,141 2,175 未設定 未設定 

（172） （200） （229） （262） （300） （未設定） （未設定） 

実績 
1,832 1,805 1,124 1,084    

（153） （158） （53） （6） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目標 
21.4 22.8 23.5 24.2 25.0 未設定 未設定 

（44.2） （44.7） （46.5） （48.3） （50.0） （未設定） （未設定） 

実績 
25.8 32.5 26.7 23.6    

（40.9） （37.5） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目標 
91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 未設定 未設定 

（31.8） （32.3） （32.8） （33.3） （33.8） （未設定） （未設定） 

実績 
91.5 91.9 72.3 69.0    

（29.9） （29.9） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 
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●来訪者満足度 
・令和 4年の目標値に達するよう、令和元年度の目標値をベースに、国内旅行者が毎年 0.73％の増
加、訪日外国人旅行者が毎年 1.77％の増加を目標に設定。 

・「来訪者満足度等アンケート調査」の結果（総合満足度7段階評価のトップボックス「大変満足」
の割合）を採用。（令和2年度、3年度、4年度は新型コロナウイルス感染拡大のためインターネット
調査で実施、外国人旅行者は未実施） 
●リピーター率 
・国内旅行者は、平成 28年度の実績値であった 91.8％は限界値と判断し、同値を目標に設定。 
・訪日外国人旅行者は、平成 28 年度の実績値であった 30.8％は、地方部においてのリピーター率
としては極めて高いと判断し、毎年 0.5 ポイントの増加を目標に設定。 

・「来訪者満足度等アンケート調査」の結果を採用。（令和2年度、3年度、4年度は新型コロナウイ
ルス感染拡大のためインターネット調査で実施、外国人旅行者は未実施） 

 

（２）その他の目標 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値  ※各指標項目の単位を記入すること。 

 

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】 
※施策の効果判断の指標となり、測定が可能な指標を設定。 
【設定にあたっての考え方】 
●修学旅行来訪学校数 
・毎年 5％の増加を目標に設定。 
・長野県「学習旅行実態調査」の結果を採用。 
●スキー場延利用者数 
・平成 23年～24 年シーズンの実績（697 万人≒700 万人）を平成 25年度以降は目標に設定。 
・長野県「スキー場・スケート場の利用者統計調査結果」の結果（期間：11 月～5月）を採用。 
●県公式観光ウェブサイト総ページビュー数 
・令和元年 10月にサイトが全面リニューアルされ、直後のページビュー数は減少。 
・令和 2年度以降は、毎年 10％の増加を目標に設定。 

 
 
 
 
 
 
 

指標項目  
2018 

（Ｈ30） 

年度 

2019 

（Ｒ１） 

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●修学旅行 

来訪学校数 

（校数） 

目標 
4,812 5,289 4,865 847 

前年度実績 

の 105% 
前年度実績 

の 105% 
前年度実績 

の 105% 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－） 

実績 
5,037 4,633 807 未発表    

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－） 

●スキー場 

延利用者数 

（万人） 

目標 
700 700 700 700 700 700 700 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－） 

実績 
645 553 368 491    

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－） 

●県公式観光ウェ

ブサイト総ページ

ビュー数 

（万件） 

目標 
1,164 1,183 758 383 496 

前年度実績 

の 110% 
前年度実績 

の 110% 

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－） 

実績 
1,165 689 348 451    

（－） （－） （－） （－） （－） （－） （－） 
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７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

 

（１）収入 

年（年度） 総収入（円） 内訳 
2018（Ｈ30）

年度（実績） 
（円） 

662,709,502 

（円） 
【長野県から】  会費収入                13,865,000 

負担金収入             230,354,800 
委託料収入              30,913,400 

【市町村から】  会費収入                13,780,000 
負担金収入                 770,000 

【民間から】    会費収入                 7,510,000 
負担金収入              31,432,783 

【事業収入】                       321,276,401 
【その他収入】                     12,807,118 

2019（Ｒ１）

年度（実績） 
（円） 

773,929,244 

（円） 
【国から】   補助金収入        16,514,214 
【長野県から】  会費収入                13,865,000 

負担金収入             303,335,552 
委託料収入              42,299,608 

【市町村から】  会費収入                13,780,000 
負担金収入                 770,000 

【民間から】    会費収入                 7,593,000 
負担金収入              38,664,677 

【事業収入】                       335,932,073 
【その他収入】                       1,175,120 

2020（Ｒ２）

年度（実績） 
（円） 

2,297,932,949 

（円） 
【国から】   補助金収入        19,583,800 
【長野県から】  会費収入                13,865,000 

負担金収入           1,764,595,784 
委託料収入              73,637,260 

【市町村から】  会費収入                13,780,000 
負担金収入                 770,000 

【民間から】    会費収入                 7,626,000 
負担金収入              19,910,030 
委託料収入               6,625,000 

【事業収入】                       364,213,232 
【その他収入】                      13,326,843 

2021（Ｒ３）

年度（実績） 
（円） 

3,166,470,210 

（円） 
【国から】    補助金収入          10,236,000 
【長野県から】  会費収入                13,865,000 

負担金収入             434,220,167 
補助金収入       2,236,595,276 
委託料収入              60,570,997 

【市町村から】  会費収入                13,726,000 
負担金収入                 770,000 
委託料収入         8,021,400 

【民間から】    会費収入                 7,681,000 
負担金収入              10,631,519 
委託料収入         4,534,710 

【事業収入】                       360,914,538 
【その他収入】                       4,703,603 
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2022（Ｒ４）

年度（見込） 

（円） 
1,900,401,000 

（円） 
【長野県から】  会費収入                13,865,000 

負担金収入             215,225,000 
補助金収入        294,150,000 
委託料収入              37,899,000 

【市町村から】  会費収入                13,726,000 
負担金収入                 770,000 

【民間から】    会費収入                 8,290,000 
負担金収入              33,700,000 

【事業収入】                     1,282,676,000 
【その他収入】                         100,000 

2023（Ｒ５）

年度（見込） 

（円） 
1,746,251,000 

（円） 
【長野県から】  会費収入                13,865,000 

負担金収入             215,225,000 
委託料収入              37,899,000 

【市町村から】  会費収入                13,726,000 
負担金収入                 770,000 

【民間から】    会費収入                 8,290,000 
負担金収入              33,700,000 

【事業収入】                     1,422,676,000 
【その他収入】                    100,000 

2024（Ｒ６）

年度（見込） 

（円） 
1,946,251,000 

（円） 
【長野県から】  会費収入                13,865,000 

負担金収入             215,225,000 
委託料収入              37,899,000 

【市町村から】  会費収入                13,726,000 
負担金収入                 770,000 

【民間から】    会費収入                 8,290,000 
負担金収入              33,700,000 

【事業収入】                     1,622,676,000 
【その他収入】                    100,000 

 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 
2018（Ｈ30）

年度（実績） 
（円） 

693,094,711 

（円） 
【一般管理費】                          10,477,606 
【情報発信・プロモーション】 
  国内                129,644,577 
  インバウンド                        97,997,765 
【受入環境整備等の着地整備】 

国内                48,507,116 
  インバウンド                       54,187,110 
【コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】 16,945,770 
【マーケティング（市場調査、ブランド戦略等）】 

国内                 12,934,953 
  インバウンド                        12,934,954 
【物産ブランド振興】           305,146,945 
【その他】                 4,317,915 

2019（Ｒ１）

年度（実績） 

（円） 
795,225,107 

（円） 
【一般管理費】                          11,163,736 
【情報発信・プロモーション】 
  国内                 163,871,705 
  インバウンド                        96,642,702 
【受入環境整備等の着地整備】 

国内                 72,564,476 
  インバウンド                        69,292,113 
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【コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】 
  国内                 20,207,390 
  インバウンド             12,499,921 
【マーケティング（市場調査、ブランド戦略等）】 

国内                 12,018,392 
  インバウンド                        12,018,393 
【物産ブランド振興】           323,108,961 
【その他】                 1,837,318 

2020（Ｒ２）

年度（実績） 
（円） 

2,304,638,227 

（円） 
【一般管理費】                          11,865,043 
【情報発信・プロモーション】      1,659,840,928 
【受入環境整備等の着地整備】         111,002,029 
【コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】 79,177,767 
【マーケティング（市場調査、ブランド戦略等）】 

                  11,600,200 
【物産ブランド振興】           431,005,044 
【その他】                    147,216 

2021（Ｒ３）

年度（実績） 
（円） 

3,196,537,743 

（円） 
【一般管理費】                          11,871,309 
【情報発信・プロモーション】       409,258,525 
【受入環境整備等の着地整備】         2,310,905,854 
【コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】  7,446,460 
【マーケティング（市場調査、ブランド戦略等）】 

                34,971,069 
【物産ブランド振興】           421,411,289 
【その他】                   673,237 

2022（Ｒ４）

年度（見込） 

（円） 
1,925,572,000 

（円） 
【一般管理費】                          37,486,000 
【情報発信・プロモーション】         505,186,000 
【受入環境整備等の着地整備】       816,765,000 
【コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】 
                       73,723,000 
【マーケティング（市場調査、ブランド戦略等）】 

                  9,042,000 
【物産ブランド振興】           480,776,000 
【その他】                 2,594,000 

2023（Ｒ５）

年度（見込） 

（円） 
1,800,447,000 

（円） 
【一般管理費】                          37,486,000 
【情報発信・プロモーション】         280,061,000 
【受入環境整備等の着地整備】       916,765,000 
【コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】 
                       73,723,000 
【マーケティング（市場調査、ブランド戦略等）】 

                  9,042,000 
【物産ブランド振興】           480,776,000 
【その他】                 2,594,000 

2024（Ｒ６）

年度（見込） 

（円） 
1,980,447,000 

（円） 
【一般管理費】                          37,486,000 
【情報発信・プロモーション】         280,061,000 
【受入環境整備等の着地整備】       1,096,765,000 
【コンテンツ開発（観光資源の磨き上げ）】 73,723,000 
【マーケティング（市場調査、ブランド戦略等）】 

                  9,042,000 
【物産ブランド振興】           480,776,000 
【その他】                 2,594,000 

 
 



（別添）様式１ 

23 
 

（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 
財務上の課題を解消し、健全経営に導くために、有効性や効率性の視点から業務の不断の見直しを

行い、会員をはじめとする関係者に、一層必要とされる観光事業体としての役割を強化する。 

【財源確保策】 

１ 会員メリット拡充による会員の拡大 

２ 会員をはじめ地域との協働・連携による新たな事業展開 

３ 銀座ＮＡＧＡＮＯ、Ｗｅｂ活用による県産品・県産酒の更なる魅力発信とブランド化推進を通し

ての売上向上  

４ 公式観光サイト活用等による収益事業の拡大（解析データのフィードバック付き WEB 広告など） 

５ 国、県等の補助事業等の活用 等 

※第二次中期経営計画（令和 2年度～4年度）を令和 2年 3月に策定。 

 
 
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 

 

長野県は、（一社）長野県観光機構を長野県における地域連携ＤＭＯとして登録したいので、 

（一社）長野県観光機構とともに申請します。 

 

 

９. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 小林 弘幸 

担当部署名（役職） コーポレートデザイン部 

郵便番号 380-0936 

所在地 長野県長野市中御所岡田町 131 番地 4 

電話番号（直通） 026-219-5275 

ＦＡＸ番号 026-219-5277 

Ｅ－ｍａｉｌ soumu@nagano-tabi.net 

 

 

１０. 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（主査） 

郵便番号 380-8570 

所在地 長野県長野市南長野幅下 692 番地 2 

電話番号（直通） 026-235-7247 

ＦＡＸ番号 026-235-7257 

Ｅ－ｍａｉｌ mt-tourism@pref.nagano.lg.jp 

 



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
(億円)

目標
7,618 7,775 7,936 8,100 未設定 未設定

(419) (486) (564) (655) (未設定) (未設定)

実績
8,769 7,087 5,154

(562) (285) (0) (  ) (  ) (  )

延べ宿泊
者数

(万人)

目標
2,075 2,108 2,141 2,175 未設定 未設定

(200) (229) (262) (300) (未設定) (未設定)

実績
1,805 1,124 1,084

(158) (53) (6) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
22.8 23.5 24.2 25.0 未設定 未設定

(44.7) (46.5) (48.3) (50.0) (未設定) (未設定)

実績
32.5 26.7 23.6

(37.5) (—) (－) (  ) (  ) (  )

リピーター
率

(％)

目標
91.8 91.8 91.8 91.8 未設定 未設定

(32.3) (32.8) (33.3) (33.8) (未設定) (未設定)

実績
91.9 72.3 69.0

(29.9) (—) (－) (  ) (  ) (  )

法人名： （一社）長野県観光機構

【区域】 長野県全域
【設立日】 昭和３５年１２月１４日
【登録日】 平成２９年１１月２６日
【代表者】 理事長 野原 莞爾
【マーケティング責任者（CMO）】

ＣＭＯ 永井 優也
【財務責任者（CFO）】

コーポレートデザイン部マネージャー 吉味 秀明
【職員数】 ８５人

常勤83人（正職員12人,嘱託員・契約職員36人,出向職員12人

パート・アルバイト職員22人、派遣職員1人）

非常勤2人（契約職員2人）
【連携する主な事業者】 長野県、県内77市町村、

観光関連事業者、特産品生産事業者、金融機関、
各種経済団体、メディア、広告代理店等

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】
・公式観光サイト管理運営事業
・山岳リゾートブランド構築事業
・「銀座NAGANO」ブランド創出・発信事業 他
【観光資源の磨き上げ】
・旅行商品造成支援事業
・着地型旅行商品化支援事業
・地域で創ろう！NAGANOベスト1,000旅行商
品造成事業 他
【受入環境の整備】
・DMO形成確立支援事業
・観光人材育成強化事業
・インバウンド支援センター事業 他

戦略

【該当する登録要件】 ①及び②
【概要】
・「DMO形成支援センター」による観光地域づ
くり法人等との連携による合意形成、事業実
施支援。
・インバウンド推進協議会での民間主導によ
るオールＮＡＧＡＮＯでの事業実施。
・県全体での横断的な組織「長野県観光戦略
推進本部」に参画し、役割分担を明確にして
の強力連携

【主なターゲット】
・アドベンチャーツーリズムを好む欧米の富裕
層（訪日外国人旅行者）
・スキー・スノーボード等を好む中国人（訪日
外国人旅行者）
・長期滞在を好む国内旅行者
・コアな信州ファン（国内リピーター旅行者）

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
・来訪につながる要因分析・検証
・ターゲット層に強力に訴求するコンテンツの
磨き上げ
・長期滞在に対応できる、アクティビティ・異文
化体験等のプログラム開発
・観光分野のＤＸ（デジタル・トランスフォーメー
ション）推進、デジタルプロモーションの強化

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

・地域ＤＭＯ等との連携、協働事業の実施
・インバウンド推進協議会 ・マーケティング
データの共有と活用 ・人材育成・確保
・インバウンド支援センター ・旅行商品造成
支援 ・「銀座NAGANO」でのブランド創出発信
・Ｗｅｂによる情報発信プロモーション

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】 事業収入 約３億３千６百万円（Ｒ１年）
負担金（長野県、事業者） 約３億４千３百万円（Ｒ１年）
会費（長野県、市町村、事業者）約３千５百万円（Ｒ１年）

【総支出】 ７億９千５百万円（一般管理費１千１百万円、事業費７億
８千４百万円） ※令和元年度決算

【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
会員メリット拡充による会員の拡大、収益事業の拡大、他

マーケティング・マネジメントする区域

【主な観光資源】

日本有数の山岳高原
豊かな自然がもたらす景観
豊かで美しい自然環境
多種多様な温泉
旧街道・宿場、国宝松本城
国宝善光寺、諏訪大社など
の史跡、スキー場、
豊富な食材、
善光寺御開帳、諏訪大社
御柱祭り

ＫＰＩ（実績･目標）

そこに暮らす人も訪れる人も「しあわせ」を感じられる世界水準の山岳高原リゾート
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