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1  計画の概要 

(1) 計画策定の背景 

我が国は、平成 20 年をピークに人口減少に転じました。さらに出生数は、昭和 50 年か

ら減少傾向にある中で、生産年齢人口（15～64 歳）は減少する一方で、65 歳以上の高齢者

人口は増加しています。こうした高齢化傾向は、今後、より顕著になっていきます。 

そうした中、飯島町においても、農村景観や町並みの維持など地域活力の低下が大きな

課題となっています。こうした課題を解決するためには、交流人口（町外から町内に訪れ

る人口）の増加を図るとともに、生産年齢人口の流出を抑え、地域社会の活力の維持・向

上を図る地域振興策が求められています。 

では、具体的な地域振興策とは何でしょうか。その答えの一つが、観光をツールとした

地域振興です。こうした取組はいま、国・長野県も積極的に進めているところです。 

ただ、観光と一言でいっても、その内容は様々です。飯島町には、大勢の観光客が押し

寄せるような観光資源や拠点が豊富にあるか、というと、決してそうではない現状があり

ます。一方で、隣接する駒ヶ根高原への観光客は年間約 54 万人（平成 27 年度）であり、

町内の交流人口を増加させる潜在的な可能性を秘めています。それに加え、2027 年にはリ

ニア中央新幹線が開業予定であり、さらなる交流人口の増加への期待もあります。 

そうした中で、飯島町においては、どのような観光を指向して地域振興を図ればよいで

しょうか。そのことを明らかにし、今後の方針を定める必要があります。 

 

(2) 計画の目的 

この飯島町観光基本計画（以下「本計画」といいます。）は、「どのような観光によっ

て地域振興を図るか」の方針を定め、観光をツールとした地域振興のあり方を明確にし、

そしてそれをどのように進めるか、ということを指し示すために策定します。 

本計画では、観光をツールとした地域振興を実現するため、時間をかけて地域を作って

いくための「仕組みづくり」に軸足を置きます。今後、ますます人口が減少する時代にお

いて、大きな投資を前提とする観光は困難です。むしろ、一つずつ成果を積み重ねながら、

必要に応じて積極的な一手を打つような戦略的な姿勢・思想こそ、重要です。そうした戦

略的な姿勢、思想を継続して持ち続ける体制や方策をどのように構築するか。本計画は、

そこに特にフォーカスしています。 
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(3) 計画の位置づけ 

本計画は、飯島町全体のまちづくり、地域づくりの基本指針として策定する第５次総合

計画の下位計画に位置付けられます。また、観光分野においては、長野県観光振興基本計

画や長野県飯島都市計画がすでに策定されていますので、それらとも連動します。また、

すでに策定済みの飯島町環境基本計画や国土利用計画とも連携する計画です。 

 

 
図 飯島町観光基本計画の位置づけ 

 

(4) 計画の対象期間 

計画の対象期間は、第６次総合計画前期終了までとなる、平成 30～37 年度までの８か年

度とします。 

 

  

飯島町環境基本計画 

飯島町国土利用計画 

長野県観光振興 

基本計画 

飯島町観光基本計画 

飯島都市計画 

（長野県） 

第５次総合計画 

人と緑かがやく  

   ふれあいのまち 
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2  目指す姿（グランドデザイン） 

(1) 飯島町の観光振興 

飯島町における観光振興とは、地域の魅力を結集し発信することです。 

町民自らが観光資源となる多種多様な地域資源を掘り起こし、磨き上げ、この「大いな

る田舎」を町内外へ伝えていくことにより交流人口の増加が図られます。 

そのためにも、町民が「楽しみ」、「憩い」、「集う」ことができる場所を整備するこ

と。また、それらの田舎の楽しみを、戦略的に継続させていく仕組みや組織を構築するこ

とが必要となります。それには、行政だけではなく、地域住民の知恵と行動の結集が不可

欠です。 

 

(2) 計画が目指す姿 

本計画が描く将来の飯島町の姿は、以下の通りです。 

  

ふたつのアルプスを実感 

『楽しく暮らす、いつまでも美しいいいじま』 

 

1) 飯島町を楽しんでほしい 

楽しく暮らす、それは、必ずしも物質的・経済的な豊かさによる「楽しさ」ばかりでは

ありません。飯島町に暮らす皆さんがふるさとに誇りを持ち、そこに住むことに喜びを感

じることです。そして、観光に関する取組に参加することにも積極的になり、それによる

経済的効果も享受できる。地域のあらゆる自然、文化、歴史などの資源を活用することで、

そうした物心両面の豊かさを得ることにより、飯島町に住むことが楽しく感じられること

こそ本計画が目指すところです。 

 

2) 美しいまちを将来へ引き継ぐために 

飯島町の街並みは、先人たちの思い、苦労、活動によって形作られた、守り伝えるべき

資産です。いま、私たちが目にする町並みは、美しい農村景観、里山景観が広がっていま

す。こうした景観は、未来永劫、そこにあることが約束されているものではありません。

人口減少、高齢化社会を生きる私たちが、観光振興によって、この資産を維持・発展させ

る持続可能な仕組みを生み出すことが、将来にこの資産を引き継ぐことにつながります。 
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拠点は、もちろん重要な観光資源です。本計画では、そうした拠点だけを観光資源として

みなすものではありません。むしろ、飯島町内では「あって当たり前」であっても実は当

たり前でない、そんな「潜在的な観光資源」をどう掘り起こし、観光に活用するか、を考

えるものです。

源」を掛け合わせることで、飯島町特有の観光プログラムを提供することが可能になりま

す。

 

 

飯島町には、すでに町外、県外在住者も訪問するような

拠点は、もちろん重要な観光資源です。本計画では、そうした拠点だけを観光資源として

みなすものではありません。むしろ、飯島町内では「あって当たり前」であっても実は当

たり前でない、そんな「潜在的な観光資源」をどう掘り起こし、観光に活用するか、を考

えるものです。

ここで示す観光拠点及び潜在的な観光資源は一例ですが、「拠点と資源」、「資源と資

源」を掛け合わせることで、飯島町特有の観光プログラムを提供することが可能になりま

す。 

 

■飯島町の観光拠点

 

飯島町には、すでに町外、県外在住者も訪問するような

拠点は、もちろん重要な観光資源です。本計画では、そうした拠点だけを観光資源として

みなすものではありません。むしろ、飯島町内では「あって当たり前」であっても実は当

たり前でない、そんな「潜在的な観光資源」をどう掘り起こし、観光に活用するか、を考

えるものです。ここでは潜在的な観光資源をも含めて、飯島町の現状を俯瞰します。

ここで示す観光拠点及び潜在的な観光資源は一例ですが、「拠点と資源」、「資源と資

源」を掛け合わせることで、飯島町特有の観光プログラムを提供することが可能になりま

島町の観光拠点 

  

飯島町には、すでに町外、県外在住者も訪問するような

拠点は、もちろん重要な観光資源です。本計画では、そうした拠点だけを観光資源として

みなすものではありません。むしろ、飯島町内では「あって当たり前」であっても実は当

たり前でない、そんな「潜在的な観光資源」をどう掘り起こし、観光に活用するか、を考

ここでは潜在的な観光資源をも含めて、飯島町の現状を俯瞰します。

ここで示す観光拠点及び潜在的な観光資源は一例ですが、「拠点と資源」、「資源と資

源」を掛け合わせることで、飯島町特有の観光プログラムを提供することが可能になりま

 

図 飯島町の観光拠点施設
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飯島町の観光拠点施設 

飯島町の観光資源

飯島町には、すでに町外、県外在住者も訪問するような観光拠点があります。そうした

拠点は、もちろん重要な観光資源です。本計画では、そうした拠点だけを観光資源として

みなすものではありません。むしろ、飯島町内では「あって当たり前」であっても実は当

たり前でない、そんな「潜在的な観光資源」をどう掘り起こし、観光に活用するか、を考

ここでは潜在的な観光資源をも含めて、飯島町の現状を俯瞰します。

ここで示す観光拠点及び潜在的な観光資源は一例ですが、「拠点と資源」、「資源と資
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飯島町の観光資源

拠点があります。そうした

拠点は、もちろん重要な観光資源です。本計画では、そうした拠点だけを観光資源として
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ここでは潜在的な観光資源をも含めて、飯島町の現状を俯瞰します。
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源」を掛け合わせることで、飯島町特有の観光プログラムを提供することが可能になりま

飯島町の観光資源 

拠点があります。そうした

拠点は、もちろん重要な観光資源です。本計画では、そうした拠点だけを観光資源として

みなすものではありません。むしろ、飯島町内では「あって当たり前」であっても実は当
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ここでは潜在的な観光資源をも含めて、飯島町の現状を俯瞰します。 

ここで示す観光拠点及び潜在的な観光資源は一例ですが、「拠点と資源」、「資源と資

源」を掛け合わせることで、飯島町特有の観光プログラムを提供することが可能になりま
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■潜在的な観光資源となる事例 

 

No. ジャンル 地域資源 エリア 

自然 

1 山岳 百間ナギ、氷河地形、ジオパーク、国定公

園、傘山、烏帽子岳、御嶽山、断層涯、田

切地形 

山岳エリア 

2 風景・景観 ２つのアルプス、花畑、田園風景、星空、

夜景、花火 

町内全域 

3 農業 直売所、農業体験、土手草刈り 町内全域 

4 動物 アサギマダラ（蝶）、ミヤマシジミ（蝶）、

蜂追い 

町内全域 

5 植物 桜、モミジ、山野草、山菜、きのこ、植林、

森林整備 

町内各所及び 

山岳エリア 

6 アウトドア 登山、キャンプ、バーベキュー、釣り、カ

ヌー、ヨット、川遊び 

町内各所 

文化 

7 スポーツ 各種スポーツ、マレットゴルフ、弓道場、

合宿誘致 

町内各所 

8 歴史 陣屋跡、飯島氏顕彰会、古民家再生、名刹

巡り 

町内各所 

9 芸能・芸術 獅子舞、太鼓、人形劇、ひょっとこ踊り、

フィルムコミッション 

町内各所 

10 音楽 フルート、大正琴 サークル活動 

特産品・イベント 

11 特産品 蕎麦（信濃そば 1 号）、花卉、栗、梨、リ

ンゴ、米、酢、味噌、五平餅、カモ、馬肉、

アルプスサーモン、ねこつぐら 

町内各所 

12 イベント 花火大会、お陣屋行灯市、米俵マラソン、

マレットゴルフ世界大会 

町内各所 
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4  具体的な取組（アクションプラン） 

先に述べた、計画が目指す姿を現実にしていくための方策が、ここで述べる具体的な取

組（以下「アクションプラン」といいます。）です。 

町内すべての観光拠点を整備することは、財政的に不可能であることから、本計画期間

は、与田切渓谷の整備及び住民参加による観光推進体制の整備の 2 点を重点項目とし、具

体的な取組として実践していきます。 

 

(1) 与田切渓谷ウォーターパーク構想 

飯島町の観光拠点である、与田切公園から坊主平・御座松を越えて、千人塚公園に至る

与田切渓谷一帯を「与田切渓谷ウォーターパーク」として、一体的な利用を考え整備を行

います。 

このエリアは、与田切川の清流が織りなす、親水の空間です。春から秋にかけてはキャ

ンプ客で賑わい、冬は澄んだ空気が夜空の星をより一層輝かせます。疲れた心と身体に潤

いをもたらすそんな公園となるよう各拠点の整備と、それらをつなぐ周遊コースについて

計画します。 

尚、これらの整備に当たっては、国や県の補助制度を有効に活用し、アウトドアフィー

ルド事業計画や（仮称）飯島町観光戦略会議により、顧客満足と住民満足を基本的な視座

として検討を進めます。 

  

与田切渓谷ウォーターパークのイメージイラストを挿入 
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1) 与田切公園 

与田切公園は開園から 30 年が経過し、プールや屋外ステージなどの施設は老朽化に伴っ

て、利用者の減少が課題となっています。一方で、信州の名水・秘水 15 選に選ばれた「越

百の水」は適度なミネラルを含んだ硬度 29 の軟水として、町内外から水を汲みに来る方で

賑わっています。また夏になるとキャンプ場はテントでいっぱいになり、県外からの観光

客で賑わいます。 

 

そんな与田切公園は、ファミリー層の利用が多く、キャンプやバーベキューなど家族、

仲間で集まる機会も多いことから既存の老朽化したトイレ等のサニタリーを計画的に改修

し、清潔で使いやすい観光拠点を目指します。 

また、スポーツ公園の一面もある与田切公園ですが、これらスポーツ施設も老朽化が目

立つため、再整備の検討を行い、公式戦を行うことができるスポーツ施設を視野に計画を

行います。 

 

【内容と方針】 

内容 方針 

公園内施設のリノベー

ション 

・老朽化した施設の計画的な更新を行う。その際、既存施設

の廃止、縮小や代替の施設も併せて検討する。 

・ファミリー層を意識した改修を行う。 
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2) 千人塚公園 

千人塚公園は、標高が 830 メートルに位置する比較的冷涼な公園です。全国ため池百選

の城ヶ池湖畔からは中央アルプスを間近に望み、春は桜と残雪の構図に多くの写真愛好家

が訪れます。また、マレットゴルフ場発祥の地として、多くの町民がマレットを通じて身

体を動かし健康づくりに一役買っています。 

一方で、桜の名所である千人塚公園のソメイヨシノの多くは樹齢 80 年を超え、計画的に

植栽を行う時期となっています。 

 

そんな千人塚公園は、城ヶ池を使った海洋スポーツ、心地よい森林の中でのキャンプな

ど、非日常の空間を創出し、様々なアウトドアスポーツが楽しめる観光拠点として整備を

進めます。 

また、桜の植え替えを計画し、将来へ引き継ぐ花の名所としての公園整備を行います。

その際、町民と協働して作業を行い、千人塚の樹木に愛着を持てる植え替えを心がけます。 

 

【内容と方針】 

内容 方針 

アウトドアフィールド

事業構想 

・飯島町の自然を最大限活用できるよう、計画に基づき、施

設の整備、体験プログラムの作成を進める。 

（仮称）千人塚植栽プロ

ジェクト 

・樹齢が 80 年を経過したソメイヨシノの計画的に植え替えを

行う。その際には多品種、他樹木の検討も併せて行い、千

人塚公園全体の植栽を面で考える。 
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3) 坊主平・御座松エリア 

与田切川の両岸にあり、与田切公園、千人塚公園をつなぐ場所に位置する坊主平・御座

松エリアは以前より住民の飯盒炊さんや水遊びの場所として賑わってきました。平成 26 年

に水洗トイレを建設し利便性が向上しており、近年は都市部において当エリアが口コミで

広がり、夏は県外からのキャンプ客で賑わっています。一方で、両地をつなぐ御座松橋が

老朽化し、改修の必要があります。 

 

そんな坊主平・御座松エリアは、安全に利用できるよう、有料のキャンプ場を目指し、

管理人を配置し適正な管理ができる体制をつくります。 

また、河畔林を眺めながら歩くことができる、与田切渓谷ウォーターパークを周遊する

遊歩道、トレッキングコースを整備します。併せて大学等のスポーツ合宿誘致を視野にお

いてコース整備を行います。 

 

【内容と方針】 

内容 方針 

遊歩道、トレッキングコ

ースの整備 

・千人塚公園から与田切公園までの周遊コースの整備を行う。 

有料キャンプ場化の検

討 

・坊主平・御座松エリアを安全に利用できるよう、有料キャ

ンプ場として整備を行う。 
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4) 滝ヶ原周辺エリア 

与田切川左岸にあり、坊主平への入り口に位置する滝ヶ原エリアは、宿泊施設を備え、

都会の学生の合宿等で多くの利用があります。また、傘山など飯島町の里山に近く、山岳

観光の拠点となっています。近年は住民による花畑やビオトープの整備などにより、飯島

町の自然環境を観察することができます。 

 

そんな滝ヶ原エリアは、グリーンツーリズムやエコツーリズムなど飯島町の自然を体感

できる観光プログラムの拠点として整備します。 

また、隣接する堤や斜面の利活用を検討し、こどもから大人までが楽しめるエリアを計

画していきます。 

 

【内容と方針】 

内容 方針 

体験観光のプログラムづくり ・飯島町だからこそできる体験プログラムを企画・

実施。 
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(2) 地域資源を観光につなげる取組 

飯島町において、観光をツールとした地域振興は、これから始まる新しい動き、取組で

す。この取組は、走り出した当初は良いのですが、熱意ある人材が不足するという人材難、

予算が継続的に確保できないという経済難等により、多くの場合頓挫してしまいます。そ

のため、本計画における推進体制と仕組みの構築は、長期的な取組を実現する上で、きわ

めて重要です。 

 

1) 「（仮称）飯島町観光戦略会議」の設置 

様々な取組を一元的に企画・運営・管理する機関（本計画では、「（仮称）飯島町観光

戦略会議」といいます。）を設置します。（仮称）飯島町観光戦略会議は、商工観光事業

者、地域づくり関係者、観光協会等がメンバーとなることが想定されます。 

（仮称）飯島町観光戦略会議において、観光拠点の整備計画や利活用の検討、体験プロ

グラムを作成していきます。そして、観光プログラムによってもたらされる経済効果の一

部は、地域振興、例えば農村景観維持（例えば雑草管理等の取組への補助）のために還元

します。 

 

2) 推進体制の「仕組み」の構築 

推進体制を考える上で大切なことは、その体制を「仕組み」として考えることです。顧

客満足と住民満足をかなえること、取組を継続するための十分な動機と経済力を維持する

ことを満足する「仕組み」を推進体制に内包することが求められます。 

 

より具体的にこの仕組みをイメージしてみます。地域資源を活用した観光プログラムは、

地域住民を講師に迎え、謝金を支払います。謝金の原資は、観光プログラムへの参加料等

から賄われることが理想です。観光プログラムは、もともと飯島町にあって活用されてい

ない資源を活用しますので、元手は多く必要としないことが想定されます。こうして利益

を確保し、地域住民にとっては謝金という形で普段の暮らしを支える経済的サブシステム

として機能し、売り上げの一定割合は地域振興のための基金となる、ということです。 

 

このような仕組みを実現するためには、中核となる（仮称）飯島町観光戦略会議に企画

力、コーディネート力、そして組織力が問われます。また、将来的には組織の法人化が求

められ、収益事業を実施していかなくてはなりません。さらに町や長野県とも深く連携す

ることが求められます。これらを形に表わせば、下図のようになります。 
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図 本計画の推進体制 

 

 

3) 上伊那ＤＭＯ、伊南ＤＭＯとの広域連携による観光推進 

観光事業は、飯島町単独で収束するものではありません。またそれはどの自治体におい

ても同様で、観光ルートが広域にわたり、幅広く紹介されていた方が顧客満足度も高まり

ます。また、これまで飯島町単独では実施できなかった、インバウンド事業1や観光地間の

２次交通の整備など新たな観光事業の推進が期待されます。 

現在、上伊那地域及び伊南地域において、ＤＭＯ設立2が検討されており、近隣自治体と

の連携や共同により事業を推進します。 

                             
1 インバウンド事業：外国人旅行者を誘致し、飯島町の観光振興を図る事業 

2 ＤＭＯ：地域にある観光資源に精通し、地域と協働して観光振興を担う法人のこと 

（仮称）飯島町観光戦略会議 

飯島町 長野県 

連携・支援 連携・支援 

連携 

宿泊業関係者 
アウトドアスポ

ーツ業関係者 

自然・歴史・文

化資源関係者 

飲食業関係者 

広域ＤＭＯ 

農林商工業 

関係者 

連携 

連携・協力 経済的支援 
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5  取組の進め方と進捗管理 

(1) 取組の進め方 

第３章で俯瞰した飯島町の観光資源には、自然、文化、歴史的資源が数多く存在してい

ることが明らかになりました。こうした資源を活用するためには、どうすればよいか。資

源を活用する取組の成果をどう獲得し、町内全域に効果を波及させるか。大切なことは、

顧客満足と住民満足という考え方であり、これが長期的な視野で取り組む際の基本方針で

す。いかに社会的な意義のある取組であっても、本計画においては、買い手目線に立ち、

本当に顧客（観光客）と住民（飯島町に暮らす皆さん）のためになるか、ということに基

づいて考え、実行します。 

下のフロー図に示したのは、いわゆるＰＤＣＡサイクル（Plan；計画、Do；実行、Check；

検証、Act；改善）に基づく取組の進め方です。長期的な取組においては、小さな成功体験

をいかに積み重ねるか、が大切です。そのためには、企画力、行動力はとても大切ですが、

それのみならず、企画したことが果たして顧客満足と住民満足につながっていたかどうか、

検証しながら、適切な人的投資、経済的投資を進めることが重要です。 

 

図 取組の進め方 

 

計画推進のための組織作り 

広報ツールの整備 

観光プログラムの企画開発 

観光プログラムの試行 

観光プログラムの改善・ 

新規企画 

整備・取組の拡大 

実行 

検証 

改善 

【段階】 【取組内容】 【基本的考え方】 

顧客満足と住民満足を 

徹底 

（売り手の視点ではなく、

買い手の視点） 

計画に沿った実行と記録 

ニーズの分析と考察 

町全体への取組拡大 

計画 
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(2) 進捗管理 

本計画の進捗管理は、飯島町、及び（仮称）飯島町観光戦略会議が担います。 

なお、進捗管理は、「良い」「悪い」といった単純な評価ではなく、取組の方向性が正

しいのか、関わる主体が満足しているか、そして顧客満足が得られているか、ということ

が重要です。 

そのため、本計画の進捗管理は、定性的評価と定量的評価に分けておこないます。それ

ぞれの評価手法は、以下に述べます。 

 

1) 定性的評価 

定性的評価においては、（仮称）飯島町観光戦略会議が推進する取組に関する記録（ア

クションプランに基づく活動計画、観光プログラムの企画書、実施報告書、顧客満足度調

査結果等）をもとに、計画の進捗を評価します。ここでの評価は、取組内容の妥当性、改

善点等を客観的な視点でチェックし、関わる主体の声も聞きながら、（仮称）飯島町観光

戦略会議の活動にフィードバックするものです。 

 

2) 定量的評価 

（仮称）飯島町観光戦略会議は、計画の進捗を人口動態及び交流人口の動態、さらに地

域住民の参加者数をもとに定量的に評価します。計画の進展により、交流人口は増加する

とともに、人口減少のトレンドが鈍化することが期待されます。また、地域住民の本計画

に基づく取組への参加者数は、増加していくことが期待されます。 

そこで、「まち・ひと・しごと創生 飯島町総合戦略」で示す下表の数値目標を基に、

毎年、（仮称）飯島町観光戦略会議が計画の進捗を評価します。 

なお、これらの数値目標は、計画期間途中段階では、評価基準は設けません。計画期間

終了時点で数値目標が達成されるよう、途中段階では取組の方向性を毎年確認し、目標達

成に向けて継続的に努力することが重要だからです。 

 

表 「まち・ひと・しごと創生 飯島町総合戦略」における数値目標 

項目 基準値 目標値 

人口の社会増減数 -197 人（H22～H26） 0 人（H27～H31） 

滞在人口率（休日）

※ 
1.83 倍（H26） 1.90 倍（H31） 

観光客数 280,700 人（H26） 300,000 人（H31） 

※滞在人口率とは、町への滞在時間が 2 時間以上の人口÷国勢調査人口で表され、町に滞在する

人がどれだけ多いかを示します。 

 


