
「体験」と「交流」を軸とした地域の特長を生かした広域観光の推進

現 状

■ R２

管内の観光地利用者数・消費額は、新型コロナウイルス感染症
の影響により大幅に減少（ともに前年の約５割）。

■ R３
コロナの影響が続く中、引き続き、国・県の施策を通じ、
「守り」の施策により、宿泊・飲食事業者等の支援を推進。
例）制度資金、「信州の安心なお店」認証制度、
時間短縮に対する協力金、一次（月次）交付金
Go To Eat、プレミアム食事券、宿泊割・日帰割 等

今後の見通し

ワクチン接種
の進捗

予防策の浸透
（「安心なお店」他）

善光寺御開帳

「新たな生活様式」
に即した
アプローチが
必要

コロナの一定の収束

出典：長野県観光統計

事業の方向性

観光需要・観光スタイル
の変化

①日本遺産等の体験観光

②御開帳を核とした広域観光

④リゾートテレワーク

観光振興

＋

関係人口の創出

コロナ禍・新たな生活様式等を
踏まえて、４つの切り口で展開

③サイクルツーリズム

ただし…

長野地域の観光地利用者数・消費額数位

一方で、「with/after コロナ」を見据えた
「攻め」の事業展開も必要。

観光需要の高まり

地方回帰の流れ
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①体験と交流を軸とした広域的な観光の推進

ア 日本遺産等の体験観光 【上田地域振興局との連携事業】

・目的：地域の特色ある観光資源の魅力をSNS等により発信し、地域の周知度を高め、観光誘客と広域観光の推進を図る。
・背景：SNSの影響度の高まり、コロナによる旅行形態の変化（団体から少人数・個人旅行へ）等
・内容：R2に千曲市・上田市で認定された日本遺産を柱に、インスタグラマー等を招請したファムトリップ（観光資源に慣れ親しん

でもらうという意味の造語「Familiarization Trip｣の略）を実施。
主な誘客対象は、情報感度の高い30～50代の女性。

・備考：長野地域振興局と上田地域振興局による連携事業

・旅行や地域情報に特化した
県内インスタグラマー２名
＊感染拡大により県外インスタグラマー

の招請は断念
スキマ

・県内旅行系WEBメディア「Skima信州」

9/17
（金）

・しなの鉄道観光列車「ろくもん」
（軽井沢～戸倉）

・戸倉上山田温泉街歩きツアー
・武水別神社（日本遺産）

・姨捨棚田～長楽寺（同）

・【泊】戸倉上山田温泉

9/18
（土）

・高山村 e-bike体験
・須坂市 ぶどう狩り等
・長野市 善光寺～門前

上田市の日本遺産（塩田平の神社仏
閣等）も予定したが、感染拡大によ
り中止。「Skima信州」が後日取材。

３ 日程

インスタグラマーの感想を、
自身の言葉と写真で発信する
ことにより、フォロワーの共
感を得るとともに、観光資源
を知ってもらい、実際の訪問
を誘うきっかけを作ることが
出来た。

・フォロアー 1,963人
・投稿数 35件
・いいね 6,740件
・コメント 332件

４ 発信状況と効果

【投稿例】

姨捨棚田撮影風景

高山村
e-bike体験

須坂市
ぶどう狩り

来年辺りは行
けそうかな

ポスト（注：投稿）みなけりゃ知
らない日本の風情（ママ）
まだありそうだね

行きたくな
りました！

【コメント例】

１ 概要

（いずれも２人計。R4/1/4時点）

２ 招請インスタグラマー等



■ 概要
関係市町村と連携した善光寺御開帳ＰＲ
及び広域観光の取組推進

■事前告知
・12/7 記者発表会

（善光寺御開帳奉賛会 於：東京）
・1/11 全国キャラバン（同 於：札幌）

～13 ＊他都市は延期・見送り

■分散参拝の観点から、従来より約１か月延長
して開催（前回H27年開催57日間

→今回88日間）

ＪＲの「ネットでエキナカ」（駅受取

型通販）を利用して観光ＰＲを実施。

・期間 9/24～10/15

・場所 静岡伊勢丹（静岡市）
・時期 10/29～30
・内容 伊勢丹入口での果物（ぶどう）

の直販に併せて御開帳PR

・ 駅で果物を手渡しする際に御開
帳パンフ等を同梱（270件）

・上記に併せて実施したプレゼント
企画の商品発送の際にもパンフ等
同梱 (100件）

御開帳を契機とした来訪客の動線を
延長。

春の信州彩り観
光キャンーン

市町村や観光・
交通関係事業者
と連携した観光
プロモーション
を展開（県観光
部）

東海地方（静岡）でのＰＲ東京駅での受取型通販利用のＰＲ 広域連携による観光企画
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画像提供：善光寺

R4/4/9-10、諏
訪御柱祭に合わせ
てしなの鉄道観光
列車「ろくもん」
を上田～長野～松
本間で往復運行。
バスで諏訪へ移動
を検討中（ながの
観光コンベンショ
ンビューロー）

イ 御開帳を核とした広域観光

画像提供：善光寺

行列が出来るほどの人気の中、パンフレット配布
（1500セット）やポスターで御開帳をPR

長野駅から通販用のぶど
う・りんごを新幹線に積
み込んで東京駅へ。
観光パン等とともにお客
様へ

同梱パンフ等
・善光寺御開帳
・ながの果物語り
・信州観光マップ



・千曲市（市・科野さらしなの里サイクリング推進委員会）

シェアサイクル導入（７月）
自転車利用の地域スポット
巡り謎解き企画
「チクマサイクルクエスト」

（７～10月）

■事業

■ 概要
自転車活用の需要が高まりつつあり、長野地域でも様々な取組が始まっているサイクルツーリズムについて、コースの設定・
ガイドの養成等の支援を通じ、広域的な視点から推進の仕組みづくりを図る。

■ 意図

インバウンドを契機
とした関心増加

e-bike
の普及

環境や健康
への意識向上

コロナによる
屋外志向

サイクル
ツーリズム
の市場拡大

市場獲得の
仕組みづくり

観光動線
滞在時間
消費額 の増加

実際にe-bikeでサイクリングコー
スを走行し、ガイドレベルを向上

・時期 10/5（信濃町野尻湖周辺）

・対象 同左 １５名
・内容 オン/オフロードを実走

しながらプロガイドから
学ぶ。
実走を踏まえた意見交換

・講師 西田 幸平 氏（信濃町）
小口 良平 氏（辰野町）

・備考 NBSニュースで放映

長野・北信サイクルツーリズム
推進会議
・設立 12/24
・対象 長野・北信地域の市町村、

観光協会、自転車関連団
体

・内容 取組事例や課題の共有
推進体制、コース設定
ステーション設置
ガイド養成 PR 等

市町村や地域団体の取組を、資金面（元気づく
り支援金）や企画への参画等により支援

ウ サイクルツーリズム（北信地域振興局との連携事業）

■取組例
・長野市鬼無里（鬼無里観光振興会）

コースづくり（６～１０月）
ｅ-bike導入（６月。レンタル８月～）
サイクルスタンド整備（９月）
モニターツアー（９月）

・須高地域（須高地域広域

観光協議会）

Web情報の充実（４月～）
デジタルナビ（導入６月、
活用ワークショップ９月）
e-bike等の試乗会（10月）

ガイド講習会推進体制づくり 地域活動への支援
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設立に先立って行った意見交換会
（10/25 於；千曲市）



■ 実施時期
７月22日～９月30日 ＊主に夏休みを中心とした訪問を想定（自由研究等）

■ 主なターゲット
小中学生 及び その家族

■ 概要
管内の博物館35施設のカードの作成・配布を通じて、施設を巡り、地域の美術・歴史・自然を学ぶきっかけを提供する。

エ 学びを広げる博物館・美術館周遊事業（アルクマナビカード）

県立美術館（美術）カードの例

■ 事業主体
北信教育事務所

県立歴史館（歴史）

茶臼山動物園(自然）

カード体裁：４面２折り

マップ（web掲載）
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■ 作成・配布
総数21,300枚（各施設300～1000枚）



AAAA

AAAA

画像提供︓信濃町ノマド
ワークセンター

AAAA

■ 概要
リゾートテレワークに係る各団体の体験会等への参画や支援を通じ、地域への
関係人口の増加を図る。

■ 効果

■ 管内のリゾートテレワークに関する取組状況

信濃町ノマドワークセン
ター（町が整備）

いいづなコネクトEAST
（廃校利⽤・町が整備）

企業 参加者 宿泊施設

10/21~23 ヘルス＆
ウエルビーイング

（朝ヨガ・森林セラピー・
りんご収穫体験・トーチ
づくり等）5名参加

・運営︓㈱ふろしきや（千曲市）
8/10 真夏のトレインワーケーション

（「ろくもん」 ⼾倉〜⿊姫往復）
25名参加

移動中・⿊姫駅停⾞中にワーク

新規需要の創出
稼働率向上

関係人口の増加
移住・企業移転への期待

新しい発想
リフレッシュ

福利厚生
人材確保

ア リゾートテレワーク（ワーケーション）

飯網町

(平日・オフシーズン)

②アフターコロナを見据えたリゾートテレワーク、移住・二地域居住の促進

9/29 MaaS検証（スマホ利⽤の
~10/1 交通予約・決済等）

30名参加
10/13 ⻑野~新潟トレインワーケー

~15 ション 「ろくもん」＆「雪月花」
14名参加

11/14 ウエルカムデイズ（温泉ワー
~20 ケーション等）延97名参加

2/21 ウエルカムデイズ（腸活・輪読
〜25 ・湯治等） 45名参加

⻤⼟間
（廃校利⽤・市が整備）
・運営・住⺠⾃治協議会
・おためしワーケーション（中止）
・県内企業（富⼠⾒町）
がサテライトオフィスとして利⽤中

（旧校庭を利⽤したドローン⾶⾏実験等）

R3:ワーケーションの可能性を検証中
（現状は管内中心）

7/14  村内視察・「林りん館」
〜15 でワーク ４名参加

11/17 「星と緑のロマン館」
〜18 村内移住者との交流会、りんご収穫体

験、養鶏場⾒学等 ５名参加

自治体

・運営︓㈱カンマッセいいづな
・運営︓NPO法人

Nature Service

・運営︓信越放送（村が委託）

イ 移住・二地域居住の促進

画像提供︓飯綱町

画像提供︓
⻤無⾥地区
住⺠⾃治協議会

森林セラピー（提供︓飯綱町）
ウエルカムデイズ
シェアe-bikeで姨捨棚田へ

長野市鬼無里

小川村信濃町
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画像提供
小川村

長野地域の地域おこし協力隊やUIJ
ターンにより就職した市町村職員など
長野地域へ実際に移住してきた方が
参加した移住アイデアソンを開催。

移住者に選ばれ
る長野地域となる
ための取組につい
て検討。（11/27）

千曲市



③体験と交流を支える基盤の整備

■概要
安全で快適な観光地づくりのため、交流を支える道路等の基盤整備
を進める。

姨捨ビュースポット整備
（千曲建設事務所）

県道改良に併
せて、旧道路敷
を展望スペース
として整備

千曲サイクリングロード
（千曲建設事務所）

小布施町歩道整備
（須坂建設事務所）

歩⾏者の安全確保と景
観向上を目的とした歩道
整備や無電柱化

サイクリングロード(一般県道 上田千曲
⻑野⾃転⾞道線)の修繕等

⼾隠地区歩道整備
（⻑野建設事務所）

⾼⼭アクセス道路拡幅
（須坂建設事務所）

⾼⼭〜小布施間の道路拡幅
によりバスすれ違い等を円滑化

⼾隠神社奥社周辺におい
て歩⾏者の安心・安全と、
⾞両の円滑な通⾏を確保
するため、歩道を整備
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・⼯期︓H28〜R6
（R3まで 測量・設計・関係者協議・⽤地買収等)
・歩道⼯
L=350ｍ W=2.5〜4.5m（両側）

・⼯期︓R2〜R11
・道路拡幅改良⼯
Ｌ＝590m（着⼯済延⻑L=100m︓R4完了予定）
Ｗ＝5.5（7.0）m

・⼯期︓H30〜R6 （R3まで 測量・設計・関係者協議等）
・歩道⼯
Ｌ＝1,000ｍ
Ｗ＝3.0m（片側歩道）

・⼯期︓R元〜R７
・道路改良⼯
L=275m
W=5.5(7.0)m

（R3 設計協議
完了)

・⼯期︓H28〜
・舗装修繕⼯事 Ｌ＝11km(R3 ⼯事完了)
・道標設置 68基（R3 完了予定）
路⾯標⽰（⽮⽻根）7路線（R4から3路線で着⼿予定）

・⼥沢公園トイレ改修⼯事 R3〜（R4完了予定）


