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I． 事業の概要  
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1．背景と目的 

 
（１）背景 

わが国を訪問する外国人旅行者数は増加傾向にあり、平成 25 年には初めて 1,000 万人を突破、

26 年にも 1,341 万人と過去最高を更新している。政府は観光立国の実現を目指すうえで、こうし

た外国人旅行者の訪日（インバウンド）の推進を重要政策として位置づけており、2020 年（平成

32 年）までに 2,000 万人を超える目標を掲げて各種事業に取り組んでいる。同年には東京オリン

ピック・パラリンピックの開催が決定しており、このことを好機としてわが国の観光産業を発展

させるためにも、インバウンド推進の各種事業はより重要性を増しているといえる。 

こうした状況を踏まえ、近年は国内の様々な地域で、プロモーションや受入環境整備等のイン

バウンド推進の取組が実施されている。しかし、大都市圏での取組が一定の成果をあげているの

に比べると、地方部においてはまだ効果的に進んでいない地域が多くみられる。こうした地域で

は、外国人旅行者を受け入れるに当たって「地域の魅力を十分に伝えきれていない」「旅行時の不

便や不安がある」といった問題が生じている。先述したわが国のインバウンド推進のためには、

こうした問題を解消し、外国人旅行者の満足度をより高めることが求められている。 
 

（２）目的 

以上の背景を踏まえて、本事業は外国人旅行者の来訪が見込まれる地方部の観光地域を対象と

して、外国人目線によりその地域のインバウンド推進の取組を評価し、その改善方法を検討する。

このことによって、地域のインバウンド推進がより効果的に進むよう支援する。 
なおこの目的を踏まえて、本事業は積極的にインバウンド推進に取り組んでいる地域を対象と

し、その既存の取組を支援する形で実施する。 
 
 
2．事業プロセス 

 

本事業の対象地域は、長野県飯山市である。同地域では、2015 年 3 月の飯山駅新幹線開業を機

として、外国人旅行者を呼び込むための大きな考え方（どのような顧客ターゲットにどのように

アプローチすればよいか等）というインバウンド戦略を検討している段階にある。 
そこで本事業では、まず飯山市におけるインバウンド戦略案を立て、これを外国人目線によっ

て評価するというプロセスをとった。詳細なプロセスは次のとおりである。 
 

①現状と課題の整理 
対象地域の現地調査（取材、自治体等へのヒアリング等）を行い、対象地域のインバウンド推進

における現状と課題を整理した。 
 
②インバウンド戦略（案）の立案 

整理した現状と課題を踏まえ、飯山市の観光関係主体（飯山市商工観光課、信州いいやま観光
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局等）との協議を経て、飯山市の「インバウンド戦略（案）」を立案した。 
 

③外国人目線調査 
立案した戦略案の妥当性を検証し、具体的な進め方を検討するために、外国人調査員による調

査を実施した。調査は主に、モニターツアーとディスカッションによって行った。 
 

④インバウンド戦略の策定 
調査結果を踏まえ、飯山市のインバウンド戦略を「外国人旅行者の市内誘導戦略」としてとり

まとめた。この戦略が、本事業の最終成果である（次章に掲載する）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．調査の実施概要 

 
先に示した「事業プロセス」のうち、本事業の中核となる③外国人目線調査の実施概要を示す。 

 
（１）目的 

本事業プロセスの中で、調査に先立って立案した飯山市の「インバウンド戦略案」をもとに、

外国人目線によって次の点の評価・検討を行う。 
①戦略案の骨子の妥当性の評価 
（想定するターゲット、顧客の動き、訴求ポイント等について） 

②戦略の具体的な進め方の検討 
（プロモーションすべきコンテンツ、整備すべき受入環境等について） 

 

現地調査（取材・ヒアリング等） 

①現状と課題の整理 

②インバウンド戦略（案）の立案 

③外国人目線調査 
（モニターツアー・ディスカッション） 

④インバウンド戦略の策定 

調査設計（検証ポイントや評価方法の検討） 

観光関係主体との協議 

調査結果のとりまとめ 
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（２）調査員 

上記の目的を踏まえ、次の要件を満たした外国人を「外国人調査員」として採用した。 

 

・長野県北部地域（飯山市およびその周辺）の観光地についての知識がある 

・地方部を訪れる外国人旅行者の動向やニーズについての知識がある 

・訪日外国人旅行者と接する業務を行った経験がある 

 
なお、「インバウンド戦略案」として想定するターゲットを、第 1 に欧米圏、第 2 にアジア圏と

したため、調査員も大きく「欧米圏」と「アジア圏」に分けて採用した。 
また、上記に加えて、地域のインバウンド戦略の検討・立案に関わった経験のある人材を、調

査員の中でもより高い視点から意見を出す立場である「アドバイザー」として採用した。 
採用した調査員の詳細は次のとおり。 

 

■アドバイザー（計 2 名） 

文化圏 国籍 性別 所属等 

欧米圏 アメリカ 男 温泉旅館経営者 

欧米圏 アメリカ 男 アートディレクター 

 

■一般調査員（計 6 名） 

文化圏 国籍 性別 所属等 

欧米圏 オーストラリア 女 国際交流員 

欧米圏 アメリカ 女 国際交流員 

欧米圏 アメリカ 男 ツアーガイド・インストラクター 

東南アジア圏 タイ 女 多文化共生支援組織スタッフ 

東南アジア圏 インドネシア 女 着地型ツアー運営会社スタッフ 

東南アジア圏 台湾 女 外国人向け観光 Web サイト記者 

 

 

（３）行程 

調査は、平成 27 年 2 月 20 日（金）に行い、次の 2 点を実施した。 
①モニターツアー……新幹線で飯山駅を訪れる外国人旅行者を想定し、飯山駅を出発し飯山市

内を 3 時間程度で観光するツアーを行い、観光コンテンツの魅力や、整

備すべき受入環境等について把握した。 
②ディスカッション…モニターツアーで把握した現地の状況、および飯山市の「インバウンド

戦略（案）」を踏まえて、調査員と観光関係主体とを交えたディスカッシ

ョンを行った。 
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詳細な行程は次のとおりである。 
 
■モニターツアー 

時間 場所 主なチェック対象 
9：30～ ①飯山駅 駅構内、観光案内所、バス乗り場 
10：30～ （移動）  
10：35～ ②仏壇通り 散策、山崎本店の見学（解説、職人の工房見学など） 
10：55～ （移動）  
11：00～ ③田中屋酒造 地酒の解説、日本酒テイスティング 
11：20～ （移動）  
11：25～ ④大黒屋（和菓子店） 試食、購入体験 
11：45～ （移動）  
12：00～ ⑤かまくらの里 かまくら体験、昼食（のろし鍋） 
13：00～ （移動）  
13：15～ ⑥飯山市公民館前 観光案内看板 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
 

飯山市地図 ⑤かまくらの里 

①飯山駅 

②仏壇通り 

③田中屋酒造 

④大黒屋 

⑥飯山市公民館 
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■ディスカッション 
時間 実施事項 主な内容 

13：25～ 観光資源の説明 ・観光協会のスライドによる市内観光資源の説明 
13：45～ 論点の整理 ・飯山市の「インバウンド戦略（案）」の説明 

・主な論点の提示 
13：55～ ディスカッション① 

（文化圏ごと） 
・インバウンド戦略の骨子の妥当性の評価 
・プロモーションの具体的な進め方の検討 

15：05～ ディスカッション② 
（全体で） 

・受入環境の課題についての意見交換 
・受入環境の課題解決の方法についての検討 

16：00～ 総括  
16：15 （終了）  
 

参加主体 参加者の詳細 
調査員 ・アドバイザー（2 名） 

・一般調査員（6 名） 
観光関係主体（行政） ・北陸信越運輸局（3 名） 

・長野県観光部（1 名） 
・飯山市観光商工課（1 名） 
・飯山市まちづくり課（1 名） 
・信州いいやま観光局（3 名） 

観光関係主体（民間） ・斑尾高原ホテル（1 名） 
・斑尾高原スキー場（1 名） 

ファシリテーター ・特定非営利活動法人 SCOP（2 名） 
 
なお、各調査員は調査当日までに、飯山市の観光に関する概要を把握すると共に、飯山市の外

国人旅行者向けの Web サイトを閲覧し、現状の情報発信方法についても確認・評価を行ったうえ

で調査に参加した。 
以上の調査結果については、巻末の「資料」にとりまとめた。 
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II． 外国人旅行者の市内誘導戦略  
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1． 本戦略の位置づけ 

 
本戦略は、「外国人目線による多言語対応現状調査」の最終成果として、飯山市がインバウンド

を推進するに当たっての方策を提言するものである。飯山市および信州いいやま観光局をはじめ

とする飯山市の観光関係主体は、今後実施するインバウンド推進の取組を、本戦略に基づいて企

画・実施することが期待される。 

なお本戦略は、本事業の事務局である特定非営利活動法人SCOPが、市の現状と課題を踏まえ、

本調査における外国人調査員の意見を集約してとりまとめたものである。飯山市および信州いい

やま観光局には、地域の状況を踏まえて、本戦略をさらにブラッシュアップすることが求められ

る。具体的には、本地域で行うべきことを網羅的に捉えて不足分を補う、飯山市の観光施策や民

間事業者の取組等との整合性をとる、といったことが考えられる。 
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2． 趣旨 

 
（１）背景と目的 

①背景 
飯山市を観光する外国人旅行者は、宿泊者数で 472 人（平成 25 年／観光庁統計）と、その数

は現状ではさほど多くはない。しかし飯山市の周囲には野沢温泉、志賀高原、地獄谷、妙高高原

といった外国人旅行者の多い観光地があり（以下、これらの地域を「周辺観光地」という）、この

ことは飯山市が外国人旅行者を呼び込める大きなポテンシャルにつながっている。 
現在飯山市では、飯山駅の「HUB-Station 機能」の強化に取り組んでいる。これは、飯山駅と

周辺観光地との 2 次交通を整備することで、「周辺観光地へ行くにはまずは飯山駅へ」という移動

ルートを確立させるものである。平成 27 年 3 月の新幹線飯山駅開業を機として、飯山駅には今後、

「周辺観光地を目的地とした外国人旅行者」がより多く訪れることが期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②目的 
飯山市のインバウンド推進において、飯山駅を通過して周辺観光地へ向かう外国人旅行者の増

加という動きは、意識すべき重要な要素である。そこで、飯山駅から市内観光へと外国人旅行者

を誘導するために本戦略をとりまとめる。本戦略はこの実現を通じて、市のインバウンドを推進

する大きなはずみをつくり、これを市の観光産業の活性化につなげることを目指す。 
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（２）直近の目標 

「周辺観光地を目的地とした外国人旅行者」を市内へ誘導するためには、最初から長時間の滞

在プランを提示するのではなく、まずは「飯山駅をスタートして 3 時間程度の市内観光」といっ

た簡易プランを提案することが効果的である。 
この考えに基づき、本戦略は外国人旅行者の市内誘導における直近の目標（実現するべき状況）

を次のように定める。 
 
①（外国人旅行者が）選択肢を認知している 
周辺観光地へ旅行する外国人旅行者が、「その旅行の前後で 3 時間程度の飯山市観光をす

る」という選択肢があることを認知している。 
 
②（外国人旅行者にとって）利便な環境が整っている 
外国人旅行者が、飯山駅を起点として「3 時間程度の飯山市観光」をするために、便利な

環境が整っている。 
 
③（外国人旅行者が）消費している 
「3 時間程度の飯山市観光」をする外国人旅行者が、飲食や観光ツアー等によって、一定

の消費活動をしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）ターゲット 

現状で飯山市の周辺観光地を訪れている外国人旅行者の多くは、スキーや温泉等を楽しむ個人

旅行者（FIT）とみられる。またその大部分は、初めて日本を訪れた旅行者よりも、日本在住者

や日本旅行のリピーターであると考えられる。このことから本戦略は、「日本旅行に慣れた FIT」
を主なターゲットとして想定する。 

なお、こうした顧客は主に「ウィンタースポーツ層」と「日本のディープな体験を求める層」

に分けて考えることができる。 
 

周辺観光地へ

の滞在 

（野沢温泉、志

賀高原など） 

旅行の起点

（東京など） 

飯山駅 
飯山市内の 

観光 
（3 時間程度） 

①選択肢を 

認知している 

②便利な環境が

整っている 

③消費 

している 周辺観光地を 

目的地とした 

外国人旅行者の動き 本戦略が目指す直近の目標 

（実現するべき状況） 
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客層 想定されるニーズ 
ウィンタースポーツ層 ・一箇所にロングステイしたい 

・ウィンタースポーツ以外の体験はあまり興味がない 
日本のディープな体験を

求める層 
・いろいろなところを観てまわりたい 
・地元の文化や歴史などを深く体験し、味わいたい 

 
このうち母数が多いのは前者であると考えられるが、飯山市内観光は後者に対してより訴求す

ると見込まれる。上記の客層はある程度重なり合っていると考えられるが、本戦略を進めるに当

たっては、アプローチの方法をそれぞれに合わせて考えることが重要である。 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）提供すべき価値 

想定するターゲットに対して、飯山市内観光が提供すべき価値を次の 3 点として整理する。本

戦略に沿った各種の取組は、顧客に以下の価値を提供するものとして実施されねばならない。 
提供すべき価値 主なコンテンツ 外国人目線で評価された主な点 
①文化の「体験」 伝統工芸品指定を受けた仏壇や和

紙といった職人文化、酒造りや和

菓子などの食文化、寺社仏閣など 

ただ見るだけでなく、工房見学や制作

体験のように、「深く」触れることの

できる体験が強く訴求する。 
②人との触れあ

い 
仏壇屋、酒屋、和菓子屋などのス

タッフとのやりとり、高橋まゆみ

人形に象徴される住民の姿など 

シャイではなく「Welcome」な姿勢

が強く、言葉が通じなくてももてなそ

うという暖かい気持ちが感じられる。 
③今に残された

「日本古来の田

舎」 

日本の原風景ともいえる里山のの

どかな景観や生活文化 
観光地化が進んでおらず、外国人旅行

者も少ない「穴場」。オリジナルの日

本を味わえるという魅力がある。 
 

飯山駅を訪れる 

日本旅行に慣れた FIT 

ウィンター 

スポーツ層 日本のディープな 

体験を求める層 

＜アプローチの例＞ 
スポーツのついでに 

「日本文化体験」を！ 

＜アプローチの例＞ 
飯山ならではの 

特徴的な文化体験を！ 
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（５）想定する期間 

本戦略は、新幹線飯山駅の開業と、これに伴う飯山駅の「HUB-Station 機能」の強化を好機と

捉え、これによって市のインバウンド推進にはずみをつけようとするものである。従って、新幹

線開業直後の平成 27 年度より、3 年程度の短期間において一定の成果をあげることを想定するも

のである。 
その後については、宿泊、連泊などより長期的な滞在を目指すための方策や、斑尾高原や戸狩

温泉など市内のより広範なエリアへ顧客を呼び込むための方策が求められる。これについては、

次年度以降にあらためて検討・策定されるべきものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

直近のインバウンド戦略（本戦略） 
・3 時間程度の短期滞在 
・飯山駅周辺（市街地）エリア 

平成 27～29 年度 平成 29 年度～ 

継続的なインバウンド戦略 
・1 泊以上の長期滞在 
・より広範なエリア 
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3． 戦略の進め方 

 
本戦略は、プロモーション、受入環境整備、コンテンツ開発の 3 つを柱とする。このことで、

「周辺観光地を目的地とした外国人旅行者」が飯山市内観光をするに当たり、「選択肢を認知して

いる」「便利な環境が整っている」「消費している」という状況（直近の目標）をつくりだすこと

を目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下に、戦略の柱ごとに取り組むべき内容を示す。 
 
 

（１）プロモーション 

①来訪前のプロモーション 
世界の顧客が飯山市やその周辺観光地に来訪する以前の段階（旅行計画を立てる段階、旅行

中の段階など）で、まず「飯山市」を認知するようなプロモーションを行う。 
＜取組の例＞ 

実施事項 内容 
英文キャッチコピーの作成 「craftmen village」「the original Japanese landscape」な

ど、端的に飯山の特徴を伝える英文のキャッチコピーを作成

する。 
飯山市ならではの具体的な

特徴の整理 
国の「伝統工芸品」指定を受けている、最も新しい新幹線駅

である、などの具体的な情報を整理しておき、さまざまな広

報のタイミングで活用する。 
職人文化を活かした海外と

のコラボレーション 
海外の伝統工芸や最新デザイナー等とのコラボレーション、

インターンの受入などを行い、飯山の職人文化を世界に発信

する。 
著名人の招聘 飯山市での文化体験や人との触れあいをし、その内容を世界

に紹介してもらう。世界的に著名な人物の視点で紹介するこ

とで、高いプロモーション効果を得る。 

（１） 
プロモーション 

（２） 
受入環境整備 

（３） 
コンテンツ開発 

市内観光という選択肢が

認知されている 

市内観光の便利な環境が 
整っている 

市内観光によって 
消費活動が行われている 

「周辺観光地を目的地

とした外国人旅行者」

の多くが、飯山市内を

観光している 
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「体験」動画の制作 「（３）コンテンツ開発」で開発した体験メニュー等につい

て、それぞれ 1 分程度の動画を制作する。制作した動画は、

Web サイトや飯山駅構内の観光案内所等で流す。また、旅

行エージェント向けの宣伝資料としても活用できる。 
 
②来訪時点でのプロモーション 
周辺観光地を目的地とした顧客が飯山駅を訪れた際に、その旅行のどこかのタイミングで飯

山市内観光をするようプロモーションする。 
＜取組の例＞ 

実施事項 内容 
チラシ、ポスターの制作 市内観光を呼びかけるチラシ・ポスターを制作し、飯山駅改

札～駅前バス乗り場の動線上や、周辺観光地の観光施設・宿

泊施設等で配布・掲示する。ティッシュ配布などの工夫も効

果的と考えられる。 
飯山駅構内での日帰りツア

ーの情報提供・予約手配 
飯山駅構内の観光案内所において、飯山駅からの市内日帰り

観光ツアーの情報を集約し、直近 1～2 週間程度のスケジュ

ールを一覧できるよう情報提供する。また、それぞれのツア

ーの予約手配を行う。 
 
 

（２）受入環境整備 

①案内サインの整備 
外国人旅行者が、個人で不自由なく、飯山駅から市内の各観光に出かけることができるよう

案内サインを整備する。サインはすべて多言語・ピクトグラムで整備する。 
＜取組の例＞ 

実施事項 内容 
飯山駅構内の案内サインの

拡充 
・3 階改札を出た正面、および 1 階入口の正面に、それぞれ

行先を示した案内サインを設置する。具体例 01・02 
・ラウンジへの行き方を示す案内サインを設置する。 
・観光案内所の場所を示す案内サインを設置する。 

バス乗り場の案内サインの

整備 
・「バス乗り場全体図」看板を設置する。具体例 03 
・行先ごとの乗り場を示す看板を設置する。具体例 04 
・バス停の表示を多言語化する。具体例 05 

市内（駅前～市街地）の案

内サインの整備 
・路面にまち中観光の誘導サインを設置する。具体例 06 
・まち中の案内看板を改善する（資料編：調査地点⑥を参照）。 
・外国人旅行者の受入意向のある店舗に、店舗前に

「Welcome」などの英字サインを設置するよう促す。 
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←具体例 01 

改札正面の案内サインには、出口から先に何が

あるかを旅行者視点で明記することが求められ

る（JR 長野駅改札前）。 

 

↓具体例 02 

新幹線、鉄道、バス、タクシーなどは、特にピクト

グラムが効果的（長野電鉄長野駅構内）。 

←具体例 03 

バス乗り場の全

体図では、チケッ

ト売り場や各乗り

場からの行先を

明記する（JR 信

濃大町駅前）。 

 

 

 

↓具体例 04 

バス乗り場ごとに番号を振り、大きく表示して遠方から

でもわかるようにする（JR 長野駅東口）。 

 

→具体例 05 

バス停の表示には最低限英語表記が

必須。目的地を写真で掲載するとより

わかりやすい（JR 信濃大町駅前）。 

↓具体例 06 

路面に行先を表示すると、まち中の景

観を阻害しない（JR 長野駅構内）。 
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②2 次交通の整備 
飯山市が外国人旅行者を呼び込むために重要となる、飯山駅発着の 2 次交通の整備を行う。

交通手段そのものを整備すると共に、その情報案内を行う。 
＜取組の例＞ 

実施事項 内容 
飯山駅と市街地をつなぐ 2
次交通の整備 

飯山駅発着の、市内観光のための周遊バス、シャトルバスを

運行する。短時間の往復が可能となるよう一定の頻度が求め

られる。新幹線や周辺観光地シャトルバスの発着時間との接

続がスムーズになるよう考慮すること。 
外国人向けレンタカーの運

用 
飯山駅から借りられる外国人向けレンタカー制度を運用す

る。英語対応カーナビ、雪道走行の注意伝達など、外国人向

けのサービスを行う。 
駅前の 2 次交通乗り場の整

理と情報発信 
斑尾口・千曲川口のそれぞれで、シャトルバス、長距離バス、

宿の送迎バスなどの発着場所を整理し、外国人旅行者でもわ

かりやすいようその情報を発信する。情報発信は、Web サ

イト、チラシ、案内サイン等で行う。 
 
③市内観光サポート機能の強化 
外国人旅行者が飯山駅から市内観光をするに当たり、必要となるサポートサービスを行う。 
＜取組の例＞ 

実施事項 内容 
インターネットによる英語

対応サービスの運用 
市内観光に関する問合せや、予約申込に対して、インターネ

ットで英語対応のできるサービスを運用する。Facebook な

どの既存の SNS の利用を踏まえて検討する。 
荷物預かりサービスの運用 飯山駅内で、旅行者の手荷物を一時的に預かるサービスを運

用する。外国人旅行者向けに、サービス内容・料金などを英

語でわかりやすく案内するサインやチラシを整備する。 
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（３）コンテンツ開発 

①体験型コンテンツの開発 
飯山市の持つ、①文化、②人との触れあい、③今に残された「日本古来の田舎」を深く味わ

うことのできる「体験型コンテンツ」を、外国人旅行者向けに開発する。 
＜取組の例＞ 

実施事項 内容 
体験コンテンツ開発の促進 仏壇や和紙等の職人の工房や、酒蔵・和菓子屋等の店舗に対

して、体験コンテンツ開発を促す。開発のためのアドバイザ

ーの招聘、マーケティング（モニターツアー等）支援、PR
支援などを行うことで、民間からの主体的な動きを促す。 

田舎体験の観光ガイドの育

成 
人との触れあいや、「日本古来の田舎」の魅力を伝え、演出

することのできる「田舎体験の観光ガイド」を育成する。雪

国独特の食や生活文化についても案内できるガイドとする。 
 
②日帰りツアーの造成 
各種の観光コンテンツをもとに、飯山駅から 3 時間程度の中で楽しめるパッケージ化された

日帰りツアーを造成する。 
＜取組の例＞ 

実施事項 内容 
日帰りツアーの造成 観光局が主体となって、各種の日帰りツアーを造成し、Web

サイトやチラシ等で PR し、販売する。なお造成に当たって

は、次の点を踏まえて、できる限り多様なツアーを数多くつ

くる。 
・ターゲット（人数、年齢、観光ニーズなど） 
・時間（1 時間、2 時間、3 時間、半日など） 
・料金（シンプル型、ラグジュアリー型など） 
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1． モニターツアーの結果 

 
モニターツアーの結果をとりまとめる。なお、評価点は 3段階評価となっており、「非常に良い」

＝3 点、「まあ良い」＝2 点、「よくない」＝1 点として計算し、外国人調査員（モニター）7 名の

平均値を示した。 

 

 

調査地点① 飯山駅とその周辺 

■モニタリングの流れ 

新幹線改札を出て、野沢温泉へ行くことを想定

して乗り場まで移動した。途中で駅構内にある観

光案内所に立ち寄った。 
 
■評価の概要 

駅構内は多言語化されたサインが整備されてお

り、改札から出口へ向かう動線に大きな問題はな

い。また、観光案内所内での情報案内も十分でき

ているという評価である。しかし、「観光案内所の

位置がわかりにくい」「外から駅に入ったときに、改札の方向がわかりにくい」といった問題が示

された。また、駅前広場のサイン、特にバス・タクシー乗り場やそれぞれからの行先を示すサイ

ンについては、整備が立ち後れており、早急な整備が求められるといえる。 
 
■各チェック項目の評価 

項目 評価点 
１．チケット売り場の場所がすぐにわかるか 2.3 
２．駅の中の看板にしたがって、スムーズに出口方面に向かうことができるか 2.3 
３．観光案内所までスムーズに行けるか 1.7 
４．観光案内所で必要な観光情報を得ることができるか 2.3 
５．観光案内所のスタッフと英語で問題なくコミュニケーションがとれるか 2.7 
６．バス・タクシー乗り場にスムーズに行けるか 1.6 

 

■主な意見（○……良い評価、△……疑問点／やや悪い評価等、×……悪い評価） 

対象 意見 

飯山駅構内 ○観光案内所のスタッフ対応はとてもよい。 
△改札を出てすぐ目の前に、総合的な看板があるとよい。 
△「飯山線」と新幹線とが紛らわしい。違いをもっと明確に示すべきでは。 

（super express より shinkansen の方がわかりやすい） 
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△観光案内所の入口が閉まっていると入りにくい。ドアに目立つように

“OPEN”“WELCOME”“We speak English”と表示できないか。 
△観光案内所内に、外国語パンフレットコーナー、自由に使える PC、バス時

刻表の英語版などがどこにあるかを目立つように示すサインがあるとよい。 
×チケット売り場の料金表やマップに英語を掲載すべきだ。 
×ラウンジを示す矢印の方向がよくわからない。ラウンジへ行けない。 
×エスカレータから降りると、観光案内所の場所が隠れてしまうので、存在に

気づかずに外に出てしまう。 
×観光案内所で FIT にとって重要な情報であるバスや電車の時間、近くのレ

ストラン・インターネットカフェ・ATM の情報がすぐにわからない。 
バス・タクシー

乗り場 
×バス乗り場全体を案内する看板が必要だ。 
×バス路線のルートマップがない。 
×バス乗り場の番号がまったく目立たない。英語は左→右に読むが、乗り場の

番号は逆順にふってあるので、番号が目立たなければ誤解が生じやすい。 
 
■看板についての評価 

項目 評価点 
看板① 
（3 階から 1 階に降りるエスカレータ付近の看板） 

見つけやすさ 2.4 
内容のわかりやすさ 2.1 

看板② 
（1 階メイン出入口の看板） 

見つけやすさ 1.7 
内容のわかりやすさ 2.0 

看板③ 
（駅前広場のバス乗り場サイン（野沢温泉行き）） 

見つけやすさ 1.6 
わかりやすさ 1.4 

看板④ 
（駅前広場のバス乗り場サイン（斑尾高原行き）） 

見つけやすさ 1.9 
わかりやすさ 1.9 

 
■看板についての意見 

対象 意見 

看板① 
 

・ラウンジへの案内がわかりにくい。エスカレータに乗ると 3 階から１階へ行

くが、途中の 2 階にあるラウンジへの行き方がわからなくて迷う。 
・2 階に Wi-Fi がある、と PR した方がよい。 
・コインロッカーへの案内表示が欲しい。 
・エレベータのサインはあるがエスカレータのサインは見当たらない。 
・改札口を出てすぐのサインが 2 つあるが、これをまとめて、改札を出た正面

に目に入るものにした方がよい。 
・出口が誘導されていても、その先に何があるのかが書いていないのでは意味

がない。 
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・観光案内所では、英語対応や英語パンフレットが得られることを表示すべき。 

看板② 
 

・周囲に案内サインの数が少ないのではないか。情報が少ない。 
・バス停までの案内がない。地面にサインがあればとてもよいと思う。色ごと

にバス路線の案内をするなど。 
・駅構内からバス乗り場へ案内してほしい。 
・駅の正面入口から入ってすぐ前に看板を設置するとよい。チケット売り場の

場所などがわからない。 
・観光案内所を示すサインはもっと大きくすべきだ。 

看板③・④ 
 

・看板が小さくて目に入らない。 
・字が小さく、英語もほとんどないのでわからない。 
・地面にサインがあればよいと思う。色ごとにバス路線の案内をするなど。 
・バスの行先、発着時刻、所要時間、料金、払い方などを英語で説明する必要

がある。 
・乗り場の番号を大きな看板で示すべきだ。 
・バス乗り場全体がどうなっているかがわからない。行先ごとに、どこへ行け

ばいいのかがすぐわかるようにしてもらいたい。 
・「待ち時間が長い場合、二階のラウンジでお待ちください」といったラウン

ジ案内のサインもあるとよい。 
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調査地点② 仏壇通りと仏壇屋（山崎本店） 

■モニタリングの流れ 

仏壇通りを歩いた後で、仏壇屋の山崎本店に入

った。店内では、仏壇の説明をきいたあと、職人

の工房を見学した。 
 
■評価の概要 

仏壇の魅力は、ややマニアックながら、ある程

度の関心をひけるのではという評価である。ただ

し、そのためには職人工房の見学や体験など、深

くそこに関われる工夫が必要との意見が多い。ま

た仏壇通り全体として、FIT にとっては店内に入にづらいという声が多くあった。FIT を歓迎す

る意向があるのであれば、そのことを外に向かって示す必要があるといえる。 
 
■各チェック項目の評価 

項目 評価点 
１．ここが仏壇通りであることがわかるか 2.0 
２．仏壇通りの観光を不便なくできるか 2.1 
３．仏壇通りは FIT にとって魅力的か 2.6 

 
■主な意見（○……良い評価、△……疑問点／やや悪い評価等、×……悪い評価） 

対象 意見 

ここが仏壇通り

であることがわ

かる 

○通りの屋根の形が独特で面白い。 
○仏壇の説明は面白く、特に職人の技術は関心を呼びそうだ。飯山ならではの

仏壇文化の説明をもっと詳しく伝えられればよい。しかし、言葉がわからな

いとなかなか伝わらないだろう。 
△仏壇通りを示す英語サイン等が見当たらないので、そこがそういう観光の通

りだということは、言われてみないとすぐわからない。 
△職人の技術をもっと間近で観察したり体験したりできるとよい。仏教的な美

学や、歴史的な伝統などを、深く味わえるのでは。 
×歩道が狭くて、あまり長く歩く気にならない。 
×通りにある仏壇屋はみな戸が閉まっていて、入る気がしない。戸を開けてお

いたり、Welcome サインを出したりして、入りやすい雰囲気をつくるべき

だ。 
×スキー目的で来ている客に、仏壇の魅力が伝わるだろうか？誰もが興味を持

つ内容とはいえない。 
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■看板についての評価 
項目 評価点 

看板 
（「坂上」交差点付近にある案内看板） 

見つけやすさ 2.4 
内容のわかりやすさ 2.4 

 
■看板についての意見 

対象 意見 

看板 

 

・英語の表示がないのでわからない。 
・仏壇通りの入口に、「ここから仏壇通りだ」ということを示すサインが欲し

い。 
・地面にサインがあれば、景観を阻害しないしわかりやすい。 
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調査地点③ 酒蔵（田中屋酒造）と日本酒テイスティング 

■モニタリングの流れ 

道を歩きながら田中屋酒造へ入り、店主による

説明をききながらテイスティングを行った。 
 
■評価の概要 

店主による、酒造りから飯山に特徴的な食文化

に至る説明は、高く評価された。言葉による案内

が壁だが、英語でのガイドツアーがあれば一定の

反響が期待できると考えられる。 
 
■各チェック項目の評価 

項目 評価点 
１．田中屋酒造にスムーズにたどりつけるか 2.1 
２．日本酒テイスティングができることがわかるか 2.1 
３．不便なくテイスティングや購入ができるか 2.9 
４．日本酒テイスティングは、FIT にとって魅力的か 2.7 

 
■主な意見（○……良い評価、△……疑問点／やや悪い評価等、×……悪い評価） 

意見 

○近年、日本酒の知名度は世界的に上がっており、日本酒に興味のある FIT もいるだろう。そ

うした層には受けがよいはず。 
○店内で配られる酒の説明の英語パンフレットはよい。これがあれば、店内が英語表示だらけ

にもならない。 
○日本酒づくりの文化は面白い。飯山の食文化との関連も興味深い。雪中づくり、野沢温泉の

祭りとのつながり、杯を重ねるごとに美味しくなることなど、深いウンチクが楽しめる。 
○テイスティングしてから購入できるのは、安心感があってよい。 
○クレジット対応があるのは、FIT にとってありがたい。 
△コンテンツは魅力的だが、言葉の壁が大きい。酒文化の紹介からお酒の飲み方講座までを英

語で案内するガイドツアーがあればよいのでは。 
△大きなのれんに負けないサイズの英語表記も欲しい。FIT だけでは、なかなかたどり着けな

いだろう。 
△テイスティングが無料だということがわからない。大きな英語で FREE TESTING と書いて

もらいたい。 
△免税対応ができないか。外に「TAX FREE」という表示があれば、FIT がこぞってやってく

るだろう。 
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調査地点④ 和菓子屋（大黒屋） 

■モニタリングの流れ 

道を歩きながら店に入り、オーナー夫妻によ

る説明をききながら試食した。 
 

■評価の概要 

和菓子についての美意識、歴史などは FIT に

とって魅力的であるとの評価である。言葉の壁

はあるが、大黒屋オーナー夫妻のキャラクター

自体は高く評価されており、単なる翻訳では伝

わらない根本的な魅力がすでにあるといえる。

ただし店舗への行き方には大きな難があり、店内での英語案内も含めて整備すべき課題も多い。 
 
■各チェック項目の評価 

項目 評価点 
１．大黒屋にスムーズにたどりつける（ここが大黒屋だとわかる） 1.9 
２．和菓子店であることがわかる 2.1 
３．不便なく和菓子を購入できる 2.3 
４．和菓子は FIT にとって魅力的である 2.6 

 
■主な意見（○……良い評価、△……疑問点／やや悪い評価等、×……悪い評価） 

意見 

○オーナーの対応がとても優しく、暖かみがある。キャラクターも魅力的。 
○家族経営のお店であることで、暖かい印象があり、魅力的だ。 
○説明の内容は面白い。四季で変わる美意識、小ささへのこだわりなど。また、歴史があるこ

と（昔ながらのものであること）も魅力的だ。 
○試食できたのは良かった。買うまえに味がわかるのはよい。 
△和菓子の作り方を知ったり、作っているところを見学したりできるとよい。 
△女性 FIT 向けのスイーツ食べ歩きツアーなどがあると受けるのではないか。 
△持ち帰りやすく、飯山らしい「お土産商品」を作るとよい。 
×狭い道で、行き方がわかりにくい。曲がり角などに案内サインがないと行き着けない。 
×店内に英語表示がなく、何を売っているのか、どう買えばいいかわからない。 
×そもそも、和菓子がなにかが伝わらない。大黒屋としての和菓子の説明と、各商品の説明を

示した英語リーフレットが必要。 
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調査地点⑤ かまくらの里・昼食（のろし鍋）体験 

■モニタリングの流れ 

貸切タクシー（バン）で、市街地から直接かま

くらの里へ移動した。かまくらの里では、事前に

事務局で予約した昼食体験として、飯山の「のろ

し鍋」を食した。 
 
■評価の概要 

かまくらの中で鍋を食べるという体験につい

ては、一定の評価が得られた。しかし、それだけ

では物足りないという声も多く、郷土食「のろし

鍋」の解説、キャンドルライト等による演出（昼間でも）、雪遊びなどの付加価値がなければ、な

かなか強力なコンテンツになりにくいと考えられる。また、交通アクセスと事前の予約システム

は、FIT にとって大きなハードルであり、FIT を顧客と想定するのであれば、この 2 点について

なんらかの対策が必要といえる。 
 
■各チェック項目の評価 

項目 評価点 
１．かまくらの里での食事体験が不便なくできる 2.6 
２．かまくらの里での食事体験は、FIT にとって魅力的である 2.6 

 
■主な意見（○……良い評価、△……疑問点／やや悪い評価等、×……悪い評価） 

意見 

○雪国らしさを満喫できる。特に、雪のない東南アジアのような国から来た外国人にとっては

魅力的だろう。 
○童話のような、ファンタスティックで可愛らしく、ノスタルジックな雰囲気が楽しめる。ち

ょっと珍しい、特別な体験といえる。 
○メニューに英語と日本語が併記されていることは大変ありがたい。 
○「のろし鍋」は、本物の日本食を味わっているという気がする。 
△英語はメニューの翻訳しかなかったが、もう少し観光の説明テキストがあるとよいだろう。

例えば、「のろし鍋」の歴史や由来、食べ方などを英語で紹介しておけば、もっと FIT へアピ

ールできる。 
△面白いといえば面白いが、かまくらに入るだけではちょっと物足りないという印象もある。

これだけでは、値段が高いと思われるかも知れない。 
△夜はキャンドルライトによる美しさも楽しめるそうだが、昼でもそうした盛り上がる工夫が

あればよい。 
△単独のコンテンツとしてではなく、周辺観光地に来る顧客向けに「スキーのあとに、かまく
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らでのんびりしよう」といった提案があればよいのでは。 
△雪遊びができたり、雪の彫刻などがあったりと、かまくら以外になにか楽しめるポイントを

つくるとよい。 
△テーブルとイスが素朴すぎる。もう少し良いものにできないか。 
△寒くて、身体が冷える。そういうことを事前に伝えておくとよい。 
×交通手段がタクシー以外になく、FIT にとってハードルが高い。どうやって行けばいいかが

わからず、実際にはなかなかたどり着けないだろう。駅からの便利なアクセス方法を提供す

べきだ。 
×予約制度がよくわからない。FIT にはなかなかできないのではないか。 
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調査地点⑥ 飯山市公民館 

■モニタリングの流れ 

公民館に到着後、看板前に移動して、看板の

内容をチェック。問題点等についての意見交換

を行った。 
 
 

 
 
 
■看板についての評価 

項目 評価点 
市内の案内看板 
（公民館前に設置されたもの） 

見つけやすさ 2.0 
内容のわかりやすさ 2.5 

 
■看板についての意見 

意見 

・大きさがあるので、目立つところはよい。 
・細かい情報がたくさんあって、FIT にとって何が重要なのかがわかりにくい。情報を絞り込

んだり、強弱をつけたりするとよい。 
・観光地についての情報は、英語でも詳細を翻訳して掲載するとよい。地図をみても、どこが

観光ポイントなのかがわからない。 
・FIT にとっては、地図には ATM の場所、両替のできる場所（とその時間）などの情報があ

ることが望ましい。 
・コンビニは、ロゴマークがあった方がわかりやすい。 
・駅前をはじめ、まち中にもう少しこういう看板を設置してもらいたい。 
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ディスカッションの概要 

 
ディスカッションは、前半は「欧米圏」と「アジア圏」のグループごとに、後半は全体で行っ

た。ディスカッションで出された主な意見を示す。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）戦略の骨子についての意見 

＜欧米圏グループ＞ 

１．飯山駅へ来る FIT とは 
・訪日経験のあるリピーターか、日本在住者であることが多いだろう（初訪日で、いきなり飯山

に来ないだろう）。 
・「日本をディープに体験したい層」と「ウィンタースポーツ層」とは、同じ FIT でも区別して

捉えるべきだ。 
客層 想定されるニーズ 

A:日本をディープに体験

したい層 
・いろんなところを観てまわりたい 
・地元の文化や歴史などを深く体験し、味わいたい 

B:ウィンタースポーツ層 ・一箇所にロングステイしたい 
・ウィンタースポーツ以外の体験はあまり興味がない 

※以後の議論では、上記の A をメインターゲットとして考えた。 
・お金をかけてでも様々な体験をしたい層と、できるだけお金をかけない層（バックパッカーな

ど）も、区別して考えるべきだ。 
 
２．飯山駅へ来る FIT に魅力的なコンテンツは 
・日本独自の文化や歴史を「深く」味わえるコンテンツだろう。農業、酒造り、伝統工芸などは

関心が高いと思われる。それを「見学」「体験」などで「深く」味わえるものとして見せること

がポイントになる。 
・職人文化であれば、完成品をただ眺めるだけの「表面的な」見せ方ではなく、職人の作業プロ

セスを見せたり（工房見学など）、そのプロセスの一部を実際に体験したりするコンテンツが魅

力的ではないか。 
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・飯山市内の「人」には十分な魅力があるのではないか。今回のモニターツアーでまわった仏壇

屋、酒蔵、菓子屋など、それぞれの人柄が魅力的で、外国人旅行者をもてなそう、楽しませよ

うという意識を感じた。シャイではなく Welcome である。 
・まだ外国人旅行者にとって未開拓の地である、「穴場」である、ということが魅力だ。いまなら

まだ、観光客でにぎわっていないということである。 
・観光地化がまだ進んでおらず、「古いオリジナルの日本の田舎」がここにはまだ残っている、と

いう点は魅力的だろう。 
・宿泊費が安いということを売り出せば、周辺観光地のベースになるのではないか。 
 
３．FIT は飯山市内をどのように観光するのか 
・FIT の主な情報源はインターネットである。japan-guide.com、TripAdvisor、Foursquare など

が著名だ。ある程度行く先が決まれば、Facebook などで各観光地情報を集めることになる。こ

うした情報を得ながら旅をしているのが FIT だ。 
・JNTO などのオフィシャルなサイトはあまりみないが、ここに飯山の情報があれば安心感があ

るだろう。 
・スキー場などを目的に来る FIT は、あまり飯山市に立ち寄らないだろう。「ついでに、少しで

も立ち寄ってみては」という提案をしていくことが重要だ。 
 
４．どんな課題があるか 
・FIT の「深い」観光を促すためには、まず言語の問題が大きな壁になる。説明やガイドを、パ

ンフなり看板なり音声ガイドなりアプリなり通訳者なりで伝える必要がある。 
・飯山の公式 Web サイトやパンフレットをみると、何を売りたいかがはっきりしていない。売り

たいものがたくさんあるのは良いが、いまのままでは実際に何を見ればよいかがわからない。

FIT に対して胸を張って勧めることができるものを、きちんと絞り込んでいくことが重要だ。 
 

 

＜アジア圏グループ＞ 

１．飯山駅へ来る FIT とは 
・お金を持っている富裕層がメインだと考えられる。飯山までわざわざ来るということは、時間

やお金に余裕がある 30 代～40 代の人ではないか。 
・長野県に来る外国人旅行者は、すでに国内のさまざまな観光地を見てまわっていると考えるべ

きだ。そのうえで、ディープな日本を楽しみたい人が顧客であると思われる。 
・このエリアに来るということは、まず雪やスノーモンキーが目当てだろう。 
 
２．飯山駅へ来る FIT に魅力的なコンテンツは 
・駅を降りてすぐに雪景色が広がるという、雪国の景観は魅力的だろう。 
・かまくらや、「（酒や野菜などを）雪に埋める」という熟成方法、貯蔵方法などの雪を活かした

コンテンツは面白い。雪の文化的な側面は受けるのではないか。 
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・アジアの顧客を考えると、スキーなどはあまり関心を引かないと思われる。それよりも、「雪遊

び」など、雪そのものの楽しみを活かしたコンテンツのほうが盛り上がる。 
・仏壇通りなどの伝統的な風景は魅力がある。日本らしい風景でありながら、「観光地らしさ」が

感じられないところが良い。ディープな日本、本物の日本の魅力が発信できると思う。 
・和紙体験や蕎麦体験なども良いコンテンツになると思う。 
 
３．FIT は飯山市内をどのように観光するのか 
・駅を降りて気軽に周辺をまわるような動きを想定するとよいのではないか。自転車でちょっと

まわれるようなコースがあるとよい。 
・飯山から（野沢温泉などの最終的な）目的地に行く旅行者に対して、その前や後に少しだけ市

内に立ち寄ってもらうという考えになるだろう。 
・スノーモンキーは非常に人気が高い。FIT でもスノーモンキー目当てで飯山駅に来る人は多い

のではないか。 
 
４．どんな課題があるか 
・アジア圏の FIT は、事前に細かく予定を立てることが多く、旅行の途中に他に良いものがあっ

たとしても、予定を変更しにくい。つまり、旅行の計画をたてる段階で、飯山を知ってもらう

必要がある。 
・予約が必要である観光コンテンツについては、要予約であること、予約の仕方などを確実に伝

える必要がある。 
・「2～3 時間で観光できる」と言われてもイメージしにくい。例えば飯山市の公式 Web サイトで

は見所が羅列されているが、どの観光地をどう組み合わせれば 2～3 時間に収まるのか想像がつ

かない。具体的なプランの提案が必要だ。 
・飯山駅に来てからの情報発信も必要だ。駅周辺や観光案内所での情報発信は、十分とはいえな

いのではないか。 
・仏壇通りや寺町などは、そのままでは京都を見た人がわざわざ来るかどうかが疑問だ。飯山な

らではのポイントを伝えることが不可欠だ。きちんと違いが伝われば、ディープな体験を求め

る顧客が来るかも知れない。 
・日本の文化を体験できるだけでなく、きちんと言葉として説明することが重要だ。 

 

 

（２）プロモーションについて 

＜欧米圏グループ＞ 

■「日本一であること」など、海外向けにキャッチーな宣伝文句をつくること 
・伝統工芸の指定が二箇所ある地域は日本で飯山市だけという。そのような点を前面に出して、

飯山市をプロモーションすべきだ。 
・アスパラガス生産量が日本一という点もアピールできるのではないか。 
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■英語で話すこと 
・地元の人が英語を話す（話そうとする）姿勢をみせることは大事だ。英語パンフレット、通訳

などでもよいが、「人の魅力」を伝えるためには、片言でもよいので本人が英語を話すことが重

要になる。 
 
■「職人コンテンツ」を売ること 
・「クラフトメン・ヴィレッジ」のようなキャッチコピーをつけるとよい。 
・国際的な「職人交流」を行う。海外の伝統工芸だけでなく、パリのデザイナーなどモダンなア

ーティストとのコラボレーションなどもよいのでは。 
・職人インターンシップの受け入れをすることが PR につながるのでは。 
・日本中に職人がいるなかで、「なぜ飯山なのか」「飯山の職人の特徴は何か」を明確に示す必要

がある。 
 
■「深い」体験をしてもらう 
・海外ニュースサイト、旅行ポータルサイト、ガイドブックの記者、ブロガーなどを招聘して飯

山を体験してもらい、その人自身の視点で記事にしてもらうとよい。「深い」体験を売るのであ

れば、表面的に説明するよりも、実際に体験した人の声として発信することが効果的だ。 
・まずは大きなメディアや著名人に紹介してもらえるよう働きかけるとよい。例えば、「ナショナ

ルジオグラフィック」など。 
 
■飯山駅に「体験ツアー」窓口をつくる 
・市街地で楽しめる体験ツアー（深い文化が味わえるもの）を網羅的に把握し、予約などの手配

ができる窓口をつくってもらいたい。 
・その週や月のツアーのスケジュールを駅に掲示し、今日は、三日後には、どこでどんなツアー

があるかがわかるようにするとよい。 
・次の電車やバスを待つ間にできるような、1 時間や 2 時間くらいツアープランをたくさん用意

するとよい。 
・「深い」体験を伝えるための動画（PV）を作り、Web サイトや案内所で流すと効果的だろう。 
 
■安く宿泊できる場所として売る 
・JR と一緒になった宿泊プランをつくり、飯山に泊まることを広くアピールしてはどうか。 
・FIT 向けには、ゲストハウスをつくると効果的だ。 
 
■多くのスキー場を楽しむベースとして売る 
・周辺の多様なスキー場をあちこち堪能できるベースキャンプ地として飯山を売るポテンシャル

があるのではないか。そのためのキャッチコピーをつけるとよい。 
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■「飯山」の認知度向上 
・野沢温泉や志賀高原のような「周辺観光地」を検索したときに、結果に出てくるような SEO 対

策をするとよい。 
・1 分程度で飯山の「深い」体験を伝える動画をいくつかつくり、Youtube などにあげるとよい。 
・旅行エージェント向けの宣伝資料をつくるべきだ。飯山をどう体験してもらいたいかを絞り込

み、具体的に示すことが重要だ。 
・飯山公式 Web サイト上にフォーラム（掲示板）をつくり、旅行者が誰でも書き込んで、感想を

言ったり質問したりできるようにすると盛り上がる。 
 
■「飯山」の売りをターゲットに合わせて絞り込む 
・1 人旅行、数人の旅行、家族旅行など、ターゲットに合わせて「こういう楽しみ方を勧める」

という売り方をすることが大事だ。それぞれの PV をつくるなど、ターゲットに合わせてプロ

モーションを行っていく。 
・Web サイトの内容は幅広すぎるうえに、実際に旅行しようとする FIT にとっては、アクセス情

報など足りない情報が多々ある。誰に何を伝えたいのかを意識したコンテンツをつくるべきだ。 
 
■新幹線の新駅として売る 
・新幹線の Newest 駅である、というコピーはインパクトがあるだろう。 
・これまでは外国人旅行者が少なかったところに新幹線が通ったことで、日本の本当の田舎がグ

ランドオープンしたところだ、という売り方をするとよい。今しかできない売り方で、今なら

ではの集客が見込めるはずだ。 
 
 
＜アジア圏グループ＞ 

■飯山市の存在を旅行前に知ってもらう 
・FIT が旅行の計画を立てる時点で、飯山市が旅行先の候補にあがるよう、SNS や Web サイト

等を利用した広報活動をすることが必要だ。観光キャンペーンなども行い、まずは知ってもら

うよう努力すること。 
・飯山市の公式 Web サイトをみれば、デザインや色使いなどは大変よい。ただ、飯山ならではの

紹介が十分ではない。飯山の和菓子、飯山の寺などの特徴をきちんと示し、日本のさまざまな

観光地を見比べている顧客に対してきちんと独自性をアピールすべきだ。 
 
■事前予約のしやすさ向上 
・施設や体験メニュー等に「予約」が必要である場合は、そのことを明記し、その方法をきちん

と提供するべきだ。 
 
■観光パッケージを用意する。飯山駅で即時受付できるようにする。 
・3 時間コース、半日コースなど、さまざまな時間ごとのコースを複数用意し、デイツアーを充
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実させることが重要だ。 
・蕎麦体験、和紙体験などは、それぞれ 2～3 時間で終わるのではないか。体験型のデイツアーと

しては、アピールしやすいのではないか。 
・飯山駅が FIT の移動の基点になるため、きちんと予定時間の通りに飯山駅に戻れるという安心

感を提供することが重要だ。 
・「新幹線到着の 20 分後にスタートする」など、わかりやすい告知と募集を行なうとよい。 

 

 

（３）受入環境整備について 

１．交通について 
■飯山駅構内の受入環境 
・駅の入口から入ってすぐの正面には、大きな案内看板が必要だ。 
・ラウンジへ行く階段がわかりにくい。ラウンジへの行き方を駅構内の案内サインできちんと誘

導するとよい。 
・観光案内所の場所がわかりにくい。存在に気づかない FIT も多いのではないか。 
・夜／早朝の駅の利用者への対応をきちんとするべきだ。夜行バスで飯山駅に到着したあとのタ

クシー利用や、早朝のバスを待つ間のラウンジの開放などを考慮すること。 
・駅のラウンジ開放時間、案内所（英語対応）のオープン時間を駅構内や Web サイトできちんと

英語案内するべきだ。 
・駅のトイレは、改札のある 3 階にはないが、改札付近で待ち合わせをする旅行者の利便性を考

えれば 3 階にも欲しい。 
 
■駅出口付近 
・バスやタクシーの乗り場がわかりにくい。地面にバス路線名の案内サインを示す、乗り場番号

を大きな看板で知らせる、などの案内が必要だ。 
・「斑尾口」「千曲川口」という名称だけでは外国人にとってわかりにくい。シャトルバス、成田

などからの直行バス、宿の送迎バスなど、それぞれが発着する出口が異なっていると FIT にと

って混乱をまねく。将来的に整理するべきである。 
 
■飯山駅からの２次交通 
・飯山駅から市内観光用のシャトルバスを運行できないか。徒歩では少し時間がかかり、新幹線

やバスの発着時間に間に合わせることを考えると動きにくい。 
・周辺観光地の周遊バス（飯山駅を出て、野沢温泉や志賀高原などをまわる）を運行できれば利

用者が見込めるのではないか。 
・FIT でも簡単に利用できるレンタカーを用意してもらえないか。ロングステイプランの場合は

ニーズが高いと思われる。信越自然郷全体の自然環境を、車で移動しながら堪能できる。バン

があれば、グループの旅行者にも利用しやすい。 
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＜レンタカーの注意点＞ 
・英語対応のカーナビが必要 
・雪道走行時など、安全面での注意事項を外国人利用者にきちんと伝えること 
・周辺観光地への移動ルートを案内するとよい 

・FIT 向けの貸切タクシーがあるとよい。京都のように通訳のできるタクシー案内士を育成する

ことも併せて必要になる。 
 
２．観光について 
■日帰りツアーの造成 
・飯山駅スタートで、1 時間、2 時間、3 時間程度で楽しめる日帰りツアーを、各種つくっておく

とよい。新幹線やバスの時刻に間に合うように、きちんと時間内で終わって戻って来ることの

できるツアーを提供することは重要だ。 
 
■観光案内のサイン整備 
・市内の観光地に、観光ポイントであることを示すサインを整備するとよい。サインがないと、

どこが観光地かがわからない。 
・FIT を歓迎する店舗には、「Welcome」などの簡単な英文サインがあると入りやすい。営業時間

（いまオープンしているかどうか）や、営業内容（どんなお店か、どんなサービスが受けられ

るのか）などの情報もあるとよい。そうした情報が外からわからなければ、FIT にとって入店

しづらい。 
・市街地にサインを設置する際は、町中に大きな看板を置く方法だと、美観を損ね、「田舎らしい」

という飯山の強みも失われてしまう。地面にサインをペイントするなど、町並みの雰囲気を壊

さないサイン整備をすること。 
 
■ハブ機能の強化 
・飯山は、さまざまな観光地を楽しむベースキャンプになり得る。特に冬場は、さまざまなスキ

ー場を楽しむために泊まる場所になれるのではないか。そのための環境整備を意識するとよい。 
 
■観光の ICT サービスの充実化 
・宿泊や着地型ツアーについて、FIT が事前に予約をとることが困難だ。英語対応のできる電話

窓口があるのが理想だが、それが無理なら Web サイトやメールを通して（英文で）予約のでき

る仕組みをつくるべきだ。 
・FIT 向けの観光アプリがあれば、地図・最新情報を便利に閲覧できる。 
 
■荷物預かりサービス 
・周辺観光地へ移動するときや、市街地への短時間の観光のときなど、FIT の荷物を飯山駅で預

かれるサービスがあるとよい。 
・荷物預かりサービスを運営する場合は、その仕組み、営業時間、料金などを、FIT にわかるよ
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うにサイン、チラシ、Web サイトなどで発信することが不可欠だ。 
 
３．飲食について 
■駅周辺での飲食の提供 
・駅構内での販売を強化するとよい。弁当やお菓子など、飯山特産のものによる飲食物を販売す

ること。 
・駅の近くに、飯山の地元の食事を味わえる料理屋があるとよい。駅から少し歩くのであれば、

駅からどのくらいの距離に、どんな料理屋があるのかという情報を駅で発信すると共に、飲食

店には FIT 向けに英語の案内サインを出しておくとよい。 
 
４．その他 
・駅前はまだ物寂しい。ホテルや飲食店などによる開発を促してもらいたい。 
・「飯山市街地観光の写真コンテスト」や、Facebook での飯山市街地情報の発信のように、市街

地観光の内容が口コミで世界に伝わるような仕組みをつくるとよい。 
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