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第第第第 1111 章章章章    遠山郷観光戦略計遠山郷観光戦略計遠山郷観光戦略計遠山郷観光戦略計画策定にあたって画策定にあたって画策定にあたって画策定にあたって     
１、１、１、１、計画策定の意義と経過計画策定の意義と経過計画策定の意義と経過計画策定の意義と経過    

 遠山郷には南アルプスをはじめ、旧市にはない優れた自然や、人の営みにより保たれてきた独特

な文化や景観が存在しており、飯田市の観光拠点となっている。平成２２年、遠山郷８団体連絡会議

において、遠山郷観光振興のプランを策定する必要性が唱えられ、２３年度、市において予算化され、

遠山郷観光を一体的、総合的に推進し、情報発信力を強化し、地域経済を活性化させるため、「遠山

郷観光戦略計画」を策定することとなった。 
平成２３年５月、遠山郷８団体連絡会議から推薦された住民２３人の専門委員会と、３つの専門部

会が構成され、２４年３月までの間、関係者による調査研究が重ねられ、このたび計画書としてまと

められたものである。 
 この計画に基づく事業の具体化に当たっては、合併協定の中でうたわれ、新市建設計画にも搭載さ

れた「南アルプス遠山郷活性化プロジェクト」を具体的に実現させる一つの手だてと位置づけて、過

疎自立促進計画（平成２２年度～２７年度）の中で計画的に推進していくこととする。 
 

２２２２、計画策定年度、計画策定年度、計画策定年度、計画策定年度    

 平成２３年度  
３３３３、事業主体、事業主体、事業主体、事業主体    

 飯田市、遠山郷８団体連絡会議 

 ※推進母体：８団体連絡会議のもとに組織する計画策定専門委員会（御池山クレーター専門家会議、

南アルプス登山路調査部会、木沢地区企画戦略委員会） 

                             
４４４４、アドバイザー、アドバイザー、アドバイザー、アドバイザー    

長野県地域資源製品開発支援センター  
５５５５、庁内連携体制、庁内連携体制、庁内連携体制、庁内連携体制      観光課、上村自治振興センター、南信濃自治振興センター、飯田市美術博物館               

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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遠山郷観光のあるべき姿遠山郷観光のあるべき姿遠山郷観光のあるべき姿遠山郷観光のあるべき姿  

 ○遠山郷の自然や歴史、生活文化、人情を大切にし、その良さが伝わるサービスを観光客の皆様に

提供し、リピーターの満足度を高め、遠山郷ファンを増やすことをめざします。  
 ○観光客の皆様と住む人のふれあいを大切にします。 
 

 ○遠山郷に若者が定着し、住む人が生き生きと生活できることをめざします。    
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第第第第 2222 章章章章    観光資源の再評価と着地型観光観光資源の再評価と着地型観光観光資源の再評価と着地型観光観光資源の再評価と着地型観光    

        既存の観光資源（施設、イベント）を再評価し、それらを結ぶ周遊観光ルート等を確立して「着

地型観光」を進める。 

    

    １１１１    既存の観光施設の再評価と施設が抱える既存の観光施設の再評価と施設が抱える既存の観光施設の再評価と施設が抱える既存の観光施設の再評価と施設が抱える主要な主要な主要な主要な課題と対応策課題と対応策課題と対応策課題と対応策     
        (1) (1) (1) (1) 既存施設の再評価既存施設の再評価既存施設の再評価既存施設の再評価        

   現在、遠山郷には多くの観光施設があるので、遠山郷の施設としての一貫性、統一性、或いは

差別化、ストーリー性の視点で調査を行った。その内、主な施設の課題について提言する。 

      ①ハイランドしらびそ   

    周囲のロケーションがすばらしく、近くに

御池山クレーターがあり、その優位性を生か

した独自のイベントを企画することや、施設

屋外での飲食サービスを提供する。 

又、地元食材によるメニューの開発を検討

する。更に、入館し易い案内表示の工夫を行

う。 

②はんば亭（下栗） 

    下栗は遠山郷観光を牽引する景観を有し、

メディアの露出も多く、一番の観光スポットである。その中で必ず立ち寄るのがはんば亭であ

るが、土日祝日営業を基本としてきた。旅行者の需要も高く、平日営業を検討する。又、現在

は提供できるメニューが限られているので、多様なニーズに対応した新たな軽食のメニュー開

発を行う。 

   ③梨元ていしゃば 

    同施設はこれまで食堂経営中心であったが、２３年度に行った南アルプス登山案内所開設の

効果が大きく、今後は南アルプス登山のインフォメーション機能を加え、食事メニューの再考

など、新たな需要開拓を行う。特に、静岡県側からの南アルプス南部へのアプローチは、災害

や希少植物保護の観点等から厳しく立ち入りが制限されており、長野県側からのアプローチが

注目され、照会も多くなっている。 

又、内外の人たちで保存再生がはじまった遠山森林鉄道復活と絡めた施設活用が期待される。

埋没林の展示は地球活動の一つの証拠として興味深く、保存と展示に工夫を凝らして、説明看

板を設置する。 

  ④旧木沢小学校 

   メディアへの露出も多く、収集コレクションの整理整頓と保存、活用、適切な管理方法の確

立が望まれる。又、木造校舎を利用した新た

なイベントの企画が考えられる。利用者に不

便をかけているトイレは水洗化が望ましい。 

   ⑤かぐらの湯 

遠山郷観光を代表する施設として、遠山郷

観光協会をはじめ管内の他の施設との連携で

周遊観光を構築する拠点としていく。 

温泉の泉質の特徴をアピールできる「温泉

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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とらふぐ」の試験養殖を成功させ、本格プラントの導入を早期に行い多角的な経営を行うとと

もに、財団法人制度改革に対応して一般財団法人への移行をすすめ、自立的な経営をめざす。 

近隣農家の応援体制を再構築し、道の駅にふさわしい遠山郷特産物の販売を拡充する。 

敷地内に子どもの遊び場を設け、家族連れの誘客に力を入れる。 

旧市内など周辺地区からのお客様を獲得するためのマイクロバス送迎付プランの企画ととも

に、広報活動を強化する。 

   ⑥遠山郷土館 

    歴史資料館として貴重な資料の収蔵管理と、展示の体系化を図る。 

    観音霊水の龍淵寺、藤姫饅頭の殿町茶屋と連携し、観光ポイントが揃っている強みを生かし

て誘客を図る。 

   ⑦いろりの宿島畑 

遠山郷の食文化を味わうことが出来る宿泊施設として更にアピールしていく。 

⑧道路整備の課題 

多くの観光施設を結ぶ道路は狭隘で脆弱であり、常に災害の危険を伴っているので、パトロ

ールを強化するとともに、道路整備を一層促進する。特に、南アルプス登山者のための便りが

島までの整備、登山路整備、下栗の待避所整備が急がれる。 

    

（参考） 各施設の利用状況及び収入状況 

施 設 名  H22 入込客数（人）  H22 売上高（千円） 

ハイランドしらびそ 36,838 61,427 

はんば亭 8,998 8,998 

高原ロッジ下栗 648 4,858 

そば処村の茶屋 9,349 9,349 

喫茶かみ 7,700 7,725 

大島河原オートキャンプ場 1,605 
3,725 

大平保養センターキャンプ場 1,296 

上村農産物直売所 12,053 12,554 

農産物加工所 435 7,485 

祭り伝承館天伯 1,513  

便りガ島森林公園 359 308 

梨元ていしゃば 2,655 2,688 

アンバマイ館 4,917  

かぐらの湯 75,962 63,152 

遠山郷土館 2,161 1,595 

殿町の茶屋 5,621 13,506 

いろり宿島畑 4,331 28,578 

そば処信玄 2,300 2,105 

天仁の杜キャンプ場 3,175 814 

陶芸館 375 1,073 
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２２２２    遠山郷らしい食文化と土産品の開発遠山郷らしい食文化と土産品の開発遠山郷らしい食文化と土産品の開発遠山郷らしい食文化と土産品の開発    

                                 
遠山郷に伝えられてきた食材には、山肉、下栗

芋、木の実、クルミ、栃の実、こんにゃく、蕎麦、

雑穀など気候、風土に根ざした優れものがある。 

又、メニューも多彩で、おさい、けんちん汁、

サンマ入り蕎麦団子、マタギ鍋、芋田楽、そばき

り、くずきり、すいとん、栃かゆ、栃餅、味噌、

豆腐、こんにゃく、ぬたなどがある。    

  観光客にとって、郷土食はキーワードであり、

「食」が旅の目的になることが多い。また、地域

文化の凝縮された形であり、貴重な地域資源である。郷土食を見直し発信することで、地域住民が

遠山郷特有の歴史、風土の認識を深め、引き継いでいけるものである。 

  又、遠山郷の食文化は健康志向のニーズを充足させることにつながるものが多い。 

  そこで、観光振興、住民生活の両面から「遠山郷ならでは」の食文化の継承、或いは新たなメニ

ューの開発に取り組んでいく。 

  一方、遠山郷には様々なお土産があるが、食材や特産物を生かしたお土産が少ないので、新たな

観光土産品の開発を進めていく必要がある。 

食文化の継承・開発については、最近、関係す

る１４団体で「遠山郷山肉料理開発推進協議会」

が立ち上がったように、住民による研究組織を立

ち上げるとともに、土産品開発については、農業、

工業、観光関係団体が連携してお土産品の開発チ

ームを組織し、開発、製造、販売方法の研究を進

める。その際には長野県地域資源製品開発支援セ

ンター、関係大学、研究機関のアドバイスを得な

がら合同で進めることが望ましい。 
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参考 滋賀県高島市食のマップ 
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３３３３    施設の特徴を生かした周遊観光の設定と観光ガイド施設の特徴を生かした周遊観光の設定と観光ガイド施設の特徴を生かした周遊観光の設定と観光ガイド施設の特徴を生かした周遊観光の設定と観光ガイド((((地元案内人地元案内人地元案内人地元案内人))))      
(1)(1)(1)(1)事業のコンセプト事業のコンセプト事業のコンセプト事業のコンセプト    

  遠山郷には観光関連施設が多く存在し、それぞれ頑張って経営しているが、連携すればもっと良

くなる。また、上村、南信濃に同じような施設があるが、施設の立地条件を生かし連携していくこ

とが必要である。 

又、これからの観光は、人を介した観光が求められており、これまで遠山郷ファンクラブ、神様

王国、下栗案内人の会、木沢活性化委員会（南アルプス案内人）が手がけているが、総合的な組織

体制と質の向上が必要である。  
(2)(2)(2)(2)具体的な目標具体的な目標具体的な目標具体的な目標    

  コース設定の前に考えることとしては、 

   ①周遊コースは遠山郷にとってのコース設定に重要なポイントとなる。将来的には遠山郷全体の

二次交通整理、或いは周遊シャトルバスについても検討する。 

②これからの観光は、地域の人たちとのふれあいと体験が一層重要視されるようになる。それに

は長期間の滞在を前提とし、長期滞在には快適な環境で５W２H(誰が、いつ、どこで、何を、何故、

どのように、おいくらで)を考える必要がある。 

③民家等受け入れ体制の整備 

④案内人がつくことが必須条件 

  ⑤ツアー計画は観光業者と提携して宣伝 

 

長期滞在型観光プラン長期滞在型観光プラン長期滞在型観光プラン長期滞在型観光プラン    

目的 内容 食事 宿泊・他 

クラインガルテン 

(農業体験施設) 

・農業体験 ・農作業教室 

・農機具使用方法 ・地元野菜栽培 

自炊 

食事処 

弁当 

農業体験一般 

軽トラ、農機のレ

ンタル 

長期滞在型 

(通年) 

 

・何もしない ・木沢小整備/管理 

・森林鉄道 ・鳥/魚の飼育 

・椎茸/まいたけ栽培 ・山菜採り 

・お寺お勤め ・薪割り 

・観光ガイド ・蕎麦打ち 

・料理体験（おやき、五平餅） 

・木工教室（遠山郷ならでは）   

・星の観察  ・鳥の解体 

・鹿解体 ・鹿角、皮の加工 

・傾斜地での畑仕事  

・バードウォッチング 

・絵画（水彩、鉛筆、クレヨン） 

自炊 

食事処 

弁当 

 

 

民宿、キャンプ、

滞在用宿泊施設、

自転車・自動車レ

ンタル、講師手配、

各種教室は予約。 

メニューは多く考

えるが、季節ごと

実行。 

各種保険を考慮。 

長期(春) 

 

・ハイキング、・絵画教室 

・写真教室 ・里の整備 

自炊、食事処、弁

当 

民宿 

 

長期(夏) ・ハイキング ・避暑 

・観光ガイドボランティア 

・木工、角皮加工 

自炊、食事処、弁

当 

キャンプ、民宿 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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長期(秋) ・絵画教室、写真教室  

・蕎麦打ち ・観光ガイド 

自炊、食事処、弁

当 

民宿 

長期(冬) ・霜月祭り(裏方)・星の観察 

・郷土料理体験 

自炊、食事処、弁

当 

民宿 

長期(癒し) ・何もしない・読書・交流 自炊、食事処、弁

当 

民宿 

長期(手伝い) ・地元季節的作業の手伝い 

・力仕事 

自炊、食事処、弁

当 

民宿 

長期(技能取得) ・絵画、木工 自炊、食事処、弁

当 

民宿 

長期滞在型イメージ 

食：特産物    体：山登り    汗：農作業 

学：自然史、歴史、民俗、読書     静：読書、休憩               
日帰り観光イメージ 

 

 

駐車場からマイクロバス、ガイド 

食と土産に特産品使用 

       
    

    

汗 

食 

学 

体 

静 
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４４４４    地域主導型地域主導型地域主導型地域主導型((((着地型観光着地型観光着地型観光着地型観光))))の取り組みについての取り組みについての取り組みについての取り組みについて      
(1)(1)(1)(1)事業のコンセプト事業のコンセプト事業のコンセプト事業のコンセプト    

新しい観光振興の手法を使い、１０年かけてこの地域を「持続可能な郷（さと）」にすること、地域

の魅力の保全と発展のために、観光を手段として積極的に活用する。すなわち｢地域づくりのための観

光｣、観光－地域づくり循環を創り出す。 

    

(2)(2)(2)(2)具体的な目標具体的な目標具体的な目標具体的な目標    

これまでの事業をあらためて見直し、地域や住民が主体となった着地型観光の基盤づくりを行う。 

手順としては、 

（１）機運の醸成：１人ひとりが自らの主役意識を持って動き出すこと。 

（２）地域の魅力（＝資源）の発掘と担い手の意思確認 

（３）プログラムの作成 

（４）プログラムの商品化 

（５）情報発信 

（６）モニター等を通し実際のお客様のニーズ・反応を収集 

（７）送客力ある企業などとの連携と話し合い、月に１回程度のモニターツアー等を通した試行錯

誤を積み重ねていく。 

    

    

５５５５    遠山郷温泉水を活用したとらふぐ養殖による新産業の創出とブランド化遠山郷温泉水を活用したとらふぐ養殖による新産業の創出とブランド化遠山郷温泉水を活用したとらふぐ養殖による新産業の創出とブランド化遠山郷温泉水を活用したとらふぐ養殖による新産業の創出とブランド化     
    (1)(1)(1)(1)事業のコンセプト事業のコンセプト事業のコンセプト事業のコンセプト        

遠山郷では人口の流出、少子高齢化が進ん            

でいる現状であり、持続可能な地域経営をめ

ざす観点から若者の定着、雇用の創出（産業

の創出）が喫緊の課題となっている。 

そこで、南信濃振興公社では、民活へのパ

イロット的な役割を果たすために、遠山郷の

地域資源の有効活用による地域振興策を検

討・模索する中で、遠山郷温泉（塩化物泉）

を活用した海産魚種（とらふぐ）養殖による新産業の創出とブランド化をめざすための研究開発

を進める。  
    (2)(2)(2)(2)具体的な目標具体的な目標具体的な目標具体的な目標    

飯田下伊那地域は、とらふぐの食文化に馴染みが薄く、又、ふぐの調理は免許を持った特定の  

調理師しか取り扱うことが出来ない。そこで、とらふぐの食文化の普及拡大に努めるため、南信濃

振興公社において加工を施した後、飯田下伊那地域の飲食店、民宿・旅館施設等にこれを提供し、

とらふぐ料理の実践のノウハウを蓄積して、地元の食文化として定着をめざす。    

    

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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６６６６    道の駅「遠山郷」の活性化道の駅「遠山郷」の活性化道の駅「遠山郷」の活性化道の駅「遠山郷」の活性化     
    (1)(1)(1)(1)事業のコンセプト事業のコンセプト事業のコンセプト事業のコンセプト        

道の駅「遠山郷」は、国道１５２号和田バイパスが完成した後認定されたものである。 

一般的な道の駅の特徴である地域特産物等

の物販は屋外販売所「くまぶし」が担っている

が、小規模で弱い。  

今後、国道１５２号バイパスの進展、青崩ト

ンネルの開通を見通し、近隣農家の応援体制を

再構築し、道の駅にふさわしい遠山郷特産物の

販売拡充を図りながら、適期に施設を整備する。 

    

    

７７７７    観光イベントのあり方観光イベントのあり方観光イベントのあり方観光イベントのあり方     
    (1)(1)(1)(1)事業のコンセプト事業のコンセプト事業のコンセプト事業のコンセプト        

   現在、遠山郷では様々なイベントが各種団体により実施されているが、高齢化、人口減少によ

り、イベントの運営、存続に課題を抱えているものもある。しかし、各種イベントは観光振興の

みならず、地域住民のまとまりや、遠山郷全体のイメージアップにとっても重要な役割を果たし

ている。そこで、以下の点からこれからの遠山郷イベントのあり方について関係団体により議論

を深めていく。 

 

○地域の資源（山の文化・生活・霜月祭 

り等）を活用したイベント開発と提供で山 

里の自然・生活を活かし大切にする機会を 

設ける 

○ 地域のすばらしさを再認識し、 

定住をめざす 

○住民が楽しみながら企画、実践し 

観光立村をめざす 

○若者の参加を促し、又、遠 

山郷ファンクラブなど外部 

の応援も得る 
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第３章第３章第３章第３章    情報発信の強化とブランド力の形成情報発信の強化とブランド力の形成情報発信の強化とブランド力の形成情報発信の強化とブランド力の形成 
    

１１１１    遠山郷イメージキャラクターの制作と展開遠山郷イメージキャラクターの制作と展開遠山郷イメージキャラクターの制作と展開遠山郷イメージキャラクターの制作と展開      
((((１１１１)))) 事業のコンセプト事業のコンセプト事業のコンセプト事業のコンセプト        

飯田市の観光拠点の一つ「遠山郷観光」の振興をより一層図るため、そのシンボルとなるイメー

ジキャラクターを制作し、商標登録を行い、遠山郷産の土産品にマークとして広く使用するほか、

各種イベントに登場する「ゆるキャラ」となって遠山郷をＰＲする。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

愛称愛称愛称愛称        「とおやま丸」「とおやま丸」「とおやま丸」「とおやま丸」    

    

製作者：行方訓子（三重県鈴鹿市） 

名付け親：芦部悠斗（飯田市南信濃） 

    

((((２２２２))))今後の活用方法について今後の活用方法について今後の活用方法について今後の活用方法について    

遠山郷に因んだ商品、イベント、広報物のマークとして広く使用されるようにするため、市民、

或いは業界の企画提案を促し、当面、無料で使用を許可する。 

又、各種イベントに登場する「ゆるキャラ」となって遠山郷をＰＲする。 

着ぐるみの図案の商標登録、著作権は飯田市に帰属する。    
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２２２２    統一的な観光案内看板の設置統一的な観光案内看板の設置統一的な観光案内看板の設置統一的な観光案内看板の設置     
かぐらの湯において観光客に聞き取り調査を実施したところ、案内看板はあるが、分かりづらいと

の意見が多数寄せられた。案内看板は観光地にとってイメージを大きく左右する重要な役割をもって

いる。第一に分かりやすく、好印象で、統一されたデザインを構築することにより観光地としての『遠

山郷』のイメージを向上させる。  
看板イメージ図看板イメージ図看板イメージ図看板イメージ図((((案案案案))))       
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３３３３    遠山郷を代表する景観映像の発信遠山郷を代表する景観映像の発信遠山郷を代表する景観映像の発信遠山郷を代表する景観映像の発信          
現在、遠山郷には、ハイランドしらびそにラ

イブカメラが設置され、飯田ケーブルテレビに

よりネット配信されている。インターネットの

普及により、目的地の天候や景観の様子が映像

を通してリアルタイムで見ることができ、ライ

ブカメラ設置は観光地にとって集客の武器にな

る。 

そこで、新たに下栗の里、和田地区にもライ

ブカメラを設置し、遠山郷を代表する景観をア

ピールする。 

  

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    遠山郷応援団遠山郷応援団遠山郷応援団遠山郷応援団    

 

 遠山郷観光客にはリピーターが多い。そこで、こうした人たちに遠山郷を第二のふるさとと思って

もらったり、遠山郷出身者のために、遠山郷応援団を募集し、登録した人には応援団情報を的確に提

供していく。そのためにはブログやツイッターを活用して、地元住民の協力を得ながら旬の情報や地

域の話題などを発信していく。 

 応援団には、地域活動への参加や、地元住民との交流の機会を創出し、住んでみたい地域を発信し

ていく。 

 

  
    

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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５５５５    遠山郷ガイドブックの製作遠山郷ガイドブックの製作遠山郷ガイドブックの製作遠山郷ガイドブックの製作    

    

遠山郷に興味を持ってもらうための入口的なガイドブックとする。 

通常、ガイドブックやパンフレットは地域の総論的な情報をまとめて編集するものが一般的だが、

今後展開するガイドブックは、これまでの概念を取り払い、遠山郷を知らない人たちが「行ってみた

くなる」魅力あるガイドブックとする。 

そのため、単なる観光案内ではなく、長い歴史の中から培われてきた人々の自然との関わり方、人

情、技、優しさ、強さなどに着目した編集を検討する必要がある。 

 

 

    

    

    

６６６６    広報宣伝の強化広報宣伝の強化広報宣伝の強化広報宣伝の強化    

    

 遠山郷は、多くのメディアが着目する自然的文化的な特徴を有している。これらを体系的に整理し

たものが前述のガイドブックである。これを元にテレビ、新聞、雑誌、広告等のメディア各社に発信

し、旅行社にも提供する。 

又、適切な広告媒体にも力を入れ、住民の活動、自然の営みの様子を紹介するパブリシティも適時

適切に行い、インターネットの HPも改良して情報発信力を強化する。     
    

７７７７    遠山郷マーケティング調査の実施遠山郷マーケティング調査の実施遠山郷マーケティング調査の実施遠山郷マーケティング調査の実施     
年に１回マーケティングの仕組みを活用して地域・県内・県外などの人たちに聞き取り調査を行い、

目指す遠山郷観光に近づくためのプロジェクト改善資料とする。 

遠山郷総合観光パンフレット     

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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第４章第４章第４章第４章    プロジェクト事業プロジェクト事業プロジェクト事業プロジェクト事業    

１１１１    御池山クレーターの保全と活用御池山クレーターの保全と活用御池山クレーターの保全と活用御池山クレーターの保全と活用    

    

（１）（１）（１）（１）はじめにはじめにはじめにはじめに    

 御池山隕石クレーターは直径約 900mの円形構造をもつ地形で、その 1/3が御池山山頂付近に残存し

ている。坂本正夫氏はクレーター内の基盤や角礫層から証拠を発見し、その成果を平成 22年に国際学

会誌「隕石と惑星の科学」に掲載した。この地質遺産を保全しつつ、教育・研究・観光等に役立てる

方策をまとめた。 

（写真１） 展望台からみた御池山隕石クレーター（左）と、総合看板が設置された平地（右） 

 

 

（２）（２）（２）（２）御池山隕石クレーターの現状御池山隕石クレーターの現状御池山隕石クレーターの現状御池山隕石クレーターの現状（図１参照） 

１） クレーターの地形 

御池山山頂を含む稜線にクレーター縁の 1/3が保存され、その外斜面には衝撃によってできた凹凸

地形が保存されている。これらは針広混交林（自然林）およびカラマツ林（植林）に覆われ、一部は

ササ原となっている。クレーターの内外には稜線および中郷お池にいたる遊歩道がある。クレーター

の北西方には御池山への登山口から西へ延びる作業道があり、国有林野で施業が行われている。 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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現在、地形は良好に保存されており、新たに作業道を開設したり、支線をクレーター付近へ延長し

ないかぎり、改変の恐れはない。 

２）衝撃変成石英を含む角礫層 

 クレーター縁から中心へ伸びる尾根に衝撃変成石英を含む角礫層が残存している。角礫層を含む尾

根は針広混交林に覆われている。歩道など人工物はなく、改変の恐れは見あたらない。 

３）林道御池山線（エコーライン）沿いの露頭 

 林道沿いには、衝撃変成石英を含むチャートの巨岩（写真６）や、クレーター中心から放射状およ

び同心円状の割れ目をもつ岩盤、高角度に傾斜した地層などの証拠となる露頭がある。また北向きの

岩盤にはイワカガミなどの可憐な植物が見られる。林道のり面はクレーター内の南部でコンクリート

吹きつけがなされている（写真３）が、多くは開削したままの自然状態である（写真２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 自然状態の林道斜面                 写真３ ブロック擁壁と吹きつけ状況 

   岩石が観察できるが、落石が絶えない。       斜面を保護すると、岩石が見えなくなる。 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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高さ 1mほどの木杭で土留め工がなされているところもある。林道沿いの露頭はアクセスしやすいの

で観察に適している。その一方、露頭をハンマーでたたいたり、岩石採集されたりする恐れがある。

また、林道斜面上部からの崩落が激しいため、露頭を人工改変したりコンクリートで覆ったりする恐

れがある。 

４）クレーターの見学状況 

 しらびそ高原の観光客はゴールデンウィークや紅葉

の時期に集中し、夏休み中も多い。クレーター見学を

目的とする観光客はまだ多くないと推定されるが、し

らびそ観光ツアーの目的の一つにクレーターが加わる

など、関心は広がりつつある。しかし、観光客のほと

んどは林道沿いの看板付近に停車して周囲をながめる

のみで、クレーターの意義はもちろん位置さえも分か

らない人がいる。御池山や中郷お池へのハイカーも、

クレーター縁を歩いていることを理解していない人が

多いと推定される。 

 また観察ポイントの多くは車道沿いなので、交通事故の危険がある。 

 

 

（３）（３）（３）（３）保全と利用に関する提言保全と利用に関する提言保全と利用に関する提言保全と利用に関する提言（図２参照） 

１）保全 

 御池山隕石クレーターを、まず飯田市の天然記念物に指定し、法的な保全措置を行う必要がある。

指定までの間は、地主名で岩石・土壌採取禁止の啓発パネルを立てる。また、林道の管理者（飯田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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市および下栗生産森林組合）において、露頭保全と管理計画の作成が行われることが必要である。保

全範囲はクレーター周囲を含む図２の範囲とする。 

 本クレーターは国際学会誌に掲載された日本唯一のクレーターであることから、飯田市の天然記念

物指定後、国の天然記念物指定をめざす。 

２）エコツーリズム 

 クレーターの意義を理解するにはガイドツアーがもっとも効果的である。そのために案内人の養成

とガイドツアーの体制づくりを行う。クレーターとともに道沿いの植物やしらびそからの景観、中郷

お池の民俗なども加えて複数のプログラムを組むと、より効果的である。 

 すでに先行してガイドツアーやインストラクター養成講座を実施している南信州観光公社や南アル

プス（中央構造線エリア）ジオパークとも連携して利用計画を立てる。 

３）教育的利用 

地元の上村では小学３～４年生が御池山へ登り、遠山中学校１年生が大平でキャンプし尾高山へ登

る。中学２年生になると聖岳へ本格的な登山を行っている。 

又、飯田の小中学生も故郷の山や西駒ヶ岳などへの登山を行っている。これらは故郷の自然を体験

する良い機会になっている。 

しらびそ高原はクレーターをはじめ恐竜時代の海の地層が露出するなど自然のダイナミズムを学ぶ

絶好の場所であり、動植物相も豊かである。また、遊歩道や宿泊施設も整備されている。しかしなが

ら、地元の子どもたちの利用に限られている。そこで、小中学校向けの野外観察プログラムをつくり、

地元だけでなく広く子どもたちにも自然学習・体験の場として教育的利用を進める。 
４）イベント 

 クレーターを体感するイベントを企画する。たとえば、クレーター縁に目印をつけたポールをいく

つも立てて展望台からながめてみたり、バルーンやヘリコプターでクレーターを鳥瞰したりできると

面白い。 

５）整備 

 事故が起きないように遊歩道の整備（道案内など）と日常的な管理（ササ刈り）が必要である。ま

た往復コースだけでなく、回遊できる遊歩道を新設する。解説看板についても見直しながら更新する。

合わせてクレーターや地形・地質、景観、植物など、ツアーに活用できるガイドブック（印刷物）を

整備する。 

 総合看板のある広場はクレーター観察の起点であり、トイレや駐車場を整備する必要がある。将来

的にビジターセンターを設置することが望ましいが、当面はハイランドしらびそ内に御池山隕石クレ

ーターを理解できるような展示コーナーを設ける。 

保全・整備するには土地管理者の理解が必要である。また保安林解除や国有林の利用計画との調整

も必要になる。そのため南信森林管理署や下栗生産森林組合、飯田市林務課との連携を密にしておく

必要がある。 

 

４．まとめ 

御池山隕石クレーターは専門雑誌に掲載された日本初のクレーターである。この付近にはイワカガ

ミなどの貴重な植物が見られ、アサギマダラが乱舞するなど豊かな自然が残っている。これら全体を

保全しながら活用し、飯田市の宝としていくためには、行政と市民との協働がぜひとも必要である。 

 

（御池山クレーター保全計画専門家会議）  
    

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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２２２２    南アルプス登山ルート開発南アルプス登山ルート開発南アルプス登山ルート開発南アルプス登山ルート開発((((しらびそ～大沢渡しらびそ～大沢渡しらびそ～大沢渡しらびそ～大沢渡))))    

 

（１）（１）（１）（１）    遠山林道を利用し南アルプスへの登山道として活用を図るための林道の現況について遠山林道を利用し南アルプスへの登山道として活用を図るための林道の現況について遠山林道を利用し南アルプスへの登山道として活用を図るための林道の現況について遠山林道を利用し南アルプスへの登山道として活用を図るための林道の現況について 
踏査した林道の延長はしらびそ峠を起点に、１７㎞余である。 

しらびそ峠から第 2 登山道口（通称 12 林班）までの 6.25ｋｍ間の状況は、崩落 24 箇所、路肩決壊 6 箇所、

橋梁上部工流失 1 箇所、落石は全線に及ぶ。 

6.25ｋｍ以遠については、90 年以降管理が行われていないため、崩落、路肩決壊、落石が全線に及ぶ。 

 

―崩落で歩きにくい―                     ―大規模な崩落を越えるのは時間を費やす― 

―沢筋の状況―                            ―路肩の決壊状況― 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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 次の画像は、橋梁が流失した 4.2ｋｍ地点の黒沢の状況で、この林道利用における最大の難関であるが、

橋脚が残存しているので、上部工の敷設は可能である。 

橋梁上部工の流失の原因となった上部山林の崩壊地は安定しており、2006 年の被災以降変化は見られ

ない。 

    

（２）（２）（２）（２）大沢山荘の現況について大沢山荘の現況について大沢山荘の現況について大沢山荘の現況について    

 老朽化が進んでいる。 

 雨漏り多く、窓ガラス、玄関戸も破損している。屋内外にゴミが散乱している。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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（３）（３）（３）（３）その他その他その他その他     第第第第 2222 登山道と大沢尾根登山道の現況について登山道と大沢尾根登山道の現況について登山道と大沢尾根登山道の現況について登山道と大沢尾根登山道の現況について 
   

左の画像は、深ヶ沢に架かる籠渡し。増水時は、

頼りになる。今回の調査でも活躍し、利用可能。 

 

次の画像は、大沢渡上流の深ヶ沢右岸に取り付

く歩道の現状。 

 踏み跡が不明瞭で目印がなければ、迷いやす

い。 

大沢山荘を通

過したのち大

沢尾根を辿る

登山道は、踏

み跡明瞭で快

適に進む。 

 

 中腹の唐松

峠付近は、その名の由来となった、

天然唐松がそびえ、人工造林の唐

松とは、雰囲気がまったく違って感

動を覚える美しさだ。 

 

 

  

大沢岳稜線近くになると、胸をつく急傾斜帯となるが、これを越えれば眼前

に赤石岳、荒川岳、聖岳を望むことができる。 

  

 

 

 

大沢岳と中盛丸山の鞍部を東側に下れば、

百間洞山の家に 40 分で着く。 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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（４）（４）（４）（４）調査後の考察及び今後の取り組み調査後の考察及び今後の取り組み調査後の考察及び今後の取り組み調査後の考察及び今後の取り組み    

 

①①①①林道利用の登山道復旧について林道利用の登山道復旧について林道利用の登山道復旧について林道利用の登山道復旧について    

  登山道としての林道利用は当面、起点から 6.25ｋｍ地点の第 2登山道口までとし、以下、大沢渡

へ降り、大沢の尾根を登坂するコースが最短でありベストな選択と思われる。6.25ｋｍ以遠の約 11ｋ

ｍは、崩落がひどく、復旧には多額の費用が想定される。 

起点から 3.3ｋｍ地点には、第 1登山道口（通称 5 林班）があり、北又沢へ降りる歩道は整備され

ているが、北又沢の右岸は岸壁のため、渡渉が困難である。以遠の森林鉄道敷を利用していた歩道は、

度重なる出水により、壊滅状態にある。大沢渡まで遡上するには水量の多い北又沢の渡渉の繰り返し

となるため、一般の登山装備では困難と判断する。 

 

②②②②大沢山荘の避難小屋利用について大沢山荘の避難小屋利用について大沢山荘の避難小屋利用について大沢山荘の避難小屋利用について    

小規模の修繕をすれば充分に避難小屋としての利用に耐えられると判断した。 

 水場については、現状では、深ヶ沢を最後に大沢岳を越えて、百間洞山の家まで無い。大沢山荘が稼動し

ていた当時は、水付けの作業がシーズン当初に行われていたが、今後も利用状況に応じて水の確保につい

て検討する必要がある。      

山荘内に散乱するゴミの処分、生い茂った山荘周りの樹木の伐採も必要である。 

今回、便所の調査ができなかったので後日確認する必要がある。併せて、山荘規模についても検討の対

象としたい。現況の 2階建てでなくとも、1階だけでも充分な収容能力がある。 

 

③③③③第２登山道及び大沢尾根登山道について第２登山道及び大沢尾根登山道について第２登山道及び大沢尾根登山道について第２登山道及び大沢尾根登山道について    

    起点より 6.25ｋｎ地点から尾根筋を降りる歩道は、不明瞭部分が多くなっているが、補修と目印の設置で対

応可能である。 

    深ヶ沢へ着けば、渡渉し、大沢山荘へ向うが、大沢山荘へ至る踏み跡、さらに山荘を過ぎて林道までの道

は不明瞭であるため、新設及び補修が必要である。深ヶ沢から尾根道に至る 200ｍ余は新設とし、転落防止

の措置も行いたい。 

 過去に設置されている、深ヶ沢に架かる「籠渡し」は、今でも充分使用できるが、ワイヤーの取替えやロープ

の張替えができれば、より安全に利用が可能。増水時は特に威力を発揮する。 

南アルプス南部地域への登山の大半は、静岡県側からが多い。長野県側からは、交通事情に等により登

山者が少ない現状にあり、南アルプス前衛山稜の奥茶臼山や尾高山への登山を薦める程度に終わってい

る。 

かつては中学校登山の対象となっていた大沢岳、中盛丸山へは最も近いのに利用がなされていない歯が

ゆさがある。 

また、日本１００名山の赤石岳へも近く、南部へ下れば、兎岳、聖岳へと続くすばらしい登山コースが広が

っている。 

今後 「ハイランドしらびそ」を拠点にした、南アルプス南部登山コースの復活を行う必要がある。 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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（５）（５）（５）（５）今後の取り組みに対する手続き及び登山ルート復旧概算予算今後の取り組みに対する手続き及び登山ルート復旧概算予算今後の取り組みに対する手続き及び登山ルート復旧概算予算今後の取り組みに対する手続き及び登山ルート復旧概算予算    

    

１）遠山林道を利用するための各種手続き 

・ しらびそ峠から約 1.3ｋｍまでは、南信森林管理署との併用協定区間（市道上村１号線）であり、協議

により改良工事、災害復旧工事が可能かと思われる。 

・ 以遠は、専用林道であるため、事前の手続きが必要。 

例えば、併用協定の締結によって、併用区間の延伸等や使用区間の貸借契約を締結するとかの方

法が考えられる。 

・ 全区間保安林内であるため、看板設置や歩道修繕、伐採等に関しては、森林管理署との協議の上、

長野県への申請、許可が必要である。（保安林解除、保安施設内作業許可申請等） 

・ いずれも、担当事務所である現地事務所の森林官との調整のうえ、森林管理署との協議に入って

いくことが必要。（南信森林管理署は業務第１課） 

２）必要と思われる経費を概算で、以下にまとめてみた。 

①崩土除去工事  重機借上げBH0.8 ㎥級、タイヤブル各１台 

＠12,000/h×8.0h×30日×2台≒5,800,000円 

②しらびそ峠から 0.5ｋｍ地点の法面吹付け工事   A≒1,500㎡ T=15㎝ 

＠15,000/㎡×1,500㎡≒22,500,000円 

③黒沢橋梁上部工      H ビーム  L≒20m W=4.0m 

＠250,000/㎡×20×4.0≒20,000,000円 

④歩道修繕  L≒2,600m W≒0.6～0.8ｍ 

＠800/m×2,600m≒2,080,000円 

⑤山荘修繕一式     屋根、窓、玄関戸、便所、板の間、給水工事、周辺伐採、ゴミ処分 

                   5,000,000円 

⑥案内標識設置一式     500,000円 

 

        総額 55,880,000 円 

 

 ※路肩決壊箇所については災害復旧で対応の可能性を探る。 

３）当林道を利用する登山行程   

   ハイランドしらびそ―（1：40）―第 2 登山口―（0：40）―深ヶ沢―（0：40）―大沢山荘―（5：30）大沢岳―

（0：40）―百間洞露営地 

 

    ※休憩時間を含まず、林道復旧後の概算。 

 

 

 （南アルプス登山ルート調査部会） 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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起点（しらびそ峠）から 2.0ｋｍ 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db


 

- 27 - 

 

2.0ｋｍから 4.5ｋｍ 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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黒沢第 1 橋梁から 6.25ｋｍ（第 2 登山道口） 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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３３３３    南アルプス玄関口としての木沢の活性化南アルプス玄関口としての木沢の活性化南アルプス玄関口としての木沢の活性化南アルプス玄関口としての木沢の活性化    

みんなで創る木沢区のみんなで創る木沢区のみんなで創る木沢区のみんなで創る木沢区の朝朝朝朝
あした  

（１）（１）（１）（１）    木沢区の概況木沢区の概況木沢区の概況木沢区の概況  
 木沢区は、南アルプスの南端、南信濃地区内の北側に位置し上村地区と隣接しており、人口２７０

人、世帯数１３１戸（平成２３年１０月１日現在）９集落からなる区である。 

古くは、遠山森林鉄道の木材搬出基地として栄えたが、林業の衰退とともに森林鉄道も幕を閉じ、

現在は当時の栄華を偲ばせるように地域交流施設「梨元ていしゃば」の敷地内に機関車が展示されて

いる。 

 また、当施設は食事提供を中心に営業

を行っているが、地区内には日本百名山

の一つに数えられる聖岳などもあり、近

年、中高年や山ガールと呼ばれる若い女

性を中心とした登山ブームによって多く

の登山者が訪れるようになったため、平

成２３年飯田市によって、南アルプス登

山の玄関口として有効活用を図っていく

ことを目的に、施設内に「登山案内 

所」が開設され、登山者ニーズに対応し

て好評を得ている。 

（遠山森林鉄道の機関車）    

 遠山郷を代表する伝統的な神事「遠山の霜月祭り」は、毎年１２月、区内にある３つの神社（稲荷

神社・日月神社・正八幡神社）で古式豊かに、かつ厳かに執り行われており、県内外から多くの人々

が訪れている。 

また、地域資源の一つ、旧木沢小学校（平成１２年度廃校）の木造校舎は、現在、木沢地区活性化

推進協議会を中心に、建物の保存活動に取り組みながらイベントや講演会などを通して地域住民と都

市住民及び地域間相互の交流が活発に行われている。 

最近では、テレビＣＭ放映効果により、昔懐かしい学校教育を偲ばせる癒しの場として中高年を中

心に人気を呼び、ツアー客など来訪者が増えつつある。 

 近年、区内を流れる遠山川の河床の低下により出現した「埋没木」は、鑑定結果により、約１３０

０年余前の遠江大地震によって埋没し、そのまま原型を留める全国的に見ても非常に希少価値の高い

もので貴重な地域資源となっている。 

また、区内にはモミの木などの大径木や、旧秋葉街道沿いには、百体庚申など多くの石仏群をはじ

めとする歴史的遺産が数多く残されている。 

 一方、課題としては、中山間地域の共通課題でもある人口の減少とともに、高齢化の進展による地

域の衰退が危惧されており、また、農業など担い手不足問題も深刻化しているのが現状であり、課題

の解決に向けた取り組みを強化していく必要がある。 

 また、区域内にある施設の維持管理、利活用の推進や、多くの歴史的遺産などの保存活動にも積

極的に取り組んでいく必要がある。 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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更には、南アルプスの自然環境を守り、

登山者の安全性や利便性向上に向けた取り

組みが必要である。 
このような背景の下において木沢区は、

豊かな自然や長い歴史の中で育まれ、多く

の先人たちが守り伝えた文化が今日も息づ

いており、将来に向けて、この伝統文化や

歴史遺産を「地域の宝」として住民が一丸

となって後世に伝えていくための保護・保

存・活用を推進していくと共に、後継者の

確保・育成にも努めながら、魅力あふれる

地域「木沢の里」として、近い将来開通す

る三遠南信自動車道及びリニア中央新幹線を見据えた更なる取り組みを推進していく必要がある。 

 

 

（２）（２）（２）（２）取り組み計画取り組み計画取り組み計画取り組み計画 
＝あるものを残し活かし＝あるものを残し活かし＝あるものを残し活かし＝あるものを残し活かし、、、、自然と人間が共生した地域づくりの推進＝自然と人間が共生した地域づくりの推進＝自然と人間が共生した地域づくりの推進＝自然と人間が共生した地域づくりの推進＝  

１） 梨元ていしゃばへ南アルプスビジターセンターの設置と食堂部門の充実 

梨元ていしゃば内に、南アルプス登山をめざす人たちのためのビジターセンター機能を有する施設

改修（南アルプス地形模型、登山関係、遠山郷関係書籍コーナー、仮眠所機能等の整備）を行い、南

アルプス登山の玄関口として登山者に山岳情報や交通情報などを提供し、将来的には里山を含めた山

岳ガイド人を配置できるよう取り組み、登山者のニーズに対応する。 

また、食堂部門を充実させるために、昔から地域に残る食の文化を掘り起こし、メニュー化して提

供するとともに、農林産物に付加価値を付けた特産品の開発を推進する。 

更に、施設については、省エネの推進や自然エネルギーの活用について検討して行く。 

２） 旧木沢小学校の環境整備、交流人口の拡大 

施設内のトイレの改修、老朽化による電気設備等の改修をして来訪者の環境を整える。 

また、展示室の物品整理を行い、来訪者により楽しく、より居心地の良い空間づくりをして、遠山

郷ファンの拡大と貴重な資料の保存活動に取り組んでいく。 

また、イベント、講演会、学習会などを開催することにより地域住民と都市住民及び地域間相互の

交流拡大を推進する。 

３） 伝統文化の継承と地域資源の保存・活用 

霜月祭りなど古くから伝わる伝統文化の保存の為、後継者の確保や育成に取り組み、後世に伝えて

いく。 

また、区内にある大径木や石仏群、さらには歴史的遺産などの地域資源について調査を行い、保存・

活用の推進、案内人の養成にも取り組む。 

４） 森林鉄道機関車の復元 

「夢をつなごう遠山森林鉄道の会」を中心に、レールの配線整備と車両の復元に取り組み、将来的

には体験乗車を行い動く歴史遺産としての名声を高め、遠山郷ファンの交流人口の拡大に向けて取り

組む。 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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５） 埋没木の展示場整備 

梨元ていしゃば敷地内にある埋没木は、地球活動の証拠のひとつで、ジオパークの拠点ともなって

おり、保存展示が図られるようにする必要がある。 

 

 

（木沢地区企画戦略委員会） 

 

 

 

４４４４    遠山郷観光協会の体制強化遠山郷観光協会の体制強化遠山郷観光協会の体制強化遠山郷観光協会の体制強化    

    

 遠山郷観光を推進していく中核となるのは遠山郷観光協会であり、各種関係団体との連携を深め、

事業推進に当たる。そのため、プロパーの人的体制の整備とともに、観光協会予算を統合拡充し、

戦略的に事業を進める必要がある。 

 

 

 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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遠山郷観光戦略計画遠山郷観光戦略計画遠山郷観光戦略計画遠山郷観光戦略計画                    
〔参考資料〕〔参考資料〕〔参考資料〕〔参考資料〕                                
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資料資料資料資料 1111    遠山郷観光戦略計画策定の経過遠山郷観光戦略計画策定の経過遠山郷観光戦略計画策定の経過遠山郷観光戦略計画策定の経過    

【遠山郷観光戦略策定専門委員会】【遠山郷観光戦略策定専門委員会】【遠山郷観光戦略策定専門委員会】【遠山郷観光戦略策定専門委員会】    

会議名会議名会議名会議名    日日日日                程程程程    内内内内            容容容容    

第 1回 

遠山郷観光戦略計画策定専門委

員会 

平成 23年 

5月 30 日(月)19:00～21:00 

・委嘱状交付 

・下伊那地方事務所講話 

・分科会構成と座談会 

 

第 2回専門委員会 
6月 15 日(水)18:30～21:00    

・現地調査検討 

・ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ作成検討    

 

第 1分科会施設現地調査 
6月 26 日(日)10:00～15:00    

・上村観光施設現地調査 

 

第 1分科会施設現地調査 
7月 2 日(土)10:00～15:00    

・南信濃観光施設現地調査 

 

第 3回専門委員会 
8月 17 日(水)18:30～21:00    

・施設調査まとめ 

・ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ募集検討    

 

南アルプス先進地視察 
10月 2 日(日)～3 日(月)    

・静岡市井川観光協会他 

・参加者 14 名 

 

第 4回専門委員会 
10 月 19 日 (水 )18:30～

21:00    

・先進地視察報告 

・食の開発と周遊コース検討 

・広告代理店からのプラン説明 

 

第 5回専門委員会 

11 月 16 日 (水 )18:30～

21:00    

・食の開発と周遊コース検討    

・ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ選考 

 

第 6回専門委員会 

12 月 21 日 (水 )18:30～

21:00    

・食の開発と周遊コース検討    

・ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ決定 

 

第 7回専門委員会 

平成 24年    

1月 18 日(水)18:30～21:00    

・食の開発と周遊コース検討    

・観光案内看板の検討 

 

第 8回専門委員会 

2 月 15 日(水) 18:30～

21:00    

・各部会まとめ 

・特別部会報告 

 

第 2分科会キャラクター愛称選考 

3月 13 日（火）18:30～21:00 

3月 17 日(土)18:00～20:00    

・愛称選考 

 

第 9回専門委員会 

3 月 19 日(月) 18:30～

21:00    

・観光戦略計画報告 

・キャラクター愛称決定 

【御池山クレーター保全計画専門家会議】【御池山クレーター保全計画専門家会議】【御池山クレーター保全計画専門家会議】【御池山クレーター保全計画専門家会議】    

会議名会議名会議名会議名    日日日日                程程程程    内内内内            容容容容    

第 1回御池山クレーター保全計画

専門家会議 

平成 23年 

7月 15 日 14:00～16:00 

・遠山郷観光戦略プロジェクトに

ついて  ・御池山クレーター部

会の役割・構成・計画につい

て  ・御池山クレーターの現状

について 

第 2回御池山クレーター保全計画

専門家会議 

平成 23年 

9月 16 日 9:00～14:00 

・現地およびハイランドしらびそ

現地視察(看板・トレール・その他) 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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 ・意見交換 

第 3回御池山クレーター保全計画

専門家会議 

平成 23年 

11月 30 日 14:00～15:30 

・提言書の素案について 

第 4回御池山クレーター保全計画

専門家会議 

平成 24年 

1月 30 日 14:00～15:30 

・提言書(案)について 

【南アルプス登山ルート調査部会】【南アルプス登山ルート調査部会】【南アルプス登山ルート調査部会】【南アルプス登山ルート調査部会】    

会議名会議名会議名会議名    日日日日                程程程程    内内内内            容容容容    

 

南アルプス大沢ルート現地調査 

平成 23年 

8月 23 日(火)～25 日(木) 

・大沢ルート現地調査 

・大沢山荘現況調査 

【木沢地区企画戦略委員会】【木沢地区企画戦略委員会】【木沢地区企画戦略委員会】【木沢地区企画戦略委員会】    

会議名会議名会議名会議名    日日日日                程程程程    内内内内            容容容容    

第 1回 

木沢地区企画戦略委員会、総会 

平成 23年 

7月 1 日 18:30～21:00 

・総会資料説明 

・委員会の規約改正の承認 

・地区会・活性化・ていしゃば・

山の会等の活動報告 

木沢地区企画戦略委員会 

役員会 

 

9月 1 日 18:30～21:00 

・今後の事業展開について 

・視察研修について 

第 2回 

木沢地区企画戦略委員会 

 

9月 16 日 18:30～21:00 

・視察研修について 

・登山案内所について 

第 3回 

木沢地区企画戦略委員会 

 

10月 5 日 18:30～21:00 

・事業展開について 

・先進地視察について 

第 4回 

木沢地区企画戦略委員会 

 

10月 16 日 12:30～16:00 

・案内板の巡回と勉強会 

・ 

 

先進地視察 

 

11月 15 日 

山梨県方面 

富士川町 みさき耕舎 

早川町 南アルプス生態 

第 5回 

木沢地区企画戦略委員会 

平成 24年 

1月 12 日 18:30～21:00 

・地区会・活性化・ていしゃば・

山の会等の状況報告について 

・埋没林について 

・計画について 

木沢地区企画戦略委員会 

役員会 

 

1月 18 日 18:30～21:00 

・計画のまとめについて 

 

木沢地区企画戦略委員会 

役員会 

 

1月 25 日 18:30～21:00 

・計画のまとめについて 

・梨元ていしゃばについて 

【遠山郷【遠山郷【遠山郷【遠山郷 8888 団体連絡会議】団体連絡会議】団体連絡会議】団体連絡会議】    

会議名会議名会議名会議名    日日日日                程程程程    内内内内            容容容容    

第 1回 

遠山郷 8団体連絡会議 

平成 23年 

4月 28 日(木)15:00～17:00 

・遠山郷観光戦略計画 

・各団体の事業について 

第 2回 

遠山郷 8団体連絡会議 

 

9月 22 日(木)15:00～17:00 

・分科会中間報告 

・各団体報告 

第 3回 

遠山郷 8団体連絡会議 

平成 24年 

3月 19 日(月)18:30～20:00 

・観光戦略計画報告 

・キャラクター愛称決定 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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資料資料資料資料 2 2 2 2 遠山郷観光戦略計画策定専門委員会名簿遠山郷観光戦略計画策定専門委員会名簿遠山郷観光戦略計画策定専門委員会名簿遠山郷観光戦略計画策定専門委員会名簿    

会長 高根 一六   副会長 熊谷 貞夫 

第 1分科会    

 

氏  名 役  職 推薦団体 備考 

前島 修正 生活安全委員会委員長 上村まちづくり委員会   

成澤 一太 健康福祉委員会委員長 上村まちづくり委員会   

大屋敷 秀 産業委員長 南信濃まちづくり委員会   

深尾 仁 木沢地区活性化推進協議会 南信濃まちづくり委員会   

大屋敷 和彦 青年部長 商工会議所遠山郷支部   

山本 久志 青年部 商工会議所遠山郷支部   

山崎 徳蔵 南信濃振興公社 遠山郷観光協会 座長 

山崎 語 いろりの宿 島畑 遠山郷観光協会   

熊谷 公男 株式会社 上村振興公社 遠山郷観光協会   

佐藤 光弘 副組合長 遠山漁業協同組合   

下平 清浩 営業課長 飯田信用金庫南信濃支店   

第 2分科会 

氏  名 役  職 推薦団体 備考 

山口 繁樹 環境衛生委員会委員長 上村まちづくり委員会   

野牧 武 下栗自治会 上村まちづくり委員会   

宮澤 奈々 チームモッセ 南信濃まちづくり委員会   

林 一利 遠山山の会 南信濃まちづくり委員会   

中井 真佐子 女性会 商工会議所遠山郷支部   

近藤 力夫 会長 遠山郷観光協会 座長 

鎌倉 詔 天仁の杜体験企画 遠山郷観光協会   

鈴木 理 遠山郷まちけん 遠山郷観光協会   

大平 政廣 理事 みなみ信州農協南信濃支所   

秦 和哉 支所長 飯伊森林組合東部支所   

仲井 興隆 副組合長 遠山漁業協同組合   

原 邦男 放流部長 遠山漁業協同組合   

 

事務局 
  

 菅沼 利和 観光課長  

 小林 美智子 観光課エコツーリズム担当専門主査  

 原 国人 遠山郷総合調整幹  

 木下 博圓 産業経済部駐在専門主査  

 西澤 令子 産業経済部南信濃駐在  

 知久 孝一 産業経済部上村駐在  

 

 

 

    

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db
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プロジェクト事業プロジェクト事業プロジェクト事業プロジェクト事業特別部会名簿特別部会名簿特別部会名簿特別部会名簿 

御池山クレーター保全計画専門家会議御池山クレーター保全計画専門家会議御池山クレーター保全計画専門家会議御池山クレーター保全計画専門家会議    

氏  名 役  職 

奥村 茂実 美博評議員、飯田御月見天文同好会 

久保田 隆 元上村商工会 

高瀬 剛 南信州観光公社 

浅野 清志 元下伊那教育会陸水委員会 

熊谷 久一 下伊那遭対協遠山郷山岳救助隊員 

前島 道広 上村振興公社取締役 

  

南アルプス登山ルート調査部会南アルプス登山ルート調査部会南アルプス登山ルート調査部会南アルプス登山ルート調査部会        

氏  名 役  職 

前澤 憲道 遠山山の会会長 

胡桃沢 正広 遠山地区山岳遭難救助隊副隊長 

成澤 宏長 長野県希少野生動植物保護監視員 

熊谷 久一 
長野県希少野生動植物保護監視員、環境省自然公園指

導員、高山植物保護指導員 

  

木沢地区企画戦略木沢地区企画戦略木沢地区企画戦略木沢地区企画戦略委員会委員会委員会委員会    

氏  名 役  職 

松下 烈 まちづくり委員会木沢区長 

松下規代志 木沢地区活性化推進協議会長 

山崎 博文 梨元管理組合長 

中島 正春 まちづくり委員会木沢副区長 

山崎 勅雄 まちづくり委員会木沢区監査 

松下 秋廣 木沢地区活性化推進協議会副会長 

深尾 仁 木沢地区活性化推進協議会事務局 

近藤徳二郎 木沢地区霜月祭保存会長 

前澤 憲道 遠山山の会会長 

熊谷 昭夫 木沢地区高齢者クラブ会長 

前澤登美子 木沢地区日赤奉仕団員 

木下八重子 木沢地区日赤奉仕団員 

今川  龍 木沢区民 

熊谷ハル子 木沢区民 

大澤千代美 木沢区民  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7487&m=db

