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Overview



1.1 Achievements
• 豊かな自然を生かした取り組み Activities that use rich nature

• ・田園風景 rural landscape→ 農家民泊、農業体験 staying at a farmhouse 
and experience agriculture

• ・白川湖 水没林 Shirakawa Lake Submerged Forest→ カヌー体験 experience 
of canoe

• ・豪雪地域 a lot of snow→ snowえっぐフェスティバル／どんでん平スノーパーク

雪室あまみ芋、熟成コーヒー

☆豊かな自然を生かした体験活動や、商品開発が行われている



より活気ある町にするための取り組み
Activities that make Iidemachi more vigorous

☆オンラインイベント

• 料理教室 cooking class

・移住フェア a consultation 
for moving to 
Iidemachi

・中津川いいもんだHP

☆貢献型観光

• 仮村民制度 visitors can contribute 
to the city

"temporary villager system"



1.2 Challenges

【人口減少 population decline】

・若者の不足 lack of young people →住宅、ワーキングスペース

・後継者の不足 lack of successors 農業、林業、伝統工芸等
・仕事の不足 lack of work

【失われる伝統文化・飯豊町のアイデンティティ
loss of traditional culture and the identity of Iide】

・地元の人々さえ、地域の潜在的な魅力に気が付いてない場合も



2. Our proposal

人々に飯豊町に住むことを奨励する
Encouraging people to live in Iide-machi

ターゲットグループ
Target Groups:

家族 Families

• アイデアのある人 People with ‘project ideas‘





3. Next steps

現場調査
On-site research

プロモーションの成功
Successful promotion

人口減少を防ぐ
Preventing population 

from shrinking

冬学期の活動の提案：
Proposed actions for the next study tour:



調査の分野
Areas of research

1) People that Iide-machi needs
2) Families/individuals most likely to 

settle in Iide-machi

3) Job opportunities in Iide-machi

4) Housing in Iide-machi

5) Essential services in Iide-machi and 
surrounding areas

6) Entertainment for prospective 
inhabitants of Iide-machi

1) 飯豊町が必要とする人

2) 飯豊町に移住する可能性が高い家族／個
人

3) 飯豊町の就業機会

4) 飯豊町の住宅

5) 飯豊町と飯豊町の周りの基本的なサービ
ス

6) 飯豊町の将来の住民に対するエンターテ
インメント



プロモーション
Promotion

現場 ON-SITE
イベントを企画する

（飯豊町で行うこと）
Planning an event 

(to be organized in Iide-machi)

オンライン ONLINE
資料を作る

(SNSでシェアすること）
Preparing materials

(to be shared in social media)

Showing the allures of life in Iide-machi and responding to the 
potential concerns about moving there.

飯豊町の魅力を示し、飯豊町への移住に対する懸念に対応する。



Thank you very 
much for your 

attention!

ご清聴ありがとう
ございました
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