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●地域の森林を活用した産業とSDGs
　Industries utilizing local forests/ SDGs
　
・生産　Production
　森林整備の現場　Forest improvement
　薪割り体験　Experiencing chopping wood
　
・加工　Processing　　
　木質ペレット等製造所　Wood pellet mill
　製材所　sawmill

　最終課題　OUR GOAL
「飯豊町の森林を活かした観光ツアーを作る」　
Creating sightseeing tours that take advantage of Iide Town's forests.



●地域の森林を活用した産業とSDGs
　Industries utilizing local forests/ SDGs

・流通・サービス　Distribution & Services
　雪室　Yukimuro
　森林ウォーキング　Walking in the forest　
　木材クラフト体験　Experiencing Wood Crafts
　エコハウス椿　Eco-house Tsubaki
　農家民宿　Farmhouse bed and breakfast



　KEYWORD

●地産地消
Local production for local 
consumption

●循環
Circulation

●持続可能性
Sustainability

観光プログラム考案

課題と提案

観光プログラム制作

 Creating sightseeing tours

課題と提案
issues/proposals



1　活動報告

2　観光プログラム①
Sightseeing tour 1



ツアー①
～自分らしく愉しむ～
グルメと癒しの大人旅

Tour① Gourmet and Healing Tour in Iide



ツアー①　～自分らしく愉しむ～グルメと癒しの大人旅

ターゲット：首都圏在住の40-50代女性　少人数グループ層

● 都会での暮らしに疲れ、第二の人生も考え始めている

● 金銭的に余裕がある

● 食への関心が強い

● 手間暇かけて作られるものや地域の特産品を好む

Tour①　 Gourmet and Healing Tour in Iide

Targets: Women in their 40-50s living in the Tokyo metropolitan area, small groups

Tired of living in the city and beginning to think about a second life

Financially sound

High interest in food

Prefer products made with a lot of time and effort and local specialties



ツアー①　～自分らしく愉しむ～グルメと癒しの大人旅

最小催行人数：各回2名

定員：各回8名

移動手段：送迎バス（利便性を考慮）

Tour①　 Gourmet and Healing Tour in Iide

Minimum number of participants: 2 for each session

Maximum number of participants: 8 for each session

Transportation: shuttle bus (for convenience)



雪室で貯蔵された名物
「雪室珈琲」で一服

石臼引きの山形県産そば粉を使った
薫り高い十割そばをいただく

10:00
JR赤湯駅 集合

Meet at JR Akayu Station

11:00
十割そばきはる

Juwari Soba Kiharu

13:00
農家レストラン

こしゃる
Farmhouse Restaurant Kosharu

～ツアー行程～ Tour Schedule 

Enjoy the fragrant Juwari 
Soba made from 
stone-ground Yamagata 
buckwheat flour

Take a break with "snow chamber 
coffee," a specialty stored in the 
snow chamber.



既製品を一切用いず、
飯豊の山の恵みをふんだんに
使った民宿のおばあちゃん
こだわりの創作レシピを伝授

15;00
農家民宿「いろり」で郷土

料理教室
Cooking class at Irori, a farmhouse guest house

The grandmother of the guest 
house teaches her own 
creative recipes that do not 
use any ready-made products, 
but instead use seasonal, local 
ingredients

あけびの肉詰め
Stuffed akebi with meat

ヤマメの刺身
sashimi of landlocked salmon

ワラビのレモン煮
Braised Warabi with Lemon

いも煮
Imoni



Take a hot spring bath to 
relieve travel fatigue

20:00
白川荘

Shirakawa Villa

18:00
晩ご飯

Dinner at a farmhouse guest house

旅の疲れを温泉で
癒します

民宿のおばあちゃん
との語らい

Talking with a grandmother at a guest house



13:00
めざみの里
観光物産館
Tourist product center

11:00
農家レストランエ

ルベ
Farmhouse Restaurant Erbe

お土産に飯豊町の特産品を。
Let's buy Iide Town's specialties.

地元の食材にこだわった
本格イタリアン

Enjoy Italian cuisine using local 
ingredients.

16:00
JR赤湯駅解散

Breaking up at JR Akayu Station



ツアー参加特典　Benefits of participating in the tour
ツアー参加者にはウェルカムドリンクとして

なかつがわどぶろく or 素朴でうめぇ飯豊の酢ドリンク　プレゼント！
Local alcoholic beverages will be served as welcome drinks to the tour participants 

美容効果✨
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3　観光プログラム②
Sightseeing tour 2



ツアー②　ワクワク！！飯豊町でアツアー②　ワクワク！！飯豊町
でアドベンチャー
ドベンチャー

Tour ②        Exciting!! A

ツアー②　ワクワク！！飯豊町でアドベンチャー
Tour ②        Exciting!! Adventure in Iidemachi

ツアー②　ワクワク！！飯豊町でアドベンチャ
Tour ②        Exciting!! Adventure in Iidemachi



ツアー②　ワクワク！！飯豊町でアドベンチャー
Tour ②        Exciting!! Adventure in Iidemachi

ターゲット：大学生・ドライビングスクール帰り　グループ層（４〜 10名） 　          　　　　　　

アクティビティを好む

Target: University students, Students returning from Yonezawa Driving School
    Groups (4–10 people), enjoys activities

宿泊：エアビー（エコタウン椿）
Lodging: Airbnb (Eco House Tsubaki)

日程：4月〜11月　土日
Schedule: April–November, Saturday+Sunday

移動手段：車・レンタカー（有免許）・ミニバス（無免許）
Transportation: Car/Rental car (has drivers license), Mini bus (no drivers license)

食事：夕食と朝食の食材完備（スーパーが少ない） or　レシピブック贈呈
Meals: Ingredients for dinner/breakfast provided (lack of supermarkets) or recipe book gift



一日目の夕食と二日目の朝食は...
Dinner on the first day and breakfast on the second day is…

飯豊産食材を提供
Provision of Iide produce

レシピブックを贈呈

Recipe book gift



アクティビティ Activities

・白川湖周辺：

　SUP・カヌー体験

・Around Lake Shirakawa:
     SUP・Canoe Experience

・源流の森：

　冒険の森でアドベンチャーコース

・The Forest of Source:
     The Forest of Adventure, Adventure course



　　    ツアー行程①  Tour schedule ①

　

出典: 赤湯温泉　湯こっと

https://yukotto-akayu.com/

17:10
赤湯温泉　湯こっと
Akayu hot spring “Yukotto”

19:00
エコハウスで一泊
Overnight stay in “Eco house”

出典: 山形県公式観光サイト　やまがたへの旅
https://yamagatakanko.com/transport/detail_6
762.html

車で10分
10min by car

車で15分
15min by car

17:00
赤湯駅集合　
Gather at Akayu station



　　　  ツアー行程②  Tour schedule ②

出典: いいでカヌークラブ　https://www.iide3.net/

8:30
エコハウス出発
Departure from “Eco house”

9:00　
白川湖でカヌーorSUP体験
Canoe or SUP experience at 
Lake Shirakawa 

11:00
白川荘で昼食
Lunch at Shirakawa-so

出典: 白川温泉　いいで白川荘
https://shirakawasou.com/floor_guide/#syokudo

車で30分
30min by car

車で5分
5min by car 徒歩15分

15min on foot



水没林
The submerged forest

x



　              ツアー行程③  Tour schedule③ 

出典: 山形県　源流の森

https://www.ymidori.or.jp/genryu/program/index.html

13:30
源流の森センターで冒険教室
Adventure classroom in The 
Forest of Source

16:15
白川温泉(白川荘)
Shirakawa hot spring in 
Shirakawa-so

18:30
赤湯駅解散
Dismissed at Akayu station

出典: 白川温泉　いいで白川荘
https://shirakawasou.com/floor_guide/#syokudo

出典: 山形県公式観光サイト　やまがたへの旅
https://yamagatakanko.com/transport/detail_6
762.html

徒歩15分
15min on foot

車で40分
40min by car
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4　課題と提案
Issues / Proposals



観光ツアー作成は必要か？

ツアー作成における課題

・4日という短い滞在期間

・過去のスタディーツアーでの成果

・個人旅行客の増加

・ツアー作成に対する疑問

観光庁「令和３年版観光白書について（概要版）」 https://www.mlit.go.jp/common/001408385.pdf

Do we really need to make a sightseeing plan?

Issues of making a sightseeing plan

Too short stays (4 days)

Result of past study tour

Increase in individual passengers

Why do we make the plan?



観光ツアー作成は必要か？
Do we really need to make a sightseeing plan?



観光ツアー作成は必要か？

ツアー作成における課題

・4日という短い滞在期間

・過去のスタディーツアーでの成果

・個人旅行客の増加

・ツアー作成に対する疑問

観光庁「令和３年版観光白書について（概要版）」 https://www.mlit.go.jp/common/001408385.pdf

「地域活性化」が目的ならば、「ツアー作成」という手段にこだわる
必要はない purpose→revitalization of regions/”making tour”is one of vorious ways

Do we really need to make a sightseeing plan?

Issues of making a sightseeing plan

Too short stays (4 days)

Result of past study tour

Increase in individual passengers

Why do we make the plan?



「知っていれば来る」町

・勉強で来ているのに純粋に楽しい

     Came for study but genuinely fun

・学生インターンとして活用できそう

     Internship for students

・大学生の旅行先にぴったり

     Perfect vacation spot for university students 

・のどかなのにおしゃれ

     Relaxing yet fashionable

・ポテンシャルが高すぎる
      High potential

・知っていればもう来ていたかも

→大学生の個人旅行を狙った効果的な発信方法

You will come if you know 

Effective advertising for individual travelers of students



発信方法に関する提案

現在の発信手段
Means of advertising currently being used

　facebook　    webサイト
　
→学生は利用していない、飯豊町
を知らないと知ることが困難
Young people are not using these 
services.
It is difficult to appeal to people who do 
not know Iide Town.

instagram　You Tube

→旅行の際に参考として検索、
ハッシュタグ等を使って比較的容易に
宣伝
Often used by young people when deciding 
where to travel.
Relatively easy to promote.

開設したいSNS
Means of advertising that should be used in the near future



Vlogとは

メディアが動画であるブログの一形態
（video+blog）。近年では、デジタルエンター
テイメントで最も人気のある形態の1つとなっ
ている。（wikipediaより抜粋）

・個人旅行のスケジュール感

・vlog視聴者→旅行に興味がある？

具体的な発信案①
ーVlog 方式での旅動画作成ー

vlogの一例

Realistic scheme

Vlog viewers tend to be interested in travelling

http://www.youtube.com/watch?v=-Nc1jzMe4iI&t=158


具体的な発信案②
～ついでに来てもらう人を増やす～

TARGET
東京方面からスキーのために
蔵王に訪れる人
People who visit Zao for ski

HOW
山形駅の前の赤湯駅で降りれ
ば飯豊町という魅力的な町が
あることをアピール
Appealing to the convenience



具体的な発信案③
～リピーターを増やす～

現状    Current situation
水没林には多くの人が訪れる
Many people visit the submerged forest
課題    Issue
水没林が4月から５月にかけた短期間しか現
れない
Submerged forests appear only for a short 
period of time from April to May

→他の季節に来てもらえるようなキャンペーン
Campaigns that will get you to come in other seasons
例）秋や冬にお得に楽しめるクーポンの配布
　　４つの季節を制覇したら飯豊町の特産品プレゼント



～外国の方へ向けて～

日本の伝統的な生活を体験したい外国人は一定数いる
There are a certain number of foreigners who want to 
experience the traditional life of Japan.

→外国人が訪れやすいような体制の整備
Establishment of a system that makes it easy for foreigners to 
visit

民泊
＋アクティビティ（サイクリングや森林アスレチックなど）

具体的な発信案④

その一歩として
外大の留学生にプロモーションしてみ
るのも良いのでは？

Wouldn't it be a good idea to 
promote it to international 
students at foreign 
universities?



まとめ
conclusion

・住んでいる方の地元に対する思いを身をもって感じることができた。
We were able to feel firsthand the feelings of the residents toward the local 
area.
・町の魅力と共に過疎地域における課題も見いだすことができた。
Along with the attractiveness of the town, we were able to find issues in 
depopulated areas.
・いい町なのでもっと発信を！！！
It's a nice town, so let's spread more information！！！



Thank you for listening

Hung Katherine, Kasahara Suzuka, Takahashi Midori,
Nojima Sae, Sekioka Yui, Shimada Shion


