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まるごと博物館構想

機能分散型博物館
〇市域に豊富に存在するあらゆる文化資源を最大限に活用
〇各所に点在する文化財を相互にテーマやストーリー性をもってつ
なげる

〇市の将来像である「一人ひとりが輝き、磨かれた『ほんものの』
魅力あふれるまち『須坂』」を実現する。

『まるごと博物館構想』を核とした『人』・『地域資源』で
紡ぎだす『まちの元気創出事業』

須坂市第五次総合計画基本構想が目指す将来像および総合計画基本目標を実現するにあたり、須坂
市立博物館基本計画にて検討された「まるごと博物館構想」を核とし、2020年から2022年にかけて地
方創生推進交付金を活用し、『まるごと博物館構想』を核とした『人』・『地域資源』で紡ぎだす
『まちの元気創出事業』を実施する。文化振興・回遊促進・産業振興を図り、市内外の人々の回遊を
促進し、郷土の愛着を醸成し、消費拡大・雇用創出に資するべく事業を推進していく。

須坂市第五次総合計画
基本構想が目指す将来像

総合計画基本目標

『一人ひとりが輝き、磨かれた
「ほんもの」の魅力あふれるまち須坂』

多様な文化を学び育て、交流
する創造的なまちづくり
（７つの基本目標の中のひとつ）

《事業戦略》



まるごと博物館構想実現にあたっての基本方針
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まるごと博物館構想実現にあたっての基本方針

方針１：市域に豊富に存在するあらゆる文化的資源の最大限の活用を図る。
方針２：従来の「建物の中で展示物を見る」という博物館のイメージから脱却。
方針３：市全域を博物館と捉え、市域のあらゆるところで文化財に触れる。
方針４：それらを通じて地域の文化を学ぶことのできる仕組を構築。
方針５：各所に点在する文化財が他の施設と、テーマやストーリー性をもってつながる。
方針６：観光資源やまちの駅、市民と交流できる場所なども含めて構成する。

機能分散型総合博物館

・「まるごと博物館」を実現するため、市立博
物館、笠鉾会館ドリームホール、ふれあい
館まゆぐら、 旧小田切家住宅、文書館、
文化財保存活用倉庫の６施設の持つ博物
館的機能を統合。

・各施設の特徴・立地条件を活かしてその
性格・目的を明確にし、全体としてひとつ
の「総合博物館」となるよう再構築する。

・地域への理解が深まり、住民が地域に愛
着や誇りを持つことを目指す。

・現在ある博物館的施設を有効活用するこ
とで、「機能分散型総合博物館」を構築。

・市の将来像である『一人ひとりが輝き、磨
かれた「ほんもの」の魅力あふれるまち
須坂』の実現。

６つの機能分散型博物館を中核の施設として、各所に点在する文化財を相互にテーマや
ストーリー性をもってつなげ、まるごと博物館構想の実現を図る。

（目的）

＋ 他資源とのストーリー性を持った連動

＋ 市民参加を促す交流拠点を含む構成



まるごと博物館のテーマ・ストーリーの区分イメージ
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「まるごと博物館」は各地でその実現に向けて取組みが進められているものの、地域内
外の関係者以外に広く知れ渡っているとは言えず、直接的にこの構想が誘客や回遊促進
に貢献しているとは言い難い。その課題は以下と思われる。

市民・観光客のニーズを深堀りできていない

・博物館や美術館、文化財などの各資源をテーマで括るだけでは、現実的に市民・観
光客が行きたくなる・回遊したくなるようなおもしろみに欠けてしまう。

・飲食や買物、宿泊などの魅力も同時に訴求しなければ誘客・回遊促進は困難である。

情報発信手法が間違っている

・表面的な枠（テーマ）で括られた既存の対象各資源の概要を紹介するだけでは、市
民・観光客の心には響かない。資源を深堀りし、各市民・観光客の琴線に触れる
テーマ（例：人の人生や喜怒哀楽など身近に感じられること、共感など）の設定や
ストーリーが必要である。

・特に博物館や美術館、文化財をはじめとする資源はそのものの概要説明だけで興
味・関心を想起するのが困難であるため、テーマや資源に対する接点の入口を変え
る必要がある。

須坂市においても同種の文化資源の活用による文化振興、回遊促進、
産業振興による域内消費拡大や雇用創出をも企図しているため、十分に

これらのポイントに留意する必要がある。



事業戦略の考え方
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文化振興と市民の地域に対する愛着の醸成

人の流れを市内に循環させる

観光消費額の増加と新たな雇用創出を生み出す

事業戦略の着地点

本事業は、市域に存在するあらゆる文化財に着目し、「建物の中で展示物を見る」という博
物館のイメージから脱却し、市域全体を博物館と捉えて、それらを通じて文化を学ぶ仕組みで
ある「まるごと博物館構想」を推進することで、文化振興と市民の地域に対する愛着醸成（＝
文化振興事業）、人の流れを市内に循環させること（＝回遊促進事業）、観光消費額の増加と
新たな雇用創出を生み出し（＝産業振興事業）、まちの元気を創出することを目指する。

『まるごと博物館構想』を核とした『人』・『地域資源』で紡ぎだす『まちの元気創出事業』

まるごと博物館が抱える課題や本事業の経緯、調査分析結果を踏まえつつ、
以下の着地点を見据え、事業戦略を構築



事業戦略構築のステップ
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〇事業戦略構築のステップ

事業戦略構築にあたり仮説構築のため調査を実施し、
検証を行いつつ事業戦略の構築を行った。

＜実施した調査＞
①資源調査（資料調査）
②資源調査（現地調査）
③首都圏を対象としたＷＥＢアンケート調査
④位置情報ビッグデータ調査・分析
⑤関係者へのヒアリング調査

上記の調査から、まるごと博物館を中心とした須坂
市の資源価値を高めるための戦略資源として以下の資
源を「価値を増幅するカギ」として取り上げ、仮説検
証のための調査を実施。で無関心層を関心層に変える
実証調査を行った。

＜実施した調査＞
⑥グループインタビュー
（首都圏及び須坂市住民を対象）

○資源調査
①資料調査（デスク調査）
・県・須坂市の観光関連資料、ホームページ、旅行雑誌等の調査・分析
②資源調査（現地実踏調査）
・15資源の現地調査

○来訪者ニーズ・イメージ・動態調査
①ＷＥＢアンケート調査（460S）による仮説の設定
②位置情報ビッグデータ調査・分析による回遊状況の実態把握
③関係者に対するヒアリング調査による須坂市観光の強みと弱みの把握

○仮説検証調査
・グループインタビュー調査
①首都圏在住者
・被験者15名に対するインタビュー調査

②須坂市在住者
・被験者17名に対するインタビュー調査

○事業戦略の構築
①戦略資源の設定
②ターゲット戦略
③エリア戦略
④回遊性向上戦略
⑤広告・販促戦略

○各事業への反映

事業戦略構築のステップ
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戦略の大きな方向性（観光）➨エリア内の回遊・消費を高めるための潜在資源の発掘と戦略資源化
➨エリア間を越えた訪問促進ができる楽しみの創出（食、買物など）

戦略の大きな方向性（市民）➨須坂の遊び方、過ごし方、価値の再発見
➨外からの再評価による自信と誇りの醸成

調査結果から見えてきた須坂市の強みと弱み、機会と脅威の整理は以下の通りである。
ポイント：「強力な資源がありながら、その魅力がしっかり伝わっていない」

須坂市の強みと弱みの整理

WS

• 地域の歴史、文化の薫る蔵の町並みと建物、関連文化財
• 地域の歴史、文化を学べる豊富な博物館、美術館の魅力
• 製糸業をはじめとする産業にまつわるストーリー
• 都内高級パーラーで採用されるほどの質の高い果物
• （ぶどう、リンゴなど）
• 青果業界における高い評価と知名度
• 観光農園の集積（北信濃果物街道）
• 米子大瀑布、峰の原高原など自然の魅力
• 小林創映画コレクションや収蔵庫にある映写機などの

映画関連文化財
• 隣接することによる長野市や小布施のブランド力の恩恵

Strengths（強み）

Threats（脅威）

• コロナ禍による景気後退や県外移動の減少
• GoToキャンペーンの反動による反動による観光需要の

不透明感
• 近年の入込客数の減少（コロナ前含む）
• 訪日インバウンドの回復の遅れ
• 米子大瀑布のアクセス道路通行止め（復旧時期不明）

Oppotunities（機会）

• 須坂長野東IC周辺開発における大規模商業施設
、宿泊施設の開業

• ぶどう人気の高まり
• 自然観光の人気の高まり（コロナ禍による）
• ドライブ観光の増加（コロナ禍による）

Weeknesses（弱み）

• 観光地としての認知度の低さ
• 各資源の認知度の低さ
• 市民に資源価値やおもしろさが伝わっていない
• ぶどうの特産地であることの認知度の低さ
• ファミリー,若年層が手軽に遊べる資源の少なさ
• 主要各エリア間の距離感（徒歩ではやや厳しい）
• 駐車場の少なさ、駐車台数の少なさ
• 主要各エリアの提供価値が異なるため、回遊が生まれない
• 市内だけで３日以上の滞在に耐えうるルートが組みにくい
• 回遊を促進する「楽しみ」＝観光中の「食」、「買物」の楽し

みを提供する店舗の少なさ
• 「須坂らしい」まちなかの宿泊施設の少なさ
• 各店舗にけるEC、キャッシュレス導入の遅れ
• 地域交通が観光向けに最適化されていない



まるごと博物館を展開する上で須坂市が抱える課題
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事業戦略構築にあたり実施した調査結果から見えてきた須坂市の課題として、以下の
諸点を挙げることができる。

須坂市への来訪者は、市内を回遊していない
・首都圏から須坂市に訪れる来訪者の訪問施設数は非常に少ない。
・平均訪問施設数は、2.1か所にとどまっている。（ＷＥＢアンケート調査）

須坂市民が地元を知らず、地元を楽しんでいない
・特に県外から移住した若い世代は資源の訪問経験が低い（市民グループインビュー）
・親世代の関心が薄い家庭では子供世代がその影響を受けている（ヒアリング調査）

来訪者の須坂市内での消費額は多くない。
・首都圏からの来訪者の一人当たり平均消費額は13,287円。施設入場料1,448円。
・宿泊客平均は26,680円。日帰り客平均は6,337円（ＷＥＢアンケート調査）
参考：長野県の宿泊客平均29,470円 日帰り平均7,809円（2015年長野県観光地点パラメータ調査）

情報発信手法に問題がある
・これまで数々の取組を行ってきてはいるが、販促物においても無関心層を関心層に

変えるような深みのある情報発信となっていない。
・例えば、劇場通り（東京庵）において美空ひばりが120食頼んだかつ重の逸話、工

女の座談会、米子の鉱山の町など須坂の近代産業の隆盛にまつわる情報などがしっ
かりと魅力的に発信されていない。



例示：まるごと博物館の構想具現化のための資源再構築
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須坂市には優れた資源が多く眠っており、これらの背景にあるストーリーを再現する
ことによって、潜在資源を生き生きと蘇らせ、ストーリー性による回遊を生み出すこと
が可能である。以下は資源再構築の例である。

例：美空ひばりが愛した須坂の「かつ重」
・劇場通りは「須坂劇場」があったことからこの通りの名前が誕生した。
・須坂劇場は歌舞伎座にもひけを取らない1,000人収容の常設芝居小屋で、中村吉右衛門一座をはじ

め、多くの芸能人や歌舞伎一座などが来訪した。
・劇場通りの一角にある「東京庵」はその当時から今も営業を続けている食堂である。
・公演には東京からいろいろな芸能人が来て、その都度「かつ重」を楽屋に届けた。
・最も注文が多かったのは美空ひばりで、120食のかつ重を8個ずつバイクで15回に分けて運んだ。
・美空ひばりなど、様々な芸能人がこよなく愛したこのかつ重を、店主の語りを聞きながら今でも

食することができるまちが須坂である。
・須坂市では当時の映画のポスターが数千枚保管されており、日本映画の華やかりしころの時代を

偲ぶことができる。

沖縄県うるま市において「闘牛文化」の再現型ストーリー構築を開始したのはわずか6年前の
ことである。当時、他県の観光客から見向きもされなかった「闘牛」を「無関心層を関心層
に変える」ことをテーマに取組んだことで、今ではツーリズムエキスポにおける沖縄県の
エースコンテンツになっている。
須坂市の「近代産業遺産群」を再現型で訴求することができれば、善光寺、小布施、軽井沢、
妻籠宿、スキー場（志賀高原など）と並ぶエースコンテンツに育て上げることも可能である。

再現型ストーリー構築による資源活性化効果



１．戦略資源の設定
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１－１．事業戦略における資源活用
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１、機能分散型博物館のテーマの再構築と活用

事業戦略における資源の活用範囲は機能分散型博物館をはじめ広範囲にわたるが、
戦略の基軸として最重要視するのが「競争優位資源」と「戦略資源」である。

・競争優位資源の活用のみでは、従来の須坂市の限界を越えられないことから、
新たな切り口で資源を切り取り再構築するなどのアプローチを行う。
➨ 競争優位資源の戦略資源化

・先に取り上げた東京庵の「かつ重」のように、新たなスポットの当て方によって
蘇る資源は他にも多く存在すると考えられる。

・これらの資源に対して「無関心層を関心層に変える」アプローチを行うことに
よって、須坂市の独自性を表現するコンテンツとして再編集を行う。

２、競争優位資源の活用

３、戦略資源の発掘と活用

・笠鉾会館、まゆぐら、文化財保存活用倉庫、文書館（旧上高井郡役所）などを組み
入れた回遊テーマの再構築を行い、他の資源との連携による回遊性を生み出す。

・蔵の町並み、臥竜公園、峰の原高原など、吸引力のある競争優位の既存資源
を活用する。

・また、ポテンシャルが高いが、スポットの当て方が不十分であったり、訴求の切
り口が適切でない資源を掘り起こし、競争優位資源としての活用を図る。



１－２．事業戦略上の基軸
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「無関心層を関心層に変える」

「まるごと博物館」の構想実現を図り、須坂市の潜在的な強みをもった資源を活用
してまちとしての価値を高めることで、市民が誇り、多くの観光客が訪れる須坂市を
目指すため、「無関心層を関心層に変える」ことを事業戦略展開の基軸として事業展
開を行う。

首都圏で実施したグループインタビュー調査では、文化財保存活用倉庫や収蔵されている小林
創映画関連コレクション（膨大なポスター・雑誌など）・工女のくらし（運動会や劇場を楽しんでい
た様子）・須坂のぶどう・米子大瀑布（鉱山のまち）について詳細情報やストーリーを与えることで、
当初は平凡であった興味・関心度が一斉に向上する結果となった。

・過去に経験のないものや、知らない町・資源などに対しては、ほとんどの場合「無関
心」の状態にとどまっている。

・この状態にとどまっている者に対し、対象（商品や観光資源）についての詳細情報や
ストーリーを与えることによって、無関心層は関心層に変化する。

・ひとが行動を起こさないのは、その行動を嫌っているのではなく、「知らない」ことが
原因の場合が多い。この状態にある人を「無関心層」という。この無関心層を関心
層に変えることは、詳細情報を与えることで可能となる。
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無関心層を関心層に変えることの効果は、市民および観光客にとって非常に大きな
意味をもつ。

〇無関心層を関心層に変えることの効果

・競争優位資源に新たな情報を付加することで、資源価値が高まる
・これまで資源とみなされていない埋もれた資源の掘り起こし、活用を図る

・競争優位資源の価値の増幅や新たな資源活用により、回遊が促進された
結果、消費拡大につながる。

地域内の資源価値を増幅し、新たな資源活用方法を生み出す

戦略資源によるターゲットの拡充

戦略資源化

・資源の価値増幅により、これまで当該資源や関連テーマに興味・関心を
持っていなかった層を誘客することができる。

戦略資源による須坂市エリアの魅力向上と回遊促進

・戦略資源を起点に須坂市のエリア全体の魅力を向上させ、市民・観光客
の関連テーマ資源への回遊を促進することができる。

戦略資源による消費の拡大

１－３．戦略資源発掘により期待される効果



16

株式会社事業開発推進機構

〇首都圏でのグループインタビュー調査において、須坂市にほとんど関心のな
い被験者に対し、当初仮説として設定した５つの戦略的活用候補資源につい
て興味•関心を喚起する情報を与えた。

＜戦略資源（仮説）＞
１．蔵の町並み
２．須坂のぶどう
３．米子大瀑布
４．文化財保存活用倉庫
５．須坂基線西端点（一等三角点）

実証調査で抽出された戦略資源は、周辺市町に対する須坂市の競争力を強め、
市内の他の施設や資源に対して注目させるための入り口としての役割を果たす。

１－４．戦略的資源の仮説構築と検証結果

【活用すべき戦略資源】
須坂市で最大級の競争優位資源である「蔵の町並み」に加え、下記の3つを

戦略資源と位置づけて、事業の展開を行う。

１．須坂のぶどう
２．米子大瀑布
３．文化財保存活用倉庫

グループインタビューで検証
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無関心層を関心層に変える実証調査では、その変化の大きさは「須坂市の
ぶどう」「文化財保存活用倉庫」「米子大瀑布」の順に大きい。
「蔵の町並み」は認知度や訪問経験率の上で別格であり、潜在資源とはい

えない。
米子大瀑布も顕在化している資源であるが、まだ顕在化していないストー
リーがこの資源に秘められており、それが無関心層を関心層に変容させる可
能性を持っている。

1回目「非常に関心が
ある」

2回目「非常に関心が
持てた」

増加数 増加率

蔵の町並み 0 1 +1 0.07

須坂市のぶどう 5 8 +3 0.30

米子大瀑布 2 3 +1 0.08

文化財保存活用倉庫 0 3 +3 0.20

須坂基線西端点（一等
三角点）

0 2 +2 0.07

〇首都圏グループインタビュー：被験者15名
資源別関心度の変化

〇須坂市民グループインタビュー：被験者17名
友人・知人にお勧めの場所：臥竜公園（17名中11名）※訪問経験率は100%

須坂市民にとっては、臥竜公園が最も中心的な資源になっている。

１－４．戦略的資源の仮説構築と検証結果
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１．須坂のぶどう―須坂市のぶどうは業界では有名だが一般消費者には食べてい
るぶどうと須坂市が結び付いていないことが多い。ぶどうを
食物としての価値だけではなく、冷凍保存をしてどの時期に
も味わってもらえるような努力をしている生産者もいる。産
業（生産者）と結び付けたり、スィーツ（パフェ）などと紐
づけることで須坂市への訪問意欲を増幅する資源となる可能
性がある。

２．米子大瀑布―滝のスケール感も価値のある資源である。「かつて存在した鉱
山の町」をリアルに再現することで、さらに大きな価値を持つ
資源となる。

３．文化財保存活用倉庫―映画全盛期の町の様子や往時の工女たちの生活の一部
であった映画館の歴史に反応が大きい。オンリーワンの資源と
評価できる。展示だけでなく空間の演出（カフェなど）を配置
し、心地よい時間を提供することも検討。

グループインタビュー調査の結果5つの仮説資源の中から「戦略資源」として選ばれた３つ
の資源の活用の方向性は以下の通りである。

１－５．須坂市の戦略資源
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◎須坂のぶどう

長野県では、降水量が少なく昼夜の温度差が大きく、ぶどうの栽培の適地で巨峰の生産量は全国屈指。他
のぶどうも高いシェアを誇る。
９月の収穫シーズンにはぶどう祭も行われ、多くの人出で賑わう。
●品質が高く、銀座、新宿や浅草などの高級フルーツパーラーでも取扱されている。ナガノパープル贈答用
は一房で10,000円を超えることもあるが、地元直売所では５00円で購入できることもある（はねだし品：規
格外品）
●希少品種で甘味が強く、香りも良好なナガノパープルは須坂で生まれた （生産量日本一） 。
●冷蔵保存をして収穫シーズン外でも味わってもらえるような努力をしている生産者もいる。
●長野県農業試験場のうまいくだものコンクールでは毎回須坂市のぶどうが入賞している。近年は移住４年
目の新規就農者も入賞している。
〇仮説検証調査では、興味の増加率が3.0と大きい資源である。調査前段から強い関心を示す反応が多い。

１－５．須坂市の戦略資源



日本の滝100選、国指定名勝「米子瀑布群」。米子川源流にある不動滝と権現滝の2つを合わせて「米子大
瀑布」と呼ぶ。滝は通常2本だが、雪解け時期には4本の白滝が見られる。ここにある米子不動尊は、日本三
大不動尊の一つ。駐車場から滝つぼまでは、登山道を約30分程度歩く必要があり、山歩きに近い。

一部道路崩落により、現在はアクセスできないものの、一見して行ってみたいと思わせる迫力・魅力を備えて
いる。失われた鉱山の町については興味関心が高く、そのヒストリーの活用やCGでの再現など活用ポテン
シャルが高い。滝と鉱山を一体化した展開が必要である。

株式会社事業開発推進機構

◎米子大瀑布

●「このような立派な滝があったとは知らなかった。是非行って
みたい」
●「かつてあった『鉱山の町』に非常に興味がある。鉱夫とその家
族数千人の人が生活しており、学校や浴場、郵便局、映画館など
もあったことにノスタルジーを感じる。建物など、当時の様子が
わかるとなお良い」（グループインタビューより）
〇仮説検証調査では、興味の増加率は0.8とさほど高くはない
が強い関心を示す反応が多い。

１－５．須坂市の戦略資源

20
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◎文化財保存活用倉庫（今後の活用資源）

◎明治・大正・昭和初期、須坂は生糸大国として発展し、業務に従事する工女たちも須坂全体で6千人を超えていた。
工女の多くは寄宿舎生活をしているが、職場では運動会などもあり、一日の労働が終わると、上町・仲町などの菓子屋・
小間物屋・下駄屋・呉服店などへ買い物に出かけた。須坂劇場、須坂電気館、末広映画劇場、日進会館の4つの映画館
があり、映画館のまちであった。
【保存されている物の一例】
・ 須坂に複数箇所存在していた映画館で使用されていた映写機
・ 巨大な自動繰糸機 ・ 江戸時代以前の甲冑、二ホンカモシカのはく製 など
◎活用の方向性：これらを展示物として活かしつつ、旧上高井郡役所収蔵の小林創映画コレクション映画ポスター
4,234枚、映画パンフレット3,349冊、映画チラシ6,900枚、プレスシート5,048枚、映画雑誌（1951年の復刊の「キネ
マ旬報」創刊号ほか）3,000冊以上、スチール写真7,000点の展示スペース兼カフェ・喫茶として活用できれば、誘客
拠点として優れた資源となる。
〇仮説検証調査では、興味の増加率が3.0と大きい資源である。強い関心を示す反応も多い。

１－５．須坂市の戦略資源



１－６．競争優位資源
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■ＷＥＢアンケート調査による訪問先ランキング ■位置情報ビッグデータ調査による訪問先ランキング

〇競争優位資源の利用の現状を把握するため、ＷＥＢアンケート調査及び位置情報ビッグ
データ調査を行った。調査結果から得られた、須坂市の競争優位資源は以下の通りである。
①蔵の町並み ②臥竜公園（須坂市動物園） ③峰の原高原 ④北信濃果物街道

上位４つの資源は「競争優位資源」と位置付けられ
る。
これらの資源を中心にエリア区分を検討することに
なるが、この上位資源のみではこれまでの須坂市の
観光および文化施設等の来訪者の状況を脱却するこ
とはできない。
この競争優位資源の近くにある比較的下位の資源に
ついての無関心層を関心層に転換することで、競争
優位資源の集客力をさらにパワーアップさせる。

資源名 CNT 資源名 CNT

蔵の町並み 3,080 ガーデンソイル 131

臥竜公園 2,373 村山橋 83

峰の原高原 2,351 信州須坂オープンガーデン（小林友子） 59

湯っ蔵んど 1,956 米子大瀑布 46

北信濃果物街道 1,640 鮎川バーベキューセンター 20

須坂迎賓館 1,341 豊丘ダム（昇竜湖） 19

ブルーベリー園森の畑 1,075 旧園里学校 16

百々川緑地公園 525 米子不動尊 本坊米子瀧山不動寺 13

須坂温泉 454 松山園 13

とら食堂 311 信州須坂オープンガーデン（中村八栄子） 4

豪商の館 田中本家博物館 207 八丁鎧塚古墳 2

須坂版画美術館 201 普願寺 2

仙仁温泉 156



１－６．競争優位資源
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以下のメッシュに滞在の集中がみ
られる
・須坂東IC 近くの商業集積地
メッシュ
・須坂市動物園周辺メッシュ
・ゆっ蔵 んど周辺 メッシュ
・須坂駅周辺メッシュ
・綿半スーパーセンター須坂店周
辺メッシュ

・峰の原高原入口周辺メッシュ

資料：位置情報ビッグデータ調査（滞在マップ分析）
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◎臥竜公園・須坂市動物園（市民による推奨資源）

須坂市民向けグループインタビューにおいて、「須坂市内で行ったことがあり、友人・知人に推奨する3つ
の資源」を質問したところ、17名中14名が「臥竜公園・須坂市動物園」を挙げた。

臥竜公園の桜並木は『さくら名所100選』。池の周りには“ソメイヨシノ”を中心に160本（池の1週は約800
ｍ）、公園全体で約600本の桜が楽しめる。動物園を備え、家族連れで賑わっている。春の花、夏の風、秋の
紅葉、冬の雪景色と、一年を通じて憩える公園として多くの市民にも親しまれている。

●子供の頃から、よく家族で訪れており、親しみや思い出のある場所
●毎週のように行っている。動物園は入園料が安く、遊ぶ場所もあり、子連れにはとても良い。
●手軽に季節に応じた自然の魅力を手軽に楽しむことができる （グループインタビューより）

季節・動物など、飽きのこない魅力を老若男女、家族で手軽に楽しむことができ、子供ものびのびできる市
民の憩いの場。

１－６．競争優位資源



２．ターゲット戦略
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須坂市として、以下のような階層的なターゲットが想定し得る。
上位2層をターゲットとして大きな事業効果を獲得を目指すだけでなく、既存基盤層も

大切にする。これらターゲットの誘客のために戦略資源を活用する。

株式会社事業開発推進機構

戦略的獲得層

=長野広域観光圏域への来訪者

新規流入層

=IC周辺開発での創出客

既存基盤層

=住民・通勤通学者

26

２－１．ターゲットについての整理
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【須坂市来訪者の現状】
１．首都圏からの来訪者（近隣市町への来訪者を含む）
２．近隣市町の住民
３．須坂市民

アンケート調査結果での来訪率、宿泊の状況、グループインタビューの結果などから、
主なターゲットを決定した。

【ターゲットの選定理由】
〇首都圏のボリュームはターゲットとして外せない。
〇軽井沢町、小布施町などへの来訪者は中部・関西圏よりも首都圏からの来訪者が多い（H20長野県観光旅行流動者

調査）
〇首都圏から須坂市への訪問経験率は1.6%であり、ほとんどが潜在的無関心層（ＷＥＢアンケート予備調査）。
〇宿泊旅行で須坂市を訪れた来訪者は、須坂市よりも周辺市町に宿泊するものの方が多い。

（須坂市内に宿泊34.5%、長野市、軽井沢、上田市、小布施町に宿泊した者合計50.3%）
〇長野市、軽井沢町をはじめとする近隣市町から須坂市に誘客することが、観光振興の一つのポイントとなる。
〇須坂市民であっても、まるごと博物館構想を知らない者も多く、主要施設に訪問経験のない者も多くいる（グルー

プインタビュー調査）。
訪問率100%：須坂市動物園、湯っ蔵んど、臥竜公園
訪問率50%以下：果物街道、綿幸サロン・蔵の美術館、歴史的建物園、信州須坂オープンガーデン、

ふれあい館 しらふじ、蝶の民俗館、ガーデンソイル、コミュニティスペース結、山の繪美術館
〇まるごと博物館は市民が地域を誇りに感じ、「まちとしての価値」をさらに高めていくためにある。

【ターゲット】
１．首都圏（戦略的獲得層＝長野広域観光圏域への来訪者）
２．長野市、小布施町、上田市（新規流入層＝IC周辺開発での創出客）
３．須坂市（既存基盤層＝住民・通勤通学者）
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【資料】観光スポット別発地

位置情報ビッグデータ調査

【位置情報ビッグデータ調査結果】
・長野市居住者が44.3%を占める
・訪問先は「蔵の町並み」「臥竜公
園」「峰の原公園」の順に多い。

・「峰の原高原」「米子大瀑布」「仙
仁温泉」の３つは、首都圏など県外
の様々な地域から来訪がみられる。
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【資料】観光スポット別発地

位置情報ビッグデータ調査
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【資料】観光スポット別発地

位置情報ビッグデータ調査
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【資料】観光スポット別発地

位置情報ビッグデータ調査
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【資料】観光スポット別発地

位置情報ビッグデータ調査



２－３．ターゲットの中のコア層
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【ヒアリングから】

〇動物園はカップルが多い。

○ファミリー層はまちなかには来ない。

○30段雛飾りのイベントは年配の来場者が多い。

○人形作家展のイベントは若い年代層が多い。

○イベントに来た人は、そのまま帰る。

【アンケートから】

〇動物園は20代と30代のカップルが多い。

○蔵の街並みは70代以上と40代。

○臥竜公園は10代（家族）。

○田中本家は70代以上。

○湯っ蔵んどは10代（家族・友人）。

資源別のターゲット像

【来訪者の年代層の現状】
〇蔵の町並みや臥竜公園など、施設によって来訪する年代は異なる。

どの属性も「蔵の町並み」への訪問率が高

い（個別の交流施設への訪問率は極めて少

ない）。

臥竜公園、須坂市動物園、田中本家への訪

問率も次いで高い。

郊外では、峰の原高原、米子大瀑布、豊丘

ダム、湯っ蔵んど、果物街道への訪問率が

高い。



【資料】資源別コア層
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属性別訪問先（ＷＥＢアンケート調査）

合計 須坂市動
物園

臥竜公園 世界の民
俗人形博
物館

須坂版画
美術館

須坂市立
博物館

歴史的建
物園

ガーデン
ソイル

20歳未満(n=14) 100.0 14.3 28.6 0.0 7.1 0.0 7.1 7.1

20～29歳(n=56) 100.0 35.7 14.3 5.4 1.8 1.8 3.6 3.6

30～39歳(n=40) 100.0 22.5 17.5 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0

40～49歳(n=95) 100.0 15.8 10.5 3.2 7.4 7.4 3.2 2.1

50～59歳(n=72) 100.0 8.3 11.1 1.4 4.2 2.8 5.6 0.0

60～69歳(n=79) 100.0 11.4 20.3 5.1 10.1 7.6 2.5 0.0

70歳以上(n=102) 100.0 4.9 21.6 3.9 6.9 3.9 4.9 0.0

合計 蔵の町並
み

ふれあい
館 まゆぐ
ら

旧越家住
宅（山丸
一番館）

須坂クラ
シック美
術館

蝶の民俗
館

綿幸サロ
ン・蔵の
美術館

ふれあい
館 しらふ
じ

豪商の館
田中本家
博物館

旧小田切
家住宅

笠鉾会館
ドリーム
ホール

旧上高井
郡役所

コミュニ
ティス
ペース結

20歳未満(n=14) 100.0 7.1 7.1 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 7.1

20～29歳(n=56) 100.0 21.4 3.6 3.6 3.6 5.4 1.8 7.1 5.4 3.6 1.8 1.8 3.6

30～39歳(n=40) 100.0 25.0 2.5 0.0 10.0 5.0 2.5 2.5 2.5 5.0 2.5 0.0 0.0

40～49歳(n=95) 100.0 31.6 0.0 3.2 9.5 1.1 4.2 1.1 5.3 4.2 1.1 1.1 1.1

50～59歳(n=72) 100.0 20.8 2.8 4.2 8.3 0.0 0.0 0.0 6.9 2.8 0.0 2.8 0.0

60～69歳(n=79) 100.0 26.6 6.3 2.5 12.7 1.3 1.3 1.3 12.7 3.8 0.0 0.0 0.0

70歳以上(n=102) 100.0 46.1 1.0 3.9 8.8 1.0 1.0 0.0 27.5 6.9 1.0 3.9 0.0

資料：WEBアンケート調査結果

それぞれの年代層の訪問率を一覧にしたものである。
訪問率の高い方を赤、低い方を緑の濃淡で示している。
（例）蔵の町並みは10代を除きほぼどの年代層もかなりの割合が訪れている。

合計 峰の原高
原

米子大瀑
布

豊丘ダム
（昇竜
湖）

湯っ蔵ん
ど

五味池破
風高原

山の繪美
術館

八丁鎧塚
古墳

米子不動
尊 本坊米
子瀧山不
動寺

信州須坂
オープン
ガーデン

北信濃果
物街道

20歳未満(n=14) 100.0 7.1 0.0 7.1 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 7.1

20～29歳(n=56) 100.0 16.1 8.9 16.1 8.9 3.6 7.1 5.4 1.8 16.1 16.1

30～39歳(n=40) 100.0 15.0 10.0 12.5 7.5 7.5 2.5 0.0 2.5 15.0 5.0

40～49歳(n=95) 100.0 10.5 9.5 16.8 5.3 2.1 3.2 8.4 3.2 5.3 10.5

50～59歳(n=72) 100.0 12.5 6.9 11.1 9.7 8.3 2.8 4.2 5.6 5.6 9.7

60～69歳(n=79) 100.0 13.9 6.3 6.3 7.6 0.0 8.9 5.1 1.3 7.6 12.7

70歳以上(n=102) 100.0 7.8 14.7 8.8 2.9 2.0 3.9 0.0 3.9 5.9 14.7



【資料】資源別コア層

35

株式会社事業開発推進機構

属性別訪問先（ＷＥＢアンケート調査）

合計 須坂市動
物園

臥竜公園 世界の民
俗人形博
物館

須坂版画
美術館

須坂市立
博物館

歴史的建
物園

ガーデン
ソイル

家族(n=302) 100.0 16.9 17.2 4.0 6.3 6.0 4.6 1.3

友人(n=98) 100.0 12.2 14.3 5.1 8.2 4.1 4.1 2.0

恋人(n=29) 100.0 20.7 20.7 0.0 6.9 6.9 0.0 6.9

仕事関係(n=14) 100.0 0.0 14.3 7.1 0.0 0.0 7.1 0.0

ひとり(n=41) 100.0 12.2 12.2 0.0 2.4 2.4 2.4 0.0

合計 蔵の町並
み

ふれあい
館 まゆぐ
ら

旧越家住
宅（山丸
一番館）

須坂クラ
シック美
術館

蝶の民俗
館

綿幸サロ
ン・蔵の
美術館

ふれあい
館 しらふ
じ

豪商の館
田中本家
博物館

旧小田切
家住宅

笠鉾会館
ドリーム
ホール

旧上高井
郡役所

コミュニ
ティス
ペース結

家族(n=302) 100.0 29.5 3.3 3.6 9.3 2.3 2.0 1.7 14.2 4.6 1.0 2.6 1.3

友人(n=98) 100.0 31.6 5.1 2.0 13.3 4.1 4.1 5.1 11.2 4.1 2.0 0.0 1.0

恋人(n=29) 100.0 34.5 3.4 0.0 13.8 3.4 3.4 6.9 6.9 10.3 0.0 0.0 0.0

仕事関係(n=14) 100.0 42.9 0.0 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0

ひとり(n=41) 100.0 29.3 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 4.9 2.4 0.0 0.0 0.0

資料：WEBアンケート調査結果

須坂市訪問の際の同伴者別に訪問率を一覧にしたものである。
訪問率の高い方を赤、低い方を緑の濃淡で示している。
（例）蔵の町並みはどの層も訪問率が高い。須坂市動物園はカップルの訪問率が高い。

合計 峰の原高
原

米子大瀑
布

豊丘ダム
（昇竜
湖）

湯っ蔵ん
ど

五味池破
風高原

山の繪美
術館

八丁鎧塚
古墳

米子不動
尊 本坊米
子瀧山不
動寺

信州須坂
オープン
ガーデン

北信濃果
物街道

家族(n=302) 100.0 11.9 10.6 12.9 8.3 4.0 5.0 4.3 3.6 8.3 13.9

友人(n=98) 100.0 17.3 8.2 13.3 5.1 3.1 2.0 5.1 2.0 10.2 13.3

恋人(n=29) 100.0 6.9 3.4 17.2 10.3 6.9 6.9 6.9 0.0 20.7 13.8

仕事関係(n=14) 100.0 7.1 21.4 0.0 14.3 0.0 14.3 7.1 0.0 0.0 0.0

ひとり(n=41) 100.0 12.2 4.9 4.9 7.3 2.4 2.4 2.4 4.9 4.9 0.0
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３．エリア戦略
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３－１．事業展開エリアの設定
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エリア区分の設定

【位置情報ビッグデータ調査結果】
調査期間：1年間（2018年10月～2019年9月）
出現2,000以上：峰の原、臥竜公園、蔵の町並み
出現1,000以上：迎賓館、果物街道、湯っ蔵んど、

ブルーベリー園森の畑
出現500以上：百々川緑地公園
出現300以上：とら食堂、須坂温泉
出現100以上：版画美術館、田中本家、

ガーデンソイル、仙仁温泉
※詳細は資料編参照

【ＷＥＢアンケート調査結果】
〇訪問率20%以上：蔵の町並み
〇訪問率15%以上：臥竜公園
〇訪問率10%以上：須坂市動物園、峰の原高原、
果物街道、豊丘ダム、田中本家博物館
〇訪問率5%以上：米子大瀑布、須坂クラシッ
ク美術館、信州須坂オープンガーデン、
湯っ蔵んど、須坂版画美術館

※詳細は資料編参照

【資源調査結果】

米子大瀑布、峰の原高原、蔵の町並み、臥竜公園、須坂市動物園
仙仁温泉、須坂温泉、湯っ蔵んど
※詳細は資料編参照

〇調査結果では、蔵の町並み、臥竜公園（動物園）、峰の原高原の３つが上位にある。

この3個所が須坂市のキーコンテンツとみなされるが、それぞれの資源の間は徒歩で移

動できる距離ではないこと、またエリア蔵の町並みのあるエリアと臥竜公園のあるエリ

アについては周辺に文化施設等が数多く存在し、峰の原高原には山の繪美術館もあるこ

とから、この3つを中心にエリア区分を行う（次ページ）。
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本事業におけるエリア区分

エリアⅡ

０

０

果樹園

文化財保存
活用倉庫

果樹園

エリアⅢ

エリア区分を０からⅢまでの4つとする。
エリア０は今後の商業施設開業によっ
て新たに生じる湧出スポットである。
現在あるエリア区分としてはⅠ、Ⅱ、
Ⅲの3エリアとする。
他に季節により果樹園エリアを加える。

エリア1―蔵の町並みエリア
エリアⅡ―臥竜公園エリア
エリアⅢ―峰の原・米子エリア
エリアⅣ―果樹園エリア
エリア０―湧出スポット

米子大瀑布



３－２．３エリアの戦略展開の方向性
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【現状】

それぞれのエリアの資源訪問率は低い。

事業展開エリアの現状と展開の方向性

【調査結果のポイント】

〇エリアごとに来訪する客層は異なる（ヒアリング調査結果）

〇資源への訪問率は低い（ＷＥＢアンケート調査結果）

（蔵の町並み：29.6%、田中本家博物館：11.3%、須坂クラシック美術館：8.9%）

臥竜公園：16.3%、須坂市動物園：14.3%、須坂市版画美術館：6.1%

峰の原高原：12.0%、豊丘ダム：11.5%、米子大瀑布：9.3% 

【エリア戦略】

１．各エリア内の戦略資源を活かした展開を図りエリアの魅力を増幅する。

エリアⅠ・Ⅱ―文化財保存活用倉庫

エリアⅢ―米子大瀑布

果樹園エリアーぶどう

２．蔵の町並み各施設の環境整備を行い、須坂市全体の魅力を増幅する。



【資料】事業展開エリアと競争優位資源
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ＷＥＢ調査結果にみる
3エリアの競争優位資源

【エリアⅠの競争優位資源】

①蔵の町並み ②田中本家博物館 ③クラシッ

ク美術館

※ただし「蔵の町並み」は施設名称ではなく施設群の

総称であることから、このエリアでの競争優位資源は、

田中本家博物館、クラシック美術館、旧小田切家住宅

ということになる。

【エリアⅡの競争優位資源】

①臥竜公園 ②須坂市動物園 ③アートパーク

【エリアⅢの競争優位資源】

①峰の原高原 ②豊丘ダム ③米子大瀑布

④湯っ蔵んど
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エリアⅡ

０

０

果樹園エリアにあるぶどう畑は、
季節に限りがあるが、須坂市でも
価値の高い資源である。

各エリアにある戦略資源のプロモー
ションを行うことで、それぞれのエリア
の魅力を高める。
これら3つの戦略資源は、これまであ
まり注目されていない層に対しても、
須坂市の魅力を強く印象付けるもの
となる。

エリアⅢには硫黄鉱山の跡地の
ある米子大瀑布がある。

果樹園

３－３．事業展開エリアと戦略資源

文化財保存
活用倉庫

果樹園

文化財保存活用倉庫はエリアⅠ
にあり、エリアⅡにも近いため、
双方の回遊性を生み出す資源に
もなりうる。

エリアⅢ
米子大瀑布



【資料】年代層と資源の志向性
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【20代・カップル】

〇エリアⅠ：蔵の町並み(訪問率は低い）

○エリアⅡ：須坂市動物園

○エリアⅢ：峰の原高原や豊丘ダムに行く

○観光北信濃果物街道への訪問率も高い

【未成年】

〇エリアⅠ：ほとんどこない

○エリアⅡ：臥竜公園

○エリアⅢ：湯っ蔵んど

【30代40代ファミリー】

〇エリアⅠ：蔵の町並み

○エリアⅡで：須坂市動物園や臥竜公園

○エリアⅢで：峰の原高原（30代）

や豊丘ダム（40代）にも行く

【50代60代】

〇エリアⅠ：蔵の町並み（訪問率は低い）

○エリアⅡ：50代の訪問率は低い

60代は臥竜公園と須坂版画美術館

○エリアⅢ：50代は五味池破風高原

60代は山の繪美術館

【70歳以上】

〇エリアⅠ：蔵の町並み(訪問率は非常に高い）

○エリアⅡ：田中本家博物館

（訪問率は非常に高い）

○エリアⅢ：米子大瀑布に行く

○観光北信濃果物街道への訪問率も高い

年代別の訪問エリアや資源を明らかにする。

〇年代別の資源訪問率からエリアとターゲット層の紐づけを行う。
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Ⅱ

Ⅲ

０

０

エリアⅠⅡⅢのすべての回遊性を求めるのは30代・40代70代である。
10代・20代・50代・60代はエリアⅡとⅢの回遊が中心である。

10代

20代

30・40
代

70代

50・60
代

果樹園

米子大瀑布

文化財保存
活用倉庫

果樹園

【資料】年代層と資源の志向性
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【資料】観光スポット別来訪者数

位置情報ビッグデータ調査

【位置情報ビッグデータ調査結果】
・訪問先は「蔵の町並み」「臥竜公
園」「峰の原公園」の順に多い。



株式会社事業開発推進機構
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【資料】滞在マップ分析（商品購入者）

位置情報ビッグデータ調査



株式会社事業開発推進機構
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【資料】滞在マップ分析（宿泊客）

位置情報ビッグデータ調査



株式会社事業開発推進機構
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【資料】滞在マップ分析（宿泊客以外）

位置情報ビッグデータ調査



想定される新規流入層

[想定エリアと市場規模]
・イオン・モールの基盤となる商

圏は30分圏(左の図表の青線内)
・善光寺平北部から新潟県境近く

までの北信地域
・圏域内人口：約46万人(平成27年

度国勢調査基準)

[来訪目的]
・基本的にモール内での買い物・

飲食・娯楽

[来訪者の市に係る認知・関心度]
・須坂市の詳細については無知
・須坂市への関心は希薄

↓
[回遊誘発のポイント]
・認知・関心度の向上
・移動の支援
・回遊せずとも情報を得、産品を

購入する等、市に恩恵をもたら
すような補完的な措置

株式会社事業開発推進機構
３－４．須坂長野東ICの商業施設開発地区からの誘客方法
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人の流れの創出等、地域への恩恵をもたらす仕組み

株式会社事業開発推進機構

情報提供による認知・関心度の向上

• 戦略エリア等を紹介する情報コーナーの設置

• パンフレット等の配布、動画の映写

移動の支援

• 巡回バス等の二次交通の運行

• パーク・アンド・ライド・システムの構築

• 戦略エリアに関するチケット類の販売

“回遊せず”とも地域に恩恵をもたらす方策

• 地場産品販売コーナーの設置

• 地場産品販売イベントの開催等

須坂長野東IC周辺から人の流れを生み出す等、地域への恩恵をもたらす仕組みとして
は、以下のようなものが想定される。以降で事例も踏まえて順に概観する。
尚、下記以外に、戦略エリアにおける飲食・娯楽機能の強化等、エリアの魅力を高め、

基礎的な集客力を向上することも有効である。

３－４．須坂長野東ICの商業施設開発地区からの誘客方法
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具体的な仕組み①～情報提供～

株式会社事業開発推進機構

[戦略エリア等に係る情報の提供]
人の流れの創出等、地域に恩恵をもたらす仕組み作りの基礎は、戦略エリアや市全体に

対する情報の提供による認知・関心度の向上である。
具体的には開発される施設の運営事業者の協力を得て、以下のような仕組みを用意する。

・戦略エリアや市に係る情報コーナーの設置
・情報コーナーでの戦略エリアや市を紹介するパンフレット等の配布、動画の映写

実現に向けた上記2者に係る主な課題としては、以下が想定される。

・施設内における好立地へのコーナーの設置
・コーナーに係る賃料、水道光熱費等の負担
・提供する情報の魅力の維持・強化

(イオン豊橋南店における地域情報コーナー)

３－４．須坂長野東ICの商業施設開発地区からの誘客方法
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株式会社事業開発推進機構

[戦略エリア等への移動の支援]
人の流れを生み出す最も有効な手段としては、新たに開発される施設から戦略エリアを

中心として市全体への移動を円滑化するための支援である。
具体的には開発される施設の運営事業者の協力を得て、以下のような仕組みを用意する。

・施設から戦略エリア等への巡回バス等の二次交通の運行
・施設の駐車場に車を停めて、巡回バスやタクシー等で戦略エリア等を回遊する「パー

ク・アンド・ライド」システムの構築
・戦略エリア内の施設利用券等のチケットの、施設内での販売

実現に向けた上記の内、上部2者に係る主な課題としては、バス運行やパーク・アン
ド・ライド用駐車場確保に係る経費の運営事業者との分担が挙げられる。

(イオンモール松本と市街地とを結ぶ「タウ
ンスニー カー号」。モールでの買い物で乗
車券や、市街地内駐車場の利用券を配布。) (イオンモール松本での周辺スキー場利用券の販売。)

具体的な仕組み②～移動支援～

３－４．須坂長野東ICの商業施設開発地区からの誘客方法
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株式会社事業開発推進機構

[“回遊せず”とも地域に恩恵をもたらす方策]
常に人の流れや回遊を創出出来ずとも、戦略エリアを中心として地域への恩恵をもたら

すための仕組みも整える。
具体的には開発される施設の運営事業者の協力を得て、以下のような仕組みを用意する。

・地場産品販売コーナーの設置
・地場産品販売イベントの開催

実現に向けた上記2者に係る主な課題としては、以下が挙げられる。

・施設内における好立地へのコーナーの設置
・コーナーに係る賃料、水道光熱費、イベント経費等の負担

(イオンモールいわき(左)、イオンタウン江刺(右)における地場産品販売コーナー。)

具体的な仕組み➂～地域への波及～

３－４．須坂長野東ICの商業施設開発地区からの誘客方法
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４．回遊性向上戦略
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４－１．３エリアの回遊性向上の方向性
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【現状】

現状では来訪者による須坂市内の回遊がほとんど見られない（平均2カ所程度の訪問）

事業展開エリアの現状と展開の方向性

【調査結果のポイント】

〇高原エリアとまちなかのターゲットは重複しない（ヒアリング調査結果）
〇須坂市訪問で訪れる施設数は非常に少ない（アンケート調査結果）

（１回目の訪問者平均：1.8か所、２回目平均：3.1か所、３回目平均：2.8か所）
自動車利用者平均：2.1か所、自動車以外平均：2.2か所
日帰り平均：1.8か所、宿泊者平均2.6か所）

〇クラシック美術館や人形博物館のイベントへの来訪者は、イベントにのみ参加してそのまま帰る
ケースが多い（ヒアリング調査結果）

【回遊性向上戦略】

１．戦略資源を活かし、３つのエリア内及びエリア間の回遊活性化の強化を図る。

２．各エリアにおけるガイドやアプリによる案内機能を充実する。

エリアⅠ・Ⅱ―文化財保存活用倉庫 エリアⅢ―米子大瀑布 果樹園エリアーぶどう



４－２．エリアと回遊性
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エリアⅡ

エリアⅢ

０

０

エリアⅠは年代の高い客層が中
心で、エリア内での回遊性も高い
が、③のエリアにある田中本家博
物館との連携も強い。

エリア０の大型商業施設に来訪
する近郊の市町の在住者を市街
地に呼び込むための仕掛けは、
文化財の魅力による誘客とは別
の仕掛けが必要（飲食施設等）。

エリアⅡのエリアうち動物園や臥
竜公園はカップルやファミリー層
が中心となっているが、同じエリ
アにあるアートパークとの連携は
弱い。

エリアⅢは距離の近いエリアⅡよ
りもむしろエリアⅠとの連動性が
強い。

果樹園

文化財保存
活用倉庫

米子大瀑布

果樹園



【資料】エリアと回遊性
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エリア間の回遊特性

【エリアⅠ】

○エリアⅠの競争優位な資源は、蔵の街並み、クラシック美術館、旧小田切家住宅、田中本家博物館。

○エリアⅠからエリアⅡへの回遊性は高い。

○蝶の民俗館、綿幸サロン・蔵の美術館、ふれあい館 しらふじへの来訪者はどの施設にも回遊するが、特

に田中本家博物館、須坂市動物園への回遊が多い。

○エリアⅠからエリアⅢへの回遊性もやや高い。

旧越家住宅（山丸一番館）や須坂クラシック美術館と山の繪美術館との間の回遊性も見られる。

○エリアⅠから北信濃果物街道への回遊は多い。

【エリアⅡ】

○エリアⅡの競争優位な資源は、臥竜公園、須坂市動物園。

○エリアⅡからエリアⅢへの回遊は低く、世界の民俗博物館から峰の原高原、米子大瀑布、豊丘ダム、山

の繪美術館などへの回遊が見られる程度である。

○エリアⅡから北信濃果物街道への回遊はやや弱い。
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エリア間の回遊特性

エリアⅠ エリアⅡ エリアⅢ 北信濃果物
街道

エリアⅠ ◎ ○ ◎

エリアⅡ ◎ △ ○

エリアⅢ ○ △ △

北信濃果物
街道

◎ ○ △

【エリアⅢ】

○エリアⅢの競争優位な資源は、峰の原高原、豊丘ダム、米子大瀑布、湯っ蔵んど。

○エリアⅢから蔵の街並みへの回遊性は高い。

○エリアⅢからエリアⅡへの回遊性はそれど高くない。

○エリアⅢから北信濃果物街道への回遊は弱い。

エリア間の回遊性評価（WEBアンケート調査結果まとめ）

【資料】エリアと回遊性



【資料】エリアと回遊性
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【エリアⅠ内での回遊性】

【エリアⅠーエリアⅡの回遊性】

エリアⅠの中での相互回遊性が高いのはもちろんであるが、エリアⅠとエリアⅡ間での相互回遊性も高
く、この回遊性を活用したルートの設定を考えるべきである。

エリア間の回遊性

合計 蔵の町並
み

ふれあい
館 まゆぐ
ら

旧越家住
宅（山丸
一番館）

須坂クラ
シック美
術館

蝶の民俗
館

綿幸サロ
ン・蔵の
美術館

ふれあい
館 しらふ
じ

豪商の館
田中本家
博物館

旧小田切
家住宅

笠鉾会館
ドリーム
ホール

旧上高井
郡役所

コミュニ
ティス
ペース結

全体(N=460) 100.0 29.6 2.6 3.0 8.9 1.7 1.7 1.5 11.3 4.6 0.9 1.7 0.9

蔵の町並み(N=136) 100.0 5.9 6.6 14.0 4.4 4.4 2.9 21.3 8.8 2.2 2.9 1.5

ふれあい館 まゆぐら(N=12) 100.0 66.7 8.3 41.7 16.7 25.0 16.7 33.3 8.3 8.3 8.3 8.3

旧越家住宅（山丸一番館）(N=14) 100.0 64.3 7.1 42.9 14.3 14.3 14.3 64.3 64.3 7.1 28.6 7.1

須坂クラシック美術館(N=41) 100.0 46.3 12.2 14.6 7.3 14.6 9.8 26.8 12.2 2.4 4.9 4.9

蝶の民俗館(N=8) 100.0 75.0 25.0 25.0 37.5 25.0 37.5 62.5 37.5 12.5 12.5 12.5

綿幸サロン・蔵の美術館(N=8) 100.0 75.0 37.5 25.0 75.0 25.0 25.0 50.0 25.0 12.5 12.5 12.5

ふれあい館 しらふじ(N=7) 100.0 57.1 28.6 28.6 57.1 42.9 28.6 57.1 28.6 14.3 14.3 14.3

豪商の館 田中本家博物館(N=52) 100.0 55.8 7.7 17.3 21.2 9.6 7.7 7.7 17.3 3.8 9.6 1.9

旧小田切家住宅(N=21) 100.0 57.1 4.8 42.9 23.8 14.3 9.5 9.5 42.9 4.8 23.8 4.8

笠鉾会館ドリームホール(N=4) 100.0 75.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0

旧上高井郡役所(N=8) 100.0 50.0 12.5 50.0 25.0 12.5 12.5 12.5 62.5 62.5 0.0 12.5

コミュニティスペース結(N=4) 100.0 50.0 25.0 25.0 50.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 25.0

合計 須坂市動
物園

臥竜公園 世界の民
俗人形博
物館

須坂版画
美術館

須坂市立
博物館

歴史的建
物園

ガーデン
ソイル

全体(N=460) 100.0 14.3 16.3 3.5 6.1 4.6 4.1 1.5

蔵の町並み(N=136) 100.0 16.2 19.1 8.1 7.4 8.1 9.6 1.5

ふれあい館 まゆぐら(N=12) 100.0 25.0 41.7 25.0 8.3 25.0 16.7 8.3

旧越家住宅（山丸一番館）(N=14) 100.0 14.3 21.4 21.4 28.6 14.3 50.0 14.3

須坂クラシック美術館(N=41) 100.0 17.1 17.1 17.1 29.3 26.8 12.2 7.3

蝶の民俗館(N=8) 100.0 50.0 37.5 12.5 25.0 37.5 25.0 37.5

綿幸サロン・蔵の美術館(N=8) 100.0 37.5 37.5 50.0 37.5 37.5 25.0 25.0

ふれあい館 しらふじ(N=7) 100.0 57.1 28.6 14.3 28.6 42.9 28.6 28.6

豪商の館 田中本家博物館(N=52) 100.0 11.5 32.7 7.7 9.6 9.6 11.5 3.8

旧小田切家住宅(N=21) 100.0 28.6 33.3 19.0 19.0 14.3 28.6 9.5

笠鉾会館ドリームホール(N=4) 100.0 25.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

旧上高井郡役所(N=8) 100.0 25.0 37.5 12.5 25.0 12.5 37.5 12.5

コミュニティスペース結(N=4) 100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 50.0
資料：WEBアンケート調査結果
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【資料】エリアと回遊性

〇「蔵の町並み」に向か
うサンプルは、須坂長
野ＩＣ付近と須坂駅を
通過するのがほぼ同じ
程度ある。
自動車での来訪と電車
がほぼ同程度とみられ
る。

〇「臥竜公園」に向うサ
ンプルの大半が須坂長
野東ＩＣ付近を通過し
ているが、須坂駅通過
も多い。

〇「峰の原高原」「湯っ
蔵んど」に向うサンプ
ルの大半が須坂長野東
ＩＣ付近を通過してい
る。長野市からの来訪
が多いためと考えられ
る。

位置情報ビッグデータ調査
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【資料】エリアと回遊性

位置情報ビッグデータ調査

・市外観光地の「小布施まちなか（北斎館）」と市内各観光地間の周遊が目立つ。
・市内観光地に限ると、「臥竜公園」「蔵の街並み」「北信濃くだもの街道」「ゆっ蔵
んど」が上位ルートに含まれる。
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【利用交通機関と回遊性】
〇自動車利用による回遊性向上は特にみられない（アンケート調査）。

自動車利用者平均：2.1か所、自動車以外（徒歩・自転車等）平均：2.2か所
〇主要訪問先への訪問率に極端な違いはない（アンケート調査）。

蔵の町並みや臥竜公園、須坂市動物園には、交通手段による差異はない。
〇資源への目印もなく、道が狭いため、目印に気づいて車を停めることができない。
〇資源に気づかず素通りしているのが実情。
②車を停めて歩いて回遊することが現実的。
〇市民は蔵の町並み周辺の駐車場は少なく、自動車利用は不便と感じている（グループインタ

ビュー調査結果）。
【課題】駐車場の少なさ。駐車可能台数の少なさ。

交通手段に対する考え方

４－３．交通手段による回遊エリア

【現状】
〇自動車利用による回遊性向上は特に見られない（平均2カ所程度の訪問）
（駐車場等の課題を解決すれば、蔵の町並みなどでの徒歩による行動を促進できる）
〇バス利用が不便（バスの時刻表がわかりにくい。１本逃すと次のバスまでの時間が長い。）

【事業展開の考え方】
１．駐車場の拡充
２．自動車利用者に対する視認性の高い標識・施設案内サイン等の充実
３．現状のバス路線を活かした回遊促進とバス利用アプリの活用
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【市街地周遊バスについて】（ヒアリング調査）

〇バスを回遊させることに意味があるかについては疑問である。

〇既存のバス路線で事足りる。

〇須坂駅ー臥竜公園間が最もニーズがある。

〇生活者としては公的な循環バスは必要だが、利用者は少ない。

既存路線バスの弱点を補う回遊性向上路線の展開

【事業展開の方向】
〇須坂駅から臥竜公園入口までバスを往復させることで、市街地の回遊性を確保。

（臥竜公園のバスの発着時刻を合理的に設定すること）

〇現状のバス路線を活かした回遊促進とバス利用アプリの活用の検討。

【現状】
〇バスの時刻表がわかりにくい。
〇１本逃すと次のバスまでの待ち時間が長い。
〇蔵の町並みの回遊は、現状のバス路線で十分補える

（須坂駅―信州医療センター（クラシック美術館）―笠鉾会館ー旧小田切家住宅）

〇旧小田切家住宅から穀町（田中本家博物館）を通って臥竜公園に向かうバスも一定
程度ある
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既存路線バス路線図に前ページで述べた、須坂駅から臥竜公園までの往復バス路線を設
定することで、周遊が可能になる。

須坂長野東ＩＣ

臥竜公園

文化財保存活用倉庫

蔵の町並みのコースは既
存のバス路線でカバーさ
れている。
須坂駅から臥竜公園まで
の往復バスを運行するこ
とで利便性を高める。
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蔵のまち観光交流センターと臥竜公園に自転車等を配置することで、それぞれのエリア内の施設間
の移動を容易にするとともに、エリア間の移動も容易にする。

既存のバス路線

新規設置提案路線

蔵のまち観光交流センターと臥竜
公園に自転車等の簡易な移動手段
を配置する。これにより須坂アー
トパークや田中本家博物館への回
遊を促進することができる。

４－４．市街地回遊バスの運行の方向性と考え方
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４－５．回遊エリアの魅力強化

【検討材料】（ヒアリング調査結果）

〇蔵の町並みにランチや夕食の飲食店はあるが、ワンハンドフードやスィーツを手軽に食べ歩くこと

のできる店はない（ヒアリング調査）。

〇北信濃果物街道（ぶどう）は非常に価値が高く市民の誇り（ヒアリング調査）。

〇文化財保存活用倉庫（映画資料等）の活用可能性は高い（ヒアリング調査）。

周辺他地域との差別化のための須坂市の魅力的な資源の発掘と戦略資源の活用

【事業展開の方向】

１．各エリアの戦略資源を活かした展開を図ることで回遊性を高める。

エリアⅠ・Ⅱ―文化財保存活用倉庫 エリアⅢ―米子大瀑布 果樹園エリアーぶどう）

２．点と点を面にするための繋ぎ役となる資源を創出する

（繋ぎ役の資源は、飲食や買い物など幅広いターゲットに受け入れられやすい施設）

【現状】

〇蔵の町並みを歩いていて、立ち寄りたくなる飲食店や商店が少ない。

（ランチなどの食事の店が中心、カフェなどが少ない）
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【回遊ルート設定の前段で実施した資源調査】
1回目：令和2年10月2日（金）・3日（土）
2回目：令和2年11月23日（月）・24日（火）・25日（水）・26日（木）

【調査対象資源】
・「須坂まるごと博物館構想イメージ図」に記載の歴史・文化資源
・「私が選ぶ須坂百景」に掲載の資源
・さくまひでき氏の唄の歌詞に含まれている資源
・InstagramなどＳＮＳで評判となっている資源
・その他地元関係者から推薦のあった資源

【調査対象抽出基準】
・上記5つの資料等に記載の資源を調査対象とした
・ただし、人物および祭りなどの無形資源、場所を特定しにくい資源、山登りなど調査時間を要す

る資源、季節が限定されており現時点での調査実施が不可能な資源については、今回の調査対象
から除外した

・場所を特定しにくい資源および季節限定の資源（桜並木など）については、可能な範囲で調査に
組み入れることとした。

【ルート構築のポイント】
１、再現型ストーリー構築による資源活性化効果を狙う
２、回遊を促進するための飲食施設等の取り込み（本資料では具体的店名は記載していないが、

実際のルート提示の際には、具体的な店名を盛り込む必要がある）
３、面白さの演出（回遊促進のために求められるアイディアを、実現性を越えて盛り込んだ）

【設定ルート】
１、上記評価結果からテーマを絞り込んだ回遊観光ルート（①～⑦）。
２、機能分散型の考えを盛り込んだまるごと博物館イメージ図による回遊ルート（⑧～⑯）。
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４－６．回遊観光ルートの構築
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回遊（観光）ルート① 工女のくらし
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発地

① 山丸組製糸場跡（太子町）

【１日ルート案】

所要：約20分

④季節の楽しみ（桜・紅葉等景観）

着地

テーマ ターゲットイメージ 方向性 エリア

須坂の製糸業を支え
た工女のくらし
（工女の日常と楽し
み）

・歴史愛好層
・女性

須坂の産業（製糸業）と町のにぎわいを支えた当時の工
女。厳しい環境の中でも日常を楽しみ、須坂ににぎわい
と華やかさをもたらしたその姿をよみがえらせる。

Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅲ・・・自然
Ⅳ・・・果物エリア

② 劇場通り（映像／東京庵）

③ 蔵の町並み（散策・買物）

⑤北信濃果物街道（買物）

所要：約60分徒歩7分

車で15分

車で15分

所要：約45分

所要：約15分

徒歩10分

昼食

再現に必要
な要素

斬新性

再現手法

回遊ルートのポイント

・ これまで日本各地で語られてきた製糸業の工女（女工）
は「ああ野麦峠」～ある製糸工女哀史～などのイメージ
が一般的な印象として認識されている。一方、ここ須坂
においては会社から大切に扱われ、運動会・温泉旅行
に参加し、仕事の合間には町に出て、観劇や買物などを
楽しんでいた一面をうかがうことができる。
多い時で6,000人を超え、須坂の製糸産業を支えるだ
けでなく、町のにぎわいにも大きな貢献をしてきた工女
にスポットを当て、彼女達のくらしを蘇らせ追体験する。

・ 工女のくらし体験（当時の着物、履物、髪型を再現し、町
歩き。食事、甘味、買物、神社詣り体験）

・ 老舗店主や市民による語り
・ AR／VRの活用
・ ガイド（ボランティア含む）
・ 写真撮影ベストスポットの設定

・ 当時の工女の身の回り品の調達、工女体験プログラム開発
・ 当時の甘味・食・語りによる再現、体験を実施する交流拠点
・ 工女や当時の町並みやにぎわいなどを知り、語り合う交流

スペース
・ AR／VRによる当時の工場・寄宿舎・劇場通りなど再現

・ 東京庵では美空ひばりゆかりのかつ重を主人の語りととも
に提供

・ 工女ファンコミュニティ組成から長期的な関係性構築。
ニュースレター展開によるリピート、EC誘導へ

所要：約20分

その他
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回遊（観光）ルート① 工女のくらし
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テーマ ターゲットイメージ 方向性 エリア

須坂の製糸業を支え
た工女のくらし
（工女の日常と楽し
み）

・歴史愛好層
・女性

須坂の産業（製糸業）と町のにぎわいを支えた当時の工
女。厳しい環境の中でも日常を楽しみ、須坂ににぎわい
と華やかさをもたらしたその姿をよみがえらせる。

Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅲ・・・自然
Ⅳ・・・果物エリア

◇コースの魅力-1
工女のくらし体験（当時の着物、履物、髪型を再現）
AR／VRによる当時の工場・寄宿舎を再現する。

出典：上武絹の道ホームページ

出典：須坂市ホームページ

◇コースの魅力-2
工女のくらし体験（食事、甘味、買物体験）
工女が食べていたものを味わえる。

◇須坂の製糸工場

出典：DMPホームページ

信州名物として注目さ
れ、今や定着しつつある
「おやき」

◇コースの魅力-３
工女がお詣りした神社の花手水として話題提供

当時を感じさせる体験・
交流拠点
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回遊（観光）ルート② 製糸王の足跡と日常を辿る

70

発地

① 山丸組製糸場跡（太子町）

【1泊2日ルート案】

所要：約20分

⑤ 能登忠

着地

テーマ ターゲットイメージ 方向性 エリア

大正時代のグレート
カンパニー製糸王の
まちづくりと産業育
成哲学

・まちづくり、起業、
経営を志す学生
・経済団体関係者

短期間で須坂の産業を育成し、町のにぎわいを急速に築
きあげた製糸王越寿三郎。閉塞状況が続く現代から、そ
の偉業の数々を振り返るとともに産業育成哲学・起業家
精神に触れる。

Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅱ・・・臥竜公園
Ⅲ・・・自然
Ⅳ・・・果物エリア

② 劇場通り（映像／東京庵）

④ 蔵の町並み周辺（散策・買物）

⑥ 関連産業施設（鉄道跡、学校など）

所要：約80分徒歩7分

車で5分

車で10分

所要：約120分

所要：約15分

徒歩10分

昼食

再現に必要
な要素

斬新性

再現手法

回遊ルートのポイント

・ 現在の中部電力、八十二銀行、信越化学工業の前身と
なる会社や当時の総合病院、鉄道、学校、水道を整備し
た越寿三郎。その製糸王による産業育成の足跡とその
日常に迫る。

・ 旧越家住宅を宿泊可能施設とし、ゆかりの着物・食事を
はじめ、製糸王のくらしを追体験する。

・ 製糸王の日常のくらし体験（宿泊・料亭での食事・着物・
服装体験）

・ 専門家による越寿三郎の人となりの語り
・ 料亭女将による当時の地元財界についての語り
・ AR／VRの活用

・ 当時の製糸王の身の回り品の調達
・ 製糸王が食した地元食（菓子など）
・ 老舗料亭による当時の宴会や料理の再現
・ 老舗料亭女将による当時の財界人の語り内容
・ 専門員による製糸王の産業育成哲学の語り内容
・ AR／VRによる当時の工場・町並みなどの再現
・ 移動手段（クラシックカー、馬車など）

・ 越寿三郎の産業育成の足跡をベースに起業を志す学生
や経済団体向けにその起業家精神、産業育成手法、マ
ネジメントなどをテーマにワークショップなどを開催

所要：約20分

その他

夕食

③旧越家住宅（チェックイン／着替え）

所要：約100分徒歩5分

所要：約60分

⑦ 臥竜公園（映像／おでん）

車で10分 所要：約20分

所要：約20分
所要：約20分

⑧ 北信濃果物街道（買物）

車で10分

１
日
目

２
日
目
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回遊（観光）ルート② 製糸王の足跡と日常を辿る

71

テーマ ターゲットイメージ 方向性 エリア

製糸王のまちづくり
と産業育成哲学

・まちづくり、起業、
経営を志す学生
・経済団体関係者

短期間で須坂の産業を育成し、町のにぎわいを急速に築
きあげた製糸王越寿三郎。閉塞状況が続く現代から、そ
の偉業の数々を振り返るとともに産業育成哲学・起業家
精神に触れる。

Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅱ・・・臥竜公園
Ⅲ・・・自然
Ⅳ・・・果物エリア

◇コースの魅力-1
製糸王の暮らしを追体験する

◇コースの魅力-2
製糸王の日常のくらし体験ができ
る（食事・着物・服装体験）

製糸王が使った車

明治期の一般的な食事

懐石料理

◇コースの魅力-3
コース内の移動は、クラシック
カーや馬車などを利用。
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回遊（観光）ルート③ 須坂「映画資料ミュージアム」
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発地

① 上高井郡役所他、文化施設巡り

【１日ルート案】

所要：約20分

④ 文化財保存活用倉庫

着地

テーマ ターゲットイメージ 方向性 エリア

須坂「映画資料
ミュージアム」

・映画愛好層 誰しも子どもから青春時代にかけて自分の人生に影響を
与えた映画が一つはある。世代を問わず人気のある映画
をテーマに起用。倉庫に眠る小林創映画コレクションを文
化施設にテーマ・時代ごとに展示し、回遊促進を図る。

Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅲ・・・自然
Ⅳ・・・果物エリア

② 劇場通り（映像／東京庵）

③ 蔵の町並み（散策・買物）

⑥ 北信濃果物街道（買物）

所要：約60分徒歩7分

車で5分

車で15分

所要：約45分

所要：約15分

徒歩10分

昼食

必要な要素

斬新性

魅力向上
ポイント

回遊ルートのポイント

・ 倉庫に眠る膨大な映画関連資料（過去の映画ポスター、
映画雑誌など）を各文化施設に大胆に展示。

・ これらの映画関連資料に触れた市民・観光客が映画の
思い出を通じて、同伴者あるいは初対面の人と過去の
記憶を共に懐かしみ、楽しく語り合うシーンを創出。

・ かつて江戸東京博物館では日活が中心となり、大正時
代のポスターやチラシなどを活用した「特集展示 日本
映画の青春時代」を企画展示し、好評を博している。

・ 京都市のマンガミュージアムでは過去のマンガ週刊誌
のコレクションを中央の書架に配置（閲覧不可）。

・ 大量展示で迫力を増す
・ 関連主要映画も放映
・ AR／VRの活用
・ ガイド（ボランティア含む）

・ 文化財保存活用倉庫に収蔵されているポスター他資料の
整理（年代・テーマなど）

・ 期間限定のイベントなどを検討
・ AR／VRによる当時の劇場通りなどの再現

・ 東京庵では美空ひばりゆかりのかつ重を主人の語りと
ともに提供

・ 映写機操作体験、当時の女優体験、サポータークラブの
創設により、誘客強化・リピーター確保

所要：約20分

その他

⑤ 季節の楽しみ（桜・紅葉等景観）

車で15分 所要：約15分
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回遊（観光）ルート④ 老舗100年會菓子巡り
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発地

①盛進堂製菓舗

（例）巡り方は自由

所要：約20分

⑤ コモリ餅店

着地

テーマ ターゲットイメージ 方向性 エリア

須坂を代表する老
舗100年會の菓子
を巡る

・スイーツ愛好層
・老舗愛好層
・歴史愛好層

須坂老舗100年會に加盟する菓子店でミニ試食を準備。
有料チケット制で市民・観光客が各店舗を回遊し、消費
をもたらす。

Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅳ・・・果物エリア

②松風

④ 遠藤酒造

⑥ 糀屋本藤醸造舗

必要な要素

斬新性

回遊ルートのポイント

・ １日でまわれる老舗スイーツ巡り。チケット制のミニ試食
を準備し、回遊促進を図る。

・ 各店舗の間に楽しめる資源の立ち寄りを差し込み、
文化振興や町への興味関心強化を図る。

・ テーマ設定を決め、一斉に進めることで地域ブランディ
ングにもつなげていく

・ テーマ例（工女が愛した●●、シャインマスカット・ナガノ
パープルなど）

・ 老舗店ご主人から店舗の歴史や商品づくりのストーリー
語り

・ テーマ決め
・ 参画店舗による企画の合意
・ 店舗ごとのストーリー語り内容
・ 利便性の高いアクセス情報と駐車場情報

・ アプリとの連動（立ち寄り資源、駐車場の表示）
・ 映画との連動
・ 老舗サポータークラブの組成からリピート、EC連動
・ 北信濃果物街道でのスイーツ店舗展開
・ 須坂長野東IC施設内でのアンテナショップ展開
・ オリジナル製菓体験

その他

③二葉堂

⑦ 田中本家博物館

所要：約20分⑧ 北信濃果物街道（買物）

魅力向上
ポイント
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発地

① 文化施設（映像・ガイド説明）

【１日ルート案】

所要：約20分

④ ゆっ蔵んど（入浴・カフェ）

着地

テーマ ターゲット層 方向性 エリア

かつて大瀑布の傍らに
存在していた鉱山の町

・産業遺産愛好層
・自然絶景愛好層

日本のギアナ高地とも言われる迫力の大滝「米子大瀑
布」の目の前にかつて鉱山の町が存在した。当時の町と
人々のくらしを再現する。

Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅲ・・・自然

② 米子大瀑布

③ 米子不動尊

⑤ くすのきワイナリー（土産購入）

所要：約120分車で50分

車で8分

車で1分

所要：約20分

所要：約120分

車で60分

昼食（弁当）

再現に必要
な要素

斬新性

再現手法

回遊ルートのポイント

・ 米子大瀑布の絶景を楽しむだけでなく、鉱山（近代産業
遺産）の町のくらし、にぎわいをCGで再現する。

・ 最初に訪れる文化施設ではビジターセンター的役割を
果たし、観光客の関心を高める

・ AR／VRにて当時の町の様子（宿舎・郵便局・学校・索
道など設備・鉱山）をCGで再現する。過去の資料をも
とに人々がどのようなくらしをしていたのか、深堀りし再
現する

・ ビジターセンターでは行き方や注意点、見どころに加え、
当時の鉱山のまちのにぎわいや人々のくらしを映像とと
もにガイドが語る。

・ 当時の鉱山の町の資料など
・ 当時を知る方からの語り
・ AR／VRによる当時のまちの再現
・ 休憩所、トイレの整備

・ 鉱山の遺物が残っており、クラウドファンディング等
でアクセス整備資金の調達も考えられる

・ 絶景の廃墟グランピング地としての検討
・ 経路上で天然記念物ニホンカモシカ探しの要素を付加

（発見しやすいポイント提示など）
・ 地元で知られる超太根まがり筍やキノコ類の価値
・ ゆっ蔵んどで米子大瀑布他観光情報展開強化（映像・

ポスター）
・ 上杉謙信ゆかりの米子不動尊のPR強化

所要：約30分

その他
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テーマ ターゲット層 方向性 エリア

かつて大瀑布の傍らに
存在していた鉱山の町

・産業遺産愛好層
・自然絶景愛好層

日本のギアナ高地とも言われる迫力の大滝「米子大瀑
布」の目の前にかつて鉱山の町が存在した。当時の町と
人々のくらしを再現する。

Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅲ・・・自然

◇往時の米子鉱山
当時の生き生きとした生活が写真
から感じられる。

◇鉱山採掘跡地
今も残る鉱山跡地は、寒々と
した印象である。

◇CGで再現された鉱山
CGを使って再現することで、
往時の米子鉱山が生き生きと
蘇る。
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発地

① 北信濃果物街道（果物狩・買物）

【半日ルート案】

所要：約5分

④ ゆっ蔵んど（入浴）

着地

テーマ ターゲットイメージ 方向性 エリア

須坂が誇るぶどう・
りんごブレイクス
ルー

・果物狩り客
・カップル

シーズンには多くの市民・観光客が訪れる北信濃果物街道。
現在、果物狩りや生食の購入がメインとなっている。より
多面的に須坂のぶどうを市民・観光客が触れ、味わうため
のルート。

Ⅱ・・・臥竜公園
Ⅲ・・・自然
Ⅳ・・・果物エリア

② 果物畑遠景（写真撮影スポット）

③ 臥竜公園・動物園

⑤ 須坂の夕景（みのどうﾄﾝﾈﾙ付近）

所要：約10分車で10分

車で10分

車で10分

所要：約60分

所要：約120分

車で15分

軽食
魅力向上
ポイント

斬新性

回遊ルートのポイント

・ 北信濃果物街道では、ぶどう狩りとともにスイーツなど
を食べれる仕組み（キッチンカー）や生食以外の土産品
など購入の仕掛けを準備し、にぎわい拠点化を進める

・ 町なかのスイーツ提供店と連携し、新鮮かつ高級、写真
映えする商品を提供。写真映えするロケーションも設定
（洒落たテーブル・椅子などのしつらえ、背景に畑など）

・ ぶどう畑、りんご畑の遠景で絶景写真スポットの設定
・ 農園でのチラシあるいはアプリにより、次に行くべき資

源のリコメンドを実施
・ 臥竜公園、動物園あるいは蔵の町並みに誘導し、腹ごな

しのウォーキング。余裕があればおでんや蔵の町並みで
ワンハンドフードを堪能

・ ゆっ蔵んどで入浴、休憩、軽食
・ みのどうトンネル付近からの夕景または夜景を見て帰路

へ

・ 点在している果物の魅力を集積し拠点化することで
にぎわい創出（生産、加工、販売、サービス、体験）

・ 町なかへの引き込みの仕掛けづくり
・ 農園スタッフの語りを付加（生産にまつわる創意工夫、

努力、苦労話など）

・ ゆっ蔵んどでも次回リピートのための仕掛けづくりを実
施 （絶景の映像展開など）

所要：約80分

その他
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テーマ ターゲットイメージ 方向性 エリア

須坂が誇るぶどう・
りんごブレイクス
ルー

・果物狩り客
・カップル

シーズンには多くの市民・観光客が訪れる北信濃果物街道。
現在、果物狩りや生食の購入がメインとなっている。より
多面的に須坂のぶどうを市民・観光客が触れ、味わうため
のルート。

Ⅱ・・・臥竜公園
Ⅲ・・・自然
Ⅳ・・・果物エリア

◇須坂の果樹園
りんごやブドウがたわわに実る風景
は見事である。

◇果樹園の直売所
直売所の主人の語る話が面白い。

◇スイーツ
市内で須坂の果物を使ったケー
キやパフェを小規模店舗やキッ
チンカーで販売。
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発地

① 坂田山共生の森 駐車場

【半日ルート案】

所要：約30分

④ 蝶の民俗館（＝胡蝶庵）※休業中

着地

テーマ ターゲット層 方向性 エリア

人気アニメにちなんだ
資源巡り

・キメツファン
・ファミリー

須坂には竜の割石や炭焼き小屋など、人気アニメ「鬼滅
の刃」のストーリーにちなんだ資源が存在しており、人気
を博している。コスプレなどキャラになりきり写真撮影をし
て楽しむ市民・観光客の回遊・消費促進を図る。

Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅲ・・・自然

② 炭焼き小屋跡

③ 竜の割石

⑤ 須坂煎餅堂（蔵の町並み）

所要：約5分徒歩5分

車で15分

車で15分

所要：約10分

所要：約20分

徒歩1分

回遊・消費
促進ポイント

回遊ルートのポイント

・ 竜の割石付近に関連写真撮影パネルの設置（版権など
留意）

・ 主要な女性キャラクターと同様の名前、テーマを有する
蝶の民俗館（胡蝶庵）はルートに入れるとともに関連商
品の展開など有効活用が考えられる。※現在休業中

・ 須坂煎餅堂ではキャラクターの羽織をモチーフとした煎
餅を既に販売しており、好評を博している。ここから蔵
の町並みに回遊させることも検討可能。クラシック美術
館の縁側など、アニメに近い描写が見られる。

・ 時間的に余裕があれば、坂田山共生の森のウォーキン
グコースをファミリーで楽しむことも可能。

・ 蔵の町並みや旧上高井郡役所・旧園里学校など、アニメ
の時代背景と同じ大正時代のロケーションを掘り出し、
撮影スポットとして提案する方法がある。

・ 映画をのりしろとして、文化財保存活用倉庫などへの誘
導を図ることも考えられる

・ 須坂煎餅堂のように版権に触れない程度に関連の商品
・サービスづくりを行う

・ 大正時代を感じさせる建物内での宿泊、食事体験の提
供を行う

・ 商品・サービス機能のない資源が多い中、消費促進の
仕掛け・企画が必要

その他

所要：約100分

⑥ ゆっ蔵んど 昼食
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② クラシック美術館

【ルート案】

所要：約20分

⑤ 旧小田切家住宅

テーマ ターゲット層 方向性（地域の課題解決の方向性の具体化） エリア

須坂の製糸業のあゆみ ・歴史愛好層
・歴史的建造物愛
好層

ここ須坂の産業（製糸業）発展から、人口の増加に歩調を
合わせた様々な商業の発展の歴史に触れ、須坂市に今
なお続く100年企業が30社近くも活躍している背景を知
り、より深く須坂市を知ってもらう。

Ⅰ・・・蔵の町並み

③ ふれあい館まゆぐら

④ 旧越家住宅

⑥ 旧上高井郡役所

所要：約20分徒歩10分

徒歩3分

徒歩10分

所要：約20分

所要：約20分

徒歩1分

お茶

ルートの魅力を向上させる要素

• 文化財だけを巡る人は少なく、回遊の合間に休憩も兼ねて地元
の美味しいスイーツなどを食べることが、まるごと博物館めぐりの
満足度をさらに高める要素であり誘客のポイントである。。回遊
中のおすすめ飲食店等のインフォメーションをアプリなどで適時
行うことが不可欠。

• ガイディングは製糸業や越寿三郎を起点に行うことで、町の発展
の様子を理解しやすい。また、越寿三郎や工女の人間らしい部分
を語ることで興味・関心を喚起しやすくなる。

• 旧越家住宅では、住宅の素晴らしさだけでなく、製糸会社を他県
まで拡大し、多角化により中部電力の前身である「信濃電気株式
会社」を創設した経営手腕、さらに工女養成、未就学児童の教育、
商業教育にまで携わった人物像をガイドの話に盛り込む。

• 製糸業発達の原動力となった扇状地の水流と水車の存在など、
地理的要因からの製糸業発展の歴史についてガイドが語る。

• 当時の工女たちの職場やプライベートでの過ごし方を語りで再現。

• お年寄りのガイドが、語りの中で昔を再現する。
• 昼食時間は、田中本家に立ち寄り、江戸時代の再現料理「橘御

膳」を味わう。
• 田中本家博物館に眠る接待古文書「諸客賄方控帳」などを詳細

に解読し、現代に蘇らせてルートの魅力の幅を広げる。

所要：約20分

① 蔵のまち観光交流センター

徒歩1分

⑧ 蔵のまち観光交流センター

徒歩10分

和服着用

⑦ 田中本家博物館

徒歩15分 所要：約60分

食事
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② 笠鉾会館

【ルート案】

所要：約20分

⑤ 野辺町 来迎念仏

テーマ ターゲット層 方向性（地域の課題解決の方向性の具体化） エリア

須坂の民俗芸能を知る ・歴史愛好層
・地域芸能愛好層

民俗芸能の保存という点で、須坂は全国的にも稀なほど
民俗文化が残っている。日本の地方都市に栄えた昔の文
化を知ることで、須坂の価値を一層高めることができる。

Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅲ・・・自然

③ 上八町 霧原大元神社（赤熊）

④ 下八町 高井八守神社 太々神楽

⑥ 村山町 獅子狂言 梅川

所要：約20分車で10分

車で3分

車で１０分

所要：約20分

所要：約20分

徒歩1分

・ 上八町の赤熊、下八町の太々神楽などの民俗文化財は通常み
るこ とができないため、蔵のまち交流センターで資料映像を見
てもらい、 その後それぞれの地域や神社などを巡ってもらうよう
にする。

・ルートが広範囲に渡るため、車での移動となるが、途中湯っ蔵ん
どに立ち寄るなど、休憩のコース案内も必要。

・観光客や市民が参加が可能なシーン（祭りなど）を案内し、部分
的にでもともに参加してもらう。

・江戸末期から伝えられてきた獅子狂言などの伝承は、現在まで
保存されているものは全国的に極めて少なく、絶滅に瀕している。
須坂市では、近年保存会を結成して鋭意伝承につとめている。上
八町、福島、塩野、村山各町にそれぞれ「くずの葉」「安珍清姫」
「和藤内」「梅川」などが残っており、全国的に珍しい地域である。

・地域の産業や生活との関連で、民俗文化を説明することにより、
聞き手に対しより大きな興味を抱かせることができる。

・神楽や狂言の映像記録を定期的に公開。
・神楽や狂言の練習風景を公開。
・保存会の人たちと、観光客・市民の交流の場を設定。
・年に一度「民俗文化芸術祭」を開催。
・その映像をアプリ上に取り込む。
・ルート訪問の際の、それぞれの民俗文化財の関係者による説明。

所要：約20分

①蔵のまち観光交流センター

徒歩1分

着地

⑦ 湯っ蔵んど

所要：約６0分

日帰り入浴

ルートの魅力を向上させる要素
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② クラシック美術館

【ルート案】

所要：約40分

⑤ 湯っ蔵んど

テーマ ターゲット層 方向性（地域の課題解決の方向性の具体化） エリア

須坂の生み出した文化
芸術に触れる

・美術品愛好層
・服飾美術愛好層

小さな博物館であるが、展示されているものだけでなく、
そこに関わった人物に非常に価値を感じさせる博物館で
ある。人に焦点を当てて、興味を抱かせる工夫をする。

Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅱ・・・臥竜公園

③ 須坂版画美術館

④ 世界の民俗人形博物館

所要：約30分

車で3分 所要：約30分

車で7分

お茶

・3つの美術館・博物館への移動の途中にオープンガーデンを散策。
・途中のカフェに立ち寄るなど、文化芸術に直に触れるだけでなく、
須坂というまちそのものを楽しむコースとする。

・世界の民俗人形博物館に飾られる30段の雛飾りの見事さや、小
池千枝が生み出した日本の服飾デザインの価値を語る。

・戦争で夫を亡くし、文化服装学院に教員として返り咲いたあと、9
年後には38歳で2人の娘を実家においてフランスに留学するな
ど、ドラマチックな小池千枝の人生を語ることが必要。

・小池千枝氏が輩出したコシノヒロコ、コシノジュンコ、高田賢三、
金子功、松田光弘、山本耀司などのデザイナーの人物像と文化
服装学院について触れる。

・民俗人形博物館２階のラウンジの眺望を活用。

・美術館内に工房を作り、作家と触れ合う機会を作る。
・小池千枝氏の映像を大画面で放映。
・文化服装学院の学生と地元作家とのトークライブの開催。
・信州小布施北斎館との連携で、「版画技術の今と昔」など版画に
関するイベントの共同企画実施。

所要：約30分

①蔵のまち観光交流センター

徒歩1分

徒歩1分

着地

ルートの魅力を向上させる要素
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② 芝宮

【ルート案】

所要：約60分

⑤ 田中本家博物館

テーマ ターゲット層 方向性（地域の課題解決の方向性の具体化） エリア

須坂藩堀家の足跡をた
どる

・歴史愛好者層 須坂藩の代々の藩主のいわれのある場所を訪れる。田
中本家には小林一茶が度々訪れた際の句が残っている。
「涼しさや縁からすぐに川手水」（文政句帖）

Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅱ・・・臥竜公園

③ 奥田神社

④ 13代藩主直虎霊廟

所要：約２0分

籠で5分 所要：約30分

車で7分

食事

・田中本家博物館での食事もこのルートの魅力の要素である。
・江戸時代の幕藩体制における須坂藩のポジション、藩主の生活振
り、地方の藩財政を維持する藩主の苦労や人柄などを含めて、ガ
イドが語れると、堀家への興味・関心を強化することができる。

・太鼓橋は神様が渡る道として人が渡れないように急になっており、
永六輔が「渡れない橋」として紹介したが、須坂の人たちは子供の
ころ太鼓橋で遊んだ経験を持つ人が多い。そんな身近な資源とし
て芝宮神社を語る。

・蔵の町観光交流センターでは、直虎の時代の町並みや、人々の暮
らし、産業などについて幅広い知識を提供。

・芝宮の美しい庭や真新しい太鼓橋をCGで再現。
・臥竜公園でお殿様の衣装を貸し出し、着替えた後は籠に乗って田
中本家博物館まで移動。須坂のお殿様が利用したといわれる裏通
路から入館する。

所要：約２0分

① 蔵のまち観光交流センター

徒歩1分

徒歩1分

所要：約30分

⑥ 円光寺の太鼓堂・普願寺の鐘楼
石畳の道を散策

籠で1分

ルートの魅力を向上させる要素

公園内で衣装着用

⑦ 臥竜公園 衣装返却

籠で5分

・田中本家博物館では、江戸時代の再現料理と須
坂藩のお殿様が好んだ江戸家主貞良（かすてい
ら）を味わう。

・円光寺太鼓堂は中に入って登れるようにする。
・田中本家博物館や普願寺の周辺に残る古都を思
わせる石畳などの景観を、写真撮影スポットとし
て活用する。
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テーマ ターゲット層 方向性（地域の課題解決の方向性の具体化） エリア

須坂藩堀家の足跡をた
どる

・歴史愛好者層 須坂藩の代々の藩主のいわれのある場所を訪れる。 Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅱ・・・臥竜公園

籠に揺られてお殿様
気分。

須坂のお殿様が使った
「お忍びの門」から入る。
実はこれ、財政難に苦し
んだお殿様が、豪商のと
ころへこっそり借金をし
に来たときに利用された
そうな。

江戸時代の再現料理を
味わいたい。

食事の後は、
庭で記念撮
影。
さっそく
Instagram
に投稿するの
もいいだろう。

豪商の館に到着！

籠に乗るのにも、実は
かなりコツが必要です。
須坂市で是非試した
いもののひとつです。
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② 臥竜公園

【ルート案】

所要：約40分

⑤ ゲストハウス蔵

テーマ ターゲット層 方向性（地域の課題解決の方向性の具体化） エリア

須坂まちなかの自然を
味わう

・自然愛好者層
・身近な自然を味
わいたい層

須坂のまちなかの自然を楽しむ。
ちょっとライトな感覚で須坂の「自然」に触れるコース。

Ⅰ・・・蔵の町並み
Ⅱ・・・臥竜公園

③ 臥竜山（根あがりねじれ松）

④ 蝶の民俗博物館

所要：約30分

車で3分 所要：約20分

徒歩5分

お茶

・軽装で味わえる山歩きと、蔵の町並みの両方を味わうコース。
・臥竜公園では名物黒おでんを食べる。
・ゲストハウスでは須坂のシャインマスカットをアレンジしたスィーツ
を楽しむ。

・途中「おやき」の店を見つけて入るのもよい。

・景観を楽しむだけでなく、須坂の町を作った土木技術や、水力の
活用、石垣を築く技術などについても説明を加える。

・人工池である臥竜公園の池が作られた背景などについてガイドが
語る。

・先進的技術を有していた須坂の土木技術の歴史などにふれる。

・臥竜山から町を見下ろすと、CGで再現された須坂の町並みを見
ることができる。

・古代、中世、明治・大正期の風景をそれぞれ見ることができる。

所要：約30分

① 蔵のまち観光交流センター

車で5分

車で5分

着地

ルートの魅力を向上させる要素
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② 五味池破風高原

【ルート案】

所要：約60分

⑤湯っ蔵んど

テーマ ターゲット層 方向性（地域の課題解決の方向性の具体化） エリア

須坂の郊外の自然を味
わう

・自然愛好者層 須坂の自然を楽しむ。 Ⅱ・・・臥竜公園
Ⅲ・・・自然

③ 米子大瀑布

④ 峰の原高原

所要：約90分

車で2０分 所要：約20分

車で3０分

・かなりヘビーな須坂の「自然」散策コース。
・須坂の高原地帯の素晴らしい景観を満喫するコース。
・車での移動も歩行距離も長くなるコースなので、帰路は湯っ蔵ん
どで入浴し疲れをいやす。

・米子の鉱山の歴史についての説明を加え、鉱山の果たした役割に
ついての興味を起こさせる。

・米子大瀑布の絶景を楽しむだけでなく、鉱山（近代産業遺産）の
町のくらし、にぎわいをCGで再現。

・当時の町の様子（宿舎・郵便局・学校・索道など設備・鉱山）をCG
で再現する。

・滝の上からバンジージャンプで飛び降りるような視覚体験や、滝
の上流からカヤックに乗ったまま滝を滑り落ちるような視覚体験
ができる（CG技術の採用）。

所要：約30分

① 蔵のまち観光交流センター

車で30分

車で30分

着地

日帰り入浴・食事

ルートの魅力を向上させる要素
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② 大日向観音堂しだれ桜

【ルート案】

所要：約１５分

⑤ 豊丘地域の桜

③ 旧園里学校 （資料館見学）

④ 弁天さんしだれ桜

所要：約１５分

車で5分 所要：約１５分

車で5分

・千曲川や百々川の桜並木のも美しいが、郊外にひっそりと咲く枝垂
れ桜も素晴らしい。その桜が満開に咲いている様子を蔵のまち観光
交流センターに設置する特大パネルで見せる。

・
・帰路は湯っ蔵んどに立ち寄り、日帰り入浴や食事を楽しむ。

・天然記念物に指定されるほどの桜が須坂市に多く存在すること
を説明。

所要：約１５分

① 蔵のまち観光交流センター

車で15分

車で5分

テーマ ターゲット層 方向性（地域の課題解決の方向性の具体化） エリア

須坂の郊外の様々な桜
を味わう

・自然愛好者層 須坂市郊外にある古木に咲き誇るさまざまな桜を楽しむ。 Ⅲ・・・自然

着地

所要：約60分

⑥湯っ蔵んど 日帰り入浴・食事

車で5分

ルートの魅力を向上させる要素
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② 本郷大塚古墳

【ルート案】

所要：約40分

⑥ 石小屋洞穴

テーマ ターゲット層 方向性（地域の課題解決の方向性の具体化） エリア

須坂の古墳群めぐり ・遺跡・古代史愛
好者

須坂市内の古墳群をまわり、扇状地に広がりを見せた古
代の歴史に思いをはせる。

Ⅱ・・・臥竜公園
Ⅲ・・・自然

④ 八丁鎧塚

所要：約２0分
車で20分

車で10分

・古墳巡りのルートは遠隔にあるため、車での移動時間が長くなる。
途中の立ち寄りポイントや休憩ポイントについての情報を加える
ことで、ルートの魅力を向上させる。

・パウンドケーキ「八丁鎧塚」の案内も是非加えたい。

・扇状地の周辺に古墳が多く存在する歴史的背景などを観光交流
センターでガイドが解説。

・今から1万年前の縄文人も栗を食べていた。保存が容易な上に、
どんぐりや栃の実のようにアク抜きの必要がない栗は、縄文人た
ちの主食。青森県の三内丸山遺跡では、ある時期から周囲のナ
ラやブナの林が急に栗の林に変わっている。日本人は米よりも先
に栗を作っていた。

・市立博物館で、考古学資料を展示。
・須坂の古墳ができた時代を再現。
・当時の食生活などを再現して見せる。
・湯っ蔵んどのカフェで、栗を使って古代人が食べていた調理法と
思われる栗料理を提供。

所要：約２0分

① 蔵のまち観光交流センター

車で10分

⑦ 湯っ蔵んど

車で15分

徒歩1分

所要：約６0分

着地

日帰り入浴

③ 市立博物館
所要：約２0分

ルートの魅力を向上させる要素
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② 井上氏城跡

【ルート案】

所要：約40分

⑤ 果物街道

テーマ ターゲット層 方向性（地域の課題解決の方向性の具体化） エリア

須坂の城跡めぐり ・歴史愛好者 須坂市内の山城跡をまわり、中世の歴史に思いをはせる。 Ⅲ・・・自然
Ⅳ・・・果物エリア

③ 須田古城跡

④ 大岩城跡

所要：約20分

車で3分 所要：約20分

車で15分

ルートの魅力を向上させる要素

・車での移動時間が長くなるので、途中の立ち寄りポイントや休憩
ポイントについての情報を加えることで、ルートの魅力を向上させ
る。城跡巡りのあとは、果物街道でフルーツ狩りを楽しんだり、カ
フェでスィーツなどを楽しむ。

・古城が多く存在する歴史的背景などを観光交流センターでガイド
が解説。

・城跡でアプリを立ち上げて人物を写すと、お殿様の衣装を着てい
る映像になる。

所要：約４0分

① 蔵のまち観光交流センター

車で10分

車で1分

着地

果物狩り・カフェ

◇須坂の城跡巡りのツアータイトルを作り、ステッカーを配布する
など、特別感を出すのもよい。
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本業務における用語法

仕様書では、広告・販売促進が検討すべき事
項として並記されている。
だが「広告」・「販売促進」については、明

確に峻別するような確立された定義が無い。
一般的には、以下のような使い分けがなされ

ている。

・広 告：地域・製品等の価値等の情報を原則、有
償で訴求・伝達すること。

・販売促進：地域・製品等の利用・購買に係るアク
ションを誘発すること。

価値等の情報の訴求・伝達も、利用・購買に
係るアクションの誘発に繋がり得るため、両者
を厳密に峻別することは難しい。

本業務では、以上のような認識の下、右図の
ように両者を「地域・製品等の利用・購買に係
るアクションを誘発すること」という販売促進
の一般的な定義に包含するとともに、「地域・
製品等の価値等の情報の原則、有償での訴求・
伝達すること」という情報発信に係るものを、
広告として抜き出して取り扱うこととする。

販売促進

～利用・購買に係るアクション
の誘発～

広告

～価値等の情
報の訴求・伝達

～

株式会社事業開発推進機構
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AIDMA

存在の認識(Attention)

関心の喚起(Interest)

欲望の想起(Desire)

記憶の定着(Memory)

利用・購買(Action)

AISAS

存在の認識(Attention)

関心の喚起(Interest)

詳細の検索(Search)

利用・購買(Action)

情報の共有(Share)

意思決定過程理論の参照

地域への来訪や製品等の利用・購買の決定に至るまでには、一般的に一定の認識段階を踏む
ことが知られている。認識・意思決定段階のモデルは多様だが、本業務では代表的な購買の意
思決定過程として知られている、以下のような「AIDMA」あるいは「AISAS」の理論を参照し
て、戦略を定めることとする。

株式会社事業開発推進機構
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AIDMA

存在の認識(Attention)

関心の喚起(Interest)

需要の想起(Desire)

記憶の定着(Memory)

来訪・利用・購買(Action)

AISAS

存在の認識(Attention)

関心の喚起(Interest)

詳細の検索(Search)

来訪・利用・購買(Action)

情報の共有(Share)

須坂市のポジション

須坂市の認識度については、本業務に関して実施したWEB調査・グループ・インタビュー調査
等の結果でも、「AIDMA」あるいは「AISAS」の理論に照らすと、「存在の認識」・「関心の喚
起」が必要な段階である。本業務ではこうした須坂市のポジションを意識して、広告・販売促進
に関しても、これら2つの段階からステップアップしていく、すなわち「無関心層を関心層に、そし
て利用・購買層に変えていく戦略」に注力する。

株式会社事業開発推進機構
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広告媒体の類型化

広告に利用することが可能な、多様な媒体がある。以下、代表的な媒体を類型化して、
各類型毎の大括りでの特徴を概観する。
広告の実施に当たっては、地域への来訪や製品等の利用・購買の意思決定段階に応じ

て、単独の媒体だけでなく、複数の媒体を組み合わせたり、利用する媒体を変化させた
りしていくことになる。

株式会社事業開発推進機構

媒体類型 概　要 代表的な媒体 特　徴 注意点 特に有効な意思決定過程

・テレビ

・全国紙

・インターネット広告

　(マルチ対象層型)

・雑　誌

・ラジオ

・地 方 紙

・屋外広告

・交通広告

・インターネット広告

　(対象層細分化型)

・専 門 誌

・新聞折込、チラシ

・SNS

・インターネット広告

　(対象層細分化型)

・ダイレクト・メール

・高額な情報発信経費

・専門的情報発信が困難

・媒体としての視聴度等

　の低下

「存在の認識」～「関心

の喚起」

・マス媒体よりも相対的に

　情報伝達範囲が限定的

・マス媒体より、一般的に

　視聴度が低目

・媒体の信頼度確保が必要

「欲望の想起」・「詳細

の検索」～「利用・購

買」・「情報の共有」

「存在の認識」～「欲望

の想起」

・想定対象層への効率的な

　アプローチ

・媒体の信頼度確保が必要

マス媒体

ミドル媒体

パーソナル

媒　体

・一般的に大きな認知度獲

　得が可能

・広域・短時間での情報伝

　達が可能

・特定対象層へのきめ細や

　かな訴求・伝達が可能

・専門情報の発信も可能

・ある程度、細分化した範

　囲への情報伝達に好適

・マス媒体よりは相対的に

　低コスト

　複数の都道府県、

場合によっては全国

に跨る情報伝達に適

した媒体

　市町村、都道府県

等、生活行動を同一

にする範囲への情報

伝達に適した媒体

　個人の趣味趣向を

意識した、情報伝達

に適した媒体

５－１．広告戦略
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主要媒体の趨勢

広告で用いられる主要な媒体について、マス媒体を中心として、広告費の変遷を基準
に概観する。(前頁の類型と用語法・統計基準とが異なる。)
以下のように、従前、中核となっていたマス媒体が退潮となり、SNSをはじめとしたイ

ンターネット関連の媒体が大きな伸びを示していることがわかる。
本事業に関しても、こうした趨勢を意識した戦略を採用する。

株式会社事業開発推進機構

(2019年・電通調査に基づき作成。単位：億円)

５－１．広告戦略

94



基本的な広告媒体の使い分けと用途

須坂市の置かれている状況、媒体ごとの特性や推移等を考慮し、基本的に以下のよう
な広告戦略を採用する。

株式会社事業開発推進機構

無関心層の

関心層化

• マス媒体を軸にした広告展開

• 市の知名度・認知度を向上し、無知・無関心層を関心層化

関心層の潜在
顧客層化

• ミドル媒体、パーソナル媒体を軸にした広告展開

• 関心層の更なる関心や市への来訪・利用・購買需要を喚起

潜在顧客の顧客、
伝達者化

• パーソナル媒体を軸にした広告展開

• 潜在顧客層の、実際の来訪・利用・購買意欲を喚起

• 自身の来訪・利用・購買等の反復や、他者への情報伝達も促進

５－１．広告戦略

95



基本的な広告戦略

株式会社事業開発推進機構
５－１．広告戦略
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対象層の須坂市に対する認知・関心度を基準に、以下のような広告戦略を採用する。
今後、個別事業計画の精緻化に応じて、適宜修整・適正化していく。

AIDMA AISAS 類型 媒体例

須坂を知らない層 マス媒体

・インターネット広告

　(マルチ対象層型)

　(市関連サイト含む)

・テレビ・全国紙等を

　併用すれば更に有効

・「須坂市」という“存在自体”

・長野市・小布施町に隣接した立地

須坂に関心が薄い層

マス媒体

ミドル媒体

・インターネット広告

　(マルチ対象層型)

　(市関連サイト含む)

・地方紙

・交通広告

・インターネット広告

　(対象層細分化型)

・専門誌

・ぶどう等の果物、蔵の町並み、文化財保存活用倉庫、米子

　大瀑布や鉱山跡等、戦略エリアや市が有している独自性の

　強い特徴

・上記で例示したもの等、市の特徴や訴求力の強化に資する

　特定のテーマによる“一点突破”型での情報発信

・専門誌の場合、宣伝よりも“記事扱い”化を誘発

須坂への来訪等を望む層 需要想起

・インターネット広告

　(対象層細分化型)

・交通広告

・上記で例示した戦略エリアや市が有している独自性の強い

　特徴から派生する生活・文化・滞在等がもたらす、飛び切

　りの体験・楽しみ

須坂の親派・ファン 記憶定着

・上記で例示した戦略エリアや市が有している独自性の強い

　特徴に関連した行催事、旬の産品情報、ユニークな人物・

　話題・出来事等

来訪・利用・購買者

・上記で例示した戦略エリアや市が有している独自性の強い

　特徴に関連した期間限定行催事、お得なお知らせ等の利

　用・購買誘発情報

須坂情報の拡大再生産者
来訪・利

用・購買

情報共有

情報拡散

・実際に来訪・利用・購買した人による評価

・戦略エリアを中心とした、今後の予定、展開

関心喚起

詳細検索

来訪・利用・購買

・インターネット広告

　(対象層細分化型)

・SNS

ミドル媒体

パーソナル

媒体

パーソナル

媒体

対象層
意思決定過程 利用媒体

広告コンテンツ・訴求ポイント

認知促進



具体的な広告の仕組み

[提供する情報の特性]
〇「まるごと博物館」という馴染みの薄い概念

→丁寧な説明が必要不可欠
＝パーソナル媒体に軸足を置いた広告展開

[広告の仕組み]
〇利用媒体

・マス媒体・ミドル媒体で認知・関心度向上
↓

・SNSや専門サイト等、パーソナル媒体に早
期に誘導、重点はパーソナル媒体

〇パーソナル媒体で提供する主なコンテンツ等
・単なる情景でなく、動画等による疑似体験
・アバター等も活用し、親近感を醸成
・アプリによるプッシュ型の高鮮度情報の組

み合わせによる来訪・利用・購買の強化
・「ファンクラブ」的な来訪・利用・購買者

の組織化と高濃度な情報の優先的提供
・インフルエンサーや体験者による自発的拡

散による関心層や来訪・利用・購買層の拡
大再生産

株式会社事業開発推進機構

馴染みの薄い概念

↓

丁寧な説明が必要不可欠

パーソナル媒体を

重要視した広告展開

疑似体験等で親近感醸成

アプリ等との連携

ファンクラブ的組織の組成

体験者による自発的拡散
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「蔵の町並み」を例にした広告展開①

第1段階～関心層の生成～
〇媒 体
・既存の須坂市等のサイト
・観光案内等のパンフレット、ハンズア

ウト類
・信濃毎日新聞等のローカルメディア

〇対象層
・全方位(マルチ対象層)

→関心層、来訪・利用・購買層への初
期段階のアプローチ

〇コンテンツ
・須坂市自体の存在
・重要な特徴としての蔵の町並みの存在
・市民向けには、蔵の町並みの潜在的な
価値や可能性

〇期待効果
・関心の喚起
・より深い情報への関心、具体的なアク
ションの誘発

株式会社事業開発推進機構

第2段階～来訪・購買層の形成～
〇媒 体
・長野電鉄・長電バス等の交通広告
・観光案内等のハンズアウト
・Go NAGANO等の観光専門サイト

〇対象層
・長野県内、特に北信エリアへの関心層
・蔵の町並みでのより魅力的体験を希望
する市民

〇コンテンツ
・蔵の町並みで行われる行催事、体験プ

ログラム
・単なる行催事情報や静止画による情景

紹介でなく、訪問で“体験可能なプロ
グラム”

〇期待効果
・来訪、施設・行催事・プログラムの利

用、関連した購買の誘発
・より深い情報を得られるLanding Page

やSNS等への誘導
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「蔵の町並み」を例にした広告展開②

第3段階～来訪・利用・購買の誘発～
〇媒 体
・観光情報専門サイト、旅行会社のサイ
トへのネイティブ広告・インフィード
広告(記事と一体化した広告)

・町並み観光に係るインフルエンサーの
SNSでの告知

・町並み観光に係る検索と連動したリス
ティング広告(検索時に掲示する広告)

〇対象層
・蔵の町並みの散策・各種体験等のアク

ティビティに対する関心層

〇コンテンツ
・蔵の町並みの散策、古い建物での食事、
着付、茶道、香道等の体験プログラム

・サイト上での簡易の疑似体験

〇期待効果
・蔵の町並みでの行催事・各種プログラ

ムへの参加、関連購買の誘発

株式会社事業開発推進機構

第4段階～情報拡散・親派の拡大再生産～
〇媒 体
・町並み観光に係るインフルエンサーの

SNSでの告知
・町並みを実体験した人のSNSでの紹介

〇対象層
・町並みを実体験した人の友人・知人

〇コンテンツ
・町並み散策、趣のある建物内での食事、
着付け、茶道、香道等の体験プログラ
ムの感想・評価(特に市民の生の声)

・ファンクラブ的組織への勧誘
・サイト上での類似の疑似体験
・アプリや関連LPへの誘導

〇期待効果
・蔵の町並みでの具体的な行催事・各種

プログラムへの参加・関連購買者を通
した関心層・顧客層の拡大再生産

・第三者的情報として、関連した情報全
体の信頼度の向上
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販売促進手法の類型化
販売促進手法は多様化している。代表的な手法を類型化して、その特徴を概観する。

株式会社事業開発推進機構

媒体類型 概　要 代表的なやり方 特　徴 注意点 特に有効な意思決定過程

情報発信

　地域・事業者自体

による、直接的な訴

求すべき地域・拠

点・製品に関連した

情報の発信

・サイト

・看板、サイネージ

・SNS

・メール・マガジン

・発信者自身の意図に則し

　た情報発信が可能

・発信した情報に対する反

　応への、柔軟な対応が可

　能

・魅力的な情報発信に係る

　利用媒体毎の魅力化につ

　いての専門的知見が必要

・高頻度での情報更新、新

　たな情報提供が重要

「欲望の想起」・「詳細

の検索」～「利用・購

買」・「情報の共有」

紹介・斡旋

　友人・知人、イン

フルエンサー、有力

関連サイトを介した

情報伝達

・紹介キャンペーン

・アフィリエイト・プ

　ログラム

・親近感のある相手を介し

　たアプローチで、信用力

　が相対的に高目

・紹介・アフィリエイト元

　の選別、信頼度維持

「存在の認識」～「関心

の喚起」

イベント

　情報伝達、来訪・

利用・購買誘発のた

めの各種行催事

・大都市等での情報発

　信、産品配布・販売

・収穫祭等の賑やかし

・一般的に想定した対象層

　との直接的なコミュニ

　ケーションが可能

・類似の取り組み、競合す

　る出店者等との間での明

　確な差別化

「欲望の想起」・「詳細

の検索」～「利用・購

買」・「情報の共有」

試用・試行

　実際の利用・購買

に先立っての、気軽

な試用や試行

・モニター・ツアー

・試食、試着、試技

・利用・購買に係る疑問や

　不安の解消による安心感

　の醸成

・試用・試行に係るコスト

　の甘受・収益での回収

「欲望の想起」・「詳細

の検索」～「利用・購

買」

価格訴求

　比較的低い価格の

設定による値頃感の

訴求

・クーポン配布

・割引セール

・買い易さで一時的な需要

　増を誘発しがち

・拠点・製品の魅力強化に

　よる継続利用・購買の

　努力が必要

「欲望の想起」～「利

用・購買」

優　待

　利用頻度、買い上

げ金額等が上位の層

の組織化・囲い込み

・高頻度利用・購買者

　優待プログラム(FSP)

・ファンクラブ、友の

　会等の利用者組織

・安定した利用者・顧客の

　確保が可能

・優良顧客との親密で継続

　的な関係構築が可能

・プログラムや組織自体の

　魅力の維持・強化

「利用・購買」・「情報

の共有」

広　告

　地域・製品の価値

等の情報を原則、有

償で訴求・伝達

・パーソナル媒体から

　マス媒体まで多様

・詳細は前掲

・認識段階毎、多様な手法

・デジタル時代に対応した

　新たな手法も増加

・一般的に高コスト

・情報の信頼度確保

「欲望の想起」・「詳細

の検索」～「利用・購

買」・「情報の共有」
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基本的な販売促進戦略

株式会社事業開発推進機構
５－２．販売戦略
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対象層の須坂市に対する認知・関心度を基準に、以下のような販売促進戦略を採る。
今後、個別事業計画の精緻化に応じて、適宜修整・適正化していく。

AIDMA AISAS

須坂を知らない層

・サイト、看板、SNS、メール・マガジ

　ン等での情報発信

・広告(マス媒体・前掲)

・「須坂市」という“存在自体”の訴求の理解促進

・長野市・小布施町に隣接した立地

須坂に関心が薄い層

・紹介、アフィリエイト、イベント、試

　用・試行等

・広告(マス媒体・ミドル媒体・前掲)

・ぶどう等の果物、蔵の町並み、文化財保存活用倉庫、米子

　大瀑布や鉱山跡等、戦略エリアや市が有している独自性の

　強い特徴を、信頼度の高い情報源や、実際に試せる機会を

　利用して、理解し易く噛み砕いた形で訴求

須坂への来訪等を望む層 需要想起

・収穫祭等の季節感や限定性のあるイベ

　ント、モニター・ツアー等

・広告(ミドル媒体・パーソナル媒体・

　前掲)

・上記で例示した戦略エリアや市が有している独自性の強い

　特徴から派生する生活・文化・滞在等がもたらす、飛び切

　りの体験・楽しみを手軽に試すことが出来るプログラム

須坂の親派・ファン 記憶定着

・上記で例示した戦略エリアや市が有している独自性の強い

　特徴に関連した行催事、旬の産品を大きな負担無く利用・

　購買出来るクーポン等

来訪・利用・購買者

・高頻度利用・購買者に対する恩恵・優待の強調

・継続的な利用・購買のためのファンクラブ的な受け皿

須坂情報の拡大再生産者
来訪・利

用・購買

情報共有

情報拡散

・実際に来訪・利用・購買してみての高い評価の訴求

・ファンクラブ的な組織とした、他者への高評価の拡散によ

　る須坂親派の拡大再生産

対象層
意思決定過程

販売促進実施上のポイント

認知促進

関心喚起

詳細検索

・来訪者へのクーポン配布等の価格訴求

・高頻度来訪・購買者の組織化等の優待

　による再来訪の促進

・友人・知人への信頼度の高い情報の発

　信、須坂親派の拡大再生産

・広告(パーソナル媒体・前掲)

来訪・利用・購買

重要視する販売促進手法



具体的な販売促進の考え方

[須坂市の有する価値]
〇本物で価値が高いが表面的にはわかりづらい

→信頼度の高い情報、実体験での確認が有効

[販売促進の展開]
〇重要視する手法

・情報発信、広告による基礎的な認知・関心
度向上

↓
・紹介・斡旋による信頼度の高い情報源から

の価値の伝達
・イベント、試用・試行による利用・購買

への誘導
・高頻度利用・購買者優待による安定した

親派の維持・拡大

〇販売促進展開の上でのポイント
・紹介・斡旋プログラムの強化による、信頼

度の高い情報源の拡大
・イベント、試用・試行プログラムによる、

実際に価値を確認出来る仕組みの重要視
・高頻度利用・購買者優待プログラムによる

須坂親派や利用・購買層の拡大再生産

株式会社事業開発推進機構

表面的にわかりづらい価値
↓

信頼情報、実体験が重要

紹介・斡旋

試用・試行

高頻度利用・購買者

優待プログラム

信頼度高い情報源の拡大

価値を確認出来る

仕組みの重視

利用・購買者の拡大再生産
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「ぶどう」を例にした販売促進の展開①

第1段階～価値の伝承と関心層の生成～
〇手 法

・既存の須坂市等のサイト、メール・マ
ガジン、SNS

・信濃毎日新聞等の記事

〇対象層
・全方位(マルチ対象層)
→関心層、来訪・利用・購買層への初

期段階のアプローチ

〇重要視する点
・須坂市自体の存在
・非常に価値のあるぶどうと、ぶどうを
介した生活や楽しみの存在

〇期待効果
・関心層の発掘・抽出
・ぶどうやぶどうを介した楽しみが存在
することに関する認識の共有

株式会社事業開発推進機構

第2段階～信頼度・関心度の向上～
〇手 法

・「おいしい信州ふーどネット」・「し
あわせ信州」等の食・資源専門サイト

・ぶどう関連のインフルエンサーのSNS

〇対象層
・ぶどう等、高質な農産品への関心層
・ぶどう狩り、ワイン、関連したレシピ
等に係る魅力的体験を希望する市民

〇重要視する点
・須坂のぶどうの真の価値
・ぶどうに係るスムージー、ワイン等の
製品や、これらを介した楽しい生活

・ぶどう狩り、ワインやスムージー等、
訪問してこそ体験可能なプログラム

〇期待効果
・ぶどうの購入だけでなく、ぶどう狩り、
食事、関連行催事参加等の誘発

・より深い情報を得られるLanding Page
やSNS、アプリ等への誘導
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「ぶどう」を例にした販売促進の展開②

第3段階～来訪・購買～
〇手 法

・ぶどうやワイン等の関連製品の専門サ
イト、メール・マガジン、インフルエ
ンサーのSNS

・ぶどう狩り、スムージーやワイン作り等の体
験イベント、スィーツ（パフェ）など

・クーポンの配布
・アプリへの誘導

〇対象層
・ぶどう狩りや関連製品購入で訪れた人
・よりぶどうを介して楽しみたい市民

〇重要視する点
・体験・購買への確実な誘導
・ぶどうやワイン、スイーツ等の関連製品の
価値の実体験を伴った理解

〇期待効果
・ぶどうやぶどうを介した楽しみの共有
・ワイン・スイーツ等、関連製品の購買
・得られた知見の友人・知人への伝達

株式会社事業開発推進機構

第4段階～情報拡散・親派の拡大再生産～
〇手 法

・ぶどうや関連製品のインフルエンサー
やぶどう等を実体験した人のSNS

・高頻度利用・購買者優待プログラム
・“須坂ぶどうファンクラブ”的な組織

〇対象層
・ぶどうやワイン、スイーツ等の関連製品を実
際に購入した層

・上記の友人・知人

〇重要視する点
・再来訪、関連製品を含めた継続的な購
買の促進

・ファンクラブ的組織への勧誘
・友人・知人への情報伝達、親派の拡大
再生産

〇期待効果
・ぶどうや関連製品への関心・購入者の
拡大再生産

・須坂市・戦略エリアへの来訪促進
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６．まちの人財育成活用戦略
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株式会社事業開発推進機構
６－１．須坂市の真の魅力の再発見による郷土愛醸成

【現状認識】（ヒアリング調査結果）

〇若い世代が文化資源を知らず、地元を楽しんでいない。

〇市民が須坂市をなんにもないところと思っている。

〇親世代の関心が薄い家庭では子供世代がその影響を受けている。

資源の新たな見せ方や活用方を通じて、市民の各資源に対する認識や興味・関心を変える
ことで、郷土愛の醸成とコアなファン作りを実施。

【事業展開の方向】

１．観光客の受入拡大を図ることに加え、シビックプライドを育てる

２．須坂市の歴史や文化について無関心層を関心層に変える解説の研究を行う

３．資源の新たな見せ方や活用法を通じて、市民の認識と興味・関心度を変える

４．須坂市の産業の歴史の奥行を再評価することで、地場産業への関心を強化する

５．上記を通じて市民の須坂ファンの拡大を図る

【現状】

〇須坂市の文化財を知らない市民が多い。

〇須坂市の歴史や文化を誇りに思っていない市民が多い。
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株式会社事業開発推進機構
６－２．須坂の文化財を育む人材育成

【現状認識】（ヒアリング調査結果）

〇建物や各種施設は古く、景観が悪い。

〇まゆぐらは説明のボードが色あせている。

〇文化財は勉強っぽいアプローチでなじめない。

無関心層を関心層に変える解説者を育成し、文化財をはじめとする各資源に子ども達が興
味・関心を持てるような見せ方を習得する。

【事業展開の方向】

１．無関心層を関心層に変える話材の収集と解説者の育成

（文化学習の入り口として面白く興味を惹く解説のつくりこみ）

２．子供たちの関心を集める説明ができるガイドの育成

（ガイド自信が楽しみ、喜びをもつ。解説者からパフォーマーへの転換が必要）

３．各施設やルートの中で、ひとと触れ合い、親子で楽しめるような展開を図る。

【現状】

〇施設や説明パネル等のリニューアルが必要な施設がある。

〇解説や展示方法の工夫・改善が必要。



７．既存の資源の有効活用方法の企画・提案
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株式会社事業開発推進機構７．既存の資源の有効活用方法の企画・提案
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資源名 特徴 活用方法

市立博物館
「郷土から全国を見つめる」を展示コンセプトに、「近世の須坂」「生糸の町須
坂」「須坂の考古学」の常設展示３室と、各種講座・特別展・企画展などを開
催している。現在休館中。

・各戦略資源に通底する須坂市の歴史・文化・産業
等の関心が高まった際により詳細な情報を収集する
基幹博物館としての位置付け

笠鉾会館ドリームホール

毎年7月21日から25日にかけて行われる祇園祭で使われる笠鉾の展示が
されている。１階には、須坂市の有形民俗文化財にも指定され、全国でも珍
しい２段の笠鉾１１基と屋台４台が保存展示されている。現在休館中。

・まちなかのエンタメスポットとして、回遊促進の
キーコンテンツとして活用する
・祭りの魅力を体感できる施設として機能（映像だけ
でなく、お囃子、祭り体験コーナー、関連ショップな
ど）

旧小田切家住宅

当時の富裕層の文化・歴史・生活を感じさせる内装・調度品を見ることがで
きる。また、ここは館内でドリンク、和菓子を食べることはできる「CAFÉ 
KOH」が営業しており、当時の雰囲気に浸りながらのんびり一服することが
可能である。

・外観の魅力を活かし、まちなか回遊促進のための
食・買物などの楽しみを創出するスポット、休憩所と
して活用

ふれあい館まゆぐら

周辺の「蔵の町並み」・銀座通りの拠点となり得る施設。
コミュニティ施設としての機能が主体で、繭蔵自体や製糸業の展示はあるが、
観光施設としての集客力は限定的。

・市民、観光客の交流拠点として活用
・曳家のエピソードをより前面に出し、観光客来

訪時にその歴史・文化、従事者の話が聞けると
望ましい

文書館

建物の外観、内装、造りは大正時代の洋風建築として、なつかしさ・優雅さに
包まれ、大変魅力的で美しく保たれている。特に板張りのホールは窓の作り
や天井、照明が時代を感じさせ、映画や物語の世界に入ったかのような気分
にさせる。

・外観、内装ともに写真映えのする質の高い造りで
あることを活かし、喫茶・食事会場として（期間限定
でも可）活用
・コスプレイヤー向け撮影場所としても訴求可能

文化財保存活用倉庫

保存されている品々は、須坂市の文化・歴史に関係が深いだけでなく、各々
が「レトロ」、「ビンテージ」、「伝統」を感じさせる魅力を備えている。広さも十
分。

・須坂の文化財（特に映画関連資料など）を総合的
に楽しむカフェや喫茶とすることで、客がこれらの
品々を気軽に見ながら懐かしさに浸ることのできる
空間とする。

旧越家住宅
多くの工女が必要であったため、そのマネジメントの一環で須坂小唄を作る
など、興味深い逸話も残っている。単に昔の家を見るだけと受け取られない
ように本住宅の魅力・視点を伝えることができるとより良い。

・越寿三郎の人となりなどの魅力をより前面に押し
出すこと、工女が日々の仕事をやりがいを持って厳
しくも楽しく過ごしていたストーリーにフォーカス

須坂クラシック美術館

市内を代表する町屋建築。一枚板の欅材や一本の木を活用した梁、打ち壊
しに備えた隠し通路、家具の傷をデザインで隠す工夫、牡丹餅石積み等、建
築物愛好家向けの訴求力。趣のある空間で開催される着物・香道関連の行
催事も魅力的。

・着物・香道等、既に実施している、建物の魅力が訴
求可能な行催事の更なる強化。
・館で着付け、館を起点に着物で街歩きを楽しむよ
うな、回遊誘発型行催事の強化。

資源実踏調査を中心にこれまでの調査・検討を踏まえ、既存の各資源の有効活用方法
について以下のように提案する。



８．事業戦略の構成要素
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株式会社事業開発推進機構８．事業戦略の構成要素

「無関心層を関心層に変える」

戦略の基軸

ターゲット

１．首都圏（戦略的獲得層＝長野広域観光圏域への来訪者）
２．長野市、小布施町、上田市（新規流入層＝IC周辺開発での創出客）
３．須坂市（既存基盤層＝住民・通勤通学者）

エリア
エリアⅠ―蔵の町並みエリア
エリアⅡ―臥竜公園エリア
エリアⅢ―峰の原・米子エリア
エリアⅣ―果樹園エリア
エリア０―湧出スポット

戦略資源
１．文化財保存活用倉庫
２．須坂のぶどう
３．米子大瀑布
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