
　市町村合併を契機にして建設され、平成22年4月に誕生した「新潟市岩室観光施設いわむろや」が4周
年を迎えます。新潟市初の観光施設としてOPENし、当初は年間58000人の見込みでスタートを切ったが、
1年目で17万人を越え、その後も年々増加。年間20万人が訪れる観光スポットになりました。その魅力の
源は「地域」。温泉地という地の利を活かし、地域の活動・人をベースに多様なイベントを開催し、様々な
世代を巻き込みながら情報発信を行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

特定非営利活動法人いわむろや
館長　小倉壮平（NPO法人いわむろや事務局長）

〒953-0104　新潟市西蒲区岩室温泉96-1
TEL 0256-82-1066　FAX 0256-82-5566　e-mail mail@iwamuro.info
ＵＲＬ http://www.iwamuroya.com
――――――――――――――――――――――――――
＜いわむろや誕生祭・概要＞
会期：2014年4月6日(日)　10:00～16:00 
会場：新潟市岩室観光施設いわむろや（新潟市西蒲区岩室温泉96-1）

４月6日に開館4周年記念イベント「いわむろや誕生祭」を開催します。恒例となった魚
の解体ショーをはじめ、寿司や餅の振る舞い、こども向け縁日ラリーなど目白押しです。
今回はMCにNAMARAの大野ともやさんを迎え、初披露となる新潟カービングショーや
縁竹縄オンステージ、地元店主らが集るがっと雁木市もお楽しみに！

　　1年目　 175,000人
　　2年目　 189,000人
　　3年目　 216,000人
　　4年目　 200,000人（見込み）

※H25年3月に開通した岩室温泉
バイパスの影響で一時期来館者
数が減ったが、12月より前年水準
に戻ってきました。

＊来館者数は
レジ購買人数×3（係数）にて算出
実数調査と類似施設からのヒアリ
ングで係数を定めました。

年間20万人訪れるスポットです

2014年３月31日  
新潟市岩室観光施設いわむろや  

（指定管理者NPO法人いわむろや）

西蒲区の観光情報を発信する観光拠点が４周年
[地域の元気が観光資源！]を合い言葉に、累計来館者78万人

4月6日には「いわむろや誕生祭」開催！

プレスリリース
報道関係者各位

誕生祭ステージに登場
「いわねちゃん」

若者らが企画するイワムロックもあ
れば、なりわいの匠を講師に迎えた
体験会、公民館活動から派生した
まちあるきイベント、ママたちが企
画するフェスなど、地域の人が輝く
ものであればジャンルは問わない
姿勢で、大小合わせると年間80回
以上のイベントを行って来ました。
その背景には、地域に元気になけ
れば観光地としての魅力は作れな
いということ。宣伝を手伝うことで、
地域活動が生き生き発展的に取り
組めるという、多くのケースのそう
いう事例をサポートしています。

一人ひとりが主役のイベント
昨年より次の段階として、事業ノウ
ハウを活かした温泉街への誘客や
施設外でのイベント実施など、地域
全体への普及を目指しています。実
際に、昨年の開湯祭りなどですでに
効果を発揮しておりイベント人材
のネットワークが有効に機能してい
ます。
今年4月から総合体験プログラム「
ほっとキャンパス」を着地型観光と
して宿泊者へのニーズも探っていく
と同時に、弥彦村・燕市といった行
政区を超えて連携の展開も企てて
おります。

施設単体から地域活性へ

岩室温泉開湯300年・後祭YEAR

♨

より一層の成功に導くため、皆様の本企画へのご参加と、広報活動へのご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。

① 来場者数うなぎのぼり!? ③ これからの取組② 地域の元気とは？
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