
グリーン・ツーリズムの現状と展望
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•農村地域に残る伝統文化
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我が国の耕地面積及び人口の推移

○耕地面積及び人口の推移

○ 我が国の人口は、米作技術の進歩と農業用水及び新田開発により増加。

○ 農村は今日まで、生産の場、生活の場、生態系の場として、水田農業を中心とした生活様式、社会を維
持。



四万十川下流域（高知県四万十市）近江八幡の水郷（滋賀県近江八幡市）

遠野荒川高原牧場（岩手県遠野市）

蕨野の棚田（佐賀県唐津市）

重要文化的景観 平成21年9月現在

名 称 所在地 選定年月日

近江八幡の水郷 滋賀県近江八幡市 平成18年1月26日

一関本寺の農村景観 岩手県一関市 平成18年7月28日

アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観 北海道沙流郡平取町 平成19年7月26日

遊子水荷浦の段畑 愛媛県宇和島市 平成19年7月26日

遠野 荒川高原牧場 岩手県遠野市 平成20年3月28日

高島市海津・西浜・知内の水辺景観 滋賀県高島市 平成20年3月28日

小鹿田焼の里 大分県日田市 平成20年3月28日

蕨野の棚田 佐賀県唐津市 平成20年7月28日

通潤用水と白糸台地の棚田景観 熊本県上益城郡山都町 平成20年7月28日

宇治の文化的景観 京都府宇治市 平成21年2月12日

四万十川流域の文化的景観 源流域の山村 高知県高岡郡津野町 平成21年2月12日

四万十川流域の文化的景観 上流域の山村と棚田 高知県高岡郡梼原町 平成21年2月12日

四万十川流域の文化的景観 上流域の農山村と流通・往来 高知県高岡郡中土佐町 平成21年2月12日

四万十川流域の文化的景観 中流域の農山村と流通・往来 高知県高岡郡四万十町 平成21年2月12日

四万十川流域の文化的景観 下流域の生業と流通・往来 高知県四万十市 平成21年2月12日

「重要文化的景観」とは、地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、
国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの。（文化財保護法第１３４条に規定）

重要文化的景観と農村



○消滅予測集落の状況
① 主たる生業

  度数 ％ 有効％
農業（販売あり） 47 21.6 22.0
農業（販売なし） 58 26.6 27.1
林業 8 3.7 3.7
水産業 2 0.9 0.9
その他自営 6 2.8 2.8
会社等勤務 12 5.5 5.6
年金・仕送り 80 36.7 37.4
その他 1 0.5 0.5
合計 214 98.2 100.0
無回答･無効 4 1.8
合計 218 100.0

② 農地の管理状況

  度数 ％
農地はない 26 11.9
住民が作付 102 46.8
住民が最低限の管理 34 15.6
周辺住民の支援あり 1 0.5
公的機関が管理 3 1.4
植林している 6 2.8
放棄されている 40 18.3
その他 6 2.8
合計 218 100.0

○郡部における２０００年～２０３０年の人口増減

0％～

△15％～0％

△30％～15％

～△30％

出典：石田信隆 農林金融２００２．９

「農村人口の将来見通しと地域活性化の課題」

農山村の過疎化、高齢化の見通しと限界集落の状況

（「山間農業地域」又は「中間農業地域」を含む１，３６３市町村へアンケートを実施し、このうち「今後１０年間に消滅が
予測される集落」として１１３の市町村よりあげられた２１８集落における調査結果をもとに作成。）

○郡部における65才以上の人口の割合（２０３０年）

※ここでの郡部とは市部（都区部
を含む）以外の町村をさす。

～20％未満

20％～25％

25％～30％

30％～

○農村の過疎化、高齢化は著しく進行して おり、雇用の場の確保や地域の山林、田畑の管理が大きな課題。



４．快適で安全な農村の暮らしの実現

３．都市と農村の共生・対流と多様な主体の参画の促進

２．農村経済の活性化

１．地域資源の保全管理政策の推進

○農地・水・環境保全向上対策の推進

○良好な農村景観の形成等

○生活環境の整備

○地域の特色を活かした多様な取組の推進

○中山間地域等の振興

○都市と農村の交流の促進

○経済の活性化を支える基盤の整備

○都市及びその周辺の地域における農業の振興

○多様な主体の参画等による集落機能の維持・再生

○医療・福祉等のサービスの充実

○安全な生活の確保

農村の振興に関する施策



都市農村交流

農 村 滞 在

援農ボランティア

（ワーキングホリデー） 子ども体験学習

農 作 業 体 験

定 住

グリーン・ツーリズム

二 地 域 居 住 一 時 滞 在

長期田舎暮らし

自然体験、レクリエーション

交流目的

公的施設

農家民宿

農家民泊

体験型修学旅行
滞在型市民農園

観 光 農 園

農産物直売所

地域食材、食育

「都市農村交流」と「グリーン・ツーリズム」



合掌集落の棚田オーナー制度を核とした取組

富山県南砺市
な ん と し

棚田、赤かぶ、そばオーナー事業を通じた都市住民

との交流による地域の活性化

① 取組の概要

・平成12年に過疎化、高齢化に伴い耕作放棄の危機にある棚田保全のため、地域住民

と都市住民が一緒に行う農作業イベント「みんなで農作業の日」を開始。

・五箇山の旧３村で米、赤かぶ、そばのオーナー事業を展開。オーナーへは収穫物の

一部、田植え、種まき、収穫等の農作業体験、収穫イベントを案内。同時に農作業

を手伝う市民ボランティアをコーリャク隊として募集し、オーナー圃場や手の回ら

ない他の圃場の農作業に合力してもらう。

② 実施経過

ア 参加状況

・それぞれの作物のオーナーとコーリャク隊が参加した合同の大収穫祭を開催し、収
、 、 。穫された農産物を使った調理体験 伝統芸能の鑑賞 地場産品の即売を行っている

参加延べ人数は656人（ 18）から1,295人（ 19）に増加し、リピーターも多い。H H

イ 成功要因

・世界遺産の合掌集落の棚田での農作業等、地域の特色を色濃く打ち出していること

・オーナー、ボランティアなど多彩な展開をすることで、それぞれの参加者の都合に

応じた係わりが可能なこと

・観光協会、 、自治体等で実行委員会を結成し、地域全体で取り組んでいること。JA

世界遺産・五箇山棚田田植え体験 合掌の里・赤かぶの収穫体験

17年度 18年度 19年度

市町村人口 58,980人 58,457人 57,924人

市町村への年間入込客数 358万人 294万人 310万人

南砺市 （ . . . . ）HP http://www city nanto toyama jp/

グリーン・ツーリズムの例
地域の日常生活に根ざした取組事例

長崎県 松浦市、平戸市ほか
ま つ う ら し ひ ら ど し

松浦水軍発祥の地で離島や半島の特徴を生か
した多彩な体験メニューを提供

①取組の概要
・海洋クラスター都市構想を基に広域観光による交流人口の拡大を目指し、松浦

市が中心となって平成13年度に「松浦体験型旅行協議会」を設立。
、 、 、・地域住民と一体になって 離島や半島の特徴を生かした漁業体験 農林業体験

味覚体験、自然・歴史体験、アウトドア体験など、90の体験メニューを整備。
・平成18年度に北松浦半島の市町村と連携し「ＮＰＯ法人体験観光ネットワーク

松浦党」を設立し、管内13地域の民泊受入農家に対する衛生管理や安全対策の
指導を強化。

・平成21年には「松浦体験型旅行協議会」と「ＮＰＯ法人体験観光ネットワーク
松浦党」を統合し「社団法人まつうら党交流公社」を設立。

②実施経過
ア 参加状況
・平成15年度から教育旅行の受入を開始し、平成15年度の7校1,000名から、平成19年

度には56校8,200名へ増加。
・経済効果とともに高齢者の生き甲斐形成など地域の活性化が図られている。
イ 成功要因
・地域の自然や生業に根ざした90種類の豊富な農林漁業体験プログラムの整備。
・受入民家500軒による1日最大2,000名のホームステイの受入能力。
・官民協働で受入体制を整備し、安全対策の確立やサービスの質の平準化を図っ

たこと。

（和牛農家体験） （定置網体験）

市町村人口 27,126人 市町村への年間入込客数 35万人



○ 欧州の農村に滞在しバカンスを過ごすという余

暇の過ごし方が普及していた状況を踏まえ、平成
４年にグリーン・ツーリズム研究会の中間報告
で、グリーン・ツーリズムを「農山漁村地域にお
いて自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の
余暇活動」と定義し、その推進を提唱。

○グリーン・ツーリズムの推進により、

①国民の新たな余暇ニーズへの対応

②農村地域の自然、文化を保全した農村活性化

③都市住民の農林漁業・農村への理解の増進

④外国人旅行者が日本固有の自然及び文化等

にふれる機会の提供

• という効果を期待。

○ 同報告ではグリーン・ツーリズムの推進施策の
方向として、

①美しい村づくりの推進

②受入体制の整備

③都市・農村相互情報システムの構築

④推進・支援体制の整備

を提示。

グリーン・ツーリズムの定義と推進の基本方向

グリーン・ツーリズム研究会中間報告＜抜粋＞
（平成４年７月）

２．グリーン・ツーリズムの提唱

(1)グリーン・ツーリズムの概念

農村と都市が相互に補完し合い、共生していくことにより国土の均衡ある発展
を目指すことを基本とし、農村地域における開かれた美しいむらづくりに向け
た意欲と、都市住民に芽生えた新たな形での余暇利用や農村空間への思いと
に橋を架けるものとして、グリーン・ツーリズムを提唱する。

グリーン・ツーリズムとは、「緑豊かな農村地域において、その自然、文化、人々
との交流を楽しむ、滞在型の余暇活動」であり、それを通じて、農村で生活す
る人も農村を訪ねる人も「最高のクオリティライフ」を享受できるものでなけれ
ばならない。

３．グリーン・ツーリズム推進施策の方向

(1)美しい村づくりの推進

グリーン・ツーリズムの推進のためには、美しい村づくりに向けて快適な「居住
空間」、「余暇空間」を形成することが重要である。

(2)受入体制の整備

我が国の農村、農家の現状を考えれば、都市住民を受入れ、交流を進める際
に最も重要なホスピタリティの向上等ソフト面での整備が重要であるとともに、
農場民宿等の宿泊施設の一定の水準の確保等、施設面での整備が不可欠で
ある。

(3)都市・農村相互情報システムの構築

グリーン・ツーリズムが実行に移されるには、農村の情報が都市住民に的確に
伝わるとともに、都市側のニーズが農村に的確に送られることが必要である。

(4)推進・支援体制の整備

グリーン・ツーリズムの普及のためには、広く国民にグリーン・ツーリズムについ
ての啓発活動を行い、国民の理解と共感を呼び起こし、そのニーズの顕在化
を図るとともに、農村側に対しても、従来、主に「生産空間」として位置づけられ
てきた農村を「居住空間」「余暇空間」として捉えていくような意識の醸成を図っ
ていく必要がある。



農山漁村余暇法と農林漁業体験民宿

１．公益法人改革に伴う登録実施機関についての指定制度から登録制度への移行

【改正前】 公益法人改革への対応 【改正後】

法律で定める基準を満全国農林漁業体験民宿業協会

たす者であれば、登録

実施機関となれる。(財)都市農山漁村交流活性化機構

（全国で１つの公益法人）

２．農林漁業体験民宿業者の登録の対象範囲の見直し

【改正前】 登録の対象範囲の拡大 【改正後】

同様のサービスを提供登録の対象範囲を、農林漁業体

する者にも登録の対象験活動等のサービスを提供する

を拡大農林漁業者等に限定

３．農林漁業体験民宿業者の登録基準の追加

【改正前】 【改正後】

体験活動中の利用者の事（現行の基準）

故に対応する保険に関す・提供する体験活動等に係る役務の内容

る事項を登録基準に追加・地域の農林漁業との調和の確保

・ 地域の農林水産物の積極的な活用
・ 体験の内容と料金の明示
・ 事故防止のための十分な事前説明 など

登録の基準

農林漁業体験民宿の登録軒数の推移
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○ 平成６年には、ゆとりある国民生活の確保と農山

漁村地域の振興を目的とした「農山漁村滞在型余暇
活動のための基盤整備の促進に関する法律」が制定
され、農林漁業体験民宿の登録を制度化。

○ 平成１７年に農山漁村余暇法が改正され、登録制
度のより一層の活用を図るため、農林漁業者又はそ
の組織する団体以外の者についても、農林漁業体験
民宿の対象として拡大。

農山漁村余暇法の一部改正の概要



１．全国における規制緩和

① 農林漁家が民宿を行う場合の旅館業法上の面積要件の撤廃(H.15)

簡易宿所の民宿を開業する場
合、33㎡以上の客室面積が必要

33㎡に満たない客室面積でも、
簡易宿所営業の許可を得ること
が可能

② 農家民宿が行う送迎輸送を道路運送法の許可対象外として明確化(H.15)

宿泊者に対する送迎が「白タ
ク営業」にあたるのでは？

宿泊サービスの一環として行う
送迎輸送は原則として許可対象
外であり、道路運送法上の問題
はない。

③ 農家民宿が行う農業体験サービスを旅行業法の対象外として明確化(H.15)

農家民宿が行う体験ツアーの
販売・広告は、旅行業法に抵触
するのでは？

農家民宿が自ら提供する運
送・宿泊サービスに農業体験を付
加して販売・広告することは、旅
行業法に抵触しない。

④ 農家民宿における消防用設備等の設置基準の柔軟な対応(H.16)

農家民宿も通常の民宿と同じ
消防用設備等の設置を義務付け

地元の消防長又は消防署長の
判断により、誘導灯等を設置しな
いことが可能

⑤ 農家民宿に関する建築基準法上の取扱いの明確化(H.17)

農家が囲炉裏や茅葺き屋根の
ある自らの住宅を民宿として利用
する場合でも､火災時の延焼を防
ぐ内装を義務付け

小規模で避難上支障がなけれ
ば、新たな内装制限は適用しな
いことを明確化

⑥ 農業生産法人の業務に民宿経営等を追加(H.17)

民宿経営は農業生産法人の
行う農業関連事業の範囲外

農業生産法人の行う事業に農
作業体験施設の設置・運営や民
宿経営を追加

⑦ 農林漁業体験民宿業者の登録の対象範囲の拡大(H.17)

登録の対象である農林漁業体
験民宿業者の範囲を農林漁業者
又はその組織する団体に限定

登録対象を「農林漁業者又は
その組織する団体」以外の者が
運営するものにも拡大

２．構造改革特区における規制緩和
○ 農家民宿等による濁酒の製造事業の特区（どぶろく特区）(H.15～）

製造量が6klに達しない場合、
雑酒（濁酒）の製造免許を受ける
ことができない。

農家民宿等を営む農業者が、
自ら生産した米を原料として濁酒
を製造する場合、最低製造数量
（6Kl)を適用しない。

３．都道府県段階における規制緩和
○ 農家民宿に関する食品衛生法上の取扱いに関する条例改正等

を要請（H17) ＜厚生省、農水省 → 都道府県等へ要請通知＞

農家民宿において飲食物を
提供する場合には、飲食店営
業の許可が必要であるが、その
際、都道府県等が条例で定め
る通常の飲食店営業と同じ許
可基準を適用

（営業専用の調理施設必要等）

既存の家屋で農家民宿を行う
場合には、一回に提供する食事
数や講習会の受講等により施設
基準の緩和が可能であることか
ら、都道府県等に対し条例の改
正の検討や弾力的な運用につい
て要請

（家族兼用の調理場を認める等）

農家民宿関係の規制緩和



○ 農林漁家民宿関係（開業など）の研修参加者
（（財）都市農山漁村交流活性化機構主催分）

農林漁家民宿の開業状況

○ 農林漁家民宿は、全国で３，６７１軒

○ 農林漁家民宿の宿泊者数は、延べ２４０万人(H16)
＜約 ４００万人・泊＞

○ 都市農村交流を目的とした公設宿泊施設の宿泊者

数は、延べ５３０万人(H16) ＜約１，１００万人・泊＞

○ グリーン・ツーリズム宿泊施設の宿泊者数は､

合計延べ７７０万人(H16) ＜約１，５００万人・泊＞

（宿泊者数は、いずれも農林水産省農村振興局推計）

○ 規制緩和を活用した農林漁家民宿開業の広がり

単位：軒

区 分 全 国 数 値

農 林 漁 家 民 宿 数 ３，６７１軒

農(林)家民宿数 １，４９２軒

漁 家 民 宿 数 ２，１７９軒

資料：農家民宿数は､2005年農林業センサス農林業経営体調査

漁家民宿数(農業との兼業除く)は､2003年漁業センサス海面漁業調査結果

農林水産省農村振興局調べ（H21.4）

108

（軒数）

1080

500

1000

1500

2000

H15 H16 H17 H18 H19 H20

108

（288）
180

（558）
270

180
108

402

270

180
108

402

270

180
108

（H15～20の新規開業の例）
北海道 202軒 長崎県 328軒

青森県 282軒 大分県 174軒

長野県 316軒

（1740）

（960）
483

108
（108）

483

297

402

270

180
108

（1443）

0

100

200

300

400

500

600

700

800

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

（36） （38） （40）
120

63

（183）
（208）

96

112

（306）

197

109

（308）

161

147

478

（757）

男
性

279
女
性

（人）

（財）都市農山漁村交流活性化機構調べ



農 家 数： 戸
利用者数： 人

農業生産
関連事業
を行って
い な い

農業生産関
連事業を行
っている
実農家数

事 業 種 類 別

貸農園・
体験農園等

観光農園 農家民宿 農家レストラン
その他

計 農 産 物 店や消費者
の 加 工 に直接販売

農家数 利用者数 農家数 利用者数 農家数 利用者数

北海道 51,990 45,163 6,827 668 6,271 257 304 1,395,107 55 21,989 61 546,947 280 
青森県 50,790 46,243 4,547 656 3,861 73 114 179,255 45 4,600 3 3,080 400 
岩手県 67,330 60,943 6,387 609 5,939 79 44 66,301 46 48,422 14 75,058 324 
宮城県 62,731 56,165 6,566 335 6,259 74 69 83,812 12 8,902 29 158,521 226 
秋田県 60,325 54,568 5,757 537 5,431 54 62 33,680 15 4,354 13 92,770 179 
山形県 49,013 38,494 10,519 611 10,173 105 335 306,602 20 11,124 28 137,000 236 
福島県 80,597 65,671 14,926 1,140 13,618 101 155 183,914 84 77,825 54 255,608 675 
茨木県 84,845 70,824 14,021 1,203 13,111 78 310 233,483 9 10,386 16 105,800 338 
栃木県 56,016 47,207 8,809 382 8,191 54 221 516,452 7 5,319 21 170,700 543 
群馬県 38,508 31,018 7,490 477 7,126 67 419 359,440 44 37,145 13 55,035 221 
埼玉県 52,721 38,124 14,597 413 14,010 181 299 490,585 5 5,470 19 315,800 509 
千葉県 63,674 49,319 14,355 580 13,919 171 432 810,562 25 31,086 20 165,520 394 
東京都 7,353 3,489 3,864 157 3,685 142 123 78,568 4 1,610 8 108,800 134 
神奈川県 16,414 9,960 6,454 348 6,212 183 313 374,540 6 14,550 8 32,700 149 
新潟県 82,011 68,594 13,417 493 12,943 45 93 134,445 235 166,763 27 157,851 224 
富山県 31,463 28,037 3,426 211 3,238 21 11 26,430 10 7,244 11 25,001 77 
石川県 22,297 19,224 3,073 328 2,789 27 28 17,800 21 20,058 5 33,850 95 
福井県 26,006 22,523 3,483 198 3,289 34 34 23,924 32 30,072 6 26,310 84 
山梨県 22,529 16,382 6,147 526 5,651 37 775 960,776 25 12,913 14 39,200 139 
長野県 74,719 59,846 14,873 1,367 13,377 264 570 1,885,590 345 203,457 49 253,525 746 
岐阜県 44,815 36,199 8,616 285 8,297 44 40 95,589 16 13,758 12 162,500 234 
静岡県 45,954 35,181 10,773 1,555 9,895 113 246 924,221 34 28,283 19 135,332 180 
愛知県 51,638 43,916 7,722 280 7,327 73 65 256,080 2 153 11 939,120 274 
三重県 39,851 30,715 9,136 437 8,754 36 75 100,557 4 8,200 6 49,180 197 
滋賀県 31,543 25,609 5,934 217 5,742 46 59 59,223 22 12,940 6 26,240 82 
京都府 24,406 18,236 6,170 329 5,890 99 84 103,382 14 28,540 13 95,430 142 
大阪府 11,752 8,353 3,399 61 3,228 139 102 315,814 1 20 6 69,100 109 
兵庫県 65,104 53,071 12,033 389 11,252 241 234 664,411 130 86,616 27 173,999 474 
奈良県 16,798 12,824 3,974 191 3,823 54 46 48,735 2 110 2 5,300 88 
和歌山県 25,594 20,169 5,425 497 5,013 34 86 49,157 5 982 1 2,500 113 
鳥取県 24,911 22,152 2,759 200 2,595 27 75 135,529 8 1,197 10 16,260 108 
島根県 29,349 24,133 5,216 407 5,000 37 41 15,546 10 1,643 9 8,352 105 
岡山県 51,709 43,074 8,635 342 8,315 47 73 194,753 7 2,040 4 12,600 201 
広島県 42,070 33,213 8,857 398 8,560 45 116 145,435 14 2,968 10 68,800 195 
山口県 32,324 26,445 5,879 261 5,590 42 150 112,948 1 200 - - 134 
徳島県 24,362 20,124 4,238 194 4,062 21 38 10,870 3 2,325 4 29,500 90 
香川県 31,347 27,253 4,094 98 3,834 15 17 10,717 3 2,700 6 32,192 257 
愛媛県 36,950 29,976 6,974 276 6,576 43 96 78,802 10 2,584 7 85,000 289 
高知県 21,069 15,021 6,048 267 5,919 18 21 57,155 4 1,260 5 23,350 98 
福岡県 54,515 44,406 10,109 604 9,505 101 253 252,478 6 677 26 143,890 461 
佐賀県 31,244 27,424 3,820 348 3,427 36 59 75,510 - - 7 176,404 252 
長崎県 28,544 22,170 6,374 314 6,028 40 42 25,222 11 6,038 9 49,558 277 
熊本県 54,298 44,561 9,737 1,721 8,330 68 98 145,498 16 13,119 33 298,580 301 
大分県 35,215 27,064 8,151 365 7,920 36 72 153,185 50 12,377 13 60,635 166 
宮崎県 35,245 31,380 3,865 452 3,440 26 52 47,291 15 7,494 12 53,333 215 
鹿児島県 54,332 47,926 6,406 538 5,878 28 148 178,095 15 2,866 10 30,410 210 
沖縄県 17,153 15,851 1,302 94 1,174 23 16 42,645 16 8,532 6 119,510 81 
全国 1,963,424 1,618,240 345,184 22,359 324,467 3,579 7,115 12,460,114 1,464 970,911 693 5,626,151 11,306 
資料：2005年農林業センサス

単位農業生産関連事業を行っている農家の事業種類別農家数と利用者数



旅館業法及び食品衛生法に関する通知、指針等を定めている都道府県（未定稿）
都道府県名 件名

北海道 北海道旅館業法施行条例の改正（平成15年改正）

「農業体験民宿を核としたグリーン・ツーリズム推進」に係る特例措置実施要綱（平成19年４月２日）

青森県
農林漁業体験における農家等への宿泊に係る旅館業法の取り扱いについて（平成18年11月16日付け青保第1542号健康福祉
部長通知）

岩手県 農林漁家への民泊に係る取扱指針（平成17年3月31日岩手県農林水産部策定）

宮城県
旅館業法施行規則（昭和33年宮城県規則第23号）第３条第１項第２号に定める「知事が利用形態を考慮し、男子用と女子用に
区分しないことについて支障がないと認める浴室について（平成15年10月27日付け生衛第402号）

体験学習に伴う農林漁家への民泊の実施方針について（平成15年11月25日策定）

秋田県 農林漁家での宿泊を伴う体験学習の実施方針（平成17年２月１日施行）

福島県 福島県旅館業法施行条例の改正（平成17年４月１日施行）

新潟県 新潟県旅館業法施行条例の改正（平成15年11月１日施行）

新潟県旅館業法施行条例及び新潟県旅館業法施行細則の一部改正について（平成15年10月31日付け生第461号）

新潟県学校の教育活動に伴う農村ホームステイ受入に係る衛生管理等取扱要綱（平成15年11月１日制定）

福井県 食品衛生法施行細則の一部を改正する規則（平成17年11月25日福井県規則第112号）

長野県 飲食店営業及び喫茶店営業の施設基準の運用について（平成17年8月11日付け通知）

和歌山県 和歌山県農家民泊施設等認定要綱(平成18年5月25日）

農家民宿施設等における飲食店営業の許可基準取扱要領（平成18年11月24日施行）

鳥取県
農山漁村滞在型余暇活動を促進する事業で実施される農家等への宿泊に係る旅館業法及び食品衛生法上の取扱について
（平成15年４月８日付け鳥取県生衛第11号、食推第６号）

島根県 「しまね田舎ツーリズム」に係る食品衛生法及び旅館業法の取扱について（平成17年３月１日付け薬第2176号）

山口県 山口型小規模農林漁家民宿認定要綱（平成17年10月１日付け平17農村振興第958号）

高知県 農山漁村生活体験ホームステイに係るガイドライン（平成18年２月14日高知県農林水産部策定）

長崎県 長崎県農林漁業体験民宿推進方針（平成17年３月10日付け長崎県）

大分県
グリーン・ツーリズムにおける農家等宿泊に係る旅館業法及び食品衛生法上の取扱について（平成14年３月28日付け生衛第
3018号生活環境部長通知）

鹿児島県 鹿児島県における農山漁村生活体験学習に係わる取扱い指針の運用について

農山漁村生活体験学習に係る食品衛生の手引（平成21年３月鹿児島県保健福祉部生活衛生課作成）



①子ども達が農山漁村に宿泊して行う体験活動の一層の推進

③農山漁村での空き家の活用の促進

④農山漁村での廃校活用の一層の推進

⑤商店街組織と農山漁村との連携による交流モデルの構築・普及

②農家民宿のおかあさん百選の実施

⑥農林水産品等の地域資源を活用した中小企業の事業展開
に対する支援

○農山漁村の教育力を活用した宿泊体験活動の推進

○農山漁村の既存ストックの活用

○商店街、中小企業と農山漁村の連携の推進

（総務省、文部科学省、農林水産省、環境省）

（農林水産省、国土交通省）

（総務省、農林水産省、国土交通省）

（総務省、文部科学省、農林水産省）

（農林水産省、経済産業省）

（農林水産省、経済産業省など関係６省）

都市農村交流の一層の推進に向けた府省連携施策

⑦農山漁村における医療関係情報の提供等の推進

⑧都市と農山漁村との共生・対流等に資するＩＣＴを活用した先進的
モデルの構築

⑩農山漁村の地域資源を活用した国際グリーン・ツーリズムの
着実な推進

⑨生物多様性等の観点から重要な里地里山地域の保全再生の
推進

⑪頑張る地方応援プログラムの活用による支援

○農山漁村の魅力の向上

○地域独自の定住・交流促進の取組等への支援

○外国人旅行者との交流の推進

（厚生労働省、農林水産省）

（総務省、農林水産省）

（文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省）

（農林水産省、国土交通省）

（関係８府省）



○ 「子ども農山漁村交流プロジェクト」は、農林水産省、文
部科学省、総務省が連携し、学ぶ意欲や自立心、思いや
りの心、規範意識などを育み、力強い子どもの成長を支え
る教育活動として、小学校における農山漁村での長期宿
泊体験活動を推進するもの。

○ 全国２万３千校の小学校（１学年規模１２０万人）で体験
活動を展開することを目指し、小学校における長期宿泊体
験活動の取組の推進、農山漁村における宿泊体験の受
入体制の整備、地域の活力を創造する取組のサポートを
行う。

プロジェクトの概要

（１）農山漁村の受入モデル地域と連携し、小学生の農山漁
村での長期宿泊体験活動をモデル的に実施。
→ 文部科学省

（２）各都道府県に小学生を１学年単位で受入可能な受入モ
デル地域を設け、これらモデル地域でのノウハウの活用等
により、受入地域の拡大を図る。
→ 農林水産省

（３）全国推進協議会を設立し、体験活動の推進に向けた基
本方針、受入マニュアル等を検討。
→ 農林水産省、文部科学省、総務省

（４）体験活動を円滑かつ効率的に行うため、モデルの実施
により蓄積されたノウハウや受入地域情報等を関係機関
へ提供し、情報の共有化を図る。
→ 農林水産省、文部科学省、総務省

（５）イベント、地方セミナ－の開催等により、情報提供及び
国民各層を通じた気運醸成を図るとともに、地域リーダー
の養成を図る。
→ 農林水産省、総務省

（６）体験活動の推進に向けた都道府県、市町村独自の取
組に対して積極的に支援を行う。
→ 総務省

主な施策

子ども農山漁村交流プロジェクト

子ども農山漁村交流プロジェクト

農林水産省

農山漁村の受
入支援）

市町村単独事
業支援

総 務 省 文部科学省

小学校への
支援

全国全ての小学校
で長期宿泊体験活
動を実施

日 程 午 前 午 後

１日目 移動 地域・まちづくり探検

２日目 自然観察ハイキング 工芸体験

３日目 田植え体験 昔の道具体験

４日目 食体験 田舎の暮らし体験

５日目 農村生活体験（民泊） 農村生活体験（民泊）

６日目 お別れ会 移動



伊那市観光協会長谷支部
「農山村留学長谷地区受入の会」(長野県伊那市)

地域の概要

南アルプスの北西に位置し、面積の96％を森林が占め、三峰川流域

を占める南北に長い峡谷に開けた景勝地。林業のほか、花卉の栽培
も行われる。

取組の経緯

旧長谷村が窓口となり、恵まれた地域資源を活かした山村留学事業
を過疎化・高齢化の進行する地域の活性化につなげることを目的に千
葉市の小学校の受け入れを決定。

受入の概要
■窓口組織：伊那市観光協会長谷支部
■宿泊施設：農林漁家民泊(20)、農林漁家民宿(1)、

公的宿泊施設、民間宿泊施設
■主な体験プログラム：
○学校とのきめ細かい調整を通じた、雄大なアルプスの大自
然を活かした体験プログラム
屋外：農業体験、林業体験、ハイキング、川遊び、星空観察
屋内：おやき作り、そば打ち、味噌作り、民謡・歌舞伎体験

■生活体験の概要：
自分たちで収穫した野菜などを食材とした郷土料理を作る

ほか、薪割りや草刈りなどして家族のように過ごす。

受入実績及び地域に与える効果
■平成20年度実績：2校（千葉市立寒川小学校、生浜西小学校）

■効果
○高齢者や女性の活躍する場の創出による集落の活性化
○長谷地域に対する誇りの再生

千葉市寒川小学校、生浜西小学校(千葉県千葉市)

学校の概要
両校は、千葉市の中心地と工業地帯に隣接地域に所在。

物資に恵まれた生活を送る児童は、依頼心が強く、自ら行動を起こ
す経験が少ない。

取組の経緯

千葉市は、平成12年度に児童の体験活動の充実に関する「千葉市
子どもいきいきプラン」を策定し、自然豊かな長谷村へ受入を打診。

平成13年度から、「千葉市農山村留学推進事業」を実施。

•体験活動の概要
■支援体制：学校支援委員会（ＰＴＡ、評議員、

子ども会、小学校）
■プログラム構成：
○在籍校にとらわれない班編成
○受入地域の学校と交流
○宿泊及び活動地域を平野部と山間部に置く

■指導事項：
○ホームステイの成り立ちの確認と、滞在時の心構え
○事前準備によって目的意識を醸成。

○受入地域の人々を交えた発表会を通じた振り返り

取組み実績及び効果
■平成20年度実績：参加児童126名（小５）、参加教職員34名
■効果：
○生活習慣の自覚、自然への感動等情操面での成長
○児童間や担任との一体感、結束力の向上

子ども農山漁村交流プロジェクトの事例



区
分

平成20年度 平成21年度 累 計

先 導 型 14地域 2地域 16地域

体制整備型 39地域 35地域 74地域

合 計 53地域 37地域 90地域

子ども農山漁村交流プロジェクト受入モデル地域位置図



地域名 受入地域協議会名 地域名 受入地域協議会名

長沼町 長沼町グリーン･ツーリズム運営協議会 大樹町 南十勝長期宿泊体験交流協議会

豊浦町 豊浦・洞爺湖子ども農山漁村協議会

南部町 達者村ホームステイ連絡協議会 弘前市 弘前市グリーン・ツーリズム推進協議会

鰺ヶ沢町 鯵ヶ沢白神グリーンツーリズム推進協議会

黒石市 黒石児童自然体験協議会「まほろば学校」

遠野市 遠野ふるさと体験協議会 葛巻町 くずまき高原宿泊体験協議会

田野畑村 体験村・たのはた教育旅行受入協議会 久慈市 ふるさと体験学習協会

花巻市 はなまきグリーン・ツーリズム推進協議会

加美町 加美町ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進会議

南三陸町 南三陸町ｸﾞﾘｰﾝ＆ﾌﾞﾙｰ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進協議

東松島市 奥松島体験ネットワーク

仙北市 仙北市農山村体験推進協議会

大潟村 新生の大地大潟村体験推進協議会

西川町 月山山麓かもしか学園推進協議会

飯豊町 めざみの里グリーン･ツーリズム推進協議会

最上町 最上町体験旅行実践協議会

南会津町 南会津農村生活体験推進協議会

　 喜多方市 喜多方市体験活動推進協議会

福島市 ふくしま農業体験交流推進協議会

只見町 只見町子ども農家体験協会

茨城県 　 常陸太田市 グリーンふるさと振興機構

片品村 片品村受入地域協議会 上野村 上野村長期宿泊体験協議会

みなかみ町 みなかみ町教育旅行協議会

千葉県  南房総市 南房総体験活動ネットワーク協議会

山梨県 道志村 道志村子ども農山漁村地域協議会

飯山市 北信州みゆき野子ども交流推進協議会 伊那市 伊那市観光協会長谷支部

飯田市 南信州セカンドスクール研究会 長野市 長野市子ども夢学校受入れ協議会

大町市 北アルプス山麓地域協議会 駒ヶ根市 駒ヶ根市ふるさと子ども交流推進協議会

静岡県 森町 森町ツーリズム研究会

上越市 越後田舎体験推進協議会 妙高市 妙高市グリーン・ツーリズム推進協議会

阿賀町 奥阿賀地域グリーン･ツーリズム推進協議会 佐渡市 佐渡地区農山漁村体験推進協議会

魚沼市 うおぬま体験交流推進協議会

南砺市 南砺市利賀地域長期宿泊体験協議会

黒部市 くろべ都市農村交流実行委員会

　 輪島市 奥能登子ども農山漁村交流プロジェクト受入協議会

　 七尾市 七尾市子ども農山漁村交流プロジェクト受入協議会

美浜町 若狭美浜はあとふる体験推進協議会

　 若狭町 若狭三方五湖わんぱく隊
　 郡上市 郡上・田舎の学校
　 高山市 ふるさと体験飛騨高山

岐阜県

受入モデル地域
体制整備型受入モデル地域

福井県

都道府県名 先導型受入モデル地域

秋田県

山形県

石川県

福島県

長野県

新潟県

富山県

北海道

群馬県

青森県

岩手県

宮城県

地域名 受入地域協議会名 地域名 受入地域協議会名

鳥羽市 島の旅社推進協議会

大台町 大台町子どもプロジェクト推進協議会

日野町 三方よし！近江日野田舎体験推進協議会

高島市 社団法人びわ湖高島観光

養父市 氷ノ山鉢伏わん泊体験村受入協議会 香美町 香美町自然学校受入協議会事務局

豊岡市 豊岡市長期宿泊体験推進協議会   

奈良県 十津川村 神納川農山村交流体験協議会

白浜町 大好き日置川の会

日高川町 ゆめ倶楽部２１

高野町 高野ほんまもん体験協議会

鳥取県 鳥取市 五しの里さじ子ども体験協議会

西ノ島町 隠岐島前子育て島協議会

邑南町 邑智郡田舎体験交流協議会

岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市教育旅行誘致推進会

広島県 北広島町 北広島町子ども農山漁村交流プロジェクト協議会

山口県 長門市 俵山グリーンツーリズム推進協議会

牟岐町 南阿波よくばり体験推進協議会

三好市 そらの郷山里物語協議会

内子町 内子わくわく体験協議会

西条市 西条市グリーン･ツーリズム推進協議会

今治市 しまなみグリーン･ツーリズム推進協議会

高知県 四万十市 幡多広域観光協議会  

伊万里市 伊万里グリーン･ツーリズム推進協議会

唐津市 唐津・玄海体験型旅行受入推進協議会

松浦市 松浦体験型旅行協議会 壱岐市 壱岐体験型観光受入協議会

小値賀町 小値賀町長期宿泊体験協議会 西海市 西海市ふるさと子ども夢学校受入協議会

天草市 御所浦アイランドツーリズム推進協議会

阿蘇市他 阿蘇子ども農山村交流プロジェクト受入センター

宇佐市 宇佐市ツーリズム推進協議会 佐伯市 佐伯市観光協会佐伯ツーリズム推進協議会

九重町 G－WEST（大分県西部地区教育旅行受入協議会）

豊後高田市 豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会

西都市 西都市グリーン・ツーリズム研究会

諸塚村 諸塚村観光協会
南九州市 南九州市グリーンツーリズム協議会

伊佐市 伊佐地域ふるさと夢学校協議会

沖縄県 国頭村 やんばる交流推進連絡協議会

合　計 16 74

徳島県

愛媛県

佐賀県

長崎県

大分県

宮崎県

熊本県

和歌山県

受入モデル地域
体制整備型受入モデル地域

鹿児島県

三重県

都道府県名 先導型受入モデル地域

兵庫県

滋賀県

島根県

•※青文字は２１年度採択地区になります。

子ども農山漁村交流プロジェクト受入モデル地域一覧



北海道地方

北海道上川郡新得町
ファームイン「つっちゃんと優子の牧場のへ

や」

湯浅 優子

北海道野付郡別海町
フ ァームイン オシダ
フ ァーム

押田 美恵子

東北地方

山 形県鶴岡市
知 憩 軒（ちけいけん）

長南 光

青 森県弘前市
ペ ンション「ル・カルフー
ル 」

田村えり子

宮 城県石巻市
の んびり村

坂下 清子

宮 城県加美郡加美町
農 家民宿「花袋・天王」

加藤 重子

秋 田県大仙市角間川町
農家民宿 季節の郷 ふるさ
と

古谷 恭子

秋 田県仙北市西木町
農 家民宿｢泰山堂｣

藤井 けい子

山 形県最上郡金山町
暮 らし考房

栗田 キエ子

関東地方 近畿地方

群 馬県利根郡川場村
民 宿 富士見荘

関 せき子

千 葉県館山市山本
ペ ンション スズキアグリ

鈴木 厚子

兵 庫県丹波市
手づくり工房食・農・宿おかだ

岡田かよ子

中部地方

山 梨県南都留郡道志村
民 宿 北の勢堂

山口 かおる

新 潟県柏崎市高柳町
荻 ノ島かやぶきの里

中西 ユリイ

長 野県下伊那郡大鹿村
山 村体験館たかやす

伊東 和美

長 野県伊那
市 蔵の宿 みらい塾

市ノ羽 幸子

岐 阜県高山市一之宮町
農 家民宿 みづの荘

水野 美代子

岐 阜県郡上市
自 然食泊 愛里

石田 賀代子

富 山県南砺市利賀村
民 宿 いなくぼ

米倉 みつ子

石 川県鳳珠郡能登町
郷 土料理の宿さんなみ

船下 富美子

新 潟県長岡市山古志虫亀
農家民宿 山古志百姓や 三太夫

長島 久子

石 川県鳳珠郡能登町
春 蘭の宿

多田 宏子

福 井県小浜市阿納
民 宿 はまもと

濱本 和代

長 野県飯田市千栄
農 家民宿 ふれあい農園おおた

太田 いく子

長野県飯田市北方
農 家民宿楽珍房

原さだ子

長 野県北安曇郡池田町
農 家民宿 あぶらや

内山 伸子

長 野県下高井郡山ノ内町
の うぎょうみんしゅく一
風

佐藤 和子

岐 阜県郡上市白鳥町
ペ ンション リトルパ
イ ン

小松 道代

中国・四国地方

愛 媛県喜多郡内子町
フ ァームインRAUM古久里来

森長 禮子

高 知県高岡郡四万十町
農 家民宿「はこば」

田辺 客子

岡 山県高梁市宇治町
元 仲田邸 くらやしき

川崎 幹子

高 知県高岡郡梼原町
農 家民宿「いちょうの樹」

上田 知子

山 口県阿武郡阿武町
農 家民宿 樵屋

白松 紀志子

愛 媛県上浮穴郡久万高原
町 農林業体験民宿 天辺

松本 宣子

九州地方

宮 崎県南那珂郡北郷町
農 園 ぴくにっく

古谷 昌子

大 分県宇佐市安心院町
百 年乃家ときえだ

時枝 仁子

大 分県佐伯市
ま るに丸

橋本 正恵

熊 本県阿蘇郡南小国町
農 家の宿 さこんうえの蛙

河津 慶子

福 岡県八女郡立花町
農 家民宿 大道谷の里

中島 加代

佐 賀県唐津市肥前町
民 宿 しま

古川 シゲ子

長 崎県南松浦郡新上五島
町 農家民宿 かたやま

片山 好枝

熊 本県八代市泉町
佐 倉荘

緒方 さよ子

熊 本県阿蘇郡産山村
民 宿 山の里

井 ゆい

大 分県豊後高田市田染小崎
荘 園の宿 「御部屋」

河野 隆子

大 分県宇佐市安心院町
舟板 むかしばなしの家

中山 ミヤ子

大 分県宇佐市安心院町
龍 泉亭

矢野 英子

大 分県国東市国見町
プ チファーム田中

田中 貴美子

宮 崎県延岡市須美江町
民 宿 紺碧

甲斐 幸子

氏名 県 市区町村 宿名
1 湯浅 優子 北海道 新得町 ファームイン つっちゃんと優子の牧場のへや
2 押田 美恵子 北海道 別海町 ファームイン オシダファーム
3 田村 えり子 青森県 弘前市 ペンション＆農家レストラン ル･カルフール
4 坂下 清子 宮城県 石巻市 民宿 のんびり村
5 加藤 重子 宮城県 加美町 農家民宿 花袋･天王
6 古谷 恭子 秋田県 大仙市 農家民宿 季節の郷
7 藤井 けい子 秋田県 仙北市 農家レストラン＆農村民宿 泰山堂
8 長南 光 山形県 鶴岡市 知憩軒
9 栗田 キエ子 山形県 金山町 暮らし考房
10 関 せき子 群馬県 川場村 民宿 富士見荘
11 鈴木 厚子 千葉県 館山市 ペンション スズキアグリ
12 山口 かおる 山梨県 道志村 民宿 北の勢堂
13 太田 いく子 長野県 飯田市 農家民宿 ふれあい農園おおた
14 原 さだ子 長野県 飯田市 農家民宿 楽珍房
15 市ノ羽 幸子 長野県 伊那市 蔵の宿 みらい塾
16 伊東 和美 長野県 大鹿村 山村体験館 たかやす
17 内山 伸子 長野県 池田町 農家民宿 油屋
18 佐藤 和子 長野県 山ノ内町 のうぎょうみんしゅく 一風
19 長島 久子 新潟県 長岡市 農家民宿 山古志百姓や三太夫
20 中西 ユリイ 新潟県 柏崎市 荻ノ島かやぶきの里
21 米倉 みつ子 富山県 南砺市 民宿 いなくぼ
22 多田 寛子 石川県 能登町 春蘭の宿
23 船下 富美子 石川県 能登町 郷土料理の宿 さんなみ
24 濱本 和代 福井県 小浜市 グルメ民宿 はまもと
25 水野 美代子 岐阜県 高山市 民宿 みづの荘
26 石田 賀代子 岐阜県 郡上市 自然食泊 愛里
27 小松 道代 岐阜県 郡上市 ペンション リトルパイン
28 岡田 かよ子 兵庫県 丹波市 農家民宿 手づくり工房おかだ
29 川崎 幹子 岡山県 高梁市 元仲田邸 くらやしき
30 白松 紀志子 山口県 阿武町 農家民宿 樵屋
31 松本 宣子 愛媛県 久万高原町 農林業体感民泊 天辺
32 森長 禮子 愛媛県 内子町 ファームイン RAUM古久里来
33 上田 知子 高知県 梼原町 農家民宿 いちょうの樹
34 田辺 客子 高知県 四万十町 農家民宿 はこば
35 中島 加代 福岡県 立花町 農家民宿 大道谷の里
36 古川 シゲ子 佐賀県 唐津市 民宿 しま
37 片山 好枝 長崎県 新上五島町 農家民宿 かたやま
38 緒方 さよ子 熊本県 八代市 山里料理の宿 佐倉荘
39 河津 慶子 熊本県 南小国町 農家の宿 さこんうえの蛙
40 井 ゆい 熊本県 産山村 産山民宿 山の里
41 橋本 正恵 大分県 佐伯市 民宿 まるに丸
42 河野 隆子 大分県 豊後高田市 荘園の宿 御部屋
43 時枝 仁子 大分県 宇佐市 百年乃家ときえだ
44 中山 ミヤ子 大分県 宇佐市 舟板昔ばなしの家
45 矢野 英子 大分県 宇佐市 龍泉亭
46 田中 貴美子 大分県 国東市 プチファーム田中
47 甲斐 幸子 宮崎県 延岡市 民宿 紺碧
48 古谷 昌子 宮崎県 北郷町 農園ぴくにっく

地域活性化に影響を与えている農林漁家民宿の女性経営者（おかあさん百選） ＜平成20年12月現在＞

ホームページhttp://www.ohrai.jp/okasan100/



農山漁村で受け継がれているふるさとの味（郷土料理百選）

かんこ焼き
(神奈川県)

いかすみ汁
(沖縄県)

栗きんとん
(岐阜県)

生芋こんにゃく料理
(群馬県)

讃岐うどん
(香川県)かつおのたたき

(高知県)

呼子イカの活きづくり
(佐賀県)

鱒寿司
(富山県)

きりたんぽ鍋
(秋田県) こづゆ

(福島県)

いも煮
(山形県)

かに汁
(鳥取県)

きびなご料理
(鹿児島県)

信州そば
(長野県)

うなぎの蒲焼き
(静岡県)

鯨の竜田揚げ
(和歌山県)

多種多様な食文化

郷土に目を
向けさせる

情報発信

冷や汁
(宮崎県)

都道府県名 農山漁村の郷土料理百選

北海道 ジンギスカン 石狩鍋 ちゃんちゃん焼き
青森県 いちご煮 せんべい汁
岩手県 わんこそば ひっつみ
宮城県 kak はらこ飯
秋田県 きりたんぽ鍋 稲庭うどん
山形県 いも煮 どんがら汁
福島県 こづゆ にしんの山椒漬け
茨城県 あんこう料理 そぼろ納豆
栃木県 しもつかれ ちたけそば
群馬県 おっきりこみ 生芋こんにゃく料理
埼玉県 冷汁うどん いが饅頭
千葉県 太巻き寿司 イワシのごま漬け

東京都 深川丼 くさや

神奈川県 へらへら団子 かんこ焼き
新潟県 のっぺい汁 笹寿司
富山県 ます寿し ぶり大根
石川県 かぶら寿し 治部（じぶ）煮
福井県 越前おろしそば さばのへしこ
山梨県 ほうとう 吉田うどん
長野県 信州そば おやき
岐阜県 栗きんとん 朴葉（ほおば）みそ
静岡県 桜えびのかき揚げ うなぎの蒲焼き
愛知県 ひつまぶし 味噌煮込みうどん
三重県 伊勢うどん てこね寿司
滋賀県 ふなずし 鴨鍋
京都府 京漬物 賀茂なすの田楽
大阪府 箱寿司 白みそ雑煮
兵庫県 ぼたん鍋 いかなごのくぎ煮
奈良県 柿の葉寿司 三輪そうめん
和歌山県 鯨の竜田揚げ めはりずし
鳥取県 かに汁 あごのやき
島根県 出雲そば しじみ汁
岡山県 ばらずし ママカリずし
広島県 カキの土手鍋 あなご飯
山口県 ふく料理 岩国寿司
徳島県 そば米雑炊 ぼうぜの姿寿司
香川県 讃岐うどん あんもち雑煮
愛媛県 宇和島鯛めし じゃこ天
高知県 かつおのたたき 皿鉢（さわち）料理
福岡県 水炊き がめ煮
佐賀県 呼子イカの活きづくり 須古寿し
長崎県 卓袱（しっぽく）料理 具雑煮
熊本県 馬刺し いきなりだご からしれんこん
大分県 ブリのあつめし ごまだしうどん 手延べだんご汁
宮崎県 地鶏の炭火焼き 冷や汁
鹿児島県 鶏飯（けいはん） きびなご料理 つけあげ
沖縄県 沖縄そば ゴーヤーチャンプルー いかすみ汁

計 ９９品 ホームページ http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kyodo_ryouri/index.html
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交流人口の推移

グリーン・ツーリズムの広がり

・ 都市農村交流を推進するため農林漁業関係団体、観光関係、
商工関係、実践者等多様な参画による県内推進組織が増加

１８組織（H13） → ５８組織（Ｈ１８）

・ 都市農村交流を推進するため行政部局庁内の推進部局、教
育部局、規制部局が連携し、推進体制を整備

２県（H13） → ２７道県（H1８）

地方における推進体制の広がり

多様な参画による地域における交流推進組織

地方行政部局（都道府県）における推進体制の整備

うち、規制部局も含めた
体制

うち、教育部局も含め
た体制

総 数

都道府県庁内における推進組織の推移
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H18H17H16H15
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グリーン・ツーリズム施設年間延べ宿泊者数の推移

（単位：万人）

農林水産省農村振興局調べ
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○ 農山漁村への訪問者がもたらす経済効果等は地域活性化の一つの大きな可能性。
○ ニューツーリズムなど「新たな旅」への需要分析では、活用できる農山漁村資源が多く含まれている。農山漁村に対する潜在
願望を、実際のグリーン・ツーリズムの実需に結び付けることが重要。

グリーン・ツーリズムの参加への意識

○グリーン・ツーリズムに参加するために、農山漁村を訪れことあるか

資料：静岡県・県政インターネット
モニターアンケート

「グリーン・ツーリズム」に

関する意識調査

訪れたことはないが、
訪れてみたい
322人（71%）

訪れたくない
26人（6%）

分からない
32人（7%）

年に幾度か訪れた
24人（5%）

年に１回程度訪れた
10人（2%）

過去に訪れたことがあ
り、今後は訪れる機会

を増やしたい
43人（9%）

資料:(財)社会経済生産性本部「レジャー白書2008」

0.0 50.0 100.0

漁業体験や滞在を楽しむ旅

農業体験や滞在を楽しむ旅

病気回復や健康の維持・向上のための旅

祭りや伝統芸能を鑑賞する旅

地域の食文化を楽しむ旅

大自然の魅力を味わう旅

癒しの旅

潜在消費規模（国内分）
•億円）

資料 (財)社会経済生産性本部「レジャー白書2007」

経験率・参加希望率

34,810

18,380

10,530

7,840

8,740

2,220

2,100
（%）

癒しの旅

大自然の魅力を味わう旅

地域の食文化を楽しむ旅

病気回復や健康
維持・向上のための旅

66.9
60.0

40.7
34.2

21.7
17.4
17.9

16.9
18.2

10.0
5.3

3.1
4.7

2.0

「新たな旅」への将来参加希望と潜在需要
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順位 都道府県
訪問率
(％)

1 東 京 24.77
2 大 阪 10.98
3 京 都 9.28
4 神 奈 川 6.94
5 千 葉 4.85
6 福 岡 4.09
7 愛 知 4.00
8 兵 庫 3.74

39 愛 媛 0.17
秋 田 0.17
香 川 0.17
宮 崎 0.17

43 福 井 0.13
44 鳥 取 0.09

徳 島 0.09
島 根 0.09

47 高 知 0.04

○ 訪日外国人旅行者数の推移

訪日外国人

（千人）

若者・高齢者

•単位：円

○ 年間余暇消の年代比較（観光・行楽部門）

○ 都道府県別訪問率

1997年 2007年

全体 187,310 186,530

１０代 229,880 69,960

２０代 174,060 128,260

３０代 172,710 182,380

４０代 194,550 178,280

５０代 198,110 232,330

６０代 183,950 213,690

70代以上 176,030 207,410

約
７
割

ターゲットの絞り込みによる新たな交流需要の創出

漁業体験や滞在を楽しむ旅

祭りや伝統芸能を鑑賞する旅

農業体験や滞在を楽しむ旅

都市と農山漁村の共生・対流に関する意識（年代別）

45.5

17.0

41.4

28.7

36.2

33.3
35.8

15.9

30.3

20.0

28.5

13.4

0.0

5.0 

10.0 

15.0

20.0 

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代70歳以上

％

二地域居住の
願望がある

定住の願望がある

（注） 二地域居住、定住の願望は「都市地域」に居住しているとする者に聞いたもの。

グリーン・ツーリズムの潜在需要の可能性

都市と農山漁村の共生・対流に関する意識（年代別）

82.6
79.2

82.2
78.9

70.9

53.3

48.6 49.8

59.9

44.0

35.3

29.9

18.9

77.7

56.1

32.0
29.8

37.1

0.0  

10.0  

20.0  

30.0  

40.0  

50.0  

60.0  

70.0  

80.0  

90.0  

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

％

交流が必要である

共生・対流というライフ
スタイルに関心がある

共生・対流というライフスタイルを
実践したいという願望がある

（注）　交流の必要性、ライフスタイルへの関心、実践の願望は全員に聞いたもの。

都市と農山漁村の共生・対流に関する世論調査（平成18年2月公表）
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