
○ 「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
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農林水産省

農山漁村の受
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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＞
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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




