
平成２２年２月１６日
財団法人都市農山漁村交流活性化機構

「ようこそ！農村へキャンペーン」について



事

業

内

容

農山漁村へ実際に訪問する共生・対流の商品化を通じて、共生・対流の国民的な運動を促進する。

課

題

◎ 共生・対流のライフスタイルのニーズは高いが、具体

的な取り組みへ様々な障害が存在

◎ 農山漁村を訪問する機会・サービスとしての商品化が

遅れている。旅行会社による農林漁業体験旅行商品が

少ない。

◎ 着地型旅行商品など地域からの商品開発及び情報発

信がもとめられている。

◎ 農山漁村から発信した情報がうまく伝わらない。

☆共生・対流
の具体的な体
験機会の提
供が必要

共生・対流の具体的な内容が見える。
体験できる新たな仕組み構築が必要

共生・対流の優れた取組の紹介とその地における訪

問を通じて新たなライフスタイルである共生・対流の具

体的なイメージを体験することを目的に、オーライ！ニッ

ポン大賞受賞地域を中心とした旅行商品の開発及び流

通を支援

全国から農山漁村体験への旅行企画を公募
ＧＴ商品コンテスト→

優秀提案を5件採択し、モニターツアー実施を支援

１．実行委員会による新たな推進

[共生・対流のライスタイルを促進するための農山漁村への具体的な誘導キャンペーン
【ようこそ！農村へ】GT旅行商品開発」の推進] ]

２．共生・対流の情報発信

[都市生活者の農山漁村への行動を誘発するための「【ようこそ！農村へ」のキャンペーンの実施】」（都市住民が農山
漁村へ訪問し共生・対流を体験する優れた旅行商品提案の公募、優秀賞選定、提案者による実施、実施結果の検証）
の推進]

３．共生・対流に関するシンポジウムの開催

[子ども農山漁村交流プロジェクトなど地方の実情に合わせた地域からの取り組みの発信（地方シンポジウム：和歌山
市で開催 11/18）、優れた事例の表彰と新たな動きなど全国に発信する全国大会 東京都内 H22 3/10開催]

[都市農業、都市の企業・団体の取り組み、若者の取り組み、集落など農山漁村のイキイキした取り組みの表彰など]

４．優れた事例の表彰（第7回オーライ！ニッポン大賞）

都市と農山漁村の共生・対流の推進活動の一環として、「ようこそ！農村へキャンペーン」を展開

応募〆切を1月中旬までに延長



○募集の告知、キャンペーン活動全体
の流れをマスメディアとタイアップして、
世の中に広める

○旅行会社等による選定委員会で、優
れた商品を5件選定

○選定された商品を地方シンポジウム
等で表彰紹介する

○実施された内容等をオーライ！ニッポ
ン全国大会やWEBサイト等からの情
報発信

○オーライ！ニッポン大賞受賞地域やグ
リーン・ツーリズム実施地区が旅行業
者等と連携してツアー商品を応募

○選定団体に対して、ツアー商品の実施
に向けた経費（チラシ作成経費、打合
せ旅費、送料等）の一部として各50万
円交付。

○モニターツアーの実施と参加者のアン
ケート等による満足度等の調査・分析

グリーン・ツーリズム商品の公募から選
定、実施、実施結果までのキャンペーン

優れたグリーン・ツーリズム商品の公募
とモニターツアーの実施

☆農山漁村地域と旅行会社の連携による実施 ☆オーライ！ニッポン事務局のキャンペーン活動

「ようこそ！農村へ」キャンペーンの概要



★応募要件
◆都市との交流に取り組む、あるいはこれから取り組もう
としている農山漁村地域の団体・関係者（地域協議会、Ｊ
Ａ、ＮＰＯ、市町村及び農業者等）と旅行業の資格を有す
る事業者（旅行会社、運輸・物流会社、観光協会等）との
共同提案。
◆１泊２日以内（日帰りも可）の短期の日程の商品。
◆原則、平成22年3月までにモニターツアーを実施予定
◆次年度以降も継続的に取り組む予定の企画（商品）

★主旨
オーライ！ニッポン大賞受賞地域などのグリーン・ツー
リズム（ＧＴ）の実施地域への大都市住民の訪問を促進
するため、ＧＴの商品化に取り組む優れた事例を選定・
表彰する「ようこそ！農村へ」キャンペーンを実施。募集
の段階から選定の経緯、モニターツアーの実施とその
成果まで含めた一連の活動を幅広く告知・ＰＲをキャン
ペーンとし、これにより旅行事業者・業界におけるＧＴ商
品の開発・販売に向けたインセンティブを高めていくこと
も狙いとしています。オーライ！ニッポン大賞受賞地域
やグリーン・ツーリズム実施地区が旅行業者等と連携し
てツアー商品を応募

キャンペーンの中核として、全国からグリーン・ツーリズム商品を公募して、表彰

グリーン・ツーリズム商品コンテストの応募要件概要

★選定事例に対する特典
◆モニターツアーの実施経費の一部を助成！

マイクロバスの借上げ費用、体験料、広告費、調査費
など、モニターツアーを実施するために必要となる経
費の一部（上限50万円）助成

◆商品概要等ＰＲの場を設定！

オーライ！ニッポン地方シンポジウム、全国大会で、モ
ニターツアーの実施結果等について事例報告

◆関係機関等に対して幅広く告知・ＰＲ！

受賞結果パンフ等を作成・配付、新聞や専門誌での
記事掲載、オーライ！ニッポンWEBサイトをはじめと

した関連サイトでの情報発信、さらには各種メディア
へのパブリシティ活動を強化するなど、関係機関及
び一般消費者に向けて幅広く告知・ＰＲ

◆応募受付期間・・・平成２１年９月３０日（水）ま
で

◆選定予定件数・・・優秀賞 ５点
◆表彰式・・・平成21年11月18日に開催の「オー

ライ！ニッポン和歌山シンポジウム」において、
選定事例を発表、表彰状を授与。



グリーン・ツーリズム商品コンテスト応募状況

旅行目的地 応募総数
６６件

日帰り
２３件

1泊2日
４４件

１ 北海道 ２ ０ ２

２ 東北（岩手、宮城、山形、福島） ７ １ ６

３関東
①（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川）
②（長野、山梨、静岡）

２９
２０
９

１４
１１
３

１５
９
６

４ 北陸（新潟、富山、石川） ９ １ ８

５ 東海 ０ ０ ０

６ 近畿（滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山 ８ ４ ４

７ 中国（岡山、広島） ３ ０ ３

８ 四国（徳島、香川） ２ １ １

９ 九州・沖縄（福岡、佐賀、長崎、熊本） ７ ２ ５

※ 日帰りと１泊２日の合計が応募総数と合わないのは、日帰りと１泊２日の２つの日程で提案してきたところがあるため。

ＧＴ商品コンテストには、

全国から６６商品、３０道

府県へ旅行するプランの

応募がありました。農山漁

村を訪問する旅として、農

作物の収穫体験、わかめ

刈り体験、原生林の散策、

ホエールウオッチング、田

舎暮らしの体験ツアー

等々、農山漁村地域の魅

力を活かした体験がどの

ツアーにも盛り込まれてい

ます。



グリーン・ツーリズム商品コンテスト応募商品①

№
エリ
ア

都道府県 旅行商品名／キャッチフレーズなど 提案者（代表団体） 共同提案者

1
北海
道

北海道

旭山動物園のある北海道旭川の「田舎に泊まろう！」 旭川ふるさと旅行社 旭川市農政部農政課

2 とかち農村交流と野菜パワーの食育を学ぶ旅 株式会社わくわくホリデー
北海道女性農業者倶楽部（通称
マンマのネットワーク）

3

東北

岩手県
黄金の國、いわて。初春の風物詩体験交流の旅 ～海の恵み三
陸ワカメの早採り体験と、天下の奇祭「大原のみずかけ祭り」を
体感するモニターツアー～

特定非営利活動法人 いわ
てNPOセンター

（株）トラベルマーケット

4 宮城県
「伊達な！おおさと 縁（えにし）の旅」
支倉常長も歩いた？原生林と食のとっておき体験ツアー

おおさと食と農の大学校
(株)農協観光 東北販売企画セン
ター

5

山形県

秋だ！収穫だ！山形県長井市の美味しい自然を満喫！！
田舎へとまろう！畑つきECOツアー

(財)置賜地域地場産業振興
センター

（有）はらまち旅行

6
お米のルーツ「亀ノ尾」の郷、庄内町の田舎暮らし体験
滋味豊かな「モズクガニ（上海ガニの仲間）」料理と「庄内柿」収穫
体験の旅

(株)日本海トラベル
グリーン・ツーリズム教育旅行等実
行委員会（山形県庄内町）

7

福島県

秋の味覚を体験に いざ鹿島の里へ
鹿島市都市農村交流研究
会

(株)相馬観光ツーリスト

8 福島県あぶくま南部 早春の山里、春を食べようの旅
特定非営利活動法人 あぶ
くまエヌエスネット

(株)ハロートラベル

9
田舎で親せきを作ろう！まめで達者な鮫川村！ 田舎の美味し
い食べものづくりや手造りハウスにて薪ストーブ懇談
紙すき体験やしいたけ駒打ち体験で地元の方と交流

(株)農協観光 首都圏支店
グリーンツーリズム事業課

福島県鮫川村役場 企画調整課

1
0

関東 茨城県

首都圏１００㎞圏内、田舎の親戚づくり大作戦 ～あなたの心と
お腹を満たします！～

アグリビジネス研究会 JTB小山支店

1
1

旬のホウレンソウに学ぶ
～冬の地元食材と料理体験～

(株)農協観光 平本農場

1
2

農で女を磨く！プチ留学in茨城町
～冬の地元食材と料理体験～

(株)農協観光 平本農場



グリーン・ツーリズム商品コンテスト応募商品②

1
3

栃
木
県

「郷土料理『しもつかれ』づくりに挑戦」
栃木県の郷土料理「しもつかれ」と尚仁沢湧水をはじめ塩谷町の豊かな自然を発見するツ
アー

塩谷町いかんべ農村体験協議会
株式会社農協観光 栃木
支店

1
4

関
東

群
馬
県

生産高日本一のキュウリ大国で袋いっぱいにキュウリ狩り体験
～ぐんまの畑できゅうりをもいでみねーかい～

財団法人群馬県観光国際協会 ＪＡ邑楽館林企画管理課

1
5

榛名山麓で下仁田ネギの収穫と地粉のうどん打ち体験 財団法人群馬県観光国際協会 榛東村役場

1
6

産地直行 “こんにゃく”と“ねぎ”のふるさとへ
～上州特産下仁田こんにゃく・下仁田ねぎのふるさとへ～

財団法人群馬県観光国際協会 下仁田町

1
7

秘境六合村 伝統建築物見学とスゲむしろ作り体験
～六合村の伝統文化と秘湯にふれる～

財団法人群馬県観光国際協会
六合村産業建設課 農林
観光グループ

1
8

『懐かし雪の体験村』 懐かしい味を雪見ロウソクの灯りの下で味わいに来ませんか？家族
全員で・・・

片品村農業協同組合 (株)農協観光

1
9

『ムラを元気にする会 失われかけていた“食財”を再興！』
昭和30年代に生産者が途絶えた在来品種の大白大豆を使った郷土料理作りを通して、地
域に眠る“食財”を学び、それを活かした地域活性化プランをムラの方とマチの若者が共に
考える地域活性化ツアー

若手社会人地域活性化グループ豊
の会

片品村農業協同組合 農
業観光・旅行センター

2
0

おもいっきり川場村 真冬の川場村満喫の旅
～冬の農村で伝統文化に触れてみませんか～

財団法人群馬県観光国際協会 川場村むらづくり振興課

2
1 埼

玉
県

ビオトープを思わせるやさしい自然・奥武蔵
こだわりの食材と文学散歩、そしてカヌー体験

NPO法人 日本アーツセンター
バリアスカルチャーサロン
(株)エーデン

2
2

一番のごちそうは自分で作る！杉戸の野菜収穫と米粉うまスギーとけんちんうどん!! （株）農協観光 首都圏支店
まちの駅・道の駅 アグリ
パークゆめすぎと

2
3 千

葉
県

農情プロジェクト：企業様への社員研修として農業体験を提供する企画。研修内容は下記２
通り。
①メンタルヘルス研修、②チームビルディング研修

㈱グロリアツーリスト
エィチ・シーサービス㈱
㈱イー・キュー・ジャパン

2
4

「都会の台所、通勤電車で漁師町へ-半農半漁の民・木更津で海苔漉き」 (株)風の旅行社・風カルチャークラブ 斉藤 高根（漁業従事者）



グリーン・ツーリズム商品コンテスト応募商品③

25

神奈川県

「都会の台所、通勤電車で漁師町へ 横須賀漁師とワカメ刈り-」 (株)風の旅行社・風カルチャークラブ 栗山 義幸（漁業従事者）

26
新市民農園方式『宿・借（やどかり）農園』農園主募集モニターツ
アー 相模湖畔 藤野町 満喫
『マイ箸作り・うどん打ち・野菜収穫体験＆温泉入浴in藤野町』

ふじの里山くらぶ （株）ＪＴＢ関東

27

関
東

神奈川県

魚とふれあい、漁村とふれあい、親子でふれあう♪
ギョ ギョ うまっ 釣体験！

三浦市経済振興部営業開発課
(株)日本旅行 伊豆箱根仕
入販売センター

28
三浦特産の大根を自分好みの味でオリジナルタクワンが作れ
る！！
三浦の大根漬け物体験ツアー

三浦市経済振興部営業開発課
(株)日本旅行 伊豆箱根仕
入販売センター

29

北
陸

新潟県

聖籠町観光モニターツアー
さくらんぼ狩り（食べ放題）と聖籠観音の湯（６月）
巨峰ぶどう狩り（食べ放題）と聖籠観音の湯（９月）

聖籠町観光協会 新潟交通観光バス(株)

30 元気をもらう田舎のパワーエリアの旅 越後田舎体験推進協議会 (財)雪だるま財団

31
世界地質遺産（GGN）に認定！糸魚川ジオパークを訪ね日本海
荒波・白雪の糸魚川と百名山「雨飾山」ヒスイ吹雪を体感！

翠の里 糸魚川ツーリズム推進協議
会

(株)農協観光 首都圏支店
グリーンツーリズム事業課

32
冬の魚沼体験ツアー 冬の夜に豪雪地を歩く“雪中行群（せっ
ちゅうこうぐん）：雪明かりのもとでのナイトウォークと世界に１つ
しかない自分オリジナルの“雪割草”の育て方教室の旅

にいがたグリーン・ツーリズムセン
ター

(株)日本旅行 新潟支店 新
潟仕入販売センター

33
新潟県・長
野県

美しい日本の農村・漁村の素朴な祭り
松之山婿投げと野沢温泉道祖神火祭り

(株)毎日企画サービス
（毎日新聞旅行）

34

富山県

春の体験 氷見三昧
～観て ふれて 作って 味わう氷見の美味～

氷見市観光協会 西部観光(株)

35
山里の秋に感謝～五箇山 利賀村・ほんこさまの集い～
～五箇山に伝わる伝承料理・報恩講料理を通して、スローフー
ド・山の恵みを体感～

NPO法人 グリーンツーリズムとやま 株式会社エコロの森



グリーン・ツーリズム商品コンテスト応募商品④

36

石川県

曽々木寒中みそぎとアンコウ鍋
特定非営利活動法人 あえの郷しんこ
う会

(株)たび旅

37
奥能登の歴史・里山里海生活体験ツアー
自然・景観・歴史・匠・里海の暮らし文化・産業観光と食体感の多美！

石川県グリーン・ツーリズム研究会（石
川県奥能登グリーン・ツーリズム研究
会）

(株)北日本観光旅行

38
関
東

山梨県

耕せ人生！開けMY農園！ ～ 開墾から始まる第２のライフステージ ～
田舎暮らしの先輩、高野孟氏に聴く 団塊世代の農的暮らし

社団法人やまなし観光推進機構
特定非営利法人えがおつなげ
て

39
伝統野菜大塚人参収穫と昔ながらの紙漉き体験
市川三郷町の自然と、人と、文化と触れ合う のんびりバスツアー

市川三郷町
株式会社農協観光 グリーン
ツーリズム事業課

40

関
東

長野県

「親子の信州農村体験＝ほっとスティと観郷ウォーク２日間」
農業生産法人 株式会社信州せいしゅ
ん村

日本旅行協定旅館ホテル連盟
長野支部連合会

41 レールツーリズム長野電鉄2009 株式会社マナビノタネ
小布施町地域創生部門 産業
振興グループ

42
江戸ソバリエ吉田悦花氏と行くそば三昧の旅 幻の富倉そばを味わう
◆ナビゲーター／吉田悦花氏（江戸ソバリエ）

(株)毎日企画サービス
（毎日新聞旅行）

43 信越トレイル・ハイキング入門
(株)毎日企画サービス
（毎日新聞旅行）

44

静岡県

～富士山に見守られ～
三島大根を抜き、結わえ、干す、農家食と温泉のスローライフ

三島市地域振興部 商工観光課 株式会社ティー・ゲート

45 春のこどもっちキャンプ ～里山で春の宝探し～ (株)農協観光 首都圏支店 (株)ホールアース

46 ＬＯＨＡＳ de ＫＯＮＫＡＴＵ～自然の中でこれからの自分をみつめる～ ＮＰＯ法人 かわね来風 （株）ティー・ゲート

47

近
畿

滋賀県
舟で通う田んぼ 近江八幡白王「権座」と沖島
～珍しい農村・漁村を訪ねて～

権座・水郷を守り育てる会 （株）日興トラベル大阪営業所

48

京都府

「水源の里で暮らし塾体験」
株式会社農協観光
西日本グリーンツーリズム支店

綾部市かんばやしの里体験推
進協議会

49 丹後エコツアー体験と丹後文化体験 (株)日本旅行関西仕入販売センター
日本旅行協定旅館ホテル連盟
丹後支部

50
京都・芦生（あしゅう）の森で秋の恵みにふれる旅
１．京都・芦生の森でおいしい秋の恵みにふれる“味わいの旅”
２．体験活動を通じて、家族のきずなをより深める“協力の旅”

(株)日本旅行営業企画本部地域振興
室

特定非営利法人芦生自然学校



グリーン・ツーリズム商品コンテスト応募商品⑤

51 大阪府 泉州水なすつけこみ体験と歴史のジャンクション堺を知る旅 (株)日本旅行関西仕入販売センター
社団法人 堺観光コンベン
ション協会

52 兵庫県
北はりまの農体験と実りを味わう日帰りバスツアー
親子で土いじりして、自然の中で地元の食材を味わおう

NPO法人北はりま田園空間博物館

53
和歌山
県

南紀勝浦・生まぐろ水揚げ日本一と世界遺産の町 漁師まち体験と漁
師民宿体験ツアー

(株)日本旅行関西仕入販売センター
財団法人 わかやま産業振
興財団

54
近
畿

和歌山
県

体験から交流へ～交流から定住へ
今そこにある和歌山「恵の故郷・山海巡りシリーズ」 二地域居住の
里・日高川町へ

ゆめ倶楽部２１
（和歌山県日高川町の体験交流受入れ
団体）

（株）日興トラベル 協働：フ
ロンティアエイジ、わかやま
産業振興財団、日高川町役
場産業振興課

55

中
国

岡山県
無垢な暮らしのご提案 自分でつくる無垢の木のこだわりルーム
～床からはじまる手作りリフォーム～

西粟倉・森の学校
西粟倉村雇用促進対策協議
会

56

広島県

湯来でたっぷりＨＯＮＭＯＮ（ほんもん）の自然・伝統文化にふれる旅 (株)日本旅行 広島仕入販売センター
NPO法人 湯来観光地域づく
り公社

57
古事記の里で夜神楽を堪能！
「あはれ あなおもしろ あなたのし あなさやけ おけ！」
～神様と一緒に 地元住民と楽しむ神楽

庄原市観光協会連合会 （有）道後タクシー・道後観光

58

四
国

徳島県
昔懐かしいボンネットバスで、日本三大秘境の地、祖谷地方へ
日本の原風景が残る癒しの旅を満喫しよう！

四国交通(株)
三好市商工観光部 商工観
光課

59 香川県
ようこそ農村！＝わがかがわ＝ 空海の里へ!!
早春ののどかな讃岐平野でふれあう「名物うどん作り」と「親子で作る
お弁当教室」

㈱農協観光香川支店 ＪＡ香川県綾坂地区本部



グリーン・ツーリズム商品コンテスト応募商品⑥

60

九
州

福岡県

●里山の師走（１回目）、 ●里山の初仕事（２回目）
(株)農協観光 九州グリーンツーリズム支
店

NPO法人グラウンドワーク福岡

61
冬の有明海まるごと体験/ 宝の海～体感・食感・ふれあい！
～

七浦ニューツーリズム活動推進協議会 祐徳自動車(株)

62
佐賀県・
長崎県

九州再発見巡りツアーシリーズ
①「伊万里に行こう！」
②「武雄に行こう！」
③「鷹島に行こう！」

ＮＰＯ法人 九州地域交流推進協議会
（株）農協観光 九州グリーン
ツーリズム支店

63 長崎県 対馬の民泊 自然と人のふれあいツアー 有限会社テラカンパニー
対馬グリーン・ブルーツーリズ
ム協会、対馬市観光物産推進
本部

64

熊本県

まうごつすごか!! 絆を深める阿蘇の旅
～素通りではわからない、阿蘇の魅力に出会いませんか～

有限会社 神楽苑 なみの高原やすらぎ
交流館

(株)スタートラベル

65
阿蘇市をさるこう！
～阿蘇人（あそもん）とさるこう！自然と生活めいっぱい体
感！～

NPO法人ASO田園空間博物館 （株）スタートラベル阿蘇営業所

66
個人型『阿蘇』の農業にふれる旅
水田のオーナーになる旅

㈱農協観光 九州グリーンツーリズム支
店

熊本県阿蘇地域振興局 農林
部 農業普及指導課 園芸産地
育成班



・自分で薪割りを行ない、お風呂やストーブにくべたり、ドラム缶風呂の体験

・雪見の舟下りで名勝を訪れたり、伝統行事の雪中の水掛祭りを見学したり、新鮮な
海鮮鍋を楽しむ

・果樹王国自慢の果樹（ラフランス）を楽しむとともにローカル線の運転手による方言
ガイドを聞く。
・星がきれいに見える廃校を利用した宿と地域の郷土食を楽しむ。

・日本の秘境の小さな村を訪ね、重要伝統的建造物保存地区をガイドの案内で散策
し、秘湯で身体を癒す。
・豪雪地帯の山村の雪国生活の体験、雪中行軍の体験
・通勤電車で漁師町へ行き、海苔漉きの体験
・週末農民を行いたい人への宿泊施設付きの農園の体験ツアー
・地域の文化や農村の暮らしを学ぶ移動カルチャー教室的なツアー
・古事記の時代から伝わる神楽やたたら製鉄を地域の人を手伝いながら鑑賞する。

・しめ縄や門松づくりを通じて、里山のお正月を体験するツアーなど地域の人々との
触れ合いや行事への参加等

様々な地域の風物、景観、文化等を体験するツアーが企画された商品が応募

グリーン・ツーリズム商品コンテストの体験内容の一例



板倉 康 （社)全国旅行業協会 経営調査部次長
井上 弘司 CRC地域再生診療所所長
奥村 聡子 東日本旅客鉄道(株)鉄道事業本部

営業部観光開発課長
加藤 誠 (株)ジェイティービー旅行ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略部

地域交流ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部長
鈴木 賀津彦 市民メディアプロデューサー

東京・中日新聞編集局部次長
◎丁野 朗 （社)日本観光協会 常務理事 総合研究所所長
中尾 謙吉 （社）日本旅行業協会 国内・訪日旅行業務部

担当副部長
中島 康夫 (株)電通 クリエイティブ開発センターＣＩ開発部
中村 直美 日本旅行記者クラブ会員、旅の手帖編集長
福井 善朗 近畿日本ツーリスト(株)旅行事業創発本部

地域振興担当部長
安 卓也 （社）全国農協観光協会 地域振興推進部部長

（◎は審査委員長）五十音順、敬称略

審査委員会委員 11人
（オーライ!ニッポン会議 企画委員会）

●旅行のテーマ、目的、ターゲットが明確に示さ
れているか。
●地域の食材や伝統工芸品、農林漁業体験、
農村生活文化体験、自然景観、歴史遺産など、
地域資源を活用したこれまでにない旅行商品で
あるか。また、広く地域振興に貢献出来る旅行
商品であるか。

●地元の人たち、地域の各種団体（自治体・観
光協会・グリーン・ツーリズム協議会、交流事
業・自然体験関係者、ＮＰＯなど）と協力して企
画・造成されている旅行商品であるか。

●選定したターゲットに対して、充実した旅行工
程、魅力的な企画内容及び価格的にもバランス
が取れている商品であるか。集客のための手法
及び手段が適切に講じられているか。

●提案内容の旅行を催行することが確実に見
込まれているか。

●次年度以降も引き続き継続的に実施・販売が
実施されるか。

優秀賞審査の視点

グリーン・ツーリズム商品コンテスト優秀賞の選定



優秀賞の決定と表彰式

オーライ!ニッポン和歌山シンポジウム（平成21年11月18日）にて、優
秀賞5者に表彰状を授与し、受賞者から商品内容をアピールしました。【優秀賞】5点

県 旅行商品名／キャッチフレーズなど 提案者（代表団体） 共同提案者

北
海
道

とかち農村交流と野菜パワーの食育
を学ぶ旅

株式会社わくわくホリ
デー

北海道女性農業者倶楽
部（通称 マンマのネット
ワーク）

福
島
県

田舎で親せきを作ろう！まめで達者な
鮫川村！ 田舎の美味しい食べもの
づくりや手造りハウスにて薪ストーブ
懇談 紙すき体験やしいたけ駒打ち体
験で地元の方と交流

(株)農協観光 首都圏
支店グリーンツーリズ
ム事業課

福島県鮫川村役場企画
調整課

神
奈
川
県

「都会の台所、通勤電車で漁師町へ
-横須賀漁師とワカメ刈り-」

(株)風の旅行社・風カ
ルチャークラブ

栗山 義幸（漁業従事者）

和
歌
山
県

体験から交流へ～交流から定住へ ゆめ倶楽部２１ （株）日興トラベル
協働：フロンティアエイジ、
わかやま産業振興財団、
日高川町役場産業振興
課

今そこにある和歌山「恵の故郷・山海
巡りシリーズ」 二地域居住の里・日高
川町へ

（和歌山県日高川町
の体験交流受入れ団
体）

広
島
県

古事記の里で夜神楽を堪能！「あは
れ あなおもしろ あなたのし あなさ
やけ おけ！」～神様と一緒に 地元
住民と楽しむ神楽

庄原市観光協会連合
会

（有）道後タクシー・道後
観光



「ようこそ！農村へ」キャンペーン 広報活動

【毎日新聞 朝刊】

東京１２月２日付
大阪１２月３日付
西部１２月２日付
中部１２月３日付
北海道１２月２日付

【サンデー毎日】

1月19日発売号

★交通新聞社「旅の手帖」（1月号）
１２月１０日発売



優秀賞モニターツアーの実施①

●古事記の里で夜神楽を楽しむ！「あはれ あなおもしろ あなた
のし あなさやけ おけ！」 提案者：庄原市観光協会連合会（広島
県）、共同提案者：（有）道後タクシー・道後観光 ／広島県庄原市
日程／１泊２日 催行日／１１月２１日（土）～２２日（日）募集人数
／２０名（最小催行人数１５名）販売予定価格／２３，８００円 出発
地／庄原市（庄原バスセンター、食彩館 しょうばらゆめさくら）

＜旅行商品の概要＞
旅行会社、バス事業者等を含めて行程内のすべてのサービスを地
元業者が行う着地型バスツアー。野菜から比婆牛、ゴギ、山菜、地
酒、りんごなど、地元食材にこだわった食事に加え、一日氏子と
なって神楽の準備を手伝ったり、地元の人たちと一緒に社殿で神楽
を観賞するほか、地元ガイドによる古事記の解説を聞きながら熊野
神社を参拝、東城のまちなか散策、刀匠の道場見学など、地域住
民との交流機会が盛りだくさん。宿泊は、国定公園帝釈峡湖畔に立
地するホテル。

【催行結果】
■参加人数：１０名（男性5名、女性5名）
■参加者は、ほとんどが県内の広島市や福山市等の都市
部の参加者。
■体験ツアーについての参加者の反応
・神楽の準備から参加して普段見られないところを見たり、

手伝いができて良かった。（社殿での飾り付けなども見ること
ができた）
・神楽の準備では、「土公旗」（どくうばた・神事で使うも

の）」を参加者全員が笹の100本以上作成（笹の葉を落とし紙
を結ぶ）するなど作業を行ないました。
・朝まで神楽を見たかった。
・神楽のアドリブ箇所で、縁者が参加者に対して挨拶をした

り、地元の人がそちらが先かよとヤジが飛んだりおもしろ
かったという声がありました。
・神楽を見たことがあっても神事としての神楽ははじめて、

御神酒も地元の人と一緒に回して飲み地元の人と一緒の空
間に入れたと一体感を感じたようでした。
■また受入れや体験を提供された地元の関係者の反応
・神楽の会長さんが普段は地元の関係者だからストーリー

を知っているので説明等はしないのだが今回は、この神楽ツ
アーのために参加した人に説明するなど地元関係者も観光
客が来て盛り上がりました。
■22年度のツアーの予定等
神楽の開催日決定後に決まるが22年11月に実施する予定



優秀賞モニターツアーの実施②

●とかち農村交流と野菜パワーの食育を学ぶ旅
提案者：(株)わくわくホリデー（北海道）、
共同提案者：北海道女性農業者倶楽部

（通称：マンマのネットワーク）

◆北海道十勝エリア（清水町、鹿追町、新得町、芽室町）

日程／１泊２日 催行日／１２月１８日（金）～１９日（土） 募集人
数／３０名（最小催行人数１０名）販売予定価格／１５，０００円 出
発地／札幌市（ＪＲ札幌駅北口）

＜旅行商品の概要＞

北海道十勝に点在するマンマのネットワーク（北海道女性農業者倶
楽部）の職場などに立ち寄り、農業現場からの生の声を聞きます。
食事は毎食、十勝ならではの食材を使ったメニューをご用意、地元
の農家の方々と語りながら交流していただきます。また、初日には
食育セミナーを開催。免疫学の権威である北海道大学の西村教授
をお招きし、地場野菜を食べることから健康パワーを作り上げる食
育を学びます。

【催行結果】
■参加人数：１２名（男性０名、女性１２名）
参加者は１２名。全員女性４０代から７０代。

■参加者は札幌から。
■体験ツアーについての参加者の反応、声

・アンケートの全体の印象という設問では、全員「よい」という
感想でした。（アンケートのご意見から）「味噌づくり、バター
づくりに興味があって参加しましたが、講演やデスカッション
のお話を聞いて、本当の食育の意味や地元の方々の活力
が強く伝わり衝撃的でした。その後農家のお母さん方の自信
に満ちた笑顔、本物を伝えたいという意気込みが感じられ、
エネルギーをたくさんもらった思いです。
・貴重な体験をさせてもらいました。

・マンマの会の皆様にはとてもよくしていただき感謝していま
す。あたたかい気持ちになれたこのツアーは良かったです。

・体験が特に良い。生産者と直接会話ができてとても良かっ
た等
■また受入れや体験を提供された地元の関係者の反応

参加者６名が一般参加者と夕食や味噌づくりを通じて交流
しました。その結果、一般参加者全員がマンマのネットワー
クの活動イベントに今後とも参加・応援したいということにな
り、消費者と生産者の輪がこのツアーがきっかけで出来上が
りました。

また、マンマのネットワークの販売している農業加工商品を
説明しましたが、参加者の消費者サイドの意見から、その後
で新しい商品開発をすることになったりして、生産者側にも
収穫があったようでした。
■22年度のツアーの予定等

今回の結果を踏まえて、マンマのネットワークが内容を検
討し22年の12月に実施予定。

※ 優秀賞受賞地区には、モニターツアーの実施にか
かる経費の一部【マイクロバスの借上げ費用、体験料、
広告費、調査費など、モニターツアーを実施するために
必要となる経費の一部（上限50万円）】を助成。
また、ツアー参加者に対するアンケート調査を実施



●田舎で親せきを作ろう！ま
めで達者な鮫川村！田舎の
美味しい食べものづくりや手
造りハウスにて薪ストーブ懇
談 紙すき体験やしいたけ駒
打ち体験で地元の方と交流
提案者：(株)農協観光首都圏

支店（東京都）、共同提案者：
福島県鮫川村 目的エリア／
福島県鮫川村 日程／１泊２
日 催行予定日／３月６日
（土）～７日（日）募集人数／２
５名（最少催行人数１５名） 販
売予定価格／１４，８００円出
発地／東京都（ＪＲ上野駅公
園口）

３月６日（土）～

７日（日）

●都会の台所、通勤電車で漁
師町へ -横須賀漁師とワカメ
刈り-
提案者：(株)風の旅行社・風カ
ルチャークラブ（東京都）、共
同提案者：栗山 義幸（漁業従
事者・横須賀市）
目的エリア／神奈川県横須賀
市 日程／日帰り 催行予定
日／３月１４日（日） 募集人数
／２０名（最小催行人数１０名）
販売予定価格／８，０００円
出発地／横須賀市（京浜急行
県立大学駅）

３月１４日（日）

●体験から交流へ～交流から
定住へ 今そこにある和歌山
「恵の故郷・山海巡りシリー
ズ」第１回 二地域居住の里・
日高川町へ

提案者：ゆめ倶楽部２１（和歌
山県日高川町の体験交流受
入れ団体）、共同提案者：（株）
日興トラベル 目的エリア／和
歌山県日高川町 日程／日帰
り 催行予定日／３月２７日
（土） 募集人数／４０名（最小
催行人数２０名） 販売予定価
格／８，０００円 出発地／大
阪市（ＪＲ大阪駅）

３月２７日（土）

「ようこそ！農村へ」今後のモニターツアー予定

残り３つのモニターツアーを3月に実施します。

＜既に定員を超える申込みがあり、
キャンセル待ちになっています。＞



・地方新聞に掲載
・イベント会場でチラシ配布

・東京のアンテナショップ等
でチラシ配布
・ニューシニア新聞に掲載

・都市部で農産物即売会を
開催しその来場者にチラ
シを配布

・ミニコミ紙、フリーペー
パーに掲載
・コミュニティＦＭ、ＣＡＴＶ
から紹介

・全国新聞社の旅行特集
版に掲載
・新聞折り込み配布

コンテスト応募賞品はどのような方法で参加者を募集しようとしているのか

ＧＴ商品コンテスト応募賞品の参加者募集方法

・自社ＷＥＢサイトに掲載

・旅行ポータルサイトに掲
載

・ＭＩＸＩのコミュニティに掲
載

・旅行会社の体験サイト
に掲載

・提携旅行会社のカード
会報誌に掲載

・エコミュージアムのサイ
トに掲載

・地域交流イベント紹介サ
イトに掲載

・クチコミ、ブログから発
信

・都市のＮＰＯ会員へ情報
発信

・ふるさとファンクラブ会員、
産品会員に案内

・大学の農業系サークルに
案内

・若者、社会人の地域活性
化グループの会員に案内

・企業のＣＳＲ、人事部、食
育担当者、教育委員会、教
職員への個別営業
・過去の参加者等に案内

・地元旅行会社から大手旅
行会社に連携販売

新聞等印刷物、メディア活用 ＷＥＢサイトの活用 独自の営業開発や会員組織の活用



消費者の心をぐっと掴む。未来のグリーン・ツーリズム商品を探る

3月10日開催の第7回オーライ!ニッポン全国大会の第3部
のパネルディスカッション（１６：００～１７：３０）に於
グリーン・ツーリズム商品コンテスト優秀賞のモニターツ
アーの実施結果の報告及びメディアの専門家、旅行の消
費者ニーズに詳しい専門家からこれからのグリーン・ツー
リズム商品の可能性を議論

テーマ：消費者の心をぐっと掴む。未来のグリーン・ツーリズム商品を
探る（仮題）
農山漁村で体感するグリーン・ツーリズムは、都市生活者に日常

では得られない感動をもたらす魅力的な旅行素材ですが、商品の
魅力づくりや集客に悩むなど、課題が多々あります。今回は、都市
生活者の心をぐっと掴む、未来のグリーンツーリズム商品づくりに
ついて、ようこそ！農村へキャンペーングリーン・ツーリズム商品コ
ンテスト受賞者や情報発信のプロを交えて検討します。
●コーディネーター

鈴木 賀津彦
市民メディアプロデューサー・東京新聞首都圏編集部 記者

●パネリスト
・情報プロフェッショナル

中村 直美 （株）交通新聞社「旅の手帖」編集長
中島 康夫 （株）電通 クリエイティブ開発センターＣＩ開発部

・企画実践者
(株)わくわくホリデー（北海道）／北海道女性農業者倶楽部
庄原市観光協会連合会／有限会社道後タクシー・道後観光
株式会社農協観光首都圏支店／福島県鮫川村


