
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



第２回グリーン・ツーリズム推進連絡会議

国際グリ ン ツ リズムの現状及び展望国際グリーン・ツーリズムの現状及び展望
－国際グリーン・ツーリズム商品化に向けて－

㈱ﾂｰﾘｽﾞﾑ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ研究所
研究員 金 振晩

都 室 ガビ〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-7-1スルガビル9F 
TEL：03-5299-6840（直通） 080-1337-2293（携帯）

FAX：03-5299-6512 E-mail：kim@tourism.jp



国際グリ ン・ツ リズム商品化の取り組み

３者の課題洗い出しと Win&Win& Winのモデル化検討

国際グリーン・ツーリズム商品化の取り組み

農業体験・農家訪問
潜在ニーズ

旅行者 相談・依頼

現地旅行会社

手配依頼

日本の旅行会社現地旅行会社

• 需要が安定せず募集型企画商品に
組めない

• 依頼があってもどこに連絡すれば
手配できるかわからない。

• 一軒一件の内容チェックまで、コス

【旅行会社のツアーを利用しない旅行者】

• 日本のGT受入状況がよくわからない。

• 情報を見つけても自身で予約できない。

地域

軒 件の内容チ ックまで、 ス
ト上行えない

• 個人旅行者を送客するには交通が
不便で勧められない。

• サービス・設備の質に不安

• 料金体系などが不明確

事 等があ 合 応

マッチングが

できていない
情報が少ない

情報を見 けても自身で予約できない。
⇒言葉・予約方法の問題

• 受入農家を選ぶ判断基準が無い。

農家

地域

• 個人事業単位で広報プロモーションが出来ない。
受け入れ施設 体制に何が必要か分からない

• 万一事故等があった場合の対応に
不安（保険加入の有無など）

できていない
アクセスできない NPO法人

＜海外＞

＜国内＞ • 受け入れ施設・体制に何が必要か分からない
• どうすれば外国人旅行者に来てもらえるのかわから
ない。

• 1地域で団体客を受け入れるキャパシティがない。

• 旅行者からの予約の受付をどうすれば良いかわから
ない。
言葉 習慣の違いに不安 など課題が多々ある

＜国内＞

• 言葉・習慣の違いに不安。・・・など課題が多々ある。



国際グリ ン・ツ リズムの旅行商品化と流通経路の確保

【日本国内】 【海外マーケット】

国際グリーン・ツーリズムの旅行商品化と流通経路の確保

商品タイプ①：海外エージェントが主催する
企画旅行商品の日本国内のユニット

国内ランドオペレーター 海外エージェント

流通①：海外エージェントへの紹介

インターネットＷｅｂ
国内拠点施設

商品タイプ②：国内ランドオペレーターが
主催する募集型企画旅行商品

流通②：Ｗｅｂによる直販

流通③：国内観光拠点での販売
流通②：Ｗｅｂによる直販

在日外国人 訪日外国人旅行者 訪日旅行計画者ターゲット



旅行商品の造成・販売プロセス
<プロセス> <各プロセスにおける旅行会社の対応>

旅行商品企画 ◎地域情報の収集・下見

◎外国人ニーズの把握（マーケット分析）

◎旅程素案の作成（日程、コース）/リクエスト・シリーズ別の対応

◎地域側 手配先（問 合わせ先） 確認 ・ 左図のプロセスは 一般的

旅行商品の造成・販売プロセス

◎地域側の手配先（問い合わせ先）の確認

素材の仕入れ ◎宿泊施設・体験施設の基本整備の確認（法的認可・施設等整備）

◎仕入交渉と契約（価格・手数料、旅行会社との契約条件確認）

◎仮予約（ブロック予約・スポット予約）

◎外国人向けの対応

左図のプロセスは、 般的
な旅行会社の旅行商品の造
成の流れと、各プロセスにお

旅行商品造成 ◎旅行約款・販売マニュアル・ＧＤＳデータの整備

◎価格決定（コスト・利益率）

◎旅行商品パンフレットの作成

ける旅行会社の対応の一覧
である。

広告（募集）販売促進 ◎商品発表（海外エージェントへの告知）

◎旅行参加者の募集（予約開始） ・ 最終的には、ヒアリング調査
結果 モデル商品化の対応

旅行商品販売 ◎販売窓口対応

◎旅行の催行の可否決定

◎手配の最終決定（参加者人数の確定）

結果、モデル商品化の対応
を加味して、旅行会社の旅行
商品造成・販売プロセスに応

ツアー催行（オペレーション） ◎旅程の管理

◎ガイドの対応

◎外国人向けの対応

◎変更・事故発生時等の対応

精算 ◎サプライヤ との精算

じて課題・対応ポイントをまと
める。

精算 ◎サプライヤーとの精算



国際グリ ン・ツ リズム商品化に向けた旅行会社の課題及び対応

（１）旅行商品造成 販売に向けた対応

国際グリーン・ツーリズム商品化に向けた旅行会社の課題及び対応

（１）旅行商品造成・販売に向けた対応

①旅行商品における地域コンテンツの仕入れ、旅行商品化に対する対応と課題

②地域との予約・契約・精算方法に関する対応・課題

③旅行商品の販売、地域の体験プログラムの販売

（２）国際グリーン・ツーリズム関連の旅行商品の流通実態・課題（２）国際グリ ン ツ リズム関連の旅行商品の流通実態 課題

①国際グリーン・ツーリズム旅行商品の内容、販売状況

②国際グリーン・ツーリズム旅行商品のオペレーションに対する課題

（３）訪日旅行者の田舎訪問（国際グリーン・ツーリズム）へのニーズ実態



（１）旅行商品造成・販売に向けた対応 １
①旅行商品における地域コンテンツの仕入れ、旅行商品化に対する対応と課題

（１）旅行商品造成・販売に向けた対応－１

◆ 旅行商品の中で移動（交通）にかかるコストが大きいことから、体験プログラム等（地域コ
ンテンツ）は、その地域でしかできないプログラムであること。

◆ 市場のニーズにマッチし、旅行会社として収益が得られる程度のマーケットボリュームが
想定されること。

◆ 手配が容易なこと。（催行間際でも予約対応が可能、少人数でも対応可能）

◆ 外国人旅行者にと て最低限必要となる受入体制の整備が整 ていること◆ 外国人旅行者にとって最低限必要となる受入体制の整備が整っていること。

◆ 日本の到着・出発空港間の行程が優先されるので地理的な立地条件として行程上にある
こと。（行程を変更してもコストが少ないこと）

◆ 外国人の習慣に柔軟に対応してくれること。◆ 外国人の習慣に柔軟に対応してくれること。



（１）旅行商品造成・販売に向けた対応 2
②地域との予約・契約・精算方法に関する対応・課題

（１）旅行商品造成・販売に向けた対応－2

◆ 宿泊施設・飲食施設を利用する場合は、自社と仕入れ契約を結んでいること。

◆ 観光施設 体験プログラムを利用する場合は 契約を結んでいること◆ 観光施設、体験プログラムを利用する場合は、契約を結んでいること。

◆ 地域で企画されたツアーや体験プログラムの料金表があること、支払いフロー（精算の仕
組み）が確立されていること組み）が確立されていること。

◆ 地域内での宿泊日数、立ち寄り箇所が多くなるほど、各施設との調整が必要となり、手◆ 地域内での宿泊日数、 ち寄り箇所 多くなるほ 、各施設 の調整 必要 なり、手
配・精算に手間がかかる。



（１）旅行商品造成・販売に向けた対応 3

③旅行商品の販売、地域の体験プログラムの販売

（１）旅行商品造成・販売に向けた対応－3

◆ 海外エージェントに対して国内の新しいデスティネーション・体験を提案する場合には、コ
ストを掛けてもその地域でしか出来ない魅力が必要になる。

・ 遠方から来日する旅行者の場合、日本までのコストが高いことから日程的、料金的なロス

が大きい地域への訪問は難しい。また、初めて来日する旅行者が海外エージェントを利
用することが多く、ゴールデンルートを求める傾向にあるため、国内ランドオペレーターは、
ゴ デ 紹介が中心となるゴールデンルートの紹介が中心となる。

・ 海外エージェントの担当者が、日本に精通していなければグリーン・ツーリズムを含む日

本の田舎を訪問する旅行商品の販売は難しい。そのため、海外エージェントに対して日
本のグリーン・ツーリズムに対する啓蒙を図ることが必要になる本のグリーン・ツーリズムに対する啓蒙を図ることが必要になる。



（２）国際グリ ン・ツ リズム関連の旅行商品の流通実態・課題 1

①国際グリーン・ツーリズム旅行商品の内容、販売状況

（２）国際グリーン・ツーリズム関連の旅行商品の流通実態・課題－1

◆ 現状で、国内ランドオペレーターが海外エージェント向けにグリーン・ツーリズム（体験・農
泊）を、パッケージ商品のユニット紹介していることは少ない。

国内ランドオペレ タ の業務は 海外エ ジ ントの求めに応じて日本国内の旅行素材・ 国内ランドオペレーターの業務は、海外エージェントの求めに応じて日本国内の旅行素材

の情報の提供、手配、精算等を行うことである。したがって、海外エージェントが、日本の
グリーン・ツーリズムに対する認知・理解を持っていることが必要である。

・ 海外エージェントが販売する日本行きのパッケージ商品は、ゴールデンルートに関するも海外エ ジェントが販売する日本行きのパッケ ジ商品は、ゴ ルデンル トに関するも

のが多い現状にある。そのため、海外エージェントへの情報発信だけでなく、旅行の手配
にエージェントを利用していないと想定されるＦＩＴに対する情報発信が、国際グリーン・
ツーリズムの普及に向けては重要になる。

◆ 手配型の場合は、海外エージェント・顧客の要望に応じて紹介を行っている状況である。

・ 日本の地方（田舎）を紹介・販売している海外エージェントも存在しているが ごく僅かで・ 日本の地方（田舎）を紹介・販売している海外エ ジェントも存在しているが、ごく僅かで
ある。手配型旅行商品の場合は、海外エージェントからの送客が保障されるため、希望
に応じた旅行先の紹介・手配が可能となり、これまで実績のない地域への送客も可能と
なる。地域側でも、集客が保障されるため宿泊・体験施設等の協力を得やすい。



（２）国際グリ ン・ツ リズム関連の旅行商品の流通実態・課題 2
②国際グリーン・ツーリズム旅行商品のオペレーションに対する課題

◆ 体験プログラム等のリスク管理ができること

（２）国際グリーン・ツーリズム関連の旅行商品の流通実態・課題－2

◆ 体験プログラム等のリスク管理ができること。

◆ 交通の利便性（二次交通）が確保されること。

◆ 案内、ガイドの充実、ツアーに同行する通訳ガイドの正確な説明ができること。

◆ 宿泊施設、体験施設内の最低限の設備されていること。

◆ 宗教、アレルギーによる食事制限への対応できること。

◆ 旅行商品として企画されているプ グラム 素材が天候 生育状況等で提供できない場合◆ 旅行商品として企画されているプログラム・素材が天候・生育状況等で提供できない場合
の対応ができること。

◆ 海外エージェントに紹介する段階で 仮予約ができること。◆ 海外エ ジェントに紹介する段階で、仮予約ができること。

◆ 旅行商品を販売する窓口での対応 商品内容について理解していること。

◆ 企画時期に偏りが見られる。特に春・秋は農作物の収穫シーズンになるため、商品が多く
なるが、冬は少ない状況である。



（３）訪日旅行者の田舎訪問へのニ ズ実態
◆ 国内ランドオペレーターが海外からの訪日のニーズを把握できていない可能性もある。

グ ズ

（３）訪日旅行者の田舎訪問へのニーズ実態

・ 海外エージェントの日本のグリーン・ツーリズムに対する認知度、海外エージェントを利用
する旅行者の趣向を把握することが必要となる。

（４）国際グリーン・ツーリズム商品の試作
日程 時間 食事 宿泊

NH3771(SNA071) 羽田空港（08:35）→鹿児島空港（10:35） 朝食：×

11:00～12:15 鹿児島空港=(バス)=くま川下り
昼食：弁当

12:30～14:00 くま川下り体験 人吉駅弁　やまぐち
（くま川下りをしながら昼食を取る） 栗めし＋暖かいお茶

14:20～15:00 青井阿蘇神社（下車観光）
年 農家民泊

Rural Life Experience in Kyushu
行程

2010年 農家民泊
1/30 （土） 15:20～16:20 味噌・しょうゆ蔵巡り（下車観光） （あさぎり町内）
（１日目） ※現地ボランティアガイドによるガイディング

16:20～16:50 人吉市内＝（バス）＝ヘルシーランド（銭湯）

16:50～17:50 ヘルシーランドで温泉or物産館（自由行動）
※温泉はお客様の任意。入浴しない人は物産館見学。

17:50～18:10 あさぎり町＝（バス）＝やったろ館（交流会会場）

18:10～19:40 交流会（地元農家の方々との交流・夕食） 夕食：交流会
※和太鼓演奏あり。 大三軒

ケータリング
19:40～20:00 やったろ館＝（農家所有の自家用車）＝各農家 和洋食バイキング

7:30 朝食 朝食：農家民泊

9:00～9:15 農家＝（各農家の自家用車）＝あさぎり町ふれあい物産館

9:15～9:30 あさぎり町ふれあい物産館＝（バス）＝フルーツトマト農園（樅木様宅）9:15 9:30 あさぎり町ふれあい物産館 （バス） フル ツトマト農園（樅木様宅）

9:30～10:10 フルーツトマト収穫体験

10:10～10:20 フルーツトマト農園＝（バス）＝松の泉酒造

10:20～11:00 球磨焼酎蔵元見学＠松の泉酒造

11:00～11:30 酒造＝（バス）＝山江村
1/31（日）
（2日目） 11:30～13:00 鍋祭り（昼食フリー） 昼食：鍋祭り（自由）
　

13:00～14:30 意見交換会＠山江村農村環境改善センター

14:30～15:30 山江村＝（バス）＝鹿児島空港

NH628 鹿児島空港（16:40）＝羽田空港（18:15） 夕食：なし





【参考資料】海外エ ジェントの商品造成サイクル①
1月 ２月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

前年販売データ収集

海外 ジ 発信

【参考資料】海外エージェントの商品造成サイクル①

訪日外国人向け
募集型企画旅行商品

地域情報収集・商品企画
（翌年販売商品）

商品ラインナップの決定・
調整・仕入

商品造成・
値付

翌年商品の
概要発表

パンフレット作成 納品 海外エージェントへの発信 翌年1月～12月商品の販売
（翌年12月まで）

南ヨーロッパ
（フランス・スペイン・
イタリア・ポルトガル等）
＜企画商品販売年1回型＞

海外エージェントへ
商品の紹介

地域情報収集・商品企画・仕入
海外エージェントからのリクエス

海外エージェントへ
のヒアリング・打合

海外エージェントの商品造成・
値付

パンフレット発行

翌年1月～12月
商品の販売
（翌年12月まで）

海外エージェントへ

夏向け商品の販売（７月まで）

商品の販売（12月まで）

海外エージェントからのリクエスト対応（通年）

南ヨーロッパ
（フランス・スペイン・
イタリア・ポルトガル等）
＜企画商品販売年２回型＞

地域情報収集・商品企画・仕入
海外エージェントからのリクエスト

海外 ジ ント
のヒアリング・打合

翌年向け
商品の販売
（翌年７月まで）

海外エージェントへ
のヒアリング・打合

冬向け商品の販売（翌年２月まで）海外エージェントへ
商品の紹介

海外エージェントへ
商品の紹介

海外エージェントの商品造成・
値付

パンフレット発行

海外エージェントの商品造成・
値付

パンフレット発行

北ヨーロッパ
（イギリス・ドイツ・
オランダ・北欧等）

翌年1月～12月向け商品の販売
（翌年12月まで）

海外エージェントからのリクエスト
国内ユニットの紹介・企画・仕入

地域情報収集

海外エージェントの
商品造成・値付

地域情報収集

パンフレット発行

商品の販売（12月まで：来日ピークは3・4月）

海外エージェントからのリクエスト対応（通年）



【参考資料】海外エ ジェントの商品造成サイクル②
1月 ２月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

地域情報収集 地域情報収集
海外エージェント
からのリクエスト
国内ユニットの紹介

【参考資料】海外エージェントの商品造成サイクル②

北アメリカ
（アメリカ・カナダ等）
パッケージは
ほとんどなし

翌年1月～12月向け商品の販売
（翌年12月まで）

国内ユニットの企画・仕入 海外エージェントの
商品造成・値付

商品の販売（12月まで）来日ピークは3・4月）

海外エージェントからのリクエスト対応（通年）

パンフレット発行

国 ッ 紹介

中南米
（メキシコ・ブラジル等）

商品の販売（12月まで）

海外エージェントへ
商品の紹介

地域情報収集・商品企画・仕入
海外エージェントからのリクエス

海外エージェントへ
のヒアリング・打合

海外エージェントの商品造成・
値付

パンフレット発行

海外エージェントからのリクエスト対応（通年）

台湾 海外エージェントからのリクエスト対応（通年）

台湾⇔日本の航空機の座席が確保されてから企画する傾向
ツアー催行日の2ヶ月前ぐらいにエージェントからの手配依頼

韓国
（パッケージユニットは
ほとんどない）

海外エージェントからのリクエスト対応（通年）

ツアー催行日の2ヶ月前ぐらいにエージェントからの手配依頼



国際グリーン・ツーリズムの推進

2010.2.16
NPO法人日本都市農村交流ネットワーク協会

中川 聰七郎



NPO法人日本都市農村交流ネットワーク協会

２００７．３．２４設立・２００７．７．０４認証

「目的」

都市と農村の人々が、お互いに交流し、連携・協力
し合って、“農業を元気に、農村を活性化する”活動

①グリーン・ツーリズムをしたい

②安心・安全な食物を食べたい

③農のあるライフスタイルを楽しみたい

を盛んにし…。



２１世紀地域づくり；マクロからミクロへの転換

グローバリズム

国 家

21世紀〔公共圏・地域・

グローバリズム〕

地域・自治体

公共圏



[業務概要]

・組 織；役員－理事１２名、監事２名。

・会 員；一般会員１９０、法人会員２０、賛助会員２０

・会 費；一般会員年２,０００円、法人会員１０,０００円

・事業規模；約２,５００万円（うち、補助金２,３５０万円）

・主な事業；農コミ、広域連携、女性起業、働き隊など

○ 農作業の体験/交流、味噌・酒造り、

○ 女性起業支援、直売支援、シンポジウム、

○ セミナー・研究会など

○ ホームページ、メルマガ、会報の発行



[事業展開]－今年度の場合

・ 体験・交流 田植え/草取り/刈取り/酒造（京丹後）

遊休農地の再生（黒大豆・大豆・生姜）

学生のファームガーデンつくり（明日香）

・ セミナー 「グリーンツーリズムと農家民泊を考える」

・ 国際シンポ 「アジア・グリーンツーリズムの可能性」

・ 女性起業 「お母さんたちのフードマルシェ」

・ 雇用創出 「田舎で働きたい」

・ バスツアー 「交流・定住・市場開発の戦略を考える」

・ 定例研究会 「農耕文化研究会」 （定例・月１回）

・ 刊行物 『グリーン・ツーリズムガイドブック』（仮）

『家庭でできるジビエ』（猪・鹿肉）



２１年度国際シンポジウムの概要
テーマ

アジア・グリーン・ツーリズムの展望
－食・農耕文化・交流の未来を考える－

・ 主 催：NPO法人日本都市農村交流ネットワーク協会
共 催：きんき活性化塾、きんき子どもふるさと応援隊
後 援：農林水産省、京都府、京丹後市、明日香村、NHK、KBS京都
協 賛：京都府立医科大学・府立大学生活協同組合

• 趣 旨；アジア・グリーン・ツーリズムに関心をもつ市民の参集を得て、
中国、韓国、日本の専門家たちとともに、アジアにおける食・農耕文
化・交流の未来像－課題と展望－について考えます。

• 日 時；3月6日（土）10時00分～午後5時00分
• 場 所；キャンパスプラザ京都
・ 参 加 料 ; 無 料



【プログラム】
問題提起 中川聰七郎（副理事長）

第１部；アジアの生活・文化について考える－アジアの民俗芸能の紹介
総合解説 大谷紀美子さん（相愛大学）

• 「苗族の踊り」 (中国） 解説 王 橋さん（中国社会科学院）
• 「農 楽」 （韓国） 解説 張錦珠さん（韓国農村振興庁）
• 「インドの踊り」 （インド） 解説 大谷紀美子さん（相愛大学）
• 「丹後太刀振り」（日本） 解説 水野孝典さん（京丹後市）

[昼食］ “女性起業者”による手作り「ふるさと弁当」

第2部；アジアの食・農耕文化・交流の現状と課題
解 題 宮崎 猛さん（京都府立大学）

• 中 国の食・農耕文化・交流の未来 王 橋さん（中国社会科学院）
• 韓 国の食・農耕文化・交流の未来 張錦珠さん（韓国農村振興庁）
• アジアの食・農耕文化・交流の未来 萬田正治さん（全国合鴨水稲会）
• 日 本の食・農耕文化・交流の未来 弓削忠生さん（六甲弓削牧場）

意見交換－コメント 中村貴子さん（京都府立大学）

• 交流懇親会（2Fホール）

• 懇親会場で、『明日香・京丹後のグリーン・ツーリズムガイドブック』、『家庭で楽しむ
ジビエ料理』出版披露を行う。



２０年度の国際シンポジウム
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株式会社リクルート 旅行カンパニー
じゃらんリサーチセンター

２０１０年２月１６日

年間３億人泊の「観光旅行」に「農業」を浸透させる

“観光地”と“農業”を結ぶ
「農業観光エントリーモデル」開発

～気軽にｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑに参加できる「宿泊プラン」開発～



2

グリーンツーリズムから「農業観光」へ。

心と体に素晴らしい効果をもたらすグリーンツーリズム。
学校教育や、団体旅行での限定的な参加形態から、
より気軽に、ふらっと、一般の旅行者が参加できる世界観を
作り、年間国内旅行者3億人※を動かしていきたいと考えています。

（※出張、帰省、子供、インバウンド、を除く）

商品化と流通を促進し、“農業”を観光コンテンツの１つとし、旅行
者の選択肢に組込む。それを我々は「農業観光」と呼び始めました。
「グリーンツーリズム」という広い概念でもなく、
「観光農園」「体験農業」といった商業的な施設としてではない。
“本物が求められる時代”の観光コンテンツ＝「農業観光」は、
観光業界におけるポスト・テーマパークとなりうるかもしれません。

商品化・流通促進のための手段として、「宿泊プラン化」や、
「着地型情報の販売」促進を目指したいと考えています。

【はじめに】
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１．じゃらんリサーチセンターについて
・国内旅行情報サービス「じゃらん」について

・じゃらんリサーチセンター（ＪＲC）について

２．変化する国内旅行市場と「農業観光」について
・国内旅行市場概況について
・「農業観光」受け皿の課題について

３．「自然体験旅行」に対する意識について
～エントリー層に求められている「農業観光」とは

３．事業プラン概要について（分科会テーマ案）

【目次】
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１．じゃらんリサーチセンターについて

・国内旅行情報サービス「じゃらん」について
・じゃらんリサーチセンター（ＪＲC）について



5

１－１．国内旅行情報サービス「じゃらん」について

全国で、毎月約10９万部を発行する旅行媒体です。

2010年は、
創刊20周年です
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 国内旅行情報誌『じゃらん』がつくった

宿泊予約サイト。

 全国約20,287軒（2009年11月現在）の
宿・ホテルにご参画いただいています。

 Ｙａｈｏｏ「ｗｅｂ ｏｆ ｔｈｅ ｙｅａｒ」の“旅行・予
約部門“にて２００５年より５年連続ＴＯＰ

アドレス http://www.jalan.net/

サービス開始 2000年11月11日

登録宿泊施設数 20,287軒（2009年11月現在）

掲載宿泊プラン数 685,844プラン（2009年11月現在）

月間アクセス数
（ビデオリサーチインタラクティブ調べ）

約523.8万人（2009年8月実績）

年間総人泊数 4,093万人泊実績（1日平均11万件予約）

（200８年1２月～200９年１１月実績）

月間純訪問者数が
523.8万人（2009年8月実績）
※1ヶ月間に同じ人が何度訪れても1人と数えます
（ビデオリサーチインタラクティブ調べ）

全国2万件、69万プラン掲載。
年間4093万人泊の予約実績
（１日平均11万人泊）

※じゃらんnetの最新の情報は以下のアドレスからご確認いただけます。
http://www.jalan.net/jalan/doc/news/data/yado_data.html

TOP画面のイメージ

１－２．じゃらんｎｅｔについて
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●業界誌「とーりまかし」●観光振興セミナー（全国7か所）

●ＷＥＢサイト →http://jrc.jalan.net

調査

実験

〝もっとお出かけしたくなる世の中に♪“を合言葉に、
地域の魅力発掘、新しい観光市場の創造による業界貢献を目指す

１－３．じゃらんリサーチセンター について
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２．変化する国内旅行市場と、
農業観光について

・国内旅行市場について
・農業観光旅行の受け皿の課題について
・農業観光の可能性について
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1年間に実施されている国内観光旅行件数は、約3億人泊。
（出張・帰省を除く／推計値－じゃらん宿泊旅行調査2009より）

【参考】
手配方法
（旅行件数）

２－１．国内旅行市場について

3,456万泊

3,713万泊

3,726万泊

3,895万泊

3,729万泊

3,359万泊

3,511万泊

3,720万泊

3,906万泊

3,942万泊

3,648万泊

3,474万泊

3,024万泊

3,610万泊

3,559万泊

2,988万泊

3,135万泊

3,029万泊

3,630万泊

3,259万泊

7,415万泊

7,284万泊

7,255万泊

7,826万泊

6,651万泊

8,369万泊

8,487万泊

8,572万泊

7,988万泊

7,884万泊

20～34歳
男性

20～34歳
女性

35～49歳
男性

35～49歳
女性

50～79歳
男性

50～79歳
女性

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

凡例

09年　延べ宿泊数

29,235万泊

08年　延べ宿泊数

29,604万泊

07年　延べ宿泊数

29,325万泊

06年　延べ宿泊数

30,856万泊

05年　延べ宿泊数

29,024万泊

（万人泊）

09年
延べ宿泊数

２９，２３５万泊

自分達で宿を手配

70.9

旅行会社を通して宿
を手配

16.5

旅行会社のパックを
利用

12.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

09年　全体
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宿泊旅行の目的の上位は、「温泉」、「食」、「宿」。
｢各種体験(果物狩りなど)｣を目的として挙げる人は多くはない

（複数回答）－じゃらん宿泊旅行調査2009

２－２．国内旅行の目的について

1.5
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２－３．「農業観光」の可能性について

国内旅行市場
３億人泊

グリーンツーリズム目的の旅行者を増やしていくのと同時に、
旅行ついでに楽しめる体験プログラムを「旅行プラン化」する
ことで、需要を増やしていくことが可能。

グリーンツーリズム
主目的の旅行者

農家
レストラン

料理
講習会

朝市

農家
体験

稲刈り

農家
交流

産地
訪問
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１．個人手配旅行が全体7割超の中、個人客を動かす仕掛けが重要
イベント型→通年型（宿泊施設のプランへの埋込み）

２．じゃらんnet→「収穫体験」ﾌﾘｰﾜｰﾄﾞ検索で600件～ヒット
集客できる優位性、その土地ならではの魅力づくりが必要

３．農業体験ツアーは、日帰り含め安価なものも多い。
（3000円(日帰り）～1万円（1泊2日交通費込み）まで存在）
宿泊プランに組込み、付加価値販売することで換金化も可能

４．車を保有しない／自家用車で移動しない／集合バス嫌い、な
「若者層」、「女性層」も参加できる交通の便のよいエリア設定

交通の便がよい観光地と、農業との接点に期待

２－４．「農業観光」受け皿の課題

人口の多い「グリーンツーリズム・エントリー層」向け
観光地の宿泊施設でのプラン化の推進が有効
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３．旅行者に求められている
「農業観光」プランについて

・「自然体験旅行」に対する意識調査
・旅行者に求められている農業観光プランについて
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３－１．エントリー層が求める「農業観光」のポイント

農業観光はあくまで、観光コンテンツの一つ。
旅行プラン全体のストーリー立てと、ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝが必要。

①旅行ついでに「短時間」で気軽に参加できる仕組み
観光地の「宿泊施設」との連携、宿泊プラン化

（体験内容・時間、観光地からの距離も重要）

② 「食の魅力」,「知的好奇心」,「宿泊条件」を満たす
旅行の楽しみを満たせるプラン設計も重要。

ソフト力で勝負が可能。

③参加意欲をくすぐる競争優位性のある商品開発
「その土地ならでは」、「その時期ならでは」など

エリアの魅力を発掘し、磨くことが求められる。
バリエーション豊富な体験プログラム開発が重要
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３－２．「自然体験旅行」ー旅行者の経験

「自然体験旅行」に対する意識調査（07年3月調査）

「これまでに自然体験旅行の経験がある人」は４割程度。

日帰りが約半数、１泊２日以内が約８割を占める。

自然体験旅行の経験 自然体験旅行の日数

日帰り
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３－３．「自然体験旅行」ー旅行者の経験

「自然体験旅行」に対する意識調査（07年3月調査）

「これまでに体験したことのあるもの」の上位は、
短時間で気軽に体験できるものが上位に挙がっている。

（複数回答）
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グリーンツーリズムに参加しない「明確な理由はない」。
魅力的な商品がないか、情報が魅力的に伝えられていない

（複数回答）

「自然体験旅行」に対する意識調査（07年3月 じゃらんリサーチセンター2000人調査）

３－４．「自然体験旅行」の課題
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３－５．希望する「自然体験旅行」

数が多く見込めるグリーンツーリズムエントリー層は、
簡易な体験、一般の宿泊施設を希望する人が多い

宿泊希望施設については、最も希望が高かったのが民宿。
次いでペンション、旅館。
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３－６．1泊2日の「農業観光」事例について

事例）リピートを促すための「1泊2日×複数回」を狙うプラン例。
東京から日帰り圏内のエリアでも宿泊させることも可能なプラン。

「ハード（体験受入農場）」＋「ソフト（農業者）」の両者がウリ

【有機にんじん収穫＆農場ブランチプラン】

1泊2食＋体験（ランチ含む）

・11:00ホテル集合 →農場へ送迎

・11：30 有機野菜 収穫体験（さつまいも）

・12：30 農場ブランチ（野菜バーベキュー）

・13：30 有機野菜 収穫体験（にんじん、大根）

・14：00 ホテル着 チェックイン後フリータイム

・18:00～夕食を楽しみながら、

「食から始めるエコ講座

～地球に優しい有機野菜とは」

・翌日～ フリータイム（朝食後11:00ﾁｪｯｸｱｳﾄ）

ホテル泊(1泊朝食付)

農業体験＆ランチ

関連講座＆ディナ－
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宿泊プランについて

３－７．参加者の声より

・気軽にこれる場所でよかった。
車がないので、アクセスがよいのが便利（27歳女性）

・ホテルに泊まってのんびりできた。観光して帰ります。（40歳女性）

・農業には興味があったけど、どこでできるのか分からなかった。
プランに組み込まれていたので、一人でも参加できた（36歳女性）

・体験の時間が丁度よかった。少し土に触れるだけで、癒された。

・農家の方のお話が面白かった。いろいろと知識が得られて、
農業に対する興味がわいた。（28歳女性）

・広い農場で食べた食事がおいしかった。
野菜のおいしさに気付いた。定期的に取り寄せたい（38歳女性）

農業体験について
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楽しい

体験・
思い出

異性
関係

話題性季節感

ﾘﾗｯｸｽ

参加感

３－８．変化する「旅行者のニーズ」

出会い

(シェア可能)
ネタになる

（その土地）

ならでは感

開放感

(じゃらんリサーチセンター
「働く若者旅行実態調査」

－事前定性調査 09年2月

旅行者のニーズは変化している。
“本物体験が求められる時代”。農業観光市場拡大に期待。

生活基礎欲求因子

08年国内旅行意識調査より

知的好奇
心を満たす



22

４．事業プラン案について

年間３億人泊の「観光旅行」に「農業」を浸透させる

「農業観光エントリーモデル」開発
～旅行ついでグリツリ体験ができる「宿泊プラン」の開発～
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４－１．事業全体概要（案）について

1泊2日の旅行のついでにグリーンツーリズムに触れる
『農業観光エントリーモデル』の開発

【ターゲット】
・グリーンツーリズムに関心はあるが、実際には体験していない人たち
（消費接点別に、異なるグリーンツーリズムへの関心を頂いている人たち）

【目的】
・旅行の中でどのような体験を求めるのか等の一般調査からニーズを把握し、
実験参加エリアの特性や、観光資源との組合せなどの地域別観光調査から、
売れる1泊2日の宿泊プラン、宿泊に組込める着地型体験コンテンツの
商品モデル開発、および、販売促進モデルの開発を目指す。
→観光地の条件別に、成功する「商品パターン」の分析を実施したい。

【ゴール】
・「農業観光エントリーモデル」の成功事例について情報開示し、
全国の宿泊施設等で、条件に合わせ、グリーツーリズムが組み込まれた
「宿泊プラン化」、「着地型コンテンツの情報発信」を推進していく。
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４－２．プロジェクト推進（案）について

ＳＴＥＰ１ コンセプト調査（プラン受容調査）

・一般調査→消費接点別にグリーンツーリズムへの関心、阻害要因を調査
・実験地調査→観光コンテンツとの相性、｢その土地のならでは｣の魅力発掘、

プラン受容調査を実施（検討）

ＳＴＥＰ２ 実験地・内容を決める
・「宿泊プラン」の商品化を実現できるエリア選定

ＳＴＥＰ３ 実証実験する「プランタイプ」の検討
・販売データ分析の軸を検討（例：対象×エリア×内容×金額など）

・ターゲット別にニーズの高そうな「モデルプラン」を策定

ＳＴＥＰ４ 体験プラン化（農業と宿を結びつける作業）

・ 各地域（グリーンツーリズム関連）と、関係事業者でプラン造成

ＳＴＥＰ５ 宿泊プランの販売開始
・情報の一元化を図り、予約動向、予約者プロフィールを把握する。

ＳＴＥＰ６ 記入式アンケートを配布・回収

・実際の参加者の声を調査。分析し、仮説検証を行い知見を共有する

以下と並行
(公募後）

～３月

～４月

～６月

７～11月

～11年３月
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【参考】1泊2日に組込み可能な「コンテンツ」例

ホテル・旅館 泊

農業体験＆ランチ エコ講座＆ディナ－朝市散策＆朝食

青果市場 見学

農家料理 講習会

早朝農業体験

生みたて卵 採取体験

地元農家との交流会

野生動物・自然観測

エリアの温泉／歴史・文化資産／観光スポットなど観光資源との組み合わせ
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旅行情報サイト

【参考】情報集約ー宿予約情報の集積方法案

やっぱりイチゴ大好き お土産を買う人がほとんど

消費接点別サイト

本事業プロジェクトサイト

画面上で
アンケート実施

アンケート画面

予約画面

予約一覧画面

プラン一覧 画面

野菜通販
サイト

エコ・ロハス

ガーデニング

アンケート
パネル
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【最後に】

・グリーンツーリズムとの消費者接点を創っている企業（媒体、物販）
・趣旨にご賛同を頂けるエリア
・観光地近隣でグリーツーリズムを推進している組織の方
・宿泊施設との連携、プラン企画をしている方々…等とご一緒に

国内旅行3億人泊へのＧＴ普及を目指し、
気軽にグリーンツーリズムに触れて頂ける
「プラン作りの推進」をしていきたいと考えて
おります。どうぞ、よろしくお願いします

1泊2日旅行のついでにグリーンツーリズムに触れる
『農業観光エントリーモデル』の開発



都市農村交流の拡大に向けた
新たな連携のご提案

グリーン・ツーリズム推進連絡会 御中

2010年2月16日

㈱ティー・ゲート
ニューツーリズム・コンサルテイング部



はじめに

旅行者の観光ニーズが多様化するなか、特に心と心の交流、生産者
の顔が見える食需要などへの現代人のニーズが高まってきています。

グリーン・ツーリズムは、『着型観光』の最適なフィールドです。

今こそ、開発推進のための方策が必要です。今こそ、開発推進のための方策が必要です。

グリーン・ツーリズム推進連絡会議の共通のテーマとして、『品質の向
上』と『流通の促進』を目的に、２つのテーマをご提案いたします。
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グリーン・ツーリズムの拡大を図る上では、ビジネス化を果たすまでの一連のステップを段階ごとにサポートし、
総合力のある地域づくりの開発が必要です。

第１段階
人材育成講座

第2段階
ビジネス化トライアル

第3段階
誘客プロモーション

ＳＴＥＰ1

地域に根ざした
新しい観光の開発

ＳＴＥＰ1

商品企画と
マーケットリサーチ

①各種WEBサイトによる

プロモーション

②各種メディアによる

ＳＴＥＰ4

商品流通の手法
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●町並み博覧会
パンフレット

●「旅の発見」での
特集ページ

●町並み博実地プログラム例

語り部ガイドと行く日本一短い川
「ぶつぶつ川」と佐藤春夫ゆかりの地

漁具「ビン玉」飾り網体験

＜参考実証事例＞和歌山県町並み博覧会

ＳＴＥＰ2

売れる商品づくりの
スキル習得

ＳＴＥＰ3

グリーン・ツーリズムに関する
戦略とマーケティングノウハウ

ＳＴＥＰ2

モニターツアーの
実証・検証

ＳＴＥＰ3

共同プロモーションについて
のモデルケースづくり

②各種メディアによる

パブリシティ



２０１０

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

観光ビジネス化
実践講座・商品造成

カリキュラム

第1段階
人材育成講座

第2段階
ビジネス化トライアル

１０月

商品造成

１１月

●基本スケジュール

「新しい観光の開発」と「地域の連携、ネットワーク」の構築

事業化に向けてのモデルケースづくり
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モニターツアーの実証・検証商品企画
・マーケット
リサーチ

ビジネス化トライアル

共同プロモーションについての
モデルケースづくり

第3段階
プロモーション

各種ＷＥＢサイト
各種メディア

農山漁村地域

における持続

的な商品造成

創出された商品の効果的なプロモーション

農山漁村地域 人材育成講座
組織化・

ネットワーク化
継続・発展・
事業化グリーン・ツーリズムで

地域を活性化したい
新しい観光の開発 拡大・レベルアップ



●農山漁村地域●

・着型観光商品の提供
・地域の情報提供

● 売り場 ●

田舎体験コーナー
くだもの狩りコーナー
漁村体験コーナー

料理作り体験コーナー
民泊コーナー

●ニーズ●

・観光商品検索・予約
・地域の情報収集

・クチコミ

グリーン・ツーリズム専用の「売り場」（コーナーづくり）を創出し情報を一元化。
誰もがわかりやすい観光商品、情報を並べた売り場を提供し認知度を高める。

民泊コーナー
田舎暮らし体験コーナー
農家レストランコーナー
産直バスツアーコーナ
モニターツアーコーナー

・クチコミ
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● 地域からの情報発信 ●
・産直品紹介コーナー・・・各地域の特産物を紹介（商工会等との連携）

・都道府県別PRコーナー・・・各都道府県の農山漁村地域情報サイトへのリンク
・農山漁村関連情報サイトへのリンク・・・農林水産省・JA・JOIN等との連携



【「旅の発見」に登録されているプログラム一例】

【田舎体験】
●「玉ねぎの植え付け～収獲まで体験してみよう！」
●季節の野菜収穫と食農学習（松尾農園）

【くだもの狩り】

●岐阜県中津川市の栗拾い収穫体験！
●山梨県 勝沼でぶどう狩り！巨峰畑で食べ放題

【漁村体験】

●南紀すさみ「海と里の大学」アオリイカ釣り体験講座
●カニのひっこくり漁 大・作・戦！（カニ漁、磯遊びと味噌汁つくり）

●グリーン・ツーリズム商品をテーマごとに集約
●Webページ上で予約も可能

【「旅の発見」TOPページ】

【特集コンテンツバナー】

【テーマ別検索】

【連携サイト】
・ANA
・NEXCO中日本
・街ログ

●カニのひっこくり漁 大・作・戦！（カニ漁、磯遊びと味噌汁つくり）

【料理体験】

●料理名人に学ぶ！「太巻き寿司作り＜中級コース＞」
●山形の漬物と良い食品作りを教えます（古民家「野守の宿」）

【民泊体験】

●農林漁家民宿おかあさん100選認定者の宿
●漁師民宿泊！流し釣りで漁師体験＆旬の野菜収穫体験

【田舎暮らし体験】

●五箇山合掌造りの里で、冬の暮らしをまるごと体験
「冬の暮らし体験モデルツアー」

●体験農園で野菜収穫体験＆農家民宿で宿泊！
１泊２食（野菜いっぱいの食事）＋手作りパンお土産付！

【産直ツアー】

●ベラファー芸人エレキコミック今立進といく！農業を勉強します。
おいしい野菜が食べたい！日帰りバスツアー

【モニターツアー】

●「グリーン・ツーリズム商品コンテスト」応募企画商品
●焚き火の周りで地酒と山野手作り料理を味わう（大人の食育）
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【都道府県別ページ】

【雑誌媒体】
・ウォーカー系
・毎日が発見
・めしとも



業務実績

■静岡県観光商品企画研修
平成20年11月、平成21年7月～8月

■地域発！体験交流プログラムin広島
平成21年7月

■島根県 地域発！体験交流プログラム企画講座
平成21年2月

■岩手県南広域地域ぐるみ観光支援講座
平成20年9月、平成21年9月～12月
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■日本商工会議所主催 地域密着型観光人材育成事業
平成21年10月・11月

■伊勢志摩観光圏人材育成講座
平成21年9月～１１月

■新潟県旅館組合人材育成講座
平成21年11月・12月

■京都府人材育成講座
平成22年1月～2月

■自主開催 余暇ナビゲーター人材育成講座
随時開催



会社概要

実らせます、旅の収穫

旅は日々の暮らしにうるおいをもたらし、明日への糧となり、ときに人生そのものだったりします。

そして人の数だけライフスタイルがあるように、きめ細やかでよりパーソナルな要求を満たす旅行が求められています。

私たちは、伝統を大切にする文化との触れ合いから、時代を先取りする未知の経験まで、訪れた地での幅広い過ごし方を提案、紹介します。

様々な交流と体験を揃えた‘旅のテーマパーク’を作り、人と村・人と町を結びつける‘旅のネットワーク’を築きます。

更には、まだ手つかずの豊富な観光資源を発掘し、後世に伝える‘旅のナビゲーター’を育てます。

旅をとおして、かけがいのない出会いを見つけ、新たな門出のきっかけとなるお手伝いができれば無上の喜びです。

誰もが個性あふれ健康で充実した時間をもてるように、更には地域社会の発展と繁栄に貢献することを使命とします。

社 名 ： 株式会社ティー･ゲート（Ｔ-ＧＡＴＥ，ＩＮＣ．） 設 立 ： 2008年3月

所 在 地 ： 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-4-5 杉商ビル3Ｆ 資 本 金 ： 4億円

主 な 事 業 内 容 ： 旅行業 株 主 ： 近畿日本ツーリスト株式会社

インターネットを利用した情報提供サービス業 ： 株式会社角川メディアマネジメント

観光人材育成事業 社 員 数 ： 30名

ホ ー ム ペ ー ジ ： 旅の発見 http://tabihatsu.jp 登 録 番 号 ： 国土交通大臣登録旅行業 第1種 第1856号

代 表 者 ： 代表取締役社長 岩橋 伸行 有 効 期 間 ： 2008年6月10日から2013年6月9日まで

代表取締役副社長 倉見 尚也 所属旅行業協会 ： 社団法人 全国旅行業協会

誰もが個性あふれ健康で充実した時間をもてるように、更には地域社会の発展と繁栄に貢献することを使命とします。

Copyright ⓒ2010 T-GATE，inc All rights reserved -8-



「ようこそ!農村へ」プロジェクトの概要

平 成 ２ ２ 年 ２ 月

観光庁 観光地域振興課

農林水産省都市農村交流課
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○ 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

0
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10,000

Ｓ
54

Ｓ
59

Ｈ
元 Ｈ
５

Ｈ
10

Ｈ
15

Ｈ
20

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）



＜観光関係者と農村地域の連携＞

観光圏を中心とした観光関係者と農村地域の連携によるグリーン・ツーリズムの推進モデルの確立

観光関係者と農村地域が連携したグリーン・ツーリズムの推進

＜観光の課題＞
○ニーズの多様化への対応
○少子高齢化社会の進展
○若者のレジャー離れ

＜グリーンツーリズムの課題＞
○消費者の視点の欠如
○活動団体の零細性
○企画力、販売力の脆弱性

○消費者の視点に立った地域資源のブラッシュアップ

○様々な層を対象としたグリーン・ツーリズムの検討

○共通プラットフォームの構築による効率的な企画立案

＜農村地域の優位性＞
○様々な地域資源情報
○体験型、交流型ソフトのノウハウ
○地域が一体となった活動体制

＜観光関係者の優位性＞
○市場分析力
○企画力、販売力
○関連産業の広がり

潜在需要
の開発



「ようこそ！農村へ」プロジェクト
（観光関係者と農村地域の連携と支援イメージ）

○国内外の観光客が２泊３日以
上滞在できるエリアの整備

・観光圏整備事業

○日本観光の魅力の海外への情
報発信

・訪日旅行促進事業（ビジッ
ト・ジャパン事業）

○観光関係者と連携したグリー
ン・ツーリズムの受入に向けた
モデルへの支援

・広域連携共生・対流対策
交付金

・農山漁村活性化プロジェクト
支援交付金

○グリーン・ツーリズムの推進
気運の醸成

・賑わいある美しい農山漁村
づくり推進事業

農林水産省

国内観光旅行の振興に関する連絡会議

グリーン・ツーリズム推進連絡会議
（「ようこそ！農村へ」プロジェクト）

メンバー：グリーン・ツーリズム関係団体、旅行関係団体、企業等
事務局 ：（財）都市農山漁村交流活性化機構、農林水産省

観光圏における都市農村交流推進連絡会議（仮称）

観 光 庁

農
村
地
域

観
光
関
係
者

連携

・地元農林水産物の提供
・農林漁業体験の実施

・地元農林水産物の活用
・GT旅行商品の造成・販売

モデル地域



観光関係者と農村地域の連携イメージ

大 都 市

ＧＴ推進地区（受入農村）

農家民宿

体験サービス

農家レストラン
旅館・ホテル

ＧＴ商品提供

モデル地域

旅行会社
（第三種旅行業）

商品化

旅行客の誘導

直 売 所

広報・宣伝

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー（旅行業者代理業）

観光圏協議会

都市農村交流推進
連絡会議(仮称)

着地型商
品の開発

ＧＴ区域と
の連携

体制整備

地場産食材の供給

観光圏整備計画

ようこそ!農村へ

プロジェクト



「ようこそ！農村へ」プロジェクト

広域連携共生・対流等対策交付金
広域連携支援（観光連携タイプ）

【支援の視点】
○都道府県域を超えた取組であること。
○目標を設定し、自主的かつ持続的な仕組づくりを行うものであること。
○観光関係者と農村地域との連携により都市農村交流の需要を創出するもの。
○農山漁村が主体的に関与する全国のモデルとなる取組であること。
○地域社会に貢献するものであること。

企画提案書
観光関係者と農村地域が連携して取り組むグリーン・ツーリズム等都市農村交流
を推進するための、体制整備、人材育成、市場調査、商品開発、広報等。

支援（定額、２年間）

（広域連携共生・対流等対策交付金による支援のイメージ）

交付対象経費
会議費、研修会費、調査・分析費、
普及啓発費 等

公募

交付対象団体
農家等が組織する団体、ＮＰＯ法人、

観光協会、公益法人、地方公共団体が出
資する団体、企業、協議会等



「ようこそ！農村へ」プロジェクト

グリーン・ツーリズム推進連絡会議
メンバー：グリーン・ツーリズム関係団体、旅行関係団体、企業等

事務局 ：農林水産省

「ようこそ！農村へ」プロジェクト
事務局：農林水産省、観光庁

公共団体、企業、ＮＰＯ等による
ケース・スタディ（意見交換）

「ようこそ！農村へ」モデル地域

都市農村交流推進連絡会議（仮称）

＋観光圏 農村地域

「ようこそ！農村へ」キャンペーン

オーライ！ニッポン会議

企画委員会

ケーススタディ

（グリーン・ツーリズム推進会議における分科会のイメージ）

モデル開発 普及啓発



「ようこそ！農村へ」プロジェクト
（当面のスケジュール）

公募選定手続き

分科会

推進連絡会議

• 普及啓発

関係者の意見調整 準備期間 地域分析
意見交換

（アドバイス）

•プロジェクトの周知

•企画提案の公募
選定・公表

•視点検討 企画書に関す
る意見交換

「ようこそ！農村へ」キャンペーン

【オーライ！ニッポン会議）

•ＧＴ推進に関す
る意見交換

•計画書に関す
る意見交換

•以降適宜開催

２月 ３月 ４月 ５月～

計画書審査

•ＧＴ推進に関
する意見交換

モ
デ
ル
開
発
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