
（ ）○観光地域づくりプラットフォーム支援事業 観光庁観光地域振興課

要求額 ５４２百万円

観光を通じた地域振興を図っていくためには，行政区域にとらわれないエリアで様

、 、々な関係者が協働し 当該地域の資源を活用した着地型旅行商品を企画・販売する等

滞在型観光につながる持続的な取り組みを活性化させていくことが重要である。

このため、こういった素地ができつつある観光圏において、様々な滞在型観光の取

組みを推進し、市場との窓口機能等を担う「観光地域づくりプラットフォーム」の形

成を促進しつつ、着地型旅行商品の企画・販売、人材育成等を行う取組を支援する。

※着地型旅行商品：旅行先の地域が主体となり、各種体験や地元産品等当該地域ならではの観光資源を

活用して造成された旅行商品

観光地域づくりプラットフォームのイメージ

観光地域づくりプラットフォーム
（組織形態は、NPO、LLC、株式会社 等）

市場（含 旅行会社、旅行者、消費者 等）

・地域資源を活用した着地型旅行商品を地域の外に向かって販売するため、市場と地域をつなぐ
窓口組織。

・観光産業だけにととまらず、地域の幅広い関係者（農林水産業、商工業、行政、ＮＰＯなど）が参加。

（１）設立準備段階（１か年）

観光圏において、「観光地域づくりプラットフォーム」が着地型旅行商品の販売等を行うワンス

トップ窓口組織として持続的に機能していくための事業計画の策定に対する補助
・補助対象事業：計画策定（ワークショップ開催等）

・補助対象者 ：観光圏整備法に基づく協議会
・補助額：５００万円（定額補助）

（２）運営初期段階（原則２か年）

認定を受けた観光圏整備実施計画に基づき「観光地域づくりプラットフォーム」が実施する事業

に対する補助
・補助対象事業：商品企画開発・販売促進、体験・ 交流・学習促進、人材育成、情報提供、宿
泊魅力向上、イベント開発、交通整備、モニタリング調査

・補助対象者：法人格を有する「観光地域づくりプラットフォーム」
・補助額 ：事業費の４割

支援制度の概要

地域資源
（体験施設）

地域資源
（農業）

地域資源
（宿泊施設） 地域資源

（お土産）

観光協会

大学

自治体
ＬＬＣ：(Limited Liability Company)

合同会社
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観光圏整備実施計画認定地域（４５地域）

知床観光圏
（北海道：斜里町、清里町、標津町、羅臼町）

日光観光圏 （栃木県：日光市）

（平成22年7月27日現在）

さっぽろ広域観光圏

（北海道：札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、
石狩市、当別町、新篠津村）

平戸・佐世保・西海ロングステイ観光圏
（長崎県：佐世保市、平戸市、西海市）

浜名湖観光圏 （静岡県：浜松市、湖西市）

雲仙天草観光圏

（長崎県：島原市、雲仙市、南島原市、熊本県：上天
草市、 、宇城市（旧三角町）、天草市、苓北町）

日本海きらきら羽越観光圏

（秋田県：にかほ市、山形県：鶴岡市、酒田市、戸沢村、三川町、庄
内町、遊佐町、新潟県：村上市、関川村、粟島浦村）

聖地熊野を核とした癒しと蘇りの観光圏 （奈良県：十津川村、和歌山県：田辺市）

20年度認定圏域名（16地域）
（対象市町村名）

21年度認定圏域名（14地域）
（対象市町村名）

富良野・美瑛広域観光圏

（北海道：富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良野町、
南富良野町、占冠村）

伊達な広域観光圏

（岩手県：一関市、奥州市、平泉町、宮城県：仙台市、気仙沼市、登米市、
大崎市、松島町、利府町、南三陸町、山形県：最上町）

やさしさと自然の温もり ふくしま観光圏
（福島県：福島市、相馬市、二本松市、伊達市）

あなたの空と大地 水戸ひたち観光圏

（茨城県：水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひた
ちなか市、常陸大宮市、那珂市、大洗町、城里町、東海村、大子町）

雪国観光圏

（群馬県：みなかみ町、新潟県：十日町市、魚沼市、南魚
沼市、湯沢町、津南町、長野県：栄村）

富士山・富士五湖観光圏
（山梨県：富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、 鳴沢村、富士河口湖町）

南房総地域観光圏 （千葉県：館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町）

伊勢志摩地域観光圏 （三重県：伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町）

京都府丹後観光圏 （京都府：舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町）

淡路島観光圏 （兵庫県：洲本市、南あわじ市、淡路市）

山陰文化観光圏

（鳥取県：米子市、倉吉市、境港市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北
栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町、
島根県：松江市、出雲市、大田市、安来市、雲南市、東出雲町、奥出
雲町、飯南町、斐川町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町）

広島・宮島・岩国地域観光圏

（広島県：広島市、呉市、大竹市、廿日市市、江田島市、海田町、
熊野町、坂町、山口県：岩国市、柳井市、周防大島町、和木町）

新東九州観光圏 （大分県：大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、由布市、宮崎県：延岡市）

阿蘇くじゅう観光圏 （熊本県：阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、山都町、大分県：竹田市）

びわ湖・近江路観光圏

（滋賀県：彦根市、長浜市、近江八幡市（旧安土町）、東近江市、
米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町）

釧路湿原・阿寒・摩周観光圏 （北海道：釧路市、弟子屈町）

はこだて観光圏

（北海道：函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯
町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、
乙部町、奥尻町、今金町、せたな町）

めでためでた♪花のやまがた観光圏

（山形県：山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、
山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町）

22年度認定圏域名（15地域）
（対象市町村名）

トキめき佐渡・にいがた観光圏
（新潟県：新潟市、佐渡市）

能登半島観光圏
（石川県：七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、志賀町、
宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町）

越中・飛騨観光圏

（富山県：高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、
岐阜県：高山市、飛騨市、白川村）

八ヶ岳観光圏 （山梨県：北杜市、長野県：富士見町、原村）

箱根・湯河原・熱海・あしがら観光圏

（神奈川県：小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、
開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、静岡県：熱海市）

伊豆観光圏 （静岡県：伊東市、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町）

知多半島観光圏

（愛知県：半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、
東浦町、南知多町、美浜町、武豊町）

東紀州地域観光圏 （三重県：尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町）

香川せとうちアート観光圏

（香川県：高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東か
がわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、
琴平町、多度津町、まんのう町）

瀬戸内しまなみ海道地域観光圏
（広島県：尾道市、愛媛県：今治市、上島町）

豊の国千年ロマン観光圏

（大分県：別府市、中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、
国東市、姫島村、日出町）

玄界灘観光圏

（福岡県：福岡市、糸島市、佐賀県：唐津市、玄海町、
長崎県：壱岐市）

富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏
（富山県：魚津市、滑川市、黒部市、入善町、朝日町）

にし阿波観光圏
（徳島県：美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町）

四万十・足摺エリア（幡多地域）観光圏
（高知県：宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町）

新たな青森の旅・十和田湖広域観光圏
（青森県：青森市、八戸市、十和田市、三沢市、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町）

会津・米沢地域観光圏

（山形県：米沢市、福島県：会津若松市、喜多方市、下郷町、南
会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、 猪苗代町）

立山黒部アルペンルート広域観光圏
（富山県：立山町、長野県：大町市）福井坂井奥越広域観光圏

（福井県：福井市、あわら市、坂井市、永平寺町、大野市、勝山市）



平成23年度概算要求について（農水省） 資料２

食と地域の交流促進対策交付金
【１，９７３（０）百万円】

対策のポイント
食をはじめとする豊かな地域資源を活かし、集落ぐるみの都市農村交流等を

促進する取組を、国が直接支援します。

＜背景／課題＞

・農林漁業者の所得向上と集落の維持・再生を図るためには、農山漁村の６次産業化を

推進するなど、農山漁村の活性化を図ることが喫緊の課題です。

・このためには、食をはじめとする豊かな地域資源を活かし、創意工夫に富んだ集落ぐ

るみの都市農村交流等を促進することが重要であり、こうした多様な取組を拡大する

ため、地域にとって使いやすい交付金を国が直接交付します。

政策目標

約５００億円規模の集落型の経済活動を創出（平成27年度）

＜主な内容＞

１．食と地域の交流促進集落活性化対策

「子ども農山漁村交流プロジェクト(注) 、グリーン･ツーリズムなど、食をはじ」

、 、 、めとする豊かな地域資源を活かし 農山漁村を教育 観光などの場として活用する

集落ぐるみの多様な都市農村交流等を促進する取組を支援するため、その推進体制

の整備や実践活動などに必要な経費を国が集落等に直接交付します。

補助率：定額（１集落あたり上限250万円を基本）

事業実施主体：集落等

（注 「子ども農山漁村交流プロジェクト」とは、農林水産省、総務省、文部科学省が連携し）

て、全国の小学生が農山漁村で長期宿泊体験を行う活動を推進している取組です。

２．食と地域の交流促進支援対策

個々の集落では対応できない専門的･技術的課題を調査研究し、その成果を全国

各地域の都市農村交流等の取組拡大につなげる民間団体の活動を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

３．都市農業振興整備対策

都市農業の機能や効果が十分発揮できるよう、都市住民の理解を促進しつつ都市

農業を振興するために必要な市民農園の整備等を支援します。

補助率：定額（１／２相当）

事業実施主体：民間団体、市町村

［ （ （ ））］お問い合わせ先：農村振興局都市農村交流課 ０３－３５０２－００３０ 直



食と地域の交流促進対策交付金

６次産業化の推進による農山漁村の活性化

農林漁業者の所得の向上 集落の維持･再生

集落ぐるみの都市農村交流等の取組により、６次産業化を一層推進

農林漁業者の所得の向上と集落の維持･再生を図るため、農山漁村の６次産業化を推
進する観点から、食をはじめとした農山漁村の豊かな地域資源を活かした集落ぐるみの都
市農村交流等を促進する取組を、国が直接支援。

農林漁業者による生産・加工・販売の一体化に併せ

食をはじめとした農山漁村の豊かな地域資源を活用し、集落ぐるみの都市農村

交流等の促進により農山漁村の活性化を目指す取組を、直接かつ集中的に支援。

「食と地域の交流促進対策交付金」の創設

国 集落

〔直接交付〕

（基本スキーム）

関係府省とも連携

＜支援する集落の取組内容＞

○ 子ども交流など教育の場としての活用
（子ども農山漁村交流プロジェクト）

○ 都市人材の活用（田舎で働き隊）

○ 観光と連携した都市農村交流
(グリーン･ツーリズム）

など、教育、観光等との連携強化による
新たな交流需要の創造に向けた取組を支援

【ポイント】
○ 従来の個別補助金を廃止し、地域
にとって使いやすい交付金に一本化

○ 集落は多様な取組が、自由かつ柔
軟に実施可能

○ 中間団体を経由せず、取組主体の
集落に直接交付



○訪日外国人の旅行動向を的確に把握するため、訪日外国人の消費実態等に関する統計調査を実施する。

訪日外国人（VJC重点市場１5カ国・地域を中心）の観光消費額（交通費、宿泊費等）、流動状況等について、国籍別・四半期
別・地方ブロック別に把握するための統計調査を実施する。

＜調査の概要＞

◆調査時期：年４回 ◆調査場所：１１空海港

◆調査対象：日本を出国する訪日外国人 ◆サンプル数：計26,000票（四半期毎6,500票）

◆調査方法：調査員による聞き取り調査

◆調査項目

＜調査のイメージ＞

○訪日外国人のニーズを踏まえた観光施策の企画・立案及び成果検証

 訪日外国人の旅行動向を踏まえたPDCAサイクルに基づくプロモーション活動の実施

 訪日外国人の消費性向やニーズに応じた受入体制の整備（国籍別のゴールデンルートの把握 等）

 訪日外国人旅行による経済波及効果（雇用・税収効果）、費用対効果の分析

○ 訪日外国人ビジネスの活性化

 効果的な観光マーケティングへの活用（新しい旅行ルートの開拓 等）

 商業施設の立地戦略の策定等への活用

訪日外国人旅行動向調査の実施

効果

属性
国籍、性・年齢
等

旅行行動実態
入国場所、訪日回数、同
行者、訪問場所 等

消費実態
【項目×支出額】、
利用金融機関 等

その他
満足度、再訪意向、ロゴ
認知 等

＋ ＋ ＋
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訪日外国人消費動向調査（観光庁） 資料３ー①



プロモーション認知

消費実態旅行行動実態属性

情報源

各種満足度

訪日外国人消費動向調査の調査項目

入国日

国籍

居住地

性・年齢

入国場所

訪日回数

同行者

訪日目的

訪問場所・泊数

宿泊施設の種類

旅行形態

【項目×支出額】
総額＆主たる訪
問地別に聴取

買い物場所

利用金融機関
・決済方法

ロゴ認知

観光立国ナビゲーター
認知

訪日前に役だった
情報源

訪日後に役だった
情報源

必要と感じた情報

満足した商品・
価格・理由

活動項目別満足度
・リピート意向

全体での満足度

再訪意向

一般統計（総務省承認） 意識調査等

国籍別・地方ブロック別に訪日外国人の消費実態を金額ベースで把握

-2-



訪日外国人消費動向調査表章計画

第１表 国籍別（１６区分）別 標本属性および旅行内容

入・出国港、居住地、性・年代、滞在日数、日本への来訪回数、同行者、主な来訪目的、宿泊施設の種類、旅行
形態、買物場所、利用した金融機関や決済方法

第２表 居住地（１６区分）別 標本属性および旅行内容

入・出国港、国籍、性・年代、滞在日数、日本への来訪回数、同行者、主な来訪目的、宿泊施設の種類、旅行形
態、買物場所、利用した金融機関や決済方法

第３表 宿泊地別（都道府県４７区分および地方運輸局等１０区分） 標本属性および旅行内容

入・出国港、国籍、居住地、性・年代、滞在日数、日本への来訪回数、同行者、主な来訪目的、宿泊施設の種類
、旅行形態、買物場所、利用した金融機関や決済方法

第４表 国籍（１６区分）別 品目別購入率および購入者単価

旅行前支出、日本訪問中の品目別支出

第５表 居住地（１６区分）別 品目別購入率および購入者単価

旅行前支出、日本訪問中の費目別支出

第６表 宿泊地別（都道府県４７区分および地方運輸局等１０区分）品目別購入率および購入者単価

旅行前支出、日本訪問中の費目別支出

第７表 国籍別（１６区分）別 １人１回当たり旅行消費単価

入・出国港、性・年代、滞在日数、日本への来訪回数、同行者、主な来訪目的、宿泊施設の種類、旅行形態

第８表 居住地（１６区分）別 １人１回あたり旅行消費単価

入・出国港、性・年代、滞在日数、日本への来訪回数、同行者、主な来訪目的、宿泊施設の種類、旅行形態

第９表 宿泊地別（都道府県４７区分および地方運輸局等１０区分）１人１泊当たり旅行消費単価

入・出国港、国籍、居住地、性・年代、滞在日数、日本への来訪回数、同行者、主な来訪目的、宿泊施設の種類
、旅行形態 -3-



訪日外国人消費動向調査結果概要（平成２２年４月～６月期）

-4-

＜調査概況＞
○調査時期

2010年6月2日(水)～6月23日(水）
○調査標本数

3,906サンプル

＜調査結果の分析＞
（１）訪日外国人の支出及び旅行消費額
○2010年4-6月期に日本を出国した訪日外国人の平均旅行費用は204,057円 。そのうち、日本国内にお
いてお土産等で支出された費用は平均104,263円。

○最重要４市場 の国籍別に日本国内において支出された費用は、中国が136,870円と最も高く、続いて
香港82,153円、台湾77,547円であり、韓国が77,111円と最も低い。

○2010年4－6月期に日本を出国した訪日外国人旅行者は2,188,395人 であり、同期間の訪日外国人旅行
者が日本国内において支出された総額は約2,282億円と推計され、最重要４市場では、中国503億円、韓国
440億円、台湾262億円、香港111億円の順となっている。
注１）旅行前に日本国外で購入した、パッケージツアー代と日本との往復運賃を含めた額。

注2）ビジット・ジャパン事業で最も重要な対象国と位置づけている韓国・台湾・香港・中国の４カ国・地域。
注3）日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の「訪日外客統計」による旅行者数。

（２）中国人の日本における動向
○中国人の動向を見ると品目別の購入率は、 「化粧品・医薬品・トイレタリー」「カメラ・ビデオ・カメラ・時計」
「電気製品」 で購入割合が高い。また、今回の訪日旅行で購入したものの中で最も満足し た商品も「家電

品・カメラ等」の回答が多い。

＜参考ＵＲＬ＞ 観光庁ホーム⇒情報・資料⇒統計情報⇒訪日外国人消費動向調査
http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/syouhityousa.html

注１

注２

注3

※本調査結果は四半期毎に公表
平成２２年８月２５日（水）のプレス資料抜粋



若者旅行振興研究会の概要（観光庁） 資料３－②

＜趣旨＞
近年、若者の旅行離れに関する様々な指摘が行われる中、観光庁においては、平成２１年観光白書等で
その原因分析等を行ってきたところであるが、将来的な旅行市場の維持はもとより、旅を通じて若者によ
い旅行体験をしてもらう観点からも、若者の旅行振興に向けた具体的な取組の検討が必要とされている。
このため、産学官の関係者から構成する研究会を立ち上げ、今後の若者の旅行振興に必要な取組について
検討を行うこととする。

＜平成２２年度実施予定＞
○年内に３回開催予定
○本テーマに関連した情報と意見の交換を通じて、今後の具体的な若者旅行振興について取組の
方向性を提案する

＜第１回＞
日 程： 平成２２年７月２６日１４：００～１６：００（開催済）
内 容： 若年層旅行の現状と課題、取組の発表、意見交換
※詳細は別紙参考のとおり

＜第２回＞
日 程：平成２２年９月頃
内 容： 取組の発表、今後の取組の方向性

＜第３回＞
日 程：平成２２年１２月頃
内 容： 取りまとめ（予定）

-１-



若者旅行振興研究会メンバー

-2-

大学関係者 行政・観光関係団体

観光庁

民間企業

○日本学生観光連盟（JSTA）
代表 小幡 沙織

○アイセック・ジャパン 立教大学委員会
海外送り出し事務局観光プロジェクトリーダー 赤塚 理恵

○玉川大学
経営学部観光経営学科 学科主任 教授 折戸 晴雄

○株式会社リクルート じゃらんリサーチセンター
・研究員 横山 幸代

○トヨタ自動車株式会社
・渉外部 担当課長 廣田 利幸

○九州旅客鉄道株式会社
・鉄道事業本部 営業部 販売一課 課長 田中 渉

○沖縄県
・観光商工部 観光企画課長 下地 芳郎

○観光地域振興部 部長 田端 浩

○観光経済担当参事官 矢ヶ崎 紀子

○日本ツーリズム産業団体連合会
・常任理事事務局長 太田 耕三

○日本旅行業協会（JATA）
・海外旅行業務部長 田端 俊文
・VWC2000万人推進室 担当部長 村上 有三

○社団法人日本観光協会
・総合研究所研究員 村上 旭○株式会社ダイヤモンド・ビック社

・「地球の歩き方」編集本部 副本部長 奥 健

○楽天トラベル株式会社
・執行役員 事業開発部長 上山 康博

○全国大学生活協同組合連合会
事業企画室マネージャー 川村 誠一

○大学生協東京事業連合会
サービス事業部長 眞田 隆裕

○財団法人日本交通公社
・観光文化事業部 主任研究員 塩谷 英生

○社団法人全国旅行業協会
・経営調査部長 菊池 辰弥

○観光経済担当参事官付課長補佐 清瀬 一浩



企画概要＆進捗共有について

じゃらんリサーチセンター

研究員 ： 横山幸代

グリーンツーリズムエントリーモデル開発推進協議会

～ 「旅のついでに“ムラごはん”を食べに行こう！」

資料４



Agenda

（0 ） 本協議会について

（Ⅰ） 現状報告

（２） 事業の狙いについて

（３） ターゲットについて

（４） ＧＴエントリーモデル ３６宿泊プラン

（５） プロモーション

・コンセプト・ＷＥＢサイト機能

・スケジュールについて

・今後のメディア予定

1



（０）グリーンツーリズム・エントリーモデル開発推進協議会について

【実証目的】
観光コンテンツの一つとして、グリーン・ツーリズムに関心はあるが実際に体験していない人を対象に、
旅行に組み込むことが可能な農業観光エントリーモデル開発を目指す。

・参加エリアの観光資源など地域別観光調査及び一般消費者の体験ニーズ等の把握
・１泊２日のモデル商品、宿泊と組み合わせ可能な着地型コンテンツの開発
・宿泊プラン情報との接点調査、情報接触者の予約行動の有無などの検証

【事業内容】
１） 消費者ニーズ調査 （エリア調査、消費ニーズ調査）
２） エントリープログラムの開発、モニター宿泊プランの造成

（プラン造成のルール化／注意点などの手引書作成）
３） 流通販売に関する実証調査

（ツイッターの活用、消費接点別の反応率の調査など）
４） プラン評価・分析
５） 知見の普及

事 務 局

地 域 側

都 市 側

協議会設置

10年４月 ６月 ８月 10月 12月 11年２月 ４月

地域調査

プラン造成

告知準備

一般調査

告知・アンケート回収

集計及び分析 報告書作成

モデルプラン販売

【実施主体】
㈱リクルートじゃらんリサーチセンター、ＮＰＯ法人グリーン・ツーリズム富山、トップツアー協定旅館ホテル連盟、
富山県、飯山市、上越市、東日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、㈱ＲＰＩ

2



（１）現状報告について

【１．プラン造成状況】

・富山県 →4エリア4宿 ３３プラン造成（氷見２、朝日町２、華山温泉７、利賀２２）

長野県 飯山市→1エリア3宿 ５プラン造成

→計２３種類（38プラン）

【２．プロモーション状況】

・8月5日 プロジェクトサイトOPEN（プレ販売開始）、

記者発表・リリース発表

・8月中旬 各社様リンク開始

・9月１日 プロモーション開始

記者リリース発表（農業ゲーム会社とのタイアップ開始）

じゃらん本誌 発売

じゃらんネットメールマガジン配信

【３．消費者調査】 →1000件回収。結果、解析中

【４．プラン評価】

・9月5日現在 サイト内アンケート 115件回収

（宿泊者アンケートは未回収。今後回収予定）

【9月5日現在・進捗状況】 １．各地域プラン造成完了

２．プロモーション実施中（プロジェクトサイトUP、PR開始）

３．消費者調査実施（結果解析中）

４．プラン評価（サイト内アンケート）

3



（２）GTエントリーモデル３６プラン

※富山県４か所（五箇山・利賀村、城端地区、氷見、朝日町）

長野県飯山市

→計5か所、７宿、38プラン造成

※いずれも、共通ルール（以下抜粋）で実施

・【GTと観光もできるエリア、宿を選定】 宿泊施設にGT付きの宿泊プランを造成してもらい、販売実施。

・【GT体験時間】旅の行程は1泊2日のうち、2時間程度の体験＋食事（なしも可）を組込む形式。

→体験の時間帯は、早朝、昼食前後、夕食後、とバリエーションが幅広くなっている。

・【PR・販売方法】 基本的には宿泊プランとして、宿泊施設側でもプロモーション販売実施

※宿泊プランの設置状況

・【設定曜日】土日、祝日をからめた日程での設置が望ましい →「平日のみ」のプランも約半数

・【 日程 】毎日、または、毎週末の開催が望ましい→「期間の短期限定」、「11月以降のみ」などの設定も有

・【定員設定】個人旅行客を想定すると、申込み単位は１名または2名からが望ましい

※4名以上でないと申込めない設定、10名以上催行を、10名以上でないと申込めない設定になっている場合も。

→今後、宿泊予約の入りやすいプランへと調整検討を依頼していく予定。

4



【プラン実例】

5
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（３） 事業の狙いとターゲットについて

7

ＧＴ目的の旅行者だけでなく、一般旅行者を対象にしたグリーンツーリズムの商品化を目指す。

～ＧＴ未経験者のニーズをとらえ、初めの一歩を踏み出しやすいＧＴを開発推進

（開発推進の条件をルール化。以下抜粋）

・滞在型 →１泊２日の旅行行程に組み込めるもの

・未経験者向け→入門的な体験内容で、かつ、全体像がりかいできるようなガイダンス、交流説明

・情報流通化 →個人旅行手配の情報ポイントに情報を流通。宿泊プラン化

・個人旅行型→団体旅行とは異なった旅行形態に対する対応方法の検討

など

「農村に滞在し、ＧＴを主目的としなければ参加できない」という思い込みを払拭し、

「観光ついでに立ち寄れる農村」をエントリー体験とし、関心を高めてもらう。

「一般旅行商品検討者」

新しい旅ニーズが生まれている

中、情報提供、商品化がポイント

グリーンツーリズムファン

情報を与えれば動ける人



旅
行
レ
ポ
ー
ト

（４）プロモーション ～コンセプト＆ＷＥＢサイト機能

ツ
イ
ッ
タ
ー
広
場

プ
ラ
ン
一
覧
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富山県様（例）

①８／２５「トヤマ・ジャストナウ」メルマガ
９５００件（主に首都圏方面）

②９月中「くらしたい国、富山」メルマガ
８００件
③PRリーフレットの配布（東名阪）
・富山県観光課主催のイベント
・富山県農林水産部主催「食フェアー」

・富山県観光協会主催イベント
10

GTエントリーモデルの
コンセプト認知
＆予約促進

旅行情報

エコ・ロハス

地域・エリア

田舎暮らし

食材購入

農業/グリーン
ツーリズム

（５）各種ＰＲ 例

（Web）（Ｔｗｉtter）(Event)
エコロハス系サイトへの
情報提供

（ＷＥＢ）（雑誌）
・eyeco－アイコ

・（農業ゲーム）ー農力村
・（Ｔｗｉｔｔｅｒ）農業関心者
・（新聞）日経新聞・千葉版等

（ＷＥＢ）野菜通販Oisiｘ
（ＷＥＢ）（イベント）
農業イベント、マルシェなど検討（ＷＥＢ）ＳＵＭＯ田舎暮らしする本

（ｲﾍﾞﾝﾄ）チラシ設置（予定）

（WEB）NEXCO東日本
トップツアー

（ＷＥＢ・雑誌）じゃらん

企業内告知

・社員向け告知

Twitterによる
各タッチポイントへの

働きかけ

グリーンツーリズム関心者と消費接点を結ぶＰＲ実証実験中



２０１０年９月～１１月：掲載媒体スケジュール

STEP 1 STEP 2 STEP 3

２０１０年８月初旬

プロジェクトサイト内に

人を集めていく

STEP 4

９月初旬 １０月 １１月

コアターゲットの

刈取り＝予約開始

本格募集開始。

予約者の短期刈取り

参加者数の確認と完了

じゃらん本誌 ９／１

じゃらんメルマガ ９／２

（５－２） ＰＲスケジュール予定について

サイトオープン

エコ、農業・農村

旅好きな人をフォ

ロワーとして獲得

Twitterキャン
ペーン 開始

ＰＲ協賛各社へリンク開始

現地取材記アップ

本格募集開始。

予約者獲得の動き

メルマガテキスト9／30

STEP ５

記者発表・リリース

記者発表・リリース（第２弾）
～農業ゲームとのﾀｲｱｯﾌﾟ

プラン設置・販売（９月～１１月末までで設定）

観光振興セミナーに
て発表（全国）

プラン実施の 開始予約開始

参加者含めて、Ｔｗｉｔｔｅｒキャンペーンに参加してもらえるような

仕組みを検討中

協賛ＰＲ開始（10月） 他社ＰＲ追加検討

11



（プラン評価）アンケート＆キャンペーン

（参考）キャンペーン＆リリース

（Ｔｗｉｔｔｅｒを活用したＰＲ）キャンペーン

（農業ゲーム）タイアッププロモーション（例）

12



ビジネス化トライアル研究会
の進捗状況について

2010年9月16日

GT着型推進協議会

kazuhiro_yokozeni
テキストボックス
資料５



●グリーン・ツーリズムの専門サイト

課 題

●人材養成講座の開催

●「産直バスツアー」の企画・販売

●グリーン・ツーリズムの専門サイト
「田舎へおいでよ！！」の開設

Copyright ⓒ2010 T-GATE，inc All rights reserved -2-



コンテンツ別

田舎暮らし 95 99

農漁業体験 78 84

田舎のごちそう 110 121

田舎に泊まる 100 101

グリーン・ツーリズムの専門サイト

「田舎へおいでよ！！」について
＜参考＞「田舎へおいでよ!!」」全体の掲載プログラム数

8/11 現在 9/11 現在

全 体 202 215

「田舎へおいでよ!!」TOPページ
商品情報から予約決済までオンライン上で完結

http://green.tabihatsu.jp/

8月11日
OPEN

田舎に泊まる 100 101

森遊び・里山遊び 36 34

川遊び 22 16

海遊び 28 23

伝統体験 24 19

フルーツ狩り 46 47

収穫体験 47 67

産直バスツアー 8 8

モニターツアー 準備中 3

※「旅の発見」既存プログラムを含む
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「産直バスツアー」の販売について

都市と農山漁村の交流をテーマに、地域ならではのコンテンツを使ったティー・ゲート
主催のバスツアーを実施し、地域の魅力度を検証します。
また、参加者へのモニタリング調査を行いニーズの動向を把握します。

都市と農山漁村の交流をテーマに、地域ならではのコンテンツを使ったティー・ゲート
主催のバスツアーを実施し、地域の魅力度を検証します。
また、参加者へのモニタリング調査を行いニーズの動向を把握します。

実施地域・概要

（岩手県・遠野）

『新鮮野菜めぐり号で行く“遠野産直探訪”と遠野暮らし入門バスツアー』

地域の顔がみえやすい産直所をめぐりながら、遠野の風土や食材、地元の方との交流に触れていただき、田舎の
雰囲気を体感いただく田舎暮らし入門ツアー。

設定期間：2010年10月30日（土）・31日（日） 遠野駅発 1泊2日

販売価格：9,800円 募集人数：15～20名 募集期限：10月15日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

岩手県・遠野の「産直バスツアー」プログラム

9,800 15 20 10 15

プログラム詳細・予約→ 「旅の発見」http://tabihatsu.jp/program/78314.html

（長野県・飯山）

『黄葉の信州いいやま～日本の原風景とブナの森に癒される心にいい旅～ 』

“癒し”をテーマに美しい風景、食、温泉をスポット的にめぐり“心癒される日本のふるさと”としての飯山の地域力を
総合的に体感していただくバスツアー。

設定期間：2010年10月23日（土）・24日（日） 東京発 1泊2日

販売価格：9,800円 募集人数：15～20名 募集期限：10月8日

プログラム詳細・予約→ 「旅の発見」http://tabihatsu.jp/program/78408.html

（新潟県・上越、十日町）

『食と酒 越後・謙信酒まつりと秋の味覚産直バスツアー』

上越の秋の収穫期の様々な食材を利用した地産地消の食体験をはじめ、上越の酒と食が一同に揃うこの時期なら
ではの地元のお祭りに参加し、食文化や交流を体験いただく。

設定期間：2010年10月23日（土）・24日（日） まつだい駅発 1泊2日

販売価格：9,800円 募集人数：15～20名 募集期限：10月8日

プログラム詳細・予約→ 「旅の発見」http://tabihatsu.jp/program/78435.html
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ケーススタディ研究会 資料６

【目的】

観光関係者と農村地域が連携する事例を検証し、取組体制のあり方、コンテンツの仕組み方、
ターゲットの捉え方などについての意見交換を通じた、参加者の取組の拡大

【対象ケース】

【構成団体】
長沼町、喜多方市、片品村農協、ＮＰＯ法人日本グリーン・ツーリズム・ネットワークセンター、
㈳新潟県農林公社、ＮＰＯ法人日本都市農村交流ネットワーク協会、大分県グリーン・ツーリ
ズム研究会、㈱ジェイティービー、㈱農協観光、㈳全国農協観光協会、㈶日本交通公社、
ＮＰＯ法人雪の都ＧＯ雪共和国、観光庁、農林水産省（事務局）

鶴岡市農文化交流推進協議会
構成団体：民宿、ＮＰＯ、農家、企業等 事務局：㈱マナビノタネ、㈱博報堂
内 容：モジュール型商品による効果的情報発信と流通ルートの確立

みなかみ町応援隊
構成団体：みなかみ町、みなかみ町観光協会等 事務局：㈱農協観光
内 容：みなかみ町のワンストップ窓口の設置によるグリーン・ツーリズムの推進

にいがた都市農村交流協議会
構成団体：ＮＰＯ、新潟県農林公社、市町等 事務局：㈱ジェイティビー
内 容：５市町を対象とした受入体制の整備、コンテンツ開発、プロモーション

国際グリーンツーリズム推進協議会
構成団体：ＮＰＯ、企業、市町等 事務局：㈱ツーリズム・マーケティング研究所
内 容：インバウンド版グリーン・ツーリズムのビジネスモデルの構築 1



庄内一円の農林漁業従事者や、農産物業者、農家
民宿、旅館、観光関係者、レストラン、酒蔵、出羽三
山関係者、農文化・食文化研究者、写真家、デザイ
ナー、NPOなどの地域・まちづくり・地域学習関係者
など多分野に渡る有志４０名（９月８日現在）

地域の農文
化について
議論し、エリ
アを拡大

【協議会説明会】

鶴岡市の農家、民宿、
ＮＰＯ、企業等

・協議会メンバーの相互理解を進め、地域振興のコンセプトの共通認識を醸成することが必要
・地域の人たちがお互いのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを体験しあい、ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを行う場を構築し、コンセンサスを深化
・本年度は、受け皿の整備をすすめ、来年度に本格的に販売。

【庄内エコミュ・ワークショップの実施】

・会員同士が,お互い同士の取組に参加、取組を共有し高めあうワークショップ形式のプログラム。
・一般にも公開し、旅行のモジュール化を進める。

＜出羽三山山伏修行体験＞

出羽三山修験道をテーマに地域
の特徴ある文化、暮らし
を再認識する。

＜藤沢修平の世界観＞

藤沢修平の世界観をテーマに地
域の魅力ある文化、暮らしを再
認識する。

鶴岡市農文化交流推進協議会の取組

地域及びＧＴ価値創
造・学習

コンテンツ開
発

ツアー支援環
境構築

ツアー企画実
証

事業検証

○進め方

○これまでの取組状況
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みなかみ町の
受入体制整備
の確立

６月１８日 みなかみ町教育旅行協議会理事会
→取組検討

８月２７日 みなかみ町教育旅行協議会理事会
→ワンストップ化の検討

８月３０日 グリーンカフェ参加
→地域の巻き込み

８月３１日 みなかみ町教育旅行協議会事務局打合せ
→運営検討

９月２４日 みなかみ町教育旅行理事会
→ワンストップ化の検討

地域の合意形成 農家泊の拡大及び人材育成

ワンストップ
窓口設置の勉
強会開催

地域資源の整
理活用と人材
育成

首都圏への情
報発信と発信
拠点の確立

新たな地域資
源・商品企画
の立ち上げ

６月１９日 農家泊研修会

７月１３日 救急救命講習会

７月２０日 衛生講習会

７月２５日 簡易宿所の認可（７軒）

８月 ２日 簡易宿所の認可（５軒）

９月１４日 農家泊説明会

みなかみ町応援隊の取組

○進め方

○これまでの取組状況
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地域の宿
食事施設
体験施設

みなかみ町組織・
企業など

みなかみ町の人材
人財

みなかみ町の
特産物

インタープリター 体験
インストラクター

地域案内人
エスコーター

学生

老人会

青年団
消防団

婦人会

医師、
看護士教師

JA女子部

職人・
芸人

技あり名人・
達人・老人

ボランティア

コーディネーター

みなかみ町の
地域文化

郷土料理

お米・そば・雑炊

味噌・醤油・
香辛料

地酒・焼酎・
どぶろく

花・竹・樹木

保存食
加工品

水・塩
直売所

朝市・市場

山野草
キノコ

農産物
海産物

お菓子
デザート

B級グルメ

土産品
工芸品

日常の暮らしお祝い料理

みなかみ町の
地域文化

伝統工芸

祭り
イベント

芸事
茶道
華道

伝説
神事
民謡

歳時
地酒

漬物
保存食品

郷土料理
おやつ

方言
お寺
教会

朝市

山・渓谷
温泉

朝市
市場

花・
山野草家並み

神社、お寺、
教会

季節
風物詩
自然現象

川・滝・雪

畑・棚田

観光地

動物、
鳥

列車、線路

行政の農林
商工部門

商工会
商店街

専門学校

レンタカー
レンタサイクル

ＪＲ・私鉄
タクシー

観光協会、
行政の観光窓口

工場、企業

NPO
ボランティア団体

大学
農業高校

旅館
民宿

農家民泊

公営宿泊施設

公共体験施設
ＪＡ倉庫

民間体験施設

ホテル
空港、港

工場工房

病院
食堂

レストラン

廃校

公民館

地域のひと、もの、
文化を受け入れに活かす。

地域の宝に光を当てる。
磨く、活かす。

４

みなかみ町応援隊の目指すもの
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【受入体制整備】
・情報の一元化

・ワンストップ・
サービス

【素材開発】
・地域の掘り起こし

・薀蓄・オンリーワ
ン

【販売促進】
・るるぶ．Com
・ノジュール・月刊誌
毎月28日発売

（私の旅レシピは休刊）

【商品造成・開発】
・他と差別化
・売れる地域商品
・販売先設定
（ターゲット）

【市場調査】
・現状の入込状況
・現状の地域魅力
・地域の在り方

11月発売（10月上旬入稿）
冬商品告知

3月発売（2月上旬入稿）
春商品告知

各地域で発信内容調
整

地域での独自発信
・市町行政HPなど
・県（広報広聴課）、他メディア

新潟県の大人の
GTの現状（実績）

・H19年500名
・H20年1000名
・H21年～
大人のGTの発展
形として新たなニ
ーズの発掘をしな
がら商品化

今回のプロジェクト
エリア

・湯沢町
・南魚沼市
・魚沼市
・十日町市
・津南町

商品造成
地域のあるべき姿

仕組み

・地域資源の掘り
起こし、検討

・立案、商品化
・宣伝・告知
・仕入、手配
・受付、催行管理
・市場調査

地域の持続的な取組
体制の確立

（WGの設置）

・素材開発
・商品造成
・受入整備
・販売促進
・市場調査

※当初は市町単
位で開催。輪を広
げていく。

にいがた都市農山漁村交流協議会の取組
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受入体制の理想

B市町・広域連携

C市町・広域連携

D市町・広域連携

E市町・広域連携

受入全体
窓口

がベスト

・他県、他地域にはない日本でここだけの価値・
薀蓄を作り誘客を図る

・お客様の立場に立ったニーズに対応する

【お客様は市町村の枠は関係ない】
・前頁の様な申込・検索状況で、本当に行きたい
農山漁村がどこも同じに見える。

・どこも1箇所での民宿プログラムか、広域でもリ
スト化され、点と線でしか選べない。

・メニューがどこも同じに見える。

企業の人事研修（農作業など体験）で交流

マンション直販・農学校から人の交流

クッキングスクール直販・農学校から人の交流

プロモーション

農家民宿
プログラム

受入窓口
一元化

コーディネーター

法人化（社会的信頼）

ワンストップサービス
連絡・手配・清算

農家
レストラン

民宿
プログラム

NPO
プログラム

アウトドア
会社

プログラム

商工会
プログラム

行政支援
（農政・観光）
・人財支援
・協力要請
・金銭支援

直売所

法的整備

安全・衛生対策・
賠償責任・各種講習会

伝統芸能
プログラム

体験施設
プログラム

地域
ボランティア

おかあさん
百選

民宿組合
プログラム

旅館組合
プログラム

交通事業者

プログラム

観光関係
プログラム

A市町・広域連携
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【訪日外国人マーケット調査（欧米諸国）】

既往調査の分析

▽

補足調査（アンケート調査）

【海外ニーズ調査（東アジア）】

対象国の２次資料収集

▽

海外エージェントヒアリング調査（韓国・中国）

【モデル商品の販売準備】

【モデル商品化の検討・造成】

【海外エージェントとの意見交換】

【地域における国際グリーン・ツーリズムの自立的取組】

【海外向けコンテンツの検討（モデル地域候補の抽出）】

【海外プロモーションの検討】

モデル地域別の

最適PR方法を検討

【中間支援組織構築に関する検討】

平
成
22
年
度

平
成
23
年

度

平成24年度以降

事
業
実
施
年
度

○インバウンド版グリーンツーリズムのビジネスモデルの構築
○農山漁村地域や観光関係者を対象としたビジネスモデルの普及啓発

構成団体：ＮＰＯ、企業、市町村

事務局：ツーリズム・マーケティング研究所

国際グリーンツーリズム推進協議会の取組

【海外向けコンテンツの整理（モデル地域の選定：数箇所）】
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                                                        資料７ 

アジア・グリーン・ツーリズム国際シンポジウム開催要領 

（主な企画のうち、企画 2と企画 3について） 

 

1. 開催趣旨 

 2010 年 10月 16・17日に新潟で開催される APEC食料安全保障担当大臣会合ならびに、9月に奈良で開

催される APEC観光担当大臣会合に合せて、アジアにおけるグリーン・ツーリズムの国際化に向けたビジ

ネス関係者によるシンポジウムと市民・学識経験者・政策担当者によるシンポジウムとを下記の要領で

開催します。 

 シンポジウムでは、グリーン・ツーリズムを通じた国際交流、とりわけ訪日外国人のグリーン・ツー

リズムへの誘導方法等を実践的に探ります。 

 

2. 日時と会場 

・2010 年 9月 26 日(日) 

・大学コンソーシアム京都・キャンパスプラザ京都  tel：(075)353-9111 

 （〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る  (JR京都駅ビル駐車場西側)    

 

3. 主催：国際グリーン・ツーリズムシンポジウム実行委員会 

（事務局：NPO法人日本都市農村交流ネットワーク協会） 

4. 共催：きんき子どもふるさと応援隊、お母さんたちのフードマルシェ 

5. 後援：農林水産省、外務省、観光庁、全国旅行業協会、日本旅行業協会、オーライ!ニッポン会議、

独立行政法人国際観光振興機構、財団法人都市農山漁村交流活性化機構、京都府、京丹後市、

御杖村、京都市、NHK 京都放送局、KBS京都、JA京都中央会、京都府生活協同組合連合会＜等

予定＞ 

6. 協賛予定：京都・滋賀・奈良大学生協地域センター、京都府立医科大学・府立大学生協＜等予定＞ 

 

7. 参加費 無料 （但し、交流懇親会参加者 飲食代 1人 3,000円、 

現地視察参加者 昼食代 1人 2,000円程度） 

 

8. 問い合わせ先 

京都府立大学 農業経営学研究室  tel：075－703－5622（担当：宮崎、坊） 

   申し込み先：jimukyoku@gtnet.sakura.ne.jp 

 

9. 主な企画 

（1）国際シンポジウム-企画 1（ ビジネス関係者シンポジウム ） 

  ・日時：9月 26 日 午前 9：00～12：30  

・会場：2F第 2会議室 

 （2）国際シンポジウム－企画 2（市民、学識経験者、政策等担当者によるシンポジウム ） 

・日時：同日、午後 13：30～18：10 

・会場：同、4F第 2講義室 



（3）交流意見交換会（懇親会）―企画 3 

・日時：同日、午後 18：20～20：00 

・会場：同、2Fホール 

・参加費：一人 3,000円(飲食代)  

・女性起業グループによる食事提供を予定 

 

    （4）現地視察―企画 4 

・日時：2010年 9月 27日（月） 9：00～16：00  美山町“かやぶきの里” 

・先着 40名   JR京都駅八条口バスターミナル集合 

 

国際シンポジウム－企画 2 プログラム 

アジア・グリーン・ツーリズムの展望 

－日本・中国・韓国・ベトナムの国際交流を考える－ 

 

テーマ：アジアのグリーン・ツーリズム政策と国際交流の現状と課題 

 

   開会セレモニー： 12時 40 分～13時 20分 

     内容：「中国の農村とわたしたちを“二胡”の響きで結ぶ」 

      演奏とお話：吉川 普子
ひろこ

 

（京都市立芸術大学大学院音楽研究科修士課程修了後、現在は京都を中心に演奏活動） 

 

13：30～            ＜総合司会＞  津國 実（協会理事） 

・開会   NPO 法人日本都市農村交流ネットワーク協会 副理事長 髙橋 信正  

  ・来賓挨拶 農林水産省 都市農村交流課 課長補佐 遠藤 知庸  

        京都府 農林水産部 部長 西口 仲雄（予定） 

1. 事例報告〔解題 15分、各自 30分報告×4人（14：00～16：30）〕 

内容：「グリーン・ツーリズムの政策と国際交流について」 

     解題：宮崎 猛（京都府立大学、協会理事長） 

     ・井上 弘司（地域再生診療所 代表執行役、観光カリスマ） 

・チャン・ドゥック・タイン（ハノイ社会科学大学） 

    15：15～15：30：休憩 

・王 橋（中国社会科学院） 

     ・張 綿珠（韓国農村振興庁） 

    16：30～16：40：休憩 

2. パネルディスカッション（16：40～18：00）座長：大谷 紀美子（相愛大学学園長）  

     ・報告者をパネラーに報告にもとづきテーマをふかめます 

 

  ・閉会（御礼）NPO法人日本都市農村交流ネットワーク協会 副理事長 尾松 数憲   

 

 



アジア・グリーン・ツーリズムの展望
日本・中国・韓国・ベトナムの国際交流を考える

ベトナム・水上マーケット

JR京都駅

駅ビル

駅前バス
ターミナル

塩小路通り

堀
川
通
り下京区総合庁舎 京都タワー

武田病院

キャンパス
プラザ京都

烏
丸
通
り

京都中央
郵便局

問い合わせ
NPO法人
日本都市農村交流ネットワーク協会

京都府立大学  農業経営学研究室　
電話075-703-5622（担当：宮崎、坊）
jimukyoku@gtnet.sakura.ne.jp

国際シンポジウム　第4弾

日 時─ 2010年9月26日（日）　12時40分～ 18時00分
場 所─ 大学コンソーシアム京都・キャンパスプラザ京都  4階第2講義室
 〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る（JR京都駅ビル駐車場西側）
 電話075-353-9111　FAX075-353-9121

参加料─ 無料（ただし、懇親会と現地視察は有料）

主　催─ 国際グリーン・ツーリズムシンポジウム実行委員会（事務局：NPO法人日本都市農村交流ネットワーク協会）
共　催─ きんき子どもふるさと応援隊、お母さんたちのフードマルシェ
後　援─ 農林水産省、外務省、観光庁、全国旅行業協会、日本旅行業協会、オーライ!ニッポン会議、独立行政法人国際観光振興機構、
 財団法人都市農山漁村交流活性化機構、京都府、京丹後市、御杖村、京都市、NHK京都放送局、KBS京都、JA京都中央会、
 京都府生活協同組合連合会（予定）
協　賛─ 京都・滋賀・奈良大学生協地域センター、京都府立医科大学・府立大学生活協同組合（予定）

プログラム
※都合により変更することがございます。

メインテーマ：

アジアのグリーン・ツーリズム
政策と国際交流の現状と課題

キャンパスプラザ京都  4階第2講義室

12：40 ～ 13：20　開会セレモニー

「中国の農村とわたしたちを
“二胡”の響きで結ぶ」
演奏とお話 吉川普子（二胡奏者）

13：30 ～　開会
総合司会 津國実（協会理事）

開会あいさつ 髙橋信正（協会副理事長）

来賓あいさつ 遠藤知庸（農林水産省都市農村交流課） 
 今西仲雄（京都府農林水産部）

14：00 ～ 16：30　事例報告
解題 宮崎猛（京都府立大学、協会理事長）

［日　　本］  井上弘司
  （地域再生診療所、観光カリスマ）

［ベトナム］ チャン・ドゥック・タイン
 （ハノイ社会科学大学）

15：15 ～ 15：30　休憩

15：30 ～ 16：30　事例報告
［中　　国］ 王　橋（中国社会科学院）

［韓　　国］ 張綿珠（韓国農村振興庁）

16：30 ～ 16：40　休憩

16：40 ～ 18：00　パネルディスカッション
座長 大谷紀美子（相愛学園学園長） 

18：00　閉会
閉会あいさつ 尾松数憲（協会副理事長）

交流意見交換会（懇親会）
18：20 ～ 20：00
キャンパスプラザ京都2階ホール

食事とお酒を楽しみながら参加者による意見交換
会。女性起業グループによる食事提供を予定して
います。
参加費3,000円が必要です。

京都府美山町「かやぶきの里」
現地視察

日　時：2010年9月27日（月）
　　　　8：30 ～ 16：00
場　所：美山町「かやぶきの里」
集　合：JR京都駅八条口バスターミナル
参加費：2,000円程度（昼食付き・予定）

先着40人限定（事前申込み）

＊詳細は協会までお尋ね下さい。

日・中・韓ビジネス関係者
意見交換会

日　時： 2010年9月26日（日）
 9：00 ～ 12：30
場　所： キャンパスプラザ京都
 2階第2会議室
内　容： 中国・韓国の旅行関係者と日本の

グリーン・ツーリズム地域関係者
等による外国人受入れに向けた
意見交換会を実施（一般参加不可）。
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