
No. 県　名 市町村名 協議会等名 具体的な取組実績 ターゲットとする国・地域 これまで受入実績のある国・地域

1 北海道
七飯町、鹿部町、森
町

南北海道グリーン・ツーリズム運営連合会

平成23年より農水省の補助事業を活用し、グリーン・ツーリズムの受入体制整
備を実施。通年受入が可能になったほか、農林漁業の各分野の体験交流が可
能になった。北海道国際交流センターを中心に、過去34年間で1,000名以上の
留学生との交流を展開。また、台湾の旅行客によるファームレストランの利用が
近年急増し、大沼地区の飲食関係者の機運も醸成されつつある。平成25年の
インバウンド交流人口は小グループのアジアからの富裕層を中心とした340名
超。2016年北海道新幹線開業、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会開
催に向けて受入体制づくりをさらに進めている。

留学生は、欧米(アメリカ、イギリス等)、
アジア(韓国、台湾、中国等)。観光客
(個人、団体)は、台湾、韓国、インドネシ
ア

アジア圏(主に台湾、韓国、シンガポー
ル)からの訪問者が多い。インドネシア
は、会社厚生旅行の利用がある。外国
人学生の留学は、過去34年間で10,000
人を超える。

2 青森県 青森市外 アジアからの観光客誘致推進協議会

アジアからの旅行者の受入を拡大すべく、①留学生を語学サポーターとして農
家民宿に派遣し、交流を支援　②帰国した留学生で「青森サポーターの会」を組
織し、青森県のグリーン・ツーリズムをＰＲ等を実施。24年度に346人、25年度に
522人の外国人旅行客を受け入れた。

アジア（主として、台湾、タイ、マレーシ
ア、ベトナム）

台湾、タイ、マレーシア

3 岩手県 遠野市 遠野・住田ふるさと体験協議会

協議会の構成組織であり事務局を担当する遠野山・里・暮らしネットワークにお
いて、JICEによるキズナ強化プロジェクト等により、外国人の受入れを推進。平
成25年度は農家民宿を中心に360名超の宿泊者を受け入れ、農村体験を提
供。近年は企業研修等の取組も進めている。

欧米：（アメリカ、フランス、ドイツ、イギリ
ス、イタリア）

韓国、マレーシア、南アジア地域協力連
合（SAARC）、台湾 等

4 山形県 飯豊町 飯豊町台湾インバウンド受入実行委員会

平成25年度都市農村共生・対流総合対策交付金事業の中で、在日ブラジル人
等のモニターツアーを実施するとともに、平成25年秋に開催されたVisit Japan
トラベルマートに出展。台湾を始め、海外の旅行会社等との商談を実施。平成
25年度のインバウンド交流人口は700名超。台湾の教育旅行をメインターゲット
としつつ、欧米市場を見据えた滞在プログラムづくりなどを進めている。

台湾（台北・台中・高雄）、ブラジル・ペ
ルーなど南米、欧米（今後の取り組み
ターゲット）、タイ・マレーシア

台湾、ブラジル、ペルー

5 福島県 喜多方市
喜多方市グリーン・ツーリズム
サポートセンター

平成20年度よりＪＩＣＥ事業「キズナ強化プロジェクト」等により、主として中国、韓
国、東南アジア諸国の学生を受け入れ、国際交流を進めている。平成24年度は
740名超の外国人を受け入れている。 中国、韓国、東南アジア 中国、韓国、東南アジア、

6 群馬県 みなかみ町
みなかみ町教育旅行協議会
インバウンド推進協議会
みなかみ町観光協会

メインターゲットは台湾とタイ。平成25年度実績で教育旅行を中心に、1400名超
の外国人旅行者を受け入れている。温泉やスポーツ、グリーン・ツーリズム等の
多彩な楽しみ方を提案。日本国内だけでなく、台湾やタイで開催される商談会
等にも積極的に参加。

台湾、タイ
台湾、中国、タイ、香港、シンガポール、
韓国、米国、カナダ、欧州、豪州等

7 千葉県 南房総市
枇杷倶楽部協力会
南房総観光連盟

JICA関係団体の視察や研修で訪れる外国人を受け入れている。主な視察・研
修テーマは道の駅の仕組みや運営についてである。個人・グループのお客様も
来場するが割合は少ない。

中国、台湾、韓国 ほぼなし

8 山梨県 北杜市
清里高原教育旅行連絡会
一般社団法人八ヶ岳ツーリズムマネジメン
ト

八ヶ岳観光圏として、観光庁観光地域ブランド確立事業を実施。農林水産省の
平成25年度「日本の食を広げるプロジェクト（訪日外国人旅行者に対する地域
の食を活用したグリーン・ツーリズムの推進事業）」において外国人モニターを
受け入れた。

特に限定していないが、富士山が近い
ことから、絶対数の多い中国・韓国を無
視できないと考える。

リゾート地の特性を生かし、欧米の人々
を中心に実績あり

9 長野県 飯山市
飯山市グリーン・ツーリズム推進協議会、
信州いいやま観光局

北陸新幹線の新駅開業を3月に控え、着々と受入体制構築を進めている。市内
の斑尾高原エリアにはスキーシーズンに2,000人泊超の外国人を迎えている
（豪州、米国、中国、韓国等）。また、グリーン・ツーリズム関連では韓国からの
視察を多く受け入れている。通訳案内士を配置し、体験プログラムの案内を
行っている。

米国、豪州、アフリカ、台湾、中国、タ
イ、メコン河流域国、ブラジル、モンゴ
ル、韓国

教育旅行団体等を中心に受け入れを
行ってきた。

10 長野県 飯田市 (株)南信州観光公社

平成24年にガーナの高校生20名を受け入れた実績がある。農林水産省の平成
25年度「日本の食を広げるプロジェクト（訪日外国人旅行者に対する地域の食
を活用したグリーン・ツーリズムの推進事業）」において外国人モニターを受け
入れた。

特定国・地域を定めていない ガーナ

平成27年3月2日作成

グリーン・ツーリズム先進地域におけるインバウンドの取組状況
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11 岐阜県 高山市・飛騨市
一般社団法人ふるさと体験飛騨高山(高
山市)
株式会社美ら地球（ちゅらぼし）（飛騨市）

JICEからの青少年交流の受入あり。里山サイクリングでは、アメリカ、オーストラ
リア、シンガポールからの利用者350人の実績あり。インバウンド全体では660
名超が来訪している。

欧米諸国、東南アジアの新興国
イギリス、アメリカ、オーストラリア、シン
ガポール、カナダ、香港他10か国以上

12 岐阜県  白川村 トヨタ白川郷自然学校(白川村)
宿泊利用者のうち１割が外国人となっている。平成25年度はインバウンド全体
で1500名超が訪れている。

中国、台湾 東南アジア

13 京都府 南丹市 南丹市美山エコツーリズム推進協議会

民宿「ひさや」に宿泊した台湾人観光客の雑記帳が広まったことがきっかけで、
雪が降らない台湾にはない「かやぶきの家」が人気となる。
美山町観光協会及び当協議会を中心に平成25年から台湾でプロモーション開
始し、個人客に加えて団体客の誘客を行っており、今後、農家民泊での受入れ
にも発展させていきたいとのこと。

台湾

【平成25年１月】
雪灯籠まつり（２週間程度の地域イベン
ト）を行う時期は、約1000人の外国人観
光客（うち台湾人観光客480人）
【平成25年１～５月】
台湾からの宿泊客約130人（民宿「ひさ
や」）

14 和歌山県 田辺市
農業法人
株式会社秋津野

廃校を利用した交流施設、農家レストラン、貸し農園付き宿泊施設（秋津野ガル
テン）を運営しており、また、近隣の農家と協力して農家民宿での受入れを推進
する取組みを実施している。これらの取組の一環として、秋津野ガルテンや農
家民宿での外国人の受入れを実施し、農業体験等を提供している。

特定はしていない。
市内複数の観光協会を構成団体として
一般社団法人化した旅行会社が日英２
カ国語のオンライン予約システムにより
外国人予約の受け付けを行っているた
め、現在は英語圏が主となっている。

【平成24年度】
イギリス、アメリカなどから20名
【平成25年度】
スペインから３名（５月）
オーストラリアの高校生16名（１２月予
定）
その他、韓国等の受入れ実績もあり

15 広島県 安芸太田町 安芸太田町観光協会
今年度初めてJICEからの青少年交流事業を活用して韓国の高校生・大学生を
83名受入

東南アジア、フランス、欧米諸国 韓国

16 広島県 北広島町 北広島町農山村体験推進協議会
平成21年から海外からの修学旅行生等の受入を開始。平成25年度は900名弱
の外国人の来訪を受けた。

中国・韓国・オーストラリア・台湾ほか
中国、台湾、韓国、カナダ、アフガニス
タン、オーストラリア

17 徳島県
三好市、東みよし町、
美馬市

そらの郷山里物語協議会（一般社団法人
そらの郷）

平成23年度に韓国の修学旅行生23名受入。24年度は台湾、韓国から3校85名
受入。西阿波観光圏に属している。

韓国、台湾、シンガポール、香港 韓国、台湾

18 長崎県 小値賀町
ＮＰＯ法人
おぢかアイランドツーリズム協会

観光協会の機能を兼ね備えた同NPO法人が平成19年度に設立され、同年より
アメリカの民間団体『ピープル・トゥ・ピープル』による国際親善大使派遣プログ
ラム（PTP）では数多くの若者との交流を行い、高い評価を得ている。

欧米の個人客
アメリカ、イギリス、オランダ、ドイツ、
オーストラリア、ニュージーランド、アジ
ア（台湾、韓国、中国）

19 大分県 宇佐市 安心院町グリーンツーリズム研究会
我が国におけるグリーン・ツーリズムの草分け的な地域である。韓国から視察
や研修を多数受入。世界農業遺産認定地域でもある。平成25年度は1400名を
超える外国人が訪れた。

韓国 韓国からの視察研修

20 大分県 豊後高田市
豊後高田市グリーン・ツーリズム推進協議
会

立命館アジア太平洋大学（APU)と協定を結んでいる大学やAPUが実施する海
外の高校生の誘致活動の受入（世界農業遺産認定地域）。平成25年度の受入
人数は500名超。

特に定めていない 韓国、香港など

21 大分県 臼杵市 うすきツーリズム活性化協議会
韓国からの旅行者を既に受け入れている。また、APU（アジア太平洋大学）と連
携した外国人の農泊事業も展開している。

世界全域
韓国、中国、インドネシア、タイ、シンガ
ポール、ベトナム、オーストラリア、オラ
ンダ、ドイツ

22 宮崎県 五ヶ瀬町
五ヶ瀬山学校推進協議会、NPO法人五ヶ
瀬自然学校、夕日の里推進会議、NPO法
人ごかせ観光協会

中国・台湾・シンガポール等の修学旅行生の受入実績あり。また、一般ツアー
客も受け入れている。

中国・シンガポール・マレーシア・インド
ネシア・インド・アメリカ

インドネシア、マレーシア、インドの高校
生を受け入れ。その他、中国、シンガ
ポールの中学生や大学生など多数実
績あり

23 鹿児島県 出水市 出水市元気再生創出協議会
香港の旅行会社との直接取引がある。また。オーストラリアの高校との学校交
流（交換留学）の実績あり。

東アジア（香港、台湾、シンガポール、タ
イ等）

香港、オーストラリア（交換留学）
教育旅行、団体旅行　４年間で延べ５０
０人の海外からの農家民泊受入

24 沖縄県 大宜味村
ＮＰＯ法人おおぎみまるごとツーリズム協
会

これまで、大学院生30名（台湾）、ツアー客10名（中国）、小学生10名（県内米軍
基地）等の受け入れを通じ、民泊、地域住民との交流会等を実施。また、フラン
ス、ロシアからのオファーがある。

アジア地域 中国・台湾



平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月

～見つけよう！今、元気なムラの取組～

農山漁村の宝
ディスカバー

む ら
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平成25年12月、内閣官房で「ディスカバー農山漁村の宝」有識者懇談会が設置されまし

た。有識者懇談会委員は、農林水産業、農山漁村に造詣が深く、それに関係する活動をさ

れているなど各界の有識者により構成されています。

有識者懇談会において、次の①から③の視点のいずれかにおいて、他地域の参考とな

るような優れた地域活性化の取組を選定しています。

①美しく伝統ある農山漁村を次世代へ継承する取組

②幅広い分野・地域との連携による農林水産業・農山漁村の再生に資する取組

③国内外の新たな需要に即した農林水産業の取組

選定基準

「ディスカバー農山漁村の宝」とは、地方が持つ魅力を「発掘」し、これらを地域活性化に

つなげている優良な事例を選定する取組みです。

「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテ

ンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んでいる優良な事例を選

定し、全国に発信していきます。

「ディスカバー農山漁村の宝」とは

有識者懇談会委員

Ⅰ

む ら

林 良博 （はやし よしひろ）

有識者懇談会座長
国立科学博物館館長

東谷 望史
（とうたに もちふみ）

馬路村農業協同組合
代表理事組合長

今村 司
（いまむら つかさ）

日本テレビ
スポーツ局長代理

アン・マクドナルド

上智大学大学院教授、
慶應義塾大学特任教授

織作 峰子
（おりさく みねこ）
大阪芸術大学教授、
写真家

田中 里沙
（たなか りさ）

（株）宣伝会議
取締役副社長

永島 敏行
（ながしま としゆき）

取締役、俳優
（有）青空市場代表

三國 清三
（みくに きよみ）

オテル・ドゥ・ミクニ
オーナーシェフ

横石 知二
（よこいし ともじ）

（株）いろどり
代表取締役社長

向笠 千恵子
（むかさ ちえこ）

フードジャーナリスト、
食文化研究家



選定証授与式 総理らによる激励・意見交換会総理挨拶

公募

有識者懇談会

選定経過

平成26年2月5日～3月5日

平成26年5月13日

251団体から応募

有識者懇談会委員による
審査により、23地区を選定

選定証授与式及び交流会

ロゴマークについて

農山漁村の原風景をモチーフに、知
恵と工夫で地域の特色を生かした地域
住民の絆、たゆまぬ向上心、やさしい
手、温かい手づくりで支えるパワーが、
キラリと光る「農山漁村(むら)の宝」
として輝きを増している様子を表して
います。

○ロゴマークの説明

平成26年６月10日、首相官邸に選定地区代表者を招いて選定証授与式が行われました。

続いて行われた交流会では、選定地区代表者、有識者懇談会委員、政府関係者など約100名が
参加し、地元産品を持ち寄り内閣総理大臣が試食するとともに、活発な意見交換の場となりま
した。

（製作者：松岡 英男 様（グラフィックデザイナー））

「ディスカバー農山漁村の宝」の取組を広く国民の皆様に知って頂くために、ロゴマークの
募集を行いました。
一般公募の結果、5月13日の有識者懇談会において、以下のロゴマークが決定されました。
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む ら「ディスカバー農山漁村の宝」の広報について
む ら

テレビ・雑誌等による紹介イベントへの出展促進

各種メディアとの連携

政府広報とのタイアップ活動

ツーリズムＥＸＰＯジャパン

青空市場×行幸マルシェ

平成26年5月27日 RCC(中国放送)「ＮＥＷＳ６」

毎月第2・4金曜日に東京駅地下行
幸通り地下通路にて農産物直売等
を実施 している（有）青空市場と協
力

平成26年10月17日に開催された
マルシェに、7団体が出展

国内最大規模の旅行展示イベント
「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」 （於：
東京ビックサイト）と協力

平成26年9月27日、28日に開催さ
れた一般来場者向け展示会に、6団
体が出展

○政府インターネットテレビ
「徳光＆木佐の知りたいニッポン!」

○政府ラジオ「Weekly ニッポン!!」

○その他
視覚障害者向け音声広報ＣＤ

「明日への声」

○農林水産省facebookで2地区紹介
・約4,000ビュー、266いいね！及び
・約3,000ビュー、195いいね！
（ともに平成26年9月時点）

○広報誌「aff」で4地区の紹介
（平成26年7月号：2地区、

11月号：2地区（予定））

その他 知事表敬等

民間企業との連携

雑誌「ニューカントリー」平成26年7月号

平成26年6月17日 高知県知事を表敬訪問
(本山町特産品ブランド化推進協議会)

平成26年8月9日 富山県知事が現地を視察
(大長谷村づくり協議会)

ハートランド株式会社
の取組を 動画で紹介

（コクヨ株式会社ホーム
ページ）

富良野オムカレー
の店頭試食会やレシ
ピカード作りに協力

（ハウス食品グループ
イントラニュース）

facebook等による紹介

今回選定された活動のような素晴らしい取組が、今後とも全国へ広がるこ
とが期待されています。
このため、「ディスカバー農山漁村の宝」の取組や、選定された地区の活

動について、様々な機会をとらえて積極的に情報発信を行っています。

Ⅲ

平成26年7月14日～18日
農林水産省「消費者の部屋」展示
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本山町特産品ブランド化
推進協議会

高知県 本山町19
もとやまちょう

「島のめぐみ観光農園」

プロジェクト

長崎県 壱岐市21
いきし

農事組合法人 はなどう

宮崎県 高原町22
たかはるちょう

農業生産法人

有限会社 今帰仁アグー

沖縄県 今帰仁村23
なきじんそん

なきじん

住民自治されだに

愛媛県 伊予市18
いよし

一般社団法人

邑南町観光協会

島根県 邑南町15
おおなんちょう

ハートランド株式会社

大阪府 泉南市12
せんなんし

色川地域振興推進委員会

和歌山県 那智勝浦町14
なちかつうらちょう

富良野オムカレー推進協議会

北海道 富良野市1
ふらのし

標津町エコ・ツーリズム
交流推進協議会

北海道 標津町2
しべつちょう

しべつちょう

三陸に仕事を！プロジェクト

岩手県 盛岡市3
もりおかし

一般社団法人

東北 食の力 プロジェクト

宮城県 仙台市4
せんだいし

特定非営利活動法人

えがおつなげて

山梨県 北杜市7
ほくとし

ハッピーロード
大山商店街振興組合

東京都 板橋区6
いたばしく

認定NPO法人

宍塚の自然と歴史の会

茨城県 つくば市5

株式会社金沢大地・
アジア農業株式会社・金沢農業

石川県 金沢市9
かなざわ し

植村牧場株式会社

奈良県 奈良市13
な ら し

粟田川流域農地・水・環境を
守る会

広島県 庄原市16
しょうばらし

株式会社篠島お魚の学校

愛知県 南知多町10
みなみちたちょう

農事組合法人

守山女性部加工組合

長崎県 雲仙市20
うんぜんし

もりやま

ふるさと萩食品協同組合

山口県 萩市17
はぎし

有限会社せいわの里

三重県 多気町11
たきちょう

Ⅳ

ＮＰＯ法人

大長谷村づくり協議会

富山県 富山市8
とやまし

おおながたに

21

10

ふらの

「ディスカバー農山漁村の宝」
23の選定地区

む ら



① 北海道 富良野市

富良野オムカレー推進協議会

～ご当地カレーがつなぐ人の輪・農村の輪～～ご当地カレーがつなぐ人の輪・農村の輪～

○「食観光」による魅力アップを目

指し、多種多様な地元食材を利

用できる「カレー」に着目。

○市職員有志による活動からス

タート。平成21年に協議会を設立

し、組織体制を強化。

○地元食材の使用と、ふらの牛乳
をつけるなどのルールを明確化し、
食メニューを地域ブランド化。

○小中学校やスーパーでのレシピ
カード配布等により、地域に根ざ
した食文化を醸成。

○７年半で50万食を販売し、これまで
の景観に加えた観光資源として確
立。

○地域農畜産物を観光客を通じＰＲ。
地元食材を使う提供店の地産地消
意識を高めた。

富良野オムカレー推進協議会 事務局

北海道富良野市弥生町１－１（富良野市商工観光課内） TEL：0167‐39‐2312  FAX：0167‐23‐2123

○今後、観光地グルメとして引き続
きＰＲし、更なる地域活性化を図
る。

○道内や全国のご当地カレー推進
団体と交流・連携し、ネットワーク
を拡大していく。

富良野オムカレー イベントへの出展

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



② 北海道 標津町

標津町エコ・ツーリズム交流推進協議会

～農林水産業など地域資源活用型感動交流体験～～農林水産業など地域資源活用型感動交流体験～

○水産物の高度な衛生管理の取
組を、消費者に伝えることを目的
にスタート。

○標津町観光協会を中心に、標津
町役場等の関係者が平成13年
に協議会を設立。

○都市住民に対し、酪農生産者宅へ
のホームステイや水産加工、郷土
料理づくりなど、多様な体験プログ
ラムを提供。

○産地の衛生管理の取組への理解
を促進することにより、安全・安心な
水産物の付加価値を向上。

○毎年約2,000人が体験プログラム

に参加。食材の地元調達率の高ま
りと相まって地域経済に貢献。

○観光客からの評価の高まりを受け、
地域食材を活用した食メニューや
新たな商品を開発。

○今後、体験プログラムの質の向上
や、酪農民泊の拡大に取組み。

○食や地場産品を活用した加工品の
開発とブランド化を図り、雇用の拡
大や定住人口の拡充を推進。

標津町エコ・ツーリズム交流推進協議会

北海道標津郡標津町北２条西１丁目 TEL：0153-82-2131  FAX：0153-82-1787

し べ つ ち ょ う

漁業生産現場の見学 秋鮭加工体験

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



三陸に仕事を！プロジェクト

～ 浜 の ミ サ ン ガ 「 環 」 ～～ 浜 の ミ サ ン ガ 「 環 」 ～

○復旧期の津波被災地における女
性向けの一時的な地域雇用の創
出を目的とした、働くことで自立す
るためのプログラム。

○被災県の地元マスコミ企業が中
心となり、平成23年6月に設立。

○浜の女性たちを雇用し、漁網を
使用したミサンガを製作、販売。

○メディアを積極的に活用し、社会
の共感連鎖を創出。

○最盛期には約300人の女性が参
加。累計で約１億円の給金を被
災者に支給。

○仮設住宅等において、女性たち
が、地域から離れることなく前向
きに仕事に取組み。

○次の職業への移行のための研
修を行いつつ、ミサンガ事業を縮
小。

○最新冷凍技術を導入した「浜の
番屋料理」の加工販売等、新しい
地域産業づくりに着手。

三陸に仕事を！プロジェクト 実行委員会

岩手県盛岡市本宮５－２－２５（岩手めんこいテレビ内） TEL：019-656-3300

③ 岩手県 盛岡市

た ま き

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針

漁網を使用したミサンガの製作 仮設住宅でのミサンガ作り



④ 宮城県 仙台市

東北 食の力 プロジェクト

～生産者支援と飲食店をベースとした、都市と地域をつなぐプラットホームプロジェクト～～生産者支援と飲食店をベースとした、都市と地域をつなぐプラットホームプロジェクト～

○東日本大震災後の経済復興や
人材育成のため、生産者と飲食
店が実行委員会を発足。

○平成25年５月、現行の団体名に
変更し、活動を食に特化。

○生産者と飲食店がダイレクトに取
引・流通を行い、販路を拡大。

○仙台を中心に、行政・外食・生産
者が一体となった海産物等の物
販やＰＲイベントを開催。

○産直共同購入参加店や、生産者
と飲食店との直接流通の拡大に
より収益性が向上。

○メニュー開発を含めた、地域食材
の定番化、地域ブランド化の定着。

○継続性のあるネットワークの確立
に向け、外食関連企業等を囲い
込みながら月例勉強会等を実施。

○首都圏等の消費者にも、地域の
魅力を直接訴えられる機会を設
けていく。

東北 食の力 プロジェクト

仙台市青葉区一番町２－８－１８((株)スタイルスグループ内) TEL：022-738-8835 FAX：022-738-8845

漁業者と飲食店の合同イベント 居酒屋と鮮魚店の連携

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑤ 茨城県 つくば市

宍塚の自然と歴史の会

～里山の自然と智恵と文化の絆を次世代へ～～里山の自然と智恵と文化の絆を次世代へ～

○1980年頃から住民等が行ってい
た自然観察会や探鳥会が定例化。

○気運の高まりを受け、1989年に
任意団体として発足。2010年には
認定ＮＰＯ法人化。

○関東平野有数の里山の植生管
理、在来植物保全のための草刈
り、ビオトープ整備などの環境保
全活動を実施。

○米オーナー制度により、谷津田
の耕作を維持。

○子どもや一般市民を対象とした
自然観察会を年80回開催。

○米オーナー制度等により、約１ha
の水田で生物多様性を保全。

○今後、管理、調査、環境教育等を
総合的に発展させ、里山の恒久
的保全を目指す。

○米オーナー制度の拡充等、周辺
地域住民や地元農家等との連携
を更に深めていく。

認定ＮＰＯ法人 宍塚の自然と歴史の会

茨城県つくば市上ノ室２９２番地５ TEL:029-857-1555 FAX:029-857-1555

し し づ か

田植え体験 雑木林の植生管理

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑥ 東京都 板橋区

ハッピ－ロ－ド大山商店街振興組合

～全国ふる里ふれあいショップ「とれたて村」～～全国ふる里ふれあいショップ「とれたて村」～

○食の信頼やふるさとの食材や暮
らしへの消費者の関心の高まり
へ商店街として対応。

○商店街と農山漁村が互いに支援
しあう、継続性と相乗効果のある
事業モデルを研究し、平成17年
に開始。

○全国16の自治体と契約し、農産
品・加工品を都心で販売。

○都市ユーザー視点からのアドバ
イスや訪問ツアーを産地が受け
る一方、生産者側が都心を訪問
し、児童生徒の食育実施等の社
会活動を実施。

○開店８年目を迎え、「とれたて村」
での販売は年間約５千万円（25年
度見込み）。

○人気者の生産者や定番商品が多
く生まれ、産地のやる気向上にも
貢献。

○消費者ニ－ズに対応するため、
「とれたて村」型の農家レストラン
を研究中。テストイベントを開始
予定。

○要望に応じ、産直ショップ計画へ
の支援等、蓄積したノウハウの伝
授にも対応していく。

ハッピ－ロ－ド大山商店街振興組合

東京都板橋区大山町４９－１ハロ－プラザ２Ｆ TEL:03-3973-0055 FAX:03-3973-0660

とれたて村 生産者イベントの開催

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑦ 山梨県 北杜市

えがおつなげて

～都市と農村をつなぐ企業ファ－ム～～都市と農村をつなぐ企業ファ－ム～

○全国からボランティアを募り、耕
作放棄地を開墾。３年間で千人
超が参加。

○再生した耕作放棄地の安定的な
維持管理のため、平成16年、「企
業ファ－ム」事業を開始。

○耕作放棄地の再生から、農作物
の栽培、収穫までの一連の作業
を企業と連携して実施。

○10社の企業と連携。企業毎に特
徴ある農地の活用（社員研修、顧
客の体験ツアー、商品開発等）を
展開。

○企業ファ－ム事業により、これま
で３ｈａ以上の耕作放棄地を再生。

○年間約50回の都市農村交流ツア
－が実施され、地域住民、民宿、
物産販売施設などを巻き込み、
地域全体を活性化。

○今後、連携企業間の交流・連携
を図り、各々の取組みや地域全
体の価値向上を目指す。

○全国各地に「企業ファ－ム」モデ
ルを移転できるコーディネート人
材を育成する。

特定非営利活動法人 えがおつなげて

山梨県北杜市須玉町大豆生田１１７５ TEL:0551-42-2845 FAX:0551-42-3658

ほ く と し

田植え 開墾作業

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑧ 富山県 富山市

大長谷村づくり協議会

～ な が た ん 農 援 隊 ～～ な が た ん 農 援 隊 ～

○急激な過疎化が進む中、平成17
年に協議会を設立し、都市農村
交流活動を推進。

○平成22年、リピーターとなる都市
住民を集め、「ながたん農援隊」
を発足。

○山菜やキノコの収穫、有機野菜作
り等の里山体験を実施。炭焼きや
輪かんじき作り等、伝統文化も継承。

○各種ワークショップ、基調講演の実
施や、山菜イタリアンの開発等。

○登録隊員数は100名超。富山県内
のみならず、関東・東海・関西まで
広域的な交流が定着。

○食材をテーマにした交流の結果、
食文化の再発見や、新たな調理方
法の創出等の効果。

○現在、年間約1,000人の訪問者
数を5,000人程度まで拡大するこ
とを目指す。

○各地での講演、事例紹介等によ
り、他地域との連携を強化してい
く。

大長谷村づくり協議会

富山県富山市八尾町庵谷１０ TEL：076-458-1415  FAX： 076-458-1415

お お な が た に

の う え ん た い

隊員による野菜作り 山菜イタリアン

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑨ 石川県 金沢市

（株）金沢大地／アジア農業
（株）／金沢農業

～能登の里山里海を再評価し、有機農業を推進～～能登の里山里海を再評価し、有機農業を推進～

○環境保全型農業を実施するため、
平成９年、金沢農業を設立。

○有機農産物の加工・販売のため、
平成14年に金沢大地を設立。

○耕作放棄地再生等のため、平成
21年、アジア農業を設立。

○米、麦、大豆、蕎麦、野菜等を有
機栽培。経営面積337haの日本
最大規模の有機農業経営体。

○伝統製法にこだわった調味料、
豆腐、納豆、スイーツ等、100品

目超の加工商品をインターネット
や直営店で販売。

○経営面積は平成９年の45haから、
平成24年には337haまで拡大。食
料自給率向上等に寄与。

○自社ネットショップでの売上高は、
８百万円（平成20年度）から26百
万円（平成24年度）まで拡大。

○能登の里山里海の世界農業遺
産認定を契機に、更なる能登ブラ
ンドの商品開発を推進。

○サポーターとの顔の見えるつな
がりを活かした、農場体験の提供
等を通じて、地域振興に貢献。

（株）金沢大地

石川県金沢市八田町東９ TEL：076-257-8818  FAX： 076-257-8817

有機大豆のほ場 加工商品

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑩ 愛知県 南知多町

（株）篠島お魚の学校

～島の旨いを届けたい！！篠島お魚の学校～～島の旨いを届けたい！！篠島お魚の学校～

○農林漁家民宿の活動を発展させ、
平成22年、体験・加工施設「お魚
の学校」をオープン。

○平成25年、南知多町で初の６次
化産業化認定を取得。

○特産品であるえび、しらす、わか
め等を活用した新商品を製造・販
売。

○家族のとった魚貝を都市住民に
調理方法を紹介しながら販売。

○漁業体験や魚料理体験により、
魚食普及活動を展開。

○販売商品の購入者が、食堂や民
宿を訪問する相乗効果を発揮。

○同時期に６次化の認定を受けた
近隣の３者と結集して、県内外へ
の情報発信を強化していく。

○新たにオープンした「道の駅・篠
島」で販売するための新商品を開
発する。

（株）篠島お魚の学校

愛知県知多郡南知多町篠島浦磯3-17 TEL：0569-76-2929  FAX：0569-67-3191

し の じ ま

魚料理体験 大アサリ

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑪ 三重県 多気町

（有）せいわの里

～豊かな資源と先人の知恵で農村と都市を繋ぐ～～豊かな資源と先人の知恵で農村と都市を繋ぐ～

○農業後継者不足と農地の荒廃が
進む中、平成15年、地元の女性
が中心となり、設立。

○平成17年、地域農産物を提供し、
加工品を製造・販売する農村レス
トラン「まめや」を開店。

○農村レストランにおいて、地域農
産物を使用した農村料理を提供。

○地域農産物を加工したオリジナ
ル商品を約70アイテム開発・販売。

○農村レストラン等で総勢52人のス
タッフを雇用。

○地域イベント等を含め、県内外よ
り年間約30万人程度が地域を訪
問し、活性化。

○農産物の供給や労働、知恵を提
供し合うことで、豊かな農村資源
の掘り起こしと技術の伝承を推進。

○首都圏への商品進出を足がかり
に「地産都商」を更に展開。

（有）せいわの里

三重県多気郡多気町丹生5643番地 TEL：0598-49-4300  FAX：0598-49-4300

た き ち ょ う

農村レストラン「まめや」 農村レストラン店内

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑫ 大阪府 泉南市

ハートランド（株）

～障がい者雇用の職域として農業の可能性へのチャレンジ～～障がい者雇用の職域として農業の可能性へのチャレンジ～

○コクヨ・グループが、障がい者雇
用促進を目的として、平成18年、
設立。

○障害者の職域として農業に着目
し、研究・検討の上、農地を取得
し、操業を開始。

○延べ約100名／週の障がい者が
作業参加し、サラダほうれん草な
ど葉菜類を水耕栽培。

○大手スーパーや百貨店等、農産
物の販売先を確保。

○特例子会社として初めて農業分
野に参入し、障がい者雇用による
ビジネスモデルを確立。

○視察の受入れ、助言、販路の紹
介等を行い、取組の展開にも寄
与。

○サラダほうれん草を使用したレト
ルトスープ等、高付加価値商品の
加工・販売にも取組み。

○「障がい者が主人公」の経営を継
続し、障害者雇用における農業
の可能性について情報発信。

ハートランド（株）

大阪府泉南市幡代２０１８番地 TEL：072-480-0567  FAX：072-480-0321

サラダほうれん草の水耕栽培 加工商品の開発

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑬ 奈良県 奈良市

植村牧場（株）

～日本一遅れた牧場と奈良の名物アイス～～日本一遅れた牧場と奈良の名物アイス～

○明治16年、健康のため１頭の牛
を飼い、近所に余った牛乳を配っ
たことを契機に創業。

○30年前、人手不足の中、職業安
定所に紹介され、障害者の雇用
をスタート。

○障害者14名（うち住み込み９名）、
高齢者４名を常時雇用して牧場を
経営。近隣に牛乳を配達。

○自家生乳でアイスクリーム等を製
造、販売。県や大学と共同で新商
品も開発。

○県内外からの講演依頼や、マス
コミからの取材依頼に応じ、知見
を広く共有。

○奈良市が開館した「奈良まちかど
博物館」の一つとして位置づけら
れ、多数の観光客も来訪。

○引き続き、「植村ブランド」の信用
を堅持し、地道・着実な成長を図
る。

○今後、地元で採れた野菜等を活
用した新たな名物となる商品を開
発。

植村牧場（株）

奈良県奈良市般若寺町168 TEL：0742-23-2125  FAX：0742-23-2126

牛舎 牛乳

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑭和歌山県那智勝浦町

色川地域振興推進委員会

～移住者受け入れをバネに地域再生～～移住者受け入れをバネに地域再生～

○町から示された活性化策を受け、
色川地域内の９集落がそれぞれ
の課題を明確にし、対策を検討。

○検討の結果、具体的な取組を一
体的に行うため、平成３年、地区
区長連合会により設立。

○新規定住希望者や農業実習希
望者などの受入を、９集落が地
域ぐるみで一体的に対応。

○田舎暮らしに関心のある者に２
泊３日の民泊や、農業体験を提
供。ホームページや地域内新聞
等により情報発信。

○これまでに約180人が新規定住。
地域人口の４割以上。

○移住者の区長経験者が10人以
上いる他、地区消防団員の７割
以上を移住者が占めるなど、地
域の一体化も促進。

○今後、持続的な地域社会の実現
を目指し、地域間連携による広域
でのビジョンづくりを進める。

○そのため、色川発のＮＰＯ法人組
織を立ち上げ予定。

色川地域振興推進委員会

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野2228-1 TEL：0735-56-0101  FAX：0735-56-0101

い ろ か わ

農業体験交流 体験・交流施設を建築

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑮ 島根県 邑南町

邑南町観光協会

～Ａ級グルメ立町の実現を通じた雇用機会の拡大プラン～～Ａ級グルメ立町の実現を通じた雇用機会の拡大プラン～

○観光資源の開発と育成、情報発
信を目的として、平成19年設立。

○「Ａ級グルメ」として、地域に根ざ
した農業や食に関する各種事業
を展開。

○観光協会が地元産品を使ったイ
タリアン・レストランを運営。地産
地消率は95％。

○レストランを拠点に、農業から料
理、店舗経営までを一貫して行え
る「食の人材育成」を実施。

○町内で168名の雇用を実現。年
間約2500万円を売り上げ、地域
を活性化。

○シェフ、パティシエなど含め38名
のＵＩターン者を誘致。新規定住
者の視点で地域の魅力を発掘。

○今後、国内だけに留まらず、海
外に輸出することで、更なる販路
拡大及び雇用の確保に取組み。

○地域住民による食に関する商品
開発等を後押しする「食の学校」
を開設。

邑南町観光協会

島根県邑智郡邑南町矢上７１５４－１０ TEL:0855-95-2369 FAX:0855-95-0209

お お な ん ち ょ う

おおなんちょう

地産地消レストラン 「食の人材育成」の様子

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



栗田川流域農地・水・環境を守る会

～美味しいお米の故郷をみんなのふるさとに～～美味しいお米の故郷をみんなのふるさとに～

○昭和58年、地域の米農家と大阪
の消費者グループが交流会を開
始。

○東日本大震災後は、米袋にメッ
セージを記した米を贈り、被災地
とも交流。

○大阪や広島の消費者グループと、
田植交流会や収穫感謝祭を実施。

○地元及び都市部の子どもを対象に
アイガモ農法による農業体験等を
実施。

○田植交流会の開催も27回目を迎
え、年々参加者も増加。昨年の参
加者は約200名。

○品質にこだわった米作り、安全性
の可視化、消費者への食育など
を行い、ブランド化を確立。

○消費地や被災地と構築してきた
ネットワークを継続、強化していく。

○水田と畦畔を効率的に管理しつ
つ、米のブランド化を進め、継続
的な生産と文化の伝承に努める。

栗田川流域農地・水・環境を守る会

広島県庄原市東城町栗田２９３９ TEL:08477-2-2528 FAX:08477-2-2528

⑯ 広島県 庄原市
しょうばら

あ わ た が わ

春の田植交流会 秋の収穫感謝祭

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑰ 山口県 萩市

ふるさと萩食品協同組合

～萩の地魚、もったいないプロジェクト～～萩の地魚、もったいないプロジェクト～

○漁協や鮮魚仲買等が協力して
「道の駅・萩しーまーと」を設置・
運営するため、平成11年、設立。

○平成21年、一部の魚種が正当に
評価されていないのは「もったい
ない」との観点から、プロジェクト
を立ち上げ。

○萩の金太郎（ヒメジ）等、地元の
低利用魚種の利用価値を発見し、
メディア等を通じ魅力をアピール。

○マーケットインによる類似商品の
ない加工品の開発と、大手卸売
業者との連携等による販路拡大。

○地元産マイナー魚種であった「萩
の金太郎」等の利用が大幅に増
加し、萩の名物魚種の仲間入りを
果たした。

○地元消費額も飛躍的に増加し、
生産者魚価も、1.5～２倍に上昇。

○各種視察の受入に加え、全国各
地でプロジェクトの活動を紹介し、
他地域での普及展開を図っていく。

○「ニッポン雑魚選手権大会」の開
催を検討中。

ふるさと萩食品協同組合

山口県萩市椿東４１６０－６１ TEL:0838-24-4937 FAX:0838-24-1192

品評会への出展 開発商品

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑱ 愛媛県 伊予市

住民自治されだに

～都市との交流による循環型環境保全活動～～都市との交流による循環型環境保全活動～

○少子高齢化が進行する中、平成
19年、地域の全員を会員とする
住民自治組織を発足。

○農家の高齢化や後継者不足等
に対応するため、地域ぐるみで効
果の高い共同活動を実施。

○今後、各企業等が得意分野を活
かして、地域に貢献できるよう、
調査・研究を進めたい。

○遊休農地や雑竹林の活用方法に
ついて、他地域へノウハウを提供
していきたい。

住民自治されだに

愛媛県伊予市中山町佐礼谷１１８３－７番地 TEL:090-1573-3506 FAX:089-968-0535

○県のボランティア派遣制度を活用し、
大学や企業からボランティアも活動
に参加。参加人数は年々増加。

○雑木林や遊休農地、空き家等を再
生することで、環境の美化だけでは
なく、地域外からの受入体制の構築
にも寄与。

○雑木林の整備や河川のヨシ刈り等
の環境美化活動を行うとともに、こ
れを地域外の人の体験活動として
交流にも活用。

○遊休農地を活用した芋掘り等の体
験活動や、地域産品を活用した「ゆ
ずこしょう」等の商品開発。

河川のヨシ刈り 遊休農地を活用した体験活動

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



⑲ 高知県 本山町

本山町特産品ブランド化推進協議会

～誇れる田舎「土佐天空の郷」を目指して！～～誇れる田舎「土佐天空の郷」を目指して！～

○平成20年、地域農家主導により、
経営安定や棚田保全のため、町
産米のブランド化を目的として発
足。

○県事業を活用し、ハード・ソフト整
備を農家と一体となって推進。

○海洋深層水を利用した特徴ある
旨みの開発等により、地元棚田
米（ヒノヒカリ）を、 「土佐天空の
郷」としてブランド化。

○棚田を核とした、田んぼアートな
どによるファンイベントの開催。

○2010年のコンテストにおいて最優
秀賞を受賞（西日本で初、コシヒ
カリ以外で初）。

○「土佐天空の郷」を冠とした焼酎、
濁酒、茶粥の開発にも発展。

○安定した出荷数の確保、品質向
上、ネット通販、都市部での販売
促進活動により、更なる売込みを
図る。

○ネットワークを構築、強化し、環
境、人、伝統などの農村の魅力を
継承していく。

本山町特産品ブランド化推進協議会

高知県長岡郡本山町北山甲２６８－５ TEL:0887-76-4333 FAX:0887-76-4323

ファンイベント

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針

ブランド米の生産（深層水の散布）



⑳ 長崎県 雲仙市

農事組合法人守山女性部加工組合

～世界に認められた伝統野菜「雲仙こぶ高菜」で地域おこし～～世界に認められた伝統野菜「雲仙こぶ高菜」で地域おこし～

○昭和６３年より、農家の女性達が
厳選した材料を用い、農産加工
品を生産、販売。

○平成17年より、希少な伝統野菜
「雲仙こぶ高菜」の加工と販路開
拓に取組み。

○郷土の食文化を守り継ぐため、
伝統野菜「雲仙こぶ高菜」の栽培
と加工品の開発、販売に取組み。

○地域の子どもを対象とした栽培、
収穫、調理体験を実施。

○当初３名だった生産者が今では
11名になり、生産量も年々増加。

○雲仙市、長崎県、任意団体（食品
産業センター）から、ブランド認定
等を受け、販路も開拓。

○スローフード国際協会から、「味
の箱船」に認定されたことを受け、
世界に情報を発信していく。

○国内外から多くの視察を受け入
れており、ネットワークを構築、強
化していく。

農事組合法人守山女性部加工組合

長崎県雲仙市吾妻町古城名４７－１ TEL:0957-38-2641 FAX:0957-38-2678

も り や ま

雲仙こぶ高菜 雲仙こぶ高菜料理

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



㉑ 長崎県 壱岐市

「島のめぐみ観光農園」
プロジェクトチ－ム

～壱岐の島が元気になれば、日本が世界が元気になる！～～壱岐の島が元気になれば、日本が世界が元気になる！～

○地域の魅力を発信し、安心安全
な食材を提供、販売するため、有
機農業に取組み。

○島ならではの循環型社会の実現
と島の活性化を目指して、各種の
取組を展開。

○遊休農地を活用して有機農業を
展開。

○収穫物や地場海産物を利用した
加工品の開発と販売。

○インターネットを通じて積極的に
商品を販売。「鯛茶漬け」が国際
線の機内食に採択。

○交流人口の拡大により地域に雇
用の場を創出。

○取組が島全体の農業に影響力を
及ぼすよう、商品開発や商品が
売れる仕組作りに努める。

○安心安全な食材の島として情報
発信を行い、全国の離島の指針
を目指す。

『島のめぐみ観光農園』プロジェクトチ－ム

長崎県壱岐市勝本町立石西触７７ TEL:0920-43-0016 FAX:0920-43-0847

い き

有機農業 加工品（鯛茶漬け）

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



㉒ 宮崎県 高原町

農事組合法人 はなどう

～麦を中心とした６次産業化にパワ－全開～～麦を中心とした６次産業化にパワ－全開～

○耕作放棄地解消のため、平成17
年、集落営農組合を設立。農地
集積により米麦の栽培面積を拡
大。

○平成21年、直売所を開設し、６次
産業化に向けた取組を開始。

○県内の企業と連携し、米麦を加
工したオンリーワンの商品開発を
行い、直売所で販売。

○古民家レストランの経営や女性
部による人材育成、食育活動も
展開。

○直売所を構成する生産者の所得
向上や生産意欲の高まり等によ
り、地域活性化に大きな成果。

○複合的な事業展開により年間を
通した雇用の場を創出。

○今後、米麦の栽培面積を集積・
拡大し、県内外の企業とのタイ
アップによる６次産業化の取組を
更に推進していく。

○古民家宿泊やグリ－ン・ツ－リズ
ムへの取組により、新たな需要を
掘り起こしていく。

農事組合法人 はなどう

宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田７８８番地２ TEL:0984-42-1839 FAX:0984-42-1840

たかはるちょう

直売所 女性部による活動

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



㉓ 沖縄県 今帰仁村

農業生産法人 今帰仁アグー

～琉球弧の在来家畜資源を利活用した産業化～～琉球弧の在来家畜資源を利活用した産業化～

○伝統行事や食文化等、地域の多
様性を保全するため、平成10年
に11名で活動を開始。

○在来種の系統維持、地域産業の
振興を目的として、平成15年、農
業生産法人を設立。

○伝統ある琉球豚の飼育と加工食品
の販売。

○視察の受入や講演会を通じた琉球
在来種の普及活動を実施。

○平成25年、琉球豚の生産拡大及
び加工、販売促進について、６次
産業化認定を取得。

○農畜産物や食の多様性を保全す
るとともに、在来家畜を利用した
伝統ある儀礼行事を通じて集落
の絆を強化。

○今後、在来家畜の遺伝資源の有効
利用を促進するためにも、経済的に
自立できる産業モデルを確立し、他
地域に拡大していく。

○国際的なアピールや安全性の認知
促進のため、スローフード協会の
「味の箱船（アルカ）」を申請中。

農業生産法人 今帰仁アグー

沖縄県国頭郡今帰仁村字運天９２７番地 TEL:0980-56-3543 FAX:0980-56-2349

な き じ ん そ ん

な き じ ん

り ゅ う き ゅ う こ

在来豚 農業高校生の視察受入

経 緯 取組内容

活動の成果 今後の方針



「ディスカバー農山漁村の宝」選定事例集 平成26年10月発行

【お問い合わせ先】
農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課 活性化推進班
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

電話（直通）：03-3502-5946 ファックス：03-3595-6340

【「ディスカバー農山漁村の宝」ホームページ】
URL： http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html

事例に関するお問い合わせや本事例集に対するご意見等がございましたら下記またはお近くの地方
農政局（沖縄県については沖縄総合事務局）までご連絡下さい。

む ら

む ら





第１２回オーライ！ニッポン大賞受賞者の概要について

【オーライ！ニッポン大賞グランプリ】 

NPO 法人 
ひがし

東
そ ん

村観光推進協議会（沖縄県
ひがし

東
そ ん

村） 

 グリーン（農業体験）、ブルー（漁業体験）、エコ（自然体験）の各部会

が協力し、農漁家や地元ガイドが直接参加者と交流する、「ほんもの」を体

験するプログラムを提供している。また、大宜味村や国頭村など隣接する地

域とも連携し、広域的な受入体制整備を行っている。 

【オーライ！ニッポン大賞】 

① 中津川むらづくり協議会（山形県
い い

飯
で

豊
ま ち

町） 

 農家民宿を中心に地区全体で教育旅行・企業研修の受入や、地域の特徴的

な食を活用した体験ツアーを実施。都市と農村の交流を推進することによ

り、双方が抱える課題の解決を図っている。 

② NPO 法人 喜多方市グリーン・ツーリズムサポートセンター

（福島県喜多方市） 

 喜多方市は平成 15 年に全国の市として初めて「グリーン・ツーリズムの

まち」を宣言。平成 17 年に同センターが開設され、総合窓口として問合せ、

予約、決済等のワンストップサービスを実施している。 

③ 
せ

世
ら

羅
こ う

高
げ ん

原６次産業ネットワーク（広島県
せ

世
ら

羅
ちよう

町 ） 

 ネットワークに直売所や観光農園など 69 団体が所属、「持ちつ持たれつ」

をモットーに、互いの施設や商品を PR することで、地域の活性化と交流促

進に努め、女性や若者の活躍の場を創出している。 

④ NPO 法人 エコ・リンク・アソシエーション（鹿児島県南さつま市）

 平成 16 年から、南薩地域を中心に修学旅行の受入と自然体験活動を軸と

した活動を開始、修学旅行の受入は年々増加し、現在は県全域に取組が広が

っている。 

資料２－２－③



【オーライ！ニッポン大賞審査委員会長賞】 

① 石川県立大学「学生援農隊あぐり」（石川県
の

野
の

々
い ち

市市） 

 平成 17 年から、棚田保全や伝統行事等のボランティア活動を実施、高齢

化した農村地域の振興や伝統文化の継承に貢献している。 

 

② NPO 法人 愛のまちエコ倶楽部（滋賀県
ひがし

東
お

近
う み

江市） 

 地域循環・地域自立モデルである「菜の花プロジェクト」を学び体験でき

るエコツーリズムを実施するほか、地域資源を活用した「田舎もん体験」、

「薪ストーブ開発」、「シニアによる梨づくり」などにも取り組んでいる。 

 

 

【オーライ！ニッポンフレンドシップ大賞】 
お

小
が わ

川
さ く

作
ご

小
や

屋
む ら

村運営協議会（宮崎県
に し

西
め

米
ら

良
そ ん

村） 

 自立・自走の集落運営を目指して平成 21 年 2 月に協議会を発足。公設民

営の施設「おがわ作小屋村」では、集落内の食材を中心に小皿 16 枚に盛り

つけた「おがわ四季御膳」を提供し、年間 1 万食が出るヒット商品となって

いる。 

 

【オーライ！ニッポンフレンドシップ賞】 

① 鳥羽市エコツーリズム推進協議会（三重県鳥羽市） 

 「循環」と「連携」をキーワードに、海を守る間伐、未利用魚の利用、地

域の魅力を気軽に知るためのエコツーカフェなどを行うことで、地域の豊か

な自然・歴史・文化の保護や魅力向上を図っている。 

 

② 株式会社
さ い

西
きよう

京 銀行（山口県
しゆう

周
な ん

南市） 

 交流人口、定住人口の増加による地域活性化への取組の一環として、全国

の大学生を対象とした山口県内の企業訪問と観光を組み合わせたツアーを

実施している。 

  



【オーライ！ニッポンライフスタイル賞】 

①  
う ね

畦
た

田 
け ん

堅
じ

持（神奈川県横浜市） 

 静岡県河津町との二地域居住を初めて 22 年。地域活性化を目的に「（一

社）ルーラル・ライフ」を立ち上げ、空き家を活用したシェアハウスの運営

などに取り組んでいる。 

 

② 柴田 さほり（長野県
い い

飯
や ま

山
し

市） 

 農林水産省の田舎で働き隊の隊員として飯山市に移住、旅行会社での勤務

経験を活かし、観光局職員として海外からの誘客に取り組む。 

 

③ 
に し

西
い

井 
ひ ろ

浩
た か

隆（愛知県
と よ

豊
ね

根
む ら

村） 

 山村留学指導員として、山村留学生の指導のほか、夏・冬休みには都会の

子ども達に山村の魅力を知ってもらう取組を実施。 

 

④ 
い ず

泉
た に

谷 
か つ

勝
と し

敏（山口県
す

周
お う

防
お お

大
し ま

島
ちよう

町 ） 

 妻の実家である周防大島町に移住、「ふるさとライフプロデューサー」と

して、移住希望者のサポートを行っている。 

 

⑤ 宮城 健
けん

隆
りゅう

（沖縄県
お お

大
ぎ

宜
み

味
そ ん

村） 

 定年を機に母親の実家である大宜味村に移住、「自然」や「生活・文化」

等の要素を盛り込んだ体験プログラムの提供を行っている。 



○海外拠点

【海外拠点】
社名 エリア区分 拠点地域 北京

北京 広州
上海 香港 2拠点
バンコク マカオ
シンガポール 上海 2拠点
台北 大連
香港 ジャカルタ
ソウル バリ

コタキナバル
クアラルンプール

アムステルダム ランカウイ
ロンドン ペナン
パリ シンガポール 2拠点
フランクフルト 台北
マドリード バンコク 3拠点
ローマ プーケット

ハノイ
ホーチミン

シドニー ダナン
ゴールドコースト デリー
ケアンズ
メルボルン
オークランド ウィーン

ザグレブ
プラハ

ロサンゼルス コペンハーゲン
ニュージャージー タリン
ニューヨーク ヘルシンキ
シカゴ ロバ二エミ
シンシナティ パリ 2拠点
サンノゼ フランクフルト
ホノルル アテネ
マウイ ブダペスト
バンクーバー ナポリ
トロント ローマ 3拠点

ミラノ
ベネチア

グアム アムステルダム
サイパン オスロ

モスクワ
サンクトペテルブルグ
ワルシャワ
バルセロナ

北京 マドリード
上海 ストックホルム
香港 ジュネーブ
シンガポール ロンドン
バンコク
英国
フランス ケアンズ
シドニー ゴールドコースト
ゴールドコースト メルボルン
ケアンズ シドニー
トーランス パース
ニューヨーク オークランド
ロサンゼルス 2拠点 クィーンズタウン
サンフランシスコ
ホノルル

バンフ
トロント
バンクーバー 2拠点
ウィスラー
モントリオール
アトランタ
シカゴ
デトロイト
ヒューストン
ラスベガス
ロサンゼルス
マイアミ
ニューヨーク
オーランド
サンフランシスコ
サンノゼ
シアトル
ワシントンDC

ホノルル 2拠点
マウイ
コナ

グアム
サイパン

Ｃ社（８５拠点） アジア

欧州

オセアニア

北米・ハワイ

ミクロネシア

オセアニア

北米・ハワイ

Ａ社（３０拠点）

ミクロネシア

欧州

Ｂ社（１６拠点） アジア

北米・ハワイ

オセアニア

アジア

欧州

欧州（３

６） 

オセアニア（１

アジア（３

７） 

北米・ハワイ（３９） 

ミクロネシア
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機密性○情報 ○○限り 
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 ○交付金を通じた地域による取組に対する支援 
 ○VISIT JAPAN トラベルマート（海外の旅行会社等との商談 
   会） への取組地域による出展に対する支援 
 ○モニターツアーやファムトリップ（視察旅行）の実施 
 ○セミナー等を通じた取組地域の拡大 
 ○メールマガジン等を通じた情報受発信、ネットワーク化 
 ○表彰事業を通じた優良な取組地域の選定、ネットワーク化 
 ○グリーン・ツーリズム取組値地域を紹介する英語ウェブサイト 
   の構築   http://f-ouen.jp/eng                
 ○日本のグリーン・ツーリズムを紹介する 
   商談用資料の制作、提供    等 

 
 2 



 ○VISIT JAPAN トラベルマートへの参加 
 ○モニターツアーやファムトリップ（視察旅行）の実施 
 ○JNTO等が主催あるいは参加する海外での商談会への参加 
 ○日本に支社を有する海外の旅行会社等への営業活動 等 

 
 ⇒商習慣や言語の壁などアプローチへのハードルは高
いが、アプローチを続けていくべき存在 

 ⇒日本の商習慣も理解し、言語の壁もない日本の旅行
会社と連携関係を築くことが重要 

3 



4 

 
＜主たる優位性＞ 
 
○当該企業の海外ネットワークを活用できる 
 
○我が国の農山漁村地域の魅力を活かしたツアーの企 
  画・造成を行うことができる。 
 
⇒地域の実情を踏まえつつ、本物だけが有する価値を交
換価値に変える役割 



 海外拠点の業務内容 
 

 １．日本発アウトバウンドへの対応 
 

 ２．訪日旅行を中心とした各拠点設置地域発のアウト
バウンドへの対応 
 

 ⇒それぞれの市場に対応した組織編成 
 ⇒営業、仕入・企画・オペレーション、観光開発等     

 

5 



 
 日本の農山漁村が有する魅力をそれぞれ 
 の海外の人々にわかりやすく伝え、旅に誘う役割 

 
 ●論点①：海外拠点関係者は、日本の農山漁村地域 
        を旅行商品の中で販売することを商機と捉 
        えているのか？ 
 ●論点②：どのような情報があれば日本の農山漁村の 
        魅力を海外市場に伝えやすくなるか？ 
 ●論点③：日本の行政、地域関係者と連携する場合、 
        どのようなことが必要とされるか？ 
 
     

 
6 



7 

 
○地域外部の視点や外国人の視点を採り入れながら、  
  地域資源をリストアップする 
 
○モニターツアー等を通じて、地域資源を生かした滞在  
    プログラムを改善する 
 
○海外に向けて発信すべき情報の内容を整える 
 
○言語対応や通信環境への対応など、滞在する方の視   
   点から、極力滞在しやすい環境を整える  等 
 
 
 



・「VISIT JAPANトラベルマート2014」の視察旅行に、グリーン・ツーリズム実施地域を組み込み、地域
の魅力をアピール。 

○農山漁村地域の海外へのプロモーション 

 ビジット・ジャパン事業を活用したグリーン・ツーリズムのプロモーション 

 
  

 

・「VISIT JAPANトラベルマート2014（主催：観光庁等）」の一環で行われた海外の旅行会社やメ
ディア等による視察旅行の九州コースに、グリーン・ツーリズム先進地域である大分県宇佐市安
心院地域を組み込み、地域の魅力をアピール。 
・カナダ、ロシア、タイ、中国、韓国など10カ国24名の参加者が数名ずつに分かれて、農家民宿で
鶏天、だんご汁などの郷土料理を味わい、稲刈り・芋掘りや伝統工芸品づくりを体験。 
・お互いに身振り手振りでのコミュニケー 
ションとなったが、受入農家からは「料理を 
美味しそうに食べてくれて嬉しかった」、 
参加者からは「心から楽しめて良い経験に 
なった」「ぜひ旅行商品化したい」等の声。 
・本視察旅行の様子は日本経済新聞やシン 
ガポールの旅行業界誌でも掲載。 
  

○取組概要・成果 

○今後の取組内容・課題 
 ・グリーン・ツーリズムの体験プログラムが海外の旅行会社から高い評価を得たことから、来年度以
降も観光庁（ＪＮＴＯ）が行う視察旅行等のビジットジャパン事業に、農水省から外国人の受入可能な
体験プログラムの提案を積極的に行い、事業の中に組み入れることを検討していく。 

農家民宿で郷土料理を堪能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
青空の下で稲刈り 
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平成 27 年 3 月 2 日 

農林水産省都市農村交流課 

 

外国人旅行者受入可能な農林漁業体験民宿業の推進に向けた 

シンボルマークの制定について 

 

１．現 状 

訪日外国人にとって、農家民宿はホームステイのような感覚で日本

人の日常生活が体験できる場として一定の需要があるが、受入の可否、

設備等に関する情報が得にくい状況。 

 

２．対応策 

訪日外国人旅行者の受入意欲のある農林漁業体験民宿業者に対して

訪日外国人旅行者向けの統一的なマークを作成・付与し、観光庁や日

本政府観光局等（JNTO）と連携のうえ情報発信を行う。 

 

【シンボルマーク案】 

 

 

３．当面のスケジュール 

 ・平成 26 年度中     申請手続きについて詳細決定 

関係者に対しシンボルマーク活用の呼びかけ 

・平成 27 年 4 月以降 ポータルサイト（農林水産省が外国人旅行者

向けに作成予定）にシンボルマークを使用す

る農林漁業体験民宿を順次紹介 

 

Farm Stay 
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