
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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