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資料４－１ 

 

 

意見交換における主な論点について 

 

 

 

※［  ］内の数字は、事前アンケート（別紙）における意見番号を示す。 

 

１．グリーン・ツーリズム関連商品の流通について 

（１） 教育旅行分野 ［1］～［9］ 

【論点１】教育旅行において農林漁家民宿での宿泊を増やすための方策 

 

（２） 教育旅行以外の分野 ［10］～［26］ 

【論点２】個人旅行等をターゲットとしたグリーン・ツーリズムの推進方策 

【論点３】可能性のあるターゲット、セグメント 

 

（３） 魅力的なグリーン・ツーリズム商品等について ［27］～［41］ 

【論点４】一般観光にグリーン・ツーリズムを組み合わせるには 

 

（４） 効果的な情報発信・販売手法 ［42］～［57］ 

【論点５】情報発信手法 

【論点６】販売手法（ウェブ、会員組織、店頭など） 

 

（５） その他 ［58］～［59］ 

 

 

２．グリーン・ツーリズムのインバウンド展開について 

 

（１） 受入体制づくり ［60］～［76］ 

【論点７】インバウンドへの対応を意識した受入体制づくり 

 

（２） プロモーション ［77］～［90］ 

【論点８】プロモーションのあり方 

 

（３） その他 ［91］～［113］ 

 

３．関係者の役割分担 

 

４．今後の公的な支援策について 
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資料４－２ 

   事前アンケートでいただいた主なご意見等    

 

「農観連携」によりグリーン・ツーリズムを推進するにあたって、現状を踏まえた上

でボトルネックとなっている課題や対応方策、出席者からの要望事項等について事前ア

ンケートを実 

施し、第 1回目の本連絡会議で議論。今年度内に実施予定の第 2回目の本連絡会議に

おいて議論をとりまとめる予定。 

 

※記号等の説明：● 行政関係者、■ 旅行業界関係者、□ グリーン・ツーリズム取組地域関係者 

※各ご意見等の末尾に「意見番号」を記載。 

 

（予定している論点） 

１．グリーン・ツーリズム関連商品の流通について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）教育旅行分野 

【体験学習の広がりと浸透】 

①全国の中学校の学校数 10,657校 

②修学旅行実施率 97.2％ 

③体験学習実施率 58.5％ 

④体験学習に占めるグリーン・ツーリズムの割合（料理体験＋農山漁村体験） 

21.8％ 

①×②×③×④＝1,321校（シェア 12.4％） 

   【宿泊形態】 

    民宿・ペンション（2.6％）＋農山漁村での民泊（2.7％）＝4.3％ 

    （出典：公益財団法人日本修学旅行協会） 

 

【教育旅行で広がりを見せた理由】 

□■学校側のニーズ（本物を体験、コミュニケーション能力の向上等）と旅行業 

界のニーズ（マスツーリズムとして対応可能等）、３省庁連携による子ども農 

山漁村交流プロジェクト等の進展（モデル地域に指定されたことで取組が進 

 

○教育旅行分野では旅行業界等との連携が進み、体験型学習推進の流れの中で、グリーン・ツー 

リズム関連商品が一定程度浸透している。 

○しかし、国民の間に一定のニーズはあるものの、それ以外の分野（特に個人旅行）には十分に

広がっていない。グリーン・ツーリズムを楽しむ層の拡大（すそ野の拡大）に向けて商品流通

のあり方を変える必要。 

○受入地域側は情報発信、販売促進活動を展開しているものの、世の中一般に対する訴求力は不 

十分な場合も。旅行業界等との連携が必要。 

現状 
 

○教育旅行分野では旅行業界等との連携が進み、体験型学習推進の流れの中で、グリーン・ツー 

リズム関連商品が一定程度浸透している。 

○しかし、国民の間に一定のニーズはあるものの、それ以外の分野（特に個人旅行）には十分に

広がっていない。グリーン・ツーリズムを楽しむ層の拡大（すそ野の拡大）に向けて商品流通

を促進する必要。 

○受入地域側は情報発信、販売促進活動を展開しているものの、世の中一般に対する訴求力は不 

十分な場合も。 

現状 
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展）、地域側の受入体制づくり（受入地域におけるコーディネート機能の強化、 

各宿による創意工夫によるプログラムづくりや所得創出の機会等）や受入地域 

で一体となった誘致活動がマッチした結果である。                     [1] 

■教育旅行のトレンドとしての「体験」や「交流」が、グリーン・ツーリズムの 

理念と合致。                                                       [2] 

□地域で暮らす方々と触れる機会の多い民宿泊の体験学習型の教育旅行は､教育

効果等、多くの効果があり､学校や受入農家の評価も高く、そうした実践をも

とにリピーター化につなげる取組により、20 年以上継続。              [3] 

■いわゆる森林環境税の制度化に伴い、全国 32 道府県で財源が確保されたこと

等、道府県単位の取組によって森林における教育旅行に大きな需要が発生。[4] 

●魚食普及のために食育が必要との意見があり、学校給食への地元水産物の提供 

や出前講座等で漁業に対する理解等の取組を行っている漁協等が多い。体験学 

習もその一環として修学旅行生を受け入れる等により漁業を理解してもらい、 

かつ、水産物を食し、魚はおいしいことを分かってもらう活動が展開。   [5] 

■消費者の価値観の多様化により、旅行形態も大きく変容し、一つの地域に滞在 

して、じっくりその地域を味わうグリーン・ツーリズムを含む体験型旅行が注 

目されている。消費者はその地域でしか味わえない特別さを求めており、スト 

ーリー性を持ったメニューづくりが必要。                             [6] 

□人を信じられる社会になれば世の中は良くなる。農村に滞在し人が信じられる 

事が判り、永遠の別れを感じ涙して帰ってゆく。そうした心の体験が必要。[7] 

□一定の認知度がある地域ではあったが、それに加えて、受入体制において中間 

支援組織がうまく機能し、受入れの経験を蓄積することを通じて信頼関係が生 

まれ、定着。                                                       [8] 

■旅行業法に関する理解を広げることも必要。                           [9］ 

 

（２）教育旅行以外の分野 

 

【企業等との連携】 

■地域関係者とともに、地域資源を見直し、磨いていくことが重要。合わせて農 

山漁村地域に関心を抱く企業等との連携を強化。                      [10] 

 

【個人旅行、団体旅行】 

■個人旅行の分野については、性別や年代、グループ等により志向が異なる。セ 

グメント化、志向に応じたプロモーションが必要。①個人旅行/団体旅行②年

齢層③居住地域（日帰り、宿泊）④滞在時間                          [11] 

■団体旅行分野においては世代・地域を絞った会員化・組織化がポイントにな 

り、商品内容は複数プログラムを組み合わせたプラン化された形で、旅行会社 

（地域内を含む)との連携が主になると考える。                       [12] 

■個人においては地域の対応負荷を考慮すると、プランではなく個別のプログ 

ラムを扱う形で、情報発信は各種ＷＥＢサイト・地域内観光施設との連携がポ 

イントになる。かつ観光で訪問した地域でオプショナルツアーのような形で参 

加できるようにするのがよいのではないか。                          ［13］ 

■個人旅行分野でのグリーン・ツーリズムの拡大は、行政による情報発信やウェ 

ブ等で情報発信や商品販売を実施していくのが有効。                  ［14］ 
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□当地においては、韓国からの視察研修旅行が多い。最初はマスコミから広がり、 

その後は主として口コミで広がる。口コミに勝てる宣伝はない。地域の現場の 

人には「来た時が勝負」、また来てもらえるよう心がけている。           ［15］ 

     ■個人旅行では、やることを決めてから場所を選ぶケース（例：スノーボードを 

楽しむためにゲレンデへ）と、旅行先を決めてからやることを決めるケース 

（例：軽井沢に行くのでアウトレットへ）がある。スマートフォンの普及等に 

より後者の行動パターンが増える傾向。旅行中の人へのアプローチがより大切 

になるため、旅行先に到着してからの情報提供（スマホ対応や宿で明日参加で 

きるアクティビティの情報提供など）が重要。当日、翌日に参加できるコンテ 

ンツの把握と案内・在庫管理がひとつのポイント。                     [16] 

 

【受入体制づくり】 

□宿泊施設は事前予約するが、見学箇所は旅行先で情報収集し決める人も多い。 

２～３時間でできる体験プログラム、農家レストラン、直売所等の情報を提供 

することは個人旅行者にとって効果的。グリーン・ツーリズムを拡大するには、 

きちんとした受付窓口を設けることが最重要。                        [17] 

■日本の森林は極めて多様。案内や紹介をできる人材育成・活用が重要。  [18] 

■受入地域全体を俯瞰する体験商品の「受入機能（組織）」として、個人旅行客 

向けに継続的な商品開発、販売支援を担う人材（機能）が必要。        [19] 

■消費者のニーズを汲み上げ、適切な宿泊先を紹介し、宿泊価格、サービス内容 

をわかりやすく発信することのできる中間支援組織が各地で充実することが 

求められている。                                                  [20] 

□農家レストランや農家民宿を、もう少しハードルのない方法で開設できること 

が大事。そのことにより初期投資の負担を軽減でき、その後の柔軟な経営につ 

ながる。                                                         [21] 

□多様な宿泊施設に泊まりながらそれぞれの好みにあった滞在メニューの提供 

ができることが必要。                                              [22] 

■地域内での利用、活用の向上・浸透・充実を追求すべき。              [23] 

●漁業分野では、魚食普及、食育といった大義名分があり、そのための取組との 

位置づけが多いように思われる。ビジネスとしての視点も必要と考えるが、ま 

だ取組の歴史が浅い。                                              [24] 

 

【可能性のあるマーケット、セグメント】 

■本物体験ができるグリーン・ツーリズムを家族の交流や子供を育てるという観

点から告知を広げれば拡大する可能性はある。                        [25] 

■移住･定住希望者の中には、移住先で農業との関わりを望む方が多いが、農業 

の実態や仕組みを知らない方も多い。そういう方々に農業体験（援農）ツアー 

を紹介する等、農業の理解を深める有効な手段になるのではないかと考える。 

農業に対して様々な関わり方があることを知ってもらう機会ともなる。  [26] 

 

（３）魅力的なグリーン・ツーリズム商品等について 

～観光と連携したグリーン・ツーリズム～ 

 

■プラットフォーム構築や地域デザイン、オンリーワンの地域コンテンツ開発、 
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インバウンド展開等、観光圏における取組に期待。                    [27] 

■一般観光商品のオプショナルツアー、訪日インバウンド商品、一般企業の新入

社員研修等。                                                      [28] 

■農山漁村での体験＋旅館（ホテル）での宿泊を組み合わせたツアーやプチ農山 

漁村体験が受け入れられると思う。                                  [29] 

■日帰りツアー等の中にも野菜収穫等は人気がある。もっと体験できる範囲を広 

げたい。                                                          [30] 

■例えば、ワイナリーの畑と古い蔵を改築したような雰囲気のある工場を見学し、 

そのワインに合うコース料理をワイナリーの近所のレストランで食べる行程 

が入っているコースなどは人気がある。                              [31] 

■日帰りから２泊程度のグリーン・ツーリズム関連バスツアーは、一般の観光旅 

行同様に一定量の販売をしている。長距離商品では観光メインでグリーン・ツ 

ーリズムの要素をオプショナルツアーの形で組み入れる形が現実的。    [32] 

■受入地域側の観光協会やグリーン・ツーリズムの地域協議会や農家民宿関係者 

との協力体制をつくりながら、ウェブ販売を推進。                    [33] 

■グリーン・ツーリズム自体は決して安価ではなく、楽なものでもないことが多 

い。例えば、自分で収穫した枝豆をつまみに酒を飲むことに達成感や満足感を 

感じていただけるようなグリーン・ツーリズムのステイタス感を醸成できない 

か。気軽に参加しやすい日帰りバスツアーから取り組むのがよいと思う。 ［34］ 

■グリーン・ツーリズムは体験メインであり、旅行先で時間が必要なので、ゆっ 

くり時間が取れる旅行とセットにするのはどうか。都市圏から日帰りか 1泊で 

きる地域（150㎞圏が目安）が適当。                                [35] 

■消費者調査で、してみたい体験は何かを尋ねると、ほとんどが「食」関連。「収 

穫」「体験」にプラスして現地で食べることが消費者の欲求。旅行目的を尋ね 

ても、「地元のおいしいものを食べる」が温泉や観光などを抑えてここ数年最 

多。体験や滞在に加えて、食材のストーリーや生産者のこだわりを伝え、物品 

販売や通販でのリピートにつなげていくような収益構造を創造するような観 

光との連携をより進めることが消費者のニーズにも合致し、有効な連携ではな 

いか。                                                            [36] 

□農村や農家の暮らしそのものを観光資源としてどの程度考えられているのか 

不明。ヨーロッパの例でも分かるように、農村の、ありのままの暮らしが、旅 

行者に受け入れられている。しかし、日本では言葉ではそうは言っても本当に 

そうなのか関係者が自信を持てない状況。                            [37] 

■今後の方向性を探る上で参考となる取組事例：①観光地周辺の体験型宿泊施設 

（愛媛県内子町）、②食を中心としたリピーターの多い宿泊施設（愛媛県愛南町）、 

②幼児向けグリーン・ツーリズム（青森県むつ市）                    [38] 

■森林に関わる企画について、日帰りまたは一泊旅行を継続的に実施している事 

例がある。森林に関わる 6 か月単位の室内講座と単発のバスツアー野外講座 

を並行して募集実施する企画で、共に会員登録制の企画旅行。営利事業ではな 

いので、講師への謝礼が少なく、企画者側の人材を継続的に確保していくこと 

が課題。今後、山村地域や全国規模の旅行会社との商品の共同開発により一般 

旅行商品に組込むなど研究検討の余地が多い。                        [39] 

■今後の方向性を示唆する３つの事例をご紹介したい。①北海道奥尻町：震災 

20周年の将来への礎事業（継続中）②徳島県三好市：三好ブランド構築によ 
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る地域振興事業（継続中）③青森県五所川原市の農林高校と地域との連携（就 

労先確保）。                                                       [40] 

■一般の観光とグリーン･ツーリズムを一緒に語ることはできないと考える。お 

仕着せのパッケージツアーではなく、豊かな風景に目が癒され、その土地の農 

産物、海産物を食してお腹が満たされ、その地域の産業、工芸に触れることで 

知的好奇心が満たされ、何よりそこに生きる人々との交流によって心が癒され 

る。それがグリーン･ツーリズムの醍醐味。それを提供するには質の高い中間 

支援組織が必要。                                                  [41] 

 

（４）効果的な情報発信・販売手法 

【情報発信】 

 

■ウェブを中心に個人旅行で中心となるマイカーを利用するファミリー層へ、 

ウェブが苦手なシニア層へは雑誌、広告を利用して発信したほうが良い。[42] 

■グリーン･ツーリズムの質感の高さをアピールできる情報発信の拡充が必要。 

質の向上にはグリーン・ツーリズム実践者の努力が不可欠。            [43] 

□便利な時代だからこそ、農家や民宿に泊まることの楽しさや意義、農山漁村の 

人々の生活に触れる体験のすばらしさを伝えることが大事。            [44] 

□滞在者の意見や口コミ、評価など､新たにグリーン・ツーリズム体験をするの 

に必要な生の声を届けることも必要。個人旅行者を取り込むには、地域と連携 

したプロモーション、利用者による発信（SNS、口コミ）、WEBやマスコミを活 

用など多面的な訴求が求められる。地域としてアピールすることが肝要。 [45] 

■旅行商品への組み込み、そのエリア魅力としての発信、裾野を広げる意味では 

天候にも左右されるため、間際での WEBを活用（スマートフォン・タブレット） 

した情報提供・予約・決済のインフラ整備が必要。                     [46] 

■情報発信・販売する以前の大前提として個人旅行においても、プログラム内容 

につき一定の品質を確保する必要がある。                            [47] 

■旅行業界内においてグリーン・ツーリズムの取組に関する情報をモニターツア 

ー、ウェブ販売、パンフ・ポスターの充実などを通じてさらに出していくこと 

が必要。                                                          [48] 

 

【販売手法】 

■店頭販売よりも、いわゆるＳＩＴ（Special interest tour）としてウェブ 

販売や会員制のＤＭに親和性があるのではないか。                    [49] 

□最近、農家民宿関係者からインターネット予約が増えてきていると聞く。一方 

で旅行会社店頭に並ぶパンフレットで農家民宿を見つけるのは困難な状況。店 

頭のパンフレットでも農家民宿を紹介できるようになるとグリーン・ツーリズ 

ムもさらに広がる。                                                [50] 

■個人旅行はクルマ（マイカー、電車+レンタカー）を利用することが多いと考 

えられるので、クルマに関連する（クルマディーラ―、高速道路、道の駅など） 

から販売、また、旅行会社が企画するマイカープラン等からの販売が必要。[51] 

□地域内にある観光施設（温泉旅館、ホテル等の集客力のある施設）と連携し、 

グリーン・ツーリズムを紹介してもらうことも重要。                  [52] 

■受入地域側で練り上げた着地型旅行を旅行会社のルートでの販売を行うには、 
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旅行業法への理解を促す必要がある。直接、消費者へ届けるには、ＳＮＳやイ 

ンターネット、パンフレット等が中心になると思われるが、予算が許せば、雑 

誌広告展開によりさらに効果を見込むこともできるのではないか。プロモーシ 

ョンには消費者目線が必須。民間感覚のセールスチームも必要。         [53] 

□地域の観光協会が、着地型商品を販売しており､通年を通じて 300を超える 

多彩なメニューを提案している。GT商品も多く含まれ、お客様の希望に合 

う商品が見つけられる仕組みも提供している。地元の滞在型施設においても週 

末を中心にグリーン・ツーリズム関連プログラムを滞在するお客様を中心に提 

案。                                                              [54] 

■着地型旅行商品サイトにおいて事業者の方々によりグリーン・ツーリズム関連 

商品を含む体験プログラム等（1,000プラン以上）を掲載。体験プログラムは 

旅行業法による規制が適用される旅行商品よりも設定のハードルが低く、もっ 

と多くの情報を掲載していきたい。                                  [55] 

□7月、8月に設定されるバス会社主催の日帰り観光ツアーに農家での収穫体験 

を提案し、ツアーに組み込まれることとなった。14本設定し 7本催行。  [56] 

■様々な関係セクターとの連携により改善の余地が大いにある。          [57] 

 

 

（５）その他 

■グリーン・ツーリズムに関心をもってもらうようなきっかけが必要（農林水産 

業を舞台にしたスマホゲーム等）。                                   [58] 

■まずは自分が食べる、自分が遊ぶ、自分が楽しむ、自分が使う。        [59] 

 

 

 

２．グリーン・ツーリズムのインバウンド展開について 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ワンストップサービスや外国語対応、食事対応、通信環境等の整備の進め方 

・一定のニーズが顕在化している教育旅行団体をさらに取り込んでいくにはどうす 

べきか。また、団体旅行と個人旅行とで異なる情報戦略が必要と考えるがどのよ 

うな手法を採るのが効果的か、等。 

 

・東京、箱根、京都、大阪等を巡るいわゆるゴールデンルートがインバウンド観光 

の主流であり続ける中、観光ルートに農山漁村地域が加わるにはどうすべきか等 

 

（１）受入体制づくり 

   ■受入地域が能動的に受入をする体制になっているか（行政からの押し付けは長 

 

○受入れは、教育旅行を中心とした団体旅行（旅行会社等が旅行手配を行い、添乗員や通訳ガイ 

ド等が同行）が多く、外国語対応や食事対応等の課題は顕在化しにくい状況。 

○教育旅行ニーズを引き続き獲得するとともに、拡大することが予想される個人旅行に対応しタ

ーゲットを意識した滞在プログラムづくりや受入れ、プロモーションのあり方を検討する必要。 

○観光関係者との連携は十分な発展可能性を残している。 

現状 



8 

 

続きしない）。                                                     [60] 

■ニーズに合った受入体制づくりとコンテンツ開発                      [61] 

■日本人の個人旅行者の要望に対応できる農山漁村地域になっているのかを確認 

が必要。現在の受入地域は前もって日程や人員が明確になる修学旅行だからこ 

そ対応ができる地域も少なくないと想像。人員が少なく、間際に発生し、予算 

もまちまちという、修学旅行とは違う日本人個人旅行者の嗜好に合っているの 

かを旅行会社や観光関係者の再確認が必要。                          [62] 

■農家民宿等の法整備                                                [63] 

■コミュニケーション（通訳ガイドが付かない個人旅行者への対応=会話集作成 

等）                                                               [64] 

■生産現場へ入れる、または近づくことができる受入体制整備             [65] 

■訪問地へのアクセス情報提供、2次交通整備                           [66] 

■多言語対応、宗教に配慮した受入れ                                   [67] 

■受入地域においても外国語対応が必須。お客様の言語で案内、説明ができない 

と旅行の意味がなくなってしまいかねない。質疑応答ができるレベルでなくて 

も、一方的に説明するレベルでもお客様を感動させる例もある。外国人の就労 

や留学生の活用、日本人による日本のランドオペレーターの育成、ガイドの育 

成が急務。どの施設でも必要となる共通案内文を作成し、各施設に配布。  [68] 

■受入農家においてもパンフレット、案内看板等においても外国語対応が必要。 

ハラル等の食事の対応やトイレ等の設備の整備が必要。                 [69] 

□場合によっては宿泊者専用のトイレやシャワー室の設置を支援する仕組みも必 

要になるのではないか。                                             [70] 

■外国人の受入れに消極的な地域がまだまだ多いのではないか。言葉の問題など 

課題解決も含めて、まずは一度受け入れてみようという地域側の機運づくりが 

必要。                                                             [71] 

□今年はじめて農家民宿でベトナムの研修生を受け入れた。受入農家に決断して 

もらうまでに受入地域の担当者をまず説得し、次いで受入地域の担当者から農 

家民宿の説得をしてもらう等、時間を要した。特に、言葉の問題、食事の対応、 

生活習慣等、受入側にとって不安材料が多い。積極的に受け入れている地域も 

あると承知しているのでその関係者から話を聞き、受入地域向けの研修会を開 

催することが必要。                                                 [72] 

■グリーン・ツーリズム取組地域を訪問する外国人は、一般的な訪日外国人旅行 

者よりも日本に関心の高い方。日本文化や日本食にも一定の理解があると想像。 

『食』についてはハラル等を考慮に入れずに日本的なものを提供することが妥 

当。日本に関心のある、日本好きな外国人を誘うためには、当該地域が日本人 

や日本在住の外国人が行きたい先であることが必要。そしてその情報が拡散さ 

れることを期待。                                                   [73] 

■日本の森林は極めて多様であり、森林の奥深い美しさ、歴史や文化の所産であ 

る森林の役割や価値について、案内や紹介をできる人材育成・活用が重要。[74] 

■個人旅行の分野については、女性と男性とで好む志向が異なるので、ターゲッ 

トとなる年代や性別、グループにより、情報発信や商品販売手法を変えていく 

必要がある。自然体験と食材の組合せ（木の実、山菜、キノコ、伝統肉、樹液 

など）は人気の企画となりやすい。                                  [75] 

●外国人の集客まで視野に入れている漁協等の現場はほとんどないのが現状。ま 
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ずは、国内のお客様をどのように呼び込むかが先決。例えば、珍しい漁業（海 

女漁など）であれば、外国人が興味を示すかもしれないが、現役海女は「見 

世物じゃない」の意識が強い。海女でいえば、三重県などで見世物の観光海女 

というのがあるが、観光用に特化していく取組（つまり漁業から切り離して、 

儲かることを行うという意識。漁業はやめて釣船に特化する、ダイビング案内 

に特化する等）が進んでいけば、外国人までもターゲットにした検討が進んで 

いくのかもしれない。                                               [76] 

 

 

（２）プロモーション 

  【プロモーション全般】 

 ■日本の食文化との組み合わせによるプロモーション                    [77] 

   （例）「地引網体験」＋「取れた魚介類で食事」、「稲刈り体験」＋「精米したて

のご飯で食事」 

■学生向け国際交流プログラム造成によるプロモーション                [78] 

■日本食、和食（ユネスコ無形文化遺産推薦を受けて）                  [79] 

① 国名産品紹介（米、野菜、和牛、鮮魚、日本酒、焼酎、ワイン、名水他） 

② 食材産地、流通紹介（農山漁村他、流通市場、魚河岸、野菜・果実市場他） 

③ 食文化紹介（食の由来、作法、料亭、陶器、漆器、金属食器、杉箸、塗箸 

等） 

■園芸（クールジャパンの観点から）                                   [80] 

① 中国人好みの牡丹園、桃花畑紹介 

② 世界共通、盆栽園、日本庭園紹介 

③ イベント（全国牡丹祭り、京都日本盆栽大観展、国際バラとガーデニング 

ショー他）紹介 

■日本の「わび」、「さび」を表現した風景写真を前面に出し農山漁村へ誘う。[81] 

■首都圏 100㎞圏、150㎞圏を想定し、日帰りから始めてはどうか。多様な交通 

アクセスがあるとよい。特定の場所から送迎することも検討。バス、レンタカ 

ー、鉄道での行く手段を教え、場合によっては迎えに行くといったことも検討 

する。一度行くとまた訪問したくなるグリーン・ツーリズム取組地域が多いの 

で、まず 1回訪れてもらうことが重要。                               [82] 

□ＴＶ、新聞等を活用したグリーン・ツーリズムの魅力をアピールするイメージ 

広告も必要。                                                       [83] 

□英語ウェブサイトを国・県・各受入地域側で構築する。                 [84] 

■世界に向けたマーケティングを 1 企業＆施設が実施するには、多くの予算と 

戦略が必要なため、複数エリアでの共同実施や国が主導して販売すべき。  [85] 

■日本国内のランドオペレーター（手配会社）や海外の旅行会社等に対するセー 

ルス活動が必要（トラベルマート出展など）。                          [86] 

■日本在住のブロガーを地域のファンにするのも一つの方法。             [87] 

 

【商品造成と PR】 

   ■旅行会社との連携により商品を造成                                  [88] 

■旅行会社、都道府県の観光セクション、ＪＮＴＯ等によるターゲット国・地域 

への情報発信                                                      [89] 
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■日本の農山漁村の習慣について、外国人にとっては不自由あるいは不便と感じ 

られるような点を含めて十分に事前に知らせることが必要。             [90] 

 

（３）その他 

【インバウンド全般】 

■農山漁村地域の観光資源を、日本在住の外国人が体験し「目利き」となって磨き 

直し、プロモーション手法を工夫する等の取組をするのはどうか。重要なのは、 

日本人向けの観光資源とは別に、外国人向けの観光資源を新たに発掘するという 

ことではなく、日本人も外国人もそれぞれの感性で楽しめるような環境をつくる 

取組である。外国人による外国人向けの農山漁村の魅力についてのＰＲを展開し 

ていくことが必要。                                                  [91] 

■日本人からよい評判を得る地域になることにより、外国人旅行者が興味を持つ地 

域になる。何が日本人にとって魅力なのかということを外国人に訴求するプロモ 

ーションが必要。                                                     [92] 

■段階的に進めていくべき。①訪日外国人が多い都市部のホテルなどから日帰りの 

送迎付きで、手軽に参加できるオプショナルツアーの設定など。②田舎訪問のニ 

ーズが十分醸成されると、旅行商品への組込みなどが実現。③さらにその先に農 

山漁村滞在。モデルとなる地域（例：都市部からアクセスのよい場所で、ターゲ 

ットとなる国籍ごとの別々のニーズに沿った日本の田舎の良さを見せられる場 

所）を選定。都市部のホテルや旅館、ツアー主催会社、交通機関、受入地域が連 

携をとることが重要。そうしたモデル地域の実践を水平展開するような選択と集 

中も有効。                                                          [93] 

□最近外国人の観光客が増えている。田園地帯を自転車に乗って 1 人か２人程度で 

回っている。既存の観光施設より、農村風景そのものに興味を持っている。イン 

ターネットなどで自ら調べ、宿泊はユースホステルという人が多い。日本に来る 

外国人は、京都、奈良、東京を訪れることが多いが、農村地域を訪ね、かつ、農 

家に案内される機会は少なく、実際にそうした機会を得た外国人のほとんどは 

「アメージング」という感嘆の言葉を漏らす。受入地域側も、観光資源を再認識 

することが必要。                                                    [94] 

□外国人の農山漁村滞在に対するニーズは､今後のインバウンド政策の展開の伴い 

増大することが予想される。しかし、農山漁村からのメッセージの発信は非常に 

弱い。情報発信や受入体制の確立は必須。新幹線開業に伴い､観光案内所の整備 

をする中で､外国人の受入体制の強化を図る。観光案内所に常時、英語で対応可 

能な職員を配置し、外国人向けの滞在メニューやアクティビティの提供も準備。 

観光案内所で率先して外国人誘致に力を入れていく。                    [95] 

■定住外国人（企業等の駐在員や留学生）からアプローチしていくことも重要。[96] 

 

【ターゲット】 

■学生団体の体験的受入れ                                            [97] 

■ＦＩＴ（個人旅行者）向け、高級志向体験受入れ                      [98] 

■SIT(Special Interest Tour：特別な目的を持ったツアー)ツアーのグループ[99] 

■日本国内の外国人学校の体験的受入れ 

外国人が興味を持つ旅行先として知られてから、国内旅行者の訪問が増えるこ 

とも考えられる。クールな日本の食をアピールし、生産地で農業体験プランに 
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誘うことに可能性を感じる。グリーン・ツーリズム取組地域で日本国内の外国 

人学校の研修旅行受入れを試験的に受け入れるのはどうか。            [100] 

■販路に関するマーケティングから始めるべき。                        [101] 

■海外でグリーン・ツーリズムを愛好している層が、訪日旅行で農山漁村を訪れ 

るのかどうか、従来型観光を好む層が、グリーン・ツーリズムに馴染むかどう 

か、マーケティングが必要。                                         [102] 

 

 

 

【観光関係者との連携】 

   ■生産現場への受入協力依頼                                         [103] 

   ■現地体験メニュー充実（稲刈り、野菜収穫、果物狩り、地引網、遊漁船等）[104] 

■地域全体を俯瞰する体験商品の「受入機能（組織）」を指導できる観光専門家を 

一定期間継続的に派遣できる支援体制を構築。                        [105] 

 

【その他】 

   ■訪日 2000万人に向けた地域の分散化の一つの要素としては成り立つ。   [106] 

   ■深刻な宿泊施設不足に対する課題解決の一助となる。                  [107] 

   ■法整備も含めてきちんとした対応ができる自治体があれば旅行会社による送客 

は可能。                                                          [108] 

■農山村地域内の移動は、車での移動がほとんどという現状。高齢社会となり、 

車での移動が負担になるので、公共交通機関が必要。今からでも鉄道、路線バ 

ス、タクシー等とグリーン・ツーリズム取組地域を効率的・有機的に結びつけ 

るような取組が重要ではないか。                                    [109] 

■水は人を誘うテーマになる。キレイな水は世界中で失われつつあるが、日本に 

はある。山で清水を飲み、川では透明な水に魚が泳ぎ、人も一緒に川で遊び、 

食事もする。その川の水を田んぼに引いて米が育ち、その川を下った海からは 

美味しく多様な魚介類などがとれる。                                [110] 

□グリーン・ツーリズムの取組が始まり 20 年以上が経過。受入地域関係者も含め 

自分たちの取組に対して確信を持って実践することが重要。            [111] 

□現在、一番困っているのが受入家庭の不足。規制緩和は過去に行われたが、そ 

れでも規制が残っており、話を聞いてもらえない。受入れの質の低下につなが 

る最大要因。                                                      [112] 

■受入地域側で旅行業等のノウハウを継承するには、法人組織が必要。    [113] 

 


