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１.調査の概要 

1.調査の目的 

「トラベルマート2015」に参加した外国人バイヤーを対象に、岩手県遠野市へのファムト
リップ（現地視察調査）を実施し、日本の農山村地域を訪問するツーリズム（ルーラル・
ツーリズム）の受容性や可能性を調査する。 
あわせてバイヤーの視点から、農山村の資源や受入体制について評価や課題等を聞
き今後の取組の参考資料を得る。 

２.調査の実施概要 

【調査実施日】 平成27年9月 
【調査対象】   「トラベルマート2015」に参加した外国人バイヤーのうち、「北東北・道 
          南コース」に参加し、遠野を訪問・滞在した30人 

エリア 国名 回答者数 

 
 
 
 
 
アジア圏 

 
 
東アジア 
（10人） 

中国 8人 

韓国 1人 

台湾 1人 

 
 

東南 
アジア 
（10人） 

フィリピン 4人 

マレーシア 2人 

タイ 3人 

インドネシア 1人 

アジア圏合計 20人 

 
 
 
 
欧米圏 

 
北南米 
（7人） 

アメリカ 2人 

カナダ 4人 

ブラジル 1人 

 
欧州・オ
セアニア 
（3人） 

スペイン 1人 

ロシア 1人 

オーストラリア 1人 

欧米圏合計 10人 

回答者合計 30人 
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２.調査結果 

1.遠野へのファムトリップの満足度 

とても満足した 
83.3％（25人） 

まあ満足した 
16.7％（5人） 

Q１．遠野へのファムトリップは、全体として満足できるものでしたか。 
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【エリア別回答状況】 

エリア とても満足した まあ満足した 

アジア圏 80％（16人） 20％（4人） 

欧米圏 90％（9人） 10％（1人） 

・ファムトリップに対する満足度は非常に高く、30人全員が「満足した」と答えた。 
・特に「とても満足した」が25人で8割以上を占めている。 
・否定的に評価する参加者は１人もいなかった。 

・エリア別にみても満足度はいずれの圏域でも高く、大きな違いはない。 



２.調査結果 

2.遠野へのファムトリップで印象に残ったこと 

Q２．遠野へのファムトリップで、魅力的に感じたことや印象に残ったことはなんですか？（複数回答） 

3 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

歓迎レセプションでの神楽（伝統芸能） 

２日目の農家民宿での各種体験 

農家民宿での宿泊体験 

農家民宿の建物（日本家屋）の訪問・体験 

農家民宿での食事（郷土料理） 

地元の人たちとのふれあいや交流 

遠野の自然や農村の景観 80.0％（24人） 

76.7％（23人） 

76.7％（23人） 

66.7％（20人） 

63.3％（19人） 

53.3％（16人） 

46.7％（14人） 

【エリア別回答状況】 

・エリア別にみても上位の項目は似通っており、大きな違いはない。 

・遠野へのファムトリップで最も魅力的に感じたこと・印象に残ったことは「遠野の自然や農 
 村の景観」で参加者８割があげている。 
・以下「地元の人たちとのふれあいや交流」「農家民宿での食事（郷土料理）」が差がなく続 
 いており、特別な観光名所やイベントではない、普通の農山漁村の姿が評価されている。 

順位 アジア圏 欧米圏 

１位 遠野の自然や農村の景観（１６人） 地元の人たちとのふれあいや交流 （９人） 

２位 農家民宿での食事（郷土料理）（１５人） 遠野の自然や農村の景観 （８人） 

３位 地元の人たちとのふれあいや交流 （１４人） 農家民宿の建物（日本家屋）の訪問・体験（８人） 

４位 農家民宿での宿泊体験 （１３人） 農家民宿での食事（郷土料理）（８人） 

５位 農家民宿の建物（日本家屋）の訪問・体験（１２人） 農家民宿での宿泊体験 （６人） 

６位 ２日目の農家民宿での各種体験 （１１人） 歓迎レセプションでの神楽（伝統芸能） （５人） 

７位 歓迎レセプションでの神楽（伝統芸能） （９人） ２日目の農家民宿での各種体験 （５人） 



２.調査結果 

3.日本のルーラル・ツーリズムへの関心 

Q3．あなたの国の人たちは、「日本でのルーラル・ツーリズム」に関心を持っていますか？ 
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関心を持っている
人が多い 

20.0％（6人） 

関心を持っている 
人は一部の人 
56.7％（17人） 

関心を持っている人
はほとんどいない

10.0％（3人） 

分からない 
3.3％（1人） 

無回答 
10.0％ 
（3人） 

・バイヤーの母国で「日本でのルーラル・ツーリズム」に対して、「関心を持っている人が 
 多い」が20％、「関心を持っているのは一部の人」が57％となった。 
・関心をもつのはまだ一部にとどまっているようだが、両者を合わせると77％（23人）に達し 
 ている。 

【エリア別回答状況】 

・エリア別にみても「関心を持っているのは一部の人」であり大きな差はない。 
・欧米圏の方がやや関心を持つ人が多い傾向が読み取れる。 

関心を持っ
ている人が
多い 
 

関心を持っ
ている人は 
一部の人 

 

関心を持っ
ている人は 
ほとんどい
ない 

分からない 
 

無回答 
 

アジア圏 
３人 
（15％） 

１２人
（60％） 

２人 
（10％） 

０人 ３人 
（15％） 

欧米圏 
３人 
（30％） 

５人 
（50％） 

１人 
（10％） 

１人 
（10％） 

－ 



２.調査結果 
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中国 ・日本旅行の経験者　　　　　　　　　　　　・学生

中国 ・日本旅行の経験者　　　　　　　　　　　　・学生

中国 ・若者、個人旅行客

中国 ・普段大都市で生活している人々は農村や郊外へ行きたい

中国 ・大都会の人　　　　　　　　　　　　・日本文化に興味を持っている人

中国 ・自然に関心を持つ人たち

中国 ・家族　　　　　　・学生

韓国 ・自然に関心を持つ人たち

台湾 ・日本旅行の経験者　　　　　　　　・学生　　　　　　　・バックパッカー

フィリピン ・生徒

フィリピン ・以前日本に来たことのある人たち　　　・高齢者、裕福なひとたち　・自然に興味を持っている人たち

フィリピン ・自然に興味がある人たち（生徒も）　　　　　　　　　・本来の日本の文化に興味がある人たち

マレーシア 日本文化に興味があり日本周遊をしたい人たち

マレーシア ・５～８名の家族　　　　　・学生　　　　・バックパッカー　　　　　・インセンティブとして

タイ ・以前日本に来たことのある人たち　　　・自然に興味を持っている人たち

タイ ・文化交流をしたい人たち　　・リラックスをする時間が必要な人たち（特に都会で忙しく働いている人たち）

タイ
・以前に何度か日本に来たことがある人たち　　・新しい道を見つけたい人たち　　・日本の伝統に興味がある
人たち

インドネシア ・60歳以上の人がリラックスしたり享受できそう　　　　　　　・以前に日本に来たことがある人もいい

アメリカ
・普通の旅行とは違う事を体験したい冒険好きの旅行者　　　　　　・若い人や自然が好きな人たち
・贅沢な旅行ではなく本物を知るツアーを好む人たち

アメリカ ・ファームステイに興味がある米国人やヨーロッパ人

カナダ ・本当の日本を発見したい人たち

カナダ ・会議のために日本に来たビジネスマン

カナダ ・学生　　　　　　　・教育関係

カナダ ・学生　　　　　・以前に日本に来たことがある人たち

オーストラリア ・農村に興味がある人たち　　　　　　　　・日本で田舎暮らしをしたことがある人たち

ロシア ・以前日本に来たことがある人たち

ブラジル きちんとリサーチをしていないから分からないが、私は楽しめた。

【日本のルーラル・ツーリズムに関心持っている層】 

ＳＱ1 あなたの国で「日本のルーラル・ツーリズム」に関心を持っているのはどのような人たちですか？ 

・バイヤーの母国で「日本でのルーラル・ツーリズム」に関心を持つ層を挙げてもらったとこ 
 ろ、 「日本旅行のリピーター」「都市生活者」「日本の伝統や文化に関心を持つ人」など、
多彩な旅行者層があげられた。 
・また「若者」「家族」「高齢者」が挙げられたほか、「バックパッカー」に対して「裕福な人」と 
 相反する旅行者像があげられている。多種多彩なＦＩＴがターゲットになると思われる。 



２.調査結果 

4.日本のルーラル・ツーリズムのセールスポイント 

Ｑ4.「日本のルーラル・ツーリズム」を商品化するとしたら、何をセールスポイントにしますか？ 

   （複数回答） 
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地引網や船釣りなどの漁業体験 

地域の伝統的な文化や行事、芸能等の体験 

山や森林の散策 

日本の田舎の暮らし（伝統的な暮らし）体験 

田植えや草刈りなどの農作業体験 

それぞれの地域に伝わる郷土料理（和食） 

米や野菜、果物などの収穫体験 

果物を収穫してその場で食べる味覚狩り 

自然や農村、漁村の景観 

地元の人たちとのふれあいや交流 86.7％、26人 

76.7％、23人 

70.0％、21人 

70.0％、21人 

63.3％、19人 

60.0％、18人 

26.7％、8人 

26.7％、8人 

23.3％、7人 

10.0％、3人 

【エリア別回答状況】 

・エリア別にみても項目は似通っており、大きな違いはない。 

順位 アジア圏 欧米圏 

１位 地元の人たちとのふれあいや交流 （１８人） 自然や農村、漁村の景観 （８人） 

２位 自然や農村、漁村の景観 （１５人） それぞれの地域に伝わる郷土料理（和食）（８人） 

３位 米や野菜、果物などの収穫体験 （１５人） 地元の人たちとのふれあいや交流（８人） 

４位 田植えや草刈りなどの農作業体験 （１５人） 果物を収穫してその場で食べる味覚狩り（７人） 

５位 果物を収穫してその場で食べる味覚狩り （１４人） 米や野菜、果物などの収穫体験 （６人） 

６位 それぞれの地域に伝わる郷土料理（和食） （１１人） 田植えや草刈りなどの農作業体験（３人） 

７位 山や森林の散策 （６人） 山や森林の散策 （２人） 

８位 日本の田舎の暮らし（伝統的な暮らし）体験（６人） 田舎の暮らし（伝統的な暮らし）体験（２人） 

９位 地域の伝統的な文化や行事、芸能等の体験（５人） 伝統的な文化や行事、芸能等の体験（２人） 

10位 地引網や船釣りなどの漁業体験 （２人） 地引網や船釣りなどの漁業体験（１人） 

・商品化する際のセールスポイントは多彩だが、全体的に文化体験よりも味覚狩りや収穫 
 体験など、アクティビティやレジャー感覚の活動が上位に挙げられている。。 



２.調査結果 

5.日本のルーラル・ツーリズムの主なターゲット 

Q5．「日本のルーラル・ツーリズム」を商品化するとしたら、主にどのような旅行者や旅行形態をター 

   ゲットにした商品を考えますか？ （複数回答） 

企業や団体の視察や研修旅行 

職場や地域クラブ等の団体旅行（レジャー） 

大学生や研究者の研究やフィールドワーク 

修学旅行などの教育旅行 

友人との少人数のグループ旅行（レ

ジャー） 

個人旅行や家族旅行 83.3％、25人 

80.0%、24人 

60.0%、18人 

20.0%、6人 

20.0%、6人 

10.0%、3人 
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【エリア別回答状況】 

・エリア別にみても項目は似通っており、大きな違いはない。 

順位 アジア圏 欧米圏 

１位 個人旅行や家族旅行 （１６人）  個人旅行や家族旅行 （９人） 

２位  友人との少人数のグループ旅行 （１６人） 友人との少人数のグループ旅行（８人） 

３位 修学旅行などの教育旅行 （１５人） 修学旅行などの教育旅行 （３人） 

４位 大学生や研究者の研究やフィールドワーク （６人） 職場や地域クラブ等の団体旅行（２人） 

５位 職場や地域クラブ等の団体旅行 （４人） 企業や団体の視察や研修旅行 （１人） 

６位 企業や団体の視察や研修旅行 （２人） 

・商品化する際のターゲットとしては、ＦＩＴが上位にあげられ、次いで教育旅行が続いている。 
・団体旅行としての商品化を考えるバイヤーは少ない 



２.調査結果 

6.日本のルーラル・ツーリズムの商品イメージ 

Q６．「日本のルーラル・ツーリズム」を商品化するとしたら、宿泊を伴うツアーにしますか？ 日帰りの 

   アクティビティ型のプログラムを考えますか？ （複数回答） 

8 

その他 

日帰りプログラム 

１泊ツアー 

2泊以上の長期滞在ツアー 40.0％、12人 

43.3％、13人 

26.7％、8人 

3.3％、1人 

・商品化する際には「１泊ツアー」を考えるとする意見が多く、次いで「２泊以上の長期滞在ツ 
 アー」が、いずれも半数近くに達している。 
・日本のルーラル・ツーリズムを楽しむためには「宿泊」が必要と考えるバイヤーが多いようで 
 ある。 

【エリア別回答状況】 

・エリア別にみると、アジア圏に比べて欧米圏の方は「２泊以上の長期滞在ツアー」を考える 
 バイヤーが多くなっている。 

順位 アジア圏 欧米圏 

１位 １泊ツアー （１０人） ２泊以上の長期滞在ツアー （６人） 

２位 ２泊以上の長期滞在ツアー （６人） １泊ツアー （３人） 

３位 日帰りプログラム （６人） 日帰りプログラム （２人） 

４位 その他 （１人）    



２.調査結果 

（1）通常の旅行商品の場合 

Q7．日本への旅行商品（ルーラル・ツーリズム以外の旅行商品）を企画・手配する際にどのように 

   商品づくりを行うことが多いですか。（複数回答） 

8.旅行商品の企画・手配等の方法 
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日本の旅行会社等が販売する既存商品（パーツ）

を組み合わせて、独自の商品を作る 

自社の日本支社等と連携して、現地の旅行関係

者と折衝・調整しながら商品を企画・手配する 

日本の旅行会社等が販売する既存商品（パッケー

ジ型）をほぼそのまま利用する 

本国の担当者が、現地の旅行関係者と直接折衝・

調整して商品を企画・手配する 

日本の旅行会社等にニーズや要望を伝えて、独

自商品の企画・手配を依頼する 
60.0％、18人 

40.0％、12人 

36.7％、11人 

33.3％、10人 

23.3％、7人 

（2）日本のルーラル・ツーリズム商品の場合 

日本の旅行会社等が販売する既存商品（パッ

ケージ型）をほぼそのまま利用する 

自社の日本支社等と連携して、現地の旅行関

係者と折衝・調整しながら商品を企画・手配… 

本国の担当者が、現地の旅行関係者と直接折

衝・調整して商品を企画・手配する 

日本の旅行会社等が販売する既存商品（パー

ツ）を組み合わせて、独自の商品を作る 

日本の旅行会社等にニーズや要望を伝えて、

独自商品の企画・手配を依頼する 
46.70％、14人 

43.3％、13人 

40.00％、12人 

30.00％、9人 

26.7％、8人 

Q8．「日本のルーラル・ツーリズム」の旅行商品を企画・手配する際には、どのような商品づくりを 

    行うでしょうか。（複数回答） 

・日本への旅行商品を作る場合には、「日本の旅行会社等と連携して独自商品を企画・手 
 配」が６割と最も多い。 
・また「日本の旅行会社等が販売する商品をそのまま利用」も37％と多い。 

・ルーラル・ツーリズム商品に関しては、 「日本の旅行会社等が販売する商品をそのまま利 
 用」が27％に低下するなど、受入地域との連携をより強化する形で、独自（自国の旅行者 
 にマッチする）商品作りを進めるとしている。 
・一般商品に比べて、ルーラル・ツーリズムの商品作りは手間がかかるようである。 



２.調査結果 

9.商品化に向けた日本の農山漁村への期待 

Ｑ9.日本でのルーラル・ツーリズムの商品化を進めるためには、日本の農山漁村地域にどのような取 

   組を期待しますか。？（複数回答） 

10 

旅行ビジネスが分かる担当者の育成 

宿泊施設における洋室や洋式トイレ等の整備 

海外の旅行雑誌や旅行番組での情報発信 

飲食店や施設等における多言語のパンフレット 

Wi-Fi等情報通信環境の整備 

商品化に関する担当者の語学力の向上 

街中の看板や標識等の英語や多言語での表記 

地域の情報や風景写真を発信するWEBサイト 

地域の魅力や資源に関する説明力の向上 56.7％、17人 

46.7％、14人 

46.7％、14人 

46.7％、14人 

43.3％、13人 

26.7％、8人 

23.3％、7人 

20.0％、6人 

20.0％、6人 

【エリア別回答状況】 

・エリア別にみても項目は似通っており、大きな違いはない。 
・欧米圏の方が商品化に向けての説明力や語学力の向上に期待する度合いが強い。 

順位 アジア圏 欧米圏 

１位 地域の魅力や資源に関する説明力の向上 （12） 商品化に関する担当者の語学力の向上 （5） 

２位 街中の看板や標識等の英語や多言語での表記（10） 地域の魅力や資源に関する説明力の向上（5） 

３位 地域の情報や風景写真を発信するWEBサイト８10） 街中の看板や標識等の英語や多言語での表記（4） 

４位 商品化に関する担当者の語学力の向上（9） Wi-Fi等情報通信環境の整備（4） 

５位 Wi-Fi等情報通信環境の整備 （9） 地域の情報や風景写真を発信するWEBサイト（4） 

６位 海外の旅行雑誌や旅行番組での情報発信（7） 飲食店や施設等における多言語のパンフレッット（2） 

７位 飲食店や施設等における多言語のパンフレット（6） 宿泊施設における洋室や洋式トイレ等の整備（2） 

８位 旅行ビジネスが分かる担当者の育成（5） 旅行ビジネスが分かる担当者の育成（1） 

９位 宿泊施設における洋室や洋式トイレ等の整備（4） 

・ルーラル・ツーリズムの商品化を進めるためには「地域の魅力や資源の説明力の向上」や 
 ｛写真などを発信するＷＥＢサイト」等、積極的な情報発信への期待が上位にある。 

・また街なかの英語表記や担当者（受け入れ窓口）の語学力の向上も期待されている。 



２.調査結果 

10.遠野へのファムトリップでの農家民宿の利用 

Q10. あなたは今回のファムトリップで「農家民宿」に宿泊しましたか。 

（1）農家民宿の利用の有無 
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国名 理由 

台湾 
 最初は民宿は慣れないと思ったのでホテルを選びましたが、部屋は大変綺麗な 
 ので今度は民宿にします 

フィリピン 
 日本人と結婚しているので日本の家での滞在経験があった。またいびきをかく 
 ので同じ部屋の人に迷惑をかけることが分かっていた 

インドネシア  ファームステイについてよく分からなかった 

カナダ  私にとって初めての日本だったので相部屋で寝たくなかった 

カナダ  個人的な理由 

オーストラリア 
 ファームステイ先にインターネットアクセスがあるのを知らなかった 
 （頻繁にメールチェックをしなければいけなかったので） 

スペイン  プライベートスペースで宿泊したかった 

ブラジル  暖房、お風呂、ベッドなどファームステイがどのようなものか分からなかったので 

【宿泊しなかった理由】 

宿泊した 
宿泊 

しなかった 

アジア圏 
（２０名） 

11人 
（55％） 

9人 
（45％） 

欧米圏  
（１０名） 

5人 
（50％） 

5人 
（50％） 

宿泊しな
かった 
46.7％ 
（14人） 

宿泊した 
53.3％ 
（16人） 



２.調査結果 

10.遠野へのファムトリップでの農家民宿の利用 

Q11. 農家民宿での宿泊は快適で満足できるものでしたか。 

（2）農家民宿の利用満足度（利用者のみ回答、16人） 
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中国  お母さんはすごくやさしい、食べ物がおいしい、宿泊、都市には体験できない事 
中国  料理がおいしい、みんな熱心、日本式の民宿の体験 

中国  とても心がこもっている、熱心に働くホストファミリー 

中国  食事、環境 

中国  食事、泊まること、交流すること 

中国  民宿体験、農家民宿での各種体験 

フィリピン  みんなとても温かく、家はとても綺麗なこと 

フィリピン 
 家族（お子様も含め）がフレンドリーで、適度に放置してくれていたのでビジネス的でもなくリア   
ルな日本家庭での農作業や宿泊体験が出来たので良かったこと 

マレーシア  心地良かったこと 

マレーシア  素敵な大森ファミリーと滞在できたこと 

タイ  私たちの世話をしてくれるパパやママがいて自分の家にいるように感じたこと 

タイ  楽しく、フレンドリーなホスト、温かい歓迎 

タイ  農家でのアクティビティ、ホストファミリー 

アメリカ  食事、家、人々、布団、お風呂、風景 

アメリカ  食事、農業体験、みんなと一緒に料理 

カナダ  全て。自宅にいるような感じがしたこと 

カナダ  自宅にいるような感じがしたこと 

中国  日本語のみの対応 
フィリピン  団体利用のときにシャワーが不足すること 

フィリピン 
 お風呂は１つだけなので、大人数のグループのには向かない事 
 もっとアクティビティが欲しいこと 

マレーシア  交通機関が少ないこと 

アメリカ  言語、コミュニケーション 

【良かった点・満足した点】 

【悪かった点・不満に感じた点】 

・農家民宿に宿泊した人の評価は高く、否定的な評価や意見はほとんどなかった。 

とても快適で十分
満足した 

93.8％（15人） 

まあ快適で 
満足した 

6.2％（1人） 



２.調査結果 

11.農家民宿の商品化について 

Ｑ12. 日本のルーラル・ツーリズムを商品化するとしたら、農家民宿での宿泊をツアー・プログラム 
   （コース）の中に入れることをお考えになりますか。（複数回答） 
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◆農家民宿はとても魅力的な体験なのでツアー・プログラムにぜひ加えたい  19人（63.3％） 

◆ホテルと農家民宿の好きな方を旅行者が選べるプログラムを考えたい    12人（40.0％） 

◆農家民宿は自国の旅行者には好まれないと思うので、ツアーの宿泊先     0人 
  としては考えない                                         

◆無回答                                             2人 

・日本のルーラル・ツーリズムの商品化の際に、農家民宿への宿泊をプログラムに入れる 
 という質問に対しては、「ぜひ入れたい」が3分の2を占めた。 
・一方で「ホテルと農家民宿の好きな方を選べるようにしたい」とする回答も43％と多い。バ 
 イヤーは宿泊体験などから評価しつつも、自国の旅行者に受け入れられるかという点に、 
 やや不安があるようである。 

【エリア別回答状況】 

ツアー・プログラムに 
ぜひ加えたい 

ホテルと農家民宿を 
選べるようにしたい 

無回答 

アジア圏  
（２０名） 

14人（70.0％） 7人（35.0％） 1人 

欧米圏  
（１０名） 

5人（50％） 5人（50％） 1人 



２.調査結果 

12．農家民宿への意見・要望等（自由回答） 

Q13．日本の農家民宿の施設やサービス等に対する意見や要望、アドバイス等があればお聞か 

    せください。 
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中国
非常に満足です。他に意見がない。もし寝る前に温かいミルクがあったら完璧でした。ありがとうご
ざいます。また来たいです

中国 日本語のみの対応だった

中国 距離が遠かった。場所をまとめて欲しかった。分宿にしてほしかった

中国 家庭ごとに通訳が必要です。旅行者にとって普段の食事、生活ぶりのままが一番喜びます

中国 とてもいい

韓国
故郷に帰ってきたようなお母さんの温かさを感じることのできツアーだった。施設、サービスともに
満足いくものだった。このような気持ちでツアーを進行できたら何も問題はない

フィリピン
お客様にタオルを持って来るように伝えなければいけない。他にもっとアクティビティが必要で日数
も増やす必要がある。またファームステイをするのに良い時期を私たちに知らせて欲しい

フィリピン
基礎英語を勉強していただくと助かります。また私たちは日本で行ったことのない町を体験して地
元の方たちと交流したいと思っていたので今回私たちにとっては新しい経験でした

フィリピン 外が暗いので到着時など懐中電灯があると良い

フィリピン 期待以上のアレンジ内容です

マレーシア 全て満足です

マレーシア 全てとてもいいが、短所は公共交通機関が乏しいので町を回ることができない

タイ
ファームステイはとても良い経験だった。もてなしはとても良く、プロフェッショナルだった。施設・設
備も全体的に問題はなく、民泊には十分だった

タイ
いろいろ体験をするには時間が足りずもっと滞在を伸ばしたかった。この内容では商品の促進は
できないが、とても素敵な経験が出来たのでよかったと思う

アメリカ 山田ハウスでの経験は完璧でした。唯一の心配事は他の家や農家の品質管理です

アメリカ
もう一度来るチャンスがあればもう１泊延長して温泉や、サイクリング、ハイキングにも挑戦したい。
通訳がいることは重要です。おもてなしをありがとうございます

カナダ
可能であれば半額ぐらいの価格でファームステイのツアーを企画したい。迎えてくれた女性は友達
のような家族のような感じであった。彼女は重要だと思った

カナダ
日本の方との出会いはとても素晴らしい体験となりました。またホストファミリーのおもてなしや寛
大さのおかげで自宅にいるような感じになりました

カナダ
語学（日本語）を学んでいる人は必要がないが、全くの観光客が宿泊するのであれば通訳がいた
方がもっと楽しめると思う。高校生が通訳として来てくれたのはとても良かった

オーストラリア
このファムトリップで有益な情報をたくさん得ることができた。このファムトリップのようなツアーを企
画したいと思う。本当にありがとうございました

ロシア
全てが便利で心地良かった。ロシア語表記が博物館やレストランで必要です。ステイ先に着物が
あれば良かった

ブラジル

私はファームステイは好きだが、ファームステイとルーラルツーリズムはあらゆる人向けではありま
せん。日本の他の地域と区別した観光地があるといいと思いう。また他の県と合わせて観光地を
売り込みと良いと思う。そうしたら、面白いツアーが作れたり、旅行会社や旅行者にもっと紹介する
ことができると思う


