令和３年１月７日

時点版

ステイ、ノウハク。
あたらしい故郷を 冒険しよう

令和３年度農山漁村振興交付金（農泊推進対策）の概要について
詳細はYouTubeで
ご確認いただけます

令和３年１月

農 村 振 興 局
都市農村交流課

説明内容
① 農泊予算の基本的構成
② 農泊をはじめる（農泊推進事業、人材活用事業）
③ 経営を高度化する（農泊地域高度化促進事業）
④ 宿泊施設等を整備する（施設整備事業）
⑤ 感染症対策ガイドライン

農泊推進対策で目指す農泊推進地域の体制
○ 「農泊」とは、
【利用者】農山漁村地域に宿泊し、滞在中に地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ「農山漁村滞在型旅行」。
【提供者】地域の中で「宿泊」、「食事」、「体験」を提供できる形を備えていることが必要。
○ 宿泊を提供することで、旅行者の地域内での滞在時間を延ばしつつ、滞在中に食事や体験など地域資源を活用した様々な観
光コンテンツを提供して消費を促すことにより、地域が得られる利益を最大化。
○ そのためには、地域の関係者が一丸となって、農泊をビジネスとして取り組むことが重要。
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法人化された中核法人を中心とし
て、多様な関係者がプレイヤーと
して地域協議会に参画し、地域が
一丸となって取り組む。
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※ 中核法人の主たる事業は、農林漁業関連、
観光協会等の非営利事業、体験・ガイド、
宿泊事業等

■農泊の推進（農山漁村振興交付金）

【令和３年度概算決定額 9,805（9,805）百万円の内数】

○ 農泊の運営主体となる地域協議会等に対して、ソフト・ハード両面から一体的に支援を行う。
＜ ソフト対策 ＞

農泊推進体制

（構成員に農林水産業のいずれかに関
わる者を含むこと）

※ 中核法人の主たる役割は、農林漁業関連、観光
協会等の非営利事業、体験・ガイド、宿泊事業等

地域協議会
中核法人

宿泊業
飲食業
交通業
市町村
小売業
農林水産業
情報通信業
旅行業
金融業

農泊実施体制等の構築
地域協議会の取組への支援

法人化された中核法人※を中心とし
て、多様な関係者がプレイヤーとし
て地域協議会に参画し、地域が一丸
となって取り組む。

農家レストラン
古民家等を活用
した宿泊施設
ジビエ

スポーツ
アクティビティ

ホテル・旅館

地域協議会との連携体

農家民宿・民泊
※民泊等の経営者が単独で
事業を申請することは不可

〇 このほか、国内外へのプロモーション事業を通じた
農泊地域の魅力発信を行い、農泊需要の喚起を推進

市町村・中核法人等の取組への支援

農林漁業体験

人材活用事業

新たな取組に必要となる人材の雇用等に要する経費
を支援

ワークショップの開催、地域協議会の設立・運営、地域資源
を活用した体験プログラム・食事メニュー開発 等

＋

※農泊推進事業と併せて実施すること

農泊経営の高度化

事業実施期間：2年間
交付率：定額
上限：1年目、2年目
とも500万円/年

事業実施期間：2年間
交付率：定額
上限：1年目、2年目
とも250万円/年

完了後

農泊推進事業完了地区を対象に、集客力の向上や経営の安定等を図るための取組に要する経費を支援
① インバウンド対応

Wi-Fi、キャッシュレス、多言語対応、トイレの洋式化、イン
バウンド向け食事メニュー開発 等

農泊地域高度
化促進事業

市町村・中核法人

廃校を活用した宿泊施設

農泊推進事業

農泊をビジネスとして実施できる体制の構築、観光
コンテンツの磨き上げ等に要する経費を支援

② 高付加価値対応（食・景観）New

・地元食材を活用した食事メニュー開発
・景観・歴史・伝統文化等を活用した体験プログラム開発 等

③ ワーケーション対応

New

Wi-Fi、オフィス環境整備、コロナ対策（アクリル板等）、企
業等向けのプロモーション 等

※当該事業による支援は１回限り。
また、 ①とそれ以外（②,③）の同時実施は不可。

＜ ハード対策 ＞

宿泊施設等の充実
市町村・中核
法人実施型
農家民泊経営
者等実施型

事業実施期間：最大２年間
交付率：①定額等
②③１/２
上限：①200万円
※
②③100万円、150万円
※ ②③の助成額について

「食」「景観」「ワーケー
ション」のうち、
一つのみ実施の場合
⇒上限100万円（国費）
二つ以上実施の場合
⇒上限150万円（国費）

※以下２つの実施形態のうちいずれか。

古民家等を活用した滞在施設、体験交流施設、農林 事業実施期間：原則2年以内
交付率：１/２
漁家レストラン等の整備に要する経費を支援
上限：原則2,500万円（国費）
農家民泊経営者等が現在営んでいる宿泊施設の改修 事業実施期間：原則1年以内
に要する経費を支援
交付率：１/２
※農家民泊から旅館業法の営業許可を取得した農家民宿
に転換するための整備を行う場合、併せて転換促進費の
活用が可能（1経営者あたり最大100万円）

上限：1,000万円/経営者

（国費）

（1地域あたり5,000万円）

このほか、農山漁村活性化法による活性化計画に基づき、農泊に取り組む地域への集客力を高めるための
農産物販売施設等の整備が可能
（交付率：１/２、上限：1計画あたり4億円）

■農泊をはじめる（農泊推進事業）
○ 「農泊」とは、農山漁村に宿泊し、滞在中に地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ「農山漁村滞在型旅行」
○ 「農泊推進事業」では、農泊のスタートに必要となる実施体制の構築や観光コンテンツの磨き上げ等の取組を支援（500万円、２年間）
○ さらに、「人材活用事業」により、上記の取組に必要となる人材の育成についても支援（250万円、２年間）

農泊推進事業
農泊をビジネスとして実施できる体制の構築、観光コンテンツの磨き上げ等
に要する経費を支援
【事業実施期間】 ２年間
【交付率】 定額（1年目、2年目ともに上限500万円/年）

農泊推進事業の完了までに、
・地域の農泊を運営する中核法人を中心とした
地域協議会※の設立
・「宿泊」「食事」「体験」の提供により、
農泊をビジネスとして実施できる体制の構築
が必要。
※実施体制の構成員に農林水産業のいずれかに関わるものを含むこと

農泊実施体制の構築
農泊地域内の合意
形成及び体制構築

地域の理解醸成の
ためのセミナー開催

求められる農泊推進体制
地域協議会

専門家による指導

中核法人

コンテンツ開発
農業/収穫体験

自然/カヌー体験

文化/着付け体験

環境整備
WI-Fi整備

キャッシュレス導入

多言語対応

※ 中核法人の主たる役割は、農林漁業関連、観光協会等
の非営利事業、体験・ガイド、宿泊事業など、地域の農泊
の取組に応じた調整を行うこと

宿泊業
市町村
情報通信業

交通業
農林水産業
金融業

農家レストラン 廃校を活用した宿泊施設

プロモーション
WEBサイト構築

人材活用事業

飲食業
小売業
旅行業

PR動画作成

パンフレット作成

このような取組にあたって必要な人材の雇用

新たな取組に必要となる人材の雇用等に要する経費を支援
【事業実施期間】２年間
【交付率】 定額（1年目、2年目ともに上限250万円/年）

２年間で合計1,500万円まで定額での支援が可能

農林漁業体験

スポーツ
アクティビティ

古民家等を活用
した宿泊施設

郷土料理

ジビエ

文化体験

農家民泊

ホテル・旅館

■経営を高度化する事業（農泊地域高度化促進事業）
○ 農泊推進事業を実施し完了した地域を対象に農泊の経営を高度化し、コンテンツの高付加価値化を図る
○ ①インバウンド対応 ②高付加価値対応（食・景観） ③ワーケーション対応 から選んで実施。また、②と③
は併せて行うことも可能（①又はそれ以外（②、③）のいずれかを実施可能）
①インバウンド対応
インバウンド対応の取組への支援

②高付加価値対応（食・景観）[New]
食や景観を活用したコンテンツの
高付加価値化を図る取組への支援

概要
Wi-Fi環境整備

外国語対応HP作成

トイレの洋式化

インバウンド向け
体験プログラム開発

地域統一メニュー化

豊かな食文化等をPR

農業遺産や農村景観を活用したプログラム開発

③ワーケーション対応 [New]
ワーケーション対応の取組への支援

机・椅子等の
オフィス環境整備

コロナ対策（アクリル板）

Wi-Fi環境整備

余暇活動（農業体験）

支援対象

○ ストレスフリーな環境整備

(1)食を活かしたコンテンツ開発

○仕事に必要な環境整備

○ 観光コンテンツの高付加価値化

(2) 景観を活かしたコンテンツ開発

○ワーケーションに係る情報発信

Wi-Fi、キャッシュレス、多言語対応、ト
イレの洋式化 等
インバウンド向け食事メニュー、体験プロ
グラムの開発 等

事業期間
支援額 ・

定額 （上限200万円）
（トイレの洋式化は1/2）

地元食材を活用した商品開発、地域の食文
化を活かした体験プログラム開発 等
農村景観や農業遺産等を活用したプログラ
ム開発、自転車の導入、案内板の設置 等

交付率 1/2 (※)

Wi-Fi対応、机、椅子等のオフィス環境
整備、アクリル板等のコロナ対策 等

企業等向けのプロモーション、ワーケー
ション向けコンテンツ開発 等

交付率 1/2 (※)

※ 「食」「景観」「ワーケーション」のうち、一つのみ実施の場合は上限100万円（国費） 、
二つ以上実施の場合は上限150万円（国費）

１年間又は２年間（地域の実情に応じた期間を選択）

農泊地域高度化促進事業の活用事例
○ 高度化促進事業の ①インバウンド対応 ②高付加価値対応（食・景観） ③ワーケーション対応 のうち、
②と③は併せて実施することが可能
○ さらに、①、②、③のいずれも施設整備事業（ハード事業）と組み合わせて実施することも可能
A地域の事例

B地域の事例
コロナを踏まえて泊食分離を図りつつ、
非接触型のコンテンツを開発したい！

コロナ期のニーズを獲得するため、ワーケーション
受入にも対応できる宿泊施設を整備したい！
ワーケーション受け入れに必要な施設改修（ハード）

一棟貸し宿泊施設の整備（ハード）
【ハード】
施設整備事業を活用
【補助】 交付率1/2
上限5,000万円（国費）
（遊休施設の改修の場合）

地元食材を活用した宅配用メニューの開発（ソフト）

試作会の開催

共有オフィススペース

【ハード】
施設整備事業を活用

一棟貸しのコテージを整備
【ソフト】
高度化事業
(高付加価値
対応:食)を活用

遊休施設の改修

オフィススペース内の環境整備

２つセットで
上限150万円
（国費）

玄関の切り分け

【補助】
交付率1/2 上限5,000万円（国費）
（遊休施設の改修の場合）

ワーケーションに必要なWi-Fi等の環境整備等（ソフト）

宅配弁当の開発 【補助】 交付率1/2

農業遺産を楽しむサイクリングプログラムの開発（ソフト）
【ソフト】
高度化事業(高付加価値
対応:景観)を活用
【補助】 交付率1/2
プログラム開発

ガイドマップ作成

計5,150万円(ハード5,000万円 ソフト150万円)を支援可能

ワーケーション向け
机・椅子等の
コンテンツ開発
オフィス環境整備
【ソフト】
【補助】
高度化事業(ワーケーション対応)を活用
交付率1/2 上限100万円（国費）
Wi-Fi環境整備

計5,100万円(ハード5,000万円 ソフト100万円)を支援可能

施設整備事業の活用について ①
施設整備事業（市町村・中核法人実施型）
【市町村・地域協議会の中核法人等が事業を実施する場合】（事業実施期間：上限２年間）
空き家や古民家を
宿泊施設として改修

宿泊施設や交流施設を充実
させて交流人口を増やしたい。
使われていない施設や廃校も有
効活用したい。

古民家等の遊休施設を改修する
場合

建屋の新設及び遊休施設以外の施
設を改修する場合

宿泊施設のほか、
農家レストランや交流施
設として 新設・改修する
場合も交付率及び交付
上限は左記と同じです。

コテージ
遊休施設を改修した宿泊施設

廃校舎等市町村所有の遊休施設を宿泊
施設として改修する場合

廃校を改修した宿泊施設
一棟貸しの宿泊施設

交付率：1/2

交付率：1/2

交付上限：5,000万円（国費）

交付上限：2,500万円（国費）

農家レストラン

交付率：1/2
交付上限：１億円（国費）

実施要領に示す要件をすべて満たす必
要※1があります。

市町村負担分は、企業版ふるさと納税が活用できます。また、一般補助施設整備等事業債の対象となるとともに、該当市町村は過疎債、辺地債の対象となります。

地域協議会を組織することが必要（事業実施主体が地域協議会以外の場合は事業完了時までに組織）
※1

実施要領に示す要件として、以下をすべて満たす必要があります。
a 対象施設について、現在使用されていない家屋、廃校舎、その他本来の用途に供していない施設等
遊休施設を有効活用するものであること
b 地域で取り組む農泊の推進に資する用途に供する改修であること
c 地域に所在する既存の施設との調和を図り、また当該施設と連携して地域で取り組む農泊を推進す
るような一体的な事業実施計画であること
d 改修後の対象施設について、自然環境や地域の景観に配慮したものであること

e
f
g
h

改修後の対象施設について、文化、歴史等の地域の特性及び魅力を活かしたものであること
対象施設について、市町村が所有権を有し、かつ事業完了後も引き続き市町村が所有権を有すること
改修後の対象施設について、主たる用途が宿泊施設であり、かつその施設規模が事業の実施にあたり適正なものであること
対象施設から10km以内の地域において、観光客の受入れを主な目的とした事業実施計画に含まれない宿泊施設が存在
しないこと

施設整備事業の活用について ②
施設整備事業（農家民泊経営者等実施型）
【農家民泊経営者等 ※1 が事業を実施する場合】 （事業実施期間：１年間）
営んでいる宿泊施設を
より快適な施設に改修し
て宿泊客を満足
させたい。
大人数でも利用可能で快適な浴室

広くて落ち着ける寝室

宿泊施設の質の向上のための整備 ※２

旅館業法に基づく営業許可取得のための整備

※２

（自治体により設備基準が異なります）

交付率 ： 1/2
交付上限
１経営者あたり
1,000万円（国費）
経営者が複数の場合は
１地域あたり
5,000万円（国費）

テラスを設置して開放的な空間を創出

広くて明るい雰囲気の執務スペースへの改良整備

定員に応じた規模、換気設
備を有したトイレ

排水性を有した厨房

※さらに１経営者あたり最大100万円（定
額）までの助成を受けることが可能
十分な広さと照明を備えた寝室

換気設備付きの快適な調理室

洗面台の増設

男女別のトイレ

【農家民宿転換促進費】

詳細は次ページ

事業の実施にあたっては、「地域協議会の設立」、「地域協議会における中核法人の設立」、「宿泊、飲食、体験の提供体制」がすでに整っている
ことが必要
※1
※2

（１） 「農家民泊」とは、無償で居宅等に旅行者を宿泊させ、体験料を徴収して宿泊体験及び農林漁業体験を提供するもので、農家民泊を営む者を「農家民泊経営者」としています。
（２） 「農家民泊経営者等」とは、農家民泊経営者、旅館業法第３条第１項に規定する許可を受けて宿泊を提供する者、住宅宿泊業法に基づく届出を行って宿泊を提供する者、及び農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する
法律に基づく農林漁業体験民宿業者の登録を行って必要な役務を提供する者としています。
（１） 施設整備事業（農家民泊経営者等実施型）は以下の分類となります。
① 旅館業法に基づく営業許可取得に最低限必要な整備
② 宿泊施設の質の向上のために必要な整備
・ ①については旅館業法の営業許可の取得のために最低限必要となる設備の改修に必要となる費用への助成であり、農家民泊経営者のみが支援対象となります。
・ ②については、個人旅行者の増加に結びつくような内装など、宿泊施設の質の向上に資する改修に要する費用への助成であり、農家民泊経営者等すべてが支援対象となります。

施設整備事業の活用について（農家民宿転換促進費） ③
施設整備事業（農家民泊経営者等実施型）を活用する農家民泊経営者（旅館業法の営業許可を未取得の
者に限る）に対して、農家民宿へ転換する場合は、「農家民宿転換促進費」を経営者１名あたり最大100万円
（定額）を助成します。

施設整備事業（農家民泊経営者等実施型）における農家民宿転換促進費の活用例
CASE①
農家民泊を経営するＡさんが事業費200万円で農
家民宿の営業許可を取得するために最低限必要な
改修工事を実施

CASE②
農家民泊を経営するＢさんが事業費600万円で改
修工事を実施

CASE③
農家民泊を経営するＣさんが事業費600万円で改修
工事を実施

○ 旅館業法の営業許可を取得するために

○ 旅館業法の営業許可を取得するために

必要な厨房、浴室等を改修（ア）

必要な厨房設備等を改修（ア）

○ 旅館業法の許可を取得するために
必要となる衛生設備等の改修（ア） ：150万円

：200万円

○ 寝室の拡張、照明の整備（イ）
厨房設備の改修

：250万円
：350万円

○ インバウンド呼び込みのための個室
シャワーユニットの設置（イ）

：450万円

浴室の改修

【上記工事での支援内容】

【上記工事での支援内容】

【上記工事での支援内容】

○ 施設整備事業（農家民泊経営者等実施型）
での助成
事業費（ア）200万円×1/2=100万円
⇒ 助成額100万円・・・①

○ 施設整備事業（農家民泊経営者等実施型）
での助成
事業費（ア＋イ）600万円×1/2=300万円
⇒ 助成額300万円・・・①

○ 施設整備事業（農家民泊経営者等実施型）
での助成
事業費（ア＋イ）600万円×1/2=300万円
⇒ 助成額300万円・・・①

○ 農家民宿転換促進費での助成
営業許可取得に最低限必要な設備改修費用
（ア）
200万円×1/2=100万円
⇒ 助成額 100万円・・・②

○ 農家民宿転換促進費での助成
営業許可取得に最低限必要な設備改修費用
（ア）
250万円×1/2=125万円＞100万円
⇒ 助成額 100万円・・・②

○ 農家民宿転換促進費での助成
営業許可取得に最低限必要な設備改修費用
（ア）
150万円×1/2=75万円≦100万円
⇒ 助成額 75万円・・・②

Ａさんへの助成額は、①＋②＝200万円（国費）
（自己負担額なしとなります）

Ｂさんへの助成額は、①＋②＝400万円（国
費） （自己負担額は200万円となります）

Ｃさんへの助成額は、①＋②＝375万円（国費）
（自己負担額は225万円となります）

自己負担額の資金調達にあたっては、農林中央金庫、日本政策金融公庫等の融資がご活用いただけます。

■農泊における新型コロナウイルス感染拡大防止対策ガイドライン
◯ 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（新型コロナウイルス感染症対策本部 令和2年5月14日変更）以降、業
界団体が感染症専門家に助言を受けながら作成。（国は情報提供・助言）
○ 業種や施設の種別ごとに、各場面での留意点、対策等を規定しており、最新の状況・知見等に対応して、随時見直し。

農泊の特徴

・農泊は、宿泊、食事、体験を一体的に楽しむ滞在型旅行であり、関連する業態も、宿泊業や外食産
業、さらには農林漁業体験、文化体験等、幅広い業種に及ぶ。
・特に宿泊は、ホテル・旅館をはじめ、農林漁家民宿（家主居住型、一棟貸し）など、様々な実情を
抱えている。
・また、農林漁家民宿では、高齢者が経営してる場合も多い。

農泊独自の
ガイドライン

○「農泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」第3版
(一社)日本ファームステイ協会
○「受入地域団体に求められる「新型コロナウイルス感染拡大予防」の
取組」第4版 (一財)都市農山漁村交流活性化機構

一般的な対策
・検温等の体調チェックを実施
・マスク着用、手洗い・手指消毒の励行
・週末を含め保健所に連絡し、指導を仰ぐ体制を確立
・客室、浴場、トイレなどの共用スペースの消毒・換気を徹底
・浴場、飲食施設等の共用施設の利用時には、人数制限や時間制限
など、３密対策を徹底
・食事の際は、個別提供する、座席を離す、対面に座らせないなど、
飛沫防止対策を徹底

（一社）日本
ファームステイ協会

農泊独自の対策
・宿泊、食事、体験、
それぞれのガイド
ラインの内容を網羅。
・高齢の経営者にも
使いやすいよう、
チェックリスト
形式も作成。

（一財）都市農山漁村
交流活性化機構

農泊事業者向けの新型コロナウイルス対策研修等の実施
◯ 農泊事業における新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのガイドラインについては、（一社）日本ファームステイ協会及び（一
財）都市農山漁村交流活性化機構で作成され、公表。
○ ガイドラインにそった具体的な対応策について、より理解を深めるため、講演会、講座等も実施。

(一社)日本ファームステイ協会の研修

(一財)都市農山漁村交流活性化機構の研修

○主な研修内容：講義と組み合わせて、ワークショップ
や施設見学も実施。オンライン講座にも対応。
プログラム例
・１日目：農泊ガイドラインを利用した安全管理
ワークショップ、意見交換
・２日目：ホテルの取組事例発表、施設見学
簡易宿所の取組事例発表、施設見学

○主な研修内容：教育旅行向けに各講座90分で実施。講
師派遣だけでなく、オンライン講座にも対応。
講座１:受入地域団体向け
・感染拡大のポイント、取組事例の紹介等
講座２：受入家庭(体験民宿等)向け
・感染予防の基礎知識、場面を想定したポイント、
・感染の疑い発生時の対応等

○四国４県をつないだサテライト講義及びオンライン講
義を実施。このほか、静岡県など10の自治体・協議会で
実施（一部現地で開催）。

○「子ども農山漁村交流プロジェクトセミナー」での講
義を４回、このほか、青森県など16の自治体・協議会で
実施（一部現地で開催）。

○問合せ：(一社)日本ファームステイ協会
https://jpcsa.org/workshop/

○問合せ：(一財)都市農山漁村交流活性化機構

（一社）日本
ファームステイ協会

対面販売（ワークショップ）手指消毒（ワークショップ）

https://www.kouryu.or.jp/service/kodomo.html

（一財）都市農山
漁村交流活性化機構

消毒薬作成の実演

東京からオンラインで講義

事業メニュー・要件等詳しくは、お近くの農政局へご相談ください。
（ご相談は随時受け付けています。）
主たる事務所の所在地
北海道

連絡先
農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課
〒100-8950
東京都千代田区霞が関1－2－1

主たる事務所の所在地

連絡先

滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県

農林水産省東北農政局農村振興部農村計画課
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町3－3－1

鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県

茨城県、栃木県、群馬県、
農林水産省関東農政局農村振興部農村計画課
埼玉県、千葉県、東京都、
〒330-9722
神奈川県、山梨県、長野県、 埼玉県さいたま市中央区新都心2－1
静岡県
TEL：048－600－0600（内線3404、3411）
FAX：048－740－0082

福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県

新潟県、富山県、石川県、
福井県

沖縄県

岐阜県、愛知県、三重県

農林水産省中国四国農政局農村振興部農村計画課
〒700-8532
岡山県岡山市北区下石井1－4－1

TEL：086－224－4511（内線2514、2525）
FAX：086－227－6659

TEL：022－263－1111（内線4444、4185）
FAX：022ー715ー8217

農林水産省北陸農政局農村振興部農村計画課

〒602-8054
京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町

TEL：075－414－9161（内線2417,2421）
FAX：075－451－3965

TEL：03－3502－8111（内線5451、5447）
FAX：03－3595－6340
青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県

農林水産省近畿農政局農村振興部農村計画課

農林水産省九州農政局農村振興部農村計画課
〒860-8527
熊本県熊本市西区春日2－10－1

TEL：096－211－9111（内線4615、4628）
FAX：096－211－9812
内閣府沖縄総合事務局農林水産部農村振興課

〒920-8566
石川県金沢市広坂2－2－60

〒900-8530
沖縄県那覇市おもろまち2－1－1

TEL：076－263－2161（内線3412、3419）
FAX：076－263－0256

TEL：098－866－0031
FAX：098－860－1194

農林水産省東海農政局農村振興部農村計画課
〒460-8516
愛知県名古屋市中区三の丸1－2－2

TEL：052－201－7271（内線2528、2521）
FAX：052－220－1681

農泊の取組概要や農泊推進対策の詳細については、農林水産省のWebサイトや農泊ポータルで公表しています。

農泊

検索

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/170203.html

https://nohaku.net

