農泊プロセス事例集(2017)

平成29年7⽉

農林⽔産省農村振興局

概

要

農泊プロセス事例集とは
農泊とは、農⼭漁村において、⽇本ならではの伝統的な⽣活体験と農村地域の⼈々との交流を楽しみ、農家⺠宿、古
⺠家を活⽤した宿泊施設など、多様な宿泊⼿段により、旅⾏者にその⼟地の魅⼒を味わってもらう、農⼭漁村滞在型旅
⾏を指します。明⽇の⽇本を⽀える観光ビジョン(平成28年3⽉策定）に、農泊推進が位置付けられ、今後2020年迄に、
農泊500地域創出を⽬標として事業を推進する。そのため、農泊事業を地域に定着させるためには、地域の主体的な取
組へのバックアップが必要と考えられます。
本事例集は、農泊実施に際し、関係者が具体的なイメージを共有しながら、スピード感をもって取り組むことが出来
るように、先進的地域の「プロセス事例」を、ポイント毎に分析した簡略図を使⽤し、独⾃性や持続性を持った農泊取
組に、つながるような⼿がかりを提⽰します。

農泊プロセス事例集の利⽤⽅法

きっかけ

将来に向けて

取組の流れ

きっかけ
Step ○ （H○〜）

○ ○ の発足など

Step○（H○〜）

取組成果

○ ○ の開始など

●内容・・・

●内容・・・

●内容・・・

●内容・・・

●内容・・・

●内容・・・

「きっかけ」は、地域の抱える課題や問題を、誰が、何のために、どうした？をポイントに表記しています。
「取組の流れ」は、各団体が発展していく様⼦を、協議会設⽴などの合意形成や、法⼈化などの事業強化、などポイ
ントとなる事例について、特徴や事業展開例、写真などにより、表記しています。
「取組成果」は、現在や将来の中⼼となる活動テーマや、事業の実施効果、また、各受賞歴などを表記しています。
本事例集は、これから農泊をはじめる⽅や、更なる躍進を担う⽅に、「やりたいことが似ている」、「地域がどう活
性化し、所得が向上するのだろうか」などについて、さまざまな地域からの優良事例を紹介することにより、みなさま
の地域との類似点や特性、課題を発⾒していただき、さらなる農泊事業の躍進のために提供いたします。

活⽤ガイド（取組事例）
★取組のステップ
実施した事例を中⼼に時系
列順に記載しています。

★きっかけ
取組開始に⾄る背景や理由を
記載しています。

「農泊」プロセス事例

誰が、何故、
どんな⾵に
始めたか？

○ ○ ○ ○協議会

Step１（H○○〜）

きっかけ

★事例の概要
取組概要を記載しています。

Step２（H○○〜）

●内容・・・

●内容・・・

●内容・・・

●内容・・・

課題・目標

Step３（H○○〜）

●内容・・・

事業展開例

イメージ
写真

特徴
○○○○
取組成果

Step４（H○○〜）

●内容・・・

（○ ○ ○ ）＋□ □ □ □
・内容・・・
・内容・・・
※□□□□□□□□□□

農泊の組織づ
くりの連携⽅
法は？

●内容・・・

（STEP○）

活動概要

★特徴・課題・活動概要
当該地域ならではの取組
について記載しています。

（ ○ ○ 県○ ○ 市）

農泊事業推進
への課題や対
応は？

Step５（H○○〜）

●内容・・・

●内容・・・

効果的なマー
ケティングの
取組は？
どんな施設や
コンテンツを
つくってる？

●内容・・・

★現在の取組テーマ
（既存の取組）＋現在取組中の内容
・売上髙、受⼊数、施設数、インバ
ウンド受⼊数などの、増加傾向の内
容表記
※関連事業の選定、表彰、受賞事例

★最終ステップ
将来に向けた取組のキーポイン
トや課題解決に向けた取組を記
載しています。

★ステップアップの転機
転機となる時期の取組は
⾚い囲みで記載していま
す。

補助⾦利⽤による
事業推進への
効果事例

位 置 図

② ①

⑥
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⑧
⑩
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⑨

④

③

⑤

農泊協議会

実施地域

1

遠野・住⽥ふるさと体験協議会

岩⼿県遠野市

※2

2

仙北市農⼭村体験推進協議会

秋⽥県仙北市

※2※3

3

（⼀社）みなかみ町体験旅⾏

群⾺県みなかみ町

※7

4

（⼀社）信州いいやま観光局

⻑野県飯⼭市

※8

5

（株）⼤⽥原ツーリズム

栃⽊県⼤⽥原市

※3

6

春蘭の⾥実⾏委員会

⽯川県能登町

※4※5

7

⾺瀬地⽅⾃然公園づくり委員会

岐⾩県下呂市

※6

8

ＮＰＯ法⼈集落丸⼭

兵庫県篠⼭市

9

（株）秋津野

和歌⼭県⽥辺市

※2※3

10

にし阿波〜剣⼭・吉野川観光圏協議会

徳島県美⾺市、三好市、
つるぎ町及び東みよし町

※5※6

11

NPO法⼈おぢかアイランドツーリズム協会

⻑崎県⼩値賀町

※3

12

（⼀社）南島原ひまわり観光協会

⻑崎県南島原市

※3

主な表彰事業
※１ 美の⾥づくりコンクール
※２ ディスカバー農⼭漁村（むら）の宝
※３ オーライ！ニッポン⼤賞
※４ 農林⽔産祭
※５ 世界農業遺産/⽇本農業遺産
※６ 農泊 ⾷⽂化海外発信地域(Savor Japan)」
※７ ⼦ども農⼭漁村交流プロジェクト受⼊モデル地域
※８ ⽇本の棚⽥百選

受賞歴

「農泊」プロセス事例

遠野・住田ふるさと体験協議会

（岩手県遠野市）

○ 自発的・草の根的に生まれた遠野の複数のグループをネットワーク化した集積型ＮＰＯを設立。
震災後、これまでの取組を活かし、ボランティアの農家民宿受入を拡大。
○ ＮＰＯ法人を中核とした２市町にわたる協議会を新設し、農泊を利用した自動車免許合宿、大学の開講、企業との連携など、
多様な活動に取り組み、近年はインバウンドも受入。
きっかけ
(H7)遠野市や農家が、
衰退を続ける地方への人
の還流を目指して、グ
リーンツーリズムの本場
ヨーロッパを視察

Step１（H７）

Step２（H15〜）

Step３（H23〜）

研究会の発足

ＮＰＯ法人設立

東日本大震災
被災地への支援

○(H7)農家や移住者が中心と
なり、都会から来た人に、あ
りのままの農山漁村の暮らし
を、体感してもらうことを目
的に、「グリーンツーリズム
研究会」を設立。

○(H15) 教育旅行が全国的に
人気となり、新たに官民が一
体となって、事業収益向上を
目指す組織として、「ＮＰＯ
法人遠野山・里・暮らしネッ
トワーク」を設立。

○(H23)震災後は、宿泊施設の
不足から、農家宿泊需要が拡
大したため、官民が一体とな
り、企業・大学ボランティア
の受入を開始することで、後
方支援活動を実施。
（STEP3）

（取組成果）

事業
展開例

特徴

＜多様な体験プログラム＞
【遠野版ワーキングホリデー】
数日間農家に滞在し、農作業の対
価として農家が寝食を提供する
「ワーキングホリデー」

特徴

＜多様な体験プログラム＞
【合宿型自動車免許
×グリーン・ツーリズム】
遠野ドライビング・スクールの合宿生が、
農泊体験や乗馬、ものづくり体験などと
いったメニューを体験することができる

特徴

＜企業・大学との連携＞
・富士ゼロックス
遠野みらい創りカレッジ設立
・キリン(株)
遠野産ホップのブランド化
・東京大学、法政大学、神奈川大
学と連携、沿岸被災地ボランティア

ディスカバー農山漁村の宝（第2回選定）
グローバル賞 受賞

（取組成果）

取組成果

（取組成果）

Step４（H25〜）

体験協議会の設立
○(H25) NPO法人が中核とな
り、遠野市、住田町が協働での
受入拡大を目的に、「遠野・住
田ふるさと体験協議会」を設立。

（STEP3）

Step５ （H26〜）
（域内組織の連携強化）＋ インバウンド
外国人受入増加数 （H26： 74人 → H28：100人）
企業研修受入増加数（H26：210人→ H28：211人）
※（H27）第2回ディスカバー/グローバル賞

インバウンド受入が拡大
○(H26)遠野市と首都圏の大企業が協力し、閉校を企業人の研修所として活用
するために、「遠野みらい創りカレッジ」を開設。
○(H26)協議会が、事業継続のために、国内観光客からインバウンド受入を重
視し、協議会員向けの英語教室開催、外国人視点による市内サインの見直し、
多国籍マップの刷新を実施。また、海外旅行会社の大型国際商談会に参加し、
農家宿泊をPRする。（年１回継続し３年参加実績）

（STEP4）

「農泊」プロセス事例

仙北市農山村体験推進協議会

（秋田県仙北市）

○ 平成20年に市、観光協会、ＪＡが構成員となる仙北市農山村体験推進協議会を設立し、活動を一本化。
○ 市役所内に農山村体験デザイン室を設置し、教育旅行を中心に受入環境整備、体験メニューの充実化。
○ 平成24年以降、台湾を初めとする教育旅行の受入を行い、インバウンド旅行者数が年間1000名を超える。
Step１（Ｈ７〜）

きっかけ
きっかけ

農家民宿の開業

(S45)地元劇団が、
学校からの要望で、
修学旅行の受入を、
周辺農家の農業体験
と共に開始

○ (H7)体験受入農家の中か
ら農家民宿が、収益改善を
目的に、次々に開業し、地
元の劇団と農家民宿グルー
プ等による教育旅行受け入
れを実施。

（STEP3）

（STEP４）

事業展開
例

Step２（H20〜）

県・市補助⾦を
活⽤し、受⼊関
係者向け研修会
の開催、PR資
材作成等を実施。

推進協議会の設立
○(H20)仙北市、JA、観光
協会が、農村振興を図るた
めに、市が中心となり、
「仙北市農山村体験推進協
議会」を設立。

事業展
開例

（取組成果）

Step３（H23〜）

市における体制の強化
○(H23)協議会が、受入環
境の整備や体験メニューを
充実させるために、教育旅
行とグリーン・ツーリズム
の担当部署として、市庁舎
内に、「農山村体験デザイ
ン室」を設置。

（取組成果）

Step４ （H24〜）

国際教育旅行の受入
体験メニュー
第13回オーライ！ニッポン大賞 受賞

取組成果

国際教育旅⾏の受⼊

第3回ディスカバー農山漁村の宝
フレンドシップ賞 受賞
Step5

（H26〜）

富裕層旅行へと収益向上を図る
（国際教育旅行）＋インバウンド・高収益化
外国人受入増加数
（H25：300人→H28：1,060人）
※（H27）第13回オーライ！ニッポン大賞/大賞
※（H28）第 3回ディスカバー/フレンドシップ賞

○(H26)タイ・台湾旅行会社が、儲かるビジネスとして、
仙北市での農家宿泊、観光、農林体験のセット旅行商品を、
製作し販売する。
○(H27)農山村体験デザイン室が、リピーター確保のため、
旅行客のワンストップサービスの強化を図り、グリーン・
ツーリズム、教育旅行、国際観光、の窓口営業力を強化す
る。

○(H24)協議会が、インバ
ウンド需要を取り込むため
に、仙北市と交流のある台
湾を中心に、教育旅行の受
入を開始。(H26)青年研修
団の受け入れ需要が増え、
東南アジア地域からの教育
旅行が増加。

「農泊」プロセス事例 （一社） みなかみ町体験旅行 （群馬県みなかみ町）
○有名温泉地の宿泊客の減少を機に、町、観光関係者、商工会議所等が構成員となり教育旅行協議会を設立。
その後、更なる発展を目的に、協議会を法人化し旅行業資格を取得。
○豊かな自然を最大限活かした多くの体験プログラムの提供、インバウンド受入のための体制整備により、海外の教育旅行誘
致、個人旅行の受入へと活動が発展。
誰がどのように・・・？

より良い農家宿泊等の実施に向けて・・・

(H20)体験型教育旅⾏の取組を⽬的として、町、旅館、観光施
設等の地域関係者が集結し、受⼊体制の確⽴、農家⺠宿開業⽀
援、体験プログラム・サービスの向上、コーディネーターの育
成、誘致活動を実施。

きっかけ
(H20)温泉等への宿泊客
の減少から、町ぐるみで、
みなかみ町の豊かな自然
を活かして「子ども農山
漁村交流プロジェクト」
の受入れを目指す。

農業体験による所得の向上、⼦どもたちとの交流に魅⼒を感じた多くの農家
が参画。救急救命や⾷品衛⽣等の研修を通じて、ヒヤリハットを共有。

（STEP3）

Step１ （H20〜）

Step２ （H21〜）

Step３ （H21〜）

教育旅行協議会の設立

農家宿泊の受入開始

連携機関の拡大

○ (H21)協議会は、教育旅行の受入
収容人数不足の解消や、旅行の質向
上のため、各農家に農家宿泊の働き
かけや、学校への誘致活動、インス
トラクターを育成。受入開始初年度、
２学校、82名の受入れを行った。

○ (H20)町、商工会、観光協会等を
中心に、教育旅行の企画から旅行実
施後まで一貫したサポート体制を築
くために、協議会を設立。教育旅行
の相談、宿泊・体験の手配、精算ま
でワンストップサービスで対応。

体験学習のための観光資源が豊富

○ (H21)協議会は、宿泊者のニーズ
の拡大に対応するため、企業研修の
受入れとなる旅館・ホテル10軒と
連携。 また、体験メニュー拡大のた
め、アウトドア事業者等と連携。

⽥植え体験
Step４

（H23〜）

インバウンドの受入

特徴
インバウンドへの取組

温泉はもちろん、スキー、登⼭その他利根川源流の
⾃然を活かしたアウトドアスポーツや⾃然学習、観
光農業、農業体験など、多種多様な体験ができる。

取組成果

「⼦ども農⼭漁村交
流プロジェクト」受
⼊モデル地域に選定

（特徴）体験学習

特徴

友好都市協定を結ぶ台湾の教育旅⾏の受⼊れに特
化して誘致を進め、受⼊農家には訪⽇外国⼈に慣れ
てもらった。
Step５ （H24〜）

（教育旅行・インバウンド）+法人化
売上増加（H21：36万円→H28：1.2億円）
受入団体増加数（H21:82人→H28:10,298人）
外国人受入増加数（H23:2団体→H28:23団体）
※子ども農山漁村交流プロジェクト受入モデル地域選定

儲かる農家民宿→協議会を法人化
○ (H24)協議会は、収益向上のために、従来の教育旅行から幅広い客層
をターゲットにした個人旅行に変化させ、「一般社団法人みなかみ町体
験旅行」を法人化し、旅行業資格を取得する（専任職員5名）。周辺市町
村が連携して、Wi-Fi環境や多言語表示整備、現地プロモーション等を実
施し、農家宿泊受入れを開始。

○ (H23)みなかみ町が、過疎化対策
として、インバウンド需要取り込み
を含んだ観光振興計画を策定し、台
湾からの、修学旅行生受入れを開始
し、さらに、台湾や中国からの家族
旅行の受入を進める。
受⼊農家は、
外国⼈を含め⼀般旅⾏
客を受け⼊れることに
対して、初めは抵抗感
があったが、⼦ども達
の笑顔や受け⼊れ実績
を重ねるごとに、楽し
みながら受⼊れるよう
に変わっていった。

（STEP4）

インバウンド

「農泊」取組プロセス事例 （一社）信州いいやま観光局 （長野県飯山市）
○ スキー客の落ち込みと旅行者ニーズの変化への対応のため、夏期の旅行誘客促進のため観光協会を法人化。
○ 地域外からの雇用促進により、外部視点による観光コンテンツ開発、オンラインによる旅行商品販売を実施。
○ 日本版ＤＭＯ（観光地づくり推進組織）の先駆け的な組織として、ＴＩＣ（外国人向け総合観光案内所）の設置や、
多言語対応、広域連携、インバウンド受入の体制も整備。
きっかけ
(H19)市内の観光協
会が、スキー客の減
少から夏期誘客への
新たな取組をはじめ
る

Step１ （H19〜）

Step２ （H22〜）

Step３ （H23〜）

法人化・旅行業登録

観光局の設立

着地型募集旅行企画

○(H19)飯山市内の、斑尾観光
協会､信濃平観光協会､戸狩温
泉観光協会及び北竜湖観光協
会は､官民一体の効果的な事業
展開を目的に、「飯山市観光
協会」へ合同・法人化し、旅
行業登録。

○(H22)飯山市観光協会と(財)飯
山市振興公社は、観光マーケティ
ング機能強化のために、「(一社)
信州いいやま観光局」を設立。全
長80kmの信越トレイル開通によ
り、関連業界との連携を拡大。

○(H23)観光局が、地元住民と
ともに地域資源を発掘・磨き上
げるために、着地型旅行商品サ
イト「飯山旅々。」の販売を開
始。また、いいやま湯滝温泉を
リニューアル。

（STEP3）（商品販売例）

特徴
市外からの⼈材登⽤
職員の多くが飯⼭市外出⾝
・地元住⺠は飯⼭の地域資源の価値
に気付きづらい。
・移住者は飯⼭の価値に気付き、飯
⼭のことが好き。
・都会のエッセンスで飯⼭の地域資
源を商品化する能⼒を有する。

事業展開 （インバウンド対応）
例

特徴

飯⼭市インバウンド推進専⾨委員会を⽴ち上げ（H27）
JNTOを活⽤した情報収集・共有、⻑野県と連携した営業活動、
ターゲットを絞ったPR強化等のインバウンド対策に取り組む

(法人化)+日本版DMO候補法人登録・インバウンド
飯山市インバウンド推進専門委員会（インバウンド対応）
JNTO認定外国人観光案内所 カテゴリー2認定
外国人受入増加数（H24:260泊→H28:800泊）
※日本の棚田百選
【なべくら高原・森の家】
H17年度 グリーンツーリズム大賞優秀賞（毎日新聞社）
H23年度 第6回 JTB交流文化賞 優秀賞（JTB）

（H24〜）

日本版ＤＭＯ候補法人登録と
道の駅のリニューアル

インバウンド対応

取組成果

Step4

（アウトドア）
Step５ （H26〜）

○(H24)観光局が、信越９市
町村をまとめて広域観光事業
を行うために、日本版DMO
候補法人として登録（地域連
携）。また、道の駅を大幅改
装し､利用客の増加を見込む。

新幹線開業に伴う取組強化
○(H26)新たな旅行客増加へ向けて、「信越自然郷エリアのアクティ
ビティプログラム」の情報提供や、「アウトドアギアのレンタル」
などのチケット販売を強化するため、観光案内所やアクティビティ
センターの整備を行う。事業収益力向上のために、パノラマテラス
を設置し、軽食やスイーツを提供する、軽飲食販売を行う。

（写真追加）

（パノラマテラス）
（STEP5）

「農泊」プロセス事例

（株）大田原ツーリズム

（栃木県大田原市）

○ ビジネスモデル構築のため、協議会の設立と合わせて、大田原市と地元企業18社からの出資により外部人材登用に
よるＰＰＰ（官民パートナーシップ）形式の株式会社を設立。
○ 設立４年目で黒字を達成。今後更に個人・外国人等の受入に発展させるため、古民家等の再生を検討中。
きっかけ
きっかけ
(H22)大田原市は、地域
農業の衰退の危機に、観
光名所のない本地域を滞
在型の観光名所とするた
め、グリーン・ツーリズ
ムのビジネス化を構想し、
地域農業の維持・発展を
目指す。

（STEP4）

事業展
開例

Step2（H24〜）

Step２（H24〜）

Step１（H22〜）

株式会社の設立

推進組織の構想

協議会の設立

○(H24)事業構想に基づき、事
業の推進母体として、市と地元
企業18社からの出資により、
「株式会社」を設立し、旅行業
資格を取得する。また、事業構
想の立案を受託した民間会社か
ら社長を迎え、事業を開始。

○(H22)大田原市は、本地域へ
の誘客を図るため、グリーン
ツーリズムの事業構想を策定し、
優れた提案のあった民間会社へ
事業構想の立案を委託するなど、
民間会社の有するノウハウを活
用する方針を固める。（公募型
プロポーザル方式）

（Step１）事業構想では、
・８年間で利益を出す計画
・必要な官⺠の組織
・必要なプロモーションなどを提案。

特徴

○(H24)地域ぐるみの取組と
するため、株式会社の設立と
合わせ、JA、森林組合、観光
協会、商工会、地域住民団体
等の参画を得て、「協議会」
を設立。協議会中心に、地域
の合意形成、勉強会実施など、
地域内調整やサービス品質の
向上を目指す。

（STEP3）<外部視点によるアイデア企画>
遊休資産を活⽤し、アイデア溢れる企画により
都市部企業の社員旅⾏等で多数採⽤。

株式会社と協議
会の連携により、
交付⾦を有効に
活⽤。

特徴
Step3

（H25〜）

体制整備・プログラム開発
○(H25)協議会は、更なる事業の飛
躍のために、農家宿泊受入窓口とし
て、営業活動とあわせて農家民宿を
勧誘し、１20以上の体験プログラ
ムを開発するなど体制を強化。

特徴

（現在の⾵景）

「⾷と地域の交流促進
対策交付⾦」を活⽤し、
農林漁業関係者の勉強
会や試験的なツアーを
実施

（課題）
個人客をターゲットとした古民家を含む
地域再生計画を構想。
※費用負担が大きく、事業資金捻出が困難

JTBとの共同企画ツアー

プチ断⾷道場

取組成果
（現在の⾵景）
(法人化)+高収益化・雇用人数
農泊施設数増加（H24:2軒→H28:84軒）
雇用人数増加 （H24:６人→H28:６人）
企画売上げ
（H24→H28 50倍にup）
※（H28）第14回オーライ！ニッポン大賞
/審査委員会長賞

Step4

（H27〜）

団体旅行から富裕層顧客へと展開
○(H27)従来の教育旅行を継続しつつ、収益率の高い企業・個
人富裕層向けのプログラムを、将来の事業経営のために開発し
実施。高まるインバウンド需要誘客のために、海外への営業活
動、商談会への参加強化。また、販売力推進のために、那珂川
町と地域連携し、広域サービス連携の提供を検討し実施。

(株)⼤⽥原ツーリズム
は当初の事業計画期間
の半期で⿊字化達成！

「農泊」プロセス事例

春蘭の里実行委員会

（石川県能登町）

○ 「10年後に農家が半減」する危機感から、移住者を含む異業種７名で「春蘭の里実行委員会」を結成し、村おこし
活動を開始。当初1軒だった農家民宿が徐々に増加し、平成28年には49軒に増加。
○ 1軒あたりの売上げ月40万円を目標に、近年では訪日外国人受入も強化。平成26年に1700名超の受入を実施。
きっかけ

Step１（H８〜）

(H3)地元会社員や移住者
など、異業種の有志７名
が、地域の過疎化を懸念
し、農家事業を開始する。

あと１０年経てば地
域の農家が半減す
るのではないか！

実行委員会の結成
○(H8)有志7名が、過疎化を
防ぐために、「グリーンス
トック水と緑を後生に引き継
ごう」をテーマにした「春蘭
の里実行委員会」を結成し、
(H9)農家民宿「春蘭の宿」を
開業。

Step２（H10〜）

Step３（H16〜）

農産物直売所の設立

農産物加工所の設立

○(H10)実行委員会が、民宿
への食材提供や、収穫体験等
に活用するため、「きのこ
山」を整備し、「 ( 有 ) 春 蘭
の里ファーム」を設立。

○(H16)地元の4集落（柏木町
外3町）が連携し、農 村 振
興 の た め に 、 「(農)のと夢
づくり工房」を設立し、女性
が中心となって、農産加工品
の製造を開始する。（農家民
宿は5軒に増加）

特徴

特徴

(H15)構造改革特区「グ
リーン・ツーリズム促進特
区」（石川県）認定

観光資源の磨き上げ①
～コンセプトの統一～
「１日１客」、「輪島塗の膳」、「地元産の食材、「化
学調味料を使わない」等のコンセプトの統一。

事業展開例

特徴

取組成果

○特区により農家民宿における簡易
な消防用設備等の容認事業を実施。

観光資源の磨き上げ②
～景観保全の意識向上～
黒瓦、白壁の住居景観を守るため、H24年「石川県景観形成
重点地区」（第１号）の認定。住民の家並みの承継意識が向
上し、道路沿いの耕作放棄地も解消されている。

●H9年度１軒だった農家民宿が、49軒(2町17集落)の
「農家民宿群」を形成。
●来訪者数は、H9年度30人から、H28年度約12,１00人
に増加。
●外国人旅行者は、H26年度には1,764人に増加 。中国、
イスラエル、タイ、欧米等、幅広い国々から訪問。
●月収40万円を達成した農家の出現。(繁忙期の一ヶ月)
※（H23）世界農業遺産認定

Step６ （H23〜）
更なるビジネス化
(H23)実行委員会は、更なる魅力アップを目指し、里やまエリアから、里うみエリ
アへとブルーツーリズムを拡大し、多種多様なモデルコースを作成する。また、農
林漁家の所得向上に向けて、地元加工品の開発、消費者ニーズ分析による販売方法
の検討、ファムトリップ実施による海外エージェントへのＰＲを行い、経営基盤を
強化する。また、地域おこし協力隊を、事務局に配置し、組織づくりを強化する。
春蘭の里青年部を設立し、後継者の育成を推進する。

Step4（H18〜）
廃校活用の
宿泊施設開業
○ (H18)４集落が、廃校など
の地域衰退を防ぐために、
「特定非営利活動法人コブ
シ」を設立し、宿泊施設の管
理運営をはじめる。

Step5（H20〜）
子プロ事業
モデル地区選定
○(H20)実行委員会は、「子
ども農産漁村交流プロジェク
ト」のモデル地区に選定され、
農家民宿は30軒、体験メ
ニューは80超え、受入実績は
千人超え、中国・台湾から約
250人を受入れるなど事業が
拡大。

「農泊」プロセス事例

馬瀬地方自然公園づくり委員会 （岐阜県下呂市）
POINT

特徴

地域の活性化を図るため、地域の自然生態系を
保全し、地域住民が望む地域づくりを取り入れる
ことにより、地域住民、行政等が一体となった取
組が実現。

日本一美味しい村、
美しい村をめざして！

きっかけ
(H7)旧馬瀬村の住民
は、過疎化対策として、
潜在する観光資源を活
用し、人と自然が共生
した地域づくりを開始。

Step１（H８）

Step２（H9〜）

Step３（H17〜）

地域資源保全
の取組開始

地方自然公園の設立

委員会の設立

○ (H8)村民が、人と自然の共
生した地域づくりや、地域の
自然保護のために、自然生態
系（馬瀬川エコリバーシステ
ム）の保全に取り組む。

（地域ブランド）
（観光資源）

H24〜⾷と地域の交流
促進対策交付⾦を活⽤
し、特産品を活⽤した
観光事業を展開。

○ (H９)村民が、自然保護の
強化を目的に、フランスの
「地方自然公園制度」を参考
とするため「フランス山村調
査隊」を派遣し、H16)旧馬
瀬村の全域を対象に「馬瀬地
方自然公園」を設立。

POINT①
～ 地方自然公園

（観光施設） （⾺瀬川上流鮎）

（⽕ぶり漁ツアー）
（⾥⼭ミュージアム）

～

乱開発を避け、緩やかで持続
的な発展を望む地域住⺠が、
地⽅⾃然公園を通じて均衡の
取れた地域計画を⽴て、景観
を活かした美味しい村、美し
い村づくりを実施する。

特徴

○(H17)村が、下呂市合併後も既
存の取組を継承するため、「馬瀬
地方自然公園づくり委員会」を設
立。 (H19)自然保護継続のために、
「日本で最も美しい村」連合に加
盟し、景観保全活動を推進。

POINT②
～地域資源を観光資源に～

Step６ （H28〜）

（H21〜）

地域資源の
観光資源化
○(H21)委員会が、地域内外の観
光事業者との連携を強化するた
めに、特産品や郷土料理を活用
した観光メニューを作成。また、
所得向上を図るため、ブランド
化を推進する収益性の高い流通
体制（ネット通販）を確立。

特徴

○「⾺瀬川上流鮎」、「⽔源⽶⾺瀬ひかり（コシヒカリ）」を
地域ブランド化。
○⽕ぶり漁、ヤナ、薪能など地域の伝統⽂化を観光資源化。
○集落の野外を博物館に⾒⽴てた「⾥⼭ミュージアム」を設⽴。
○ウォーキングコースを設定し、ノルディックウォーク等のイ
ベントを開催。
○渓流漁⽣息環境保全のため「渓流⿂付き保全林」を指定。

取組成果
〇「里山ミュージアム」、 「火ぶり漁ツアー」により交流人口が増加。
H24年300人→H26年2,000人
○美しい景観等が口コミで広がり、インバウンド宿泊客数が増加。
（H28:100人）
○地域ブランド認証制度による地域特産品を開発。
○景観など地域の魅力を積極的に発掘し活かす取組を続けることで、
景観や自然環境保全に対する地域住民の自主的な取組の機運が醸成。
※（H20）美の里づくりコンクール 「農林振興局長賞」受賞
（H27）第2回ディスカバー農山漁村の宝コンテスト 優良事例
（H28）食と農の景勝地 認定

Step4

Step5

（H26〜）

味の景勝地
モデル地区づくり
○ (H26)委員会が、商品のブラ
ンド化を推進するため、地域認
証制度を創設し、「味の景勝地
モデル地区」を形成。また、ア
ドバイザーと連携し、インバウ
ンド誘致の体制づくりを推進。

着地型観光推進による飛躍
○ (H28)委員会が、観光地域づくり事業体（ＤＭC）「馬瀬さ
とやま株式会社」を設立し、本格的なビジネス化を開始。
※ (H26)委員会が、「馬瀬地方自然公園づくり第2次５ヶ年計
画」で「味の景勝地づくり」（美味しい村、美しい村づくり）を
掲げ、美しい農村景観と、特色ある食を柱として、農観連携を推
進。

H26〜都市農村共⽣・対流総合対策
交付⾦を活⽤し、「⾥⼭ミュージア
ム」設⽴、特産品（⾺瀬川上流鮎・
⽔源⽶⾺瀬ひかり）をブランド化。

「農泊」プロセス事例
限界集落を超え、
消滅集落寸前！

きっかけ
きっかけ

(H20)集落住民は、集落
12軒のうち、空き家と
なった7軒を活用するこ
とにより、集落再生を目
指した。

ＮＰＯ法人集落丸山
（⼀社）ノオトによる啓発学習、
若⼿の⾏政担当者の参加等によ
り、外部⽬線を反映させた集落
全体の将来像を形成

（兵庫県篠山市）

特徴

ポイント

●事業に関わる住⺠の参加
●中間組織である一般社団法人ノオトが参画することにより、
●島⺠の理解度促進
NPO法人の設立、LLPの結成、円滑な事業計画（融資、補助金
●交流事業の
等の資金計画や外部専門家の参加）が実現。

Step１（H20〜）

Step２（H21〜）

地域の合意形成

NPO法人設立

○(H20)集落の住民が、地域の合
意形成を目指すため、集落住民、
転出者、大学生、市職員等が参加
した、ワークショップを、半年で
計14回開催。その結果、古民家
等の再生により「集落の暮らし」
を体験する宿泊営業に取り組む方
（STEP3）
向性を確認。

○(H21)住民が、古民家の宿泊施設営業の
ビジネス化を確立するため、「NPO法人
集落丸山」を設立。また、連携している
「（一社）ノオト」との役割分担等を明
確にするため、両者で、LLP（有限責任
事業組合）を結成。

参考

《ＬＬＰ》

無償貸与
空き家等
所有者
改修・活用
特典・配当

（フレンチレストラン）

NPO 法人
集落丸山

専門家

寄付・出資
役務提供

集落住民
市民等

特典・配当
一般社団法人
ノオト
専門家

専門家

《市民ファンド》
専門家

取組成果
○宿泊者が開業より5500人超（稼働率30％、黒字化）
○宿泊者数 (H26)526人→(H28)669人
○H27 耕作放棄地（2.1ha）解消
○H20 集落12軒のうち定住は５世帯19人
H23 Ｕターン定住（5→6世帯23人）
H29 Ｉターン移住（6→8世帯28人）
○H32 ［9世帯30人＋宿3棟］集落12軒完全再生目標

○(H21)NPO法人が、宿泊施
設の営業のほか、注連縄、黒豆
煮、田植え等のワークショップ
を実施。ノオトが、有名シェフ
を招聘し、ジビエ、地元食材を
利用した本格フレンチレストラ
ン「ひわの蔵」を開店。また、
若手農家の入植、ボランティア
による里山再生活動を開始。

NPO法人
集落丸山

【集落トラストの事業スキーム】

（古⺠家改修）

Step３（H21〜）

農家宿泊営業開始
特徴

（STEP3）

組織力の強化

Step４ （H29〜）

インバウンド集落の形成
○(H29)LLPが、今後収益が見込めるインバウ
ンド観光客獲得に向けて、多言語コールセン
ターの設置、文化体験プログラムの造成、海外
エージェントとの提携などの体制づくりを展開、
さらにＩターン向けに古民家２軒を改修し、更
なる事業の発展を望む。

●接客サービス
●施設運営
●予約受付
●顧客情報管理
●イベント企画
一般社団法人
ノオト
●ファイナンス
●建物改修
●デザイン管理
●外国人誘客
●情報発信

古民家再生事業
施設種別

施設名

事業手法

明かり
（一棟貸し）

地域運営方式

ほの穂
（一棟貸し）

地域運営方式

ひわの蔵
（フレンチR）

サブリース方式

宿泊施設

レストラン

「農泊」プロセス事例

（株）秋津野

（和歌山県田辺市）

○ 「農業の衰退が地域の衰退につながる」危機感から、地元農家・一般住民出資による直売所を開設。その後、加工施設を併
設し、みかんジュースを製品化する等、住民主体の６次産業化を推進。
○ 地域内外の幅広い住民からの出資を受け、廃校舎を活用した農家レストラン、宿泊施設、貸し農園を開設。また、訪日外国
人を含む滞在型の旅行誘客に取り組む。

（H6）地域住民が、
活力ある郷土づくり
を目指して、秋津野
塾を設立

農産物直売所を設立
○(H11)地域住民有志３１名が、
自立した農業を目指して、自己
出資を行い、小さな10坪ほど
のプレハブ直売所「きてら」を
開設。

地域の衰退
への危機感
（STEP3）

農産物加工所を設立

株式会社の設立

○(H15)新たな３２人の出資
者が、持続的な運営や付加価
値の向上のため、直売所に加
工施設を併設。（H16）更に
31名の出資で、「俺ん家
ジュース倶楽部」を立ち上げ、
ジュース工場を設置し、ミカ
ンジュースを製品化。

○(H19)秋津野塾は、体験農業の
要望が高いことから、４８９名
の地域内外からの出資を募り、
「(株)秋津野」を設立。

特徴

・宿泊施設 ２階建て７部屋（32人収容）
・農家ﾚｽﾄﾗﾝ「みかん畑」地元食材30種
・貸し農園（35区画）、みかん樹のｵｰﾅｰ制

（STEP5）

（STEP4）

Step３（H18〜）

Step2（H15〜）

Step１（H11〜）

きっかけ

（H19）秋津野塾が、
「農⼭漁村活性化プロ
ジェクト⽀援交付⾦」
を活⽤し、廃校舎を改
修し、グリーンツーリ
ズム事業を開始。

Step４（H20〜）

滞在型交流拠点オープン
（株式会社秋津野設立）

（収穫体験）

取組成果
事業展開例
（法人設立）＋インバウンド
熊野早駈道の整備
宿泊者増加数（H26：2.100人→H28：2,900人）
外国人受入増加数（H26：50人→H28：500人）
※（H21）第7回オーライ！ニッポン大賞/大賞

（トラベルマート出展）

「秋津野農家民泊の会」結成
・大人数の受入にも対応可能
なキャパシティの増加。

Step５ （H28〜）

○(H20)「(株)秋津野」が、改修
した廃校舎の敷地内に、宿泊施設、
農家レストラン、貸し農園等を
「秋津野ガルテン」として整備し、
地域住民を多数雇用。

インバウンド観光戦略
○(H2８ )(株)秋津野は、更なる発展のために、「地域限
定型旅行業務」の新規登録、世界文化遺産と世界農業遺
産をつなぐ遊歩道（熊野早駈道）の整備、多言語案内標
示版の設置、多言語PRパンフレットの主要観光地への配
布など、インバウンド需要取組を進める。
・Visit JapanトラベルMiceマート出展。

(株)秋津野が、「⾷と地
域の交流促進交付⾦」を活
⽤し、取組メニューの企画
や情報発信により、経営が
向上。

「農泊」プロセス事例 にし阿波～剣山・吉野川観光圏協議会 （徳島県美馬市、三好市、
つるぎ町及び東みよし町）
○「剣山に代表される山の資源」と「四国三郎・吉野川の資源」の恵みを育んだ農業等の暮らし、歴史文化、伝説を基に独自ブラ
ンドの確立を目指す。
○ （一社）そらの郷が観光地域づくりの中心的な役割を担って、関係４市町のそれぞれ独自の「農林業(食)」、「自然・環境」、
「歴史文化」資源を、総合的に組み合わせ農泊による体験型教育旅行やインバウンドの受入を推進。
きっかけ
きっかけ
(H19)三好市が、教育旅行の
受け入れ体制強化を図るため
に、町村合併時に、受入農家
に呼びかけ「そらの郷山里物
語協議会」を設立

Step１（H20〜）

Step２（H22〜）

観光圏協議会の設立

（一社）法人化
○(H23)「そらの郷山里物語協議
会」が、国際的な観光競争力を高め
るため、協議会全体のワンストップ
サービスの窓口となる「観光地域づ
くりプラットフォーム」（旅行商品
の企画・開発・販売や外国人観光客
誘客、体験型教育旅行受入窓口等を
行う）を担うべく、「(一社)そらの
郷」に発展改組。

○(H20)徳島県西部総合県民局が、観
光業における競争力強化のため、「そ
らの郷山里物語協議会」を中心に、地
域の観光関連団体等に呼びかけ、「に
し阿波観光圏協議会」を設立（官民26
団体が構成員）。また、「にし阿波観
光圏」が観光圏認定。

活動概要
○旅行業法の特例の活用
観光圏内限定旅行業者代理事業の登録により、滞
特徴
在型促進地区の宿泊施設で着地型旅行商品を販売
○体験型教育旅行等の受入
体験型教育旅行の受入及び農家民宿やＣＳＲ（企
業の社会的責任）研修の推進
○インバウンドの受入
外国語パンフの作成、外国語案内看板の設置、民
間構成員と一体となったＰＲ・営業活動及び宿泊を
目的とした旅行商品の造成

取組成果
○宿泊者数
(H25)173,000人 → (H28)214,000人
○訪日外国人（H19：952人）
(H25) 4,880人 → (H28) 23,681人
○体験型教育旅行受入（H22：12校、2,863泊）
(H25) 25校、3,697泊 → (H28) 27校、3,827泊
※(H29)「にし阿波の傾斜地農耕システム」が世界農業遺
産の国内候補地及び日本農業遺産に認定

Step３（H25〜）

（STEP5）

（STEP5）

事業
展開例

日本版DMO候補
法人登録
○(H25)にし阿波観光圏が、
「にし阿波～剣山・吉野川観
光圏協議会」として、広域的
に発展するために、観光圏再
認定。
○(H27) （一社）法人が、
観光地域経営の舵取り役とな
るために、日本版DMO候補
法人として登録。（地域連
携）
Step４（H 28 〜）

農業団体が協議会加入

急傾斜地での農耕

峡⾕に息づく伝統と⽂化
Step５ （H28〜）

広域的なインバウンド活動
○(H28)協議会は、「感動の共感」をテーマにした事業
範囲拡大のため、農泊関連会社をサテライトオフィスに
広域的に誘致。また、インバウンド需要の高まりから、
京阪神エリアへの取組を中心とした、インバウンド旅行
商品の開発に注力する。

○(H28)農業団体（JA美馬外
6団体）が、農業者の所得向
上のために、観光圏協議会に
加入。滞在型観光の充実に向
けて、入り込み客に地域食材
を活用した料理や、土産物を
提供できる体制を構築。

「農泊」プロセス事例 NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会 （長崎県小値賀町）
○「将来無人島になる」危機感から交流事業を開始。小値賀町が、ＮＰＯ法人を設立し、受入農家民宿数の拡大を図るとともに、
旅行業資格を取得し、島の資源を活かした観光サービスを提供。
○ 新たな客層をターゲットにした「大人の島旅」ブランドを定着させるため、株式会社を設立し古民家再生宿泊事業を開始し、雇
用促進、所得向上、持続的な観光体制の確立という好循環を目指す。

きっかけ
（H13）Iターン者の発
案から、過疎化問題解
決のため、自然と教育
の連携を中心とした取
組みを開始。

Step１（H13〜）

Step２（H18〜）

Step３（H19〜）

Step４ （H2１〜）

体験交流事業開始

協議会の設立

ＮＰＯ法人の設立

着地型旅行
商品開発・販売

○(H13)小値賀町が、地域の
活発化を図るため、本格的な
自然体験プログラムを提供す
る体験型の交流拠点として、
「ながさき島の自然学校」を
開校。

（STEP5）
活動概要
特徴
○⼟地所有者が無償で市に寄付。改修を市が
⾏い、公社が指定管理を受託。
○所有者に年に１回の帰島時無料宿泊サービ
スを提供。
○外部専⾨家による古⺠家改修の監修。
○UIターンの若者を事務局業務、古⺠家宿泊
施設運営シェフとして雇⽤

（STEP7）

（法人設立）＋高収益化
古民家レストラン・改修
売上増加（H１９:６千万円→H２８:1.0億円）
※（H20）第6回オーライ！ニッポン大賞/グランプリ

○(H21)NPO法人は、収益改善
のために、総合的観光サービス
の確立として、第3種旅行業を
取得し、個人が自由に作成でき
る、着地型旅行企画を本格的に
商品開発・販売。

Step５ （H2１〜）

株式会社の設立
事業展開例

港を望む鮑集（ほうしゅう）
取組成果

○(H19) 協議会は、観光客の
効率的な旅づくりのために、
「NPO法人おぢかアイランド
ツーリズム協会」となり、観
光情報を一つにまとめて発信。
農家民宿は、単年度で50軒
に拡大。

○(H18)町が、事業収益改善
のために「小値賀アイランド
ツーリズム協議会」を設立し、
７軒の農家が、農家宿泊を始
めた。

Step7

（H28〜）

NPOに1本化
○(H28) 「(株)小値賀観光
まちづくり公社」の管理部
門を効率化するため、
「NPO法人おぢかアイラ
ンドツーリズム協会」に統
合して、事業推進に専念で
きる現行体制へ移行する。

古民家ステイ（宿泊滞在施設）

○(H21)NPO法人は、更に発展
するために、幅広い年代に対応
した「(株) 小値賀観光まちづく
り公社」を設立し、古民家再生
レストランや、宿泊施設を整備
し、収益性を重視した事業計画
に転換。

Step６ （H2２〜）

教育旅行から島旅企画へ
○(H22)NPO法人は、効率的な収益改善
を目指し、子ども教育旅行中心の取扱から、
コンシェルジュ機能の確立された、高価格
商品「大人島旅」などの企画へ転換。

農⼭漁村活性化プロ
ジェクト⽀援交付⾦を
活⽤し、古⺠家レスト
ラン1軒、古⺠家滞在
施設2軒を整備

「農泊」プロセス事例 （一社）南島原ひまわり観光協会 （長崎県南島原市）
○平成20年、南島原ひまわり観光協会を設立し農林水産業を活かした｢体験型観光｣の取組に着手。その後、協会と南島原市、
受入農林漁家等が連携し地域ぐるみで体験型観光の受入体制を整備。
○関東、関西の学生を対象とした教育旅行の誘致に成功し、修学旅行生の簡易宿泊は年間約7,000人（H28）を超え、近年は台
湾等からのツアー客を中心に、インバウンド需要が増加。
きっかけ
きっかけ
（H18年）観光地づくり
実施計画策定委員会が、地
域再生の手段として、農林
水産業を活かした体験型観
光への取組を開始。

活動概要
○宿泊する家庭の家業体験を行うこと
をルール化し、受入農家ごとに異な
る体験を実践。
○農家民宿の取組に当たり協会が消防
署や保健所への申請手続きを支援す
るとともに、南島原市も農林漁家の
トイレや調理場等の改修費用を補助。

取組成果

Step１（H２０〜）

Step２（H２４〜）

体験型観光開始

（一社）法人の設立
○(H24)観光連盟が、自立した
運営を目指し、（一社）南島原
ひまわり観光協会を設立。また、
体験型観光の需要拡大に伴い、
農林漁家の受入体制を強化し、
宿泊利用客が増加。

○(H20)観光連盟が、地域再生の
ために、都市部から修学旅行生
を誘致し、体験型の宿泊を増や
し、(H21)県のグリーン・ツー
リズム推進地域の認定を受け、
６軒の農林漁家が農林漁家宿泊
の営業を開始。

事業展開例

（STEP3）

特徴

南島原市から観光協会
へ組織⼒強化のため、
市職員の協会派遣など
の⼈的⽀援が⾏われる。

（STEP1）

（修学旅行生との離村式）

売上増加（H21：22万円→H28：1.08億円）
雇用人数増加（H21:３人→H28:９人）
インバウンド増加（H28延べ4万人が農家宿泊）
※（H28）第14回オーライ！ニッポン大賞/大賞

海外旅行客の受入へ
○(H24)(一社)が、都市農村共
生・対流総合対策交付金の活用
により、観光客ターゲットは、
国内都市部の学生から、(H26)
マレーシア、 (H27)中国の修
学旅行生へと事業範囲を拡大。

（STEP5）

Step４（H２５～）

（台湾からのツアー客）

（法人設立・インバウンド）＋雇用人数・連携G誕生

Step３（H２４〜）

（農家体験宿泊）
Step５ （H２５〜）

広がる農家宿泊の”輪”
南島原ひまわり村の誕生
○(H25)農林漁家が、持続性の高いビジネスを目指し、地域資源の
見直し（女性を中心とした料理教室における新レシピの考案、情報
共有、新メニュー創出）を行った結果、地域の一体化が進み、
(H27)受入農林漁家が164軒に拡大。

着地型旅行商品

●第３種旅行業を取得
の開発・販売

(H25 )(一社)が、雇用促進と交
流人口拡大を目指し、インバウ
ンド需要の高い台湾客をター
ゲットにした、「豪情九州」を
企画。また、海外からの旅行客
は、わずか4年で、当初計画の
8倍強となる1400名を受け入
れ。

