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○ 「農泊」とは、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」。
○ 「農泊」の狙いは、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
すること。
○ 農林⽔産省としては、都市と農⼭漁村の交流⼈⼝の増加を通じた農⼭漁村の活性化と所得向上を図るため、
関係者が⼀丸となって農泊をビジネスとして取り組む地域に対し、農⼭漁村振興交付⾦により⽀援。

① 直売所のみだと...
滞在時間︓短 →「通過型観光」
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【農泊の情報プラットフォームの意義】
〇直⾯している課題
・ 地域に裨益する「農泊」を推進するための⼿法の⼀つとして、旅⾏事業者による旅⾏商品化が重要である。

⼀⽅で旅⾏商品化が進んでいない状況であり、その原因としては、農泊コンテンツ情報が散在していることや旅⾏事業者と
農泊地域間のスムーズな連絡⼿段がないことが考えられる。
これが、旅⾏事業者にとって、旅⾏商品化のための情報収集や商談を困難にし、
また、農泊地域側にとっても、旅⾏事業者に対する情報提供や、よりよいコンテンツ提供のための他地域との⽐較を困難に
しているのではないか。

〇「農泊の情報プラットフォーム」の構築により期待される効果
・ 農泊地域の最新コンテンツ情報を⼀覧として整理し、農泊地域と旅⾏事業者、農泊地域同⼠の対話・情報交換が図られ

る仕組みの構築により、農泊地域と旅⾏事業者の希望に沿った旅⾏商品化が促進されること。
➣宿泊、⾷事、体験の地域全体の「農泊コンテンツ」を旅⾏商品化することで、

①より多くの地域のコンテンツを提供することで滞在中の更なる消費が促されるとともに、
②旅⾏先の地域の魅⼒が可視化されることによる更なる集客
が期待され、地域の利益が最⼤化されることが⾒込まれる。

これらを踏まえ、「農泊の情報プラットフォーム」に取組むことにより、更なる「農泊」の推進を図っていく。
※モデル構築の過程で、農泊地域側の意⾒を確認の上、情報の登録・交換を⾏う価値（メリット、インセンティブ）を検証。

「農泊の情報プラットフォーム」の推進により期待出来る点（イメージ）

令和４年度研究会のまとめ（農泊の情報プラットフォーム）

農泊の情報プラットフォーム
農泊地域
協議会

旅
⾏
事
業
者

タイムリーな
情報登録・更新

旅⾏事業者からの
問い合わせ情報

随時の情報提供

情報⼊⼿をより容易に、
旅⾏商品化の容易さも向上

問い合わせ、予約

旅⾏商品の提供

⼀
般
旅
⾏
者
・
団
体他地域の情報

２



令和４年度研究会のまとめ（農泊の情報プラットフォーム）
【今後の進め⽅】

【プラットフォーム構築の整備⽅針】
○農泊地域と旅⾏事業者相互（BtoB）向けから、整備を進める。
○農泊地域から⼀般旅⾏者（BtoC)向けは、既存OTAの活⽤、BtoBとBtoCの情報連携を含め、

検討を進める。

【全体の仕組み】
○旅⾏事業者、農泊地域のそれぞれがプラットフォームを通じて情報を登録し、農泊地域と旅⾏事業者、

農泊地域同⼠の対話・情報交換ができる仕組みを検討する。

【旅⾏事業者にとって必要な仕組み】
○旅⾏商品造成のために必要な情報（衛⽣⾯や安全⾯を含む）が随時、閲覧できる仕組みを検討する。

【農泊地域にとって必要な仕組み】
○農泊地域側が情報を適時に⼊⼒、更新できる仕組みを検討する。

【その他】
○登録する農泊地域の近隣にある国⽴公園、⽂化財など関連するコンテンツとの連動を⽬指す。

３



令和４年度研究会のまとめ（農泊の情報プラットフォーム）

【運営】

（運営に係る委員の意⾒）
・プラットフォームは情報のインフラ整備であり、⽴ち上げに対する国の⽀援が必要。
・プラットフォームが有益になるためには、運営する者が誰であるかが重要。
・純粋な⺠間事業者より、公共性のある者による運営が望ましいが、運営のスキルや経験値が必要。
・メンテナンスや費⽤負担は今後、運営する者で議論する内容。
・（農泊の情報プラットフォームに参加する会員からの会費による運営について）

→ 会員からの会費による運営とする場合は、会費に⾒合う価値が求められる。
・（農泊の情報プラットフォームを利⽤して造成した旅⾏商品の売上⾦の⼀部による運営について）

→ 旅⾏事業者としては、旅⾏商品の売上からの⼀律負担⾦による運営は難しい。

○委員の意⾒を踏まえるとともに、類似の事例も参考にして、農泊の情報プラットフォームの「運営に係る
体制」等について、関係者間で調整していく。

４



令和４年度研究会のまとめ（農泊の情報プラットフォーム）
（類似の⼀事例︓観光予報プラットフォーム）

（１）システム構築から運営までの流れ
①国（経済産業省）の事業によりシステムを構築、実証実験運⽤（構築年度のみ）
②事業受注者を含む関係事業者・団体により当該プラットフォームの「推進協議会」を設置し、運営開始

※構築したシステムの知的財産権を事業受注者に帰属
③推進協議会にて事業内容・運営⽅法を取り決め、構成員の負担⾦、有料会員の会費等により⾃⾛した運営を継続

（２）観光予報プラットフォームの概要
⽬ 的︓観光振興等に取り組む地⽅⾃治体、地域の観光協会や観光関連事業者及びその他の関係者に対して、観光

事業に有⽤なマーケティング・データを提供し、その利⽤に供することにより、観光地域における戦略的な取組を⽀援。
特 ⾊︓⽇本版DMO形成、観光地域づくりに資するマーケティングツール

①旅⾏会社等が提供する宿泊予約・実績データから、国内外の宿泊客の属性・動向の把握分析、宿泊予測
②宿泊者の居住国、居住都道府県、年齢層、宿泊単価、滞在⽇数、⾷事条件、宿泊先等の把握・分析
③観光情報はWebサイト「全国観るなび（全国観光情報データベース）」と連携

⾏・祭事情報と宿泊動向データとの紐づけを⾏っている。
構成員︓（公社）⽇本観光振興協会（事務局）、

（株）JTB、（株）百戦錬磨、（株）オープントーン、
KNT-CTホールディングス（株）、（株）⽇本旅⾏、

（株）ブログウォッチャー、三井住友カード（株）
運 営︓平成28年４⽉〜
会 員︓約１万５千⼈
U R L : https://kankouyohou.com/

５



〇旅⾏商品造成のために宿泊、⾷事、体験等、旅⾏事業者が必要とする情報が何かヒアリングを実施。
農泊地域からも情報⼊⼒の作業所感等を確認し、その上で最低限必要とする⼊⼒項⽬・内容を検証。 ６

【参考】BtoB向け情報（旅⾏商品造成に必要な情報）のイメージ

備考欄

キャンセルポリシー 催⾏⽇前⽇︓代⾦の50%
催⾏⽇当⽇︓代⾦の100%

交通案内 ●●駅から⾞で10分

あり

申し込み締切⽇ 催⾏⽇より起算して 2 ⽇前の

⾷事関連情報 飲⾷提供 あり アレルギー対応 あり ベジタリアン対応

15:00 ⼊⼒例）催⾏⽇より起算して2⽇前の15:00
※24時間表記にてご記⼊をお願いいたします。

チェックアウト最終時間 10:00

ベストシーズン 通年 定休⽇ なし

室数 4 部屋 チェックイン開始時間 15:00

＜宿泊施設のベーシックな情報＞

marumarusou@gmail.com連絡先 Tel 088-8989-8989 Fax 088-8989-8999 E-mail

住所 ○○県▲▲村8989

団体名 ●●農⼭漁村体験推進協議会 担当者名 農泊　太郎

＜お問い合わせ・予約先情報＞
フリガナ マルマルノウサンギョソンタイケンキョウギカイ フリガナ ノウハク　タロウ

宿泊施設の
概要・魅⼒

アピールポイント

築100年以上の歴史を持つ⽇本家屋をリノベーションした古⺠家ホテルです。お⾷事は地元産の採れたて野菜やジビエ料理を味わえます。オプション体験として餅つき体験やうどん作
り体験もご⽤意。Wi-Fiも完備しているため、企業向けのワーケーションとして⼀棟貸も可能です。

宿泊施設名 古⺠家ホテル　●●荘

https://marumarusou.com

＜宿泊プランの概要＞

商品分類 GROUP・FIT（団体・個⼈両⽅）

都道府県 ○○県

コンテンツ
カテゴリー 宿泊プラン

写真１
（施設外観等）

写真２
（内観等）

市町村 ▲▲村

HP URL

※イメージであり、⼊⼒項⽬・内容は今後変更となる可能性があります。



アルベルゴ・ディフーゾ(AD)、オスピタリタ・ディフーザ(OD) について（前回の振返り）

アルベルゴ・ディフーゾ(AD) オスピタリタ・ディフーザ(OD)

コンセプト

・イタリアで少⼦⾼齢化による過疎対策、特に「空き家問
題」を観光産業で解決しようという取組を指し、集落内の
空き家等をホテルとして再⽣し、レセプション機能を持つ中
核拠点を中⼼に、宿泊施設やレストラン等を⽔平的ネッ
トワーク化（⼀体化）するというものであり、⽇本語では
「地域まるごとホテル」と⾔われる事もある。

・直訳すると「分散されるおもてなし」。
基本的仕組はADと同様だが、ADはレセプションから半
径200m以内に施設が集約されるのに対し、ODは、よ
り広域（概ね半径1km）に渡り分散される、広範囲で
あるが地域が⼀体となり、統⼀的で連続的なコンセプト
でサービスを共有し、旅⾏者へ価値提供を⾏う。

経営形態

・ひとつの事業者が、⼀括して経営・管理していること。

・地域や地域⽂化と⼀体化した経営（年間を通して営
業することが必要）。
・以前から⼈が暮らしてきた村や町に存在している既存の
建物を再利⽤。

・宿泊やその他のサービスを提供する複数の事業者が、
ひとつの組織として連携し、経営理念が統⼀されたネット
ワークで運営されること。
・地域に根ざした伝統と本物を意識した経営とサービス。

・現存する家屋などを宿泊施設に改修しネットワークで
繋ぎ、既成の伝統的環境を残しながら、地域⽂化の再
⽣と発展を⽬的としたサービスの分散化と分業化（泊
⾷分離等）でシステムを構築。

エリア

・レセプションのある⺟屋と別棟との距離は200m以内を
⽬安とする。
・建物間は宿泊客の移動が負担にならない距離にあるこ
と。

・⺟屋と別棟との距離も1km以内であれば対象となる。

・客室が、住⺠が⽣活する集落内にあるか、周辺に位
置すること。

施設 ・飲⾷サービスを伴う⾷事処、レセプション、共同スペース、
喫茶やバーコーナーなどの施設が設けられていること。

・三つ星ホテル相当の設備、サービス、インフォメーション、
⾷事、娯楽等を備えること。

※アルベルゴ・ディフーゾ インターナショナル 極東⽀部HPをもとに農⽔省が作成。主な要件を抜粋。その他、条件・要件あり。 ７



アグリツーリズモ（2006年法） 農泊
制度根拠 アグリツーリズモ法及び州法等 農⼭漁村振興交付⾦交付等要綱等

⽬的

共和国は、次の各号に掲げる⽬的のために、（中略）
⽥園地域にふさわしい形態の観光を促進することによっ
て、農業を援助する。（※以下、抜粋・要約して記載）
a)各地の固有の資源の保護と活⽤
b)農村地域における⼈的活動の維持を⽀援
c)農業所得の多様化を⽀援
d)経営所得の増⼤及び⽣活の質の改善を通して、

環境の保全に対する取組を⽀援
e)農村の建築遺産を修復し、かつ、景観の独⾃性を

保護
f)地域の特産物及びそれらと結びついた郷⼟料理・

ワインの伝統を⽀援・助成
g)農村⽂化及び⾷育を促進
h)農業及び林業の発展

「農泊」とは、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」。

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すること。

実施主体
農業経営者（会社の形態等を含む）

※農業経営の⽐重が相対的に⾼くなる

農林⽔産業に関わる者を含む地域協議会、農業協同
組合、NPO 等

宿泊 既存施設の利⽤
但し、宿泊を伴わない滞在も認める

古⺠家等の地域の既存施設の利⽤、宿泊施設の新設
宿泊の提供は必須

⾷事 その農場の農業⽣産物等の使⽤（提供）は必要 地元⾷材の使⽤といった定めはない
⾷事の提供は必須

体験 宿泊を提供せず、レクリエーション、⽂化活動等のみの
提供も可能 体験交流プログラムの提供は必須

イタリアにおけるアグリツーリズモと農泊の⽐較 について

※イタリアのアグリツーリズモ法（2006年法）をもとに農⽔省が作成。
※主な要件を抜粋。その他要件あり。 ８



令和４年度研究会のまとめ（アルベルゴ・ディフーゾ、物販）

○アルベルゴディフーゾ（AD）やオスピタリタ・ディフーザ（OD）のような地域全体としての取組について、以下の点が期待でき
る。

・街全体で取り組むことで、受⼊れ側の負担の分散化（泊⾷分離等）、担い⼿不⾜の解消や円滑な事業承継が期待でき
ること。

・古⺠家再⽣など地域の遊休資産を利活⽤できる可能性があること。
・インバウンド向けとして、 AD、ODは分かりやすいアイコンとなること。

○また、アグリツーリズモについて農業者に裨益する取組としての観点から指摘があった。

【今後の進め⽅】
研究会の議論を踏まえ、地域全体としての取組について農⽔省として引き続き検討していく。

○物販について、以下の点が期待できる。

・コロナ禍のように観光客が減少しても、⼀定の収⼊源として期待されること。
・旅マエ、旅アトにおいて地域に着⽬するきっかけとなり、訪問・再来のきっかけとなること。
・旅ナカの価値を上げるコンテンツとなること。
・農泊のビジネスの取組を広げる可能性があること。

【今後の進め⽅】
研究会の議論を踏まえ、農泊地域への物販の意義、取組事例の周知・紹介や、商品開発等の⽀援を推進していく。

遠野地域における
物販の商品例

９
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