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多様な地域資源の更なる活用に関する農泊推進研究会 

（令和４年度第３回（R4.9.30）） 各委員等の主なコメント 

 

 

【柳原委員】 

○各省庁が郷土料理、食材、発酵文化など日本の食文化を丁寧に掘り起こしされてお

り、このこと自体が生産者や食文化に関わる人にとって非常に勇気づけられる。 

○外国人が知らない食の魅力が多くある。食は、決してオンラインでは満足できず、

実際に食べることで満足できるコンテンツ。アフターコロナに近づきつつある今、

農泊ならではの「食の魅力」発信が大切。 

○「食の魅力」発信の方法として、プラットフォームやガイドブックがあるが、この

プラットフォームの内容としては「宿泊」がメインに見えるので、「地域の食」も整

理して加え、検索できるようにするとプラットフォームの違った発展に繋がる。 

○アルベルゴ・ディフーゾ、オスピタリタ・ディフーザは、これからの地方の発展に

つながる一つの方法となると考える。日本らしいやり方で進めてもらいたい。 

○食の点で、山奥の料理屋でマグロの刺身が出てくるのは、昔は都会で食べられてい 

るものが贅沢との考えで提供されており、これからは地元の食材を食べたい方が多 

くなると思われる。料理人や生産者自体がこういった考えを持てるように、きっか 

けを作る講習会なり専門家の派遣事業を地元から要望を上げたり、国として発信し 

ていく必要がある。 

○今までは生産者や料理人は本業のみしっかりとしていれば良いという思いが強く、 

自分たちの活動を大きくアピールをしてこなかった。ＳＮＳ時代になり、自分たち 

の行っていることを一般の方にも分かりやすい形でアピールし、自分たちの産業を 

盛り立てようという生産者が増えてきている。そのサポート体制を整えることで、 

農泊の発展にもつながる。 

○「農泊」という言葉に「宿泊」のイメージがある。食文化なり観光コンテンツを含 

めた名前にできないか。 

 

【上山委員】（途中退席のため、皆川座長よりコメントを読み上げ） 

○農泊推進研究会は有識者、関係省庁で、充実した議論が出来たと思う一方、更に回 

数を重ねることで、より具体的な議論と結論が作れると考える。今後も、引き続き 

の開催をお願いする。 

○プラットフォームに関して、事例として示された観光予報プラットフォームも、日 

本観光振興協会内にあることで公共性を担保されており、同様に全国、全世界の旅 

行会社、全ての農泊実践者が参加できる、開かれたプラットフォームであるべき。 

○アルベルゴ・ディフーゾ、アグリツーリズモに関しては、是非、イタリアの先進事 

例を農泊関係者の皆で実感して頂く機会を作って頂きたい。 
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○インバウンド再開も目の前であり、地域活性化の大チャンス。地域課題解決のゲー 

トウェイである農泊をインバウンドの流れに乗せて、日本の地域を、農泊の力で世 

界に発信してもらいたい。 

 

【杉野委員】 

○例示していただいた観光予報プラットフォームは、参加者から集めたデータを使っ

て集客予想をするもの。有料会員は 40 組織、７万円/月で、まだまだ有料会員を増

やしていく必要はある。一方で、上山委員のコメントにもあったが、公共性を担保

しつつ、民間会社が自らのビジネスとして使用する際にお金を支払う両面を持った

システムであり、農泊のプラットフォームにも参考になると考える。 

○ツーリズム EXPO について 12 万人が来客。今後、インバウンドが復活してくるにあ

たり、いわゆるマスツーリズムからテーマツーリズムへの転換が必要。ツーリズム

EXPO では酒蔵ツーリズムのブースが盛況であった。そういった意味で、農泊も新

しい切り口となると期待。 

○柳原委員から「農泊」というのは宿泊のイメージが先行との話もあったがその意見 

には賛同する。農業体験と一口に言っても果実狩りなど日帰り旅行などもある。旅 

行プログラムとして泊まることが必須となる体験コンテンツがあっての宿泊とい 

う流れとなる。目指すところは滞在型なのは良いが、まずは体験コンテンツの充実 

が必要と考える。 

 

【高井委員】 

○プラットフォーム構築については当初より JATA からも提案していたところ。業界

としても協力し、農泊事業者、旅行会社が使いやすいシステムになるよう今後も協

力したい。 

○ツーリズム EXPO において行われた商談会において 6 千件のやりとりがあった。こ

れは、過去最高の数であり、地域、旅行事業者ともに全国旅行支援の話もでている

なか、旅行の機運が上昇しているもの。その流れの中で、JATA としても農泊を再度

クローズアップし取組を強化していきたい。 

○インバウンドに選ばれるためには SDGｓがキーワード。商談会で、地域から SDGs、

カーボン・オフセットの取組についても提案があった。農泊においてもそのような

キーワードも盛りこんで強調すべき。 

 

【中村委員】 

○ツーリズム EXPO に当社も参加したところ、BtoB、BtoC ともに様々な商談がある中 

で、両方を見た印象として、更なる観光コンテンツの高付加価値化が求められてい 

ると感じる。旅行会社のブース発表の仕方や旅行商品の提案の仕方など、通常の観 

光旅行からとんがったテーマの発信に変わってきている。そういった中で、農泊と 

いうテーマを今後どう伸ばしていくかが重要。 
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○前回研究会を行った遠野においても食や文化、歴史が地域に深みをもたらしている。 

他県をまたがずに、地域に長期滞在、連泊してもらう農泊は、アフターコロナ、ウ 

ィズコロナの旅行需要にマッチする。長期滞在してもらうためにはコンテンツの充 

実が必要であり、我々の業界としても協力していきたい。 

○旅行事業者としては、コロナで社員が外に出ていかれず、情報を取りづらい状況で 

あるため、業界としてはプラットフォーム構築は重要と考える。各種 OTA が台頭し 

ている中で、様々な宿泊施設が選べるような状況であり、農泊施設もその中に入る 

が、宿泊が目的ではなく、それ以外に農泊地域の良さをアピール出来るサイトがあ 

ると良い。また、コンテンツ施策など各省やられていると思うが、そこでしか出来 

ない体験コンテンツなどの発信も非常に重要と考える。プラットフォームからの発 

信や、リアルでの発信も合わせて行う必要があると感じており、リアル、デジタル 

重ねて行うと、旅行会社も個人向けの企画などが充実出来るのではないか。 

 

【中山委員】 

○ツーリズム EXPO に ANTA も参加していた。ANTA のブースの２つ隣であった農泊は 

盛況であり、旅行者や観光業界の関係者の関心の高さが伺えた。一方、当協会の会 

員5,200社に、経営の実態調査を行い、その一つとしてテーマ別観光の設問を設け、 

農泊に関する取り扱いについて確認した結果（回答率 4割）、農泊の取り扱いは 20 

社くらいであり、会員の中でも農泊の取組は少ない状況。現時点で、国内旅行はコ 

ロナ前から半分程度の回復であるため、農泊の取組はまだ伸び代があり、プラット 

フォームの構築、インフラの整備で回復の余地がある。 

○目下、本研究会の課題となっているプラットフォームと物販に関連して、当協会の 

関連会社の紹介となるが、（株）全旅において、着地型旅行と特産品を販売する 

ショッピングサイト（https://www.zenryo.co.jp/goorby-entry/）をこの秋から開

始するので、農泊でもプラットフォームの一つとして積極的にご活用、または周知

して頂き、盛り上げてもらいたい。 

 

【平野委員】 

○10/11 よりインバウンドの個人旅行が解禁となる。 

プラットフォームにおいて、BtoB 向けの整備とあるが、インバウンド向けに多言語 

対応、カード決済、ムスリム対応、特に農泊が食について柔軟な対応ができること 

が強みならば、食に関する発信も必要。 

○高井委員のご指摘のとおり、観光においても SDGs 等はトレンドであり、農泊も地 

産地消や食文化などサステナブルツーリズムのテーマにも親和性がある。一方で、 

海外旅行会社等の FAM トリップ参加者の方からの意見では、日本のプラスチックな 

どの過剰包装や、おもてなしとして多くの食事を提供し、余らせてしまうことは、 

かえって外国の方に悪いイメージに繋がることもある。サステナブルな農泊とはど 

のようなものかを勉強する場として研修会などを開催することも方策の一つ。 
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○農泊の情報発信の強化についてもテーマとしているが、海外からの誘客に際しては 

個別の施設の口コミが非常に情報として重い。SNS での発信や、旅行の口コミサイ

トに情報があることで、初めての方も安心して旅行予約することができる。 

そういった情報発信についても検討の余地があるのではないか。 

○コロナ禍の間、比較的言語的障壁のない在留外国人の誘客に積極的に取り組んだ施 

設が、訪れた外国人の方々によって SNS や口コミで発信され、海外の人々の関心を 

集めている例がある。農泊は教育旅行のイメージの払拭とあるが、修学旅行も一つ 

の売り込み方なので、国内の外国人学校のエクスカーションを取り込む等、様々な 

パターンで伸び代があるのではないか。 

○長期滞在には、滞在を通じて満足感の得られる体験コンテンツなどが必要であり、 

日帰り客を宿泊に結び付けるにも宿泊せざるを得ないようなコンテンツが重要と 

なるのではないか。蛍を見るようなことでも夜に楽しめることが大事であり、個別 

施設における取組だけでなく地域として情報を発信できると良いのではないか。 

 

【藤井委員】 

○令和 3年度末で 600 地域ほどの農泊地域の支援をされたと説明があったが、コロナ 

によって非常に厳しい状況となっているので、急ぎ支援してほしい。課題は地元の

モチベーション向上のための勉強会・視察、販促、事務局人件費。 

○資料の中でアグリツーリズムと農泊の比較資料があるが、資料に追加してもらいた 

いのがターゲットの項目。アグリツーリズムのターゲットは個人旅行である。農泊 

の農家民宿が主にターゲットとしているのは教育旅行である。 

○大田原の飯塚邸の例となるが（R4.9 時点）、インバウンドの規制が高く、まだまだ

回復していない中で、SNS で 40 万人程のフォロワーがある方を含むアメリカの団

体が、平日に貸し切り状態で３泊４日の予約をしてくれた。移動手段もわざわざ成

田から車で来てくれており、インバウンド対応として二次交通が重要と言われてい

るが、農泊地域に長期滞在をして経済効果を生むためには外国人の方に車で来ても

らうことが非常に重要と考え、飯塚邸を実証実験的に作った経緯もあり、実績も出

せた。実際にできると考える。農泊について一つ根本的な問題となるのが、教育旅

行のみならず、いかにアグリツーリズモのような個人旅行にシフトしていくかとい

う点であり、そのあたりを国が支援すべきと提案する。 

○プラットフォームについて、色々と意見を言わせていただいたが、改めて案を考え

てみたが、農泊地域のＤＸ化は作業負担を減らすという意味で効率化させていくも

のと考えている。現在、各地域で起きている作業負担としては、アウター（地域外）

よりもインナー（地域内）へのやり取りである。 

具体的には、農泊地域の中間支援法人が農家に対して行うやり取りや、その他の調

整がシステムで出来ると良いのではないかと考えている。これは全国の大小様々な

地域で役立つものと考えている。 
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○アグリツーズモの現地視察について賛成。イタリアの事例に詳しい方を知っている

ので、勉強会を行う場合はその方を紹介することも出来る。 

○ガイドブックについて楽しみにしている。「農泊」というワードが使われているが、 

今後のブランディングが非常に大切と考える。過去においては「ルーラルツーリズ 

ム」や「グリーンツーリズム」などもあったが、言葉が変わると残らないため、 

「Nohaku」でもよいので、ガイドブックのタイトル含め、将来も含めどのような生

でブランディングしていくかを決めて、将来に渡って名前を変更しないことが大事。 

○省庁連携について、観光庁の歴史まちづくり事業など、ソフト・ハード含め、補助 

実績のリストを各省間での情報共有など、連携を深めて頂きたい。 

 

【矢ヶ崎委員】 

○2年間の研究会の内容について、良く整理頂いている。今後は実施に移行して、成 

果を出す段階になると思うため、実施にあたり何が必要かブレイクダウンして、そ 

のブレイクダウンしたものを基に分野毎に専門家を交えて、実施までの道筋を整え 

ていくことに着手していくべき段階。 

○実施にあたっては、各省庁で連携して進めてもらいたい。具体的にはアドベンチャ 

ーツーリズムがあるが、文化的なことで文化庁など、各省庁の力を結集した形で進 

めていき、大きなうねりを作る中に農泊が核の一つとして位置づけられ、花が開く 

というのが良い。特にインバウンド対応としてアドベンチャーツーリズムは大きな 

トレンドであり、その中で、農泊がしっかりポジショニングしてもらうことが大事。 

○地域全体としての取組も検討を進めていくべきであるが、地域にある観光協会・DMO 

とよく連携してほしい。その際、アルベルゴ・ディフーゾの考え方を用いること自 

体は賛成であるが、農村と関係なく地方都市の中で分散型の宿泊をしている事例も 

あるので、それとどう違うのか日本人に分かりやすく整理することも必要。 

○農泊は、SDGs の実践の場として優れている。 

地域が SDGs のどの項目に貢献できるかについて、各地域に自ら考えて整理して頂 

くことが大切。 

○ガイドブックについて来年 2月発刊と聞いているが、是非とも遅延せずに発刊をお 

願いしたい。その時期であれば学生の卒業旅行シーズンにも間に合う。事前 PR も 

お願いしたい。 

○農村地域に行って何が体験出来るかを検討していくことは重要。一方で、せわしな 

く行動をするのではなく、ゆったりとすごしたい人もいるため、ゆったりできる体 

験とのんびりできる宿があることが初心者向けには大事。宿泊場所の快適性、清潔 

さが、どれほど担保できるかが大切。 

○柳原委員からも八幡平に行ったと話はあったが、自分も出かけた。午前中に温室で 

摘み取ったハーブを、地元レストランのシェフがジェノベーゼに調理してくれて、 

ランチとして食べるという経験をした。体験コンテンツが重要ではあるが各地で横 

並びにならないよう、地域独自のものができるように工夫をして欲しい。 
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○省庁連携については、農泊であれば、農水省が中心となって、関係省庁と調整しな 

がら行動計画を作り、それを公表して民間や地域を巻き込むことにも配慮しながら

進めてもらいたい。 

 

【皆川座長】 

○いよいよインバウンドに向けた動きが始まるが、前回の轍を踏んではいけない。 

ある一定のルートに集中するオーバーツーリズムの課題もそうであるが、地域が経

済循環としては実感出来ていなかったのではないか。キャパシティーと合わせて、

行き先の多様性という意味での農泊は重要であるため、各省と連携し、そのあたり

を意識して取り組んでもらいたい。 

○ガイドブックなどの情報発信は、国内も重要であるが、同時にインバウンド対応と

して、海外に向けた情報提供も積極的に行ってもらいたい。 

○プラットフォームについて、まずは BtoB 向けに構築を図るということにしている 

が、オールジャパンで使用でき、関係者全員で参画できる形で進めていただきたい。 

○イタリアの視察についてはアグリツーズモやアルベルゴ・ディフーゾなど、研究会 

に参加頂いた委員と一緒に視察できるよう考えてほしい。単に 1回視察に行ったと 

いうだけにならないように、事前の研修なども踏まえて準備して、効率的に回るな 

どの方法で、是非お願いしたい。 

 

【農水省 農泊推進室 米田室長】 

○上山委員からの研究会継続について意見もあったが、我々としても非常に有意義と 

考えており、今後何らかの場は設けたいと考える。 

○プラットフォームの登載項目については、インバウンド向け、食の関係情報など関

係者と相談を行いながら今後検討したいと考えている。 

○ツーリズム EXPO について盛況だったこともあり、プロモーションについても今後 

も力をいれていきたいので引き続きご協力をお願いしたい。 

○各省連携の取り組みについては昨年度から行っているところ。行動計画の策定まで 

はできていないが引き続き連携していきたい。何らかの方向が出たら追って報告し 

たい。 

 

【観光庁 文化・歴史資源活用推進室 遠藤室長】 

○タイムスケジュールとしてのターゲティングが重要。これまでは、オリパラがあ 

ったが、今後の日本で開催される国際的イベントとして 2025 年の万博や世界陸上 

があるので、これに向けて、何ができるか集中的に考えていく必要がある。 

また、マネタイズについて、アクションプランを考える際に非常に重要である。 

○高付加価値化は、地域に裨益して還元できる仕組みであることが重要。 

○アート、スポーツ、文化財等の各分野と農泊、食との関わりをよく考えて、地域に 

ある様々なものを融合し、検討していく必要があると考える。これらの取組を応援 

できる支援を行っていきたい。 
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【文化庁 参事官（食文化担当） 野添参事官】 

○省庁連携として、具体的なアウトプットであるプラットフォームに食のコンテンツ 

関係も取り込んでいくべき。具体的には、文化庁の食の文化財、地域の 100 年フー 

ド等のコンテンツ、更には日本遺産、観光庁との連携により創出する地域の食の看 

板商品、農水省の SAVOR JAPAN 等の取組である食文化について、どう取り込んでい      

けるか検討すべき。 

○食文化で言えば酒造りなどのストーリーなど、相手に応じた伝え方が大切と感じて 

いる。様々試行錯誤しながらになるが、情報発信含め農泊の取組にどのように寄与 

できるか考えていきたい。 

 

【環境省 国立公園利用推進室 岡野室長】 

○各省庁との連携の中で、ツアー造成など出来ればと考えているが、一定の地域のま 

とまりの中で、様々な施設、体験が誰向け（教育旅行、個人旅行、団体旅行、イン 

バウンド）のものか分かるように仕分けることが非常に重要。食についても同様と 

考えており、お店で日常的に味わえるものなのか、時期や場所が限定的なものなの 

か分かるようにして、それらをターゲット別に組み合わせできるようにすることが 

大切。これらを組み合わせるランドオペレーターの人々が地域に必要と考える。 

 

＜まとめ＞ 

【皆川座長】 

○プラットフォームは、多くの関係者が参画できるようにするとともに、食やインバ

ウンド関係の情報、国立公園や文化財など関係省庁の情報等をできるだけ多く掲載

してほしい。 

○アルベルゴ・ディフーゾやアグリツーリズモの取組を調査・研究するために研究会

委員等とイタリアに現地調査する機会を農林水産省が主体となって設けてほしい。 

○農泊の魅力を伝えるものとして、ガイドブックに期待。内容の一部でも海外向けに

発信してほしい。 

○地域で農泊が持続的に取り組まれるよう関係省庁が一丸となって取り組んでほし 

い。 

○これまでの委員からの提言について具体化していってほしい。 

○本研究会を何らかの形で継続できるようにしてほしい。 

 

 

以 上 


