
（別紙３）重点指導様式（指導結果）

令和２年４月17日作成

都道府県名

市町村名

神奈川県

相模原市
　
１． 評価委員会での評価コメント、目標達成に向けた指導・助言等

２． 低調と評価された要因

３． 目標達成に向けた方策

４． 改善状況

　事業実績において、目標値の交流人口70人に対し25人であったこと。また、売上高は、目標値の７万円に対し２万５千円であったこと。

　津久井都市農村交流協議会は、金原地区を含む串川地域全体の活性化を検討している串川地域小さな拠点活用検討協議会内に平成３１年度に新
設された農業部会に組織を移行し、活動を継続しています。
当協議会が加わった串川地域小さな拠点活用検討協議会は、首都圏中央連絡自動車道相模原インターチェンジに近接する金原地区へのバスターミナ
ルや農産物直売所、観光案内所等の新たな拠点形成に向けた取組を推進しており、特に農業関連施策としては農産物直売所・加工所、農家レストラ
ン、観光農園の設置などのハード事業を検討しています。
当協議会は、これらの施設の建設を前提に、具体化に向けた活動として、津久井地域の地域活性化を図るため、都市住民との交流や協働活動の実践、
魅力ある地域農産物や加工品を安定的に供給するための検討を進めてまいりましたが、約３年を経過し、直売所等のハード整備とソフト整備の一体的な
検討の必要性があること、検討に当たっては農業者だけでなく、商業者や観光事業者などの幅広い観点から検討する必要があることなどから、串川地域
小さな拠点活用検討協議会に組織を引継ぎ、検討体制の強化を図っていくこととしたものです。
串川地域小さな拠点活用検討協議会では、全体会、交通部会に加えて新設した農業部会におきまして、津久井都市農村交流協議会の「ふらっとまるっ
と津久井特産祭」等で実施した２年間の来場者アンケートや民間事業者に対する「サウンディング型市場調査」による外部からの意見聴取の実施や商品
開発等の成果を生かし、地域外との交流の拡大、地場産農作物の開発・育成等について、農産物直売所建設の方向性や持続可能な運営に向けた津
久井地域独自の農産物のブランド化等の議論も尊重し、検討を進めているところでございます。

事業採択
年度

取組概要（ソフト対策） 取組概要（ハード対策）

農山漁村振興交付金（都市農村共生・対流及び地域活性化対策）　重点指導結果

事業実施主体名：津久井都市農村交流協議会

上記のとおり検討をしていることから、引き続き指導に当たる必要がある。

平成30年度 地域資源活用対策（農山漁村の地域提案型活動）

　計画された取組が十分に実施され、事業実施体制がおおむね整備されているが、ソフト事業のすべての指標で目標が達成されておらず交流人口、売
上額が低調であるため、重点指導の対象となる。
・　事業費を確保し、交流人口、売上げを目標達成となるようにすること。
・　目標を達成に向けて、都市農村交流を促進し、「農業」と「観光」が連携した地域拠点の形成を目指すこと。
・　今後、改善にあたって課題等が生じた場合は、速やかに農政局に相談すること。
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（別紙３）重点指導様式（指導結果）

年　　月　　日作成

都道府県名

市町村名

栃木県

小山市

　
１． 評価委員会での評価コメント、目標達成に向けた指導・助言等

２． 低調と評価された要因

３． 目標達成に向けた方策

(評価コメント）
　計画された取組がおおむね実施され、実施体制もおおむね整備されているが、売上額28万円の目標に対して実績値が０万円で達成率０％、宿泊者
数40人の目標に対して実績値が０人で達成率０％とすべての目標達成率が50％未満となっていることから、目標の達成状況が低調であり重点指導の対
象となる。

（指導・助言等）
・協議会において、目標の達成状況が低調となった要因を分析し、課題を明確にした上で、それに応じた具体的な改善策を講じること。
・令和元年度の年度別事業実施計画による取組を確実に実施すること。
・今後、改善にあたって課題等が生じた場合は、速やかに農政局に相談すること。

　２度のモニターツアー実施等を通じて、受入家庭の中で住宅宿泊事業法の届け出に向けた機運が高まったが、書類作成の煩雑さに加え消防関係や
水質汚濁防止関係の手続き等がハードルとなり、30年度内での届出実績は無く、宿泊者数・売上額ともに実績無しとなった。

　農家民泊に係る勉強会・講習会の開催やモニターツアーの実施等により、農泊への理解・興味を深めつつ、受入家庭の発掘・フォローアップを行って
いくとともに、ハードルとなっている住宅宿泊事業法の届出に対しての支援を行う。

農山漁村振興交付金（農泊推進対策）　重点指導結果

事業実施主体名：　小山市農泊推進協議会

事業採択
年度

取組概要（農泊推進事業・人材活用事業） 取組概要（施設整備事業（活性化整備計画に基づかない））

平成30年度
　小山市が有する貴重な自然環境や歴史・文化等の地域資源を活
用し、教育旅行を主体とする「農家民泊」と個人旅行を主体とする
「古民家ホテル」の両輪によるグリーン・ツーリズム事業を推進。

－
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４． 改善状況

５． 関東農政局の現地指導

令和元年12月13日

　新型コロナによる農家民泊モニターツアーの中止等の影響を受けながらも、令和元年度の農家民宿数の実績が６軒となり、令和２年２月～３月の新型
コロナの影響を考慮した売上額58万円の目標に対しての実績値が57万円で達成率98％、宿泊者数83人の目標に対しての実績値が59人で達成率71％
となり、おおむね目標を達成した。
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（別紙３）重点指導様式（指導結果）

令和2年９月１日作成

都道府県名

市町村名

千葉県

木更津市

　
１． 評価委員会での評価コメント、目標達成に向けた指導・助言等

２． 低調と評価された要因

30年度

道の駅「木更津　うまくたの里」を拠点として、地域の資源と連
携した農泊を展開し、都心からの好アクセスを踏まえ、都市住
民やインバウンドを取り込み、ビジネスとしての持続可能性を
向上させる。

農山漁村振興交付金（農泊推進対策）　重点指導結果

事業実施主体名：　　　　　木更津市道の駅活性化協議会

事業採択
年度

取組概要（農泊推進事業・人材活用事業） 取組概要（施設整備事業（活性化整備計画に基づかない））

（評価コメント）
受入体制を強化するための意向調査、モニターツアーや情報発信等、計画された取組が全く実施されず低調であり、木更津市が事務局を担っているも
のの、実施体制が整備されておらず、各構成団体の役割分担も不明確で事業実施に重大な支障をきたしている。
（指導・助言等）
事業実施が低調となった要因を分析し、課題を明確にした上で、それに応じた具体的な改善策を講じること。
農山漁村振興推進計画及び事業実施計画による取組を確実に実施すること。
改善にあたって課題等が生じた場合は、速やかに農政局に相談すること。

（平成30年度評価：Ｃ）
受入体制を強化するための活動項目を実施できなかったこと、それぞれの構成員との役割が明確とならず、目標達成ができなかった。
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３． 目標達成に向けた方策

４． 改善状況

５． 関東農政局の現地指導

令和2年1月17日

（目標に向けた方策）
○体験プログラムの造成や農泊体験ツアーの実施など、実践的な取組を実施しながら課題やノウハウを取得し、構成員間の情報共有に努める。観光協
会の職員を農泊ツアーに同行させて、人材の育成を図る。
○売上げのほとんどを農泊ツアーの収入に頼っていることから、ツアーの集客結果により売上げが大きく変動する。秋のかき入れ時（9月から10月）に台
風15号等による農家や拠点施設の被害があったため、集客の落ち込みがあったが、年度末に向け農泊ツアーを２回企画し、関係者と調整を図りながら
目標達成に向けて取組を実施中。
○農泊ツアーの広告を市、観光協会、宿泊施設によるSNS広告、観光協会によるチラシ広告を予定しているが、ケーブルテレビやYouTubeの活用等他
の媒体も検討して農泊ツアーのターゲットとなる者に広く周知し、より効果的な事業実施となるよう努める。

（改善事項）
○体験プログラムの造成や農泊体験ツアーの実施など、実践的な取組を実施しながら課題やノウハウを取得し、情報共有に努めている。
○秋のかき入れ時（9月から10月）に台風15号等により地域の主要な集客施設である道の駅「木更津うまくたの里」や宿泊施設も台風の被害を受け、復旧
が優先し農泊ツアーが当初の予定通り実施することが出来ず、集客の落ち込みがあった。そのため目標に向けた更なる努力を要する（1月時点の実績で
目標の約1割）こととなり、計画を変更して２，３月に農泊ツアーの開催を企画し、関係者と調整を図りながら目標達成に向けて取組を実施。
○農泊ツアーの実施に際しては、８月に実施した際の反省点を踏まえ、参加しやすいように開催日を休日に決定。観光協会の顧客を中心に集客を行う
こととした。
○２，３月に予定していた農泊ツアーについては、チラシ作成等準備は進めていたものの新型コロナウイルスによる影響で実施は出来なかったため、目
標の達成は出来なかったが、今年度は新型コロナウイルス感染防止対策を取りつつ、道の駅を拠点とした農泊の推進に努める。

5



（別紙３）重点指導様式（指導結果）

令和２年８月31日作成

都道府県名

市町村名

神奈川県

茅ケ崎市

　
１． 評価委員会での評価コメント、目標達成に向けた指導・助言等

２． 低調と評価された要因

３． 目標達成に向けた方策

30年度

茅ヶ崎地域が持つ豊かな自然や農食等の地域資源を活用し
た観光コンテンツを創造し、農業体験・食事体験を通じて地
域が一丸となって推進する観光サービス事業化の取組を行
う。

農山漁村振興交付金（農泊推進対策）　重点指導結果

事業実施主体名：　　　　　ちがさき体験滞在型旅行推進協議会

事業採択
年度

取組概要（農泊推進事業・人材活用事業） 取組概要（施設整備事業（活性化整備計画に基づかない））

（評価コメント）
　体験プログラム開発のワークショップ、食事メニュー開発のワークショップ等、計画された取組がほとんど実施されず低調であり、NPO 法人環境まちづく
り湘南が地域や行政等と連携しながら取組を進めているものの、実施体制が機能しておらず、事業実施に重大な支障をきたしていることから、重点指導
の対象となる。
（指導・助言等）
・協議会において、計画された取組がほとんど実施されず、また実施体制が機能しておらず、事業実施が低調となった要因を分析し、課題を明確にした
上で、それに応じた具体的な改善策を講じること。
・令和元年度の年度別事業実施計画による取組を確実に実施すること。
・今後、改善に当たって課題等が生じた場合は、速やかに農政局に相談すること。

（平成30年度評価：Ｃ）
研修会や専門家によるコンテンツ開発が計画どおりに実施できなかったことから、交付金事業における取組が十分でなかったため。

（目標に向けた方策）
令和元年度においては、外部の専門家等を活用し、協議会内部の体制を強化する。
また、国や県等で開催の農泊セミナーに参加する等農泊受入に関するノウハウを取得していく。
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４． 改善状況

５． 関東農政局の現地指導

令和1年12月25日

（改善事項）
・ビジネスホテル等にてツアー宿泊者を受け入れていることを確認。
・外部専門家による農泊コンテンツのブラッシュアップも実施し、個人の集客に向けて対応を行っている。
・国の農泊セミナーやマッチング会に参加し、体制や関連団体との連携強化を図っている。
・3月末までに売上げ、宿泊者数ともに目標の７割を達成している。
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（別紙３）重点指導様式（指導結果）

令和２年８月31日作成

都道府県名

市町村名

千葉県

いすみ市

　
１． 評価委員会での評価コメント、目標達成に向けた指導・助言等

２． 低調と評価された要因

３． 目標達成に向けた方策

（評価コメント）
　計画された取組が十分に実施され、実施体制も計画どおりに整備されているが、売上・宿泊人数の目標に対し達成率が50%未満となっており、目標の
達成状況が低調であり、重点指導の対象となる。
（指導・助言等）
　協議会において、目標の達成状況が低調となった要因を分析し、課題を明確にした上でそれに応じた改善策を講じること。
　令和元年度の年度別事業実施計画による取組を確実に実施すること。
　改善にあたって課題等が生じた場合は、速やかに農政局に相談すること。

（平成30年度評価：Ｃ）
目標達成に向けた調整や準備に十分な期間を取ることができず、宿泊者数や売上につなげることができなかった。

（目標に向けた方策）
令和元年度においては、教育旅行の受入や、インバウンド向けのエージェント営業を実施していく。
また、国や県等で開催の農泊セミナーに参加する等農泊受入に関するノウハウを取得していく。

30年度

豊かな里山や里海、食、伝統文化、先人の知恵や技など「い
すみらしい資源」を活かした農泊を展開し、ニーズに応じた体
験・滞在型観光コンテンツへと磨き上げることで、いすみの農
泊が将来的に持続可能な地域を代表とするビジネスへと定着
することを目的とする。

農山漁村振興交付金（農泊推進対策）　重点指導結果

事業実施主体名：　　　　　いすみ市農泊・インバウンド協議会

事業採択
年度

取組概要（農泊推進事業・人材活用事業） 取組概要（施設整備事業（活性化整備計画に基づかない））
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４． 改善状況

５． 関東農政局の現地指導

令和2年1月17日

（改善事項）
・教育旅行の受入を行い、農業・漁業体験を実施した。また、オーストラリアやアジア向けエージェントとの商談会に積極的に参加し、オリンピック・パラリ
ンピックで来日する外国人旅行社向けの集客営業を行っている。
・協議会HP、SNS等の農泊コンテンツのブラッシュアップも実施し、国内外の個人の集客に向けて対応を行っている。
・1月現在で目標に対する達成率は5割を超えており、3月末までに売上げ、宿泊者数とも目標を達成している。
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（別紙３）重点指導様式（指導結果）

令和２年８月31日作成

市町村名

神奈川県

松田町

　
１． 評価委員会での評価コメント、目標達成に向けた指導・助言等

２． 低調と評価された要因

３． 目標達成に向けた方策

30年度

上質感や特別感のある滞在型体験プログラムを農泊コンテン
ツとして売り出し、地域が一体となって全体で収益を得る仕組
みを構築していき、周辺自治体と連携いていくことで、広域的
な受け入れを進めていく。

上質感や特別感のある滞在型体験プログラムを農泊コンテン
ツとして売り出し、地域が一体となって全体で収益を得る仕組
みを構築していき、周辺自治体と連携いていくことで、広域的

な受け入れを進めていく。

農山漁村振興交付金（農泊推進対策）　重点指導結果

事業実施主体名：　　　　　Yadoriki Healing Village推進協議会

事業採択
年度

取組概要（農泊推進事業・人材活用事業） 取組概要（施設整備事業（活性化整備計画に基づかない））

（評価コメント）
　計画された取組が十分に実施され、事業実施体制がおおむね整備されているが、売上額38万円の目標に対して実績値が15 万円で達成率が39％、
宿泊者数80 人の目標に対して実績値が44 人で達成率が55％となり、売上額の目標達成率が50％未満となっていることから、目標の達成状況が低調で
あり、重点指導の対象となる。
（指導・助言等）
・協議会において、目標の達成状況が低調となった要因を分析し、課題を明確にした上で、それに応じた具体的な改善策を講じること。
・令和元年度の年度別事業実施計画による取組を確実に実施すること。
・今後、改善にあたって課題等が生じた場合は、速やかに農政局に相談すること。

（平成30年度評価：Ｃ）
農泊プログラムの開発、受け入れ体制の整備が不十分であり、定期的に農泊プログラムを実施できず売上及び宿泊者数が伸びなかったため。

（目標に向けた方策）
・関係者会議　年度末に関係者会議を１回開催予定。
・農泊リーダーの養成　農泊・体験プログラムのモニターツアー等元年度の取組を確実に実施する。
・農泊受入体制の検討・空き家活用モデルの構築　活用可能性が高い物件について、空き家活用モデルを構築する。
・インバウンド誘致プロモーション　冊子を完成させ、配布、外国人の呼び込み、周遊につなげる。
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４． 改善状況

５． 関東農政局の現地指導

令和1年12月25日

（改善事項）
・各取組に計画通り取組んだことを確認。
・3月末までに売上げ、宿泊者数ともに目標を達成している。
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