項目、番号
①農林漁業体験等の
グリーン・ツーリズ
ムと他の観光の組合
せによる、新たな観
光需要の開拓

②森林浴やアウトド
アスポーツ等、森林
を活用した観光の振
興

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

想定している取組、地域の例
○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組
・(有）ベリーファーム（北海道千歳市）
・ＮＰＯ法人遠野山・里・暮らしネットワーク（岩手県遠野市）
・サッパ船アドベンチャーズ（岩手県田野畑村）
・ＮＰＯ法人喜多方市グリーン・ツーリズムサポートセンター（福島県喜多方市）
・（株）ちば南房総（千葉県南房総市）
・小原ＥＣＯプロジェクト（福井県勝山市）
・（一社）信州いいやま観光局（長野県飯山市）
・馬瀬地方自然公園づくり委員会（岐阜県下呂市）
・農業法人 （株）秋津野（和歌山県田辺市）
・（株）アーリーモーニング（岡山県新見市）
・ひるぜんワイン（有）（岡山県真庭市）
・果物狩りを中心とした観光農園（広島県三次市）
・花畑を中心とした観光農園（広島県世羅町）
・おおむら夢ファームシュシュ（長崎県大村市）
・水源の森であそぶ まなぶ つくる（熊本県菊池市）
・安心院町グリーンツーリズム研究会（大分県宇佐市）
・ＮＰＯ法人おおぎみまるごとツーリズム協会（沖縄県大宜味村）
・（株）今帰仁ざまみファーム（沖縄県今帰仁村）
○森林を活用した観光の取組
・ポロト自然休養林「白老ふるさと2000年ポロトの森」（北海道白老町）
・白神・暗門の滝自然観察教育林（青森県西目屋村）
・「手ぶらでトレラン！」（岩手県八幡平市）
・森林による健康づくり（群馬県草津町）
・安心・快適な高尾山（東京都八王子市）
・赤沢自然休養林での森林浴（長野県上松町）
・伊東市宇佐美の森づくり活動（静岡県伊東市）
・「剱・きらめきの森」眼目の寺を歩く（富山県上市町）
・嵐山風景林における取組（京都府京都市）
・森林セラピーロード体験ツアー（奈良県吉野町）
・祖谷のかずら橋・架け替え資材確保の森（徳島県三好市）
・魚梁瀬千本山と森林鉄道遺産の歴史を訪ねるツアー（高知県馬路村）
・くまもと自然休養林（熊本県菊池市）
・屋久島自然休養林（鹿児島県屋久島町）

項目、番号
③国産農林水産物・
食品、木工品等を活
用した観光地域の魅
力の向上

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

想定している取組、地域の例
○地域ならではの食を活用した観光の取組
・富良野グリーンフラッグ（北海道富良野市）
・OcchiGabi Winery（北海道余市町）
・（株）あおもり海山（青森県深浦町）
・ワインが似合う大人のまち（山形県南陽市）
・山菜料理専門の宿（山形県西川町）
・（有）森ファームサービス（茨城県古河市）
・（有）いちごの里（栃木県小山市）
・体験型観光きのこ園（千葉県佐倉市）
・（有）フジタファーム（新潟県新潟市）
・雪国Ａ級グルメ（新潟県湯沢町等）
・（株）アジチファーム（福井県福井市）
・（株）山岡のおばあちゃん市（岐阜県恵那市）
・（株）げんきの郷（愛知県大府市）
・（株）伊賀の里モクモク手づくりファーム（三重県伊賀市）
・JAおうみ富士（滋賀県守山市）
・（有）夢前夢工房（兵庫県姫路市）
・（株）粟（奈良県奈良市）
・合馬たけのこまつり（福岡県北九州市）
・（株）グラノ２４K（福岡県岡垣町）
・別府をOICI（おいしい）国際都市に（大分県別府市）
・手塩にかけた塩のもてなし（大分県佐伯市）
・ゆふいん料理研究会（大分県由布市）
・鷲頭牧場（大分県九重町）
○６次産業化により、土産物となる特産品を開発した取組
・（株）グリーンファーム農家蔵（青森県平川市）
・（株）おおのミルク工房（岩手県洋野町）
・山内にんじんの復活で強まる集落のきずな（秋田県横手市）
・山形ガールズ農場（山形県村山市）
・（有）星種豚場（栃木県那珂川町）
・地域連携による「筏流し」の歴史訪問（和歌山県北山村）
○木工品を活用した観光の取組
・オホーツク クラフト街道バスツアー（北海道北見市）
・杉矢羽集成材の木工品と「もくもくハウス」（宮城県登米市）

項目、番号
④地域の多様な食文
化、世界農業遺産
（GIAHS）、歴史的木
造建築物等、我が国
の農山漁村の有する
地域資源についての
発信の強化

⑤訪日外国人旅行者
を農山漁村へ呼び込
むための地域資源の
発掘・磨き上げ、受
入環境整備やプロ
モーションの推進

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

想定している取組、地域の例
○GIAHS認定地域における観光の取組
・あぜのきらめき（石川県輪島市）
・能登丼（石川県珠洲市など）
・春蘭の里（石川県能登町）
○木造建築物を活かした観光の取組
・歴史的建造物のスケール感を観光名物に（宮崎県日向市）
○地域資源についての発信の強化
・エゾシカエコツアー（北海道西興部村）
・吉野貯木まちあるき、ガンガンノリノリツアー（奈良県吉野町）
・バイオマスツアー真庭（岡山県真庭市）
・西粟倉・森の学校（岡山県西粟倉村）
○多言語対応やハラル対応等、外国人旅行者対応に取り組んでいる飲食施設の取組
・既存の地域グルメやお土産物等のムスリムフレンドリー化の促進（北海道札幌市）
○国際会議における地産地消のプロモーションの取組
・「国際コモンズ学会世界大会」の開催（山梨県富士吉田市）
○ユニークベニューを活用した食のプロモーションの取組
・国際泌尿器科学会総会（ＳＩＵ）の開催（福岡県福岡市）
○農業分野・観光分野等が一体となった海外へのプロモーション
・日本酒王国にいがた（新潟県）
・農村生活体験「ほっとステイ」（長野県上田市）

○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例

有機栽培ブルーベリーの収穫体験 （北海道千歳市）

○ 生産者と観光事業者が連携し、有機栽培ブルーベリー観光農園での収穫体験などを観光バスコース
に組み入れる取組を実施。
○事業主体

（有）ベリーファーム
（平成24年度６次産業化認定事業者）

○取組概要
（有）ベリーファームは、ブルーベリーの有機栽培を中心
に、ジェラート販売を行う観光農園である。
当ファームでは、近年の国民の健康意識の高まりを受
け、目に良いとされているアントシアニンが多く含まれるブ
ルーベリーに着目し、平成17年から新規就農で栽培開始。
25年４月には、自社の有機栽培ブルーベリーと畑の景
観を生かしたジェラートショップ『ジェラテリア ミルティー
ロ』をオープンし、自社商品を販売している。
さらに、観光事業者と連携し、清々しい夏の北海道を楽
しむために訪れる観光客をターゲットに、ブルーベリーの
収穫体験をバスコースに組み入れ、集客・売上金額アッ
プにつなげている。
○取組の成果
当ファームに新設したジェラートショップへの来客数が
25年度は８万人と、当初見込みの1.4万人を大幅に上回
るなど、観光事業者との連携による取組等の効果が現
れている。

直営店舗

観光農園

自社製造のブルーベリー
ジェラート

ベリーファーム
来園
（収穫体験等）
観光バス
コース化企画

観光事業者

観光客
観光バス
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例

ＮＰＯ法⼈遠野⼭・⾥・暮らしネットワーク（岩⼿県遠野市）
○ 「民話のふるさと」のイメージを生かしつつ、行政や第三セクター、民間の多様な主体をクラスター型の
ネットワークで結びつけ、グリーン・ツーリズムを中心とした遠野ツーリズムを展開
○事業主体

ＮＰＯ法人遠野山・里・暮らしネットワーク
（平成15年3月設立）

農家レストラン
「夢咲き茶屋」

クラスター
型の連携

ＮＰＯ法人遠野山・
里・暮らしネットワーク

○取組の成果
「遠野グリーン・ツーリズム研究会」を中核として地域内の
多様な団体が連携し、“立ち寄り農家プロジェクト”など地域
の魅力を体感できる活動を多様に展開している。
平成25年は教育旅行や農村体験を組み込んだ自動車免
許教習合宿、東北ツーリズム大学、ワーキングホリデー、乗
馬体験等を通じて年間1,000名超の交流人口を創出している。

体験よりも体感を
重視

地元の行政や民間団体等

○取組概要
これまで、農家民宿や農家レストラン・カフェ、コミュニティ
カフェ、産直機能の充実等、グリーン・ツーリズム拠点づくり、
教育旅行やワーキングホリデーの受入れを中心に取組を進
めてきた。
土地の人が地元の魅力を再認識し、誇れるまちであると認
識することを事業目標に掲げ、市民が主役となったツーリズ
ムの推進している。
その姿勢は「無理をしない」、「自ら楽しむ」、「体験より体
感」をスローガンに表れている。

炭焼き職人体験

観光客
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例

サッパ船アドベンチャーズ（ 岩⼿県下閉伊郡⽥野畑村）

○ 三陸の漁師の小舟「サッパ船」で行く、1時間の断崖冒険漁船クルージングを実施。インストラクター
はすべて現役漁師であり、200m断崖の迫力や東北なまりのガイドを楽しむことができる。
○事業主体

NPO法人
体験村・たのはたネットワーク

○取組概要
岩礁間のクルージング

○取組の成果
観光スタイルを通過型から体験型にシフトし、体験
メニューを充実させることで、教育旅行も増えてきて
おり、限定的であった経済効果が地域に波及した。

漁船クルージングの様子
教育旅行での体験

関係者の調整

体験・たのはたネットワーク

漁師が使用する小型の磯舟を使用。入り組んだ海
岸を航行し、岬に大きく開いた穴、岩礁の間を縫う
ルートで、陸中海岸の断崖をめぐるクルージング体験。
教育旅行プログラムとして、漁船を使った漁業体験、
郷土料理等の生活文化体験を中心に、約60種類の
プログラムを整備。すべてのプログラムで、地域住民
が指導者となり、体験を通し、触れ合いの中から心温
まる交流を提供。
東日本大震災以前から行っていた「津波語り部」の
活動も引き続き実施。

クルージング体験

漁 師
プログラムを
通して交流

地域住民
地域内で
の宿泊

観
光
客

旅館・民泊

企画・情報発信
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例

NPO法⼈ 喜多⽅市グリーン・ツーリズムサポートセンター（福島県喜多⽅市）
○ 地域のグリーン・ツーリズム実施団体における窓口を一元化するワンストップサービスを行い、地域の
伝統、自然、文化を活かした喜多方グリーン・ツーリズムのまちづくりを推進。
○事業主体
ＮＰＯ法人 喜多方市グリーン・ツーリズムサポートセンター
○取組概要
・ 喜多方市は蔵とラーメンの街として知られる観光地であ
り、農業が盛んでもあることから、観光と農業を融合させる
ため、平成15年に全国の市として始めて、「グリーン・ツー
リズムのまち宣言」を行い、官民が協働で創るコミュニティ
ビジネスを展開。
・ 喜多方におけるグリーン・ツーリズムについて、「問合せ・
申込・手配・決済等」の全ての窓口を一元化するワンストッ
プサービスを行っている。
・ 主に小中高校生を対象に、農家１軒に５名程度の少人数
で受入れ、農家の仕事や暮らしをありのまま体験する「ふ
れあい農業田舎体験」を実施。
○取組の成果
・ 平成17年から農家民宿での受入を開始。平成25年には、
41軒で多様な受入を実施。
・ 受入農家数の増加等により、交流人口は7,880人（H18）
から13,723人（H22）に増加。
・ 震災の影響により、平成23年度は交流人口が減少。し
かし、平成24年度から少しずつ回復傾向にある。

野菜の苗植え体験

農泊農家との交流

はた織り体験

海外からの受入れ（習字体験）

ＮＰＯ法人
喜多方市グリーン・ツーリズム
サポートセンター
連

体験・交流の
場の提供

観光客
地域住民

携

地域における農業体験受入団体（10団体）

福島県
喜多方市
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例

旅⾏会社と連携した幅広い農業・農村体験の提供（千葉県南房総市）
○ 地域の観光資源をパッケージ化した旅行商品の開発とウェブサイトを開設し地域の観光情報を発信
する事業を実施

【直営工場】

【道の駅とみうら】

【びわソフトクリーム】

連携

ちば南房総

観光客
消費者

農業体験

運
営

バスツアー
など

旅行会社
連携

○取組の成果
旅行会社と連携し、各種ツアーを提供することによって
市を訪れる観光客が増え、近年は隣地に民間の直売所や
土産物店ができるなど、地域経済にも大きな影響を与えて
いる。（Ｈ24年度売上 ２億７千万円、来場者数 51万人）

【房州びわ】

一次産業者
（
び わ・
花・
野菜生産者等）
地域観光事業者

○事業主体
（株）ちば南房総
○取組概要
び わ く ら ぶ
道の駅とみうら・枇杷倶楽部は、平成５年に千葉県の道
の駅第１号店として登録された。当時運営を行っていた
（株）とみうらでは、南房総の観光資源（観光スポット・食
堂・農業体験・花摘み・びわ狩り・イチゴ狩りなど）をパッ
ケージ化した企画提案を旅行会社に行い、団体バスツアー
などの誘客に結びつけた。また、枇杷倶楽部は規格外の
「房州びわ」を活用し、直営の加工場においてジャムやソフ
トクリームなどに加工。現在では40品目を超えるオリジナル
商品を揃え、インターネット販売も展開している。
この活動は、平成12年に東京国際フォーラムで開かれた
「道の駅グランプリ２０００」において、最優秀賞を受賞した。

・道の駅とみうら・枇杷倶楽部
・道の駅おおつの里・花倶楽部
・道の駅三芳村・鄙の里
・道の駅ローズマリー公園
・千葉県酪農のさと
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例

⼩原ＥＣＯプロジェクト（福井県勝⼭市）

○ 無人の古民家の再生や地域資源を活用したエコツアーなどのプロジェクトを通じて、観光振興や地域
振興、環境・資源保全をコンセプトに地域再生に取り組む。
○事業主体

小原ＥＣＯプロジェクト

○取組概要
・廃村の危機状況から地域再生を図るため、平成18年に
「小原ＥＣＯプロジェクト」を設立。
・福井工業大学の学生らと協働して古民家（６棟）を再生。
・古民家を都市農村交流拠点施設として活用するととも
に、林業体験、山菜取り体験、地元食材を使った料理の
提供、古道や旧跡等の地域資源を紹介するガイドツアー
を実施。
・外国人を含めたボランティアに稲刈りなどの地域貢献活
動を実施。
○取組の成果
・入り込み客数：791人（H20）→ 1,200人（H24）
・宿泊者数
：355人（H20)→ 500人（H24)
・古民家を活用することにより、都市住民が集落で滞在す
ることが可能となり、交流人口の増加につながっている。

古民家修復

地域貢献活動（海外ボランティア）

田舎暮らし体験（雪かき）

観光客
地域住民

広
報

福井県
勝山市

滞在・交流
広報

ミチノクフクジュソウ観察会

【小原ＥＣＯプロジェクト】
小原地区（2名）及び小原生産森
林組合（30名）が共同で集落活動
を企画・運営

協働・支援

・個人会員
・福井工業大学
・えちぜん鉄道（株）
・NPO山の自然を愛する会
・環白山保護利用管理協会
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例

⼀般社団法⼈信州いいやま観光局、ＮＰＯ法⼈信越トレイルクラブほか（⻑野県飯⼭市ほか）
○ いいやまのファンづくりに向けて、まずは地元住民との関係を重視し、良好な関係の中から旅行者を
惹きつける着地型旅行を企画・実施。
○事業主体 （一社）信州いいやま観光局
（平成22年4月に一般社団法人飯山市観光協会から名称変更）

○取組概要
いいやまファンをつくるため、まず地元との協力関係の構築
を重視。2000年から地元住民向けの体験メニューをつくり、
自分たちの取組に対する地元住民の理解を醸成。
地元密着の姿勢の下、現在では年間300を超える着地型旅
行（受入地域側が磨き上げた旅行）が企画、実施。農業体験
プログラムや田舎暮らしセミナー等によりグリーン・ツーリズ
ムを入口とした移住・定住に向けた取組も進めている。
また、ＮＰＯ法人が、長野・新潟の県境を縦走する約80km
の「信越トレイル」（自然歩道）の国有林部分について、国と
の協定に基づくコース整備を実施。地元の宿泊施設とも連携
し、送迎サービス等と組み合わせたトレッキングを展開。

みそづくり体験

信越トレイルでガイド
の説明を受ける

2011年期：売上高 約5,400万円、参加人員 約3,200名

基幹宿泊施設「森の家」利用者の60％がリピーター。観光
局等では移住者が活動の一翼を担う。
また、トレッキングの提供により、地域産業の振興に貢献。

なべくら高原
森の家

道の駅
「花の駅千曲川」

信州いいやま観光局
なべくら高原 森の家

○取組の成果
観光局が企画・実施する着地型旅行には、エコツーリズム
や産業観光、文化観光に分類されるものまで幅広い。

日本棚田百選
福島棚田

いいやま湯滝温泉
道の駅「花の駅千曲川」
高橋まゆみ人形館
飯山市ふるさと
回帰支援センター等

・トレッキング
コース整備
・ガイド提供

商品提供

観光客

ＮＰＯ法人
信越トレイ
ルクラブ

交流

信越トレイ
ル連絡会
飯山市 外

連
携

地域関係者

連
携
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組
ま

農観連携のモデル事例

ぜ

⾺瀬地⽅⾃然公園づくり委員会（岐⾩県下呂市）
○ 「馬瀬地方自然公園」を設立し、農村景観、特色ある食などの地域資源を活用したグリーン・ツーリズム
の取組を通じて、自然や歴史文化と共存しながら持続可能な農村づくりを推進。
ま ぜ

馬瀬地方自然公園づくり委員会
○事業主体
○取組概要
・ 「日本一の鮎」を生む馬瀬川を守るため、広大な水源の
森を「渓流魚付保全林」に指定し、「魚を育てる森づくり」を
実施。
・ 交流人口拡大をめざして、総延長72kmの農村遊歩道を
整備して「馬瀬七里十里フットパス」を実施。
・ 鮎釣り教室や伝統的な「火ぶり漁」を観光プログラム化し、
鮎漁文化の活用による馬瀬川の自然文化の伝承に取り
組んでいる。
・ 女性団体「さんまぜ工房」による郷土料理の特産品の開
発や、棚田を活用した農業体験や棚田オーナー制度を実
施して農地保全に取り組んでいる。
○取組の成果
・ 特色ある食とともに、食を生み出す環境、農業や暮らしま
でを一体的に結んだ地域づくりにより、年間13万人の交流
人口誘致、２万人の宿泊に結び付いている。
・ 「水が生む食と癒し」の提供地と位置づけた観光地域づく
りにより、名古屋市からのリピーターが７割を占めている。

馬瀬七里十里フットパス

郷土料理（朴葉寿司）

馬瀬川火ぶり漁

日本一馬瀬川の鮎

【馬瀬地方自然公園づくり委員会】
・馬瀬総合観光（株）
・馬瀬川上流漁業協同組合
・さんまぜ工房
・南飛騨馬瀬川観光協会
・馬瀬地域連合自治会長
・下呂市馬瀬振興事務所

体験・交流の
場の提供

観光客
地域住民

グリーン・ツーリズム、お
いしい村づくり、地産地消、
特産品開発、情報発信な
ど連携を図りながら取り
組む
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例

農業法⼈ （株）秋津野（和歌⼭県⽥辺市）

○ 地域のコミュニティーづくりからコミュニティービジネスを発展。みかんなどの特産物、廃校、耕作放棄
地といった地域資源を活用し、年間約10億円もの地域への経済波及効果をもたらす。
○事業主体

農業法人 （株）秋津野

○取組概要
・ 農家以外の住民増加を背景に、平成６年に地域の活性
化のため「地域づくり塾（秋津野塾）を発足」。コミュニティー
の回復により、地域に自信と誇りが生まれた。
・ 平成11年に地域から出資金を集め直売所を開設。その後
加工施設も設置し、ジュース加工等の６次産業化を推進。
・ 地域にある小学校の移転が決定したことや、直売所を訪
れた消費者から、農業体験等の要望があがったことから、
地域内外から出資金を集め、平成19年に「農業法人株式
会社秋津野」を設立。廃校を活用した農家レストラン、農業
体験、耕作放棄地を活用した市民農園、みかんのオーナー
制度など、地域資源を活かしたグリーン・ツーリズムを総合
的に実施。
○取組の成果
・ 秋津野ガルテンや直売所の地域への波及効果は年間約
10億円と試算されている（H23年度）。半分以上は観光にか
かる消費。
・ 農家レストランは年間50,000人以上が利用

農家レストラン外観

農家レストランで働く女性

図・写真の説明
みかん狩り

出荷できないみかんを加工したジュース

直売所「きてら」
農産物販売
ジュース加工等（６次化）

和歌山大学
人材育成、調査等で連携

秋津野ガルテン
グリーン・ツーリズム
農家レストラン
農業体験、 人材育成

観光客
サービスの提供

活動の基礎

秋津野塾
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例

⾃社栽培紅茶とペンション経営の展開（岡⼭県新⾒市）

○ 岡山県新見市大佐山の中腹で体験農園や英国庭園を有するペンション・カフェ経営を行いながら、茶
葉にまでこだわり自社栽培した紅茶の開発、製造、販売を行う。
○事業主体

（株）アーリーモーニング
（平成24年度６次産業化認定事業者）

茶園で茶摘体験

紅茶商品

製菓店

観光客

観光会社
紅茶作り等体験ツアーの
提供

コラボ商品の開発

○取組の成果
・ ハーブ生産者や製菓店等と連携を図りながら、こだわ
りの紅茶とのコラボ商品を開発、販売。
・ 関西圏の観光会社と紅茶作りツアーを企画するなど、
来客者の増加に繋がり、地域に賑わいを創出している。

発酵後の茶葉

宿泊、紅茶等商品の販売

○取組概要
・ 平成12年から通常緑茶として飲まれている中国種「お
くみどり」を栽培、紅茶製造し、ペンションで提供してきた。
・ 平成23年から新たに紅茶専用品種「べにふうき」を使
用したリーフティー及び自社紅茶とハーブ等をブレンドし
た紅茶の新商品を開発、製造、販売にも取り組む。
・ 新見市大佐は標高が高く、寒暖差が激しいため、香り
高い紅茶作りに最適な自然環境で、生産量を拡大しな
がら自社紅茶のブランド化を構築している。
・ 体験農園や英国庭園を有するペンション・カフェ事業
を行いながら、観光会社と連携した茶摘や紅茶作りの
体験等で地域振興を図る。

アーリーモーニング
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例

⼭ぶどうにこだわった商品展開（岡⼭県真庭市）
○ 観光地「ひるぜん高原」で自社栽培した「山ぶどう」を活用したワイン及び加工品の開発、製造、販売。
○ 平成22年４月に自社商品の直販ショップと見学できる醸造施設をオープンし、年間６万人が来客。

ひ る ぜ ん

ワイナリー兼直販ショップ

自社栽培の「山ぶどう」

「山ぶどう」を使用したワイン等の商品

観光地 「ひるぜん高原」
観光客等
商品販売

ワインバー紹介
商品開発

ひるぜんワイン

○事業主体
農業生産法人 ひるぜんワイン（有）
○取組概要
・ 昭和56年から旧川上村（現真庭市）の村おこしとして、
地域に自生していた「山ぶどう」を活用した商品の開発
に取り組む。
・ 平成22年に直販ショップ兼ワイナリーを新設し、ワイ
ン製造の見学やワイン等の商品を販売するほか、真庭
市産にこだわった野菜、そば等を使用したランチボック
スを観光客に提供している。
・ また、ひるぜん高原の宿泊施設とタイアップし、宿泊
客を対象としたワインバーを展開し、ワインの魅力を伝
えている。
・ 今後は地域の農業者や周辺の宿泊施設等多様な事
業者との連携を広げ、「蒜山」の魅力を更に深め、多く
の観光客の誘致を目指す。
○取組の成果
・ 観光客と直接ふれあい、商品の背景を含めた魅力を
伝え、ファンが拡大している。
・ ショップオープン時の年間目標来店者２万人を初年度
から大きく上回り、平成25年度は６万人を突破。

宿泊施設
ワインバーPR依頼
商品卸
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例
み

よ

し

し

果物狩りを中⼼とした観光農園（広島県三次市）
○ ぶどう、りんご、梨、いちご等多品目の果物狩りを中心とした観光農園に取り組む。年間を通じて販売
できる商品を確保するため、温暖な島しょ部の柑橘地帯に事業エリアを拡大し事業展開。
○事業主体

（有）平田観光農園
（平成24年度６次産業化認定事業者）

○取組概要
・ 昭和63年に法人化し、ぶどう、りんご、梨、いちご等多
品目の果物狩りを中心とした観光農園に取り組む。
・ 自ら収穫した果物を使ったピザ作りや自然の中で楽し
むアウトドアクッキング等の体験企画にも力を入れ、観
光客を集客している。
・ 一方、年間を通じて販売できる商品を確保するため、
温暖な島しょ部の柑橘地帯（瀬戸田町）に事業を拡大し、
樹上完熟栽培「瀬戸田シトラス」を利用したジュース、ド
ライフルーツ等の加工品の開発、製造、販売にも取り
組む。

収穫した樹上完熟みかん

樹上完熟栽培「瀬戸田シトラス」

観光客

多品目の果物狩り等を提供

○取組の成果
・ チケット交換でいろいろな果物が味わえる果物狩りや
アウトドア体験等の企画に力を入れ、来客者を確保。
・ 平成16年、農園の取締役会長が観光カリスマ百選に
認定されている。

平田観光農園
果物狩り

カフェ・体験型
レストラン

アウトドア
体験
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例
せ ら ち ょ う

花畑を中⼼とした観光農園（農事組合法⼈世羅⾼原農場（広島県世羅町））
○ 標高500mの世羅高原で季節に合わせてチューリップ、ひまわり、ダリア等の花きを中心とした観光農
園に取り組む。とうもろこし、スイカ、大根などの栽培も行い年間18万人が来場。
○事業主体

農事組合法人 世羅高原農場

○取組概要
・ 昭和53年に国営事業で造成した団地に葉たばこ生産
組合を設立し、葉たばこ栽培を行ってきたが、平成６年か
ら本格的にひまわりの栽培を開始し、観光農園としての
経営に転換。
・ 毎年、300種70万本に及ぶチューリップがデザインを
変えて植栽されており、チューリップの摘み取りや農園内
で栽培されている「とうもろこし、スイカ、大根など」の直
売のほか、レストランやカフェを併設。
・ また、平成25年度より観光庁の事業を活用し、『カメラ
女子旅』メニュー開発を通じた観光まちづくり事業を実施
（平成26年度も継続）。
○取組の成果
・ 観光農園のオフシーズンは西日本の旅行会社を中心
に営業活動を実施しており、平成25年には年間18万人
を超える観光客が来場。
・ 平成23年度に中国四国国営土地改良事業地区営農
推進功労者表彰において中国四国農政局長賞を受賞。

カメラ女子

色とりどりのチューリップ畑

100万本のひまわり畑

レストラン

観光客
観光農園の紹介

来園

観光関連事業者
営業活動

花き・野菜の提供

世羅高原農場
チューリップ
ひまわり
ダリア

カフェ
レストラン

カメラ女子
旅事業
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例

おおむら夢ファームシュシュ（⻑崎県⼤村市）

○ ８戸の農家が中心となり、直売所等を開設。農家レストランを活用した様々なイベントを実施。
地域の観光スポットとなっている。(グリーンツーリズム大賞2009受賞）
○事業主体

（有）シュシュ

○取組概要
平成12年に８戸の農家により直売所・アイス・パン・農家
レストランなどオープン、その後、洋菓子・加工センター等
多角的に経営を拡大。
通年で収穫体験ができるようにいちご、ブルーベリー、
梨・ぶどうなどの果樹栽培を実施し、地域の農産物を活用
した加工品を相次いで開発。
グリーン・ツーリズムにも積極的に取り組んでおり、国内、
海外からの農家民泊も受入れ、地域活性化に貢献。
婚活イベント、新規就農サポート、農業塾等も実施。
※代表取締役は長崎県観光マイスターとして、地域の観
光振興にも貢献。

施設が地域の観光スポットとなっている。
・ 売上高 ：３億4,900万円（H12） → ７億円（H25)
・ 来訪者数：約37万人 → 約49万人（H25)
・ 雇用数 ：72名（うち５名はH26新規雇用）

農業塾募集のお知らせ

婚活イベントの様子

地域の農産物を活用した加工品

長崎県立大学
外国人旅行者受入や
情報発信等連携

シュシュ
連携

観光客・
地域住民

○取組の成果

農家レストランで結婚式

サービスの
提供

地域の農業者
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

⽔源の森で

農観連携のモデル事例

ゆっくり のんびり みんなと あそぶ まなぶ つくる（熊本県菊池市）

○ 廃校となった中学校の木造校舎を「きくちふるさと水源交流館」として活用し、里山ならではの体験プ
ログラムなどを提供。また、地元食材を活かした商品開発や、自然エネルギーの活用に取り組む。
○事業主体

NPO法人きらり水源村

○取組概要
廃校となった中学校の木造校舎を保存・活用していくた
めに、水源地域住民自らがNPO法人を設立。「学校を樂校
に！」を合言葉に、校舎は「きくちふるさと水源交流館」と名
前を変え、竹細工、森のぶらんこなど、里山ならではの体
験プログラムを提供。また、「水源森の樂校」として、竹炭
窯づくりのワークショップや、林業を体感しながら生活にお
ける木材活用を考えてもらうプログラムなどを実施している。
さらに、「水源食プロジェクト」として、ブランドづくりを目指
しエゴマ油づくりを地域内で推進しているほか、木質バイオ
マスの活用等による自然エネルギーの導入にも取り組ん
でおり、交流館でも間伐材を薪として活用している。
が っ こ う

活動拠点である
きくちふるさと水源交流館

が っ こ う

○取組の成果
木造校舎を交流拠点に、地域内外から体験者を受け入
れており、年間約13,000名が来館（体験者は約1,500名）。
体験プログラムの指導を地域住民が担い、体験者と触れ
合うことで、やりがいを育てることにもつながっている。

森のぶらんこや竹のそうめん流し、
竹林整備、竹炭窯づくりなど、
里山ならではのプログラムを提供

NPO法人きらり水源村
運営
きくちふるさと水源交流館
体験プログラム、
「水源森の樂校」の実施
等
観光客
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組
あ

じ

農観連携のモデル事例

む

ＮＰＯ法⼈安⼼院町グリーンツーリズム研究会（⼤分県宇佐市）
○ 「グリーン・ツーリズムの発祥の地」と呼ばれており、世界農業遺産に認定された農村ならではの自然・
文化・人的資源などあらゆる地域資源を活かした取組を展開。
あ

じ

む

○事業主体 ＮＰＯ法人安心院町グリーンツーリズム研究会
○取組概要
・ 平成８年安心院町グリーンツーリズム研究会発足
・ 大分県宇佐市は、平成９年に安心院町議会（現宇佐市）
が全国に先駆けて「グリーンツーリズム取組宣言」を議決
し官民協働の体制が整備されるなど、「グリーン・ツーリズ
ム発祥の地」と呼ばれている。
・ 観光客は「一回泊まれば遠い親戚、十回泊まれば本当
の親戚」というキャッチフレーズのもと、農作業の手伝い
や田舎料理を一緒に作るなど、安心院ならではの宿泊体
験を実施している。
・ 「大分・安心院グリーンツーリズム実践大学」では、担い
手育成や地域への普及に取り組んでいる。
○取組の成果
・ 教育旅行として30校以上が訪れるなど、年間延べ泊数
10,000泊を超える宿泊者数となっている。（Ｈ24）
・ 安心院のグリーン・ツーリズムは、国内はもとより、韓国な
ど海外から視察・研修に多くの方が訪れている。

グリーン・ツーリズム発祥の地記念碑

グリーンツーリズム実践大学

農業体験

大分・安心院スローフード感謝祭

ＮＰＯ法人 安心院町グリーンツーリズム研究会
連

携

【地域団体】
宇佐市
ＪＡ
商工会
観光協会 等

体験・交流の
場の提供

観光客
地域住民
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○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例
お

お

ぎ

み

そ

ん

ＮＰＯ法⼈おおぎみまるごとツーリズム協会（沖縄県⼤宜味村）
○ 受入窓口の一元化を図り、大宜味村の豊かな自然や文化などの地域資源を活用して体験・滞在交流
型プログラムを推進。
○事業主体

NPO法人おおぎみまるごとツーリズム協会

○取組概要
・ 地域と行政が一体となった体制を整備して受入窓口の
一元化を行っている。
・ 農業や酪農体験、伝統芸能を通じて村民と観光客が
触合う交流体験、自然を活用したシーカヤックや山岳ト
レッキング、湖面カヌー体験など、都市との体験滞在型
交流ツーリズムの創出に取り組んでいる。
・ 県内の小中高生を対象に大宜味村内の海・山・川・里
を対象とした体験学習を実施。
・ 郷土料理の研究、芸能技術を磨く勉強会、実践ガイド
講習・研修なども実施。

シークヮーサー収穫体験

琉球舞踊体験

酪農体験（牛の餌づくり）

ベチバー植樹体験（環境保全活動）

NPO法人おおぎみまるごとツーリズム協会
連

○取組の成果
・ 受入農家数の増加により、受入数も300人（H21）から
1,640人（H24）に増加。
・ 地域資源を生かした体験滞在型プログラムの推進に
より、大宜味村のファンを獲得。

携

・大宜味村農山漁村生活研究会
・大宜味村婦人連合会
・おおぎみツーリズム地域協議会
・大宜味村役場
・大宜味村老人クラブ連合会
・大宜味村商工会

体験・交流の
場の提供

観光客
地域住民

17

○観光事業者等と連携したグリーン・ツーリズムの取組

農観連携のモデル事例

クワンソウ花畑散歩と花摘みツアー（沖縄県今帰仁村）
な

き

じ

ん

そ

ん

○ 観光会社と連携して、バスツアーの中に史跡巡りとグリーン・ツーリズムを組み合わせることで、地元
独自の農産物への理解を深め、伝統野菜の消費拡大につなげている。
○事業主体

な

き

じ

ん

農業生産法人 （株）今帰仁ざまみファーム
（平成24年度６次産業化認定事業者）

○取組概要
クワンソウ（アキノワスレグサ）は、昔から不眠改善等の効果がある
といわれており、今帰仁ざまみファームはこの伝統野菜の生産・一次
加工（乾燥葉）に取り組んできた。
2010年からは、地元観光会社と連携し、クワンソウの花摘み体験バ
スツアーをスタートした。
また、今帰仁ざまみファームの近隣には、琉球王国のグスク群とし
て世界遺産に登録された今帰仁城趾公園があり、両者を組み合わせ
たバスツアーとすることで相乗効果を発揮している。

ゴーヤーパーク
連携

昔から食べられてきた伝統的な作物は、健康に良いとされながらも、
一般消費者になじみが薄く、なかなか購入まで至らない。
バスツアーを実施したことにより、圃場できれいな花や、周辺の豊か
な自然環境に触れることができ、伝統的な作物により親しみを感じて
もらえるようになった。また、史跡を組み合わせたことにより、沖縄の
歴史と食文化を同時に体験することができ、琉球料理の食材への理
解が深まり、地元産農産物の販売促進につながっている。
クワンソウ生鮮品・加工品売上高：1,500万円(H23)→1,800万円(H25)
来客数 ： 2,000人（H23）→ 2,300人（H25）

観光会社

○取組の成果

ツアーの実施

黒糖工場
連携

連携

今帰仁
城趾公園

観光客
今帰仁ざまみ
ファーム
農産物販売

連携

道の駅
地元の農産物を
使った料理の提供

農産物の供給

地元ホテル
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○森林を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例
し ら お い

し ら お い

ポロト⾃然休養林「⽩⽼ふるさと2000年ポロトの森」（北海道⽩⽼町）
○ 地元自治体と国が連携し、自然体験型の森林レクリエーション拠点としてビジターセンターやキャンプ
場等施設を整備するとともに、地域関係者が協働し森林と湖を活用したソフト事業や情報発信を展開。
い ぶ り

し ら お い

○事業主体 ： 白老町、国（胆振東部森林管理署）
地域関係者 ： （一社）白老観光協会、関係団体、
（一財）アイヌ民族博物館
○取組概要
ポロト自然休養林は、巨木の残る原始性に富んだ森林
とポロト湖を有する市街地近郊の国有林で、ポロト湖南
岸にはアイヌ民族の生活文化を伝えるアイヌ民族博物館
や文化伝承施設（通称：しらおいポロトコタン）が隣接して
いる。
白老町と国が連携し、キャンプ場等施設の整備等を進
めており、ＢＢＱ普及団体によるキャンプ場利用者へのア
ウトドアライフの提案やキャンプ用品の無料提供、ＮＰＯ
団体や観光協会による森林と湖を活用した自然観察や
ワカサギ釣り、カヌー体験などが実施されている。
し ら お い

林内のミズバショウと湖畔の様子

自然休養林と周辺図
湖畔地区のアイヌの文化伝承施設

し ら お い

○取組の成果
森林と湖、湖畔の「しらおいポロトコタン」等を地域の観
光資源として一体的に位置づけ、地域関係者の協働の取
組により、地域振興と観光需要の拡大が図られており、湖
畔地区には年間約20万人が訪れている。

白老町
観光協会

情報発信

白老町
国
施設整備
環境美化

観光協会
関係団体

観光客・
地域住民

サービス
の提供

「森林と湖」フィールドの活用

ポロト自然休養林
「白老ふるさと2000年ポロトの森」
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○森林を活⽤した観光の取組
あ

ん

も

農観連携のモデル事例

ん

に

し

め

や

⽩神・暗⾨の滝⾃然観察教育林（⻘森県⻄⽬屋村）
○ 地元自治体等地域関係者で構成される協議会が、国（津軽森林管理署）と連携し、観光客・地域住
民からの募金方式による協力金を活用して、遊歩道整備やゴミ処理等の森林環境整備事業を実施。
○事業主体
白神山地・暗門の滝森林環境整備推進協議会
○取組概要
あ ん も ん

利用状況

あ ん も ん

白神・暗門の滝自然観察教育林（国有林）では、平成５年
に白神山地世界自然遺産の一部となって以来、観光客が
急増したため、ゴミ処理等環境整備への対応が必要となっ
ていた。
青森県、西目屋村、地元観光協会等で構成された「白
神・暗門の滝森林環境整備推進協議会」では、こうした環
境整備等に要する経費の一部について、観光客・地域住
民の自主的な協力をお願いする森林環境整備推進協力金
の募金箱を平成14年度に設置している。
協議会は、集めた協力金を活用して、環境美化や遊歩
道整備、観光客・地域住民への情報提供等を進めている。
に し

め

や

遊歩道の
整備状況
暗門の滝

あ ん も ん

白神山地・暗門の滝
森林環境整備
推進協議会

観光客・
地域住民
協力金

森林環境整備
（環境美化等）

森林浴・
自然探勝
の場の提供

○取組の成果
協力金による環境美化や遊歩道の整備が積極的に進
められ、現地の環境保全が図られるとともに、観光資源と
しての魅力の向上につながっており、平成24年度には約
11万人が訪れている。

情報発信

白神・暗門の滝自然観察教育林
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○森林を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

「⼿ぶらでトレラン！」〜秋の七時⾬でトレランデビュー〜（岩⼿県⼋幡平市）
○ 七時雨トレイルＲＵＮ＆ＯＷＮは、自然を楽しむトレイルランニング（ＲＵＮ）と、農畜産物のオーナー
（ＯＷＮ）制度をセットで提供するツアーを実施。
○事業主体

八幡平・七時雨マウンテン
トレイルフェス実行委員会

○取組概要

○取組の成果
トレイルランニングをテーマとしたモニターツアー
を造成した。今後、旅行商品化を目指している。

北東北ならではの牧草地の景観

地元との交流

関係者の調整

八幡平・七時雨マウンテン
トレイルフェス実行委員会

七時雨エリアのファンを作りたいという思いから
始まった「七時雨トレイルRUN&Own」。自然を楽し
むトレイルランニングと、地元農畜産物のオー
ナー制度などをセットで提供することで、地元の活
性化を目指そうという試み。普段は走れない牧草
地を走れることや、地元の農家との交流などの特
典がある。

七時雨山のカルデラ地形

新鮮な地場産物

新鮮な農産物提供

農 家

イベントでの交流

地域住民

観
光
客

企画・情報発信
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○森林を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例
く

さ

つ

森林による健康づくり（群⾺県草津町）
あ が つ ま

く さ

つ

○ 地元観光協会等で構成される協議会が、国（吾妻森林管理署）と連携し、草津温泉周辺の森林内に
「森の癒し歩道」を設定し、森林を活用した健康づくりの取組を進めている。
く さ

○事業主体

つ

草津森林療法協議会

○取組概要
く さ

つ

く さ

つ

く さ

つ

草津町、草津温泉観光協会など草津町内の各団体で
構成される「草津森林療法協議会」では、草津温泉周辺
の森林（国有林）を利用して、温泉と森林による健康づく
りの取組を進めている。
協議会は、平成16年に国有林内にある３本の歩道を
「森の癒し歩道」に設定し、国と連携してアカマツチップの
敷設、看板設置や広場の設置などを行い、歩道の整備を
進めている。
また、協議会は、森林を活用した健康づくりの取組とし
て、ホームページや宿泊施設等でPRするとともに、森林
散策等の行事や森林療法を行うトレーナーの養成講座
等を開催している。
く さ

つ

く さ

つ

温泉街に隣接する森林内の歩道を利用し、地域住民、
観光客、湯治客、移住者などに森林散策プログラムを提
供しており、地域における観光資源の魅力の向上につな
がっている。

森の癒し歩道案内図

草津森林療法協議会

○取組の成果

森林セラピーの様子

森の癒し歩道
歩道整備

森林療法、
森林散策の
場の提供
観光客・
地域住民

ＨＰや宿泊施設
で情報発信
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○森林を活⽤した観光の取組

安⼼・快適な⾼尾⼭

農観連携のモデル事例

（東京都⼋王⼦市）

○ 地元自治体や観光協会等多様な主体が、観光客・地域住民の安心・快適な利用のため、展望地点
での景観整備や歩道等の荒廃対策等の取組を実施。
○事業主体
八王子市、八王子観光協会、東京都、関東森林管理局
高尾森林ふれあい推進センター及び東京神奈川森林管
理署 ほか
○取組概要

○取組の成果
高尾山の環境保全に貢献するとともに、地域の観光資
源としての魅力の向上につながっており、年間250万人が
訪れている。

グリーン
サポート
スタッフ
の活動

八王子市、八王子観光協会
東京都、関東森林管理局
ほか

高尾山は優れた自然景観を有し、明治の森高尾国定公
園、高尾山自然休養林に指定されている国有林である。
近年では、都市近郊の身近な自然として、年間を通じて
子どもから高齢者まで幅広い層の国民や外国人観光客
に親しまれている。
地元自治体等は、観光客・地域住民の快適な利用のた
め、歩道等の事故防止対策、展望地点での景観整備や
標識類の整備を行うとともに、利用が多く拡幅・荒廃が進
んだ歩道の拡幅部分の進入を禁じて植生回復を図るな
どの取組を進めている。

歩道周辺の植生回復の取組
高尾山頂からの眺望

整備された
標識類

高尾山
環境保全
歩道整備

森林浴、
自然探勝
の場の提供
観光客・
地域住民

情報発信
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○森林を活⽤した観光の取組
あ

か

さ

わ

農観連携のモデル事例

⾚沢⾃然休養林での森林浴（⻑野県上松町）
あ

げ

ま

つ

○ 地元自治体や観光協会等が、国（木曽森林管理署）と連携し、森林内にバリアフリーコースを含めた
８つの散策コースを整備・管理するとともに、医療機関とも連携し、全国に先駆けて森林浴を展開。
○事業主体

あ か さ わ

赤沢渓谷を美しくする保護管理協議会

○取組概要
赤沢自然休養林は、日本三大美林の一つである木曽ヒ
ノキの森で「森林浴発祥の地」として知られ、林内には８つ
の散策コースが設置されており、春から秋にかけて森林
浴の場として利用されている国有林である。
協議会は、散策コースやトイレの美化清掃、食堂や森
林鉄道等利用施設の運営に取り組むとともに、季節に応
じた森林レクリエーションを提供している。また、地域の医
療機関やスポーツ団体等と連携し、健康診断と森林浴を
組み合わせたメニューや健康的な歩き方教室を開催して
いる。上松町観光協会では、地元の宿泊施設を活用して
森林浴を組み入れた宿泊プランも展開している。
あ か さ わ

○取組の成果
上松町では、昭和57年から毎年「森林浴大会」を開催
するなど、森林と林業の歴史を町の観光資源として取組
を続けてきており、赤沢自然休養林の利用者は、昭和57
年の約３万人から平成25年には約13万人に達している。
あ げ ま つ

あ か さ わ

メディカルチェックの様子
【写真提供上松町】真

ふれあいの道

リニューアルした木製施設を
利用する観光客

赤沢渓谷を美しくする保護
管理協議会
（
上松町、上松町観光協会、
商工会、農協等）

あ げ ま つ

赤沢森林鉄道

赤沢自然休養林
遊歩道整備
施設修繕

森林浴、
自然探勝
の場の提供
観光客・
地域住民

森林浴提供
情報発信
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○森林を活⽤した観光の取組
い

と

う

う

農観連携のモデル事例
さ

み

い

と

う

伊東市宇佐美の森づくり活動（静岡県伊東市）
○ 台風被害をきっかけに地域の山のあり方を見直し、自然を生かした観光資源として育てていくために、
植栽活動、森林景観向上のための除伐、ハイキングコース整備等の活動を積極的に実施。
○事業主体

宇佐美区、NPO法人伊東里山クラブ

○取組概要
平成16年10月、伊東市宇佐美地域は台風22号の直撃に
より市街地や背後の山々に大きな被害を受け、ヒノキの人
工林において多量の風倒木が発生した。災害発生の翌年
から、倒木処理とハイキングコース修復の活動が、地域住
民やNPO法人、ボランティアの手によって進められた。その
中で山のあり方を考えた結果、適地適木の考えと景観づく
りを意識した樹木を計画的に植栽することにより、自然を生
かした観光資源として育てていくこととなった。
現在は、大丸山を中心に植栽活動、森林景観向上のため
の除伐、ハイキングコース整備等の活動を積極的に実施。

地域住民やNPO法人等の
手により森林整備活動などを
実施

ハイキングコースマップにより
山の魅力をPR

だ い ま る や ま

○取組の成果
緑豊かな身近な山として地元の小学生が遠足に利用する
ほかにも、首都圏を中心に日帰りツアーで190人の団体客
(平成25年実績)が訪れるなど、展望を楽しむ山として親しま
れている。

NPO法人
伊東里山クラブ

地域住民

ボランティア
植栽活動、
ハイキングコースの整備
など
観光客
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○森林を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

つるぎ

か み い ち

さ っ か

「剱・きらめきの森」眼⽬の寺を歩く（富⼭県上市町）
か み い ち

○ 歴史的文化財からダイナミックな自然景観まで、多様な資源を有する上市町の森林セラピー基地にお
いて、自然と文化を五感で感じてもらうためのツアーを実施。
か み い ち

○事業主体

か み い ち

上市町、上市町観光協会

○取組概要
北アルプス・立山連峰の名峰剱岳の麓にある上市町では、
平成24年に眼目、大岩、馬場島の３エリアがセラピー基地
に認定。曹洞宗の名刹として知られる眼目山立山寺のトガ
並木や、映画のモデルとなった古民家、剱岳を望むダイナ
ミックな景観などを有しており、古き歴史から豊かな自然ま
で、多様な雰囲気を楽しむことができる。
各エリアでは、ガイドが来訪者のニーズにあわせた様々
なプログラムを提供。また、地元の食材を使用したセラピー
弁当により 「五感で味わう上市」を体感してもらっている。
つるぎ だ け

さ っ か

お お い わ

ば ん

ば

か み い ち

じ ま

め い さ つ

が ん も く ざ ん りゅう せ ん

歴史的文化財からダイナミックな
自然景観まで、多様な資源を有する

じ

つるぎ だ け

か み い ち

○取組の成果
認定以降、森林セラピープログラムに加え、巨大杉を巡
るツアーやヨガプログラムなど、活用が多様化。これまでに、
それらのツアーを12回開催、210名が参加しており、自然と
文化が融合した町の魅力を発信する基地となっている。ま
た、平成25年には、こうした取組に関心をもった視察団が
韓国から来町した。

森林内でのヨガプログラム

上市を「五感で味わう」セラピー弁当

上市町
観光協会

上市町

森林や施設の整備
ツアーや食事メニューの
考案・提供
観光客
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○森林を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

嵐⼭⾵景林における取組（京都府京都市）

○ 地元関係者や学識経験者と国（京都大阪森林管理事務所）が連携し、かつての風光明媚な嵐山を取
り戻す活動や森林環境教育などを実施。
○事業主体
嵐山保勝会、京都市、京都府、京都府立大学ほか
○取組概要
紅葉などで有名な嵐山では、近年、マツクイムシ被害や
サル・シカなどの鳥獣被害、常緑広葉樹の侵入による景
観の変化などで、かつての姿を失いつつあった。
このため、地元関係者や学識経験者など多様な主体が
連携し、平成21年度に嵐山の今後の取り扱い（将来ビジョ
ン）を定め、サクラ、カエデ、アカマツなどの植栽や管理・
モニタリング調査、地元小中学生を対象とした森林環境
教育、桂川の筏流しプロジェクトに対する支援など、広範
な活動を実施し、観光資源の保護と観光客の増加への
取組を進めている。
○取組の成果
地元が主体となって森林環境の維持回復に努め、学
識経験者がサポートする体制が構築されたことで、観光
資源としての魅力回復につながることが期待される。

嵐山風景林

地元説明会の様子

筏流しイベントの様子

イベント開催など

地元関係者
学識経験者 等

森林整備

観光客

景観としての
魅力向上

嵐山風景林
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○森林を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

森林セラピーロード体験ツアー（奈良県吉野町）

○ 歴史の面影を残す美しい風景と手入れされた美林や清流の中を、吉野美林案内人が同行し、さまざまな健康
プログラムを行いながら森林を五感で体感し保養効果を高める体験ツアーを実施。

○事業主体 吉野ビジターズビューロー（旅行受付等ソフト面）
吉野町（案内人育成、ロード整備等ハード面）
○取組概要
奈良県吉野は、３万本もの桜の花で覆われる吉野山と
代々大切に守られ、育てられてきた吉野美林が有名。
この美しい風景と美林が安らぎを与え、人々の健康増
進や回復作用に効果があると検証されたことに注目し、
平成24年３月、奈良県で初めて森林セラピー基地の認
定を受けた。本格的な受入は平成25年５月からで、森林
のパワーを五感で捉え、日々の生活への活力を見出し
てもらっている。なお、現在吉野町では「神仙峡・龍門の
里コース」と「吉野宮滝万葉コース」の２つを準備し、来訪
者のニーズに合わせたプランニング・受入を行っている。

地元の旬の食材を使用した
森林セラピー弁当

吉野ビジターズ
ビューロー
吉野町

○取組の成果
平成25年５月から10ヶ月で約500名を案内。吉野の新
たな魅力を発信するほか、森林セラピー弁当の販売等で
地元経済への貢献を果たす。また、大手旅行会社等とタ
イアップを図ることで、観桜期以外でも誘客を図っている。

森林セラピーコース
体験中の様子

吉野美林
案内人

ツアーの募集チラシ

ツアーの造成、
各種受付

吉野町より認定を受け、
旅行者を案内

育成
旅行者

体感を通じて、安らぎ
や健康増進を体感
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○森林を活⽤した観光の取組
い

農観連携のモデル事例

や

み よ し

祖⾕のかずら橋・架け替え資材確保の森（徳島県三好市）
い

や

○ 文化的遺産への貢献～「祖谷のかずら橋・架け替え資材確保の森」の設定～
実行委員会と国が、架け替え用資材の安定的な確保策を検討、シラクチカズラの増殖に取り組んでいる。
○事業主体
祖谷のかずら橋・架け替え資材確保実行委員会
い

や

○取組概要
み

い

よ し

架け替え資材

や

徳島県三好市にある「祖谷のかずら橋」は、国の重要有
形民俗文化財に指定されており、年間約30万人の観光客
が訪れている。また、同市には「奥祖谷二重かずら橋」もあ
り、地域の貴重な文化的遺産として大切に保存されている。
これらのかずら橋は、シラクチカズラ(サルナシ)を材料とし
て、３～５年毎に架け替えられており、国有林からもシラク
チカズラを供給しているが、近年、シラクチカズラの減少が
著しい。
そのため、平成20年に三好市等で構成される実行委員会
と国（徳島森林管理署）との間で協定を結び、架け替え用
資材の安定的な確保策を検討し、増殖に取り組んでいる。
お く

や

よ し

○取組の成果
い

や

国有林内に「祖谷のかずら橋・架け替え資材確保の森」
を設定し、資材の安定的確保に取り組んでおり、地域にお
ける観光資源であるかずら橋の維持につながっている。

中学生によるシラクチカズラ
の育苗作業

祖谷のかずら橋・架け替え
資材確保実行委員会

み

い

かずら橋

協定

国有林
資材の提供
育苗指導

かずら橋
3～5年
架け替え

観光地の
提供

観光客
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○森林を活⽤した観光の取組
や

な

農観連携のモデル事例

せ

う ま じ

⿂梁瀬千本⼭と森林鉄道遺産の歴史を訪ねるツアー（⾼知県⾺路村）
や

な

せ

せ ん ぼ ん や ま

○ 魚梁瀬山の案内人クラブの案内で、千本山風景林と国の重要文化財に指定された森林鉄道遺産の
歴史を訪ねるツアーを実施し、自然とのふれあいや森林・林業への理解をより深める取組を進めている。
や

○事業主体

な

せ

魚梁瀬山の案内人クラブ
地元森林鉄道遺産保存会

○取組概要
天然杉の美林として知られ、魚梁瀬スギの巨木が林立す
る馬路村魚梁瀬の千本山風景林（国有林）や復元され
た森林鉄道、この鉄道が牽引した地域の森林・林業の
歴史や森林鉄道遺産を巡る散策ツアーを平成23年度か
ら実施している。
や

う ま

じ

や

な

せ

な

せ

森林鉄道が最盛期の頃の馬路村

せ ん ぼ ん や ま

や

な

せ

せ ん ぼ ん や ま

○取組の成果
ツアーを通じて、地域に残る森林や森林鉄道遺産の歴
史を紹介することにより、森林・林業に関する歴史等
を地域の新たな観光資源とした魅力の発掘・発信に貢
献している。

復元された ミニ森林鉄道

魚梁瀬山の案内人クラブ
地元森林鉄道遺産保存会

【ツアー主な内容】
森林鉄道遺産として残る、石積トンネルや鉄橋など
の案内と説明を地元の案内クラブが実施し、魚梁瀬の
シンボル「千本山風景林」の美林を散策。

案内の協力

魚梁瀬杉 千本山の散策

四国森林管理局
案内
ツアー企画

案内
観光客

ツアー参加
千本山風景林
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○森林を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例
き

く

ち

くまもと⾃然休養林（熊本県菊池市）
○ 地元観光協会等で構成される協議会が、国（熊本森林管理署）と連携し、観光客・地域住民からの募
金方式による協力金を活用して、遊歩道の整備や休憩所の維持管理を実施し、自然探勝の場を提供。
き

○事業主体

く

ち

菊池渓谷を美しくする保護管理協議会

○取組概要
き

く

ち

くまもと自然休養林（菊池水源地区）は、スギの巨木や
生い茂る原生林と渓谷美の自然探勝に熊本県内外から
多くの人（平成24年度 約20万人)が訪れている国有林で
ある。
菊池市や菊池観光協会で構成される「菊池渓谷を美し
くする保護管理協議会」では、観光客・地域住民から募
金方式で協力金を収受し、遊歩道の整備や休憩所の維
持管理、景観保護、トイレ清掃等を実施し、観光客・地域
住民に自然探勝の場を提供している。
き

く

ち

き

く

ち

き

く

紅葉の
菊池渓谷

森林環境整備
の状況

ち

情報発信
菊池渓谷を美しく
する保護管理協議会
森林環境整備
（遊歩道整備等）

観光客・
地域住民
協力金

自然探勝
の場の提供

○取組の成果
協力金による森林環境整備や遊歩道等施設の整備
が積極的に進められ、現地の環境保全が図られるととも
に、地域の観光資源としての魅力向上につながっている。

涼を楽しむ
観光客

くまもと自然休養林
（菊池水源地区）
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○森林を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

屋久島⾃然休養林（⿅児島県屋久島町）

○ 屋久島町、観光協会等で構成される協議会が、国（屋久島森林管理署）と連携し、観光客・地域住民
からの募金方式による協力金を活用して、遊歩道の整備や休憩所の維持管理を実施し、自然探勝の場
を提供。
○事業主体
屋久島レクリエーションの森保護管理協議会

自然休養林入り口
で協力金を収受

○取組概要
し ら た に

屋久島自然休養林（白谷地区）は、世界自然遺産の一
部であり、屋久杉の巨木を含む天然林と一面を覆う地
衣・蘚苔植物、その中を流れる白谷川の清流と重なり
合った花崗岩の巨石からなる渓谷美に、国内のみならず
海外からも多くの人が訪れる国有林である。
屋久島町や屋久島観光協会等で構成される「屋久島レ
クリエーションの森保護管理協議会」では、観光客・地域
住民から募金方式で協力金を収受し、遊歩道の整備や
休憩所の維持管理、トイレ清掃等を実施し、自然探勝の
場を提供している。

図・写真の説明

ち

い

せ ん た い

し ら た に

協力金による森林環境整備や遊歩道等の施設整備が
積極的に進められ、現地の環境保全が図られるとともに、
地域の観光資源としての魅力向上につながっている。

屋
久
島
レ
ク
リ
エ

の
森
保
護
管
理
協
議 シ
会 ョ
ン

ー

○取組の成果

苔むす森を散策
する観光客

屋久島自然休養林
（白谷地区）
遊歩道整備
施設修繕

森林浴、
自然探勝
の場の提供

情報発信

観光客・
地域住民
協力金
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

ふらのグリーンフラッグ（北海道富良野市）

○富良野の食材を、地域住民・観光客にも味わってもらうため、富良野の食材を使用している飲食店（宿
泊施設を含む）を認定し、グリーンフラッグを店頭に掲げる取組を実施。
○事業主体 富良野市国際観光促進協議会・産消協働部会
富良野市商工観光課
（社）ふらの観光協会
○取組概要
北海道富良野市で生産された食材を使用している飲食施
設（宿泊施設も含む）を、「地元食材を応援している店」として
認定し、グリーンフラッグを授与。

店頭に掲げられている
グリーンフラッグ

富良野のワイン・チーズを使用している場
合には、それがわかる種類のフラッグを
使用

登録店は、グリーンフラッグを店頭に掲げ、地元食材を応
援している店としてアピールすることができる。
農家
富良野の食材
を提供

基準に沿って認定
富良野市

農業が基幹産業である富良野において、「地元住民にも、
観光客にも、富良野の美味しいものを食べてもらいたい」と
いう思いで始まった取組。
富良野における農業と観光との連携を目指すとともに、地
元の農産物を使用することによる顔が見える安全安心の農
業の推進を図っている。
○取組の成果
農業者と飲食店との関係が構築されることにより、野菜の
特性を生かした料理の魅力向上など、地域の食の魅力向
上につながっている。

飲食施設
選択

グリーンフラッグ
を掲示
富良野の食を
提供

情報発信

地域住民・観光客
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

地元産ぶどうを使⽤したワイン製造とレストラン､ショップ等の経営（北海道余市郡余市町）
○ 国内外から人が集まるワイナリーゾーンを目指して、100％地元産ワインの製造。見学型ワイナリー、
自家製ワインと地場産食材を使用したレストラン及びショップ等の複合事業
○事業主体

オ

チ

ガ

ビ

㈱ＯｃｃｉＧａｂｉ Ｗｉｎｅｒｙ
（平成25年度６次産業化認定事業者）

○取組概要
㈱ＯｃｃｉＧａｂｉ Ｗｉｎｅｒｙは、醸造用ぶどうで全国生産量の
15%を占める一大産地である余市町に24年11月設立。
25年９月、北洋６次産業化応援ファンド（農林漁業成長産
業化支援機構（A-FIVE）のサブファンド）からの出資決定を
受け、同年11月にワイナリーとレストランをオープンした。
畑と醸造設備を見学した上でファンになってもらというイ
ンディヴィデュアル・マーケティング（ひとりずつ対面商法）
を実施。
また、26年４月、余市町と協働してワイナリースクールを
開設。将来的には、宿泊施設の増設も視野に入れている。

レストラン、ワイナリー外観

販売されている
ワイン

余市の美しいぶどう畑

農業生産法人
OcciGabi
A‐FIVE

北洋銀行

出資

○取組の成果
ワイナリー参入により、12名（パート含む）の雇用創出。
今後、中規模ワイナリー（年間５万本～20万本）を集積
することにより、本格的なワイナリーゾーンとして集客・
観光化を推進し、町全体の活性化を目指している。
（平成29年売上目標202百万円）

醸造用
ぶどう
経営支援

北洋6次産業化
応援ファンド

出資

OcciGabi Winery
出資
協力

ワイン
販売

友人達を
紹介

余市町
会員・観光客
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

地場産マグロを冷凍加⼯し､料理として提供（⻘森県⻄津軽郡深浦町）

○ クロマグロの鮮度を最大限に生かした冷凍加工品を製造し、地元のご当地グルメを提供する飲食店
等へ通年供給することにより、青森県のマグロ漁獲量トップである深浦まぐろの付加価値を高める。
○事業主体

かいさん

（株）あおもり海山
（平成25年度６次産業化認定事業者）

○取組の成果
深浦まぐろの付加価値、認知度を高め、農林漁業者の
所得向上、観光産業の発展、新たな雇用創出を目指す。
（平成31年売上目標 190百万円）

深浦まぐろのほか、深浦産
の長いも、天然わかめなど
を使用し、地産地消に貢献

深浦町の風景
奥の山並みは世界自然遺産
の白神山地

地元農林漁業者

出資者（漁業者）

農林水産物
の供給

クロマグロの供給

あおもり海山

○取組概要
深浦町産クロマグロを柵加工後に冷凍することで、解凍
後のドリップ量が少なくなるなど、品質劣化を抑えたマグロ
の通年供給が可能。
大消費地である首都圏等への販路開拓のほか、食の観
光資源として、深浦町など青森県内での流通も展開。
特に、深浦町を訪れる年間120万人の観光客をターゲッ
トとし、平成25年５月にデビューしたご当地グルメ「深浦マ
グロステーキ丼」（マグステ丼）向けに通年安定供給を行う
ことで、白神山地や奇岩・奇石が連続する海岸美を資源と
する観光産業の新たな目玉とするべく、とうほくのみらい
ファンド（農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）のサブ
ファンド）を活用して事業を展開。

地元飲食店
深浦まぐろの加工品
の供給

・柵加工
・冷凍
出資
・保管

深浦マグロ
ステーキ丼
の提供

観光客

経営
支援

とうほくのみらい
応援ファンド

出資

A‐FIVE
みちのく銀行

35

○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

⾚湯温泉の若旦那が案内「ワインの似合う⼤⼈のまち」（⼭形県南陽市）
○ 赤湯温泉と温泉街のワイナリーが協働して、温泉に滞在しながらワインに興味のある大人が楽しめ
る「赤湯温泉 ワインの饗宴～おもてなし～ツアー」を実施。
○事業主体

見る

赤湯温泉旅館協同組合

○取組概要
若旦那ご案内によるワイナリー見学

○取組の成果
大手鉄道会社の赤湯温泉旅館に宿泊する通
常の旅行商品に、「素敵なすき♥焼き」と「ワイ
ナリー巡り」がオプションメニューとして加えら
れた。

美味しく食べる

体験する

早朝雲海ツアーなど

地域の食材を活かした赤湯
ワインに合うメニューの開発

関係者の調整

赤湯温泉旅館協同組合

開湯９００年以上の歴史がある赤湯温泉郷
の中に、４軒のワイナリーが点在している。
「見る」・「体験する」・「美味しく食べる」をキー
ワードとし、ワイナリー見学に加えて、赤湯ワ
インに合うメニューの開発など、温泉に滞在し
ながら、アットホームな雰囲気でワインを楽し
める仕組みづくりを行った。

ワイナリー体験

赤湯ワイン組合
連携強化
温泉旅館

地元のワイン
と食材を提供

観
光
来訪者への観光
客
案内サポート

南陽市観光協会
「ワインの饗宴
企画・情報発信
～おもてなし～」体制
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例
で

わ

や

⼭菜料理専⾨の宿（出⽻屋（⼭形県⻄川町））
○ 地域伝統の山菜料理を売りにする旅館。観光客に山菜料理を提供し、山菜や山菜料理の情報を発信
するとともに、海外の観光客に向けても、「ＳＡＮＳＡＩ」の魅力発信に取り組む。
○事業主体

山菜料理 出羽屋

○取組概要
地域の文化として根付く「おふるまい料理」などの地元で採れる山
菜料理専門の旅館。
出羽三山を訪れる行者の宿として昭和４年に創業し、全国的にも
珍しい山菜専門の宿ということや、近年の自然志向もあいまって注
目される。
３月31日を「山菜の日」として登録し、また、地元大学生への講義
を実施するなど、様々な機会を捉えて山菜の食べ方や魅力を広く
発信している。
さらに、インターネットのフェイスブックに英文による「ＳＡＮＳＡＩ」の
情報を発信するなど、国内外の観光客に向けた取組を進めている。
※おふるまい料理とは、この地域で、人を正式に招待する時に出す
最高の山菜料理。

○取組の成果
貴重な食糧のひとつとして、地域の生活と文化を支え発展してき
た山菜料理を、山村地域の魅力として内外に発信し、地域の食文
化の魅力向上や地域観光に貢献。国内の観光客だけでなく、アジ
アを中心とした海外の観光客の、山菜への関心（種類や食べ方な
ど）が深まった。

山菜のおふ
るまい料理

地元の山菜
フェイスブックへの英文
による「SANSAI」の発信

旅館
山菜の魅力を
多方面へ発信
国内外
観光客

消費者

地元
大学生

山菜の魅力が向上 → 山村の観光需要増
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

常陸秋そばを中⼼とした全て⾃家⽣産のそばレストラン事業と物販事業（茨城県古河市）
○ そばの実とオーガニック野菜を使用したレストラン事業（ゆるりの森）と物販事業を実施
（有）森ファームサービス
（平成23年度６次産業化認定事業者）

○事業主体

ひ た ち

時を忘れる空間

季節感を重視したメニュー

季節のメニュー
を提供
森
フ
ァ

風景・空間
を提供

ム
サ

ー

○取組の成果
雇用者数が、平成24年17名から平成26年40名（パート含
む）まで増加した。農産物の生産から調理まで、消費者の
五感に訴えることにより信頼を構築している。
平成25年来場者数 約1.5万人（イベント等含む）

自然林、畑、田んぼの
広がる風景

ー

○取組概要
「ゆるりの森の時計は、ゆるりと動きます」をコンセプトに、
自ら生産した常陸秋そばとオーガニック野菜を使ったメ
ニューの提供を行うレストラン「ゆるりの森」を平成25年７月
に開設。自然林に囲まれた野菜畑や田んぼの風景を活か
し、ゆったりとした時間を過ごせるレストランとなっている。
また、蕎麦の打ち手を複数人登録し、週替わりで打ち手を
変えることで、味のバリエーションを広げるとともに、野菜ソ
ムリエの主婦が季節感を重視し、素材の良さを活かしたシン
プルなメニューを提供している。
さらに、年間を通じた様々なイベントの開催や、物販事業
を通じて、首都圏を中心とした観光客や地域住民に楽しみと
喜びを提供している。

ビ
ス

楽しみ・喜び
を提供

観
光
客
・
地
域
住
民
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

いちごと⼩⻨の加⼯品の観光客への販売とレストランでの提供（栃⽊県⼩⼭市）
○ 自社生産品であるいちごと小麦を利用した商品開発・販売事業を実施
○事業主体

（有）いちごの里湯本農場
（平成23年度６次産業化認定事業者）

○取組の成果
平成24年11月にカフェをオープンし、「いちごシロップ」を
使用した飲料をカフェにて販売している。
カフェのオープンや加工品の販売等もあり、いちご狩りの
来場者は24年度の11万人から25年度は12万人に増加した。

いちご（とちおとめ）を使用した
いちごシロップ

道の駅
いちごの里

○取組概要
いちご狩りの実施に加え、自社生産のいちごと小麦を活
用したシロップやいちご飲料、カステラの商品開発と、カ
フェ等での販売により、経営の多角化や高度化を行い、経
営の改善を図っている。
平成24年３月からいちごを原料として「いちごシロップ」の
製造を開始。自社直営店及び道の駅で販売。平成24年６
月にいちご関連の加工場を新設した。
カステラについては、平成26年には小麦の作付けを行い、
平成27年度に加工場を建設し製造・販売を予定している。

加工品の販売
加工品の生産

カフェ
加工品の販売
いちごシロップ
飲料の販売

観光客
観光農園
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

体験型観光きのこ園（佐倉きのこ園（千葉県佐倉市））
○ しいたけを生産し小売へ販売するとともに、自ら直売・体験農園・バーベキュー施設を一体的に運営
する体験型の農園として地域の観光にも貢献している。
○事業主体

有限会社 佐倉きのこ園

○取組概要
地下水を使用した無農薬のしいたけを栽培し、小売店へ
販売する傍ら、消費者のニーズに応え、直売所とインター
ネット販売による直接販売や、しいたけ狩り、バーベキュー
施設を運営。自社のしいたけを使用したソーセージを販売
し、バーベキューでも提供するなど、付加価値を付ける取
組も行っている。
また、小売量販店での試食販売により「佐倉きのこ園」と
「きのこの味」を同時にＰＲすることで、新たな顧客の来園
に繋げている。
○取組の成果
直売や小売量販店による販売に加え、収穫体験、採れた
てのしいたけによるバーベキューなど、幅広い顧客ニーズ
に応える形で体験型農園として地域の消費者に認知され
るとともに、近隣のアウトレットモールや美術館などを含め
た観光ルートの一つとしても利用されるなど観光にも貢献。
しいたけ販売と情報発信を同時に行うことで、消費者の
来園や口コミによる新たな顧客獲得に繋がっている。

直売所外観

しいたけ栽培施設
バーベキュー
施設

観光農園
しいたけ栽培
収穫体験
生産品
加工品
販売

飲食
施設

消費者・レジャー客・観光客など
多様な顧客を獲得
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

乳製品の直売や加⼯体験の提供（新潟県新潟市）

○ 地域一体型酪農の推進で本物の味を求める消費者に評価されるとともに、地元観光協会と連携して、
年中楽しめる観光農園として加工体験などを提供している。
○事業主体
（有）フジタファーム
○取組概要
乳製品への加工に適した生乳生産を確立するため、地
域農家と連携した循環型酪農を実践している。
また、自ら生産した生乳の高付加価値化を図り、消費者
に直接提供したいという長年の夢を実現するため、平成15
年にジェラート専門店「レガ―ロ」をオープンした。本場イタ
リアでの研修経験を活かした、季節の移り変わりを感じる
多彩なメニューが地域住民などの支持を得て、人気店に
成長している。
さらに、新潟市中心部から車で１時間程度の「岩室温泉」
に隣接した立地条件を活かし、米粉ピザ作り、ジェラート作
り、バター作り、搾乳の体験メニューを提供し人気を呼んで
いる。
○取組の成果
地元観光協会のＨＰにおいて紹介されたことで、観光ス
ポットとして成長している。
（来店者数H15年：約８万人 → H24年：約20万人）
平成25年に冬期営業を可能にする「ミルクカフェ」をオー
プンし、地元観光協会と連携して年中楽しめる観光農園
を目指している。

素材の旨味が凝縮され、
季節感溢れるジェラート
が高い評価を得ている

フジタファーム

「ミルクカフェ」のオープ
ンにより、通年での営業
を可能とした

連携

地元観光協会

いわむろ

体験メニュー
を提供
ＨＰで
情報発信

原材料
を供給

レガ―ロ
ミルクカフェ

観光客
・地域住民
加工品
を販売
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

雪国Ａ級グルメ（雪国観光圏（新潟県湯沢町他６市町村））

○ 生産者・宿泊施設・飲食施設とが連携し、雪国伝統の食材や調理法を整理・保存し、「雪国のＡ級グ
ルメ」として観光客等に提供する事業を実施。
○事業主体

雪国観光圏
雪国Ａ級グルメ
認定店での料理

○取組概要

○取組の成果
雪国Ａ級グルメ認定旅館・飲食施設は、１９施設まで
増加。雪国ならではの食材・食文化に対する意識の
向上と、地域における食の魅力の向上につながって
いる。

雪国Ａ級グルメ
ロゴマーク

雪国Ａ級グルメ
食材の生産現場
を巡るツアー

農家

雪国観光圏

雪国観光圏内の食材の積極的な使用や、雪国ならでは
の調理法による調理、安全性や美味しさ等の条件を満たし
た旅館や飲食施設等を、雪国観光圏が「雪国Ａ級グルメ」
として認定。認定旅館・飲食施設等において、雪国観光圏
ならではの魅力ある食を、観光客等へ提供している。
また、「雪国食文化研究所」を設立し、地域の生産者から
供給された食材を加工し、宿泊施設や飲食店へ供給したり、
直営飲食店へ提供する取組を実施している。
さらに、「雪国Ａ級グルメ」食材の生産現場を巡り、生産
者と直接ふれあったり、買い付けができるツアーや、農業
体験と「雪国Ａ級グルメ食材」のＢＢＱを組み合わせたツ
アー等を造成。

雪国観光圏の
食材を提供

基準に沿って
認定
旅館等

雪国観光圏の
食を提供
観光客
情報発信
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

⽶パン農家のマルシェレストラン（福井県福井市）

○ 消費者ニーズをつかみ「地域と消費者との関わり」に重点を置いた取組を行うとともに、地域農業の
発展や６次産業化の拠点として、加工施設に併設して自社直売所及びレストランを開設。
○事業主体

農業生産法人 （株）アジチファーム
（平成23年度６次産業化認定事業者）

○取組概要
自社産コシヒカリを使った米粉パンの商品開発に取り組
むため、平成16年に「米パン倶楽部」を設立し、米粉パン
専門店として業務を開始した。
新商品開発及び米粉製品の製造・販売部門の拡充によ
り経営の多角化・６次産業化を図るため、平成20年に
「（株）アジチファーム」を設立した。その後、自社産農産物
の加工品や地元野菜を活用した米粉料理などを提供する
直売所及びレストラン「Agristyleほやほや」を平成24年に
開店。生産・加工・販売を一体化させて、より消費者に近
いところで顔が見える「食」の情報を発信している。
○取組の成果
自社の直売所・レストランにおいて、地元産の食材を消
費者ニーズを反映した「食」として提供することにより、地
域農業者と消費者がつながる場づくりに貢献。生産・加
工・販売の一体的取組により、会社全体の売上高（H25年
度）は１億４千万円となっている。

子供から大人まで、誰も
がくつろげる空間を目指
したレストランの様子

地域農業者

旬の食材を使った定食
などのほか、カフェタイ
ムには米粉を使ったス
イーツを楽しめる

連携

アジチファーム

連携

直売所
レストラン

地元野菜を
供給
地元大学
フードコーディ
ネーター

加工品・米粉料
理などを提供

観光客
・地域住民
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例
え

な

し

⾼齢者による地場農産物の販売と郷⼟料理の提供（岐⾩県恵那市）
○ 「高齢者の生きがいの場づくり」から始めた都市と農村の交流 ゆとりとやすらぎの提供
○事業主体

（株）山岡のおばあちゃん市

○取組概要
平成16年、「高齢者の生きがいの場づくり」を活動の目
的に、地域の農産物・各種特産品のPR ・販売を行う地域
活性化の拠点として道の駅に整備された。
山岡の市の会員（約450名）が育てた新鮮な野菜や手づ
くり品を販売しており､そのうちの９割が地元農産物及びそ
の加工品である。また､レストランでは、特産品「天然細寒
天」を使ったメニューを提供している。
○取組の成果
30代から最高齢92歳までが野菜を生産し、販売している。
また、高齢者の活用により、旬の山菜・野菜を使った、「ふ
るさとの味」や「懐かしい味」の食事を提供している。
菓子製造・漬物製造・総菜製造などの起業者数：12名
（うち60歳を過ぎてからの起業が９名）
利用者数（H25) 道の駅：537千人 手づくりの店：60千人
売上高 188百万円(H16) → 282百万円(H24)
雇用者数 26人(H16) → 69人(H25)
雇用者のうち60歳以上 45人（65％）

道の駅おばあちゃん市・山岡

日曜朝市の風景

おばあちゃん市
地産地消
特産品「天然細寒
天」を利用した食事
の提供

観光客

地元農産品の提供

農家

高齢者が活躍するイベントの開催
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例
お

お

ぶ

し

地場農産物の直売所での販売やレストランでの提供も含めた複合事業の展開（愛知県⼤府市）
○ 地産地消の複合拠点施設による農業と地域の活性化と多様な農産物を提供する事業を実施。
○事業主体

（株）げんきの郷

○取組の成果
地場農産物の生産増加や農業所得の向上、後継者や
雇用の創出等地域農業の振興に大きく貢献している。
集客数（H25） 221万人
売上高 24.1億円（Ｈ13年度） → 35.5億円（Ｈ25年度）
雇用数 205人（Ｈ12年度） → 219人（Ｈ25年度）

げんきの郷

農産物直売所
地場産品を購
入・活用する飲
食店を認定

農家
地産地消

基準に沿って
認定

げんきの郷
直売所

認定店

○取組概要
（株）げんきの郷は、地元JAの出資により平成12年３月
に設立された。
都市近郊において、直売所、加工品販売、レストラン、
天然温泉などからなる複合施設を整備し、「地産地消」
の発信拠点として、多様な農産物を消費者に提供する
とともに地域農業の活性化に努めている。
また、げんきの郷の地場産品を積極的に購入・活用す
る飲食店を「げんきの郷の野菜をつかってます」認定店
として認定している。
さらに、農作業体験と収穫物の加工・試食をする「農と
食の体験」を通じて「生産者と消費者の顔が見える」関
係を構築している。

観光客・地域住民
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

豚⾁加⼯品の製造､レストラン､農業体験等の様々な６次産業化への取組（三重県伊賀市）
○ 農業振興を地域の活性化につなげ、消費者とともに「知る」ことや「考える」ことを学び、感動、共感す
る事業を実施。
○事業主体

（株）伊賀の里モクモク手づくりファーム

手作り教室

契約農家

直営加工場

観光客

直営農場

モクモク会員

○取組の成果
売上高40億円（H20) → 52億円（H25)
来場者 年間50万人
モクモクネイチャー会員（※）数 46,000人
（※入会金を払い（年会費無料）で､商品の割引､限定
イベントへの参加などのメリットがある会員。）

モクモク手づくりファーム

直営レストラン
通販

○取組概要
昭和62年に養豚農家などで農事組合法人を設立。ブラ
ンド豚の肥育に加え、ウインナー、ハム等の手作り加工品
を製造、販売を始める。平成元年に始めた日本初のウイ
ンナー手作り体験教室が反響を呼び、これをきっかけとし
て、単なるモノを売ることから、消費者と直接コミュニケー
ションし、共感を得られることに取り組む。
その後、平成７年にモクモク手作りファームを開園し、設
立当初から続くウインナーの手づくり教室に加え、農業公
園内の牧場、小麦工房、ビール工房、焼豚専門店、カフェ、
レストラン、野菜直売所、温泉、宿泊施設等で、様々な収
穫体験、イベント、食農教育を行っている。

伊賀の里モクモク手づくりファーム
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

消費者との交流による地場産農産物の直売所での販売とレストランでの提供（滋賀県守⼭市）
○ 直売所とレストランの併設を活かした農家の育成、食育活動を通じた消費者との交流を実施。
ＪＡおうみ冨士

○取組概要

直売所

青空フィット
ネスクラブの
圃場風景

おうみんちは、滋賀県最大級の規模を誇るＪＡおうみ冨士直
営の農産物直売所と、地域食材バイキングレストランを併設し
平成20年5月にオープン。
バイキングレストランでは、直売所に当日出荷された農産物を
使用。消費者やメニュー担当者の声は農家に情報提供され、栽
培品目や数量等に反映。
出荷農家と連携し、「青空フィットネスクラブ」（一日農業者体
験クラブ）や、「キッズ・ファーマーズ」（ＪＡ管内の小学校との食
農教育支援）などの食育活動に取り組み、消費者との交流や農
業の応援団育成に取り組む。

地域食材
バイキングレストラン

○事業主体

交流

購入・
利用

商品・ 出荷・マー
サービス ケティング
提供

情報提供
生産指導

おうみんち

○取組の成果
直売所の農産物やレストランで提供される料理は、食材が顧
客目線で判別され、その情報が農家に還元されることで、農家と
消費者との信頼関係醸成や意欲あるプロ農家の育成に繋がって
いる。
食育活動を通じて関係者が連携し、農家と消費者との交流が
図られているほか、農家の営農意欲向上にも繋がっている。

農 家

観光客・地域住民

食育活動

直売所

・青空フィットネスクラブ
（一日農業者体験クラブ）
・キッズ・ファーマーズ（食農教育支援）
場所の提供・情報発信
農業の応援団育成

バイキング
レストラン
担い手確保・情報発信
地域資源発掘・商品開発

連携

おうみんち 来客数 平成21年度 457,000人 平成25年度 470,000人

大学・学校関係者、事業者等
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

イチゴ・メロンのもぎ取り体験とスイーツカフェのある直売所（兵庫県姫路市）
○ 地域企業との連携によりイチゴ、メロンのもぎ取り体験及びスイーツカフェ（直売所）で、スイーツ等を
販売する事業を実施。
○事業主体

（有）夢前夢工房
（平成23年度６次産業化認定事業者）

○取組概要
高設栽培方式で農薬を削減して栽培したイチゴとメロン
のもぎ取り体験を提供して集客を高めるとともに、地元菓
子業者と連携しイチゴ、メロン及び米粉を使ったスイーツ
を開発。併設するスイーツカフェにおいて、スイーツ、フレッ
シュジュース等を提供している。
また、直売所では地元農家グループが中心となって栽培
された野菜類が販売されている。

来場者数 80人（H23）→1,620人（H24）→5,000人（H25予測）
売上高 20万円（H23）→703万円（H24）→7,500万円（H25予測）

地元農家グループ「farm67」を中心とした野菜や米、加工品の直
売所。地元野菜やスイーツを使ったカフェも併設している。

地元農家グループ

地元洋菓子店

旬野菜等の販売

夢前夢工房

○取組の成果
地域の食品産業を巻き込み、観光拠点を作ることで、地
域全体の観光地としてのレベル向上につながった。
また、年間を通した体験型農業を行うことにより、直売所
を中心とした新たな農産物の流通を構築し収益の向上を
図った。

直売所隣のイチゴもぎ取り体験施設「ゆめさき苺ハウス」

スイーツカフェを
併設する直売所

連携
もぎ取り体験、
スイーツ等の提供

観光客
いちご狩り体験施設
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

⼤和伝統野菜を活⽤した農家レストラン（奈良県奈良市）

○ 地域で大和伝統野菜の調査研究と文化継承活動を行うNPO法人や地元の集落営農組織との連携と
協働を通じた農家レストランの経営及び加工品の開発事業
○事業主体

（株） 粟

○取組概要
・平成20年度に、大和伝統野菜の調査研究と文化継承活
動を行う「NPO法人清澄の村」と集落営農組織「五ヶ谷営
農協議会」が母体となり、(株)「粟」を設立。
・農産物の生産、農家レストラン、アンテナショップである
市街地でのレストランの運営、むこだましを原料とした和
菓子の開発など、地域資源である大和伝統野菜を活用
した事業を行っている。
・五ヶ谷営農協議会は、地元農家組合と連動しながら
（株）「粟」の生産加工部と農商工連携に取り組む。
・平成22年１月、奈良市街に築130年の古民家を利用した
「粟 ならまち店」を開店。大和伝統野菜を使ったメニュー
を提供し観光客にも好評を得ている。
○取組の成果
地域資源を活用した地域創造の試みは、産業と雇用の
創出、地域経済の活力向上、生活文化の継承に寄与。

奈良の伝統的な粟の一種
「むこだまし」
農家レストラン
「清澄の里 粟」
「粟 ならまち店」

NPO法人
清澄の村

連携・協働

五ヶ谷営農
協議会

設立
「粟」 （清澄の里 粟）
伝統野菜を使った
料理を提供
観光客・地域住民
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組
お う

農観連携のモデル事例

ま

合⾺たけのこまつり（福岡県北九州市）
お う

ま

お う

ま

○ 北九州市の食材ブランドである「合馬たけのこ」を育んだ合馬地区が、たけのこのＰＲと地域活性化
のために「合馬たけのこまつり」を開催。
お う

ま

お う

○事業主体

ま

合馬校区まちづくり協議会 地域振興部会

会場は、美味しいたけのこを求める
たくさんの来場者でにぎわう

○取組概要
北九州市の食材ブランドである「合馬たけのこ」を育んだ
合馬地区が一体となり開催するまつり。「合馬たけのこ」や
地元農産物の販売、「若竹汁」の振る舞いや、地元大学生
によるパネル展示やステージイベントが行われる。
会場となる合馬竹林公園は、竹の世界を学べる展示館
や、約150種類の竹・笹類がある見本園が整備されており、
合馬の地域資源である竹について、学び、触れ合うことが
できる。
お う

お う

ま

ま

お う

お う

ま

ま

○取組の成果
北九州市内を中心に県内外、海峡を越えて山口県からも
来場者が訪れ、毎年、約1,000人が来場。合馬たけのこの
PRと地域の活性化につながっている。
また、合馬竹林公園では、四季折々に「たけのこまつり」
「竹の里フェスタ」などのイベントが企画されており、合馬を
訪れる都市住民に憩いの場を提供している。
お う

お う

ま

ま

お う

まつりの会場となる
合馬竹林公園

竹林公園
運営部会

安全安心
部会

社会福祉
部会

地域振興
部会

生涯学習
振興部会

合馬校区まちづくり協議会

ま

「合馬たけのこ」を
はじめとする
地元農産物の販売 ほか
観光客
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

旅館業者と農漁業者が連携した新メニュー開発で集客増（福岡県岡垣町）
○ (株)グラノ２４K（ぶどうの樹）は、地元の農･海産物を規格外も含めて活用し、加工品の製造・販売及び
地産地消の自然食レストランや鮨店を運営するほか、全国展開も実施。
○事業主体

（株）グラノ２４Ｋ
天井一面にぶどうの樹が
伸びるウエディング会場

○取組概要
旅館、レストラン、ウエディング等を運営する(株)グラノ
２４Ｋは、規格外品を含めた地元の農・海産物を活用して
惣菜、豆腐、燻製、パン、菓子等を製造している。食材は、
同社のコンセプトに賛同する地元の生産者と話合いを行
い、今まで廃棄されていた規格外品や少量なものなども
含めて購入しており、生産者に喜ばれている。
また、製造した加工商品は、自社使用のほか、全国に
ある契約旅館やレストランへの配送も行っている。
近年は、自社農園を活用して食育活動にも力を注いで
いる。
○取組の成果
地産地消型ビジネスへの参画による地域の生産者の
所得の向上と加工場や旅館・レストランでの地元雇用が
図られた。また、６次産業化のモデル事例として国内は
もとより海外からの視察も増えた。（岡垣町の店舗で年
間約50万人の来店者数）

はつ

波津海岸で採れた魚を
海を見ながら食事

地元農漁業者
料理メニューの共同開発
規格外品
少量の農産物
地魚 など

グラノ２４Ｋ

観光客
地域住民

51

○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

べ っ ぷ

べ っ ぷ

別府をOICI（おいしい）国際都市にしよう！（⼤分県別府市）
○ 地元の食を中心とした農林水産業や観光業等の連携に取り組む協議会を設立し、食の魅力の再発見
と、食の国際都市化を推進。国内外への情報発信や観光客誘致に取り組む。
○事業主体

べ っ ぷ

別府市おいしい食のモデル地域実行協議会
別府温泉

○取組概要
地域の農林水産物の消費拡大、国内外への食・食文化
の発信、観光客誘致を目的に、異業種や産学官が連携し、
医・食・農・観光等が融合した取組を推進するための協議
会を設立。
現在は、栄養学を学ぶ地元大学の学生、椎茸生産組合、
旅館女将の会等が、産学共同でメニュー開発や商品開発
に取り組み、「しいたけ懐石」など高級感のあるメニューや、
飲食店・露店等で手ごろに食べられる「きのこバーガー」や
「きのこカレー」などを商品化、順次提供していく予定。

しいたけ懐石
原木栽培しいたけ

協議会

地元食材
の提供

メニュー・
商品開発

○取組の成果
地産地消やトレーサビリティを実現でき、観光客への地
元食材の提供や食文化の情報発信を行うことで地域の魅
力向上に貢献。また、将来、栄養士となる学生がプロジェク
トへ参画することで、地元食材や食文化に対する理解が深
まり、給食や病院食など多方面への今後の広がりも期待さ
れる。

椎茸生産
組合

地元
大学生
国内外
へ情報
発信

旅館・飲食
店等

地元食材や食
文化に対する
理解の深まり

地元食材によ
る学生企画の
食を提供

地域の食や食文化の発信
国内外の観光客の誘致
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

佐伯「⼿塩にかけた⾷のもてなし」（⼤分県佐伯市）

○ 佐伯の食資源を地域の女性と専門家の視点で捉えなおし、日本人らしい繊細な季節感と味覚を大
切にした旬の食ツアー「手塩にかけた佐伯の旅」を実施。
○事業主体

一般社団法人 佐伯市観光協会

○取組概要

情報発信
女性ワーキングチーム

提案

今までになかった『女性性視点で造成する「手塩に
かけた佐伯の旅」コンテンツ』を７つ造成。大手旅行
会社の着地型商品予約・販売WEBサイトで、随時提
供できる商品として掲載がスタートした。

極上素材を一流の技で

世界に１つだけの真珠ジュエリー

設置

○取組の成果

食

４つの製塩所と天然塩

佐伯市観光協会

ココロとカラダの「美と健康」を求める女性をターゲッ
トに、旬の食を中心にした体験型観光ツアーを造成。
市内４つの製塩所から作られる“塩”と、上質な海山
の素材に “手間ひま”かけて良いものを作る文化とい
う、２つの特徴を結ぶキーワード「手塩」を柱に、市内
の女性が中心となって、地域ならではの本物を体感
するこだわりのツアー「手塩にかけた佐伯の旅」を
コーディネートした。

食の提供

企画
佐伯寿司、
パエリア等

体験

観
光
客

真珠ジュエリー作り、
製塩所

市民による女性向け観光コンテンツの発掘

53

○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例

ゆふいん料理研究会（⼤分県由布市）

○由布院全体の料理のレベルアップのため、若手料理人が集まり、地元の農業者とのつながりを強め、
由布院の食材を使った料理を生み出す場として「ゆふいん料理研究会」を立ち上げ、取組を進めている。
○事業主体

ゆふいん料理研究会

○取組概要
自分の旅館だけではなく、由布院全体の料理のレベルアッ
プのため、由布院の旅館の若手料理人達（120人以上）が定
期的に集まり、地元農家を来訪しつながりを強め、料理人と
農家の流通を確立するとともに、調理法のわからない食材
の調理法を教え合い、情報交換をする中で、由布院の食材
を使った由布院でしか味わえない料理を生み出す場となっ
ている。
また、湯布院映画祭等の地域のイベントで、料理をふるま
うなど、積極的に地域とのつながりを持ち、活動を展開して
いる。

料理人たちが定期的に集まり、
情報交換を通じて、
地産地消・由布院の料理のレベ
ルアップを図っている。

地元の素材にこだわったスイーツなども
生まれている

農家
来訪
関係構築

由布院の食材
を提供

ゆふいん料理研究会

○取組の成果
研究会を通じて、料理人と農家との距離が縮まり、由布院
の地産地消に大きく貢献している。また、料理人が競って腕
を磨くことで、由布院ならではの料理の魅力が向上している。

旅館の
料理人

旅館の
料理人

情報交換

旅館の
料理人

意識向上
由布院ならでは
の食を提供

地域住民・観光客
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○地域ならではの⾷を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例
こ こ の え ま ち

畜産農家が農家レストランをオープン（⼤分県九重町）
○ 平成15年より生産から販売まで一貫した６次産業化を目指し、家族で経営する農家レストラン
「べべんこ」をオープン。九重町観光協会と連携しホームページで施設紹介。
○事業主体

わ し ず

鷲頭牧場

○取組の成果
レストラン経営をはじめたことが農業経営の安定化に寄
与。また、大分県のブランド牛である豊後牛のPRにもつ
ながっている。
売上高：1,300万円（H15）→4,200万円（H25）
来訪者数：12,000人（H15）→40,000人（H25）

イーグルファーム農
家レストランべべん
こ全景
豊後牛のステーキ
べべんこから見
える九重連山

鷲頭牧場
（イーグルファーム）

九重町観光協会

○取組概要
はんだこうげん
九州の屋根、標高1,000ｍに位置する飯田高原で牧場を
営み、農家レストランで安全 ・安心な食材を直接届けてい
る６次産業農家。
家族で経営する農家レストラン「べべんこ」では、自家牧
場で丁寧に育てた肉用牛を使ったステーキや牛丼、コロッ
ケ等に加え、自家で生産したお米を観光客等へ提供。
また、毎年４月には「べべんこ誕生祭」と題し、野菜の即
売、動物体験コーナー、野外ライブなどのイベントを実施し、
都市住民と交流を行っている。
なお、九重町観光協会と連携し、同協会のHPで施設紹
介を行い、集客を図っている。

安全・安心の食
材を供給

HPで店舗
紹介

農家レストラン
べべんこ

美味しい料理を
提供
観光客等
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○６次産業化により、⼟産物となる特産品を開発した取組

農観連携のモデル事例

農家蔵ブランド商品の開発・販売とグリーン・ツーリズムの推進（⻘森県平川市）
○ グリーン・ツーリズムの推進と併せ、地域の農産物を利用した加工品や土産品を「農家蔵」ブランドと
して開発・販売。
○事業主体

の う か ぐ ら

（株）グリーンファーム農家蔵
（平成24年度６次産業化認定事業者）

拠点施設「農家蔵の館」

収穫体験

蔵・庭園めぐり

「農家蔵ブランド」による農産
加工品の開発・販売

観 光 客

○取組の成果
ファームステイは、平成25年度に3,260人を受入れ。
地域の受入農家の所得向上と地域農業・農村の維持
発展のほか、引率者宿泊施設・温泉施設・商工業者の売
上げに寄与。

農家蔵ブランドの商標登録

グリーンファーム農家蔵

○取組概要
同社は、平川市金屋地区の現存する78棟の農家蔵（うち
40棟は国登録有形文化財指定）の保存、利活用のため平
成24年に設立。
農家の所得向上や地域農業・農村の活性化を図るため
６次産業化へ取り組むこととし、登録商標「農家蔵」ブラン
ドによる、米、りんご、ぶどうなど地域の農産物を利用した
商品開発を商工業者・地元加工グループ等との連携によ
り行っている。
また、観光事業者等と連携し、修学旅行による農作業体
験、ファームステイの受入れ、庭園ウオッチングや果樹の
収穫体験などのイベント開催によるグリーン・ツーリズムを
推進。

観光業者等と連携した
グリーン・ツーリズムの実施

56

○６次産業化により、⼟産物となる特産品を開発した取組

農観連携のモデル事例
ひ ろ の ち ょ う

酪農家による⽜乳・乳製品の製造及び観光客等への販売（岩⼿県九⼾郡洋野町）
○ 地元酪農家が中心となって、地元産生乳を用いた牛乳・乳製品の製造（地域特産物を活用した新商
品の開発を含む。）を進め、特に乳製品を中心として高速道路ＳＡ等への販路拡大を目指す。
○事業主体

（株）おおのミルク工房
（平成25年度６次産業化認定事業者）

○取組の成果
「地元密着・地域貢献型企業」をコンセプトに商品を展開
してきたことにより、売上も着実に増加している。今後は大
手メーカーが対応困難な、地元特産品とのコラボレーショ
ンによる新商品投入により、さらなる販売拡大を図っていく。
（平成29年売上目標 390百万円）

こだわりの製法による牛乳は地元の
学校給食にも使用されている

生乳
（指定団体
経由）
地
元
酪
農
家

おおのミルク工房

○取組概要
おおのミルク工房は、道の駅、宿泊施設、パークゴルフ場、
産業デザインセンターなどからなる複合施設「おおのキャ
ンパス」内に立地し、観光拠点としての役割も担っている。
26年３月には、とうほくのみらい応援ファンド（農林漁業成
長産業化支援機構(A-FIVE)のサブファンド）からの出資決
定を受けている。今後は、拡大傾向にあるヨーグルト・アイ
スクリーム市場に向けて、地元特産品（イチゴ、やまぶどう、
海草など）を活用したヨーグルトやソフトクリームミックスの
新商品開発、販路拡大に取り組んでいく。

おおのミルク工房
社屋および工場外観

高速道路
ＳＡ
道の駅

出資

スーパー
経営支援

出資
とうほくのみらい
応援ファンド

出資

学校等
A‐FIVE
東北銀行
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○６次産業化により、⼟産物となる特産品を開発した取組

農観連携のモデル事例

伝統野菜の復活等を通じた地域活性化（秋⽥県横⼿市（⼭内三⼜地域））
○伝統野菜「山内にんじん」の生産拡大に向けた取組を支援するともに、「いぶりにんじん」や「いぶりだい
こん」の加工品開発やグリーンツーリズム活動の活性化を後押し。
○支援主体
秋田県（平鹿地域振興局農林部農業振興普及課）
○取組概要
・伝統野菜「山内にんじん」の復活を核とした地域振興を目
的に、栽培技術の確立、優良系統の選抜等を実施。
・三又地域の女性達を中心とした「三又旬菜グループ」の設
立誘導や、「いぶりにんじん」の開発・販売の取組を支援。
・「山内にんじん」の播種や収穫作業に、高校生ボランティア
や秋田大学研究生の受入を企画し、若い人材と地域ぐるみ
での交流が開始され、集落の活性化を側面支援。
・また、秋田大学の学生との共同開発を企画し、「いぶりだ
いこん」の新商品開発を実現。

三又旬菜グループが関係機関と
連携し開発した「いぶりにんじん」

「山内にんじん」の、
優良系統の選抜、栽培技術指導等

山内三又地域の
生産者

農業試験場と連携

普及組織

○取組の成果
・「いぶりにんじん」が商品として定着したほか（H20：0.5ｔ
→H25：1.2ｔ）、「山内にんじん」も地域の重要推進品目として
面積が拡大中（H20：20ａ→H25：70ａ）。
・秋田大学の学生と三又営農生産組合で共同開発された新
商品の「いぶりだいこん（いぶりばでぃ）」は、県内百貨店や
秋田大学生協で販売中（H20：0.7ｔ→H25：1.4ｔ）。

秋田大学と三又営農生産組合
との共同企画で生まれた新商品

農産物の供給

関係者をコーディネートし、
商品開発等の取組を支援

三又営農
生産組合

三又旬菜
グループ

農産加工品の加工・販売

県内百貨店、大学生協等
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○６次産業化により、⼟産物となる特産品を開発した取組

農観連携のモデル事例

⼥性だけの農業法⼈運営と６次産業化による事業展開（⼭形県村⼭市）
○ 女性だけで農業に取り組み、生産した農産物や加工品を県内のホテル、レストラン、直売所等に出荷
するほか、地元の生産者等と連携したイベント等を実施。
く に た ち

○事業主体 国立ファーム（株） 山形ガールズ農場
（平成24年度６次産業化認定事業者）
○取組概要
山形ガールズ農場は、国立ファーム（有）グループの生産
部門を担うべく、平成21年に農業生産法人として設立され、
代表の菜穂子氏のほか女性社員６名で水稲（2.5ha）と野菜
（1.5ha：小玉スイカ、里芋、赤根ほうれん草など）を生産。

○取組の成果
６次産業化による経営の安定と、地域の活性化、農業振
興に貢献（H30年販売目標 ６千万円）。

販売しているジュース、パン、米

県内サッカー場でカレー等の販売

ホテル、直売所等での
農産物や加工品の販売

観光客・来訪者

また、地元の生産者等と連携した収穫体験ツアーや、農
業体験イベント（H23年約300名）、平成24年からは新規事
業として会員制のレンタル農園「メイド付き農園」を実施。

ホテルでの玄米粥提供

山形ガールズ農場

生産した農産物は、国立ファーム関連会社のほか、山形
県内のホテル、レストラン、直売所等へ出荷。野菜を使った
プリン、クッキー、パウンドケーキ等や委託によるジュース
の製造・販売も行っており、サッカーＪリーグモンテディオ山
形ホームスタジアム場外売店にも出店。

菜穂子社長ほかガールズ農場社員

農業体験、会員制農園
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○６次産業化により、⼟産物となる特産品を開発した取組

農観連携のモデル事例
なかがわまち

種豚の育種、改良を⽬指したハム・ソーセージ・精⾁の製造・販売（栃⽊県那須郡那珂川町）
○ 自社で育種、改良を行った豚肉を使用して、ハム・ソーセージの加工品と精肉の製造・販売と直営
レストラン経営を展開
○事業主体

（有）星種豚場
（平成23年度６次産業化認定事業者）

○取組概要
肉質が軟らかく、甘みのあるサシが入ったデュロック種
（茶色豚）の豚肉を使用した加工品（ハム・ソーセージ等）、
精肉の製造・販売、レストラン経営を行っている。
豚の品質管理は、スキャナーを使ってロースの断面積
等を測定し、出荷時期や飼育方法等に反映。数年に一回、
種豚の改良を行っている。
ハム・ソーセージ等の加工品は、塩漬け、炭火乾燥、桜
チップによる燻製、ボイルの工程すべてを手作りの本格
的な方法で製造し販売。 土日限定で精肉販売を行い、レ
ストラン巴夢（はむ）では、ハム・ソーセージ・とんかつなど、
和洋メニューを観光客・地域住民へ提供している。
○取組の成果
レストラン・加工部門の売上高
2,500万円（H24） → 3,200万円（H25）
雇用者数（ﾊﾟｰﾄ含む。）
12名（H24） → 14名（H25）

加工品（ハム・ソーセージ）

レストラン巴夢（はむ）

星種豚場
食材提供

ばとう手づくりハム工房
食材提供

レストラン巴夢（はむ）
豚肉を使った
料理を提供

情報発信

加工品を提供

観光客・地域住民
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○６次産業化により、⼟産物となる特産品を開発した取組

農観連携のモデル事例

地域連携による「筏流し」の歴史訪問（和歌⼭県北⼭村）

○ 「筏流し」や「筏師の道ウォーク」といった体験メニューを軸に、「森」「筏流し」「北山
川・熊野川」により育まれてきた地域の生活・文化を体感する観光を展開。
○事業主体

観光筏下り

和歌山県北山村

○取組概要
筏流し文化について地元のガイドから聴講
し、「筏師の道ウォーク体験」や「筏流し体
験」を行う他、「筏師弁当」、「じゃばら」
等を活用した商品の販売により、地域の結び
つきの強さを活かして、これまで北山村で取
り組んできた「筏流し」を核に、地域全体で
観光客を受け入れる仕組みを構築した。

筏師の道

じゃばら製品
の販売

関係者の調整

じゃばら村センター

○取組の成果

筏流しの販売

北山村

A旅行会社と観光券契約を終結し、オプショ
ナルツアーとして、筏下り及びラフティングを国
内旅行パンフレットに掲載した。
B旅行会社においては、筏下りとおくとろ温泉
の日帰りバスツアーを商品化した。
今後も、北山村のプログラムを活用したツ
アーを実施していく。

北山村だけに自生して
いた「じゃばら」
花粉症抑制効果も

北山村観光センター
地域内で
の宿泊

旅
行
者

おくとろ温泉など
情報発信
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○⽊⼯品を活⽤した観光の取組

オホーツク

農観連携のモデル事例

クラフト街道バスツアー（北海道北⾒市）
も く い く

○ オホーツク管内の11の木育施設を巡りながら、木のおもちゃに触れることで木のぬくもりを感じ、森林
の大切さを考えてもらう機会として、バスツアーを開催。
○事業主体

（一社）オホーツク森林産業振興協会

○取組概要
オホーツク地域では、管内11のウッディクラフト販売や木
の遊具を楽しめる木育（※1）施設等が連携して、『オホーツ
ク木育ネットワーク』を形成。これらの施設を巡りながら、
木のおもちゃに触れることで木のぬくもりを感じ、森林の大
切さを考えてもらう機会として、「オホーツク クラフト街道
バスツアー」を開催している。
も く い く

○取組の成果
ツアーは10年以上前から毎年実施しており、地域に定着
した事業となっている。参加者は新聞広告で募集している
が、即時で定員になる、人気の高い取組。平成25年は10
月に計２回開催し、小学生や園児を含む、60名以上が参
加した。
普段行けない遠方の施設にも訪問できるほか、木工作
などを通じて木に親しむよい機会となっている。

木工芸品、木のおもちゃなどから
木のぬくもりを感じるツアー

オホーツク木育
ネットワーク※2
11施設等が連携

ツアーの企画

観光客
※1 木育とは、木材に触れることで木に対する親しみや木の文化への理解を深め、材料と
しての木材の良さやその利用の意義を学ぶ教育活動のこと。

※2 ネットワークの事務局は、（一社）オホーツク森林産業振興協会
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○⽊⼯品を活⽤した観光の取組

農観連携のモデル事例
と

め

杉⽮⽻集成材の⽊⼯品と「もくもくハウス」（宮城県登⽶市）
○ 特産品の杉矢羽集成材を部材とした器やトレー、食卓小物や文具、子どもたちに人気の木のおもちゃ
など、アイデアあふれる木工品を製造し、道の駅等で販売。
○事業主体

つ や ま

津山木工芸品事業協同組合

○取組概要
と

め

つ や ま

面積の82％が山林である登米市津山町において、地場
資源としての杉材の有効利用を図るため、特産品の杉矢
羽集成材を部材とした器やトレー、食卓小物や文具、子ど
もたちに人気の木のおもちゃなど、アイデアあふれる木工
品を製造。製品の販売は、山村と都市を結び付ける交流施
設である「道の駅・津山 もくもくランド」内のクラフトショップ
「もくもくハウス」のほか、インターネットでも行っている。
つ や ま

杉の木をふんだんに使用した建物内に、
特産品の杉矢羽集成材などで作られた木工品約2,000点が並ぶ

○取組の成果
つ や ま

津山杉を利用した矢羽集成材の開発が始まったのが昭
和54年。その後、津山木工芸品事業協同組合が設立され、
木工芸品の本格的な製作活動が開始された。一連の展開
が山村と都市を結び付ける交流拠点としての「道の駅・津
山 もくもくランド」の誕生へつながった。12名の組合員で始
まった組合も現在は19名に増え、あらゆる分野のものづく
りが可能となっている。

津山木工芸品事業協同組合

つ や ま

つ

木工品の製作
「もくもくハウス」の運営 ほか

や ま

道の駅（もくもくハウス）、
インターネットでの販売
旅行者等
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○GIAHS認定地域における観光の取組

農観連携のモデル事例

あぜのきらめき（輪島市）

○ 世界農業遺産「能登の里山里海」の象徴でもある白米千枚田（しろよねせんまいだ）に、約２万個の
ソーラーＬＥＤ電球を設置。冬の観光誘客としてのイルミネーションを実施している。
○事業主体

輪島市交流政策部観光課

ペットボタル
開発

○取組の成果
「あぜのきらめき」を行程に組み込んだバスツアーなどの旅行商品
が造成されているほか、多くの人の手によって守られている白米千
枚田をはじめとした「能登の里山里海」における取組を考えるきっか
けとなっている。
（平成25年度あぜのきらめき入り込み：129日間で約90,000人）

一面ピンク色に煌めく白米千枚田

地元企業

○取組概要
厳しい風雪にさらされ観光客の入込が落ち込む冬場の誘客策とし
て、世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」のシンボルでも
ある白米千枚田をイルミネーションで彩る「あぜのきらめき」を平成23
年度より実施。（平成25年度実施期間：11月９日～３月16日）
灯りは、日中は太陽光エネルギーで蓄電し、暗くなると自動的に
点灯する「ペットボタル」と呼ばれる環境に配慮されたＬＥＤライトで、
これらは「ほたるびと」という全国から訪れるボランティアの方々に
よって田んぼのあぜに設置される。
当初１万２千個だったＬＥＤの数も、今では２万１千個の灯りが千
枚田の美しいあぜの幾何学模様を彩っており、平成24年度には「太
陽光発電ＬＥＤの最大ディスプレイ」というカテゴリーで、ギネス世界
記録に認定された。

ソーラーＬＥＤ「ペットボタル」

白米千枚田「あぜのきらめき」

能登の原風景を守る
きっかけに

観光客
・観光
・ＬＥＤボランティア「ほたるびと」参加 など
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○GIAHS認定地域における観光の取組

農観連携のモデル事例

能登丼（のとどん）（能登丼事業協同組合）

○ 奥能登２市２町（珠洲市、輪島市、能登町、穴水町） の飲食店が、地元の旬の食材と能登産の器・
箸を使用したオリジナルの丼を提供。
○事業主体

能登丼事業協同組合

○取組概要
平成19年３月の能登半島地震により疲弊した奥能登の活性化の
ため、県と奥能登２市２町、民間事業者、地域づくり団体等で構成す
る「奥能登ウェルカムプロジェクト推進協議会」の事業の一環として、
官民協働で開始。
「奥能登産のコシヒカリや地場でとれた魚介・野菜・肉等を使用す
る」「輪島塗・珠洲焼など能登産の器・箸を使用する」「使った箸をプ
レゼントする」といった定義に沿って各店舗がオリジナルの「能登丼」
を提供し、地域ブランドとして全国に発信している。
「能登丼」の特徴は、豊かな里山里海の環境を生かし、海鮮だけ
でなく、能登牛、能登野菜などをふんだんに使った多彩な丼があるこ
とである。また、期間限定で海女採りのサザエやアワビを使ったプレ
ミアム能登丼「海女採り丼」の販売なども行っている。
現在は、「能登丼」のさらなる知名度の向上とブランド力の強化に
向けた事業展開を図っていくため、平成22年12月に設立した「能登
丼事業協同組合」が主体となって事業を推進している。

お店の個性が光る能登丼

能登丼事業協同組合（参加店舗で構成）
飲食店

飲食店

飲食店

能登丼Ａ

能登丼Ｂ

能登丼Ｃ

観光客

観光客

観光客

○取組の成果
提供開始以来、平成26年１月までの累計で、約35万８千食、約６億
２千万円を売り上げたほか、農林水産業のみならず、輪島塗や珠洲
焼などの地場産業や観光地にも経済効果を及ぼしている。
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○GIAHS認定地域における観光の取組

農観連携のモデル事例

春蘭（しゅんらん）の⾥（能登町）

○ 集落を挙げて農家民宿に取り組み、 国内外からの観光客に昔ながらの農村生活を体験してもらう
など、グリーン・ツーリズム型観光地域として農村の再生を図っている。
○事業主体

春蘭の里実行委員会

○取組概要
過疎・高齢化が進む地域に危機感を抱えた地区の有志が「若者が
帰ってくる農村の再生」を目指し、村おこし活動の一環で、農家民宿
に取り組む。
農家民宿では、１日１客、輪島塗の膳を用いる、地元産の食材を
使用、化学調味料を使わない等のサービスコンセプトを統一し、こだ
わりをもったもてなしを心掛けている。
また、農家民宿の外観を白壁・黒瓦に統一することで能登独特の
景観を維持しているほか、豊かな自然を生かし、田植え・稲刈りなど
の農作業や山菜・キノコ採り、川魚掴み取りといった昔ながらの農村
生活を体験してもらうことで、地域住民と都市住民の交流が図られて
いる。

白壁・黒瓦の家並み

農家民宿第１号「春蘭の宿」

地元の食材をふんだんに使った食事

春蘭の里

○取組の成果
平成９年に農家民宿の第１号が開業後、農家民宿の取組は徐々
に広がり、現在は47軒にまで増加。また、廃校となった小学校を交流
宿泊施設「こぶし」として整備。今では国内外の観光客のほか、東京
や大阪等からの修学旅行生を受け入れるなど、年間約８千人の方が
訪れている。
自然以外に何もないということを逆手に取ることで、地域住民自身
が隠れた地域資源を掘り起こし、宝としての価値に気付くきっかけと
なった。

はざ干し体験

農家民宿Ａ

農家民宿Ｂ

農家民宿Ｃ

統一コンセプトでおもてなし

旅行者

旅行者

旅行者
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○⽊造建築物を活かした観光の取組

農観連携のモデル事例
ひゅうが

歴史的建造物のスケール感を観光名物に！（宮崎県⽇向市）
ひゅうが

いり ごう

○ 日本有数の杉材生産地である日向・入郷圏域において、木造建造物と森林資源などを活用した観光
ルートの構築に取り組み、観光客数の増加や、地域の活性化を目指す。
○事業主体

ひゅうが

日向商工会議所

○取組概要
日向市を中心とした日向・入郷圏域は、日本有数の杉材
生産地。同地域には、椎葉村・十根川と日向市・美々津と
いう二つの伝統的建造物群保存地区が存在するほか、古
来の工法を忠実に再現した西の正倉院や最新工法を採用
した日向市駅（都市景観大賞２度受賞）など、著名な木造
建築を有している。平成21年度より、これら木造建造物と
森林資源などを活用した観光ルートの構築に取り組み、観
光客数の増加や、地域の活性化を目指している。
ひゅうが

し い ば

いり ごう

と

ね

がわ

委員会と学生モニターツアーの様子

ひゅうが

み

み

つ

日向市駅

ひゅうが

○取組の成果
情報発信のため、建築物やツアーに関するパンフレット
のほか、映像資料を作製。また、地元の伝統的な食事や
生活文化を体験できる観光ルートも開発。地元旅行業者
によるツアーの実施も始まっており、モニターツアー等もあ
わせて、これまでに約250人が参加した。
平成26年度の東九州自動車道の開通等により、今後、交
流人口の増加が見込まれることから、地元旅行業者による
ツアーの実施やPRに取り組む予定。

木造建築物や森林文化、地元の
もてなしといった地域資源を楽しむ

建造物をめぐるツアーパンフレット

日向市観
光協会他

日向市
連携
日向商工会議所

パンフレットや映像資料の製作
観光ルートの開発
情報発信
観光客
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○地域資源についての発信の強化

農観連携のモデル事例
に し お こ っ ぺ

エゾシカエコツアー（北海道⻄興部村）
○ 狩猟に慣れ親しんでもらうとともに、エゾシカの多様な魅力を紹介するため、ハンティングやジビエ料理
に興味のある人を対象に、「エゾシカエコツアー」を実施。
○事業主体

に し お こ っ ぺ

NPO法人 西興部村猟区管理協会

○取組概要
狩猟に慣れ親しんでもらうとともに、エゾシカの多様な魅
力を紹介するため、ハンティングやジビエ料理に興味のあ
る人を対象に、「エゾシカエコツアー」を実施している。
ツアーのプログラムは、鹿肉料理、ハンティング見学、鹿
皮クラフトに加えて、林道散策や渓流釣り、鹿牧場の見学
など、西興部村の大自然を最大限に活用したものとし、地
域振興につなげることを目指している。

鹿皮クラフトやジビエ料理を通じて、エゾシカの魅力を紹介

に し お こ っ ぺ

鹿牧場でエゾシカ観察

○取組の成果

クラフト
サークル

西興部村

ツアーは平成23年度から毎年実施しており、ホームペー
ジやSNS、パンフレット等によりPRしている。これまでに、道
内のほか関東、関西からの参加者を含む約30名が参加し
た。参加者の年齢は20代から70代まで、また、参加者の約
半数が女性となっているなど、幅広い層に対して西興部の
魅力を発信する機会になっている。

地域の大自然も最大限に活用

後援

地域の団体等
鹿牧場

連携

NPO法人 西興部村猟区管理協会

に し お こ っ ぺ

ツアーの企画、実施
観光客
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○地域資源についての発信の強化

農観連携のモデル事例
よ し の

吉野貯⽊まちあるき、ガンガンノリノリツアー（奈良県吉野町）
○ 地元有志と製材所とが連携し、奈良・吉野の地場産業である製材業とこの地特有の貯木（原木市場）
を、見て・歩いて体感する企画を作り、この地の産業と吉野材の魅力をPRしている。
○事業主体

Re:吉野と暮らす会

○取組概要
昭和14年から操業し始めた、吉野貯木と製材所は、今な
お吉野を代表する基幹産業となっている。この産業に新た
な可能性と魅力を探るべく、平成24年から、地元有志と製
材所が連携し、38軒の工場と貯木（原木市場）の中をゆく
産業ツアーを企画。年季がはいった建物や道具などに哀
愁を感じながらも、木の新たな活用方法の発見や80年間こ
の地で培われた知恵と技術の結晶を目の当たりにするこ
とができ、吉野の業と人情が今一度肌で体感できる内容と
なっている。また、同企画と合わせて、吉野材を使った「暮
らしの道具デザインコンペ」や「出張吉野貯木展」などのイ
ベントも開催し、産業観光の確立を図っている。
○取組の成果
まちあるきへの参加者は130名（直近開催分）にのぼる。
吉野材の魅力向上につながっているとともに、製材所に働く
方が利用する地域の飲食店や酒造元を観光客へ紹介する
ことで、地域おこしのきっかけとなっている。

製材所風景

吉野貯木まちあるき
案内チラシ

参加者集合写真

吉野製材工業
協同組合

まちあるき中の写真

吉野林材
振興協議会

Re:吉野と暮らす会

吉野町
役場

地域おこし
協力隊

イベントの企画・立
案・協力、実行

製材所・貯木

イベント当日の
実演等の協力

観光客

体験・交流
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○地域資源についての発信の強化

農観連携のモデル事例
ま に わ

ま に わ

バイオマスツアー真庭（岡⼭県真庭市）
ま に わ

ま に わ

○ バイオマスタウンである真庭地域内の視察を「バイオマスツアー真庭」と名付け、人材育成、魅力ある
コースづくりなどを民間と行政が一体となり実施。
○事業主体

ま に わ

（一社）真庭観光連盟

○取組概要
1993年頃からバイオマスへの取り組みが始まっていた
真庭地域で、市外からの視察に対応するため、2006年
12月「バイオマスツアー真庭」がスタートした。
中山間らしい「顔のみえる産業観光」をコンセプトとして
おり、視察者と真庭の住民の交流が相互の新たな発見
となるツアーを目指し、人材育成、魅力あるコースづくり
などを民間と行政が一体となり実施している。
ツアーでは、真庭の林業やバイオマスによる地域づくり
のほか、酪農・農業への広がりを見学できるコースなど、
多彩なメニューから見学地を選択することができる。
ま に わ

「活用」「技術」「体験」がツアーの３つの柱

ま に わ

ま に わ

見学コースには、のれんの町 城下町勝山の
町並み散策や、酪農体験なども含めることができる

ま に わ

○取組の成果
中四国エリアから関東以北、北海道や沖縄まで、年間
に約2,000名がツアーを利用している。
また、ツアーの実施を通じて、バイオマスタウンの発信
や観光客リピーターづくりのほか、各産業の地域間交流
や、来訪者との交流を通じた市民の楽しみの創出などが
実現。

地域再生
マネージャー
※2006年～2008年の
3ヶ年間

真庭観光連盟※運営母体
地元観光関係者

ノウハウ提供
サポート

連携

真庭市産業観光部
バイオマス政策課
商工観光課・農林振興課

ツアー企画

各事業者（見学箇所）
森林組合・木材組合
情報発信
観光客
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○地域資源についての発信の強化
に し あ わ く ら

農観連携のモデル事例
に し あ わ く ら

⻄粟倉・森の学校（岡⼭県⻄粟倉村）
○ 地域資源を活用した商品の開発、情報発信、販売にも取り組む。また、廃校を拠点として活用し、森林
散策や木工体験などを通じて西粟倉の楽しみ方を提案している。
に し あ わ く ら

○事業主体

に し あ わ く ら

（株）西粟倉・森の学校

○取組概要
廃校になった影石小学校を拠点にして、森について楽し
みながら学び考える場づくりを通じて、村内外に向けて情
報を発信している。
村の「百年の森林事業」で搬出される間伐材を中心に、
地域の資源を活かした商品の開発、情報発信、販売を
行っており、森の学校の施設では、売店、工作室、各種展
示等を運営。また、西粟倉村で生み出される資源から製品
をつくり届けるプロジェクト「ニシアワー」では、間伐材から
作られる無垢の床「ユカハリ」や、無垢の木で出来た家具
の製造販売、鹿肉でのバーベキューや、地元で採れた農
産品の販売などにより、地域資源の循環的な利用を目指
す。
か げ い し

に し あ わ く ら

○取組の成果
年間売上額は１億8,649万円（2013年実績）。「百年の森
林構想」の川下（木材流通部門）を支えるとともに地域ブラ
ンドの向上につながっている。また、村内で起業にチャレン
ジしようとする若者の受け皿にもなっている。

西粟倉・森の学校 ロゴマーク

さまざまなツアー
イベントも企画
売店、木工体験などを通じて、
西粟倉のいいところ、いいものをご案内

村民

村役場

株式会社
トビムシ
出資

株式会社 西粟倉・森の学校
間伐材の
活用等

商品の開発、販売、
情報発信
観光客

１００年の
森林事業
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○多⾔語対応やハラル対応等、外国⼈旅⾏者対応に取り組んでいる飲⾷施設の取組

農観連携のモデル事例

既存の地域グルメやお⼟産物等のムスリムフレンドリー化の促進（北海道札幌市）
○既存の地域グルメ・土産物等に関する情報開示や製造法を工夫し、ムスリムに配慮した料理や物産品
を提供する飲食店・土産品メーカーを増やすことで、ムスリム観光客の不安軽減と満足度の向上を図る。
○事業主体

北海道札幌市

○取組概要
「食」が重要な観光コンテンツである札幌市では、ムスリ
ム観光客が自ら飲食可能か否かを判断するための「食」に
係る情報開示を進めるなど、ムスリム観光客に配慮した飲
食事業者・土産品メーカーを増やし、ムスリム旅行者が
「食」の魅力を満喫できる環境づくりを実施。

ムスリムによる実証実験

メニュー表示の例

①ムスリム対応可能な食の提供方法の紹介
⇒民間事業者に対しムスリムへの情報開示の仕方やムスリム
に配慮した製造方法を紹介する研修会の実施。

②相談窓口の設置
⇒民間事業者がムスリム観光客に配慮した食の提供を行う際

研修会

研修会講師
研修後は、随時相談＆アドバイス

【ムスリム有識者】
先行事例集作成
研修会実施

の相談を受け付ける窓口を設置。

○取組の成果 （平成26年度末現在）
研修会に43事業者等（76名）が参加、窓口には14件の
相談があった。
当該事業を通じ、飲食店8軒、土産品メーカー3軒がム
スリム観光客に配慮した対応を開始した。

飲食事業者
土産品メーカー
宿泊施設

ムスリムに配慮した
飲食サービスの提供

【札幌市】
プロモーション

【民間事業者】

飲食サービス
情報の提供

【ムスリム観光客】
【東南アジア】
・インドネシア など

訪日旅行

ムスリムに配慮した飲食
サービスの提供

※検証等の結果、従前の取組で対応可能であった民間事業者を含む。
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○国際会議における地産地消のプロモーションの取組

農観連携のモデル事例

「国際コモンズ学会世界⼤会」の開催（⼭梨県富⼠吉⽥市）

○国際コモンズ学会第１４回世界大会（北富士大会）の開催にあたり、地元の自治体や組合等が協力体
制を構築した上で、地元食材や伝統文化を活用したプログラムを作成し、地元の魅力をアピールした。
○事業主体

国際コモンズ学会北富士大会組織委員会

○会議概要
会議名称：国際コモンズ学会第１４回世界大会（北富士大会）
日
程：２０１３年６月３日～７日
開 催 地：山梨県富士吉田市
参 加 者：国内外の研究者４０７人（５６か国）
会議趣旨：入会地や共有地など「複数の人々が利用・管理す
る資源」の制度・組織・社会的仕組みについて研究
発表する会議

参加者に配布したフードメニュー表

○取組概要

○取組の成果
地元が一丸となって北富士地域ならではの魅力を最大限に活か
し、食を通じて地域の歴史文化を伝え、国際交流を図った。

国際コモンズ学会
北富士大会組織委員会

地元小売店から地元食材を購入し、住民と協働でメニューを
作成するなど、地元主体で食事提供を行った。また、ウェルカム
レセプションは、「日本のお祭り」をテーマとし、郷土料理、Ｂ級
グルメ等の縁日屋台を出店した。会場では、海外の参加者に対
し、各メニューの背景やストーリーを十分に伝えることで、その
土地の歴史文化や風土に対する興味を刺激するフードメニュー
を配布した。

地元小売店
食材の提供

協働
住

民
食事メニュー
の提供

食事メニュー
の提供

国際会議
参加者
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○ユニークベニューを活⽤した⾷のプロモーションの取組

農観連携のモデル事例

国際泌尿器科学会総会（SIU）の開催（福岡県福岡市）

○国際泌尿器科学会総会（SIU）の一大イベントとして、官民連携のもと川端商店街・周辺文化施設を活
用して「福岡でしかできないおもてなし～SIUナイト」を開催し、和食・博多ならではの食を提供した。
○事業主体 第３２回国際泌尿器科学会総会組織委員会
○会議概要
会議名称：第３２回国際泌尿器科学会総会（SIU）
日
程：２０１２年９月３０日～１０月４日
開 催 地：福岡県福岡市
参 加 者：３，２１７人（約１００か国）
会議趣旨：世界各国および日本の泌尿器科学を専門とする医
師が一堂に会し、研究発表及び情報交換を通じ、
国際レベルでの学術的研究の推進を目的

川端商店街・周辺文化施設を活用したユニークな
パーティー開催の様子

○取組概要
国際泌尿器科学会
総会組織委員会

SIUの一大イベントとして、川端商店街を中心に「福岡でしか
できないおもてなし～SIUナイト」を開催。「はかた伝統工芸館」
ではジャズを聞きながら「和の夕食」を提供、川端商店街では
各店が工夫を凝らした博多メニューの食事・ドリンクを提供し、
商店街は縁日のように世界各国からの会議参加者で賑わった。
また、各国からの参加者へ案内や受付、サービスを提供する
ためにボランティアが活動を行った。

協働
川端商店街等

和の夕食、博多
メニューの食事
ドリンクの提供

○取組の成果

参加者からは好評な意見が多く、「食」、「文化」、「ふれあい」
等により、博多ならではの「おもてなし」のこころを充分伝えるこ
とができた。

和の夕食、博多
メニューの食事
ドリンクの提供

国際会議
参加者
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○農業分野・観光分野等が⼀体となった海外へのプロモーション

農観連携のモデル事例

⽇本酒王国にいがた（新潟県）

○日本の米どころ新潟の特色を生かし、その地元に根ざす酒蔵及び日本酒のPRのため、「酒蔵ツーリズム」を推進。
○東アジアや東南アジア、欧州に対し旅行会社やメディアの招請を通じた酒蔵の紹介、海外での試飲会、セミナー等
開催により積極的にPR。

○事業主体

新潟県、県酒造組合、県旅館ホテル生活衛生同業組合、
県観光協会等

○取組概要
新潟県は、100近い酒蔵が存在。その特色を生かし、新潟の地域
に根ざした酒蔵及び日本酒をPRするため、「酒蔵ツーリズム」を推進。
県内の主要観光拠点における試飲コーナーの整備や、日本酒を
利用した各種関連商品（スイーツ、化粧品等）の開発、日本酒イベント
「にいがた酒の陣」をはじめとする各種イベントの開催の他、海外への
PRを積極的に実施。
海外プロモーションとしての主な事例として、ビジット・ジャパン事業
による台湾、韓国、香港等の海外旅行会社・メディアの招請（訪問先：
魚沼市玉川酒造、小千谷市高の井酒造等）や、欧州、韓国等での試
飲会、日本酒セミナーの開催、シンガポールでの「酒の陣」イベント開
催等が挙げられる。
県内の酒蔵の約半数が見学可能。外国語対応可能なスタッフの配
置、外国語パンフレットの設置等、インバウンドに積極的な酒蔵も多数
ある。

○取組の成果
海外メディア（韓国SBBテレビ、香港雑誌「Go Japan」、台湾旅行業
界雑誌「旅奇」等）における酒蔵紹介や、酒蔵見学を取り入れた海外
旅行商品の造成等により、県内への訪日外国人数の増加、海外にお
ける新潟の認知度向上につながった。

新潟が誇る日本酒の数々
日本酒イベント
「にいがた酒の陣」

新潟県

酒造組合
県旅館ホテル
生活衛生同業
組合

県観光協会等

様々な
取り組み

日本国内旅行者
外国人旅行者
海外旅行会社
海外メディア等

試飲コーナー整備
日本酒関連商品開発
日本酒イベント開催
海外旅行会社・メディア招請
試飲会開催等
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○農業分野・観光分野等が⼀体となった海外へのプロモーション

農観連携のモデル事例

農村⽣活体験「ほっとステイ」（⻑野県上⽥市）

○長野県上田市武石地区の農業生産法人（株）信州せいしゅん村が、「ほっとステイ」事業として農村生
活体験メニューを提供。台湾を中心に外国からの教育旅行を積極的に受け入れている。
○事業主体

農業生産法人 （株）信州せいしゅん村

○取組概要
「外から来てもらえるサービス提供型の農村を目指す」とのコ
ンセプトのもと、「ありのままの農村生活を体験」を提供するメ
ニューとして、「ほっとステイ」事業を2002年より展開。
国内中学、高校生の修学旅行先として高い人気を誇っている
ほか、海外からの教育旅行も積極的に受け入れ。英語、中国語
（繁体字・簡体字）のパンフレットを作成し、海外現地商談会での
誘致活動も活発に行っている（ビジット・ジャパン台湾教育旅行
現地説明会に信州・長野県観光協会とともに参加）。
○取組の成果
台湾を中心に海外から多数の小、中、高校が同メニュー参加の
ために上田市を訪問。
長野県が、「国際青少年交流農村宣言」（2011年10月8日）にお
いて、「農村・観光事業者・行政が一体となって、国内外からの教
育旅行の受入や海外の学校との交流を推進します」と宣言した。
当事業はモデルケースの一つとして、長野県への訪日教育旅行
が大きく飛躍する原動力となるなど、高い成果を遂げている。
外国からの教育旅行受入人数（H25)・・・1,980人

柿の収穫体験

多言語対応のパンフレット
ホストファミリーとの団らん

学校関係者、団体等

農村生活体験提供
（基本は日帰りツアー
だが、海外に対しては
ホームステイも提供）

ツアー申込

（株）信州せいしゅん村

（台湾1,450人、中国140人、その他シンガポール、カナダ、フランス等）
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