
※各団体名には本サイトの各受入先紹介ページにリンクしていま
す。

受入地域内で手配
する場合

近隣地域に広げて
手配する場合

定員 主な屋外メニュー 主な屋内メニュー

1 北海道
北海道深川市、滝川市、美唄市、新十津川町、由仁町、
羅臼町、雨竜町、芦別町、栗山町、栗山町、月形町、新
篠津村、当別町

そらちＤＥいーね  受入休止中 － － 整備中 － 受入可 農家体験、ラフティング、ホース トレッキング、カヌー、バーベキュー

2 北海道 北海道木古内町 木古内まちづくり体験観光推進協議会 整備中 － － 整備中 － 整備中
地引き網体験、ホタテ貝養殖・放流体験・漁船乗船体験、海遊び体験、地引き網の食事オ
プション(捕れた魚などの浜焼・ホタテ飯・みそ汁)

宿泊体験(民泊)、宿泊体験(寺院)、搾乳体験・家畜世話体験、ジンギスカン体験・チャン
チャン焼体験

3 北海道 北海道黒松内町 黒松内ぶなの森自然学校 整備中 － － 受入可 20人 受入可
収穫販売体験、農家の庭先に泊まろう、旬の野菜の収穫、ツルの除伐・枝払い作業、シャ
ケを知る、水産加工に触れる

農家に泊まろう、豆腐や味噌づくり、地産地消の料理コンテスト、木工体験（木育）、地域
の農家のお年寄りと交流会

4 北海道 北海道長沼町 長沼町グリーン・ツーリズム運営協議会 整備中 － － 整備中 － 整備中 農業体験全般（稲作、畑作、野菜栽培、酪農、花卉、果樹等）
デコレーション箱作り・寄木キーホルダーネックレス作り、木皿づくり、グラス彫刻の体験
作製、若狭塗箸磨き出し体験・石の箸置き磨き体験、和菓子作り体験、ミニチュアトンコ
リのネックレス製作体験

5 北海道
北海道旭川市、上川中部地域(東川)、上川北部地域
(和寒町、剣淵町、士別市、名寄市)

(有)アグリテック 整備中 － － 整備中 － 整備中

6 北海道 北海道美幌町 美幌町観光まちづくり協議会 受入可 50人 20人 受入可 20人 受入可 ハウス及び露地野菜の収穫体験等、樹木や昆虫等の観察、地元の高校生と交流
農作業機械や工場の見学、美幌博物館で歴史や自然等を学ぶ、地元食材を使用したピ
ザ・豚まん・アイス等の調理体験、地元の高校生と交流

7 北海道 北海道大樹町 南十勝長期宿泊体験交流協議会 受入休止中 － － 受入可 20人 受入可
大根抜き、白樺樹液採集、カヌー・カヤック、氷上ワカサギ釣り、木こり体験、地引き網体
験

白樺樹液試飲および調理加工体験、大根の浅漬けづくり、鮭解体・イクラづくり、ホエー
豚のソーセージづくり、自然物クラフト、ペットボトルロケット作成・打ち上げ

8 北海道 北海道広尾町 広尾町ホームステイ受入協議会 整備中 － － 整備中 － 整備中

9 北海道 北海道浦幌町 （特非）食の絆を育む会 受入休止中 － － － － －

10 北海道 北海道標津町 標津町エコ・ツーリズム交流推進協議会 受入休止中 － － 受入可 100人 受入可 荷揚げ作業、芋掘り、森林間伐、枝打ち、植林、サーモンフィッシング
朝の市場見学、イクラづくり、新巻鮭づくり、ホタテ貝剥き体験、ホッケの開きづくりの体
験

11 青森県 青森県弘前市 弘前里山ツーリズム 受入可 20人 整備中 受入可 要相談 受入可 農業体験、りんごの摘果、雪のランタンづくり 津軽凧作り

12 青森県 青森県黒石市 くろいし・ふるさと・りんご村 受入可 20人 200人 受入可 50人 受入可 りんご作業、自然観察とハイキング体険、リンゴ炭焼き、米つくり
郷土料理とりんごのおやつ作り、りんごの枝を利用したクラフト作り、金魚ねぷた作り、
こけし絵付け、和尚さんのおはなしと三八五歌つくり

13 青森県 青森県五所川原市 ピットイン合同会社 受入可 57人 57人 受入可 57人 受入可 リンゴ生産農家での作業・収穫体験

14 青森県 青森県むつ市、東通村 下北ふるさと活性協議会 受入休止中 － － 要相談 － 要相談
下北ジオパーク内ジオサイト等での自然体験、イカの生っぴ干し体験、季節に合わせた農
業体験

下北郷土資料館の見学及び古民家体験、南部裂き織体験、郷土料理づくり体験

15 青森県 青森県平川市 津軽・ほっとステイネットワーク  受入休止中 － － － － 受入可 津軽・ほっとステイネットワークの農作業・農村生活体験

16 青森県 青森県平川市 平川市子ども農山漁村交流プロジェクト推進協議会  受入休止中 － － － － 受入可 農業・農村丸ごと感動体験 農業・農村丸ごと感動体験

17 青森県 青森県鯵ヶ沢町 鰺ヶ沢白神グリーンツーリズム推進協議会 受入可 20人 30人 受入可 150人 受入可
田植え体験、白神山地の里山一ツ森の自然観察、白神山地で林業体験、植林体験、白神
山地思いっきりトレッキング体験、屋外での秘密基地づくり

地元の山菜を使った料理教室、木工品づくり体験、映像を使った白神山地を学ぶ授業

18 青森県 青森県七戸町 七戸町かだれ田舎体験協議会 整備中 － － 整備中 － 整備中
夏野菜収穫、田んぼの学校、田んぼの生きものさがし、動物ふれあい体験、にんにくピザ
作り、にんにく植え付け収穫体験

19 青森県 青森県南部町 達者村ホームスティ連絡協議会 整備中 － － － － －
果樹木の剪定枝の片付け、りんご・桃・梨の摘花、人工授粉、各種野菜苗の植付け、さく
らんぼ収穫、箱詰、販売、りんごの葉摘み、袋掛け、りんごの収穫

農作業小屋での農業体験、民家の清掃体験

20 青森県 青森県南部町 （特非）青森なんぶの達者村 受入可 40人 調整中 － － 受入可 半日の農作業、名久井岳登山、遺跡体験、里山ウォーク、さくらんぼ狩り、りんご狩り ドライフラワー作り体験、青果市場見学、北国のいちご狩り

21 岩手県 岩手県花巻市 はなまきグリーン・ツーリズム推進協議会 受入休止中 － － － － 受入可 農業・農村体験、りんごづくり体験、里山体験、ラフティング そば打ち体験、郷土料理作り体験、こびる作り体験、農と里山のリース作り体験

22 岩手県 岩手県久慈市 (一社)久慈市ふるさと体験学習協会 受入中止中 － － 受入可 200人 受入可
学校の森づくり体験、漁師体験、琥珀採掘体験、シャワークライミング、カヌー＆カヤッ
ク、炭焼き工場体験

内間木洞探検、農業体験（ほうれん草）、郷土料理づくり体験（まめぶ）、浜の郷土料理体
験、フォレストボード、琥珀勾玉づくり体験

23 岩手県 岩手県遠野市 遠野山・里・暮らしネットワーク 整備中 － － 整備中 － 受入可
家畜のお世話、川遊び、ビオトープ体験、野山を散策、果樹の作業、水稲の作業、畑の作
業

郷土菓子作り講習、郷土食講習、わら細工体験、竹細工・木工体験、遠野的農村の暮ら
し、ネイチャー・クラフト体験

24 岩手県 岩手県一関市 いちのせきニューツーリズム協議会 受入休止中 － － 整備中 － 整備中 田植え体験、野菜管理・収穫等体験、水生生物観察、化石採集体験 ピザ作り体験、陶芸体験、紙すき体験

25 岩手県 岩手県釜石市 釜石オープン・フィールド・ミュージアム 受入休止中 － － － － 受入可 要相談 要相談

26 岩手県 岩手県奥州市 おうしゅうグリーン・ツーリズム推進協議会 受入休止中 － － 整備中 － 整備中 農業・農村体験、田植え体験、農村散策・歴史探訪 料理体験、物作り、伝承体験

27 岩手県 岩手県雫石町 雫石町グリーン・ツーリズム推進協議会 整備中 － － － － 整備中
農業・農村体験、「小岩井農場」散策・歴史体験、「しずくいしYU-YUファーム」で乗馬体
験・動物ふれあい体験、里山散策体験、雪山かんじき・スノーシュー体験

餅つき体験、そば打ち体験、郷土料理作り体験、忍び駒作り体験、チャグチャグ馬こ作
り、亀甲織体験

28 岩手県 岩手県平泉町 平泉町グリーン・ツーリズム推進協議会 要相談 － － － － － 平泉町内での折々の農作業体験 昔のおかし作り、八斗料理、もち料理

29 岩手県 岩手県住田町 すみた民泊協会 整備中 － － 整備中 － － 農作業体験、稲刈り体験、種山散策、気仙川砂金採り体験、せたまい町歩きガイド 奥州伊達軍五葉山火縄純鉄砲隊の見学、滝観洞探検、酪農体験

30 岩手県 岩手県田野畑村 たのはた農山漁村体験推進協議会 調整中 － － 受入可 300人 受入可
サッパ船体験、番屋群漁師ガイド、魚市場競り見学、北山崎ネイチャートレッキングガイ
ド、ジオパークガイド、魚釣り体験

工芸体験　貝がらアート"７”、大津波語り部、伝統芸能

31 岩手県 岩手県洋野町 海と高原のまち・ひろの体験交流推進協議会 整備中 － － 受入可 20人 受入可
農業体験、しいたけ体験、炭焼き体験、間伐体験、山歩き（山菜・きのこ狩り）体験、星空
観察体験

手づくりアイス体験、そば打ち体験、雑穀パンづくり、豆腐づくり体験、湯葉づくり体験、
山づるリース・ウッディードールづくり体験

現在公開している“ふるさとホームステイ”の受入先（受入地域団体）における農山漁村体験の受入体制の整備状況に係る一覧表（令和４年６月現在）

ＮＯ 都道府県 ※体験メニューは時期等によって手配できない場合があります。各受入先にご確認ください。

手配できる主な体験メニュー

受入地域の範囲

受入地域団体名
①ホームステイ（分泊）

定員 （青少年教育施設・ホテル・旅館等）

②集団宿泊

③日帰り体験

https://furusato.jp/facility/1100/
https://furusato.jp/facility/545/
https://furusato.jp/facility/1101/
https://furusato.jp/facility/527/
https://furusato.jp/facility/1029/
https://furusato.jp/facility/2654/
https://furusato.jp/facility/589/
https://furusato.jp/facility/2597/
https://furusato.jp/facility/1027/
https://furusato.jp/facility/1082/
https://furusato.jp/facility/1028/
https://furusato.jp/facility/1038/
https://furusato.jp/facility/2546/
https://furusato.jp/facility/563/
https://furusato.jp/facility/1063/
https://furusato.jp/facility/1072/
https://furusato.jp/facility/608/
https://furusato.jp/facility/1067/
https://furusato.jp/facility/1077/
https://furusato.jp/facility/567/
https://furusato.jp/facility/568/
https://furusato.jp/facility/978/
https://furusato.jp/facility/585/
https://furusato.jp/facility/965/
https://furusato.jp/facility/573/
https://furusato.jp/facility/974/
https://furusato.jp/facility/984/
https://furusato.jp/facility/985/
https://furusato.jp/facility/611/
https://furusato.jp/facility/623/
https://furusato.jp/facility/1070/


※各団体名には本サイトの各受入先紹介ページにリンクしていま
す。

受入地域内で手配
する場合

近隣地域に広げて
手配する場合

定員 主な屋外メニュー 主な屋内メニュー

32 宮城県 宮城県登米市 登米市グリーン・ツーリズム推進協議会 受入可 ６０人 １００人 整備中 － 整備中 田植え、稲刈り、りんごの摘花・摘果・収穫、広葉樹の苗木の植え付け パン作り体験、手作りウインナー体験 、もくもくクラフト教室

33 宮城県 宮城県東松島市 奥松島体験ネットワーク 調整中 － － 調整中 － 受入可 操船体験、船釣り体験、刺し網漁体験、かご漁体験、地引き網体験

34 宮城県 宮城県加美町 加美町グリーン・ツーリズム推進会議 受入可 100人 整備中 調整中 － 受入可 田植え体験、稲刈り体験、ホームスティ先での農作業のお手伝い、荒沢湿原の自然散策 木工体験、草餅つくり、畑のジャム作り、りんごジャム作り

35 宮城県 宮城県南三陸町 （一社)南三陸町観光協会
令和４年１０月以降

受入再開
－ － 受入可 400人 受入可

語り部による学びのプログラム（まちあるき語り部）、手ぶらでフィッシング！、農業体
験、まるごとひつじ体験、枝打ち間伐体験、遊歩道整備

東日本大震災〜語り部による学びのプログラム〜、福幸玉づくり体験、キリコ体験学習、
オクトパス君色塗り体験、里山おとうふ作り体験

36 秋田県 秋田県横手市 横手市グリーン・ツーリズム連絡協議会 受入可 ４０～50人 － － － 受入可 季節の農作業体験、自然散策体験 、ハイキング 、スキー・雪遊び体験 そば打ち体験・うどん打ち体験、お菓子作り体験 、箸づくり体験

37 秋田県 秋田県大館市 大館市まるごと体験推進協議会  受入休止中 － － － － 受入可 ふれあい農業体験（果樹、畑、田んぼなど）
本場のきりたんぽづくり体験 、郷土のお菓子作り体験、そば打ち体験、地産食材による
豚汁＆おにぎりづくり体験、農家民泊（学生の宿泊体験）、農家民宿（一般の方の宿泊体
験）

38 秋田県 秋田県仙北市 （一社）仙北市農山村体験推進協議会 受入可 １５０人 280人 受入可 ２４０人 受入可 歴史・文化、自然体験、農家体験 伝統工芸品、伝統料理

39 秋田県 秋田県八峰町 八峰町ふるさと民泊の会 受入休止中 － － 受入可 120人 受入可
シーカヤック、雪遊び（そりすべり、ミニスキー体験）、海辺の自然観察・生き物調べ、白神
山地二ツ森登山、留山ブナの天然林散策、磯釣り

ジオパーク学習、白神山地学習

40 山形県 山形県鶴岡市 福栄地域協議会「福の里」 受入休止中 － － － － － 金山四の滝巡りトレッキング 、摩耶山登山会 、温海かぶ収穫漬込み体験 しな織のコースター作り体験

41 山形県 山形県白鷹町 白鷹ツーリズム推進協議会 整備中 － － 整備中 － 整備中 もちづきすっぺ体験 、そばぶづぞ体験 、紅花染め体験

42 山形県 山形県飯豊町 めざみの里グリーン・ツーリズム推進協議会 整備中 － － 整備中 － 受入可
田植え体験、稲刈り体験、野菜収穫体験、雪室じゃがいも植え付け体験、山菜採り体験、
草木塔めぐり体験

郷土料理体験、もちつき体験、花笠つくり体験、きのこの植菌体験、笹巻き作り体験

43 山形県 山形県遊佐町 鳥海山“おもしろ自然塾”推進協議会 受入休止中 － － 受入可 ６０人 受入可 田植え体験、高瀬峡ハイキング、竹の器と箸づくり、野外炊飯、ハッチョウトンボ観察
鳥海山湧水めぐり、ピザづくり体験、そば打ち体験、笹巻き体験、竹の器と箸づくり、座
禅体験

44 福島県 福島県郡山市 郡山ふるさと田舎体験協議会 整備中 － － 整備中 － 整備中 湖水浴・カヌー体験、稲刈り体験、鬼沼での水生動植物観察、ホタル観察、集落を歩く そば打ち体験、郷土食作り、竹細工、伝統手漉き和紙作り、ひょっとこ踊り

45 福島県 福島県喜多方市 喜多方市体験活動推進協議会 受入可 60人 整備中 受入可 要相談 受入可
ふれあい農業体験（１日コース)、森の案内人と行くネイチャーツアー、雄国沼の散策、化
石発掘体験、ボート（漕艇）体験

そば打ち体験、蒔絵体験、染型（会津型）型彫り体験、藍染絞り、郷土料理体験、竹細工体
験

46 福島県 福島県二本松市 東和地域グリーンツーリズム推進協議会 受入可 １２０人 １５０人 － － 受入可
田植え、稲刈り、野菜の収穫、富士山の見える東和の秀峰「羽山」への登山または歴史の
山「木幡山」の散策、東和ロードレースコース試走体験

農産物加工等体験、絵手紙教室、和紙紙すき、藁草履づくり、養蚕飼育体験

47 福島県 福島県天栄村 天栄村ふるさと子ども夢学校推進協議会 受入可 １００人 整備中 受入可 調整中 受入可
いちばん星★キャンプ(防災キャンプ) 、環境学習体験、天栄村農村体験、森林環境学習
「遊々の森」で遊ぼう！、風力発電と自然エネルギー学習 、温泉の源をたどろう！

郷土料理体験、天栄バーガー★おむすび体験、お箸作り、温泉水で石けん作り、農村で
英国文化体験、震災学習

48 福島県 福島県只見町 只見町子ども農家体験協議会 整備中 － － 整備中 － 整備中
ラフティング・川あそび、収穫体験、ブナの森散策、高齢者宅雪下ろしボランティア、川あ
そび・飯ごうご飯炊き、カヌー体験

水力発電を学ぶ 、そば打ち、勾玉作り、わらじ作り・しめ縄作り、籐つる細工、只見の昔
話・雪国の暮らし

49 茨城県
茨城県常陸太田市、日立市、高萩市、北茨城
市、常陸大宮市、大子町

いばらきグリーンツーリズム （一社）常陸太田市観光物産
協会

整備中 － 整備中 整備中 － －
魚のつかみどり体験、サバイバルキャンプ、シラス漁乗船体験、森の自然学習、カヌー・
ファンボート体験 、農業体験

こんにゃく作り、ガラス工芸、すき絵、紙すき、おやきづくり、そば打ち体験、茶葉の手も
み体験

50 茨城県 茨城県笠間市 笠間ふれあい体験旅行推進協議会 整備中 － － － － 整備中 農業体験、奉仕活動、自然体験 ものづくり体験、笠間市の歴史学習、修養体験、郷土体験

51 茨城県 茨城県茨城町 ひろうら田舎暮らし体験推進協議会 受入休止中 － － － － 受入可 模擬お祭り体験、イカダ乗り体験、伝統漁法体験、笹漁・竹筒漁見学、田植え体験 花巻寿司作り、マイ箸作り

52 栃木県 栃木県大田原市
(株)大田原ツーリズム（大田原グリーン・ツーリズム推進協
議会）

整備中 － － 受入可 要相談 受入可 季節に合わせた収穫体験、ネイチャーゲーム、田植え体験、稲刈り体験
竹細工、鮎のつかみ取り、チームビルディング、七味調合体験、田舎まんじゅう作り、手
びねり陶芸体験、座禅体験

53 群馬県 群馬県上野村 上野村長期宿泊体験協議会  受入休止中 － － 整備中 － －
野菜（じゃがいも等）の植え付け、農作業（野菜の収穫・調理） 、きのこの収穫・調理、もち
つき（よもぎ・雑穀・栃）、草木染め

神流川発電所の見学、古民家訪問 、田舎饅頭づくり、そば打ち体験、ジャム作り、うぐい
す笛づくり

54 群馬県 群馬県みなかみ町 (一社)みなかみ町体験旅行 受入可 要相談 要相談 受入可 要相談 受入可
リンゴ狩り・リンゴジュースづくり、田植え体験（米1キロ付）、稲刈り体験（米1キロ付）、
里山環境学習SDGｓ、雪国体験、アウトドアスポーツ

たくみの里、そば・うどん打ち体験、月夜野ビードロパーク

55 埼玉県 埼玉県秩父市 （一社）秩父地域おもてなし観光公社 整備中 約２００人 － 整備中 － 整備中
いちご農園作業、長瀞ラフティング、フォレストアドベンチャー、農作業、牧場体験、芝桜
除草

そば打ち

56 神奈川県 神奈川県三浦市 三浦市 受入可 ４８０人 整備中 受入可 1,600人 受入可 シーカヤック体験、スタンドアップパドルサーフィン体験、野菜収穫体験 大漁旗工芸体験、魚市場見学

57 新潟県 新潟県長岡市 ながおかグリーン・ツーリズム推進協議会 整備中 － － 整備中 － 整備中
田植え体験、いも苗植え体験（ながおか田植えまつり）、稲刈り体験、いも掘り体験（なが
おか農業ふれあいまつり）

58 新潟県 新潟県妙高市 (一社)妙高市グリーン・ツーリズム推進協議会 受入可 １２０人 整備中 受入可 100人 受入可
「畑」の学校【野菜の収穫】、「畑」の学校【野菜の種まき・植え付け】、「森」の学校【森の手
入れ】、「森」の学校【森の素材を使った秘密基地作り】、「農」の学校【田植えの見学】、
「農」の学校【お米の収穫の見学】

農」の学校【昔と今の農機具】、「村」の学校【わら細工】、「海」の学校 【漁港・せり市見
学】、「森」の学校 【星座観察】、「村」の学校 【在来種によるそば打ち】、「村」の学校【笹箕
ずし作り】

59 新潟県 新潟県上越市、十日町市 越後田舎体験推進協議会 受入可 １００人 ２００人 受入可 ３００人 受入可
各地区での様々な農業体験、森林体験、地引網体験、自然観察ハイキング、スキー・ス
ノーボード

各ものづくり・食体験

60 新潟県 新潟県佐渡市 佐渡地区農山漁村体験推進協議会 受入可 １５０人 － 受入可 要相談 受入可
トキの餌場を守る農業体験、イカの一夜干しづくり、磯釣り体験、トキのビオトープづくり
と生き物調べコース

トキを知る、陶芸体験、裂き織体験、籐かごつくり体験、太鼓体験

61 新潟県 新潟県魚沼市 うおぬま体験交流推進協議会 整備中 － － 受入可 200人 受入可
田植え、稲刈り、浅草岳登山（上級コース） 、浅草山麓エコミュージアム園内自然観察、天
体・星座観察、ムラナカ探検、尾瀬ハイキング

郷土料理体験、目黒邸で座禅、笹団子作り、ちまき作り、目黒邸で昔話、民話を聞く、地
元伝統芸能の踊りをレッスン

62 新潟県 新潟県胎内市 胎内型ツーリズム推進協議会301人会 整備中 － － 整備中 － 受入可
船釣り体験、星空観察、昆虫教室、奥胎内ブナ林探検コース、日本最古の油田散策、カ
ヌー体験

米粉クッキング、種のブローチづくり、天然石アクセサリーづくり、古代体験（勾玉づく
り）、チューリップ染め体験、笹だんごづくり

63 新潟県 新潟県阿賀町 （一社）阿賀町観光協会 整備中 － － 整備中 － 受入可
日本一のコシヒカリ田植え体験、里山の環境学習、里川の環境学習、阿賀の味覚 栗拾い
と試食、日本一のコシヒカリ稲刈り体験、森林プログラム（間伐・枝打ち）

阿賀の達人に学ぶ蕎麦打ち、阿賀の餅米 杵餅つき体験、田舎でつくる本格的 窯焼ピ
ザ、高原のハーブアイスクリーム、新潟奥阿賀笹団子作り、森林木工体験

※体験メニューは時期等によって手配できない場合があります。各受入先にご確認ください。③日帰り体験ＮＯ 都道府県 受入地域の範囲

受入地域団体名
①ホームステイ（分泊） ②集団宿泊 手配できる主な体験メニュー

定員 （青少年教育施設・ホテル・旅館等）

https://furusato.jp/facility/987/
https://furusato.jp/facility/1103/
https://furusato.jp/facility/626/
https://furusato.jp/facility/1060/
https://furusato.jp/facility/673/
https://furusato.jp/facility/988/
https://furusato.jp/facility/543/
https://furusato.jp/facility/674/
https://furusato.jp/facility/1102/
https://furusato.jp/facility/574/
https://furusato.jp/facility/812/
https://furusato.jp/facility/575/
https://furusato.jp/facility/1110/
https://furusato.jp/facility/830/
https://furusato.jp/facility/864/
https://furusato.jp/facility/1114/
https://furusato.jp/facility/831/
https://furusato.jp/facility/897/
https://furusato.jp/facility/897/
https://furusato.jp/facility/624/
https://furusato.jp/facility/898/
https://furusato.jp/facility/1055/
https://furusato.jp/facility/1055/
https://furusato.jp/facility/576/
https://furusato.jp/facility/630/
https://furusato.jp/facility/577/
https://furusato.jp/facility/1047/
https://furusato.jp/facility/904/
https://furusato.jp/facility/1124/
https://furusato.jp/facility/900/
https://furusato.jp/facility/572/
https://furusato.jp/facility/1040/
https://furusato.jp/facility/580/
https://furusato.jp/facility/1133/


※各団体名には本サイトの各受入先紹介ページにリンクしていま
す。

受入地域内で手配
する場合

近隣地域に広げて
手配する場合

定員 主な屋外メニュー 主な屋内メニュー

64 富山県 富山県氷見市 氷見市宿泊体験推進協議会  受入休止中 － － 受入可 1000人 受入可
田植え／種まき体験、間伐・枝打ち体験、ベンチ・イスづくり、定置網漁業の見学、魚釣
り、地引網漁業、海岸清掃活動

65 富山県 富山県南砺市 南砺市利賀地域長期宿泊体験協議会 整備中 － － 整備中 － 受入可
稲の収穫体験、そばの種蒔き、ねり木体験、森林作業体験「森のプロフェショナル」 、岩
魚の手づかみ、ロンレー村体験

手打ちそば体験、伝承料理「報恩講料理」、キノコの菌植え体験、クルンコ作り体験

66 石川県 石川県能登町 (一社)春蘭の里 受入可 ３５０人 － 受入可 ４０人 受入可
米・小豆・大豆の収穫体験、里山保全活動体験、畑での雑草とり、里山の収穫体験、沿岸
漁業体験（天候によってメニュー変更）、イカダ釣り

そば打ち、干物づくり、輪島塗・蒔絵（Ｍｙ箸づくり）、輪島塗・沈金（パネルづくり）、和紙
づくり、陶芸（洲衛焼き）

67 福井県 福井県美浜町 若狭美浜はあとふる体験 受入可 320人 － 整備中 200人 整備中
三方五湖でカヤック（カヌー）で大冒険体験、魚種豊富な若狭湾で船釣り体験、農家体験
田舎農家で過ごす。ふれあい農家の仕事探訪、花の作業体験、林業体験（森林間伐）、大
敷網漁体験・食体験

昔懐かしい美浜菅浜産「炭焼き体験」と日本の環境を知る、日本のエネルギーについて
考える体験、酪農体験、干物づくり体験、へしこ料理体験、そば打ち

68 福井県 福井県若狭町 若狭三方五湖わんぱく隊 受入休止中 － － 整備中 － 受入可 干物づくり体験、稲刈り体験、芋掘り体験、大敷網見学体験、岸壁釣り体験 勾玉づくり体験

69 福井県 福井県福井市、越前市、鯖江市 教育旅行ふくい 整備中 － － － － 受入可
川流れ・川遊び体験、野菜の収穫など農業体験、自然体験活動（野外炊飯、ハイキング、
ネイチャーゲームなど）、海での体験活動（魚さばき体験、シュノーケリング、魚釣りなど）

食の体験（大豆挽、ソーセージ、米粉ピザ・パンなど）、醤油絞り体験

70 山梨県 山梨県道志村 道志村子ども農山漁村地域協議会 整備中 － － 受入可 100人 受入可
森林と水のつながり、魚つかみ体験、魚釣り体験、森林散策・ガイド、田植え体験、農作業
収穫体験

「ほうとう」を作る食べる、餅つき体験、道志村の「お饅頭」作る食べる、そば打ちする食
べる、道志村の「お団子」作る食べる

71 長野県 長野県上田市 (株)信州せいしゅん村 整備中 － － 整備中 － 整備中 ほっとホームステイ

72 長野県
長野県飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷
村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木
村、豊丘村、大鹿村

南信州セカンドスクール協会 受入休止中 － － 受入可 要相談 受入可
巨木と語る、動物と森林の被害、ネイチャーゲーム、伊那谷の星空をみる、伊那谷の地形
と断層、バードウォッチング

山菜採りと山菜料理、キノコ採りとキノコの調理体験、水引工芸、草木染め、そば打ち、
五平餅作

73 長野県 長野県伊那市 （一社）伊那市観光協会 受入休止中 － － － － － 受入農家での体験 食事作り体験

74 長野県
長野県大町市、白馬村、小谷村、池田町、松川
村

ＪＡ大北（大北農業協同組合） 受入可 300人 ４００人 整備中 － －
そば打ち、田植えや折々の農作業体験、野菜の収穫、白馬八方尾根ハイキング、ネイ
チャーウォーク、

おやき作り、自然のものを使った工作、わら細工、竹細工、伝統芸能体験

75 長野県 長野県飯山市 (一社）信州いいやま観光局 整備中 － － 整備中 － 受入可
斑尾高原でのアクティビティ、野菜収穫、なべくら高原森の家・斑尾高原山の家でのブナ
林散策、斑尾高原植林再生プログラム、木のキーホルダー作り、戸狩地区でのグリーン
期の農業体験

クラフト体験、戸狩民宿での郷土食体験、陶芸体験、彫金体験、そば打ち体験、和紙作り

76 岐阜県 岐阜県高山市 (一社)ふるさと体験飛騨高山 受入可 ５８０人 － 受入可 200人 受入可
リンゴの収穫体験、田植・稲刈体験、野菜の定植体験、渓流魚のつかみどり・調理体験、
野菜の収穫体験

もちつきと五平もちづくり、そば打ち、パン・ピザ・せんべいづくり

77 岐阜県 岐阜県郡上市 (一社)郡上市観光連盟 受入休止中 － － 受入可 要相談 受入可
野菜の栽培・収穫、田植え、稲刈り、枝打ち・間伐、炭焼き、魚のつかみ取りと魚の炭火焼
体験

うどん打ち、朴葉ずし作り、トマトケチャップづくり、餅つき、こんにゃく作り、あつあつプ
リプリ豆腐つくり

78 静岡県 静岡県下田市 伊豆下田地区教育旅行協議会 受入可 260人 整備中 整備中 － 受入可 漁船乗船体験、海釣り体験、磯観察、砂の造形、開国のまちあるき、シーカヤック サザエキャンドル作り、海藻おしば作り、アジの干物づくり、天草からのトコロテンづくり

79 静岡県 静岡県松崎町 松崎町グリーン・ツーリズム推進協議会 受入可 170人 要相談 受入可 70人 受入可 魚釣り、地引き網、カヤック（３人乗り） 、シュノーケル、ラフトボート、ビーチバレー サザエキャンドル、心太作り、干物づくり、思い出の小瓶作り

80 静岡県 静岡県西伊豆町 （特非）伊豆自然学校 受入休止中 － － 受入可 100人 受入可
里山探検隊、漁師さんに弟子入りだ、自分だけの水族館、摘んで漬けてさくら葉もち、海
の中をのぞいちゃお、農家さんに弟子入りだ！

いっぱしの魚屋さんになるゾ！、地産地消！野菜嫌い卒業だぁ、にっき？シナモン？だ
んご、染物職人への道！、ところてん。つるつる、おサルでダンス

81 三重県 三重県鳥羽市 島の旅社推進協議会 受入休止中 － － － － 受入可 干物作り体験、路地裏スタンプラリー、浮島自然水族館、魚釣り体験
シエルキャンドルづくり、ほら貝みがき、漁師・海女の話、市場見学、シーグラウスアクセ
サリー作り

82 三重県 三重県大紀町 （一社）大紀町地域活性化協議会 受入可 100人 120人 受入可 100人 －
伝統漁法アユのしゃくり漁体験・環境学習、筏づくり体験、茶摘み、間伐体験、森林学習、
養殖漁場 餌やり体験

干物つくり体験、陶芸体験、森の実験「ハーブの蒸留体験」、郷土料理づくり、酪農工場見
学とバター作り、シイタケ狩り

83 三重県 三重県紀北町 （一社）紀北町観光協会 整備中 － 整備中 整備中 － － 自然のタイドプール体験、釣り体験、世界遺産熊野古道体験、みかん農家体験 ヒノキの木工体験

84 滋賀県 滋賀県高島市 （公社）びわ湖高島観光協会 受入可 300人 － 受入可 200人 受入可
農作体験、果物狩り、山仕事体験、星空観察会、トレッキング/植物観察、マウンテンバイ
ク・ツーリング

テーブルマナー、焼杉細工、陶芸、扇子絵付け体験、そば打ち

85 滋賀県 滋賀県日野町 (一社)近江日野交流ネットワーク  受入休止中 － － － － － 家業おまかせプラン

86 京都府 京都府和束町 京都やましろ体験交流協議会 整備中 － － － － 受入可 茶畑めぐり、茶工場見学、お茶摘み体験、茶の苗木づくり体験、木津川リバーカヌー体験
茶団子作り体験、フレッシュハーブ体験、美味しいお茶の淹れ方体験、茶香服（ちゃかぶ
き）体験、ハーブ石鹸作り体験、茶道体験

87 兵庫県 兵庫県養父市 氷ノ山鉢伏わん泊体験村受入協議会 整備中 － － 整備中 － － 氷ノ山鉢伏登山、ツリーニング、ツリークライミング、ネイチャースキー、山菜採り、田植え
ワラ細工、自然の材料で笛づくり、臼と杵でもちつき、お当さんのお餅つき、里山と冬の
暮らしのお話、国指定「葛畑農村歌舞伎舞台」の見学、七つの舞台機能と資料館の説明

88 奈良県
奈良県明日香村、橿原市、高取町、桜井市、宇
陀市、下市町

(一社)大和飛鳥ニューツーリズム 整備中 － － 整備中 － 受入可 環境教育プログラム、おまかせ家業体験 おまかせ家業体験

89 和歌山県 和歌山県田辺市 (一社）田辺市熊野ツーリズムビューロー 受入可 要相談 要相談 受入可 要相談 受入可 屋外の体験：みかん狩り体験 みかんゼリーづくり体験、備長炭風鈴づくり体験

90 和歌山県 和歌山県高野町 高野ほんまもん体験協議会 受入休止中 － － 受入可 60人 受入可 草木染め(匂い袋作り)、高野山町石道ハイキング、農作業体験、林業体験 写経、講話、宝来作り

91 和歌山県
和歌山県御坊市、美浜町、日高町、由良町、印
南町、みなべ町、日高川町

一般社団法人　紀州体験交流ゆめ倶楽部 受入可 150人 160人 受入可 400人 －
間伐体験、白崎クルーズ、みかん狩り、SUP（スタンドアップパドル）体験、薪割り＋石窯
ピザ焼き、地引網体験

梅干し作り体験、干物作り（イカ一夜干し）、押し花マグネット作り、黒竹民芸品作り、シー
グラス入りボールペン、ビーチコーミング、下駄作り

92 和歌山県 和歌山県白浜町 (一社)南紀州交流公社 受入可 100人 150人 受入可 300人 受入可
梅作業 +ジュース作り体験、熊野古道トレッキング体験、一本釣り体験、カヌー体験 、ミ
ニトマト作業体験、森林間伐体験

みそ作り体験、陶芸体験、郷土料理体験、紀州備長炭風鈴作り体験、藍染め体験、竹細工
作り体験

93 鳥取県 鳥取県鳥取市 (一社）五しの里さじ地域協議会 整備中 － － 整備中 － 受入可
梨の袋掛け（小袋・大袋）体験 、魚のつかみ取り、林業体験、シャワークライミング、竹パ
ンつくり体験、太陽系ウォーク体験

夜間星空観察会、プラネタリウム体験、太陽観察会、昼間の星観察会、手づくり望遠鏡工
作体験、星座早見盤工作

94 鳥取県 鳥取県倉吉市 倉吉市体験型教育旅行誘致協議会 受入休止中 － － － － －
カヌーと自然遊び体験、わさび田整備体験、竹林整備体験、ざんぶらこっこ～田舎の
ウォータースライダー～、農家暮らし体験、渓流　魚つかみどり体験、

石臼挽きそば打ち体験、油揚げ・豆腐・山菜おこわ・梨ジャム作り体験、もちつき体験、竹
細工体験、もくもく体験、牛飼い体験

95 島根県 島根県邑南町 邑南町田舎ツーリズム推進研究会 整備中 － － － － － 川遊び・魚釣り、史跡探求、郷土料理づくり、田植えと稲刈り、野菜の収穫、農作業 お餅つき、そば・うどん打ち、竹・木工細工、こんにゃく作り、神楽体験森林浴・里山散策

ＮＯ 都道府県 受入地域の範囲

受入地域団体名
①ホームステイ（分泊） ②集団宿泊 手配できる主な体験メニュー

定員 （青少年教育施設・ホテル・旅館等） ※体験メニューは時期等によって手配できない場合があります。各受入先にご確認ください。③日帰り体験
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https://furusato.jp/facility/628/
https://furusato.jp/facility/671/


※各団体名には本サイトの各受入先紹介ページにリンクしていま
す。

受入地域内で手配
する場合

近隣地域に広げて
手配する場合

定員 主な屋外メニュー 主な屋内メニュー

96 岡山県 岡山県瀬戸内市 瀬戸内市教育旅行誘致推進会 受入可 300人 － 受入可 130人 受入可
地引き網、干潟で出会う浜辺の研修、いかだ作り・いかだ乗り、アウトドアクッキング、塩
づくり体験、シーカヤック体験

手打ちうどん教室、陶芸体験、名刀備前長船の里で工芸制作、木クラフト、つるクラフト、
天体観測

97 岡山県 岡山県吉備中央町 吉備中央町農家民宿推進協議会 整備中 － － 受入可 280人 受入可 稲刈り体験、安納芋収穫体験、地域消防団の入団体験、餅つき体験、ピザ窯体験
豆腐づくり、こんにゃく作り、道の駅でバイヤー（売り子）体験、妙本寺座禅体験、かまど
DE ごはん、ドーム望遠鏡で天体観測教室

98 広島県 広島県三原市 三原市大和町農山村体験推進協議会 整備中 － － 整備中 － － 田植え・稲刈り、野菜収穫、桃の収穫、山遊び、川遊び、乗馬体験 座禅、錦鯉見学、竹・木工工作体験、豆腐づくり、天文台星観察、民泊家庭お手伝い

99 広島県 広島県福山市 福山まるごと体験推進協議会  秋まで受入休止中 － － 整備中 － 受入可
ぶどう栽培体験、底引き網漁体験、海苔養殖体験、シーカヤック体験・無人島巡り、みか
ん栽培体験、定置網漁体験

ビーチコーミング、魚のさばき方体験、海苔巻き料理作り、魚焼きせんべい作り、造花作
り体験、ミニ畳表作り体験

100 広島県 広島県庄原市 庄原市さとやま体験交流協議会 整備中 － － 受入可 170人 受入可
帝釈峡トレッキング、リンゴ作業体験、比婆山登山、吾妻山登山、ブナ原生林のトレッキン
グ、枝打ち体験

そば打ち、山菜料理、庄原焼き、ジャム作り、わら細工

101 広島県 広島県江田島市 江田島海生体験交流協議会 整備中 － － － － 受入可
船釣り体験、浜辺釣り体験、シーカヤック体験、カキ打ち体験、吾智網漁、みかん農家作
業体験

陶芸体験 、大豆うどんづくり、竹細工、紙布工芸体験

102 広島県 広島県安芸太田町 安芸太田町田舎体験推進協議会 整備中 － － 受入可 160人 受入可
三段峡トレッキング、川遊びで自然観察、恐羅漢山トレッキング、グラウンド・ゴルフ、太
田川ラフティング、カヤック

こんにゃくづくり、餅づくり、豆腐づくり、季節の野草摘み＆料理体験、田舎料理づくり、
干し鮎づくり

103 広島県 広島県北広島町 北広島町農山村体験推進協議会 受入可 1０0人 ２２０人 受入可 ４５人 －
ZIPライン、カヤック体験、アマゴのつかみ取り、スキー教室、農作業体験、湿原トレッキ
ング

神楽鑑賞、花田植え鑑賞、わら細工体験、手打ちそば体験、被爆体験講和

104 広島県 広島県大崎上島町 大崎上島海生体験交流協議会  受入休止中 － － － － 受入可
養殖作業体験、船釣り、養殖見学・貝掘り、櫂伝馬体験、商船学校練習船「広島丸」、刺網
漁体験、さかな料理体験

ジャム作り、大崎なぎ太鼓、たけのこ料理、パン作り（障害者との交流）、地元料理作り

105 広島県 広島県神石高原町 神石高原町山里暮らし体験交流協議会 受入可 150人 － 受入可 200人 受入可 セグウェイ・ライドツアー、農作業体験、カヤック体験、水陸両用車体験
そばうち体験、こんにゃくつくり体験、とうふつくり体験、餅作り体験、森林セラピー体
験、神楽体験

106 山口県 山口県萩市 萩市ふるさとツーリズム推進協議会 受入可 100人 130人 受入可 要相談 受入可
連子鯛の干物作り体験、だいこん収穫体験、竹紙づくり体験、焼き抜き蒲鉾づくり体験、
リユース草木染め、魚の水揚げ作業見学・体験

イカの塩辛づくり体験、そば打ち、餅つき体験、郷土料理体験、萩焼づくり体験、民芸工
作体験、リサイクル源と地域資源を使った工作体験

107 山口県 山口県岩国市 やましろ体験交流協議会 受入可 80人 － － － 受入可
沢トレッキング、清流ボート、ツリークライミング、果樹園体験、森のアーチェリー、パーク
ゴルフ

草木染め、ピザ作り、そば打ち、とうふ作り、こんにゃく作り、梨ケーキ作り、洞窟探検、
列車運転体験

108 山口県 山口県長門市 ながとふるさと体験受入協議会  受入休止中 － － 受入可 要相談 受入可
シーカヤック体験、地引網体験、青海島自然研究路探訪、くじら文化通り史跡めぐり体
験、俵山を知ろう（郷土の歴史探訪）

「ルネッサながと」バックステージツアー、魚のさばき方体験、かまぼこ作り体験、俵山そ
ば打ち体験、ピザ作り体験

109 山口県 山口県周南市 周南学びの旅推進協議会  受入休止中 － － 整備中 整備中 カヌー体験、ツリークライミング体験、タコめし作り、魚釣り体験
和紙漉き体験・和紙染め体験、梨ケーキ（パウンドケーキ）づくり、石風呂体験、豆腐づく
り体験

110 山口県 山口県周防大島町 周防大島町体験交流型観光推進協議会  受入休止中 － － － － 受入可 フラダンス体験、みかん収穫体験、地引網漁体験、カヌー体験 陶芸体験、ビーチコーミング、竹のぽんぷら飯づくり、蜜蝋キャンドルづくり

111 徳島県 徳島県三好市 （一社）そらの郷 受入可 1６0人 － 受入可 130人 受入可 農作業の体験 にし阿波地域の郷土料理体験

112 愛媛県 愛媛県今治市、上島町 しまなみグリーン・ツーリズム推進協議会 整備中 － － 受入可 70人 受入可
地引き網体験、レモン収穫体験、みかん収穫体験、石窯ピザ作り体験＆季節の野菜収穫
体験、いちご収穫体験、「自然が真ん中」体験！かんたん有機農業

陶芸体験、郷土料理づくり体験、地元のおやつづくり体験、加工品づくり体験、魚の開き
方と魚介類の料理体験、岩城のレモンを使った料理づくり

113 愛媛県 愛媛県内子町 うちこグリーンツーリズム協会 整備中 － － 受入可 50人 受入可 棚田で農業体験、果物収穫体験、草木染、滝行体験、歴史・文化を学ぶ、小田川癒し旅
農産加工づくり体験、凧づくり体験、紙すき体験、内子手しごと体験、燭台づくり体験、
うちこツーリズム協会体験

114 愛媛県 愛媛県愛南町 愛南グリーン・ツーリズム推進協議会 整備中 － － 整備中 － 受入可
稲刈り体験、柑橘の収穫体験、イチゴの収穫体験、野菜の収穫体験、魚のエサやり、早期
米田植え体験

ひがしやま作り、愛南じゃこ天作り、古布・エコ袋創作体験、真珠のアクセサリー作り体
験、こけ玉作り体験、絵てがみ作り

115 高知県 高知県四万十市 (一社)幡多広域観光協議会 受入休止中 － － － － 受入可
四万十川カヌー体験、四万十川サイクリング、シュノーケリング体験、川釣り体験、防災学
習、ホエール＆イルカウォッチング

カツオの藁焼きタタキづくり体験、天日塩作り体験、皿鉢料理作り体験、ビーチクラフト
作り体験、草木染め体験

116 高知県 高知県大豊町、本山町、土佐町、大川町 れいほく民泊推進協議会連合会 受入休止中 － － 受入可 要相談 受入可
稲刈り・田舎料理、野菜収穫、山菜採りと加工、田植え・田舎料理、林業体験、吉野川ラフ
ティング

マイ箸づくり、生け花体験、神楽体験、郷土料理・こんちん作り、手打ちうどん作り、竹提
灯づくり

117 福岡県 福岡県朝倉市 朝倉グリーンツーリズム協議会 受入可 100人 150人 受入可 要相談 受入可
田植え体験と稲刈り体験、野菜収穫体験、田植え・芋苗植え体験、竹炊け体験、泥んこ運
動会、ガンヅメ押し体験、田んぼ観察、化石のレプリカ作り体験

オオクワガタ幼虫割出し体験

118 佐賀県 佐賀県唐津市、玄海町 （特非）唐津･玄海観光交流社 受入可 300人 － － － 受入可
シーカヤック体験、船釣り体験、ＳＵＰ（スタンドアップパドル）、波止場釣り体験、シュノー
ケリング体験、渓流釣り体験

唐津焼手びねり体験、田舎饅頭づくり体験、坐禅体験、佐賀牛ＭＹバーガーづくり体験、
甘夏ゼリーづくり体験、季節の果物や野菜を使ったジャムづくり体験

119 佐賀県 佐賀県伊万里市 伊万里グリーン・ツーリズム推進協議会 整備中 40人 － 受入可 要相談 －
農業体験、海辺の生き物観察会（動植物）、ふっとパス、自然散策、漁業体験、カヤック、
史跡案内

草木染め体験、そば打ち体験、田舎料理作り体験、各種お菓子作り体験

120 長崎県 長崎県松浦市、平戸市、佐世保市 (一社)まつうら党交流公社 整備中 － － － － 受入可
養殖場でのエサやり体験、じゃがいもの栽培体験、カゴ漁体験、船釣り、港釣り、刺網漁
体験

押し寿し作り、そば打ち、魚のおろし方、さつま揚げ作り、よもぎもち作り、長崎ちゃんぽ
ん作り

121 長崎県 長崎県壱岐市 (一社)壱岐市観光連盟 受入休止中 － － 受入可 120人 受入可 船釣り、王都復元公園散策、シーカヤック体験 シーキャンドル作り体験、鯛めし作り、手びねり

122 長崎県 長崎県南島原市 (一社)南島原ひまわり観光協会 整備中 － － － － － アスパラガス収穫体験、イルカウォッチング体験 マイはしづくり体験

123 長崎県 長崎県小値賀町 （特非）おぢかアイランドツーリズム協会 整備中 － － 受入可 要相談 －
稲刈りと脱穀体験、田植え体験、苗植え・野菜収穫体験、アールスメロン栽培収穫体験、
フルーツトマトとアスパラ収穫体験、カヌー体験

おぢかの塩作り体験、かんころ餅づくり、しばつけ団子つくり、すりみ揚げ体験、押し寿
司体験、カツオの燻製作り体験

124 熊本県 熊本県阿蘇市、南小国町、高森町、南阿蘇村 阿蘇地域農泊推進協議会 整備中 － － － － － 田植え体験、畑作業体験、あか牛ふれあい体験 マイ竹箸づくり体験、とうきび人形作り体験

125 熊本県 熊本県天草市 御所浦アイランドツーリズム推進協議会 整備中 － － 受入可 30人 受入可
船釣り体験、地引き網体験、養殖給餌体験及び島一周クルージング、化石発掘体験、伝
馬船の櫓漕ぎ体験

たこ料理体験、化石のレプリカ作り

126 熊本県
熊本県人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、
水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村

(一社)隠れ里ひとくまツーリズム 受入休止中 － － － － －
山菜収穫体験、栗の収穫作業、椎茸の駒打ち、収穫作業、球磨川のラフティング、急流球
磨川下り

竹細工を楽しもう、木工教室を楽しもう、ゆず胡椒を作る体験、郷土料理体験

ＮＯ 都道府県 受入地域の範囲 受入地域団体名

①ホームステイ（分泊） ②集団宿泊

③日帰り体験

手配できる主な体験メニュー

定員 （青少年教育施設・ホテル・旅館等） ※体験メニューは時期等によって手配できない場合があります。各受入先にご確認ください。

https://furusato.jp/facility/1122/
https://furusato.jp/facility/622/
https://furusato.jp/facility/669/
https://furusato.jp/facility/1123/
https://furusato.jp/facility/665/
https://furusato.jp/facility/670/
https://furusato.jp/facility/625/
https://furusato.jp/facility/672/
https://furusato.jp/facility/1065/
https://furusato.jp/facility/668/
https://furusato.jp/facility/1461/
https://furusato.jp/facility/2795/
https://furusato.jp/facility/695/
https://furusato.jp/facility/682/
https://furusato.jp/facility/686/
https://furusato.jp/facility/694/
https://furusato.jp/facility/1061/
https://furusato.jp/facility/666/
https://furusato.jp/facility/699/
https://furusato.jp/facility/756/
https://furusato.jp/facility/755/
https://furusato.jp/facility/664/
https://furusato.jp/facility/627/
https://furusato.jp/facility/661/
https://furusato.jp/facility/659/
https://furusato.jp/facility/1132/
https://furusato.jp/facility/734/
https://furusato.jp/facility/1138/
https://furusato.jp/facility/701/
https://furusato.jp/facility/1053/
https://furusato.jp/facility/629/


※各団体名には本サイトの各受入先紹介ページにリンクしていま
す。

受入地域内で手配
する場合

近隣地域に広げて
手配する場合

定員 主な屋外メニュー 主な屋内メニュー

127 大分県 大分県臼杵市 吉四六さん村グリーンツーリズム研究会 整備中 － － － － －
にらの収穫と出荷、かぼすの収穫体験、筍山で筍堀り、山野で山菜（ワラビ、フキ、ツワ）
狩り、川ガニ獲り体験、カブト虫・クワガタ捕り

石垣もちづくり、だんご汁つくり、ごはんの竈抱き体験

128 大分県 大分県竹田市 （特非）竹田市観光ツーリズム協会 整備中 － － 整備中 － －
農作業体験をしよう、椎茸収穫体験、原生林と滝を見に行こう、穴森神社伝説を学ぼう、
地元ガイドが案内する久住登山、ガイドと巡る城下町散策～歴史コース

陶芸体験、草木染め体験、竹炭ペンダントを作ろう、郷土料理を作ろう、そば打ち体験、
押し花を作ろう

129 大分県 大分県豊後高田市 豊後高田市グリーン・ツーリズム推進協議会 整備中 － － 整備中 － －
マテ貝の潮干狩り体験、地引網体験、荘園散策「千年の刻めぐり」、和泉農園での農業体
験

竹細工体験、かずら工芸体験、こんにゃくづくり体験、田舎納豆づくり体験、ミニ座禅体
験、写経体験

130 大分県 大分県宇佐市 （特非）安心院町グリーンツーリズム研究会 受入可 100人 150人 整備中 － 受入可 農業・漁業体験、農村・漁村体験、青空バーベキュー 農食体験

131 大分県 大分県国東市 (一社）国東市観光協会 受入休止中 － － 整備中 － 受入可
自然の中で遊び・学ぼう、弥生の暮らしを体験しよう１、弥生の暮らしを体験しよう２、弥
生の暮らしを体験しよう３、六郷満山文化を学ぼう、農業を体験しよう

かずら細工に挑戦、海水から塩を作ろう、美味しい食事を一緒に作ろう、昔の遊びに挑
戦してみよう、弥生体験でお土産を作ろう

132 宮崎県 宮崎県小林市、えびの市、高原町 北きりしま田舎物語推進協議会 受入可 80人 － － － －

133 宮崎県 宮崎県西都市 西都市グリーン・ツーリズム研究会 受入可 40人 － － － 受入可
農業体験（平野部における農業）、農業体験（山間部における農業）、もちつき体験、パー
クゴルフ体験、特別史跡西都原古墳群案内

そば打ち体験、オリジナルゆず胡椒づくり体験、わけしこ飯づくり体験

134 宮崎県 宮崎県諸塚村 諸塚村観光協会(まちむら応縁倶楽部） 整備中 － － 整備中 － － しいたけ生産作業、森のお宝マップつくり、清流カヌー、郷土料理つくり、牛の世話 しいたけ加工作業、竹でマイ箸づくり、郷土料理つくり

135 宮崎県 宮崎県椎葉村 椎葉村ツーリズムネットワーク 整備中 － － 整備中 － 受入可
焼畑火入れ・そば蒔き体験、天然蜂蜜採り体験、メープルシロップ採取体験、山菜採り体
験、魚の石焼きとそば流し体験、ブルーベリー摘み取りとジャム作り体験

地こんにゃくづくり体験、柚子こしょうづくり体験、菜豆腐づくり体験、しめ縄づくり体
験、御幣づくり体験

136 宮崎県
宮崎県高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、諸塚
村、椎葉村

（一社）ツーリズム高千穂郷 受入可 80人 120人 － － 受入可 神楽拝観、高千穂郷・椎葉山地域での農作業、かっぽ鶏作り体験 神話高千穂の語り部、かっぽ鶏作り体験、勾玉づくり体験

137 宮崎県 宮崎県五ヶ瀬町 五ヶ瀬山学校推進協議会 整備中 － － 受入可 ４0人 受入可
五ヶ瀬川上流川遊びプラン（カヤック、レスキュー、タイヤチューブ、大岩飛込み）、虫の宝
庫五ヶ瀬の里「虫の学校」、スキー教室、スノーシュートレッキング＆ソリ、蘇陽峡カヌー
体験、祇園山登山

伝統芸能体験和太鼓

138 鹿児島県 鹿児島県出水市 いずみ民泊体験推進協議会 整備中 － － － － － みかん農作業体験、酪農農家のお手伝い
出水市ツル博物館クレインパークいずみの見学、ツル監視員の話、田舎料理作り、平和学
習

139 鹿児島県 鹿児島県西之表市・中種子町・南種子町 種子島グリーン・ツーリズム推進協議会  受入休止中 － － 受入可 １００人 －
安納いも植え、掘り体験、さとうきび収穫、加工体験、田植え、稲刈り体験、シーカヤック
体験

地元で獲れた魚を自分でさばいてみよう！新鮮な魚は一味ちがう！

140 鹿児島県 鹿児島県垂水市 垂水市グリーン・ツーリズム推進協議会 受入可 ２４０人 340人 整備中 － 受入可
カンパチ養殖見学とエサやり体験、垂水千本イチョウ園銀杏ひろい体験、第六垂水丸沈
没事故の記録、刀剣山の登山、大野地区の野菜収穫農業体験、イカダ釣り体験

そば打ち体験、味噌作り体験、垂水人形絵付け体験、民芸工芸体験、木工体験、古代アク
セサリー作り体験

141 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市 薩摩川内市グリーン・ツーリズム推進協議会 受入可 100人 － － － －
田植え・稲刈り体験、ごぼう掘り取り・出荷調整体験、らっきょう堀り取り・出荷調整体
験、藺牟田池自然公園観察、宇宙・天体の観測、入来麓武家屋敷群散策

郷土料理「ねったぼ（からいも餅）」作り体験、紙飛行機工作体験、ふるさと語り部（先人
が残したもの）、親しい方への手紙づくり

142 鹿児島県 鹿児島県いちき串木野市 いちき串木野市グリーン・ツーリズム協議会 整備中 － － 整備中 － － 観光船体験、いちごジャム作り体験

143 鹿児島県 鹿児島県南九州市 南九州市グリーン・ツーリズム協議会 整備中 － － 整備中 － 受入可 知覧飛行場跡地の戦争遺跡 田舎料理・郷土菓子作り体験、草木染め・木工体験

144 鹿児島県 鹿児島県伊佐市 伊佐ツーリズム協議会 整備中 － － 整備中 － －
畑地や水田での農業体験、家畜の飼養管理、植樹体験、薪割り体験、天体観測、ピザ焼き
体験

ジャム作り、竹・カズラ細工体験、木工細工、そば打ち体験

145 鹿児島県 鹿児島県さつま町 さつま町グリーン・ツーリズム研究会 整備中 － － － － －
いちご狩り体験、梅の収穫体験、そば刈り体験、そうめん流し・竹細工体験、竹細工・竹と
んぼ・竹の弓矢等の作成も行えます、稲作体験

鶴田ダムの見学、そば打ち体験、郷土料理体験、鶴田手漉き和紙漉き体験

146 沖縄県 沖縄県石垣市 石垣島田舎体験プロジェクト実行委員会 整備中 － － － － －
刺し網、宮良川マングローブカヌー体験、体験シュノーケル、ハーリー体験、磯釣り、マン
グローブ干潟散策

サーターアンダキー作り、八重山そば作り、島豆腐作り、シーサー色付け、島ぞうり作り、
三線体験

147 沖縄県 沖縄県糸満市 糸満市観光まちづくり協議会 整備中 － － 受入可 100人 受入可 島野菜収穫体験 沖縄家庭料理体験、三線体験

148 沖縄県 沖縄県宮古島市 宮古島さるかの里 整備中 － － － － 受入可 日帰り農家体験（昼食付き）、日帰り農家体験（夕食付き）、マリン体験

149 沖縄県 沖縄県大宜味村 （特非）おおぎみまるごとツーリズム協会 受入可 ２６０人 ３２０人 － － 受入可
ター滝トレッキング＆滝つぼ遊び、ぶながや湖カヌー＆大保川清流トレッキング、石灰岩
の山＆森山岳トレッキング、シュノーケリング＆シーカヤック、エイサー体験

シークヮーサー木・マイはしづくり、チョークアート、いぎみちゃんぷる～BBQと芸能プラ
ン～、平和学習、シーランプシェイド作り

150 沖縄県 沖縄県大宜味村、国頭村、東村 やんばる交流推進連絡協議会 受入可 ３２０人 － － － 受入可
カヌー体験、シュノーケリング体験、森林散策・山岳トレッキング・滝川トレッキング、グ
リーンベルト植栽体験、ビーチクリーン体験、エイサー体験

シークヮーサー木・マイはしづくり、シーランプシェイド作り、チョークアート、琉舞・琉装
体験

151 沖縄県 沖縄県東村 （特非）東村観光推進協議会 受入可 ２８０人 ２８０人 受入可 ２８０人 受入可
ミーバイ釣り体験、マリン体験、マングローブの中でのカヌー体験と自然観察、グリーン
ベルト植栽体験

紅型体験とクラフト作り体験

152 沖縄県 沖縄県金武町 金武町ふれあい交流協議会 受入休止中 － － 受入可 50人 受入可
マングローブカヌー＆自然観察体験、マングローブ観察体験、シーカヤック体験＆海岸
観察、野鳥観察体験、星空観察体験、たんぼ遊び体験

153 沖縄県
沖縄県糸満市、豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬
町、与那原町、浦添市

（特非）自然体験学校 受入可 １８０人 ２２０人 － － 受入可
イリュージガマ平和学習体験、シーカヤック体験、沖縄×SDGs　白砂のビーチで学ぶ ～
海洋ゴミとマイクロプラスチック～、沖縄×SDGｓ　～沖縄の自然に触れる 森のフィー
ルドワーク～、クラシンウジョウ壕平和学習体験

元祖シーサーの絵付け体験、紅型柄 貝マースお守り作り体験、沖縄×SDGs　沖縄在住
者との対話から平和を考える、沖縄×SDGs　演劇で学ぶ平和学習 ～白梅学徒隊から
託されたもの～、平和講話

ＮＯ 都道府県 受入地域の範囲 受入地域団体名

①ホームステイ（分泊） ②集団宿泊

③日帰り体験

手配できる主な体験メニュー

定員 （青少年教育施設・ホテル・旅館等） ※体験メニューは時期等によって手配できない場合があります。各受入先にご確認ください。

https://furusato.jp/facility/1125/
https://furusato.jp/facility/1078/
https://furusato.jp/facility/1118/
https://furusato.jp/facility/813/
https://furusato.jp/facility/1083/
https://furusato.jp/facility/696/
https://furusato.jp/facility/1113/
https://furusato.jp/facility/698/
https://furusato.jp/facility/1085/
https://furusato.jp/facility/1211/
https://furusato.jp/facility/658/
https://furusato.jp/facility/1095/
https://furusato.jp/facility/1088/
https://furusato.jp/facility/1109/
https://furusato.jp/facility/1045/
https://furusato.jp/facility/1112/
https://furusato.jp/facility/1017/
https://furusato.jp/facility/693/
https://furusato.jp/facility/657/
https://furusato.jp/facility/1108/
https://furusato.jp/facility/23/
https://furusato.jp/facility/683/
https://furusato.jp/facility/1165/
https://furusato.jp/facility/1018/
https://furusato.jp/facility/899/
https://furusato.jp/facility/89/
https://furusato.jp/facility/1106/

