
ここに掲載した作品は、平成30年度に札幌大谷大学芸術学部美術学科の学生さんが「農たび・北海道」のＰＲを目的に制作してくださった作品です。



農泊？ 農たび・北海道？？

※「農たび・北海道」は、農山漁村の「農」として農山漁村の滞
在型観光の総称ですが、地域の状況に応じて、より実態をイメ
ージしやすくするため「森たび・北海道」、「浜たび・北海
道」のロゴマークも用意しています。

農たび・北海道（農村ツーリズム）の取組イメージ

■ グリーン・ツーリズム ［平成初期～］
農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動です。

→  農山漁村で、自然・文化・交流を楽しむ活動（旅行者の視点）

■ 農 泊 ［平成29年度～］
農山漁村において日本ならではの伝統的な生活体験と農村地域の人々との交流を楽しみ、農家民宿、古民家

を活用した宿泊施設など、多様な宿泊手段により旅行者にその土地の魅力を味わってもらう農山漁村滞在型旅
行を指します。
→  農山漁村で、体験・交流・多様な宿泊により、地域の魅力を味わってもらう旅行（農山漁村地域の視点）
なお、政策目標としては「『農泊』をビジネスとして実施できる地域の創出（５００地域）」することとされ

ています。

■ 農村ツーリズム（農たび・北海道） 「平成29年度～」
農山漁村の豊かな自然や食、歴史、文化、生活体験などを観光資源として活かし、農業や観光業など多様な

主体が地域ぐるみで農泊や教育旅行に取り組む滞在型観光。
→ 農山漁村で、自然・食・歴史・文化・生活体験を活かし、地域ぐるみ旅行者を受け入れる活動（農山漁村

地域の視点）



農泊とは？



北海道における農山漁村振興交付金（農泊推進対策：ソフト対策）の実施状況

《平成29年度採択地域》 《令和元年度採択地域》《平成30年度採択地域》

《道内採択地域数》
合計：45地域（R3.5月時点）

農泊に関する問い合わせ先
農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1－2－1
TEL：03-3502-8111（内線5451、5447）FAX：03-3595-6340

農村ツーリズム（農たび・北海道）に関する問い合わせ先
北海道農政部農村振興局農村設計課農村活性化係
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
TEL：011-231-4111（内線27-873、27-872）FAX：011-232-0027

各地域ごとの問い合わせ先 住 所 電話番号

空知総合振興局産業振興部農務課企画係 〒068-8558 岩見沢市8条西5丁目 0126-20-0200（内線2714）

石狩振興局産業振興部農務課主査（企画） 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 011-231-4111（内線34-713）

後志総合振興局産業振興部農務課主査（企画） 〒044-8588 倶知安町北1条東2丁目 0136-23-1300（内線2715）

胆振総合振興局産業振興部農務課主査（企画） 〒051-8588 室蘭市海岸町1丁目4番1号 0143-24-9900（内線2714）

日高振興局産業振興部農務課主査（企画） 〒057-8588 浦河町栄丘東通56号 0146-22-9030（内線2735）

渡島総合振興局産業振興部農務課主査（企画） 〒041-8588 函館市美原4丁目6番16号 0138-47-9400（内線2715）

檜山振興局産業振興部農務課主査（企画） 〒043-8558 江差町字陣屋町336-3 0139-52-6500（内線2715）

上川総合振興局産業振興部農務課食品政策係 〒079-8610 旭川市永山6条19丁目1番1号 0166-46-5900（内線2715）

留萌振興局産業振興部農務課主査（企画） 〒077-8585 留萌市住之江町2丁目1-2 0164-42-8404（内線2715）

宗谷総合振興局産業振興部農務課主査（企画） 〒097-8558 稚内市末広4丁目2-27 0162-33-2516（内線2715）

オホーツク総合振興局産業振興部農務課企画係 〒093-8585 網走市北7条西3丁目 0152-41-0603（内線2716）

十勝総合振興局産業振興部農務課企画係 〒080-8588 帯広市東3条南3丁目1番地 0155-26-9005（内線2714）

釧路総合振興局産業振興部農務課農業経営係 〒085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号 0154-43-9100（内線2718）

根室振興局産業振興部農務課主査（企画） 〒087-8588 根室市常盤町3丁目28番地 0153-24-0257（内線2714）

《令和２年度採択地域》

空知 三笠市
三笠地域における「農」と「食」

の連携推進協議会
農

空知 月形町 北の里泊ネット 農

空知 栗山町 栗山町農泊推進協議会 農

後志 寿都町 北海道寿都町水産業産地協議会 水

胆振 白老町
ポロトの森エコミュージアム推進

協議会
林

渡島 七飯町 七飯大沼農泊観光推進協議会 農

上川 東川町
ひがしかわ子ども農村体験交流推

進協議会
農

上川 美瑛町
一般財団法人　丘のまちびえい活

性化協会
農

宗谷 利尻町 利尻地区地域水産業再生委員会 水

十勝 鹿追町 鹿追町農泊推進協議会 農

十勝 帯広市
十勝域内「農・泊」観光連携協議

会
農

釧路 鶴居村
ＮＰＯ法人　美しい村・鶴居村観

光協会
農

根室 根室市 歯舞漁業協同組合 水

根室 中標津町
カモン！なかしべつインバウンド

振興推進協議会
農

事業実施主体名市町村名振興局名 取組種別

石狩 北広島市 北広島市農泊交流協議会 農

石狩 石狩市
いしかり古民家活用地域活性化協

議会
農

後志 余市町 余市町まちづくり協議会（仮称） 農

日高 平取町 平取町地域活性化協議会 農

渡島 八雲町 ＮＰＯ法人　やくも元気村 農

上川 比布町
世界一大雪山がきれいに見える町

ぴっぷ農泊体験推進協議会
農

留萌 留萌市 ＮＰＯ法人　留萌観光協会 農

留萌 小平町 小平町農泊ビジネス推進協議会 農

オホーツク 滝上町 滝上町農泊観光地域づくり協議会 農

オホーツク 大空町 大空町地域雇用創出協議会 農＋水

オホーツク 網走市
オホーツク農山漁村活用体験型

ツーリズム推進協議会
農＋水

十勝 帯広市 帯広ファームトリップ推進協議会 農

十勝 更別村
更別グランファームツーリズム推

進協議会
農

十勝 浦幌町 浦幌農泊観光促進協議会 林

根室 標津町 標津町地域協議会 農＋水

振興局名 市町村名 事業実施主体名 取組種別

空知 美唄市
びばい食農アートまちづくり推進

協議会
農

空知 新十津川町 新十津川農泊推進協議会 農

空知 深川市 深川市農泊推進協議会 農

空知 夕張市 夕張ファームステイ推進協議会 農

渡島 八雲町 落部ブルーツーリズム推進協議会 水

渡島 長万部町 長万部町観光地域づくり協議会 農

上川 旭川市ほか 大雪農泊ビジネス協議会 農

上川 幌加内町 幌加内ファームステイ推進協議会 農

オホーツク 美幌町 美幌町観光まちづくり協議会 農

十勝 豊頃町 一般社団法人　ココロコ 農

十勝 広尾町 ピロロツーリズム推進協議会 農＋林＋水

渡島 函館市 （仮称）函館歴史建築活用協議会 水

オホーツク 北見市 北見市農泊推進協議会 農

振興局名 市町村名 事業実施主体名 取組種別

空知 岩見沢市 北村地域農泊推進協議会 農

上川 東神楽町 東神楽町農泊推進協議会 農

《令和３年度採択地域》

後志 赤井川村 赤井川農泊推進協議会 農


