
タイ・台湾をターゲットにし
た仙北市の農山村体験

田沢湖・角館を含む秋田県仙北市の
新しい楽しみ方、地元民だから知る過ごし方の提案
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農家民宿への宿泊を伴う台湾修学旅行実績一覧

年度 学校名 人数

平成24年度
台北市立士林高級商業訓練高級中学 24人

台湾国立豊原高級中学 33人

平成25年度
台国立湾師範大学附属高級中学 37人

台湾国立曁南国際大学付属高級中学 31人

平成26年度

台北市立新店高級中学(第一次) 35人

台北市立新店高級中学(第二次) 16人

新北市立淡水高級商工訓練学校 31人

平成27年度

台国立湾師範大学附属高級中学 36人

台北市日本商業設計学習及文化学団 24人

桃園市立龍潭高級中学 35人

平成28年度

台中市立恵文高級中学 34人

台北市立恵美女子高級中学 32人

桃園市立平鎮高級中学 35人

桃園市立龍潭高級中学 32人

平成29年度

台湾デザイン系研修団 17人
台湾師範大学附属高級中学 27人

台湾新店高級中学 24人
台湾慈済大学附属高級中学 32人

平成30年度

高雄市立文山高級中学 10人
台湾慈済大学附属高級中学 32人
台中市立恵文高級中学 34人

新北市立淡水高級商工訓練学校 36人
南かん高級中学 35人

令和元年

台湾北投国民中学 21人
台湾六家国民中小音楽文化参訪団 29人
台湾師範大学付属高級中学 35人
台湾慈済 22人



受け入れ農家さんが台湾の学校を視察





農泊がきっかけで姉妹校締結を調印



農家民宿への宿泊を伴う国際教育旅行実績一覧(一部国際交流含む)

年度 学校名 国 人数

平成24年度
マーシャル諸島高校生大学生グループ ﾏｰｼｬﾙ諸島共和国 50人

アメリカ大学生グループ アメリカ 64人

平成25年度 アメリカ大学生グループ アメリカ 15人

平成26年度

ASEAN３ヵ国大学生グループ カンボジア他 76人

ミャンマー大学生グループ ミャンマー 19人

インドネシア大学生グループ インドネシア 99人

ムスリムフレンドリーモニターツアー マレーシア他 17人

東ティモール大学生グループ 東ティモール 24人

平成27年度

中国東部大学生グループ
バンコク・クリスチャン・カレッジ(高校)修学旅行

中国 90人

タイ 50人

モンゴル高校生グループ モンゴル 75人

大洋州懇請地域企業振興研修 サモア他 15人

平成28年度

中国青年メディア関係者グループ 中国 32人

日韓クリエイター交流プロジェクト 韓国 33人

バンコク・クリスチャン・カレッジ(高校)修学旅行 タイ 60人

モンゴル再生可能エネﾙギー視察団 モンゴル 14人

韓国アートツアー 韓国 30人

平成29年度

ミャンマーアグリビジネス青年研修 ミャンマー 15人

トラベルマートファムトリップ アメリカ他 36人

日韓クリエイター里帰り研修 韓国 22人

ﾊﾞﾝｺｸｸﾘｽﾁｬﾝｶﾚｯｼﾞ タイ 51人

韓国・明文高校 韓国 10人

日韓アートプロジェクト 韓国 24人

JICA青年研修アフリカ職業訓練コース研修 アフリカ 26人

ジェネシス2017招聘事業 インド他 32人

ジェネシス2017韓国青年訪日団 韓国 36人

韓国ヨンウォル郡青少年文化体験プロジェクト 韓国 32人

ジェネシス2017東ティモール第2陣 東ティモール 32人
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（株）SMIトラベル

13

■ 秋田県由利本荘市出身の方が経営されている旅行会社。積極的に農泊を
主にしたツアー商品 ウェンディーツアーを販売している。バンコクに事務所があり
協議会ではこの会社のランドオペレーター業務を担っている。



（株）SMIトラベル
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ジャパンビュー（株）
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16

バンコクで行わ
れた 観光博
にも参加しても
らいました



17

自分たちが魅力
的と思うものでなく
相手が望むものを

■ 秋田犬が人気。鶴の湯温
泉へも圧倒的な差をつけて
いた



ホテルや農家民宿さんに同行してもらうことの最大の利点は現地で
食事や観光地等を体験してもらうことで、嗜好や実際にタイからの来訪があった
時の話題作りや嗜好を理解してもらえる。

18
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さらに新しい情報を提供し
ていきます。

経費を削減する 目的地を決める 体験・交流をする。



官民一体となって受入れを行っています

協議会事務局⾧ 協議会⾧ 農家民宿

地域おこし協力隊 市役所 国際交流員



仙北市観光文化スポーツ部 組織図

観光課

交流デザイン課

文化創造課文化財保護室

スポーツ振興課



計画の作成 国内

1

人数、全行程内容を確
認、この地域で利用可
能な割引や優遇措置な
どを調べ、価格の見直し
タイムロスのない行程の
提案を行います。

2

必要な宿先を確保、
（団体の場合は人数に
応じて複数）各宿の体
験の内容を確認旅行会
社（お客様）へお伝え

します。

3

団体は受け入れ毎に勉
強会を行います。サービ
スの統一を行います。※
体験は統一しません。



計画の作成 海外

1

人数、必要に応じて前
後の行程内容を確認、
相手のニーズにあった体
験や宿を提案します。

2

団体については送客元
からの依頼に基づき受け
入れ説明会を開催しま
す。個人は当日までサ
ポートを続けます。

3

対面式などを実施する
など、スムーズな受け入
れを目指します。個人は
滞在期間中も必要に応
じて電話等での通訳を

継続します。



安全・衛生講習会の開催 受入れ説明会の開催



受入れの様子（外国人受入れの場合）



コロナ禍で仙北市がすすめる
新しい取り組み
■ 海外、国内問わず観光客が楽しめる滞在
コンテンツを提案

■ 密を避け、ストレスフルな行程の作成

■ 早朝のツアー等の提案など新しい時間の使
い方を提案

■ 本物に触れる時間を多くとることで心安らぐ
時間を提供

■ 朝どれ野菜や食材の味そのものを生かした
郷土料理

■ 地元の方とふれあう心の交流ひとり静かに過
ごす時間のすすめ

コロナ禍で仙北市
が提案できること

景観美を生か
した行程

サンセット

サンライズツ
アー

温泉

食材への

こだわり

密を避けた

体験の提供

テントサイル

テントサウナ



スノーシューを活用し
た冬季メニューの提案



電動キックボードで湖畔を周遊



テントサイルで新しい水上での楽しみ方を



ご清聴
ありがとうございました

ぜひ 農山村体験ススメ で検索ください


