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はじめに 

 本県のグリーン・ツーリズムについては，豊かな食・自然などの魅力を生かして，農

家民泊や農作業等を体験する教育旅行の受入れを中心に，農産物直売所や体験農園等を

活用した交流などの取組が展開されています。

特に，県外の中・高校生の農家民泊を取り入れた体験型教育旅行の受入れは，九州新

幹線の全線開業もあり，平成２３年には１万人を超え，受入れを希望する農家の皆様も，

現在１千戸に達しております。また，旅館業法の営業許可を取得した本県の農林漁家民

宿数は，平成２２年度末に３８軒であったものが，平成２３年度末には約２倍の７２軒

に増加しています。

本県での受入れは，いわゆるホームステイのような農家民泊が中心になっていますが，

宿泊料を徴収するためには旅館業法で定める（簡易宿所）営業許可を，食事を提供する

には食品衛生法で定める飲食店営業許可を取得する必要があります。また，これらの許

可を取得し，より安心・安全でやすらぎのある農村体験を都市住民に提供することで，

リピーターの確保等にもつながるものと思います。

 本調査は，県内における農家等の民宿開業を促進するため，県内の１５軒の農林漁家

民宿経営者に御協力いただき，安全管理の取組や提供されている農林漁業体験の状況等

を調査したものです。

 本調査結果が，グリーン・ツーリズムの中心的役割を担う農林漁家民宿開業のための

一助になれば幸いです。

 本調査の実施にあたって御協力いただいた農林漁家民宿経営者の方々，および関係市

町担当者の方々に対して，深く感謝申し上げます。

平成２５年２月

鹿児島県農政部農村振興課長
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【農林漁家民宿調査結果】

１ 調査の概要 

（１）調査目的

  本県の農林漁家民宿数は，近年，開業が相次いだことから急増している。県では，

これまで宿泊者数等の動向把握や開業に向けた支援を行ってきているが，安全管理等

の詳細な実情が把握されていない状況にある。

このため，安全管理の取組や施設及び提供されている農林漁業体験の状況等を調査

し，取りまとめた結果をかごしまグリーン・ツーリズム協議会等に提供するなどして

県内における農家等の民宿開業の促進に資する。

（２）調査方法

県の地域振興局単位で南薩，北薩，姶良・伊佐，大隅の４地区から１５軒の農林漁

家民宿を選定し，県農村振興課担当者，管轄の地域振興局農政普及課担当者，対象市

町担当者が当該農林漁家民宿を訪問し，聞き取りによる調査を行った。

 【調査対象となった農林漁家民宿の内訳】             （単位：軒）

地区別

調査

軒数

旅館業法許可取得時の規制緩和の有無 飲食店営業許可の有無

有
無 有 無

農家 林家 漁家

南 薩 １ ０ １ ０ ０ １ ０

北 薩 ９ ８ ０ ０ １ ２ ７

姶良・伊佐 ３ ２ １ ０ ０ １ ２

大 隅 ２ １ ０ ０ １ ０ ２

計 １５ １１ ２ ０ ２ ４ １１

（３）調査内容

  調査に当たっては，概ね以下の内容について聞き取りを行った。

調査項目 内 容

安全管理対策等について 安全・衛生管理への対応や「民泊」についての考え方等

提供する体験等について 提供する体験内容や食事等

開業時の状況について 開業のきっかけや開業時の苦労等

経営面について 収入・支出の状況や経営上の苦労等

1



【農林漁家民宿調査結果】

（４）調査日程

  以下のとおり，平成２４年８月から１０月にかけて調査を実施した。

調査日 調査市町 調査軒数（単位：軒）

８月 ６日 さつま町 ３

８月２０日 出水市 ３

８月２９日 伊佐市 ３

９月１８日 薩摩川内市 ３

１０月 ３日 南九州市 １

１０月２６日
鹿屋市 １

錦江町 １

計 １５

２ 安全管理対策等について 

  「安心・安全」は，客の生命を預かる宿泊業の重要な要素であり，安全確保に向け

た最大限の努力と配慮が求められる。

  今回の調査では，安全・衛生管理対策講習会の受講状況や安全な体験実施のために

特に配慮していること，本県で中心となっている「民泊」受入れについての考え等に

ついて聞き取りを行った。

（１）安全・衛生管理への対応 

  今回調査したすべての民宿において，「鹿児島県におけ

る農山漁村生活体験学習に係る取扱指針」（平成２１年３月

 鹿児島県作成）に基づき，市町村等が実施する，年１回

以上の食品衛生や安全管理対策講習会を受講していた。

また，農産物加工品の製造・販売も行っている農林漁家

民宿については，市町村等が実施するものとは別に，保健

所の食品衛生講習会も受講している。

  なお，安全確保に向けた以下のような取組もある。

  ●出水市では，安全管理対策講習会を受講した体験型教育旅行

受入家庭に「民泊登録証」を発行している。

  ●南九州市知覧町では，年１回ずつ，安全管理対策講習会と食

品衛生講習会を実施しており，当該講習会を受講しないと体

験型教育旅行の受け入れはできない。

  ●薩摩川内市では，安全管理対策講習会を旧市町村単位に実施

し，密度の高い研修を行っている。
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【農林漁家民宿調査結果】

●さつま町では，複数の受入農家が自主的に（財）都

市農山漁村交流活性化機構が認定する「グリーン・

ツーリズムインストラクター」資格を取得している。

  安全確保の十分な取組がなされていても，思わぬ事故

が発生することはあり得るため，農林漁家民宿の賠償責

任保険への加入は重要なことである。体験型教育旅行受入れについては，コーディネ

ート組織であるＮＰＯ法人エコ・リンク・アソシエーションとＮＰＯ法人環不知火プ

ランニングが各々一括して加入しているが，そのほか，一般客受入れのために以下の

ような対応をしている地域もある。

  ●伊佐市では，農林漁家民宿経営者で組織する「ホタビの会」で共通の保険に加入。

  ●出水市では，（財）都市農山漁村交流活性化機構の保険に加入するよう市が推奨。

（２）安全への配慮

  「安全への配慮」についての具体的な回答としては，

「体験作業の時は，怪我をしないよう四六時中，目配り，

気配りをしている」，「農機具や木工体験時の刃物等を使用

する時は目が離せない」，「持病（各種アレルギーやてんか

ん等）がある人には特に配慮が必要」といったものがあった。

（３）体験型教育旅行の民泊受入れ

  体験型教育旅行受入れに当たって，旅館業法の営業許可を取得していない，いわゆ

る「民泊」での受入れについて，「賛成」か「どちらでもない」という回答が多く，「鹿

児島のグリーン・ツーリズム推進のためにはやむを得ない」との意見であった。

                   （単位：軒）

体験型教育旅行の民泊受入れについて

賛 成 反 対 どちらでもない

８ ２ ５

  しかしながら，「宿泊客が安全に農村体験を行うためには，許可を受けた民宿であ

ることが大事」，「旅行エージェントも許可を取得している地域を優先している」とい

（参考）「鹿児島県における農山漁村生活体験学習に係る取扱指針」（抜粋） 

第７ 市町村等安全対策講習会 

   市町村等は，県など関係機関等の協力を得て，原則として１年に１回以上，受入農家等を対

象として食品衛生や安全対策講習会を実施するものとする。（以下略）
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った，許可取得が不可欠であるとの意見もあ

った。

このような中，さつま町グリーン・ツーリ

ズム研究会では，体験型教育旅行受入れにつ

いても許可取得した「民宿」であることを原

則としている。

  また，「民泊が進むのは良いことだが，（カ

ーテンは防炎のものにするなど）安全性につ

いてのレベルアップは必要」，「民泊であっても，体験メニューの内容，共同調理の工

夫など，プロ意識を持ってしっかり勉強することが必要」など，民泊受入家庭の意識

向上を求める意見もあった。

（４）共同調理等

飲食店営業許可を持たない民宿については，食事の提供を行っ

てはならず，客が自分で調理するか，客との共同調理を行う必要

があるが，調査対象の民宿では守られていた。

３ 提供する体験等について 

  農林漁家民宿での滞在の魅力のひとつは，そこでしか体験できないものがあること

である。土に触れ，自然を感じ，作物の生長や収穫の喜びを味わえる体験は，都市住

民にとって貴重な経験となる。 

  今回の調査では，実際に各農林漁家民宿で行われる体験メニューや食事，セールス

ポイント等について聞き取りを行った。 

（１）体験メニュー 

  各農林漁家民宿が提供する主な体験メニューを整理すると，以下のとおりであった。

主な体験メニュー

種 別 体験メニュー

農業体験
田植え・稲刈り，野菜（たまねぎ，ばれいしょ，さつまいも，里芋，らっきょう）の植え付け・収穫，

果樹（ぶどう，みかん，イチゴ，桃）の収穫，茶摘み・手もみ，牛・鶏の世話，蜂蜜しぼり

林業体験 たけのこ掘り，ワラビ等の山菜採り，木工体験，竹箸づくり，草木染め，山歩き

漁業体験 ニジマス等の川魚釣り

そ の 他
料理・加工体験（郷土料理，味噌，しそジュース，かぼちゃスープ，干し大根，ピザ，そば打ち，団子，ピーナッツ豆腐，

ババロア），自然体験（自然散策，川遊び，ホタル観賞），工芸体験（フラワーアレンジ，ろうそく作り，布わらじ作り）

4



【農林漁家民宿調査結果】

  農業体験等は２時間程度，特に子どもの場合は１時間

程度が限界で，それ以上させると，集中力が途切れて事

故につながる恐れがあるとのことであった。また，周辺

の農家との協力により，自分ではできない体験内容も提

供できるようにしている民宿もあり，周辺住民との連

携・協力態勢を築くことが，より魅力的な民宿運営につ

ながるようである。

（２）食事 

  宿泊者自ら収穫した季節感あふれる野菜や山菜などを使った郷土色豊かな料理は，

農村滞在の楽しみのひとつとも言える。

  今回調査した民宿では，四季折々，旬の食材で，自

分たちが常日頃食べているものを提供することを心が

けており，「豚の角煮」，「豚汁」，「がね」，「さつまあげ」，

「きびなごの天ぷら」といった鹿児島の郷土食はメニ

ューに必ず入れるというところが多かった。

  なお，地元の食材を使用したカレーやグラタン等を共同で作ったり，ピザ釜でのピ

ザ焼きや，宿泊者が収穫したたまねぎを使ったスープづくりなど，子ども達が楽しめ

る体験メニューの工夫が見られた。

  また，「受入家庭ごとに食事内容に差が出ないよう，市内の有志で（料理の）勉強

会を行っている」地域もあった。

（３）セールスポイント 

  各民宿のセールスポイントについての回答は，多い順に「体験」，「自然」，「食」で

あった。

（複数回答，単位：軒）

民宿のセールスポイント

体験 自然 食 （おもてなしの）心 （ゆったりとした）時間 （経営者の）人柄 その他

７ ５ ５ ３ ２ １ ６

  「体験」については，野菜・果実等の収穫や加工が多く，中にはフラワーアレンジ

メント，茶の手もみ体験を取り入れている例もみられた。

なお，「体験」と回答した民宿のなかには，以下のような意見もあった。

  ●「体験を通して本当の農業というものを知ってもらいたい。家畜の世話など，臭

かったり汚かったりするが，それも農業の一面であることやその必要性などに

ついて伝えたい。併せて，命の大切さや「命をいただいているのだ」という感
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覚を感じてもらえるように努めている。」

  ●「（グリーン・ツーリズムを通して）命のありがたさ，自分がつくったものがお

いしいという感動，農業を好きになってほしいという気持ちが伝えられる。」

  「自然」については，田舎らしさ，雄大な山々，夏の星空，冬の雪の風景，一年中

咲き誇る花，おいしい空気，また，「食」については，旬のもの，地元の食材を使っ

た漬け物等の加工品，ジビエ料理といった回答があった。

  「その他」の回答で多かったのは，記念写真のプレゼ

ントであった。中には，桜の木で作った記念プレートを

プレゼントする民宿もあった。

（４）観光資源の活用状況 

  農林漁家民宿を訪れる客が，地域の歴史・文化に触れ，自然・景観等を体感できる

周辺の観光資源を活用することは重要である。

  今回の調査で，活用している主な観光資源は以下のとおりであった。

観光資源の活用

地区別 主な観光資源

北 薩
「ホタルを見る夕べ」，永野金山，とうごう五色親水公園，藤川天神，ゆったり館，柊野の彼岸花，藺牟田池，

寺山公園，丸山公園，上場高原，ツル観察センター

姶良・伊佐 十曽子どもの森，曽木の滝，曽木発電所跡

大 隅 花瀬公園，照葉樹の森，高隈山，国見岳，稲生岳

４ 開業時の状況について 

  農林漁家民宿を始める農家等にとって，開業時の苦労等は興味のあるところと思わ

れる。

  今回の調査では，開業するきっかけや開業時の苦労，開業に当たっての施設整備の

状況について聞き取りを行った。

（１）開業のきっかけ

  今回調査した民宿のうち，およそ半数の民宿が，同じ市町内の農林漁家民宿経営者

や地元自治体担当者等に勧められて農林漁家民宿の許可を取得していた。

  また，「今までたくさんの人にいろんなことを教えてもらったので，みんなに恩返

しをしていきたい。誰かに何かを残していきたい」，「この歳になって，改めて自分の

住んでいる地域の素晴らしさに気付き，ＰＲしていかなければいけないと思った」，

「子どもたちだけでなく，大人にも自分たちの地域の良さを知ってもらいたい」，「地

域が元気を出すために，誰かが取り組まなくてはならない」など，自分の住む地域に
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対する感謝とともに，多くの人に自分の住む地域の素晴らしさを知ってもらい，地域

振興につなげたい，という思いではじめた方が多かった。

  中には，県が実施する農村女性海外研修でヨーロッパのグリーン・ツーリズムに触

れたことが，農林漁家民宿をはじめるきっかけとなった方もいた。

（２）開業時の苦労

  最も多かった意見は「家族の理解を得るのが大変」だったというもので，特に，食

事の準備や洗濯，掃除等を行う女性の理解は不可欠とのことである。また，「夫婦で

お互い十分納得してからでないと始められない」との意見もあった。

  開業手続きに関する苦労は特に無かったという意見が大半

であり，理由として，かごしまグリーン・ツーリズム協議会

が開催する「農林漁家民宿開業研修会」への参加と，その後

の同協議会の手続き面のフォローを上げている。

（３）施設整備

  農林漁家民宿開業に当たって，新たに施設整備を行ったかどうかについて尋ねたと

ころ，客室についての整備は行っておらず，既存の施設をそのまま使用しているとこ

ろがほとんどであった。トイレ，浴室，台所については，新たに設置したり，改修を

しているところが多く，特にトイレについては，衛生面に配慮

して水洗式に改修している。

  また，民宿許可取得に当たって，消防法令の基準をクリアす

るため，防炎カーテンや火災警報器，消火器等を購入したとこ

ろが多かった。

  なお，入浴に関して，近隣の温泉を利用しているというところが多かった。理由と

しては，一人一人自宅のお風呂で入浴すると時間がかかる（特に女性の場合）ため，

その後の夕食や語らいの時間を十分に取れないということであった。知覧町グリー

ン・ツーリズム研究会では，入浴は温泉に連れていくということを会の取り決めとし

ている。

５ 経営面について 

  今回の調査では，民宿経営の収入・支出の状況や宿泊者の旅行形態，経営上の苦労

等について聞き取りを行った。

（１）民宿収入の状況

  大半の民宿が，民宿収入を家計のあてにしていないと答えている。
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（単位：軒）

農林漁家民宿経営による収入状況

家計のゆとりにつながっている 家計のあてにしていない その他

２ １１ ２

  今回調査した民宿の経営者の大半が，民宿経営は「自分たちの楽しみ」や「元気を

もらう」ためにやっており，「収益性はあまり考えていない」と回答した。また，「お

金の期待をすると，期待通りにならなかった時に意欲を無くす」という意見もあった。

  一方で，「収益を伴わないボランティアでは（民宿運営は）続かない」ため，一般

客の一層の確保が必要という意見もあった。

（２）支出の内訳

  民宿経営において支出が最も多いものは何かとの問いに対しては，「食材費」と回

答した民宿が多かった。具体的な回答としては，「米・野菜は自分で作っているが，

肉・魚・調味料は買わないといけない」，「茶菓子，果物，ジュース等も必要」など，

出来るだけ自家製のものを使用しているが，それだけでは賄えない部分も大きい状況

であるとのことだった。

（単位：軒）

支出の内訳

食材費 清掃・クリーニング代 民宿改修費・自己研鑽費・体験関連(用具代)等 その他

６ ２ ０ ７

  なお，「その他」は，ほとんどが「特に支出面で（負担が）大きいものは無い」と

の回答であったが，中には「（宿泊者にプレゼントする）写真の現像代」，「布団やシ

ーツ等の購入費」といった回答もあった。

（３）宿泊者の旅行形態

  教育旅行での宿泊が最も多いとの回答結果であった。

（複数回答，単位：軒）

宿泊者の旅行形態

教育旅行 家族旅行 外国人 友 人 団体旅行 視 察 個人旅行 その他

１２ ６ ３ ２ ２ １ ０ ２

  教育旅行以外の受入で特徴的な回答は以下のとおりであった。

  ●「東京からの親子が１０日間宿泊したことがある。」
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  ●「古くからの友人が宿泊し，その友人が別の友人を連れてきたりする。」

  ●「九州ツーリズム大学在学時の友人が所属する協議会の視察研修」

  ●「家族連れは，５月の連休や夏休みに来ることが多い。」

  ●「ＫＡＰＩＣセンター（鹿児島県アジア・太平洋農村研修センター）の海外から

の青年研修生やＪＩＣＡ（国際協力機構）の村落開発普及員の農作業体験」

  ●「韓国の自治体の視察」

  ●「観光客よりもスポーツ少年団の受入れが多い。」

  ●「夏休み時期は，ＮＰＯ法人エコ・リンク・アソ

シエーションを通じた体験視察や教育旅行に向

けての先生達の下見が集中する。」

  ●「男性の一人旅で，特に体験活動をするでもなく， 

１０日間滞在したことがある。」

  なお，宿泊客がどのような情報媒体を見て訪問したのか

尋ねたところ，「インターネット・ホームページ」，「グラフ

かごしま・ＴＪかごしま」，「かごしま農林漁家民宿ガイド

（かごしまグリーン・ツーリズム協議会作成）」といった回

答が多く，中には「iタウンページ」を見て訪問した客もい

たとのことだった。

（４）集客・ＰＲ 

「集客・ＰＲ」については，「東京・関西方面の県人会へのＰＲ誌配布」，「ＨＰの

立ち上げ」等，地域単位や個人での集客対策に努めているものの，なかなか成果が出

ないようである。

（５）営業期間 

  営業期間については，基本的に通年営業としているが，農繁期やお盆・年末年始の

受入れは行っていないところがほとんどであった。

（６）経営上の苦労

  「経営上の苦労」として，以下のような回答があった。

  ●「都会の人は癒やしを求めてやってくる。相手を立てるこ

とが必要であり，自分の思いをそのまま相手に伝えては

いけない。また，相手に遠慮させないよう，話しかける

タイミング等に心がける必要がある。」

  ●「高齢のため，教育旅行受入時の送迎（車の運転）に不安がある。」

9



【農林漁家民宿調査結果】

  ●「大人の受入れは子供と違って難しい。大人の場合，「ご飯は一緒に食べたら良

いのか？」，「お酒を提供して良いのか？」など，どこまでやってあげたら良い

かわからない。」

  ●「親がいない子も多く，家族関係の話（「お父さんの職業は？」等）はＮＧ。「何

人兄弟？」，「将来何になりたい？」等の質問から会話を広げるようにしている。」

  ●「海外の客は，宗教上の理由で食べ物が制限されるため難しい面がある。」 

（７）今後の展開 

  今後の民宿経営については，「さらに集客を図りたい。」，「農家レストランや加工品

販売を行っていきたい。」といった「規模拡大」を志向する回答が多かった。

（単位：軒）

今後の民宿経営

現状維持 規模拡大 継続困難 その他

１ １０ ０ ４

  「規模拡大」を志向する経営者に対し，どれくらいの集客を目指しているのか質問

したところ，年間１００人～２００人，週２組程度という回答であり，それ以上の受

入れは「目が行き届かなくなり」，「自分が笑って受け入れられる範囲」はその程度だ

ということであった。

  「さらに集客を図りたい」と回答した民宿経営者からは，以下のような意見もあっ

た。

  ●「仲間をもっと増やすことも大事。１軒の民宿だ

けを目当てに来る客はいない。団体客への対応

が必要。」

  ●「都会で暮らす田舎出身者は，田舎暮らしにあこ

がれる人も多いので，そういう人をターゲット

にＰＲしていけば良いと思う。（定年後の第２

の故郷）」

  ●「同窓会で帰ってくる人で泊まる家が無い人もおり，そういう人が民宿のターゲ

ットになりそう。東京，大阪の県人会等を通じてＰＲできないか。」

  ●「地元に小学生が少なくなったので，山村留学の受入れをやりたい。」

  なお，「その他」では，以下のような意見があった。

  ●「次の世代に繋ぐ取組が必要。若い人は自分の仕事に追われ精神的に余裕が無い。

団塊の世代が核にならないといけない。」

  ●「グリーン・ツーリズムで地域の活性化に役立ちたい。高齢化，過疎化の進むこ
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【農林漁家民宿調査結果】

の地域で，元気になれるような町づくりに貢献できるような民宿にしていきた

い。」

６ まとめ 

（１）安全管理対策等について

県作成の指針に基づいた安全管理や食品衛生等の講習会を年１回以上受講すると

ともに，保健所が実施する食品衛生講習会の受講やグリーン・ツーリズムインストラ

クターの資格取得等により，安心・安全な体験提供に努めている。

  なお，旅館業法の（簡易宿所）営業許可を取得していない受入農家についても，安

全性についてのレベルアップやプロ意識を持った受入れを行う必要がある。

（２）提供する体験等について

  農林漁業の作業体験に加え，料理・農産物加工体験，布わらじづくり等の工芸品づ

くり体験，川遊び等の自然体験など，周辺住民との連携や地域の観光資源の活用等に

より，豊富なメニューを提供している。

  なお，農業体験等が長時間に渡ると，特に子どもの場合は集中力が途切れ事故につ

ながる恐れがあるとのことであった。

  また，食事のメニューについては，市内の有志で勉強会を行う等，四季折々，旬の

食材で，「鹿児島らしさ」が出るような工夫をしている。

（３）開業時の状況について

  民宿開業に当たっては，何よりも家族の理解を得ることが大事である。また，開業

時にトイレ，浴室等を整備した民宿はあったものの，客室を整備した民宿は無く，あ

まり費用はかけていない。

  なお，開業手続きについて，かごしまグリーン・ツーリズム協議会が開催する「農

林漁家民宿開業研修会」への参加と，その後の同協議会の手続き面のフォローが役立

っていると思われる。

（４）経営面について

  受入れ客は，年数回の教育旅行が大半であり，家計のゆとりにつながる収入の増加

になっていない。今後は，集客・ＰＲ方法を工夫したり，地域で仲間を増やすなど，

地域が一体となった受入態勢の構築等が必要である。

  また，それぞれが抱える経営上の苦労や課題等に対応できるよう，経営者同士の勉

強会等も必要である。
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【農林漁家民宿調査結果】

（５）さいごに

  学校教育において「体験学習の充実」が重視されている中，平成２３年春の九州新

幹線全線開業を契機に，本県の農山漁村を体験型教育旅行先に選ぶ中国・関西地区の

中学校や高校が増加している。

平成２３年に農家民泊を体験した生徒は，前年の約２倍となる１万人を超え，平成

２４年も前年を上回っている。これに伴い，県内で受入れを希望する登録農家（注１）

も年々増加し，平成２４年１０月末時点で１，０４７戸となっている。

  今後，体験型教育旅行受入数を維持・増加させていくためには，受入農家が，消防

法や建築基準法に基づく防火・非常用施設の基準等を満たした旅館業法の営業許可を

取得し，旅行エージェントや学校等に「安心・安全」をアピールしていくことが求め

られると思われる。

  県としても，かごしまグリーン・ツーリズム協議会と連携し，農林漁家民宿開業の

ための研修会の開催など，受入農家の簡易宿所（注２）等の営業許可取得に向けた支援

に努めていくこととしている。

（注１）「登録農家」とは，「鹿児島県における農山漁村生活体験学習に係る取扱指針」に基づき，市町村等が作成する「受入農家

等登録一覧」に登録された農林漁家のこと。

（注２）「簡易宿所」とは，旅館業法に規定する旅館業の種別（「ホテル」，「旅館」，「簡易宿所」，「下宿」）のうちの一つ。宿泊す

る場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業のことであり，例えばベッドハウス，山小屋，スキー小屋，ユー

スホステル，カプセルホテル等が該当する。

平成１５年３月の国の規制緩和により，農林漁業者が農林漁業体験民宿業を営む場合に限り，簡易宿所営業の客室延床面

積の基準（３３㎡以上）を適用しないこととなっている。
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調査した農林漁家民宿の取組事例
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（南九州市）陽なたぼっこのよしおちゃん家

【住所】南九州市知覧町永里12364-1
【営業】通年（お盆・年末年始除く）
【料金】１泊２食：大人6,000円/子供5,000円
【主な体験メニュー】
野菜植え付け・収穫，山菜採り，木工，
草木染め，こんにゃく作り，布わらじ作り

経営者の宮崎トミ枝さんは，平成２１年に農
林水産省と観光庁が選ぶ「農林漁家民宿お
母さん１００選」に認定されている。

「今までたくさんの人にいろんなことを教えて
もらったので，みんなに恩返しをしていきたい。
誰かに何かを残していきたい。」との思いから
民宿を始めた。

教育旅行よりも一般客が多く，リピーターも
多い。以前，イギリス人と奄美の加計呂麻島
の人を一緒に泊めたことがあり，英語と加計
呂麻の言葉での会話なのに，何となく会話が
通じていたことが大変面白く，記憶に残ってい
るとのこと。

「大地の暖かさ，木のぬくもり，人のやさしさ
に触れて陽なたぼっこをしながら大切なことを
思い出してほしい。」

宮崎トミ枝さん

宿泊部屋

布わらじ

民宿外観

農業体験場所

看板ネコ

（出水市）かあちゃんの宿 天香里

【住所】出水市上大川内2704-30
【営業】通年
【料金】１泊２食：大人7,600円/子供5,300円
【主な体験メニュー】
茶摘み・茶もみ，牛の世話，山菜採り，
団子作り，味噌作り

田中八千代さんは，平成１２年に県の「農村
女性海外研修」に参加したことがきっかけで
農林漁家民宿の許可を取得。当時，一緒に
研修に行ったメンバーとは，今もお互いに交
流し，情報交換を行っている。

一般客や教育旅行の受入れはもちろん，海
外からのお客も多い。調査当日も，鹿児島純
心女子大学に留学中の台湾の学生２名を受
け入れていた。

民宿は上場高原にあり，夏の星空，冬の雪
景色が自慢。星空を眺めながら入る露天風
呂も作ってみたいとのこと。

上場地区は子供の数が減少していることか
ら，山村留学の受入れを行うことで，地域に
貢献できないかと考えている。

田中さんご夫婦

宿泊部屋

手作りの郷土料理

民宿外観

一面の茶畑（体験場所）

郷土料理体験中の留学生
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（出水市）農家民宿 たけ山荘

【住所】出水市野田町上名4272
【営業】通年（お盆・年末年始除く）
【料金】１泊２食：大人7,600円/子供5,300円
【主な体験メニュー】
蜂蜜しぼり，蜜蝋ろうそく作り，わらび採り
そば打ち，みかん収穫，さといも植え付け

元役場職員の福井嶽八さんは，農政担当
時代にドイツや大分県安心院での研修に参
加。平成１１年に農林漁家民宿許可を取得。

現在は蜂療法（アピセラピー）の治療院をし
ながら，教育旅行等の受入れを行っている。

非常にアイデアマンで，「みつばち観音様」
や「子宝岩」（観音様建設時に発見），自宅近
くの小山を整備して作った「体験所」など，宿
泊客を飽きさせない工夫を重ねると同時に，
地域活性化にも一役買っている。

「とにかく“ど田舎”を体験して欲しい」と語る
ご主人の自慢は，緑に囲まれた体験所で，お
いしい空気を吸いながらやるバーベキュー。

帰る際には，桜の木で作った記念プレート
「またきやんせ」を，民宿に泊まった証に渡し
ている。

福井嶽八さん

宿泊部屋

子宝岩

民宿外観

体験所

「民泊の決まり事」

（出水市）民宿リバーサイド米ノ津

【住所】出水市明神町400
【営業】通年
【料金】１泊２食：大人7,600円/子供5,300円
【主な体験メニュー】
畦作り，じゃがいも・たまねぎの収穫，
花壇作り，木工

「広いガーデンデッキに座り，一年中庭に咲
いている花を眺めて，都会の疲れを癒やして
もらいたい。」という大迫誠一さん。宿泊客に
は，バラで作った大きな枠を写真フレームに
見立て，その前で記念撮影をし，写真をプレ
ゼントしている。

市内の小学校の総合学習でスポーツ吹き
矢を教えており，天気が悪い時は宿泊客にも
体験させている。

「子どもが好きで，民宿業も好きでやってい
ることなので苦労はあまり感じないが，体験
作業の時，ケガをしないよう四六時中見張っ
ているのは結構大変」で，木工体験で刃物を
使う場合は特に注意しているとのこと。

今後は，企業向けの体験民宿にできないか
と考えている。

大迫誠一さん

宿泊部屋

ぶどうがなるデッキ

民宿外観

庭に咲く花々

きれいに整備された庭
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（薩摩川内市）くんちゃん家
【住所】薩摩川内市樋脇町塔之原1317
【営業】通年（お盆・年末年始除く）
【料金】１泊２食：大人6,500円/子供4,000円
【主な体験メニュー】
田植え・稲刈り，たまねぎ植え付け・収穫，
芋掘り，たけのこ掘り，イチゴ狩り

「行政の協力ももちろんだけど，民宿をやっ
ている者同士が連携することも必要。」と話す
四元さん。人を知っていること，仲間を増やす
ことが大事との思いを持っている。

奥様は，教育旅行で受け入れた子ども達一
人一人に手紙を書き，帰り際に「ラブレター」
と言って渡す。渡したラブレターはコピーを
取って，写真と一緒に保管しており，時間が
空くとそれを眺めるのが楽しみとのこと。

マロングラッセやゴーヤの佃煮等の加工品
づくりも行っており，近くの直売所等に出品し
ている。特に「サラダたまねぎドレッシング」は
県表彰も受賞した。

「料理や掃除など大変なことも多いが，それ
も仕事と割り切って楽しんでます。」というお
二人は，グリーン・ツーリズムを始めて夫婦の
会話も増えたとのこと。

四元さんご夫婦 民宿外観

宿泊部屋 食品加工施設

子ども達に渡した手紙 サラダたまねぎドレッシング

（薩摩川内市）新屋農園 ひだまりの家

【住所】薩摩川内市東郷町斧渕3640-2
【営業】通年
【料金】１泊２食：大人6,500円/子供4,000円
【主な体験メニュー】
ぶどうの袋かけ・収穫，みかん収穫
あくまき作り，こんにゃく作り

果樹（みかん，ぶどう）園と水田を持っており，
一年を通して体験を提供できる。

食事にはとんこつ，さつまあげ，がねは必ず
出し，他にも豚汁，黒豚コロッケ，タケノコやつ
わなどの季節の野菜の天ぷらなど郷土料理
を出すよう心がけている。

「グリーン・ツーリズムは子ども達に農家の
仕事を知ってもらう良い取組だと思う。」と言う
新屋さんは，安全管理研修会の重要性につ
いて「新しく受入れを始める人はもちろん，既
に何回も受講している人でも忘れてしまうの
で，毎年研修会を受講することが大事。」

ゴーヤの粕漬けや漬け物，ところてん，こん
にゃくの加工品製造も行っている。

奥様は，九州ツーリズム大学で勉強したい
との意欲も持っている。

新屋さんご夫婦 民宿外観

宿泊部屋
離れの宿泊棟

宿泊者用図書
大通りに設置する看板
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（薩摩川内市）ファームロッジ濵田

【住所】薩摩川内市東郷町斧渕1033
【営業】通年
【料金】１泊２食：大人6,500円/子供4,000円
【主な体験メニュー】
野菜植え付け・収穫，ピーナッツ豆腐作り，
ババロア作り，鶏の世話

ジビエ料理を中心に，自宅で栽培した野菜
等を使った料理を出している。ある家族が電
話予約の際「本当にジビエ料理を食べて
6,500円なのか。」と驚いていたとのこと。
「１軒の民宿だけを目当てに来る客は少な
い。団体客に対応できるよう，仲間をもっと増
やすことが大事。」と語る濵田さんは，年間
100名の受入れを目指す。そのために，都会
にいる田舎出身者をターゲットにＰＲしていく。
「教育旅行で来る子ども達には，夢，目標が
あると生き方が違ってくることを伝えたい。」と
のことで，宿泊したある子どもの親から「帰っ
てきてから濵田さんの話を延々とする姿に驚
くとともに，感謝の気持ちで一杯です。」との
手紙をもらった時はうれしかったと言う。

濵田さんご夫婦 民宿外観

宿泊部屋 みかん農園

備え付けの「ひとこと帳」 民宿裏の散歩道

（さつま町）Ｈｅｌｌｏさつま

【住所】薩摩郡さつま町柏原558-5
【営業】通年（お盆・年末年始除く）
【料金】１泊２食：大人6,500円/子供4,000円
【主な体験メニュー】
味噌作り，味噌加工品作り，郷土料理，
ジャム・クッキー作り

「農家民宿をビジネスとして考えると，“食”
が一番大事。」と語る古田妙子さん。食事に
は自宅の畑で採れる四季折々，旬の食材を
使い，自分たちが常日頃から食べているもの
を提供するよう心がけている。

農産物加工グループ「Ｈｅｌｌｏさつま」を設立
し，味噌や焼き肉のタレ等の加工品製造も
行っている。
午前中は味噌作り体験，昼食は農家レスト
ラン，お風呂は近くの温泉など，それぞれが
繋がりを持ち，地域と連携した活動にすること
が大事と語る。
グリーン・ツーリズムインストラクター資格を
持つ古田さんは，「農家民宿では，食・見る・
体験・学ぶということを通して，生きていく知恵
を身につけてもらいたい。」との思いを持つ。

古田妙子さん 民宿外観

宿泊部屋 食品加工施設

加工品の商品ラベル ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ認定証
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【住所】薩摩郡さつま町広瀬3545
【営業】通年
【料金】１泊２食：大人6,500円/子供4,000円
【主な体験メニュー】
わらび・ゼンマイ採り，川遊び・魚釣り，
しそジュース・かぼちゃスープ・干し大根作り

（さつま町）農家民宿 ふるさと

都会に住む地元出身者がお墓参り等で帰っ
てきても実家が無くなっていたりする時代。そ
んな人達に「いつでもふるさとに帰っておい
で」という思いを込めて民宿名を決めた。

一番気をつけているのは「おもてなしの心」。
自分の家にある素材で精一杯のおもてなしを
行っている。また，心が通じ合えば，リピー
ターにもなってくれる。
教育旅行受入れでは，夕食後に一緒にトラ
ンプをしながら会話を楽しむ。「おじいちゃんと
おばあちゃんはどうして一緒になったの？」と
いった質問もあるそうだ。
一度だけ，東京からの母子が１０日間宿泊
したことがある。なぜ自分のところを選んだの
かはわからないが，今でも付き合いは続いて
いるとのこと。人との出会いが楽しみ。

下馬場洋子さん 民宿外観

宿泊部屋 民宿近くを流れる清流

離れの部屋 調査の様子

（さつま町）農家民宿 美の里

【住所】薩摩郡さつま町時吉1400
【営業】通年（農繁期，年末年始除く）
【料金】１泊２食：大人6,500円/子供4,000円
【主な体験メニュー】
キノコのコマ打ち，椎茸収穫，
竹の子掘り，ホタル観賞

「地域に長く滞在してもらうためには，そこに
泊まって飲食してもらうことが必要。」と語る西
之原さんは，町の観光案内所設立や人気の
ある「ホタルを見る夕べ」の開催等に尽力する
など，地域活性化への思いが強い。「“自分だ
け良ければ”という考えではダメ。」とのこと。

平成２１年には，民宿の近くに，キノコ栽培
体験施設「木の子の楽校」を設立。コマ打ち
や収穫まで思う存分体験できる。
宿泊客との会話が楽しみの一つだが，お客
が話題の中心になるようにしている。また，農
家民宿に泊まるお客は遠慮しがちであるため，
話しかけるタイミング等にも心がけている。
安全に関しても「人からお金をもらっている
以上，責任がある。」と，自らグリーン・ツーリ
ズムインストラクター資格を取得している。

西之原さんご夫婦 民宿外観

宿泊部屋 キノコのほだ木

「木の子の楽校」のそうめん流し「木の子の楽校」の宿泊部屋
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【住所】伊佐市大口山野1430-2
【営業】通年（年末年始除く）
【料金】１泊２食：大人6,500円/子供4,000円
【主な体験メニュー】
筍掘り，たまねぎ収穫，魚釣り，ホタル観賞，
ピザ作り，フラワーアレンジ

（伊佐市）井立田の小さな家 花猩々（はなしょうじょう）

テレビの「人生の楽園」を見て農村生活に憧
れ，２年前に大阪からＵターンした栗原さん。
「伊佐の良さを実感してもらいたい」と農家民
宿を開業。

子ども達に好評な体験は自宅のピザ釜を
使ったピザ焼き体験や収穫したたまねぎを
使ったスープ作り。９月には，ピザ焼きとフラ
ワーアレンジ体験を組み合わせたイベントを
実施した。
地域の味や様々な体験等，本当の伊佐の
良さを伝えるため，地域の人脈づくりに努め，
手助けをもらっている。「田舎の人は恥ずかし
がりで前に出てこないので，色々な人の魅力
を引き出す取組が必要。」
今後は，納屋の２階を客室に改修し，年間
100人程度の集客を目指す。

栗原理恵さん
民宿外観

宿泊部屋

手作りのピザ釜

体験農園

民宿周辺の風景

（伊佐市）田舎のお百姓さん

【住所】伊佐市菱刈荒田2648-2
【営業】通年
【料金】１泊２食：大人6,500円/子供4,000円
【主な体験メニュー】
各種野菜（かぼちゃ，水田ゴボウ等）収穫，
田植え，ホタル観賞

「農業の良さや苦労を子ども達に聞かせ，も
のづくりの大切さを認識して欲しい。」との思
いから農家民宿を開業。約２０種類の野菜や
伊佐米を作っている。３年前にテレビの料理
番組の取材で来た某有名タレントが「ここのゴ
ボウやおにぎりは素晴らしい。」と褒めた。

年齢を重ね，自分が住んでいる地域の素晴
らしさを是非ＰＲしたいと思うようになった。
「伊佐の豊かな自然が民宿のセールスポイン
ト。伊佐の良さを満喫してもらいたい。」
民宿のＨＰを立ち上げているが「まだまだＰ
Ｒ不足」とのこと。現在，民宿近くの空き家を
長期滞在型の民宿として申請中であり，ここ
を拠点として集客を拡大していく。
食事には必ず，食べきれない量の自家製野
菜サラダを出す。伊佐米も食べ放題。

山之内正行さん 民宿外観

宿泊部屋 農場（ジャンボインゲン）

申請中の長期滞在型民宿 手作りの公園
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【住所】伊佐市大口青木1889-1
【営業】通年（年末年始除く）
【料金】１泊２食：大人6,500円/子供4,000円
【主な体験メニュー】
山菜収穫・料理，自然散策，こけ玉作り，
古布アレンジ（コースター等），まき割り

３年前に農家レストランを開業。その後，市
の勧めもあり教育旅行受入れを始めた。「自
分自身がここで暮らして癒やされているので，
せっかくなら子どもだけでなく大人にも癒やさ
れて欲しい。」との思いで農家民宿を開業。

民宿近くの池の周りの散策コースや持ち山
に作った遊歩道「緑の哲学道」など，四季
折々の自然を満喫できる。
奥様は九州ツーリズム大学で半年間勉強し
た経験を持ち，今年，その時の知り合いが１０
名程を引き連れて研修に来る等，交流が続
いているとのこと。
「農家レストランに年間７００人程度来客が
あるが，どちらかというと農家民宿に力を入れ
たい。年間２００人程度の宿泊客が目標。」

（伊佐市）夢ロード青木

早水さんご夫婦
民宿外観

宿泊部屋

緑の哲学道

民宿近くの池
古布アレンジ小物等

【住所】鹿屋市吾平町上名2949-2
【営業】通年
【料金】１泊２食：大人5,000円/子供3,000円
【主な体験メニュー】
田植え・稲刈り，野菜収穫，そば打ち，
郷土料理作り

民宿名は「節子さんは“元気印”だから民宿
名に入れたらどうか」と周りから言われて決め
たと言う堀之内節子さん。「民宿の売りは節
子さんの人柄」と周囲も認める。

平成５年に県農村女性海外研修でドイツの
グリーン・ツーリズムを体験したことが農家民
宿開業のきっかけとのこと。
食事については，受入家庭ごとに食事内容
に差が出ないよう，市内の有志で勉強会を
行ったり，がねやピーナッツ豆腐など一品は
必ず鹿児島にこだわったものを提供する，生
ものは絶対出さない等，気を遣っている。
「民泊についてもカーテンは防炎にする等，
安全性のレベルアップは必要」とさらなる安全
対策の徹底を訴える。
今後は，農産物加工場の設置や家族と農
家レストランをやりたいなど，夢は膨らむ。

（鹿屋市）元気印の菜園畑（さえんばっけ）

堀之内節子さん 民宿外観

宿泊部屋 体験農場

ＪＩＣＡ受入れの様子（写真） 簡易宿所許可書等
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【住所】肝属郡錦江町城元302番地1
【営業】通年
【料金】 １泊２食：大人5,500円/子供4,000円
【主な体験メニュー】
田植え・稲刈り，茶摘み，山歩き，ピザ作り，
野菜（ばれいしょ，らっきょう，玉ねぎ等）収穫

平成２４年９月に旅館業法の許可を取得。
以前からグリーン・ツーリズムには興味が
あった松元辰朗さん。役場勤務時代から，休
みの日には安心院町，人吉市，小林市等の
農家民宿に泊まり勉強を重ねてきた。「過疎・
高齢化が進む中で，地域を元気にしたい。誰
かが取り組まなければ前へ進まない。」との
思いで開業を決意。錦江町ツーリズム協議会
会長も務める。

消防組合勤務経験もあり，安全管理に対す
る思いは強い。「安全管理は危険予知が大事。
農業機械などの使用には注意するとともに，
危険なことはさせないこと。」
今後は「大隅半島には高隈山，国見岳，稲
生岳などすばらしい山があり，それらをＰＲし
ていきたい。」

（錦江町）農家民宿 おおねじめ

松元辰朗さん 民宿外観

手作りのピザ釜
宿泊部屋

防炎カーテンの印空き缶で作った「カンドル」
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