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会員各位 

一般社団法人日本ファームステイ協会事務局です。 

いつも当会の活動にご理解頂き、誠にありがとうございます。 

 

今年の 9 月は残暑が厳しいと言われておりましたが、東京は 30℃前後の過ごしやすい日が多

く、空を見上げると秋らしい青空が広がるようになってきましたが、皆様の地域ではいかがでしょう

か。 

さて、今回は下記の内容で＜JPCSA 最新情報＞、＜農泊関連情報＞、＜賛助会員からのお

知らせ＞をお届けいたします。 

 

◆農泊における経営人材育成研修の受講申込が始まりました！ 

◆日本の農泊が世界に紹介されます！Agri Travel & Slow Travel Expo in Italy 

◆農泊相談所をぜひご活用ください。 

◆地域資源の磨き上げに最大 2000 万円！応募締切が迫っています！ 

◆雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の申請が延長されています。 

◆ジビエ料理コンテストに応募しませんか？ 

◆『第１回 学生地域づくり・交流大賞』を募集しています。 

 

◆農泊における経営人材育成研修の受講申込が始まりました！ 

 農林水産省農山漁村振興交付金にて実施される農泊の「経営人材育成研修」の受講申込が始

まっております。この研修では、農泊を自立して経営していく力を身につけることを目指します。 

 基礎編の A コースは全国 13 ヵ所にて、応用編の B コースは東京・大阪にて開催しますので、

ぜひお申込ください。 

 また、A コースの中四国②会場につきましては、前回のご案内から日程と会場が変更となってお

りますので、ご留意ください。 

 研修の概要およびお申込方法は、以下をご覧ください。 

  経営人材育成研修チラシ：https://jpcsa.org/press/keiei1-200923.pdf 

  経営人材育成研修のご案内（研修内容）：https://jpcsa.org/press/keiei2-200923.pdf 

 

 【お問い合わせ】 

  全国農協観光協会 園田、前場、白木 

  E-mail：nouhaku.keieijinzai.r2@gmail.com 

  T E L：03-5297-0323 

 

 

◆日本の農泊が世界に紹介されます！Agri Travel & Slow Travel Expo in Italy 

国際水準に合致した Countryside Stay 市場の確立を目指す本会では、英国ファームステイ協

会との技術協力や、アルベルゴ・ディフーゾ協会会長をお招きしてのシンポジウム等に取り組んで

きました。このような流れから、この度、欧州の農泊に取り組む EUROGITES からのご招待を受

＜JPCSA 最新情報＞ 
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け、日本の農泊を紹介する機会をいただきました。 

【Agri Travel & Slow Travel Expo】 

世界各国の自然や伝統、食を活かした環境と調和した持続的な観光スタイルの魅力を旅行会

社はじめ世界中の方々に紹介するためのオンラインイベントです。各種セミナーや商談会もオンラ

インで開催されます。 

日時：2020 年 9月 24 日～27 日 いずれも 9:30～18:30（イタリア時間） 

イベントの様子はこちら(zoom にて放映)：https://us02web.zoom.us/j/82034995115 

（日本の農泊動画は 27 日 11：00～14：00UNWTO World Tourism Day で紹介されます。） 

 

9 月 27 日の World Tourism Day では、3 時間に亘り、世界中の農村観光動画が紹介されま

す。今回は農林水産省からのご協力を得て、農泊ポータルサイトで紹介されている動画を幾つか

本イベントで紹介していただく予定です。 

日本の夜に開催される英語でのイベントのためご視聴が難しいかもしれませんが、ご関心があ

ればぜひご覧ください。 

 

◆皆様へのお願い：ぜひ紹介動画を農泊ポータルサイトまでお知らせください！！ 

本会では、これからも農泊を推進する世界中の皆様と連携を深め、日本の農泊を世界へ、世界

の農泊を日本へと広める橋渡しを担いたいと考えています。その際に、皆様の地域の様子をご紹

介できる２～３分の農泊動画があれば、非常に効果的です。今回も、EUROGITES からの要望で

は１～４分の動画を紹介してほしいとのことでした。 

農泊ポータルサイトには動画紹介のページが用意されています。ぜひ、皆様の地域の動画を農

泊ポータルサイトお問い合わせまでご紹介ください。 

 

 

◆農泊相談所をぜひご活用ください。 

本会では、農泊に取り組む皆様のお困りごとを解決するために農泊相談所を設置し、ご相談を

お受けいたしております。後ほどご紹介します観光庁事業の公募に関わる提案書の作成や、コロ

ナ禍を機に活発化しつつあるワーケ―ションのお受け入れなど、できる限りご支援いたしますので、

ぜひお気軽にご相談ください。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、面会形式ではなく、電子メールとリモ

ート会議システムにてお受けしております。 

 

 【お問い合わせ】 

  日本ファームステイ事務局 

  E-mail： info@jpcsa.org 

  T E L： 03-3526-2493 

 

◆地域資源の磨き上げに最大 2000万円！応募締切が迫っています！ 

 観光庁では、観光イベント・観光資源をより安全で、集客力の高いものへと磨き上げるための実

証事業を公募しています。この支援事業は、誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造

成に向けた取り組みの方向性の調査・検証を行うことを目的としており、農泊に取り組む皆様にも

有効な内容となっておりますので、ぜひ詳細をご確認の上、ご検討ください。 

公募概要 

事業内容 ①観光イベントの実施・観光資源の磨き上げ 

②情報発信・プロモーション 

③事業効果の検証 

④調査事業者が派遣する外部有識者等との連携 

＜農泊関連情報＞ 

http://jpcsa.bmetrack.com/c/l?u=AF24FEE&e=110B104&c=EDB59&t=0&l=DB4AB99&email=s3L9R6uLR692eExq1R29VN5d%2Fyg5K1k7NyIeD9VsXLU%3D&seq=1
https://nohaku.net/movie/
https://nohaku.net/contact/
mailto:info@jpcsa.org


⑤報告 

経費の規模 支援対象経費の上限は、1 件あたり 2,000 万円（税込）とし、選定件数や提案内

容に応じて金額を決定する。 

募集期間 令和 2 年 8 月 21 日(金)～令和 2年 10月 5 日(月)17：00必着 

事業の選定・通知は、11 月中旬頃 

提案者・ 

実施体制 

提案者： 

地域において本事業の主体となる団体で、地方公共団体、観光地域づくり法人

（DMO、観光協会、民間企業、その他観光振興に取り組む団体・協議会等 

実施体制： 

地方公共団体との連携が必須条件。 

加えて、観光地域づくり法人（DMO）、観光協会、民間企業（宿泊施設・旅行会

社・交通事業者・大手メーカー等）等、広く地域内の関係者と連携すること。 

提出方法 以下の提出先に、メールにて送付すること。 

ただし、メールの件名の冒頭には「【誘客多角化】○県○市_提案団体名_提案事

業名を入れること。 

誘客多角化実証調査事務局（日本旅行グループ 株式会社 JATS） 

E-mail：hqt_yukyaku2020@nta.co.jp 

 

観光庁「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実施事業のページ： 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics08_000159.html 

 

 

◆雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の申請が延長されています。 

 雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の支給申請は、通常、判定基礎期間の末日の翌

日から 2 ヶ月以内に支給申請を行う必要がありますが、判定基礎期間の初日が令和 2年 1月 24

日（緊急雇用安定助成金は 4月 1日）から 6月 30日にある場合については、9月 30日まで申請

期間が延長されました。 

 雇用調整助成金等の申請をご検討されている場合には、お早目にハローワークもしくは労働局

へご申請ください。※書類は 9月 30 日までに到着している必要があります！ 

また、申請はオンラインでも行われておりますので、以下の添付資料にて申請方法をご確認く

ださい。 

 

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の期限】 

休業した期間 受付開始日 締切日 

令和 2 年 4～6 月 令和 2 年 7 月 10 日(金) 令和 2 年 9 月 30 日(水) 

令和 2 年 7 月 令和 2 年 8 月 1 日(土) 令和 2 年 10 月 31 日(土) 

令和 2 年 8 月 令和 2 年 9 月 1 日(火) 令和 2 年 11 月 30 日(月) 

令和 2 年 9 月 令和 2 年 10 月 1 日(木) 令和 2 年 12 月 31 日(木) 

 

厚生労働省雇用調整助成金ページ：

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 

 

雇用調整助成金等関連文書： 

https://jpcsa.org/press/koyo1-200923.pdf 

https://jpcsa.org/press/koyo2-200923.pdf  

https://jpcsa.org/press/koyo3-200923.pdf 
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◆ジビエ料理コンテストに応募しませんか？ 

 農林水産省では、ジビエの全国的な需要拡大と鳥獣利活用の推進や消費者への普及啓発を図

るため、ジビエ料理コンテストを実施します。応募があったレシピの中から上位 9 作品を選定し、そ

れぞれ農林水産大臣賞など 9 つの賞が与えられます。応募締切は 2020 年 10 月 31 日(土)までと

なっておりますので、ジビエの加工等に取り組まれている地域の皆様はぜひご応募ください。 

農林水産省ジビエ料理コンテストのページ：

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/200904_11.html 

ジビエ料理コンテストのチラシ：

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/attach/pdf/200904_11-2.pdf 

 

 

◆『第１回 学生地域づくり・交流大賞』を募集しています。 

 本会の幹事会社であります（一社）全国農協観光協会では、全国各地の農山漁村地域にて、地

域を元気にする様々な活動に取り組む大学生・専門学校生（個人・グループ問わず）を対象に、

「第 1 回 学生地域づくり・交流大賞」を実施いたします。募集した活動のうち、特に優秀な取り組

みを選定し、表彰するとともに、社会へ周知を図っていきます。 

 皆様とともに、農泊等で地域を盛り上げようと取り組む若者がいらっしゃいましたら、ぜひ情報を

ご共有ください。エントリー期限は 2020 年 10月 12 日（月）、応募用紙提出期限は、2020 年 10 月

20 日（月）17 時となっております。詳細につきましては、チラシをご覧ください。 

 全国農協観光協会学生地域づくり・交流大賞のチラシ：  

 https://jpcsa.org/press/gakusei-200923.pdf 

  

【お問い合わせ】 

  全国農協観光協会 学生地域づくり・交流大賞 事務局 

  E-mail：zennoukan@i-znk.jp 

 

 

いかがでしたでしょうか？ 

最後までお読みいただきありがとうございました。 

当会では随時会員を募集しております。 

皆様の周りに農泊に取組中、またはご関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、当会をご

紹介いただけますと幸いです。 

ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

また、全国的にはイベントの開催自粛が多いようですが、昨今、Web 会議システムを利用

したオンラインイベントを開催する動きもございます。 

会員様が実施されます農泊関連イベントや研修については、こちらのメールマガジン上

で告知を承ります。掲載のご希望がございましたら、送信希望月の 1 カ月前までに下記 E-

mail へご連絡をお願い致します。受信後、当会担当者よりご連絡をさせていただきます。 
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＜賛助会員からのお知らせ＞ 
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