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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。 

 

間もなく 12 月を迎えますが、今年は新型コロナウイルスの影響で様々な活動が滞ったた

めか、例年以上に時が過ぎるのが早く感じます。皆様におかれましては、いかがでしょうか。 

催物の制限が緩和された一方、なかなか元通りにはいかないのが現状ですが、紅葉や、木

枯らし、商店街のイルミネーションなど、季節を感じられるささやかな出来事にありがたみ

や感動を得られるようになった気がしております。冬の寒さが間もなく本格的になってま

いりますので、皆様どうぞご自愛ください。 

 

さて、今回は下記の内容で＜JPCSA 最新情報＞、＜農泊関連情報＞、＜研修会のお知らせ

＞、＜賛助会員からのお知らせ＞をお届けいたします。 

 

 ◆開催決定！テレワーク・ワーケ―ションに関する WEB シンポジウム 

◆農林水産省との農村振興施策に関する合同勉強会を開催しました！ 

◆寒冷な場面における新型コロナウイルス感染防止対策のご案内 

◆農泊経営人材育成研修を実施中です！ 

◆With コロナ時代のリスクマネジメント研修会の参加受付を行っています。 

◆旅行サービス手配業（ランドオペレーター）登録はお済みですか？ 

◆「第 2 回民俗芸能 Now! in 神田明神～疫病退散と世界の平安を願って～」を開催します。 

 

＜JPCSA最新情報＞ 

〜 JPCSA News 〜 
◆開催決定！テレワーク・ワーケ―ションに関する WEBシンポジウム 

 新たな生活様式に対応した「リモートワーク（ワーケ―ション）」等は、農泊と親和性が

高く、これからの新たな農泊の形態として期待が高まっております。そのことを都市部在住

者や農泊地域にお伝えし、新たな動きや出会いのきっかけとなるべく、「農林水産省 関東農

政局×農協観光×日本ファームステイ協会」とで連携し、WEB シンポジウムを開催すること

が決定いたしました。 

 現在、確定している内容は以下のとおりです。詳細は、決定次第順次お知らせいたします

ので、ぜひご参加をご検討ください。 

 シンポジウムタイトル： 

「農村へ出よう！ ～新たな生活様式が始動～」 

WITH コロナ時代のテレワーク・ワーケーションに対応する都市と農泊地域 

双方向の気づきと出会い 

 

 



概要  

実施 農林水産省 関東農政局、株式会社農協観光、日本ファームステイ協会 

開催日時 2021 年 1月 27 日（水）13：50～16：00 

会場 栃木県那珂川町： 

登録有形文化財古民家ホテル『飯塚邸』を舞台に開催！ 

登壇者 

（予定） 

①フリーランス協会 様（利用者個人の目線から） 

②日本航空 様（法人利用の目線から） 

③栃木県大田原市農泊実践者 様（農泊受入実践者の目線から） 

④栃木県大田原ツーリズム 様 

（ワーケーション受入農泊地域、施設の目線から） 

受付 参加者はすべてオンライン参加となります。 

お申し込み方法は後日発表いたします。 

 

◆農林水産省との農村振興施策に関する合同勉強会を開催しました！ 

 前回の JPCSA 通信臨時号にてご案内いたしておりました会員様を対象とした農林水産省

との勉強会「農林水産省×日本ファームステイ協会 農村振興施策に関する合同勉強会」

を 11 月 17 日（火）に開催いたしました。千代田区大手町にある JA ビルにて、従来の参

集型に加え、本会初めての試みとなります Web 会議システムを利用したオンライン配信も

行い、100 名を超える皆様にご視聴いただきました。 

 今回の勉強会では、農林水産省より、農村振興施策の概要とともに、農泊や農福連携等

の今後の具体的な事業内容や計画などをご説明いただきました。また、本会と連携を結び

農泊を推進されている全国農業協同組合連合会様、本会の幹事会社である株式会社百戦錬

磨、株式会社農協観光、（一社）全国農協観光協会より、農泊に対する取り組み状況につ

いて、発表いたしました。 

 オンライン配信につきましては、音声が聞き取りにくい、資料が見づらい等、多くのご

不便をお掛けすることとなり、誠に申し訳ございませんでした。今回の問題点を改善し、

今後も様々な研修等を配信したいと考えておりますので、ぜひ本会の取り組みをご活用く

ださい。 

  

合同勉強会の様子 

 

＜農泊関連情報＞ 

〜 Countryside Stay News 〜 
◆寒冷な場面における新型コロナウイルス感染防止対策のご案内 

 11 月 9 日の新型コロナ分科会の緊急提言等を踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染

症対策推進室より、これから冬を迎えるにあたり、寒冷な場面における感染防止対策の徹底

についての情報が発表されております。 

今回の発表では、これまでの基本的な感染防止対策に加え、特に飲食店など密が発生しや

すい場所では、適切な換気と適度な保湿が有効となるため、その方法について具体的なポイ



ントが示されています。換気の点では、CO2 センサーを設置し、二酸化炭素濃度を常時確認

することなども推奨されていますが、皆様のご事情に合う対応を可能な範囲で行い、感染し

ない・させないようお取り組みいただければと思います。 

また、新型コロナウイルス対策のガイドラインを策定し取り組まれている各施設、団体等

においては、今回の寒冷な場面における換気方法等も盛り込むなど、改定のご検討も宜しく

お願いいたします。 

詳細につきましては、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室の発表資料をご覧

ください。 

 

◆農泊経営人材育成研修を実施中です！ 

 農林水産省農山漁村振興交付金にて実施の「農泊経営人材育成研修」全国各会場で実施

されております。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

すため、基礎編の A コース（全国 13 か所）、応用編の B コース（東京・大阪）にて開催い

たしております。農林水産省では、同研修を毎年開催しておりますが、今回は農泊を取り

巻く環境や、昨今の時勢に合わせた内容の講義をご提供いたします。 

 農泊の交付金が終了された地域の皆様から、これから農泊に取り組んでみたい方まで幅

広くご受講いただける研修となっておりますので、ぜひお気軽にお申込みください。 

 また、新型コロナウイルスの影響により、ご来場が難しい方もいらっしゃるため、オン

ライン受講もお受付いたしております。A コースについては、皆様の最寄りの会場の研修

が終了している場合もございますが、関東や東海の会場は、これから開催いたしますの

で、ぜひオンラインにて、こちらの会場のご受講もご検討ください。 

 ※参加型もまだ空席がございます。 

 

 詳細につきましては、経営人材育成研修チラシおよび経営人材育成研修のご案内（研修

内容）をご覧ください。 

 お申込みは、こちらのお申込みフォームへご記入ください。 

 

 【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 

 

＜研修会のお知らせ＞ 

〜 Information On The Workshop 〜 
◆令和 2年度 Withコロナ時代のリスクマネジメント研修会 

～農泊事業者、自然・農林体験活動主催者、観光業従事者向けオンライン研修～ 

このオンライン研修では、医療現場で感染症対策に取組む医師と野外活動に精通した

弁護士をはじめ、Withコロナ時代のリスクマネジメントの専門家による講習やワーク

ショップを行うことで、事前事後対策や安全についての意識改革、リスク回避に関す

るより実践的かつ専門的な知識を習得します。 

 

第 1回 

 

実施日 2020 年 11月 27日(金)13 時 00分～15時 00分 

定 員 30 名 

受講料 10,000 円（税込） 

題 名 医療現場から Withコロナ時代の感染症対策 

内 容 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づ

いた完全解説 

講 師 内野 勝行 医師 

https://corona.go.jp/proposal/pdf/cold_region_20201112.pdf
https://jpcsa.org/press/keiei1-200923.pdf
https://jpcsa.org/press/keiei2-200923.pdf
https://jpcsa.org/press/keiei2-200923.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJST7anMWnwv2ZieTwx9vNXMCK04Qf2NdH5YFOR64V9FUiHw/viewform
mailto:nouhaku.keieijinzai.r2@gmail.com
Tachibana




 

第 2回 

 

実施日 2020 年 12月 11日(金)13 時 00分～15時 00分 

定 員 30 名 

受講料 10,000 円（税込） 

題 名 コロナ禍におけるリスクマネジメント 

内 容 コロナと共存しながら農泊等の分野におけるリスクマ

ネジメントを皆様と一緒に考える 

講 師 早川 修 弁護士 

※第 1回と第 2回の講義を別々でお申し込みいただくことも可能です。 

※第 1回と第 2回の講義を合わせてお申込み頂きますと、セット価格 16,000 円（税込）

でご受講いただけます。詳細につきましては、以下のページにてご確認ください。 

 ・自然・農林体験活動における研修会・セミナーのページ 

 ・詳細案内のチラシページ 

 ・YouTube でのご案内 

 

◆旅行サービス手配業（ランドオペレーター）登録はお済みですか？ 

 2018 年 1 月より改正旅行業法が施行されたため、旅行会社からの依頼を受け、報酬

を得て、ホテルなどの宿泊や、バスや電車などの運送、観光ガイドなどの手配を行う場

合には、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になりました。 

 登録を行わずに旅行サービス手配業を行った者は、1年以下の懲役もしくは 100万円

以下の罰金、またはその両方が科せられます。 

 農泊に取り組まれている皆様の中にも、旅行サービスの手配を行われる方が多いかと

思います。まだ、登録がお済みでない場合には、登録をお急ぎください。 

 登録には、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の課程修了が必須となります。 

（ただし、すでに旅行業登録をされている場合には、こちらの登録は不要です） 

 詳細につきましては、観光庁の旅行業法のページをご覧ください。 

 

現在、観光庁に登録されている研修機関はまだわずかですが、本会の幹事会社の一社で

あります全国農協観光協会も研修実施しております。 

 ぜひ、旅行サービスの手配を行うにあたり、ご受講をご検討ください。 

 12月は、東京会場で開催予定です。 

開催概要 

実施日 2020年 12月 22日（火）～12月 23日（水） 

1日目は、10時 00 分～17時 30分 

2日目は、9時 00分～17時 00分 

※2日目の 16時より、修了試験を行います。 

定 員 20名 

受講料 28,000円（税込） 

会 場 東京都千代田区外神田 1-16-8 Nツアービル 8階 

JR秋葉原駅 電気街改札より徒歩 3分 

内 容 ・旅行業法および旅行業約款 

・旅行サービス手配実務 

・修了試験 

講 師 全国農協観光協会登録講師 

 本研修の詳細は、こちらの全国農協観光協会のページをご確認ください。 

 

 

 

https://www.znk-kensyu.jp/risk/
https://jpcsa.org/press/cr-201022.pdf
https://youtu.be/mI7T8FqpuYg
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html
https://www.znk-kensyu.jp/tehai/


＜賛助会員からのお知らせ＞ 

〜 From Supporting Members 〜 
◆「第 2回民俗芸能 Now! in 神田明神 ～疫病退散と世界の平安を願って～」

を開催します。 

 本会の幹事会社の 1社である（一社）全国農協観光協会は、民俗芸能イベント「第

2 回民俗芸能 Now! in 神田明神～疫病退散と世界の平安を願って～」を開催いたしま

す。 

 本企画は、新型コロナウイルスによって練習や公演の中止・延期等、苦渋の決断を

強いられている民俗芸能団体を応援し、来場者の皆様に民俗芸能の魅力と、芸能に込

められた祈りや意味を知っていただくことを目的とした民俗芸能公演イベントです。 

 当日は東京都内に拠点を置く、「石見神楽東京社中」、「行山流舞川鹿子躍と東京鹿踊

の合同組」の、2つの民俗芸能保存会にご協力いただき、各民俗芸能に込められた意

味や想いを語っていただくとともに、自慢の民俗芸能をご披露いただきます。 

 本企画によって、芸能団体にも観客の皆様にとっても、コロナ禍を乗り越える勇気

につながっていくことを期待し、開催いたします。 

第 2回民俗芸能 Now! in 神田明神 ～疫病退散と世界の平安を願って～ 

実施日 令和 2 年 11月 28 日（土） 

第一部 12:30 開演（12 時開場）～13:30 頃閉演 

         【行山流舞川鹿子躍・東京鹿踊（岩手県）】 

第二部 16:30 開演（16 時開場）～17:30 頃閉演 

              【石見神楽東京社中（島根県）】 

会場名 神田明神ホール（東京都千代田区外神田 2 丁目 16-2 神田明神文化交流館 2F） 

定 員 各部 140 名（先着順） 

入場料 各部 550 円～1,650 円（税込） 

詳細・チケットの購入につきましては、下記「Peatixページ（チケット販売サイ

ト）」にてご確認ください。 

 第 2回民俗芸能 Now! in 神田明神 ～疫病退散と世界の平安を願って～Peatix ページ： 

 https://minzokugeino-now.peatix.com/ 

 第 2回民俗芸能 Now! in 神田明神 ～疫病退散と世界の平安を願って～チラシ： 

 https://jpcsa.org/press/mgn-201022.pdf 

 

 

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。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

発行：一般社団法人日本ファームステイ協会事務局 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-17-2 

（TEL：03-3526-2493 / FAX：03-3526-2494 ） 

https://minzokugeino-now.peatix.com/
https://jpcsa.org/press/mgn-201022.pdf


ホームページ URL はこちら：https://jpcsa.org/ 

問い合わせ先 E-mail：info@jpcsa.org 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

https://jpcsa.org/
mailto:info@jpcsa.org

