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全国民泊修学旅行受入地区一覧 

２０１８年６月２７日現在 

 

 ここに掲載の民泊とは、純粋な意味で、修学旅行生を前提に、地域の活性化の一翼を

担い、地元の人たちと来訪者の交流を図りながら、農林漁業体験を提供する農林漁家に

宿泊する「民泊」を掲載。一部、民宿を民泊と混同表記している地区もあります。 

 また、２０１８年に施行される住宅宿泊事業法（民泊新法）の不動産投資を目的での

空き部屋を提供の宿泊業を目指す民泊とは全く異なります。 

 

都道府県 郡・市・町・村 受入組織・ＵＲＬ 

北海道 

豊浦町 
豊浦町「町ふるさとづくり地域協議会」          

http://www.landbrains.co.jp/gyoson/model/h23/03.html 

美唄 
美唄グリーン・ツーリズム研究会 

http://www.pipaoi.jp/specialedition/noukaminpaku/ 

池田町・本別町・

足寄町・陸別町 

ちほく体験観光協会 

事務局 0156･22･5213 へ。（小林基秀） 

長沼町 
長沼町グリーンツーリズム協会（民宿）  

http://www.maoi-net.jp/nougyou/gttop.htm 

日高郡 
日高王国推進協議会 

http://www.hidaka-king.com/activities 

石狩郡 当別町 
当別グリーンツーリズム協議会 

http://tobetsu-gta.org/ 

上磯郡 木古町 
木古内まちづくり体験観光推進協議会  １６軒 

http://kikonai-kankou.net/taikenkankou000.html 

青森県 

南部町 
あおもり教育旅行ガイド 

http://www.aptinet.jp/shuryo/theme/13/index.html 

弘前市 
弘前里山ツーリズム研究会 

http://hirosakist.exblog.jp/ 

秋田県 美郷町 
美郷町都市農村交流推進協議会 

http://kouryu-kyoju.net/shiryou/download 

岩手県 

葛巻町 
くずまき高原宿泊体験協議会 

http://www.kuzumaki.jp/ 

雫石町 
雫石町グリーン･ツーリズム推進協議会 

http://shizuiki-gt.com/ 

花巻市 
はなまきグリーン･ツーリズム推進協議会 

http://www.jahanamaki.or.jp/green/ 

奥州市 
おうしゅうグリーン･ツーリズム推進協議会 

奥州市ホームページから検索 http://www.city.oshu.iwate.jp/ 
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平泉町 

平泉町グリーン･ツーリズム推進協議会 

http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/site/entry/cat140/cat147/ca

t239/24_3.php 

岩手県 

一関市 
いちのせきニューツーリズム協議会 

http://ichinoseki-newtourism.com/ 

遠野市 
遠野民泊協会 

http;//www.tonotv.com/members/yamasatonet/ 

住田町 
すみた民泊協会 

http://sumita-kankou.wixsite.com/sumita-kankou/blank-1 

釜石市 
A&F グリーン･ツーリズム実行委員会 

http://www.city.kamaishi.iwatejp/index.cfm/8.html 

田野畑村 
NPO 法人体験村･たのはたネットワーク 

http://www.tanohata-taiken.jp/ 

久慈市 
ふるさと体験学習協会 

http;//www.kuji-taiken.jp/ 

洋野町 
海と高原のまち･ひろの体験交流推進協議会 

http://www.town.hirono.iwatejp/gt/detail/index.html 

陸前高田市 
一般社団法人「マルゴト陸前高田 

http://marugoto-rikuzentakata.com/school 

山形県 

東置賜郡 川西町 
山形ダリアの里体験受入協議会 

http://yama-dalia.seesaa.net/ 

戸沢村 
戸沢村観光物産協会 （民宿・民泊）   

http://www.kankoh.vill.tozawa.yamagata.jp/stay/ 

宮城県 

黒石市 
ＮＰＯ法人くろいし・ふるさと・りんご村 

http://ringomura.or.jp/ 

大崎市 
田尻グリーツーリズム委員会        

http://www4.famille.ne.jp/~honami/nrr/tajiriGT.html 

南三陸町 
南三陸町観光協会       

https://www.m-kankou.jp/tour/minpaku-program/ 

新潟県 

胎内市 
胎内型ツーリズム協議会３０１会 

http://tainai301.seesaa.net/ 

阿賀町 
阿賀町観光振興機構           

http://www.okuaga.jp/mainFrame.html 

佐渡市 
佐渡地区農山漁村体験推進協議会 

http://www.sado-kouryu.jp/ 

妙高市 
妙高市グリーンツーリズム協議会 

http://myoko-gt.com/educational/ 

群馬県 みなかみ町 
一般社団法人 みなかみ町体験旅行 

http://m-tr.jp/for_parent/ 
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栃木県 大田原市 
大田原ツーリズム 大田原市９４軒、那珂川町２５軒 

http://www.ohtawaragt.co.jp/ 

茨城県 

日立市・常陸太田

市・常陸大宮市・

大子町 

いばらきグリーンツーリズム 

窓口 常陸太田市観光物産協会 

http://kanko-hitachiota.com/ 

常陸太田市３０戸、常陸

大宮市３０戸、高萩市２

０戸、大子町６０戸 

埼玉県 秩父市 
秩父地域おもてなし観光公社  

http://www.chichibu-omotenashi.com/about_minpaku/ 

神奈川県 横須賀市 
横須賀西海岸体験たび推進協議会   

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/ 

長野県 

長野市大岡、信更、

鬼無里、篠ノ井信

里、芋井、七二会 

長野市子ども夢学校受入れ協議会 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/kodomo/pdf/ 

長野市・芋井 
芋井地区住民自治協議会 

http://i-mo-i.net/play 

篠ノ井（信里） 
信里食育体験民泊受入れの会 

http://toshio1028.blog24.fc2.com/ 

飯田市 
南信州観光公社 

http://www.mstb.jp/ 

伊那市 
伊那市観光協会   １３０人くらいまで 

http://inashi-kankoukyoukai.jp/ 

岐阜県 郡上市  
郡上市観光連盟 

http://www.gujokankou.com/ 

石川県 
珠洲市 

日置(ひき)地区 

ＮＰＯ法人能登すずなり 

http://www.notohantou.jp/ 

富山県 

立山町 
立山町農家民泊体験推進協議会 

http://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/top.aspx  

氷見市 
氷見市宿泊体験推進協議会 

http://www.himikan.jp/project/index.html 

下新川郡朝日町 
あさひふるさと体験推進協議会 

http://asahi-marugototaiken.jp/ 

南砺市 
南砺市利賀地域長期宿泊体験協議会（利賀村商工会内） 

http://www.shokoren-toyama.or.jp/~toga/ 

滋賀県 

東近江市日野町 
三方よし 近江日野田舎体験推進協議会 

http://www.omi-hino.jp/ 

愛荘、豊郷、多賀、

甲良 

あいしょう農交愛ランド協議会   

http://www.town.aisho.shiga.jp/main/04_tyousei/08_nousonsei

katu/01_minpagujigyou.html 

京都府 
南山城村、笠置町、

和束町、・木津川市 

南山城村体験観光推進協議会 

https://kyoto-mura.jp/org/us/ 
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和歌山県 白浜町（日置川町） 
南紀州交流公社    １００軒 

http://www.daisuki-hikigawa.com/profile.htm 

 

串本町 
串本町教育旅行誘致協議会 

http://www.guide-kushimoto.jp/ 

日高郡印南町 
農家民泊 いなみ かえるの宿  

https://kaerunoyado.com/about/ 

串本町、日高川町 

９町 

和歌山県体験型教育旅行誘致協議会 

https://www.wakayama-kanko.or.jp/taiken/syugaku/inquiry/ind

ex.html 

鳥取県 

智頭町 

ちづちょう 

智頭町民泊協議会（智頭町山村再生課内） 

http://cms.sanin.jp/p/chizu/sanson_saisei/1/ 

鳥取市佐治町 
五しの里さじ 地域協議会 

http://www.5shi.join-us.jp/ 

倉吉市  
倉吉市体験型教育旅行誘致協議会 ５０軒２００人 

http://www.kodomo-furusato.net/club/index.php?cid=57 

島根県 

邑南町 

おうなんちょう 

邑智郡田舎体験協議会 

http://www.inakataiken.org/menu/minpaku_ounan.htm 

浜田市金城町･旭

町･弥栄町･三隅町 

浜田市ツーリズム協議会 

http://h-tourism.com/enisinosato.html 

山口県 

周防大島町 
体験交流型観光推進協議会   

http://www.taiken-suo-oshima.net/modules/bulletin/ 

安芸太田市 
安芸太田市観光協会 

http://www.akioota-navi.jp/html/school_rinen_index.html 

萩市 
萩市ふるさとツーリズム推進協議会  

http://www.hagi-tourism.com/      

阿武町 
阿武地域グリーンツーリズム推進協議会 

http://www.haginet.ne.jp/users/abu-hot/ 

岩国・柳井・周南 
やましろ体験交流協議会 

http://www.yama-shiro.info/ 

広島県 

豊田郡大崎上島町 
大崎上島海体験受入協議会 

http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/ 

江田島市 
江田島市交流促進課  

http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/categories/show/165 

北広島町 
北広島町子ども農山村交流プロジェクト協議会 

http://kitahiro.jp/taiken_pro/index.html 

福山市 内海町 
福山市うつみ体験交流推進協議会  ７０軒  

http://minpaku-utsumi.com/          

庄原市 
庄原市さとやま体験交流協議会 

http://shobara-info.com/education/213 
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徳島県 

美馬市、三好市、

つるぎ町、東みよ

し町 

そらの郷山里物語 

http://www.soranosato.jp/soranosato.html 

高知県 
大豊町・本山町・

土佐郡土佐町 

れいほく民泊推進協議会連合会   ４４軒  

http://www.otoyo-kankou.com/minshuku/ 

愛媛県 西条市 
西条市グリーンツーリズム推進協議会 

http://saijogt.exblog.jp/14813658/ 

佐賀県 

鹿島市 
鹿島市ニューツーリズム推進協議会（商工観光課内）          

http://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/360.html 

唐津市  
唐津よかばい旅倶楽部 

http://www.yokabai-tabiclub.jp/ata.html 

長崎県 

小値賀島 
おぢかアイランドツーリズム 

http://ojikajima.jp/ojika/ojika_stay/2379.html 

松浦市 
まつうら党交流公社 

http://www.honmono-taiken.jp/ 

五島市 
 五島民泊潮騒塾 

http://www.gotominpak-siosaijuk.jp 

南島原市 
南島原ひまわり観光協会 １６０軒 

http://himawari-kankou.jp/minpaku/ 

大分県 

豊後高田市 

杵築市･国東市 

豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会  

http://bungotakada-gt.com/takada 

佐伯市 
さいきグリーンツーリズム研究会 

http://kyushu1-saiki.sakura.ne.jp/saiki-gt/saikigt-list.html 

臼杵市野津町 
吉四六さん村グリーンツーリズム研究会 

http://heartland.geocities.jp/kichi46gt/   

西臼杵群高千穂町 
フォレストピア広域観光協議会 

http://www.forestpia-koiki 

竹田市 
来ちょくれ竹田研究会 １１軒 

https://www.taketan.jp/kichokure/ 

熊本県 

球磨郡山江村 

山江村役場    

http://www.vill.yamae.lg.jp/userimage/5/2010yamaemuraminp

akupanf.pdf 

八代郡氷川町 
立神里山保全隊 

http://tategami-satoyama.com/paso.html 

天草市御所浦町 
御所浦アイランドツーリズム協議会 ２８軒 

http://goshoura.org/minhaku.html 

阿蘇市、南阿蘇村、

高森町、南小国町 

公益財団法人・阿蘇グリーンストック ２００軒 

http://www.asogreenstock.com/activities/greentourism/  

宮崎県 小林市・西都市 .北きりしま田舎物語推進協議会 
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 http://kitakirishima.com/index.php/2010-02-15-07-47-22 

鹿児島県 

受入地区 １２市

５町、６０地区 

７２０軒 

ＮＰＯ法人エコ・リンク・アソシェーション 

http://eco-link.jp/index.php 

南さつま市、日置市、南九州市、枕崎市、鹿児島市、 

薩摩川内市、いちき串木野市、阿久根市、伊佐市、 

さつま町、湧水町、鹿屋市、志布志市、曽於市 

大崎町、錦江町、南大隈町 

 与論島 
ヨロン島観光協会 

http://www.yorontou.info/ 

沖縄県 

 ２６団体、民家１８５０軒 

読谷村 
読谷観光情報センターちゅらむら 

http://www.churamura.com/ 

伊江村 
伊江島観光協会 

http://www.iekanko.jp/guesthouses 

伊江島・本部町・

北半島地区・北中

城・中城・中部エ

リア・南城市・久

高島 

タマレンタ企画 

http://www.tamarenta.jp/homestay/ 

糸満市 
沖縄青年会館 沖縄体験交流事業部 

http://www.itoman-minpaku.com/ 

南城市 
琉球舞踊館うどい 

http://udui.net/minnpaku.htm 

東村 
ＮＰＯ法人東村観光推進協議会 

http://ecotourism-okinawa.jp/case/?page_id=5 

国頭村 

（くにがみ） 

結(ゆ)いくにがみ 

http://www.yui-kunigami.com/ 

南風原町 
南風原町観光協会 

http://www.haebaru-kankou.jp/ 

伊是名島 

（いぜな） 

いぜな島観光協会 

http://www.izena-kanko.jp/index.jsp 

石垣島 
石垣島エコクラブ（石垣島田舎体験ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実行委員会） 

http://www.ishigakijima-ecoclub.info/report/index.html 

宮古島 
宮古島さるかの会 

http://www.ggt-sarukanokai.jp/ 

うるま市 
ＮＰＯ禮之会（あやのかい） 

http://ameblo.jp/npoayanokai/ 

 


