
第19回全国農業担い手サミットinぎふ実行委員会
一般社団法人全国農業会議所主催

平成28年 2日間月 日 日～

開催案内



　岐阜県は、古来、山紫水明の自然に恵まれ、「飛騨の山、美濃の水」という意味で「飛山
濃水」の地と呼ばれてきました。

　北部の飛騨地域は、御嶽山、乗鞍岳、穂高連峰など、標高3000ｍを超える山々が連なっ
ています。一方、南部の美濃地域は濃尾平野に木曽三川（木曽川、長良川、揖斐川）が
流れ、特に長良川中流域は「日本の名水百選」に選ばれるほど美しい清流です。

　豊かな森を源とする清流は、「自然・歴史・伝統・文化・技」といった「ふるさとの宝もの」
を育んでいます。

　岐阜県農業は、「ふるさとの宝もの」を活かし、温暖な平坦地から、夏季冷涼な中山間地
まで、「日本の縮図」とも言える変化に富んだ地域条件に応じて多彩に営まれています。

　主な銘柄品は水稲「ハツシモ」をはじめ、「富有柿」、「飛騨牛」、「アユ」があります。また、
トマト、ほうれんそう、えだまめ、くり、花き、マス類などが多く生産されています。

　清流の国ぎふで、未来の農業へ向けて、夢や思いを相互に語り合いましょう。

　全国の皆様のご参加を心よりお待ちしております。

「清流の国ぎふ」で、お待ちしています。



『女性農業者・青年農業者』の皆様にも、多数ご参加いただきたいと考えています。 多くの皆様のお申込
をお待ちしております。

①全体会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

②全体会当日弁当・・・・・・・・・

③情報交換会（夕食込み）・・・ 

④宿泊（1泊朝食付き）・・・・・・・・

⑤現地研修会（昼食込み）・・・ 

4,500円（税込）

1,000円（税込）

6,000円（税込）

8,000円（税込）

4,000円（税込）

詳しくは、別冊「参加申込要領」を御覧ください。

※参加希望者が多数の場合、抽選等により参加人数を調整します。
　調整の際は、「宿泊施設を含めた全行程参加者」を優先します。

参加経費 申込方法

広げよう！つなげよう！未来の農業へ
～ともに語ろう清流の国で～

大会テーマ

目 的
全国の意欲ある農業の担い手が一堂に会し、相互研鑽と交流を通じ
て、農業経営の現況や課題についての認識を深め、自らの経営改善と
地域農業・農村の発展を目指します。

【地域交流会】
開催日／

場　所／

開催日／

場　所／

【 受 　 付 】9：30～11：30

【 全 体 会 】開催日／
場　所／

内　容／

開 催 行 事

一般社団法人
主 催
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平成28年11月10日（木）・11日（金）

AAAAAAAAAAA
岐阜地域交流会

●情報交換会会場・・・岐阜市
●現地研修会・・・・・・・・6コースB
●情報交換会会場

B 現地研修会・・・・・・・・●現地研修会BBBBBBBBBBBBBBB
西濃地域交流会

●情報交換会会場・・・大垣市
●現地研修会・・・・・・・・3コース

CCCCC
揖斐地域交流会

●情報交換会会場・・・揖斐川町
●現地研修会・・・・・・・・1コース

DD

AAAAAAAAA

揖斐川町
1コース

DDDDDDDDDDDDDDD
中濃地域交流会

●情報交換会会場・・・美濃市
●現地研修会・・・・・・・・2コース

EEEEE
郡上地域交流会

●情報交換会会場・・・郡上市
●現地研修会・・・・・・・・3コース

II
3コース

III
下呂地域交流会

●情報交換会会場・・・下呂市
●現地研修会・・・・・・・・4コース

F

現地研修会 4コース

F

美濃市
2コース

FFFFFFFFFFFFFFFFFF
可茂地域交流会

●情報交換会会場・・・美濃加茂市
●現地研修会・・・・・・・・2コース

JJJJJJJJJJJ
飛騨地域交流会

●情報交換会会場・・・高山市、飛騨市
●現地研修会・・・・・・・・7コース

GG岐阜市
6コース GGGGGGGGGGGGGGG

東濃地域交流会
●情報交換会会場・・・瑞浪市
●現地研修会・・・・・・・・2コース

H

情報交換会会場 美濃加茂市
・・・・・・・・2コース

H

GGG
東濃地域交流会

HHHHHHHHHHHHHHHHHH
恵那地域交流会

●情報交換会会場・・・恵那市
●現地研修会・・・・・・・・3コース

地域交流会

岐阜へようこそ！
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岐阜地域交流会
清流に恵まれた県都！ 都市近郊の多彩な農業

A

１１月１1日（金）／現地研修会（全６コース）
岐阜県発祥の富有柿

長良川と金華山

１１月１０日（木）／情報交換会
全　体　会

▼
情報交換会

▼
宿　　　舎

（会場：岐阜メモリアルセンター）・・・・・・・・・・・・・・・・

（会場：岐阜グランドホテル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

岐阜グランドホテル、ホテルイルクレド岐阜、
コンフォートホテル岐阜、ダイワロイネットホテル岐阜（ ）

1５：３０終了 

１８：００～２０：００

（8：30）

（12：50～13：10） （14：20～15：50）会場：じゅうろくプラザ （15：55）

（9：00～10：00） （10：10～11：10） （11：30～11：50）

（12：00～12：35）

宿　舎　　　JA全農岐阜いちご新規就農者研修所 …… 　石塚 順一 氏　　　岐阜県立岐阜農林高等学校　　道の駅「織部の里もとす｣

…… 　樽見鉄道【昼食：薬草弁当】　　　　淡墨公園　　　　農家が作るこだわり商品フェスティバル …… JR岐阜駅徒歩徒歩

徒歩●❶

●❺ ●❻

●❷ ●❸

●❹

担い手育成と豊かな自然の満喫コース
新規就農者育成施設や農業高校の取組みなどを紹介します。
根尾川の渓流沿いを走る樽見鉄道に乗車し薬草弁当を味わいながら自然を満喫いただきます。

コース

Aｰ1

●❶JA全農岐阜いちご新規就農者研修所（岐阜市）

平成20年設置以降30名の修了生が県下各地
で新規就農しています。

●❹樽見鉄道（乗車区間：織部駅→樽見駅）
た る み

薬草列車などのイベント列車を定期的に企画
している第3セクター鉄道です。

●❷石塚 順一 氏（岐阜市）
いしづか じゅんいち

JA全農岐阜いちご新規就農者研修所を経て、
平成25年からいちご経営に取組んでいます。

●❺淡墨公園（本巣市）
うすずみ

樹齢1,500余年の日本三大桜「淡墨桜」がシン
ボルです。（写真は4月撮影）

●❸岐阜県立岐阜農林高等学校（北方町）

７学科を有する農業高校で、農産物の生産や
加工品開発などに取組んでいます。

●❻農家が作るこだわり商品フェスティバル（岐阜市）

農家自慢の６次産業化商品を一堂に揃え、
試食・販売会を行います。

［  　］写真提供
岐阜市

　岐阜地域は、織田信長が「天下布武」を唱えた岐阜城を山頂に抱く金華

山を望み、長良川や木曽川の豊富な水と濃尾平野の肥沃な大地に恵まれた

地域です。

　温暖な気候を活かし、水稲をはじめ施設園芸、露地野菜、果樹、花きなど

の生産が盛んで、特に、いちご、えだまめ、にんじん、だいこん、柿、鉢花は県

下有数の産地となっています。

　近年は、企業参入や加工・業務用野菜の契約栽培、農商工連携、６次産

業化に取組むなど、意欲ある担い手による多種多様な都市近郊農業が展開

されています。
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（8：30）

（12：10～13：20） （15：35）（14：00～15：30）会場：じゅうろくプラザ

（9：10～9：50） （10：00～10：40） （11：00～11：40）
宿　舎　　　　　　（株）岐孝園　　　　　　岐阜花き流通センター農業協同組合　　　　　　（農）巣南営農組合

　　　　　道の駅「織部の里もとす」【昼食：織部正弁当】　　　　　農家が作るこだわり商品フェスティバル …… JR岐阜駅徒歩
かみ

●❶

●❺

●❷ ●❸

●❹

地域を支える集落営農と花き園芸の大規模経営コース
日本最大級のサボテン・多肉植物栽培施設、鉢花流通システムの拠点施設や、
大規模土地利用型農業経営の取組みなどを紹介します。

コース

Aｰ2

●❸（農）巣南営農組合（瑞穂市）
す な み

水稲・小麦・大豆の２年３作、農地利用集積を積極的
に行い、農地保全に大きな役割を果たしています。

●❹道の駅｢織部の里もとす｣（本巣市）
お り べ

●❶（株）岐孝園（瑞穂市）

サボテン、観葉植物、多肉植物などを生産販売する大
規模経営で、アイデア商品を数多く開発しています。

ぎ こ う え ん

●❺農家が作るこだわり商品フェスティバル（岐阜市）

●❷岐阜花き流通センター農業協同組合（北方町）

全国初の鉢花広域集出荷場として設立された
鉢花流通システムの拠点施設です。

（8：30）

（14：10～15：40）会場：じゅうろくプラザ

（9：00～10：10） （10：30～11：10） （11：40～12：20）

（12：30～13：30） （15：45）

宿　舎　　　　　農業生産法人 わかば農園（株）　　　　　JAぎふ大根部会守口生産組合　　　正扇【昼食：れんこん料理】 　

　　　　　千代菊（株）　　　　　農家が作るこだわり商品フェスティバル …… JR岐阜駅

しょうせん

●❶ ●❷

●❸ ●❹ 徒歩

地域に根付く６次産業化と農商工連携コース
カット野菜の原料生産・加工・販売を行う農業参入法人、
アイガモ農法による水稲栽培と地元酒造会社との連携などを紹介します。

コース

Aｰ3

●❶農業生産法人 わかば農園（株）（岐阜市）
直営農場や社屋での
水耕栽培の他、大根ツ
マなどのカット野菜の
生産・加工・販売に取
組んでいます。

●❸千代菊（株）（羽島市）
ち よ ぎ く

米生産者と連携し、アイ
ガモ米から酒を造る消
費者とのプロジェクトを
実施しています。

●❷JAぎふ大根部会守口生産組合（笠松町）
もりぐ ち

守口漬の原料となる
長さが１ｍ以上に育つ
飛騨・美濃伝統野菜
「守口だいこん」を契約
栽培しています。

茶人「古田織部」生誕の
地にちなみ名付けられ
た道の駅で、地元産野菜
や特産品を販売してい
ます。

農家自慢の６次産業化
商品を一堂に揃え、試
食・販売会を行います。

●❹農家が作るこだわり商品フェスティバル（岐阜市）
農家自慢の６次産業化
商品を一堂に揃え、試
食・販売会を行います。
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（8：30）

（14：20～15：50）会場：じゅうろくプラザ

（9：00～9：40） （9：50～10：10） （10：40～11：10）

（13：10～13：50） （15：55）（11：40～12：50）

宿　舎　　　　　　本巣市の柿産地　　　　　　JAぎふ糸貫選果場　　　　　　JAぎふおんさい広場鷺山

　　　長良川うかいミュージアム【昼食：鮎弁当】　　　JAぎふ曽我屋枝豆選果場　　　農家が作るこだわり商品フェスティバル …… JR岐阜駅徒歩

●❶

●❺ ●❻

●❷ ●❸

●❹

岐阜のブランド「富有柿」・「えだまめ」コース
柿、えだまめの産地強化に向けた取組みや、
清流長良川がもたらす伝統文化「長良川の鵜飼」の歴史や魅力などを紹介します。

コース

Aｰ4

●❶本巣市の柿産地（本巣市）
も と す

●❹長良川うかいミュージアム（岐阜市）  

1,300年以上の伝統文化を誇る「長
良川の鵜飼」を紹介する施設です。

●❷JAぎふ糸貫選果場（本巣市）
いとぬき

糖度センサー選果機を備え、年間約1,400tの
柿が出荷されています。

早秋・富有の他、袋をかけて樹上で完熟させた
「おふくろ柿」を生産しています。

●❺JAぎふ曽我屋枝豆選果場（岐阜市） 
そ が や

選別、袋詰め作業の共同化を図るため、全国に先
駆けて整備されたえだまめ専用の選果場です。

●❸JAぎふおんさい広場鷺山（岐阜市）
さぎやま

地元産野菜や加工品の他、地元産大豆を使った
味噌や米粉パンで人気の大型直売所です。

●❻農家が作るこだわり商品フェスティバル（岐阜市）

農家自慢の６次産業化商品を一堂に揃え、
試食・販売会を行います。

（8：30）

（13：00～13：40） （14：10～15：40）会場：じゅうろくプラザ

（9：10～10：10） （10：30～11：10） （11：40～12：20）
宿　舎　　　　　各務原市のにんじん産地　　　　　薫田 雅之 氏　　　　　長縄 誠 氏・淳 氏　　　　琴川【昼食：季節料理】 

　　　　　　岐阜県水産研究所　　　　　　農家が作るこだわり商品フェスティバル …… JR岐阜駅

きんせん

徒歩

（15：45）

●❶

●❺

●❷ ●❸

●❹

豊かな土地が育むにんじん産地と長良川の鮎コース
にんじん２期作産地の取組みや、
研修施設を経て就農したいちご生産者の取組みなどを紹介します。

コース

Aｰ5

●❶各務原市のにんじん産地（各務原市）
かかみがはら

にんじん２期作に取組んでいます。大型共同選
果場が平成28年度に完成予定です。

●❹岐阜県水産研究所（各務原市）

●❷薫田 雅之 氏（各務原市）
く ん だ まさゆき

各務原市園芸振興会にんじん部会長として新
品種や新品目の導入に熱心に取組んでいます。

●❺農家が作るこだわり商品フェスティバル（岐阜市）

●❸長縄 誠 氏・淳 氏（各務原市）
ながなわ まこと じゅん

JA全農岐阜いちご新規就農者研修所を経て、
Ｕターン就農でいちご経営に取組んでいます。

生物多様性の保全、アユ
などの漁業資源の増養
殖技術の開発などを
行っています。

農家自慢の６次産業化
商品を一堂に揃え、試
食・販売会を行います。

［  　］写真提供
岐阜市
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（8：30）

（13：00～13：40） （14：20～15：50）会場：じゅうろくプラザ

（9：10～9：50） （10：00～11：10）会場：平井コミュニティセンター （11：40～12：40）
宿　舎　　　　　美濃山県元気ファーム　　　　　伊自良大実連合会　　　　　ふれあいバザール【昼食：そば料理】 

　　　　　（農）桜尾生産組合　　　　　農家が作るこだわり商品フェスティバル …… JR岐阜駅
（15：55）

徒歩

●❶

●❺

●❷ ●❸

●❹

多様な取組みによる中山間地域農業の活性化コース
集落営農の取組みのほか、地域の食文化と結びついた飛騨・美濃伝統野菜による
地域活性化の取組みなどを紹介します。

コース

Aｰ6

●❶美濃山県元気ファーム（山県市）
み の やまがた

自社及び地元で生産されたにんにくを熟成さ
せて「黒にんにく」に加工しています。

●❹（農）桜尾生産組合（山県市）
さくらお

●❷伊自良大実連合会（山県市）
い じ ら お お み

飛騨・美濃伝統野菜「伊自良大実柿」の連柿づ
くりを体験します（作った干柿は後日郵送）。

●❺農家が作るこだわり商品フェスティバル（岐阜市）

●❸ふれあいバザール（山県市）

飛騨・美濃伝統野菜「桑の木豆」やそばの料理と地元
農産物の加工・直売で地域活性化に取組んでいます。

水稲・小麦・大豆とにんに
く、えだまめなどの複合
経営に取組む法人で、
消費者との交流を通じ
「見せられる農業」を実践
しています。

農家自慢の６次産業化商
品を一堂に揃え、試食・
販売会を行います。

1995年登録

白川郷合掌造り集落
　日本有数の豪雪地帯と言われる厳しい気候風土の飛騨地方で５か月も
の長い間、豪雪に耐えながら合掌造りの民家の暮らしが営まれています。
大自然との長い歴史に培われた昔ながらの生活の知恵と現代の生活が
見事に調和した姿を垣間見ることができます。 

ユネスコ
世界文化遺産

❶

6



（8：00）

（13：30～14：00） （14：30～15：00） （16：00）

（8：30～10：00）会場：大垣フォーラムホテル （10：50～11：20） （11：35～13：05）
宿　舎　　　　新規就農者育成フォーラム　　　　岐阜県就農支援センター　　　稲金【昼食：川魚料理】 …… 　 千代保稲荷神社散策

　　　　　　　（有）福江営農　　　　　　　（農）本戸営農　　　　　　JR岐阜駅

●❶

●❺

●❷ ●❸

●❹

徒歩

木曽三川の水郷の地における大規模水田農業経営コース
県下最大の土地利用型農業、地域活動と連携した集落営農、
就農支援の拠点施設「岐阜県就農支援センター」を紹介します。

コース

Bｰ1

●❶新規就農者育成フォーラム（大垣市）

担い手育成プロジェクト1000の取組み紹介、女性
農業者、企業、農業高校による事例発表を行います。

●❹（有）福江営農（海津市）
ふ くえ

●❷岐阜県就農支援センター（海津市） 

県開発の独立ポット耕システムを用いた冬春トマ
トの研修施設で新規就農者を育成しています。

●❺（農）本戸営農（輪之内町）
ほ ん ど

●❸千代保稲荷神社（海津市） 
ち ょ ぼ

日本三大稲荷の１つで、商売繁盛・家内安全の御
利益を求め、県外からも多くの参拝客が訪れます。

農林水産祭天皇杯を受
賞した水稲・小麦・大豆を
2年3作体系で栽培する
県下最大の土地利用型
農業法人です。

豊かな村づくり全国表
彰事業で農林水産大臣
賞を受賞した集落営農
です。

西濃地域交流会
肥沃で温暖な西濃地域の農業に触れ、
新規就農について考えよう！

B

　木曽三川の輪中地帯

１１月１1日（金）／現地研修会（全3コース）

１１月１０日（木）／情報交換会
全　体　会

▼
情報交換会

▼
宿　　　舎

（会場：岐阜メモリアルセンター）・・・・・・・・・・・・・・・・

（会場：大垣フォーラムホテル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（大垣フォーラムホテル、ロワジールホテル大垣）

1５：３０終了 

１８：００～２０：００

　西濃地域は、長良川、揖斐川下流に形成された輪中地帯を含む、日本有

数の治水の歴史と文化を有する地域です。

　現在は、土地改良事業により造成された広大な農地で、水稲と麦・大豆を

組み合わせた大規模な土地利用型農業が展開されています。また、温暖な

気候を活かしたトマト、きゅうり、いちごのほか、軟弱野菜や切りバラの施設

栽培、酪農、養鶏などの畜産も盛んに行われています。

　平成26年に冬春トマトの実践的研修を行う岐阜県就農支援センターが

設置されたのを契機に、就農相談から営農定着に至るまでの総合的支援

体制が整備され、新たな担い手の育成が進んでいます。

せいのう

高須輪中の大区画汎用化水田 写真提供
海津市歴史民俗資料館

たかすわじゅう

7



（8：00）

（13：30～14：00） （16：00）（14：10～14：40）会場：道の駅「月見の里」

（8：30～10：00）会場：大垣フォーラムホテル （10：35～11：05）会場：JAにしみの大垣南カントリー （11：30～13：00）
宿　舎　　　　　新規就農者育成フォーラム　　　　　　臼井農場　　　　魚仲【昼食：川魚料理】　　　　　養老の滝

　　　　　　　岐阜県就農支援センター　　　　　　　（有）とり沢（海津市）　　　　　　JR岐阜駅

うおなか

●❶

●❺

●❷ ●❸

●❹

新たな取組みによる畜産経営コース
飼料用米の地域内流通による低コスト酪農経営や銘柄鶏を活用した6次産業化の取組み、
就農支援の拠点施設「岐阜県就農支援センター」を紹介します。

コース

Bｰ3

●❶新規就農者育成フォーラム（大垣市）

担い手育成プロジェクト1000の取組み紹介、女性
農業者、企業、農業高校による事例発表を行います。

●❹岐阜県就農支援センター（海津市） 

●❷臼井農場（大垣市）
う す い

自作の飼料用米破砕機で地域内飼料調達に
積極的に取組んでいます。

●❺（有）とり沢（海津市）
さわ

●❸養老の滝（養老町）
ようろう

滝の水が酒に変わったという孝行息子の伝説
の名瀑です。

県開発の独立ポット耕シ
ステムを用いた冬春トマ
トの研修施設で新規就
農者を育成しています。

奥美濃古地鶏の生産と
６次産業化商品を製造
販売しています。

（8：00）

（12：10～13：40） （14：10～14：40） （16：00）

（8：30～10：00）会場：大垣フォーラムホテル （10：35～11：05） （11：20～11：50）
宿　舎　　　　　　　新規就農者育成フォーラム　　　　　　　（有）健康やさい村　　　　　　　伊藤 義隆 氏

　　　　玉子屋【昼食：豆腐料理】 …… 　 奥の細道むすびの地記念館　　　　　岐阜県就農支援センター　　　JR岐阜駅徒歩

●❶

●❺

●❷ ●❸

●❹

施設園芸における新規就農支援モデルコース
独立就農を支援する野菜生産法人の取組み、研修施設を経て新規就農したいちご生産者、
就農支援の拠点施設「岐阜県就農支援センター」を紹介します。

コース

Bｰ2

●❶新規就農者育成フォーラム（大垣市）

担い手育成プロジェクト1000の取組み紹介、女性
農業者、企業、農業高校による事例発表を行います。

●❹奥の細道むすびの地記念館（大垣市） 

●❷（有）健康やさい村（神戸町） 

小松菜、葉ねぎ、パセリの周年出荷をしています。
若手農業者の独立就農支援を積極的に行っています。

●❺岐阜県就農支援センター（海津市） 

●❸伊藤 義隆 氏（大垣市）
い と う よしたか

JA全農岐阜いちご新規就農者研修所を経て就農し、
高設栽培システムで品種「濃姫」を生産しています。

大垣市は俳人・松尾芭蕉
が「奥の細道」紀行を終
えた地。芭蕉や大垣市の
歴史を紹介します。

県開発の独立ポット耕シ
ステムを用いた冬春トマ
トの研修施設で新規就
農者を育成しています。

8



（8：35）

（11：30～12：30） （15：40）（13：10～14：40）会場：谷汲サンサンホール

（9：00～9：55） （10：20～11：00）
宿　舎　　　　　JAいび川大野果実共選場　　　　 柿栽培ほ場　　　　 道の駅「池田温泉｣JAいび川農産物直売所

　　　　　　かすがモリモリ村 リフレッシュ館【昼食：薬草料理】　　　　　　鳥獣害対策サミット　　　　　 JR岐阜駅

●❶ ●❷

●❹

●❸

●❺

ぎふクリーン農業で安全・安心・おいしい揖斐の農産物コース
化学合成農薬と化学肥料の使用を抑えたぎふクリーン農業で生産された
安全・安心・おいしい揖斐の農産物の生産現場を紹介します。

コース

Cｰ1

●❶JAいび川大野果実共選場（大野町） 
が わ お お の

9月から12月の袋掛け富有柿まで、１シーズン
に2,000ｔを扱う県下最大級の選果場です。

●❹かすがモリモリ村 リフレッシュ館（揖斐川町）

●❷柿栽培ほ場（大野町）

大野町は県下有数の柿産地。栽培面積は
約150ha、生産者数451戸（いずれも平成27年）。

●❺鳥獣害対策サミット（揖斐川町）

●❸道の駅「池田温泉」JAいび川農産物直売所（池田町） 

地元でとれた新鮮な野菜や特産品を販売する
直売所です。

薬草風呂など
薬草文化を体
験できる施設
で薬草膳を提
供します。

「防いで」「獲って」
「食す」岐阜県型
の鳥獣害対策を
展示や事例発表
などでまるごと紹
介します。

揖斐地域交流会
地域ぐるみで育てよう揖斐の特産　
～鳥獣害対策、ブランド化、特産品開発の現場から～

C

美濃いび茶

谷汲山　華厳寺

１１月１1日（金）／現地研修会（1コース）

け ご ん じ

１１月１０日（木）／情報交換会
全　体　会

▼
情報交換会

▼
宿　　　舎

（会場：岐阜メモリアルセンター）・・・・・・・・・・・・・・・・

（会場：立花屋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（立花屋、松本屋）

1５：３０終了 

１８：３０～２０：３０

　揖斐地域は、揖斐川沿いに開けた平坦地と伊吹・越美山地に囲まれた中

山間地からなり、一面の茶畑が続く自然豊かで田園風景の美しい地域です。

　水稲を基幹に、柿や茶の生産が盛んで、特に、化学合成農薬と化学肥

料を削減し環境に配慮した「ぎふクリーン農業」で栽培した美濃いび茶や

富有柿、日本一の生産量を誇るバラ苗のブランド化の取組みが進められて

います。

　またスローフードインターナショナルの「味の箱舟」に認定された沢あざみ

や薬草など、地域の特色ある品目や里山の恵みを活かした地域おこしのほ

か、鳥獣害対策が地域ぐるみで積極的に行われています。

い び
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中濃地域交流会
日本のど真ん中「中濃地域」！
和紙と刃物　伝統工芸の里で食と農を語ろう

Ｄ

１１月１1日（金）／現地研修会（全2コース）
円空さといも

小瀬鵜飼

　中濃地域は、岐阜県のほぼ中央に位置し、県及び日本の人口重心で、いわ
ば日本のど真ん中です。伝統漁法「鵜飼」が繰り広げられる清流長良川が縦
断し、その恵みを受けながら、古くから和紙と刃物文化が息づき、それと相まっ
て地域農業が発展してきました。
　上流部の中山間地域では、ゆず、キウイフルーツなどの特産物が生産されてお
り、中・下流部の平坦地域では土地利用型農業を中心にトマト、いちご、さといもなど
の園芸品目、畜産などの多彩で活気ある農業が展開されています。
　また、直売所を核として、ブルーベリーや米粉、ツルムラサキなどの６次産業
化に取組んでいます。

（8：30）

（13：30～15：00）会場：花フェスタ記念公園

（8：45～9：25） （9：40～10：35）

（11：10～11：40） （11：50～12：50） （16：00）

宿　舎　　　JAめぐみのファーマーズマーケットとれったひろば関店　　 　関鍛冶伝承館 …… 岐阜県刃物会館　　 　　　

　　　　（株）多治見屋　　　（有）ふる里農園 美の関【昼食：地元食材弁当】　　　ぎふフラワーフェスティバル　　　JR岐阜駅

●❶

●❺

●❷

●❸ ●❹

清流長良川が育む刀匠の里の元気な若手農業者コース
トマトやブルーベリーの若手生産者、地域活性化の拠点施設である大規模農産物直売所、
関市の刃物文化を伝える「関鍛冶伝承館」を紹介します。

コース

Ｄｰ1

●❶JAめぐみのファーマーズマーケットとれったひろば関店（関市）

新鮮な地元野菜、果物を始め、ブルーベリー加工品、ゆず加工
品、米粉商品等の農産加工品が多数揃う農産物直売所です。

●❷関鍛冶伝承館・岐阜県刃物会館（関市）

伝統ある古式日本刀鍛錬を実演します。
土産店では関の刃物を販売しています。

●❸（株）多治見屋（関市）

岐阜県が開発したトマト独立ポット耕栽培シス
テムを県内でいち早く導入した農業法人です。

●❹（有）ふる里農園 美の関（関市） ●❺ぎふフラワーフェスティバル（可児市）
直売所、加工施設を併設
した観光農園で、農業大
学校卒業生が多く就職
し活躍しています。

世界最大級の規模を誇
るバラ園がある花フェス
タ記念公園で、岐阜の花
を紹介します。

せ き  か  じせき

み せ き

た　じ　み　や

１１月１０日（木）／情報交換会
全　体　会

▼
情報交換会

▼
宿　　　舎

（会場：岐阜メモリアルセンター）・・・・・・・・・・・・・・・・

（会場：みの観光ホテル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（関観光ホテル、美濃緑風荘）

1５：３０終了 

１８：００～２０：００

徒歩

ちゅうのう
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●❶曽代用水 川湊灯台付近（美濃市）

「世界かんがい施設遺産」に登録された、江戸時
代初期に作られた歴史ある水路です。

●❹JAめぐみのファーマーズマーケットとれったひろば関店（関市） 

新鮮な地元野菜、果物を始め、ブルーベリー加工品、ゆず加工
品、米粉商品等の農産加工品が多数揃う農産物直売所です。

●❷美濃和紙の里会館（美濃市）

「ユネスコ無形文化遺産」に登録された本美濃
紙をはじめ美濃和紙の技術を紹介します。 

●❺郷土料理 つるや（関市）  

古民家を改装した農家レストランで名物つるむ
らさきうどんを提供します。

●❸美濃酪農農業協同組合連合会 本所工場（美濃市）

県内で生産される生乳の約半分を取扱う県内
酪農・乳業の拠点施設です。

●❻ぎふフラワーフェスティバル（可児市）

世界最大級の規模を誇るバラ園がある花フェ
スタ記念公園で、岐阜の花を紹介します。

（8：30）

（13：30～15：00）会場：花フェスタ記念公園

（8：35～8：45） （9：10～9：40） （10：05～10：35）

（10：55～11：35） （12：00～12：45） （16：00）

宿　舎　　　曽代用水 川湊灯台付近　　　美濃和紙の里会館　　　美濃酪農農業協同組合連合会 本所工場 　　　

　JAめぐみのファーマーズマーケットとれったひろば関店　　　 郷土料理つるや【昼食：つるむらさきうどん】  ぎふフラワーフェスティバル　　JR岐阜駅

●❶

●❻

●❷ ●❸

●❹ ●❺

無形文化遺産「本美濃紙」の里をめぐる地産地消コース
県内生乳の約半分を取扱う県内酪農・乳業の拠点施設、地域活性化の拠点施設である大規模農産物直売所、
世界文化遺産「本美濃紙」の魅力を紹介します。

コース

Ｄｰ2

そ だ い かわみなととうだい

2014年登録

本美濃紙
　本美濃紙は、白くて美しく、柔らかさと強さを併せ持ち、求められる要素を
極めた紙と言えます。 昔から変わらない色合い、風合いが多くの人を魅了
し、現在でも京都迎賓館の障子や照明器具などに使用されています。
　「和紙　日本の手漉和紙技術」として、石州半紙、細川紙とともに無形
文化遺産に登録されました。 

ユネスコ
無形文化遺産

❷

日本の手漉和紙技術
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郡上地域交流会
世界農業遺産「清流長良川の鮎」を育む
郡上の暮らしと農業

Ｅ

１１月１1日（金）／現地研修会（全3コース）
郡上鮎

郡上おどり

　郡上地域は、大日ヶ岳に源を発する清流長良川が貫流し、冬場の積雪量
が多く、面積の９割を森林が占める美しい大自然と営農が融合した地域で
す。平成２７年には長良川における人の生活、水環境、漁業資源が連環して
いる里川のシステムが、世界農業遺産に認定されました。
　比較的冷涼な気候を活かし、米、トマト、だいこん、にんじん、銘柄牛「飛騨
牛」、鮎など多彩な農畜水産物の生産が行われています。
　また、農村女性起業グループや民宿女将など元気な女性による特産品開
発やグリーンツーリズムの実践、創意工夫を凝らした防護と捕獲が一体となっ
た鳥獣害対策など、中山間地域が直面する現実的な課題解決に向け地域
一体となって取組んでいます。

（8：15）

（13：30～15：00）会場：花フェスタ記念公園 （16：00）

（8：50～9：40） （10：20～10：50） （11：00～11：20） （11：25～12：05）
宿　舎　　　　退散鳥獣・草園 　　  （株）明宝レディース　　　道の駅｢明宝｣　　　自然食泊 愛里【昼食：地元食材弁当】 　　　

　　　　ぎふフラワーフェスティバル　　　　JR岐阜駅　

●❶

●❺

●❷ ●❸ ●❹

郡上地域の未来は？先進的鳥獣害対策と地域を担う女性の力コース
鳥獣害対策のモデル的集落、元気な農村女性の地域活性化の取組みを紹介します。

コース

Ｅｰ1

●❶退散鳥獣・草園（郡上市）

岐阜県型鳥獣防止柵、追払い器具、防草シートなど
鳥獣害対策を集落ぐるみで実践しています。

●❷（株）明宝レディース（郡上市）

トマトケチャップの製造販売、レストランなど
多角経営に取組む農村女性起業です。

●❸道の駅｢明宝｣（郡上市）

全国「道の駅」グランプリ2000で優秀賞を受賞
した道の駅で、農産加工品を販売しています。

●❹自然食泊 愛里（郡上市） ●❺ぎふフラワーフェスティバル（可児市）
食アメニティ－コンテスト
で農林水産大臣賞を受賞
したグリーン・ツーリズム
に取組む施設です。

世界最大級の規模を誇
るバラ園がある花フェス
タ記念公園で、岐阜の花
を紹介します。

たいさんちょうじゅう  ・  そうえん めいほう

あいり

１１月１０日（木）／情報交換会
全　体　会

▼
情報交換会

▼
宿　　　舎

（会場：岐阜メモリアルセンター）・・・・・・・・・・・・・・・・

（会場：ホテル郡上八幡）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（ホテル郡上八幡）

1５：３０終了 

１８：３０～２1：００

ぐじょう
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ひるがの高原野菜と新たな農業経営の展開コース
ひるがの高原だいこんの産地強化に向けた取組みや、農産物加工施設を拠点とした
中山間地域活性化の取組みを紹介します。

コース

Ｅｰ2

●❶いがわ小径（郡上市）

吉田川から島谷用水として水を取込み、共同の
洗い場など生活の一部として今も大切に利用
されています。

●❹曽代用水杁之戸分水（関市） 

新鮮な地元農産物や地域特産品を取揃えた
道の駅です。

●❷美濃和紙の里会館（美濃市）

美濃和紙の歴史や製造工程などを紹介する施設です。職人が使う本物の道具を用い、
楮１００％の原料を使った紙すきが体験できます。

●❺山川醸造（岐阜市）  

江戸時代初期に整備され、「世界かんがい施設
遺産」に登録された歴史ある水路です。

●❸道の駅「美濃にわか茶屋」（美濃市）

長良川の伏流水を使用し、伝統的な製法で造られる「たまり
醤油」の蔵見学とオリジナル醤油作りが体験できます。

（8：15）

（13：45～15：15） （15：30）

（8：25～8：45） （9：35～11：00） （11：20～12：25）

（12：40～13：10）

宿　舎　　　　いがわ小径    　　 　　美濃和紙の里会館    　　 　道の駅「美濃にわか茶屋」【昼食：鮎と地元食材料理】

　　　　曽代用水杁之戸分水　　　　　山川醸造　　　　JR岐阜駅 

●❶ ●❷ ●❸

●❹ ●❺

世界農業遺産「清流長良川の鮎」体感コース
世界農業遺産「清流長良川の鮎」の長良川システムを周遊・体感しながら、
里川の価値と清流長良川の魅力を紹介します。

コース

Ｅｰ3

こみち

い り の とそ だ い やまかわ

●❶JAめぐみのひるがの高原だいこん生産出荷組合（郡上市）

農林水産祭天皇杯を受賞したひるがの高原
だいこんの産地です。

●❷ひるがの高原ＳＡふるさと市場（郡上市）

ひるがの高原サービスエリア内に設置された直売所で、
春まちにんじんジュースなど農産加工品を販売しています。

●❸郡上八幡博覧館（郡上市）

郡上八幡の魅力について 水･歴史･技･郡上おどり
を視点に展示しています。

●❹（株）郡上八幡 土里夢（郡上市） ●❺ぎふフラワーフェスティバル（可児市）
地元産農産物の加工に
取組む女性グループで、
山菜生産組合や営農組
合と連携し、地域を担っ
ています。

世界最大級の規模を誇
るバラ園がある花フェス
タ記念公園で、岐阜の花
を紹介します。

ど り ー む

（8：15）

（13：30～15：00）会場：花フェスタ記念公園

（8：55～9：30） （9：40～10：20） （10：55～11：25）

（11：35～12：15） （16：00）

宿　舎　　　JAめぐみのひるがの高原だいこん生産出荷組合 　　　ひるがの高原ＳＡふるさと市場 　　　郡上八幡博覧館 

　　　　（株）郡上八幡土里夢【昼食：地元食材弁当】 　　　　　ぎふフラワーフェスティバル　　　　 JR岐阜駅　

●❶

●❹ ●❺

●❷ ●❸
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可茂地域交流会
先人の営みに感謝を込めて 
創ろう未来に輝く田園・里山を

Ｆ

１１月１1日（金）／現地研修会（全2コース）
堂上蜂屋柿

白川茶

　可茂地域は、都市部から平坦地、里山に至る多様な地理的条件のもと、豊か
で多彩な農業が展開されている地域です。
　南部では、都市化が進展する中、稲作を基盤に、野菜、果樹、花き生産が盛ん
に行われ、地域の食文化と結びついた飛騨・美濃伝統野菜など特色ある農産物
づくりや、酪農、養豚、養鶏が営まれています。また、県農業大学校、県立国際園
芸アカデミー、農業高校など、担い手育成の拠点機関が集中しています。
　北部は、今なお里山の暮らしが息づく多くの集落が点在し、茶やトマト、肉用牛
を中心とした営農が地域の産業として根付いています。近年は、農村の魅力に
触れる体験をきっかけに移住定住者が増加するとともに、都市部からのＩターンに
よる農業者が活躍しています。

（8：00）

（13：30～15：00）会場：花フェスタ記念公園

（9：00～9：30） （11：15～11：45）（10：00～11：00）会場：県立加茂農林高等学校

（12：00～13：00） （16：00）

宿　舎　　　　杉原千畝記念館 　　  　 県立加茂農林高等学校 ・　 みのかもファーマーズ倶楽部　　　　堂上蜂屋柿ほ場

　　　　日本昭和村【昼食：地元食材バイキング料理】 　　　　ぎふフラワーフェスティバル　　　　JR岐阜駅

●❶

●❺ ●❻

●❷ ●❸ ●❹

担い手の育成拠点と若い力の芽生えコース
地元若手農業者グループによる地域活性化、農業高校生による牛の高等調教「碁盤乗り」、
飛騨・美濃伝統野菜でもある堂上蜂屋柿の取組みを紹介します。

コース

Ｆｰ1

●❶杉原千畝記念館（八百津町）
第二次大戦中、ビ
ザの発給により多
くの難民の命を
救った杉原千畝の
功績を紹介する記
念館です。

●❹堂上蜂屋柿ほ場（美濃加茂市） 

千年の歴史と伝統を誇る堂上蜂屋柿は食の世界
遺産「味の箱舟」に認定されています。

●❷県立加茂農林高等学校（美濃加茂市）

人気農業アニメの舞台となった農業高校で、
牛の高等調教である碁盤乗りを披露します。

●❺日本昭和村（美濃加茂市）  

昭和30年代の農村を再現した歴史体感型テーマ
パークで、地元食材を使った昼食を提供しています。

●❸みのかもファーマーズ倶楽部 

加工品の開発や食農教育、地元高校生の研修
受け入れに取組んでいます。

●❻ぎふフラワーフェスティバル（可児市）

世界最大級の規模を誇るバラ園がある花フェ
スタ記念公園で、岐阜の花を紹介します。

すぎはら

どうじょうはちやがき

ち う ね か  も

１１月１０日（木）／情報交換会
全　体　会

▼
情報交換会

▼
宿　　　舎

（会場：岐阜メモリアルセンター）・・・・・・・・・・・・・・・・

（会場：シティホテル美濃加茂）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（シティホテル美濃加茂、ホテルルートイン美濃加茂）

1５：３０終了 

１８：３０～２０：３０

か   も
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清流の恵みを活かした地域づくりと有機の里コース
環境に負担をかけない農業を通じた都市部との交流・移住の取組みや、水田作業受託や特産品販売など
地域全体で稼ぎ地域を支える全村的取組みを紹介します。

コース

Ｆｰ2
（8：00）

（12：45～13：10）会場：道の駅「茶の里東白川」

（9：50～11：20）会場：黒川東座 （11：30～11：40） （11：50～12：30）会場：レストラン味彩

（14：40～15：10） （16：00） （17：00）

宿　舎　　　白川町有機の里づくり協議会  　　大豆栽培ほ場 　　（株）ふるさと企画【昼食：地元食材バイキング料理】 

　　　　　　（有）新世紀工房 　　　　　　　　　　杉原千畝記念館　　　　　JR鵜沼駅　　　　　JR岐阜駅

●❶

●❷ ●❸

●❶白川町有機の里づくり協議会（白川町）
環境に負荷をかけない農業を通じた消費者交流、
就農希望者の研修や移住の受け入れを実施してい
ます。
また、消費者から会員を募り、安全安心な大豆を
提供する「大豆畑トラスト」を行っています。

●❷（有）新世紀工房（東白川村）
白川茶の製造、特産品
販売などを行う第3セ
クターの会社です。

●❸杉原千畝記念館（八百津町）
第二次大戦中、ビザの発給により多く
の難民の命を救った杉原千畝の功績
を紹介する記念館です。

しら か わ

う ぬ ま

すぎはら ち う ね

2015年登録

曽代用水
　曽代用水は、約３５０年にわたって農業の発展に寄与してきたことや、
農家主導で建設された「百姓相対用水」という全国的にも珍しい用水で
あることが評価され、岐阜県で初めて世界かんがい施設遺産に登録さ
れました。

世界かんがい
施設遺産

❸
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東濃地域交流会
都市近郊の地域に根差した多彩な農業の展開

Ｇ

１１月１1日（金）／現地研修会（全2コース）
いちごの観光農園

世界一大きい陶器の狛犬

　東濃地域は、名古屋市から30～50km圏に位置し、管内3市で約21万人の
人口を擁する都市近郊地域です。また、古くから陶磁器、タイル産業では全国
一の産地となっています。
　自給的農家が多い中、大都市に近い地の利を生かして直売所や地元量販
店等を販路とする地産地消を基本とした農業のほか、集落営農法人により水
田農業が守られています。さらに、いちごやブルーベリーの観光農園、収益性
の高い園芸品目の導入など多角的な経営も展開されています。
　また、県が開発した種豚を用いて生産した「瑞浪ボーノポーク」は霜降割合
が高く特産品となっています。

（8：30）

（13：30～15：00）会場：花フェスタ記念公園

（8：45～9：35） （11：00～11：35）（10：10～10：45）

（12：00～12：50） （16：00）

宿　舎　　　　（有）廿原ええのお 　　  　 多治見市モザイクタイルミュージアム　　　　 春日井園芸センター

　　　　志江留【昼食：瑞浪ボーノポーク料理】  　　　　ぎふフラワーフェスティバル　　　　　JR岐阜駅

●❶

●❹

●❷ ●❸

経営の多角化を図る都市近郊営農組合とクレマチス育種家コース
都市近郊のいちごやブルーベリーの観光農園と、日本有数のクレマチス専門ナーセリーを紹介します。

コース

Ｇｰ1

つづはら

か す が い

た　じ　み

し　え　る

●❶（有）廿原ええのお（多治見市）
豊かなむらづくり表彰
事業で東海農政局長
賞を受賞した１集落１
農場法人で、水田営農
の他いちごやブルーベ
リーの観光農園に取組
んでいます。

●❸春日井園芸センター（土岐市）
育種、栽培、卸売、小売
まで手掛ける日本有数
のクレマチス専門ナー
セリーです。

●❷多治見市モザイクタイルミュージアム（多治見市）
日本最大のモザイクタ
イル生産地である多治
見市に平成28年にオー
プ ンした タイル の
ミュージアムです。

●❹ぎふフラワーフェスティバル（可児市）
世界最大級の規模を誇
るバラ園がある花フェ
スタ記念公園で、岐阜
の花を紹介します。

１１月１０日（木）／情報交換会
全　体　会

▼
情報交換会

▼
宿　　　舎

（会場：岐阜メモリアルセンター）・・・・・・・・・・・・・・・・

（会場：ベルフラワーカントリー倶楽部）・・・・・・・

（鬼岩湯元館、オースタット国際ホテル多治見）

1５：３０終了 

１８：３０～２０：３０

とうのう

みずなみ
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地域を支える農事組合法人と花壇苗大規模農家の先進経営コース
転作大豆等に取組む営農組合、大手種苗会社との花壇苗契約栽培、地産地消の拠点直売所を紹介します。

コース

Ｇｰ2
（8：30）

（11:50～13:00）

（8:45～9:45） （10:15～10:40） （10:55～11:35）

（13:30～15:00）会場：花フェスタ記念公園 （16:00）

宿　舎　　　（農）日吉機械化営農組合   　　　道の駅｢土岐美濃焼街道 どんぶり会館｣ 　　　　中山園芸 

　きなぁた瑞浪・農家ダイニングさくら【昼食：瑞浪ボーノポークバイキング料理】　　　　ぎふフラワーフェスティバル　　　JR岐阜駅 

●❶

●❹ ●❺

●❷ ●❸

ひよし と  き なかやま

●❶（農）日吉機械化営農組合（瑞浪市）

水稲・大豆のほかブロッコリー、米粉加工、耕作放棄地
解消活動など、地域農業を守る取組みをしています。

外観をどんぶり型にした施設。美濃焼製品、
地元農産物加工品等を展示販売しています。

大手種苗会社との契約で年間100万鉢の花壇
苗とシクラメンを栽培しています。

●❷道の駅｢土岐美濃焼街道 どんぶり会館｣（土岐市） ●❸中山園芸（瑞浪市） 

●❹きなぁた瑞浪（瑞浪市） ●❺ぎふフラワーフェスティバル（可児市）
地元農家の「瑞浪ボーノ
ポーク」の精肉加工販売
が特徴の農産物直売所で
す。

世界最大級の規模を誇
るバラ園がある花フェ
スタ記念公園で、岐阜の
花を紹介します。

高山祭の屋台行事 古川祭の起し太鼓・屋台行事
　日本三大美祭の一つに数えられ、毎年、春（山
王祭）と秋（八幡祭）に行われます。

　飛騨市古川町内にある気多若宮神社の例祭
で国の重要無形民俗文化財にも指定されてい
る伝統神事です。

　３６０年の伝統を誇り、13両の“やま”が城下町
を練り歩き、華麗な祭絵巻を繰り広げます。 

山・鉾・屋台行事 登録候補

２０１６年秋に国内の他の文化財を含めた「山・鉾・屋台行事」として、登録の可否が審議される予定です。 

ユネスコ
無形文化遺産

❹

大垣祭の　行事
や ま

［  　］写真提供
高山市 ［  　］写真提供

飛騨市
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恵那地域交流会
中山間地域の農村が育む美しい景観の保全

Ｈ

１１月１1日（金）／現地研修会（全3コース）

恵那峡

東美濃の栗

　恵那地域は、農村景観日本一地区や棚田など美しい田園風景が広がる自
然豊かで農村文化が息づく地域です。また、中山道の馬籠宿や日本三大山
城の一つ岩村城、大井ダムの湖景が美しい恵那峡などの観光地があり、多く
の観光客が訪れています。　
　農業では、栗に代表される果樹、トマト・シクラメン・いちご等の施設園芸や、
酪農・肉用牛・養鶏等の畜産が盛んです。
　特に栗は、新品種や革新的な整枝剪定技術の導入、菓子業者との農商工
連携などの取組みに加え、リニア中央新幹線開業を控え、生産組織と関係機関
とが一体となった特徴ある産地づくりが進められています。

（8：00） （8：40～9：30）会場：東濃牧場 

（11：50～12：30）

（11：00～11：40）（10：00～10：30）

（13：00～13：20） （15：00）

宿　舎　　　　　　畜産サミット 　　  　 　　　（有）水野園芸　　　　 　　　笠置山栗園 

　　　坂折棚田 ／ 棚田なごみの家【昼食：棚田御膳】　　　　恵那市観光物産館えなてらす ／ JR恵那駅　　JR岐阜駅

●❶ ●❷ ●❸

●❹

岐阜県の伝統和菓子「栗きんとん」の郷めぐりコース
低樹高・超低樹高栽培法による栗栽培の省力化と生産地拡大の取組み、
地元和菓子店との連携などを紹介します。

コース

Ｈｰ1

●❶畜産サミット（恵那市）

県営牧場で畜産の担い手育成や、ぎふの銘柄
畜産物を紹介します。

地元和菓子店とタイアップした「超特選栗」生産の
ほか、鉢花の複合経営に取組んでいます。

「恵那栗による、まち・ひとの活性化」を掲げ、
20haの栗団地を造成しています。

●❷（有）水野園芸（恵那市） ●❸笠置山栗園（恵那市） 

●❹坂折棚田（恵那市） ●❺恵那市観光物産館えなてらす（恵那市）
日本の棚田百選に認定さ
れた石積みの美しい景観
で、保全活動も盛んに行な
われています。

栗きんとんをはじめとす
る恵那市の特産品を取
揃えています。

●❺

さかおり

か さぎ や ま

写真提供：恵那市観光協会

１１月１０日（木）／情報交換会
全　体　会

▼
情報交換会

▼
宿　　　舎

（会場：岐阜メモリアルセンター）・・・・・・・・・・・・・・・・

（会場：恵那峡グランドホテル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（恵那峡グランドホテル、ホテルルートイン恵那）

1５：３０終了 

１８：３０～２０：３０

え　な

なかせんどう まごめ
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日本一の農村景観を訪ねるグリーン・ツーリズムコース
岩村城跡に連なる山並みを背景に広がる日本一の農村景観を活用した
グリーン・ツーリズムの取組みを紹介します。

コース

Ｈｰ2
（8：00）

（13：30～13：50） （15：30）

（8：40～9：30）会場：東濃牧場 （9：50～10：20） （10：30～11：40）

（11：50～13：00）場所：茅の宿とみだ

宿　舎　　　　　　畜産サミット   　　　　　　　原 聡志 氏 　　　　　　　岩村町本通り

　 NPO法人農村景観日本一を守る会 ／ 茅の宿とみだ【昼食：地元食材料理】　　　恵那市観光物産館えなてらす ／ JR恵那駅　　JR岐阜駅

●❶

●❹ ●❺

●❷ ●❸

●❶畜産サミット（恵那市）

県営牧場で畜産の担い手育成や、ぎふの銘柄
畜産物を紹介します。

早期退職からJA全農ぎふいちご新規就農者研
修所を経て、いちご経営に取り組んでいます。

伝統的建造物群保存地区に指定され
ている岩村城下の町並を散策します。

●❷原 聡志 氏（恵那市） ●❸岩村町本通り（恵那市） 

●❹NPO法人農村景観日本一を守る会（恵那市） ●❺恵那市観光物産館えなてらす（恵那市）
都市農村交流や農業体
験活動等を通じた持続
可能な農村づくりを目指
すNPO法人です。

栗きんとんをはじめとす
る恵那市の特産品を取
揃えています。

シクラメン栽培発祥地域を訪ねるコース
シクラメン種苗生産日本一の地域で、シクラメン栽培農家や
岐阜県中山間農業研究所中津川支所を紹介します。

コース

Ｈｰ3
（8：00） （8：40～9：30）会場：東濃牧場 

（12：10～12：40）

（11：10～12：00）（9：50～10：30）

（12：50～13：20） （15：15）

宿　舎　　　　　　畜産サミット 　　  　 　　　伊藤園芸   　　　　 　　岐阜県中山間農業研究所　中津川支所 

ＪＡひがしみの  中津川グリーンセンター【昼食：栗旨豚弁当】 　　　 中津川市観光センター  にぎわい特産館 ／ JR中津川駅　　　JR岐阜駅

●❶ ●❷ ●❸

●❹

●❶畜産サミット（恵那市）
県営牧場で畜産の担い
手育成や、ぎふの銘柄
畜産物を紹介します。

●❸岐阜県中山間農業研究所　中津川支所（中津川市）
シクラメン新品種育
成、トマト袋栽培、アイ
ガモロボットの実証な
ど地域密着課題を研究
しています。

●❷伊藤園芸（中津川市）
農業高校生と連携した
新品種の育成や、観光
ＰＲに取組む、地域を
牽引するシクラメン生
産農家です。

●❹中津川市観光センター  にぎわい特産館（中津川市）
栗きんとんをはじめと
する中津川市の特産品
を取揃えています。

はら さとし い わむら

写真提供
恵那市観光協会
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１１月１０日（木）／情報交換会
全　体　会

▼
情報交換会

▼
宿　　　舎

（会場：岐阜メモリアルセンター）・・・・・・・・・・・・・・・・

（会場：水明館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（水明館）

1５：３０終了 

１9：００～２1：００

下呂地域交流会
日本三名泉「下呂温泉」で語ろう
中山間地域で元気な楽農楽食

Ｉ

１１月１1日（金）／現地研修会（全4コース）

下呂温泉噴泉地

市営の公共牧場を利用した夏山冬里方式

　下呂地域は、霊峰御嶽山をはじめ周囲に急峻な山々がそびえ、飛騨木曽
川国定公園や県立自然公園などが位置する自然豊かな地域です。千年以上
の歴史を持つ下呂温泉は、古くから名湯として知られ、有馬、草津とともに「天
下の三名泉」と称されています。
　約９割の面積を森林が占める典型的な中山間地で、狭小で傾斜のある農
地が多いですが、夏季冷涼で１日の寒暖差が大きい気象条件を活かし、米、ト
マト、ほうれんそう、銘柄牛「飛騨牛」の生産が盛んです。
　また、むらづくりや集落営農の取組みも活発で、地域一体で農山村の活性
化に取組んでいます。

（8：30） （9：00～9：40）

（11：30～13：00）会場：ＪＡひだＡ－ＰＣ（エーピク） （13：05） （16：20）

（9：50～10：30）
宿　舎　　　　　　　杤本農園  　　  　 　　　（有）下呂特産加工 ／（株）マンナン工房ひだ

　　　　新規就農者育成フォーラム【昼食：飛騨牛弁当】 JR下呂駅 JR岐阜駅

●❶ ●❷

●❸

山あいで元気な南飛騨の夏秋トマト産地とこんにゃく加工コース
夏秋トマトの新規就農者育成と産地発展に向けた取組み、地元産のこんにゃく加工など6次産業化の取組み
を紹介します。

コース

Ｉー 1

●❶杤本農園（下呂市）
飛騨トマトの生産や観
光トマト園の経営のほ
か、新規就農者の育成
支援を積極的に行って
います。

●❷（有）下呂特産加工 ／（株）マンナン工房ひだ（下呂市）
6次産業化に取組み、
地元産のこんにゃく芋、
トマトを使って加工品
開発を行っています。

●❸新規就農者育成フォーラム（下呂市）
若手・女性農業者らがこ
だわり農産物の取組み
を紹介し、試食を交えな
がら参加者同士の交流
を深めます。

写真提供
下呂市

げ ろ

と ち もと
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豊かな自然と農村文化の継承で地域の和を広げる山あいのむらづくりコース
下呂市竹原地区は、典型的な中山間地域です。良食味米の生産販売に取り組む中山間地の水田農業や、
農村地域が一丸となって積極的に取組んでいる豊かなむらづくりの活動を紹介します。

コース

Ｉー 2
（8：30） （8：55～9：25） （9：35～11：10）会場：竹原地区現地

（11：30～13：00）会場：ＪＡひだＡ－ＰＣ（エーピク）

宿　舎　　　　　　　　（資）源丸屋ファーム　　　　　　　　竹原農地・水・環境保全会

　　　　　新規就農者育成フォーラム【昼食：飛騨牛弁当】 

●❶ ●❷

●❸

●❶（資）源丸屋ファーム（下呂市）
コシヒカリの約1.5倍
の大きさの「いのちの
壱」を生産販売し、毎年
各種食味コンクールで
受賞しています。

●❸新規就農者育成フォーラム（下呂市）
若手・女性農業者らがこ
だわり農産物の取組み
を紹介し、試食を交えな
がら参加者同士の交流
を深めます。

●❷竹原農地・水・環境保全会（下呂市）
「豊かな郷土づくり」を
テーマとして長年、農
地水環境保全や農村
文化の伝承活動に取
組んでいます。
豊かなむらづくり全国
表彰事業で農林水産
大臣賞受賞しました。

清流馬瀬川のほとり、日本で最も美しい村の集"楽"営農コース
地元商店街の朝市の散策や、日本で最も美しい村連合に加盟する下呂市馬瀬地域の自然を活かした
個性あるむらづくり活動と集落営農法人による水田農業を紹介します。

コース

Ｉー 3
（8：30） （8：55～9：25） （9：40～10：55）会場：馬瀬地域現地

（11：30～13：00）会場：ＪＡひだＡ－ＰＣ（エーピク）

宿　舎　　　　　　　　 飛騨街道「天領朝市」　　　　　　　　馬瀬地方自然公園

　　　　　新規就農者育成フォーラム【昼食：飛騨牛弁当】 

●❶ ●❷

●❸

●❶飛騨街道「天領朝市」（下呂市）
地元農産物加工品の
販売のほか地元高校等
が出店する商店街の朝
市です。

●❸新規就農者育成フォーラム（下呂市）
若手・女性農業者らがこ
だわり農産物の取組み
を紹介し、試食を交えな
がら参加者同士の交流
を深めます。

●❷馬瀬地方自然公園（下呂市）
地域全域で自然を活か
した個性あるむらづく
り活動を展開し、ディス
カバー農山漁村（むら）
の宝に選定されました。
都市住民との交流活動
や、集落営農法人によ
る水田農業も盛んに行
われています。

（13：05） （16：20）
JR下呂駅 JR岐阜駅

（13：05） （16：20）
JR下呂駅 JR岐阜駅

たけはら

げ ん ま る や

ま ぜ

てんりょう ま ぜ
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（8：30） （9：00～9：40）

（11：30～13：00）会場：ＪＡひだＡ－ＰＣ（エーピク） 

（9：55～11：00）
宿　舎　　　　　　　熊﨑 光夫 氏   　　  　 　　　飛騨街道「天領朝市」／ 　（株）天狗

　　　　新規就農者育成フォーラム【昼食：飛騨牛弁当】 

●❶ ●❷ ●❸

●❹

飛騨牛の里、優良な血統を受け継ぐ南飛騨の和牛改良コース
県有種雄牛の優良系統を用いた和牛改良の取組み、地元商店街の朝市を散策しながら、飛騨牛の販売や
農商工連携の取組みを紹介します。

コース

Ｉー 4

●❶熊﨑 光夫 氏（下呂市）
県有種雄牛を交配し、
和牛改良に取組む南飛
騨を代表する繁殖農家
です。

●❸(株)天狗（下呂市）

●❷飛騨街道「天領朝市」（下呂市）
地元農産物加工品の
販売のほか地元高校等
が出店する商店街の朝
市です。

●❹新規就農者育成フォーラム（下呂市）
若手・女性農業者らが
こだわり農産物の取組
みを紹介し、試食を交
えながら参加者同士の
交流を深めます。

（13：05） （16：20）
JR下呂駅 JR岐阜駅

※防疫対応のため、バス車内
　からの視察となります。

登録候補

杉原千畝
　第二次世界大戦中、ユダヤ難民への日本通過ビザ発給により、約
６０００人もの命を救った「杉原千畝」。 戦争という悲惨な状況下で杉原
千畝が一人の人間として信念を貫き行った人道的行為は、現代、そして
後世に広く伝えるべき記憶です。
　２０１７年夏頃に「命のビザ」の記載があるパスポートを含めた文書等
（杉原リスト）の登録の可否が審査される予定です。

ユネスコ
世界記憶遺産

❺

 

命のビザ

資料協力
八百津町・杉原千畝記念館

くまざき　 み つ お

て んぐ

飛騨牛販売指定店とし
て飛騨牛の販売のみな
らず、農商工等連携事
業計画に認定を受けた
新ブランド「飛騨納豆喰
豚（なっとく豚）」の普及
に取組んでいます。

とん

て んりょう
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１１月１０日（木）／情報交換会
全　体　会

▼
情報交換会

▼
宿　　　舎

（会場：岐阜メモリアルセンター）・・・・・・・・・・・・・

（会場：ひだホテルプラザ、飛騨古川スペランツァホテル）・・・

（ひだホテルプラザ、飛騨古川スペランツァホテル、飛騨ともえホテル）

1５：３０終了 

１9：００～２1：００

●❶ ●❷ ●❸ ●❹

●❻●❺

若い担い手元気コース
飛騨高山を代表するほうれんそう、夏秋トマト・菌床シイタケ複合経営の若手農業者を訪ね、
産地の現状を紹介します。

コース

Jｰ1
（7：00）

（12：40～13：40）

（7：00～8：00）会場：ひだホテルプラザ （8：50～9：30） （9：40～10：10） （10：30～11：00） 

（11：30～12：30）

宿　舎　　　　新規就農者育成フォーラム　　　　今井 継庄 氏            （有）橋場農園            ＪＡひだ上切野菜集荷場

脇陣【昼食：郷土料理】　　　　（株）寺田農園 ／ 　 古い町並散策

飛騨地域交流会
自然・文化・匠の技が織りなす飛騨の「食」と「農」を満喫

J

１１月１1日（金）／現地研修会（全7コース）
雨よけハウス団地

高山市街地から望む　飛騨山脈

　飛騨地域は岐阜県の北部に位置し、飛驒山脈（北アルプス）や白山連峰を
望む高い山々に囲まれた典型的な中山間地域です。
　夏季冷涼な気候を活かして、トマトやほうれんそうなどの高冷地野菜、リンゴ
やモモなどの果樹生産が盛んに行われており、特に畜産では全国に誇る銘
柄牛「飛騨牛」の産地となっています。また、良食味米、菌床シイタケ、温泉熱
利用など特徴のある農業が展開されています。
　県指導農業士が中心となって若手農業者への技能伝承が行われる中、平
成２７年にはＪＡひだ飛騨地域トマト研修所が開設され、地域をあげて将来を
担う若手農業者の育成を進める気運が高まっています。

JR高山駅 JR岐阜駅
（13：45） （16：05）

●❶新規就農者育成フォーラム（高山市）

若手農業者、長期研修生らが新規就農の事例を紹介
し、試食を交えながら参加者同士の交流を深めます。

●❹JAひだ上切野菜集荷場（高山市）

飛騨ほうれんそうの産地を支える集荷場で
真空予冷庫などの設備を導入しています。

●❷今井 継庄 氏（高山市）

飛騨ほうれんそうの若手組織を代表する生産
者です。

●❺（株）寺田農園（高山市）

飛騨トマトの生産とトマトジュースなど６次産業化に
取組み古い町並にアンテナショップを設置しています。

●❸（有）橋場農園（高山市） 

日本農業賞個別経営部門大賞を受賞し、飛騨ト
マトと菌床シイタケを栽培しています。

●❻古い町並散策（高山市）

伝統的建造物群保存地区に指定されている情
緒ある古い町並を散策します。

ひ だ

い ま い 　 けいしょう

か みぎり

はしば
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●❶

●❻

●❷ ●❹●❸

●❺

飛騨牛のルーツを探るコース
全国に誇る銘柄牛「飛騨牛」の繁殖センター、コンポストセンターやその流通拠点となるJA飛騨ミートのほか、
飛騨高山高等学校の取組みを紹介します。また、車中で飛騨牛のルーツ、改良の歴史を紹介します。

コース

Jｰ2

●❶ ●❷ ●❸

●❹ ●❺

果樹と山の恵み堪能コース
飛騨りんごの産地と加工施設、ジビエの取組みや解体処理施設について紹介します。

コース

Jｰ3

（7：00）

（10：25～11：15） （11：30～12：20） （12：30～13：40）

（7：00～8：00）会場：ひだホテルプラザ （8：55～9：20） （9：45～10：15）
宿　舎　　　新規就農者育成フォーラム　　　（農）飛騨牛繁殖センター　　　（農）清見コンポストセンター　　　県立飛騨高山高等学校 

ＪＡ飛騨ミート（飛騨食肉センター）　　  ＪＡひだグループ焼肉ハウス味蔵天国【昼食：焼肉ランチ】    　　　古い町並散策（高山市）

（7：00）

（12：40～13：40）

（7：00～8：00）会場：ひだホテルプラザ （9：15～9：50） （10：05～10：45）

（11：00～12：05）会場：甚左衛門

宿　舎　　　　　　　新規就農者育成フォーラム　　　　　　　道の駅｢なぎさ｣　　　　　　　（農）もだに農園

ジビエ飛騨高山・飛騨ジビエ清見 ／ 甚左衛門【昼食：きのこジビエ料理】  　　　　 古い町並散策（高山市）

●❶新規就農者育成フォーラム（高山市）

若手農業者、長期研修生らが新規就農の事例を紹介
し、試食を交えながら参加者同士の交流を深めます。

●❹ジビエ飛騨高山・飛騨ジビエ清見（高山市）

●❷道の駅｢なぎさ｣（高山市）

道の駅に併設した加工施設で地元産りんごを
使った加工品を製造しています。

●❺古い町並散策（高山市）

●❸（農）もだに農園（高山市）

観光農園やグリーン・ツーリズム等に取組む
果樹の農事組合法人です。

地元猟友会が中心と
なってイノシシやシカの
解体処理や食肉販売を
行っています。

伝統的建造物群保存地
区に指定されている情
緒ある古い町並を散策
します。

JR高山駅 JR岐阜駅
（13：45） （16：05）

●❶新規就農者育成フォーラム（高山市）

若手農業者、長期研修生らが新規就農の事例を紹介
し、試食を交えながら参加者同士の交流を深めます。

●❹県立飛騨高山高等学校（高山市）

飛騨牛の主産地の農業高校として特徴的な取
組みを行っています。

●❷（農）飛騨牛繁殖センター（高山市）

「飛騨牛」の素牛の安定供給と和牛改良を目的と
して平成元年に設立された農事組合法人です。

●❺ＪＡ飛騨ミート（飛騨食肉センター）（高山市）

国際規格であるISO22000・9001の認証取
得、HACCP導入施設として対米・対EUへの輸
出可能な飛騨牛流通の拠点施設です。

●❸（農）清見コンポストセンター（高山市）

共同堆肥処理施設を運営する農業組合法人
です。

●❻古い町並散策（高山市）

伝統的建造物群保存地区に指定されている情
緒ある古い町並を散策します。

JR高山駅 JR岐阜駅
（13：45） （16：05）

※防疫対応のため、バス車内からの視察となります。

※防疫対応のため、牛舎内には入れません。

※防疫対応のため、バス車内からの視察となります。

き よ み

あじくら

じんざえもん
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●❶ ●❷ ●❸

●❹ ●❺

温泉熱を利用した農業を巡るコース
温泉熱を利用した南国フルーツ（ドラゴンフルーツ、バナナ等）栽培やキャビア生産など、
奥飛騨温泉郷の個性的な農業の取組みを紹介します。

コース

Jｰ4

●❶ ●❷ ●❸

●❹ ●❺

新規就農者と語るコース
飛騨地域の就農研修施設の拠点である飛騨地域トマト研修所の研修生との意見交換や、大規模果樹経営、
とらふぐの養殖など飛騨市の特徴的な取組みを紹介します。

コース

Jｰ5

（7：00）

（10：50～11：15） （11：35～12：35）会場：アルプス街道平湯

（7：00～8：00）会場：ひだホテルプラザ （9：25～10：10） （10：15～10：40）
宿　舎　　　　　新規就農者育成フォーラム　　　　　奥飛騨ガーデンホテル焼岳　　　　　（有）FRUSIC

（株）奥飛騨ファーム　　　　　（株）和仁農園 ／ アルプス街道平湯【昼食：朴葉味噌料理】 JR岐阜駅

（7：00）

（12：50～13：40） （13：45） （16：05）（12：05～12：45）

（7：00～8：00）会場：飛騨古川スペランツァホテル （8：50～9：45） （9：50～10：45）

（11：00～11：45）

宿　舎　　　　　　新規就農者育成フォーラム　　　　　　JAひだ飛騨地域トマト研修所　　　　　　(農)黒内果樹園

　（株）飛騨海洋科学研究所　　　味処古川【昼食：飛騨郷土料理】　　　　飛騨古川町並み散策（飛騨市） JR古川駅　　 JR岐阜駅

●❶新規就農者育成フォーラム（飛騨市）

若手農業者、長期研修生らが新規就農の事例を紹介
し、試食を交えながら参加者同士の交流を深めます。

●❹（株）飛騨海洋科学研究所（飛騨市）

●❷ＪＡひだ飛騨地域トマト研修所（飛騨市）

JAと行政が一体となって飛騨トマトの研修と
就農支援を行っています。

●❺飛騨古川町並み散策（飛騨市）

●❸（農）黒内果樹園（飛騨市） 

環境保全型農業推進コンクールで農林水産大臣
賞を受賞したリンゴとモモの農事組合法人です。

内陸県の岐阜県で、水
質・水温を一定に保つ養
殖装置を自ら開発し、と
らふぐの養殖を行ってい
ます。

瀬戸川沿いの風情ある
町並みを散策しながら、
老舗酒蔵を巡ります。

●❶新規就農者育成フォーラム（高山市）

若手農業者、長期研修生らが新規就農の事例を紹介
し、試食を交えながら参加者同士の交流を深めます。

●❹（株）奥飛騨ファーム（高山市）

●❷奥飛騨ガーデンホテル焼岳（高山市）

奥飛騨の源泉と伏流水を利用してチョウザメを
育成し、キャビアを生産しています。

●❺（株）和仁農園（高山市）

●❸（有）ＦＲＵＳＩＣ（高山市）

温泉熱を利用して南国フルーツ「ドラゴンフ
ルーツ」を生産しています。

日本初のバナナの温泉湯
気栽培を行っています。

食味コンクールで上位入
賞している飛騨の美味し
い米づくりに取組んでい
る農業生産法人です。
代表取締役は国際名稲
会会員です。

（16：15）

わ に

くろうち

写真提供：飛騨市

やけだけ フルージック
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●❶

●❺

●❷ ●❸

●❹

スーパーカミオカンデの街に行こう！コース
飛騨ほうれんそうの大規模生産法人、社会福祉法人の飛騨地鶏施設やノーベル賞を受賞した
ニュートリノの研究が行われているスーパーカミオカンデのある神岡の街を紹介します。

コース

Jｰ6

●❶新規就農者育成フォーラム（飛騨市）

若手農業者、長期研修生らが新規就農の事例を紹介
し、試食を交えながら参加者同士の交流を深めます。

●❹道の駅「宙ドーム・神岡」（飛騨市）

●❷（有）飛騨六郎兵衛商事（飛騨市）

外国人研修生を受け入れ、菌床シイタケやほう
れんそうを中心に、多様な経営を行っています。

●❺史跡江馬氏館跡公園（飛騨市）

●❸（福）めひの野園（飛騨市）

飛騨地鶏の生産や農福連携に取組む社会福祉
法人です。

●❶ ●❷ ●❸ ●❹

●❺

世界遺産の白川郷へ行こう！コース
米粉加工施設の取組みと世界遺産「白川郷合掌造り集落」を紹介します。

コース

Jｰ7

スーパーカミオカンデの
観測機器の実物や模型
展示のある道の駅で、神
岡の旬の食材を使った
料理を提供します。
（スーパーカミオカンデ
は見学しません）

室町時代から戦国時代
にかけて北飛騨を治め
ていた江馬氏の館を再
現した公園です。

●❶新規就農者育成フォーラム（高山市）

若手農業者、長期研修生らが新規就農の事例を紹介
し、試食を交えながら参加者同士の交流を深めます。

●❹どぶろく祭りの館（白川村）

●❷（有）レイク・ルイーズ（白川村）

廃小学校校舎を活用した米粉加工施設で、地元
産コシヒカリを使って米粉麺を製造しています。

●❺白川郷合掌造り集落散策（白川村）

●❸天守閣展望台（白川村） 

萩町合掌造り集落が一望できる城山天守閣の
展望台です。

どぶろく祭りで有名な
どぶろくの製造工程や
由来などを紹介します。

世界遺産の白川郷合掌
造り集落を観光ガイドと
共に散策します。

（7：00）

（10：45～12：25） （12：30～13：10） （13：50） （16：10）

（7：00～8：00）会場：飛騨古川スペランツァホテル （8：55～9：45） （9：55～10：30）
宿　舎　　　　　新規就農者育成フォーラム　　　　　（有）飛騨六郎兵衛商事　　　　　（福）めひの野園 

　　　　　道の駅「宙ドーム・神岡」【昼食：地元食材料理】　　　　　史跡江馬氏館跡公園　　　　JR古川駅　　　　JR岐阜駅

（7：00）

（12：50～14：00） （16：05）

（7：00～8：00）会場：ひだホテルプラザ （9：35～10：45） （11：00～11：20） （11：30～11：50）

（12：10～12：50）

宿　舎　　　　新規就農者育成フォーラム　　　　（有）レイク・ルイーズ　　　　天守閣展望台　　　　どぶろく祭りの館

 …… 白水園【昼食：米粉麺と郷土料理】 …… 　白川郷合掌造り集落散策　　　　　　JR岐阜駅

スカイ

ろ く ろ べ え の そ の

え ま

かみおか

写真提供
飛騨市

徒歩 徒歩はくすいえん
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　岐阜県では「未来につながる農業・農村づくり」を基本理念に「ぎふ農

業・農村基本計画」を推進しています。

現地研修会において重要政策に基づく「テーマ別研修会」を実施します。

　意見交換や体感で、未来の農業へ向けて、ともに語りましょう。

大垣フォーラムホテル（大垣市）

・担い手育成プロジェクト１０００の取組み紹介、女性農業者、
　企業、農業高校による事例発表を行います。

場 所

内 容

参
加
コ
ー
ス

新規就農者育成フォーラム（4会場）
テーマ

新規就農

J - 1
J - 2
J - 3
J - 4
J - 7

J - 5
J - 6

B - 1
B - 2
B - 3

I - 1
I - 2
I - 3
I - 4

西
濃
会
場

JAひだA-PC（下呂市）

・若手・女性農業者らがこだわり農産物の取組みを紹介し、
　試食を交えながら参加者同士の交流を深めます。

場 所

内 容

参
加
コ
ー
ス

下
呂
会
場

ひだホテルプラザ（高山市）

・若手農業者、長期研修生らが新規就農の事例を紹介し、
　試食を交えながら参加者同士の交流を深めます。

場 所

内 容

参
加
コ
ー
ス

高
山
市
会
場

飛騨古川スペランツァホテル（飛騨市）

・若手農業者、長期研修生らが新規就農の事例を紹介し、
　試食を交えながら参加者同士の交流を深めます。

場 所

内 容

参
加
コ
ー
ス

飛
騨
市
会
場

A - 1
A - 2
A - 3
A - 4
A - 5
A - 6

じゅうろくプラザ（岐阜市）

・農家自慢の６次産業化商品を一堂に揃え、
　試食・販売会を行います。

場 所

内 容

参
加
コ
ー
ス

農家が作るこだわり商品フェスティバル
テーマ

６次産業化

テーマ別研修会
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H - 1
H - 2
H - 3

D - 1
D - 2
E - 1
E - 2
F - 1
G - 1
G - 2

C - 1

E - 3

谷汲サンサンホール（揖斐川町）

・「防いで」「獲って」「食す」岐阜県型の鳥獣害対策を展示や
　事例発表などでまるごと紹介します。

場 所

内 容

参
加
コ
ー
ス

鳥獣害対策サミット
テーマ

鳥獣害対策

花フェスタ記念公園（可児市）

・世界最大級の規模を誇るバラ園がある花フェスタ記念公園で、
　岐阜の花を紹介します。

場 所

内 容

参
加
コ
ー
ス

ぎふフラワーフェスティバル
テーマ

花き振興

現地研修会（郡上市→美濃市→関市→岐阜市）

・世界農業遺産「清流長良川の鮎」の長良川システムを周遊・
　体感しながら、里川の価値と清流長良川の魅力を紹介します。

場 所

内 容

参
加
コ
ー
ス

世界農業遺産「清流長良川の鮎」
体感コース（現地研修会）

テーマ

世界農業遺産

東濃牧場（恵那市）

・県営牧場で畜産の担い手育成や、ぎふの銘柄畜産物を紹介
　します。

場 所

内 容

参
加
コ
ー
ス

畜産サミット
テーマ

畜産振興
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世界農業遺産

　清流長良川は、「里川」として、人が管理することで資源
や環境などの価値を生み出し、漁業・農業・林業などの産
業、鵜飼漁などの伝統漁法、美濃和紙などの伝統文化、鮎
鮨などの食文化に恵まれ、さらに河川環境や景観の保全・継
承の取組が行われています。その連鎖を「長良川システム」
と称し、「長良川の鮎」をその象徴として位置づけました。 

2015年 認定
❻



東京
広島

仙台

大阪

沖縄

新潟

札幌

福岡

鹿児島

★

中部国際空港
セントレア

名古屋

岐阜羽島駅

空　路
新幹線

岐阜

岐阜への
アクセス

●問い合わせ先
　JR東海テレフォンセンター：☎050-3772-3910

東　京 ～ 名 古 屋
新大阪 ～ 名 古 屋
広　島 ～ 名 古 屋
博　多 ～ 名 古 屋

新大阪 ～ 岐阜羽島

約100分
約50分
約120分
約200分

約60分

区　間 所要時間

新幹線

※岐阜羽島発着は30分毎

●問い合わせ先
　ANA：☎0570-029-222
　JA L：☎0570-025-071

札幌（新千歳）→ 名古屋（中部）
仙　　　台→ 名古屋（中部）
新　　　潟→ 名古屋（中部）
福　　　岡→ 名古屋（中部）
鹿 児 島→ 名古屋（中部）
沖 縄（那覇）→ 名古屋（中部）

約105分
約75分
約60分
約80分
約85分
約140分

路　線 所要時間

17往復/日
6往復/日
2往復/日
12往復/日
6往復/日
11往復/日

便　数

航空機

156

22

22

21
岐阜県庁

新羽島駅 名鉄羽島線

岐阜羽島I.C 名神高速道路

一宮I.C

一宮木曽川I.C一宮
J.C

岐阜
各務原I.C至大阪

至大垣 至美濃加茂

至瑞穂

至高山

至東京

JR名古屋駅

中部国際空港
セントレア

各務原線

名
鉄
名
古
屋
本
線

東
海
道
本
線

東
海
道
新
幹
線

東
海
北
陸
道

岩戸トンネル

名鉄
岐阜駅

岐阜城
金華山

長良川

JR岐阜羽島駅

岐阜市
文化センター

岐阜市民会館鏡島大橋

大縄場大橋
忠節橋 金華橋

長良公園

鵜飼い大橋

岐阜北警察署

岐阜
市役所

長良川国際会議場

JR高山線東海道本線

長良橋

JR岐阜駅

岐
阜
環
状
線

鏡島大橋北
臨時駐車場
鏡島大橋北
臨時駐車場

156

22 JR高山線

各務原線名鉄名古屋本線

長良川
金
華
橋

長
良
橋

JR岐阜駅

名鉄岐阜駅

岐阜城
金華山

長良公園

柳ヶ瀬

ぎふ清流
文化プラザ

歴史博物館

長良川国際会議場

鵜
飼
い
大
橋

ふれ愛
ドーム

交番

岐阜メモリアルセンター
で愛ドーム

岐阜メモリアルセンター
で愛ドーム

会場アクセスMAP

【乗車場所】 JR岐阜駅、
 鏡島大橋北臨時駐車場
【運行時間】 9：00～11：00
【会場までの所要時間】 約30分

【乗車場所】 JR岐阜羽島駅
　
【運行時間】 9：00～10：00
【会場までの所要時間】 約60分

「無料シャトルバス」

●JR名古屋駅～JR岐阜駅・・・・・・・・・・・・・・・ 所要時間約20分（15～20分毎）
●新羽島駅～名鉄岐阜駅・・・・・・・・・・・・・・・・・ 所要時間約30分（20～30分毎）
●中部国際空港駅～名鉄岐阜駅・・・・ 所要時間約65分（30分毎）

（セントレア）
※名鉄岐阜駅からJR岐阜駅までは徒歩約10分です。

第19回全国農業担い手サミットinぎふ実行委員会
■ 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番地1号　■ TEL：058-272-1111

（岐阜県農政部農業担い手サミット推進事務局）お問い
合わせ


