
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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