
  

～認定体験活動指導者養成講座～ 

令和４年度 ぐんまグリーン・ツーリズム 
インストラクター育成スクール 

～【研修会受講生募集】～ 
 

 

 

グリーン・ツーリズムは地域活性化の起爆剤！ 

都市農村交流の手法、体験プログラムの作成手法、体験に関わる  

法令規制や安全対策まで、グリーン・ツーリズムや体験型観光など

を推進する地域の体験指導者を養成します。受講・合格後はインス

トラクター認定者として活躍が期待されます。 

 
 

期 日 ： 令和４年１０月２５日（火）座学研修  
 

令和４年１０月２６日（水）～２８日（金） 

フィールド実習 認定試験 
      ＊４日間の研修となります（全日程の参加が基本となります） 

 

会 場 ： ①群馬県庁１４１会議室  （10 月 25 日） 
        座学研修は会場受講またはオンライン受講が可能です 

②農家民宿ひなた （1０月２６日～２８日） 
富岡市中沢３３７－１ （上信越道下仁田インターより車５分） 

 

受講費 ： １５，０００円・通学での受講になります 
（資料代、体験実習費、認定試験料、保険料を含む） 

 

対象者 ： 群馬県内に居住、就労するグリーン・ツーリズム、体験型観光に 

関わる方、興味のある方ならどなたでも受講できます。 
 

申し込み： 添付の参加申し込み用紙に必要事項を記入の上、写真２枚 （縦 3.0  

㎝×横 2.5 ㎝）を添付し１０月１４日（金）迄に最終ページの 

＜本講座の申込み＞宛てに郵送又は Mail（写真データを添付頂いても 

可）。募集人数は １０ 名です（先着順）。  
 

◎本講座の実施については感染症拡大防止に対策を徹底します 

 

主 催： 群馬県農政部農村整備課  

運 営： NPO 法人わくわく体験群馬サポートセンター 
                  TEL ０９０－１８５０－８７７１ FAX ０２７－３８７－９５０７  

 ＊インストラクター認定試験は、「（一財）都市農山漁村交流活性化機構）」が行います。 
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＜ぐんまグリーン･ツーリズムインストラクター育成スクール＞ 

～研修日程および主な講義内容～ 
 

第１日目＜１０月２５日（火）＞ 群馬県庁  開講は１０：００からになります 
時 間  内 容 

１０：００～  オリエンテーション 講座についてインフォメーション 

１０：１０～ 
   【第一講】  

  １．グリーン・ツーリズムとは 

   ①グリーン・ツーリズムの現状と実際 ②農山漁村での体験交流の現状 

   ③地域資源の発掘 

１１：１０～    【第二講】   

   ２．インストラクターの基本的役割 

   ①具体的なグリーン・ツーリズム体験  ②インストラクターの役割 

     ～休憩～ 

１３：００～    【第三講】 

   ３．体験指導方法について 

     ①都市生活者に人気のある体験 ②都市生活者の求める体験 

    ③年齢、人数構成による指導方法 

１４：００～    【第四講】  

  ４．体験活動の安全対策 

    ①体験活動中の安全対策 ②緊急時の対応について ③基本的な実技 

 
１５：２０～ 

  

   【第五講】 

   ５．体験指導者の責任と法律 

    ①契約上の義務と道義的責任  ②体験指導時の法律上の責任 

  【第六講】 

   ６．保険に関する基礎知識 

     ①保険の種類  ②保険の内容と利用法 

１６：３０～ 

 １７：３０終了 

   

１８：３０頃 

   【第七講】   

   ７．インストラクターの話し方教室 

    ①指導者の話し方とタイミング  ②指導者の伝え方の技術 

 

第２日目＜１０月２６日（水）＞ 農家民宿ひなた 集合時間は １０：００ です 

時 間  内 容 

１０：００  集合 オリエンテーション 

１０：１０～    【第八講】 

   ８．体験プログラム作成手法 

     ①体験プログラム作成手法 

     ②体験プログラムの実行 

   【第九講】 

   ９．グループ研究  

     ①オリエンテーション 

１３：００～    【第九講】 

   １0．グループ研究 ：ファシリテーターアテンド 

     ①現地実地踏査（フィールドの地域資源確認） 

②メイン体験、目的、テーマの検討～プランニング表の作成 

１８：００頃     第２日目終了予定（＊成果物提出次第終了） 

 



第三日目＜１０月２７日（木）＞ 農家民宿ひなた 集合時間は ９：００ です 

時 間  内 容 

    ９：００     集 合 オリエンテーション 

    ９：１０～    【第十講】 

  11．農村フィールドの保全 

   ①保全の必要性 ②環境問題 ③マナー 

   ９：４０～    【第十一講】 

  12．グループ研究発表 

   ①グループ毎による発表（プレゼンテーション） ②全体の講評 

  

   １３：００～    【第十二講】 

  13．フィールドワーク   

     ①フィールドワーク（前半班のシミュレーション） 

    ②グループ研究の内容に沿ったインストラクター実習 

   １６：００～ 

  １８：００ 

   【第十三講】 

  14．ふりかえり （ファシリテーターを中心にしたグループ討議） 

     ①フィールドワーク内容の振り返り、分かち合い②プランニング内容の再検討 

 

   

第四日目＜１０月２８日（金）＞ 農家民宿ひなた 集合時間は ９：００ です 

時 間  内 容 

９：００   集   合 

    ９：１０～    【第十五講】 

   15．フィールドワーク 

    ①フィールドワーク（後半班のシミュレーション） 

   ②グループ研究の内容に沿ったインストラクター実習 

   １１：２０～    【第十六講】 

  16．ふりかえり （ファシリテーターを中心にしたグループ討議） 

    ①フィールドワーク内容の振り返り、分かち合い②プランニング内容の再検討 

   １３：００～   【第十七講】 

   17．まとめ 

   ①グリーン・ツーリズムインストラクターへの期待 

  １３：３０～    【認定試験】（６０分）  ※受講後アンケート提出 

  １５：００     閉校式 事務連絡 ～ 終了 ～ 記念撮影 ～ 解散 

 
本講座は新型コロナウイルス感染症の拡大予防の対策として 

群馬県：「新型コロナウイルス感染症に係る県主催イベント等実施ガイドライン」を遵守し、徹

底的な感染防止策を取った上で運営致します。受講申込者に対しても下記遵守をお願いします 

  １．フィールドワーク受講時のマスク着用 

 ２．体験実施時の手指消毒、手袋着用 

 ３．不要な会話の自粛 

  ４．体温測定、健康管理の実施 

 



＊全日程の受講を修了し認定試験に合格した方には 

「グリーン･ツーリズムインストラクター認定証（（一財）都市農山漁村交流活性化機構）」 

を授与します。 

＊第九講義では集落内にて実際のフィールドワークを行います。 

防寒及び雨天対策をお願いします。 

＊第九講義、第十一講義から第十六講義についてはグループ行動となります。 
 

＊受講申し込みは別紙の受講申し込み用紙に必要事項を記入の上、写真２枚（縦 3.0 ㎝×横 

  2.5 ㎝）を添付し郵送又はMail（写真データを添付）にて以下＜本講座の申込み＞宛に 

令和４年１０月１４日（金）迄にお申し込み下さい。  

＊受講申し込みを頂いた方宛には、別途案内をお送りします。 
 

＊受講費用負担額は【１５，０００円】です。各日通学での受講になります 

（資料代、認定試験料、体験実習費、保険料含む） 

・10 月 25 日の座学は会場受講（群馬県庁）またはオンライン受講が選べます 

・受講申し込み者には別途納付方法をご案内します。 

＊宿泊（現地２泊）を希望の受講者は別途相談ください。（宿泊手配を行うものではありません） 

  

＜講師・スタッフの紹介＞ 

【宍戸信一：ししどしんいち】 
(一財)都市農山漁村交流活性化機構 業務第１部 部長 

帝京大学 経済学部 観光経営学科 非常勤講師 

｢グリーン･ツーリズムインストラクター育成スクール｣等、 

人材育成事業を中心に担当し現在に至る。 
 

【鈴木達志：すずきたつし】 
 (有)フリーウェイズアウトドアプランニング代表取締役 

 ＮＰＯ法人 伊豆自然学校 理事長 

 静岡県グリーン･ツーリズム協会伊豆支部会長 
  

【中村文彦：なかむらふみひこ】 
 ＮＰＯ法人わくわく体験群馬サポートセンター理事長 

 ツーリズム開発合同会社 代表社員 ＣＥＯ 

 (一財)都市農山漁村交流活性化機構 客員研究員 
 

【佐藤九重：さとうこのえ】 
グリーン・ツーリズムインストラクター認定者 

神流町を中心に体験型イベントを主宰、地域活性化に向けて活動中 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 グリーン･ツーリズムインストラクター育成スクール 
（R４／１０／２５～１０／２８） 

 

 

＜本講座の申込み＞   
＊講座への参加申し込みは別紙申込用紙に記入の上、下記宛てまで  

群馬県農政部農村整備課 中山間振興係あて （担当：五十嵐）  

〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号  

TEL： ０２７－２２６－３１５２  FAX： ０２７－２２４－８７４４  

Email ： nousonka@pref.gunma.lg.jp 

 
 

＜講座内容の問合せは下記までお願いします＞   
NPO 法人わくわく体験群馬サポートセンター 

TEL  ０９０－１８５０－８７７１   (担当：中村) 

Email    b-nakamura@outlook.jp 

 
 

mailto:nousonka@pref.gunma.lg.jp
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＜受 講 申 し 込 み 用 紙＞ 
 

＊印は必須項目です。頂いた個人情報は本講座に関わる連絡以外は使用しません。 

 

＜申し込み用紙の送付先＞  

群馬県農政部農村整備課 中山間振興係あて 

郵便：〒371-8570  

群馬県前橋市大手町一丁目 1 番地 1 

FAX： 027-224-8744 
Email： nousonka@pref.gunma.lg.jp 
◎電話でのお問い合わせ TEL：027-226-3152 中山間振興係（担当：五十嵐） 

 

＊講座申込者には別途、NPO 法人わくわく体験群馬サポートセンターから、受講案内および

感染症拡大防止対策についての案内を送付致します。 

受講者氏名   ＊     

フリガナ 

 
 

生年月日    ＊  
 

Ｓ・Ｈ   年    月    日 （   才） 

 

住  所    ＊  
〒    － 

 

 

連絡先ＴＥＬ  ＊  
 

 

 

メールアドレス 
 

 

 

勤務先など   ＊ 
 

 

 

受講の動機    
 

 

 

グリーン･ツーリズム等に関す

る同様の研修会の受講有無。 

 

 

 

現在の活動、ご意見など 

よろしければご記載下さ

い。 
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