森の京都エリア

教育体験旅行受入マニュアル

一般社団法人 森の京都地域振興社 ( 森の京都 DMO)
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■ はじめに

■ 管理運営編

〇「受入マニュアル」を理解し、活用していただくために
（発行の目的・趣旨）

１．受入れにあたっての心構え等
①受入までのスケジュール

農山村教育民泊の受入れ家庭の皆さんに、一般社団法人森の京都地域振興社（森の京
都 DMO）が府、関係市町と連携し児童生徒たちを安心・安全に温かく迎え入れていた
だくためにこのマニュアルを作成しました。

２〜１年前

６カ月前

３カ月前

２０２１年度から森の京都 DMO では、それまで一般社団法人京都丹波・食と森の交

ちの教育活動に貢献できた」
「生き甲斐が増えた」と感じられ、さらに「農業後継者づくり」

･クラス人数提出
･旅程表提出

･自己紹介カードの作成･提出
･アレルギー持病リストの提出

･直前まで詳細調整
･最終確認

受入地域内定

･地域コーディネーター
等情報共有
･受入地域･体験計画
決定

･受入マニュアル･安全衛生研修
･緊急連絡体制確立
･新型コロナ対策方針確立

･直前研修
･生徒情報等
･受入最終調整

や「移住や定住」が進むことを願って、教育民泊や「農泊」をすすめていくこととして
います。
子どもたちと受入地域の双方が良かったと思える教育民泊、日帰り体験旅行も安心・安
全な受入れをすることから始まります、そのためにもこのマニュアルの活用を呼びかけ
ます。

②どんな子どもたちがくるのですか？
多くの場合中・高校生が来ます、その子どもたちの情報（「自己紹介カード」）は事前
にお渡しさせていただきます（P９）。なお、児童・生徒の班編成は学校側で教育上十分
考慮されたものとなっています。

※「SDGｓ」とは

SDGs（持続可能な開発目標）は 2015 年 9 月、国連サミットで決められた国際社会

の共通目標です。こうした目標が掲げられたのは、産業革命以降、世界中で開発競争が
繰り広げられてきた結果として貧困や飢餓を招き、自然環境が破壊されたことで経済・
社会の基盤となる地球の持続可能性が危ぶまれたことに起因します。1995 年の世界社

また、子どもたちの名前・年齢等の情報や食物・動植物アレルギー等を持つ子どもた
ち個人情報は事前に提供されます。重要な個人情報なので取扱い・管理には十分注意し
ましょう。受入れ当日までに簡単なもので結構ですので名札を準備しておくと早く打ち
解けることができます。

会開発サミットでは、世界の絶対的貧困を半減させるという目標が提示されました。
2000 年 9 月、国連ミレニアム・サミットが開催され、
「極度の貧困と飢餓の撲滅」や「ジェ
ンダー平等推進と女性の地位向上」、「環境の持続可能性確保」など、8 つのゴールを掲
げた開発分野における国際社会共通の目標「MDGs（ミレニアム開発目標）」を採択。こ
の MDGs が 2015 年に達成期限を迎えたことを受けて、後継として新たな世界共通の目
標の SDGs が定められました。１７の目標からなっています。

③受入に対する気持ち（心構え）
−こんな気持ちで−
子どもたちは見知らぬ土地で初めての家に泊まるということで、不安と緊張を持って
訪れてきます。受入家庭のみなさんの普段どおりの気持ちで接していただくことが不安
と緊張を取り除きます。みなさんが過度にお客様扱いをしたり、気を遣いすぎたりしま
すと、皆さんが疲れてしまうと同時に、子どもたちも緊張感が抜けません。是非、ゆっ

( おたずね先 ) 教育体験旅行について、疑問なことや不安なことなどありまし
たら、遠慮なく下記までおたずねください。

〒621-0804

電

話

亀岡市追分町谷筋 25−30
一般社団法人森の京都地域振興社（森の京都 DMO）
（地域振興部 吉村、出石）

0771-22-9800
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FAX

0771-22-9801

たりした心で子どもたちを包んであげてください。
また、子どもたちは「お客様」ではなく、あくまでも学ぶことを目的とし滞在中は家
族の一員のとなる心づもりで来ています。食事は普段みなさんが食べている食事、生活
も皆さんの日常生活を一緒に過ごしてください。接待やお土産の用意は必要ありません。
普段どおりの姿と心で、子どもたちとの出会いとふれあいをお楽しみください。
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入

地域の活性化と受入れのご家庭自身が「子どもたちと交流できて楽しかった」「子どもた

受入予約
※随時下見

受

可能な社会をつくりため「SDGｓ」の視点を持った取組みが期待されています。加えて、

受入家庭等

これからは、新型コロナウイルス感染症防止対策をとりながら、将来にわたって持続

実 施

入

思い出に残る受入れを目指しています。

１カ月前

受

の皆さんとともに作り上げてきた「受入のノウハウ」を生かし、いっそう安心・安全で

･

森の京都エリアでは、２０１３年度から教育民泊の受入れが始まりましたが、この間

学校 旅行会社

流協議会（食森協議会）で受け入れていた教育民泊業務を引き継ぐことになりました。

〜 ２カ月前

−当日−

−農作業や農山村体験について−
農作業・農山村体験の際は、普段、皆さんがいつもしている作業を体験準備してくだ

●

迎え
集合時間の 15 分前までには集合場所に自家用車で迎えに来てください。

さい。農地整備・管理作業（草むしり等）についても、その必要性も含めてご指導いた
だければ良いと思います。また、受入家庭の生活体験という意味もありますので、例え
ば夕食用の買い物を地元のお店で行うなども心に残る体験になると思います。

〔※
●

基本的には集合場所で入村式を行います。〕

自己紹介
自宅に着いたら、笑顔で挨拶・自己紹介をしてください。自己紹介カードの写真を見

天候等の事由で外での作業が難しい場合は、室内やハウスでの作業、農地農園の案内、
農機具の説明等の他、障子の張替えといった受入家庭での生活体験や、地域の紹介、お

ながらの会話は話も弾むでしょう。

やつづくり等でも結構です。観光地等への案内の必要はありません。

●

事前説明の徹底
受入にあたり、事故を防ぐため、また、気持ちよく過ごせるよう、家のルール、地域のルー

ルをきちんと説明し、理解してもらうようにしましょう。ダメなときは「だめだよ」と

④受入準備、当日

最初に伝えておくとうまくいきます。

−受入れの準備−
何よりも受入れ家庭の皆さん自身が健康であることが前提になります。
お客様扱いをせずに、「森の京都のお父さん・お母さん」として家族のように受け入れる
ことを心がけてください。
特に、苦情が出やすい「水回り」と寝具類の「清潔感」には気をつけましょう。また、

特に地震や火事などの非常時に安全に屋外に脱出できるように、入居時に避難経路を
確認するようにしましょう。
併せて、安全対策を紙に書いて目につくところに掲示しておくと良いでしょう。また、
子どもたちが入ると困る部屋や場所があれば予め説明しておきましょう。
※「夜中におなかがいたくなったら、この部屋におばさんいるからここに来て」とか「ト

子どもたちに見られて困るもの（洗濯物など）は、見られないスペースに片付けておき

イレはここだからね」等、具体的に教えてあげてください。

ましょう。
なお、車で子どもたちを送迎や移動する場合は、軽トラックの荷台には決して乗せな
いでください。
また、寝具類の準備や後片付けなどの労力を減らすため、必要な方はレンタル（有料）
という方法もありますので、森の京都 DMO まで早めに連絡してください。

また、食事、お風呂、就寝及び起床時間など滞在期間のスケジュール張り紙するなど
して説明しましょう。子どもたちは楽しさのあまり、夢中になってしまうことも多く、
受入側が思うように進まない可能性があります。余裕のあるスケジュールを組むことも
必要ですが、子どもたちにも時間を意識して過ごせるよう、逐一時間とスケジュールを
伝えるようにしましょう。また、子どもたちの体調の確認もしましょう。
※例えば、子どもたちは具合が悪くても受入先の家族に相談しづらくて黙っているケー
スも考えられます。そのため、子どもたちの様子には常に気を配り、こまめに声かけを
行うようにしましょう。また、症状が軽度と思われても安易に判断せず、森の京都

スケジュールモデル
【1 日目】 13:30

17:00
18:00
19:00
20:00
21:30

バスで到着、入村式、各家庭出迎え
各家庭の車で自宅へ
自己紹介やティータイム、農山村体験 ( 野菜の収穫、
魚釣り、お菓子づくり、薪割り、山菜摘み等 )
共同調理
食事・片付け
入浴
団らん
就寝

7:00
8:30
12:00
13:30

起床
朝食
農山村体験 ( 庭掃除、近所の散策等 )
昼食
集合、退村式、バス出発

14:00

【２日目】

(1 泊 3 食の場合 )
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DMO や先生と相談してすぐ対応することが重要ですので、何か少しでも気になること
があれば必ず連絡してください。後回しにせず子どもたちが帰るまでに対応することが
重要で、それが信頼感にもつながります。

⑤受入に対して気をつけること
●

子どもたちに対する目配りの徹底
子どもたちは家庭では体験できない農山村での日常生活を学習するためにきています。

お客様扱いせず、叱るべきところはきちんと叱るなど、子どもたちの行動に過度に干渉
することなく、同時に常に行動を見守ってあげてください。
夕食後には団らんや語りの時間を設けるなど、コミュニケーションを図る時間をつくっ
てください。また、多感な年齢でもあることも考慮し、必要に応じて同性同士での相談
が可能となるよう留意しましょう。
なお、子どもたちだけでの外出はさせないでください。
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●

個人情報等について
昨今、個人情報やセクシャルハラスメントに関連した問題が、各種メディア・報道で

取り上げられています
子どもたちが気持ち良く帰れるよう、生活全般において、特に異性の子どもたちに対

memo

しての指導等については、不快な事態が生じないよう心がけてください。受入側で何の
気なしにとった行動も、その時の環境や状況においては相手が不快に感じることがあり
ます。
また、携帯電話番号やメールアドレスといった子どもたちの個人情報については受入
側から聞くことは避けてください（子どもたちの方から話をしてくれる場合は、もちろ
ん問題ありません）。
●

施錠・盗難について
万一の不審者の侵入等に備えて、昼間・夜間に関わらず、施錠を心がけてください。また、

子どもたちの貴重品の管理は自己責任において行ってもらうよう説明をするとともに、
管理を行いやすいように準備することも大切です。
●

夜間について
夜間においては、明かりがないところも多く溝や川などがあって危険な個所も少なく

ありません。子どもたちの行動に気をつけて、子どもたちだけでの夜間外出は禁止する
など目の届く範囲内で行動させるように注意し施錠もしましょう。
●

禁煙・飲酒について
子どもたちの近くでは喫煙はしないでください。また、子どもたちの急な体調変化に

よる夜間の対応が必要な場合もあり飲酒はしないでください。
また、子どもたちの誤飲を避けるため、たばこや酒類の管理にも気をつけてください。
●

火災対策

ア たばこ
ライターやマッチ等は、子どもたちの手の届かないところに保管しましょう。また、
寝たばこはしないように火事にも十分注意してください。
イ ストーブ等暖房機器
子どもたちのいたずらや不燃による一酸化中毒に注意しましょう。また、ストーブ
の転倒防止に注意し、寝る前には、必ず、消火してください。
ウ ガスコンロなどの厨房機器、調理用コンロ
コンロを使用する際は、料理の進み具合を確認し、火の取扱いを適切に管理しましょ
う。
エ ゴミ等の燃えやすいもの
失火を防止するため、家庭の周辺には燃えやすいゴミ等を放置しないようにしましょ
う。
オ 消火器の設置（住宅用火災警報器は義務）
万全の注意をし、万一火災が発生した時のために消火器を設置しておきましょう。
カ 火災発生時の対応
まず、「火事だー！」と大声で子どもたちや周辺の者に知らせ、消防署に通報すると
ともに、状況に応じて、初期消火や避難誘導に努めましょう。
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農山村教育民泊
⑥「我が家の得意な体験メニュー」をつくっておきましょう。
これまでに森の京都エリアで体験を受入れた家庭の体験メニューです。下記の例を参
考にしていただき、
「我が家はこれだ」というメニューを準備していただければ結構です。

学

期

農

作

業

体

９月〜

収

穫

体

験

農 山 村（生活）体 験

・お茶、曲がり竹
・夏野菜 ( ナス、とうがらし、

( 種まき、間引きなど )

カボチャ、オクラ、里芋、

・稲刈り

・栗、ブドウ、いちじく、落花生

趣

・とうがらし類、冬野菜 ( 白菜、
大根 )、さつまいも等
・黒大豆・枝豆、小豆、落花生
・柿、銀杏の皮むき

・タマネギの定植

11 月〜 ・黒大豆の葉とり

時

・冬野菜 ( 白菜、大根 )、
さつまいも、里芋等
・小豆、落花生・柿、ゆず

期

名

月

日(

)〜

日(

)

前
生年月日 / 年齢

年

月

歳（

部
活
委 員 会

さつまいも )

10 月〜 ・土寄せ、草刈

お
男・女

・冬野菜栽培

年

フリガナ

験

5 月〜 ・夏野菜定植、田植え

名

宿 泊 日 程

悩みや気苦労が軽減されます。
時

校

自己紹介カード

日
年生）

動

写真貼り付け
( 枠いっぱいでなくても可、
極力顔写真をお願いします )
※集合写真でも OK

な ど

味

・焼き芋
・つるし柿づくり

好きな食べ物

苦手な食べ物

・焼き芋
・つるし柿づくり

受入家庭への
メッセージ

農 山 村（生活）体 験
・散歩、川遊び、つり、昆虫採集
・なれずし等郷土料理作り、おはぎ・お団子・白餅づくり、デザート作り
・花火、星空見学
・牧場見学、乳搾り体験、餌やり

通年

○健康状態につい
て何か特別に気
になることがあ
れば、ご記入下
さい。

・鹿、イノシシ、狸、猿見学
・薪割り、風呂焚き
・直売用出荷準備、袋詰め、販売体験
・餅つき、だし巻きづくり
・野菜スタンプづくり、リースづくり

【アレルギーについては、別に記入用紙 (2 種類 ) があります。】

・農業機械の説明 ・家の説明 ( かやぶき等 )・地域農業、農山村課題の説明
・地域文化、伝統行事の説明

２．生活体験
さて、いよいよ受入れとなります。受入家庭では特別なことを準備せず「いつもどおり」
「無理のない」リラックスした時間を過ごさせてあげてください。

※ひとことアドバイス

この教育体験旅行（農山村教育民泊）は、「日常の生活体験」「農業やいなか体験」「共

受入れにあたっては経験者の話を聞いて参考にしたり、ご近所に声をかけて
一緒に受入れすると盛り上がってよかったといわれています。
楽しみながら受け入れるよう心がけましょう。子どもたちが帰った後の達成
感・充実感は何物にも代えがたいものです。
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同調理」「宿泊体験」で成り立っています。
以下の内容も教育民泊にとって重要な「体験活動」の一つであり、大切な活動となり
ます。その際の注意事項をまとめますと、（1 泊の場合を想定していますが、2 泊でも同
様です。）
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① 手伝い

④就寝

先にもふれましたが、お手伝い程度の体験をさせていただき、特別な農業体験、農山
村体験を準備していただく必要はありません。
例えば、夜の食事に使う野菜の収穫、地元のお店で夕食の買い物、地域の散歩等も
OK です。

ふとんのあげおろしやシーツの支度、宿泊部屋の後片付け等も体験の一環として子ど
もたちに体験させてください。なお、体験は翌日も続きますので就寝時間が遅くならな
いようお願いします。就寝部屋に入る目安の時間は 21 時〜 22 時です。離れなどを利用
する場合もあると思いますが、子どもたちだけで離れに寝かせるなどはしないでくださ
い。トイレは寝る前に必ずさせ、夜中一人で行けない場合もありますので、起きたとき

② 食事・団らん

にどう声をかけて良いかも事前に伝えておきましょう。

ご馳走ではなく普段の食事でお願いします。大皿に盛って皆で取り分ける方式、お鍋
などは会話も進みますのでおすすめですが、コロナ禍のもとでは個別に取り分けるなど
の工夫も必要です。食材は、自分の畑や地域でとれた旬の農林畜水産物を使うと感激も
ひとしおです。

⑤次の日の朝
朝ご飯に間に合う時間に起きるよう、前日に子どもたちに時間を伝えるとともに、当
日の朝も寝坊させることなく、起こしてください。食事後は、布団の上げ下ろし、同時
に帰る準備もさせてください（特にお布団の間に忘れものをする場合が多いので気をつ

＜食事は共同調理で＞
この体験は学校教育の一環でおこなうものですので、１品でもよいので子どもたちに
指導しながら一緒に作り、同じものを食べるようにしましょう。片付けも一緒に行って
ください。くれぐれも華美な「おもてなし」にならないようにしてください。
＜消毒や調理前の手洗いの励行＞

けましょう）。

⑥朝の手伝い
時間がない時は、散歩、掃除（はたきかけ）、出荷の手伝いなど、簡単にできる体験を

指に化膿創がある人は調理に関わらないようにしましょう。爪は短くカット、マニュ
キュアは落し、指輪・時計は外しましょう。調理の前には必ず石けんを用いて手洗いを
徹底するようにしましょう。子どもたちにも手洗いを徹底させるようにしましょう。また、
包丁・まな板の管理、その他食器も定期的に消毒などを行い、衛生管理に注意しましょう。
また、肉・魚・卵などを取り扱う前は、取り扱う前と後に必ず手を洗うことにより、
細菌汚染を大幅に防ぐことができます。

させてください。

⑦出発
集合時間に間に合うよう、家を出発してください。子どもたちが帰る際には、最後に
忘れものが無いかもしっかり確認してください。事前にお渡しした自己紹介カードやア
レルギー事前調査票などの個人情報は、森の京都 DMO に返却してください。

＜加熱調理の徹底＞
食事は十分に加熱調理しましょう。生肉は絶対に食べさせないようにしましょう。特
にバーベーキューなどでの食材の生焼けには細心の注意を払いましょう。
＜食材の適切な管理＞
使用する食材の管理については冷蔵、冷凍に十分注意し、日数が経って質が劣化して
いるものは使用しないでください。特に自家製の鶏卵や牛乳、乳製品は提供を控えましょ
う。また、乳搾りや製造体験の時の牛乳、乳製品の取扱いは衛生面に注意しましょう。

※ひとことアドバイス
農業体験、共同調理・食事、宿泊を通して子どもたちとのひと時は一生の思
い出となります。わずか１日〜２日のことでも、まるで「もう一つの家族」が
できたようだと感想が寄せられています。

なお、作り置きはやめましょう。

３. 共同調理 ( 食事メニュー )

③ お風呂
混雑しないようにするため、予め入浴時間を伝えましょう。また、お風呂は長めにな
る傾向がありますので、最初にルールを決め、入浴時間、お湯の使い方等を守らせるよ
うにしてください。
現在の生活環境より、複数での入浴経験がない子どもたちもいます。多感な時期でも
有りますので、子どもたちとよく相談し、入り方を決めている家庭が多いようです。
なお、タオルは子どもたちが持参しますので準備の必要はありません。
また、おふろの湯は適切に入れ替えてください。
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受入れ時にメニュー内容や品数、予算等で悩まれることの多い食事準備、
過去の受入れで経験されたご家庭のメニューをアンケート集約してみたもの
です。共同調理（お手伝い）しやすい、会話が弾み盛り上がる・・・それぞれのご家庭
での工夫を参考にしてみてください。
シーズンによってメニューを決めておいて、得意料理、我が家の料理を準備されてい
るご家庭も多いです。子どもたちは毎回メンバーが替わりますので、「うちはいつも同じ
メニューでどうも・・・」なんて考える必要はありません。

11

夕食メニュー

・スライサーで野菜の調理中に手指を切ってしまった。（※）
・枕にそば殻が入っていることを知らず近づきアレルギー症状が出て急遽病院に搬送し

△…△印のうち、いずれか一品

主役 ( メイン ) となる料理
〜みんなでワイワイ〜

お

鍋

〜がっつり食べて欲しい〜

肉か魚

〜白飯も美味しいけど
さらに美味しく変身〜

ご

飯

〜子ども大好き、間違いなし〜

その他

副

（例）

肉か魚 野菜一品 サラダ 汁

ちゃんこ鍋、水炊き、寄せ鍋、地鶏のすき焼き、
しゃぶしゃぶ、豆乳鍋、味噌鍋 ( 芋煮 )

ー

△

た。（※）

菜

△

物 フルーツ
ー

○

ー

炊き込みご飯、黒豆ご飯、赤飯、栗ご飯、ば
ら寿司、手巻き寿司、巻き寿司、朴葉寿司、
朴めし、鯖のなれ鮨、中華おこわ、おはぎ、
手まり寿司、しめじ飯

○

お好み焼き、カレーライス、ピザ、焼肉、た
こ焼き

ー

○

○

○

○

※

（※）は、京都府内で受け入れた時の実例です。
確認してきたポイントを抜粋したものです、参考にしてください。

△

△

○

○

教育民泊受入ポイント１０か条（※1 泊 2 食で受け入れた事例）
一般社団法人森の京都地域振興社

△

△

ー

○

１．受入の前までに必ずマニュアル全てに目を通し、緊急連絡体制を確認しておきましょう。
２．受入れ当日までにご家族の発熱やケガ等何かあれば●●コーディネーター（電話番号）に
連絡をしてください。
３．スケジュールの再確認をお願いします。特に、入村式と退村式の時間と場所

たいたん、肉じゃが、焼き野菜 ( ナス、とうがらし等 )、さつまいもの天ぷら、焼き浸し、技豆、
芋づるのたいたん、
きんぴら、
なます、
千切り大根の煮付け、
とうがらしとじゃこのたいたん、

サラダ

野菜サラダ、かぼちゃサラダ、春雨サラダ、ポテトサラダ、マカロニサラダ、スパゲティ

汁

豚汁、けんちん汁、味噌汁、粕汁、シチュー、かぼちゃスープ、ポトフ

フルーツ等

・事前連絡がうまくとれていなかったため、食後にアレルギーの症状がでた子どもがいた。
次の「10 か条」は、これまでの受入れの際（直前研修）などで受入組織と受入家庭が

野菜のチーズ焼き、大根葉のじゃこ炒め、温野菜 ( 蒸し野菜 )、チヂミ、煮物

その他

・子どもがケガをした時（夜間時）に受入家庭が受入組織と連絡をとろうとしたがとれ
・夜間、受入家庭に無断で外出する子どもたちがいた。

胡麻和え、白和え、おひたし、煮しめ ( 筑前煮 )、野菜炒め、大学芋、おでん、かぼちゃの

物

・インフルエンザが流行した時に、受入家庭が直接学校に「来るな」と連絡をした。
なかった。

ハンバーグ、唐揚げ、餃子、豚肉野菜巻、焼き魚、
鮎の塩焼き、焼き鳥、天ぷら、ロールキャベツ、
串カツ、しょうが焼き、エビフライ、コロッケ、
とんかつ、ピーマンの肉詰め、カレイの煮付け、
ちゃんちゃん焼き、鶏肉炒め、鶏肉南蛮漬け、
チキンカツ、トマトのせ鶏肉のチーズ焼き、
鶏肉の香草焼き

★あと一品どうしようリスト★
野菜一品

・受入家庭の家人が飲酒をすすめた。

のサラダ

４．到着後、家のルールや地域のルール、２日間のスケジュールを伝えましょう。
その後も逐一、時間とスケジュールを伝えるとスムーズに進むことが多いです。また、受
入家庭によってはスケジュールを貼りだし、生徒に確認させておく工夫をされています。
食事の後片付けはもちろん、布団の上げ下げ等も生徒にさせてください。お客さん扱いは
不要です。お土産は不要です。
５．生徒からは目を離さずお願いします。農機具の運転や軽トラックの荷台に生徒を乗せては

茶碗蒸し、冷や奴、揚げ出し豆腐、漬物、牛肉のしぐれ煮
柿、キウイ、リンゴ、ぶどう、月見団子、栃餅、美山牛乳、抽子茶 ( 柚子を搾り、蜂蜜割り）

下線は特に生徒との会話が弾んだメニュー /初めて食べた、収穫後すぐ食べられて感激、家では食べないが食べたらとても美味しかった

４．注意すべきこと（全国的な事例紹介を含む）
◇全国的にも次のようなトラブルが起こっています、参考にしてください。
・調理指導した際に、手指消毒の不徹底や肉を切った包丁で魚を調理し、また加熱が不
十分であったため、食中毒が発生した。
・酔っ払った家人が、入浴中の子どもたちを覗き見した。
・体調を崩した子どもたちに、家庭の常備薬を飲ませたところ、日頃子どもたちが服用
する薬と異なり、症状が悪化した。（勝手な判断をしないことが大切です。）
・子どもたちがねぎの収穫体験中に、「かま」でケガをした。（※）
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なりません。
包丁等を使用するときは目配り・気配りをしてください。
屋外での体験で､自宅から離れた場所で行うときは、玄関などに張り紙をしてください。巡
回訪問したときの参考にさせて頂きます。
６．共同調理については出来る範囲、そして食事内容は普段どおりでお願いします。
７．手洗いの励行をお願いします。また、作り置きはやめてください。
８．お風呂はあらかじめ入浴時間を伝えましょう。
お家によっては、事前にスケジュールを決めてきっちり伝えたり、あるいは子どもと相談
して決めるなどの工夫をされています。
９．生徒のアレルギー等の情報は特に留意してください。
メニュー等で不安な点があれば必ずご相談ください。
１０． 生徒の個人情報はお互いの理解の上、無理のない範囲で対応をお願いします。
忘れ物のないよう帰る前にはもう一度布団の中などを確認しましょう。
※これからは新型コロナ感染症対策についての注意事項（別途配布）をあわせて確認しましょう。
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５．危機管理・緊急連絡体制
作業中あるいは体験生活中に激しい出血、発作、昏倒、意識障害等を伴った緊急性の
ある症状があった場合は、直ちに救急 119 番への第一報（一次対応）をお願いします。
その後、森の京都 DMO へ連絡ください。森の京都 DMO から学校本部等へ連絡を取り、

〔例示〕※事前の研修会などで地域・学校に合わせたものを配布します。

緊急連絡体制（○○月●日～●日教育民泊 ○○中学校）

二次対応をします。受入当日には、森の京都 DMO のスタッフが受入地域もしくはその
近隣地域に滞在いたします。

トラブル発生

※ 生命にかかわる重大な事例の

受入家庭

「ちょっとしたすり傷だから、本人が何ともないと言っているから」と勝手に判断しな

場合は、農家より「１１９」に

いことです。必ず森の京都 DMO 職員に連絡しましょう。事後対応策を検討し対処します。

連絡し、その後森の京都 DMO

けがをした場合だけでなく少しでも心配な事があれば、その都度森の京都 DMO へご連

①

絡ください。

に連絡してください。

万一、交通事故があった場合は、直ちに警察への通報と救急車の要請をしてください。
その後、森の京都 DMO まで速やかに連絡してください。

① ●●コーディネーター

※ひとことアドバイス
連絡先や連絡ルート図は下記のとおりです。具体的には直前研修等でご説明します。
受入れ直前に配布する連絡網は電話近くの壁などに張っておくとよいでしょう。

〈 京 丹波町〉

〈南丹市〉
医療機関

京丹波町病院 ( 救急 )
0771ｰ86ｰ0220
京都中部総合医療センター ( 救急 )
0771ｰ42ｰ2510

京都中部総合医療センター ( 救急 )
0771ｰ42ｰ2510
京都市立京北病院 ( 救急 )
075ｰ854ｰ0221

亀岡市民病院 ( 救急 )
0771ｰ25ｰ7313
京都中部総合医療センター ( 救急 )
0771ｰ42ｰ2510

医療機関

消防機関

消防機関

消防機関

消防機関

南丹警察署

110
0771ｰ62ｰ0110

〈綾部市〉

消防機関
警察機関

119
0771ｰ62ｰ3119
0771ｰ75ｰ0119
0771ｰ42ｰ3119

警察機関

警察機関

医療機関

園部消防署
本署
美山出張所
八木出張所

救急車
奥上林診療所
中上林診療所
口上林診療所
綾部市立病院
京都協立病院
綾部消防署
上林出張所
綾部警察署
上林駐在所
山家駐在所

南丹警察署

亀岡消防署

119
0771ｰ22ｰ0119

警察機関

救急車

１１９

●●病院

電話番号

○○医療センター

電話番号

●●消防署

１１９

保護者

電話番号
○○警察署

京都府●●広域振興局

１１０
電話番号

行政

110
0771ｰ62ｰ0110

亀岡警察署

110
0771ｰ24ｰ0110

〈福知山市〉

医療機関

救急車
119
市立福知山市民病院 0773ｰ22ｰ2101
三和診療所
0773ｰ58ｰ3800

＜緊急時に伝えるべき内容＞
１．子どもの名前
２．何をしていて、どうなったかを簡潔に伝えて下さい。
３．どこの部位がどんな様子かを伝えて下さい。
部位：顔、手足、頭、胸や背中、お腹
様子：意識障害、けいれん、けが、やけど、吐き気

消防機関
警察機関
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緊急
福知山消防署
福知山消防署東分署
緊急
福知山警察署
三和駐在所

電話番号
京都府○○保健所
電話番号

警察機関

119
0773ｰ55ｰ0005
0773ｰ54ｰ0018
0773ｰ46ｰ0212
0773ｰ43ｰ0123
0773ｰ42ｰ0440
0773ｰ42ｰ0119
0773ｰ54ｰ0044
0773ｰ43ｰ0110
0773ｰ54ｰ0023
0773ｰ46ｰ0210

学校責任者

③

〈亀岡市〉

医療機関

119
0771ｰ82ｰ0119

●●●－◇◇◇◇－○○○○

②

医療機関

園部消防署
丹波出張所

旅行社

（一社）森の京都地域振興社（森の京都 DMO）

119
0773ｰ22ｰ0119
0773ｰ27ｰ0119
110
0773ｰ22ｰ0110
0773ｰ58ｰ2210
15

６．アレルギー対策
最近は、小中学生の１００人に４〜５人程度が食物アレルギーを持っていると言われ
ています（平成 25 年文部科学省調べ）。また、それだけでなく、動植物アレルギー等、様々
なアレルギーを持つ子どもたちもいます。
子どもたちと安心して楽しい時間を過ごすためには、アレルギー内容に応じた対応が大
切になってきますので、森の京都 DMO と受入家庭、学校の３者が情報を密にして対応
します。
〈食物アレルギー〉
食物アレルギーについては、お世話になる子どもたちの情報「食物アレルギー事前
調査票（１７ページ参照）」を保護者から受け取ることになっています。その資料は森
の京都 DMO から、事前に生徒情報とともに提供させていただきます。食物アレルギー
の子どもたちの受入に関しての不安、食事や体験内容の相談等も森の京都 DMO で受
けさせていただきますのでご安心ください。
なお、受け入れる子どもたちの中に食物アレルギーの子どもがいれば、一人だけそ
の食材を除去した食事を準備するのではなく、「その食材を利用しない食事メニュー」
にしてください（どんな経緯で口にするかわからない不安要素を除くため）。
〈その他のアレルギー〉
食物アレルギーだけでなく、「動食物アレルギー」についても学校から情報を提供いた
だき、事前にお伝えさせていただきます。例えば、動物アレルギーについては、ペット
を飼われているかどうか受入家庭側の事情なども考慮すると共に、植物アレルギーにも
注意して子どもたちと受入家庭の割り振りを学校等と相談の上、森の京都 DMO が調整
します。
受入家庭としてはアレルギー対策について心配をされていると思いますが、正しい知識
で対応いただければ心配ありません。少しでも対応に不安があり、迷った場合は森の京
都 DMO までご相談ください。
なお、受入時には、事前にアレルギー情報をお知らせしていますが、自宅に着いた後、
自己紹介等をするとき、好き嫌いなどと区別するためにも本人に対してアレルギーの有
無については再確認をお願いします。

※ひとことアドバイス
ペットは子どもたちとのふれあいに有効ですが、「猫アレルギー」などもあ
ります。特に屋内で飼っている場合の情報は最新の情報をできるだけ早くお寄
せください。生徒を他のご家庭に変更するなどの対応をします。
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７．新型コロナウイルス感染症対策
教育体験旅行（農山村教育民泊、日帰り体験）の受入れにあたっては、関係法令や国、
京都府、 関係団体及び森の京都 DMO が定めたガイドラインにより対応することにな
ります。
森の京都 DMO では、「農山村教育体験旅行

新型コロナウイルス感染拡大予防教育

民泊ガイドライン（第２版）」、「農山村教育体験旅行

新型コロナウイルス感染拡大予防

日帰り教育体験ガイドライン（第２版）」を２０２１年（令和 3 年）７月に策定し、事前
のチエックリスト及び受入れ当日のチェックリストも併せて作成し、より具体的に対応
してきました。新型コロナウイルスは現在のところ収束の兆しはありません。これから
の受入れはコロナ以前と同じではやっていけなくなってきています。そういう中で今後
とも国や京都府の対応方針等や専門家の知見、意見を踏まえて対応していく必要があり
ます。
受入家庭の皆様におかれては、このマニュアルの基本的な対処方針を理解願い、実際
の受入れが決まれば改めて行政の指導・助言も受けながら森の京都 DMO から提供する
情報を共有していただいて受け入れていくことになります。

〔基本的対処方針〕
O%0&'()*+6BC9:DEF$:P/<D,6QPRSTU-P.VWX?
" DEEF*#3$8GHIJHKLMIN2
" OPB3$QRSSNTUVW8#$QXYSNTZ[8\J]N2
" O^B.YSU3$QRSSNTUVW8#$QXYSNTZ[8\J]N2

Y'()*+LMZ7[6M\]^K_XP`-.abc.VWX?

◇次の場合は受入中止とします。
・「緊急事態措置」及び「まん延防止等重点措置」の実施区域となったとき（学校所
在地または京都府）
・体験を希望している学校及び受入れ地域内でクラスターが発生しているとき。
・森の京都 DMO が児童生徒、受入れ地域及び関係者の安心・安全に責任が持てず、
受け入れが困難と判断したとき。（感染状況、医療機関のひっ迫状況、受入れ地域
のご理解等総合的に判断）
◇体験受け入れ準備段階及び受入れ時の基本事項
・森の京都 DMO が策定した「ガイドライン」（チェックリストを含む。）の遵守
・体験受入れ準備段階、体験実施中において、当社のガイドライン（チェックリス
トを含む。）に沿って対応します。その際、受入までの研修時に改めて説明いたし
ます。

!"#$%&'()*+,%-./01234567869:;<%=>?@A.B

※ひとことおねがい

_`a! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! _b

! ! ! ! ! cdea! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ある意味では「密」な状況こそがいちばんの魅力の教育民泊で「３蜜を避け」
て受け入れることは誰も経験のないことです。日頃からのコミュニケーション
をとりながら「森の京都エリアならでは」の受入れをするため、知恵と力をお
貸しください。当社のガイドラインは HP に掲載しています。
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■安全・衛生管理対策編

②子どもたちの健康状態の把握
一般に旅行中など、慣れない環境にいると調子を崩しやすいものです。

１．体験実施上の安全確保

農業体験メニューを開始する前にあらかじめ体調や体力を確認しておきましょう。体
調が悪い、また体力がない、怪我をしているなどの状態にある子どもたちには無理をさ
せず、参加が困難であると認められた場合はお断りしなければならない状況もあります。

● 子どもたちの目線で安全な環境を確保し、受け入れましょう

せっかく農業体験に訪れているのに・・・という声があがる可能性もありますが、子ど

● 気候などの環境にあったものを準備し、健康状態をしっかり把握しましょう

もたちにとっての健康と安全確保が最良の選択であることを説明し、随行教職員とよく

● 万が一の備えとして、緊急時の連絡手段や連携体制を常に確保しましょう

協議するように努めましょう。

（３）万一事故が起こっても冷静に。必ず連絡手段がとれるような準備を

（１）受入前にできる事故防止対策
①事前の入念なチェックと説明責任

①

事故の発生を最大限防止するための取組の中で大切なことは、万が一事故が発生した

慣れない環境や機具の使用等が要因となり、思いもよらぬ大きな事故や傷害につなが

際の適切な対応です。実際に最も重要となるのが、発生後の初動、迅速・的確な処置に

る場合があります。

なります。

事故の発生を予防し、また、万一の場合には被害を最小限に抑えるためには、日頃か

事故が発生した場合は、冷静に状況を判断し、被害者に対する処置を最優先にしなけ

らの環境づくりが重要です。滞在中に使用する家屋の周辺や農業体験を行う田畑におい

ればなりません。受傷者、疾病者の程度に応じた人命救助、生命保護のために必要な処

ての危険箇所の洗い出し、危険要因の特定及び防止できる体験メニューの選定を行うと

置を適切に行い、医師による医療処置が必要だと判断した場合は速やかに救急車の手配

ともに、子どもたちに対し適切な説明を行いましょう。

を行いましょう。

これは事故の発生を未然に防ぐとともに、万一に事故が起きた場合において適正な受

その後、直ちに森の京都 DMO 担当者まで連絡し、事故状況を的確に報告してください。

入準備と注意喚起を行ったという事実は、受入側の責任の一端を果たしたことを証明す

迅速且つ正確な連絡により、関係機関への速やかな連絡が可能になり、事故状況に応じ

ることにつながります。

た適切な対処の手配・協力を得ることができます。

なお、稼動中の農作業機械に乗せることは絶対にやめましょう。
また、原則として「刃物」を子どもたちに持たせることはしない方が望ましいですが、
体験に必要な「はさみ」「包丁」「ピーラー」「スライサー」などを使用させる際には十分

②

うかを確認しておくことが大切です。通話が困難な地域では緊急時の連絡手段が常に確

を一つにし、子どもたちには順番に使わせるなどしてください。）。

事故や危険情報、体験談などの様々な情報を共有することは、受入体制の強化とリピー
ター獲得にもつながりますので、受入家庭同士はもちろん各関係団体でもノウハウの蓄
積を行っていきましょう。

非常時の連絡手段
田畑など、自宅から離れた場所で農業体験等を行う際には、携帯電話の電波状況がど

に目配りをできる状況で実施するようにしましょう（例えば、大人一人に工具（はさみ等）
②体験談は大きな財産、皆で共有しましょう

迅速・的確な処置

保できるように準備しておくことが必要です。
③

救急備品の整備
通常は想定できない事故に正しく対応をするために、最低限の備品を準備しておきま
しょう。
体温計、絆創膏、包帯、ガーゼ、消毒綿、消毒薬、湿布薬、化膿止めクリーム、三角巾、

（２）体験は参加者や気候などを考慮して準備しましょう
①子どもたち自身の準備

とげ抜き等

２．衛生管理対策

体験前に体験メニューに応じた身支度ができているか確認しましょう。森の京都
DMO から学校を通じて持ち物は事前に連絡しますが、服装（長袖・長ズボン（しっか
りくるぶしまである服装））、運動靴、筆記用具、タオル、健康保険証のコピー、常備薬
等を持参できているか確認してください。
体験メニューにより屋外での滞在時間が長くなる場合などは、天候や気温に応じた身
支度を促すようにしましょう。

食事など飲食物の提供をするときは、食中毒の防止など、衛生管理に最も気を遣わな
ければなりません。また、受入者自身の体調不良時には調理に携わらないようにしましょ
う。
また、
「新型コロナ感染症対策」
（18P）の衛生管理に関する内容と「HACCP（ハサップ）
に沿った衛生管理」（21P 〜 23P）についても参考にしてしっかり取り組みましょう。
主な対策は次のとおりです。
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（１）食中毒の防止、衛生対策のための衛生講習会への参加
衛生講習会を毎年開催いたしますので、受入家庭の方は出席してください。

（４）ハサップ（HACCP）に沿った衛生管理対策
食の安心・安全の確保のため「食品衛生法」が一部改正され平成 30 年 6 月 13 日に公
布されました。この法律は、一般的な衛生管理に加え HACCP（ハサップ）に沿った衛

（２）食品衛生

生管理が求められているもので、食品等事業者には遵守義務があります。
「教育体験旅行」受入のみの「受入家庭」には遵守義務はありませんが、法の趣旨をふま

①手洗い

えて教育体験旅行受入の場合でも法の趣旨をよく理解して対応していくことが大切です。

調理前・調理中・トイレ後の手洗い

HACCP（ハサップ）に沿った衛生管理とは具体的には「衛生管理計画を定め、日常

②台所の衛生

の衛生管理を行い、毎日の習慣にして食品を扱うことにより所幾品の安全性確保に努め

台所の清掃と整理・整頓、ペットは台所に入れないこと。
③食品や食器具の取り扱い
十分な洗浄・消毒、まな板・包丁・ふきん等の衛生管理

る。」というものです。ここではその基本となる「衛生管理の見える化」と「衛生管理計画」
について、紹介しています。普段通りの基本に沿った衛生管理をしっかりすれば心配は
ありません。ご家庭のカレンダーに食品管理について、メモを残すことから始めましょう。

④冷蔵及び冷凍食材の取り扱い

※ひとことアドバイス

冷蔵庫及び冷凍庫の温度管理の徹底
⑤消毒の徹底
（手指洗浄後に使い捨てペーパータオル等を使用し、水気を拭き取ってから消毒液で消

詳しい資料が必要な場合は、
「公益法人日本食品衛生協会 HP」をみてください。
様式や記入例などがありわかりやすく説明しています。
http://www.n-shokuei.jp/

毒すること。）

（３）宿泊衛生
①寝具の取り扱い
布団、枕、毛布は、原則として敷布又はシーツ､カバーで適切に覆い、日光消毒、シー
ツの洗濯・交換をすること。（そばアレルギー対策にも留意すること。）
②風呂等の取り扱い
洗いおけ、腰掛け等入浴者が直接接触する器具並びに浴室内は､湯垢を除くなど適切に
清掃し、湯、衣類カゴ、足ふきも常に清潔に保つこと。
浴槽の湯は、宿泊者が入れ替わる毎に抜くこと。
③トイレの取り扱い
必要に応じて消毒すること。
④給水施設の取り扱い
井戸水使用の場合、事前に「水質検査」を行うこと。
⑤その他
事故等に備え、救急備品などを備え付けること。
洗面所・トイレの手洗所にポンプ式の石鹸及び消毒液を設置し、清潔な手拭・タオル、くし、
ヘアブラシ、カミソリは 1 人ごとに新しい物を用意するか､貸し出さないこと。施設を清
潔にし、ねずみ・衛生害虫の駆除に努めること。
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３．食中毒予防６つのポイント
皆様にぜひ知っていただきたい食中毒の予防に役立つ情報です。

■ポイント１

食品の購入 ( 準備 )

●肉、魚、野菜などの生鮮食品は新鮮なものを準備しましょう。
●肉や魚などの水分がもれないようにビニール袋などにそれぞれ分けて包みましょう。
●特に、肉、魚などのように冷蔵や冷凍などの温度管理の必要な食品は、室温でそのま
ま放置しないようにしましょう。
●野生のきのこや植物は毒性を持ち判別が困難なものがあります。山で採取した野生の
ものを調理に用いることは控えましょう。

■ポイント２

家庭での保存

●購入後や調理取り扱い後に冷蔵や冷凍の必要な食品は、速やかに冷蔵庫や冷凍庫に入
れましょう。
●冷蔵庫や冷凍庫の詰めすぎに注意しましょう。目安は、７割程度です。
●細菌の多くは、１０℃では増殖がゆっくりとなり、−１５℃では増殖が停止しています。
しかし、細菌が死ぬわけではありません。早めに使いきるようにしましょう。
●肉や魚などは、ビニール袋や容器に入れ、冷蔵庫の中の他の食品に肉汁などがかから
ないようにしましょう。
●肉、魚、卵などを取り扱う時は、取り扱う前と後に必ず手指を洗いましょう。せっけ
んを使い洗った後、流水で十分に洗い流すことが大切です。

■ポイント３

下準備

●台所を見渡してみましょう。
ゴミは捨ててありますか？ 廃棄物の処理は適正に行われていますか？
●廃棄物容器は、汚液、汚臭等の漏れがないように常に清潔にしておきましょう。
●タオルやふきんは清潔なものと交換してありますか？ 手洗い設備に除菌・消毒効果の
あるせっけんや薬液は用意してありますか？ 台所の上は片付けて広く使えるように
なっていますか？もう一度、チェックをしましょう。
●井戸水やボーリング水を使用する場合は、水道法の水質基準に適合しているか確認し
たうえで使用しましょう。
●下準備を始める前は必ず手を洗い、台所シンクでは洗わないようにしましょう。
●生の肉、魚、卵を取り扱った後には、手を洗いましょう。作業中に動物に触ったり、
トイレに行ったり、おむつを交換したり、鼻をかんだりした後の手洗いも大切です。
●調理前の肉や魚などの汁が、果物やサラダなど生で食べる物や調理の済んだ食品にか
からないようにしましょう。
●生の肉や魚を切った後、洗わずにその包丁やまな板で、果物や野菜など生で食べる食
品や調理の終わった食品を切ることはやめましょう。洗ってから熱湯をかけたのち使
うことが大切です。
上記のイラストのとおりですが、これまでの受入れをされた方々の反省や教訓をまと
めますと、そのポイントは次のとおりとなります、参考にしてください。

●包丁やまな板は、肉用、魚用、野菜用と別々にそろえて、使い分けるとさらに安全です。
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●冷凍食品を調理台に放置したまま解凍するのはやめましょう。室温で解凍すると、食
中毒菌が増える場合があります。解凍は冷蔵庫の中や電子レンジで行いましょう。また、

４．手洗いの励行

水を使って解凍する場合には、気密性のある容器に入れ、流水を使いましょう。
●調理に使う分だけ解凍し、解凍が終わったらすぐ調理しましょう。解凍した食品をやっ
ぱり使わないからといって、冷凍や解凍を繰り返すのは危険です。冷凍や解凍を繰り
返すと食中毒菌が増殖する場合があります。
●包丁、食器、まな板、ふきん、たわし、スポンジなどは、使った後すぐに、洗剤と流
水でよく洗いましょう。ふきんの汚れがひどい時には、清潔なものと交換しましょう。
漂白剤に１晩つけ込むと消毒効果があります。
●包丁、食器、まな板などは、洗った後、熱湯や殺菌剤等で消毒し乾燥させましょう。
たわしやスポンジは、煮沸すればなお確かです。

■ポイント４

調理

●調理を始める前にもう一度、台所を見渡してみましょう。
下準備で台所がよごれていませんか？タオルやふきんは乾いて清潔なものと交換しま
しょう。そして、調理前に今一度手を洗いましょう。
●料理を途中でやめてそのまま室温に放置すると、細菌が食品に付いたり、増えたりし
ます。途中でやめるような時は、蓋付きの容器に入れるか又はラップをし冷蔵庫で保
管しましょう。
●電子レンジを使う場合は、電子レンジ用の容器・ふたを使い、調理時間に気を付け、
熱の伝わりにくい物は、時々かき混ぜることも必要です。
●生肉の提供は避けましょう。

■ポイント５

食事

●配膳する前は手を洗い、清潔な手で清潔な器具を使い、清潔な食器に盛りつけましょう。
●温かく食べる料理は常に温かく、冷やして食べる料理は常に冷たくしておきましょう。
目安は、温かい料理は６５℃以上、冷やして食べる料理は１０℃以下です。
●調理前の食品や調理後の食品は、室温に長く放置してはいけません。例えば、Ｏ１５７
は室温でも１５〜２０分で菌数が２倍に増えます。
●「すぐ作り、すぐ食べる」を基本にして、作り置きはやめましょう。

■ポイント６

残った食品 ( 処理 )

●残った食品を次に来る児童生徒のために使ってはいけません。

※ひとことアドバイス
要は、24 ページの表にある内容をチエックしておけばよいわけです。日常の
くらしの中での「基本」どおりにすれば問題は発生しないということです。
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■むすび

森の京都 DMO 紹介

まとめ
・「はじめに」でも紹介しましたがこのマニュアルは、教育体験旅行受入のご家庭で参考
となることをまとめたものです。2013 年度に初めての受入れをして以降の各ご家庭
からの教訓や反省など「実体験」に基づいたものを反映しています。
・「感染拡大が継続している現状（２０２２年１月段階）」等から、「新型コロナウイルス
感染症対策」についても正確で適切なコメントは困難です。従いまして、いわゆる「感
染症についてのガイドライン」もこのマニュアルでは全文を紹介していません。森の
京都 DMO の HP でご確認いただきますようお願いいたします。
具体的な受入れが可能となり「マニュアル研修会、直前研修会」が実施できるよう
になれば改めてその時の状況を踏まえてお伝えいたします。
・この教育民泊事業は、受入れ家庭、地域関係団体のご理解、ご協力を基礎に、京都府
や関係市町のご支援のもとで実施されています。引き続き当事業にご理解とご支援を
いただきますようお願いします。
・マニュアルの内容についてのお尋ねやご意見は何なりと森の京都 DMO あてお寄せく
ださい。

(※ 引用文献、参考資料一覧 )
・「農山村教育体験旅行

新型コロナウイルス感染拡大予防教育民泊ガイドライン

（第２版）」〔森の京都地域振興社（森の京都 DMO）〕
・「農山村教育体験旅行

新型コロナウイルス感染拡大予防日帰り教育体験ガイド

森の京都 DMO につきまして
森の京都 DMO は、観光を通じた地域活性化を目指し、京都府と府中
部地域の 5 市町 ( 亀岡市、南丹市、京丹波町、福知山市、綾部市 ) によっ
て平成 29 年に設立されました。
DMO とは Destination Management/Marketing Organization の
略称です。
「森の京都」は京阪神の北西に広がる自然豊かな地域で、日本海を臨む「海
の京都」につながる一方、古都京都と歴史地理的に大変深い関係にありま
す。
森の京都 DMO は、この地域を『都・京都を支えた歴史と文化が息づ
く「絆」の森と里山』というコンセプトのもとに観光地域づくり戦略を策
定し、マーケットイン、ターゲットインの発想により、地域の強みを伸ばし、
つなぎ、広げる活動を展開しています。

ライン（第２版）」〔森の京都地域振興社（森の京都 DMO）〕
・「やってみよう

HACCP に沿った衛生管理マニュアル〔京都府健康福祉部生活

衛生課〕」
・「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書〔公益法人：日本食品
衛生協会〕」
・「食物アレルギーの子

旅館・ホテル・食事提供施設の対応手順書」

（食 物 ア レ ル ギ ー の 子 京 都 お こ し や す プ ロ ジ ェ ク ト 事 務 局：京 都 府 健 康 福 祉 部
健康対策課）
・「家庭でできる食中毒予防の 6 つのポイント〔厚生労働省 HP〕」
・「できていますか

衛生的な手洗い〔厚生労働省ＨＰ〕」

・「森の京都地域振興社（森の京都 DMO）HP」
・「森の京都地域

農山村教育民泊受入マニュアル」発行 H29 年 8 月 〔一般社団

法人：京都丹波・食と森の交流協議会〕

一般社団法人 森の京都地域振興社 ( 森の京都 DMO)
〒621ｰ 0804 京都府亀岡市追分町谷筋 25 番地 30
TEL 0771ｰ22ｰ9800
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