
第2回東北教育旅行セミナー

次は「１６：００」より

プログラム１０
「だからこそ新潟県で学ぶ」

（新潟県）



だからこそ「新潟」で学ぶ教育旅行

令和3年1月21日

新潟県観光局 観光企画課



１ 新潟県へのアクセス

２ 新潟県の取り組み

３ おすすめエリアのご紹介
○ 村上エリア 【鮭のまち】
○ 燕三条エリア 【金属加工のまち】
○ 長岡エリア 【防災学習】
○ 越後妻有エリア 【芸術の里】
○ 湯沢、魚沼エリア 【雪国体験】
○ 佐渡エリア 【伝統芸能】

４ 新潟のウィンターシーズン

５ 安心・安全の取組（コロナ対策）

村上佐渡

湯沢、魚沼

燕三条

越後妻有

長岡



○要因
・盛んな米の栽培
・船による海運の中継地

都道府県 人口（1896年）

１ 新潟県 172万人

２ 東京都 170万人

３ 兵庫県 161万人

４ 愛知県 154万人

５ 大阪府 137万人

○約120年前の都道府県人口ランキング

県内各地には様々な文化が引き継がれており、
ご紹介できる文化、学ぶことができる人々の営みが残されている。

19世紀日本の大都市



湯沢

上越

長岡

村上

佐渡

【上越】

東京から

新幹線で

約２時間

高速道路で

約３時間30分

【村上】

東京から

新幹線＋

高速道路で

約3時間

【新潟】

東京から

新幹線で

約２時間

高速道路で

約３時間30分

【湯沢、魚沼】

東京から

新幹線で

約１時間20分

高速道路で

約1時間50分

【佐渡】

東京から

新幹線＋ジェット
フォイルで

約3時間30分

大阪→東京 新幹線で約3時間



清津峡渓谷トンネル
《大地の芸術祭作品》

地場産業
《「工場の祭典」等の産業観光》

苗場スキー場
《2020年スキーＷ杯開催地》

北方文化博物館
《にいがた庭園街道》

にいがた朝ごはんプロジェクト
《新潟県旅館ホテル組合》

古町花街美食めぐり
《美食とまちあるき》

○各市町村が連携し、エリアの魅力を掘り起こしています。

○多くの地域資源を、ストーリー性のある観光資源として
磨き上げ、ブランド構築をする取り組みをしています。



県北に位置する城下町村上は、三面川を遡上する鮭によって繁栄し、日本初の
人工ふ化に成功したことで、独自の鮭文化が生まれました。

伝統的な漁法、百を超える鮭料理、鮭のために行われる神事など、村上と鮭は、
切っても切れない縁で結ばれています。

鮭のまち・村上について

現地実習のコンテンツ

●鮭の博物館 イヨボヤ会館

「イヨボヤ」とは、村上の方
言でサケのこと。サケに関
する歴史や文化などを知る
ことができ、季節によりサケ
の産卵の様子を観察できま
す。

●郷土資料館 おしゃぎり会館
「おしゃぎり」とは、村上大祭
で使われる山車のこと。地
域の文化を学ぶだけでなく、
皇后雅子さまゆかりの地で
もあるため、関連資料など
も展示されています。

体験メニュー

地域の特徴を活かし、街を再生させ
た取り組みを学ぶことができます。

○まちづくりのお話を伺う！
○実際に町家を巡る！
○城下町に残る伝統工芸体験！

●町家を活かしたまちづくりを学ぶ

村上地域グリーン・ツーリズム協議会 検索



金属加工の集積地として有名な燕三条地域は、ノーベル平和賞晩餐会のカト

ラリーを製造するなど、高い技術力を有するエリアです。

金属加工のまち・燕三条について

現地実習のコンテンツ

●燕市産業史料館

日本で初めて「産業」という
名前を取り入れた史料館。

江戸時代から現代まで連綿
と続く、燕の金属加工をはじ
めとした、産業の歴史を紹
介しています。

●藤次郎オープンファクトリー 2017年に竣工した、刃物

メーカーとしては国内屈指
の工場見学施設。

ものづくりの現場を間近に
ご覧いただくことができます。

工場ならではの音や熱気に
触れて、職人の生きた「技」
を体感できます。

体験メニュー

○燕市産業史料館
「鎚起銅器」という一枚の銅板から

器を作り出す技術を体験可能！

○企業見学を通じたキャリア教育

燕市内に立地する企業を見学し、
職人の方からお話を伺う！

●金属加工産業を学ぶ

燕市観光協会 検索



長岡エリアは、2004年最大震度7を観測した新潟県中越大震災で大きな被害を

受けました。そういった中でも長岡花火や山古志の闘牛など、伝統文化を絶やさ
ず、復興を成し遂げた地域です。

長岡エリアの防災学習について

現地実習のコンテンツ

●長岡震災アーカイブセンター きおくみらい
シアターやガイドによる案
内で、当時の記録と現場に
残る過去の教訓を学ぶこと
ができます。足元の震災
MAPは、ipadを使うと3Dアイ

コンが出現し、わかりやすく
知ることができます。

●木籠(こごも)メモリアルパーク
河道閉塞により集落ごと
水没した家屋が残る木籠集
落。その水没した家屋が今
でも残っており、中越大震
災の爪痕を残す大切なメモ
リアルポイントとなっていま
す。

体験メニュー

○おぢや震災ミュージアムそなえ館

・地元語り部からお話を聞く！
・避難生活を体験する！
・体感型地震動MX4D体験！

●防災学習体験プログラム

中越メモリアル回廊 検索



農村や棚田を舞台にしたアートプロジェクト「大地の芸術祭」が開催される越後妻
有エリアは、農業を通して大地とかかわってきた「里山」の暮らしが今も豊かに残っ
ている地域です。

芸術の里・越後妻有について

現地実習のコンテンツ

●清津峡渓谷トンネル（作品名： Tunnel of Light ）

越後妻有を代表する名所
の一つ。
全長750mの渓谷トンネル

の内部全体でアート作品を
展開しており、ガイドの解説
によりアートを体感すること
ができます。

●越後松之山「森の学校」キョロロ

全面サビ覆われたユニー
クな博物館です。

生物多様性に関連した展
示や豊富な体験プログラム
で、里山を楽しく体験し学ぶ
ことができます。

体験メニュー

東京ディズニーランドの約10倍の

敷地を有し、植林や間伐体験といっ
た自然体験や豪雪体験等を実施して
います。

当間高原リゾートベルナティオにて
宿泊することも可能です。

●あてま森と水辺の教室ポポラ

越後田舎体験 or 十日町市観光協会 検索



新潟でも雪深い地域である湯沢、魚沼エリアでは、雪が生活に大きな影響を与え
ています。雪室を使った熟成や保存食といった食文化、雪解け水が使われる魚沼
の田、雪に対応した街並みなど、雪と共存する暮らしを学ぶことができます。

湯沢・魚沼の雪国体験について

現地実習のコンテンツ

●雪室見学（越後ゆきくら館、魚沼の里）

天然の冷蔵
庫「雪室」を
使った低温
貯蔵が見学
できます。

●雪国の街並み散策（牧之（ぼくし）通り）

雁木、縦の信号機、消
雪パイプなど豪雪地帯
の特徴的な街並みを見
学できます。

体験メニュー

●郷土料理作り ●魚沼産ｺｼﾋｶﾘの
田植え

●信濃川でのラフティング

動植物や
河岸段丘の
観察もできます。

魚沼ふるさと子ども夢学校 or
南魚沼市ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ推進協議 or
越後田舎体験 検索



金銀山の隆盛、北前船の寄港による日本各地との交流と、
島流しされた貴族や文化人がもたらした伝統芸能は、佐渡
の人々の暮らしに溶け込んでいます。

地域の人々と交流できる「民泊体験活動」も可能です。

佐渡・伝統芸能について

現地実習のコンテンツ
●きらりうむ佐渡

世界遺産登録を目指す佐
渡金銀山の情報発信施設
です。佐渡金山坑道の見学
前に、プロジェクションマッピ
ング等を使い、わかりやすく
学ぶことができます。

●野生トキ観察施設「トキのテラス」

トキの生息環境にふれる場所
として、野生トキ観察施設。

トキの観察やお話を聞くことが
できる「トキの森公園」と併せて
学ぶことができます。

体験メニュー

集落で受け継がれている神事、寺
社での祭、能といった伝統芸能を、地
域の方と交流しながら体験可能！

○集落で受け継がれる鬼太鼓を学ぶ

○佐渡を拠点に海外でも活躍する
「鼓童」の指導による太鼓体験

●島の伝統芸能を学ぶ

美しい島の景色を望むこともできます

佐渡観光交流機構 検索



○アクセス抜群

多くのスキー場が高速道路ICに近く、

新幹線直結のスキー場もあります。

○ホテルを出るとすぐゲレンデ

ゲレンデとホテルが直結している所

が多く、移動の負担が少ないです。

○初心者でも楽しめる環境

ビッグゲレンデからファミリーゲレンデ
まで、様々なスキー場があります。

○スキー以外のメニュー豊富

スノーシュー体験 雪かき体験

新潟県スノーエリアの特徴 修旅実績のある主なスキー場
●NASPAスキーガーデン ●舞子スノーリゾート

●シャトーテル塩沢 ●湯沢高原スキー場

●妙高スキーパーク ●赤倉観光リゾートスキー場



5 安心・安全の取組＿受入団体の対策

○ 感染拡大防止マニュアルの
作成・徹底

○ 感染症対策等研修会の開催

○ リスクマネジメント研修会の開催

県内の農泊受入団体では、宿泊施設・

公共施設・観光施設への感染予防対策や

滞在中の新型コロナウイルス感染症疑い

発生時の対応マニュアルを作成するなど、

順次、受入体制を整えています。

県内の民泊農家、農家民宿、農山漁村

インストラクターは、2013年から

「リスクマネジメント研修」を定期的に

受講し、安全管理や事故予防、感染症対

策について学んでいます。

令和２年６・８月には、県内の農泊

受入団体向けにコロナ対策の事例やコ

ロナ対応に絞ったガイドラインと

チェック項目の作成について研修会を

開催し、農泊受入団体が一丸となって

感染症対策に取り組んでいます。



5 安心・安全の取組＿認証制度（市町村）

南魚沼市宿泊施設
新型コロナウイルス
感染症対策推進協議会

佐渡観光交流機構

南魚沼市

コロナ対策の協議会を設立し、

協議会が作成したガイドライン

に対応できた宿泊施設に会員証

を渡す制度

佐渡市

感染防止策など一定の基準を満

たした宿泊施設や飲食店、観光

施設などを認証する制度

○ 県内の一部の地域では、認証制度を創設し、宿泊施設や
飲食店なども感染症対策に取り組んでいます。



新潟県観光局観光企画課
（観光全般について）
問い合わせ先： 025-280-5254

ホームページ（観光協会）： https://niigata-kankou.or.jp/

にいがたグリーン・ツーリズムセンター
（グリーン・ツーリズムに関する窓口）

問い合わせ先： 025-280-5707
ホームページ：http://green2rhythm.jp/

https://niigata-kankou.or.jp/
http://green2rhythm.jp/

