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農村生活研究第61巻第 1号 2018.2

［現地報告］

民泊女子交流会による農山村教育民泊の受入推進
一京都府南丹市日吉町世木地域振興会の取組一

中尾誠二＊

New Meeting Style to Increase Educational Rural Hostfamilies: 
A Case of Promotion Group in Seki, Kyoto Prefecture 

Seiji NAKAO* 

1 . はじめに

2012年 11月 24日，第 60回「日本農村生活研

究大会」において筆者は“農山漁村での少人数分

宿を伴う教育旅行,,を「教育民泊」と表現した。

農林漁業の体験や農山漁村生活の体感を通じた児

童生徒への高い教育的効果等が評価され，修学旅

行等で教育民泊を採り入れる学校は現在も増え続

けている。

総務・文部科学・農林水産 3省が 2008年度から

推進した「子ども農山漁村交流プロジェクト」を

契機に教育民泊の受入地域も全国各地に広まった

が， 2014年頃からネット上の予約システム airbnb

等を経由した大都市圏（の空き部屋泊を中心とす

る）違法民泊と混同される傾向が強まってきた。

そこで 2016年 5月，沖縄県修学旅行推進協議会は

「教育旅行における家業・生活・文化等の体験を

伴った民家での宿泊」を教育旅行民泊（通称「教

育民泊」）と定義し，大都市圏違法民泊との差別

化を図った。

京都府南丹広域振興局管内（亀岡市・南丹市・

京丹波町）で「農家宿泊型教育体験旅行」の受入

を推進してきた「京都丹波・食と森の交流協議会」

も， 2016年 12月から「農山村教育民泊」を正式

名称として使い始めた。 2017年からは「森の京都」

としての観光プロモーション対象となった綾部

市・福知山市も教育民泊の受入範囲に加わり，広

域連携による修学旅行生等の本格的な受入体制が

整備され始めている。

教育民泊の取組は，送客側である小中麻校（実

際は旅行会社）の窓口となる「受入組織」と少人

数分宿先となる「受入家庭」が車の両輪として機

能することで初めて実現するが，多くの受入組織

で受入家庭の軒数確保が大きな課題となってい

る。

受入家庭 1軒あたり数人ずつ分宿して農山漁村

での生活体験を行うため，数百人規模の児童• 生

徒を受け入れるには数十軒の受入家庭が必要であ

る。入村式や退村式を行う場所から分宿先までの

移動は各民家の自家用車で行われる場合が多いの

で，その乗車定員となる 3~4人が 1軒あたり定員

となる。したがって，例えば l学年 300人規模の

学校に対応する場合 100軒近くの受入家庭が必要

となる。

本稿では，この課題に対して「民泊女子交流会」

という新しい手法を採り入れた京都府南丹市日吉

町「世木」地域の取組を報告する。

2 京都府南丹市日吉町世木での教育民泊推進

(1) 京都丹波エリアにおける教育民泊の受入

京都府（南丹広域振興局および農林水産部）は

2011年 3月，京都丹波「食と森の交流の都」構想

を策定した。この理念に基づいて同年 4月に「京

都丹波・食と森の交流ネットワーク」が設立され，

2012年 4月「京都丹波・食と森の交流協議会」と

なった。 2016年 4月には法人格（一般社団法人）

も取得し，現在に至っている。

教育民泊の受入は 2013年度 72人に始まり，以

降も受入人数を増加 (2014年度 180人・ 2015年度

556人・ 2016年度 786人）させてきた。

なお， 2014年度に筆者は旅館業法等の規制緩和

に関する京都府南丹広域振興局の調査研究メンバ

ーとなったが，当時は教育民泊を「農家宿泊型教

育体験旅行」と称していた。しかし，京都丹波・

食と森の交流協議会（以下「食森協議会」と略記）

は2016年 12月から「農山村教育民泊」を正式名

称として使い始め， 「受入農家」と称していた分

宿先も「受入家庭」という表現に変更した。つま

り，非農家であっても農山村の家庭なら農的生活

＊福知山公立大学地域経営学部 (Facultyof Regional Management, The University of Fukuchi yama) 
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体験は可能であり，実際に受入を行っているとい

う現実を反映させたのである。

食森協議会は前述した通り当初 3市町で教育民

泊に取り組んできたが，2017年からは京都府中丹

広域振興局管内の 2市も加えた 5市町（亀岡市 ・

南丹市・京丹波町 ・綾部市 ・福知山市）が受入エ

リアとなっている。京都府では京都市外域の観光

プロモーションとして 3つのキーワード（海 ・森 ・

お茶）を冠して実施しているが，綾部 ・福知山の

両市が「森の京都」エリアに含まれたためである。

この京都丹波エリアで 1学年 300人規模の教育民

泊が受入可能となるよう，受入家庭の確保策が進

められている。

(2) 世木地域の概況

京都府南丹市は， 2006年 1月 1日に旧4町（園

部町・八木町・日吉町 ・美山町）が合併して発足

した人口 3万 2346人 (2017年 11月 30日現在）

の自治体である。旧4町の人口は，園部 l万 5967

人・八木 7483人 ・日吉 4983人 ・美山 3913人。日

吉と美山は特定農山村法 ・過疎法 ・山村振奥法の

指定地域となっている。

過去に遡ると日吉町も 1955年 4月 1日の旧 3

村（五ヶ荘村・胡麻郷村・世木村）合併で発足し

ていて，本稿で報告する「世木（旧世木村）地域」

の人口は 4 集落（殿田 ・ 木住 • 生畑 ・中世木） 728 

人，日吉町内での人口比は 728/4983=14.6%。日

吉ダム（着工 1988年・竣工 1998年）建設に伴っ

て 2集落（天若 ・中）が水没していて，多くの農

山村と同様，人口減少と少子高齢化が進んでいる。

(3) 世木地域振興会による教育民泊の取組

南丹市が発足した 2006年，世木地域 4集落の各

地区で取り組めない中長期的な協同事業を行うた

めの連携組織「世木地域振興会」が設立された。

しかし，振興会の役員任期は 2年であるのに対し，

2012年に導入した京都府の地域活性化事業期間

が 3年であったため，下部機関「世木の里づくり

委員会」も実行部隊として組織されている。そし

て，世木地域を対象とする京都府「里の公共員」

が 2014年 12月から活動を開始した。

食森協議会から教育民泊の受入を依頼された彼

女や地元の区長が受入家庭の確保に駆け回り ，

2015年 10月に世木地域として初の受入 (11軒で

45人）を中世木地区で実現した。2016年も 2回の

受入 (9月に 9軒で 36人 ・11月に 10軒で 41人）

を達成したが，その際には殿田 ・木住 • 生畑も含

めた世木地域の全 4地区から受入家庭を募った。

受入家庭 19軒は世木地域の全世帯数 300戸の

民泊女子交流会による鹿山村教育民泊の受入推進

6. 3%にあたる。教育民泊の受入家庭が全世帯の

10%を超える地域は少ないので，受入開始 2年で

達成した値としては非常に高いと言える。受入家

庭の軒数を増やし，農家と非農家の連携で農的生

活体験を実現させたのは，公共員の彼女を軸に展

開された「農村女性のネットワークカ」であった。

(4) 民泊女子交流会の実施

教育民泊の受入家庭増に向けた講演を世木地域

振腿会から依頼された筆者は，2017年 5月 12日

に現地で関係者と事前相談を行った際「受入家庭

の女性だけで“女子会”と称した反省会を行った」

旨を聞いた。その話にヒントを得て，一般的な「講

演会」でなく， 「民泊女子交流会」と称して女性

中心に参加を呼び掛ける方式を提案した。

多くの教育民泊受入地域で「旦那は受入を引き

受けてきても奥様の承諾が得られ難い」という話

が聞こえてくる。世木地域が 2年という短期間で

教育民泊の受入家庭を全世帯の 6.3%まで確保で

きた大きな要因は，農村女性の関係性（子育て現

役時代に付き合いのあった仲間同士の再会等）を

公共員達が上手く活かせた点にもあろう。 したが

って，今後の受入家庭確保も女性を中心軸に据え

る必要がある。そこで上記の方式（チラシの副題

には「男性も大歓迎」と明記）を 6月 30日に南丹

市日吉町 「殿田と一くほーる」で実施した。

嘗 Ill會 世木の●づくり聾員会

（募集チラシの一部分）

一方的に講演を聞くのではなく ，受入経験のある

家庭が新規受入意向のある人へ説明する時間を最

も重視した。当日の様子は以下の通り 。

1) 導入

開会は 19時半。まず最初は普通のスク ール形式で

導入の話と動画を上映。
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2)交流タイム

教育民泊の受入経験者に未経験者が質問したり，

意見交換する時間。

3) 発表タイム

『他己紹介』方式で相手から聞いた話を発表。

4) 発表者の表情

こちらのグループには受入組織のスタッフも。

~ +らには世木以外の地域で活動する公共員 も 。

数人ずつのグループに自然と分かれ，存分に意見 5) クロージング

交換できた様子が発表時の表情から読み取れる。 21時で終了。主催者の閉会挨拶。

(5) 民泊女子交流会の感想

こちらは完全な女子会グループ。 当交流会の様子を掲載した筆者の facebookコメ

ント欄には次のような感想をいただいた。

1)主催者

日本初？！の『民泊女子交流会』は予想以上でした。

受入経験者の方が楽しく話すことで，未経験者の

方の気持ちがほぐれて前向きになり，その気持ち

が経験者の喜びとなって， 自然に会場全体が和気

あいあいとした雰囲気になっていきま した。自分

たちの経験がプラスのエネルギーを持って広が

り，つながって，そのつながりがさらに地域を元

気にする。そんな好循環が生まれる気がしました。
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2) 参加者

久しぶりに学生になったような気分で授業？に参

加しました。楽しい取り組みでした。•••大人にな

ってからの学習の方が楽しいっていうのは余裕が

あるからでしょうか。…また機会があればお話を

お聞かせ下さい。

(6) 民泊女子交流会の効果

2017年の教育民泊受入前に当交流会を実施し

た結果，年 2回の受入で新規家庭が世木地域 7軒，

日吉町内の他地域（胡麻） 2軒も合わせると 9軒

の増加となり，一定の効果はあったと考えられる。

3.'おわりに

事前相談の時に聞いた「女子会」の話を展開さ

せて実施した今回の「民泊女子交流会」方式，教

育民泊に取り組まれている各地域でも是非お勧め

したい。教育民泊が農山漁村の地域活性化策とし

て社会的にも経済的にも非常に有効であることは

数々の事例紹介や研究でも示されているが，最大

のネックが「受入家庭の軒数確保」であることは

多くの受入地域に共通して言える。その解決策の

一つとして本稿で報告した方式を試していただき

たい。 （ただし，全く受入経験のない地域では実

民泊女子交流会による農山村教育民泊の受入推進

施できないので，その場合は受入先進地への視察

等と組み合わせる等の方法が考えられる。）

大都市圏に多い数百人規模の学校を収容できる

教育民泊受入地域は実際あまり多くない。そのた

め受入可能な数少ない特定地域へ大規模校の行き

先が偏る傾向にあり，それらの地域では「受入過

多」等に起因する質的低下も指摘され始めている。

教育民泊の質的維持を図るためにも，受入家庭に

過重な負担を強いないためにも，軒数確保は今後

も大きな課題であり続ける。全国各地で「民泊女

子交流会」が行われ，教育民泊が多くの地域で末

永く取り組み続けられることを期待している。
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