
  
  持続的農村ツーリズムの展開に向けての課題

  誌名 農村計画学会誌 = Journal of Rural Planning Association
ISSN 09129731
著者名 大江,靖雄
発行元 農林統計協会 (発売)
巻/号 38巻1号
掲載ページ p. 10-14
発行年月 2019年6月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



口特集基調論考口

持続的農村ツーリズムの展開に向けての課題

ーコミュニティ・ベース・ツーリズムの視点から一

Overcoming Challenges toward Sustainable Rural Tourism: 

A Perspective of Community-based Tourism 

大江靖雄＊

Yasuo OHE 

1 はじめに

我が国でグリーン・ツーリズムと呼ばれる農村ツーリ

ズムの振興策が開始されて四半世紀となる。筆者は，農

村ツーリズムの日伊間の比較研究を 1990年代前半から

続けてきたが，急速に発展したイタリアのアグリ・ツー

リズムと比べると，我が国での展開は非常に遅いものが

ある。両者のスタートはそれほど大きな違いがある訳で

はないにも関わらず，何が両者の差をもたらしてきたの

か，その要因を持続性の観点から考察して，今後の安定

的な発展に向けた課題を展望することが本稿の目的であ

る。筆者は，以前から農村ツーリズムに経営政策が必要

との立場から，経済性の向上の必要性を述べてきた!)0 

本稿もそうした観点から，我が国のコミュニティ・ベー

スな農村ツーリズムの現状を評価して，今後の展開方向

を考察する。

これまで，我が国の農村ツーリズムは，主として国内

のみのコンテキストで議論されることが少なくなかった

といえる。これに対して筆者は，先行するイタリアと比

較することで，我が国の農村ツーリズムの特徴と課題を

より明確にできると考える。そこで，これまでの我が国

の農村ツーリズムの展開を振り返り，持続性の観点から

どこに課題があるのかを，イタリア・アグリツーリズム

との比較考察を通じて明らかにする。最後に，農村ツー

リズムに関わる今後の農村政策へのいくつかの示唆を行

い，政策的支援策のあり方を展望してみたい。

2 持続性の観点からみた我が国農村ツーリズムの展開

我が国のグリーン・ツーリズムは，農林漁業体験サー

ビスと宿泊のコンビネーション・サービスとして振興が

図られてきた点に特徴がある。類似のより包括的な都市

農村交流という言葉も用いられている。両者はどのよう

に違うのであろうか。筆者は，経済学的な観点から，以

下のように 2つの概念を定義している。農村ツーリズム

（グリーン・ツーリズム）は，農業者が生み出す外部性

である環境的機能や社会文化的な機能からなる多面的機

能の内部化，つまり農村ビジネスとして所得化する活動

と規定できる。これに対して，都市農村交流は，必ずし

も収益を目指さず交流のみを目的とする場合もあること

から，多面的機能として生じる外部性を完全に内部化し

て，所得化するわけではなく，一部は外部性のまま対価

を得ることなく提供される。つまり，都市農村交流の場

合は，内部化は不完全といえる。これに対して，前者の

農村ツーリズムは，完全な内部化を目指す活動というこ

とができる 2)。ただし，都市農村交流ビジネスという表

現は，外部性の完全内部化を目指していると解釈される

ので，農村ツーリズムと同義といえる。以上の規定から

本稿では，完全な内部化を指向する農村ツーリズムを対

象として議論する。

次に，我が国の農村ツーリズムについて，持続性に関

して，よく知られている環境社会，経済の 3つの観点

から評価してみよう。この 3指標について，我が国とイ

タリアのアグリ・ツーリズムを評価すると，おおよそ図

のように評価できる。これは，イタリアを基準 1として

相対的な我が国の位置を，筆者のこれまでの研究活動で

得た認識を基に示したものである（日本：環境 0.8,社

会0.7, 経済0.3)。このため，筆者の主観的評価である

点は，述べておきたい。数値自体に意味はなく，イタリ

アを正三角形としたときの，我が国の形状に注目してい

ただきたい。一見してわかるように，我が国の場合は，

いびつな形状をした三角形となっている。つまり，イタ

リアに比べて我が国の場合は，三つの指標間のバランス

が，良くないことが明らかである。このいびつな三角形

は，我が国農村ツーリズムの問題点を端的に示している。
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特に，経済に関する指標で値が低く， これがそのアンバ

ランスをもたらす大きな要因となっている。言い換える

と，相対的に社会面の要因が重視されている。ではなぜ，

日伊でこのような違いが生じたのか，以下各指標につい

て詳細に検討してみよう。

(1)指標：社会

まず，我が国が最もイタリアに近い社会の指標に関し

てみてみよう。我が国の場合は，上述したように体験や

交流という観点が強調されてきたきらいがあり，その社

会的な意義が重視されてきたといえる。農村の伝統文化

や農業について知ることは，教育的機能が認められるし，

活動により仕事が生まれ農村の人口が維持されて農村資

源が保全されることは，地域社会の存続という点で重要

な意義を有している。また保健休養機能として，都市居

住者が農村滞在によりストレスを軽減してより心身の健

康状態を保つことは，予防医学的な観点からも重要とい

える。

いずれもこれらの効果は，多面的機能として認識され

ており，農村への理解と関心が高まり交流人口の増加を

通じて，ひいては定住人口が増えればとの期待感が込め

られている。したがって，農村ツーリズムは都市集中に

よる外部不経済を軽減して，よりバランスのとれた国土

の発展に貢献できると期待されている。もう一つ重要な

論点は，女性の経営参画そして起業家としての活躍の

場として農村ツーリズムが重要な意義を有していること

である。この点は，本誌別稿で詳述しているので，そち

らに譲る ”。

これらの点は，イタリアにおいても同様であるものの，

イタリアではさらに社会的包摂 (socialinclusion) とい

う観点から，身障者の受け入れを用意するためのバリア

フリー化への取り組みもなされている。しかし，こうし

た対応のためには，大きな改修費用を伴うため， どこで

もバリアフリー化が進んでいるわけではないが，政策的

な位置づけはなされている。また，イタリアのアグリ・

ツーリズムでは，伝統的な家屋を生かした改築を行うこ

とが義務付けられており，農村の伝統的な文化遺産・資

源の保全という観点も重要視されている 匹

このように，我が国で社会面での効果が相対的に高い

比重が与えられたのは，グリーン・ツーリズムが農業政

策ではなく農村政策に位置付けされてきた点に一因があ

ると筆者は考えている。我が国では，農業生産関連活動

に含まれる農村ツーリズムは， 6次産業との関連からこ

うした位置づけが与えられているものの，農村ツーリズ

ムを含む農業生産関連活動は，農業生産関連活動所得と

して農業所得とは明確に位置づけされていない。

これに対して，イタリアの場合は EUの資金を活用し
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日本
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図l 持続性の観点からみた農村ツーリズムの日伊比較

たLeaderプロジェクトのような農村政策からの観光開

発のアプローチもされていることに加えて，農業者の活

動として，家族の総労働時間で半分以内であれば，アグ

リ・ツーリズムは，農業所得として位置づけされてい

る鸞 このことから，労働生産性を高めることで，条件

不利地域でアグリ・ツーリズムを行う経営的インセンテ

イプが作用するように制度的設計がなされている。条件

不利地域では農業生産の生産性が低いため，アグリ・ツ

ーリズムにより経営全体の効率性が高まる可能性があ

る。それにより，条件不利地域での所得獲得の機会を増

やして人口維持を可能とすることになる。

残念ながら，現段階で我が国には農村ツーリズムに関

してこうした経営の効率性を高める動機づけとなるよう

な制度的仕組みは存在していない。

(2)指標 ：経済

以上の事情は，次の経済の指標における日伊の大きな

差をもたらす要因となっている。つまり我が国の場合，

経済の指標値が低く，いびつな三角形となる理由は，経

済性を十分考慮していないことを指摘できる。冒頭で指

摘した，外部性を完全に内部化していない都市農村交流

が行われてきたことで，外部性を完全に内部化して所得

化することへの意識が低く，これまで経営者能力の育成

も十分ではなかった。体験サービスも画ー的になりがち

で，魅力的なコンテンツ開発が行われてきたとはいいが

たい。このため，高齢者の小遣い稼ぎの活動に止まるこ

とが多く，青壮年層が専業で取り組んで家族を養えるレ

ベルの活動としての発展が十分にみられないままであっ

た。もちろん，超高齢化社会として世界の先陣を切って

いる我が国では，高齢者の活躍の場として農村ツーリズ

ムの意義は，小さくない 鸞 しかし，青壮年層が家族を

養える水準の所得を生み出すまでになっているところは

多くない。

これに対して，イタリアでは， 7~9月の夏季バカン

スシーズンに需要が集中して，季節性が強いものの，当
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初から経済性を前提として活動が行われてきた。私たち

の調査から，離農跡地を買い取り新規参入者がアグリ・

ツーリズムを始めることが少なくないことも明らかとな

っている。つまり，アグリ・ツーリズムが新規就農のメ

ニューとして十分に成立している。特に，都会で企業な

どに勤務している中で，ストレスの多い都会生活に疲れ

て，仕事と生活の場として農村を選ぶ若者も少なくない。

これは，都市部での若者の失業率が高いことも作用して

いるが，アグリ・ツーリズムが農村での生活を可能とす

る重要な所得機会として，十分成立すると認識されてい

るからである。このように，イタリアでは経済性が活動

の前提になっているため，青壮年層の参入がみられるし，

既存の農家においても経済性を考えて，アグリ・ツーリ

ズム活動を行っている。以上から，経済性を軽視した活

動は，持続的とはいいがたいことを指摘できる。我が国

で「交流疲れ」という言葉がよく聞かれるのは，この経

済性と社会性のアンバランスな状態が背景にあると考え

られる。つまり，期待する報酬に比べて，実際には低収

益状態で負担感ばかり大きくなり，結局活動の継続が困

難になるためといえる。

以上のように，両国間では農村ツーリズムのアントレ

プレナーシップという点で大きな違いがみられる。その

要因の一つは，イタリアでは基本的に支援は経営単位で

行われてきたのに対して，我が国の農業政策・農村政策

は集落などの集団を単位として支援がなされてきたこと

による部分が大きいと考える。言い換えれば，我が国は

コミュニティ・ベースな支援が基本であることから，個

としての経営体の成長よりも集団としての取り組みが優

先されてきた。農村ツーリズムのこれまでの研究におい

ても，宮崎 7,8)による地域経営論という視点が提起され

てきた。そこでは，欧州の個別型と対比して水田作を基

本とするアジア型の地域経営論を提起している。しかし，

アントレプレナーシップの育成という観点での議論は，

十分みられない。取り上げられたいくつかの事例は，そ

の後の展開が十分みられないケースも存在しているが，

これは，アントレプレナーシップの育成が十分ではなか

ったことによるものと筆者は考える。このことは，コミ

ュニティ・ベースのコンセンサス重視の意思決定方式と

経済性の追求との両立の難しさを示しているといえる。

しかし，経済的な自立がなければ社会面の持続性も困難

であり，その点で農村アントレプレナーシップの確立が

必要と考える。

筆者がしばしば経験してきことで，農家の方々や農村

部で経済性が重要と述べると， しばしば観光業者化する

のかという極端な反応がなされることがあるが，そうで

はなく，再生産を可能とする経済性が持続性の必要条件
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であるという点を述べているだけであり，社会面の重要

性を軽んじるわけでもなく．農的アイデンテイティを捨

てることになるわけではない点は強調しておきたい。要

は，あくまで適正なバランスが必要ということである。

(3)指標：環境

3つ目の環境についてみてみよう。環境面で． 日伊の

両者に経済に次いで大きな差が生じている。日本では，

一部の都市観光でオーバー・ツーリズムと呼ばれる観光

客が押し寄せて．混雑現象・物価高騰や地元住民とのト

ラブルなど外部不経済が生じている。他方で．農村ツー

リズムに関しては，多くの地域でいかに田舎に観光客を

ひきつけるのかが議論されている状況であり，混雑現象

はむしろうらやましいとさえいえる状況にある。つまり．

環境負荷の点では．問題となる水準には達していないと

いえる。

その反面．伝統的な景観や資源に対する配慮は．十分

とはいいがたい。具体的にいえば．一般に宿泊施設を新

築する際には，その色や形にたいする制約はない。個人

の自由の領域である。その結果．統一性のない建物が日

本中に出現することになる。カー 9)は日本人の景観に

対する無神経さについて，事例を挙げて厳しく指摘して

いる。周辺環境との調和が，農村ツーリズムの重要な要

素であることはまだ十分認識さているとはいいがたい。

これに対して，イタリアをはじめ欧州では．景観に対

する規制は非常に厳しく．アグリ・ツーリズムについて

も同様で， とくにアグリ・ツーリズムでは伝統的な家屋・

畜舎などを宿泊施設として整備することが必要であるた

め．周囲の伝統的な景観と調和することが義務付けられ

ている。このため，まったく新たに建築物を建てること

は許されず，修復して使用することが基本となる。その

際．使用する建材も．例えば建物の壁に使う石材もでき

るだけ同じものを使うことが規定されている。こうした

景観環境に対する配慮は，欧州の文化的な伝統ともいう

ことができる。しかし．我が国では．景観法の成立も遅

＜．景観への認識はまだ十分とはいいがたい。しかし，

今後農村ツーリズムでキャリング・キャパシティを超え

るオーバー・ツーリズムの状態が生じることがありうる

ので．この点に関する調査研究と政策的対応策も課題と

なろう。

以上の考察をまとめると．我が国の場合．農業政策と

同様に農村ツーリズムもコミュニティ・ベースな展開を

図っている点に特徴があり．そのため個別経営ベースで

の場合よりも社会面での意義が注目されがちで，経済性

とのバランスをとることが難しくなっている。つまり，

この点で我が国の農村ツーリズムは持続性という点での

課題をより多く抱えているというのが現状といえる。



3 今後の農村ツーリズムの展開方向

では，最も課題となっている経済性の向上を図るため

には， どのような方向性を目指すべきであろうか。以

下では，この点について考察を加える。農林水産省は，

2017年度から「農泊」と呼ばれる新たな農村ツーリズ

ムの政策プログラムを開始している。これまでの「グリ

ーン・ツーリズム」と何が違うのであろうか。筆者は，

以下のように両者の特徴を対比している（表）。その特

徴は，プロダクト・アウト型からマーケット・イン型へ

の転換である叫いずれも，コミュニティ・ベースな都

市農村交流ビジネスの取り組みを対象としていることは

変わりない。しかし，農泊とこれまでのグリーン・ツー

リズムの違いは，農泊では，経営体としての自立性を明

確にしている点である。従来の活動が低収益にとどまっ

ている原因は，需要者側のニーズを十分踏まえたもので

はないため，需要者ニーズとサービスの提供者である農

家側の努力とがミスマッチを起こしていることにあると

いえる。農泊プログラムでは， 2020年度までに 500件

の自立した経営体を育成することを目標としている。農

泊ではより市場を明確に意識した取り組みを行っている

ということができる。このため，想定する市場は，これ

までの修学旅行生などのマスで安定的な学校需要であ

るものの低価格にとどまるマーケットのみならず， FIT

(Free Independent Traveler) と呼ばれる個人・カップ

ル・少人数の旅行者を対象とした高品質・高価格市場や，

従来本格的に考慮されてこなかった外国人市場について

も対象としている。また，地域での農村ツーリズム活動

の担い手となる主体は法人格を取得することで，魅力あ

るコンテンツの開発と有効なマーケティング活動を実施

してより経済的持続性を明確に意識した取り組みが期待

されている。

現在，ポスト農泊プログラムの制度設計に関する議

論がなされており，そこでは農村アントレプレナーシ

ップの確立を図ることがより明確にされると予想され

る。また，これまでのコミュニティ・ベースな取り組み

は，属地的でクローズドな地域社会のみで全てを解決し

ようとしてきたが．今後は地域内の多様なステークホル

ダー間や地域間，そして全国的なネットワークを活用し

社会的学習機能を生かして相互に経験をシェアすること

で．不足している人的資源・ノウハウを補完することも

必要不可欠と考える。筆者は．これを重層的コミュニ

ティ・ベース農村ツーリズム (MultitieredCommunity-

based Rural Tourism = MCRT)と呼んでいる。とくに．

NPOは個別経営体が不足しているコンテンツ開発・

人材育成・人的ネットワーク構築などで重要な役割を果

たしているため．地域のステークホルダーとして注目さ

れるべきといえる。こうした外部のオープンで重層的な

コミュニティで補完し合う新たなコミュニティ・ベース

農村ツーリズムで，より魅力的な活動が可能となること

が期待される。

今後農村の機能として重要性を増すと想定されるの

は，農村での心身のストレス軽減機能．いわゆる癒しの

機能である。社会変化のスピードは，情報化の進展で加

速化しており，これは現代人に大きな適応のストレスを

与える状況になっている。今後農村に求められる機能は．

予防医学的な癒しの機能と考える。これにより．増大す

る医療費の削減にも貢献できる。しかし．その効果の実

証は，まだ始まったばかりである 11)。新たな農村ツーリ

ズムの一形態として，今後この分野の研究深化が期待さ

れる。

4 むすび

本稿では．持続性の観点からイタリアのアグリ・ツー

リズムと比較考察し，我が国の農村ツーリズムの課題と

して，社会性に比べて低収益による経済性について改善

が必要なことを指摘した。また．現在の農泊プログラム

は，経済性の向上を明示的に重要視している点に特徴が

あることを指摘した。今後の展開方向として，重層的な

オープン・ネットワークの活用で社会的学習により経験

のシェアと足りない人材と資源を補完することで，農村

アントレプレナーシップの育成を図る必要がある。来日

表我が国における農村ツーリズムのプログラム対比

区分 旧型 新型

タイプ プロダクト・アウト型 マーケット・イン型

政策プログラム グリーン・ツーリズム 農泊・渚（なぎさ）泊

地域運営主体 任意団体 法人
経営活動としての位置づけ 必ずしも明確ではない 経済的に自立した経営活動

マーケット志向性 指向性あまり問わない 指向性あり

収益性 低収益 経済的に自立可能なレベル

担い手 農家高齢者・女性等 青壮年経営者

目標 都市農村交流農村活性化 持続的な農村ビジネス経営体の成立

市場 国内客 国内客＋外国人客

資料：大江(2019)「プロダクト・アウト型からマーケット・イン型農村ツーリズムヘ」食と緑の科学． 73.8-9. 
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する外国の友人たちは，異口同音に日本の農村は美しい

という。彼らから我が国農村は，世界にも誇れる美しさ

を有していると筆者は教えられてきた。いつも何もない

という地元の方々には，その日常こそが本物の大切な資

源であることを理解いただきたい。そこにこそ，本物の

農村の大きな可能性があると信じている。自分が持つ大

事なものを理解することから，農村アントレプレナーシ

ップヘの第一歩が始まる。
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