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［報文］

韓国における農村ツーリズムの推進と参加農家経営者の意識

ヂ　起詰＊

The　Promotion　of　Green　Tourism　and．the　Attitudes　of

　　　　　　　Particlpant　Farmer　Managers　in　Korea

Kichol　Yun

　　　The　purpose　of　this　research　is　to　present　a　future　v1ew　on　green　tourism　in　Korea，

focusing　on　the　green　tourism　of　each　village　promoted　by　the　Ministry　of　Agriculture

an（i　Forestry　an（i　the　National　Agriculture　Coop金rative　Fe（ieration，as　part　of　the

improvement　policy　for（1eveloping　rural　areas　and　increasing　the　income　of　farm

households．In　addition，this　paper　will　attempt　to　clarify　the　current　state　and　problems

of　green　tourism　through　a　survey　of　the　attitudes　of　t虹ose　farmers　who　participated　in

it　The　promotion　of　green　tourism　is　highly　desirable　ln　Klorea，as　the　structure　of　rural

society　is　changing．For　this　purpose，structural　changes　in　rural　society　an（1the

development　of　green　tourism　in　Korea　were　reviewe（i，and　tke　attitudes　of　farmer

managers　who　participated　in　green　tourism　were　surveyed．

　　　The　survey　results　clearly呈ndicate（1that　green　tourism　has　become　a　new　business

among　middle－aged　people，and　has　provided　full－time　and　part－time　farmers　with　sub－

income　or　extra　income．On　the　other　hand，a　lack　of　resources　in　the　region，namely

facilities　an（i　money，has　been　revealed，as　well　as　the　problems　ohoise　an（i　garbage．

　　　In　the　future，it　ls　hoped　t虹at　there　will　be　further　improvements　in　farmers’

incomes　an（i　in　the　revitalization　o至rural　areas．Moreover，it　is　hoped　that　the　exchange

between　cities　and　rural　areas　will　be　promoted　through　green　tourism　whilst

maintaining　preservation　of　the　natural　environment　and　the　traditional　culture　of　Korea．

As　a　result，“softer”improvements　should　take　precedence　over“harder”ones．

［キーワード］

農家所得　income　of　farm　households，兼業農家　part－time∫armers，農村ツーリズム

green　tourism，農村活性化　rural　area　revitalization，都市農村交流exchange　between

citieSandruralarβas

　　　　　　　　　　1　はじめ1こ

1980年代後半以降のUR合意やWTO体制下の農

産物の市場開放，特に，米の関税化や中国の

WTO加盟によって，韓国の国内農産物の市場価

格は不安定な状況に落ち込み，農村地域では，農

業所得の停滞や担い手の若年層の減少・離農など

の問題に悩まされている。

＊東京農工大学大学院
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　そこで，その打開策の一つとして，農業・農村

の多面的な機能を見直し，農業以外の新たな農家

所得源の開発を求められ，99年に制定された「農

業・農村基本法」により，初めて緑色観光（農村

ッーリズム）1）が政策課題になっている。この基

本法では，農業・農村の保護，規制などを緩和し，

市場経済原理の導入により効率性を高めるととも

に，農業の公益的機能を考慮することを基本原則

として定め，新たな農政体系の方向を示したもの

である。その中で，農村ツーリズムは「農村地域

開発及び所得支援」を目的とし，新たな農村の所

得増加と農村経済の活性化，都市農村問の交流の

拡大，国土の環境保全など総合的な農村地域開発

政策として講じられている2）。

　しかし，既に韓国の農政では農外所得政策とし

て，80年代後半から，多くの事業が農村ツーリズ

ムの一環として推進されてきたが，高い効果は得

られなかった。それらの事業の中で，84年から推

進された「農漁村観光所得源開発（以下，観光農

園）」は，農家所得増加に大きな期待がされたも

のの，多くは役割を果たせない状態にあると評価

されている3）。

　その原因として，個人中心の経営形態，国の政

策と制度の制約，地理的条件や環境，プログラム

の開発及び広告の不足，関連施設の資金の過剰投

資，経営能力の不足などが取り上げられた。その

ため，今までの観光農園を含む多くの農外所得事

業の問題点に対して，新たな農家所得や農村地域

開発の戦略と発想の追求として集落・村単位で行

なわれている農村ツーリズムが注目されている。

　韓国ではこれまで，農村地域開発政策としての

農村ッーリズムの捉え方として，観光学や社会応

用学と農学関連分野からの研究が多い。観光学や

社会応用学の視点からでは，観光事業を通じて都

市と農村の交流や地域活性化を図る手段として，

農村ツーリズムの政策や事例を評価・分析した姜

（1997）（2001）などの研究がある。農学関連分野

の視点では，農村が抱えている問題の解決策とし

て農業・農村の多面的な機能を利用した農村地域

開発や活性化の条件と課題を分析した朴（2002a，

（2002b）などの研究がある。

　しかし，これらいずれも農村ツーリズムによる

農村地域の活性化を目指した研究であるが，理論

的・政策的な論文と成功した集落・村の事例紹介

に終わっている。そこには，実際の農村ッーリズ

ム参加農家に対する意識に関する分析は見当たら

ず，初期段階にある集落・村単位の推進に対する

参加農家経営者の明確な意識と動機付けを把握す

る必要がある。

2．目的と方法

　そこで本研究では，農村地域開発政策として農

林部や農協中央会で推進されている集落・村単位

の農村ッーリズムに着目し，農業・農村の多面的

な機能や都市と農村の交流による農家所得の向上

に重点をおいて，農村ツーリズムの参加農家経営

者の意識調査を基に現状の把握や問題点を明らか

にし，今後の韓国の農村ツーリズムのあり方につ

いての基礎的な課題を提示することを目的とす

る。

　そのため，第1に，韓国の農村社会構造の変化

と農村ッーリズムの必要性や展開に関して理論的

な分析を行なう。第2に，実証的には，韓国の農

林部が推進している農村体験モデル村や農協中央

会が推進しているファームステイ村を対象にし

て，①参加農家の構造の変化，②農村ツーリズム

の経営，③農村地域開発に対する参加農家の意識，

④農村ッーリズムの実態と将来展望につレ・て検討

を行なう。

3．農村社会構造の変化

　（1）農家人口の減少と高齢化の進展

　韓国の農家構造の変化は，表1に示されるよう

に，農家世帯数は1970年から2000年の期間に248

万世帯から138万世帯まで44％も減少し，農林業

就業者人口も476万人から220万人まで54％も減少

した。同時期の農家人口も，2000年の総人口に対

して8．6％にまで減少を見せ，農家1戸当たり世

帯員数も70年5，81人から2000年には2。91人まで減

少した。また，農家世帯数の減少や総耕地面積の

減少にもかかわらず，農家1戸当たり耕地面積は

70年の0．93haから2000年には1．36haまで増加する
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表1　韓国の農家・農業の特徴

区分 1970 1980 1990 2000

　　総人口　（千人）

　　総世帯　（千戸）

　総耕地面積　（千ha）

農林業就業者　（千人）

　　農家人口　（人〉

　農家世帯数　（千戸）

戸当たり農業就業者（人）

戸当たり世帯人　（人）

戸当たり耕地面積（ha）

32，241

5，857

2，298

4，756

14，422

2，483

1．92

5．81

0．93

38，124

7，969

2，196

4，429

10，827

2，155

2．06

5．02

1．02

42，869

11，355

2，109

3，100

6，661

1，767

1．75

3．82

1．19

47，008

14，391

1，889

2，203

4，032

1，384

1．59

2．91

1．36

年業
齢就
別業
の人
農目

15～59才（千人）

　15～59才（％）

60才以上（千人）

60才以上（％）

4，441

93．6
303

6．4

3，927

89．6
507

11．4

2，471

76．3
766

23．7

1，232

53．8

1，056

46．2

表2　耕地規模別の農家構成

単位：％

資料：韓国農林部「農業主要統計」2002年，韓国統計省

　　「200！年農林漁主要統計（人口及び家口）」2002年度。

注：年齢別の農業就業人口には，林業や漁業も含まれてい

　　る。

一方で，農家1戸当たりの農業就業者数は70年の

1．92人から2000年にはL59人まで減少した。

　これらは，70年代前半まで軽工業の経済成長に

より農村部からの単身流出が多く，70年代後半か

ら80年代後半までは，重化学工業化に伴い就業・

就学の問題や零細農業から所得の限界を認識し，

単身流出とともに世帯流出も多かった。、90年以降

は単身流出よりも世帯流出が多くなってきた41。

　また，表1から15～59才までの農業就業者を見

ると，80年に農家全体の89．6％から2000年には

53．8％まで激減する一方，60才以上の農業就業者

はll．4％から46．2％にまで増加しており，急速に

高齢化が進んでいる。このようなケースでは，高

齢の世帯が農業を生計維持の手段として支えてい

る場合が多く，農業からリタイヤせずに農作業を

続けていることが農業就業人口の高齢化をもたら

している。

　この原因の一つとして，韓国の農村地域での工

業化や他の兼業の諸条件が整っておらず，兼業の

機会を得るためには離農か，出稼ぎ形態をとらざ

るを得ないことがある。その影響から，農業の担

い手や農村人口は減少の傾向であり，高齢者農家

は増えつつある。したがって，農村ツーリズムの

導入は，今後の農業・農村維持や農家所得の確保

のために，農村での兼業機会・農家所得源として

有効であるとみられる。

年度 非農家
0．5ha

未満

0．5－

1．0

1．0－

1．5

1．5－

2．0

2．O　ha

以上

総農家
（千戸）

1970 2．9 31．6 33．2 18．0 7．8 6．5 2，483

1975 4．0 29．0 34．8 18．1 7．9 6．2 2，379

1980 1．3 28．4 34．7 20．3 8．9 6．4 2，156

1985 2．4 27．7 35．6 20．2 8．3 5．7 1，926

1990 1．3 27．2 30．8 19．9 10．8 9．8 1，7G7

1995 1．6 28．8 28．8 17．7 10．2 12．9 1，501

2000 1．1 31．8 27．4 15．6 9．5 14．3 1，383

資料：韓国農林部「農業主要統計」2002年。

　（2）耕地規模別農家構成と専業・兼業の状況

　韓国の耕地規模別農家は，表2に示したように

0．5ha未満の下層農家が総農家の約3割を占め，

比較的に零細農家が多く，総農家の割合も70年か

ら2000年までに44．3％の急激な減少が特徴であ

る。総農家世帯数の減少により，表1の1戸当た

り耕地面積では70年の0．93haから2000年には

L36haまで増加を見せたが，その内容は個人農地

所有が0．77ha（56．4％），借入農地が0．59ha

（43．6％）で，農作地の受委託関係が急速に進ん

でいる5）。

　また，耕地規模別の農家構成について70年から

85年までを比較してみると，下層農家（0．5ha未

満）と上層農家（L5ha以上）は減少するが，中

間層農家（0．5～1．5ha）は増加し中間層農家化が

中心になった6）。しかし，85年と2000年を比較し

てみると，下層農家と上層農家の割合は増加する

一方，中問層農家は減少し，両極への分化を見せ

ている。

　このような原因は，中問層農家は農業所得のみ

で農家経済の支えることが難しいため，耕地の規

模を縮小して兼業や離農するか，耕地規模を拡大

して上層農家になるかを迫られるためである。ま

た，農業労働力の高齢化により，高齢農家は担い

手農家に農地を委託して下層農家になり，担い手

農家は農業基盤整備と農業の機械化により農地規

模を拡大する必要性があることが考えられる。

　表3には専業・兼業別の農業数の変化を示し

た。この表について，3つの特徴を挙げて検討す

る。

　第1は，80年までの低い兼業率である。これは，

一15一



農村生活研究　第49巻第3号　2006。6

表3　専・兼別農家数の変化

区分 1980 1ggo 1995 2000

総農家（千戸） 2，155 1，767 1，501 1，383

（％）「
（100） hOO） （100） （100）

専業農家（千戸） 1，642 1，052 849 902

（％〉 （76．2） （59，6） （56．6〉 （65．2）

兼業農家（千戸） 513 715 652 481

（％） （23．8） （40．4） （43．4） （34．8）

1種兼業（千戸） 295 389 277 225

（％） （13．7） （22，0） （18．4） （16，2）

・2種兼業（千戸〉 218 326 375 257

（％） （10．1） （18．4） （25．0） （18．6〉．

資料：韓国農林部「農業主要統計」2002年。

経済発展の過程から輸出主導型の工業化政策によ

り，巨大都市や臨海工業地域を中心とした拠点都

市開発による経済発展が進められ，地方や農村地

域まで工業の発展が至らなかった。したがって，

兼業の機会が少ない農村では農業労働力の農外流

出が進み，その大半は離農や都市への流出であり，

在宅通勤が可能な兼業農家はほとんどなく7），

76．2％の高い専業農家率を示した。

　第2は，80年代以降，兼業農家の世帯数が急激

に増加している点である。すなわち，80年以降か

ら95年の15年間に兼業農家数の割合は23．8％から

43．4％まで急激に増加している。これは，農家収

入の増加のために，政策的に農外所得の開発事業

が始まり，84年に「農漁村所得源開発促進法」の

制定により「農工団地開発」，「特産団地指定」，

「農漁村観光所得源開発」が本格的に推進された。

その結果，農村地域でも兼業機会が拡大したこと

によるものである。

　第3は，95年から2000年までの農家の変化であ

る。総農家世帯数は95年の1，501千戸から2000年

には3．0％が減少して1，383千戸となり，兼業農家

の割合も43．4％から34．8％まで減少した。その兼

業農家の割合をみると，95年には1種兼業が

18．4％，2種兼業が25．0％を占めて兼業化が進ん

だが，2000年には1種兼業が16．2％，2種兼業が

18．6％と共に減少し，兼業農家の割合は95年より

＆6％減少した。

　なお，表3に示した総農家と兼業農家は共に減

少の傾向にあるが，専業農家の場合は95年の849

千戸から2000年には902千戸まで増加し，逆の変

化を表した。この原因は，97年の国際通貨基金

（IMF）危機の影響により，農外所得の手段であ

る観光農園や休養村が経営不振に直面し，農漁村

工業団地も経営悪化による企業の倒産が相継ぎ，

兼業の機会が縮小したためである。

　また，再び兼業機会が縮小した韓国の農村では，

2000年の専業農家の割合は65．2％を占めており，

表1に示されたように60才以上の高齢農家は

46．2％を占め，今後の兼業の機会はますます狭く

なり，高齢農家による専業農業の割合は高くなる

ともいえる。このような状況から，農家の副業の

機会として農家民宿を利用した農村ツーリズムの

推進は，地域の文化や自然資源，農産物・加工品

などを見直すことで，兼業機会が少ない農家や高

齢者などにとって，個人または，集落・村・地域

住民が参加する魅力ある農家所得源であると評価

できる。

4．農村ツーリズムの可能性と政策の展開

　（1）農村ツーリズム開発の可能性

　韓国における農村ツーリズムの可能性につい

て，以下の3つが指摘できる。

　第1は，3章で述べたように，農家人口の減少

や高齢化，兼業機会の減少などによる離農対策や

担い手の確保のために，農村ッーリズム事業を農

業以外の副収入源として活性化させる必要があ

る。

　第2は，表4に示したように，農家所得は90年

度以降も継続的に増加しているが，経済成長に伴

う物価上昇率を考える実質的な所得は，停滞ない

し，減少の傾向を見せている。

　近年の農家所得は，農業所得，農外所得・移転

収入まで合わせても都市勤労者の所得を大きく下

廻っている。90年の農家所得は都市勤労者の所得

に対して974％であり，それほどの差はなかった

が，2002年には73．0％まで急速に下がり，都市勤

労者の所得との格差はかなり拡大され，農家所得

の向上に対する深刻さが増している。

　韓国農業経済研究院（2001）によると，農産物
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表4　農家所得の変化

1985 1990 1995 2000 2002

農家所得（A）

　農業所得

　農外所得

＊移転収入

5，736

3，699

1，060

977

11，025

6，264

2，841

1，921

21，803

10，469

6，931

4，403

23，072

10，897

7，432

4，743

24，475

11，274

8，140

5，060

農外所得比率（％）

（移転収入は除く）
18．5 25．8 31．8 32．2 33．2

都市勤労者所得（B） 5085 11320 22933 28643 33509

相対所得（A／B％） 1128 97．4 95．0 80．6 73．0

表5　国民所得と観光支出の増加推移

単位：億＄，％

資料：韓国農林部「農林業重要統計（2002）」，統計庁「社会

　　統計科（2003）」。。

注1＊移転収入とは，農家所得のうち農村から都会へ流出

　　した家族からの送金，補助金，被贈といった所得を言

　　つo

価額は，今後も下落の傾向にあり，それにより農

業所得も停滞，または下落の構造になると述べて

いる8）。これは，毎年，国内の農産物生産は増加

しているが，90年代に入ってWTO体制下の農産

物の市場開放，特に中国のWTO加盟により国外

から多くの農産物が国内に輸入され，国内の農産

物の価格が下落し，農業生産による農家所得の増

加に結びつかない傾向であると考えられる。

　農家所得の中で，農業所得は減少傾向にある一

方，農外所得は90年の25．8％から2002年には

33．2％まで増加を見せているが，95年以降には農

外所得の中で，家族からの送金，補助金，被贈な

どの移転収入の割合が20％以上も高まっている。

これは，若年層の都市への流出による農村の高齢

化の進行を裏づけることであり，移転収入は低所

得の高齢農家に対して大きな支えになっている。

　このような農業所得の減少と増加する高齢農家

状況から，今後の韓国の農家所得の向上はますま

す難しさを増し，農外所得の機会や農家所得源の

開発として農林部や農協中央会で推進している農

村ッーリズムに期待が寄せられている。

　第3は，利用者側の農村ツーリズムの需要であ

る。表5は，国民所得と観光支出の増加について

示したものである。93年の国民所得は3，452億

＄であるが，観光支出は33億＄で国民所得の

0．9％を占め，その後も，観光支出の割合は高ま

る傾向にある。．しかし，97年のIMF危機の影響か

ら，99年は97年に比べ国民所得は15．5％減少し，

観光支出も36．5％の減少を見せた。反面，2001年

には99年に比べ，国民所得が5．1％も増加し，観

区分 1993 1995 1997 1999 2001

国民所得（A） 3，452 4，881 4，740 4，007 4，213

観光支出（B） 33 59 63 40 69

B／Aの割合 0．9 1．2 1．3 1．0 1．6

資料：韓国統計省「韓国統計年報（各年度）」，韓国観光公社

　　「韓国観光統計（各年度）」。

光需要は173％も増加を見せ，観光需要はIMF危

機から予想より早い回復を見せた9）。このように，

国内の観光需要の増加により農村ツーリズムの需

要も拡大されると考えられる。朴（2002a，

2002b）によると，2001年の国内観光の総量は

327，928千人であり，そのうちで，農村ツーリズ

ムの総量は30，930千人であり，その割合は9．4％を

占めている。また，週5日勤務制度が全面的に実

施されると，農村ツーリズムの需要は年平均

11．5％が増加し，2011年にはその総量は92，107千

人に至ると予想されている艮o）。

　また，韓国農村経済研究院（2003）による都市

住民の旅行実態調査では，観光形態も従来の集団

やグループから家族中心の形態に変わり，宿泊

（民宿やコンドミニアム）を伴う形態が増加し，

家族中心の文化活動や体験型余暇活動の傾向が強

まると指摘している1D。姜（2002）も，消費形態

の拡大や観光分野の多様化を通じて観光の形態も

体験型や家族中心型に変わり，環境保全の関心も

高く農村地域のインフラ設備さえ整えば，農村

ツーリズムは都市住民に休暇と体験を与え，農村

には農外所得の増加をもたらすと指摘している・2）・

　以上の点から，今後の国内の観光需要は大きく

増加することが見込まれ，農村ツーリズムの需要

も増加すると期待される。最近の観光のパターン

も，自然や環境を重視する自然親和的や何らかの

体験形態などの志向が高く見られる。また，心の

安らぎ・新鮮な空気・安全な食材への関心や都市

住民のライフスタイルの変化などと，高速道路や

鉄道の整備による全国の1日生活圏の拡大によ

り，農村地域に対する余暇の関心度も高まってい

る。そこで，農林部や農協中央会では，増加する

国内の観光需要を農村での余暇活動や自然とのふ

れあいに目を向けさせ，それを農家の農外所得増

加につなげる政策として農村ツーリズムに積極的
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に取り組んでいる。

　（2）農外所得政策から農村ツーリズム政策へ

　　　の転換

　韓国の場合は，80年代以降からの高度経済成長

に伴い農業と非農業間の所得格差が拡大したた

め，所得均衡の手段として84年に「農漁村所得源

開発促進法」が制定された。その中でも「観光農

園」は，第1次産業と第3次産業が結合した事業

として図られ，農業労働力の離農や離村による農

村過疎化，都市過密化などの解決を試み，地域の

均衡ある開発と都市と農村の所得格差の是正を目

指した。

　その後，89年に「農漁村休養村開発事業」が導

入され，90年には「農漁村発展特別措置法」の制

定により「農漁村休養村」，「観光農業」，r「民宿村」

が規定され，91年には「民宿村造成事業」が本格

的に推進された。また，94年に公表された「農漁

村整備法」では，農漁村休養資源開発事業を「観

光農業事業」，「農漁村休養村事業」，「週末農園事

業」に分類し，事業内容や基本施設，必要な設備

などが具体的に示された。

　一方，，1990年代後半以降，WTO体制下の市場

開放のなかで，新たな農政基盤を創り国際社会に

対応できるように「農業・農村基本法」が99年に

制定された。その中で農家所得源開発の一環とし

て，緑色観光（農村ツーリズム）が取り上げられ，

総合的な農村地域開発政策として講じられたもの

である。

　2002年までの政府支援による農漁村休養資源の

開発事業と，農業中央会のファームステイ事業に

よる年度別の推進実績を表6に示した。これによ

ると，観光農園は84年から2001年までの問，

214β80百万ウォンの事業費を投入して467ヶ所が

指定された。その中で，経営の失敗や基本施設・

設備不十分などの原因で観光農園96ヶ所が倒産ま

たは指定が取り消された。観光農園の場合，個人

経営の形態が多く，過剰な借入資金の投入が財務

構造を悪化させ，倒産するケースも多かった13）。

　休養村は16，600百万ウォンの事業費を投入して

13ヶ所が指定され，施設投資，休養村助成などで

支援したが，個人経営が多いことやIMF危機以後，

財務構造の悪化で経営の運営が成り立たなく，そ

の中の4ヶ所は取り消された。2000年以降の休養

村の推進は，全国で1ヶ所だけ指定されているが，

経営効果は期待しにくい状況である。

　民宿村事業は91年から2002年までの間，27，467

百万ウォンの資金を投入して285ヶ所の村が指定

された。個人農家単位として事業が行なわれるた

め投資規模が少なく，経営上の失敗も少なく，参

加農家の農外所得の増大に寄与していると評価さ

れている。

　その民宿村事業の影響によって，1999年には農

協中央会で，既存の政府機関による農漁村休養支

援の村や自然環境が優れた村の中から，村住民の

積極的な参加や村住民を導くリーダーがいる村を

表6　政府機関の農漁村休養資源の開発事業と農業中央会のファームステイ事業による年度別の推進実績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位＝百万ウォン）

区分
観光農園 休養村 民宿村 農村体験モデル村 ファームステイ村

支援ヶ所 支援額 支援ヶ所 支援額 支援ヶ所 支援額 支援ヶ所 支援額 支援ヶ所 支援額

1999年まで 370 212，958 8 14，600 252 23，674 32

2000年 （10） 1，172 1 2，000 14 1，543 8

2001年 1 250 0 0 9 1β50 6

2002年 O 0 O 0 10 900 18 1，80〔｝ 8

合計 371 214，380 9 16，600 285 27，467 18 1，800 54

資料：農林部（2003年）「農林業主要統計」，農業中央会（2002年）「ファームステイ推進評価会」。．

注：農村体験村（2GO2年）は，全額政府支援額であり，休養村・観光農園・民宿村は低金利の融資金額である。また，ファーム

　　ステイ村は，・農協中央会で推進している村単位の農村ッーリズムであり，支援額は不明である。

　　（）内の数は，指定はされなく，継続的に支援されている支援ヶ所数である。
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、ファ．一ムステイ村として指定し，資金の融資や教

育・PRを推進している。

　また，2002年に韓国の農林部による農村体験モ

デル村として各道別2ヶ所，合わせて18ヶ所村が

選定され14｝，本格的な農村ツーリズムの時代が到

来した。選定された各モデル村には2億ウォン

（政府1億ウォン，自治体1億ウォン）の支援金

が援助され，共同駐車場，観光案内表示板，散策

路など生活基盤施設の整備に使われる。地域住民

には，専門家によるコンサルティングとワーク

ショップを通じてサービス対応の教育存どが実施

され，新たな農村ツーリズムの拠点地域として育

成されている。

　ファームステイ村や農村体験モデル村は，今ま

でのハード的な部門に過剰な資金の投入した農漁

村休養資源の開発事業とは異なり，農村の自然景

観や環境を意識しながら，農業・農村での伝統文

化・食や生活体験などを重視し，都市と農村の交

流による農家所得の向上を目指すものである。

2002年12月時点で，全国でファームステイ村が

54ヶ所，農村体験モデル村18ヶ所が運営され，農

家所得の向上や農村地域開発の政策として取り組

まれ，都市と農村の距離を縮める役割を期待され

ている。

表7　参加農民の属性

5．農村ツーリズム参加農家に対する意識

　　　　調査の結果及び考察

　事例調査としては，韓国の京畿道4ヶ所村・慶

尚北道3ヶ所村の農村ツーリズム参加農家を対象

に，2002年9月に1次，2003年3月に2次の現地

調査とヒヤリング調査を行った。対象は，韓国の

農林部が推進している農村体験モデル村や農協中

央会が推進しているファームステイ村である。

　また，2003年4月には郵送法により，農村体験

モデル村の代表者（18）やファームステイ村の参

加農家（389）全てを対象とした402且5）の参加農家

にアンケートを配付した。回収数は93（23．1％）

通で，有効数は88通であった。分析対象になる88

農村ツーリズム参加農家の所在地の分布は，江原

道7農家，京畿道45農家，忠清道8農家，慶尚

道19農家，全羅道9農家である。

区分 平均値 最小値 最大値 回答数

経営主の年齢（才） 52．1 33 70 88

家族の構成（人） 3．9 1 7 88

農業従業員（人） 2 0 6 88

民宿従業者（人） 2 1 4 86

後継者の有（％） 34』1 一 一
86

客室数（部屋） 3．8 1 15 88

収容人数（人） 27．8 4 150 87

2002年の総来客数（人） 344．8 8 8240 75

2002年の宿泊客率（％） 61．8 0 100 78

資料：著者によるアンケート・ヒヤリング調査結果である。

　　調査期間は，2002年9月～10月，2003年3月～4月に

　　行なった。

注：2002年の総来客数のうち，最大値の回答2つを除いた。

　　その理由は，個人農家の来客数ではなく，集落・村単

　　位での来客の数値であった。

　（1）参加農家の属性

　農村ツーリズム参加農家の属性については，表

7にまとめて示した。まず，経営者の平均年齢は

52．1才であり，特に，年齢層では40代37．5％と50

代33．0％が多く占め，中年層が農外所得の政策や

ニュービジネスヘ取り組んでいることが明らかに

なった。表1の2000年の韓国農林部「農業関連主

要統計」と比較すると，農村ッーリズム参加農家

の1戸当たりの平均在帯員数（3．9人）や農業従

事者（2．0人）となり，若干高い数字を示した。

　次いで，参加農家の1戸当たり平均客室数は

3．8部屋であり，平均収容数は27．8人であった。こ

のことから，収容部屋の規模が個室よりもグルー

プや団体向けが多いことが読みとれる。また，

2002年の来客数（日帰り・宿泊を含む）を見ると，

1農家当たり平均は344．8人であり，その中で，

宿泊客率が61．8％を占め，日帰り型を上回り，滞

在型が主流であることが明らかになった。

　（2）農村ツ「一リズムの経営

　図1は，年齢層と事業内容のクロス集計の結果

である。すなわち，農村ツーリズム参加農家の経

営者の年齢層に対する主な事業内容をクロス集計

で示している。「民宿経営」は，全ての年齢層が

』行い，ほとんどの参加農家が宿泊をベースにした

体験プログラムを行なっていることが分かる。ま

た，総事業内容数を回答戸数で割った1戸当たり

の平均事業内容数は2。7であり，特に31～40才の
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圏民宿経営（88）　　　　　　■農産物の直売・加工（28）
□郷土食のレストラン（27）　■体験関連施設（18）
圏観光農業（20）　　　　　　團有機農産物（28〉
麗その他（27）

図1　年齢層と事業内容のクロス隻計結果

注：1）各年齢層の戸数は31～40才（6戸），41～50才（33戸〉，

　　51～60才（29戸），61～70才（20戸）で，合計88戸であ

　　る。

　2〉N＝88，複数回答である。

参加農家（6戸）の平均事業内容数は4を占め，

積極的な取り組む姿勢を見せている。一方，高齢

層の61～70才の参加農家（20戸）は，「民宿経営」

以外の事業に関して取り組みが少ない。

　また，「その他」の回答では，「工場で働く」，

「隣の農家を手伝う」の内容が多かった。全体的

な取り組み状況では，40代や50代の比率が高く，

民宿経営以外の事業では「農産物の直売・加工」

の28戸や「有機農産物」の28戸が多く，次いで

「郷土食レストラン」の27戸の順である。

　これらの点からみると，農村・農業を活かす農

産物や郷土食を中心とした事業内容は多いが，体

験関連施設や観光農業の事業は少ないといえる。

今後の農村ッーリズムの発展のためには，周囲の

自然環境と調和した体験プログラムの開発，都市

住民が楽しめるような事業内容の工夫と開発が必

要であるといえる。

　図2は，各年齢層に対して今後の運営形態の志

向に関するクロス集計結果を示したものである。

現在の運営形態は，農村ツーリズム村として指定

され，集落・村単位で行なっているが，実際の参

加農家に対して今後の運営形態の志向に関する問

いである。まず，年齢層の集計結果として，30代

と60代では，「個人経営の志向」が多く，特に30

代に強く見られた。30代では，独自のノウハゥで

経営したいとの意見が多いが，60代では，民宿経

15
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0

21
16、

9

嚢醗

　響鐸

世 鍵嚢

、嚢 馨灘
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図2　年齢層と今後の運営形態の志向のクロス集計結果

営のみの取り組みが多く，気楽にやって行きたい

との意見が多かった。「集落・村単位の経営の志

向」では，40代と50代が高く，中でも40代に強く

見られた。40代と50代では，共通的な意見が多く，

団結感やアイデアが生まれやすい，地域活性化や

所得増加につながりやすいなどの意見が多かっ

た。

　次いで，全回答戸の合計では，個人経営（41戸）

より集落・村単位の経営（47戸）が多く占めた。

集落・村単位の経営形態の志向では，個人の経営

能力不足や体験プログラムの貧弱などから，集

落・村単位で取り組むと体験プログラムの多様化

や利用者への対応も良くなり，所得増加にも貢献

できるとの意見が多かった。一方，個人経営の志

向では，自分流の経営方針をもち，個性的な特徴

を持って経営したいとの意見が多い。また，参加

農家の団結力の欠如やお客の受け入れ過程の問

題，収入の分配などのトラブルを避けたいとの意

見も多かった。

　図3は，農村ツーリズム参加農家の年齢層に対

する農業収入と農外収入（農業以外の全体収入で

あるが，主に農村ツーリズム事業の収入である）

の状況をクロス集計した結果である。その結果，

30代や50代・60代では，農業収入よりも農外収入

の方が上回り，その差は顕著である。特に50代の

農外収入の割合が多く占める一方，40代ではその

差がほとんど見られなかった。

　全体的な割合にでも，農業収入39．8％より農外

収入58．0％を示し，その差が見られた。始まった

ばかりの農村ツーリズムの収入がこれほどの効果

をもたらしていることは，今後の農家所得の増加

としての期待は大きいと思われる。
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全体

61～70才

51～60才

41～50才

31～40才

0覧　　20％　　40％　60％　80％　100％

　　　民宿経営（N＝88）

農産物の直売・加工（N＝28〉

郷土食のレストラン（酢26）

　　体験関連施設（N＝18）

　　　観光農業（N＝20）

　　　有機農産物（N＝28）

　　　　その他（N＝55）

　　　　合計（N＝233）

ロ農業収入　　　暉農外収入　　　團無回答 0％　　　20％　　4096　　60％　　80％　　100艶

図3　年齢層に対する農業・農外収入の状況

注1各年齢層の戸数は，31～40才（6戸），41～50才（33戸），

　　51～60才（29戸），61～70才（20戸）で，全体88戸であ

　　る。
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図4　年齢層と経営目的のクロス集計結果

團資金の不足（N＝134）　　　■施設の不足（N二173）

ロ労働力の不足（N＝72）　　　囲利用者との対応仕方（N＝72）

囲将来の不安感（N＝12）　　　醗行政の過剰な期待感（N＝28）

国利用者の減少（N＝48）　　』回その他（N＝18）

図5　事業内容と農村ツーリズム経営上の問題点の

　　　　　　　　クロス隻計

注l　N認88の複数回答である。

注：N＝88，複数回答である。

　図4は，年齢層と経営目的のクロス集計結果を

示した。すなわち，各年齢層による農村ツーリズ

ム経営の目的に関する意識の問いである。各年齢

層や全体の合計ともに最も多いのが「農外所得の

確保」であり，次いで「都市農村の交流」，「生活

水準の向上」の順となり，参加農家に対する主な

経営目的が明らかになった。

　しかし，各年齢層や全体の合計から顕著な差を

見せたのは「地域のイメージアップ」や「農業以

外の生きがい」についてで，比較的回答が少ない

項目である。特に，2つの項目に対して，30代で

は全く回答が無く，50代でも全体率に比べてかな

り低い回答である。

　これらの点から韓国の農村では，農村ツーリズ

ムは農外所得の源と見なされ，農家収入を得る手

段として主な位置を確保していることが読み取れ

る。韓国の農村で農外所得の機会の少なさから，

農村ツーリズムは農家所得の源泉であり，農村の

良さをセールスポイントとするニュービジネスと

もいえる。これらの状況から，今後の農村地域の

イメージアップのためには，農業や農村地域に関

する生活・食・伝統文化などの歴史や農村らしさ

の維持・継承することが重要であると思われる。

　図5は，事業内容別に農村ツーリズム経営上の

問題点のクロス集計結果を示した。すなわち，各

事業内容別の農村ツーリズム経営上に抱えている

問題点に関する問いである。

　これによると，参加農家の全体の共通な問題点

として，「施設の不足」や「資金の不足」が最も

多く，次いで「利用者との対応の仕方」，「労働力

の不足」，「利用者の減少」の順である。これらに

関して，韓国での農村ツーリズムは始まったばか

りであるため，体験プログラムやインフラ整備な

どの施設や資金の不足に大きな経営の問題点が取

り上げられた。また，「行政の過剰な期待感」，

「将来の不安感」の問題も若干取り上げられたが，

これらも，今後の韓国の農村ツーリズムのあり方

としての問題点である。

　以上のことから，今後の農村ツーリズムのあり

方としては，ハード的な施設面を重視するより，

利用者との対応の仕方や利用者の二一ズに応える

ような「農村らしさ」と「自然環境の保存」を維

持しながら，ソフト的な面を重視する都市住民と
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壷観光農業（N＝20）　　　　　図有機農産物（N；28）
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図6　年齢層に対する農村の暮らしや農村ツーリズ

　　　　ムの開発についてのクロス集計

のふれあいや交流が楽しめる運営の仕方が望まれ

るQ

　（3）農村地域開発に対する参加農家の意識

　図6は，農村ツーリズム参加農家の農村の暮ら

し，農村ツーリズム開発についての意識である。

農村暮らしについて「かなり不満を感じる」や

「やや不満を感じる」の合計が38戸に対して，「か

なり満足感を感じる」や「やや満足感を感じる」

の合計が25戸を占め，多くの参加農家は不満を感

じながら生活している・ことが明らかになった。

　また，農村ッーリズムの開発については，「必

ず発展させる」や「開発させる価値はある」の合

計は76戸に対して，消極的な評価の「あるがまま

に保存する」や「関心がない」や「開発する必要

がない」の合計は12戸を占め，参加農家の農村

ツーリズムの開発に対して，特に40代や50代が積

極的な姿勢を表した。

　これらについて，図4の『経営の目的』と関連

してみると，農村ツーリズム参加農家は，農業・

農村の現状に不満を感じながらも，積極的に開発

させるべきであることは，「農家所得の確保」，

「生活水準のアップ」などの手段として考えてい

ることが読み取れる。また，農村住民が暮らしに

満足感を感じながら農村ツーリズムを推進させる

図7　事業内容と利用者の一回当たり滞在時間希望

　　　　　　　のクロス集計

ためには，政府の政策的な支援とともに，地域住

民の積極的な努力と前向きな姿勢が必要とされ

る。

　図7は，農村ツーリズム参加農家の事業内容別

について，利用者の一回当たり滞在時間に対する

クロス集計結果を示したものである。1泊2日で

は「民宿経営」や「有機農産物」が多く，2泊3

日では「民宿経営j一や「農産物の直売や加工」が

多く，3泊4日では「民宿経営」が多く占めてい

る。．また，全体では「1泊2日（55．1％）」が最

も多く，次いで「2泊3日（41．5％）」である。

　しかし，「半日」や「一日」に関する参加農家

の希望の回答が無く，一方「3泊以上」では
3．4％を示した。

　これらの結果から，韓国の農村ツーリズム参加

農家は民宿経営の事業をベースにした類型で，日

帰り型よりも滞在型が主流として望まれているこ

とが読み取れる。一方，体験施設の不足やプログ

ラムの脆弱さ，周囲の環境や利用客に対する対応，

などの関連から3日以上の宿泊はほとんど無く，

1泊2日や2泊3日という滞在時間を多く希望し

ていることが明らかになった・

　図8は，年齢層に対する農村の保存理由をクロ

ス集計したものである。まず，年齢層に関して，

30代から50代までに最も多かった回答は，「ゆと

りと安らぎの空間を提供」であり，60代では，

「ゆとりと安らぎの空問を提供」や「国土の保存」

であった。一方，「水資源の酒養」に関しては，

年齢層に関係なく，それほどの関心を示さず，

「国土の保存」についても，60代以外にはほとん

どが関心を示さなかった。次いで，全体的な比率

を見ると「ゆとりと安らぎの空間を提供（62戸）」
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図8　年齢層と農村の保存理由のクロス集計

が最も多く，次に「生物や生態系の保存（47戸）」，

「伝統文化の保存（28戸）」の順である。

　このように，農村ツーリズム参加農家に対する

農村の保存意識の観点では，生物や生態系の環境

保存や農山村の生活・食・伝統文化の保存などよ

りも，図4で示された「農家所得の確保」の手段

として挙げられた。また，図8で「ゆとりと安ら

ぎの空間を提供」の回答が多いことを考えると，

都市と農村の交流には高い意識を持っているが，

「水資源の酒養」や「国土の保存」に関する意識

では，その重要性の順位が低いことがわかったる
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　（4）現状況と将来の展望

　図9は，年齢層に対する今後の事業拡大の希望

をクロス集計した結果である。まず，年齢層では，

「宿泊施設」が各年齢層で高く現れる一方，「観光

牧場」や「レジャー施設」についての希望は低い。

特に，「特に何にもいらない」では，60代のみが

4戸を占めた。しかし，図の中での数値は省略し

ているが，1戸当たりの平均事業拡大の希望数は，

40代で3．4，30代で3，2であり，全体でも3．0を示し

ており，今後の韓国の農村ツーリズムの活性化が

期待される。

　次いで，全体的な拡大希望を見ると，「宿泊施

設（62戸）」が最も多く，次いで「観光農園（35

戸）」，「郷土レストラン（33戸），農産物の直売・

加工（32戸），有機農産物（31戸）」の順である。

ここで考えられるのは，韓国では農村ツーリズム

が初期段階であり，しかも，農外所得の機会が少

ないため農村ッーリズムの事業に対して農村地域

の活性化や農家の経済的な効果に大きな期待がも

たれていることが読み取れる。

図9　年齢層と今後の事業の拡大のクロス集計

注：N＝88，複数回答である。

全体、

　　　　　　5　：61～70才．購　　　　I
　　　　　　　　I　　I
　　　　　　　　2．351～60才　　　　　　　　1
　　　　　　2，3　1
41～50才

31～40才 ．3

　1　　　2．3

0　　20　　40　　60　　80（％）100

團展望がある　□わからない　■展望があまりない

図10　年齢層に対する将来展望のクロス纂計

　図10は，農村ツーリズム参加農家の年齢層に対

する将来展望のクロス集計結果を示した。各年齢

層や全体的にみると，「展望がある（84．1％）」が

最も多く占めており，「わからない（13．6％）」，

「あまりない（2．3％）」に比べ，将来展望に顕著

な差異を表した。展望があるに関して，最も多

かったのは「週5日勤務制度などによる国内観光

の需要が増える」ことであり，その他の意見から

は「参加農村地域の自然環境の保存状態がよい」，

「新鮮な農産物がある」，「観光地との連携関係が

ある」，「農林部や農協中央会からの大きなバック

アップなどの支援」であった。

　一方で，「展望があまりない」と答えたのは，
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表8　事業内容と農村ツーリズムが地域住民に与え

　　　　　　た効果のクロス集計

表9　事業内容と農村ツーリズムが地域住民に与え

　　　　　　た逆効果のクロス集計

A　　　B C D　　　E F G 合計 a　　b　　　c　　d　　e f 9 合計
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　（％）
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（36，1）（17．8）（12、2）（12，2）（7．2）
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　〔％）

　19　　14

（30．6）（22．6）
4
（

6』5）

　9　　　7

（14．5）（11．3）
6
（

9．7）
3
（

4．8）

62

（100）

有機農産物

　（％）

20　　9　　　9　　　9　　　5

（31．3〉（14．1〉（14．1）〔14．1）（ア8）

　8

（12．5）
4
（

6．3）

64

（100）

その他

（％）

　19　　14

（30．6）（22．6）
2
（

3．2）

　12　　　8

（19．4）（12．9）
6
（

9．7）

　1

（1．6）

62

（100）

その他

（％）

22　　15　　8　　　5　　　3

（3乳9）（25，9）（13．8）（＆6〉（5．2）
4
（

6．9）

　1

（1，7）

58

（100〉

全体 173　115 23 87　　60 51 25 534 合計 180　　93　　64　　63　　40 43 28 511

注：1）A：都市住民と交流の増加，B：地域の社会・経済的に

　　　貢献，C：：利用客から情報を得る，D　l生活水準の向

　　　上，E：地域のイメージァップ，F：地域に若年層が増

　　　えた，G：地域に就業の場が増えた，H：その他

　2）全体の回答者は88人（ユ00％）であり，複数回答である。

50代の2戸で，その理由としては「利用客が来な

い」，「村に若い人がいない」が挙げられた。

　上記の図9や図10に示された参加農家の積極的

な取り組みや前向き姿勢から，農家所得や農村地

域の開発事業として，今後の韓国の農村ツーリズ

ムの展望は明るいと言えよう。

　表8では，事業内容ごとに農村ツーリズムが地

域住民に与えた効果のクロス集計を示したもので

ある。この表によると，事業内容別・全体的でも

最も多く占められたのは，「都市住民と交流を増

加」であり，次いで「地域の社会・経済的に貢献」，

「生活水準の向上」の順であった。また，事業内

容別に地域住民に与えた効果として，「民宿経

営」・「郷土食のレストラン」・「体験関連施設」・

「観光農業」・「有機農産物」では，「都市住民と交

流を増加」が最も多く，次いで「地域の社会・経

済的に貢献」，「生活水準の向上」の順であるが，

「農産物の直売・加工」のみが，「都市住民と交流

を増加」が最も多く，次いで「生活水準の向上」，

「地域の社会・経済的に貢献」の順であった。

　この結果から農村ツーリズムは，農家民宿を

注：1）a：地域に騒音やゴミが発生，b：環境汚染の問題が増

　　　えた，c：農地の荒廃化が進んだ，d　l参加農家と非参

　　　加農家の経済的な差，e：周囲と調和しない建物が増え

　　　た，f：乱立する看痺類が増えた，g：その他

　2）全体の回答者は88人（100％）であり，複数回答である。

ベースにした都市と農村の交流を通じて，地域の

社会・経済的に貢献していることが明らかになっ

た。

　表9では，事業内容に対する農村ツーリズムが

地域住民に与えた逆効果のクロス集計を示したも

のである。この表によると，全体的に最も多く占

められたのは，「地域に騒音やゴミが発生」であ

り，次いで「環境汚染の問題が増えた」，「農地の

荒廃化が進んだ」，「参加農家と非参加農家の経済

的な差」の順であった。また，逆効果として最も

多く占められた事業内容別について，「地域に騒

音やゴミが発生」では，「農産物の直売・加工」

が最も多く，次いで「郷土食のレストラン」，「民

宿経営」の順であり，「環境汚染の問題が増えた」

でも，同じ順であった。しかし，「体験関連施設」

のみが，「環境汚染の間題が増えた」より「参加

農家と非参加農家の経済的な差」が多く占めてい

た。．

　この結果から，農村ツーリズムの逆効果の対応

策として，まず，利用者に対して農村や自然環境

の理解と農村ツーリズムヘの意識やマナーが必要
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とされる。また，政府や自治体，農業中央会など

による教育やPRの支援などの積極的な指導が必

要であり，農村ッーリズムを都市と農山村の交流

やふれあいの一環として考える必要があると思わ

れる。

6．むすびに

　本研究では，韓国の農業・農村社会の構造変化

から，農村地域開発や農家所得の向上政策の一環

として，農林部や農協中央会で推進されている集

落・村単位の農村ツーリズムに注目し，その参加

農家に対して実態の把握や問題点，今後の在り方

について考察した。その結果から，以下の特徴が

挙げられる。

　まず，韓国の農村社会の構造変化では，①農家

人口の減少により，1戸当たり農家世帯数が2．91

人であり，1戸当たり農業就業人口が1．59を占め

ている。②60才以上の農業就業人口も46。2％を占

めており，農業労働力の高齢化が進んでいた。③

都市勤労者と農家所得の格差の拡大や経済不況に

よる兼業機会の減少などによって，集落・村単位

の農村ツーリズムが農村地域開発策として大きな

期待が寄せられている。

　次に，農村ツーリズムの意識調査から，①経営

者の年齢では，中年層の40代と50代が多く，経営

の目的としては，「農家所得の確保」が最も多

かった。また，参加農家の58％が農外所得の方が

高い一方，経営管理上の問題点については，「施

設や資金の問題」の意識が強く見られた。②農村

暮らしの満足感に関しては，満足感よりも不満を

感じている参加農家が多く，農村地域を「必ず開

発させる」との意見が最も多かった。③農村ツー

リズム事業の将来展望については，84．1％が「展

望がある」と積極的な姿勢を示した。今後の運営

に関しては，「集落・村単位（47戸）」の意見が多

いが，「個人経営」の希望も41戸もあり，現在の

集落・村単位の経営に不満を感じる参加農家も見

られた。④農村ッーリズムが地域住民に与えた効

果としては，「都市住民と交流を増加」が最も多

く，次いで「地域の社会・経済的に貢献」や「生

活水準の向上」であるが，一方で逆効果としては，

「地域に騒音やゴミが発生」が最も多く，次いで

「環境汚染の問題が増えた」であることが明らか

になった。

　これらの特徴から読み取れる韓国の農村ツーリ

ズムの現状は1中年層のニュービジネスとして取

り組まれ，都市と農村の交流による農村地域開発

や農家所得の向上に大きく貢献していることが分

かった。また，集落・村単位の農村ツーリズム事

業は初期段階にもかかわらず，農家の副収入源や

兼業機会の手段として受けいれられている。これ

は，個人では経営の限界がある反面，集落・村単

位で取り込む場合は，体験プログラムの多様化や

団体客の対応などサービスのレベルアップ，経営

ノウハウの開発や利用者の二一ズにすぐ応えられ

やすい。その上，農村ツーリズム地域のPRや利

用者に対する二一ズを把握，リピーターの確保や

管理などの効率性も高くなると考えられる。なお，

現在の「集落・村単位」の取り組み状況の中で，

「個人経営」の希望は，半分近く41戸の回答であ

る。

　これは，現在の参加農家の団結力の欠如やお客

の受け入れ過程の問題，収入の分配や各種のトラ

ブルなどの不満感と，個性的な特徴を持って自由

に経営したいとの傾向から「個人経営」を希望し

ているが，既に観光農園の失敗した原因の一つが，

個人経営であったことが既存研究で明らかにされ

ている（参考文献14），10），14），19））。この

ような経験を基にして，参加農家経営者は中長期

的な将来を考えて，農林部や農協中央会が推進し

ている「集落・村単位」志向の農村ツーリズムを

取り組むべきであるといえる。

　また，農村ツーリズムの推進過程での問題点や

逆効果として，施設や資金の不足と地域での騒音

やゴミ・環境汚染の問題点が上げられた。施設や

資金の不足に関しては，比較的に中年層の取り組

みが多く，ニュービジネスや経済的な効果を得る

兼業の手段としてハード的な面を中心とした事業

を拡大しようとする傾向が高く，一時的な経済の

効果よりも，農村らしさや農村の自然と環境を考

えた長期間的な将来を考えるべきである。また，

逆効果の対応としては，農村に対する利用者の意

識やマナーを高める必要があり，地域住民はゴミ

対策（分別や場所）や往意事項などの提案を考え
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られる。

　最後に，今後の韓国の農村ツーリズムの在り方

について述べる。

　第1に，韓国の農山村では，農家の高齢化や農

外収入源の少なさから，高齢農家の積極的な参加

によって，農家民宿をベースにする多様な体験プ

ログラムや地域特有の特産物などを開発し，兼業

の機会を増加させる必要がある。

　第2に，農家所得の確保のために「施設や資金

の不足」の問題点が見られるが，ハード面の拡大

要望よりもソフト面に重点をおいて，農村活性化

の事業とともに自然環境や伝統的な文化を維持・

』保存しながら，都市と農村の交流の空問として推

進する必要がある。

　第3に，ニュービジネスとして「展望がある」

との参加農家の積極的な姿勢から，今後の農村

ツーリズムの持続性を確保するために，利用者の

二一ズを直接に把握する必要があり，1年ごとの

定期的なモニタリングやマーケティング調査が必

要である。それらによって得られた結果から，変

化する社会システムや利用者の二一ズに対応でき

るような努力が必要である。

　第4に，農村ツーリズムの事業により，地域に

騒音やゴミ問題，環境汚染の問題が発生すること

から，地域住民や参加農家，利用者とも農村ッー

リズムに対する教育や意識を高める必要がある。

　これによって，集落・村単位で取り込む農村

ツーリズムは，都市と農村の交流の場であり，農

家所得の向上や農村地域活性化の事業としで農村

住民に活力・自信感に繋げる役割として重要であ

ると考えられる。

注

1）韓国の「農業・農村基本法」では，緑色観光という用語

　　を用いたが，この用語は農業と観光・休養を結びつく表

　現として使われている。同じ意味を持つ用語として，二

　般的に農村ツーリズム，グリーンツーリズム，観光農業

　　などで使われ，研究者によって用語の定義付けも様々で

　ある。

　　　しかし，本稿では，農林部推進の農村体験モデル村や

　農協中央会推進のファームステイ参加農家を対象にし，

　農村社会の変化から新たな農家所得や農村地域開発に重

　点をおいた。それで，「農村ッーリズム」という用語を使

　　い，その定義付けは「農村の自然景観と地域の伝統文

　化・生活と産業を対象にする都市と農村の交流として推

　進される滞在型交流活動」と農林部による定義を使い，

　　また，農村ッ㌣リズムの供給サイドである農村ッーリズ

　ム参加農家を対象にして分析を行ったものである。

2）農業・農村基本法　第38条　第2項及び第3項を参照。

3〉金成泰（1994），鄭泰鴻（1995〉を参照。

4）加藤（1998：161～164〉。

5〉「韓国農業関連主要統計2002」によると，毎年の借入農地

　は増えつつあり，その割合は70年1ス6％，80年21．3％，90

　年35．8％，2000年43．6％である。加藤（！998：172－180）

　による，営農委託の賃貸理由としては，①労働力不足，

　②圃場分散，③高齢化であり，賃借理由としては，①耕

　作規模拡大，②離村農家の農地の引受などが原因とされ

　ている。

6）金ビョンテク（2002162）によると，小層農家（α5ha未

　満），中間層農家（α5～2．Oha〉，大層農家（2．Oha以上〉と

　区別され，ここでも同じく引用した。

7）李（ユ998：ユ24～126），加藤（1998二228～229）。

8）韓国農業経済研究院（2001）を参照。

9）韓国農村経済研究院（2003：32～33）。

10）朴シヒョン（2002a：62～64）。

11）韓国農業経済研究院（2003132～37）。

12）姜シンギョム（2002）を参照。

13）農林部　農業政策課（2001）を参照。

14）前掲10）によると，農村体験モデル村の選定条件として，

　「①村の世帯数が20戸以上であり，その中で1／3または10

　戸以上の世帯が参加すること。②複数村が共同で取り組

　む場合は，複数村の合計世帯数が30戸以上であり，その

　中で1／3が参加，または各村で5戸以上の世帯が参加する

　　こと。③指定されたモデル村は，参加農家全部が道知事

　が指定する所定の教育課程を履修すること」であり，農

　村体験モデル事業の推進意向書（村の協定書や事業計画

　書）を村に提出し，村市・郡長委員会による審査指定後

　　に村支援計画案を報告（市・郡長）現地調査及び審議・

　指定（農林部）参加農家の教育実施（市・郡長）後に農

　村体験モデル村として選定，推進される。、

15）農村体験村の代表者（18）やファームステイ参加農家

　　（389）の中で，重複している5農家を引いた数字である。
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