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農林漁家宿泊体験における効果的な取組に関する分析

一文部科学省児童意識調査との接合分析による検証一

鈴村源太郎

(東京農業大学)

An Analysis on the Effeciency of Fannstay Experi巴ncefrom a View Point of School Children 

(Gentaro SUZUMURA) 

I 研究の背景と目的

近年， /J、.中・高校生を対象とした農林漁家へ

り出し学校側の調査データを接合して統計解析

を行い，先輩の生活態度の変化に好影響を与える

宿泊体験の特徴を解明することを目的とした。

の街泊体験が修学旅行等に組み込まれるようにな E 研究方法
り，受け入れを行う農山漁村の数も増えつつある。

また，これまで、取組の少なかった小学生について

は， 2008年度より総務省，文部科学省，農林水産

省の3省により開始された「子ども農山漁村交流プ

ロジェクト」が，影響は醍定的であるものの普及

.拡大に寄与した。

農林漁家宿泊体験は，子ども自身の社会性や自

立性，情緒の安定性等をはぐくむ効果が期待され

ているのみならず，農山漁村地域にも，体験宿泊

料等の副収入のほか，高齢農家等の営農意欲を蘇

らせたり，受け入れ調整などを通じた集落の連帯

感や機能を高める効果などが期待されている。

しかしながら，特に前者の子ども自身の社会伎

や自立心をはぐくむ効果については，統計的な解

明を試みた研究自体が少ない。佐藤山はセカンド

スクーノレにおいて宿泊体験を実施した小学生の

業文集のキーワード分析から宿治体験の教育効果

を分析しているが，サンプノレ数が限られ，記述と

効果の定量的自果関係の分析には踏み込めていな

い。また，鈴村・中村山は，宿泊体験を実施した

小学校の教員による評価と，受け入れ地域のデー

タとを接合して統計分析を行ったが，調査設計上，

分析の精度に問題を抱えていた。

本論は，子どもにとっての宿泊体験の教育効果

が，より小規模かっ農作業体験をしっかり取り入

れている農林漁家で行われた場合に高くなるとい

う仮説を検証すベく，受入農家側の調査データと

本論で扱うデータは，農林水産政策研究所が2011

年間に実施した f教脊交流における宿泊体験の取

組に関する意向調査J(以下，受入主体調査)，お

よび文部科学省が2011年5月にとりまとめた「平成

22年度農山漁村での宿治体験活動に関する児童の

意識調変J(以下，児童意識調査)である。

受入主体調査は，全国に114協議会ある子どもプ

ロジェクトの受入協議会に協力依頼し，個々の協

議会に関係する農林漁、家および宿泊業者に再配布

を依頼した。実質稼働のない協議会などの18協議

~除き， 96地域協議会における再配布が確認

できた。総記布数は4，151件，有効回答は1，873件，

有効自答率は45.1%であった。一方，児童意向調

主主は「自然宿泊体験事業担)Jの補助を受けて宿泊

体験活動を行った小学校など，農山漁村で2治3日

以上の宿治体験事業を行った小学校の第4~6学年

児を対象とした調査であり，体験前後に間一調査

察で2回調査を実施した。調査票の記布・回収は都

道府県及び政令指定都市の教育委員会を通じて行

い，有効回答数は223校で、あった。なお，提供され

た「児童意識調査Jデータは，宿泊体験の前後に

実施した全8項g制についての小学校・学年ごとの

度数分布表の形式であった。

向調査の接合分析の方法であるが，まず，受入

主体調査の対象地域に訪問する可能性のある小学

校を予め文部科学省の児童意識調査対象に照らし
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第1表意向認査の概況
(単位，%)

設f笥壌忽 長空間項悶
(参考)

会有効回答 核合サンプノレ

北海道 1 t主代単身 14.4 13.6 

東北 37.3 l世代夫綴 54.6 59.1 

関東・予定山 11.6 受入主体の 2t主代(貌) 10.4 9.1 

it~空 8.1 12.0 f善治体験 2世代(子単身，) 8.8 11.4 
地域ブロック

東海 3.3 0.8 関与役務長 2世代(子夫絡) 7.9 4.5 
(nα1870， 242) の構成

近議主 7.2 6.6 (nぉ 1334，176) 3世代(子挙身) 2.2 2.3 

中国 4.0 3.7 3t主代(子夫総) 0.8 0.0 

四[i;J 7.0 6. その{成構成 0.8 0.0 

九州・沖縄 17.6 。刷
小学生の li自 58.7 32.1 

ホテノレ営言葉 0.2 。 平均 21自 33.8 53.3 

旅館営言語 17.8 18 宿泊泊数 3泊 4.9 10.9 
旅館議違法上の

露詰f苫営言語(33n-[以ーと) 13.6 15. (n=630， 165) 4泊 2.5 3.6 
霊会言語主主分

総干昔話'芸誌(33n-[来機) 17.8 13. 20万内米iお 69.0 74.3 (n=1648， 226) 
3き芸誌許可取得予定 3.5 1. 妻女軍事旅行 20~50万円 16.1 8.2 

許可取得予定なし 47.1 50. 収入額 50~100万河 7.9 6.4 

屋義林漁きま・宿泊議者屋建林肉、家 85.5 87.1 (nロ1321，171) 100~300万円 3.9 5.8 

IR分(n=1l20，155) 宿治言語審 14.5 12. 300万同以上 3‘1 5.3 

資料・重量林水E室政策研究所数字干交流における箔治体験のJ1H且に関する笈向言理主主J，2011年lJl

注サンプノレ数(n)の数f邸主，員有者が会有効回答のサンプノレ委主，後者が児笈繍3まとのを妾合を行ったデータベースにおけるサンフツレ数

て抽出し，それらの具体的小学校名および学年を

受入主体調査察に溶とし込み，当該学年が来訪し

たかをチェックする攻 gを設けた。これにより，

受入主体調査の対象サンプノレ1，873件のうち，特定

小学校・学年の来訪が確認された242件(複数校・

を受け入れた農家も含む)を抽出できた。

このデータに児童意識調変の34小学校・学年分

のデータを接合し出分析を実施した。

注!)議室主に協力いただけなかった地域協議会には， 200~ 

500戸程度の受入主体を擁する大規模組織が3総綴含

まれている。

法2) 2010年度「鐙かな体験活動推進事業Jのー音sであり， 3 

省連携芸評主義である f子ども差益山漁村交流プロジェク

ト予算j の文部科学省分に格~する。

主主3) 児童意識調査における設問は「①機なことは嫌とは

っきり言えるJ，r②自分から進んで何でもやるJ，r③ 

殺とでも仲良くできるJ， r④先を免通して自分で計

僚が立てられるJ， r⑤人の話をきちんと開くことが

できるJ，r⑥自分勝手な，わがままをぎわなし'j，⑦

自分に劉り当てられた仕事はしっかりやるJ，r③ネ

筏早起きである」の8項目である。

主主4) 児童主意識務査の調査対象である34/J、学校・学年のう

ち，体験前後に2也実施すべき調査を， 2度とも実施
したサンフ。ルのみを分析対象とした。

国 受入主体調査結果の概況

まず，調査全体の傾向を確認、するため，データ

接合前の受入主体調資金体(1，873サンプノレ)の概

況について説明しよう(第i表)。

まず，地域ブロック別に回答割合をみると，東

北 (37.3%)，九州・沖縄(17.6%に関東・東山(11.6 

%)が高く，全般に東沼本地域の回答数が多い。

旅館業法上の許可区分については，規制緩和型

農林漁家民俗である「鮪易宿所営業(33rrf未満)J 

が17.8%，r向(33rrf以上)J 13.6%， r旅館営業J17.8 

%である反面許可取得予定なしj が5割近くを

占めている制。関連して，農林漁家か街治業者か

をたずねた設問では，農林漁家が8割超で、あった。

一方，受入主体の宿治体験に関与している世帯

員構成の分析によれば，最も割合の高いのが rl世

代夫婦J54.6%，次いで r1世代単身J14.4%であ

る。これらの経営主の平均年齢は rl世代夫婦j が

63.4歳 rl世代単身j が63.5歳となっており，子世

代が宿泊体験活動に関与しているり世代(子単

身)J， r2世代(子夫婦)Jであっても，経営主の平

均年齢は，ほぼ向様の64.7歳， 65.5歳であった。

次いで，小学生を受け入れたサンフ。ノレに躍った

平均宿泊治数であるが，全体で2泊以上の合計が4

筈IJを超えている。これは， (財)修学旅行協会[5Jに

ある小学校修学旅行のl泊割合が78.5%であり，そ

のほとんどが旅館・ホテル治であることと比較す

ると，長期宿泊体験を譲った「子どもプロジェク

ト」の影響が表れていると考えられる。特に，こ

の傾向は， 2010年度も継続的に子どもプロジェク



第2表営業区分完IJにみる関与世帯員の特徴
(単位:件、入、%、機)

受入 関与 世帯Hミ 平均 緩霊主主
区分 の総 関与 平均

主体数 人数 与率 人数 年齢

旅館営多選 293 339 84.8 2.37 62.3 

簡易宿所(33nf以上) 224 388 86.4 2.40 63.2 

係J'b宿所(33nf5長話器) 293 584 86.5 2.26 62.4 

許可取得予定 57 120 81.6 2.35 59.8 

許可予定なし 777 1，289 74.5 2.20 61.9 

言調査対象全体 1，644 2，720 80.0 2.27 62.1 

主主・ホナノレ苦誌を除く。

第3表農林漁家と宿泊業者の体験メニュ…

区分 区分

限緩え 27.3 13.9 25.9 

稲刈り 19.3 4.5 8.9 

聖子菜・;淑 72.1 7.3 16.1 

果轄1・1tき 22.5 32.3 43.8 

草刈り・布拾い 16.5 14.1 31.3 

iiiil芸作言語 7.5 26.5 44.6 

桑E号 1.2 14.9 32.1 

屋義選ii!霊力0:ζ 4.9 33.6 50.9 

枝打・下慈刈り 5.5 9.9 18.8 

炭焼き・きのこ 10.4 8.9 総サンプル委主 818 112 

主主:1)体験メニューは後数回答.
2)表中の太字は相対的な警i合がi認し、ことを示す

ト事業に取り組んでいる接合サンプル (2治以上の

割合が計67.8%) で顕著である。

教育旅行の収入額は， 7割弱が 120万円未満j で

あるが， 120~50万円 J (16.1%)， 150~100万円」

(7.9%) を合計すると 114が 20~100万円であり，

農林漁家の副収入としては，ある程度まとまった

金額となっている。一方，接合サンフ。ルでは 120

万円未満Jが5ポイント上閤っているが，逆に 120

~50万円」は8ポイント低く，し、ずれも 8割強が50

万円未満である。

次に，旅館業法上の営業反分別に役幣の構成を

みたのが第2表である。一戸あたりの平均関与世帯

所得向上 (n052)

地域の綴光紫綬爽 (n065)

交流入口増加・交流を楽しむ (n075)

幾山持、村に関心をもってもらう (n0177)

E霊山漁村の活気再生のため (n097)

子ども数育をi亙じた社会予言最長 (n0135)

行政毒事から婆絡に応える (n040)

。覧 10も 20詰 30%
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員数は，いずれの匹分も2人 強 で あ り 簡 易 宿 所

営業(33nf以上)Jおよび「旅館営業」の関与者が

やや多く許可取得予定なしJ(2.20人)が最小

である。また，全tを帯員に占める宿治体験関与率

は，収入に占める旅館業のウエイトが影響してい

るとみられ， 1旅館営業J，1簡易宿所営業j では85

%程度であるのに対し， 1許可取得予定なしj は10

ポイント以上低い。こうしたことから許可取得

予定なし」については副業的関与であることが明

らかである。また，経営主の平均年齢は許可取

得予定J を除き，いずれも61~62歳である。

では，実際に行われている体験メニューを第3表

で確認しよう。当然のことながら，農林漁、家と宿

泊業者では体験内容が大きく違い息子莱・畑作業j

や「果樹・花き作業jは農林漁、家がそれぞれ26.6，

14.5ポイント高くなっている。一方ハイキング

・登山J，1自然・雪J，1工芸J，1料理jの割合は，

いずれも宿泊業者の方が 17~18ポイント程度高い。

また， 1受入の目的」と4段階評価の3設問(1家

族が増えたようで楽しし、J，1子どもが成長する

に感動するj， 1お別れが名残惜しくて泣いてしま

ったJ) を得点化した指標(以下，感動・楽しさポ

イント)との関係をみると(第l図)，受人目的と

して「子ども教育を通じた社会貢献j， 1農山漁村

の活気再生のためj， 1交流人口増加・交流を楽し

む」の3項目を挙げた者の得点が高く，いずれも II

ポイント以上の割合が3割超である。一方， 1行政

等からの婆請に芯えるjを挙げた者の得点は低く， 8

ポイント以下の割合が67.5%にも及ぶ。

法5) 旅館業法上の許可を取得していない農林漁家のほと
んどは，各燥における農林漁家民治ガイドラインに
員Ijって運用されている(中尾[4))。

50覧 60覧 701も 80完 苦悩 100志

第1~ 受入の罰的霊童書撃による感動・霊祭しさポイントの濃い

主主:1) r感動・楽しさポイント」は， 4段P皆終備の量生簡であるf家族がま替えたようで言語しいJ，r子どもが成長する姿に感動するJ，
「お別れが名残惜しくて泣いてしまったJの3つの設問の回答を得点化し思し上げたもの

2)受入の目的玄震設はl伎の白答(単一包主主)また，紫音十からl立「その他Jの111牛を徐く.
3)独立性検定の諸条， 10/0有意であった
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0.2門'--__  ~J/分鰍 パニマ1
U.l I分 効祭大l

I .0.1 I . φ 一一一一一一
毒事 v φAVGの幾分

一日明 品，
0.2 • (j珍ー~で0.2.品 0.4 0.6. 0.8 

lij 
繁2!Sl8壌湿度数総計の平均値と擦準備祭

W 児童意識調査との接合分析

さて，次に，受入主体調査と児童意識調査のデ

ータ合接合した分析を行う O はじめに， 8つの調査

項自について有効な因子の存在を確認するため，

因子分析(因子抽出法は最尤法，プロマックス回

転，閤存伎1.0) を実施した。その結果，全8項目

について相瓦に相関係数0.7以上の強い相関が見ら

れ，有効な国子はH羽子のみしか抽出dれなかった

制。従って以降では，児童意識調査の8設問につい

て，平均値等を代表指標として用いても問題ない

ものと判断した。

第2閣は，児意意識調査の度数分布の平均値

(AVG)と標準偏差(SD)について体験前後の差分を

示したものであるが， AVGとSDには弱し、逆相関が

見られる。そこで宿泊体験に効果があった場合

には，度数分布の平均値が上昇し，標準偏差が下

がるj という仮説の下，平均的水準より AVGが上

し，かつSDが低下したサンプノレを抽出するため，

近似線に対する直交線である効果有無分岐線(儲

ct破線)を基準として，各サンブnノレの体験宿泊効

果の大小を峻別した。

な お 効果大J，1効果小Jとされた各小学校・

に関する度数分布の累積値は第3図および

第4図のとおりであり，第4閣に比べて第3盟は，選

択肢番号5および6について，宿泊体験実施後の問

答数の増加が磯認できる。

次に，その宿泊体験効果の大小を従属変数とす

る，次のこ項ロジスティック回帰分析(尤度比に

よる変数増加法)を行った。分析の独立変数には，

峠
汁

ハ
υ
ハ
υ
ハ
υ

内
ノ
臼

1，600 
四 m ・51.!J泉大務自主

一一効泉大事後

1，200 ， ， 
800 

400 

。
8 3 

i繋択放番号

2 

第3図効果が大きかった小学校・学年に

関する度数分布の累積値

1，600 i牛

1，200 

岬-.効楽小率高Ij

…ー効果小毛織

800 

400 

。
4 

選択肢番号

第4顕効巣が小さかった小学校・学年に

関する度数分布の累積値

6 5 

受入主体調査のうち，クロス集計結果などを加味

しながら，以下の19の変数を投入することとした。

まず，カテゴリ変数として投入した変数は，旅

館業法上の区分のうち f旅舘営業J，1簡易宿所営

業 (33ni米満)J ， 1許可なしj の3項百農林漁家

・宿泊業者区分(農林漁家=1，宿泊業者=0)J， 

生活体験メニューのうち f布留の上げ下ろしJ，1夕

食の共同調盟Jの2項目，体験活動メニューのうち

「稲作作業J，1野菜・果樹・花き作業j の2項尽，

受入目的のうち「所得向上・観光業振興(所得向

上・観光業振興を目的としていない口1，目的とし

ている出0)J， 1地域活性化j の2項~，宿泊・食事

に関する心がけのうち「挨拶の励行j， 1何でも積

極的に手伝わせるj の2項目であり，以上12項目は

カテゴリ変数として投入した。また，受入問的の

うち「子どもの成長に感動J，1泣き男IJれ経験あり J，

「受入によって集落の雰菌気が明るくなったん「受

入が農林漁家の生き甲斐につながっているj の4項

目ついては顕序データとして農林漁業の

高J，1小学生の宿泊受入年数j， 1教育旅行に伴う
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第4表二項ロジスティック回帰分析(変数増加法)の結果

第10ステップ 係数 擦主善幸票差 Wald 有意書室主幹 オッズ比

露詰f昔営重量(33nf米瀦)(C) 1.472 0.725 4.123 0.042 *ネ 0.229 

差是林漁家・f苔泊繁華f区分(C) 1.364 0.712 3.664 0.056 * 0.256 

小学生議治受入生存数 0.208 0.065 10.324 0.001 **本 0.812 

夕食共同言調理(C) 0.704 0.493 2.037 0.154 0.495 

稲作作言語(C) 3.393 1.240 7.488 0.006 *** 0.034 

里子楽・果樹・花き{乍多量(C) 1.588 0.862 3.393 0.065 * 0.204 

目的:地域活性化(C) 0.628 0.568 1.220 0.269 0.534 

目的:所得事童保・観光繋振興ではない(C) 3.849 1.340 8.253 0.004本** 0.021 

挨拶の励行(C) 1.080 0.551 3.833 0.050ネ* 0.340 

?立き別れ経験あり 句。 327 0.235 1.宮42 0.163 1.387 

定数 -8.169 2.006 16.590 0.000 3531.323 

モデル繋約 -2対数尤J3r. 0.303 

Nagelkerke R2索

I43349511 Cox-5mli R2粂

0.40 

日osmerとLemeshowの検定 カイ 2粂 6.1231自陶皮 81有意篠主幹 0.634 

予誤IJ分類表 効果大(予泌) 効果なし(予測) 五分類塁手

綴iJlIJ
効果大 50 18 73.5 

効果小 19 53 73.6 

全体の正分類喜界 73.6 

注 1)変数増加法において，投入が見送られた9項i'llまf旅館営多量J，r旅言葉法許可なしj， r布団の上げ下ろしJ，

r{i可でも綴援的に手伝わせるJ，r子どもの成長に感動J，r受入によってま長落の雰閤気が明るくなったj， r受入

が差是林i魚、室主の生き甲斐につながっているJr燦林漁繁の交上言語j， r教育旅行に伴う収入警察J.
2)差是中(C)のき提言己は，カテゴリ変委主として投入したもの.

3) r林*JIま1%有資、林H立5%有意， r*J は10%有訟を示す

4)予iJlIJ分類表におけるIE分類率の遮断{邸主0.5

収入額j の3項目については数値データとしてそれ

ぞれ投入した。

ここで用いた変数増加法は，投入変数のうちス

コア値の大きい変数から)1漢に方程式中に投入して

いく分析法であり，影響度の低い変数による懇影

響を除去する方法である。今留は，ステップワイ

ズ確率を投入・除去とも0.31主
7)とし，結果として， 10

項呂の変数の投入が行われ分析を終了した。

分析結果は第4表に示した。まず，モデノレの妥当

性については，予測分類表の「効果大Jの玉分類

率が73.5%， 1"効果小」が73.6%，全体で73.6%の

良好な数値を示している。 NegelkerkeR2は0.405，

HosmerとLemeshowの検定の有意確率は0.05を超え

て0.634となっており，問題ないものと判断した。

分析の結果，有意性が確認された変数は7つあり，

1%有意である項障は「小学生宿泊受入年数j，1"稲

作作業j，1"所得確保・観光業振興j，5%有意の項

目は旅館業法の許可思分のうちの「簡易宿所営業33

rri未満J産分および「挨拶の励行j，10%有意は，

f農林漁、家・宿泊業者芭分j，1"野菜・巣樹・花き

作業」となった。

注6) 第l因子の初期の銅有伎が5.568と高く， 2つめの因子

l立，固有伎を0.8まで下げない限り捻出されなかった。
注7) ロジスティック回帰分析の変数増加法の適用に当た

つては，ステップワイズ磯喜容を0.1から0.3の総殴で設
定するのが通常であるとされている(内問[IJ)。

盟結果の考察

以上，受入主体調査と児童意識調査の接合分析

から児童の生活態度の変化への影響の大きい宿泊

体験の取組内容について分析を行った。ロジステ

ィック由帰分析の結果からは，概ね次のことが考

察できょう。

lこ，旅館業法上の許可区分については，ダ

ミー変数を作成する過程で簡易宿所営業(33rri以

上)を除外して分析を行ったが，営業許可を取得

しているやでは，より規模の小さい簡易宿所営業

(33 rri未満)で，有意な効果が確認された。また，

関連して，農林漁家・宿泊業者区分においては，

農林漁家に有意な効果が確認できた。これらの点

から，本論の仮説に示した f小規模農林漁、家にお

ける宿泊体験が高い効果を示すことJが確認でき

たといってよい。なお許可なしJの症分につい

ては，受入経験が数回程度にとどまるなど，お試
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しの受入に終始している者も含まれていると考え

られ，受入効果について有意な結果は得られなか

った。

ーに，体験内容については，前述の農林漁家

における効果が確認されたことと相まって，稿作

作業および野菜・果樹・花き作業で有意性が確認、

されたことは重要である。しか 現場にお

ける農林漁家のヒアリング結果を踏まえると体

験が本物であることは大変重要だが，昼間の体験

は何時開やろうとも一時の体験止まりであり，子

どもの心に深く影饗するのは宿泊を伴ってこそJ

見が多くの宿泊体験関係者から関かれる。

農!1I漁村における宿治体験の有効性は，展開の体

験メニューし、かんのみに寄らない閣があると考え

られ，そういった点では， r所得確保・観光業振興j

を主要な箆的に掲げない者あるいは宿泊・食事に

際して「挨拶の励行Jを行っている受入主体で有

意な効果を示した点は宿治や生活体験自体の意義

を示唆していると考えられる。

ーに，小学生の宿泊受入年数において強い有

意性が確認された。農林漁家に限った旅館業法上

の商穣要件が撤臆された2003年以降，規制緩和型

農林漁家民宿の許可取得件数が急速に伸びてきた

が，その中でも，やはり受入年数が長い主体ほど

効果が高いという結果となったことは興味深い。

W 結論

ヌド稿では，全圏的に広がりつつある農林漁家や

宿泊施設を受入主体とする小・9=I・高校生の宿泊

体験活動について，どのような主体がどのような

やり方で受入をするとき効果が高くなるかを統計

約に検証した。

はじめのクロス集計の結果では，受入目的とし

て地域への活性化や教育への貢献を意識している

受入主体ほど f感動・楽しさ得点Jが高く，地域

活性化等の取組に自身も楽しみながら参加できて

いることなどがわかった。

また，二項ロジスティック回帰分析の結果から

は，規制緩和製簡易宿所営業の許可を取得した小

規模な農林漁家が，子どもに対する効果が高く，

稲作や野菜作等の農業体験をしっかり織り込んだ

体験内容をもっ受入主体において，高い効果が確

認、された。

なお，子どもを対象とした街泊体験活動の効果

には，文部科学省の調査が捉えた生活態度おける

自立性ないし社会性・寅A任感の変化以外にも，宿

泊体験時の感動によって得られる「情緒の豊かさ

や安定性の向上Jや「自然や農村地域に対する関

心の拡大J， r物事に対するチャレンジ精神の高ま

りj など，子どもの精神的成長にかかる幅広い効

果が期待されている。このため，今後の研究に当

たっては，こうしたより揺広の調変項目あるいは

指擦を含めて，街治体験の効果の分析を行ってい

く必要が感じられた。こうした点にかかる分析は

今後の課題としていきたい。
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{寸言言-本論第i表のデータにもある返り，今回の意向調査

の対象である教育旅行の受入地域のやには， 2011年3

月の東日本大緩災で被災した岩手県潟三陸町，洋里子町，

久慈市， f司聖子:潟村，宮城県東松島$，気{山沼$，告喜お

県浪江町など，東北沿岸の受入地域が多数含まれる。

これら地緩は，教育旅行に対する先進的取り緩みが行

われていた地域でもあり，回答率も高かった。

本窓向調査の回答者の中には，漁業関係者を中心に被

災者が多いと関く。亡くなられた方にご冥揺をお祈り

するとともに，地域i活動の再興を切に祈念する次第で

ある。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

