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口特集論考日、

都市農村交流に関する研究動向と今後の展開

Research Trends and Development of The Urban-Rural Exchange 

斎 藤 朱 未 *

Akemi SAITO 

1 はじめに

都市農村交流は刻々と変化する農村社会において，都

市と交流を図ることで地域の持つ諸問題の解決に向けて

多様な形態で進められている。そこで，本稿は過去5年

間の農村計画学会を中心とした関連発表，論文等からそ

の研究動向をみていくことで都市農村交流活動の課題を

整理し今後の展開について検討することとした。

2 都市農村交流の概観

日本における都市農村交流の重要性は 1970年代から

既に指摘されていたと考えられている 1)が，推進され始

めたのは 1980年代からである。当時の農村集落では「混

住化j. I高齢化j. I地域経済の縮小Jが問題視されるよ

うになり，農村集落機能の低下が著しくなったことで農

村をめぐるさまざまな施策が提唱されるようになった。

1989年には活力あるむらづくりの一環として優良農地

の確保， レクリエーション目的での利用等，農地の多面

的利用を促進することで農村地域の活性化を図ろうとす

る施策や都市と農村の交流を推進する動きがみられるよ

うになる。また，日本社会の総都市化が進み.I故郷喪失J

によって農村が再評価されるようになると，都市農村交

流はむらづくりの中心となっていき 2) 1990年代から本

格的な推進が図られると，研究報告も徐々に増加してい

く。そこで. 1990年代からの都市農村交流の動きを農

村振興施策と関連づけて大まかにみていく。

(1)交流の推進

1990年に農地の多面的利用として市民農園の整備が

促進されるようになった。都市農村交流の中でもグリー

ン・ツーリズム(以下. GT)が本格的に推進され始め

たのは 1992年に農林水産省が農村振興策として提唱し

たことからである。 1994年には農林漁村滞在型余暇活

動のための基盤整備促進に関する法律が制定され，ゆと

りある国民生活の確保と農山漁村地域の振興に寄与する
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ことが目的とされた。

1990年の市民農園整備促進の動きに対応して，その

促進法の概要や今後の展望についての報告3)や市の総合

計画の中で遊休農地の活用に市民農園を活用するといっ

た報告引がなされている。また. 1994年にはキーワー

ド紹介として GTが取り上げられる 5)など，都市農村交

流が研究としても注目され始めていった。この時期は，

都市と農村が[交流]をすることで，都市側と農村側そ

れぞれの要求を満たし合うものとして急速に普及・定着

していったとされている 6)。その要求とは，農村とりわ

け過疎地域にとっては農産物の販路の開拓と拡大，各種

の交流イベントによる農村への訪問人口の増大，都市自

治体の資金による農村における交流施設の建設などがあ

たる。都市にとっては新鮮で安全な食物の入手，農村空

間における休養や癒し自然と触れ合う中でのレクリエ

ーションや教育，災害時の避難などである。

(2)交流から共生へ

2000年には食料・農業・農村基本計画の中で GTの

推進が位置づけられ.2001年度には家族経営協定によ

り農業者の持続的な経営に向けた取組みが更に促進され

るようになった。 2003年になると農家民宿開設に関す

る規制緩和が展開され，都市農村交流の中心を農家民宿

とする動きが色濃くなる。 2000年以降に食品の産地偽

装や消費期限偽装といった食の安全性が脅かされる事件

が多発したことで，消費者は安心で安全なものを求めて

生産者の顔が見える商品を重視するようになる。 2005

年には食と農への認識を深める契機を広く提供すること

で農村振興を図ろうと，市民農園の開設要件を緩和する

等の動きもみられるようになった。

食料・農業・農村基本計画の中で GTの推進が位置づ

けられた直後の農村計画学会誌20(3) (2001)は，特集「都

市・農村の新しい連携ー交流から共生へ-jとされ，都

市と農村の[共生]の可能性について報告されている。

その中では，混住化地域において農家と非農家によって
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認識が異なる農地等の農的空間をどのように維持・管理

していくか7)といったことや，都市農村交流活動に対す

る都市住民・地域住民の交流活動への意識円農村地域

における観光資源に対する都市住民側の評価9) といった

都市と農村の住民相Eの意識について述べられている 0'

また，インターネットを利用した都市農村交流の可能性

を示唆附するなど，共生に向けた都市農村交流の現状

について多角的な分析を行っている。

(3)共生から協働へ

2010年には新たな交流需要の創造として訪日外国人

や観光・行楽部門の消費が多い高齢者といった未開拓の

対象に積極的なアプローチが図られ，観光関係者と農村

地域が連携して取組みを行うことを推進するとともに，

都市部の NPO法人や企業，大学等の多様な主体との共

同によって新たな農村地域資源の発掘・活用を推進して

いる。

2011年に発災した東日本大震災により，都市農村交

流は復興に向けた一つの施策として取り上げられるよう

になる。実際に都市農村交流は被災地の震災復興計画に

おいて観光に関する取組みに位置づけられ 11) 被災地復

興に向けた地域雇用創出等の経済効果を目指す動きとし

てもみられている。さらに災害時の対応としては，東日

本大震災により滞在型市民農園(以下，クラインガルテ

ン)に被災者や復旧工事関係者といった震災関連の新規

利用者がみられていた l九

農村計画学会誌32(3)は特集「外部人材と農山村再

生一内発的発展論の新たな展開一」とし，棚田オーナー

制度や里山保全活動のような都市農村交流において，都

市住民が継続的に参画する機会が増えたことで農山村再

生に向けた地域づくりに実践的に関わる外部人材が注目

を集めるようになったことから，交流から[協働】への

展開が見受けられるとしているヘ

3 都市農村交流に関する研究動向

概観で示したように，現在，都市農村交流は[共生】

から[協働]へ展開が変動しつつある。今後，協働へと

活動を展開していくにあたって，ここで一度，都市農村

交流にどのような動色発見があったのか，具体的な研

究内容を基にその動向を整理する。

(1)共生の中での都市農村交流

1990年代の GTの推進以降，都市農村交流の中心と

して捉えられてきた農家民宿は.2007年時点で 545件

の登録があるなど全国に展開された凶。農家民宿につい

ては，これまで農家民宿開業時に農家が求める支援につ

いて明らかにした ωものや利用者ニーズの分析 16)とい

った持続的な経営に向けた施設やサービスに関連した研
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究が多くみられた。しかし近年では修学旅行に農業体

験を取り入れた農業体験型修学旅行を実施する学校が増

えており，教育的側面から農家民宿のサービスを分析し

ている mものや，子ども農山漁村交流プロジェクトに

おいて子どもの受入れを農家民宿が担うことで教育的効

果の向上に対応している 18) ことなどが明らかとなって

いる。また，地域に若者を呼び込み，定着させるための

地域活性化策の主軸に農家民宿開設を提案国するなど，

農家民宿が農村地域で期待される役割が変化しているこ

とがうかがえる。農家民宿は教育的側面や地域活性化の

面からいかに農家民宿の有する役割を発揮させていく

か，その発展に向けた研究がみられるようになってきて

いる。

教育的側面からの交流活動としては，農業(農村)体

験にもみられる。農業体験を行うことで恩稲垣ら四)は

小学生が持つ農業へのイメージが体験前は「汚いJ.i大

変J等のネガティブなものだ、ったのに対し体験後には

「楽しいJ.i大切J等のポジテイブなイメージに変化し

ているとし，子どもの農業に対するイメージを豊かにし

向上させる効果があるとしている。さらに，小学校での

農業体験経験は中学生になってからも農業への関心が高

く，地域や身近な自然に目がいくような生徒の育成につ

ながっていることを明らかにしている。農村体験の一つ

であり，教育的要素が高い山村留学については，元留学

が大人になってからも留学先を頻度高く訪問しているこ

と，自身の子どもに生活させたい場として認識している

ことが明らかとなっている 2九しかし，その訪問目的は

里親や留学センターの職員といった人に会いに行く，人

を懐かしむことであり，そこに住むということ，つまり

都市農村交流の本来の目的である定住促進にはつながっ

ていないことが指摘されている。

食と農への認識を深めることで農村振興を図ろうとす

る動きにより，市民農園等で消費者が直接農作物を栽培

するといった動きが盛んにみられるようになった。その

なかでも，近年は都市近郊の体験農園や市民農園につい

て分析を行っている傾向が高く，体験農園の立地と利用

者の関係について空間的に分析することで，利用者獲得

に向けた体験農園の方策について検討がなされている 22)

ほか，活動持続のために都市農村交流を行っている地域

の土地利用や立地状況について分析しているものもみら

れるようになってきている。例えば. GT実践地域にお

いて，土地利用状況に注目した研究仰や，市民農園の

分布状況がDIDから 500m以内の距離に立地している

傾向にある制といった研究がそれにあたる。

また，滞在型の市民農園であるクラインガルテンにつ

いても，その実態から現在の課題について研究が進めら



れている。クラインガルテンの管理・運営の主体は地域

住民組織である場合が多く，開設に至るまでには地域に

おいて長期に渡る話し合いやワークショップによる検討

が行われたこと，運営に関わる収入源としては指定管理

科の割合が大きく，支出には宿泊機能を持った小屋(ラ

ウベ)の修繕費や光熱費等の維持・管理費と人件費の割

合が大きいことが明らかとなっているお)。運営方法とし

て地域住民と都市住民との交流促進を目的に利用者への

農業支援などを行う田舎の親せき制度を導入した事例に

ついての分析で、は，その展開が一部の人に偏る等から計

画段階における現実的な人数設定，規約や責任体制の明

確化等が重要であるとの指摘がなされており 26) 開設時

の参考となる報告も多い。しかし団塊世代の大量退職

前後には人気の高い地区がみられていたが，近年は空き

区画が目立つ地区もみられる。その一方で新たな開設が

続いていることから，利用者の獲得競争が生じる可能性

があること，施設によっては老朽化し開設当初より関

与している地元住民が高齢化しつつあることから，今後

のクラインガルテンの動向について検討の必要性が指摘

されている m。

食に関しては，消費者自ら栽培するだけではなく，生

産者の顔が見えるものを購入する傾向も強くみられた。

そのなかで生産物の販売活動である農産物直売所につい

ては，これまで販売員との直接対話が可能で、あること，

販売員に出荷農家が含まれている場合には消費者との直

接交流につながっている盟)ことが明らかとなっている。

農産物直売所の特徴としては，他の活動と異なり利用者

の出入りが容易で，その滞在時間は短いものの反復性が

あることや地域社会集団との重層性を有するといったこ

とが述べられており四)交流を主とした研究が多くみら

れた。近年は，その持続的な運営のために農産物直売所

聞によるネットワーク化が効果的であることを明らかに

している制。また，出荷農家に注目した分析が多くみら

れ，農産物直売所が農家の販路拡大につながっている

こと 31)や農家の経営改善につながったことで営農意欲

の増加につながっている 32)ことが明らかとなっている。

都市部の農産物直売所にあっては専業農家の主要な出荷

先の一つになっており，生産に対し積極的な影響を与え

ていることが明らか 33) となるなど，農業の持続性につ

ながあような研究がみられる。さらに，農家と消費者の

みならず出荷農家同士にとっても農産物直売所が農家の

新たな集合場所となり，情報や人的交流の場として寄与

していることも明らかとなっている。

生産者と消費者が料理を通じて交流する形に農家レス

トランがある。農家レストランについては，その実態が

明確でないとして現状把握を主とする研究が行われてい

る。農家レストラン開業時の状況を経営者の性別の違い

に注目し分析を行ったことで 女性経営者が子育て等の

負担から解放される 45歳位から起業する傾向があるこ

とや，性別に関係なく自己資金を主として開業時の資金

調達を行っ、ていることが明らとなっている刊。また，農

家レストランの立地状況と運営状況の相違を把握すると

ともに農家レストラン開業目的も明らかにしているお)。

そのうえで，地域活性化を目的として開業した立地状況

の異なる農家レストランの経営状況と地域への経済効果

について分析を行っており括)経営状況が経営者の人件

費を考慮しなければ比較的良好であること，経済効果と

しては地域を大きく潤すほどではないものの，食材費と

人件費で地域還元がみられることが明らかとなってい

る。

(2)協働に向けた研究展開

2010年の新たな交流需要の創造を受けて，地域と大

学との連携について現地実習を基にその地域の課題と展

望を検討していこうとする活動計)や，企業の CSR活動

による遊休農地の開墾活動による地域外の企業と提携す

る企業ファームの実践詔)等，大学や企業といった地域

外の組織との新たな交流活動もみられている。その一方

で，都市農村交流をビジネスとして考えた場合，副収入

として住民に経済還元がなされるモデル構築を行うこと

が重要であるとし，地元住民の参加を第一に掲げて若者

の郷土愛育成とビジネスの融和による活性化をねらう取

組みの必要性が指摘されている制。このことから，地域

内外の多様な主体による活性化方策として，都市農村交

流に対する期待がうかがえる。

また，都市農村交流の新たな顧客確保に向け，海外か

らの訪問客誘致が注目されている。海外客の中でも筒井

ら40)は日本のイメージや訪日理由，再訪日の理由，ア

クセシピリティから日本の GTのターゲットとして台

湾，シンガポールが適していると述べている。また，こ

のような海外客の場合は大半が団体客であることから，

新規顧客の獲得と事業収益性の維持・向上を見据えた対

象の拡大という意味で合理的なマーケテイングが可能と

している。しかし同時に，自宅の一部を客室として解放

する農家民宿の特性上，受入数は制約があり，対応可能

な集客で客単価をあげることが事業の運営に重要である

ことと，事業を運営する側の追加負担がどの程度に及ぶ

のかが不透明なことが指摘されており 41)まだまだ研究

の必要性が高いものである。

さらに，これまでの都市農村交流は首都圏と地方とい

うように都市と農村がある程度の匝離感を持って位置づ

けられていた。しかし少しずつ都市近郊農村における

活動に注目した研究も増加している。都市近郊農村地域
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における市民農園の利用希望を分析Lたところ，都市住

民は農業への関心が高く， レクリエーション的機能を期

待して利用していることが明らかになっている 4九また，

都市農業の担い手として自分たちで農業をやりたい，農

作業技術を高めたいと考え援農ボランテイアに参加して

いる都市住民に注目し，十分に利用されていない農地や

既に荒れている農地を有効活用する農家の候補として，

援農者の育成を想定した検討が行われている制。また，

都市近郊農村の特徴として，農村地域内に従来からそこ

に生活する旧住民と仕事等の関係で都市部からヲ|っ越し

てきた新住民の混在がみられることから，地域内におけ

る都市農村交流が注目されていることにある。その中で

も，農を共同利益として作用させることにより，旧住民

と新住民が交流を持つ機会が生まれ，新たな地域コミュ

ニテイが形成されていること叫)や，旧住民と新住民の

混在集落において都市農村交流活動を行う際には，旧住

民と新住民が融合することで集落機能維持を支える担い

手育成につながることが明らか 45) となっており，地域

活性化，集落機能維持に向けた協働の動きがみられ始め

ている。

4 都市農村交流が抱える課題

今後，都市農村交流が協働の段階に歩みを進めていく

にあたって，その活動の継続について真剣に検討してい

くことが必要である。そこで，本節は活動継続に向けた

経営状況の安定化，運営体制の確立を現在の課題として

整理する。

(1)都市農村交流の経営状況の安定化

都市農村交流の中でも特に経済活動を主軸とする活動

において，経営状況の安定さが事業の継続に影響するこ

とから最重要課題ともいえる。これに関しては，クライ

ンガルテンや農家レストランによって，現在その管理・

運営は容易ではないことが明らかとなっている。クライ

ンガルテンの場合には費用対効果について統計的に評価

したところ，純便益が純初期投資額に比べて大幅な赤字

であること 46)や，事務作業等の中心を担える人材は農

家にはなかなか見つけにくく，見つけたとしても，その

仕事に見合った分の人件費が払えていない状況初であ

る。農家レストランにおいては，支出の大部分を人件費

が占めているものの，経営者自らの人件費はその中に含

まれていないところが多い。実際，自らの思いのみで運

営し，ボランテイア状態の経営者が存在しているのが現

状である 3ヘ
(2)運営体制の確立

GTの運営体制の構築・運営に向け，渡辺 47)は活動推

進の中心となるリーダー人材が少ない地域において複数
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の主体が運営に関わる事例を基に GTの運営体制の確立

に向けた研究を行っている。そのうえで，運営体制が未

整備でプログラムが地域に知られていない段階では行政

や農協等が主体となって動くことが重要で、ある等を指摘

している。また，運営が個人経営や農家のグループ経営

である場合，先のクラインガルテンのように運営する地

元住民が高齢化することによって運営が立ち行かない状

況になった場合には，後継者の動向次第でその事業が継

続できるかが問題となる。このような事態に対し，運営

体制の確立に向けて活動の継続・発展のために体験をす

る都市住民が自主応援組織を立ち上げた事例を藤木ら 48)

が報告している。また，都市近郊地域の市民農園におい

て農地保全・管理の実現に向け組織された利用者組織が，

農圏外における地域活動の展開の上で素地となる可能性

があることも指摘されており 49) 都市住民による運営組

織が事業の継続や担い手として，今後どのような影響を

及ぼすのか検討していく必要がある。

5 おわりに

都市農村交流は，農村が一方的に都市に消費されるよ

うな構造から，農村地域自身が地域を誇る交流を目指す，

「質」の深まりを目指しつつあるとされ，協働の段階へ

と向かっている田)。それと同時に交流の主体となる世代

に広がりが出てきていることも指摘されている。かつて

都市農村交流の主対象は団塊世代の田舎暮らし志向者で

あったが，現在は 20代. 30代が農山漁村で活動する姿

が目立っている。そのきっかけは地域おこし協力隊制度

によるものや田舎で働き隊制度，緑のふるさと協力隊，

地域づくりインターン事業等が挙げられ，多様な窓口を

介して都市農村交流の新たな対象としても認識されつつ

ある。また，過疎化や高齢化，最近では消滅市町村と農

村をめぐる問題があるなかで，このような若者が農村の

地域づくりに実践的に関わる外部人材としで注目され，

地域住民だけでは気づかない地域の発見や新たな地域力

として期待されていることからも，都市農村交流が今後

協働へと向かうに至ったものと考えられる。しかし実

際にはこれらの制度を活用して一時的に農山漁村に移住

してはいるものの，雇用や住宅等の諸問題から都市に逆

Uターンする事例も少なくない。このことから，移住者

の支援策を検討する必要性が示唆され，移住者の就業形

態や家計収支に焦焦、点を充てた研究がみられる 5印l日)

今後，益々都市農村交流に関わる研究の幅は広がって

いくことが予想される中で，今後の研究展開への期待は

大きいものと考えられる。
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