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わが国農村ツーリズムの経過わが国農村ツーリズムの経過
＊

わが国農村ツ リズムの経過わが国農村ツ リズムの経過

農農 グ ズグ ズ 19921992: : 農林水産省農林水産省 グリーン・ツーリズム研究グリーン・ツーリズム研究
会中間報告会中間報告: : 農林水産業の経営者を想定農林水産業の経営者を想定

 19941994: : 農山漁村余暇活動滞在促進法農山漁村余暇活動滞在促進法((議員立議員立
法）農林漁業体験民宿：グリーンツーリズム法）農林漁業体験民宿：グリーンツーリズム法）農林漁業体験民宿：グリ ンツ リズム法）農林漁業体験民宿：グリ ンツ リズム

 体験活動を提供体験活動を提供

他の 般民宿 約他の 般民宿 約50005000軒軒 他の一般民宿、約他の一般民宿、約50005000軒。軒。

 スキー民宿中心から転換進まずスキー民宿中心から転換進まず

 20032003年以後年以後：旅館業法、建築基準法など規制：旅館業法、建築基準法など規制
緩和によるグリーンツーリズム農家の増加：安緩和によるグリーンツーリズム農家の増加：安緩和によるグリ ンツ リズム農家の増加：安緩和によるグリ ンツ リズム農家の増加：安
心院方式、一般農家に民泊心院方式、一般農家に民泊 33



規制緩和のメリット・デメリット
＊

規制緩和のメリット デメリット

メ ト メリット

 入門レベルとして新規参入容易に入門レ ルとして新規参入容易に

 農村ツーリズムの拡大に貢献

 デメリットデメリット

 初心者レベルからの展開への動機付け小さい

 質への配慮不十分(修学旅行の体験はOK）

 高品質化への対応不十分(やがて旧民宿化?）
44

 高品質化への対応不十分(やがて旧民宿化?）



我が国農村ツ リズムの課題我が国農村ツ リズムの課題
＊

我が国農村ツーリズムの課題我が国農村ツーリズムの課題

 若年世代への浸透が課題若年世代への浸透が課題 若年世代への浸透が課題若年世代への浸透が課題

学童体験、将来への投資学童体験、将来への投資→→将来家族と来訪将来家族と来訪

インターンシップやﾜｰｷﾝｸﾞﾎﾘﾃﾞｰの導入インターンシップやﾜｰｷﾝｸﾞﾎﾘﾃﾞｰの導入

 需要サイドと供給サイドのミスマッチ需要サイドと供給サイドのミスマッチ

交流活動が発展する過程で次第に解消交流活動が発展する過程で次第に解消

する点もあるが ミスマ チが存在するとする点もあるが ミスマ チが存在するとする点もあるが、ミスマッチが存在するとする点もあるが、ミスマッチが存在すると

いう認識は必要いう認識は必要

55市場調査・ニーズを組み込むことで発展市場調査・ニーズを組み込むことで発展 55



グリーンツーリズムの認知度

内容知っている 聞いたことあるが内容知らない

知らない 無回答

50 7 32 3 15 7 1 360歳以上

60.2

50.7

23.6

32.3

16.2

15.7

0

1.3

50代

60歳以上

41 5

39.8

27 0

30.5

31 5

29.7

0

0

30代

40代

29.4

41.5

22.4

27.0

47.1

31.5

1.2

0
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過去1年間のGT体験の有無(宿泊）

なし あり 無回答

57.8 30.1 12.160歳以上

72 0

69.0

23 1

24.5

4 9

6.5

40代

50代

76.3

72.0

20.8

23.1

2.9

4.9

30代

40代

81.2

76.3

15.3

20.8

3.5

2.9

20代

30代

0% 20% 40% 60% 80% 100%

77
ポケット農林水産統計2004
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都市農村交流推進上の課題(都市側）都市農村交流推進上の課題(都市側）

滞在施設の整
備 4 0

体験施設の整
備, 4.0

交通アクセス
の整備, 8.0

備, 4.0備, 4.0

受入先の情報
入手 12 0

都市住民の
ニーズの把握,

44 0入手, 12.0 44.0

相談先やコー
ディネータの確

保 28 0 ポケ ト農林統計２００４保, 28.0 ポケット農林統計２００４

8888



都市農山村交流推進上の課題（農山村側）都市農山村交流推進上の課題（農山村側）

その他, 2.6

滞在施設の整 無回答, 0.4滞在施設

備, 5.2

都市住民のニー

ズの把握 22 2

交通アクセスの

整備, 5.5 ズの把握, 22.2

地域の情報の発

信･広報 9 2

整備,

インストラクター

等の人材育成,

体験メニューの

充実, 19.7

体験施設の整

信 広報, 9.2

17.4
体験施設の整

備, 17.9
ポケット農林統計２００４

9999



グリーンツーリズムに関する要望事項
ガイドブック 低価格ガイドブック 低価格
GT情報の充実 子供や高齢者等の受入体制
現地での情報提供 相談･情報提供窓口

地元食材の利用・　レシピの説明 インストラクター等の充実
その他 無回答

1.8
ポケット農林統計２００４

25.9

23.3

14.8

13.0

14.8

13.5

13.0 5.1

7.6

6.5

4.9

2.8

2.7

1.9

21.1 11.2

13.4

0.9

1.950代

60歳以上

26 1

31.3

24 5

18.7

18 7

18.3

10 4

10.6

10 0

11.0

4 1

4.9

1 7

2.0

2 5

2.0

1 7

0.8 0.4

0 430代

40代

30.6

26.1

18.8

24.5

17.6

18.7

14.1

10.4

9.4

10.0

5.9

4.1

2.4

1.7

1.2

2.5

0

1.7 0.4
020代

30代

10100% 20% 40% 60% 80% 100% 1010



 日本の場合：日本の場合：
＊

日本の場合：日本の場合：

 依然、旧農村ツーリズムから新農村ツーリズ依然、旧農村ツーリズムから新農村ツーリズ
ムの移行過程にありムの移行過程にあり かつその移行が緩慢でかつその移行が緩慢でムの移行過程にありムの移行過程にあり,,かつその移行が緩慢でかつその移行が緩慢で
ある。ある。

 規制緩和で新農村ツーリズムが誕生してい規制緩和で新農村ツーリズムが誕生してい
るものの 量的拡大の段階るものの 量的拡大の段階るものの、量的拡大の段階るものの、量的拡大の段階

 イタリアの場合：イタリアの場合：

 旧農村ツーリズムから新農村ツーリズムへ旧農村ツーリズムから新農村ツーリズムへ 旧農村ツーリズムから新農村ツーリズムへ旧農村ツーリズムから新農村ツーリズムへ
の移行がスムースに進行した。の移行がスムースに進行した。

1111
 量的な展開の段階から質的な展開の段階へ量的な展開の段階から質的な展開の段階へ

1111



新旧農村ツーリズム対比

区区 分分 旧農村ツーリズム旧農村ツーリズム 新農村ツーリズム新農村ツーリズム

供給サイドの特徴供給サイドの特徴 副業的副業的 専業的専業的

遊休労働 施遊休労働 施 多 的機能多 的機能遊休労働・施設の利用遊休労働・施設の利用 多面的機能の活用多面的機能の活用

サービス水準低いサービス水準低い サ－ビス水準高いサ－ビス水準高いサ ビス水準低いサ ビス水準低い サ ビス水準高いサ ビス水準高い

経営者能力高くない経営者能力高くない 経営者能力高い経営者能力高い

需要サイドの特徴需要サイドの特徴 派生的派生的 本格的本格的

ズ水準低いズ水準低い ズ水準高いズ水準高いニーズ水準低いニーズ水準低い ニーズ水準高いニーズ水準高い

市場の特徴市場の特徴 ダウン・マーケットダウン・マーケット アップ・マーケットアップ・マーケット

例例 従来のスキー民宿従来のスキー民宿 グリーンツーリズムグリーンツーリズム 1212



両者の違いはどこにあるのか？ ＊

 共通点

小規模農家多い 小農国家（ただし イタリア ・小規模農家多い 小農国家（ただし、イタリア
の場合規模間格差非常に大きい）
アグリ ズムの歴史浅い（1985年法律制定 ・アグリーズムの歴史浅い（1985年法律制定、
1993年：日本）
相違点 相違点
 宿泊需要:制度的制約(長期休暇制度の有無）(
 インバウンド(外国人客）
 文化的アイデンティティ文化的アイデンティティ
 企業的家族経営
 地域的変遷

1313

 地域的変遷
 自立的アグリツーリズム組織



日帰り客日帰り客 不特定階層 人当たり支出少ない不特定階層 人当たり支出少ない

需要面の特徴比較:制度的制約

日帰り客日帰り客：不特定階層：一人当たり支出少ない：不特定階層：一人当たり支出少ない
宿泊客宿泊客：高学歴家族世帯：一人当たり支出多い：高学歴家族世帯：一人当たり支出多い

宿泊客

日帰り客 日帰り客

宿泊客

宿泊客
宿泊客

西欧型 日本型西欧型 日本型

農村ツーリズムの客層区分と特徴比較

•長期休暇制度の未成立：ILO132号条約未批准長
•日帰り・短期休暇中心

1414



宿宿日本：日本： 宿泊単位宿泊単位 ＞＞ 宿泊日数宿泊日数
欧米欧米 宿泊単位宿泊単位 ＜＜ 宿泊日数宿泊日数

宿
泊
単
位

宿
泊
単
位

欧米：欧米： 宿泊単位宿泊単位 ＜＜ 宿泊日数宿泊日数

ｊ

位位

ｍ
余暇の長期化余暇の長期化

ｊ
ａ

ｉｂ

ｏ ｅ ｆｏ ｅ ｆ
宿泊日数宿泊日数

ｎ

図図 宿泊単位と宿泊日数宿泊単位と宿泊日数図図 宿泊単位と宿泊日数宿泊単位と宿泊日数
1515



文化的アイデンティティの意義： ＊

伝統伝統++革新性革新性＝アグリツーリズム＝アグリツーリズム

 高い伝統への意識：自らのアイデンティを伝高 統 識
統に求める：地域資源の再認識へ：

伝統的食文化・農産加工品の活用伝統的食文化・農産加工品の活用

 伝統食文化を提供するレストランで季節性の
波を緩和(農閑期の遊休経営資源の活用）

 伝統的地域産品の認証制度（EU)の存在 伝統的地域産品の認証制度（EU)の存在

イタリアは認証制度活用に積極的

1616



DOCDOCワインの地域分布ワインの地域分布

地域 DOCG DOC IGT

北部 15 124 41

中部 9 86 26

南部 4 95 53

計 28 302 115計 28 302 115
2004年現在。地域間をまたがる認証ワインもあり計とは一致しない。

1717



企業的家族経営の農村版＝アグリツーリズム
＊

企業的家族経営の農村版 アグリツ リズム

 イタリアの文化伝統=企業的家族経営の伝統イタリアの文化伝統=企業的家族経営の伝統

 歴史的に形成された伝統的文化・食材農産物
を農村ツーリズムという新たな経営活動の中で
統合化＝ビジネス化統合化 ジネ 化

 伝統の継承発展＋差別化＝所得機会の拡大

 経営活動の活発さがアグリツーリズムの魅力：
個性的で多様な活動企業的家族経営の農村版個性的で多様な活動企業的家族経営の農村版
＝(伝統文化+革新性）

高 都市部 失業率 る タ 者 存在
1818

 高い都市部の失業率によるU・Iターン者の存在



自立的な農村ツーリズム組織
＊

自立的な農村ツ リズム組織

 農業団体系の3つの全国アグリツーリズム組織

A it i t 最大組織保守系 Agriturist：最大組織保守系

 Terra Nostra: 中道系中道系

 Turismo Verde: 左翼系

自立的な活動（宣伝 広報 支援 E予約など） 自立的な活動（宣伝･広報、支援、E予約など）

 統合組織（Conagritur）あるも、ほとんど機能せ統合組織（Conagritur）あるも、ほとんど機能せ
ず

日本の場合 経済的自立性弱い外郭団体
1919

 日本の場合:経済的自立性弱い外郭団体



北部 伝統的スキ 民宿 オ ストリアの
＊

北部：伝統的スキー民宿、オーストリアの
アグリツーリズムの影響、規模小

中部：トスカーナ州・ウンブリア州中部：トスカ ナ州 ウンブリア州
急速に成長、アグリツーリズムの中心的
地域地域

新規参入者の割合高い
（ウ ブリア州での調査農家の 割以上）（ウンブリア州での調査農家の４割以上）

：農村での就業機会

南部：州法の成立遅く、今後の発展が予想南部：州法の成立遅く、今後の発展が予想
2020



•あたらしい展開 ＊

•社会的マイノリティへの対応：障害者（バリア
フリー化への対応）、ベジタリアンへの対応

•従来注目されてないニーズ掘り起こしによる、
ニッチ市場の開拓と機会均等の実現ニッチ市場の開拓と機会均等の実現

•農業体験サービスの提供の制度づくり農

•格付けの導入（ウンブリア州：麦の穂数で4区
分）：品質・衛生基準の強化分）：品質・衛生基準の強化

•農業経営内容全体の再編：有機農業との結合農業経営 容 体 再編 有機農業 結合
など環境保全型農家経営への転換と差別化、特
産品と格付けとの関連

2121•プール･アパートメントの増加：施設型へ傾斜



イタリア・アグリツーリズムの課題
＊

イタリア・アグリツーリズムの課題

•プールやアパートメント形式など施設型への
傾斜 特 中部 著 資金 達能 差が傾斜（特に中部で顕著）で資金調達能力の差が
参入障壁となってきている。

•アグリツーリズムは小農対策ではない。

•政治的な分立状態（統合化は行政の役割）

支援策の効率性の低さ•支援策の効率性の低さ

2222



イタリアイタリア･･アグリツーリズムから学ぶアグリツーリズムから学ぶ
＊

イタリアイタリア アグリツ リズムから学ぶアグリツ リズムから学ぶ

 外国人客と国内客の二つのマーケットを持つ。外国人客と国内客の二つのマーケットを持つ。外国人客と国内客の つのマ ケットを持つ。外国人客と国内客の つのマ ケットを持つ。

 ただ、イタリア全体の宿泊需要に占める割合はただ、イタリア全体の宿泊需要に占める割合は
２％に満たない ニ チなマ ケ ト２％に満たない ニ チなマ ケ ト、２％に満たない。ニッチなマーケット。、２％に満たない。ニッチなマーケット。

 農村ツーリズム成長にとってのインバウンド・ツ農村ツーリズム成長にとってのインバウンド・ツ農村 リ 成長 イン ウン農村 リ 成長 イン ウン
ーリズムの重要性ーリズムの重要性

 多様な伝統文化と経営活動の革新性が新しい多様な伝統文化と経営活動の革新性が新しい 多様な伝統文化と経営活動の革新性が新しい多様な伝統文化と経営活動の革新性が新しい
活動領域を拡大（経営的バイタリティ）活動領域を拡大（経営的バイタリティ）

 都市部の失業率の上昇よる農村部での青年都市部の失業率の上昇よる農村部での青年
壮年の就業機会壮年の就業機会++自己実現の場自己実現の場→→農村ツーリ農村ツーリ

2323

壮年の就業機会壮年の就業機会 自己実現の場自己実現の場 農村ツ リ農村ツ リ
ズムを新規就農のメニューにズムを新規就農のメニューに 2323
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トレンティ ノ・アルトアディジェ州トレンティーノ・アルトアディジェ州



シ 州シチリア州

2626



ウンブリア州ウンブリア州



むすび:政策的課題を中心にして ＊むすび 政策的課題を中心にして

 需要面での制度的制約への対応：長期休暇制
度の実施へ向けた対応（ILO132号条約締結）

 わが国において、すでに15年以上が経過して

いるにもかかわらず 経営政策としての農村ツいるにもかかわらず、経営政策としての農村ツ
ーリズム政策は、ほとんど機能していない。

 量的な振興から、質的な転換へ向けた準備が
必要(自立した振興組織の育成必要）必要(自立した振興組織の育成必要）

 経営者能力を育成する農村ツーリズムのサー
ビスマネジメントを含む経営政策の重要性が増
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ビスマネジメントを含む経営政策の重要性が増
している。



むすび（２） ＊むすび（ ）

 他方で多様な就農対策の一メニューとしての位置
づけも重要と考える（青壮年、定年帰農など）

 観光インバウンド政策との統合化（とくに農村地域
へ）も今後必要 大手旅行代理店との連携へ）も今後必要。大手旅行代理店との連携

 自立的な農村ツーリズム組織の育成

 インフラ整備：農村道路の整備による需要創出効
果(大江 2010)果(大江,2010)
 制度的インフラとして、継続性ある農村ツーリズム

す 統計デ タ 整備が必
2929

に関する統計データの整備が必要。
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