
●農山漁村を活かした都市との交流

美しく魅力あふれる農山漁村への国民の関

心の高まりは、農山漁村にとっては地域

再生に向けて、大きな追い風といえます。農山

漁村という空間それ自体を価値あるものと捉え

る見方が、国民の間に広がり醸成されつつあり

ます。そうした魅力の保全に積極的・行動的に

参画しようとする人々が増えてきているのです。

農山漁村はそのニーズに応え、より一層魅力あ

る空間づくりを進め、都市との交流を推し進め

ることが大切です。

●都市との交流を通じた地域の活性化

農山漁村を活用した都市との交流の主な

ものとして、美しい農山漁村景観を素材

としたグリーン・ツーリズム、地域資源の保全管

理を都市住民やＮＰＯ等の地域を超えた連携に

より取り組むグラウンドワーク活動、農山漁村

ならではの自然との触れ合いを体験できる環境

教育の場としての地域資源の活用等が考えられ

ます。これらの活動は、交流人口の増大、地域

産品の消費拡大、地域資源の保全に資する財

政的・人的援助などの目に見える経済的な効果

のみならず、地域に住まう人々の地域に対する

誇りを高め、郷土の価値を見直し、自信をもっ

て農山漁村での生活を送ることにつながる効

果があることに留意する必要があります。農山

漁村が内在している様々な魅力を活かした交

流活動を展開すれば、都市住民はますます農

山漁村に魅せられ、彼らは地域にとっての心強

い応援団となってくれるに違いありません。そ

してまた交流活動により数多くの人々が地域を

訪れることで、地域の魅力はますます磨きがか

かり、地域住民の地域に対する誇りや郷土愛が

高まっていくことでしょう。それこそ、地域を内

発的発展へと導く重要な働きと言えます。
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2．農山漁村の魅力を活かした都市との交流の展開
美しい農山漁村づくりは地域を活性化する

美しい農山漁村への関心の高まりを、新しいビジネス活動を通じた地域活性化のチャンスとして捉

えることもできます。農林漁業のみならず、農山漁村の空間全体が醸し出す魅力を活用した活性化戦

略を展望することが求められます。

美しい農山漁村づくりの一手法として都市との交流をテーマとすることで、農山漁村資源の観光活用

を図るグリーン・ツーリズム等の農村観光、地域を超えた担い手の連携ネットワークづくり、環境教

育の場としての空間活用など、新しい地域振興が展望できるようになります。
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多様な主体が参画するグラウンドワーク活動

環境教育の場として新たな価値付け



●グリーン・ツーリズムの特色と意味

都市住民の間での安全で安心できる食べ

物、心身のストレスから解放される健康

的空間、自己実現のライフスタイルの希求といっ

た生活の質的充実に対するニーズの高まりは、

グリーン・ツーリズムへの参加者の増加とともに

農山漁村がそうしたニーズに応え得る空間とな

るならば、グリーン・ツーリズムの展開などを通

じて地域が活性化するチャンスを生んでいま

す。

グリーン・ツーリズムを農山漁村の側から捉

えれば、地域特産物の製造販売、市民農園の設

置などの新しいビジネスチャンスを創出し、就

業機会の拡大や経済的利益の創出につながる

だけでなく、都市住民等との交流を踏まえた農

林漁業への理解と親しみの醸成、美しく豊かな

農山漁村を活用した地域内外の子どもたちの

環境教育の場の創出など、多方面にわたって地

域の内発的な発展をもたらすことになります。

さらに国の施策においても、グリーン・ツーリズ

ムの推進を積極的に支援しており、これからの

農山漁村づくりに不可欠の取り組みテーマとな

ってきています。

●グリーン・ツーリズムを推進する際の配

慮点

グリーン・ツーリズムを受け入れる場合次

の事項には十分な配慮が必要です。

①何よりもそこに住む人々に資するものである

（地域の農林漁業・環境・文化や生活が向上

する）と認識する。

¡地域の農林漁業の振興・農地・森林や自然

環境のみならず地域文化の保全に資する

活動として捉える。

¡地域内発型のビジネスチャンスとして捉え

る。

②都市住民のニーズを把握する（期待される空

間機能を予測する）。

¡日常的な都市生活において経験できないこ

とを農山漁村において体験することが求め

られている。

¡「静けさ」「やすらぎ」「豊かな自然」「有形

無形の文化」「地域の食べ物を味わう」等

の地域の魅力を活かす工夫をする。

③農山漁村休暇型のツーリズムを目指す（都市

住民の“第二の故郷づくり”）。

¡地域の農林漁業関係者を受け入れ主体の

中心として、繰り返し訪れたくなるような魅

力を備えた地域ぐるみのツーリズムを展開

する。

¡地域資源を有効に活用する（農家民宿な

ど）。

④どれくらいの空間規模で受け入れるのか明確

にする（空間的な広がり）。

¡地域内での連携体制や来訪する人々の属

性（家族、学校単位、移動手段など）に応じ

た適切なツーリズム地域の設定を行う。
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美しい農山漁村を舞台としたグリーン・ツーリズムの展開

「グリーン・ツーリズム」とは、緑豊かな農村地域において、自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在

型の余暇活動をいいます。グリーン・ツーリズムは、①産直等農産物の販売を通じたものやふるさ

とまつり等のイベント等から、②市民農園、田植え、稲刈り等農作業への参加等の農業・農村体験、

③学校教育を通じたものまで、広く都市と農山漁村との交流一般を指すことが多くなっています。美

しい景観をはじめとする農山漁村の魅力を活かし、都市住民等との活発な交流を促進するという明

確な目的を持ちながら、美しい農山漁村づくりを着実に進展させることが大切です。



●コンセプトの設定が鍵

農山漁村には、都市住民を惹きつけるよう

な様々な魅力（アメニティ）が要素として

存在します。それらを環境点検などによって見

つけ出すことが、まず必要です。

しかし、グリーン･ツーリズムの展開において

は、「その先」が問題となります。例えば、地域

の魅力の要素をリストアップした膨大な資料を

作ったとしても、地域を訪れたことのない人に

とって、要素リストそのままでは魅力としてアピ

ールしないかもしれません。

「あれもある、これもある」ではなく、それら

をまとめて、「ここはこういう魅力がある所です」

というイメージをわかりやすく表現したコンセプ

トを設定することが重要です。そのためには、

「これだ！」と考える地域の特徴を一つか二つ

取り上げて、それを深く掘り下げてみることも

一つの方法です。

その際、注意しなければいけないことは、コ

ンセプトは、他所からの借り物では効果が無い

ということです。また、地域の本物の魅力を活

かしたグリーン・ツーリズムの展開が大切です。

●地域の景観や環境をベースに

グリーン･ツーリズムの推進において、農林

漁業体験等のための施設を整備すること

もあるかもしれません。しかし、これまでの施

設整備においては、施設という「図」に意識が

集中しすぎて、周辺の景観や環境という「地」と

の調和に配慮されていなかったり（例えば田園

景観にそぐわないメルヘン風の施設整備など）、

敷地内の限られた区域でのみ景観や環境の整

備が行われたりするといったケースが少なから

ず見受けられました。

施設整備は、広がりをもった地域の景観や環

境を基調としながら、その保全・復元と関連づ

けて進める視点が大切です。
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●パートナーシップで守る農山漁村の魅力

今日、都市住民やNPO、企業や学校など多

様な主体が参加する自然環境保全や歴史

文化保全の取り組みが全国の農山漁村で見ら

れるようになってきました。これらの取り組みに

参加する人々は営利等で結びつくのではなく、

自然や伝統文化とのふれあいを通じての自己

実現を目指す人達の自然派生的な連帯という特

徴を帯びています。従ってそれらのサークルは

属地・属性にとらわれないで、農山漁村の価値

を保全する新しいパートナーとして大いに期待

することができます。

しかし、せっかくのパートナーも農山漁村の

側にそれを受け止める仕組みが準備されてい

ないと、お互いに結びつくことができません。

これに応えるべく、美しい農山漁村づくりでは

地域や属性を超えた多様な主体との連携を可

能にする交流活動の受け皿づくりという視点が

求められることになります。

地域や属性を超えたパートナーづくりの受け

皿として、グラウンドワーク活動、オーナー制度、

NPOとの協働を導入することが有効です。

●パートナーシップの様々な形

①グラウンドワーク活動

地域を構成する住民、企業、行政、学校等が

協力して専門団体を作り、身近な環境を見直し、

自らが汗を流して地域の環境を改善していこう

という運動と言えます。

農山漁村でグラウンドワーク活動を実施する

ことで、地域の多様な方々の意向が反映できる

仕組みができるともに、様々な組織間による相

互の連携が行われ、地域としての連帯が図られ

ることとなります。

グラウンドワーク活動は、地域住民、企業、

行政、学校等がパートナーシップを組んで地域

環境改善に向けた基礎的環境のケアを行う活

動のことを指します。基礎的環境のケアとは、

よどんだ水たまりやボウフラの発生源になって

いる未利用の公有地、瓦礫が乱雑に放置され

ている工場前の私有地、アスファルト舗装がさ

れているだけの学校用地、貧弱な植栽が辛う

じてあるだけの小公園、ゴミ溜めのようになっ

ている湧水の湧き出し点など、ごく身近な生活

環境を改善し、美しい環境に変えていこうとす

る活動のことです。こうした活動は、地域住民

と企業と行政のパートナーシップによって最も

効果的に実現するものです。

またグラウンドワーク活動では、地域でパー

トナーシップを組織し、基礎的環境ケアや環境

教育のプロジェクトを企画し、これを運動化し

ていく専門家団体が設置されています。団体が

設置されることでグラウンドワーク活動が中核

となって地域に関係する諸組織や団体などと連100

地域や属性を超えたパートナーづくり

国民共通の財産としての農山漁村空間の保全・管理は、地域住民だけではなく国民全体で担うこと

が望まれます。都市住民やNPO、企業や学校などを巻き込んだ広い社会的連携のもとに農山漁村の

魅力の源泉である豊かな自然、長い時間をかけて培われた伝統文化、美しい景観の保全を図ってい

くことが大切です。美しい農山漁村づくりは、地域や属性を超えたパートナーを育んでいくことで持

続的な展開が可能になります。



携し、地域全体で取り組む美しい農山漁村づく

り運動を強力に推し進めていくことになります。

すなわち、グラウンドワーク活動を導入する

ことで、地域の多様な主体の意向の反映が可能

となり、また各種環境整備事業の円滑な推進が

図られるとともに、施設の適切な維持管理が継

続されることになります。この活動を通じて住

民は地域への愛情を深めて新たな地域連帯を

育んでいくことになります。
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地域住民 
市民団体 

行　政 企　業 

¡満足感・達成感 
¡心の豊かさの獲得 
¡地域への誇り・愛着 

¡行動力アップ 
¡新しい知人・友人の獲得 

¡地域行政や企業との一体感 
¡子供たちへの環境教育 
¡地域のコミュニティの再生 

 

¡財政難のなか、 
小さな負担で効果的な事業展開 

¡まちづくり、地域づくりの 
新しい切り口 

¡住民や企業との一体感 
¡行政への好感度アップ 
¡地域の自立力向上 
¡価値観の多様化 
への対応 

¡企業イメージの向上 
¡社会貢献・地域貢献の 

実践・実現 
¡周辺住民や行政との一体感 

¡地域ネットワークの拡大 
¡ビジネス機会の増大 

¡企業施設・土地の有効利用 
¡従業員の活性化効果 

¡生きがいの創出 

グラウンドワーク活動の3要素

静岡県三島市ではグラウンドワーク活動によって美しい地域景観づくりに取り組んでいます。



②オーナー制度

オーナー制度は農山漁村に暮らす地域住民

と都市住民との交流を促進する中で、都市住民

の視点による農山漁村の新たな魅力の発見や、

これを受けての地域住民による誇りと愛着の醸

成などを通じて、都市と農山漁村の交流の新し

い形ともなっています。

棚田やリンゴ、梅など様々な農産物を対象と

していわゆるオーナー制度が全国各地で行わ

れています。都市住民からみたオーナー制度

の魅力は、安全で安心な農産物を安価に入手

できることがまず念頭に浮かびますが、それだ

けではありません。オーナー制度は農地という

場を介して、農村に居住する農家を主体とした

地域住民と交流できることが大きな魅力となっ

ています。同時に、農林漁業の生産の場の保

全・管理という側面も併せ持っていますから、

個人的な利益をこえて、地域社会あるいは国土

の保全という高い目標へ参画することへの満足

感も得られることとなります。実際に棚田のオ

ーナー制度を行っている事例の多くでは、棚田

でできる農産物としての米も参加者にとって大

きな魅力ではありますが、それだけではなく、

棚田で営農を継続することによって、棚田景観

の保全に関与していることの意義がオーナー制

度に参加する人々には重要なモチベーションと

なっています。

地域住民にとっても、農産物の販路というだ

けでなく、遊休農地の新たな担い手という側面

もありますし、外部からの目で自らの地域を再

評価してくれる仕組みということもできます。オ

ーナーがもたらす外部からの刺激を受けなが

ら、地域住民自身が自らの地域の良さに改めて

気づくことができ、結果として愛着と誇りを醸

成する契機となります。

今後、オーナー制度は、地域住民と外部来訪

者の双方にとって美しい農山漁村の魅力を認識

し、その保全、形成に関与するための相互交流

的な仕組みとして位置づけられ、農村への都市

からの評価と地域住民による内発的な活動の

相互交流という活動を通じた「都市と農山漁村

の交流」の新しい形態としてその取り組みの広

がりが期待されます。
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③NPO

NPOは農山漁村と都市との交流と連携を促

進するパートナーと言えます。同時に、都市や

農山漁村に暮らす個々の地域住民にとって、環

境配慮などの意志を組織として体現するための

受け皿であり、継続的な運動を可能にします。

農山漁村における「地域を超えたパートナー

づくり」という観点から見るとき、次のような役

割が期待されます。一つには、農山漁村の外側

から農山漁村の良さについて評価することで、

地域住民自身の気づきを促し、これを守るため

の仕組みづくりについてアドバイスを提供する

役割です。農山漁村の自然や景観などの資産

を維持・保全するためには、都市と農山漁村が

パートナーシップを組み連携しながら農山漁村

の地域づくりを行うことが不可欠ですが、通常、

「誰とどのように」連携すれば良いのか、連携の

パートナーと共にそこにアクセスする手段も見

えないものです。こうした場合、都市と農山漁

村の両方に軸足を持って活動しているNPOを

アドバイザーとして活用することが出来ます。

二つ目には、環境意識の高まりを受け身近な

環境だけでなく、広く環境保全に寄与したいと

の都市住民の意志を都市と農山漁村との交流

と連携に導き、運動体として継続するための受

け皿としての役割があります。環境意識の高ま

りを受け、無償で環境保全に寄与したいという

都市住民のボランティアも相当数増加していま

すが、こうした人々にとって、どのようにして農

山漁村のフィールドを探し、どこに連絡をすれ

ば良いのか、個人レベルの活動ではなかなか

把握できないのが普通です。こうした個人がそ

れぞれに自由な意志と時間をもちより、NPOを

結成することで組織としての活動が可能となり、

他のNPOをはじめ、学校、行政など様々な外

部の組織と相互に交流を深めることができま

す。このような活動を通じて、NPOも相互に刺

激を受け合い、運動を継続的に行うことができ

るようになります。

現在、NPOの活動は、棚田の保全や森林の

間伐、下草刈りなどの作業への支援から、作業

を行う組織作りへの助言、学識者を交えた専門

的な知見の提供、都市と農山漁村のそれぞれ

の活動主体であるグループ相互の仲介等、多岐

にわたっており、将来的にも農山漁村の環境保

全のための様々な役割を期待されています。

NPOを様々なネットワークの入り口と位置づ

け、イベントなどの情報発信と共有、専門的な

知見をもっているアドバイザーなどの人的交流

を通じ、将来的に農山漁村が保持すべき自然や

景観などの資産の共同管理や保全のために、

多様なNPOとの連携を図ることができます。
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農村地域におけるNPOの活動（富山県砺波カイニョ倶楽部）

「カイニョ」とは屋敷林のことです。カイニョ
倶楽部では、地域の伝統的な景観を構成し
ている屋敷林を通じて、地域の自然と文化、
伝統的な知恵、幅広い年齢層の交流による
コミュニティの増進などをねらいに活動を行
っています。

参考 参考 

発足意図と事業内容

1 発足の意図（趣意書）
1）カイニョにこだわり、カイニョと付き合い、カイ
ニョの充実を。

2）カイニョと交流し、文化を語り育む。
3）全世代、全地域にカイニョ暮らしを普及。
4）カイニョ風土、カイニョ公園の宣伝。

2 事業内容（事例）
1）カイニョの保全｜樹木を植え育てる。体験活
動。苗木交換。手入れ講習。年寄りの経験に
学ぶ。

2）カイニョで楽しむ｜写生会、竹の子掘り、焼
芋会、音楽会、焼き肉会、撮影会、講演会、
花見、カイニョ見学、バードウオッチング。

3）情報、案内、意見交換、会報。
4）その他会員の希望を踏まえ、役員会で具体化。
5）年に1～2回開催する。

3 その他約束事項
1）全てボランティアである。
2）事業経費は、時々の行事の参加者負担。
3）トラブルの責任は各人持ち。
4）どんな行事も、会員には案内し出欠を確認
（会員から連絡する）。
5）会員への連絡体制を作る。
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砺波カイニョ倶楽部会則

第1条 （名称及び事務局）
砺波カイニョ倶楽部と称する。

第2条 （目的）
砺波散居村のカイニョ風土と文化の充実、発展に

寄与する。

第3条 （事業）
（1）目的達成のため、次のことを心がけ実行する。
（2）自覚的自発的にカイニョに近づき、付き合うこ

と。
（3）カイニョを中心とした体験、見聞、交流を広め

ること。
（4）会員相互の情報交換、連携をはかること。
（5）その他目的達成のために必要なこと。

第4条 （会員・会計）
（1）会員は、カイニョの有無、地域、年齢に関係な

く、会の主旨に賛同し、年会費一千円を添え
申し込んだ者とする。

（2）本会の経費は、会費、寄付金等をもって充て
る。

（3）会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年の4月
末日に終わる。

第5条 （役員及び総会）
（1）次の役員を置く。代表幹事1名、幹事若干名、

事務局長1名、監事1名。
（2）役員の任期は2年とし、留任はさまたげない。
（3）総会は年1回開催する。

第6条 （付則）
この会則は、平成9年4月12日より実施する。



●学びの場としての農山漁村

近年、農山漁村ならではの魅力を構成して

いる自然環境、伝統文化等を活用した体

験学習が全国各地で展開され始めています。こ

れは、同時に農山漁村が本来的に持っている営

農や地域の自然、暮らし等に関する様々な技術

や知恵に関する「学びと伝承の仕組み」を効果

的に活用しているということでもあります。

この「学びと伝承の仕組み」は、農山漁村の

豊かな自然環境や歴史文化を背景としながら、

①農山漁村の知恵と技術を伝承する人材として

の地域住民と、②営農をはじめとする農山漁村

の暮らしにより構成されています。

そこで暮らす地域住民は、「農山漁村の知恵

と技術を伝承する人材」として捉えられます。

地域住民は、子どもたちが体験学習などを行う

場合、地域で受け継がれてきた技術や知恵を子

どもたちに伝承する教師としての役割を担うこ

とになりますし、こうした活動を通じて自らの技

術や知恵、歴史的裏付けをもった文化に対する

自信と誇りが醸成されることとなります。

●農山漁村における体験学習がもたらす

効果

営農をはじめとする農山漁村の暮らしの中

で、子どもたちが地域住民との交流と体

験を通じて、自らの五感を使って農山漁村につ

いての「学び」を深めることで、農山漁村の新し

い魅力に触れることが可能となります。

農山漁村における体験学習は、学校の机上の

ように教科が定まっている訳ではなく、「体験を

通じて」問題の発見能力や解決能力が育まれま

す。体験を通じて農山漁村の生活や文化、産業

などへの興味、関心等も喚起できますし、地域

住民とのふれあいの中で豊かな人間性や社会

性を獲得し、コミュニケーション能力が高まる効

果もあります。農山漁村をとりまく環境や人材と

しての地域住民から、「自ら気づき・自ら学ぶ」姿

勢が求められ、感性も磨かれることとなります。

一方、親世代としての都市住民にとっても、

子どもたちにとっての理想的な体験学習のフィ

ールドとしての農山漁村という認識だけでなく、

子どもたちの活動を通じて、農山漁村について

の新たな魅力と食料生産以外の多面的な価値

を再認識することが可能となります。農山漁村

の側からみれば、子どもたちの楽しげな声がひ

びき地域に賑わいがでますし、子どもたちとそ

の親との交流を通じて、農産物の販売や農家民

宿の実施など経済的な効果も期待できるため、

将来的にも農山漁村と都市が積極的に連携し、

人材交流や体験学習等の活動を推進していくこ

とが大切です。
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子どもたちの教育の場としての魅力

農山漁村には、「学ぶべき資産」としての美しい景観・多様な歴史文化があり、これを伝承するための

人材と仕組みがあるため、体験学習の場として理想的な空間といえます。農山漁村において積極的

に体験学習を進めることで、子どもたちが農林漁業について五感を使って理解することができ、親

世代も含めた都市住民が農山漁村の持つ魅力と多面的な価値の再発見・再認識を行うことができま

す。
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田んぼの学校

田んぼや水路、ため池等は農村の自然環境を構成する重要な要素となっていると同時に、農業に不

可欠な生産の場でもあり、営農技術の結晶ということもできます。

「田んぼの学校」はこうした農業用施設（田んぼや水路、ため池等）を遊びと学びの場として体験を

通して活用することにより、環境に対する豊かな感性や見識をもつ人を育てること、地域に受け継が

れた営農技術や知恵への理解、都市と農村の交流、自然と人間との共生につなげることを目的として

います。

「田んぼの学校」活動は、自由な意志に基づきながら全国各地で多様な人々によって始められてい

ます。農家や都市住民、学校、PTA、NPOなど様々な立場のグループが、それぞれの視点で農村や

農業用施設を見つめ直し、フィールドやグループの特性を活かした活動を展開しています。

よって、田んぼの学校の活動内容は、水路や田んぼの生き物調査、里山の林床管理支援などの自然

環境に関わるものから、農村の衣食住や行事など暮らしに関わるもの、農村に残る神楽や能を題材と

した伝承文化に関わるものなど多岐にわたっています。

そこで、共通しているのは、こうした活動の全てが自発的に行われているということです。自由な意

志を持つ個人が同好の士をつのり小グループが形成され、グループが相互に交流・連携し刺激し合

うことで新たな取り組み、活動の輪が広がっています。現在では、地域の有志・有識者はもちろん、

博物館や大学の専門家などと連携するほか、一部では、行政の支援も受けながら活動が展開してい

ます。こうした各地の取り組みから、地域や農村の暮らし、伝統的な技術や芸能文化等に関する再評

価、農村地域内及び都市と農村など幅広い地域・世代間での交流促進、環境保全活動への意識の高

まり、総合的な学習の時間への利用など、幅広い成果が生まれています。

里山を活用した体験学習

里山としての樹林地を保全するため、「隠れ家づくり」の体験を通じて、のこぎりの使い方、ロープの縛り方などを学んでいます。
樹林地内にある下枝（草）などを利用して隠れ家をつくることで、技術の習得だけでなく環境保全にもつながることを事前に講習
を受けてから実施しています。

参考 参考 教育の場としての活用




