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概  要 

 

 2008 年より，人口減少社会を迎えた日本では，農村部，都市部問わずさまざまな問題

を抱えている。本研究では，これら地域が抱えている問題に立ち向かう概念の一つとして

「Social Capital（以下 SC）」に着目する。SC が蓄積されることによって，国民生活面や

経済面の効果が発揮される可能性があり，その重要性が指摘されている。この SC の蓄積

にあたり，大きな影響を与えると考えられるのが，都市農村交流，なかでも「農村ワーキ

ングホリデー（以下農村 WH）」と「農業体験農園」である。  

 そこで，本研究では，岩手県胆江地方（奥州市と金ケ崎町）における農村 WH と，東

京都練馬区における農業体験農園を事例対象とし，都市農村交流によるステークホルダー

の意識変化や SC からのアプローチによるコミュニティの変容について調査分析を行っ

た。その調査結果を踏まえて，都市農村交流がコミュニティの変容に果たす役割，その役

割を果たすにあたって，多様な展開をみせる都市農村交流のあり方について考察した。  

 分析の結果として，農村 WH の事例では，受入農家の変容として，①内向き（自地域

の活性化）の意識から外向き（次世代の担い手育成）の意識への変化，②高いレベルでの

SC の蓄積がみられ，参加者の変容として，①継続的な参加による学びの深化，②将来的

な SC の蓄積・見直しの可能性が確認された。  

農業体験農園の事例では，農園主の変容として，①都市住民への農業理解促進にとど

まらない農業体験農園が有する農業経営面の可能性への気づき，②SC の蓄積による，サ

ポーターに代表される利用者との新たな関係性の構築がみられ，利用者の変容として，①

都市農業や農業，食料に関する意識変化と生活の変化，②SC の蓄積による多様なコミュ

ニティ（農園主間，利用者間，居住地域の住民間）の形成が確認された。  

それらを踏まえて，都市農村交流がコミュニティの変容に果たす役割として，①他者

との交流による意識変化の創出，②人と人とのつながりを見つめ直すことによる新たなコ

ミュニティの形成と既存コミュニティ活動への参画を考察した。  

また，その役割を果たす都市農村交流のあり方として，①地域とのかかわりの深い取

り組みの展開，②一過性の交流にとどまらない反復的な交流の必要性があると結論付け

た。  

 

  



 

Abstract 

 

 Japan has experienced a depopulation since 2008 and has encountered difficulties in both rural and 

urban areas. This study focuses on “Social Capital (SC)” as a concept to lead the problems of these 

areas to solutions. The importance of SC has been recognized because there is a possibility that the 

accumulation of SC effects people’s lives and economics. The urban-rural interaction, in particular 

“Noson Working Holiday (WH)” and “Community Gardens” may cause a great effect on the 

accumulation of SC. 

 In this paper, a survey was performed to gather data from WH in Tanko areas (Oshu city and 

Kanegasaki town), Iwate and Community Garden in Nerima ward, Tokyo and to analyze the variations 

in mindsets of stakeholders through the urban-rural interaction and in the communities from the 

approach of SC. Based on the result, this thesis examined the role of the urban-rural interaction in the 

variation of community and the way of the developing urban-rural interactions. 

As results of the analysis, the farmers of WH have changed in their mindset from introspective (ex. 

revitalization of their own community) to outward (ex. training of next generations) and their 

accumulation of SC has been concentrated in high level while the participants in WH deepened their 

learning through continuous participations and gained a possibility of the future accumulation and the 

review of SC. 

 On the other hand, the farmers of Community Gardens realized the possibility of Community 

Gardens on the agronomy aspect including fostering an understanding of agriculture and have created 

new relationships with users such as supporters by the accumulation of SC. As for the users of 

Community Gardens, they have changed their attitude relating to the urban agriculture, agriculture 

and food and have built various communities with farmers, local residents and other users by the 

accumulation of SC. 

 Considering the above, this study clarified two roles of the urban-rural interaction in variation of 

communities. First, the interaction with people generates a change in people’s mindset. Second, 

reviewing the social connection inspires people to build new communities and to participate in 

existing community activities. 

 Finally, it is concluded that it is necessary to deploy efforts committed deeply to local communities 

and to retain not temporary but consecutive interactions. 



 

目次 

 

序 章 研究の課題と構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 第 1 節 問題意識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１  

 第 2 節 既存研究の領域と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

  1. ソーシャル・キャピタル研究の領域と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・３  

  2. 都市農村交流研究の領域と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４  

 第 3 節 本研究の課題と方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６  

  1. 取り扱う対象の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６  

  2. 本研究における課題と分析方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８  

  3. 論文の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

第 1 章 ソーシャル・キャピタル研究の現代的意義・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 第 1 節 ソーシャル・キャピタルの定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 第 2 節 ソーシャル・キャピタル概念を通じて解明された諸問題・・・・・・・・・18 

  1. ネットワークに注目したソーシャル・キャピタル研究が明らかにしたもの・・18 

  2. 信頼に注目したソーシャル・キャピタル研究が明らかにしたもの・・・・・・・19 

  3. 互酬性に注目したソーシャル・キャピタル研究が明らかにしたもの・・・・・・20 

  4. 総合的にソーシャル・キャピタルを定義した研究が明らかにしたもの・・・・・22 

 第 3 節 ソーシャル・キャピタル研究の限界と可能性・・・・・・・・・・・・・・23 

  1. ソーシャル・キャピタルの負の側面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

  2. 有効なソーシャル・キャピタルの蓄積と求められるコミュニティ像・・・・・・24 

  3. ソーシャル・キャピタル研究の展開可能性・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

第 2 章 都市と農村の関係性と都市農村交流の展開・・・・・・・・・・・・・・・・29 

 第 1 節 都市と農村の関係性の変化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

 第 2 節 都市農村交流政策の展開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

 第 3 節 都市農村交流の特徴と多様な取り組みの展開・・・・・・・・・・・・・・32 

  1. 日本における都市農村交流の特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

  2. 多様な都市農村交流の取り組みの展開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

  3. ソーシャル・キャピタルの蓄積に有効な都市農村交流の取り組みに関する一試論  

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 



 

第 3 章 域学連携型農村ワーキングホリデーによるコミュニティの変容・・・・・・・41 

 第 1 節 農村ワーキングホリデーの展開と域学連携の意義・・・・・・・・・・・・41 

  1. 農村ワーキングホリデーの展開とその役割・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

  2. 多様な拡がりをみせる域学連携の取り組みとその意義・・・・・・・・・・・・43 

 第 2 節 岩手県胆江地方における域学連携型農村ワーキングホリデーの展開・・・・48 

  1. 岩手県胆江地方の農業構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

  2. 岩手県胆江地方における域学連携型農村ワーキングホリデーの展開・・・・・・49 

 第 3 節 域学連携型農村ワーキングホリデーによるコミュニティの変容に関する一考察 

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 

  1. 域学連携型農村ワーキングホリデーに対するコミュニティの意識・・・・・・・57 

  2. 域学連携型農村ワーキングホリデーがソーシャル・キャピタルに与える影響・61 

 第 4 節 小括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 

第 4 章 農業体験農園によるコミュニティの変容・・・・・・・・・・・・・・・・・93 

 第 1 節 都市農業をめぐる動きと農業体験農園の展開・・・・・・・・・・・・・・93 

  1. 都市農業をめぐる政策展開と社会情勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 

  2. 農業体験農園の展開とその役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 

 第 2 節 東京都練馬区における農業体験農園の展開・・・・・・・・・・・・・・・100 

  1. 東京都練馬区の農業構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 

  2. 東京都練馬区における農業体験農園の展開・・・・・・・・・・・・・・・・101 

 第 3 節 農業体験農園によるコミュニティの変容に関する一考察・・・・・・・・・106 

  1. 農業体験農園に対するコミュニティの意識・・・・・・・・・・・・・・・・106 

  2. 農業体験農園がソーシャル・キャピタルに与える影響・・・・・・・・・・・108 

 第 4 節 小括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125 

終 章 本研究の結論と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129 

 第 1 節 都市農村交流によるコミュニティの変容・・・・・・・・・・・・・・・・129 

 第 2 節 本研究のもつ現代的意義と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131 

 

参考文献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133 

参考ウェブサイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140 

  



1 

 

序 章 研究の課題と構成  

第 1 節 問題意識  

日本は 2008 年より，「人口減少社会」を迎えている。少子高齢化や人口減少などの人口

問題に端を発する問題は，農村部・都市部において異なった様相を示している。農村部に

おいては，高度経済成長期より三大都市圏や太平洋沿岸部に資本や産業が集積したことか

ら人口減少ならびに高齢化がみられるようになり，その傾向は今もなお続いている。全人

口に占める農村部の人口割合は 1970 年の 46.5％（約 4,900 万人）から 2015 年には 31.7％

（約 4,000 万人）まで減少している。また，人口に占める 65 歳以上の割合は 1970 年に 8.7％

であったのに対して 2015 年は 31.2％まで増加している 1。これらの人口減少ならびに高齢

化は今後もゆるやかにではあるが進行していくといわれており，生産年齢人口の減少によ

る地域産業の衰退，地域資源の維持管理能力の低下，農業生産面の相互補完機能の低下な

どさまざまな問題に波及していく。一方で，都市部においてはコミュニティに関わる問題

が顕在化している。1995 年 1 月の阪神淡路大震災により，都市部におけるコミュニティ活

動の見直しが図られたが，日頃生活をするうえで必ずしも人との関わりを必要としないこ

とや就業形態・ライフスタイルが多様化したことから関係性が希薄化しつつあった。その

ような中で，2011 年 3 月に発生した東日本大震災をきっかけに，都市部においてもコミュ

ニティの関係性を改めて見つめ直すとともに，大規模災害発生時における生活基盤の確保

を進めている都市住民も少なくない。  

これら地域が抱えているさまざまな問題に立ち向かう概念として本研究では，「Social 

Capital（以下 SC）」に着目する。SC 研究に対して大きな影響を与えたアメリカの政治学者

Putnam（2000）によると SC は，「個人間のつながり，すなわち社会的ネットワーク，およ

びそこから生じる互酬性と信頼性の規範」（p.14）と述べられている。SC が蓄積されるこ

とによって，教育（体験教育機会の増加），健康（ストレスの軽減，平均寿命の増加），安

全（犯罪率の低下）などの国民生活面において効果を発揮するほか，市場の効率化，取引

コストの削減，技術革新などの経済面においても効果が発揮される可能性を有しており，

その重要性が指摘されている 2。SC の蓄積がもたらす効果が多方面に影響を与えることも

あり SC 研究は，政治学だけでなく経済学，社会学，経営学，教育学，農学などさまざまな

研究分野において研究がなされてきた。そしてこの SC の蓄積にあたり重要な役割を果た

すのが都市農村交流であると考える。  

都市農村交流は，広く都市住民と農村住民，非農家と農家の交流による経済・社会活動
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を指し，多様な取り組みが展開されている。交流に参加することで，都市住民・非農家に

とっては，自然，文化，景観など日頃親しむことのないものを肌で感じ学習する機会とな

り，農村住民・農家にとっては，経済的効果のみならず交流を行うことによる農村地域の

価値を都市住民の目を通じて見つめ直す効果（都市農村交流の「鏡効果」3）を得る機会と

なっている。なかでも，他の都市農村交流に比べ農業振興や人材育成など多くの役割が期

待をされている「農村ワーキングホリデー（以下農村 WH）」と「農業体験農園」は，コミ

ュニティに与える影響が大きいと考えられる。  

農村 WH とは，農業・農村に関心を持ち田舎暮らしや農作業をしてみたいと希望する都

市住民に，繁忙期の地元農家が寝食を無償で提供する仕組みを指す。当初は，農村への移

住・定住促進を目的に一般の都市住民を対象に展開されてきたが，近年は，大学教育の一

環として域学連携型で展開されるものも見られ，若者の人材育成に寄与するとされる 4。  

また，農業体験農園は，同じく都市住民への農業体験の場として展開される市民農園と

は異なる仕組みで展開している。農業体験農園では，農園主である農業者が作付計画を作

成，農作業に必要な資材などを準備し，定期的に講習会を実施することで，農業技術の指

導を行う。利用者は入園料と農作物収穫料として利用料金を前払いし，播種・植え付け，

施肥，農薬散布から収穫までの一連の農作業を体験する農園を指す。農業体験農園は，定

期的な講習会の実施による農業理解の促進，園主と利用者や利用者同士による新たなコミ

ュニティの醸成，農業経営の安定と営農意欲の向上，担い手の確保と育成，都市における

緑地空間の保全など多様な意義を有しているとされている。  

しかし，どちらの取り組みにおいても意義や効果を指摘している研究は見られるが，コ

ミュニティの変容という視点に着目し，SC の概念からアプローチしている実証研究はほ

ぼみられない。そこで本研究では，大学との協働を契機として，地域が自ら受入組織を立

ち上げるに至った岩手県胆江地方（奥州市と金ケ崎町）で行われている域学連携型農村 WH

と，農業体験農園の取り組みを全国に先駆けて行い，農園主間のコミュニティとともに，

農園の区画利用者においても新たなコミュニティが形成されつつある東京都練馬区の農業

体験農園を調査対象事例とし，分析を行う。その分析結果を踏まえ，都市農村交流による

ステークホルダーの意識変化や SC からのアプローチによるコミュニティの変容について

明らかにするとともに，都市農村交流研究の有する社会的意義，多様な展開をみせる都市

農村交流のあり方について検討する。  
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第 2 節 既存研究の領域と課題  

本研究は，都市農村交流によるコミュニティの変容について SC の概念を用いてアプロ

ーチする研究である。そこで以下では，本研究が取り扱う「ソーシャル・キャピタル」と

「都市農村交流」の既存研究がどのような研究分野において研究されており，主たる課題

点として如何なる課題が提示されているのかについて概観する。  

 

1. ソーシャル・キャピタル研究の領域と課題  

SC という概念が使われ始めたのは 20 世紀初頭といわれているが，本格的に学術用語と

して取り上げられてきたのは 1980 年代以降とされている 5．また，1990 年代に入り，Putnam

による研究が行われて以降，SC 概念を用いた研究が数多くみられるようになる。その取り

扱われる学問領域は幅広く，教育学，社会学，都市計画学，経済学，政治学，衛生学，犯

罪学，社会心理学，医学，経営学，情報学，開発論，NPO 論，コミュニティ論など多様な

分野においてその概念が注目され研究が進められている。また，その研究の対象範囲につ

いても多様であり，一国レベルを対象としたマクロレベルの研究から，一地域や一集落を

対象としたようなミクロレベルでの研究も行われている。研究の手法についても，SC 概念

について理論的考察を行った理論研究や個人や組織を対象に調査分析を行った実証研究な

ど幅広い。これら，多様な分野においてなされる SC 研究の整理を通じて解明された諸問

題や SC 概念の有効性とその限界については後述するが，SC 研究における課題点として以

下の点があげられる。  

第一に，SC の定義が不確定であるということである。前述したように，SC 概念が学術

的に取り扱われ出したのは 1980 年代以降であり，注目されるようになったのは 1990 年代

以降であることから，現段階でも SC の確固たる定義は導き出されていない。いまだ，多

分野に渡る研究者および国際機関において継続して定義に関する議論がなされている。定

義に関する議論については，より研究の蓄積が必要であることは言うまでもないが，SC 研

究を行うにあたっては，既存研究における議論を整理し，自身の研究のなかでどのように

SC の定義を位置づけるのかという定義づけが不可欠であるといえる。  

第二に，それぞれの研究分野において理論研究と実証研究の相互の視点を持った研究の

必要性が指摘されている。既存の研究においては，理論的分析を中心に行っているものは

理論研究のみ，事例による SC の蓄積などを対象にした実証的分析を行ったものは実証分

析のみと相互研究の困難性という課題から相互の視点を持った研究がなされて来なかった。
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現在，数は少ないが相互の視点を持った研究もなされてきており，このような研究を蓄積

していくことが指摘されている。  

第三に，定量調査と定性調査の両面から分析を行った研究が少ないことも課題としてあ

げられる。SC 研究においては，マーク式アンケート調査を中心に定量的に SC を把握し分

析しているものと，ヒアリング調査や記述式アンケートデータを用いた定性的な SC の把

握を行っているものと二分化される傾向にある。しかし，より明確に把握するためには，

どちらか片方の調査のみで明らかにするのではなく，定量調査と定性調査を結合したかた

ちの調査分析を行う必要がある。  

第四に，地域レベルにおける二時点以上の調査研究が少ない点があげられる。一国レベ

ルを対象とした調査研究においては Putnam の研究をはじめとして，世論調査や生活実態

調査の多時点間比較分析が行われているにも係わらず，一集落や少数のグループを対象と

した地域レベルの調査においては多時点間比較分析が行われているものは少ない。  

 

2. 都市農村交流研究の領域と課題  

都市農村交流研究は，都市農村交流の取り組みの拡がりとともに進められてきた。都市

農村交流政策が本格的に展開された 1990 年代以降，農産物直売所や市民農園といった比

較的早い段階から取り組まれてきたものを中心に研究が進み，農家民泊や体験教育旅行，

農村 WH や農業体験農園を対象とした研究も見られるようになってきた。これらの研究は，

農業経営の多角化や６次産業化の視点から農業経済学，農村コミュニティや女性の役割の

視点から農村社会学を中心に行われ，現在はニューツーリズムの視点から観光学において

も研究が行われつつある。以下では，それらの既存研究について概観する。  

農業経済学領域からの既存研究については，他の研究領域からの研究に比べて最も研究

蓄積がなされている領域であるといえる。理論研究として，都市と農村の交流・連携・協

働における 9 名の論者の先駆的思想・理論を総括し，共通して流れている思想についてま

とめた橋本（2011a），都市と農村の関係を空間的にみれば「分離」から「融合」へ，社会

経済的にみれば「対立」から「協働」へと変化していると，イギリスと日本の都市農村関

係を用いて論じた山田（2011），農家と市民の協働による農業＝協働型農業の拡大・深化に

おいて，農地の市民的利用の拡充をあげ，農家と市民の合流を促進すべきと指摘した橋本

（2011b）。都市農村交流のなかでも「グリーン・ツーリズム（以下 GT）」に焦点をあてた

概論的研究として，GT を農業・農村が直面する問題と都市が抱える問題の解決に向けた都
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市・農村連携の新たな形態と捉え，その現代的意義について述べた藤田（2011a），GT にお

いては先発している西欧諸国の取り組みと日本における取り組みを紹介し，日本における

GT の展開における課題点を述べた井上（2011）。都市農村交流政策に焦点をあてた研究と

して，1990 年代以降の国土政策および農林業政策などにおける都市農山村交流の政策的位

置づけを整理した大浦（2008），都市農村交流政策の特徴と問題点についてまとめ，今後の

政策展開の方向性について示した大西（2011）。事例研究については，農産物直売所，市民

農園，体験教育旅行，農家レストラン，農村 WH，農業体験農園を対象としたものがそれ

ぞれみられる６。  

次に，農村社会学領域からアプローチした既存研究をみると，理論研究を主としたもの

が多く，その切り口として農村女性を対象とした研究が行われている。一方で，事例を取

り上げ，実証研究を主として行われているものは管見の限りではあるが，数少ない。理論

研究として，都市サイドからのまなざしの変化や農村における女性・高齢者の取り組みを

背景に，GT を農村住民が自らのふるさとに対する「誇り」を取り戻す運動であると表現し

た荒樋（2008），都市農村交流は，都市住民との交流から農村住民が地域の価値を都市住民

の目を通じてみつめ直す効果を持つとし，それを都市農村交流の「鏡効果」と表現した小

田切（2009），GT と従来型の観光とを区別した上で日本型 GT の展開と課題をまとめ，ニ

ーズ主導，マーケティング重視の取り組みではなく，都市住民と農村住民が相互に共振す

る「協発型歓交」への展開の必要性を指摘した青木（2010）。農村女性の経営参画や女性個

人の収入確保など農村女性を対象とした研究として，起業を通じた農村女性の経営参画に

対する可能性を考察し，経営参画のみならず地域社会における意思決定・方針決定への女

性参画の重要性を示した宮城（2008），農家女性の主体形成に関する既存研究から GT に関

わる「一般的」な「普通」の農家女性を対象とした研究と GT 導入による主体形成の変容

過程を捉える必要性を説いた植田（2017）。事例研究については，岩手県胆江地方で展開さ

れている農村 WH を事例とし，その取り組みを通じて受入地域のコミュニティがいかに変

容したかについて分析した藤井・藤田（2015）がある。  

また，既存研究の蓄積はかなり限られているが，徐々に研究蓄積がみられる観光学領域

からの研究をみると，ニューツーリズム（以下 NT）として都市農村交流や GT を捉えた研

究，フードツーリズム（以下 FT）の視点からアプローチをした研究がある。NT としての

アプローチを行った研究として，NT を地域の個性ある資源の保全や活用，活性化を目的と

し，観光アトラクション化と旅行事業の展開による集客を図り，人的・経済的交流を行お
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うとするものと位置づけ，その一形態として GT を紹介した尾家（2010），GT の展開背景

と 6 次産業化との関係から，ビジネスとしての GT のあり方を指摘した寺岡（2014），GT

の第一課題は，「確かな交流を前提としたゲスト（顧客）獲得の戦略化」にあるとし，GT

を支える中間支援組織の重要性とフェアツーリズムへの転換の必要性に言及した青木

（2014）。FT からのアプローチとして，泉州地域における新たな観光資源の発掘に関する

取り組みを通じて FT による観光開発について述べた尾家（2011）がある。  

これら，都市農村交流研究の課題として，以下の点が指摘できる。第一に，都市農村交

流がもたらす効果や果たす役割を検討するにあたっては，農業経営の向上など経済的な面

での効果を中心に取り扱っているものが多く，農家の意識変化やコミュニティの変容など

非経済的な部分における効果について分析されているものは限られている。なお，非経済

的な効果を取り扱った既存研究については，農村社会学領域においてみられるが，理論研

究が中心であり，実証研究が行われているものはほとんどみられない。その要因としては，

非経済的な効果の検証における可視化の困難性があげられる。そこで，SC の視点を用いた

研究が有効ではないかと筆者は考え，また既存研究においてもそれを試みているものがみ

られる。しかしながら，その研究蓄積はいまだ少ない７。  

第二に，都市農村交流の取り組みによる効果や影響を分析するにあたり定量調査と定性

調査を組み合わせているものはほとんど見られない。農業経済学の分野においては，農産

物直売所の取り組みを通じた消費者の利用調査や生産者の意識調査分析といった定量的な

分析が多く見られ，農村社会学の分野においては，理論研究が中心であるが，事例研究を

行った場合も定性調査のみによる分析が多い傾向にある。一方の調査分析に留まっている

要因として研究上のいくつかの制約があげられるが，本質的な効果や影響を把握するため

には定量調査と定性調査を組み合わせた研究が必要といえる。  

第三に，都市農村交流における意識変化やコミュニティの変容を捉えるにあたり，一時

点の調査のみで検証しているものが多く，多時点における分析がなされているものが少な

い。多時点における分析を行うことでその取り組みの効果や影響を分析していくことがで

きるといえるがいまだ取り組まれている研究は少ない。  

 

第 3 節 本研究の課題と方法  

1. 取り扱う対象の位置づけ  

 本研究では，都市農村交流によるコミュニティの変容について扱うものであるが，本研
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究において対象とする都市農村交流とはどのような範囲の取り組みを対象とするのか，ま

た，コミュニティについても同様にどういった形態のコミュニティを対象とするのかにつ

いて言及しておく。  

 まず，都市農村交流についてみる。都市農村交流の概念として用いられるのが「GT」で

ある。GT とは，「緑豊かな農山漁村でゆっくりと滞在し，訪れた地域の人々との交流を通

じて，その自然，文化，生活，人々の魅力に触れ，農山漁村でさまざまな体験などを楽し

む余暇活動」とされている。つまり，①農山漁村，②ゆっくりと滞在，③地域の人々との

交流の三点が条件といえる。しかしながら，都市農村交流として取り上げられる活動はこ

の条件に必ずしも当てはまるわけではない。農村部における非農業者との混住化や都市農

業者による実践により、農山漁村における交流だけではなく、農業者と非農業者による交

流も含まれている。また全ての取り組みが，ゆっくりとその場に滞在するものでもない。

したがって，より広義で捉える必要があるといえる。そこで，最も広い概念設定をしてい

るものが「都市と農山漁村の共生・対流」である，これは，「都市と農山漁村を行き交う新

たなライフスタイルを広め，都市と農山漁村それぞれに住む人々がお互いの地域の魅力を

分かち合い，「人，もの，情報」の行き来を活発にする取組」とし，「グリーン・ツーリズ

ムのほか農山漁村における定住・半定住なども含む新たなライフスタイルの実現を目指す

もの」を指している。GT の概念を含み，より広義に捉え，定住や半定住といったものも含

んだ概念としている。しかしながら，半定住や定住に至るまでの過程を都市農村交流とす

ることに問題はないが，農山漁村における定住すなわち都市住民が移住し農山漁村で暮ら

しつづけることを都市農村交流の一形態とするのはやや違和感がある。つまり，取り組み

のエリアは必ずしも農山漁村に限定せず，広く人々の交流による活動を対象とする位置付

けが必要であると考える。そこで，本研究では，都市農村交流を「都市住民と農村住民，

非農家と農家の交流による社会的・経済的活動」と位置づける。  

 次に，コミュニティの変容について述べるにあたり，本研究で対象とするコミュニティ

について言及する。コミュニティは一般的に，何らかの共通の属性を持っている集団や団

体を指すものとされているが，集団の類型化については，さまざまな研究者によって整理

がなされてきた。Maciver（1920）による，同様の生活を送る村や町，国といったエリアで，

特徴的な慣習や伝統，方言等を有する「コミュニティ」と，共通の興味や関心を追及する

社会的組織としての「アソシエーション」。Tönnies（1887）による，家族や村落共同体のよ

うな実在的有機的な生命体としての「ゲマインシャフト」と，会社や商工業のような観念
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的機械的形成物としての「ゲゼルシャフト」。広井（2010）による，①従来は同一のもので

あったが急速な都市化・産業化の進展によって分離した「生産のコミュニティ」と「生活

のコミュニティ」，②共通の属性として地縁・血縁を軸とした「空間コミュニティ（地縁型

コミュニティ）」と，特定のテーマを軸とした「時間コミュニティ（テーマ型コミュニテ

ィ）」，③「共同体に一体化する（ないし吸収される）個人」（p.18）という関係性による「農

村型コミュニティ」と，「独立した個人と個人のつながり」（p.18）という関係性による「都

市型コミュニティ」等である。  

以上の整理を踏まえて，本研究が対象とするコミュニティの位置づけを行うと以下の通

りである。本研究では，都市農村交流によるコミュニティの変容をみるため，受入農家と

参加者が構成員となり，①受入農家間のコミュニティ，②受入農家と参加者によるコミュ

ニティ，③参加者間のコミュニティという 3 つのパターンが存在する。受入農家間のコミ

ュニティは，生産と生活が一体化しており，ゲマインシャフト的な，農村型コミュニティ

といえる。また，地縁を軸とした地縁型ともいえるが，都市農村交流という特定のテーマ

を共有しており，テーマ型ともいえる。一方で，受入農家と参加者間のコミュニティや参

加者間のコミュニティは，生産と生活が一体化しておらず，ゲゼルシャフト的な，都市型

であり，テーマ型のコミュニティと位置づけられる。  

 

2. 本研究における課題と分析方法  

 以上を踏まえ，取り組むべき課題について整理する。第一に，SC 概念からアプローチを

行うにあたり，本研究において取り扱う SC の定義をさまざまな既存研究から導くことと

する。SC の定義については，前述の通り現在も議論がなされているが，その議論を踏まえ，

SC とは何かという筆者なりの答えを導き出し，その SC 概念を踏まえたうえで以降の分析

を行うこととする。  

第二に，都市農村交流の分析を行うにあたり，ステークホルダーの意識変化やコミュニ

ティの変容といった非経済的な面に焦点を当て実証的に分析する。既存研究において非経

済的効果の可視化の困難性について指摘がされているが，本研究では，意識調査や SC 概

念を用いた調査から接近することでその可視化を試みる。  

第三に，SC 概念を踏まえたうえでの分析を行うにあたって，従来取り組まれてこなかっ

た，①二時点間以上の比較分析と，②量的データと質的データによる分析を試みる。二時

点間以上の比較分析については，都市農村交流の取り組み前後に調査を実施し，その変化
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を把握することで分析を行う。また，量的データと質的データによる分析については，ア

ンケート調査において，マーク式設問項目と記述式設問項目を設定することで把握し，ヒ

アリング調査においては，質的データの把握と数的に処理できる項目については数的に処

理することで分析する。 

本研究における，実証研究のパートにおける分析方法は以下の通りである。本研究では，

都市農村交流の活動のなかでも農村 WH と農業体験農園の取り組みに焦点をあて分析す

る。この二事例を取り上げた要因については，後述するが，その取り組みに関わる受入農

家と参加者を調査対象とする。  

まず，農村 WH の受入農家については，アンケート調査およびヒアリング調査で得られ

た結果を分析する。対象となる受入農家の母数が少ないため，アンケート調査のマーク式

項目については，単純集計とクロス集計の経年比較分析，また，農林水産省（2007）で実

施されていた地域間の SC 得点による分析を応用し，個人の SC 得点を算出する。ヒアリン

グ調査および記述式項目については，数的に処理が可能な属性部分については処理し，そ

の他の部分はテキストマイニングを用いる。  

テキストマイニングとは，自由記述などによって得られたテキスト情報などをコンピュ

ーターソフトによって構文解析をする分析手法である。本研究では，計量テキスト分析ソ

フトである「KH Coder」を用い，形態素解析と構文解析を行い，なかでも構文解析による

単語同士の係り受けをみる共起ネットワーク分布の図を掲載している。共起ネットワーク

については，円の大きさが大きいほど語の出現回数が多く，線が太いほどその係り受けの

頻出が多いことを示している。点線と実線の違いは，実線で繋がれているものは同一のグ

ループを指し，点線は他のグループとの連結を示している。  

次に，農村 WH の参加者については，記述式のレポートについてのテキストマイニング

を行う。本研究の対象とする農村 WH は域学連携型で取り組まれており，活動後にはレポ

ートを課している。そのレポートに記述されている文章を分析することで，どのような変

化があったか把握することを試みる。  

さらに，農業体験農園の受入農家については，ヒアリング調査を行い，質的データを得

るとともに，数的に処理可能な部分については，数的に処理し分析する。最後に農業体験

農園の参加者については，アンケート調査を基に，マーク式項目については，単純集計と

クロス集計，サンプル数が多数あるためχ2 検定を用いた統計解析を行う。  
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3. 論文の構成  

本研究における構成は以下の通りである。  

第 1 章では，本研究の分析において用いる概念である SC の研究動向を整理することで，

そもそも SC とは何を指すのか，SC 研究は何を明らかにしてきたのか，そして，SC 概念

が持つ有効性と限界はどのような部分にあるのかを明らかにする。まず，各研究者・研究

機関によってなされている SC の定義に関する議論について整理し，そこから導き出され

た本研究における SC の定義を示す。また、それぞれの研究者・研究機関によってなされ

た SC の既存研究を紹介し，それらは SC の概念を用いて何を明らかにしてきたのか整理

する。そして，それらを踏まえた SC 概念の有効性および限界について述べる。  

第 2 章では，その SC の蓄積に重要な役割を果たすと考える都市農村交流に着目をする。

まず，都市農村交流が多様な展開をみせるに至った背景として戦後の都市と農村の関係性

の変化について概観する。また，都市農村交流に関わる政策展開についても整理を行う。

次に，都市農村交流の特徴と都市農村交流を象徴する取り組みとしていくつか代表的なも

のについて紹介する。  

第 3 章以下では，第 2 章において整理した都市農村交流の代表的な取り組みのうち，他

の都市農村交流に比べ滞在時間が長く，農業振興や人材育成など多くの役割が期待をされ

ている農村 WH と，主に都市地域において展開され，一回の交流時間は短いものの，一連

の農作業を通じて反復した交流を生み出している農業体験農園の二事例に焦点をあてる。

これらの取り組みは一回あたりの交流時間や展開地域に差はあるが，交流によってもたら

されるコミュニティへの影響が大きいと考えられる点は共通している。  

第 3 章では，まず，農村 WH の展開について整理し，その役割を明らかにする。また，

近年拡がりをみせている域学連携の取り組みにも焦点をあて，域学連携の意義についても

触れる。それらを踏まえて，域学連携型農村 WH によるコミュニティの変容について分析

する。事例対象地は，大学との協働を契機として，地域が自ら受入組織を立ち上げるに至

った岩手県胆江地方（奥州市と金ケ崎町）とする。  

第 4 章では，まず，都市農業をめぐる動きを踏まえたうえで，農業体験農園の展開につ

いて整理する。また，近年見直されつつある都市農業の有する多面的機能と農業体験農園

の役割についても言及する。それらを踏まえて，事例対象地である東京都練馬区の農業体

験農園に着目し，コミュニティの変容について明らかにする。  

最後に，終章において，以上の結果を踏まえ，都市農村交流によるコミュニティの変容
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について示すとともに，都市農村交流のあり方，本研究の現代的意義と課題について言及

する。 
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注 

1 農林水産省編（2018）を参照。図表 3-1-1「農村人口と高齢化」のデータを組み換え筆

者が割合を算出した。  

2 内閣府（2003）を参照。  

3 小田切（2009）を参照。小田切は，都市農村交流によって地域の価値を見直す機会を得

ることについて都市農村交流の「鏡効果」とした。  

4 域学連携は，総務省によって「大学生と大学教員が地域の現場に入り，地域の住民や

NPO などとともに，地域の課題解決または地域づくりに継続的に取り組み，地域の活性

化及び地域の人材育成に資する活動」と定義され，その取り組みが拡がりを見せている。

過疎地域など大学のない農山村地域と都市部の大学との連携により，継続的に取り組み

を行うことで，地域の価値の再発見や新たなコミュニティの形成，地域内における結束

やつながりの再生など SC を醸成する取り組みとしても注目されている。  

5 稲葉（2016a）を参照。  

6 農産物直売所については，櫻井（2001），辻ほか（2011），神代（2013），市民農園につ

いては，内藤（2011），体験教育旅行については，鈴村（2009），藤田（2011b），農家レ

ストランについては，井上（2004），岸上（2011），農村 WH については，鈴村（2010），

池田ほか（2013），貫田ほか（2017），農業体験農園については，阪口・大江（2003），原

（2009），山田・門間（2006），八木（2008）などがあげられる。  

7 都市農村交流の取り組みについて SC の視点を用いて研究している既存研究は櫻井ほ

か（2006），横山・櫻井（2009），藤井・藤田（2015）の 3 本に限られている。  
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第 1 章 ソーシャル・キャピタル研究の現代的意義  

第 1 節 ソーシャル・キャピタルの定義  

SC という概念が使われ始めたのは 20 世紀初頭といわれているが，本格的に学術用語と

して取り上げられてきたのは 1980 年代以降とされている。Putnam による研究が行われて

以降，SC の定義については，Putnam の用いた定義をそのまま用いた研究が多くみられる

ようになる。しかしながら，SC の定義に関する議論は現在もさまざまな研究者・研究機関

によってなされている。そこで本節では，筆者が把握している範囲ではあるが SC の定義

について言及している先行研究を整理する。なお，SC の定義について整理しているものと

して Sato（2013）と稲葉（2016b）がいる。Sato（2013）は，SC を理解する上で重要な四つ

の側面として，①SC を用いるアクターの目的と有用性，②SC の定義のレベル（個人のも

のか，社会全体のものか，特定の団体のものか），③SC の範囲（社会全体を捉えるか，特

定地域を捉えるか），④SC のタイプ（認知的（目に見えない意思など）か，構造的（目に

見える関係性など）か）をあげており，それを受けて稲葉（2016b）は概念整理にあたって

SC の範囲とタイプ，定義のレベルを用いて分類している。しかしながら筆者は，上記に加

え，先行研究においてしばしば重要と指摘される SC の構成三要素「ネットワーク」，「信

頼」，「互酬性」のどれに着目して定義づけしているかも重要であると考える。そこで以下

では，SC の定義について構成三要素のどれに着目して定義づけているのか整理した（図 1- 

1）。  

SC の定義をネットワークに着目して定義している代表的論者は以下の通りであるが，

SC をネットワークに着目して定義づけたものは，2 パターン存在する。第一に，SC＝ネッ

トワークまたは SC はネットワークに内在する資源と捉えたもの，第二に，SC をネットワ

ークから生み出されるものとして捉えたものである。  

まず，SC＝ネットワークまたはネットワークに内在するものと捉えたものとして，Jacobs

（1961）は，都市部の社会的ネットワークなどを SC と表現し，都市計画学の分野でその

概念を用いた。Coleman（1990）は SC が，それが存在しなければ達成できないようなある

種の目的の達成を可能にするものと捉え，人々の間の関係の構造に存在するものとしてい

る。そしてそれは，集団および組織において共通の目的のために協力して働くことができ

る能力をもたらすと述べている。また，Coleman の定義づけに近いものとして Worms（2004）

は，SC を個人および集団が共通の目的を達成するために，公式または非公式なつながりの

なかで創造されるものと定義づけている。さらに，Lin（2001）は「人々が何らかの行為を
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行うためにアクセスし活用する社会的ネットワークに埋め込まれた資源」（p.32）と定義づ

けており，社会ネットワーク論の視点で捉えている。この Lin の定義づけは，日本におけ

る経営学分野の SC 研究において多く用いられていると指摘されている 1。また、国際経済

全般について協議を行っている OECD（2002）は，グループ内ないしはグループ間の協力

を容易にさせる規範・価値観・理解の共有を伴ったネットワークと定義されている。  

次に，SC をネットワークから生み出されるものとして捉えたものとして，Bourdieu（1986）

は，お互いに認識している関係に基づいた強いつながりによって供給される現実的または

潜在的な資源の集合体と定義し，個人特性としての SC に着目し，血縁という固定的ネッ

トワークが有用であると述べた。Burt（2001）は，ネットワークの中で戦略的に有利な位

置を占める社会的紐帯から得られる資源と述べ，人と人とを結ぶ際にその人がいなければ

ネットワークが途切れるような隙間＝構造的空隙を埋める存在に注目した。また，農山村

集落活動に注目した高橋ほか（2012）は，SC は，ある社会のネットワークから生まれるも

のと位置づけ，櫻井ほか（2006）も，SC を集団やネットワークに見出される規範や信頼関

係の総称であると定義している。  

 かわって，SC の定義を信頼に着目して定義している代表的な論者として，教育学者の

Hanifan，政治学者の Uslaner や Fukuyama があげられる．地域社会と教育に注目した Hanifan

（1916）は，好意や仲間意識といったグループ間の社会的な関係を SC と表現した。また，

市民参加を重視し，SC の議論に対して信頼の重要性を説いた Uslaner（2003）は SC の構成

要素としての信頼を自分と異質な人に対する信頼である「普遍化信頼」と，自分と似た人

に対する信頼である「特定化信頼」に分けて定義した。その上で，「普遍化信頼」の度合い

を高めることが重要であると指摘する。また，アメリカ社会の信頼水準の低下を問題とし

た Fukuyama（1995）は，信頼が社会または社会のある程度の部分に広くゆきわたることか

ら生じる能力こそが SC であるとしている。信頼に着目し，SC を定義づけたものは，筆者

の管見の限りではあるが，以上であり，比較的少ないといえる。  

 また，SCの定義において互酬性に注目した論者として，経済学者である Schlichtや稲葉，

政治学者の Putnam があげられるが，まず「互酬性」とは何を指すのか。互酬性とは，相手

に対して特定の見返りを求めず何かしらの行動をすることでいつかその相手か誰かが自身

に対して行動を起こしてくれると期待できるということである．例として，近所へのおす

そ分けやお互い様の精神などがあげられる。Schlicht（1984）は，たとえ管理コストが節減

できなかったとしても，法令を遵守しようとする意思を SC としており，この捉え方は互
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酬性に着目しているといえる。また，Putnam（1993）は，公共財や準公共財の提供主体で

あるガバナンスの仕組みを研究している中で，「調整された諸活動を活発にすることによ

って社会の効率性を改善できる，信頼，規範，ネットワークといった社会組織の特徴」

（pp.206-207）と定義づけたが，社会的つながりにおいて，それを支える行動のルールであ

る互酬性の重要性を指摘し，一般的互酬性によって特徴づけられた社会の方が効率的であ

ると述べている。さらに稲葉（2011）は，Putnam の定義に，市場に内部化できないまたは

内部化すると壊れてしまう＝心の外部性を加えて，心の外部性を伴った信頼・規範・ネッ

トワークと定義している。稲葉は，他人から何かしらの好意を受け，関係が生まれた際に

そのお返しとしてすぐさま金銭を払うとその関係は崩れてしまうと指摘する。つまり，お

互い様という考え方＝互酬性を重要な点として捉えていることがわかる。  

 一方で，三要素のどれかに着目するのではなく，より総合的に定義を行っているものも

みられる。医学の分野において SC を用いた Kawachi et al（1999）は，SC の分析にあたり

一般的信頼 1，互酬性の規範，組織への参加などを質問項目に用いている。同じくネットワ

ーク・互酬性・信頼の三要素で捉える定義を指摘するのが露口（2011）である。また，Woolcock 

and Narayan（2000）は，SC の基本的な点は，ある人間にとって，家族，友人たち，会の仲

間が，一つの重要な資産を構成するとする。同様に，共有資源という部分に着目したのが，

Offe and Fuchs（2004）であり，SC を地域社会全体もしくはその一部の共有資源として定

義づけた。また，問題の解決という視点から捉えたのが，Rothstein（2004）と農林水産省

（2007）であり，前者は，集団行為問題の解決を容易にするもの，後者は，住民が主体的

に問題解決に導く組織的・個人的能力としている。  

このように，SC に関する定義はさまざまな研究者・研究機関において行われており，普

遍化された定義が必ずしも存在するわけではない。すなわち，個別の研究として SC を取

り上げるにあたっては，これらの議論を踏まえ自身がどのように SC を定義するのか明確

に示す必要がある。そこで，筆者は SC の定義を以下のように考える。まず，SC の構成要

素とされているネットワーク，信頼，互酬性のどれに着目し定義するのかについては，全

ての構成要素を総合的に捉える必要があると考えている。なぜなら，SC は，地域が抱える

さまざまな問題に立ち向かう一つの概念であり，その蓄積が多くの社会的な効果をもたら

すとされているが，そのように考えた場合，ネットワークや信頼，互酬性のどれかが蓄積

されれば問題解決につながるかというとそうではない。それぞれが総合的に蓄積される必

要がある。また，SC が誰に蓄積されるのかという点については，個人に蓄積されるもので
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あると考えている。地域内の SC やコミュニティの持つ SC といった使われ方をすること

もあるが，地域やコミュニティを構成しているのは個人であり，個人の有する SC を合わ

せることによって地域やコミュニティの有する SC として表現されている。したがって，

本研究においては，SC を「ネットワーク・信頼・互酬性の三つの構成要素から成り立つ個

人に蓄積されるもの」と定義づけることとした。  
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図 1-1 既存研究における SC の定義づけの分類  

資料：筆者作成。  
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第 2 節 ソーシャル・キャピタル概念を通じて解明された諸問題  

第 1 節では，SC 概念について整理を行ったが，本節では，SC 概念を用いた先行研究に

おいてどのような問題が明らかにされたのか，また，どういった課題が残されているのか

について，筆者の管見の限りではあるが整理を行う。なお，本研究で取り上げる既存研究

は，SC 研究においてしばしば参考文献にあげられるものや，論文検索サイト（CiNii 

Articles，Google Scholar，J-STAGE など）を用いて SC をキーワード検索し，収集したも

のである。整理にあたっては，①ネットワークに注目した SC 研究，②信頼に注目した

SC 研究，③互酬性に注目した SC 研究，④総合的に SC を定義した SC 研究の四つの分類

から，その研究内容を整理する。  

 

1. ネットワークに注目したソーシャル・キャピタル研究が明らかにしたも

の 

 Jacobs（1961）は，都市計画の分野において，近代的な大都会における近隣住民のインフ

ォーマルな絆を強調する上でその概念を用いた。また，Coleman（1988）は，合理的な個人

が協調行動を起こすメカニズムを，SC を用いて説明し，家族や社会が生み出す SC は，人

的資本の形成に大きく貢献すると述べた。  

 Worms（2004）は，フランスの SC が衰えつつあるという一般的な推測に対して，フラン

ス社会における主たるグループの SC の衰退を指しているのかという問いから分析した。

結果として，従来，伝統的な集団によって蓄積されてきた SC の衰退はたしかにみられる

が，それらの衰退を補って余りあるほど新たな場所で新たな形をとる新たな SC を創造す

る動き，変化を受け入れようとする動きがあると述べている。  

 社会ネットワーク論の視点からみた Lin（2001）は，地位達成や社会的不平等などの現象

を理論的に分析する上で SC を用いた。そのなかで Lin は，理論的分析と合わせてその理

論が経験的，実践的にどうなるか検証することの必要性についても述べている。同様に経

営学分野における SC 研究を整理した金光（2011）も，経営学の分野においては，SC の特

徴は「経営資源としての社会ネットワーク」（p.84）にあるとした理論が多いと指摘する。

そこでは今後の研究課題として，組織の SC を捉える必要性を指摘するが，注意点として，

個人は組織に埋め込まれていることから，個人による SC の効果を測定する際には，組織

が関わることによる SC の効果と純粋に個人の有する SC の効果を区別する必要があると

している。  
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 次に，Burt（2001）は，構造的空隙を埋める存在が有する資本として SC という概念を用

い，その存在の重要性を述べている。同時に，構造的空隙を埋める存在間の閉鎖的なネッ

トワークが価値を生み出すとしている。高橋ほか（2012）は，集落に存在する SC が活動

主体である住民にどのように作用し，農山村集落活動が展開したのか分析しており，ネッ

トワークの豊富な住民を活動の初期段階から参加させることの重要性を明らかにしている。

また，櫻井ほか（2006）は，個別農業経営の多角化（直売所・観光農園・農産加工など）

に資する農家活動の展開状況とそれに取り組む農家の特徴を明らかにし，個人レベルで把

握できる SC の蓄積状況と多角化活動の実践との間に何らかの関係が見いだせるか考察し

ている。結果として，多角化活動に取り組んでいる農家について，構造的 SC（集団，ネッ

トワークなど）は一定の蓄積が確認され，認知的 SC（一般的信頼，価値観など）は回答者

本人の地域に対する協力意志や信頼は極めて高いが他者の特徴に対する評価では回答が分

かれたとしている。また集団活動への参加があらゆる多角化活動を促進しているとは断定

できず，活動の種類によって SC の効果が異なって現れるとしている。上記の結果を導き

出した一方で，SC 測定指標の再整理や他地域との比較分析の必要性を課題としている。  

 

2. 信頼に注目したソーシャル・キャピタル研究が明らかにしたもの  

 Hanifan（1916）は，ウエストバージニア州の農村地域社会を例に社会の発展を支えるた

めには地域社会との関わり合いを再活性化することが重要だと説明した。また，Uslaner

（2003）は，40 年以上に渡って測定されてきた信頼に関する調査を通じて，信頼がよりよ

い政府，より肝要な心，より高い経済成長率などを生み出すと指摘している。さらに，SC

の蓄積において重要なことは市民参加の促進ではないと批判し，市民参加の促進よりも信

頼の構築に必要な方策を考えることの重要性を指摘する。  

 一方で，Uslaner が用いた信頼に関する調査指標について疑問を投げかけている研究者も

いる。Uslaner は，信頼を測定するにあたって「一般的にたいていの人は信頼できると思い

ますか．それとも，用心するに越したことはないと思いますか？」という質問を用いてお

り，この質問を使用することを強く支持している（Uslaner，2003）。しかしながら，Perez-

Diaz などは，この測定方法に疑問を投げかけており（Perez-Diaz，2004），測定指標の精緻

化が課題としてあげられる。  
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3. 互酬性に注目したソーシャル・キャピタル研究が明らかにしたもの  

 経済学者である Schlicht（1984）は，経済システムの効率性のためには SC が重要な資本

となると述べている。また，Putnam（1993）は，南北イタリアの制度パフォーマンスにお

ける研究において SC 概念を用いて分析を行い，SC が人々の協調行動を促すことにより，

社会の効率を高めるものとした。Putnam（2000）では，アメリカのコミュニティの崩壊，

SC の衰退について注目し，さまざまなデータから州ベースで実証分析を行った。結果とし

てアメリカにおいては政治・市民活動・宗教活動・非公式な社交などへの市民参加の減少

が明らかとなり，その要因として女性の社会進出，TV の台頭，ライフスタイルの変化，市

民活動に対する価値観の世代間変化などがあげられた。  

 さらに，Putnam は，既存研究において，SC 概念のタイプ分けも行っている。それが「結

合型（Bonding）SC」と「橋渡し型（Bridging）SC」である 2。結合型 SC とは，自治会や町

内会，PTA などのような，地域のつながりである「地縁」を基盤としたフォーマルなコミ

ュニティにおける SC であり，組織の内部における人と人との同質的な結びつきから，内

部で信頼や協力，結束を生むものである。人と人との結びつきが強く，内部志向型である

という特徴をもつ。橋渡し型 SC とは，ボランティア活動団体やスポーツクラブのような，

地域という枠を超え「志縁」を基盤としたインフォーマルなコミュニティにおける SC で

あり，異なる組織間における異質な人や組織を結びつけるネットワークであるといえる。

外部志向型で流動的であるという特徴をもつ。この分類は以降の SC 研究においても用い

られるケースがしばしばある。  

 上記の Putnam の 2 本の研究（Putnam，1993，2000）は，SC 研究に大きな影響を与え，

以後，Putnam が用いた定義に従った研究が多数みられるようになる。  

 内閣府（2003）は，Putnam による SC の定義を紹介し，SC とボランティア活動をはじめ

とする市民活動との関係性について全国的に定量調査分析を行っている。その結果から，

市民活動に参加している人は，参加していない人に比べて SC の蓄積が多いことが明らか

になり，市民活動が SC の培養に貢献する可能性を見出している。また，大都市部に比べ

て地方部のほうが SC の蓄積水準が相対的に高いという結果も示している。  

 この内閣府の調査研究以降，日本において SC研究がより活発に行われるようになった。

坂本（2011）は，SC 研究に大きな影響を与えた Putnam が政治学者であることから「政治

学は社会関係資本研究の「老舗」である」（p.37）と表現し，政治学における SC 研究を整

理している。政治学における SC 研究は，SC が政治に与える影響を分析する研究と政治が
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SC に与える影響を分析する研究があるとする。そこから得られた今後の研究課題は，SC

と政治の間に発生する「内生性」の問題をいかに解決するか検討することとしているが，

内生性の問題に関しては政治学領域に限らず他の領域においても注意をはらう必要がある

といえる。  

 SC と犯罪の関係性についてみた高木（2011）は，SC について Putnam による定義を紹介

した上で，犯罪学研究においては，先行研究が少ないものの SC による犯罪の抑制効果が

一貫して見出されており，「SC が豊かであるほど犯罪発生率が低い」という主張は共有さ

れていると述べている。さらに，先行研究のレビューを通じてマクロレベルの分析のみで

は誤った推論をしてしまう可能性を指摘し，解決の試みとして地理情報システム（GIS）を

提案している。  

 Putnam の SC の定義に依拠し，都市農村交流とコミュニティの関係性をみた藤井・藤田

（2015）は，SC の蓄積にあたり重要な役割を果たすのが，都市農村交流であり，なかでも

「農村ワーキングホリデー（以下農村 WH）」は，その役割が大きいと考えられるとし，実

証研究を行っている。域学連携型で行われる農村 WH を事例対象とし，農村 WH 実施前と

実施後のアンケート調査から地域コミュニティの変容について SC の視点から分析を行っ

た。結果として，①地域内 SC の蓄積の可能性，②既存コミュニティの活性化，③新たな

コミュニティ活動の拡がりという変容が農村 WH の「鏡効果」として確認された。一方，

課題点として経年的な比較分析と定性的なデータの分析手法の検討をあげている。  

 また，Putnam による研究を評価しつつも，その結果を批判的に捉える研究もみられる。 

 Hall（2004）は，Putnam による SC の定義に従って SC に焦点をあて，過去 50 年間のイ

ギリスにおける調査から，SC を分析した。イギリスにおける SC の変化は，Putnam による

多くの主張と同様のものを確認していたが，Putnam（2000）において指摘されていたテレ

ビ視聴が SC を損なうという考え方はイギリスには当てはまらない点を指摘している。  

 同様に日本におけるメディア研究と関連付けた柴内（2011）も，Putnam の研究において

指摘された SC とテレビ視聴との関連は，日本において必ずしも確認できていない点を指

摘している。その上で，SC とメディア研究の今後の検討課題として，インターネットなど

の果たす役割についての検討が求められると述べている。  

 スペインにおける 60 年以上に渡る SC の変化を時代画期ごとにみた Perez-Diaz（2004）

は，Putnam の定義を評価しつつも，アンケート調査によって測定する点については疑問を

感じており，実際の行動や言動といった質的な部分での分析が必要であると指摘する。  
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4. 総合的にソーシャル・キャピタルを定義した研究が明らかにしたもの  

 Woolcock and Narayan（2000）は，SC としての資産である社会的ネットワークや市民組

織・団体などのストックを多く擁している地域社会は，貧困や脆弱性に対処したり，紛争

を解決したり，新たな機会を生かしたりするにあたって，より有利な立場にあると指摘す

る。  

 Offe and Fuchs（2004）は，ドイツにおける SC の変化を見るにあたり，結社の特徴の整

理を行い，目的志向が特定されたものではなく，誰でも比較的容易に関与することができ

る団体が SC の形成に貢献すると指摘する。ドイツにおける調査を踏まえ，結社によって

得られる集合財へアクセスする権利は平等に分配されていない点を述べており，その要因

として，ドイツにおける多くの結社が「排他的」である点を指摘している。さらに，ドイ

ツにおいては，「教育水準や仕事上の地位といった個人財産が社会関係資本の水準に重要

な影響を及ぼす」（p.209）という点も指摘している。  

 また，Rothstein（2004）は，福祉国家であるスウェーデンにおける SC の変化を分析し，

一般的に福祉国家は SC を衰退させるという主張に対する反証を提供している。その要因

として，スウェーデンにおける自発的結社と国家との関係が協力的であったという点，大

衆運動ならびにその間で普及している学習サークルの存在によって，活動の衰退が見られ

なかった点をあげている。  

 農林水産省（2007）は，日本の農村地域を対象にアンケート調査を行い，農村における

SC について分析している。結果として，地域類型別にみた場合，都市＜平地＜中間＜山間

の順で SC の蓄積水準が高いことがわかり，農村的特徴が農村 SC と関係性が強いことを

明らかにしている。農村地域は都市地域に比べて結合型 SC が高く橋渡し型 SC が低いこ

とが明らかとなり，今後の農村維持・向上のためには橋渡し型 SC の蓄積が必要であると

している。  

 そのほか，露口（2011）は，教育学分野における SC 研究の遅れを指摘するとともに先行

研究の整理を行い，SC 研究を推進するうえでの方向性を提示している。日本においては，

大規模サンプルを経年で採取するような調査は皆無であり，そういった検証が求められて

いると指摘する。その際に重視する点として，①地域レベルで SC を測定し，地域レベル

での SC を確認すること，②その SC はどのように醸成され，存続または消滅するのかとい

った点をあげている。  
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第 3 節 ソーシャル・キャピタル研究の限界と可能性  

 第 2 節では，SC 概念を用いた先行研究について何を明らかにしてきたのかという視点

から整理を行った。そもそも，SC の概念が注目されるに至った要因として，多くの研究

分野において SC という概念が評価されてきた点や国民生活面，経済面などに対する波及

効果が確認されると積極的に論じられた点があげられる。したがって，基本的には，多様

な先行研究においても SC はポジティブに捉えられている。しかしながら，SC の蓄積が

必ずしも良い方向にのみ作用するわけではなく，場合によっては負の作用をもたらす可能

性がある点を指摘する研究者も存在する。そこで，本節では，SC がもたらす負の側面に

ついて整理し，どのような SC の蓄積が求められるのか筆者の見解を示す。そのうえで，

SC 研究に残された課題をまとめることで，今後の SC 研究の展開可能性を探る。  

 

1. ソーシャル・キャピタルの負の側面  

 Putnam（2000）は，強力な結合型 SC には「排他性」が内在していることから，コミュニ

ティの対立や経済パフォーマンスの悪化，人種差別活動の促進につながってしまうと指摘

している。また，学歴や人種，性別，経済面などの社会的階層によって SC の蓄積に格差

が生まれてしまうということやマフィアや暴力団といった反社会的・非民主的活動に SC

が悪用されてしまう可能性があることも指摘している．  

 Warren（2008）は，社会関係資本はその恩恵を享受するものにとっては正の影響を受け

るが，その外部にいるものは負の影響を受け得るという点を指摘し，社会全体に対する一

般的信頼と互酬性は悪い社会関係資本になりにくく，特定の個人間における信頼や互酬性

は悪い社会関係資本になる可能性が高い点を指摘している。つまり，Warren も特定の結び

つきが強すぎるような結合型 SC に関しては否定的見解を示している。  

 また，政治腐敗と経済的不平等の関係性から SC をみた Uslaner（2008）は，経済的不平

等が特定の結束型 SC を生み出し，強化することで，グループ外に対して信頼の喪失が起

き，グループ外に対しては何をやってもよいという負の外部性を発生させるとする。それ

が，社会の腐敗へとつながり，社会が腐敗するとより一層の不平等が進む。つまり，不平

等→一般的信頼の喪失→腐敗→不平等の拡大といった「不平等の罠」が生まれるという点

を指摘する。Field（2003）は，SC は，異なったタイプのネットワークへのアクセスが極め

て不平等なため，より強力なグループは，より弱いグループの社会関係資本を制限し，あ

るいは消し去ることもできると指摘する。  
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 これまでの議論は基本的に SC の恩恵を受けるネットワークの外にいるものに対して負

の側面が存在することを指摘するものであるが，稲葉（2011）はネットワークの内部にお

いても負の側面を持つ可能性があるとして「しがらみの弊害」を指摘する。しがらみは，

特定の個人や機関に対する強固な結びつきであり，そこから抜け出すことは容易ではなく，

それが不正の隠ぺいや反社会的活動につながるなどさまざまな弊害をもたらすとしている。

さらに稲葉は，SC の負の側面は主に閉じた結びつき，強固な結合型 SC の蓄積によるもの

であるとされるが，流動的な特徴を持つとされる橋渡し型 SC についての問題点も指摘し

ている。橋渡し型 SC は，結合型 SC とは異なりしがらみが少ない点が他の研究においても

評価される部分であるが，目的や価値観を共有できればすぐにそのグループに参加できる

という利点は，自身の意向にそぐわなければ簡単に退出することができるという欠点でも

あり，そこに規範やメンバー間の協調性は生まれにくいと分析している。  

 

2. 有効なソーシャル・キャピタルの蓄積と求められるコミュニティ像  

 これまでみてきた SC の負の側面については，SC の蓄積自体が負の側面を有するという

わけではなく，結合型 SC または橋渡し型 SC のどちらか一方の過度な蓄積による弊害で

あると考えられる。したがって，結合型 SC または橋渡し型 SC のみを蓄積していくだけで

はではなく，結合型 SC と橋渡し型 SC の双方を蓄積していくことが有効的ではないかと

筆者は指摘したい。中山間地域の活性化と SC を結びつけた西出（2010）も，「ソーシャル・

キャピタルという概念は，中山間地域の実態や課題とその解決策を考察する際に活用でき

る有効な視点である。中山間地域の活性化にとって，様々な分野において既存のソーシャ

ル・キャピタルを壊さないことと，様々な形態（結束型，橋渡し型）のソーシャル・キャ

ピタルを醸成・蓄積していくことが重要である」（p.6）と指摘する。  

 では，結合型 SC と橋渡し型 SC を蓄積していくにはどのような形態のコミュニティが

適しているのか 3。藤井・藤田（2015）は「「結合型 SC」「橋渡し型 SC」の双方が蓄積可能

となる「テーマコミュニティ化」した地域コミュニティ」（p.42）の重要性について指摘し

ている。結合型 SC の蓄積に大きな役割を果たす「地縁」を軸としたコミュニティがある

特定のテーマを共有し，外部ともネットワークを作ることによって，同時に橋渡し型 SC の

蓄積も可能となる。つまり，地縁型コミュニティの「テーマコミュニティ化」によって結

合型 SC の負の要素である「排他性」と，橋渡し型 SC の負の要素である「つながりの薄

さ」という点を同時に解消することも考えられる。このような地縁型コミュニティを軸と
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しながらも外部人材を巻き込みテーマコミュニティ化を図るうえでは，外部との交流が必

要不可欠であり，本研究でも取り上げる都市農村交流の取り組みはその最たるものである

といえよう 4。  

 したがって，良好な SC の蓄積を目指すうえでは，外部との開かれた関係性を持ちなが

ら一般的信頼や互酬性を生むことが可能であり，かつ，グループ内のネットワークを密な

連携を図ることで強固なものとしているコミュニティが望ましい。  

 

3. ソーシャル・キャピタル研究の展開可能性  

 本章では，SC をめぐる定義に関する議論ならびに SC の構成三要素とされるネットワー

ク，信頼，互酬性のどれに注目しているかという視点から，それらの既存研究が明らかに

したものについて管見の限りではあるが整理を行った。章末である本項では，SC 研究の今

後の展開可能性を考える上で，残された課題をまとめた（表 1-1）。  

 第一に，理論研究と実証研究の相互の視点を持った研究の必要性があげられる。既存の

研究においては，ネットワークに着目し定義した研究においても指摘されていたとおり，

理論的分析を中心に行っている研究は理論研究のみ，事例による SC の蓄積などを対象に

した実証的分析を行った研究は実証分析のみなど，相互の視点を持った研究がなされて来

なかった。現在，数は少ないが相互の視点を持った研究もなされてきており，今後の SC 研

究においては，このような研究を蓄積していくことが研究発展に不可欠であると考える。

したがって，本研究においても，先行研究のレビューから導き出した課題を，実証的分析

も踏まえたかたちで検証していく。  

 第二に，実証分析を行う際の測定指標や分析方法についての検討である。ネットワーク

に着目し定義した研究については，一定の蓄積があるが，確立された測定指標はまだ存在

しない。信頼に着目し定義した研究については，そもそも研究蓄積が少なく，Uslaner が用

いた指標の妥当性についても検証されてはいない。また，調査方法についても，互酬性に

着目し定義した先行研究において指摘されているように定量調査だけではなく，定性調査

も合わせた両面からの調査分析が求められているが，そういった研究は必ずしも多くはな

い。なお，それぞれの研究分野において定量調査が先行している分野，定性調査が先行し

ている分野があるため，分野横断的な視点を持って研究・調査分析を行うことが必要であ

るといえる。  

 第三に，多時点間調査分析の必要性があげられる。一国レベルを対象とした調査研究に
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おいては Putnam の研究をはじめとして，世論調査や生活実態調査の多時点間比較分析が

行われている。しかしながら，一集落や少数のグループを対象とした地域レベルの調査に

おいては多時点間比較分析が行われているものは少ない。その一方で，多時点間比較分析

の必要性は，互酬性に注目した SC 研究や総合的に SC を定義した SC 研究等の先行研究に

おいても指摘がなされており，取り組むべき課題であるといえよう。  

 最後に，外部からの来訪者との交流によって社会的・経済的に効果をもたらすとされ，

インバウンドの受け入れや都市農村交流に取り組む地域が多くみられる中で，観光や交流

といった研究分野の研究蓄積が十分とはいえない点を指摘したい。外部から人が訪れるこ

とによって訪問先の人々の SC に何かしらの影響を与えるのか，あるいは，訪問者自身の

SC に影響を与えるのか。人と人とのかかわりがある観光や交流だからこそ，観光学の分野

においても SC の概念を用いた研究が求められている。  
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表 1-1 定義の着眼点ごとにみる SC 研究の主な分野と解決すべき課題 

定義の着眼点  

解決すべき課題点  

理
論
分
析
と
実
証
分
析
に
よ
る
検
証 

分
析
手
法
の
検
討
（
定
量
調
査
・
定
性
調
査
） 

組
織
内
の

SC

の
測
定 

個
人
の

SC

の
効
果
を
み
る
際
の
要
因
分
析 

測
定
指
標
の
再
整
理
・
精
緻
化 

内
生
性
に
つ
い
て
の
解
決
策
の
検
討 

マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
と
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
分
析 

多
時
点
間
ま
た
は
経
年
比
較
に
よ
る
分
析 

大
規
模
サ
ン
プ
ル
調
査
の
必
要
性 

分
野
横
断
的
な
研
究
の
必
要
性 

ネットワーク  ○   ○  ○  ○       

信頼   ○    ○       

互酬性  ○  ○     ○  ○  ○    

総合的         ○  ○  ○  

資料：筆者作成。  
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注 

1 一般的信頼とは，全く関係のない人々や見ず知らずの人々に対する信頼のことを指す。 

2 Putnam（2000）によると，社会関係資本の形式の多様性のあらゆる次元のなかで，最も

重要なものが「橋渡し型 SC」と「結合型の SC」の区別であると指摘し，二つの SC のタ

イプを紹介している。  

3 SC とコミュニティについて混同して議論がなされる場合もあるが，SC は個人が有する

資本であり，SC を構成しているとされる信頼・ネットワーク・互酬性は，コミュニティ

とのかかわりによって蓄積されるものであると筆者は考えている。  

4 藤井・藤田（2015）は，農村の地域コミュニティという土着性を持ったコミュニティを

対象としているために地縁型コミュニティを軸にそれがテーマコミュニティ化するこ

とによって結合型・橋渡し型双方の SC の蓄積が可能であるとしていた。しかし，橋渡

し型 SC の蓄積に貢献するテーマコミュニティが密なネットワークを築き，協調性や規

範を生み出すコミュニティへと発展していくという逆方向の動きも文脈上考えられる。

その際には，テーマコミュニティの長所である流動的な部分の喪失などいくつかの課題

が存在するが，この点については，今後の検討課題としておきたい。  
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第 2 章 都市と農村の関係性と都市農村交流の展開  

 有効な SC の蓄積には，地縁を軸としたコミュニティが，特定のテーマを共有しながら

外部との交流を図ることでネットワークを形成し，テーマコミュニティ化していくこと

が重要であると第 1 章では言及した。なかでも，広く都市住民と農村住民の交流による

社会的・経済的活動である都市農村交流は SC の蓄積に大きな役割を果たすのではないか

と考えている。そこで，第 2 章では，都市農村交流に着目し，その取り組みが成立する

に至った背景や政策の展開を整理する。さらに，現在多様な取り組みが展開されている

都市農村交流について整理し，SC の蓄積に有効であると考えられる取り組みは何か検討

する。  

 

第 1 節 都市と農村の関係性の変化  

 戦後の高度経済成長の過程から現在に至るまでの都市と農村の関係性は「対立」から「交

流・連携・協働」へと変化しつつある。  

 農村においては，1960 年代から 70 年代前半にかけ，若年労働者が都市産業へと包摂さ

れることによる地域内生産年齢人口の流出，そして，近年傾向が著しい少子高齢化の進展

による人口の自然減少は，地域内人口の減少に一層拍車をかけている（人の空洞化）。農村

地域の人口減少は，直接，農林業の担い手減少へとつながり，耕作放棄，農地潰廃，林地

荒廃が進行することとなる（土地の空洞化）。その後，都市と農村の格差はより拡大してき

たが，それらと並行して，相互扶助的な集落活動（寄合，水路管理，道普請など）の減少

により集落機能が喪われていった（むらの空洞化）。いわゆる「限界集落 1」はこれらの空

洞化の延長線上に発生するが，最も深刻であったのは，経済効率や合理性を追求する考え

方が拡がるなかで，農村での暮らしや農業で生計を立てることに対する人々の「誇り」が

喪われてしまったことである。「こんな田舎で暮らさずに…。」「農業みたいな仕事より…。」

「こんな何もないところに…。」といった発言はその最たる例であろう（誇りの空洞化）。  

 これらを小田切（2009）は「四つの空洞化」と表現したが，なかでも，誇りの空洞化の

拡大を止め，農業や農村に対する誇りを取り戻すことが，農山村集落再生への第一歩にな

るとしている。  

 一方，都市においては，グローバリゼーションが進展するなかで増幅した食の安全・安

心に対する不安や，食の「簡便化・外部化（外食・中食への依存）」が進展するもとで拡が

った「食」と「農」の乖離（時間的・空間的・社会的），東日本大震災を契機に顕在化した



30 

 

大規模災害発生時の都市住民の生活基盤の脆弱性などの諸問題が浮き彫りになり，地産地

消，食農教育，コミュニティの再構築，都市農村交流への関心が高まりをみせている。ま

た，都市域における農的空間に求められる役割（食料供給，景観形成，防災，コミュニテ

ィ形成，交流の場など）に対する市民理解の進展がみられ，都市における良好な生活空間

を持続的に構築するうえで都市農業への関心も高まりをみせている。  

 そして，これらの動きに呼応するように農業・農村に価値を見出し，農村での暮らしに

関心を寄せる都市住民が団塊世代のみならず若者世代にまで拡がっている。2012 年に国土

交通省の委員会で報告されたアンケート結果では，「二地域居住をしたい」，「農山漁村に移

住したい」という回答が 50～60 代の世代のみではなく，20 歳代においても同割合見られ，

若者が移住に対する意識を強く持っていることを示している。「田園回帰」とも呼ばれるこ

の潮流は，「地域おこし協力隊 2」の拡がりからも実態として捉えることができる。2014 年

度における実施自治体数は 444 団体，1,511 名の隊員が住民票を各自治体に移動させて活

動している。地域おこし協力隊は，20～30 歳代の隊員が約８割を占めており，若者の「田

園回帰」志向を如実に表している。農村の側においても，少子高齢化に伴う諸問題が顕在

化しつつあるもとで，「田園回帰」の流れを捉えつつも，外部依存では決して解決しない地

域の自立や主体形成の重要性を学び，都市との連携による地域再生を模索している。  

 このように，これまで「対立」や「格差」という視点でのみしか認識されることのなか

った都市と農村の関係であるが，都市と農村の双方にみられる動きが同調しつつあるもと

で，「交流・連携・協働」といった関係性のもとでの新たな農業・農村振興への可能性が拡

がっている。そして，そこで役割を期待されているのが，都市農村交流である。  

 

第 2 節 都市農村交流政策の展開  

 都市農村交流は，「新しい食料・農業・農村政策（1992 年）」，「食料・農業・農村基本法

（1999 年）」において，移住・定住・二地域居住を包括した「都市と農山漁村との共生・対

流」という概念として初めて政策的に登場し，農政の枠組みを超えた政策群として展開さ

れることとなった。しかし，都市農村交流という考え方や実際の取り組みについては，1970

年代より登場している。  

 1970 年代には，山村に都市住民のレクリエーションの場の提供を求めた「自然休養村

（1974 年）」事業，緑地空間の形成に対する都市住民のニーズの高まりによる「レクリエ

ーション農園通達（1975 年）3」の提示など，都市住民のニーズに対して農業者がその機会
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を提供するという一方向的な展開を特徴としていた。  

 1980 年代には，バブル経済と東京一極集中による首都圏への過度な機能集積をさけるた

め，都市と農山漁村・過疎地域との交流促進が「四全総（1987 年）」に位置づけられ，多様

な交流活動が全国的に展開した。特に，「総合保養地域整備法（リゾート法）（1987 年）」の

制定を受け，全国各地で大規模リゾート開発計画が進められたが，バブル経済の崩壊に伴

って破綻することとなる。外部依存型開発の典型的な失敗事例として，その後遺症は現在

も開発実施地域において重くのしかかっている。  

 1990 年代には，大規模リゾート開発に代わり，農村生活体験を特徴とする小規模「農山

村（ふるさと）リゾート」の開発が全国的に推奨された。都市農村交流の拠点施設として

の役割を果たす農産物直売所や体験農園などの開設が進められたほか，耕作放棄地・遊休

農地の解消や賃貸方式による農園利用の市民ニーズの高まりなどを背景に，市民農園の法

的位置づけを明記した「市民農園整備促進法（1990 年）」や農林漁業体験民宿の普及を目

的とした「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律（農村休暇法）

（1994 年）」が整備された。  

 2000 年以降は，「都市と農山漁村の共生・対流（2003 年）」が省庁連携の政策群として位

置づけられるなど，国の重点政策としての様相が一層強くなった。農協組織においては，

「JA ファーマーズマーケット憲章（2003 年）」が制定されるなど地産地消の観点から交流

施設の整備が進められた。食に関わる部分においても，2009 年に改正された「学校給食法」

では地場産農産物の利用促進が明記されるなど，食育から食農教育への動きがみられた。  

 また，ハード事業のみならず，地域間交流の促進などソフト事業にも重点を置いた法整

備がなされたのも 2000 年代以降の特徴である。都市と農村の地域間交流の促進を目的と

した「農山漁村活性化法（2007 年）」の制定に続き，総務省・文部科学省・農林水産省の三

省連携による「子ども農山漁村交流プロジェクト（2008 年）」が事業化されるが，その受

け皿となる「農家民泊」開設時における法規制（旅館業法や食品衛生法など）の緩和措置

の導入が都道府県単位でも進められ，農家民泊事業拡大の後押しをしている。また，都市

地域における交流においても，「都市農業振興基本法（2015 年）」が制定され，農作業を体

験することができる環境の整備として市民農園ならびに農業体験農園の整備について明文

化されるなど，農村地域における交流のみならず，都市地域においてもその拡大が図られ

ている。  

 こうした政策展開，社会情勢ならびに都市住民・農村住民の価値観の変化を受け，都市
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農村交流の取り組みは多様な展開をみせることとなった。  

 

第 3 節 都市農村交流の特徴と多様な取り組みの展開  

 都市農村交流は，本研究では前述の通り，広く都市住民と農村住民，非農家と農家の交

流による社会的・経済的活動としている。農林水産省（1992）において，緑豊かな農山漁

村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動として定義さ

れている GT も内包される取り組みである。そこで本節では，多様な展開をみせる都市農

村交流の取り組みについて整理し，SC の蓄積に有効であると考えられる取り組みは何か

について検討する。  

 

1. 日本における都市農村交流の特徴  

 都市農村交流の取り組みは，これまで ILO132 号条約批准国をはじめとする長期有給休

暇制度を活用した西欧諸国において展開されてきた。長期休暇を取得することが必ずしも

容易ではない日本における都市農村交流は「日本型」の取り組みとしてアレンジされ展開

されている。そこで，まずは日本における都市農村交流の特徴についてみていく。  

 都市農村交流について，西欧諸国と日本における展開を対比した青木（2010）は，西欧

諸国における都市農村交流は，「人々の個性的な自立的活動を基礎とし，心身をリフレッシ

ュする活動として広く人々のライフスタイルに浸透し，そうした人々がたびたび田園地域

を訪問することにより，その受入先として多様な「農的ビジネス」が展開し，農村社会の

活性化や経済のバランス良い発展」（p.17）が実現しているとしている。それに対し，日本

における都市農村交流は，「余暇文化の未成熟による勤労者の労働条件の相対的不利性，硬

直的な規制による多様なビジネス展開の困難性，「ムラ意識」や集団主義がもたらす「横並

び主義」による個性的活動の停滞といった，特殊な日本的阻害条件が根強く存在している」

（p.18）。つまり，日本においては，西欧諸国型の「農的ビジネス」としての都市農村交流

の展開は，困難であると指摘している。  

 では，現段階の日本の社会情勢，農業・農村においては，都市農村交流の展開は困難で

あるかというとそうではない。西欧諸国の取り組みをそのまま移入するのではなく，日本

の現状を踏まえ，それを特徴として活かした多様な取り組みを展開している。  

 その特徴の一つが，農業生産活動からみると条件不利とされるような「地域の固有性」

を活かしていることである。日本の農業・農村には小規模複合経営の農家が多く，「結」な
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どの相互扶助的な精神も多様に受け継がれている。そういった農業・農村は，地域の固有

性（自然景観や地域資源の豊かさ，高齢者が有する生活の知恵や集落内での人々の深いつ

ながり，都市空間においては貴重な緑地空間・防災拠点としての役割など）を有しており，

個性豊かで多様な都市農村交流を展開するうえで長所となる。  

 また，小規模ではあるが心の通い合う深い交流（地域とのつながり）を実現しようとし

ている点も日本における都市農村交流の大きな特徴である。西欧諸国に比べ長期的に滞在

することは難しいとはいえ，「身の丈」にあった小規模での質の高い交流を蓄積している。

その結果，「リピーター」など反復的に滞在する人々の確保につながり，ともすれば一過性

の体験になりがちな都市農村交流において，長期的・継続的な取り組みの実践が行われて

いる。  

 

2. 多様な都市農村交流の取り組みの展開  

 日本における都市農村交流の取り組みは，農村地域から都市地域にわたり多様な展開を

している（図 2-1）。そこで，以下では，都市農村交流を象徴するいくつかの代表的な取り

組みについて具体的にみていく。  

 1970 年代に，無人市あるいは定期市として開催され始めた農産物直売所は，近年の食の

安全・安心への期待の高まりを受けて，生産者の「顔がみえる」流通を実現するものとし

て全国的に成長を遂げている。  

 特に，日本における農産物直売所が特徴的なことは，農協直営型あるいは「道の駅」併

設型に象徴されるような常設型の大型店舗が増加している点である。生産者個人またはグ

ループが運営主体である小規模農産物直売所の場合は，生産者と消費者の交流機会が自ず

と確保されるが，大規模農産物直売所の場合，一般に生産者が足を運ぶのは早朝の出荷時

と夕方の残品引取時のみであるため，直接の交流機会は極めて少ない。しかし近年では，

POS レジと連動した「販売情報通知システム」が導入されており，生産者の営農意欲向上

に寄与するのみならず追加搬入に訪れた際の消費者との交流機会を提供している。さらに，

地元食材を利用したレストラン（あるいはイートイン）の併設や食育イベントの実施，出

荷者による農業体験の受け入れなど，農産物直売所の従来の機能であるモノのやり取りに

留まらない多角的な事業展開を図る農産物直売所も増え始めている。  

 当初，農産物直売所には，規格外品の販路確保，高齢者・女性の農業経営内での地位向

上など，営農意欲の向上や潜在的な生産力の底上げという点での地域農業活性化への役割
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が期待されていたが，近年では加えて，農業や農村に関心はあるものの何から取り組めば

よいか分からないという都市部の消費者が抱える悩みに対して，「顔のみえる」流通から一

歩進んだ都市農村交流へと誘う「入り口」としての役割が期待されている。  

 過疎化・高齢化が進行する中山間地域においては，農林業の担い手が減少する中で，オ

ーナー制度を活用し，都市住民との交流によってその地域が有する固有の地域資源を保全・

管理していこうとする取り組みが展開されている。  

 オーナー制度とは，消費者が生産者に事前に出資し，生産物を受け取る仕組みを指すも

のであり，棚田などの水田を対象としたものから，野菜の区画や果樹一本を対象としたも

のなどバリエーションに富んだ取り組みがみられる。また，その取り組みの多くは，単な

るモノのやり取りのみではなく，出資した田畑における農作業体験が組み込まれており，

その生産過程に触れることができることからも都市住民の農業理解へとつながる一つの手

段として注目されている。  

 オーナー制度の現状をみると，収穫などの単発的な交流や，ともすれば農作業を行うこ

となく，収穫物を宅配便で受け取る消費者もみられる。オーナー制度の取り組みを地域資

源の保全・管理に繋げていくには，収穫などの作業による交流を行うのはもちろんのこと，

反復的な交流機会を設けることや定期的に生産物の情報提供を行うことによって都市住民

の側に生産地域の資源管理に関わっているという当事者意識を生み出すことが重要である。 

 観光レクリエーションと農業を組み合わせた取り組みである観光農園は，高度経済成長

期以降，国民のライフスタイルの変化や道路交通条件の発達により展開してきたが，近年

の食や農に対する関心の高まりを受けて全国的に拡大している。  

 観光農園とは，入園料を支払い，農園を鑑賞できるものや果樹のもぎ取りなど収穫体験

料を支払い，収穫体験を行うことができる農園を指す。観光農園来園者の体験時間は相対

的に短く，一回の活動における農業者との接点も必ずしも多くはない。しかし，観光農園

への訪問のみならず，周辺の様々な観光施設（農産物直売所やレストランなど）に立ち寄

ることから，周辺地域への経済波及効果をもたらし，地域の活性化に貢献する取り組みと

して注目されている。  

 なかには，何度も足を運ぶ「リピーター」が存在している観光農園もみられ，そこでは，

通常のモノのやり取りだけでは得ることのできない人と人とのつながり，いわゆる都市住

民との「顔と心のみえる関係」が構築されている。  

 都市的地域では，農地の有効利用や都市住民の農業理解促進などを，中山間地域では，
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遊休農地の解消や都市農村交流による地域活性化などを目的として，市民農園の開設が進

んでいる。都市住民からの土に触れたいというニーズの高まりを受けて都市近郊を中心に

数多く開設されてきた市民農園は，都市住民に対する一定の農業理解の醸成に貢献してき

た。近年では，農業者自らが経営の一環として農作業の一部を農園利用者に体験させる

「農園利用方式（賃借権の設定なし）」による農園である農業体験農園が，市民農園の新

たなビジネスモデルとして注目を集めつつある。 

 農業体験農園は，園主である農業者が作付計画を作成するとともに，農作業に必要な資

材等を準備し，定期的に講習会を実施することで農業技術の指導を行う。利用者は入園料

と農作物収穫料として利用料金を前払いし，播種・植え付け，施肥，農薬散布から収穫ま

での一連の農作業を体験する農園を指す。農業体験農園は，市民農園と同様に都市住民の

土に触れたいというニーズを満たしつつ，市民農園とは異なった仕組みによって展開され

ている。そこでは，利用者における農業理解の促進はもちろんのこと，農業者と利用者さ

らには利用者同士の新たなコミュニティの形成が実現している。 

 近年では，より深く農業・農村における交流を志向する都市住民が増加していることを

受け，西欧諸国型の都市農村交流のような，農村に宿泊を伴うかたちで滞在し，地域住民

との交流を行う動きもみられるようになった。それが，農家民泊や農村 WH である。  

 都市部の小・中学校および高校においては，農村での滞在を目的とする体験教育旅行を

導入する動きが拡大しており，農家に宿泊し農作業や農村暮らしを体験することができる

農家民泊の利用に対する期待が高まっている。  

 受入地域においては，当初期待された副収入増加等の経済効果より，むしろ子どもの教

育に関わることへの喜び，高齢者の生きがい創出，コミュニティ活動の活性化，さらには

子どもたちの目線を通じて田舎の価値を再認識するなど社会的効果を指摘する声も多い。

また，農家民泊は，受け入れの中心となる女性が農村社会の閉鎖性や「いえ」規範から脱

却し，「個」としての自立化を促進する契機となるとされている。  

 体験教育旅行・農家民泊による交流は，受入地域のみならず，参加者にも大きな影響を

与えている。実際に体験した児童・学校関係者からは，短期的な滞在期間とはいえ，農家

の「暮らし」や「こころ」がみえる都会では得難い体験交流の場として総じて高い評価が

得られている。実際に受入地域と学校側が体験教育旅行の意義について共有し，事前・事

後の教科学習との連携・接続が図られる場合には，農村での体験学習が有する高い教育効

果についての認識が共有され，継続的な取り組みへと発展させることも可能である。  
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 ワーキングホリデーは一般には，国際理解の促進を目的として，海外での休暇機会とそ

の資金を補うために一時的な就労機会を与える制度を意味するが，農村 WH は，1998 年よ

り日本国内で開始されている。取り組みには，宮崎県西米良村に代表される「有償方式」

と長野県飯田市に代表される「無償方式」があるが，担い手不足に悩む多くの市町村で導

入に向けた検討が開始されている。  

 観光目的ではない「対等平等の関係に基づくパートナーシップ事業」と位置づけられた

飯田市の農村 WH では，毎年春と秋に 3 泊 4 日のプログラムを各 2 回実施しており、参加

登録者の約 60％にも及ぶ多くのリピーターが存在している。また，参加者の年代は定年退

職を迎えた夫婦や男性の参加も多くみられるが，開始当初から最も多いのが 20～30 歳代

の女性であることは興味深い。  

 また近年では，大学生と大学教員が地域の現場に入り，地域の課題解決や地域づくりに

継続的に取り組み，地域の活性化及び地域の人材育成に資する「域学連携」の取り組みと

して農村 WH を導入しているケースもみられ，若者の人材育成の機会としてもその役割が

期待されている。  

 

3. ソーシャル・キャピタルの蓄積に有効な都市農村交流の取り組みに関す

る一試論  

 SC 研究の整理において，結合型 SC と橋渡し型 SC の双方の蓄積には，地縁を軸としな

がらも外部人材を巻き込みテーマを有したコミュニティが重要であり，その際には，外部

との交流が必要不可欠であることから，都市農村交流の取り組みが有効であると指摘した。 

 しかし，一概に都市農村交流といっても，以上でみた通り日本においては多様な取り組

みが展開されている。そこで以下では，SC の蓄積にあたって有効と考えられる都市農村交

流の取り組みについて検討する。  

 なお，検討にあたっては，まず，それぞれの取り組みにおける一回の活動時間の長さを

指標とする。信頼・ネットワーク・互酬性といった人間の内面にある部分を構成要素とす

る SC の蓄積は，他者との関わり合いによってなされるものであると考えられ，都市農村

交流の取り組みにおける一回の活動時間が長ければ長いほど蓄積に寄与するのではないか

と考えるためである。  

 また，もう一つの指標として，地域とのかかわり 4 の深さを採る。日本における都市農

村交流は，日本の農業・農村の特徴である，「結」などの相互扶助的な精神が受け継がれ，
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それが各地域における特色として展開されることで，農業・農村の活性化へとつながって

いる。つまり，一個人事業者において完結する経済活動としてではなく，その背後にある，

農業や人との関係性，生活との密なかかわりがあることが重要である。そして，その関係

性やかかわりの深さを交流によって身をもって体感することで，受入農家および参加者は，

SC（＝信頼・ネットワーク・互酬性）について見つめ直し，蓄積していくという変容がみ

られるのではないかと考えるためである。  

 上記の点を踏まえ，一回の活動における時間の長さを横軸に，地域とのかかわりの深さ

を縦軸にとり，都市農村交流を再分類したものが図 2-2 である。  

 そこで，第 3 章以降では，一回の活動における時間が最も長く，地域とのかかわりも深

い農村 WH の取り組みと，一回の活動における時間はそこまで長くないものの，地域との

かかわりが深い農業体験農園の事例を対象とし，それぞれの取り組みによるコミュニティ

の変容について SC の視点からみていく 5。  
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 図 2-1 都市農村交流における多様な取り組み  

資料：農林水産省『平成 25 年度 食料・農業・農村白書』を基に筆者加除修正。  
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図 2-2 都市農村交流の一回の活動時間と地域とのかかわりによるポジショニング 

資料：筆者作成。  
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注 

1 限界集落とは，集落人口のうち半数以上を 65 歳以上の高齢者が占め，農業生産の継続

はおろか地域資源の適正な維持・管理が危ぶまれるなど集落機能が喪われつつある集落

を指す。  

2 地域おこし協力隊とは，地方自治体が，三大都市圏をはじめとする都市圏から都市住民

を受け入れ，概ね 1 年以上 3 年程度地域で生活し，地域協力活動に従事してもらう目的

で委嘱するものを指す。  

3 ここでいう農園は，都市住民のレクリエーションを目的とした農家主体の農園であり，

農地の権利設定のない期間 1 年未満の「入園利用方式」と称されるものであったとされ

ている。  

4 本研究でいう地域とのかかわりは，主として農家（生産者）とのかかわりを指す。  

5 一回の活動における時間の長さと地域とのかかわりの深さを基準に取り組みを分類し，

事例対象の抽出を行ったが，事例比較研究を行うのであれば，事例が存在する第三象限

（一回の活動時間が短く，地域とのかかわりも浅い）の取り組みも対象とすべきである。

本研究では，そこまで実証分析ができていないが，筆者の今後の研究課題としたい。  
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第 3 章 域学連携型農村ワーキングホリデーによるコミュニティの変容  

第 1 節 農村ワーキングホリデーの展開と域学連携の意義  

本節では，SC の蓄積に有効と考えられる取り組みの一つである，農村 WH の動きに着

目し，その概要と全国的な展開，先行研究において指摘されている役割について整理す

る。また，本研究においては，「域学連携型」の農村 WH を事例として取り上げることか

ら，日本における域学連携の変遷を整理するとともに，その意義について紹介する。  

 

1. 農村ワーキングホリデーの展開とその役割  

 農村 WH は，農業・農村に関心を持ち田舎暮らしや農作業をしてみたいと希望する都市

住民に，繁忙期の地元農家が受け入れ労働力を提供してもらう仕組みを指し，参加者側・

受入農家側双方のニーズをうまく合わせた都市農村交流の一形態である。  

 1998 年に宮崎県西米良村，長野県飯田市において実施された取り組みであり，前者が行

っている有償方式と後者が行う無償方式のものがある。有償方式のものは，農作業に対し

て賃金を受け取り地域内の宿泊施設に宿泊しながら，受入農家に通うかたちで行うものを

指す。西米良村では，勤務時間 8:00～16:30（休憩 1 時間 30 分），自給 714 円のため，1 日

で 714 円×7＝約 5,000 円の賃金を得ることができる。そして，農村 WH 参加者を対象に近

隣の宿泊施設に 3,000 円で宿泊できるとなっている。  

 無償方式のものは，都市住民に労働力を提供してもらう対価として，受入農家は無償で

寝床と食事を提供しているものを指し，全国的にも拡がりを見せている。飯田市が先駆的

に取り組んだことから，「飯田方式」とも呼ばれている。日数は，飯田方式のもので 3 泊 4

日であり，本研究において取り上げる岩手県胆江地方のように，4 泊 5 日で取り組まれて

いるケースもある。なお，飯田市では，農村 WH による事業効果を，農業振興（適期作業

の能率向上や営農意欲向上など），定住促進（新規就農・田舎暮らしの促進など），観光振

興（地域への関心や口コミによる応援団効果など）など多方面に及ぶと評価している。  

 農村 WH の全国動向については，（財）都市農山漁村交流活性化機構が 2007 年に調査を

行っている。調査報告書によると，1,067 市町村中 38 市町村（3.6％）が農村 WH に取り組

んでおり，今後取り組む予定・現在検討中の市町村が 224 市町村（21.0％）であった。や

や古いデータではあり，活動数としては数少ないが，注目されつつある動きの一つである

ということがわかる（表 3-1）。  

また，2017 年より，総務省による「ふるさとワーキングホリデー」も展開されている。
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農業に関わらず，多様な業種（ホテルスタッフ，行政サポートなど）において受け入れが

されており，賃金が発生するものが多くを占めている。この取り組みは，農村 WH と同様

に，移住・定住に向けた取り組みとして注目されており，今後のさらなる展開が期待され

ている取り組みともいえる。  

このように，農村 WH は全国的にも展開され始めており，注目されつつある取り組みの

一つといえるが，先行研究については，鈴村（2010），池田ほか（2013），貫田ほか（2017），

藤井・藤田（2015）の他にはあまり見られない。  

鈴村（2010）では，農村 WH の取り組みについて詳細に記されており，参加者へのアン

ケートや熟年世代・若者世代との座談会を通じて，農村 WH のこれからについて言及して

いる。そもそも，農村 WH が一般的に認知されているわけではない点を指摘し，地域ごと

に参加者・受入農家双方のニーズに即した取り組みに変化させていく必要性を示している。

この指摘は，農村 WH の仕組みが確立されていないが故に，各地域によってアレンジが可

能であり，それぞれの地域の個性を打ち出すことが可能であると捉えることもできる。現

に，有償方式で取り組まれているものもあれば，無償方式で取り組まれているものもあり，

農業を対象としたものもあれば，ふるさとワーキングホリデーのように他業種を対象とし

たものもある。また，参加者が一般の方を対象としているものもあれば，学生のみを対象

としている取り組みもみられるなど，多種多様な展開がなされている。  

池田ほか（2013）では，農村 WH の先進地である長野県飯田市の WH を取り上げ，WH

の維持要因を，行政・受入農家・参加者の視点から明らかにしている。WH 受入農家に対

する詳細なヒアリング調査と参加者に対するアンケート調査を基に分析が行われ，農家民

泊や体験型教育旅行による受け入れの下地があり，飯田市の典型的な農村風景が心身をリ

フレッシュさせ農家との交流からつながりが生まれる，こうしてリピーターを確保し，新

規参加者も拡大したことは，一層の受入農家拡大を促したと指摘している。農家と参加者

の密接な人間関係の構築→参加者（新規・リピーター）の増加→受入農家の拡大という農

村 WH が生み出す流れが地域活性化に繋がっている。  

同様に長野県飯田市の農村 WH を事例とし，農業・農村の担い手確保という視点から農

村 WH の役割について言及したのが，貫田ほか（2017）である。農村 WH の役割は，①移

住を検討している参加者や，受入農家の後継者に農業をなりわいとして捉えるきっかけを

与えること，②農村 WH を通じて移住した移住者に対して，仕事・住まい・暮らしといっ

た移住の基盤を整える手助けとなること，③移住者の移住後の生活や農業経営に「交流」
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という視点を与えることであると述べている。  

藤井・藤田（2015）では，岩手県胆江地方における域学連携型農村 WH を事例に，地域

コミュニティに与えると期待される影響を，①農村 WH の「鏡効果」を通じた受入農家の

農業・農村に対する誇りの回復，②農村 WH の受け入れを契機とする地域内での新たなネ

ットワーク並びにコミュニティ活動の創出，③これらの取り組みを通じた地域内 SC の蓄

積の可能性と仮定し，検証を行った。結果として，経年比較分析や定性調査による分析ま

では辿り着いていないといった課題がみられるが，上記 3 点の影響が確認されたと同時に，

さらに広い範囲でのネットワークの形成が生れていることも指摘している。  

以上のように，農村 WH は，地域の現状に合わせて多種多様な展開をみせている。した

がって，農村 WH が果たす役割についても，長野県飯田市の例のような地域農業の担い手

や農村の担い手を育成するというものから，農作業を行うことによって生まれる参加者の

農業に対する理解醸成，受入農家の農業・農村に対する「誇り」の回復，さらには，新た

なネットワークの形成など，多方面にわたる。 

 

2. 多様な拡がりをみせる域学連携の取り組みとその意義  

 以下では，地域と大学の連携の政策的展開と多様な取り組みについて整理することで，

地域と大学の連携による活動の意義についてみていく（表 3-2）。  

 地域と大学との連携に関する取り組みは，戦前から存在しており，「軍官産学連携」とし

て主に，理系分野（工学系・理学系）において取り組まれていた。戦後になると，戦時中

の反省から，研究専門機関としての大学として，産業界とは距離を置く学問分野がみられ

る中で，産業界との連携を継続的に行い，産業技術発展に貢献する研究を続ける分野もみ

られたとされている（沢井，2016）。  

1980 年代に入ると，経済産業省が主となり「産官学連携」として取り組みが進められて

いく。産官学連携は，単なる産業界と大学の連携ではなく，大学と「地方都市部における」

産業界との連携をイメージしたものであり，大学のシーズを地域経済に発展させることを

期待して取り組まれてきた。産業界が中心として取り組み，大学の基礎調査活用による商

品開発や理系学部における技術開発などが中心に行われてきた。  

さらに，1998 年には「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促

進に関する法律（大学等技術移転促進法・TLO 法）」が制定され，大学等の研究成果を特許

化し，それを企業へ技術移転する法人の設立促進が政策的に行われた。TLO（技術移転事



44 

 

業者）は，産と学の「仲介役」の役割を果たす組織として活用されており，2017 年 9 月 1

日現在で，TLO 法に基づき事業計画が 36 機関において承認・認定されている。  

これまでの，産官学連携には，目的としての地域経済への貢献は謳われていたものの，

文字通り「地域」の概念はあまりなく，その活動が直接的に地域づくりへとつながるもの

ではなかった。  

そのような中，2005 年に行われた中央教育審議会の答申によって，従来の地域と大学の

関係性に変化を与えることとなった。答申「我が国の高等教育の将来像」では，「社会貢献」

を大学の「第三の使命」と位置づけ，従来，大学の使命とされてきた教育や研究による間

接的な貢献だけでなく，国際協力や公開講座など現場での動きを通じた直接的な貢献を求

めた。これを契機として，大学における地域連携や社会貢献を冠としたセクションが設置

されていくこととなり，地域と大学の連携が進められていく。  

さらに，2010 年には，総務省による「域学連携」事業が推進される。域学連携とは，「大

学生と大学教員が地域の現場に入り，地域の住民や NPO などとともに，地域の課題解決ま

たは地域づくりに継続的に取り組み，地域の活性化及び地域の人材育成に資する活動 1」

を指す。域学連携事業は，その重点を「農山村」においていることが特徴であり，大学の

ない地域と都市部の大学の連携を想定し，事業化された。また，従来の連携と異なる大き

な特徴として，大学教員だけでなく「大学生」を連携の対象としている点である。これに

より，農山村地域において希薄化している世代間交流を域学連携によって行うことが可能

となっている。  

2013 年度からは，文部科学省主導により，「地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）」

が進められている。大学 COC 事業とは，「大学等が自治体と連携し，全学的に地域を志向

した教育・研究・地域貢献を進める大学などを支援することで，課題解決に資するさまざ

まな人材や情報・技術が集まる，地域コミュニティの中核的存在としての大学の機能強化

を図ることを目的」（中塚・内平，2014，p.8）とした事業である。  

さらに，2015 年度からは，COC 事業を発展させ，地域が求める人材養成のための大学教

育カリキュラムの改革を求め，より地域貢献の側面を強くした「大学 COC+事業」が開始

されている。COC+事業では，若者が地域で活躍できる就職先や雇用の創出を，大学が地方

公共団体や企業等と連携して進めていくことで，地方創生の中心となる人材の地方集積を

目指した事業となっている。  

 時代の流れや社会的ニーズに合わせて，地域と大学の連携による取り組みは展開されて
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きたが，これら地域と大学の連携による取り組みの意義はどういった点にあるのか。中塚・

内平（2014）は，域学連携活動の成果について取組事例を基に以下の 4 点をあげている。  

第一に，大学生の受け入れを地域の有志が主体的に行うことによって地域における新た

なコミュニティの形成や新たなリーダーが台頭するということ。第二に，大学生と関わる

ことによって地域の価値の再発見，つまり，交流の「鏡効果」によって地域づくりに対す

る意識が向上されるという点。第三に，大学生との意見交換等を通じて発見された価値を

資源としたさまざまな実践活動が生まれてきており，その活動が地域を徐々に変化させて

いる点。第四に，上記の三つのプロセスを通じた地域の結束・つながりが再生されるとい

う点である。  

つまり，地域と大学の連携による取り組みというのは，地域の抱える課題に対して，大

学のシーズを活用し，その解決に向けて取り組んでいくことを主たる目的として進められ

てきたが，地域の課題解決のみならず，地域住民の意識改革やコミュニティの変容に対し

ても影響を与える可能性があるという点に大きな意義があるといえる。  

しかしながら，地域と大学の連携による取り組みが，実際にそのフィールドとなる受入

地域に対してどのような影響を与えたのかという研究は，上記の中塚・内平（2014）を除

いて，管見の限りではあるがみられない 2。そこで，以下では，地域と大学の連携によって

取り組まれている岩手県胆江地方における域学連携型の農村 WH を事例対象とし，コミュ

ニティの変容について分析していく。  
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表 3-1 全国の「農山漁村型ワーキングホリデー」受け入れに関する動き（単位：件）  

  

現在取り

組まれて

いる  

今後(平成 20 年度

までに)取り組ま

れる予定である  

現在検討中

である  

現在取り組まれてい

ないし，今後取り組

まれる予定もない  

不明  

全国(n=1,067) 38(3.6％) 8(0.7％) 216(20.2％) 742(69.5％) 63(5.9％) 

北海道(n=119) 5 0 22 85 7 

東北(n=149) 8 2 44 86 9 

関東(n=288) 11 1 51 210 15 

東海(n=84) 0 0 8 75 1 

北陸(n=56) 1 1 17 36 1 

近畿(n=109) 2 1 15 88 3 

中国・四国(n=107) 3 1 20 71 12 

九州(n=141) 7 2 34 85 13 

沖縄(n=14) 1 0 5 6 2 

資料：青木辰治（2008）を基に筆者加除修正。 
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表 3-2 政策展開にみる地域と大学の連携  

年代  部局  名前  内容  

1980 年代  経済産業省  産学官連携  

地方都市部における産業界との連携をイメージ

したもの。大学のシーズを地域経済に発展させ

ることを期待。  

1998 年  経済産業省  
大学等技術移転促進法

（TLO 法）  

TLO：大学等の研究成果を特許化し，それを企

業へ技術移転する法人。産と学の「仲介役」の

役割を果たす組織。  

2005 年  
中央教育審

議会・答申  

我が国の高等教育の将

来像  

「社会貢献」を大学の「第三の使命」と位置づ

け。従来通りの教育や研究による長期的な貢献

だけでなく，より直接的な貢献を求めた。大学

に地域連携，社会貢献のセクションが設立され

ていく。  

2010 年  総務省  域学連携  

大学生と大学教員が地域の現場に入り，地域の

住民や NPO などとともに，地域の課題解決ま

たは地域づくりに継続的に取り組み，地域の活

性化及び地域の人材育成に資する活動  

2013 年度  文部科学省  
地（知）の拠点整備事

業（大学 COC 事業）  

大学等が自治体と連携し，全学的に地域を志向

した教育・研究・地域貢献を進める大学などを

支援することで，課題解決に資するさまざまな

人材や情報・技術が集まる，地域コミュニティ

の中核的存在としての大学の機能強化を図るこ

とを目的とした事業。  

2015 年度  文部科学省  

地（知）の拠点大学に

よる地方創生推進事業  

（COC＋）  

大学が地方公共団体や企業等と協働して，学生

にとって魅力ある就職先の創出をするととも

に，その地域が求める人材を養成するために必

要な教育カリキュラムの改革を断行する大学の

取り組みを支援することで，地方創生の中心と

なる「ひと」の地方への集積を目的とした事

業。  

資料：中塚・内平（2014），各省庁のウェブサイトを基に筆者作成。  
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第 2 節 岩手県胆江地方における域学連携型農村ワーキングホリデーの展開  

 本節では，域学連携型農村 WH の分析を行うにあたり，その調査対象地域である岩手

県胆江地方（岩手県奥州市と胆沢郡金ケ崎町。以下胆江地方）の概要と農業構造について

みる。また，地域と大学の連携によって行われてきた農村 WH の展開について整理して

いく。  

 

1. 岩手県胆江地方の農業構造  

 胆江地方は，岩手県の南西部に位置し胆沢川によって開かれた胆沢扇状地が広がり，周

りには散居のたたずまいが広がっている地域である。  

 奥州市は，2006 年に水沢市，江刺市，前沢町，胆沢町，衣川村の 2 市 2 町 1 村が合併

してできた広域自治体であり，面積規模は宮古市，一関市に次ぐ県内第 3 位の規模を誇

る。そのため，同じ奥州市内においても気候，文化など異なる点が見られ，前沢牛や江刺

りんごなど農畜産物も多様なものがある。また，奥州市では，平泉町と連携し，受入登録

農家によって構成された「おうしゅうグリーン・ツーリズム推進協議会」が，体験教育旅

行の受け入れを行っている。関西をはじめとする全国の小・中・高校生を対象としてお

り，食事や宿泊などを含めた農村生活体験を提供しているなど，都市農村交流に積極的に

取り組んでいる。  

 金ケ崎町は，奥州市の北側に位置し，西部から東部にかけて約 1,300ｍ以上の標高差が

あり，緩やかな傾斜地となっていることが特徴である。基幹産業は農業であり，米・野

菜・花卉や酪農を中心とした畜産経営が営まれている。また，工業部門についても，企業

立地を進めており，医薬品や半導体，自動車関連産業などの大規模工業団地を有してい

る。  

 胆江地方における人口は，岩手県の約 1 割にあたる 13 万 5,317 人で，うち生産年齢人

口は 7 万 5,677 人，高齢化率についてみると 31.8%となっており全国の高齢化率 26.6%

（2015 年）を上回る高齢化率となっており，高齢化の進行している地域といえる。  

 次に，胆江地方の農業構造についてみていく。まず総農家戸数に占める販売農家の割合

についてみてみると岩手県全域では 68.5％であるのに対し，胆江地方は 76.7％と上回っ

ている（全国 61.7%）。また，販売農家のうち，農産物販売金額 1 位の部門別農家数につ

いてみていくと，稲作が第 1 位の農家が多数を占め（6,805 戸），次いで肉用牛，野菜，

果樹となっている。このことから，胆江地方は，稲作や畜産を中心とした農業地域である
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といえる。  

 また，専兼別農家数についてみると，それぞれ総販売農家数に占める割合は，専業農家

23.7%（全国 33.3%・岩手県 25.4%），第 1 種兼業農家 11.0%（全国 12.4%・岩手県

13.0%），第 2 種兼業農家 65.3%（全国 54.3%・岩手県 61.6%）となっており，全国と比較

して，岩手県は第 2 種兼業農家の割合が高いが，胆江地方はその県内平均よりもさらに高

い割合になっている。  

 販売農家の年齢別農業就業人口についてみると，生産年齢である 15～64 歳の割合が

30.3%（全国 36.5%・岩手 33.9%），65 歳以上の割合が 69.7%（全国 63.5%・岩手 66.1%）

であり，農業就業者についても高齢化が進んでいる地域といえる。また，家族経営構成別

農家数についてみていくと，一世代家族経営農家の割合が 62.3%（全国 67.7%・岩手

61.2%），二世代家族経営農家が 34.1%（全国 29.6%・岩手 34.6%），三世代家族経営農家

が 3.6%（全国 2.8%・岩手 4.2%）であり，岩手県が重世代家族経営農家の割合が高いとい

うこともあるが胆江地方も全国に比べて重世代家族経営農家の割合が高いといえる（表

3-3）。  

 

2. 岩手県胆江地方における域学連携型農村ワーキングホリデーの展開  

 本研究で取り上げる域学連携型農村 WH は，岩手県胆江地方の受入農家，岩手県県南

広域振興局（以下県南振興局），和歌山大学の協働により，その取り組みが始まった。  

 農村 WH を取り組む契機となったのは，2012 年 5 月，岩手県庁に勤務する和歌山大学

OB の存在がきっかけとなり，「事業ありきではない持続的な農村再生の仕組みづくりを

大学と一緒に考えよう」と和歌山大学教員，県南振興局職員，地元農家との話し合いが始

まった。  

 そして 9 月，5 戸の受入農家と農村 WH に関心を持った 9 名の和歌山大学学生が参加

し，胆江地方で初めての農村 WH（3 泊 4 日）を実施した。12 月には，その際に交流した

受入農家，農村 WH の取り組みに関心を持った農家女性あわせて 6 名が和歌山県に来訪

し，和歌山県内のフィールドスタディに参加するとともに，9 月の農村 WH の際に交流し

た学生や和歌山の地域住民との交流を深めた。  

 また，2013 年 3 月には，農村 WH の効果を拡げるべく地元農家が中心となって「農山

村再生セミナー」を胆江地方で開催した。和歌山大学から教員と参加学生 3 名がパネリス

トとして参加し，地元岩手大学を含む他大学教員・学生の参加を得て交流の幅を拡げてい
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った 3。  

 2 年目となる 2013 年度は，4 月にセミナー参加を機に農村 WH に関心をもった農家が

新たに受入農家として参加し，地域自らが主体となった受入組織「胆江農村ワーキングホ

リデー研究会（現：奥州農村ワーキングホリデー研究会。以下研究会）」を設立した。 

 9 月には，新たに 15 戸に増加した受入農家と，和歌山大学学生をはじめとする約 50

名の学生によって，2 回目の農村 WH（第一期：2 泊 3 日，第二期：4 泊 5 日）を実施し

た 4。さらに 12 月には，昨年度の和歌山フィールドスタディに訪れた受入農家を除く 9

名が和歌山に来訪し，農村 WH の参加学生との再会を果たすとともに学生が日頃学びを

深めている地域との交流を深めた。  

 そして，2014 年 3 月に 2 回目の「農山村再生セミナー」を開催し，農村 WH の取り組

みの促進を図った。今回は，農村 WH 先進地である長野県飯田市の農村 WH 受入農家に

基調講演をいただき，受け入れに対するアンケート調査報告を踏まえたパネルディスカッ

ションを行い，意見交換を行った。また，交流会には，昨年度農村 WH に参加した OG

の学生も参加し，受入農家との再会を果たすとともに，近況報告を行った。  

3 年目となる 2014 年度からは，岩手県事業の最終年度ということもあり，より地域住

民が中心となり，行政からの自立を目指すかたちで活動が行われた。9 月には，和歌山大

学学生，約 30 名が農村 WH に参加（4 泊 5 日）し，受入農家は前回の 15 戸から 19 戸へ

と増加した。毎年，農村 WH 実施期間中に行う農家訪問なども事務局農家を中心に行っ

た。また，活動も 3 年目に入ったこともあり，受入農家間の反省会では活発な議論が行

われ，受入人数の固定化や学生への事前学習の必要性などが提案された。12 月には，農

村 WH 受入農家 7 名が和歌山県に来訪し，農村 WH 参加学生と再会を果たすとともに，

和歌山県内諸地域との交流を深めた。参加学生との交流会では，今年度参加した学生のみ

ではなく，以前の農村 WH に参加した学生も参加し，幅広い交流が行われた。  

さらに，2015 年 3 月には，実施 3 年目を迎えたこともあり，農村 WH による影響を検

証し，農村の未来を共に考える事を目的として，「農山村再生セミナー」を開催した。和

歌山大学から教員と参加学生 3 名，受入農家 3 名に加え，地元農業高校から 2 名，地元

農業大学校から 1 名が登壇しパネルディスカッションを実施した。また，今年度も卒業

生である OB・OG や，昨年度に参加した和歌山大学や他大学の学生が参加し，交流の幅

が確実に拡がりを見せていることを再確認する場ともなった。  

そして，4 年目となる 2015 年度は，行政支援から離れ，完全に地域住民による活動へ
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と移行した。6 月には，以前より受入農家の中から要望があった「地元の若者たちを農村

WH に」という声を反映し，岩手県立大学の学生の受け入れを初めて行った。15 名の学

生と 8 戸の受入農家で実施され，2 泊 3 日という期間ではあったが互いに交流を深めた。  

9 月には，和歌山大学学生，他大学学生合わせて約 40 名が農村 WH に参加（第一期：

3 泊 4 日，第二期：4 泊 5 日）した。昨年度にあげられた反省を生かし，学生の受入人数

は「1 戸につき 2 名」に固定，さらに最終日前日に行っている交流会で有意義な時間を過

ごすためにも人数を分散させた方が良いのではという意見が受入農家からあったため，受

入時期についても一昨年に行った「二期制」で行った。受入農家は前回の 19 戸から 20

戸へと増加し，研究会員も増加するなど地域内で確実に拡がりを見せている。  

そして，12 月には，農村 WH 受入農家 10 名が和歌山県に来訪した。和歌山研修に初

めて参加する受入農家が 4 名おり，農村 WH 参加学生との再会を果たすとともに，地域

との交流を深めた。学生との再会交流会では，「和歌山に住む”娘たち”と会うことができ

てよかった」という声が聞かれたことから，活動 4 年目に入り，受入農家と学生の関係

性が遠い親戚のようになってきていることが窺える。  

2016 年 2 月には，昨年に続き地域住民が手づくりで行う「農山村再生セミナー」を開

催した（第 4 回）。コミュニティビジネスの先進地である「秋津野ガルテン」からゲスト

スピーカーを招き，基調講演が行われた。また，これまでの活動を振り返り，今後の展開

を考える意味を込めて，研究会事務局農家による 4 年間の活動報告とワークショップが

行われた。ワークショップのテーマは，「地域づくりと外部サポート人材の活用」であ

り，農村 WH の受け入れを通じて，各研究会員が考えるこれからのあり方を意見交換し

た。 

 実施 5 年目となる 2016 年度は，より充実した研究会活動を実施するため，奥州市から

支援を受けることを考慮し，胆江農村ワーキングホリデー研究会から「奥州農村ワーキン

グホリデー研究会」へと改称して活動を行った。  

 9 月には，昨年度から受け入れを開始した岩手県立大学の学生と合同で農村 WH を実

施した。岩手県立大学の学生と和歌山大学の学生が共に一軒の受入農家に入ることによっ

て，地元で暮らす若者と外部からやってきた若者との交流が図られた。12 月には，受入

農家 13 名が参加し，和歌山研修を行った。学生との再会はもちろんのこと，今年度は，

地域と大学の連携についての講義を聴講し，学びも深める研修会となった。  

 2017 年 2 月には，5 回目となる「農山村再生セミナー」を開催した。今回のセミナー
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は，第一部：基調講演（テーマ：地域と大学の連携を考える）と振り返り報告，第二部：

トークセッション（農村 WH が与えた農家・参加者に対する変化），第三部：ワークショ

ップ（研究会の今後の活動を考える）の三部構成で開催され，活発な意見交換がなされ

た。ワークショップでは，今後の課題として，広報面の強化，会員間での役割分担の必要

性，会員数の増加などがあげられた。なお，今年度も和歌山大学から学生が多数参加し，

交流を深めている。  

 6 年目となる 2017 年度は，昨年度のセミナーにおいてあがった意見を参考に，会員間

での当事者意識の向上と研究会事務局への負担軽減を狙いとして「部会制」が導入され

た。部会は，広報部会（研究会機関紙の発行や Facebook の運営など），交流部会（WH

期間中の交流会やセミナー後の情報交換会の企画・運営など），研修部会（先進地視察研

修や勉強会の企画・運営など），セミナー部会（年度末実施のセミナー企画・運営など）

の四つに分かれ，会員がそれぞれ希望する部会に参加している 5。 

 例年通り 9 月には，農村 WH が実施されたが，日程の都合上 2017 年度は一期のみで

の開催となった（4 泊 5 日または 5 泊 6 日を選択）。地元岩手県立大学からは 2 名，岩手

大学からも 1 名参加した。一期間のみでの開催であったため，例年より参加学生数が少

なく，受け入れを希望している農家に派遣することができないなどの課題点もみられた。

また，毎年最終日前日の夜に開催していた交流会を昼に開催するなど新たな試みもみられ

た。12 月には，受入農家 10 名が和歌山県を訪れ，学生たちとの再会を果たすとともに，

JA 直営の大型農産物直売所である，めっけもん広場を視察した。  

 2018 年 2 月には，6 回目となる「農山村再生セミナー」を開催した。今回は，農村

WH への参加を契機として，執筆された和歌山大学生の修士論文（農村 WH を対象），卒

業論文（岩手県胆江地方の酪農ヘルパーを対象）の報告会を実施し，研究の現場還元を行

った。また，それらの報告を受けるかたちで，パネルディスカッションが行われた。パネ

ルディスカッションには，JA 岩手ふるさと農業マイスター制度を活用し，就農を予定し

ている 2 名の若手農家が登壇し，活発な意見交換が行われた。  

 7 年目となった 2018 年度は，例年通り，9 月に農村 WH を実施した。中期の期間中に

は，地元である岩手大学の学生も農村 WH に参加するなど，多くの大学との交流が展開

されてきている。今年度は，最終日前日の夜に実施している交流会を一か所で行うのでは

なく，エリアごと（胆沢・前沢・水沢エリアと江刺エリア）に二か所に分けて開催した。

また，ただ交流するのみに留まらず，テーマを設けてディスカッションを行う形式で実施
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された。 

 毎年 12 月に実施されていた和歌山研修は，農村 WH 実施初年度より交流を行っている

琉球大学との交流及び沖縄県宮古島での農家民泊研修を実施するべく，沖縄研修と合わせ

て 1 月に開催された。2019 年 3 月には，7 回目となる「農山村再生セミナー」が開催さ

れ，地域の教育現場からの基調講演，学生の活動報告，和歌山・沖縄研修報告，パネルデ

ィスカッション（テーマ：地域再生と若者の田園回帰）が行われた。セミナーには，農村

WH に以前参加した OB・OG も参加し，深い交流が行われた。  

 以上が，胆江地方において行われてきた域学連携型農村 WH のあゆみであるが，なか

でもポイントになったのが，研究会の設立と部会制の導入である。 

 研究会は，2013 年 4 月に設立された農村 WH の受入組織であり，胆江地方の受入農家

によって組織されている。2018 年現在，会長 1 名，副会長 2 名，事務局 4 名を含む 29

農家が加入している。会員農家をみると，稲作を行っている農家が多数を占めているが，

畜産，酪農，野菜農家もみられるなど，多種多様な農業経営を行っている農家が一つの研

究会としてともに行動している。会員には，専業農家，兼業農家，I ターン農家，新規就

農者が含まれており，農業の手法についても，慣行栽培で行う農家，特別栽培で行う農

家，無農薬栽培で行う農家が活動している。さらに，都市農村交流への関わりについても

多種多様であり，一般を対象とした農家民泊の受け入れを行っている農家，農家カフェ経

営を行っている農家，体験教育旅行の受け入れを行っている農家などが会員になっている

（表 3-5）。研究会は，農村 WH の受け入れが主な活動ではあるが，地域活性化に関する

情報交換なども行っており，農村 WH の受け入れが出来なくとも，共に，地域活性化に

ついて考えていきたいという農家であれば加入することができる。胆江地方という地域を

軸としながらも同様のテーマを持ち，活動している会である。  

 もう一つのポイントが，部会制の導入である。部会制導入前は，受入可能日数の確認，

受入農家と学生のマッチング，受入農家への連絡，対面式・交流会などの企画・運営，研

修の企画・運営，セミナーの企画・運営などの業務を，全て事務局を担う受入農家 2 軒

で行っていた。部会制を導入することによって，農村 WH 期間中の交流会や研修，セミ

ナーなどを全て事務局でセッティングするのではなく，部会ごとで取り組むようになっ

た。部会制導入後すぐに機能したわけではないが，年数を重ねるごとに，新たな試みが生

まれるなど部会ごとの取り組みが活発になっている。部会制導入は，会員の当事者意識の

醸成に貢献しているといえる。  
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表 3-3 岩手県・胆江地方における農業の基礎指標  

  
岩手県  胆江地方  

    

奥州市  金ケ崎町  

人口（単位，人）  1,279,594 135,317 119,422 15,895 

生産年齢人口（単位，人）  734,886 75,677 66,315 9,362 

65 歳以上人口（単位，人）  386,573 43,026 38,526 4,500 

高齢化率（単位，%）  30.4 31.8 32.3 28.3  

農業構造（単位，件）  

  

  

  

総農家戸数  66,099 11,381 10,189 1,192 

  

  

販売農家数  45,254 8,729 7,791 938 

自給的農家数  20,845 2,652 2,398 254 

販売農家・専兼別農家数（単位，件）  

  

  

  

専業農家数  11,519 2,067 1,851 216 

第 1 種兼業農家数  5,870 962 807 155 

第 2 種兼業農家数  27,865 5,700 5,133 567 

販売農家・家族経営構成別農家数（単位，件）＊  

  

  

  

一世代家族経営農家数  33,896 6,487 5,932 555 

二世代家族経営農家数  19,154 3,547 3,182 365 

三世代等家族経営農家数  2,297 376 334 42 

販売農家・世帯員数（単位，人）  

  

  

  

男女計  173,476 33,970 30,280 3,690 

  

  

男女 15～64 歳  92,493 18,152 16,150 2,002 

男女 65 歳以上  65,892 12,761 11,411 1,350 

販売農家・農業就業人口（単位，人）  

  

  

  

男女計  70,357 12,768 11,310 1,458 

  

  

男女 15～64 歳  23,878 3,871 3,349 522 

男女 65 歳以上  46,479 8,897 7,961 936 

販売農家・経営耕地面積規模別農家数（単位，件）  

  

  

  

  

  

  

  

経営耕地なし  201 21 18 3 

経営耕地面積 1.0ha 未満  20,822 3,548 3,291 257 

経営耕地面積 1.0～2.0ha 12,666 2,822 2,571 251 

経営耕地面積 2.0～3.0ha 5,070 1,164 1,003 161 

経営耕地面積 3.0～5.0ha 3,395 666 534 132 

経営耕地面積 5.0～10.0ha 2,009 345 264 81 

経営耕地面積 10.0ha 以上  1,091 163 110 53 

販売農家・農産物販売金額 1 位の部門別農家数（単位，件）  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

稲作  25,977 6,805 6,042 763 

肉用牛  3,276 614 576 38 

露地野菜  2,982 252 230 22 

施設野菜  1,619 208 199 9 

果樹類  2,041 189 179 10 

花き・花木  972 114 108 6 

酪農  947 69 26 43 

雑穀・いも類・豆類  491 57 51 6 

その他の作物  521 37 35 2 

工芸農作物  1,191 10 6 4 

麦類作  68 10 10 0 

養鶏  188 9 9 0 

養豚  41 1 1 0 

資料：総務省（2016），農林水産省（2016）を基に筆者作成。  

注：家族経営構成別農家数については，2010 年のもの。農林水産省（2012）を基に算 

   出。 
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表 3-4 岩手県胆江地方と和歌山大学の域学連携のあゆみ  

年度  月  岩手県胆江地方と和歌山大学の協働内容  

2012 

5 

岩手県庁に勤務する和歌山大学 OB の存在が縁で「事業ありきではない持続的な農村再生

の仕組みづくりを大学と一緒に考えよう」と和歌山大学教員と県南振興局職員，地元農家

との話し合いが始まる。  

9 5 戸の受入農家と 9 名の和歌山大学学生の参加で初めての農村 WH（3 泊 4 日）を実施。  

12 農村 WH 受入農家をはじめとする農家女性 6 名が和歌山県に来訪。  

3 農村 WH の効果を拡げるべく地元農家が中心となって「農山村再生セミナー」を開催。  

2013 

4 
セミナー参加を機に農村 WH に関心を持つ農家が新たに参加し，地域自ら受入組織「胆江

農村ワーキングホリデー研究会」を設立。  

9 
和歌山大学学生，他大学学生合わせて約 50 名が農村 WH に参加（第一期：2 泊 3 日，第二

期：4 泊 5 日）。受入農家は前回の 5 戸から 15 戸へと増加。  

12 農村 WH 受入農家をはじめとする 9 名が和歌山県に来訪。  

3 
農山村の活性化に向けた農村 WH の取組の促進を目的に地元農家が中心となって「農山村

と都市との協働セミナー」を開催。  

2014 

9 
和歌山大学学生，約 30 名が農村 WH に参加（4 泊 5 日）。受入農家は前回の 15 戸から 19

戸へと増加。  

12 農村 WH 受入農家 7 名が和歌山県に来訪。  

3 

実施 3 年目を迎え農村 WH による影響を検証し，農村の未来を共に考える事を目的に「農

山村再生セミナー」を開催。和歌山大学から教員と参加学生 3 名，地元農業高校から 2

名，地元農業大学校から 1 名，受入農家 3 名が登壇しパネルディスカッションを実施。  

2015 

6 
地元大学の受け入れを開始し，岩手県立大学学生 15 名が農村 WH に参加（2 泊 3 日）。受

入農家は，学生の受入経験がある 8 戸で行った。  

9 
和歌山大学学生，他大学学生合わせて約 40 名が農村 WH に参加（第一期：3 泊 4 日，第二

期：4 泊 5 日）。受入農家は前回の 19 戸から 20 戸へと増加。  

12 農村 WH 受入農家 10 名が和歌山県に来訪。和歌山研修に初めて参加する方が 4 名。  

2 

地域住民が手づくりで行う「農山村再生セミナー」を開催（第 4 回）。基調講演では，コ

ミュニティビジネスの先進地事例報告が行われた。また，例年と異なり，会員間の農村

WH に対する認識や問題意識の共有化を目的として，ワークショップを行った。  

2016 

4 胆江農村ワーキングホリデー研究会から「奥州農村ワーキングホリデー研究会」に改称。  

9 
地元の岩手県立大学と和歌山大学，琉球大学が初めて合同で行い，合わせて約 40 名が農村

WH に参加した（第一期：3 泊 4 日，第二期：4 泊 5 日）。受入農家は 18 戸であった。  

12 農村 WH 受入農家 13 名が和歌山県に来訪。和歌山研修に初めて参加する方が 4 名。  

2 

「第 5 回農山村再生セミナー」を開催。基調講演では，地域と大学の連携を考えるという

テーマのもと，域学連携について学びを深めた。トークセッションでは，和歌山大学から

教員と学生 3 名，岩手県立大学より教員 1 名，受入農家 2 名による意見交換が行われた。  

2017 

4 
会員間の当事者意識の向上と研究会事務局の負担軽減の観点から「部会制（広報・交流・

研修・セミナー）」を導入。  

9 
和歌山大学学生，他大学学生合わせて約 30 名が農村 WH に参加した（4 泊 5 日または 5 泊

6 日を選択）。受入農家は 16 戸であった。  

12 農村 WH 受入農家 10 名が和歌山県に来訪。和歌山研修に初めて参加する方が 1 名。  

2 

「第 6 回農山村再生セミナー」を開催。関連論文発表を実施し，農村 WH の参加をきっか

けに執筆した学生の論文報告が行われた。パネルディスカッションでは，和歌山大学から

教員と学生 3 名，岩手県立大学より教員 1 名，地元農家 2 名による意見交換が行われた。  

2018 

9 

地元の岩手県立大学，和歌山大学，岩手大学，琉球大学の学生，合わせて約 40 名が農村

WH に参加した（第一期：3 泊 4 日，第二期：4 泊 5 日，中期：2 泊 3 日）。受入農家は 17

戸であった。  

1 農村 WH 受入農家 13 名が和歌山県および沖縄県を研修訪問。  

3 
「第 7 回農山村再生セミナー」を開催。基調講演ならびに活動報告，パネルディスカッシ

ョンが実施された。  

資料：筆者作成。  
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表 3-5 農村 WH 受入農家の経営状況と特徴  

 ①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  ⑦  

A 3(2) 
稲 (170a),酪 (成 22 頭 ,育

10 頭 ),草 (930a),と (270a) 
2012 × 3 

地域再生への第一歩になる。長い

取組が必要。  

研究会事務局を担う。体験教育旅行

ではなく WH に意義を感じている。  

B 4(2) 野・果 (約 50a) 2012 × 1 
世代間交流ができる。自分たちの

刺激になる。  

研究会初代会長を担う。有機・無農

薬栽培。産直カフェを運営。  

C 7(2) 稲 (120a),花 (8a) 2012 × 7 
地域，家族，学生の為になる。な

んとか継続していきたい。  
研究会事務局を担う。  

D 2(2) 
稲 (1000a 特栽 550a） ,野

(約 100a),豆 (70a) 
2012 × 5 

家庭が明るくなる。家族の作業負

担が少なくなり助かる。  

2012 年セミナーにパネリストとして

登壇。現副会長。  

E 7(3) 
稲 (200a),ピ (10a), 

し (5400 個 ),枝 (5a) 
2012 × 1 

学生との会話が楽しい。農業に興

味を持ってもらいたい。  

2012 年セミナーにパネリストとして

登壇。現監事。  

F 3(1) 
稲 (95.5ａ ),野 (10a), 

景 (7a) 
2013 ○  4 

地域の人たちが活動に関心を持っ

てくれた。農業に自信がもてた。  

近所の農家とも関わりが深い。地域

の生活改善グループで活動。  

G 2(2) 菊 ,豆 ,野  2013 ○  1 
家の中が明るくなった。受入を続

けていきたい。  

事務局農家からＷＨの話を聞いて受

け入れを開始。  

H 7(3) 稲 (1700a) 2013 ○  2 
農業に関して前向きになれた。学

生が来ると家が明るくなる。  

2013 年セミナーにパネリストとして

登壇。  

I 3(3) 
稲 (160a),豆 (60a), 

野  
2013 ○  1 

労働力として助かった。引き続き

受け入れていきたい。  

若者の農業に対する感覚と農業への

期待を聞きたいために受け入れ。  

J 2(0) 草 (600a),ガ (1500a),工  2013 × 0 
大学生と話ができて良かった。日

本農業を知ってもらう上で重要。  

現在は，オープンガーデンと木工・

鉄工製作を行う。  

K 4(2) 
繁 (成 5 頭 ,子 1 頭 ), 

稲 (100a) 
2013 × 3 

学生の仕事態度がよかった。将来

を見据えた重要な手段の一つ。  

2014 年セミナーにパネリストとして

登壇。  

L 4(2) 
繁 (35 頭 ),稲 (220a), 

草 (1400a),ブ (10a) 
2013 ○  4 

新鮮な情報交換ができた。地域や

集落活性化の一助に。  

研究会 2 代会長を担う。農業大学校

の学生も受け入れ。  

M 2(2) 蕎 ,麦  2013 × 0 
新しい空気が入ってきた。参加者

がいる限り協力していきたい。  
I ターン者。料理会を開催。  

N 5(3) 稲 (540a),繁 (3.5 頭 ),果  2013 × 1 
代打としての受け入れを契機に，

主旨に賛同して研究会に入会。  

全国肉用牛枝肉共励会 (平成 22 年度

「和牛去勢牛」 )名誉賞受賞。  

O 3(2) 
稲 (1020a),野 (10a), 

転 (270a) 
2014 ○  5 

農家・農村の思いと現状をよく理

解してもらえることに期待。  

研究会 3 代会長を担う。2014 年セミ

ナーにパネリストとして登壇。  

P 2(2) 稲 (90a),野 (30a) 2014 ○  2 
若者達からエネルギーをもらう。

自分たちの働く意欲に繋がる。  
 

Q 2(2) 
野 (約 20a),フ  

果 (約 10a) 
2014 ○  4 

農作業を手伝ってもらえるのが嬉

しい。  

研究会現会長を担う (4 代 )。 I ターン

者。  

R 2(2) 
稲 (13a),ブ (15a),枝 (10a),

梅 (5a),野 (15a) 
2014 ○  1 

若い世代との交流が楽しい。農業

農村を理解してもらうため重要。  

I ターン者。体験教育旅行を年 2-3 回

受け入れ。  

S 4(2) 
稲 (460a),繁 (成 8 頭 ,子 4

頭 ),ト ,草 (400a) 
2014 ○  4 

大学生と交流することで夢がもて

る。仕事と交流ともに重要。  
 

T 7(3) 稲 (2100a)・野 (30a) 2015 ○  0 体験教育旅行との違いを理解。  
おうしゅうグリーン・ツーリズム推

進協議会・元会長。  

U 3(2) 
稲 (200a),ネ (30a), 

野 (40a) 
2016 × 0 

学生との新しい出会いに刺激を受

ける。  

現副会長。研究会員からの紹介で受

け入れを開始。  

V 3(3) 
稲 (1100a),豆 (200a), 

野 (約 30a),枝 (15a) 
2017 ○  2 

大学生と触れ合うことで若返った

気がする。  
2018 年より後継者が就農。現監事。  

W 6(1) 稲 (800a),ピ (15a) 2018 × 0 
作業と交流のバランスが難しい。

交流もしっかり行いたい。  

研究会事務局を担う。2018 年から新

規就農。最年少受入農家。  

X 2(2) 
稲 (180a),果 (25a) 

牛 (3 頭 ) 
2018 × 0 

若い世代との農業体験を通じた交

流を目的に受け入れ。  
 

資料：受入農家ヒアリング調査を基に筆者作成。  

 注：1）①世帯員数（農業従事者数），②生産作物・規模，③受入開始年，④体験教育旅

    行受入の有無，⑤和歌山研修参加回数，⑥農村 WH への評価，⑦その他  

   2）略語は以下の通り。稲：稲作，酪：酪農，成：成牛，育：育成牛，草：牧草， 

    と：飼料とうもろこし，野：野菜，果：果物，花：切花，特栽：特別栽培，豆：

    豆類，麦：小麦，ピ：ピーマン，し：菌床しいたけ，枝：枝豆，景：景観作物，

    菊：小菊，ま：原木まいたけ，蕎：蕎麦，ガ：ガーデニング，工：木工・鉄工，

    繁：繁殖，子：子牛，ブ：ブルーベリー，転：転作田，フ：エディブルフラワ 

    ー，ネ：ネギ，牛：牛。  
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第 3 節 域学連携型農村ワーキングホリデーによるコミュニティの変容に関

する一考察  

本節では，域学連携型農村 WH によるコミュニティの変容について考察する。本研究

では，都市農村交流の取り組みをステークホルダーの意識や SC の蓄積といった非経済的

な面に焦点を当て，分析することを目的としているため，域学連携型農村 WH に対する

意識と SC に与える影響という視点から分析を行い，コミュニティの変容について考察す

る。なお，実施した調査の概要および調査項目，分析視点については，表 3-6 の通りであ

る。  

 

1. 域学連携型農村ワーキングホリデーに対するコミュニティの意識  

 まずは，農村 WH の受入農家が，これまでの活動を通じて，どのような意識を持って

農村 WH に取り組んでいるのかという点についてみていく。どのような意識で学生達を

受け入れ，どういったことに効果を感じているのか。また，継続意向や農村再生手法とし

ての農村 WH の可能性から，農村 WH が受入農家個人や家族に対してどのような影響を

与えているのかを明らかにする。  

 農村 WH の受入目的について，経年比較を行ったものが図 3-1 である。2014 年度調査

以降，「学生と交流したいため」という回答が最も多く，年々，回答割合が増加している

唯一の回答項目となっている。これは，域学連携型の取り組みであることが要因となり，

主の受入目的となっているといえる。農村生活や農業を知ってもらうためといった回答も

次いで多くみられ，農業・農村に対する理解醸成についても目的としていることがわか

る。  

また，労働力不足の補完についてみると，2013 年度調査から 2014 年度調査にかけて大

幅に回答数が伸びている。これは，受け入れを経験することによってある程度の労働力と

して見込み，主な目的ではないが副次的な目的として取り組みを行っていることがわか

る。調査当初，受入農家が高齢化していくことからもこの傾向は続き，学生の労働力とし

ての役割が大きくなっていくと推察していたが，2015 年度調査以降，回答割合は減少し

ており，予想された傾向はみられないことがわかった。なお，表出はしていないが，2015

年度以降における，世帯員も含めたすべての受入農家に対する経年比較調査でも同様の結

果が得られ，代表者と世帯員間での受入目的に関する相違はみられなかった。  

 次に，農村 WH の受け入れを行った後における，受け入れてよかった点についてみ
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る。図 3-2 は，経年比較によってみたものであるが，「労働力として助かった」，「楽しか

った」が，どの年度の調査においても上位にきている。一方で，各年度の調査における，

回答第一位の回答数別順位をみると，「労働力として助かった」がどの年度においても最

も多い回答であった（表 3-7）。当初の受入目的としては，学生との交流という回答割合

が高く，労働力不足の補完は副次的な目的でしかなかった。しかしながら，受け入れを行

ってみると労働力として助かったと評価していることがわかり，学生でも少なからず労働

力として貢献しているといえる。  

また，記述式で得た回答に対してテキストマイニングによる構文解析を行うと年々変

化していることがわかる。2013 年度は，「若」くて「明るい」学生たちと意見「交換」が

「出来る」や，「労働」だけでなく「会話」や「交流」が「新鮮」で「楽しい」といった

意見がみられ，交流に対する評価が中心である（図 3-3）。  

2014 年度になると，「学生」との「交流」が「楽しい」からや，「若い」「人」の「考

え」を「聞けて」，「日常」とは「違う」「経験」をして，「勉強」になったといった交流に

対する評価が見られる一方で，「作業」を「手伝って」もらい「大変」「助かる」といった

労働に対する評価もみられるようになってきた（図 3-4）。  

2015 年度になると，「受入」によって，「出来て」いなかった「作業」が「出来る」

や，「作業」が「はかどる」，「労働」力として「大変」「助かる」といった労働に対する評

価が継続してみられ，「学生」が「交流」によって「農業」・「農村」や「岩手」のことを

「知って」「帰って」もらえたこと，といった教育的目線からの評価もみられるようにな

ってきた（図 3-5）。  

2016 年度になると，「個性」豊かな「学生」たちと「交流」ができたや，「若い」

「人」・「若者」の「農業」に対する「考え」を知れて「良い」といった交流に対する評価

が引き続きみられる一方で，この年度のみ，労働に対する評価はみられなかった（図 3-

6）。  

2017 年度は，「農業」・「農村」に対して「関心」を「持って」もらうことが「できる」

のが「良い」，「稲刈り」の「労働」力として「助かる」といった，2015 年度調査でもみ

られていた労働に対する評価と教育的目線からの評価がみられている（図 3-7）。  

農村 WH の受入継続意向については，ほぼすべての受入農家において今後も「続けて

いきたい」という回答がみられた 6。また，農村 WH の取り組みを今後も続けていきたい

または続けていくのは難しいと回答した理由についてテキストマイニングによる構文解析
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を行い，経年比較を行う 7。2013 年度調査では，「農業」や「農家」に「関心」を「持っ

て」もらうために「受け入れる」や，「若い」「人」の「労働」力が「ほしい」ため，「家

族」や「地域」の「活性」化につながると「感じる」，ともに「生活」を送り，「話」をす

ることによる「交流」が「楽しい」から，といった自分たちの農業への理解醸成や交流の

楽しみ，また，交流を通じた家族や地域の活性化という視点から学生の受け入れを継続し

たいという意見がみられた（図 3-8）。  

2015 年度調査では，「地域」の「活性」化につながるためといった 2013 年度調査と同

様のものもみられるが，「若い」「人」に「農業」を「知って」もらうためや，より多くの

「学生」との「交流」を行いたい，「和歌山」とは「違う」「岩手」の農業を学生に知って

欲しいといった参加学生に対する人材育成の面も視野に入れながら今後も継続していきた

いと考えている受入農家が現れていることがわかる。また，今後も続けていくのが難しい

理由として，「高齢世帯」であり，「体力」的に「限界」がきているといったような，今後

も続けていきたいという思いはあるが，身体がついていかないといった高齢化によって受

け入れが困難になってきている農家がいることも明らかとなった（図 3-9）。  

2016 年度調査をみても 2015 年度調査と同様の傾向を示しており，「若い」「人」に「農

業」や「農村」，「食」について「関心」を「持って」もらうためや，そういった「若い」

「世代」との「出会い」や「交流」に「刺激」を受けるとともに，今後の活躍に「期待」

し，成長を見届けたいためという意見もみられた（図 3-10）。自分たちの地域の活性化や

自身に対する効果という部分よりも，次世代育成という観点から農村 WH を捉えている

姿がうかがえる。  

農村再生手法としての農村 WH の可能性について，経年比較したものが図 3-11 であ

る。まず，どの年度の調査においても最も多い回答が，「農業・農村に関心を持ってもら

うため重要」であり，学生に対して知ってもらうことが重要であると捉える農家が多いこ

とがわかる。また，「特にワーキングホリデーの重要性は感じない」という回答がみられ

ないことから，受入農家においてこの取り組みの意義が浸透しつつある点は明らかであ

る。  

項目ごとに経年比較してみると，「大学生など，若者の人材育成のため重要」の項目に

ついては，2015 年度まで年々割合が増加し，2016 年度は減少したものの，2017 年度調査

ではまた，増加している。また，「家族が活気づくなど，地域の人々が元気になるため重

要」の項目よりも割合が高くなっている。つまり，地域が元気になるという点よりも学生
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たちのような次世代を担う若者たちを育成する上で，重要な取り組みであると考えている

ことがわかる。  

「地域内・地域外に新たなネットワークを生み出すために重要」の項目については，

2015 年度調査までは，年々割合が増加していたが，その後減少傾向にある。この要因に

は，活動が継続的に実施されていることもあり，ネットワークが固定化されつつあること

が推測される。  

「農業の高齢化・過疎化が進む中で，農業労働力の補完になるため重要」の項目につ

いては，2017 年度にやや割合が増加している。この要因についても，活動が継続的に実

施されていることで，受入農家自身の高齢化が進み，農業労働力の補完という面でも，農

村 WH の重要性が感じられるようになってきたのではないかと考えられる。  

これまでは，受入農家に焦点をあて，農村 WH に対する意識をみてきたが，以下で

は，農村 WH に参加した参加者の意識に着目する。分析は，記述式レポートを用いたテ

キストマイニングによって行う。  

図 3-12 は，これまでに農村 WH に参加した学生が，農村 WH を通じて感じたことにつ

いてテキストマイニングを行ったものである。「農業」を実際に「行う」ことで，「農家」

のことについて「少し」「知る」・「学ぶ」・「考える」「感じる」「経験」ができたといっ

た，農業・農村について知る機会になっていることや，「今回」の活動を通じて，「地域」

や「岩手」について「たくさん」「お話」を「聞く」ことができたなど，地域を知るきっ

かけにもなっていることがわかる。  

また，農村 WH を通じて感じたことについて，初めて農村 WH に参加した学生と，複

数年参加している学生とを比較してみると，農家との交流を通じて，農業・農村・地域に

ついて知ることにつながっている点など，共通している部分が多くみられるが，やや変化

もみられる（図 3-13，3-14，3-15）。複数年参加している学生のレポートからは，「今年」

の「農村 WH」では，「昨年」入った「農家」や「地域」とは「違う」ことを「感じた」

といった文章がみられた。岩手で実施している農村 WH では，複数年参加した場合で

も，同じ農家に受け入れられることはなく，別の農家に受け入れられる仕組みを取ってい

る。そのため，地域運営や農業経営，地域のバリエーションを学ぶことができ，このよう

な文章がみられたと推察される。そのほか，食料を「食べる」だけではなく，「栽培」か

ら「考える」必要があると「感じた」といったように，農村 WH への参加をきっかけ

に，食と農を結びつけて考えるようになるなど，変化がみられることがわかった。  
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 2. 域学連携型農村ワーキングホリデーがソーシャル・キャピタルに与える

影響  

これまでは，域学連携型農村 WH に対する意識に着目して分析を行ったが，以下で

は，域学連携型農村 WH が SC に与える影響という視点から分析を行う。分析にあたって

は，本研究対象地域と同じく農村地域を対象とした調査である農林水産省（2007）におけ

る分析項目に沿って，集計を行う。さらに，受入農家個人の SC 得点を算出し，SC の構

成三要素別（ネットワーク・信頼・互酬性），受入年数別に比較分析を行うことで定量的

に把握する。また，新しいコミュニティ活動としての「奥州農村ワーキングホリデー研究

会（以下 OWH 研究会）」に注目して調査結果を明示し，域学連携型農村 WH の実施によ

る学生とのつながりの変化についても整理する。  

まず，アンケート調査結果を基に，農林水産省（2007）における分析項目に沿って受

入農家全体の回答割合を経年比較したものが表 3-8 である 8。2015 年度調査以降は，事前

アンケート調査における対象を世帯員まで拡大したため，世帯員を含めた全体に対する割

合と全国調査との経年比較を行っている。ほとんどの項目において，全国調査よりも高い

割合を示していることがわかる。  

世帯員までアンケート調査の対象を拡大した場合，「一家一代表制」による活動が多く

みられる農村において，地域共同活動への参加や社会活動参加に対する割合は全国調査を

下回ると考えられたが，異なった結果が得られた。また，相互信頼や一般的信頼，問題解

決，地域の話合いへの参加度，地域貢献，地域共同活動や社会活動参加など，多くの項目

において，調査初年度の 2015 年度より，2017 年度調査の方が高い割合を示している。つ

まり，農村 WH の受け入れによる「鏡効果」によって地域を改めて見つめ直したことが

影響したとも推察できる。  

受入代表者を対象とし，経年比較分析を行うと，世帯員も含めた全体の割合よりも高

い割合で，ほぼすべての項目において全国調査を上回った。  

信頼に関する項目をみると，一般的信頼や問題解決において割合が上昇しており，受

け入れを行うまでは全く見ず知らずの学生との交流が一般的信頼に影響し，農村 WH や

OWH 研究会における地域活性化に対する意見交換や検討は，問題解決の項目に影響して

いるのではないかと考えられる。  

ネットワークに関する項目については，友人とのつきあいや親戚との付き合いという

点では，農村 WH の受け入れによる影響はみられない。しかしながら，近隣でのつきあ
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いについては，割合がやや上昇しており，地域の話合いへの参加度も上昇していることか

ら，近隣住民との関係を見直すきっかけになっている可能性も考えられる。  

互酬性に関する項目をみると，全国調査よりも高い割合を示してはいるものの，やや

割合が減少傾向にあるように読み取れる。その要因としては，調査初年度である 2013 年

度から 5 年が経過し，受入代表者の高齢化が進んだことから，社会活動参加や地域共同

活動参加に対する割合が減少したのではないかと推察される。しかしながら，相互扶助

（心配事や愚痴を聞いてくれる人がいる）や地域貢献の項目については，依然として高い

割合を示しており，農村 WH における交流を通じて，他者や地域に対する貢献への意欲

を継続的に持ち続けることへとつながっているのではないかとも考えられる。  

次に，本研究では，データ数の制約上，因子分析を行うことができなかったため，同

一のアンケート項目を設定している農林水産省（2007）において用いられた因子負荷量を

参考に，受入代表者全体における SC 得点を算出した（図 3-16）。SC 得点の算出方法は，

農林水産省（2007）における因子負荷量にそれぞれの項目における回答数の割合をかけ，

信頼，ネットワーク，互酬性の構成三要素ごとにそれぞれ値を足したものである。また，

構成三要素すべてにおける得点については，それぞれの要素の得点の中央値をとり，足し

たものである。  

構成三要素すべてにおける得点については，2014 年度調査において大きく減少した

が，2015 年度にやや増加，2016 年度にやや減少，2017 年度調査では大きく増加してい

る。構成三要素別にみると，ネットワークにおける得点の変化が幅の差はあれど同様に，

減少→増加→減少→増加となっており，構成三要素すべてにおける得点に影響しているこ

とがわかる。  

これまでは，受入農家や受入代表者全体に対する SC の変化をみてきたが，ここでは，

受入農家個人における SC の変化についてみていく。個人における変化については，表 3-

8 に示した調査項目 26 項目をそれぞれの項目毎に点数化し，その変化を経年的に見たも

のである。最高点は 42 点，最低点は-34 点であるが，全体的にみると比較的高い点数で

推移していることがわかる（図 3-17）。経年比較してみると，年々得点が増加したものが

3 名，年々得点が減少したものが 3 名，その他，年度ごとに上下している農家が多くみら

れるが，最高点と最低点の差を比較すると，年々その差が縮小していることがわかった。  

つまり，農村 WH を受け入れる当初から SC が高い水準にある農家においては，年度ご

との上下はあるものの高い水準で維持，受け入れる当初 SC が低い水準にあった農家にお
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いては，農村 WH の受け入れを行うことで，徐々に上昇していくことがわかった。つま

り，農村 WH の受け入れを行うことによって個人の SC に対して影響を与えることが明ら

かになったといえる。  

次に，OWH 研究会におけるつながりについて定量的に把握したものが，表 3-10 であ

る。2017 年度調査段階で，OWH 研究会の活動は５年目であり，いまだ，既存コミュニテ

ィにおける SC の蓄積に置き換わるものではないが，活動年数が経過することによって

徐々にその役割を果たしつつある。相互信頼や相互扶助の項目においては，年度ごとに割

合が高まっており，2016 年度調査と 2017 年度調査を比較すると，研究会員とのつきあい

（研究会員と会う頻度）においても割合が高まっている。  

OWH 研究会におけるつながりや先述の SC 得点の変化をみると，2017 年度調査で大き

くその値が高くなっていたが，その要因としては，部会制導入による研究会員の当事者意

識の向上とそれに伴うコミュニティの見直しが考えられる。部会制が導入されたことによ

り，各研究会員に役割が与えられたことで，接する回数が増加し，その結果 OWH 研究会

におけるつながりが醸成され，ひいてはコミュニティの見直しが図られたのではないかと

推察される。  

 また，受入農家と調査年度以前に受け入れた参加学生とのかかわりについてみると，

2015 年度調査で 71.8%，2016 年度調査で 58.0%，2017 年度調査で 43.4%の割合で，参加

学生となんらかのかかわりを持っていることがわかった。割合をみると，年々参加学生と

のかかわりが減少しているが，そのかかわり方に変化が表れている。  

 参加学生とのかかわり方についてみたものが図 3-18 である。2015 年度調査や 2016 年

度調査では，メールや SNS でのやりとり，農村 WH 期間前後に会っているという割合が

高かったが，2017 年度調査では，農村 WH とは異なった期間で個人的に学生が会いに来

ているや農産物のやりとりといったモノを介した交流が行われている。何かのついでとい

うわけではなく，受入農家に会いに行くことが目的で訪れる学生がみられることは，それ

だけ深い関係が構築されているといえる。つまり，一学生と一農家という関係性から遠い

親戚や家族同然の関係性に深化していることがわかる。  

 これまでは，受入農家に焦点をあて，SC に与える影響をみてきたが，以下では，意識

のパートと同様に参加者の SC に与える影響について，記述式レポートから分析を試み

る。  

 記述式レポートについてテキストマイニングを行った，前出の図 3-12，3-13，3-14，3-



64 

 

15 をみると，SC に関連するような語は抽出されていない。域学連携型農村 WH の参加対

象者は学生であり，この時期から自身が暮らす地域において取り組まれている地縁型の地

域活動に積極的に参加し，常に地域コミュニティとのかかわりの中で生活している者はな

かなかみられない。その点が，テキストマイニング結果に反映されているのではないかと

推察される。  

 しかしながら，個々の文章をみていくと，「コミュニティの強さを感じた」，「お互いが

助け合っているといった地域コミュニティの強さも農山村の大きな魅力だと感じた」とい

ったコミュニティに対する評価や，「受入農家の方との絆や人とのつながりを改めて感じ

られた時間だった」，「日々，人と人とのつながりを感じる場面が多かった」といった農村

でのつながり，「農作業や家事などを信頼されて任されているのだと思うと嬉しかった」，

「ネットワークづくりや信頼づくりなど，人しかできない重要な仕事があると学んだ」と

いった信頼の重要性など，SC に関連する気づきを得た学生も少数ではあるが存在してい

る。  
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表 3-6 調査の概要および調査項目・分析視点（一部抜粋）  

 
調査の概要  回答数(回収率) 

調査項目・分析視点  

農村 WH に関わる項目  SC 分析に関わる項目  

受入農家  

受け入れを行う

農家が回答。  

 

[～2014 年度] 

事前アンケート

は，受入代表者 1

名が回答。事後ア

ンケートは，世帯

員も回答。  

【調査方法】  

直接配付直接回

収方式  

 

[2015 年度～] 

事前，事後ともに

世帯員も回答。  

【調査方法】  

郵送配付郵送回

収方式  

[2013 年度] 

前 :13 名(92.9%) 

後 :35 名(-) 
 

[2014 年度] 

前 :19 名(100.0%) 

後 :36 名(59.0%) 
 

[2015 年度] 

前/代表 :20 名(100.0%) 

前/世帯員 :29 名(64.4%) 

後 :39 名(60.0%) 
 

[2016 年度] 

前/代表 :18 名(100.0%) 

前/世帯員 :24 名(61.5%) 

後 :36 名(63.2%) 
 

[2017 年度] 

前/代表 :16 名(100.0%) 

前/世帯員 :19 名(52.8%) 

事後 :35 名(67.3%) 

【マーク式】  

・受入目的  

・受け入れてよかった点  

・受入継続意向  

・農村再生手法としての

農村 WH の可能性  

 

【記述式】  

・受け入れてよかった点  

・受入継続意向  

・農村再生手法としての

農村 WH の可能性  

・自由記述  

【マーク式】  

・字内の人への信頼  

・字内のつきあいの有無  

・字内の問題解決能力  

・字内のまとまり  

・地域活動参加状況  

・友人のつきあいの有無  

・親戚のつきあいの有無  

・見知らぬ人への信頼  

・研究会員への信頼  

・研究会員のつきあい  

・過去の受入学生とのつ

ながり  

・政治意識  
 

【記述式】  

・自由記述  

参加者  

農村 WH 参加後

に「農村 WH を通

じて感じたこと」

というテーマで

レポートを提出。 

 

全ての参加大学

の学生を対象。  

[2013 年度] 

46 名(97.9%) 
 

[2014 年度] 

30 名(100.0%) 
 

[2015 年度] 

40 名(100.0%) 
 

[2016 年度] 

45 名(100.0%) 
 

[2017 年度] 

31 名(100.0%) 

・レポートの文章をテキストマイニング分析。  

・継続参加している学生については，経年比較分析。 

資料：事前・事後アンケート調査結果を基に筆者作成。  
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図 3-1 農村 WH の受入目的（受入農家代表者・複数回答可）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：事前アンケート調査を基に筆者作成。  
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図 3-2 農村 WH を受け入れてよかった点（受入農家すべて・複数回答可）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：事後アンケート調査を基に筆者作成。  
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表 3-7 農村 WH を受け入れてよかった点（回答第一位の回答数別順位）  

調査年度  一位  二位  三位  

2017 年度  労働力として助かった  楽しかった  
新たなつながりがで

きた  

若いエネルギーに励

まされた  

2016 年度  労働力として助かった  楽しかった  家庭が明るくなった  

2015 年度  労働力として助かった  楽しかった  家庭が明るくなった  
会話が新鮮で刺激を

受けた  

2014 年度  
労働力として

助かった  
楽しかった    

新たなつながりがで

きた  

会話が新鮮で刺激を

受けた  

2013 年度  労働力として助かった  楽しかった  

新 た な つ な

が り が で き

た  

会 話 が 新 鮮

で 刺 激 を 受

けた  

家 庭 が 明 る

くなった  

資料：図 3-2 に同じ。  
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図 3-3 農村 WH を受け入れてよかった点（2013 年度調査・共起ネットワーク）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-2 に同じ。  
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図 3-4 農村 WH を受け入れてよかった点（2014 年度調査・共起ネットワーク）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-2 に同じ。  

 

  



71 

 

図 3-5 農村 WH を受け入れてよかった点（2015 年度調査・共起ネットワーク）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-2 に同じ。  
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図 3-6 農村 WH を受け入れてよかった点（2016 年度調査・共起ネットワーク）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-2 に同じ。  
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図 3-7 農村 WH を受け入れてよかった点（2017 年度調査・共起ネットワーク）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-2 に同じ。  
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図 3-8 農村 WH の受入継続意向（2013 年度調査・共起ネットワーク）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-2 に同じ。  
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図 3-9 農村 WH の受入継続意向（2015 年度調査・共起ネットワーク）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-2 に同じ。  
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図 3-10 農村 WH の受入継続意向（2016 年度調査・共起ネットワーク）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-2 に同じ。  
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図 3-11 農村再生手法としての農村 WH の可能性（受入農家すべて・複数回答可）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-2 に同じ。 

 注：「農業の高齢化・過疎化が進む中で，農業労働力の補完になるため重要である」の回

   答項目は，2015 年度調査より追加した項目である。  

 

  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%100.0%

特にワーキングホリデーの重要性は

感じない

家族が活気づくなど、地域の人々が

元気になるため重要である

大学生など、若者の人材育成のため

重要である

地域内・地域外に新たなネットワークを

生み出すため重要である

農業の高齢化・過疎化が進む中で、

農業労働力の補完になるため重要である

農業・農村に関心を持ってもらうため

重要である

2017年度(n=33) 2016年度(n=33) 2015年度(n=38) 2014年度(n=35) 2013年度(n=35)
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図 3-12 農村 WH を通じて感じたこと（すべての参加者・共起ネットワーク）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：参加者レポートを基に筆者作成。  
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図 3-13 農村 WH を通じて感じたこと（初めての参加者・共起ネットワーク）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-12 に同じ。 
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図 3-14 農村 WH を通じて感じたこと（二年目の参加者・共起ネットワーク）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-12 に同じ。 
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図 3-15 農村 WH を通じて感じたこと（三年目以上の参加者・共起ネットワーク）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-12 に同じ。 
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表 3-8 SC 関連項目まとめ（受入農家全体）  

      2017 

年度  

調査  

(n=35) 

2016 

年度  

調査  

(n=42) 

2015 

年度  

調査  

(n=49）  

農林水産省  

（2007）  

(n=3981) 

信

頼  

相互  

信頼  

財布が帰る確率・非常に高いまたは高い  80.0% 81.0% 85.7% 54.7% 

地域内の人への信頼・すべてまたは半分  94.3% 92.9% 65.3% 53.8% 

一般的  

信頼  
見知らぬ人への信頼・すべてまたは半分  88.6% 76.2% 67.3% 41.6% 

問題  

解決  
争いの地域内解決・できるまたはまあ思う  48.6% 31.0% 36.7% 35.6% 

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク  

近隣での

つきあい  

つきあいの人数・ほぼすべてまたは半分程度  71.4% 61.9% 63.3% 54.0% 

つきあいの程度・生活面で協力  60.0% 57.1% 53.1% 27.2% 

挨拶・会話の頻度・毎日～週数回  54.3% 66.7% 71.4% 45.2% 

友人との

つきあい  

友達と会う頻度・毎日～週数回  31.4% 21.4% 22.4% 19.2% 

友達の居住地域・集落内またはとなりの集落  45.7% 40.5% 44.9% 56.0% 

親戚との

つきあい  

親戚と会う頻度・毎日～週数回  11.4% 7.1% 8.2% 11.0% 

親戚の居住地域・集落内またはとなりの集落  25.7% 28.6% 28.6% 39.1% 

地域の話  

合いへの  

参加度  

地域の話合い・積極的に参加または可能な範

囲で参加  
71.4% 69.0% 65.3% 44.8% 

互

酬

性  

相互  

扶助  

心配事や愚痴を聞いてくれる人・いる  71.4% 66.7% 65.3% 53.4% 

看病してくれる人・いる  22.9% 26.2% 38.8% 24.6% 

地域  

貢献  
地域の為に時間を提供・賛成  71.4% 66.7% 59.2% 46.2% 

社会  

活動  

参加  

スポーツ等の活動への参加  57.1% 57.1% 32.7% 29.3% 

ボランティア等の活動への参加  34.3% 47.6% 22.4% 14.8% 

政治の話・よくするまたは時々する  74.3% 76.2% 55.1% 61.3% 

地域  

共同  

活動  

地縁的な活動①への参加  65.7% 71.4% 51.0% 51.2% 

地縁的な活動②への参加  14.3% 19.0% 16.3% 13.1% 

地縁的な活動③への参加  34.3% 38.1% 28.6% 11.2% 

地域活性化のための活動への参加  42.9% 31.0% 24.5% 7.6% 

農業関連の活動への参加  51.4% 64.3% 44.9% 19.3% 

農地保全・積極的に参加または可能な範囲で

参加  
60.0% 66.7% 67.3% 24.9% 

水路管理作業・積極的に参加        32.0% 

農道等共用道路管理作業・積極的に参加        24.3% 

資料：図 3-1 に同じ。  

 注：網掛けしている項目は，全国調査の結果よりも高い割合を示しているものである。   
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表 3-9 SC 関連項目まとめ（受入代表者のみ）  

  

 
2017 

年度  

調査  

(n=16) 

2016 

年度  

調査  

(n=18) 

2015 

年度  

調査  

(n=20) 

2014 

年度  

調査  

(n=19) 

2013 

年度  

調査  

(n=13) 

農林水産省  

（2007）  

(n=3981) 

信

頼  

相互  

信頼  

財布が帰る確率・非常に高

いまたは高い  
81.3% 88.9% 85.0% 84.2% 84.6% 54.7% 

地域内の人への信頼・すべ

てまたは半分  
93.8% 94.4% 70.0% 84.2% 84.6% 53.8% 

一般的  

信頼  

見知らぬ人への信頼・すべ

てまたは半分  
93.8% 83.3% 70.0% 73.7% 76.9% 41.6% 

問題  

解決  

争いの地域内解決・できる

またはまあ思う  
62.5% 33.3% 45.0% 36.8% 53.8% 35.6% 

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク  

近隣での

つきあい  

つきあいの人数・ほぼすべ

てまたは半分程度  
93.8% 72.2% 70.0% 73.7% 84.6% 54.0% 

つきあいの程度・生活面で

協力  
81.3% 72.2% 60.0% 73.7% 76.9% 27.2% 

挨拶・会話の頻度・毎日～週

数回  
81.3% 72.2% 85.0% 78.9% 76.9% 45.2% 

友人との

つきあい  

友達と会う頻度・毎日～週

数回  
37.5% 22.2% 25.0% 5.3% 38.5% 19.2% 

友達の居住地域・集落内ま

たはとなりの集落  
37.5% 33.3% 40.0% 31.6% 30.8% 56.0% 

親戚との

つきあい  

親戚と会う頻度・毎日～週

数回  
12.5% 5.6% 15.0% 21.1% 15.4% 11.0% 

親戚の居住地域・集落内ま

たはとなりの集落  
25.0% 16.7% 35.0% 15.8% 30.8% 39.1% 

地域の話

合いへの

参加度  

地域の話合い・積極的に参

加または可能な範囲で参加  
93.8% 83.3% 85.0% 84.2% 92.3% 44.8% 

互

酬

性  

相互  

扶助  

心配事や愚痴を聞いてくれ

る人・いる  
87.5% 66.7% 70.0% 73.7% 84.6% 53.4% 

看病してくれる人・いる  25.0% 33.3% 40.0% 47.4% 46.2% 24.6% 

地域  

貢献  

地域の為に時間を提供・賛

成  
87.5% 77.8% 70.0% 73.7% 84.6% 46.2% 

社会  

活動  

参加  

スポーツ等の活動への参加  68.8% 66.7% 45.0% 57.9% 76.9% 29.3% 

ボランティア等の活動への

参加  
43.8% 55.6% 25.0% 42.1% 53.8% 14.8% 

政治の話・よくするまたは

時々する  
87.5% 83.3% 70.0% 89.5% 92.3% 61.3% 

地域  

共同  

活動  

地縁的な活動①への参加  87.5% 88.9% 70.0% 73.7% 84.6% 51.2% 

地縁的な活動②への参加  25.0% 22.2% 30.0% 21.1% 38.5% 13.1% 

地縁的な活動③への参加  43.8% 44.4% 40.0% 36.8% 61.5% 11.2% 

地域活性化のための活動へ

の参加  
62.5% 44.4% 40.0% 26.3% 69.2% 7.6% 

農業関連の活動への参加  68.8% 88.9% 70.0% 68.4% 84.6% 19.3% 

農地保全・積極的に参加ま

たは可能な範囲で参加  
93.8% 94.4% 85.0% 94.7% 100.0% 24.9% 

水路管理作業・積極的に参

加  
93.3% 64.7% 68.4% 84.2% 75.0% 32.0% 

農道等共用道路管理作業・

積極的に参加  
73.3% 85.7% 66.7% 68.8% 55.6% 24.3% 

資料：図 3-1 に同じ。  

 注：網掛けしている項目は，全国調査の結果よりも高い割合を示しているものである。  
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図 3-16 受入代表者全体における SC 得点の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-1 に同じ。 
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図 3-17 受入代表者における SC 得点の変化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-1 に同じ。 

 注：年々得点が増加したものを黒線・菱形マーカー，年々得点が減少したものをやや濃

   い灰色線・三角マーカーで示している。  
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表 3-10 OWH 研究会におけるつながり（受入代表者のみ）  

 
  

2017 年度調査  

(n=16) 

2016 年度調査  

(n=18) 

2015 年度調査  

(n=20) 

相互信頼  研究会員への信頼・すべてまたは半分  100.0% 94.4% 60.0% 

研究会員  

との  

つきあい  

研究会員とのつきあいの人数・ほぼすべ

てまたは半分程度  
12.5% 22.2% 5.0% 

研究会員と会う頻度・毎日～月数回  37.5% 16.7% 30.0% 

相互扶助  

研究会員の中で、心配事や愚痴を聞いて

くれる人・いる  
75.0% 50.0% 50.0% 

研究会員の中で、看病してくれる人・い

る  
6.3% 0.0% 0.0% 

他の活動  

への拡大  

研究会員との研究会外の活動・活動して

いる  
18.8% 38.9% 30.0% 

資料：図 3-1 に同じ。  
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図 3-18 参加学生とのかかわりの内容（受入代表者・複数回答可）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図 3-1 に同じ。 
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第 4 節 小括  

 本章では，岩手県胆江地方で実施されている域学連携型農村 WH を事例対象とし，農村

WH に対する意識と農村 WH を通じた SC に与える影響という視点から，受入農家に対す

るアンケート調査と参加者に対する記述式レポートを分析することで，コミュニティの変

容について明らかにすることを試みた。以下では，調査結果を受けた考察を行う。  

 農村 WH に対する意識という視点からみると，受入農家の変容として，まず，農村 WH

受け入れ前の主目的としては「交流」であるという点に変化はみられないが，受け入れ後

には，「交流」+「労働力」として評価している点があげられる。日本においては，農業・

農村の高齢化，担い手不足が多くの地域で指摘されるなかで，交流を通じた労働での貢献

がなされる農村 WH の取り組みは今後の展開可能性を有していると考えられる。一方で，

経年比較分析を行った際に，受け入れ後の評価としては労働力が評価されるものの，次年

度の受入目的としては，やはり交流を求める部分が強く，労働力はあくまでも副次的な目

的としか捉えられていない。この点から，域学連携型農村 WH の場合には，学生が参加対

象であることもあり，長野県飯田市に代表される一般を対象とした農村 WH に比較して，

農業・農村の担い手確保という目的意識は芽生えにくいのではないかと示唆される。  

 また，当初は，自地域の活性化という視点からの受け入れであったが，継続して取り組

みを行うことで，次世代の担い手のために受け入れるといった教育的視点がみられるよう

になったという点もあげられる。受け入れ当初は，学生との交流が楽しく，交流を行うこ

とによって自分や家族が元気になる，地域の農業・農村を見直すきっかけになるといった

「鏡効果」を受けるという点で取り組みを評価し，受け入れを継続的に行っていきたいと

いう農家が多くみられた。しかし，継続して取り組みを行い，学生達との交流を行うなか

で，「鏡効果」とともに，次世代を担う若者たちの人材育成についても目を向けている受入

農家が増加している点は，大きな変化であるといえる。つまり，自分や家族，自分の地域

に対して効果があるからという内向きの意識から，交流を継続することによって，学生や

若者のために効果があるといった外向きの意識へと変化がみられている。  

 参加者の変容については，対象とした域学連携型農村 WH の仕組みの影響もあるが，継

続的に参加することで，より深く，農業・農村・地域について学びを深めることへとつな

がっている。単発的な活動参加においても，農家との交流を通じて，農業・農村・地域に

ついて知ることにつながっているが，継続的に参加することで，複数の農家での農村 WH

を経験し，地域運営や農業経営，地域のバリエーションによる違いを学ぶことができてい
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る。なかには，農村 WH で得られた学びを大学生活においてより深め，卒業後の進路とし

て，農業関係や食料関係，地域づくりにかかわることができる業種へと進む学生もみられ

ている。  

 次に SC に与える影響という視点からみると，受入農家の変容として，農村 WH の受け

入れは SC の蓄積に大きく貢献しているといえる。全国調査として行った農林水産省（200

7）と比較すると高い割合を示しており，構成三要素別にみた場合でも，一般的信頼や問題

解決といった信頼に関する項目，近隣でのつきあいや地域の話合いへの参加といったネッ

トワークに関する項目，相互扶助や地域貢献といった互酬性に関する項目すべてにおいて，

高い割合を示していた。また，個人の SC 得点をみると，農村 WH を受け入れる当初から

SC が高い水準にある農家においては，年度ごとの上下はあるものの高い水準で維持，受け

入れる当初 SC が低い水準にあった農家においては，農村 WH の受け入れを行うことで，

徐々に上昇していた。つまり，農村 WH の受け入れは，受入農家への高い値での SC の平

準化に貢献していると示唆される。  

 これらの影響は，農村 WH の受け入れによって生まれた新たなコミュニティ組織である

OWH 研究会が大きく貢献している。既存コミュニティに置き換わるほどの影響を与えて

いるわけではないが，既存コミュニティに対する補完的な役割を果たしており，SC に影響

を与えている点。なかでも 2017 年度より，部会制を導入したことにより，受入農家間の当

事者意識の向上へとつながり，その結果 SC の蓄積に大きく貢献していた。  

 さらに，参加学生とのつながりについても，確実に拡がりを見せている。以前の農村 W

H で受け入れた参加学生とのかかわり方が深まっており，メールや SNS といった文面のや

り取りから，モノのやりとり，さらには，何かのついでではなく受入農家に会いに行くこ

とが目的で岩手を訪問するという動きまで拡がっている。つまり，農村 WH の交流によっ

て生み出されるつながりは単なる一過性のものではなく，長い期間維持されるものだとい

える。そのような関係にまでつながるいくつかの要因として，ときにはかなりの重労働に

なる農作業を受入農家・参加学生が協働して行う点，寝食を共にするという点，宿泊を伴

うことによる滞在時間の長さなど農村 WH が持つ特性だけではなく，農村 WH 後の学生の

感想文が盛り込まれた記録集の配付や和歌山研修，セミナー開催といった学生との再会イ

ベントの実施など振り返りと成果の定着という一連の活動を反復的に仕掛けている点もあ

げられる。つまり，人と人との関係は，ともに汗を流し，ともに生活をし，そこで交流が

行われ，実施するだけに留まらず，事後的にも関係を継続することができることで醸成さ
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れていくものであると考えられる。  

 参加者の変容については，先述の通り，受入農家との関係性という点では徐々に深まり

をみせていくなどの実態が表れてはいるが，農村 WH の参加によって SC の蓄積が図られ

ているかという点については，明確な分析結果は得られなかった。しかしながら，農村 W

H を通じた交流のなかで，農村地域におけるコミュニティの重要性，人と人とのつながり

の再認識，信頼関係が発揮する能力など SC に関連する気づきを得た学生も少数ではある

が存在していた。したがって，学生として参加した現段階では，SC に対する影響は少ない

かもしれないが，農村 WH に参加し，得られた経験が，将来的に地域を担う世代になった

際に，SC の醸成や見直しへとつながる可能性があると考えられる。  
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注 

1 総務省ウェブサイト「総務省｜地域力の創造・地方の再生｜「域学連携」地域づくり活

動」より引用。  

2 域学連携に関する先行研究については，一定数みられるが，①域学連携活動を行うにあ

たっての施設整備や支援体制に関する研究（後藤（2002），内平ほか（2008），内平ほか

（2013）など），②実践科目としての域学連携活動の効果に関する研究（中塚ほか（2013）

など），③域学連携活動の評価手法に関する研究（内平ほか（2009）など），④域学連携

活動を行う大学教員を対象とした研究（木村（2007）など）が主である。また，商品開

発や技術開発といった産官学連携に関する先行研究は多数存在するが，地域という概念

がそもそもみられないため，本研究においては，対象としていない。  

3 和歌山大学観光学部では，地域の課題解決に向けた地域と大学との協働プログラムに

対して単位認定を行う「地域インターンシップ・プログラム（通称：LIP）」の仕組みを

導入している。本研究で取り上げる胆江地方の域学連携型農村 WH も，2012 年に実施し

た，第 1 回目の取り組みから，LIP の仕組みを導入している。LIP の仕組みなど，詳細な

情報については，和歌山大学観光学部（2019）を参照されたい。  

4 第一期は，岩手大学・宮城学院女子大学・高崎経済大学・和歌山大学の学生 18 名が参

加し 2 泊 3 日で実施。第二期は，和歌山大学・琉球大学の学生 29 名が参加し 4 泊 5 日

で実施した。  

5 2019 年 4 月に行われた総会において，部会体制が変更になった。広報・交流・研修・

セミナーの 4 部会から，広報部会を廃止し，3 部会となった。広報部会が行っていた業

務は事務局で対応することになっている。また，部会長と副部会長を設けることで，よ

り部会での活動を強化するべく取り組んでいる。  

6 それぞれの年度の調査における今後も「続けていきたい」と回答した割合は，2013 年

度調査 87.5%，2014 年度調査 91.2%，2015 年度調査 91.9%，2016 年度調査 96.9%，2017

年度調査 83.3%と高い割合を示している。  

7 2014 年度調査，2017 年度調査においては，特徴的な傾向がみられなかったため割愛し

ている。  

8  農林水産省（2007）では，「相互扶助」の項目は，「信頼」に分類されていたが，心配

事を聞いてくれる人の有無や看病してくれる人の有無といった項目は，他人に見返りを

求めることなく行動できる人が周りにいるか否かについて聞いているため「互酬性」の
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項目で整理を行った。なお，地縁的な活動①は，自治会，町内会，婦人会，老人会，青

年会，子供会等の活動。地縁的な活動②は，消防団活動や防犯のためのパトロール等の

活動。地縁的な活動③は，地域の歴史・文化の学習や伝統を守る活動等の活動を指して

いる。  
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第 4 章 農業体験農園によるコミュニティの変容  

第 1 節 都市農業をめぐる動きと農業体験農園の展開  

本節では，農村 WH とともに，SC の蓄積に有効と考えられる取り組みの一つである，

農業体験農園の取り組みに着目し，その概要と展開，先行研究において指摘されている

役割について整理する。また，農業体験農園の取り組みは，都市農業の展開過程におい

て，都市農業特有の性格を踏まえたうえで展開されてきた取り組みである。そのため，

都市農業がいかにして形成され，現在の状況に至っているのかという動きもあわせて整

理することとする 1。  

 

1. 都市農業をめぐる政策展開と社会情勢  

近年，都市農業は，有する多面的機能に価値が見出されるなど一般市民においても広

く認知され，その振興・保全に向けた市民合意の獲得や都市農業者と都市住民の多様な交

流の展開がなされるなど，積極的に展開されている。しかし，都市農業の成立から現在に

至るまで，その多様な価値や交流が積極的に評価されてきた訳ではなく，農業者，自治

体，市民の様々な実践を通じて認識されてきたといえる。そこで，以下では，各年代にお

ける都市農業に関わる政策展開と取り巻く社会背景について整理する（表 4-1）。  

都市農業は，都市化が急速に進行した高度経済成長期に形成された。1968 年に成立し

た「新都市計画法」において，無秩序に開発されてきた都市を計画的に建設するため，

「市街化区域」と「市街化調整区域」の区分制度が導入され，市街化区域内農地は 10 年

以内に非農業的利用に転換されるものとして位置付けられた。  

また，1969 年の「農林事務次官通達」により，市街化区域内農業は農業政策から外さ

れ，1970 年の「農地法」改正により，市街化区域内農地の転用は事実上自由になる。

1972 年には，「市街化区域内農地の宅地並み課税評価 2」がなされるなど，都市農地の非

農業的利用への転換が促されてきた。  

一方で，都市農業者の根強い反対運動があり，1975 年には「相続税納税猶予制度」，

1982 年には「長期営農継続農地制度」が制定され，以後，都市農業の存続と非農業的利

用への転換の間において議論が活発化していく。  

 1980 年代以降は，1980 年代後半における急激な地価高騰により，都市農業に関する議

論は広く国民的関心を持って展開されていく。そのなかで，都市農業が地価の上昇に影響

を与えているという視点から都市において農業は不要であるとする「都市農業不要論」が
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世論に影響力を持つジャーナリズムにおいて展開された。具体的には，市街化区域内農地

に対する宅地並み課税の導入，相続税納税猶予制度の廃止など，都市農業を正面から否定

するものであった。  

 一方で，そういった都市農業不要論に対する反論として「都市農業・農地保全論」も同

様に展開された。具体的には，都市農地の転用を促したところで宅地価格の下落には直接

結びつかない点を指摘する地価高騰原因論に対する反論や（福川，1989），農業の果たし

ている多様な役割・機能が都市で暮らす都市住民の暮らしにとって重要であるとする都市

農業に対する積極的意義の主張などであった（重富，1986）。  

しかし，あくまでもこれらの主張は都市農業の可能性や理想的な方向性を主張したに

過ぎず，実際に都市農業が多様な役割・機能を発揮するにふさわしい姿を実現していたわ

けではなかったことが指摘されている（後藤，2003）。  

 また，日本経済の内需拡大路線による市街地再開発の推進や，地価高騰問題を規制緩和

によって土地供給を促進し，解決しようと試みる動きなどを背景に，「生産緑地法」の改

正が 1991 年に実施された。この改正により，生産緑地の指定を受ければ固定資産税は農

地課税であるが，30 年営農継続を義務づけられ，相続税納税猶予の適用については適用

条件として終生営農があげられるなど都市農業者にとって非常に厳しい制度であった 5。  

 1990 年代に入ると，バブル期における急速な都市開発に対する反省から，都市農地・

農業の機能に注目し，その保全を通じた都市づくりが一部の自治体において進められた。

また，都市農業の保全において農業者のみが取り組むのではなく，周辺で暮らしている都

市住民との交流を通じて，都市農業の理解醸成を図るとともに，保全していく方向性が模

索された。  

 1990 年代後半以降，都市農業に対して新たな価値を見出す都市住民の存在がみられる

ようになる。その背景として，第一に，BSE 問題や相次ぐ食品虚偽表示問題，輸入農産

物に対する残留農薬問題など食の安全・安心を脅かす事件が相次いだこと，第二に，核家

族世帯や共働き世帯の増加などライフスタイルの変化による食の外部化の進展，第三に，

経済的な豊かさの追求ではなく，「真の豊かさ」を追求するといった価値観の変化などが

あげられる。  

 また，2000 年には，JA 全国大会において地産地消の取組強化に対する決議がなされ，

2003 年には，農産物直売所を地産地消運動の推進の拠点として位置付け，全ての JA にお

いて設置を促進する JA ファーマーズマーケット憲章が制定されるなど地産地消の観点か
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ら施設整備が進められる。さらに，食育の観点から都市農業の役割を期待する動きもみら

れ，2009 年に改正された学校給食法においては，地場産農産物の利用促進が明記される

など，食の安全性に対する意識の高まりとともに都市農業の多面的機能に対する市民理解

が進んでいく。  

 そのような中，2015 年には，「都市農業振興基本法」が制定され，都市開発の波に常に

さらされてきた都市農業の振興が図られることとなった。基本理念には，「①都市農業の

多様な機能の適切かつ十分な発揮と都市農地の有効な活用及び適正な保全が図られるべき

こと，②良好な市街地形成における農との共存に資するよう都市農業の振興が図られるべ

きこと，③国民の理解の下に施策の推進が図られるべきこと 6」と明文化され，農作業を

体験することができる環境の整備として市民農園や農業体験農園の整備についても推奨し

ている。  

 こうした，都市農業に関する政策展開，社会情勢ならびに都市住民の価値観の変化によ

って，都市農業者と都市住民の関係性についても変化が生まれてきた。そこでは，農産物

の供給や自然環境の維持だけでなく，農作業体験を通じた農業・農地との触れあいや農業

者との交流といった人との関係性を生み出すものへと取り組みが拡がっている。その一つ

の取り組みが，農業体験農園である。  

 

2. 農業体験農園の展開とその役割  

近年，全国的にも拡がりつつある農業体験農園の取り組みは，先駆けて展開されてき

た市民農園とは異なった仕組みで運営されており，市民農園における課題への対策を含ん

だかたちで展開されている（表 4-2）。  

1970 年代頃より展開されてきた市民農園は，都市住民の土に触れたいというニーズの

高まりによって整備がなされ，一定の効果をあげていた。しかし，農園利用者・都市農業

者にとっての問題点，都市農業の保全という点に関する限界も同時に指摘されてきた。  

農園利用者にとってみると，①必要な資材の準備や日常の管理を含め，頻繁に農園に

通う必要があるため時間的余裕がないと利用が困難，②栽培指導は基本的にないため，農

作業に対する技術が乏しい場合には管理が困難，③利用者間で集まる機会などが設定され

ていないため，利用者間のコミュニケーションが取り辛く，トラブルが起きる場合もあ

る。  

また，都市農業者にとってみると，①低価格の利用料金設定の場合が多いため収益性
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が低い，②農地貸付になるため相続税納税猶予制度が基本的には適用されない，③生産緑

地地区で開設する場合，農地所有者が主たる従事者に該当しないため，指定後 30 年経過

によるもの以外買取り申出が基本的にはできない 7。  

さらに，都市農業の保全という視点からみると，①各自が自由に栽培を行うため雑然

とした風景が広がり景観を損ねる，②農園利用者の管理が困難となった場合，耕作放棄へ

とつながる，③農家や利用者間の相互交流が生まれにくいといった点である。  

このような状況の中で，1996 年に東京都練馬区で考案され，東京都をはじめ，関東

（千葉県・埼玉県など），九州（福岡県など）を中心に 11 都府県，142 農園が開設されて

いるのが，農業体験農園である 8。  

農業体験農園は，農園利用者にとってみると，①必要な資材や種苗などは，農園主に

よって準備されるため，準備に要する時間が削減され利用しやすい，②月に 1～3 回程度

の講習会により栽培指導が行われるため，農作業に対する技術を身につけることができ

る，③講習会や収穫祭を兼ねた交流会など，利用者が交流できるイベントが設定されてい

るため，利用者間におけるコミュニケーションも取りやすく，トラブルも少ない。  

都市農業者にとってみると，①利用区画数の設定により，収益を確保でき，利用料金

を前払いで受け取ることから，年間の作業計画もたてやすい，②農地の貸付けには該当し

ないため，相続税納税猶予制度が適用される，③生産緑地地区における開設であっても，

農地所有者が主たる農業従事者に該当するため，死亡や故障時等に買取り申出を行うこと

が出来る。  

さらに，都市農業の保全という視点においても，①農家の作付計画を基に，農作業が

行われるため整然とした農園風景が拡がり，良好な景観形成につながる，②定期的な講習

会や交流会の実施により，農家や利用者間の相互交流が生まれるのみならず，管理が困難

となった場合にも，農家の指導や利用者間で協働して管理を行うため，耕作放棄へとつな

がりにくいという点で多くのメリットがある。  

 農業体験農園は，その果たしうる役割についても，多くの点が指摘されている。  

原（2009）は，農業体験農園は，「農業体験の場やサービスを提供する」（p.44）場であ

り，日本農業の啓発の場，地域住民のコミュニティ構築の場にもなり得ると指摘する。  

 阪口・大江（2003）は，農業体験農園の経営評価を行い，農業体験農園を導入すること

によって，栽培作物の販路確保，定価格販売による収入の安定，労働生産性・土地生産

性・1 人当たり所得の増加という効果がある点を明らかにした。対して，八木（2008）
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は，阪口・大江（2003）について「1 経営の調査であるため一般性に問題がある」

（p.110）と指摘し，都市農地における複数の農園経営（2 地域 3 農園）を対象とした調査

を通じて，土地利用面での集約性を高く保ちながら，収穫や調製にかかる労働や費用の低

減が行われており，持続性の高い経営形態であると評価している。  

 農業体験農園の意義と役割についてまとめた内藤（2011）は，農業経営面においては農

業経営の安定と営農意欲の向上，緑地空間の適正な保全，農業担い手確保への可能性，交

流面においては利用者の農業理解の促進，新たなコミュニティの形成といった意義を有し

ていると述べている。  

 また，農園利用者に焦点をあてた山田・門間（2006）は，農園利用者は農業体験農園の

利用前後で，農業生産や農家，農業経営に対する認識の変化が起きている点を明らかにし

た。さらに，食意識という視点に着目した野田（2007）は，利用者の食意識を，市・区民

農園利用者及び非農園利用者と比較検討し，農業体験農園の活動が利用者の食意識に影響

を及ぼすことを明らかにしている。  

 つまり，農業体験農園では，定期的な講習会の実施による農業理解の促進，園主と利用

者や利用者同士による新たなコミュニティの醸成，農業経営の安定と営農意欲の向上，栽

培技術の的確な指導による担い手の確保への可能性，都市における緑地空間の保全，利用

者の食意識に及ぼす影響など多様な役割を果たしていると考えられている。  
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表 4-1 都市農業に関わる政策展開と取り巻く社会情勢  

年代  年  都市農業・交流に関する政策等  都市農業・交流を取り巻く社会の動き  

1960 
1968 新都市計画法   

1969 農林事務次官通達   

1970 

1970 農地法  改正   

1972 市街化区域内農地の宅地並み課税   

1973  東京都練馬区・区民農園開設  

1974 生産緑地法   

1975 
相続税納税猶予制度  

レクリエーション農園通達  
 

1980 

1982 長期営農継続農地制度   

1985  プラザ合意  

1986  地価高騰による「都市農業不要論」の展開  

1989 特定農地貸付法   

1990 

1990 市民農園整備促進法   

1991 生産緑地法  改正  バブル崩壊  

1992  東京都練馬区・市民農園開設  

1993  神奈川県横浜市・栽培収穫体験ファーム

開設  

1996  東京都練馬区・農業体験農園開設  

1998 農政改革大綱   

1999 食料・農業・農村基本法   

2000 

2000  JA 全国大会による地産地消取組強化決議  

2002 構造改革特別区域法  
大手乳業会社による食品偽装表示  

輸入農産物に対する残留農薬問題  

2003 JA ファーマーズマーケット憲章   

2005 

食料・農業・農村基本計画  策定  

構造改革特区制度の全国展開  

特定農地貸付法  改正  

 

2006 

食育推進基本計画  策定  

市民農園の整備の推進に関する留意

事項について  

 

2007  食品表示偽装問題が相次ぐ  

2008  リーマンショックによる世界金融危機  

2009 学校給食法  改正   

2010 

2011  東日本大震災  

2015 都市農業振興基本法  TPP 大筋合意  

2018 都市農地の貸借円滑化に関する法律   

資料：藤田（2011a），藤田（2012），後藤（2003），内藤（2011），大西（2011），  

田代（2012），全国農業協同組合中央会（2016b）を基に筆者加筆修正。  
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表 4-2 市民農園と農業体験農園の仕組みの違い  

 市民農園  
農業体験農園  

特定農地貸付法  市民農園整備促進法  

開設主体  地方公共団体・農業者・JA・NPO など  主に農業者  

開設方法  
貸付規程を作成し、農業

委員会への申請が必要  

整備運営計画を作成し、市

町村への申請が必要  
法的手続きは不要  

開設場所  特に指定なし  
市街化区域または市町村が

指定した市民農園区域  
特に指定なし  

耕作者  農園利用者  農地所有者  

生産緑地  

買取申請  

生産緑地の指定から 30 年経過によるもの以外基本的に

は申請できない  申請できる  

相続税の  

納税猶予  
基本的には適用されない  適用実績あり  

作付計画  農園利用者が自由に作成  農園主（農業者）が作成  

資材準備  農園利用者が準備  農園主（農業者）が準備  

栽培指導  基本的になし（年数回の場合もある）  あり（月に１～３回程度）  

収穫物  農園利用者に帰属  
農園主に帰属する（契約によ

り農園利用者に帰属する）  

資料：阪口・大江（2003）、全国農業協同組合中央会（2016a）を基に筆者加除修正。  
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第 2 節 東京都練馬区における農業体験農園の展開  

本節では，農業体験農園の分析を行うにあたり，その調査対象地域である東京都練馬

区の概要と農業構造についてみる。また，東京都練馬区において実践されている農業に関

わる取り組みを紹介するとともに，農業体験農園の取り組みについて整理する。  

 

1. 東京都練馬区の農業構造  

 東京 23 区の北西部に位置する練馬区は，東京 23 区内で最も多くの農地を有し，その割

合は約 4 割を占めている（約 200ha）。新都市計画法以降，練馬区内全域が市街化区域に

編入されており，典型的な都市農業地域といえる。そこで，練馬区における農業の特徴を

整理した（表 4-3）。  

 2015 年農林業センサスにおける練馬区の総農家数は 432 戸，うち販売農家は 289 戸，

販売農家率は 66.9%であり，都府県，東京都，区部と比較しても高い割合を示している。

また，販売金額別に農家の分布をみると，条件的に厳しいといわれる都市農業ではある

が，都府県と同等，あるいは，販売金額 500 万円以上の農家率においては，その割合を上

回るなど，練馬区農業は，農業経営として充実している姿が窺える。  

また，2018 年実施の練馬区農業経営実態調査において，専兼別農家類型をみると，専

業農家 5 戸，第 1 種兼業農家 15 戸，第 2 種兼業農家 418 戸と第 2 種兼業農家が中心を占

めているが，これは兼業収入としての不動産所得の割合が大きい安定自営兼業農家が多く

存在していることを示しており，練馬区においても同様の実態であるといえる 9。  

次に，農業労働力や農業後継者についてみると，都府県に比べ，農業専従者の確保

率，60 歳未満男子農業専従者確保率，同居農業後継者のいる農家率が高い割合を示して

いる。同居農業後継者確保率が高いということは，都市地域に他産業が多く立地している

都市農家の特徴であり，東京都，区部においても高い割合を示していることから明らかで

ある。  

 一方で，販売農家の農家減少率を除き，総農家の農家減少率，総農家・販売農家双方に

おける農地減少率は都府県よりも高い割合を示している。練馬区農業は，農業経営として

充実している面も見られるが，転用条件の整っている立地特性から，その存続には，他の

農業地域と同様かそれ以上に厳しい現状に置かれている。  

 また，農産物販売形態の変化，農産物作付面積割合についてみると，以前は，市場出荷

が中心であったが，1987 年から 2018 年において，市場出荷：462 戸→80 戸，自宅販売・
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無人販売：269 戸→269 戸，共同直売所・朝市など：11 戸→169 戸と変化し，現在は，自

宅販売や無人販売，朝市や共同直売所など直接販売が中心の販売形態へと変化している。  

また，販売形態が変化したこととあわせて，生産形態も多品目生産へとシフトしてい

る。最も作付面積の大きいキャベツは，1989 年：39.4%→2018 年：13.6%と減少してお

り，作付面積上位 5 品目の割合も，1989 年：68.6%→2018 年：41.0%と減少していること

から多品目生産が進んでいることが窺える。  

 

2. 東京都練馬区における農業体験農園の展開  

 このような状況にある練馬区では，農業を重要な産業として位置付け，さまざまな農業

に関わる取り組みを実践することで，都市農業の保全を目指したまちづくりを実践してき

た。練馬の農業の魅力を発信する冊子「ねりまの農業」の発刊，練馬区に位置する農産物

直売所について掲載されている「農産物直売所マップ」の発行，江戸東京野菜の一つであ

る「練馬大根」の育成事業，東京 23 区唯一の牧場で行われる酪農体験事業，ブルーベリ

ー観光農園，野菜ウォークラリー，区内の農業者や商業者によって行われる「ねりマルシ

ェ」，農業者を支える「ねりま農サポーター」を育成する「農の学校」，小中学校における

食育事業などの取り組みが行われている中，市民農園，区民農園，農業体験農園の取り組

みも展開されてきた（表 4-4）。  

 農業体験農園は，都市住民のニーズに応え，地域との共生を模索しつつも，農業経営と

して安定した収入の確保や労働の効率化を目指す市民参加型の新たな農業経営ができない

ものかと，練馬区農家，練馬区，東京都農業会議，JA 東京あおばにより考案された取り

組みであった。1996 年より，年 1 園のペースで開設され，現在 17 農園，1,813 区画が開

設されている（表 4-5）。 

一般に，農業体験農園は，野菜作を基本に運営されているが，練馬区では野菜作と果

樹作を組み合わせて実施しているものもみられるなど，農園毎に個性豊かな取り組みが展

開されている。それぞれの農園における区画数は，51 区画～160 区画とさまざまであり，

農園主の年齢も 33 歳～78 歳と幅広い年代の農園主が農園経営を行っている。  

また，夫婦や親子 2 代で農園経営を行う農園がみられる中，親子で農園経営と自家農

業経営の分業を行うなど，それぞれの農家に合わせた運営がされている。さらに，経営耕

地面積に占める農業体験農園の規模や農業収入割合についてみると，それぞれの農園毎に

割合が異なり，農業経営における農業体験農園の位置づけの差異がみられる。なかには，
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農園収入割合が 9 割を超えている農園主も存在するなど，農業経営の中心として農園経営

を導入していることがわかる。  

農業体験農園の特徴でもある栽培指導を行う講習会は，月に 6～12 回のペースで実施

されている。一見すると回数が多く感じるが，同様の内容の講習を週末（金・土・日曜

日）に 3～5 回設定し，それを月に 2～3 回行う。複数回実施する事により，就業形態がさ

まざまである利用者が参加できる機会を増やす点と，より農業に関する技術や知識を身に

つけるために，複数回講習を受けたいという利用者に対するニーズに応えるという効果が

ある。  

農業体験農園のもう一つの特徴が，農家と利用者または利用者間の交流の機会が設定

されている点である。全国農業体験農園協会においても推奨されている収穫祭を実施して

いるのはもちろんのこと，農園で収穫したものを調理して利用者がそれぞれ一品ずつ持ち

寄って行われる食事会や料理教室，伝統野菜である練馬大根を広く利用者に認知して貰う

ための収穫体験や加工体験，住宅が密集した都市地域においては限られたオープンスペー

スである園地を活かしたコンサートや花火大会，農園から飛び出し，旅行やバスツアーを

実施するなど多くの交流機会が設定されている。取り組みの中には，交流の機会を設ける

だけではなく，より利用者に農業を理解して貰う機会として先進農業地域研修を行った

り，大規模災害発生時の防災空間として園地があることを理解して貰うための防災訓練を

行ったりと，都市農業の機能への認知を進める活動が成されている。  

これらの取り組みが評価され，練馬区の農園主組織である練馬区農業体験農園園主会

は，2008 年度に第 38 回日本農業賞集団組織の部の大賞を受賞している 10。  
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表 4-3 練馬区農業の特徴  
 

都府県  東京都  区部  練馬区  

販売農家率  61.2% 50.1% 58.4% 66.9% 

販売なし農家率  9.2% 10.6% 3.5% 3.5% 

販売金額 500 万円以上農家率  13.7% 14.5% 15.7% 15.9% 

販売金額 1000 万円以上農家率  6.8% 5.1% 4.8% 4.2% 

販売金額 3000 万円以上農家率  1.3% 0.7% 0.5% - 

農業専従者がいる農家率  51.9% 80.3% 86.9% 86.9% 

65 歳未満の農業専従者あり農家率  25.1% 50.9% 57.8% 58.2% 

60 歳未満男子農業専従者あり農家率  13.7% 35.6% 44.0% 43.8% 

同居農業後継者のいる農家率  30.1% 37.9% 46.2% 44.6% 

他出農業後継者のいる農家率  19.2% 17.7% 15.7% 15.2% 

耕作放棄地保有農家率・総農家  34.3% 12.3% 3.2% 0.2% 

耕作放棄地面積率・総農家  10.0% 3.7% 0.5% - 

耕作放棄地保有農家率・販売農家  31.0% 8.1% 2.7% 0.3% 

耕作放棄地面積率・販売農家  9.4% 2.8% 0.6% - 

農家減少率（2000-2015）・総農家  30.8% 27.4% 35.5% 35.6% 

農家減少率（2000-2015）・販売農家  43.2% 37.8% 42.9% 34.8% 

農地減少率（2000-2015）・総農家  25.2% 33.7% 37.9% 43.5% 

農地減少率（2000-2015）・販売農家  26.5% 36.2% 39.8% 43.6% 

資料：後藤（2003）を参考に，練馬区（2019a），農林水産省（2016）を基に作成。  

 注：1）「  - 」と入力されているものは，データがないもの。  

   2）区部，練馬区における，「農業専従者がいる農家率」，「65 歳未満の農業専従者

あり農家率」，「60 歳未満男子農業専従者あり農家率」の値については 2010 年

センサスのものを用いている。その他の項目においては 2015 年センサスを用い

ている。  
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表 4-4 東京都練馬区における農園事業  

 区民農園  市民農園  農業体験農園  

仕組み  
農家から借りた農地を区が整備し，区民に貸し出す  

（「市民農園」は既存の区民農園と区別するため命名）  

農家が開設，管理運営を行う  

農地貸借は発生しない  

農地区分  宅地化農地  生産緑地  

開設年  1973 年～  1992 年～  1996 年～  

農園数  18 農園  5 農園  17 農園  

総区画数  1,426 区画  246 区画  1,813 区画  

区画面積  約 15 ㎡  

約 30 ㎡  

車いす利用者優先区画約

20 ㎡  

約 30 ㎡  

利用期間  原則として 1 年 11 ヵ月  約 1 年，最大更新 5 年可能  

使用料  400 円／1 ヵ月  

1,600 円／1 ヵ月  

車 い す 利 用 者 優 先 区 画

1,100 円／1 ヵ月  

練馬区民 38,000 円／1 年  

練馬区民以外 50,000 円／1

年  

指導者  なし  農園主による指導あり  

利用資格  

①練馬区に住所を有する（世帯単位），または過半数が練

馬区に住所を有する方で構成されている団体  

②区が定める規則を守って農園利用できる方  

20 歳以上の方（グループ・複

数家族による利用可）  

関連法律  

条例等  

特定農地貸付法  

練馬区立区民農園条例  

特定農地貸付法  

市民農園整備促進法  

練馬区市民農園条例  

練馬区市民農園条例  

市民農園整備促進法  

練馬区農業体験農園に対す

る援助等に関する要綱  

資料：藤田（2017），練馬区（2017）を基に筆者作成。  
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表 4-5 東京都練馬区農業体験農園の運営状況  

園主  年齢  地区  開設年  

経営耕地面積  

区画数  

農園  

収入  

割合  

月の  

講習  

回数  

農園主催の行事  
 

うち  

農園  

A 61 大泉  1996 105a 80a 153 76% 10 

収穫祭，食事会，料理教室  

ゴルフ，視察研修，花火大会  

防災訓練  

B 62 大泉  1997 140a 60a 140 43% 10 
収穫祭，交流会，料理教室  

コンサート，視察研修  

C 76 練馬  1998 72a 42a 118 50% 8～10 収穫祭，花見  

D 56 練馬  1999 48a 40a 92 95% 8～10 収穫祭，餅つき  

E 74 練馬  2001 110a 30a 74 30% 8 収穫祭，旅行  

F 54 石神井  2002 100a 50a 160 60% 8 収穫祭，ゴルフ，料理教室  

G 53 大泉  2003 135a 50a 130 50% 9 収穫祭，コンサート  

H 48 大泉  2004 110a 45a 119 40% 8 収穫祭，うどん作り体験  

I 78 大泉  2005 230a 70a 113 70% 12 収穫祭，芋掘り  

J 55 大泉  
2006 

2014 
140a 70a 

101 

51 
50% 

6 

6 
収穫祭，飲み会，餅つき  

K 48 大泉  2007 70a 35a 82 50% 8～12 
収穫祭，練馬大根収穫体験  

練馬大根漬物体験  

L 63 大泉  2008 50a 45a 100 95% 10 収穫祭，顔合わせ会  

M 48 石神井  2009 90a 40a 82 66% 9 収穫祭，バス旅行，花見  

N 54 大泉  2010 130a 50a 101 70% 9 収穫祭，交流会  

O 51 石神井  2011 75a 40a 88 50% 9 収穫祭  

P 33 石神井  2012 100a 42a 109 50% 9 収穫祭，懇親会，BBQ 

平均  57   107a 49a 106 59% 9  

資料：農園主ヒアリング調査を基に筆者作成。 
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第 3 節 農業体験農園によるコミュニティの変容に関する一考察  

本節では，農業体験農園によるコミュニティの変容について考察する。域学連携型農

村 WH の分析と同様に，農業体験農園に対する意識と SC に与える影響という視点から分

析を行い，コミュニティの変容について考察する。なお，実施した調査の概要および調査

項目，分析視点については，表 4-6 の通りである。  

 

1. 農業体験農園に対するコミュニティの意識  

 まずは，農業体験農園の農園主が，どのような意識を持って農業体験農園を導入してい

るのかという点についてみていく。分析にあたっては，農園主ヒアリング調査を基に，農

業経営面についての意識や農業体験農園導入後の変化について，整理したものを用いる

（表 4-7）。  

 農業体験農園をはじめたきっかけについてみると，市場出荷中心の経営形態や家族労働

のみによる農業経営の将来に対する不安感などがみられるが，先に開設していた農園主か

らの薦めによって農業体験農園経営を導入したというケースが最も多く，なかでも農業体

験農園の仕組みの考案者である A・B 農園主が果たした役割が大きかったことがわかる。

また，近隣住民への農業の理解促進を導入きっかけとしている農園主も多くみられた。  

 次に，農業経営面における農業体験農園の魅力についてみると，第一に，利用者からの

利用料徴収による収入面であり，農園主のうち 31.3%の農園主が魅力と感じている。練馬

区においては年間利用料が 1 区画あたり 5 万円に設定されており 11，平均区画数が約 100

区画であるため約 500 万円の収入があらかじめ計算できる。なかには，農園収入を念頭に

置き，農業経営の計画を立てられることをこの仕組みの大きなメリットと捉えている農園

主もみられた（B 農園主）。  

第二に，利用者からの労働力提供による労働面であり，農園主のうち 66.7%の農園主が

魅力と感じている。通常の市場出荷においては，播種，植え付け，日常の肥培管理，収

穫・選別・荷造り・運搬などの出荷労働は全て農家が行わなければならないが，一連の農

作業を利用者に体験してもらう農業体験農園においては，定期的に実施する講習会におい

て手順を説明するのみでこれらの作業を農園主自らが実施する必要がなくなる。なかに

は，農園運営を行うことによって労働力が補完され，他作業へ労働力を集中することがで

き，労働効率が改善されたと答える農園主もみられた（E 農園主）。  

農業体験農園導入後の経営変化についてみると，労働配分（家族内での労働分担），新
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規品目導入，販路の変更および拡大など多くの経営変化がみられる。なかでも，H 農園主

は，農業体験農園を導入することにより労働時間が削減されたことから新規品目として切

り花を導入している。また，以前農園を利用していた利用者が農園に隣接する場所で運営

している農園レストランに食材供給を行う B 農園主や新たにブルーベリー観光農園を開

設した F 農園主など農業体験農園導入後に販路や品目を拡大している農園主もみられ，

農業経営の充実化が図られている。  

農業経営主や後継者についてみると，50 歳代以下の農業経営主は 62.5％と半数を超

え，就農予定者も含め農業後継者がいる農園は 54.5％存在する 12。A・B・C 農園の後継

者においては，経営継承後も農業体験農園の仕組みを引き続き継続することを考えてお

り，中でも A 農園の後継者は，すでに農園主と共に農業体験農園の運営を行っている。  

これまでは，農園主に焦点をあててみてきたが，実際に利用している利用者はどのよ

うな意識をもって利用しているのか，利用後にどのような変化がみられたかについて以下

ではみていく。分析にあたっては，利用者アンケート調査を用いる。 

まず，主たる利用者の属性についてみていく（表 4-8）。年齢構成についてみると，60

歳代の割合が最も高く，職業についてみると，定年退職者や会社員が高い割合を示してい

ることから，定年退職後の「カルチャースクール」として利用する者が多くみられること

が推察される。次に，農業体験農園利用前の農との関わりについてみると，関わりは無い

という回答があまりみられないことから，多くの利用者が過去に何らかの形で農と触れ合

った経験があることがわかる 13。なかには，農業体験農園利用前に市民農園（市民農園・

区民農園・農業公園・レジャー農園等）を経験している利用者もみられる。  

次に，農業体験農園の利用目的についてまとめたものが表 4-9 である。ほとんどの利用

者が農作物を作る楽しみを目的にしており，収穫体験だけではない一連の農作業体験を期

待していることがわかる。美味しい野菜が手に入るや新鮮で安心・安全な農産物といった

回答も多数あり，美味しい野菜を自分の手で作ることで，安心・安全な農作物を手に入れ

たいという意識も強い。  

男女間を比較してみると，安心・安全な農産物や美味しい野菜が得られる点，充実し

た余暇活動や運動について有意な差がみられ，女性は収穫物，男性は活動が目的という傾

向が表れている（表 4-9）。また，年齢別にみると，60 歳以上の利用者は余暇活動や交流

を農業体験農園の目的と捉えており，子育て層は，子どもの成長を見据え利用しているこ

とがわかる（表 4-10）。  
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 利用目的は以上の通りであったが，実際に利用した後に感じたよかった点についてみる

と，上位 3 項目は 8 割を超えており，「新鮮で安心・安全」，そして「美味しい野菜」を

「自分の手で作る」ことができることに利用者は魅力を感じていることがわかる（表 4-

11）。農業への理解醸成や農業技術の習得を半数近くの利用者がよかった点にあげている

ことは，月 2～3 回の講習会において農園主から丁寧な技術指導が行われている点が評価

されたものと考えられる。  

よかった点について利用年数との関係性をみると，農業技術の習得や農業理解につい

ては，初年度利用者が最も魅力を感じていることがわかる（表 4-11）。さらに，年齢別に

みると，子育て層においては子供の情緒面での成長の割合が，70 歳以上層においては運

動不足の解消の割合が他の年齢層よりも高くなるなど，年齢によって魅力を感じる点が異

なっている（表 4-12）。  

 また，農業体験農園の利用目的と利用した後に感じたよかった点を比較したものが図

4-1 である。すべての回答項目において回答割合が高くなっており，利用前に想定してい

た以上に得られるものが多くあることがわかる。なかでも，農業技術の習得や農業理解の

深化については，上昇幅が大きく，講習会における農園主からのきめ細やかな指導が影響

しているといえる。  

 これまでは意識の変化についてみてきたが，利用前と利用後における生活の変化につい

てみたものが表 4-13 である。農産物・農業・食への関心や理解が進むなど生活の変化を

感じていることがわかる。  

性別との関係性をみると，女性の方が生活の変化を感じている割合が高く，自宅で料

理する頻度や料理のレパートリーの増加，料理に対する工夫，食品の安全性への関心の項

目において，男性よりも変化を感じている。さらに，農業体験農園の利用年数との関係性

をみると，農業に対する理解や農産物に対する関心の深化については利用当初から感じら

れる一方で，食事や食生活の変化については継続的に利用している利用者との間で有意な

差が表れていた。  

 

2. 農業体験農園がソーシャル・キャピタルに与える影響  

これまでは，農業体験農園に対する意識に着目して分析を行ったが，以下では，農業

体験農園が SC に与える影響という視点から分析を行う。  

まずは，農業体験農園の農園主の SC にどのような影響を与えたかについてみていく。
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分析にあたっては，農園主ヒアリング調査を基に，農業体験農園による農園主間ならびに

農園主と利用者間の関係性について整理したものを用いる（表 4-14）。 

サポーターの有無についてみると，半数を超える 10 農園においてサポーターが存在し

ており，4 農園については農園主が位置づけ，農園運営のサポートを任せている。サポー

ターとは，何年も農園をリピート利用する中で農園運営に関わる諸作業を担当するように

なった利用者を指している。サポーターの作業内容は農園によって異なるが，農園主不在

時の作業補助や農業資材の準備，農園のウェブサイトの管理など農園主が農業体験農園を

円滑に運営できるようサポートしている。A 農園主は，サポーターを 5 名指名し，資材準

備，農園主催のイベント補助，写真撮影，農園のウェブサイト運営など利用者の得意分野

においてサポートを受けており，L 農園主も同様に農園ウェブサイトの運営を利用者に任

せている。また，E 農園主は，全利用者に配付する農園区画表においてサポーターの区画

位置を明記しており，日頃の野菜管理のコツや講習会の内容など，農園主不在時に不明な

ことがある場合はサポーターに声をかけるよう促している。サポーターの存在は，単に農

業体験農園の運営面で効果を発揮するのみならず，サポーターが存在することで，農園主

は，自身の農業経営に取り組む時間が増えることにもつながる。  

このように，農業経営面においても影響を与えているサポーターであるが，ただ継続

的に利用し，農業技術が向上することのみで育成される訳ではない。そこには，農家との

反復的な交流によって生み出される信頼関係があり，その積み重ねによって農園主も農園

運営の補助を任せることができる。A 農園主は，「農業体験農園を長期継続的に利用して

いるからや栽培技術に長けているからという理由でサポーターを指名しているのではな

く，コミュニケーションがしっかりとれ，この人なら任せても大丈夫だという強い信頼が

あるからこそお願いしている」と述べている。農業体験農園における交流によって SC が

醸成された結果が，サポーターの存在であるといえよう。また，農業体験農園の運営の多

くの部分でかかわるサポーターまではいかずとも，農園主催の行事において，手伝ってく

れる利用者が存在する農園も多くみられる（A・B・D・H 農園）。  

農園主間においても新たな関係性が生まれている。F・M・O・P 農園の農園主たちは，

お互いの農園の質的向上を図るべく，区画の品評や講習会の視察，お互いの指導方法の意

見交換など，農業体験農園を契機としたネットワークが生まれている。また，練馬区農業

体験農園では，練馬区農業体験農園園主会が設立されており，園主会の集まりでは，活発

な意見交換が行われている。園主会組織は，全国組織や東京都の組織も存在し，エリアを
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越えたネットワーク形成が行われている。  

さらに，農業体験農園をきっかけに，自身の地域のコミュニティ活動への参加を決め

た農園主もみられた。H 農園主は，農業体験農園の利用者との交流を通じて，地域活動に

ついての見直しを図り，PTA への参加を決め，地域共同活動に関わっている。ほかに

も，農業体験農園の開設を契機として，小学校へ農業や食料に関する授業を教えにいくこ

とになったという動きもみられ（D 農園主），農業体験農園が地域貢献への意識を向上さ

せる可能性を有しているとも考えられる。  

ここまでは，農園主の視点から，農業体験農園が農園主の SC に影響を与えているかに

ついてみてきたが，以下では，利用者に焦点をあて，農園主と利用者間ならびに利用者間

の関係性などから，利用者の SC に対する影響についてみていく。  

農園主と利用者間の関係性についていくつかの項目をまとめたものが表 4-15 である。

農業体験農園の利用者満足度はとても高く，その結果，多くのリピーターを確保してお

り，利用者の利用している農園に対する愛着が高い。全農園を平均したリピート率は

87.4%，利用者の農園に対する愛着は 92.3%といずれも高い割合を示しているが，これ

は，農園によってさまざまではあるがひと月あたり 6～10 回開催している講習会の場や多

様な農園主催のイベントの場における農園主と利用者の交流によって生み出された関係性

によるものであると考えられる。その裏付けとして，農園は変わってもよいが農業体験農

園を続けたいと回答した利用者の全農園平均は 18.2%に留まっていることからも明らかで

ある。  

次に，農園利用者間のつながりについてみると，農園利用者間の信頼については，高

い割合を示しており，他の比較可能な全国調査（内閣府経済社会総合研究所（2004），農

林水産省（2007））と比較した場合にも，高い割合を示している。また，つきあいの程度

やネットワーク（面識・交流のある人数）においても，日常過ごしている居住地域の住民

との関係性には及ばないが，高い割合を示している（表 4-16）。  

さらに，表出はしていないが，農園外における農園利用者同士の交流の有無について

みると，農園内における交流や交流会等の農園主催のイベントを除いて，約 2 割

（19.0%）の農園利用者が農園外で利用者同士の交流を行っているなど，農園内だけには

留まらない交流の拡がりが確認された。  

農園内で形成されるコミュニティの拡がりについてこれまでみてきたが，最後に，農

園利用者が普段生活している居住地域の住民との関係性についてみておく。表 4-16 をみ
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ると，信頼，つきあい，ネットワークすべての項目において高い割合を示している。つま

り，農業体験農園の取り組みを行っていることで，地域住民に対する SC の醸成に影響を

与えている可能性が考えられる。この点については，内生性に関する問題があるため，さ

らなる長期的な継続調査が必要ではあるが，一つの可能性を示しているといえる。  

また，農業体験農園を利用したことによる地域住民とのつきあいの変化の有無とその

内容についてまとめた表 4-17 をみると，変化があったと回答している利用者が約半数を

占めている。なかでも，農業体験農園を利用することによって大量に収穫された農産物

や，講習会で得た農業に関する知識をコミュニケーションツールとし，居住地域の住民と

の関係性を創出している点は興味深い。さらに，町内会など地域コミュニティ活動へと積

極的に参加する動きや助け合いなどの地域でのつきあいをするようになったといった結果

がみられるなど，地域コミュニティを見直す動きに農業体験農園が貢献していると推察さ

れる。  
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表 4-6 調査の概要および調査項目・分析視点（一部抜粋）  

 
調査の概要  回答数(回収率) 

調査項目・分析視点  

農業体験農園に関わる項目  SC 分析に関わる項目  

農園主  

東京都練馬区に

開設している全

農 業 体 験 農 園

（17 農園）の農

園主に対するヒ

アリング調査を

実施。  

 

【実施時期】  

2016 年 5 月（28

日・29 日），6 月

（24 日・25 日・

26 日）  

16 名(100.0%) 

※ 2 農園運営し

ている農園主が

いるため  

・講習会実施回数    ・農園イベントの内容  

・自家農業経営について  

 （品目，面積，販路など）  

・経営農地面積について  

 （うち農業体験農園面積）  

・導入きっかけ  

・導入後の経営変化  

 （品目，面積，販路など）  

・運営方法について  

・開始年月について  

・利用区画数  

・農業経営に占める農園収入

割合  

・農業経営面での魅力  

・サポーターの有無  

・導入後の関係性の変化  

 （地域とのかかわりなど） 

・自由回答  

利用者  

 

東京都練馬区に

開設している全

農 業 体 験 農 園

（17 農園）の農

園利用者に対す

るアンケート調

査を実施。区画を

利用している代

表者が回答。  

 

【調査方法】  

各農園主より直

接配付，回収ボッ

クスにて回収。  

 

1,111 名(61.3%) 

【マーク式】  

・利用目的       ・利用してよかった点  

・今後の意向  

【記述式】  

・利用による生活・意識変化   ・自由記述  

【マーク式】  

・利用年数  

・利用主体  

・農園への交通手段  

・利用きっかけ  

・利用決断者，家族の反応  

・農園に対する希望  

・農園利用満足度  

・利用による生活の変化  

・農園への勧誘意向・経験  

【マーク式】  

・利用者間の信頼関係  

・利用者間のつきあい  

・面識や交流のある他の利

 用者の数  

・農園外における利用者同

 士の交流の有無  

・地域住民との信頼関係  

・地域住民とのつきあい  

・面識や交流のある地域住

 民の数  

・地域住民とのつきあいの

 変化  

資料：農園主ヒアリング調査・利用者アンケート調査結果を基に筆者作成。  
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表 4-7 ヒアリング調査結果まとめ（農業経営面）  

園
主  

農業体験農園経営をはじめ
たきっかけ  

農業経営面で

の魅力  
後継者  
有無  

農業体験農園導入後の経
営変化  

特記事項  
収
入  

労
働  

そ

の
他  

A 

都市農業における市民理解

の必要性  
園主 B と共に仕組みを考案  

 ◯   ◎  

直売が主から農園経営が

主に  
後継者と共に農園を運営  

先代から直売中心に移行  

技術を発揮できる経営を
模索  

B 
近隣住民の農業の理解促進  
園主 A と共に仕組みを考案  

◯  ◯  ◯  ◎  
隣接の農園レストランへ
の食材供給  

講習会における農産物の
販売  

C 
園主 A・B からの紹介  

近隣住民の農業の理解促進  
 ◯   ◎  

家族内で労働分担  
(本人：農園，後継者：他
作業) 

後継者も農業体験農園経

営を引き継ぐ予定  

D 
交流を行うことによる農業
の社会的意義を感じたため  

 ◯    直売所への出荷から圃場
直売へ  

学校の食育事業に関わり
栽培指導や給食へ食材供

給を行う  

E 近隣住民の農業の理解促進   ◯   △  
サポーターが農園運営を
補助するため他作業に労
働力を集中  

 

F 知り合いの農家からの紹介    ◯  ◯  
ブルーベリー観光農園を
導入  

農園の区画数を拡大  

利用者がブルーベリー観
光農園を利用することが

多い  

G 

市場出荷のみでは経営に不

安  
園主 A の農園を視察後開設  

  ◯  ※  

家族内で労働分担(母：直

売) 
農園の区画数を拡大  

 

H 
園主 A・B からの紹介  
全農地を直売は困難と感じ
たため  

 ◯   △  
時間ができたため切り花

を導入  
 

I 出荷労働力の削減のため   ◯    農園の区画数を拡大   

J 
時代にあった経営であると
考えたため  

◯  ◯   ※  スーパーへの出荷を廃止  
ベジフルサミット枝豆部
門入賞経験あり  

K 園主 A からの紹介  ◯    ※  
家族内で労働分担  
(本人：農園，親：他作業

) 

 

L 

知り合いの農家からの紹介  

市場出荷にやりにくさを感
じたため  

  ◯   
農園の区画数を拡大  

農業体験農園が農業経営
の主  

 

M 知り合いの農家からの紹介  ◯    ※  農園の区画数を拡大  
市場出荷の割合を減らし
て農園事業の拡大を模索  

N 
農業体験農園の仕組みが自
分の農業経営に適していた

ため  

 ◯   △  
農業体験農園が農業経営
の主  

果樹(ブルーベリー園)と
野菜を組み合わせて農園

を経営  

O 

知り合いの農家からの紹介  

家族労働のみでは経営持続
性に不安  

 ◯    農園の区画数を拡大  
相手の顔が見える経営の
タイプを評価  

P 
園主 E からの紹介  
近隣住民の農業の理解促進  

◯    ※  

市場出荷を廃止。直売と
給食に  
家族内で労働分担(父：他

作業) 

30 代の後継者が園主とし
て農園経営  

資料：表 4-5 に同じ。  

 注：１）農業経営面での魅力の「その他」には，利用者の新規就農への可能性や観光農

園の顧客確保などがあげられていた。  

   ２）後継者の有無の記号は，◎：後継者有，農園経営も引き継ぐ予定，◯：後継者

有，農園経営を引き継ぐかは未定，△：就農はしていないが就農予定者有，

※：園主の年齢が若く後継者の年齢も若い（小・中学校在学中など）である。  

  



114 

 

表 4-8 主たる農園利用者の属性（一部抜粋）  

性別  男性 :59.2%，女性 :40.8% 

年齢  
40 歳未満 :4.7%，40 歳代 :17.3%，50 歳代 :21.1%，  

60 歳代 :33.3%，70 歳代 :20.7%，80 歳以上 :3.0% 

職業  会社員 :27.6%，専業主婦・主夫 :16.3%，パート・アルバイト :11.6%，無職・定年退職 :30.1% 

居住地域  練馬区内 :89.4%（大泉地区 :44.2%，石神井地区 :32.4%，練馬地区 :19.5%）練馬区外 :10.6% 

暮らしの満足度  とても満足 :36.0%，比較的満足 :58.0%，どちらともいえない :4.8%，やや不満足 :1.1% 

居住地への愛着  とても感じる :36.0%，比較的感じる :57.6%，あまり感じない :6.2%，全く感じない :0.2% 

居住継続意向  
ずっと住み続けたい :34.1%，住み続けたい :62.5% 

あまり住み続けたくない :3.3%，全く住み続けたくない :0.1% 

利用前の農との  

関わり  

庭やベランダでの家庭菜園 :31.8%，市民農園の経験 :23.6%，実家の農作業手伝い :8.7% 

学校での体験 :5.6%，収穫体験農園 :5.5%，かかわりは無い :14.1% 

市民農園の  

利用経験  
利用していた :20.0%，現在利用している :33.7%，利用したことはない :46.2% 

利用年数  1 年目 :12.3%，2～5 年目 :41.0%，6 年目以上 :46.7% 

資料：利用者アンケート調査を基に筆者作成。 
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表 4-9 農業体験農園の利用目的（複数回答可・一部抜粋・性別）  

 
全体計  

性別クロス  

男性  女性  χ2 

作物を作る楽しみ  87.9% 88.9% 86.4% - 

美味しい野菜が手に入る  78.1% 75.0% 81.9% ** 

新鮮で安心・安全な農産物  72.1% 69.0% 76.5% ** 

充実した余暇活動  56.8% 65.7% 43.4% ** 

運動不足の解消  33.6% 40.0% 24.6% ** 

農業技術の習得  33.0% 33.4% 32.2% - 

農家や他の利用者との交流  30.2% 30.8% 28.6% - 

農業に対する理解の深化  28.5% 30.3% 25.4% - 

農を通じた地域文化とのふれあい  19.1% 21.4% 14.6% ** 

同じ趣味を持つ仲間づくり  16.9% 20.4% 11.5% ** 

子どもの情緒面での成長  14.8% 13.2% 17.4% - 

子どもの野菜嫌いの改善  6.9% 4.9% 9.9% ** 

資料：表 4-8 に同じ。  

 注：1）それぞれの n 数は以下の通りである。全体計：1,059，男性：613，女性：426。

なお，無回答は除いている。  

2）太字は，それぞれの階層の上位 5 項目。  

   3）網掛けは，階層別にみた際の回答割合が最も高い項目。  

   4）χ2 検定欄の「**」は「1%水準で有意差あり」を示す。  
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表 4-10 農業体験農園の利用目的（複数回答可・一部抜粋・年齢）  

 
年齢クロス  

40 歳未満  40 歳代  50 歳代  60 歳代  70 歳以上  χ2 

作物を作る楽しみ  79.6% 89.0% 85.7% 88.4% 89.7% - 

美味しい野菜が手に入る  67.3% 80.2% 80.8% 78.8% 74.8% - 

新鮮で安心・安全な農産物  67.3% 69.2% 67.9% 74.3% 76.0% - 

充実した余暇活動  38.8% 47.8% 50.0% 59.9% 68.6% ** 

運動不足の解消  20.4% 24.7% 27.2% 33.6% 49.6% ** 

農業技術の習得  34.7% 29.7% 35.7% 35.6% 28.1% - 

農家や他の利用者との交流  16.3% 22.5% 25.4% 30.5% 42.1% ** 

農業に対する理解の深化  28.6% 30.2% 31.7% 27.7% 25.2% - 

農を通じた地域文化とのふれあい  16.3% 17.0% 17.9% 18.6% 21.9% - 

同じ趣味を持つ仲間づくり  2.0% 9.9% 11.6% 14.7% 32.6% ** 

子どもの情緒面での成長  55.1% 33.5% 10.7% 6.8% 7.9% ** 

子どもの野菜嫌いの改善  28.6% 15.4% 3.1% 3.7% 3.7% ** 

資料：表 4-8 に同じ。  

 注：1）それぞれの n 数は以下の通りである。40 歳未満：49，40 歳代：182，50 歳代：

224，60 歳代：354，70 歳以上：242。なお，無回答は除いている。  

2）太字は，それぞれの階層の上位 5 項目。  

   3）網掛けは，階層別にみた際の回答割合が最も高い項目。  

   4）χ2 検定欄の「**」は「1%水準で有意差あり」を示す。  
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表 4-11 農業体験農園を利用してよかった点（複数回答可・一部抜粋・利用年数）  

 
全体計  

利用年数クロス  

1 年目  2～10 年目  11 年以上  χ2 

農産物を作る楽しみを感じられる  89.0% 88.8% 91.1% 87.0% - 

美味しい野菜を手に入れることができる  87.5% 72.0% 89.7% 87.7% ** 

新鮮で安心・安全な農産物が手に入る  82.8% 69.6% 83.8% 89.5% ** 

充実した余暇活動ができる  61.0% 57.6% 60.7% 68.5% - 

農業に対する理解が深まる  50.7% 47.2% 50.9% 53.1% - 

農業技術を習得することができる  46.3% 50.4% 46.4% 45.1% - 

運動不足の解消になる  41.6% 25.6% 41.8% 53.1% ** 

農家や利用者同士で交流を行うことができる  40.8% 31.2% 38.9% 59.3% ** 

近隣住民におすそわけできる  30.2% 12.0% 30.1% 43.8% ** 

利用者同士で新たなネットワークができる  24.6% 15.2% 24.1% 35.8% ** 

農を通じた地域文化とふれあうことができる  22.4% 20.0% 20.9% 30.9% * 

近隣住民との会話のきっかけになる  21.9% 14.4% 20.9% 11.7% ** 

子どもの情緒面での成長につながる  14.8% 30.4% 12.4% 14.8% ** 

子どもの野菜嫌いの改善につながる  9.6% 8.0% 9.7% 10.5% - 

資料：表 4-8 に同じ。  

 注：1）それぞれの n 数は以下の通りである。全体計：1,068，1 年目：125，2～10 年

目：740，11 年以上：162。なお，無回答は除いている。  

2）太字は，それぞれの階層の上位 5 項目。  

   3）網掛けは，階層別にみた際の回答割合が最も高い項目。  

   4）χ2 検定欄の「**」は「1%水準で有意差あり」，「*」は「5%水準で有意差あり」

を示す。 
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表 4-12 農業体験農園を利用してよかった点（複数回答可・一部抜粋・年齢）  

 
年齢クロス  

40 歳未満  40 歳代  50 歳代  60 歳代  70 歳以上  χ2 

農産物を作る楽しみを感じられる  94.0% 89.2% 90.2% 89.9% 84.7% - 

美味しい野菜を手に入れることができる  92.0% 90.3% 87.6% 87.7% 83.9% - 

新鮮で安心・安全な農産物が手に入る  74.0% 81.1% 78.7% 84.6% 86.8% - 

充実した余暇活動ができる  48.0% 54.6% 56.0% 62.3% 71.1% ** 

農業に対する理解が深まる  42.0% 51.9% 55.6% 50.0% 46.7% - 

農業技術を習得することができる  44.0% 43.8% 51.1% 46.4% 43.4% - 

運動不足の解消になる  38.0% 35.1% 32.4% 39.1% 59.5% ** 

農家や利用者同士で交流を行うことができる  32.0% 38.4% 34.7% 38.0% 53.7% ** 

近隣住民におすそわけできる  22.0% 21.6% 26.2% 30.2% 41.7% ** 

利用者同士で新たなネットワークができる  18.0% 18.9% 24.0% 21.5% 35.1% ** 

農を通じた地域文化とふれあうことができる  24.0% 22.2% 25.8% 19.6% 22.3% - 

近隣住民との会話のきっかけになる  20.0% 18.9% 20.9% 18.7% 29.8% * 

子どもの情緒面での成長につながる  48.0% 29.2% 10.2% 7.3% 12.0% ** 

子どもの野菜嫌いの改善につながる  30.0% 22.7% 3.6% 4.2% 7.9% ** 

資料：表 4-8 に同じ。  

 注：1）それぞれの n 数は以下の通りである。40 歳未満：50，40 歳代：185，50 歳代：

225，60 歳代：358，70 歳以上：242。なお，無回答は除いている。  

2）太字は，それぞれの階層の上位 5 項目。  

   3）網掛けは，階層別にみた際の回答割合が最も高い項目。  

   4）χ2 検定欄の「**」は「1%水準で有意差あり」，「*」は「5%水準で有意差あ

り」を示す。  
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図 4-1 農業体験農園の利用目的と利用してよかった点の比較（複数回答可）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：表 4-8 に同じ。  

 注：無回答は除いている。  
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表 4-13 農業体験農園の利用による生活の変化（複数回答可・一部抜粋・性別・利用年

数）  
 

全体

計  

性別クロス  利用年数クロス  

男性  女性  χ2 1 年目  
2～10 

年目  

11 年  

以上  
χ2 

農産物に対する関心が増した        (n=980) 94.0% 93.8% 94.4% - 95.6% 93.8% 94.4% - 

食卓に野菜が出る頻度が増した      (n=987) 93.4% 93.0% 93.9% - 78.6% 94.6% 97.3% ** 

農業に対する理解が進んだ          (n=976) 91.8% 92.2% 91.1% - 92.1% 91.2% 95.0% - 

とれる野菜によって料理を工夫するようにな

った                              (n=978) 
90.6% 87.6% 94.7% ** 81.6% 91.7% 91.8% ** 

食品の安全性などへの関心が増した  (n=969) 87.9% 85.9% 91.1% * 86.2% 88.4% 87.2% - 

家族が野菜をよく食べるようになった  

(n=965) 
86.6% 84.8% 88.9% - 75.5% 87.6% 88.7% ** 

食生活が健康的になった            (n=961) 85.3% 84.3% 87.0% - 77.7% 86.4% 86.0% - 

家族や親戚と食料や農業について会話するよ

うになった                        (n=968) 
82.9% 81.2% 85.1% - 86.5% 82.9% 79.4% - 

自宅で料理する頻度が増えた        (n=969) 75.5% 73.3% 79.0% * 62.5% 76.9% 78.0% ** 

料理のレパートリーが増えた        (n=953) 73.8% 70.5% 78.3% ** 57.8% 76.6% 72.5% ** 

資料：表 4-8 に同じ。  

 注：1）それぞれの n 数は以下の通りである。男性：563，女性：388，1 年目：103，2

～10 年目：706，11 年以上：147。なお，無回答は除いている。  

2）値は，「そう思う」と「多少はそう思う」の回答割合を足したもの。  

      3）太字は，それぞれの階層の上位 5 項目。  

4）網掛けは，階層別にみた際の回答割合が高くなっていく項目。  

   5）χ2 検定欄の「**」は「1%水準で有意差あり」，「*」は「5%水準で有意差あ

り」を示す。  
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表 4-14 ヒアリング調査結果まとめ（交流による関係性の変化）  

園主  サポーターの有無  交流による農園主間，農園主と利用者間の関係性の変化  

A ◎  5 名のサポーターがおり農園のウェブサイトも運営。野菜づくりの本を出版。  

B  農園利用者が農園に隣接する農園レストランを開業（テナント貸し）。農地が開かれ

ることで近隣住民への農業理解にもつながる。本を出版。  

C ◎  
近隣住民に都市農業をより理解してもらうため芋掘り体験を実施するなど積極的に

交流活動を行う。  

D ◯  
行事をきっかけに園内で会話が増えるなど農園で行う行事を評価。都市農業の持つ

機能が重要と取組を実施し交流の必要性を認識。野菜づくりの本を出版。  

E ◎  講習会や農園の作業における交流を通じて農薬に対する理解を得られると実感  

F ◯  
年１組ペースで農村移住・新規就農する利用者あり。園主 M・O・P の農園と区画の

品評や講習会での指導方法など視察交流。  

G ◯  開設当初からのリピーターが存在し，他の利用者に指導してくれる方もいる。  

H ◯  
農園経営をすることで地域活動(PTA)にも参加。イベントの手伝いをやってもらう利
用者も存在。  

I  開設当初からのリピーターが存在。  

J ◯  野菜づくりの TV 番組に出演。野菜づくりの本を出版。  

K ◯  利用者にアンケートを実施し，ニーズを把握しながら運営。  

L ◎  農園のウェブサイトを農園利用者が運営。  

M  園主 F・O・P の農園と区画の品評や講習会での指導方法など視察交流。  

N  農業体験農園の交流の形態に縛りがなく，園主毎に個性を出して交流を行えること
を評価。  

O  利用者から得られることが多く，自身の学びにつながる点を評価。園主 F・M・P の
農園と区画の品評を実施や講習会での指導方法など視察交流。  

P  農業体験農園を通じて地域を知ってもらう効果があると実感。園主 F・M・O の農園
と区画の品評を実施や講習会での指導方法など視察交流。  

資料：表 4-5 に同じ。  

 注：サポーターの有無欄の記号は，◎：農園主が経験豊富な利用者をサポーターとして

位置づけている農園，◯：農園主が位置づけているわけではないがサポートしてく

れる利用者がいる農園である。  
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表 4-15 利用者アンケートからみる農園主と利用者の関係性  

農園  農園利用満足度  利用者のリピート率  利用者の農園に対する愛着  
農園は変わってもよいが農業

体験農園を続けたい  

A 70.5%( 98.9%) 87.5％  94.0％  15.7% 

B 76.0%(100.0%) 90.9％  97.3％  24.0% 

C 66.7%( 96.5%) 93.0％  96.4％  5.4% 

D 78.0%(100.0%) 82.6％  97.7％  25.6% 

E 58.5%(100.0%) 62.8％  87.5％  22.5% 

F 42.9%( 97.6%) 88.4％  79.3％  32.9% 

G 58.8%( 97.1%) 97.3％  84.8％  30.3% 

H 60.7%(100.0%) 92.0％  94.1％  15.3% 

I 69.0%(100.0%) 94.1％  97.0％  18.2% 

J 70.2%( 97.9%) 87.9％  91.0％  9.6% 

K 56.7%( 98.3%) 90.0％  90.2％  13.1% 

L 64.7%(100.0%) 89.8％  92.5％  17.0% 

M 63.6%(100.0%) 87.9％  96.2％  15.1% 

N 74.5%(100.0%) 82.5％  92.9％  12.5% 

O 74.0%(100.0%) 80.4％  92.6％  16.7% 

P 60.8%(100.0%) 89.7％  92.5％  26.3% 

資料：表 4-8 に同じ。 

注：1）農園利用満足度について 5 段階評価（とても満足，比較的満足，どちらともい

えない，やや不満，とても不満）の設問を設定した。通常の満足度の場合，と

ても満足と比較的満足を足した値とする場合が多いが，本調査では，100%とな

る農園が多数でたため，とても満足の割合を示し，とても満足と比較的満足を

足した値を（）で示している。  

2）利用者の農園に対する愛着の項目は，今後の意向について（複数回答可）の質

問項目において「今後もこの農園で続けていきたい」と回答した割合。  

    3）農園は変わってもよいが農業体験農園を続けたいの項目は，今後の意向につい

て（複数回答可）の質問項目において「農園は変わってもよいが農業体験農園

を続けたい」と回答した割合。  
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表 4-16 農園利用者に関する SC 関連指標  

 利用者アンケート調査  内閣府経済社会総合  

研究所（2004）  

農林水産省

（2007）  農園利用者間  居住地域住民  

信頼  
人への信頼・すべてまた
は半分  

77.6% 70.0% 56.1% 56.1% 

つきあい  
日常生活で協力または  
立ち話をする  

69.3% 75.9% 30.1% 75.1% 

ネット  
ワーク  

つきあいの人数・ほぼす
べてまたは半分程度  

62.4% 76.9% 41.4% 54.8% 

資料：表 4-8 に同じ。 

注：1）それぞれの調査の n 数は以下の通りである。利用者アンケート調査（農園利用

者間）：上から，970，1,022，1,028。利用者アンケート調査（今日中地域住

民）：上から，949，1,012，1,005。内閣府経済社会総合研究所（2004）：上か

ら，980，996，996。農林水産省（2007）：上から，3,822，3,940，3,920。な

お，無回答は除いている。 

 2）ネットワークに関して，利用者アンケート調査および内閣府経済社会総合研究

所（2004）では，「かなり多くの人（概ね 20 人以上）」，「ある程度の人（概ね

5～19 人）」，「ごく少数の人（概ね 4 人以下）」，「全く面識・交流のある人はい

ない」の 4 段階の回答項目を設定しており，ある程度以上の割合を示してい

る。農林水産省（2007）は，「ほとんどすべての人」，「半分程度の人」，「少数

の人」，「誰もいない」の 4 段階の回答項目を設定している。  
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表 4-17 地域住民とのつきあいの変化の有無とその内容（内容は複数回答可・n=1,018）  

変化があった  48.1% 

  

  

  

  

  

  

  

農産物のおすそわけをするようになった  70.8% 

日常的に立ち話をするようになった  36.7% 

農業に関する話を地域や職場でするようになった  26.3% 

挨拶程度のつきあいをするようになった  20.2% 

地域の活動（例：町内会など）に積極的に参加するようになった  14.7% 

日常生活において助け合うようになった  11.6% 

その他  1.0% 

特に変化はない  51.9% 

資料：表 4-8 に同じ。 

 注：無回答は除いている。  
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第 4 節 小括  

 本章では，東京都練馬区で展開されている農業体験農園を事例対象とし，農業体験農園

に対する意識と農業体験農園を通じた SC に与える影響という視点から，農園主に対する

ヒアリング調査と農園利用者に対するアンケート調査を分析することで，コミュニティの

変容について明らかにすることを試みた。以下では，調査結果を受けた考察を行う。  

 農業体験農園に対する意識という視点からみると，農園主の変容として，農業体験農園

の導入きっかけについてみると，都市農業の存続にあたっては，近隣住民の理解が不可欠

であるとの思いから，その理解促進のための一つの手段としての導入であった。しかしな

がら，農業体験農園は農業経営面において，利用料徴収による高い収益性，出荷調製作業

の削減による労働力の削減など，都市住民との交流による農業理解の促進に資する取り組

みに留まらず多くのメリットを有していた。その結果，労働配分（家族内での労働分担）

の見直し，新規品目の導入，販路の変更および拡大など多くの経営変化を生み出し，農業

経営の充実化が図られている。さらに，農業後継者の確保という視点からも，農業経営の

将来ビジョンが明確になることから，実際に後継者が就農し，農業経営や農園運営に関わ

っている農家が生まれるなど大きな変化がみられている。  

 農園利用者の意識変容としては，利用目的としてあげられている農作物を作る楽しみや

美味しい野菜，新鮮で安心・安全な農産物を入手できるといった目的で利用を始めた利用

者が，それらの目的を満たしているのはもちろんのこと，農業技術の習得や農業理解の促

進といった，モノが得られる喜びに留まらない，多くの魅力を感じていることがわかっ

た。これは，月 2～3 回の講習会における農園主からのきめ細やかな指導や，利用者間，

農園主と利用者間の交流を深める各種行事など，単なる一連の農作業体験にとどまらない

多様な交流プログラムが影響しているといえる。  

 また，意識の変化のみならず，農産物・農業・食への関心や理解が進むなど生活の変化

がみられていることがわかった。農業体験農園の利用を通じて，料理のレパートリーが増

加したり，家族が野菜をよく食べるようになったりするなど，食に関わる多くの変化が明

らかとなった。なかでも，子育て層の利用者においては，農業体験農園での経験が，子ど

もの情緒面での成長につながったと評価しており，都市地域においては貴重である生物と

触れ合える憩いの場としても貢献している。子どもの成長にもつながる体験を提供してい

る農業体験農園は，まさに，食農教育の実践現場であるといえよう。  

 次に SC に与える影響という視点からみると，受入農家の変容として，農業体験農園を
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通じた交流により，サポーターに代表される農園利用者との信頼関係の構築がなされてい

る。農業体験農園の運営に対するサポートを中心に行うサポーターの存在は，単に農業体

験農園の運営面で効果を発揮するのみならず，サポーターが存在することで，農園主は，

自身の農業経営に取り組む時間が増えることにもつながっているなど，自営農業において

も貢献している。サポーターは，農業体験農園における反復的な交流によってもたらされ

た存在であり，そこには，信頼関係や互酬関係といった SC の蓄積が影響している。  

 また，農業体験農園をきっかけに，自身の地域のコミュニティ活動への参加を決めた農

園主もみられていることも注目すべき点である。農業体験農園の取り組みをきっかけに農

園主自身も地域コミュニティを見つめ直し，かかわっていくという動きは，単なる農を通

じた体験や交流に留まらず，その先に農業と地域とのかかわりという視点が農業体験農園

には含まれていることが影響していると推察される。  

 SC の視点からみる利用者の変容については，リピート率や農園に対する愛着，農園利用

満足度にみられる農園主との深い関係性の構築が第一にあげられる。従来，都市農村交流

によるステークホルダー間の関係性の構築や SC の蓄積には，一回の交流時間の長さが長

いほど良いのではないかと考えられていた。しかしながら，従来の都市農村交流とは異な

り，土づくりや播種から収穫までの一連の農作業を通じた交流である農業体験農園では，

一回の交流時間は短いものの反復して交流が継続することから，農家民泊や農村ワーキン

グホリデーなど，より親密な人とのつながりの構築が期待される滞在型の交流と比較して

も遜色のない交流を実現していることが明らかになった。  

 また，農業体験農園においては，農園利用者間のつながりや SC の蓄積が図られている

ことも注目すべき点である。他の都市農村交流の取り組みにおいては，受け入れる農家と

参加者の間に関係性が構築されることはあるが，参加者間でつながりが生まれるといった

動きはあまりみられない。農業体験農園では，利用者間のコミュニティも生まれており，

農園外でも交流が行われるなど，つながりが構築されている。さらに，農業体験農園を超

えて，居住地域の住民との関係性にまで変化を及ぼしているという動きは，他の交流にお

いてはみられない。つまり，農業体験農園の取り組みは，農園主，利用者双方に対する SC

の蓄積に貢献する取り組みであるといえる。  
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注 

1 本研究でいう都市農業は，田代（2012）が示す，「都市・市街地が急速にスプロール（虫

食い）的に膨張する中で，それに取り込まれつつ都市の中に島状に包摂された農業」

（p.280）。つまり，「市街化区域に限ることなく一般に都市・市街地に囲まれた農業」を

想定している。  

2 後藤（2003）は，市街化区域内農地の宅地並み課税については，1973 年度から三大都

市圏特定市を対象に実施されたが，実際には，自治体施策や条例による減額措置によ

って宅地並み課税の実施は先送りにされていたと述べている。  

3 相続税納税猶予制度とは，相続人が 20 年以上営農継続した場合に農業投資価格を超え

る評価額の納税を免除する制度である。  

4 長期営農継続農地制度とは，一定の規模と 10 年以上の営農継続意思を条件に固定資産

税の宅地並み課税分の納税を猶予する制度である。  

5 後藤（2003）は，生産緑地法改正後の生産緑地の指定率が低かったことについて，生

産緑地法改正が都市農地の保全を主たる目的として行われたものではなく，都市農地

を吐き出させる点に，主たる目的があったためであると指摘している。  

6 農林水産省（2015）は，都市農業の多面的機能として，①地元産の新鮮な農産物の供

給，②都市における防災，③良好な景観の形成，④国土及び環境の保全，⑤都市住民

が身近に農作業に親しむとともに農業に関して学習することができる場並びに都市農

業を営む者と都市住民及び都市住民相互の交流の場の提供，⑥都市住民の農業に対す

る理解の醸成の 6 点をあげている．  

7 2018 年に「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が制定されたことにより，この法

律による貸借の場合は，相続税納税猶予制度の適用が継続可能になった。また，この

法律に基づき貸借を行った農地所有者が，主たる農業従事者の 1 年間に従事した日数

の 1 割以上従事した場合（生産緑地周辺の見回り・除草，周辺住民からの相談対応な

ど），農地所有者も主たる農業従事者として認められるようになったため，その場合

は，買取申し出が可能となる。  

8 なお，ここでは，東京都農業会議が土台となり設立された全国農業体験農園協会に加

盟している農園数を示している（2017 年 12 月現在）。  

9 練馬区農業経営実態調査における専兼別農家基準は，農林業センサスのそれとは異な

っており，農業収入が全収入の 80%以上の農家が専業農家，50～79%の農家が第 1 種兼
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業農家，0～49%の農家が第 2 種兼業農家と定義されている。  

10 日本農業賞では，①農業体験農園の収益性，②比較的若い世代による利用と高い人

気，③多くの交流機会を通じたコミュニティづくり，④農園主の環境保全型農業の実

施，⑤相続税納税猶予制度が適用可能で，次世代の農業後継者が帰農した例も出てお

り，都市農業の新たなモデルとして全国に普及しはじめている点の 5 点が評価されて

いる。  

11 練馬区民である利用者の利用料は 3 万 8,000 円であるが，練馬区民が利用する区画に

関しては 1 区画あたり 1 万 2,000 円の補助金を練馬区から受け取ることができるため，

農家収入は 1 区画あたり 5 万円となる。  

12 園主の年齢が若く後継者が若い（小・中学校在学中など）農園は除いた割合である。  

13 ここで示す「農」とは，「農業」のことを指すのではなく，趣味的な農作業体験も含

めた「広く農にかかわるもの」を指している。  
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終 章 本研究の結論と課題  

第 1 節 都市農村交流によるコミュニティの変容  

 本研究では，都市住民と農村住民，非農家と農家の交流による社会的・経済的活動であ

る都市農村交流によるコミュニティの変容について，ステークホルダーの意識変化や SC

概念を用いた分析によって明らかにすることを目的とした。事例分析の対象の選定にあた

っては，SC の蓄積に影響するとされる，一回の活動時間の長短と地域とのかかわりの深

さの二つの指標から都市農村交流のポジショニングを行い，導き出した。その取り組み

が，一回の活動における時間が最も長く，地域とのかかわりも深い農村 WH の取り組み

と，一回の活動における時間はそこまで長くないものの，地域とのかかわりが深い農業体

験農園の二つの事例であった。  

 以下では，二つの事例分析から得られた結果を踏まえて，コミュニティの変容に果たす

都市農村交流の役割，さらには，多様な取り組みが展開される中での都市農村交流のあり

方について考察する。  

 まず，都市農村交流がコミュニティの変容に果たす役割として，以下の二点があげられ

る。  

 第一に，外部からの人材または異業種の人材との交流により，意識の変化が生まれると

いう点である。域学連携型農村 WH の事例においては，交流による自地域の活性化や自

分や家族が元気になる，地域の農業・農村を自分たちが見直すきっかけになるといった点

で行われていたが，取り組みを通じて，次世代を担う若者たちの人材育成に貢献するため

に受け入れるといった変化があった。農業体験農園の事例においても，都市農業の存続の

ための一手段と捉えていた農園主が，農業経営以外の部分でも魅力を感じている。農園利

用者も，農作物を自分の手で作ることのできる喜びだけでなく，農園主との交流や利用者

間の交流によるコミュニティの新たな形成に魅力を感じ継続利用しているという姿があ

る。  

 第二に，都市農村交流を通じた意識の変化は，人と人とのつながりを見つめ直し，交流

を通じた新たなコミュニティの形成や既存のコミュニティ活動への参画という動きを生み

出している。域学連携型農村 WH の事例では，新たなコミュニティ組織である OWH 研究

会が，農業体験農園においては，練馬区農業体験農園園主会が設立されている。この二組

織は，取り組みを継続的に実施するうえで必要不可欠な組織であるが，それだけにとどま

らず，組織化まではいかない受入農家間のコミュニティ，受入農家と参加者のコミュニテ
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ィ，参加者間のコミュニティが多数生まれている。また，新たなコミュニティの形成のみ

でなく，既存のコミュニティ組織の見直しにまで拡がるのは，都市農村交流の特徴である

と考えられる。都市農村交流の受け皿となるのは農業者や地域に根差した住民たちであ

り，交流を通じておのずとその背景にある地域のつながりの重要性を感じ取ることができ

る。その体験こそが，自身の居住地域におけるコミュニティの見直しにつながっていくと

考えている。  

 では，多様な展開をみせている都市農村交流の取り組みのうち，すべての取り組みにお

いて以上のようなコミュニティの変容が生まれるかというと必ずしもそうではない。そこ

で以下では，事例分析を踏まえた都市農村交流のあり方について二点指摘する。  

 第一に，日本の農業・農村における最大の特徴である，「結」などの相互扶助的精神，

農業と人との関係性，生活との密なかかわりなど，地域とのかかわりの深い取り組みの展

開が必要である。本研究では，一回の活動の長さと地域とのかかわりの深さによるポジシ

ョニングから二事例を選定したが，一回の活動が他の取り組みに比べると必ずしも長くな

い農業体験農園の取り組みにおいても，コミュニティの変容が確認できた。農業体験農園

の取り組みでは，単なる栽培を通じた交流にとどまらず，都市農業への理解醸成，地域と

のかかわりのなかでの重要性についても取り組まれているのは調査結果の通りである。  

 もう一点が，一過性の交流にとどまらない反復的な交流の必要性である。本研究で取り

上げた事例のなかでも，農村 WH の取り組みでは，農村 WH の実施→和歌山研修による

交流→セミナー開催による振り返りというサイクルがあり，農業体験農園の取り組みで

は，月に 2～3 回の講習会や各種農園主催行事が設定されている。また，これらの取り組

み以外にも，部会ごとの会議や園主会の会議，農村 WH 期間外での再会や日頃の肥培管

理における交流など多様な交流の機会が存在する。この反復的な交流が，コミュニティの

変容を生み出している。  

都市農村交流の取り組みは，一個人事業者の経済的活動としても十分完結する取り組

みではある。しかしながら，コミュニティの変容さらには地域づくり・地域活性化を，取

り組みの先に見据えるのであれば，農業・農村が背後に有する地域とのかかわりや反復的

な交流が不可欠であるといえる。  
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第 2 節 本研究のもつ現代的意義と課題  

 本研究のもつ現代的意義は，以下の三点にまとめられる。  

第一に，これまで，農業経済学，農村社会学の分野から取り扱われることの多かっ

た，都市農村交流という現象に焦点をあて，観光学研究の特徴である多分野の研究からア

プローチをしたことである。外部からの来訪者との農を通じた交流を指す都市農村交流

は，ニューツーリズムの一つとされるグリーン・ツーリズムを内包する取り組みの一つと

捉えられる。しかしながら，観光学研究において取り扱われることは必ずしも多くはな

く，数少ない観光学領域からの研究をみると，グリーン・ツーリズムやフード・ツーリズ

ムによる経済波及効果やグリーン・ツーリズムを活用した観光地開発など，経済的視点か

らのアプローチに限られていた。そこで，本研究では，ステークホルダーの意識変化やコ

ミュニティの変容といった非経済的な面にも焦点をあてることで，都市農村交流を実証的

に分析した。分析にあたっては，政治学領域をはじめ多様な研究領域において用いられて

いる SC に着目し，都市農村交流に関する既存の研究分野，SC 概念を用いた多様な研究

分野の双方の視点から行い，コミュニティの変容を分析した。また，従来の農業経済学や

農村社会学分野における都市農村交流研究においては，受入側の分析が主であり，来訪者

側の分析はあまりみられなかった。一方で，観光学研究においては，来訪者側の分析がみ

られることを踏まえ，受入側と来訪者側の二つの視点から分析を行った。この点は，都市

農村交流を分野横断型である観光学の視点からみた成果であり，本研究のオリジナリティ

であるといえよう。  

第二に，都市農村交流によるコミュニティの変容について SC 概念からアプローチした

ことである。都市農村交流の取り組みにおいては，上記の通り，経済効果分析など経済的

な視点からの研究がされてきたが，非経済的な効果に焦点をあて，その効果を可視化する

手法が求められていた。SC の概念は，これまで可視化が困難とされてきた人と人とのつ

ながりや絆の可視化を目指したものでもあり，多様な研究領域で用いられている。そこ

で，本研究では，都市農村交流による非経済的な効果を SC からアプローチすることで，

効果の可視化を試みており，分析指標の精緻化など限界はあるものの一定の成果を残すこ

とができている。  

第三に，SC からの接近を試みるにあたって，SC に関する先行研究において指摘されて

いた課題を踏まえ，量的データと質的データの組み合わせによる分析および取り組み前後

などの二時点間以上の比較分析から，結論を導き出した点にある。量的データと質的デー
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タを組み合わせることにより，お互いの結果を補完するのはもちろんのこと，量的データ

では把握できなかった動きを，質的データから読み取ることができている。また，二時点

間以上の比較分析を行ったことによって，何が意識変化に影響を及ぼしたのか，SC の蓄

積に影響を与えているのかという点についても一定の成果をあげることができている。  

 本研究のもつ意義は上記の通りであるが，今後さらに研究を進めていくべき課題点は次

の通りである。  

 都市農村交流研究においては，多様な取り組みが展開されており，本研究においては取

り上げることのできなかった事例を対象とした研究が求められる。本研究では，一回の活

動時間の長さと地域とのかかわりの深さからポジショニングを行い，一回の活動時間の長

さよりも地域とのかかわりの深さが重要であるという結論を導き出したが，本来であれ

ば，第三象限に位置する取り組みについても分析を行い，地域とのかかわりの深さが重要

であるのかどうか検証する必要がある。  

 SC からの接近を試みる研究においては，長期的なモニタリング調査が不可欠である。

また，分析指標や分析手法についても並行して検討していく必要がある。SC は人々の内

面にある意識や感情を可視化することが求められるため，引き出すことに適した指標や手

法が求められる。本研究においては，マーク式の調査と自由記述式の調査，ヒアリング調

査とアンケート調査を行うことで分析を行ったが，より適した分析手法について検討して

いく必要があると考える。  

 今後の都市農村交流研究，SC 研究に問わず実証研究においては，二時点間以上の比較

分析や本研究において行った経年比較分析が重要である。二時点間以上の研究や経年比較

分析は，多くの時間を要するなど研究上の制約があるため取り組まれている研究は限られ

ている。しかし，要因分析を正確に行うためには，今後もこのような研究がなされること

が望まれる。  
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