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援農という希望

北海道大学観光学高等研究センター 敷田麻実

１ 援農の背景

今までに「援農」という言葉を聞いたことはあるだろうか。言葉の意味は漢字から分かる、とい

う回答が多いだろうが、農業活動を支援するという意味だ。広辞苑によれば「農業従事者ではない、

特に都市の住民が農作業を手伝うこと」であり、都市住民による地域農業への支援という枠組みが

前提になっている。もちろん、この言葉は以前から使われてきたが、「社会状況の変化」によって

その関心は現在より一層高まっている。その変化とはいったい何だろうか。

まず、現在の農業が本当に支援を必要としていることである。限界集落の多くが中山間地域に立

地する。例えば、福島県南地域では、耕作放棄地が 1500ha（2005 年）で、1980 年との比較では 11.6

倍に増加している。農業の高齢化も進んでおり、2005 年の農業センサスによれば、福島県の農業

従事者の 60%が 65 歳以上である。地域の高齢化と農家の高齢化が一致している地域は多い。また

そもそも農家人口も、1985 年と比較して 30%近く減少した。

このような状況に対して、現在のマスコミや専門家の意見も、農業が支援をしなければ成り立た

ないと論じている。さらに、新しい政権の公約として農家への「直接費用補償」が示され、援農へ

の期待はますます高まっているのではなかろうか。

次に、余裕がある都市側が、余裕のない農業を支援するという枠組みが変化したことを指摘した

い。都市住民側も一方的な支援ではない、双方向の支援を考え始めている。

例えば、グローバル化や社会の閉塞感から、生きることに悩む人びとが増え、その解決を都市以

外に求め始めている。株式会社ネットマイル社が 2009 年 5 月に行った「Z 世代（1985-1991 年生ま

れ）の意識調査」（n=480）では、「かなりストレスを感じている」が全体の 22.5%で、「やや感じて

いる」も含めると、72%がストレスを感じていると分析している。またその原因は、「将来に対す

る不安」が 41%を占めた
*1
。こうしたグループが、都市での生活からの「救い」を見いだして、地

方の地域に援農というスタイルで入ろうとしているのではないだろうか。

また退職して第一線を退いた中高年も、次の「生き甲斐」を求めている。彼らはからくも自然体

験や幼少時の農村や田園地域の思い出を持つ最後の世代であり、それらへの郷愁も手伝って期待を

持つのだろう。さらに、2009 年 6 月の「地方再生に関する特別世論調査」（内閣府政府広報室）で

は、約 70 ％の人が「地域再生のための活動に参加したい」と回答している。そして現代は、一般

的に地域のために何かすることが支持されている時代である。こうした若年層と中高年層の都市住

民のニーズも、現在の援農にとっては大きな要素だ。

また、以上の動機に加えて、自らの「創意と工夫を表現する場」を農業に求めているグループも

いる。ここ最近「農業を試みよう」「農業で生きてみよう」というメッセージ性の強い本が相次い

で出版されている。その中で、女優の高木美保、工藤夕貴などが注目されているが、都市住民が考

える理想的な田舎暮らしや、農的暮らしと農業生産がつながった事例だと考えられる。もっとも、

それは援農ではないという批判もあるだろうが、結果的に中山間地域に人や関心が集まってくるこ

とを考えれば、援農の一類型であろう。

２ 援農というプログラムの検証

それでは実際の援農プログラムについて考えてみよう。その際に、まず必要なのは援農を受け入

れる農村地域側の情報だ。実際に当事者である地域の農家を調べてみると、その事情はさまざまで

ある。

今回、あぶくまエヌエスネットが、地域の農業、行政、交流活動に関わる人を対象として 2009

年 11 月に実施した「東白川農山村都市交流&農山村景観維持保全に関するアンケート」(配布数 290

枚，回収率 62%）では、次のような回答が得られている。まず、農山村交流について「歓迎する」

という回答が 67%であった。回答者の 70%は「農山村の環境保全に交流は役立つ」と答えており、

今後の人的支援については、88%が「必要になる」と回答している。さらに 70%が「農村の環境を

守るために都市との交流は役立つ」と回答している。

しかし、実際に交流事業に関与したのは、そのうちの 35%で意外と少ない。関与した経験がな
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い 65%のうち、今後積極的に関与したいという意思がある農業関係者が多いかというとそうでは

ない。「積極的にかかわりたい」のは 5%で、「時間の余裕があるときだけ」が 60%以上を占める。

ここには、第三者が提供する援農プログラムから支援を受けている限りはよいのだが、自分が当

事者として積極的に仕組みづくりを進めることへのためらいや戸惑いがある。確かに、困っている

農作業や集落維持に都市からの支援が得られるという限りは、農家側に負担はなく、支援はよいこ

とだとする農村側の判断があると思われる。

また、希望する支援の内容を農村側のアンケートから見てみると、「農繁期の補助」と答えてお

り、交流というよりも、必要な場合の手伝いを望んでいる。その理由として援農人材の体力面や精

神面の不十分さや、支援期間が短いことへの不安などがあげられている。このように双方が支援を

考えていながら、また農業側にその必要性がありながら、双方の思いに違いが生じるのは、どこに

原因があるのだろうか。それはニーズと提供できるものが一致していない、マッチングが悪いので

ある。それでは、そもそも何をマッチングさせればよいのだろうか。そこで、農村地域と都市のそ

れぞれが持つ「資源」や「要素（もの）」を書き出してみよう（表 1）。

表 1 都市と農村の資源の内容

地域 資源の内容

農業・ 農地、農家、農作業という労働、牛や馬、肥料、自然環境、水、陽射し、農業

農村地域側 のためのノウハウ、農機具、生産設備

都市側 購買力、マーケット情報、人（労働力）、経営ノウハウ、ネットワーク

こうしてみると、農村地域と都市が持つものには質的な差がある。そして援農の基本的構造は、

双方の持つ資源や要素の交換や合体にある。お互いが持つものを提供しあうことで、双方が補完し

あえるのではないかという点が重要である。このような双方が持っていないモノ（資源）同士の合

体や融合によって、まったく新たな動きやビジネスを産み出そうというのが援農である。

しかしそのためには、この性質の異なる二要素の間にあって調整したり、結びつけたりする仕組

みが必要だ。もちろん仕組みがなくてもマッチングは進むのだが、それほど効率的ではない。また

農村地域側と都市側の自主的な「出会い」に任せておくと、少数の条件の良い農村地域だけが効果

的に都市と結びつくだろう。しかし、それが農村地域全体の底上げに結びつくという保証はない。

そのために農村地域と都市の縁結びをする「仕組み」が必要である。

３ 仕組みからシステムへ

では、その仕組みとはどのようなものだろうか。従来から二つのグループを結びつける仲介役の

ような存在は知られていた。人材紹介業や不動産業はまさにそれである。彼らは「多対多」の関係

の中で、特定の二者を結びつけていく。不動産業の場合には不動産とそれを欲している人を結びつ

けるのが仕事だ。

しかしよく考えてみると、単に仲介の「現場」だけがこうした取引の成立に貢献しているのでは

ない。そこには、ネットワークとルール、そして信頼や安定性が必要である。不動産業界に例えれ

ば、不動産業者間の横のネットワークがより広範囲な取り引きを可能にし、そのおかげで、売り手

と買い手の双方が満足できる不動産の取り引きが成立する。またルールは、取り引きごとに細かい

交渉をしなくてもよいように、予め定められた約款や規程があり、取り引きコストを下げている。

さらに信頼や安定性は、信用供与や連帯保証などで、高額な不動産取り引きのリスクを下げている。

このように取り引きの周辺に連携のとれたシステムが完成していることが大切である。

つまり、部分的な仕組みではなく、援農でもこうした「システム」を創る必要があるということ

だ。そうすることで、特別な技術を持ったり、意欲がある人だけではなく、多数を相手に援農者を

募ることができるのである。しかし、今までの援農はどちらかというと、意識の高い、まじめな少

数の援農者を想定していた。そのための特別な仕組みは不要で、むしろ援農者の側に「努力」が求

められていたのではないだろうか。そのことは、前述のアンケートで「参加者の体力や精神が心配」

という、援農者への心配からも伺うことができる。しかし、体力や精神的に十分「強い」都市住民

は援農などには来ない。むしろ農業体験や農業現場に、強さではない「本来の労働」の機会や温か

い職場を求めているからこそ、彼らは援農に期待しているのである。

ただし、システムの充実だけで援農の問題が解決できるのではない。実はアンケートの結果から

は、そもそもすべての農家が援農を期待しているわけではないことも分かる。支援を受けなければ

ならない状態の前に、兼業でしのいだり、転職や廃業で農業をあきらめるという選択もあるのだ。

それで集落の機能が何とか維持できたり、適当に都市化できたりすれば、ある意味ではそれも選択

肢の 1 つである。
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しかし、農業があるおかげで集落が維持できる、農業という生業によって地域を維持しなければ

ならない状態にある集落にとっては、援農には大きな意味がある。また農業に関係するさまざまな

人間関係や協働作業で、集落内の管理や維持を進めているところでは、農業が失われることは、そ

のまま集落を放棄することになる。その対策のためにも、援農というシステムを必要とする地域で

実現することは重要なことではないだろうか。

４ 具他的な援農のシステムの設計

それでは、具体的にシステムを創る際のポイントを押さえていきたい。やみくもに農村と都市の

交流を考えるのではなく、そこに隠されたプロセスに注目しよう。いったい何のため、誰のためな

のかがはっきりすれば、効果的なアプローチも考えられるはずだ。

まず農村地域側から見れば、都市の住民は利用すべき資源と見なすことができる。しかしそれを

都市住民から見れば、労働力という資源として利用されるのであり、決して望ましい関係ではない。

都市住民にとっては、農村地域にある地域資源を利用して、何らかの利益やメリットを得ることが

目的となるだろう。ただし、それがひとつ間違えば、地域資源は都市側の「消費対象」となり、消

費財としての価値しか見いだしてもらえなくなる。これでは対等な関係を形成することはできない

だろう。

そこで、農村地域と都市がなるべく対等になるために、双方の関係を形成・調整するという発想

が生まれる。その理由はどちらか一方が他方を利用するという形態は、持続可能ではないからであ

る。つまり、双方が「Win Win」の関係を持てる関係は、両者とも維持したいと思うので、破綻

を起こさないということだ。

その際のポイントは、①地域資源の見直しと資源化、②地域資源の外部への PR・販売・流通、

③都市からの支援者受け入れ、④地域還元による地域要素（資源）の充実による再投資、⑤協働の

ための場づくり、「中間システム」である。それでは、各項目について説明したい。

（1）地域資源の見直しと資源化

まず、農業体験機会を「地域資源」として捉えることが重要である。農業を営む機会は優れて貴

重なのだと考えることである。農業は自分たちの地域にしかない「希少」な資源だと捉え直すのだ。

これはちょうど、マーク=トウェインの著書「トム・ソーヤの冒険」の主人公が、壁のペンキ塗

りを命じられた時のことに例えることができる。彼はいやいや塗っていたペンキ塗りを、楽しくて

たまらないという風に演ずることで、「私も、僕もやってみたい」と仲間に思わせた。そして、自

分はその交換条件にいろいろなものを手に入れながら、ペンキ塗りを友達に分担させてしまった。

筆者はこれを「トム・ソーヤ方式」と呼ぶが、この発想はこれからの援農に必要ではないだろうか。

また、「場所の意味」もある。どこでも、例えば東京のまん中で農業に就けることは少ないし、

単に農作業を体験するにしても、東京ではなく自然環境に恵まれた農村地域だから、農作業体験に

価値があるのだ。

もちろん、農村地域だからというだけで、そのまま農業体験が資源化できるわけではない。都市

住民が利用できる形にアレンジする必要がある。農村地域で生まれ育った人しか理解できないスタ

イルや作業強度の高さばかりが目立つ内容では、都市住民は「期待されているのは労務の提供だけ

か」と離れて行くだろう。必要なのは、都市住民でも理解できるように、労働を小さい単位にして、

投じた努力が早めに形になって見えるようにする工夫だ。都市住民は延々と農作業をしたい訳では

ない。一つのまとまった仕事、全体とつながっていることが分かる、実感のある農作業がしたいの

だ。そこで、実感できる大きさの、手に負える形にすることが本当の「資源化」である。

その一方で、都市住民側にも問題がある。彼らが農村に来ても、すぐに農業体験ができるわけで

はない。農業地域には農業地域なりのシステムや「天候や農作業に合わせた時間の長さ」があり、

それが都市住民にとって障害となることは多い。

ところが、都市住民はふだん、自然に左右されることなく時間を過ごしており、週末や休日を規

則正しく取ることに慣れている。一方農村地域は、農作物の生育や天気に合わせて働かなくてはな

らず、規則正しい休日ではないことが多い。そこで単なる資源化ではなく、援農の主体となる都市

住民の体験可能な範囲に、時間の長さを収める工夫が必要である。つまり、素人でも、時間がなく

ても、体力がなくても、まず誰もが体験できる形（資源）にすることが重要であろう。

（2）地域資源の外部へのPR・販売・流通

資源化できたからといっても、すぐに都市から援農者がやってくるわけではない。仮に優れた援

農プログラムを作っても、それが都市部の農業体験ニーズを持った消費者に伝わらなければ効果は
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期待できない。そこで、商品化・資源化の次のプロセスとして PR・販売・流通が必要になる。

それが必要な理由は、地域内だけの、狭いコミュニティの中だけでの「閉じた関係」による農村

地域の問題解決には無理があるからだ。人口が都市部に集中して、人口減少が進行した現在は、以

前と違って、地域内には問題解決のための資源が十分にはないからだ。地域内だけで「豊かに」や

っていけたのは、地域が十分な人材と生産システムを維持できていたうえに、高度経済成長期以降

は、補助金などの中央からの支援が潤沢だったからだ。現在の状況はそれとは違う。財政状況の悪

化のため、国から地域への支援が必ずしも十分ではない現在、農村地域自らが新たな外部との関係

を構築することが必要となる。

ただし、それは農業にとって未知の経験ではない。もともと農業は、都市部へ商品やサービスを

売って成立してきた産業であり、その基本に立ち返ると考えればよいのだ。国の補助金や農協系統

を通した販売で、限られた外部との関係に陥っていた地域を、再び多方面に開くことと捉え直して

もよいだろう。

（3）都市からの支援者受け入れ

受け入れがしっかりしていないと、都市からの支援者、援農者は続かない。彼らは単なる労働力

ではなく、個性や感情を持った消費者である。受け入れ地の条件が不十分で、出かけてきたことに

見合う体験ができなければ不満だろう。そのために必要なのは、援農のシステムへの参加のしやす

さと、そのガイドをする「案内人」の存在である。援農者が地域に入り、援農を続けて行くには、

都市住民と農業者という二者だけではうまくいかない。双方の思考や主張を同時に理解し、「通訳」

したり「調整」したりする存在、第三者の視点を持つ「他者」が必要である。

また農村地域への援農者受け入れは、農業経験の浅い都市住民の、農業経験が豊富な人が住む農

村地域への受け入れだけでは不十分である。確かに、農村地域には農業生産そのものに関するノウ

ハウは多数蓄積されており、農作物の育成に関しては、都市住民の出る幕はないだろう。しかしい

ったん販売や PR となると、この関係は逆転する。さまざまな商品や最新のサービスを体験してい

る都市住民の方が、消費者としての感覚は優れており、また都市部でのネットワークもあって販売

に寄与できる可能性も高い。つまり、都市と農村の住民の交流を通して、都市の情報やマーケティ

ングに関するノウハウを、都市から農村に移転するチャンスとなるのだ。単に都市住民からの労働

力の提供と捉えていてはいけない。

以上のように、都市住民が農村地域に来訪する援農を推進するには、①農村地域における受け入

れ基盤と②都市住民と農村住民の調整をする第三者が必要である。

（4）再投資による地域要素（資源）の充実

今までの（1）から（3）までで、都市住民が地域に来て、農村での援農活動を始めることはでき

るだろう。しかしそれだけでは続かない。このシステムが継続できるように、援農者が来たことで

得たもの、都市住民と農村住民の交流で得られたものを地域に還元する必要がある。それが「再投

資」による地域資源の充実である。ここで地域資源とは、農村の環境や農業生産そのもの、また農

業にかかわる人材などである。まだ資源化されていない、地域の要素と呼ばれる状態のものもある

が、地域還元によって資源化がさらに進められ、再び次のサイクルに入って行くことができる。

支援者が都市から来たことだけでも最初はうれしいが、単に受け入れを繰り返すのではなく、都

市との交流から得たものを注意深く調べ、地域に還元するシステムづくりと努力が農村地域には必

要である。

（5）協働のための場づくり、「中間システム」の形成

最後に、上記の（1）から（4）のプロセスを進めるには、それを推進するシステムが必要である。

そのシステムとは、1 つの組織や制度ではなく、援農を進める「協働」である。その理由は、上記

のような性質の違うプロセスを進めるには、単独の組織では無理があり、多様な組織の協働で進め

る方が効果的だからである。

そのシステムは援農のための地域内外の協働のようなイメージである。そして、都市と農村の交

流のためには、都市の側だけを見ていても、また地域の中だけを見ていてもだめである。その両方

を関係づける必要がある。それも単に仲良くする交流ではなく、その交流からメリットを生み出し、

地域資源に還元する必要がある。

もちろん、こうした組織は中間に立つ組織であるので、仮に「中間システム」と呼ぼう。それは

都市の側でも構築できる。しかし、地域のことは地域で決めるという点からは、それを農村地域側

で設立・運営することが望ましい。都市側に立地すれば当然、規模としては農村よりはるかに大き

い都市からの影響を受け、また都市によってコントロールされる可能性もあるからだ。自律的な運
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営のためには、農村地域側が主体的にリードする必要があるだろう。

ただし、中間システムの充実に関して気をつけなければならないこともある。それは中間システ

ムのとめどない「拡大」である。かつて中間システムと同じ目的を持っていた「農業協同組合」は、

規模が拡大するにつれて、地域への還元よりも、自らの組織の拡充・維持に注力し、地域還元を十

分しなかった。そのため、本来は地域の農業が充実するための中間にある装置であるはずの農業協

同組合が「立派」になっていくにもかかわらず、農村地域の人材を含む基本的なインフラ（地域資

源）は充実しなかった。それを繰り返してはならない。

５ 援農システムを創る意味

疲弊した農村地域を見ていると、すぐにでも援農によって支援したくなる人や組織は多い。確か

に、中山間地域の限界集落では、その緊急度は高く「待つことはできない」という意見は多いだろ

う。しかし、目先の危機に目を奪われて、拙速な進め方をするのではなく、目の前の援農を試行し

ながらも、それが地域資源の充実につながり、さらに充実することで地域が維持できるようになる

という長期的視点が必要である。その理由は、援農は都市部からの農村地域への「プレゼント」で

はなく、あくまで都市と農村の相互の交流という長期的な視点でないと維持できないからだ。

また、援農の最終的な目的は、農村地域を支援することで自立させることではなく、農村地域が

都市と協働しながら自らを維持してゆくというモデルである。農村地域だけで自立して存在できた

というのは、補助金やさまざまな支援が潤沢にあった時代だから想定できたことで、現在の状況で

はそれは無理である。それに変わってこれからは、農村と都市が交流しながら、相互にメリットを

取り出して、お互いが「自律的に依存」してゆくシステムを形成しなければならない。

【参考：援農の仕組みをシステムにする】

実際にどのようなプロセスになっているのかを見てみよう。ここまで説明したポイントは、実は連続してこの図のよ

うにつながっていることがわかる。やみくもに都市農村交流を進めるだけではなく、持続させるには農村地域側の「鳥

瞰能力」が必要だ。

このプロセスはまず、地域が持つ要素、これには自然環境や農業体験機会、自然環境、文化、人材などが含まれ、そ

れを外部に提供可能な資源として捉えることから始まる。農業体験をありのままで、外部の関係者に提供することはで

きない。それを提供できる形に整え、魅力的にする「資源化」が必要である(図の①)｡このプロセスによって地域の要

素は初めて資源、つまり農業体験機会となる。またある意味では地域の持つ資源の「ブランディング」だとも考えられ

る。

次に必要なのは､かかわりを持つ可能性がある都市の人々にそれを伝える工夫だ｡(図の②)｡このプロセスが不十分だ

と､相手に伝わらず､農村地域への支援やかかわりは増えない。これはある意味で資源にかかわる「マーケティング」で

ある。

それがうまくいけば、農業体験機会に魅力を感じた観光客が地域を訪れる(図の③)｡このプロセスまでで､地域への支

援やかかわりも生ずる。しかし､それだけでは「持続可能な」農業体験機会ではない。大切なことは､支援やかかわりで

得られたものを地域に再投資して、より地域資源の魅力を高める、つまり｢地域資源への還元」である(図の④)｡それが

できて初めて持続可能な都市農村交流が成立する｡

以上のようなプロセスが成立することが、これからは援農成功の鍵となるだろう。このプロセスを動かすのは、1 つ

の組織ではなく、地域に多くのかかわりを持つ多様な関係者の協働である。また都市農村交流は図の右の②と③のこと

を指す。そのため①や④はどうしても地味な活動として軽視されがちである。しかし本当は、それがないと単に、都市

の消費者のためのうわべだけの交流となってしまうので注意が必要だ。

農村地域の
要素

農業体験機会
自然環境
文化
人材

中間システム

援農推進主体
関係者の協働

組織､NPO

都市部の
住民

（消費者）

③都市からの支援者受け入れ
労働力と都市の情報・ノウハウ

②マーケティング
地域外への PR・販売･

提供･流通

④地域（資源）へ再投
資・還元＝地域づくり

①ブランディング
体験機会などの地域要素

の対象化と資源化

都市農村交流
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【参考：ボランティアツーリズムとは・・・】

ボランツーリズムやボランツーと呼ばれる､地元を離れてボランティア活動に従事する｢観光｣が普及している｡わざわ

ざ遠くに出かけてボランティア活動をしなくても､地元でボランティアする方がよいと思うのだが､逆に生活圏を離れて

体験するボランティア活動が人を惹きつけるのはなぜだろうか｡

それには次のような理由がある｡ボランティアツーリズムに､｢旅行｣のような手軽さや気軽さが感じられる｡また地元

では限られたボランティアのメニューも､旅行先では多様なメニューに出会える｡会社や家庭では活かすことのできない

特技や能力も､地元以外の機会をさがせば発揮するチャンスは多い｡さらに地元でボランティアは照れくさく抵抗がある

という人も､日常生活から離れて気分を変えれば､やってみようという気になるだろう｡

あえて｢ツーリズム｣と呼ぶのは､個人の思いで活動しているというより､活動が組織化されたり､参加しやすくする仕

組みができたりしているからだ｡ちょうどインターネットのブログが個人の表現の場をつくり出したように､遠隔地での

ボランティア活動を支える仕組みができている｡特に､受け入れ側の仕組みづくりに NPO がかかわったり､旅行会社がツ

アーの中身に組み込んだりするスタイルが､正式な｢ボランティアツーリズム｣と海外では呼ばれている｡

もちろん､こうしたボランティア活動は､以前からもあった｡例えば､富山県で長年行われてきた草刈十字軍は､遠方か

ら来る若者たちに支えられてきた｡阪神淡路大震災におけるボランティアの多くは関西以外から来ていた｡農業では「ウ

ーファー(WWOOFer)」と呼ばれるボランティアが活動している｡彼らは有機農法を進める農家に住み込み、耕作や収穫

を手伝っている｡また海外では途上国を支援するボランティアが以前から行われてきた｡

一方､課題もある｡ボランティアツーリズムに参加する｢旅行者｣は観光客と呼ばれることに抵抗がある｡観光にはやは

り余暇活動や遊びのイメージがあり､真剣なボランティア活動を｢観光｣と呼ぶことに対し違和感があるのだろう｡ただ

し､ボランティア活動中に息抜きとして観光したり､観光地の魅力がその土地でのボランティアを誘引したりする点では

観光と考える余地は多い｡

日常生活圏外での活動なので､観光と呼ぶことはできるが､今までの観光とは内容が異なる｡せっかく観光地に行って

いながら､なぜ働くのか｡実は､以前からあった遠隔地でのボランティアをボランティアツーリズム､いわばボランティア

観光と呼ぶようになったのは､今までのボランティアや観光とは違い､それが途上国や地方の課題と先進国や都市の抱え

る問題を､同時に解決できるツールとして、その有効性を期待されているからだ｡単なる観光ではなく､過疎や人材不足

に悩む地域の問題解決につながり､一方で生きがいや働きがいを求める都市住民にとっても体験機会を得られるという

魅力があるからだ｡

ボランティアという社会貢献を地元だけの可能性にとどめず､都市と地方の人々が観光という手段で、互いが持つ資

源を使って交流することで、社会問題を解決する｡それがボランティアツーリズムだ｡観光地の資源を消費してきた今ま

での観光ではなく､社会の課題を解決する新たな観光といってよいだろう｡今後のこのようなスタイルの観光が注目され

れば、観光客数を競うだけの観光振興から、地域と地域外が共創する観光に転換できるに違いない。




