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はじめに
食と農に関する課題が深刻化する中、農業体験の意義は、近年農業体験が数多く展開されている様
子からも明らかなように多くの人たちがそれを認めている。例えば、食べ物への関心が高まるとか、
それをきっかけに偏食が少なくなったとか、農業に対する理解が深まるといったことがよく聞かれる
（表 1）
。さらに、例えば野村が「孤立した人間関係を振り返り、協同労働（活動）によって人間性の
回復を学習していく過程」iを見出すように、不登校など困難を抱えた子どもたちに対して農業体験が
困難克服のきっかけを与えるようだといった、心的側面における意義もしばしば指摘されているii。農
業体験という場で営まれるさまざまなコミュニケーションを通じて体験者が多くのことを学ぶのだと
いうことは、もはや否定されないだろう。


博士後期課程 3 年
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表１ 小学生保護者から見た米づくり農業体験学習後の児童の変化

回答数
比

率

米や食へ

よく食べる・

食べ物の大

米作りの大

味覚の認

家の手伝

の関心

残さない

切さを知る

変さを知る

知・味わう

いをする

その他

55

38

14

13

12

4

2

52.9

36.5

13.5

12.5

11.5

3.8

1.9

合計
138
―

回答者数
104
―

※回答比率は回答者数に対する比率
※『食育ファーム実践マニュアル』北海道農政部、2009 年 3 月より作成

ところで、農業体験に関しては、その実践の多くが小中学校を中心に、特に「総合的な学習の時間」
の創設に伴って広く展開してきたという事情から、ほとんどの場合児童・生徒を実践の主体として捉
えたうえで意義が語られ研究がなされてきた。その中にあって、食農教育初期の段階においては学校
の関係者のみで実践が完結しているものも多く、地域との関わりをもたないものを食農教育とするこ
と自体に対する批判もなされているiii。その面で近年は地域の農家の田畑の一部で農作業体験をした
り、高齢者や農家を「先生」として招き農業や伝統料理等について教えを受けながら、つまりその範
囲での地域との交流を持ちながら展開している実践も数多い。ただしこの場合でも、農家をはじめと
した地域住民はあくまで体験を受け入れ支えるものとして位置づけられ、
「副」主体ivにとどまってい
ると言わざるをえない。
しかしながら、農業体験によって何かを学習するのは体験者だけではない。農業体験の取り組みを
本質的に成り立たせているのは農家などをはじめとした地域住民等受け入れる側であって、彼らにと
っての農業体験の意義を明らかにすることが必要である。持続可能な地域社会の形成に資する教育実
践としての農業体験そのものを持続可能なものとするためには、地域住民を実践の主体として捉え、
彼らにとっての農業体験の意義とは何かを明らかにする必要があるはずである。
本稿では、組織化することで農業・農産物加工体験の受け入れを地域で広く展開している北海道深
川市を中心としたグループ「元気村・夢の農村塾（以下「農村塾」
）の実践を取り上げる。
「農村塾」
はもともと都市と農村の交流による深川の地域づくりをグリーン・ツーリズム（以下 GT）を通して展
開することを目指した「深川グリーン・ツーリズム研究会」
（以下「GT 研究会」
）として活動していた。
それが、約 8 年間の活動を経て、農業体験の受け入れ事業を活動の基軸とする「農村塾」に発展した
のである。地域づくりを狙った GT の実践は数多くあるが、周知のようにその中身は農業体験に限らな
い。そのような中で「GT 研究会」メンバーがあえて農業体験に焦点を絞って活動しているのは、彼ら
自身が農業体験に地域づくりとしての意味を見出したからである。それはなぜであり、どのようなこ
とが要因となっているのか。
そこで、まず「農村塾」の現在の実践について概観したうえで（2 章）
、前身である「GT 研究会」設
立のきっかけとなった「地域づくりネット深川輝人工房」の取り組みと（3 章）
「GT 研究会」時代のい
くつかの事業に焦点を当てながら（4 章）
、実践者の学びを明らかにしていく。そのことがすなわち「農
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業体験が受け入れる側の地域住民にとってどのような意義があるのか」という問いに答えるものとな
るはずである。それらを受けて、何が現在の「農村塾」を作り上げる要因となったのか（5 章）
、
「持
続可能な地域社会の形成に資する」食農教育実践として捉えたときの実践的な課題はなにかを検討す
る（おわりに）
。

１．深川市概要
深川市は北海道のほぼ中央、空知管内北部の都市である。市内を道内の主要都市をつなぐ鉄道や道
路が通り、特に札幌を中心とする道央と旭川を中心とする道北とを結ぶ交通の要衝となっている。人
口は 2009 年 1 月現在で 24,410 人であり、うち農業に従事しているのは 2,280 人で総人口比 9.3％と
なっている。なお高齢化率は 33％である。
市内を貫流する石狩川と雨竜川流域の地帯では「ふっくりんこ」や「ゆめぴりかv」など食味のよい
高品質米が安定して生産されるという北海道有数の稲作地帯で、ほかに畑作、果樹、酪農、花卉栽培
も営まれている。近年では農家の収入増加と地力の増進を狙って肉牛も導入されており“なんでも作
れる”vi純農村地帯である。
市では「こめのまち深川」のイメージをまちづくりに活かそうと、第四次総合計画のひとつとして
1997 年 2 月から「ライスランド構想」が推進されてきた。具体的には、生産から販売までの施設拠点
を整備し地域交流を促すことが目標とされたもので、構想推進期間自体はすでに終了しているが、こ
の間整備された施設や事業は、のちに検討する農業・農産物加工体験をはじめ、地域づくりの重要な
拠点として機能している。なかでも、道の駅「ライスランド深川」は、特産品の販売コーナーや農産
物直売所、地場産物を活かしたレストラン等に加え、米の精米施設が設置されており、旅行雑誌で利
用者満足度ランキング道内 1 位になるなど現在でも年間約 100 万人が訪れている。同様に「アグリ工
房まあぶ」は、体験見本園や本格的な農産物加工施設を備え、特に加工施設は市内外からの利用者で
予約が入らない日は年に何日も無いほどであり、後に述べる加工体験事業においても大いに活用され
ている。

２．
「元気村 夢の農村塾」
（1）概 要
1）組織体制
「農村塾」は、都市住民等との農業体験・交流を通し農業・農村の理解者を増やすため、農業体験・
加工体験や交流活動を希望する人たちを受け入れることを目的として、2002 年に設立された。2010
年 2 月現在、深川市を中心に近隣町村の 53 戸の農家が加盟している。53 戸のうち、簡易宿所営業許
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可を取得し農家民泊を受け入れることができるのは 26 戸であるvii。その中から、塾長 1 名、副塾長 2
名、事務局長 1 名、会計 1 名、監査 2 名を役員として選出する。任期は 2 年 1 期で、各地区の選出委
員で候補者を出し、それを承認する形で決定される。当初役員は男性ばかりであったが、現在は女性
も役員に名を連ねるようになっている。なお、設立当初から「農村塾」には原則夫婦同伴で加盟する
ことになっている。食事をはじめとした受け入れ準備は女性に頼る部分が大きく、妻の協力なしに活
動は成り立たないからである。

＜資料＞ 「農村塾」設立趣旨
① 未来を担う子供たちや消費者に「食農教育」を提供することにより、農業が「命を育む
産業」であるということを、体験を通して体得してもらう
……農業・農村体験を重視して、食と農をつなぐ生命の教育を志向
② 体験の受け入れは無理をしないで、1 回に農家 1 戸で 3～4 人とする
……出会いと心の交流を重視して、お互いが元気になる取り組みを志向
③ 活動を長続きさせるために、体験受け入れは無償のボランティアではなく、体験料金を
受け取り実施する
……農家経営を圧迫しないで、活動を継続させて活動の多様な進化を志向

2）体験内容
表２ 「元気村・夢の農村塾」体験メニュー
内容

4月

5月

稲作

3月

種まき

田植え

花卉

花植え

7月

8月

草取・

草取・

草取・

草取・

草取・

収穫

収穫

収穫

収穫

収穫

収穫

収穫

剪定・

草取り・実すぐり・

葉摘・

苗木植

袋かけ

袋外

大豆

草取り

きゅうり

収穫

草取り
収穫

耕起

種まき

ポニー

ポニー

仔牛

牛えさ

ポニー

観賞

観賞

管理

作り

種まき

草取り

収穫

収穫
収穫

収穫

牛肉・
野菜

11 月

草取・

草取り

そば

10 月

収穫

ねぎ

その他

9月
稲刈り

草取・

たま

りんご

6月

収穫

収穫

収穫

加工体験

仔牛管理

ポニー

ポニー

ポニー

観賞

観賞

観賞

加工体験・家庭菜園

加工体験
普及センター資料より作成

体験内容は、受け入れ先の農家によって、また時期によってさまざまである（表 2）
。例えば、メン
バーのひとりは「日常のなかに受け入れないと続かない」ということ、またもてなすのではなくあく
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まで農家の日常を体験させることが大切だという考えなどから「当日うちでやること」を生徒にもや
ってもらうようにしている。
「農村塾」では半日コースと一日コースを設けているが、近年は日帰り体験のみならず宿泊を伴っ
た体験の要望が増えてきているといい、それに応じて「農村塾」内でも約半数のメンバーが簡易宿泊
営業許可を取得して対応している。宿泊に関しては、年に 1 度保健センターと農業改良普及センター
から開業についての指導の機会が設けられている。
なお、こうした農業体験は受け入れる側の熱意によってのみ支えられがちであり、ときに経営を圧
迫しかねないが、
「農村塾」では活動を長続きさせるためにと体験受け入れには料金を設定している。
料金（それぞれ一人当たり）は半日コースが 3,150 円、一日コースが 5,250 円で、農家民泊の場合は
それらの参加料金に 3,675 円が加算される。

3）受け入れのしくみと当日の流れ
表３ 「農村塾」農業体験受入実績
受入回数
平成 14 年度
平成 15 年度
平成 16 年度
平成 17 年度
平成 18 年度
平成 19 年度
平成 20 年度

6回
13 回
11 回
18 回
25 回
24 回
28 回

受入人数
281 人
556 人
613 人
882 人
1040 人
1206 人
1219 人

総合学習
179 人（4）
417 人（10）
288 人（6）
453 人（8）
422 人（7）
740 人（6）
396 人（10）

内
訳
修学旅行
186 人（1）
130 人（2）
325 人（5）
429 人（10）
618 人（18）
427 人（15）
769 人（18）

一般
16 人（1）
9 人（1）

39 人（3）
54 人（4）

民 泊

5 回 185 人
7 回 282 人
10 回 462 人

深川市農政課資料より作成

受け入れに際して、学校や旅行会社から入ってくる予約の受付などの窓口業務は、以前は普及センタ
ーや市の農政課が窓口となっていたが、現在は前出の都市農村交流センター「まあぶ」が担っている。
具体的に何月何日に誰が受け入れるのか等については、事務局長を中心とした役員がメンバーと随時
FAX 等を使って連絡を取りながら役員会で調整していく。普段はそれぞれの経営形態が異なることもあ
って全体で集まることが厳しい状況にあるが、それでも年度始めの受け入れ前とすべての受け入れが終
わった後に全体会議を開催している。また全体会議とは別に役員会があり、そのときには普及センター
職員等にも出席してもらっている。さらに、すべてが終了した後には反省会と視察を実施している。
受け入れ人数は、ひとりひとりと「心の通った」交流をすることを重視しているため、1 戸につき 3、
4 人に限定している。そのため最大でも 100 人くらいが限度となるのに加え、特に稲作農家は 5 月に
田植えで非常に忙しくなることから、どうしても受け入れに応えることができない。そのような場合
は、
「農村塾」も加盟する広域ネットワーク「そらち DE い～ね」viiiにも受け入れを依頼することになっ
ている。
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食事に関しては、一日コースとなると昼食も各家庭で準備することになるが、
「農村塾」では主に食
事準備を担当する女性の負担を軽減することを目的に、すべてを家庭で用意しなくてもよい仕組みに
なっている。市内の仕出屋に地場産のものを使用したおかずを作ってもらい、それを提供するように
しているのである。ただ、
“稲作地帯に来た”ということを感じさせるためにも、また食べ物を自分た
ちで用意することを経験させるためにも、ごはんとみそ汁だけは自分たちで用意するようにしている。
同様に、女性の負担軽減のため民泊をする際の布団も市内の布団屋からレンタルしている。
このように「農村塾」では女性の負担を少しでも軽減しようと上述のような外部の力を借りる仕組
みが作られているが、それでも宿泊を伴う場合はやはり負担が大きく、特に宿泊時の食事（※夕食は
昼食と異なりすべて自分たちで用意する）に関する悩みは多いという。そうした悩みを解決すること
を一つの目的として、2007 年「まま SUN くらぶ」が結成された。
「農村塾」女性メンバー（妻）が全
員加盟するこの会では、食事への対応（負担の軽減）等をテーマとした冬季間の講習会や視察を行い、
さらにレシピ集まで発行するなど、活発な活動を展開している。

（2）実践者が交流から獲得するもの
塾のメンバーらは、受け入れた子どもたちとの交流から多くのものを得ていると話す。コミュニケ
ーションを十分にとれば、例えば髪を真っ赤に染めお腹にピアスをしているような子でも「変わる」
し、実質は半日にも満たないような時間の体験であっても、帰る頃には涙を流し抱きあって別れるほ
どになることをメンバーの T 氏は何度も経験してきた。また、星を見ながら自然に自分の悩みや辛か
ったことを話したりする子どもたちの様子を見て、農業や農村の持つ力の大きさを実感させられてい
るという。また、子どもたちが帰ってから感謝の手紙が届くだけではなく、しばしば電話やメールで
やり取りすることもある。そうした手紙などはすべてファイルに綴じるなどして保存している。メン
バーの Y 氏は「こんなに感動をもらっているのにお金までもらうなんて」と言うほど、子どもたちか
ら多くの感動と得、さらにそれがもとになって農業や地域に対する自信を得ている。
また、Y 氏の妻は料理があまり得意ではないこともあり、受け入れ当初は夫だけが乗り気で「いや
おうなしに」入会したという思いだったという。しかし何人もの子どもたちを受け入れ子どもたちと
やり取りする中で、地元では考えられないような本州の高校生の通学事情や食べ物の文化等について
話を聞くことが楽しみや刺激になっており、今となっては「いろいろな生徒と関われたりして楽しい。
内地（本州）の生徒と関われて楽しい」と農業体験に対する思いは変化している。中でも「採ってき
てもいで食べた顔を見るのが一番うれしい」と、交流でこそ得られる喜びを感じている。さらに、子
どもたちが種をまいた作物が大きくなったら写真を送ったり、生徒の保護者から直接感謝の電話がか
かってきたりすることもあり、その場限りではない交流につながっている。
そうしたエピソードは他のメンバーにも話すことがあると言い、Y 氏が「塾の仲間は口々に「元気
をもらった」って言う」と話すように、他のメンバーとの会話を通して自分たちの実践の意義を確認
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しあっていると言える。
「農村塾」のなかでは、自分たちの農作物や農業・農村には人に感動を与える
力を持っているのだということを、そして実践には意義があるのだという思いをみなで確認しあうこ
とで自信を高め、体験者をさらに受け入れるという循環の中で彼らはいうなれば自分たちの地域・農
業の応援団を増やし、
「農村塾」の活動を発展させることにつながっているのだと言うことができるだ
ろう。
また、かつて体験事業に参加し現在は成人している人から「お父さんのお米が食べたい」と電話が
かかってくることもある。加えて同じようにかつて修学旅行で深川に農業体験にやってきた関西の高
校とは、体験後に「農村塾」メンバーが学校のバザーに参加し、その際きたそらち農協から地元産の
米が提供されたというエピソードもある。

３．
「地域づくりネット深川輝人工房」
（1）異業種交流の場の開設
1）開設の背景
「農村塾」の前身である「GT 研究会」設立のきっかけとなった「地域おこしセミナー」というのは、
深川市内における若手中心の異業種交流の場として 1994 年に開設された事業である。当時深川市では、
バブル経済の崩壊という時代背景のもとでなんとか地域を活性化しようと企業誘致を進めていたもの
のなかなかその成果が上がっていなかった。また、竹下内閣時の「ふるさと創生事業」により市に支
給された資金の一部を海外研修に充てていた同市であったが、“行ってきたのはいいけれど成果が見え
ない”という状況に具体的な解決策を見出せないでいた。そのような状況の中、“地域にとって人こそ
が財産であり、企業誘致によって活性化を図ろうとするのではなく、人材育成による活性化を目指す
べき”という考えに出会った当時の企画課職員の手によって、1993 年 8 月、市の若手職員、青年会議
所、農協青年部で講師を招き互いの交流を目的とした学習会が開催される。これが好評となり、
「ぜひ
またやってほしい」という声があがるようになった。そこで翌 1994 年、市が「地域おこしセミナー運
営委員」に委託するかたちで「地域おこしセミナー」が開設されたのである。

2）体制と活動内容
「地域おこしセミナー」の受講生（参加者）対象者は 20 歳以上 50 歳未満の若手市民で、市の職員
も参加対象である。受講生数は 30 人前後で推移しているが、受講生以外の市民も参加できる年度末の
公開セミナーには例年約 70 名が参加している。また、運営委員長には、当時は地域との交流が今ほど
盛んではなかった地元の拓殖短大の教員に依頼し、他にも 2 名が運営委員に名を連ねることになった。
拓殖短大の教員は、以降 2001 年まで運営委員の役職に就いている。
一年目、セミナーは年に 6 回開催された。内容は、講演会などの座学と市内外の視察研修である。
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なお、回数と内容はその後 2002 年に「地域づくりセミナー」となるまでほとんど変わらない。市外研
修では道内各地を訪れ、その先々で地元の地域づくり団体と交流を行なっている。なかには交流の次
年度以降事業を共催することになる団体もあり、そういった意味でも単なる旅行ではない視察研修と
なっていることがわかる。
また、第 5 回セミナーの「深川の地場産業の振興策を考える」と題されたパネル討論では、稲作が
深川の主幹産業であり、この善し悪しが町の経済、活性化の鍵を握っていることが確認されている。
そして、農業者ではない受講生から「安い米入ってきて、味のいいものも入ってくる。その時今まで
通り農業やっていけるのか。生き残っていけるのか。この危機感を農民はもっと持っていくべきだし、
農業で成り立っている深川市民も持つべきである。
」ix「消費者が安心して食べれるものを作る。消費
者とのパイプを太くする。
（中略）深川のファンを広げる取組みが最重点として必要ではないか。
」xな
どと、今後は生産者は消費者を、消費者は生産者を理解することが必要だという意見が出されており、
その手段として、一部の間では当初からすでに農業体験がイメージされていることに注目できる。
このようなセミナーに参加した受講生は、これまで知り合えなかったような業種の人たちと交流で
きたことに意義を感じるという感想を多くの人が残しながらも、受講生どうしが話し合う機会の少な
さに対する物足りなさを指摘する声も挙がった。また、同じテーマについて少人数で話し合う機会を作
ってはどうかという提案もあり、次年度以降の運営に反映されることになった。そうして翌 1995 年に生
まれたのがテーマ別のワーキンググループであり、1996 年以降の「地域づくり専門工房」である。

（2）課題別グループ活動への発展
輝人大会
（総会）

輝人ネット会議
（世話人会）

ネット工房
（事務局）

人づくり工房
―交流研修・人材育成―

地域づくり工房
－調査研究プロジェクト－

地域おこし
セミナー
各工房

図１ 「輝人工房」体系図 （「輝人のあしあと」vol.4、1998 年をもとに作成）
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「地域おこしセミナー」を運営してきた「地域おこしセミナー運営委員会」はもともと単年度の組
織であったため、これを持続的な活動に発展させようと、新たな地域づくり関係者のネットワーク組
織として、1996 年に「地域づくりネット・深川輝人工房」
（以下「輝人工房」
）が設立された。
「地域
おこしセミナー」は「輝人工房」内の交流研修・人材育成部門の事業として継続して実施されること
になった（図 1）。

表 4 1996 年度「輝人工房」専門工房
専門工房名
「粋生人」北の星座
共和国深川支部
いい TOKO ミッケ隊

活動テーマ
NEW イベントの創造

深川グリーン・ツーリ
ズム研究会

都市と農村の交流～グリーン・ツ
ーリズムを考える

カヌーDe まちおこし
Club
戸外炉

カヌー仲間を増やしてまちおこし

自由工房

無所属で考える深川の地域づくり

深川の魅力マップづくり

深川流 OUT DOOR LIFE の推進

事業内容
天体観測イベント
冬季イベントの創造
音江・多度志地域の魅力マップづくり
100 人に聞きましたマップづくり
農村体験交流プログラムの企画開発
「ちょっと元気村体験交流事業」（試行）
先進地視察調査
カナディアンカヌーの製作
カヌー試乗イベントの実施
組立・移動式ログハウスの開発
夜景プラネタリウムの研究

人数

8
10
18

13
10
6

（地域づくりネット深川輝人工房「輝人のあしあと vol.3」より作成）

このとき新たに誕生したのが「地域づくり専門工房」
（以下、工房）である。これは、前年度受講生
の声を活かして生まれたテーマ別グループのワーキンググループがベースとなっているもので、中身
はほぼ同じで名称だけが変わったものといってよい。初年度である 1996 年度は、深川市内の魅力を伝
えるためのマップづくりをする工房や、カヌーを作ってイベントを展開することをめざす工房など、
テーマ別活動を行う 6 つのグループが生まれた（表 4）
。後にこれらの工房のなかには、人が集まらず
活動が途絶えがちになり活動を休止する工房も出てくるが、逆に新たな工房もいくつか誕生すること
になる。このうち「都市と農村の交流～グリーン・ツーリズムを考える」ことを活動テーマとして立
ち上がったのが、後の「農村塾」の前身である「GT 研究会」である。
なお、各工房の活動はときに工房の枠を超えて相互で連携・協力しながら各種のイベントを企画・
実施することもあったものの、はやくも「輝人工房」としては一年目の 1996 年度の時点で、
「それぞ
れがバラバラに活動していて、ヒューマン・ネットワーク組織としての統一性に欠け」xiた状態を生
んでしまうことになった。毎年度はじめに開かれる総会においても、会員から「専門工房に分かれて
活動した成果は大きいが、各工房がバラバラになっていた感じがする。会員同士の交流が図られてい
ない。
」といった意見が出されている。その状況は、1996 年時の体制をほぼ受け継いで活動していた
と考えられる 2004 年度までぬぐえなかったといえる。
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４．
「深川グリーン・ツーリズム研究会」
（1）活動の基盤と方向性の模索
1995 年に「地域おこしセミナー」内のワーキンググループのひとつとして活動を始めた「GT 研究会」
は、当時徐々に実践が広まりつつあった「都市と農村の交流」
「グリーン・ツーリズム」という視点に
よるまちづくりをテーマとして 8 人で活動が開始された。ちょうど、深川市では「都市と農村交流セ
ンター（以下、
「交流センター」
）
（のちの「アグリ工房まあぶ」
）」建設の計画が進められていたことか
ら、手始めとして「交流センター」をモデルケースとして位置づけ、ソフト、ハードの両面から提言
を考えることが当面の具体的な活動と決まった。
しかし、
「グリーン・ツーリズム」という言葉自体が現在ほどに知られてはいなかったため、後に中
心的な存在となるメンバーたちも当初はよく意味も分からないまま、若干消極的な姿勢で活動に参加
していたという。

―「《グリーン・ツーリズムて何？》そんなスタートを切った我々のグループの会合でした」（飲
食業）xii

―「私はグリーンツーリズムの言葉の意味も知らずにただ漠然と会合に参加する程度でした。しか
し、
（中略）グループ代表の H 先生が非常に熱心にこの事を勉強されており、私にもヒントになる話
や書物を世話して下さり、おぼろげながら感じ始めた頃、深川市が計画している「都市と農村の交
流センター」の話を聞き、急きょ「交流センター」にハード・ソフトの両面から提言しよう、とい
うことになったのです」（農業）xiii

という言葉からもそれは明らかである。
メンバーは、市の担当者から「交流センター」について詳細な説明を受けたり、市外に視察へ赴き
地元の実践者と交流するなどして、深川における都市と農村の交流のあり方を手探りで見出そうとし
ていた。そして 1995 年 11 月、徐々に見えてきた都市農村交流のあり方を文書化し、
『
「都市と農村の
交流センター」への私たちの要望』と題し提言というかたちでまとめたものを市に対して提出するの
である。以下はその抜粋である。

―「何よりも重要なのは「交流センター」を私たち深川に住む者自身が楽しめるセンターにするこ
とであると考えます。住民自身が楽しめる体験を通して交流することが都市と農村の交流を持続的
に拡大させるうえで決定的です。このためには、深川の暮らし・農村生活そのものが楽しめるもの
であり、暮らしを楽しむことのできる地域づくりが必要です。そういう地域づくりの重要な一環と
して「交流センター」づくりを位置づけることが大切だと考えます。」xiv
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交流センターへの提言を行なうというこの活動が、その後の「GT 研究会」および「農村塾」のあら
ゆる意味で基盤となっていく。具体的には、提出後さっそく「交流センター」の体験プログラムづく
りに関する市の委託事業に関わることになるのである。
ここで、当初は「「グリーン・ツーリズム」て何？」と感じていたメンバーM 氏が、年度末には「豊
かな都会から貧しい田舎になにかを与えてもらうのではなく、日常的な生活文化の対等の交流が条件」
「地域に住む私達自身が、住んでよかったと自信を持てる生活環境の整備と景観の保持こそが、グリ
ーン・ツーリズムの原点ではないでしょうか。
」xvと報告書の中で語るようになっていることに注目で
きる。このことは、
「交流センター」への提言に関わる一連の経験が、GT のあり方に対するメンバー
の考え方を大きく発展させたという意味でもその後の基盤を築いたことを明らかにしている。
なお同年秋、のちの「農村塾」メンバーのうち 3 名が、北空知圏振興協議会主催の「都市との交流
による農村づくり」をテーマとした海外研修に参加し、帰国後は「北空知型 GT のあり方」を提示する
などしている。そこでは農家民宿がメインに据えられており、この時点ではまだ農業体験は全面に押
し出されておらず農村に滞在する人のために用意される「滞在プログラム」のひとつとして考えられ
ている。このように、当時はまだ現在の“深川流 GT”のあり方とは異なる GT 像が想定されていたと
いえるが、この経験も「GT 研究会」や「農村塾」の取り組みのあり方に非常に大きく影響していると
思われる。

（2）消費者との交流と自信の獲得
一年間のワーキンググループとしての活動を経て、1996 年の「輝人工房」開設とともにそのなかの
「専門工房」のひとつとして「GT 研究会」が発足した。メンバーは、農業 6 名（夫婦 1 組）
、農協 2
名、市役所 5 名、商工観光など 3 名、教員 2 名である。うち拓殖短大の教員である H 氏は、メンバー
として積極的に各種の事業にも参加しているとともに、その後も「輝人工房」報告書や各種提言書な
どの文書化業務を主に担っている。
「GT 研究会」発足の年のメイン活動となったのは「ちょっと元気村体験」事業（以下、
「元気村体
験」
）である。これは、前年市に提出した「交流センター」に対する提言書がきっかけとなって、市か
ら委託を受ける形で実施された事業である。
「GT 研究会」としても、今後の活動の具体化を図るため
の第一歩となる活動と位置づけられた。研究会が体験事業に取り組むことになったことに関して、農
家の W 氏は「町場のひとから「農業を PR するんだったら農業体験しなさいよ」って言われた」と当時
の事情を語ったうえで、
「農業者だけだったら絶対無理だった」と異業種のメンバーで取り組んだこと
の意義を強調する。
当日のプログラムは次貢の資料の通りである。参加者 26 名のうち、選択制の「やってみたいなコー
ス」参加者数はそれぞれ、米米コースが 13 名、りんごコースが 7 名、ばらコースが 6 名となり、米に
関する体験ができるコースが一番の人気となった。メンバーはこの結果を「お米に対する関心が一番
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強いことがあらためて確認されたことは、今後のグリーン・ツーリズム事業の基軸になるだけに重要」
xviであると捉えている。なかでも、事業後参加者に対して行なったアンケートでコンバインに乗る体

験が最も人気を集める結果となったことは、前出の W 氏が「トラクターやコンバインに乗せたり、鎌
で稲刈りさせたりっていうアイディアは農家にはなかった」と話すように、メンバーにとって驚くべ
きことであった。いずれにせよ、農家にとっては消費者の感覚を直に知る貴重な機会となったようで
ある。このコンバイン試乗人気に表れているように、消費者はりんご狩りや稲刈りといった収穫体験
やアップルパイ作りなどの加工体験のみならず、農家の生活や生産活動そのもの、また田園らしい過
ごし方にも強い関心があることが、
「北海道の農業をもっと知りたい」
「農家に泊まりこんでの体験が
できたら」
「一面の黄金色の田の中でのんびりしたい」といったアンケートに残された参加者の声xviiを
みても明らかとなった。

＜資料＞ 「ちょっと元気村体験!!」当日プログラム
＊やってみようコース（必修）＊
りんごもぎ取り体験～アップル、パイかエッセンか
カヌーに乗ろう～カヌーで紅葉の鷹泊湖を満喫
ログハウス組み立て体験～深川流アウトドアライフにテントはいらない
新米きらら一人１愷お土産付き～きららヌ－ボーがくえるぞ
＊やってみたいなコース（選択）＊
☆米米コース
・５ヘクタール水田見学～日本一でっかい田んぼだぞー
・コンバイン試乗・収穫体験～稲刈りをしたら、おにぎりがつくれるかも
・ミニライスセンターと精米の見学～こだわり米はこうしてできるんだ
・空き缶でお米を炊く～炊きたてに二五八漬けは最高
・もちつき体験～もちはつきたてに限る
・漬け物づくり（二五八漬け 持ち帰り可）
☆りんごコース
・アップルパイづくり～パイは生地かアップルか
・アイスクリームづくり（バニラ・リンゴ・抹茶）
・ゆで卵とチーズの燻製
☆ばらコース
・谷口バラ園見学
・バラのお風呂のためにバラ摘み
・フラワーアレンジメント～バラ・バラ・アレンジ
・バラの押し花で名刺創作

夕食の交流会には、深川市長、市経済部長、音江農協組合長、
「輝人工房」各工房の代表メンバーも
出席し、
「和気あいあいの、お互いに顔のよく見える、心の触れ合う交流」ができたという。それは参

－ 34 －

農業・農産物加工体験における実践者の学びと地域づくり

加者も同様だったようで、農業体験そのものに加え、農家をはじめとした地元の人たちとの直接の交
流が心に残ったという感想が多くの人から寄せられている。

―「おいしい町、暖かい人、楽しいところ、また来たいです」
―「人と人との交流ということが充分にできて本当に満足」
―「手づくりの温かさや、雰囲気を大切にした他の町にないイベントであることが第一と思います」xviii
「元気村体験」の報告書として翌 1997 年 2 月市に提出された「深川流グリーン・ツーリズムへの提
言―アグリ工房「まあぶ」をセンターとする体験交流プログラム作成報告書―」のなかでは、
「農業体
験を基礎にした交流事業への都市住民の要望は幅広く存在し、極めて積極的に活動的な体験交流を望
む人が予想を超えて多い」と、農業体験を基礎にするという方向性がもつ可能性の高さが記されてい
る。さらに全体のまとめとして「参加者全員が満足する成果をあげたことで、私たちも同時に満足し
たわけですが、今後の農村交流体験プログラムの企画開発に一定の見通しに確信を持てたことが最大
の成果」だと述べられている。報告書冒頭に「私たちの発想は農業体験を基本にしたものです。この
基本があってはじめて、加工体験やアウトドアライフのプログラムが生きてくると考えています。こ
れらの体験交流プログラムが心の触れ合うものであってこそ、都市と農村の交流センターである『ア
グリ工房まあぶ』は多くの人びとに生き生きと活用されるものになると思います。
」とあることからも、
「元気村体験」が、
“深川流 GT”が農業体験を基軸に据え体験者との交流を重視していくその後の出
発点となったことが読み取れる。

（3）活動の多様化と方向性の確立
1997 年度に入ると「GT 研究会」の活動は一段と活発になる。先述の「元気村体験」報告書のなかで
の「広く市民の意見と要望を反映させる仕組みが必要である」との提言に基づいて設立された「アグ
リ工房まあぶ（元「交流センター」
、以下「まあぶ」
）懇談会」への参加、
「まあぶ」活用提案事業とし
てのアイスクリーム加工体験等各種農産物加工体験事業の実施、道内外の地域づくり団体や GT 実践
者との交流などである。
前年度実施された「元気村体験」の第二段も実施された。内容には前年度の経験が生かされ、米に
こだわったプログラムとなっている。ここで注目できるのはリピーターの存在である。参加者 20 名の
うち、前年度の「元気村体験」参加者は 8 名にのぼっているのである。参加した人からは以下のよう
な感想が残されている。

―「物や情報があふれる中で、深川に来て何が大切なのかということが身をもってわかりました。
収穫されたもの、大切に育てられたもの、人の心のつながり。…私は今回、参加できてとてもラッ
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キーでした。深川市のファンになりました。きっと友人達にＰＲして行くことになるでしょう。」xix

「元気村体験」の取組みが確かに「深川の応援団」づくりにつながっていることが窺える。
「深川の応援団」としてのリピーターとの交流という意味では、札幌市の子供会との交流は特筆に
値する。1997 年 10 月に実施された「札幌市西区西野地区子供会農村体験受け入れ事業」は、
「元気村
体験」に 2 年連続で参加し「深川応援団長」を自称する札幌市の S 夫妻の提案により実現した事業で、
当日のプログラムはバラ園と果樹園の見学、新米のかまど炊き、りんごのアイスクリーム作りなどで
ある。参加者は 49 名（うち小学生 33 名、中学生 6 名、高校生 2 名、父母 8 名）とこれまでに比較し
て大人数での受け入れとなったが、
「受け入れ態勢さえ用意できれば、札幌の子ども会による農村体験
交流を深川で実施することは十分に可能であるとともに、子ども会の指導者も予算が許せば、そのこ
とを望んでいる」と、大人数の農業・農産物加工体験を受け入れることに対する自信を得る機会とな
った。この札幌市西区子供会の受け入れ事業はその後も 2001 年まで続けられ（1999 年からは「まあ
ぶ」の主催事業化）
、内容はその年によって若干の違いはあるものの、一泊二日で子ども中心のグルー
プを受け入れる際のプログラムの見本として位置づけられることになる。
同じように前年度の「元気村体験」に参加した札幌市在住の女性の提案により実現した、若者たち
との相互訪門にも注目できる。まず 11 月末に、提案者の女性の友人など 13 名が深川を訪れて新米の
おにぎりづくりや手打ちそば作りを体験した後、翌年の 1 月には深川から 7 名が札幌を訪問しもちつ
きなどを楽しんだ。この取組みによって、メンバーは都会の若者たちが「
「ふるさとの実感と交流によ
る癒し」を求めている」との実感を得たという。
この二つの取り組みは、
「GT 研究会」の事業にリピーターが着実に生まれていることを示し、メン
バーに自信を与えることにつながっただけではなく、これまでの家族連れや友人同士だけではない子
ども会や若者グループという新たな体験参加者層の存在を示したことにもなり、受け入れ側のネット
ワークをさらに広げる必要性を感じさせることにもなった。

（4）新たな層の受け入れと教育的意義への気づき
2000 年になると、また新たな層を受け入れることになった。地元深川の通信制高校の生徒の受け入
れである。きっかけは、メンバーの T 氏に高校のほうから直接「子どもたちを受け入れてくれないか」
と話を持ちかけられたことだった。
通信制高校の生徒たちは、警察の世話になったことがあったり、髪を赤く染めたり耳や腹部にいく
つもピアスをあけているような、周りからはいわゆる“問題児”として見られがちな子どもたちであ
った。メンバーの D 氏は初めて生徒たちに会ったときの衝撃を今でもはっきりと覚えているという。
加えて D 氏は「あいつだけはいやだな（自分の家で受け入れたくないな）と思った」特に態度の悪そ
うな生徒を自分の農園に受け入れることになった。ところが、数時間りんごの袋掛け作業をやっても
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らい、そろそろ昼食時間だということで D 氏が呼びにいくと、その生徒が「おじさん、あとこれだけ
だよ。やっちゃおうよ。
」と言ったのだという。このエピソードについて「いまでも思い出すと感動す
る」と D 氏は語り、このときの経験で「どつぼにはまった」と言うが、同じようなエピソードとそれ
に対する感想は他のメンバーからも聞かれている。この事業は初年度は５戸での受け入れであったが、
翌年は 10 戸になり、その後も何年か続けられた。
たった半日の体験であっても子どもたちも受け入れる自分たちも「変わる」ことを経験し、自分た
ちの実践が何らかの力を持っていることを実感させられ、メンバーは農業体験による交流事業という
“深川流 GT”に対し自信をつけていったのである。

５．
「農村塾」形成要因と実践者の学び
2002 年 3 月、メンバーは「GT 研究会」を発展的に解消するかたちで「農村塾」を立ち上げ、今では
農業・農産物加工体験を希望する人を年間 1000 人以上受け入れている。
「農村塾」設立（本稿第 2 章
1 節資料参照）の趣旨にあるように、
「農業・農村体験を重視」し、さらに「出会いと心の交流を重視」
した取り組みは、受け入れ人数を増やしているだけではない。深川市のみならず近隣町村の農家をも
巻き込み、少しずつ加入農家数を増やしてもいるのである。そんな「農村塾」が、自分たちが生業と
している農業と自分たちが暮らす農村に対する理解者を増やすために「農業・農村体験を重視」し「出
会いと心の交流を重視」するようになったのは、深川をはじめとした北空知の地域づくりのために GT
という実践について各種のセミナーや視察研修、そして実際に農業・農産物加工体験の受け入れ事業
に取り組んだ「GT 研究会」時代の経験によって徐々に築かれてきたものであった。その要因を 3 点に
まとめてみる。
1 つは、
「地域おこしセミナー」にはじまる異業種との交流である。それまで深川市にも異業種交流
の場がなかったわけではないが、普段はどうしても同じ農家の輪のなかで活動することが多い生活の
中で、年に数回から十数回ではあっても定期的に異業種の人たちと関わる機会があるということは、
それだけで刺激となる。仕出し業を営む者として現在も「農村塾」に関わる M 氏は「
（農家の人たちと
は）普通に生活していたらまず友達になることはなかった」と語るが、それは農家の側としても同じ
だろう。そうした異業種の定期的な交流が、
「トラクターやコンバインに乗るのは面白い」とか「農業
を PR するなら農業体験がいい」といった、自分たちのそれまでの常識では考えられないような感覚と
アイディアをもたらした。
「農業者だけだったら絶対無理だった」という W 氏の言葉がそれを端的に表
現している。
２つは、
「元気村体験」での経験である。この取り組みをきっかけとして、それまでは漠然としてい
た都市農村交流のあり方、
“深川流 GT”のあり方が、回を重ねるごとにメンバーのなかで具体的に築
かれていったことは明らかであろう。例えば、ワーキンググループとして GT に関わるようになった当
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初は、GT という言葉自体に馴染みがなく、その後も具体的な実践方法として農業体験はそれほど重視
されていなかった。ところが、市からの委託事業として「元気村体験」を実施してみると、農業体験
を基礎にした交流事業への要望の高さに直に接することとなり、特にお互いの心に触れ合うような交
流を重視した取り組みが、体験者はもちろん受け入れる側にも感動や活力を生み出すことを実感する
のである。さらにその後のリピーターとの交流で、農業・農産物加工体験が「深川の応援団」を増や
すことにつながることを、みずからの取り組みで実証するという経験をする。同時に、特に都会の若
者たちからは「ふるさと深川」を実感し心を癒すような交流が求められていることを実感する。
「元気
村体験」の取り組みは、漠然としていた“深川流 GT”のあり方のベースに農業体験を据えることへの
確信と自信を与える大きなきっかけとなったのである。さらにいうならば、現在「農村塾」が単なる
農業体験ではなく教育としての農業体験を重視するようになっているその大きな要因として、地元通
信高校の生徒を受け入れたという経験は無視することはできないであろう。
3 つは、拓殖短大の存在である。きっかけは、3 人の教員に「地域おこしセミナー」の運営委員を務
めてもらったことであるが、それだけでは名前だけの表面上の協力ともなりかねない。しかし、教員
たちは積極的にセミナーに参加しており、なかでも「GT 研究会」の実質的な事務局を担い、またセミ
ナーや研究会の実践を報告書として文書化してまとめたり、メンバーに GT の文献をすすめたり講師を
呼んできたりと、学問的な見地からメンバーを陰で穏やかに引っ張っていた H 氏の存在は非常に大き
いといわざるを得ない。特に、毎年の自分たちの活動を分析しながらしっかりと文章にしてまとめる
という行為は、
「GT 研究会」の実践に果たしてどのような意味があるのか、どのようなことが課題な
のかを把握して次年度以降の活動をより進展させるのに重要な役割を担ったはずである。たとえば、
都市農村交流をテーマとした海外研修の報告書やそのなかでの北空知型 GT の提言、「まあぶ」活用事
業の委託のきっかけとなった「都市農村交流センター」への要望書、
「元気村体験」の報告書を兼ねた
「まあぶ」活用の提言書など、
「GT 研究会」としての“深川流 GT”のあり方を伝える貴重な文書は、
そのほとんどを H 氏がまとめているという事実がある。しかもそれらが市に対して大きなインパクト
を与え、
「GT 研究会」の活動をも左右していることを考えると、まさに欠かせない存在である。大学
自体も、
「輝人工房」のさまざまな事業の会場となったりメンバー同士が交流する溜まり場的な場所と
なったりと活動の拠点として機能している。さらに「地域おこしセミナー」においてセミナー受講生
と学生との交流討論会を実施したり、地域が学生の農業実習を受け入れるようになったりと、両者の
関係は少しずつ深まっている。
以上のような主に 3 つの要因が、
「GT 研究会」を前身とする「農村塾」が農業と農村に対する理解
者を増やすという目的のために「農業・農村体験を重視」し「出会いと心の交流を重視」するように
なった要因と考えられる。
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おわりに
最後に、深川市における取り組みの実践的課題をいくつか指摘する。1 点目は、異業種交流におい
て、いかに全体として共通のテーマを共有しつづけるか、ということである。
「地域おこしセミナー」
はまさに深川の地域おこしを志向する人々が集まって開設、活動が展開されたセミナーであった。し
かし、
「専門工房」としてそれぞれが興味あるテーマに専門化した取組みが始まったことで、一方では
「GT 研究会」に代表されるように専門的なテーマのもと地域の課題が追求され、実践を大きく発展さ
せた面もあるが、もう一方では、工房全体としてはバラバラに分解していく力を強化したとも言える。
実際、全体事業としての「地域おこしセミナー」も後半は参加者が減少していくのである。専門工房
設立年度の時点ですでに「専門工房に分かれて活動した成果は大きいが、各工房がバラバラになって
いた感じがする。会員同士の交流が図られていない。
」と指摘した会員の言葉は象徴的である。地域に
はさまざまな課題が存在しているのであるから、それぞれのテーマにそった活動が追及されるのは当
然の流れであるが、
「地域おこしセミナー」のような取組みにおいて、全体としての課題を共有するか
しないかは、組織としてどのような意義をもつかに関わる課題であると考えられる。課題の共有とい
うことはひとつの地域としてその課題をどう捉え、どのようなあり方を目指すのかという地域づくり
の意味でも重要なポイントとなってくるだろう。
2 点目は、
「農村塾」の経済的な側面に関する課題である。現在「農村塾」では体験料をとっている
ものの、メンバーのなかには依然として体験料を取ることに抵抗を感じている者もいるという。これ
までの経験から、体験料をとらずに現在と同じ内容で取り組みを続けるのが無理なことは明らかであ
り、また責任を持って受け入れるという意識がより明確になる意味でも体験料は必要だと言ってよい
だろう。しかし、
「感動をもらっているのに金まで取るなんて」と抵抗を口にするメンバーがいるのも
事実である。その一方で、年々忙しさを増す仕事を一時期でも中断して子どもたちを受け入れている
ということを考えると、決して十分な料金とはいえないと暗に指摘するメンバーもいる。そうなると、
時間的、人員的、金銭的に余裕のある農家しかできない実践になってしまいかねない。
「出会いと心の
交流」を重視するとはいえ、実践を今後も継続させ、組織として自立するためにも、目をそむけては
ならない課題といえるだろう。
以上のような課題をいかに乗り越えていくかが、筆者の考える地域づくりにつながる食農教育実践
を考えるうえでも大きな課題となってくるものと思われる。

i

野村卓「なぜ学校や社会で食と農を結びつけるのか」
（朝岡幸彦ら編『食農で教育再生―保育園・学校から社会
教育まで―』農文協、2007）
ii 佐藤洋作・桜井正喜「若者の社会的自立と食農体験」
（同上）など
iii 野村卓、前出、2007
iv 野田知子「実証 農業体験という場の力―食意識と生命認識の形成―」農山漁村文化協会、2009
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v

北海道産米最高の食味とも称され、普及センター職員の話ではコシヒカリよりもおいしいとの評価もあるという。
2009 年より本格的に栽培が始められた。「ピリカ」とはアイヌ語で「美しい」の意。
vi 筆者が行なった 2009 年 7 月の深川市職員に対する聞き取り調査より
vii 会員は 2002 年の立ち上げ時の 19 戸から 7 年で約 2.5 倍に増えており、事務局長の Y 氏は「口コミで広がって
いったのだろう」と話す。
viii 2004 年 2 月結成。空知管内でそれまで個々に活動していた農業体験受け入れ団体をネットワーク化したもの。
深川市のほかに、滝川市、由仁町、芦別市、美唄市、新十津川町、浦臼町、栗山町、雨竜町の 4 市 5 町にある計
11 の団体が加盟している。滝川市の民間会社に事務局を置く。2007 年度の受け入れ実績は学校数 56 校、受け
入れ総数 9527 人である。
ix 地域おこしセミナー運営委員会「1994 年度地域おこしセミナー報告集」1995、p40
x 同上、p43
xi 地域づくりネット深川輝人工房「輝人のあしあと vol.3」1997、p1
xii 地域おこしセミナー運営委員会「1995 年度地域おこしセミナー報告集 vol.2」1996、p52
xiii 同上、p50。
（個人名について筆者が一部加筆修正）
。
xiv 地域づくりネット深川輝人工房「輝人のあしあと vol.3」1997、p23
xv 地域おこしセミナー運営委員会「1995 年度地域おこしセミナー報告集 vol.2」1996、p52
xvi 深川グリーン・ツーリズム研究会「深川流グリーン・ツーリズムへの提言―アグリ工房「まあぶ」をセンター
とする体験交流プログラム作成報告書―」1997
xvii 深川グリーン・ツーリズム研究会「ちょっと元気村体験アンケート」1996
xviii 同上
xix 地域づくりネット深川輝人工房「輝人のあしあと vol.4」1998、p60
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