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Ⅰ

はじめに

農業農村の持つ多面的機能に対する国民的な
関心は高い。とくに保健休養機能，人格形成機能，
社会・文化的機能（祭り，地域文化・伝統芸能の
保全・継承）などの機能は，多くの都市住民を引
きつける力を持っている。他方，農村側の自力努
力による生産振興だけでは，地域を活性化するこ
とが困難になりつつある。農村の持つ「魅力」を
なんとかして自地域の活性化に結びつけたいと
いう思惑を背景に，農山村地域の多くの市町村が
都市農村交流に取り組んでいる。そしてこのよう
な自治体レベルの動きと同様，集落レベルの計画
づくりにおいても都市農村交流に関連した項目
が計画の重要な柱として取り入れられている。
しかしながら，農村側の視点からのみ交流を考
えると，「独り善がりの交流」計画になる危険も
ある。マーケティングの考え方を取り入れて，都
市住民のニーズをきっちり踏まえ，都市農村交流
の内実（実施計画）を組み立てる必要がある。
とくに，集落レベルの計画づくりでは，外部支
援者（アドバイザー）の役割が重要である。効果
的な交流部門計画を策定するためには，その判断
資料として都市住民のニーズを的確に把握する
必要があるが，それを住民自らが行うことは事実
上困難である。このため，外部者の支援が不可欠
である。
筆者は，2002 年度に神戸市北区内の集落に里
づくり事業（住民主体による集落活性化計画づく
り）のアドバイザーとして関与し，同地区での里
づくり計画策定の一貫として，都市農村交流に関
する都市住民へのアンケート調査を実施した。そ
の結果を踏まえて，交流に対する都市側と農村側
の「思惑の違い」を明らかにするとともに，当該
地区における望ましい都市農村交流のあり方を
検討するために，都市住民の交流ニーズの特性に
考察を加えた。

Ⅱ

対象集落とアンケート調査の概要

１

対象集落の概要
対象集落は神戸市北区のＫa 集落である。1995
年の集落人口は 332 人，世帯数は 76 戸，うち農
家数 58 戸（農家率 76%）である。農地面積は 56ha
で，戸当たり平均経営規模は 1.0ha／戸である。
神戸市の中心市街地（三宮）まで車で 30〜40 分程
度の時間距離に位置するが，市街化調整区域の指
定に加え，神戸市独自のゾーニングにより，景観
的には中山間地域と何ら変わらない。
圃場整備を実施しており，事業後の 1999 年に農
事組合法人を設立した。ライスセンターを建設し
て稲作の作業受託や転作を行っている。主な作物
は，水稲，麦，大豆，そば，こんにゃくなど。集
落域内には，御弓神事が県無形文化財に指定され
ている淡河八幡神社やハイキングに適した不動滝
などの地域資源が豊富である。
２

アンケート調査の概要
下記２つのグループに対して 2003 年 1 月に調
査を実施した。どちらも対象地区から見て六甲山
をはさんだ反対側に位置する。両方合計で 210 票
を配布し，133 票を回収することができた（全体
の回収率 63%）。
(1)灘中央まちづくり協議会： 同まちづくり協議
会は活発に活動している。同協議会の事務局を通
じて，協議会に参画する各種団体へ配布し，まち
づくり事務所で一括回収した。150 票配布，90 票
回収，回収率は 60%。まちづくり協議会のメンバ
ーは，典型的な都市住民であると考えられる。
(2)コープこうべ： コープこうべの組合員神戸市
東灘区内の生協の各店舗を通じて店舗委員に配
布した。郵送で直接回収。60 票配布，43 票回収，
回収率は 72%。店舗委員をしている組合員さんな
ので，消費者としての意識は高いと思われる。
調査項目は，①フェイスシート，②農業・アウ
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プロフィールの中で，自然・アウトドア志向，
農村文化への関心，訪問できる田舎の有無，北区
への訪問頻度なども質問した。アウトドア志向は
高く，74%に達した。農村固有の生活文化や伝統
行事，建築物などに対する関心も相当に高かった。
このように回答者は農村地域（およびその自然空
間）に予想以上に高い関心を持っていた。しかし，
そういった思いとは裏腹に，約６割の回答者はも
っとも「身近な」北区の農村をほとんど訪問した
ことがない。
２

農業・アウトドア体験
やってみたい農業体験を質問したところ，農業
体験に興味のない割合は１割以下であり，都市住
民は北区で行われる農業体験に興味を持ってい
た（図１）。とりわけ野菜の収穫(59%)，植え付け
(52%)，イモほり(39%)の人気は高かった。農業体
験の最大の魅力は土・自然との触れあいにあった
(71%)が，農村住民との交流や農村らしい雰囲気
を求める人も３割程度あった。何気ない会話や見
慣れた景色も都市住民から見ると重要な魅力に
なっている（図２）。

回答割合％

トドア体験，③市民農園，④交流イベント・行事，
⑤特産物に関する項目から構成される*1。
本調査は，いわゆる一般的な都市農村交流につ
いての意向調査ではない。その特徴は，第１に，
調査対象として，交流先として想定される団体を
選定して調査した点である。灘中央まちづくり協
議会は淡河町地域協議会（当該地区里づくり協議
会の上部組織）と地域づくり組織間の相互交流を
進めつつある。第２に，交流先が当該農村地域で
あることを明示して調査を行った点である。調査
票には，交流先として神戸市北区淡河町内の特定
集落を想定した調査である点を明示した。したが
って，回答者は少なくとも北区の農村地域をイメ
ージしながら回答したと考えられる。第３に，そ
れぞれの調査項目に盛り込んだ内容（例えば農業
体験やアウトドア活動の選択肢やイベント・行事
の種類など）は Ka 地区の里づくり（ワークショ
ップや農村側の意向調査）の過程で農村側住民か
ら出された意見を踏まえて設定した。若干の例外
を除いて，設問中の選択肢は，実際に対象地区で
提供可能なものに限定している。
以上の点に配慮して調査を実施したため，その
結果は，交流事業を実施する際に当該地区が直面
する都市住民のニーズを適切に代弁していると
考えられる。
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野 菜 の収 穫

自然・アウト
ドア志向
農村固有文
化への関心
田舎の有無
北区訪問の
頻度

野 菜 の植 付

家族
構成
職業

単純集計の結果 (構成比)
①街づくり協議会 68%，②コープこうべ 32%
①男 32%，②女 68%
①30 才代以下 12%，②40 才代 23%，③50 才代
21%，④60 才代 22%，⑤70 才代以上 22%
①単身 7%，②夫婦のみ 32%，③核家族 44%，④
2 世代以上 17%
①会社員 11%，②商店・自営業 26%，③パート
18%，④主婦 18%，⑤無職 16%，⑥学生 3%，⑦
その他 7%
①ある 74%，②どちらともいえない 18%，③な
い 6%
①ある 62%，②どちらともいえない 30%，③な
い 7%
①ある 60%，②ない 40%
①ほとんどない 60%，②年間に数回程度 27%，
③1 ヶ月に数回程度 10%

図１

いも ほ り

項目
所属
性別
年齢
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稲刈り

回答者のプロフィール
表１に回答者のプロフィ−ルを示した。女性が
３分の２を占めているが，これはコープ関係者の
女性比率が高いためである。職業別では，商店・
自営業の割合が多い。
表１ 回答者のプロフィール
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農業体験の魅力（複数回答可）

プロフィールでアウトドア体験への関心が高
い点を指摘したが，具体的なアウトドア活動につ

市民農園
市民農園を現在利用している人は少ない(6%)
が，北区の市民農園と断った上でその利用意向を
聞いたところ，利用したいと考えている人は相当
多かった(53%)。これを見る限り，当該地区で市
３ 交流イベント・行事
民農園を設置するという選択肢も有望であるよ
当該地区で実施可能なイベント・行事（９項目） うに思える。ただし，利用する前提条件を問うと，
の概要を解説し，それぞれに参加意向を質問した。 安い利用料金(50%)を求めつつも，栽培指導(41%)，
図３に示したようにおおむね好評であった。特に， 管理の代行(41%)，施設整備(37%)農具貸与・資材
そば打ち体験(66%)，収穫祭(62%)，豆腐づくり体
斡旋(36%)などを要求していることが分かる（図
験(60%)であり，いずれも非常に高い。
５）。現実には，
「都市住民の一方的な要望」をそ
のまま満足させることは難しいだろう。
70

いて質問しても回答割合は高かった。上位から順
に，山道のハイキング（59%），自然観察会（50%），
ホタルの観察（47%）
，バーベキュー（41%）
，フ
ィッシング体験（20%）（図は割愛）
。
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特産物
当該地区で候補に挙がっていた特産物を示し，
食べてみたいと思うかを聞いたところ，予想外に
人気が高かった（図６）
。特に，そば(68%)，黒大
豆の納豆(56%)，豆腐(54%)の人気が高く，今後，
有望な特産物となりうると期待される。しかし，
インターネットによる物品購入の経験はほとん
どなく(4%)，当面，このような販売方法には期待
するべきでないことが推察される（図は割愛）
。
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イベントの情報源・同伴者・形態
イベントの情報源は，行政の広報誌(49%)，新
聞(41%)であった（図４）
。イベントの内容にもよ
るが，人気の高いイベントを選び，情報を行政の
広報誌に流したり，新聞で取り上げて貰えるよう
に工夫したりすれば，十分，参加者が集まるよう
に思われる。誰と一緒に参加するかを質問したと
ころ，家族(53%)，友人(42%)，地域のグループ
(31%)，単独(8%)の順であった。更に，イベント
のスタイルを質問したところ，単発のイベント形
式(42%)，どちらでもよい(46%)，連続したスクー
ル形式(11%)であった（図は割愛）。
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Ⅳ

交流をめぐる農村と都市のギャップ

里づくり計画に関連して，本調査とほぼ同時期
に Ka 集落の 18 才以上の全住民を対象にしたアン
ケート調査を実施している（2002 年 12 月，サン
プル数 210）。里づくりの座談会などで議論された
アイデアをもとに 28 項目の活性化方策を選び，
同集落の住民に０点〜５点で評価してもらうこ
とにした。いわば農村側からみた個々の活性化事
業項目の選好評価である。本論が扱う調査と必ず
しも項目を揃えていないので直ちに比較はでき
ないが，この中には上述の交流関係の項目が含ま
れている。関連したものを対比させると，例えば，
以下のような不整合が読みとれる。
① そば打ち体験は都市側で高く評価された（前掲
図３参照）が，農村側ではあまり高い評価を得
ていない（平均点 2.45 で 28 項目中 18 位）。
② インターネット上にＨＰを開設し，地区のＰＲ
や農産物の販売を行うというアイデアは農村
側では比較的高く評価された（平均点 2.85 で
12 位）が，少なくとも都市側の回答者はインタ
ーネットから情報を集めてはいない（前掲図４
参照）し，上述のようにネットによる物品購入
の経験者はほんの僅かである（前掲 4%）。
③ 農村側からはアイデアさえ出なかったのであ
るが，農村固有の生活文化に関心のある都市住
民は少なくない（62%，前掲表１参照）。歴史
探訪ガイドウォークは都市側から「予想外」に
安らぎのある景観

安心・新鮮・安全な食料の供給

農村は近代化しないで欲しい

とれたての農作物
(2)

安心して食べられる
野菜(2)

のんびりと、ほっと 安らぎの場(2)
できる空間

豊かな作物

安全な農作物の供給
(2)

古きよき時代の原風
景の保存

農薬を使わないおい
しい作物を作って欲
しい

有機農業を守って欲
しい

身近な食料の供給地
身近で新鮮、安全、
安価な農作物の提供

食料を近くで生産す
ること。

地域ならではの味がある
近い北区では、やは
り「食」の特化だと
思う

豊かな自然とふれあえる場であって欲しい

自然を壊さないで， 道路をつけるために
なるべく残して欲し 昔の景色がどんどん
消えていくのは残念
い。

近くまで道路整備を
せず少々不便でも地
道がよい。

高速・道路のあのコ あまり都会化しない
ンクリートが風景を で欲しい
台無しにしている

道路や河がどんどん
コンクリートに変わ
ってしまい残念

区画整理しない田園

農業に関して昔なが
らのやり方や伝統を
大切に守って欲しい

きれいな施設はいら
ない

町の人がとれたての
野菜を使った料理が
味わえる

図７

教育の場

農村の伝統や文化を残して欲しい

都会にはない自然と 緑豊かな自然
のふれあい

農村固有の文化

農村特有の風習や史
跡が保存・継承され
ている場

町の子供たちに農業
体験を提供する場
(2)

豊かな自然、きれい 自然とのふれあい
な水、空気、ゆっく
り流れる時間

古き良き伝統

伝統的なお祭

農村は生き物＝食べ
物を再確認できると
ころ

豊かな自然

小動物が生きていけ
る水や土、大気、植
物

農業を再認識すべき

地域ならではの味を
持った店
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ほっとした風景

安らぎ、ほっとする
、広々とした視界、
緑

有機・無農薬野菜づくり
無農薬野菜(2)

高く評価された（前掲図３参照）。
これらは，都市側のニーズを農村側が見誤って
いた結果であると言えよう。他方，都市側の期待
に対して農村側が違和感をもってしまう場合も
ある。たとえば，今回の調査の中で農村地域に求
めるものを自由回答欄に記入してもらったが，図
７はそれをＫＪ法で整理した図である。回答者は，
安心・新鮮・安全な食料供給の場，豊かな自然と
ふれあえる場，のんびりと安らぐことのできる農
村景観，農村固有の伝統文化の保全，交流の場，
教育の場などを期待している。反面，農村地域の
開発や整備を抑制し，原風景的な農村イメージの
維持を「押し付け」ている点は看過できない。こ
のような都市側の一方的な期待は，農村側のそれ
と大きく食い違うと言わざるを得ない。しかし，
このような場合においても都市側が農村に求め
るニーズととらえると，それを把握し，交流事業
のデザインに活用することの意義は大きい。
このように農村側の思惑と都市側のニーズの
間には，大きなギャップが存在している可能性が
あり，このため交流事業を計画する場合には，農
村側の意向だけでは独り善がりの交流事業計画
となる危険がある。交流は相手があって成立する
ものであるから，里づくり計画の中に交流事業項
目を組み入れるにあたっては，計画段階から都市
側のニーズを適切に把握し，都市住民の期待に対
応してゆくことが重要であると言えよう。

交流の場
田舎のない人の楽し 人の交流（町と村）
も大切｡訪問しやす
みになればいい
い開かれた地域に

農業に対する意識を 農業は一番重要な産
業
もつこと

都市と農村との一体
となった社会実現

現地の人と触れ合え
る場所づくり

農業をもっとアピー いいものをどんどん
アピールしていって
ルするべき
ほしい。

ある程度人が集まる
にぎやかで活気のあ
る地域

都市生活者との交流
による文化の紹介

都市住民が農村地域に求めるもの（ＫＪ法による整理）
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Ⅴ

回答者の属性別にみた交流意向

１

グループ化の基準
Ⅲ節では，単純集計の結果を示したが，Ⅳ節で
述べたように，それは農村側からみた思惑と必ず
しも一致していなかった。都市側の意向を交流事
業に反映させる必要があるが，全ての人に好まれ
る交流事業を企画することは難しい。交流相手を
ある程度絞り込み，そのグループ固有のニーズを
明らかにすることは，競争力のある交流事業を計
画する上で重要であると考えられる*2。
本節では，回答者を個人属性や行動特性によっ
て分類し，グループ別にみた交流ニーズの特徴を
明らかにする。市場を細分化する基準としては，
地域による区分，年齢，性別，所得，社会階層な
どの個人属性による区分，行動特性，ライフスタ
イル，パーソナリティなどの内面的特性による区
分などがあるが，ここでは年齢階層，性別，所属
組織，自然・アウトドア志向を基準として用いる。
２ 年齢階層
図８は，Ⅲ節の４で述べたイベント参加時の同
伴者を回答者の年齢階層別にクロス集計した結
果である。若年層（30 才代）では友人と，壮年
層（40〜50 才代）では家族と，そして高年層（60
才以上）では，地域のグル−プで参加する割合が
高くなっている。このように回答者の年齢と交流
ニーズの間には興味深い関係が推察される。
0%

20%

40%

30才代以下

60%

80%

100%

友人と

40才代

ベントを好み，テレビ，インターネットを通じて
イベントの情報を収集する割合が他の階層と比
べて高い。
高年層で特徴的な点は，農村固有の文化・伝統
に対する関心が一際高く，歴史探訪ウォークへの
参加意向が高い点である。また，地域グループで
参加する割合が年齢と共に高まる点は図８に示
したとおりである。行政の広報誌や口コミが有力
な情報源となっている。
表２ 回答者の年齢階層別にみたニーズの比較
若年層
(30 才代)

壮年層
(40-50 才代)

高年層
(60 才以上)

農業体験(個
別)への参加
意向
アウトドア行
事(個別)への
参加意向

全般的に参加意
向が高い(牛乳搾
り、いもほり)
全般的に関心が
高い(ハイキン
グ，バーベキュ
ー，ホタル観察)

中間
(野菜の収穫)

全般的に参加意
向が低い

やや高い

全般的に関心が
低い

農村文化への
関心
参加したいイ
ベント（個別）

低い(44%)

中程度(56%)

高い(75%)

北区で農園を
借りたいか？
市民農園利用
の条件

Yes (25%)

Yes (59%)

そば打ち体験，歴
史探訪ウォーク，
餅つき
Yes (56%)

トイレ・クラブハ
ウス

料金，栽培指導，
管理代行，農具・
資材斡旋

料金，栽培指導，
ラウベ

交流イベント
の情報源
誰と参加する
か？
イベントの形
態は？

テレビ，インター
ネット
友人(69%)

行政の広報誌

行政の広報誌・口
コミ
地域グループと
家族(同率 48%)

単発を好む

連続を好む割合
が高くなる

豆腐づくり，農家
民宿

家族(72%)

注) 網掛けは各グループで特徴的な部分を示す

壮年層では中間的な意向を示しているが，市民
農園に対する関心が比較的高い。情報は行政の広
報誌に依存し，同伴者は家族の場合が多く，スク
ール形式の連続型イベントを好む割合が高い。

家族で

３

50才代
60才代
地域の
グループ

70才代以上
家族

図８

友人

地域のグループ

単独

回答者の年代とイベント参加時の同伴者

表２は，クロス集計によって年齢階層別にみた
ニーズを比較し，その結果を要約したものである。
他の階層と比べて，若年層では個々の農業体験
プログラムへの参加意向が高いだけでなく，自
然・アウトドアに対する関心，同個別行事への参
加意向も高い。同伴者は友人であり，単発型のイ

性別
交流事業に対する関心は男性の方が女性より
も全般的にやや高かった。しかし，その差は顕著
なものではなかった（図表は割愛）
。
４

所属組織
Ⅱ節で述べた通り，「まちづくり協議会」と東
灘区内の「コープこうべ」の関係者を調査対象に
選んだ。前者は商業地域を中核とする下町の住民
であり，後者は閑静な住宅地の住民（主婦）であ
る。いずれも都市内の典型的な住民のタイプであ
る。当初，両グループ間で都市農村交流ニーズが
大きく食い違うことを予想したが，実際には両者
の相違はほとんどみられなかった。
（図表は割愛）
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５

自然・アウトドア志向
自然・アウトドアへの関心の有無は，交流ニー
ズに大きな違いをもたらしていた*3。表３は関心
の有無で区分した２グループの比較結果を要約
したものである。同表に示したように，市民農園
の利用条件を除く全ての項目で，両グループ間に
極めて明瞭な相違が確認できた。その一例を示せ
ば，図９（農業体験への関心）のとおり。
表３ 自然・アウトドア志向別ニーズの比較*
自然・アウトドア志向グループ(G)の特徴
農業体験(個別)への参
加意向
アウトドア行事(個別)
への参加意向

全ての個別項目に対して参加意向が明瞭に高
い（図 10 参照）
フィッシングを除く全項目で参加意向が明瞭
に高い

農村文化への関心
参加したいイベント
（個別）

農村文化への関心が明瞭に高い（74%と 31%）
全ての個別項目に対して参加意向が明瞭に高
い

北区で農園を借りたい
か？
市民農園利用の条件

関心有りＧの「利用したい」割合は 60%（関心
無しＧの「利用したい」割合は 37%）
関心有りＧでやや高いが，差は僅かである

交流イベントの情報源

情報源に「何も利用していない」割合が大幅に
違う(関心有り：14%，関心無し：42%)
「友人と参加」の割合が特に高い(関心有り：
57%，関心無し：29%)
単発を好む(関心有り：47%，関心無し：25%)
訪問頻度が高い

誰と参加するか？
イベントの形態は？
北区への訪問頻度

* 関心有りＧと関心無しＧ（どちらでもないを含む）の２分割で比較。

表３から，自然・アウトドアへの関心の高さが
イベント等の情報収集に対する積極性や実際の
行動（同表の｢北区への訪問頻度｣を参照）にも連
動することが読みとれる。また，友人を同伴する
割合が顕著に高く，社交性の高さも推察される。
80

回答割合％

70
60
50
40

最後に，本論の成果を要約することでまとめに
変えたい。
第１に，この調査が一般的な都市農村交流の意
向調査ではなく，具体的な村づくり計画と連動し
た実践的な調査である点である。このため，当該
地区との交流を念頭においた回答者の選定およ
び回答の依頼，ワークショップや農村側意向調査
と連動した調査票の設計などの工夫を行った。本
論では割愛したが，本調査結果は里づくり計画に
活用されている。
第２に，本調査結果を農村側の意向と比較する
と，農村側の思惑と都市側のニーズの間に大きな
ギャップが存在していることが明らかになった。
村づくり計画の多くは，農村側の意向だけで交流
事業が組み込まれている。しかし，上記の事実は
計画段階から都市側のニーズを適切に把握し，彼
らの期待に対応してゆくことの重要性を強く示
唆している。
第３に，具体的な交流事業を企画・計画する場
合に，特定の階層やグループに絞り，そのターゲ
ット・グループにとって満足度の高い交流内容を
「作り込む」ことが望ましい。このような視点に
立ち，回答者をグルーピングし，意向を比較した。
年齢階層（３区分）では，それぞれの階層毎に特
徴的な交流ニーズを抽出することができたが，こ
れは年齢階層別に企画する場合の判断資料とな
りうる。また，自然・アウトドア志向の有無とい
う行動特性は，都市農村交流に対するニーズ全般
を極めて強く規定していた。そのような行動特性
を備えた都市住民へ如何に効果的に交流メッセ
ージを発信できるかが考慮されるべきである。

30

【注釈】

20
10
興味な し

稲刈り

家畜世話

田植 え

自然・アウトドアに関心がある

乳搾 り

いも ほり

野菜植付

野菜収穫

0

どちらでもない＋関心がない

図９ 自然・アウトドア志向と農業体験への関心

Ⅵ

おわりに−若干のまとめ−

*1

本調査では，回答の便宜上，農業体験，アウトドア
体験，（その他の）交流イベント・行事と３つのグル
ープに分けて質問したが，内容的にはいずれも交流イ
ベントの範疇に含まれる。
*2 なんらかの基準によって市場を細分化し，その中か
らターゲット・グループを絞り，そのグループの満足
感や充足感に主眼を置いたマーケティングはターゲ
ット・マーケティングと呼ばれる。
*3 当初は予想していなかったが，クロス集計の試行錯
誤の過程で明らかになった。他の如何なる基準もこれ
ほど明瞭な相違を示すことはできなかった。

Summary
The author participated in planning process of the community located in Kita-ku, Kobe as a planning adviser in
2002. In the course of planning, I executed a questionnaire survey on rural-urban exchange to the city dwellers.
Based on the results from the survey, we made clear that there is a wide difference of expectation between city
dwellers’ side and rural community side on the rural-urban exchanges. Moreover, we investigated the needs of the
city dwellers in order to examine the desirable course of exchange actions for this community.
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