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まえがき 

 
 2008 年度入学生を対象としたゼミナール形式の講義「地域学習」及び「フィールドワーク」

では、2009 年２月 22 日から 24 日にかけて、大分県宇佐市安心院町でグリーンツーリズムにつ

いての調査を行った。この調査は、ゼミの研修旅行として実施され、教員 2 名（宮崎幹朗・宇

都宮千穂）が同行した。調査研修は、３日間かけて行われ、１日目は宇佐市安心院町グリーンツ

ーリズム研究会（事務局・植田淳子氏）でのヒアリング、２日目には宿泊先農家での農業体験（時

枝仁子氏宅・江藤憲子氏宅）及び宇佐市役所安心院支庁におけるグリーンツーリズム担当職員（江

藤昭光氏）のヒアリング、３日目は、農業体験に加え安心院町視察であった。なお、宿泊は２日

間ともグリーンツーリズム研究会があっせんする農家に宿泊し、「農村民泊」を体験した。 

本調査では、調査地の選定及び行程の計画、調査内容の検討などはすべて地域コース１回生自

らが行った。１回生たちが今回の調査地を安心院町に設定した理由は、本年度のゼミのキーワー

ドが「観光」「農村」「地域づくり」にあったことにある。 

１回生は、春に湯布院、黒川温泉、別府温泉に研修に出かけ、大学最初のフィールドワークを

経験した。そこでは、温泉を中心に地域づくりをしている住民の活動について学び、また、それ

ぞれの観光地の違いを実感した。続いて、夏には、京都府綾部市及び南丹市美山町に行き、過疎

地の現実を目の当たりにすると同時に、そこで行われている過疎対策としての「むらづくり」に

ついて学んだ。また、一年間を通して、本間義人『地域再生の条件』（岩波新書）を全員で輪読

し、「地域づくりがなぜ必要なのか」を議論しながら、地域研究における基本的な知識を習得し

てきた。前述にあるゼミのキーワードは、春夏のフィールドワークで得た実感や知識、年間を通

して行われた文献による学習によって見出されたものであるといえよう。もちろん今回の調査地

候補には、過疎地だけでなく東京など都市部も挙がったが、宮崎幹朗先生の「本年度のゼミ内容

をまとめるような場所がよいのでは」という助言もあって、グリーンツーリズムで有名な安心院

町が選ばれた。フィールドワークを終えて、調査前の議論内容、調査地でのヒアリングを振り返

ると、本年度のゼミ活動をまとめるにふさわしい内容となったと感じている。 

本冊子は、以上のような背景のもと、今回の研修について各自が作成したレポートをまとめた

ものである。したがって、あくまでもレポートであって論文ではなく、研究成果として公式に発

表するものではないことをお断りしておきたい。内容等に誤りや即断すぎる点があるかもしれな

いが、今後３年間の大学生活でゼミ生が議論を深めるための「たたき台」であるという点をご理

解いただき、厳しいご指導及びご指摘をいただければ幸いである。 

最後になりましたが、安心院町研修旅行でお世話になりました、植田淳子さん、江藤昭光さん、

江藤憲子さんとご家族のみなさま、時枝仁子さんとご家族のみなさま、ありがとうございました。

１回生及び私たち教員も、とても心に残る体験をすることができました。 

 
2009 年３月 

愛媛大学法文学部地域コース指導教員 
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安心院フィールドワーク報告書 

 

植野 志保 

 

 安心院のグリーンツーリズムは、関係者

だけでなく、町全体でグリーンツーリズム

が行われているように感じた。住民のグリ

ーンツーリズムに対する意識が高いことが

わかった。私は、安心院のグリーンツーリ

ズムがここまで軌道に乗って今もなお活性

化している背景、ここまで進化を成し遂げ

た経路について興味を持った。本レポート

では体験を通しての感想や学んだことをふ

まえながら、安心院のグリーンツーリズム

が活性化した理由について述べていきたい

と思う。 

 

今や全国から注目を浴びている安心院の

グリーンツーリズム。日本で初めて農村民

泊を行い、日本の法律をも変えてしまった。

日本のグリーンツーリズム推進に大きな影

響力を与えたことはいうまでもない。  

どうして短期間で安心院のグリーンツー

リズムはここまで成長できたのだろうか。

フィールドワークに行く前に事前学習をし

ていてとても興味を持った。安心院町グリ

ーンツーリズム研究会がその足掛かりとな

っているのだが、これが行政組織ではなく、

民間組織であることにまた驚いた。民間の

力でそれもこんな短期間で。この研究会を

立ち上げた宮田さんがもの凄くリーダーシ

ップの持ち主だったのだろうか。いろんな

疑問を抱えながら臨んだ今回のフィールド

ワークだが、実際に現地に行き、農家体験

をしたり、地域の方々との交流を通して、

また、研究会の事務局員である植田さん、

グリーンツーリズム推進係の江藤さんのお

話を聞き、自分なりにその疑問も解くこと

ができた。 

どのような経路で安心院のグリーンツー

リズムは発展していったのか。活性化した

のか。私はその理由として４つにまとめた。

まず１つ目の理由は、基盤がしっかりとし

ていることだ。平成８年に安心院グリーン

ツーリズム研究会を発足してから活動計画

を立てている。組織はよく５カ年計画を立

てるというが、まさにそれがなされており、

そしてそれを実行できている。また発足後、

しっかりとした軸を決めていた。組織を立

ち上げるには軸というものが必要である。

以前フィールドワークで行った湯布院は、

観光業などの第３次産業を中心としている

のに対し、安心院は、第１次産業つまり、

農業に軸を置く姿勢を崩さなかった。そし

て、目的、目標を明確にし、基礎をしっか

り固めた。このように初めのスタートで基

礎となる土台をしっかりつくることによっ

て、うまくスタートを切ることができてい

る。なによりも基盤がしっかりしており、

組織運営がスムーズになされている。広報

部をはじめ、アグリ、環境美化、企画開発、

農泊、応援団等の専門部活動が自主的に動

いているところがこの研究会の特徴である。

なによりも会員の半数以上を占める応援団

の力は大きなパワーとなっていると研究会

の植田さんが言っていた。２つ目は、研究
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会発足後、２年目にヨーロッパ研修を行っ

たこと。ヨーロッパに行くには費用もかか

るため、そんなすぐにはいけるものではな

い。しかし、当研究会は発足後２年目にし

て行ったということに随分思い切ったなと

思った。宮田さんはこのヨーロッパ研修を

「気軽な気持ちでスタートした」と言って

おり、宮田さんは決断力のあるリーダーだ

と思った。普通そんな簡単にヨーロッパに

行こうという決断はできないだろう。この

ヨーロッパ研修ではヨーロッパのグリーン

ツーリズムに対する意識の違いを垣間見る

ことができ、宮田さんをはじめ、モチベー

ションがあがったことだろう。３つめの理

由は、行政のサポートである。並外れて後

方支援がしっかりしていたことは、大きな

力となったことだろう。そして、なにより

もみんなのアイディアがここまで栄えた理

由なのではないかと考える。研究会の専門

部活動の１つに農泊がある。研究会の主な

活動といっていいだろう。農泊があったか

らこそ、安心院が全国から注目されるよう

になった。その安心院の農泊が成功するま

でには、様々な試練があった。それを安心

院独自のアイディアで乗り越え成功した。

成功の足掛けとなったアイディアの１つに

「安心院方式」というのがある。国内でグ

リーンツーリズムが普及しない最大の要因

は、旅館業法などの規制で民間に旅行客を

泊められないためだ。研究会は、旅行客を

会員制にするというアイディアで規制をク

リアすることができた。旅行業としてでは

なく、交流活動として安心院の農泊が定着

していったのだ。農泊を専業とする商業ベ

ースとするのではなく、あくまでも農泊は、

農業を続けるための副業とすること。ある

がままの家に泊まってもらい、温かいもて

なしで訪れる人に交流の魅力をかんじても

らうことが１番の目的だと、植田さんはお

っしゃっていた。つまり、農泊は、農業体

験が目的ではなく、家の人と一緒にご飯を

作って食べたり、会話をしたりして交流を

楽しむことを目的としている。植田さんに

安心院の農泊の魅力を聞いてみたところ、

受け入れを４～８人までとし、一人ひとり

のお客さんを大切にしていること。各家ご

とに得意なことをすることで個性豊かなお

もてなしを提供で、家庭の温かさをかんじ

ることができることだとおっしゃっていた。

農泊を専業とせず、交流の場とすることで、

「1 回泊まったら遠い親戚 10 回泊まったら

本当の親戚」といえるほどの最高のおもて

なしができるのではないかと思った。この

ように民間の力と行政の支援と住民の協力

で安心院のグリーンツーリズムは成功した

のである。今では、修学旅行などで農泊を

行う学生が多いようだ。農業に興味をもつ

学生も増えるのではないか。この農泊がも

たらす影響は大きいと思う。しかし、まだ

まだ課題は山ずみだ。今回研究会の事務局

員である植田さんと、行政のグリーンツー

リズム推進係に務めている江藤さんのお話

を聞くことができたのだが、行政と民間の

連携がうまくいっていないように感じた。

植田さんは、合併してから行政が行ってい

た仕事を研究会がやらなければならなくな

り、事務局員３人では厳しいと言っていた。

植田さんの話を聞く限りでは、行政の仕事

が民間にまわったことで行政の仕事が緩和

されたのかと思えば、江藤さんは合併後も

業務が減ったわけではないと言っている。

仕事内容を伺ったところ、研究会も行政も
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同じことを行っている部分があり、うまく

連携がとれていないように感じ、二社の仲

がよくないようにも思えた。グリーンツー

リズム研究会は、ＮＰＯ法人という民間組

織ということもあり給料も月に１０万円程

度だそうだ。これだけの仕事を３人でまわ

していくというのは、楽ではない。このよ

うな労働条件の中で、植田さんは体調を壊

したこともあるという。決して労働環境は

良いとはいえないだろう。しかしお客さん

に「信頼されること」がこのような条件で

も植田さんが今の仕事を頑張れる力となっ

ているのだ。他県から来られたお客さんの

笑顔であったり、満足そうにしている様子

を見てこの仕事を続けたいと思えるのだと

言っていた。 

ここからは実際に体験して感じたことを

述べていきたいと思う。私たちがお世話に

なった農泊先は「桃源郷 こびら」という

江藤憲子さんの家である。江藤さんのおお

らかな性格と優しい笑顔ですぐに打ち解け

ることができた。うどん作りや、椎茸採集、

釜めし作りなど、日常では体験することの

できない貴重な経験をさせていただいた。

天候が悪かったため、農業体験はできなか

ったが、その分、お話を楽しむことができ、

本当に家族のように実家に帰ってきた気持

ちになった。「1 回泊まったら遠い親戚、10

回泊まったら本当の親戚」という安心院の

農泊は、本当にそう思える温かいおもてな

しがなされていた。江藤さんたちは定期的

に勉強会や研修を行っていると言っていた。

このような勉強をしているから最高のおも

てなしを提供できているのだろう。 

自然とふれあい、また、江藤さんや町の

人の温かさに触れ、とても充実した時間を

過ごすことができた。最近では韓国からの

お客さんも多く訪れるようで、日本の温か

さを体験し、国境を越えた交流がこれから

もっと広まっていってほしい。 

今回は以上のように報告書としてまとめ

た。私は農家というと、専業だけでは経済

的に生計が立てられないというイメージが

あった。しかし先日内子の道の駅に行った

のだが、そこの直売所では、１日の売り上

げが約 400 万にもおよぶそうだ。年々売り

上げを伸ばしているという。このように農

業を通してまちづくりを行い、活性化して

いる地域もあるのである。安心院のグリー

ンツーリズムもその一つだ。しかし、親が

「農家にはお嫁に行くな」というように農

家に偏見をもっている人は少なくないだろ

う。それを打開するためにも、グリーンツ

ーリズムをはじめ、道の駅などの普及とと

もに日本の農家に活気を与え、それを通し

てまちが活性化し、日本が自給自足できる

国になっていってほしい。 

（3576 字） 
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安心院研修 

 

今井 裕章 

 

今回、安心院のグリーンツーリズムに

ついて調べるために実際に大分県まで足

を運んできた。事前学習から持っていた

知識通り、田舎さ満載のところだった。

改めて、安心院の概要を挙げるとしよう。 

 

大分県北部、宇佐（うさ）郡にあった

旧町名（安心院町（まち）。2005年（平

成 17）3月宇佐市に合併。スッポン、コ

イ料理にアジムワインが知られる。旧安

心院町の人口は 8034（2000年国勢調査）。

（yahoo 百科事典より一部引用） 

 

今回、安心院のグリーンツーリズムに

携わっている方のお話が聞けた。その中

で、安心院の活動の問題点や改善点とい

ったものが浮かび上がってきた。まずは、

財政的な問題である。町と言われるとこ

ろである以上、人口も多くなく、資金を

集めるというのは一苦労であるはずだ。

そして、町起こしであるグリーンツーリ

ズムに無関心な人が多い。確かに今とな

っては、安心院のグリーンツーリズムと

いうのは広く知られるようになったが、

活躍というか、本当に根底から支え、携

わってきた人は限られている。もっと増

やすことはできないだろうか。私はこの

２点に重点を置き、考えを発展させてい

きたい。 

 安心院では藁こずみ大会と言われる

催しものが行われてきた。これは全国か

ら参加者が集うほどのものであり、大盛

況であった。10回目の大会を機にその大

会は終了となった。区切りが良いという

ものもあるが、財政的にもしんどい部分

があるようだ。また、２ヶ月に１度は勉

強会を行い、個人のレベルアップや情報

収集をしている。そのときに講師を呼ん

だりするのにも必要経費が発生する。安

心院のグリーンツーリズムはまち起こし

と言えども、利益追求を主としてやって

いるわけではない。だから、農泊代の値

上がりをするわけにもいかない。もっと、

他の部分から収入を得る必要がある。私

の考えとしては、定番であるが地域の特

産物を利用するという方法をとる。安心

院を車で走っていると「すっぽん」の看

板がよく目に付いた。安心院ではすっぽ

んが有名であるらしい。そのすっぽんを

まだ生かしきれているようには思えない。

安心院では葡萄も有名である。ワインに

加工して付加価値をつけつつ販売してい

る。実際にワイナリーに行って、試飲を

した。ワインがあまり好きではなかった

が、飲みやすいものがあり満足して購入

したのを覚えている。これくらい、すっ

ぽんでも身近な存在にしつつ、人々の販

売意欲をかき乱すことはできないだろう

か。あれこれ考えながら、行き着いたと

ころは、身近なワインと共に販売すると

いうことである。すっぽん単体での購入

というのは、気が進むものではないよう

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%82%B9%E3%83%83%E3%83%9D%E3%83%B3/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%96%99%E7%90%86/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%9B%BD%E5%8B%A2%E8%AA%BF%E6%9F%BB/
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に思う。そもそも、どんなものなのかが

よくわからず、何においても未知数な部

分が多いからである。それなら、一般的

に買いやすいものとセット販売してみた

はどうだろうか。具体的には、ワインを

買うとおまけ感覚ですっぽんの商品がつ

いてくるといったもの。こうすることで、

すっぽんを意外と身近な存在に近づける

ことができ、なおかつ食す機会を与える

ことができる。では、宣伝方法としては、

専らネットによる宣伝を考える。グリー

ンツーリズム研究会のホームページに記

載するなどといった、比較的誰の目にも

止まりやすい方法を行う。テレビによる

宣伝は違った料金が発生してしまい、

元々財政的に苦しい安心院には無理であ

る。あとは、情報が早いかつお金がかか

らない方法といえば口コミである。口コ

ミをしてもらうために農泊の食事のメニ

ューに１品で良いからすっぽん料理を加

えるとする。すっぽんは値段が張るから、

何軒かで１匹を購入するなどして、コス

トを抑えながら特産物を味わってもらう。

安心院のグリーンツーリズムはリピータ

ーも多く存在することから、この口コミ

作戦はなかなか効果を発揮するのではな

いかと考えている。別のやり方としては、

単純に農泊を行っている家庭に募金箱を

置く。そして、そこには農泊をした客か

らの入金に期待する。といっても、あく

まで募金である。強制は絶対に行わない。

リピーターが多いという点からも、グリ

ーンツーリズムを楽しんでいるわけであ

る。ある意味、関心があると言っても良

いのでは。そう考えると、サービス内容

からすると、募金をしてもらえるのでは

なかろうか。その募金欲しさに、サービ

スをよくしようという言い方は、語弊を

生むかもしれないが、受け入れ側のサー

ビスによって、募金くらいしてもいいな

と思うかもしれない。募金というのは、

一度で大きな額を得ることはまずない。

ちりも積もれば山となる精神で、地道に

やっていくことで財政という大きなもの

にはならないだろうが、必要経費を少し

でも抑えられるのではないかと考える。 

では、次に無関心な人をいかにグリー

ンツーリズムに携わってもらうかという

問題について、私ならどうするだろうか。

自分と照らし合わせて考えてみた。自分

を職員の立場として考えると、何をして

もらえれば、興味のないプロジェクトに

参加するだろうか。給料が上がると言わ

れれば、やってみようかなと考えたりす

る。しかし、財政的にしんどい安心院で

はそれは無理である。では、役職が上が

ると言われれば、やってみようと思うか

もしれない。地位というのはやはり、高

ければ高いほど良いという考えがある。

しかし、それではたくさんの人を参加さ

せることはできない。金銭的なものでな

く、他のものでとなったとき、働く人ほ

どほしいのが休暇である。バカンス法が

現実となり、施行されれば誰もが喜ぶで

あろう。では、逆に国でバカンス法が施

行されるとかいう前に安心院で行ってし

まえばと考えた。つまり、グリーンツー

リズムに携われば、ゴールデンウィーク

や年末年始とは別に長期休暇がもらえる

とするのである。そもそも、グリーンツ

ーリズムは余暇を普段とは違う地でゆっ

たりと過ごすものである。外国では、日
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本に比べて労働時間が短く自分の時間を

使うことができる。そういった点を働き

すぎの日本人は見習う必要がある。ただ、

それを国が行わないのであれば、地方で

行ってしまえばいいという発想である。

では、グリーンツーリズムに積極的では

ない、一般の人々をいかに参加させるか。

ここでの参加は受け入れ先を増やすとい

う視点からいくものとする。受け入れ先

として登録すれば、ある待遇を行う。そ

れでも、他人を受け入れて、お世話する

となれば、なかなか気の進むのもではな

い。それ相応の見返りがほしくなってし

まうのが人間であろう。では、どのよう

なものを得られるとやる気になるか。そ

もそも、お金をもらえるとなれば受け入

れ先が増えるという考えは成り立つだろ

うか。そこはある意味疑問に思うところ

である。正直なところ、グリーンツーリ

ズムを行っている家庭はまずまずのお年

を召している。恐らく、お金お金という

ような年でもないのではないか。自分へ

のプラスはあまり必要としてないのでは。

となると、自分ではなく違う人に利益に

なるとなれば少しは考え方が変わるので

はないだろうか。私が考えるのでは、活

動に参加してもらうと、自分の子孫に利

益が生まれるというものである。可愛い

孫のためなら、可愛い息子のためなら頑

張れるかもしれないという考えになるの

ではなかろうか。具体的な事例を挙げる

とするなら、自分の親または祖父母がグ

リーンツーリズムに参加していれば、義

務教育中の給食費が半額というプランで

ある。家計の負担となってくる教育費が

少しでも軽減されるのは、うごく助かる

ことであろう。かつ、我が子が喜ぶ、孫

が喜ぶとなればなおさら頑張ってみよう

という原動力になるはずだ。己の利益の

みの追求から、他社の幸福を考えること

は、人間的にも大きくなれると信じてい

る。 

以上、自分が考える改善策というのを

挙げた。果たして、本当の最善策といっ

たものはどういったものなのだろうか。

まだまだ、大きなビジョンが見えてこず、

狭い視野であたふたしている状況である。

今回の研修で自分の糧となる部分は確か

に存在したはずである。自分の考え方と

友人の考え方と比較してよりよいものに

していければと思う。２泊３日という短

いようで中身の詰まった研修が出来て良

かった。今後の自分の成長に生かせれれ

ばと思う。 
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フィールドワークレポート 

～大分県宇佐市安心院町～ 

 

米森 萌 

 

１．はじめに 

 今回、グリーンツーリズムの取り組みを

行っている大分県の安心院町にフィールド

ワークに行き、実際に民宿に泊まり大自然

に囲まれた環境で貴重な経験をすることが

できた。この活動を通して感じたこと、ま

た、グリーツーリズム研究会・宇佐市安心

院支所の方のヒアリングを通じて学んだこ

とを本レポートにまとめたいと思う。 

 

２．安心院グリーンツーリズム研究会 

 平成４年(1992 年)アグリツーリズム研究

会が発足した。きっかけは県や住民がこの

ままでは農村がダメになってしまうのでは

ないか。という不安から人をなんとかして

呼ぼうと活動が始まった。この活動は始め、

農家中心で行われていたが、これには限界

があった。そこで、平成８年(1996 年)に安

心院町グリーンツーリズム研究会に改称し、

農家中心に行われていた活動もレストラン

や多くの人々がかかわるようになって変化

した。 

安心院のグリーンツーリズムは“農村民

泊”と呼ばれ、安心院に来てもらい、ある

がままの家に泊まるというものである。は

じめは、祭りやイベントをした時だけのお

客さんだけであったが、テレビや新聞など

の報道を通じて多くの人が集まるようにな

った。たいてい人を集めるのに苦労しそう

だが、話を聞く限りでは安心院でそのよう

な苦労はあまりなかったように感じた。や

はり、メディアの力は大きいと感じた。平

成１２年(2000 年)大分商業高校が体験学習

として安心院に来たことが先駆けとなり、

修学旅行生が増加した。今では、学生の受

け入れをしている家庭が４０件、常時受け

入れをしている家庭が１６件あるそうだ。

受け入れ家庭としての許可を取得して１年

間は見習い期間としていて、積極的な参加

を求めている。 

私たちが事前に勉強していった安心院方

式は、法的な面で民泊が問題とされていた

がこれを緩和したことも特徴のひとつであ

る。安心院方式は、農水省が進める不特定

多数向けの農家民泊とは違って会員制で行

う。農家民泊を始めるには、食品衛生法や

旅館業法、消防法などに基づく県知事の許

可が必要となり特に、食品衛生法では、客

専用の調理場必要で受け入れ家庭側として

は、新たな投資が必要になってしまう。し

かし、平成１４年(2002 年)に各保健所に出

した通知で、農家の台所を借りて調理した
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り、そば打ちなどを客が農家と一緒に調理

を体験したりする場合には、食品衛生法で

義務付けた客専用調理場が必ずしも必要な

いと決定した。 

若者をはじめ、高齢者もより長くグリー

ンツーリズムを続けるために安心院ではい

くつかの定義があった。まず、グリーンツ

ーリズムは女性を中心に行われ、副業の域

をこさないこと。男性は農業などを行いサ

ポート的役割がある。また、交流が目的で

あり 1 日 1 組を原則とし、部屋は空いてい

る部屋を使う。基本はＢ＆Ｂの形式をとっ

ていたり、料理は共同で用意するようにな

っていたりしている。このグリーンツーリ

ズムでは、①農業②農村③食育この３つを

実際に体験できる仕組みとなっている。 

イベントとしては、第 10 回で終了してし

まったが全国藁こずみ大会や柿の苗を毎年

100 本配布している祇園坊講演会、ドイツ

語講座などを実施している。藁こずみ大会

が第 10 回で終了してしまったのは予算の

問題も関係しているようだった。また、2

か月に 1 回定例会を行い、意見発表・交換

の場を設けている。定例会を通して話をし

報告し合うことでコミュニケーションの場

になっている。どんなイベントを開催する

にも農村の文化を守るイベントを開催して

いきたいとおっしゃっていた。 

お話を聞いた植田さんは、２００５年の

合併後、安心院支所になり事務局の仕事量

もかなり増えたとおっしゃっていた。事務

員はたったの３人で安心院のために働いて

いた。 

体調を崩してしまうほど一生懸命な植田さ

んをみて本当に安心院のことを思って頑張

っているのだと感じた。これからは仕事を

分担して、修学旅行時の巡回を村の人々に

頼むというようなワークシェアが必要では

ないかとおっしゃっていた。 

日本では未だにヨーロッパのようにバカ

ンス法のような制度はない。安心院ではこ

れから日本でもバカンス法が制定されれば

良いという風に考えていた。問題としてあ

げていたのは、修学旅行としていつまでも

学生が安心院を訪れるとは限らないという

ことだった。どうしていくかはまだ答えは

出ていないとおっしゃっていた。今は３分

の１ほどが修学旅行生で占めている。私が

今回このグリーンツーリズムを体験してみ

て感じたことは、これから一般の人々もこ

んな体験をしたいという人が多くいるので

はないかということだ。昔、祖母に教えて

もらったような知恵を安心院では日常的に

行っているし、それは守っていくべきもの

だと思う。そのためには植田さんのように

地元の人だけではなく外部の人の力も必要

となると考える。やはり、昔から住んでい

る地元の人が知っている良さと外部の人か

ら見て感じる良さをうまく合わせることで

さらに高めることができると私は考える。 

 

３．宇佐市安心院支所 

商工歓交課グリーンツーリズム推進係 

平成８年にグリーンツーリズムが始まっ

た当初は、グリーンツーリズム研究会側と

しては行政には頼りたくないという考えが

あり、行政側としてはグリーンツーリズム

というものがどんなものかさえよく分から

ないという感じだったそうだ。行政として

は、グリーンツーリズム研究会のサポート

をしながらで人的な支援を行っているとい

うことだった。金銭的な面では、財政上な
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かなか厳しい現状がある。 

お話を聞いた江藤さんは７年間、グリーン

ツーリズム推進係として働いていた。グリ

ーンツーリズムが始まる前は修学旅行で安

心院を訪れるということはなかったとおっ

しゃっていた。今では、日本修学旅行協会

と提携を結んでいてこの手数料も収入とな

っていた。グリーンツーリズム研究会がで

きる前は、モニターツアーや都市農村交流

は行っていたが、まちづくり計画というの

はなかったそうだ。安心院町だけのグリー

ンツーリズムではなく宇佐市として大分県

としてのグリーンツーリズムにしていくた

めに研究会と行政側での連携が必要となる。

やはり、職員のなかにはグリーンツーリズ

ムにあまりかかわる必要がないと考えてい

る人もいるようだった。理解を深めるため

には時間がかかるのだと感じた。そのため

に、安心院では講習会などを開きレベルア

ップをはかりたいとおっしゃっていた。 

 

４．桃源郷 こびら 

 私たちのグループは３日間江藤家にお世

話になった。まず、みんなで夕食を一緒に 

 

 

 

作ることから始まり、初めてという気がし

ないくらいフレンドリーですぐに打ち解け

ることができた。食卓には、地元で採れた

食材に囲まれてまさに地産地消で本当に感

動した。うどんを自分たちの手でこねて作

ったり、しいたけを採りに行ったり、釜戸

でご飯を炊いたり、非日常的な体験の一つ

ひとつがとても貴重でこんな体験ができる

場がいつまでも残っていたらいいなと心の

底から感じた。 

 

５．おわりに 

 今回のフィールドワークでは、一昔前に

タイムスリップしたような貴重な体験ばか

りで充実した３日間だった。そして、自分

自身本当に楽しむことができた。ヒアリン

グでは、財政的なことや資料を読んだだけ

では得られないような問題点や課題を実際

に聞くことができ何事も成功させるために

は多くの壁があり難しさを感じた。これか

らの安心院のグリーンツーリズムは財政難

ながら地域資源をうまく活用すること。そ

して、住民と宿泊客のパイプ役である研究

会と行政が話し合いなど連携を図りながら

進めていく必要があると考える。 

地産地消の食材に 

囲まれながら．．． 
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安心院町フィールドワーク 

 

森貞 彩 

 

●はじめに 

 本レポートでは、2 月 22 日～24 日の 3 日

間、大分県の安心院町で行ったフィールド

ワークについて述べていきたいと思う。 

 

●安心院町グリーンツーリズム研究会 

 今回のフィールドワークでは、全国的に

も注目されている安心院町グリーンツーリ

ズムについて体験学習を行った。この、安

心院町グリーンツーリズムの運営の中心に

なっているのが、安心院町グリーンツーリ

ズム研究会である。この研究会は、安心院

町に住んでいる人がお互いに尊重し、家族

仲良く楽しく暮らし、子どもがそれを誇れ

る町になれば、という願いから平成 8 年に

設立され、専門的な 6 つの分野に分けて組

織されている。研究会では、最終目標とし

て、“都市との交流により、町の基幹産業で

ある農業を守り育て、農村の社会的、経済

的向上を目指す”こととされ、農村民泊が

始められた。現在、年間を通して受け入れ

てくれる農泊家庭は 16 戸あり、修学旅行生

などの団体で訪れるときに受け入れてくれ

る農泊家庭が 40 戸、およそ 50 戸の民家が

農村民泊を行っている。この民家はすべて

が農家ではなく、一定の条件はあるが、農

家でない民家もあり、農村民泊に訪れた人

は、各農泊家庭によってさまざまな体験を

する事が出来るようになっている。この安

心院町グリーンツーリズムの特徴は、 他

の農村民泊と違って、受け入れ先の方との

交流が深いという所である。体験をする時

だけでなく、朝食や夕食を農泊家庭の方と

頂くことで、より農村の日常を体験するこ

とができるのである。外部の人を受け入れ

るということは大変なことではあるが、農

村民泊を通して県外の人や海外の人と関わ

り合うことは、農泊家庭の方にとってもい

い刺激になり、気力にもなっているそうだ。 

 しかし、順調に進んでいるように思われ

る安心院町グリーンツーリズムではあるが、

まだまだ課題はあるという。研究会が今、

抱えている問題の中には、仕事量の増加に

よって、常勤の 3 名ではまわしきれなくな

っているという事である。常勤のスタッフ

を増やしたくても、収入が宿泊代の一部と

手数料だけのため、給与の面で常勤のスタ

ッフを雇うことは難しく、現在はパートを

雇いワークシェアをしているが、まだ軌道

に乗りきれてないという。また、近年、修

学旅行生が多くなり、体験学習を行うには

絶好の時期に学生が訪れるため、どうして

も一般の人が訪れにくくなっていることも
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問題の 1 つとして挙げられる。農村民泊は

予約制で、早い者勝ちになってしまうため、

仕方ない部分はあるが、より多くの方を受

け入れられるように農泊家庭を増やしてい

きたいと考えているそうだ。 

 研究会は、今後の目標として、全国的に

農村民泊が広まってきた今、これからどう

やって安心院町ならではの農村民泊を展開

していくか、まだ具体策は出せていないが、

地域全体で考え、より良い活動にしていき

たいということである。 

 

●安心院支所（グリーンツーリズム推進係） 

 2 日目、安心院支所で行政の立場からの

安心院町グリーンツーリズムについてお話

を伺った。安心院町グリーンツーリズムは

基本、研究会が中心に運営し、行政は支援

を行っている。平成 9 年に全国に先駆けて

「グリーンツーリズム取り組み宣言」を議

会で議決し、安心院町のグリーンツーリズ

ムが全国的に注目されるようになった。そ

の頃から、行政への問い合わせなども多く

なり、平成 13 年に商工歓交課グリーンツー

リズム推進係を設置した。しかし、このグ

リーンツーリズム推進係を設置するのは、

非常に大変だった。なぜなら、民間側に“あ

まり行政には頼りたくない”という考えが

あり、行政側も“よく分からない組織に関

わりたくない”という考えがあり、なかな

か双方の連携が取りにくい環境であったか

らである。しかし、当時の担当の人が「グ

リーンツーリズム取り組み宣言」を議決し

ているのに行政が全く何も知らないという

のは良くない、ということで推進係が設置

されたのである。こうして、民間だけでな

く行政も一緒になり、地域全体で農村民泊

を進めていくこととなったが、その活動の

中には、さまざまな問題もあり、苦労が多

くあるそうだ。その 1 つに旅館業法や食品

衛生法など、農村民泊における法律上の問

題があり、始めは、県や保健所の許可なし

に実験的に農村民泊を行っていた。しかし、

その活動が注目され始め、マスコミから取

り上げられるようになると、県などから許

可を取るよう求められるようになってきた

という。しかし、許可を取るためには、500

～1000 万円の投資が必要であり、そうなっ

てくると負担が大きくなり、農村民泊を広

めていくことが困難になると考えた。そこ

で、実際に県の職員の方に農村民泊しても

らい、安心院町の行っている取り組みの良

さを実感してもらうことができ、その結果

が規制の緩和に繋がり、平成 14 年に許可を

得ることができた。さらに、この安心院町

の取り組みがきっかけで、平成 15 年に国の

法律も改正されたのである。もう 1 つの問

題として、民間である研究会と行政の間で

考え方の違いがあり、連携が上手く取れて

いないという現状が挙げられる。例えば、

修学旅行生や体験学習の位置づけにしても、

研究会と行政の間ではズレがある。一般客

の受け入れをもっと充実させたいという研

究会側と、一般客も大切と考える一方で、

農泊家庭を増やしていくためには修学旅行
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生や体験学習というのはグリーンツーリズ

ムの重要な位置づけになると考える行政、

また、平成 20 年度の活動を研究会に任せた

ところ、行政が行っていた時には無かった

ミスなどが頻発したり、行政に何も言わず、

研究会側だけで活動してしまい、行政側が

何も把握できていないこともあるという。

このような双方のズレを少しでも無くして

いくためにも、平成 21 年度からの活動では

もっと行政がグリーンツーリズムの運営に、

深くかかわっていこうと計画されている。 

行政としての今後の課題は、合併後の宇

佐市としてのツーリズムをどう展開してい

くかということである。そのためには、町

内にもっとグリーンツーリズムを広めてい

くことが大切であると考えている。 

 

●農村民泊 

 今回は、実際に自分たちも農業体験をす

ることで、農村民泊の話だけでは分からな

い部分を感じることができた。3 日間、一

緒に農泊家庭の方たちと過ごすことで、普

段は体験できないことをする事が出来たり、

見ることのできないものを見られたり、新

しい発見をたくさんすることが出来た。ま

た、農泊家庭の方が、「大変な事もあるけど、

こんな田舎にいて、県外の人や海外の人、

また自分たちとは年代が違う人たちと触れ

合う機会は本当に貴重。それに、すごく元

気をもらえて、自分がいきいきできる。本

当に楽しい。」といっておられた。お話を聞

いている中で、安心院町の農村民泊は町の

社会的、経済的向上を目指すことを目標に

始まったが、それ以上に、地域の方の生き

がいになり、まち全体の活性化にも繋がっ

ていると感じた。 

 

●最後に 

 今回のフィールドワークでグリーンツー

リズムはとても良い試みだと感じた。課題

はまだまだあるにしても、農村民泊を通し

て学べることは多く、それは体験に訪れる

側だけでなく、受け入れる側にとっても多

くのメリットがある。しかし、残念だと思

うのが研究会と行政との関係である。確か

に、上手く連携を取るということは簡単な

ことではない。しかし、今の状態が続くこ

とは安心院町のグリーンツーリズムの発展

にも障害が出てきてしまうと思う。研究会

も行政も安心院町の良さをもっと大切にし、

安心院町だからこそできるまちづくりをし

たい、という気持ちは一緒なのだから、お

互いがもう少し連携し、一丸となって活動

していこうという気持ちを持ち、その思い

を表に出して、より良い安心院町らしい農

村民泊を行っていってほしいと感じた。 
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まちをあげての「グリーン・ツーリズム」 

 

安藤 夏希 

 

１．はじめに ～安心院とは・・・？～ 

今回の研修の話が出るまで、私はそれま

で安心院を詳しく知らなかったのだが、安

心院とは、大分県宇佐市安心院町のことで

大分県中央部から北西部に位置し、豊かな

山に囲まれた盆地である。平成 17 年 3 月に

宇佐市と合併。まち全体として、米・ぶど

うをはじめとした農業が盛んのようだ。農

業を利用して、「田舎だからこそ出来ること」

に取り組もうということで、グリーン・ツ

ーリズムを行っている。郷土料理としては

かしわ汁やなどが有名のようだ。今回の研

修では、安心院というまちの発展を知ると

ともに、実際に体験することを通して安心

院をもっと知っていきたい。 

 

２．安心院とグリーン・ツーリズムの出会い 

活動をはじめるきっかけとして、農家が

生産農業だけでは生計が立ちにくくなって

きたための意識改革のために、農業を利用

しようと考ええられた。田舎だからこそ出

来ることに取り組もうということで「アグ

リツーリズム」の研究をはじめ、まちの発

展のためには職業や年齢の壁を超えた、農

家だけではなくまち全体の問題であること

から「安心院町グリーン・ツーリズム研究

会」(以下、研究会)という NPO 法人を発足

させた。研究会は 450 人程の会員と共に、

主に会員制農家民泊の実施などを行ってい

る。また、農家民泊での会員・農家間の相

互連絡や民泊プランの計画なども請け負っ

ている。そして研究会は海外での視察など

により日々まちの発展に貢献しようとして

いる。 

 

３．研究会でのヒアリング  

～NPOの視点から～ 

・先に述べたものの他に、研究会では中

高生の体験学習、修学旅行の受け入れなど

もおこなっている。この活動は、農業体験

などを通して農村への理解を図るとともに、

子どもたちの豊かなこころの形成にも役立

っている。 

・会員向けに大学のような講義を開催(年

間六回・土日開催)し、グリーン･ツーリズ

ムや食について学習したり、料理作り体験

などを行っている。この機会は、会員であ

る農家のおかあさんたちの横のつながりを

つくるのにも役に立っている。また、会員

間の知識の共有の場としてもなりたってい

る。 

・以前まで、全国藁こずみ大会の実施を

していたが、藁あつめの困難などを理由に、

10 回目という区切りでやめられた。 

・↑現在は、集客のための大きなイベン

トは行われていないため、研究会としても

何かしなければいけないと思っている。                    

・実際に受け入れ農家としてグリーン・

ツーリズムに参加して、以前家庭では子育

てが終わって夫婦で物寂しい生活をしてい

たが、受け入れをはじめて家庭に活気があ

ふれ、会話がふえた、と嬉しい報告もあっ
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た。 

 

 

 

 

 

 

 

       ワイン工房 

・平成９年に行政にグリーン・ツーリズ

ム推進協議会ができ、行政にも研究会の活

動内容の理解が得られたため、官民協同で

グリーン・ツーリズムにとりくむ事ができ

るようになった。                                

・↑官民協同のまちづくりを始めたこと

によって、地元住民に興味・関心ももって

もらえた。この事は、お年寄りから子供ま

での町民全体に「グリーン・ツーリズム」

を知ってもらえ、農村民泊に訪れた人々を

あたたかく迎えることができることに繋が

った。 

 

 

 

 

 

 

 

田舎の風景 

・研究会には事務局があり、研究会の外

と内を結ぶ重要な役割を果たしているが、

既存の事務員では仕事量が多すぎて手が回

らないことがある。 

・↑行政と協力したり、農家以外にも研

究会の会員に様々な役職を割り振り、仕事

を共有している。 

・研究会の目標としては、安心院に来て

もらうことだけではなく、安心院の住民に

も経済的にもいろいろな面で楽しんでもら

うこと、が上げられるようだ。 

・また来てほしい、また来たい、といっ

た関係・感情を持つためには、限られた農

村民泊の期間の中でお互いの関係を深める

ことが必要である。 

 

４．安心院支所でのヒアリング  

～行政の立場から～ 

・農家だけでアグリツーリズム研究会や、

グリーン・ツーリズム研究会を発足させた

とき、行政にまだグリーン・ツーリズムと

いう言葉はあまり馴染みが無かったが、研

究会がまちをあげてグリーン・ツーリズム

推進を宣言した後、役場に問い合わせが多

くなった。 

・↑これにより安心院支所をはじめ宇佐

市本庁の商工観光課にも、グリーン・ツー

リズム推進課か作られることになった。                    

 ・官民協同となった今でも、仕事はほと

んどグリーン・ツーリズム研究会が主体と

なって、行政は補助をしているようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

旧役場？の石碑 

・学生向けには、「農業・農村・食農体験」

といった体験内容を組み立て、体験内容を

明白にしたり情報を公開したりして参加学

生を増やしている。 
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・しかしここまで宇佐市、安心院として

グリーン・ツーリズムで発展してきていて

も、研究会と行政の連携などについてもグ

リーン・ツーリズムの活動に疑問をもつ職

員もいるようだ。 

 

５．農村民泊体験を通して  

～二泊三日での体験～ 

今回、農村民泊では「桃源郷こびら」と

いうところにお世話になった。安心院中心

部から結構離れた場所に位置し、まわりは

山と棚田になって風情がある。農家のお母

さんはすごくフレンドリーに接してくれ、

「田舎に帰ったようだ」の気持ちがよくわ

かった。 

私たちの受け入れ農家（以下、農家）で

は、ポニーや犬を飼っていて、敷地内に入

ると二匹が喜んで迎えてくれた。 

過去に有名な方も訪れたことがあるらし

く、写真などが沢山飾ってあった。農家で

はまず夕食を作りを始めた。 

ほとんどが安心院で採れた新鮮な野菜を

使った料理で、やはり中山間地らしく山で

採れた野菜が多く、色がとても鮮やかだっ

た。一人暮らしでは目にしない種類や量で、

驚きの連続である。 

 

 

 

 

 

 

 

看板 

ここでは名物のかしわ汁などを料理して

いただいた。特に、柿を油で揚げるおかず

に衝撃を受けた。また、食事の後もたくさ

んの貴重なお話を聞くことが出来た。お母

さんのグリーン・ツーリズムとの出会いや、

民泊の受け入れをはじめるきっかけや葛藤

など、受け入れ農家の実際の声が聞けて、

すごく勉強になった。やはり自分の家に人

を呼ぶ、ということで家族に理解を得たり

するのは大変だなあと思った。 

翌日、本来なら農業体験をする予定だっ

たが、朝方あら雤だった。少しして雤が上

がったので裏山に椎茸狩りに行くことにし

た。椚の木に椎茸が写真のように生えてお

り、初めてみたのですごく感動した。 

 

 

 

 

 

 

 

しいたけ 

食べごろのものと他の物との見分け方を

教えていただき、たくさんとる事ができた。

その日の夕食では、桶で養殖している小さ

めのどじょうを料理に使った。初めてみる

生のどじょうに、驚きを隠せなかった。ヌ

ルヌルしていて、元気だった事が印象に残

っている。                                 

そして、この夕食は農家にある、かまど

で炊き込み御飯を炊くことになった。中身

を見ながら火加減を調節するのだしいたけ

が、火や薪の量などの調節は私達には少し

難しかった。しかし、そうやって手間暇か

けてみんなでつくった夕食は、とても美味

しかった。 

二泊三日の貴重な期間は、農家のみなさ
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んが本当の家族のように私たちをむかえて

下さって、私たちも実家に帰ったようにリ

ラックスすることができた。松山にいては

体験できないようなこともでき、とても楽

しかった。 

                                            

６．まとめ 

今回はじめてグリーン・ツーリズムに参

加してみて、安心院をはじめ各地がグリー

ン・ツーリズムを推進する理由が少し分か

った気がする。農家は本当にやさしく迎え 

 

 

 

 

 

 

 

かまど 

入れてくれ、私たちもすごく心が温かくな

る。しかし、実際に住むとなると、公共交

通や通信設備面で不便なものが多いように

感じた。最近では、グリーン・ツーリズム

実践大学といった担い手の育成などを研究

会では行っているようなので、今後も詳し

く調べてみたい。 
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安心院グリーンツーリズム 

 

越智 康佑 

 

１．はじめに 

 安心院ではヒアリングや、農村民泊など

を体験してきた。本レポートでは体験を通

して、自分が感じたことや分かったことを

通して、グリーンツーリズムについて問題

点や改善策をあげながら述べていこうと考

えている。 

 

２．農泊、体験、ヒアリング 

 農村民泊では泊まった家の方がたかり

色々とお話を伺うことができた。農業体験

では普段できないことをやっていい経験に

なった。研究会ヒアリングでは、金銭的に

厳しいことや人手不足であることを感じた。

また役所から仕事がまわってきて仕事量が

増えているらしかった。合併の影響がこう

いうところに出ているのだと感じた。役所

の推進係では県や市も財政が厳しく援助金

をあまり出せないようだ。他に人的な支援

を行っているようだが研究会への仕事の引

き継などがうまくいっていないようだった。

まだグリーンツーリズムにあまり協力的で

ない人や個人的な理由から参加したくない

と思っている人もいるらしい 

 

３．システムにおいて 

 安心院のグリーンツーリズムは農村民泊

を基本に、農業・農村体験も行っている。

各家庭に少人数で泊まることにより親密な

交流ができている。運営においてはグリー

ンツーリズム研究会と役場の推進係が行っ

ている。受け入れ客の中で多くを占めてい

るのは修学旅行でくる学生らしい。そのこ

とによって学生の温泉でのマナーが悪いと

いう苦情や、夜間に抜け出すなどと行った

問題もあるようだ。また修学旅行となると

大人数を受け入れなければいけないので、

少人数で一つの民家に泊まっているので、

受け入れが困難なときもあるようだった。

ここで問題だと感じたのが、運営している

側の人たちの連携の悪さや、人手不足など

だ。 

 現在、研究会が常勤の人が 3 人、推進係

の人も 2 人しかいなく人手不足である。こ

の少人数で運営して行くには研究会と推進

係できちんと連携して仕事を行っていかな

ければいけないだろう。しかし、ヒアリン

グを行った限りではあまりうまく行えてい

ないようだった。研究会の人が何か問題が

あった際に切羽詰まるまで、推進係の人に

相談しないのどといったこともあったよう

だ。どんなイベントや町作りをやるにして

も、民間や行政のどちらか片方だけでは限

界があると思うので、両方が協力して行っ

ていく必要があるのではないだろうか。 

 また、行政と民間という縦のつながりだ

けでなく横のつながりも重要だと考える。

農村民泊を行っている各家庭で、どのよう

な客を泊めたかなどの情報交換をし、話し

合いや意見交換をすることでさらにグリー

ンツーリズムをいいものにしていくことが

できるのではないだろうか。そのためにパ
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ソコンをうまく使えばいいと思う。農泊し

た家で聞いた話では、各家庭にはパソコン

があるらしい。それを使えば、その日に何

をやったかとかちょっとしたことで気付い

たことなどを、すぐにメールで他の家庭や

研究会に送ることなどができるはずだ。し

かしながら農泊をやっているかたがたには

高齢の方もいらっしゃるので、パソコンを

使えない人も少なくないだろう。そこで実

践大学や勉強会などで簡単なパソコンの使

い方などを教えるなどしたらいいと思う。

今まででもそういう情報交換などの場もあ

ったのだろうが、このような方法ならもっ

と性格に多くの情報が素早くやりとりでき

るはずだ。そうすれば参考にもしやすいだ

ろうしアドバイスなども素早く受けること

ができ、質の向上にもつながるしリピータ

ーの増加などにも効果があるだろう。 

 

４．今後も続ける為には 

 安心院町が今後もグリーンツーリズムを

続けていく為にはいくつかの問題があると

考える。 

 まず金銭的な問題である。実践大学など

はほとんど赤字で経営しているらしいし、

県や市からの補助金も減ってきている。ま

たグリーンツーリズムも今は全国の様々な

ところで行われるようになってきた。その

ため、他の町のグリーンツーリズムと何ら

かの方法で差別化する必要がある。さらに、

農泊を行っている家庭は高齢の方々が多い

ので、後継者が必要だ。 

 これらの問題を解決する為に、事業の拡

大とグリーンツーリズム以外のことをする

必要があると思う。 

 まず、農泊の受け入れ家庭の数を増やす。

または臨時の受け入れ家庭の方になるべく

常時受け入れになってもらう。そうすれば

多くの客を呼ぶことができるようになり、

修学旅行の客で人数が多くても受け入れる

ことができるようになる。そのために実際

に農泊を行っている人の講演会などを開い

てみるのもいいと思う。町全体でのさらな

る意識改革が必要だろう。 

また事業を拡大していけばグリーンツー

リズムに関係のある仕事の量も増えてくる

ので、そこで地元の若い人たちを雇い、そ

の人たちにのちに農泊家庭となってもらえ

ば後継者も育てることができる。しかしそ

れだけでは後継者の人数は不十分だと思う

ので、安心院だけではなく周辺で産業を活

性化させて地元の若者が地元に戻って就職

できるようにする。しかしながら工業化し

て田舎の雰囲気が無くなってしまってはグ

リーンツーリズムにならないので、農業を

活性化させていったらいいだろう。そうす

れば農業体験の充実にもつながる。また藁

こずみ大会に変わる新しいイベントの企画

や、ワイン祭りなど今あるもののさらなる

活性化をすべきだと考える。またムラの生

業プロジェクトにもグリーンツーリズムで

はなく、農業の方にも参加してもらって全

国に安心院の農業について発信していくべ

きだ。また安心院の中でのみ働き先を作る

必要はないだろう。安心院以外の町でも、

安心院から十分に通勤できる距離であるな

らば問題ない。つまり安心院に地元の若い

人たちが戻ってくる状況を作りその人たち

にグリーンツーリズムを続けてもらえばい

いのだ。 

大分には、グリーンツーリズムだけでな

くブルーツーリズムも行われている。そち
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らとも提携して、情報や意見の交換などを

行ったら両方の質の向上につながるのでは

ないだろうか。また勉強会なども合同で行

えばそれぞれにかかる負担も減るはずなの

で、ういた資金を他の部分に使うこともで

きるだろう。 

他のグリーンツーリズムとの差別化では、

前述したように各農泊家庭がパソコンなど

を使ってリアルタイムでの意見交換や情報

共有、ブルーツーリズムとの提携などで、

グリーンツーリズムの質を上げることがで

きればリピーター獲得にもつながる。また

ワイン祭りや少人数の宿泊などの安心院独

自のものアピールしていくべきだ。 

しかしながら、どんなに質を上げたとし

ても、町全体で行っているわけなのだから

町民全体が理解を示し協力していかなけれ

ばいけないのではないだろうか。 

 

５．まとめ 

 今回のフィールドワークで、安心院のグ

リーンツーリズムをについてヒアリングな

どをしてみて、グリーンツーリズムに参加

している人たちはみんな生き生きとしてい

る印象を受けた。しかし研究会では人手不

足であるし、利益もあまり上がっていない

ようだった。それにまだあまり協力的でな

い人や、参加してはみたいが二の足を踏ん

でいる人も多いようだった。まずはきちん

と研究会と推進係が連携し、各家庭ごとの

情報や意見の交換を効果的に行えるように

する。そしてさらなる発展と継続の為にグ

リーンツーリズム以外の発展の為に県や安

心院町は努めるべきだ。また他のグリーン

ツーリズムをやっている町と差をつけるた

め、安心院の特徴を強めていくべきだ。 

自分が実際に言ってみて、旅館などの町

の一団体がやっているのではなく、町全体

でやっていこうという意志が強いように感

じたのでやはりその中に協力的でない人が

いるのはよくないと思う。全員でやってい

るというのは強みになると思うので、なに

よりも町民全員がグリーンツーリズムに参

加するように意識を持っていく必要がある

だろう。 
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安心院研修について 

 

近藤 えり 

 

１． はじめに 

 安心院は大分県の北部に位置する中産間

農業地域である。安心院の人口は約 8000 人

である。2005 年 3 月に 3 市町が合併して宇

佐市となった。主な農産物は米と葡萄で、

葡萄は西日本でも有数の生産地であり「安

心院ワイン」の産地として有名である。ま

た、国の無形文化財に指定されている「鏝

絵」が多く残されている。 

 今回のフィールドワークでは、自然に囲

まれた安心院で始まった「安心院方式」と

呼ばれる「農村（農家）民泊」を体験して

きた。この農家民泊では五感を刺激され、

安心院のよさを実感することが出来た。本

レポートではフィールドワークの事前学習

で出てきた疑問をもとに調査した結果を報

告する。 

 

２． 調査内容と結果 

（１） 農村民泊の実施目的は安心院の定住

民の増加か、都市との交流か、安心院

の経済活性化のためか。 

 NPO 法人安心院町グリーンツーリズム研

究会（以下研究会）が記している研究会の

綱領は以下の 3 つである。 

① 都市との交流により、まちの基幹産

業である農業を守り育て、発想を変

え新しい連携の下、経済活性化によ

り農村の 1 軒 1 軒の足腰を強くする

運動である。 

② 農村の環境・景観を保全し、ゴミの

ない町づくりを原点とする。 

③ 農村の社会的、経済的向上を目指す。 

以上のことから、グリーンツーリズムで

は定住民の獲得よりも、今安心院にある農

業や住民を守る中で都市との交流を行い安

心院の経済的向上を目指すのが農家民泊の

目的ということである。研究会の方の話か

ら、これらの他にもグリーンツーリズムの

目標として、活動を通して住民に安心院に

対する誇りと自信をもってもらいたいとい

うものがあった。 

私は農家を訪れる前は、経済的向上を考

えているのだから、住民は「農家の営業」

として農家民泊を行っていると思っていた。

しかし、私が農家民泊をした「桃源郷こび

ら」では経済的な利益は重要だと考えてお

らず、逆に「田舎に溢れているものを出し

てお金をとるのは申し訳ない」と笑ってお

っしゃっていた。「桃源郷こびら」には世界

中から人々が訪れ農家民泊を体験している。

中国や韓国、タイやネパールなどさまざま

な国の人が、そこにしかないもの・そこで

しか体験できないことを求めて安心院へ訪

れているのである。東京や大阪など日本の

観光地ではない田舎の農家でこのような国

際交流が行われることは安心院の住民の大

きな自信になっていると感じた。 

 私は安心院に訪れる前は、安心院の経済

発展のために由布院や別府温泉と同じよう

に大々的に宣伝活動を行ったほうが良いの

ではないかと思っていた。しかし安心院に
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訪れた後、現在の客の受け入れ先農家の数

が約 16 軒（学生の受け入れ先は 40 軒）と

いうことを考えると、過剰な宣伝では需要

と供給の数が合わなくなる。そのため、安

心院を観光地として宣伝し客を増やす方法

は合っていないと感じた。現在安心院は一

度安心院を訪れた人々による口コミで知名

度を少しずつ上げている。研究会には広報

部も設置されており、インターネットによ

る情報発信や会報の発行を行っている。ま

た少しではあるが旅行雑誌にも掲載され紹

介されていた。安心院の宣伝は口コミなど

これらの方法だけで十分だと感じた。 

 研究会でも掲げられているが、1 番忘れ

てはならないことは「農家民泊は安心院と

安心院の農業を守るための手段である」と

いうことである。農家民泊を行っている家

庭の本業は農業であることを忘れてはなら

ない。まちづくりで重要なのはその町にあ

る資源を守り生かすことである。由布院や

別府、美山や黒川温泉などの町でも町の資

源を生かすことを考えていた。しかし由布

院のように、観光のまちづくりを進めてい

くうちに町の様子が変わってしまうのは

「町を守るまちづくり」ではなくなってし

まうと私は思う。私は安心院は現在の形の

ままで農家民泊を続けていくことが良いの

ではないかと考える。客の受け入れ先農家

を今以上あまり増やさずに現在の小さな規

模のまま続けることが、安心院を守ること

につながるのではないかと思う。だが「ま

ち」は常に変化し続けているため、現状維

持だけでは「まちづくり」にはならない。

安心院のこれからの課題は、今の町を守り

ながら、受け入れる学生や一般客の数の変

化や知名度が上がることへの対応ではない

だろうか。私は安心院が観光を意識せずに、

現在の形態のまま、小さな規模で住民が都

市（人）との交流を楽しんでいられる状況

を続けることが安心院のまちづくりに有効

だと考える。 

（２） 若者の就職先はあるのか。 

 過疎地でよく挙げられる問題が後継者不

足の問題である。研究会はグリーンツーリ

ズムが広まり、農業が将来の一つの選択肢

になるようにと考えている。学生のための

インターンシップも 1泊 7000円で可能であ

り田舎で働きたいと思う学生が育つような

工夫をしている。また、研究会は行政とと

もに子どもたちの総合的な学習と連携をと

り、地域の子どもたちに農村体験を行わせ

ている。農業について学ぶには十分な活動

であるが、農業の後継者は現時点では足り

ないように感じる。農家に農業を続けても

らうためには安心院から働きに出て行った

農家の子どもたちが帰ってこなければなら

ない。研究会によると、農家の子どもでは

ない子どもなども農業やグリーンツーリズ

ムに関わる仕事に就きやすくするためには、

バカンス法の制定が必要であるとしている。

しかしこれにはグリーンツーリズムが日本

全国に大きく広がらなければならない。オ

ーストリアとフランスにはグリーンツーリ

ズムの雇用が１割あると言われているのも、

このバカンス法（ILO132 条）が制定されて

いるためである。日本でバカンス法が制定

されるのか否かは全くわからないが、もし

制定されるとしても何年も先の話であると

思う。子どもたちに地元の農業や文化を学

んでもらうためには、やはりそれらに触れ

る機会が必要であると考える。学校教育で

ある総合的な学習の時間を使ったり、鏝絵
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ロードのように毎日の生活の中に溶け込ん

でいる文化に触れたりして、農業や文化を

自分たちで守っていこうと子どもたちが感

じなければならない。これは安心院だけで

はなく、全ての「まち」に言えることだろ

うと思う。 

 ここで私が提案したいのは、総合的な学

習の時間で地元と他の地域の農業 2 箇所以

上を体験することである。グリーンツーリ

ズムが全国に広がっていけば、そこでしか

体験できない「地域ブランド」の内容が今

以上に重要になってくる。「地域ブランド」

は地元を体験するだけでは当たり前の状況

の中にいるのでわからない。外に出て他の

文化を体験することで「地域ブランド」に

気づくものである。そして子どもが地元の

文化に触れて、就きたい職を選べるように

なればまちが活性化されていくと考える。 

（３） 体験者受け入れ農家と他の住民との

温度差 

 すでに農家民泊を実施している受け入れ

先農家は、まちづくりに積極的で一般客や

学生の受け入れを楽しんで行っている。し

かし、田舎独特の人間関係の深いつながり

から、「民泊はやりたいがあの人もしている

ことだからしない」という意見や、「まちづ

くりには賛成するけれど研究会は嫌いだか

ら農家民泊はやらない」といった意見が存

在する。このような、田舎の地域だからこ

そのしがらみは解決するのは難しい。だが

農家民泊を始めたころは住民の理解も薄か

ったが、行政に認められて少しずつ信頼を

得てきた。定期的な講習会もまちづくりの

意識向上につながっており、最近では地元

の一般企業の参加も増えている。今はまだ

地域の人間関係に遠慮している住民も、い

つか農家民泊を始める可能性があると考え

る。私が農家民泊を体験したとき、一般の

住民方が「グリーンツーリズムの子？」と

声をかけてくださった。年を召したおばあ

さん方であった。安心院全体の住民が、安

心院が行っているまちづくりを理解してい

るからこそ、多くのおばあさん方が声をか

けてくれたと思う。 

 

３． 終わりに 

 まちの活性化のためには住民が地元を好

きでいて、どんな所かを語れることが必要

であると昨年のフィールドワークで学んだ。

安心院の農家はそれが 100％出来ていると

感じた。「安心院の特産品は何で、この季節

にはこの料理を作って…」と語る「桃源郷

こびら」のお母さんは安心院が大好きな様

子であった。自分の大好きなものを人にす

すめて、それが満足される時に喜びがある

のだと感じた。住民たちの地元愛を育てる

ためには、やはりまずは地元を知らなけれ

ばならない。家庭から人々へ、行政と学校

から子どもたちへと絶えず地域の魅力を体

験させて理解してもらうことが第一歩だと

学んだ。 
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大分県宇佐市安心院町研修 

 

宮崎 将史 

 

安心院町は人口約 8000 人の大分県北部

に位置する中山間農業地域である。平成 17

年度より宇佐市、院内町、安心院町の合併

により新「宇佐市」となった。農業が基幹

産業で、米やブドウ、畜産などの栽培が盛

んである。安心院町は、「安心院方式」と呼

ばれる会員制の農泊や、平成 14 年に全国に

先駆けてグリーンツーリズムに関する運用

の緩和を行い、グリーンツーリズムの先進

地域として全国から注目を浴びている。 

長時間船に揺られ、大分港に着いた。昨

年の 6 月にもゼミで大分には来ていたので

とても懐かしく感じた。着いて間もなく、

タクシーに乗り安心院町に向かった。安心

院町に向かうまでの道のりで、山の手入れ

がほとんど行われていないことが気になっ

た。背の高い痩せた木が密集していた。手

入れが行われていない代りに、土砂崩れ対

策のための大きな柵のようなものがたくさ

んあったが、これで大丈夫なのかと少し心

配に思った。そして、安心院町に到着して

間もなく、グリーンツーリズム研究会の植

田さんからお話しを聞いた。ヒアリングの

中で一番印象に残った話は、昨年、過労で

植田さんが倒れたという話だ。とても衝撃

を受けた。それから、事務員を増やしたり、

パートを雇って仕事を分業していると話さ

れていたが、これからの安心院がとても心

配に思った。このままの体制でこれからも

運営していけるのか、もっと運営体制を見

直さなければいつかまた、植田さんが疲れ

きってしまうのではないかと心配になった。

そして、ヒアリングが終わり銭湯に行った。

銭湯に来ていたおじいちゃんたちは僕らを

見て「グリーンツーに来たんかい」と尋ね

てきた。それを聞いて住民の方みんながグ

リーンツーリズムについて知っていて、当

たり前のことだが、グリーンツーリズムに

訪れる人が多いんだなと感じた。お風呂が

終わると、受け入れ家庭のお父さんとお母

さんが迎えに来てくれていた。男子は、松

木さん宅にお世話になった。二人ともとて

も優しそうで安心した。僕は、お父さんの

車に乗り松木さん宅へ向かった。お父さん

と話が弾まず、ちょっと気まずく感じたけ

ど、一緒に過ごしていく中で、お父さんは

ちょっとシャイなだけなんだと途中で気が

ついた。話はあまり弾まなかったけど、お

父さんは車で移動するとき、いろいろな話

をしてくれた。安心院では化石が発掘され

ているそうだ。石炭になる前の亜炭層に化

石が見つかるらしく、その層が安心院では

多く露出しているそうだ。クス（？）高校

の先生が、像の頭の化石を発見し、その先

生が滋賀大学出身なので、滋賀大学に調査

を依頼し、今でも滋賀大学が調査に訪れて

いるらしい。見つかった化石は滋賀大学に

保管されている。安心院に博物館ができた

らその化石は返還されるという約束だが、

安心院に博物館ができる予定は今のところ

ないそうだ。他には、私が山の管理につい

て聞くと、山の管理はほとんどの人が県に
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委託していて、県の職員が木を切ってそれ

を売却している。売れた金額の４０パーセ

ントを土地の持ち主に還元する方法で行わ

れているが、木が売れなくて管理がおろそ

かになっている。山を守らないと川がダメ

になるから森林税などで対策が必要である、

と話して下さった。 

松木さん宅に到着、一日目は一緒に夕食

を食べただけだった。二日目は、朝から農

業体験をした。僕らは牛に餌をあげてその

あと、お父さんが普段一人ではできない重

たい器具の場所の移動作業を手伝った。お

父さん曰く、若い人が来てくれたときに一

人ではできないことを手伝ってもらってい

るらしい。個人的にはもっと農業体験らし

いことをいっぱいしたかったと思った。そ

してそのあとグリーンツーリズム推進課の

佐伯さんに話をきかせていただいた。話を

聞いて、グリーンツーリズム研究会と行政

の連携がうまくいってないのだと感じた。

合併後、視察の窓口が行政からグリーンツ

ーリズム研究会に移ったそうだが、実際は

行政が時間があるときに一緒に対応する形

になっていて、行政が請け負っていた頃に

はなかった問題などが生じていて、グリー

ンツーリズム研究会に任せるより自分たち

でやったほうが早くできるなどと話されて

いた。また、困ったときにしか声をかけて

くれない、グリーンツーリズム研究会の宮

田会長が行政を通さず、県や市長に話しを

持って行き、行政に情報がくるのがあとに

なる、などと言っていた。 

夕食、自家製ワインをだしてもらい前日

よりも和気あいあいと楽しく食事をした。

昨日よりも親密になったこともあり、食事

のあとでいろいろな話を聞かせてもらえた。

しかし、ワインをたくさん飲んでいて意識

が朦朧としていたので、あまり話の内容を

覚えていない。とても反省している。覚え

ている内容は、Ｈ９年３月に議決された「グ

リーンツーリズム取り組み宣言」は、はじ

めは「まちづくり宣言」だったがまだ基盤

ができていないので「これから取組ますよ

ー」という宣言に変えたこと、安心院の目

標は外資にやられた湯布院のようにならな

いこと。安心院は「民間が頑張った」それ

が売りであるが、実際は県や町の行政が頑

張ったからできた。町長や行政の人が研究

会の一員としてみんな平等でやってきたか

らできた。儲け過ぎないことがグリーンツ

ーリズムの原点。まちづくりが原点であり、

農泊が原点ではない。農泊はまちづくりの

一つの手段である。受け入れ客が増えるに

つれ、農泊の質が低下している。修学旅行

で大きな学校を受け入れを逃すわけにはい

かないからそことの兼ね合いが難しいが、

泊らせることが主になって、内容が浅くな

ってきている。など話してくださった。 

そして最終日の朝、みんなで早起きをし

て牛にご飯をあげた。なんだか、もうちょ

っと牛さんたちと遊びたかった。お父さん

とお母さんとももうお別れ・・・３日間の

交流、もっと親孝行すればよかった・・・。

本当にそんな気持になった。次回来たとき

は、もっと甘えて、その分いっぱいお手伝

いもしよう！！！そう思った。 

研修を終え、安心院の今後について自分

なりに考えてみた。修学旅行の学生の受け

入れが増えたため、そのシーズンは一般客

が受け入れられなくなっている。しかし、

学生を受け入れることで新たな農泊家庭を

開拓できる。一時的に農泊をしてもらい、
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そこで楽しさを知り、農泊を本格的に始め

る人が増えることが期待できる。学生を通

じて農泊を広げたい。とグリーンツーリズ

ム推進課の佐伯さんがおっしゃっていた。

しかし、それがお父さんが言っていた、農

泊の質が低下することにつながっているの

だと思った。それが、本来の安心院のある

べき姿なのか、疑問に思った。今の安心院

は、たくさん人が来るからとにかくその受

け皿を作らなくてはいけない、ということ

で頭がいっぱいになっている気がする。グ

リーンツーリズムの本来の目的は、都市と

の交流により、町の基幹産業である農業を

守り育てることであるが、ただ単に農泊に

より交流人口の拡大を図ることが直接的に

農業を守り育てることには必ずしもつなが

らないのではないだろうか。安心院の場合、

交流人口の拡大が地域衰退の要因になって

しまうのではないかと思う。農泊の受け皿

を不用意に増やしまえば、お父さんが言っ

ていたように泊めることが主になってしま

い、農業を守り育てるという本来の目的に

対する農泊の持つ役割が希薄なものになっ

てしまう恐れがある。しかし、農泊の質が

低下してしまうのを恐れ、受け皿を増やさ

ないでいると、観光客を受け入れきれず、

農家の負担にもなりかねない。そこで、私

は安心院への修学旅行の学生の受け入れ校

の数の上限を決めてしまえばいいのではな

いかと考えた。あらかじめ、「この期間は農

泊の受け入れは何校までです」と決めてお

けば、農家にも余裕ができるだろうし、修

学旅行シーズンでも、一般客が農泊に来ら

れないという事態を回避できるのではない

かと思う。また安心院に、さまざまな地域

からたくさんの人たちがグリーンツーリズ

ムの視察に訪れることを利用し、視察に来

られた人たちから農泊の情報を集め、受け

入れられなかった学校には、そこで得た情

報を元に他の地域の農泊を紹介するなどす

れば、グリーンツーリズムのネットワーク

の中心的存在になることが可能ではないだ

ろうか。しかし、修学旅行の学生の受け入

れを減らしてしまうことは、安心院の経済

効果もその分減少してしまうだろう。しか

しそれは、受け入れる数が減ってしまった

分、宿泊料金や体験料金を多くとれば、解

決することである。ただ単に、料金を上げ

ただけでは、確実に修学旅行のプランから

安心院は除外されてしまうが、料金を上げ

た分、農泊の質の向上や景観などの整備を

徹底的に行い、安心院の農泊をブランド化

できれば料金が上がっても、安心院の人気

は保つことは可能であると思う。 

今後、安心院はより多くの経済効果を生

み出すための施策が必要である。なぜなら

ば、農泊だけでは観光客が落としていくお

金の量が少なく、忙しい割に収益が少ない

状態になっている。収益が少なければ、仕

事の量が多くなっても事務員を増やすこと

ができず、植田さんが激務に疲れ、また倒

れてしまうという状況が起こりかねない。

安心院は収益を増やし、十分な数の事務員

を雇い、安定した運営体制を形成する必要

がある。収益を増やす方法として特産品や

加工品の開発が考えられる。ただ単に、開

発を行うのではなく、ある程度販売するタ

ーゲットを絞って開発を行う、例えば、特

産品の販売のターゲットを修学旅行の学生

に絞り、学生がお土産に喜ぶようなもの開

発する。そしてその特産品を移動販売車な

どを利用して、学生が宿泊する家庭に直接
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販売に回るなどすれば、好評が得られ、そ

れなりの経済効果を生み出すことが可能で

あると思う。 

今の安心院に最も求められていることは、

負担を軽減することであると思う。もっと

余裕をもった体制で行わなければ、これか

ら先、持続が難しくなってくるだろう。負

担軽減の第一歩として、もっとグリーンツ

ーリズム研究会と行政が足ではなく、手を

引っ張り合う関係に、近づくことが必要で

ある。「足を引っ張り合っている」と言って

しまうと語弊が生じるかもしれないが、現

地で話しを伺ったかぎりでは、グリーンツ

ーリズム研究会と行政が、どこか噛み合っ

ていない部分が多々あるように感じた。地

域の住民の方々は、お互いに足でなく、手

を引っ張り合う運動がうまく広がっている

と、お父さんやお母さんの話を聞いてわか

った。これからのまちづくりにおいて、ま

ずはグリーンツーリズム研究会と行政の関

係を見直すことが最も優先的に考えるべき

課題なのではないかと思う。 
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安心院町研修 報告書 

 

 中島 啓介 

 

(１)はじめに 

今回の研修では、大分県宇佐市安心院町

がどのように地域を復興させ、発展してき

たかを調べてきた。研修に行く前に読んだ

資料では、ＮＰＯ法人安心院町グリーンツ

ーリズム(以下 ＧＴ)研究会と行政の機構で

ある商工歓交課ＧＴ推進係は官民一体を実

現させ、ＧＴを民間の立場からも行政の立

場からも支援する、といった旨がよく書か

れていたが実際は必ずしもそんなにうまく

いっているようでもなかった。その辺も含

めて、今回の研修を振り返る。 

 

さて、このような一般的に田舎と呼ばれ

る地域では、一個人の行動や言動がその地

域に大きな影響をもたらすことがある。こ

の安心院町ＧＴ研究会も例外ではなかった。

今回は研究会会長と自分に関わった人たち

にスポットを当ててその人物と研究会の関

係を見てみる。 

 

(２)安心院ＧＴ研究会について 

 (ⅰ)宮田静一会長 

彼はもともと安心院の人間ではなく、

宇佐市から安心院の特産でもある葡萄づ

くりを志して入植した者である。そして葡

萄づくりに励んだ結果、利益を得ることが

できたのだが、肝心の農村が過疎化と高齢

化に悩まされ、葡萄農家も後継者難などに

悩まされるようになり、肝心の農村自体の

存続が危ぶまれるようになった。 

そこで、宮田会長は「アグリツーリズ

ム研究会」を発足させた。彼は自分の葡

萄農園をどうするとかでなく農村自体

を立て直そうと考えたのだった。しかし

その研究会はうまくいかず、発足 4 年後

に「安心院ＧＴ研究会」を再発足させた。

これは元の「アグリ」という名称がＧＴ

よりも一般的でなかったのと、前の研究

会が終始「勉強会」で、活動が伴ってい

なかったからであった。 

そして、1996 年、ついに実験的に安心

院式農家民泊を宮田会長は挙行した。最

初、泊まりにきてくれた人たちは宮田会

長の知り合いからだったらしい。宮田会

長が、もともと外部の人間だったのが功

を成したのであろう。そうやって人から

人へ伝えられ、法をかいくぐった安心院

式はメディアにも取り上げられ、次第に

有名になっていった。 

(ⅱ)植田淳子さん 

彼女は、大学生のときこの安心院を
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訪れ、直接、宮田会長に安心院ＧＴ研究

会の事務員にならないかと誘われ、現在

そこで働いている。事務員は植田さん含

め常任 3 人で、業務をこなし、シーズン

のピーク時にはかなり忙しい。事実、植

田さんは忙しさのあまり体を壊し1年間

入院していたそうだ。その間も安心院の

人たちや訪れてくれていたお客さんな

どに千羽鶴をもらったりして心配して

もらっていたなど植田さんは事務員と

しても人間としてもかなり重要な人物

であることは間違いない。 

給料は民泊客の手数料や体験学習費の

一部であったりと決してそれほど高い

金額でもなかった。 

現在も事務員はパートを雇ったりしな

がら運営している。そして、植田さんの

ように安心院で働きたい人はこのよう

に研修生を募集している。しかし、直接

植田さんに連絡したほうが早いかもし

れない。 

(ⅲ)農家民泊を実践する農家のおばちゃん

たち（特に時枝仁子さん） 

安心院の農家民泊を実践できたのはこ

のおばちゃんたちなしではありえなか

った。宮田会長は最初、アグリツーリズ

ムといったように農業が中心産業とい

う考えを捨てなかった。だから男性は本

業である農業に集中するため農家民泊

の世話ができない。ということで今まで

田舎で働き口もなかった専業主婦たち

に農家民泊という仕事が与えられた。特

に、時枝さんは研究会発足メンバーの一

員であり精力的に活動を行い「心のせん

たく」という新聞をつくったりしていた。 

ここで、また宮田会長の話だが、この

研究会ではお金を出し合って 10 数名が

ヨーロッパ研修旅行に行く。そのとき、

宮田会長は行く人たちそれぞれに「あな

たは農業を重点的に見てきなさい、あな

たはワイン倉をしっかりみてきなさい。」

と、課題を課すそうだ。これによってよ

り充実した研修を皆、することができて

いた。 

そして、安心院方式が合法になるまで

一度も大きな食中毒事故や怪我人など

出さなかったのもおばちゃんたちのお

かげである。本人たちは、一度でも事故

を起こしたらすべてがパァになるとい

う緊張感を負いながら今までもこれか

らも続けている。これには多大なる努力

があった。定期的に保険教室を開いて知

識を身につけたり、自分も、宿泊先のお

ばちゃんが衛生にはとても気を使って

いるのがわかった。 

 

(３)商工歓交課ＧＴ推進係 
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(ⅰ)江藤昭光さん 

彼は安心院生まれで安心院育ち、こ

の商工歓交課ＧＴ推進係に今まででき

たときからずっと配属されていて、研

究会と推進係でのたくさんのしがらみ

も経験しているそうだ。 

(ⅱ)松木さん 

私は農家民泊で彼の家に泊まることに

なったのだが、これにはわけがあって実

は彼は昔安心院支所で働いており行政

について色々自分たちに話ができるた

め、研究会はわざわざこの家を選んでく

れたのである。そして彼は昔江藤さんの

上司でもあった。以下、本人談だが例の

「グリーンツーリズム取組み宣言」は彼

の退職祝いに作られたという話がある。

事の発端は、昔、松木さんが安心院に企

業誘致するため県内外をあちこち移動

していたころ、県の人からＧＴなんぞを

はじめてはみないか、と声をかけられ、

考えていたところ、宮田会長もその場に

おり、私は民間でやるからそっちは行政

面から何とかしてくれと言われたそう

だ。そして、宣言を出すときにも、「取

組み」や「推進」とつけたのは、松木さ

んが、まだＧＴが浸透もしていないのに

あまり大きなことを言ってはいけない

ということで、この名前になったそうだ。 

  

このようなことから、一個人の考えや行

動は人口の少ない地域では大きな影響を及

ぼすこととなる。 

 

(４)観光資源 

安心院は田舎ということもあってＧＴを

最大限に押しているが、昔は観光開発を行

おうとした歴史がある。確かに安心院には

何もない田舎に比べると十分すぎる観光資

源を持っていた。 

(ⅰ)温泉 

近くに別府温泉があるように宇佐市、

安心院には温泉が点在している。地元の

人もよく利用し、これのおかげでＧＴの

ときの宿泊客の入浴問題を解決できて

いた。 

(ⅱ)葡萄・ワイン 

これをなくして安心院を語れないであ

ろう。安心院では葡萄に関したイベント

を数多く実施し、ワイナリーも所有して

いる。 

(ⅲ)鏝絵（こてえ） 

鏝絵は、左官が壁を塗る鏝で絵を描い

たもので、高松古墳、法隆寺の金堂の壁

画にもあり歴史は古い。  

漆喰は、貝殻と木炭を重ねて焼いた灰で

作っている。この鏝絵は、およそ 100 年
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前から、家内安全や子孫繁栄を願ってつ

くられる。 

ではなぜ、安心院には鏝絵が多いのか。

それはいい左官職人が多くいたことが

あげられる。それと漆喰が手に入りやす

いことがあげられる。隣の宇佐市長洲は、

遠浅になっているので貝が多いという。

漆喰は貝殻を木炭と交互に重ねて焼い

た灰から製造するので比較的簡単に手

に入ったと考えられる。 

 

このほかにもいくつかの観光資源があげ

られるが、省略する。 

 

(５)感想 

一個人の行動が、その地域、県、国を変

えてゆく。そのようなことは一見不可能そ

うに考えられるが、実は一個人の行動がそ

のちいさな地域をまず変えれば、そのあと

は一個人ではなく一地域として、ひとつの

県として行動してゆくことができる。これ

をしっかり心に刻んでおきたい。 

その反対に、人はそれぞれの考えを持っ

ているため、どうしても人間関係にひびが

入ったりどうしても考えが合わないことが

ある。そういうときもあるが、それはある

程度仕方がないことなので目をつぶるとい

うわけでもないが、波風立てないようにす

るのも大人の対応だと感じた、安心院の民

間と行政の協力体制だった。^^ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

この１年の感想 

 

２００８年４月 ～ ２００９年３月 

 

 

 

 

最終日、安心院支庁舎前にて 

（撮影：宮崎先生） 

 

                      ↓ 宮崎先生！！ 

 

 

 

 

 

 



 

 



☆地域コースと過ごした 1年☆ 

安藤 夏希 

 

1. はじめに・・・ 

地域コースで１年間過ごして、今までよ

り違った考え方・ものの見方が出来るよう

になりました。たくさん読書したり、あち

こちフィールドワークにいったり、シンポ

ジウムに行ったり、様々な分野のまちづく

りの専門家たちにお話を聞いたりしました。

そんな１年間を振り返りながら以下を書き

綴ろうと思います。 

 

2. 2008.04-2009.02 

まず地域コース１回生みんなの初顔合わ

せだったのが双海での合宿。ここでは実際

にそれぞれが入試の際に研究した内容をプ

レゼンで紹介しました。それぞれの興味が

ある分野や出身地域などのまちづくりを知

ることができました。私はみんな『まちづ

くり』に関連した、似たようなテーマで攻

めてくるものだと思っていたのですが、私

を含め七人それぞれが少しずつ違ったテー

マで発表が行われました。『まちづくり』に、

環境問題・高齢者福祉など様々な分野を関

連させての発表などもあり、この機会はコ

ミュニティー再構築や都市再生しかテーマ

として頭になかった私にとって、視野を広

げるいい機会となりました。 

週に一度のこの地域コースのメンバーと

の授業は毎週和気あいあいとしていて、過

ごしやすい空間でした。少人数学習なので

先生方との距離も近く、私たち学生も活発

に意見が言えました。これは総合政策学科

が推進している、先生１人に対して生徒の

数を減らし、徹底的な少人数教育の実践が

なされているからこそできたことでした。 

６月末には、主に九州の有名な温泉地の

まちづくりを研究しに大分・熊本に行って

きました。それぞれの温泉地では、観光業

と旅館業を関連させて行ったり、組合の発

足とともにまち全体の温泉業を発展させた

りしていました。私たちにとって初めての

大掛かりなフィールドワークでしたが、二

回生たちも同行していただいて、先輩方か

らいい影響を受けさせていただきました。 

また９月には、京都府美山・綾部にフィ

ールドワークへいきました。綾部では、定

住対策の促進などの具体的な振興目標を掲

げ、住民の営みやコミュニティーの破壊が

深刻化し、廃村の危機に陥っている村への

住民確保に取り組んでいました。美山では、

文化財のかやぶきの家に泊まりましたが、

１軒の家をつくる・まもる・のこすために、

沢山のお金や人々の力がかかっていてすば

らしいものでした。 

11 月は南予の都会、宇和島の商店街経営

実態調査に行ってきました。私は宇和島に

行くのは初めてだったのですが、商店街の

規模に対しての来客数の少なさには大変驚

きました。実際に一軒ずつ調査することで

生の情報が得られて良かったです。 

本年度最後に、大分県宇佐市安心院町に

グリーンツーリズムを利用したまちづくり

を研究しに行きました。ここでは町内のど

の世代にもグリーンツーリズムの趣旨の徹

底や研究会の存在などが理解されており、

何年もかけて研究会・行政が連帯したまち

づくりの実情をひしひしと感じました。 

 

3. まとめ 

上記は適当というか簡潔に述べてしまっ

31 
 



たが、もっと単純に表現すると、本当に濃

く、楽しい 1年でした。しかし、年間を通

して研究してきた分野は、私が本当に研究

してみたい分野とは少し違うので、２回生

ではもっと自分のやりたいことも率先して

挑戦してみたい。 

～夢は見るものではなく、 

  かなえるものだから～ 

かなわない夢なんて、 

夢とは言わないよ。 

 

 

 

この１年の感想       
今井裕章 

 
 反省点が多いというのが個人的なと

ころだ。消極的過ぎて、せっかくの学ぶ

チャンスを自ら放棄していたように思う。

私個人の伸びしろは自らの手で縮めてし

まったと思い、今となってはかなりの痛

手となっていることだろう。周りの友人

の温かさや先生たちが優しいから、そこ

に甘えていた自分があると常々思う。こ

れらは自分の中の問題点であるわけだか

ら、解決策を考えなければならない。答

えは単純である。考え方を変える。これ

に尽きるのではないだろうか。 
 反省ばかりでも何なんで、感想はと

いうと、本当にあっという間だった。こ

のあっという間の中にも、普通の学生に

はなかなか体験できないことを、私たち

は体験できている。これは非常に貴重な

ことであり、今後に役立つ財産であるこ

とは間違いないはずだ。普段行くことの

ない地に行き、普段話すことの出来ない

人と話し、普段得ることができない満足

感を得ることができた。周りの支えがあ

ったからこそという部分も多々ある。先

生たちからは知識をもらうというのは、

授業を通して普通なのだろうが、先輩か

らも沢山学ばせていただいた。１年とい

う差である。たった１年。されど１年。

先輩さえも私の良き先生となっている。

果たして、後輩が入ってきて、自分はそ

のような存在の先輩になることができる

だろうか。今すぐにそれの答えは出てこ

ない。今後の自分の行動次第でどうにで

もなる。先輩らしい姿に成長したい。こ

れが私が今後目指すべき目標である。先

生、先輩、地域メンバー、地域新メンバ

ー、後輩と切磋琢磨して成長していけれ

ばと思う。今後もよろしくお願いいたし

ます。 
 

 

 

１年間で学んだこと                   

植野志保 

 

この１年は、とても濃い１年だった。大

学生活に夢と希望を持って入学したが、自

分が思っていた大学生活とはかけ離れてお

り、初めそのギャップにとまどった。大学

は、高校までとは違い拘束されない分、自

分から学ぼうと積極的に行動しなければな

んの学びも得られない。前期は、自分のや

りたいことが明確に決まらず、普通に学校
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に行き、別に興味のない授業を受け、バイ

トといった充実感のない生活を送っていた。

地域の授業は唯一自分が関心のある分野で

したが、そこまで積極的に学ぼうという意

欲はなかった。ただ与えられた課題をやっ

て終わりといったようにただやるだけで終

わっていまっていた。そんな生活に嫌気が

差していた。そんな中、ある人との出会い

によって私は変わることができた。 

 後期に入り、ある先輩からの紹介でＥＬ

Ｓという授業を受講することにした。そこ

ではリーダー論を学び、１回生から社会人

まで、また、松山大学からも受講者がいて、

幅広い人たちが受講できる授業だ。そこで

いろんな人と出会いとても刺激を受けた。

そして、そこで出会った農学部の３回生の

先輩から四国ＮＧＯ ＨＯＰＥという団体

を紹介してもらった。とても興味を持ち、

すぐに入った。ここから私は大きく成長す

ることができた。ＨＯＰＥでは、大学生が

生き生きと活動しており、私はそれに魅了

された。こんな意識の高い学生が近くにい

ることに驚き、私も一緒に活動していきた

いと強く思い、今では私もＨＯＰＥの一員

として活動を共にしている。ＨＯＰＥに入

ってから、私は何事にも興味を持つように

なった。地域の授業にもやる気が出てきて、

今回の研修では、今まで以上に事前学習を

行い、意欲的に質問をすることができた。

レポートもすらすら書け、自分の成長を感

じることが出来た。そして今回の研修で地

域に興味が湧いて、これから専門的に学習

していきたいと強く思うようになった。 

そして先日、四国ギャザリングというＨ

ＯＰＥが主催している環境系合宿に参加し

た。全国から高校生から社会人まで１００

人もの熱い人が集まり、私のモチベーショ

ンは更に上がった。たった２泊３日の合宿

だったが、言葉に表せないほどの価値ある

ものだった。熱い想いをもった人と出会う

ことで刺激を受け、考えさせられ成長する。

人との出会いは時には自分を変えると１年

を通して感じた。私はＨＯＰＥに入ること

で自分を成長させる場を見つけることが出

来た。まだまだ成長途中だが、これからも

このモチベーションを下げることなく、意

欲的に何事にも取り組んでいきたいと思う。

私は今年の入学式のスピーチをすることに

なった。そして、９月にある第５回のギャ

ザリングの実行委員長もやることにした。

まだまだ私には経験もスキルもない。しか

し、やりたい、成長したいという気持ちだ

けは誰にも負けない自信がある。入学式、

実行委員長という大きな舞台に立てる喜び

と、そういった成長する機会を与えてくれ

たＥＬＳの先生方やＨＯＰＥの理事長に感

謝したい。そして、これから経験を通して

スキルを身につけ、１年後成長したなと感

じられるようにこの１年充実したものにし

ていきたい。 

 

 

 

一年の感想 

越智康佑 

 

この一年は自分が予想していたよりも早

く過ぎ去っていきました。でも今となって

は入学式が昔のことのように感じます。そ

れだけ色々なことがあったのだと思います。 

それの大半が部活に関係することだった

と思います。高校のときは特に何かやりた
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いことがあったわけではありませんでした。

ただ大学に行ったら合気道部に入ろうとは

考えていて、通っていた道場の先生が愛大

の OB だったので、半分ぐらい部活のために

この学校を選びました。残りは地元がいい

とか何となく経済か司法関係の勉強したか

ったからです。こんな中途半端な感じで入

学しました。入学して幸運にもすぐに友達

もできたのでそれはよかったと感じていま

す。そしてやっぱり部活のことぐらいしか

覚えていません。部活のことでもいろいろ

あって記憶が曖昧になってきています。う

ちの部活は一年通して行事があり、普段の

練習も多いので部活を軸にして生活してい

ましたように思います。また今年は免許も

取りました。 

勉強においてはそれなりに前期・後期と

やってきたつもりですが、自分の興味のあ

る分野の授業やそうでない授業においてム

ラがあった気がします。そんな中で、前期

から知り合いだった地域の友達から色々と

地域コースについての話を聞いたり、後期

になって地域問題入門の授業を取って、宇

和島にフィールドワークに行ったりして地

域って楽しそうだなと思い、地域コースに

行くことを決めました。そのときに。やっ

と自分にもやりたいことが見つかったかと

妙にうれしかったのを覚えています。でき

る限り早く地域コースにも慣れて来年はが

んばっていきたいと考えています。 

大学に入って、一人暮らしを始めて、部

活を始めてなどなどと始めてのことばかり

で、公私ともに本当に充実した一年を過ご

すことができたと考えています。来年はや

りたいことも決まったのでがんばっていき

たいと思います。 

一年の感想 

近藤えり 

 

 昨年の 3 月から私は人生で初の一人暮ら

しを始めた。全て一人でやらなければなら

ないが最初はまず料理を覚えなければなら

ないと思い自炊をがんばった。スーパーで

多くの食材を買い、メニューを考え、時間

をかけて作った。時間をかけて作った料理

はなかなかに美味しく楽しんで自炊を続け

られた。しかし大学の授業がはじまるにつ

れて、一人で作って一人で食べるのに料理

に時間をかけるのが悲しくなってきた。そ

して段々と料理の回数が減り手も抜いてい

った。今では作り置きを覚えて自分なりに

賢く料理をしていると思う。一人の食事に

も慣れた。 

 一人暮らしもそうであるが、学問におい

ても高校時代と比べ一人でやらなければな

らないことが増えた。学校のノートも自分

なりに工夫して書かなければならないし、

レポートなどの提出物も高校のときのよう

に先生には見てもらえない。これは今でも

困っている。地域コースの先輩方のレポー    

トのように書きたいのにどうすればいいの

かがわからない。文章だけでも賢く書きた

いと思う。 

 地域コースではフィールドワークに多く

参加することが出来た。本で読み学習した

内容を実際に現場で体験して、帰ってきた

後には体験した内容を地域コースの生徒そ

れぞれの視点で感じたことや政策に対する

意見を交換でき、とても充実した学習だっ

たと思う。まだまだ自分の知識が足りない

ことを実感するのと同時に、まちづくりに

ついてもっと知りたいと感じるようになっ
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た。そしてまちづくりのお手伝いをしたい

と考えるようになった。2 回生からは宇和

島のまちづくりなどに積極的に協力してい

きたいと思う。地域コースに入り、他の学

生と違って 1 回生のうちに行動が出来たこ

とは良かった。多くのフィールドワークに

行ったことで愛媛の魅力についても考える

機会が出来たし、夏の出店でもっと愛媛と

地域コースを好きになることが出来た。今

年もみんなで協力してがんばっていきたい。 

 

 

 

この一年の感想 

中島啓介 

 

 愛知から愛媛へ、遠路はるばる本州から

四国へ、人口約 680 万人の県から 150 万人

の県へ、私はやってきました。色々な人に、

なんでそんな都会から愛媛なんかに来た

の？とよく聞かれます。そういう時は、「県

外の大学の選択肢の中で一番人口が多かっ

た」のと、「旅行で一回来たことがあったか

ら」と答えています。 

 しかし、一応きちんとした理由もあって

この愛媛大学を選びました。大学のパンフ

レットなどでこの学校は地域開発に力を入

れていると知り、なおかつ総合政策学科、

地域コースなんて、じぶんのやりたいこと

これまさに、と感じたからです。しかしコ

ース選択は二年次からだったのでまだ具体

的なことは考えていませんでした。 

そのまま、二年生になったらやっぱり地

域コースに入ろうかなぁとうっすら思って

いた時に、ある夏の日、ひょんなことから

地域コースの授業に途中から参加させても

らうことになりました。そこでは一年生で

あの少人数授業、教授との対話形式、なに

より 10 人も学生がいない教室に教授が３

人もいるということで、自分にとってかな

り衝撃を受ける授業が行われていました。

今まで、大講義室の授業やつまらない共通

科目の授業では寝てばかりだったので自分

にはよい刺激になりました。そして何度か

授業に参加するようになってから気づいた

ことは、地域コースＡＯ入試者と自分との

差です。彼らはすでに入試の時点で市役所

などで自らヒアリングを行ったりプレゼン

などを経験しており、そのせいかヒアリン

グ先や研修旅行の宿泊先に電話連絡をサッ

としたり電車やフェリーの時間をきちんと

調べてきたりしていてものすごく感心しま

した。自分も彼らに負けたくないと思い、

何か自分にできることはないかと色々探し

ていますがいまだ見つかりません。そう思

ったときには自分は地域コースに入るしか

ないと考えていました。実際、まちづくり

や村おこしのようなことに興味があったの

で自分にはもってこいのコースでした。し

かし、なにより一番うれしかったことは地

域コースのメンバーや地域コースの先輩た

ち、先生方がとても暖かく途中から地域コ

ースに参加した自分を迎え入れてくれたこ

とです。本当に感謝しています。 

私はつくづく幸せ者だと感じました。と、

同時に、一生懸命やらなければみんなにお

いていかれるという危機感も持つことがで

き、これからも勉強に励もうと心に誓いま

した。 
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この１年間の感想 

宮崎将史 

 

 大学に入学してからの一年間、本当にあ

っという間でした。入学して最初の数か月

は友達ができなくて、毎日半べそかいて学

校に行っていたことや、ゼミのみんなと仲

良くやっていけるのか不安でいっぱいだっ

たことも、なんだか懐かしいし、そんな時

期があったのが嘘だと思うくらい、友達も

いっぱいできたし、ゼミのみんなとはアホ

なこといっぱいしながら仲良くやっていま

す。ゼミやサークル、ボランティア活動な

どを通して本当に充実した密度の濃い一年

にすることができました。ゼミでは、フィ

ールドワークで６月に大分県（由布院・別

府温泉）・熊本県（黒川温泉）、9 月に京都

府（綾部市・美山町）、２月に大分県（安心

院町）など様々な場所に行かせてもらいま

した。６月の最初のフィールドワークは、

「調査」よりも「観光」気分で参加してい

ました（ごめんなさい）。温泉は気持ちいい

し、買い物も楽しい！めいっぱい観光を満

喫しました。そのおかげで、帰ってからの

レポートが書けなくてとても困った記憶が

あります。湯浅先生にも「君たちは何しに

行ったんだ」と叱られ、とても反省しまし

た。それ以降のフィールドワークは、目的

を見失わないよう気をつけています。フィ

ールドワークを通して、自分自身とても成

長することができたと思います。フィール

ドワークでは、たくさんの人たちと出会い、

色々な話を聞き、話を聞くたびに自分の考

えがあっちに傾いたり、こっちに傾いたり。

たくさん話を聞いて、たくさん見て、たく

さん考えて、一年前に比べ自分自身の持つ

世界がとても広がった気がします。とはい

っても、きっと０が１になったようなもの

です。一年間勉強してやっと、スタートラ

インに立てた気がするので今年度は、昨年

度以上に地域コース頑張ります！ 

 ＡＯ入試の合格発表後から一年間、双海

町の公民館事業や翠小学校の行事（運動会

のお手伝いなど）のボランティアに参加し

ています。入試のときに双海地域事務所や

翠小学校との繋がりができたことがきっか

けです。この活動に参加して、双海の子ど

もたちと兄弟みたいに仲良くなれたし、た

くさん楽しい思い出ができました。子ども

の扱いもかなり上手になった気がします。

この活動は大学 4 年間ずっと続けていくつ

もりです。 

 とにかく、充実した楽しい一年間でした。

今年度は、もっと楽しく、もっと充実した

一年にできるよう努力します。 

 

 

 

この 1年の感想 

森貞 彩  

 

 この１年間はすごくあっという間でした。

新しい街、新しい友達、初めてのバイト、

初めてのフィールドワーク、新しい事や初

めてのことがいっぱいで、私自身学びっぱ

なしの 1 年でした。地元とは人の多さが違

いすぎて、最初の 1 ヵ月くらいは人疲れし

ていたりもしました。やっぱり、昔住んで

いたといっても 8 年も離れていると、環境

とか変わっていて、最初はいろんな事に慣

れなくていっぱい悩んだりもしたなぁって、

今考えると、しょうもない事で悩んでいた
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なって思います。 

 この１年振り返って、私にとっては新し

い友達との出会いと、初めてバイトをした

ことは大きかったと思います。愛媛大学の

友達は、今までの友達とはちょっと雰囲気

が違っていて、すごく新鮮で、いろんな感

じ方とか考え方とかを知る事ができました。

特に、地域コースの 1 回生のメンバーは、

他の友達より関わる機会とかも多くて、夜

市をしたころからすごいメンバーの仲が良

くなったなぁって思います。みんなテンシ

ョンも高いし、みんな個性強くて、騒がし

いけど、やらないといけない時は、真剣に

取り組んで、良い人ばっかりで、この中で

自分が一緒に勉強できている事がすごく嬉

しいなぁっておもいます。 

バイトを始めてからは、自分の考え方の

甘さとか親の大変さとかすごく実感しまし

た。自分でバイトを始めて、自分の甘い部

分とかすごく分かったし、バイト先で大人

の人と関わることで、自分には考え付かな

い事とかを教えてもらえたり、仕事の中で、

礼儀とかマナーを知れたりもしました。 

私にとってこの 1 年は、新しい事の連続

でその時その時は嫌だなぁって思った事も

あったけど、トータル的に考えればすごく

いい経験をいっぱいできたと思います。で

も、成長出来たのかなぁって考えると、全

然できてないから、2回生の 1年は成長の 1

年にしたいです。 

 

 

 

１年間を振り返って 

米森 萌 

 

この 1 年を振り返ってみると本当にあっ

という間でした。１年前、愛媛のこととい

えば、みかんが多く採れることぐらいしか

知らず、慣れない環境での初めての一人暮

らしに不安だらけでした。しかし、４月の

始めに地域コースの合宿があり、温かく迎

えてくれたのが２回生の先輩方でした。あ

の時のディベートの迫力、ヒアリングのと

き積極的に発言する先輩方を今でも忘れま

せん。私も先輩方のように力をつけなけれ

ばならないと感じた瞬間でした。 

私がこの地域コースに魅力を感じた１番

の理由が、講義だけでなく実際、現場に足

を運んで学ぶことができるフィールドワー

クがあるからでした。初めてのフィールド

ワークが６月にあり、大分に行きました。

事前に資料や本で勉強し、実際行ってみる

と、旅行で来ても絶対に気付かないような

ことも事前に勉強していることで新たな発

見があると感じました。例えば、景観を気

にしていつも以上に周りを見てみたり、地

域の方々と話しをしてみたりなど。目で見

て、聞いて、肌で感じることで視野も広が

るし、多くのことを吸収できるような気が

しました。２回目のフィールドワークでは、

京都に行き、過疎地について勉強するため

交通手段にも苦労しながらのフィールドワ

ークでした。茅葺き屋根の民宿に泊まるな

ど貴重な体験ばかりでした。また、先日は

安心院でのグリーンツーリズム。私は地元

で採れる食材を味わうことで地産地消の素

晴らしさを実感しました。近年は、ファー

ストフード化をしていたり、海外で採れた

ものが日本にも多く輸入されたりしていま

すが、自分が食べる食材がどこで栽培され

ているのかということに関心を持つことは
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大切だと思います。 

地域コース一丸となって頑張ったことと

いえば、夏の土曜夜市。準備をする際は大

変なことも多かったけれど、商店街で地域

の人々と関わり合うことができ、地域コー

スの絆も強く結ばれたと思います。 

学外のことでいえば、この１年アルバイ

トを頑張りました。私のアルバイト先には、

日本人だけでなく、外国の方や高齢者、障

害をもつ方などさまざまなお客さんが来ら

れます。そんなとき、多様性を受け入れな

がら満足するサービスを提供することの難

しさを感じることもあります。社会に出れ

ば、良い人間関係づくりやコミュニケーシ

ョン能力を身につけることが求められます。

私はこのような力を学生生活ではもちろん

のことですが、アルバイトを通しても学ぶ

ことができたらと考えています。 

この１年間親元から離れたことで少しは

自立できたような気がします。大学で学ん

だこと、地域コースで得られた知識などほ

んの少しだと思いますが、２回生につなげ

ていきたいです。そして、多くのチャンス

を生かし、さらに成長したいと考えていま

す。 

 

 

 

一年を通しての感想 

宇都宮千穂 
 
私の本年度のゼミを通しての一番の印象

は、ゼミ生が、毎週のゼミごとに毎回のフ

ィールドワークごとに成長していったこと

です。それはとても新鮮でした。４月当初

は、自分の意見をしゃべることに一生懸命

だったゼミ生が、次第に文献や様々な人の

意見、各方面からの情報を背景にした意見

を述べるようになりました。それは、湯浅

良雄先生や宮崎先生、ゼミへの自主参加を

希望する学生を交えた議論のなかで、自分

の意見の「理由」を明確にすることができ

るようになり、議論の内容が深くなったか

らだと思います。 

そして、今回のフィールドワークでは、

その成長を強く実感しました。ゼミ生は、

自分たちで質問事項をまとめただけでなく、

１回生とは思えない目を見張るほどの手際

の良さとチームワークで、調査全体の段取

りを行いました。現地に行っても、積極的

にヒアリングを行い、各自が調査前に持っ

ていた印象との違いを実感し、自分の問い

にたいする自分なりの答えを見出していま

した。そんなみなさんを見て、私は、正直

なところ「私自身の学部生時代はなんと幼

かったのだろう」と恥ずかしくなりました。 

 2008 年度は、私の教員として最初の１年

でした。４月の初顔合わせのときの緊張は、

今でも忘れられません。頼りない教員だっ

たと思います。しかし、そのためか始まっ

たゼミは、「みんなの協力」が全面に出た、

まとまりのある１年だったように感じます。

貴重な体験でした。ありがとうございまし

た。 
 最後に、もうひとつ、お礼を言いたいこ

とがあります。それは、ゼミ生のみなさん

と先生がたが、私が小さな子どもを抱えて

おり生活が制限されていたことに冷たい目

を向けず、むしろそれを気遣ってくれなが

ら、この１年のゼミをすすめてくれたこと

です。本当に有り難く思っています。 

私が仕事をするにあたって、一番の不安
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は、子どもを連れていることが批判の対象

になることでした。この社会は仕事と子ど

もがなければ存続しないはずなのですが、

仕事を持つ人が子育てもする、ということ

が許せない人が世の中にはいます。そうい

った人から、思いがけない批判をされるこ

とが今まで何度もありました。でも、地域

コースでは、そのようなことは一切ありま

せんでした。 

男女問わず、生きかたの選択はさまざま

です。各人が考えて選択した生きかたを、

感情的に批判することなく、お互いに尊重

しあえたらいいのにな、と思います。地域

には、様々な人がそれぞれの生活をおくっ

ています。考え方もやり方も、千差万別の

ような気がします。そういった社会で、お

もしろおかしく暮らすというのは大変なこ

とのように感じますが、みなさんが持って

いる、お互いを理解しようとする力がある

かぎり、きっと、それぞれの、めざすべき

ところにたどり着くように思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

おわりに 

 ～２００８年度「地域学習」をふりかえって～ 

                           

 

 ２００８年度には、AO 入試を経て入学した７名について「地域学習」の授業が始まった。新

しく地域コースの教員となった宇都宮千穂さんを中心に授業を進めてもらうことをお願いした

が、結果的に私も参加して学生指導を補助することとなってしまった。 

 授業では、１年間をかけて『地域再生の条件』（本間義人著、岩波新書）を輪読しながら、フ

ィールドワークをおこなった地域に関する学習を盛り込み、地域が抱えるさまざまな問題への関

心を高めていくように進めていった。授業の初めから、単位にならないにもかかわらず間違って

迷い込んでしまった学生もいた。途中から２年生になって地域コースに入りたいと希望して授業

に参加するようになった学生もいたことは忘れられない。少人数で進めていく授業の中で、学生

１人１人の個性が明らかになっていき、地域コース全体のまとまりもできていった。おそらく学

生たちにとっても、指導してきた宇都宮さんにとっても新鮮な時間だったのではないかと想像し

ている。地域コースの教育の１つ目の特徴は「徹底した少人数教育」にあり、１年時の「地域学

習」から４年時の「卒業演習」と「卒業論文」まで、４年間一貫して少人数のワークショップ型

授業が続いていく。 

 さて、２００８年度入学生のフィールドワークは、６月の「由布院・黒川・別府の温泉観光地

調査研修」、９月の「綾部・美山過疎集落調査研修」、２月の「安心院グリーン・ツーリズム調査

研修」の３回であった。これらの研修を通して、学生たちは多くのことを学んだことだろう。あ

くまでも通過者の立場として体験した由布院や黒川の温泉地調査、高齢化し人口が減少していく

過疎地域での住民や行政の取り組みについて学び、その限界も感じたであろう綾部・美山調査、

実際にグリーン・ツーリズムと農村民泊を体験し、地域活性化の取り組みの難しさを知った安心

院調査。この報告書には、最後の安心院に関する研修について掲載されているだけである。しか

し、学生たちは研修のたびに自分自身が見聞したことをまとめてきた。言うまでもなく、地域コ

ースの教育の２つ目の特徴は「現場に出て行くこと」である。大学の教室や研究室の中だけでは

なく、地域社会のさまざまな問題の一部に直接触れることで、学生たちはまた多くのことを学ん

だものと思う。これらの体験と知識、１年間の学習の蓄積が今後にも活かされることを期待して

いる。  

 

 

2009 年 3 月 

宮崎幹朗 
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