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テーマ

	 グリーン・ツーリズムをビジネスに
	 　　～月収40万円を実現する手法とは～
講　師
	 春蘭の里実行委員会事務局長（石川県能登町）
	 多田　喜一郎

　みなさんどうも。只今、紹介を頂きました石川県は奥能登
の春蘭の里実行委員会の多田でございます。これから30
分くらい私のやってきたことを喋ってみればと思っております
ので、よろしくお願い致します。
　題はですね、「グリーン・ツーリズムをビジネスに」です。私
達「春蘭の里」は、22年前から地域おこしを、「グリーン・
ツーリズム」をやっております。その中で、私達のモットーは、
月収40万。若い者が戻ってきて、赤ん坊の泣き声が聞こえ
る地域を作らなければならない。それを元気な高齢者がまず
作って、若い者に渡すぞ、というのが1番良いのかな。という
思いを信じて今までやってきております。若い者を戻すには、
私から言うと、やはり金が無ければ戻って来ない。そこに生

活の出来るシステムを作らなければ戻ってこない。また、戻す
ことも自信を持って言えないという思いです。ですから私達
は、まず価格設定を1泊1万円と260円。3名以上。そし
て地域の特色を出すために、私達は能登の伝統的なもので
ある輪島塗りの器を使う。御膳を使う。そして自分達のとこ
ろで採れた野菜と山菜と川魚のみ。砂糖は使わない。化学
調味料は使わない。というようなやり方で22年間。今、入
込数が1万6千人。農家民宿が47軒。修学旅行の忙し
い時は、ひと月だけれども40万以上取る農家が20軒以上
今年は出てきました。やはり私達は後ろを向いて歩いていて
もどうにもならない。前を向いて歩くことこそが、私は1番大
事なことだと思っております。

　今日、偉い先生方もいっぱい居るんですが。私達のモッ
トーは、行政に頼らない地域づくり。だけれども、行政が応援
をしたくなるような地域づくり。応援をしたくなるような地域づく
りというのは、どうしてやるべきか。これは、地域地域で全部
違うと思うんですが。行政のそういう思いを引き出す。そうい
う人がその地域にいかに生まれるか、生まれないか。極端な
話を言うと、みんなで美味しいものを分ける。補助金を分け
る、と。そういうものは誰でも出来るんだけれども、負の部
分。赤字になった部分を全部で分けられるのか。分けられな
いのか。分けられないとしたら、誰かが責任を持って赤字にな
らないようにしてやることが出来るのか、出来ないのかという
ような、きちっとした強い志を持っている人がその地域に出来
るか出来ないか。それが私は1番の大事なところでは無いか
なあというような思いでございます。ですから私達は大きな理
想を掲げております。地域全体をまとめる。そういうことは
思っておりません。なぜならば、高い理想を持って、高い理想
を下げて嫌なものを引き上げて、一緒な線を作ったって良い
ものにはならない。それは多数決だけれども、多数決は正論
ではない、という思いが私の信念なんです。ですから、私達
は志を持った人が1人1人集まってやる。それが今、許可を
取った農家民宿が47軒で、修学旅行に対しては、もう15
軒ぐらいが後ろから応援をしてくれておるというのが、春蘭の
里でございます。その中でやはり大事なのは、如何にうまく
地域の行政と付き合うことが出来るのか、出来ないのか。行
政は3年ごとの人事異動があるから、なかなか上手く付き合
いするのは難しいかも知れないけれども。そこを上手く行政
のほうが、あそこならば、この地域ならば、こういう国の予算
があって、こういう県の予算があって、こういう市町村の予算
がある。この予算をその地域に使わせてやるぞ。あの地域
に使わせてやるぞ、というような思いをきちんと行政に届ける
ことが、私は1番大事なことではないかなというような思いで
ございます。そういう中で、今、私達のところは修学旅行に関
しては350人を1度に泊めることが出来ました。200人以
上の泊めるところが出来るとなると、旅行業者が放っておか
ない。全部あちらから電話が来るというような状態です。
　それからまた、もう1つは、今、この題にあるように、若者と
の関係ですね。地域が一生懸命にやることによって、私達
のところは地域の集落から出て金沢に住んでいる奥様だと
か娘だとか。そういう方々が、地元が頑張っておるならば、私
達も応援してやらなきゃならないということで。金沢で100名
ぐらいのグループが出来て。後ろに、私達をバックアップして
くれるようなものが、3年前に出来ました。それから同じく3年
前に地元の43歳をリーダーにして80名の若者が。30代
の若者が。「なんとか今やってるよ」というような。芽吹きが
育っております。
　私の娘もそこから巣立つように、私は一生懸命にやってお
るんです。でももう1つは、東京で大企業。それから公共機
関に勤めておられる若い人達が何か日本の田舎の地方創
生に関わってみたい。私達のことが何か手伝い出来ること
が無いだろうか、というようなメンバーが今30名ほどおりま

す。私達のいろいろな、地方では真似のできないようなこと
を一生懸命にやってくれております。1つは、英語のホーム
ページを作ってくれて。今、進行中です。それから今また私
は、空き家対策を今年と来年で8軒直しました。国の予算
が半分。市町村がその半分の半分。私達が4分の1を自
己負担しなきゃならない。そのお金をクラウドファンディングで
今、一生懸命にやっております。というのが東京のほうから
発信してくれておると。また、私達のところには台湾から2
軒、春蘭の里に来て農家民宿をやってくれております。今そ
こで産まれた子供は2歳になって。日本の幼稚園から台湾
の言葉で、理解は出来るけれども、喋ることが日本人、日本
語なんです。ですから、台湾からおじいちゃんおばあちゃんが
来る。来た時にはおじいちゃんおばあちゃんは日本に来たら
日本語を勉強しなきゃ孫と話が出来ないなと。でもそんなに
世界が縮まってきている。
　私は田舎の再生。地域の再生は地域だけのものではなく
て、都会の都市の若者と、それから国境を越えた方々がその
地域の魅力を感じて来てくれるように。そういうものにしてい
かなければならないのかな。あの地域に行ってみたら結構生
活できるんじゃない？パン屋もあって、コーヒー屋があって、民
宿もあって。それからまた他の仕事をしようと思えばそれも出
来る。いろいろな環境であそこが良いよね。あそこで生活し
ても良いよね、と思われる多種多様の生活体系が出来る地
域を作ってこそが、私は1番大事だし、1番地方の創生にな
る。地域創生になる、と私は思っています。
　農業の再生と農村の再生は、私は別だと思っておりま
す。農業の再生は大規模な土地をきちんと与えて、大きくや
ればできると。でもそうなると、私達のような42軒を有する
ちっちゃな集落は、たった1軒しかいらなくなる。これは農業
の再生は出来ても、農村の再生にはならない。農村再生に
はならない。農村の再生というのは、そこに生活が出来るシ
ステム。42軒が全部残らなければならないシステム。それが
農業だけでなくても私は良いと思ってます。若者がその地域
に来て、住める環境整備。ですから私はその環境整備の一
環として、今年3軒、来年5軒の、昔からそこにある能登様
式と私は言っておるんですが。能登の雰囲気を感じさせる、
その昔からの家を。朽ち果てていくんじゃなくて。きちんと守
ることによって、この地域が良い。ここに東京から来て住ん
でみようか。大阪から住んでみようか。台湾から住んでみよう
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か。という、思わせることが出来る環境を作ることが、私はこ
れからの地域の再生に欠かすことが出来ない。ですから私
達のところには、今、インバウンドというような関係で外国の
方がよく来られます。外国の方が来る。来て言うのは、ホテ
ルで泊まればニューヨークもロンドンもパリも東京も同じと。
日本に来たら日本の伝統文化が感じられるようなところに泊
まってみたい。1泊ぐらいは泊まってみたい。こう言うんです。
そしてまた、来る人はきちんとお互いに話をすれば言葉なんて
そんなにいらないでしょうと。今スマホでお互いに辞書を持っ
て、全部して、単語で分かれば全部できる。そういう外国の
人は日本の人の優しさと景観の美しさと、建物の素晴らしさ
を見に来るとしたら。日本には捨てちゃいかん田舎の素晴ら
しいものが残っておるということです。これをきちんと守ってい
くことが、1番、私はインバウンドに繋がるんじゃないかなと。
宣伝じゃなくて。人と人との関わり。これが1番大事だと私
は思っております。
　それから日本人が来るならば、どういうかと言うと、もう、大
きな立派な有名な観光地は行き飽きてしもうた。その近くに
ある静かにひっそりとやっているようなところに行って、スー
パーで売っていないものが食べられる地域。こう言うてくれる
んです。ですから地域に自信を持って、やることが出来るの
か出来ないのか。マイナス思考は私はダメかなと。プラス思
考に転じて、前に向いていけるかいけないか。そうしないと、
ずーっと戦後73年間頑張ってきた田舎が無くなってしまう。
今までいろいろやってきたけども泊まらなかった。でもそれが
今、可能性としてはこのグリーン・ツーリズム。これで泊まるよ
うな感じが出てきてる。それはその地域に変わった人間が生
まれてきているから。自分の信念が金と結びついているか
ら。私はやはり、グリーン・ツーリズム。若者が戻ってくるため
には、嫌な言葉かも知れないけれども。如何にして若い者が
魅力を感じる金儲けが出来るのか、出来ないのか。金が儲
からなければどうにもならない。理想も唱えることが出来な
い。そんな中で、今、私達は次のやることは、先ほど言ったよ
うに若者対策。私達がちっちゃな時。集まると地域はどうす
るか、というような話をしていたけれども。今の若い子はなか
なかその話が出てこない。でも放っとこうということは出来な
い。だから何遍も口が酸っぱくなるようにして、その地域に新
たに認識をしてもらう。若者としての認識をしてもらうやり方は
なんなのか。若者の思いはなんなのか。というのをやはり考
えなければならないと思っております。私達が地域の学校は

無くなったんですが、小学校を出た時は1クラスに25人居
たんですよ。それが今、1クラス1名になって学校が無くなっ
てしまった。50年の間に私達田舎は25分の1に若者が
減ってしまってる。子供が。これが田舎の現実とすれば私達
はもっともっと強く思いを立てて、かくあるべき。そしてそれに
はやはり金がきちんとついていく。金で裏打ち出来るようなも
のでないと若い者が戻って来れない。私は極端かも知れな
いけれども。若い者を戻すためには、その地域の魅力を感じ
る。そこに生活が出来るシステムを作らなければならない。そ
れが今、春蘭の里の2番目の挑戦なんです。そして、若い者
が戻ってくるやり方として、先ほど言った、台湾から来た。そ
れから横浜から来てくれて民宿しております。それから大阪か
ら戻ってきております。これは民宿じゃないけれども。そして
小松から戻ってきました、穴水から戻ってきました。いうような
方々が今、増えてきてる。少しだけれどもかつがつプラスに転
じていっとる。この流れの中で、やはり何遍も言いよるけれど
も。若者の対策。そして今、私事にはなりますが。来年、大
学、短大を卒業して、娘がどうも戻ってくる。だからそういうの
をまた、その若者の感覚で横に広がっていくようなものが出
来れば、私は地域をきちっと前を向いて正々堂 と々歩くこと
が出来るのかな。「俺、歳やから。若い者に任せようや」いう
んではなくて。元気な高齢者のうちに、きちっとしたシステム
を作って、若い者に任せよう。若い者に引き継ぐことが出来
る条件を作るのが私は、地方に居る元気な高齢者の役目か
な。そういうプラス的な考えを持って、田舎の地方の改革をし
ていけば、私は日本は捨てたものではない。グリーン・ツーリ
ズムも捨てたものではない。というような、私は思いでござい
ます。
　春蘭の里、22年間経って、47軒の農家民宿は奥能登
の西2町に広がって、集落としては全体23集落に跨って広
がっております。修学旅行は350名を受け入れられるように
なりました。外国から1番多い時は1700名。今年はちょっ
と減ってるんですが、500名ほど来てくれております。という
のが私達の現状でございます。ということで終わります。あり
がとうございました。

分科会報告

パネルディスカッション

テーマ 次世代につなげるグリーン・ツーリズムとは

　各分科会の報告をしていただきました。対馬・壱岐・五島分科会はテレビ会議システムでの報告です。

○コーディネーター：ムラたび九州　本田　節　会長
　（	以下「本田会長」と
記載）

　今回のテーマは「次世代」というとても大きなテーマを頂き
ました。まさにワンステージがスタートした20数年前。ツース
テージがやはり今経過している状況の中で、サードステージ
という青木先生の言葉がございますが、この17回の大会は
東洋大学名誉教授の青木先生のご尽力の中から継続され
ていく大会であろうというふうに思っております。本当に私達
は今、地域の抱える課題をどう生きていくかということも踏ま
えながら、今日は皆様方に「次世代にどう繋げるか」という
テーマの中で課題、それからどう繋げていくかということをざっ
くばらんにお話いただく。初めに楠田様にお願いします。

山と海の郷さいかい
原田　愛

西海分科会

対馬グリーン・ブルー
ツーリズム協会

事務局長　川口		幹子

対馬分科会

やったろうde高島
事務局長　小村		秀蔵

外海分科会

一般社団法人
壱岐市観光連盟
藤田		大介

壱岐分科会

NPO法人グリーンクラフト
ツーリズム研究会

事務局長　小林		善輝

県央分科会

長崎県五島振興局
地域づくり推進課

課長　明石		克磨

五島分科会

廃校活用実践者・民泊実践者
太田		香代子

南島原分科会

NPO法人おぢかアイランド
ツーリズム協会

理事長　前田		敏幸

小値賀分科会
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○パネリスト：一般社団法人南島原ひまわり観光協会
　楠田　耕三　理事（以下「楠田理事」と記載）
　私はイチゴ農家です。
南島原市の民泊は約
10年になりますけれど
も、実質7年間で、つい
先日やっと5万人を超え
たところです。年間に
今、今年度見込みで1
万3千人、その中でイン
バウンド、外国の方が
1,400人程です。徐々に外国人の方も増えてきました。実
は今日は私の仲間達は民泊の受け入れがありまして、東京
都内の320名の学生が本日夕方から入ってきます。だから
その対応で私の仲間は1人も来てないんです。南島原市の
民泊は、やっぱり農業体験。特徴は家業体験。一同に体験
をするんじゃなくて、各家庭に戻って農業体験、漁業体験を
行っております。まさか私もこんなに増えるとは思いませんで
した。お客さんもそうですし、いま民泊実践者が176軒ありま
す。
　12年前に旧8ヵ町が合併して、南島原市となりました。な
ぜ民泊がグングン伸びたかと言いますと、南島原市には宿
泊施設がございません。はっきり言って海と山と畑ぐらいで
す。そのありのままを生かして民泊が進んだわけですけども、
やはり行政のバックアップもかなりありまして、実は民泊をス
タートする時にリフォーム補助金と言ってお客さんが使うとこ
ろの改修工事が250万円以上かかった場合は3分の2補
助しますということで最高166万円、市から補助金を頂けま
す。やっぱりそれが増えたきっかけですが、半分は口コミ。や
はり楽しんで民泊をやってますので。テーマである次世代に
繋がるグリーン・ツーリズムに沿って言うならば、やはり楽しむ
ことです。楽しんでやることを自分の家族とか周りの人、地
域の方とかにも伝えることが徐々に次世代にも繋がっていく
んじゃないかなと思っています。私は国道から6ｋｍぐらい上
らないといけない山の中に住んでおりますけれども、3年前に
出荷できないイチゴを使って夏の間だけかき氷屋を開店した
ところ、地域の人から相当笑われました。「こんなところに店
ば作って誰が来っとか」と。今、1時間半待ちのお店になりま
して、辞めるに辞めれないようになった状況です。最後にま
た戻りますけれども、次世代に繋がるグリーン・ツーリズムっ
ていうところに関しては、私も同居の息子が居りますけれど
も、自然と、その一番下の娘が、「農業をしようかな」というこ
とをチラッと言いまして。お店のかき氷の仕込みとかなんかも
娘が学校から帰ってきて寸胴鍋でシロップを作ったり準備を
してくれてます。やはり家族分担して役割分担を決めて、民
泊も出来るんじゃないかと思っています。自慢じゃないんです
けれども私1人で、家内も手伝いますけれども、お客さんと子
供達と一緒に料理を私が作ります。もちろん朝ご飯も作りま
す。やっぱりお母さんに丸投げっていうところもあるかも知れ
ませんけれども、やはりその夫婦の中でもそういう出来るとこ

ろは男がやっても良いのかなと思っています。以上、自己紹
介も兼ねて、そんな思いでおります。

○本田会長：楠田さんは、本当にお料理も上手で、おもてな
しの料理は楠田さんがやれるっていうことで、女性達の負担
をどう軽くしていくのかっていう、これから農泊っていう言葉の
運動の中には、泊食分離も含めて、どう娘達が地域の若者
の継承になるかっていうのもキーワードかなと思いました。で
は続きまして、岩木保徳さんお願いします。

○パネリスト：一般社団法人まつうら党交流公社
　岩木　保徳　理事（以下「岩木理事」と記載）
　まつうら党交流公社は
前身が平成11年、12
年あたりからこういった
交流事業を始めて、現
在30万人目を迎えてお
ります。漁業体験や農
業体験を中心に漁泊、
農泊の2つがやれるとい
う地域で、たくさんのお客
さんに来て頂いております。その中で私が住んでいるのが、
13地区のうちの田代地区。グリーン・ツーリズム研究会とい
う、山手のほうにある受け入れ組織で、その代表もしておりま
す。私は専業農家なんですけど、この地域が寂れていくの
が、当初すごく不安に思っておりました。で、平成15年にこ
の組織が立ち上がり、やっぱりよそから来て頂ける、このグ
リーン・ツーリズム。農村に観光バスが来る。この驚きがすご
くありまして。で、やっぱりお客さんとの交流を楽しんで、しか
も外貨が獲得できるという、このグリーン・ツーリズムに魅せ
られて、現在に至っている次第です。ただ、皆様方と同じよう
にこの私の地域も過疎化が進んでおります。少子高齢化は
日本全国ですけど。これを、やっぱりなんとかしていかなきゃ
いかんと考えております。で、こういった修学旅行を中心とし
た受け入れをずっとやってきてますけれども。今、一般のお客
様だったりインバウンドの方々だったり。後は田舎体験、田
舎暮らし。そういったことまで含めてなんとかこの地域を、そし
て自分達の住んでいるところを元気にしていきたいなと思っ
て頑張っております。その中でやっぱり気づくことが、今、体
験型事業。こういったグリーン・ツーリズム。皆様方は生活と
して成り立っていますか？生活出来ますか？	1番の課題がそ
こだと思います。これを埋めるために修学旅行だけでなく一
般の方、それからインバウンドの方々、色んな方、色んな形で
周年、仕事として出来る環境づくりっていうのを私は唱えたい
と思います。その中でやっぱり若い衆を捕まえて、この事業
をやっぱり引き継いでもらわなきゃいかん。こういう強い思い
を持って、今やっている。それからもう1つ。皆様方の地元
の中学校、小学生に対して何かやっていらっしゃいますか？
交流やってますか？体験学習やられてますか？やっぱり自分
達のところに住んでいる子供達。これをやっぱり大事にして

もらいたい。1番近いところに自分達の後を継いでくれる子
供達がいるわけで、今は何も知らずに卒業して就職して県外
に行ってしまっています。これじゃいかんと思います。やっぱ
り地元住民との交流。今、統廃合がどんどん進んでて、地
元住民との交流なんてもう今は無い。やっぱり地元のことを
知ってもらって、出て行ってもやっぱり田舎に帰って頑張ろう
かという気持ちぐらいになって外に出てもらいたい。もしくは、
ここの地域で頑張っていきたいという気持ちを持たせるよう
に、小中学校の時から地元との交流を繋げて、その子供達
が頑張っていってもらえるよう、私たちのほうがサポートする
必要があるんじゃないかと最近思っております。

○本田会長：はい、ありがとうございました。生活できますか？
生業として、このグリーン・ツーリズムの活動がその地域の中
で根付いていくっていう、とても大事な提案だったと思いま
す。この活動を地元の子供達が経験しないで帰ってこいと
いうのは、やはり本当に地元愛や郷土愛の中にどうだろう
か。そういう問題提起も頂きながら、これまでの「生き甲斐」
というテーマのグリーン・ツーリズムから、「稼ぐ」っていうもの
をプラスして、そのバランスということがとても大事だというふ
うに提案頂いたのかなと思います。では、その「稼ぐ」ってい
うことが上手な山口会長にマイクを回します。

○パネリスト：大村市グリーン・ツーリズム推進協議会
　山口　成美　会長（以下「山口会長」と記載）
　今どこの地域も、人口
減少、過疎化っていうふ
うなことが漁業農業を取
り巻く状況のキーワード
になってます。しかしなが
ら人口がどんどん減少す
る中で、この長崎県の
大村市は、唯一長崎県
の中でも人口が増えてい
ますが、都会に憧れて、どんどん都会に流出をしているのも
現状です。農家の子供は都会に憧れ、都会の方は農家に
憧れ。私達はいつでもこんな山や海を毎日見れるんですけれ
ども、それが「これだけで金になるよね」って言われた時にどう
でしょう。「こんなところに住めて良いですね」そう言われれば
そうなのかなって。私共の地域は40数年前から観光農業
に取り組んで、8月・9月だけお客さんが来て頂いてたけれど
も、これを1年中魅力のある地域にしようということで取り組
んでいる地域です。今、冬には今からは苺狩り、ブルーベ
リー狩り、梨狩り、ぶどう狩りという形で1年中お客さんが来
て頂いている。また、農家民泊に取り組みまして、県内はも
ちろん、国内たくさんの方にお出で頂いてますけれども、海外
から要望がありました。よその皆さん方もそうかと思いますけ
れども、海外から受け入れるとすると、やっぱり抵抗が当然あ
ります。日本語もまともに喋れないのに外国語を喋れないよ
と。そういうことから、台湾からのお客さんだったんですけれど

も、私の確認不足で台湾とは確認をしてなくて、私の不手際
で来て頂いたことになってるんです。でも最初は本当に不安
でした。しかしながら来て頂くと、「いやあ、海外の人良かった
よ」って。特に台湾の方は本当に親日家でもあるんですね。
漢字でも書いたら伝わる。それから「海外の人良いよね、日
本人は気を遣うけど海外の人は全然気を遣わなくて良かった
よ」と。「次回から海外にしてね」、「なんでこんな楽しいことを
もっと早く教えてくれなかったの」って。こんな変わるんです
ね。今までやったことない人に、この喜びをいち早く伝えた
い。そういうふうに思います。しかしながら、なかなか拡がって
いかないというのは、やはりビジネスになってない。農業をビ
ジネスにというのは、農村も後継者が少ないと言われますけ
れども。やっぱりビジネスになってない。他産業並の収入が
あると当然魅力ある産業になるし、後継者も育ってくると思い
ます。そういった中で、今回たってのお願いをして、多田さん
に春蘭の里の事例を、私も5年ほど前に多田さんのところに
行かせて頂きまして。タイトルが「月収40万を実現する」そ
の時は週休5日で月収40万だったんです。週休2日で40
万稼げないのに、週休5日で40万 !?ということで半信半疑
で、自分の目で確かめようと思って行ったんです。1日5人、
土日だけ受け入れて月収40万。若い青年団なんですけれど
も、「あなた若いんだからもっとちゃんとした仕事をしなくちゃい
けないよ」って冗談で言いましたら、「いや、実は兄は自動車
整備工場に行ってるんです。でも残業してでも15万ぐらいし
かないんです。でも私は週休5日で2日働いて40万稼いで
ます」って。「良い仕事に就いたよね」って言いましたけれど
も。そういった稼いでいるところは、後継者が育ってくる。都
会からも移り住まれている。そういった事例を目の当たりにし
て、今回、無理をお願いして来て頂いたわけです。ビジネス
になると、後継者は必ず育つと思います。春蘭の里、先程
おっしゃったように1泊1万円を超える金額です。ビジネスと
いう言葉は良くないかも知れないけれども、やはりビジネスに
することによって産業が成り立って後継者が育つ。もう答え
はこれに尽きるんではないかなと思います。

○本田会長：多田さんのところは、私ももう数回泊まらせて
頂いて、何が魅力か、やはり輪島塗り。伝統的な輪島塗り
の器でしか出さないというのがテーマなんです。その代わりご
飯もおつゆもぬるくなきゃ輪島塗りというのは。だから最初、
なんでこんなにご飯冷めるんだろう、おつゆぬるいんだろうと
思うと、輪島塗りが一の膳、二の膳出てくるんです。それが
お料理に砂糖一切使われないんです。それが絶妙にしょっ
ぱいと思う人と、そのこだわりにすごいと思う人と様々にあろ
うかとは思いますが、そのこだわり方がすごいと思いました。
やはりあの山あいの本当に荒れた田んぼを全部耕していく、
農山村の景観を守っていくということは、こういうことかなと思
いました。非常にうまくいっているというお話も聞いたんです
が。それでも、ちょっとこんなことを悩んでいるというところを少
しは語ってほしいと思います。
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○パネリスト：
　春蘭の里実行委員会　多田　喜一郎　事務局長
　（以下「多田事務局長」と記載）
　春蘭の里はそんなに
金が儲かっているのかみ
たいな話なんですが、
ちょっとだけ修正をさせて
頂きたい。私達は土・
日、1週間の内に2日働
いて4週間で8日間、1
日5人のお客が泊まって
くれれば5×8＝40で
40万になりますよという方程式で、必ず47軒全部が40万
を取っているというのではございませんので、そこをちょっとだ
け修正をさせて頂きたいと思っております。あとはうちなんか
もいろいろなことはやはり抱えておるんですが。私は先程
言ったようにマイナス的にものを捉えたらダメだよという考え
を持っているので、すべてプラスに変えていくということです
ので、そんなに重大な目線で見るということは無いですし、そ
れから休耕田にしても私はやはり地域に育った自分ならば地
域に恩返しをするのが当たり前なのかなという考えで、去年
はハンマーナイフの乗用の機械を中古で150万ぐらいか
かったのかな。それを買って、誰の畑でも空いたところは草刈
りをして景観を直していきたい。それからまた私は32ヘク
タールにあまる規模の山がありますので、人件費だけでも到
底及べないから、その機械で刈っていく、そして人に来てもら
うというプラス的な考えでやっております。

○本田会長：はい、ありがとうございました。今回は分科会
が8あって報告を頂き、それぞれのパネリストのお話を聞い
て、ここで青木教授からアドバイスなり分科会の報告につい
てのお話を頂ければと思います。

○アドバイザー：
　日本グリーンツーリズム・ネットワークセンター
　青木　辰司　代表理事（以下「青木代表」と記載）
　1992年に、このグ
リーン・ツーリズム政策
が始まって26年経ち、
先程来からサードステー
ジ、第3段階という話が
出てますが、私なりに整
理をすると、第1段階は、
この体験提供型グリー
ン・ツーリズムということ
で、農家に泊まって頂いたり、農家に来て頂いて、その体験
をメニュー化して楽しんで頂くというやり方でした。このやり方
によって具体的に都会の人々がグリーン・ツーリズムという
のはこういう楽しいことが出来るんだということが理解できる
ようになりました。これが体験提供型の1つの成果です。も

う1つはその第1段階で出てきた教育旅行という在り方。学
校教育あるいは子供会とか、どちらかというと小中学生の教
育のために修学旅行も含めて農業体験・農村体験をすると
いう教育旅行が日本には今、定着したということが第1段階
では日本のグリーン・ツーリズムの成果として評価されるわけ
なんです。第2段階に入りまして出てきたテーマは「体験共
有型」。今日も、お膳立てをしてやるというのではなくて一緒
にやろう、作ろうと。そして先程も報告がありましたけれども、
みんなで作ったものがそのまま夕食のメニューになっていく。
つまり体験のメニューと地元のお母さん達が作った夕食を分
離しないシェアリング型のグリーン・ツーリズムというものがか
なり今普及し始めています。3番目は、この文化発見創造型
ということです。先程の分科会の報告の中で、当たり前の在
り方というキーワードが西海分科会の報告者の方から出まし
た。この当たり前、つまりその日常性の中で、案外気づかな
い価値というようなものを、他者、つまり旅行者、ゲストの目
線から気づいたり、ゲストの感動の言葉なり仕草から、ああ、
これ当たり前のようですごいことなんだねということが相対化
されていく。こういう段階になった。実は、これが更に第3段
階では国内の旅行者だけではなく、外国人という異文化の
方々の交流によって、それが倍加されていく。つまり日本人と
して当たり前のものが実は世界的に見てかなり価値の高い
ことなんだと。特に農村の価値というものは日本の中ではど
んどん落ち込んでいて。田舎なんか居たってしょうがないだろ
うということで農村の若者がみんな都会に行っている。しか
し、そうではなくて、ヨーロッパのように都市よりも農村のほう
が人間として、あるいは暮らしをやる場としては遥かに価値の
高いことなんだというようなことを、もう実感している方々が日
本の農村に来ることによって、その価値発見をする。そして、
その価値発見をしている姿を見て、改めてこの日本の農山
村の方々が、「やっぱりそうだよね」と思ったり、「えっ、これが
本当に外国人の方々がそんなに評価することなの？」と言っ
て気づく。これが、第3段階だと思うんです。そして次に、そ
ういう中で、今、今日のテーマである「次世代に繋ぐ」という
時のキーワードは、まさに多田さんの今日のお話に象徴され
る春蘭の里の経済的な成功例が我々に勇気と元気を与え
てくれました。40万もらえることが本当に幸せかどうかは僕は
ちょっと疑問であります。20万であっても幸せな生き方だっ
てあろうと思います。しかし、やる気になったら40万が確保
出来るんだという実績を彼らが示しておられる。そこで、これ
から是非議論して頂きたいのは、日本のグリーン・ツーリズム
の今までのパターンの非常に大きな弱点は、短期滞在型と
いうことなんです。1泊2食付きでお客さんは次の日に帰っ
て行ってしまう。6千5百円なり7千円のお客が月に何回し
か入らないとなったら収益に繋がらない。じゃあ、それを2泊
して頂く。あるいは1週間泊まるという連泊あるいは長期滞
在。こういったものに持っていくことによって、農家の収益性
が上がっていき、それが次世代にとって夢と希望が出てき
て、具体的には多田さんのおっしゃるような40万目標という
ようなものが常いい加減な会社でこき使われて18万19万

の給料より遥かに農家のほうが儲かるという実績に繋がって
いく。この長期滞在型に向けた新しい戦略が1つ大きな課
題になっていくと思います。その時に、外側からの風が非常
に今、チャンスが出てきた。安倍政権の政策展開の中でイ
ンバウンド政策はハッキリ言ってアベノミクスの唯一の成功
事例だと僕は思ってます。他は大したことないと全然評価し
ないんですけど。このインバウンドだけは非常に今、具体的
な成果になっています。まだまだ長崎県にその波は来ないで
しょうが、確実にその波は押し寄せる。そしてその外国人がそ
の旅に出る嗜好性は、基本的にヨーロッパ型は長期滞在な
んです。ですから、同じところに1泊するか長く泊まるかは別
として、せめて九州に来たら九州全域で1週間なり10日滞
在したいというお客は必ずこれからヨーロッパから訪れるんで
す。その時にどういう受け入れ方をするのか。そこで私が
前々から言っている「男のロマン、女の不満」というところに
繋がる危険性が十分あるわけです。つまり、1戸の農家民
宿が1週間の宿泊を抱え込むとしたら、奥さんは過重労働に
なり夫婦仲は悪くなり、離婚に繋がっていく危険性は十分あ
るわけです。だから男は案外儲かるけど、女は不満ばっかり
が高まっていく。男のロマン、女の不満という形を取らない在
り方がどうあるべきなのか。この長期滞在型に向けた受け入
れの在り方を、次世代に繋ぐ経営パターンという形での課題
をこれから皆さんで議論して頂けないでしょうか。

○本田会長：長期滞在という1つのキーワードを頂きました。
これは2020年のオリンピック・パラリンピック。ラグビーや
様々なワールドカップを含めて、この九州は特にチャンスを迎
えていると思っております。そこで国が全国500ヵ所農泊と
いう推進の事業を掲げたわけでございますが、やはりそれを1
つのチャンスと捉えて、九州、いや日本が地域内連携の中
で滞在できる仕組みを作っていく。そういう新しい多様で価
値のあるネットワークを作っていかなければ受け皿が出来な
い。そのためにはやはり成熟して17回も迎える全国大会の
実践者の皆様と、それから行政と、それを繋ぐ、まさに法人化
していく中間新組織がどう繋がっていくかということが、これか
ら非常に質の高いおもてなしになっていく。そのこと自体がま
さに生業として継続性のあるグリーン・ツーリズムになってい
くという提案だったと思っております。そういう視点から、山口
会長、どうぞ言ってください。

○山口会長：長期滞在のメリット・デメリットで話をさせて頂く
と、長期になると農業や専業のところは農作業に影響があ
る。そういったところでためらうところがあろうかと思います。う
ちの場合は、農家は農家での農業体験ではなく、私どもシュ
シュのほうで、昼間は例えばイチゴ狩りを体験をしてイチゴ大
福を作ったり、ピザ作り、パン作りとか。梨狩り、ぶどう狩りも
そうなんですけれども、そういった形で農家の負担軽減をして
いく。「2泊までは良いけど、もう話すネタが無いよ」みたいな
ところも現実的にはあるかと思います。そういうことで考える
と1泊2日で相互に今、波佐見町と東彼杵と私ども大村と

3市町連携でいろんな取組をしようと思ってます。例えば昨
日、県央の分科会で、波佐見で波佐見焼きの絵付け体験
がありました。波佐見に泊まった方は泊まったところで朝から
その茶碗が焼き上がります。例えば、それが翌日東彼杵に泊
まられるとすると、日本一のお茶がそのお茶碗で飲めるんで
す。その次もう1泊大村でして頂くと、郷土料理の大村寿司
をその波佐見焼きで食べることが出来る。連泊の良さと、1
泊ずついろんな体験が出来る。そういうふうになると先程の
青木先生の「男のロマン、女の不満」というのが解消されて
いくんじゃないか。「男のロマン、女の不満」から「女の自慢、
男の我慢」というふうに女性が稼ぐことによって自慢が出来
る地域になってくる。「農作業もうちょっと手伝ってよ」という
ふうに旦那さんが男が我慢しなくちゃいけない。そういうふう
なこともあってお互い様の夫婦円満。そういった形で連泊を
提案することも1つの方法じゃないか。私どもが連泊をするメ
リットとすると、荷物を持って行かなくて良いよねというふうな
ことで考える。そうすると、折角来たんだから、長崎県内例え
ば南島原に1泊して、大村に１泊して、松浦に1泊してとか
ですね。五島に1泊して、対馬に1泊してっていうふうな形
で長崎県の連携も可能だというふうに思いますし、九州一円
で九州各県に1軒ずつ民泊ツアー。九州丸ごと体験ツ
アー、農家民泊のツアーとか。そういった可能性も出てくるん
ではないかなと思います。

○本田会長：県央でもこの話になりましたが、やはり泊まる、
食べる、温泉に入る。体験する、学ぶ、お土産を買う。地域
内6次産業化で、それぞれが稼ぐということを、みんなで分散
する。1人が囲い込んですべてを1軒のホテル・旅館だけで
済ますんじゃなくって。地域がどう繋がるかということがとても
重要だというお話だったと思います。会場に養父さんいます
か？九州7県1巡した後に、もっと集中と選択で学ぼうという
ことで立ち上がったムラたび九州の様々な今の試みをちょっ
とお話してください。高千穂の飯干淳志さんであったり、各県
それぞれ、長崎はシュシュの山口さんなんですけど。もうオー
ル九州で行こうという動きがすでに始まってます。ちょっとそ
の話をしてください。

○一般社団法人九州のムラ　養父　信夫　代表理事
　元々ムラたび九州で各県
の理事の方々が九州はグ
リーン・ツーリズム大会という
のを8年ぐらいやったんです
が、たぶん民泊で教育旅行
を学ばれる方、それからイン
バウンドも含めて、もっと個人
の受け入れを増やしたい方、
だんだんニーズが皆さん変わってきたので、じゃあもっと実践
型のそれぞれの思いに合わせて次世代の人材を作ろうぜ！と
いうことで。今年からムラたび九州というネットワーク組織を
立ち上げて、会長が本田さんで僕とか飯干淳志さんとかは
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副会長で各理事の方が集まってやり始めました。今年は民
泊教育旅行、民泊型農泊推進の授業も活用させて頂いて、
ムラたびカレッジ、それぞれの受入団体とムラたびとは違うカ
レッジと連携して、インバウンドとか理学的な農泊とか、そうい
うものの勉強を始めたんです。先ほど連泊の話がありました
けど、各県の農泊で本当にこれからインバウンドを頑張るぞ！
というところと是非、連携させて頂いて九州連携モデルを是
非、海外の旅行社に売って行こうというふうに思っています。
さっきお話があった東彼杵の「グリーンティーリズム」のほう
は、「インサイドジャパンツアーズ」という主にイギリスが資本
になって1万5千人ぐらい入れてる旅行会社さんを繋げてる
んです。まず個人旅行が無理だったらパック旅行から入れ
て、そしてあそこは15人ぐらいを1つのパックにして年間
15、6本ほど。来週は農泊推進との絡みでフランスに行きま
すけど、フランスにも1社そういうところを見つけていく。先ほ
どの修学旅行の受け入れを1社からめてお願いしたように、
この九州を本当に愛してくれる旅行会社をそれぞれイギリス
だったらどこ、フランスだったらどこ、中国の上海だったらど
こ。そういうこともネットワークを本当に九州オールで作ってい
ければ、1週間九州とか、そういう形が出来るんじゃないかな
と思ってます。

○本田会長：やはり私達農家のお父さん、お母さん、弱いの
はプロモーション、それから専従するコーディネーターが不足
している。そんな問題が今課題の中にあります。今日は百戦
錬磨の上山社長お出でになってますが、やはりそれぞれに私
達は質を高め、そしてどのような外部人材と繋がっていくの
か。やはり本気でそういう外部人材と繋がっていかなければ
成り立たないと思ってます。上山社長からも一言どうぞ。

○一般社団法人日本ファームステイ協会
　上山　康弘　代表理事
　特に連泊のお話なんです
けれど、今、皆さんがお話され
ている前提がホームステイ
型、ホームシェア型で、その
家主さんと同居しながら滞在
する。それを考えると確かに
1泊、2泊が、ちょっとそれ以
上になると厳しいというのはあると思うんです。今日の朝もお
話をさせて頂いたんですが。このホームステイ型は、これはこ
れで継続して頂きつつ、出来れば地域の空き家、古民家で
も良いですし、社寺仏閣でも良いし、文化財でも良い。それ
こそ公共財でも良いし。そういう空いている家。もしくは家に
近いようなところを活用すれば、その箱の中で長期滞在が出
来るわけです。だから、家主さんがいらっしゃる場合と居ない
場合がある。ここを両方使うというのが、やっぱりこれからの
広がり。特に経済面も含めて、その負担という両方におい
て、良いんじゃないかなと思います。また実際、先ほどのヨー
ロッパのフランスの事例なんかも、2割がホームステイ型で、

8割がそういった別荘。別荘型というのがこれ、既に実際の
数字になっていますので。是非、これから先を考えるとなれ
ば、その空き家利活用、二アリーイコール別荘というところを
やって頂くと。それと、あとデジタルマーケティングの分野に
関しては、やはりこれから遠いヨーロッパとかオセアニアと
か。そういった子供を九州に、もしくは全国の各地にお呼び
するということを考えないと、いかにウェーブをしっかり使って
いくかというのが重要ではないかなと思います。それを自らや
るというやり方もありますし、餅は餅屋ですから、餅屋に依頼
するというやり方もありかと思います。そういったことをしっかり
と取り組んで頂ければ今まで以上の成果が出てくるんじゃな
かろうかと思います。

○本田会長：では、長期滞在について、楠田さん、どうぞ。

○楠田理事：長期滞在ってなかなかすぐ出来ることじゃない
んですけれども。やはり今、現状を言うと南島原も2泊が精
一杯です。確かに山口社長が言われたように、私も農家で
すので。やはり2日以上滞在されると、うちの農作業が出来
なくなりまして。現状の課題でも連泊が2個続けてというの
が、つい先日も来まして。4日間結局、4日間含めて5日間ぐ
らい、なかなか動けない状態になるんです。なかなか家族の、
私の場合はちょっと少ない身で。出来ない部分もあるんです
けど。先ほど、上山社長が言われた空き家の利用とか、そう
いうのは実現可能じゃないかなと。先ほど、南島原の事例発
表で太田さんが廃校活用を言われましたけれども、南島原に
スポーツの大会で来たお客さんがそういう場所に泊まって、
安い値段でですね。可能じゃないかなと。是非、今からまた
模索しながら頑張っていきたいと思います。

○本田会長：はい、ありがとうございました。じゃあ、多田さ
ん、どうぞ。

○多田事務局長：はい、春蘭の里のですね。現状をちょっと
喋らせて頂ければと思っております。うちらのところも長期滞
在は2通りありまして、廃校になった学校を利用して能登半
島をずっと巡っていきたいというような1週間以上の旅行形
態。それが空き家の中で1週間以上泊まっているような旅
行の形態。それからもう1つは、外国の方々は、どうも話を聞
いていると関西空港に上がって、それから奈良、京都、そして
金沢、そして能登、そして高山のほうへ行って、東京の成田
から出ていると。そこには大体15日間ぐらいの、そういう日程
で行きますので。いろいろな形態がありますから、そのいろん
な形態を全部うまく使えば、私は良いのかなと。ですから私達
は空き家というか、きちんと整備したところは1日2万5千円
で良いですよって貸してあげる。人数は問わない。そして布
団代だけはまた別途もらいますよというやり方ですので1週
間も泊まると良い金になる。それから学校の廃校の利活用
でもそんな感じで部屋を貸し切りスペースにして貸してあげ
る。食事は全部、朝昼晩どっかで食べてきてください、もしく

は自分で流しを利用して作っても良いですよ、というやり方で
やっていますので。大丈夫なのかな。私達は今、連泊という
のはあくまでも自分のところに連泊してくれることが良いのか
なということで考えておるのが、うちらの連泊です。それから
ずっと2週間コースで回ってくるのは、私は連泊としては捉え
ていないというのが春蘭の里です。

○本田会長：今、ヨーロッパ。昨年もフランス、ドイツ。淳志
さん達と行ったんですけれども。本当にB＆Bから、やはり今、
アパートメント。長期滞在が本当に出来る体制がクオリティ
に出来ているという状況を見ると、本当にヨーロッパは先を
行っているなという思いがあるんです。是非その仕組みづくり
を勉強したい方は、高千穂に行って頂ければと思っていま
す。今日は若者という次世代、これがテーマでありました。そ
の中で「よそ者、若者、ばか者」というテーマがあったぐらい
なんですが。新しい、空き家を活用したゲストハウスである廃
校を利用するという多様性な選択が出来るという、その可能
性がありますね。その中で、遠野の田村君が10名近く、昨
日、一昨日は「具座」から始まって、もう丸3泊4日農泊を学
ぶということで佐賀県の「具座」に泊まり、そしてこの長崎県
に泊まり、明日は人吉球磨に行ってという、すごい良いメ
ニューで来てくださってますので、田村君、若者が東京から
行って、どう遠野に根付くのかということも含めて、事務局機
能がどう充実していかなければいけないかというのも含めて
で、ちょっと前に出てきてください。

○青木代表：彼は私の青木ゼミの優秀な後継者で、青木ゼ
ミの次世代への継承のモデルでございますので、ご期待くだ
さいませ。

○認定ＮＰＯ法人遠野	山・里・暮らしネットワーク
　田村　隆雅　コーディネーター
　遠野は実は多くの移住
者が私よりも前に移住して
おりましたので、そういった
方々にいろいろ支えられな
がら、ここまで来たというの
が1つと。実はグリーン・
ツーリズムが、私が来る前
から始まっておりますので。
今日も9人ぐらい来ているんですが。そういった方々が外部
の人を信頼して頂ける素地があったというのが1つ大きいの
かなと思っております。私のスキルというよりも、そもそも遠野
がそういうポテンシャルを持っていたということです。そういっ
た地域というのは全国各地あるのかなと思います。地域の
実情に沿って、一個人として地域に活用してもらったという
のがそもそもの始まりです。あとコーディネーターのことと事
務局の強化ですけれども。私いま15年住んでおります。そ
の中でやっと3年ぐらい前から自分1人で事業を5、6本こな
せるようになりました。自分の稼ぎは自分で稼ぐということが

出来るようになりました。うちスタッフ15人おります。会長、
事務局長の下がコーディネーターとして私、活動しているん
ですが、その中でそういった事業を自分で回せる人材が5人
ほど。5年ぐらい所属していると出来る体制になっておりま
す。今後コーディネーター機能であれば、会長の1本釣りに
頼らず、自分達で獲得出来るプロジェクトをいろいろ立ち上げ
られる人材を地域で育てていく必要があるのかなと。最後
に。こういった移住者がUターンの方を刺激し、そのUターン
の方が地元の若者に刺激が渡っていくように、今後はそうい
う立ち振る舞いをしていく38歳になりたいと思っております。

○本田会長：次代を継承するというか、世代を継承するとい
うのはそれぞれの立ち位置の中での継承というのはとっても
大事だなと思いながら、5千万の事業を3千万は企画旅行
もって事業を取ってくると、自分の給料は自分で稼ぐ、こうい
う若者が育っていくことが地元の若者にも刺激になってい
く。もう本当にすごいなと思っています。もう今日は身内のこ
とだから言いたくないんですが、あの赤軍団は、毎回1回か
ら17回まで必ず30人から40人勉強に来ています人吉球
磨のグリーン・ツーリズムです。やっぱし仲間を、一緒に学
ぶ、研修する1つのキーワードは「学びなおし」です。ここを
やはり謙虚に持っていかないと時代の流れに合いません。だ
から是非、皆さん、全国大会は多くの学びの場所だというこ
とを再認識して帰ってください。では最後に岩木さん、どうぞ
若者に繋げる思いを語ってください。

○岩木理事：私のところがやっぱり高齢化がだいぶ進んでき
ています。寂しいことなんですけど、やはりどうしてもこの自分
のところの地域が本当に好きで、ここの地域を残したいとい
う思いでこの事業、グリーン・ツーリズムをやってきています。
若い衆に押し付けてもいけないと思いますが、本当にこの地
域を好きになってもらえる方 を々田舎暮らしや田舎体験を通
じて集めてます。住民の1％を毎年入れることが出来たらそ
の地域は寂れることはないというデータが出ていました。
100人居ったら1人毎年1組。その地域に入ってくる移住
者含めてですけど、入れていけたら良いかなと思いつつ、一
昨年に1組、来年にもう1組ほぼ決まりになってきました。そ
の子達はやっぱり田代というところを好きになってくれて。田
舎に入るというのは本当に大変なことなので。その地域の
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風土だったり、やっぱり人間性だったり。そういうところをやっ
ぱり理解してもらった上じゃないと入って来れない部分があり
ます。そういったことを踏まえて3、4年。結構かかりました。
そういった思いを1つにする仲間を通じて、田代という私の
住んでいる地域を残して行きたいと思って、少しずつ集めて
いる次第です。どうにかしてこの地域を残したい。皆様方の
地域もちょっと考えてもらって、そういった移住者でも別に良
いんじゃないかと私は思っています。海外の方であっても良
いと思います。そうやってなんとかして繋げていきたいという
思いでおります。

○本田会長：これだけは言って帰らないと寝れないという方
いますか？大丈夫ですか？私、今回の長崎大会は昨日、波佐
見高校、今日は長崎の農業大学校の若き青年達がこの全
体会に参加してくださっている。これは本当に素晴らしいなと
いうふうに思ってます。本当に一言、言ってほしいと思いなが
らも、時間の都合が伴うかも知れませんので。皆さん達に一
言、ありがとうっていうエールの言葉でお礼を言いたいと思っ
ております。最後にアドバイザーの先生から言葉を頂いて、
一言ずつ言ってお終いにしたいと思います。

○青木代表：昨日は波佐見の県央分科会で波佐見高校の
生徒さん達が真面目に、真剣に話を聞いてくれていました。
今日は長崎県立農業大学校の皆さんが参加してくださって
いる。本当に嬉しく思います。私は実は今から約20年前。
秋田県立農業短期大学というところで農業後継者の育成
の仕事をしてきました。当時も今もですね、秋田でも農業後
継者はなかなか確保できないという問題にまだまだ直面して
います。しかし今日ですね、是非お伝えしたい言葉がありま
す。それは柳田国男が「定本柳田国男」の第5巻に「都市
と農村」という本の中で書いている「豊熟の歓喜」という言
葉です。豊熟とは豊かに熟する喜び。歓喜ですね。歓迎の
歓に喜。この言葉を今日、持って帰ってください。柳田国男
は秋の実りの季節になって農民は春から種を撒き、水をか
け、台風や自然災害と戦い、ようやく秋になって実りを迎えた
時、本当に心から喜びを感じる。この豊熟の歓喜は都市の
人々には共有できない農民の独自の価値である。こう言いま
した。つまり都会の人はどんなに偉そうなことを言っても、農
家だからこそ、農の営みを真摯にやっているからこそ、体感で

きるものが豊熟の歓喜だと柳田国男は言った。その柳田国
男は実は農家の人ではありません。都会人で「遠野物語」
を書き、そして農政学者として全国を回っていた。学者であ
り都会人なんです。その柳田国男が農熟の歓喜は農家以
外に2つの職を持った人だけが体感できると言っています。
その1つは専門家。もう1つは芸術家。こう言ってるんで
す。私はその意味というのは、農家の苦労とか喜びを本当
に感じるのは、その農業なり農家の価値を専門的に追及し
ている本物の学者こそでなければならないと言ってるんだろう
なと。単なる農政批判をしている農政学者とか時代の先端
を行っている、ただ現象を追っている学者ではなくて、農家の
苦労というようなものを意味付けして農の意味というようなも
のを普遍的に定義できる本物の学者。この学者こそが農家
とともに豊熟の歓喜を分かち合えるんだと思いました。もう1
つは芸術家です。どんなに農業が苦しいといっても、アート
のセンスを持った人から見ると実は農の営みというのはアート
になりうる。このアーティスティックな価値というようなものが
農に秘められたら農業は広がりになるということを柳田国男
は言ってるんではないかと思っております。つまり、今日は農
政局長もいらっしゃいますので申し上げますが。農政は単な
る産業論だけでやったのでは行き詰ります。文化論、多面
的価値論というようなものを農政の中にまぶしてこそ、初めて
農家が活かされるし農業が活かされると、農政学者であり官
僚であった柳田国男は言っているんだというふうに僕は思い
ます。今日来ている農業大学校の皆さん、あなた方は国の
宝です。日本の未来を担う人材です。しっかりと勉強して、
長崎だけではなくて、日本の未来を担う人材になってくださ
い。心から期待しています。

○本田会長：はい、では楠田さんから一言。会場の皆様方
にメッセージや若者に対するメッセージで今回の大会テーマ
「次世代に繋げる」というテーマでエールを送って頂ければと
思っています。

○楠田理事：今日は農大生もいますので。私は農業絶対し
たくなかった人間です。ちっちゃな兼業農家の倅だったので
23歳から農業を始めまして、でも、農業をしたからこそ今のい
ろんな出会いがあって、いろんな繋がりがあって。すごく感謝
しています。今、民泊をしていて、私東京に行っても大阪に
行っても一緒に飯食いに行って飲みに行く民泊に来た子供
達がいます。大阪に行ったら民泊に来た子供達の子供の家
に行って泊まったこともあります。これぞ農家の出来る醍醐
味かなと思っています。そしてまた、いろんなそのやり方が地
域の人にですね。無言の意識付けが出来てきたなと思って
います。これからも自分で楽しみながら「ひまわり村」176名
のみんなと一緒にこのグリーン・ツーリズムを盛り上げていき
たいと思っています。

○本田会長：はい、岩木さん、お願いします。

○岩木理事：このグリーン・ツーリズム楽しかですよ、本当
に。田舎に住んでて本当に人恋しいっていうか、やっぱり周
りに人が歩いてない状況の中で、学生達が歩いてる姿だっ
たり。それが本当に楽しかです。皆様方の地域でもそういう
風景を目にするとやっぱり自分達も元気になるんじゃないかと
思います。若い方々、どんどん入ってきて頂いて。農村のじ
いちゃんばあちゃん本当に見かけは怖そうに見えますけど。も
う内面はすごい優しい人達ばっかりです。思い切って飛び込
んできて頂きたいなと思うし、そういう思いは私どもが受け入
れる準備はいつでも出来ております。是非、グリーン・ツーリ
ズム一緒に携わってやっていきたいと思います。

○本田会長：山口会長、お願いします。

○山口会長：私も同じ考え方で、やはり農業をやってなかっ
たらこんな人生は送れなかっただろうなと思います。例えば
海外から今もう19ヵ国家に泊まりに来て頂きましたけれども、
この頃、地球儀を買いました。地図をしょっちゅう見るようにな
りました。こんな薔薇色の人生本当に農泊をしてなかったら
無かったんだろうなと思います。そういった喜びを1人でも多
くの方に伝えたいし、今日参加頂いている若い次世代の
方々、農業ってこんなに魅力のある産業なんだってことを今
一度、見直して頂いて、是非、農業を魅力のある産業に、一
緒に作っていって頂ければなと思います。

○多田事務局長：私からは高い料金設定を致しましょう。次
代のために。ちなみに私達のところは貸し切りの宿として、1
名の場合は1万4千580円。2名の場合は1万2千420
円。3名以上は1万と260円という設定でやっております。
皆さんどうぞ、九州も高い設定をしてください。

○本田会長：何をしても次世代の皆さんに夢と可能性を秘
めている。必ずや日本型グリーン・ツーリズムはヨーロッパに
負けない潜在的な力がある。やはり食糧や農業や農村とい
う多面的な機能や多面的な価値を秘めている、この日本の
グリーン・ツーリズムをサードステージをもう1回皆さんと共に
学びなおし、そしてこの農泊事業が必ずや地域の中で地域
活性化になるという私達の確信のもとに全国に広げたいと
思っております。今回は長崎大会、本当に実行委員会の委
員長をはじめ、行政の皆様、そして本日も農政局長はじめ、
皆様方の熱心なる全体会の中で、短い70分を終了するこ
とが出来ました。皆様方の温かいご支援。そして今日の素晴
らしいパネリスト。そして青木教授のアドバイザーに温かい拍
手と感謝をよろしくお願い致します。本日はどうもありがとうご
ざいました。

第17回全国グリーン・ツーリズム・ネットワーク長崎大会　大会宣言
　我が国の国際観光の先駆的地域であり、人類の平和への希求を長く発信してきた「国際平和の拠点」長崎の地で、2018年
11月21・22日の両日に亘って、多様な自然や文化そして人々の暮らしの営みを通した交流とともに、熱のこもった議論が深め
られた。世界で唯一の被爆国である日本国民として、不戦の誓いを新たにしながら、人々の命と心の安寧を根幹的な価値と
するグリーン・ツーリズムの実践を、長く次世代につなぎ、心ある人々相互の交流を通して、大会中に提起された貴重なご意
見等を集約し、共通認識を持って、今後の各地での実践に活かすものとするため、参加者の総意により、大会宣言文を、以下
の通り採択する。

１ ．目的 �
　グリーン ･ ツーリズムの基本理念を踏まえ、実践者及び NPO 法人と行政、民間企業、専門家の連携による確かな推進に
よって、都市住民と農山漁村住民が感動を共有し、相互に共生し合う関係によって、持続可能で創造的な農村文化を創出し、
それぞれの人生が個性豊かに命と心をつなぐものになると共に、環境と調和した農山漁村の多面的振興を、各々の地域的個
性を活かす交流型活性化の施策として、グリーン・ツーリズムの実践を着実に推進する。

２ ．基本理念 �
　グリーン・ツーリズムとは、農山漁村の持っている歴史・自然・社会・文化など多元的な資源を活用した、都市住民と農山
漁村民住民による、対等かつ継続的で感動的な心と心の交流活動を通じて絆を築き、一人ひとりが人間としての社会的な立
場において自己実現と社会的使命を遂げ、心身が健康になる、「人間福祉」・生業と環境の調和した持続可能な社会を作り、
さらには国際平和の推進の一翼を担う活動ととらえる。	

３ ．基本方針 �
（ 1 	）多様で個性的なグリーン・ツーリズム実践を原点に返って学び直し、新たな展開への展望を探るなかで、足場の地域資
源の価値を再発見し、実践を繋ぐネットワークを広げ、第 1世代の実践を次世代につなぐ、サードステージのグリーン・
ツーリズムの新たな可能性を見出す。

（ 2 	）農山漁村の住民が自らの健康を増進し、元気になり、楽しく地域活動を展開しながら、地域内外の人々の輝く実践を繋
いで、健康な地域づくりをめざす。

Y Y
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大会データ
◎参加者総数
都道府県名 人数
北 海 道 1
秋 田 県 2
山 形 県 6
岩 手 県 11
宮 城 県 2
福 島 県 1
東 京 都 7
神奈川県 2
埼 玉 県 1
福 井 県 8
石 川 県 1
富 山 県 1
岐 阜 県 1
兵 庫 県 1
三 重 県 1
岡 山 県 2
島 根 県 13
山 口 県 14
愛 媛 県 26
大 分 県 2
福 岡 県 12
佐 賀 県 5
長 崎 県 571
熊 本 県 39
宮 崎 県 11
鹿児島県 7

計 748

◎分科会　11月21日（水）
分科会名 人数

西海分科会 101
外海分科会 49
県央分科会 175
南島原分科会 105
対馬分科会 78
壱岐分科会 12
五島分科会 50
小値賀分科会 34

計 604

◎全体会　11月22日（木）
参加人数　403名
（うちテレビ会議での参加者　67名）

＊参加人数には、現地関係者を含みます

全国グリーン・ツーリズム・ネットワーク大会  
第１回 熊本大会（水俣町） もやい　つどい　みなまた　―風と緑とかたらんかい
第２回 宮城大会（鳴子町） 旅は他火である　さあ、あだらいん
第３回 北海道大会（美瑛町） 命はずむグリーン・ツーリズム
第４回 新潟大会（阿賀町） 絆でつむぐグリーン・ツーリズム　―グリーン・ツーリズムの継続的な展開をどう図るか
第５回 島根大会（浜田市） グリーン・ツーリズムから田舎暮らしへの提案
第６回 東京大会（東洋大学） グリーン・ツーリズムによる都市・農村の再生・共生を
第７回 富山大会（富山市） とやまから（ikke）友だちに
第８回 香川大会（高松市） グリーン・ツーリズムのセカンドステージへの展開　～「体験主義」から「人間福祉主義」への展開の可能性に向けて～
第９回 岐阜・三重大会（岐阜市）地域をつなぎ、都市（まち）へつなぎ、未来へつなぎ、心をむすぶ
第10回 熊本大会（高森町） 九州はひとつ　ASOからASIAへ
第11回 福井大会（福井市） つなごう幸せ！ふるさとツーリズム
第12回 福島大会（喜多方市） ふくしまの今！つながろう　グリーン・ツーリズム
第13回 東京大会（東洋大学） これが日本のグリーン・ツーリズムだ！　命を繋ぎ、心を癒し、人を活かす人間福祉への原点回帰
第14回 山形大会（三川町） 日本人のこころのふるさと美しい山形から～わたしたちの食をみつめて～
第15回 愛媛大会（内子町） GTが変わる、地域が変わる、人が変わる！～愛媛発！未来型グリーン・ツーリズム～
第16回 東京大会（東洋大学） 地域と人を活かすツーリズムとは？　―命と心繋ぐ真のツーリズムと観光との連携を求めて―
第17回 長崎大会（大村市） 次世代につなげるグリーン・ツーリズムとは

◎長崎大会には多くの学生の方々にも
　参加していただきました
○学生ボランティア	 62名
　・長崎総合科学大学
　・長崎国際大学
　・国立大学法人	長崎大学
○県央分科会に参加	 21名
　・長崎県立波佐見高等学校
○全体会に参加	 17名
　・長崎県立農業大学校
	 計　100名

長崎総合科学大学の学生ボランティアの皆様
県央・南島原・対馬・五島・小値賀分科会に参加
各分科会報告の素案を作成してくださいました

（ ３ 	）人間存在の本源的な価値である、生命の尊厳や心の安らぎや心と心の触れ合いを大切にし、バリアフリーの視点からの
施設整備や、ソフト開発を目指し、あらゆる人々が感動を共有できる人間福祉実現の場づくりを目指す。

（ ４ 	）農山漁村の有する豊かな「暮らしの文化」を再生し、学生や外部人材を広く受け入れ、多様な交流や協働活動を通して、
その多元的価値を、広くかつ長く共有し得るものに高めあうために、地域住民の内発性と確かな外部支援の交響的関係
を構築する。

（ ５ 	）人々によって保全された自然環境や暮らしを、倫理的な価値観を有するツーリストとの交流や協同を通して活かし、ゲス
ト・ホスト双方が公正な関係で感動を共有するため、長期的・継続的滞在型のグリーン・ツーリズムの展開をめざす。

（ ６ 	）実践の持続化を図るため、実践者と行政、民間企業、各種団体、外部支援者との中間的な支援を担う人材を育成し、安
定的な中間支援を持続的に行うための中間支援組織の充実・強化を図る。

（ ７ 	）次世代を担う子供たちが、「命」の尊さと「心」の豊かさを実感できる、体験を体感に活かす教育事業を、県域を越えて
個性的な企画になるよう自覚して実践する。

（ 8 	）宿泊、「食」、農産物、各種体験 ･ 体感事業の品質を高め、個別事業の収益向上を目指すとともに、地域経営の理念から
農商工の連携による地域ビジネスとしての発展を図る。

（ ９ 	）実践の具体化のための多元的・広域的なネットワーク化を図り、地域内外、業種間、さらには世代間の関係性を構築す
るために、行政の総合的な推進体制の確立（「グリーン･ツーリズム推進部あるいは推進室」等）をめざすと共に、市町村・
都道府県議会の理解を深め、住民の主体的な参加による三位一体の推進体制を整備する。

（10	）アジア、さらには国際的な交流をグリーン・ツーリズムの理念に基づき展開し、多様な文化と価値観を共有し、民間レベ
ルでの国際理解を深めるために、顔の見える国際交流機会の創出を通して国際平和の推進に寄与する。

（11	）国のインバウンド政策の展開、を踏まえ、外国人観光客の誘致に対して、確かなマーケティングとその受け皿づくりを行
い、日本独自の農山村の文化を「お裾分け」する双方型「歓交」を具現化する。

（12	）空き家や廃校等の地域資源を、所有者の理解を得て改修し、それぞれの歴史を活かした個性的で魅力的な宿泊施設
を、地域住民連携のコミュニティビジネスの拠点として創出する。

（1３	）農山漁村の活性化を担う多様な人材を確保するために、学生や移住者、Ｕターン者を広い心と熱い思いで住民が受け
入れ、外部視点からのビジネスネットワークや地域活性化の中核的役割を担う存在として活用する。

（1４	）確かな農泊推進のために、全国的な品質認証制度を創出し、日本独自の食や住まい、暮らしの文化、さらには農業遺産
や自然遺産等の地域資源価値を客観的に評価し、それらの陶冶のための助言、支援体制の整備を図る。

（1５	）次世代への実践を繋ぐための多様な手法の構築を目指し、地域の児童、生徒の巻き込みや、子女や孫の世代への継承
に向けた地道で愚直でも経済的な自立を目指す。

４ ．具体的方針 �
（ 1）本宣言に賛同する自治体との連携を深め、グリーン･ツーリズムの全国的・国際的な推進に寄与する。
（ 2 	）各自治体の個性的な実践の提案を積極的に行いながら、アジアや日本の特性を生かしたグリーン・ツーリズムの推進に
寄与する。

（ ３ 	）グリーン ･ ツーリズムの推進に関わる各種の規制緩和を積極的に行なうと共に、広域的な連携体制のもとで、質の高い
交流ビジネスの展開を図る。

（ ４）各自治体等職員等の人事交流を進め、質の高い行政支援体制の確立を図る。
（ ５ 	）グリーン・ツーリズム施策の充実のために、国、都道府県、市町村間の定期的な情報・意見交換を行い、先端自治体の
実態を踏まえた効果的な政策展開を図る。

（ ６ 	）恒常的な実践者のネットワークの構築と各地域内における定期的な交流および研修を行い、実践者の事業内容の向上
を図る

（ ７ 	）多様な実践を持続可能なものにするために、コーディネーター等の人材育成を行い、それらの人材を活かす中間支援
機構の構築を図る。

（ 8 	）学生や心ある社会人の人材活用を幅広く行ない、「○○地域応援隊」（仮称）のような地域活動支援を担う人材の発掘と
その関係強化を図る。

（ ９ 	）学生のゼミ活動や課外活動の積極的受け入れや、各種行事におけるボランティアスタッフとしての派遣につなげるた
め、恒常的な連携協定を大学やゼミ教員と締結し、持続的な交流・活動支援のために学生を積極的に活用する。

（10	）全国大会において、実践者の情報交換の機会を設け、それぞれの実践のさらなる発展と、全国的なネットワークの展開
をめざす。

（11	）グリーン・ツーリズムの収益性の向上に向けて、国内需要の掘り起こしや、海外からの旅行者受け入れのビジネス展開
に向けた長期滞在型の広域に渡る多面的地域連携によるコミュニティビジネスを創造する。

５ ．附則 �
　この宣言は、2018年（平成３0年）11月22日より発効する。
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全国グリーン・ツーリズム
ネットワーク長崎大会
〜次世代につなげるグリーン・ツーリズムとは〜

第17回

報告書報告書

平成30年11月21日（水）分科会

平成30年11月22日（木）全体会

❶西海　❷外海　❸県央（大村・東彼杵・波佐見）　❹南島原
❺対馬　❻壱岐　❼五島　❽小値賀

シーハットおおむら（大村市）
※対馬、壱岐、五島の分科会は各会場からテレビ会議システムで参加

発　行

事務局

全国グリーン・ツーリズム・ネットワーク長崎大会実行委員会
長崎県農林部農山村対策室 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1

意義深い大会を終えて ー新たなステージの輝く実践を求めてー
NPO法人 日本グリーンツーリズム・ネットワークセンター　代表理事　青木  辰司

　「平成」の時代が終焉を遂げようとしているこの時期、日本の国際化の最先端
の歴史を有し、国際平和を希求する人々の「聖地」ともいえる長崎の地で、第17
回全国大会が開催されたことは、色々な意味で大きな意義を有するものでした。
　1992年に農水省から政策として提起された日本グリーン･ツーリズムの実践は、
26年の年月を経て全国に根付きました。規模拡大の食糧政策としての農政から、
農業の多面的機能を活かす農政転換は、「量の拡大」から「質の向上」を目指す
農政への転換の中で、グリーン ･ ツーリズムは、その意味では、農業生産者による
都市消費者への安定的な食糧供給に加えて、豊かな余暇活動の場の提供を通した都市農村交流の
意義を唱えるものでした。
　平成17（1995）年、岩手県遠野市で「第1回東北地区グリーン･ツーリズム･フィールドスタッフ・ミー
ティング」を主宰し、約80名の実践に関わる輝く人々が東北各地から集結し、「遠野宣言」を採択して
以来、実践者の確かなネットワークを太く広めていくことを主眼として、17回に亘る全国大会を重ねられ
た集大成が、今回の大会であったと思います。
　今回の大会は、8箇所で分科会が開かれ、それぞれの地域において個性的な実践展開を踏まえた議
論と交流、そして思い出に残る体験が重ねられました。離島の分科会参加者は、テレビ会議で	
全体会に参加するという、画期的なインターネット活用の運営も行われました。遠隔地においても、	
地理的遠隔性を超えてグリーン･ツーリズムを展開できるという可能性を示唆するものが、多々あったと思
います。
　波佐見町での分科会への高校生の参加や、全体会への農業大学校生の参列、そして地元大学生
のボランティア支援は、世代交代期におけるグリーン･ツーリズムの理念を次世代に繋ぐという意味で非
常に大きな意義を有しています。波佐見高校の女子生徒から質問があった、「ユニバーサルデザイン」
による農家民宿での障害を有する方々への門戸を開くという発想は、その後、熊本県あさぎり町での農
家民宿の開業につながり、日本で希少なバリアフリーの農泊が実現しそうです。
　こうした小さな芽が大きな夢に繋がる可能性を共有し、新たな実践のステージに向かっていきたいもの
です。大会を主宰してきたＮＰＯ法人日本グリーンツーリズム･ネットワークセンターは、発展的に解散しま
すが、今後も確かな実践の絆を繋ぎたいと思います。
　最後に、長年の皆さんのご支援、ご理解に心からお礼を申し上げますと共に、今後も引き続き、グリー
ン ･ツーリズムの実践を担う仲間として、確かなご縁を大切にしていただきますようお願い致します。大会
運営にご尽力いただいた長崎県庁はじめ県内各地の実践者の皆様に心から感謝の思いをお伝えして
結びといたします。


