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概要 

本稿では，⽇本においてアグリツーリズムの普及が海外に⽐べて遅れている課題を明ら

かにするために，⽇本と海外の事例についての⽂献を⽐較調査した．その結果，成功し

ている海外の事例から，アグリツーリズムの成功と普及には「農家」，「地域」，「観

光客」からの 3 視点が重要であることが明らかとなった．⽇本における普及の遅れは，

この視点の特に「観光客」視点が⽋けていることが課題と考えられるため，観光農園に

おいて 3 視点を取り⼊れた新たな施策の考察を⾏った． 
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1 はじめに 

1.1 研究の背景 

アグリツーリズムとは，主に都市に住む市⺠が，農場や農村で余暇を過

ごし，その⾃然や⽂化を体験する観光活動のことである．欧州を中⼼に急

速に普及しており，⾏政は地域振興にもつながるとして積極的に推進して

いる． 

筆者は，イタリアの⾃然や伝統を⼤切にする⽂化に惹かれ，イタリアへ

旅⾏も計画していた．その際，イタリア⽂化を体験するべくアグリツーリ

ズムをしたいと考えていたが，論⽂執筆時の時世の関係上難しくなってし

まった．そこで，⽇本でふるさとを体験する⽇本型アグリツーリズムを模

索するために，現状の⽇本のアグリツーリズムの課題を調査するに⾄った． 

また，アグリツーリズムは世界的に拡⼤している．例えば，アメリカの

アグリツーリズム関連の収益は 2002 年から 2017 年で 3 倍以上に増加して

いる[1] ．そのため，様々なアグリツーリズム特化の情報サイト[2][3]が

世界中で作られ，2020 年から 2024 年までに 170 億ドル以上の成⻑を予測

する市場調査レポート[4]もあり，市場は世界的に注⽬されていると⾔え

る． 

しかし，⽇本ではアグリツーリズムが普及しているとは⾔えない状態で

ある．農林⽔産省の資料によると，農家⺠宿と観光農園の年間販売額が

2012 年に 436億[5]円，2018年で 462 億円[6][7]とほぼ横ばいとなってい

る．単純⽐較はできないが，アメリカのアグリツーリズムによる収益が

2012 年から 2017 年でインフレ調整後約 30% 以上増えている[1]ことと⽐

較すると発展が遅れていると⾔える．  

1.2 研究の⽬的 
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⽇本に⽐べ，海外のアグリツーリズムが発展している現状を鑑み，海外

と⽇本の事例を⽐較考察することで，⽇本において普及が遅れている原因

を明らかにできると考えられる．それにより，⽇本独⾃の環境に適した，

ふるさとを体験する⽇本型アグリツーリズムを発展させる⽅法を探る．  

1.3 論⽂の構成 

第⼀章では研究の背景と研究の⽬的を述べた．第⼆章では，アグリツー

リズムの概要と歴史について触れたのち，海外と⽇本における普及の現状

を述べる．第三章では，アグリツーリズムに関する海外の先進的な事例と

⽇本における現状の取り組みに関する事例調査を⾏う．ここで海外の先進

的な事例のうち，⽇本型のアグリツーリズムに応⽤可能な取り組みに関し

て，その仕組みや利点を明確にする．第四章では，第三章までを踏まえ，

筆者独⾃の三⽅モデルを含めた観点から，⽇本のアグリツーリズム普及へ

の課題を明らかにし，さらに発展可能性についての考察を述べる．第五章

では，結論と今後の課題について述べる． 
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2 アグリツーリズムの概要と現状 

2.1 アグリツーリズムとは 

まず，アグリツーリズムの概念を整理する．ルーラルツーリズムという，

⻄欧諸国で⽣まれた農村で⾏われる観光活動を広く指す概念の⼀部にアグ

リツーリズムは含まれている．アグリツーリズムはその中でも特に，農業

関係者によって運営される農業の⽣産体験などを中⼼とした観光活動のこ

とである[8]．⽇本ではグリーンツーリズムとほぼ同義として扱われ，

1960 年代から⻄洋諸国での事例が紹介され始め，農村の地域資源を活⽤

した地域振興の⼿段として注⽬されている[9]． 

2.2 海外における普及の状況 

ここでは，アグリツーリズムにおいて先進的な，イタリア，ドイツ，ア

メリカの普及状況について述べる． 

イタリアでは，アグリツーリズムの活動に従事する農家が 16765 軒あり，

さらにその中の約 83％に相当する 13854軒が宿泊施設を併設している[9]． 

また，イタリアでは世帯当たりに年間 60 ユーロを，アグリツーリズムを

はじめとする歴史的農村⾵景の保全と活⽤に⽀払うとの調査[10]や，アグ

リツーリズム専⽤情報サイト[11]が作られるなど，提供側のみでなく，国

⺠全体の需要としてもアグリツーリズムに積極的と⾔える． 

ドイツでは，「農家で休暇を」という事業を中⼼に農家⺠宿が普及して

いる．農家⺠宿・農村⺠宿は約 16000軒あり，ドイツ⼈のみの利⽤でも年

間 2440 万泊されている[12]．さらに，需要の⾼まりを受けて近年では直

売，⽼⼈福祉，教育，⼥性活躍の場など，多種多様な発展を遂げている

[13]. 

アメリカでは，⼩規模から中規模の農場が，競争⼒を維持するための⼿

段としてアグリツーリズムの導⼊に積極的であり，テキサス州の⻄部や⼀
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部の沿岸周辺を中⼼に普及している．アメリカ合衆国農務省の調査による

と，アメリカのアグリツーリズム関連の収益は 2002 年から 2017 年で 3 倍

以上に増加している[1]． 

2.3 ⽇本の状況 

 ⽇本では，観光農園が 6590軒，農家⺠宿は 2006 軒と調査[6][7]されて

いる．これは，イタリアのアグリツーリズムに従事する農家のうちの宿泊

施設を提供している割合が 8 割を超えている状況と⽐べると，農家⺠宿の

割合がかなり少ないと⾔える．上記調査のように，⽇本では，観光農園の

うち，⽇帰りの収穫体験が多くみられ，農家⺠宿が少ない．これは，⾃動

⾞交通網の発達により，観光地周辺での気軽な農業体験の需要が⾼まった

からだと⾔われている[14]．しかし，現状の⽇本のアグリツーリズムには

業界，農家，⾏政において，それぞれ課題が⾒られる． 

 まず，業界について，⽇本には全国規模の専⾨的な組織や専⾨家が不在

である．第三章で触れるが，イタリアやドイツなどは，全国的なアグリツ

ーリズムを⽀援する専⾨組織が存在している．次に，農家については，⽇

本ではあくまで農作物の⽣産がメインで，農業の⽣産体験や農村の⽂化体

験を提供するサービス業としての経営⾯での取り組みの不⾜が挙げられる

．そして，⾏政については，農家へのアグリツーリズム普及のための直接

的な補助制度や，農家⺠宿に関しての規制が課題と考えられる[13]． 

  



 9 

3 アグリツーリズムに関する事例調査 

3.1 調査の⽅法 

 本論⽂では，主要テーマである「アグリツーリズム」，類似する概念の

「グリーンツーリズム 」，より広域な概念の「ルーラルツーリズム」と

いうキーワードで学術論⽂や⽂献を調査する．また，必要に応じて，公的

機関の調査資料なども調査する．調査する領域としては，農業経営，観光，

地⽅創⽣などの分野にわたる． 

3.2 海外の先進事例 

イタリアでは，その⼟地の歴史や⾃然，⾷やそれに関わる⽂化の，観光

資源としての価値を⾼めるための先進的な取り組みが⾏われている．⼀般

にイタリアの伝統的な料理として認識されているピッツァやパスタなどは，

実は歴史としてはそこまで古くない．そこには，今⽇のようにイタリアと

いえばピッツァ，という世界的な認識を作り，観光客に，本場の味イタリ

アの伝統的な⾷⽂化を体験するために地⽅の農場にアグリツーリズムに⾏

きたいと思わせる戦略があった． 

1984 年に設⽴された「真のナポリピッツァ協会」が，ピッツァの調理法

に関する基準を設け，海外であっても基準を満たせば「真のナポリピッツ

ァ」として認定している[図１]．ピッツァが世界中に広まり認知され，多

様化して親しまれているからこそ，真のナポリピッツァの認定をすること

で，⼈々はイタリアに本場の味を求めるという現象が起きているという

[10]．さらに，「アグリツーリズムに関する規定」というイタリアの法律

によって，現在はアグリツーリズムではその⼟地のワインや郷⼟料理の提

供が義務付けられている[10]． 

これらの戦略により，イタリアの⾷や農業⽂化を定義して演出し世界に

広めつつ，イタリア現地の伝統的な⾷や農業⽂化の品質を保ち発信するこ
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とでアグリツーリズムの普及に成功していると考えられる． 

 
カナダのバンクーバー島では，先進的な仕組みを導⼊した農家のアグリ

ツーリズムの事例がある[15]．先進的な仕組みとは，CSA プログラム[図

２]というものである．CSA とは，「Community Supported Agriculture 

(地域密着型農業)」のことで，消費者がシェアという会員権を購⼊すると，

その農場で⾃らその農作物を収穫する権利を得られる．これにより農家は

安定した収⼊と，直接会うことのできる顧客を得て，かつ⽣産リスクを顧

客とシェアできる．このプログラムは，周辺地域コミュニティが直接農園

を⽀援することで，地域の農業と観光を結びつける取り組みと⾔える．ま

た，観光客の視点からも，単に農業体験というサービスの提供を受けるだ

けでなく，⾃らもその農園を所有者となり⽣産するというより濃い農業体

験ができる仕組みでもある． 

図１ 真のナポリピッツァ協会認定標章(右はガス窯のお店専⽤) 

出典 真のナポリピッツァ協会⽇本HPより転載 
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ドイツでは，「農家で休暇を」という事業を中⼼にアグリツーリズムの

普及が全国的に⾏われている．ドイツの農家⺠宿は，時代と共にサービス

の多様化と⾼品質化が進んでおり，設備投資のための⾏政からの補助⾦が

充実している．また，⼀般の宿泊施設のような評価やランク付けの仕組み

[図３]が導⼊されている[13]．これにより，品質管理が明確になり，利⽤

者への情報提供が可能になり，利⽤者もさまざまな農家を⽐較する基準が

明確になる．  

図２ CSAプログラムの仕組み 

出典 バンクーバー島カウチンバレー地区における農村観光の構造(2016)を参考に作成 
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ニューカレドニアでは，地域の農家やガイドなどのホストによってグリ

ーンツーリズムが運⽤される中で持続に関する課題と，その課題を克服し

た成功事例がある[16]．地域のホストは，従来のライフスタイルを重視し

ており，観光客の増減に合わせてライフスタイルや収⼊が変化する不安定

性に不満を抱いている．また，⼩規模な旅⾏会社が個別に活動するため観

光客がアクセスできる窓⼝が⼀元化されていないことが課題として挙げら

れている．その中で，⼩さな旅⾏会社が協⼒して事務所を⽴ち上げて，ツ

アー窓⼝を１本化し，仕事量を均等化する⼯夫などを⾏ったことが成功事

例として挙げられている[図 4]．しかし，ホスト側が⾃らのライフスタイ

ルや価値観と，観光というサービスに折り合いをつけられなかった会社が

多く，ツアーの持続ができている会社は少ないという． 

出典 訪⽇外国⼈旅⾏者の農林漁業体験⺠宿への誘客促進に関する 
調査委託事業調査報告書 より転載 

図３ DTV(ドイツ旅⾏業者連盟)による農家⺠宿の格付けの定義 
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3.3 ⽇本における取り組みの現状についての調査 

愛知県の複数の観光農園において，古くからアグリツーリズムの取り組

みが⾏われており，それらを⽣産空間，地域農業，地域社会，といった観

点[図 5]から事例調査をした研究がある[17]．これらの観光農園では，地

域社会との連携という観点が重視されており，退職した都会のサラリーマ

ンや，周辺の⾼齢農家の兼業を受け⼊れることで，⾼齢者の⽣きがいの場

としての役割を果たしている．しかし，多くの事例では，地元の農家は雇

⽤されたとしても，経営には参加せず，作業員，店員として雇われている

ことが課題として挙げられている．また，従業員の多くが⾼齢者であるた

め，もぎ取りや直販など，品質管理を厳格にする必要がなく必要労働⼒が

少ない販売⽅法を取ることが多い．そのため，地域の農業資源を活⽤する

アグリツーリズムというよりも，ドライブインのような性格の観光農園に

なり，農業資源の活⽤の余地が⼤きいと⾔える． 

出典 ニューカレドニアのグリーン・ツーリズムの特徴と課題(2001)より作成  

図 4 ニューカレドニアの成功事例 
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⻑野県須坂市では，1900 年代前半頃から地域内の⼥性労働者向けにブド

ウなど果樹の⽣産と直売が始まり，その普及とともに観光農園を開業する

農家が現れた[18]．もぎ取り体験型の観光農園が多いため，観光客が⽴ち

寄りで訪れることが多く，交通環境の変化に収益が強く影響を受けた．現

在は，須坂市とその周辺の観光農園が，信州フルーツ王国振興会など複数

の組合や協会を組織し，独⾃のホームページを有してイベント運営や宣伝

活動を⾏っている．課題として，複数の協会や組織の連携不⾜，⾼齢化と

後継者不⾜，⾏政との連携不⾜，ターゲットやニーズが不明瞭であること

などが挙げられている[18]． 

⼭梨県南アルプス市⻄野地区を対象にした調査によると，農作業の効率

化や省⼒化，収益性の⾏情を図る取り組みの中で，都市住⺠向けにサクラ

ンボ狩りや直売が始まった事例が⾒られる[19]．当該地域の農業経営者へ

のヒアリングで，個⼈客を重視した積極的な農業経営，団体客を重視した

積極的な経営，現状維持を重視した経営をしている農業経営者に⼤別でき

出典 愛知県におけるアグリツーリズムの趨勢とその評価に関する研究 第 1 図 より作成  

図 5 アグリツーリズムに必要な⽣産空間を⽀える要素 
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ると分析している．団体客重視の農業経営の中では，集客を旅⾏会社など

に頼った受動的な経営に限界を感じ，現在は団体客ではなく個⼈客をター

ゲットにしたより⾃律的な観光農園経営を⾏う農家が増加しているという．

そのため，⼀部の広報に積極的な農家では，個⼈のホームページを開設し，

様々な取り組みを発信することで⼊園者の 50％以上がリピートするとい

う成果を上げているという．⼀⽅で課題として，農業専従者が少なく，家

庭内の労働⼒が不⾜する農家は観光農園に割ける労働⼒が少なく，現状維

持型になりやすいという[19]． 

⻑野県⻑沼地区では，周辺のスキーなどの既存観光地との近接性や，国

道 18 号線バイパスの開通によって，リンゴのもぎ取りや直売といったア

グリツーリズムを意識した観光農園が発⽣した[20]．しかし，既存観光地

の観光客減や新たな幹線道路の開通などにより受動的な観光農園では経営

が困難となった．そのため，リピーターを増やす取り組みとして栽培の⼯

夫やこだわり，品質の⾼さを体験してもらい，信頼関係を築く場として観

光農園の性格が変化した．それを実感した顧客が観光農園の体験後に，贈

答⽤として購⼊することで，顧客が農園の広報のような役割を果たし，販

路拡⼤につなげている農家も存在する．課題として，農家の労働⼒不⾜，

消費者との関係構築戦略が形式知化されていないことを挙げている[20]． 
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4 ⽇本のアグリツーリズム普及への考察  

4.1 アグリツーリズム普及への取り組みのモデルと現状 

ここまでの事例調査よりアグリツーリズムの普及には，「農家」，「地

域」，「観光客」の三⽅がそれぞれ，バランスよくメリットを享受できる

ことが，重要な要素であるいう仮説が建てられる．そこで，ここでは「農

家」，「地域」，「観光客」を頂点とした，アグリツーリズム普及の三⽅

モデルを提案する．この三⽅モデルの観点から，先⾏事例を分析し，⽇本

のアグリツーリズム における課題を論じていく． 

 
3.2項で紹介したイタリア，ドイツの先⾏事例では，認定による品質の管

理と情報提供が重視されている．これは「農家」，「地域」，「観光客」

の三⽅にそれぞれメリットが期待できる．農家視点では，品質管理の労⼒

が増える⼀⽅で，それに⾒合った⾼収益をあげることが期待できる．地域

社会視点では，歴史や伝統の保全と，地域経済の活性化が期待できる．そ

図 6 アグリツーリズム普及の三⽅モデル 

出典 筆者が独⾃に作成 
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して観光客視点では，情報収集がしやすく，⾼品質の安⼼を得られる． 

同じく 3.2 項で紹介したニューカレドニアの事例では，窓⼝の⼀本化に

より三⽅がバランスよくメリットを得ている．農家視点では，旅⾏客をバ

ランスよく分配することで観光客増減の影響を減らして，収⼊の安定化と

ライフスタイルや価値観の維持が実現する．地域社会としても，⼀箇所に

集中するのではなく，地域全体に旅⾏客を割り振ることで地域の活性化と

環境や⽂化の保護に繋がる．旅⾏客視点では，窓⼝が⼀本化されているこ

とで，導線がシンプルになりアグリツーリズムに参加しやすくなっている． 

さらに，観光客視点においては，「ふるさと」を感じさせることも重視

されている．バンクーバーの事例では，CSA という出資のような仕組み

によって⻑期的な関係を構築して，⾃らもその地域の⼀員となり「ふるさ

と」を感じさせ，思い⼊れのある農業体験を演出している． 

このように，海外での成功事例では，いずれも「農家」，「地域」，

「観光客」の三⽅にとってバランスよくメリットが⽣まれるようなサービ

ス設計の⼯夫がなされている． 

 しかし，⽇本においては，観光客視点での施策が少ない．3.3 項の愛知

県の事例では，観光農園の運営側の従業員の⽣きがいに重点が置かれ，⻑

野県の事例では労働⼒不⾜から，労⼒のあまりかからないことを重視して

いることがわかる．将来的に，観光客視点での施策が必要と述べているも

のもあるが，具体化されていない．そこで，次項では具体的な施策を考察

していく． 

4.2 普及推進への施策の考察 

観光客視点での施策を設計する際には，まずターゲティングを明確にす

る必要がある．そこで，農村のもつ歴史，⾃然，農業体験といった要素を

求めて宿泊する可能性があるターゲットとしていくつか候補を挙げる．そ
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のターゲットに適した観光や体験の品揃えと，ターゲットへのアプローチ

⽅法を，先⾏事例の知⾒を⽣かして施策の考察を⾏っていく．ターゲット

としては以下の 3 つを挙げる． 

 

・学校の⻑期休みの宿題に対策したい⼦供連れ家族 

・効率よくいろいろ体験したい若者グループ 

・⼀⽣続ける趣味をじっくり味わいたい中⾼年夫婦 

 

学校の⻑期休みの宿題に対策したい⼦供連れ家族向け：農村の伝統や農

業の教育展⽰，体験学習環境・教室，⼦供が喜ぶご褒美・ノベルティを重

点的に設計する．さらに，イタリアやドイツの事例を参考に，それらをし

っかりと準備できている観光農園を独⾃認定する全国的な組織を設⽴する．

ワイルドな体験重視，勉強重視などの項⽬に分けて⼀定の品質を担保する．

また，ターゲットへのアプローチとして，周辺の学校とも連携して親向け

に教育⽬的としてお知らせの発⾏なども⾏ってもらう． 

効率よくいろいろ体験したい若者グループ向け：その地域で体験できる

こと全てを体験できるパスポートのようなものを発⾏する．体験をするご

とに集められるスタンプラリーや，農村の伝統や雄⼤な⾃然の雰囲気をう

まく切り取れるインスタ映えを意識し，伝統を残しつつあまり⽥舎臭さを

感じさせない地域全体の整備を⾏う．これは 3.2項のCSAの仕組みから着

想を得ており，そのパスポートを購⼊することで⼀定期間，その地域のコ

ミュニティに⼊ったような体験を演出する[図 7]．それにより，さまざま

な体験をより効率よく，そしてふるさとのような帰属感を体験できると考

えられる．ターゲットへのアプローチとして，インスタグラムなど SNS

をその地域全体として運⽤していくことなどが考えられる． 
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⼀⽣続ける趣味をじっくり味わいたい中⾼年夫婦向け：農業⾃体を⼀⽣

続ける趣味として検討している中年夫婦にとって，観光農園のホストは全

員が趣味の専⾨家となる．ここでは，ゆっくりとした空間，時間，コミュ

ニティなどが提供できるように，寄合所となるようなカフェが⼤きな役割

を果たすと考えられる．そこで，農業体験をじっくりと味わいながら，そ

の合間に集まった趣味の専⾨家たちと交流することで，ターゲットは，⾃

分たちがどのように農業を趣味としていくかの具体的なイメージが湧きや

すくなる．この時，ニューカレドニアの事例のように，その地域の観光農

園への窓⼝を⼀本化する事務所を設⽴し，ターゲットの要望にあった⺠宿

へ振り分けることで，ミスマッチを減らしてターゲットの満⾜度の向上が

実現できると考えられる． 

 

  

図 7 パスポートによるコミュニティへの帰属感＝「ふるさと」感の演出 

出典 筆者が独⾃に作成 

観光客 農家

地域社会

パスポート

ふるさと感
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5 おわりに 

5.1 結論 

海外に⽐べ⽇本でアグリツーリズムの普及が遅れている原因を明らかに

するために，海外と⽇本の事例を⽂献により調査した．⽂献による事例調

査により，⽇本おいては，アグリツーリズムの普及に必要な３視点，つま

り，「農家」，「地域」，「観光客」のうち，観光客の視点での取り組み

が弱い状況が明らかとなった．そこで，観光農園を題材として，ターゲッ

トを明確にし，３つのターゲットに対する普及施策を考察した． 

5.2 今後の課題 

本論⽂の 4 章で述べた３視点の普及促進モデルや観光農園における普及

施策に関して，農業経営や農村の創⽣の⽴場にある関係者と議論を進め，

より詳細で具体的なモデルの作成に取り組みたい．また，今回の事例以外

にも世界各国の魅⼒あるアグリツーリズムについて，知識と理解を深めた

い． 
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