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教育旅行民泊における平準化と個性維持

ー観光アクター間での価値規範の共創について一

Masaki OCHI 
(University of the Ryukyus) 琉球大学越智正樹

今日、全国の様々な観光現象において、非観光業者である住民が参画して個性的な魅力を

発揮することが奨励されている。一方で、素人による個性の発揮はトラプルの発生にも繋が

りやすく、平準化に向けた規制等が発動される例もある。このような平準化の流れの中で、

非観光業者ならではの個性発揮はどのように維持あるいは変質されるものなのだろうか。本

論はこの問いについて、沖縄県の教育旅行民泊を対象とし、民泊受入団体と旅行社とがその

個性的価値をどのように認識しているか、またその価値がいかに（非）伝達・共有されてい

るか、さらに受入団体側の自己規範化がいかに行われているか、の分析を通じて考察した。

結果として、個性的価値が不明瞭なまま措かれている事柄は、価値仲介者（旅行社）との意

思疎通の不足が拍車をかけて、その価値を担う主体（受入団体）自らによって平準化が優先

され、その価値は矮小化の恐れに晒されていると言わざるを得なかった。これを避けるため

には、受入団体側と旅行社側との協働による価値の言語化が必要であり、これを実現するた

めには第3者がリーダーシップを発揮するしかないことが指摘される。

1 本論の目的と方法

1.1 本論の目的

キーワード：平準化、価値、民泊、教育旅行、旅行社

「観光は、単なる産業をはるかに超えるものだー-~tt.ii1±~1Wt.J (social force)であり、「市場イ

デオロギー」から解き放たれれば、全ての人間性において枢要な目的を達成しうるものなのである」

(Higgins-Desbiolles 2006: 1193)。このように理解するとき、観光に携わる主体もまた、「単なる産業を

はるかに超える」ものであることが重要となるだろう。現に様々な観光現象において、非観光業者で

ある住民の参画が奨励されている。その特性は、地域ごと住民ごとの「個性」が観光を通じて発揮さ

れることにある。だが一方で、非観光業者である住民が携わることに由来するトラプルも少なくなく、

平準化に向けたルールの厳格化や公的な規制が発動される例もある。このような平準化の流れの中

で、では非観光業者ゆえの個性発揮はどのように維持あるいは変質されるものなのだろうか。本論は

この問いについて、教育旅行民泊、すなわち修学旅行等を対象とした民泊を題材として考察するもの

である。事例地としては、 2節で述べるように全国トップクラスの修学旅行受入れ実績を有し、かつ

県内受入団体数が全国と比して極めて多い（それだけ平準化への意向等も多様な）、沖縄県を取り扱

ぅ。
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1.2本論の方法、および用語の整理

まず論のフレームとして、本論は、民泊の個性的価値が関係主体間でどのように（非）伝達・共有

されているかの分析に焦点を骰く。特に、民泊受入団体と旅行社との間での伝達・共有に注目するの

が本論の特徴である。

従来、農村部の民泊に関する研究は、受入側（受入民家と団体、および地域）に焦点を当てたもの

が大半であり、旅行社を対等に対象化した研究は管見ながらなかった。例えば、グリーン・ツーリズ

ム（以下、 GT)研究の代表的存在の 1人である青木辰司は、教育旅行民泊等に関して「最終的には

エージェント支配の構造に組み入れられる危険性がある」と指摘しているように（青木 2010: 19)、

旅行社への言及をその危険視にとどめている。牒村部への教育旅行について詳述している佐藤 (2010)

も、「中間組織としての観光協会」については論及しているものの、旅行社については全く言及がな

い。だが言うまでもなく観光は、いかに「単なる産業をはるかに超え」ようと、たとえ「「市場イデオ

ロギー」から解き放たれ」ようとも、産業や市場と無関係に存立するものではない。従ってむしろ、

産業や市場との関係性の中で、いかに個性的価値が伝達・共有・維持され得るかを考察することこそ

が重要であろう。ただ、そもそも旅行社が果たす役割は、着地型観光等の議論においてあまり注目さ

れて来なかった。たしかに旅行社の業務の大半は、「契約の束」としての観光商品の販売にある。だが

鈴木 (2010)が言うように、旅行社は「文化仲介者」としての役割も果たし得る存在である。民泊も

また、地域生活文化の価値づけ・賓源化に関わるものなのだから、「文化仲介者」の存在や（非）機能

は、民泊実践を構成する要素の 1つであるはずである。本論はこの観点から、旅行社の（非）機能を

含めた考察を行いたい。なお、価値という概念はしばしば「価値規範」として、規範とセットで客体

化されるものである。だが本論は敢えて、価値と規範とを方法論的に区別することとする。なぜなら

本論が対象とするのは、規範の整備と個性的価値の維持との、時として相克する関係性そのものであ

るからだ。

このように、股村民泊の既往研究が控えめに言っても副次的にしか扱って来なかった、旅行社と民

泊受入団体との関係性に焦点を当てるのが本論の特徴である。しかし一方で本研究は、受入民家や生

徒や学校を調査対象に含めることができず、それらについては間接的な論及にとどまらざるを得な

かった。つまり本論が直接対象とする「観光アクター」は、旅行社と受入団体に限定されている。こ

れは本論の有する限界である。

さてここで考察に向けての準備として、 2つの概念を予め祁入しておきたい。東 (2017)の「誤配」

と、田所 (2017)の「ノイズ」である。「誤配」とは、予期せぬコミュニケーションや意図せざる結果

を生じさせる現実の作用のことであり、「ノイズ」とは、自分の欲しい情報や馴染みの情報とは異なる

情報のことである。「ふまじめ」で「ふわふわした」人々が受容しやすい形でノイズを提供し誤配へと

誘う観光は、現代の新たな抵抗という観点からすると社会的効果が高いと考えられる（越智 2019a:

4)。そこでこの「誤配」の契機が、本論が対象とする教育旅行民泊においていかに見いだせるかにつ

いても、 5節で論及したい。

本論の元となった調査は、 2015年9月---2018年9月に行ったものである。沖縄県グリーンツーリズ

ム・ネットワーク（越智 2017b参照。以下「GTネット」）の正会員である10団体1)に対しては、イン

フォーマル・インタビューと質問票調査を行った。半構造化インタビューは、このうちの 4団体（沖

縄本島北部、中北部、南部、先島）に対して実施した。また10団体中 8団体のマニュアルや規則（前

者は5団体）を入手し、分析資料とした。旅行社については、沖縄県への修学旅行送客数上位5社の

うち 3社に対して半構造化インタビューを行った。以下、団体特定による不利益が懸念されるため、

インフォーマント情報は必要最小限とすることをお許しいただきたい。

最後に、本論が用いる語を整理しておく。「教育旅行民泊」とは沖縄県修学旅行協議会による造語で
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あり、学校の生徒等が「教育旅行として本県へ来訪し、受入民家にて宿泊を伴う体験学習を行うもの」

と定義されている (4.2で詳述）。以下、単に「民泊」と表記する場合には教育旅行民泊を指すものと

する。一方、住宅宿泊事業法の定義する宿泊サービスについては、〈民泊〉と表記する。

2 沖縄の教育旅行民泊の現状

2.1沖縄県への修学旅行の現況

まず（公財）日本修学旅行協会が2012--2016年度に行った調査によると、都道府県別の修学旅行宿

泊延べ数において沖縄県は、 5年間一貰して中学校で第3位、高校で第 1位であった（日本修学旅行

協会 2013、2014、2015、2016、2017)。すなわち国内修学旅行の泊数は全国トップクラスと言える。

そのうちの何割が民泊を利用しているかについて、正確なデータはない。旅行社Aによると、沖縄に

修学旅行に来る学校のうち約4割が民泊を利用している。一方で旅行社 Cが担当する中では、 8割程

度が仕様書にて民泊を求めるという。旅行社 Bによると、公立中学校に限れば7--8割が民泊を希望

するのだという。

一方、沖縄県への国内観光客全体に占める修学旅行入域者数は、 2011--2015年度の間、 7.0%--8.7%

である（県年次別「修学旅行統計」、年度別「入域観光客統計概況」より）。全体の 1割にも満たない

という評価もできるが、修学旅行はある程度の需要が毎年見込まれるものであり、それが全体の数％

を占めていると考えれば、県観光産業界としても決して軽視できない旅行形態であるとも言える。

2.2沖縄の民泊受入団体

さて、沖縄に限らず全国の民泊は一般的に、地域ごとに団体を組織して運営されている。その組織

の典型的な構造を表したのが図 1である。「受入団体」という呼称は、事務局のことを指す場合もあれ

口ー立•生徒
l〈知〉＼保↓者 受入団体 受入団体

旅行社 （暉） （ （広義）

/,,,,,,. —- -------------------------------------.... , 
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〈契約〉 〈総会・勉強会など〉 ＼ 

1 事務局 1 

I I 

: (~ 

: ,----------------------------------------------------------------------------------: i 

11三り各民家文部"長各民家 各民家支部"長各民家 □長〗I! 
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ヽ ／ 

‘ 
，，， ---------------------------------------------

図1 教育旅行民泊受入団体の典型的な組織図

出所：調査結果に基づき筆者作成。

ば、事務局を核とする登録民家

全体を指すこともあるが、本論

では断りのない限り、前者の呼

び方で統一しておく。

一方、受入団体の法人形態は

様々である。沖縄県の場合をま

とめたのが表 1だ。観光協会が

受入団体の役割を果たしている

ところが最も多いものの、割合

としては全体の21.6%である。

その他の形態では、民泊に限ら

ず観光業一般を主業としている

団体もあれば、社会福祉や地域

おこしなど他の事業を主としつ

つ民泊も営んでいる団体もあ

り、さらに民泊のために地域住

民が新たに立ち上げた団体もある。もっとも、 1県の中でこれほど多くの受入団体が存在するところ

は他に類を見ず、これは沖縄県の民泊の特徴の 1つとなっている。ただし、 37団体の全てが完全に独

立しているわけではなく、旅行社との契約に際しては共通の窓口を設置している団体もいくつかある。

なお表1の37団体の2016年度受入実績では、回数ベースで93.9%、人数ベースで97.3%が修学旅行に
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表 1 沖縄県内の殿村民泊受入団体（地区別・法人形態別）

------本島北部 本島中部 本烏南部 本島周辺離島 先島地方 大東地方 計

観光協会 1 1 4 1 1 8 
NPO法人 3 2 1 1 7 
有限会社 1 I 2 1 5 
合同会社 2 1 1 4 

一般社団法人 1 1 1 3 
株式会社 1 1 1 3 
漁 協 1 1 

不 詳 2 1 1 2 6 
計 11 6 6 5 8 1 37 

出所：（株）カルテイベイト提供データ 2) に基づき筆者作成。

なお「一般社団法人」は観光協会を除くそれである。「不詳」は全て任意団体だと推批されるが未確認である。

よるものである叫一方、三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング（株）が2017年末に行った全国調査

によると、罠村民泊を行った国内旅行者のうち教育旅行として訪れたのは67.0%であった叫すなわ

ち、修学旅行が占める比率の圧倒的高さも、沖縄県の民泊の特徴の 1つである。

2.3民泊関連法規とトラブル

宿泊事業に関連する主な法規は、旅館業法と食品衛生法と消防法、そして2018年6月に施行された

住宅宿泊事業法である。具家による宿泊事業の場合、これに農山漁村余暇法が加わる。住宅宿泊事業

法を除く規制は、 2003年以降、農山漁村余暇法の改正 (2005年）を経て、段階的に要件緩和がなされ

てきた。一方で、農村部の民泊に関して注意を要するのが、全ての受入民家が旅館業法上の許可（簡

易宿所登録）を得ているわけではないことだ。と言うのも農村文化体験の一部としての宿泊の場合、

対価として得ているのはあくまで体験料であって宿泊料ではなく、したがってこれは旅館業ではな

い、という理解が市民権を得たことにより、鹿村部の民泊に限り簡易宿所登録なしでの事業が事実上

認められてきたのである。この理解を広めたのは、大分県安心院町（現在は宇佐市安心院）の GT推

進協議会である。これによって安心院では2000年前後に、非農家や手狭な農家も含めて、地域住民全

体で取り組む「農村民泊」が確立された（青木 2004:71)。そしてこの安心院の先駆的な取り組みが、

全国で参考にされることとなった。沖縄県でも、受入民家のうち45.1% (2017年度現在）が簡易宿所

未登録である（沖縄県農林水産部村づくり計画課 2018:7)。

この状況を一変させたのが、全国的な〈民泊〉の席巻である。 2015年秋頃から国は、空き家・空き

室の有効活用のため、あるいは東京オリンピック時の宿所不足解消のため、〈民泊〉の推奨を謳い始め

た。一方で、〈民泊〉にまつわる各地の近隣トラプルや非法行為が相次いで報道されるようになり、〈民

泊〉の是非が大々的に議論されるようになった。そうして整備されたのが住宅宿泊事業法（民泊新法）

である。同法施行下の現在においては、全ての受入民家が同法もしくは旅館業法上の許可を得なけれ

ばならなくなった。

この一連の経緯の中で重要なのは、厚労省が「民泊」という語について「住宅（戸建住宅、共同住

宅等）の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供すること」と定義したことである 5)。すなわち、

安心院はじめ全国の受入団体が、「民泊」とは「農村文化体験」のことだと自己定義し、宿泊はその 1

要素に過ぎないとしてきたのに対して、十数年経ってから国が、「民泊」とは「宿泊サービス」のこと

だと定義し、体験を必要条件から外してしまったのである。すなわち全国の民泊は、宿泊サービスと

しての規制を課されながら、宿泊サービスではない（〈民泊〉とは異なる）特質を同時に表現していか

ねばならなくなった。
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もっとも従来の民泊も、独特のトラプルを多く抱えてきた。主立ったものを列挙すると 6)、まず対

策が比較的分かりやすいものとしては、法規違反、団体の謳う趣旨に反する体験提供、事故・怪我、

生徒のアレルギーや持病、 1回当たりの過剰収容、等がある。比較的分かりやすいと言うのは、団体

としては問題が起きないよう徹底するのみであるからだ。対策が容易という意味ではない。もっとも

「過剰収容」は、就寝環境等の悪化のみならず体験の質の低下とも関わるため、「過剰」の定義に先駆

けて「保つべき質」の定位が必要であり、その点において他の事項ほど対策は分かりやすくない。こ

の「質」と直接関わって対策が難しいのが、家屋への虫の侵入、自然食の提供、民家ごとの差異、等

である。というのもこれらは、学校側からのクレームの対象にもなっていると同時に、全て解消して

しまうと民泊の価値も損なわれてしまう（一般の旅館等と変わらなくなる）ものであるからだ。

以上のように民泊は、宿泊サービスとしての新たな規制を課され、また独特のトラプルヘの対策も

求められている中で、その独自の価値の定位と維持と表現が必要な状況下にある。本論が関心を寄せ

るのは、このような状況下での個性発揮の維持あるいは変質なのである。

3 受入団体と旅行社がそれぞれ認識する価値

本節では、受入団体と旅行社に対するインタビュー調査ならびに各団体マニュアルの分析結果に基

づき、双方が民泊ならではの価値として認識しているところを分類・整理する。もっとも、以下で分

類・命名する価値はもちろん、全ての団体や全ての旅行社において、等しく認識されているものでは

ない。団体ごと企業ごとの差は当然あった。さらに加えれば、同一旅行社内でも旅行商品は複数の部

署や支所にまたがって販売・遂行しているのであり、その部署等ごとに認識の差もあり得よう。しか

し本論では、「団体側」「旅行社側」の認識の2つに取りまとめ、両サイド問の異同を比較することに

とどめる (3.1(1) (2)は除く）。各サイド内での差異を詳細に分析することついては、その必要性も含

め、今後の検討課題としたい。

3.1受入団体側が認識する価値

(1)民泊ならではの価値が発揮される対象

まず、 GTネット正会員10団体を対象とした質問票調査（回答8団体）の結果から、「教育旅行民泊

ならではの価値」として認識するところを明らかにしたのが図 2である。選択肢は、〈消費者への効

果〉、〈受入民家への効果〉、〈地域への効果〉の 3つを表す指標群として各々 3つずつ用意していた。

捐費者

への効果

受入民家

への効果

地域

への効果

{ R~ ど~=":·
地ほ外名の文人地辻愛S

｛ 
妥入民家の生き甲至

受入民家の所得

妥入民京の良林漁ぷ紅庄

「三詈::-
その他••

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

図2 受入団体が認識する「教育旅行民泊ならではの価値」

※質問累調査結果をもとに作成。
※9つの選択肢から上位3つを回答してもらい、順に 3~1点の加旗を

施した集計。
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この群ごとのポイントを比較する

と、〈消費者〉が26点、〈受入民家〉

が14点、〈地域〉が7点である。す

なわち受入団体の認識する価値は

圧倒的に消費者への効果にあるこ

とが分かる”。従って平準化と個

性維持に関する実践者の課題も、

そこにおいて多く認識されている

と推最される。

なお、この結果はもちろん、地

域に及ぼす実際の効果が低いこと

を直ちに意味するものではない。

ただ、地域への効果を明らかにし
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たいのであれば、受入団体への調査ではなく、別の手法を用いる必要があると言えよう。

(2)平準化・厳格化すぺきではないもの
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図3 受入団体が認識する「内容の平準化やルールの厳格化をすぺき
ではないもの」

※質問票調査結果をもとに作成。

※一番下の「家ルール」とは、「家のしきたり（配膳マナーなど）に

従わせるかどうか」という選択肢。

次に、「民家ごとの違いを積極的

に維持するべきで、内容の平準化や

ルールの厳格化をすべきではない」

と考えるもの（複数回答：無制限）

の結果が図 3である。大きく分け

て、〈体験内容〉については全回答者

がほぼ全ての要素に Yesと回答し、

〈設備〉については同じく Noと回答

した。一方で個々の体験にかける時

間、および家のしきたりに従わせる

かどうかについては、団体ごとに若

干意見が分かれた。前者はプログラ

ム遂行管理上の問題であると理解さ

れるが、興味深いのは後者である。

先述のように個々の体験として区分

し得るコンテンツの内容について

は、ほぼ全回答者が平準化・厳格化すべきでないと回答しているのに対して、日常の家庭生活そのも

のの提供については意見が分かれるのである。ここには、ありのままの日常を提供することの難しさ

が表れていると考えられよう。

(3)受入団体側が認識する価値の詳細

次に、各受入団体の民家向けマニュアルおよびインタビューデータから、受入団体側が認識する民

泊の価値の詳細を分類した。結果から述べると今次調査では、大別して〈素人性〉と〈家族・親戚性〉

にまとめることができる。

① 〈素人性（普段の生活）〉

例えば団体Aのマニュアルには、「特別なおもてなし（ご馳走やお土産）はかえって民泊体験の趣

旨にはんするので、おもてなしという感覚ではなく皆さんの普段の生活を体験させてあげて下さい」

と書かれている。また団体Cは、「必ず観光地へ（生徒を連れて行かせる）というのは本来の民泊で

はないと思う。本来の民泊はやっぱり、生活を体験してもらうものだから」と語った。また別の観点

で団体Dは、「私は、民家が金を匂わせたら（金儲けしたいという意思を匂わせたら）（その民家の受

入継続を）断っている」と語った。

本類型はこうした民泊の価値認識をまとめたものであり、〈非観光業性〉や〈有償ポランティア性〉

とも言い換えられるものである。すなわち、観光業的な接遇とは異なる一般人による「普段の生活」

の体験提供にこそ価値があるという認識である。 (2)で見た〈体験内容〉を平準化すべきでないとい

う意向は、この価値認識と強く関係すると推枇される。ただし、やはり (2)で見たように、各民家の

しきたりまで含めたありのままの日常の提供とは必ずしもイコールではない。

② 〈家族・親戚性〉

例えば団体AとBのマニュアルにはそれぞれ、「ここに挙げたこと（核家族化、孤食、地域コミュ

ニティの希薄化など一引用者）と反対の事がまさに農山地域の8常といえます。そういった田舎の日
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常が（有する一引用者）（…）教育的効果を学校（先生方）は期待しています」、「近年は、核家族化が

進み家族との会話も減りつつあります。出来るだけ一家団らんの場を設けてこども達だけにしない事

がポイント」と書かれている。また BとDのマニュアルにはそれぞれ、「こども達は「客」ではなく、

自分の子や孫として預かる」「危険な行動、いけない事は我が子のつもりで注意する」と書かれてい

る。

まとめると、都市部に対して理想化された「田舎」の価値を体現する理想的家族に受入民家がなり、

そこに家族・親戚として生徒が入ることに価値があるという認識である。①の〈素人性〉が、他の観

光形態（例えば市民ガイドによるツアー）でも時として価値づけられるのに対し、〈家族・親戚性〉は

民泊の示差的価値であると言えよう。ただし①と同様に、家のしきたりにまで「自分の子や孫として」

従わせるかは別の問題であり、また理想化された「田舎」の演出を担うことも期待されていることか

ら、これもやはりありのままの日常の提供とイコールではない。

3.2旅行社側が認識する価値

次に旅行社へのインタビューデータに基づき、旅行社側が認識する教育旅行民泊の価値の詳細を分

類した。結果から述べると今次調査では、大別して〈商品訴求力〉と〈素人性〉と〈交流体験性〉に

まとめることができる。

① 〈商品訴求力〉

これは〈定番性〉と〈低廉性〉の 2つから成っている。旅行社 Bが「民泊はやはり人気がとても高

いので、ご紹介せざるを得ない、というところ」と語り、旅行社Aが「このへん（予算の問題）も、

民泊が増えてきた要因でもある」と語り、旅行社 Cが「本音はね、民泊は避けて通りたいです。沖縄

の修学旅行担当としては」と語るように、これは学校側の需要に基づく価値であり、旅行社にとって

は外在的に認識される価値である。

② 〈素人性（非営利的接遇）〉

これは受入団体側の認識する〈素人性〉に近いが、旅行社側においては、地区によって失われかけ

ている価値として逆照射的に語られた。「民泊が商売になってしまっていないかなと」（旅行社A)。

「（民家も）受け入れ精神よりもこれ（金）なわけですよ」（旅行社 C)。「ボクたちは、ちょっとそうい

う（商売的になって生徒をぞんざいに扱ってしまう）地区からは引きたいと思います」（旅行社 B)。

すなわち、受入団体側において〈素人性〉は「普段の生活」が強調されていたのに対して、旅行社側

においては〈非観光業性〉、すなわち「受け入れ精神」（非営利的接遇）に重きが置かれていると言え

よう。

③ 〈交流体験性〉

これは〈近接性〉と〈チームビルデイング性〉から成る、他の体験コンテンツにはない示差的なも

のとして認識される価値である。いずれも旅行社 Bであるが、次のように語った。「（他の体験コンテ

ンツと異なり）少人数（…）で、 1人（のホスト）が見てくれるっていうのは、圧倒的にいい」（近接

性）。「（初めは緊張感等があるが）いろんなことを、 1つ1つクリアしていくわけですね、生徒と艮家

の方と。それが逆にサーツと繋がっていったらこう、 1つのことに取り組む、あれが出てくるような

感党だと思います。なので別れる時に、しんどかったけどおもしろかった、楽しかった、もう会えな

いんだ、みたいなのが生まれて来るのかなと」（チームビルデイング性）。

〈近接性〉に関しては受入団体側の認識する〈家族・親戚性〉に近いが、特徴的なのは〈チームビル

デイング性〉の認識である。すなわち、受入民家があらかじめ理想的家族としてある（演出される）

というより、生徒と民家が互いに交流の壁を乗り越えて家族的になっていく、というプロセスに価値

を見い出している。この限りで言えば、旅行社側の方が、民家がありのままであることに価値を置く
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度合いが若干強いと言える。ただしこれはあくまで価値認識の話であって、体験遂行の全般 （リスク

管理等）においてありのままで良いと認識されているということではない。

4 「価値」と「規範」の伝達の契機

前節で見たように、受入団体側と旅行社とが認識する民泊の価値は、若干相辿もあるし相通じもす

るものであった。こうした価値を民泊遂行中発挿しうるかどうかは、受入民家に大きく委ねられてい

る。だが一般的な体験（工芸 ・芸能、アクティピティ等）とも宿泊とも異なる民泊においては、学校 ・

生徒側も、その価値と限界がいかなるものか、ある程度は事前に共有しておくことが必要となる。そ

こで本節では、遂行日に至る前に、学校 ・旅行社・受入団体間で価値を伝達・共有できる契機がどこ

にあるかについて考える。

4.1 民泊の販売・遂行プロセスと伝達

(1)販売から遂行当日に至るプロセス

教育旅行民泊の販売 ・遂行の甚本的プロセスにおける、学校 ・旅行社 ・受入団体 ・受入民家の間で

のやり取りについて整理したのが図 4である 8)。消Jf者である学校側とのやり取りは基本的に旅行社

のみが行い、これは特に遂行の約8ヶ月前から 1ヶ月前に集中している。一方で、受入団体が学校側

と直接的にやり取りする機会は、遂行約 1年前の下見の時のみである。もっとも受入団体によっては、

アレルギー等特別な配感を有する生徒に限り、双方の合意を前提に、保設者と受入民家とが直接やり

取りできる機会を設けている。

学 校 I I 旅行社 I I受入団体 II受入民家

仕様書送柑 → 仮予約 → (3週間ルール）

約2年前 ← 企画プレゼン

契約 ， ， 契約 ~ 契約

下見 ~ 下JI.Jll行 ~ 下見受入

約1年前 スケジュール伝達 → 

← 受人不可日伝追

生徒情報や涅行の詳細に 生徒情悧や追行の詳細に
~ 

約8か月n,関するやり取り (10回超） 関するやり取り (10回超）

-1ヶ月前 過宜問い合わせ → 

不測の不可日等の調整 :!:::;: 不測の不nJ[l等の閃整

約1ヶ月前
生徒情俯送信 → 生徒情報送信 → 

← 分泊計画送信 ← 分泊計画送信

約1週U:1Ji1J
対象学校についての税明会 —シ

← （不測の事喧の伝違） ← （不測の事想の伝達） ← （不測の事態の伝遠）

民 泊 遂 行 A 

叉ク
図4 販売から遂行当日に至る基本的なプロセス

※受入団体、旅行社双方へのインタピューのデータをもとに作成。

(2)学校側への価値伝達の困難

例えば受入団体Dは、 「（旅行社は）やっばりちゃんと、民泊はこうであるべきっていうのをちゃん

と伝えて、連れてきてほしい」と語った。2.3で述べたように、 学校側からのクレームの中には、それ

に全て応えてしまうとむしろ民泊の価値が損なわれてしまうものもあるからだ。だが、旅行社側によ
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ると、学校側に対して民泊の価値を十全に伝えることは容易くない。

旅行社Aによると、契約前において、学校に赴いてプレゼンできる時間は10-20分程度であり、そ

の中で民泊の説明に割ける時間は極めて少ない。従って、学校側における民泊の価値認識は、担当教

員があらかじめ有する限りにとどまる。その上で契約に至っても、旅行社 Bによると、「学校も（民

泊を）選んでいるのに、そこ（民泊の特徴）はちゃんと理解していないケースがあります」。旅行社 C

も、「学校はじやあなんで民泊に決めたんだと」言いたくなることがあるという。旅行社 Cはまた、

「エージェント側が、もう、学校に説明してるんだけど」としつつ、「いくら言ってもそれ直らないで

す。無理です」と語った。一方で旅行社 Bは、「私たちはそれ（学校への説明）をやり続けるしかな

くて」と語った。

以上のことからまず、受入団体側も旅行社側も、学校側への価値伝達は旅行社がするものとの認識

を共有していることが分かる。と同時に旅行社側は、それが現実的には不可能に近いと認識している。

すなわち学校側への事前の価値伝達は、受入団体側だけでも旅行社側だけでも、極めて困難なものだ

と理解できよう。

4.2受入側の自己規範化の進展と旅行社側の反応

さて、住宅宿泊事業法の発効を翌年度に控えた2017年度、全国の自治体は同法施行のため、〈民泊〉

に関する条例整備を急いだ。沖縄県も同年度末に条例を公布した。一方同県では、これに先駆けて

2016年度、県修学旅行推進協議会の「民泊分科会」9)が、民泊の全県的平準化に向けた取り組みを開

始していた。この分科会は、県と（一財）沖縄観光コンベンションビューロー (OCVB)が組織し、県

内民泊受入団体や地域観光協会が委員参加しているものである。取り組みは、全国の〈民泊〉トラプ

ルを背景に、県内民泊のプランド確保を目的として着手されたものであった。その結果として、 1.2末

尾で述べたように、学校の生徒等が「教育旅行として本県へ来訪し、受入民家にて宿泊を伴う体験学

習を行うもの」を「教育旅行民泊」と名づけ、その指針を2017年5月に制定した。これは法的拘束力

を持つものではないが、指針に従わない事業は「教育旅行民泊」と見なさず、今後の行政等施策の対

象から外し得る、という点において効力を発揮するものである（越智 2017a)。

この指針は各地の受入団体も参加して制定したものであり、悪質な〈民泊〉との差別化を図る上で

有効な取り組みであったろう。ただ同時にこれは、全県の受入団体が自らに規籠を課すものでもあり、

さらには民泊とは何かを公的に規定するものでもあったことに注意を要する。と言うのも、既に触れ

てきたように、各団体は独自のマニュアルや規則を有しており、それらと今次の指針との間には多少

の相異が生じているからだ。本節ではこれについて、資料に基づき詳述したい。

(1)「沖縄における教育旅行民泊取扱指針」の概要

表2は、この指針の概要を整理したものである。このうち特に注目すべきは第4条と 5条である。

結論だけ述べると、民泊コーデイネーター（受入団体の代表・民泊担当者）の役割においても受入マ

ニュアルに記載すべき項目においても、本指針が求めるのは「安全• 安心」の厳守であり、民泊なら

ではの価値に関する規定はない。価値と関連しうるほぼ唯一の記述は、指針別表にある「受入民家の

主体性や意志」という表現であるが（表3)、これもあくまで「安全」規定内の留保事項としてあり、

個性的価値の発揮が積極的に位置づけられているわけではない。

すなわちこの指針では、守るべき「安全•安心」の規範については統一的な規定を示しているのに

対し、保持すべき独自の価値については具体的な言及がなされなかった。観光業的安全• 安心の徹底

は、時として民泊の価値と相克し得るものであるが (2.3参照）、これについての議論は先送りされた

と言って良い。加えて、安全• 安心規範についても、旅行社側はほぼ全く参加せずに10)受入側と行政
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表2 「沖縄における教育旅行民泊取扱指針」の概要

要 索 特筆すべき内容

第3条 関係法令の遥守 「簡易宿所営業に係る許可取得」も明記。

第4条 受入マニュアル作成
マニュアルは「準備事項や注意事項、心構え等」をまとめたものとされ、県と
OCVBにも共有する。

第5条
教育旅行民泊コーデイネー 「基礎知識」「基本的役割」「関係各所との調整」に関し、県または OCVBが実
ターの配骰 施する研修を義務的に受講。

第6条
地域特性を活かした体験学
習の提供

第7条 安全対策・事故対応

第8条 受入人数
受入人数（／回／民家）は、生徒等の「安全•安心」と「教育的効果」が得ら
れる範囲内にする。

第9条 食事
生徒と共同調理する。調理前に食材説明とアレルギー確認。料理は検査用に一
定期間冷凍保存する。

第10条 講習会の実施
団体が「施設・設備」「食品衛生」「安全対策」に関する講習会を実施し、全民
家が全講座を受講する。

第11条 受入実組の記録と提出 不測の事態時に県・警察署・消防署等から求められた場合は速やかに提出。

※第6条は、要素名の通りの理念が謳われているものであり、具体的な規定をなすものではない。

表3 「指針」において民泊コーデイネーターに求められるもの

内 容

基礎知識
関係法令、安全対策、地域の自然・歴史・文化・産業等、生徒等の個性や特性に応じたコミュ
ニケーション手法

基本的な役割
安全• 安心の管理・運営、受入民家との信頼関係の構築（日常的なコミュニケーション、受入
民家の主体性や意志を導重しながら安全への心構えと対策・準備の啓発）

関係各所との調整
学校や旅行社（生徒等情報・事故）、地域の保健所・病院・消防等（災害・事故）、地域の観光
関連施設等（安全• 安心）

※「指針」別表2をもとに作成

だけで結論を出したものであった。このことは、本節冒頭で述べたような各団体マニュアルと指針と

の相異を評価する上で、重要である。

(2)各団体マニュアルと指針との相異、および旅行社の反応

①入水と土産（食べ物）に関する規定の相異

この相異点の典型例として、ここでは生徒の入水と、生徒に渡す土産に関する規定を取り上げたい。

まず入水について、 GTネット正会員の受入マニュアル・規則では、遊泳を認めている団体は皆無で

あったが、膝下までの入水については、可、条件付き可（決められた場所等）、不可、と団体ごとに差

があった。これに対して指針では、遊泳は禁止だが膝下までの入水は可、とした。すなわち指針は、

各団体マニュアルの中で最も規制の緩いものに準じた形となっている。

一方で土産（食べ物）について各マニュアルでは、一切禁止、条件付き可（共同調理した菓子等は

可、民泊中の譲渡は可）に分かれていた。これに対して指針では、「衛生管理のできない食べ物のお土

産禁止」となった。一見条件付きのようであるが、民泊終了後の衛生管理を団体側ができるような食

べ物はほぼ皆無のため、事実上は一切禁止に等しい。すなわち指針は、各団体マニュアルの中で最も

規制の厳しいものに準じた形となっている。

②土産（食べ物）の禁止に関する団体と旅行社の意見

独自マニュアルでは条件付き可としていた団体Dは、次のように語った。「完璧に禁止するってい

うのも、どんなかなーと（…）農家それぞれ違うし、家族で入るから、これ毘家の思いでもあるわけ
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ょ」。また団体Fは、指針案決議前の分科会の場で、「うちではミカンの収穫体験をさせていて、その

ミカンを持って帰ってもらっていたのにそれをダメって言われると」と戸惑いを口にした（越

智 2017a)。一方で、指針制定前から完全禁止としていた団体Eはその理由について、「最初は親心で

持たしていた」し、実際に食中毒等トラプルが生じたこともないが、万がーがあると「こっちに全部

（責任が）くる」からだと語った。また同じく完全禁止だった団体Cは、「それ自体が食中縣になる可

能性もあるけど、かわいそうなのは」お土産をもらえない生徒が出てしまった場合で、「そこでやっぱ

り差が出ちゃうので、そうならないように」ということを強調した。

一方で旅行社 Bは、「それこそ腐ったものだったらダメですけど（…）でもそれってやっばマイン

ドですよね。そんな気持ちじゃなくって、新しいもの新鮮なもの、食べてみる？っていうことで渡し

ているぶんについては、全然いいよね」と語った。旅行社 Cも、食中毒はあってはならないとしつつ、

「たとえばミカンとかさ、そういった部分を渡してさ、それダメよと、それはおかしいと思うよ（…）

民家の人がお土産渡すことを（全て）禁止するってのちょっと、考えられんていうか、具体性に欠け

てるなと」と、完全禁止には疑問を呈した。また土産の民家ごとの差について旅行社 Bは、「学校が

考えることではあるので、あまりボクはあの、受け手の方が考えることではないのかなと」「我々言っ

ていただければ、私たちが学校に、「そんなこと（土産の民家ごとの差）もあるって仰ってますけどど

うです？」と（…）（受入側は）その時々で、臨機応変にやっていただければいいと思うんで（…）絶

対全部なしとかは（…）私はそう思います」と語った。

5 考察

以上の結果を踏まえて本節では、まず 1節で挙げた問い一平準化の流れの中で非観光業者ゆえの個

性発揮はどのように維持あるいは変質されるものなのかーについて、旅行社の（非）機能を踏まえて

考察する。さらに、 1.2で琳入した「誤配」「ノイズ」概念を援用して、民泊の社会的効果についても

考察を進めたい。

5.1平準化と個性発揮の変容

まず受入団体側と旅行社側の双方が認識している民泊の価値はそれぞれ、〈素人性（普段の生活）〉

と〈家族・親戚性〉、〈低廉性〉と〈素人性（非営利的接遇｝〉と〈交流体験性〉と整理できた。団体側

は民家に対し、自然体でありつつも理想的家族を演出することを求めていた。一方で旅行社側は、損

得を超えたホスピタリティの発揮と、民家と生徒が共に家族的になっていくプロセスを重視してい

た。すなわち、両者は相通ずる価値認識を有してはいるが、民家の非ー観光業性を重視する度合いは、

旅行社の方がやや高いと言える。一方で団体側も、民家ごとの個性については、全ての体験内容にお

いて維持したいと考える傾向が表れていた。しかし、土産（食べ物）完全禁止の例に端的に表れてい

たように、受入側全体の自己規範化においては、個性的価値の発揮が「安全• 安心」より優先される

ことはなかった。もちろん一般論的には「安全• 安心」は観光において大前提ではあるが、各団体マ

ニュアルと指針とのズレは、どう評価すれば良いのか。また、団体側と旅行社側との意見の違いをど

う理解すれば良いのか。これについて、入水と土産との扱いの違いを考察することを経由して、論じ

よう。

まず入水について、そもそも海は沖縄の観光資源として広く認識されているものである。このため

入水の完全禁止は、民泊の「価値」（商品訴求力）も低減させてしまうという理解が、分科会でも説得

力を有したと考えられる。この「価値」と「安全• 安心」との兼ね合いにおいて、膝下までの入水が

可とされたのであろう。一方で土産（食べ物）について、たしかにサーターアンダギー等も沖縄の文
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化・観光資源であるが、それは民泊中の料理体験で提供完了できるものである。それをさらに土産と

して持たせる／持って帰るという行為自体がまた、食べ物自体とは別個の「価値」（「思い」「親心」「マ

インド」）を持つという理解は、説得力を有さなかったのだと考えらえる。一方で食品安全管理に関し

ては、土産とは民泊中と民泊終了後とにまたがって存在するものであり、どこまでが誰の管理責任で

あるかが不明瞭なものである。それを受入側だけで規範化しようとした時、土産は「管理しきれない

もの」とならざるを得ないのだ。このように、価値も管理責任も不明瞭であることが、「安全• 安心」

の圧倒的優先に繋がったのではないだろうか。

しかし4.2(2)②で見たように、この自主規制は旅行社も疑問を呈するところであった。ここに表

れているのは、受入側と旅行社側との間での、価値と規範の調停に関する意思疎通の不足である。こ

の不足下において、契約主従関係の弱い立場にある受入側は、万がーがあれば「こっちに全部（責任

が）くる」ことを想定して、より厳しく自己規範化してしまっている。以上のことから、冒頭に挙げ

た問いに対しては、次のように結論づけざるを得ない。すなわち、個性的価値が不明瞭なまま措かれ

ている事柄は、価値仲介者（旅行社）との意思疎通の不足が拍車をかけて、その価値を担う主体（受

入団体）自らによって平準化が優先され、その価値は矮小化の恐れに晒されている、と。

もっともこれは逆に言うと、受入団体側と旅行社側とが、どのように価値と規範を共創していくべ

きかが明らかになったとも言える。すなわち、まず双方で相通じていた価値認識を、不明瞭なまま措

かず、双方の協働で具体的に言語化して公開することが必要だろう。次に、明示化した価値の維持を

前提として、安全• 安心の管理分担について協働で規範化することが重要となるだろう。さらにこの

協働そのものが社会的に評価されていけば、現状では極めて困難だという学校側との意思疎通にも変

化が生じるかも知れない。

5.2「誤配」の契機とその実憫

最後に、民泊という観光実践における「誤配」の契機について、簡単ながら述べておきたい。まず

東 (2017)が論ずるところに従うと、修学旅行という機会がなければ会うこともなかったであろう民

家らとの出会い自体、生徒等にとっては「誤配」だと言える。ただこうした「誤配」は民泊に限らず、

むしろ多くの観光現象で発生し得る社会的効果である（越智 2019a:4)。これに対して民泊独特の「誤

配」を考えるならば、旅行社が挙げた〈チームビルデイング性〉が重要であろう。すなわち、生徒に

とって民家は偶発的に選ばれたものであり、その家庭内は「ノイズ」に満ち溢れている。その環境で

苦労したり、反発したり繋がったり別れたりする経験が、事後的に連帯の感覚を生成するのではない

だろうか。この偶発性（選択不可能性）と連帯の感覚が、家族的な感覚をむしろ事後的に感受させ、

リピーターにも繋がるのだと思われる。

ただ受入団体や旅行社において、この偶発性は、分泊の仕組み上致し方なく発生するものとしか捉

えられていない。そもそも「契約の束」としての旅行商品の中に、偶発性を織り込むのは容易ではな

い。だが前項のように、旅行社だけでなく現地団体とも協働して価値を共創するならば、偶発性や「誤

配」の肯定的価値づけもあり得るのではないだろうか11)。

6 結語

住民参画による個性的な観光の創出は、（賛否あれど）地方創生の文脈にも織り込まれ、全国的に推

進されている。だが、その個性の維持を論じるためには、実践者を対象とした研究だけではなく、そ

の価値の仲介者も含めた観光アクター間での価値共創の実態を分析することが不可欠であろう。観光

の社会的効果を議論するためには、このような価値の分析がまず必要であると考える。もっとも1.2で
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述べたように、本論では観光客や各民家を含めた共創の分析はできておらず、それが残された大きな

課題である。また 3節冒頭で述べたように、団体間や企業間での差異（特に後者）についても分析の

対象とできなかった。ただし同箇所で述べたように、その分析の必要性、言い換えれば何に向けての

アクチュアリティを追求するのかを、まずは検討せねばならない。

5.1末尾では民泊に関して、受入団体側と旅行社側とがなすべき共創について述べた。だが受入側に

は、契約主従関係を背景とする旅行社側への警戒感があり、旅行社側は、〈商品訴求力〉がなくなれば

民泊にこだわる理由が激減する事情もある。すなわち協働に向けては、第3者がリーダーシップを発

揮せねばならないだろう。 Laneらに倣って言えば、そのリーダーシップは多様な研究者の連携でもっ

て図られるべきであろう (Laneet al. 2015: 1148-1151、越智 2017a: 4)。その中で社会学は一住民参

画による観光振興に社会的効果の希望を見出すのであれば一その価値の分節化と言語化に携わること

が 1つの重要な役割となるのではないかと考える。

［注］

1) 2018年8月より、 1団体が組織再編のため脱会したことにより 9団体となった。

2) 2017年度「沖縄の農家民宿一期ー会創造事業」（県村づくり計画課）の一現として同社が実施した調査における

データ。

3)データは注2と同じく（株）カルティペイト提供による。

4)「良泊受け入れに関する実態調査結果公表のお知らせ」（最終アクセス： 2018年9月21日）。 http://www.murc.jp/ 

publicity /press_release/news_l80322.pclf 

5)「民泊サービスと旅館業法に関する Q&A」（最終アクセス： 2018年9月21B)。https://WW¥v.mhlw.go.jp/stf/ 

seisakunitsuite/bunya/0000111008.html 

6)以下、詳細は越智 (2019b)を参照されたい。

7)ちなみに「地域に来るリピーターが増える」が〈地域への効果〉であるとした場合、それぞれの平均点は、〈消

喪者への効果〉が10点、〈受入民家への効果〉が4.67点、〈地域への効果〉が3.25点である。すなわち、群ごとの順

位は変化しない。

8)なお図4中の「3週間ルール」とは沖縄県の旅行・宿泊業界独自のルールであり、仮予約から 3週問経つと自動

的にキャンセルとするものである。

9) 2016年度に「教育旅行民泊分科会」と改称。

10)ただし旅行社社貝がオプザーバー参加した回もあったし、 OCVB担当課長が旅行社からの出向者だった時期もあ

る。ここで述べているのは、旅行社側との積極的かつ継続的な意見交換は行われなかったということである。

11)教育旅行ではない農村民泊（いわゆる「大人の民泊」）を行っている全国の団体の中には、事務局が消喪者の要

望を踏まえて民家とマッチングしているところもある。ここにおいて偶発性を、演出として肯定的に織り込み、誤

配の社会的効果を高めることも考えられよう。
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