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 札幌南農業事務所では、JAや水土里ネットと連携し、地域の農業祭りなどのイベントで、農業及びそれ

を支える農業農村整備の役割や取組等について国民・地域の理解を深めるための広報広聴活動を行ってい

る。また、地元の小学生が取り組む総合学習において出前講座等の支援も行っている。本報では、これら

の活動の一環で実施したアンケート調査結果について分析・評価するとともに、広報広聴活動の意義につ

いて考察する。 
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1.  はじめに 

 札幌南農業事務所では、国営土地改良事業として道央

用水(三期)地区、南長沼地区、恵庭北島地区、長沼地区

を実施しており、農業生産基盤の整備を行っている。各

事業実施地区においては、毎年、JAや水土里ネットと

連携し、地域の夏祭りや農業祭りでパネル展示や、地元

の小学生が取り組む総合学習への出前講座等を通じて農

業や農業農村整備事業に関する広報広聴活動を行ってい

る。 
本報では、地域の祭りでの広報広聴活動や小学生への

出前講座等の活動が地域住民や小学生の農業や農業農村

整備事業への理解向上につながっているのか、実施した

アンケート調査の結果を分析・評価するとともに、広報

広聴活動の意義についての考察を報告する。 
 

2. 事業所管内の広報広聴活動について 

(1)   地域イベントでのパネル展示 
 札幌南農業事務所では、今年度、くりやま夏祭り・由

仁町夏祭り・恵庭農業祭り・ながぬまマオイ夢祭りで、

水土里ネットと連携して農業や農業農村整備事業に関す

るパネル展示を実施した。このパネル展示では、お祭り

に参加している幅広い年齢層を対象に、パネルを見るだ

けでなく、農業や農業農村整備事業について考え、理解

を深めてもらうため、パネルにヒントを記載した農業ク

イズを行った(写真-1)。また、クイズに併せてアンケー

ト調査を行い、地域住民の農業や農業農村整備事業に対

する認識等について調べた。 
お祭りには幅広い年齢層が参加することから、展示す

るパネルの作成にあたり、未就学生や小学校低学年の子

どもでも理解出来るように、農林水産省のホームページ

に掲載されている子ども向けパンフレット等を参考にし

た。また、文字を読んで理解してもらうだけではなく、

絵や図等を見て理解が深まるように工夫を行った。さら

に、クイズのヒントを記載したパネルの間にクイズとは

関係ないパネルを展示し、全てのパネルを見てもらえる

よう工夫を行った。 
実施している中での改善として、くりやま夏祭り(7月

24日)でパネル展を実施した際、農業クイズ及びアンケ

ートの設問が難しく未就学生や小学校低学年が理解でき

ず、札幌南農業事務所及び水土里ネットの職員が丁寧に

説明し多くの時間がかかっていた。このため、設問文の

見直しとして、農業に関係しないものを選択する方式と

していた設問文を関係するものを選択する方式とするこ

とや、小学生未満かどうかを尋ねる設問で「小学生未

満」を「0歳～5歳」と年齢ごとに分け、選択しやすくす

るなどの工夫を行った。この結果、由仁町夏祭り(8月2
日)以降のイベントでは、多くの方からアンケートを記

入いただくことが出来た。 
 

 
写真-1  パネル展で職員等が説明している様子 
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(2)  施設見学会 
 長沼中央小学校、由仁小学校、継立小学校で行った施

設見学会では、水土里ネットと連携し、夕張シューパロ

ダムや川端ダム、道央注水工といった主要な農業水利施

設等の見学を実施しており、札幌南農業事務所や水土里

ネット、各施設の管理者による施設の構造や役割につい

て説明を行った。また、施設見学と併せて小学生に楽し

みながら農業農村整備事業等について理解し、興味を持

ってもらうために農業クイズを実施した(写真-2)。実施

形式は3択形式で1問ごとに正解だと思った解答に手を挙

げてもらった。 
農業クイズの作成にあたり、参加している小学生に楽

しんでもらうため、パネル展と同じく子ども向けパンフ

レット等を参考にするとともに、農作物の花言葉を添え

たり、身近にある用水路等の農業水利施設の写真を解答

用紙に載せる等工夫を行った。この結果、小学生の積極

的な解答を得ることにつながった。加えて、パネル展と

同様にアンケート調査を行い、小学生の農業等に対する

認識が農業クイズによって理解が向上したかを調べた。 
 

 
写真-2  職員が作成した農業クイズを行っている様子 

 

3. 農業及び農業農村整備事業への理解度 

 パネル展で実施した農業クイズを集計し、その理解度

を示す。 

 パネル展では前述で記載したとおり、展示しているパ

ネルの内容から農業や農業農村整備事業に関するクイズ

を出題し、解答していただいた。農業クイズは１日200

枚を基本とし、毎年参加人数が多い「ながぬマオイ夢ま

つり」は300枚分を用意した(表-1参照)。 

 

表-1 地域イベントの各実施日及び回収数 

イベント名 実施日 回収数 

くりやま夏祭り 7月24日～25日 370枚 

由仁町夏祭り 8月2日 198枚 

恵庭農業祭り 8月22日 192枚 

ながぬまマオイ 

夢まつり 

8月23日 298枚 

農業クイズではパネル展示の理解度を確認することと

し、パネルにヒントが示されている以下の質問を設定し

た。 

① 日本の食料自給率はおよそ何％でしょう？ 

② 農業に利用する水（農業用水）に関係あるものは

どれでしょう？ 

（当初：農業に利用する水（農業用水）に関係のない

ものはどれでしょう？） 

③ 昭和37年に比べて、お米を食べる量はどう変化し

ているでしょう？ 

その結果、3つの設問とも90％を超える正答率であっ

た(図-1参照)。農業用水に関する質問の正答率が若干低

くなっているのは、設問として、当初、関係しないもの

を選択する方式としており、選択できず無解答があった

ことが影響しているものと考える。 

この正答率から、多くの方が農業や農業農村整備事業

のパネルを見て、ヒントを元に解答いただけたと考えて

いる。また、解答ができず困っている方に対して、職

員・スタッフが小学生や大人の方など相手に併せて丁寧

に説明することで、農業や農業農村整備事業に対する理

解の向上につながったと考えている。 

 

 

図-1 農業クイズの正答率 

 

4. アンケート調査結果の概要 

 イベントのパネル展示及び施設見学会において理解度

を確認するクイズと併せて、地元住民及び小学生にアン

ケート調査を行った。その結果について、以下に取りま

とめる。 

(1)パネル展示でのアンケート様式の作成 
 パネル展示用の農業クイズに併せて、以下の６項目か

ら農業及び農業農村整備事業に関する理解・興味の度合

いを確認することとした。 

 ① 農作業を手伝ったことがありますか？ 

 ② お米や野菜など農作物を作るのは大変だと思いま

すか？ 

 ③ お米や野菜など農作物を作るのを簡単にしたり、

水路を直すことは大切だとおもいますか？ 

 ④ 将来、農業や農業に関係する仕事をしてみたいと

おもいますか？ 
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 ⑤ 用水路などの維持管理(草刈りなど)に参加してみ

たいとおもいますか？ 

 ⑥ 最後にあなたについてお聞きします。（年代、性

別） 

 アンケートを作成するに当り、回収率を高くするため、

農業クイズとアンケート内容を1枚の紙にまとめ、見や

すいよう様式の構成で工夫を行った。また、農業農村整

備事業などへの理解・興味の度合いを調査出来るよう設

問の構成を工夫した上で、できるだけ少ない設問数とし

た。 

(2)  パネル展でのアンケート結果 

 集計は、くりやま夏祭り(370名)・由仁町夏祭り(198

名)・恵庭農業祭り(192名)・ながぬまマオイ夢祭り(298

名)でのアンケート調査結果を合わせた値(合計1,058名)

を示す。 

 農業に関するイメージと実経験によって回答に差がで

るものと推定し、「農作業経験の有無」を軸として、①

「農作物を作るのは大変かどうか」、②「農業農村整備

事業の大切さ」、③「将来農業関係の仕事をしてみたい

か」の3つの項目について集計を行った。 

 「農作物を作るのは大変かどうか」を集計すると農作

業の手伝いの有無に関わらず、90％以上の人が「農作物

を作るのは大変だ」と回答している(図-2,図-3 青枠参

照)。一方、「農作物を作るのは大変かわからない」に

着目すると、「農作業を手伝ったことがある」と回答し

た人に比べ、「農作業を手伝ったことがない」と回答し

た人の割合が２倍程度多い結果となっている(図-2,図-3 

赤枠参照)。 

 

 

図-2 農作物生産の大変さ(農作業経験有りの者) 

 

 

図-3 農作物生産の大変さ(農作業経験が無い者) 

 「農業農村整備事業の大切さ」では、農作業の手伝い

の有無に関わらず、85％以上の人が「大切である」と回

答している(図-4,図-5 青枠参照)。また、「大切か分か

らない」に着目すると、「農作業を手伝ったことがあ

る」と回答した人に比べ、「農作業を手伝ったことがな

い」と回答した人の割合が1.5倍程度多い結果となって

いる(図-4,図-5 赤枠参照)。 

 

 

図-4 農業農村整備の大切さ(農作業経験有りの者) 

 

 

図-5 農業農村整備の大切さ(農作業経験が無い者) 

 

 「将来農業関係の仕事をしてみたいか」では、「農作

業を手伝ったことがある」と回答した人の34％が「農業

関係の仕事をしてみたい」と回答している(図-6参照)。 

 

 

図-6 将来農業の仕事をしたいか (農作業経験有りの者) 
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また、「農作業を手伝ったことがない」と回答した人

の半数近くが農業関係の仕事をしたいかどうか「分から

ない」と回答している(図-7参照)。 

 

図-7 将来農業の仕事をしたいか(農作業経験が無い者) 

  

 「農作物を作るのは大変か」、「農業農村整備事業の

大切さ」、「将来農業関係の仕事をしてみたいか」の3

項目の結果を考察する。「農作物を作るのは大変かどう

か」の結果から、農作業経験有りの人の方が、実経験か

ら農業に関するイメージが明確に有り、「大変かどうか

分からない」という回答が少なくなったと考えられる。

また、「農業農村整備事業の大切さ」の結果から、農作

業経験有りの人は実経験による農作物を作る大変さを明

確にイメージでき、農業を支える農業農村整備事業への

理解が深くなっているのではないかと考えられる。さら

に、「将来農業関係の仕事をしてみたいか」の結果から、

農作業経験無しの人は、実経験による農業に関する明確

なイメージを持てず、「仕事をしたくない」又は「分か

らない」と回答していると考えられ、将来農業関係の仕

事を希望している方が少ないことが分かった。 

(3) 施設見学会でのアンケート結果 
 施設見学会を実施した小学校の内、アンケート調査を

行った2校(小学生合計101人)のアンケート結果を集計し

た。 

 アンケートは、施設見学会や農業クイズによって小学

生が農業に対するイメージが変化するかを確認するため、

事前と事後で以下の6項目とした。 

（農業クイズ前の質問） 

 ① 農業のイメージについて、あてはまるものはどれ

ですか？ 

 ② 作物を育てたことはありますか？ 

 

 

（農業クイズ後の質問） 

 ③ 農業クイズを通して農業に興味・理解を持てまし

たか？ 

 ④ 農業クイズを通して一番、関心を引いたことはど

れですか？ 

 ⑤ 農業クイズを通して将来農業の仕事をしてみたい

と思いましたか？ 

 ⑥ またこのような見学会があるとしたら参加したい

ですか。  

  

小学生が普段抱いている農業のイメージについて農業

クイズ実施前に調査を行った結果、82人の小学生が「農

業は大変そう」と答えている(図-12参照)。 
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図-12 農業のイメージ 

 

 また、「農業クイズを通して興味・理解を持てたか」

の設問では、「興味・理解を持てた」と回答した小学生

が多いことがわかった(図-13参照)。加えて、「また見

学会に参加したい」と答えた小学生が多いことから、農

業クイズや農業用施設を見学したことで農業に関するイ

メージができ、多くの小学生が関心を持ったものと考え

ている(図-14参照)。 

 

 
図-13 農業に興味・理解を持てたか 

 

 
図-14 見学会にまた参加したいか 

 

5. まとめ 

農業クイズの結果より、イベントでのパネル展示に

よる広報広聴活動によって、農業や農業農村整備事業に

対する理解を深めることが出来たと考えている。また、
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農作業経験無しの人は農業に関する明確なイメージが持

てず「将来農業関係の仕事をしてみたいか分からない」

と回答していることから、具体的に農作業をイメージし

てもらえるような工夫が必要と考える。イベントにおい

て模型や身近な四季折々の農作業風景を入れたパネルに

するなど今年度作成したパネルを見直すことや、施設見

学会や農業体験など農業をイメージしやすい環境作りが

重要と考える。このことが、少しでも農業について興味

を持ってもらうことにつながり、農業や農業農村整備事

業への理解につながる一歩になると考える。よって、来

年度以降も創意工夫を行い、地元と連携を図り、イベン

トや出前講座の対応をしていきたい。 

 

 

写真-3 パネル展の様子 

 

6. おわりに 

今回の調査により、イベントでのパネル展示や施設見

学会などの広報広聴活動が、農業や農業農村整備事業に

対する理解を深めることにつながることが分かった。ま

た、アンケート結果から、文字を読むのではなく視覚的、

触覚的に農業に触れることが農業のイメージ作りに効果

的であるのではないかと感じられた。よって今後、パネ

ル展示内容の見直しや出前講座の改善を行い地域農業の

発展に貢献できるよう継続的に広報広聴活動を行ってい

きたい。 
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