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巻  頭  言
　「沼の棚田」や日本棚田百選に選ばれた「あらぎ島」
へは各地からたくさんのカメラマンや鑑賞者が四季
を問わず訪れ、その景観に魅せられています。
　平成 14年より、食物の成り立ちをテーマに「あら
ぎ島」において 5月に田植え体験・9月に稲刈り体
験ツアーを実施し、都会の子供たちと農家との協働
作業によりふれあいを深めております。
　さらに、地元有志が毎年 9月 6日「あらぎ島」に
竹灯篭 1700 本余りを立て、キャンドルライトイル
ミネーションを行い、そのロウソクの光に浮かぶ幻
想的な「あらぎ島」を多くの方々にご覧いただき、
感動を与え地域おこしの一翼を担っていると思いま
す。
　「あらぎ島」には「あらぎ島景観保全保存会」が組
織され、棚田の保全・都市住民との交流・協働で世
界に一つしかない扇状の棚田を守っていきたいと考
えています。
　平成 25年に第 19回全国棚田（千枚田）サミット
を当町で計画しています。近畿では初めての開催と
なります。
　全国棚田（千枚田）連絡協議会の会員の皆様はじめ、
全国の中山間地域の棚田保全に尽力されておられる
方々に対し、あらためて敬意を表すると共に本サミッ
ト開催に向け取り組みを強化していく所存でありま
す。
　学会の皆様・中山間地域の皆様など棚田にかかわ
りの方々の、なお一層のご協力ご指導の程よろしく
お願いいたします。

 世界唯一の扇状棚田
　       ：和歌山県有田川町「あらぎ島」

－棚田を通じ食・環境・観光を考える－

　 　
　　　  和歌山県有田川町町長　中山　正隆

　有田川町は紀伊半島の西北部、和歌山県のほぼ中
央で大阪市内から南方約 100kmに位置します。高野
山を源流とする有田川がまちの中央を蛇行しながら
有田川流域を形成しています。気候は瀬戸内海気候
と南海気候に属し、平野部と山間部においては若干
気象条件には差異がありますが、比較的温暖な気候
に恵まれた農林業の自慢のまちであります。
　平成 18 年 1 月 1 日、旧吉備町・金屋町・清水町
が合併し面積 351km2 余りの県下で 1番大きな町と
して誕生しました。
　町の農業形態は有田川下流域では有田みかんを中
心に花卉・野菜等の栽培、上流域は水稲・山椒を中
心に林業との複合経営に取り組んでいます。しかし
ながら、慢性的な後継者不足・高齢化が進行する中、
とりわけ農林業の担い手不足が深刻であり、山間地
では限界集落が増加し地域農業維持の存続に大きな
課題を抱えております。
　棚田のある地域（旧清水町）は、日本の田舎風景
が色濃く残っており、自然景観・歴史文化の宝庫で
もあり、平成 8年に「美しい日本のむら景観コンテ
スト」で農林水産大臣賞を受賞した山里です。

　まず、海老澤衷氏が基調講演「棚田発祥地として
の紀ノ川流域」を行い、「棚田」という言葉を生ん

第18回棚田学会現地見学会・シンポジウム

「棚田のルーツをさぐる」に参加して

早稲田大学大学院文学研究科　下村周太郎

　2008 年 5 月 24 日から 26 日、和歌山県紀の川流
域にて、現地見学会・シンポジウム「棚田のルーツ
をさぐる　和歌山県紀の川流域の棚田「発祥」地を
訪ねて」が開催された。テーマに「棚田のルーツ」・
「棚田『発祥』地」とあるのは、「棚田」という言葉の
文献史料上の初見がこの紀の川流域だからである。
　24日は、紀の川市の粉河ふるさとセンターで、シ
ンポジウム「棚田のルーツをさぐる～紀の川流域の
文化財としての棚田～」が行われた。

会員通信
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た美しい曲線の棚田が現れる。続いて、有田川町の
沼の棚田へ。こちらは大きな谷の一面が棚田で、壮
大な眺望である。今回の見学会では、棚田「発祥地」
は見たが棚田そのものはほとんど見ていなかったの
で、オプションでは紀美野町や有田川町の余り知ら
れていない素晴らしい棚田をいくつも見られて感激
である。続いて、前日に対岸から見たあらぎ島の棚
田へ。水利をたどって島内を探索した。
　紀の川市に戻り、鞆

とも ぶ

渕地区へ。中世荘園として著
名な鞆渕荘故地である。まず、荘鎮守の鞆渕八幡神
社を見学。非公開の神輿は国宝である。続いて、鞆
渕の「ホリキリ」へ。硬い岩盤を掘り抜いた切り通
し状の用水路で、この地域における水田開発の歴史
を今に伝える。鞆淵を巡見し、オプションも終了した。
　今回の見学会は豪雨で予定の変更もあったが、こ
の地域の棚田の歴史を学び未来を考える大変有意義
な機会となった。末筆ながらご尽力賜った関係者の
皆様に感謝申し上げたい。

春
しゅんこう

耕秋
しゅうしゅうず

収図  由
ゆらい

来

新潟市在住　酒井　英次

　“田んぼに入る絵描き” です。私は、ここ 10 年あ
まり「○○春耕秋収図」と題する絵を画いています。
この絵を画くことになった経緯を考えてみました。
○「異時同図」という表現の魅力
　これは異なる時間での出来事を同一の画面に表す
ることで、昔から絵巻物などで盛んに使われてきま
した。私も以前から、それらしいものを画いていま
した。例えば、ある所の春景色と他所の秋景色を組
み合わせ画くものでした。そのうちに同一の風景に
春や秋の景色を入れ、その土地の時の流れを表した
いと思いました。春耕秋収図を画く大きな切っ掛け
であったと思います。
○「春耕収秋」の発見
　ちょうど、その頃、魏志倭人伝（例の邪馬台国の
記述が初めて出てくる中国の正史）を見ていると『其
俗　不知正歳四節　計春耕収秋

4 4 4 4

為年記』という文を
みつけました。“倭人は暦を知らず、ただ春になれば
耕し、秋に収穫し一年としている” となりましょうか。
この語句は春や秋を同時に画く絵に、真に良く似合
うと感じ、それ以後、画題に取り込みました。
○「春耕収秋図」の発展
　春に関して言えば、“雪形” という、すばらしい農
事暦の民俗文化を、我々は持っています。雪形は、
春になり山肌の雪が解けてゆく頃、その解けた山肌
や残った雪の形を種々なもの（人や動物等）に見立て、
それを見て、農作業（春耕！）の準備などを始める

だ紀の川流域の棚田は、造成に際して土砂の切り盛
りを伴うもので、領主の館の築造と共通する技術が
用いられることから、南北朝・室町前期の領主にお
ける棚田造成と城郭構築との密接な関係を指摘した。
棚田などの生業技術と、城郭などの軍事技術との連
関を示唆するものである。
　続いて、パネルディスカッションが行われ、田中
卓二・鳥渕弘子・増田博・高木徳郎各氏が紀の川流
域の棚田の歴史・民俗・文化やその価値について報
告した後、討論が行われた。
　文化的景観＝文化財としてその価値が注目されて
いる棚田の保全・活用には、研究者や行政とともに
地域住民の理解が不可欠であるが、悪天候にも関わ
らず地元の方々も多数来場し、意味あるものとなっ
た。伝統的な景観や社会文化が失われつつある昨今
だが、会場には若者の姿も見られたのは心強いばか
りである。
　シンポジウム終了後、西国第三番札所の粉河寺を
拝観。粉河寺門前の丸浅旅館に宿した。
　25日は、まず、高野山文書の中の建武 5年（1338）
の史料に見えるかつらぎ町東渋田（中世の志

しぶたのしょう

富田荘）
の棚田跡地へ。ここが「棚田」初見の地である。現
在も山麓は階段状になっており、桃などが栽培され
ている。山の中腹に周囲の田畑を潤す巨大な池があ
り、近くには五輪塔などの石造物も多数にあって、
この地域の歴史の深さを感じさせてくれる。
　続いて、小田井用水の龍

た つ の と い

之渡井へ。
　小田井用水は紀の川右岸の河岸段丘上の水田を灌
漑するため江戸時代に開削された用水路で、龍之渡
井は用水が穴伏川の谷を越えるための水路橋である。
現在は大正時代に改修されたレンガ・石張り造の美
しいアーチ橋が見られる。
　青洲の里や名手宿本陣などを見学した後、高野山
文書の中の応永 13 年（1406）の史料に見える紀の
川市桃山（中世の荒川荘）の棚田跡地へ。２ヵ所の
棚田跡地が比定されているが、一方は果樹畑になり、
一方は国道424号線のバイパス工事で埋め立てられ、
いずれも棚田の面影を見ることは難しかった。
　最後に紀伊国分寺跡を見学し解散となったが、引
き続きもう 1日、和歌山県の棚田を巡見するオプショ
ンが用意されており、8名が参加した。
　まず、紀美野町の中田で、梅本の棚田を見学。山
間に広大な棚田が広がる。続いて、坂本の棚田を見学。
地理的には梅本の棚田に隣接している。紀美野町を
後にし、有田川町へ。和歌山県下で唯一棚田百選に
選定されている「あらぎ島」の棚田を、有田川の対
岸から見学。有田川の湾曲に沿って美しい自然美を
作り出す。この日はしみず温泉あさぎりに宿した。
　26日は、まず、有田川町の遠井の棚田を見学。決
して規模は大きくないが、急な山間に等高線に沿っ
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というものです。これは考えようによっては、真に
科学的な、より正確な暦ではありませんか！　即ち、
積雪の少ない年は、雪形は早めに出現し、春が早く
来ることを教えます。雪の多い年は、雪形はゆっく
り出て、春は未だ遠いと知らせます。最近は、雪形
の現れた山を入れた、春耕収秋図も画いています。

○色彩豊かな絵を画きたい
　この頃は棚田を撮る人や画く人も多くいます（斯
く言う私も棚田学会写真部＿じょんのび会の一員で
す）。特に写真とは異なる表現をしたいという気持ち
が大です。写実や光、影などは写真にはかないません。
最近、写真作品で中国や東南アジアの二毛作地帯で、
田植えの隣で稲刈りをしている “春耕収秋図” を見
ましたが、益々、写真とは異なるものを画きたいと
の思いを強くしています。また、春景や秋景のみの
棚田は、色彩的に単調になりがちです。比べて、春、
秋を共に画く事で、色彩豊かなものに出来ます。
　これらも春耕収秋図を画く、大きな要因になって
いると思います。
　これからも “春耕収秋図” を画いてゆこうと思いま
す。

日本の棚田百選紹介
 福島新田 長野県飯山市

（前）長野県立歴史館総合情報課長 宮下  健司

　長野県の北端にある飯山市瑞穂の千曲川右岸に
位置する福島地区には、県内では数少ない石垣積み
の棚田がある。万仏山（1272m）の麓の崖錐地形
を利用した約 1.4km2 に広がる棚田で、崖錐端部は
320m、頂部は 750m、その標高差は 430m に達す
る。最大勾配部は 1000 分の 143 とかなりの急斜面
となっている。
  福島新田が開墾されたのは江戸前期の寛文年間であ
る。寛文元年（1661）に飯山藩から開発許可が出され、
寛文 8年（1668）には 14 人が入植して本格的な開
田が始まった。その後も毎年のように入植者があり、
延宝 9年（1681）には 30 名を数えた。それ以降の
入植者は元禄 10 年（1697）に一人あるだけで、元
禄 8年（1695）当時の福島新田の石高は 94 石 8斗
8升 7合であった。
  この棚田の大部分は、きつい斜面に水を張るため
に石垣を築いて水田にする平坦面を造り出している。
耕土となる崖錐地形の土には周辺部が磨耗して角が
とれた大きな石が混じっており、開田時に出てきた
石は、石垣を造成する上では貴重な石材でもあった。
そして足りない石は周辺にある岩や大石を割って調
達したので、角張っており区別が容易である。
  重機のない江戸時代の田の石垣づくりには、石の大
きさに規則性がみられる。基本の大きさは農民の両

手または二人で移動できるものに限られ、それ以上
大きな石は二人で肩に担いで運ぶモッコや初冬や初
春の雪の少ない時期にソリを利用して運んだことが
考えられる。石垣を細かく観察すると、石垣最下部
には根石となる大きな石を置き、その上部は石の大
きさや目地幅、石積みパターンにはバラツキがなく、
きれいに揃っている。これは石垣を築くのに関わっ
た人の身体を基準にした身度尺（ヒューマンスケー
ル）が基準になっているために、全体的に統一され
た美しさを醸し出している。
　さらに、垂直に近い石垣を遠回りをせずに効率よ
く上り下りするために、通路となる石垣面には足を
乗せる踏み石を石垣面から外に突出させている。ま
た、田の中にはあまりにも大きくて移動ができず、
しかも割れにくい大石が残され、「立石」や「石田」
などその水田を識別するための呼び名となっている。
　石垣が完成すると粘土質の床土を入れて水の漏れ

岩
いわくび

首春耕秋収図　51cm× 91cm　2007 年 10 月
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るのを防ぎ、その上に耕作土を入れて土坡で畦をつ
くり、そこへ水を引いてくる。この地域は崖錐地形
のために大きな川はなく、豪雪地帯の万仏山の雪解
け水を灌漑用水に用いていた。少ない水を効率的に
利用するために沢水のない地区の田には水田面の下
に石垣積みにした用水トンネルを通して、水の得ら
れる側から水を引いている。田に引き入れた水は、
畦越し灌漑で上の田から下の田へと水が配られ、太
陽の熱で蒸発し、一部は水田下部に設けられた用水
トンネルに流れ出たり、大地に浸透する。
  平成 10 年（1998）、米の減反政策や耕作者の高齢
化等で荒廃していた福島新田最上部の棚田を存続さ
せようと、丸山福治氏を中心に地元の有志十四人が
「棚田の里三部 ( さんべ )」という組織をつくった。

そして、生い茂った雑草を刈り取り、新たに土を入れ、
水を引いて、翌年 15年ぶりに棚田を蘇らせたのであ
る。この努力の甲斐があってこの年の七月、眼下に
ゆったりと流れる千曲川を見渡す絶景の棚田景観に
より、農水省の「日本の棚田百選」に選ばれたので
ある。
  この棚田から万仏山に至る道には嘉永元年（1848）
に造立された三十三番観音の石仏が佇んで、棚田に
彩りを添えている。日本の原風景を残すこの「福島
新田」の棚田景観の素晴らしさから、ふるさときゃ
らばんが映画『走れケッタマシン』（2001）を撮影し、
翌年にはこの一角に建てられた阿弥陀堂のセットと
周辺の棚田で映画『阿弥陀堂だより』（2002）を撮
影するなど、全国的にも知られるようになった。

官庁ニュース
 
重要文化的景観

『蕨野の棚田』
『通潤用水と白糸台地の棚田景観』
　　　　　　　　の選定について

  文化庁記念物課文化財調査官　井上　典子
  文部科学技官　鈴木　地平

　棚田を主とした国内最初の重要文化的景観として、
『蕨野の棚田』・『通潤用水と白糸台地の棚田景観』が
選定された（平成 20 年 7 月 28 日）。文化財保護法
に基づく棚田の文化的な評価については二つの名勝
指定（『姨捨（田毎の月）』（長野県千曲市）・『白米の
棚田』( 石川県輪島市 )）があるが、その際に適用さ
れたのが芸術上・鑑賞上の観点による評価であった
のに対し、今回は文化的景観として、独特の土地利
用とそれを維持する地域の営みとの関係を一体的に
表す、有形・無形の要素の総体としての「棚田」の
価値を示した点に意義がある。
　棚田は、農業という人間活動における最も基本的
な生業の地として、地域住民の手によって育まれる
我が国の貴重な文化的景観であり、近年では心の原
風景を象徴するものとして、また多種多様な動植物
の生息環境を保全するものとして注目されている。
文化的景観の保護制度が確立した直後より、棚田を
対象とした文化的景観保存調査が各地で実施されて
きたにも関わらず、重要文化的景観に係る申出や諮
問答申に至るまでに一定の期間を要した理由は、現
状における農村部の深刻な過疎化・高齢化に係る諸
課題が、棚田だけでなく農村自体の維持を困難なも
のにしつつあるためと考えられる。そのことを他で

もない地域住民が一番深く理解しているために、重
要文化的景観選定の申出を行うにあたっては、地域
活性化策に関する検討と十分な合意形成が不可欠と
なった。
　農耕の維持について耕作主体の形成や森林等の新
たな管理の手法、生産品の高付加価値化等に係る諸
課題など、中山間地域が抱える問題は簡単に解決策
を見いだせるものではない。しかし、申出に至る過
程において行われた地域住民と地方公共団体との間
での積極的な議論は、棚田保全だけでなく農村振興
に一定の効果をもたらしたと評価することができる。
たとえば、重要文化的景観『蕨野の棚田』において
行われた自主的な地域宣言（「『蕨野の棚田』を守り育
てる地域づくり宣言」）の実現や、棚田の管理規定の
作成、あるいは保存管理を実践していくためのアド
バイス機関や相談窓口となる新たな組織の設立等の
取組みは先進的である。今後、同様の課題を抱える
地域が参考にすべき事例であろう。今回の選定が契
機となり、日本各地に点在する棚田の保存管理が積
極的に進められることが期待される。

【蕨野の棚田】佐賀県唐津市相知町
　『蕨野の棚田』は八幡岳の北向きの急斜面地に約
36ヘクタールに広がる人の手の形に似た 5つの谷筋
に展開し、野面の石積みを特徴としている。石積み
の高さは平均３～５ｍ、高いものでは 8.5m に及ぶ。
691 枚の水田と石積み、それらを取り囲む森林が一
連の繋がりをもって展開する。これらの棚田を管理
するのは、蕨野区、池区の住民である。蕨野区は標
高 150m付近に所在し、「ツカ」と呼ばれる防風石垣
を伴う民家を残している。蕨野区の住民は兼業農家
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であり、そのうち耕作面積が１ヘクタールを下回る
農家が約半数である。昭和 40 年代に一時的にスダ
チの果樹園等の運営を試みたが、「棚田保存会」が結
成され、棚田の風土に適した品種栽培や販売を検討
するなど、減農薬、減化学肥料による「棚田米蕨野」
のブランド化が成功しつつあり、現在は、ほとんど
が米生産品を行っている。

【通潤用水と白糸台地の棚田景観】
熊本県上益城郡山都町
　『通潤用水と白糸台地の棚田景観』は、世界最大規
模のカルデラ地形を呈する阿蘇外輪山の火砕流台地
上に展開している。白糸台地はその地形条件により
恒常的に農業用水に困窮したため、近世後期に地域
主導によって通潤橋建設を伴う大規模な基盤整備事
業を実施し、100 ㌶を超える棚田を築造した。通潤
用水の土水路は取水口から終点まで一直線に勾配を
取るのではなく、二つの分水口の間を一つの単位と
して勾配を作っており、この設計が生み出す水路内
の人為的な環境によって、環境省及び県のレッドデー
タブックに記載される淡水魚コイ科タナゴ亜科アブ
ラボテ属に属するアブラボテの生息が確認されてい
る。アブラボテはかつてため池や水田において一般
的に見られた淡水魚種であるが、近代的な基盤整備
が進んだ現代においては絶滅の危機に瀕し、極めて
珍しいものである。

楠瀬　慶太　著

地域資料叢書９  新･韮
にろう

生槇
まきやま

山風土記
　　－高知県香美市域 120 人から聞いた
　　　　　　　　　　村の歴史・生活・民俗－

  海老澤 衷
( 棚田学会副会長･早稲田大学文学学術院教授 )

　本書は、土佐の北東端、阿波との国境に存在した
韮生・槇山の山村の聞き取りを中心とした報告書で
ある。著者は九州大学大学院の修士課程生で、香美
町の出身である。服部英雄教授の指導を受けて、平
成 19 年の夏から秋にかけて 30 日の調査期間で 70
集落に足を運び、120 名の人から聞き取りを行った。
聞き取り調査は基本的に地名が中心で、詳細な地形
図にそのすべてを記録していくものである。こうし
て行政の小字よりさらに下位にある地名が情報とし
て残されることになる。『長宗我部地検帳』が残され
ており、それとの照合によって戦国期の村の状況が
復原できるが、この地域も過疎化が著しく、いわゆ
る限界集落で、今記録しておかなければ、消滅する
運命にあるといえよう。
　構成を見ると、一章を「新・韮生風土記」、第二章
を「新・槇山風土記」とし、それぞれ「一　『地検帳』
から見た村の景観」、「二　大正・昭和期の村の姿」
に別けて、一では、(1) 集落について、屋敷地の所在、
村落形態を考察し、(2) 水利・土地開発の状況を把握
して、『地検帳』以外にも景観復原に関連する文書が
存在する場合にはそれらについても検討を行う。二
については、聞き取りにより明らかになった村のお
年寄り達の若い頃の状況を、(1) 地名、(2) 集落、(3)
生業・土地開発・水利、(4) 交通・流通、(5) 生活、(6)
その他については考察するものである。
　四国は全国的に見ても棚田の多いところであるが、
その割には「棚田百選」に入っているところは少な
い。棚田学会としては百選外の棚田にも目を配る必
要があるが、香美市域もその宝庫であり、報告書の
記録写真によっても棚田景観を読み取ることができ
る。これと地図を照合し、付録のCDに入っている「地
検帳記載集成表」などによって、棚田の形態や成り
立ちについて考察することができるのが本書の大き
な特徴である。

A4 判、174 頁、監修服部英雄、発行：花書院

書籍紹介
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「第 14 回全国棚田（千枚田）サミット」
報告（速報）

　第 14回全国棚田（千枚田）サミットは、長崎市と
雲仙市の共催で、去る 10 月 16 ～ 18 日の三日間に
わたり挙行された。
　今サミットのメーンテーマは「みんなで語ろう、
棚田の未来」で、ここでいう “みんな” とは、従来か
ら棚田に関わってきた人たちだけでなく、これまで
棚田に関心が薄かった一般市民や外国の人たちも含
んだものである。
　その線に沿って、実行委員会が広く参加を呼びか
けたところ、韓国から金泰坤氏（Dr. Kim Tae-Gon 韓
国農村経済研究院）をリーダとする合計７名の参会
を得た。外国からの参加者を迎えたのは、棚田サミ
ット史上はじめてのことであった。この中に、棚田
学会が 2006 年に現地見学会で訪問した折お世話を
いただいた「南海郡南面加川地区」の前区長・金柱
声氏がおられ、多くの棚田学会関係者が再会を喜び、
旧交を温めることができた。
　サミット終了後、金泰坤氏から、以下のようなコ
メントが届いている。
　

「サミットの規模や参加者の熱意に驚きました。大中
尾や清水棚田はとても綺麗でした。南海からの参加
者は皆、たいへん勉強になったと言っています。来
年は婦人会のメンバーも参加したいそうです。両国
の棚田地域の交流についても具体化よろしくお願い
します」。
　今後の交流については、長崎、雲仙両市ともたい
へん関心が高く、特に、田上富久長崎市長からは、「農
業分野だけでなく、観光分野まで含めた交流の具体
化を速やかに図るように」、との指示が既に関係部署
に出されている。
　今回のサミットには、長崎県内を中心に、保育園
児から小・中学生を含む一般市民の参加が多かった

ことが特徴のひとつであった。三日間の延べ参加者
は、2800 名。それに地元両市と長崎県の関係者 300
名を加えると合計 3100 名ということになる。これ
からの棚田保全や中山間地域の活性化には、一般市
民、即ち「農業が持つ多面的機能の受益者」の正し
い理解が欠かせない。
　そのような意味では、今回のサミットが、食料自
給率の向上や安全・安心な社会の実現に向けて、大
きな一歩となることが期待される。
　なお、今回のサミットでは、棚田学会の千賀裕太
郎理事の基調講演「みんなで語ろう、棚田の未来」
に続き、安井一臣氏、堀田恭子氏、中島峰広会長が
それぞれ第１分科会、第２分科会、首長会議のコー
ディネーターを務めた。また、木戸幸子氏が第２分
科会で事例報告を行った。さらには、今井英輔氏の
写真が、親和、十八両銀行島原半島内各支店ロビー
における今回のサミット開催予告展示コーナーで花
を添え、長崎空港での歓送迎フロアーでは、ひとき
わ光を放った。このように棚田学会の貢献が大きな
サミットでもあった。

第 17回 棚田学会談話会
山里の灯－雪国おたり村の人生劇場－

講師　吉田忠文
日　時　平成 20年 12月 6日 ( 土 ) 15:00 ～
会　場　東京大学農学部
　　　　7号館 A棟　1階 114 ･ 115 教室
参加費　無料 ( 一般：資料代 500 円 )
懇親会　講演後～ 18:00（会費 500 円／同会場にて）
　　　　（詳しくは、別紙ご案内をご覧下さい。）

棚田学会誌 10 号への投稿と棚田学会賞の応募方法
棚田学会誌 10 号の投稿、2008( 平成 20) 年度棚田
学会賞の応募を受け付けております。応募について
は、それぞれ同封の「棚田学会誌投稿規定」、「石井
進記念棚田学会賞候補者の公募について〈応募手続
き〉」等をご覧頂き、ふるってご応募下さい。

事務局ニュース

（左から）会員の高木氏、韓国の金氏、韓国の皆さん

基調講演で演壇に立つ千賀理事
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編集後記：昨今、食の安全が叫ばれているにも関わらず、事故米不正販売、汚染米、ミラニン混入、産地偽装、
賞味期限改ざん・・・等々マスコミで毎日報道され、ウンザリしています。
自己防衛の為に、家庭菜園を、稲作を・・・でもマンション住まいと農業経験が無い為に断念せざるをえません。
９月後半、新潟県十日町市、上越市に棚田巡りに行きました。
黄金色の穂、稲刈り、ハサ掛けの風景を見ました。この地では、美味しい「棚田米」が出来上がるのです。松代
の道の駅で「棚田米」を販売していました。
そうだ！棚田学会員には、「棚田米」を生産している人が多くいると聞いています。棚田学会であれば、顔が見え、
安心して食べられます。棚田学会員の生産している「棚田米」の紹介をして頂ければ有りがたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都府中市在住　今井　英輔）

　　　１．棚田学会大会　1回（平成 20年度大会：平成 20年 8月 3日開催）
　　　２．理事会　7回（平成 20年 7月 18日開催済み、臨時開催含む）
　　　３．研究会・談話会・見学会
　　　４．棚田学会誌『日本の原風景・棚田』（第 10号）
　　　　　（棚田学会誌第 9号：平成 20年 7月 31日発行済み）
　　　５．棚田学会通信（第 26，27，28 号）
　　　６．棚田学会賞の応募及び選定

１）一般会計
（平成 20年 7月 1日～平成 21年 6月 30日）

平成 20年度活動計画及び収支予算

２）特別会計

収　入　の　部 支　出　の　部
事　　　　項 予　算　額 事　　　　項 予　算　額

会費収入
　普通会員 400 名･年×   4,000 円
　学生会員  10 名･年×   2,000 円
　賛助会員  17 名× 10,000 円
 5 社× 30,000 円

図書販売

前年度繰越金

　　　　　　　　　　　　合　　計

1,940,000
1,600,000
20,000

320,000

70,000

1,561,780

3,571,780

旅費
　講師旅費
　連絡旅費
謝金
印刷費
　会誌第 9号 (B5、66 頁）
　学会通信　50,000 円×３回
　大会資料等
通信・郵送費
　会誌発送費 ( 第 9号 )
　学会通信発送費 （３回）
　郵送費
　通信費（電話 ,FAX, 切手代等）
ホームページ運行費
会議費
　理事会、編集会議他
会場設営費
　大会
　談話会
消耗品費
予備費
　　　　　　　　　　　　合　　計

110,000
100,000
10,000
20,000

1,150,000
900,000
150,000
100,000
340,000
40,000
120,000
30,000
150,000
50,000
200,000
200,000
250,000
200,000
50,000
11,780

1,440,000
3,571,780

収　入　の　部 支　出　の　部
事　　　　項 予　算　額 事　　　　項 予　算　額

棚田学会賞基金募集予定

前年度繰越金

　　　　　　　　　　　　合　　計

300,000

350,310

650,310

棚田学会賞
　賞状、盾製作費
旅費交通費
次年度繰越金
　　　　　　　　　　　　合　　計

35,000
35,000
150,000
465,310
550,310


