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巻  頭  言
蕎麦打ち、手造りコンニャク、棚田散策等を実施し、
究極は地酒「大鬼」を呑み、山菜料理を食べ、参加
者との交流を深め、毛原地区の魅力を十分に味わっ
てもらう活動になっております。
（２）棚田オーナー制度
　参加者の「棚田を守っていこう」、「毛原の棚田で
米作りをしたい」との要望を受けて、平成 10 年か
ら棚田オーナー制度を開設しました。この制度では、
現在 5組のオーナーが荒廃した水田を借りて農作業
を実践されています。
　活動は、地元役員とオーナーが日程調整を行い、
荒耕し、代掻き、田植え、草刈り、稲刈りなど一連
の農作業をオーナーが主体的に行い、地元は農機具
の準備、農作業の技術指導を行っています。
　こうして休耕水田の復元をしてきましたが、猪害
などの悪条件の中での農業は思い通りに捗らず、収
穫は減収、活動に赤信号がともりました。しかし、
試行錯誤を続けるなかで厳しい状況を乗り越え、現
在に至っています。
（３）協働した活動
　平成 13年には、地元企業、地元、行政の三者が中
心となり、地域資源の再発見と将来構想についての
ワークショップを行い、『みんなで考え・みんなで守
ろう毛原の棚田』を掲げて、①棚田の農村景観の保
全、②美しい村づくり、③交流事業の発展、④地域
の生産事業の推進、という将来構想とマップを作成
し、牛歩の歩みではありますが、ゴールへ向けて活
動を続けています。
　これまでの 12年間の実行委員会を中心とした取組
みを通じて、区民の意識も大きく変化し、地域に誇
りが持てるようになり、これら一連の取組みのなか
で新規就農者（定住）２家族を迎えることができま
した。そして、嬉しい出来事としては、地元で栽培
した酒米の「五百万石」を使い醸造した純米吟醸生
酒「大

おおおに

鬼」は、ニューヨークでも好評で、日本名門
酒会の試飲会に出品しＰＲするなど海外への販路も
広がっています。
　平成 19年からは、地域づくりの任意団体「田舎暮
らし応援団」が実行委員会に参画し、毛原地区を拠
点に、きのこ栽培講習会、ログハウス講習会等を開
催し地域を元気づけています。
　また、京都モデルフォレスト協会の仲介によるモ
デルフォレスト運動では、市内工業団地の企業２社
が毛原地区と協定を結び、里山の整備、つつじの森
づくり活動を展開するなどの新たな動きも生まれて
います。
４  今後の展開
　現在、地元では著しい高齢化が進み労働力の確保
が困難になってきていることから、オーナーの確保
と自立促進や新規定住者、ボランティアの受け入れ
等が大きな課題となってきています。行政としても
地元の整備構想の実現に向けて、実行委員会を中心
とした活動を支援し、ＨＰ等による都市住民への情
報発信を行い、サポーター等の広がりを作っていき
たいと考えております。＜毛原ホームページ http://
www12.ocn.ne.jp/~tanada/kehara/index.html ＞
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国定公園内の棚田
京都府福知山市

＝棚田の農村景観を活かした活性化を＝
京都府福知山市長　松山　正治

１  福知山市の概要
　福知山市は京都府の北部に位置し、京都市からは
60km、大阪市からは 70km の距離にあり、国道 9
号をはじめとする多くの国道や舞鶴若狭自動車道、
JR 山陰本線・福知山線および北近畿タンゴ鉄道宮福
線などが通る北近畿の交通の要衝となっています。
　古くは時の武将「明智光秀」が築城した福知山城
を中心に栄えた城下町でありましたが、平成 18 年
1 月 1 日に福知山市と周辺の 3町が合併し、「北近
畿の都」を標榜する人口約 8万 3千人、市域面積約
552.57km2 の新市としてスタートしました。
　市の中心部では、平成８年度から「福知山駅付近
連続立体交差事業」などに着手し、鉄道の高架化に
併せた福知山駅周辺整備事業を進める一方、国定公
園等の恵まれた自然環境も活かしながら「北近畿の
都」づくりを目指しております。
２  毛原地区
　市の北部地域には国定公園に指定された「大江山
連峰」があり、小学唱歌に唄われた全国に名高い酒
呑童子の鬼退治伝説の舞台である「大江山」が聳え
ています。その裾野の山間部には多くの農山村集落
が点在していますが、その集落の一つ、戸数 13 戸、
人口 30 人、高齢者比率が 50％を超える小さな集落
が、「毛原地区」です。
　この集落には、標高 100 ～ 200 ｍにかけて等高線
状に広がる約 600 枚の棚田があり、この地域資源を
活かした元気なむらづくり活動を展開しております。
これらの活動が評価され、平成 11 年 7 月には「日
本の棚田百選」の認定を受けました。
　平成 19 年 8 月には、この大江山連峰等が全国で
56番目の国定公園「丹後天橋立大江山国定公園」の
指定を受け、この「毛原地区」もそのエリアに含ま
れております。
３  活性化の取り組みの経緯
　全国的に過疎高齢化の波が押し寄せるなか、平成
8年に合併前の大江町行政が、棚田の残る美しい農
村風景を活かした「将来構想」を策定し、「棚田農業
体験ツアー」や「棚田オーナー制度」など、都市農
村の交流事業による集落の活性化を提起したことが
始まりです。活動組織は実行委員会方式とし、「毛原
自治会」、「緑と伝説の大江塾」、「大江で地酒を造る会」
等の地元組織が参画し、持ち味を生かした取組みと
して平成 9年度からスタートしました。
（１）農業体験ツアー
　平成 9年に第 1回棚田農業体験ツアー（5月の手
植えによる田植えに始まり、9月の稲刈りまでの農
作業を体験してもらう）を開催して以来、12年を経
過し、親子連れの参加者を中心に毎回 100 ～ 120 人
が参加し、地元の一大イベントとなっています。
　また、併せてサツマイモの苗挿し・掘取り、餅つき、
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棚田はイノシシの楽園

愛媛県在住　井上　登

はじめに
　全国の棚田地域で、鳥獣害に困り果てている。私
の住む四国も例外ではない。地域にもよるが、カラ
ス・イノシシ・ハクビシン・シカ・サル・アナグマ
等が出没し、深刻な農業被害をもたらしている。なぜ、
こうなったのか。私たちの地域でもっとも身近な害
獣であるイノシシを例に考えてみたい。

イノシシ被害の様相
　イノシシは雑食性で、農作物や果実を直接食害す
るのはもちろんのこと、田畑にいるミミズや昆虫、
サワガニなどを狙って、農地を掘り起こし、時には、
棚田の石積を崩壊させることもある。
　トマト・スイカなどは、丁度食べ頃となったとこ
ろを狙って、人より一足先に食べてしまう。そのタ
イミングは絶妙である。イネは、穂をくわえてしご
き、おいしいところを食べた後、モミガラを吐き出す。
おまけに、田んぼを広く踏み荒らすなどのいたずら
をする。栗は地上に落下した実を上手に皮をむいて
食べるが、樹上にある実も食べる。“豚もおだてりゃ
木に登る” という流行語があったが、イノシシはお
だてなくても木に登るのではないか、と思わせるほ
どである。ちなみに、高さ５ｍの急斜面を助走なしで、
中間で１回足を掛けるだけで、軽々と跳び上がると
いう。我々の想像以上の能力を持っているのだ。

なぜ、イノシシが里へ現れるようになったか
　いつ頃からイノシシが里へ出てくるようになった
かについて、土地の古老によると、おおむね平成の
時代に入ってからという。そう古い話ではない。
　その理由については当地でも諸説があるが、「イ
ノシシがイノブタ化したため」という意見が最も多
い。特に、猟師にこの説を唱える人が多く、その根
拠として、人を恐れない・繁殖力が旺盛・毛色が違う、
など経験・観察に基づいた意見だけに説得力がある。

イノシシはイノブタになったのか
　イノシシに家畜ブタの遺伝子が導入され、イノブ
タ化しているかについて、2003 年度に（財）自然環

境研究センターが、野生鳥獣対策四国連絡協議会か
ら委託を受けて実施した DNA分析結果がある。それ
によると、四国４県で収集した約 200 検体のうち、
家畜ブタのDNAをもったものが 3検体認められてい
る。これらは、いずれも愛媛県の一部の地域に集中
しているので、その地域ではかなり高濃度のイノブ
タ化がある可能性もあるが、一方、それが広域的に
進んでいるとは考えにくく、イノシシの性格や生態
が変わるほどイノブタ化が進行しているとは思えな
い。

人間とイノシシの攻防
　人間もイノシシも、同じ自然の中で必死に生きて
いる。そしてお互いに自分たちの勢力を拡大しよう
としている。しかしながら、イノシシが人間の領分
である棚田に侵入してきたということは、人間の勢
力が後退したことにほかならない。
　イノシシにとっては、棚田という楽園を手に入れ
たわけで、豊かな食料を腹いっぱい食べ、たくさん
の子を産み、育てることができるようになった。遺
伝的には野生のイノシシのままでも、その生態がイ
ノブタと似てきたとしても不思議ではない。

終わりに
　それにしても、棚田（農業）とイノシシ（野生動
物）との共存、共生、あるいは棲み分けの道はある
のだろうか。私は、人間活動がより活発化しない限り、
イノシシ等の野生動物の攻撃は避けられないと考え
る。イノシシが山奥に退散するように、私は棚田地
域の復権を旗印に頑張りたい。

イノシシ除けのトタン板の囲い

会員通信
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まになっている棚田だった。崩れた石垣は富士山の
噴火で生まれた溶岩であろう。棚田に作られたキャ
ンプ場は施設らしい物は何もない。有るのは、すぐ
下を流れるどこまでも澄んだ富士山の湧き水を集め
て流れる芝川と、どこにでも有りそうな里山の自然
だけ。人工物の見えない川岸に立ち流れを見詰める
と、ありふれた自然が秘境のように思える。

　今私たちが守っていく必要があるのは、「あたり前
の自然」ではないだろうか。自然と先人の長い間の
協働が築き上げてきた普通の環境ではないだろうか。
際立ったものは何も無い。だが、何でも有る。
　エコツーリズム・グリーンツーリズムで表わされ
る新しい型の観光は、そこに住む人やあたり前の自
然を宝として、外から来た人とその豊かさを分け合
うことに意味を見出すのだろうと思う。
　自然学校の営みも、新しい観光も平和な世の中で
なければ実現できない。棚田を含む里地里山の豊か
さの再生に取り組む運動が、平和な社会の実現に繋
がっていくことを望みたい。

　「地元で役立つことをしたい、近所の人と繋がりた
い」という想いがスタッフの間に燻っていた。長年、
毎日目にする柚野山の、気になって仕方の無かった
竹林の整備を昨年から山の持ち主と始めた。食料生
産の現状を見詰め、田畑もしっかりやりたい。地元
の学校への「温暖化防止出前授業」も好評。世界に
目を向けながら、地に足をつけた活動にも力を注ぎ
たい。

富士山を仰ぐ幸せ

ホールアース自然学校　広瀬　麗子

　ここ富士山南麓の芝川町柚野地区に親子 3人で移
り住んだのは全くの偶然だった。
　500 坪の敷地に建つ民家は、広い土間と囲炉裏、
田の字の部屋。味噌・醤油部屋まである大きな家。
庭には小さな築山と池、竹林まであった。気候の温
暖な地、静岡の人々は外からの若者も温かく迎えて
くれた。
　すぐにチャボが加わり、広い庭に山羊、羊、ロバ、
ポニーと家畜たちが増えていき、「動物農場」の看板
を掲げた。

　インドで水牛と暮らしながら障害者の施設作りに
参加したり、シルクロードを旅した夫は、家畜たち
の役割を日本の子どもたちに伝えたいと、自然養鶏・
移動牧場・遊牧民キャンプと次々に新しい事業を展
開していった。名称も「ホールアース自然学校」と
改め、当然ながら仲間も増え、同じ柚野の広い土地
にスタッフで事務所を建て移転した。
　活動も学校団体の自然体験教室 ( 修学旅行の受入
全国 1位を何年も続けた )、人材育成等々対象者も子
どもから大人まで広がり、行政関係からの受託事業
も増えていった。

　現在の活動は実に多岐に渡る。代表広瀬の時代の
先を読む感性と、スタッフのやる気に支えられ、富
士山本校の他、沖縄 (2 校 )、新潟、岡山にも分校が
あり、互いに補い合って活動している。
　ホールアース自然学校には、㈱ホールアースと
NPOホールアース研究所が置かれ、㈱の方は主に学
校団体・一般団体の体験教室、主催プログラム、遊
牧民キャンプを始めとする各種キャンプ、農場部門
等を担当し、NPOは各省庁・地方自治体からの受託
事業、公共団体・企業からの助成金事業、CSR 活動
支援、エコツーリズム関係等々を担当と、大枠で分
けている。（※ CSR…企業の社会的責任）
　30名を越すスタッフは、㈱か (N) のどちらかに所
属はするものの、事業内容により㈱、(N)・本校、分
校の枠を越えてチームを組む。そこに本校の研修生、
環境省からのエコインストラクター生が加わり、柚
野山を背に富士山を望みながら、広く環境教育の実
現に日々奮闘している。

　富士山から直に吹き降りてきた風が向かいの青木
の山に当たり、軽く越えた所に広がるのが柚野の里
である。本校の展望デッキからは、なだらかな棚田
や集落の向こうに、さえ切るもののない凛とした富
士山を望むことができる。デッキの下には手作りの
家畜小屋、木立の中にはキャンプのテントを張る場
所がある。何年もかかって篠竹の原生林？を切り開
いて出てきたのは、戦後放置されたり、植林したま 富士山を仰ぐ幸せを

竹林整備

４
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長崎県内における棚田地域の
　　　　活性化に向けた取り組み
　～ 2008 年･全国棚田（千枚田）サミット
　　　　　　　　を飛躍の土台にして～

長崎県農林部農村整備課　豊里　和徳

１．取り組みの経緯（平成 11年度～平成 19年度）
　平成 11年 7月、「日本の棚田百選」に県内 6地区
が認定を受けました。
　当時の県内の「日本の棚田百選」認定地区おいては、
農村地域の活性化に対する地域間の温度差や推進方
法の模索を個々に行っている状況であったため、地
元の代表者より、県内の「日本の棚田百選」認定地
区関係者による県内組織を立ち上げたい旨の話があ
り、行政のみならず保全組合や集落組織の関係者に
よる交流と情報交換の場として、平成 14年度から長
崎県棚田保全代表者会議（県内棚田サミット）を開
催していくこととしました。
　会議は、県内の「日本の棚田百選」認定地区の持
ち回りとし、現在では、100 名を超える地元関係者
と行政関係者が集う会議となっております。
　また、この会議が始まった平成 14年頃から、保全
組合等の組織の設立が進み、現在では全ての地区に
おいて、地域活性化へ向けた都市住民との交流（火
祭りなど）や特産品等の販売、子供達を対象にした
生き物調査など、いずれかの活動に取り組んでいま
す。

２．飛躍の年（平成 20年度）
　平成 19 年度の第６回長崎県棚田保全代表者会議
では、現在は、「日本の棚田百選」認定地区のみの会
合となっているが、今後は県内全域にわたる大きな
ネットワークの構築が必要であり、ネットワークの
拡大による地域活性化への動きに弾みを付けたい意
向が地元関係者よりありました。そのため、県では、
長崎県棚田保全代表者会議を「日本の棚田百選」認
定地区以外へも窓口を広げることを念頭に、平成 20
年度、活発な地域活動が期待できる中山間地域の畑
作地区を「長崎県のだんだん畑十選」に認定してお
ります。
　「長崎県のだんだん畑十選」は、自らの地域の魅力
を再認識することで、地域に誇りを持つ動機付けと
なり、農地と集落の維持・保全活動を活発化させよ
うという考えで認定したものです。
　平成 20年度には、全国棚田（千枚田）サミットを

長崎市と雲仙市の共同開催で開催しております。
　大会テーマは、「みんなで語ろう、棚田の未来」とし、
農業者だけではなく、棚田にいろいろな立場で携わ
っている人々とともに棚田の未来について語り合お
うという思いが込められています。
　当日は、一般市民を含む 1,800 人（3 日間通算
2,800 人）の参加者とサミット史上初となる海外（韓
国）からの参加者も得て、全国の皆さんと棚田の未
来について語り合うことができました。

３．今後の展開（平成 21年度～）
　長崎県では、今後の棚田地域の活性化の推進方針
として、長崎県棚田保全代表者会議を引き続き核に
したいと考えており、県内の「日本の棚田百選」認
定地区に加え、「長崎県のだんだん畑十選」認定地区
についても代表者数名程度のご参加を頂きながら進
めていければと考えております。
　具体的な推進内容は、サミットの共同宣言を踏ま
え、下記の４項目を考えています。
　①大人だけではなく各地区の子供の交流を図るこ
とにより、食育や環境教育の推進を目指す。
　②一般市民に対し、棚田地域への理解を深める活
動を強化する。
　③保全組合等の立ち上げを引き続き推進していく
ことにより、維持保全活動や多様な販売戦略による
地域活性化へ向けた取り組みを強化する。
　④今後とも長崎県棚田保全代表者会議による情報
の共有化とネットワークの強化に努めると共に、他
地区と連携した取り組みの推進を目指す。
　これらの項目を、今後、各市町、各地区関係者の
ご理解を得ながら少しずつではありますが、前へ進
めていくことにより、今回のサミットを一過性のも
のとすることなく、長崎サミットが全国へ発信した
かったメッセージを意義あるものにすると考えてお
ります。

長崎市外海町大中尾棚田で行った火祭り風景
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日本の棚田百選紹介

　丸山千枚田は田が
　　　　1,000枚並んでいるのか？

TEM 研究所長　真島　俊一

　地図をみると、丸山は紀伊半島の中ほど東側の海

岸近くに位置する。海岸近くといっても、丸山は熊

野川の支流、北山川沿いにある山深い村で、千枚田

はここにあった。千枚田というので、水田が 1,000

枚ほど並ぶ村かと思い、行って見ると、そうではなく、

大小とりまぜ 2,483 枚の田が存在していた。

　もっとも、田が2,483枚という数は、明治31（1898）

年の耕地図による枚数だ。平成 12(2000) 年現在

は 1,370 枚を耕作していたという。この枚数は平成

5(1993) 年頃から村起こしによって復田した 850 枚

を加えた数というから、それ以前は 520 枚に減少し

ていたことになる。

　つまり棚田の数は、明治 31 年に 2,483 枚→平

成の初めに 520 枚→平成 12 年に 850 枚復田して

1,370 枚と、時代により大きく変動したのである。

明治期は日本の人口は膨張期にあったので、米は大

きな需要があり、全国で田が拡張され、丸山でも収

量を求め、水のある限り、沢山の棚田が拓かれたの

である。

　棚田は高低差があり、労働条件が悪く、日陰の田、

地味の悪い、収量の上がらぬ田もある。平成初期の

520 枚という極端な減少は、お金にならず、手間の

かかる田から放棄されていったことを示すが、これ

は丸山の人口が減少し、高齢化していった事情をも

示している。

　日本の人口も減少に転じた現代は減反の時代であ

り、収量より ｢うまくて安い米 ｣が好まれる時代で

ある。棚田は美しい景観を見せる場所でもあるが、

時代ごとの食料事情を第一番目に反映するところで

もあった。

　…といったことを思い浮かべながら、丸山千枚田

を下の方から上に向かって歩いていくと、畳半分ほ

どの田や、水通し田といって、水路のように下にあ

る数枚の田へ水を配る田もある。大半の田への給水

は、田から田へ畦を越すように水を落とす ｢ 畦越 ｣

で配水しているが、棚田の群を見ると、水路で給水

している場合もある。この多様な配水方式は、時代

ごとに長い時間をかけ導入された利水技術であるが、

水路で棚田群に水を補給し始めたのは、どうやら江

戸時代に入ってのことらしい。

　小さな水路が丸山千枚田を支えていることが分か

ると、水路をたどって、水源の方へ登ってみたくな

った。ところが歩いてみると、水路は一本ではなく、

分岐したり、合流したり、しかも千枚田全体では、

幹線だけでも 20余本にも渡って配水されていた。し

かも水源は６種類あり、数えてみると 61カ所から取

水され、丸山千枚田全体を支えていた。6種類の水

源と水路本数は次の通りで、（　）内はその数である。

井堰（4）、小堰（32）、横井戸（4）、滲み出し井水（4）、

涌き井戸（10）溜池（7）、これで 61 カ所となる。

だいたいの割合でいえば、丸山千枚田の中腹にある

もの 1/3、上部にあるもの 1/3、丸山川や沢から堰

により取水するもの 1/3 という割合となっている。

　大量の水を導く井堰と水路の組み合わせによる技

術が導入されたのは、江戸時代初期のことらしいの

で、それ以前は、沢や中腹にある小さな涌井戸から、

こまめに取水して棚田を作っていたらしく、中世の

丸山千枚田は今ある千枚田の下半分以下の所にしか

なく、つまり石敷という大岩の下側のみとなる棚田

構成だったようである。

　400 余年以前から、こつこつと千枚田を拓いた丸

山の人々の伝統的な文化力、「一滴の水でも棚田に取

り込む」という村人の思いが、丸山千枚田の文化的

景観には潜んでいるのである。

三重県熊野市紀和町の丸山千枚田
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耕作放棄地の再生・利用に向けて
農林水産省農村振興局農地資源課専門官

　瀧川　拓哉

１．はじめに
　農地は、農業生産にとって最も基礎的な資源であ
り、国民への食料の安定供給にとって重要な基盤で
あることから、それらが最大限に利用される必要が
あります。しかし、農林業センサスにおいて「過去
１年以上作物を栽培せず、しかも、この数年の間に
再び耕作するはっきりした考えのない土地」と定義
される耕作放棄地の面積は、1985 年から 05 年の
20年間で 13.5 万 ha から 38.6 万 ha へと約３倍に増
加しており、我が国食料供給力確保の支障となって
いるほか、農業の多面的機能の低下はもとより、病
虫害・鳥獣被害の発生、農地利用集積の阻害、さら
には、廃棄物の不法投棄や犯罪の発生、景観の悪化
等の原因ともなっており、これを解消していくこと
は、国、地方公共団体共通の政策課題となっています。
２．耕作放棄地対策研究会中間取りまとめ
　耕作放棄地の再生・利用の取組をより一層推進す
る観点から、農地の確保と有効利用のための制度・
実態両面の検討事項のうち、耕作放棄地を誰が利用
し何に活用するか、その際の課題は何か、解消の取
組に係る有効な仕掛け方は如何なるものか等につい
て、農林水産省農村振興局では、08年夏、学識経験
者等からなる「耕作放棄地対策研究会」を設置し議
論を重ねてきました。
　当研究会は、農地利用調整や導入作物の選定、販
路の確保、土地条件の整備といった課題について、
多様な主体の参画・協働による合意形成の下で総合
的に対応していくべきとの認識に基づき、
① 再生に必要な調査、所有者と耕作者との間の調整、

関係者の役割分担や負担調整等の合意形成活動
② 耕作放棄地を営農可能な状態に回復するための活
動
③ 導入作物の選定、販路確保の活動
④ 再生した農地での営農のための資機材に係る初期
投資や導入作物の絞り込み・適性確認等、営農の定
着のための活動
⑤ その他必要に応じて実施する用排水施設、鳥獣被
害防止施設、加工施設・直売所、牧柵、市民農園・
教育ファーム等の整備
について、総合的・包括的なメニューから必要に応
じて自由に選択し機動的に実施し得る支援策を、
⑥ 食料自給率の向上に資する米粉・飼料用米や麦、
大豆等の生産拡大に対する支援
⑦ 農地の所有者からの委任・代理等の方式による面
的集積、受け手が確保されるまでの一定期間の農地
の保全管理等に対する支援
とともに、総合的な政策として推進することを検討
する必要がある、との中間取りまとめを行いました。
３．平成 21 年度予算政府案における耕作放
棄地対策の概要
　平成 21年度予算においては、耕作放棄地対策研究
会中間取りまとめで掲げられた事項を具体化するた
め、「耕作放棄地再生利用緊急対策交付金」や「水田
等有効活用促進交付金」、「農地確保・利用支援事業」
等が盛り込まれており、それぞれの概要は下表のと
おりとなっています。
４．おわりに
　これらの各種施策の推進に当たっては、国と地方
公共団体、農業団体等が密接に連携し、また、各種
関連施策を有効に組合せ、さらには、農地制度や農
地税制の見直しを含む「農地改革プラン」に即して、
農地の確保と有効利用を徹底していくことが重要で
す。
　耕作放棄地の再生・利用を通じた我が国食料供給
力の向上や農村の振興等を図るため、本誌読者各位
の積極的な御協力をお願いします。
http://www.maff.go.jp/j/an

官庁ニュース
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編集後記：だいぶ春めいて参りました。今回も各地
での様々な活動の様子を写真と一緒に寄せて頂きま
した。みな身近にある原風景です。
「今守ってゆくのは当たり前の自然ではないか？」
とホールアースの広瀬さんは訴えかけています。強
く心に残った言葉でした。　　　　　　　　　( Ｔ )

山崎農業研究所編・発行

「自給再考 ｣―グローバリゼーションの次は何か―
農山漁村文化研究所 ( 本体 1500 円＋税 )

元東京農工大学大学院生　芳士戸　優二

　「今日もお疲れ様！」と仕事帰りに駅の売店で購
入するビールは昨年の値上げで、発泡酒に変わった。
私のささやかな至福の瞬間に、国際的な食料価格高
騰の波が突然やってきた。
　この世界的な穀物価格や原油価格の高騰による食
料品の値上げラッシュは、私たちの暮らし方を変え
たといわれる。たとえば、2008 年の外食産業の売上
げは、ほぼすべての企業で前年割れをしており、「外
食」志向から「内食」志向へと食生活が変化してき
ている。
　このような出来事が起こるたび、日本の食料自給
率は話題になる。しかし、意外に知られていないのは、
現在の日本の食料自給率 39％を支えているのは “誰
か” ということ。実に、日本の人口のたった 3％（333
万人）の人たちによって、残り 97％の人たちの食料
をまかなっているという事実を、この本の著者の一
人、結城登美男氏は指摘する。しかも、その大半が
高齢の農家だったり、漁師だったりするのだ。
　私も学生時代、新潟や長野、千葉などの棚田地域
を歩いたことがあるが、お会いしたほとんどの方が
60代以上。その人たちが一生懸命田畑で作業してい
る姿を見て、普段何気なく食べていることの有難さ
を感じたものだ。そしてまた、日本の食料自給率を
上げることは、そう簡単なものではないことを知る。
　この本の中では、世界の食糧事情から日本の農村
の多様な地産地消活動の広がりまで多岐にわたり、
10 人の著者がそれぞれの「自給論」を書いている。
少々難しい話題もあるが、農村の自給自足の暮らし
方や農産物直売所といった地域自給活動について、
著者の実体験にもとづいた話はとても身近に感じ、
私は好きだ。
　私には、農家になる勇気も才能もないが、直接産
地に行って、地域の人たちと語らいながら、日本の
「食」を考えたい。これも自ら現地調達するという意
味で「自給」だろうか。
　幸い、日本には農産物直売所が全国に一万か所以
上あるそうだ。最近ガソリン代も安くなってきたこ
とだし、「ぶらり直売所の旅」でもしてみたい。
目次
　世界の「食料危機」　西川　潤
　貿易の論理 自給の論理　関　曠野
　ポスト石油時代の食料自給を考える　吉田　太郎
　自然と結びあう農業を社会の基礎に取り戻したい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　中島　紀一
　「自給」は原理主義でありたい　宇根　豊
　自給する家族・農家・村は問う　結城登美雄
　自創自給の山里から　東田　和則
　ライフスタイルとしての自給　塩見　直紀
　食べ方が変われば時給も変わる　山本　和子
　輪（循環）の再生と和（信頼）の回復　小泉　浩郎

書籍紹介 事務局ニュース
第19回現地見学会・研究会ご案内
佐賀県唐津市相知町「蕨野の棚田」

　今回訪れる棚田は、昨年 7月、棚田としては初め
て、「重要文化的景観」に選定された「蕨野の棚田」
です。1050 枚の棚田が拡がり、日本一の高さと言わ
れる 8.5mの石積みも見ることができます。
　また、蕨野棚田の保全活動を実践されている、佐
賀大学地域貢献推進室室長、五十嵐勉先生のコーデ
ィネートによる研究会を同時開催いたします。

　日　程）2009 年 3月 28日 ( 土 )、29 日 ( 日 )
　場　所）佐賀県唐津市相知町「蕨野の棚田」
　集　合）JR 博多駅　11:00（相知まで貸切バス）
　解　散）JR 博多駅　16:40（相知より貸切バス）
　宿　泊）佐里温泉 登栄荘
　　　　　唐津市相知町佐里　電話 0955-62-3218
　費　用）16,000 円（宿泊費 ､懇親会費 ､移動費他）
　定　員）30名

　◆研究会　日時）3月 28日 ( 土 ) 13:30 ～
　　　　　　会場）相知交流文化センター
　　　　　　　　　　　　　　　　0955-62-3111
　◆懇親会　登栄荘
　◆見学会　日時）3月 29日 ( 日 ) 8:30 ～ 14:30

☆
棚田学会誌 10号の原稿を募集しています。
投稿は、論文、事例研究、報告とし、原稿枚数は概
ね次のとおりとします。
　①論　　文　40( 字 ) × 20( 行 ) × 20( 枚 )( 図表を含む )
　②事例研究　40( 字 ) × 20( 行 ) × 10( 枚 )( 図表を含む )
　③報　　告　40( 字 ) × 20( 行 ) ×  ３( 枚 ) 以内
〆切は 4月 15日（論文は 3月 15日）です。
詳しくは投稿規定をご覧下さい。

☆
2009 年度棚田学会大会について

棚田学会は今年創立 10周年を迎えます。創立 10周
年記念事業として大会及び大会シンポジウムを企画
します。日程及び会場は次の通りです。
　日　時：2009 年 7月 18日（土）
　会　場：三越劇場（東京日本橋三越本店 6階）


