
棚田学会通信

第54号　日次

特集　棚田を支える技術（1）・・・

日本の棚田百選紹介・・・・・・・・

事務局ニュース・・・・・・・・・・

「石積の足場工法」（三重県熊野市紀和町）

長い石が等間隔で石積みから飛び出している足場工法は、

除草など高い石積みの管理用の足場として作られている。

（提供：岡島賢治）

「坂折棚田の空石積みの作業の様子」（提供：金子玲大）

特集　棚田を支える技術（Ⅰ）

「長谷の棚田にみられるガマ」（提供：市川秀之） 「秋田の様子」（新潟県十日町市星峠地区）

稲刈りが終わるとすぐに代掻きが行われる。

（提供：栗田英治）

様々な視点から棚田に光を当てていく棚田学会通信の特集、今号からの3号は「棚田を支える技術」にスポットを当ててみた。 

まず最初の本号では、石積みや潅漑・水利用に関わる技術など、棚田にとっては不可欠かつ、これまで棚田を支えてきた技術 

に着目してみた。「用の美」という言葉があるが、総論をお願いした岡島賢治氏が最後に挙げられた「棚田を支える最大の技術」 

に強く共感を覚えた次第である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（棚田学会編集委員会） 



2　　　　　　　　　　　　　　　　棚田学会通信

石積や潅漑など棚田の技術 

三重大学大学院生物資源学研究科　岡島賢治 

棚田とは、傾斜地に段々状にある水田のことですが、

傾斜地に水田があるのは地形や地質的にみるととても

不思議なことです。棚田に利用されることの多い傾斜

地は、地すべり地域や小規模な扇状地などです。さら

に、棚田を作るために、元の傾斜地を切り崩し、切り

崩した土を盛って段々の平らな土地を作っています。

このような傾斜地の土壌は、地すべりや洪水などで一

度揉まれており、大変水を通しやすい土になっていま

す。特に、石積棚田の地域は、棚田を作るときの斜面

の切り崩しのときに大小さまざまな石や岩が出てくる

ので石積棚田となっているのですから、棚田の下の心

土は砂利のように水を良く通します。これらを考えて、

改めて棚田をみますとどうして水がたまっているのか

不思議になります。水が溜まりにくい地域で水田を作

るためにはそのための技術が必要です。棚田では、稲

が育つ耕作土の下に鋤床や教士と言われる水を通しに

くい士を固く締め固めた層を作って水がその下に浸透

していくのを防いでいます。このようにしてできる水

はけの良い水田を乾田といいます。

水稲はもともと生育過程で水が必要となりますの

で、谷戸の谷底や低平地の湿地など水はけの悪い土地

で生育していました。そのような水はけの悪い土地を

開墾して作られたのが湿田です。湿田では鋤床は必要

ないくらい水は溜まりますが、逆に踏み込めば足が抜

けなくなるようなところもあり、田下駄や田舟といっ

た道具で人や荷物が沈まないようにする必要がありま

した。一方、棚田は乾田であり鋤床がしっかりしてい

るため、人や荷物が沈むことはまずありません。むし

ろ人間より足が沈みやすい牛や馬を使っての牛桝や馬

桝なども可能でした。さらに、棚田は水はけがよいた

めに秋冬期に畑として裏作を行うこともできました。

このような乾田を作る技術は、土地改良により排水路

が整備される現代に至るまで棚田のみで行われてお

り、棚田は比較的生産性の高い農地であったといえま

す。もちろん、斜面に段々を作り鋤床で水をためた棚

田は、地形や地質的に無理をして作られていますので、

土を盛って作った部分が沈んだり、鋤床の下の土が浸

透する水とともに流されて鋤床が抜けることもありま

す。棚田では、このような問題をしっかりと管理する

技術も必要となります。

棚田は水はけのよい斜面に作られているため、乾田

としてのメリットを受けてきましたが、同時に水を確

保する技術も求められてきました。中山間の水源には

沢の水が利用されることが多く、棚田に水を運ぶため

に数キロにもおよぷ水路を山間部に作る必要がありま

す。しかし、沢の水は大きく季節変動することもあり

ます（写真1）。

写真1渓流取水の堰（高知県高岡郡津野町）

季節変動の大きな沢の水を効率よく取水できるように

自然の落差の上流側の流れが少し緩やかになるところ

に作られています。

このような不安定な水源に頼る地域、特に砂利のよ

うな心土を持つ石積棚田地域では、一度地下に浸透し

た水を集める工夫もあります。棚田を作るときにもと

の斜面の上に排水を促す敷石を敷き、その地下の水が

集まるところに石でトンネルを作り、地下の水を集水

できるようにしながら土を盛っていきます。右横暗渠

です（写真2）。

写真2　石積暗渠の内部（熊本県西区松尾町）

棚田の田面の下にある石積暗渠では、内部にもしっか

りとした石組みが組まれており棚田造成と同時に作ら

れたことが分かります。

出来上がった石積の表面には門型の水の出口があ

り、ここから出てくる上の段の浸透水を次の段の用水

として利用します。この石積暗渠は上の段の浸透水を

集めるだけでなく、小規模な湧水が湧き出る斜面の上

に棚田を作る場合も、湧水を次の段に導くために石積
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暗渠が作られることもあります。

石積棚田を支える石積の技術も棚田の重要な技術の
一つです。石積の技術は難しそうな技術に思えますが、

一般の人の持つ美意識もその技術を見抜くのに大きく

役立ちます。石積を見たとき、どんな人でもいい石積

だなあと感じる石積があります。その感覚は石積みの

技術を評価するうえで正しいことが多いです。人は構

造物を見るとき、安定したものを見ると安心する傾向

があります。一般に石積ですと、下の部分の石が大き

く、上になるにつれて徐々に小さくなるような石積が

構造的に安定しています。石積を見たときにも、この

ような構造的に安定している石積をみると、人は無意

識に美しいと感じてしまうようです（写真3）。石積の

技術を良く知らなくても「美しい石積は、良い石積」と、

自分の感覚を信じてください。

写真3　良い石積の例（三重県熊野市紀和町）

石積の下の部分の石が大きく、上になるにつれて徐々

に小さくなるような石積で、安定感を感じることがで

きます。

とはいうものの、棚田の石積で玄人の石工さんが見

て唸るような石積はめったにありません。その土地に

ある限られた石を素人の農家が作った石積が多いため

です。石積に使われる石は、もちろん強い方が好まれ

ます。強い石積のためには、強い石材が必要だからで

す。石積に適した強い石材には、花崗岩、安山岩、凝

灰岩、石灰岩、砂岩などがあります。しかし、実際の

棚田の石積の石材は、棚田地域で産出する石材を使っ

ているためもっと多様で、石積に好ましくない石材を

使用している地域もあります。硬いけれど思ったよう

に割れにくいチャート、シート状に割れる片岩、風化

して崩れやすい礫岩を使っている地域もあります（写

真4）。また、素人積みのために石積の技術書では技術

的に好ましくない石積も数多く見ることができます。

しかし、このような石積も、その多くが壊れることも

なく棚田の法面としての機能を果たしています。2m

程度の高さの石積であれば、石材や石の積み方が多少

悪くても数年くらいは壊れることもありません。棚田

の石積には城郭の石積のように400年保つ石積はあま

りないかもしれませんが、壊れたらその都度修復する

ことを繰り返すことで棚田の石積の技術が伝承されて

いったのだと思います。

写真4　石積に用いられる緑色片岩（和歌山県有田川町）

片理によって板状に割れやすい緑色片岩が用いられる

と、本で石積を作っているような法面になります。

日本民芸を再評価した柳宗悦は、日本人には特別な眼

があると言っています。それは、「平易」から出てくる

美を感じることのできる眼です。柳は言います「坦々と

した波瀾のないもの、企みのないもの、邪気のないもの、

素直なもの、自然なもの、無心なもの、香らないもの、

誇らないもの、それが美しくなくしてなんであろうか」

と。棚田も、その多くは無名の農家が作り上げたもので

す。そして、どの棚田も、傾斜地を切り拓き人の手によっ

て一段一段作られてきました。それは、昔作られた棚田

も、最近作られた棚田も同じです。そして、不安定な水

源から何キロにもおよぶ用水路で水を引いて、地下へ浸

透した水まで集水して水を確保しています。石積棚田は

重い石をだれかが触りながら一つ一つ、積み上げていっ

て作られたのです。その地域で生きるために、持てる技

術を集めて無心につくられて、その機能を立派に果たし

ている棚田には、間違いなく「美しさ」があるはずです。

私は、この「美しさ」を感じる眼こそが、棚田を支える

最大の技術と思っています。しかし、棚田の「美しさ」

を感じるには、気づきが必要です。今回の特集で棚田を

支えている多くの技術の一端を知ることができるでしょ

う。そして、その知識は気づきとなって、さらにたくさ

ん棚田を見ることで、少しずつ身となり、より棚田の「美

しさ」を感じる眼が養われるようになると思います。そ

して、技術には伝承が必要です。今度は棚田の「美しさ」

を感じる眼を広く周りに伝え、皆さまが棚田を支える技

術の伝承者となることを願っております。
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坂折棚田　右横塾の歩み 

中野方・石積名人　柘植功 

岐阜県恵那市の坂折棚田で石積塾が始まってから

10年以上になりました。

最初、石積に興味を持ち体験したいと云う人が募集

をしたら30人以上ありましたので、石屋さんを私の

従兄の鷺見君と年下の伊戸君が頼まれ、3人で指導に

当たることになり、石積の崩れかかったところを3ヶ

所ずつ、2日間で積み直す計画で数年は順調に進みま

したが、石屋は高齢の為、今では私一人になり、参加

者も少しずつ減少しています。

第1回の時は私が塾長に選ばれたので石積について

いろいろと説明しましたが、石積は専門用語も多く、

中々理解してもらえないと解り、2年目には坂折棚田

屋敷の横に、長さ10m、幅2m余で、前面を谷積、裏

を横積の練習コーナーを作り、2～3段積んで、中の

乗石か砕石を詰め、まず谷積を私が積んで見せ、下の

石の谷の幅と角度、長さに合う石を早く見付けて持た

せて積むことだと教え、左右の丁張から糸を下の石か

ら30cm程上に持ち上げ、平らな飼石を入れる。

写真1練習場の石積み

飼板が高ければ下に叩いて下げ、低ければ薄い飼板

を二重に入れる。コーナーが10mあるので、3組に

分かれて練習をする。乎積は「横積」とか「レンガ積」

とも云われ、石の性質から縦に割れにくく横には平ら

に簡単にわれ、下の石の継目の上に同じ厚さの石を据

えて行き、左右どちらからでも積めるので覚えるのに

早い。練習が終ったら作業現場へ向かうが、床堀は前

日に準備する。

昔は人力だったので大変手間がかかり、骨が折れた

が、今は重機やミニバックホーがあるので仕事が速い。

田面より少し下げると水が差す場合もあり、型を入れ

てコンクリートを打った方法もあるが、持込み手間が

かかるので、ここでは苗の様に松丸太を使用する。松

は油気が多く、土や水の中では腐らないので、山から

直径10cm～15cmで、田んぼがカーブしているなら

少し曲がったものを切り出して入れる。根石は苦なら

金棒やてこでずらして問取ったが、今は重機なので、

ワイヤーで吊るので簡単で、ガッとした根石になり、

石積も安定する。丁張ほくろの石積に合わせるので2

分勾配になるが、上部の取付けはくい違うことが多い。

下から2～3段で私が目を揃え、みんなで積める様に

なる。上部の石積は、大きめの谷は長日と短日の石で

日を割り、段々と小さな石を使って積み上げてゆき、

天端は横長い大きな石を並べるか、丸い石か五角形の

石で落し込み、そのまま持たせて積む「もたせ天端」、

または停めの芝を踏み付けて畦を仕上げる。内側の砕

石やガラは、積石と同じ厚みか多めに入れ、石の間は

細かなものを良く詰める。天端の後のガラは、少し低

めに入れ、土をしっかり均すと完成だ。

写真2　石積塾の作業

あれは何回目の石積塾だったか、名古屋から女子大

生が参加して、九州出身という体格の良い一人が、男

より先に大きな石をどんどん運び、みんなを驚かせた

が、夜の交流会でも話題になり、大きな石を動かすこ

とが自慢の私と腕相撲を取ることになり、80代で酒も

かなり飲んでいたが、どうにか勝って楽しい思い出に

なった。また5回目ぐらいの頃、大型車1台分の石を

もらい、棚田屋敷の西側の土手を掘り、床堀をして、

高さ5m、横幅6mに、鷲見君と二人で石積のいろい

ろな種類が解る様、右に横積、左に布積、高さ3mで

天端を上から落し込み、もたれ天端など積み分け、上

部は奥に少しさがって苗の積方、乱積、平穏、八つ巻等、

それぞれに名札を付けて塾の練習後に説明出来る様

作ってみた。

私の故郷は全部棚田で、それが圃場整備でアッと云

う間に石は埋められ土羽に変わってしまいました。幸
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い200年程昔、村一番の大地主、酒造家だった柘植家

が石積のプロ集団・黒鍬に造らせ、棚田が日本棚田（千

枚田）百選に選ばれて残り、それを守る手伝いに参加

できたのは、石積の好きな私にとって最高の仕合せで

した。

写真3　石積みの完成

空石積みの継承に向けた取り組み 

石積み学校　金子玲大 

棚田や段畑などの農地の石積みは、あまり整形して

いない野面石を用いて、規則性のない乱積みと呼ばれ

る方法でつくられてきました。また、モルタルなどの

接着剤を使わない空石積みという方法で積み上げてい

ます。その技術は専門的なものではなく生活の一部と

して多くの人が扱えるものでした。しかしコンクリー

トブロックが普及するにつれ石積みの技術が生活する

人の手から離れ、衰退していきます。

空石積みの擁壁の価値は合理的なところにあります。

まず費用が安いことです。材料となる石はほとんどが近

くで採れた石です。また、人の手で持ち上げられる石な

ら大型の重機を使わなくても積むことができます。そし

て崩れたとしても崩れた石をそのまま使えます。規模に

もよりますが、石積みを修復するか新たに積む場合、コ

ンクリートの擁壁と比べて安価に施工できるケースがか

なり多いと思います。

次に石積みは構造的に十分な強度を持っているとい

うことです。石工さんの間では、「一ぐり、二いし、三

に積み」と言う言葉が伝わっていたそうです。つまり、

石積みの要にぐり石と呼ばれる小さな石をしっかり入

れておけば、積む技術が少々ったなくても構造物とし

て耐久性のある擁壁ができるということです。十分な

強度があることは数百年前に積まれた石積みが多く

残っていることからも明らかです。

また、空石積みは持続可能性という観点からも大き

な価値を持っています。多くは近くにある自然の材料

をそのまま使っているため、二酸化炭素の排出量が少

なく、身近に扱える技術なので地域の外の人や会社に

頼らなくても維持管理することが十分に可能です。

空石積みはコンクリートブロックの普及とともに古

い技術とみなされてきましたが、今では一周回って新

たな価値を含む技術となってきています。しかし技術

を持っている方のほとんどが高齢であることから技術

を継承しながら使っていくことが難しくなっています。

そこで石積み学校では、石積みの技術を教えながら

農地の石積みを実際に修復する学校を開催していま

す。今までに徳島県を中心に約30回学校を開催し、

多くの方に参加していただきました。参加者の方は自

分の家の農地の石積みを修復したい60代以上の方や

中山間地域に興味のある学生に加え、最近では造園業

や大工、建築家の方など仕事で石積みを扱う方も多く

なっています。

写真1空石積みの完成

運営に際し、石積みの活動を広げるために柔軟な開

催形式を心がけています。修復の要望がある場所や修

復できなくて困っている場所に行き、参加者を募って

修復するためどこでも開催することができます。また、

基本的には参加者の参加費で運営費を賄っているた

め、補助金に頼ることなく持続的に活動することがで

きます。最近では高校や大学からお声がけいただくこ

ともあり、石積みの価値を学び、石を積みながら実際

の技術を学ぶことができる学びの場として活動を広げ

ています。今後も様々な方とともに石積みの活動を広

げていければと思います。

「石積み学校」URL：

https：／／www．facebook．com／ishizumischool／
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棚田にみられる横穴 

滋賀県立大学人間文化学部　市川秀之 

旅に生きた民俗学者宮本常一は、『私の日本地図』9

巻（同友館1971年、その後未来社から2008年に復刊）

において故郷の周防大島・久賀町の棚田に見られる「横

穴」について以下のように述べている。「私はこの棚田

と棚田の石垣についている横穴を見てすぐ横穴古墳を

連想した。古いと思われる穴ほど古墳の羨道の入口に

似ているのである。しかもこの横穴は、二〇段ぐらい

の田の底をくぐっているものがあるという」。そして横

穴の機能については「このようにしておけば漏水ある

いは湧水したものを下の田に導くことができ、また秋

になれば水をおとしてしまって乾田にすることもでき

る」と、それが取水と排水を兼ねたものであることを

述べている。宮本は数枚の写真を載せているが、それ

は確かに開口した横穴式古墳を思わせるものである。

宮本が横穴と呼んだものは、地元ではスイドゥと呼称

され、久賀の棚田の多くがミカン畑となった現在でも

数か所に残されている。宮本は鳥越憲三郎の大阪能勢

地方のガマ、橋本鉄男の琵琶湖西岸地方のショウズヌ

キの研究についても触れているが、ここではこれら棚

田にみられる横穴とその現状について考えてみること

としたい。

宮本が紹介した鳥越の研究は『摂津西能勢のガマの

研究』（大阪府教育委員会、1958年）、橋本のものは「比

良山系東麓のショウズヌキについて」（『滋賀民俗学会

紀要』3、1965年）であるが、ともにその後小堀巌編『マ

ンボー日本のカナートー』（三重県郷土資料刊行会、

1988年）に収録されている。鳥越がガマを調査した長

谷の棚田は日本の棚田百選の一つで田植えシーズンに

は多くの人がこの地を訪れる。鳥越は上井久義、水野

正好、棚橋利光の三人の教え子とガマの調査を行って

いるが、ことに水野が作成したガマの平断面図は貴重

である。ガマは上の田の落とし口から水を入れ、下の

田のガマロから水を出す構造を持つが、鳥越は「必要

な水を田に送り、不必要な時はこの落し口から水を排

かす」と取水・排水の両機能を兼ねたものであること

を述べている。またガマを持つ水田はいずれも文禄3

年の検地帳に記載されていることも指摘している。鳥

越は谷川が流れていた土地に盛土して水田とした時に、

谷川に沿うようにガマが構築されたとする。ただ長谷

の棚田の構築方法については、その後の発掘調査など

でも確認されておらず再検討の余地がある。

写真1能勢町長谷の棚田

1984年の調査では長谷には217か所のガマがあっ

たが、低い部分については90年代に圃場整備が行わ

れて消滅し谷部分にのみ残されている。ただ残された

棚田も耕作放棄が目立ち、ガマも内部に塩ビのパイプ

が敷設されたり使用されていないものがみられる。

輯那翻瑚甥劇軌欄間　司撃
こ　　　　　；　　　　J　　　　　】■
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図1長谷の棚田の平断面図

（『摂津西能勢のガマの研究』P6所掲）

橋本が調査した湖西のショウズヌキは棚田のキシの

部分に開けられた横穴で、現在の高島市鵜川から大津市

木戸にみられた。橋本はこのショウズヌキを、湧水を下

の田や水路に排水するためのものとしている。また㌣ヨ

ウズヌキを、その田の余水を排水するためのものと、上

の田に連続するものに分けている。橋本はショウズヌキ

の冬期における補修を見学し、ショウズヌキの構築過程

を、①作士を掘る②床土を掘る③手溝を掘る④手満の両

側にガライシ（側石）を組む⑤手溝の天にコツバイシを

並べ蓋をする。⑥その上に管や杉皮を敷く⑦床土を戻し

掛矢でたたいて固め、雨を待って水締めをする⑧作土を

戻す、のように復元している。かつてヤマダと呼ばれた

湖西の棚田は、橋本の調査以後、湖西線やバイパスの建

設、圃場整備事業などによってほぼ消滅し、現在は大津

市北小松の一部に残るだけである。ショウズヌキも北小

松で残存を確認することができる。
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能勢のガマと湖西のショウズヌキに共通するのは排水

を主たる機能とする点である。両地とも非常に湧水が豊

かで、排水しないと地表に新たなミズミチができ水田の
一部が陥没するためであろう。鳥越や宮本は水田開発時

の横穴の設置を想定するが、農民が横穴の補修を続けて

きたことを考えると、水田を耕作していく中で設置され

た可能性もあろう。また能勢、湖西ともに石の産地であ

り、石を加工したり石垣を積む職人がいたことも重要で

ある。橋本は棚田の造成と黒鍬や鉱山労働者との関係を

述べている。

久賀や湖西の棚田はすでに変容し、横穴も大半は消

滅するか利用されなくなっている。能勢の棚田はいま

だ健在だが利用されていないガマが目立つ。棚田に伴

う水利施設への関心を高め、その調査を進めるととも

に典型的なものについては保存を図る必要があると感

じている。

棚田における水利用の知恵 

農研機構　農画工学研究部門　東田英治 

山地などの傾斜地に立地する水田である棚田は、河

川などからの取水が可能な平地に立地する水田と比較

して、水利用面で多くの苦労が存在してきた。棚田の

水利を象徴する言葉に、用水を降水のみに依存する「天

水田（※全国の棚田地域の水利状況を明らかにした調

査では、水源を有さず降水のみに依存する棚田は実際

にはほとんど存在しない）」という言葉があることか

らも、その苦労が伺える。同時に、棚田では、水を得

るために様々な知恵（技術）が存在してきた。

例えば、全国でも有数の豪雪地帯である新潟県頚城

地方では、秋、稲刈りが終わった直後に田を耕し、代

掻きをおこなう「秋代掻き」あるいは「秋田」と呼ば

れる技術が存在する（写真）。春先の豊富な雪解け水を、

最も用水が必要な田植え時に有効に使うための技術で

あり、長く雪の残る田においても、雪解け後すぐに田

植えをおこなうための知恵でもある。当該地域で撮影

された棚田の写真には、一面の雪景色の中に水が張ら

れた棚田が浮かび上がるかのような幻想的な写真が多

く見られるが、これも融雪水を有効に使うための知恵

が生み出した副産物と言えるかも知れない。

いくら豊富であっても、雪解けの水だけで全ての用

水がまかなえる訳ではない。現地を歩くと、その他に

も様々な水利用のための工夫を目にすることができ

る。棚田の中に点在する小さなため池もその⊥っであ

る。雨水や湧水・沢水を有効に使いつつも、不足する

水はため池で補う。かつては、先達が尾根を一つ越え

るような長い水路を築き、取水していたという話も聞

くが、近年では、ゴムホースを用いて、比較的自由自

在に水をやりくりしている様子をうかがうことができ

る。なかには、谷川を越えて、対岸まで水をひいてい

る例もある（写真1）。

写真1谷川を越えて水をひく

図1は、新潟県十日町市の川沿いの棚田をドローン

で空撮し、三次元化技術を用いて、田一筆ごとの細か

な標高を示したものである。

図1棚田の一筆ごとの標高と取水の流れ

赤色の矢印は、それぞれの田までの用水の流れ（取

水方法）を示している。田越し潅漑等の方法も用いな

がら、田に水を行き届かせる複雑な水利系統が存在し

ていることが見て取れる。この地域で、棚田保全活動

をおこなっているNPOのメンバーは、棚田の耕作を

農家から引き継いだ際に、最も苦労する点（分からな

い点）がこうした水利系統（田に何処からどうやって

水をひいてくるのか）だと言う。今、NPOでは、そう

した水利系統を一筆ごとに記録し、後世に引き継いで

いこうという取り組みを始めている。先達が築いてき

た水利用の知恵・技術をいかに地域で継承していくか、

棚田を守っていく上での大きな課題の一つであろう。
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浜松市　久留女木の棚田 
－その魅力を未来につなげる－ 

久留女木　竜宮小僧の会　鈴木一記 

久留女木の棚田は、浜名湖の北、浜松市北区引佐町

久留女木の山間部にあり、「日本棚田百選」や「静岡県

棚田等十選」「静岡県景観賞」にも選ばれる美しい棚田

です。総面積約は7．7㌶。その中に700枚の田んぼが

あるといわれていますが、現在は、その1／4、約2㌶

まで耕作面積は減ってしまいました。現在、田んぼを

作っている地元農家は8軒。外から作りに来ている個

人は、私を含め七人。グループが二グループあります。

竜宮小僧の会発足と目的

外から田んぼを作りに来ている人たちは、棚田でお

米を作ってみたい。あるいは、自然豊かな里山で心地

よい汗を流してみたいなど、それぞれの動機で、自然

発生的に集まってきました。

しかし、農業の知識も田舎の習慣も全く知らずに

入ってくるため、過去には様々なトラブルも発生しま

した。田んぼを借りたいと言ってくる外部の方々は、

最初は美しい棚田を守りたいという気持ちで入ってき

ます。地元の農家さんも、それならばと、迎え入れて

くれます。しかし、実際にやってみると、上手くいか

ないことが多々あります。

そこで、地元農家の好意や善意を守り、棚田に集う

人たちの、よりよい人間関係を築くことで、久留女木

の棚田が健全に維持されていくことを目的とした会を

作ることにしました。それが「久留女木竜宮小僧の会」

です。会の名前は、久留女木に伝わる伝説に由来します。

直虎が見た風景再生プロジェクト

平成29年のNHK大河ドラマ「おんな城主直虎」で、

浜松市は大いに盛り上がりましたが、実は、久留女木

の棚田も井伊家と深い縁で結ばれています。久留女木

の棚田は、直虎の父、井伊直盛の時代、年貢を免除さ

れたことで開墾が進んだという歴史があります。また、

当会の仲井会長は、井伊家の家臣としてこの地に入植

した中井七衛門の子孫であり、久留女木の棚田は、当

時の井伊家家臣の末裔が、今でも耕作し続けていると

いう、正真正銘井伊家ゆかりの土地なのです。

そのようなことから、直虎も見たであろう美しい棚

田を蘇らせる運動として「直虎が見た風景再生プロ

ジェクト」と銘打ち、棚田の再生を呼び掛けています。

プロジェクトの一部を紹介しますと、初心者向けとし

て、田植えや稲刈り、稲作に関わる伝統文化などに触

れられる「稲作体験会」の開催。さらにステップアップ

して稲作を学びたい人には「久留女木棚田塾」で、一

年を通して学習してもらうプログラムなどがあります。

そして、これらの取り組みによって、久留女木の集

落から街へ出た若者が、週末に久留女木へ戻り、棚田

でお米を作るなどのふるさと回帰へと繋がっていくこ

とを、我々は願っています。

写真1久留女木の棚田

事務局ニュース

◎現地見学会および事前勉強会（予告）
・現地見学会‥・テーマ：「たたらと棚田」

場所：島根県仁多郡奥出雲町
日時：6月9日（土）～10日（目）（予定）

・事前勉強会（※注）‥・場所：早稲田大学早稲田キャンパ

ス16号館（教室未定）
日時：4月21日（土）15：30～17：30

講師：高尾昭浩氏（奥出雲町社会教育課長）
（※注）現地見学会への参加については、事前勉強会出席が必須条件ではありませんが、

現地で「たたら文化と和田」について理解を深めるため、見学会参加を希望
される方はできるだけ事前勉強会にもご参加ください。

◎平成30（2018）年棚田学会大会について
日　時：7月21日（土）

会　場：明治大学駿河台（お茶の水）キャンパス
テーマ：「棚田と芸術」

【編集後記】

通信の編集を初めて担当しました。本特集は、次々

号まで続く予定です。紹介して欲しい棚田を支える

技術等の情報を頂けると幸いです。（栗田英治）
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