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特集　棚田と災害Ⅰ

今年の「棚田学会通信」は、「棚田と災害」を

年間の共通テーマとすることになった。昨年は、

「棚田と観光」をテーマとして、棚田をめぐる現

在の状況の中でも、比較的「明るい」側面を切

り取って、新しく積極的な取り組みを進めている

地域を紹介することに努めてきた。それに対し、

今年のテーマである「棚田と災害」は、一見や

や暗澹たる気分となるテーマにも見える。表紙

を飾る写真は、もしかしたら目を覆いたくなる

ような、棚田の被害写真が多くなるかも知れな

い。しかし、苦も今も、棚田地域に暮らす人々は、

幾多の災害を乗り越え、復興を繰り返しつつ棚

田を維持してきたし、そのたびに知恵もつけて

きた。今号の特集では、最近の研究で少しずつ

明らかになってきた、棚田地域における地滑り

発生のメカニズムを紹介するとともに、長野県・

新潟県などでの地震による棚田の災害復旧の体

験談を中心に構成した。
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地すべり地帯の棚田・災害メカニズム 

早稲田中学高等学校　秋本　洋子 

棚田は自然との関係が非常に深いものである。一

般に分布地としては、東北日本では頚城丘陵に代表

される第三紀層地すべり地帯に、西南日本では断層

線に沿う破砕帯地すべり地帯に多く見られ、棚田と

地すべり地との関連が強いことが指摘されている。

地すべり地の棚田の特徴は、中山間地域にあるた

め昼夜間の気温差が大きく、養分が蓄積されやすい。

また、ミネラル分の多い水も豊富である。さらに、

地すべりによって土が深いところまで撹乱され、深

耕したことと同じ状態になるため土が肥沃になり、

美味しい米の生産が出来る。

近年棚田見直しの動きが進んでいるが、棚田が持

つ機能のうち、景観面や人為的な側面だけが強調さ

れ、国土保全・環境保全に関する自然的な側面での

言及は少ない。今後、棚田の多面的機能の重要性を

主張する上で、また、地震や集中豪雨等の自然災害

が多い我が国の防災面を考える上でも、この自然的

な側面に目を向けておく必要がある。

以前、大学の卒業論文執筆の際、新潟県東頚城郡

松代町（現、新潟県十日町市松代）において、棚田

の放棄によって、その後その地域の地すべり発生に

どのような影響を与えるのか、という点を明らかに

することを目的に調査を行った。その時の調査結果

を簡単に紹介したい。

調査対象の松代町は、長野県との県境の東頸城丘

陵に位置する第三紀層地すべり地形の典型的な分布

地である。第三系の砂岩・泥岩・凝灰岩から成り、固

結度が低く風化して粘土になりやすいため、地すべ

りが発生しやすくなっている。また、この十日町市

周辺は豪雪地帯として有名であり、1986年～1995

年の年最深積雪は平均約220cm、多い時には300cm

以上にも及ぶ。年降水量は平均2，700mmであるが、

詳細をみると1994年には1，981mm、翌1995年に

は2，918mmと1年で1，000mmも差が生じたことが

あった。この1994年は夏期の降水量がほとんどなく、

十数年に一度の大きな干害の年であった（図1）。

600

500

〈　400

∈

i　300

竜
盤　200

100

0

1　2　3　4　5　6　7　8　9　101112　月

l　＝13…謹l

図1松代町の1994年および1995年度の月別降水量

一方、翌年は梅雨時における集中豪雨が発生し

た水害の年であった。また、1994年は年最高気温

も38．0℃と前年より5．0℃、翌年より3．0℃も高く、

降水の少なさとともに猛暑の年でもあった。

豪雪地帯の棚田では、春の雪解け時に雪の重みで

地すべりや斜面崩壊がおこることが知られている。

松代町では稲刈りが終わり、降雪前の10月に「あ

らおこし」を行う。雪の重力に対する抵抗力を水田

に持たせるためである。一般に、秋口に水田から水

を落とす「中干し」の時期になると自然に乾燥亀裂

が入る。耕作田ではせいぜい幅1cm、深さ7～8cm

位で、まだ浅いうちに埋めている。しかしこの亀裂

は、放棄された水田では年々深くなり、その後鏡土

（板）をも破り、地下数十cmに達して地下に水が浸

透しやすくなり、地すべりが発生するようになった。

松代町の南隣の松之山町（現、十日町市松之山）

では1964年に長さ3，600m、幅2，400m、850ha

もの土塊が動いた所謂「松之山地すべり」と呼ばれ

る巨大な地すべりが発生した。これは1964年5月

の融雪期に山の上方にある兎口集落の水田の一部に

亀裂が入って地すべり現象が見られ始め、その後少

しずつ土塊が動きだし、11月の秋雨期に地すべり活

動が活発化し、巨大地すべりに発展したものである。

松代町ではこのような巨大な地すべりは起きてい

ないが、水田一筆分が崩れる位のものからaOha位

の土塊が動く比較的大きなものまで様々あった。そ

の中でも大きな地すべりは1995年7月11日に発

生したものが多く、通称「7．11災害」と呼んでいる。

地すべりの発生に、季節的な偏りがあることは知

られている。日本海側では春先の融雪期、太平洋側

では長雨・集中豪雨の起きやすい梅雨期や台風の時

期に多くなっている。これは地すべりを引き起こす

原因の一つである水を大量に供給するシーズンと関

わっているためである。事実、新潟県内において

は融雪期である4月頃が最も地すべりが多く発生

しており、年間発生件数の3割を占めている。し

かし近年では新たな傾向があり、この「7．11災害」

のように、夏期の7月にも地すべりが発生する頻

度が高くなっている。地すべりは、降水の季節変動

による土砂移動が、融雪期よりも渇水期の土壌中の

水分があまりない時に強度の降雨がもたらされるこ

とにより活発化するという先行研究もあり、土壌中

の水分の大幅な上下に大きな影響があるとされてい

る。特に、干ばつ後の集中豪雨等で顕著に起こる。

1994年の干ばつ時には夏期ほとんど降雨がなかっ

たこともあり、乾燥亀裂が深さ20～35cmも入り、

鏡土まで達した。この時、耕作田では表土をおこし、

鏡土から固め直す補修工事が行われた。聞き取り

調査によると、休耕田では幅約7～8cm、深さ約

50cm～60cmにも達している亀裂もあった。この

亀裂に「7．11災害」時の集中豪雨で一気に水が浸
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透した。以前はゆっくり不透水層に達していた雨水

が、乾燥亀裂で水が浸透しやすくなったことで、大

雨時に一気に不透水層にまで達し、そこがすべり面

となって多くの地すべりが発生した。

また、一旦のり面が崩れると土壌の性質上、風化

の進行が早い。かつては稲刈り後に毎年念入りに

行っていた畦畔部の補強である「畦塗り」は簡略化

している。のり面の補強のために木の杭を打ったり

していたが、今では毎年打ち直したりはしていない。

また、のり面にはパイプのように自然にできる水の

抜け穴の他に、鼠や土竃、蛇等の小動物が開けた穴

が無数に開いている。こういった穴には小動物を駆

除する薬を穴に塗り込み、杵で叩いて埋める努力を

している。こうした作業を含め、畦とのり面の補強

は棚田を維持するために十分に行う必要があるが、

今ではそれもままならない状況になってきている。

松代町の水田の経営耕地面積は、1970年の減反

政策開始後、1995年までの25年間で半減した。

また、休耕田における転作等はほとんど行われてお

らず、放置されているものが多い。1970年には農

業従事者が4，049人であったが、減反政策開始以

降減り始め、1990年には1，233人とこの20年間

で3分の1以下へと急減した。また高齢化も深刻で、

農業従事者は60歳以上、特に65歳以上の高齢者

が主体となっている。後継者不足に悩まされており、

担い手が少なく、棚田の管理が不十分になっている。

現地調査の結果、地すべりの分布は圧倒的に休

耕田に多かった。棚田の放棄年数別の分布図も作

成した。放棄年数と地すべりの発生数に何らかの

関係があるかと思われたが、今回の調査では、い

つ棚田を放棄したかという放棄年数と地すべりの

分布・発生頻度には明確な相関関係は見られなかっ

た。実際に大きな地すべりが起きたのは放棄年数

とは関係なく、「7．11災害」のような激しい集中豪

雨時であった。

棚田はもともと地すべり地の土地利用の一つとし

て形成されたものであるため、棚田造成後にまた地

すべりが起きても不思議ではない。ただ、近年地す

べりが発生した場所が、休耕田の分布地域とおおよ

そ一致していることから、耕作田より休耕田におい

てより多くの地すべりが発生していると言える。

結論として、棚田放棄後における大規模な地すべ

り発生は、干ばつ・集中豪雨のサイクルに関係があ

る。しかし、最終的にそこで地すべりが発生するか

否かは人間の棚田への手入れ・管理状況によって左

右される。もともと地質構造的に地すべり多発地帯

であるため、棚田で地すべりが発生しても不思議で

はない。しかしそういった地域において、人間が稲

作活動を続け、手入れをし続けることにより、頻発

するはずの地すべり発生頻度が低くおさえられてい

るものと思われる。

今後、TPP参加の問題など、棚田を取り巻く環境

は一層深刻になるものと思われる。棚田をただ「米の

生産の場」という視点だけで捉えるのではなく、そ

れ以外の防災面といった多面的機能にも目を向けた、

幅広い意味での保全活動が必要になってくるだろう。
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図2　松代町における棚田と地すべり地の分布（一部）
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松代町の地すべりによる棚田崩壊地④（上）と

崩壊後に斜面整備された棚田跡地④（下）
※写真の番号④・④は図2の場所に一致

写真中の馬蹄形の線は地すべり発生範囲

※図・写真とも1997年の調査当時のものである
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長野県北部地震～栄村小滝地区の 

災害と復旧・復興 

小滝復興プロジェクトチーム代表　樋口　正幸 

2011年3月12日東日本大地震の翌日早朝3時

59分、大きな衝撃に飛び起きた。家の中はメチヤク

チャ、窓や玄関の戸は吹っ飛んでいた。積雪2mの中、

道路の崩壊と雪崩により小滝集落は孤立した。住宅

は全壊3棟、半壊7棟、一部損壊7棟で全ての建物

が被災した。月中旬になってもまだ1mの雪面に不

思議な模様が付いていた。雪が解けたらどうなって

いるのか想像できなかった。積雪状況での震災は例

がなかったそうだ。毎朝田んぼ周辺を歩いて状況を

見て回ったら想像通り、顔を出した農道や水路、田

んぼは被害だらけだった。

どのくらい作付けできるか分からないまま苗作り

をした。雪が全部消えた時、一枚一枚全ての田んぼ

を調査した。水田7haのうち5haが被災。復旧につ

被災した栄村の棚田

いてどうしていいのか分からないので、7年前に大

きな震災を受けた新潟県中越の人や信大の先生に来

てもらい、「目に見えない被害」を学んだ。

それを実証するために全ての田んぼを掘り返し

た。役場も協力してくれ、国県へ実態を訴えた結果、

災害復旧事業に「見えない被害」が認められた。こ

れは災害復旧事業の大きな進歩であることを専門家

から教えてもらった。おかげで工事終了後の再発は
一枚もなかった。農家にとって被害の再発はヤル気

を失せさせてしまうので、本当に良かったと思う。

全てを復旧させることを集落全員の総意として取組

んできたことも早い復旧対策が進んだことと振り返

る。（3年目で全て作付けができた）

小滝では稲作を集落維持・復興の基に位置付けて

おり、「小滝米」として独自販売をしていくこととし

た。「楽しく・暮らしやすい小滝」を目指して。

災害復旧は棚田を守る 

新潟県議会議員（前安塚町長）矢野　学 

平成17年に1市13町村の合併によって、上越

市安塚区となった。旧安塚町は面積70．37k乱　その

うちの60％が地すべり指定地で、耕地・棚田は地

すべり指定地内にあり、従来も今も地すべり対策と

豪雪災害との戦いである。地すべりは、典型的な第

三紀層であるがゆえに発生する自然現象で、地すべ

り地は傾斜が緩く、地下水が豊富で稲作農地として

適し、いつも水を貯えておく棚田は雨や融雪水を貯

え、ゆっくりと地下に浸透するように管理されてお

り、地すべりに最も影響を及ぼす地下水位の上昇を

抑えてくれる。いわば、傾斜地の土壌浸食を抑え、

下流の洪水災害を防ぐ天然のダムの役割を果たして

きた。当地すべり地帯は傾斜地で棚田の面積は小さ

く「耕して天に至る」のごとく多くの労力を必要と

し、典型的な天水田での稲作単作地帯で融雪時期や

豪雨による災害発生が毎年繰り返されてきた。

地すべりの指定は農地の所管の農林水産省、山林

所管の林野庁、河川、道路などの所管である国土交

通省に分かれており、各々の指定区域で災害防止と

復旧にあたり、住民の安全・安心の確保と稲作を代

表とする農業振興並びに災害復旧業者による雇用を

生み出してきた。従って棚田を持つというより、棚

田に囲まれて暮らす住民にとっては棚田の災害復旧

を「公共投資の無駄」とする考え方には呼応しない。

また、平成11年度から始めた越後田舎体験事業

は棚田での田植え、稲刈り、山林の枝打ちなど多彩

なメニューで首都圏を中心とした小中学校の体験学

習と農家民泊などで年間5，000人を受け入れてい

る。今後も溜池の整備、等高線に沿った圃場整備、

農地の暗渠排水、農道の整備などむしろ災害防止と、
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棚田を生かした日本特有の農産物の生産と、身体を

リフレッシュし、人間を取り戻す体験学習の場とし

ても活用すべきことである。

V、　　六　　軒　＿－iぷ∴り1－－∵　一・九
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災害復旧中の上越市安塚区の棚田

地震で崩壊した清水棚田の復旧 

新潟大学農学部　吉川　夏樹 

平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震の

翌日に発生した長野県北部地震は、新潟県十日町市

旧松代町の清水地区で大規模な地すべりを引き起こ

し、全国的な景勝地である清水棚田の水田1．6haが

直接被災しました（表紙の写真（上））。復旧にあたっ

ては、十日町市などから被災前の棚田景観への配慮

が求められたことから、地盤の安定、農作業の効率

化に加え、景観への配慮という点で優れた「平行畦

畔型等高線区画」の手法（表紙の写真（下））によ

る区画配置の計画を新潟大学が担当しました。

「平行畦畔型等高線区画」は、長方形区画がもつ

畦畔の平行条件を保ちながら、作業の支障にならな

い程度に区画を折り曲げ、区画拡大を等高線方向に

行うものです。長方形区画より地形になじみやすい

ため、地盤の安定が図れるほか、畦畔法面や区画間

の段差を縮小できるため、維持管理労働の縮減に繋

がります。本手法は、1980年代後半に有田博之元

新潟大学教授と木村和弘信州大学教授によって開発

されたものですが、理論上の評価が高いにもかかわ

らず、地形の複雑な傾斜地における3次元的な設

計の難しさから、普及が進んでいませんでした。

今回の復旧計画においては、中越大震災の際に開

発した「CISを用いた簡便計画手法」が功を奏し、

迅速に計画案を作成することができました。工事

完成後の区画配置をイメージしやすいようにCISに

よって烏轍図を作成して、計画案を地元説明会で提

示した結果、一部の農家から、現況地盤が不安定な

箇所への道路配置や急勾配道路に関する指摘があり

ました。合計3回の地元説明会を通して、計画案

の合意に至りました。

計画案の区画配置は、大小様々な不整形区画に

よって特徴付けられる従来の典型的「棚田景観」と

は異なります。もちろん、従来の棚田景観が美しい

ことは言うまでもありませんが、条件が不利な地区

を原型に復旧したところで、近い将来放棄されるの

は目に見えています。今後の中山間地域農業を支え

ていくための新たな景観の形の一つとなることを期

待しています。

新潟県の棚田と災害 

農林水産省農村振興局中山間地域振興課長 

米田　博次 

新潟県農地部に勤務した2年間に、平成23年3

月の長野県北部地震、同年7月の新潟・福島豪雨

が発生し、多数の棚田が被害を受けました。特に、

新潟・福島豪雨は、中山間地域のほとんどの市町

村が被災するほど広域的で、農地等の被害約1万5

千ヶ所と記録的な災害でした。

高齢農家の多い中山間地域では、翌年の作付けが

できなければ離農につながりかねず、復旧の見通し

をできるだけ早く示す必要があります。しかし、農

地等の復旧を行う市町村は、大規模な災害時には被

災住民の誘導やケア、ライフラインの復旧などを優

先せざるを得ません。このため、災害復旧対応の出

発点である被害状況の早期把握が難しくなります。
「被害が大きくて、市町村も被害規模が掴めずに

いるようだ。」新潟・福島豪雨の際は、暫くしてこ

のような状況がわかり、市町村支援のため急遽、平

場地域の県事務所職員の業務を中断し、被災地域の

県事務所と合流して、被害規模の把握や被害カ所の

調査、災害査定への対応の他、被災農家毎の作付け

可能面積の把握等を行いました。県内外の土地改良

団体、業界団体、農地部OBの方々にも協力頂きま

した。初動対応との関係で作業の手戻りもありまし

たし、不慣れで被害調査や災害復旧のやり方が分か

らず対応に苦慮した職員もいました。この時の「初

動対応が要」との経験から、県では被害規模の早期

把握のため土地改良区やJA関係者、区長等との新

たな情報収集ルートの確保、被害規模に応じた支援

人員の確保、災害対応の作業手順等からなる「農地

等大規模災害支援マニュアル」を取りまとめ活用し

ています。

人口減少や高齢化に伴い集落レベルでの災害対応

能力が脆弱化し、また、広域合併市が増えた中で、

大規模で広域的な災害にどのように対応し、被災農

家へのきめ細かな対応と迅速な復旧を図るか、新た

な課題になっていると思います。
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第9回石井進記念棚田学会賞
受賞記念講演

受賞者　酒井英次「棚田見聞録歴程」抄 

はじめに、日頃、私の活力の源になっている棚田

に関して、棚田の耕作者、様々な形で棚田を支援さ

れている皆様に感謝を述べた。また論文、報告等を

執筆されている先生方や写真、絵の友人達にも多く

の情報をいただいている事に謝意を表した。以下

10点の絵画につき、スライドで振り返りを行った。

（1）「小田光（おだこう）」1980年9月作。棚田

画の第一作である。まだ棚田との認識はなかっ

た。

「小田光」

（2）「北鵜島（きたうしま）車田図（くるまだず）」

1988年7月。佐渡の“車田植え神事”である。

私の“民俗の風景”の原点である。

（3）「蘭島（あらぎしま）春桝収集図（しゅんこ

うしゅうしゅうず）」1998年8月作。同一画面

に春から秋を描いた第一作。ここ有田川町で本

年11月に開催される全国棚田サミットも紹介

した。

（4）「浜野浦　四季図」2002年1月作。九州の

大棚田を描いた第一作。ここ玄海町でも再来年

（2015年）、全国棚田サミットが開催される。

（5）「牛ひき爺さんの頃」，2004年8月。棚田と雪

形を同一画面に描いた初期のもの。いわゆる農

事暦の雪形も私の大きなテーマである。

（6）「ネムノ木沢図」2006年1月作。佐渡、月布

施（つきぶせ）の休耕田をビオトープにする作

業を描いた。“棚田ネットワーク”のボランティ

アツアーに10年参加している。

（7）「岩首（いわくび）春耕図（しゅんこうず）」

2007年7月作。佐渡、岩首の海の見える大棚田。

2016年に佐渡市で全国棚田サミットを開催予定。

（8）「新田（しんでん）春耕秋収図」2009年2

月作。十日町市松之山の新田棚田の春から秋の

作業図。ここは私が一通りの手作業稲作を体験

した所で“棚田ネットワーク’’や新潟の“棚田

の楽校（がっこう）”等の皆さんと7年あまり通っ

た。

（9）「見倉（みくら）結束（けっとう）春耕秋

収図」2010年1月作。新潟、津南町の棚田。

ここには新潟で唯一の石積みの田がある。“棚

田の楽校Mは結東の休耕田のソバ蒔き、収穫作

業を行った。

（10）「車田　春秋図（しゅんじゅうず）」2013年

2月作。久しぶりの車田図。“民俗の風景”の

原点に戻った気持ち。

終りに、今回の受賞は自分の仕事を振り返る機会

をいただいた。また今後も、しっかり行ってゆけと

いう激励でもあると考える。この度は、真にありが

とうございました。

受賞者　中谷開発委員会及び中谷郷が 

元気になる会 
講演者（中谷開発委員会会長）太田　武彦 

（中谷郷が元気になる会副会長）相澤　洋人 

皆さんこんにちは。第9回棚田学会賞をいただき、

誠にありがとうございます。

長野県の北西部に位置する小谷村で「中谷郷」

は村の東北端、国道148号から秘境小谷温泉まで

の8加、中谷川に沿って15集落260人が住む地

域です。

山間に人家が散在し自然の原風景が残り初めて訪

れた人は、まるで箱庭を見ているような景観だと

言ってくれます。現在の高齢化率は55％、60代は

まだ年寄りではない。そして70になったらもう年

は取らない、それをわが地域では合言葉にしている。

「中谷郷」には60代後半から70代を中心に「月
一会」を組織し、世のために人のため何か役に立つ

ことを自分達ができる範囲で道路の草刈り堰の掃

除、作業後の懇親を深め、回を重ねるうちに単なる

勤労奉仕だけでなく、郷土の歴史、先人の偉業の記

念碑の復元、マレットゴルフ場の整備などの活動を

行う。

そんな矢先「棚田の復元」の話しが沸き上がった。

高齢化に負けてはいられない諦めや愚痴からでは、

何も生まれない、もう少し頑張ってみるかと言うこ

とになりました。以前からこの地域の振興計画の策

定と様々な事業を展開している「中谷開発委員会」

があり、委員会の中には農林業体験施設の「中谷郷

おらが里」、古道塩の道を歩く「塩の道を愛する会」
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から構成され、平成17年度に自ら元気になろうと

「月一会」を中心に「中谷郷が元気になる会」が発

足し、中谷開発委員会の部会として加わった。30

年以上放置され、柳の大きな木で荒れ放題、重機と

人海戦術で2ケ月かけて60㌃の棚田を復元。平成

18年から棚田オーナー制度を開始と、現在は県内

外から23組が加入。様々な地域資源を最大限に活

用による都市農村交流が認められ、平成17年度「立

ち上がる農山漁村」に認定されました。

山村は過疎と高齢化が進んでおり、このままでは

山村の崩壊は目に見え、ただ歳を取るだけで集落が

消えてしまう。会の立ち上げたのは都市との交流が

目的ですが、一番良かったのは、地元の人の輪と集

落を超えた付き合いができ、これからも力を合わせ

て地域作りに努めていきたいと思います。

談話会参加記
三重大学大学院生物資源学研究科准教授　岡島　賢治

去る2013年12月14日、早稲田大学早稲田キャ

ンパス16号館501号室にて、棚田学会第26回談

話会が開催された。談話会では千賀会長によるご挨

拶の後、2名の講師の先生のご講演とパネルディス

カッションが行われた。大変有益な講演のため、ディ

スカッションも盛り上がり、17時までの予定を30

分超過し多くの情報交換が行われた。本稿ではその

談話会の内容を限られた紙面で紹介したいと思う。

1つ目の講演は、農林水産省都市農村交流課の志

田麻由子氏による「農村政策としての都市農村交流」

と題された講演だった。都市と農村の間でいかに人

を交流させるかというテーマについて、東京オリン

ピックに向けて外国人観光客の気持ちの分析や、グ

リーンツーリズムの実例とロングトレイルという新

しい旅の形などが紹介された。また、中山間地域活

性のための都市農村共生・対流総合対策交付金とい

う新制度や世界農業遺産など、今後活用が期待され

る政策や認定制度などが紹介された。学会HPに資

料をUPするなどして、このような情報がもっとわ

かりやすく、全国津々浦々に伝わることが望まれる。

2つ目の講演は、立正大学文学部社会学科の堀

田恭子先生による「よそ者・若者たちの棚田への

まなざし～社会調査実習の現場から～」と題され

た講演だった。大学教育における社会調査士の資

格取得のための実習の現場から、よそ者であり若

者である学生たちが棚田からなにを感じたのかが、

2年分の実習記録から紹介された。また、まとめで、

今後の棚田管理においては、“だれか”の棚田から
“わたしたち”の棚田への意識変革（棚田のコモン

ズ化）に鍵があるのではないか？という命題を投

げかけられた。

パネルディスカッションでは、棚田学会の安井氏

による司会で、壇上、フロアから多くの意見が引き

出された。まず、若手や棚田オーナー、農業高校教

諭の立場から講演についてのコメントがなされた。

その後、現在の中山間地域を実質的に守っていると

いえる中山間地域等直接支払制度について、中島峰

広先生から制度設計から現状の課題にいたるまでの

説明がなされた。そして話題は、現在の農業や農村

を取り巻く状況へと移り、商社マンから見たロット

数の少ない棚田米のブランドとしての価値や、大山

千枚田の農家の視点、阿蘇草原の維持ボランティア

活動の棚田への適用の可能性など興味深い話題が

次々と紹介された。最後に、本年度棚田現地見学会

の開催された山形県朝日町上郷から、棚田現地見学

会後地元が棚田の価値に目覚めて、地域活性化に向

けた活動が始まった、との報告がなされた。

この談話会に参加して感じたことであるが、古

来、“よそ者”は、地域社会を活性化させるキーパー

ソンとして、“客人（まろうど）神”などとも呼ば

れたと聞いたことがある。山形県上山市の事例は、

まさに“よそ者”として、棚田学会関係者が“小倉

の棚田”に対して抱いた素朴な感動によって、地

元の人の心の変化と地域の誇りを生んだ事例とい

えるだろう。学術協会として、また棚田のプロと

しての棚田学会の果たす役割の大きさに改めて気

づかされた。

■・一一・一一・一一一一・一一一一一・一一■●■■■■■■●■■■●■■－■■‘■‾■‾■‾‾‾‾‾■‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾一■‾‾‾‾‾■‾‾■‾■

三　≪お便り≫　　広島県　神田三亀男

：私の故郷は、広島県北の山間地、渓谷を流れ

：る東城川は上流部で岡山県に流入し、瀬戸内海
：に流れ込む。畑谷という地名の渓谷に1㌶内外

…の棚田を耕作していたのは2戸だけ、昭和14年、
：私は西条農学校に学んでいた。その年は大干魅
：で、冬休みに帰省したおり父が「たった4俵の
：くず米を収穫したのみだ」と、荒れた棚田の土

：手で語った。
：今その棚田は耕作放棄されて、父が墓所から
：眺めている。

ニュース
◆第27回談話会のお知らせ

日時：2014年4月19日（土）13：20～17：00

場所：早稲田奉仕園セミナーハウス6階1号室

講演①永田博義民（棚田写真家）
「棚田への想いを写真に込めて」

講演②里村洋子氏（ノンフィクション作家）
「棚田と流域と女衆（おなごしょ）と」

パネルディスカッション

参加費：会員・学生は無料、一般300円
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日本の棚田百選紹介

長野県飯田市よこね田んぼ 

よこね田んぼ保全委員会委員長　藤本　良人 

飯田市は日本のほぼ中央に位置し、長野県最南端

の伊那谷にある中心都市です。飯田の由来は「結の

田」が語源となっており、人口は約10万6千人、

天竜川両岸に広がる面積は659b痛、東に南アルプス、

西に中央アルプスがそびえ、山裾は扇状地と段丘が

広がり、豊かな自然と優れた景観、四季の変化に富

んだ暮らしやすい気候に恵まれています。よこね田

んぼがある千代地区は飯田市の南部に位置し、南ア

ルプスの西前山に散らばる小集落からなる山間地域

で、面積の大半を森林が占め、豊かな縁と自然に恵

まれた美しい景観が特徴の一つです。世帯数約600

戸で人口は約1，800人、高齢化率40％の地域です。

よこね田んぼが開発されたのは近世（戦国～江戸

時代）とされており、昭和50年代以前は「上から

見下ろし田数を数えると一枚足りない。もう一度数

えようと槍笠を手に取れば、その下から一枚の田ん

ぼが出てきた。」という逸話が残るほど、正しく「千

枚田」の棚田でした。しかし、平成に入った頃から

水の管理や細長い形状といった地理的なデメリッ

ト、地権者の高齢化や過疎化による後継者不足等に

より耕作放棄が目立つようになり、全体の4割が

休耕田（110枚の内45枚）となってしまいました。

このような状況に危機感を感じた千代地区自治協

議会（現在の千代地区まちづくり委員会）と千代地

区環境保全推進協議会は「棚田を千代の財産とし

て後世に受け継いでいこう」と立ち上がり、平成9

年7月に「よこね田んぼ対策委員会」設置し、平

成10年2月に「よこね田んぼ保全委員会」を発足

しました。これを契機に、本格的な棚田復活作業が

始まりました。そして、平成11年からは維持管理

体制確立のため、農業経験者を中心とした実行班の

「棚田よこね会」を「よこね田んぼ保全委員会」の

下部組織として発足させ、翌12年には地区外ボラ

ンティア組織として「よこね田んぼ守り隊」が結成

され活動の輪が広がりをみせました。

保全委員会では、水田や水路、農道の維持管理を

はじめ、美しい棚田の景観の維持に努めてきました。

しかし、よこね田んぼの保全は単に景観保全に留ま

りません。都市部からの援農活動（ワーキングホリ

デー）や関西、関東方面から訪れる中学生の体験教

育旅行の受け入れ、地元小中学生による畦作り体験

に田植え体験、保育園児のどろんこ遊びの場の提供、

企業の新人教育研修会など様々な地域・年代の人達

の関わりの中で保全活動を推進しています。

このほかにも、地元小学生による自然体験教室（棚

田に生存する動植物との触れ合い学習）をはじめ棚

田の自然や千代の縁の豊かさに触れ合う活動、また、

田んぼでの作業を通じての食農教育や地元の郷土料

理団体である「くるみの会」と連携して棚田で取れ

た「ほざかけ米」を五平餅にして、収穫祭などで参

加者へ振る舞ったり、あわせて地区の特産品を販売

するなど新しい取り組みも進めています。

大人から、子ども、そして地区内外の皆さんが、

共に汗を流し作業を行い、泥まみれになりながら、

よこね田んぼに携わり、親しみ・語り合い・喜び合

うといった「感動を共感できる場所」として、そし

て、様々な体験活動を通じ、地元の皆さんとの交流

を大切に知恵や技、学び合う場として、昔ながらの

原風景が残る棚田を多くの方に関心を持っていただ

けるようこの保全活動を長期的に行い、千代の文化

遺産として後世に伝えていくことができるように地

区民が一体となり今後も進めていきます。

飯田市よこね田んぼ

【編集後記】

昨年より始めた1年間1特集テーマのサイクルも今

号より2サイクル目に入りました。と同時に「お便

り」のコーナーも創設し、会員の皆さまの紙上交流

を進めていきたいと思っております。皆さまの声を

どしどしお寄せ下さい。（高木徳郎）
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