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日本の棚田百選・・・・

特集　棚田と災害（Ⅱ）

（写真提供：うきは市）

つづら川の災害時の様子（上）と彼岸花巡り（下）

棚田は、もともと地滑り地域に形成

されることが多いこともあって、ひと

たび災害を蒙ると、その被害は甚大

で、復興には長い時間と大きな困難が

伴う。しかし、日頃から都市住民との

交流を活発に進めている地域では、日

常の交流活動の中から芽生えてきた連

帯感がベースとなって、復興活動に多

くのボランティアが協力したり、それ

を組織する活動が早くから立ち上がっ

ている例もある。すべてがうまくいく

わけではないが、ひとつの事例として、

2012年7月に豪雨災害による被害を

受けた福岡県うきは市のつづら棚田の

例を紹介したい。
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「つづら棚田」おこし 
～九州北部豪雨と復旧及び復興～ 

福岡県うきは市役所農林・商工観光課山村振興係主査 

熊懐　真孝 

つづら集落は、うきは市の南東部、耳納山系に属

する山岳地帯に位置しており、自然と共存する暮ら

しの工夫が至る所に見受けられます。集落に向かう

谷筋には、茅葺民家や伝統的な瓦菖民家が多く残っ

ており、新川田篭（にいかわたどもり）重要伝統的

建造物群保存地区として平成24年7月9日に選定

されております。

つづら棚田は、約6ha・300枚の棚田群が広がり

稲作を中心とした農業を行っており、秋になると金

色の稲穂と畦に広がる彼岸花が特徴的な場所です。

棚田オーナー制度を中心とした都市部との交流を行

いながら、空き家を改築した施設「つづら山荘」で

簡易民宿の運営を行い森林セラピー等のお客さん向

けに「ほっこり弁当」等を開発している地域です。

集落は、棚田の上方にあって5世帯18人が生活を

しておりました。

平成24年は5月頃から雨の多い年で、いったん

降り出すとゲリラ豪雨と呼ばれるような日が何日も

ありました。そこに梅雨前線も重なって同年7月

11日から14日にかけては尋常ではない降水量が

ありました。葛篭（つづら）雨量観測所では、最

大72時間降水量が650mmを超え、最大24時間

雨量は478mmにものぼりました。そんな中、7月

14日に大規模な土砂崩れがつづらの集落で発生し

ました。

家屋流出のようす

災害が発生する数時間前に、早朝から雷に似た富

がするということで、つづら区長が外に出て確認し

たところ、家の周りの山や田畑が崩れかけている箇

所があり、危険を感じたため集会所に避難していた

そうです。その後、消防等の応援もあり下流域まで

避難して難を逃れましたが、翌日雨が収まってか

ら集落へ戻ってみると、道路は塞がって、家屋が3

棟流されていて、流された土砂や瓦礫が棚田まで入

り込んでいました。田植えから2カ月程経過し緑

に輝いていた棚田が、翌日には見る影もなくなって

おり約50枚の棚田が崩壊し大きく挟られたり、土

砂が入り込んだりしていました。棚田を流れていた
“つづら川”も濁流によって数倍の川幅になってお

り、農道やアスファルトももぐらが這ったようにボ

コボコに隆起しており、車で移動することも出来な

い状況でした。

うきは市内全域でも、筑後川や隈ノ上川、巨瀬川、

小塩川等が濁流となり浸水被害や家屋を流出させる

ような事態が発生していたため、農地の被害状況は

後回しにして人命とライフラインの確保を最優先し

て参りました。

その中で、7月16日に社会福祉協議会によりボ

ランティアセンターが設置され、個人の家屋や敷地

内へボランティアの方々が支援に来ていただけるよ

うになり、8月初句まで家屋等の生活空間への支援

を行っておりました。

この支援は、生活が出来るように環境を整えてい

くことを目的としており、それが整えばそれ以上の

活動はありませんでした。しかし、その後そこで営

みを行っていく上では、農地を元の姿に戻し、営農

していくことが生活の基本となります。災害復旧工

事に至るまでの道のりは長く、激甚災害の指定を受

けたおかげで個人負担は軽くなったものの、国庫補

助の事業に該当したものでも次期の作付が出来るの

かどうか目処が立つまでに時間がかかっておりまし

た。それ以外の該当しないようなところや漏れてい

るものについては、市単独災害復旧事業によって営

農者が事業者を見つけて工事を依頼する必要があ

り、事業者が不足するような状況が続いていました。

収穫が終わった10月頃から、次年度の作付が出

来るのかどうか問い合わせ等が殺到していました。

おそらくこの調子で行くと災害復旧をせずに農地を

諦めてしまう農家の方が多く出るのではないかとの

懸念も出て参りました。また、棚田オーナーや彼岸

花めぐりに毎年のように来ていただいている方々か

ら励ましやお手伝いをしたいというご連絡をいただ

いておりました。

そこで、棚田保全団体・JA・森林組合・社会福

祉協議会・福岡県・うきは市で復旧から復興までを

見据えた「うきは市山村地域保存会」を立ち上げ、

今後どのように取り組んで行くべきかを検討する機

会を設けました。社会福祉協議会が行って来たニー

ズ調査のノウハウと市役所やJAに入って来る農業

者の状況や災害復旧が困難な箇所についての情報を

活用していくことになりました。
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市役所へ相談に来られる方からお話を伺い、国県

の事業か市単独事業かに選別されますので、農地で

はないとか農地だけど規模が小さいもの等事業から

外れてしまいそうなニーズを拾い上げていき現場確

認に行きます。作業にかかるかどうかは人の手で出

来るかどうか、次期の田植えが可能かどうか、を考

慮し優先順位を決めて行きました。把握していた
ニーズに基づき、田畑・水路の土砂撤去等を行うと

ともに、地域の方々を訪問しながらご意見を伺って

いきます。毎月1回程度実施するなかで、石垣保

存会の方々にも協力を要請しながら、土砂撤去があ

る一定終わってからは石垣復旧に本腰を入れて行き

ました。

石垣の復旧は、一旦石垣を分解して組み直して行

きます。もちろん手積みで行いますので、ボランティ

アを募集するだけではなく、スタディツアーのよう

に石垣積みの体験をしたい方や今後技術を継承して

いく必要がある方、市内の若者にも参加を呼びかけ

ました。

石垣の面を見て石を設置していくことは熟練の目

が必要ですが、そこは保存会のみなさんにご指導い

ただくことで作業が捗ります。手作業での石積みに

取り組み出してから、別の地域からも手積みの石垣

に復旧したいという要望も上がってきました。大小

ありますが合計15箇所の石垣を復旧しましたが、

今後石垣の改修が必要になった時にはこの経験が生

きて来るものと思います。

平成24年11月から活動を開始した訳ですが、

棚田オーナーの皆さんや新聞・インターネットを通

して駆けつけていただいたボランティアの方々も合

わせると1，000人以上の方に関わっていただきま

した。つづら棚田だけに限ったことではありません

が、棚田を残していくには応援していただく人がい

るか、どういうお付き合いをしていくか、というこ

とが重要になると思いました。

石積み作業

棚田オーナーの取り組みや、地域のお祭りや行事

に興味を持っていただくことで災害ボランティアに

関わらず色々な面で協力していただける体制が見え

て来ます。平成25年度には、福岡県のモデル事業

の一環で“つづら棚田を守る会’’の棚田管理に福岡

市や久留米市の企業が協力をしていくような協定の

締結も行いました。つづら山荘・民宿馬場という地

域の農家民宿を活用して企業やNPOの研修を行う

取り組み、スポーツクラブの合宿等も始まっていま

す。農山村だけががんばるだけではなく、都市部か

らの応援等をいただき資源を有効活用していく取り

組みによって、自然や棚田の景観等によって来てい

ただいた方々へ癒しの場をご提供が出来たり、万が
一何かあった時に助け合える関係が構築されている

ことを実感しました。

今回の豪雨災害によって、離農する方が多くなっ

てしまうのではないか、ここで今後やって行けない

のではないか、というような不安も少なからず解消

されていると思います。

平成26年度中には大規模な災害復旧作業が終了

する予定です。それが終わって初めて着手すること
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が出来る災害現場も少なくありません。まだまだ時

間はかかりますが、着実に復旧させていくことで、

今後再び大雨が降った時にも対処出来るよう準備を

しなければなりません。

つづら棚田の災害と復興 

つづら棚田保全協議会　会長　小河　孝幸 

今年もつづら棚田の田植えの季節が近づき、苗代

づくりや田起こしなどの準備作業が始まった。しか

し、平成24年7月の災害で崩れた棚田は、まだ復

旧していない。

平成24年7月14日、前日から降り続く雨は尋

常ではなかった。早朝から周辺の状況を心配して見

ていたら、家の上にある山や田畑が少し崩れていた。

そのうち家にも水が入ってきたので、家族4人で、

歩いてすぐの公民館（集会所）に避難した。近所の

人も怖いと言って荷物を持って避難してきていた。

その後、公民館よりつづら山荘（平成23年4月に

オープンした集落運営の農家民宿）の方が食べ物も

あるし良いだろうと、10時過ぎにみんなで歩いて

移った。もう道は川のようで、足を取られて転ぶ人

もいた。

集落の5軒中4軒が避難していたが、もう1軒

は高齢の夫婦で、道に水があふれていて「出きらん」

と言うので安全を考えて「家にじっとしとって下さ

い」と言って家に居てもらうことにした。

つづら山荘に避難したみんなは、あるものでお昼

を済ませ、容赦なく続く雨の様子を不安な気持ちで

見守った。山荘の窓から外の様子をうかがったが、

集落全体が見えるわけではなく、集落の状況が分か

らなかった。自宅も納屋は確認出来たが母屋は確認

出来なかった。「じっとしとって」と頼んでいた1

軒の家は見えず、電話をしても出ないので心配が募

り、自分の判断に大きな責任を感じた。その後、消

防や行政の応援も受け、つづら山荘からもっと下の

避難所へと移動した。「じっとしとって」と頼んだ

夫婦とも電話が通じ、無事合流し、集落みんなの無

事が確認でき安堵した。

翌日、集落に戻って言葉を失った。自宅は納屋や

蔵は歪みつつも無事だったが、母屋がすっかり無く

なっていたのだ。自宅の上の山が崩れ、大規模な土

砂崩れが起きていたのだ。その土砂が母屋をのみ込

み、近所の2軒にも土砂が流れ込み、3軒が家を失っ

た。初夏の縁に輝いていたはずの棚田にも土砂が流

れ込み、谷川沿いは滅茶苦茶に崩壊し、日本棚田百

選に選ばれた美しい棚田の姿はそこにはなかった。

平成10年から取り組んでいる棚田オーナー制度の

田にも土砂が流れ込んでいた。つづら棚田6ha約

300枚のうち、約50枚が被害を受けた。

災害後しばらくはやり切れなくて、もうどうでも

いいという気持ちになった。だが、棚田保全団体等

や棚田オーナーの方など多くの人が、農地の土砂撤

去や石積みの補修等の復旧作業をボランティアで取

り組んでくれ、こんなに多くの人が、自分たちの集

落の為に頑張ってくれているのだから、自分たちも

頑張らなければと、前向きな気持ちになることが出

来た。つづら集落の女性グループ「山の幸」はボラ

ンティア作業をしてくれている人に何か出来ないか

と、朝から準備をして、棚田米のおにぎりやだご汁、

手作りの漬け物などを振る舞った。

ボランティアの方たちの昼食（つづら山荘）

災害直後は、危険性を考慮し「彼岸花めぐり」や

棚田オーナーのイベント等は開催を見送ったが、復

旧作業のおかげで翌年にはイベントを再開すること

が出来た。イベントにもたくさんの人が来てくれた。

帰るときにみんなが「頑張ってください！」と声を

かけてくれ、その言葉で元気がわいてきて、集落み

んなで頑張ろうと言う気持ちになれた。

現在、集落に暮らすのは2軒となっているが、

家を失い、下の方で暮らす人たちも、農作業で来た

り、つづら山荘に働きに来たりとつづらから離れる

ことはない。

棚田で田植えイベント
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平成26年度から、つづら棚田の谷川沿いの復旧

工事が本格的に始まったが、作付け出来る田が減っ

たり、農作業に影響はないかと不安なこともある。

だが、今は今出来ることを一生懸命頑張っていくだ

けだ。

彼岸花めぐり・環境保全のイベントと 

復旧ボランティア 
～つづら棚田再生への道～ 

うきは夢酔塾　塾長　関　健児 

うきは夢酔塾は、平成6年3月旧浮羽町が行っ

た「地域おこしの会員募集」に応募し、指導を受

けたメンバーの中の有志が結成した団体で、平成6

年4月30日に活動を開始した。

メンバーの一人が新川葛籠（つづら）地区出身者

で、葛籠地区の街おこしを考えるため調査に向うと、

見慣れているはずの景観に皆息をのんだ。“棚田”

を再認識した一瞬だ。「多くの人達に棚田を見ても

らおう」と地元の方と実行委員会を結成、ポスター

を貼り、地元の主婦の方々の手作り料理でおもてな

しするイベントを企画した。それが、「棚田in彼岸

花めぐり」として、毎年30万本の彼岸花と黄金色

の稲穂が2万人以上の観光客を迎えるイベントに

成長した。そして平成11年日本の棚田百選に認定

され、平成12年秋には同塾の働きかけで、第5回

全国棚田（千枚田）サミット（旧浮羽町、旧星野村

の共催）を開催した。

我々の希望の象徴でもある「葛篭棚田」に、平成

24年7月14日、思いも寄らない未曾有の災害（九

州北部豪雨）が襲った。翌日、私は副塾長と二人現

地に向った。新川地区に入りその変貌ぶりに私は涙

があふれた。調査に来ていた市役所職員も涙しなが

ら降りてきて、「一から出直しばい」「やるしかなか

ばい」と、三人肩をたたきあった。9月予定されて

いた「棚田inうきは彼岸花めぐり」は余儀なく中止、

車両通行可能な棚田のふもとで復興支援の物産店の

みを開催した。

10月初め、被害を受けた「つづら棚田」復興へ向

け地元有志が「棚田つづら再生実行委員会」を立ち

上げ、募金活動を柱に棚田の石垣の修復を開始、一

歩ずつの復旧活動だったが、11月後半には、「うき

は市山村復興プロジェクト」が結成され、今日まで

10回、80ヶ所の地区で、総勢1100名のボランティ

アが参加し、復興作業を行った。しかし、災害から

1年半以上過ぎた今も、家の再建の見通しは立って

いない。田んぼは、激甚災害の指定を受け、復旧工

事が始まった。しかし、本年の田植えまでの復旧は

難しく、具体的に青写真も出来ていないのが現状だ。

多くの方の応援をお願いしたい。

つづら棚田の被災ようす

被災したつづら棚田のこれから 

「棚田を守る会」会員　米川　厚生 

“花は葉知らず葉は花知らず”この地方の人は、

彼岸花の事を、情愛を込めてそう呼ぶ。

花びらの舞う4月の上旬、彼岸花で知られる「つ
づら棚田」を訪ねた。中腹の山桜は葉桜に変わり、

落葉樹は薄らと縁を成し森の息吹が雨の中で煙って

いた。そんな春先に彼岸花の葉は枯れ始める。秋の

終わりに花を落とし、しばらくして芽（葉）を出す。

厳しい冬の間に緑の葉を繁らせ、秋咲く花のために

栄養を蓄えるのである。だから葉と花の逢瀬はない。

災害から2年目を迎え、棚田の中央を流れる渓

流の護岸工事が始まった。

災害当日、雨の治まった午後、仲間とつづら棚田

に登った。事前情報は得ていたもののその被害の大

きさと、自然の破壊力に打ちのめされた。車は最初

の砂防堤までで行き止まり、そこからつづら折れの

道を徒歩で登る。アスファルトがめくれうねり、泥
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水が小川のように流れる中、やっと棚田の見える場

所まで辿り着いた。そこでの光景は昨日まで守り耕

作していた青田が無残にもえぐり取られ、土砂に埋

まりひん死の光景だった。

軍師黒田官兵衛が活躍した頃、つづら棚田が形成

されている。乱積みの石垣が当時のまま残り、この

棚田の特徴とされている。その責重な石垣を超え作

業用道路が仮設され復旧工事が始まった。はたして

景観は？農業用の道路は？そして残った人々の営み

は？（災害前5軒の農家は2軒になっている）

課題山積みの中、災害から免れた田んぼでの米作

りが今年も始まる。
「つづら棚田」を守る為に、行政を初め、つづら

棚田再生実行委員会、石垣保存会、棚田を守る会、

九州大学大学院等、様々な団体が係わっている。こ

れらを結集して、将来を見据えた取り組みが期待さ

れる。専門の第3者機関の助言を頂き、未来の棚

田を創造し、先人が残した地域の資源を守って行く

覚悟を新たにしている。

つづら棚田での思い出 

石垣保存会　会長　松岡　隆成 

苦は米一粒でも多く取れるようにということで、

石垣を「寺勾配」に積み、それにより稲を一列多く

植えることが出来た。また、石垣は「腹がふくれ

る」と崩れるため、腹をへこませることで強い石垣

となったから、石垣には一石二鳥の良さがあった。

なぜ、つづらには棚田が出来たのか。まず田の上

の山中に多くのわき水が出ている。また、飲み水も

豊富にあったので、自然と人が住みついた。私は

17才で石工に弟子入りし、19才の頃、大分県柏木

の一石林道作りにたずさわり、飯場泊まりで仕事に

行った。弟子ゆえに、冬の冷たい谷川で飯場泊まり

の人夫全員分の食器を洗った。けがをしている指が

うずいた。ドラム缶風呂の一番最後に、湯の少ない、

ぬるい風呂でふるえた。この原稿を善くにつれ、思

い出して涙する。

その頃、つづらの部落から人夫で娘たちが四、五

人、山道を歩いて来ていた。また、堂尾の方からも

男女の人夫たちが山を歩いて来ていた。ある日雪が

ドッサリ降り仕事が出来ないので、つづらの女たち

の所へ遊びに行った。吾郎という先輩と二人、山道

を歩いて行った。一里半ぐらいあっただろう、途中

すごく広い一町田があった記憶がある。つづらでは

白い御飯やゼンザイが出来ていた。その晩は泊まる

ことになり、娘たちも4、5人みな泊まった。襖越

しにワーワーキヤーキヤー騒いでいるのを、一晩中

まんじりともせず、一夜を明かした記憶がある。そ

の後、浮羽町はグリーンツーリズムとか棚田の石垣、

景観の良さで有名となり、秋の彼岸花もそれに一役

買った。
一昨年の大水害では、一軒家が流れるなどの話を

聞いて、いろいろ道具を持って登ったが、至るとこ

ろ通行止めで行かれない。しかし数日して行ったら、

古い石垣が段々に残っており、石垣とは案外強いも

のだと思った。土中の水を分散して流すため、強い

のだと思われる。水を制することの大切さが分かっ

た。しかし、強い石垣を積む職人も自分たちが最後

になるかもしれないので、今、保存会で若い後継者

を作ろうとしている。大きい災害の時は、業者が復

興にあたるが、機械が入らない所などは多くのボラ

ンティアのおかげで何箇所も復旧した。ただ、若い

人に石積みの仕方を教えているが、簡単に覚えられ

る技術ではない。国も後継者育成や国土保全、原風

景、かくれている石垣の見直しに力を入れてはしい

ものだ。

石積み作業

談話会参加記
玉川大学農学部　学生　三島　莱

2014年4月19日、早稲田奉仕園セミナーハウ

ス6階1号室で第27回棚田学会談話会が開催され

た。テーマは「人びとの暮らしと棚田」で、前半に

永田博義民と里村洋子氏による講演、後半はコメン

テーターとして高橋久代氏と松澤徹氏が加わり、安

井一臣民の司会のもと、くるま座討論会が行われた。

私は初めての参加であったが、まず永田氏の写真

と解説で棚田の世界へ引き込まれ、里村氏の講演で

は川の流域から見る里山、現地の女性の活躍に共感

した。くるま座討論会では様々な分野の方々のご意

見から新たな知識を吸収でき、目からも耳からも魅

力的な勉強ができた。

永田氏の講演で印象的であったのが、旅先の地域
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の方の「お茶でも飲んでいかないか。」という一言

から始まる、永田氏とその地域の方との交流エピ

ソードだ。どれも心温まるものであった。その場限

りでない関わりが作られると、棚田だけでなくそこ

の人にも会いに行きたいと思い、次からは単なる観

光ではなくなる。この繋がりこそが、棚田の魅力の
一つでもあると感じた。

里村氏の講演では、大地に生きる女性の強さ、た

くましさを知った。そして、川は上流地域と下流地

域の人々を繋ぐきっかけになることに気づかせてい

ただいた。話を聞いて、普段私が使っている水と同

じ川の水を使っている上流地域の方々は、その水を

利用してどのような暮らしをしているのだろうか…

と想像してみた。講演の最後では、地域の名産品を

使って考案されたレシピも紹介していただき、その

地域の女性の斬新な発想力に驚くとともに、食べに

行きたいという思いが湧いてきた。

私は、棚田と関わるようになってきてから、“里

山”に対する興味が日々増している。循環型社会が

注目されている今、里山の知恵やその文化から学ぶ

ことはたくさんある。棚田などの美しい風景は、里

山の象徴として都市住民をつなぐ架け橋となり、ま

た若い世代へその美しさを伝えるきっかけにもなる

だろう。（実際私は高校生の頃、TVで棚田の風景を

見てから棚田フアンとなった。）新宿生まれ、新宿

育ちの20歳だが、今ではたまに棚田やその周辺環

境を見て癒されること、そして大学の授業では得ら

れない地域の方の生の声を聞いて新しい発見をする

こと、その人柄に触れることが楽しみの一つだ。そ

してなにより、棚田で広がった人脈には本当に感謝

している。この繋がりを大切にしていくとともに、

恩返しできる人になりたいと思う。

「方言が世界を変える」　　山形県　矢口　智

NHKの朝ドラ『あまちゃん』は、都会生ま

れの娘（主人公）が、母親の古里の方言を都会

で使っている不思議な展開だった。そして「じえ

じえじえ」は昨年の流行語大賞に最もふさわし

い。ここ山形には、それに似た感嘆語は見当た

らないが、とても共感できる言葉である。

また、同じNHKの『八重の桜』はお隣の会

津若松が舞台となっており、独特のやわらかい

（温かい）靴りが物語の大きな柱となっている。

関西弁以外は「方言＝笑いの種」のようなも

のだったが、天野あきちゃんが全国に通用する

正当な言葉としての東北の方言を認めさせた。

気分が良い。

万事控えめを良しとする山形県人ではある

が、棚田の活動や交流も観光も、方言丸出しで

明るくいこう、と考えています。

「棚田から里山へ」　　　山口県　守夫　道代

平成12年、全国棚田サミットに初めて参加

し、それから身近に「棚田清流の会」が誕生し

た事等で、私にとって、例年楽しみな行事とな

りました。

引っ込み思案な私が、棚田学会に打ち解け10

年余りも参加できたことに感謝しております。

さて、今は、山との関わりのある「林業研究会」

（市・県・国域）に加入しています。当会では、

山に繁茂した竹を伐採し、山桜を植栽しました

が、これも伐採の時期を迎え、その活用に小グ

ループですすめて2年を経過しようとしてい

ます。

「草木染め部会」では、市民を対象とした「草

木染め体験交流会」を開催し、新たな会員を募

集したところ、一挙に部会員倍増となり、今で

は、人いろいろ・材いろいろ・色いろいろ・物

いろいろと豊富になりつつあります。山里に行

く機会ができ、わが家の山にも目を向け、穏や

かに過ごしていきたいと想うこの頃です。

事務局ニュース
｛2014（平成26）年棚田学会大会のお知らせ

日時：2014年8月1日（金）11：00～

場所：三越劇場（東京・日本橋三越本店6階）

第1部　◆総会

◆棚田学会賞授賞式典　授賞式・記念講演

第2部　◆大会シンポジウム「棚田と災害」
一集中豪雨と地震による

棚田の被害と地域の新たな動き一

基調報告：木村和弘

報　　告：矢島宏雄、岡島賢治、樋口正幸

コーディネーター：千賀裕太郎

第3部　◆懇親会特別食堂「不二の間」

（日本橋三越本店7階）

【編集後記】

災害王国の日本においては、“レジリエンス”つまり

災害に対し回復できる強さとしなやかさを持った地

域社会の形成が求められている。そのためにも、棚

田の日々の保守管理に加えて、日頃からの地域外の

応援団との連携が重要になるのだろう。（大澤啓志）
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日本の棚田百選紹介

宮崎県日之影町「石垣の村」戸川 

戸川地区石垣の村管理組合副組合長 

富士本　浩一郎 

「石垣の村」戸川は、宮崎県北部の大分県との県

境にある日之影町の山あいにひっそりとたたずむわ

ずか7戸の集落です。

日之影町は人口4，100人、面積が277kniの中山

間地域で、町の東西を五ヶ瀬川が貫流し、北部の九

州山地の山々を水源とする日之影川が町の中心部で

合流し、清らかな水と美しい渓谷を形成しています。

町の中心部から日之影川沿いに8キロほど北上

したところにある、川岸から住宅の上まで石垣に

すっぽり覆われた集落が「石垣の村」戸川です。南

米ペルーの世界遺産「マチュピチュ」を思い浮かべ

る人もいるのではないでしょうか。

さて、戸川は、急峻な地形で平地がほとんど無く、

昔は麦やトウキビなどの畑作が中心でした。飲み水

はありましたが用水に苦労し、大正

2年には対岸の谷にワイヤー線を架

け、トタンを丸めた樋を使い、全長

180mのかけ樋を渡して5反ほど

で稲作を始めました。その後、大正

14年に七折用水が完成すると同時

に開田が進み、現在の石垣の村が形

づくられました。

戸川の石垣は、宅地や田畑、石蔵

から防風垣にいたるまで集落全体を

形成しています。最も古い石垣は、

江戸末期の宗永年間から安政年間

（1848～1860）に築かれたといわ

れ、安政2年（1855）の大地震で

壊れた江戸城修復に村から石工の二

人が召されたとの記録も残されてお

ただ、その頃の村人にとって石垣はごくあたりま

えの風景としか映っていませんでした。

当時の梅戸町長が再三再四足を運んで石垣の価値

を説明され、また、副知事をはじめ、県の要職の方々

を招いて民家で会議を行ったり、様々な機会を通し

て石垣の村のPRをしていただき、皆さんから高い

評価をいただくようになりました。

村人も次第に石垣の価値を認めるようになり、と

にかく町長の指導を受けながら取り組むことになり

ました。まず始めに駐車場の整備を行い、次に集落

内を散策する順路の整備を行いました。民宿の話も

ありましたが、平成2年に町が宿泊施設として「石
垣茶屋」をオープンし、滞在型観光客の受け入れが

できるようになりました。

平成3年4月に戸川地区石垣の村管理組合が結

成され、坂本博組合長を中心に小学生の体験農業や

ボランティア団体の協力による棚田の保全、各種交

流事業の受け入れなどを行ってまいりました。

また、平成11年の日本の棚田百選の認定を機に、

毎年4月に「棚田まつり」を開催し、日之影町が平

成18年に森林セラピー基地の認定を受けてからは、

森林セラピーウオーキングと合わせて開催してお

り、今年も第15回棚田まつりを開催したところです。

り、石工としての技術が高かったも

のと思われます。当時、畳一枚ほど

の大石を、木で作ったコロやテコを使い村人総出で

築いたもので、角石に使われている大石は11人が

1日がかりで据えたという言い伝えもあります。ま

た、最も高い石垣は11メートルにも達しその高さ

は棚田の石垣としては日本一ということです。

戸川が「石垣の村」と呼ばれるようになったのは、

宮崎県北部をエリアとする夕刊デイリー新聞の昭和

54年5月8日付の紙面で、県北の七不思議の一つ

として紹介されたのが始まりでした。記事には「巨

大な岩石を積み上げてまさに　ミ城塞ミ　たった七軒の

小集落」との見出しが付けられ、大々的に報道され

て以来、人々の目が向けられるようになりました。

石垣の村・戸川

高齢化が進み、棚田の保全も厳しくなりつつあり

ますが、長い歴史の中で築かれてきた石垣や先人の

思いを語り継ぎながら、組合員全員で魅力ある農村

の原風景を守ってまいります。
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