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特集　棚田と災害（Ⅱ）

今回で3回目となった「棚田と災害」

という連載特集。今回は、ここ数年、

毎年のようにどこかで起きている集中

豪雨による被害の増加をふまえて、東

海から西のさまざまな地域における豪

雨被害を取り上げてみた。被害を受け

た方々の声の中から浮かび上がってき

たのは、地域に「住み続ける」ことの

重要性ではなかろうか。今回お寄せ頂

いた原稿の中に、「土石流は間違いな

く恵みの側面も持ち合わせていた」と

ある。目から鱗であったが、まさに住

み続けることで得られた至言だろう。

災害がさまざまな側面を持っているこ

とを改めて考えさせられる。

台風による集中豪雨で浸食を受けた徳島県上勝町内の水田（上）（写真提供：佐々木紀之氏）と2011年9月の台風12号被害（下）

（写真提供：原和男氏）
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2011年9月の台風12号被害を受けて 

和歌山県那智勝浦町　色川地域振興推進委員会 

原　和夫 

台風12号災害から早丸三年が経つ。1200mmを

超す大雨は、住民の誰もが想像し得なかった被害を

色川地域にもたらした。深刻な被害を受けた住宅の

数は指折ると両手では足りない。死者も出た。地域

外に繋がる道路は三本あるが、何とか一本だけが辛

うじて通行可能となり、孤立集落になることだけは

避けられた。棚田の被害も深刻だった。川の護岸が

そのまま棚田の一部になっている所も多く、そんな

所での土石流被害は無惨でほとんどが国費での復旧

工事の対象となった。工事は今も続いており、山肌

に残る爪痕は三年の年月を経ても災害時を昨日のこ

とのように思い出させる。

台風12号の被害の様子①

台風12号の被害の様子④

今回の災害を、棚田を切り口に客観的に振り返っ

てみたい。

山間地では、その地で暮らしを重ねてきた先人達

が平地を確保し住居を構え、糧を得るために棚田を

築いてきた。色川地域の現在の棚田面積は50haほ

どだが、かつては200haを超えていた。水を引い

て田に出来るところは可能な限り田にしてきた歴史

がある。水を引くのも容易ではない。岩があれば馨

でくり貫き、場がなければ石垣を積み上げその上に

水路を作る、水を引き田を作ることは生きることそ

のものだった。日当たりが悪かったり土がほとんど

なかったり、条件の悪い所も少なくないが、どんな

に不利地であろうと一粒でも多く米を穫りたいとい

う思いが棚田を築かせた。その地で生きるとはそう

いうことだ。最も効率的な場所で経済効率第一に生

産を考え足元でない地のお陰で生きるという拠って

立つ地のない今の時代の暮らしとは真逆の暮らしが

そこにはある。文字通り、地にへばりついた暮らし

だ。

その地に生かされて生きる、そんな暮らしが山村

の暮らしの基本だとすると、棚田は山村文化の象徴

と言えるだろう。当然、土石流被害に合うこともあ

る。被害に合えばどうしたのか？「直せばいい」た

だそれだけのことだったろう。私達の地域の棚田は

石積みによるので築くのにも直すのにも石がいる、

動かせる範囲で大きいものもいるし裏込めには小さ

いものもいる、土石流はそんな石を大壷に運んでく

れた。今のようにどこからか石やセメントが運ばれ

てきて頑丈なコンクリートがいつのまにか築かれて

いるという時代ではない、目の前にあるものを使っ

て生きる、それしかない時代だ。棚田を築き補修し

維持し続けてきた暮らしにおいて、土石流は間違い

なく恵みの世界の側面も持ち合わせていた。

かつての土石流跡を見ると大岩がその名残を残し

てはいるが運べるような石はまず見当たらない。そ

こには身近にあるものを使って生きる、まさに循環

型の持続可能な暮らしがあった。その地にへばりつ

いて生きている人さえいれば、あの手この手で棚田

を必ず復旧させるだろう。怖いのは自然災害より過

疎の進行により棚田を暮らしの場とする人が激減

し、棚田が放棄されるという社会災害の方である。

棚田の物理的復旧は棚田を耕して生きるという日常

の営みがあってこそ「棚田文化の伝承」の域に入る。

よく棚田の意義をその結果的な機能に見出だそうと

することがある。間違いではないが本質ではない。

国土・景観の保全や洪水の防止や生物の多様性や、

そのために棚田を築いた人がいるだろうか、一粒で

も多く米を穫りたい、ただその一心で棚田を築き耕

し続けてきた。結果として様々な効果があった。た

だそれだけのことである。自然の中での素朴な営み

は「理と美」の中にあるということだろう。「暮ら
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しがあって棚田がある」ということを確認したい。

過疎が進行し「暮らし」が消えていくと棚田も荒

れ地域も消えるという危機感から、この地にへばり

ついて生きる人を増やさねばと、色川地域は地域振

興の柱に「定住促進」を据えて様々な取り組みを行っ

てきた。中でも特に力を注いできたのが移住者の受

け入れで、三十数年間に、その数は人口400人中

170人と4割を超えるまでになった。移住者が果

たして地域の担い手となり得るのか、問われ続ける

日々だが、今回の災害で家も農地も大きな被害を受

けた移住者が、こつこつと復旧に汗を流している姿

には間違いなく強い居場所感が荘っていた。出てい

く移住者は一人もなく、皆それぞれにへばりつき始

めていることを実感した。棚田で作業していると水

路ひとつ石垣ひとつとっても苦労のあとが惨んでい

る。その当時に思いを馳せることが少なくない。先

人の汗を実感すればするほどその地への居場所感は

増す。そうやって担い手へと育っていくものだろう。

今回の災害を経て棚田を通じての山村での暮らし

の有りようについて改めて考えさせられた。と同時

に、棚田を暮らしの中にしっかりと据え直して、そ

の恵みを受ける暮らしに掛け替えのない豊かさを感

じる人達を育てることこそが、災害を乗り越えて棚

田を復旧復興し守り続けるために最も必要なことだ

と確信した。この地に生まれこの地で育ち棚田に生

かされながらこの地で生き続ける、そんな人達が増

えていくことこそを目指したい。

■、川「

那智勝浦・色川の棚田

棚田の暮らしに学ぶ 

島根県古賀町　総務課　相木　昭典 

昨年7月28日未明、島根県と山口県の県境を中

心に時間雨量100ミリを越える集中豪雨が襲い行

方不明や家屋の流出など甚大な被害が発生しまし

た。古賀町も一部の地区に避難勧告を発令する状況

になり床下浸水などの被害はありましたが幸いにも

大事には至りませんでした。

私自身、過去に何度か豪雨による土砂崩れや河川

の氾濫など経験しましたが、中でも昭和47年7月

の山陰豪雨は今でもはっきりと記憶に残っていま

す。降り始めから3日間で600ミリを越える集中

豪雨により、夜半から集落内の全ての谷から土砂が

流れ出る大災害となり、集落内を巡回していた住民

が土砂崩れの被害に遭い死者や負傷が出たほか、集

落内の半数近い家屋が倒壊、その他の家屋は床上浸

水という激甚災害となり、翌朝見た光景は前日まで

の集落とは全く変わり、強烈な印象は忘れることが

出来ません。

昭和47年山陰豪雨の被害状況

私は、昨年4月より総務課で消防・防災業務の

担当になり、災害対策や災害対応を行うようになり

ました。全国で甚大な被害を及ぼす災害が起こるた

びに法律が改正されたり、新たな制度や取り組みが

されたりするなど、防災行政は日々めまぐるしく変

化をしています。災害危険箇所の点検や情報伝達手

段の確保、昨年8月からは気象庁による特別警報

の発表など様々な機関が、様々な方法で住民の命を

守る取り組みを強化しています。

そこで更に必要となるのは、「自分の命は自分で

守る」という自助と「自分たちの地域は自分たちで

守る」という共助です。全国で自主防災組織結成の

動きが活発になり、特に阪神淡路大震災以降は飛躍

的に増えています。吉賀町でも少しずつではありま

すが、組織化され防災訓練や研修が行われています。

平常時の訓練なども必要ですが、最も大事なことは、

平常時のコミュニティーだと感じています。昭和

47年の災害時には特に防災組織はありませんでし

たが、通信手段が寸断されて行政や消防署など公助

がない中で災害対応が出来たのは、普段からの地域

内でのコミュニティーがあったからだと思います。

本町の柿木村白谷地区に約600年の歴史をもつ
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「大井谷の棚田」があります。整備された田んぼの

様に用水路から田んぼ毎に取水するのではなく、最

上段の田んぼから田越しで取水する棚田では集落の

コミュニティーは欠かせません。集落の住民がお互

いに助け合いながら棚田を耕さないと、棚田での米

づくりは出来ないのです。全国各地で災害が起きて

いる今こそ、共に力を合わせて生きている棚田の暮

らしから学ぶことが重要だと感じています。

大井谷棚田オーナーの稲刈り風景

大井谷棚田オーナーのはぎ掛けの様子

平成26年度台風11号による 

三重県の棚田被害報告 

三重大学　岡島　賢治 

平成26年8月初旬、台風第11号は強い勢力を

維持したまま比較的ゆっくりとした速度で北上し、

10日6時過ぎに高知県安芸市付近に上陸した後、

次第に速度を遠めながら四国地方、近畿地方を通過

した。この間、前線が西日本の日本海側から北日本

にかけて停滞し、前線に向かって台風周辺の湿った

空気が流れ込んだ。このような事態を鑑み、気象庁

は平成23年8月30日の運用開始から3回目とな

る特別警報を、三重県に発表した。この台風で三重

県では、北中部を中心に大雨となり、期間降水量も

宮川で662．5mmを記録した。

この台風による三重県の農林水産被害額は平成

26年9月1日現在約34億円にのぼるとされ、そ

の内、農地・農業用施設で約25億円となっている。

農地の被害全184件中、津市（89件）、松阪市（45

件）、伊賀市（25件）、農業用施設の被害257件中、

津市（172件）、伊賀市（33件）、松阪市（23件）、

と被害が三重県中勢部に集中したのが特徴である。

棚田地域の被害は、少なく津市で1件、亀山市

で1件であった。津市の1件は、同じ農地内で3

箇所の土岐法面の崩壊が生じた。崩壊規模は2箇

所が幅20m高さ3m、もう1箇所が幅10m高さ

3mと比較的大きな崩壊であった。三重県担当者に

よると、この津市の案件については、地すべりに近

く、現況も小さな田で耕作放棄地になっている箇所

もあり、地元地権者は復旧しない方針とのことで

ある。亀山市の1件は石積み法面の崩壊で、幅7m

程度高さ2．5m程度の規模であった。

平成26年台風11号では、三重県は大雨に見舞

われたが、幸い棚田の被害は多くはなかった。集中

豪雨などの災害では、棚田が被害を受けることは少

なくない。近年、集中豪雨の発生頻度が高まってい

ることから、棚田保全に向けて災害復旧の観点から

の保全活動により力を入れる必要があると思われ

る。

津市の土鳩棚田の被災状況
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2014年8月の台風を振り返り 

徳島県上勝町産業課　佐々木　紀之 

西日本を中心に猛威を振るった台風11号及び

12号。徳島県内各地で避難勧告、避難指示が次々

と出される状況の中、近隣の阿南市や那賀町では大

規模な浸水が発生し甚大な被害を受けた。上勝町（福

原旭観測所）では平成26年8月1日から10日

までの10日間で総雨量1510mm（うち11号台風

815mm）が観測され、町内にある正木ダムではほぼ

満水状態になり、昭和53年完成以来過去最大量の

放流が行われた。それ程多くの降水量があったこと

になる。

町内の被害はというと、浸水被害は免れたものの

山腹崩壊や路肩崩壊による県道や町道の通行止めが

数多く発生し、孤立した集落もあった。また農業用

施設や林業用施設まで含めると42件の災害が発生

した。しかしながら水田の被害はというと6件で

あり、比較的棚田付近の施設にも被害が少なかっ

た。考えられる原因としては、この時期はまだ水田

に水を張った状態であったことにより、棚田の「自

然のダム」といわれる貯水機能が十分に機能し、大

量の雨水を徐々に下流域へ流せた事が被害の軽減に

繋がったのだと思われる。

後継者不足や耕作者の高齢化が進むなか、中山間

地域等直接支払制度により「地域で棚田を守る」と

いう想いが生まれ、耕作は出来なくとも保全管理だ

けでも出来ていた結果、被害が最小限に抑えられた

原因でもあろう。

残念ながら被害を受けた棚田については、従来か

ら多く使われている全面コンクリートを使用した復

旧工法では、美しい棚田の景観が損なわれる為、石

積工や木柵工等の自然に優しく、生態系にも影響が

少ない環境にも配慮した工法を取り入れ復旧する事

を災害復旧事業に提案していく予定である。

被害軽減には、棚田の持つ素晴らしい機能を十分

に活かせるよう、保全をしていくことが重要だと実

感した台風であった。

浅見彰宏著 

「ぼくが百姓になった理由一山村で目 

指す自給知足」コモンズ　2012年 

中島　峰広 

大企業の営業マンから転身、北会津の山里を選び

定住したⅠターン百姓の奮闘記である。目標に向か

い一つずつ着実に夢を実現していく過程は爽快、心

地よさを感ずる。著者は大学卒業後、ビジネスクラ

スの飛行機に乗り、超一流ホテルから高級車で商談

先に乗り付けるという倣慢な生活にこれでよいのか

という疑問を持ち転職を決意、バンコク駐在の商社

マンである父親の強力な反対を押しきって退社し

た。一転、その後の行動はきわめて計画的に進めら

れる。まず有機農業を学ぶため埼玉県小川町の霧里

農場の門をたたき、一年間と期限を決めて修業に励

む。後にこの時出会った長野県野辺山高原のレタス

農家出身の女性と結婚するのだから、農場での修業

は彼に二重の恩恵をもたらしたことになる。

次に就農先は山深い山間地、温泉がある雪国など

の条件をつけて探し、学生時代に登頂した飯豊山の

登山口、会津北部の山都町（喜多方市）に決め、県

の農業改良普及員の紹介で早稲谷集落の古民家に住

むことにした。彼の考えが堅実なのは就農に先んじ

て、他の収入をえる仕事を見つけ、兼業農家を目指

したことだ。すぐに普及員の紹介で福島県農記の臨

時作業員になり、半年勤めた後、現在も続けている

喜多方の酒造会社に職を得て、冬場の貴重な収入源

にしているのは立派だ。

本業の農業は、放棄された20aの開墾から始め、

2年目に7a、10枚の水田を借りることができた。

結婚後は信用を得て順調に借地が増加、現在では棚

田120a、畑50aを耕作する早稲谷一番の大百姓で

ある。彼が水田、奥さんが畑を担当、ともに有機無

肥料による栽培、米は知人向けの直接販売、野菜は

セット野菜にして近隣の商店やスーパーに出荷、ほ

かに自作の鶏舎で豆腐屋のおからなどを餌にした採

卵用の鶏150羽を飼っている。

Ⅰターン農民の彼が地域で果たしている最大の貢

献は過疎高齢化で危機に瀕していた集落総出で行う

春の堰凌いに、最初は知人数名、現在では50名に

も及ぶ作業ボランティアが参加する仕組みを立ち上

げたことである。彼はこの活動を通じ、農業におけ

る民の公共としての社会的役割を自覚、その実践の

ために地域が持っている技・知恵・体験の学習と継

承に日々汗を流す百の仕事をこなす百姓である。新

規就農者必読の書として推薦したい。
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会員通信
～若手会員の声～

棚田という世界 

NPO法人　恵那市坂折棚田保存会　久保田　旭 

棚田百選にも選ばれた、岐阜県恵那市にある坂折

棚田に関わることになったのは、正直に言うと本当

に偶然でした。それまで、棚田という言葉だけは知っ

ていましたが、棚田での生活は全く想像もしなかっ

たし、またどこか他所の世界のような感覚でいたの

です。

実は、子供の頃私は南房総におりました。鴨川の

有名な大山千枚田とは目と鼻の先です。何回か訪れ

たこともあります。平田と棚田では、やはり棚田の

方が様々な自然環境の要素が密接に関わっているた

め、景観が美しいと感じたことを憶えています。

先の8月1日に、東京で棚田学会が行われました。

棚田で農業をやることは、平田より繊細でとても大

変なのだと感じました。耕作面積も狭い、鳥獣によ

る食害も受けやすい、同等の耕作面積の平田よりも

畦の面積が大きい分、草刈は特に重労働で空積みで

あれば石垣の雑草取りはひたすら手作業。しかし、

その反面棚田のもつ効果は単に米の生産圃場だけで

なく、生物多様性や水源滴毒性、気候といった自然

調和性にも大きな効果があると思っております。ま

た、なによりも棚田で生活するということは精神的

にもとても意味のあることだと思います。

日本は世界初であり、また未曾有の少子高齢化社

会を迎えています。その中でも棚田はおそらく、相

当前線となる地域であろう。事実、私が関わってい

る坂折棚田ではまさにそんな状況にあります。ただ、

棚田にオーナー制度などによって都市部から来訪す

る人は決して若い年代も少なくなく、それはつまり

棚田が社会から切り離されているわけではなく、新

たな形としての地域振興の可能性を示しているので

す。

地域に「来る」ことと「住む」ことは紙一重の違

いでありながら、その一枚の壁が大きい。その背景

には自然環境面もあれば、社会環境面もあり、また

地域性といった文化面による影響もあるでしょう。

ではそこを埋める「何か」にかけて、私たちはこれ

からみつめていく課題となるのではないでしょう

か。

坂折棚田での田植え

大山千枚田と私の歩み 

早稲田大学文学部日本史コース5年　田斉　省吾 

私が出会った最初の棚田は千葉県鴨川の大山千枚

田。大学二年生の時のことです。根っからの歴史好

き、幼い時から割と環境志向が強く、田舎への関心

も少なからずあった‥・そんな自分からすれば、もっ

と早い段階で「棚田」に突き当たってもよさそうな

もので改めて振返ると不思議な感じがします。もっ

ともその後も－「棚田」の周縁を歩み続けてきたこ

とに変わりないとは思うのですが一新たな棚田との

出会いはなく、しかと交わったと言いうる棚田は、

結局、大山千枚田だけです。ただ、その一か所の棚

田との出会いは、私のその後の歩みを規定する、大

変責重な出会いとなりました。

当時、私はジャーナリストの高野孟のゼミに所属

していました。高野先生は、鴨川のⅠターン者との

交友を通じ「農」のある暮らしに惹かれ、今から7

年ほど前に同地に引っ越しています。以来、そこで

の田植えと稲刈りは半ばゼミの定例行事となってい

たのです。「今どきの学生は、頭の先っぽだけで考

えて要領よく気の利いたことを言おうとする小賢し

い奴が多いから、裸足で泥田に入って『足の裏で考

える』体験が不可欠」という彼の信念（？）の下、

ゼミ生一同は田んぼに放り込まれるわけですが、初

田植え時の足裏の何とも言えない感覚をはじめ、夜

のむさくるしい議論、早朝の千枚田の一望の美し

さ、地元の野菜をふんだんに使ったカレーの美味し

さ等々、数々の濃密な体験をしました。

大学3年次に、私は大学を1年間休学して山村

で生活を送ってきました。東日本大震災を受けて青

二才なりに熟考の末、「21世紀の諸問題を解くカギ

を握るのは日本の地方だ」という予感が何時しか芽

生えるようになりました。休学したのはこの予感の
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大山千枚田の田植え

妥当性・可能性を確かめるためのものでしたが、こう

した地方に対する希望を膨らます素地や、そんなこと

を考えるそもそものきっかけを提供してくれていたの

が大山千枚田での体験であったように思います。現在

は大学の正規課程に復していますが、今後とも、この

「千枚田を『基点』とした道筋」に沿って、卒業後、

地方で生活し地方を盛り上げていくための術を模索し

てきたいと考えているところです。

事務局二ユ －ス

■2014年度冬季棚田学会発表会（予告）

日時：2014年12月13日（土）13：30～16：30

場所：早稲田大学早稲田キャンパス

16号館306号教室

発表：若手研究者4名の発表予定

①「農村空間における野生鳥獣被害問題への考察
～全国自治体のサル追い払い犬事業担当者と

飼育者の意識調査から～」

山口薫（東京大学大学院生）

②「棚田の積石と表層地質の関連性」

西脇祥子（三重大学生物資源学部4年生）

③「伊豆半島松崎町における桜葉畑景観の

成立過程とその変遷・住民による評価」

七海絵里香（日本大学大学院生）

④「域学連携によるプロジェクト型地域づくりの

展開一西伊豆・松崎町石部地区を事例に」

山本早苗（常葉大学社会環境学部・准教授）

■『棚田学入門』刊行のお知らせ

このほど棚田学会では、『棚田学入門』を刊行す

ることとなりました。学会の若手研究者・実務者が

執筆の中心を担い、あらゆる側面から棚田を学ぶた

めの入門書となっています。学生の方、棚田に興味

を持つ方だけでなく、行政で棚田に携わる方々にも

読んで頂きたいと思います。ぜひお買い求め下さい。

□A5判・220頁程度／頸葦書房・刊

□2014年12月刊行予定

□予価　2，300円（税抜き）

ロ内容　棚田とはなにか／棚田の歴史／棚田と民俗

／棚田での稲作／棚田の生産性／棚田と生物多様性

／棚田がまもる／共生の場としての棚田／棚田と里

山／棚田と景観／棚田地域の課題／棚田をまもる／

棚田で遊ぶ／棚田の顕彰／世界の棚田と顕彰／付録

日本の棚田百選紹介

新潟県三条市　北五百川の棚田 

北五百川集落自治会長　佐野　誠五 

「北五百川の棚田」がある三条市北五百川（きた

いもがわ）集落は、福島県会津地方と接する市の東

部に位置し、粟ケ岳や守門岳など1000m級の山々

に囲まれた戸数80戸の集落です。冬には2～3m

もの雪が降る豪雪地帯です。

棚田は集落の北西にあって約280枚もの水田か

らなり、その面積は9．5haと集落の全水田面積約

40haの約4分の1に相当します。この集落でいつ

から棚田が築かれ、耕作されるようになったのかに

ついてははっきりとは分かりませんが、約400年

前には耕作を始めていたとの記録があり、集落とと

もに長い歴史を歩んできた存在であることは間違い

ありません。

棚田で耕作するうえで一番大変なことは水の確保

と思いますが、この棚田は粟ケ岳からの伏流水が絶

えず流れ込んでいるため、一年中安定的に冷たい水

（水温は約10℃）が供給されています。また、この

棚田には耕作放棄地がなく、すべての圃場でお米が

作付けされており、ここで作られたお米は非常に美

味しいと評判です。
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北五百川の棚田で自慢したいことは、畔に美しい

花が咲くことです。4月の雪解けとともにカタクリ

が咲き、6月にはヒメサユリ、7月にヤマユリ、9月

は彼岸花と、四季折々に花を楽しむことができます。

とくにカタクリの花は、2012年にJR東日本の新潟

デスティネーションキャンペーンでポスター用写真に

起用され、それ以降は東京をはじめ県外からも多くの

来訪者があります。今年は約1500人が、カタクリの

花を目当てにこの棚田にやって来ました。

姫小百合嘆く棚田

集落では、この棚田を目玉として、都市との交流

にも取り組んでいます。まず、平成15年度から棚

田オーナー制度を展開しています。オーナーになっ

ている会員は島根、大阪、東京など全国各地に約20

名いて、田植えや稲刈りなど農作業体験に参加して

もらっています。平成21年度からは、東京都荒川

区の第二峡田小学校と稲刈り体験を通しての交流を

開始しました。この交流は学校給食に三条市産の米

を採用している荒川区の子どもたちに、食青の一環

として生産の現場を知ってもらうために始まりまし

た。毎年20～25人ほどの児童が泊まりがけで参加

しており、今年も9月13、14日に実施し、22人の

児童が自分の手で稲を刈る作業を体験しました

さて、この地域は豪雪地帯のため、冬場の交流人

口が少ないことが課題でしたが、今年はまだ雪深い

3月1日、2日に棚田スノーシュートレッキングと

いうイベントを開催しました。北五百川の棚田をス

ノーシュー（西洋かんじき）で歩き、雪に染まった

棚田や山々の水墨画のような雪景色を楽しむという

ものです。これには約30人が参加し、ふだんは足

を踏み入れることができない雪の棚田を堪能しても

らうことができました。

このように、米作りだけでなく観光や交流の目玉

として多くの人を惹きつける北五百川の棚田です

が、後継者の確保が課題になっています。しかも、

後継者不足は10年後くらいの近い将来にやってく

ると思われる現実的な課題です。でも、私たちはこ

の棚田を地域の大切な宝物として後世に伝えていき

たいという思いを強く持っています。そのためにも、

来訪者の皆さんからこの棚田に関心を持ち続けてい

ただけるような観光・交流事業を行いながら、保全

活動を進めてまいりたいと考えています。

北五百川の棚田

【編集後記】

8月の集中豪雨による広島市安佐南・北区で発生し

た土石流は多数の死者をもたらす大災害となった。そ

の悲惨な光景から、主として花崗岩からなる中国山地

の山麓緩斜面にある棚田の多くは土石流の跡地ではな

いかと思った。そのことは後で考えるとして、まずは

災禍を蒙った住民の方々に心よりお見舞いを申し上げ

たい。（中島峰広）

【お詫び】 

前号（43号）の5貢に執筆者名の誤りがございました。 

正しくは下記の通りです。ご関係の皆さまには謹んで 

お詫び申し上げます。 

（誤）米川厚生　氏　→　米川更生　氏 
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