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棚田において生きものたちとの共生

的な生を営む上で厄介なのは、棚田周

辺の野山に棲息する動物たちの問題で

ある。近年では、棚田周辺の林地での

林業が、海外産の安価な木材への依存

が強まったことにより衰退し、人が林

地に入り込む機会自体が減ったことに

より、野生動物の活動範囲が広まり、

農地に対しても大きな影響を与えてい

る。とくに山間に位置する棚田ではそ

の被害が深刻である。しかし、獣害や

その対策には、歴史的にも長い積み重

ねがあり、近年では獣害に強い農地作

りや、獣害を逆手にとった取り組みも

始まっている。今回は、各地での獣害

対策の取り組みを紹介する。
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棚田と獣害 

奈良大学教授　高橋　春成 

我国には、イノシシやシカといったイネ、イモ類、

豆類、野菜類、果樹などの農作物を食害したり、踏

み荒らしたりする野生動物が生息している。狭い国

土でかつ山地が多い地理的条件下の我国の農民は、

古くから棚田や段々畑に侵入するこれらの野生動物

への対処を余儀なくされ、イノシシやシカによる農

作物被害は死活問題にもなってきた。

イノシシやシカとの苦闘の歴史

近世末期の岐阜北部の山間部のようすを記載した

『斐太後風土記』（東田編、1930）には、当時の獣

害対策がいかにたいへんなものであったかが述べら

れている。その状況を引用しながらみてみよう。

図・1

「‥・初秋穂の出づる頃より、山中に小屋を掛て、

老人見等に家を預け置、村中の男女おのがじし、山

畑の小屋に一人宛別れ行て、夜々守り、案山子を立、

夜もすがら鳴子をひき、猪笛を吹板等を打鳴し、不

断撃を揚て、猪を驚かし逃げ去らしむ。……」。図

1にそのようすが描かれているが、これはシシ追い

といわれるもので、山間の農民は夜を通して声や書

を出してイノシシやシカを田畑に近寄らせないよう

にした。

このようなシシ追いは多大の労力を要した。夜陰

にまざれて耕作地に侵入するイノシシやシカを追い

払わなければならないため、不眠不休の作業が要求

され、農民にとっての辛苦はたいへんなものであっ

た。そのようすを『斐太後風土記』は次のように述

べている。「夜守の者、小屋にて熟睡ぬれば、共を

狙ひより、猪果て、作毛を食荒す故、終夜聯怠らず

撃をあけ、鳴物を鳴して、猪を追ことは、里の村々

の平田に稲のみ作る農民よりは、いたつき如何ばか

りか多からむ。・・…層に探山中の村民の辛苦、想像

て憐むべき事なりけり」。

山間の農民は、このようなシシ追いの他に猟師を

雇いイノシシやシカの駆除もしたが、なかなかおさ

まらない被害に三峰神社などで狼札をもらい神頼み

も行った。

シシ垣の構築

イノシシやシカが耕作地に侵入しないように作ら

れたシシ垣もまた対策のひとつであった。実際には、

農民はこれらの対策を組み合わせて行ったのである

が、その中でもシシ垣の構築は比較的堅実な対策で

あった。シシ垣は、古くは、木や竹などを組んだり

石や土を積み上げて作られた。今も、江戸時代など

に作られた石や土を積み上げたシシ垣の遺構が各地

に残っている。

シシ垣の遺構（滋賀県比良山地山麓　花崗岩）

複数の村が協力して作った大規模なシシ垣も多

く、小豆島や熊野地方などには途切れながらも数

十キロにわたって延々と続くシシ垣の遺構があ

り、当時の農民とイノシシやシカとの攻防がしの

ばれる。
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シシ垣の遺構（長崎県西彼杵半島　結晶片岩）

シシ垣の構築は、シシ追いからの解放でもあった。

矢ケ崎（2001）によれば、1790年のシシ垣完成

後、小豆島ではシシ追いからの解放と労働時間の捻

出が可能となり、そうめんと島醤油の生産が発展し

たという。当時、小豆島の村々は半農半漁で、6月

から10月がイワシの漁期になり、夏場はさらに製

塩にも従事したため、シシ追いに時間をさけず、イ

ノシシ被害対策としてシシ垣の構築にむかったとさ

れる。

現代の獣書

現代も棚田や段々畑でのイノシシやシカなどの被

害は深刻である。耕作放棄地が1970年以降の米の

生産調整の中で目立つようになり、放棄された耕作

地にはススキ、クズ、ササ、タケなどが侵入し、イ

ノシシやシカなどの餌場、移動経路、潜伏地となっ

ている。

棚田の耕作放棄地にできた獣道に現れたイノシシ

農家の稲木、さお、竹の手、かべ下などに活用

されてきた竹林も1970年頃から利用が低下し、

1980年代後半からは外国産タケノコの大量流入や

食の変化によりタケノコの利用も低下したため放置

が進み、イノシシやシカなどの格好の餌場となって

いる。さらに、1991年のオレンジの輸入自由化が

ミカン畑の放棄を進め、ここでも同様のことが起っ

ている。その他、田畑の残浮や放置された河川敷な

ども増え、それらも餌場、移動経路、潜伏地になっ

ている。

このような状況下で、イノシシやシカなどが里地

に侵入し、イネ、イモ類、豆類、野菜類、果樹など

の農作物を食害したり、踏み荒らしたりしている。

現在、これらの農作物被害額は年間150億円近く

（平成22～24年度）にのぼっている。

現代もまた、このような深刻な獣害に対して、駆

除や侵入防止柵の設置などに多大の労力と資金がか

けられている。現代版のシシ垣である侵入防止柵に

は、電気柵、トタン柵、ワイヤーメッシュ柵、金網

柵、ネット柵などがある。

棚田での電気柵の点検の様子

棚田とシシ垣

狭い国土でかつ山地が多い地理的条件下の我国の

農民は、古くから棚田や段々畑に侵入するイノシシ

やシカなどへの対処を余儀なくされ、その中でシシ

垣は農耕地を維持する上で重要な役割を果たしてき

た。そのように考えると、シシ垣は棚田や段々畑と

セットになり、我国の農業的な景観を生み出してき

たとみることができる。

2005年施行の文化財保護法の一部改正により、

「文化的景観」が新たに文化財に位置づけちれ、棚

田は「農林水産業に関連する文化的景観」としても

大いに脚光をあびることになった。シシ垣もまた、

同様の文化的景観として評価されるものであるが、

まだその認識は高くはない。

シシ垣の遺構には、獣害に対処してきた地域の社

会や生活が深く刻まれていて、地域の財産として極

めて貴重であり、子供たちの郷土学習の教材にもな
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る。また、今日のイノシシやシカなどの農作物被害

対策において、先人の知恵や団結力（地域ぐるみ）

に学ぶことも多い。シシ垣の遺構のある場は、地域

住民にとっても来訪者にとっても、貴重な学びの場、

感得の場となっている。

イノシシやシカなどの被害対策へのさまざまな工

夫がみられる現代版のシシ垣には、現代の対策技術

のレベルが示されるが、各地にみられるさまざまな

現代版のシシ垣は、被害対策が今もいかにたいへん

なものであるかを物語っている。筆者は、このよう

なシシ垣の重要性や保存・活用の必要性をアピール

するため、シシ垣ネットワークを立ち上げ、毎年各

地で地域主導のシシ垣サミット1）を開催していた

だき、シシ垣に関する取り組みを進めている（高橋

編，2010）。

2015年5月6日の朝日新聞に、「千枚田　消え

る農家」という見出しで、耕作放棄地が拡大する棚

田が大きく取り上げられていた。石川県輪島市の「白

米千枚田」では、耕作放棄地にカヤが茂りイノシシ

が出現しているという。記事には、棚田ネットワー

ク代表の中島峰広先生の「棚田の耕作放棄はここ数

年で加速度的に進んでいる。大半の棚田でコメづく

りが成り立たなくなりつつある」とのコメントが

載っていた。

棚田を含めて我国の農業従事者の高齢化と後継

者不足は深刻で、そのような状況下で増大する獣

害への対処は困難を伴うものとなっているが、棚

田の保全がこれからも推進されることを願ってい

る。棚田を守るために、シシ垣が果たす役割も重

要となる。

【文献】

高橋春成編（2010）：『日本のシシ垣一イノシシ・シ

カの被害から田畑を守ってきた文化遺産－』古今

書院．358p．

矢ケ崎孝雄（2001）：猪垣にみるイノシシとの攻防
一近世日本における諸相－．

高橋春成編『イノシシと人間一共に生きる』古今書

院，122－170．

蔵田伊人編（1930）：『大日本地誌大系　斐太後風土記』

雄山間

【注】

1）シシ垣ネットワークのHP参照（http：／／homepage3・

ni托y．com／takahasLZemi／sisigaki／index・html）

住民意識の改革による獣害対策 

高知県梼原町役場産業振興課　秋田　耕司 

梼原町では耕作不利地とも捉えられる「棚田」を

活用した、棚田オーナー制度を平成4年に全国初

の試みとして開始している。この制度は都市部の

方々と、地域を結びつける重要な取り組みとして現

在も継続しており、今年で23年目を迎える。

この棚田を維持管理するうえにおいて、重要な取

り組みとなるのが「有害鳥獣からいかに棚田・農用

地を守るか」といった点が挙げられる。当町ではシ

カによる農林産物への食害等が近年増加しており、

その対策として猟友会による捕獲活動等を実施し、

年間で600頭前後の捕獲実績を挙げている。また、

イノシシによる食害等については町内全域で発生し

ており、こちらも猟友会の地道な捕獲活動により年

間650頭前後の捕獲実績となっている。あわせて

国・県の補助事業を活用した防護柵等の設置を実施

することにより、農用地等の被害軽減に努めている。

しかし、イノシシ等をはじめとした有害鳥獣による

被害は継続していることから、当町では、捕獲活動

とあわせて「獣害に強い守れる農地づくり」を念頭

に、県外から講師を招き、各地域の実情に合わせた

獣害対策を実施している。

その取り組みの中で、特徴的なものとして「餌付

けをしない」という認識を地域住民が持つことが非

常に重要であると講師はおっしゃっていた。これは

鳥獣等の目線でものを見た場合「食べたら人間が怒

る餌」と「食べても人間が怒らない餌」の2種類

に分類されるという。前者は消費を目的とした農作

物であり、そのことに対して人間は獣害対策を行う

が、後者については対策を行わないといったことが

挙げられる。後者についての意識改革を行わない限

り、鳥獣にとって「格好の餌場が集落に存在する」

といった考えが芽生えることとなり、頻繁に集落に

出没することになるという。鳥獣を駆除するだけで

なく、「鳥獣が寄りつかない集落づくり」を実践し

ていくことが、コストのかからない有効な獣害対策

になるとのことであった。

当町において、地域主体の獣害対策を行ううえで、

この考えを地域の方々に波及させ、一般的な獣害対

策とあわせた「住民主体による獣害対策」に取り組

むことで、鳥獣害に強い地域づくりを今後も推進し

ていくものとする。
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棚田の獣害対策としてのジビエ料理 

和歌山県色川地域協議会獣害対策担当　原　裕 

近年、獣害は今までにない深刻な状況を迎えてい

る。戦後の経済成長でスギ・ヒノキの植林が奨励され、

産業構造の変化とともに大きく人口流動が起きた。こ

れにより、申山間地では何が起きたのだろうか。先

祖代々受け継がれ、多大な労力をかけて築かれた棚

田は植林によりあっけなく山に戻った。その後、林

業不振により山に人が入らず、間伐も枝打ちもされ

ない山の中は真っ暗な世界となり下草も生えず、野

生動物にとってエサがなく住みづらい環境となって

いった。そんなとき眼下に見える耕作放棄地は居心

地の良い隠れ家と豊富なエサを提供した。こう考え

ると棚田抜きに獣害の歴史は語れないかもしれない。

植林されほとんど下草の生えていない棚田

現在では柵を張らずに耕作できる棚田はほとんど

ない。

柵を張っても執着し、付近を離れないものは有害駆

除という名目で捕獲される。好きで捕獲しているとい

うよりは田を守るため、生きるための捕獲である。し

かし、野生動物にとってもまた生きるための自然な

行動であることを忘れてはいけないのかもしれない。

先に述べたように、獣害は人災という一面もある。

「奪った命を無駄にはしたくない」そんな思いはほ

とんどの狩猟者が持っているはずだ。この「もった

いない」「資源として利用したい」という思いから

全国的にジビエ（狩猟によって食材として捕獲され

た野生の鳥獣）が流行の兆しを見せている。各地で

解体施設が出来、今まで捨てられることの多かった

シカは地元での消費にとどまらず、都会で高級フレ

ンチにも生まれ変わる。

イノシシはボタンとして親しまれているがシカは

それほど馴染みがない。高タンパク低カロリーで鉄

分豊富、女性にはうれしい食材だ。代表的な食べ方

はシカ肉のロースト。シカ版ローストビーフといっ

たところか。

色川の住民が作ったシカもも肉のステーキ

ここ色川では解体施設はなく自家消費にとどまっ

ている現状だが興味のある住民が料理の研究を行

い、少しでもおいしい食べ方、できるだけ無駄にし

ない食べ方を考えている。きっとそのこと自体が命

をささげてくれた獣への供養となるのだろう。ジビ

エというと何か一過性の雰囲気が漂ってしまうが、

それぞれ地域にあった持続可能な野生動物との共生

を目指していきたい。その切り口として食べること

が大きなテーマになり得るのかもしれない。

棚田と獣害対策～野生サル追い払い犬と 

共に農作物被害を解決する～ 

東京大学大学院新領域創成科学研究科　山口　薫 

農村空間では、古くは猪垣などに見られるよう

に、野生動物との激しい攻防が繰り返されてきた。

耕作放棄地や棚田の林緑部等が最も野生動物の喝と

なりやすい。特に高度な知能を持つニホンザルに対

しては、あらゆる対策を講じても農作物の被害が減

少せず、乱轢が生じやすい。群れで生活をするサル

は、捕殺で群れが分断されて離れザルが増加するこ

とや、群れが破落戸化するなど、捕殺によるサルの

凶暴化はすでに実証されている。

そこで今、乱轢管理といった人間側の被害意識へ

の管理の必要性が求められている。つまり、本来あ

るべき自然とは何か、といった新たな視点から、野

生動物との棲み分けや乱轢問題に発展しやすい言

動、地域環境への問い直しが求められている。

2005年から、防除としての追い払いに着目し、

人と歴史的関わりが深い犬を活用して野生サルを追

い払う事業が全国で一気に広まった。サルを追い払
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う為の特別な訓練をした「サル追い払い犬（通称モ

ンキードッグ）」による活動は、2013年に25都道

府県（71市町村）になった。

サルによる被害の多い長野県で、最も多くの39

頭をサル追い払い犬として認定している南木曽町で

は、特別に訓練した犬を「忠犬」と和名で呼んで、

風土に合った柴犬を推奨している。犬は3か月間

の訓練と1年間の仮登録を経て忠犬と認定され、

実際にサルを追い払う活動は、飼育者の住民がボラ

ンティアで行っている。アンケート調査では、犬の

おかげで農作物の被害が減少した、と答えた人は6

割だが、別のところにサルが出没することも多い為、

本当に効果的かどうかわからないとの人も多かっ

た。しかし、特記すべき点は日常の変化で、忠犬を

飼育したことによる笑顔や話題の増加で、サルへの

乱轢が軽減される程の心理的効果が見られた。犬を

介在した日常的会話の増加や、優秀な忠犬の子犬を

被害地域の住民に提供して、自発的に活用方法を教

えたりしていた。さらに、犬の仲間と共に、放置状

態の棚田に牛やヤギを放牧し、野生動物の出没が激

減した地域もあった。このような副次的効果も含め、

試してみる価値はあると考える。

棚田と向き合っての獣害問題 

松崎町地域おこし協力隊　有馬　稔 

こんにちは。松崎町地域おこし協力隊の有馬です。

静岡県は伊豆半島の南西部に位置する松崎町「石部

（いしぶ）棚田」にて保全活動に従事しております。

東京から移住して1年。まだまだ半人前にて貴誌に寄

稿するなど身に余ることなのですが、折角の機会なの

でわたくしなりの「獣害問題」に触れたいと思います。

「石部棚田」は駿河湾と富士山、南アルプスを眺望

できる絶景棚田として多くの方が訪れます。しかし、

この日本の原風景とも言える里山を維持管理してい

くのがどれほど大変なことかを思索される方は少な

いと感じます。これまで活動した最初の感想が「石

部棚田は日本一効率の悪い、大変な田んぼ」という

こと！（笑）ここの棚田は機械が入らない昔ながらの

手作業が多く、またひとつひとつの作業に美しさを追

求していくのでそんな風に感じるのかもしれません。

さて、その大変と感じることの一つに「獣害問題」

があります。「サル」に毒口（みのくち）を壊され、

「イノシシ」に石積みや畦を壊され、稲を倒され、「ス

ズメ」には稲穂を丸坊主にされたりと、全国の中山

間地域同様、鳥獣害に悩まされています。

猿に壊された毒口

これらの獣害が以前と比べて多くなってきた理由

の一つが「山の管理」にあるそうです。山が管理さ

れていた時代は、獣が人里に近づくことはなかった。

また別の側面になりますが、山に保水力があった。

棚田保存会の方日く「山に粘りがなくなった」とい

うのは、以前よりも川や沢の水量が減り、しかし雨

が降るといきなり増水してしまう。田んぼ、特に棚

田では大事な水の管理面からも難しくなってきてい

ると。

すずめ除け

このことから私の思う「山の管理」とは、一つ目

が間伐です。以前は炭焼き等で木を切り、森に陽が

入ることにより下草が生え、それが山の保水力を増

し、山が豊かになれば獣の食料が増え、もっと言え

ばその水は川を流れ石部地区の海の豊かさにもつな

がっていた。

そして御題目につながる三つ目が、増え過ぎた獣

の生息数を適正にすること。その担い手が減少して

いることから、今年の2月に狩猟免許を取得。こ

れから経験を積んでいかなければなりませんが、棚

田の守り人として、中山間地域に住む者として、真

剣に獣と相対することに向き合っていきます。

以上、「棚田の管理」とはつまり「山の管理」な

のだと感じた1年でした。
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棚田　大介 

昨年12月13日、2014年度冬季棚田学会発表

会が早稲田大学で開催された。4名の女性登壇者に

より、サル追い犬を導入した鳥獣害対策や棚田の積

石と表層地層の関連性の研究などが報告された後、

会場も交えて総合討論が行われた。私は今回初めて

棚田学会に参加したが、総合討論の際に登壇者の一

人から上がった「棚田だけを見ていては地域は見え

ない」という言葉が強く印象に残った。棚田を守る

とは、ただ棚田だけを守るのではない。棚田に生き

る人々の暮らしを如何にして守るかを考えなければ

ならないということだった。

棚田の周りを見渡せば色々なものが見えてくる。

棚田の奥には山があり、木々が生い茂っている。耳

をすませば烏のさえずりや虫の舌が聞こえてくる。

観光客の姿を見ることもできるだろう。棚田の生活

というものは、かつてそれら全てと密接な関わりを

もっていた。ガスのない時代、薪がなければ煮炊き

をすることはとても困難だっただろう。棚田の周り

にあるもの全てが棚田の生活を支えていた。

近代化は人と自然との関わりを希薄にした。それ

は都市だけのことではなく、地方でも生活と自然は乗

離してしまった。再び自然との関わりを取り戻すに

は今の時代や社会背景にあった新しい関わり方を作

り上げていかなければならない。例えば、サル追い

犬を用いた鳥獣害対策は「ペットを飼う」という社

会背景に目をつけた、新しい人と自然の関わり方だ。

総合討論の終わりに今回の発表は「棚田をめぐる様々

な問題について、それぞれの個性を活かした研究発

表だった。多分これが棚田学会の新しい時代を築い

ていくだろう」との声が会場からあったが、棚田の

積石の問題や桜彙栽培に関する研究は、失われた人

と自然の関わりを取り戻そうとするときに、とても

示唆に富むものであると思う。一見何の関わりもな

いように見えることであったとしても、研究という

ものは、全く予期せぬことを導く可能性を秘めてい

る。個性的な発想で様々の研究が為されれば為され

る程、大きな問題を解決していく糸口が見えてくる。

日本は今、多くの問題を抱えている。20世紀に

人類は大きな発展を遂げたが、その発展によって得

たものが今度は自らの首を絞め始めている。20世

紀の発展のあり方とは別の方向へ進む道標は、発展

の波から取り残されたところにこそ見出されるもの

だと思う。棚田に生きる人々の暮らしの中には、今

の日本が抱える問題を解決する糸口が必ずあるはず

だ。目の前に見えることを一つ一つ考え直し、各々

の個性を活かした研究を進めることで、ともに大き

な問題を解決してゆきたい。

棚田学会発表会

＿一　事務局ニュース
｛棚田学会総会・大会のお知らせ

日時：2015年7月31日（金）

会場：三越劇場（東京・日本橋三越本店）

内容：11時～　総会

13時～　棚田学会賞授賞式

14時～　シンポジウム

「棚田保全にかかわる後継者問題」

登壇者：中里良一氏／有馬稔氏／

山本浩史氏／原和男氏

コメンテーター：中島峰広氏

コーディネーター・司会：山路永司氏

18時　～懇親会

日本の棚田

長野県長野市大岡 
『慶師沖、根越沖、原田沖』 

長野県長野市市民生活部大岡支所　市川　文彦 

「慶師沖、根越沖、原田沖」がある長野市大岡地

区は、長野県の中央北寄り、犀川の右岸にあって、
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北に千曲市、長野市信州新町、南に東筑摩郡筑北

村、東に東筑摩郡麻績村、西に大町市八坂に隣接し、

地区の東部市境にある聖山（標高1，447m）を最高

点として、標高400m～1，010mと標高差があり、

その間に大小50余の集落が点在しおおむね扇状に

傾斜している地域です。

原田沖の近くには、1998年の長野冬季オリン

ピックの開会式に劇団四季、雪ん子と共に登場し、

世界中の人々から熱狂的な歓迎を受けた迫力満点

な、どこかユニークな顔立ちの芦ノ尻道祖神があり

ます。この道祖神は民俗学者森島稔氏が考古調査

の道すがら思いがけず目にとまり、1975年文部省

の調査官の来訪と調査を行い、その特異性に注目

が集まりました。その後、1979年に国立民俗学博

物館に道祖神のレプリカを展示、1993年信州博覧

会へ展示し、1996年旧大岡村の指定文化財、翌年

1997年に長野県の無形民俗文化財に指定されまし

た。昔、周囲の村で病がはやった時、医者がはやり

病が村に入ってこないようにと村境の芦ノ尻に道祖

神を示巳り悪霊を追い払ったといわれています。また、

縁結びの神様としても知られ、正月の松飾の注連縄

（しめなわ）で、道祖神の文字碑に独特の顔が、毎

年1月7日に作られます。

棚田は、標高500m～800mの地区内3ヶ所に

あり、それぞれ慶師沖・圃場面積2．Oha、25枚、

横越沖・圃場面積3．Oha、50枚、原田沖・圃場面

積1．5ha、25枚であった棚田は、基盤整備事業の

導入により、枚数は減りましたが棚田ならではの美

しい景観が維持されています。

慶師沖は、地滑り地帯でありますが、耕作放棄地

もなく日々の見回り等により、災害の未然防止に大

きな役割が果たされています。

根越沖は、地区内でも珍しくなった曲線美が映え

る畦塗り後の景観の美しさと、紅葉の季節における

周囲の山と調和したはぜ掛け田の景観は、素朴な農

山村の風物詩となっています。

原田沖は、水田用水が極めて少ない営農地帯であ

りますが、従来より雨水をため池に貯え少量雨水も

無駄にせず営農に活用されています。

地域では、棚田をはじめとして地域農業の主体で

ある水田や畑を含めた「いなか体験」を目玉として、

都市と農村との交流事業に力をいれ取り組んでいま

す。平成16年度から小学生の農家民泊事業をスター

トさせ、さらに平成21年度からは中学生の修学旅

行民泊体験事業を開始し毎年5月～9月にかけて

実施されています。小学生は千葉市を主体とし関東

圏を中心に、中学校の修学旅行は大阪府を主体とし

関西圏を中心に事業が展開されています。特に根越

沖では田植え作業を実施し、また、慶師沖では、こ

の体験事業とは別に定期的に年間イベントが実施さ

れています。農薬や化学肥料を使わない自然に寄り

添った農法で心がこもった農作物が作られていま

す。学生や親子、団体での参加が多く、田畑や山林

での米や野菜作りだけではなく、そばうち体験など

解放された農場を十分に使い都市住民の農業・自然

体験も実施されています。

このように、米・野菜・そば作りだけでなく交流

や体験など地域住民の生活の基盤となっています

が、それぞれの棚田地域をはじめとし地区全体的に

高齢化が進むとともに、後継者不足が深刻な課題と

なっています。私たちは、先達者から後世へ引き継

がれていく棚田での水田農業で、このすぼらしい景

観を維持管理し新たな視点から伝統を継承し、保全

活動を邁進してまいりたいと考えています。

長野市大岡地区慶師沖

【編集後記】

かつて地理学で、人間活動は自然環境の強い影響

を受け、それに対する適応の結果として地域が生じ

る、とする「環境決定論」という考え方と、自然環

境は人間に可能性を与える存在であり、人間が環境

に対して積極的に働きかけることができることがで

きる、とする「環境可能論」という考え方が論争を

引き起こしたことがあった。自然と人間はいかに共

存していくべきなのか。今改めて考え直す時代にき

ているのかもしれない。

（秋本洋子）
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