
棚田学会通信

これまで棚田について様々な観点から取り上げてきましたが、世界と日本の各地では、多様な傾斜地農業が営まれています。 

これらにも注目することによって、棚田の位置づけを深化させることができるのではないかと考えました。本号は、その趣旨 

に基づいた特集の第3号となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（棚田学会編集委員会） 



2　　　　　　　　　　　　　　　　　棚田学会通信

【総　説】 

「傾斜地と果樹農業」 

三重大学大学院生物資源学研究科　教授 

徳田　博美 

傾斜地農業の主要な形態の一つは果樹農業であろ

う。世界的にみても、傾斜地に立地している果樹園

は少なくないが、わが国では果樹園の過半は傾斜地

に立地している。特に西日本の柑橘産地では顕著で

あり、平坦地にある果樹園はわずかである。わが国

においては、傾斜地農業と果樹農業は密接な関係を

有している。

写真1傾斜地に展開する果樹園

（徳島県佐那河内村）

わが国の果樹農業が傾斜地に立地している主要な

要因として、二つのことが挙げられる。第一には、

水田作を主要部門とされてきたわが国の農業では、

優等な平坦地は水田が占め、副次部門に過ぎなかっ

た果樹農業は周辺の傾斜地にしか立地し得なかっ

た。高度経済成長期に果樹農業は飛躍的に拡大し、

果樹専作化が進んだ。その際にも果樹園拡大の主要

な手段の一つは、山林開墾であり、果樹園は傾斜地

を登っていった。

第二には、果実栽培、特に高品質な果実を栽培す

るには、土壌条件や日照条件などから、平坦地より

も傾斜地の方が適しているということがある。ミカ

ンの代表的な銘柄産地は海岸に面した南向きの傾斜

地に立地している。また高度経済成長期以降、水田

転作も絡んで、水田でも果実が栽培されたが、果実

供給過剰下で品質が重視されるようになると、撤退

したものが少なくない。果実品質という面からみる

と、果樹農業と傾斜地は親和性が高い。

しかし、作業性という面からみると、果樹農業で

も傾斜地は大きな制約要因となる。従来のわが国の

果実消費は、生食主体で嗜好品的性格を持ち、外観

が重視されてきた。そのような消費ニーズに対応し

た果実を栽培するために極めて労働集約性の高い栽

培管理がなされてきた。その段階では傾斜地での作

業性の制約はあまり問題とされなかった。しかし、

安価な輸入果実の増加などにより、果実価格が低迷

するとともに、農業労働力が弱体化してくると、生

産コストの削減と省力化が求められるようになっ

た。この段階になると、傾斜地は大きな障害となっ

てきた。

水稲作では、田植機などの機械化の実現によって

大幅な省力化を実現した。1960年代には10a当た

り150時間に達していた水稲作の労働時間は、現

在では大規模で効率的な生産者であれば、15時間

を下回っている。そのような大幅な省力化の実現に

よって、家族経営でも数十haの水田作が可能となっ

ている。
一方、果樹農業では機械化は遅れており、省力

化も大きな進展はみられない。ミカン作の労働時

間は、現在でも10a当たり200時間を超えている。

当然ながら、これでは水田作のように家族経営

で数十haのミカン園を耕作することは不可能で

ある。

果樹農業が労働集約的であるのは、わが国に限っ

たことではない。米国でも大規模果樹経営は、大

量の雇用労働力に依存している。その中にあって

も、わが国の果樹農業の労働集約性は高く、その

要因の一つは傾斜地に立地している園地が多いこ

とがある。

高度経済成長期以降、果樹農業の収益性は低迷し

ており、そのために果樹生産者の高齢化、減少は深

刻な状況となっている。省力化で顕著な進展がない

ため、生産者の減少はそのまま放任果樹園の増加、

写真2　大規模な園地基盤整備がなされた果樹園

（静岡県清水地区）
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生産の縮小につながってしまう。果実供給の過半は

国産品によっていると思われている者も多いかもし

れないが、果実加工品（主にジュース）原料を含め

た果実自給率は5割を切り、40％にまで落ち込ん

でいる。現在の果実供給の過半は輸入に依存してい

るのである。

作業性の劣る傾斜地において放任果樹園の発生は

より深刻である。社会経済条件でも厳しい瀬戸内島

しょ部では、過半の果樹園が放任されている。現状

の果樹生産者の実態をみれば、放任果樹園のいっそ

うの拡大が懸念される。

傾斜地農業の主要部門である果樹農業を維持・振

興し、放任果樹園の発生を抑えることは急務となっ

ている。従来、果樹農業の振興は、高品質化による

価格向上、収益性の改善が目指されてきたが、それ

のみでは放任果樹園の発生を抑えることは難しい。

高品質化は、一般的に高い労働集約性が求められ、

ある程度の生産者の減少が避けられない中では、栽

培可能な果樹園面積は縮小してしまう。放任果樹園

の発生を抑えるためには、省力化は不可欠の課題と

なる。

省力化の有力な手段は機械化である。果樹農業

で機械化を進める上で不可欠となるのが、園地基

盤整備と機械化に対応した植栽様式の導入である。

これらの基本となるのが、スピードスプレーヤ（防

除機）や運搬車などの機械の走行が可能な園内作

業道の確保である。果樹園の基盤整備は、これま

で整勧こ手間が掛かる傾斜地が多く、本格的に実

施するには樹の抜根が必要なため、あまり行われ

なかった。しかしく　近年徐々に園地基盤整備の機

運は高まっている。

かつての果樹農業は、傾斜地を手労働で開墾し、

きわめて集約的な栽培管理で果実を生産してきた。

まさに棚田的な農業であった。しかし現在では、

そのような農業を継続することは困難となってい

る。そこで、園地基盤整備を進めて、より効率的

な農業への転換が模索されている。しかし、すべ

ての果樹園でそのような転換が図れるわけではな

い。急傾斜地では、効果的な園地基盤整備を実施

することは容易でない。現在は、可能な園地では

より効率的な栽培管理が目指され、その条件に乏

しい園地は、特に支障がないない限り、廃園化の

方向に向かっている。

今後も果樹農業は傾斜地農業の主要部門であるこ

とに変わりはないが、その形態は変化していくであ

ろう。

世界農業遺産 

「みなべ・田辺の梅システム」認定と 

地域振興への期待 

和歌山大学観光学部　教授 

藤田　武弘 

1．「世界農業遺産」という考え方

世界農業遺産（GIAHS：GloballyImportant

AgriculturalHeritageSystems）は、生物多様性、

文化、優れた景観等が一体となって保全・活用され

る世界的に重要な農業システムをFAO（国連食糧

農業機関）が認定するものである。2016年1月現

在、世界15カ国36地域、日本では8地域（新潟県、

石川県、静岡県、熊本県、大分県、岐阜県、宮崎県、

和歌山県）が認定されている。

写真1完熟した南高梅（みなべ町）

UNESCOの世界遺産が有形の文化遺産や自然遺

産の保護・保存を目的に認定されるのに対して、世

界農業遺産は社会的・経済的、生態学的な変化に適

応しながら進化を続けている無形の農業システム

（生きている遺産）の保全を図ることが目的である。

認定地域には、保全のための具体的な行動計画を策

定し、伝統的な農業・農法や豊かな生物多様性を次

世代に確実に継承していくことが求められる一方

で、地域の人々に誇りと自信をもたらすとともに、

農産物のブランド化や観光客誘致を通じた地域経済

の活性化が期待されている。

以下では、2015年に新たに世界農業遺産の認定

を受けた和歌山県みなべ・田辺地域を事例に、地域

農業と「梅システム」の特徴、持続的な地域振興に

向けた取り組みを簡単に紹介したい。
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写真2　紀州備長炭の「窯出し」作業

（みなべ町清川地区）

2．和歌山県みなべ・田辺地域の農業と「梅システ

ム」の特徴

紀伊半島南西部に位置する和歌山県みなべ・田辺

地域では、肥沃な水田に恵まれなかった農家の生計

を助けるために、養分に乏しく礫質で崩れやすい斜

面を活用して、ウバメガシなどの薪炭林を周辺に残

す一方で、梅畑を開墾して高品質な梅生産に持続的

に取り組んできた。それらの薪炭林は、水源洒義や

崩落防止等の機能保持に役立つに留まらず、「紀州

備長炭」などの高品質な炭として古くから重宝され、

製炭業の発達も促した。さらに、自家受粉できない

品種が多い梅の場合、結実を左右する2月の開花

期に活動可能な主な訪花昆虫はミツバチであり、一

方で薪炭林を主な生息地とするニホンミツバチに

とっても梅は早春の蜜源植物として重要な役割を果

たしてきた。このように、両者の間には見事な共生

関係が築かれている（下図参照）。

2014年における和歌山県の梅生産量は71，400

トンで全国生産量の64．1％を誇るが、うち当該地

域はその約80％を占める。なかでも、地域の在来

品種として選抜育成された「南高（なんこう）」は、

多収量で果肉が多い優れた特性を有し、日本の梅を

代表する品種としての地位を確立している。2010

年農林業センサスによれば、当該地域内農家の

96％が梅を栽培しており、梅はこの地域を支える

重要な農産物であることが分かる。

また、梅は「生果（青梅）」の状態では消費でき

ないという商品特性を備えているため、梅干・梅酒・

エキス・梅肉・飲料など多様な食品に加工し、流通・

販売するための「梅システム（地域産業複合体）」

が当該地域に幅広く形成されている。したがって、

梅産業に関わる多様な域内雇用や税収が発生するな

ど経済活動の地域循環性が高く、生産農家のみに留

まらず数多くの地域住民の暮らしと経済にとって梅

は重要な存在となっている。

写真3　青梅の手もぎ収穫作業（みなべ町棄本庄地区）

3．持続的な地域振興に向けた取り組み

以上みたように、「梅システム」の存在は、当該

地域の住民の生活を支えるとともに、特徴的な生物

ヰ

多様性を有する生態系と優れた景観を保

全してきた。しかし近年では、低価格の

中国産梅加工品の増加や消費低迷による

販売価格の低下、食生活の多様化・簡素

化に伴う青梅・梅干の家庭内需要の減退、

さらには木炭需要の減少を契機とする薪

炭林の管理技術の後退など、「梅システ

ム」の持続性を取り巻く環境が大きく激

変しつつある。

現在、みなべ・田辺地域では、認定に

向けて啓発活動を担ってきた「世界農業

遺産推進協議会（農業生産・農産加工販

売・林業・観光・行政・有識者で構成）」

が中心となって認定効果を活用した次の

4項目からなる地域振興アクションプラ
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ンを策定し、システムの持続性を図るべく取り組み

を進めている。①梅の販売促進：産地の歴史や物語

性、梅のもつ健康機能性によるブランドカ強化と販

路拡大。②観光振興：世界遺産「熊野古道」や温泉

など固有の地域資源と組み合わせた着地型観光プロ

グラムの開発。（卦システム継承者の育成：「梅シス

テム」の保全・活用に取り組むための地域住民や若

者層に対する意識啓発と人材育成。④国際貢献：海

外へのノウハウ提供や技術支援、さらにはそれを通

じた新たな梅消費需要の拡大。以上である。

日本の棚田百選紹介

千葉県鴨川市『大山千枚田』 

NPO法人大山千枚田保存会　理事長 

石田　三示 

大山千枚田は、千葉県鴨川市の最西端の旧大山村

に位置し、千葉県では一番標高の高い嶺岡山のふも

とに広がる棚田群である。千葉県の名勝に指定され

ており、面積3．2ヘクタール、375枚である。また、

嶺岡山系独特の蛇紋岩の風化した強粘土質により用

水路を持たない天水田である。地滑り地域でもある

ことから、一枚の面積も平均100n封こ満たない小

さな田んぼが等高線に沿って連なり、階段状の棚田

を形成している。食味には定評のある「長狭米」の

産地でもあり、条件不利地にもかかわらず米作りが

されてきた。しかし、地権者の高齢化や後継者不足

によって一部では耕作放棄が始まっていた。

この棚田を活かし地域を活性化しようと、鴨川市

にリフレッシュビレッジ事業を提案し、採択され取

り組みが始まった。平成9年に大山千枚田保存会が

結成され、耕作放棄された田んぼの復田、オーナー

制度導入に向け検討が始まった。関東圏では初の取

り組みとあって、地域の理解が大きな課題となった

が、2年にわたる田植えや稲刈り体験を通して理解

を深めることができた。全国棚田百選の認定や棚田

写真展の開催、三越での棚田パノラマ展への参加を

通して広報した結果、平成12年に予想以上の反響

で大山千枚田棚田オーナー制度がスタートした。17

年目を迎え、大山千枚田を含め鴨川市内5集落で

500口を超える様々なオーナー制度を展開している。

大山千枚田保存会は、事業規模の拡大に伴い、平

成15年にNPO法人として認可を受け、活動を展

開している。活動を少し振り返ってみると、平成

13年には棚田オーナーの数を112組に増やし、大

豆の種まきから収穫、味噌づくりまで行う大豆畑ト

ラストも開始している。平成14年には棚田オーナー

の数も現在の136組とした。

また、鴨川市を会場に第8回「全国棚田（千枚田）

サミット」が開催された。3000名の参加者、10

の分科会、三日間の開催とサミット史上最大の規模

だった。このサミットで得たものは大きく、この後

の活動に弾みがかかったのは確かである。さらにこ

の年、面積の大きな田んぼを共同作業で取り組む棚

田トラストも始まった。平成16年には、酒米を栽

培し酒を仕込み酒で受け取る酒造りオーナー制度を

開始した。ラベルづくりやぐい飲みづくりをしてマ

イぐいのみでマイ酒を飲もうという企画である。

平成17年には、和綿と藍をそだて糸紡ぎから織、

染めまでする綿藍トラストを開始した。またこの年、

栄誉ある第1回棚田学会賞を受賞したのも特記す

べきことであった。平成18年には家づくり体験塾

を開校した。古民家を再生しながら、ひいては伝統

技術の保全や林業の復活、里山再生を目指す取り組

みである。このことにより、都市住民の田舎暮らし

も推進することとなった。また、棚田の畔に食廃油

を利用した松明を灯し「棚田の灯り」イベントを開

催した。

写真1家づくりはじまる

現在では、市を挙げて実行委員会が結成され、東

京の高校生の松明設置の体験も継続し、松明3000

本、LEDランプ10000本を点灯する千葉県を代表

するイベントになっている。都市住民やⅠターン者

との連携では、長村順子氏が代表の鴨川現代バレエ

団の「里舞」による棚田や望山の魅力や保全の大切

さを伝える活動は、棚田保全団体の中でも特筆すべ

き活動である。平成19年に復活した「棚田環境大学」

も、学生たちがフィールドワークや泥んこバレーに

よって棚田や里山や農業理解を進める一助となって

いる。本年度は関東以外からも参加があり120名
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写真2　大山千枚田の稲刈り

を超える規模で盛大に開催された。

都市農村交流の中で、地域の課題は都市住民の課

題でもあり、共有できるものだと確信し、いろいろ

なオーナー制度を展開してきた。また、当初の計画

でもあった宿泊施設は鴨川市から青少年研修セン

ターを指定管理を受け運営し、レストランについて

は本年古民家レストラン「ごんべい」として開業し、

地域の食文化の伝承に努めている。また子供たちの

体験は積極的な受け入れを図った結果、5000名を

超える規模となり、未来の棚田を含めた男山の継承

に夢を託している。

写真3　目黒体験学校

事務局ニュース
●2016年冬季棚田学会若手研究者発表会のお知らせ

＞日程：2016年12月10日（土）12：30受付開始

＞会場：早稲田大学早稲田キャンパス16号館308

教室

＞内容

・12：40～：プロローグ「第3回テラス農地景観国際

会議（IIIWorldMeetingonTerraced

Landscapes）」の報告

国際会議の様子

・13・30～：冬季棚田学会若手研究者発表会

①妖捨棚田における後継者問題と棚田米販売

田中　未来氏、小金谷知広氏

（立正大学文学部社会学科）

②地域資源を活用したオンリーワンの地域活性化

の取組～伊豆大島における椿を活用した事例～

金子　　雄氏

（東京都立大島高等学校農林科主任教諭）

③能登の里山から繋がる地域との連携

笹尾つかさ氏、村山　　唯氏

（石川県立七尾東雲高等学校）

④人類の共通言語としての「室山」～アマゾン先

住民の暮らしに見る里との森豊かな関係、内包

する課題～

下郷さとみ氏

（フリーランスライター）

【編集後記】

第50号という区切りの号でしたが、ページ数が

通常よりもコンパクトになってしまいました。次号

以降、決意を新たに充実した通信の制作を目指した

いと思います。記事・写真の投稿や、情報提供など、

皆さまのご協力をいただきたく、よろしくお願いい

たします。

棚田学会通信　第50号　2016年11月10日発行 

発行／棚田学会 

〒169－8050東京都新宿区西早稲田1－6－1 

早稲田大学教育・総合科学学術院　高木徳郎研究室内 

TEL：03－5286－1572　FAX：042－385－1180 

E－mail：tanadagakkai＠gmaiLCOm 


