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シンポジウム「中山間地の農地保全と担い手確保に向けた耕作放棄地活用技術の導入促進」

まちおこしと連携した耕作放棄地の再生利用

～ギフチョウが舞う大江高山の里から～

横手新治郎＊

〔キーワード〕：島根県，石見銀山，耕作放棄地の

再生，十割そぱ，ギフチョウ，裸

麦のポン菓子

大江高山とギフチョウ，山野草

O私の町には，大江高山（808m）が雄大にそびえ

ています．大代のシンボルであり ，誇りとする山，

豊富な水をもたらしてくれる大切な山です．

0写真 lの中央部に柿田地区の集会所があり，下の

黄色の帯状は荒廃農地で，菜種を栽培し，満開の時

期ですが，今はこの風景の再現ができません．その

理由は後ほどお伝えします．山好きの方からは，自

然がよく守られておる自然豊かなこと，山野草も多

く，4月の始めには，ギフチョウの乱舞がみられる

山です．

0ギフチョウが生息するには，カンアオイという食

草がたくさんあることです．（写真 2）大代小学校で、

の飼育観察は，延べ5回実施しましたが，統合によ

り廃校になり，今後は統合された高山小学校で実施

していただく予定です

写真 l

・島根県大田市農家（ShinjiroYokote) 

0写真3は，ギフチョウの卵で，写真4は幼虫です．

写真5は雌のギフチョウです．

大代町 （おおしろ）の歴史と位置

01947年，大家村と八代村が合併し，大代村が成立

1955年川本町に一時編入後， 1957年に川本町から

分離，大田市に編入し現在にいたる．

0東京からは飛行機で出雲空港へ． 出雲空港から大

代町まで、は，電車 ．路線ノ〈ス乗継で

用車で、約 2時間カ苫かる．

0途中，大田市大森町には，2010年に世界遺産に登

録された石見銀山遺跡がある

0大代から大田市街地までは，自家用車で約 l時聞

かかる．

大代町の農家数と経営耕地面積（農林業センサス）

02010年農家数84戸（土地持ち非農家数75戸），

経営耕地面積 68ha

050年前（1960年）は，農家数 344戸，経営耕地

面積244haで、あった．

写真2
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写真 3

写真 5

0農家数・農地面積いずれもおよそ 4分の lに減少

している．

地区 （柿田集落を中心とする水田団地）の

農地基盤の概要

。北から南に流れる小河川｜ （八反田）11）の東西両側

の斜面に水田が広がる．大代町内では大きな水田団

地区 農地権利別 圃場整備の

有無

大代町内 自作他 未整備

利用権設定 未整備

大代町外 自作他 整備済

利用権設定 整備済

合計

1：右ウ｜
写真4

地畑は，自宅周りを除きほとんどない

0地区としての基盤整備事業は未実施だが，各農家

レベルの田直しによる区画拡大は逐次実施されて

きている．

0 （参考）報告者の経営水田（下表）

地区で何に取り組んできたか

0中山間地域等直接支払事業・・・平成 13年度～（1 

年遅れ）でスタートした．

0この事業のなかで，耕作放棄地を再生

O施設利用組合による農機具の共同利用

0畑作（そば，ナタネ，オオムギ， トウキビ，こん

にゃく芋）と加工販売の取り組んだ

0農地・7.K.環境保全向上対策事業・・・平成17年度～．

（平成 26年～多面的機能支払事業）にも取り組ん

でいる．

0鳥獣害対策事業

・平成 25年度，市からワイヤーメッ、ンュの貸与を

受け，団地周りに設置（2,520m）した．

中山間地域等直接支払の対象農地（柿田集落協定）

O八反田J11からの用水路掛かり（3水利） の水田は

作付面積（a) 窪数 水回 l窪の

平均面積

167.4 35 4.8 

41.0 9 4.6 

35.1 5 7.0 

22.0 2 11.0 

265.5 51 5.2 
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第 l期面積 第 2期面積 第 3期面積 傾斜別割合

(m2) (1112) (ni2) （%） 

H13年度 H14年度 HIS年度～ H17年度～ H22年度～ （第 3期）

緩傾斜 32,957 32,957 33,539 

急傾斜 84,328 I 03,203 110,774 

.g-圭ロ4I 117,285 136 160 144,313 

増減 18,875 8,153 

増減事由 放棄地再生農地を l戸拡大

協定農地に追加

守りたいと考えている．

0第 3期から隣接集落から 3戸加入（隣接集落は，

地すべり関連事業で圃場整備済み）を得た．

0他の水田は荒廃水田となり，再生不能状態である

大代地域でのまちおこしと

耕作放棄地再生の取り組み

0平成 11年 3月から l年かけて，大代地域でのま

ちおこし事業のためのワークショップを実施する．

0大代地域の再生を目的にそば栽培（約 l町歩）の

復活に取り組む．

－水田，タバコ栽培が行われていた畑などの耕作放

棄地を，重機により側溝づくりなどにより排水を

良くした．

0こだわりの十割手打ちそばの復活

0地域外部から草刈作業への応援（NPO法人があっ

せん）を受け入れる．

0県，市の事業（平成 16年大田市元気なまちづく

り事業，島根夢ファク トリー事業）の採択により ，

加工販売のための機械 ・施設を導入する．

・粉砕機，脱皮機などの機材の購入

・プレハブ、店舗「高山そば道場」の建設（小規模直

売所を併設），日曜日営業（正月 3日を除く）を

継続

29,512 16,812 I I.I 

97,623 134,565 88.9 

127,135 151,377 100.0 

Al7,178 24,242 

l戸脱退 3戸加入， l戸脱退

0各種イベントへの出店など ．東京石見高山会（大

代出身者の会）の総会，石見銀山でのアンテナ

ショップ，公民館での高齢者学級

0地元小学生の体験学習として，そば種まき，そば

打ち（平成 24年度以降， 小学校の統合 ・廃校によ

り中止）の指導にあたる．

0中学校の体験学習を受け入れる

かきだ営農組合の取り組み

0組合員＝集落協定参画農家 13戸（第 3期）

0中山間地域等直接支払交付金の一部を原資と し

て， 大型稲作機械を購入した．

－トラクター （28馬力フルクローラー） 平成 15

年

－トラクター（28馬力半クローラー）・平成 25年（更

新）

－田植機（4条植） ー平成 15年

－育苗ハウス（間口 lOm×長さ 35m) 平成 20年

・コンパイン（2条刈）平成 23年 ・畦ぬり機 ：

平成 23年

－乾燥機 ・籾摺り機などの調整機 中山間直払い第

4期で検討を予定している．

．しかし現状では，大半の組合員が小型の稲作機械

を個人所有しており ，当該機械は，一部の農家と再
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生農地でのそば栽培，牧草地の耕起の利用に止まっ

ている．

畑作物生産とその販売の取り組み

Oそば（平成 15年～現在まで継続）

・収量は，当初 100kg/10aであったが，年々減収．

原因は，連作障害・湿害・長雨によるものと思わ

れるが，対策に苦慮している．．

・販売先は，大代地域のまちおこしグループ「高山

そば道場J.

－平成 14年度から十割そばづくりに挑戦．平成 16

年度開店し本年 10周年となる．

・そば通の客が県内，県外から来訪．地元新聞（島

根中央新報） 1面，雑誌，インターネットでの紹

介，その他口コミによるもので，宣伝広告費はO

円である．

0なたね（平成 19年～22年）

・そばの裏作として栽培を開始したが，連作障害・

湿害の発生，鳥の食害，販売の困難性により生産

中止している．

・搾油は，出雲市の製油所（2回），長崎の製油所（2

回）に委託して実施した．

0オオムギ（平成21年～現在まで継続）

－初年度は試験的に 30a栽培し，ポン菓子に加工し

0平成 20年度に，地元の農産物直売所でポン菓子

機械を購入したものを利用している．

・麦のほか，米・黒豆・マカロニなども受託加工

・裸麦のポン菓子として，地元農産物直売所で販売．

近隣温泉地の飲食店との連携も模索.25年からは，

JAグリーン・ぎんざん市場（国道 9号沿いの道

の駅）で販売開始．

0米，黒豆のポン菓子は好評だが，麦のポン菓子は

知名度もなく，試食結果も今ひとつ力不足．最近，

TV (NHK）でオオムギの健康効果が取り上げられ，

今後に期待したい．

小括～地区の耕作放棄地を再生し，

その利用を継続してこられたのは…

0中山間地域等直接支払事業が継続実施されてい

る．

0再生農地で新たに取り組んだ作物（そば，ナタネ，

オオムギ，牧草）がなんとか栽培できた．

0高齢化により農家の草刈出役者が減少した際，学

生など，地区外部からの応援者の斡旋があった．

0そばについて，販売先の「高山そば道場j が 10

年継続し，原材料としての購入が継続している．

0なたねに代えて栽培を開始した牧草について，利

用者となる酪農経営との連携関係が構築できた（収

て販売した． 穫作業についても酪農経営が担当）．

・生産量は少量（平成 25年産 60kg，平成 26年産 Oオオムギ（裸麦）について，ポン菓子に加工する

30kg). 機械を地元で所有しているため，玄麦ではなく，商

O牧草（平成23年～現在まで継続） 品に加工して販売することができる．

－なたねに代わる裏作として栽培，当初は地区の和

牛農家が利用

－平成 25年～ 地区外の酪農経営が牧草を利用．

収穫・ラッピング・運搬は酪農家側が担当する．

加工施設を利用した麦のポン菓子

0昭和 30年頃までは，大代でもオオムギと大豆の

栽培は盛んで、あった．

・オオムギは和牛飼育の飼料，大豆は味噌，醤油の

原料として利用されていた．

－現在は畑で少々大豆の栽培があるのみとなってい

る．

0再生農地での麦栽培を試行

－四国農業研究センター（善通寺市）の栽培試験の

結果，裸麦の適地品種を少量栽培

柿田集落の耕作放棄地の再生

～大代地区のまちおこし 外部主体との協力～

O次項図

今後の耕作放棄発生の危恨

0後継者不在の高齢農家のリタイヤによる農地放

出

[N農地 51a 7窪］

－直系の相続人が不在，傍系の相続人が相続放棄

．相続放棄農地となり利用権設定ができない

[T農地 48a 15窪］

・直系の相続人の相続放棄により相続者が定まらな

し、

－使用権設定者が定まらない
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・地区外部からの草刈体
験希望者のあっせん

耕作放棄地の再生利用および関連活動の経過

耕作放棄地再生と管理（作付）の経過 大代地域 ・柿回集落の関連活動

2000年（平成 12年） 中山間直接支払い第 1期 初年度は取り組ま

ず

2001年（平成 13年） 耕作放棄地（約 180a・畦畔含む）は中山間地 第 l期中山間地域等直接支払事業 取組開始

域等直接支払い協定農地に含まず 農工研より調査協力依頼

2002年（平成 14年） 耕作放棄地を再生，協定農地に追加 7月 水稲無人へリ共同防除開始（l,056.3a)

保全管理対応 農工研調査開始（伝統芸能 ・地区農業の変遷）

2003年（平成 15年） 集落協定者による草刈作業（10名） 柿田地区施設利用組合（任意組合）発足

そば作付開始（65a) 3月 乗用田植機購入

4月 トラクター購入（フノレキャタピラ）

農工研 調査結果の報告座談会を実施

2004年 （平成 16年） 集落協定者による草刈作業 （IO名） 7月 高山そば道場，両山の里直売所 開店

そば作付

2005年（平成 17年） 集落協定者による草刈作業（JO名） 第 2期 中山間地域等直接支払事業取組関

NPO法人のあっせんにより ，島根大学生 ・ー 主合

般体験希望者（5名）が草刈j作業に参加

そば作付

2006年（平成 18年） 島根大学生 ・一般体験希望者（5名）が草刈

作業に参加

そば作付

2007年（平成 19年） 島根大学生 ・一般体験希望者（4名）が草刈 第 l期農地 ・水環境保全向上対策取組関

作業に参加 虫ムロ

そば作付

2008年（平成 20年） 島根大学生 ・一般体験希望者 （3名）が草刈 3月 育苗用パイプハウス建設

作業に参加

そば作付（裏作になたね作付）
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2009年（平成21年） あっせん元の事情により，外部からの草刈作

業への支援が終わる。

代わうて，土建業勤務の地元従業員の友人（4

名）が草刈作業参加

そば作付（裏作になたね・オオムギ作付）

2010年（平成22年） 土建業勤務の地元従業員の友人（4名）が草 かきだ営農組合（任意組合）設立

刈作業参加 第 3期 中山間地域等直接支払事業取組関

そば作付（裏作になたね・オオムギ作付） 始

20日年（平成23年） 土建業勤務の地元従業員の友人（4名）が草 4月 畦塗り機購入

刈作業参加 10月 コンパイン購入

そば作付 10月 作業場兼農機具格納庫建設

そば収穫後に牧草・なたね作付

裏作のオオムギは縮小（畑で生産は継続）

2012年（平成24年） 土建業勤務の地元従業員の友人（4名）が草 第 2期農地・水保全管理支払事業取組関

刈作業参加 声合

そば作付

牧草生産地元和牛農家引き取り

裏作のなたね生産中止，牧草一本に

2013年（平成25年） 土建業勤務の地元従業員の友人（4名）が草 3月 トラクター更新

刈作業参加

そば｛乍イ寸

牧草→地区外酪農経営引き取り

2014年（平成26年） 土建業勤務の地元従業員の友人（4名）が草

刈作業参加

そば｛乍イ寸

牧草→地区外酪農経営引き取り

[W農地 62a 14窪］ 設けて検討中．

－極端な湿田筒所があり乾田化が困難．作物栽培に 0地区での基盤整備事業の検討

苦慮。3カ所とも，市道沿い水田であり，環境・鳥獣害

対策に支障

0耕作放棄の連鎖を大いに危慎

次の世代に農地を引き継ぐための地区の取り組み

O離農農家の農地の受け皿として，営農組合の法人

化が急がれる．

・平成 25年から，集落協定に法人化準備委員会を

－法人化する場合，その経営効率を高めるためにも

必要である．

－寄り合いを重ねているが，個人で田直しを進めて

きた農家も多く，新たな費用負担が生じる基盤整

備事業の機運は今ひとつ盛り上がってこないの

が現状である．

－突破口のひとつとして，次世代（他出者もふくめ

た現経営主の子ども世代）へのアンケートを企

画・実施した．
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