
  
  大井川流域における茶園景観の特徴と評価構造

  誌名 ランドスケープ研究
ISSN 13408984
著者名 鈴木,利和

奥,敬一
発行元 日本造園学会
巻/号 72巻5号
掲載ページ p. 489-492
発行年月 2009年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



盟研究発表論文

大井川流域における茶園景観の特徴と評価構造
The Feature and Landscape Evaluation Structure of Tea Field Landscape in The Oi Middle Basin 

鈴 木利和*奥 敬一日

Toshikazu SUZUKI Hirokαzu OKU 

Abstract : In the mountainous regions of Shizuoka prefecture， the tea industry occupies an important position as a key industry. 

However recently， it has been increasingly difficult to manage the tea industry and maintain the tea field landscapes， as there has 

been a decrease in the number of farm白rsand market prices of tea have gone down. The purposes of this study are to understand 

the features and appearance rates of tea field landscapes in the middle reaches of Oi river basin area， and to compare the landscape 

evaluation between local and urban residents. Investigations of the landscape of the area， indicates that the percentage of tea fields 

observed in the scenery from the car window is higher than other tea-producing districts. Landscape evaluation by residents shows 

large differences between local and urban residents' opinions of the fields. We discovered that local residents favor“wide-open" 

and “orderly" impr日ssions;urban residents' prefer a sense of “silent" and “natural'¥ 

Keywords: teαfield landscαpe， mountαinous region， evaluαtion， residents 

キーワード茶関景観，中山間地域，評価，住民

1.緒言

静岡県内の中山隠地域は古くから良質茶の産地と知られ，県内

茶業において重要な役都を担ってきた。しかし，不利な生産条件

に加え，近年の茶価の低迷やリーフ茶需要の減少から，小規模で

零細な個々の茶業経営は年々厳しさを増しており，茶園面積は漸

減し1)耕作放棄茶溺も散見されるようになっている。

中山間地域における茶生産は，機械化や規模拡大による低コス

ト化には限界があり，付加価値を高める方向で考える必要がある。

地域の立地条件を活かした特徴的な茶づくりはもとより，自然環

境に恵まれた地域のイメージを製品に付加するような販売戦略が

重要でユある。国土保全や保健休養といった農業・農村の持つ多面

的機能が評価され，グリーンツーリズムへの期待や関心も高まる

中で，茶の消費者である都市住民が中山間地域を訪れる際に，茶

園を含む地域景観の質を高めることは，産地イメージの向上や茶

生産への付加価値の向上に重要な役割を果たすと考えられる。

一方，農山村の景観評価に関しては多くの研究が報告され，そ

の保全の必要性が指摘されている(例えば 2). 3))。棚田を含む水

田や畑地景観では評価構造が 4)，5) 森林景観では里山ブナ林に対

する住民の継承意識s)が明らかにされている。しかし，茶閣景観

を対象とした評価に関する報告は無く，茶園景観の活用策や保全

策について異体的な提案をしている事例も見あたらない。

そこで，本研究では，中山間地域の茶園景観を茶業経営や地域

振興に資するための基礎的な研究として，全国有数の茶産地であ

る静潟県大井川流域を対象に，沿道茶園景観の特徴とその評価構

造を明らかにすることを目的とした。

2.方法

(1)調査対象地

本報で弱まま対象とした範囲は，静岡県川根本町(以下，川根本

町)及び同島田市川根地区(以下， j日川根町)で，静岡県中西部

を流れる大井川の上中流域に位置し，農業地域類型区分の山間農

業地域に属する過疎法上の過正京地域である。当地域で生産される

f)IJ根茶」は全国的に知名度が高く，明治中期以降，屈指の高級

茶産地として発展してきた。農業組生産額の 90%以上を市める

茶は地域の恭幹産業であるが，茶業従事者の高齢化が進展し茶粗

生産額は漸減傾向にある。

(2 )大井川流域の沿道茶園景観の特徴の把握

大井川流域の茶闘景観の他産地に対しての相対的特徴を把握す

るため，静岡県内の代表的な中山間茶産地である安倍JIj流域(静

岡市)及び天竜川流域(浜松市)を比較対象地域として主要道路

の車窓からの茶関景観の見えの量を分析した。安倍Jlj流域は本山

茶の，天竜Jlj流域は天竜茶や春野茶の産地である。各地域におけ

る来訪者の主要な動線は車道であり，車窓からの茶園景観の見え

の状況を比較することで茶園景観の黍要性を把援できると考えた。

表 1に三河川流域の茶業データ及び調査範聞に関するデータを

示した。大井川流域の調査ルートにおける直線距離に対する河川

長の比は他地域と比較して大きく，河川の蛇行が激しいことを示

している。大井川沿岸の主婆茶産地数は極めて多く，狭い範囲に

連続的に分布し，河川の流れに挟まれた汚岸段丘上やその斜面に

多くが立地している。また，安倍川及び天竜Jlj沿岸の急峻な地形

とは異なり，大井川両岸は平塩な低地や緩傾斜な部分が多いこと

から地形に沿った緩傾斜茶園が多く見られる。

表一 1 三河川流域の茶業データ及び調査範囲に関するデータ

大井JII流域 安倍JII流域 天竜JII流域

茶業ァタ

-対象地区 JII根本町、 18川根町 静陪(旧市済の水中市山君主間く地)域 i間日天町竜・布水窪・龍町山村春野・佐町久

-茶園笛積n 785ha 965ha I推定) 355ha 
-茶栽培農家戸数 1. 381戸 1. 673戸(推定) 882戸

-沿岸の主婆茶産地数 18 

調査範屈の距離等

-河111長/道線距離 l本52流8部~~2~A~m;21~~;) 41 Okm/32.4km=127% 43. 1km125. 2km=171% 

-標高(始点終点〕 130m-500m 60m-890m 40m-250m 

官争問県農林技術研究所茶業研究センタ一 日独立行政法人森林総合研究所関西支所
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茶園占有率=茶園部分の荷積/写真全体面穣

上記例 50.9cnlj147cnl=34.6% 

図-1 茶国占有率の算出方法

!日}II綴町身成を始点として，河川沿いの主要地方道(県道 63，

64， 77号線，国道 362号線)を終点す又峡i昆泉(jll根本町千頭)

まで北上し， 1kmごとの地点で司王窓からデジタルカメラ(焦点

距離 28mm，720万画素)で 3方向(前，左，右)を撮影した。

次に，茶園の見えの量として，印刷した写真の全体面積と茶鴎部

分の面積を測定し爾像中の茶闘占有事を算出した。更に， 3方向

の平均値を算出し各地点の茶溺占有率とした(図 1)。

比較対象である安倍JII流域では娘道 27，29号線の静岡市賎機

から悔ヶ島温泉(古針潟市梅ヶ島)まで，天竜川流域では国道 152，

473号線及び県道 1号線の浜松市二俣から佐久間ダム(浜松市佐

久間町)まで，観光客が一般的に通行するルートを選定した。各

河川流域の測定区間の延長距隊は，大:J:j二川 46km，安倍川 40km，

天竜}I138kmであった。

( 3 )茶愚景観の評価

(i)茶園景観の選定

当地域の茶閣の立地は，地形的には河川沿岸の低地，河岸段丘

上とその斜面， 111JJ反及び山頂付近の緩傾斜地等に分類され，周辺

の土地利用は市街地や山林が主である。そこで，このrr.地条件を

組み合わせ，二町の主姿茶産地から特定の地区に偏らないよう，

代表的な景観 10ヶ所を選定した(図 2)0 10ヶ所のうち，

NO.1 から No.6 は，機高 150~280m 程度の低地や丘陵地を，

NO.7 から No.10 は標高 400~500m の 111間部を視点場とした景観

である。また， No.l， 2， 4， 10は旧川線町，それ以外は川根本

町の茶園景観である。 NO.1は，持川に隣接した低地上に広がる

区画の繋った平坦茶図で，近傍に市街地があり，やや遠方に山林

が見えるo No.2は，河岸段丘上に広がる緩傾斜茶留で，段丘か

ら眼下に河}II，市街地が，遠方にLU:>IEみが見渡せる丘陵地であるo

NO.3は， i'1}11に隣接した低地から丘陵に至る途中の緩傾斜茶闘

で，近傍に住宅・集溶，樹木，遠方に河川，対岸の集落及び111並

みが見える。 No.4は，河岸段丘上の司王坦茶闘で，限下に区画務

理された茶園が広がり，遠方に河川，山並みが見渡せる丘陵地で

あるo NO.5は，河川lに隣接した低地に広がる緩傾斜茶園である。

No.l NO.2 No.3 

小区画で不整形な茶闘が多く，近傍に鉄道線路，法面，住宅等，

遠方に河川及び111林が見える。 No.6は，河川に隣接した低地の

比絞的区爾の整った王子坦~闘で，途方に集落と山並みが見えるo

NO.7は， 111間部の傾斜地茶閣で、ある。 1Lおと背後は山林に図ま

れ，南東方向の遠方に市街地，河}II，LU並みが見えるo NO.8は，

山間部の傾斜地茶園である O 構成要素として，近景の茶闘，住宅，

道路，遠方のLU林に加え，電線・電柱が多く写り込んでいるo

NO.9は，山間部の緩傾斜茶閣である。周囲を山林に固まれ，対

面する山肌に集落が見える。 No.10は，山濁部の比較的急傾斜の

茶園である O 近傍に住居等は無く，周回は遠方まで広葉樹林を含

んだ111並みが続いて見える。

視点場の選定に当たっては，手前(近景)に茶園の広がりがあ

り，比較的遠方まで見渡せる視点であることに慣意した。撮影は，

デジタルカメラ(焦点距離 28mm，720万爾素)を用い，原則と

して 2007年4月下旬(一番茶生育期)の晴天11寺に行った。

(u)住民に対する評価実験

被験者は，地域住民として}II根本町及び旧川根町の茶生産者

60名(男性 51名，女性9名，平均年齢 62歳入地域外からの来

訪者(地域外住民)として想定した静岡県消費生活モニタ-98 

名(男性 10名，女性 88名，平均年齢 46歳)とした。両若手の間

で労女比および年鈴主主に;違いがあるが，茶生産・経営にI直接関わ

る!留と，茶i翠への仮:留米訪者，および茶の消費者としての庖の聞

での比較としては妥当な構成と考える。

2L版(縦 12.6cmx横 17.6cm)に印刷した写真をラミネート

加こ仁したものと質問用紙を個別に被験者に配布し，写真ごとに

3D (3emantic DifferentiaD法による l回答を得た。地域住民に

対しては茶業研究センター及び川般本町文化会館を会場として 4

つのグループに分けて集合調査を行い，地域外住民(消費生活モ

ニター)に対しては郵送調査により行なった。 3D法では，例え

ば NO.1の景観について， 1"あなたは， この景観を見て静かな感

じがしますか ?Jという質問に対し， 7段階から選択してもらっ

た。評価尺度の選定に際しては，粟悶ら1)や田之倉ら5)による7.l<

m景観の評fi!日に関する研究を参考とするとともに，茶業研究セン

ターの職員 5名を対象としたレパートリーグリッド法による面接

非常に かなり ややどちらでもないやや かなり 非常に

官争かな 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 騒がしい
開放感がある 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 閉まれ感がある
ほっとする 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 落ち着かない
遊んでみたい 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 そう思わない
親しみゃすい 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 ー 1 親しみにくい
き査然とした 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 雑然とした
調和した 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 調和していない
自然が設か 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 人工的

図-3 S 0法による評価尺度(8項目 7段階)

No.4 NO.5 

低地，市街地 丘陵，市街地・山林 {民地，市街地 丘陵，市街地・山林 f民地.市街地・山林
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No.6 
低地，市街地・山林

図-2

No.7 NO.8 NO.9 
山地，山林 山地，山林 山地，山林

評価実験に選定した景観 10ヶ所の写真及び立地状況(地形，

No.I0 
山地，山林

周辺土地利用)
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図-4 三河川流域の車窓景観における茶園占有率

調査を碁に抽出した茶嵐長観に対する印象を示す形容詞を対にし

て整理し 8項目を選定した。(図-3) 

次に， NO.1から No.lOの景観のうち，好きな景観を選択して

もらうとともに，好ましくない景観構成要素を選択肢(図-6参

照)から選択してもらった。いずれも 3つ以内の複数回答可とし

た。前者については， 10ヶ所のうちから，その景観を選択した

被験者の割合を選好度とした。

以上の評価実験から得られたデータをもとに，地域住民と地域

外住民の間の茶園景観に対する意識差を解析した。平均値の差の

分析には Mann-Whi tneyのU検定を用いた。また重回帰分析で

は，目的変数を「各景観の選好度j，説明変数を「各評価尺度に

おける得点Jとした。ここでは，仮説として，各景観の選好度が，

いくつかの評価尺度が影響を及ぼし合って成り立っているものと

考えた。変数選択にあたっては，ステップワイズ法による F値

の境界値を 2.0とした。

3.結果

(1)大井川流域の沿道茶園景観の特徴の把握

図 4に三汚)11流域の車窓景ー観における茶園占有率を示した。

!日川根町身成から寸又峡まで，計 46地点の車窓景観を得た。こ

の区間の車窓景観中の茶園占有率は，平均 5%で，占有率 10%

以上が 46地点中 9地点あった。特に占有率が高い地点では，山

-'--1/11--・ ** 幽地織外住祭
， 白地域桂畏

2 田園L一一ー「本 来地培外n=田、地培n=59
γ一一一一~ 来複数回寄(3つまセ)可

3 /1属商眠 l 来アスタリスク{主力イ2車検定で属性自書に有i

ト一一意蓋のあったも白I紳 >0.01，*>0β日 l

1** 
」一一一一一一一ー一一一

i 5ー紳 j 

6~~ 一一一一:*

8F=二三三

10 I B *ネ 1

すその低地

部分や河岸

段丘の斜面

に茶園と住

宅が混在し

比較的緩傾

斜の茶闘が

連続的に見

られた。

一方，安

部川流域の

占有率は平

G弘 20% 40弘 60% 副%均 3%で，
選択率

図-5 茶蜜景観の選好度

向 10%以

上が 40地

点中 3地点

あった。まとまった茶園があり占有率が高い地点もあったが，そ

れを除くと集落問の距離が長く全体的な占有率は低かった。また，

天竜川流域においては， 占有率は王子均 1%で，同 10%以上が 38

地点中 2地点と少なかった。この流域沿岸で車窓から多く見られ

る景観は，ダム湖や山林が主で，河川沿いの集落数が少なく茶慰

の出現頻度は低かった。

以上，他の県内中山間茶産地と比較して，大井川流域では沿道

からの景観に茶園が含まれる機会が非常に多く，またその際に視

野に占める割合も高いことが明らかになった。

(2 )茶園景観の評価

0)選好性

景観 NO.1から No.10の選好度(好きな景観として 10ヶ所の

うちから，その景観を選択した枕験者の割合)を図 5に示した。

地域住民の選好度が高かったのは，高い服に No.4， 10， 7であっ

た。地域外住民の選好度が高かったのは No.10，6， 9であり，

特に No.lOは 70%以上の支持を得た。全体的に，標高の高い山

間部の景観 (No.7~1O)の選好度が高くなり，標高の低いとこ

ろでも No.4のような丘陵から見下ろせる景観は比較的評価が高

かった。カイ 2乗検定により属性問で有意差があった景観は，

No.l， 2， 4， 5， 6， 10であった。

(u)茶園景観に対する属性問の意識差

SD法により得られた平均点の属性問の差について検定を行っ

た結果を表 2に示した。 10ヶ所の景観のうち NO.5については

全ての評価尺度で， NO.6及び NO.10については半数以上の評価

尺度においてE毒性問で有意な差が見られた。特に， I整然としたj，

「調和したj，I自然が豊か」等の評価尺度について属性問の差が

大きくなった。 No.7については，他と異なる傾向が見られた。

重回帰分析の結果を表-3に示した。決定係数は 0.2程度と低

いものの，地域伎民で4つ，地域外住民で 3つの評価尺度につい

てp値が有意となった。よって，各景観の選好度に大きく影響

を及ぼす評価尺度として，

表-2 茶国景観に対する属性問の意識差 地域住民では「開放感が

評価尺度¥景観No No. 1 No. 2 No. 3 出o.4 No. 5 No. 6 No. 7 

静かな キO.35 O. 15 料 O.57 O. 20 林 0.61 件。 37 -0. 11 

開放感がある -0.10 -0.05 0.40 0.16 字本 O.60 ** O. 36 -0. 22 

ほっとする O. 38 O. 22 件。 50 O. 15 料 0.74 料 O.39 -0. 16 

遊んでみたい O. 01 O. 03 O. 38 O. 00 本 0.47 O. 01 件 -0.54 

親しみゃすい 本 0.45 0.14 本 0.46 O. 28 料 O.58 O. 20 -0. 35 

整然とした -0. 34 ー且 09 本 O.39 O. 05 件1.01 索。 32 -0. 23 

調和した -0. 27 O. 01 O. 30 O. 19 材1.05 料 0.56 凶 0.28

自然が盤か O. 35 O. 18 O. 33 * O. 39 梓 0.61 料 0.51 O. 11 
※表中の数値は、 50法により得られた平均点の差(地域外住民一地域住民)

※設中のアスタリスクは‘ Mann-Whi tneJ'のU検定によりデータ分布に有意差があったもの(材 0.01)。本 0.05))
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No. 8 No. 9 No. 10 あるjI整然としたjI静
0.05 本 O.24 件。 32 かなj，地域外住民では

O. 23 O. 22 材 0.42 I静かなJや「自然が豊

且20 O. 11 梓 0.35 か」が主なものとして考

且19 O. 02 O. 20 えられ，属性問の評価構

0.12 -0.14 0.30 造に差があることが明ら
特 O.60 O. 25 O. 40 

かlこなったの
ネ 0.51 本 0.27 材 0.57

(ui)好ましくない景観
812 件且 47 料 0.60

構成要素

好ましくない景観構成
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要素として，電線・電柱，住宅建造物，ガードレール，鉄塔など

の人工物の選択率が高くなった。特に，電線・電柱は 7割以上の

被験者が選択した。向じ人工物でも，地域住民よりも地域外住民

のほうが選択率が高かった。土手・法面，立木，石垣等の，より

自然的なものに対しては，地域外住民のほうが選択率は低くなっ

た。カイ 2乗検定によりE毒性問で有意差があった構成要素は，防

霜ファンと立木であった。茶濁に特有かっ生産に不可欠な防籍ファ

ンについては， 2割前後の被験者が選択し，地域住民のほうが選

択率が高かった(図 6)。

4.考察

本研究では，静岡県内の三汚JII流域の比較により，大井J!I流域

の主主窓からの茶溺景観の見えやすさを相対的に把握するとともに，

評価実験により景観に対する住民意識を明らかにした。今回行なっ

た調査から，当地域において車窓景観の中で茶菌が占める割合は

他の中山間茶産地と比較しでもかなり高く，特徴的な景観として

認識され得ることが明らかになった。この景観の成立要件には河

川の蛇行や茶産地の立地状況が関係していると考えられた。当地

域は静澗県内の他の茶産地と比較しでも，来訪者に対して景観を

資源としてアピールしやすい条件を持っていると言える。

地域内外の住民を対象とした評価実験の結果では， "1英国景観に

対する住民意識として，山陽部の景1設が好まれる傾向があり，丘

陵から見下ろせるタイプの景観も好まれた。今聞の実験では，茶

園が図として評価されたのか遠景の山地が鴎として評価されたの

かまでは判断できないが，山間部の茶閣景観においては，茶間背

後の山地・ LU林が茶園と並ぶ主要な景観構成要素となっており，

両者の組み合わさった景観が好まれた可能性が示唆された。また，

景観のタイプによっては地域内外の住民の悶で意識差が認められ

たことから，地域住民にとってはそれほど印象深くない景観でも，

来訪者は高い評価をする可能性があると考えられた。重回帰分析

の結果から，茶慰景観に対する選好度lま，地域住民では「開放感」

「整然さJr静かさJ，地域外住民では「静かさJr自然の豊かさ」

表-3
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各景観の選好度を目的変数とする重罰帰分析の結果

些笠隼長
説明変数

爾夜葱!J(i!;，る

整然とした
静かな
遊んでみたい
切片

.!t 
地域外住民

説明変数

議五局「一一
自然が授か
親しみやすい

i扇回帰{~数 Bの

~霊塗護基
0.218 0.060 
0.269 0.052 
0.155 0.052 

-0. 132 O. 053 
-0.049 
0.213ネ*

偏屈指骨係数 Bの
(s) i!il受主主義
0.323 0.040 
0.249 0.042 
0.126 0.042 

p値

0.000 ** 
0.000 ** 
0.003 ** 
0.013 * 

モ有日施。0000

p{直

0.000 ** 
0.000 ** 
0.003 ** 

切片 弓.130 ヂルのp{麗
RO.  249 ** O. 0000 

※変数選択はステップワイズi去による、神 0.01>.*'0.05>

璽線電柱 a

住宅建造物」一一一一一一一一一:=J-i

百山ール樫竺竺竺雪--

鉄港型空明田

融 小屋樫型竪コ

塁 防霜フ由里型~*'
懇 道路樫竺里コ

そ由他 F
土手法筒 E

立木性ごコ神

石境

園地域外住民

白地主義世毘

1※地域外n=閥、地培n=56

I ~若複数問答 (3つまで〕司
， *7スタ'1ス引主力イ2景験淀で属性問に有

l 意蓋吋ったもの(恥0.01.*刈5)

@も 20% 40% 60% 80お 100%

選択率

図-6 好ましくない景観構成要素

に関わる評価尺度に規定されることが明らかになった。両者で

「静かさ」の評価尺度が抽出されたことから，視点場周辺に住居

や小屋など人の気配や騒がしさを感じる要素が無く静寂な雰沼気

の景観が好まれるのは地域内外にかかわらず同様であり，前述の

山潤部の景観が好まれた傾向とも一致する。また，地域住民が開

放感や整然さを重視するのは，被験者会てが茶生産者であること

から，作業場としての茶園周辺が開放的であることや茶畝の方向

や長さが統一された作業効率の高い区画に対して評価が高まるこ

とを示していると考えられた。一方，地域外住民が自然の豊かさ

をき重視するのは，被験者の多くが近隣に山間部の茶園景観がない

地域や都市部に在住していることから，日常自にしない自然に臨

まれた茶園景観に惹かれる傾向が強いことを示していると考えら

れた。

景観を阻害する主婆な要素としては，電線・電柱，住宅などが

指摘されたが，こうした生活に密着した要素は，法制度的な仕組

みをま室えて，適切にコントロールしていくことが今後求められる

だろう O 防箱ファンについては，地域外住民の阻害要因としての

選択率が比較的低かったことから，来訪者にとっては景観の障害

物としてではなく，茶園に必要な要素として理解されていること

が示唆された。今回の実験では被験者が防霜ファンと電柱類を混

同した可能性も残されるが，多くの静岡県内在住者にとって茶閣

は目に触れやすく，その随伴設備である防箱ファンの存在も認知

されていることから，こうした考察には十分妥当性があると考え

られる。茶E室内の立木は， I~担害婆素としての指摘自体はそれほど

多くはなかったが，住民の属性問で認識に差が見られた。効率的

な作業の観点から地域住民にとっては問題となる場合もあるため

と考えられるが，茶園の中で散生する立木は特徴的な景観を伝統

的に形成しており，積極的に位置づけていくことも必要である。

本研究の調査及び実験結果から考察される茶関景観を活用した

中山間地域の振興方向について以下に述べる。

動線から非常に見えやすい特性を活かし，良好な視点場と優良

な茶園景観を組み合わせ，茶業が優れた景観の成立に貢献してい

ることをアピールする空間を積極的に創出することが重要である。

その結果として，中山間地域の茶業が単に良質茶の提供拠点とい

うだけでなく，景観形成を含む多面的機能を支える重要かっ必要

不可欠な要素であるという評価が一層高まることが期待される。

また，地域住民にとって茶留は生業，生活の一環であり，茶の

生産性向上及び収主主確保が地域景観の維持保全のための良策であ

るが，地域外住民に高い評価を得た山間部の茶園ほど生産条件は

厳しく今後耕作継続が困難になると予想される。そこで，山間部

の茶園景観を維持管理するための連携方法を検討していく必要が

ある。地域住民と都市住民が生産の場としての茶園と茶園景観に

対する価値感を共有し協働活動を行うことにより，地域景観の保

全が可能となり，地域の活性化にもつながると考えられる。
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