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1．はじめに

1-1．研究の背景と目的

　本研究で対象とするうきは市新川・田篭地区は，福

岡県の南東端に位置し耳納山地に属する山村集落であ

る。地区面積の約 88％を山林が覆っており（2008 年

当時），中心を流れる隈上川といくつかの支流に沿っ

て，急傾斜の多い地形に集落が点在している。居住域

を標高約 500m に形成しているものもあり，このよう

な厳しい地形条件の中で生活を営むにあたって，「山

林」でも「田」でもない農地が多く存在している。本

研究は，その様な「山林」でも「田」でもない農地を

「畑」として総称し，考察を行うものである。

　現在畑は，居住域付近にあり野菜や果樹・栗が小規

模に栽培されている状態である。図 1に，新川・田篭

地区の 2つの時代における土地利用図を示す。このよ

うにかつては畑が山の中にも広がっており，これらと

現在の畑とは，その分布や数からみて様相が異なると

考えられる。そこで，本研究ではまず，遡ることが可

能であった明治期から現在までの畑利用の動機と立地

の変遷を明らかにし，その変化の要因を分析していく。

そしてそれをもとに，山村において畑が果たしてきた

役割を考察することを目的とする。

1-2．調査概要

　本研究を行うにあたって，2012 年～ 2014 年 1 月の

期間に畑利用の目視調査と住民への生活に関するヒア

リング調査を行った。本研究は以上の期間で得た情報

と 2003 年から行っている新川・田篭地区に関する一

連の研究結果をもとに分析を行っている。

2．生業に付随する畑の様相

2-1．山村における生業の変動性

　明治中期，新川・田篭地区では田畑の開墾が盛んに

行われ，稲作を主体とした農業が生業として営まれて

いた 1)。当地区の住民はそのほとんどが面積に差はあ

れど山主であり，稲作に加えて畑作と山からの副産物

を換金作物として，多方面からの収入により生活を成

り立たせいていた。水田は立地が水源に依存している

ため，利用できる農地は限られている。そのため，山

林を利用して立地条件に制約がない畑が設けられ，経

済や生活の面において米で賄いきれない分が補われて

いた。表 1は，明治期における各作物の収穫高を示し

たものである。穀類・豆類・根菜類等の農作物に加え

て，「雑の部」の種類が多いことは，山村に特徴的な

ものであるといえる。

　その後，明治から昭和にかけて交通網や流通の整備

が進むにつれて，商品作物の栽培が徐々に増加してい

く。図 2は，これら生業のうち現代まで続けられてい

る 5つ（稲作，林業，養蚕，茶，果樹）において，そ

の趨勢を示したものである 2）。これより，今挙げた 5

つの生業は，戦争や政策，物流や技術の発展といった

社会的背景から起きる需要や価格の変動から大きく影

響を受けていることが分かる。このような趨勢は，市

山村集落における畑の意味に関する考察
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図 1　新川田篭地区の土地利用
表 1　明治期の各種収穫高（石斤末端は省略）
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※土地台帳と地籍図をもとに作成
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場価格に反映されるため，農業を生業とする者にとっ

ては収入の増減に直結する。稲作・畑作・山林利用を

組み合わせた複合的な生業は，収入の不安定さを補っ

た結果であるともいえる。

　これに関して，林業の隆盛は人々の生活に大きな影

響を与えた。1950年の姫治村3)における山林所有者は，

その面積が 1反～ 1町歩の者が約 5割を占めており，4）

林業発展の中で山林経営者の増加数はわずかであった

と考えられる。一方で，この時期多くの住民が伐採や

出材，製材，日雇いとして林業に従事している。その

理由として，雇われの仕事は賃金収入であり，農業と

比較して収入が安定していること挙げられる。こうし

てこの時期，地区の主な生業が農業から雇われの林業

へと大きく転化していったと考えられる。

2-2．生業の趨勢にともなう畑の動向

　林業従事者が増える以前の昭和の初期頃は，各家庭

が畑利用により小規模生産を行っていた。そのため，

山の中に各々の畑が広がっている状態であったと考え

られる。終戦以降，林業の発展により主な生業が林業

従事へと変化するにつれて，生業において農作物生産

の比重が小さくなる。そのため，居住域から遠く不便

な山中の畑には，順次植林が行われたと考えられる。

　また 2008 年には，昭和初期には見られなかった山

の中に団地的に存在する畑がいくつか確認できる。こ

れらの多くが茶畑・桑畑・果樹園であり，1950 年代

以降に興隆した製茶業や養蚕業，果樹栽培（図 2）の

ために造成されたものである。以前の小規模生産の時

代には，家の庭先や石垣，水田の隅，山中に畑が設け

られていたのに対し，この時代は新たに山の中に大規

模な畑が造成された。これは生産性を高めることが理

由として挙げられ，その背景として農業の機械化や大

規模集約的農業を推奨した政策の影響があると考えら

れる。また，養蚕が行われなくなった後，不用になっ

た桑畑は果樹や他の作物に転用されている。

　以上より，畑は生業の変化によって消失・出現を繰

り返し，その存在は定常的でないことが分かる。また，

このことは地形的制約・生業の変動性をともなう山村

に特有の現象であるといえる。

3．畑の成立とその背景

3-1．畑の二面性

　山村において畑が作られる理由としては，生業とし

て農業を営むためだけではなく，暮らしを営むための

生活基盤を確保するということでもある。当地区にお

いても，以前の農業を主な生業としていた時代の畑に

は，その 2つの動機が同程度の比重で共存していたと

いえる。つまりこの時の畑には，収入源としての農作

物を生産するための「経済の畑」と生活に必要な作物

を生産するための「暮らしの畑」の二面性をみること

ができる。しかし時代が進むにつれて，林業従事への

生業の転化が進むと，畑における「経済の畑」として

の必要性が徐々に薄れていった。その後「暮らしの畑」

としての側面だけで残ることはなく，畑は植林の対象

となり山林に変わっていった。

3-2．地目に表れない畑

　しかし畑は，山中での成立がほとんどみられなく

なった一方で，これまでとは異なる形で再び出現して

いる。まず，「経済の畑」は日雇い等による収入だけ

では生活の成立が難しい場合に，各々の家で設けられ

図 2　生業の趨勢 図 4　自宅への「経済の畑」の設置

【事例 1】KS さん（78，女性）
　KS さんは，昭和 35 年に現在の夫と結婚し，子どもを 2人出産した後近くの空き家
に分家をした。その際には家の周囲の農地と平地の田んぼを何枚かを夫の両親に購入
してもらったそうである。しかし，その田んぼだけでは収穫量が足りず山を一つ越え
た地域の田を耕していたこともあるという。
　家の主な収入源は，夫の日雇い仕事であった。KS さんも少しでも収入を増やすため
に，茶摘みや平地での柿の収穫の手伝い，土方仕事などを行っていたそうである。子
供の小学校入学にともなって家でできる仕事として，自宅で牛の肥育業を始め，家の
前の田を一つ潰して牛小屋を建て，最多で 19 頭ほど飼育していたという。
　その後，飼料であるトウモロコシの値段上昇を機に，肥育業から生花栽培に切り替
えた。出荷は，浮羽よりも高値で売れる久留米の市場に往復 2時間程掛けて行ってい
たそうである。朝 2～ 3時に起床して夫と車で向かい，行きと帰りで運転を交替し交
互に睡眠を取り，帰宅後夫は日雇いに，KS さんは田畑の世話を行っていた。

※土地台帳と地籍図をもとに作成，
土地利用は 2008 年のデータを参照。
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た。図 3は家の前の水田を一枚利用して牛の肥育業や

出荷用の生花栽培を行った事例である。この事例の家

では，林業従事に加えて精米業や「経済の畑」で収入

を補うことで，生活を成り立たせている。1950 年代

に興隆した養蚕や茶，果樹といった生業もこの過程か

ら派生したものである。

　一方，「暮らしの畑」はどの家庭も確保する必要が

あったため，住民の手によって居住域周辺に開墾され

た。1950 年前後，集落単位で畑の共同開墾がいくつ

か行われ，それらは「暮らしの畑」として利用されて

いたことが住民へのヒアリングより分かっている。図

4 の事例の家では，家の前と 2 ヶ所の共同開墾を行っ

た畑（以下，共同畑）を「暮らしの畑」として利用し

ている。また，その他にもカンノ（この地区において

全伐後の土地の事）や，水田の畦や土坡も利用して「暮

らしの畑」を確保している。

　確認できた共同畑は，地形的に水を引くことができ

ない場所や，居住域に近い山肌などを切り開いて作ら

れている。しかし，このような開墾を行える土地はわ

ずかであり，それ以上にカンノや水田の畦といった農

地以外の土地を利用した「暮らしの畑」が多く作られ

ていた。カンノは植林した苗木が大きくなり，日光が

当たらなくなるまでの約 3～ 5年の間，畑として利用

された。全伐後，まず男性が数人で山を焼き新しい苗

木を植え，その隙間に蕎麦，粟，大豆，小豆，里芋等

を植えていく。カンノは誰でも利用することができ，

集落でまとまって植えていたところもある。また地目

上は「畑」ではないため，収穫物を供出する必要がな

かったと住民は話す。

　このように「暮らしの畑」は林業や稲作による土地

利用と共存する形で組み込まれており，集落単位で作

られる事例もみられる。また，「暮らしの畑」は畦や

土坡，カンノ等設けられる場所は農地に限られておら

ず，これは，成立が地形的制約に縛られない畑の柔軟

性が可能にした事であるといえる。

3-3．畑の担い手

　図 5は，新川・田篭地区の 1940 ～ 1960 年頃におけ

る各家庭の一年間の仕事を，その作業をする場所と時

期別に，男女それぞれについてまとめたものである。

全体の円の中心に家を置き，そこから外側の円程遠く

の所有地を表している。これを見ると，主に男性は日

雇いに出るか山林の手入れを行っている。また，農地

での作業は，田犂等の牛馬を必要とするものと収穫に

携わっていた。それに対して女性は，農地では田畑の

作付や草取り・収穫，屋敷内での加工作業と 1年中何

かしらの作業を行っていることがわかる。加えて，焚

物取り，家事全般も行っていた。また，田植えや茶摘

みに関しては集落内で労働交換も行われていた。図 3　「暮らしの畑」の確保

【事例 2】KT さん（84）
　KT さんは昭和 28 年に嫁いできた。嫁いだ家は分家であり農地・山林ともに少しし
かないため，夫が会社に勤めその給料で生活していた。集落の上流の方に共同畑があ
り，そこは「唐芋畑」であったという。対岸の方にも共同畑があり，そこは「ダイコ
ン畑」であったそうだ。KT さんの田んぼは土坡のものが多く，そこにお茶を植えたり
里芋を植えたりしていたという。里芋は土坡の方がよく育つそうである。田んぼの畦
には大豆を植える。大豆は肥料があまりいらないので畦でも育つのだという。カンノ
は芋を育てるのにいい場所で，とてもおいしい芋ができていたそうだ。「カンノに行っ
た帰りは焚物を取って帰る。毎日そんな生活を送っていた。」

【男性（主に夫）】

図 5　1940-1960 頃の一年間の時期別作業

※男女（男 16 人，女 18 人うち夫婦 6 組）
へ行ったヒアリングの情報をもとに作成。

【女性（主に妻）】

※土地台帳と地籍図をもとに作成，
土地利用は昭和初期のデータを参照。
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　このように，男性と女性では生活の営みに対する関

わり方が異なっていた。その中で女性の仕事の多くは，

収入を得るものではなく，「暮らしの畑」をはじめと

する生活の基盤を維持するものであった。また，農地

に限られない「暮らしの畑」の形は，広域で多岐にわ

たる女性の日々の労働とも共存していたともいえる。

4．畑の存在意義と可能性

4-1．現代における畑の様相

　現在，新川・田篭地区は 1980 年頃の林業の衰退を

契機として，集落を降り平坦部に移る住民が増加し，

人口減少と高齢化が進んでいる。それにともない，「暮

らしの畑」は減少し，家から離れた大規模な「経済の

畑」が目立つ状況となっている。

　このような地区の変化のなかで，「暮らしの畑」の

立地や利用もまた変化している。図 6は新川地区のあ

る集落における現在の「暮らしの畑」の現状を表した

ものである。まず，「暮らしの畑」は家の近くの水田

を転用して作られているものが多い。これは，耕作放

棄地や休耕田の増加が，「暮らしの畑」の移動を容易

にしている一因であると考えられる。

　また，畑利用に関しては，引き続き自家用作物栽培

に加えて，「他人にあげるため（e- ⑨）」や「道の駅

に出すため（d- ④⑤⑦）」といった個人の意思の反映

が伺える。これは，人口減少により以前程「暮らしの

畑」で自家用作物を作る必要性が低くなったことが影

響していると考えられ，畑が成立する背景から「個人

の畑」と捉えることができる。自家用として必要な量

以上に生産が行われた場合，過剰分は生産者の意思に

基づいて決定される。その結果として，「暮らしの畑」

の中に「個人の畑」が派生した状態となっている。

4-2．山村における畑の振る舞い

　以上の分析から，明治から現代まで畑利用の動機と

立地の変遷は，新川・田篭地区における生活構造の変

化に大きく影響を受けているといえる。これは，山間

部においてまず地形的制約を受ける水田の立地が優先

されたこと，そして近代化にともない収入の安定を図

るという面で，生業に畑作が選択されなかったことが

要因として挙げられる。しかし，その中でも畑のもつ

柔軟性は，収入の不足を補ったり生活基盤の確保で

あったりと，各家庭の事情にあった形で作られ，暮ら

しを営む面において畑は不可欠な存在であった。

　現在当地区では，人口減少や近代化といった社会変

化のなかで，家庭において従来のような畑の必要性は

薄れてきているといえる。その一方で，現在みられる

「個人の畑」は経済や生活とは無関係に存在するため，

作物は個人の事情に合わせた消費や譲渡，小規模な販

売などが自由に行われ，それに畑のやりがいを感じて

いる人も見られる。その際に，直売所や道の駅といっ

た市場経済を介さない販売方法は，「個人の畑」を活

用する面で有効であると考える。

5．まとめ

　畑の存在意義は，立地に限らずあらゆるものに柔軟

に対応が可能な点にある。新川・田篭地区においては，

これまで，山村という地形的制約が圧倒的な場所に対

しての対応という点で，最大限に発揮されてきたとい

える。それと同時に，このように多様な形で畑が存在

した背景には，人々が厳しい土地条件と折り合いを付

けながら生活を営んできたという歴史が伺える。今後

の山村の持続可能性を考える上で，従来までの「経済

の畑」や「暮らしの畑」としてだけではなく，「個人

の畑」としての利用を踏まえたうえで，畑はその価値

を捉え直される必要があるのではないだろうか。

図 6　「暮らしの畑」の現状

1)『田篭古今雑記録』樋口寛太，1969
2)他には煙草，わさび，ナタネ（辛子），小麦等。また，養蚕は現在は行われていない。
3) 姫治村は 1889 年に現小塩地区・田篭地区・新川地区・妹川地区が合併してできた
村である。
4)世界農林業センサス 1950 ～ 1960 年の情報による。

※土地台帳と地籍図をもとに作成，土地利用は 2008 年の
データをベースに目視調査を行ったものを採用している。


