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1．はじめに

1-1．研究の背景と目的

　山村集落の過疎化は，耕作放棄地の増加や周辺環境

の悪化へつながり，集落の持続や存続を脅かすものと

して全国的に問題視され，解決に向けて様々な取り組

みがされている。福岡県うきは市の山間部に位置する

新川地区は，隈上川沿いに連続的に展開する棚田が特

徴的な地域である。しかし，近年，過疎高齢化の進行に

伴う耕作放棄地の増加が問題となっている。そのよう

な中，2012年7月に発生した九州北部豪雨により多くの

棚田が被害に遭った。水害発生から2年以上が経った現

在も復旧されない棚田が多く残っており，水害をきっ

かけに耕作を諦めた農家もいる。

　「棚田まなび隊」は，地域外から参加者を募り，新川地

区の棚田を対象に復旧から稲作まで一年を通して体験

的に学ぶプロジェクトである。本稿は，この「棚田まな

び隊」の記録から，地域外参加による山村の営み再生に

向けての手がかりを抽出することを目的とする。

1-2．研究方法

　筆者は，「棚田まなび隊」の準備段階から実際の活動

（2013年7月～2014年11月）での全プロセスを参与観察し

た。また，企画過程や実際の活動内容，参加者や関係者の

反応を記録し，数名の参加者にインタビューを行った。

2．「棚田まなび隊」の誕生

2-1．発足の経緯

　2012年7月に水害が発生した後，公共事業による河川

の護岸工事などの大規模な復旧工事が各所で進行した。

それとともに，自治体主導で，農地の復旧を支援するボ

ランティア活動として「うきは市山村復興プロジェク

ト」1)が実施され，主に農地や水路の土砂出しが行われ

た。しかし,それらは,構造物の部分的な復旧に限られ,

必ずしも営みの再生につながるものではなかった。

　筆者が所属する菊地研究室2)（以降，「研究室」）は，

2003年よりこの地域を対象に集落調査を行っており，災

害後には地域住民や市と共に，長期的な地域再生への取

り組みを始めた。「棚田まなび隊」も，その一つである。過

疎高齢化が進行している現状から，営みの再生や持続

に取り組むには，地域内だけでは限界があり地域外から

の支援を必要とする。その前段階として，まずは地域外

の人が農業や地域の営みに共感することが望まれる。ま

た,そのような共感は,営みの持続に対する地域外から

の継続的支援につながる可能性を持つと考えられる。

「棚田まなび隊」は，このような課題に対し地域外の人に

地域を学ぶ場を提供するものして企画された。

　「棚田まなび隊」の隊長は，企画段階から中心的に関わっ

ていた学術協力研究員（当時）の天満類子氏とした。天満氏

は，研究室の学生および研究員として，2003年より当地域

を対象に集落研究を続けており，地域をよく知ると共に地

域住民との信頼関係も築かれている。2013年9月から，天満

氏を中心に，「棚田まなび隊」が耕作を行う水田（以降，「学

習田」）の選定や交渉，農業の指導を依頼するなどの準備を

進めた。農業の指導者としては，学習田の持ち主であるK氏

や「新川棚田を守る会」3)に協力を依頼した。

2-2．企画の内容

　「棚田まなび隊」は，復旧作業から始まり稲作のすべて

の作業を活動に組み込み，これを通して棚田の仕組みや

耕作する上での知恵，地域の課題を学ぶ体験型のプログ

ラムとして企画された。このとき，学習田での農作業に

限らず，イデ浚い4）などの地域の共同作業への参加に加

え，数回のワークショップを計画した。このような活動

に，参加者が主体的に取り組むための仕掛けとして，は

じめは，全員サポーターとして参加し，3回以上参加する

と隊員へ昇格する仕組みを採用した。会員の募集は，主

にHPやSNS5)上で行われた。

3．学習田の特徴

3-1．地理的位置と復旧状況

　学習田は，本村集落の隈上川沿いに位置し，田代イデ

水系の最下流部にある2枚の棚田である（図1）。水害によ

り，田圃一面に土砂が流入し，川沿いの畦や田圃へアク

セスするための沈み橋が流されるなどの被害を受けた。

学習田の持ち主であるK氏は，水害をきっかけに自身の

持つすべての田圃の耕作を休止していた。研究室が被害

調査を実施した2013年9月時において，既に流失した畦

部分の護岸工事が決まっており，翌（2014）年の作付けに

は間に合うとのことだった。谷川を渡す堰が流されると

いう致命的な被害を受けた田代イデも，地元の農家が自



図 1　棚田まなび隊の学習田
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力で仮復旧工事を施し，周辺の田は復興に取り組まれて

いた。しかし，K氏の田圃はアクセスするための沈み橋が

流されており，入り込んだ土砂を撤去するための重機

や，畦塗りや田植え，稲刈り時に使用する大型の農業用

機械を田圃に搬入することが困難であるため，復旧工事

がなされても耕作は不可能であるとK氏は考えていた。

　「棚田まなび隊」は，それらの問題を人力で補うことで

復田し，学習田とする計画でK氏の田圃を借り受けた。そ

のため，第1，2回の活動は田圃内に流入した土砂や大き

な石を人力で掻き出し，田圃の表土が見える状態まで復

旧することからスタートした。作業後には，その農地の

変わり様を対岸から確認する参加者の姿が見られた。そ

の後，比較的に労力と技術を要する畦塗りなどの農作業

は，主にK氏による技術指導のもと行われた（表1）。

3-2．所有者

　学習田の持ち主であるK氏は，新川地区にある神社の

神主を務めており，地域の伝統的な祭りや習わしに関す

る知識が豊富で，稲作という営みを大事に考えている

方である。第9回のサナブリ6）は，K氏から提案された。ま

た，第15回ではK氏の協力のもと，参加者は，学習田で収

穫した米を神社に奉納する儀式を体験した（表1）。これ

らから，参加者に稲作の習わしを通してその大切さを

知ってもらおうというK氏の思いが伺える。

4．一連の活動

4-1．活動の流れ

　「棚田まなび隊」には，地域外から24名と地域内から7名

の計31名が会員登録し，全部で15回の活動が実施された

（表1）。はじめの2回で田圃の復旧作業，その後12回に渡り

稲作の農作業が行われ，最後にお世話になった地元農家

の方々と共に米の収穫を祝う祭りが開催された。なお，こ

れらの活動はすべて，地元農家と共に行われた。活動の頻

度は月に2回程で，参加者はその度に都市部から本村集落

へ通った。また，活動場所を見ると，学習田を拠点に棚田

の営みに伴う空間的な広がりがあることが分かる（図1）。

4-2．箱苗づくりとイデ浚い

　ここでは，具体的な活動内容として，第4回の箱苗づ

くりと第5回のイデ浚いを取り上げる（表1）。

　第4回では，K家の庭先で箱苗づくりが実施され，参加者

は，このときつくった苗箱を自宅へ持ち帰って約1ヶ月間

苗を育てた（表2）。第8回の田植えの際に，参加者は各自育

てた苗を持参したが，茎の太さも長さも様々で，K氏から

毎日の日の当たり具合や水加減が苗の出来を左右するこ

とを教わった。苗の育成は，稲作が日々の細やかな営みの

積み重ねであることを学べる場であったといえる。

　第5回では，参加者はK氏を含む地元農家のイデ浚いの

活動に参加した。棚田の営みは，一枚の田圃や一軒の農

家だけで完結するものではなく，取水という一つの目的

のために長い距離をかけて水路が引かれ，数軒の農家と

ともにこれを管理する。イデ浚いは，稲作が地域社会の

上に成り立つ営みであることを実体験を通して学べる

場であったといえる。またこのとき，地元の農家が田代

イデの仮復旧箇所の改良工事をする様子を見学した。水

害の被害の大きさや，棚田に水を引くことがいかに大変

かを感じ取れる場であったといえる。



表 1　活動の記録

1活動回

写真

日付

活動概要

3月 23 日（日） 4月 20 日（日） 4月 27 日（日） 5月 6日（火・振休） 5月 18 日（日） 5月 25 日（日） 6月 1日（日） 6月 8日（日）

土砂出し① 土砂出し② 田起こし 箱苗づくり イデ浚い 畦づくり 畦塗り 田植え

農作業

棚田教室
ws

棚田教室
ws

参加人数
（会員 /農家）

19 名
（15 名 /4 名）

15 名
（13 名 /2 名）

20 名
（18 名 /2 名）

24 名
（22 名 /2 名）

24 名
（16 名 /8 名）

10 名（9名 /1 名）
※他、ボランティア 10 名

10 名
（13 名 /2 名）

20 名
（19 名 /1 名）

2 3 4 5 6 7 8

学習田①の土砂出し
-a

- -

- -

- -

学習田①の土砂出し
-a
学習田②の土砂出し
-b

箱苗づくり -c
丸太の切り分け -b

田起こしの見学 -a
トラクターの操縦 -a
（掻き出した土砂を整
地して）川へ降りる
道づくり -a
種もみの消毒 -c

［WS］栗木野集落の
棚田を見学 -j ［WS］苗の品評会 -a

［棚田教室］本村棚田
を学ぶ -i

［棚田教室］箱苗チャ
レンジ -c
［WS］農小屋の意見
交換会 -d
［WS］高御魂神社見
学 -d

田代イデの清掃作業
-g
仮設鉄橋の改良工事
見学＆パイプ設置の
お手伝い -h

土のうで畦づくり -a

※九州電力（株）運動部
による学習田②の土砂
出しボランティア -b

（鍬を使った）畦塗り
-a･b

代掻き

草取り 草取り

田植え縄を使って
手植え -a･b

9活動回

写真

日付

活動概要

7月 6日（日） 7月 20 日（日） 8月 17 日（日） 9月 7日（日） 9月 28 日（日） 10 月 11 日（土） 11 月 3日（月・祝）

サナブリ 草刈り講習会 電気柵の設置 草刈り 稲刈り 脱穀 新米祭り

農作業

参加人数
（隊員 /地域）

23 名
（20 名 /3 名）

16 名
（15 名 /1 名）

25 名
（19 名 /6 名）

13 名
（12 名 /1 名）

18 名
（16 名 /2 名）

18 名
（17 名 /1 名）

27 名（22 名 /5 名）
※他，関係者 18 名

10 11 12 13 14 15

学習田周辺の草刈り
-a･b
サナブリ -c

［棚田教室］I ターン
移住者の話を聞く -e

［WS］農小屋の組み
立て作業 -a

［WS］新米祭りの企画
-a

［WS］新米祭りの企画
-a

［WS］新米祭りの企画
-a

草刈り機の使い方
講習会 -a･b
学習田周辺や畔道の
草刈り -a･b

イノシシ避けの電気
柵を設置 -a･b
学習田周辺や畔道の
草刈り -a･b

学習田周辺や畔道の
草刈り -a･b
畔付近の草取り -a･b

学習田①は鎌を使っ
て手刈り -a
学習田②はバイン
ダー（歩行用稲刈り
機）で稲刈り -b
刈った稲は束にして
掛け干し -a･b

ハーベスターを使っ
て脱穀 -a･b
足踏み脱穀機や唐箕
を使って脱穀 -f

高御魂神社に学習田
で収穫した米を奉納
し、儀式を体験 -c
米の収穫を祝う祭り
を実施 -a

：企画時において予定していたもの ：無くなったもの：活動を開始してから追加・変更したもの ：当日または直前に追加したもの

活動場所（図1に対応）

［棚田教室］：
企画時に既に予定して
おり，事前に準備して
いるもの
［WS］：
実施期間に企画・追加
したもの

表 2　ワークショップ

箱苗チャレンジ（5/6 ～ 6/8） 本村棚田を学ぶ（第 5回）

棚田教室 WS

I ターン移住者の話を聞く（第 9回） 新米祭りの企画（第 12 ～ 14 回）

苗箱をそれぞれ自宅へ持ち帰
り約 1 ヶ月間苗を育成。土の
乾き具合や日照りの強さの具
合を見て , 毎日 2 回程水撒き
をする。育てた苗は田植え時
に持参し学習田に植えた。

本村集落を歩きながら，田代
イデにより給水される棚田を
対岸から確認し，人々の営み
によって形づくられる景観を
学んだ。天満氏が解説。

約 10 年前に本村集落に移住
し農業を始めた Y 氏に，この
地域で暮らす中で感じる楽し
さや危険を伴う農作業の大変
さについて伺った。

新米祭りでの催しや食事会
を隊員自ら主体的に企画し
た。
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4-3．景観の再生と耕作再開の後押し

　一連の活動を通して，参加者は，自身が手を入れる度

に営みの風景を取り戻していく田圃の様子を定期的に

目にしてきた。その風景の変化はK氏が，再び田圃の耕

作をイメージすることにもつながったと推察される。

「棚田まなび隊」の活動を終えたあと，K氏の奥さんは，

「田圃が青くなるのが嬉しかった。水害後，（周囲の農家

が）田圃を（耕作）しているのを見て羨ましかった」と述

べた。また，K氏を含め活動に協力した地元の農家が，地

域外から農作業の手伝いに通う人びとに指導したこと

は，農家として長年培ってきた知恵や技術の尊さに再

度目を向けることにつながったと推察される。K氏は，

今（2015）年から稲作を再開すると述べており，「棚田ま

なび隊」はその後押しになったことが伺える。

5．参加者

5-1．会員の属性

　「棚田まなび隊」の会員は，HPや口コミをきっかけに

応募した6名の一般参加者に加え，「浮羽まるごと博物

館」7)協議会メンバーやその関係者，研究室の学生で構

成される。また，会員の多くは，福岡市や北九州市など

の都市部に居住しており，稲作の経験がほとんどない

人たちであった。応募の動機は様々で，HPを見て応募し

たSt氏は，うきは市周辺で農地付き別荘を探しており，

地元に知り合いができることを期待して応募したとい

う。同様に応募したO氏は、既に隣接する市の山間部に

農地付き別荘を持っており通い農業をしている。「棚田

まなび隊」には，運動のため応募したという。

5-2．参加の度合いと意欲的な提案

　31名中,24名の会員が3回以上活動に参加してサポー

ターから隊員に昇格している（図2）。また，その多くは定期

的に参加しており，活動時には，指示を待たずとも自発的

に次の作業に取り掛かったり道具を運んだりと各々で考

えて行動する姿が見られた。特に，第3回の土砂の整地や第

12回の草取りは，それぞれ一般参加者からの提案に基づき



図 2　会員の属性と参加状況
表 3　参加者と関係者の反応

1

棚田まなび隊 地元協力者

持ち主 本村集落の農家 その他一般参加者

（表 1と対応）

その関係者 研究室の学生浮羽まるごと博物館協議会

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

氏名 St OYkU F T K Y Th

活
動
回

：参加

棚田まなび隊の参加者 農家の子や孫

O氏

北九州市在住 /50 代男性 /趣味で野菜を育てている

＃5：イデ浚いのあと、「水が田圃（学習田）まで行
かないかな」「水が（イデを）通っているところを
見てみたい」「田植えに行き着くまでが長いな」と
話していた。

＃7：畦塗りをしながら、「畦塗りをするのは初めて。
結構難しいな」と話していた。

＃8：学習田に着くなり真っ先に取水口へ向かい、「イ
デから水が来ているみたい」と喜びを口にしていた。

インタビュー：イデ浚いを振り返り、「イデがあん
なに長いとは思わなかった。ああやって手入れしな
いといけないんだな」と語った。

Yk 氏

福岡市在住（当時）/40 代男性

＃5：鉄橋部分の改良工事を見学したあと，谷川か
ら補助的に取水するためのパイプを設置しようかと
農家の方々が話しているのを聞いて，自発的に真っ
先に手伝いに向かった。

＃8：田植えをしながら，F氏が「それぞれで全然苗
の状態が違う。ひょろひょろの苗もあるし」と話し
ているのに対し，「自分たちじゃやっぱりいい苗は
つくれない」と返していた。

＃12：草刈りをしながら，「（農家の方々のように）
あまり上手に刈れない」とこぼしていた。活動後も
K氏が一人で草刈りを続けているのを見て、「大丈夫
か？倒れるんじゃないか？」と心配していた。

U氏

福岡市在住 /40 代女性 /ガーデニングが趣味

＃5：鉄橋部分の改良工事を見学しながら、元々の
イデとの接合部に隙間があるのを見て、Yk 氏と「こ
こはあとで塞ぐのかな」と心配していた。

＃8：田植えの休憩中，水の張った学習田を見ながら、
「あの鉄橋のところは水は通っているのかな？」と
気にかけていた。

F 氏

福岡市在住 /40 代女性 /ガーデニングが趣味

インタビュー：草刈りを振り返り、「彼岸花など綺
麗だなと見ていたが、改めて、それは人の手が入っ
ているからこそ綺麗なのだと思った。彼岸花の開花
に合わせて草刈りをしたりとか」と語った。

Th 家の娘Ot 氏

福岡市在住 /ときどき農作業を手伝いに帰省する

＃5：本村に帰省しており、天満隊長から「棚田ま
なび隊」の活動について話を聞く。

＃8：活動を知り、その経過をHPや Facebook ペー
ジで定期的に見ていた。田植えの日を知り、自身の
子どもを連れて学習田に見学に訪れた。

手紙：「棚田まなび隊の活動にはたくさんの元気と
勇気をもらいました。実家で米づくりを続けていく
には課題も多いですが -（略）-」

K 家の子ども

＃4：K氏から棚田まなび隊の話を聞き，HPや
Facebook ページで活動の経過を定期的に見ており，
箱苗づくりを見学・手伝いに訪れた。

追加された農作業である（表1）。このように，学習田やその

周辺環境に対して責任を持ち，意欲的に活動に参加してい

る様子が見て取れる。

6．参加者の学び

　ここでは，活動を通して筆者が拾った,参加者や関係者

の反応のうち二つを取り上げ考察する（表3）。

　一般参加者であるO氏は，全部で9回の活動に参加し

ている。O氏はイデ浚いのあと，「（学習田まで）行かな

いかな」と,暫くイデに注ぐ水を見ていた。田植え時に

は,真っ先に取水口へ向かい，「イデから水が来ている

みたい」と喜びを口にしていた。また,活動後のインタ

ビューより,取水に伴う苦労に目を向けていることが

伺える。「棚田まなび隊」が，稲作の多くの作業を取り入

れた一連のプロジェクトであったため，前回の農作業

が次につながる実感を通して，生じた気づきであると

考えられる。

　また,イデ浚いの際,地元農家であるTh家の娘Ot氏が

帰省しており，天満氏が「棚田まなび隊」の活動を説明

していた。その後,田植え時に，彼女は自身の子どもを

連れ，学習田に活動を見学に訪れた。HPやFacebookペー

ジで活動の経過を定期的に見ており，田植えの日を知

り見学に来たという。活動後にもらった手紙より，彼女

は，「棚田まなび隊」の活動をきっかけに実家の米づく

りに再度目を向けていることが伺える。「棚田まなび

隊」が，すべてのプロセスを地元の農家と共に行い，営

みの広がりに合わせて農家との交流範囲も広げていた

からこそ生じたエピソードであると考えられる。

7．まとめ

　「棚田まなび隊」は，水害で被災した棚田の復旧から

稲作までの営みの再生過程を活動に取り入れ，これを

地域外からの参加者に対し地域を学ぶ場として提供し

た。活動を通して，2枚の棚田が復田され，景観の再生や

耕作再開の後押しに貢献した。また，参加者が営み再生

への一連のプロセスに参加したことは，棚田の維持に

伴う様々な苦労ややりがいを学び，地域を知ることに

つながった。このような学びが，営みの持続に対する地

域外からの継続的支援へとつながることを期待する。

6-4

〈注釈〉1）農地の復旧を目的とし，2012 年 11 月～ 2013 年 4 月の農閑期に自治体主

導で実施されたボランティア企画

2）九州大学人間環境学府都市共生デザイン専攻アーバンデザイン学コース菊地研究室

3）日本の棚田百選に選定されているつづら棚田（新川地区）を，持ち主に代わって

耕作することでその維持に貢献している地元農家の集まり

4）灌漑用水路であるイデの管理（清掃や点検，修復を含む）作業

5）『浮羽まるごと博物館』の HP や Facebook ページ，菊地研究室が企画・運営してい

る Facebook ページ『うきは復興の種』

6）田植えのあとに行われる伝統的な農耕儀礼。この地域では「サナボリ」と呼ぶ。

7）「エコミュージアム」の考え方に基づき，地域全体を博物館と見立てて，地域を学

習し，交流していく活動（『浮羽まるごと博物館』HP より抜粋）。「棚田まなび隊」は，

「浮羽まるごと博物館」の活動の一つとして実施された。


