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第 1 章 地域環境管理の社会学的研究に向けて 

1-1 研究の目的 

本論文の課題は、岩木川下流部をはじめとするヨシ原管理を事例として、地域環境管理

をめぐる社会関係とそのダイナミズムを分析することによって、多様な利害関係者のなか

で地域環境管理を実践するために必要となる視点を提示することである。 

耕作放棄地の増加や里山の荒廃などのように、地域社会によって利用・管理されてきた

環境の荒廃が各地で社会問題となりつつある。地域環境は、地域社会の人びとが生産活動

を行い、生活の場として利用・管理してきた結果として成立してきた 1。しかし、生活様式

の変化や人口構造の変化のなかで地域社会からの働きかけが衰退し、地域環境は大きくそ

の姿を変えつつあるのである。 

一方、地域社会だけでは地域環境管理の継続が難しくなるなかで、地域環境を自然環境

や文化的環境などとして再評価する動きも増え始めている。そして、それらに新たな価値

を見出す NPO・NGO やボランティア、さらには研究者や行政機関が協働でその再生を目指

そうという動きも珍しくなくなっている。 

このように、地域環境管理は、既存の社会システムのままでは継続が難しくなる一方で、

多様な価値を見出されることによって、新たな社会関係の構築が求められている状況にあ

る。そして、地域社会と新たな利害関係者とがどのような関係性を築いていくのか、それ

に伴って管理体制がどのように再編成されるのかが課題となっているのである。 

さて、本論文では、人びとが地域環境に対して何らかの価値を享受するため、あるいは

何らかの目的を達成するために行う働きかけの全般を地域環境管理（local environmental 

management）と呼ぶことにする。本論文において地域環境管理という用語を使って議論す

ることの意義は、次のとおりである。 

広辞苑（第四版）によると、管理とは、「管轄し処理すること。良い状態
．．．．

を保つように処

置すること。取り仕切ること」（傍点は筆者による）と説明される。また、旺文社国語辞典

によると、「物事がよい状態
．．．．

にあるように目を配り、必要な手段を使ってとりしきること（同

上）」とされる。両者で示されるように、「良い状態」の実現を目指すことが、管理という

概念の本質である。しかし、多様な利害関係者が関わる地域環境管理では、何が「良い状

態」なのかが問われてくることになる。当然のことながら、ある状態が良いか悪いかは、

各主体の判断によって異なる。地域社会にとっては自然資源の経済的価値を保つ「自然資

                                                  
1 中田実は、地域社会を「人びとの生産と生活にかかわる、さまざまな範域（領域）と程度にお

ける地域共同管理組織」（中田，1993：38）と定義している。そして、「地域社会は多様な範域の

ものの重層によって成り立つが、それぞれの層において相対的にまとまった共同（自治）の単位

をなして地域を管理し、そのことによって構成員の生活の再生産を保障するとともに自己の組織

化を図っている」（lbid：38）と述べている。地域社会とは、地域環境に集団的な働きかけを行

う必要性のなかで組織化された集団であり、地域環境もまた地域社会の働きかけによって成立し

てきたのである。 
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源管理」や快適な生活環境を保つ「生活環境管理」が目指される一方、自然科学の研究者

にとっては「生態系・生物多様性保全」が最優先課題とされるかもしれない。また、ある

市民団体からは「文化的・歴史的環境の管理」が主張されうるし、行政機関は均衡のとれ

た国土発展や災害のない国土づくりといった「国土管理」の施策を優先することもありう

る。つまり、異なる視点を持つ人びとが地域環境管理に関わるということは、それぞれだ

け多くの「良い状態」とそれを目指した「管理」の方向性が同所的に展開されうるという

ことである。 

そこで、本論文では同所的に展開する多様な「管理」を総括して地域環境管理と呼ぶこ

とにする。これにより、特定の価値判断のなかで管理を論じるのではなく、多様な利害関

係者にとっての「良い状態」を相対的に捉え、複数の「良い状態」を抱える社会関係の動

態を分析することが可能になるだろう。 

社会のダイナミズムのなかで、地域環境管理では「誰にとって」の、どのような「良い

状態」が目指されていくのだろうか。そして、地域環境管理の実践のためには、どのよう

なプロセスが重要になるのか。これらを多くの利害関係者の関係性に着目して分析するこ

とが本論文の目的である。 

1-2 地域環境管理にかかる研究動向 

地域環境管理について議論していくにあたって、まずはこれに関する研究動向について

まとめてみよう。もちろん、地域環境管理自体は本論文で提示した概念であるため、その

ものに対する先行研究があるわけではない。しかし、社会と環境との関係性や環境管理に

関する議論については豊富な研究蓄積がある。これらのなかから、これからの地域環境管

理を考えるにあたって理論的背景とすべき研究の動向を示すこととする。 

まず、地域環境管理をめぐる社会的なしくみを考えるためには、G. Hardinのコモンズの

悲劇（tragedy of the commons）2の議論（Hardin, 1968=1993）を受けて展開したコモンズ研究

の成果を抜きに語ることはできない。コモンズ研究は、世界各地で実証研究が進められる

なかで、地域社会が設定するルールの存在が共有資源の持続的利用に寄与していることを

指摘してきた（McCay and Acheson eds., 1987; Berkes et al., 1989; Feeny et al., 1990=1998; 

Ostrom, 1990; Committee on the Human Dimensions of Global Change, 2002=2012など）。ただし、

いわゆる「伝統的な社会」を対象として進展したコモンズ研究に対しては、歴史的経緯の

なかの一時点を切り出して固定化しているなど、さまざまな批判がなされてきた。そうし

                                                  
2 Hardin は、牧民たちが自由に利用できる共有地（コモンズ）を想定し、「コモンズの悲劇」論

を展開した（Hardin, 1968=1993）。各牧民は利益の最大化を目指すため、l 頭、また 1 頭と放牧す

る牛の数を増やしていく。それを牧民たち皆が繰り返せば、そのうち環境負荷がかかりすぎて共

有地は荒れ果て、共倒れになる。これをもとにハーディンは、人口増加が問題となる世界では、

コモンズを解体すべきであると主張した。しかし、その後のコモンズの実証研究では、それぞれ

の社会において、コモンズを持続的に利用・管理するためのルールが定められていることが明ら

かになった（Feeny et al., 1990=1998 など）。このことから、ハーディンが主張する「コモンズの

悲劇」とは、「無法図に利用できること（オープンアクセス）の悲劇」だったと理解されている。 
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た背景のもとで、コモンズの変容や外部との関係性を明らかにすることが課題とされてき

た。 

そこで論点となったのが、空間的スケールの問題である。少なくとも現代の地域のコモ

ンズ（ローカル・コモンズ、local commons）は、自治体や地方政府、国家、あるいは世界

的な枠組みなど、複数の空間的スケールの政策的影響を受けている。これに対してE. Ostrom

は、ローカル・コモンズと、より高次の空間的スケールの制度（地方政府の制度や国家の

制度、グローバルな制度など）との関係性を考察し、コモンズが機能する条件のなかに、「外

部からの自治権の保障」や「制度の空間的スケールの組合せ」を含めた（Ostrom, 1990）3。

また、ローカル・コモンズの場に高次な階層の制度を導入する場合には、高次な階層の制

度の適用によってローカル・コモンズのルールが消失してしまうことを避けつつ、双方を

うまくリンクさせ、並存できるような制度設計を行う必要があることも指摘されてきた

（Berkes, 2002＝2012）。 

そして、階層の異なる複数の主体が関わるコモンズを想定した管理のあり方として提唱

されたのが、共同管理（co-management）である。F. Berkes らによると、共同管理とは、「政

府と地域資源利用者とが権力と責任を共有して管理を行うこと」（Berkes et al., 1991）であ

り、「私」部門としてのローカル・コモンズと「公」部門としての政府部門との協力体制が

大きな焦点とされてきた。これは、各地で実際に漁業管理や森林管理などに適用され、一

定の成果を挙げてきた（Jentoft et al., 1998）。 

一方、環境管理において、「私」と「公」だけではなく、非政府組織（NGO）や非営利組

織（NPO）、市民運動などの「公共」部門の役割が大きくなるにつれて、各階層をよりフラ

ットな関係性として論じることへの要請も高まっていった。そのため、ローカルな制度に

対して、より高次な空間的スケールの制度をいかに擦り合わせられるかという、いわばト

ップダウン型の発想ではなく、社会制度のあり方や人びとの連携・協力をより地域主導・

ボトムアップ的な関係として捉えようという方向性が強まった。これにより、共同管理は、

多様な主体の連携・協力のもとに行う管理、すなわちガバナンス（governance）4と同一視さ

れるようになっていった（Singleton, 1998; Carlsson and Berkes, 2005）。 

さらに、共同管理の研究では、社会的諸条件のなかで必要となる管理のあり方が異なる

ことが強く意識されるようになった。環境の管理に万能薬（panacea）となるような制度は

                                                  
3 E. Ostrom は、共有資源管理制度が持続する条件として、（1）境界の明確性、（2）地域との適

合性、（3）利害調整、（4）モニタリング、（5）段階的制裁、（6）紛争解決メカニズム、（7）外部

からの自治権の保障、（8）制度の空間的スケールの組合せの 8 つを挙げている（Ostrom, 1990：
90）。 
4 玉野和志は、「ガバメントが統治を行う制度的な主体としての政府を意味するのに対して、ガ

バナンスとは実際に統治が行われている状態をさしている。地域ガバナンスといった場合、地域

社会に存在するさまざまな主体が絡み合って統治が実現する側面をいうのであって、その背景に

は NPO などの多様な主体が台頭し、もはや従来までの行政府が統治において特権的な役割を果

たすという見方だけでは十分でないという認識がある」（玉野，2006：149）と述べている。本稿

のガバナンスの認識もこれに従う。 
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ないこと、そして地域環境問題の文脈依存性を踏まえることの重要性が主張されたのであ

る（Ostrom et al., 2007）。すでに自然科学の分野では、不確実性や非定常性を踏まえた環境

管理の重要性が常識化しており（Levin, 1999=2003）、状態変化に対するフィードバックの過

程を含む管理方法として、順応的管理（adaptive management）が提示されていた（Holling, 

1978; Gunderson, 1999）。この考え方を社会関係の把握にも応用し、その変化を意識した管理

の必要性が高まったのである。 

そして、これらに呼応する形で提示されたのが、順応的共同管理（adaptive co-management）

あるいは順応的ガバナンス（adaptive governance）という概念である（Folke and Berkes, 2004; 

Olsson et al., 2004; Brunner et al., 2005; Folke et al., 2005; Lebel et al., 2006; Olsson et al., 2006; 

Young et al., 2006; Olsson et al., 2007 など）。これらの研究の特徴は、科学の前提としては関

係性の文脈依存性や不確実性を、政策の前提としては目標の複数性やモニタリングに基づ

く評価とその見直しを、意思決定の前提としてはボトムアップや開かれた参加、地域社会

のイニシアティブ等を重視し、状況に応じてガバナンスの形を変えていくことである

（Brunner et al., 2005: 33-34）。 

さて、こうした研究動向は、日本の環境管理に関する研究にも多大な影響を与えてきた。

日本においては村落社会学や民俗学などの諸分野が、入会のような慣習的な自然資源管理

を取り扱ってきた歴史があったほか 5、実際の地域社会の自然資源利用においてもローカル

なルールが依然として重要な地位を占め続けてきたことから、現実に適合する理論として

コモンズ研究との親和性は高かった（牧野，2013）。コモンズ研究は、土地を集団的に利用

するための社会制度（institutions）を対象としてきたが、そこで重視される社会の「自然資

源の持続的利用」や「資源管理の民主的秩序」といった機能は、日本の入会研究のなかで

も繰り返し指摘されてきたものであった。こうしたなかで、室田武や三俣学は、日本の入

会権や漁業権の研究をコモンズ研究のなかに位置づけ、両者の橋渡しとなる議論を行い、

自然資源の管理主体としての地域社会の機能を再評価している（室田・三俣，2004；三俣

ほか 編，2008）。 

また、社会制度の階層性に着目した研究としては、環境ガバナンス論が社会科学諸分野

で議論されてきた。環境ガバナンスとは、ローカルな視点とグローバルな視点の管理目的

を統合し、人びとが協働してガバナンスに取り組むことを目指すものである（松下・大野，

2007）。環境ガバナンス論は、コモンズ研究や共同管理論の影響も受けつつ、環境経済学な

どの研究蓄積とも結びつき、多様な方向性に理論的発展を遂げている（浅野 編，2009；森 

編，2009；足立 編，2009，諸富 編，2009；山下，2012；藤井，2013 など）。環境社会学の

分野でも、階層性のなかでの権力構造分析など、いくつかの視点から環境ガバナンス論に

取り組む試みもみられる（池田，2001；脇田，2009；茅野，2009；佐藤，2009 など）。 

さらに、順応的共同管理や順応的ガバナンスの検討も、重要な課題となっている。例え

ば、井上真はコモンズの担い手が多様化するなかで利用・管理のプライオリティを持つべ

                                                  
5 これについては第 2 章で詳しく述べる。 
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きなのは誰かという問いに対し、「中央政府、地方自治体、住民、企業、NGO・NPO、地球

市民などさまざまな主体（利害関係者）が協働（コラボレーション）して資源管理を行う

しくみ」として、協治（collaborative governance）を提唱している（井上，2004）。また、日

本での現状などを踏まえた順応的ガバナンスは、宮内泰介らによって検討が進められてい

る（宮内 編，2013）。宮内は順応的ガバナンスを「社会的しくみ、制度、価値を、その地

域ごと、その時代ごとに順応的に変化させながら試行錯誤していく協働のガバナンスのあ

り方」（宮内 編，2013：25-26）と定義し、そのポイントとして（1）試行錯誤とダイナミズ

ムを保証すること、（2）多元的な価値を大事にし、複数のゴールを考えること、（3）多様

な市民による調査活動や学びを軸としつつ、大きな物語を飼いならして、地域のなかで再

文脈化を図ることという 3 点を挙げている（宮内 編，2013：23-24）。 

上記のような研究は、地域環境管理の理論的背景となるものである。地域環境管理は、

基本的にはローカル・コモンズの管理とみなすことができるため、それに関する理論的蓄

積はそのまま本論文の分析視角にできる。また、今日はローカルな環境管理の場にグロー

バルな視点をもった利害関係者がどう関わるかが大きな論点となっているほか、その新た

な利害関係者も含め、どのように共同で地域環境管理を進めるのかが課題となっているた

め、動的な地域環境管理の実践のために順応的な対応が不可欠であるとの認識も本論文で

共有されるものである。 

しかし、以上の先行研究では、例えば市民参加の方法や協働のあり方など、多様な主体

がいかにガバナンスを構築するかという主体形成に主眼が置かれることが多かった。その

一方で、地域環境管理が目指す価値や目的、あるいそれに伴う損害やリスクのなかで何を

望ましい状態としていくかについては、順応的ガバナンス論で複数の目標・ゴールの設定

が重要であると指摘されている程度であり、今後の研究蓄積が求められている。地域環境

管理においては、ガバナンスをどう構築するかという議論とともに、多様な価値や目的の

なかで、どのようにガバナンスの目標を設定し、その目標のもとにどのようなガバナンス

が再構築されるか、という価値・目的に軸足を置いた議論も必要であると思われる。利害

関係者の抱く価値・目的を明らかにすることを重視し、その価値・目的をもとに社会の動

態を分析する点は、既存研究と比較した場合の本論文の大きな特徴となるだろう。 

1-3 分析視角 

1-3-1 社会‐生態システムに基づく社会関係の分析 

ここで、地域環境管理について論じるための分析視角を示しておきたい。論文は質的調

査に基づいた事例研究であり、主体間の社会関係について分析を行うことになるが、その

際、以下のような点に着目することになる。 
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まず、この論文では、地域環境を社会‐生態システム（social-ecological systems）のなか

で成り立つものと考える。環境に関する諸科学では、社会システムと生態システムを統一

的なシステム、すなわち社会‐生態システムとして捉えることが一般的になりつつある。

自然環境のあり方を考えた場合に人為的な影響を排除することは現実的ではないし、社会

のあり方も自然環境からの影響を抜きにして考えることはできない。そのため、世界を人

間社会と自然環境との相互作用によって成り立つシステムとして捉えていく必要がある

（Folke and Berks, 2004; Folke et al., 2005; Cumming, 2011）。実際、先述の順応的共同管理や

順応的ガバナンスの研究でも、社会‐生態システムの考え方が前提に置かれている。 

社会‐生態システムを概略的に示すと、図 1-1 のように示される。社会システム自体も動

的で複雑である。社会システムは、多様な人びとが関係し、相互作用するシステムである

ほか、地域規模（local）、地方規模（regional）、国家規模（national）、世界規模（global）と

いったように、さまざまな空間的スケールの制度（institutions）も相互に関連し合っている。

そして、生態システムもまた動的で複雑である。生態学における集団の対象は、種（species）、

個体群（population）、群集（community）、生態系（ecosystem）、景観（landscape）といった

階層からなる（Mackenzie et al., 1998=2001；鷲谷・矢原，1996）。そして、こうして成立す

 
 

図 1-1 社会‐生態システム（social-ecological systems）の概念図 
資料：筆者作成。 

 

 

 

社会システム
Social Systems

生態システム
Ecological Systems

人為的撹乱
など

生態系サービス、
自然災害 など
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る社会システムと生態システムは、互いに影響しあい、複雑に相互作用するシステムであ

る。 

地域環境も、地域社会との相互作用のなかで成立する環境である。そして、地域社会と

の相互作用のなかにある範囲こそが、地域環境として規定されるものである。 

ただし、社会‐生態システムを前提に置くといっても、社会システムと生態システムの

双方についてに包括的に論じるわけではない。本論文では、社会関係の分析が主眼にある。

そのため、社会システムを構造的に分析することによって、社会のあり方が自然の状態に

も影響を与えていること、そして環境のあり方が変化すれば、それによって社会にも影響

が及ぶことを社会の側に着目しながら論じる。このような相互作用のなかで社会関係がど

う変化するのかを明らかにする。 

1-3-2 地域環境史 

次に、地域環境管理をめぐる社会関係を分析するため、それぞれの主体が管理に関わる

文脈（context）を重視する。地域環境管理には多様な主体が関係し合うが、主体の行為は文

脈によって作られ、またその文脈は相互行為のなかで更新される（Flick, 1995=2002: 27）。

つまり、文脈を分析することで、地域環境管理が変容・転換していく状況を説明すること

が可能になる。 

それらの文脈を明らかにするためには、歴史性や社会関係の厚い記述（thick description）

が不可欠となる（Geertz, 1973=1987）が、本論文では文脈を理解するための厚い記述の方法

として、地域環境史を用いる。環境史とは、「人間と自然との関係を歴史的視点から考察し

ようとする立場」（佐野，2006：99）である。 

環境史は、環境社会学では特に生活環境主義の研究手法として定着してきた。近代技術

主義と自然環境主義に対抗する第三の立場として提示された生活環境主義は、地域社会の

「日常的な知」に注目することで「科学的な知」を相対化し、地域社会のなかでの環境保

全のあり方を問い直す役割を果たした。その主要な方法論となった環境史は、「過去の知の

累積」に注目し、地域社会による環境理解のあり方を明らかにしてきた（鳥越・嘉田 編，

1984＝1991；鳥越，2004；古川，2004）。本論文においても、多様な知、多様な価値の相対

化のための分析方法として、有効性を持つと思われる。 

一方で、環境史には問題点もある。例えば、環境史で都合よく取捨された「伝統」や「日

常的な知」が現地の実態としての検証を経ているのか、また現代社会にア・プリオリに適

用可能か（佐野，2006）、あるいは調査者がデータを取捨選択することで調査者自身の価値

観を調査対象者に投影してしまうのではないか（長谷川，1996）という批判がある。歴史

のなかから没時間的に「らしさ」を取り出して「あるべき姿」を利用する態度は、フォー

クロリズム（folklorism）と呼ばれて批判的に捉えられる（岩本，2007）。環境史はこうした

態度と結びつきやすいという特徴を持っているのである。 
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しかし、本論文では、過去をどう理解するかというよりも、現在を理解するためのツー

ルとして環境史を用いる。地域環境管理をめぐる社会的な文脈を理解するために環境史を

用いる分には、上記のような問題点は限定的であると考えられる。丸山康司は、環境史の

有効性として、（1）環境問題の発生原因を「現在」の範囲を超えて過去から理解すること

ができる点、（2）自然認識や自然との関係性を相対化することが可能な点、（3）解決と考

えられる選択肢が、その歴史の技術面、制度面、社会的合意などの制約に依存しているこ

とを示すことを挙げている（丸山，2006：43）。こうした整理を踏まえ、社会‐生態システ

ムとしての地域環境の成立過程を分析するための方法として、環境史によって社会と自然

の相互作用を歴史的に明らかにする 6。 

1-3-3 利害関係論 

さらに本論文では、地域環境管理をめぐる各主体の利害関係に着目する。社会学的に環

境問題の捉える場合、人と環境の関係性の問題として捉えるよりも、立場の異なる人と人

との間で生じる社会問題として捉えるアプローチが有効である（宮内，2003a）。多様な人び

との社会関係を明らかにすることによって、地域環境管理をめぐる社会問題を構造的に理

解することにつながる 7。 

環境問題には、さまざまな利害関係者が関わる。嘉田由紀子は、環境問題の理解のしか

たを本源的・基礎的な生活問題としての「環境」問題と、広範的・普遍的な社会問題とし

ての「環境問題」に分類している（嘉田，1996）。また、鳥越皓之は、「生態学者などの科

学者の自然保護論と地元の人たちが考える自然保護論は異なる」（鳥越，2001：19）と指摘

し、生活者として切実な課題への対処を求める立場と、その場に生活するわけではない自

然保護の立場の違いによって、環境問題の捉え方も大きく異なることを示唆している。さ

らに、鬼頭秀一は、「生身の関係」といわれる地域環境に寄り添って生活する人びとがいる

反面、「切り身の関係」といわれる環境の一面的な価値を享受しているのみの人びともいる

ことを指摘している（鬼頭，1996）。鬼頭は社会的なネットワーク理論のなかでこれを指摘

したが、地域環境管理を想定した場合、「生身の関係」の現場に「切り身の関係」の人びと

が参入し、発言力を持ち始めていることにも注意をすべきだろう。 

先行研究の課題として示した通り、地域環境管理に関する研究として、利害関係に着目

した研究はまだまだ蓄積が少ない。しかし、環境に対して抱かれる価値や目的をもとに利

害関係を論じていくことは、地域環境管理の分析にとって有効であると思われる。当然な

がら、利害関係に注目するのは、価値や目的を比較して優先順位付けをすることが目的で

はない。多様な利害関係のなかで地域環境管理が行われるプロセスを分析するためである。

                                                  
6 自然科学においては、地形変化や生物進化などに地域環境史の時間軸を置くことも多い。本論

文では、地域社会との関係において地域環境の成立要因を知るために地域環境史を用い、時間軸

を近現代に設定する。 
7 ここでいう構造とは、構造主義でいうような基層的構造のことではなく、ダイナミズムを伴う

実態としての構造を指す。 
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そのためには、利害関係者の抱く価値・目的を固定的に捉えず、相互作用のなかで変化す

るものとして分析する視点が必要である。そして、そうした利害関係のなかで地域環境管

理をめぐる文脈が更新されるものとして捉えていくことにしたい。 

なお、利害関係への注目は、意思決定や合意形成の手段としても有効である。複数の利

害関係者のなかでの意思決定や合意形成のプロセスはマルチステークホルダー・プロセス

（multi-stakeholder process）と呼ばれ、利害折衝や主体的参画形成、規範・正当性の形成、

情報・認識の共有、政策提言などにとって有効であると指摘されている（Hemmati ed., 2002）。

利害関係への注目は、社会関係を分析する方法としてだけではなく、地域環境管理の実践

過程を分析するためにも重要であると捉えられる。 

1-4 調査地概要 

1-4-1 調査地としてのヨシ原 

本論文の分析対象は、岩木川下流部とその他いくつかのヨシ原における管理のあり方で

ある。これらのヨシ原は、いずれも地域社会による利用・管理が続けられるとともに、動

植物の生息地として生態系保全・自然保護が展開されるなど、多様な利害が交錯する場と

なっている。つまりヨシ原は、人びとがヨシの利用を続けることによって維持される、社

会‐生態システムの典型であるといえる。 

ヨシ（Phragmites australis）8は、茅葺き屋根材やヨシズ（葦簀）、燃料、漁具など、さま

ざまな用途に利用されてきた（西川，2002）。ヨシ原の利用のために、地域社会が一定のル

ールを持っている場合も多い。例えば、茅葺き屋根の材料 9として利用する場合、地域社会

はユイ（結）やカヤ無尽、契約講などと称される組織を作り、ヨシやススキなどのカヤを

採取したり、屋根葺きの手伝いを行ったりといった共同作業を一定のルールのもとで行っ

てきた（柳田，1920=1989；高橋，1994 など）。 

 

「萱屋根の耐久年数は約 20年なので、前の葺替から 20年経てば、秋葉講 10にその旨、

申請する権利が生じることになるのだが、講中としては萱などの資材や労力提供に

                                                  
8 ヨシは、アシ、アシガヤ、ハマオギ、スダレグサ、ナニワグサなどとも呼ばれる、イネ科の多

年草である。湿地に群落を形成する植物を代表する抽水植物であるが、陸地化した水辺にも生育

し、亜寒帯から熱帯にかけて世界中に分布している。また、ヨシは水面下 1m までは生育可能で

あり、塩分濃度が 1.5％まで生育できるだけの塩分耐性も備えている。さらにヨシは種子繁殖の

ほかに、地下の根茎による栄養生殖も可能である。広い生育域と旺盛な繁殖力により、ヨシは氾

濫原や休耕田にいち早く現れるパイオニア植物であると同時に、他の植物群落にも侵入して打ち

勝ち、安定して持続する群落を形成することもできる。そのため、ヨシは河川氾濫のような攪乱

を受け、湿性遷移を繰り返すような場所において優占して群落を形成してきた（細見，2003）。 
9 茅葺き屋根の材料としては、ほかにススキ（Miscanthus sinensis）やチガヤ（Imperata cylindrica）、
オギ（Miscanthus sacchariflorus）、稲や麦のワラ（藁）などが使われる。 
10 岩手県和賀郡和賀町煤孫地区の中通り集落における、茅葺き屋根を共同作業で葺き替えるた

めの組織である（高橋，1994）。 
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おのずから限界があり、葺替は年に 2、3 戸しか行えない。いずれにしろ、20 年間の

他家への資材・労力提供を自家の葺替における他家からの供給で相殺し、しかるべ

く均衡を保つように総会にかけて決定するのである」（高橋，1994：143-144） 

 

上記の事例は、ススキの採草のルールについて述べたものであるが、ヨシ原についても同

様である。ヨシ原においてオープンアクセスでの利用、すなわち、ひとつのヨシ原から各

人がヨシを自己本位に刈り取ってしまえば、すぐにその年の資源は枯渇してしまう。その

ため、いつ、だれが、どれだけヨシを利用できるかというルールが重要となってきた。こ

のように、ヨシ原は秩序ある形で利用・管理されてきた環境だったのである。 

そして、このような秩序づけられた利用・管理は、ヨシ原を一定の生態系として持続さ

せる役割を果たしてきた。ヨシは更新性の強い資源である。その年に地上部が全て刈り取

られたとしても、翌年には資源量が回復し、また前年のように刈り取りを行うことができ

る。また、刈り取りを行う以外には特別な管理の必要がなく、放置したとしても自ずと生

長する。反対に、刈らずにヨシ原を放置してしまうと、前年度のヨシが混入してしまうた

め、ヨシの利用価値は極端に低下する。そのため、基本的には、毎年いったん利用し尽く

すことが、図らずとも質の良いヨシを安定して獲得するために最も有効な資源管理となっ

てきたのである。 

また、利用ができない場合には、翌年の更新を促すために、火入れが行われる場合もあ

る。生態学的にも、ヨシの刈り取りや火入れは、河川氾濫などの自然攪乱と並んで、ヨシ

原という生態系を持続させる重要な攪乱要因であるとされている（Hawke and José, 1996；

Middleton, 1999；細見，2003）。 

しかし、現在、ヨシの利用は、生活様式の変化や外国産のヨシ製品の輸入などによって衰

退しつつある。特に、1950 年代以降の高度経済成長期を経て住宅の建築様式が大きく変わ

り、茅葺き屋根の住宅は姿を消しつつある。また、屋根材を確保するためのヨシ刈り場（カ

ヤ場）がないこと、屋根職人が身近にいないことなどもあって、現存する茅葺き屋根の住

宅の維持も困難になっている（都市農山漁村交流活性化機構，2004）11。 

その一方、衰退しつつあるヨシ原に対して、さまざまな視点からその保存の重要性が訴え

られ始めている。例えば、文化的な面からの注目がある。ヨシは、茅葺き屋根の材料とし

て、文化財や古民家の保存のため必要とされている。文化庁指定の重要文化財建造物をみ

ると、4,629 棟のうち茅葺き屋根の建造物は 323 棟であり、茅葺き自体も選定保存技術とし

て登録されている 12ほか、このような文化財や一般民家の屋根の葺き替えのための資源を生

                                                  
11 市町村へのアンケート調査（サンプル調査）によると、全国の茅葺き民家 41,506 戸のうち、

ヨシが屋根材であるのは、34.2％とされている（都市農山漁村交流活性化機構，2002）。 
12 文化庁「国指定文化財等データベース」（http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.asp、閲覧：

2014 年 11 月 3 日）による文化庁による建造物の指定文化財としては、重要文化財のほかにも、

登録有形文化財、重要有形民俗文化財、重要伝統的建造物群保存地区、重要文化的景観保存地区

があり、そのほかにも地方公共団体指定文化財への登録がある。 
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み出す場として、ヨシ原の保全についての調査も進められている（日本ナショナルトラス

ト，2003；文化財建造物保存技術協会，2004）。そのほかにも、ヨシ原の湿地生態系を生か

したレクリエーションや環境教育など、文化的活動の場としても注目されている。 

また、ヨシ原 13の生態学的な構造や機能にも注目が集まっている。ヨシ原は、水辺から陸

地へいたる漸進帯（エコトーン）であり、重要な生物多様性の場となっている。魚介類や

昆虫類の生息地にであることをはじめ、ヨシ表面にバイオフィルムを形成する付着性藻

類・付着性動物も生態系を形成している。さらに、それらの付着性生物がデトリタス（有

機物）を取り込むなどにより、汚濁物質の沈殿除去、窒素やリンの吸収除去、硝化および

脱窒といった水質浄化機能を担っているとも考えられており（芦谷，2002；細見，2003）、

土壌・水質の浄化をヨシの植栽で行う研究も進められている 14。さらに、ヨシ原は、湖岸・

河岸の侵食防止の役割も果たしているとされる（桜井，1994；木村ほか，2000；島谷ほか 編，

2003；Inamori et al., 2005）。 

以上のように、ヨシ原は、地域社会によって利用・管理されてきた地域環境であるととも

に、今日、さまざまな主体から注目される環境である。そのため、多様な利害関係のなか

で地域環境管理を分析する本論文において、ヨシ原を研究対象とする妥当性は高いといえ

るだろう。 

1-4-2 岩木川下流部ヨシ原の概要 

主な調査対象とするのは、青森県岩木川下流部のヨシ原である（図 1-2）。岩木川は、津

軽地方を流れる一級河川で、河口には十三湖が広がっている。ヨシ原は、その十三湖から

上流側約 11km までの堤外地河川敷に広がる。ヨシ原の最大幅は約 300m で、面積は約 400ha

に及ぶ。 

このヨシ原の利用を続けてきたのは、青森県北津軽郡中泊町の武田地区の各集落である。

武田地区は、1955（昭和 30）年に旧中里町及び内潟村と合併して中里町となる以前の武田

村がその名の由来となっており、豊島、富野、芦野、田茂木、豊岡、福浦、長泥、竹田、

若宮の 9 集落（大字）からなる。 

                                                  
13 生態学や河川工学では、ヨシの優占する群落の陸地側をヨシ原、抽水する水辺側をヨシ帯と

呼び分けることもある。 
14 植物を利用した環境修復技術は、ファイトレメディエーションと呼ばれ、安価で長期間の広

範囲な環境の「修復・保全・維持」が期待されるということで、生命工学などの分野で研究が進

められている（森川，1999）。 
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2014（平成 26）年の 9 月末現在で、武田地区の人口は 2,402 人で、世帯数は 861 世帯で

ある 15。武田村役場が置かれていた富野集落は、農業協同組合や郵便局、小学校などの結節

機関が集中し、武田地区の中心となっている。各集落を単位として自治会が組織されてお

り、自治会長と役員数名を中心に行事の開催や公共施設の維持・運営を行っている 16。また、

各集落内は、いくつかの班に別れており、この班を単位として堤防除草や水路管理などの

共同作業が行われている。武田地区は、デルタ地帯の開発による水田単作地域で、「2010 年

                                                  
15 「中泊町」（http://www.town.nakadomari.lg.jp/index.cfm/8,352,c,html/352/20131007-184053.pdf、閲

覧：2013 年 10 月 20 日）。 
16 自治会は、2005 年ころまで常会と称されていた。また、住民たちは、集落の単位を日常的に

「部落」と称している。 

 
図 1-2 青森県岩木川下流部の概要図 
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世界農林業センサス」によると、地区の販売農家数は 331 戸で、そのうち 296 戸が水稲栽

培を行っている 17。また、岩木川の旧河道とほぼ重なる市町境で、つがる市と接している 18。 

岩木川下流部のヨシは、江戸時代から茅葺き屋根やヨシズ（葦簀）、雪囲いなどの材料と

して利用されており、地域の人びとによるヨシ刈りは、初冬の風物詩となっている。また、

ヨシの利用価値を維持するため、春には火入れが行われてきた。 

その一方、このヨシ原は、環境省レッドデータブックの絶滅危惧種 IB 類に指定される草

原性鳥類オオセッカ（Locustella pryeri）をはじめとする希少な動植物が数多く生息する独自

の生態系としても注目されている。人びとの営みが続いてきた結果として形成されたヨシ

原が、貴重な自然環境とみなされつつある。 

現在、このヨシ原の利用・管理をめぐって、地域が大きく揺れ動いている。地域社会が

実施してきた火入れ管理が実施できなくなったことで、ヨシ原が荒廃し始めており、それ

を巡って多様な主体がかかわり始めているのである。このヨシ原で起こっている社会問題

を分析することは、現在各地で起こっている地域環境管理の課題とその解決の方向性を展

望するうえで、大きな意義を持つと思われる。 

1-5 調査の概要と本論文の構成  

1-5-1 調査の概要 

本論文の調査方法は、主に関係者に対する 1～2 時間程度の半構造化インタビュー調査及

び参与観察、そして文献調査である。 

青森県岩木川下流部における調査は、2005 年 5 月、7 月、8 月、9 月、2006 年 5 月、7 月、

12 月、2007 年 6 月、8 月、10 月、2008 年 8 月、2010 年 5 月、8 月、12 月、2011 年 5 月、

2012 年 5 月、2013 年 10 月、2014 年 7、10 月に各数日間行った。調査対象は主にはヨシ原

の利用・管理主体となってきた武田地区の集落の人びとで、必要に応じて消防署や警察署

などの行政機関のほか、近隣市町村でも調査を行った。半構造化インタビュー調査の対象

は 42 名（65 回）で、2008 年までは MD レコーダー、それ以降は IC レコーダーによって録

音を行い、後日調査中のフィールドノートへのメモを参照しながら、コンピュータ上のワ

ープロソフトによって調査記録を作成した。 

参与観察については、岩木川下流部で行われた研究者らの市民向け活動や生態学的調査

へ参加したほか、2011（平成 23）年度には国土交通省が主催する河川生態学術研究会岩木

川研究グループの共同研究員として当地で行われた社会調査やその分析に携わった。 

                                                  
17 「2010 年世界農林業センサス 都道府県別 青森県」（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bi
d=000001036090&cycode=0、閲覧：2013 年 10 月 20 日）。 
18 北津軽郡中泊町は同郡中里町、同郡小泊村の合併によって 2005（平成 17）年に誕生した。ま

た、つがる市は西津軽郡木造町、同郡森田村、同郡柏村、同郡稲垣村、同郡車力村の合併によっ

て、同年に誕生した。 
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それと並行して、北海道大学付属図書館や弘前大学付属図書館、青森県立図書館、弘前

市立図書館、船橋市図書館、農林中金総合研究所図書資料室、国立国会図書館、インター

ネット等で補足的な資料・データを収集し、文献調査を実施した。 

また、ヨシ原の利用・管理体制の比較を行うため、国内のいくつかの地域でも同様の調

査を実施した。北関東地方の渡良瀬遊水地での調査は、2006 年 12 月、2008 年 4 月、5 月、

7 月、10 月、2010 年 3 月、2013 年 3 月に行った。青森県三沢市の仏沼での調査は 2007 年

10 月に行った。宮城県石巻市の北上川河口部での調査は、2007 年 2 月、8 月、2008 年 2 月、

2011 年 5 月、7 月に行った。大阪府の鵜殿のヨシ原での調査は、2011 年 11 月、2012 年 7

月に行った。 

1-5-2 本論文の構成 

本論文の構成は、以下のとおりである。 

本章に続く第 2 章では、地域環境管理をめぐる社会問題の概略を整理する。今日の地域

社会が抱える課題と、それによって地域環境が荒廃するメカニズムを示すとともに、今日、

地域環境をめぐってさまざまな問題が構築され、多様な利害関係者が関係するようになっ

ている状況を整理する。この整理によって、今後の章で地域社会による地域環境管理の歴

史的展開を分析し、そのうえで多様な利害関係のなかで新たな地域環境管理の方向性が築

かれていくことを分析する意義が理解されるだろう。 

続く第 3 章から第 5 章までは、青森県岩木川下流部のヨシ原を事例に、地域環境管理の

歴史的展開を追う。まず第 3 章では、地域社会の自然資源利用・管理をめぐる環境史を詳

述することによって、地域社会がヨシ原とどのような関係性を築いてきたか、そしてヨシ

原を管理することが地域社会にとってどのような意味を持ってきたかを検討する。これに

よって、地域社会が地域環境に抱く「自分たちの土地」という意識を描き出すことにした

い。 

第 4 章では、生活様式の変化や所有形態の変化のなかで、地域社会がヨシ原をどのよう

に利用・管理を継続してきたかを論じる。地域社会は、ヨシ原管理のしくみを柔軟に変化

させる転換力を有している。そして、転換を繰り返すなかで、ヨシ原管理の主体としての

実態を保ち続けてきた。これによって地域環境管理において、そのしくみを転換すること

の意義を明らかにする。 

第 5 章では、ヨシ原管理の継続が困難になると同時に、多様な利害関係者との関係性が

重要になるなかで、新たにどのような地域環境管理のしくみが築かれたのかを論じる。こ

こでは、「複数の利害」という概念を用い、それを共有するなかで各利害関係者が順応的に

合意を作り出していく様子を明らかにする。また、そのために、各利害関係者の利害を可

視化するための「しかけ」が重要な役割を果たしたことを指摘する。 

そして、第 6 章から第 8 章では、他地域のヨシ原を取り上げながら、多様な利害関係者

のなかで地域環境管理の体制づくりを行う際に求められる点について考察を深める。第 6
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章では、渡良瀬遊水地をめぐる地域環境史を整理し、地域社会による地域環境管理を継続

するために、行政機関がどのような役割を果たしてきたかを明らかにする。当地では、地

域社会によるヨシ原管理の継続が困難になるなか、行政機関がその困難を取り除くような

支援を行ってきた。この事例を取り上げることによって、地域環境管理の実施にあたって、

その実施主体と行政機関とがどのようにパートナーシップを築いていけばよいのかを示す

ことができるだろう。 

第 7 章では、渡良瀬遊水地に加えて、青森県仏沼、宮城県北上川河口部、大阪府鵜殿の

ヨシ原を取り上げ、地域環境管理を継続していくための要因を正当性の視点から論じる。

これらの事例の比較によって、多様な価値・目的を組み合せることによって強固な正当性

の言説が構築され、それによってさらに多くの人びとを巻き込んだ地域環境管理が可能と

なることを示す。また、その強固な正当性は、公共性あるいは受容可能性の拡大とも同義

であることを指摘する。 

第 8 章は、現在岩木川下流部ヨシ原を管理するための方法として浮上しているヨシのバ

イオマス利用に関する展望を踏まえて、地域環境管理に技術を適用する際に考慮すべき点

について整理する。技術導入は新たな地域環境管理の方法になりうる一方で、価値の単一

化や争点の単純化、管理の硬直化といった「落とし穴」をもたらす可能性もある。これに

対し、「複数の利益」のなかでの合意などに着目し、こうした「落とし穴」を回避しながら

技術導入を進めるための方向性を示す。 

そして最終章となる第 9 章では、以上の議論を総括し、地域環境管理は「誰にとって」

の「良い状態」を目指すものなのかを整理する。そして、それを踏まえながら、地域環境

管理の実践のために必要となる順応的プロセスのあり方と、「しかけ」として社会学的な知

が果たす役割を論じ、本論文を締めくくることとしたい。 
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第 2 章 地域環境管理をめぐる環境問題 
 

2-1 はじめに 

本章の目的は、現在各地で起こりつつある地域環境管理をめぐる環境問題について分析

し、以降の章で議論を行うための視点・論点を整理することである。 

第 1 章でも触れたとおり、地域環境管理が適切に行われないことによって、各地で環境

問題が発生している。環境問題は、社会のあり方が環境に影響を及ぼすことに起因し、ま

た社会によって認識されることで問題として立ち現われることから、社会問題（social 

problems）の一様態として捉えることができる 19。地域環境管理が不適切である場合に発生

する地域環境問題も、地域環境をめぐる社会問題であるといえるため、その現象を理解す

るためには、社会のあり方に焦点をあてて分析を行う必要がある。 

そこで以下では、地域環境管理が適切に行われないことによって引き起こされる社会問

題が生じているのかを、その発生過程を踏まえて整理する。また、地域環境の荒廃は、さ

まざまな枠組みのもとで問題として認識されるようになっており、それに伴って多様な人

びとが地域環境管理に関係するようになっている。その例として生物多様性問題が地域環

境管理に影響力を持つようになってきた過程について述べる。そして、以上を踏まえなが

ら、本論文の論点を示していくことにしたい。 

2-2 地域環境問題の発生過程 

2-2-1 過剰利用と過少利用 

地域環境を社会‐生態システムとして捉える場合、人と自然の適切な関係性が重要であ

る。人びとが利用する生物資源は更新性を有しているため、生態系は一定程度の攪乱に対

しても基本的な性質を失わずに持続するだけの回復力（resilience）を持つ。そのため、社会

システムとの関係において、社会が適正な利用・管理を継続することで、持続的に利用可

能な生態系を維持することができる（図 2-1）。 

地域環境管理をめぐって環境問題が引き起こされる方向性は、大きく分けて次の 2 種類

が想定される。社会‐生態システムでは、社会の働きかけが過度である場合はもちろん、

これまでのかかわりが失われることによっても生態系の状態が変化することになる。それ

に応じて、過剰
．
利用によって引き起こされる環境問題と過少

．
利用によって引き起こされる

環境問題の双方が存在することになる。 

過剰利用による環境問題（過剰利用問題、“overuse” problems）は、生態系の更新性を超え

て自然資源を利用することによる生態系破壊によって引き起こされる問題である。森林の

                                                  
19 本論文では、社会問題を「日常の相互作用やコミュニケーションの実行に内在している困難」

として理解する（鈴木ほか 監修，1992：144）。つまり、社会問題は、社会の持続性を困難にす

るものであり、それを環境との関係性で論じたものが環境問題であると理解できる。 
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過伐採や漁業資源の乱獲、過放牧などがこれに該当し、環境問題としては一般的な問題と

して広く認知されているものである。実際、日本においても、里山と呼ばれるような環境

の多くは、近年まで過伐採により「はげ山」ともいえる状態であったことが指摘されてい

る（千葉，1956＝1991；太田，2012）。過剰利用によって引き起こされてきた環境問題につ

いては、コモンズ研究や外部経済論などの理論に基づき、社会科学的な研究が十分に積み

重ねられてきた分野であるといえる。 

その一方、過少利用による環境問題（過少利用問題、“underuse” problems）は、自然資源

が適切に利用・管理されなくなり、生態系の状態が変化することによって発生する問題で

ある。過少利用問題は、特に日本各地で生活環境の悪化などの問題をを引き起こしている。

例えば、薪炭林が利用されなくなることによって荒廃し、不法投棄や山林火災、獣害の温

床となるなどの問題が挙げられる。 

過少利用地については、社会科学に先行して保全生態学の分野から、その保全・管理の

重要性が指摘されてきた。人間の改変と自然の回復力の釣り合いの結果生じた自然は二次

的自然と呼ばれる（芹沢，1997：60）が、特に日本では人間が適度に手を加えることによ

って生物相が豊かになり、しかもさまざまな生態系がモザイク状に存在してきたことが生

物多様性の高さにつながっているとされ（守山，1988；1997）、「わが国の生物多様性を守

るという観点からは、原生的な自然はもちろんのこと、その生物相の崩壊が現在最も心配

される二次的自然こそ、守るべき自然であるということになる」（鷲谷・矢原，1996：29-30）

と指摘されてきた。 

しかし、過少利用問題が本格的に社会科学の研究対象とされるようになったのは比較的

最近であり、その成果は、河田（2009）やIshihara（2011）、新保・松本 編（2012）などに

 

 
 

図 2-1 社会のかかわりの大きさによる生態系への影響の違い 
資料：筆者作成 
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限られている。ただし、この問題自体は各国・各地域で政策課題とされる 20など、現実社会

においてはその解決が強く望まれるものとなっている。過少利用問題に関する社会科学的

な研究の進展は、今後一層求められることになるだろう。 

2-2-2 日本の農山漁村に広がる地域環境管理の困難 

現在の日本における地域環境管理を考えた場合にますます重要になるのは、過少利用問

題であろう。日本では、近代化やグローバリゼーションの進展に伴って自然資源利用の在

り方が変化してきたことや、人口構造が大きく変化しつつあることなど、さまざまな背景

をもとに、地域環境管理の維持が困難になりつつある。 

まず、近代化やグローバリゼーションによって自然資源の経済的価値が低下することで

過少利用問題が引き起こされる場合が想定される。例えば、山林利用や林業である。農山

村では、エネルギー源として薪炭等を利用することが普通であったが、いわゆるエネルギ

ー革命によって石油やガスの利用へと変化し、薪炭林の利用は減少してきた（図 2-2）。ま

た、営林地についても、林業の構造的不振によって荒廃している場合も少なくない。木材

の自給率は、1950 年代までは 100％近くで推移していたが、木材の輸入自由化などの影響

で大きく低下した（図 2-3）。近年、再び国産材利用が見直され、木材自給率も上昇傾向に

あるが、日本は地形が急峻で木材搬出が難しい地域が多いなどの問題もあり、荒廃に歯止

                                                  
20 例えば、欧州連合（EU）の共通農業政策における直接支払い制度では、環境貢献に対する支

払いが強調されているし、日本においても、中山間地域の農業生産や自然環境保全を目的に、2000
（平成 12）年から中山間地域等直接支払制度が導入されている。 

 
図 2-2 新炭材の国内需要         図 2-3 木材自給率 

資料：林野庁「木材需給表」より作成。      資料：林野庁「木材需給表」より作成。 
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めをかけることは難しい状況である。このように、地域社会が自然資源を利用する経済的

動機を失っていくことは、その自然資源をもたらしてきた地域環境との関係性が希薄する

大きな原因のひとつとなっている。 

また、日本の人口構造の変化とそれに伴う地域社会の衰退も、地域環境管理を困難にす

る要因である。国立社会保障・人口問題研究所が 2012（平成 24）年に行った人口推計（死

亡中位推計・中位仮定）によると、日本の人口は 2010（平成 22）年の 1 億 2,806 万人から、

2060 年には 8,674 万人へと減少を続けるとされている。一方で老齢人口（65 歳以上の人口）

は 2010 年の 2,948 万人（高齢化率 23.0％）から 2060 年には 3,464 万人（同 39.9％）まで増

加すると見込まれる（国立社会保障・人口問題研究所，2012）。このように、日本では少子

高齢化が進行しており、それに伴って労働力不足も深刻化している。 

そして、こうした傾向は、都市部よりも農村部で顕著となると見込まれている。2006（平

成 18）年に国土交通省国土計画局総合計画課が行った調査によると、同年時点で日本の市

町村にある集落約 6 万集落のうち、65 歳以上の高齢者が半数以上を占める集落は、全体の

12.7％にあたる 7,878 集落にのぼっている。また、集落としての機能を維持することが困難

な集落も 2,917 集落、10 年以内に消滅の可能性のある集落は 423 集落、いずれ消滅する可

能性がある集落も 2,220 集落とされている（国土交通省国土計画局総合計画課，2007）21。 

                                                  
21 また、2011（平成 23）年に国土審議会政策部会長期展望委員会が公表した「国土の長期展望」

（中間とりまとめ）によると、人口減少や高齢化の進行は特に地方部で進行し、2050 年までに

現在人が居住する地域の 2 割が無居住地域になる可能性があるとしている（国土審議会政策部会

長期展望委員会，2011）。 

  
図 2-4 集落機能脆弱化のプロセス 

資料：小田切（2010）より転載。 
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こうした過疎高齢化の進行は、地域社会の人びとの生活を脅かすものとして危惧される

ものである。小田切徳美は、人口構造の変化に着目しながら、集落機能脆弱化のプロセス

について図 2-4 のように整理している。すなわち、集落は人口が減少し始める段階では、し

ばらく健全な集落機能を維持する。しかし、人口がある地点まで減少すると、集落機能が

低下し始める。そして、ある臨界点を超えると、集落機能が維持できなくなり、集落内で

生活することに困難が生じるようになる。そして、最終的に集落としての機能が失われる

ことにより、集落内での生活も不可能となり、無住化に至るというプロセスである（小田

切，2010）。小田切が問題とするのは、集落の人口減少そのものよりも、それによって集落

機能が低下し、そこに住み続ける人びとの生活が脅かされることである。 

集落が行ってきた耕作地や水路・溜め池、採草地、薪炭林等などの地域環境管理も、小

田切が指摘したような経過をたどることが懸念される。実際にその進行がみられる一例と

して、耕作放棄地の増加が挙げられる。農林業センサスでは、「以前耕地であったもので、

過去 1 年以上作物を栽培せず、しかもこの数年の間に再び耕作する考えのない土地」を耕

作放棄地と定義しているが、この面積は 2010（平成 22）年時点で 40 万 ha と 20 年前の約 5

倍にまで拡大しており、日本の農地の 10％近くを占めるに至っている（図 2-5）。 

また、農林水産省が行った耕作放棄地発生の原因についてのアンケート調査では、「高齢

化・労働力不足」が原因のトップとなっており、それに「農業不振・代替作物の不振」「土

地整備の不備・条件不利」「土地の権利関係」「鳥獣被害の大きさ」が続いている（図 2-6）。

注目に値するのは、過疎高齢化が進む山間農業地域や中間農業地域だけではなく、都市的

 
図 2-5 日本の耕作放棄地 

資料：農林水産省「農業センサス」（各年）より作成。 
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地域においても高齢化や労働力不足が原因のトップになっていることである。産業構造が

変化するなか、農業はどの地域においても担い手が大きな課題となっている。適切に管理

されない耕作地の増加は、農山村で顕著に進行しつつも、日本のどのような地域にも共通

する問題なのである。 

以上のように、日本各地で地域環境管理が困難になりつつある地域が増加している。も

ちろん、各地域によって地域環境管理をめぐる状況は大きく異なるため、一概に論じられ

るものではないことも考慮しておくべきである。また、地域社会の工夫や努力、地域政策

による支援などによって、その機能を保とうとしている地域も多い。しかし、人口構造の

トレンドや産業構造の変化などを踏まえれば、日本各地において、地域環境管理をめぐる

機能の低下は、農山漁村を中心としつつ、どの地域でも起こりうると考えておくべきであ

ろう。以上から、過少利用問題は、地域環境管理を考えるうえで欠かせない視点のひとつ

であるといえる。 

2-2-3 地域環境管理不足が招く生活環境問題 

そして、地域環境管理が適切に行われないことは、地域社会にさまざまな問題をもたら

す。地域環境が変化することは、その地域の住民たちにとっては生活環境が変容すること

を意味する。そして、その生活環境の管理が十分に行われないことによって、生活に関わ

るさまざまな問題が発生するのである。 

 

図 2-6 耕作放棄地の発生原因 

資料：農林水産省「耕作放棄地の発生原因」（http://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/pdf/tebi
ki01.pdf、閲覧：2013 年 11 月 23 日）より作成。 
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例えば、森林管理不足が引き起こす問題として、長野県佐久地方のある地域では、以下

のような問題が起こっているという。 

 

「山には沢がいくつもあるわけです。そこにある木が、素人では切ることのできな

いほどの大木になってしまっています。昔は農業を兼ねて、燃料などとして使われ

ていたものが、もう今はほとんど用事がなくなって、だんだん大きくなってきまし

た。台風なんかが来ると、それが倒れてダムのようになり、洪水の原因となります。

また災害が起こるのではないかと、非常に憂いています。結局、山をちゃんと育て

ていないから、こうした問題が起こるのです」22 
 

この地域では、適切な森林管理が、災害のリスクを回避することにもつながっていた。自

然資源を適切に利用・管理することが、生活環境を保全・管理するという副次的な効果を

生んでいたのである。しかし、森林管理が衰退することによってこれらの機能が失われ、

生活環境を悪化のリスクが顕在化している。 

また、薪炭林の荒廃や耕作放棄地の増加は、鳥獣害問題の原因となってきた。薪炭林や

耕作地は、人びとの居住地域と野生動物の居住地域との緩衝地帯（buffer zone）として機能

してきた。しかし、これが荒廃し、機能しなくなることによって、イノシシやシカ、サル

などの野生動物が直接人里へ降りてくる機会が増え、コンフリクトが増加している。例え

ば、広島県呉市では、ミカン畑の耕作放棄率が拡大している。これによって、「耕作放棄地

にはイノシシやタヌキなどが実などを食べに山から下りてくるほか、ヒヨドリやカラスが

巣を作り、周辺に被害を拡大しがちだ」23と、耕作放棄が周辺の農地にまで被害をもたらし

ている。耕作放棄地などの過少利用地は、害虫発生の温床となって周辺の農地に大きな被

害をもたらす場合もあるほか、不法投棄の場となる場合もあるなど、さまざまな生活環境

問題にもつながっている。 

そして、過少利用問題が生じた他地域では、問題が負の連鎖を引き起こし、さらなる過

少利用問題の深刻化を招く場合もある（図 2-7）。すなわち、自然資源が利用・管理されな

くなることによって、地域環境の荒廃が起こり、地域社会にとってさまざまな生活問題を

引き起こすことになるが、自然資源の経済的価値が低いため、コストをかけてまでその環

境の利用・管理するのは容易ではない。そして、自然資源が管理されないことで、その自

然資源の品質自体も悪化し、経済的価値はさらに低下する。このため、ますますそれらが

利用・管理されなくなり、生活環境も悪化する。生活環境が悪化すれば、地域の過疎化に

さらに拍車がかかる。この過少利用のスパイラルは、地域で生活するための基盤を脅かす

ものとなる。 

                                                  
22 2012 年 4 月 7 日の長野県佐久地方の農業者 MI 氏への聞き取りより。 
23 2010 年 6 月 17 日の『朝日新聞』朝刊より。 
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2-3 問題のリアリティと構築 

以上のような地域環境問題は、一義的には、地域社会にとっての問題として捉えられる。

地域環境の悪化を切実な生活環境問題として認識するのは、そこに住む人びとである。地

域社会が地域環境問題とみなす問題については、地域生活の実態を踏まえたうえで、その

リアリティを捉えていくべきであると思われる。 

その一方、地域環境問題は、そうした切実な問題としての側面を扱うだけでは理解しき

れない部分がある。それは、地域環境管理が不十分であることによる地域環境の変化につ

いては、その地域に居住せず、生活環境としない人びとであっても、さまざまな問題化の

枠組み（frame）を提示し、環境問題であると訴えることができるためである。地域環境問

題は、ローカルな現場で起こる問題であるが、必ずしもローカルな問題として理解される

だけではない。 

R. K. Merton は、アメリカ東部海岸のある町を事例に、社会的に影響力をもつ人物を特定

し、それらの人物を地域的課題に主たる関心を持つ「ローカルな影響者」と世界動向に主

たる関心を持つ「コスモポリタンな影響者」に類型化した。これは、地域社会には、同じ

現象をローカルな問題ととらえる立場の人と、グローバルな問題として捉える立場の人と

が混在していることを示している（Merton, 1949=1961）。地域環境管理についても同じよう

に、多様な空間的スケールの環境問題が適用されうる。環境問題をめぐる利害関係者は多

様であるが、その多様性はこのような問題スケールの違いに起因することも多いことは、

第 1 章でも論じたとおりである。 

 

図 2-7 過少利用のスパイラルと生活問題の発生 

資料：筆者作成。 
 
 
 

自然資源の経済
的価値の低下

自然資源の
利用放棄

地域環境の荒廃

自然資源の
品質の低下

様々な生活問題の発生
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こうした地域環境問題の捉え方の違いを理解するためには、地域社会にとっての問題の

リアリティを追求する立場とともに、人びとの認識から何が問題として構築されているか

という構築主義（Kitsuse and Spector, 1977）の立場を併用することも求められる。すべてを

人びとの主観に起因させる極端な構築主義には異論もあるが（堀川，1999）、文脈の理解に

基づいて部分的に構築主義を導入するような立場（池田，2001；帯谷，2004）は、多様な

利害関係者が関わるこれからの地域環境問題の構造をとらえるための重要な視点のひとつ

であると思われる。 

2-4 生物多様性問題の展開 

2-4-1 生物多様性問題の構築 

今日の地域環境管理に深く入り込み、大きな影響力を持つようになった環境問題構築の

例として、生物多様性問題を取り上げよう。生物多様性の保全は、この十数年で代表的な

環境問題のひとつとしての地位を確立した問題である。そして、地域環境管理にも大きな

影響を及ぼしている。そこで、グローバルな言説がローカルな場に入り込んできた事例の

ひとつとして、この生物多様性問題が地域環境管理における論点とされていった経緯を紹

介することにする。 

温暖化問題や熱帯林の破壊といった地球環境問題は、広く社会的な認知を得た問題群で

あるが、そのなかでも「生物多様性の消失」という問題は、問題構築という意味で近年最

も成功を収めた環境問題のひとつである。生物多様性問題の主唱者が用いる消失のレトリ

ック（rhetoric of loss）は、生物多様性の意義やそれを守ることによる便益が理解されてい

るかいないかにかかわらず、人びとに行動を起こさせる言説として機能している（Hannigan, 

1995=2006）。 

生物多様性の環境問題化プロセスの研究では、生物多様性の重要性が一般の人びとにも

受け入れられるために、生物学者らによって生物多様性の功利的価値が強調してきたこと

が指摘されている。生物多様性は、経済的価値や文化的価値など、人類の生存や生活の豊

かさにとって不可欠な多様な価値を持つと主張される 24。そして生物多様性の消失は、科学

的に解明されていない部分も大きいにもかかわらず、不可逆的かつ着実に進行しており、

多大な経済的な損失や将来世代の持続不可能性につながっていると主張されてきた（Tacacs, 

1996；Hannigan, 1995=2006）。 

こうした論調はマスメディアでも取り上げられ、一般の人びとに生物多様性の消失に対

する関心を引き付けてきた。また、生物多様性の消失が人類の損失になることが強調され

るなかで、生物多様性問題は持続可能な利用やバイオテクノロジーへのアクセス、南北間

                                                  
24 生物学者らは、同時に倫理的価値の重要性も主張している。ここでいう倫理的価値とは「存

在そのものに保全されるべき価値（内在的価値）がある」「生命の進化のプロセスを人間活動に

よって妨げるべきではない」といったものを指す。 
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の利益配分、先住民の権利、遺伝子の組換えとバイオセーフティ、栽培品種の単一化など、

すでに問題化していたさまざまな政治的・経済的な問題群と結び付けられていった

（Barton,1992；Hannigan, 1995=2006）。これによって生物多様性問題は、利益配分や所有権

の問題などの生物学者の扱う範囲を超えるようなものまでを含む、幅広い問題になってい

たのである。 

さらに、1992（平成 3）年には国際連合の生物の多様性に関する条約（CBD）が成立した

が、その目的も、（1）生物の多様性の保全に加えて、（2）生物資源の持続的な利用、（3）

遺伝資源の公正かつ衡平な配分、という社会的な課題の解決を強く意識したものとなって

いる 25。 

CBD において焦点のひとつとなったのが、人類にとっての利益を評価することである。

そして、その方向性を強めるきっかけとなったのが、生態系サービス（ecosystem service）

の概念である（Millennium Ecosystem Assessment, 2005＝2007）。生態系サービスは、食料や

素材など生態系による財の生産である「供給サービス」、気候制御や自然災害防護などの「調

整サービス」、レクリエーションや教育などの非物質的利益である「文化的サービス」、他

の生態系サービスを支える「基盤サービス」からなる概念であり、この概念を提示したミ

レニアム生態系評価では、それぞれのサービスの細かい分類のレベルまで定性的及び定量

的に社会的・経済的価値が評価されている（表 2-1）。 

生態系サービスは、「なぜ生物多様性を保全する必要があるのか」を人類にとっての価値

に引きつけて体系的に示す概念として、生物多様性の重要性を主張する広告塔としての役

割を果たしている。さらに、2010 年の生物の多様性に関する条約第 10 回締約国会議（CBD 

COP10）に合わせて「生態系と生物多様性の経済学（TEEB）」の統合報告書が発表された

（Sukhdev et al., 2010）。生物多様性の価値や保全にかかる費用などを定量的に示す方針が示

されたことで、経済学者や市場関係者、政策関係者らより大きな注目を集めた。 

以上のように、生物多様性問題は、自然資源利用を巡る多くの社会的・経済的な問題と

結び付けられることによって国際社会に広く認知され、世界的な環境問題としての地位を

確立してきたのである。 

2-4-2 生物多様性問題の地域環境問題化 

そして、日本でも、生物多様性問題は広く知られる環境問題のひとつとなっている。日

本において生物多様性という言葉が広く知られるようになったのは、1995（平成 7）年に『生

物多様性国家戦略』が策定されたことがきっかけになっている。生物多様性概念は行政主

                                                  
25 1970 年代には「ワシントン条約（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条

約、CITES）」「ラムサール条約（特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約）」

「ボン条約（移動性野生動物種の保全に関する条約、CMS）」などが採択されていたが、これら

の条約は基本的に希少種・絶滅危惧種の保護が目的とされるものであり、社会的な利益を前面に

おいた議論は限定的であった。 
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導で国際社会から導入されたものである。実際、この『生物多様性国家戦略』は、CBD の

構成にほぼ沿った形で作られている。 

『生物多様性国家戦略』は、これまでに数度の改訂を経ている（環境省，1995；2002；

2007；2010；2012）が、生態学者や NGO・NPO などとの意見交換を経て改訂された 2002

（平成 14）年の『新・生物多様性国家戦略』では、生物多様性の危機として、第一の危機

（人間活動や開発の危機）、第二の危機（不適切な管理による里地・里山の危機）、第三の

危機（外来生物や化学物質の導入による生態系への攪乱）の 3 つが初めて挙げられた。 

このなかで特に注目すべきなのは、第二の危機である。人間が自然に関わる機会が減少

したことによって生物多様性が衰退していると指摘されている点は、日本における過少利

用問題を生物多様性の問題として指摘したものだといえる。日本の生物多様性問題は、管

理不足によって二次的自然の荒廃が進んでいるという過少利用問題の現状を踏まえて展開

してきたのである。 

二次的自然を保全・再生する活動は、生物多様性問題が認知を得る以前から、全国各地

で広がってきた。例えば、地域社会が農用林や薪炭林として利用・管理してきた里山 26は二

次的自然の代表例であるが、こうした里山を保全する運動は、すでに 1990 年代頃から各地

                                                  
26 ここでいう里山とは、歴史的に人間の働きかけと生態系の相互作用によって形成されてきた

二次林を指す。また、景観の違いによって里地、里海、里川といった呼称もある。 

表 2-1 生態系サービス 
 

 
資料：Millennium Ecosystem Assessment（2005＝2007）より作成。 

 
 
 
 
 

■食料 ■生化学物質・自然薬品

■繊維 ■素材

■遺伝子資源 ■淡水

基盤サービス

■土壌形成 ■大気質の調節 ■疾病の予防

■光合成 ■気候の調節 ■自然災害からの防護

■一次生産 ■水質の浄化 ■花粉媒介

■栄養塩循環 ■土壌浸食の抑制

■水循環

■文化的多様性 ■インスピレーション

■精神的・宗教的価値 ■社会的関係

■知識体系 ■文化的遺産価値

■教育的価値 ■レクリエーション

■エコツーリズム ■景観

供給サービス

調整サービス

文化的サービス
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で見られており、2014 年 10 月現在で里山の保全を目的に掲げる特定非営利活動法人は、全

国に 369 団体ある 27。また、都道府県では神奈川県や千葉県、市町村では高知市、秦野市な

どが里山保全に関する条例を定め、そのもとで多くの団体が活動している。さらに、地域

貢献や地域との交流を目的とした「企業による森づくり」も全国の 300 ヵ所以上で展開し

ている（国土緑化推進機構，2009）。 

こうした保全・管理活動の目的は、地域文化や景観の保全、水源涵養、土砂崩れの防止

などの公益的機能の保全、鳥獣害や原野火災などのリスクの防止、教育活動、農産物への

付加価値や観光への波及、社会関係づくり、地域環境の将来世代への受け渡し、生物種あ

るいは生態系の保全そのものといったように、地域の事情や参加する主体によってさまざ

まである。そして、二次的自然の保全・管理活動が多様な価値・目的と結び付けられてき

たことは、活動家たちが生物多様性問題を受け入れる重要な素地となった。なぜなら、そ

れらの多様な価値・目的は、生態系サービスの議論と容易に結びつくものであったためで

ある。 

さらにその方向性を強めたのが、2010（平成 22）年に愛知県名古屋市で開催された生物

の多様性に関する条約第 10 回締約国会議（COP10）である。そのサイドイベントでは、里

山のような二次的自然の保全の重要性を訴えた「SATOYAMA イニシアティブ」が国際社会

に提唱され、国際パートナーシップを構築するに至った。日本における二次的自然の保全・

管理活動がグローバルな生物多様性の会議で認知され、それによって日本国内において里

山のような二次的自然の保全・管理が生物多様性問題に対する取組みの一部であるという

地位も確固としたものになったのである。 

こうした動きに対しては、社会と自然との共生的なイメージを一元的に植え付けるもの

であるとの批判もあるが、ここで重要なのは、イメージ化された里山などの二次的自然が

リアリティを持つものなのかどうかという点ではない。里山保全活動といったフレームの

もとに多様な人びとが集い、実際に活動を展開しているという事実にこそ注目すべきであ

る（松村・香坂，2010）。過少利用を原因とするような地域環境問題は、生物多様性問題と

結び付けられて解釈され、それをもとに地域環境管理の現場に多くの人びとが入り込むよ

うになってきたのである。 

以上が生物多様性問題が地域環境管理に結び付いてきた過程を振り返ったものである。

ただし、こうした過程のもとで地域環境管理に関わるようになってきたのは、生物多様性

問題に限ったものではない。現代社会では、地球温暖化問題や人権問題、文化多様性問題

など、あらゆるグローバルな場での議論がローカルな現場に入り込み、問題としてのフレ

ームを提示しつつある。多様な問題フレームのもとで多様な人びとが関係することは、地

域環境管理にとってグローバル時代の必然だともいえる。 

                                                  
27 内閣府 NPO ポータルサイト「全国特定非営利活動法人情報の検索」の「目的」の欄に「里山」

と入力した結果による（閲覧：2014 年 10 月 6 日）。 
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2-5 地域環境管理を展望するための論点 

ここまで、地域社会による地域環境管理の衰退が懸念される一方で、地域環境管理をめ

ぐる問題は多様な枠組みのもとで問題化されることによって多様化しつつあり、それによ

って多くの利害関係者が地域環境管理に関わるようになってきたことを明らかにしてきた。

こうしたなかで地域環境管理をめぐる新たな社会関係を、どう展望したらよいだろうか。 

地域社会だけでは地域環境管理が困難になりつつあるなか、ボランティアのように問題

解決を志向する外部からの協力者が新たな地域環境管理の担い手として期待されている

（柿澤，2001a；森，2000；野田ほか，2011）。それが一定程度の成功を見る場合も多いと思

われるが、そうした活動に対して持続性の面で疑問符が打たれることも少なくない。安室

知は、環境の価値が本来の民俗（地域社会の生活者の視点）から切り離され、政治的に演

出された道具とされる場合、いったんその価値が失われると、脆くも社会的な関係性が失

われていくことを指摘している（安室，2005）。地域環境管理は、地域社会による継続が困

難になったとしても、その担い手を置き換えることによって解決するほど単純なものでは

ないのである。 

その一方で、外部の問題枠組み、あるいは価値枠組みを取り込むことが、地域形成や地

域環境管理の原動力となる可能性を生む場合も多い。例えば、「いきものマーク農産物」28の

ひとつである滋賀県東近江市の「魚のゆりかご水田」の取組みは、地域社会が行っている

水田耕作に、水田生態系・生物多様性の保全という活動フレームを付与することで、地域

の紐帯の再生や環境教育、地域文化の再生といった効果を生み出すものになっている（寺

林，2010a）。地域社会が主体となった地域環境とのかかわりのなかに生物多様性といった新

しい問題枠組みを埋め込んでいくことによって、多くの社会的価値を生んでいるのである。

こうした議論は、地域内の人びとと地域外の人びととの関係性をもとに、地域内が主体的

に発展していくことの可能性を指摘した内発的発展論の議論とも重なるものである 29。地域

環境管理においても、それを担ってきた地域社会と、新たな問題意識で関わるようになり

つつある人びとが適切な関係性を築くことによって、その管理体制の強化を図ることがで

きる可能性がある。 

以上を踏まえると、地域環境管理を展望するために本論文で論じていくべき道筋は、以

下の通りになる。 

まず、地域環境管理をめぐる社会関係を理解する前提として、地域社会と地域環境との

関係性を歴史的に分析する必要がある。地域環境の成立過程は、地域社会との関係性の歴

                                                  
28 「いきものマーク農産物」とは、農林水産業のなかで生物種・生物多様性保全を展開するこ

とによって、活動発信や環境教育などのコミュニケーションを行うことにつなげようという農産

物であり、それを付加価値とすることで社会的・経済的メリットの拡大をはかるものである（農

林水産政策研究所，2010）。 
29 鶴見和子は、地域を定住者と漂泊者と一時漂泊者との相互作用のなかから内発的発展を考察

している（鶴見，1989）。また、保母武彦は、都市と農山村との連携を実践的に進めることによ

る内発的発展論を展開している（保母，1996）。 
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史そのものである。その成立過程を理解することなしに、その地域社会にとっての地域環

境問題とは何かを明らかにすることはできない。それは、地域環境管理の衰退によって、

大きな生活被害を受けるのは、その地域に住む地域社会の人びとに他ならないためである。

地域環境管理において地域社会にとっての環境問題とは何かを論じるためには、地域社会

による地域環境管理の歴史的経緯を分析することが不可欠である。 

次に、地域環境管理に多様な利害関係者が関わることによって、どのように地域環境管

理をめぐる社会関係が再編されるかに着目する必要がある。地域社会だけでは地域環境管

理が困難になるなか、地域環境にさまざまな利害関係者が参入するようになる。それは、

既存の地域環境管理の体制との間で衝突を起こしつつも、新たな価値・目的のもとで地域

社会を見直すためのチャンスにもなりうる。多くの人びとが関わることによって地域環境

管理の価値・目標がどのように変化していくか、そしてそれをもとにどのような管理の体

制が構築されていくかを分析することが必要である。 

そして、これらを論じることによって、地域社会と多様な利害関係者との関係性のなか

でどのような主体形成が行われ、これからの地域環境管理がどのような価値・目的が重視

されながら展開するのかが見えてくるだろう。これは、第 1 章で課題として設定した、地

域環境管理は「誰にとって」の「良い状態」を目指すのかの答えにつながっていくもので

ある。 

2-6 小括 

この章では、以降の章で議論を行うための橋渡しをするために、地域環境管理をめぐる

問題について整理した。 

地域環境問題は、地域環境の過剰利用や過少利用によって生じるが、特に今後は産業構

造や人口構造の変化のなかで地域社会による地域環境管理が困難になることが懸念される。

そして、こうした地域環境管理の困難によって発生する過少利用問題は、そこに住む地域

社会の人びとにとっては、生活環境の悪化につながる切実な問題である。 

一方、地域社会だけでは地域環境管理が困難になるなかで外部者の役割が大きくなりつ

つあるが、それによって外部から多様な問題フレームが持ち込まれることなる。例えば、

生物多様性問題は、地域環境をめぐる問題としても普遍化してきた問題のひとつである。

こうしたグローバルな枠組みをはじめとして、多様な問題枠組みが地域環境に設定される

ことにより、地域環境管理にはさらに多様な利害関係者が関わるようになり、地域社会と

の間でどのような社会関係を築いていったらよいかが問われることになるのである。 

以上のような状況を踏まえて、以降の章で論じるべきポイントを整理した。まず、地域

環境管理に多様な問題意識が向けられるようになったからこそ、地域社会が地域環境管理

を行ってきたことの意味を改めて検討し、その地域社会にとっての環境問題とは何か明確

に示す必要がある。地域社会がどのように地域環境にかかわり、地域環境管理を継続させ

てきたかを明らかにしながら、これを考察することが重要である。 
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次に、地域環境に多様な問題枠組みが設定され、多くの利害関係者が関わることで、地

域環境管理がどのように再構築されるのかを検討する。新たな地域環境管理は、単純に新

たな担い手によって代替されるものではなく、地域社会を含む多様な利害関係者が相互作

用するなかで展望されるものである。既存の管理体制との関係性や利害関係者との相互作

用といった社会関係に焦点をあて、考察を深めることにしたい。 
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第 3 章 地域環境管理の「自治の領域」 
——岩木川下流部ヨシ原の地域環境史から 

3-1 はじめに 

前章で論じたように、地域環境管理のあり方を展望するためには、地域社会と地域環境

との関係性を歴史的に整理する必要がある。本章以降では、青森県岩木川下流部のヨシ原

管理を事例として地域環境管理の具体的な展開について論じていくが、まず本章では、こ

のヨシ原をめぐる地域社会による自然資源の利用・管理の歴史的展開を整理することによ

って、地域社会が地域環境といかなる関係を築いてきたのかを考察することにしたい。地

域環境管理にとって、地域環境と地域社会との関係性を整理することは、大きな意味を持

つ。それは、地域社会が生活を営むために行ってきた地域環境への働きかけが、その直接

的な成立要因であるといっても過言ではないためである。 

地域社会と自然資源との関係性に関する研究として、日本においては村落 30による土地の

所有・利用・管理について研究蓄積が進められてきた。例えば、鈴木榮太郎は、土地共有

集団などの社会集団の研究において、地域社会と土地との相互関係に着目し、入会山や共

有田畑の利用に対して社会的承認を得るために各戸が守るべき制度である「土地総有の制

度」自体が、自然村 31内の連帯感、つまり社会意識を構成する要因であることを指摘してい

る（鈴木，1939；鈴木，1940=1968）。また、中村吉治も生産者集団と生産手段（農業にお

ける土地）は分離不可能であるという立場をとり、土地所有・利用の観点から共同体とし

ての地域社会の考察を行っている（中村，1957=1977）。 

地域社会による土地管理の研究は、村落が近代化 32のなかで解体する封建社会の遺構とし

て捉えられたこともあり、一時は下火となった。しかし、各地で村落組織の衰退するなか

で、地域共同管理機能や地域文化の担い手としての機能などの低下が新たな社会問題とし

て提示され、1980 年代以降に再び復権した（東・吉沢，1988）。 

この時期の研究の例として、川本彰は、ムラ（村落）の生活・生産の両面に渡って土地

は必要であり、この土地基盤の保全、すなわち「ムラの領土保全」を行うことこそがムラ

の最大の機能、ムラ仕事の最大の意味であると整理している（川本，1983）。また、岩本由

                                                  
30 村落とは、地理的に集合した住居群である「集落」が、生活関連をもって組織化されている

場合を指す（鳥越，1985=1993：77-83）。つまり、社会学において地域集団の社会的な組織に着

目する場合には、村落という語を用いることが一般的である。ただし、本論文では土地の利用・

管理について着目するため、社会集団としての村落とその村落が利用・管理する土地の範囲を含

めて「集落」という語を用いることにしたい。 
31 鈴木榮太郎のいう「自然村」とは、村落が特に結束の固い集団累積体であることを指摘した

ものである。これに基づく集団生活の蓄積は、人びとの行動を方向付ける規範（精神）を生むと

される（鈴木，1940=1968：126）。 
32 「近代化」については、論者により含意が異なるが、ここでは主に技術的・経済的領域の近

代化を指している。技術的には人力・畜力から機械力への移行、経済的には自給自足から市場的

交換経済へという産業化・資本主義化である。また、それに伴い、生活様式の大きな転換が起こ

ってきたことにも留意すべきである。 
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輝は、土地の所有者といえどもみだりに取り上げることのできない土地耕作者の「耕作権」

の存在を指摘しながら、これを「本源的土地所有権」と換言し、土地をめぐる所有・利用

の重層性と村落内での生活規範の存在を明らかにしている（岩本，1989）。これら村落と土

地の研究は、近代化のなかで周縁として位置づけられてきた地域社会において「その土地

に暮らす」ことへの豊饒な意味を探り、新たな価値を見出す試みでもあった。 

以上のような研究は、1990 年代に盛り上がった環境管理や自然資源管理に関する研究に

おいても理論的基礎となってきた。例えば、鳥越皓之は、岩本由輝の本源的土地所有の議

論を発展させ、該当地域に住んでいる住民が環境管理や環境改変の意思判断にプライオリ

ティを有するという「共同占有権」の存在を指摘した（鳥越，1995；鳥越，1997a）。また、

嘉田由紀子は、これを自然資源の利用に関する考察に応用し、自由アクセス財としての「共

有自由資源」、村落が管理する「共有契約資源」、利用の時期や道具に制限のある「共有制

限資源」、「私有資源」という 4 種類の資源が同一的な空間に重層的に折り重ねっているこ

とを指摘し、これを「重層的資源利用」と呼んだ（嘉田，1997）。 

これらの議論のように、村落と土地との関係を法的制度上の「所有」だけではなく、生

活実態としての「利用」に着目することによって、地域環境と地域社会との関係性をより

深く理解することができるという指摘は数多い（宮内，2001；菅，2004 など）。 

青森県岩木川下流部のヨシ原においても、地域社会（村落）としての各集落がヨシ原の

利用・管理を続けてきた経緯がある。この歴史的展開を整理することで、各集落にとって

ヨシがどのような価値を持つ自然資源であり、どのようなルールやしくみのもとで利用・

管理を行ってきたか、そしてそれがヨシ原の成立にどのように関係してきたといった地域

社会とヨシ原との関係性を明らかにできるだろう。こうした作業は、以降の章で地域環境

管理の主体に関する議論を展開する際、地域社会の立場を深く理解するために重要になる

ものである。 

3-2 岩木川下流部の自然資源利用 

3-2-1 自然資源としてのヨシ 

武田地区でヨシ原の利用が始まったのは、江戸時代である。弘前藩第 4 代藩主津軽信政

の時代（1656～1710 年）には「桑野木田村 33より下もは芦萱茂り萢地 34にして、十三迄は

大萢にてありしと也」（青森縣，1926：707）と記されており、岩木川下流部は未開拓の広

大なヨシ原であったことがわかる。その後、岩木川右岸は金木新田と称されて弘前藩によ

                                                  
33 桑野木田村は現在のつがる市、旧西津軽郡柏村に含まれる。 
34 「萢は甚しき濕地にして谷津なり 本藩之を萢と唱ふ」（青森縣，1926：707）とあるように、

津軽地方で萢（ヤチ）は湿地帯を指す。ヤチにはヨシが茂る場合が多いため、転じてヨシ原を指

すこともある。 
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る開拓が進められ、1650～1670 年代に武田地区の各集落が成立した 35。岩木川のヨシは、

開拓当時から茅葺き屋根の優良な材料として弘前藩の御用品とされ、1808（文化 5）年には

田茂木村の鈴木治三右衛門が御用芦取扱役に任じられたとされている（成田 編，1965：142）。 

時代は下り、大正時代から昭和時代初期においても、ヨシは武田地区での生活にとって

重要な自然資源となってきた。武田地区内のほぼ全戸がカヤ葺き民家であった当時、ヨシ

は屋根葺き材として利用された。屋根葺きは集落総出の共同作業であった。実際に屋根を

葺くのは屋根職人であるが、集落の人びとはヨシを運んだり、ヨシの長さを揃えたりとい

った作業に協力した。集落内では、毎年数軒ずつ順番に屋根の葺き替えが行われてきたの

である。 

また、ヨシは風除けとしても利用されてきた。津軽地方の冬に地吹雪が起こる地域では、

風除けとしてカッチョと呼ばれる木の板を家の周囲に立てる文化がある 36。それと同様に、

本地区では、刈り取ったヨシの束を家に立て掛けておくことによって、冬の冷たい隙間風

を防いだ。また、春には稲の苗代の簾垣、夏の日差しを防ぐスダレ、冬には庭木の雪囲い

などにもなった。加えて、ヨシは暖房や炊飯用の燃料としても利用されていた。燃料とな

ったヨシは、サシタバ（差束）と呼ばれる他の用途に向かないような質の悪いものであっ

た 37。これらのように、ヨシは自家消費的に利用されることも多かったのである。 

一方、ヨシは換金作物としても大きな価値を持っていた。例えば、昭和初期の地方紙『東

奥日報』は、武田地区の産業について、次のように紹介している。 

 

「武田村の産出物は大部分は玄米である。この作付反別は 981 町歩に及び収穫 1 万

1,160 石、33 万 4,800 円である。特殊産物とされているのは十三湖付近の広大なる原

野から生ずる萱である。原野約 500 町で萱の産額年 2 万 5,000 円に達し、西北郡を始

                                                  
35 武田地区の集落の前身として、1655 年に川内村、1655 年に豊岡村、1656 年に今岡村、1658
年に富野村、1660 年に豊島村、1663 年に芦野村、1664 年に田茂木村、1665 年に福浦村、1665
年に福井村、少し遅れて 1804 年に福泊村が開村した。その後、天保の飢饉（1831～1839 年）を

経て、川内村及び福井村は田茂木村と廃村合併し、今岡村は福浦村と合併した。また、このとき

廃村となった福泊村は 1862 年に長泥村として再開村した。これらの村が明治になって武田村の

集落となった（成田 編，1965）。ちなみに現在の若宮集落は、1927（昭和 2）年の長泥集落の移

転に伴って派生した集落である。また、竹田集落は 1951（昭和 26）年に拓かれた戦後開拓集落

である。一方、現在のつがる市にあたる岩木川左岸は、飛砂を防ぐための屏風山植林事業の大成

を待たなければならなかったため、1818 年以降まで開拓が遅れた（須々田，1962；東北建設協

会，1999）。 
36 例えば、青森県五所川原市藤枝や同市西浜などでは、現在もカッチョ集落が持続しており、

文化的景観としても注目されている（文化庁文化財部記念物課 監修，2005：254-255）。 
37 豊島集落やつがる市稲垣町では、サルケと呼ばれる泥炭も燃料として利用されたが、より下

流側の集落では、燃料に向くような泥炭を産出できなかったため、ヨシが最も利用された。また、

田茂木集落や芦野集落は、1940 年代まで堤防沿いにヤマッコ（山こ）あるいはハヤシッコ（林

こ）と呼ばれる薪炭林を持っていた。長泥集落では、舟で移動して五所川原市相内方面で薪炭を

購入することもあったという。 
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め萱屋根の材料は主としてこの地から産出するものである。畑作物は自家用に供す

る程度のものである」（原文は漢数字）38 

 

ヨシは、主生業である稲作の産出額と比較しても、副収入源として十分な金銭的価値を持

っていたことがわかる。 

武田地区とその周囲には、常時 10～20 人のヨシ仲買業者がおり、入札によってヨシを買

い取っていた。茅葺き屋根を維持するには、ある程度の費用がかかるため、津軽地方では

茅葺き屋根の家に住むことが一種のステータスとしての意味を持っていた。ヨシの流通先

は津軽西北郡をはじめとする津軽一帯にあり、特に弘前市や青森市などの都市圏は大きな

市場となっていた。こうした大きな需要を背景に、武田地区はヨシの一大産地としての機

能を果たしたのである。 

武田地区とのヨシの売買に関する話は、岩木川下流部の他地域でも聞くことができる。

ヨシのカヤ場を比較的豊富に持っていた福富集落（現つがる市、旧稲垣村）では、屋根葺

きの際にヨシが足りなければ、武田地区の仲買業者から買い足すのが普通であったという 39。

また、ヨシのカヤ場がほとんどなかった亀ヶ岡集落（現つがる市、旧木造町）では、屋根

葺きのヨシのほとんどを武田地区の仲買業者から購入したという 40。 

以上のように、武田地区にとってヨシは、自家消費用としても、換金目的の商品作物と

しても、重要な自然資源だったのである。 

3-2-2 自然資源利用の組み合わせ 

各集落にとってヨシが自然資源としてどのような価値を持っていたかについては、さま

ざな自然資源利用のなかで相対的に捉えるべきものでもある。 

新田開拓地である武田地区では、水田耕作が主生業となってきた。しかし、水田のほと

んどは「腰切田」または「乳切田」と呼ばれる排水不良田で、江戸時代の検地では「下田

（反収約 1.8 俵）」や「下々田（反収約 1.3 俵）」とされるなど、生産性が低かった（成田 編，

1965）。こうしたなか、当地では飢饉に備えて冷害に強いヒエやアワ、ソバなどの雑穀が生

産されていた。また、フキやワラビなどの野草が常食されただけではなく、飢饉の時には

「カデグサ」と称して、さまざまな植物が救荒食とされてきた（名本，1995）。さまざまな

自然資源利用を行う知恵を持つことによって、飢饉のリスクを軽減してきたのである。 

自然資源利用の多様性は、昭和初期頃までの自然資源利用でも重要な意味を持ってきた。

図 3-1 は、1912（明治 45、大正元）年頃の土地利用の様子を示したものである。これと聞

き取り調査で得られた情報と合わせながら、土地利用を詳述してみたい 41。 

                                                  
38 1926 年 12 月 21 日の『東奥日報』より。 
39 2005 年 7 月 3 日の OK 氏への聞き取りより。 
40 2005 年 7 月 3 日の NB 氏への聞き取りより。 
41 聞き取りによって知りえる生活の様子は、おおよそ 1930 年代（昭和初期）以降であるが、本

図は 1911～1912 年測量である。そのため、両者には 20 年ほどの隔たりがあることを指摘してお
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まず、集落市街地の周囲に広がるのが水田である。稲作は当地の主生業ではあったが、

依然として生産性が低く、反収は現在の半分かそれ以下の 5、6 俵程度にしかならなかった。

そのため、他生業を複合的に行うことによって生活を補完することが重要だったのである。 

                                                                                                                                                  
きたい。しかし、本図の土地利用の記入が最も詳細であること、大正から昭和初期にかけて造成

される新堤防工事以前であるため河岸の土地利用も明示できること、聞き取りと図の間で水田や

畑、ヨシ原などの土地利用に、空間的な大きなずれはみられないことなどを理由に本図を利用し

た。 

 

図 3-1 岩木川下流部の長泥、田茂木、芦野集落の周辺の土地利用図 

資料：内務省 1/12,000 実測平面図 1911-1912（明治 44-45・大正元）年をもとに作成。 
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長泥集落と田茂木集落の中間部で、図 3-1 ではヨシ原として示されている部分は、雑草類

も多く繁茂する土地であり、家畜飼料の採草地にされていた。このような採草地は、十三

湖の南側にあたる若宮湿原にも多く見られた。昭和 30 年代までは、武田地区の過半数の世

帯で馬が飼育されていた。馬は、物資運搬等で重要な役割を果たしたほか、糞尿が肥料に

もなった。また、各集落にはダンチヅケ（駄賃付け）と呼ばれる馬を取扱う業者がおり、

業者を通じて遠方へ賃貸したり、仔馬を売却したりするなど、収入源になることもあった。

採草地は水田と同じように個人所有地であることが多く、夏に刈り取って冬まで乾燥させ、

冬期の馬の飼料として農家に売り出されていた。岩木川の堤防沿いには「マギ（牧）」と呼

ばれる集落で共同利用する放牧地も設けられていた。 

水田と牧草地の立地に着目すると、主生業の場で労力のかかる水田は集落の近くに、そ

して、あまり手をかける必要のない採草地は集落の周縁部に位置していたことがわかる。

しかし、採草地も馬の飼育のために必要な環境であり、簡単に水田に改変されることはな

かった 42。自然改変の度合が低いように見える採草地・放牧地も、地域社会にとっては選択

的な環境であったことがわかる。 

次に、河川周辺の土地利用についてである。武田村側を流れる岩木川とその派川の古川

に囲まれた中州は、ナカジマヤチ（中島萢）と呼ばれていた。このナカジマヤチでは、次

のような土地利用がなされていた。 
 

「川の淵〔は〕、みんな土地〔が周囲より〕高いでしょ。それが畑にして。〔そ〕し

て、その奥は、低くなるべ。それがアシ（ヨシ）〔が〕生いで（生えて）あったもん

な。畑〔を〕作るとこ〔ろは〕作って、アシ〔を〕刈ったとこ〔ろは〕アシ〔を〕

刈って」43 44 

 

つまり、自然堤防となって土地の高くなっている場所が畑に利用されていた。ナカジマヤ

チにある畑は集落の共有地である場合が多く、くじ引きなどによって集落内の各戸へ割り

当てられていた。大根や大豆、馬鈴薯など、さまざまな農作物が栽培され、主に自家消費

用となった。また、この畑は集落からみると岩木川の対岸に位置することになる。そのた

め、集落には馬が 2、3 頭乗ることができるマブネ（馬舟）と呼ばれる舟が何艘かあり、農

作物や馬の運搬に使われた。マブネは木製で、底が平たく、全長 5～6 間（約 9.1～10.9m）、

幅 2.5～3 間（約 4.5～5.5m）程度であった。 

                                                  
42 新たな水田の広がりは、採草地にではなく、各集落から 8～10km ほども離れた地点である最

下流部の派川沿いにみることができる。耕作者はヤチゴヤ（萢小屋）と呼ばれる簡素な小屋に寝

泊りして水田耕作を行った。 
43 2006 年 5 月 3 日の ST 氏からの聞き取りより。 
44 会話文中の〔 〕は言葉の補足、（ ）は語句の説明である。以下同じ。 
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一方、ヨシ刈り場（カヤ場）として利用されたのは、その後背地となった土地の低い場

所である。このヨシ原の様子は、1925（大正 13）年の掘削工事前に著された、次のような

記述からもわかる。 

 

「掘削地は本川と派川古川をもって囲繞された嶋で、周囲は高く、中央部は低地の

ため夏期出水毎に一週間内外湛水し、春秋期の流水豊富の時は絶えず浸水する状態

である」（長尾，1965=1985：183） 

 

これは、中州中央部のたびたび冠水する低湿地が、ヨシ原になっていたことを示している。

つまり、畑やヨシ原等の土地利用は、自然的・物理的条件をうまく利用したものでもあっ

た。 

川向かいにあるだけではなく、集落の周縁部ともいえる場所に位置するヨシ原は、開拓

の手がまだ届いていない「自然環境」に見えるかもしれない。しかし、このヨシ原はこの

ような条件において仕方なくヨシ原であったわけではない。ヨシ原を利用する武田地区の

立場からすると、ヨシ原であることに対する積極的な意味づけを見出すことができる。 

 

「〔ヨシは当時〕高かったし、〔ナカジマヤチのヨシは〕良いカヤ（ヨシ）だったん

じゃうにぃ。ナカジマヤチのやつ、カヤ〔が〕良いくてから全部刈り取った」45 

 

「良い」ヨシというのは、屋根材として良質であることを指している。屋根材として良質

であることは、大きな収入源となることを示している。価値の高いヨシが生えるからこそ、

ヨシ原として残されてきたのである。 

また、ヨシは、利用を続ける限りにおいては、管理があまり必要ない資源である。ヨシ

の刈り取りは 11～12 月の農閑期に行われるが、その人為的攪乱が巧まずしてヨシの適切な

管理となっていたのである。管理の頻度が少なくても問題がないため、水田のように集落

に近接している必要はない。このため、居住地から離れて存在していたヨシ原の立地も、

やはり選択的であったということができる。 

さらに、利用をもう少し細かくみると、ヨシ原はヨシを刈るだけではなく、さまざまな

植物資源を利用する場にもなってきた（表 3-1）。なかでも重要な意味を持つのが、スゲや

クゴと呼ばれるスゲ類（Carex spp.）である 46。スゲやクゴはムシロ（莚）、スゲガサ（菅笠）、

                                                  
45 2005 年 7 月 3 日の ST 氏からの聞き取りより。 
46 当地では、カサスゲ（C. dispalata）やオオカサスゲ（C. rhynchophysa）のように大型のスゲ類

をスゲ、アゼスゲ（C. thunbergii）のように小型のスゲをクゴと呼んでいた。2007 年 10 月 27 日

の TK 氏からの聞き取りによると、カサやムシロを編んだりするときは、横にスゲを使い、縦に

細長くてしなやかなクゴを使うといったように、使い分けをしたという。また、クゴもスゲも同

じような環境に生えていたという。スゲ類は 1970 年代ごろから休耕田での栽培も盛んになり、

注連縄作りなどに使われた（原田，1985）。 
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ケラミノ（毛羅蓑）などの生活用具を作るために刈り取られた。スゲやクゴはヨシの刈り

取りよりも早い、夏の土用の頃に刈り取りが行われたが、これらは空間的に重なる場所に

生えるため、スゲやクゴを刈ることで、冬にヨシの刈り取りができなくなる。そのため、

スゲの刈り取りは制限されており、それをできる区域は集落によって決められていた。こ

のように、ヨシ原の内部も、ヨシ刈りに適した場所、適さない場所 47という微細な環境の差

異から土地利用を「カヤ場」と「スゲ刈り場」とに分けていたのである。 

また、ヨシ原では、春にノアザミ（Cirsium japonicum）やセリ（Oenanthe javanica）など

の食用となる野草の採集も行われてきた。 

武田地区では、水産資源の利用も盛んに行われてきた（表 3-2）。岩木川ではコイ（Cyprinus 

carpio）やナマズ（Silurus asotus）、ウグイ（Tribolodon spp.）、ヤツメウナギ（カワヤツメ、

Lethenteron japonicum）、モクズガニ（Eriocheir japonicus）などが投網や釣り、ドウによって

捕らえられた。また、岩木川に平行して流れる鳥谷川や岩木川の支流である馬鹿川ではフ

ナ（Carassius spp.）釣りが盛んだったほか、水田内や用排水路でもコイやナマズ、ドジョウ

（Misgurnus anguillicaudatus）などの漁撈やタニシ類（Bellamya spp.）の採取が行われた。 

これらは主に自家消費のために行われるが、水田内や用水路のドジョウや岩木川のヤツ

メウナギは、仲買業者に売ることで現金収入にもなった。特に、バケツと針金で作ったド

ウで行うドジョウ捕りは、子どもや高齢者の小遣い稼ぎ手段になっていた。 

                                                  
47 ヨシの刈り取りにとって良い場所とは、ヨシの被植度が高く、雑草が混ざらない場所である。

逆に、ヨシ刈りに適さない場所というのはヨシの被植度が低い場所である。つまり、ヨシ刈りに

適さない場所にスゲが多く生えているというのは当然であるといえる。ヨシとスゲの微細なレベ

ルでのニッチの差については、河川生態学術研究会岩木川研究グループ（2012）が明らかにして

いる。 

表 3-1 岩木川下流部ヨシ原の植物資源 

 

資料：聞き取り調査をもとに作成。 

 
 

和名 地域名 学名 季節

冬

夏

オギ オギガヤ Miscanthus sacchariflorus 冬

カサスゲ スゲ Carex dispalata 夏

オオカサスゲ スゲ C. rhynchophysa 夏

アゼスゲ クゴ C. thunbergii 夏

ノアザミ アザミ Cirsium japonicum 春

フキ バッケ Petasites japonicus 春

セリ Oenanthe javanica 春

用途

食用

食用

食用

ヨシ アシガヤ Phragmites australis

ムシロ（筵）、スゲガサ（菅
笠）、ケラミノ（毛羅蓑）、
シメナワ（注連縄）など

屋根材、すだれ材、燃料など

ノリズ（海苔簀）、燃料など

漁具など
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さらに、岩木川を舟で下り、十三湖で投網によるボラ（Mugil cephalus）等の漁撈、シジ

ミ（ヤマトシジミ、Corbicula japonica）の採集が行われることもあった。シジミ貝採りは、

春の農作業が終わった後の楽しみであった。 

 

「〔シジミ貝採りには、〕早い話、遊びに行ったんだ。田植え上がりの遊びだやな。

お酒を持って行くんだもの」48 

 

当時、シジミ貝の資源量は非常に多く、網目の粗い竹籠に入れて、それを通らない大きさ

のものだけを持って帰ってきたという。シジミ貝は主に自家消費されたが、隣近所の家に

贈与（おすそ分け）されることも多かった。また、シジミ貝採りは、春先からシジミの産

卵期が終わる 7 月頃まで行われた。 

そして、川は遊びの場所でもあった。 

 

「フナ釣りをしているんですよ。そうしたら向こうからメスのヤンマ（トンボ）が

来るんですよ。今度は卵〔を〕持つのに藻にくっつくでしょ。それ〔を〕見ればね、

                                                  
48 2007 年 6 月 23 日の ST 氏への聞き取りより。 

表 3-2 岩木川下流部の水産資源 

 

資料：聞き取り調査をもとに作成。 

 
 

和名 地域名 学名 採捕場所

コイ Cyprinus carpio 岩木川本支流、水田、水路

フナ フナッコ Carassius  spp. 岩木川本支流、水田、水路

ナマズ Silurus asotus 岩木川本支流、水田、水路

ウグイ ボウジャコ Tribolodon spp. 岩木川本支流

カワヤツメ ヤツメ Lethenteron japonicum 岩木川

ドジョウ ドジョッコ Misgurnus spp. 水田、水路

ボラ Mugil cephalus 十三湖

サケ Oncorhynchus keta 岩木川

モクズガニ Eriocheir japonicus 岩木川本支流

ヤマトシジミ シジミ Corbicula japonica 十三湖

タニシ類 カワツブ Bellamya spp. 水田、水路

ドブガイ バカガイ Sinanodonta lauta 岩木川本支流、水田、水路

エビ類 十三湖
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あっ、あれ〔を〕捕りたいって。水の中〔に〕飛び込んでね、こう藻〔を〕頭つけ

やって、静かに。魚釣りどころでなくて、そのトンボ〔を〕捕るのに夢中で」49 

 

このようにトンボを捕ったり、泳いだり、時には上流の果樹園から、当時は高価であった

リンゴが流れてきたりといった楽しみを伴った記憶は多く聞かれ、岩木川や鳥谷川が身近

なかかわりの場であったことがうかがえる。さらに、岩木川やそれに沿って流れる鳥谷川

は飲用にもなる生活用水であるとともに、舟で移動する重要な交通路でもあった。 

以上のように、岩木川では、さまざまな自然資源利用の組み合わせながら、生活を組み

立ててきた（図 3-2）。主生業としての稲作だけではなく、馬の飼養や漁撈、ヨシ刈りなど

の生業が副収入源として大きな意味を持つとともに、多様な生業を複合的に営むことは、

生活の安定にも資することであった。特に、ヨシ刈りは、収入源の少ない冬期の仕事であ

ることも含め、副業として、あるいは副業とはいえないような重要な役割を果たしていた 50。

また、ヨシ原でのスゲ刈りやドジョウ捕り、シジミ貝採取のようなマイナー・サブシステ

                                                  
49 2006 年 5 月 4 日の SE 氏への聞き取りより。 
50 徳之島のソテツを事例にした金城達也との共同研究では、生活戦略や生計維持にとって重要

な経済的な意味を持つが、主要な生業とまではいえない副次的な営みを二次的生業（Second 
major subsistence）と位置付けた（金城・寺林，2012；2013）。二次的生業は主要な生業の成果が

得られにくい際のセーフティネットとして機能するだけでなく、生活・文化の質を高める役割を

担う点で重要である。 

図 3-2 岩木川下流部ヨシ原における土地利用の概念図（大正～昭和初期） 

 

資料：聞き取り調査をもとに作成。 

 
 

野草採取

スゲ刈り

ヨシ刈り ヨシ刈り

野菜収穫

種まき

馬鈴薯収穫

舟運

ヤツメ漁

ヤツメ漁

投網・延縄漁

畑地 居住地 水田 採草地 潟地

堤防管理 舟運

堆肥作り

馬貸出

田植え

魚捕り

稲刈り

脱穀

野草採取

秣採草

秣乾燥

投網・延縄漁

エビ採取

シジミ採取
春

夏

秋

冬
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ンス 51も営まれていた。こうしたさまざまな資源利用のなかで、各集落は土地利用を統合的

に捉え、自然条件や近接性などを考慮しながら、環境決定を行ってきたのである。こうい

った意味で、岩木川の下流部は、全てが地域社会によって社会化された環境であったとい

えるのである。 

3-2-3 ヨシ原の所有と利用 

岩木川下流部のヨシ原には、個人所有地、集落の共有地、国有地などの所有形態があっ

たほか、利用のしくみもヨシ原ごとに異なっていた（表 3-3）。 

まず、個人所有地のヨシ原は、刈り取ったヨシを売却したり、自家消費したりと、土地

所有者が自由に利用していた。また、土地所有者が土地を貸し出すことも多く、翌年多く

のヨシを必要とする家がいくつかのヨシ原をまとめて借り入れることもあった。ナカジマ

ヤチ北部のソッジヤチ（卒地萢）と呼ばれるヨシ原は、田茂木集落などの人びとの個人所

有地が多く、このような利用が行われた。 

一方、集落の共有地として利用されたヨシ原も多く見られた。実際の土地登記は集落数

名の連名であったようである。集落有地におけるヨシ刈りのしくみは、それぞれのヨシ原

によって異なっていた。まずは「共同刈り」である。これは、集落が共同作業としてヨシ

を刈り取り、それを仲買業者への入札にかけ、その売却益を集会場や神社の維持費、会議

費などの集落の維持経費に充てるというものである。集落の維持経費から差し引いて余っ

た資金は、各戸に平等に分配されることもあった。長泥集落や田茂木集落、芦野集落は、

一部のヨシ原でこの方式を採用していた。 

また、「共同刈り」のもうひとつの形として、富野集落では、共有のカヤ場においてヨシ

を刈る「権利」を集落内で売り出していた。集落内でヨシを必要とする家は、その「権利」

を購入し、「権利」を得た各家が共同作業でヨシを刈り取る。刈り取ったヨシは、「権利」

の購入口数分だけの束にされ、くじ引きによってどの家にどの束が当たるかを決めた。同

集落では 100 戸のうち、毎年およそ 80 戸が、「権利」を買って、刈り取りに参加していた

という。こうして得られたヨシは、個人で売却したり、自家利用したりと、処分は自由で

あった 52。集落はその権利の販売による利益を集落の維持経費にあてていた。 

さらに、集落の共有地には、共同作業で刈り取りがなされる場所とは別に、「競争刈り」

と呼ばれる方法でヨシの刈り取りが行われる場所もあった。これは、集落の世帯から一人

のみが参加でき、決められた日時に競争でヨシを刈り、刈ったものを自分のものにできる

                                                  
51 マイナー・サブシステンス（minor subsistence）とは、「集団にとって最重要とされている生業

活動の陰にありながら、それでもなお脈々と受け継がれてきている副次的ですらないような経済

的意味しか与えられていない生業活動」（松井，1998：248）を指す。経済的な価値は大きくない

ものの、楽しみや生きがい、地域社会での地位や名声の獲得などにつながるものであるため、地

域社会での生活にとって意味が小さいとはいえない場合が多い。 
52 2006 年 5 月 4 日の SE 氏への聞き取りより。 
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という方法である。刈り取ったヨシは、個人の自由処分であった。この刈り方は、長泥集

落や田茂木集落、芦野集落、豊島集落でみられた 53。 

また、慣習的にヨシの刈り取りが行われてきた国有地もあった。十三湖内の遠浅のヨシ

原はゴックヤチ（五区萢）と呼ばれ、長泥集落及び田茂木集落、芦野集落、豊岡集落、福

浦集落の 5 集落によって刈り取りが行われた。ここでも「競争刈り」が実施されており、

協議で決められた日に 5 集落の人びとが何百人と集まり、いっせいに競争で刈り取りを行

った。刈り取ったヨシは個人の所有物となるため、「まず丸く囲むように刈って、そのなか

を自分の刈る場所にする」54など、刈り方を工夫して量を確保したという。 

十三湖岸のヨシ原の利用をめぐっては、湖を挟んで向かい側に位置する十三村との間で、

次のような争論が起こっている（成田 編，1965：425-433）。 

十三村は 1874（明治 9）年、十三湖畔の潟地が漸次埋没して湖水境が北進していた問題

に対して、地租改正時の実測調査によって村境は確定しているため、埋没地は十三村の村

境内であると主張した。一方、武田村は、湖水境が村境であるため、埋没地は武田村に属

すると反論したのである。そのため十三村は、武田村側に対して訴訟を起こした。この結

                                                  
53 2004 年 12 月 15 日の TK 氏、TR 氏、AS 氏、2006 年 7 月 31 日の TB 氏への聞き取りより。 
54 2004 年 12 月 15 日の TK 氏への聞き取りより。 

表 3-3 岩木川下流部のヨシ原と利用集落（昭和 10 年代前半頃） 

 

資料：大日本帝国陸地測量部 1/50,000 地形図「金木」「小泊」（1939 年）、聞き取り調査をもと

に作成。 

 

 

a

b
c

d

e

f

g

h
i

j
k

l

m

場所 名称 利用集落
刈り取り

形態
土地所有・備考

a ゴックヤチ（五区萢）
長泥、田茂木、
芦野、豊岡、
福浦

競争刈り 国有地

b シマッコ（島っこ） 芦野 競争刈り 集落有地、低質ヨシ

c 若宮湿原 ― 個人 秣採草地

d イッタンブヤチ（一反歩萢） 田茂木 競争刈り 集落有地、低質ヨシ

e 旧長泥集落買収地 長泥、下長泥 （水田） 買収後ヨシ原に

f
ナカジマヤチ（中島萢）・
ツノッコ（角っこ）

長泥 個人
土地買収後は集落
の共同刈り

g
ナカジマヤチ（中島萢）・
ソッチヤチ（卒地萢）

田茂木 個人
土地買収後は競争
刈り、後に共同刈り

h ナカジマヤチ（中島萢） 長泥 共同刈り 集落有地

i ナカジマヤチ（中島萢） 芦野 共同刈り 集落有地

j ナカジマヤチ（中島萢） 田茂木 （畑） 集落有地

k ― 富野 共同刈り 集落有地

l カワベ（川辺）、ナカス（中州） 豊島 競争刈り 集落有地

m 内潟沼 豊岡、福浦 個人刈り 国有地
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果、1898（明治 31）年、村境は変化しないという十三村の言い分が行政裁判所によって認

められ、埋没地（つまり、ヨシ原）は十三村の村境内であることが明確になった。 

しかし、1912（大正 2）年に十三村 35 名が埋没地の「アシガヤ払い下げ」を青森県に申

請し、それが許可されたことに対し、武田村は、「十三湖岸は古来より武田村 5 集落の共有

萱生地である」と主張し、取り消し申請を行った。そのため、1929（昭和 4）年に青森県知

事は、第 39 号地点 55以東は十三村、以西は武田村に占用を認めた。さらに、十三村占用地

も 5 年間は馬鹿川以東 41 号までを１年 200 円で武田村に刈り取らせるという条件も付けら

れた。 

つまり、十三湖岸のヨシ原はもともと国有地であり、十三村の村境内であることが確定

したにもかかわらず、「古来より刈り取ってきた」という慣習によって、武田村のヨシ刈り

存続が認められたのである。 

また、十三湖岸以外の国有地でのヨシ刈り場所としては、十三湖の南に位置する内潟沼

が挙げられる。内潟沼では、豊岡集落と福浦集落による刈り取りが行われてきた。こちら

は国有地ではあるのだが、慣習的な境界に基づいて個人刈りの形態が取られてきたという 56。 

                                                  
55 詳しい地点は資料不足のため不明である。 
56 2006 年 7 月 30 日の TF 氏への聞き取りより。 

表 3-4 岩木川下流部ヨシ原の所有形態と刈り取りのしくみ 

 

資料：聞き取り調査をもとに作成。 

 
 

土地所有形態 ヨシ刈り方式 処分 説明 実施集落

私有 個人刈り 個人
個人所有地の利用であり、刈り取ったヨシは
自由処分。 （各個人）

個人
（収益は集落

にも）

「ヨシ刈り権」を集落内で売り出し、購入した
各戸で共同刈りを行う。刈ったヨシはくじで分
配し、自由処分。

富野

集落

集落の各戸で共同刈りを行い、刈ったヨシは
全て業者に入札で売却する。入札金は集落
の維持費にあて、余剰金は各戸に分配。

長泥、田茂
木、芦野

競争刈り 個人

決められた日時に集落内の各戸が競争で刈
り取りを行う。刈ったヨシは個人のものとなっ
た。集落内の班ごとに行われることもあった。

長泥、田茂
木、芦野、
豊島

競争刈り 個人

十三湖岸（十三潟）でみられた、5大集落に
よる競争刈り。

長泥、田茂
木、芦野、
豊岡、福浦

個人刈り 個人

干拓前の内潟沼で見られた。国有地なが
ら、集落内で定めた境界に基づき、個人刈り
が行われた。

豊岡、福浦

集落の共有
（集落数名の連名）

国有

共同刈り
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一方、これら国有地の利用は、国の施策によって大きな影響を受けた。十三湖、内潟沼

のヨシ原は、1940 年代に行われた国営の干拓事業により消失した。しかし一方では、十三

湖が干拓されたときにヨシ原がなくなることに対しては、 

 

「〔武田地区の 5 集落は、ゴックヤチの〕カヤ
．．

〔を
．
〕刈る権利は

．．．．．
、
．
もってはる
．．．．．

んだけ

ども、土地そのものの権利はねぇ
．．．．．．．．．．．．

んだもの。官地（官有地＝国有地）〔である〕。だ

から、土地そのものは所有権〔が〕全然ないと思うよ。ただアシガヤ〔を〕刈る権

利だけ〔は〕、なんかのあれで確保したと思うよ」（傍点は筆者）57 

 

というように、ヨシの「利用権」は、国の「所有権」に対抗する力にはならなかった。環

境が改変されることに対する決定権について、武田地区の人びとが主張することはなかっ

たことは、 

 

「潟〔が〕埋まって、カヤ〔が〕おがれば（生えれば）、武田のヤチになったもんな。

カヤ〔が〕3 本おがれば、武田のヤチだって〔言っていた〕」58 

 

と、ヨシ原である限りは、利用への強い主張がなされたこととは対照的である。武田地区

の人びとは、土地の「所有権」と「利用権」を明確に区別していた。そして、所有者であ

る国の施策には従いながら、ヨシ原である限りにおいて利用を継続してきたのである。 

以上のように、武田地区には、さまざまな所有形態・利用形態のヨシ原が存在していた

ことがわかる。個人刈りや競争刈りのヨシ原は、各世帯にとって重要な副収入源として利

用された。その一方で、長泥集落や田茂木集落のように刈り取り場所を多く持つ集落では、

「共同刈り」のヨシ原も設けられており、集落の維持費用の獲得という共的な機能も果た

していた。 

つまり、ヨシは、同じ自然資源でありながらも、利用するための社会的なしくみが異な

ることで、全く異なる機能を持つ自然資源になってきたといえる。自然資源を利用するし

くみが多様であることも、地域社会における生業の選択肢を増やす点で重要な意味を持つ

といえる。そして、利用が続けられる限りにおいては、その利用に対して権利が主張され

てきたのである。 

                                                  
57 2005 年 7 月 3 日の ST 氏への聞き取りより。 
58 2006 年 5 月 3 日の TY 氏への聞き取りより。 
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3-3 河川敷内ヨシ原の成立 

3-3-1 堤防内河川敷の買収と新堤の造成 

国有地のヨシ原の事例からもわかるように、水辺に沿うように存在していたヨシ原は、

河川政策の影響を大きく受ける環境であった。現在のように河川敷内にヨシ原が広がるよ

うになったのは、1950 年代まで行われた河川改修の結果である。岩木川では明治・大正期

（1868～1926 年）の 59 年間だけでも 38 回もの洪水が記録されている（長尾，1965=1985：

76-80）。特に 1935（昭和 10）年の水害は岩木川流域に甚大な被害を及ぼし、岩木川全体で

水稲被害面積 30,002ha、被害戸数 58,882 戸に達し、武田村でも 877haの被害が出た（東奥日

報社，1935：21-23）。それ以降も堤防の決壊はたびたび起こり、武田地区も「雨〔が〕3 粒

降れば川がいがる（洪水になる）」59と言われるように、洪水のリスクとは隣り合わせであ

った（図 3-3）。 

こうした状況を改善することは、岩木川沿いの人びとにとっての悲願であった。1909（明

治 42）年、岩木川沿い 1 市 4 郡の関係町村は、「岩木川改修期成同盟会」を設立し、岩木川

改修の請願書を政府及び両院に提出した。これを受けて 1918（大正 7）年に岩木川改修事

業が貴族院によって可決され、内務省管轄の「岩木川改修事務所」が設けられた。岩木川

改修事業の柱は、堤防の増改築である。岩木川改修事務所とともに土地収用事務所が開設

され、築堤予定地及びその河川敷地の土地収用を行った。 
                                                  
59 2005 年 8 月 16 日の TK 氏への聞き取りより。 

 

図 3-3 1958（昭和 33）年 9 月の岩木川増水時における長泥地区の堤防の様子 

資料：国土交通省東北地方整備局（http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/river/iwaki/panel.html、閲覧：

2008 年 11 月 25 日）より引用 
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武田地区においても、1922（大正 11）年の田茂木集落を皮切りとして、築堤のための土

地収用が進められた 60。長泥集落では 1923（大正 12）年から 1925（大正 14）年まで、3 回

に渡って土地買収が行われた。このなかで、長泥集落の宅地の大部分である 7 町 5 反（約

7.4ha）も買収対象となったため、1924（大正 13）年から集落の移転協議が行われた。この

移転に際しては、一時は耕作権の補償などを焦点として論争が発生したものの 61、最終的に

は、現在の長泥集落と若宮集落 62に分かれて移転することとなった。また、その他の集落で

も、岩木川沿いの水田や畑の買収が進んだ。 

土地収用とともに、築堤用土の掘削・新堤防の築堤も行われた。掘削・築堤工事は、軟

弱地盤では人力・畜力によって進められた一方、バケット式短梯掘削機（蒸気機関 50t）や

運搬機（蒸気機関 20t）、土運車（30 両編成）といった大型機械も導入された（東北建設協

会，1999：219）。これらの機械導入にあたっては、「工事箇所は大部分萢地で著しく軟弱の

ため、線路敷設にあたり雑粗朶及び葦萱を下敷とし
．．．．．．．

、その上に硬土を盛って道床を造り…」

（傍点は引用者）（長尾，1965=1985：184）とされるように、ヨシが大量に利用された。ま

た、これに並行して、築堤も 1924（大正 13）年の長泥集落付近から行われた。 

一方、1935（昭和 10）年には、想定水量を上回る大洪水が起きたため、既存の計画より

も河道を拡幅するためにナカジマヤチの土地収用も進められた。1937（昭和 12）年には土

地収用事務所によって、ナカジマヤチの 751.426 反（約 74.5ha）が買収され、築堤工事が始

められた（長尾，1965=1985：274）。また、1929（昭和 4）年の左岸下車力築堤工事の際に

は、岩木川の支流である古川に土砂が搬入されたことで、それまで中州になっていたナカ

ジマヤチが車力村側と陸続きになった。 

これらの事業は戦後まで続き、1949（昭和 24）年に武田村内の堤防は一応の竣工をみた。

土地収用と新堤防の造成により、堤防や河川敷が河川管理者である国の所有地であるとい

う、現在の河川所有形態が作られていった。 

                                                  
60 武田村関係では 1922（大正 11）年に田茂木、1923 年に田茂木、長泥、1924 年に、田茂木、

長泥、1925 年 3 月に長泥、同年 12 月に田茂木、1928（昭和 3 年）に、豊島、芦野、1930 年に田

茂木、1933 年に富野、田茂木、1937 年に田茂木、1939 年に田茂木の各集落で買収が行われた。

1952（昭和 37）年現在、宅地 87.012 反（約 8.6ha）、田 1,560.310 反（154.7ha）、畑 224.400 反（約

22.2ha）、その他 1,568.308 反（155.5ha）が買収されている（長尾，1965=1985）。 
61 論争が起きたのは 1928 年（昭和 3）年で、「長泥部落移転問題」と呼ばれている。これは、長

泥の移転後、買収地において移転者 21 名が小屋がけ、12 名が水田耕作を行い、耕作権の補償や

職業の保障、移転地の保障、移転料の下付け、住宅の保障を岩木川改修事務所、仙台土木出張所

に陳情したものである。これは工事進行とともに自然解消したとされるが、この地での水田の耕

作は一部、1970 年代まで続けられている。 
62 若宮集落ははじめ下長泥と称していたが、戦後になって改称した。 
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3-3-2 武田岩木川改修堤防保護組合の設立 

改修工事の進展に伴い、岩木川改修事務所は、堤防保護や洪水時の水防作業を行う自治

組織として、川沿い 15 ヵ町村の地区ごとに堤防保護組合の設立を奨励した 63。新堤防の築

堤以前から堤防管理や防水作業を行っていた武田村も、この呼びかけに応じて 1937（昭和

12）年に「武田村岩木川改修堤防保護組合」（以下、武田堤防組合と略称）を設立した。 

武田堤防組合は、武田村の集落のうち、岩木川沿いで慣習的に堤防管理を行ってきた下

長泥（現在の若宮）、長泥、田茂木、芦野、富野、豊島の 6 集落をもって発足した。6 集落

では、原則的に全世帯が武田堤防組合の組合員となっている。 

実際の堤防管理については、それまでの土地所有や慣習に基づき、各集落が責任を持っ

て各集落に隣接する堤防の管理を担当してきた。これについては、本章第 5 節と次章で詳

しく説明したい。 

その後、1940 年前後の食料不足をきっかけとして、田畑を作ることが黙認されるなど、

国による河川敷の管理体制が緩んだ。そのため、各地の堤防保護組合のなかには、第二次

世界大戦中・戦後に解体したものもあった。しかし、武田堤防組合は現在まで存続してお

り、草刈除草などの堤防管理を行っている 64。 

3-3-3 堤防内のヨシ原への遷移 

岩木川改修事務所による武田村における土地収用は、全買収地 3,440.030 反（約 341.16ha）

のうち宅地 87.012 反（約 8.6ha）、田 1,560.310 反（約 154.7ha）、畑 224.400 反（約 22.2ha）

である（長尾，1965=1985：274）。つまり、買収地の約半分は買収以前には宅地や田畑とし

て利用されていた場所である。これらの土地は買収後、戦前は内務省、戦後は建設省管轄

の国有治水管理地となった。その結果、戦中の混乱期や長泥集落買収地の一部を除いて、

それまで個人や集落が利用していた堤防内の田畑は放棄せざるを得なくなった。これによ

り、それまで宅地や田畑だった土地のほとんどがヨシ原へと遷移していったのである。 

買収が終了した土地のヨシ原は、当初は改修事務所が直営でヨシの採取を行い、工事用

に利用していた。しかし、ヨシは武田地区にとって生活必需品であったため、武田地区は

1943（昭和 18）年に、各集落による刈り取りと利用を認めるように要望を出した。それを

受けて同年、改修事務所は、工事の必要数量を供給するという条件で武田地区の集落によ

る刈り取りを認めた（長尾，1965=1985：274）。この要望は河川敷の占用手続きのような公

式な手続きによるものではないが、武田堤防組合が河川敷のヨシを刈り取るという形式は、

これによって始まった。 

                                                  
63 岩木川改修堤防保護組合には 14 条からなる規約が定められている。その内容は、堤防保護作

業（草刈、土竜穴などの修復）の回数や方法、洪水に際して水防の方法などである。 
64 現在も存続する岩木川の堤防保護組合としては、他に神原、牧田、藻川、田川、鶴ヶ岡など

がある。 
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河川敷のヨシ原は、集落単位で境界を付けられた。買収前に集落の共有地であったヨシ

原は、そのまま集落による刈り取りが継続された。また、個人所有地であった宅地や田畑

の跡地は、ヨシ原への遷移後、個人の所属する集落の刈り取り場所となった。 

ただし、一部では境界を巡って争いも起こっている。ナカジマヤチの北側の一部は、田

茂木集落や長泥集落の住民の個人所有地であった場所が混在していたために、地権者が入

会的にヨシの刈り取りを行ってきた。しかし、1947（昭和 22）年ごろ、田茂木集落がこれ

を集落で共同利用しようとしたことから、地権者のいる長泥集落との間で論争になったの

である。結局、両集落で刈り取りの際に使う「鎌の数」によって田茂木分と長泥分の境界

を付けることによって解決した 65。 

こうして、国有地となった各ヨシ原は、集落ごとに利用・管理されることになったので

ある。 

3-4 地域社会によるヨシ原への権利意識 

3-4-1 戦後のヨシの価値上昇 

第二次世界戦争後は、特にヨシの需要が高い時期が続いた。屋根葺き用としての需要は

引き続き津軽一帯にあったが、さらに 1950 年頃からは愛知県や千葉県、静岡県、三重県な

どの海苔産地に供給するためのノリズ（海苔簀）の需要が急増することになった。ノリズ

とは、海苔を乾燥させる際に使うスノコである。 

ノリズ用のヨシは、夏のまだヨシが青いうちに刈り取られる。ノリズに向くヨシは、高

さ 1～1.5m 程度の細めのものである。そのため、水路端や小川の淵などに生える、屋根に

向かないようなヨシも刈り取られた。ノリズ用のヨシは、1 尺 5 寸（約 45.5cm）の紐で結わ

いて一束 600～1,000 円という高値で取引きされた。そのため、どこの家でも副収入として

ヨシを集めた。ノリズ用のヨシは乾燥が重要で、天日で丹念に行うため、どこの家の屋根

の上にも並べられていた。このヨシは、各個人や集落が仲買人に売却する。仲買業者が集

めたヨシは、貨車で各県のノリズ製造業者のもとへ運ばれた。また、当地やその周辺でノ

リズに加工して出荷することもあった。 
田茂木集落では、最下流部のイッタンブヤチ（一反歩萢）においてノリズ用のヨシが刈

り取られるようになった。このヨシ原は、岩木川支流の三本川沿いにあり、もともとは水

田であったが、買収されて国有地となった場所である。ここで刈り取られるヨシは、細く

て短く、屋根のヨシとしては不向きであったが、ノリズ用としては適したものであった。

刈り取りは、班ごとに場所を区切っての競争刈りで、個々人が乾燥させたうえで仲買業者

に売却した。 

                                                  
65 2005 年 7 月 3 日の ST 氏からの聞き取りより。 
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またこの頃、ナカジマヤチでは、夏にノリズ用のヨシなどが刈られてしまい、冬期の屋

根用のヨシの刈り取りに支障が出ることがあった。そのため、田茂木、長泥、芦野の 3 集

落では、ヤチマモリ（萢守り）と呼ばれるヨシ原の警備員を雇うこともあった。 

岩木川下流部では、以上のようにノリズ用の需要が拡大したこともあり、1950 年代はじ

めには、ヨシは岩木川下流全体で総産出額 1,000 万円にものぼる一大産業となった 66。 

3-4-2 昭和アシガヤ紛争 

ヨシの経済的な価値が高まるなか、1951（昭和 26）年には武田村（現在の武田地区）と

対岸の車力村など西津軽郡の村々との間で、ナカジマヤチでのヨシの刈り取りを巡って、

昭和アシガヤ紛争と呼ばれる紛争が起こった（表 3-5）。この紛争のなかで武田堤防組合が

主張したヨシ原に対する権利は、武田堤防組合の人びとがヨシ原に対して抱いている環境

認識のあり方を考察するために、大きな意義を持っている。 

ナカジマヤチは先述のように、1929（昭和 4）年の下車力築堤工事によって、車力村側と

陸続きになっていた。一方、武田地区からは岩木川を挟んで向かいにあたるため、舟によ

って渡らなくてはならない場所である。ナカジマヤチ自体は、先述の通り、もともとは武

田地区の田茂木や長泥、芦野などの各集落の共有地・個人所有地であったが、1938（昭和

12）年、土地収用事務所によって大半が買収され、国有地となった場所である 67。昭和アシ

ガヤ紛争の経緯は、以下のようなものである。 

1948（昭和 23）年に岩木川左岸の車力村ならびに稲垣村、十三村、館岡村の 4 村の有志

652 名は県の畜産振興策に乗じて、西新田畜産農業協同組合（以下、西新田畜産農協と略称）

を設立した。この西新田畜産農協は、1951（昭和 26）年に青森県知事に対してナカジマヤ

チを放牧地とするため、「河川敷地占用工作物設置願出」を行った。 

これを知った武田村は、ヨシの採草を目的として河川敷地占用願を青森県に提出したた

め、ナカジマヤチの占用を巡り、両者が競願する状況となった。そしてそのままヨシの刈

り取り時期を迎えた 11 月 21 日、例年通り刈り取りを行おうとした武田村の田茂木、長泥両

集落の約 180 名と、それを止めようとした車力村側約 200 名の間でにらみ合いが起こり、

国家警察の非常出動によって鎮められるという事態となった 68。この時は、金木警察署の調

停によって、土地買収の縁故者である武田村側に刈り取らせることになり、各集落の共同

刈りによって同月 26 日には無事作業を完了した。 

                                                  
66 1951 年 12 月 15 日の『東奥日報』より。 
67 ナカジマヤチの買収については、「昭和 10 年（1935）大洪水のため、岩木川の川幅を広げる

必要が生じ、昭和 12 年（1937）武田村（現中里町）大字田茂木字若緑地内の俗称中島萢約 1,000
反のうち、区有原野 294.900 反（約 29.2ha）、個人有原野 441.722 反（約 43.8ha）、畑 15.028 反（約

1.5ha）、田 5 畝（約 5a）、関係者 67 名、合計 751.426 反（約 74.5ha）を買収し工事を施工した」

（原文は漢数字、面積単位の補足説明は筆者による）とある（長尾，1965=1985：274）。つまり、

ナカジマヤチの全ての土地が買収されたわけではなく、武田村側の集落有地や個人有地は残され

ている。 
68 1951（昭和 26）年 11 月 23 日の『東奥日報』より。 
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しかし、その直後に青森県は、武田堤防組合と西新田畜産農協の代表者を青森市に招聘

し、調停案を提示した。その調停案の内容は、（1）武田村が刈り取ったヨシ 70,000 把のう

ち 5,000 把を県を通して車力側へ譲り渡すこと、（2）今後ナカジマヤチの上流 3 分の 1 は車

力側で、下流 3 分の 2 は武田側で使用すること、（3）調停案に従うように組合員に納得さ

せるべく努力することであった。しかし、ヨシ原に対する権利意識を持つ武田村側からの

反対は根強く、この案の了承には至らなかった 69。 

翌年の 1952（昭和 27）年 6 月には、岩木川工事事務所が係争地に「工事の都合上利用を

禁ずる」との立札を設置し、武田側と車力側両者の立ち入りを禁じた。これに対し、武田

堤防組合は 7 月 30 日、国を相手に民事訴訟を起こした。この時の武田村側の主張は、 

 

「村民の死活問題であり、先祖代々田畑に次ぐ唯一の生活資源として今日まで愛顧

し来たったものも水泡に帰し、村民の生活権
．．．

を脅かされることになる」（傍点は筆者）

（成田 編，1965：436） 

                                                  
69 1951（昭和 26）年 11 月 28 日の『東奥日報』、『岩木川物語』（長尾，1965=1985：275）より。 

表 3-5 昭和アシガヤ紛争年表 

 

資料：『東奥日報』、『陸奥新報』の各記事及び『中里町誌』（成田 編，1965）より作成。 

 
 

年 月　日 事　　　　項

10月8日 西新田畜産農協、青森県にナカジマヤチでの「岩木川河川敷地占用工作物設置
願」を提出

10月10日 武田堤防組合、青森県に「河川敷地占用願」を提出、西新田畜産農協と競願に

11月21日 武田堤防組合と西新田畜産農協、岩木川堤防で小競り合い。国警の非常出動、
金木署の調停で武田堤防組合が刈り取り

12月7日 武田堤防組合、県の調停案を拒否

5月27日 建設省、ナカジマヤチに「工事の都合上利用を禁ずる」との立札

7月30日 武田堤防組合、国を相手取り「アシガヤ等刈取り権の存在並びに妨害排除請求」
（青森地裁）、後に取り下げ

10月24日 武田堤防組合、国と西新田畜産農協に対し「アシガヤ等刈り取りにつき仮の地位
（妨害排除）を定むる仮処分命令申請」（青森地裁）

11月4日 青森地裁、武田堤防組合提出の仮処分を許可し、ナカジマヤチに刈り取り妨害禁
止の公示札を設置

11月27日 武田堤防組合が刈り取り実施

1953年 武田堤防組合が平穏に刈り取りを実施

9月22日 西新田畜産農協、「アシガヤ刈取り仮処分申請」（青森地裁）

10月5日 武田堤防組合、仮処分取り消しの申し立て

10月6日 青森地裁、仮処分取り消し

11月17日 武田堤防組合の刈り取りを西新田畜産農協が妨害

11月21日 青森県知事「武田堤防組合側にアシガヤ刈取りの既得権あり」との正式裁定

1951年

1952年

1954年
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「河川法施行規程第 9 条 70により縁故者に権利がある
．．．．．．．．．

ため、当然武田村組合に許可せ

らるべきものであり、何等縁故関係のない西新田〔畜産農業協同〕組合に許可せら

るべきものではない」（傍点は筆者）（成田 編，1965：436） 

 

という 2 点にまとめられる。そして、この「生活権」と「縁故」という 2 つの根拠をもと

に「土地に生立するアシガヤ（ヨシ）については、武田村側のみが正当なる刈取り権利者

であって、西新田畜産農業協同組合は勿論のこと、例え、土地管理者たる国（建設省）と

いえどもみだりに拒むことはできない」（成田 編，1965：437）と主張されたのである。 

この訴訟は、裁判所の仲介によって武田村側と国との間で和解が行われ、取り下げとな

った。しかし、さらに武田村は同年 10 月 27 日に「国および西新田〔畜産農業協同〕組合

は、武田村側が中島地区国有原野上に生育する葦萱を刈り取ることを妨害してはならない」

との仮処分申請を青森地方裁判所へ提出した。これは、西畜産農協との協議の結果、保証

金 20 万円を供託することを条件に許可された。 

これを受けて武田側は、1952（昭和 27）年の刈り取りを 11 月 27 日から行った。この刈

り取りは、前年のような紛争を避けるために金木署、木造署の警官による警備のなかで行

われ、12 月 1 日には田茂木集落が、2 日には芦野集落と長泥集落が運搬作業までを無事に

終えた 71。また、翌年の 1953（昭和 28）年も平穏に刈り取りを行った。 

しかし、1954（昭和 29）年には、9 月 22 日に西新田畜産農協が、ヨシによる河川流水の

疎通の阻害を防ぐこと 72と牧草地を確保することを理由として、ヨシの刈り取りの仮処分申

請を行い、武田堤防組合もこの仮処分の取り消しを申請したため、紛争が再燃した。11 月

17 日の武田村側の刈り取りでは、警察官の仲介によって事無きを得たものの、車力村側の

130 名が集まってサイレンを鳴らし、武田堤防組合側に詰め寄る場面もあった 73。これを受

けて建設省津軽工事事務所は、両組合の代表者に対して武田村側の未買収地約 20haの刈り

取りは差し支えないが、国有地内のヨシの刈り取りは禁止することを伝えた。 
                                                  
70 「河川法施行規程」（1896 年 6 月、勅令第 236 号）第 9 条には、「河川法施行前に私人の所有

権を認めたる河川の敷地にして荒地にあらざるものは、従前の所有者もしくはその相続人の請求

により府県知事は公益を妨げざるかぎりにおいて、その占用を許可すべし（原文は旧字体・カタ

カナ書き）」とある。なお、これは「河川法施行法」（1964 年、法律第 168 号、1999 年最終改正）

第 19 条に「第 4 条の規定により国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法

施行規程第 9 条及び第 10 条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規

定中『都道府県知事』又は『都道府県』とあるのは、一級河川については、『国土交通大臣』又

は『国』とする」とある。 
71 1952（昭和 27）年 12 月 2 日の『東奥日報』より。 
72 「ヨシが河川流水の疎通を阻害する」というのは、西畜産農協側からの主張として 1951（昭

和 26）年の係争初期から聞かれるもので（成田 編，1965：435）、国有地河川敷の本来の目的で

ある「治水」のための管理に主眼が向けられている。これに対し武田堤防組合は、「〔ヨシは〕出

水のときには水に押し伏せられてしまうから、なんら水の流れをせき止めることはないものだ」

（1951 年 11 月 28 日の『東奥日報』より）と反論している。 
73 1954（昭和 29）年 11 月 18 日の『東奥日報』より。 
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その後、県土木部と建設省とによる協議が行われ、同年 11 月 21 日に青森県知事の最終判

断として武田堤防組合に国有地内のヨシの採取許可を与えた。これは、「昭和 12 年に内務

省に買収されるまでは武田村民の所有で同村が刈り取りを続けていた」74という武田村所有

地買収の縁故が大きな根拠になったとされている（長尾，1965=1985：276）。一方で西新田

畜産農協側の刈り取りは不許可としたので、係争はここに結了した。 

昭和アシガヤ紛争の結果、これまで岩木川工事事務所との内々の了承によって行ってい

たヨシの刈り取りが「河川生産物」ということで、毎年の採取許可のもとで行われるよう

なった。これにより、武田堤防組合のヨシ刈りの権利は、正式な手続きを経て許可される、

明示された権利となった。 

また、この紛争は、武田堤防組合がヨシ刈りを行う権利の境界を確定する役割も果たし

た。車力村側の住民は、刈り取りの境界について、以下のように語っている。 

 

「〔本来は〕ずうっとこっち（左岸の車力村豊富集落の側）だな。境界がな。当時家

（豊富集落）のほうで刈った原っぱが全部、田茂木〔集落〕のほうに入ってきて。

そんで、範囲狭まった
．．．．．．

なあと思っているけんども、その〔昭和アシガヤ〕紛争のお

かげで、今度はこっち（豊富集落をはじめとする車力側
．．．

）は損した
．．．．

わけや」（傍点は

筆者）75 

 

武田村側の住民も同じように語る。 

 

「〔現在のナカジマヤチには、〕車力〔村側〕の土地も何ぼかあるんだはんでな」76「あ

ったはずだ。あったはずだということはさ、北〔津軽〕郡（武田村）と西〔津軽〕

郡（車力村）とは旧岩木川が境界線だったはんでさ。だとこで、今現在みれば、下
．

車力の土地も武田さいっぱい入ってきて
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

い
．
る
．
はずや。今現在でも直ってねえんだべ

や」（傍点は筆者）77 

 

ヨシ原の境界は、河川工事の結果曖昧となっていたが、昭和アシガヤ紛争の結果、もとも

とは車力村側の所有地だったと思われる場所の一部も、武田村側に編入されることになっ

た。つまり、昭和アシガヤ紛争は、曖昧であった境界を明確化するという役割を果たした

のである。このように、武田堤防組合は、紛争を通じて曖昧な範囲を含みこみながら、ナ

カジマヤチにおいて刈り取り権の及ぶ範囲を確定させてきたのである。 

                                                  
74 1954（昭和 29）年 11 月 23 日の『陸奥新報』より。 
75 2006 年 5 月 4 日の HS 氏への聞き取りより。 
76 2006 年 5 月 3 日の TR 氏への聞き取りより。 
77 2006 年 5 月 3 日の ST 氏への聞き取りより。 
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3-5 集落の生活権と自治の領域 

3-5-1 生活権としてのヨシ刈り 

昭和アシガヤ紛争で武田堤防組合が主張したことは、武田地区の各集落にとってヨシの

利用がいかなる意味を持っていたかを理解するうえで、重要な要素を含んでいる。先述の

とおり、武田堤防組合はアシガヤ紛争においてヨシを刈り取る権利を主張する根拠として、

｢生活権｣と「土地への縁故｣を挙げた。武田堤防組合がこの 2 点を挙げた意味を、これまで

の記述と合わせて考察してみよう。 

まず、武田堤防組合が主張した「生活権」についてである。昭和アシガヤ紛争当時は、

ヨシの金銭的価値が特に高い時期であったが、武田堤防組合はその一時点での収入の大き

さを持って「生活権」を主張したわけではない。武田地区の各集落にとって、ヨシは生活

を営むために不可欠な自然資源であり続けた。自然資源の価値はその時々によって変化す

るものである 78。そして、ヨシの自然資源としての価値も、表 3-6 のような多様性を持って

いる。 

第 1 に、ヨシは自家消費資源であると同時に、換金資源でもあった。ヨシは、屋根材や

燃料、すだれなど、さまざまな用途で自家消費利用される資源であったが、業者に売却す

ることで冬期の重要な収入源になってきた。 

第 2 に、ヨシ原の所有・利用のしくみやルールが異なることによる価値の多様性である。

各集落が利用するヨシ原には、個人所有地、集落の共有地、国有地があり、競争刈り、共

                                                  
78 佐藤仁は、資源について「資源＝原料（モノ）」ではなく、「働きかけの対象となる可能性の

束」と表現している（佐藤，2011）。つまり、資源は所与のものとしてあるわけではなく、経済

や社会、政治、文化などの背景の下で何が資源であるかが決まる。秋道智彌もまた、資源の特徴

を文化や歴史による独自性や所有の形態などの社会的な文脈から考察している（秋道，1995＝
1999）。 

表 3-6 ヨシの価値の多様性  

 

資料：筆者作成。 

 
 

自家消費 換金

個人（世帯） 集落

ヨシ自体の用途の
多様性

自然資源の組み
合わせの多様性

歴史的
な価値
の変化
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同刈りといったように、ヨシ原ごとに刈り取りのルールも異なっていた。それによって同

じヨシであっても、個人・世帯で利用する自然資源になる場合と、集落の自治費用に充て

られる共的な自然資源になる場合とがあった。 

第 3 に、自然資源利用全体のなかでのヨシの価値の相対性である。ヨシは、それ自体も

さまざまな用途に利用されるものであるが、他の生業との関係性のなかで重要な地位を占

める資源であった。主生業である水田の生産性が低く、さまざまな自然資源利用が複合的

に行われるなかで、ヨシは副収入源として最も重要な資源であった。しかも他の生業が営

みにくい冬期の生業であったことも、季節的な自然資源利用の組み合わせという点から大

きな意味を持っていた。 

そして第 4 に、ヨシの価値が歴史的に変化してきたことである。ヨシの金銭的価値の大

きさは時代状況によって異なり、昭和アシガヤ紛争当時は、屋根材やノリズ用材の需要が

特に高い時代であった。また、主生業である米の豊凶などによってもヨシの重要性は変化

する。また、その一時期での重要性が低下したとしても、時代状況によって再び重要性が

高まる可能性もある。こうしたなかで、ヨシは利用・管理すべき資源であり続けるのであ

る。 

以上のようなヨシの価値の多様性は、複合的生業や多種・多品種栽培のように被害の代

償・埋め合わせを多く確保することで生活の安定を図るという「在地リスク回避」（菅，2005a）、

あるいは社会‐生態システムの回復性（ resilience）を高める要因とされる多重複性

（redundancy）にもあたるもので（Levin, 1999=2003; Marten, 2001=2005）、武田堤防組合の

人びとの生活にとっても大きな意義があったといえるだろう。また、総体的な空間利用や

生業複合のなかで、ヨシ原は生活空間として結合的に理解されてきたものであったと考え

られる（関，2003）。 

武田堤防組合のいう「生活権」は、集落の人びとにとって当地で生活を組み立てるため

にヨシ原を利用できるかどうかが、いかに切実な問題であったかを示していると理解でき

る。そしてヨシ原は、自然資源利用の総体のなかで生活空間として切り離すことのできな

いものであったことがうかがえるのである。 

3-5-2 土地への縁故と「自治の領域」としての意識 

生活権とともに主張されたのは、ヨシ原のある河川敷への「縁故」である。もちろん、

武田地区には、文字通りの「縁故」がある。ヨシ原は、国有地になる以前は集落の共有地

あるいは個人所有地であり、河川法施行規程第 9 条に「公益を妨げない範囲内で買収当時

の所有者、またはその相続人に占用許可を与える」とされているとおり、法的にも権利の

根拠があるように思われる 79。 

                                                  
79 縁故という用語は、例えば次のような法律から使用された用語だと思われる。まず、「国有

林野の管理経営に関する法律」（1961 年、法律第 246 号、2012 年改正）の第 8 条には「国有林

野を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、左に掲げる者からその買受、
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ただし、武田堤防組合が「縁故がある」と語るなかには、単に買収以前の土地の所有者

であったということ以上のものが含まれている。それは、先述のとおり生活総体のなかで

ヨシ原の利用が生活空間として切り離せないものであったことに加えて、武田地区の人び

とが、当該地域を集団的に利用・管理してきた主体である、ということによる。 

武田地区の各集落は、集落が利用・管理する権利があり、自治的に管理すべきであると

認識する土地の範囲、すなわち「自治の領域」を明確に持っている。これは、鳥越皓之が

指摘するような、土地の所有形態に関係なくムラの支配の及ぶ範囲である「総有」（鳥越，

1997a：1997b）、あるいは川本彰のいう「ムラの領土」（川本，1983=1986）と重なるもので

ある。岩木川下流部ヨシ原では、この「領域」としての意識が、土地買収を受けた後の国

有地にまで及んでいるのである（図 3-4）。 

武田地区は、河川から多くの自然資源を獲得してきたが、一方で水害のリスクも高い地

域だった。そのため、武田堤防組合は、旧堤防時代から生活環境保全のために堤防管理を

自治的に行ってきた。 

 

                                                                                                                                                  
借受又は使用の申請があつたときは、これを他に優先させなければならない。（…中略…）3、当

該林野に特別の縁故がある者で農林水産省令で定めるもの…」とある。また、「国有林野の管理

経営に関する法律施行規則」（1961 年、農林省令第 40 号、2007 年改正）第 21 条には、「（縁

故者）には法第八条第三号の農林水産省令で定める者は、左の通りとする。（…中略…）2、買収

に係る林野にあつては買収当時の所有者（…中略…）4、産物の採取又は土地使用の慣行があつ

た林野にあつてはその採取者又は使用者（…中略…）9、耕作の業務の用に供するため借り受け

て現に耕作している林野にあつてはその借受人…」とある。 

 

図 3-4 武田堤防組合の各集落における土地管理意識の概念図 

資料：鳥越（1997b）を参考にして作成。 
注：鳥越は、ムラの土地には私有や共有など、さまざまな所有形態があるが、これらの土地は

私有であってもムラの合意がなければ自由に処分できないことから、ムラの土地全体を覆

う「総有」が存在する指摘している。岩木川下流部では、さらにこの「総有」意識ともい

える集落の「自治の領域」としての意識が、堤防やヨシ原などの国有地においても見出さ

れることを示している。 
 
 

景観 堤防 ヨシ原

集落の意識

所有形態
a b c d

集落 耕作地

私有地・集落の共有地 国有地

「自治の領域」

国　（内務省→建設省→国土
交通省）

e a b c d e
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「岩木川の土手が崩れた時
．．．．．．．

に
．
、
．
誰が一番困るかっていえば我々が困る

．．．．．
わけだから。

ネズミ穴が一番怖いもんです。草〔を〕ぼうぼうにしておくと、ネズミが穴〔を〕

空けるんですよ。それから浸みて土手が決壊することがあるもんですから。しょっ

ちゅう草を刈って短くしておくと。ネズミが巣を作らないように。そのための管理
．．

は
．
、各部落、カヤを刈らせてもらっている部落が

．．．．．．．．．．．．．．．．
ね、率先して

．．．．
みんなやった

．．．
もんで

す」（傍点は筆者）80 
 

つまり、堤防自体は国策によって築かれたものであったが、武田堤防組合は、自らの生活

を守るために自治的に堤防管理を行ってきた。このことは、国の管理地であっても、各集

落が慣習的に関わることが認められる根拠になっていると武田堤防組合はみなしている。 

そして、集落の人びとは、堤防を自治管理してきたことこそが、河川敷の買収後も集落

がヨシの刈り取りを許可されてきた最大の根拠であると考えている。昔から堤防を管理し

てきたからヨシを刈り取る権利が認められた、という語りは、武田地区において異口同音

で聞かれることである。 

「今みたいに良い堤防でなかったところで、その堤防〔は〕、しかも道路〔が〕無え

くてやったずや。その〔馬鹿川沿いの〕田んぼ〔を〕作りに行く。そうすれば、両

脇さ（に）カヤ〔が〕生いで（生えて）〔し〕まって、虫だらけで歩かれねえだった

んずや。蚊だとか虻だとか。へば、ボランティアでその草〔を〕刈ったわけや。そ

れが河川敷のカヤ〔を〕刈るまず見返りになったわけや」81 

ヨシ刈りの権利と堤防管理の関係性が最もよく表れているのは、最下流部のヨシ原の権

利関係である。最下流部には、集落から見ると飛び地のように、北から芦野集落、他茂木

集落のヨシ刈りの権利の場所が割り当てられている（図 3-5）。 

「ここら辺（最下流部の権利関係）はさ、私もここ（石川）のあたりに田んぼ〔を〕

持っているんだけど、石川の近辺全体がさ、ほとんど芦野の人たちのずっと田んぼ

があったのよ。それで、この三本川の区域は田茂木の人たちが入っているのよ。主

にヤチ小屋の時代。（…中略…）主にこのあたりが芦野のムラって言えば良いかな。

ずっと私〔が〕子どもの頃は、ここは誰だれの小屋、ここは誰それの小屋っていう

ことで、ずっと両脇に〔ヤチ小屋が〕あって。（…中略…）なぜその地域〔のヨシ原〕

を刈ったっていえば、要するに、この辺（石川周辺）に田を持って、（堤防の管理を）

やんなければ困るのが、芦野の人たち
．．．．．．．．．．．．．．．．．

が主で。三本川のほうが水
．．．．．．．．

〔が
．
〕出れば田茂

．．．．．

                                                  
80 2007 年 6 月 22 日の SE 氏への聞き取りより。 
81 2006 年 5 月 4 日の ST 氏への聞き取りより。 
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木の人が困る
．．．．．．

と。（…中略…）ここらへんは、ムラのほうで管理しなさい
．．．．．．．．．．．．

ちゅうな感

じだと思うよ」（傍点は筆者）82 

つまり、石川沿いには、芦野集落の人びとの水田や小屋が多く、三本川沿いには田茂木集

落の人びとの水田や小屋が多かった。そのため、そこに連続する堤防を管理しなければ、

その集落の人びと自身がリスクを背負うことになる。だからこそ、石川以北の堤防は芦野

集落が、三本川周辺の堤防は田茂木集落が管理を担ってきたのである。また、馬鹿川沿い

には下長泥集落（後の若宮集落）があるため、馬鹿川以南の堤防管理は下長泥集落が担っ

てきた。集落の認識としては、生活のための水田耕作と耕作地の水害リスクを避けるため

の堤防管理は、管理の連続性のなかにある。そして、これらの管理区域に連続して、それ

                                                  
82 2007 年 10 月 26 日の SS 氏への聞き取りより。 

 

図 3-5 岩木川最下流部の支流周辺の土地管理状況 

資料：大日本帝国陸地測量部 1/50,000 地形図「金木」「小泊」（1939 年）、聞き取り調査よ

り作成。 
注：石川の周辺には芦野集落の人のヤチ小屋・水田が多く、三本川の周辺には田茂木集落

の人のヤチ小屋・水田が多かった。また、馬鹿川はもともと長泥のヤチ小屋・水田が

多く、1927（昭和 3）年ごろの長泥の移転時に下長泥集落（後の若宮集落）を形成し

ている。そのため、堤防沿い 0km 地点から石川までの区域を芦野が、石川から馬鹿川

までの三本川を中心とした区域を田茂木が、馬鹿川から現在の津軽大橋までの区域を

若宮が管理してきた。また、各堤防管理区域から岩木川の間の河川敷ヨシ原での刈り

取りも、堤防管理を行ってきた各集落に認められてきた。 
 
 

 

岩木川

石川（芦野）

馬鹿川（田茂木）

三本川（下長泥）

堤防管理区域
芦野
田茂木
下長泥 十三湖
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に隣接するヨシ原も、当然その集落が利用・管理すべきであるという意識が連続すること

になる。 

これは、昭和アシガヤ紛争の係争地であるナカジマヤチについても同様である。 

「昭和アシガヤ紛争の際に〔武田堤防組合にヨシを刈る権利が認められたのは〕、国

に〔ヨシを刈り取る〕慣行があったことが認められたこともそうですが、堤防のこ

とをずっとまじめにやってきたことを認められたのです」83 

各集落は、自主的な堤防管理のように、自分たちの住宅地や水田といった財産を守るため

に土地の管理を行ってきた。こうした管理によって土地との深いかかわりを続けるなかで、

管理を行う場所が自分たちの土地である、という意識が形成されてきた。 

係争地となったナカジマヤチは、河川改修の結果、集落からみると岩木川の対岸に立地

することになったが、生活を組み立てるために必要な場所であり、古くから利用・管理を

行ってきた場所である。この事実は、ナカジマヤチを集落の「自治の領域」の一部として

意識させ続けるものであった。昭和アシガヤ紛争で主張された「縁故」とは、「土地を所有

していた」ことに対する法的な主張だけではなく、「われわれが利用・管理を続けてきた領

域である」という集落の意識が反映されたものであったといえるのである。 

3-6 小括 

本章では、武田地区の各集落・人びとの自然資源利用・管理を振り返ったうえで、昭和

アシガヤ紛争における武田堤防組合の主張を手掛かりにしながら、ヨシ原との関係性を考

察した。これにより、ヨシ原が地域社会との不可分な関係性のなかで成立してきた環境で

あったことが明らかになった。 

武田地区の各集落にとって、ヨシは生活を組み立てるために不可欠な資源であった。ヨ

シは（1）自家消費資源であると同時に換金資源になること、（2）ヨシ原の所有・利用のし

くみやルールが異なることによってその価値が異なること、（3）ヨシ自体の用途が多様で

あるだけではなく、他の多様な自然資源利用の組み合わせのなかで重要性が捉えられてき

たこと、（4）価値や用途が時代によって変化すること、などのように多様な価値を持ち、

当地で生活を組み立てる条件となる資源となってきた。そして、総体的な自然資源利用の

なかで、ヨシ原は集落の生活空間の一部に組み込まれてきた。 

また、各集落が当地で生活を続けるために地域環境の自治的な管理を続けてきたという

歴史性は、集落が自治的に管理すべき土地であるとの認識、すなわち「自治の領域」とし

ての認識を生み出してきた。それは、土地の買収が進み、国有地になった後も変わらなか

った。ヨシ原は、所有形態が変化するなかでも、継続的に働きかけを行ってきたことを根

拠として、各集落の「自治の領域」であり続けたのである。 

                                                  
83 2005 年 8 月 16 日の TK 氏への聞き取りより。 
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本章で見出してきたように、地域社会との深い関係性のなかで成立した地域環境は、地

域社会が管理の当事者としての意識を持ち続ける場所である。このような「自治の領域」

としての意識は、地域社会による自然資源利用・管理の歴史を整理しなければ見えにくく、

特にヨシ原のように一見すると単なる「自然」である地域環境では見過ごされがちな視点

である。 

しかし、地域環境が地域社会の継続的な働きかけのなかで成立した環境であるという歴

史性を踏まえれば、それが単なる「自然」ではないことは明らかであるし、地域社会がそ

の地域環境に対する裁量・意思決定が尊重されなければならないことも理解できよう。地

域環境に多様な価値を見出し、それに基づいて外部から地域環境管理に参入する際には、

地域社会の「自治の領域」に踏み込んでいるという自覚が迫られるのである。今後の地域

環境管理を展望する場合にも、地域社会が抱く「自治の領域」としての意識、そして地域

環境に対して地域社会が一定の裁量を有することについては、大前提として捉えていくべ

きものになるのである。 
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※次ページに続く。 

 

1953（昭和 28）年 

1914（大正 3）年 
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図 3-5 岩木川下流部の変遷 

資料：大日本帝国陸地測量部 1/50,000 地形図「金木」「小泊」（1914 年）、国土地理院 1/50,000 地

形図「金木」「小泊」（1953 年）、国土地理院 1/50,000 地形図「金木」「小泊」（1962 年）、国

土地理院 1/50,000 地形図「金木」「小泊」（1971 年）をもとに作成。 
注：緑色が水田、薄橙色が湿地帯である。 
  

1962（昭和 37）年 

1971（昭和 46）年 
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第 4 章 地域環境管理の転換力 
——岩木川下流部における地域社会の変容 

4-1 はじめに 

前章では、武田堤防組合の各集落による岩木川下流部における自然資源利用とそのため

のしくみを整理し、ヨシ原が国に買収された後であっても利用・管理すべき「自治の領域」

としての意識が根付く場所であったことを明らかにした。本章では、地域社会とヨシ原と

の関係性が変化するなかで、その「自治の領域」としての意識と実態をどのように継続し

てきたかを論じる。 

昭和アシガヤ紛争のあった 1950 年代は、ヨシの相場が特に好調な時期であった。その後

の高度経済成長期以降、ヨシの需要は徐々に減少し、集落とヨシ原との関係性も変化して

いくことになる。地域社会による地域環境管理は、歴史的展開のなかで変化するものなの

である。こうした地域社会の変容のなかで、ヨシ原の利用・管理がいかに継続されてきた

かを、そのしくみの転換に注目しながら論じていきたい。 

1945（昭和 20）年の第二次世界大戦終戦後は、国策として米の増産が進められ、全国各

地で農地の大規模開発が始まった頃でもあった。戦後農政の方向性は 1961（昭和 36）年の

農業基本法に示されているが、そこには工業化の進展に対応して農業における生産性の向

上、農業者所得の向上を図ろうという方向が明確に示されている。蓮見音彦は、第二次世

界大戦後の農業・農村の展開を「2 つの近代化」と表現している。ひとつは農村の人びとに

よる自主的な農業の構築であり、もうひとつは農業の機械化や化学化を推進する農政の進

展である。そして蓮見は、後者の「近代化」政策が前者のそれを、時間の経過に従って抑

え込んでいったと指摘する（蓮見，1990：65）。つまり、食糧増産を国是とした政策展開は、

農村における地域社会の生活条件そのものを築き上げることになったのである。 

それに伴い、生活環境としての地域環境も大きく変容してきた。近代化に伴う生活様式

の変化は、地域社会の自然資源利用を一変させた。ススキやヨシなどの採草地も、近代化

によって利用価値が大きく低下した環境の代表格である。例えば、佐野静代は、滋賀県琵

琶湖の内湖と秋田県八郎潟を例に、集落の共有地であったヨシ原が、ヨシの需要が低下す

るにつれて個人分割されて水田へと改変されていく事例を、「コモンズの崩壊」過程として

提示している（佐野，2003；佐野，2005）。このように、価値の大きく低下した環境は、次々

と改変されていったのである。また、同時に土地利用形態は「共有」から「個人所有」へ

とシフトしてきた。 

しかし、近代化政策のなかで自然資源を共同利用する場が消失する一方であったかとい

うと、必ずしもそうではない。むしろ、地域社会がその構造を変容させながら自然資源の

利用・管理を継続してきた事例も少なくない。例えば、福田恵は兵庫県村岡町（現在は香

美町）のある集落の森林管理を事例に、政策・補助金といった外部の要因を活用しながら、

造林管理主体へと変容してきたと述べている（福田，2002a）。また、島根県伯太町（現在は
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安来市）のある集落も、世帯構造や労働形態の変化などに対応しながら入会地森林の管理

主体としての実態を保ち続けてきたことを指摘している（福田，2002b）。入会林野は、所

有形態の変化やニーズの変化など、近代化に伴って大きく変容を遂げてきた。しかし、そ

の管理主体は大きなしくみの変容を強いられつつも、それにうまくそれに対応しながら、

新たな管理のしくみを構築してきたのである（山下，2011）84。 

本章で注目したいのは、こうした地域環境管理のしくみの再構築である。B. Walker らは、

生態学的あるいは経済的、政治的、社会的状況が既存のシステムを支え切れなくなった際

に、抜本的な新しいシステムを創造する能力を転換力（transformability）と呼び、環境変化

のなかで社会‐生態システムが次の局面に移行し、新たな安定的なシステムを構築するた

めの重要な能力であると論じている（Walker et al., 2004）。管理のしくみを再構築すること

によって、地域社会は地域環境管理の主体としての実態を失わず、「自治の領域」として地

域環境との関係性を継続することにつなげることができる。 

岩木川下流部においても、地域社会による自然資源の利用・管理は、戦後の諸政策の展

開やそれに伴う近代化を通じて大きく変容してきた。しかし、武田地区の各集落は、しく

みを大きく変容させながら、ヨシの利用・管理を継続してきた。本章では、岩木川下流部

の各集落が、どのようにヨシの需要の変化に対応し、ヨシ原の利用・管理を継続してきた

のか、そしてこうした変容がなぜ可能であったのかを考察したい。これによって、地域社

会と地域環境との関係性は決して固定的なものではなく、断続的な変化のなかにあること

を具体的に示すとともに、そうした変化のなかでも地域社会が地域環境に対して「自治の

領域」としてかかわりを継続してきたことを明らかにすることにつながるだろう。 

4-2 岩木川下流部における総合開発政策と河川敷浚渫 

岩木川下流部では、大規模農地造営・土地改良などの総合開発事業が行われ、1950 年代

後半から高度経済成長期にかけて武田地区が戦後農政を受容する条件が整えられていった。

岩木川右岸地区は、排水不良な湿田 1,938.9haとこれに隣接する低湿原野 1,239.6ha、湖沼そ

の他 504.7haの 3,683.2haの地域で、1946（昭和 21）年改正の自作農創設特別措置法 85によっ

て買収が行われた。建設省による十三湖岸の右岸囲繞堤の建設は 1948（昭和 23）年に着工

し、1955（昭和 30）年に竣工した（図 4-1）。 

それと同時に、1948（昭和 23）年に農林省による「十三湖干拓土地改良事業」が始まり、

囲繞された十三湖面及び内潟沼とこれに接する低湿地原野が干陸され、1,065.7haの開田と

18.9haの開畑を行うとともに隣接する 2,330.4haの排水改良を実施した。これにより、低湿地

原野は水田へと変化していった（図 3-2）。この時の土砂の吸い上げには、ポンプ式浚渫船

                                                  
84 自然資源利用を担う社会の変容や新たな社会制度の生成といったダイナミズムは、序章の先

行研究でも触れたコモンズ研究においても重要なテーマとなっている（家中，2001；Committee on 
the Human Dimensions of Global Change, 2002=2012；宮内，2006；新保・松本 編，2012）。 
85 1946 年、法律第 43 号、1952 年廃止。本法では、不在地主からの農地の買収のほかにも、開

墾干拓適地の未墾地低利用地などを国により強制買収が可能だと定められている。 
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が利用された 86。また、開田地や用水補償地区 1,482.6haの主水源として 1956（昭和 31）年

には、芦野頭首工が設置された。 

造成された 1,352.8haのうち、1,262.6haが配分用地とされた。その内訳として、952.8haが

1,457 戸への増反配分とされたほか、新規入植者 50 戸に 131.8haが配分され、1951（昭和 26）

                                                  
86 ポンプ式浚渫船として、着工の 1946（昭和 21）年から 1952（昭和 27）年まではディーゼル

機関 270 馬力の早池峰号が、1948（昭和 23）年から竣工の 1955（昭和 30）年までは電気式 200
馬力の若宮丸が稼動した。若宮丸は続く車力村側の左岸囲繞堤工事にも利用された。 

 

図 4-1 「十三湖開拓土地改良事業」による十三湖岸干拓の進展 

資料：国土地理院 1/50,000 地形図「小泊」（1953、1965、1972 年）より作成。 

 
 

1953（昭和28）年

1965（昭和40）年

1972（昭和47）年
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年の竹田集落の誕生につながった 87。総合開発事業の決了は 1967（昭和 42）年で、総事業

費は 26 億 4,518 万 8,000 円であった（中里町企画調整課・東北農政局十三湖会，1996；東

北建設協会，1999）。 

岩木川流域全体では、岩木川上流の中津軽郡西目屋村において目屋ダムが 1953（昭和 28）

年に着工し、1959（昭和 34）年に竣工した。また、日本海と十三湖をつなぐ水戸口は、閉

鎖することでたびたび洪水と塩害をもたらしてきたが、1925（大正 13）年に着工した改修

水戸口が 1946（昭和 21）年にようやく竣工してからは、一度も閉鎖することなく機能して

いる。戦前から進められてきた堤防造成も合わせ、岩木川の治水能力は大きく向上するこ

とになった。 

岩木川下流部の河川敷についても前章で述べたように、岩木川下流部の河川敷は戦前に

買収が進み、国有地になっていた。ただし、右岸側などの河川敷では、1960 年代中頃まで、

場所によっては 1970 年代後半まで水田として利用されており、ヨシ原へと遷移したのはそ

の後であった。さらに、下流部河川敷では、1980 年代に河道拡幅や土砂採取などを目的と

した浚渫工事がしばしば行われ、その度にヨシ原は再生を繰り返してきた（河川生態学術

研究会岩木川研究グループ，2012）。 

現在の岩木川下流部の姿は、こうした地域開発・河川工事を経てきた結果として成立し

てきたものなのである。ヨシ原もまた、決して開発に取り残され、「自然」のままそこにあ

り続けたわけではない。河川政策の進展のなか、さまざまな状況変化の影響を受けながら

成立してきた環境であるといえる。 

4-3 生活環境の変容 

水田の増反・基盤整備は、貨幣経済の浸透と農業の機械化を受け入れる素地となり、そ

れらの浸透とともに「産業」としての水田経営が生活の主要を占めるようになった。一方

で、自給的な自然資源利用はあまり行われなくなった。戦後農政下において、武田地区の

生活様式は大きく変化していったのである。 

総合開発事業による基盤整備の結果、武田地区の水田面積は 1950 年の 771haから 1970 年

には 1,114haまで増加した（図 4-2）。また、「腰切田」や「乳切田」と呼ばれる排水不良の湿

田はほぼ姿を消し、水田の生産力も大きく向上した。米の反収は、大正から昭和初期にか

けて 250kg前後で推移しているが、第二次世界大戦後は次第に増加し、平成に入って以降は

600kg以上となっている 88。また、畦畔も農業機械の導入のために直線化された。 

米の生産力向上にかかり、農薬や化学肥料の導入も進められた。そしてこれらの影響が、

さらに武田地区の生活空間利用に大きな変化を促した。まず、化学肥料の導入に自動車の

普及もあいまって、馬の飼養の必要もなくなり、牧草地や放牧地が水田に変えられた。さ

                                                  
87 竹田集落の入植者 50 名のうち、47 名が武田地区内の出身者であり、残りの 3 名も中里町、内

潟村大字薄市の出身者である（竹内 編，1974）。 
88 中泊町博物館資料より（訪問：2006 年 12 月 15 日）。 
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らに、自動車の普及は遠隔の農地での耕作を可能にした反面、農地の流動化も促し、武田

地区内においても、地区外の人びとの私有地となる水田が増加した（鈴木・新井，1980）。 

また、水産資源の自家消費も行われなくなった。農薬や除草剤の使用は、「ナマズやドジ

ョウがいなくなった」「農薬が心配で食べなくなった」と、水田や用水路での漁撈を衰退さ

せた。また、生活排水や農業廃水の流入などによって岩木川の汚染は進み、津軽大橋地点

のBOD75％値 89は、建設省で観測を始めた 1972（昭和 47）年には環境基準値の 3mg/lを大

きく超える 4.5mg/lであった。1983（昭和 58）年以降は環境基準値を下回っているものの、

2012（平成 24）年には東北地方の一級河川でワーストの値である 2.1mg/lを付けるなど、水

質の悪い状態が続いている 90。そのため、 

 

「岩木川はヘドロの川になってまっただ。そして、捕った魚が、泥臭くて食べられ

ねぇだ」91 

 

といわれるように、水田や水路同様、岩木川で採捕された魚介類を食することも敬遠され

るようになった。 

                                                  
89 BOD（Biochemical Oxygen Demand、生物化学的酸素要求量）とは、水中の有機物が微生物の

働きによって分解されるのに必要な酸素量で、水質の指標となる。この 75％値とは、年間のデ

ータを最小値から順に並べ、75％目にあたる数値を指している。 
90 国土交通省東北地方整備局「平成 24 年一級河川水質現況」（http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/sy
utu/gosyo/pdf/24%20suishitsu.pdf）、閲覧：2014 年 5 月 10 日）。 
91 2005 年 7 月 3 日の ST 氏への聞き取りより。 

 

図 4-2 武田地区の土地利用面積の推移 

資料：農林省、農林水産省「世界農林業センサス」「農業センサス」（各年）のより作成。 
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一方、戦後には現金収入を獲得するため、出稼ぎも盛んになった。例えば、武田地区の

豊島集落では 1960～70 年代に農家 54 戸中、35 戸の 47 名が出稼ぎを経験しており、そのほ

とんどは 10～3 月頃の冬期出稼ぎで、通年または夏期・冬期の二期出稼ぎも多かった（農

林水産省構造改善局農政部農政課，1988）。出稼ぎは、武田地区における農閑期の新たな副

収入源となっていった。 

4-4 ヨシ刈り取りの業者委託の始まり 

4-4-1 ヨシ原利用の効率化 

生活様式が変化するなか、ヨシの利用も変化してきた。貨幣経済と工業製品の浸透によ

って武田地区の集落内では、苗床やスダレ、燃料などの自家消費的なヨシの利用が減少し

た。さらに、1960 年代に入ると、屋根にトタンが被されたり建築様式が変わったりしたこ

とで茅葺き屋根の住宅が減り、屋根用のヨシの需要も減少した。 

ヨシの自家消費的な利用の機会が減少したため、刈られたヨシのほとんどが売却される

ようになったが、冬期出稼ぎが盛んになったことでヨシ刈り取り時期の生産年齢人口が減

少し、個人刈りの参加者が減少したことはもちろん、集落の維持費用獲得のための共同刈

りを行うことも難しくなっていった。 

このようにヨシ原利用をめぐる状況が大きく変わったことは、新しいヨシ原の利用・管

理のしくみを立ち上げる大きなきっかけとなった。1960 年代以降の冬期労働力不足によっ

て始まったのが、ヨシ業者への刈り取り作業の委託である。各集落は、刈り取った後のヨ

シではなく、ヨシ原の利用権自体を入札にかけるようになったのである。落札されたヨシ

原の刈り取りを業者に任せることで、集落が刈り取り作業を行う必要はなくなった。 

業者委託は、各集落にとって維持費用を効率的に得ることにつながった。例えば、長泥

集落などでは、共同刈りを行っていたカヤ場をそのまま入札にかけることによって、ヨシ

業者からの入札金が直接集落の費用となった。また、富野集落や芦野集落、田茂木集落な

どでは、それまで個人刈りに利用されてきたヨシ原も業者への入札にかけられ、集落の維

持費用にあてるようになった 92。この入札料が数十万円にのぼる集落もあり、大きな財源と

なった。 

4-4-2 ヨシ業者の販売戦略 

ヨシの刈り取り委託を受けるようになったヨシ販売業者は、遠隔地のヨシの需要にこた

える役割も果たしてきた。戦後に需要が高まったノリズは、前述のように愛知県や千葉県

などが主な消費地となった。また、1960 年代からは新潟県や長野県方面に「壁下地ガヤ」

と呼ばれる土壁（泥壁）の下地用のヨシが多く出荷された。このように、需要が遠方化す

るとともに、地元業者との関係性なども重要になり、ヨシを需要に結び付けるうえで業者

                                                  
92 2006 年 5 月 4 日の SE 氏への聞き取りより。 
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の存在が不可欠になったといえる。さらに、その後のヨシの需要量・用途が変化するなか

で、各業者はそれぞれの販売戦略をもって販路を確保してきた。岩木川下流部には、現在 5

つのヨシ販売業者がある。 

まず、業者Aは、その時々の需要に合わせてさまざまな用途にヨシを販売する業者である。

茅葺き屋根用のヨシは現在まで一貫して扱っている用途であるが、1960～70 年代に「壁下

地ガヤ」の需要が高まった際には、盛んにヨシを出荷した。また、1970 年代までは、ヤツ

メウナギ漁やサケ漁に使用するドウの材料として、北海道へオギ（ Miscanthus 

sacchariflorus）93を出荷していたほか、中国産の安価なスダレが普及する以前の 1980 年頃ま

ではスダレ用に新潟県や栃木県へと出荷していた。さらに、1980 年頃からは、マメコバチ 94

の巣材としても出荷した。現在の用途としては、他のヨシ業者へ卸す屋根用のほか、 1990

年代半ばからは、県内果樹園や滋賀県方面への暗渠排水用の出荷も増えた。その他、営林

署の松を保全するための囲い用などの需要にも応えている。 

                                                  
93 オギはヨシよりもやや乾燥した環境を好むが、ヨシ原のなかにヨシとともに生えることも多

い。外見は似ているが、ヨシは内空があるのに対して、オギは内部に柔らかい芯が詰まっている。

オギはその芯がある分ヨシよりも腐りやすいといわれるため、津軽地方においては、屋根用など

のヨシに混ざることが敬遠される。しかし一方で、ヨシよりも硬いため、積雪量の多い地域では、

屋根用のヨシにオギが混ざるほうがよいとされる場合もある。 
94 マメコバチ（Osmia spp.）は、リンゴ農家が受粉媒介用として利用する。ヨシの束を外に設置

しておくと、マメコバチがヨシ内部の空洞に自然と営巣する。青森県のリンゴ農家では約 8 割、

23,000ha でマメコバチが利用されている（2007 年 4 月 6 日の青森県農林総合研究センターりん

ご試験場への聞き取りより）。 

  

写真 4-1 ヨシ業者によるヨシの刈り取りの

様子 

撮影日：2006 年 12 月 6 日 

 

 

写真 4-2 ヨシを用いた茅葺き屋根の建築物

（つがる市 道の駅もりた） 

撮影日：2005 年 8 月 15 日 
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次に、業者 B は、ノリズや土壁にヨシを出荷したこともあるが、その後は津軽地方の屋

根葺き業者へのヨシ供給を専門的に行っている業者である。業者 B は、3 代続くヨシ業者の

老舗であり、馴染みの屋根葺き職人へとヨシを供給している。津軽の屋根職人は、何人か

でクミッコ（組こ）と呼ばれる組織を作っているが、業者 B は主に 3 つのクミッコと取引

を行っている。いずれのクミッコも、津軽地方内で、一般民家や寺社、文化施設などの茅

葺き屋根の葺き替えを手がけており、業者Bは屋根葺き当日に現場へ屋根材のヨシを運ぶ。

屋根職人とともに仕事を続けることで、確実な需要に結びつけているのである。 

業者Cは、屋根葺き職人を兼業する業者である。博物館施設や寺社、文化財などの屋根葺

きを中心に、全国で屋根の葺き替えを行っており、そのためにヨシを用いている。文化庁

は、文化庁指定の重要文化財や各行政団体指定の文化財などの保存を行うために、「茅葺き」

を「選定保存技術」に指定しており、業者Cは、この技術の保存という点から、文化庁から

屋根葺きの斡旋を受けている。また、2001（平成 13）年度には、国土交通省より「屋根工」

として「優秀施工者国土交通大臣表彰」を受けている。業者Cは、津軽地方の茅葺き屋根住

宅や「南部曲り屋」などの東北地方の住宅建造物だけではなく、全国各地の寺社や、北海

道のチセ 95の復元なども手掛けている。このように、さまざまな建築物の屋根葺きを行うた

め、解体中から復元の仕方を考え、時にアレンジを加えながら屋根を葺くことが屋根葺き

職人の腕の見せどころであるという。 

業者 D も、屋根葺き職人型を兼業している。業者 D は「全国社寺等屋根工事技術保存会」

に加盟しており、文化庁の斡旋のもとで全国各地の文化財の保存・修復を行っている。1980

（昭和 55）年には文化庁から「全国重要文化財茅葺屋根工事指定業者」の認定を受け、複

数の屋根葺き職人を抱えて屋根葺き業務までを請け負っている。 

これらのように、各業者は、独自の販路や技術を身に着けることによって、ヨシを自然

資源としての価値を持つものにしてきた。裏を返せば、ヨシ業者の存在がなければ、ヨシ

を自然資源として利用することは難しくなったともいえるだろう。このことも併せて、刈

り取りの労力をかけることなく維持費用を得ることができる業者委託は、各集落にとって、

非常に効果的なしくみになったのである。 

4-4-3 現在のヨシ刈り取りシステムの成立 

岩木川下流部では、ヨシ業者の需要確保という機能が、集落の維持費用獲得に結びつく

という構造が立ち上がってきた。こうして新しく立ち上がってきた構造は、図 4-3 のような

形をとる。 

                                                  
95 チセはアイヌの民家である。屋根だけではなく、壁もササ（Sasa spp.）やヨシ、ススキ

（Miscanthus sinensis）で葺かれる。 
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まず、国有地であるヨシ原に対して、武田堤防組合が「河川法第 25 条」に基づいて国土

交通省に「河川生産物」の採取を申請し、青森県に国有財産使用料を納付する 96。これに対

し、土地所有者の国土交通省は採取許可とそれに付随した採取地の占用許可を翌年の 4 月

15 日までという期限付きで与える。これが毎年行われ、武田堤防組合は一括して採取許可

を得るのである 97。もちろん、採取許可は武田堤防組合で一括して得るが、実際に採取を行

う権利は、慣習的な地割に基づいて各集落が持つことになる。 

次に、各集落が、それぞれ権利を持つヨシ原を業者の入札にかけ、ヨシ刈り取りの委託

を行う。この際に発生する入札金は、集落の維持・運営費用に充てられる。つまり、入札

料が高ければ高いほど、集落の運営資金が潤うということになる。この入札料は、「ヨシの

質が悪ければ、なんぼだ、なんぼにまけろ」98と業者が言うように、ヨシ原に生えるヨシの

質によって左右されるものである。そのため、ヨシ原に生えるヨシの質を高く保っておく

ことは、各集落にとって重要なことである。 

                                                  
96 河川生産物の使用料は都道府県によって定められている（表 4-1）。青森県の場合、「青森県国

有財産使用料徴収条例」によって、「かや」は 151.5cm の縄締めのもの一束につき 30 円となって

いる。武田堤防組合は、毎年 2,600 束の刈り取り申請を行っているため、78,000 円を納付してい

る。 
97 2005（平成 17）年の場合、武田堤防組合は、（1）北津軽郡中泊町大字田茂木字若緑地内、（2） 
同郡同町大字長泥字玉清水地内、（3）同郡同町大字田茂木字若宮地内に合計 2,358,633.5 ㎡の占

用が許可されており、その使用目的は、「かやの採取（販売用）」である。使用期限は翌年 2006
（平成 18）年の 4 月 15 日となっている。これが毎年繰り返される。 
98 2005 年 7 月 4 日の NK 氏への聞き取りより。 

 

図 4-3 岩木川下流部の現在のヨシ原利用・管理システム 

資料：聞き取り調査をもとに作成。 
注：注 1は、「河川法第 25 条」に、注 2は、「青森県国有財産使用料徴収条例」に基づく。採取

料の納付は、国土交通省ではなく、青森県に行われる。法律・条例については表 4-1 を

参照のこと。 
 
 
 

国
土
交
通
省

武
田
堤
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組
合

採取許可（注1）

採取申請（注1）

採取料納付（注2）

若宮
長泥
田茂木
芦野
富野
豊島

採取権入札
採取委託

入札金支払

業者A
業者B
業者C
業者D
業者E

河川管理者 各集落 販売業者
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入札を行う時期は、当初は刈り取り前の秋口であったが、秋だと収穫時期のヨシの質が

大体わかってしまい、業者に買いたたかれてしまう場合があった。そのため、その後は入

札料をできるだけ高くするため、春先に入札を行うようになった 99。 

4-5 ヨシ需要の転換 

4-5-1 ヨシの刈り残しの出現  

1960 年代半ばまでは、「〔ヨシは〕今の油と同じだったびょん（だろう）。いや、売れてな。

何ぼ取れても売れて」100と、茅葺き屋根、土壁などへの大きな需要があったヨシであるが、

近代化のなかで建築様式が変わったこともあり、ヨシ需要の絶対量が次第に減少していっ

た。 

各集落の入札に参加する業者も次第に減少し、1990 年代に入ると、集落と業者の間での

入札が成り立たなくなるほどになった。現在は、建前は入札でやることになっているが、

                                                  
99 2006 年 5 月 4 日の SE 氏への聞き取りより。 
100 2005 年 8 月 31 日の SA 氏への聞き取りより。 

表 4-1 ヨシの採取の許可申請にかかる法令・条例 
 

河川法（1964 年、法律第 167 号、2014 年最終改正、抜粋） 

第 25 条 河川区域内の土地において土砂（砂を含む。以下同じ。）を採取しようとする

者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

河川区域内の土地において土砂以外の河川産出物で政令で指定したものを採取しよう

とする者も、同様とする。 

 

河川法施行令（1965 年、政令第 14 号、2013 年最終改正、抜粋） 

第 15 条 法第 25 条の河川の産出物で政令で指定するものは、竹木、あし、かやその他

これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。 

 

青森県国有財産使用料徴収条例（2000 年、青森県条例第 76 号、抜粋） 

第 3 条 国有財産法第 18 条第 3 項の規定による国有財産の使用又は収益の許可を受け

た者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。 

 別表（第 3 条関係） 収益 

  かや 151.5cm 縄締めのもの 1 束につき 30 円 

 

 

 
 



- 77 - 
 

実質的には集落と業者との協議で委託金額を決めている。ここ 10 年以上は、だいたいどの

業者がどの集落のどこで刈り取りを行うかが形式化してきている（図 3-4）。 

また、ヨシの需要の高いころは、基本的には「ヤチ（ヨシ原）にカヤは残らなかった」101

といわれるように、ヨシはほとんどすべて刈り取られたが、ヨシの需要の減少によって、

ヨシ原に刈り残しが出るようになった。また、以前は多少の刈り残しがあったとしても、 

 

「目屋ダム〔が〕できる前は、必ず春〔に〕雪解け水がきてね、土手のすれすれぐ

らいのところまで水〔が〕きたもんでしたもん。それでね、カヤを剥いだもんです

もん。もう刈った後の残ったやつは、ほとんどその水で流れてね」102 

                                                  
101 2004 年 12 月 15 日の AS 氏への聞き取りより。 
102 2006 年 5 月 4 日の SE 氏への聞き取りより。 

 

図 4-4 ヨシ業者の入札場所（2006 年調査） 

資料：国土地理院 1/50,000 地形図「小泊」「金木」（1995 年修正）より作成。 

注：（  ）内は入札を実施する集落名。 
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- 78 - 
 

 

と、春先の増水により洗い流された。しかし、河川の治水整備が進むにしたがって大水が

減り、それもなくなっていった。 

業者や集落の人にとっては、翌年の収穫時に枯れヨシが混入してしまうために商品価値

の高いヨシが収穫できなくなったり、わざわざ新しいヨシを選別しなくてはならなくなっ

たりすることが問題となる。そのため、刈り残しのあるヨシ原では、業者の支払う入札金

も大きく下がる。集落が入札金をできるだけ多く得るためには、ヨシ原に枯れヨシを残し

ておいてはいけないということである。 

つまり、刈り取りという人為的な攪乱によって、いったんヨシ原からヨシが取り除かれ

ることが、価値の高い資源としてのヨシの更新を保障してきた。もちろん、ヨシの需要の

絶対量が減ったことがヨシ原の入札料が低下の主要因であるが、刈り残しによるヨシの商

品価値の下落によって、これに拍車がかかる恐れが高まったのである。 

4-5-2 集落への堤防管理委託 

以上のように、ヨシ原の価値は需要が減少することによって低下してきた。この需要減

少をヨシの価値の絶対的低下とすると、集落にとっては、ヨシの価値が相対的に低下する

要因もあった。 

1966（昭和 41）年に、岩木川が一級河川となった際、武田堤防組合は中里町より堤防管

理者としての指定を受け、建設省から町を通じて堤防管理費を得られるようになった。こ

の管理金額は、武田堤防組合全体で約 1,000 万円にものぼる。主な堤防管理作業は、年に 2

回行われる堤防の除草である。除草を行う範囲は岩木川下流 0km から 11km までであるが、

この除草担当区域は、基本的には堤防管理の慣習に基づいて各集落に割り当てられている

（図 4-5）。各集落は、それぞれ集落内を数班に分けて除草区域を設定し、作業を行ってい

る。除草作業には、毎戸から 1 人除草作業員を出すことが原則であり、用事などで作業者

を出すことのできない世帯に反則金を出すことを義務付けている集落もある。 

一級河川の堤防除草管理を地域の地縁団体に委託する例は全国的にも珍しい。しかし、

この委託は、民間業者委託に比して割安であること、現地の堤防の状況についてはむしろ

地域住民のほうが熟知していること、堤防保護作業により地域住民に堤防愛護の精神が根

付くことなどの利点もある 103。もうひとつ、この背景には、すでに本地域の堤防管理を自

治的に担ってきた武田堤防組合が存在し、これをないがしろにできなかったという事情も

ある。 

 

                                                  
103 2007 年 8 月 6 日の国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所五所川原出張所への聞き取

りより。 
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「〔武田〕堤防保護組合っていうのが、いまだかつて建設省（現国土交通省）で疎かに

できないとか、〔堤防管理を〕建設業者さ（に）、預けてしまえばいいと言っているけ

ども、なかなかそれ〔が〕出来ないっちゅうのは、昔のその地域と密接して川〔を〕

守ってきたんだよ、っていう昔の内務省の認定がちゃんと〔ある〕」104。 

 

このように、武田堤防組合や各集落が歴史的に堤防の自治管理を行ってきたという事実が、

堤防管理が委託され続けている根拠となっている。 

武田堤防組合に支払われる堤防管理費は、必要経費を差し引いて、管理面積の割合に応

じて各集落に配分される。そのため、除草管理面積の広い集落ほど、多くの配分金を受け

ることになる。各集落は、配分を受けた堤防管理費を集落の維持費として活用している。

                                                  
104 2007 年 10 月 26 日の SS 氏への聞き取りより。 

 

図 4-5 各集落のヨシ刈り縁故地（左）と堤防除草範囲（右） 

資料：国土地理院 1/50,000 地形図「小泊」「金木」（1972 年修正）より作成。 
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堤防管理によって集落が得られる収入額は大きく、長泥集落や芦野集落では、1 年間の必要

経費 105を賄うのに十分な額であるという。 

長泥集落や田茂木集落は堤防除草面積が広いため、分配金も大きい（表 4-2）。そして、 

 

「〔堤防除草範囲は、〕ヤチ（ヨシ原）の面積によって配分したんでないか。余計に

カヤ場を持っている部落（集落）は、草を刈る距離も大きい」106 

 

と、堤防除草面積の広さは、各集落が持つヨシ原の位置にも対応していると理解されてい

る。 

このように、集落はヨシの入札金の他に堤防管理費という新たな収入源を得ることにな

った。そして、ヨシの需要が減り、入札金額が低下するに従って、相対的に堤防管理費の

収入のほうが重要性を増していった。また、豊島集落と富野集落は、1985（昭和 60）年頃

の河道拡幅工事によって、入札にかけていたヨシ原を失った。 

こうして、集落の維持費の獲得というヨシ原の価値は、入札料の減少や他の収入源の存

在により、絶対的にも相対的にも低下することとなった。 

4-6 火入れ管理の始まりと影響 

ヨシの刈り残しが出始めると、ヨシ原に古いヨシが混ざったり、低木が侵入したりする

ことによって、ヨシ原の入札料は低下してしまう。そのため、集落ができるだけ高いヨシ

原の入札料を得るためには、ヨシの刈り残しを除去する必要がある。そこで各集落は、刈

り残しの枯れヨシを除去するために、春先に火入れ管理を行うようなった。 

序章で述べたとおり、火入れは草地管理の方法として世界的に一般的なものであり、ヨ

シ原の有効な管理方法としても知られている。また、火入れの効果としては、枯死体を除

                                                  
105 芦野集落を例に現在の集落維持費の大まかな用途を述べると、自治会の費用、集会場や墓地

などの電気代、子ども会、老人クラブ、消防団、女性部などの各種団体への補助金、共同募金な

どである。 
106 2006 年 5 月 3 日の ST 氏への聞き取りより。 

表 4-2 2007（平成 19）年度の各集落の堤防除草面積 

 

資料：武田堤防組合提供の「中泊町堤防除草面積計算書」より。 
 
 
 
 

　 若　宮 長　泥 田茂木 芦　野 富　野 豊　島

比率 15.59% 28.64% 32.61% 13.08% 5.03% 5.05%

面積 52,477.70㎡ 96,398.60㎡ 109,753.00㎡ 44,002.50㎡ 16,920.40㎡ 16,956.70㎡
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去して新たな芽生えを助ける、灰が肥料になる、害虫を駆除するなどが挙げられており（西

川，2002：31）、岩木川下流部でも同様の効果についての期待もある。 

岩木川下流部のヨシ原での火入れ自体は、 

 

「火入れっていうものはよ、上流からもいっぱいガシ（ヨシなどのクズ）〔が〕流れ

てくるとこ〔ろ〕でや、それで必ず火〔を〕つけて焼いたもんだでな。昔から。小

規模ではあったけどな」107 

 

というように、慣習的に行われていたものである。しかし、刈り残されたヨシ原の面積が

大きくなるにつれ、火入れは大規模化していった。 

集落は、ヨシ業者に委託金を支払い、火入れの実施を委託してきた。ただし、ヨシの品

質を良くすることは、ヨシ業者にとってもメリットがあるため、ヨシ業者も集落の数軒に

酒代程度の作業料を支払い、火入れ作業を手伝ってもらう。お互いの利益のために、協力

体制をとりながら火入れ管理を行ってきたのである。また、武田堤防組合は、火入れ実施

日を決定するほか、消防に「火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為

の届出書」を提出するなどの窓口となってきた。 

こうして、武田地区の各集落は、ヨシの利用減少によってヨシ原が荒廃することを懸念

し、火入れ管理を本格的に行うようになった。それまでほとんどのヨシが刈り取られてい

た岩木川下流にとって、火入れによるヨシ原管理は、1980 年代に本格化した新しい管理方

法であるといえるだろう。そして、その管理の意図は、集落ができるだけ高い入札金を獲

                                                  
107 2007 年 10 月 27 日の TR 氏への聞き取りより。 

 

写真 4-3 春の火入れの様子 

撮影日：2005 年 5 月 4 日 
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得し、ヨシ業者が質の良いヨシを収穫するためだといえる。火入れ管理は武田地区の各集

落にとって、ヨシ原管理手段として根付いていったのである。 

4-7 ヨシ原における利用・管理の継続要因 

4-7-1 国有地における利用・管理の継続 

岩木川下流部では、第二次世界大戦後、河川政策や農業政策の進展、そしてそれらに伴

う生活様式の近代化のなかで、地域環境が大きく変化してきた。そして、それと並行する

ように自然資源の利用状況も大きく変化してきた。しかし、それにもかかわらず、岩木川

下流部においては、武田堤防組合の各集落によるヨシ原の利用・管理が継続してきた。そ

れでは、なぜ各集落によるヨシ原の利用・管理が継続してきたかをまとめてみたい。 

まず、岩木川下流部のヨシ原が岩木川下流部の河川敷、つまり国有地のなかに広がって

いることが重要である。戦後、湿地環境の多くは水田に改変されていった。岩木川下流部

においても大規模開発事業が行われ、潟地や湿地帯のほとんどは水田へと改変された。し

かし、国有地の河川敷には水田利用という選択肢はなく、買収後に水田だった土地も徐々

にヨシ原へと遷移していった。河川敷は国有地であり、住宅や田畑などの環境選択が河川

敷から締め出された結果、ヨシ原として成立したのである。こうした意味では、河川政策

の影響、あるいは所有形態は、ヨシ原を成立させた大きな前提となっているといえる。 

ただし、このヨシ原は、単に国有地として水田利用が締め出されたためにヨシ原であっ

たわけではない。各集落が昭和アシガヤ紛争以来、「河川産出物の採取許可」を取得し、「領

域」であるヨシ原の利用・管理を続けることができたことが重要である。ヨシ原は、放置

すれば荒廃し、場合によっては遷移が進み、雑草や灌木の繁茂によって消失することもあ

る環境である。しかし、このヨシ原では、武田堤防組合が「河川産出物採取の許可」を得

ることにより、土地を利用・管理する主体であり続けた。これによって、ヨシ原は地域社

会にとって自然資源を生み出す環境として維持されてきたのである。 

4-7-2 ヨシ原を利用・管理するための転換力 

そして、こうした時代背景のもとでヨシ原の利用・管理が続けられてきたのは、ヨシ原

の利用・管理主体となってきた各集落が、ヨシを自然資源として利用し続けられるように、

そのしくみや管理方法の転換を図ってきたためである。本章の冒頭で挙げた Walker らの議

論を借りれば、地域環境や地域社会の状況変化を受けて、既存のシステムではヨシ原の利

用・管理が困難となるなかで、地域社会は、ヨシ原を利用・管理する主体であり続けるた

めに新しいシステムを創造する転換力を発揮してきたといえる。 

まず、ヨシの自家利用が減り、出稼ぎによって冬期の労働力が不足するなか、従来のよ

うに集落総出でのヨシの「共同刈り」を持続することは難しくなった。しかし、各集落は

ヨシ原自体を入札にかけ、ヨシ業者への刈り取りを委託するという、新たなしくみを立ち
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上げ、集落は維持費用の獲得という機能を維持してきたのである。松田素二は、生活論に

立脚して共同体を考察し、（1）共同体は歴史的な条件のもとで生成され、時代とともに更

新される動的なものであること、（2）明確な境界と帰属アイデンティティを成員に要請す

るリアルな存在であること、（3）ただしその内実はかなりの程度の変異と流動性を継続的

に作り出していることを指摘している（松田，2004）。ヨシ原の利用に関しても、各集落は

明確に共同体としての境界と、集落の管理する「自治の領域」を保ち続ける主体としての

アイデンティティを持ち続けた。そして、そのしくみを変えつつも、集落がヨシ業者のネ

ットワークを生かすことによって、ヨシ原から受益を得るという機能を保ち続けてきたの

である。 

また、ヨシの需要が減少したことによって、ヨシ原に刈り残しが生じるようになったが、

ここで顕著になってきたのが火入れ管理であった。各集落は経験的・慣習的な知識を生か

し、ヨシ原を自然資源生産の場として保全するために、火入れという新たな資源管理技術

を本格化させたのである。秋道智彌は、自然資源の持続的利用において、更新性を踏まえ

ることの重要性を指摘している（秋道，1995=1999）。武田堤防組合の各集落は、ヨシとい

う自然資源の生態、特に更新性を把握し、それをヨシ原管理の転換につなげてきたのであ

る。 

4-8 小括 

本章では、岩木川下流部のヨシ原の利用を地域社会が継続してきた背景として、国有地

という大きな背景がありながらも、そこで地域社会が土地の利用・管理主体であることが

認められてきたこと、そして、自然資源との関係性に合わせて、うまく自然資源を利用・

管理するしくみを変容させてきたことを明らかにした。 

自然資源利用のしくみは、近代国家による政策の進展のなかで解体されてきたとみなさ

れがちであるし、実際そうなってきた事例も数多いと思われる。しかし、こうした政策進

展のなかでもうまくそれに対応し、自然資源の利用・管理を継続してきた地域社会も少な

くない。 

岩木川下流部においても、地域社会が外部とのネットワークを生かしながら新たな自然

資源利用の社会的なしくみを構築したり、自然資源の更新性を踏まえて新たな管理の方法

を導入したりといった転換力を発揮することによって、自然資源とのかかわり自体はうま

く継続してきた。そして、こうしたかかわりを継続するなかで、「自治の領域」を管理する

当事者としての実態を保ち続けてきたのである。 

地域社会と地域環境との関係は一見すると「伝統的」に継続してきたもののように見え

る。しかし、歴史的な変遷をたどると、社会変動のなかで変容を繰り返し、その時代に合

うように作り変えられている。地域社会は、状況変化のなかで地域環境管理を継続するだ

けの転換力を有しているのである。このように、自然資源の利用・管理のしくみを動的な
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ものだと捉え、地域社会が自然資源と社会の新たな関係性を構築するための転換力に着目

することが、今後の自然資源管理を考えるために重要なポイントだといえるだろう。 
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第 5 章 「複数の利害」に基づく地域環境管理 
——岩木川下流部の順応的ガバナンス 

5-1 はじめに 

前章でみたように、青森県岩木川のヨシ原では、地域社会が状況の変化に応じてしくみ

を変容させながら地域環境管理を継続し、「自治の領域」を管理する当事者としての地位を

保ち続けてきた。しかし、武田堤防組合の各集落によるヨシ原管理が衰退するなかで、生

態系・生物多様性を保全したい国土交通省や研究者、火入れ管理に難色を示す自治体や近

隣住民など、多様な利害関係者が関わり始めており、また新たな管理体制の構築が必要と

なっている。岩木川下流部でも、第 2 章で論じたように、地域社会による自然資源利用の

衰退による過少利用問題が深刻化するとともに、多様な目的をもって地域環境に関わる新

たな担い手が登場し始めており、その関係性について考察することが求められているので

ある。 

しかし、多様な利害関係を調整しながら新たな地域環境管理を構築することは容易では

ない。多様な利害関係者は、管理に賛成か反対かという二項対立の形をとるわけではなく、

複雑な関係性を持つ。その中でひとつの管理の方向性を導き出していくことが求められる

のである（鬼頭，2009）。特に、これまで自然資源を利用・管理してきた地域社会にとって

は、外部から持ち込まれる論理とどう向き合うか、そしてそれをどのように地域環境管理

に生かすのかが検討課題となる（鬼頭，1998；松村，1999；井上，2001；藤村，2002；井

上，2004；菅，2006 など）。 

多様な人びとが関わるなかで、地域環境管理を行うためにはどうしたらよいのだろうか。

そのヒントとなるような議論はいくつかある。例えば、佐藤哲は、地域環境が社会にもた

らす生態系サービスを共有し、それを改善するための取組みを拡大することによって多様

な主体の参加や協働の契機が生まれると述べている（佐藤，2008）。また、宮内泰介は、地

域環境の多元的な価値を尊重し、それぞれの地域の文脈のなかで問題を設定し直していく

ことの重要性を指摘している（宮内 編，2009）。これらの議論の共通点は、社会と地域環

境との多様な関係性を利害関係者間で共有することの重要性を指摘している点である。 

ただし、ここで課題にすべきことは、利害関係者がそれぞれ抱く環境管理の目的を可視

化する「しかけ」である。相互の地域環境に係る利害を知ることなくして、その共有は不

可能である。開かれた議論の場を作り、皆が納得する公論を形成することが重要であると

いう指摘がある（舩橋，1998）が、一方でその議論の場に参加するメンバーがどのように

決まるかも含め、利害関係を可視化するプロセスが必要となる。 

例えば、三上直之は、住民参加型の円卓会議の設立過程、円卓会議自体の動向、さらに

はその後の振り返りワークショップを追いながら、合意形成による公共性創出の道筋を描

いている。円卓会議自体とともに、円卓会議開催前後の動向について分析していることは

重要である。また、家中茂は、利害関係者が利害を共有するための公論形成の場の開催ま
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での過程を分析している（家中，2000）。つまり、地域環境管理の利害共有を論じるために

は、利害共有の場が設定されるプロセスも含めて議論する必要があるということである。 

そこで、本章では、岩木川下流部ヨシ原の管理をめぐって多様な利害関係者が関わるよ

うになった経緯を整理したうえで、これらの利害関係者がどのように社会関係を築いてき

たかを紹介する。結論を先取りすると、当地では研究者らがヨシ原に関わるさまざまな調

査を進めることが、利害関係者がその利害を共有し、連携・協力のための端緒となった。

そこで、利害関係者が利害を共有し、連携・協力を築いていったプロセスを示し、そのた

めに重要となった点を整理する。これによって、地域社会と多様な利害関係者との相互作

用のなかで地域環境管理が再構築されていく過程を明らかにすることができるだろう。 

5-2 岩木川下流部ヨシ原の荒廃 

岩木川下流部では、ヨシの経済的価値が低下するなか、火入れ管理が大規模に行われる

ようになった。しかし、2000 年代に入ると、この火入れ管理の是非をめぐって大きなコン

フリクトが生じ、2006（平成 18）年以降は、岩木川のヨシ原において火入れ管理が全く行

われなくなった。 

まずヨシ原での火入れ管理に反対の立場をとったのは、野鳥保護団体であった。日本野

鳥の会弘前支部は、本地域オオセッカなどの鳥類への「保全への脅威」として、「ヨシの刈

取り・火入れ」を挙げ、「国土交通省・青森河川国道事務局へオオセッカ、コジュリンなど

の繁殖期における全面的な火入れをしないよう要望」108を行っている。また、2000（平成

12）年には、（1）河川敷ヨシ原に火入れする目的は何か、（2）この後、車力村、中里町管

内の岩木川河川敷ヨシ原で火入れの予定はあるのか、（3）この場所が鳥獣保護区であるこ

とを知っているのか、（4）この地域がオオセッカやチュウヒ（Circus spilonotus）、コジュリ

ン（Emberiza yessoensis）の生息域であることを知っているか、（5）建設省が実施した河川

の環境・生物調査の結果を、ヨシ原管理にどのように生かしているのか、という質問状を

河川敷の所有者である建設省青森工事事務所（現国土交通省青森河川国道事務所）に提出

している（日本野鳥の会弘前支部，2000：4-5）。 

しかし、火入れ管理問題は、地域住民と自然保護団体との対立といったような、ありが

ちな構図にとどまるものではない。加えて火入れ管理に苦情を申し立てたのは、つがる市

や中泊町市街地などに住む近隣住民である。火入れ管理は、大量の煙と灰を発生させるた

め、降灰や火の粉による洗濯物や自動車の汚損といった被害が生じ、それに対する苦情が

消防署等に寄せられるようになった。特に、ビニールハウス栽培の農家からは、火入れに

よってビニールに灰が積もったり、火の粉でビニールが破損したりするなどの被害を訴え

るようになった。これらの火入れ管理に関する苦情は、火入れ管理を行うヨシ業者や各集

                                                  
108 「Important Bird Areas in Japan（翼が結ぶ重要生息地ネットワーク）」（http://www.wbsj.org/n
ature/hogo/others/iba/search/sites/touhoku/37-iwakigawa.htm、閲覧：2008 年 12 月 1 日）。 



- 87 - 
 

落に直接寄せられることもあり、それが原因で、2001（平成 13）年頃にも一度火入れを見

合わせざるを得ないことがあった 109。 

また、火入れ管理は各行政機関からも容認されなくなっていった。ダイオキシン問題や

地球温暖化問題がクローズアップされるなかで、全国的に野焼きを禁止すべきだという風

潮が高まるなか、2000（平成 12）年には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正さ

れ、野焼き全般が原則禁止されることとなった 110。これにより、当地の火入れ管理も支持

されにくくなった 111。武田堤防組合が行う堤防除草作業でも、数年前までは刈り取った雑

草を国土交通省の指示で焼却処分していたが、現在は禁止となっている。 

さらに、青森県では、稲ワラの焼却によって健康被害や交通障害、農業のイメージダウ

ンといった「ワラ焼き公害」が起きていたことから、2010（平成 22）年に「青森県稲わら

の有効利用の促進及び焼却防止に関する条例」を制定している。それに伴い、中泊町など

の各自治体も稲わらの有効活用に努めている。各行政機関にとっては、火入れ管理はこう

した動きにも逆行している。 

                                                  
109 2006 年 7 月 31 日の NK 氏への聞き取り、2007 年 6 月 25 日の UC 氏への聞き取りより。 
110 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（1970 年制定、法律第 137 号、2014 年最終改正）の、

第 16 条の 2 には、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

（1）一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産

業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却、（2）他の法令又はこれに基づく処分により行う廃

棄物の焼却、（3）公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環

境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」と記されている。 
111 2007 年 8 月 6 日の国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所五所川原出張所への聞き取

りより。 

  

写真 5-1 毎年刈り取りが行われている左岸

（ナカジマヤチ）のヨシ原 

撮影日：2008 年 8 月 17 日 

 

写真 5-2 枯れヨシの堆積と灌木の生長が進

む右岸のヨシ原 

撮影日：2012 年 5 月 2 日 
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一方、火入れ管理が行われなくなった後、毎年数回は春先にヨシ原で野火が起こってい

ることから、ヨシ原に枯れヨシが残ることは防災上好ましいとはいえない。そのため、消

防署にとっては、野火を予防できるという観点から火入れ管理の実施が望ましいという側

面もある 112。しかし、上記のような状況があるため、火入れ管理を原則認めるわけにはい

かず、消防署は火入れの際に提出する「火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれの

ある行為の届出書」も、原則的に 2003（平成 15）年以降は受け取らない方針としている 113。 

以上のように、岩木川のヨシ原では、野鳥保護団体や近隣住民からの苦情、さらに行政

機関の消極的な対応などによって火入れ管理を行うことができなくなった。現在でも業者

利用が行われているナカジマヤチでは 3 分の 2 以上が刈り取られ、刈り残しも粉砕機を使

用して除去されるなど、ヨシの更新を促す適切な管理が行われている。しかし、右岸側の

河川敷などは 3 分の 1 以上が刈り取りもされずに放棄されたままになっている。 

刈り取りも火入れも行われなくなったヨシ原は、ヤナギ類（Salix spp.）やススキ

（Miscanthus sinensis）、外来種のニセアカシア（Robinia pseudoacacia、別名：ハリエンジュ）

などの繁茂によって大きく姿を変えつつある。ヨシ原の荒廃は、ヨシの経済的価値を低め

てしまう大きな問題であり、各集落の入札料の減少にもつながっている。地域社会にとっ

ての問題はそれだけではない。原野火災や病害虫の発生、不法投棄の原因などにもつなが

るため、生活環境の悪化という観点から、看過できない問題となっている。 

5-3 岩木川の河川整備計画と生態系保全問題 

地域社会による火入れ管理が行われなくなることによってヨシ原が荒廃するなか、河川管

理者の国土交通省や生態学などの研究者は、生態系保全という側面からヨシ原の保全・管

理の重要性を訴え始めた。 

岩木川下流部のヨシ原は、タヌキ（Nyctereutes procyonoides）やイタチ（Mustela itatsi）な

どの哺乳類や、オオセッカやコジュリンなどの 50 種以上におよぶ鳥類、マークオサムシ

（Apodomopterus maacki）やゴマシジミ（Maculinea teleius）などの希少種を含む多種の昆虫

類など、多くの生物の生息地であり、独自の生態系を築いている。特に、環境省レッドデ

ータブックの絶滅危惧種 IB 類環境省レッドリスト IB 類に指定される草原性鳥類のオオセ

ッカについては、繁殖期の生息数が約 300 羽と推定されており（小林・小山，2003）、ヨシ

原の生態系保全の象徴種として捉えられている。 

まず、ヨシ原の荒廃が岩木川を管理する国土交通省に問題として捉えられるようになった

背景には、1997（平成 9）年の河川法改正が挙げられる。改正河川法では、従来の「洪水、

高潮等による災害発生の防止」といった「治水」、「河川の適正利用と流水の正常な機能の

維持」といった「利水」に加えて、新たに「河川環境の整備と保全」の「環境」が盛り込

                                                  
112 2007 年 6 月 21 日の五所川原消防署への聞き取り、2007 年 10 月 26 日のつがる市消防本部予

防課への聞き取りより。 
113 2006 年 7 月 31 日の中泊消防署への聞き取りより。 
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まれ、河川行政の三本柱とされている。そして、その方法として住民参加を促していくこ

とも盛り込まれている。 

そして、岩木川では、この改正河川法に基づいて 2005（平成 17）年に『岩木川水系河川

整備基本方針』（国土交通省河川局，2005）が、2007（平成 19）年に『岩木川水系河川整備

計画』（国土交通省東北地方整備局，2007）が策定された 114。これらは、今後の岩木川整備

の基本的な方向性を示すものである。 

『岩木川水系河川整備基本方針』では、河川環境の整備と保全について、 

 

「河川環境の整備と保全に関しては、これまでの流域の人々と岩木川との関わりを
．．．．．．．．．．．．．．．

考慮
．．

しつつ、岩木川の流れが生み出した良好な河川景観を保全し、多様な動植物の

生息・生育する豊かな自然環境を次代に引き継ぐよう努める。このため、流域の自

然的、社会的状況を踏まえ、河川環境の整備と保全が適切に行われるよう、空間管

理等の目標を定め、地域と連携しながら川づくりを推進
．．．．．．．．．．．．．．．．

する」（傍点は引用者）（国

土交通省河川局，2005：6） 

 

と記述されている。河川環境が「自然環境」であることや保全の目的が「動植物の保全」

であることが前提とされつつも、地域との連携が明記されている点が特徴的である。また、

下流部のヨシ原については、 

 

「動植物の生息地・生育地の保全については、多様な生物が生息する十三湖と岩木

川下流部の汽水環境を保全するとともに、オオセッカ等の繁殖地となっている湿潤

なヨシ原について、地域においてヨシの利用に伴う人の関わりが果たしている役割
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を考慮
．．．

しつつ、その保全に努める」（傍点は引用者）（国土交通省河川局，2005：6） 

 

とされており、やはりここでも地域社会の利用・管理への考慮について言及されている。 

2009 年に策定された『岩木川水系河川整備計画』についても、基本的には同基本方針と

同じような内容となっている。同計画の策定は、大学教員などの有識者や関係地方公共団

体の首長らで組織した「岩木川河川整備委員会」を中心に、流域市町村の住民に対するア

ンケート調査などを踏まえて行われた。『岩木川水系河川整備計画』においても、「住民参

加と地域との連携による川づくり」が河川環境づくりの基本的なコンセプトとされ、 

 

                                                  
114 河川法（1964 年制定、法律第 167 号、2014 年最終改正）の第 16 条には、「河川管理者は、そ

の管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持（次条におい

て「河川の整備」という。）についての基本となるべき方針に関する事項（以下「河川整備基本

方針」という。）を定めておかなければならない」、第 16 条の 2 には、「河川管理者は、河川整備

基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画

（以下「河川整備計画」という。）を定めておかなければならない」と記されている。 
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「地域の個性や活力、歴史・文化が実感できる川づくりのためには河川管理者だけ

ではなく、川を利用する地域住民が継続的に川に関心を持ち、主体的に参加するこ

とが望まれます」（国土交通省東北地方整備局，2007：106） 

 

とされている。ここでいう地域住民とは、歴史的にかかわりを持つ生活者だけではなく、

NPO などの市民団体やレジャー目的で河川に関わる人びとをも含む、幅広い概念である。

また、下流部ヨシ原についても、 

 

「オオセッカ等の繁殖地となっているヨシ原は、ヨシ刈りや火入れなど、ヨシ利用

者の活動によって維持されている箇所もあります。岩木川下流部のヨシは、かやぶ

き屋根などの材料として利用されていますが、近年ヨシ利用の減少などに伴い、ヨ

シ利用によるヨシ原の維持が困難な状況にあります。そのため、河川管理者をはじ

めヨシ利用者や地域住民等が連携・協働したヨシ原の保全・維持に向けた取り組み

を行います」（国土交通省東北地方整備局，2007：109） 

 

とされ、ヨシ原の保全のために、河川管理者である国道交通省とヨシ利用者、近隣地域住

民などが協力し、オオセッカ等の繁殖地としてのヨシ原の保全に取組むことが明記されて

いる。 

さらに、岩木川は、2006（平成 18）年度に国土交通省の主催による河川生態学術研究会 115

の対象河川に東北地方整備局の管内の河川として選ばれ、2011（平成 23）年度まで大学研

究者ら約 20 名による生態学的な研究が行われた。この研究会では、下流部ヨシ原と十三湖

の 2 ヶ所が主な研究対象とされ、下流部ヨシ原に関しても「ヨシ原の形成・維持機構、生

態的機能の把握」に関する研究が行われた（表 5-1）。このような科学的知見に基づいて河

川管理を進めていくことは、『岩木川水系河川整備計画』にも明記されている（国土交通省

東北地方整備局，2007：83）。 

以上のように、河川管理者である国土交通省にとって、ヨシ原を生態系という観点から

保全していくことが重要となり、研究者との連携も進んでいったのである。 

                                                  
115 河川生態学術研究会は 1995（平成 7）年に建設省（現国土交通省）と学術研究者らによって

発足した組織で、「（1）河川流域・河川構造の歴史的な変化に対する河川の応答を理解する、（2）
ハビタットを類型化し、その形成・維持機構、生態的機能を明らかにする、（3）生物現存量、種

構成、生物の多様性、物質循環、エネルギーの流れを明らかにすることにより、河川生態系の構

造と機能を解明し、河川に対する生物の役割を明らかにする。これらを用いて河川の環境容量を

推定する、（4）洪水や渇水などの河川が本来持つ攪乱などの自然のインパクト及び河道や流量の

管理、物質の流入などの人為的インパクトの影響を明らかにする、（5）河川環境の保全・復元手

法を導入し、その効果を把握・評価する、（1）~（5）に関する結果を総合し、生態学的な視点

を加味した河川管理のあり方を検討する」といったことを目的としている（河川生態学術研究会

岩木川研究グループ，2012）。 
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5-4 ヨシ原問題の捉え直し 

5-4-1 研究者による社会調査と成果公表 

そして、利用・管理を行ってきた各集落、生態系・生物多様性の保全を目指す国土交通

省、火入れの煙灰に苦情を申し立てる近隣住民など、それぞれの利害の違いを整理し、互

いの協力体制の道筋を開いたのは、このヨシ原をフィールドに研究を行う研究者であった。 

表 5-1 河川生態学術研究会岩木川研究グループの概要 

 

資料：河川生態学術研究会岩木川研究グループ（2012）より作成。 
 
 
 

河川生態学術研究会　岩木川研究グループ

期間：2006（平成18）～2010（平成22）年度

委員長：佐々木 幹夫 氏 （八戸工業大学大学院工学研究科　教授）

■研究内容

1　十三湖及び岩木川下流部の汽水環境、物質循環と食物網の把握

　1-1　十三湖汽水環境の水利的検討

　1-2　津軽十三湖の食物網動態とそれを支える岩木川の環境特性に関する研究

　1-3　岩木川下流部及び十三湖における土砂動態の検討

　1-4　十三湖及び岩木川における生物群落に関する研究

　1-5　十三湖及び岩木川における物質循環に関する研究

2　ヨシ原の形成・維持機構、生態的機能の把握

　2-1　岩木川下流域の河川敷におけるヨシ原の植生と生態に対する人為的攪乱の影響

　2-2　河口域に発達するヨシ群落の集団の遺伝的構造と生態機能

　2-3　岩木川下流ヨシ原生態系に関する研究

3　流域の地形・地質、河川構造、河川流域環境の歴史的変化の把握

　3-1　津軽十三湖の食物網動態とそれを支える岩木川の環境特性に関する研究

　3-2　完新世中期以降の十三湖の環境変遷に関する地形学的研究

　3-3　岩木川流域の環境変遷及び地域社会との関わりに関する研究

■研究メンバー（研究内容2のみ）

【研究者】

　東　　信行 氏 弘前大学農学生命科学部　准教授 動物生態学

　齋藤 宗勝 氏 盛岡大学栄養科学部　教授 植物生態学

　杉山 修一 氏 弘前大学農学生命科学部　教授 植物遺伝生態学

　竹内 健悟 氏 青森市立浪岡北小学校　教諭／河川環境保全モニター 保全生態学・環境社会学

【共同研究者】

　大高 明史 氏 弘前大学教育学部　教授 ベントス

　齋藤 信夫 氏 青森市教育研究センター　研究指導員 植物

　寺林 暁良 農林中金総合研究所　研究員 環境社会学

■研究の目的
　岩木川流域全体の視点を基本に、岩木川の特徴である下流域のヨシ原と汽水湖である十三湖に焦点を
あて。これらの保全と管理に資するため、生態学・土木工学を融合させた総合的な研究を行うことを目的と
する。また、研究グループの調査結果を総合し、岩木川における河川環境計画策定等を見据え、生態的
な視点を加味した河川管理のあり方を検討する。
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生態学を学問的バックグラウンドとして持ち、弘前市に居住して青森県各地で鳥類調査

を行ってきた小学校教諭の竹内健悟氏は、2002（平成 14）年から岩木川ヨシ原におけるオ

オセッカの繁殖と火入れ管理に関する生態学的調査を始めた。この調査の当初、竹内氏ら

も野鳥保護団体と同様、野鳥の生息場所・繁殖場所を奪う恐れがあるとして、火入れ管理

に反対する立場をとっていた。しかし、生態学的調査によって、適切な時期に適切な規模

で行われる火入れ管理はオオセッカの繁殖には影響せず、むしろ刈り取り・火入れがモザ

イク状に継続することが繁殖・生息場所の保全に寄与していることを明らかにしてきた（竹

内・東，2006）。 

また、竹内氏らは、河川生態学術研究会岩木川研究グループの研究者メンバーとして地

域住民の刈り取り・火入れがヨシ原に与える影響を調査してきたが、ここでも地域住民ら

の営みがヨシ原の生物多様性を高めるうえで重要な役割を果たすことを明らかにしている。

同研究会では、人為的な攪乱による影響を実証するため、「火入れ区」「刈り取り区」「無処

理区」を設定してヨシの生長に差があるかなどを調べた 116。この結果を端的に表したのが

図 5-1 である。この研究では、「刈り取り圧を加えた場合、太い稈径を持つ稈数密度の高い

ヨシ原となり、小型の葉を多数付けて大きな葉面積を示す群落を形成することがわかった。

放置した状態では大型の葉を少数付けたヨシが低い稈数密度で生育し、やや草高の高い群

                                                  
116 ヨシ原での火入れ区・刈り取り区・無処理区の設置、オオセッカの生息状況への影響といっ

たような生態調査は、青森県三沢市仏沼でも行われている（齋藤ほか，2006；竹内・齋藤，2007）。 

 

図 5-1 攪乱処理の違いによるヨシ群落の発達のについての模式図 

資料：河川生態学術研究会岩木川研究グループ（2012：4-17）を転載 
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落を形成し、火入れ圧を加えた場合は両者の中間的な様相を形成することがわかった」（河

川生態学術研究会岩木川研究グループ，2012：4-16）とされ、「ヨシの純群落形成にとって

春先の野焼きは有効な手法といえる」と結論付けている（lbid：4-16）。 

一方、竹内氏は生態学的調査の中で地域住民とヨシ原との関係性を明らかにすることの

重要性に気づき、社会学を専門とする筆者らに呼びかけ、協働で刈り取りや火入れの当事

者である地元住民らを対象として聞き取りを中心とした社会調査を行ってきた（竹内，

2004；竹内，2006；竹内・寺林，2010；竹内，2012）。社会調査は、ヨシ原利用の実態を歴

史的に振り返ることによって、地域住民にとって刈り取りや火入れが持つ意味を読み解こ

うという意図から始まったものである。また、竹内氏の問題意識もあり、河川生態学術研

究会岩木川研究グループのヨシ原研究では、生態学・河川工学的な研究プロジェクトでは

異例なことに、ヨシ原の植生と生態に対する人為的攪乱を明らかにするための地域社会調

査が行われた。これらは、ヨシ原の荒廃という問題の捉え方自体を再考する重要なプロセ

スとなった。 

第 3 章と第 4 章で見てきたとおり、岩木川のヨシ原は、武田地区の各集落が生活に必要

な資源として、あるいは集落が権利を持つ縁故地として利用・管理を続けてきた土地であ

る。研究者は、武田堤防組合やヨシ業者に対して社会調査を行うなかで、集落がヨシ原に

対する環境認識を深く理解することとなった。そして、武田堤防組合側からヨシ原と関わ

ってきた歴史的経緯を振り返ることで、現在起こっているヨシ原の荒廃問題を、武田堤防

組合の土地管理問題そのものとして捉えることが可能になった。ヨシ原荒廃の原因は、一

見すると「火入れ管理」の縮小によるものだが、その背景をたどれば、ヨシの需要の減少

やヨシ原利用のしくみの変化など、武田堤防組合に関する社会的状況の変化が明確に浮か

び上がってくる。そして、火入れができなくなることは、武田堤防組合が管理すべき土地

を自主的に管理できなくなることである。現在武田堤防組合が抱えるさまざまな社会的な

問題こそが、ヨシ原荒廃問題の原因として捉えられるようになっていったのである 117。 

研究者らのこうした認識は、研究成果発表の場でも強調されてきた。そして火入れ管理

が中断され、荒廃が顕著になってきた 2009 年以降は、シンポジウムや新聞等で積極的に火

入れ管理の必要性が訴えられてきた（表 5-2）。例えば、河川生態学術研究会岩木川グルー

プの発表では、2011（平成 23）年に「岩木川河川敷のヨシ原における人為攪乱によるヨシ

群落への影響」、2012（平成 24）年に「岩木川河川敷におけるヨシ原の生態に対する人為的

攪乱」と、毎年のようにヨシ原の成立に刈り取りや火入れなどの人為的な攪乱がどのよう

に影響しているかが発表され、その重要性が指摘されてきた。また、地元新聞紙において

も、「岩木川下流のヨシ原 火入れで景観アップ」という題名で刈り取りや火入れなど人為

                                                  
117 筆者は、こうした社会調査に継続的に関わるとともに、2011（平成 23）年度には河川生態学

術研究会岩木川研究グループの共同研究員として、研究者らと情報交換を行ってきた。本章の記

述はこうした参与観察による。 



- 94 - 
 

的攪乱の重要性を訴えるとともに、「観光資源」などへの活用や、「地元の人たちを交えて、

ヨシ原の持つ可能性を追求」することの重要性などを訴えている 118。 

こうして、研究者はヨシ原保全・管理の目標設定を単に「生態系保全」に限定せず、地

域社会とヨシ原とのかかわりを踏まえ、ヨシの活用までを考えながら保全・管理を行って

いくことが重要であることを訴えてきたのである。 

5-4-2 「自然」を受け入れる地域社会 

社会調査は、研究者が地域社会のかかわりの重要性を見出すきっかけとなったが、ヨシ

原を「自治の領域」として利用・管理してきた武田堤防組合側の認識にも変化をもたらす

ものとなった。 

2010 年 3 月、武田堤防組合の長泥集落の自治会長から、地元有力紙である『東奥日報』

に「野焼きをして自然守りたい」という題名の投書があった。これには、 

 

「自然環境は、そこに住む人たちが経験を生かし知恵を出し合い後世に守り伝える

ものと私は思っています。付近の自然を地域一丸となって守りたいのです。地域の

                                                  
118 2010 年 2 月 1 日の『東奥日報』より。 

表 5-2 研究者による市民向け研究発表の例 

 

資料：筆者作成。 
 
 

年 月日 形　態 内　容 主催・出版元等

2005年 9月27日 シンポジウム 岩木川・河川環境フォーラム 国土交通省（於：藤崎町）

2006年 4月1日 河川生態学術研究会岩木川研究グループ発足 国土交通省・リバーフロント整備
センター

5月21日 学習会 小学生向け自然体験学習会参加 NPO法人岩木山自然学校

2007年 5月13日 学習会 小学生向け自然体験学習会参加 NPO法人岩木山自然学校

2008年 3月6日 研究発表会 岩木川研究グループ発表会 国土交通省（於：青森市）

2009年 3月5日 研究発表会 岩木川研究グループ発表会 国土交通省（於:五所川原市）

4月6日 新聞連載 竹内健悟氏「里の自然学」
　（～10年3月、全22回）

陸奥新報

2010年 1月15日 研究発表会 岩木川研究グループ発表会 国土交通省：弘前市

2月1日 新聞記事 「岩木川下流のヨシ原　手入れで景観アップ」 東奥日報

8月8日 シンポジウム 岩木川自然環境フォーラム「野焼きを考える」 NPO法人つがる夢庭志仙会

2011年 1月29日 発表会 岩木川研究グループ発表会 国土交通省（於：弘前市）

2月16日 協議会 火入れに関する協議会の実施 国土交通省、利害関係者が参加

9月17日 学習会 ヨシ原現地学習会 青森大学自然学校

2012年 1月29日 発表会 第6回岩木川研究グループ発表会 国土交通省（於：青森市）

3月8日 書籍出版 竹内健悟氏『里の自然学』 弘前大学出版会

2014年 5月24日 新聞記事 竹内健悟氏「岩木川ヨシ原」 朝日新聞
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人が集まり火入れができる方法があれば、誰か教えてください」（『東奥日報』2010

年 3 月 3 日夕刊） 

 

と、ヨシ原保全のために協力を呼びかける内容が記されていた。 

筆者らが岩木川で調査を始めた当初、武田堤防組合の各集落の人びとはヨシ原が「自然」

として捉えられることをあまり良く捉えていなかったと思われる。集落の人びとは、野鳥

保護団体や研究者を指して「チョチョジの奴ら」と呼ぶことがしばしばあった。「チョチョ

ジ」とは、津軽地方の方言でオオヨシキリ（Acrocephalus arundinaceus）という草原性鳥類

を指す。オオヨシキリは「ギョ、ギョ、シー」と一際けたたましい声で鳴く、ヨシ原を代

表する鳥である。集落の人びとは、岩木川のヨシ原で希少種オオセッカの保全が求められ

ていることも、オオセッカとオオヨシキリが生物種として異なることも知っていたと思わ

れる。オオセッカは、同じ青森県内の仏沼での保護活動が地元メディアにおいても頻繁に

取り上げられており、県内のテレビコマーシャルにも起用されるなど、「幻の鳥」として認

知度が高い鳥だからである。 

それにもかかわらず野鳥保護団体らを「チョチョジの奴ら」と呼ぶ背景には、オオヨシ

キリのけたたましい鳴き声にかけて、野鳥保護団体が火入れに対して煩わしく干渉してく

ることへの皮肉、そしてヨシ原に住む小鳥になど興味が無いという皮肉が込められていた

ように思われる。各集落からしてみれば、自然保護団体も科学者も、外部からの干渉者と

いう点で相違なく映っていたと思われる。 

「自然を守りたい」というこの新聞投書は、こうした認識が正反対に変化したことを示

すものであった。この投書で注目したいのは、ヨシ原が「貴重な自然」と表現されている

ことである。すでに見てきたように、武田堤防組合の各集落にとってヨシ原は、自分たち

が管理すべき「自治の領域」である。つまり、集落にとってヨシ原は、「自然」でも「野鳥

の住む生態系」でもない。では、なぜここで「自然環境保全」という言葉が使われたので

あろうか。 

集落がヨシ原を保全・管理を実施したい理由は、「自治の領域」を管理し、生活環境悪化

に伴うリスクを回避したいということが挙げられる。また、集落の人びとにとってヨシ原

が愛着や郷愁を感じる対象であることなども挙げられるだろう 119。「自然環境保全」は、集

落の保全・管理の意図と直接結びつくわけではない。 

それにもかかわらず集落が「自然環境保全」という言葉を用いたのは、武田堤防組合側

が火入れ管理を再開するため、「自然」という言説を、自然に価値を見出す人びとと協力す

るためにこの言葉を「利用」した、ということができる。武田堤防組合とヨシ原の関係を

                                                  
119 2007 年 6 月 24 日の SS 氏への聞き取り、2010 年 12 月 20 日の NK 氏への聞き取りなど、ヨ

シ原に対して、若い頃の思い出と結びついている、あるいは故郷としての郷愁を感じるという意

見は多く聞かれるものである。富田涼都は、自然環境との経済的、社会的なかかわりに加えて精

神的なかかわりを重視している（富田，2007）が、これも地域環境管理の重要な管理目的になり

うる。 
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振り返ると、ヨシの価値は、自給的価値から金銭的価値へ、あるいは茅葺き材としての価

値からノリズ材としての価値へなど、これまでも変化し続けてきた。また、ヨシ原管理の

方法も、集落総出での利用・管理から業者委託へ、そして火入れ管理の開始へと変化して

きた。各集落は、慣習的な利用のルールを軸に置きつつも、かかわりの内実を巧みに変容

させてきたのである。新たな管理のしくみを生み出すことができるからこそ、「自然」とい

う言葉をあえて使うことになったのである。 

現在、経済的価値を維持するといった理由で火入れ管理を行っても、周囲の納得は得ら

れがたい。それに対し、「自然」としてのヨシ原の価値は、集落による火入れ管理を正当化

し，近隣住民や消防署、国土交通省などから理解と協力を得るために有効である。つまり、

「集落にとって管理すべき河川敷ヨシ原を管理できない状況」の改善につながりうる。環

境保全が社会的に注目されるなか、研究者らが主張する「希少な自然」や「生物多様性保

全」といった言説は、一般的に受け入れられやすい価値である。しかも、岩木川下流部で

は、科学者や河川管理者である国土交通省などがヨシ原の「自然」に注目しており、ヨシ

原の保全・管理を進めるための協力者となりうる。このように、ヨシ原に「自然」の価値

を導入することは，ヨシ原管理の目的を公共的利益に引き上げ、行政などから火入れ管理

の理解・協力を得るために有効な論理となりうる。 

また，これは「新たな管理のしくみ」を立ち上げるための重要な契機ともなりうる。研究

や行政との協力体制づくりは，集落にとっては新しい試みではない。集落はヨシ原を利用・

管理し続けるためにしくみの変容を繰り返しており、そのなかではヨシ業のネットワーク

を活用するなど、多様な利害関係者との連携も行ってきた。こうした歴史的経緯から考え

ると、研究者といった外部の利害関係者との連携も、ヨシ原との関係性を保つための一様

態として捉えられる。集落にとって、研究者やその論理を動員することは、集落の論理だ

けでは実施が不可能となった火入れ管理を再び可能にし、ヨシ原との関係性を継続につな

がる資源となった。 

つまり、第 3 章の議論を踏まえれば、「自然」という言説を用いることで研究者らと連携

を進めることは、集落が地域環境管理を継続するための、新たな転換を呼び起こす資源と

なったのである。 

5-4-3 管理目的の相互言及 

ここで重要なのは、武田堤防組合が「自然」という言説を「利用できた」ということであ

る。社会調査は対面の調査なので、集落側の人びとから情報を得るだけではなく、こちら

からも調査の意図などを伝える機会にもなる。実際に竹内氏や筆者らは調査などに際して

「ヨシ原保全を進めるためには、地域の人びとの刈り取りや火入れが重要であり、武田堤

防組合が行ってきたヨシ原管理を支援することが重要だ」という認識を伝えてきた。また、

社会調査を含む研究成果は、新聞紙面など社会的な影響の大きいメディアでも発表され、

地域社会が主体となったヨシ原管理が継続されることが重要であることが主張されてきた。 
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社会調査や成果発表は、武田堤防組合にとっても、行政や研究者らがヨシ原に向ける視点

を知る契機となった。それによって、武田堤防組合は、研究者や行政側が火入れを応援す

る立場であることを知ることとなり、協力できる対象として捉えられるようになったので

ある。 

火入れ管理という共通の目標に対して、それぞれにとっての利益の中身は全く異なってい

るが、社会調査の進展を通じて、研究者がヨシ原保全を地域社会の問題として捉えるべき

であることを学び、武田堤防組合にとってのヨシ原管理の目的は、経済的価値や生活リス

クの回避といった土地の自治管理にあることを認知した。そして、武田堤防組合も、研究

者や行政にとって生態系・生物多様性といった利益を果たすために、ヨシ原管理に協力的

であることを理解した。こうしたことから、研究者の側が積極的に地域社会主体のヨシ原

の利用・管理の重要性を訴える一方、地域社会の側も積極的にヨシ原の「自然」としての

価値をアピールするというように、互いの抱く保全の目的を相互言及するような状況が生

まれていったのである（図 5-2）。 

もちろん、保全生態学の立場からすると、オオセッカ保全のためにはモザイク状に枯れヨ

シを残すことが望ましい（竹内・東，2005）とする一方で、地域住民の立場では本来なら

ばすべて火入れしてしまったほうがよいとするように、両者の求める管理は完全に一致し

ないところもある。しかし、それは大同小異の問題であり、まずは両者がヨシ原管理に協

力していくことが、ヨシ原の再生にとって最も重要であるという認識が共有されたのであ

る。 

こうして、岩木川においては、火入れ管理の再開のために、研究者と地域社会の間で協力

体制を築き、火入れ管理をともに再開するための基礎が醸成されていったのである。そし

て、2010（平成 22）年の夏には、地元の NPO 主催で集落の人びとや研究者らが火入れ管理

の重要性を議論しあうフォーラムが開催されるなど、両者の連携は強まった。また、研究

者が科学的データにも基づいて火入れ管理の重要性を明らかにしたこともあり、河川管理

者である国土交通省も、火入れ再開には積極的になった。 

 

図 5-2 地域社会と研究者の管理目的の相互言及 

資料：筆者作成。 
 
 

地域社会にとって
の価値・目的

ヨシの品質維持
生活環境の保全

研究者にとっての
価値・目的

生物多様性保全
希少種保全言及 言及
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5-5 火入れをめぐる新たな対立 

5-5-1 町による火入れ管理への反対 

岩木川下流部では、2011（平成 23）年春に 5 年ぶりの火入れを再開するべく、集落や研

究者、国土交通省との間で、意見交換を目的として「岩木川下流ヨシ原の火入れに関する

打ち合わせ（地域協議会）」が開催された（表 5-3）。しかし、ヨシ原の位置する自治体であ

る中泊町との調整において、岩木川での火入れ再開に向けた動きは一転してしまう。この

協議会において、中泊町がヨシ原への火入れにはどのような形でも反対する、との立場を

とったのである。 

中泊町の言い分は次のようなものである。すなわち、ヨシ原保全の重要性は全面的に認

めるし、協力も惜しまない。しかし、火入れという管理方法には賛成できない。なぜなら、

青森県は先述の通り「青森県稲わらの有効利用の促進及び焼却防止に関する条例」を制定

表 5-3 岩木川下流ヨシ原の火入れに関する打ち合わせの概要 

 
資料：打ち合わせ当日資料より作成。 

 
 

開催日：2011年2月16日（水）

場所：中泊町役場研修所

役　職

武田堤防保護組合 組合長

〃 会計

〃 長泥自治会長

中泊町 町長

〃 総務課長

〃 農政課長

〃 環境整備課長

〃 環境整備課課長補佐

研究者 河川管理モニター

国土交通省青森河川国道事務所 副所長

〃 調査第一課長

〃 調査第一課専門官

〃 河川管理課長

〃 河川管理化河川管理係長

〃 五所川原出張所長

〃 五所川原出張所事務係長

リバーフロント整備センター 生態系グループ長

〃 生態系グループ研究員

参加者の所属



- 99 - 
 

しており、中泊町でも稲わらの回収と有効利用に努めている。ヨシ原の火入れを許してし

まえば、なぜヨシは良くて稲わらはだめなのか、との不満が寄せられかねない。また、町

がヨシ原の火入れに協力することで、個人の田畑や林野、水路脇などでも火入れを実施し

ても良いと解釈されかねず、これが原因で山火事が発生する懸念もぬぐいきれない、とい

うものである。 

つまり、中泊町にとってのヨシ原への火入れの問題は、煙灰に対して近隣住民から苦情

が寄せられることではなく、火入れが無秩序に実施されることにつながることへの懸念な

のである。ヨシ原での火入れと個人的な野焼きの違いについては、まだまだ議論が必要で

あり、現時点で簡単に合意できることではない。こうした状況のもと、責任ある立場の町

が上記のような懸念を抱き、反対せざるを得ないことも十分に理解できる。 

火入れは、生態学的に最も合理的な草地管理の方法のひとつである。そして、ヨシ原を

管理してきた武田堤防組合の人びとの生活知のなかでも、最も経済的かつ効率的な管理方

法と捉えられている。しかし、このようにさまざまな面から合理的な技術・方法であって

も、地域の事情からすると、必ずしも妥当なものとはいえないこともある、ということを

示している。 

岩木川河川敷は、国土交通省の管理地であるし、集落からの実施への強い要望もあるた

め、国土交通省が主導して火入れを実施することもできたのかもしれない。しかし、そう

してしまえば中泊町との関係は修復不可能なまでに悪化し、いつまでも禍根を残すことに

なっただろう。多くの利害関係者に納得されなければ、事業の継続もない。そのため、2011

（平成 23）年以降、火入れ管理の実施は見送られている。 

5-5-2 代替案としてのバイオマス事業 

その後は上記のように利害関係者が一堂に会しての協議は行われていないものの、集落

や研究者、国土交通省、町の間で連絡を取り合い、ヨシ原管理に関する意見交換が行われ

る機会はしばしばあった。これらの話し合いのなかで、協議の本来の目的は「火入れ管理

の再開」にあるのではなく、「ヨシ原の保全・管理」自体にあるという原点を見直すことに

なった。中泊町も 2011（平成 23）年の地域協議会においても、ヨシ原が新たな価値を生み

出すものである場合には、むしろ積極的な参加を約束している。 

火入れ管理は、地域社会をめぐる状況が変化するなかで刈り取り管理の代替として拡大

してきたものである。このヨシ原をめぐる環境史を改めて振り返ると、ヨシ原の衰退の原

因は、火入れ管理が行われなくなったことではなく、むしろヨシ刈り量の減少がその根本

にある。こうした問題の原点に立ち戻ることで、火入れ管理以外の管理方法について検討

されるようになった。 

そして、火入れ管理に代わる管理方法として提案されたのが、ヨシをバイオマスエネル

ギーとして利用することであった。ヨシのバイオマス利用は、2011（平成 23）年の協議会

実施以前から研究者や国土交通省らによって議論されてきたが、各集落も交えて本格的な
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議論が始まったのは、2013（平成 25）年に入ってからである 120。河川生態学術研究会でヨ

シ原の生態学的研究を進めてきた研究者を中心に、ヨシを熱エネルギー源などとして利用

しようという議論が盛り上がった。 

同年 11 月には火入れ管理に反対していた中泊町との間で、ヨシのバイオマス利用につい

ての協議が行われた。このバイオマス利用については、町内にある自然資源の新たな利用

にもつながるものとして中泊町も協力的であった。中泊町は、2006（平成 18）年に「中泊

町もったいない町民運動による循環型まちづくり条例」を制定し、翌 2007（平成 19）年に

は「新エネビジョン」を策定している。さらに、2008（平成 20）年に「中泊町バイオマス

タウン構想」を発表し、稲わらやもみ殻、森林資源、生ごみ、廃食用油等の有効活用に取

り組むとしている。ヨシのバイオマス利用は、このような町の方針にも沿うものであり、

積極的な関与も期待できるといえる。中泊町にとって、火入れ管理はリスクの大きさから

容認できないものだったが、ヨシ原の保全・管理自体の必要性や、ヨシ原の持つ多元的価

値について理解していないわけではない。 

以上のように、火入れ管理が合意されない状況で、ヨシ原の保全・管理を行うための代

替案として提案されたのがヨシのバイオマス利用であった。これに対しては、火入れ管理

に反対していた町からも賛成を得ることができ、利害関係者の皆が協力できる管理方法と

して、その可能性への期待が高まってきたのである。 

5-6 「複数の利害」の共有過程 

ここで、岩木川下流部ヨシ原管理をめぐる利害関係者が一応の合意に至る過程を分析し

てみよう。ヨシ原の火入れ管理をめぐっては、ヨシ原を利用してきた武田堤防組合やヨシ

業者に加え、その近隣市町村の住民、自然科学の研究者、国土交通省、中泊町、野鳥保護

団体などが利害関係者となってきた（表 5-4）。 

まず、武田堤防組合にとって、ヨシ原管理はヨシの自然資源の品質を保ち、生活環境を

保全するために重要である。そして、研究者や国土交通省にとっても、生物多様性保全等

の観点からヨシ原管理の必要性は大きい。そのため、火入れ管理の実施を主張してきた。 

自然保護団体は、2000 年頃には野鳥生息地保護の観点から火入れに対して苦情を申し立

てていたが、野鳥保護のためにはヨシ原管理が重要であるという利益が理解されたほか、

火入れが中断していることもあり、現在はヨシ原管理に関わることは少なくなっている。 

                                                  
120 その背景には、2012（平成 24）年 7 月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法」（法律第 138 号）が施行され、再生可能エネルギー電力の固定価格買取制

度が導入されたことで、バイオマスの利用も注目されるようになったことも関係している。 
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一方、近隣住民は、火入れ管理によって生じる煙灰に対して苦情を申し入れてきた。ま

た、中泊町は、ヨシ原の管理自体については町民の生活環境を保全することにつながるた

め、その必要性を十分に認識しているものの、野放図な野焼きの拡大につながるリスクが

あるため、容認できないものとなってきた。 

このように、ヨシ原の火入れ管理については、多様な利益と被害とが交錯してきた。火

入れに賛成、あるいは反対の理由は決して一律的ではなく、その問題の重要さ、切実さに

も濃淡がある。このように、地域環境管理の実施をめぐり、複数の利害関係者が異なる観

点から利益を求める一方で、また異なる観点からリスクや損害を訴えるといった状況を「複

数の利害（multiple interests）」と呼ぶことにしたい。しばしば、多くの主体のなかで、「共通

の利益
．
（common interests）」を実現しようと言われることがあるが、地域環境管理の実際を

考えると、損害・リスクも踏まえて「複数の利害
．
」のなかで管理を行うという方が現実に

即しているといえる。「複数の利害」は、単に地域環境から受ける利害が多様であることを

指すのではない。多元的な価値・目的のもとでさまざまな利害関係者が関わる地域環境管

理の社会構造を分析するための枠組みとなるものであると同時に、それを明示化し、利害

関係者間で共有可能な状態にすることによって、共に地域環境管理の新たな方向性を探る

ための羅針盤となるものである。 

岩木川下流部ヨシ原の管理をめぐる社会的な議論のプロセスは、「複数の利害」を共有す

るプロセスであったとみることができる。当地では生態学的な研究と同時に、人為的攪乱

のシステムを明らかにするために社会調査が行われてきた。これによって、研究者らは地

表 5-4 岩木川下流部ヨシ原をめぐる各主体の年代別動向 

 

資料：筆者作成。 
 
 
 

年代 武田堤防組合 国土交通省（旧建設省） 調査・研究

～1980年代
刈り取り・火入れによるヨシ
原管理、ヨシの需要は徐々
に縮小

「治水」「利水」を柱にした河
川管理

75年　岩木川でオオセッカ

の生息が確認される

1990年代
ヨシの利用がさらに縮小、火
入れ管理の大規模化

97年　河川法の改正

（「環境」が河川法の新たな
柱に加わる）

苦情によりヨシ原の火入れ
が徐々に縮小

05年　『岩木川水系河川整

備基本方針』

02年　竹内氏らによるオオ

セッカ調査の開始

07年　『岩木川水系河川整

備計画』
03年　社会調査の開始

13年　バイオマス利用に関する議論の活発化

2010年代

06年　河川生態学術研究会岩木川グループが発足

10年　火入れ再開に向けた協議の開始

11年　火入れに関する協議会を実施

06年～　火入れ管理が行

われなくなる

2000年代
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域社会による慣習的なヨシ原管理のしくみと目的を理解することになった。また、地域社

会も社会調査や研究者らによる成果発表のなかで、ヨシ原に自然環境という新たな価値が

見出されていることを理解し、それを新たなヨシ原管理の体制を構築するための資源とみ

なすようになった。こうして、研究者と地域住民、さらに研究者と関係の深い国土交通省

が、互いにとっての利益を理解し、大同小異の協力体制を築くことにつながったのである。 

こうしたプロセスは、2011（平成 23）年の地域協議会の実施につながったが、この地域

協議会は、火入れ管理の利益だけではなく、中泊町が懸念する損害やリスクを共有するプ

ロセスになった（図 5-2）。そして、ヨシ原管理による利益を実現しつつ、火入れ管理によ

る損害・リスクを避けるための方法として、ヨシのバイオマス利用が提案された。中泊町

や近隣住民にとっての損害やリスクは、火入れという管理技術に起因するものである。つ

まり、火入れに代わる管理技術があれば、火入れによって発生するリスクは考えなくても

よいということである。利害関係者のなかで損害やリスクについても共有することで代替

案が浮かび上がり、火入れ管理には反対だった中泊町に対しても、ヨシ原管理への協力を

求めることができるようになった（図 5-3）。 

このように、岩木川下流部においては、「複数の利害」の共有プロセスが、新たな管理体

制を提案することにつながってきた。それは、異なる利害関係者同士が相互に理解し合う

プロセスでもある。A. Melucci によれば、多様な他者のなかで「聞く」という行為が、自ら

の内なる異質性を意識しながら、他者の異質性へと差し迫ることにつながるという（Melucci, 

2001）。また、齋藤純一は「自らとは異なったパースペクティヴを他者によって抱かれてい

るという事実をわきまえ、他者のパースペクティヴを考慮に入れる」（齋藤，2000：51）こ

 

図 5-2 岩木川下流部における火入れ管理をめぐる「複数の利害」 

資料：筆者作成。 
 
 
 

武田堤防組合

ヨシの品質維持
生活環境の保全

近隣住民

煙灰被害

研究者

生物多様性保全
希少種保全

利益 損害・リスク

国土交通省

河川環境保全
生物多様性保全

中泊町

野焼きの野放図な拡大

野鳥保護団体

鳥類ハビタットの保護
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との重要性を指摘する。つまり、相互理解の実践のためには、自分の立場を省みながら、

自分とは異なる他者の立場を深く意識することが求められるのである。 

生態系・生物多様性保全を目標としてヨシ原にかかわってきた研究者は、社会調査や地

域協議会の実施を通じて、その立場の異質性を意識し、地域社会や中泊町などにとっての

ヨシ原管理の利害を探ってきたが、これは Melucci のいう「聞く」という作業を行い、他者

に差し迫る行為そのものであったといえるだろう。それによって、地域社会のパースペク

ティヴを考慮するとともに、生態系・生物多様性保全というパースペクティヴとの差異を

学ぶことにもつながった。それは地域社会にとっても同様である。研究者の行ってきた社

会調査、あるいは地域協議会は、互いに「聞く」ことによって「複数の利害」を共有する

しかけとなった。そして、それを踏まえて代替的な管理の方法を試行錯誤していくという、

順応的な地域環境管理のプロセスが展開されたのである。 

5-7 小括 

岩木川下流部では、ヨシ原の保全・管理をめぐって、それを担ってきた武田堤防組合の

各集落だけではなく、ヨシ原に「自然」としての価値を見出す自然保護団体や研究者、河

川管理者である国土交通省、火入れ管理に対して被害を訴える近隣住民など、多様な利害

関係者が関わるようになっている。 

地域社会が行ってきた地域環境管理に新たな目的が見出されることは、問題の複雑化や

対立を生む原因になるように思われる。しかし、ヨシ原の利用・管理のためにしくみを変

 

図 5-3 バイオマス事業の導入提案による「複数の利害」の調整 

資料：筆者作成。 
 
 
 

武田堤防組合

ヨシの品質維持
生活環境の保全

研究者

生物多様性保全
希少種保全

利益 損害・リスク

国土交通省

河川環境保全
生物多様性保全

近隣住民

中泊町

バイオマス資源活用
生活環境保全
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容させてきたという歴史的経緯からしても、地域社会の側には新たな価値を受容し、それ

を積極的に活用していくための素地が備わっているといえる。実際、他の利害関係者と複

数の利害を共有し、研究者らとともに地域環境管理の方法を模索することを、新たな転換

を探るための資源としていた。 

このように地域社会と研究者らとが連携・協力を行い、環境管理の転換を探ることが可

能になったのは、社会調査や地域協議会といった、利害共有を行うための「しかけ」があ

ったからである。ヨシ原管理をめぐる社会的議論のプロセスは、「複数の利害」を共有する

プロセスであった。そして、「複数の利害」を踏まえ、一部に大同小異を含みながら、利害

のために試行錯誤を行うという順応的なプロセスを経ることが、多様な利害関係者のなか

で地域環境管理を実現するための新たな議論につながっていった。 

以上のように、地域環境管理に多様な利害関係者が関わるようになること自体は、地域

環境管理を困難にする直接的な要因ではない。その利害関係が各利害関係者に共有されな

いことこそが、問題を生む原因なのである。むしろ、「複数の利害」を共有し、その調整を

目指すことによって、地域環境管理に新たな転換力をもたらすことにもつながりうる。つ

まり、今日の地域環境管理で重視されることは「複数の利害」を明らかにすること、そし

て地域環境管理のプロセスにそのための「しかけ」を組み込んでいくことだといえるだろ

う。これによって、多様な利害関係者がともに試行錯誤しながら地域環境管理の道を探る

ことにつながっていくのである。 
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第 6 章 地域環境管理を継続するための行政支援のあり方 
——渡良瀬遊水地のヨシ焼きを事例に 

6-1 はじめに 

前章までは、岩木川下流部のヨシ原を事例としてヨシ原管理とその変遷について述べ、

「複数の利害」の調整をもとに、地域環境管理をめぐる新たな関係性が構築されていく様

子を明らかにした。岩木川下流部において地域環境管理が実現していくのは、これからの

課題である。今後、多様な人びとがヨシ原を管理するためには、どのように新たな体制を

構築していけばよいのだろうか。 

その際にひとつ重要になるのが、行政との連携である。地域社会がによる地域環境管理

が困難になりつつあるなかで、多様な人びととの連携・協力によって新たな地域環境管理

の構築が求められるが、行政機関が適切な役割を果たすことによってそれを促していく、

あるいは「複数の利害」の調整役となることも重要であろう。本章では、地域社会と行政

との連携によって地域社会が主体となった地域環境管理の新たな体制を構築することがで

きた事例として、渡良瀬遊水地の火入れ管理の取り上げ、その連携のあり方や、行政が果

たした役割について考察する。 

渡良瀬遊水地は、栃木県小山市、同県栃木市、同県野木町、茨城県古河市、群馬県板倉

町、埼玉県加須市の 4 県 4 市 2 町にまたがる、約 3,300ha の広さを持つ遊水地である。渡良

瀬遊水地では、毎年 3 月にヨシ焼きと呼ばれる火入れ管理を行っている。ヨシ焼きは、行

政機関等からなる渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会が主催しているが、実際に火入れ作業を担

うのは地権者らからなる渡良瀬遊水地利用組合連合会であり、当日の作業には両組織から

合わせて 1,000 人以上の作業員が参加する一大行事となっている。また、ヨシ焼きは毎年数

千人もの見物客やカメラマンが押し寄せる春の風物詩としても知られている。このように、

当地のヨシ焼きをみると、地域の利害関係者の合意のとれたヨシ原管理が体現しているよ

うに見える。それでは、渡良瀬遊水地では、どのように現在の管理体制を築き、ヨシ焼き

を毎年の恒例行事として根付かせることができたのだろうか。 

本章では、まずヨシ原と地域社会との関係を明確にするため、現在の渡良瀬遊水地の成

立過程と地域社会による遊水地利用の歴史的展開を整理する。渡良瀬遊水地においても、

地域社会とヨシ原との関係性は根強く、「自治の領域」として利用・管理の当事者であり続

けた。現在のヨシ焼きは、行政機関で組織する団体が形式的には主催しているが、実質的

な実施主体が地権者らからなる団体であるのも、このためである。そのため、まずは歴史

的経緯を整理し、地域社会がヨシ焼きの主体となることの必然性について確認しておきた

い。 

次に、これを踏まえながら、地域社会が実質的に主体となり、それを行政機関で組織す

る団体が支援するというヨシ焼き管理のしくみが築かれてきた経緯を説明する。渡良瀬遊

水地においても、ヨシの経済的価値の低下などを受けて、地域社会がヨシ焼きを継続する
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ことが困難となってきた。それに対して、行政機関がその継続を促すための支援を行って

きたのである。このため、この経緯を明らかにすることで、地域社会が地域環境管理を持

続することが困難になった際、何が必要になるのかを考察することにしたい。 

6-2 渡良瀬遊水地の成立と谷中村縁故民の土地利用 

6-2-1 遊水地造成と谷中村民の移転 

遊水地とは、「洪水時に一時的に水を貯留する空き地」121と説明される環境である。しか

し、渡良瀬遊水地は、もともと「空き地」であったわけではない。明治時代の終わりから

大正時代にかけて、居住地や田畑等約 3,300haの民有地が買収されることによって、人工的

に造成された空間なのである。 

渡良瀬遊水地の造成は、「公害の原点」と呼ばれる足尾銅山鉱毒事件と関係している 122。

明治時代中期、鉱毒水が東京府下に氾濫することを恐れた明治政府は、1898（明治 31）年

に渡良瀬川河口（利根川への合流部）を拡幅して、利根川の水が渡良瀬川に逆流しやすい

ようにした（小出，1975：182-184）。谷中村は渡良瀬川と利根川の交わる場所に位置し、も

ともと洪水の起こりやすい地域であったが、この工事により渡良瀬川河口手前の沿岸湿地

帯一帯は、洪水が常襲する鉱毒激甚地と化した（川名，1989：65-66）。そのため、渡良瀬川

の河口近くに遊水地を作る計画が持ち上がった。そして、遊水地計画の最終候補地となっ

たのが、栃木県谷中村を中心とした地域であった。 

谷中村の買収・廃村計画が正式に発表されたのは、1904（明治 37）年 6 月の第 18 回帝国

議会においてであった。谷中村買収・廃村は、名目上は治水上の問題点を理由としたもの

であった。利根川は頻繁に逆流洪水を起こしていたが、その度に谷中村の堤防は破壊され、

堤防修築に多額の費用が必要になっていたため、谷中村を遊水地にすることで、これを回

避しようという案である。鉱毒問題は、治水問題へとすりかえられたのである（東海林・

菅井，1984：181-183）。 

谷中村は、1889（明治 22）年に内野村及び恵下野村、下宮村が合併して誕生した村であ

る。谷中村民は、遊水地計画発表後から谷中村廃村反対運動を行っており、1904（明治 37）

年にはこれを主導するために元衆議院議員の田中正造が谷中村内に移住した。しかし、こ

うした反対運動にもかかわらず、1905（明治 38）年には栃木県知事より「谷中村堤内土地

物件補償に関する告諭第二号」によって村民の移住方針を告示し、谷中村民は次々と土地

の売却と移住を行った。買収された谷中村の土地は、最終的に水田約 128 ha、畑約 361ha、

宅地約 33ha、山林約 7ha、原野約 487ha、池沼約 37ha となっている（渡良瀬遊水地谷中メ

モリアル 100 実行委員会，2006：13）。 

                                                  
121 広辞苑第 5 版（1998）より。 
122 足尾銅山鉱毒事件と谷中村の関係については、荒畑（1909=1999）や東海林・菅井（1984）、
川名（1989）、菅井（2001）、渡良瀬遊水地谷中メモリアル 100 実行委員会（2006）などに詳しい。 
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谷中村が廃村となったのは、1906（明治 39）年であった。当時は、いまだ約 140 世帯 1,000

人近い人びとが村内に残っていたが、1907（明治 40）年 1 月 26 日には、政府が谷中村の残

留民に対して土地収用法を適用する認定公告を提示し、移転を拒否した 19 戸の家屋の強制

破壊を行った。その後も 16 戸は仮小屋を建設し、10 年間留まり続けた（東海林・菅井，1984；

川名，1989）。 

土地の買収と村民の移転が進行するなか、1910（明治 43）年には、予算規模の 750 万円

の渡良瀬川改修事業が始まった。まず、1913（大正 2）年から藤岡新川開削工事と新思川開

削工事が行われ、1918（大正 7）年に渡良瀬遊水地と赤麻沼をつなぐ藤岡新川が、1917（大

正 6）年には新思川が開通した。1911（明治 44）年には古河土地収用事務所が設置され、こ

の年から 1922（大正 11）年にかけて順次、谷中村の約 1,000ha 以外でも、周辺市町村の民

有地買収が行われた。1915（明治 45）年からは買収済みの土地より順次、遊水地を囲繞す

る形で築堤が進められ、1925（大正 14）年までに完了した。こうして渡良瀬川の改修工事

は、総工事費 1,079 万 6,648 円 765 銭で結了した。 

旧谷中村住民には、栃木県内の遠隔地や東京、さらには北海道に移転した者もいたが、

現在の栃木市や古河市、野木町、板倉町、加須市、小山市といった渡良瀬遊水地周辺に移

転した人びとも多数いた（表 6-1）。遊水地周辺の旧谷中村縁故者は、内務省による 1907 年

の谷中村土地収用後も国から旧所有地の利用が認められ、養鯉や桑植が行われた（渡良瀬

遊水地成立史編纂委員会，2006：408）。ただし、1917（大正 6）年には栃木県より「河川敷

地及流水附屬物占用規程」123が出され、遊水地の占用に書類提出が必要になった。 

                                                  
123 「河川敷地及流水附屬物占用規程」（1917 年、栃木県令第 30 号）第 1 条には、「河川敷地お

よび流水ならびに付属物を占用せんとする者は、書式第一号により出願すべし。河川法河川法施

行規程第 9 条による占用願については河川法施行前における所有権の証する書面を添付すべし」

とあり、従来黙認状態であった縁故民の土地利用についても、占用手続きをすることが必要とな

表 6-1 谷中村民の移転先 

 

資料：渡良瀬遊水地谷中メモリアル 100 実行委員会（2006：32）より作成。 

 

 
 
 
 

移転先 移転戸数

茨城県古河市 123

栃木県藤岡町（現栃木市） 95

栃木県野木町 67

群馬県板倉町 36

埼玉県北川辺町（現加須市） 17

栃木県小山市 9

その他 72
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旧谷中村民の縁故地利用を巡っては、土地利用権争いも起こっている。1919（大正 8）年

には、栃木県より土地の利用に関して貸付申請が必要との告示が出され、藤岡町の非縁故

民たちが、これに従って旧谷中村内の土地の貸付申請を行った。一方、縁故地を利用でき

るのが当然と考えていた谷中村縁故民は、1920（大正 9）年になっても、貸付申請を行わな

かった。このため、藤岡町民と谷中村縁故民の間で、「萱刈事件」と呼ばれる問題へと発展

し、1921（大正 10）年には両者が採草地の刈り取りに着手したことで一触即発の事態とな

った（藤岡町史編さん委員会，2001：101；藤岡町史編さん委員会，2004：302-304）。この

事件以降、谷中村縁故民は、「旧谷中村占用組合」を組織し、遊水地内の占用願を組合で一

括して提出になった。ただし、土地利用に関しては、従来どおり各戸の買収地で、個人単

位で行われてきた。 

6-2-2 渡良瀬遊水地の環境変化への縁故民の対応 

土地買収によって田畑の大半を失った谷中村縁故者の多くは、遊水地内の縁故地での漁

撈によって生計を立てた 124。渡良瀬遊水地内には、元来多くの沼が散在していたほか、土

地買収後はかつての水田や原野などにも水が貯まり、水深 30cm～1mほどの水場へと変化し

ていった 125。 

この水場では、さまざまな漁法が行われていた。まず、春から夏にかけては、谷中村内

の旧水路・堀などで、シメキリ（締切）漁が行われた。これは、上流側と下流側に竹を岸

から対岸まで縦に突き刺して魚の往来を遮断し、そのなかにカクウケ（角筌）やマルウケ

（丸筌）などのしかけを並べて置き、産卵期で活発に活動するコイなどを捉える漁法であ

る。また、ウナギ（Anguilla japonica）の遡上時期の春、降海時期の秋にはウナギウケを仕

掛けた。こうしたシメキリ漁は、基本的には各個人が旧所有地で行うもので、地権者以外

が勝手にしかけを設置することは許されなかった。また、川の分岐点から何百メートル以

内では、シメキリ漁を行ってはいけないといった、資源を独占しないためのルールもあっ

た。縁故民は、慣習的な地割に基づき、ルールを設けて漁をしていたのである。 

また冬季の 12 月中旬から 3 月初旬までは、キリゴミ（切込）漁が行われた。これは水路

ではなく、洪水後にできた沼やキリショ（切所）跡（堤防の決壊跡）で行われた漁である。

漁師は遊水地内にヤナギを植えており、そのヤナギをソダ（粗朶）にして沼底から水面下

までラセン状に仕掛ける。その後しばらく置いておき、ソダの仕掛けごとタケズ（竹簀）

                                                                                                                                                  
った。本規程には、その他にも河川敷の占用にかかる手続きの仕方、占用料の徴収の仕方等が定

められている（資料提供：栃木県立文書館）。 
124 谷中村廃村後、遊水地内でどれだけの縁故民が漁業に従事したかという詳細な記録はないが、

廃村以前の 1887（明治 20）年には、旧谷中村の恵下野と内野を合わせて 75 人が漁業に従事して

いた（渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，2006：127）。 
125 2008 年 7 月 6 日の TI 氏への聞き取りより。以降、漁撈について、特に断りのないものは、

2006 年 12 月 27 日と 2008 年 7 月 6 日の TI 氏への聞き取り、2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き

取り、渡良瀬遊水地谷中メモリアル 100 実行委員会（2006）による。 
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で簀巻きにしてマンノウ（万能）126で取り出し、残った魚も投網で捕獲する。こうした仕

掛けが冬季には何十～何百個も仕掛けられ、コイやフナ、ナマズが捕らえられた。キリゴ

ミ漁もまた、各個人の買収地として権利を持っている場所で行われた。 

その他にも、円錐状のタケ製網を使った春のザンブリ漁（藤岡町史編さん委員会，2001：

104-105；読売新聞社宇都宮支局，2008：76-78）や、ウナギカキ・ウナギヤスを用いるヤス

漁（藤岡町史編さん委員会，2001：107）、スゲやヤナギ、タケ等を箕のように編んだもの

に竿を付けた漁具でフナ等を捕獲するブッテ漁（尾島，1972：63；藤岡町史編さん委員会，

2001：104-105）など、多様な漁法が行われた。 

捕えた魚は、藤岡町やその周辺の魚屋に売却された。魚屋は舟で遊水地内を回り、天秤

を用いて漁獲物の重さを量り、何貫分かの証書を発行する。その後魚屋各家を回り、証書

をもとに漁業者へ代金を支払うのである。多くの漁法・漁場の組み合わせにより、渡良瀬

遊水地内では 1 年中漁をすることができ、耕作地を失った縁故民にとっての主生業となっ

たのである。 

しかし、1930 年代に入ると、遊水地内には大水のたびに土砂が堆積し、遊水地内の池沼

は徐々に陸地化してきた。これに伴い、遊水地内の漁業も衰退していった。そして、陸地

化の進行とともに顕著になってきたのは、マコモ（Zizania latifolia）群落であった。マコモ

は、水深が 1mを越えるような環境にも生育できる植物である（Yamasaki, 1981；内田ほか，

2000）。マコモの刈り取りは夏季に行われ、天日干しで乾燥させ、スダレ箱 127やお盆ゴザ、

スダレなどの製品に加工されて、1 枚あたり 1 銭～1 銭 5 厘で仲買人に売却された。マコモ

スダレの加工技術は、1929（昭和 4）年に技術講習会が行われて以降、遊水地全体に広まっ

ていったという（渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，2006：129）。マコモ加工品の生産は、

1935（昭和 10）年頃に最盛期を迎え、遊水地全体で月産 150 万枚のマコモスダレが生産さ

れたとされている（小林，1984：156）。これは、各家庭の副業であると同時に、子どもた

ちの小遣い稼ぎの手段にもなっていた。 

また、同時期には、ヒシ（Trapa japonica）の種子の採取も盛んに行われた。ヒシの実は

升単位で販売され、塩ゆでなどによって食された 128。ヒシの実採取は、自家消費的に行わ

れる場合が多かったが、ヒシの実販売で生計を立てる人もいた。 

さらに、遊水地設立後から昭和中頃まで、遊水地内ではカモ猟が盛んに行われていた。

カモ猟にも、それぞれトヤバ（鳥屋場・戸屋場）と呼ばれる権利の場所があった 129。これ

                                                  
126 刃が数又に分かれた鍬状の道具。マンノウグワ。 
127 スダレ箱は、羊羹などの和菓子を包装する箱として利用された。現在も、竹簾などで編まれ

たスダレ箱は、和菓子の包装箱として一般的に利用されている。 
128 2006 年 12 月 27 日の TI 氏への聞き取りより。 
129 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。以降、カモ猟について、特に断りのないものは、

2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取り、古澤（2003：25-26）、塙・毎日新聞社宇都宮支社 編（2008：
70-72）を参考にしている。 
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は、獲物であるカモが逃げないように、そして猟師同士での撃ち合い事故を防ぐために厳

密に設定されていた。 

カモ猟の手順は、以下のとおりである。まずデコイ 130を50個くらい水面に浮かべておく。

そして、足を縛ったアイガモ 131を 2～3 羽程度デコイの群れのなかに放す。すると、アイガ

モの鳴き声につられて、野生のカモの群れが、その場に降りてくる。そして、カモが降下

してきたところを狙撃する。渡良瀬遊水地にはマガモ（Anas platyrhynchos）やコガモ（A. 

crecca）、ヨシガモ（A. falcata）、オナガガモ（A. acuta）、ヒドリガモ（A. penelope）、カルガ

モ（A. poecilorhyncha）、アジガモ（A. formosa）、ハジロガモ（Aythya spp.）など、多種のカ

モ類が生息しているが、カモの種類を一目で見分け、それぞれの飛翔の特徴に合わせて狙

撃する技術の差が、猟師としての腕の差になった。カモは自家消費されたほか、東京方面

の料亭に卸す業者に売却される場合もあった。 

旧谷中縁故民のなかには、トヤバの権利を生かした商売を行う人びとも多数いた。当時

渡良瀬遊水地には、遊猟目的でやってくる旅行客も多かった。こうした客を自宅に宿泊さ

せ、トヤバで猟をさせる案内業が栄えたのである（塙・毎日新聞社宇都宮支社 編，2008：

70-72）。 

縁故民のトヤバの権利は、1964（昭和 39）年に渡良瀬遊水地内に「県営赤麻猟区」が設

置された際に、協力金という名目で、計 1,500 万円で県に買収される形となった 132。県営

猟区の運営は東武鉄道に委託されたが、猟場の案内や管理には、旧谷中村の猟師も従事し

た。猟期は 11 月 1 日（後に 15 日に）から 2 月 15 日までの 3 ヶ月であり、最盛期には、1

日に 1,000 人単位の人が訪れた。はじめ無制限だった捕獲数も、1 人あたり 1 日 8 羽（後に

5 羽）までに制限された。また、鳥類資源の枯渇のため、ニホンキジ（Phasianus versicolor）

やコジュケイ（Bambusicola thoracicus）が放鳥された。この猟区の運営は、渡良瀬遊水地が

「渡良瀬遊水地銃猟禁止区域」に設定された 1990（平成 2）年まで続いた（藤岡町史編さん

委員会，2004：373）。 

6-2-3 ヨシ原の成立とその利用 

マコモ群落が広がった後、渡良瀬遊水地内の陸地化はさらに進展し、1940 年代にはヨシ

原へと遷移していった。この陸地化を決定的にしたのが、1947（昭和 22）年のカスリーン

台風 133であった。この台風の後、渡良瀬遊水地内の土地は約 1m上昇したともいわれる。 

また、遊水地内の陸地化には、改修工事が進展したことも関係している。1949（昭和 24）

年に「利根川改修改訂計画」が出され治水工事が本格化し、1963（昭和 38）年には渡良瀬

                                                  
130 カモ類に似せた模型。木製またはプラスチック製。 
131 マガモとアヒルをかけ合わせた家禽。カモアヒル。 
132 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。 
133 カスリーン台風は、日本全国で大洪水を起こし、死者 1,077 名、行方不明者数 853 名、負傷

者数 1,547 名、住家損壊 9,298 棟、浸水 384,743 棟などの被害をもたらした（http://www.data.jma.
go.jp/obd/stats/data/bosai/report/1947/19470914/19470914.html、閲覧：2008 年 12 月 14 日）。 
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遊水地の調節池化工事が開始された。この工事は、渡良瀬川及び思川、巴波川に沿って囲

繞堤を築造し、それぞれの一部に越流堤を設けるとともに、排水路・排水門を設けること

で、調節量 9,400m3/s、貯水容量 1 億 7,680 万m3の洪水調節機能を持たせることが目的とさ

れた。また、1970（昭和 45）年には、旧谷中村の中心を含む第一囲繞堤が、1972（昭和 47）

年には、渡良瀬川及び思川、巴波川沿いの堤防と、小山市下生井地区や藤岡町（現栃木市）

部屋地区に接する堤防からなる第二囲繞堤が、1997（平成 9）年には、藤岡町赤麻地区に接

する第三囲繞堤がそれぞれ築造されている。さらに、1976（昭和 51）年には、「渡良瀬遊水

地総合開発事業」として、第一囲繞堤内に貯水容量 2,640 万m2 の多目的貯水池である谷中

湖の造成が始まり、1987（昭和 62）年に完成している 134。 

ヨシは、旧谷中村でも江戸時代からヨシズ生産などで利用されており、1923（大正 12）

年の関東大震災の際にも渡良瀬遊水地周辺から多くのヨシズが出荷されたという記録が残

っている（藤岡町史編さん委員会，2001：96）。ヨシズ生産は、遊水地内にヨシ原が拡大す

るにつれて盛んになり、1943（昭和 18）年には、渡良瀬遊水地周辺の農家らがこれを目的

に栃南葭加工販売組合を結成した。また、岩木川下流部同様、昭和 30 年代にはノリズ（海

苔簾）の生産もさかんになり、夏に刈り取った青いヨシの手編みをし、千葉県や愛知県等

の方面へ出荷した。 

さらに、1955（昭和 30）年頃にはヨシズ生産の機械化が進み、大量生産が可能となって

いった。当時ヨシズは、家庭の日除け用だけではなく、タバコ耕作用や営林署での木苗育

成用、シイタケ栽培用、養蚕用、南米方面への輸出用など、各種産業で使用された。ヨシ

ズ生産が最盛期を迎えたのは 1960～70 年代であり、当時は縁故民にとっても大きな収入源

となった。例えば、TI氏は全盛期には 1 枚 3,000～3,500 円のヨシズを 1 年に 1 万枚強も生産

したという 135。渡良瀬遊水地周辺全体の生産量は 1970（昭和 45）年で 50 万枚に達し 136、

同時期にはヨシズ生産戸数 203 戸、ヨシズ問屋数 11 戸を数えるほどになった（熊倉，1977）。 

しかし、その後は中国産ヨシズの輸入量増加などの影響で渡良瀬遊水地でのヨシズ生産

量と生産農家数は大きく減少し、遊水地周辺でのヨシズ生産量は1990（平成2）年で7万枚に 137、

生産戸は 1992（平成 4）年で 17 戸となっている（藤岡町史編さん委員会，2004）。現在は谷中村

縁故民のなかでもヨシの刈り取りを行う人はほとんどいなくなっており、ヨシズ生産を続けて

いる一部の人が縁故民の土地を一括して刈り取る状況となっている。 

以上のように、谷中村縁故民は、土地買収以前の個人所有地を占用する権利を持ち、各

個人での利用を継続してきた。遊水地内の買収地は、池沼・水場から湿地帯、そして陸地

へというように、景観を大きく変化させてきた。そして、谷中村縁故民の遊水地利用もこ

                                                  
134 戦後の渡良瀬遊水地内の治水工事については、『渡良瀬遊水地成立史編纂委員会』（2006）や

内田（1985）、「藤岡町のあゆみ」（http://www.town.fujioka.tochigi.jp/pubsys/public/mu1/bin/view.rbz?
cd=301、閲覧：2008 年 11 月 6 日）を引用した。 
135 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。 
136 渡良瀬遊水地湿地資料館作成の資料による。 
137 渡良瀬遊水地湿地資料館作成の資料による。 
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れに合わせて、漁業からマコモスダレ生産や鴨猟案内、そしてヨシズ生産へといったよう

に大きく転換してきたのである。谷中村縁故民は、既存の自然資源を利用するための知識

を活用したり、新たな知識や技術を積極的に導入したりしながら、自然資源の転換をし、

大きな変化を繰り返す遊水地の利用を継続してきたといえる。 

6-3 小山市下生井地区の遊水地利用 

6-3-1 桑園の買収と耕作地利用 

渡良瀬遊水地は、旧谷中村だけではなく、周辺の村や集落の田畑買収も行われて造成さ

れている。そこで、旧谷中村以外で用地買収を受けた地域の事例として、栃木県小山市下

生井地区を取り上げる。 

下生井地区では、1912（明治 42）年から 1913（大正 2）年にかけて約 90 町歩ほどの民有

地が買収された。同地区やその周辺では、明治・大正期にかけて蚕種業が盛んで、1877（明

治 10）年には、蚕種の生産量 14,696 枚、生産金額 14,371 円を数え、全農産品・農産加工品

合計金額の 52.8％を占めていた（小山市史編さん委員会，1987：184）。そのため、買収さ

れた民有地の大半は桑畑であった。この買収の際には、土地の代金のほかに、桑の木 1 本

につき 4.2 銭の株代金が付けられた（渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，2006：424）が、下

生井地区では、この株代金を受け取る代わりに、必要な際に利用権を返上するという条件

で、占用の許可を得てきた 138。 

巴波川と思川の合流地点に近い下生井地区は、水害常習地域であった。例えば、1910（明

治 43）年の水害で、同地区では 202 戸、約 242.1ha に被害が及んだ（小山市史編さん委員会，

1987：498）。戦後の 1947（昭和 22）年のカスリーン台風でも、下生井地区で 7 人の犠牲者

が出た。そのため、国の治水事業の大成は住民にとっても悲願となってきた。 

土地買収後、1912（明治 42）年から 1918（大正 7）年にかけて下生井地区の築堤が行わ

れた（渡良瀬遊水地成立史編纂委員会，2006：424）。1913（大正 2）年には、下生井地区中

心部から思川の河道を移動させる目的で新思川開削工事が始まり、1917（大正 7）年に開通

した。下生井地区の中心部を流れていた旧河道は、旧思川として残されたが、渡良瀬遊水

地の堤防により分断され、沼となった 139。 

買収された土地は、渡良瀬遊水地に編入された昭和初期までは桑畑としての利用が続い

たが、蚕種業の衰退や戦中・戦後の食糧不足によって田畑に代えられ、第二次世界大戦後

の時点では、90haのうち 50haが耕作地として利用されていた 140。その後も耕作地としての

利用は続いてきたが、第二囲繞堤が 1972（昭和 47）年に完成した際、建設省より囲繞堤内

                                                  
138 2008 年 5 月 8 日の IM 氏への聞き取りより。 
139 旧思川は、戦後養魚場・釣堀として利用された。 
140 渡良瀬川周辺では、鉱毒の被害により耕作ができない場所もあったが、下生井地区のこの田

畑は鉱毒の被害を受けなかった。これは、下生井地区は思川の流れが影響していたためだといわ

れる。 
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の利用を一切認めないとの方針が出された。これに対し、下生井地区は遊水地内での耕作

が出来なくなることは死活問題であるとして、埼玉県久喜市の建設省関東地方建設局や霞

ヶ関の河川局に、遊水地内の耕作地が確保されるよう要望を行った。これには小山市から

も全面的な協力を得た。こうした陳情の結果、20 町 8 反（20.8ha）は、引き続き耕作地とし

て利用できることとなった。こうして確保された耕作地は、現在に至るまで、下生井地区

に利用され続けている。 

渡良瀬遊水地内は国土交通省の管理地であるため、下生井地区の自治会は、この 20.8ha

の耕作地を利用するために「栃木県流水占用料等徴収条例」141に基づいて小山市長の名で

土地占用願を行い、占用料として栃木県に 1 反（0.1ha）あたり 6,000 円、合計 124 万 8,000

円を納入している。ただし、耕作者は 1 反あたり 8,000 円を下生井自治会に納めることにし

ている。占用料納入額との差額の合計は 41 万 6,000 円になるが、この差額分は自治会費用

に充てられている。つまり、耕作地の利用面積が大きい人ほど、自治会への負担額が大き

くなるしくみになっている。 

6-3-2 池沼でのカイボシ漁 

このように、下生井地区では、渡良瀬遊水地内 90ha の買収地のうち、戦後は 50ha、その

後も 20.8ha が耕作地として利用されてきた。そして、下生井地区の人びとの生活にとって

は、この耕作地以外の環境で営まれてきた生業も重要な意味を持っていた。耕作地以外の

場所の多くは池沼が点在する湿地帯で、漁業やヨシ刈りが続けられてきた。 

まずは漁業についてである 142。渡良瀬遊水地内には大小さまざまな池沼が点在しており、

下生井地区の買収地だけでも、何十個もの池沼が存在していた。これらの池沼は、重要な

漁場として、集落（現在の自治会）が入札を行って管理してきた。この入札に参加する権

利は、下生井地区の居住者にのみ認められるものであった。 

これらの池沼では、カイボシ漁（カイボリ漁）と呼ばれる漁法が行われた。これは、発

動機や水車を使って池沼から水を全て掻き出し、水が少なくなったところでウケを伏せ置

き、池沼内の魚を根こそぎ捕獲するという漁法である（小山市史編さん委員会，1978：

149-150）。魚の資源量は、春や秋に大水が起こるたびに回復するため、毎年行うことのでき

る漁である。 

カイボシ漁は、農閑期であり、魚の食味も良いことから、12 月から 2 月にかけて行われ

た。遊水地内にはさまざまな大きさの池沼があり、水の排出に 1～2 日で済むような場合も

あれば、1 ヶ月近くもかかる場合もあった。発動機・水車の数や作業人数も、池沼の大きさ

に応じて異なっていた。カイボシ漁では、ウケの設置技術が漁獲量を大きく左右した。ウ

                                                  
141 「栃木県流水占用料等徴収条例」（2000 年、条例第 10 号）には、土地占用料として田、畑、

果樹園では 1m2に付き 1 年で 6 円を納めることが定められている。0.1haは 1,000 m2であるため、

6,000 円となる。 
142 本節と次節の記述は、2008 年 5 月 8 日、2008 年 7 月 5 日、2008 年 10 月 19 日の IM 氏への聞

き取り、2008 年 7 月 3 日の IT 氏への聞き取りを参考にしている。 
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ケを仕掛ける技術者はウケッパと呼ばれ、捕獲の難しいウナギまでを捕るような高い技術

を持つウケッパは、ウケを仕掛けるだけで他の作業者と同等の分け前を得ることができた。 

下生井地区には、昭和 40 年代頃まで魚屋が 3 軒あり、カイボシ漁で捕獲された魚を買い

取っていた。下生井地区の住民にとって、カイボシ漁は非常に大きな収入源であり、この

漁だけで一年の生活費をまかなう専業漁師もいたほどであった。このように、カイボシ漁

が大きな収入になったことで、池沼の入札料も大きくなり、自治会も潤った。下生井地区

での池沼の入札管理は、1980 年代後期まで続けられた。 

6-3-3 ヨシ原利用とその変化 

また、下生井地区の買収地のうち、耕作地や池沼以外の場所は、ヨシ等が生い茂る湿潤

な原野が広がっていた。大正期から昭和 20 年代までは、ヨシ原は、ヤマと呼ばれる区画に

区切られ、下生井集落内の各戸へくじ引きで割り当てを行った。例えば、地区に 120 戸の

戸数があれば、ヨシ原は 120 号までのヤマに分けられ、各戸に必ず 1 つのヤマが割り当て

られるようにされるのである。それぞれのヤマには、収穫物の品質等に合わせて負担金額

が決められ、全戸の負担金を合計すると、集落の運営費用が全て賄えるように設定された。 

ヤマからの主な収穫物であるヨシは、スダレの材料となったほか、燃料や肥料として利

用された。また、場所によってはオギ（Miscanthus sacchariflorus）が生えていたが、これは

当地ではカヤと呼ばれ、茅葺き屋根の材料として使用された。また、ヨシとカヤは、とも

に牛馬の飼料として利用された。当時はほとんどの家で耕運や代掻き、運搬などのために

馬を飼養しており、朝食前の草刈りは、子どもの日課となっていた。飼料用には、集落共

用の草刈り場もあった。また、自家で使用しない場合は、割り当てられたヤマを集落に支

払う金額よりも高い値段で他人に譲り渡すことで、現金収入を得ることもできた。 

しかし、昭和 30 年代以降は、ガスや石油などの燃料の普及や、牛馬飼養の衰退、茅葺き

屋根の減少などによって、自家消費的なヤマ利用の必要性が減少していった。その代わり

に拡大したのが、副業としてのヨシズ生産であった。そして、ヨシズ生産の広がりととも

に、ヤマの利用制度は、各戸への割り当てからヨシズ生産者への入札制度へと移行してい

った。 

先にみたように、渡良瀬遊水地周辺では、1960 年代から 1970 年代にヨシズ生産のピーク

を迎えた。1977（昭和 52）年には下生井地区に 3 戸のヨシズ生産者がいたほか（熊倉，1977）、

地区外からヨシ原の入札に参加する生産者も多く、集落（自治会）の運営費も潤った。ま

た、この頃のヤマは、地区内の各自治組織の運営費用獲得のためにも活用されていた。例

えば、消防団のためには「消防ヤマ」、青年団のためには「青年ヤマ」、婦人会のためには

「婦人会ヤマ」、戦争復員者のためには「連合会ヤマ」などが設置されていた。これらのヤ

マを与えられた組織は、それぞれ独立して入札を行い、その入札で得た資金を 1 年間の運

営費用に充てていた。入札の時期は、刈り取り直前の 11 月 20～28 日の間であることが多か

った。 
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このように、ヤマの入札制度への転換は、自治会や地区内の自治組織が運営費用を獲得

するために、大きく寄与してきた。しかし、ヨシズ産業の衰退とともに、下生井地区でヤ

マの入札に参加するヨシズ生産者は大きく減少し、入札制度は成り立たなくなってきた。

現在に至っては 1 戸のみになっているため、生産者と自治会のあいだでの協議を行って入

札の値段を決定する状況になっている。さらに、渡良瀬遊水地内の乾燥化などによって、

ヨシ原には 10 年ほどでオギ群落が拡大してきているが、オギは良質な茅葺き屋根の材料と

なるため、地区内のヨシズ生産者によって全国の茅葺き職人に出荷されている 143。 

以上のように、下生井地区では、渡良瀬遊水地の買収地を田畑の耕作地として利用して

きたのと並行して、場所によっては池沼でのカイボシ漁、ヤマでのヨシ刈り等なども行わ

れてきた。そして、これは下生井地区の人びとの生活にとって大きな意味を持つことであ

った。遊水地は水を意図的に氾濫させるための土地であるため、遊水地内の耕作地もたび

たび浸水してきた。そのため、米は 3 年に 1 度収穫できれば良いと言われるような状況で

あった 144。それでもこの地で生活が成り立ってきたのは、カイボシ漁やヨシ刈りがあり、

その作業に出ることで現金収入を得ることが出来たためである。渡良瀬遊水地内に生業の

手段が複数あったことが、下生井地区の生活の安定化につながってきたのである。 

つまり、下生井地区での生活は、遊水地を複合的に利用してきたことによって安定的な

ものとなってきた。また、下生井地区では、ヨシ原や耕作地、漁場などの遊水地内を集落

（自治会）が管理してきた。これにより、遊水地内の利用を通じて集落や地域組織などが

運営費用を獲得できるようなしくみになってきたのである。 

6-4 渡良瀬遊水地でのヨシ焼きの展開 

6-4-1 ヨシ焼きの開始 

以上のように、谷中村縁故民と下生井地区の渡良瀬遊水地利用をそれぞれ振り返った。

谷中村縁故民は個人買収地で環境変化に対応して自然資源利用を継続し、下生井地区も遊

水地内を集団的に、そして多用途に利用・管理してきた。いずれにせよ、渡良瀬遊水地内

は、谷中村縁故民や土地買収を受けた周辺地区にとって重要な生業の場であった。そして

1950 年代以降、ヨシズ生産は渡良瀬遊水地を利用する人びとや地域にとって重要な産業と

なってきた。 

こうしたなかで 1952（昭和 27）年ころから、より良質・均質なヨシを収穫することを目

的として、渡良瀬遊水地内でヨシ焼きが実施されるようになった。ヨシ焼きが始まる以前

は、ヨシズに使えないような短いヨシは貴重な燃料資源として自家消費や売買の対象にな

っており、葉の部分も肥料などに利用されたため、ヨシ原に刈り残しが出ることはなかっ

                                                  
143 オギの刈り取り場所は、国土交通省に提出する占用願でも、ヨシの刈り取り場所とは別に提

出されるようになっており、業者や下生井自治会にとって重要な資源となっている。 
144 2008 年 5 月 8 日の IM 氏への聞き取りより 
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た。しかし、ヨシが燃料などに利用されなくなり、ヨシズに適さないヨシが刈り残される

ようになると、それがカイガラムシ 145などの害虫の温床となり、ヨシズ生産に支障が出る

ようになった。そのため、1950（昭和 25）年ごろからは、害虫退治のためにパラチオン 146

などの殺虫剤の散布が行われたが、人件費や薬剤費のコストが過大であるという問題があ

った。こうしたなか、ヨシズの取引を行っていた近江商人が簡便なヨシの管理方法として、

渡良瀬遊水地内でヨシ焼きの技術指導を行った。このヨシ焼きが、昭和 30 年代には渡良瀬

遊水地内全体に定着していったのである 147。このころのヨシ焼きは、谷中村縁故民や各地

区が、それぞれ独立して行うものであった。 

6-4-2 渡良瀬遊水地利用組合連合会によるヨシ焼きの共同実施 

その後、渡良瀬遊水地のヨシ焼きは、遊水地内の利用者の団体である「渡良瀬遊水地利

用組合連合会」が共同で行うことになった。その経緯は、次のようなものである。 

1962（昭和 37）年、群馬県太田市及び大泉町の米軍基地の代替地として、渡良瀬遊水地

を米軍物資投下演習地とする案が国会で浮上した。当時は、ヨシズ産業の最盛期であった

ため、渡良瀬遊水地を利用する人びとは、遊水地を利用できなくなることは生活権の侵害

であるとして、1963（昭和 38）年に「渡良瀬遊水地利用組合連合会（以下、利用組合連合

会と略す）」を組織し、演習地化に対する反対運動を展開した 148。これには、全国の労働組

合も加わったほか、近隣市町村も航空機の騒音と事故への懸念から反対に回った。こうし

た大規模な反対運動の結果、1971（昭和 46）年に渡良瀬遊水地の米軍演習地化案は廃案と

なった（藤岡町史編さん委員会，2004：373）。 

利用組合連合会はこの反対運動のなかで誕生した組織であったが、せっかく結成したこ

の会で、何か協力して行えることはないかということで、ヨシ焼きを利用組合連合会の会

員全体で日程を合わせて行うようになった。実際にそれぞれのヨシ焼き作業を行う担当区

域は、これまで通り、ヨシ原を利用・管理を行ってきた縁故地である。 

6-4-3 建設省（現国土交通省）の火入れへの協力 

しかし、ヨシズ生産がピークを過ぎた頃から、利用組合連合会でヨシ焼きを行うことが

徐々に困難になっていった。ヨシ焼きを実施する際には、広報費用や保険費用などの資金

が必要となる。ヨシズ生産の最盛期には利用組合連合会の運営費も潤沢であり、ヨシ焼き

実施を知らせるアドバルーンを飛ばしたり、延焼事故発生時の補償をしたりすることもで

きた。しかし、ヨシズ生産者が減少したことにより、利用組合連合会だけでこれらの必要

資金を準備することができなくなってきたのである。 

                                                  
145ビワコカタカイガラモドキ（Nipponaclerda biwakoensis）など。 
146 スプレー剤として使用される浸透性の殺虫剤。人体への有毒性から、日本では 1971（昭和 46）
年に使用が禁止されている。 
147 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより 
148 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。 
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また、渡良瀬遊水地の周辺では、1980 年代頃から新興住宅地の開発が盛んに行われ 149、

都市化や新住民の増加が進んできた。それに伴い、ヨシ焼きの歴史的経緯を知らない住民

からヨシ焼きの煙灰に対する苦情が相次ぎ、毎年その対応に悩まされるようにもなった。

さらに、ヨシズ業が衰退したことにより、元来の地域住民からもヨシ焼きへの関心が薄ら

いでいった。そのため、1990 年代には、利用組合連合会によるヨシ焼きを止めざるを得な

い状況にまで追い込まれた。 

こうした状況のもと、このヨシ焼きの継続を協力にサポートしたのが、河川管理者であ

る建設省（現国土交通省）をはじめとする行政機関であった。利用組合連合会は、建設省

に対して、上記のような困難からヨシ焼きを中止せざるを得ないことを伝えていた。これ

に対して 2000（平成 12）年から建設省がヨシ焼きに対し、資金援助や広報活動などでヨシ

焼きを支えるようになったのである。 

さらに、2005（平成 17）年には、国土交通省利根川上流河川事務所及び同省関連の第三

セクターである渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団、さらに周辺 2 市 4 町（現在の 4

市 2 町）150からなる渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会（以下、ヨシ焼き連絡会と略す）が発足

した。そして、利用組合連合会が主催、ヨシ焼き連絡会が共催という形でヨシ焼きが行わ

れるようになり、ヨシ焼きの事務局も渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団に置かれる

ようなった。 

その後、2011（平成 23）年と 2012（平成 24）年には、東日本大震災及び東京電力福島第

一原子力発電所事故の影響で、遊水地内に降り注いだ放射性物質の飛散などに対する懸念

からヨシ焼きの実施が見送られた。しかし、ヨシ焼きが行われなくなったことによりヨシ

や湿生植物の育成状況が不良となったほか、地元市民団体から植生保全対策の要望が出さ

れたこともあり、2013（平成 25）年 1 月に地元自治体を中心とした渡良瀬遊水地ヨシ焼き

再開検討協議会を発足し、ヨシ焼きの再開が目指されることになった。同検討会は、渡良

瀬遊水地内の放射性物質分析を行い、火入れによる内部被ばく・外部被ばくのリスクにつ

いて専門家からの見解を得て安全上問題のないことを確認するなど、ヨシ焼きの再開に必

要となる情報を整理した（高橋，2014）。 

こうして、2013（平成 25）年にヨシ焼きは再開した。その際、これまで地権者などから

なる利用組合連合会が主催であったものを、行政機関などからなるヨシ焼き連絡会を主催

に変更したほか、ヨシ焼き連絡会の構成員もこれまでは担当課の課長であったものを、市

長・町長とした。これにより、ヨシ焼きが行政責任で実施されている事業であることが明

確化された。渡良瀬遊水地のヨシ焼きは、以上のような経緯を経て、現在の体制になった

のである（表 6-2）。 

                                                  
149 群馬県板倉町や栃木県野木町には、こうした新興住宅地が造成されている。 
150 栃木県藤岡町は 2010 年 4 月に栃木市、大平町、都賀町と合併して栃木市の一部となった。ま

た、埼玉県北川辺町は 2010 年 3 月に加須市、騎西町、大利根町と合併して加須市の一部となっ

た。 
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6-5 ヨシ焼きをめぐる行政機関との協力関係 

6-5-1 行政機関がヨシ焼きに協力することになった背景 

渡良瀬遊水地におけるヨシ原の目的は、「ヨシに寄生する害虫の駆除や野火による周辺へ

の類焼防止、貴重な湿地環境の保全など」151とされている。特に、環境行政や市民運動が

展開する過程で、自然環境保全の重要性が高まってきたことがヨシ焼きの実施にも大きく

関係している 152。 

渡良瀬遊水地では、1988（昭和 63）年に当時の建設省より「渡良瀬遊水地アクリメーシ

ョン構想」が出された。これは、従来の河川環境整備に加えて、民間資本の活用などによ

る新しい河川環境整備を導入するための構想であり、その目的は、第 1 に、旧谷中村の遺

跡などを修復・復元して歴史的遺産とすること、第 2 に、地元民や首都圏民に余暇活動の

場を提供することである。そのための具体的な事業として、官主導の公益法人を設置し、

各種運動場やプール、ゴルフ場、キャンピング場などの運営を行うことが構想された（渡

良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会，1991：106-108）。この構想に基づいて、1988（昭

和 63）年に設立したのが、渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団である。 

                                                  
151 古河市観光協会ホームページより（http://www.kogakanko.jp/top.php?ID=992、2014 年 9 月 28
日閲覧）より。 
152 この歴史的経緯については、松井ほか（2004）などにも詳しい。 

表 6-2 渡良瀬遊水地のヨシ焼きの展開 

 

資料：渡良瀬遊水地谷中メモリアル 100 実行委員会（2006：32）より作成。 

 

 
 
 
 

年 事　　項

1904 明治政府「谷中村民有地ヲ買収シテ瀦水池を設ケル稟請」、以降遊水地建設

1943 栃南葭加工販売組合の設立

1947ごろ 害虫駆除のためヨシ焼きが始まる

1962 米軍物資投下練習場計画が浮上、反対運動

1963 渡良瀬遊水地利用組合連合会の設立

1988 渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団の設立

2000 建設省によるヨシ焼き支援が始まる

2005 渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会の設立、連合会によるヨシ焼きを支援

2011 東日本大震災などの影響でヨシ焼きの実施見送り（～2012年）

2013 渡良瀬遊水地ヨシ焼き再開検討協議会の設立

渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会を主催としてヨシ焼きを再開
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遊水地内では、この構想に基づいて遊歩道や運動場の整備が進められるとともに、1992

（平成 3）年には第一調節池内にゴルフ場である渡良瀬カントリークラブが開設された。そ

の後、バブル経済崩壊後の事業見直しによってプールやキャンピング場建設の計画は凍結

されたが、自然散策やフィッシング、サイクリング、ウィンドサーフィンなどのレクリエ

ーションの場としての整備は進められたほか、周辺自治体や渡良瀬遊水地アクリメーショ

ン振興財団が主催となって、1988（昭和 63）年からは「渡良瀬遊水地花火大会」が、1999

（平成 11）年からは「渡良瀬遊水地フォトコンテスト」が開催されてきた。こうして、渡

良瀬遊水地には年間 100 万人近い利用者が訪れるようになった 153。 

このような行政主導の渡良瀬遊水地利用に対して、はじめはヨシ原縁故者から反対の声

もあったが、当時はすでにヨシズ生産も衰退期に入っていたため、すぐにこの構想に協力

するようになっていった 154。 

一方、自然保護団体や谷中村遺跡群の保存運動を行う市民団体らは、「渡良瀬遊水地アク

リメーション構想」発表時から開発に対する反対運動を行ってきた。1990（平成 2）年には、

「日本野鳥の会」や「東京の水を考える会」、「ゴルフ場問題栃木県連絡会」などの 1 都 5

県の 16 団体、会員総数約 400 名が「渡良瀬遊水池 155を守る利根川流域住民協議会（以下、

住民協議会と略す）」を組織し、当構想の廃止運動を行っている（渡良瀬遊水池を守る利根

川流域住民協議会，1992）。 

住民協議会の構想への反対理由は、（1）開発によって遊水地内の自然が破壊されること、

（2）調節池にゴルフ場を作ることで農薬散布による水質汚染が起こること、（3）開発によ

って鉱毒汚染土壌が掘り返されること、（4）遊水地利用の活性化に対する効果見込みがあ

いまいなことであった（猿山，1990）。住民協議会は、1990（平成 2）年に「渡良瀬遊水池

の開発に反対する利根川流域住民集会」を開催し、開発に反対する決議文を建設省や環境

庁、関係 4 県、渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団、周辺市町に提出した。また、1992

（平成 4）年には、動物相・植物相の自主調査を開始するとともに、3 万 4,000 人分の署名

をもって建設省利根川上流工事事務所への陳情を行った（渡良瀬遊水池を守る利根川流域

住民協議会，2005：132-134）。 

さらに、1995（平成 7）年の渡良瀬遊水地総合開発二期事業審議会で第二調節池に貯水池

が作られる計画が明らかになると、住民協議会は審議会の傍聴を続け、公聴会での反対発

言をくり返した。こうした活動の成果もあり、2002（平成 14）年には第二貯水池計画が廃

                                                  
153 2008 年 4 月 18 日の渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団への聞き取りより。 
154 2006 年 12 月 27 日の TI 氏への聞き取りより。 
155 現在の行政資料などの表記は渡良瀬遊水「地」に統一されているが、市民団体らは、1902（明

治 35 年）に内務省の買収が行われた際は遊水「池」化計画であったことや、もともとは湖沼の

多い環境であったという歴史性を重視して渡良瀬遊水「池」という表記を用いることが多い（渡

良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会，2005）。 
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案となっている（渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会，2005：132-134）。このように、

住民協議会の活動は、渡良瀬遊水地内での開発計画に影響力を持ってきた 156。 

また、こうした住民運動もあって注目され始めたのが、渡良瀬遊水地の自然保護、湿地

生態系の保全である。渡良瀬遊水地では、1991（平成 3）年に散策路が整備されて以来、多

くの人びとが自然散策に訪れるようになり、研究者や自然保護団体による動物相・植物相

の調査もさかんに行われるようになった。渡良瀬遊水地内には約 1,000 種の植物が確認され

ており、環境省のレッドリスト記載の絶滅危惧種も 59 種を数えている（大和田 監修・渡

良瀬遊水地アクリメーション振興財団 編，2008）。 

こうしたなか、建設省は、2000（平成 12）年に市民団体や有識者からなる「渡良瀬遊水

地の自然保全と自然を生かした利用に関する懇談会」を開いた。そしてその成果として、「渡

良瀬遊水地の自然保全と自然を生かしたグランドデザイン」を公表した（渡良瀬遊水地の

自然保全と自然を生かした利用に関する懇談会，2000）。これは、「渡良瀬遊水地をめぐる

多様な価値観を有する人びとが遊水地の自然の潜在力を保全し、地域の持続的な発展を課

すための資源として生かしていくという基本的認識を持ち、社会のニーズや自然環境の変

化に柔軟に対応し、将来の地域づくりに向かって協働するための共通の目標像」である。 

このグランドデザインの特徴は、自然環境の重要性、治水・利水の重要性に加え、「自然

を生かした利用」の重要性が強調されていることである。豊かな自然環境を保全するとと

もに、その自然に触れて楽しみ、観察や学習をする機会とすることで、地域活性化にもつ

なげようとの考えが明記されている。このように、自然環境の保全は前提として重視しつ

つ、そのなかでの利用のあり方を模索するという考え方が示されたことで、市民団体とも

協力しながら渡良瀬遊水地のあり方に関する議論が一層進められることになった。 

また、2003（平成 15）年には住民協議会が環境大臣宛てに「渡良瀬遊水池のラムサール

条約登録湿地指定を求める要望書」を提出した（渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議

会，2005：126-129）。その後、2012（平成 24）年 5 月に環境省が渡良瀬遊水地をラムサー

ル条約の新規登録候補地に指定し、同年 7 月にルーマニアで開かれた第 11 回ラムサール条

約締約国会議において渡良瀬遊水地は正式にラムサール条約登録湿地となった。ラムサー

ル条約の原則に「賢明な利用（wise use）」が挙げられていることもあり、これによってさら

に渡良瀬遊水地でも自然環境の保全を前提としつつ、その賢明な利用をいかに行っていく

かが重要視されるようになった。 

このように、渡良瀬遊水地では、国土交通省などの行政機関と市民活動とが相互作用し

ながら、遊水地内の「自然保護」を推進してきた。そして、グランドデザインの策定やラ

ムサール条約登録を通じて、自然環境保全を前提とした賢明な利用という目的が設定され

てきたのである。 

                                                  
156 渡良瀬遊水地における市民団体の活動は、その後も活発に行われている。「わたらせ未来基金」

による自然再生を目的とした「わたらせ未来プロジェクト」（飯島，2003）は、その例である。 
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6-5-2 ヨシ焼きの目的の共有 

行政機関によるヨシ焼きへの協力も、以上のような経緯の結果として行われるようにな

ったものである。渡良瀬遊水地の植生が豊かであるのは、洪水による攪乱などにより多様

な微地形が形成されることや土壌水分条件が場所によって異なること（荒井・亀山，2006；

伊藤ほか，2006）のほか、ヨシ焼きのような人為的攪乱が頻繁に行われてきたからである

とされる（大和田，1997；藤岡町史編さん委員会，2002：110-112）。そして、ヨシ焼きが自

然環境保全のために必要であるという主張は、 

 

「ヨシ焼きを中断するとつる植物やヤナギ類などの木本類が繁茂し、ヨシ原と、そ

の生態系が大きく変化する可能性が高い。遊水地周辺の市街地化にともない降灰に

対する苦情が生じているが、ヨシ焼きに対する地域の人々の理解を得ながらこれを

継続していくことは、遊水地の自然環境の保全にとって、きわめて重要な課題であ

る」（渡良瀬遊水地の自然保全と自然を生かした利用に関する懇談会，2000：3） 

 

「柳の芽などが焼かれて樹林化を防止できます。また大人の身長をこえる枯れたヨ

シがなくなることで、地面に光があたり、春先に小さな植物が芽吹くことができま

す」（大和田 監修・渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 編，2008：5） 

 

と、行政資料でも繰り返し主張されており、行政機関や市民団体のなかにも「自然環境保

全」のためにヨシ焼きが重要であるという認識が定着してきたことがうかがえる。そして、

良好な自然環境を保全するなかでヨシ原景観も保全され、年間 100 万人近くの人びとが訪

れるレクリエーション機能の維持という目的も果たしているのである。 

国土交通省は、利用組合連合会と協力関係を築く際に、ヨシ焼きの法律上の扱いを整理

した。第 5 章でも見たとおり、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」では基本的に廃棄物の

焼却を禁止している。しかし、同法及び「廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令」の例

外規定によってヨシ焼きを正当化できることを確認したのである（表 6-3）。ヨシ焼きは、

国または地方公共団体の施設管理のための廃棄物焼却（同施行令の第 14 条 1 項）、慣習上

の行事として行う廃棄物焼却（同 3 項）、農林漁業でやむを得ない廃棄物焼却（同 4 項）は、

公益上もしくは社会慣習上やむを得ない焼却に当たる（同法第 16 条 2 項）ため、国土交通

省が渡良瀬遊水地を管理する目的があり、ヨシ利用の歴史に伴って行われてきたという慣

習があり、なおかつ自然環境保全という公益のために必要なヨシ焼きは、これに該当する

としているのである 157。 

                                                  
157 2008 年 4 月 24 日の国土交通省利根川上流河川事務所への聞き取りより。 
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このように、ヨシ焼きは、ヨシズ生産や火災防止など、地域社会の生活のために行われ

てきたが、自然環境保全という新たな目的が見出されることで、行政機関をはじめとする

多様な人びとが協力するようになった。さらに、ヨシ焼きを担ってきた利用組合連合会も、

この新たな目的と行政機関による協力を受け入れることにより、自分たちが主体となった

ヨシ焼きを続けることができたのである。 

6-5-3 ヨシ焼きを支える行政機関の役割 

現在のヨシ焼きは、形式的にはヨシ焼き連絡会が主催し、利用組合連合会がこれに協力

する形で行われている。しかし、ヨシ焼きの当日、実際の火入れ管理を実施するのは、従

来からのとおり利用組合連合会の各担当地区である（図 6-1）。それは、そもそもこのヨシ

原を利用・管理してきたのは利用組合連合会であるという歴史があるし、各地区にあった

ヨシ焼きの方法を最もよく把握しているのは、そのヨシ原の利用・管理を担ってきた人び

とだからである。つまり、形式上は各行政機関からなるヨシ焼き連絡会がヨシ焼きを主催

しているが、実質的には、地域社会が主体となったヨシ原管理が継続しているのである。 

ヨシ焼きの実施日当日、利用組合連合会の会長は、天候や風向きからヨシ焼きをできる

かどうかの判断を行い、実施の是非を決定する。そしてその決定は、ヨシ焼きを担当する

各自治会の役員へ通達される。各自治会役員は、その自治会の各戸に実施の是非を伝える。

そして、自治会ごとに渡良瀬遊水地内担当区域のヨシ焼きを実施する。例えば、下生井自

治会では、原則的に全戸がヨシ焼きに参加することになっており、実際に毎年 9 割以上が

作業に出ている。こうして、利用組合連合組合全体からは、総勢約 770 人が火入れ作業に

表 6-3 ヨシ焼きにかかる法律（抜粋） 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（1970 年、法律第 137 号、2006 年改正） 

第 16 条の 2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。 

3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に

与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（1971 年、政令第 300 号、2007 年改正） 

第 14 条 法第 16 条の 2 第 3 号の政令で定める廃棄物の焼却は、次の通りとする。 

1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 

3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却  

4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 
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参加する 158。また、渡良瀬カントリークラブの敷地内は、それを管理する渡良瀬遊水地ア

クリメーション振興財団が、国土交通省の事業で作られたヨシ原浄化槽の区域は、国土交

通省がヨシ焼きを行っている。 

利用組合連合会がヨシ焼きの実務を担うのに対し、行政側のヨシ焼き連絡会が担う大き

な役割は、広報活動やクレームの処理、資金的援助などである 159。ヨシ焼き連絡会では、

                                                  
158 2014 年 3 月 16 日の『茨城新聞』より 

 

図 6-1 渡良瀬遊水地における各団体のヨシ焼き担当区域 

資料：聞き取り調査をもとに作成。 
注：図の担当区域は、おおよそをあらわす。「アクリメーション振興財団」は、「渡良瀬カン

トリークラブ」である。「国交省」は、国土交通省の事業で行われた「ヨシ原浄化施設」で

ある。 
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火入れ当日までに、新聞折り込みなどの一般配布用チラシ 3 万部・パンフレット 7 万部を

用意し、近隣市町村住民への配布を行っている（図 6-2）。 

これらのチラシ・パンプレットには、ヨシ焼きの実施日やヨシ焼き作業内容の説明、ヨ

シ焼きの目的などが書かれており、渡良瀬遊水地のヨシ焼きが、「伝統的」に行われてきた

ことや、「自然環境」の整備のために必要であることについて、周辺住民からの認知拡大を

図っている。また、ヨシ焼き当日には、広報車や航空機を出動させて拡声器でヨシ焼きが

実施されることを知らせ、洗濯物を外に出さないなどの注意を促している。 

また、チラシ・パンフレットには、ヨシ焼き連絡会の会員である利根川上流河川事務所

及び 4 市 2 町の各担当課、渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団の問い合わせ先電話番

号が列挙されている。この目的は、クレーム処理を分散させることである。ヨシ焼きへの

クレームや問い合わせが 1 つの機関に集中することを避け、各機関の負担を平準化してい

る 160。 

                                                                                                                                                  
159 この項目については、2008 年 4 月 18 日の渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団への聞き

取り、2008 年 4 月 24 日の国土交通省利根川上流河川事務所への聞き取りに基づいている。 
160 2006 年 12 月 27 日の渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団への聞き取りより。 

 

図 6-2 ヨシ焼きの実施を知らせるチラシ（2013 年版） 
 
 
 
 



- 125 - 
 

さらに、ヨシ焼き連絡会議は、ヨシ焼き当日にかかる保険料の支払いなどの資金面の負

担や、ガードマンの配置などヨシ焼きを安全に実施するための警備態勢の強化などの役割

も果たしている 161。 

以上のように、渡良瀬遊水地では、行政機関であるヨシ焼き連絡会が、（1）広報活動、（2）

法律面の整理、（3）苦情処理、（4）責任主体になること、（5）実施目的の整理といった側

面から、地域社会主体のヨシ焼きを支援してきた。B. Jessop は、市民組織らの協働によっ

てガバナンスを成立させるために行政機関が果たす支援者として担う役割をメタガバナン

ス（metagovernance）と呼び、その要素として（1）利害関係者が共有可能な基本原則・規

則秩序の規定、（2）利害関係者間のコミュニケーションや協働が可能となるような言語や

行動様式の共有、（3）情報の共有、（4）苦情処理やパワーバランスの調整、（5）政治責任

の明確化を挙げている（Jessop, 2000）。渡良瀬遊水地のヨシ焼きの場合も、ヨシ焼き連絡会

が地域の資金不足を補う形で行政が広報活動や経費拠出を行っているほか、クレームの処

理の機能を果たしている。また、2013（平成 25）年にはヨシ焼きの名目上の主催者となり、

政治的責任はさらに明確化した。 

Jessop がメタガバナンスと呼んだ行政機関の役割は、地域環境管理の継続が難しくなるな

かで、地域社会が主体性を保ち続けるための重要な役割であるといえる。行政機関がメタ

ガバナンスで挙げられているような側面について支援を行っているからこそ、実質的に地

域社会が主体となった地域環境管理を継続することができているのである。 

6-6 小括 

本章では、地域環境管理を実践するために必要となる要因を探るため、渡良瀬遊水地の

ヨシ焼きを事例に、地域社会による地域環境管理の継続が困難となるなか、その継続のた

めに行政機関とどのような関係性を築いていくべきかを論じた。 

渡良瀬遊水地は、縁故者や周辺集落などの地域社会によって利用・管理されてきた環境

であり、地域社会の「自治の領域」としての意識が今なお根付いている環境である。そし

て、地域社会によるヨシ焼きの実施が困難になるなか、それを支援してきたのが行政機関

である。渡良瀬遊水地はラムサール条約に登録されるなど、自然環境として保全が求めら

れる環境となったが、行政機関は、地域社会が利用・管理を継続してきたという歴史性を

重視し、地域社会が従来から行ってきた管理が継続できるような支援を行ってきた。 

行政機関による支援の内容は、（1）広報活動、（2）法律面の整理、（3）苦情処理、（4）

責任主体になること、（5）実施目的の整理など、地域社会にとって地域環境管理の継続を

困難にしていた要因を取り除くようなものであった。Jessop がメタガバナンスと呼んだ行政

機関とのパートナーシップのあり方は、地域環境管理の実施にとっても重要なのである。 

                                                  
161 ヨシ焼き当日には、カメラマン・見物客が遊水地内に立ち入って事故が起きることを防止す

るため、ガードマン約 300 名が警備にあたっている。 
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地域社会が実施してきた地域環境管理が困難になった際、単に代替的な管理の方法を探

るのではなく、それを困難にしている要因を取り除くような支援の方法を考えることは、

ひとつの方向性として考えておくべきことであろう。そして、こうした方向性を考える際

に、本章で見出したような行政機関が果たす役割は非常に重要だといえるだろう。 
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※次ページへ続く。 

 

 

 

 

1925（大正 14）年 

1934（昭和 9）年 
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図 6-3 渡良瀬遊水地の変遷 

資料：大日本帝国陸地測量部 1/50,000 地形図「古河」（1925 年）と大日本帝国陸地測量部 1/50,000
地形図「古河」（1934 年）と国土地理院 1/50,000 地形図「古河」（1959 年）と国土地理院 1/50,000
地形図「古河」（1972 年）をもとに作成。 

注：青が水面、緑色が水田、薄橙色が湿地帯、桃色が桑園である。1925（大正 14）年の水面は、

聞き取りにより補っている。  

1959（昭和 34）年 

1972（昭和 47）年 
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第 7 章 多様な価値・目的に基づく地域環境管理の正当性 
——各地のヨシ原管理の比較から 

7-1 はじめに 

前章では、渡良瀬遊水地において、地域社会と行政機関とが新たな管理の体制を築き、

地域社会による地域環境管理を継続するに至った過程を明らかにした。この事例でもうひ

とつ重要な点は、新たな体制のもとで行われているヨシ焼きが、周辺住民らから広く認め

られているということである。もちろん、現在も降灰に対する苦情がなくなったわけでは

ないが、ヨシ焼きが中止に追い込まれるほどではなく、むしろ地域にとって必要な行事と

して広く認知を得るに至っている。これは、火入れ管理によって発生するリスクをめぐっ

て対立が発生し、結局火入れ管理を再開するに至らなかった岩木川下流部とは対照的であ

る。 

本章では、このように地域環境管理が、幅広い利害関係者から許容されている状況につ

いて、正当性（legitimacy）162という概念を用いて考察することにしたい。正当性は、社会

学や政治学など、幅広い分野で議論されてきた概念で、政治的秩序を正当かつ正義として

承認させる根拠といった意味をもつ（Habermas, 1976=2000）。その端緒となったのは、政治

権力の支配を正当化しているものは何かという議論である。例えば、M. Weberは、権力の正

当性について伝統的（歴史的）正当性、カリスマ的正当性、合法的正当性に分類して論じ

ている（Weber, 1919=1980）。 

ただし、近年の住民自治論やガバナンス論では、人びとを支配される受動的立場として

描くのではなく、正当性を承認する、あるいは既存の正当性に対抗して新たな論理の正当

性を提示する主体としての立場で捉えることが多くなっている。例えば、中田実は、地域

社会の持つ諸問題のなかで、地方政策が無条件で正当性を持つわけではないこと、そして

地域住民を地方自治の主体として捉えていくことの重要性を指摘している（中田，1993）。 

こうしたなかで、環境保全や環境管理に関する正当性の議論も積み重ねられてきた。そ

の特徴は、正当性の議論を社会的な相互作用のプロセスとして論じようとしている点であ

る。菅豊は、正当性を「ある一個の人間や集団が、特定の事物に対して行う行為が、他者

や社会から合法で打倒、真正で正当、合理的で説得力があるなどとされる状態」（菅，2005b：

23）と定義したうえで、それを獲得する要件や根拠は、「経済的価値や社会的地位、階級、

権威、政治、法律、倫理、思想、感情、慣習、歴史…」（lbid: 23）など多種多様であり、実

際にはそれらが折り重なった形で立ち現れると論じる。そのうえで、コモンズの担い手が

利用・管理の正当性を戦略的に獲得するプロセスを検討している（菅，2005b）。 

                                                  
162 正当性は、正「統」性と表記されることもあり、この場合は特に歴史的なプロセスを重視す

る立場と解されることもある。本章で取り上げる各論者のなかには、正統性という記述を用いて

いる論者もいるが、ここではそれらも一括して正当性という語で整理することにしたい。 
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また、宮内泰介は編著のなかで、正当性について「ある環境について、誰がどんな価値

のもとに、あるいはどんなしくみのもとに、かかわり、管理していくか、社会的な認知・

承認がなされている状態（あるいは認知・承認の様態）」（宮内 編，2006：20）と定義して

いる。この編著では、各筆者が地域性、歴史性、シナリオ力、発言力、共同性・創造性、

感性、当事者性、環境正義、公私の再定義などをテーマとして正当性について論じている。

そして、同書のなかで共同性・創造性に着目する関礼子は、共同性について「自然環境と

いう命題のもとに複数の価値の実現を目指そうとするもの」（関，2006：146）であると主

張している。つまり、正当性は、複数の価値を実現しようとする社会の共同の取り組みの

なかで生まれてくるということを示している。 

さらに、福永真弓は、社会におけるコミュニケーションの様相を分析する視点として正

当性を捉え、複数の主体が地域環境に対して持つそれぞれにとっての価値・意味を語り合

い、相互認知し合う「応答と関係の場」において、集合的なアイデンティティの形成や合

意形成の礎となる正当性が構築される様子を描いている（福永，2007；2010）。 

以上のような議論に着目すると、地域環境管理における正当性を構築するプロセスのな

かに、利害関係者間の連携・紐帯の端緒を見出せることが理解される。地域環境管理の目

的は多様であり、そのなかである目的が正当性を得て、それをもとに管理をしていくため

には、各利害関係者がそれを承認し、協力することが必要だからである。「複数の利害」が

存在する地域環境管理において、いかなる正当性が構築されているかは、これまでの社会

的経緯そのものを表すものなのである。 

本章では、再び渡良瀬遊水地にヨシ焼きを取り上げてその正当性について分析した後、

日本各地から火入れ管理を実施している 3 つのヨシ原の事例を取り上げる（図 7-1）。岩木

川下流部の事例がそうであったように、火入れ管理に正当性を持たせることは難しくなり

つつある。このなかでも火入れ管理を継続している各地域の論理を比較・検討することに

より、正当性の構築の要件をより明確に示すことができるだろう。それぞれの正当性の内

容を分析することによって、「複数の利害」のなかでどのように地域環境管理の正当性が構

築されているかを明らかにしたい。 

7-2 渡良瀬遊水地におけるヨシ焼きの正当性とは 

ヨシ原での火入れ管理は、大量の煙灰の発生を伴う。岩木川下流部では、近隣住民から

多くの苦情が寄せられたことが、火入れ管理を断念せざるを得なくなった一因である。そ

れに対し、渡良瀬遊水地は古河市、小山市などの都市部を含む 4 市 2 町に立地するにもか

かわらず、ヨシ焼きを継続することが可能になっている。渡良瀬通水地では、ヨシ焼きに

対して新興住宅地などから煙灰に対して個別に苦情が寄せられることはあるものの、ヨシ

焼き自体を断念せざるを得ないほどの大規模な反対運動が起こっているわけではない。渡

良瀬遊水地のヨシ焼きは、近隣住民を含めて広く正当性を得ているといえる。 
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それでは、渡良瀬遊水地のヨシ焼きの正当性について分析してみたい。前章でみてきた

とおり、渡良瀬遊水地では、地権者らが組織した利用組合連合会が実質的にヨシ焼きを実

施し、それを行政機関からなるヨシ焼き連絡会が支えてきた。国土交通省がヨシ焼きに協

力するうえで大きな根拠となってきたのが、自然保護である。貴重な自然であるという視

点は、地元地権者らと行政機関、そして市民団体がヨシ焼きに協力するための重要な言説

となっていた。これは、ヨシ焼き実施に協力するための推進力となっていた。この自然保

護という言説が協力体制の鍵となり、ヨシ焼きを広く認知・承認させることにつながった

大きな要因であったことは間違いない。 

 
 

図 7-1 本章で取り上げるヨシ原の所在地 

 

 

 

岩木川下流部 仏沼湿原

渡良瀬遊水地

北上川河口部

鵜殿のヨシ原
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しかし、自然保護という言説は、地元地縁者と行政機関、市民団体らが協力するための

根拠となったが、それぞれのヨシ焼きに関する利害を分析すると、必ずしも自然保護だけ

が根拠になっているわけではないことが分かる。 

ヨシ焼きは、国土交通省にとって、野火発生による周辺民家等への類焼の防止や不法投

棄の防止など河川管理のためにも重要である。また、ヨシ原を保全することによるワイズ

ユース、つまり、年間 100 万人近い来訪者のあるレクリエーションの場として、渡良瀬遊

水地を美しい景観として保全することも大きな目的となる。 

また、こうした認識は、ヨシ原を利用してきた利用組合連合会にも共有されている。渡

良瀬遊水地内は、地域住民らが買収の縁故として生活に利用してきた環境であり、それぞ

れが買収地の利用・管理を継続してきた。現在も遊水地内のヨシやオギは、ヨシズ生産や

茅葺き屋根の材料として利用されているものの、その利用者や利用量は少なくなったため、

「生活のため」という理由でヨシ焼きを行う意味は薄らいできている。 

ただし、ヨシ焼きには野火の防止といった防災自治管理の意味合いもあるため、各地区

は縁故地の管理を自治会等の年中行事として継続してきた 163。そして、それとともに景観

保全への協力もまた、自治会にとって重要な土地管理の根拠となりつつある。 

 

「遊水地の景観も良くしなくちゃなんねえっていう。まあ、とにかく、年間数万人

からの人が出入りしているからさ。こんなヨシなんて焼かないでおいたら、緑にも 

                                                  
163 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。 

  

写真 7-1 渡良瀬遊水地ヨシ焼きで発生す

る煙の様子 

撮影日：2013 年 3 月 17 日 

 

 

写真 7-2 ヨシの灰を処理する栃木市内の

衣類量販店 

撮影日：2013 年 3 月 17 日 
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何にもならねえから、ヨシの芽も出ないし。誰も来る人はいねえよ。そんなこんな

でお付き合いがあるから〔ヨシ焼きに〕出ているの」164 

 

ヨシ原は多くの人が「自然」を求めて訪れる環境になっている。こうしたなか、利用・管

理を続けてきた「自治の領域」を、来訪者が望む「自然」として管理することが、縁故者・

自治会が管理を続ける新たな紐帯につながっているのである。 

近隣住民に対してヨシ焼きを正当化する言説も、単に自然保護だけが根拠になっている

わけではない。ヨシ焼きの目的は、先に述べたように「ヨシに寄生する害虫の駆除や野火

による周辺への類焼防止、貴重な湿地環境の保全など」である。そして、ヨシ焼きの際に

ヨシ焼連絡会が新聞折り込みなどによって配布するチラシには、ヨシ焼き実施の目的につ

いて、以下のように記述されている。 

 

「『ヨシ焼き』はラムサール条約登録湿地となった渡良瀬遊水地の貴重な湿地環境を

保全するために行われます。ヨシを焼くことにより、害虫を駆除
．．．．．

したり、落ち葉な

ども焼くことによってヨシを育ちやすくしたり、飛散するヤナギの種などを焼くこ

とによって林のようになるのを防ぎます。また、トネハナヤスリなどの貴重な植物

である、春植物の発芽を促進、さらにヨシ焼きをすることで野火や放火の防止など
．．．．．．．．．．

になり、地域の防災にも役立ちます
．．．．．．．．．．．．．．．．

」（傍点は筆者）165 

 

つまり、第 1 の目的としてはラムサール条約登録湿地としての自然環境の保全、あるいは

貴重な春植物の発芽促進などの自然保護的な要因が挙げられるが、その他に害虫の駆除や

地域の防災など、住民生活に関わる目的も同時に掲げられている。これらの生活に関わる

目的は、実施する地権者団体らにとっても重要な目的であるが、一般の人びとにとっても

理解されやすいものだといえるだろう。 

さらに、同チラシではヨシ焼きを「渡良瀬の春景」と位置付けている。実際、現在のヨ

シ焼きは、カメラマン・見物客が訪れる春の風物詩として広く知られるようになっている。

ヨシ焼き連絡会が配布するチラシには、ヨシ焼き当日に利用できる駐車場の地図までが記

載されており、毎年 1 万人近くにものぼる人びとがヨシ焼きを目当てに訪れている 166。当

日は露店・屋台なども出店し、さながら祭りの日のような様相を呈する。このように、ヨ

シ焼き自体がイベントとしての価値を生み出し、それが広く認知されていることは、ヨシ

焼きの正当性を高める要因となっている。 

もうひとつチラシで注目すべきことは、「ヨシ焼きの必要性をご理解のうえ、ご協力いた

だけますようお願いいたします」との呼びかけが記載されている点である。ヨシ焼きを実

                                                  
164 2008 年 4 月 24 日の TI 氏への聞き取りより。 
165 2013（平成 25）年渡良瀬遊水地ヨシ焼きの一般配布用チラシより。図 6-2 も参照のこと。 
166 2014 年 3 月 16 日の『茨城新聞』によると、2014（平成 26）年 3 月に行われたヨシ焼きには

約 7,600 人の見物人が訪れたとされている。 
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施するのは 1 日限りであり、長期間続くわけではない。つまり、十分に許容を得られる範

囲の被害となりうるのである。むしろ、ヨシ焼き当日には洗濯物に注意する、あるいは窓

を開けないようにするなどの細やかな「協力」を求めることで、近隣住民を被害者ではな

く、協力者へと転換させている。 

以上のように、渡良瀬遊水地のヨシ焼きには、さまざまな価値・目的が見出されている

ことが分かる。ラムサール条約登録湿地でもある湿地に対する自然保護は、多様な人びと

の協力を促す重要な目的であるが、行政機関にとっては遊水地管理、地元地縁者にとって

は生活環境管理など、個々の関係者がそれぞれにとっての目的を見出している。また、ヨ

シ焼き自体もイベントとしての価値が大きくなっている。こうした複数の価値や目的を広

報しながらヨシ焼きの必要性を訴え、単なる煙灰の被害者ではなく、むしろ細やかながら

協力者となることを呼びかけている。 

7-3 各地のヨシ原管理にみる正当性 

7-3-1 北上川河口部（宮城県石巻市） 

宮城県石巻市（旧北上町）に位置する北上川河口部では、2011（平成 23）年の東日本大

震災の津波によって甚大な被害を受けるまで、大正期の河川改修によって出現したヨシ原

を 6 つの集落（契約講）が利用・管理してきた 167。当地では、屋根葺き職人を兼ねるヨシ

業者が集落からヨシ原の入札を行い、高い経済的価値のもとでヨシの利用が続いてきた。 

当地での火入れ管理は、岩木川と同様にヨシの需要が減少した 1965 年頃から、ヨシ業者

主体で行われてきた。業者が行う火入れの目的は、刈り残したヨシの堆積によって密度が

低くなったり、他の植物が繁茂したりすることによって、ヨシの商品価値が低下すること

を防ぐためである。そのため、業者に火入れ管理は、その業者刈り取り場所に限定されて

おり、それ以外のヨシ原は放置される傾向があった。 

しかし、環境庁が当地のヨシ原を 1996（平成 9）年に「残したい日本の音風景 100 選」、

2001（平成 14）年に「日本の重要湿地」に選出したこともあり、当時の北上町（現在の石

巻市役所北上総合支所）や地域住民のなかにも、風でヨシ同士が擦れ合う音色やヨシ原の

美しい景観を保全することが重要であるとの認識が高まり、1995（平成 8）年ごろからは、

これまであまり利用・管理されてこなかったヨシ原でも火入れを行うことになった。そこ

で、北上町が土木建築業者に 90 万円ほどの予算で委託する形で、業者の刈り取り範囲以外

のヨシ原で火入れ管理を実施されるようになった。しかし、経費や人員面での負担が割に

合わないほか、ダイオキシンが発生するのではないかという懸念も高まり、5 年ほど続いた

後に継続が困難となった。 

                                                  
167 北上川河口部のヨシ利用の歴史的経緯に関しては、塚本（2007）や黒田（2009；2010）に詳

しい。 
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そのため、2002（平成 15）年には国土交通省東北地方整備局北上下流河川事務所飯野川

出張所が呼びかけて一部ヨシ業者や観光関係者、関係集落などからなる「北上のヨシ原を

守る会（以下、「守る会」とする）」を立ち上げ、北上町も協力しながら、景観保全のため

の火入れ管理をボランティアとして実施することになった 168。初年度は、2001（平成 14）

年に廃棄物処理法が改正されて野焼きが原則禁止された直後であり、ダイオキシンが発生

するとの懸念から保健所からの許可がなかなか下りなかったことから実施には困難が伴っ

たが、伝統的行事であるという名目で町が働きかけを行ったこともあり、例外的に認めら

れることになった。 

以上のような経緯から、当地では、ヨシ業者が利用するヨシ原についてはヨシ業者が、

それ以外のヨシ原では「守る会」が、それぞれ火入れ管理を行ってきた。火入れ管理は、

ヨシの刈り取りのための占用期間が終了した 4 月上旬に、潮位や天候を考慮して実施日を

決めて行う。ヨシ業者や「守る会」からは 50 名ほどが参加するほか、当日は消防署も参加

するなど、行政機関も協力を行う。ただし、火入れ管理の実施に関する行政手続きは複雑

である。まず、国土交通省と保健所に火入れ実施に関する申請をすると同時に、消防署と

関係自治体の防災担当課に同じく届出を行い、それぞれから毎年許可を得る必要がある。 

当地での火入れ管理に対しても、毎年のように近隣住民から煙灰への苦情が出ていた。

しかし、火入れの規模を小さくするためにブロックごとの境界に広めの防火帯を設置する

ことで、これを軽減することができた。防火帯は幅 15m で、刈ったヨシは、レーキで地表

が見えるような状態にまでヨシ原側に寄せられるなど、延焼対策が尽くされている。 

さらに、地元の恒例行事としても定着したことも継続の要因であった。当地のヨシ原で

は、冬期の刈り取りと春季の火入れがともに風物詩として広く認知されており、カメラマ

ンや見物客も多数訪れてきた。また、当地のヨシ業者や茅葺き屋根職人は、日本の伝統文

化の担い手として頻繁にメディアにも取り上げられている（塚本，2007）。 

当地域一帯には 2011（平成 23）年の東日本大震災で大津波が押し寄せ、ヨシ原を管理し

てきた各集落も壊滅的な被害を受けた。ヨシ原の多くも津波と地盤沈下によって消失した。

しかし、被災後からボランティアや寄付金募集によるヨシ原復活プロジェクトが始まり、

2013（平成 25）年からは業者による刈り取りが再開するなど、厳しい状況ながらもヨシ原

再生に向けた動きもみられている（塚本，2013）。 

以上から北上川河口部における火入れ管理の価値・目的を整理しよう。まず、ヨシ業者

にとっては、茅葺き屋根材としての経済的価値を維持することが大きな目的である。一方、

「守る会」の各参加者にとっては、ヨシ原景観の保全が重要な意味を持っている。そして、

これらに地域の慣習、あるいは伝統技術などの文化的価値が付与されながら、広くヨシ原

における火入れの重要性が認知されてきたのである。 

                                                  
168 以上の経緯については、2007 年 8 月 8 日の北上のヨシ原を守る会会長への聞き取りより。 
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7-3-2 仏沼湿原（青森県三沢市） 

青森県三沢市の仏沼湿原は、仏沼の干拓地 250ha に出現したヨシ原である。仏沼では、水

田造成を目的として 1963（昭和 38）年に干拓工事が始まったが、1971（昭和 46）年の工事

終了時には減反政策が始まっていたため、稲作が行われたのは 26ha だけであった（青森県

農林畜産課，1994）。そのため、農地となることが期待された干拓地の大部分はヨシ原とな

り、一部には小さな沼沢地もできた。 

干拓地は、周囲の水田の入水時期になると地下水位が上昇して水没するため、地権者で

組織された北三沢土地改良区が排水溝や大型ポンプを設置して強制排水を行ってきた。春

の火入れ管理の目的は、枯れヨシを焼却処分することによって、排水ポンプにヨシの枯死

体が詰まることを防止することである。つまり、農業設備の維持・管理のために火入れ管

理が行われてきたのである。 

当地では 1980（昭和 55）年に、岩木川下流部にも生息する希少鳥類オオセッカの繁殖が

確認され、1982（昭和 57）年には野鳥保護団体が中心となって「オオセッカ村づくり運動」

というナショナルトラスト運動が始まった。こうした活動の結果、仏沼は草原性鳥類の繁

殖地、渡り鳥の休息地、希少な水生昆虫の生息地として全国的に知られるようになった（オ

オセッカの生息環境研究グループ，1999）。 

一方、三沢市は 1987（昭和 63）年に総合開発計画のなかでヨシ原となっている仏沼地区

を畜産基地建設用地として位置づけ、北三沢土地改良区の地権者である農業者も当地での

畜産振興に同意した。そのため、農業者側と自然保護団体との間で、ヨシ原の利用・管理

をめぐる対立が起こった。 

これに対して、1991（平成 3）年には三沢市が豊かな自然環境を有する約半分を保全地区

にする計画を作成し、1994（平成 6）年にはアセスメント委員会が利用と保護のバランスを

維持しながら地域生態系の保全を行い、次世代への教育的価値も強調した「環境教育牧場」

構想を提出するなど、両者の折衷案が模索されてきた。また、1996（平成 8）年には、環境

教育牧場推進協議会が発足し、仏沼で農業を実施したい地権者と野生生物のためのサンク

チュアリ化を願う自然保護団体双方の主張を共存させた計画が作成された。 

こうした経緯のなかで、仏沼湿原の大部分は三沢市によって買収されたが、牧場として

の利用はごく一部にとどまり、反対に 2005（平成 17）年には国指定鳥獣保護区及びラムサ

ール条約登録湿地となることでオオセッカを象徴種とする草原性鳥類のサンクチュアリと

して確固たる地位を築くに至った。このように、野鳥保護団体が地権者を差し置いて自然

保護活動を進めたことで、土地利用をめぐる両者の対立は先鋭化する場面もしばしばあっ

た。 

しかし、火入れ管理自体については、地権者の農業設備管理にとって重要であるほか、

ヨシ原の維持や草原性鳥類にとっても必要であることが生態学的に明らかにされてきた

（西海・山岸，1999）。火入れ管理が両者それぞれの目的にとって重要であることが認識さ

れたことで、協力して火入れを実施することが可能になった。 
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火入れ管理には、農業設備の管理を目的とする農業者からなる土地改良事務所のほか、

病害虫駆除や野火の防止などの管理も目的とする三沢市や消防などの行政機関、ヨシ原の

自然環境保護を求める自然保護団体なども参加し、100 名以上の協力体制が構築されている。

また、火入れの実施場所は、ラムサール条約登録地域は自然保護団体、周辺部は土地改良

区と分担が決まっている。そして、2006（平成 18）年には仏沼保全活用協議会が発足し、

ラムサール登録地を 4 区画に分けて、野鳥の繁殖などに考慮して火入れ区域を年ごとに変

える計画を立てるなど、当地では自然保護に主眼を置いたルール作りが進められている。

火入れ管理自体も、春の恒例行事として組織的に展開され、地元の新聞やテレビ等のメデ

ィアでも「自然を豊かにする営み」として頻繁に取り上げられている。 

なお、仏沼湿原の周囲にはあまり民家が立地していないため、火入れに対して苦情が寄

せられることはほとんどない。 

このように、当地では土地利用に関しては自然保護が優先的な地位にあり、地域住民が

望むような農地利用は妨げられている。しかし、火入れ管理に関しては、農業設備管理と、

オオセッカの生息地を守るという自然保護を中心とした仏沼保全活用協議会の各メンバー

がそれぞれの管理目的を満たす取組みとして協力関係を築いているのである。 

7-3-3 鵜殿のヨシ原（大阪府高槻市） 

大阪府高槻市に位置する鵜殿のヨシ原は、大阪府高槻市の淀川河川敷に広がる、長さ約

2.5km、最大幅約 0.4km、約 75haのヨシ原である。土佐日記などの古典文学にも登場する伝

統あるヨシ原であり、1891（明治 24）年前後に河川敷用地の買収が行われた後も、もとも

と入会地として利用していた上牧町と道鵜町が利用を続けてきた。現在もこのヨシ原では、

上流側を上牧実行組合 169、下流側を道鵜町実行組合から 2002（平成 14）年に独立した鵜殿

のヨシ原保存会が、毎年国土交通省に刈り取り許可申請を行っている。 

当地のヨシは、昭和 30 年代頃までは燃料用や飼料用としてヨシやオギが集落の共同作業

で刈り取られ、各戸に平等に分配されていた。また、昭和後期までは集落内のほぼすべて

の世帯でヨシズの生産が行われており、共同作業で刈り取ったヨシを入札にかけてきた。

ヨシズの生産は、外国産ヨシズとの競合などで大きく衰退したが、最近では定年退職後に

始める人もいることから、鵜殿周辺で数戸が行っている状況である。 

鵜殿のヨシ原におけるヨシ利用で特徴的なのが、雅楽器である篳篥の材料にされてきた

ことである。篳篥の吹き口となる蘆舌にはヨシが使われているが、現在の宮中や寺社仏閣

で使用されている篳篥の蘆口は、ほぼすべてが鵜殿産であるといわれている。これは、鵜

殿のヨシの太さや弾力性が篳篥の材料に適しているとされるほか、古来より鵜殿のヨシが

篳篥の材料となってきたという歴史があるためである。特に、2009（平成 21）年には、雅

                                                  
169 実行組合（農事実行組合）とは、農業生産が組織する総合的な機能を持つ集団である。1932
（昭和 7）年の産業組合法改正によって規定された中小農家の組合で、1947（昭和 22）年の農業

協同組合法制定により解散されたが、その後も便宜上、任意団体や農協支部として存続してきた

ケースも多い。 
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楽が国連教育科学文化機関（UNESCO）の無形文化遺産に登録されたこともあり、その保

存のために、このヨシ原を健全に保つことはますます重要になっている。 

また、鵜殿のヨシ原では、大都市圏の貴重な自然環境として、市民団体の活動が盛に行

われている。ヨシ原では、地元の複数の NPO が頻繁に自然観察会を開催している。また、

ヨシの刈り取りボランティア活動も毎年 100 名近い参加があり、ヨシ原管理に寄与してい

る。さらに、ヨシ原での生物調査なども市民団体が主導して行っている（谷岡，2011）。 

このヨシ原は、1971（昭和 46）の淀川の河川改修などにより洪水時に冠水することが少

なくなり、乾燥化が進んだ。そのため、1982（昭和 57）年には、ヨシ原であった河川敷全

体の 5％にまで縮小したこともあった（鵜殿ヨシ原研究所，2010）。1996（平成 8）年には

建設省淀川工事事務所がヨシ原を再生させるため、2.2 億円の事業としてヨシ原への水を流

入させるための揚水ポンプを設置し、導水路の開削工事を行った 170。これは 1998（平成 10）

年には本格稼働した。また、2003（平成 15）年には、ヨシ原のさらなる再生に向けて、国

土交通省が河川敷の堀下げ工事も開始している 171。 

鵜殿のヨシ原焼きと呼ばれる当地の火入れは、上牧実行組合と道鵜町実行組合（現在の

鵜殿のヨシ原保存会）が、1975（昭和 50）年頃からヨシズ生産のために行ってきたもので

ある 172が、火入れ面積の拡大や近隣の新住民の増加に伴って苦情が増え、2001（平成 13）

年には中断せざるを得なくなった 173。しかし、火入れを中断したことで病害虫の発生など

が深刻化し、火入れが環境保全上必要であることが再確認された。そのため、翌 2002（平

成 14）年に複数の区画に分けて一気に燃え上がらないようにするなどの工夫をしながら再

開した 174。鵜殿のヨシ原焼きは、その後も行政機関との協力のもとで続けている。 

火入れを実際に行うのは、ヨシ原を利用・管理してきた上牧実行組合と鵜殿のヨシ原保

存会であるが、両組織のほかに地元消防団、国土交通省、大阪府、高槻市で組織した「鵜

殿のヨシ原焼き実施対策連絡会」がヨシ焼きの円滑かつ安全な実施に協力している。この

連絡会には、高槻警察署や川向いの枚方市、地元自治会、西日本高速道路株式会社なども

オブザーバーとして参加している。 

高槻市は、主に広報と苦情処理を担当している。事前に火入れの周知を図る回覧文書を

各自治会へ送付するとともに、前日から防災行政無線で放送も行う。同時に高槻市は、近

隣 13 市区町に対しても同様の措置を行うように要請する。さらに当日は、警察署も協力し

て一般車両の交通規制を行うとともに、消防署も消防警備を行う。 

それでも、都市部で実施される火入れには、多くの苦情が寄せられる。そこで、道鵜町

の鵜殿のヨシ原保存会は、煙灰の発生を極力抑えるよう、技術的な改良に力を入れている。

                                                  
170 1996 年 8 月 5 日の『朝日新聞』朝刊より。 
171 2002 年 7 月 3 日の『毎日新聞大阪版』朝刊、2003 年 7 月 13 日の『毎日新聞大阪版』朝刊よ

り。 
172 2011 年 11 月 26 日の鵜殿のヨシ原保存会 UR 氏への聞き取りより。 
173 2000 年 12 月 26 日の『朝日新聞』朝刊、2004 年 2 月 22 日の大阪読売新聞朝刊より。 
174 2002 年 2 月 11 日の『大阪読売新聞』朝刊より。 
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立ち枯れの状態でヨシに火を付けると炎が大きくなってしまうので、まずヨシを押し倒し、

その後粉砕機で細かくしてから火をかけることによって煙灰の発生を極力抑えることがで

きることが分かった。ただし、こうした措置を行うためには、相応の費用がかかる。道鵜

町は、関西電力の鉄塔管理によって得られる集落収入があるため、これを賄うことができ

ている 175。手間と費用はかかるものの、こうした工夫の結果、近隣から苦情が寄せられる

ことは少なくなっている。 

鵜殿のヨシ原対策連絡会では、鵜殿のヨシ原焼きの目的について、 

 

「水質浄化機能を有し、世界無形文化遺産の雅楽を支える雅楽器篳篥の蘆舌の原料

生産地である鵜殿のヨシ原を保全することで、淀川の自然・文化・伝統を守り、害

草・害虫を駆除し、不慮の火災の防止等を目的に『鵜殿のヨシ原焼き』を実施する」176 

 

としている。つまり、水質浄化機能、世界無形文化遺産の保存、自然、文化、伝統、害草・

害虫の駆除、火災の防止、その他、と考えられうる限りの複数の目的が組み合わされ、そ

の重要性を訴えているのである。また、鵜殿のヨシ原焼き自体も、雅楽と自然を守る伝統

的行事として、毎年各メディアで取り上げられている。 

以上のように、当地でも多様な価値・目的のもとに各利害関係者が協力し、現在のヨシ

原管理の体制が築かれていることがわかる。また、ヨシ原焼きに技術的な改良を加え、近

隣住民に対する煙灰のリスクを下げることによって、近隣住民からの苦情発生を回避して

いる点も特徴であるといえるだろう。 

7-4 地域環境管理の正当性 

7-4-1 組み合わされ、組み替えられる正当性 

以上の事例をもとに、「複数の利害」のなかで、ヨシ原管理が正当性を得ている要因につ

いて比較してみたい。それぞれの事例をみると、複数の価値や管理目的を利害関係者が共

有することが、協力関係を築くための条件であることがわかる（表 7-1）。利害関係者間で

相互に価値を理解することが協力体制の構築につながることは、第 5 章の岩木川下流部の

事例でも確認してきたことであるが、その多様な価値・目的が広く認知・承認されること

によって、その管理方法が正当性を得ることにつながっていくのである。 

                                                  
175 2011 年 11 月 26 日の UR 氏への聞き取りより。 
176 2011 年鵜殿のヨシ原対策連絡会「『鵜殿のヨシ焼き』実施要領」より。 
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渡良瀬遊水地では、地域社会にとってヨシズ作りという経済的価値は低下してきたが、

自然保護や景観の保全といった複数の価値言説、あるいは不法投棄や原野火災の防止とい

った管理目的が組み合わされるなかで行政機関らとの協力関係が築かれ、さらにはヨシ焼

き自体がイベントとして認知を得ることによって、火入れは大きな正当性を得ている。 

北上川河口部では、集落や業者がヨシという資源の品質管理のための火入れを行ってき

たが、景観保全や伝統文化の保全といった目的が加えられるなかで、行政機関の協力を得

ることにもつながり、火入れの正当性を強固なものにしてきた。 

仏沼湿原では、農業水路管理、オオセッカのハビタットを守るという自然保護、野火の

防止や病害虫駆除といった全く異なる管理目的を同時に果たす取り組みとして火入れが注

目され、利害の異なる関係者間で協議の場が設けられ、協力体制を築くに至った。 

さらに、鵜殿のヨシ原では、水質浄化機能や文化・伝統の保存、自然保護、害虫駆除、

火災防止などの複数の価値言説が組み合わされることで行政機関やその他利害関係者ヨシ

原管理の強固な正当性が築かれている。 

以上のように、各事例では、火入れ管理によって実現される多様な価値・目的が意識さ

れることによって、多くの利害関係者の協力体制を築いている。そして、複数の価値・目

的に関する言説が組み合わされ、強固な正当性が構築されている。地域環境管理は、ある

特定の言説のみによって正当化されるわけではない。多くの人びとが協力するなかで、さ

らに多くの人びとが納得できる複数の価値・目的のもとで地域環境管理の正当性が構築さ

れ、それが広く認知・承認されることによって新たな社会関係を見出していくプロセスが

生まれるのである。第 5 章で述べたように、地域環境管理は「複数の利害」のなかにある。

表 7-1 各地のヨシ原管理の状況 

 
資料：各地での聞き取り調査等をもとに作成。 
 
 

 

場　所 目　的 実　施　主　体 管理方法

渡良瀬遊水地
　4県4市2町

　1,500ha

自然環境保全（ラムサール条約登
録湿地）
景観保全
原野火災防止　不法投棄の防止
など

渡良瀬遊水地利用組合連合会
（周辺自治会、町内会等）
渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会
（国土交通省、周辺自治体等）

火入れ（ヨシ焼き）
一部で刈り取り

北上川河口部
　宮城県石巻市
　150ha

資源の品質維持（屋根用など）
景観保全（日本の音100選）

ヨシ業者
北上のヨシ原を守る会
（集落内の有志、観光業者など）

火入れ
刈り取り

仏沼湿原
　青森県三沢市
　220ha

農業設備の管理
自然環境保全（ラムサール条約登
録湿地）

仏沼保全活用協議会
（地権者、三沢市、土地改良区、
野鳥保護団体・NPOなど）

火入れ

淀川鵜殿のヨシ原
　大阪府高槻市
　50ha

雅楽器の材料としての品質維持
自然環境保全
害草・害虫の駆除
不慮の火災防止
など

鵜殿のヨシ原焼き実施対策連絡会
（上牧実行組合・鵜殿のヨシ原保
存会、地元消防団、国土交通省、
大阪府、周辺自治体）

火入れ（ヨシ原焼き）
（押し倒し、チップ状
にしてから焼却）
利用者・ボランティア
の刈り取り
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このなかでは、何が支配的な正当性の論理だけではなく、どのような論理を組み合わせる

ことによって正当性が構築されているかに着目することが重要である。 

7-4-2 正当性と公共性 

多様な価値・目的によって構築された正当性が認められることは、公共性（publicness）

を獲得することと同義である。齋藤純一は、公共性を「閉鎖性と同質性を求めない共同性、

排除と同化に抗する連帯」（齋藤，2000）と定義している。多様な価値が見出され、協力体

制が築かれることで正当性が構築される各地の火入れ管理は、決して単なる私的な行為で

も閉鎖的な行為でもなく、人びとが共同で多くの公共的な価値を生み出す行為として認知

されている。 

渡良瀬遊水地や北上川河口部、鵜殿のヨシ原でもそうであったように、火入れ管理は、

ヨシの品質を維持するために行われてきた行為である。ヨシの品質維持だけを目的とした

火入れ管理であれば、岩木川下流部のように、私的な商行為であるとみなされてしまう。

しかし、これらの地域の火入れ管理は、決して私的な行為とはみなされない。さまざまな

価値・目的を実現する、公共的な行為である。 

実際、各事例では、行政機関からも協力・支援を得られている。これは、多様な価値・

目的のなかで、火入れ管理が公共性の高いものとして認められているからに他ならない。

多様な価値・目的をもとに正当性を構築していくことは、地域環境管理が行政機関との間

で連携を築いていくためにも重要であるということである。 

7-4-3 正当性と受容可能性の拡大 

また、正当性の獲得は、受容可能性（acceptance）の拡大とも言い換えられる。火入れ管

理が公共性を持ち、管理への協力を呼びかけることによって、苦情を申し立てる近隣住民

の被害意識を軽減することができる。 

渡良瀬遊水地では、ヨシ焼きの多様な価値・目的を説明するとともに、窓の開閉や洗濯

物に気をつけるといったごく簡単な配慮とともに被害の許容を求めることで、火入れ管理

に協力するように呼びかけている。これによって人びとは火入れの必要性を広く認知する

と同時に、被害者から協力者へと転換しているのである。 

鈴木克哉は、獣害問題を事例に、被害を発生する動物の存在に肯定的な価値を付与した

り、獣害に対して「納得」の生み出すような対応を行ったりすることで、被害への負の側

面を先鋭化させることを避け、「被害意識」を軽減させることができると主張している（鈴

木，2009）。また、A. Wieg は、風力発電設備の設置問題を事例に、外部の事業者が建設し

ようした風力発電設備に対して地域住民による反対運動が起こったことに対し、地域住民

から市民ファンドとして出資を募ることでオーナーシップ（ownership）が芽生え、高い受

容性と積極的な参加を得られるようになった事例を紹介している（Wieg, 2013）。オーナー

シップとは、組合員出資によってその設備を「所有」するという意味もあるが、もうひと
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つは、「当事者意識」という意味も持つ。風車との間で関係性が築かれることによって、被

害者から当事者へと、意識の転換が起こったのである。 

つまり、社会的な受容可能性は、対象者の認識次第で変化しうるものである。各地の火

入れ管理についてみても、火入れの正当性を主張することによって被害意識を軽減すると

ともに、その地域環境管理の重要性を認知して細やかながらも協力することによって、地

域環境管理の当事者のひとりとしての意識を共有するような方向性を見ることができる。 

もちろん、被害の軽減は、意識レベルの転換だけでは不十分であることも多い。北上川

河口部では防火帯を設置して火入れを小規模化しているし、鵜殿のヨシ原では押し倒して

粉砕することによって煙灰の発生量自体を軽減することで受容可能性を高めている。「複数

の利害」の調整のためには、こうした技術的な対応などとの組み合わせも重要である。ま

た、こうした正当性が大きくなるにつれて、声の小さな利害関係者の被害・リスクをない

がしろにしてしまうという懸念もある（三浦，2005）。ただし、多様な価値・目的をもとに

した正当性を拡大することによって、それに対する受容可能性を高め、協力者を増やすこ

とができるという点は、これに対するひとつの対応策になりうるだろう。 

7-5 小括 

本章では、多様な価値・目的のもとで構築される地域環境管理の正当性について、各地

のヨシ原における火入れ管理を取り上げながら論じた。この正当性を分析することにより、

「複数の利害」のなかで地域環境管理がどのように認知・承認されていくかを論じること

につながった。 

「複数の利害」のもとで行われる地域環境管理の正当性は、決してあるひとつの価値や

管理目的が正当性を持って他の価値・目的に優先されるわけではない。各地の火入れ管理

を考察すると、利害関係者同士が協力関係を築くため、多様な価値・目的を組み合わせ、

組み替えながら、正当性の言説を作り上げていることがわかる。多様な価値・目的にもと

づいて構築された正当性言説は、多くの人びとから認知・承認を得られるものとなり、そ

れによってまた新たな社会関係を見出していくプロセスにつながっているのである。 

多様な価値・目的をもとにした地域環境管理の正当性は、多様な人びとにとっての利益

を生み出す公共性を有し、それゆえにさらに広く管理の必要性が認知・承認されることに

つながり、それと同時に行政機関などからも積極的に協力・支援を得られる対象になって

いる。また、その正当性が拡大することによって、少しの被害に対する受容可能性を高め、

むしろその被害を許容し、細やかな協力を行うことによって、管理の当事者意識を共有す

ることにもつながっている。 

地域環境管理の正当性を高め、社会に広く認知・承認されることを目指すのであれば、

利害対立を恐れて単一のゴールを設定するのではなく、むしろ地域環境管理の持つ多様な

価値・目的を明らかにしていくほうが効果的である。多様な価値・目的の理解を拡大し、
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そのもとで管理のあり方を調整していくことこそが、「複数の利害」をもとに地域環境管理

を行うための要件であるといえるのである。 
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第 8 章 地域環境管理における技術の適用 
——岩木川下流部のヨシバイオマス事業の行方 

8-1 はじめに 

前章までの議論のなかで課題となってきたことのひとつとして、ヨシ原管理をめぐる技

術をどのように適用するか、ということが挙げられる。第 5 章では、岩木川下流部のヨシ

原管理のための技術として火入れの是非が議論となり、結果としてバイオマス利用という

新たな技術導入が提案された。また、第 7 章で紹介した鵜殿のヨシ原では、ヨシを押し倒

し、細断した後に火入れを行うといった技術の改良によって、近隣住民からの受容可能性

を高めていた。技術の適用は地域環境管理の具体的な実践そのものであるし、新たな技術

の導入が地域環境管理の転換につながる場合もあるだろう。そして、岩木川下流部の例の

ように、技術の適用が利害関係者同士の新たな連携・協力の探るための鍵になる場合もあ

る。そこで、本章では地域環境管理に技術を適用することの意義と課題を論じる。 

適切な管理技術の導入は、地域環境管理を円滑に進めるために当然有益である。しかし、

技術の導入をめぐっては、技術を持つ者の権力の先鋭化など、地域環境管理にさまざまな

問題をもたらしうることも考えておかなければならない。特に、近代技術が地域社会の外

部からもたらされる場合、しばしば利害関係の対立が先鋭化してきた。平川全機は、真駒

内川の河川改修をめぐる協議会を事例として、専門的な技術導入を前提として議論を進め

る行政機関の権力性、あるいは地域社会との間にある構造的格差の存在を指摘している。

そのうえで、地域社会の論理を正当化する語りであるオルタナティブ・ストーリーによっ

て専門的知識に対抗し、これを共有することによる合意形成の可能性を指摘している（平

川，2004）。管理技術の導入をめぐって、技術導入を進める側とそれに関わる利害関係者と

が、いかなる社会関係を築いていくのかが問われているのである。 

こうした議論は、中間技術（intermediate technology）（Schmacher, 1974=1986）や代替技術

（alternative technology）（Dickson, 1974=1980）、適正技術（宇井，1996；田中，2001；田中，

2012）などの言葉で議論されてきたこととも重なるものである。近代技術は、公害の発生

や持続不可能な資源の浪費などに起因する人間疎外的な状況を生みだしてきた。これに対

し、上記の技術論では技術の持つ社会的・経済的・文化的側面を重視し、それらの側面の

実現性を社会的に必要かどうかという評価軸に置いている。 

これを端的に表すとすれば、技術の適用には「課題ごとに、利害関係者集団による『社

会的合理性』の担保された意思決定プロセス」（藤垣，2004：36）が必要であるということ

になるだろう。どんなに優れた技術であっても、それによって利害関係者間での対立が先

鋭化したり、その技術には使いこなせなかったりする場合には、社会にとって合理的な技

術とはいえないということである。 

また、大熊孝は「技術の自治」の重要性を指摘する。これは、（1）自然に対して無謀な

技術を押し付けるのではなく、自然と共生して持続的に維持し、修正していくことが可能
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な技術であること、（2）自然に対する社会的要請のなかで発生する地域間対立を関係する

住民同士で話し合いながら、折り合い点を見出せる技術であること、（3）行政と協力する

ことは当然ながら、行政に依存することなく、関係住民が自ら主体的に展開する技術であ

ること、（4）誰もがそれに関わることで、「誇り」や「生きがい」を感じることのできる技

術であることを条件とした技術である（大熊，2004：276）。これは、関係住民が自ら主体

的に展開することが可能である技術、あるいは地域社会の利害関係者の折り合いを付けら

れる技術の必要性を述べたものである。つまり、技術の適用は、地域社会の主体性や自治

の問題であり、地域の利害関係者間の利害調整の問題であることを示している。 

地域環境管理においても、そのための技術をどのように適用すべきかは、大きな論点の

ひとつになるだろう。技術の適用は、ある目的のもとに行われるものである。本論文のこ

れまでの議論を踏まえれば、地域環境管理には「複数の利害」が存在し、その多様な価値

や目的の実現を目指していくことが求められることになる。そのため、地域環境管理にお

ける技術の適用については、「複数の利益」を実現できるものであるかどうかを問うべきで

あると思われる。 

さて、以上の議論を踏まえたうえで、もう一度岩木川下流部ヨシ原の管理について議論

していきたい。岩木川下流部では、現在のバイオマス利用によってヨシ原管理を行うこと

が模索されつつある。この議論自体は、「複数の利害」の調整を志向するなかで見出されて

きたものである。しかし、それをどのように適用していくかについては、これからの課題

である。そこで本章では、まず、岩木川下流部におけるバイオマス事業の現状を確認した

うえで、課題を整理する。次に、地域環境管理に技術を導入する際の重要な論点を、いく

つかの事例も提示しながら論じる。そして最後に、地域環境管理に技術を適用する際のポ

イントを示すことにしたい。 

8-2 ヨシのバイオマス利用への期待 

第 5 章で論じたとおり、岩木川下流部では、2011（平成 23）年の地域協議会の後、新た

な右岸ヨシ原の管理方法として、ヨシのバイオマス利用という案が浮上した。バイオマス

利用は、利害関係者が火入れ管理の利害について協議を行うなかで、それによって発生す

る被害・リスクを回避し、社会的な不合意を解消するために着想された管理方法である。「複

数の利害」のなかでの議論から、利害関係者が納得できる管理方法として提示されたもの

であるという意味で、社会的な意義は高いといえる。 

また、岩木川下流部のヨシの用途は時代によって変化してきたという歴史性からも、バ

イオマス利用は違和感のないものであるといえる。ヨシは、昭和初期まで主に茅葺き屋根

の材料や風除けなどに利用されてきたが、昭和 30 年代になるとノリズ（海苔簀）や土壁の

下地などの需要も大きくなった。また、その後も茅葺き屋根の材料、マメコバチの巣材や

暗渠材、堆肥など、用途は多様であり続けた。ヨシの用途は常に変化しており、バイオマ

ス利用も、このような用途変化の連続の中に位置づけられるものである。また、ヨシをバ
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イオマスとして利用すること自体は決して特殊なことではない。岩木川下流部においては、

化石燃料の普及が一般化する昭和 30 年代まで、薪や泥炭とともに、ヨシが燃料としてごく

普通に利用されてきた。バイオマス利用はエネルギーとしてのヨシの価値を再認識するこ

とのできるものである。 

さらに、一般論としても、ヨシのバイオマス利用は、地域社会に新たな経済的・社会的

価値をもたらす可能性があるものとして期待を寄せることができる。バイオマスエネルギ

ーをはじめとする再生可能エネルギーは、その地域に賦存する自然資源であり、小規模分

散型・地域主導で事業化することによって、地域における経済的・社会的な価値創造（寺

西ほか 編，2013）や地域の自治や地域再生（室田ほか，2013）、生業戦略のオプションの

提供（茅野，2012）などにつながるものになりうる。 

以上のように、ヨシのバイオマス利用という技術の導入は、「複数の利害」のなかでの議

論をもとに着想されたものであり、かつ地域社会によるヨシ原の利用・管理の歴史的展開

に連続しうるものである。こうした特徴から、利害関係者のなかで、ヨシのバイオマス事

業に対して期待が持たれてきたのである。 

8-3 バイオマス利用をめぐる議論の展開 

8-3-1 協議の停滞 

ただし、バイオマス利用をめぐる議論が浮上した後、すぐに事業化に向けて具体的な動

きがみられたかというと、そうではなかった。バイオマス事業に淡い期待が寄せられなが

らも各利害関係者具体的な行動がとられるわけでもなく、かといって有効性に対する疑問

が呈されることもないという状況が続き、議論が停滞してきたのである。 

ヨシのバイオマス利用については、研究者と武田堤防組合が定期的に情報交換を行って

いるほか、研究者と町とのあいだでもしばしば議論が行われるなど、断片的には議論の機

会は設けられてきた。しかし、2011（平成 23）年の地域協議会の後、同様のメンバーを集

めた協議会が開かれる機会は設けられてこなかった。ヨシのバイオマス利用の方向性につ

いて地域内で明確なビジョンが共有されてきたわけではないし、ヨシ原の保全・管理とい

う本来的な目的に向けた議論が進展してきたわけではないのである 177。 

富田涼都は、多様な利害関係者が同床異夢的な状況のなかで協働する際、「一時的な同意」

を重ねていくことの可能性を指摘し、その成立要因として、第 1 に「顔合わせ」を含めた

身体的行為を媒介にする点、第 2 に同意内容をリジットにしない点を挙げている（富田，

2010；2014）。岩木川下流部におけるバイオマス利用という提案についても、火入れをめぐ

                                                  
177 これまで、岩木川下流部ヨシ原の荒廃問題を紹介した新聞記事などに対し、研究者に県内他

地域や県外の業者・NPO などからヨシのバイオマス利用関する問い合わせはあった。また、県

外でバイオマス事業に取り組む事業者を招いての勉強会の開催や再生可能エネルギーの事業化

を支援する他地域 NPO の訪問などが企画されたこともあったが、いずれも講師や参加者の体調

の都合などで実現しなかった。 
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る対立という目下の課題を回避するための「一時的な同意」であった。岩木川下流部では、

火入れをめぐる協議の後、「顔合わせ」の機会が継続的に設けられてこなかった。それゆえ

に、「一時的な同意」の更新が起こらず、一時的な対立の回避にはつながったものの、合意

内容の曖昧さだけを残したアドホックな合意形成にしかならなかったのである。 

ヨシのバイオマス事業が可能なのかどうかについて、地域の利害関係者だけでは判断し

がたかったことも、議論が進まなかった一因である。利害関係者のなかにバイオマス事業

を行うための知識やノウハウを持っている者がいたわけではなく、ヨシがバイオマス事業

の原料に使えるかどうかも分からなかった。実際、ヨシのバイオマス利用は、現時点では

技術的に確立していない部分も大きい。ヨシは、稲ワラなどの農業廃棄物や他の草本類と

同じく、ソフトセルロース系バイオマスに分類され、想定される主な利用方法としては、

燃焼（ペレット等の熱利用）、エタノール発酵、熱化学的変換ガス化などが挙げられる。し

かし、ペレットの利用は木質のものなどと比較して割高であるし、エタノール発酵あるい

は熱化学分解によるガス化は、「第二世代技術」として研究と実証実験が進められている最

中であり、実用ベースに至っているものではない（山下，2009）。 

ただし、利害関係者のなかに、これを推進するイニシアティブがあれば、適切な政策的

支援を受けるなどしながら導入できる可能性もあるため、ノウハウがないことや技術的に

確立していないことを理由に実現が不可能とはいえない部分もある。問題は、地域の利害

関係者がどのようにこれに取り組んでいくのかということであるが、その取組みの方向性

が明確に示されず、それについての議論も起こってこなかったことこそがその本質なので

ある。 

8-3-2 バイオマスペレット業者との協力 

しかし、2014（平成 26）年に入ると、ようやくヨシのバイオマス事業化に向けた新たな

動きが見られ始めた。右岸ヨシ原の荒廃が進むなか、河川生態学術研究会岩木川研究グル

ープでヨシ原の調査を行ってきた主要な研究者らが、地域内ですでにバイオマスペレット

事業に取り組んでいるF社に協力を要請し、ヨシによる燃料用ペレット 178を試作することに

なったのである。 

中泊町には、既にバイオマス事業の先行事例がある。中泊町は、前述の通り 2006（平成

18）年に「中泊町もったいない町民運動による循環型まちづくり条例」を制定し、2008（平

成 20）年に「中泊町バイオマスタウン構想」を発表している。その背景には民間主導でバ

イオマス事業が動き出していたことがあった。 

まず、武田地区内に所在する建設業者F社は、関連会社とともに事業協同組合を設立して

木質バイオマス事業に取り組んでいる。中泊町の東部は中山山脈に含まれる山地であり、

スギやヒバなどの針葉樹を中心とした森林面積は町面積の約 7 割（1 万 5,619ha）を占めて

                                                  
178 ペレットとは、粉砕した木材などの燃料を圧縮成型した小粒の固形燃料のことをいう。 
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いる 179。中泊町では、かつては林業が盛んであったが、現在は全国の例に漏れずその振興

が大きな課題となっている。 

こうした背景のもと、同組合は 2007（平成 19）年に農林水産省「地域バイオマス総合利

活用補助金」に採択され、総事業費 3 億 4,146 万円（うち補助額 1 億 6,260 万円）で木質ペ

レットプラントを建設した。木質ペレットの材料は、製材所端材や樹皮、林内放置間伐材

などであり、生産量は 800kg/h（年間 1,500t）を見込むものである。また、F 社はペレット

に粉末の木炭を混入して発熱量を 10％程度向上する技術で特許を取得している。 

一方で、ペレットの需要先の確保が課題となっている。F社とESCO事業契約 180を行う中

泊町は町営老人福祉施設に灯油とペレットを併用できるボイラーの導入している。ただし、

コストの高さや灰掃除の手間などから一般家庭へのペレットストーブ、冬期ビニールハウ

スへのペレットボイラーの導入などには進展しておらず、その普及をどう進めていくのか

を探っているところだという 181。 

また、中泊町内の建設業者G社は、稲のもみ殻を用いたブリケット 182の製造を行ってい

る。同社は 2008（平成 20）年からもみ殻のリサイクルに取り組んでおり、土壌改良材とな

る燻炭の製造を行ってきた。中泊町は、水稲栽培の作付面積が 2,390haにのぼり 183、毎年 6

～7 万m3 のもみ殻が排出される。そのうち 20％は畜舎の敷きわらや堆肥などに利用されて

いるものの、そのほかのほとんどは廃棄物として処理され、一部は野焼きによって交通障

害や生活環境被害につながっていた。同社はそのうち 3,000 m3 を回収し、有効活用の方法

を模索してきたのである。同社は 2010（平成 22）年に財団法人 21 あおもり産業総合支援

センターの「あおもり元気企業チャレンジ助成事業」に採択され、もみ殻製ブリケットの

製造技術を確立した。さらに、2011（平成 23）年度と 2012（平成 24）年度には国土交通省

「建設企業の連携によるフロンティア助成事業」の助成を受け、この普及・改良を行って

いる 184。 

研究者らは、以上の事業者のうち、武田堤防組合内に所在する F 社にヨシ原の現状につ

いて説明し、ペレット事業への協力を要請した。F 社もこれに応じ、12 月のヨシの刈り取

り時期以降に、まずはトラック 1 台分程度でヨシペレットを試作し、燃焼実験やコスト計

算調査などを行うことになったのである。F 社は武田地区内にあり、チッパー設備もヨシ原

のすぐそばにあるため、輸送効率などの面の条件も申し分ないといえる。 

今後の課題は、利害関係者とどのような関係を築いていくかである。試作用のヨシの刈

り取りは武田堤防組合が国土交通省に刈り取り申請を行っているヨシ原の一部となる。そ

                                                  
179 中泊町 2014 年度「町勢要覧」より。 
180 ESCO（Energy Service Company）事業契約とは、電気・熱の消費量削減といった省エネルギ

ー化に対して対価を得る契約のことである。 
181 建設トップランナー倶楽部の 2009 年の F 社紹介事例より。 
182 ブリケットとは、燃料を圧縮成型して薪状にしたものをいう。 
183 中泊町 2014 年度「町勢要覧」より。 
184 S 社ホームページ及び 2012 年度「環境活動レポート」より。 
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のため、研究者らは武田堤防組合や各集落とも話し合いを行い、ヨシペレット事業の目的

の共有や刈り取り場所などの調整を始めている。現在は研究者と F 社とが協力して試作を

行おうという段階であるが、ヨシペレットを地域環境管理の手段として捉えていくのであ

れば、多様な関係者の理解と協力が必要である。また、現在 F 社が行っている木質ペレッ

ト事業では需要先確保が大きな課題となっているのと同様、仮にヨシペレットの生産が可

能であったとしても、ヨシペレットの需要先確保が課題となることは必至だといえる。そ

のため、中泊町とも連携・協力を強め、需要先などに関する戦略を練らなくてはならない

と思われる。 

以上のように、岩木川下流部では、ヨシのペレット化という新たな技術導入によってヨ

シ原管理につなげることは可能かどうかが模索される段階となっている。ただし、これに

は、（1）そもそも技術的に実現可能か、（2）利害関係者とどう調整・協力できるか、（3）

仮に事業化できたとして需要を確保できるか、（4）事業化がヨシ原管理という本来の目的

を果たすことにつながるのか、といったさまざまな不確実性が存在している。これらの不

確実性のうち、（1）については科学・技術自体の問題に起因する部分も大きいが、その他

はいずれも社会関係の構築に関する課題である。今後、ヨシのペレット化という技術を導

入して地域環境管理を行うためには、このような社会的側面を考慮しなければならないだ

ろう。 

8-4 技術導入の「落とし穴」 

それでは、上記のような社会的側面に関する課題を踏まえ、岩木川下流部のヨシ原では、

どのような点に考慮しながら技術を導入していけばよいかを考えてみたい。 

ヨシペレット事業は、一種の装置産業である。技術を適用するためには、一定規模の機

械装置を導入することが必須となる。このように、機械装置を用いる技術の適用をめぐっ

ては、現在各地域でさまざまな課題が顕在化しつつある。特に、2012（平成 24）年 7 月に、

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が施行されて以

来、日本全国で再生可能エネルギー発電設備の導入が進んでおり、同法に定められた固定

価格買取制度の設備認定件数の合計は、2014（平成 26）年 8 月末現在、太陽光発電設備 10kW

以上が 66 万 9,470 件（6,635 万 6,472kW）、風力発電設備が 161 件（129 万 5,722kW）、中小

水力発電設備が 196 件（32 万 408kW）、地熱発電設備が 25 件（1 万 4,200kW）、バイオマス

発電設備が 184 件（131 万 6,710kW）にのぼっている 185。これらの設備導入にあたって、地

域環境管理をめぐる対立が噴出するケースも散見されつつある。 

こうした問題が懸念される例として、大分県由布市湯布院町の塚原高原における事例を

取り上げたい。この草地では、ファンド会社が計画するメガソーラー事業をめぐって紛争

                                                  
185 経済産業省資源エネルギー庁「固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト」より（http://ww
w.fit.go.jp/statistics/public_sp.html、閲覧：2014 年 11 月 22 日）。バイオマス発電設備の設備容量は、

バイオマス比率考慮有りの値である。 
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が起きている。計画地である 20haの市有地は、地域住民に 85 口の入会権が設定されてきた

土地の一部であり、その入会権者らが塚原共有財産管理組合を組織し、放牧地として利用・

管理してきた土地である。しかし、高齢化が進行し、畜産業も衰退するなか、2009（平成

21）年 3 月に行われた野焼き作業で作業中の高齢者 4 人が死亡、2 人が重軽傷という事故が

発生したこともあり 186、同管理組合では入会地の管理を持て余す状態になってしまった。 

そこに持ち上がったのがメガソーラー事業の計画である。2012（平成 24）年 9 月に東京

に本社を置くファンド会社である株式会社ファンドクリエーションが由布市に用地買取り

を申請し、入会地の管理が十分にできない同管理組合も入会権の放棄と土地売却に賛成し

た。2013（平成 25）年 3 月には由布市が同社との土地売買仮契約を締結し、合計 10MW 程

度のメガソーラー計画が動き出すことになった。しかし、風光明媚な草原景観で立ち上が

ったメガソーラー計画に対して、観光業者や景観を目当てに移住してきた住民らから反対

運動が巻き起こったほか、一部の入会権者もこれに反対した。 

由布市は、景観保全と再生可能エネルギー事業による問題発生を防止するため 2014（平

成 26）年 1 月に「由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関

する条例」を制定したが、同メガソーラー計画は条例制定前に仮契約されたものであった

ため、条例の対象とはならなかった。由布市は同ファンド会社に土地売買契約の解除と代

替地の提案を行ったが 187、ファンド会社はすでに土地売買仮契約を締結済みであるとして、

同年 6 月に契約とおりの土地売買履行を求める訴訟を大分地裁に起こした 188。仮契約は正

式な手続きを経て結ばれたものであり、ファンド会社に落ち度があるわけではないため、

由布市は計画撤回を法的に争うことを避け、同年 7 月の第 1 回口頭弁論において同社の訴

訟を認諾した 189。 

このように、由布市では、メガソーラー計画をめぐって大きな対立構造が生まれている。

これは一見すると、事業を実施する投資会社と、景観問題から反対する観光業者や新住民

との間のメガソーラー計画をの賛否をめぐる二項対立のようにも見える。しかし、もとも

との問題発生の原因は、地域社会が担ってきた草地管理が持続できなくなったことである。

メガソーラー計画が中止となったとしても、適切な管理が維持できなければ、メガソーラ

ー計画に反対する側が重視する美しい草地景観も結局は損なわれてしまう。つまり、メガ

ソーラー計画の是非が争点とされる以前に、この草地において地域環境管理をどうしたら

持続することができるのか、という議論が行われてこなかったことに問題発生の原因があ

るといえるのである。 

以上の事例は、地域環境管理の方法として安易に技術を適用することの問題を提起して

いるといえる。技術の適用が、さまざまな社会的な課題を増幅させ、利害関係者の対立を

                                                  
186 2009 年 3 月 18 日の『西日本新聞』朝刊より。 
187 2014 年 6 月 17 日、2014 年 8 月 29 日の『毎日新聞』地方版より。 
188 2014 年 6 月 17 日の『西日本新聞』朝刊より。 
189 2014 年 7 月 7 日の『大分合同新聞』夕刊より。 
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もたらす「落とし穴」を生み出してしまう可能性がある。由布市の事例を踏まえると、こ

の「落とし穴」には、次のような要因があると思われる。 

第 1 に、単一的な価値のみが優先されてしまうという落とし穴である。地域環境管理は、

さまざまな価値・目的をもとに行われるものである。しかし、由布市のメガソーラー事業

では、事業者が経済的価値の実現に偏重して事業の実現を目指し、景観としての価値など、

利害関係者にとってのさまざまな価値に関する議論が十分に考慮されているとは言い難い。

入会地管理を行ってきた地域社会は土地管理という目的を果たすことができるが、固定価

格買取制度の買取期間終了などでメガソーラー事業が撤退した後のことを考えると、一時

的な対策にしかならないことも明らかである。単一的な価値を動機として事業が行われる

ことで、地域環境管理の「複数の利害」への考慮が失われてしまうのである。 

第 2 に、技術導入の是非だけが争点とされてしまうという落とし穴である。地域環境管

理をめぐる多様な議論が技術の適用の是非という二項対立にすり替わってしまうことで、

問題の本質を覆い隠してしまう。本来、技術は何らかの価値・目的を達成するために導入

されるため、その中身に関する議論のほうが重要なはずである。しかし、由布市の事例の

ように、技術の導入の是非だけが争点になってしまうことで、そもそも地域環境管理がな

ぜ、何のために重要なのか、といった議論が行われなくなってしまうのである。 

第 3 に、地域環境管理が硬直化してしまうという落とし穴である。その技術の導入が既

定路線と化し、他の管理手段の導入可能性が絶たれてしまうことで、何のために地域環境

管理を行うのかという目的を問い直す余地、そして、その技術を導入する以外の代替的な

管理方法に関する議論を行う余地が失われてしまう。地域環境管理では、技術適用によっ

て損失・リスクを被る人びとへの対応を含め、状況に応じて管理の方法を変化させていく

ことが求められるが、その可能性が損なわれてしまう可能性がある。 

以上のような技術導入に伴う「落とし穴」を回避することは、今後の岩木川下流部にお

けるヨシ原管理にとって重要なことだろう。ヨシペレット事業は、武田地区内の業者との

連携のもとで行われるものであるため、外部の事業者が担う場合と比較すれば、これらへ

の対応ははるかに容易だと思われる。 

8-5 地域環境管理に求められる技術 

8-5-1 「複数の利害」のなかで合意できる技術 

それでは、上記のような「落とし穴」を回避する必要性を踏まえながら、岩木川下流部

ヨシ原においてどのように技術を導入していくことが求められるかについて、改めて整理

することにしたい。 

第 1 に、「複数の利害」のなかで合意できる技術であることである。繰り返すが、岩木川

下流部において、ヨシペレット事業への期待にたどり着いたそもそもの経緯は、「複数の利

害」の調整が求められたことにあった。ヨシ原を生活環境として管理してきた地域社会、
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自然としての価値を見出す自然保護団体や研究者、火入れ管理の被害・リスクを懸念する

町や近隣住民など、多様な利害関係者が「複数の利害」を各利害関係者が共有し、火入れ

管理によって発生しうるリスクを回避するために着想されたのがこの技術の導入なのであ

る。各利害関係者の利害の中身は一致しているわけではないが、その違いを認め合ったう

えで、技術の適用のなかにその異質性・多様性を内包しようとする「技術による合意」を

目指した結果として導き出されてきた。 

ヨシペレット事業は、ヨシのペレット利用という技術自体の不確実性もあり、ヨシ原管

理の特効薬としての役割を期待されているわけではない。むしろ、社会的な議論の過程を

経てたどり着いた技術であることに、社会的な意義が見出される技術である。ヨシペレッ

ト事業は、それ自体の経済性はもちろんだが、その単一的な評価軸だけではなく、多様な

価値・目的を満たしていける可能性を持つという点にも評価の軸が置かれるべきである。 

そして、「複数の利害」のなかで合意できる技術を導入するためには、利害関係者がヨシ

原管理の方向性について共有するため、技術の導入によってどのような価値・目的がもた

らされるかを可視化していなければならない。そのため、その可視化のために協議会の開

催といった「しかけ」を作っていくことが、まずはこのヨシ原管理で最も求められること

のひとつであるといえるのである。 

8-5-2 管理手段としての技術 

第 2 に、管理手段としての技術であることである。技術導入はヨシ原管理において「複

数の利害」を実現するための手段であり、ヨシペレット事業を地域に導入したり、その技

術の確立を目指したりすること自体が目的なわけではない。技術導入は手段であり、それ

によって地域環境管理の目的を果たすことに焦点があてられるべきである。 

このことは、すでに燃料用ヨシペレット事業に取り組む宮城県大崎市の蕪栗沼の事例を

みても明らかである。蕪栗沼及びその周辺の水田は、2005（平成 17）年にマガンの越冬地

としてラムサール条約の登録湿地となり、水田耕作農家や地域住民、同 NPO 法人、行政機

関などが協力して「ふゆみずたんぼ」などの環境保全活動に取り組んできた（武中，2008；

淺野ほか，2012）。そして、蕪栗沼では、特定非営利活動法人蕪栗ぬまっこクラブ（以下、

同 NPO 法人とする）がヨシペレット事業を行ってきた。 

同NPO法人は、1997（平成 10）年に開催された蕪栗沼探検隊実行委員会が前身となって

おり、2000（平成 12）年に特的非営利活動法人として認証された。同NPO法人の活動内容

は、（1）国内最大級の水鳥の越冬地である蕪栗沼の環境保全、（2）蕪栗沼の生物調査、（3）

固有性を生かした環境教育、（4）地域住民への啓蒙情報発信、（5）大崎市のグリーンツー

リズムとの共同イベント企画、（6）農業との共生の模索などで、会員数は 132 人（団体を

含む）を数えている 190。蕪栗沼のヨシ原では、ヨシの乾燥・堆積による陸地化を防ぐため

                                                  
190 みやぎ NPO 情報ネット団体情報（http://www.miyagi-npo.gr.jp/cgi-local/new_dir/part.cgi?id=302
36、閲覧：2014 年 10 月 26 日） 
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に火入れが実施されてきたが、燃焼灰が沼に残るなどの理由から廃止され、刈り取り処理

などによって管理されるになった 191。そのため、このヨシの利用が大きな課題となってき

たのである。 

同NPO法人は、2009（平成 21）年に大崎市より「大崎市バイオマス利活用調査」を受託

してヨシペレットの試験製造し、コスト計算や成分分析などを実施した 192。また、2011（平

成 23）年度に総務省の「緑の分権改革調査事業」を受けた大崎市とともに「蕪栗沼ふゆみ

ずたんぼプロジェクト」を実施し、その一環として 2011（平成 23）年 12 月にヨシペレット

の実証実験を行った（大崎市，2012）。 

ヨシペレットと木質ペレットのストーブ燃焼比較・混焼実験の結果、ヨシペレットは発

熱量こそ木質ペレットに遜色ないものの、灰分が 6.9％と木質ペレットの 1.3％に比して高

く、頻繁に灰を除去する必要があることが分かった。また、ヨシ原 30haで年間 60 日の刈り

取りと 200 日（1 日 5 時間）のペレット製造を行い、30tのヨシペレットを製造すると（1ha

あたり 1.5～4tの生産可能）、コストは 911 万円（303 円/kg）となり、一般的な木質ペレット

（20～40 円/kg）と比してコストが高いとの結果も得られた。刈り取り量を 2 倍とし、ペレ

ット製造を 24 時間自動稼働で 60 日とすれば 330 万円（55 円/kg）まで低下するが、これで

も木質ペレットよりも高額である 193。 

品質面と価格面で木質ペレットに劣るヨシペレットの販売モデルとして、「会員制モデル」

が構想されている。これは、蕪栗沼保全に賛同してペレットストーブを購入した会員から 1

ヶ月あたり 1 万円程度の会費を徴収し、年間 2tのペレット供給や煙突掃除、灰の回収など

を行うというものである。30 名の会員数を確保すれば、ペレット 60tの消費先を確保できる

計算となる。現在ヨシペレットの需要先となっているのは市の公共施設を含めて 3 台であ

り（淺野ほか，2012）、このモデルが実現しているとは言い難い。ただし、今年度より大崎

市立病院が地域の環境保全への貢献、あるいはエネルギー分散化ということで、ペレット

ボイラー設備燃料の一部としてヨシペレットを導入することになった。これにより、年間

数～数十t規模の需要が確保できる計画だという 194。 

以上のように、ヨシペレットは、木質ペレットと比較して（1）価格が高い、（2）灰分が

多くメンテナンスに手間がかかる、というデメリットがあり、需要先の確保が難しい状況

となりがちである。にもかかわらず、デメリットも多いヨシペレット事業を継続してきた

のは、ヨシのペレット化自体が目的なのではなく、それによって同 NPO の活動目的である

蕪栗沼の環境保全という目的の達成を目指しているからである。蕪栗沼の保全活動を行う

                                                  
191 2014 年 6 月 12 日の大崎市への聞き取りより。 
192 特定非営利活動法人蕪栗沼っこクラブ（http://www5.famille.ne.jp/~kabukuri/KWCconservation_
b.html、閲覧：2014 年 7 月 12 日）。 
193 ただし、ヨシ原で単純な刈り取り・焼却処分を業者に委託した場合は年間約 1,000 万円のコ

ストがかかると見積もられるため、それよりはリーズナブルとの評価もなされている。このよう

に、管理手段としての効率性の比較という観点で技術を評価することも重要であると思われる。 
194 2014 年 6 月 12 日の大崎市への聞き取りより。 



- 154 - 
 

ことに意義があるからこそ、同 NPO 法人がこの技術に取り組んできたし、その意義の大き

さに公共性を感じた行政機関も、需要先を創出するなどの支援を行ってきたのである。 

このように、技術導入自体は管理手段として、「複数の利害」の調整を軸として多様な価

値・目的の達成を目指していくことによって、そこに公共性が生まれ、その技術が多少使

い勝手の悪いものであっても、需要を探っていく道も開ける。また、仮にヨシペレット事

業が駄目だった場合にも、「複数の利害」のなかで合意を図る取組みを行ったという経験は

共有されるため、利害関係者と新たな管理方法を模索する議論を継続することができると

思われる。これらの点からも、技術を手段と捉え、本来の管理目的に軸を置いた議論を重

ねることが重要であるといえる。 

8-5-3 試行錯誤が可能な技術 

第 3 に、試行錯誤が可能な技術であることである。地域環境管理をめぐる社会的状況は

変化を繰り返すものであり、それに合わせて求められる技術のあり方も変わりうるもので

ある。技術の導入によって硬直的な管理が行われるのではなく、状況に応じて技術を見直

すことが重要だと思われる。技術における試行錯誤については、いくつかの方向性が考え

られる。 

まず、技術を、リスクを回避し社会的合意を拡大できるように改良することである。第 7

章で紹介したとおり、各地の火入れには苦情が寄せられることも多いが、それに対し、北

上川河口部では、防火帯を設置して火入れの規模を小規模化していたほか、鵜殿のヨシ原

ではヨシをいったん押し倒し、粉砕してから燃やすことで煙灰の発生を減らし、苦情の発

生を抑制していた。一方、ヨシ原に限らず火入れという手段自体が問題となってきた岩木

川下流部のように、こうした技術的改良では対処できない場合もある。地域によって求め

られる技術、受容される技術は異なるため、それに応じた試行錯誤も必要である。ただし、

社会的状況に応じて技術に改良を加えていくことは、技術の受容可能性を拡大していくう

えで重要であるということはできるだろう。 

次に、技術の適用によって実現できる価値・目的を見直していくことである。ヨシ原管

理は、価値・目的の多様性を踏まえながら展開してきた。先述の河川生態学術研究岩木川

研究グループでは、筆者を含む研究者らが地域社会との意見交換も踏まえながらヨシ原管

理の価値・目的を整理している（表 8-1）。列挙すれば、屋根材やバイオマス燃料も含めた

資源供給、文化財・文化財保護技術の保全、地域社会の結節点としての機能、教育的価値、

レクリエーション・イベント価値、文化的景観としての価値 195、そして原野火災や病害虫

発生の抑制といった社会的リスクの回避などである（河川生態学術研究会岩木川研究グル

ープ，2012）。ヨシ原管理の価値・目的は多様である。地域環境管理への技術適用によって

どのような価値・目的が実現されるのかを分析することが重要であるし、状況に応じて重

                                                  
195 2005（平成 17）年には、「中里町の冬の葦原」が文化庁より河川景観重要地域に選定されて

いる（文化庁文化財部記念物課，2005：136）。 
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視する価値・目的を変えていくことも重要である。技術適用のあり方も、これらを踏まえ

て議論していくことが必要となる。 

最後に、その技術を適用すべきかどうか自体を見直すことができることである。岩木川

下流部では、ヨシペレット事業の導入が求められるが、それをヨシ原管理方法の既定路線

にしてしまわないことが重要である。実現可能性や意義などを常に問い直しながら、場合

によっては他のヨシ原管理の方法・技術を探っていくことが重要であるし、地域のなかで

それを探っていけるような体制を整えておくことも重要だと思われる。 

8-6 小括 

本章では、地域環境管理における技術の適用で、どのような点に考慮していくべきなの

かを整理した。地域環境管理の方法として、技術の果たす役割は大きい。しかし、その技

術導入の方向性を誤ると、「複数の利害」のなかで行われる地域環境管理に負の影響をもた

らしてしまう可能性がある。 

岩木川下流部では、火入れ管理に代わるヨシ原管理の方法としてヨシペレット事業の導

入が議論され始めている。これは、利害関係者の議論の過程で着想されたこと、そもそも

ヨシは燃料として使用されていたという歴史的経緯に沿うこと、新たな産業の振興につな

がりうることなどから、大きな期待がかかる事業である。 

利害関係者のなかにこれに取り組むイニシアティブがなく、しばらくは淡い期待は寄せ

られつつも議論が停滞する状況が続いてきたが、研究者らのはたらきかけにより、地元の

表 8-1 岩木川下流部のヨシ原を保全・管理する社会的な価値・目的 

 

資料：河川生態学術研究会岩木川研究グループ（2012：4-15）より作成。 
 
 

 

価　値 ・ 目　的 内　容

資源供給 屋根材、スダレ材、マメコバチの巣材、暗渠財、土壁材など

バイオマス燃料など、新たな用途の可能性

重要文化財、指定文化財の保存

茅葺き技術の保存

社会関係の保全 地域社会の結節点としてのヨシ原管理

教育的価値 環境教育、自然観察の場の提供

グリーンツーリズムへの活用可能性

ヨシ原景観を生かした町おこしなどへの活用可能性

社会的リスクの回避 原野火災の防止

不法投棄の防止

病害虫の発生の抑制

文化財・文化財保存技術の保全

レクリエーション・イベント価値
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ペレット事業者の協力による試験事業がスタートする段階となっている。この事業の推進

にあたっては、これから社会的側面についての調整が必要であり、以下のような点に考慮

してく必要があるだろう。 

地域環境管理において技術の適用は、（1）価値の単一化、（2）争点の単純化、（3）管理

の硬直化、といった「落とし穴」を生じさせる恐れがある。これを回避するためには、（1）

「複数の利害」のなかで合意できる技術であること、（2）それ自体が目的化するのではな

く、あくまで管理手段としての技術であること、（3）試行錯誤が可能な技術であること、

を保証していく必要がある。 

地域環境管理にとって、特効薬、万能薬となりうる技術はない。その技術が有効かどう

かの判断は、その技術自体の効果もさることながら、利害関係者の社会関係や重視される

価値・目的などを踏まえ、常に見直しを行っていくことではじめて妥当性を持ちうるとい

えるのである。 
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第 9 章 地域環境管理を実践するために 

9-1 はじめに 

本論文では、ヨシ原を事例として地域環境管理のあり方について議論してきた。産業構

造や人口構造の変化のなかで、地域社会が担ってきた地域環境管理は衰退が懸念されてい

る一方、地域環境には多様な価値・目的が向けられるようになり、さまざまな利害関係者

が関わりながら新たな地域環境管理の方向性が探ることが重要になっている。また、本論

文では、複数の利害関係者がそれぞれの異なる観点から利益を求める一方で、またそれぞ

れの異なる観点からリスクや損害を訴えるといった状況を「複数の利害（multiple interests）」

と呼び、利害関係者間で共有可能されることで、地域環境管理を方向付けるものであると

述べた（第 5 章）。これからの地域環境管理を展望するためには、この「複数の利害」を前

提にすることが必要であるといえる。 

本論文の議論を振り返ると、岩木川下流部のヨシ原管理では、地域社会がヨシ原に対し

て「自治の領域」としての意識を持ち続け（第 3 章）、管理のしくみを大きく転換させなが

ら、管理主体としての実態を保ち続けてきたことを明らかにした（第 4 章）。そして、地域

環境管理をめぐって「複数の利害」を共有し、利害関係者と新たな社会関係を構築するこ

とが地域社会にとって新たな転換につながりうることを示した（第 5 章）。さらに、他地域

のヨシ原の分析も踏まえながら、地域環境管理の実践するためには、「複数の利害」の共有

を進め、行政機関による適切な支援（第 6 章）や地域環境管理の正当性の獲得・拡大（第 7

章）、管理技術の適用に関する議論・検討（第 8 章）などを進めていくことが重要であるこ

とも述べてきた。 

これからの地域環境管理では、「誰にとって」の「良い状態」を展望すればよいのだろう

か。そして、それに基づいてどのように地域環境管理を実践していけるのだろうか。本論

文の締めくくりとなる本章では、まずは地域環境管理が「誰にとって」の「良い状態」を

目指すのかを整理する。そして、それをもとに地域環境管理を実践するための方法と「し

かけ」に関する論点を提示することにしたい。 

9-2 地域環境管理は「誰にとって」の「良い状態」を目指すのか 

9-2-1 「誰にとって」 

まず、地域環境管理は、「誰にとって」の良い状態を目指すのだろうか。これまで論じて

きたとおり、地域環境管理の利害関係者は多様であり、多くの人びとがそれぞれの価値・

目的に基づいてかかわりを持つようになっている。地域環境管理は、特定の誰かのためで

はなく、それに関わる各利害関係者のものである。 

しかし、多様な利害関係者のかかわりは一様ではない。岩木川下流部や渡良瀬遊水地の

事例で明らかにしたように、地域社会は地域環境と歴史的に密接なかかわりを持ち続け、
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現在も「自治の領域」としての意識を抱いている。その一方、岩木川下流部で野鳥保護が

問題となった一時だけ利害関係者として登場した野鳥保護団体のような、アドホックなか

かわりもある。当然のように、地域環境管理へのかかわり方は多様なのである。それでは、

この多様な利害関係者のかかわりをどのように考え、誰を地域環境管理の主体だと捉えた

らよいのだろうか。 

井上真は、多様な利害関係者が協働で資源管理を行うしくみである「協治（collaborative 

governance）」を制度化するための原則として、「段階的なメンバーシップ（graduated 

membership）」を提唱し（井上，2009；井上，2014）、「地元の人が自分たちで閉じてしまう

のではなく、良心的な外部者に資源の利用や管理へのかかわりの道を開くことから始まる。

しかし、不用意に開いてしまうと外部者の力のほうが強くなってしまうこともある。そこ

で、責任・義務が最も強いコアメンバー（1 級会員）から弱いメンバー（2 級会員、3 級会

員）まで段階を設け、それぞれに応じた権利・義務・責任を付与する」（井上，2014：253-254）

ものだと定義している。これは、過剰利用が懸念される状況下で自然資源管理をめぐる社

会制度を策定するための指針として示された主体論であり、本論文で論じたような地域環

境管理でも考慮されるべき原則であることは間違いない。 

ただし、本論文で扱ったように、過少利用問題を前提として「複数の利害」に基づく地

域環境管理の主体を考える場合は、利害関係者のかかわりに優先順位付けを行うことが適

切であるとは限らないといえるだろう。過少利用問題を前提とする地域環境管理へのかか

わりは、同一線上で比較できる「強弱」というよりは、多様な「色」を持つ「濃淡」であ

る。例えば、岩木川下流部のヨシ原では、地域社会が歴史性に基づく「濃い」かかわりを

築いてきた。一方、このヨシ原には、研究者や国土交通省、近隣住民など、多くの利害関

係者がかかわりを持つようになっているが、彼らのかかわりは地域社会のものとは全く違

う「色」のもので、単純に比較することはできない。 

もうひとつ整理しておくべきことは、「かかわり」の意味も多様であることである。ひと

つは「担い手」という意味で、もうひとつは「当事者意識」という意味である。地域環境

管理を実施する担い手は、柔軟に変化しうるものである。例えば、岩木川下流部において

は、ヨシの利用・管理は業者に委託されている。また、鵜殿のヨシ原でも、管理の一部を

ボランティアが担っている。ただし、いずれの地域でも、地域社会がヨシ原管理に対する

当事者意識を失っているわけではない。実際に地域環境管理を担っているわけでなくても、

管理に対する当事者意識は保持されるのである。そして、地域環境管理の発言力や影響力

をみると、この当事者意識のほうが大きな意味を持つことも多い。 

こうしたことを踏まえながら、本論文で見出してきた「複数の利害」に基づく地域環境

管理の主体の特徴を整理すると、以下のようになるだろう。 

第 1 に、「複数の利害」に基づく地域環境管理は、ある特定の個人や集団を主体とするわ

けではなく、「複数の利害」を共有してきた人びとの集合的な意思決定が、その方向性を決

める主体になるということである。各ヨシ原の地域環境管理は、決して特定の主体がリー
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ドしてきたわけではない。各利害関係者が「複数の利害」を共有し、それらを調整しなが

ら地域環境管理に関わる多くの人びとにとって望ましい方向性へと進めていくものである。

地域環境管理をめぐってガバナンスを行う各利害関係者の集合的な意思決定こそが、地域

環境管理の主体であるということができるだろう。 

第 2 に、「複数の利害」が共有された地域環境管理では、それが共有されているがゆえに

当事者意識の濃淡が考慮されるということである。例えば、岩木川下流部においては、研

究者らが聞き取り調査などを通じて、「自治の領域」といった認識に見られるような地域社

会とヨシ原との深い関係性を理解してきた。こうした地域環境史の理解は、地域社会の深

い当事者意識を考慮した形でヨシ原管理の道を探ることにつながった。また、渡良瀬遊水

地において行政機関が地域社会の主体性を重視した協力体制を築いてきたのも、その歴史

的な関係性の深さを理解してのことであった。利害関係者間で「複数の利害」が共有され

れば、深い当事者意識を持つ人びとの意思決定が優先されるべきだという認識が共有され

ることも当然である。このことによって、各ヨシ原では、結果的に濃い当事者意識を持つ

人びとの意志が尊重され、優先されることが保証されてきたのである。反対に、外部者で

あっても濃い当事者意識を持っていることが認知されれば、地域環境管理からむげに排除

されることにはつながらないだろう。つまり、「複数の利害」の共有は、複数の当事者意識

を受容するという観点からも重要である。 

第 3 に、「複数の利害」に基づく地域環境管理のガバナンスには、できるだけ多くの当事

者意識を地域環境管理に反映させるため、多くの利害関係者が取り込まれるということで

ある。「複数の利害」に基づく地域環境管理では、多様な利害関係者が連携・協力すること

が前提である。また、多様な価値・目的を組み替え、組み合わせていくことが地域環境管

理の正当性を築き、広くその実施が認められるための方法にもなっていた。そして、その

ことが新たな人びとを再び地域環境管理への当事者へと巻き込んでいくことになる。例え

ば、渡良瀬遊水地の事例では、ヨシ焼きの煙灰害を許容するという細やかな当事者意識が

生まれていたことを指摘したが、こうした淡い当事者意識も含めて、多くの利害関係者か

ら容認の得られるものにしてきたのである。 

地域環境管理が「誰にとって」の良い状態を目指すのかをまとめよう。「複数の利害」に

基づく場合、地域環境管理の主体は、特定の誰かではなく、「複数の利害」を共有する人び

との集合的な意思決定である。そしてそれは、地域社会のような濃い当事者意識を持つ人

びとから、火入れを許容する近隣住民のような淡い当事者意識を持つ人まで、各利害関係

者が当事者意識の濃さに応じて納得感を得られるような調整を伴うとともに、新たな利害

関係者を組み込みながら再調整を行うという動的なものであるといえる。 

9-2-2 「良い状態」 

次に、地域環境管理では、どのような「良い状態」が目指されるのだろうか。この「良

い状態」は、当然のことながら、地域環境管理の主体によって決められる。そのため、「複
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数の利害」を共有する人びとの集合的な意思決定のなかで決められていくということにな

るだろう。しかし、「複数の利害」に基づく地域環境管理において、「良い状態」を目指す

ことは容易ではないように思われる。それは、「複数の利害」とは、地域環境管理をめぐる

価値・目的、あるいは損害・リスクが多様で複雑であることを指すからである。 

しかし、地域環境管理をめぐる価値・目的は、決して対立的なものではない。さまざま

な価値が同所的に存在することは可能であり、組み替え、組み合せることができるもので

ある。岩木川下流部では、地域社会が積極的に新たな価値・目的を受容し、研究者らとと

もに地域環境管理の方法を模索してきた。そして、利害関係者らが「複数の利害」を共有

することこそが、連携・協力のもとで地域環境管理を次に進めるためのプロセスになった。

そして、「複数の利害」の調整のなかで地域環境管理を実践することこそが、地域環境管理

の正当性を構築することにもつながっていた。 

また、利害関係者のリスク回避に注力することも、「良い状態」を実現するために重要で

ある。岩木川下流部では、利害関係者のなかで火入れ管理が合意されなかったことで、新

たな管理手段が模索された。渡良瀬遊水地では、ヨシ焼きの意義に関する認知を図ること

によって、受容可能性を高めていた。鵜殿のヨシ原では、ヨシを粉砕してから燃焼すると

いう技術的な改良が加えられた。このように、状況に応じて損害・リスクの回避を行うこ

とで、地域環境管理をめぐる対立も回避することができるのである。 

さらに、利害関係者は、単純に価値・目的の組み替え、組み合わせを行っているわけで

はない。大同小異の「妥協」のなかで、とりあえずの納得をしているという側面もある。

第 5 章では、ヨシ原を資源生産の場として管理しようとする地域社会と自然生態系として

管理しようとする研究者の間で求めるヨシ原の姿にズレがあるなかで、研究者がそれを割

り切り、大枠の方向性について合意することで協力関係を築いてきたことを明らかにした。

これによって、各利害関係者にとって「最善の状態」でなくても、大同小異の「より良い

状態」が実現される。それぞれの利害関係者が「複数の利害」の調整のなかで「より良い

状態」目指すこと、これも地域環境管理にとっての「良い状態」である。 

以上をまとめると、地域環境管理の「良い状態」とは、各利害関係者がそれぞれにとっ

ての「良い状態」を持ち寄り、リスクの回避を志向しつつ、大同小異による納得も伴いな

がら、試行錯誤によって目指される状態であるといえる。 

9-3 地域環境管理の実践に向けて 

9-3-1 方法としての順応的プロセス 

このように、「複数の利害」に基づく地域環境管理では、集合的な意思決定のなかで「良

い状態」の実現が目指される。しかし、地域環境管理をめぐる社会関係は、動的なもので

ある。こうした動的な社会関係を捉えるためには、順応的なプロセスを適用することが欠

かせない。宮内泰介は、順応的ガバナンスの重要なポイントのひとつとして「試行錯誤と
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ダイナミズムを保証すること」（宮内 編，2013：23）を挙げている。地域環境管理におい

ても、多様な側面において、試行錯誤とダイナミズムを保証しておくことが、それを運営

する方法として重要である。そこで、「複数の利害」のもとで地域環境管理を進めていくた

めに必要となる順応的なプロセスのポイントを挙げておきたい。 

第 1 に、集合的な意思決定を行う利害関係者の見直しである。岩木川下流部のヨシ原管

理を振り返ってみると、地域社会が主体となった管理が基となりつつも、社会的背景の変

遷に応じて研究者らのような新たな利害関係者が加わったり、反対に野鳥保護団体のよう

に一時的に火入れ管理の実施をめぐる意思決定に大きな影響を及ぼした利害関係者がほと

んど関与しなくなったりした。また、ヨシのペレット事業の議論が浮上するなか、ペレッ

ト業者が新たな利害関係者として加わりつつある。誰が利害関係者なのか、誰が重視され

るべき当事者なのかは、その状況に応じて変化しうるものである。集合的な意思決定を担

う各利害関係を固定化せず、常に見直していくことが、適切な地域環境管理を行うことに

つながっていく。 

第 2 に、「良い状態」の見直しである。地域のなかで重視される利害は、社会関係の変化

に応じて変化していくものである。地域環境管理で目指される「良い状態」は、多様な価

値・目的の組み合わせや損害・リスクへの対処などの動的プロセスのなかにあるが、その

変化に応じて「良い状態」の中身を見直していくことが重要である。「複数の利害」のなか

に何が新たに加わるのか、あるいは何が重視されるのかといった変化を常に意識しておく

必要がある。 

第 3 に、管理方法の見直しである。岩木川下流部では、火入れ管理をめぐる対立のなか

で新たなヨシ原管理への転換が目指されることになったが、地域社会はこれまでにも、業

者委託方式への転換など、地域環境管理の方法を大きく変える経験を繰り返してきた。そ

して、これをもとに第 4 章では、地域社会が地域環境管理を継続するための転換力を有し

ていることを指摘した。状況に応じて既存の地域環境管理の方法を見直し、新たな体制へ

と転換を図ることも重要な地域環境管理のプロセスなのである。ただし、第 8 章で述べた

技術適用の際の「落とし穴」のように、転換のしかたによっては社会に大きな問題をもた

らす可能性もある。社会関係をモニタリングしながら、適切な転換を図っていくことが求

められる。 

B. Walker らや C. Folke らは、社会‐生態システムのなかで、変化に柔軟に対応する能力

であるレジリエンス（resilience）と、変化のなかで抜本的に新たなシステムへと転換する能

力である転換力（transformability）が重要であると指摘している（Walker et al., 2004；Folke et 

al., 2010）。集合的な意思決定のあり方を見直し、「複数の利害」の中身を見直すことは、変

化への柔軟性を高めることにつながる。そして、時には管理方法を見直し、体制の抜本的

な転換・再編成を図ることが、地域環境管理を継続的に進めていくための鍵になるといえ

るのである。 
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9-3-2 「しかけ」としての社会学的な知 

そして、以上のような順応的なプロセスが可能にするためには、「しかけ」が必要である。

上記のようなプロセスは、集合的意思決定にかかる利害関係者は誰か、そしてその人びと

が抱く「複数の利害」の中身は何かということが明らかにならなければ不可能である。実

際、第 5 章において「複数の利害」を共有できたのは、社会調査や地域協議会など、社会

関係を明示化するための「しかけ」があったからである。 

「複数の利害」を明示化するための「しかけ」は、いろいろあるだろう。例えば、渡良

瀬遊水地で行政機関が行ってきた広報活動も、渡良瀬遊水地のヨシ原管理の多様な価値・

目的の認知を広めるという意味で重要な役割を果たしている。ただし、広報活動は一方向

の情報伝達である。渡良瀬遊水地でも、市民団体やさまざまな利害関係者の協議会が繰り

返し実施されてきた。社会関係を明示化し、「複数の利害」を共有するためには、相互に利

害を知るプロセスが重要であり、そのためには社会調査や地域協議会のような「社会学的

な知」196を生み出し、共有するプロセスが大きな役割を果たしうる。そこで、「複数の利害」

を明示化するうえで「社会学的な知」が果たしうる役割についてまとめておこう。 

「社会学的な知」は、各利害関係者の立場を相対化することを志向する。「社会学的な知」

は、ややもすると特定の判断基準に基づいて地域環境管理を進めてしまう科学者をも利害

関係者として相対化し（場合によっては社会学的な分析を行う自分自身をも利害関係者と

して相対化し）、社会関係の分析対象に含むことができる 197。 

松村正治は、人間と自然の関係性を規範的に語ろうとするときに、生態学に基礎づけら

れた言説に拘束されてしまうという「生態学的ポリティクス」の存在を指摘し、地域環境

を管理する際には、専門家が導こうとする「生態系管理」を実現することよりも、さまざ

まな人びとが、それぞれの課題を解決したり、未来へのイメージを実現させたりすること

へ力点が置かれることもありえると論じている（松村，2007）。このように、「社会学的な

知」は、科学知を含めて積極的にいろいろな立場を相対化する。そして、人びとが本質的

に求めている方向性は何なのかを明らかにすることができる。多様な利害関係者が関わる

地域環境管理には、価値や管理目的を意図的に相対化する役割を持つ知が必要である。「社

会学的な知」が「複数の利害」を明示化し、レファレンスとしての機能を果たすことよっ

て、特定の枠組みで行われる地域環境管理を相対化し、何を優先し、どのような方法によ

                                                  
196 ここであえて「社会学」ではなく「社会学的な知」というのは、社会学の専門家でなくても、

社会学的な知の生産は可能だからである。特に、聞き取り調査などについては、市民が行う調査

などにも大きな可能性が見出される（宮内，2003b；2004）。 
197 現在の科学者の多くは、地域環境管理において自らも利害関係者のひとりであることに対し

て自覚的である（池田，1998；鈴木，2006）。日本生態学会生態系管理専門委員会は、「保全生態

学が前提とする価値観については、必ずしも社会全体の合意を得ているわけではない。人間がど

のような形で持続可能に自然を利用していくかについては、科学的に唯一の解を決めることはで

きず、合意形成というプロセスを通じて初めて、社会的な解決をはかることができる」（日本生

態学会生態系管理専門委員会，2005：68）と述べている。科学者を分析する科学の必要性は、す

でに自明であるといえる。 
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って地域環境管理を行っていくかを地域社会の文脈に応じて決める判断材料を示すことが

できるのである。こうした特徴を持つ「社会学的な知」は、次のような地域環境管理にお

いて次のような役割を果たしうる。 

第 1 に「社会学的な知」は、相互理解や利害調整の場において、独自の役割を果たしう

る。三上直之は、環境社会学の役割について、「意思形成過程の検証・評価といった課題に

おいて、インタビューによって相対立する複数の関係者の主張を内在的に理解し、その対

立点や共通点などを構造的に把握する」ことを強みにして、「相互作用の場を作り出すコー

ディネーターないしはファシリテーターとしての役割を演じる」と述べている（三上，

2009：277）。さらに、茅野恒秀も、「『聞く』という技法からさまざまな含意を析出でき、

また社会関係に基づく見取図を作り、問題を全体として把握し構造を明らかにすることが

できる。そしてその知識を政策につなぐという志向性のもとで、環境ガバナンスや問題解

決のプロジェクト・マネジメントの担い手として、組織者として貢献できる」と述べてい

る（茅野，2009：36）。いずれの指摘も、多様な利害関係者の中での「社会学的な知」の有

効性と、それが直接的に合意形成の実践に機能する可能性について指摘したものである。 

第 2 に、「社会学的な知」の生産の現場自体も、社会的な実践として大きな役割を持つ。

菊地直樹は、人と自然の関係について聞き取り調査を積み重ねることは、決して過去のあ

る時期を復元するためではなく、現在あるいはこれからの社会と人との関係性を作り直す

ことであると論じている（菊地，2006）。また、富田涼都は、地域社会の人びとと外部の人

びとがともに「聞き書き」という活動を行うことによって交流が生まれ、社会関係資本の

蓄積を生んだと述べている（富田，2014）。これらは、本論文において聞き取り調査が果た

してきた役割と同様である。このように、「社会学的な知」が利害調整や合意形成の場にお

いて、実践的な意義を持つことは、すでに確かなものだといえるだろう。 

それでは、「社会学的な知」がなぜこのような役割を果たしうるのだろうか。それは、「社

会学的な知」が他の科学知と同じく、専門知であることに基づいている。この点は、「社会

学的な知」の存在意義に関わる根本的な問題であるため、詳しく論じておきたい。 

「社会学的な知」は、生態学や河川工学などと同様、独自の知を生み出すものである。「社

会学的な知」の固有性は、他の科学知と対比するとよくわかるだろう。例えば、生態学的

な知を考えてみたい。生物学や生態学は、現実社会においては人間と生物との関係をめぐ

る哲学・倫理学的な議論を常に喚起してきた（Nash, 1989=1999；Callicott, 1990）。そうした

運動的側面を伴いつつも科学としての地位を失わなかったのは、生物群や生態系の「構造

（structure）」と「機能（function）」のうち、「構造」を重視するとともに、その「構造」を

分析するためのさまざまなモデルをもっているためである（Hunter and Gibbs, 1995=2007；

Mackenzie et al., 1998=2001）。生態学から派生した保全生態学 198については、生態系や生物

                                                  
198保全生態学（conservation ecology）は、保全生物学の核として、他分野との強い連携のもと生

態系・景観の保全をめざす応用科学である（鷲谷・矢原，1996）。保全生態学は、科学としては
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種などの保全に価値判断を置く科学であり、自然保護運動家との区別はますます難しいが、

やはりこれも構造的分析に基づいてその保全の指針を決めていく点に科学としての所以が

ある。対象を構造的に分析し、そこから現実や社会への応用につなげていくという方向性

は、科学に共通する姿勢である。河川工学であれば、河川やその流域のあり方を構造的に

分析し、それをもとに合理的な河川管理の技術・方法を探る。同様に、「社会学的な知」も、

その本質は社会の構造的把握にある。その本質がまずあって、その応用として実践的な取

組みにつながるのである。 

今日の地域環境管理では、多様な分野の科学者が積極的に社会に関わることも増えてい

る。そうした科学者からは、「社会学的な知」などなくても、社会とのかかわりを意識する

ことができるという反論があるかもしれない。例えば、生態学は生態系サービスという有

用な概念を提示し、生態系がどのように社会に対して便益を与えているかを積極的に論じ

るようになっている。しかし、生態系サービスのような社会的な「機能」を論じることと、

社会的な「構造」を分析することは、根本的に異なることである。 

これを、佐藤哲が提唱した環境アイコン（environmental icon）という概念をもとに説明し

てみよう。環境アイコンとは、「特定の自然環境を象徴する野生生物や生態系で、その保全

ないし再生に多様なステークホルダーが強い関心を示し、環境アイコンを中心として自然

環境に関する多様な活動が起こる可能性をもつもの」で、「生態系における役割や地域振興

への貢献の可能性について科学的根拠によって求心力を獲得している」（佐藤，2008：71）

とされる。 

例えば、第 6 章で紹介した渡良瀬遊水地のヨシ原は、環境アイコンの事例として挙げら

れる。ヨシ原という環境アイコンを保全することは、地域の活動のインセンティブとなり、

地域社会と行政との協力や近隣住民からの合意を促進する役割を果たした。また、ヨシ原

管理は、生物多様性の保全という意味だけではなく、レクリエーションの場の保全、歴史

的環境としての保全など、社会に多くの生態系サービスを与えており、さまざまな活動に

つながっていった。このように、環境アイコンの議論は、社会と生態系を一体的に分析す

るうえで役立っている。 

この環境アイコンの議論は、生態系サービスのような「機能」を出発点とすることに特

徴がある。環境アイコンをめぐる「機能」について整理してみると、2 つの方向性があるこ

とが分かる（図 9-1）。第 1 に、環境アイコンが押されることで社会にもたらされる「生態

系から社会への機能」がある。この典型例が生態系サービスである。そして、第 2 に、環

境アイコンを押すという「社会システムから生態系への機能」がある。これは生態系サー

ビスなどとは逆ベクトルの「機能」である。このように、環境アイコンの議論は、社会シ

ステムと生態系との間をつなぐ議論であり、これらの間を行き交う「機能」については、

社会学的にも生態学的にも議論を行うことができる。 

                                                                                                                                                  
きわめて特異な特徴をもっている。それは、生態系・生物多様性を守ることが、絶対的・普遍的

に「善」であるという価値前提を持つことである。 
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例えば、第 4 章では、岩木川下流部では、地域社会が「構造」を変容させながらヨシ原

管理という「機能」を継続させ、「自治会費の獲得」という生態系サービスを得続けてきた

ことを論じた。これは、社会学的に社会の「構造」のあり方を示すことで、生態系への「機

能」、そして生態系からの「機能」を論じている例となる。社会学的な知では、生態学的に

生態系がどのような状態にあるのかを考慮しなくても、社会構造のあり方が生態系どのよ

うに「機能」しうるのか、そして生態系サービスのような生態系からの「機能」が社会に

どのような影響を与えるのかということを論じることができるのである 199。反対に、生態

学者は、ヨシ刈りや火入れがどのような社会的なしくみで行われているかという社会の「構

造」を知らなくても、ヨシ刈り・火入れという社会の「機能」を評価することが可能であ

るし、生態系のあり方が社会にどのように「機能」しうるのかを論じることができる。こ

のように、社会的な「機能」については、それぞれの知が連携して分析し、議論を重ねる

ことができるだろう。 

一方で、社会システム、生態系それぞれの「構造」については、それぞれの専門知が必

要になる。例えば、社会学者が生物間相互作用やバイオマス賦存量の調査を行うことは難

しいし、生態学者が地域社会の生活構造や利害関係を調査することも困難である。「社会学

的な知」が専門知であるという含意はそこにある。「社会学的な知」は、多様な固有の情報

                                                  
199 生態系の「構造」を問わなくても、生態系から社会がさまざまな恩恵を受けることは、想像

に難くない。例えば、ある湖に外来魚が放流されたとしよう。その外来魚が増殖することで、持

続的な漁業ができ、スポーツフィッシングなどのレクリエーション機能を与えてくれるなど、多

くの恩恵が期待できる。しかし、生態系の「構造」の面からいうと、その湖の在来生態系に大き

な影響を与えるため、生態学的に望ましいことではないとされうるのである。 

 

図 9-1 社会‐生態システムの分析対象 

資料：筆者作成。 
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をもたらす。そして、「社会学的な知」が明らかにする社会関係の構造的把握も、専門知と

しての社会学特有の分析の視点なのである。「社会学的な知」に基づけば、地域環境が社会

にどのような「機能」をもたらすかよりも、その「機能」を必要とする「構造」が重視さ

れる。そして、その構造的分析のなかから、社会的に求められる地域環境管理を展望した

り、社会的な課題を指摘したりすることが可能となる。 

まとめると、生態系から社会への「機能」、社会から生態系への「機能」に関しては、多

様な科学者が積極的に議論を重ねられる。その一方、社会システムや生態系それぞれの「構

造」に関する分析には、それぞれを分析するための専門知が不可欠である。そして、「社会

学的な知」は、地域環境管理における社会‐生態システムのなかで社会システムの構造的

分析という固有の役割を果たす。それが地域環境管理に「社会学的な知」が必要とされる

所以になるのである。 

以上のように、地域環境管理において「社会学的な知」には、各利害関係者の立場を相

対化し、「複数の利害」の構造を提示すること、社会的実践において一定の役割を果たすこ

と、という役割が期待できる。そして、それをもたらすことができるのは、社会構造を分

析する専門知としての「社会学的な知」であればこそであるといえる。地域環境管理の現

場において、「社会学的な知」に基づく社会関係の明示化のプロセスを「しかけ」として組

み込んでいくことこそが、複雑な社会関係のなかで地域環境管理をひとつの方向に導いて

いくための重要なプロセスのひとつであるといえるのである。 

9-4 まとめと課題 

本論文では、「複数の利害」に基づく地域環境管理のあり方を論じてきた。「複数の利害」

に基づく地域環境管理は、その「複数の利害」を共有することに基づいて当事者意識の濃

淡を反映させた、集合的な意思決定によって担われるものである。そして、地域環境管理

が目指す「良い状態」とは、集合的な意思決定のなかで各利害関係者が多様な価値・目的

を持ち寄り、それと同時に損害やリスクの回避を志向するとともに、各利害関係者にとっ

てはある程度の「妥協」を伴いながら、大同小異で各利害関係者にとって「より良い」状

態を目指していくことである。 

集合的な意思決定による「良い状態」に向けた実践を保証するのが、利害関係者や「良

い状態」、管理の方法などを固定化せず、適時見直していける順応的プロセスである。そし

て、「複数の利害」に基づく地域環境管理を実現させるために重要なのが、「複数の利害」

を共有するための「しかけ」である。そして、その「しかけ」として「社会学的な知」に

期待される役割は大きいといえるのである。 

飯島伸子は、環境社会学の扱うべき分野を、自然環境と調和してきた社会の特徴を検討

しようという「環境共存の社会学」と、公害などの環境をめぐる社会問題を分析しようと

いう「環境問題の社会学」とに分類した（飯島，1998）。地域環境管理は、「環境共存」を

めぐる問題こそが「環境問題」となるものであり、それぞれを扱う既存の分析枠組みだけ
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では扱いきれない新たな分野の研究テーマであるといえる。これに対して、本論文は、地

域環境史に基づきながら「複数の利害」の中身について分析を行うというアプローチによ

って、この問題に対する一定の整理を試みたものである。 

一方で、本論文には、多くの課題が残されていることも指摘しておかねばならない。 

第 1 に、事例分析に伴う制約である。本論文は、いくつかのヨシ原管理を事例として地

域環境管理をもとにした研究であり、議論の幅もそれに限定されている。地域環境管理を

総括的に論じるのであれば、今後、耕作地や都市的環境を含め、幅広い事例研究を行い、

その特徴をあぶりだしていく必要があるだろう。また、第 7 章で扱ったヨシのペレット事

業のように、現在進行中の事象も扱っており、観測的な分析も含まれている。これは、そ

の動的過程としての地域環境管理を分析する研究ゆえの課題だといえる。 

第 2 に、社会科学間の連携と協力についてである。本論文では、社会分析の方法として

「社会学的な知」を用いながらその役割について議論したが、他の社会科学の役割や、社

会科学間の連携などについては、本論文の事例に基づく限りではあまり議論できなかった。

これからの地域環境管理を議論するためには、地域経済を分析する経済学者や、地方政策

を分析する政治学者らとの連携も必須になると思われる。柿澤宏昭は、環境社会学には、

問題構造を包括的に把握するという志向性をもって、ほかの社会科学分野の組織者になり

うると論じている（柿澤，2001b）。社会科学をどのように統合し、そのなかで社会学がど

のような役割を果たしていくかは、地域環境管理の実践をより現実的なものにするために

も重要な課題になるだろう。 
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