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中国四国地方の農業基盤の歴史

中国四国地方（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県）では、農作物（米や野菜などの食べるため
の植物）を育てるために昔から色々な工夫をしてきました。

● ユーラシア大陸から日本に移り住んだ人々によって米作りが伝え
られ、稲作（米作り）が始まったといわれています。

● 弥生時代の終わり頃に、人の手によって田に水を引いて米を作る、
「かんがい農業」が始まりました。

2400年前 稲作の始まり

2000年前 かんがい農業の始まり2000年前 かんがい農業の始まり2000年前 かんがい農業の始まり

①2400年前 ②2000年前 ③1300年前 ④800年前
稲作の始まり かんがい農業の始まり まんのういけ完成 十二箇郷用水路完成

⑤700年前 ⑥150年前
沖新田完成 農業近代化開始

⑦50年前
中海干拓工事
開始

⑧現代

昔
現
代

農業の歴史

色々な工夫で沢山の食べ物が
取れるようになりました。
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800年前 岡山県総社市の「十二箇郷用水路」が作られる。

● 1182年に妹尾太郎兼康（せのおたろうかねやす）という武士が、
農業に役立てるために、自分が支配していた土地（現在の総社市と
岡山市の一部)に水を引くため､高梁川の水をせき止め､水路を掘りま
した｡

● これが「十二箇郷用水路」（じゅうにかごうようすいろ）です。

【参考】｢十二箇郷｣(じゅうにかごう)

｢十二箇郷｣(じゅうにかごう)とは、
次の地域のことです。

刑部(総社市)、真壁(総社市)、
三輪(総社市)、八田部(総社市)、
三須(総社市)、服部(総社市)、
庄内(岡山市)、加茂(岡山市)、
庭瀬(岡山市)、撫川(岡山市)、
庄(岡山市)、妹尾(岡山市) 

● 十二箇郷用水路

1300年前 香川県まんのう町で「まんのういけ」が作られる。1300年前 香川県まんのう町で「まんのういけ」が作られる。1300年前 香川県まんのう町で「まんのういけ」が作られる。

● 701年から703年頃（古墳時代の終わり）
に、今の香川県の国司（「こくし」：国の
役人）の道守朝臣（みちもりあそん）によ
って、日本で一番古いため池（農業に役立
てるために人間が作った池）として「まん
のういけ｣がつくられました。

● 818年に洪水で、ため池が壊れましたが、
唐（今の中華人民共和国）で、今でいう川
やダムの工事の仕方も勉強した空海という
お坊さん（弘法大師）が修理しました。

● まんのういけ
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● 現在の岡山平野の耕地約２万５千ヘクタール（１ヘクタールは
100メートルの正方形の土地の広さのことです。）のうち約２万
ヘクタールは、人間の力によって､水を抜き取ったり蒸発させたり
して陸地にしたものです｡この陸地を作る方法を「干拓」（かんた
く）といいます。

● 1692年に岡山藩（現在の岡山
県の一部）の殿様に命令された津
田永忠（つだながただ )という人
が､新しく田を作るために、現在の
岡山市の吉井川と旭川に挟まれた
浅い海を干拓し､陸地にしました｡

● これが「沖新田」（おきしんで
ん）で、その広さは1,900ヘクタ
ールと、とても広いものでした。

● 沖新田

150年前 区画整備、機械化、品種改良が始まる。

● 江戸時代までは一所懸命に田を増やしていましたが、明治時代
（1868年から1912年）になると色々な場所にある田を一箇所に集
めたり、色々な形の田を大きな四角形にするなどして作業をしやす
くする工夫が中心になります。この工夫を「区画整備」（くかくせ
いび）と言います。

● また、約100年前には、人間や牛馬の力だけで行っていた農作業
を、農機具を使い、短い時間や少ない人数で出来るようにする工夫
なども始まりました。

700年前 岡山県岡山市の「沖新田」が作られる。
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50年前 鳥取県と島根県の「中海干拓」

● 中海（なかうみ）は鳥取県と島根県にまたがる湖です。

● この中海を干拓して田や畑にする工事が1963年（昭和38年）か
ら始まり、現在までに約850ヘクタールの干拓が終わり、新しく出
来た陸地に約485ヘクタールの田や畑が作られました。

● 中海干拓

現代

● このような色々な工夫により、田や畑の面積が増え、食べ物が多
く取れるようになったことで、安定したくらしの土台が作られ、人
口も増えました。

● 現在も色々な工夫や研究がされています。

次のページから現代の工夫や農
業の役割などを紹介します。

４

安来干拓地

弓浜干拓地

彦名干拓地

揖屋干拓地



● 米、野菜、果物などは水が無くては育てることが出来ません。

● このため、国、都道府県、市町村は力を合わせて、農業に使う水
が田や畑にきちんと届くように、水路などの一連の施設（農業用水
利施設といいます。）を作ったり、農業用水利施設が壊れたら修理
をしたりしています｡

● 皆さんが毎日食べる農作物を作るためには、農業用水利施設がと
ても大切です。

①ダム

②頭首工

③分水
施設

③分水
施設

田・畑 田・畑

③分水
施設

田・畑 田・畑

⑤排水路⑥排水機場

④用水路

～農業用水利施設～

川

農業用水利施設ってなに？

田・畑

５



主な農業用水利施設

① ダム
ダムは、必要なときに水が流せるように、雨や川の水を貯めるための施設です。

② 頭首工（とうしゅこう）
頭首工は、川をせき止めて水位を上げるなどして水を用水路へ取り込むための施設です。

③ 分水施設（ぶんすいしせつ）
大きな水路から複数の小さな水路に水を分けて流すための施設です｡

④ 用水路（ようすいろ）
田や畑へ水を流すため､頭首工から取り込んだ川などの水を田や畑まで流すための施設で

す｡

⑤ 排水路（はいすいろ）
田や畑の水を、また川に戻すための施設です。

⑥ 排水機場（はいすいきじょう）
大きな川は、水があふれて洪水が起きないよう堤防が作られています。
このため、排水路を通った水を川に戻すためには、ポンプを使って戻す必要があります。
排水機場はこのための施設です。
また、この施設がないと、川の水が逆流して田や畑が水浸しになります。

農業用水の特徴

● 農業用水の大きな特徴は、川の上流で農業用水に利用された水の
ほとんどが、また川に戻ったり、地面にしみこんだりして、下流で
農業用水や飲み水として利用されているということです。

● また、水が農業用水利施設や田を通るうちに、ろ過され
たり酸素を取り込んだりして、水が綺麗になる効果もあ
ります。
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① 中山間（ちゅうさんかん：山あいの地域）

● 日本は、山から海までの距離が短く、
平地が少ないので、山に降った雨水は
勢いよく川を流れ、あっという間に海
まで流れてしまいます｡

● しかし、山あいに降った雨は、田や
畑によって、水を貯めたり、地面の中
にしみ込ませることができ、すぐに海
まで流れません。また、ゆっくりとし
み込んだ雨水は豊かな地下水となりま
す。

● 山あいの農業は、平らな土地が少な
いため、階段の様な田（棚田）や、段
々畑での果物作りなど、狭い土地を上
手に使う工夫をして色々な農業が行わ
れています。

このような風景は自然と一体となり、
心をいやす風景を生み出しています。

● このように、山あいでの農業は、食
べ物を生産するだけでなく、色々な役
割を持っています。

棚田（たなだ） 果樹を育てる

中山間

牛を育てる

山から海のエリアごとの農業や農地の役割

７

県名 「日本の棚田百選」認定地区（1997年農林水産大臣認定）

鳥取 岩美町横尾、若桜町春米

島根 益田市中垣内、雲南市山王子、奥出雲町大原新田、邑南町神谷、浜田市都川・室屋、吉賀町大井谷

岡山 久米南町北庄・上籾、美咲町小山・大垪和西棚田

広島 安芸太田町井仁

山口 長門市東後畑

徳島 上勝町樫原の棚田村、三好市下影

香川 小豆島町中山千枚田

愛媛 内子町泉谷、西予市堂の坂、松野町奥内

高知 梼原町千枚田



② 平場（ひらば：平らな土地が多い地域）

● 山あいに比べて平場での農業は、土地が
広いため田や畑の面積が大きく、たくさん
の食べ物を作ることができます。

● また、平場には大きな町が多く、たくさ
んの人が住んでいますが、自然が少ないと
ころも少なくありません｡

● このようなところでは、田や畑の緑のあ
る風景を見ているだけで心がいやされたり、
農家でない人たちが、自分の食べる野菜な
どを作るために、休みの日だけ農業をする
ための市民農園（しみんのうえん）も多く、
中国四国では314か所の市民農園がありま
す。

海岸

花を育てる

③ 海岸

● 海岸の地域では､湿気を嫌うスイカ、ラ
ッキョウ､トマトなどの野菜が多く作られ
ています。

● 中国四国地方では浅い海を干拓により陸
地にして、田や畑として利用しているとこ
ろもあります。

● 日本の代表的な砂丘である鳥取砂丘では
白ねぎ、ラッキョウや長いもが作られてい
ます。

米を育てる

野菜を育てる

平場

果物を育てる

８

野菜を育てる



● 無駄にお金や力を使わないで食べ物を作るためには、色々な工夫
や、施設を普段から手入れして、きちんと使えるようにしておくこ
とが必要です。

● ここでは、その工夫や手入れが必要な理由について紹介します。

① 農地の大区画化
● 田や畑が、狭かったり四角くな

いと機械を使った作業が出来ない
ため手作業となり、作業に手間や
時間がかかります。

農業基盤に関する工夫

農地を大区画化すると
作業がしやすくなるね。

② 農業用水利施設などの手入れ
● 中国四国地方には、農業のため

のダムや、川の水をせき止めて水
位を上げて農業用水路に水を流し
やすくする頭首工（とうしゅこ
う）など、大きな農業用水利施設
が約750か所、3,400㎞あります。

● ダムや頭首工が壊れたり、思
うように動かなかったりすると、
田や畑に水がきちんと流れなく
なります。

● このため、日頃からの手入れ
が大切です。

● 小さい田や畑を一つにまとめ、
四角くすることで機械が使える
ようになります。

● そうなると、手間をかけずに
少ない時間でたくさんの作業を

することが出来るようになりま
す。

９

農道

農道



③ 地震などの自然災害が起きた時に備えた準備

● ため池などのたくさんの水を貯
める施設では、地震や台風などで
施設が壊れると、たくさんの水が
下流の町などに流れこみ、洪水に
なってしまうこともあります。

● このため地震などの自然災害
が起きた時に備えた準備が大切
です。

● 皆さんの命や家などを守るた
め、堤防を高くして水が溢れな
いようにしたり、地震に強くす
る工事（耐震工事：たいしんこ
うじ）を行っています。

④ 自然エネルギーの活用

● 農業をするためには、たくさん
のお金がかかります。

● このため、農業用水路に流れる
水の勢いを利用した水力発電をす
ることで、電気代を安くしたり、
電力会社に電気を売ることで、農
業に必要な費用に充てることがで
きます。

● 水力発電を行うためには、機械
を買ったり工事が必要なため、た
くさんのお金が必要で大変です。

● このため、農林水産省はお金を
補助して、水力発電の工事などの
手助けをしています。

水力発電は環境にも
優しいんだよ。
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● 農業は皆さんの食べ物を作る大事な仕事です。しかし、最近は、皆
さんの食べる物が多様化しています。さらに、農家の皆さんが減った
り、お年寄りになったりして、食べ物を作る量が減って、食べ物を外
国から輸入する割合が増えています。

● このまま国内で食べ物を作る量が減り続けて、もしも外国から食べ
物が輸入されなくなれば、食べ物が安定的に供給されなくなり、好き
なものを好きな時に買えなくなるなど生活に影響が出る可能性があり
ます。

● また、農業は食べ物の生産だけではなく、洪水や土砂崩れが起こら
ないように環境を守るなどの大切な役割があります。

このため、農業を元気にすることが大切です。

① 中山間地の農業を盛んにすることが大切です。

● 山あいの地域（中山間地）は、都
市に比べて病院やお店、働く場所が
少なかったりして生活をすることが
大変なので、住んでいる人が減り、
お年寄りが多くなっています。

● また、平らな土地が少ないので、
機械を使ったりすることが難しい
ため農業をすることは大変です。

● 中国四国地方は他の地域に比べて
このような中山間地の割合が高い地
域です。

農業を元気にする取組み

● 中山間地の農業は、そこにしかな
い食べ物を作ったり、働く場所が少
ない地域で生活をするための働き口
として大切です。

● また、田や畑によって水を蓄える
ことによって洪水を防いだり、皆さ
んが生活で使う水を提供するなどの
大切な役割があります｡

● このため、豊かな自然や食べ物な
ど中山間地にしかない魅力を活かし
て、農家の皆さんだけではなく、都
会や他の地域に住む人も協力して、
中山間地の農業を元気にすることが
大切です。
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② 農業を中心として生活できるようにするには？

● 食べ物を作る仕事は大変で、時
間がかかります。

● また、最近は農作物の値段が安
く、農業を中心として生活をする
ことが難しくなっています。

● このため農家の皆さんは、他の
仕事もしながら農業をする人が増
えており、農業に時間がかけられ
ないため田や畑を少なくしたり、
農業をやめてしまう人が多くなっ
ています。

● 農家や田、畑が減れば、そこで
作られる食べ物も少なくなります。

● このためには農家の人が農業を
中心として生活が出来るようにす
ることが大切です。

● 今まで、農家の人は野菜や果物
をそのまま売って生活していたの
ですが、自分達でジュースやお菓
子にして自分達で売れば、もっと
高く売ることが出来ます。

● このように、農業と食べ物の加
工と販売を一緒にすることを「農
業の六次産業化」（のうぎょうの
ろくじさんぎょうか）といいます。

● 農業の六次産業化により、農家
は農業を中心として生活すること
が出来るようになりますし、日本
国内で作られる食べ物も増えると
考えられています。

12
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③ 田や畑、農業用水利施設を守るためには地域のつ
ながりを維持していくことが大切です。

● 食べ物を作るためには、田や畑、
農業用水利施設を普段から手入れし
ておくことが大切です。

● しかし、最近は農家の人たちの人
数が減ったり、お年寄りになったり
して、農家の方だけでは、きちんと
手入れすることが難しくなっていま
す。

● 田や畑、農業用水利施設は、食べ
物を作るために必要なだけでなく、
洪水や土砂崩れが起こらないような
機能もあります。

● このため、地域の皆さんが協力し
て溝さらいや草刈りをすることで、
田や畑、農業用水利施設をみんなで
守っていくことが大切です。

みんなで協力することが大事
なんだね！

13



④ 使われない田や畑（耕作放棄地：こうさくほうき
ち）が増えています。耕作放棄地を生き返らせ、
使っていくことが大切です。

● 最近、使われない田や畑（耕
作放棄地：こうさくほうきち）
が増えています。

● その理由は、農家の人たちの
人数が減ったり、お年寄りに
なったりしたこと、食べ物を
作っても値段が安くて、農業を
中心として生活していくことが
難しいこと、いのししや鹿など
の野生動物に田や畑が荒らされ
ることなどです。

● 田や畑は一度使われなくなる
と、草や木が生えて、すぐに荒
れてしまいます。

● また、荒れた田や畑には、害
虫が発生したり、ゴミが捨てら
れたり、火事が起きたりして、
周りの皆さんの生活にも悪い影
響がでます。

● 荒れた田、畑を元に戻すことは、
ブルドーザーを使ったりしなけれ
ばならず大変です。

● このため、耕作放棄地を再生利
用するため、雑草・雑木を除去す
るとともに、併せて、農業用の用
水路や排水路の整備を行っていま
す。

14



中国四国地方の主な農業基盤事例

かんがい施設
農業用水を必要な時に

使える様に、ダムがあり
ます。

地下かんがい
地下で、農地に水を

送ったり、水を排水した
りしている施設がありま
す。

農道、６次産業化
農作物や、６次産業化

によって作られたジュー
スやお菓子等を届けるた
めに農道は役立っていま
す。

複合的な農業基盤整備
農業用水を確保するた

めの堤防、農地に農業用
水を流すための水路等の
再整備が行われています。

中 国 地 方

農地整備と地域用水機能
大きな農地に整備した

り、親水（魚とりや水遊
びの場）水路を作ったり
しています。

干拓
農業を広く行えるよう

に水があった場所に農地
を新たに作っています。
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●島根県と鳥取県にある、
中海干拓

●鳥取県にある、下蚊屋ダム

●イメージ図 ●広島県にある、農道
●岡山県（児島湾周辺）にある、
かんがい施設

●島根県安来市の農地整備

●島根県出雲市の親水水路

さがりかや



かんがい(果樹)
高い場所にある

畑にポンプアップ
して水をかけてい
る施設があります。

四 国 地 方

かんがい施設
農業用水を必要

な時に使える様に、
ダムがあります。

歴史遺産
国の登録有形文

化財に指定された、
ため池があります。

かんがい施設
農業用水を必要

な時に使える大き
なため池がありま
す。

地すべり防止
農業を安心して出来

る様に、山が崩れない
ように未然に防ぐ施設
があります。

中山間地農業
山あいの地域で

は、地域みんなで
農地を守ったりし
ています。

※ イラストはイメージであり、産地の場所を的確に表すものではありません。
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●愛媛県にある、
スプリンクラーかんがい

●愛媛県にある、

志河川ダム

●香川県にある、
豊稔池

●香川県にある、
まんのう池

●高知県にある、
地すべり防止施設

●徳島県にある、
中山間地の農村

しこがわ

●高知県にある、
早明浦ダム

香川用水ほか
高知県を除く四

国で農業用水が使
えるようにしてい
ます。



もっと知りたい人のために・・・（参考文献等）

★『ため池物語』
ため池の役割について説明しています。

★『吉野川農業用水史 阿波の疎水記』
徳島県にある吉野川の水が古くから農業用水として利用されていることを説明しています。

★『児島湖 なぜ なに 大辞典』
岡山県にある児島湖の干拓歴史や、児島湖に住んでいる生き物等を説明しています。

★『児島湖の水環境 ～次世代の子どもたちへ～』
岡山県にある児島湖の水をキレイにするための取組みを説明しています。

★『なかがわせきものがたり』
徳島県にある那賀川の堰を説明しています。

★『虹の水 佐古ダム物語』
愛媛県にある佐古ダムを説明しています。

パンフレット

★『児島湖読本』（中学生、高校生向け）
岡山県にある児島湖の干拓歴史や、児島湖に住んでいる生き物等を説明しています。

地域の歴史本

★ 農林水産省の子ども向けパンフレット
(http://www.maff.go.jp/j/pr/annual/kodomo.html)
農業、農村、食べ物の事について、いろいろなパンフレットで説明しています。

★ 中国四国農政局のキッズページ
(http://www.maff.go.jp/chushi/kids/index.html)
中国四国地方の農業、農村、食べ物の事について、クイズやパンフレット等で説明してい
ます。

★『まんが農業ビジネス列伝』、『まんが日本の食料・農業の現状』
（http://www.maff.go.jp/chushi/topics/manga_agri/index.html)
中国四国地方の農業の事をマンガで説明しています。

★ 疎水名鑑 キッズサイト
（http://inakajin.or.jp/sosui_old/kids/index.html)
農業用の水路や水のことについて説明しています。

ホームページ

★ 中国四国農政局整備部設計課事業調整室
電話:（086）224-4511（代表）（内線2627） FAX:（086）234-7445

パンフレットに関するお問い合わせ先
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各県では、独自の自然環境や気候を上手く活かして、色々な
農畜産物を作っています。

各県の農業産出額の10位以内の農畜産物をご紹介します。

注： このマップはイメージであり正確な産地を表したものではありません。
また、各県の特産物として紹介している農畜産物は、 『生産農業所得統計』（平成23年）で産出額が多

い農畜産物です。このため全ての農畜産物を掲載したものではありません。
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広島
米、鶏卵、生乳、肉用牛、
みかん、豚、トマト、
ぶどう、ねぎ、ブロイラー

島根
米、肉用牛、生乳、鶏卵、
ぶどう、豚、トマト、
ねぎ、ほうれんそう、
だいこん

山口
米、鶏卵、肉用牛、
ブロイラー、生乳、
みかん、ねぎ、いちご、
豚、トマト

鳥取
米、ブロイラー、豚、
生乳、日本なし、すいか、
ねぎ、肉用牛、鶏卵、
らっきょう

岡山
米、鶏卵、ぶどう、
生乳、肉用牛、もも、
ブロイラー、なす、
豚、トマト

香川
米、鶏卵、レタス、
ブロイラー、肉用牛、
生乳、ブロッコリー、
いちご、豚、みかん

徳島
米、ブロイラー、
かんしょ、にんじん、
肉用牛、れんこん、
生乳、いちご、豚、
みかん

高知
米、なす、にら、
しょうが、みょうが、
きゅうり、ピーマン、
みかん、ゆり、ししとう

愛媛
みかん、米、豚、鶏卵、
いよかん、生乳、
不知火（デコポン）、
肉用牛、キウイフルーツ、
トマト

中国四国地域の特産物



山間農業地域

中間農業地域

平地農業地域

都市的地域

この地図は、人口密度、田や畑のある土地の傾き具合、
森林の多さなどにより地域を塗り分けたものです。

中国四国地域は緑色と黄色が多く、中山間（山あい）の
割合が高い地域です。

資料：農林水産省『農林統計に用いる地域区分』
注： 地図は、平成22年２月１日現在の市区町村の範囲に含まれる昭和25年２月１日現在の

市区町村の範囲で塗り分けたものです。
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中国四国地域の特徴


