
世界農業遺産
未来へ引き継ぐ、ふるさとの宝
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　世界農業遺産（Globally Important Agricultural Heritage Systems：
G
ジアス

IAHS）は、グローバル化、環境悪化、人口増加の影響により衰退の
途にある伝統的な農業や文化、土地景観の保全と持続的な利用を図
ることを目的に、国際連合食糧農業機関（FAO）が2002年に開始した
プロジェクトです。
　伝統的な農業や土地利用のみならず、生態系や土地景観、習慣、
伝統文化など農業に関連する文化的な要素も含め、世界的に重要な
農業地域を次世代へ継承していくことを目指すもので、「過去の遺産」
ではなく、様々な環境の変化に適応しながら進化を続ける「生きてい
る遺産」と言われています。
　世界農業遺産は、世界で11カ国25地域が認定され、日本では、
2011年 6 月に新潟県佐渡市の「トキと共生する佐渡の里山」、石川県
の「能登の里山里海」、2013年 5 月に静岡県の「静岡の茶草場農法」、
熊本県の「阿蘇の草原の維持と持続的農業」、大分県の「クヌギ林とた
め池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環」の 5地域が認定されて
います。

　国際連合教育科学文化機関（UNESCO）が推進する世界遺産は、遺
跡や歴史的建造物、自然など「不動産」を登録して保護するのに対し、
世界農業遺産は、次世代に継承すべき伝統的な農業の「システム」を
認定し、その保全と持続的な利用を図るものです。

って ？何世 界 農 業 遺 産

と が違うの？何世 界 遺 産
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多様な農村文化の継承
　佐渡金銀山の発展により、農産物や薪炭などの需要が高まり、小規模なが
らも豊かな農家が急増しました。豊かになった農家の人々は、様々な文化や
芸能を取り入れ、集落ごとに神事や娯楽として生活に潤いをもたせたことか
ら、独自の農村文化が発展しました。
　佐渡の能は、江戸時代から農民や商人などの庶民が支えており、職業とし
てではなく農業や家業のかたわら芸を磨き、披露されてきました。村々に残
る能舞台の数は全国の３分の１を占めるといわれ、その多さからも能が地域
に根付いていることがうかがえます。
　集落の祭りなどで演じられる伝承芸能の鬼太鼓は、魔を払ったり、五穀豊
穣・家内安全を祈願したりと大切な役割を持ち、集落の人たちの楽しみとなっ
ています。
　佐渡では、今を息づく芸能として能や鬼太鼓が継承されています。

１年を通して取り組む「生きものを育む農法」
　佐渡では全島を挙げて「生きものを育む農法」に取り組み、トキをはじめと
する多様な生きものが安心して棲める水田環境の再生に取り組んでいます。
その農法のひとつとして、田んぼを乾かす期間も水中に生息する生きものが
棲めるよう、田んぼの中に江と呼ばれる深みを作って水を溜めることなどを
行っています。このような取り組みに加え、農薬や化学肥料を減らすだけで
なく、年２回の生きもの調査の実施などの基準をクリアした安心・安全なお
米を「朱鷺と暮らす郷」として、佐渡市で認証しています。四季を通して努力
を惜しまない生産者の農法や優れた技術が、トキと共生する佐渡の里山で育
まれたお米のおいしさの秘密となっています。
　また、地元の小学校と生産者が協力し、子どもの環境教育の一環として、
トキの餌場となる田んぼの生きもの調査を行ったりと、地域が一体となって
豊かな自然環境のための活動を推進しています。

　江戸時代、佐渡金銀山の隆盛で急増した人々のために、新田が開発されました。先人の努力に
よって海沿いや山間部深くまで耕す佐渡独特の棚田の風景などが作り上げられ、生物多様性豊かな
環境が維持され、農村では能や鬼太鼓など独自の農村文化が発展し、今日に継承されています。

トキと共生する佐渡の里山
新潟県〈佐渡市〉
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　日本海に突き出た能登半島には、農林漁業によりもたらされる恵みや守り伝えられてきた祭礼、
伝統技術、豊かな生きもののつながり、美しい景観などが広がっています。「能登の里山里海」は、
自然と調和した農林漁業と人の営みが育む暮らしそのものです。

能登の里山里海
石川県〈七尾市／輪島市／珠洲市／羽咋市／志賀町／宝達志水町／中能登町／穴水町／能登町〉

生物多様性が守られた
伝統的な農林漁法と土地利用
　天日で稲穂を干すはざ干しや海女
漁などの伝統的な農林漁法が今も継
承されているほか、農業用の水源と
して2,000を超えるため池が点在し、
傾斜地には棚田が多く見られます。

優れた里山景観
　日本海に面した急傾斜地に広がる
「白

しろ

米
よね

千
せん

枚
まい

田
だ

」をはじめとした棚田や
茅葺、白瓦・黒瓦の家並みなどは、
日本の農山漁村の原風景とも表現さ
れる景観です。

長い歴史の中で育まれた
農耕にまつわる文化・祭礼
　豊漁や豊作を祈願して行われる「キ
リコ祭り」や、ユネスコの無形文化遺
産にも登録された田の神に感謝して
もてなす農耕儀礼「あえのこと」など、
農林水産業と深く結びつく文化・祭
礼が受け継がれています。

里山里海に育まれた
多様な生物資源
　能登の里山や里海には、希少種を
含む多くの生きものが生息・生育し、
渡り鳥も多く観察されています。ま
た、能登野菜などの在来品種の栽培
の振興も積極的に図られています。

伝えていくべき伝統的な技術
　日本で唯一能登にのみ残る「揚げ浜
式」と呼ばれる製塩法や日本を代表
する漆器「輪島塗」といった伝統工芸、
里山の管理・保全と密接に結び付い
た「炭焼き」などの伝統的な技術が継
承されています。

里山里海の利用保全活動
　「能登の里山里海」を未来へ引き継
ぐため、棚田オーナー制度や農家民
宿、農林水産物のブランド化、多様
な主体による生業創出の取り組み、
行政と大学が連携した人材育成など
を展開しています。
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茶草場農法が育む生物多様性
　茶草場の草を刈らずに放っておくと、生存競争に強い植物が生い茂るため、
生息できる植物の種類は少なくなります。一方、定期的に草を刈り取ることで、
大きな植物が生い茂ることなく、地面まで日光が当たるので、生存競争に弱い
小さな植物も生息することができます。そのため、毎年の草刈りによって、様々
な植物が生息する特別な場所となり、豊かな生物多様性を保全しているのです。
　茶草場では300種類以上の草地性植物が観察され、富士山の名前を冠した「フ
ジタイゲキ」などの地域の固有種や、他の地域では絶滅が危惧されている「サ
サユリ」なども確認されています。
　良いお茶づくりにひたむきに取り組む農家の長年の営みや努力が、自然と
共生しながら生物多様性をつくりあげています。

環境と共生する伝統農法「茶草場農法」
　茶草場とは、茶園に有機物として投入するススキやササなどの草を刈り取
るため、茶農家によって維持管理された半自然草地のことです。その茶草場
の草を秋から冬に刈り取り、乾かした後、細かく刻んで茶園の畝間に敷く伝
統的な農法が「茶草場農法」で、茶草によって茶の味や香りがよくなると言わ
れています。
　かつては、茶草場のような草地は日本各地で見られましたが、農業や生活
様式の近代化とともに放置されるようになり、その草地をすみかとしていた
動植物の中には、絶滅の危機に瀕している種類もあります。
　しかし、静岡では古くから良質な茶の栽培を目的に、農家が手間ひまかけて草
を刈り、草を敷く茶草場農法を行ってきました。こうしたお茶づくりにこだわる
思いが、日本から失われつつある里山の草地の環境を守り続けてきたのです。

　静岡の特徴的な農業の風景である茶畑では、希少種を含む多くの植物を見ることができます。茶
生産が近代化される中、農家がひと手間かけて高品質なお茶生産に励んできた営みが豊かな生物多
様性を育み、守り続けています。

静岡の茶草場農法
静岡県〈掛川市／菊川市／島田市／牧之原市／川根本町〉

キキョウ

ササユリ

オカトラノオ

カワラナデシコ
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　1,000年以上も前から、野焼きや放牧、採草といった伝統農業により、美しく雄大な草原を維持
してきた阿蘇。日本一の面積を誇る阿蘇の草原は、多様な農林産物や希少な動植物、伝統的な農
耕文化など、すばらしい宝に恵まれています。

阿蘇の草原の維持と持続的農業
熊本県〈阿蘇市／南小国町／小国町／産山村／高森町／南阿蘇村／西原村〉

草原を活用した伝統的な農業
　阿蘇は温暖湿潤な気候にもかかわらず、野焼き、放牧、採草という人々の農業活動によっ
て草原が維持されています。また、草原は牛馬の放牧の場として利用され、草が牛馬の飼
料や野草堆肥などに活用されるなど、阿蘇の農業に欠かせないものとなっています。

美しい景観の維持と水の恵み
　20，000haを超える広大な草原から森林・水田へとつながる壮大な景観が広がっています。
さらに、草原や水田の水源涵養機能により、下流に豊かな水の恵みをもたらしており、北
部九州の「水がめ」と呼ばれています。

草原の恵みを受ける多彩な農林産物
　火山性土壌にもかかわらず、あか牛、米、野菜、花きなど多彩な農林産物が生産される阿蘇。
農家が長きにわたり、草資源を活用し、土壌の地力を高めてきた努力が今に受け継がれて
います。

貴重な草原性動植物の保全
　人々の長年の営みによって維持されてきた草原では、ヒゴタイやオオルリシジミなどの
希少な動植物が数多く見られ、日本がユーラシア大陸と陸続きであったことを示す植物も
多く残っています。

農耕祭事が息づく伝統文化
　古来より、阿蘇火山と共生しながら農業を発展させてきました。おんだ祭りや火振り神
事など、農業と密接に結び付いた祭りや儀式が数多く残されています。



7

　木が食料を生む。国東半島宇佐地域では、森林資源であるクヌギから原木しいたけを産み出すと
いう農林水産業の営みが脈々と受け継がれてきました。ここでは、多様な生態系が保全されるとと
もに、農耕にまつわる文化も継承されています。

クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環
大分県〈豊後高田市／杵築市／宇佐市／国東市／姫島村／日出町〉

多様な生態系の保全
　この地域に降る雨水は、クヌギの落ち葉などが堆
積した土にしみこみ、有機物などを含んだ湧水とな

ります。これが海藻など
の栄養源となり、水田農
業や沿岸漁業などを支え
るとともに、生きた化石
と呼ばれる「カブトガニ」
や「オオイタサンショウ
ウオ」をはじめ希少な動
植物が生息する環境を維
持し、多様な生態系を育
んでいます。

クヌギ林とため池によって維持される農林水産業の技術
　この地域は降水量が少なく、雨水が浸透しやすい火山性の土壌のため、古くから水の確保が困難でした。先人たちは安定的
に水田農業を営むため、1,200を超えるため池をつくり複数を連携させることで、必要な水量を確保する技術を確立しました。

この技術により、現在でも水稲や国内で唯一行われているシチトウイの栽培に計
画的に配分することができます。
　また、日本最大のクヌギの蓄積量を誇る大分県では、豊富にあるクヌギ林を活
用した原木しいたけが栽培されています。かつては、生計を維持するため水稲を
補完する品目の栽培が必要であり、多くの農家が水田農業と原木しいたけ栽培を
複合で営んでいました。原木しいたけの栽培により、クヌギ林の伐採と再生が繰
り返され、森林の新陳代謝を促すとともに、森の保水性が維持され、ため池へミ
ネラル分を運んでいるほか、安定した湧水の供給源にもなっており、豊かな水が
山から海へつながっています。こうした循環型の農林水産業の営みが、里山の良
好な環境や景観保全につながっているのです。

受け継がれる農耕文化・景観
　独創的な神仏習合の六郷満山文化のもと、前年の収穫に感謝し、
新年の豊作を祈る農耕儀礼「修正鬼会」や、1,300年以上も続く祭礼「ど

ぶろく祭り」など、農耕にまつわる民族
行事が継承されています。
　さらに、山麓一帯でクヌギ林が管理さ
れ、水田農業や多様な生態系を保全し、
里山と農村の美しい景観を形成してい
るのが、「田染荘小崎の農村景観」です。
15世紀からほとんどそのままの姿で残
され、足りない水と戦いながら自然の
地形を活かして水田農業を営んできた
農家の努力の跡を見ることができます。オオイタサンショウウオ（撮影：佐藤眞一） 文化的景観「田染荘小崎の農村景観」



お問い合わせ先

▪「トキと共生する佐渡の里山」に関すること▪
佐渡市役所農林水産課　〒952-1292 新潟県佐渡市千種232　TEL 0259-63-5117

▪「能登の里山里海」に関すること▪
石川県環境部里山創成室　〒920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地　TEL 076-225-1478

▪「静岡の茶草場農法」に関すること▪
静岡県経済産業部農林業局茶業農産課　〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14- 1 　TEL 054-202-1488

▪「阿蘇の草原の維持と持続的農業」に関すること▪
熊本県農林水産部経営局むらづくり課　〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺 6丁目18- 1 　TEL 096-333-2415

▪「クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環」に関すること▪
大分県農林水産部農林水産企画課　〒870-8501 大分県大分市大手町 3丁目 1番 1号　TEL 097-506-3524

日本 ５日日日日日日日本日本日本本本 本 本 ５５５５５５サイトサササササササイサイイトイトトトト

●トキと共生する佐渡の里山（新潟県）　●能登の里山里海（石川県）　
●静岡の茶草場農法（静岡県）　●阿蘇の草原の維持と持続的農業（熊本県）
●クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環（大分県）

アジアアアアアアアアジアジアジジジアジアジアアアア（日本を除く）（（日（日（日日日日日本日本本本を本をを除を除を除除く除く除くくくく）く）） 12111122222サイトサササササササイサイイトイトトトト

●中国［アオハン乾燥地農業］［トン族の稲作・養魚・養鴨］［ハニ族の棚田］［万年の伝統稲作］
［プーアルの伝統的茶農業］［水田養魚］［会稽山の古代中国カヤ林］［宣化のぶどう栽培の都市農業遺産］

●インド［コラプットの伝統農業］［カシミールのサフラン農業］［海抜下でのクッタナド農業システム］
●フィリピン［イフガオの棚田］

アフリカ ６アアアアアアアアフアフフフリフリフリリカリカリカカカカカカカ カ ６６６６６６サイトサササササササイサイイトイトトトト

●アルジェリア［マグリブのオアシス］
●チュニジア［マグリブのオアシス］
●モロッコ［アトラス山脈のオアシス］
●ケニア［マサイ族の牧畜］
●タンザニア［アグロフォレストリー］［マサイ族の牧畜］日本／５サイト

南米 ２南南南南南南南南米南米南米米米 米 米 ２２２２２２サイトサササササササイサイイトイトトトト

●チリ［チロエ農業］
●ペルー［アンデス農業］

世界農業遺産認定サイト（平成25年５月現在）


