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農林水産大臣賞受賞
「ホタルが照らす豊かなむらづくり」

受賞者 七城ホタルを育てる会
しちじよう そだ か い

（熊 本 県菊池市）
くまもとけんき く ち し

■ 地域の沿革と概要

七城ホタルを育てる会（以下「育てる会」

という）がある菊池市は、平成17年３月に

菊池市、七城町、泗水町、旭志村が合併し、

「豊かな水と緑、光あふれる田園文化のま

ち」として新たな「菊池市」が誕生した。

菊池市は豊かな自然を生かした農林業を

基幹産業としており、施設野菜（メロン、

イチゴ、花卉類、トマト、アスパラ、キュ

ウリ、ナス）、露地野菜（ゴボウ、キャベ

ツ、ネギ、白菜）、工芸作物のタバコ、畜

産業（養豚、肉用牛、酪農）等様々な農産

物の産地である。なかでも、椎茸は熊本県

内一の生産量をほこり、「七城のこめ」「旭

志牛」はブランド品として地位が確立して

いる。

七城町という名前は、九州の豪族であっ

た菊池氏が菊池地方を支配していた時代、

菊池市にあった本城の守りとして要所に18

の外城があり、その中の七つの城が町内に

点在していたことに由来する。

■ むらづくりの概要

１. 地区の特色

育成会が活躍する岩瀬・前川地区は菊池

市の西部に位置し、北側を菊池川が流れる

のどかで小さな集落である。また、寒暖の

差が大きい盆地特有の気候で米の生産に適

した地でもある。

江戸時代、菊池川流域でとれる米は大坂

第１図 位置図

※ 白地図 KenMap の地図画像を編集

第１表 地区の概要
事　　項
地区の規模
地区の性格
農　家　率 32.00%
（内訳）

　総世帯数 53戸
　農 家 数 17戸

販売農家数 17戸
（内訳） 　

　専業農家 10戸
　１種兼農家 1戸
　２種兼農家 6戸

主要作物 水稲 33（百万円）
（農業産出額） 麦 5（百万円）

農用地の状況 　耕地計 37ha
（内訳） 　　 田 36ha

　　 畑 1ha
　　 樹園地 0
　耕地率 42.00%
　農家一戸当たり農用地面積

2.2ha

内　　　容
集落の集合体（２集落）
機能的な集団

七城ホタルを育てる会
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堂島に出荷され、「肥後米」と呼ばれる市場を代表する米として、その年の米相場を決定

する基準米とされた。なかでも七城町の「砂田米」は寿司米として以前から全国的に有

名である。

岩瀬・前川地区は名水の地として知られており、熊本名水百選に「前川水源」が選出

され、湧水を求めて県内はもとより、県外からも来訪者があり、平日には30名近く、休

日にもなると100名近くの人々が訪れる。

岩瀬・前川地区は、平成４年度熊本県農村景観コンクールにおいて、「活気に満ちた村

づくりの実践による豊かで美しい集落」と認められ「美しき村賞」を受賞している。

２. むらづくりの基本的特徴

(1) むらづくりの動機、背景

農地での基盤整備事業や除草剤・農薬等の散布の実施により、昭和の時代には町内各

地で見られていたホタルの姿は次第に集落から消えた。

育てる会の最初の取組は、昭和62年に岩瀬地区から始まった。当時の区長が住民の意

見を取りまとめ、ホタルの乱舞を取り戻すことを目的に、当時の七城町に「地域づくり

補助金」の申請を行った。その補助金を活用して、地区の南側にボーリングを行い、き

れいな水を確保し、区民総出の作業により、ホタルの養殖場を作ったのが始まりである。

それからホタルの再来までには、ホタルの幼虫の育成はもとより、幼虫の餌であるカワ

ニナの育成も必要とし、地区内で生産したトマトや摘果スイカ等の野菜を餌として与え、

カワニナを育成する取組が行われてきた。ホタルの育成では、養殖に取り組み、４月に

ホタルの成虫を捕獲し、約５～８千個の卵を産ませて成虫にする作業が毎年続けられて

いる。

また、年４回全区民による河川の清掃活動の実施や、廃油を利用した石鹸作りの取組

を行うなど、地区では様々な活動が行われた。

このような活動が実り、平成元年頃には、生育地においてホタルが数十匹見られるよ

うになり、３年頃には、岩瀬川周辺においても数百匹のホタルが乱舞し始めた。

ホタルが戻った岩瀬地区では、地元の人々による毎年の観賞会が開催されるようにな

り、３年に岩瀬地区が「くまもとホタルの里100選」に選ばれ、県下有数のホタルの生息

地となった。湧水の水温は冬場でも18℃位と高いため、この地区は県内でも最も早い時

期にホタルの乱舞が見られることでも知られている。

一方、前川地区では一部の農家が食の安

全性追求とホタルの復活を目指し、化学合

成農薬や化学肥料を一切使用しない自然農

法による取組を59年から始めていた。

このような環境保全型農業の取組が集落

内で徐々に広まる一方、上流域である岩瀬

地区の環境改善に伴い、下流域の前川地区

においても徐々にホタルが見られるように

なり、ホタルを保全する意識が高まってい

った。
写真１ 水路を飛び交うゲンジホタル
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８年頃には町の補助金を利用して、岩瀬・前川の両集落において、ホタルの養殖場が整

備された。岩瀬地区においては、既存の１箇所に加え、２箇所目の整備を行い、前川地

区においては初めて養殖場の整備を行った。

このように今までの両集落の取組が積み重なり、さらに、同時期に養殖場を整備した

ことで機運が高まり、10年には前川地区が育てる会に参画し、現在のような２集落で構

成される形となった。

今では、宙に舞い上がるホタルの数は数千匹となり、その幻想的な風景は人伝いに伝

わり、年々地域外からも多くの観賞客が訪れるようになった。

(2) むらづくりの推進体制

育てる会は、12年に発足したホタ

ルフェスタ実行委員会として組織さ

れ、現在も活動を続けている。ホタ

ルフェスタ実行委員会の構成員は、

岩瀬・前川地区に住む人々で構成さ

れ、現在、岩瀬地区の全16世帯、前

川地区の全25世帯、計41世帯で構成

されている。ホタルを通じた地域間

の交流、活性化が会の目的である。

役員は、会長（１名）、副会長（２

名）、監事（２名）、会計（１名）で

構成されており、年度末に役員会が

開催される。その後、実行委員会が

開催され、年度の活動を振り返り、

併せて来年度の活動内容が話し合わ

れる。主な活動は、ホタルの育成、

カワニナの育成、草刈り等のホタル

の生息地の環境作り、環境保全の取

組を地域外に広める活動、ホタルフ

ェスタの開催など、年間をとおして

行われている。

■ むらづくりの特色と優秀性

１. むらづくりの性格

小さな集落で始まったホタルを取り戻す住民の取組、長年続けられているホタルフェ

スタ、一年を通じた地道なホタル保全活動は周辺地域を含めた環境保全型農業の発展に

もつながっている。

２. むらづくりの農業生産面における特徴

① 先進的な環境負荷低減作物への取組

第２図 むらづくりの推進体制図 第２図 むらづくり推進体制図
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ホタルを保全する意識は、本地区農業の中心である水稲栽培にも影響を与えた。

農薬に代わる種籾消毒法として、種籾を60℃の温湯に10分間浸漬することで、種子伝

染するいもち病などを防除する温湯消毒の実施や、除草効果のあるジャンボタニシの活

用、レンゲを緑肥として使用する無農薬栽培に切り替えるなど、環境にやさしい農作物

の栽培方法が活発になった。ジャンボタニシは植え付け直後の水稲に食害が出るなど、

各地で農家を困らせているが、岩瀬・前川地区においては、田面を均平にすることによ

り、窪地にジャンボタニシが集まり大きな食害が出るのを防ぎながら、活用が続けられ

ている。

前川地区には水稲、麦の有機栽培のパイオニア的存在である原農園がある。59年から

化学合成農薬と化学肥料を一切使用しない水稲栽培を継続しており、食の安全に取り組

むとともに、ホタルの棲みやすい環境づくりにも取り組んできた。

無農薬栽培では、品質の低下や収量の減少が大きな課題となるが、一定の収量を確保

した原農園の取組は、２年に岩瀬・前川地区の農家を含む18名で構成されるレンゲ米研

究会を発足させるきっかけとなった。

このレンゲ米は農薬化学肥料を使用せずレンゲを緑

肥として使用するもので、町が行う食味会では食味評価

において毎年上位を占めるまでになった。

原農園やレンゲ米研究会の収量実績と食味評価実績

は、今ではブランド化されている「七城のこめ」が19年

に特別栽培米に転換した際、一つのモデルとして推進さ

れ、ホタルを守ることから始まった無農薬・減農薬の取

組は「七城のこめ」というブランド化の手法にもつなが

っている。

このような取組は、育てる会の活動と合わせ徐々に

集落の農業者に広がり、20年には地区内の全16名の水稲

農家がエコファーマー(※１)の認定を受け、特別栽培米

(※２)の生産に取り組むようになった。

(※１)エコファーマー：堆肥等による土づくりを基本とした化学肥料、化学農薬の使用

量を低減する生産方式の導入計画を、県知事に認定された農業者の愛称。

(※２)特別栽培米：生産された地域の慣行レベルに比べて、化学合成農薬の使用回数が

50％以下、かつ化学肥料の窒素成分量が50％以下で栽培された米。

② 環境保全型農業が後継者を生む

前川地区で無農薬栽培を行う米麦農家の子息が20年度に新規就農している。

小さい頃から父親の農業を見ていた中での就農で、無農薬栽培を行うことが当たり前

といった認識となっている。また、この米麦農家では、菊池市内の20代の新規就農希望

者を受け入れている。この新規就農希望者は、無農薬栽培で作られた米の購入がきっか

けとなり自分自身で無農薬栽培をやりたいと就農を希望している。また、岩瀬地区にお

写真２ 特別栽培米「七城のこめ」
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いても23年に１名就農する予定であり、無農薬栽培の取組、育てる会の活動による地域

環境づくり、「七城のこめ」に代表される環境保全型農業の実践による収入の安定が就農

しやすい環境をつくり、農業後継者を生んでいる。

３. むらづくりの生活・環境整備面における特徴

ホタルを保全する活動は、地区の住環境の維持・改善に大きな影響を与えており、ホ

タルを守ることが自らの集落の環境を守ることにつながっている。また、育てる会の活

動は、地域住民の環境保全意識を変え、地域の各団体の活動や地区外にも影響を与えて

いる。

① 農地・水・環境保全向上対策事業の実施

19年から実施している農地・水・環境保全向上対策事業により、岩瀬地区の農業者を

中心として「岩瀬資源保全会」、前川地区の農業者を中心として「前川活動組織」が発足

した。以前から行われてきたホタルの保全活動により、非農家も含めた組織の発足はス

ムーズに行われた。

活動では、草刈り作業や水路の泥上げ作業などが実施され、市道沿いにあるコンクリ

ートで作られた小さな池には大きな鯉が泳ぎ、手作りの環境保全啓発看板の設置ととも

に、花の植栽が行われ集落環境を向上させている。また、２団体とも共同活動の実施に

加え営農活動の要件も満たし減農薬栽培を組織として実施している。

② 農村景観向上の取組

老人会「泉の里」は、岩瀬・前川地区の70歳以

上の住民で構成されている。老人会には育てる会

の活動に携わっている方が多く所属しており、月

１回集落における清掃作業が続けられている。

また、夜に見られるホタルだけでなく、昼は彼

岸花を一面に咲かせようと、球根の植え付けが計

画的に進められている。９月の開花時期には、畦、

農道、水路沿いには鮮やかに咲き誇り、黄金色の

稲穂と彼岸花の鮮やかな赤色が田園空間を彩って

いる。

③ 生活排水の水質改善の取組

婦人会では、町が主催する講習会に参加し、廃油を利用した石鹸作りの取組を学習し

たり合成洗剤の使用を抑制するなど、各家庭に環境保全意識が広がっている。13年には

農林水産省の補助事業である農業集落排水事業を実施して地区の下水道を整備し、環境

保全意識が高い岩瀬・前川地区では浄化槽を含めた水洗化率が90％を超えている。

④ 環境保全活動の広がり

七城中学校では、20年から３年生の総合学習の取組で、隣接する天神川に「ホタルを

写真３ 子ども会で作製した景観保全の

啓発看板
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呼び戻そう」というテーマで環境教育が行われている。中学校の中庭にホタルを育む「夢

のせせらぎ」という名のビオトープを再現し、天神川にホタルを放流するため、ホタル

の養殖に取り組んでいる。

育てる会はホタルの幼虫やカワニナを提供して

育成のノウハウを伝えるなど環境教育にも協力し

ている。現在、カワニナは順調に殖え、今年には

ホタルの乱舞が見られるのではないかと期待され

ている。現在、ビオトープ作りは新３年生に引き

継がれている。

また、七城町内の５地区（山崎区、田中区、梶

迫区、松島区、五海区）においては岩瀬・前川地

区の保全活動を見本に、養殖場の整備や啓発看板

の設置に取り組むなど、地区外にもホタルを取り

戻す取組が広まっている。

写真４ ホタルの呼び戻し活動を行う

中学生


