
- 1 -

農林水産大臣賞受賞
フクロウをシンボルとした環境にやさしいむらづくり

受賞者 逆面エコ・アグリの里
さ か づ ら さ と

（栃木県宇都宮市）
とちぎけんうつのみやし

■ 地域の沿革と概要

宇都宮市は、栃木県のほぼ中央、東京か

ら北に約100kmの距離に位置し、面積は

41.68k㎡で、県土の約6.5％を占めている。

平成19年３月に旧上河内町、旧河内町と

合併し、北関東初の50万都市となった。

内陸性の気候のため寒暖の差があり、ユ

ズ栽培の北限、リンゴ栽培の南限に近いほ

か、稲作はもとよりトマトやいちごなど豊

富な種類の農産物が栽培されている。

■ むらづくりの概要

１. 地区の特色

任意団体「逆面エコ・アグリの里」が活

動している逆面地区は、宇都宮市の中心市

街地から北方約10kmの旧河内町に位置し、

一級河川山田川が流れ、周辺は丘陵に囲ま

れ、地区の水田の約１/３が谷津田であり、

地区内の主な集落は丘陵地内の谷津に点在

している。総世帯数は70戸、うち農家数は

45戸、耕作面積は約130ha(H21現在)であり、

水稲、麦、大豆、しいたけ栽培が盛んな地

域となっている。

「逆面」という地名は、奈良時代の太政

大臣法王弓削道鏡がこの地を訪れ、のぞい

た井泉で顔（面）が逆さに映ったことから

付いたと伝えられ、その井戸は「逆井戸」

として残っている。また、この地は古くか

ら「七弁天八廟所の地」とも言われ、ダイ

ダラボッチ伝説など昔話の多い里であると

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

逆面エコ・アグリの里

事　　項
地区の規模
地区の性格
農　家　率 ・・・
（内訳）

　総世帯数 110戸
　農 家 数 ・・・

販売農家数 29戸
（内訳） 　

　専業農家 4戸
　１種兼農家 8戸
　２種兼農家 17戸

主要作物 　水稲 1,540（百万円）
（農業産出額） 　なし 200（百万円）

農用地の状況 　耕地計 1852ha
（内訳） 　　 田 1759ha

　　 畑 59ha
　　 樹園地 34ha
　耕地率 38.80%
　農家一戸当たり農用地面積

2.69ha

内　　　容
集落

地縁的な集団等
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ともに、「天下一関白流神獅子舞」と称される江戸時代初期から四百年近い歴史を持つ逆

面獅子舞が伝統芸能として受け継がれ、室町時代の逆面城跡や丘陵地となる斜面にカタ

クリが自生するなど長い歴史と美しい里山の風景を有する地域である。

２. むらづくりの基本的特徴

(1) むらづくりの動機、背景

ア むらづくりを推進するに至った動機、背景

① 昔から根付いていた地域を守る意識

逆面地区は、鷹が飛ぶ雄大な里山を持ち、江戸時代から続く伝統文化「逆面獅子舞」

を守り育んできた地域であるが、高度経済成長期頃、旧河内町では民間業者による団地

の造成が相次ぎ、逆面地区にも開発の波が押し寄せ土地を手放す住民も現れ始め、落ち

着いていた地域が混乱し始めた。さらに、獅子舞も高齢化などの影響も受け、存続が危

ぶまれてきた。

しかし、開発により近隣の里山が切り崩される様子を見た住民は不安を覚え、地域を

守らなければならないという意識が強くなり、土地を手離すのを止めよう、伝統文化を

守らなければという気運が高まった。その結果、青年たちによる「獅子舞愛好会」が設

立され、公演や郷土芸能教室、獅子舞体操創作等の活動により地域は再び活気を取り戻

し、自治会の行事として浸透するまでになった。

地域開発の教訓は、地域への愛着心や住民間の絆を強め、さらに獅子舞により強いコ

ミュニティが形成されていった。

② フクロウとの出会いと自然の豊かさへの気づき

地域を守る活動は、獅子舞だけにとどまらなかった。平成17年頃、自治会のある住民

が属する自然活動団体(NPO団体)で出会った活動が、地域を守る新たな活動へと導いてい

った。それは、フクロウを守るために里山に巣箱を付ける活動であった。猛禽類のフク

ロウは、食物連鎖の頂点にいて、フクロウが生息できる地域は豊かな自然の証明になる。

それを知った住民は、開発の危機を逃れた逆面の里山に巣箱を付けてみることにした。

すると翌年産卵が確認され、「逆面にもフクロウがいる」と逆面の自然の豊かさにあら

ためて気付かされた。当初地域の人々は、フクロウの保護の取組に消極的であったが、

巣箱付け活動に参加し、子育てをするフクロウの姿を見るうちに住民は皆感動を覚え、

その取組はまたたく間に口コミで広がっていった。「逆面の自然を守る、地域をあげてフ

クロウを守りたい」そんな気運がどんどん高まっていった。そして、この活動をもっと

充実させ、フクロウを中心とした地域振興ができないかと話し合いが行われるようにな

った。

イ むらづくりについての合意形成の過程とその内容

① フクロウを中心とした新たな地域活動の幕開け

ちょうどその頃、国において、農地・水・環境保全向上対策事業が始まった。気運が

高まっていた住民は、この事業を活用してフクロウを守ろうと意見がまとまり、平成19

年、「逆面エコ・アグリの里」を設立。組織名は、「エコロジー(生態系)」、「アグリ(農業)」、
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「里(人とのふれあい)」を一体とした活動目標をテーマとして名付けた。

平成19年、大学教授やＮＰＯ団体等の専門家

を招き、事業活動として、初めて地区内の生き

物調査を行った。参加した子どもたちが田んぼ

から採ってきた多くの生き物から、ホトケドジ

ョウ、タガメなどの絶滅危惧種が次々に見つか

った。これは、自然が豊かであることの証明で

もあり、専門家も驚くほどの豊かな自然が逆面

地区に残っていることが再確認された。そして、

都市近隣地域にありながら、フクロウが住む逆

面地区の自然環境を開発から守りフクロウが巣

立つ里を作っていこうと新たな地域活動が幕を

開けた。

ウ 現在に至るまでの経過等について

① フクロウのエサ場を守るため間伐材を活用したカエル蓋の設置

専門家の助言により、フクロウの子育てとなる主なエサが田んぼと里山を行き来する

カエルであることを知った住民は、エサとなるカエルがＵ字溝に落下して流されないよ

うＵ字溝の上に蓋をする「カエル蓋」を設置することにした。材料には、地区内の里山

から出る間伐材を活用し、手作りの蓋を作った。里山を綺麗にしながら、山資源も無駄

にせず活用した。

② エサ場を守るための減農薬・減化学栽培への歩み

逆面地区は、稲作が地域の大部分を占めている。平地林が多く、病害虫が発生しやす

い環境であり、通常では農薬散布が欠かせないが、豊かな自然を守りフクロウが巣立つ

環境を守り育んでいくためには、エサ場となる水田地帯の農薬や化学肥料を減らす必要

があった。減らせば収量減が予想された。この取組には、多くの住民が不安を隠さなか

った。そのとき、地区の技術リーダーが立ち上がった。「これからの農業は発想の転換が

必要。米は量の時代は終わり、これからは良いものを作っていく必要がある」「フクロウ

のエサ場を守るには一部の住民では限界がある。フクロウが巣立つ里にするためには、

地域みんなで取り組む必要がある」と話し合いを重ねた。

そして、平成20年、ついに減農薬減化学肥料栽培（以下、減減栽培という。）に向け多

くの仲間が歩み出していった。

③ 「フクロウを育む里」のシンボルづくりで地域外への発信

住民たちは少しずつ巣箱を増やし、平成20年度には逆面地区に25個の巣箱を設置した。

そして逆面の豊かな自然を「フクロウの里」として地域外に発信する取組を始めた。

まず、フクロウの里を伝える手作りの看板を地域の主要道に設置した。次に、連携し

ているＮＰＯ団体の仲間である隣接地区の陶芸家に、フクロウ陶器の作成を依頼し、各

戸自由な発想で外から見えるよう設置することにした。各戸の工夫により、個性豊かな

写真１ 設置した巣箱の中のフクロウ
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フクロウ像が競うように集落内に設置された。

また、逆面地区の取組を知った日光市在住

のアーティストからは、フクロウのチェンソ

ーアート（杉の一本彫り）が寄付され、活動

の中心となる白山神社やホタル繁殖地付近な

どに飾ることでフクロウの里の趣をより高め

ることとなった。さらに、集落の玄関口とな

る主要県道沿いにシンボルを設置したいと道

路管理者と協議を重ね、努力の結果、平成21

年４月、フクロウ親子が刻まれた石碑が設置

されることとなった。こうして、フクロウの

里づくりが着実に進んでいった。フクロウの

里づくりは、集落内がより強固に結びついた

だけでなく、地域外の様々な人との交流の機

会が増え、「フクロウ」といえば「逆面地区」

と言われるまで「フクロウの里」としての知名度が高まっていった。

(2) むらづくりの推進体制

ア 当該集団等の組織体制、構成員の状況

① 地域に根付いた組織で構成

昔から地域活動を行っていた自治会、老人会、子供会と、農業者で構成される土地改

良区や集落営農組合などの組織７団体で構成し、地域づくりや自然環境の保全に地域が

一丸となって取り組めるよう配慮した。逆面地区全員が構成メンバーとなっている。

② 地元小学校やＮＰＯ、大学との連携

地域の子どもが通う田原小学校と連携し、後継者育成を目指し地域の伝統や自然等を

学ぶ活動の実施や、宇都宮大学農学部・ＮＰＯ法人グランドワーク西鬼怒といった専門

家、宇都宮農協、逆面地区に農地を持つ地区外農業者など地区をよく知る農業関係者と

の連携を図り、地元の人では気づかない地域資源やその利活用についてアドバイスをも

らうことで地域の取組をより発展させることができるよう、組織づくりにも工夫をこら

している。

写真２ 各戸に設置された陶器のフクロウ
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■ むらづくりの概要

１． むらづくりの性格

(1) 歴史が育てた地域コミュニティとリーダーの力

逆面エコ・アグリの里が活動する逆面地区は、「逆面」という地名の由来ともなった道

鏡伝説の逆井戸や江戸時代初期より続く逆面獅子舞などの伝統文化が地域に数多く存在

し、それを代々継承してきた。伝統文化保護活動等を通して、強い力で地域コミュニテ

ィが結びついており、地域を守る素地は古くからあった。このため、高度成長期時代、

開発により地域が混乱しても、より一層地域を守る意識を強め、存続の危機に陥った獅

子舞を守り、農村の自然を守る地域づくりへとつなげ、農村を守る後継者を代々育んで

きている。

その農村の後継者の一人が出会った活動が「フクロウ」を中心とした新たな活動につ

ながり、「逆面エコ・アグリの里」の結成へと導いていった。これは、地域コミュニティ

が形成されていただけでなく、地域を牽引するリーダーがいたこと、地域外との連携に

より多様な人的ネットワークができたことなども大きく影響している。また、都市部地

域に近く都市住民など非農家が多い逆面地区で、農業者、非農業者一丸となって活動で

きているのも、地域コミュニティが育んだ力ともいえ、古くから地域に根付く様々な力

が複合的にかみ合わさり、他に類を見ない形で地域一丸となってハードに頼らないむら

づくりを展開している。

第２図 むらづくり推進体制図
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(2) 「豊かな自然」と「フクロウ」が育んだ付加価値

フクロウを守りたい、フクロウが棲む逆面の豊かな自然そして農業を将来まで継続さ

せたいという住民の思いは、フクロウのエサ場を守る稲作の減減栽培やカエル蓋の設置、

野の花を守る「野の花再生活動」への展開を見せ、付加価値を生み出すブランド農産物

づくりへと発展させている。地域一丸となったこれらの活動は、地域コミュニティが形

成されていたからこそ可能にしている逆面地域特有の取組である。また、都市部に近い

ながらも豊かな自然が残る農村地域で展開する自然と景観を守る活動は、自然の大切さ

の本当の意味を伝える「都市農業」の姿ともいえる。

さらに、フクロウの里としての趣を出すために設置した多様なフクロウ像（陶器、木

彫り、石碑）は、「フクロウといえば、逆面地区」といわれるほど知名度を向上させ、逆

面地区で強固に形成された地域コミュニティは、様々な効果を産み出している。

２． 農業生産面における特徴

(1) 当該集団等の農林漁業生産、流通面の取組状況

ア ブランド農産物「フクロウ米」の誕生

平成20年から取り組み始めた減減栽培は、

県から講師を呼び栽培講習会や現地検討会を行

ったり、地域の技術リーダーが指導に当たるな

ど、技術確立に向け必死に取り組んだ。化学肥

料や農薬を減らせるよう、近隣の畜産農家と連

携し牛糞堆肥を施用したり、温湯により種子消

毒する新たな技術を導入し、環境への配慮だけ

でなくコスト低減にもつなげた。栽培基準を統

一し、多くがエコファーマーとなり、生産履歴

を記帳し、内容は構成員みんなで相互確認し、

信頼性の高い栽培を目指した。そして減減栽培

米は、２年間で水田農家の８割となる29名で、

作付面積の９割となる64ｈａまで広がった。

フクロウを守ろうと始めた減減栽培米は、「育む里のフクロウ米」と名付け、ブランド

化を目指した。そして、平成22年１月22日に商標登録が認められ、フクロウの里のシン

ボルとして物語性のあるブランド農産物ができ上がっていった。

「フクロウ米」は系統出荷の1.5倍の単価で販売できるようになった。単価の付加価値

分はフクロウと共生するための必要な費用となることを消費者に伝えているため、口コ

ミでファンが増えている。まだ製品数が少ないため「フクロウ米」としての販売は直売

のみで多くは通常価格の系統販売であるが、29名の減減栽培者は減ることはない。しか

も「フクロウ米」販売者は平成20年の５名から平成22年には９名となり、着々と「フク

ロウ米」としての販売を増やしている。

今後の活動を継続的なものにするためにも、フクロウ米の販路拡大に向け、商談会へ

の出席やイベントでのＰＲ、商標準備管理委員会を設置して品質の統一や食味基準作り

写真３ 減農薬減化学肥料栽培米

「育む里のフクロウ米」とロゴマ

ーク
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などブランド化を目指すための取組を始めている。さらに、フクロウ米にさらなる上位

等級を設けようと宇都宮大学で育成した品種を使った有機栽培への取組を始めるなど、

フクロウを育む取組は、経済効果を生み出す取組にも発展している。

イ フクロウ米と連動した都市住民との交流「ホタル観察会」

都市住民に環境の良さを知ってもらいたい、より逆面地区を知ってもらいファンにな

ってもらいたいとフクロウ米の購入者にホタル観察会を開催し、毎年100名程度を受け入

れ地域外との交流を図っている。なお、環境に配慮する視点から、大勢の都市住民が来

ることで環境への影響を避けるため人数を制限して実施している。

ウ 初めてのイベント開催による新たな所得確保とＰＲの場の誕生

都市部に近い農村地域である逆面地区は、今まで地域外の人を呼ぶイベントは開催し

たことは無かった。しかし、フクロウを守る取組を始めてから、都市住民が地域に来て

自然豊かな逆面地区を好きになってもらいたいと思い始め、平成21年10月、初となる都

市住民との交流イベント「第１回フクロウそばまつり」を開催した。

新たな特産品として大豆栽培の連作障害の解消にもなるそばを会場となる畑に蒔き、

色の違うそばを使ってフクロウ模様や迷路を作った。迷路には各戸に飾られたフクロウ

オブジェの写真を飾り、人気投票を行うことで地域をＰＲした。多くの都市住民が地域

に来た。フクロウ米の試食や販売、地元の農産物を販売すると、飛ぶように売れた。住

民は驚き、直売の経験の無かった住民は新たな所得に興味が沸いた。都市住民との交流

により地域を知ってもらうことは、より地元の良さを再認識することにもつながった。

フクロウ米のファンを増やすため、新たな収入源を確保するためと、平成22年秋のそ

ば祭りはさらに魅力のある企画にしていこうと力を入れ、前年を上回る都市住民が訪れ

ている。

３． 生活・環境整備面における特徴

(1) 当該集団等の生活・環境整備面の取組状況

ア フクロウを守り、農村景観を維持する「野の花再生活動」

畦や山裾の草刈りは、以前から行われていた活動であるが、「フクロウを育む里づくり」

に取り組み始めてから専門家から助言を得る機会ができ、草を刈ることは多種多様な植

生や生き物の多様化を生み出し、フクロウのエサ確保につながると教えられた。そこで

住民は、花を「植える」のではなく、畦や山裾に生えている多くの野の花を「守る」こ

とで農村の景観を良くしながら、フクロウのエサ場を守ろうと考え、「地域に残したい野

の花10選」を決め、草刈りしながら野の花とフクロウのエサ場を守る「野の花再生活動」

を始めた。

野の花の一つ「キツネノカミソリ」は、逆面獅子舞の奉納場所になっている白山神社

の境内に多く残っており、老人会が中心となって守っている。獅子舞奉納時期の８月に

は、オレンジ色のきれいな花を咲かせ、伝統文化と自然が調和した雄大な風景を醸し出

している。
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イ 伝統文化とフクロウを育む後継者

歴史の深い逆面地区は、伝統文化「逆面獅子舞」が地域愛着心を育て、後継者を育成

してきた。その後継者が今の逆面地区を守り、今現在、フクロウが次世代の後継者を育

んでいる。現在も地元の子どもが通う獅子舞教室により将来の後継者を育成しているが、

地元の小学校と連携し白山神社やカタクリ自生地など逆面地域の自然や文化資源を廻り

地域愛着心を育む活動を行ったり、子供会を対象にフクロウの巣箱設置や生き物調査、

ホタル観察会を行い自然の豊かさを伝えることで次世代の後継者を育んでいる。

「フクロウを守りながら経済効果を生み出すことが将来の後継者を育てることでもあ

る」と現会員は一生懸命活動しており、そして今、20～30代の後継者が増えている。

ウ 女性部門の復活

フクロウを育む里づくりは、停滞していた女性部門の活動をも復活させた。女性たち

は、「イベント」という自らが開発した料理を提供できる場ができたことで、「そば寿司」

や「そばだんご」などのメニューを開発するようになった。また老人会女性部では、フ

クロウをイメージした手芸品を作り、新しい地域の土産物ができただけでなく生きがい

効果も生み出した。地域開催のイベント等で販売し、フクロウを育む里の色を一層深め

ている。

現在、都市住民に逆面地区の景観や食べ物を満喫してもらう拠点として農産物直売所

や加工所を作る話し合いが行われている。ノウハウを蓄積するための勉強会を行ったり、

菓子製造業者と連携し、フクロウ米の米粉を使ったまんじゅう等加工品開発に取り組む

など、今後の発展に夢を膨らませている。

エ さらなる発展に向けて

「フクロウを育む里づくり」を目指し、

逆面エコ・アグリの里ではこれまで自然を

守る地域づくりを展開してきた。この活動

は地区内にとどまらず、さらに地域外との

連携活動に発展してきている。それは「野

の花再生活動」の延長で、かつて逆面地区

に多く生息していた旧河内町のシンボル「サ

ギソウ」を逆面地区のビオトープで再生さ

せようという取組である。平成19年の宇都

宮市との合併以降、旧河内町のシンボルを

守ろうという意識が高まり、河内地域まち

づくり協議会との連携のもと取組を始めた。

サギソウを増やし“まちづくり”に役立てるため販売して欲しいという依頼も来てお

り、新しい付加価値を生み出している。

これはさらに、逆面地区を農村博物館に見立て、来てもらった都市住民に年間を通し

て四季折々の美しい景観、ホタル観察・生き物調査などの体験、地域の食などを楽しん

でもらうためでもあり、滞在型のグリーン・ツーリズムも目指し企画を考えている。

写真４ ビオトープでの交流
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フクロウとの出会いは、逆面地区を自然と共生する新たな地域作りへと発展させた。「自

然」を守る取組は次々に付加価値を産み出し、補助金ありきではない継続性のある新し

い活動への展開を見せている。しかも、地域住民の楽しみながらやろうという姿勢が地

域内外の多くの人の共感を生み、逆面地区のファンが増えている。逆面地区は、「フクロ

ウと育んだ里」でもあり、地域のむらづくりは現在進行形で、今後ますます発展してい

く。


