
●五感で感じる美しさ

農山漁村は人間が自然に働きかけながら永

い年月をかけて創り出したものです。「農

の景観」と呼ばれる視覚的な面にとどまらず、聴

覚、嗅覚、触覚そして味覚など五感を総動員す

ることで、農山漁村の美しさは真に実感されま

す。農山漁村で暮らす人々にとっては日常のあり

ふれた風景かもしれませんが、時として、例え

ば、新緑や紅葉など季節の移り変わりの時、あ

るいは朝霧に包まれたり夕陽に照らされたりし

た時などに、はっとするほど美しいと感じられる

ことはあるはずです。このような時、人は自然に

よって生かされている存在であることを実感しま

す。都市の人工的な環境で日常生活する人々に

とって、こうした五感で触れることができる農山

漁村の環境はかけがえのない貴重なものと感じ

られます。
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Ⅰ.美しい農山漁村づくりの
基本理念

1．農山漁村の美しさ
農山漁村の美しさ

農山漁村の美しさは、その景観のみならず、土、水の匂いや感触、せせらぎの音や潮騒など五感で感

じる要素と、地域の伝統文化など地域固有の要素が一体となって醸成されます。農山漁村の美しさは、

さまざまな要素が総合的に組み合わさって創り出されており、多様な視点でとらえることができます。

景観は見た目だけではなく、水や風の音、潮の香り、緑の
匂い、木のぬくもりや土の軟らかさ等の聴覚・嗅覚・触覚、
そしてそこで生産されるものを食しての味覚など五感全体
で感じるものです。生産の営みと日常の生活が農山漁村
の美しい景観となります。



●地域固有の美しさ

たゆみない自然の営み、自然の造形を背景

とし、その土地ごとの気候・気象や土壌、

植生、水質などいわゆる「風土」に適応した形

の暮らしや農林漁業の営み、またその中から

生まれ受け継がれてきたさまざまな知恵や技、

そして「文化」が農山漁村にはあふれています。

伝統行事と呼ばれているものの多くは農山漁村

にあります。そうした文化を背景として、「地域

社会」を形成し、豊かな暮らし、安定した暮ら

しを願って、人々が自然に対して繰り返し働き

かけ今日に至っている農山漁村は、それぞれ地

域固有の美しさをもっています。都市からの来

訪者にも、農山漁村に暮らす人々のそうした願

いや息遣い、そして地域社会としての営みを感

じとることができます。

●多様な視点でとらえる美しさ

生産活動に関わる農地、森林などの土地利

用、漁港・漁場の利用、そして人々の生

活の場である「集落」のたたずまいなど、日々の

暮らしの秩序を反映した飾り気のない美しさ、

自然の営みがもたらす多様な美しさ、地域社会

の伝統行事や文化などが醸し出す伝統的な美

しさなど、多様な視点から美しさをとらえるこ

とができます。これらの美しさは、農山漁村に

暮らす人々に安らぎや充足感をもたらし、生活

に潤いと季節感を与えています。都市に暮らす

人々にも、その美しさはかけがえのない「原風

景」的な懐かしさ、魅力として認識されていま

す。
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収穫の感謝まつり（熊本県坂本村） 棚田の交流活動（三重県紀和町）

なだらかな広々とした畑作景観（北海道美瑛町）



●地域環境管理能力の脆弱化

過疎化、少子・高齢化の進展、あるいは混

住化等の進展は、コミュニティとしての連

帯、まとまりを弱め、地域社会がもっていた運営

機能を低下させています。それに伴って、日本

の原風景ともいえる農山漁村の魅力が損なわ

れつつあります。耕作放棄地や手入れ不足の森

林の増加、漁場管理や水管理の低下などが、農

林漁業の生産活動をいっそう困難にする悪循

環を招きつつあります。このような農山漁村の

地域社会がもつ環境を管理する機能の脆弱化

は、食料の供給に加えて環境への貢献や地域

文化の形成に資するという「農林漁業がもつ多

面的機能」を損ねるだけでなく、人間の生活空

間としての農山漁村がもつ魅力を損ねていま

す。

●地域への誇り・愛着の喪失

地域の運営機能の低下は、他方で、農地・

森林などへの廃棄物の不法投棄、農地・

森林などの非計画的な転用、沿岸開発の無秩

序な進行、農業用水や漁場海域の水質の悪化

など、生産活動のみならず生活環境に対しても

大きな障害となることが懸念されます。

経済成長の過程で、都市と同じ暮らしを追い

求め、地域社会が育んできた自然、伝統文化な

どは軽視されるようになりました。その結果、

農山漁村の人々の暮らしは、一般に経済面では

格段に豊かになりました。しかし、地域社会へ

の誇りや愛着が失われてきた側面を見れば、精

神的には貧しくなったと言えるかもしれませ

ん。農山漁村に暮らす人々が、自ら地域に対す

る誇りを傷つけ、愛着を失うことは、先人によ
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農山漁村の現状と美しさの危機

農山漁村では、過疎化や少子・高齢化の進展等により、経済的な停滞と社会資本整備の立ち遅れが

みられるとともに、地域社会がもっていた運営機能が低下してきています。また過疎化・高齢化に加

えて混住化による地域社会の連帯性が弱まり、農地や森林、漁場そして水などの地域環境の管理に

支障が生じています。さらに自然環境の劣化、地域の伝統文化の継承が困難になる、などの事態も生

じています。これらはいずれもかけがえのない農山漁村の魅力を損なわせています。農山漁村振興

対策のこれまでの取り組みも、それぞれの地域がもつ魅力や個性に十分配慮してきたとは必ずしも

言えません。

耕作放棄された農地 放棄されたビニールハウス



って築かれ、世代を超えて暮らしの知恵や技を

継承してきたかけがえのない地域の将来にとっ

て計り知れない痛手です。

また、これまで農山漁村の振興対策として、

道路や生活排水処理施設など生活環境基盤の

整備、農地・森林や農道・林道、農業用排水路、

漁港など生産基盤の整備が取り組まれてきまし

た。しかし、これらの整備に伴い、カエル、フ

ナ、ホタル、トンボなどの多彩な生き物たちが

水田から姿を消し、稲作地帯の風物詩となって

いた稲のはさ架けが姿を消しました。道路や水

路などが直線的に整備され、高齢者の信仰を

集めていた祠や石仏が取り払われ、あるいは移

転させられ、古樹が切り倒されました。生産活

動の効率性、生活の利便性を求めるあまり、各

種事業においてそれぞれの地域がもつ美しさ、

個性が十分に生かされた整備が行われてきたと

は必ずしも言い難い状況です。

7

Ⅰ.

美
し
い
農
山
漁
村
づ
く
り
の
基
本
理
念

廃車の放置

ゴミが投棄された水路

廃

乱



●資源循環型社会へ向けた動き

1992年の地球環境サミットにおける「アジェンダ21」以後、わが国においても環境保全に

対する意識が徐々に高まり、各地方自治体での

環境管理計画の策定、NPOや地域社会による

「資源循環型社会」へ向けた取り組み、企業に

おける環境マネジメントに関するISO認証取得

などが進展しています。こうした動きの中で農

林漁業がもつ多面的機能に由来する環境的価

値に対する認識が高まりつつあると同時に、資

源循環型社会の構築へ向けて農山漁村の暮ら

しが育んできた知恵や技を継承することへの期

待も生じています。

●都市住民による農山漁村の魅力の再評価

こうした環境的価値に加え、都市にはない

ゆとりや安らぎ、豊かな自然や美しい景

観など、農山漁村の魅力が都市住民に再認識

されるようになりつつあります。都市住民が農

村のもつ豊かな自然や農業、伝統的な食文化、

美しい景観などを体験しようとする「グリーン・

ツーリズム」への関心が高まり、また、都市住民

が農山漁村に移り住む、いわゆる田舎暮らしへ

のニーズも徐々に顕在化しつつあります。茅葺

き民家の屋根の葺き替え、棚田の保全、水源林

の植林や間伐など、農山漁村の環境保全活動

に多くの都市住民、NPOなどが関わるようにな

ってきました。これらの動きを支援し、都市と

農山漁村の双方の生活および文化を享受する

新たなライフスタイルの実現に向けて「都市と農

山漁村の共生・対流推進会議」（オーライ！ニッ

ポン会議）が設立されるなど、都市と農山漁村

の共生・対流のいっそうの推進にむけた取り組

みが進められています。
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魅力ある農山漁村づくりに向けた新たな動き

魅力ある農山漁村づくりに取り組む気運が、農山漁村の内外で生じつつあります。第一に、地球環境

問題に喚起された環境重視の社会的気運が高まりつつあること、第二に、都市にはない豊かな自然

や安らぎ、美しい景観などの農山漁村固有の魅力が都市の人々に認識され、「グリーン・ツーリズム」

やＵ・Ｊ・Ｉターンなどの動きが見られること、そして、第三には、農山漁村に暮らす人々が自らの地域

の価値を再認識し活性化を図ろうとする動きが生じていることです。

都市住民による植林（栃木県足尾町） 農村の伝統文化である「わらこづみ」の体験
（大分県安心院町）
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女性たちの起業による直売所・レストラン（静岡県天竜市）

●住民、行政による地域の魅力の再認識

これらの動きと前後して、農山漁村に暮ら

す人々の中からも、自らの地域の魅力、

固有の価値への気づき、再認識が生まれつつ

あります。地域社会のもつ運営機能を再び活性

化させ、自分たちでできるところから、身近な

ところから魅力ある農山漁村づくりに取り組も

うとする動きです。また、自治体では自然環境

の保全のみならず、地域の景観、歴史的な町並

みの保全をはじめとして、建築物等と地域景観

の調和に関する手続きなどを定めた景観条例

の制定に取り組む動きが活発化しています。

こうした自主的な取り組みが地域の魅力を高

め、都市に住む人々を惹きつけて連帯の輪が

広がるという好循環が生まれている地域もあり

ます。2007年にはわが国全体として人口減少

社会に移行すると予測されるなかで、地域社会

の運営機能を再構築し、共同して魅力ある地域

づくりに取り組むことは、他地域との差別化を

図り、地域社会を将来にわたって維持する「地

域競争力」の源泉であると言えます。

●

●

●

●

整備された水路で地域住民の交流（栃木県河内町）



●活力ある農林漁業の展開

地域の自然である気候・気象、土壌・植生、

水など風土に適応した農林漁業活動は、

農山漁村を空間的・文化的に特徴づけていま

す。それぞれの風土に応じて展開される持続

的な生産活動が農山漁村の環境を保全し形成

する原動力となっています。競争力をもった活

力あふれる農林漁業が行われることは、地域ご

との固有の景観をかたちづくり、人々の誇りや

自信に結びつきます。活力ある農林漁業を基礎

として、生産活動を支える豊かな自然環境の保

全、持続的な地域社会の運営、農山漁村の伝統

文化の継承と創造、都市との交流などが展開し、

地域社会の活性化や個性的で魅力ある地域づ

くりにつながっていくことが期待されます。

●多様で豊かな自然環境の保全

生産活動としての農林漁業は自然環境を基

盤として成り立っており、一方、生活の

場である農山漁村の魅力もまた豊かな自然環

境によって支えられています。特に、農業生産

活動は肥沃な土と清浄な水が、漁業生産活動

は豊かな海が必要ですが、それらは自然の豊か

さがもたらす産物です。多彩で豊かな自然は、

農林漁業の生産活動に不可欠であるばかりで

なく、農山漁村の暮らしに季節的な彩りを添え、

心の潤い、安らぎを与えてくれます。都市の人

工的な環境に暮らす人々に深い精神的な充足

感を与え、心のふるさととして農山漁村を認識

する上で欠かせない要素となります。

●伝統的な農山漁村文化を保持した

地域社会の運営

活力ある農林漁業と豊かな自然環境によっ

て醸し出される農山漁村の魅力をさらに

深める要素が伝統文化とそれを担う地域社会

の存在です。農山漁村に健全な地域社会が保

たれていることは、個性的で魅力ある地域づく

りに必要な条件です。活力ある農林漁業活動

が展開し、地域の伝統文化も尊重した持続的

な暮らしが行われるためのルールをつくり、運

用することではじめて、秩序ある土地利用と地

域空間の調和あるデザインが実現できます。地

域における生産活動の基盤を保全し、後継者

を育て、地域に生きる誇りをもって伝統ある農

山漁村文化を再創造していく原動力は、個の自

由を認めながらも地域社会の合意にもとづいた

ルールづくりを行い、それを遵守していく住民

の連帯に懸かっています。都市との交流を通じ

て「パートナーシップ」を構築する主体も、この

地域社会に求められるのです。
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2．農山漁村の美しさと魅力づくり
農山漁村の美しさを読む視点

農山漁村の美しさは、環境を構成する要素の質の高さ、ならびにその全体としての調和、バランスに

求められます。こうした観点から、それらを成り立たせている農山漁村の個性や魅力を読み解く視点

として、①活力ある農林漁業の展開、②多様で豊かな自然環境の保全、③伝統的な農山漁村文化の

継承と地域社会の運営、④都市とのパートナーシップの構築、⑤空間的な秩序と調和のデザインを

挙げることができます。これらを各々独立して考えるのではなく、互いに関連づけてとらえることが

重要です。また、これら取り組みは地域住民の参加が基本となります。
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●都市とのパートナーシップの構築

個性的で魅力ある農山漁村づくりの主体

は、もちろんそれぞれの地域で暮らす

人々ですが、農山漁村を応援する都市に暮らす

人々の存在も考慮すべきです。都市住民は農

林漁業がもつ多面的な機能の恩恵を受ける立

場にあるだけではなく、交流活動や生産物の消

費を通じて農林漁業を間接的に支え、時として、

棚田保全活動や植樹・育林活動など、農山漁村

の環境保全の担い手ともなる存在です。また、

都市に暮らす人々は農山漁村の人たちが気づ

かない地域の個性、魅力や価値を発見する場

合も少なくありません。こうした地域づくりのパ

ートナーを見出し、その関係を育てることは、

過疎化し高齢化しつつある農山漁村における

持続的な地域づくりではきわめて重要です。

●空間的な秩序と調和のデザイン

農山漁村において生産活動に携わる人々

およびそこに居住する地域住民は、美し

い農山漁村を創造する役割を果たしています。

しかし、それら個々の営みが自ずと空間的な秩

序や調和のデザインを生み出すわけではありま

せん。地域のもつ魅力を見定め、地域で共有で

きる価値や将来像をはっきりと認識して、それ

を保全し形成するルールにまで具体化する必

要があります。それには農地や森林など土地利

用のルール、海域利用についてのルール、耕作

放棄地の活用アイデアの実現、建築物の価値や

材料・色彩などに関する協定、地域の個性を表

す植栽の取り決めが含まれるでしょう。それら

は自由な活動を規制する足かせなのではなく、

地域で快適に暮らすための知恵とも言うべきも

のです。共通の意思により形成された暮らし、

お互いの立場を尊重する暮らしの中に、地域の

魅力が醸し出されるのです。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



●身近な環境を対象とする

農山漁村の魅力づくりは身近な環境を対象

とした取り組みからはじめることが大切

です。身近な地域の環境を歩いて点検する、歴

史をひもといて地域の魅力を再発見する、ある

いは地域の改善すべき問題を探し出すなど、さ

まざまな方法があります。ふだんの暮らしの中

では見えないこと、気づかないことも、異なっ

た視点に立ち違ったものの見方・感じ方をする

ことで明らかにすることができます。何もない

と思いがちな身近な環境の中にも、意外と多く

の魅力づくりの素材が潜んでいます。自ら学習

し、行政の支援を受け、場合によっては、専門

家や都市に住む人々の力を借りるなど、さまざ

まな努力をすることで、身近な環境がもつ可能

性を改めて見直すことが可能です。

12

住民自身が関わる農山漁村の魅力づくり

農山漁村づくりの主役はその地域に暮らす人々です。個性的で魅力ある地域づくりは、住民自らが主

役となった身近な環境を対象とする取り組み、彼ら自身の創意工夫を生かした取り組み、一時的で

はない日常的な取り組み、持続的な取り組みの積み重ねによってしか達成できません。行政に依存

するのではなく、地域に暮らす人々の意欲を引き出すための取り組みが大切です。

生活の中で当たり前の塀や壁もよく見ると地域の表情を作
り出しています。

集落の辻には思いがけない歴史が刻まれていることもあ
ります。

「はさ架け」も農作業から離れてみると貴重な景観資源にな
ってきます。
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●人々が自主的に取り組む

個性的で魅力ある農山漁村づくりはそこ

を暮らしの場とする地域住民が誇りをも

って快適な暮らしを営むためのものですから、

強制されて取り組むことではなく、あくまでもそ

こに暮らす人々が自主的に取り組むことが基本

です。一朝一夕にできることではありません。

地域でじっくりと合意形成を図りながら、できる

ことから進める姿勢が大切です。高齢者のもつ

経験や技能、女性がもつ感性や持続力、若者の

もつバイタリティを生かせるよう、また、さまざま

な人々の専門的知識、活力、そして創意工夫な

どが生かせるよう、地域に開かれた取り組みと

することが大切です。多くの人々が関わるとこ

ろには地域の魅力についての広範な議論が生

まれ、それが取り組みの質をいっそう高めるこ

とにつながります。

●持続的に取り組む

住民自らが主体となって行う農山漁村の

魅力づくりは息の長い取り組みです。そ

のためには、何か特別なこととして取り組むの

では長続きせず疲れてしまいます。従って、日

常的に取り組める、楽しんで取り組める、多く

の人々が関われる、などの要素が持続的な魅力

づくりには必要です。取り組みがある成果を生

んだらみんなで喜びを分かち合い、その経験を

他の地域にも波及させていくことが大切です。

人々が元気な地域には自然とよそから人、もの、

情報などが集まるようになります。人々の意欲

や関心がさらに高まり、それが次の取り組みに

向けた新たな活力になって、取り組みの好循環

がかたちづくられます。こうして地域社会の

人々が楽しみを共有しながら参画し、その活

動の成果をともに喜び合うような取り組みは、

自ずと持続的なものになるでしょう。

ワークショップ
住民が知識・経験を出し合っ
て、創意あふれる地域の計画づ
くりを行う場が少しずつ増えて
きています。



●自然と歴史に学ぶ個性

農山漁村の集落はさまざまな場所に立地し

ています。例えば、同じ平地農村であっ

ても、それが立地する地形が沖積平野なのか、

扇状地なのか、あるいは洪積台地なのかで自然

条件は大きく異なりますから、それぞれの特徴

ある自然景観を示しています。その自然条件に

従って、例えば、水の得やすさを反映して集落

の開発の歴史は異なっています。自然・歴史条

件の違いはさらに、農業生産のあり方、そして

農村文化、地域社会、さらには都市との交流の

しかたなどに地域の個性として現れます。美し

い農山漁村づくりのためには、こうした自然条

件に立脚した大きな流れを理解することが大切

です。また、地域を知るためには、地域の歴史

にも光を当てることが必要です。地域史あるい

は地域誌をひもとくこと、地域のお年寄りの話

を集めること、そして地域に暮らす人々自らが

地域を点検して、集めた情報を実際に確認する

とともに現実の姿を把握すること、などさまざま

な方法があります。魅力づくりのためには、美

しさのみならず、例えば、地域における過去の

災害を調べるなど、安全な地域づくりの視点も

欠かせません。

●地域アイデンティティ探しの方法

地域に住む人々が自らの地域の価値をどう

認識しているか、将来どのような地域に

なりたいと考えているか、という意識も魅力づ

くりの重要な前提条件です。これを「地域アイデ

ンティティ」という言葉で表すことができます。

地域アイデンティティが人によってバラバラでは

協力して地域づくりを進めることはできません。

自分たちが暮らす地域にどのような魅力を見い

だすか、地域の個性を何に求めるか、地域アイ

デンティティ探しが魅力づくりの第一歩であると

言えます。それは地域住民自らが行うべき作業

です。行政、あるいは専門家、そして都市の

人々はいろいろな情報、ヒントをもたらしてはく

れますが、決めるのは自分たちです。

地域アイデンティティ探しにはさまざまな方法

があります。アンケート調査、シンポジウム・フ

ォーラム、懇談会・ワークショップ、コンテスト

（標語・写真・絵画・俳句・作文）、ポスター作成

などです。素材となるのは、風景・景観、行事、

民俗・慣習、衣食住、技術・工芸、人材、歴史、

動植物などです。要は地域に暮らすさまざまな

人々の意見を集約し、その地域を支えている共

通の価値観を見いだし、これを地域アイデンテ

ィティとして保全、形成するルールについて合

意をはかることが大切です。これを楽しみなが

ら行うことで、ふだんとりにくい地域内・世代間

のコミュニケーションをはかることにもつながり

ます。

14

農山漁村の個性づくり～「地域アイデンティティ」探し

人間一人ひとりに個性があるように、永い年月をかけて多くの人々の営みによって多様な自然を基盤

として成り立っている農山漁村には、地域ごとの個性があります。その個性はさまざまな要素によっ

て醸成されたものです。農山漁村の魅力づくりは、この個性を成り立たせている主要な要素を見つ

けだし、それに磨きをかけることであると言えます。
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わが国はきわめて変化に富んだ自然条件をもっています。農山漁村集落の多様性は集落の立
地条件に由来します。（農村開発企画委員会・農業工学研究35）

石垣で囲まれた集落（愛媛県西海町）
傾斜地での住まいのあり方としての石垣は地域アイデンテ
ィティの根拠です。

舟屋の漁村（京都府伊根町）
漁とともにある生活が生み出した居住形式が地域独特の貌
を創り出しています。

里の祭り（富山県平村）
里の祭りは地域の民俗文化が
体現されたもので、個性ある
景観を演出します。



●資源循環技術の再評価

経済社会の近代化、グローバル化の進展に

伴って、長い歴史を経て形成された農山

漁村の暮らしも大きな影響を受けています。か

けがえのない多くの伝統や技が失われようとし

ています。かつての伝統的な農山漁村社会が

もっていた特質で、21世紀の新しい社会に引き

継がれるべきものに、地域の風土に適応した省

資源・省エネルギー技術、資源循環技術の継承

と創造があります。もちろん、人力や畜力の時

代に戻れという意味ではありませんが、価値あ

る資源をリサイクルさせ、自然エネルギーを生

かす技術や知恵は見直され、継承される価値

あるものと言えます。農山漁村に暮らす人々の

住まいをかたちづくる技術や知恵もまた同様で

す。近代化の中で失われてしまったものを見直

し、地場の伝統技術を見直す中に、資源循環型

社会を先取りする地域の個性や魅力が見つか

るでしょう。

●引き継がれるべき環境資産

農山漁村には、人々の精神的な拠り所とな

り、地域共通の記憶として後世に引き継

ぐべき多くの「環境資産」があります。農山漁村

空間の骨格を構成する山河や海は、変わらぬ象

徴的な存在として人々の心の中にあります。故

郷の山や川や海が変わらぬ姿を見せる場、言

い換えれば、そうした眺望が得られる場所はか

けがえのない大切なところです。農山漁村に暮

らす人々にとってだけでなく、都市に暮らす

人々にとってもそれは同じことです。繰り返し

詩歌に詠まれ、絵画に描かれ、さらには写真に

記録される風景はそのような存在なのだと言え

ます。

●場所の記憶と精神性

何気ない農山漁村の風景を構成する石碑

や石仏、古木・名木、神社（鎮守の森）

や祠などは、その場所の記憶、場所性（トポ

ス）を体現する精神性を帯びた存在です。そ

の地域に暮らす人々が生みだし伝えてきた遺

産としての民家、蔵あるいは作業舎・貯蔵庫

等（例としてはたばこ乾燥小屋、みかん小屋）、

そこに住み続けるという意思を造形した石垣、

そして棚田、あるいは豊作や大漁を祈る祭り

など地域の伝統文化もまた、「環境資産」とし

ての価値をもつものです。さらに、清冽な湧

水、稀少な動植物、特異な地形・地物なども

その地域におけるかけがえのない自然環境の

象徴的な存在です。経済社会の近代化、グロ

ーバル化の中で、これら農山漁村のかつての

暮らしの証はいずれ消え去るものもあるかも

しれませんが、新たな時代に残し生かすべき

ものもあるはずです。

16

3．農山漁村の伝統の未来への継承
変わるもの・変わらないもの

経済成長や都市化の中で農山漁村がもつ魅力の多くが失われました。しかし一方で、農山漁村には

依然として、資源循環型社会を先取りするような取り組みの他、人々の精神的な拠り所となる魅力、

地域共通の記憶として後世に引き継ぐべき多くの資産が残されています。変えるべきもの、変えては

いけないものを見極める主体性が大切です。



明治初年に来日した外国人がみた農山漁村の魅力

イサベラ・バード（高梨健吉訳）「日本奥地紀行」（平凡社東洋文庫、p.152～153）

「米沢平野は、南に繁栄する米沢の町があり、北には湯治客の多い温泉場の赤湯があり、まったく

エデンの園である。「鋤で耕したというより鉛筆で描いたように」美しい。米、綿、とうもろこし、煙

草、麻、藍、大豆、茄子、くるみ、水瓜、きゅうり、柿、杏、ざくろを豊富に栽培している。アジアの

アルカディア（桃源郷）である。…（中略）…美しさ、勤勉、安楽さに満ちた魅惑的な地域である。山

に囲まれ、明るく輝く松川に灌漑されている。どこを見渡しても豊かで美しい農村である。彫刻を

施した梁と重々しい瓦葺きの屋根のある大きな家が、それぞれ自分の屋敷内に立っており、柿やざ

くろの木の間に見えかくれする。蔓草を這わせた格子細工の棚の下には花園がある。ざくろや杉の

木はきれいに刈り込まれて高い生垣となり、私的生活（プライバシー）を守っている。」 17
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水田のなかに建つ築150年の観音堂（新潟県小国町）
往時は堂のまわりで「競馬」も行われたようです。季節ごとの田園風景に欠かせない存在として価値が再認識され、茅葺き屋根
の補修が行われました。

観光客でにぎわう茅葺き民家の集落
（福島県下郷町大内宿）

茅葺き民家が整然と並ぶ箱根関所付近
（明治10年前後の写真、モース写真集）



●自然・生産活動・地域社会からの遊離

かつての農山漁村では、子どもたちは豊か

な自然の中で時間を忘れて遊び回り、ま

た、生産活動の繁忙期には家の手伝いをするこ

とで知らず知らずのうちに地域の自然を知り、

農林漁業に親しみながら成長しました。地域の

さまざまな行事においては、年齢に応じて役割

が与えられ、地域社会の一員としての立場を自

ずと理解し、つきあい方を自然と身につけて成

人しました。現在、教育現場で議論されている

「生きる力」は学校での学習の中ではなく、むし

ろ地域の暮らしの中で身につけることができた

と言えます。しかし、農山漁村の暮らしの都市

化、生産活動の近代化、効率化などが進行する

中で、子どもたちが自然に親しむ機会、農林漁

業や地域行事に関わる機会は減少しているとい

うのが、一般的な傾向です。

18

子どもの理性・感性を育む

都市化や農林漁業の近代化、効率化の中で、将来の地域の担い手である子どもたちが、自然、農林

漁業、地域行事などに関わる機会が減少しました。学校教育が地域との連携を求めるようになった

今日、個性的で魅力ある農山漁村づくりに地域の子どもたちを参加させることは、子どもたちだけで

なく地域にとっても大きな意義をもつと言えます。

子どもたちは身の回りの環境を大人以上によく見てい
ます。身の回りの風景は子どもたちの人間形成に大き
な影響を与えます。（新潟県小国町の小学校2年生・6
年生の作品）
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●学校と地域の連携による地域学習

農山漁村の将来の担い手は、地域で生活

する子どもたちです。彼らのうちの何割

かはこれまでと同様、いずれは地域の外へと巣

立っていってしまうかもしれません。しかし、地

域で生活する間に地域のさまざまなことをでき

る限り体験させること、それらを通じて地域を

よく知ることは、子どもたちの将来にとってきわ

めて大切なことです。地域の自然に触れ、地域

の農林漁業や地域社会の営みを肌で感じ取り、

さらには自然と農林漁業、地域社会の相互の関

係とその歴史を体験を通して理解することは、

学校だけでは難しいものがあります。子どもた

ちのこうした地域学習を学校だけに任せるので

はなく、地域として可能な限り関わることが大

切です。学校と地域との連携は、実は学校側も

求めていることです。生活と生産の場が近接し

ている農山漁村は自然や地域社会の学習に適

した地域であると言えます。

●農山漁村の魅力づくりへの子どもの参加

個性的な魅力ある農山漁村づくりに地域の

子どもたちが参加することは、地域にと

っても子どもたちにとっても意義ある取り組み

です。地域づくりの場が格好の学習の場となり

ます。この取り組みを通じて、①子どもたちが

地域の自然、歴史、産業、文化などを教科書か

らではなく、生きた教材として地域の大人たち

から総合的に学べる、②子どもに教えることで

大人たち自身がよりよく地域のことを学べる、③

子どもの参加が母親、そして父親やその上の世

代へと、広範な人々の関心を喚起し、地域の大

人の参加を誘発する触媒の役割を果たす、④

子どもたちが属する学校の取り組みと連携すれ

ば、地域づくりに大きな力となる、など地域に

大きな影響を与えることが期待されます。

静岡県三島市での活動
（左上）校庭でのビオトープづくり／（右上）緑地公園の清掃・美化のボランテ
ィア活動／（左下）田植え体験／（右下）稲刈り体験


