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（５）ランドスケープ及びシースケープの特徴 
1）諭鶴羽山とため池 

諭鶴羽山系を背景に、水源確保のために扇状地にはため池が築造されてきた（写真 

57）。最古のものでは 1700 年前の遺跡で、ため池の遺構が確認されている。 

淡路島南部の南あわじ地域は、中世代の和泉砂岩等からなる隆起した諭鶴羽山地と

その北麓に広がる近畿には珍しい大複合扇状地（扇頂、扇央、扇端）と三原川下流の

沖積地である平地（低地）からなっている。東西に連なる諭鶴羽山系は、南北に幅が

広く厚みのある山稜を成し、島の動物系哺乳類の大半は、東浦と西浦を分かつ津名丘

陵ではなく、この諭鶴羽山系に生息している。扇端部と沖積地の平地は、砂礫質で透

水性に富んだ土壌を成し、なだらかに広がる大扇状地の扇端部には、扇状地で蓄えら

れた水が湧水地となり、三原川流域の低地とともに古代からの弥生農業を支え、数多

くの史跡や伝説地が生まれている。しかし扇状地中央の扇央部は、果樹等が栽培され

ていたものの近世まで広く原野を残していたことが、鎌倉期の貞応年間の「淡路太田

文」（1223）に記載されている。 

淡路島は、温暖な瀬戸内の雨の少ない気候であり、島の農地の開墾は、河川の上流

地からではなく河口の低地や三角州の低地から内陸へと進んでいった。荘園期には土

豪や領主のもとで三原川やその支流から引水して灌漑水路を造り下流の扇端から扇央

部へと開墾が徐々に広がり、室町末期から近世にはため池の築提によって扇央部から

上部の扇頂部へと拡大されていった。蜂須賀藩となり、石高が増えるのは上流部の扇

頂部の谷池灌漑に伴う農地の開墾であり、このため池併用の灌漑を総合的に管理運営

する組織として淡路島特有の水利組織「田主（たず）」が生まれた。田主の農地は、

同一地区内に集合せず各所に分散しているのは、農業水利を開いていった歴史と水源

の多様さを物語るものである。蜂須賀藩では、「溜池水懸割矩帳」を各町に作成させ、

庄屋に配水や井出普請の計算に習熟することを求めている。淡路島での農業基盤の維

持がいかに大変だったかを物語るものである。 

南あわじ地域のたまねぎ栽培は、現在は上流から下流まで大扇状地を含めた三原平

野全体に及ぶ。明治・大正期のたまねぎ栽培は、中世以降に開墾された河川水利とた

め池灌漑の扇央部から扇頂部を舞台に展開された。すなわち南あわじ地域のたまねぎ

栽培は、中世以来の水田拡大に伴う田主の運営管理によって維持継承されてきた水田

の上に展開されたもので、島でありながら海を意識させない三原平野ならではの弥生

からの農業基盤の上に形成された。その農地基盤を今日まで維持管理し、運営してき

たのが田主という水利組織ということができる。 

このような社会基盤の上で展開されてきたのが、たまねぎ−水稲を組み合わせた農業

システムであり、今日の三原平野のランドスケープを生み出している。 
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表 14 南あわじ地域のランドスケープの基盤となる要素 
地形 平地（沖

積低地） 

大複合扇状地 

扇端部（平地含む） 扇央部 扇頂部（洪積台地） 

標高 ～10m（榎列集落等） 15～40m（市集落等） 45m～（八木、寺内集落等） 

主な 

灌漑様式 

湧水（出湧）・河川（本

流）灌漑 

付随して溜池 

・地下水（電気上水）の

併用 

・湧水地は等高線に沿

って並ぶように形成

されている。 

河川灌漑が主体付随して

湧水（横井戸） 

・三原川とその支流から

から引水 

（1974 以降は諭鶴羽ダム

から） 

・横井戸の暗渠 

ため池灌漑 

・諭鶴羽山地の河谷出口付近

を堰き止めて造られた谷池

（山手側は樹林地）の水を

流下配水 

成立時期 古代 

（弥生遺跡・条理水田） 

中世 

（荘園開発で下流側から上

流へ開墾） 

江戸期 

（蜂須賀藩、庄屋主導で開墾・

水利整備） 

水利慣行 原則水利制限なし 田主の水利慣行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

写真 57 山からなだらかに拡がる農地と点在する多くのため池 
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図 29 南あわじ地域の土地利用 

※諭鶴羽山の山間や山すそに多くのため池が点在していることがわかる 

 

諭鶴羽山 
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2）島の海風を防ぐ防風松林と青垣状の山並み 

浜辺には、島の海風を防ぐ防風松林が整備されてきた。東部から南部は、感応寺山

や諭鶴羽山系、西南部は南辺寺山等の山並みが取り囲み、平地を西に向かって流下す

る三原川河口の沖積地の砂州の海岸は、砂防林を成す慶野松原（写真 58）や吹上浜等

の松並木で囲われ、島でありながら、海がほとんど意識されない三原平野特有の山並

みで囲まれたランドスケープを形成している。諭鶴羽山系の扇状地を含む三原平野は、

四方を青垣状の山並みが取り囲んでいる。感応寺山系、南辺寺山、諭鶴羽山系等の

山々で、先山等と共にいずれもタカヤマ信仰の対象になった山々で、いずれも山頂部

に山岳寺院が建立されている。強い湿気を含んだ海からの風は、慶野松原や吹上浜の

砂丘や松原が覆い遮蔽する。淡路島は冬季を除けば、昼間は南風が卓越しており、灘

海岸に沿って擁立する厚みのある諭鶴羽山系が南風を曝気し、林間を抜けた乾燥した

南風が三原平野を通り抜ける。この乾燥した南風が湿気の海風が吹く島にあって、三

原平野のあちこちにたまねぎの乾燥小屋を成立させる大きな要因となった。 
淡路島の集落は漁村と農村から成るが、漁村は海岸線に限られ、海岸背後の山や丘

を超えればすぐに農村が広がる。農耕儀礼が色濃く残るのも島の稲作発祥の地であり

専業農家の多い南あわじ地域である。今も田主の権利が強く、慣習も色濃く残り、風

流踊り（雨乞い神事）が伝承されているのも淡路島では南あわじ地域だけである。 
南あわじ地域の集落は、山裾や谷筋の農村集落と田園が広がる平地の半農半商型の

集落からなる。広がる田園を特徴づける旧街道沿いの半農半商型の集落は、徳島と結

ぶ福良港と稲田氏の旧洲本城下町を結ぶ旧街道に沿って両側町の街村形態を成し、旧

街道沿いの一里塚や松並木を残している。東から西に傾斜し畔が輻輳する三原平野の

田園地の中で、帯状の街村は、取り囲むタカヤマから俯瞰すれば旧街道と共に作庭記

の見え隠れによる「野筋」効果を発揮しており、点在するたまねぎ小屋とともに奥行

き感のある、南あわじ地域特有のランドスケープを形成している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

写真 58 慶野松原の防風松林 
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3) 複合的土地利用とランドスケープ 

南あわじ地域独自のランドスケープは、伝統的な知識システムにより形成される複

合的土地利用の基礎単位をもとに発展してきた。南あわじ地域の農家は、水田とたま

ねぎの複合利用可能な農地を平均 0.9ha 保有しているが、その農地を潤す貴重な水源

としてため池、横井戸、浅井戸、深井戸などの多様な水利権に応じた、3〜4 個の田主

に所属している。 

たまねぎの栽培面積は 0.5ha が平均面積であるが、収穫したたまねぎを乾燥貯蔵す

るためのたまねぎ小屋は 1 棟で 15a のたまねぎを貯蔵できる設えとなっている。その

ため、1 農家につき 4〜5 棟のたまねぎ小屋を主要道路沿いに保有する。また、多様な

水源を活用することで、昭和 40 年代以降にキャベツ、はくさい、レタスなどの導入が

進むなど、多様な農業を展開してきた。このような複合的土地利用を可能とするため

に、牛の堆肥を供給する土づくりのためのたまねぎ農家と畜産農家の連携システムを

構築している。10a につき 2ｔの堆肥を投入するために、屋敷内の長屋門において牛を

4〜5 頭飼育し、牛ふんを稲わらと混ぜて堆肥を製造して供給できる仕組みを継承して

きた。さらに冬期は稲わらをたまねぎ小屋に貯蔵することで、たまねぎ栽培中の空き

スペースを有効活用している。これらが、100年以上たまねぎ栽培が続いてきた地域固

有の知恵である複合的土地利用の基礎単位である。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

母屋 

（田主人・3〜4 の 

    田主組織に所属） 

長屋門 

（牛 4〜5頭） 

堆肥 

（2t/1

0a） 

水田・たまねぎ複合利用農地 

（合計 0.9ha） 

たまねぎ小屋 

（1 棟 15a 貯蔵） 

菜園 

牛糞 

戻堆肥 

（春） 

稲藁 

稲藁 

（冬） 

たまねぎ 

（春） 

図 31 複合的土地利用の模式図 図 30 複合的土地利用単位 
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長屋門のある 
屋敷構 

たまねぎ小屋 

二毛作農地 

堆肥置き場 

ため池 

牛舎 

また、ランドスケープを構成する農村家屋は、淡路島では「五館造り」と呼ばれ、

五世代が一家の屋敷を創っていく。初代が母屋、二代目が離れ、三代目が長屋門、四

代目が土蔵…土塀にウバメガシの生け垣（カッペキ）といった子孫へ残し、伝え継続

していくのに対し、宵越しの金は持たず門や生け垣を有さない漁村の町家や商家とは

大きく異なる。南あわじ地域は母屋の前に長屋門が南か東向きに建てられ、母屋の裏

に離れが建ち、母屋と離れの間のツボ（作業ニワ）は広くとる。一方で北部の津名丘

陵の農村では、母屋の裏が長屋であり、離れは東または西側に設ける門を有さない五

館造りが多い。淡路島の中で専業として農業基盤をしっかり確立してきた南あわじ地

域だからこそ、農業と共にある田主の組織や慣習、農耕儀礼が色濃く伝承されている。 

以上のように、諭鶴羽山系からなだらかに拡がる水稲とたまねぎの二毛作農地（最

近ではレタス等も組み入れた三毛作を展開）、点在するため池や井戸や水路、そして

建ち並ぶ「たまねぎ小屋」、牛舎を兼ねる長屋門のある屋敷構（現在は小規模な牛舎

を新たに設置）、牛糞堆肥置き場などが組み合わされ、独特なランドスケープが形成

されている。扇状地の田園に散居するたまねぎ小屋や長屋門を有する建築文化として

の家づくりは、南あわじ地域の農業と共に育まれ、南あわじ地域で継承されてきた生

活文化でもある。また、身近な生き物の生息する出湧の湧水が巡り、扇状地をため池、

横井戸の暗渠、川から引水、井戸からのくみ上げ等の多様な配水路で農業を支える利

水網の農業基盤とともに、南あわじ地域の農業システムが創り出してきたランドスケ

ープといえる。 
 

 

 

 

 

 

 

  

図 27 本システムを象徴するランドスケープ（倭文高集落） 
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4) 季節毎に大きく変容する農業ランドスケープ 
たまねぎ-水稲の栽培暦に応じて季節毎に大きく変容するという特徴的な農業におけ

るランドスケープを生み出している。 

南あわじ地域の農業システムでは、5 月～6 月に水稲を作付けし、9 月からの秋に収

穫。そして、たまねぎを 10～2 月定植し 5～6 月に収穫する（その間に、はくさい、レ

タス、キャベツなどの栽培を行う三毛作農家もある)。祭礼は秋ではなく 4 月～5 月と

なっている。このため、たまねぎ小屋が点在する南あわじ地域の田園は、たまねぎ畑

が広がりヒバリさえずる春の 4 月に新緑の山々を背景に青き幟が鎮守の森に立つ。た

まねぎの収穫を終えた 5 月末から 6 月に乾田から一斉に農地全体が水を張った水田に

変わる(写真 59)。青き緑の田園で夏を越し（写真 60）、畔の彼岸花とともに黄金に色

づいた田園の稲刈りが始まり（写真 61）、山々が紅葉する秋にはたまねぎなどの野菜

による畑が広がり、雪のない山手からの風が吹く中でたまねぎ栽培の冬を越していく

ことになる（写真 62）。たまねぎは、早生、中生、晩生の三期にわたって時期をずら

して耕作されており、緑と土の織り成すパッチワーク上のランドスケープが秋から冬

季に展開されるのに対し、たまねぎの収穫終了と共に乾田から一斉に湿田化される水

を張った水田風景への劇的な変化は、南あわじ地域特有のランドスケープということ

が出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

写真 59  春の農業景観 （左 たまねぎ収穫・結束 右 田植え）  

写真 60  夏の農業景観（水稲とたまねぎ小屋） 
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写真 61 秋の農業景色（水稲） 写真 62 冬の農業景色（たまねぎ） 

たまねぎ小屋のある風景（1955 年頃）は、今も
変わらない 

土地を大切に活用（たまねぎ） 
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（６）変化に対するレジリエンス 
1）自然災害と田主組織 （再掲） 

度重なる自然災害等に対しては田主が組織的に対処している。具体的に渇水時には、

番水制により配分等を管理し、常にどの水路も均等に用水が流れるように工夫してい

る。そのことによって、河川やため池の不安定な水量がもたらす干ばつのリスクを平

等に負担し、同時に用水ロスを減少させている。 

また台風や豪雨等の増水時においては、田主が中心にため池や水路の見回りを実施

したり、ため池等の決壊を防ぐために放水して水位等を下げるなど被害が出ないよう

に管理を行ったりしている。さらに洪水発生後は、ため池及び水路の被害箇所の特定

と修繕を実施する役割がある。このようにして歴史的に田主は、農業用水、生活用水

全般の水管理と施設復旧の対応を行い、洪水、渇水へのレジリエンスを有してきた。 

 

2）農業の担い手育成 （再掲） 

 新卒学生がスムーズに就農できるよう、インターンシップなどの就農支援プログラ

ムを市内の農業経営者らが立ち上げ、地域の新たな担い手づくりに取り組んでいる。 

また、大学、市役所、農業協同組合が包括連携協定を締結し、次代を担う人材の育成

や雇用の創出に取り組んでいる。 
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（７）多様な主体の参画 
1）環境保全活動と田主組織 （再掲） 

 当該地域の生産活動は、自治会や地域住民に加え、農会や田主などの生産組織も重

層的に農業生産を支えている。また当該地域には「ゆい」という相互労働奉仕の仕組

みがあり、例えばたまねぎの収穫が遅れている農家があると「ゆい」により手間替え

がなされたりする。さらに昔は中学校が休みになる農繁休暇の時期に、生徒たちが農

家の手伝いをすることも多く、その取り組みは現在において、１週間農家で農作業を

行うという学校教育プログラムとして発展している。 

地域の特徴的な景観要素であるため池は、貴重種を含む様々な動植物の生息・生育

場所を創出しているとともに、人と自然とのふれあいの場としての機能も有している

ことから、学校教育等での生き物調査等を実施するなど、次世代が環境保全等に関心

を持ってもらう取り組みがなされている。 

 

2）地域経済への貢献 （再掲） 

 当地域において主な農家収益であるたまねぎ栽培で、生産者だけでなく加工業、集

荷業のほか、資材販売、農業機械整備などの関連産業が地域に発達している。また、

たまねぎ流通には、産地商人が全国の相場を見ながら、最適のタイミングで最適の市

場に出荷することにより、自らの主計のみでなく農家の収入増大に寄与し、多くの関

係者により地域経済への貢献がもたらされている。 

 

3）地域連携による農業システムの維持発展 （再掲） 

 当地域では、南あわじ市農業振興協議会が組織され、農業者、農協、行政、研究機

関が、農業生産にかかわる課題のほか、多様な主体が参画する農産物直売、農作業体

験、シンポジウム、消費者への情報発信などについて、関係機関の調整と予算の確

保、活動の支援を行っている。また、大学等との包括連携協定を締結し、実習生等の

受け入れにより、関心を高めてもらえるような取り組み、さらには、若い農業女子の

グループが、南あわじ地域の農業の PR 活動を展開したり、地域循環型農業を実践すべ

く他地域農業女子との連携にも取り組んでいる。 
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（８）６次産業化の推進 
1）たまねぎの加工による６次産業化 （再掲） 

 たまねぎの加工は、収穫後に市場出荷できないもの（規格外品）を農家自ら薄皮を

剥被し、むき玉にした状態で産地商人等へと出荷され、農家の夏期の貴重な収入源と

なっている。出荷されたたまねぎを材料としてソース、ドレッシング、カレーなど多

くの商品を、地域内の食品会社が製造している。また、たまねぎだけでなく、牛乳等

も地域の食品会社で、多岐にわたる商品開発により、淡路島のお土産として観光施設

や道の駅などだけでなく、全国の量販店で販売されており、一次加工、商品化、販売

といった産業が関連することによって、農家の生計の保障だけでなく、島内の経済に

大きな影響を与えている。 

 

2）酪農の６次産業化（再掲） 

 昭和 52 年に地元に牛乳工場が建設され、生乳をはじめ、コーヒー牛乳やヨーグル

ト、プリンなどの乳製品が製造・販売されており地域ブランドとして、酪農家の所得

維持に貢献している。さらに、酪農家個人が、自己の生乳を加工し、アイスクリーム

や、ジェラートなどを販売する取り組みも拡がっている。 

 

3）多様な主体の連携による６次産業化（再掲） 

 地域が連携した活動では、観光業と関連し、淡路島たまねぎの歴史や特徴をまとめ

たリーフレットを作成し、生産者による語り部を育成し啓蒙を行っており、収穫体験

を行うなど消費者に対して、産官学が連携して６次産業化を推進している。 
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地域の位置図 

南あわじ地域 
南あわじ市の灘地区および

沼島地区を除く地域 
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