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（2）農業生物多様性

世界的に見れば、麦作地域で猛禽類の個体数が維持されている南ヨーロッパの例な

ど、畑作農業であっても、貴重な生物種が保全されている事例は数多い。しかし、急

速に集約化が進んだ日本の畑作農業は、むしろ生物多様性とは関係のない方向で発展

してきた。

しかし、身近な生きものとの共存をはかる環境保全型農業への関心は、消費者・市

場の志向も追い風となって、高くなっている。本地域の北部に位置する綾町の「自然

生態系農業」の成功が良い刺激となっている。また身近な生きもののなかで、近年そ

の個体数が激減しているツバメは、本地域で多くみられ、本システムだからこそ共存

できている。「ツバメと共存できる農業のある町づくり」など今後の取り組みは保全

計画で述べるが、ここでは 1）環境保全型農業の現状、2）域内のツバメの現状、に

ついて述べておきたい。

1）環境に配慮した農業

希少性植物の保全のための環境保全型農業

一般的に畑作農業は、生産性や所得向上を追及し、肥料や農薬等を多用するため、

生物多様性とは相入れない側面がある。本地域も例外ではないが、近年では、環境

保全型の農業である有機栽培に取り組む若手農家も出てきている。消費者の志向の

変化が大きな支えとなっており、聞き取りでも潜在的に環境保全型農業に取り組み

たい農家は多い。課題は、エコファーマーなどの登録が、個別の努力で行われてい

ることである。登録に至るまでのプロセスの共有など、地域内で取り組むシステム

が必要とされている。

主要産品である「干し大根」は、地域内の加工業者によりたくあんに加工され食

品になること、また、「干し大根」から切り離され不要になる乾燥した大根の葉は、

牛の飼料とする循環体系も行われていることから、すでに極力農薬を減らした栽培

に取り組んでいる。これらの環境に配慮した取組は、土壌や水質の汚染を防止し、

オオイタサンショウウオなど、露地畑作地ではないが、地域内の希少生物の保全に

も繋がっている。

また、農地周辺の森林は、「大根やぐら」に親柱として使用する杉の管理が行わ

れている。竹林に関しても利活用を図ることで、今後整備を行うことになっている。

例えば、地域内の農地については、多面的機能支払交付金事業を活用し定期的な

草刈り等の管理が行われる。このような取組が、持続的に行われていることで、キ

リノミタケやイワザクラといった植物が多数保全されているのでないかと考えて

いる。
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2）ツバメ

自然生態系と共存する露地畑作の高度利用システム

「ツバメ」は元来、蛇等の肉食の天

敵から身を守るため、民家の納屋等に

巣を作ってきたが、日本野鳥の会の報

告によれば、近年、昔ながらの自由に

つばめが出入りできる構造のある家が

減少し、軒先のないものや壁面が加工

され、巣が作りにくいものとなり、住

む場所を追われてきている。

しかしながら、畑作農業が発展して

きた本地域は、ツバメと共生している

地域である。農家は、作業効率を上げ

るために多種の農業機械を所有し、この農業機械を保管するための間口の広い倉

庫・納屋を自宅や圃場近くに建てている。この間口の広い倉庫・納屋は、ツバメが

常に自由に出入りでき、営巣しやすい環境となっている。

2020 年（令和 2年）12 月に宮崎市田野・清武総合支所農林建設課で実施したツ

バメ調査アンケートでは、干し大根農家の約 7割が自宅もしくは倉庫・納屋にツバ

メの巣がある結果となった。

写真 18 キリノミタケ 写真 19 オオイタサンショウウオ

写真 20 ツバメの営巣
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茶の栽培を例にあげると、夏から秋

にかけて茶園には、害虫であるアオバ

ハゴロモ（成虫）が発生する。

茶の収穫期（4 月から 7 月）や 9 月

から 10 月に行う整枝作業の際に、機械

の周りをツバメが旋回し、機械の振動

により刺激を受けたアオバハゴロモが

飛び跳ねるところをツバメが捕食し、

害虫駆除の一翼を担っている。

そのため、本地域では、ツバメは「福

を呼ぶ鳥」とも呼ばれており、カラス

や蛇に襲われないように、早朝からラ

ジオを鳴らすなど、ツバメと共生して

いる。

日本野鳥の会の見解では、地域内に点在しているたい肥盤の多さや幼虫期の生育

場所である地域内を何本も貫流する河川が、豊富な採餌資源となっていることもツ

バメが営巣しやすい要因の一つとなっているようである。

図 21 ツバメのアンケート調査結果

（宮崎市田野・清武総合支所農林建設課調べ）

【対象者】JA 宮崎中央田野支店（田野町）南宮崎支店（清武町）干し大根部会員 66名

【回答者】63 名（回答率 95.5％）

図 22 アオバハゴロモのイメージ図
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（3）地域の伝統的な知識システム

■地域の貴重で伝統的な知識および慣習

長い年月続けてきた露地畑作であるが、申請にあたって振り返ってみると、先人た

ちの知恵と工夫にあふれた農業システムであることに気づく。システムの隅々まで、

こうした知恵・工夫がみられるが、すでに記述したものもあり、ここでは冬作に関し

てとくに 1）主要産物である「干し大根」の品質管理、2）省力化に向けた機械化の

試み、3）畑作全般ではあるが特に大根の栽培にかかわる課題解決への努力、そして

最後にとくに夏作に関して 4）労働力配分を念頭に置いた作目選択の試行錯誤につい

て述べておく。

1）良質な「干し野菜」を生産するための知恵

年々改良を重ねてきた「干し野菜」農法の知識と技術

①「千切り大根」の変遷

1951 年（昭和 26 年）の記録では、干し場の骨組みの材料には竹が使用されて

おり、骨組みに竹を編んだ「よしず」に網をかけ、大根を干していた（写真。大

根をスライスする作業やスライスした大根を撒く作業は、手作業で行われていた。

現在では、干し場の骨組みは竹または鉄パイプが使用されており、大根をスラ

図 23 地域内（田野町）に点在しているたい肥盤分布図

（宮崎市田野総合支所農林建設課調べ）
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イスする作業やスライスした大根を撒く作業は、省力化された。

②「干し大根」の変遷

良質な「干し大根」の生産には、気温や天候が大きく影響する。

気温が 0℃を下回るとやぐらにかけた大根が凍結し、雨に濡れると大根の表面

にカビが発生するなどの危険がある。

凍結やカビの発生があると、「干し大根」の商品価値を著しく低下させ、生産

者に大きな損失をもたらすことになる。そのような被害を未然に防ぐため、生産

者は常に気温や天候に気を配り、変化を先読みして対応することが求められてい

る。

1951 年（昭和 26 年）の記録では、

「大根やぐら」の段数は 6、7段で、

高さは約 4～5ｍ程であった。収穫し

た大根は、やぐらの外側からかけら

れ、気温が氷点下を下回る時には、

やぐらの中で焚き火をして、大根が

凍らないように温度管理を行ってい

た。

1971 年（昭和 46年）の記録では、

「大根やぐら」の段数は現在と同じ

10 段となり、やぐらの内側から大根

をかけるようになった。気温が氷点

下を下回る時や雨が降るときには、

手作業でやぐらにブルーシートをか

け、「干し大根」の品質を守っていた。

1980 年（昭和 55 年）頃になると、

ブルーシートは「大根やぐら」の天

写真 21 1951 年（昭和 26 年）

「千切り大根」の作業風景

写真 22 2018 年（平成 30 年）

「千切り大根」の作業風景

写真 23 1971 年（昭和 46 年）の「大根やぐら」

写真 24 1980 年（昭和 55 年）の「大根やぐら」
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端に固定され、雨や気候変化に備え

るようになった。

現在では、「大根やぐら」にセンサ

ーを設置し、気温が氷点下に下回る

時には自宅のブザーが鳴り、温風器

や石油ストーブを使用して温度管理

を行う。ブルーシートは、ロープと

滑車を利用して、軽トラックで一気

に引っ張り上げて覆う手法がとられ

るようになった。

しかし、大根やぐらをブルーシートで覆うことは、乾いた風に当たるチャンス

を奪うことになり、やぐらにかけてある大根を乾かす作業と相反することになる

ため、それだけ大根の乾燥に時間がかかり、品質の低下を招く恐れが出てくるこ

とから、やぐらが立ち並ぶ時期は、24 時間気を抜くことなく、気温や天候が悪化

し始める兆候を見極め、いつやぐらをブルーシートで覆うか判断している。

2）省力化への取組 ―大根栽培・加工のイノベーション―

畑を耕起するための機械は年々進化しており、牛馬の時代から、耕運機、今では

トラクターが導入され、能力が高くなり作業効率もアップしている。また、土壌の

健全性を保つための天地返し等にもトラクターが効率よく活用されている。

また、「干し大根」の生産にあたっては、品質や成長をよくするためにポリマル

チが張られているが、その作業に使用する機械や播種や収穫機、大根洗浄機、乾燥

を行うために2本の大根を1つに束ねる結束機などを用いることで一連の作業を機

械化し、省力化に努めている。生産者の話によると、大きいもので 70cm にもなる

大根は、引き抜こうとしても簡単にはいかず、時計回りや反時計回りで何度も回し

て引き抜いていた。そのため、

1本の大根を引き抜くのに時間と労力が

かかり、場合によっては、折れて製品に

ならないものも数多くでていた。大根と

大根の結束も、藁を使いすべて手作業で

結んでおり、年間で生産できる量が限ら

れていた。作業が機械化されていなかっ

たら「干し大根」を選択していないかも

しれないと、農業機械の進化にありがた

みを感じている様子であった。 写真 26 大根堀り取り機

写真 25 2016 年（平成 28 年）の「大根やぐら」
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3）畑作にともなう課題への克服の技術

1965 年（昭和 40 年）頃から本格的に始まった「干し大根」の生産は、地域内に

加工工場ができたことにより、栽培面積も飛躍的に拡大し、1975 年（昭和 50年）

頃には全国から注目される大根の産地となった。

一方、栽培面積の拡大に伴い、品質の低下や機械化に対応した栽培法の確立、水

田や湿潤な畑地での根部表面異常症の対策が課題となった。なお、前者については、

p8.5-3）に記述した優良品種「干し理想」やポリマルチの導入等で改善を図り、後

者については、高畔栽培や天地返し、深耕ロータリーの導入で克服した。

しかしながら、1979 年（昭和 54 年）頃には春から初夏にかけて出荷する生漬け

用の大根も一部栽培されるようになり、それまでの秋冬一作の作付け体系は事実上

崩れる結果となった。

そのような中、最も恐れていた連作に起因する土壌病害「大根萎黄病」の発生が

本地域内の畑地で散見され、徐々に拡散していった。そこで、関係者すべてが危機

意識を共有すべく「田野町漬物大根産地体制強化大会」（1982 年（昭和 57 年）6月）

を開催し、産地を維持するための実行性のある取組と協力を訴えた。具体的には、

行政と農協が行う対策として、対処療法的ではあるが、激発地帯での土壌消毒の実

施、発生圃場・発生株を特定し次年度以降の作物転換を促すこと、また、生産者に

ついては、連作を避けると同時に秋冬一作を基本として、適正な作付面積と適期播

種に務めることを掲げた。さらに加工業者についても、生産者との契約栽培の厳守

と完全な履行を要請した。

その結果、数年間は散発的に発生がみられたものの、産地が衰退するほどの爆発

的な発生には至らなかった。漬物需要の変化による作付面積の減少も幸いした面も

あるが、何よりも生産者の「地域の資源」は地域で守る信念と関係するすべての人

たちの努力が産地存続の礎となっている。

写真 27 大根結束機で結ぶ様子 写真 28 大根洗い機で洗う様子
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4）夏の農作物の選択に見られる知恵・工夫

露地畑作の高度利用システムにおける労働力の適正配分

当該地域の土地の高度利用を実現するために、夏の露地作物は冬場の作物栽培に

支障がでないものが選定されており、イモ・根菜類の栽培や葉たばこを中心に発展

してきた。

冬作が終わりにかけ、苗圃で苗の準備を進め、冬作の終了と同時に夏作のための圃

場の準備に取り掛かるというサイクルが、労力的にもイモ・根菜類や葉たばこは適し

ていることから定着していった。（年間の「夏作・冬作の作付け体系」については、p.24

図 18を参照。）これらの作物は、例年のように台風の影響を受ける本地域の風土にも

適しており、台風にも強く、安定した収益を得ることにもつながっている。

現在は葉たばこが、契約栽培でもあるため安定した補完的な収入をもたらすこと

になり、冬は大根、夏は葉たばこが一般的な作付体系として確立されたと考えられ

るが、葉たばこは、今後の需要の拡大は見込めず、また黒ボク主体の本地域の土壌

には適していないことから、夏作の作目選択は本システムの恒久的課題である。

（4）文化、価値観及び社会組織

本地域で育まれてきた文化や組織について述べる。1）雨太鼓や船引神楽は、他の

地域でも類似のものが見られるが、本地域の農業従事者に共通の思いや考えを培われ

ることに寄与してきた。また、2）ときに重労働となる農作業を通じたコミュニティ

の輪、3）加工業者との連携 4）水利組合 5）宮崎中央農業組合のそれぞれの関わりの

中で、本地域のシステムが支えられてきた。特に、3）加工業者との連携は他の地域

ではあまり見られない独自性のあるものと考えられる。本システムが日本農業遺産に

認定されたときに、こうした組織も連携することで活性化されることを期待される。

1）価値観・文化的慣習

本システムに育くまれた伝統文化「雨太鼓」「船引神楽」

本地域は、元来、農耕中心の農村であり、大自然がもたらす環境に順応する暮ら

しとともに、長い年月の中で本地域に根差したまちづくりが行われ、先人が残して

きた風俗、習慣、知恵は洗練された貴重な文化財として今も脈々と受け継がれてい

る。雨乞いの太鼓である「雨太鼓」や「神楽」、各地区で行われる春の「花見」な

ど、農業にまつわる伝統文化は、地域のコミュニティ形成、絆づくりに役立てられ

ている。
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【雨太鼓】

雨太鼓は、南北朝時代に島津氏と伊

東氏との対立が始まり、これらの戦の

中で使用されてきた陣太鼓が、明治の

初め頃から「雨乞い」の道具として使

用されるようになった。干ばつが続く

ときには、「鐘太鼓を打ち鳴らして、雲

に振動を与えれば、雨を呼ぶだろう」

と考え、田野町内に夜遅くまで太鼓の

音が響きわたっていたという記録が残

っている。

現在では、「雨乞い」としては使用されていないが、その伝統的な風習は現在で

も色濃く継承されており、貴重な文化遺産として、毎年夏に開催される「太鼓フェ

スティバル」などイベント等で披露されるなど、脈々と受け継がれている。

また、田野町内にある街灯のデザインになっており、地域の至るところで目にす

ることができ、地域住民の誇りとなっている。

【船引神楽】

船引神楽（ふなひきかぐら）は、清武町にある船引神社の境内で奉納される昼神

楽で、江戸時代の初期にはすでに独自の神楽として定着していた。その特徴は、県

北の夜神楽が「岩戸開き」に重きを置くのに対し、船引神楽は、「作祈祷神楽（さ

くきとうかぐら）」である。1番舞「方謝舞（ほうしゃまい）」から最後の「神送り」

まで 33 番の舞いが行われ、演目の終盤に舞われる「めご舞」や「箕取舞（みとり

まい）」は、五穀豊穣や子孫繁栄を祈願する「舞」である。

1991 年（平成 3年）には、宮崎県の無形民俗文化財にも認定されている。

農業が盛んな地域では、一年の祭事に欠かすことのできない大きな存在であり、

写真 30 太鼓フェスティバル 写真 31 本地域内の街灯

写真 29 雨太鼓
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昔から伝承されている地域住民の心の拠り所となっている。

※「めご舞」

五穀の誕生から、国造り、人造りの由

来を神主との問答で披露し、｢農耕文化｣

と｢種｣の起源を説く舞い。

※「箕取舞」

豊作を感謝する意味であるが、箕を杵

でつく動作は「生産」を表す。

2）「干し野菜農法」で広がる地域の輪

伝統農法で形成された住民同士が支えあうコミュニティ

本地域の露地畑作は、p.22「10）「ゆとり」の実現」で記述したとおり、家族農業を

中心に発展してきたが、「大根やぐら」の組み立てや解体等の重労働な手作業について

は、地域住民同士が支えあって作業する体制が整っている。

このコミュニティ形成は、午前 10 時と午後 3時には、農作業で疲れた体を癒し、次

の作業の英気を養うための休息する「ななっちゃ」と呼ばれる文化が大きく影響して

いる。この文化は、午前 10 時と午後 3時の時間に必然的に実施され、地域の人柄や土

地柄、生活習慣によって地域ごとの特徴がある。休息を目的とすることだけでなく、

みんなで集まって談笑し、コミュニケーションを形成する大切な時間となっている。

このように、地域住民同士が支え合いによって作られる「大根やぐら」は、地域の

魅力的な景観形成としてだけでなく、「干し大根」をわが子のように育てる農家の温か

な気持ちや地域住民同士が支えあうコミュニティ（結いの心）が高く評価されている。

また、その魅力を発信することで大きな集客効果を生み出す可能性のある観光資源と

して「宮崎県観光遺産」やＪＴＢツアー日本の絶景感動の瞬間(100 選)、県内の美し

い宮崎づくりに取り組んでいる地域として「美しい宮崎づくり大賞」を受賞している。

3）加工業者と連携した組織

■資源管理や食糧生産に関連した社会組織と、システムの継承・保全

加工業者等と内容の協議が行える体制

本地域の農作物、特に「干し大根」は、取引企業との関係が強く、生鮮野菜と異

なり、販売に時間的余裕があり、価格、数量等の交渉を行いながら、契約栽培を行

ってきた。

p1.1）本地域の気候の特徴（気候）、p2.2）本地域における地理の特徴（地理）で

記述したとおり、極めて良質な「干し大根」ができる環境が整っていた。1918 年

より、「千切り大根」の生産が本格的に始まり、1960 年頃からは、食生活の変化に

写真 32 船引神楽
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より、「千切り大根」から「干し大根」へ発展していった。当時は、「加工用大根」

の生産地であったにもかかわらず、大規模な漬物加工機能を有していなかったため、

他県加工業者への出荷元として機能してきた。そのため、本地域の農家と漬物加工

業者は、このころより契約栽培による安定した収入が得られている。その結果、「干

し大根」の生産は、本地域の農家の所得向上に大きく寄与しているといえる。

現在でもその体制は続いており、生産者組織と加工業者との交渉により価格設定

の協議が行える体制が整っている。

4）水利組合、土地改良区、多面的組織

農村地域の将来を見据えた活動や話し合い組織

本地域には、農業施設を農家自らが維持保全するための組織として、土地改良区

（田野町域 7 団体、清武町域 2 団体）、水利組合（田野町域 13 団体、清武町域 17

団体）、また、農家・非農家が一体となって農村地域を守る多面的機能維持管理組

織（田野町域 10 団体、清武町域 9団体）が組織され、農村地域の将来を見据えた

活動や、話し合いが行われており、地域内の農地が保全されている。

5）宮崎中央農業協同組合

営農力の底上を図る専門組織

安全・安心で品質の良い作物を生産するため、作物毎に専門部会等が組織され、節

目ごとに研修会等を開催し、生産者個々のレベルアップと農産物の品質の均一化を行

っている。また、経験の浅い農家は、研修会等を通して営農技術を身に着けるととも

に、ベテラン農家の取り組む姿勢等を学び、地域全体の営農力の底上を図っている。

さらに、研修会以外でも地域内の農家は相互に手伝うことにより支えあう関係が

築かれており、地域全体が一つの家族経営となっているといえる。

（5）ランドスケープの特徴

本地域の景観の特徴は、鰐塚山を中心に山々に囲まれた台地に、住居と農地が共存

しており、少し高台に登れば、遠くまで見渡すことのできる風景である。この独創的

な風景こそが、鰐塚山系から吹き降ろす「鰐塚おろし」を妨げることなく、遠くまで

運ぶ道筋を形成している。

施設園芸が少ない、露地畑作が拡がるランドスケープは、ありふれた風景のようで

あるが今や珍しく、本システムの誇りたいところでもある。とくに 1）緑と青の色彩

的コントラストとしてまとめてみた。ランドスケープのハイライトが 2）冬場に林立

する「大根やぐら」である。青い空にそびえたつやぐらは、自分たちの農業に対する

本地域の農業従事者の心意気を示したものだ。
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1）恵まれた気候と農地のコントラスト

露地畑作の高度利用システムが織りなす「緑」と「青」の広がる農村景観

露地畑作の高度利用システムは、夏に

葉たばこ、かんしょ、茶、里芋、冬に「干

し大根」、千切り大根、高菜等の干し野

菜のほか、青果大根、深ねぎ等の生鮮野

菜を生産するという年間を通して土地

を有効活用する農業システムである。日

照時間にも恵まれ、特に冬には、安定し

た晴天が続くため、鰐塚山系の黒ボク土

壌の畑に広がる露地野菜と青々とした

空が織りなす「緑」と「青」の 2色のコ

ントラストが広がる農村景観となっている。

2）大根やぐらのある農村景観

何十万本の真っ白な大根がかけられた「大根やぐら」が建ち並ぶ独自の農村景観

冬季の 11 月から 2月にかけては、地域内の畑に、高さ約 6ｍ、幅約 6m、棚数が

約 10 段、延長が約 50ｍにもなる巨大な「大根やぐら」が約 300 基建ち並び、収穫

された何十万本の真っ白な大根が何段にもかけられる。この何十万本にもなる大根

は、生産者一人ひとりが手間暇をかけてすべて手作業でかけられる。

鰐塚山系からの「鰐塚おろし」が吹けば、何十万本の真っ白な大根がカーテンの

ように揺れ、幻想的な景色を味わうことができる。夕暮れ時になると、西日を浴び

た大根が真っ赤に染められ昼間とは違う風情を味わうことができる。

本地域で冬季に観られる「大根やぐら」は、「干し大根」生産のための設備であると

ともに、その景観は、本地域の冬の風物詩であり、このような大根やぐらが、地域の

至るところで立ち並ぶ姿は、世界でも類をみないこの地域ならではの農村景観である。

近年では、大根やぐらに掛かる真っ白な大根をスクリーンに見立て、ライトアッ

プも行われ更なる魅力を演出している。

写真 33 本地域の農村景観

写真34 大根やぐらに大根を干す様子 写真 35 大根やぐらの中の様子


