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ふ り た な か
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（注）事例の内容により、林家・漁業世帯の人口、戸数等を加える。
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むらづくりの内容及び成果
(1) 地域の沿革と概要

【秩父市の概要】
現在の秩父市は、平成17年４月１日に
ち ち ぶ し

よしだまち

おおたきむら

あらかわむら

旧秩父市、吉田町、大滝村、荒川村の４
市町村が合併してできた。
秩父市は埼玉県の北西部に位置し、山
梨県や長野県に隣接し、面積は577.69㎢
で、埼玉県全体の約15％を占めている。
都心から80km圏内で、周囲に山岳丘陵を
眺める盆地を形成し、市域の87％は森林
で、埼玉県の森林の約40％を占めている。
市の中央を流れる荒川によって市の中
心部は東西に区分され、東部の平坦部分
は市街地を形成し、商店街、住宅地など
が集中している。西部丘陵地帯にある平
坦地は、水田など農業用地が多くなって
いる。
もともと、秩父一帯は、養蚕・製糸が
盛んで、農家のくらしは、とても豊かで
あったが、明治15年頃から深刻な不況となり、秩父事件（農民の救済を訴えて起こした日本
近代史上最大の農民蜂起）につながることとなるが、住民の団結心や改善意欲は脈々と引き
継がれている。今日では、一部養蚕の他、きゅうり、なす、柿、そばの産地化や観光農業（ぶ
どう・いちご・ブルーベリー・農産加工）が盛んである。
ふ り た な か

【布里田中地区の概要】
布里田中地区は秩父市の北部に位置し、
荒川の支流である一級河川吉田川の右岸に
位置する丘陵地帯であり、秩父フルーツ街
道の上流側の入口に位置し、観光摘み取り
ブルー ベリー園 と水 稲の生産 が盛ん であ
る。
集落の周囲は山々に囲まれ、山裾に住宅
があり、中央には水田と畑が整備された山
間農村地域である。

岸重義代表：２列目左端、２９歳の後継者:１列右端

総世帯数は34戸（137人）で、うち農家数は29戸、総耕地面積11.3ha（水田2.1ha、畑
9.2ha）と経営規模は小さいが、景観のすばらしい集落である。
ふ り た な か

布里田中地区の養蚕は元禄時代(1690年頃)から盛んに行われ「絹の里」と呼ばれたことも
あり、「ぬのさと（布里）」の読みが地名の「ふり」に変わったとも言われている。

(2) 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
いのしし

① 担い手の高齢化と農業生産環境の悪化（ 猪 の棲む荒れ地の増大）
ふで

旧布里田中地区は、軽トラックがやっと通れるくらいの道が多く、田畑の総筆数は246筆
で、１筆あたり4.8ａと小さく、しかも不整形の田畑であった。
養蚕の衰退、担い手の高齢化、後継者の他産業への就職なども相まって、桑園を中心に遊
休地化した農地が多くなり、やぶで見通しがきかなくなった畑は、警戒心の強い猪の泥浴び
場や棲みかになってしまった。
布里田中地区の住民は、これらの問題を解消して、より良い農村環境と効率的な耕作がで
きる農地を望んでいた。
② むらづくりを導くリーダー
平成３年、旧吉田町では合併35周年記念事業として、国際的な感覚のある指導者を養成す
る目的で「町民海外派遣事業」を行った。これに、布里田中の地域資源を保全する会（以降、
「保全する会」と略す）代表の岸重義氏は、勤めていた旧埼玉吉田農協の推薦によりドイツ
・スイス・フランスの視察に参加した。
「ドイツのザスバッハバルデンの農家民宿（農業と観光の複合経営）は、ライン川を眺望
でき、その奥にはフランス国境を望むことができるなど自然景観の素晴らしいところであり、
農村地帯が公園に見えた。」
また、「ドイツでは、どこへ行っても家々の窓にプランターに植えられたきれいな花が咲
き乱れ、”心の文化”を感じた」と報告書に感動を書き記した。
そして、「当町（旧吉田町）は、このような心の文化・風景・景観を実践し、落葉樹と清
流を活用した観光農業を推進することが望ましい」と夢を持った。
③ 夢の実現への出発（土地改良事業の導入）
布里田中地区の「遊休農地の解消と美しいむらづく
り」の夢の実現の始まりとなる土地改良事業の説明会
が、平成６年11月に開催された。これを受け自治会長
おおぎょうじ

が中心になり、平成７年に自治会、衛生委員、大行事
おさしゅう

（地区の 長衆 ）、農家組合、水利組合の各役員によ
る区画整備及び道路計画研究会が発足した。

土地改良前

この研究会が５回の協議を重ね、平成７年９月に区
全体会議で布里田中地区土地改良事業推進委員会（以
下「推進委員会という」）が承認され、自治会の四組
から選出された４人から委員長と副委員長３人が決ま
り、委員長に布里田中の地域資源を保全する会の代表
の岸重義氏が就任した。
土地改良後(斜めから撮影)

イ

むらづくりについての合意形成の過程とその内容

① 将来の地域農業を考える場づくり
推進委員会は、15人中９人が40～50歳代と他地区に比べ、比較的若い構成員であった。し
かも、委員長57歳（農協職員）、副委員長59歳（自動車部品加工会社員）、47歳（郵便局員）、
43歳（電子部品製造会社員）と働き盛り、職業は多彩、フットワークが軽いメンバーとなっ
た。このことで、今まで他産業に従事し、農業から遠のいていた人たちが、地元の農業につ
いて真剣に考える場づくりができた。
② 心に種まき
岸重義氏は「各家庭に花や樹木あり、この地区全体がまるで公園のようにきれいにしたい」
と考え、この目標を推進委員会の共通として持てるように、平成９年から３年間に県内はも
とより県外の先進的な村づくり、景観づくりの視察研修を行った。
この視察を通して、中山間の自然を生かし、地域に残る伝統工芸や行事により心豊かな暮
にいはる

らしを実践している、群馬県新治村（現在のみなかみ町）の「たくみの里」をイメージした
むらづくりとする合意形成が図られた。
そして、推進委員会は設立から36回の会合が重ねられ、平成11年９月に「布里田中地区土
地改良組合」が設立され、推進委員会メンバーが役員に就任した。
岸重義氏は、この土地改良組合の事業計画の中に、組合員全員の進むべき目標として「公
園づくり、文化の醸成、産業の振興、村づくり」を掲げ、組合員のモチベーションを高めた。
この目標は徐々に肉付けされ、「布里田中営農組合」、そして「布里田中の地域資源を保全
する会」と引き継がれている。
③ 目の前の田畑が変わり、新たな農業の始まり
土地改良事業は、平成13年11月12日に工事に着工し、半年後の平成14年５月８日に完了し
そうふですう

た。耕地面積は11.3ha（土地改良前比93％)、総筆数は105筆（同比43％）、１筆あたり面積
は10.8ａ（同比225％）となり、農業機械を使いやすい田畑に生まれ変わった。
平成14年８月、この土地改良組合では全戸を対象に、この田畑を今後どのように活用して
いくのか意向を把握するため、アンケートを実施した。
その結果、今後の計画的な田畑利用と明るく豊かな集落を築くため、平成14年９月19日に
23戸の農家が参加して「布里田中営農組合」を設立した。
そして、営農組合は、アンケートで関心が高かった果樹と観光農業について検討し、健康
志向を背景に人気が高まっていたブルーベリーに着目した。ブルーベリーは初めて栽培する
作物であり、専門員による講義・栽培講習会・植付講習会を開催して組合員を先導し、ブル
ーベリー苗を斡旋した。
平成15年７月27日にブルーベリー栽培の技術習得と観光農業の経営を目指して「みどりの
森ブルーベリー組合」を布里田中営農組合の下部組織として設立した。

④ ホウネンエビとカブトエビの棲む環境を守れ
古代エビを守ることを中心に、今後の布里
田中地区の夢を語り合いながら活動すること
を目的に、「ホウネンエビを守る会」が平成
９年７月11日に発足した。
地区土地改良事業が進むなかで、ホウネン
エビを守る会は、水田の土の移動により古代
エビが土地改良後に発生しなくなると危ぶん
だため、古代エビを保護しながら土地改良を

ホウネンエビ

進めるように県・市・工事業者に掛け合っ
ひょうど

た。結果、旧水田の表土を丁寧に数カ所に
集め、区画整理後にその表土を土地改良し
た水田の表面に戻すことになった。
土地改良工事が完了し、６月に水田に水
が張られて田植えが始まり、そのすべての
水田に古代エビの泳ぐ姿を確認でき、地区
の皆が”ほっと”して喜んだ。

カブトエビ

⑤ 「布里田中の地域資源を保全する会」の設立
土地改良後５年が経過する過程で、自治会による年３回の清掃・除草作業、各家庭での花
や樹木の植栽、各農家が法面の草成の維持管理、布里田中営農組合による法面草成の補修、
ホウネンエビを守る会による東京農業大学との意見交換・交流など、各団体や個人が文化の
醸成と村づくりに努力して来た。
のりめん

一方で、豪雨や台風による水路法面の一部崩落、ため池や用排水路の大がかりな点検整備
の必要性などの問題も発生してきた。
これらの問題の解決と農村の環境整備と環境にやさしい農業を進めるため、布里田中営農
組合、布里田中水利組合、自治会、ホウネンエビを守る会が一致協力して取組を開始した。
その結果、平成19年５月８日に布里田中営農組合が中心になり「布里田中の地域資源を保
全する会」を設立し、農地・水・環境保全向上対策共同活動支援事業を取り入れ活動が始ま
った。
推進体制図
（3） むらづくりの推進体制
ア 「布里田中の地域資源を保全する会」の
体制
保全する会は、布里田中営農組合（23人）、
布里田中水利組合（15人）、布里田中区（自治
会）（34戸）、ホウネンエビを守る会（15人）に
東京農業大学農学部農学科昆虫機能開発研究室
を加えた５団体で構成されている。そして、布
里田中営農組合の下部組織として「みどりの森

ブルーベリー組合（８人）」がある。
イ

主に連携する他の組織、団体

① 東京農業大学
平成９年秋、東京農業大学農学部農学科昆虫機能開発研究室がホウエンエビを守る会を訪
ね、ホウエンエビを守る会と研究室の交流が始まり、平成11年から共同調査を開始した。
この研究室は、水田のカブトエビを増やし、田植え後の水田の泥をカブトエビが撹拌する
ことで田の水を混濁化させ、水中雑草の光合成を抑制する雑草防除機能を研究している。そ
の研究成果をもとに、除草剤の削減や無除草剤による米づくりを行うことができ、ホウエン
エビを守る会は、この収穫した米で収穫祭を開催するなど地区住民と学生の交流を図ってき
た。平成19年には、研究室のＯＢ・ＯＧからなるカブトエビ農法研究会も発足し、学生とホ
ウネンエビを守る会との交流も活発化している。
② フルーツ街道振興協議会
平成17年２月に旧吉田町は、布里田中地区中央を通り、隣接する橋倉地区、続く上野・釜
の上・赤柴地区までの約３kmの吉田幹線６号線道路を、この沿線でぶどう・いちご・ブルー
ベリーの観光農業が盛んなことから「フルーツ街道」と愛称を付けた。
そして、このフルーツ街道沿線の美しい景観づくりと、併せて観光農業を発展させる目的
で、ぶどう、いちご、ブルーベリーの各生産組合、及び三つの自治区が参加して、フルーツ
街道振興協議会が平成17年６月に設立された。
保全する会のみどりの森ブルーベリー組合と布里田中自治会が、この協議会の運営と活動
に積極的に関わり、フルーツ街道沿線の美化とぶどう、いちご、ブルーベリーの一体的な観
光農業のＰＲを行っている。
か

し

くにすいしんきょうぎかい

③ お菓子な郷推進協議会
平成15年３月、秩父市内の菓子屋企業16社が集まり、「志を同じくする者が恐れず知恵を
か

し

くに

出し合い、果敢にチャレンジすること」を目的にお菓子な郷推進協議会を設立した。
みどりの森ブルーベリー組合が、この協議会に特別栽培ブルーベリーを菓子原料として販
売している。そして、創出されたブルーベリーの菓子は菓子屋はもとより、市内の道の駅２
カ所、ＪＡちちぶ農産物直売所、ちちぶ地場産センター、西武秩父駅構内仲見世（秩父なら
ではの、美味しい味覚、特産品、おみやげのお店が軒を連ねるアーケード）で販売され、布
里田中のブルーベリーが同時にＰＲされている。
(4) むらづくりの農林漁業生産面への寄与状況
ア

観光農園によるブルーベリーの生産拡大

みどりの森ブルーベリー組合は、ブルーベリーに関す
る研究発表会やシンポジウムに積極的に参加して新技術
等の情報を収集して技術向上を図り、各ブルーベリー産
地を視察して観光農園の運営方法を研究して開園準備を
進めた。

ブルーベリー園と自作看板

定植して３年後の平成18年６月には、秩父ブルーベリーの里観光農園をオープンした。
このブルーベリー組合では、平成15年から毎年400～750本の苗を植えて、平成21年春まで
に総合計3,619本、栽培面積3.6ha（畑総面積の39％）までになった。ブルーベリーの総収穫
量は平成19年に1,768㎏、平成20年には2,505㎏、平成21年には3,247kgに拡大した。
のりめん

イ

農村景観の美化（景観づくりの第一歩は法面対策）

土地改良後の農地の法面は高低差が大きくなるため、刈払機での除草作業が危険で重労働
となり、きれいな法面を維持して除草作業を省力化することが課題であった。
このために布里田中地区土地改良組合は、雑草抑制と法面保護に効果のある植物による法
そうせい

面の草成化を検討した。その植物として、ヒメイワダレソウとセンチピードグラスがあった。
土地改良組合は、法面総面積8,309㎡を一斉に対応できることと、病害虫の宿主になりえ
ない結果が出ていたセンチピードグラスを選択し、平成14年６月に組合員総出でこの種子を
法面に播種した。
その後、平成16年６月に布里田中営農組合が、生育不良部分にセンチピードグラス種子を
播種し直し、更に、布里田中の地域資源を保全する会が平成20年３月に法面を修復し、平成
21年５月にセンチピードグラスのセル苗を植えて補修している。
ウ

ホウネンエビとカブトエビを守る環境づくり

ホウエンエビを守る会は、平成11年から東
京農業大学昆虫機能開発研究室と協力して本
格的な調査・研究を始め、土地改良後の水田
でカブトエビ農法の栽培試験を行うことにな
った。
平成15年には、この守る会と大学生が主催
して、カブトエビのいる水田に地元の中学校
生15人と一般公募者がキヌヒカリの田植えを
行った。雑草の発生も少なく、稲は順調に生
育をして、10a当たり420㎏程度の収穫ができ、
農薬を使う場合と差がない結果を得た。

大学生と協力して稲の収穫

また、その収穫した米は旧吉田町の吉田中学校の給食で食べてもらったところ、「つやつ
やして、香り良い」と評判も上々であり、その後も試行錯誤の中で、継続して取り組んでい
る。
エ

都市農村交流の促進

東京農業大学との連携の中で行われた、栽培した「カブトエビ米」による試食交流会は、
さらにみどりの森ブルーベリー組合の農園を訪れた都市住民と、ブルーベリー狩りを通した
都市農村交流に発展している。
ブルーベリー園は６月下旬にオープンし９月上旬まで開園するが、夏場は暑いため訪れた
方々が楽しく、心豊かに農村空間で過ごせるようにと「休憩所」や「手洗い場」を設置する
など、各農家がそれぞれに工夫して、交流促進の充実を図っている。

オ

29歳の後継者が就農

布里田中地区の専業農家は、平成19年度に３戸と少ないが、その内１戸のブルーベリー農
家に29歳の後継者が他産業を退職してＵターン就農し、亡くなった父親の経営を引きついだ。
後継者は、父が入院していた頃からみどりの森ブルーベリー組合の会議やせん定講習会に
出席し、組合員の優しい気遣いによりスムーズに就農でき、平成20年から順調に販売活動に
取り組んでいる。
カ

女性達がしゃしゃんぼ茶を商品化

ブルーベリー組合の女性は、ブルーベリー
の葉でハーブティーを簡単に作る技術に着目
して、平成18年夏にブルーベリー葉のハーブ
ティーの試作を行った。そして、冷たくした
ハーブティーをお客に振る舞い大変喜ばれた
ことで、これを商品化することを決めた。
日本に自生するブルーベリーの仲間を「シ
ャシャンボ」ということから、このハーブテ
ィーを「しゃしゃんぼ茶」と命名して、平成
19年夏に10.2㎏、平成20年夏には25.7㎏を製

しゃしゃんぼ茶の葉の摘み取り

造し、商品化を図った。
更に、ブルーベリーシンポジウム、吉田よいとこ祭りなどのイベントで来訪者に試飲させ
て販売促進活動を行ったり、旧吉田町の龍勢茶屋直売所で販売するなど、秩父ブルーベリー
の里観光農園のＰＲと農産物の利用拡大に女性達が貢献している。
キ

環境にやさしい農業の推進

環境にやさしい農業を行うために、ホウネンエビとカブトエビの保護や畦畔法面草成に取
り組んできことから、平成15年度エコファーマー認定制度に申請し、平成16年１月に秩父郡
市第一号となる布里田中水利組合員10名が水稲で認定され、平成16年度には16名が更に認定
された。
平成21年１月、田畑の貸借も進み、生産意欲のある農業者に農地が集約されて、ブルーベ
リー５名、水稲５名、ブルーベリー＋水稲３名の13名が再認定された。
一方、みどりの森ブルーベリー組合は、平成19年産から特別栽培農産物の県認証を受け、
特別栽培ブルーベリーの生産と販売を行っている。
また、布里田中水利組合も平成21年３月に特別栽培水稲栽培計画書を提出し、特別栽培水
稲を栽培・販売する計画である。
エコファーマー認定と特別栽培認証により、平成21年度に秩父郡市で唯一、農地・水・環
境保全向上対策の営農活動支援事業をブルーベリー3.6haと水稲2.0haに導入した。

(5) むらづくりの生活・環境整備面への寄与状況
ア

カブトエビによる水田環境保全

カブトエビ米の生産や、エコファーマーの資格取得、特別栽培農産物の生産拡大により、
農薬や化学肥料を削減した農業への取組みが積極的に行われ、農村の景観だけでなく、生産
環境も整備された。
また、環境にやさしい農業は農家の暮らしにも優しくなり、安全・安心に対する農家の意
識も向上し、ブルーベリー園の入り口には手洗い場だけでなく、殺菌タオルの整備など、こ
のむらづくりの取組みは生活や環境に大きく貢献している。
イ

観光客に快い環境を提供しようと「トイレ」はいつもきれい

布里田中地区民が協力し合い、美しい景
観を維持・継続していることが秩父市に評
価され、市に要望していた「フルーツ街道
観光トイレ」が農村公園内に完成した。管
理はこの自治会に任され、全世帯が順番に
一週間ずつ交代して毎日清掃を行っている。
この地区を普段利用する人はもとより、
ブルーベリー狩りのお客、フルーツ街道を
訪れた観光客、ホウネンエビの調査等に来
た大学生に利用され、トイレが何時もきれ

農村公園にハボタンを植栽

いと好評である。
ウ

快適な住環境の整備

フルーツ街道を通って、ブルーベリー観光農園に訪れる人、カブトエビ米の収穫祭や大学
生との交流会の開催等、都市部からの訪問者は年々増加している。
このように訪問者を受け入れるために、布里田中地区の各農家では、屋敷回りに花木を植
え込んだり、垣根を刈り込んだりして、常に快適で美しい環境づくりに取り組んでいる。
４

むらづくりの特色及び優秀性
(1) 信頼される良きリーダーとスムーズな世代交代
平成３年に「町民海外派遣事業」でヨーロッパの歴史・風土・文化などを見聞した岸重義

氏のリーダーシップが大きな成果につながっていると考える。「落葉樹と清流を活かした観
光農業」という岸氏の考え方に賛同し、地域住民が共通の夢を持ち、その夢の実現に向けて
むらづくりが実践されたのである。
そして、土地改良事業を契機に、40～50代の世代の経営主が今後の地区と農業をどのよう
にしたらよいかを考えて行動しており、従来は長老が主体であった地域運営から自然に世代
交代がなされ、若い世代に農業や地域運営がスムーズに引き渡されている。
若い世代は、「ブルーベリーの観光農園」を始めたり、自然環境を保全した米づくりを行
うなど、新たに地域活性化の取組みを実践している。

(2) 活動が円滑に行える体制づくりを実践
地域課題の解決にあたり、効率的に解決が図られるよう体制づくりを行っている。その時
々の必要な活動内容により、布里田中地区土地改良事業推進委員会、布里田中地区土地改良
組合、布里田中営農組合及び布里田中の地域資源を保全する会に体制を変化させ、役員はも
とより住民が心を一つにして活動が進められるように、役割分担も明確にしている。
(3) 女性の参画、後継者育成
みどりの森ブルーベリー組合では、各種研修会や講演、講習会、視察研修会は夫婦参加を
原則とし、観光農園では女性の感性と力が自然に発揮されて運営されている。
また、観光農園経営は男女共同参画であり、経営主の不慮の事故や病気等があっても経営
に支障を来すことは少なく、ブルーベリー組合員の協力体制もあり、円滑に経営が行われて
いる。
そして、お互いに学んだ知識・技術を隠さず情報交換しているため、就農した後継者も意
欲的に農作業に従事している。
(4) 秩父を代表とする景観の美しさ
布里田中地区には多くの訪問者があり、一様
に布里田中地区は「美しい景観」であり、秩父
を代表する美しい集落と誉めたたえる。
地区民総出での畦畔法面草成化とその維持管
理、遊休農地の草刈り、道路脇や農村公園の除
草作業、さらには、花の苗を育て各家に配布し
たり、道路脇や農村公園に植栽するなど、「花
のある美しいむらづくり」に努力している。

幹線道路脇のシバザクラ

(5) 環境にやさしい農業の実践
布里田中地区住民は昔から、意識することなく、自然に、当たり前に「環境にやさしい暮
らし」を続けてきたものと思われる。
このような暮らしと住民性が、「ホウエンエビを守る会」を発足させたり、東京農業大学
に研究場所を提供したり、秩父郡市で初めてのエコファーマーを誕生させることにつがって
いると考える。
そして、埼玉県認証の特別栽培ブルーベリーやカブトエビ米の生産となり、環境と共存す
る農業やくらしが代々受け継がれていると考える。

