
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

実践型地域研究ニューズレター : ざ
いちのち No.31

京都大学 生存基盤科学研究ユニット 東南アジア
研究所 : 在地と都市がつくる循環型社会再生のた
めの実践型地域研究

京都大学 生存基盤科学研究ユニット 東南アジア研究所 : 在地と都市がつくる循環型社会
再生のための実践型地域研究. 実践型地域研究ニューズレター : ざいちのち No.31. 実践
型地域研究ニューズレター : ざいちのち 2011

2011-05

http://hdl.handle.net/2433/147108



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

守山フィールドステーション 

ざいちのち 
実践型地域研究ニューズレターno.31 

 

実践型地域研究ニューズレター-No.31  2011年 5月 

まちやむら、そこに住む人びと（ざいち）の、 
知恵や生き方（=ち）から学び、実践する活動です。 

京都大学 
 学際融合教育研究推進センター・生存基盤科学研究ユニット 
 東南アジア研究所 「在地と都市がつくる循環型社会再生のための実践型地域研究」 

いだ土地で農業をしても十分な収入が得られなくな

った。農外収入でコンバインなどの新しい機械を購

入するようになると、昔の古い農具はどんどん捨て

られていった。 

「発動機、耕運機、籾摺り機は、人がいらんもん(人

手がいらないもの)だが、油代とか他のものを食いよ

る。力はいらないが、ほかの電気代とかがいる。時

代の『サマ』がかわってきて、やむを得ず百姓は会

社の社員になっていった」 

納屋に入れてあった古い農具の全てが無用の長物

ではなかった。 

「こんなに便利になった世の中でも、ちょっとした

手直しをする道具、クワ、スキ、クマデは必要。あ

とは機械でする。金はいるが自分が楽をしたい。農

具がいらんようになったときは、農具に対して、『長

いことご苦労さんやった』という気持ちやな。でも、

こういう時代（古い農具が必要な時代）が来るかと

思い、また農具がいると思って残してる」。 

農具は在所の生活誌の資料として後世に継承する

のに役立つ。さらに、「百姓の道具は生活の基、命の

基、道具なかったらなにもできん」という農具にま

つわるAさんの思いを後世に伝えていくことが重要

だと思う。 

 

 

 

農具１：百姓の道具は生活の基 

 守山 FS研究員 藤井美穂 

「在所（滋賀県守山市字開発）の歴史を調べよかと

いうことで、それに答えるために、自分がホギャア

と生まれてからオジイとオバアの生活してきたこと

を聞き、また覚えてきたことをご披露する。農具も

その一つ」(A 氏、男性 85 歳。以下の語りの個所は

A 氏の話である)。在所の数軒の納屋で、A 氏と一緒

に農具を引きずり出した。土臼、水車（みずくるま）、

トウツバ（唐箕）、足踏み脱穀機、蓑、万石（まんご

く）、田植え枠などの古い農具が埃をかぶって置き忘

れられていた。納屋から忘れていた農具が出てくる

と、高齢者は昔を懐かしみ、農具を使っていた両親

や祖父母について話をしてくれた。A 氏と一緒に農

具や生活用具について説明し、使い方を実演してく

れた。 

「これまで使ことった農具が無くなることは、農

外が主で、農が従という前とはあべこべになった。

兼用で会社勤めが主で、農が従となったということ

や」 

在所における農具の移り変わりは、生業形態の変

化を示している。在所では、使えなくなった農具は

捨てられ、新しいものを購入していった。使わなく

なった農具は欲しい人にもらってもらい、もらい手

が無い場合は、田に持っていって焼却した。 

A 氏が 14、5 歳の頃、笛をならして鉄くずを買う

人が在所に来て、「ジョウセン」という小麦粉でつく

った粘り気のあるアメと農具の鉄と交換した。鉄の

目方に応じて、アメを切り分けた。「ペペペ、ピャ～

と笛が聞こえると、そこらへんにあるもんを捜して、

アメと交換した。高等科になると『イッシュク』（常

日頃）を見ているので、そこらへんにほってあった

もんをもっていった」。 

1950 年代頃から、時代が変わり、先祖から受け継
 

(写真) 

イモアライ棒： 水桶に

収穫したサトイモを入

れ、イモアライ棒でかき

まわして土を洗い落と

す。現在、在所でイモア

ライ棒を使用している

のは Aさんだけである。 

守山市字開発の田園風景 
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し、山野河川の潜在力を引き出してきました。その

知恵と技が、多様な山野資源を持続的に得る『くら

しの森』を生み出してきました。火と水を活かす伝

統技術に現代の環境技術を組み合わせ、山の百姓の

生業基盤を再構築することを目指しています。」そ

んなリード文を添え、「くらしの森構想図」をメイ

ンパネルとして展示した（図 1）。ある集落の、杉林

が目立つ現況風景をコンピューターで編集させて

もらうことで、「画面上」ではあるが、木山を伐採

し、火を入れ、炭を焼き、カヤ場や草地をつくり、

山菜を採り、家畜を放牧し、堆肥をつくり、水車小

屋を設置し、水力と太陽光によるハイブリッド発電

を EV 車に蓄電し、田畑にはバイオ炭を投入す

る・・・、といった「くらしの森」構想が一枚の図

に表現された。生き物が賑やかにつながりあい、エ

ネルギーが多様に循環する図だ。 

 「くらしの森」づくりを掲げた朽木 FS の事業は

今年度、最終年度に入る。構想実現にむけての取り

組みはコンピューター操作のようにはいかず、遅々

たる歩みかもしれないが、見せかけでも、偽りでも

ない。失敗や反省もあるが、予期せぬ発見や出会い、

おいしい収穫もある。 

 パネルを見た来場者の一人が、「今度は、『水と土

と農』ではなくて、『火と野と山』のフォーラムを

開いてはどうですか？」と感想を残された。「くら

しの森」は地域の風土によって様々な形があり、

人々の経験があるだろう。朽木 FS 事業を通じた知

見を含め、そんな経験や知見を交流しあう「火と野

と山のフォーラム」がいつか持てればよいな、と思

った。 

 

”pseudo clean”、”pseudo cheap” 

 朽木 FS研究員・島上宗子 

4 月 2 日（土）、環境活動家・思想家として知られ

るバンダナ・シバさんを招いてのフォーラムが滋賀

県立芸術劇場で開かれた。題して「水と土と農のフ

ォーラム、バンダナ・シバさんとびわ湖からの発

信」。震災と原発事故の影響で来日が懸念される中、

こんなときだからこそ、とのシバさんの意向で来

日・開催に至ったそうだ。シバさんと嘉田由紀子滋

賀県知事による基調講演には 1000 人近い人々が集

まった。会場となったホールのロビーでは、滋賀県

内で環境関連活動を行う 17 団体がパネル展示、6

団体が活動報告を行った。朽木 FS／火野山ひろば

は、パネル展示と活動報告を行った。 

講演の中でシバさんは、「スード」(pseudo)とい

う言葉を繰り返し使った。「偽りの、見せかけの」

といった意味の英語だ。”pseudo clean”、”pseudo 

cheap”。クリーンなようでクリーンじゃない、安価

なようで安価じゃない。「緑の革命」を鋭く批判し

てきたシバさんにとっては、化石燃料を原料とする

化学肥料に依存した単一栽培を念頭においての言

葉だろう。シバさんは直接には触れなかったように

思うが、震災後、連日報道されている原発と放射能

汚染問題が重なった。 

嘉田知事は、琵琶湖とアフリカのマラウィ湖の

人々の暮らしを題材に、世界には、し尿をかけがえ

のない肥料として田畑に活かす「し尿親和文化圏」

と、生活場面からできる限り排除しようとする「し

尿忌避文化圏」がある、と語られた。日本は前者、

マラウィは後者だという。本ニューズレター第 28

号で黒田さんが触れられたお便所の位置の話や下

肥利用の多様なあり方は、日本の「し尿親和文化」

を豊かに象徴しているといえるだろう。とはいえ、

下水道が整備され、どこにいってもウォッシュレッ

トが当たり前になりつつある昨今は、マラウィに負

けない「し尿忌避文化」。それも、電気の力に依存

した、”pseudo clean”な「し尿忌避文化」になりつ

つあるのかもしれない。 

 パネル展示で私たちは、朽木 FS／火野山ひろば

が目指す「くらしの森」とその取り組みを展示した。

「山の村の先輩たちは、火と水のエネルギーを活か
 

「くらしの森」構想図（火野山ひろば、2011年 3月作成） 
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をして作業する場所を話し合いで決め、付加金を配

分する。田中さんの話では、班の人数が 5 人の場合、

山を 5 つに山割りする。5 つの現場は難易度が異な

るため、難易度によって別途の付加金を配分して、

作業難易度と賃金を平らにし、平均をとるのが理想

であるが、熟練度の低い人は付加金を放棄して、難

易度の低い場所に行くので、熟練度の高い人ほど付

加金を多くもらえたようだ。 

山の上の方から伐採を始め、先に倒した木の上に

重なるように木を倒していく。これは、杉皮を剥き

やすくするためである。杉皮は商品となる貴重なも

のであるが、それ以上に自分の賃金計算に使われる

ものであるので大事に扱われた。倒木の作業を誤る

と、杉皮剥きの作業に時間が取られ作業効率があが

らない。一人前の伐採技術を身につけるのに 5、6

年は必要であった。 

 9 月中旬（秋の彼岸）頃から 12 月末頃まで、杉

の伐採時期と入れ替わりに、木馬での搬出作業へと

移行する。まず約 1 週間かけて木馬道という搬出す

る道を作る。約 30kg の木馬を担いで山を登り、約

500～700 才[2]の木材を載せて山を下るのである。

行程にもよるが一日 1～2 回往復する。木馬作業も 4

～5 人の班単位で作業を行なう。熟練度の低い者ほ

ど先に搬出する。これは途中でトラブルがあった場 

合、後の人が手助けできる

ためである。このように田

中さんの山仕事の一年間

を簡単に追ってきた。京北

に生きる田中さんにとっ

て、林業は生活の糧であり

生きがいでもあった。 

今後も、田中さんが経験

された山仕事について、ニ

ューズレターで詳しく紹

介していく予定である。 

  

 

[1] 実践型地域研究ニュースレターno.27参照 

[2] 才 材積の単位で、末口 1寸×長さ約 4mの木材で 1才で

ある。700才の場合、末口 5寸（＝15cm）×4mの木材で約

28本である。 

※才の計算法 

1寸×1寸＝1才。5寸×5寸＝25才。700才の場合、5寸

の木材だと約 28本分となる。 

京北町の元林業従事者の聞き取りレポート① 

亀岡 FS研究員 河原林 洋 

 昨年より京北町在住の元林業従事者・田中利一さ

ん[1]から昭和 20～30 年代の山仕事について聞き取

りを行っている。今回は、田中さんの山仕事の一年

の暦を簡単に紹介する。 

 雪深い京北町では冬季 1 月から 3 月は、主にわら

じを編み、柴や割木などの燃料を拵
こしら

えるなど一年

間の営みに備えた。また、在所の近くの山の松を切

り出す作業もあった。重い松を出すのは冬が最適で

あったようだ。雪出しといって雪の上を滑らせてマ

ンリキや木馬で搬出するのである。 

 3～4 月にかけて春の檜の伐採がある。よく伐採時

期は夏の土用からと言われるが、檜は皮を剥
む

かない

ため、早めに伐採しても干割れしにくい、早期乾

燥・早期出荷を促すため春に伐採することもあっ

た。4 月は植林の時期でもある。1 町（100 アール）

辺り約 3000 本植える。4 月から農作業も入ってく

るが、田中さんは、牛で田拵えをするくらいで、田

植えや稲刈りは奥さんの仕事であった。 

 5～6 月にかけては、雪起こしや杉つりである。植

林した苗木のメンテナンスである。雪溶けを待っ

て、雪で倒れた苗木を起こし、約 10 年生まで続け

る。5、6 年生までは、わら縄で引っ張って起こす。

わら縄だと雪が降るころになると朽ちて切れて、弱

い苗木は倒れる。朽ちて切れることが肝要で、切れ

ないと雪の重みで木の先が曲がってしまう。杉つり

は、春から秋にかけての成長期間の生育促進と風雨

による倒木を予防するためのものである。7 年生以

降は、丈夫な縄で起こす。 

 7～10 月までが本格的な杉と檜の伐採の時期であ

る。特に杉の伐採は、夏の土用から秋の彼岸までが

伐採に適した時期である。ソウマエ（杣前？）とい

って土用前に伐採することもあった。これは皮が剥

きやすく、早期出荷を図るものであるが、木材の質

低下につながる恐れもあり、あまり行なわれなかっ

た。 

杉山の伐採の場合、まず業者（又は山主）ととも

に受け持つ山を見分し、束の値段と別途付加金を決

める。2 尺 1 寸 5 分の幅で剥いた杉皮を 10 間（1

間＝1.8182m）並べたものを 1 束とし、束いくらで

計算する。別途、山全体でいくらといった付加金が

ついた。その後、請け負った班（4~5 人）で山割り

杉の大木を前にポーズをとる

若き日の田中利一さん 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

催しのご案内 
 
■第 35回 定例研究会 
１．日時：平成 23年 5月 20日（金）16:00～19:00 

２．場所：守山 FS（滋賀県守山市梅田町 12-32） 

３．発表者： 藤井美穂 (生存基盤科学研究ユニット・守山 FS

研究員) 

発表タイトル:「百姓の道具は生活のもと、命のもと」 

＊参加希望者は、京都大学東南アジア研究所実践型地域研究推進室 

（担当：矢嶋 yajima@cseas.kyoto-u.ac.jp）までご連絡ください。  
 

発行：〒606-8501 京都市左京区吉田下阿達町 46 
京都大学東南アジア研究所実践型地域研究推進室 
http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/pas/ 

編集: 矢嶋吉司・荒木一子 
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緒にジビエ料理研究会を結成し（平成 20 年 10 月）、

京都市内や京丹後市で試食会を開催しました。その成

果をまとめた「わが家で楽しむジビエ料理」（22 年 3

月発行）を手にした臨済宗天龍寺派大本山の協力で今

回初めての供養祭が開催されることになりました。    

厳粛な供養祭とそのあ

との交流会で鹿肉をおい

しく食べ、参加者は命の尊

さと自然の恵みを共感し

ました。同時に人間は普段

から植物や動物を食べ物

として摂取していること、

すなわち人間の命は植物

や動物の命によってつな

げられていることを再認

識しました。近年、食をめ

ぐる様々な問題が起きて

いますが、農産物や畜産物 

があまりに商品（＝物）としてとらえられすぎ、命の

恵みであることが軽んじられていることにも気づか

されました。 

 来年以降も毎年、供養祭の会場は関係寺院が順番

で、交流会は「京丹後 宿 おかみさんの会」有志の持

ち回りで開催されます。今回の取組は、消費者・料理

人・本山など都市の様々な分野の人たちがつながり、

京丹後市でも農家・猟師・観光宿泊業・寺院・住民な

ど多分野の人たちがつながり、さらには都市と農村が

つながって新しいネットワークができたことが注目

されます。しかも多彩な分野や人のつながりが「お金」

ではなく「命の尊さ」によるつながりであるところに

意味があると考えています。 

供養祭のあと祭壇をしつらえ直して、東日本大震災

犠牲者供養と復興祈願が行われました。今回の大震災

で多くの命が、日常生活が、地域が一瞬にして失われ

ました。被災された方々と悲しみをともにし、命の尊

さと自然への畏怖の念を抱きつつ、これまでの暮らし

や無明性を問い直し、災害復興が確かな地域復興、生

活復興、人間復興となるよう願ってやみません。 

「命の尊さ」でつながる 

－京都府京丹後市で猪・鹿の供養祭－ 

         東南アジア研究所 中村均司 

近年、棚田地帯では、イノシシ・シカ・サルなどの

野生動物による被害が一層深刻になってきています。

山から田畑へ野生動物が進入するのを防ぐため山際

に電気柵やネットなどが延々と設置され、それらは人

と野生動物とのせめぎ合いの最前線を感じさせます。

しかし、こうした対策にもかかわらず被害は年々増

え、駆除頭数も増加の一途です。京丹後市における平

成21年度の被害額は、イノシシ3,117万円、シカ2,247

万円、カラス 1,961 万円でサル･クマ･ヌートリア等の

動物・その他鳥類含め全体で 8,849 万円になり、この

数字は前年比２割増で 5 年前と比べ２倍を超えます。

また、同市で平成 22 年度に駆除された主な野生動物

の数は、イノシシ 1,880 頭、シカ 1,083 頭、タヌキ等

263 頭で、5 年前と比べ各々3.8 倍、3.6 倍、1.6 倍に

増えています。 

こうした中で、４月２日、京丹後市峰山町の全性寺

を会場に「猪・鹿供養祭」が行われました。NPO 法

人「日本都市農村交流ネットワーク協会」が、供養祭

をとおして命を考え直す機会にしたいと企画したも

ので、普段は獣害の被害を受けている農家はじめ、猟

師、観光宿泊業関係者、そして、京都市・大阪市から

も都市住民・消費者が参加しました。 

供養祭の開催までには次のような経緯があります。

平成 19 年から都市農村交流の一環として京丹後市を

訪れ農作業体験を重ねてきた都市からの参加者が野

生動物の被害を受けた農作物を目の当たりにし、地元

農家とともに悔しい思いを味わいます。駆除するイノ

シシやシカが増え、それらの肉の有効利用を耳にした

参加女性が、ヨーロッパでは鹿肉はおもてなし料理と 

いう話を思い出し、ジ

ビエ（仏語：gibier、食

材として捕獲された野

生鳥獣）料理の本を調

べてレシピ集を作りま

す。また、フレンチレ

ストランのシェフと一 

 

写真１：約 50人が参加した 
供養祭 
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写真２： 位牌の中の「畜
生」は仏教の六道の一つ。 

畜生世界の存在を知るこ
とで人間が分かる、という
寺側の思いが「畜生」のこ
とばに込められている。 

 




