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交差点「大虫口」 JR

武
生
駅

安養寺こども園

県道28号

県道19号

安條食料品店

交差点「陶芸村入口」

交差点「宮崎総合事務所前」

越前町宮崎コミュニティーセンター

ふくい農業
ビジネスセンター

入口に看板あり

市民参加の森づくり

郷の森 里楽

県道190号

（ 0778-28-1741）

トンネル

福井村田製作所

カーナビ用
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白川 勝信 

芸北 高原の自然館｜広島県広島町・主任学芸員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸北せどやま再生事業 

「せどやま（背戸山）」とは家の裏手（背戸）にある山を指す用語で

す。北広島町芸北では「せどやま」と言えば、1960 年代以前を知る多く

の人が、植生や景観も含め共通の印象を持っていますが、「里山」とい

う言葉ではその共通認識は得られません。そこで私たちは「せどやま」

という言葉を使い、地域に住む全ての人と、せどやま事業によって目指

すべき姿を共有することにしました。 253 平方キロメートルの土地に

2,000 人が暮らす芸北地域は、少子高齢化が進む豪雪地です。この過疎

地域で、広大な山林を「せどやま」として人々の意識の中に位置付ける

ことで、背戸山の利用が持続される社会を作ることが私たちの役割です。 

広島県内でも、里山の再生を目的とした取組が各地で行われており、それらの多くがいわ

ゆる「ボランティア」による活動です。思い出して下さい。かつて私たちは里山から様々な

恵みを受け取っていたはずです。ところが今日では、里山は私たちの社会から、ボランティ 

芸北せどやま再生事業の

全体像。里山から切りだ

した木を薪として流通させ

ることで、生態系の保全・

地域経済の活性化、温暖

化対策を一体的に実現し

ている。 
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アという形の労働力や、補助金という名の経

済力を奪う存在になってしまいました。ボラ

ンティア活動は、里山を延命させるという意

味で重要な活動です。しかし延命処置が及ぶ

範囲や期間には限界があります。ボランティ

ア活動の限界が訪れる前に、私たちは次の措

置を講じるべきです。つまり、志の高い少数

の人だけが里山の維持に携わる状態から、「人

が里山を利用し、利用という行為そのものが

里山の維持に繋がる」というかつての仕組み

を、社会が実装する状態への変化です。この

ような社会を作るために必要なのは、特定の

団体だけに役割を任せるのではなく、行政を

はじめ民間事業者や NPO など多様な団体が一

体となって、新しい公共を産み出す必要があ

ります。 

芸北せどやま再生事業の活動拠点は、山の中ではなく、集落の中にあります。社会の変化

によって生じている問題を解決するには、社会を変えることが根本的な解決に繋がると考え

ているからです。資源供給能の縮小、獣害抑止や水源涵養などの公益的機能の低下、景観の

悪化など、里山の変質が引き起こしているさまざまな問題は、ひとつのきれいな里山を再生

するだけでは解決されません。地域全体に及ぶ取組が必要

です。せどやま事業が取り組んでいるのは Ecology（生態

系）、Economy（地域の経済）、そして Energy（エネルギー）

の課題です。事業を始めて 6 年の間に地域の背戸山から

1,695 トンの広葉樹が切り出されました。木の対価として支

払われた 1,169万円分の地域通貨が地域の商店で使われ、新

たに 3 人の常勤雇用が生まれました。一方で、地域内外の

児童 98 名が、木を切って運ぶことでお金が得られることを、

学校教育（Education）の中で実体験しました。児童に支払

われたせどやま券は 94枚になりました。 

 

せどやま事業のこれから 

6 年間の取り組みの中で、地域内の木を積極的に使うことが、経済的にも環境的にも、そ

して学校教育の中でも、良い効果をもたらすことが分かってきました。今後は、この仕組み

 

芸北小学校 5 年生が学校独自の科目として受講

する「せどやま教室」。町有林で伐倒された広葉

樹を、児童たちが 1.8メートルの材にして車に積み

込む。積み込んだ重さに応じて、大人と同様、児

童にはせどやま券が発券される。 

“地域の里山には、

いくらでも資源が 

ある。上手に使う 

ことで「木の文化」

を高めたい” 

-KOJI KONDO 
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を広げていく必要があります。まず面的には、他の地域への事業移植であり、薪ボイラーな

ど市場づくりが必要です。そして質的には原木の受け入れ拡大と、薪生産の効率向上が課題

です。効率的な薪生産ができれば薪の販売額を下げて販路を拡大することや、原木受け入れ

価格の上乗せも可能と考えられます。また、生産者の育成から薪ストーブやせどやまの自然

に触れる機会の提供まで、幅広い普及活動を続けていく計画です。 
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薪割り倶楽部  

—これまでの６年間、そしてこれから 

 

  上野 嘉蔵 

安養寺・薪割り倶楽部・世話人 

 

発表のきっかけ： 

 ２０１８ふくいまる里フォーラムが安養寺町で開催されることを知り、薪割り倶楽部とし

ても安養寺町にお越しいただく皆さんに情報発信せにゃーならんだろう、というところが発

表の動機です。 

 

安養寺町は： 

 安養寺町の人口は、ほぼ５００人、１５０世帯です。ひとつの地区としては大きいところ

ですが、１５年前に小学校の分校が廃校、安養寺町で作ったこども園がなんとか残っている

という現状です。青年、児童が激減する一方で、イノシシ、シカ、サルが家の側まで食糧を

求めて入り込んでくるようになり大変困っています。 

 安養寺町は１０年前に、「自然を奏で、未来を創造するまち」として農林水産省の美の里

づくりコンクールで大賞をいただきました。その中で「さぎ草王国」と「郷の森・里楽」が

代表的な里地里山保全活動として評価されました。それにしても地元審査の日が小春日和だ

ったに違いない。自然を奏でなんてとんでもない。里山で暮らすためには環境と福祉に地域

で協力して向き合う事が求められます。 

 

安養寺・薪割り倶楽部は： 

 ６年前に、薪づくりの共同作業からスタートしました。メンバーは６人で出発し現在は１

０名です。薪ストーブを楽しむ暮らしそのものは個人的なものですが、共通の趣向をきっか

けに自主的なコミュニティができ、個人的な課題から地域の課題まで協力して対応するよう

になりました。 

 メンバーの誰かが具体的な課題を掲げ中心になってプロジェクトを推進し、共感するメン

バーがそれを協力的に支援するというスタイルで、地域にあらたな力が生まれます。ここで

重要なのは、経済的な循環、つまりお金です。持続的な関係性をつくるなら、お金は避けて

通れません。 
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 地域の資源を活用して、お金の循環も考慮しながらこの地ならではの楽しくゆたかな暮ら

しをつくっていきたい。地域の環境に向き合い、行政の応援も受けながら活動を楽しむコミ

ュニティです。 

 

安養寺・コミュニティ林業は： 

 安養寺町には４６０haの森林があり、そのうち１８０haが人工林、ちなみに田畑が１００

haです。 

安養寺町でもここ３０年はほとんど山に人がはいらず、放置林となっていました。３年前、

行政の応援を得て集落全体で取り組む林業をスタートしました。事業規模で昨年が２０００

万円、今年が３０００万円ほど見込まれます。山の中に設けた作業路は、昨年が２６００

ｍ、今年は４５００ｍ。山主の持ち出しなしで間伐事業を行い、いくらかの剰余金を地域に

還元しています。 

 このコミュニティ林業は、薪割り倶楽部から発生したプロジェクトです。薪割り倶楽部の

メンバーが中心になって、受皿となる安養寺森林整備組合を立ち上げました。これまでの５

０００万円ほどの事業は、森林組合をとおした外部業者への委託事業です。山の中に軽トラ

がはいれる作業路がついたので、里山資源が活用しやすくなり、薪割り倶楽部としてもこれ

からが楽しみです。 

 

郷の森・里楽は： 

 ２００３年から市民参加の森づくり活動を行なっています。安養寺町には越前市の広葉樹

林が１００ヘクタールほどあります。その中の１３ha を拠点に毎月１回活動しています。２

日目に現地見学を予定しています。 

 私は５年前から２代目の会長を引き継ぎました。２０１８年の主な活動は、①広場、散策

路、ビオトープの整備保全 ー 希少動植物の保護、②小学生の自然体験教室実施、③炭焼き

体験、④ロケットストーブを使ったアウトドア・クッキングでした。 

 

そしてこれから： 

 npoさと山スタイルという地域活動の受皿となるNPOを準備中です。行政の応援も受け、

地域からも支持されて活動が楽しい、そんなコミュニティを運営できたらいいなと思ってい

ます。薪割り倶楽部はそのなかのひとつであって全体かもしれません。 

 関係性がゆたかで多様性を大切にする暮らし。n を追求しない月３万円ビジネス。関係人

口は n。 

 世界は関係性としてゆっくりゆたかに広がっていく。 
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野村 みゆき 

越前市エコビレッジ交流センター・指導員 

  

平成 13 年４月、市の環境学習の拠点施設としてオープンした「エコビレッジ交流センタ

ー」に勤務するようになってから 17 年が経過し、地元の子どもたちで組織した「坂口エコ

メイト」と地元の振興会との協働事業「コウノトリが舞い降りる田んぼづくり」も軌道に乗

ってきた。田んぼは稲を育てる場であるだけでなく、たくさんの生きものを育む場所でもあ

るという側面への理解者を増そうと活動を続けるなかで、「森づくり」も始めた。これは、

美味しいお米を作るには山からの水が大事であるというだけではなく、生態系の多様性を考

える上でも必要だと考えたからである。 

 

【えちぜん環境楽
がく

の森づくり】 

「えちぜん環境楽
がく

」とは平成 10 年に立ち上げた「エコシティ連続講座実行委員会」の流

れを組む市民によるボランティア団体の名称である。環境について楽しみながら考えていく

講座を企画運営することを目標に活動している。会の一員でもある、白山地区曽原町の堀江

照夫氏の山をお借りしての森づくりは、平成 24 年、サントリー愛鳥基金を利用して巣箱や

遊歩道を設置し、「第 3 回コウノトリが舞う里づくり大作戦」で里山ウォークラリーのポイ

ント地点として活用した。 

森の下にある農地も、もともと堀江氏の所有で、早くから耕作放棄地を利用したビオトー

プづくり事業を行っていた。特に「エコキャンプ」で集まった子どもたちとのビオトープづ

くりや生きもの観察会は楽しい活動となっていた。この水辺と森とをつなげ、生息地の違い

を感じながら自然体験をする場所にできないものかと構想を練っていた頃、「森林・山村多

面的機能発揮対策交付金」という県の事業があることを知った。すぐに申請をするとともに、

整備と森の体験活動を続け、3 年を経過、今年 7 月、「水辺と生き物を守る農家と市民の会」

主催のイベントで、水辺から森につながる体験活動へと広げることができた。ただ、子ども

たちが満喫できるほど、十分な体験時間を確保することができなかったことが今後への課題

となった。 

 

【コミュニティ林業事業】 

地元で、ふるさとの山や川、田んぼを守りたいという思いから、平成 19 年「グループ

山・川・田（やかた）」が結成された。平成 29 年、県から「コミュニティ林業支援事業」の

話を頂き、遊歩道の整備を行うとともに、間伐材から薪を作り、薪ストーブに薪を必要とし

ている方に持って行っていただこうという取組みを始めた。 
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遊歩道はまだ完全ではないが、今年の秋開催された「里山けんこうウォーク」の中で、参

加者の皆さんに歩いていただくことができた。 

五感を活かした自然体験活動として、これからも積極的に森の中に入って活動していきた

いと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森の体験活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

里山けんこうウォ－ク 
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石井 潤 

福井県里山里海湖研究所・研究員 

  

三方五湖は、若狭町と美浜町にまたがる地域に位置する、5 つの湖（日向湖、久々子湖、

水月湖、菅湖、三方湖）の総称である。日本海とつながっており、日本海からの距離に依存

して、湖間で海水～淡水まで塩分濃度の多様性がある。それによって魚類をはじめとして多

様な生物相が育まれていることが理由となり、ラムサール条約の登録湿地に選定されている。

一方、その自然環境には保全上の課題があり、三方五湖自然再生協議会が自然再生の取り組

みを行っている。 

三方五湖自然再生協議会は 6 つの部会で構成され、部会ごとにそれぞれの課題をもって活

動している。それらの部会の中で、三方五湖周辺地域にある田んぼで活動しているのが、

「環境に優しい農法部会」（以下、農法部会と呼ぶ）と「湖と田んぼのつながり再生部会」

（以下、つながり再生部会と呼ぶ）である。私は、2014 年からこれらの部会に参加し、農業

者とともに活動してきた。 

農法部会が取り組んでいるのは、環境保全型農法を広めることや代かき時に発生する濁水

の田んぼからの流出を防止することである。環境保全型農法を広めるためには、お米をブラ

ンド化するという考えがある。そのためには、『コウノトリ』のように、生きものをシンボ

ルとするやり方がある。農法部会では、実際に田んぼに生息している生きものをシンボルに

できないかということが議論されるとともに、田んぼの生きもの調査を行うこととなった。

私は、その方針に沿って、2016 年から農業者と田んぼの生きもの調査を行っている。馴染み

のある種であるかどうかや同定の容易さなどを考慮して、主にカエル類を調査対象としてい

る。今年は調査を開始してから 3 年目であり、現在 3 年間の調査結果を整理し分析を行って

いる。それぞれの田んぼの個性と三方五湖地域の特徴を表すシンボルを見つけることが目標

の１つである。 

三方五湖周辺では、田んぼの代かき時に発生する濁水の流出が三方五湖や河川の水質に影

響するものとして、その対策が課題となっている。農法部会では、水質改善のために、田ん

ぼから濁水の流出防止を呼びかけるとともに、河川水の濁りを調べる調査を実施してきた。

一方、代かき時に発生する濁水には、イネが利用する栄養が含まれている可能性が考えられ

た。もしそうであれば、濁水の流出防止は、田んぼの栄養を守る意義ももつことになる。そ

こで、濁水に含まれる栄養の調査を行った結果、窒素やリンが含まれていることが示された。
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現在、濁水の流出防止対策は、三方五湖や河川を守ることに加えて、田んぼを守ることも目

的となっている。 

田んぼの稲作以外の利用方法に注目したのが、つながり再生部会である。三方五湖に生息

するコイやフナは、かつては春に湖周辺の田んぼに遡上して産卵していた。田んぼで孵った

稚魚はしばらく田んぼで成長して、その後に湖に戻るという生活を送っていた。しかし近年

は、圃場整備が進み田んぼと水路の高低差が大きく、コイやフナが田んぼに遡上できなくな

っている。一方、シュロ（人工産卵床）を水路に設置すると、コイやフナが産卵する。その

シュロを人が田んぼに運んでやれば、シュロに産み付けられた卵は田んぼで孵ることができ

る。このようにして湖と田んぼのつながりを再生し、コイやフナを増やす取り組みが行われ

ている。これまでに技術的な検討が進められており、今、コイやフナの稚魚を育てる田んぼ

を増やす段階に来たように思われる。今年度は、つながり再生部会の非会員の農業者の田ん

ぼでも、コイとフナの稚魚を育てることができた。この地域は、昔はコイやフナの甘露煮な

どが食されていたという。食文化の再生やそれらの販売の可能性も、新たな目標として期待

される。 

     

                 田んぼのカエル調査              代かき時に田んぼから河川へ流れ出した

濁水（下側が下流で、左側の右岸から濁

水が流入している） 

 

田んぼで成長したコイやフナ



!

 14 



!

 

 

 
15 

 



 

!


