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石川県輪島市の国指定文化財名勝「白米千枚田」での秋の収穫。※表紙・本文の写真は「石川県観光連盟」「輪島ナビ」より。

○輪島市の白米千枚田愛耕会

奥能登方面へ行ったりすると、つい寄ってみたくなる観

光地が「輪島朝市」と「白米千枚田」だ。何度たずねても

飽きずにこりずに足を運んでみたくなる。時代がどれだけ

変わろうと、けっして陳腐化しない。この二つに共通する

ものがあるとすれば、おそらく人間くささ、泥くささとい

ったものだろう。別の言い方をすれば、ひとの営みが手ざ

わりとして感じとれる現場であり、デジタルとは正反対の

世界だ。朝市は地元の農家や漁師のおばちゃんたちが、そ

れこそ普段着のまま路上で品物を並べて地元の言葉で売り

買いをしている。ただそれだけであるが、生産から流通、

次産業化を

販売までをひとりでこなしているのにくわえて、観光産業

にも一役買うなど、政府が進める農林漁業の

新しい「ひと・しぜん・もの」語り

も飽きない美しさがある。田んぼ

枚の面積があまりにも

が見ても迷うことなく美しく、かつ、どれだけ眺めていて

先取りしているところがある。いっぽうの千枚田は、だれ

ひとの手で継承する
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ている「白米千枚田愛耕会」に話を聞いてみた。

として脚光を浴びている。そこでこの千枚田を耕作管理し

それがいまや世界農業遺産「能登の里山里海」のシンボル

きた。時代に取り残された存在といえないこともないが、

米づくりが、ほとんどそのままの姿で現代に受け継がれて

な宿命を背負っているが、それゆえにまた昔と変わらない

続けていかないとあの絶景は残せない。なんともやっかい

の手によってしか米づくりができないうえ、絶えず耕作を

狭いために、現代の技術である農業機械が使えない。ひと
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道の駅・新湊に設置
射水市全地帯と富山・高岡市の一部地域に配布

約4万部発行

▲

▲

―それにしても輪島市の「白米千枚
田」は美しいですね。
○棚田が日本海になだれ込むダイナミ
ックな景観と、国道が横を通るアクセ
スの良さの つがここの魅力ですね。
全国の棚田のほとんどが交通の不便な
山奥にあります。その意味では白米千
枚田は恵まれています。
2

―昔は約８０００枚の田があったそう
ですが、 枚の田は本当に狭いですね。
○ 「狭い田」が転じて「千枚田」に
なったという説もあります。白米千枚
田は 年以上前に起きた地すべりのあ
とに造られたものです。地すべりを再
び起こさないために、田んぼのアゼを
ｍ程度と低く抑えた結果、 枚あた
りの田の面積が小さくなっています。
米づくりをしながら自然災害にも対処
する、まさに先人の知恵ですね。
300
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―この美しい千枚田の景観は、絶えず
ひとの手を加えて米づくりをしていか
ないと維持できないそうですが、現在
は「白米千枚田愛耕会」の皆さんが中
心になってその仕事をされています。
○地元の農家で、いまも千枚田で耕作
されているのはお一人だけです。高齢

―２００７年に輪島市沖で発生した能
登半島地震のときは大丈夫でしたか。
○千枚田は被害が出ませんでしたね。
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自然と共存

化で耕作ができなくなった田んぼは、
ボランティアによる輪島市職員やＪＡ
おおぞら、オーナー会員、それに私ど
も愛耕会などで維持しています。

―そもそも、ボランティアによる保全
活動が始まったのはいつごろですか。

○愛知県の安城東高校の草刈りボラン
ティア、通称「草刈り十字軍」が最初
です。１９８５年に修学旅行でここへ
やってきた学生たちが、草におおわれ
た千枚田を目にして草刈りを始めたも
ので、 年間にわたって４５００名ほ
どが草刈りに参加しました。
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2011年に「能登の里山里海」が
世界農業遺産に認定され、そのシ
ンボルとして、また“日本の原風
景”として、白米千枚田への関心
が高まってきた。
千枚田と道の駅を拠点に6次産
業化を図り、地域活性化の起
爆剤に。写真は千枚田での結
婚式。

▲石川県輪島市の「白米千枚田」は総面積が約40051㎡、
田の枚数は1004枚、田の平均面積18㎡。2001年に
国指定文化財名勝。
▲2013年にリニューアル
した「道の駅千枚田ポケ
ットパーク」には、千枚
田の絶景を望む展望台が
併設されている。
▲2008年の冬から「千枚田あぜ
の万燈(あかり)」が始まる。その
後、ソーラーLEDによる2万個余
りの明かりが夜の千枚田を幻想的
に彩る「あぜのきらめき」へと発
展。冬のイベントとして定着。

▲

オーナー会員の制度は、年会費
2万円でマイ田んぼを1枚につき
3000円(追加は1人2枚まで)で
持つことができ、耕作作業を年
間７回（田起こし、あぜ塗り、
田植え、草刈り３回、稲刈り）
するもので、特典として収穫米
を10kg+地元の山菜などが進呈
される。

▲

通の田んぼの
ますからね。

倍は手 労
(力 が)かかり

―そして翌年の２００７年からオーナ
ー制度を始めていますね。
○千枚田のように農業機械が入らない
田んぼの稲作を継続していくためには、
「 人のプロより 人の素人」です。
必要な人手をオーナー制度でカバーし
ながら維持していきたいと思いました。
当初は 名ほどのオーナーでしたが、
今では 名ほどに増えています。

―荒廃した田の復元もされています。
○現在まで 枚ほど復元していますが、
景観も良くなってきましたね。
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―ところで、昔「田植えを済ませた仲
の良い老夫婦が、念のために田の枚数
を数えたところ、どうしても 枚足り
ない…。日も暮れかかり、あきらめて
帰ろうと、そばの蓑を取り上げると、
その下から 枚の田んぼが見つかっ
た」という話は、本当のことですか。
○昔話の真偽はさておき、蓑によって
隠れてしまう田んぼは実際に何枚かあ
ります。いちばん小さいもので新聞紙
枚ほどの広さに稲が 株植えられて
います。これも昔からこの大きさだっ
たものです。
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軽四から大型トラックまで点検整備はプロの手で
民間指定整備工場

株式会社

〒９３４−００４６ 射 水 市 今 井１８４番 地
０７６６−８４−８８６３
TEL：
０７６６−８４−８８２３ FAX：

白米千枚田
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※「白米千枚田愛耕会」会長の堂前助之新
さんにお話をお聞きしました。
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―当時は千枚田の ％ほどが耕作放棄
地だったそうですね。
○そうです。地元と縁もゆかりもない
愛知県の学生が、輪島の棚田のために
汗を流している姿に触発され、私たち
も何とかしようと輪島市職員や連合石
川などによるボランティア耕作へとつ
ながっていきます。その意味では安城
東高校の草刈り十字軍がここの保全活
動のきっかけになったといえます。
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―愛耕会が発足したのはいつごろですか。
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○私がＪＡを定年退職して 年目の２
００６年に、市のほうから連合石川の
代わりに 枚ほどの田を引き受けてく
れないかと相談を受けました。白米の
隣集落に住んでいる私は、せっかくこ
れまで続けてきたのにという思いがあ
ったので、同級生 人に声をかけて
人で愛耕会を立ち上げました。現在は
会員 名ほどで 枚の田を、オーナー
制度を取り入れながら耕作管理してい
ます。
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―千枚田での農作業はどうですか。
○私も米づくりをしていますが、今は
ほとんど機械化になっています。千枚
田のように田起こしからアゼ塗り、田
植え、稲刈りと、すべて手作業という
のは本当に珍しく、特にアゼ塗りが自
分でやれるか少し心配で、地元の経験
者に聞いたりしながら進めました。普
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▲2006年6月に訪れた小泉純一郎総理
大臣は、「絶景だよ、絶景」と絶賛
し、白米千枚田オーナー制度特別名誉
会員になる。ほかにも著名人が多数、
名誉会員に。
▲景観保全に先駆的な取り組みを
した安城東高校の記念碑
お土産品やレストランが
入った道の駅は、千枚田
の拠点施設
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とりが今日の活動についての感
想や反省などの意見を、みんな
の前で発表することにしてい
る」そうです。
例えば、アダプト・プログラ
ムで公園のゴミ拾いをした後は、
「今日はどんなゴミが多かっ
た？」とか、「ゴミを拾ってい
てどう思った？」といったこと
について、他の団員の前で自分
の意見として発表します。少女
が自らの判断で行動し、それに
ついて自分の考えを持ち、さら
には人前で堂々と発表できる力
をつけるためです。
このような取り組みが地域や
保護者から高く評価され、第
団は今年の新入団者が 名にも
達するなど、その活動が関係者
から注目されています。
また稲垣さんは他にも、アダ
プト・プログラム事業で「県道
新 湊 ・ 庄 川 線 大( 門 庁 舎 前 約
ｍ 」) の 花 壇 づ く り を し て い る
「ボランティアグループ 翠の
会」の代表もされています。
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▲
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「グリーンパークだいもん」
入口にある看板

るものです。
第 団が担当するエリアは、
大門小学校に隣接する公園「グ
リーンパークだいもん」です。
ここで年 回ゴミ拾いなどの美
化活動を保護者と一緒に実施し
ています。
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▲ボランティアグループ 翠の会が
世話をしている花壇
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○美化活動を通じて成長する
ガールスカウトについて、第
団の団委員長・稲垣征子さん
は 、「〈 自 己 開 発 〉〈 人 と の ま じ
わり〈自然とともに〉の つを
活動のポイントとし、少女たち
の実行力、コミュニケーション
能力、リーダーシップ能力を培
うことを目標に取り組んでい
る」とのことです。
そのために第 団では、美化
活動やキャンプといった実践活
動の後には、必ず「団員一人ひ
16

ガールスカウト富山県第16団

○アダプト・プログラムに参加
旧大門町を中心に活動する
「ガールスカウト富山県第
団」は、地域の花壇づくりやユ
ニセフ募金、環境フェアのフリ
ーマーケットへの参加、福祉施
設の訪問など、社会での実践的
な活動プログラムをこなしなが
ら、一人ひとりが自ら考え、行
動できる責任ある世界市民を目
指しています。
その活動の一つとして、 年
ほど前から射水市が実施する
「アダプト・プログラム事業」
にも参加しています。
同プログラムは、道路や公園
など、一定区間（区域）の公共
の場所を市民や企業、グループ
が里親となり、清掃や除草、花
壇の維持管理などをボランティ
アで行い、行政がこれを支援す
16

射 水 エコナビ

ガールスカウト富山県第16団が美化活動をする
「グリーンパークだいもん」

▲遊覧飛行に離陸するヘリコプター
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上：ヘリコプターの機内
下：「クロスランドおやべ」での遊覧飛行。
たくさんの家族連れで賑わう。

はないか。そんなこともあってか、
この日の遊覧飛行には、若い家族
連れやお孫さんと楽しむ年輩のひ
とが多かった。
また、安全性については、ヘリ
コプターは災難救助など、いろん
な現場で働いているが、遊覧飛行
のようにコースや離着陸地が事前
に決まっていて、天候の情報も把
握できる場合は、一般に思われて
いる以上に安全性は高いとされる。
○いつでもヘリコプターに
その「ヘリコプタークルージン
グ」がだれでも簡単に味わえる。
金沢市のアドバンスエアーが、
「金沢天空の旅」として、遊覧飛
行を毎日実施している。
兼六園上空を飛ぶ「ショートコ
ース」約 分／ 人 円をはじめ、
金沢駅上空で旋回する「レギユラ
ーコース」約 分／ 人 万 円
などのほか、最近は「京都天空の
旅」も登場している。
また、ヘリコプター 台貸し切
り（ 名以内）プランというのも
あ り 、「 千 里 浜 海 岸 コ ー ス 」 約
分 ／ 台 万 円 、「 白 山 ・ 白 川
郷コース」約 分／ 台 万円、
「雨晴海岸コース」約 分／ 台
万円といった遊覧飛行が楽しめ
る。
それ以外にも、「ナイト企画プ
ラン 日( 没 分前から 時 分 」)
や 、「 道 の 駅 ひ み 番 屋 街 遊 覧 飛
行」、「立山天空の旅」、「北アルプ
ス紅葉・初雪遊覧」、「謹賀新年フ
ライト」などの特別企画も行なっ
ている。

076-280-6066
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ヘリコプター遊覧

○空を飛ぶ体験
だれでも飛行機は普通に乗って
いる。ところがヘリコプターとな
ると、乗る機会そのものが限られ
ている。そんな中で 人乗り小型
ヘリに乗ってみたところ、これは
同じ空飛ぶ乗り物、飛行機とはま
ったく別物である。
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バイク好きのひとが、クルマと
は違った楽しさがあるというが、
ヘリコプターはそのバイクに似て
いる。この日は後部座席に乗った
ので、さしずめバイクのうしろに
乗って空を飛んだ感覚だった。
ただ、バイクとちがうのは、重
力に逆らって 次元空間を自由に
動きまわることだ。上空で風にあ
おられたりすると、それに抗する
かのような機体の踏ん張りが、こ
ちらのからだにも緊張感としてダ
イレクトに伝わってくる。旋回に
よって機体が傾いたときなども、
次元効果によるものか、地上を
走るバイクとは異なる不思議な気
持ちにしてくれる。
遊園地のジェットコースターに
は乗ったことはないが、案外、ジ
ェットコースターの好きなひとは、
ヘリコプターのとりこになるので
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親 子に人 気の

アップサイクル

5

廃材に眠る価値を発見し、デザインや新技術に
よって、価値の高い商品を生み出す「アップサ
イクル」は、リサイクルの新しいスタイル。

で
様子が、ネットの You Tube
紹介されている。
これに着目したのが旅する雑
：ファ
貨屋「 fabrica fabrico
ブリカファブリコ」で、「ラオ
ス不発弾メッセージプロダク
ト」として商品化した。
普通、爆弾などは手に取って
みることができないものだが、
それがスプーンとしてかたちを
変えて、いま手元にあるのかと
思うと、戦争との距離が一気に
縮まる。 本のスプーンが戦争
を引き寄せる働きをしている。
このような企画は好き嫌いが
あるかと思うが、現地のラオス
の人にも、平和な日本にいても
なかなか出てこないアイデアで
ある。やはり両
方を行き来して
いる旅する雑貨
屋さんだからこ
そ考えることが
できたアップサ
イクルであり、
発想が非常にお
もしろい。
ただ、スプー
ンの素材につい
ては但し書きで、

ＵＸＯ 不(発弾 ア)ップサイクルスプーン

「不発弾をアップサイクルした
金属とその他の廃材からできて
います」と、不発弾以外のアル
ミ廃材が混入していることを断
っている。
おそらくナーピア村の生産現
場では、アルミの廃材ならなん
でも一緒に溶かしてスプーンな
ど、需要が見込める製品に加工
しているのではないか。
その意味では、このアップサ
イクルを「不発弾」と、はっき
り言い切るのはすこし無理があ
るようにも思える。
では 、
なお、 fabrica fabrico
バングルなどのアクセサリーの
ＵＸＯアップサイクル品も販売
している。

不発弾からスプーンへ
「ＵＸＯ 不(発弾 ア)ップサイ
クルスプーン」は、かなり異色
なアップサイクルだ。通販サイ
トで 本１、
９４４円で売られ
ているもので、戦争で使った不
発弾などを回収し、そこからア
ルミ素材を溶かしてスプーンに
加工したものだという。
「『不発弾』という『いのち
を奪うもの』から、『いのちを
育むもの』へと生まれ変わった
『スプーン』」といったコメン
トが添えられている。また、ス
プーンの売上の ％は、地雷・
不発弾の除去団体に寄付される。
スプーンはアルミの素材感を
そのまま生かしたもので、生産
国はラオス。インドシナの戦火
で大量の爆弾が落とされたラオ
スは、国民一人あたりに投下さ
れた爆弾の量が世界一といわれ、
いまだに不発弾の処理が続いて
いる。
このアップサイクルスプーン
を作っているのは、ラオスのシ
エンクアン県クーン郡ナーピア
村で、通称“スプーン村”と呼
ばれているそうである。
溶かしたアルミを鋳型に流し
込んでスプーンにしている村の
1
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●チェンソーアート工房「木楽庵」
富山県立山町吉峰野開１２
グ(リーンパーク吉峰 、)
電話０９０―
２０９９―
２４０２

▲広い湯船に大量の源泉を投入(男性用)

▲

まさに野趣あふれる
秘湯の露天風呂(女性用)

7

40

「ナトリウム・マグネシウ
ム・カルシウムー硫酸塩・
炭酸水素塩泉」。飲泉も可
能で、神経痛、筋肉痛、疲
労回復などに効果があると
される。山登りの疲れをい
やすのに適しているようだ。
市営露天風呂は冬季に休
館するが、通年営業の旅館
のなかには日帰り入浴をし
ているところもある。

▲建物は森のなかの山小屋と
いった風情。

入浴料金/大人500円
営業期間/4月中旬～11月上旬
(期間中、原則無休)
営業時間/9:00～17:00
(※変更になることもある)
住所/岐阜県下呂市小坂町落合濁河
駐車場/あり
電話/0576-62-3373

50
55

気になる、あの温泉 ⑮

生林に包まれ、山小屋風の
市営露天風呂もまた、森の
なかに隠れるようにして建
っている。
管理人の話では、どちら
かというと登山者の利用が
多いそうだ。日帰り入浴の
ためにわざわざここまでや
ってくるのは大変であるこ
とは事実だが、日本有数の
高所の秘湯だけに、一度は
行ってみる価値がある。
風呂は、洗い場が付いた
男女別露天風呂のみ。
原生林に囲まれた男性
用の浴槽は、一度に
人ほどが入れる広さだ。
女性用は、男性用の
半分以下と小さいが、
そのぶん、こちらは周
囲の森とより一体感に
なれるところがある。
自噴による源泉は
℃で、加熱も加温もし
ない源泉掛け流しだ。
濁河温泉といえば茶
褐色のどぎついお湯を
連想する。しかし、実
際は黄土色系で透明度
もかなり高い。泉質は

濁河温泉
「市営露天風呂」

岐
阜
県

濁河温泉
「市営露天風呂」下呂市
下呂市小坂町の国道 号
から濁河温泉までの距離は
約 ㎞。山肌を縫うように
御嶽山の 合目、標高 ｍ
の温泉地までゆるい上り坂
が続いている。道路はよく
整備され、緑の林間を進む
ので気持ちもいいが、なに
せ山道で ㎞近い距離を走
るのは、スピードが出せな
いだけに長く感じる。
数軒の宿が点在する濁河
の温泉街は、全体が深い原
37
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