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小特集 地域資源と多面的機能(II)-4

兵庫県五色町における菜の花栽培と農地の多面的機能強化
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I.は じ め に

近年,業 の花を観光資源として活用した後,菜 種油を

食用油として利用し,そ の廃食油を回収してBDF(バ

イオディーゼル燃料,代 替軽油燃料)と して再利用する

ことにより,河 川等の水質保全や大気汚染の防止,さ ら

に地球温暖化の防止を目的とし,住 民参加による資源循

環型社会づくりを目指す 「菜の花エコプロジェクト」が

注目を浴びている。

ドイツでは,1970年 代から,生 産調整実施農地にお

けるエネルギー源作物としての業の花栽培が実施されて

おり,す でに一般車両向けに業種油出来の軽油燃料が販

売されている。わが国におけるエネルギー源としての菜

の花栽培は,琵 琶湖の水質浄化 を目的に廃食油か ら

BDFを 生産していた滋賀県愛東町が,1998年 に菜の花

栽培を開始したことに,そ の発瑞が見いだされる。その

後,こ の取組みは 「菜の花エコプロジェクト」と名付け

られ,環 境問題に取組む住民団体や,新 エネルギービ

ジョン作成に取組む自治体,土 地利用型作物への水回転

作を目指す農家等によって,全 国各地で実施されるよう

になった。

本報は,「業の花エコプロジェク ト」実施の一例とし

て兵庫県五色町の取組みを紹介し,菜 の花栽培による農

地の多面的機能強化プロセスおよびシステムについて考

察することを目的とする。

H.五 色町の概要

五色町は,淡 路島の中央部西海岸に位置し,北 部を一

宮町,東 部を津名町および洲本市,南 部を緑町および西

淡町に接する,総 面積 58.2 km2,人口約 11,000人の町

である (図-1)。人口減少を食い止めるため 「健康の町

づくり」を進めるとともに,企 業誘致や町営宅地分譲等
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図-1 五色町の位置

の人口誘致策を進める町として注目されており,近 年で

は人口が増加傾向にある。さらに,作 家司馬遼太郎の著

書 「業の花の沖Jの 主人公であり,西 回り航路の廻船問

屋として活躍した高田屋嘉兵衛(1769～1827)の故郷とし

ても有名である。高田屋嘉兵衛は,当 時は未開の地で

あった北海道函館の整備や,北 方領土航路開拓,さ らに

は日露民間外交などに多くの功績を残した偉人であり,

五色町ではこの高田屋嘉兵衛をシンボルとしたまちづく

りを推し進めている。

HI,五 色町 における菜の花栽培への取組み

1.菜 の花栽培による農地利用の歴史

(1)「五色町緑花推進協会」設立 五 色町における近

年の菜の花栽培の歴史は,町 企画情報課およびすでに花

作り活動を行っていた住民グループによって 「五色町緑

花推進協会」(以下,「緑花協会」と略)が 設立されたこ

とに,そ の萌芽を見いだすことができる。緑花協会は,

平成 5年 に設立され,淡 路島女子駅伝コース約 3kmの

沿道にコスモスを植栽したことに端を発し,町 花である

サルビアの植栽運動等を展開してきた。設立当初は 12

であった花作 リグループも,現 在では50グループ,500
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写真-1 高田屋嘉兵衛公園

人以上の会員を抱えるまでに成長している。

(2)「 高田屋嘉兵衛公園」オープン 平 成 7年 4月 ,

都市農村交流を促進するとともに高田屋嘉兵衛の偉業を

伝承するための施設 「高田屋嘉兵衛公園」がオープンし

た (写真-1)。これに先立つ平成 6年 秋,行 政担当者が

地元有志 を募 り,周 辺の水田約 50aに 高田屋嘉兵衛が

生前に好んだとされる業の花を作付けてオープンに彩 り

を添えたのが,近 年の実の花栽培の始まりである。

(3)「 菜の花街道事業」スター ト 平 成 9年 ,町 企画

情報課は,地 元有志者による菜の花栽培活動を町全体で

継続させるために 「業の花街道事業」として事業化し,

この担い手を緑花協会とした。本事業では,景 観形成と

「嘉兵衛のふるさと」としてのイメージアップを狙いと

して,「高田屋嘉兵衛公園」周辺だけでなく町内主要道

路沿いの水田に業の花が作付けられた。

(4)「 五色町地域新エネルギービジョン」策定 平 成

12年 ,五 色町は 「五色町地域新エネルギービジョン」を

策定し,「五色菜の花エコプロジェクト」をそのアクショ

ンプランとした。これを受けて,平 成 13年,緑 花協会

役員等は 「菜の花エコプロジェクト」の先進地である滋

賀県愛東町を視察し,そ のノウハウに関する情報提供を

受け,「高田屋嘉兵衛公園」周辺や主要道路周辺におけ

る観賞用業の花に加え,水 稲作付けが実施されなくなっ

た水田での油翔菜の花注1)作付けを開始した (写真-2)。

(5)「 五色菜の花エコプロジェク ト」スター ト 平 成

14年 ,「五色業の花エ コプロジェク ト」が本格的にス

ター トすると同時に,兵 庫県淡路県民局は 「あわじ業の

花エコプロジェク ト推進会議」を設置し,五 色町と東浦

町をプロジェク ト推進モデル地区に指定 した。

平成 15年 ,五 色町は,兵 庫県淡路県民局から 「ひょ

うご環境倉J造協会」 (兵庫県外郭団体)を 通 じて助成を

注 1)五 色町では,古 くから切花等に用いられてきた早生種 「伏見ちり

めん業花」(2月～3月開花)を 観賞用として,健 康に害を及ぼすエ

ルシン酸を含まない晩生種 「キザキノナタネ」(4～5月開花,6月 業

種収穫)を 油用として作付けている。

6フ4

農 業 土 木 学 会 誌 第 72巻 第 8号

写真-2 菜 の花開花時の景観 写真-3 BDF製 造プラント

受け,BDF製 造プラントを購入した (写真-3)。これを

「高田屋嘉兵衛公園」に設置し,公 園内飲食施設等の廃

食油からBDFを 製造し,宿 泊施設の送迎車 (デイーゼ

ル,バ ン)用 燃料に用いている。また,同 年 12月から

は,町 内の一部地域において,家 庭から出る廃食油の試

験回収を実施している。

2.菜 の花栽増による農地利用の実施体制

(1)実 施組織 「五色業の花エコプロジェクト」の実

施組織を,図 -2に示す。菜の花栽培による農地利用の

中心的役割を担っているのは緑花協会であり,こ れを地

域資源循環に結びつける役割を担っているのは行政であ

る。業種油の製造や利用,廃 食油からのBDF製 造など

は,主 に町の観光施設である 「高田屋嘉兵衛公園」が実

施しており,「地域住民活動―農地一観光施設」を結び

つけるコーディネー ト役として行政が担う役割は大き

い。

(2)必 要資本獲得方法①―資金 平 成 14年度におけ

る緑花協会の主な収入を,表 -1に示す。これによると,

町助成金に加えて,観 光客 (ゴルフ場)か らの 「緑花協

力金」が協会活動の大きな資金源であることがわかる。

注 2 )

米平成14年度実績

図-2「 五色菜の花エコプロジェクト」実施組織

注 2)「 業の花エコプロジェクト」に取組んでいる自治体や民間団体等

が,情 報交換や活動の連携等を目的として構成する組織。本部は滋

賀県安上町。

高田屋
嘉兵衛公園

役場内 「五色業の花エコ

プロジェク ト調整会議」

五色町緑花
推進協会

連携  業 種提供

資金

五色業の花エコプロジェク ト推進母体 一―――‐
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金額 (万円)

町助成金 (緑花協会支援金)

町助成金 (「菜の花街道」事業費)

緑花協力金 (ゴルフ場客から90円 /1プ レイ)

緑花寄付金 (町内 14業 者から)

花苗等販売金

報文 ・兵庫県五色町における菜の花栽培と農地の多面的機能強化

表-1 緑 花協会の主な収入 (平成 14年 度)

資料 ;五色町提供

また,町 内業者からの寄付金など民間資金が活用されて

いる点か らも,緑 花協会活動が地域の多様な組織等に

よって支えられていると言える。

(3)必 要資本獲得方法②一労働力 菜 の花は,労 働

粗放的な土地利用型作物であり,五 色町の場合は主に作

付け期(10月上旬～11月中旬)と 業種収穫時(6月下旬)

にのみ労働力が必要とされる。これは,主 にシルバー人

材センターからの雇用により賄われている。また,町 に

刈入れ用機械がないことから,現 在までの2回 の収穫時

には,デ モンス トレーションとの位置付けで,ヤ ンマー

農機 (株)か ら機械の無償貸与 (燃料代やオペレーター

賃金等のみ実費負担)を 受けている (写真-4)。

(4)必 要資本獲得方法③―農地 菜 の花栽培水田の

一部は緑花協会員が所有する水田であるが,ほ とんどの

水田は協会活動に関与していない農家のものである。こ

れらの水田はすべて 「農地維持管理作業受託」の形で,

小作料等の賃貸料なしで農家から緑花協会に貸し出され

ている。業の花のみが作付けられる場合,農 家には,農

地管理を無料で委託できる上,転 作助成金が得られるな

どのメリットがある。

このうち,農 家による水稲作付けが継続されている水

田は,農 閑期にのみ業の花栽培用に貸し出される。この

場合,晩 生種である油用業の花では収穫時期(6月下旬)

が水稲栽培時期と重なるため,早 生種である観賞用菜の

花(2月～3月 開花)が 栽培され,そ の後,緑 肥として水

田に鋤き込まれる。一方,水 稲作付けが実施されない水

田では,水 稲作付け時期を考慮する必要がないため,晩

生種の油用業の花が作付けられている。このような水田

は,未 整備水田であることが多い。

IV.考 察

1.農 地の多面的機能強化プロセス

本事例では,現 在の 「五色菜の花エコプロジェクト」

につながる一連のプロセスに「プロジェクトの多目的化」

が見いだされる。当初,菜 の花栽培の目的は,「高田屋

嘉兵衛のまちづくり」を推し進めることによって文化的

地域資源を継承 し,さ らに観光促進に活用することで

あった。その後,そ の目的は,町 全体の景観形成へと広

が り,さ らには菜種油生産→利用→廃食油 BDF化 によ

る地域内バイオマスエネルギー生産へと発展している。

また,近 年では,こ のような取組みが,地 域内廃食油回

収等による循環型社会形成への取組みにもつながってい

る。この 「プロジェクトの多目的化」に呼応して,そ れ

まで「食料生産」のみであった農地利用目的が多様化し,

これらの目的を達成する中で,農 地の多面的機能が強化

されたと言える (図-3参照)。

農地は,一 般的に,主 目的である農業,つ まり食料生

産が実施された結果,こ れに
“
付随

"し
て多面的機能を

発揮し,機 能の存在に伴って多面的役割を担うと考えら

れる。ここでは,こ れを農地の多面的役割のうち 「農業

内在型役割」と呼ぶことにする。すなわち,農 地の 「農

業内在型役割」は,主 目的である食料生産に付随して担

われるものであるから,生 産調整等により食料生産が中

止された農地では必然的に担われなくなる。一方,菜 の

花栽培に係るプロジェクトでは,ま ず,景 観形成やエネ

ルギー生産等に対する社会的要請が外在し,こ れらの役

割を担うことが農地に期待された結果,役 割の存在に

伴って農地の多面的機能が新たに
“
開発

"さ
れている。

つまり,食 料生産とは関係なく,農 地に対して期待され

る 「農業外在型役割」が存在した結果,新 たな農地の多

BDF生 産

傑 種油生産

業の花景観形成

高田屋嘉兵衛つまちづくり
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写真-4 菜 種収穫の様子
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面的機能が外発的に開発されていると言えるだろう。

2.地 域資源の複合的活用システム

町役場は,町 内で小規模に展開されていた 「花作り住

民活動」に注目し,こ れを 「緑花協会」として全町的な

組織にしたほか,無 形地域資源とも言えるイベント 「淡

路島女子駅伝」に結びつけている。また,文 化的地域資

源である 「高田屋嘉兵衛」を 「業の花」というキーワー

ドで空間的地域資源である 「農地」と結びつけ,さ らに

これを 「緑花協会」に結びつけるなど,地 域資源のネッ

トワーク化を図っている。近年では,こ のネットワーク

にさらに 「高田屋嘉兵衛公園」を結合させ,業 種の有効

利用や廃食油活用につなげている。このように,町 内に

点在していたソフト面およびハー ド面での地域資源を結

合させることにより,地 域資源の複合的活用システムが

構築されていると言えよう。このシステムが,プ ロジェ

クトの多目的化を可能にし, さらには相互作用による地

域資源そのものの価値増大や新たな地域資源の開発につ

ながり,地 域資源の一つである農地の多面的機能も強化

されると言える。

この地域資源の複合的活用システムの下では,第 一

に,農 地管理への多様な主体の参加 (行政,地 元企業,

住民団体など)が 実現されるという利点がある。また,

第二に,農 地利用の受益者が農家以外にも拡大し,か つ

そのことが地域住民等によって理解されやすいことか

ら,農 地管理に対する多様な資金の活用が実現されてい

る。特に注目すべきは,地 元ゴルフ場への観光客が負担

する 「緑花協力金」であろう。本事例では,「美しい景

観」の提供に対して,そ の受益者の一部である観光客が

受益者負担金を直接地元に支払う仕組みがとられてお

り,興 味深い資金獲得方法であると言える注D。さらに,

第二として,農 地が他の地域資源と結びつくことでその

公共性が増し,農 地利用目的に対する農家の理解が得ら

れやすいことが,農 地貸借を比較的容易にしている点を

指摘できよう。農地の借 り手である緑花協会が地域管理

組織としての実績や行政との密な連携関係を構築してき

たことによって,貸 し手である農家が安心感を得られた

面も無視できない。

V.お わ けブに

コメが余剰状態にある現在にあっても,将 来的な食料

安定供給のために余剰水田を維持管理すべきであるとい

注 3)ゴ ルフ場における 「緑化協力金」の設定は,「(社)ゴ ルファーの

緑化促進協会」や 「栃木県緑化推進委員会」等によってすでに実施

されている。しかし,集 められた資金は,こ れらの組織によって広

範に運用されるため,協 力金が直接ゴルフ場立地地域の緑化活動に

用いられているわけではない。
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う論理は成立しよう。しかし,現 在の中山問地域等にお

いては,「食料生産」という本来的な目的のためだけで

は,農 地を維持管理することへの地域のコンセンサスが

得られがたいケースも少なくなく,そ れゆえ農地管理の

ための労働力や資金を獲得しがたいのも事実である。こ

のような状況下で,地 域にとっての新たな農地の価値を

創造することは,農 地の本来的な役割である 「食料生産

機能」を維持するための一つの手立てと考えられよう。

多様な方法で農地の多面的機能が開発され,多 様な労働

力や手法によって農地が地域のために直接的にいきいき

と活用されることが望まれる。

本研究の今後の課題は,特 に遊休農地を食料生産以外

の目的に利用することによって地域活性化および農地維

持管理に取組む事例をさらに調査し,五 色町調査から浮

かび上がった農地の多面的機能強化プロセスおよびシス

テムについて,そ の適用可能性を検証することである。

なお,本 研究は文部科学省科学研究費基盤研究 C(2)

(代表者 ;九鬼康彰)に より実施された。また,五 色町

役場および五色町緑花推進協会から多大なるご協力を得

た。ここに記して御礼申し上げる次第である。
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