


トキの餌場

生きもの豊かな田んぼや
深くない湿地

佐渡全体での生息環境の再生が重要

トキの野生復帰に向けて

2008年から始まった
試験放鳥
しかし・・・

佐渡でも、効率的な土地改良
が行われたことで、米の生産
性が向上していたが、生きもの
が棲みにくい環境が広がって
いた。

トキの野生復帰が佐渡農業に
もたらす影響は非常に大き
かった！
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トキ野生復帰への課題（農業の近代化と生物多様性の危機）
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３面コンクリート

土の水路

佐渡の多くの田んぼで、効率
的な土地改良が行われたこと
で、生産性が向上したが、生
きものの生息環境は失われ
ていった

土側溝は無くても時代の
変化にも適応した技術で
生きものの生息環境を
創出しなくてはいけない



小佐渡東部

（１）トキへの意識
一部地域、一部の人のみの取り組み

トキのために・補助金の一極集中

農業と無関係な取り組みと認識
進まない生息環境の向上

トキ野生復帰への課題(進まない餌場整備と島民の意識）
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農家の疲弊

○2005年～2007年 約２３，０００ｔの販売に対
し、毎年約５，０００ｔ（２１％）の売れ残り。

○米価の下落（６０ｋｇ１等米）

1994年 ２３，９５０円

2002年 １８，９５２円

2007年 １４，６６０円 約４０％の下落

生産調整の強化から収入の減

収入減から生産意欲の減退

水田面積の減少、耕作放棄地の増加⇒里山の荒廃

トキ野生復帰への課題（佐渡農業の危機）
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 農薬、化学肥料を５割以上削減すること
 県のエコファーマーに認定されること （安心安全な農業の実践者）

生態系
の再生

「生きものを
育む農法」
を農業技術へ

朱鷺と暮らす郷づくり認証制度



江（深み）を設置する様子



魚道を設置する様子



２０１０年６月１３日 「生きもの調査の日」 宣言

６月第２日曜日、８月第１日曜日に全島で実施

農家だけではなく、子どもたちや都市住民も参画

トキの野生復帰が小さな「命」に目を向ける仕組みに

都市との交流 環境教育

生物多様性への視点を持つことが大切
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多様な人々の支えで引継がれる里山環境
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佐渡トキ応援
お米プロジェクト

募金総額は約１千７百万円となり、更に里山への理解が深まる



31
31

2011年 先進国初となる世界農業遺産に認定
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年間約500人の観光客
が訪れ、岩首昇竜棚田を
散策・価値を体感する

2012年から始まる

世界農業遺産の活用
「棚田散策ツアー」



佐渡棚田協議会 地域限定棚田米の販売促進
販路拡大により農業遺産の認知度向上に貢献



• 世界農業遺産認定をきっかけに平成24年1月
から中山間地域の活性化を目的として4人の地
域おこし協力隊を採用

• その後、生物多様性支援、観光振興、商店街の
活性化など、地域活動のみならず、佐渡市が抱
える課題解決のため、27人の多様な人材を採
用し、平成30年2月現在、9名が活動中

• 任期が終了、もしくは途中退任した隊員も含め
18名中12名が佐渡市内に定着（定着率67％）
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地域おこし協力隊の積極的な採用と活動による地域活性化



朱鷺と暮らす郷の作付け１０年を迎えて・・・

• ５つ生きものを育む農法により栽培されたお米であること
• 生きもの調査を年２回実施していること（６月・８月）
• 農薬・化学肥料を減らして（地域慣行比５割以上の削減）栽培されたお米である
こと

• 栽培者がエコファーマーの認定を受けていること (※)エコファーマーの説明
• 水田畦畔等に除草剤を散布していない水田で栽培されたお米であること
【2017年産からの新規要件】

• 佐渡で栽培されたお米であること

認証要件

５つの生きものを育む農法

• 江（深み）の設置
• 魚道の設置
• ふゆみずたんぼ（冬期湛水）
• ビオトープの設置
• 無農薬無化学肥料栽培【2017年産からの新規要件】

生きもの調査の価値を見える化し農家の自信に繋げたい



新たに追加された要件
無農薬栽培の除草対策（竹ぼうき除草）

畦の草刈作業を推進

これまでの４つの生きものを育む農法に「
田んぼの生態系再生」に費用対効果が最
も高いと評価された「無農薬無化学肥料
栽培」を追加し、5つの「生きものを育む農
法」とした。米の栽培過程において、農薬
と化学肥料を一切使用しないことで、田ん
ぼに棲む生きもの生息環境を向上させる
ことを目的としている。

底生動物の多様性に効果的な「江の設置
」の効果を更に高め、トキの夏場における
重要な餌場となる畦際の生物多様性を向
上させるため、「畦畔除草剤散布の禁止」
し、草刈を推奨する。

これまでの８年間の実績と
新潟大学の寄附講座の

成果を基に進化



人とトキが共生することでお届けできる安心・安全

トキの夏場における重要な餌場となる「畦際」と「江」の効果を更
に高めるため、「畦畔除草剤散布の禁止」し、草刈を推奨する。



年 度 取組面積 農家戸数

2008年（H20） 426 ha 256 戸

2009年（H21） 862 ha 510 戸

2010年（H22） 1,188 ha 651 戸

2011年（H23） 1,307 ha 685 戸

2012年（H24） 1,367 ha 684 戸

2013年（H25） 1,334 ha 622 戸

2014年（H26） 1,214 ha 539 戸

2015年（H27） 1,216 ha 524 戸

2016年（H28） 1,276 ha 524 戸

2017年（H29) 1,180 ha 488 戸

取組別内訳 ふゆみずたんぼ 江の設置 魚道の設置 ビオトープ等 無無栽培

2012年 1,221 ha 508 ha 42.0 ha 1.6 ha

2013年 1,152 ha 535 ha 51.4 ha 1.5 ha

2014年 1,056 ha 499 ha 43.8 ha 1.6 ha

2015年 1,016 ha 534 ha 44.7 ha 2.3 ha

2016年 1,068 ha 582 ha 43.5 ha 2.4 ha

2017年 994 ha 571 ha 44.3 ha 1.4 ha 22.3 ha
38

朱鷺と暮らす郷認証制度の推移



• ＧＩＡＨＳは2015年6月のＦＡＯ総会で、ＦＡＯの予算より事務局を運
営する正式なプログラム（制度）とすることが決定し、認定される
には加盟国の承認が必要となる

• 2016年1月より、7人の専門家で構成される新しいＦＡＯのＧＩＡＨＳ
「科学アドバイザリーグループ（ＳＡＧ）」が発足

• 2016年4月には多種多様な伝統的な農林水産業が営まれている
国内の地域の価値を評価し、認知度を高め、地域活性化につな
げるために、農林水産大臣が認定する「日本農業遺産」が発足

• 2017年3月に国内8箇所が新たに日本農業遺産に認定される

• ヨーロッパを中心に国際的関心や認知の高まりが進む

• 2017年12月にヨーロッパでは初となるスペインの2地域が世界農
業遺産に認定される
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世界農業遺産（ＧＩＡＨＳ）の発展はこれから！

一方で、２０１１年以降
認定を目指す自治体、研究者
からの問合せ内容は・・・

農業遺産本来の理念は？



世界農業遺産認定はブランド化のためだけ？

■１人当たりの米の消費量の推移

出典：農林水産省 食料自給率に関する統計資料（国民１人・１年当たり供給純食料 米）

お米の登録品種
839品種

主食用栽培品種
約270品種

2016年3月31日現在：農林水産省「品種登録ホームページ」

近年特に増加する一
方の品種・ブランド

小さなキャパの奪い合い

デビューさせることが目的

何品種生き残っている？





もっとごはんを食べよう！

• 1日 2合

• ごはんの良さを伝えよう
• まずは生産者・自治体・JA・流通か
ら実践

• 農業遺産を背景に「食育」を推進

•ごはんは水だけしか使わない

• 水分15% 水を吸わせ

• 65% ごはんに

•今は、スリープモード社会

• ごはんをもっと食べて健康・元気に

お米の背景が伝わらない理由
（※個人的な意見です）

精米購入・入手経路

■スーパーマーケット ４７％
■家族知人から無償で入手 ２１％
■生協 ９％

※米の消費動向調査結果（2017年1月分） 米穀安定供給確保支援機構



お米・農の価値を発信する！

金子 真人（五ツ星お米マイスター）

大切なことは、お米を

食べてもらうことなんです！

日本古来のお米「文化」

お米の正しい情報、田んぼの

価値、食のあり方を伝え、変えて

いくことが大切なんです。



佐渡総合高校の農業遺産を知り・伝え・実践する


