
1. 土祭における風土と風景の定義

束の間の一瞬でさえも

豊かな過去を持っている

土曜日の前には自分の金曜日があり

六月の前には自分の五月がある

(…)

この木はポプラ、何十年も前に根を生やした

この川はラバ川、流れはじめたのは

今日や昨日のことではない

茂みの中を通る小道が

踏み固められてできたのは

おとといのことではない

風が雲を吹き散らすためには、その前に

ここに雲を吹き寄せなければならなかった

(…)

　上記は、ポーランドの詩人、ヴィスワヴァ・シンボルスカの詩

「題はなくてもいい」の一節です。彼女は、私たちが感性をひら

いて目の前の世界を見つめなおすことで確かめられる豊かさが

あると、詩作を通して人びとに生涯呼びかけ続けました。とりわ

け、この詩は風景と風土の成り立ち、そして私たちが風景と風

土を問題にすることの意義の理解に向くと考えられるため、ここ

で引用をしました。『土祭読本』への寄稿、「益子の風景を通し

て風土を読む」においても、同じ目的から引用をしています。

　川が流れ、雲が風に吹き寄せられるのは自然のことであり、

茂みの中を通る小道が踏み固められてできるのは自然に人が

はたらきかけてのこととなります。そのように目の前の風景はか

たちづくられてゆき、私たちは、目の前の土地や人間のいとなみ

の全体を風土と「観る」ようになります。

　土祭において、風土は、ある土地の自然と、自然に人がはたら

きかけてかたちづくってきた豊かな暮しのいとなみ、豊かな暮し

の場の全体を指し、風景は風土の姿を指す、と定義します。ただ

し、音風景などの概念があるように、目に見える土地や自然物

や人間や人工物の姿だけでなく、目に見えない音や香り、場や

物の手触り、趣なども風景に含むものと考えます。

　そして、風土を成り立たせる「暮しのいとなみ」には、生活はも

ちろんのこと祭礼や生業を介した人びとの結びつきなども含ま

れます。それもあって、同じ土地に暮らす人びとの間で、風土の

見方はあるところまで共有されてゆきます。益子の地でいえば、

益子の人びとに共有される身近な世界観、それが益子の風土

像ということになります。

　風土はこのようにさまざまな成因から成り立ちます。それゆえ

に風景の観察を通して風土の成因を見つけ、それらの関係を

考察することで、風土の成り立ちを考えることはできてゆきます。

「益子の風土と風景を読み解くプロジェクト」は、こうした考え

方と方法にもとづいて起案され実践されています。

2. 本書について

　「土祭2015企画書」に記すように、専門家と町民で読み解く益子

の風土を土台として、土祭2015の企画や表現を形にしていく。

　土祭2015の開催を通して、私たちが読み解いてきた益子の風土

に、未来に残せる新しい風土が形成され重ねられていくこと、それ

が「土祭」の本義とも言える。益子全体、そして、地域ごとに細やか

に読み解いて行く過程とそこで浮き彫りにされてくることの記録を

本書にまとめていく。

出典: ヴィスワヴァ・シンボルスカ『終わりと始まり』　　

　　  沼野充義訳、未知谷、1997年、11-15頁

(土祭事務局 簑田)

(土祭風土形成ディレクター 廣瀬俊介)
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02 西明寺

01 上大羽・栗生

06 山本

03 城内・一の沢

11 下大羽

09 大沢・北中

10 七井

08 小宅

13 星の宮

04 道祖土

12 塙

05 新町・田町・内町・生田目
    石並・栗崎・北益子

07 田野

01 上大羽・栗生

02 西明寺

03 城内・一の沢

04 道祖土 (道祖土・北郷谷)                  

05 新町・田町・内町・生田目・石並・栗崎・北益子

06 山本 (本郷・原・松本・大郷戸)

07 田野 (長堤・上山・前沢・荒町・小泉・梅ヶ内・本沼・東田井)

08 小宅 (小宅・芦沼・青田・大平・舟橋)

09 大沢・北中 (駅前・角ノ川・本郷・大沢本郷・大沢宿・大沢里・新福寺・仲之内・風戸・北原・中村・北中)

10 七井 (上町・東町・富士山・仲町・下町・後町・山王・台町・田中・大和田・里東・リバティヒル)

11 下大羽

12 塙 (上・下)

13 星の宮 (上・下・星の宮団地・雇用団地) 

地区ごとに、つどいのスライド集と参加者のみなさんの発言をまとめた談話録、聞き取りの記録をまとめていきます。

益子町全体の風土・風景の読み解く中間報告は、『土祭読本 わたしたちの風と土』をご参照下さい。
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地域を13地区に分けて風土・風景を読み解く



風土・風景を読み解く スライド集　　

風土・風景を読み解くつどい 談話録

聞き取り  大山国男さん 「痩せた土地での農業と暮らし」

資料 1  グシモチダワラ

資料 2  西明寺自治会が所有していた宮島町彫刻屋台

資料 3  1950年代の記念写真

02 - 01~28

02 - 29~31

02 - 32~33

02 - 34

02 - 35

02 - 36

02 西明寺  (さいみょうじ )  地区
目次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

02 西明寺



西明寺地区の概説

　益子町のほぼ中央に位置し、北と南の植生が同居する稀有な山、高舘山 (たかだてやま) の西の麓に広がる地

区。谷津田が続く南奥の森は、まちなかを流れる百目鬼川 (どうめきがわ) の源流地帯となっている。
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が育たずホタルも棲めない。

3. グシモチダワラ

・ 建前に用いる。タワラボッチ (蓋?) づくりが難しい。

・ 稲わらを材料とする。普通のものは右縄 (右によれる) だが、これ

は左縄で作る。手の摺り合わせ方によって、縄の左右は作り分

けられる。楊子にさしてみかんを二つ飾ることもする。

・ 正月の飾り物も稲わらで作る。例年12/30に作業をする。

4. 祭屋台 (宮島町屋台）

・ 屋台は文化12年 (1815) の作。化政期 (文化文政年間、

1804~1830) の文化的特徴を表し、装飾が控えめであった。 宇

都宮市宮島町で建造され、明治後期に西明寺甲組が購入、昭

和36年 (1961) に茂木町下横町がこれを譲り受けた。

・ 西明寺甲組が屋台を手放した理由は、以下の通りである。まず、

小さな村で屋台の維持のために寄付を集めるのが困難であっ

た。また、傾斜地の畑を利用した葉たばこ生産が奨励され、収穫

と乾燥という一番の農繁期が祭りの時期と重なり、担ぎ手が足

りない。さらに、祭りでは喧嘩が絶えず、「屋台があるから悪い」と

いう声が上がった。そのために屋台を売って石蔵造りの公民館

を建て、「末代まで使おう」という合意がされた。

・ 「屋台が出ると雨が降る」と言われた (近隣では雨乞いのために

祭りを行う地区、地域がある) 。祭りはもともと7/21~25の5日間

1. 西明寺と水

・ 作物の植え付け時に水が足りない。田植えの時には水が足りず、

稲刈りの時に雨が降って「ぐじゃっぺ / ぐじゃっこ」になる。     

・ 雷雨や台風に伴う豪雨に際しては狭い沢筋を一気に水が流れ

下り、溢流する。

・ それゆえ、力のある家の古く大きな屋敷は周囲より高く、背後に

岩盤があり (土砂災害に遭いにくい) 、日当りのよい、かつ北風が

当たらない土地に建つ。

・ 新しい家はそれより低いところに建つ。また、背後に畑のある家

が土砂災害に遭ったことも。　(廣瀬注: 地滑り地形ということ。

地形勾配がなだらかになり、山塊に含まれるミネラルが供給さ

れて地力に富むことで、地滑り地形はよく棚田などに利用され

る。ただし、地震や豪雨に際して危険な面を持つ。)

 

2. ホタル

・ 大きいものと小さいものがいる。ゲンジボタルとヘイケボタルでは

ないか。このあたりでは「オオムギボタル (早く出る) 」「コムギボタ

ル (遅く出る) 」と呼ぶ。

・ ただし、ホタルが見られる箇所は年々減り、現在は地区内に3ヶ

所のみ。

・ 土側溝が今も使われ、ホタルの幼虫が餌とするカワニナの生息

に適した物理的環境条件は、地区内の各地に残る。しかし、水

路に汚水 (産業廃水?) が流される地点から下流では、カワニナ
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行われ、現在は7/23~25の3日間に短くされているが、梅雨末期

の天候の不安定な時期と重なっていることからそう言われるよ

うになったのではないか。雨の時は、舗装されていない砂利道を

曳いて行くのは大変なので、城内の町内で屋台を組み立てた。

5. 葉たばこの生産

・ 「葉たばこ日本一の山本さん」が、かつてこの地区に。「単収」 (単

位面積当たり収量) の高さからそう呼ばれた。

・ 火山灰土は、水はけがよく痩せていて、葉たばこ栽培に向いた。

・ 地形的に傾斜地が多く大規模に作付けができない条件を有し

たが、「山本さん」は山 (「松山」とのこと。凸状で水がたまらず土

も痩せていたためか?) を開墾し、周囲の農家を雇った。昭和27

年頃から昭和29年頃にかけて、葉たばこ生産のために開墾。

6. さつまいも「太白」

・ 太白は今も地区で2軒の農家が生産する。しかし、当地は赤土 (

火山灰土) の下に粘土層があって硬く、掘るときに、おっかけて(

割れて) 2つになるなどして収穫量が少ない。

・ 太白は情報網の発達によってその名が知られ、人気が高まり、あ

る意味ではそのことと関係して「幻」になっていった面もある。

・ 「イシサツマ」は栽培されていない。その名は芋の硬さからきてい

る?

・ さつまいもは全般に、陰干しをすると糖度が高まり甘くなる。「ハ

エがいなくなる11月ごろから、太白を茹でてザルにあげて干す、う

まい！」

7. 泥部のトチノキ列植

・ 林道の沿道植栽として植えられたもので、栃餅や栃蜜などの生

産とは一切関係が無い。林道整備に当たり植栽を行うと補助金

が増額された。

8. 農地周囲の土塁

・ 当の農地に接する道は切り通しによる。土塁は盛られたのでは

なく主に切り残されたもの。

9. 作業季語

・ ショウジョウバカマは高舘山北斜面下部に生育する。 (廣瀬が

「飛騨ではこの花が田へ水を入れる目安になる」と話したところ、

そうした) 「作業季語」の対象にはなっていない。

10. 山崎家総本家のネコダマ

・ (同家敷地入り口の坂道に、上から流れ下る雨水を左右に振り

分けて勢いをやわらげ、路面が掘られないようにネコダマを列

状に植えたものと考えられる箇所があった。これは水の制御を

意図しての工夫かとの廣瀬質問に対して、山崎光男氏より) 

   道の両脇の法面に植えられたネコダマが道まで下りた。そこへ

雨が流れ下り、蛇行路の間にネコダマが残り、あるいはそれらが

蛇行を制限もし、最も安定したかたちとして現況が発生したの

ではないか。 (廣瀬注: 農家ならではの土地の動態的な見方が

あってのことか、水理学的に理に適った明晰な考察である。)

11. 家畜と家禽

・ 山崎家総本家の低い柵のある小屋では豚を飼っていた。

・ 昭和35年 (1960) から、鶏飼いが西明寺で流行る。当時、卵は   

1個15円で売れ、餌代は3、4円だった (給餌期間不明) 。昭和39

年 (1964) まで、西明寺では6軒が養鶏を行った。しかし、東京オ

リンピックの後で廃れた。

・ その後、養豚 (肉豚生産ではなく子豚生産) が行われた。その

後、肉産も。

12. 淡水生物

・ かつてスナッチョ (廣瀬注: 上大羽、栗生地区でいうスナドジョ

ウ。標準和名シマドジョウ) がいた。

・ ババッチョ (廣瀬注: 上大羽、栗生地区でいうババスコ。標準和

名ホトケドジョウ) もいたが、スナッチョ同様にいなくなった。

・ ニガベンタナ (廣瀬注: 標準和名ミヤコタナゴ。国指定天然記念

物、栃木県絶滅危惧I類。丘陵地や扇状地における湧水起源の

小水路に生息) が水路にいた。水路のたまりにいて、流れの強い

瀬にはいなかった。「きれいなんだよなー」「北郷谷にも」「須田ヶ

池にはいた」「いまも道祖土にはいると思う」などの声あり。

・ 法堂寺池、北郷谷池、須田ヶ池にもタナゴ類がいた。

・ 谷津田の湧水水路にはサワガニやイモリが棲む。イモリは、ため

池の浅い箇所や湿地にも。

・ 泥部から流れてくる水はきれいで、「うんと」コウホネが生えてい

た。メダカ、エビ、スナドジョウなどもいた。汚水が流されるように

なって、生き残ったのはほぼドジョウだけに。

・ コウホネが生えたのは泥底の箇所。水路や川が蛇行していたた

めに河床に変化が生じ、そうした箇所ができた。しかし、昭和30

年代からの河川、水路改修により水の流路が直線化されて泥は

流されてしまい、河床材料は水流に負けずに止まることのできる

重みのある礫ばかりに。そのことと農業における除草剤の使用

や産業廃水流入等が相まって、コウホネを筆頭に淡水生物が

姿を消した。

・ 子どもの頃に見た、これらの生物が生き生きと棲む田園をもう一

度見たい。子どもたちが遊び学ぶ場所としても向くであろう。

13. テビグロ

・ 谷津田の、山の陰になり日当りの悪い水路の側から水を一度引

き、田の縁の三辺に小水路を通して、日当りのよい側へ導いて水

温を温めてから田へ水を入れる水路。近年は、そこまで手の込

んだ (?) ものはなくなった。
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が育たずホタルも棲めない。

3. グシモチダワラ

・ 建前に用いる。タワラボッチ (蓋?) づくりが難しい。

・ 稲わらを材料とする。普通のものは右縄 (右によれる) だが、これ

は左縄で作る。手の摺り合わせ方によって、縄の左右は作り分

けられる。楊子にさしてみかんを二つ飾ることもする。

・ 正月の飾り物も稲わらで作る。例年12/30に作業をする。

4. 祭屋台 (宮島町屋台）

・ 屋台は文化12年 (1815) の作。化政期 (文化文政年間、

1804~1830) の文化的特徴を表し、装飾が控えめであった。 宇

都宮市宮島町で建造され、明治後期に西明寺甲組が購入、昭

和36年 (1961) に茂木町下横町がこれを譲り受けた。

・ 西明寺甲組が屋台を手放した理由は、以下の通りである。まず、

小さな村で屋台の維持のために寄付を集めるのが困難であっ

た。また、傾斜地の畑を利用した葉たばこ生産が奨励され、収穫

と乾燥という一番の農繁期が祭りの時期と重なり、担ぎ手が足

りない。さらに、祭りでは喧嘩が絶えず、「屋台があるから悪い」と

いう声が上がった。そのために屋台を売って石蔵造りの公民館

を建て、「末代まで使おう」という合意がされた。

・ 「屋台が出ると雨が降る」と言われた (近隣では雨乞いのために

祭りを行う地区、地域がある) 。祭りはもともと7/21~25の5日間

1. 西明寺と水

・ 作物の植え付け時に水が足りない。田植えの時には水が足りず、

稲刈りの時に雨が降って「ぐじゃっぺ / ぐじゃっこ」になる。     

・ 雷雨や台風に伴う豪雨に際しては狭い沢筋を一気に水が流れ

下り、溢流する。

・ それゆえ、力のある家の古く大きな屋敷は周囲より高く、背後に

岩盤があり (土砂災害に遭いにくい) 、日当りのよい、かつ北風が

当たらない土地に建つ。

・ 新しい家はそれより低いところに建つ。また、背後に畑のある家

が土砂災害に遭ったことも。　(廣瀬注: 地滑り地形ということ。

地形勾配がなだらかになり、山塊に含まれるミネラルが供給さ

れて地力に富むことで、地滑り地形はよく棚田などに利用され

る。ただし、地震や豪雨に際して危険な面を持つ。)

 

2. ホタル

・ 大きいものと小さいものがいる。ゲンジボタルとヘイケボタルでは

ないか。このあたりでは「オオムギボタル (早く出る) 」「コムギボタ

ル (遅く出る) 」と呼ぶ。

・ ただし、ホタルが見られる箇所は年々減り、現在は地区内に3ヶ

所のみ。

・ 土側溝が今も使われ、ホタルの幼虫が餌とするカワニナの生息

に適した物理的環境条件は、地区内の各地に残る。しかし、水

路に汚水 (産業廃水?) が流される地点から下流では、カワニナ

行われ、現在は7/23~25の3日間に短くされているが、梅雨末期

の天候の不安定な時期と重なっていることからそう言われるよ

うになったのではないか。雨の時は、舗装されていない砂利道を

曳いて行くのは大変なので、城内の町内で屋台を組み立てた。

5. 葉たばこの生産

・ 「葉たばこ日本一の山本さん」が、かつてこの地区に。「単収」 (単

位面積当たり収量) の高さからそう呼ばれた。

・ 火山灰土は、水はけがよく痩せていて、葉たばこ栽培に向いた。

・ 地形的に傾斜地が多く大規模に作付けができない条件を有し

たが、「山本さん」は山 (「松山」とのこと。凸状で水がたまらず土

も痩せていたためか?) を開墾し、周囲の農家を雇った。昭和27

年頃から昭和29年頃にかけて、葉たばこ生産のために開墾。

6. さつまいも「太白」

・ 太白は今も地区で2軒の農家が生産する。しかし、当地は赤土 (

火山灰土) の下に粘土層があって硬く、掘るときに、おっかけて(

割れて) 2つになるなどして収穫量が少ない。

・ 太白は情報網の発達によってその名が知られ、人気が高まり、あ

る意味ではそのことと関係して「幻」になっていった面もある。

・ 「イシサツマ」は栽培されていない。その名は芋の硬さからきてい

る?

・ さつまいもは全般に、陰干しをすると糖度が高まり甘くなる。「ハ

エがいなくなる11月ごろから、太白を茹でてザルにあげて干す、う

まい！」

7. 泥部のトチノキ列植

・ 林道の沿道植栽として植えられたもので、栃餅や栃蜜などの生

産とは一切関係が無い。林道整備に当たり植栽を行うと補助金

が増額された。

8. 農地周囲の土塁

・ 当の農地に接する道は切り通しによる。土塁は盛られたのでは

なく主に切り残されたもの。

9. 作業季語

・ ショウジョウバカマは高舘山北斜面下部に生育する。 (廣瀬が

「飛騨ではこの花が田へ水を入れる目安になる」と話したところ、

そうした) 「作業季語」の対象にはなっていない。

10. 山崎家総本家のネコダマ

・ (同家敷地入り口の坂道に、上から流れ下る雨水を左右に振り

分けて勢いをやわらげ、路面が掘られないようにネコダマを列

状に植えたものと考えられる箇所があった。これは水の制御を

意図しての工夫かとの廣瀬質問に対して、山崎光男氏より) 

   道の両脇の法面に植えられたネコダマが道まで下りた。そこへ

雨が流れ下り、蛇行路の間にネコダマが残り、あるいはそれらが

蛇行を制限もし、最も安定したかたちとして現況が発生したの

ではないか。 (廣瀬注: 農家ならではの土地の動態的な見方が

あってのことか、水理学的に理に適った明晰な考察である。)

11. 家畜と家禽

・ 山崎家総本家の低い柵のある小屋では豚を飼っていた。

・ 昭和35年 (1960) から、鶏飼いが西明寺で流行る。当時、卵は   

1個15円で売れ、餌代は3、4円だった (給餌期間不明) 。昭和39

年 (1964) まで、西明寺では6軒が養鶏を行った。しかし、東京オ

リンピックの後で廃れた。

・ その後、養豚 (肉豚生産ではなく子豚生産) が行われた。その

後、肉産も。

12. 淡水生物

・ かつてスナッチョ (廣瀬注: 上大羽、栗生地区でいうスナドジョ

ウ。標準和名シマドジョウ) がいた。

・ ババッチョ (廣瀬注: 上大羽、栗生地区でいうババスコ。標準和

名ホトケドジョウ) もいたが、スナッチョ同様にいなくなった。

・ ニガベンタナ (廣瀬注: 標準和名ミヤコタナゴ。国指定天然記念

物、栃木県絶滅危惧I類。丘陵地や扇状地における湧水起源の

小水路に生息) が水路にいた。水路のたまりにいて、流れの強い

瀬にはいなかった。「きれいなんだよなー」「北郷谷にも」「須田ヶ

池にはいた」「いまも道祖土にはいると思う」などの声あり。

・ 法堂寺池、北郷谷池、須田ヶ池にもタナゴ類がいた。

・ 谷津田の湧水水路にはサワガニやイモリが棲む。イモリは、ため

池の浅い箇所や湿地にも。

・ 泥部から流れてくる水はきれいで、「うんと」コウホネが生えてい

た。メダカ、エビ、スナドジョウなどもいた。汚水が流されるように

なって、生き残ったのはほぼドジョウだけに。

・ コウホネが生えたのは泥底の箇所。水路や川が蛇行していたた

めに河床に変化が生じ、そうした箇所ができた。しかし、昭和30

年代からの河川、水路改修により水の流路が直線化されて泥は

流されてしまい、河床材料は水流に負けずに止まることのできる

重みのある礫ばかりに。そのことと農業における除草剤の使用

や産業廃水流入等が相まって、コウホネを筆頭に淡水生物が

姿を消した。

・ 子どもの頃に見た、これらの生物が生き生きと棲む田園をもう一

度見たい。子どもたちが遊び学ぶ場所としても向くであろう。

13. テビグロ

・ 谷津田の、山の陰になり日当りの悪い水路の側から水を一度引

き、田の縁の三辺に小水路を通して、日当りのよい側へ導いて水

温を温めてから田へ水を入れる水路。近年は、そこまで手の込

んだ (?) ものはなくなった。
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が育たずホタルも棲めない。

3. グシモチダワラ

・ 建前に用いる。タワラボッチ (蓋?) づくりが難しい。

・ 稲わらを材料とする。普通のものは右縄 (右によれる) だが、これ

は左縄で作る。手の摺り合わせ方によって、縄の左右は作り分

けられる。楊子にさしてみかんを二つ飾ることもする。

・ 正月の飾り物も稲わらで作る。例年12/30に作業をする。

4. 祭屋台 (宮島町屋台）

・ 屋台は文化12年 (1815) の作。化政期 (文化文政年間、

1804~1830) の文化的特徴を表し、装飾が控えめであった。 宇

都宮市宮島町で建造され、明治後期に西明寺甲組が購入、昭

和36年 (1961) に茂木町下横町がこれを譲り受けた。

・ 西明寺甲組が屋台を手放した理由は、以下の通りである。まず、

小さな村で屋台の維持のために寄付を集めるのが困難であっ

た。また、傾斜地の畑を利用した葉たばこ生産が奨励され、収穫

と乾燥という一番の農繁期が祭りの時期と重なり、担ぎ手が足

りない。さらに、祭りでは喧嘩が絶えず、「屋台があるから悪い」と

いう声が上がった。そのために屋台を売って石蔵造りの公民館

を建て、「末代まで使おう」という合意がされた。

・ 「屋台が出ると雨が降る」と言われた (近隣では雨乞いのために

祭りを行う地区、地域がある) 。祭りはもともと7/21~25の5日間

1. 西明寺と水

・ 作物の植え付け時に水が足りない。田植えの時には水が足りず、

稲刈りの時に雨が降って「ぐじゃっぺ / ぐじゃっこ」になる。     

・ 雷雨や台風に伴う豪雨に際しては狭い沢筋を一気に水が流れ

下り、溢流する。

・ それゆえ、力のある家の古く大きな屋敷は周囲より高く、背後に

岩盤があり (土砂災害に遭いにくい) 、日当りのよい、かつ北風が

当たらない土地に建つ。

・ 新しい家はそれより低いところに建つ。また、背後に畑のある家

が土砂災害に遭ったことも。　(廣瀬注: 地滑り地形ということ。

地形勾配がなだらかになり、山塊に含まれるミネラルが供給さ

れて地力に富むことで、地滑り地形はよく棚田などに利用され

る。ただし、地震や豪雨に際して危険な面を持つ。)

 

2. ホタル

・ 大きいものと小さいものがいる。ゲンジボタルとヘイケボタルでは

ないか。このあたりでは「オオムギボタル (早く出る) 」「コムギボタ

ル (遅く出る) 」と呼ぶ。

・ ただし、ホタルが見られる箇所は年々減り、現在は地区内に3ヶ

所のみ。

・ 土側溝が今も使われ、ホタルの幼虫が餌とするカワニナの生息

に適した物理的環境条件は、地区内の各地に残る。しかし、水

路に汚水 (産業廃水?) が流される地点から下流では、カワニナ

行われ、現在は7/23~25の3日間に短くされているが、梅雨末期

の天候の不安定な時期と重なっていることからそう言われるよ

うになったのではないか。雨の時は、舗装されていない砂利道を

曳いて行くのは大変なので、城内の町内で屋台を組み立てた。

5. 葉たばこの生産

・ 「葉たばこ日本一の山本さん」が、かつてこの地区に。「単収」 (単

位面積当たり収量) の高さからそう呼ばれた。

・ 火山灰土は、水はけがよく痩せていて、葉たばこ栽培に向いた。

・ 地形的に傾斜地が多く大規模に作付けができない条件を有し

たが、「山本さん」は山 (「松山」とのこと。凸状で水がたまらず土

も痩せていたためか?) を開墾し、周囲の農家を雇った。昭和27

年頃から昭和29年頃にかけて、葉たばこ生産のために開墾。

6. さつまいも「太白」

・ 太白は今も地区で2軒の農家が生産する。しかし、当地は赤土 (

火山灰土) の下に粘土層があって硬く、掘るときに、おっかけて(

割れて) 2つになるなどして収穫量が少ない。

・ 太白は情報網の発達によってその名が知られ、人気が高まり、あ

る意味ではそのことと関係して「幻」になっていった面もある。

・ 「イシサツマ」は栽培されていない。その名は芋の硬さからきてい

る?

・ さつまいもは全般に、陰干しをすると糖度が高まり甘くなる。「ハ

エがいなくなる11月ごろから、太白を茹でてザルにあげて干す、う

まい！」

7. 泥部のトチノキ列植

・ 林道の沿道植栽として植えられたもので、栃餅や栃蜜などの生

産とは一切関係が無い。林道整備に当たり植栽を行うと補助金

が増額された。

8. 農地周囲の土塁

・ 当の農地に接する道は切り通しによる。土塁は盛られたのでは

なく主に切り残されたもの。

9. 作業季語

・ ショウジョウバカマは高舘山北斜面下部に生育する。 (廣瀬が

「飛騨ではこの花が田へ水を入れる目安になる」と話したところ、

そうした) 「作業季語」の対象にはなっていない。

10. 山崎家総本家のネコダマ

・ (同家敷地入り口の坂道に、上から流れ下る雨水を左右に振り

分けて勢いをやわらげ、路面が掘られないようにネコダマを列

状に植えたものと考えられる箇所があった。これは水の制御を

意図しての工夫かとの廣瀬質問に対して、山崎光男氏より) 

   道の両脇の法面に植えられたネコダマが道まで下りた。そこへ

雨が流れ下り、蛇行路の間にネコダマが残り、あるいはそれらが

蛇行を制限もし、最も安定したかたちとして現況が発生したの

ではないか。 (廣瀬注: 農家ならではの土地の動態的な見方が

あってのことか、水理学的に理に適った明晰な考察である。)

11. 家畜と家禽

・ 山崎家総本家の低い柵のある小屋では豚を飼っていた。

・ 昭和35年 (1960) から、鶏飼いが西明寺で流行る。当時、卵は   

1個15円で売れ、餌代は3、4円だった (給餌期間不明) 。昭和39

年 (1964) まで、西明寺では6軒が養鶏を行った。しかし、東京オ

リンピックの後で廃れた。

・ その後、養豚 (肉豚生産ではなく子豚生産) が行われた。その

後、肉産も。

12. 淡水生物

・ かつてスナッチョ (廣瀬注: 上大羽、栗生地区でいうスナドジョ

ウ。標準和名シマドジョウ) がいた。

・ ババッチョ (廣瀬注: 上大羽、栗生地区でいうババスコ。標準和

名ホトケドジョウ) もいたが、スナッチョ同様にいなくなった。

・ ニガベンタナ (廣瀬注: 標準和名ミヤコタナゴ。国指定天然記念

物、栃木県絶滅危惧I類。丘陵地や扇状地における湧水起源の

小水路に生息) が水路にいた。水路のたまりにいて、流れの強い

瀬にはいなかった。「きれいなんだよなー」「北郷谷にも」「須田ヶ

池にはいた」「いまも道祖土にはいると思う」などの声あり。

・ 法堂寺池、北郷谷池、須田ヶ池にもタナゴ類がいた。

・ 谷津田の湧水水路にはサワガニやイモリが棲む。イモリは、ため

池の浅い箇所や湿地にも。

・ 泥部から流れてくる水はきれいで、「うんと」コウホネが生えてい

た。メダカ、エビ、スナドジョウなどもいた。汚水が流されるように

なって、生き残ったのはほぼドジョウだけに。

・ コウホネが生えたのは泥底の箇所。水路や川が蛇行していたた

めに河床に変化が生じ、そうした箇所ができた。しかし、昭和30

年代からの河川、水路改修により水の流路が直線化されて泥は

流されてしまい、河床材料は水流に負けずに止まることのできる

重みのある礫ばかりに。そのことと農業における除草剤の使用

や産業廃水流入等が相まって、コウホネを筆頭に淡水生物が

姿を消した。

・ 子どもの頃に見た、これらの生物が生き生きと棲む田園をもう一

度見たい。子どもたちが遊び学ぶ場所としても向くであろう。

13. テビグロ

・ 谷津田の、山の陰になり日当りの悪い水路の側から水を一度引

き、田の縁の三辺に小水路を通して、日当りのよい側へ導いて水

温を温めてから田へ水を入れる水路。近年は、そこまで手の込

んだ (?) ものはなくなった。
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記録: 廣瀬俊介 (文責)、土祭事務局



大山さん (右) 

　益子町内の道祖土 (さやど) 地区から縁あって西明寺に移り住

んだのが22、3歳の頃。今年83歳になる大山国男 (おおやまくにお) 

さんは、5、6年前まで現役で農業を続けてきた。

1. 土地とタバコ、果樹、野菜栽培のこと

　この地区は、火山灰とも言えるのか、軽くて痩せた土地で、水田

がもともと少なく、戦後の食糧難の時期は、ずいぶんとサツマイモ

を植えていた。それからタバコ栽培。大羽地区もそうだけど、このあ

たりの土はタバコ栽培にあっていた。となりの茂木町は、ダルマ葉

の栽培がさかんで、これは、自然乾燥させるもので、手間がかかる。

益子は、黄色種で、アメリカ産だから米葉 (べいは) とも言い、火を

燃して乾燥させるもの。15年くらい前までさかんだったが、外国産

のタバコにおされたり肺がんの問題とかで売れなくなった。いまは、

益子町内では、山本、大羽、北益子でひとりかふたり、やっているよ

うだ。米を作るより、タバコは良かった。二町歩で一千万くらいの収

入があったから。タバコをやっていた人は、ほとんどが先祖代々農

家の家が多い。それほど収入がなくても、ぜいたくはしないから、そ

こそこの収入があればそれでよかった。

　今は、タバコをやめて畑もあいて、草ぼうぼう。このあたりは地力

もないし、何を作っても良いものができないと思う。野菜では大根く

らいだし、もとがかかるからみんなやらない、それなら勤めに出たほ

うが良い、となってしまう。西明寺は、傾斜地が多くて、もともと耕地

が少ないこともあって、あまり目立たないが何も作っていない畑が

多い。斜面が多くて、だんだんになっているところが多いから、草を

刈る面積も広い。

　20年くらい前、果樹をやろうと、リンゴや洋梨、柿を植えた人もい

たが、なかなかうまくいかなくて、山に戻してヒノキを植えた人もい

る。みかんをやってみた人も、薄皮みかんがうまくできなかったよう

だ。静岡まで石垣いちごの視察に行った人もいたようだが…。一時

期は業者が入ってゴボウ栽培もやった畑もあるが、地力がないか

ら短いものしかできず、駄目になった。ここらの農家は、与えられた

ものは作ってみるものの、あまり研究心が旺盛ではなかったのかも

しれない。

　自家用の分くらいなら、なんでも作る。きゅうり、なす、菜っ葉、大

根…。米作りはやらないで自家用の野菜だけ作る人もいる。

　土も、種芋を埋めるために掘っていくと、どこが噴火したものか

わからないが、鹿沼土が出る。2mも掘ると出てくる。層は、もっと浅

いところで出る場所もあるし、出ない所もある。昔は、田畑の境界に、

痩せた土地でも光が強くても育つ、ウツギが境界木として植えて

あった。丈夫で根も枯れない。でも、田畑の持ち主がお互い面倒く

さくなってきて、邪魔だと取ってしまう所が増えて、ずいぶんと減っ

た。

　

2. サツマイモ栽培のこと　

　戦争で食糧難になる前は、太白 (たいはく) 、イシサツマという品

種が作られていた。どちらも中身は白っぽく、量はあまり採れない。

イシサツマは外側がもろく、太白はとにかくうまかった。食糧難にな

ると味より量が大事になって、どんどん改良されて大きくなる品種

が多く作られた。今のものとまた味が違う、沖縄産の品種のもので、

少し水っぽいものが作られていた。いまは、ベニアズマが多く作ら

れている。

　

3. 水と川のこと

　このあたりは、地下水が高めで浅いのか、耕耘機で掘ると、いつ

のまにか水が染みて溜まっている。上の土が乾いても、50-100cm

のところには水がある。水路にガマがはびこったら、本当にたいへ

ん。蓮根みたいに根が深く、草刈りで刈ると根がよけいに強くなる。

出始めはかっこいいが、秋になって茂ると本当にたいへん。種がつ

く秋になるまでにきれいに刈り取れたら良いが、なかなかできない。

益子小学校の下にたくさんあった。それが西明寺にも飛んできや

02 西明寺|聞き取り 大山国男さん  「痩せた土地での農業と暮らし」
西明寺 大山さん宅にて  2014/10/20
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がって。 (笑)

　川にはクレソンが自生しているところもあって、大水が出ると流れ

ていたが、周辺に施設などができて、その排水もあるから食用とし

ては、いまはどうか、厳しいと思う。魚も昔はずいぶんいた。ミヤタナ

ゴは弱くてすぐに死んじゃう。焼いて食っても苦いから、このあたり

じゃ「ニガン坊」「ニガベンタ」と呼んでいた。ナマズ、ウナギ、ギン

ギョ、クチボソ、マルタ、ウグイ…もずいぶんいた。ウグイは薫製にし

て食べた。ウナギは、山椒の皮と灰を混ぜたものを上流から流すと、

酸欠になって水田にあがってくる、それを捕って食べていた。緑青

の毒を流す人もいて、あぶなかったな (笑) 。そのころは、ウナギは

海に行ってから、こんなところまで帰ってくるなんて、思いもよらな

かったね。穴を掘って、ずっと川底に棲んでいると思っていた。沢ガ

ニもずいぶん捕った。遠くから自転車で捕りに来る人もいた。

　

4. イノシシ様

　イノシシ様が出るようになったから、農家はたいへんだ。20年く

らい前からポツポツ出てきて、10年前くらいから被害が出るように

なった。じゃがいもや百合も掘られて、山百合は全部食べられてな

くなった。電柵を張っていても、やっこさんは頭がいいから、どこか

らか入っているし、飛び越えて入ってくる。昔は、田んぼの中を歩い

ていても、イノシシ様に悪い感情は持たなかった。あんなにイタズ

ラをするとは思わなかった。友だち呼んで集めて、大勢で田畑を荒

らすからタチが悪い。マムシは、イノシシが食べるから、マムシが

減ったのはいいことだけど。

5. 暮らしと神様

　昔は、4キロくらいはみんな平気で歩いて買い物や用足しに行っ
ていた。道が舗装されてからは自転車で。西明寺で、昔は祇園祭の

屋台を持っていた。道が悪くて曳いて行けないから、城内坂の交

差点までバラバラで持って行き、そこで組み立てた。当時、自分は

まだまだひよっこで、祭りの曳き手で参加はしていないが、よく見て

いた。祭りの時期がタバコの忙しい時期と重なるから、次第に曳き

手がいなくなり、40年ほど前に、当時のお金で50万で茂木町に

売って、そのお金で大谷石の公民館を新しく建てた。部落の神様

は、昔の公民館のところに地蔵様があり、一の沢には、鳴神様があ

り、青年の家の下には、大杉様がある。鳴神神社は、2月と8月に、一

の沢と西明寺で別々に集まりお祭りをする。昔は露店も出ていて、

相撲もやっていた。大杉様は、山の神の祠があり、土地の一部を部

落で管理していて、4月5月にお祭りをしている。



記録: 簑田理香 (文責)、廣瀬俊介、土祭事務局
協力: 山崎喜生

　益子町内の道祖土 (さやど) 地区から縁あって西明寺に移り住

んだのが22、3歳の頃。今年83歳になる大山国男 (おおやまくにお) 

さんは、5、6年前まで現役で農業を続けてきた。

1. 土地とタバコ、果樹、野菜栽培のこと

　この地区は、火山灰とも言えるのか、軽くて痩せた土地で、水田

がもともと少なく、戦後の食糧難の時期は、ずいぶんとサツマイモ

を植えていた。それからタバコ栽培。大羽地区もそうだけど、このあ

たりの土はタバコ栽培にあっていた。となりの茂木町は、ダルマ葉

の栽培がさかんで、これは、自然乾燥させるもので、手間がかかる。

益子は、黄色種で、アメリカ産だから米葉 (べいは) とも言い、火を

燃して乾燥させるもの。15年くらい前までさかんだったが、外国産

のタバコにおされたり肺がんの問題とかで売れなくなった。いまは、

益子町内では、山本、大羽、北益子でひとりかふたり、やっているよ

うだ。米を作るより、タバコは良かった。二町歩で一千万くらいの収

入があったから。タバコをやっていた人は、ほとんどが先祖代々農

家の家が多い。それほど収入がなくても、ぜいたくはしないから、そ

こそこの収入があればそれでよかった。

　今は、タバコをやめて畑もあいて、草ぼうぼう。このあたりは地力

もないし、何を作っても良いものができないと思う。野菜では大根く

らいだし、もとがかかるからみんなやらない、それなら勤めに出たほ

うが良い、となってしまう。西明寺は、傾斜地が多くて、もともと耕地

が少ないこともあって、あまり目立たないが何も作っていない畑が

多い。斜面が多くて、だんだんになっているところが多いから、草を

刈る面積も広い。

　20年くらい前、果樹をやろうと、リンゴや洋梨、柿を植えた人もい

たが、なかなかうまくいかなくて、山に戻してヒノキを植えた人もい

る。みかんをやってみた人も、薄皮みかんがうまくできなかったよう

だ。静岡まで石垣いちごの視察に行った人もいたようだが…。一時

期は業者が入ってゴボウ栽培もやった畑もあるが、地力がないか

ら短いものしかできず、駄目になった。ここらの農家は、与えられた

ものは作ってみるものの、あまり研究心が旺盛ではなかったのかも

しれない。

　自家用の分くらいなら、なんでも作る。きゅうり、なす、菜っ葉、大

根…。米作りはやらないで自家用の野菜だけ作る人もいる。

　土も、種芋を埋めるために掘っていくと、どこが噴火したものか

わからないが、鹿沼土が出る。2mも掘ると出てくる。層は、もっと浅

いところで出る場所もあるし、出ない所もある。昔は、田畑の境界に、

痩せた土地でも光が強くても育つ、ウツギが境界木として植えて

あった。丈夫で根も枯れない。でも、田畑の持ち主がお互い面倒く

さくなってきて、邪魔だと取ってしまう所が増えて、ずいぶんと減っ

た。

　

2. サツマイモ栽培のこと　

　戦争で食糧難になる前は、太白 (たいはく) 、イシサツマという品

種が作られていた。どちらも中身は白っぽく、量はあまり採れない。

イシサツマは外側がもろく、太白はとにかくうまかった。食糧難にな

ると味より量が大事になって、どんどん改良されて大きくなる品種

が多く作られた。今のものとまた味が違う、沖縄産の品種のもので、

少し水っぽいものが作られていた。いまは、ベニアズマが多く作ら

れている。

　

3. 水と川のこと

　このあたりは、地下水が高めで浅いのか、耕耘機で掘ると、いつ

のまにか水が染みて溜まっている。上の土が乾いても、50-100cm

のところには水がある。水路にガマがはびこったら、本当にたいへ

ん。蓮根みたいに根が深く、草刈りで刈ると根がよけいに強くなる。

出始めはかっこいいが、秋になって茂ると本当にたいへん。種がつ

く秋になるまでにきれいに刈り取れたら良いが、なかなかできない。

益子小学校の下にたくさんあった。それが西明寺にも飛んできや
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がって。 (笑)

　川にはクレソンが自生しているところもあって、大水が出ると流れ

ていたが、周辺に施設などができて、その排水もあるから食用とし

ては、いまはどうか、厳しいと思う。魚も昔はずいぶんいた。ミヤタナ

ゴは弱くてすぐに死んじゃう。焼いて食っても苦いから、このあたり

じゃ「ニガン坊」「ニガベンタ」と呼んでいた。ナマズ、ウナギ、ギン

ギョ、クチボソ、マルタ、ウグイ…もずいぶんいた。ウグイは薫製にし

て食べた。ウナギは、山椒の皮と灰を混ぜたものを上流から流すと、

酸欠になって水田にあがってくる、それを捕って食べていた。緑青

の毒を流す人もいて、あぶなかったな (笑) 。そのころは、ウナギは

海に行ってから、こんなところまで帰ってくるなんて、思いもよらな

かったね。穴を掘って、ずっと川底に棲んでいると思っていた。沢ガ

ニもずいぶん捕った。遠くから自転車で捕りに来る人もいた。

　

4. イノシシ様

　イノシシ様が出るようになったから、農家はたいへんだ。20年く

らい前からポツポツ出てきて、10年前くらいから被害が出るように

なった。じゃがいもや百合も掘られて、山百合は全部食べられてな

くなった。電柵を張っていても、やっこさんは頭がいいから、どこか

らか入っているし、飛び越えて入ってくる。昔は、田んぼの中を歩い

ていても、イノシシ様に悪い感情は持たなかった。あんなにイタズ

ラをするとは思わなかった。友だち呼んで集めて、大勢で田畑を荒

らすからタチが悪い。マムシは、イノシシが食べるから、マムシが

減ったのはいいことだけど。

5. 暮らしと神様

　昔は、4キロくらいはみんな平気で歩いて買い物や用足しに行っ
ていた。道が舗装されてからは自転車で。西明寺で、昔は祇園祭の

屋台を持っていた。道が悪くて曳いて行けないから、城内坂の交

差点までバラバラで持って行き、そこで組み立てた。当時、自分は

まだまだひよっこで、祭りの曳き手で参加はしていないが、よく見て

いた。祭りの時期がタバコの忙しい時期と重なるから、次第に曳き

手がいなくなり、40年ほど前に、当時のお金で50万で茂木町に

売って、そのお金で大谷石の公民館を新しく建てた。部落の神様

は、昔の公民館のところに地蔵様があり、一の沢には、鳴神様があ

り、青年の家の下には、大杉様がある。鳴神神社は、2月と8月に、一

の沢と西明寺で別々に集まりお祭りをする。昔は露店も出ていて、

相撲もやっていた。大杉様は、山の神の祠があり、土地の一部を部

落で管理していて、4月5月にお祭りをしている。



02 西明寺｜資料 1  グシモチダワラ

グシモチダワラの制作を山崎家にて、 2006年11月

提供： 山崎光男氏 (西明寺)
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02 西明寺｜資料 2  西明寺自治会が所有していた宮島町彫刻屋台

西明寺自治会で所有していた頃の宮島町彫刻屋台

　1815年に宇都宮市宮島町で建造されたとみられ、明治後期に西

明寺甲組が購入したと言われている。1961年より茂木町下横町が

所有し、現存する宇都宮系屋台としては、もっとも古い屋台である。
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提供： 田中稔氏 (西明寺)

記録： 萩原
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02 西明寺｜資料 3  1950 年代の記念写真

火の見建設ポンプ入魂 (?) 式記念写真、 1955年3月4日　　

西明寺楼門上棟記念写真、 1953年8月20日　　

提供： 田中稔氏 (西明寺)


