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計画概要

　「益子の風土・風景を読み解くプロジェクト」は土祭2015事業計画の一環であり、風景を主

題として、地理、生態、人類、民俗、宗教、社会、経済など諸学術研究領域において得られて

きた知見を総合しながら益子町の風土の成り立ちを読み解く、研究作業を中心におくものです。

　その成果は、町民へあらためて土祭と益子町の風土への関心を引く材とするとともに、一層

風土性に立脚して土祭2015の企画を行う上での基礎とします。

報告書作成の目標

　町民、町職員、研究者による風土の共同研究を主な内容とする本プロジェクトは、土祭の実

施ならびに益子町の地域経営を当地の風土性に根ざして行う上でのいしずえとすべく計画さ

れました。こうした本プロジェクトの企図に則して、益子町における風土研究の継続と進展に

役立つものとすることを目標に、この報告書を作成します。

はじめに
計画概要と報告書作成目標
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図1 模式図「風土理解度と企画の風土的実現水準の関係」

風土理解度が低い場合には土祭の風土的実現水準も低くなろうことを模式化してあらわした。

廣瀬ほか「地理学を生かした地域文化振興 − 栃木県益子町“土祭”における

住民との共同研究を例として」日本地理学会、2015年、スライド第49葉



用語の定義 − 風土と風景

　土祭における「風土」は、和辻哲郎の風土論 ＊1 等を参考としつつ、神道の研究者であり実

践者である薗田稔が記述した次の文章を引用し、定義する。「風土は（中略）自然条件に対

して人間が生業を通して働きかけた結果である。人間が何世代もかけて風土を仕立て、その

風土がまた人間を育て上げる ＊2 」。そして、風景は風土の姿と考える。

　

構成 

　作業計画書に挙げた本プロジェクトの作業項目を確認します。下記AからCまでが風土研究

に当たり、DとEはそれにもとづく土祭企画上の調整や町政に対する提案を指します。

　　A: 地域環境条件調査

　　 B: 風土の成り立ちを読み解く

　　C: 風土を構造的に記述する

　　D: 計画調整

 　　E: 町将来構想等への提言

　この報告書においては、風土研究にかかわる内容を扱います。まず「益子の風土と風景がど

こまで読み解けたか」、すなわちAとBをどこまでどのように行い、Cがどこまで行えたかを明ら

かにします。次に、「益子の風土と風景のどこからが読み解けていないか」を整理し、風土研

究の継続と進展のために「今後、どのような調査が求められるか」についてまとめます。Dは、

土祭実行委員会が作成する報告書の中で、必要に応じてふれられることになります。Eは、資

料として巻末に掲載します。

　なお、本プロジェクトの進行に関した妥当性の検討を基本目的に、2015年日本地理学会秋

季学術大会（於愛媛大学）にて「地理学を生かした地域文化振興−栃木県益子町“土祭”に

おける住民との共同研究を例として」と題した口頭発表を、土祭事務局と連名で行っておりま

した。その検討成果を、報告書の作成にあたり生かしています。

　また、同じ目的から第三者評価を行ってもいます。その結果も、この報告書に収録しました。

はじめに
用語の定義と報告書の構成
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＊1 和辻哲郎『風土－人間学的考察』岩波書店、1935年

＊2 薗田稔編『神道』弘文堂、1988年、6頁
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研究工程 

　2014年6月より8月末まで『土祭読本』（同年9/1発行）

への寄稿を目標として、益子町全域を対象に（巨視的に）

予備調査を実施した。その後、9月より2015年7月末まで後

述する地区ごとの「風土と風景を読み解くつどい」開催と

『土祭2015公式ガイドブック』への寄稿を目標として、地

区ごとに（微視的に）詳細な調査を行っている。地区は、

右の図2の通り過去の小学校区を基本として土祭事務局が

区分した。

　8月からは、土祭会期中の本プロジェクト関連企画に関

した作業と並行して、考察等を進めてきた。

第 1章  研究方法
研究工程
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図2 廣瀬ほか「地理学を生かした地域文化振興 − 栃木県益子町“土祭”における住民との共同研究を例として」日本地理学会、2015年、スライド第21葉

図3 前掲資料、スライド第23葉



調査方法 

　益子町と周辺地域の自然、歴史、民俗、生業、文化など

について、踏査（風景観察）と聞き取り調査、および既往

研究の調査（ここでは文献調査としてまとめる）を行った。

　なお、事務局より上記の分野ごとに精力的な調査研究や

保全活動等を重ねられてきた方々が同町にお住まいであ

ることを事前に伝えられ、聞き取り調査から得られた情報

について踏査と文献調査で確認することを、当初から重視

して作業に臨んだ。その上で、調査成果を住民と検討しつ

つ一層の情報収集やさらなる検討課題の抽出と行う「風土

と風景を読み解く」つどいを各地区公民館で実施した。

第 1章  研究方法
調査方法
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図4 前掲資料、スライド第20葉

図5 前掲資料、スライド第22葉



特記事項: 風土・風景を読み解くつどい 

　町内13地区ごとに1度ずつ、各回とも18:30より20:30まで

「風土・風景を読み解くつどい」を催した。

　会の構成は、地区ごとの調査報告内容をまとめた100枚

ほどのスライドを上映し、途中では聞き取り時の依頼や事

前の呼びかけに応えて住民が持参した古文書、古写真な

どを見ながら、一つひとつの話題について自由に情報と意

見のやりとりができるものとした。この構成の意図の通り、

特に住民の生活知について有効な情報が多数得られた。

　つどい全13回における住民の参加数は428名で、その後

行ったつどい中間報告会には94名の住民が参加した。

　こうした「つどい」を企画運営した目的には、町民との

風土の共同研究の手段とすることで研究そのものの精度を

高める他に、可能な限り多くの町民の風土への関心を引き、

もって土祭の開催目的から目標までが伝わりやすくなるよ

うに図り、もって町のよりよい将来が益子に本来備わる可

能性を生かしてめざされる、助けとすることがあった。

　つどいは、このように研究者による報告会、説明会では

なく町民、町職員、研究者による風土の共同研究の機会と

して行い、そこで得た情報にもとづく追加調査を実施もし

た。しかし、研究期間の短さなどから十分には行えておら

ず、今後の研究課題を整理して後述することとしたい。

第 1章  研究方法
特記事項: 風土・風景を読み解くつどい
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図6 前掲資料、スライド第43葉



考察方法 

　本プロジェクトにおいては、風土の定義を「風土は（中

略）自然条件に対して人間が生業を通して働きかけた結

果である。人間が何世代もかけて風土を仕立て、その風土

がまた人間を育て上げる」としている（薗田、1992）。この

ため、自然史を確かめ、その上に人間史を重ねるとともに、

両者の関係すなわち自然と人間の関係史を見ていくことが、

風土の考察にとって肝要となる。

　また、諸学術領域における知見の適用を、地質と地形、

気候と水文、生物、人間の土地利用…と研究対象とするも

のごとの起源の古い順で、便宜的に行っている。

　風土の考察の方針は、町民、町職員との共同研究の中

心的機会とした「風土・風景を読み解くつどい」での報告

に用いた資料の編集方針にままあてはまる。

　　1. 自然と人間の関係史を語ることを基本とする

　　2. 地域資源の個別的理解でなく総合的理解をめざす

　　3. 写真やスケッチ、図表を用いての図解を多用する

　　4. 住民の知見、経験則等の科学的検討を重視する

　　5. 比較文化学的方法を応用する

　　6. 学際的研究の可能性、有効性を積極的に示す

　方針1（図6）については左記の通りである。次頁より、

方針2以下について説明する。

第 1章  研究方法
考察方法と方針1
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図7 前掲資料、スライド第36葉。1で地形、2でその発達に関係した地質、3で地形と地質に影響されるらしい少雨気候、4で少雨気候に対応したため池利用を説明



　この方針は、日本の一般的な「地域資源調査」が陥って
いる問題の回避を念頭に置いて定めてもいる。方針1「自

然と人間の関係史を語ることを基本とする」と重なる面が

あるが、方針1が時間的視点を主としているのに対して、方

針2はものごとの因果関係に焦点を当てて、風土の構造的

考察を補強しようとしている。

　上掲したスライドの中では、まず1で再び表層地質図を

取り上げ、中生代の放散虫の遺骸が海底に堆積してでき

たチャート層の存在を確認している。2では、チャート層に

含まれる二酸化ケイ素がイネ科植物の植物体形成にとって

重要な位置を占めることを説明した。二酸化ケイ素の十分

な摂取によって植物体を強固に形成できた稲は、台風に

よる倒伏やいもち病の被害を免れやすくなる。

　3では、籾殻からつくることのできる灰に二酸化ケイ素が

残り、農業から見てそれを施肥することで頑健な稲を循環

的に育てられること、および窯業から見て籾殻灰が糠白釉

の材料となることをまとめた。4では、米と籾殻の他に残る

稲藁や麦を得た後の麦藁の陶器梱包などにおける用途と、

これらが傷んだ際は土に還すことができ、廃棄物が残らな

いことの価値を指摘した。

　このような地域のものごとの因果関係の確認を、方針2

では行っている。

第 1章  研究方法
方針2
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図8 前掲資料、スライド第37葉



　方針3は、視覚的思考を考察方法に取入れることを主に、

重視した。副次的には、町民、町職員への情報伝達を可能

な限り明快に行い、情報共有を円滑に、確かにすることに

有効である。

　スライド中の1は、空中写真にスケッチを組み合わせたも

ので、第一には複数の角度から土地を見る、研究対象の立

体視が行える。また、スケッチは風景の観察者が対象を凝

視する手段として向き、土地の情報を体内に刻み込み包摂

するかのような「肉体化」ができ、そのことでスケッチを見

る側に観察者の風景体験を実感するのに近しい情報伝達

上の効果を生じさせ得ると、報告者は考える。

　2は元禄期（1688-1704）の古図と現代の地形図を並べ

置いたもので、江戸時代から現代に残る道の分布をあらわ

している。

　3と4は写真と表を組み合わせての情報伝達を報告した

もので、主題は明治26-35年（1893-1902）における軍馬

の徴発である。4の表は『益子町史』記載の表をもとに、書

体選定や行間設定、罫線の扱い等を工夫してより読みよく

しようと作成し直した。そして、表と数値を示すだけでなく、

実際に軍馬徴発に関係して建立された石碑の写真を組み

合わせた方が情報の受け手に実感がわきやすいことに留

意している。

第 1章  研究方法
方針3
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図9 前掲資料、スライド第38葉



　方針4は、先人や現在の住民が伝統的あるいは日常的に

つちかってきた生活知の妥当性を確認、証明するために

設定した。この視点さえ持てば、聞き取りの結果に関連す

る既往の研究成果を探すことなどから、一度簡易に科学的

検討が行える。本プロジェクトではそこまでしか行えてい

ないが、現地での研究が求められる課題の存在を知らしめ

ることで、大学やその他の研究機関、または市民研究者ら

にそれらを託すことができると考えている。

　スライド中の1では、「冬の田に水をためて（あるいは水

がしみたのだろうか）凍らせ、子供がスケートをして遊べる

ようにした」との聞き取りから得られた情報を紹介している。

　2では、冬季湛による農業経営上の効果、または問題点

の存在を確認しようとした千葉県による試験の結果を引用

した。水質管理から収量の確保までに冬季湛水田が果た

す効果が、ここでは実証されている。

　3では、冬季には限らないが通常の水田と湛水休耕田に

おける生物多様性の違いを調査比較した研究成果を例示

した。これは、冬季湛水伝田の生態学的効果と関連づけて、

休耕田の生物生息地的利用を考える町民が各地区にいた

ことへの情報提供を兼ねて行った。

　4では、科学的検討とは別に、生物多様性の保全と交流

人口確保の相関を、報告者の経験をもとに示している。

第 1章  研究方法
方針4
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図10 前掲資料、スライド第39葉



　方針5は、見慣れた日常風景を見つめ直すのに向くため

の地区、地域間比較を指す。さらに、比較に際しては土地

利用の形態や風俗習慣、信仰等に関した相似や相違の他

に、一般に文化的価値があるとされているものとないとさ

れているものの再評価を住民に提起する視点を加えるなど

している。

　スライド中の1では、益子町内に広く残る（写真は道祖土

地区で撮影）薪炭林ないしはその名残りをととめる落葉広

葉樹主体の樹林が、報告者の生家がある千葉県市川市で

は著しく失われていることを伝えた。

　2では、西明寺地区にある山麓の岩塊に掘ってもうけた

しぼり水を受ける溝と同じ水路が、詩仙堂庭園（京都府京

都市）にも見られることを示している。同庭園では、農家が

農地の獣害を防ぐために工夫してきた「鹿威し（ししおど

し）」の一つ「添水（そうず）」を装置として初めて採用し

ており、農業技術が作庭に影響を与えていること、すなわ

ち一般に文化と目されるものの根底に生活技術・文化があ

ることの認識を住民にうながした。

　また、3と4では、上大羽地区ではつくられなくなった竹

と稲藁による祠が田野地区ではつくられていることを報告

した。ここでは、地区間で情報を共有の上で、求めれば文

化の復元が可能であることを示そうともした。

第 1章  研究方法
方針5
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図11 前掲資料、スライド第40葉



　方針6は、地理、生態、人類、民俗、宗教、社会、経済な

ど諸学術研究領域において得られてきた知見を組み合わ

せて学際的に風土性を研究することの可能性追求を明記

したものである。こうした総合的なものごとの見方の有効

性や、ある何かと何かの結びつきを想像しながら仮説を立

てて検証する知的いとなみの楽しさを住民に示し、土祭

2015が終了した後も人々が集いながら益子の風土研究が

活発に継続されてゆくようになればと考えたこともある。

　スライド中の1は星の宮地区の星の宮神社を写した写真

である。「星」は星辰信仰にもとづくものであることから、2

では星辰信仰の起源を宗教学上の知見に照らして確認し、

その根拠について北極星を中心とした天体の運行にかか

わる天文学的見解や、星の物性に関した隕石学的見解を

合わせて考察した。

　3と4は、当の信仰の現在の星の宮地区や周辺への伝播

について知ろうと、地形学と歴史学の知見を重ねて文禄3

年（1594）に始まる利根川東遷以前の古環境復元を意図

しながら調べてみた、一連のスライドのうちの2葉である。

第 1章  研究方法
方針6
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図12 前掲資料、スライド第41葉



風土の構造的記述1 

　本稿「益子の風景を通して風土を読む－緑の輪郭を持

つ島」は、自然と人間の関係史を通史的に、かつ平明に説

き明かすことを主題として作成した。町の各所の風景から

いかに当地の大地の生い立ちやそれと気候の関係が見て

とれるか、ならびにそれらと人間や他の生物の暮らしぶり

の関係がわかるかについて、国土調査による「1/50000 土

地分類基本調査（表層地質図）」と風景の写真、およびス

ケッチを組み合わせて視覚伝達に留意しながら記事を構

成している。

　概要を以下に記す。益子が位置する八溝山地の鶏足山

塊は、主に中・古生代の海底で形成された地層からなり、

これらは東北日本がのる北米プレートの下へフィリピン海

プレートが沈み込むのにつれて持ち上げられた。このよう

に南東部に山々がそびえるにいたり、その最高峰の雨巻

山の名がそうあるように南から北上してきた雨雲を留め置

き、ことに梅雨の少雨の原因となっていると考えられてい

る。加えて、山々の標高は雨巻山が533.3mとそう高くはな

く、これらに源を持つ大羽川や百目鬼川は町の西部を南流

する小貝川へ合するため短く、人々は空からの天水と山や

丘からのしぼり水や地下水を頼りに暮らしをいとなんでき

た。そして、農業とともに江戸時代末期から始められた窯

業を主幹産業としてきたことで、近世的な土地利用形態と

生業・生活の習慣が完全には失われずにきている。

第 2章  益子の風土と風景がどこまで読み解けたか
風土の構造的記述1－『土祭読本』寄稿

13

図13 「益子の風景を通して風土を読む－緑の輪郭を持つ島」『土祭読本』3-16頁　＊ http://mixpaper.jp/scr/viewer.php?id=55913c216ebb3 で公開



風土の構造的記述2 

　町内13地区ごとに1度ずつ実施した「風土・風景を読み

解くつどい」での報告・討議用に、スライドショーを作成し

た。踏査と聞き取り、文献から得た情報を、基本的には自

然史から人間史への流れをもって編集、構成している。

　とりわけ聞き取り記録は、身近に地区の自然や歴史にく

わしい人物がいることの周知を目的に聞き取り風景の写真

を必ず紹介し、また当人の生活史をきっかけに地区の風

土を参加者が手近なところへたぐり寄せられるように意図

をして、自然史から人間史への流れの中に重要な意味合

いを持たせて配した。

　「土祭2015基礎資料」13編は、これらのスライド群に報

告者作成のつどい談話録、土祭事務局各員がまとめた聞

き取り記録を合わせて、同事務局が完成させている。

第 2章  益子の風土と風景がどこまで読み解けたか
風土の構造的記述2－『土祭2015基礎資料』掲載スライド
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図14 各地区における風土・風景を読み解くつどいで用いたスライドショーの表紙一覧　＊土祭事務局は基礎資料13編を http://hijisai.jp/fudo-fukei/ で公開



風土の構造的記述3

　『土祭読本』寄稿、「土祭2015基礎資料」13編からさら

に考察を進めた内容を、『土祭2015公式ガイドブック』寄

稿としてまとめた。

　「やわらかい風景」は、益子風景のやわらかさ、穏やか

さについて地質と地形、植生、人々の土地利用と居住の場

の形態などの関係から考え、論じたものである。

　「しぼり水のこと」は、生業や信仰との関係もあって残る

面が色濃い当地の植生と、それがつくる表土や、そもそもの

地形発達と地層の重なりのかかわりがあって水が養われ

地表へ染み出て用いられていることについて、二つの例を

引いて図解した。

　「空を行き交う視線」は、大羽川が下大羽と大沢の境で

大きく屈折する箇所に位置する富士山の上におかれた、富

士山城の役割を史書にもとづき検討しつつ執筆した。その

主題は、宇都宮朝綱が隠棲した上大羽、朝綱に身柄を預

けられた平貞能が開いたと伝わる芳賀富士山腹の安善寺、

高舘城、そして宇都宮城間における広域的な連絡網の存

在、ひいては中世の益子の空間構造を検討することに

あった。

第 2章  益子の風土と風景がどこまで読み解けたか
風土の構造的記述3－『土祭2015公式ガイドブック』寄稿
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図15 「風景へ－1 やわらかい風景、4 しぼり水のこと、7 空を行き交う視線」『土祭2015公式ガイドブック』40-43、48-49、54-55頁



　この章では、本プロジェクトにおける風土の構造的理解

の到達点と未確認の点が明らかにできるように省察を行い

たい。まず「地区別省察」で、地区ごとにその風土性につ

いてわかったことを記し、未検討課題を文末に示す。それ

らを、続く「研究課題の抽出」にまとめる。

　また、特に本章は各地区基礎資料と併せて読まれたい。

地区別省察1－上大羽・栗生地区 

　当地区は、益子町南部の雨巻山地（八溝山地、鶏足山

塊の一部としての呼称）に位置する。雨巻山と足尾山に本

川と栗生川他の支川の始点を持ち北流する大羽川が刻ん

だ谷底平野と周囲の河成段丘、堆積段丘等に家屋が集散

し、幹線道路沿いに街村が形成される。雨巻山、三登谷山、

足尾山といった400-500m級の山頂と、これらから一段下

がった、北へ伸びる川に削り残された馬の背のような列状

の頂部を、先人はゆるやかな尾根道としてつなぎ、常陸と

下野を結ぶ交通路網に用いた時期があった。

　歴史的には、栗生地区で古代（9世紀）の窯跡群（栗生

窯業群跡）の存在が、江戸時代後期の益子焼創始の先鞭

をつけているようで興味深い。上大羽地区では、宇都宮氏

第三代朝綱が尾羽寺（現在の地蔵院）を建立し、一族の菩

提寺として墓所を遷して家臣を伴い隠棲したことが、今日

に至る当地区の場所性継承の主要因となっていると考えら

れる。加えて、朝綱が建立した綱神社が残り太々神楽が引

き継がれてきたことは、場所性継承の原動力と見なせる。

　ここであらためて、益子町全体における上大羽・栗生地

区の位置と特性について確かめてみたい。益子町は南東

に雨巻山地、南西に富谷山地を擁し、南から北へ山地から

丘陵、台地へと標高が下がる。また、西縁に稲毛田台地

（塙台地）があり、この台地と南部の山地に由来する台地

との間を小貝川が北から南へ流れ抜けている。

　そして、町の中心部からやや南側に、高舘山が独立峰

的に存在する。この高舘山に置かれた西明寺城（高舘城）

とそこから下る御城山の益子古城、および高舘山から流れ

下りる百目鬼川が刻んだ谷を挟んだ西隣りの丘に築かれ

た益子古館（根古屋城）を主要拠点として、宇都宮家中の

益子氏が中世の当地方を治めていた。

　上大羽・栗生地区は、独立峰的な高舘山および政治の

中心地の一つの裏手に当たる渓谷に位置し、400-500m級

の山々が背後に控える。そこへ益子氏の主家が寺社を建

立して墓所を遷して当代の朝綱が隠棲し、大羽川沿いの

街村、「宿」を中心として地割を整え、今日に至る。また、

北向き斜面で東西の天空の見え方を山や丘に制限され、

標高は町内の他の地区より高く、気温が低く雪が多いとの

声が「風土・風景を読み解くつどい」で上がった。雨巻山

中は全体に湿度が高く、山頂付近でもヒノキの生育がよい

との報告もあった。こうした小気候も、上記の地形や歴史

と相まって、当地区の場所性を決定づけていよう。

　なお、上大羽・栗生地区の一種「裏手」「奥」のような

性格は、表にあたる城内・一の沢、西明寺等の他地区との

対比や、天平年間の開山と伝えられる西明寺が中世城館

の西明寺城の存在と共に、町域の中心部から南東部にか

けての中世の記憶とも目せる独特の趣を醸しているように

人々に認識されることと関連していると見ることができる。

　しかし、当地区に関しては、太々神楽の他の祭礼や、他

地区に残る地蔵講などの相互扶助その他の人間関係につ

いて把握しきれておらず、今後の調査継続が求められる。

第 3章  益子の風土と風景のどこからが読み解けていないか
風土の構造的理解に関した地区別省察 1－上大羽・栗生地区
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図16 上大羽・栗生の風土・風景を読み解くつどいスライドショー表紙。

雨巻山地に発する大羽川上流域に人々が中世の記憶を継承してきた土地

＊ 歴史的事実に関した情報のうち、注記なきものは、五十嵐典夫ほか編著

   『益子町史別巻－益子の歴史』（益子町、1982年）にもとづき記載した。



地区別省察2－西明寺地区 

　当地区では、標高301.8mの高舘山その他の砂岩泥岩互

層からなる山塊を百目鬼川水系が北西に刻んでできた二

すじの谷あいに、家屋が集散する。地区名の元とされる西

明寺は、天平4年（734）に行基が草創し、天平11年

（739）、高舘山中腹に寺院が建立されたと寺伝にある。西

明寺城は、高舘山頂から山腹にかけて天仁3年（1110）に

築かれたと伝えられる。

　西明寺は、正平6年（1351）に焼失したが、本堂が明徳

元年（1390）から応永元年（1394）にかけて建て直される

など、益子氏に再建されている。その後、明応元年

（1492）の楼門建立、天文9年（1540）の三重塔建立、元

禄14年（1701）の本堂改修などを経て今日に至る。また、

益子氏は天正17年（1589）に滅亡したと『下野國誌』には

記述がある。

　こうした中世城郭址や、古代草創で一度は焼失しつつ

中世に再建されて現代に伝わる伽藍の存在が、地区の名

と共に、古代、中世からの時間の連続を感じさせる場所性

を醸していると考えられる。加えて、農村が変わらず構えら

れ、山間の田園然とした風景が呈されていることも、古代

以来の寺院と中世城郭址を擁する高舘山西麓の当地区の

場所性を鮮明にしている。

　ただし、西明寺地区で農業を営むことには困難がつきま

とったようであり、「風土・風景を読み解くつどい」ではそ

うした例がさまざまに報告された。田畑を問わず作物の植

え付け時には水が足りないが、雷雨や台風にともなう豪雨

に遭えば沢筋を一気に水が流れ下って溢流し、また稲刈り

の時に雨が降って「ぐじゃっぺ」「ぐじゃっこ」になること

があるという、水の季節ごとの過不足に関した指摘が、第

一に多かった。また、最表層の「赤土（火山灰）の下に粘

土層があって硬く、さつまいもを掘る時におっかけて2つ

になるなどして収穫量が少ない」との声も聞かれた。一方、

葉たばこ生産が盛んに行われた時期があった。これは、

「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」などの理由があってのことであるという。

　この他、任意団体「百目鬼川をきれいにする会」は、当

地区の百目鬼川始点付近で例年「ホタルの夕べ」を開催

している。ホタルは、大きくて早く出るオオムギボタルとよ

り小さくて遅く出るコムギボタルがいる（それぞれ大麦と小

麦の大きさと収穫期になぞらえている）。前者はゲンジボ

タルで、後者はヘイケボタルであると見られる。しかしな

がら、ホタルの生息地は減っているという。

　当地区の自然的特性としてはまた、高舘山に、栃木県で

は唯一リンボク群生地が存在するなど（北限は福島県いわ

き市。ただし同県レッドデータブックの記載によれば成木

はほとんど見られない）、暖温帯性常緑植物が多数分布す

るとことが挙げられる。そして、他方では北斜面の山頂付

近にブナやイヌブナなどの冷温帯性落葉植物が、最終氷

期最寒冷期（2万1千~1万8千年前）以降の分布域変化を

伴いつつ遺留する特色がある＊。これらの植生も、当地区

にさまざまな時代の人々の営みが残るその基層にあって、

風土と風景の時間的重層性を増していると考えられる。

　しかし、今後の風土研究においては、ここでも祭礼や講

のような相互扶助などの地縁・人間関係についての調査

の不足していることへの対応が求められる。また、百目鬼

川水系の流量変動や土砂動態の把握も、当地区ではとり

わけ本来的環境条件を考える上で有効と思われる。

第 3章  益子の風土と風景がどこからが読み解けていないか
風土の構造的理解に関した地区別省察 2－西明寺地区
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図17 西明寺の風土・風景を読み解くつどいスライドショー表紙。気候変動の

名残をとどめる植生と古代に起る寺院、中世城館跡を擁する独立峰麓の田園

＊ 内山隆「日本の冷温帯林および中間温帯林の成立史」『植生史研究』

　11 (2)、2003年、61-71頁を参照



地区別省察3－城内・一の沢地区 

　両地区は、高舘山から北西へ伸びる丘陵に位置する。こ

の丘陵は両側部を二すじの谷に刻まれ、西明寺地区に接

する南側の谷が一の沢で、道祖土地区に接する北側の谷

は最奥部にため池、円道寺池が築造されている。丘陵の北

部では東西に城内坂が切り通され、その北側に残った列

状に頂部が御城山と呼ばれる。ここには、益子古城が置か

れた。また、観音寺が天平9年（737）に西明寺より5年遅

れて行基に草創されている。同寺は、西明寺の隠居寺で

あったと考えられている。

　近世は、慶長7年（1602年）より当地区を含む益子村が

黒羽藩領下の庄に組み入れられ、出張陣屋が内町に設け

られた。そして、新町、田町、内町の並ぶ本通りからまっす

ぐ伸びた城内坂に至るまでが、同村の中心地とされた。こ

のこととの関係は不明であるが、一の沢は昔「市の沢」と

書き城内とあわせて「市城」と呼んだという（当地区基礎

資料 42頁。城内では「城市」と称した）。

　幕末の嘉永6年（1853）には、大塚啓三郎が今日につな

がる益子焼を根古屋で創始したと、観音寺に残る過去帳に

記載されている。以降、安政2年（1855）に郡奉行として益

子に着任した代官三田称平が、益子焼を奨励する。城内

では大塚平八が文久元年（1861）に創業をしている。

　窯元の他の職種の工房や店舗については、近代以降の

こととなるが、聞き取りと「風土・風景を読み解くつどい」

から紺屋、鍛冶屋、荷鞍屋（馬の荷鞍や蹄鉄をつくった）、

箪笥屋（木工、家具）、竹細工屋、唐傘屋、籠屋、木賃宿

などがあったことがわかった。また、「昔の瀬戸屋は、み

んな田畑をもって」いたとも聞いている（当地区基礎資料

40頁）。

　高舘山から御城山へ丘陵が伸び、これに沿って流れ下

る水が丘陵の上や脇を掘り抜いていることに由来する生業

についても興味深く聞いた。日下田藍染工房では百目鬼

川を染物の水洗いに使い、昭和10年（1935）以前には、

北向きの谷にあって残る三方を山と丘に限られるために

冬季の日照が制限されて気温が上がりにくい円道寺池で

野天製氷が行われたという。

　祭礼の代表的なものは鹿島神社に合祀された祇園社祭

礼、祇園祭で、宝永2年（1705）から記録が残る。これを、

田町、内町、城内、道祖土、西明寺の益子村五組が年番で

当番し執り行ってきた。なお、いつ頃かは不明であるが城

内の戸数が少なく、一の沢と共同で祇園祭に山車を出して

いた。この他、一の沢の薬師様祭礼は露店が出てにぎ

わったという。

　高舘山から御城山までが一つながりの丘としてあり、町

内から伸びる切り通しの坂が交差し、坂に面して店が並び、

その裏手や丘の上や谷に工房や家屋や農地があって「身

近で、しかし静かな奥」をなすような界隈が、当地区には

形成されてきた。独立峰的な高舘山とその山腹の西明寺

を中心として谷あいの田園地帯を擁する西明寺地区や、そ

の奥にある雨巻山地に抱かれた大羽川水系の谷底平野に

宇都宮朝綱が隠棲の地を構えた上大羽・栗生地区とは明

らかに異なる場所性、風土性がここに存する。

　ただし、中世の城下がどのようなものであったかや、城

内坂がいつ切り通されたかなどがわからず、風土の成因と

それらの重層的関係とが今回研究では十分に解けていな

い。また、地縁関係に関した調査は前二地区と共通してこ

こでも不足する。これらの点を今後補う必要がある。

第 3章  益子の風土と風景がどこからが読み解けていないか
風土の構造的理解に関した地区別省察 3－城内・一の沢地区
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図18 城内・一の沢の風土・風景を読み解くつどいスライドショー表紙。

高舘山から続く丘の谷や切通しの道沿いに農業と手工業、商業が集積した地



地区別省察4－道祖土地区 

　当地区は、高舘山北麓が北へ伸びた北郷谷丘陵の南部

に位置する。百目鬼川水系の道祖土川や大津沢、北郷谷

の沢などがもうけた凹部の縁辺に道が通され、これらに

沿って家屋が並ぶ集落構造を持つ。凹部は、道祖土川に

大津沢の水が合流する地点に築造された須田ヶ池から下

流域で、地形勾配が緩やかになるため側方侵食が進んで

幅広くされ、小規模の河岸段丘的な箇所が見当たる。また、

円道寺池を最奥部に持つ谷（益子焼窯元共販センターな

どが位置）と道祖土川が合わさる地点から下流にかけては

御城山が面するが、その北斜面までを当地区に含む。

　土地利用としては、主にはこの他に農業と窯業があり、

一般に谷底平野で農業、これを挟む丘の麓では傾斜地形

を生かし登り窯を築いての窯業が営まれる。また、北郷谷、

大津沢、日陰（御城山北斜面）で陶土が採掘され、ことに

北郷谷には手漉し粘土の職人が数多く集まっていた。益子

町内ではこの他に大沢新福寺などで陶土が産するが、主

立った陶土が道祖土地区には集中していたことになる。こ

れらは第四紀の前期更新世（258~78万年前）における堆

積物で、中位の粘土・シルト互層から採土がされてきた＊。

　このような土地利用は、当地区の風景を特徴づけてもい

る。窯元が城内坂とその裏手にあり、全体には高舘山とつ

ながる丘の上下に形成された町場と小郊外からなる城内

地区と比べれば、道祖土地区は全体に、丘にかこまれた緩

やかな谷底平野と周囲の谷津に形成された田園風景を呈

している。そのなかに窯場や土漉し場を持つ窯業関係の

作業場が点在する。丘の斜面から尾根にかけては、主に

落葉広葉樹が育ち、里山然としている。こうした風景は、

薪炭や堆肥としてクヌギやコナラなどの落葉広葉樹、いわ

ゆる雑木を用いなくなった現代日本の農村ではかえって

減っている。しかし、当地区をはじめとして益子町では芦

沼石からつくる釉薬「柿釉」に雑木の灰を加えて「黒釉」

をつくるなどの利用があり、薪炭林とされた往事ほどでは

ないが落葉広葉樹の需要があり、それらが育てられてきた

二次林の植生がある程度保たれている。また、窯業におい

ては、籾殻灰から「並白釉」をつくることもしているなど、

農業と窯業を擁することで循環し持続する土地利用とその

結果としての風景が残存していると考えられる。籾殻灰は

なお、田の隅に盛って煙突を差し、1週間ほど低温焼成し

て炭化することで、非晶質で溶解性の高いケイ酸を含むこ

とになり、これを稲に施肥することで植物体を強くいもち病

に対する抵抗力を高めるなどできる。加えて、稲藁と麦藁

は用途を分けて（器の間に麦藁をはさみ、稲藁で全体を

包むなど）いずれも陶器の梱包等に用いたという。

　祭礼の面では、祇園祭で益子五組として当番をつとめ

てきた。慶応3年（1867）には御神酒寄銭を24戸が分担し

た記録が残る（内町28、城内24、西明寺18、田町14）。

　大正13年（1924）には、濱田庄司が益子町の当地区に

移り住んだ。その次男に当たる濱田晋作氏によれば、益子

には「あまり多くの釉薬の材料はない」そうで、産地として

も「まだ120年か130年」と新しく、「自然が教えてくれた」

のではなく「河井寛次郎（中略）とふたりであれこれ考え

ながら」工夫したのだという（当地区基礎資料 43頁）。

　ただし、ここでは他地区にも増して信仰その他にかかわ

る地縁関係を調べることができていない。また、丘陵や谷

底平野の地形発達についてより詳しく把握できれば、自然

と人間の関係史の理解がさらに助けられるはずである。

第 3章  益子の風土と風景がどこからが読み解けていないか
風土の構造的理解に関した地区別省察 4－道祖土地区
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図19 道祖土の風土・風景を読み解くつどいスライドショー表紙。高舘山麓に

連なる北郷谷丘陵南部の道祖土川流域に形成された窯場の散在する田園

＊ 『益子の歴史』にも記述があるが、小村良二、村沢清、田中正「栃木県益子

　地域の陶器粘土資源」『地質調査所月報』40 (3)、地質調査所、1989年、

　143-157頁により詳しく記載される



地区別省察5－新町地区ほか 

　当地区は、地形的には雨巻山地の山塊をなす砂岩泥岩

互層が百目鬼川水系によって高舘山と分たれた山とこれ

を取り巻く範囲（南から生田目、石並、新町、田町、内町）

と、北郷谷丘陵南部の主に北郷谷の谷津から法道寺上池・

下池のある谷津までの範囲（北から北益子、栗崎）、そし

てこれら山地と丘陵の間の百目鬼川（道祖土川との合流点

より下流域）に開削された谷底平野と、その西側の小貝川

低地からなる。家屋の多くは火山灰が表層に堆積してなだ

らかな地形を呈する台地の上にあり、沖積地は農地として

利用されている。

　また、現代の広域道路交通体系から見て、南より主要地

方道つくば・益子線（生田目、石並）、本通り（新町、田町、

内町）を経て国道121・294号（栗崎、北益子）につながる

経路で結ばれる小地区群でもある。

　これらはおおむね、ある性格を持つ界隈として次のよう

に区分できるものと考える。生田目は、生田目城跡を背後

に擁して高靇神社を中心に置き、小貝川低地をゆるやか
に見下ろす、緑豊かな小市街然としている。石並は、主要

地方道が鍵辻のように折れた地点に面して位置し、後背に

採石によって削りとられた箇所のある山が控えた前面に集

落が位置する。

　新町、田町、内町は、生田目、石並と同じ小山塊を背に、

ほぼ東西に伸びる本通りに沿って益子町全体における中

心市街を形成する。当地は、近世は鬼怒川の柳林、粕田両

河岸へ荷を移送しての舟運、近代以降は真岡鐵道による

鉄道輸送にかかわる町内の小規模の物資集散地のように

機能したと見られる。とりわけ、鉄道開通後に、七井地区と

共に近郊も含めた物流拠点としての性格を強めているが、

わが国の鉄道創成期に鉄道駅が既成の中心市街に連絡さ

れた例は珍しかった（多くは市街地外縁や人口希薄地帯

に整備された）。陶業に関しては、昭和4年（1929）の史

料によれば、城内から道祖土にかけて工場が集中し、販売

店は仲買店を含めて新町、田町に7軒があった。地区ごと

の機能分担が存していたことがわかる。

　栗崎は、主として百目鬼川沿いの低地と小貝川低地に

鉤の手に限られた台地から、北郷谷丘陵上面の益子中学

校が面する北東方向へまっすぐに伸ばされた道沿いの一

帯までを含む。清浄寺と正宗寺を二つの中心的拠点のよう

にして集落がまとまり、低地と丘陵上面の緩傾斜地等に農

地が広がる。北東へ伸びる道は、岬のように南西へ突き出

た丘陵の部分に地形的に対応して通されている。北隣り

の北益子では、南側の岬状部分から丘陵が東へ後退して

台地がより広がり、その上に家屋がまとまる他、畑地もつく

られる。西側の低地では水稲栽培などが行われる。八雲神

社が一つのよりどころとされている。

　これらの小地区群は、江戸時代には北益子村、益子村、

生田目村に分けられていた。北益子村は、寛永11年

（1634）に益子村から分離され、明治8年（1875）に同村

へ戻されている。生田目村は明治22年（1889）に益子村

と合併している。また、当地区は往事から現在まで町内の

中心市街となりながら、区画整理が行われていないため

「益子元禄古図」に載る道路の多くが（一部で拡幅されな

がら）現存している。農地は土地基盤整備により形状が整

理され、これらのなかを通る道路線形も変更されている。

　このようにおおまかには当地区の風土性が把握できた

が、7つの小地区別の詳細な調査が今後は必要となる。

第 3章  益子の風土と風景がどこからが読み解けていないか
風土の構造的理解に関した地区別省察 5－新町・内町・田町・生田目・石並・栗崎・北益子地区
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図20 新町ほかの風土・風景を読み解くつどいスライドショー表紙。近世は、

舟運、近代以降は鉄道輸送による物資集散地としての中心市街を擁した地区



地区別省察6－山本地区 

　当地区は、雨巻山地の西隣りに位置する富谷山地から

北部へぐみ川水系の小河川群が東側の原、境と西側の大

郷戸の大きく二つの谷すじを北側に開き、その間に三日蔭

山を挟み、大郷戸の西側に行灯峰を擁する地形を持つ。

南に山を背負い北に谷底平野が伸びる地形の基本構成は、

上大羽・栗生地区や西明寺地区に似る。しかし、当地区で

は山々の山頂が200-300m級で谷底との比高があまり大き

くなく、谷底は上記2地区に比べて幅が広く斜面も緩やか

であり、河川が放射状に移動しながら上流から運搬した土

砂を堆積させた扇状地性の台地が山麓に形成されて、風

景の構成は異なる。

　当地区では、三日蔭山の北側で南北の延長500m、東西

50-100mに及ぶ山居台遺跡が確認されている。ここで発見

された遺物は縄文土器が大半であるが、先土器時代の石

器も見つけられている。また、この西側の三ノ宮神社遺跡

では、土師器が出土している。さらに、奈良時代の集落跡

として大郷戸南遺跡がある他、山本境窯跡などが存する。

　さらに、各々の寺伝や社伝によると松本への三ノ宮神社

勧請が天慶2年（939）、後年に八幡宮の別当所とされて光

明寺に改称される大平寺の草創が永治元年（1141）であ

るという。行灯峰東斜面には、室町時代の寺院路と伝えら

れる箇所があり、この付近で鎌倉時代末期から室町時代

初期に建てられたと見られる五輪塔が多数見つかってい

る。五輪塔は、原の高塩家墓地にも二基あるが、高塩家が

居城としたのが本郷の山本城であったと考えられている。

　近世の当地区は山本村と大郷戸村に分けられ、天領とさ

れて真岡代官所の管轄下に置かれ、天明3年（1783）から

同7年にかけての天明の飢饉の後、竹垣直温代官が復興

に当たった。文化10年（1812）には人口が飢饉以前の

42%に減っていたが、同代官の奨励により北陸から入百

姓が招き入れられて人口が回復し、荒地起返しが進められ

た。この後、山本村は嘉永2年（1849）より同5年まで、二

宮尊徳の仕法を受けてもいる。

　北陸から入植した人々は、妙伝寺の報恩講に際して奏

上される妙伝寺雅楽を当地区へ持ち込んで今日に至る。ま

た、城内地区での聞き取りで祇園祭の「お囃子は、今は城

内でもやっているが昔は山本に頼んで」いたと聞いている

など、民俗芸能が盛んな土地であったようである（城内・

一の沢地区基礎資料 40頁）。このことに関しては、聞き取

りや文献の調査から明らかになった昭和45年（1970）の

山本太々神楽、同62年（1987）の松本祇園祭（屋台復元

と共に）、平成15年（2003）の松本歌舞伎舞台復活などか

らも、当地区の人々の地縁と気風をあらわしているように

受けとることができる。ことに松本歌舞伎舞台は、径の細

い木材と竹材を組み合わせて全体を張力膜構造に類する

構成としたような独特の構造形式と形態を持つものと考え

られ、かつ安達三楽齋による襖絵が保存されて、舞台美術

の質も高い。加えて、原、境のある谷が茨城県桜川市門毛

へ通じていて、同地に隣接するだけでなく交通の便がよい

ことが、当地区に文化的影響を与えているようでもある。

　土地利用面では、細かな地形区分に基づく地名の呼び

分け方を記憶する舘芳衛氏のような方の存在が、微地形

や微気象に適った伝統的かつ持続的な土地利用技術を継

承する上で重要と考えられる。

　当地区には伝説の類がよく残り、その検討が重要な意味

を持とう。地縁関係の調査は、ここでも不足している。

第 3章  益子の風土と風景がどこからが読み解けていないか
風土の構造的理解に関した地区別省察 6－山本地区
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図21 山本の風土・風景を読み解くつどいスライドショー表紙。富谷山地に

刻まれた二つの谷と前面の谷底平野に農村が形成。民俗芸能を守り継ぐ地区



地区別省察7－田野地区 

　当地区は、山本地区の西隣りにあたり、南側に富谷山地、

北東側に雨巻山地の生田目、石並へ伸びる小山塊、西側

に富谷山地が小貝川に掘り抜かれて独立した根本山とこ

れに連なる稲毛田台地の南端のある、益子町南西の一角

を占める。山すそには扇状地性の台地が一度形成され、さ

らにそれが勾配の比較的急な扇頭から扇央にあたる部分

でぐみ川水系小河川群の狭い幅での蛇行の結果として舌

状台地とされている、地形発達の跡が見てとれる。

　当地区でもまた、人間史を段階的に追いやすい。前沢山

根地内では、山居台遺跡から出土したものに類する石器が

見つけられている。本沼遺跡からは、縄文時代前期の土器

が出土している。長堤遺跡では弥生時代後期の土器や、

住居跡3、土壙1が確認されている。古墳としては、6世紀

後半の築造と推定される荒町の狐塚古墳や、同じく荒町の

坂下古墳群、長堤八幡古墳群などが調査されている。

　古代のことでは、前出の本沼遺跡で9世紀の住居跡が発

見されている他、西側の山麓に窯跡群が残り、須恵器が見

つかっている。また、康平6年（1063）に八幡太郎義家が

長堤に八幡宮を勧請したと、同社伝にある。長谷寺は、永

仁5年（1293）に大郷戸行灯峰に草創され、羽石宗時の田

野城築城後、康安元年（1361）に荒町へ遷したと伝わる。

　天正13年（1585）には、益子家宗が羽石盛長の田野城

を攻略し、下館の水谷氏の家臣添谷俊永が入城したとさ

れる。これは、当時益子氏と同盟関係にあった結城氏麾下

の羽石盛長が、敵対していた笠間氏に通じたためという。

　近世の田野は、長堤村、小泉村、本沼村、梅ヶ内村、前

沢村、東田井村、上山村に分けられた。前沢村と長堤村の

71石分が結城藩領にされた他は、天領（真岡代官支配

所）と旗本知行所に分配された。なお、天明の飢饉後の竹

垣代官による入百姓奨励は文化4年（1807）、長堤村と小

泉村でも行われている。

　近代に入り、明治22年（1889）の町村合併により田野村

が成立したが、現在の益子町をともに成す益子村と七井村

がそれまでの連合戸長役場が置かれた村名を新村名にし

ているのに対して、田野村は長堤の名でなく「中世田野城

名を採用している」（『益子の歴史』276頁）。

　聞き取りでは小泉で終戦後まで行われた養蚕や、東田

井、上山、長堤の祭礼について聞くことができた。長堤

太々神楽は、八幡神社雅講の名で明治11年（1878）に現

在の長堤太々神楽保存会が発足したという。真岡市の大

前神社に学び、今では市貝町の杉山より指導依頼が来て

いる。山本地区の山本太々神楽講とも交流がある。また、

舞も奏楽も、奏上に際した状況の違いに毎回あわせること

を含めて、「以前と違うものにしているというか、工夫を加

えている」といった伝統の本質ともいえることを同会の永

田九一氏より伺っている（当地区基礎資料 61頁）。

　この他、当地区で連綿と続く農業を中心にすえての地域

経済振興、高齢者福祉、および休耕地の循環型社会構築、

生物多様性保全に向けた集落、個人の事業や構想がさま

ざまに進められている。それらが、隣接する山本地区と地

形発達の基礎を同じくしながら雨巻山地から離れ、低山ば

かりに面したひろやかな田園のまとまりを擁する風景のな

かで起き、風土と風景を進展させようとしている。

　さらに、信仰や郷土食、郷土玩具、伝説等についても基

礎資料でふれることはできているが、理解が足りず風土の

総合的考察にそれらを生かせていない。今後の課題とする。

第 3章  益子の風土と風景がどこからが読み解けていないか
風土の構造的理解に関した地区別省察 7－田野地区

22

図22 田野の風土・風景を読み解くつどいスライドショー表紙。近世は7村に

分けられた個性ある村落が集まった、なめらかに起伏した円盤のような土地



地区別省察8－小宅地区 

　当地区は、町の北東部に位置する。小宅川、船橋川の左

岸が北郷谷丘陵の北部にあたり、両河川の右岸、北側に

新生代第三紀の凝灰岩、凝灰角礫岩が市貝町、茂木町に

かけて分布する。これらの岩塊は、南那須丘陵の南部を形

成する。また、茂木町との境に芳賀富士がそびえる。山頂

の標高が271.7mの低山であるが、円錐形の山容が町域の

各所から目につきやすい。この山は、安山岩質岩石からな

る。芳賀富士を除いて、全般には丘陵地に小宅川本川を

はじめ大小の谷、谷津が刻まれた地形、風景を呈する。

　遺跡では、小宅古墳群と西坪古墳群が知られる。小宅古

墳群は18基もの古墳から構成され、古墳時代後期から末

期にかけて（6~7世紀）のものと推定される。亀岡八幡宮

の西側にあり、同神社の「氏子青年会」と地元の「里山の

会」が、桜と菜の花のあるなだらかな丘に古墳が点在する

眺望のよい公園状に維持する。西坪古墳群は全3基中1号

墳と3号墳に石室が残り、これらは当地区の凝灰岩、凝灰

角礫岩からつくられている。

　亀岡八幡宮は、長堤八幡宮と共に源義家が永承6年

（1051）から康平6年（1062）にかけての前九年の役の折

に勧請したと伝わる。その後、源頼朝が文知5年（1189）

の奥州征討に際して両宮に祈願した戦勝の感謝として、社

殿が造営されたという。また、『芳賀・小宅系図』には、芳

賀家第11代高真が永仁2年（1294）、小宅に居城を築くと

記される（当地区基礎資料 17頁より重引）。芳賀氏は益子

氏と同じく宇都宮家家臣で、奥州征討での武勲から頼朝に

「紀清両党」の名を与えられたとされる（「紀」は益子氏の

本姓。「清」は芳賀氏の本姓の清原氏より）。益子町域の

多くは近世まで主に益子氏の領地とされ、小宅地区が芳賀

氏の支配下に置かれたことは特筆に価する。

　近世、当地区は小宅村、芦沼村、大平村としてあり、芦

沼村が茂木藩領、大平村が大田原藩領であった他は、旗

本知行所とされた。幕末期には、大塚啓三郎らと益子焼を

創始した一人、菊池清三が芦沼の凝灰岩および凝灰角礫

岩、芦沼石を発見したと伝わる＊1。これは、陶業において

は釉薬「柿釉」の材料となり、凍結融解のない「須賀川瓦

」の製造に現在も用い、また耐熱性が高くかまど、いろり、

倉、塀などの材ともされた。明治後期には会社組織がつく

られるなど、真岡鐵道が七井へ延長された大正2年

（1913）から芦沼石は東京ほかへ大量に売られた（同3年

に1,597t、12年に1,612tの「石材」が七井駅から発送され

ている）。ただし、建材等に向く層を掘りきり、大谷石に押

されたこともあって昭和40年頃に採掘は中止されている。

　文化面では、三匹獅子である「芦沼の獅子舞」が特徴

的である。夏に高靇神社で行う観音堂万燈祭で奉納され
るもので、黒羽町（現大田原市）から茂木町にかけて通称

「ササラ（ここでは芦沼のササラ）」と呼ばれる＊2。芦沼の

北側には市貝町石下があり、凝灰岩地帯が続くためここで

も蔵などに同じ種の石が使われ、高靇神社があるなど風景
と文化に連続性が認められる。

　この他、「風土・風景を読み解くつどい」では、コンニャ

ク自然生栽培や、コンニャクの随伴植物にもされる茶の栽

培が話題に出された。茶垣を持ち、田植えが終わると茶摘

みをして茶を入れるまでが各家庭の春の行事であり、茶が

できると「俺んちのお茶飲まねえか」と誘い合ったという。

　舟橋の太子堂では、瀬戸屋の職人による太子講が行わ

れた。その他の講や地縁等についても調査を要する。

第 3章  益子の風土と風景がどこからが読み解けていないか
風土の構造的理解に関した地区別省察 8－小宅地区
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図23 小宅の風土・風景を読み解くつどいスライドショー表紙。益子町以北の

凝灰岩地帯との地形、歴史、生業、文化的共通点を持つと見なせる地区

＊1 島岡達三『日本の陶磁7 益子』保育社、1976年、109頁

＊2 笹原亮二「三匹獅子の分布」『国立民族博物館研究報告』26 (2)、2001年、

　   171-236頁



地区別省察9－大沢・北中地区 

　当地区は、主に北郷谷丘陵の北部に位置し、一部新福

寺（船橋川源流域）が雨巻山地に含まれる。おおむね、大

沢地区は船橋川と大羽川に、北中地区は大羽川と小貝川

に範囲を限られる。両地区とも、集落は丘の麓に形成され

た台地上にほぼ集まる。

　これらの台地の上を中心に、当地区では縄文時代の御

霊前遺跡（古墳時代、平安時代の集落跡も見つかる）、北

運動場南遺跡、弥生時代の新福寺遺跡、古墳時代の御霊

神社古墳群、風戸塚古墳、入定塚古墳、風戸古宿遺跡、北

原古墳群、新福寺古墳などが数多く分布する。後述する円

通寺の西側の丘麓に立地する入定塚古墳は、全長62.7m

の規模を擁する。また、御霊神社の創建は社伝に「景行天

皇の御世」と書かれる。景行天皇は『古事記』『日本書

記』に第12代天皇と記されるものの存在や在位年に諸説

があるが、住民が古代以来の神社と見なして信仰すること

を重視する（当地区基礎資料 10頁）。

　北中地区の八幡神社は治承年間（1177-1180）の創建

と伝えられている。大沢地区の円通寺は、良栄上人が応永

9年（1402）に草創し、学問所として大沢文庫を開いた。

良栄上人は舟橋の草庵から上大羽の地蔵院へ通い、一切

蔵経を読んだという。そして、円通寺建立を構想し、大沢

に実現した。同寺は谷（仲之内）に開かれたが、西側の丘

の上には館坂城が築かれた。中世以降のことと考えられて

いる。また、天正14年（1586）には、新福寺で七井城主益

子勝忠の子、忠兼が茂木山城守と戦って破れたと伝わる。

　関ヶ原の合戦の折、黒羽の大関資増は石田方の上杉景

勝の南下を阻み、慶長7年（1602）に中村が益子村や生田

目村ほかが加増され、寛文4年（1664）に中村は外されて

いる。しかし、若林勇夫氏より「風土と風景を読み解くつど

い」で中村地内の加茂神社に黒羽藩と同じ「柊囲み沢瀉」

の紋があることを知らされ、現地で確認した。その後、近

世の当地区は、大沢村と中村としてそれぞれが天領（真岡

代官支配所）と旗本知行所に分けられた。明治12年

（1879）に中村は北中村に改称し、明治22年（1889）の

町村合併では、大沢村と北中村が七井村に合併している。

　新福寺では、陶土採掘が行われる。5mほどの火山灰や

軽石などの層の下に約3mの礫層があり、その下の流木片

が混じる粘土層が採掘対象とされる。この粘土層と礫層は

第四紀更新世のもので、北郷谷丘陵から矢板市まで続く境

林礫層にあたり、湖成層である。湖は隆起によって陸地化

した。礫は隣接する八溝山地から供給されている。なお、

最新の「平成25年益子焼統計調査報告書」（2013）によ

れば、自治会別に見た益子焼事業所数が北原で23あり、

全体の9.1%を占め、サヤド、城内、栗生自治会に次ぐ。こ

の他、聞き取りでは大沢で昭和22年（1947）に戦後開拓

が始まり、雑木山とされていた丘陵上に農地が拓かれて、

葉タバコ、麦類、陸稲などを生産したという。現在、果樹園

を営む島田春夫氏は、「赤土（鉄分を多く含み、風化して

褐色を呈するようになった火山灰由来の土）」とリンゴ等

の糖度の関係を指摘するが、重要な一検討課題と目せる。

　当地区ではまた、神社例祭の他に地蔵講について聞く

ことができた。地蔵講は信仰集団の一つであるが、ここで

は「お母さんたちが子供を預けて、骨休みみたいな」（当

地区基礎資料 20頁）など、生活互助組織的でもあり、風土

継承の機構の一つとして詳しく見てゆくことが有効と考え

られる。

第 3章  益子の風土と風景がどこからが読み解けていないか
風土の構造的理解に関した地区別省察 9－大沢・北中地区
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図24 大沢・北中の風土・風景を読み解くつどいスライドショー表紙。丘陵と

台地、沖積低地からなり、近年は村と樹林のある郊外の双方の趣を持つ土地



地区別省察10－七井地区 

　当地区は、近世まで七井村とされた範囲に合致する。地

形的には、小貝川低地と同川左岸側の南那須丘陵南端、

および右岸側の稲毛田台地から構成される。また、中心部

は西流する小宅川と大羽川、そして小貝川に三方を囲まれ

た台地にのり、七井城が置かれた。また、小宅川の右岸側

には緩やかな南向き斜面が広がり（富士山地内）、町域南

東の雨巻山地と富谷山地に水源を持ち北流する河川の多

い益子町のなかではあまりない環境が形成されている。近

世は市塙・茂木・黒羽への街道分岐点として人馬の往来

が多く、近代には真岡鐵道七井駅開業以降、物資集散地と

して栄えた時期があった。

　三川が出会うこの一角には、市貝町多田羅までを含めて、

古墳時代から奈良、平安時代にかけての集落遺跡や古墳

が集中する。当地区には、田子谷遺跡、向北原遺跡、向北

原古墳群、向北原南遺跡、田中古墳群がある。肥沃な河川

低地に臨む台地であり、火山灰層に覆われた下の礫層か

らの水の染み出し湧出（自噴と呼べる程度の湧出箇所があ

るかは確認できていない）が露頭だけでなく台地の緩傾

斜面にも見られ、低地の耕作地は別として住居は水害を避

けられ、しかし手近に水の得られるところに居住地が構え

た。なお、「七井」の地名は七つの井（ここではなんらか

水の湧出のあるところを意味する）の存在に由来する。

　中世には、小宅川右岸台地上へ七井刑部大夫頼治が長

久元年（1040）に矢島城を築き、山王明神（明治期より日

枝神社に改称）を再建したと社殿にある。同城を永禄2年

（1559）に攻略した益子勝宗は、七井城を小宅川左岸台

地上に築いて五男勝忠を城主にしたとされる。勝忠は天

正12年（1584）、主家の宇都宮国綱にそむいて殺され、勝

忠の子忠兼は大沢の新福寺合戦で茂木山城守に敗れ、討

ち死にしたと伝わる。日枝神社は、矢島落城の折に焼失し、

享保4年（1719）に三たび建てられたものが現存する。

　近世の七井村は、江戸時代末期でいえば半分強が旗本

14名の知行所、三割弱が大名領（黒羽、喜連川、大田原、

茂木）、一割強が真岡代官支配所とされた。支配関係の入

り組んだ相給村であったが、祭礼の執行や、堰と堀、入会

地の管理などは給地をこえて共同で行ったという。また、

幕末の戊辰戦争に際しては、慶応4年（1868）4月11日に

江戸を脱した土方歳三ら2,000名が日光、会津をめざし、

一部が七井村へ侵入し茂木へ抜けたと宇都宮藩史にある。

　明治22年（1889）の町村合併以降、七井村では役場が

置かれ七井駅が開業した宿が以前にも増して賑わった。

大正10年（1921）の記録では、益子駅発送貨物品の主要

なものが一に陶磁器、二に木材であるのに対して、七井駅

発送貨物品では石材（芦沼石）が半分弱を占め、また益子

駅で扱われていないものとして石炭、鉄工及金物、鉱石及

鉱物があり、益子駅と比較して大きく上回るものとして馬

（益子駅14、七井駅56）が注目される。日清戦争における

馬匹徴発数も、七井村からの数が益子町、田野村を上回っ

た。地区内では、生駒大神碑が各所に見られる。

　生活暦については、「七井のギョンサマ（祇園様。八雲

神社例祭）」に関した「一番まわり」について大岡忠男氏

から情報提供があった（当地区基礎資料9-11頁）。岩崎

正彦氏ら下町・後町山車修復委員会による山車の復元と

運行再開などもある（同資料 12-14頁）。また、小貝川右岸

側では井や古墳などと関係する神社が守られ、信仰や相互

扶助にかかわる多角的な調査が求められる。

第 3章  益子の風土と風景がどこからが読み解けていないか
風土の構造的理解に関した地区別省察 10－七井地区
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図25 七井の風土・風景を読み解くつどいスライドショー表紙。三つの川が

出会い、なだらかな台地の各所に井を持つ、宿と里からなる土地



　

地区別省察11－下大羽地区 

　当地区は、雨巻山、足尾山に端を発して北流する大羽川

が北西へ大きく屈折する地点に位置する。この屈折点では、

茂木町との境をなす低山の連峰から西流する谷井田川が

合流する。大羽川左岸側では高舘山北麓から、右岸側で

は富士山から、それぞれ北郷谷丘陵へと地形勾配、地質が

切り替わる地点でもある。集落は、屈折点・合流点を囲む

三方の傾斜15°未満の丘麓面、山麓面におおむね形成され

る。小気候は上大羽と同様に、道祖土から丘を越えて下大

羽に至ると冬季であればより寒く、雪の量も多くなると、聞

き取りや「風土・風景を読み解くつどい」で聞いている。

　下大羽地区や上大羽地区では、縄文時代早期の茅山上

層式土器が出土している。また、益子郷土研究会の平嶋五

一氏は、かつて栗生から下大羽までの一帯は尾羽と総称し、

徳川幕府成立以後に区分されたと述べている（当地区基

礎資料30頁より重引）。中世の尾羽へ宇都宮朝綱が隠棲

した際、墓附家臣や医者、鍛冶屋らを帯同したと伝わる。

尾羽寺と綱神社を創立した建久5年（1194）以来のことで

ある。そして、尾羽の地名であるが、現在の上大羽の綱神

社下から下流へ続く大羽川右岸の通りを宿、栗生川と大羽

川の合流点左岸を西根と呼ぶのに対して、下大羽の大羽

川右岸と左岸もまたそれぞれ宿と西根とつけられている。

　同じ建久5年に、大平は芳賀富士南面の山腹に平貞能

が安善寺を創建している。この安善寺と尾羽寺付近との中

間にあたり、大羽川が刻んだ谷あいの下流にあって周囲

より小高く、上大羽から一直線状に見通せる先に富士山

（標高178.7m）があり、ここに富士山城が置かれた。前出

の平島氏は、平貞能が宇都宮朝綱の源頼朝への助命嘆願

から安善寺に定住できることになったが、頼朝は監視の兵

の派遣を結城氏に命じたとの伝承が地元に残ることを結

びつけて、富士山城は主に安善寺と上大羽との連絡中継

点に使われたのではないかと考えた。加えて、富士山は

大羽川屈折点のやや下流にあり、そこから川は北西へこれ

も直線状に谷を刻んで流れ、高山英樹氏によれば、かつて

周囲の木々が透けていた頃は、山頂から宇都宮市街が見

渡せたという。高舘山の西明寺城も、地形的に見通せる。

したがって、地形と視線の通りを生かして、富士山城は周

辺各所との連絡中継にも使われたように想像される。

　近世の当地区は下大羽村として、真岡代官支配所（402

石）と旗本知行所（100石、1名）に分けられた。また、現

在の栃木県道・茨城県道1号宇都宮笠間線の大羽川から

谷井田川沿いを通る区間は、笠間、常陸方面へ抜ける経

路として、尾根越えをする道路網よりも盛んに用いられるよ

うになったと見られている。

　藤田節子氏は、上大羽地区の郷土史研究者、田中淳三

氏に、下大羽村では薬草の栽培をしていて豊かであり飢

饉に際して一揆が起きなかったと聞いている（当地区基

礎資料 25-29頁）。確かに、種々の薬草がここで確認した

が、相互扶助と地縁にも関係するように推察される。これ

は、中大羽と西根の地蔵講（4月。他の字については未確

認）、7月の祇園祭、8月のイチマンドウ、11月の高靇神社
例祭と愛宕神社例祭、およびオヒマチが（2回）などが連綿

と受け継がれてきていると見なせることにもとづく。なお、

池田貞夫氏らが、近年どんど焼きの復活を手がけてもいる。

　また、愛宕神社のある山は下大羽地区の財産であり、土

地所有や管理などの変遷がわかれば、当地区の人々が共

有してきた生活世界像の検討はさらに深められよう。

第 3章  益子の風土と風景がどこからが読み解けていないか
風土の構造的理解に関した地区別省察 11－下大羽地区
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図26 下大羽の風土・風景を読み解くつどいスライドショー表紙。大羽川が

大きく屈折し、山々を利用した通信と谷あいの交通の中継地点とされた土地



　

地区別省察12－塙地区 

　当地区は、小貝川右岸に南北に伸びる稲毛田台地と同

川沿いの低地からなり、左岸の新町とほぼ正対する。稲毛

台地をつくる礫層は、第四紀更新世の地層のうち上部更新

統にあたり、およそ12万6千年前から1万1千7百年前にか

けて、かつての鬼怒川や小貝川に堆積された。一方、対岸

の北郷谷丘陵、南那須丘陵はその一時代前にあたる中部

更新統の砂や粘土を含む礫層からできていて、およそ78

万年前から12万6千年前までに湖成層として堆積されてい

る。塙地区の南側には田野地区の東台があり、北側には星

の宮地区、および七井地区の小貝川左岸側区域がある。

　台地上面には南北に浅い谷が掘られ、東田井の上郷と

向原の間から小貝川低地へ合する。谷には、少雨に対応し

て星の宮地区で弁天池、塙地区で笹良池が造られ、谷津

田が（周囲に畑地も）拓かれた。また、台地斜面の下部で

は白滝山不動尊を代表として、七井地区と同じく水の染み

出し湧出がある。こうした環境条件を利してのことと想定

されるが、先土器代の塙遺跡が台地東縁で確認されている。

　薬師堂は、保元2年（1157）に徳一大師が創建したと伝

わる。春日神社にある由緒銘板には、「塙は、古くは北田

井と称したが建武年間（1334-1338）に宇都宮氏家臣塙能

登守の所領となったことから塙村と改めた」とある。塙氏

の起こりは鹿島神宮宮司の家といわれ、当村の中城に住

んだ。また、春日神社草創の時期は不明で、応永15年

（1408）に再建された記録が残る。

　近世、塙村は真岡藩領に含まれ、寛永9年（1632）に小

田原藩領とされ、天明3（1783）から天領として真岡代官

所の支配下に置かれた（前出の春日神社銘板より）。天明

の飢饉の後は、寛政6年（1794）からの竹垣直温代官の仕

法により越後より入百姓を迎えるなどした（当時の塙村の

うち、現在の星の宮地区への入植が多かった）。なお、幕

府はこれに先がけて寛政2年（1790）に天領および諸藩へ

備考貯穀を指示している（大塚久一郎氏作成資料より。当

地区基礎資料、31頁）。塙村では寄付を募り郷蔵を建て、

昭和20年（1945）までそれを使ったという。

　前出の大塚氏宅には、松尾芭蕉（1644-1694）の句碑

が残る。芭蕉の銘のある句は春日神社の手洗石鉢に彫ら

れてもいるが、これは蕉門十哲の一人、服部嵐雪の作で

あった。谷津田と台地東縁の間に南北に直線状に伸びる

街道が通され、周囲の河川低地へ下りずに北へ広域移動

ができることと、薬師堂や春日神社や中城城址のある由緒

などが文人と当地区の関係の理由にあることも想像できる。

　上記の芭蕉句碑にある文字は、当家13代で塙村名主を

つとめた大塚徳右衛門が刻んだ。徳右衛門は問屋の他に

寺子屋を営み、天保年間（1830-1844）に門人150余名を

教えていた記録があった（当地区基礎資料 38頁）。明治7

年（1874）には、益子村に同村と大沢村、中村、北益子村、

塙村、生田目村、上大羽村、下大羽村で一つの小学校、共

和学舎が設立されると、塙村にはその分校として塙学校が

置かれた。同校は明治18年（1888）に益子小学校へ併合

されるが、今日、益子西小学校が、春日神社の境内北縁に

接して存している。

　加えて、当地区には共有地があり、また諸祭礼、お日待

ち、地蔵講等が受け継がれる。各戸の敷地境には双方の

生垣や高垣の間に小径が通され、共同管理が基本とされ

てきた。これら地縁関係、地縁空間の調査が、地区住民の

風土形成への参加について知る上で有効となる。

第 3章  益子の風土と風景がどこからが読み解けていないか
風土の構造的理解に関した地区別省察 12－塙地区
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図27 塙の風土・風景を読み解くつどいスライドショー表紙。台地上下に田畑、

樹林帯、街道と街村が並列する土地。文教的地縁関係を伝える史料も継承



　

地区別省察13－星の宮地区 

　当地区は、かつて旧塙村に含まれ、現在の塙地区の北

側に位置する。稲毛田台地と小貝川低地からなり、地理的

条件および土地利用形態などの基本は塙村に通じる。

　星の宮A遺跡は、塙遺跡より約1.2km北にあり、同じく先

土器時代の遺物が発見されている。古墳としては、星の宮

浅間山古墳（前方後方墳と見られるが、そうだとすれば全

長約52mと中規模）、山の神古墳（円墳）がある。また、星

の宮ケカチ遺跡は平安時代の集落跡で、正倉院南倉に伝

存するものと同形品の佐波理の匙や官吏の帯具である石

帯などが出土している。この遺跡のおよそ4km西には芳賀

郡衙である堂法田遺跡があり、両遺跡は「鎌倉街道」と俗

称される古道に結ばれる。

　堂法田遺跡から約2km北には長者ヶ平遺跡があり、芳賀

郡衙の附属施設などの官衙と見られている。堂法田遺跡か

ら長者ヶ平遺跡までを、西根台地、祖母井台地、南那須丘

陵の上面を通り直線的に結ぶ古道が、タツ街道と呼ばれ郡

を結ぶ伝路であったと考えられている。長者ヶ平遺跡は、

東山道とタツ街道の結節点に位置する。

　この「タツ街道」は、各地区の「風土・風景を読み解くつ

どい」で、しばしば話題にされてきた。そして、上記のタツ

街道に近い稲毛田台地に立地する七井、塙、星の宮地区

では、南北に伸びる2本のそれぞれを「タツ街道」であると

する情報が数々寄せられた。那須烏山市教育委員会の木

下実氏や栃木県考古学会の橋本澄朗会長は、おそらくは

本道があったが支道も同じく「タツ街道」と呼ばれることに

なったという見解を持つ ＊ 。これらの直線状の道は、鬼怒

川低地を南流する河川の群を避けて台地の上を安全かつ

効率的に移動するために通され、さらに拠点地区のそれぞ

れを最も短く結ぼうと放射状に道路網が形成されて今日に

至る。そのことが、稲毛田台地のとりわけ旧塙村でいえば、

南北に伸びる谷津田や樹林帯、街道を挟んで家々がなら

ぶ街村、台地東縁の樹林帯、および小貝川低地の農地な

どが並列し、各所で道が斜め方向に抜ける独特な土地利

用形態、ひいては風景の形成に大きく関与している。

　地区名のもととなっている星の宮神社は、嘉禄元年

（1225）の鎮座と社伝にある。祭神は磐裂神、根裂神、経

津主命で、いずれも刀剣の神格化と見られる他、磐裂神と

根裂神は雷神とも考えられ、また『日本書紀』に磐裂神は

星神とある。さらに、刀剣の信仰が隕石信仰と製鉄信仰に

かかわるとする見方もあって、これらが星辰信仰と習合し

たものと考えることができる。当地区の「風土と風景を読

み解くつどい」では、古代に朝廷が渡来人を関東地方へ多

数移住させた折に彼らが星辰信仰を伝え、それは利根川

東遷以前に霞ヶ浦や北浦、印旛沼、手賀沼が一つになっ

た香取海が存在し、鬼怒川や小貝川は大河のようにあり、

全体に水郷然とした環境を呈していて、船を使っての長

距離移動が容易に行えたことなどにも関係していないかと

する仮説を提示している（当地区基礎資料 38-53頁）。

　この他、天明の飢饉の後、寛政11年（1799）に竹垣代

官の仕法により星の宮へ50戸が越後から入植していること

も当地を考える上で特筆に値する。また、つどいでは星の

宮神社のあたりを「カンパラ」と呼んだことや（乾いた土

地の意か、とも）「ケカチ」が飢饉からきているといった情

報も寄せられた。相互扶助や地縁に関しては、塙村当時に

当地区の側でも郷倉が置かれたことや一部の祭礼につい

てしか調査できていない。さらなる情報収集を必要とする。

第 3章  益子の風土と風景がどこからが読み解けていないか
風土の構造的理解に関した地区別省察 13－星の宮地区
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図28 星の宮の風土・風景を読み解くつどいスライドショー表紙。古代郡衙とも

関係する古道が網の目のように残り、星辰信仰の伝播動態を遺留する土地

＊ 那須烏山市教育委員会生涯学習課文化係『長者ヶ平官衙遺跡附東山道跡

　国史跡指定記念講演会「長者ヶ平官衙の時代」記録集』2011年、58-59頁



研究課題の抽出 

　基礎資料と本報告書前項「風土の構造的理解に関した

地区別省察」をふまえて、研究課題を以下に整理する。は

じめに町域共通の課題を、次いで地区別の課題を挙げる。

　個別には関連する学術研究成果があり、または筆者の

知識や理解が不足しているだけのことがらなどもあろうが、

本報告書に欠けていて今後充実が必要な課題が見落とさ

れないように整理をしておきたい。

町域全体の研究課題 

1. 自然史（地形発達史）

　北郷谷丘陵、南那須丘陵と南から北へ続く丘陵の礫層が

湖成層であり、中期更新世が終わる12万6千年前までに形

成されていると『益子の歴史』10頁に記載がある。その後

13万年前から7万年前にかけてはエーミアン間氷期があり、

その間の12万5千年前に起きた下末吉海進に際して、関東

平野は広い範囲が海没している。エーミアン間氷期が起る

13万年前から中部更新世が終わる12万6千年前の間、当

の湖成層をもたらした湖（「喜連川湖」か?）は、どのように

起きたのかが、筆者には不明である。また、各火山から発

生した飛来物の堆積や流亡等の動態、および化学変化に

ついてさらに詳しく理解が進めば、益子町域の地形発達史

はより確かに把握できてゆくことになる。

2. 動植物の分布（地方名採集と共に）

　町域と周辺の動植物について情報提供を受けてきた町

民の方々より、真岡市動植物実態調査研究会『真岡市の動

植物』（真岡市、1993年）のような生物の総合的調査と成

果刊行が益子町でも必要と伝えられている。筆者は、益子

町新未来計画講演会（2015/01/23）で問題提起をしてい

る。また、益子町では生物の地方名が地区ごとに異なる場

合があり、これらも採集しておくことが望ましい。

3. 人間史（学者と在野の研究者の協働による）

　当地の人間史を振り返ろうとする際、しばしば史料、ひ

いては研究成果の不足に制限されることになった。たとえ

ば、「益子氏の系譜は諸本あり、確実なものを見出すのは

困難であり」と『益子の歴史』80頁にある。前代に遺失さ

れたものは取り戻しようがないが、間接的な関係史料にか

かわる情報収集と整理、公開が進められば、さまざまな視

点から考察が行え、議論ができ、より確かな検討、考証が

可能となる。このこともまた、益子町新未来計画講演会

（2015/01/23, 29）で、筆者と藻谷浩介氏が必要と訴えた

「地域の資本」の内容確認の一環にあたる。

　このように、そして本プロジェクトにおいても重視されて

いる通り、自然史と人間史の把握は「地域の資本」の内容

確認に相当し、その上に資本の管理と充実は図れる。国や

県との役割分担があったとしても歴史学や考古学への公

共投資を地方公共団体が自らの特色として重点的に行う

ことには理がある。生態系サーヴィスを供する自然資源に

ついても同様で、真岡市の前述の事例は示唆に富む。

　加えて、山口孟氏への聞き取り（2014/12/01）で、「道

沿いの祠や石碑は20代のころ全部調べた。記録や写真は

町役場へ渡したが (二十三夜講の石碑も多い) 、生かされ

ていないようだ」と聞いている（益子町新未来計画講演会

で問題提起済み）。こうした資料の確認や、地域の研究者

らを対象に古文書や知見等に関した詳細な調査を行うな

どを求めたい。なお、町民の地域社会への貢献に対する

願いに応え得る意味で、本質的な町民福祉にもつながるこ

とを付け加えておく。

4. 地縁関係（主に信仰と相互扶助から）

　本研究では、風土の定義を「自然条件に対して人間が

生業を通して働きかけた結果である。人間が何世代もか

けて風土を仕立て、その風土がまた人間を育て上げる」

（薗田、1992）としている。「何世代」もの「人間」とは、同

じ土地に共に生き、地縁関係を結んできた集団としての性

格を持つ人間群である。
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　地縁関係は、信仰や相互扶助や生業などが絡みあって

なる。益子町では祭礼の復活が町民に実現され、地蔵講な

ども残り、信仰や相互扶助を今後より詳しく見てゆくことが

可能である。首都圏近郊にあって、そうした風土研究の可

能性を有する益子町は、一種稀有な存在とも考えられる。

5. 民藝運動の定義と価値解釈

　民藝運動に関心を持つ町民が多く、濱田庄司らの生前

を知る人々が住み、あるいは行き来する町であり、益子陶

芸美術館が重要な研究・展示活動を行ってきているので

あるから、その定義と価値解釈を深耕し広められたい。

　町の地域経営構想等において定義が曖昧なまま扱われ、

中心組織である日本民藝協会でさえそれを「民衆的工芸」

「民衆の、民衆による、民衆のための工芸」としつつ日本

民藝館展で専業作家（多くは民衆的生活から離れて工芸

に専従していないか）の作品を疑問なく評価するなど、矛

盾が見当たる。益子町における民藝運動研究の充実には、

町域の範囲にとどまらない意義があると考えられる。

地区別の研究課題 

　地区別の研究課題を以下に列記する。詳細は、基礎資

料と前項「風土の構造的理解に関した地区別省察」を参

照されたい。

1. 上大羽・栗生地区

・両地区と道祖土地区他との気温や積雪量の比較

・雨巻山周辺における湿度や空中の水分の分布

・古代窯跡で用いられた陶土の採土地と性質

・笠間方面への移動経路の歴史的変遷

・尾羽寺浄土庭園の空間配置等

・虫おくり、カラス呼ばりの意味と実際

・田中淳三氏による研究成果の理解と継承

・マンガン採掘（上大羽大川戸、栗生地区北西部）

2. 西明寺地区

・百目鬼川水系の流量変動や土砂動態の把握

・用水や土壌の不利に対応した農業技術の詳細

・葉たばこ栽培の実際等

・稲藁をなってのグシモチダワラや正月飾り等の制作方法

・コウホネ復活の試行に関連した県内先行事例調査

3. 城内・一の沢地区

・高舘山の西明寺城大門の位置

・『西明寺城跡測量調査概報』全2巻の確認

・城内坂を切り通した時期

・中世の城内、一の沢の街区、集落構造等

・「城内の大火」の時期と規模等

・御城山の「ケヤキ並木」の植樹目的

4. 道祖土地区

・道祖土という地名の由来（真岡に始まる説の真偽等）

・「竹を焼いてつくった」ソリの詳細、復元

・陶器の梱包における稲藁と麦藁の使い分け

・焼成温度の高低による籾殻の溶融の違い

・窯材料とする耐火レンガの特徴（砂が多いとされる）

5. 新町地区ほか

・寺ばんば（太平神社参道の坂）など地名の通称

・石並地区の地名表記変遷（江戸時代の石浪、石波等）

・生田目地区や新町地区で聞いた井戸跡の利用形態等

・八雲神社社殿の精巧な彫刻の由来等（北益子地区）

・「新町かわら版」連載「50年前の新町」等の内容把握

・旅職人による文化伝播等（当地区基礎資料 44頁）
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6. 山本地区

・富谷観音へ抜ける道の位置

・開拓団が行った沢水を用いての水力発電

・伝説群の把握と考察（他地域の伝説との比較も行うとよ

　い。廣田好實氏が詳しい）

・山の木のさまざまな利用（舘芳衛氏）

・「まっつあら（落葉を巻く縄）」の扱い方（同上）

・「ごろがさわ」「おおさわ」「ふながさわ」「ながさわ」　

　「おおひかげ」等の地名方言の採集（同上）

・葉たばこ栽培の実際等

7. 田野地区

・窯跡群を含む本沼遺跡に関して筆者は未確認である

・地名方言の採集

・小泉の三宮神社が根本山山頂を向くように見えること

・東田井お囃子会による新町、内町屋台客演の開始時期

・石灰岩採掘（梅ヶ内にて明治40年代まで行われた）

・金銀鉱採掘（金鉱石。銀鉱物を伴う。本沼の富士山で）

・日本ほうれんそうなどの在来作物（高松靖子氏）

・「薬師堂の焼き饅頭」などの郷土食（同上）

・蛍かごなどの郷土玩具（仁平コト氏）

8. 小宅地区

・円通寺を開いた良栄上人の草庵跡（舟橋。高橋正則氏が

　知る）

・柿釉の起源（本書 23頁、新町他地区基礎資料 44頁参照）

・芦沼石を釉薬の材とする須賀川瓦の歴史と現在

・コンニャク栽培の実際等（自然生栽培の有無ほか）

・チャ栽培の実際等

・茶葉を干してから蒸して炒ったか、炒ってから煮たか

9. 大沢・北中地区

・黒羽藩と加茂神社（中村）の関係（本書 24頁参照）

・ため池の利用目的（当地区基礎資料 49頁参照）

・落葉を発酵させた堆肥枡のつくり等

・カラムシやワタを原料とした益子町と周辺における衣類

　生産の歴史と現在（橋本晧朗氏が詳しい）

・竹の生育箇所と材としての質の関係（前掲書51頁参照）

・果樹栽培と赤土の関係

10. 七井地区

・七つの井の詳細（高橋正則氏が関連史料を所持）

・樹林による水源涵養と地下水の動態（上記項目に関連）

・下町の追分碑等の詳細（大岡忠男氏）

・宿の通りをオオガンと呼んだ理由（往還か?）

・宿のにぎわいや花市等の詳細（地区振興の参考に）

・蕎麦（夏作と秋作）の打ち方や食べ方（蕎麦がきも）等

・滝尾神社と宗吾信仰（太田敏雄氏の情報提供による）

11. 下大羽地区

・入会地（愛宕神社のある山）の来歴と管理

・伝統的水利用（西根と堀の内で斜面下の水場を確認）

・笠間街道の谷井田入口の水飲み場

・富士山からの眺望（眺望確保のために整理伐を要す）

・カラムシの利用（中大羽の農地畦畔に残る）
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12. 塙地区

・竜巻の発生機構は未解明ながら、情報収集は肝要

・薬師様「甘酒待ち」の詳細（石並の秋の祭礼や下大羽の

　地蔵講でも甘酒を出す。これらとの比較考察も）

・郷倉の詳細

・西谷川と「山根堀」、および二宮仕法との関係の有無

・学校印「塙學舎小學校」と「塙分校」の関係

・堰山、念仏山等の共有地の管理（当地区基礎資料26頁

　参照）

・敷地境等にある小径の土地所有と管理

13. 星の宮地区

・香取海が存在した当時の小貝川河道変遷等

・「ケカチ」「カンパラ」など地名方言

・郷倉の詳細

・宿の通り沿いに並んでいた柿の木について

・西谷隧道（赤羽から市の堀用水を引くために通された隧

　道）のこと（太田敏雄氏ほかの情報提供による）

・弁天池上流側に湿地がありサギソウが生育したこと

・タツ街道に関した情報を総合的に記載した地図の作成
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目的 

　土祭の質を検証する第三者評価を、筆者は風土形成

ディレクターの名において提案し、実施する。

　「益子の風土・風景を読み解くプロジェクト」を例に挙

げれば、つどい参加者の数や寄せられた意見内容から一

定の成果を上げられたと考えられる。しかし、それだけで

は当事者による推定の域を出ず、その質の確たる検証にも

とづく事業評価が行えない。

　この問題を土祭全体に当てはめれば、3回の土祭開催を

通して獲得してきた成果が確認できず、ゆえに公費を投

資しての地方公共団体の知的経験的財産蓄積が適切に行

えないとわかる。また、問題の発見が十分にできず、次回

開催までに必要な課題解決ができないことが懸念される。

　上記の問題への現実的対応として、2名の研究者を招聘

して（最小規模での）「複眼」的批評を受けることを計画

した。発案が遅く（2015/09/19）、今回は批評項目からで

はなく属人的に批評者選定を行わざるを得ないが、土祭の

質と益子町におけるその実施意義について文化と社会の

二つの面から批評いただけるものと考える。

方法 

1. 批評者の選定

　下記の理由にもとづき、文化面と社会面のそれぞれにか

かわる批評者を招聘する。

　土祭の文化的質の評価については、竹内万里子氏（京

都造形芸術大学准教授。写真史、写真論）に依頼する。東

京国立近代美術館客員研究員を経て、今は大学教員と国

際写真祭“KYOTOGRAPHIE”顧問を兼務する同氏の見

識と、ジョナサン・トーゴヴニク『ルワンダ ジェノサイドか

ら生まれて』邦訳版（2011年）を企画・翻訳された社会的

問題意識に期待してのことである。

　土祭の社会的質と文化教育面の評価は、片桐隆嗣氏

（前東北芸術工科大学教授。教育社会学）に依頼する。理

由は、筆者が前職において同僚として働く中で、純粋芸術

やデザインを学ぶ学生たち自身の地域社会への参加の動

機付けを助け、それによって彼ら彼女らがそれぞれに通う

先である集落の風土と人々に学び、人間的に成長するとと

もに、既成の概念や形式にとらわれない社会デザイン的活

動の必要に気づき実行しはじめるのを見てきたことにある。

それを社会学と芸術を結ばれてきたこその教育成果と評

価し、そうした面に今回期待するものである。

2. 批評の実際

　土祭視察期間は、来町者の一般的滞留時間を参考に、

正味2日程度とする（批評者と事務局職員の負担軽減も考

慮してのことである）。このため、プログラムのすべては視

察できない。その分、計画内容の批評も重視となり、土祭

事務局には批評者への資料提供等に関した協力を求める。

　批評文の字数は定めず、本報告書作成期限にあわせて

12/21(月)までに提出を受ける。批評文は、土祭公式ウェ

ブサイト等で公表を行う。

3. 経費等

　予算確定後のディレクター企画として、経費等は本業務

委託費より支出する。
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1. 土祭の基本的特徴

　2009年に「窯業と農業の町として、足元の土を〈命を循環させるすべ

ての原点〉として捉え直し、感謝をし、そこから新しい暮らしのあり方を

見出していこう」という主題を掲げてスタートした益子の新たな祭、土

祭。3年後の2012年には「益子の風土、先人の知恵に感謝し、この町で

暮らす幸せと意味をわかちあい、未来につなぐ」とうたって会場をさら

に拡大して開催された。今回、それまで総合プロデューサーを務めてき

た馬場浩史氏の他界後に開かれた第三回目となる「土祭2015」は、町

民と専門家の協働という新たなかたちを通して「町民の祭りとして根を

張り枝葉を広げてゆこう」＊1 としたものである。

　これまでの三度にわたる開催を通じて、土祭には大きくふたつの特

徴が見られる。一つはその名の通り、それが益子という地域との関わり

を重視した現代の祭事であるという点だ。新月から満月までという会期

や、益子の生活や文化を取り巻く環境（歴史、自然、風土、知恵）への

着目にその特徴が端的に現れている。二つ目は、益子内外の作家によ

る様々な表現活動（写真、立体造形、映像、サウンド等）＊2 を積極的に

紹介しているという点である。長い目で作家を育てたいという設立時の

理念に基づき、継続的に招聘している作家も比較的多い＊3 。もともと益

子町は濱田庄司を始めとする陶芸家や作家が集ってきた土地柄でもあ

り、その意味で第二の特徴は第一の特徴と根底でつながっている。

　土祭は上記のような基本的特徴によって、単なる集客とそれに伴う経

済効果を目指す地域活性化のためのアートイベントとは一線を画して

いる。土祭は何よりもまず益子という地域のもつ恵みを共有し、それを未

来へ生かすための試みであるからだ。したがって土祭は、この地域に

長く暮らして益子の歴史や恵みを知る町民から比較的新しい町民まで、

さらには益子を初めて訪れる町外からの訪問客をも含んだ幅広い観客

を抱えている。実際、土祭との関わりという点で町民の意識や経験は

様々であり、町外からの訪問客の数もまだ決して多いとは言えないが、

重要なのはそれぞれの観客にとってこの祭がもつ意味を探求すること

である。開かれた祭を目指す以上、それぞれの意味に優劣はない。

土祭 2 0 1 5にみる地域とアートの関係とその課題
文化的質の評価－竹内万里子 (京都造形芸術大学准教授。写真史、写真論)
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＊1 『土祭2015公式ガイドブック　土祭という旅へ』土祭実

　　行委員会、2015年、66頁。

＊2 意識的かつ主体的に制作・発表されたあらゆる表現活

　　動のことを、ここでは便宜的に「アート」ないし「作品」

　　と呼ぶ。

＊3  今回個人作家として参加した26名中、第一回から参加

　　している作家と第二回から参加している作家はそれぞ

　　れ7名の計14名。初参加は12名。旧・濱田庄司邸のグ

　　ループ展に参加した作家24名のうち2名は個人作家と

　　して第二回に参加している。



2. 地域とアート

　このような祭の場において、作品および作家はどのような役割を期待

されているのだろうか。アートだからといって何をやっても無批判に許

容されるものではない。アートが特定の地域に関わるということは、その

地域が孕む政治的、歴史的、文化的な複雑さや切実さを理解した上で、

それをアートという一種の曖昧な領域へ移動させることを意味する ＊4 。

それによって、専門性や慣習にしばられない新しいものの見方や価値

観を提起することが、アートの重要な役割のひとつであるからだ。

　ここに、地域とアートが関わる際につねに問われるポイントがある。な

ぜなら、アートが地域に奉仕して観客を集め、その満足度を上げるため

のものに過ぎないのだとしたら、それは単なるエンターテイメントに限り

なく近くなってしまうからである。しかしアートによって提示されたもの

の見方は、その差異や新しさゆえに、ときに既存の価値観や慣習と齟齬

をきたし、容易に理解されない場合が往々にしてある。地域とアートが

手を組む際、その評価基準として観客の満足度や集客力、経済効果と

いったものを含めることが、必要ではあっても十分ではないのはそれゆ

えである。

　したがって地域がアートに関わろうとする場合に求められるのは、寛

容さと批判的検証の絶妙なバランスである。つまり、たとえ容易に理解

できないような表現であっても大らかに受け止める姿勢を保ちつつ、そ

れらがどのような真摯さをもって地域と関わっているのかということ、さ

らに専門的な視点から見た作品としてのクオリティを絶えず批判的に検

証する必要がある。そうでなければ地域にとってのアートは単なる町お

こしのきっかけでしかなく、一方アートにとっての地域はただ都合の良

い発表の場に陥りかねないからだ。

3. 現場を訪ねて

　筆者は上記のような視点と問題意識をもって土祭2015の現地視察を

行った。2015年9月14日から16日の三日間、鑑賞可能なすべての出品

作品を視察し＊5 、関係者への聞き取りをおこなった。なお筆者が益子

町を訪れたのは今回が初めてのことである。このような短期間の滞在

で調査できることには確かに限界があるが、益子町外からの訪問客の

平均的滞在期間が日帰りもしくは一泊であることから、土祭が初めて益

子を訪れる観客にどのように体験されるのかという視点を軸に調査をお

こなった。その上で「観客への配慮」と「地域とアート」という2つのポ

イントを重視した。
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＊4   この問題については以下の著作が参考になる。パブロ

　　・エルゲラ『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門－

　　アートが社会と深く関わるための10のポイント』アート

　　＆ソサイエティ研究センター SEA研究会訳、フィルムア

　　ート社、2015年。

＊5 大田高充「the pool which peers into the sun」は開幕

　　直前の大雨による浸水により設置が9月20日へ延長さ

　　れたため残念ながら未見である。



3.1 観客への配慮

(1) インターフェースの課題

　土祭の主要な宣伝手段は、公式ホームページ＊6 および『土祭読本』

＊7 『土祭2015公式ガイドブック』＊8 である。なかでもホームページは、

ほぼ物理的な制約なくあらゆる人へ開かれた宣伝手段である。筆者が

調査前にホームページを見てまず感心したのは、観光色がほとんど感

じられず、静謐な写真をふんだんに使った、その洗練されたデザインで

ある。同様に『土祭読本』と『土祭2015公式ガイドブック』の構成やデ

ザインも、一市町村が発行するものとしては出色である。魅力的な写真

やエッセイを盛り込み、独立した書籍としてみても遜色ない内容だ。

　こうした魅力的なインターフェースを保持することは、土祭にとって

大変重要な意味をもつ。なぜなら土祭に関心をもつ人すべてが実際に

益子を訪れられるわけではないことを考えれば、それらは単なる宣伝手

段であることを超えて、土祭をめぐる経験の重要な一要素として機能し、

人々の間に蓄積され語り継がれてゆくものでもあるからだ。

　その質の高さを認めた上で、改善を求めたい点も見られた。ホーム

ページでは展示やイベントの内容を紹介するページ（「テーマから探す」

および「スケジュールから探す」）から地図のページへリンクがないた

め、せっかく興味のある展示内容を見つけても、その場所を確かめて訪

問の見通しをつける作業が大変難しかった（その一方で「エリアから探

す」ページには地図から展示内容へのリンクがある）。展示内容と作家

情報と地図をホームページ上できちんと相互リンクさせることによって

初めて、観客が事前に全体像をつかみ、現地での計画を行うことがで

きる。特にこれまで土祭を訪れたことのない観客にとっては、こうした

情報の整備は実際に訪問するか否かを決める上でも重要な点でもあり、

使いやすさの向上を図ることが急務と思われる。

　また『土祭2015公式ガイドブック』においても展示プログラムが

紹介されているが、各展示の通し番号と地図が掲載されていないた

め、ガイドブックを頼りにして会場をまわることが不可能だった。同

様の理由から、ホームページとの照合もできず、不便を感じた。
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＊6 ホームページ以外にはFecebookやツイッターの公式ア

　　カウントがインターネット上に開設されている。ホーム

　　ページのURLは次の通り。http://hijisai.jp/

＊7 『土祭読本』益子町産業建設部観光商工課土祭事務局、

　　2014年

＊8 前掲書



　各展示場所では通し番号付きの大きな幕が貼ってあるが、ガイド

ブックに番号がないため、作品の解説を探し出すことも困難だった（も

し展示会場すべてに十分な作品資料が用意されていれば、この点は解

決できただろう）。観客が作品の前に立ったときに、作家の意図や制作

コンセプトを知りたいと思った場合それにスムーズにアクセスできるこ

とは、作品鑑賞の環境として基本的な要件であるため、ぜひ改善をお

願いしたい。

(2) 町民への配慮

　実際に視察する中で、町民の間で土祭への意識や関心が必ずしも共

有されておらず、作品が展示される地区の中でも温度差があることに気

づいた。祭は何よりもまず町民のためにあるものである以上、町民への

告知については見直しの余地があると思われる。実際、若者を除けばイ

ンターネットを活用する町民が少ないという現状を踏まえると、各自治

会と連携をとりつつ回覧板や集会等などを通した告知方法をさらに探る

必要があると思われる。

　また展示場所の周辺住民の理解を促すためにも、展示期間中に各作

家や関係者によるトークを複数回開催することが望ましい。こうした地

道な地元への働きかけが、町民とのさらなる対話を生み出し、土祭が町

民の祭として根付くことへとつながる。

(3) 町外からの訪問客への配慮

　筆者にとって初めての益子訪問となった今回の調査だが、土祭のコ

ンセプトとプログラムについてはホームページと刊行物を通して事前に

知り得たものの、現地での移動に関する情報収集が難しく感じた。ホー

ムページ上にはアクセス、駐車場、巡回バス、レンタサイクル等に関す

る情報が確かに掲載されているが、地図が付いていないために土地勘

のない町外の訪問客にとってはかなりハードルが高い。宿泊について

も益子町観光協会のサイトへリンクが貼られているが、地図も住所もな

いため（電話番号のみ）使いやすいとは言い難かった。ガイドブックに

ついても同様である。

　こうした具体的な情報の提供は、町外からの来訪者にとっては大変

心強い。町内での移動方法や所要時間、推奨ルートなどの掲載もあれ

ばさらに理想的である。
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3.2 地域とアート

　地域とアートが関わるとき、そのアプローチの方法はきわめて多様で

あり、今回も益子にインスピレーションを受けて制作されたさまざまな作

品が集まった。ただし多様な関わり方が可能であるからこそ、問われる

のはその関わり方のみならず、結果として作品がもつ強度（作品として

のクオリティ）でもある。そこで今回の調査では専門的視点に立ち、そう

した点から特に印象に残った作品を挙げることにする。

(1-1) 出来事としての作品

　作品の地域への関わり方という意味で今回目を引いたひとつの傾向

は、いわゆる参加型ないし協同作業型の作品である。たとえば小屋の

窓から見える風景のタイトルを、観客に小屋の内壁に直接書かせる仲

田智のプロジェクト「風景を切り取る小屋」のように、観客の主体的な

参加を促す作品（写真1）や、佐野陽一と益子の子どもたちが町を撮影し

た「ひかりのはこ、益子の太陽」のように、町民との協同制作に基づく

作品があった。

　その場合、作家はもはや作品を作る主役ではなく、みずからの予期す

ら超えたさまざまな出来事や偶然を取り込むひとつの媒体のような役割

を果たしている。その結果生まれる作品は、作家のビジョンの具現化と

いうよりも、そうした出来事の記録となっている。その意味でアートが地

域と関わる際のひとつの道筋を示していると言えよう。ただし、こうした

参加型ないし協同作業型の作品は、出来事そのものに満足してうやむ

やに終わってしまう危険があるため、プロジェクトの継続性やアーカイ

ヴ化に関するフォローと検証が特に必要である。

(1-2) 土地の潜在力を引き出すこと

　一方、土地そのものがもつ潜在力を巧みに引き出し、新たな光景を作

り出す作品も見られた。なかでも印象的だったのは橋本雅也の「片影」

である。クズのツルが絡みついて枯れかけたヒノキの林の中に、百目

鬼川で拾い集めた木片で作った鳥の彫刻を丁寧に配置した（写真2）。し

かし林の奥へと足を踏み入れても、すぐにめぼしいものは見あたらない。

何があるのだろうかと目を凝らしているうちに、枝にとまった小さな鳥の

存在に気づき、さらに周囲を見渡して初めて、他の鳥の存在にも気づか

されるのだ。

　この作品がとりわけ興味深く感じられたのは、主に2つの点において

である。ひとつは、もはや誰も見向きもしないような荒れ果てた場所へ
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写真1  仲田智「風景を切り取る小屋」虚空蔵さまの丘 (新町)
　　　＊本項掲載の写真はすべて土祭事務局提供。以下略。

写真2  橋本雅也「片影」  赤目薬師堂奥の林 (西明寺)



繊細に介入することによって、その場所の潜在的な可能性を見事に引

き出しているという点だ（目を凝らすうちに、枯れ葉や枝、蔓が織りな

す陰影の美しさに息をのむだろう）。実際の林は枯れかけ、鳥もまた生

きてはいない。いわば死に近いと思われている場所やものたちを、つ

かの間の生へ反転させている。そして二つ目は、林に足を踏み入れ、

周囲に目を凝らし、鳥の存在にふと気づき、さらに周囲を見つめ直すと

いう一連の経験そのものが、ひとつの作品になっているという点だ。作

家の安易なイマジネーションや自意識に頼らず、丁寧に場所と関わるこ

とを通して、その場所がもつ潜在力を最大限に引き出そうとする姿勢が

ここにはある。しかも、観客が主体的に経験するためのしつらえもよく

できていた。

　同様にシンプルな仕掛けを通して、その土地がもつ見えない歴史や

記憶を想起させた作品として、栗山斉の「afterglow」がある。小さな円

形の鏡をワイヤーで地面から浮き立たせ、それをまるで草花が茂るよう

に丘の斜面に展開させた (写真3) 。かつてお社のあった場所で、地面か

ら数十センチの高さに浮かぶ無数の鏡面が上空や木々を映し出し、複

数の空間が重なり合う幻想的な光景を作り出していた。

(1-3) 無数の存在を想起させること

　その他にも生井亮司「真昼の暗がり、少年たちの詩学」は、かつて食

品の卸を営んでいた岡田屋の奥座敷に少年像を配置した (写真4) 。黙考

しているようにも悲しんでいるようにもみえる少年の姿が、薄暗い照明の

なかに浮かび上がり、かつてこの場を通り過ぎたであろう無数の人 （々

彼らもまたかつては子どもだった）の存在やその思いを想起させた。

　益子は農業や窯業といった土と向き合う手仕事が連綿と受け継がれ

てきた土地柄であるが、藤原彩人の映像インスタレーション「生成の影

の光」は、今回ほぼ唯一、益子を支えてきた手仕事そのものに光をあて

た作品だった (写真5) 。使われなくなった釜のなかで、素材をこねる手の

影の映像が延々と映し出された。抽象的な影のシルエットが実際にパ

ン釜として使われていた場所へ投影されることで、この地域に息づくさ

まざまな職人たちの存在を強く想起させた。

　ここに提示した3つの要素「出来事としての作品」「土地の力を引き

出すこと」「無数の存在を想起させること」は、今回の出品作品を調査

する中でおのずと浮かび上がってきたテーマである。これらは出品作

品のほぼすべてに、部分的にではあれ認めることができる。ひとつの作

品のなかに複数のテーマが認められることも多い。ただし単純に作品が
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写真3  栗山斉「afterglow」太平神社先人の丘 (田町)

写真4  生井亮司「真昼の暗がり、少年たちの詩学」

　　　岡田酒店奥座敷 (新町)

写真5  藤原彩人「生成の影の光－世界と私/ 風が吹くと木の

　　　葉がざわめく」元PANEM石蔵とその周辺 (道祖土)



これらのテーマをある程度満たせば合格などということでは決してない。

これらはあくまでも今回の土祭の出品作品から導き出された、いくつか

の興味深い共通項にすぎない。

　何よりも大切なのは、他ならぬ作家自身が、自分は益子を理解してい

るという思い上がりを抱いていないか、益子を都合良く解釈して利用し

ていないか、そして自分の作品が益子に真摯に向き合っているかとい

うことを自らに厳しく問いただすことである。特に日本では観客が作家

に積極的に話しかけたり意見を述べたりすることを躊躇する向きが強

い。だからこそ、作家は観客の沈黙を自分に都合良く解釈せずに、その

沈黙を謙虚に受け止めてその意味を考え続ける必要がある。他ならぬ

土祭の出品作品は、そうした絶えざる自問自答の末に生み出されるもの

であってほしい。

(2) 地域と作家

　今回の土祭では企画・表現の基礎として、さらに今後の町づくり・地

域づくりにつなぐ取り組みとして「益子の風土・風景を読み解くプロ

ジェクト」という初の試みが、廣瀬俊介・土祭風土形成ディレクターのも

とで行われた。作家たちは実際その試みをどう理解し、どのようにそれ

を作品制作へ生かしたのかを知るため、筆者は土祭終了後にアンケー

ト調査をおこなった ＊9 。

　「益子の風土・風景を読み解くプロジェクト」では、町内を13地区に

分けて行った調査を元に、地区ごとのつどいが開かれた。住民も数多く

参加するこの集会に作家が参加することは、地域とアートの関係を育む

上で理想的と思われたが、実際には都合がつかずに参加できなかった

作家が大半である。しかし実際に参加できた作家からは、住民の方々

や関係者の真剣な姿に大きな刺激を受けたという声があり、今後この

試みが続けられる場合には、作家招聘時にあらかじめ日程を確認する

などの調整がのぞましい。

　一方、『土祭読本』やホームページで益子の風土資料を読み、地域

の理解に役に立ったと答える作家は多い。益子に拠点を置く作家からも、

知らないことを知ることができたという反応があった。ただしボリューム

が多すぎて部分的にしか読まなかったという声もあり、資料を渡してす

べてを作家任せにするのではなく、個別に展覧会を準備・計画するプロ

セスのなかでいかに作家と地域との対話を促すかという点が重要と思

われる。
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＊9 個人作家として参加した21名へ10月30日に土祭事務

　　局を通してメールないし手渡しでアンケートを送付し、

　　11月20日の締切までに7名から回答を得た。この3分

　　の1という回答率の低さの理由として、事務局が別途

　　行ったアンケートと内容の調整をしなかったこと、実施

　　が閉幕から一ヶ月以上経ていたことが考えられる。そ

　　のため本稿では回答結果をそのまま発表することはせ

　　ず、参考資料として利用した。その責はすべて筆者に

　　ある。



　もちろん先に述べたとおり、地域からの要望にただ応えることだけが

作家の役割ではない。また制作中はあえて住民と距離を置いて自分の

感覚を保持する必要があったと答えた作家もいるように、すべての作家

に等しい条件を課すことは必ずしも適切ではないだろう。しかし単なる

アートイベントではないという土祭の性質を考えれば、まずは地域の歴

史や文化について作家が主体的に知ろうとし、それに対して地域も柔軟

に応えられる環境をできるだけ整えることが望ましい。

　そのためには、土祭が何を目的に行われているのか、そこで作家は

何を求められているのかということを明確にし、作家にも伝えていく必

要がある（実際、作家の中からは、土祭におけるアート作品の役割など

について制作準備が始まる前に作家同士のディスカッションがあれば

よかったのではないかという声も挙がっている）。作品の内容にも深く

関わるこうした個別の丁寧なやりとりと調整は、土祭全体の展示ディレ

クションおよびキュレーションの本来的役割であり、事務局ではなく専

門的知識をもつディレクターないしキュレーターが担当することがのぞ

ましい。そうすることによって、風土･風景を読み解くプロジェクトの経

験と蓄積がよりいっそう適切に作品へ生かされることになるだろう。

　作家と地域との対話は、展示が始まってからこそ本格化するべきだと

言うこともできる。少なくともアンケートへ回答した作家全員が、作品発

表後に地区の方々や観客とコミュニケーションをとる機会をもち、刺激

を受けたと口を揃えている。そもそも作品の意味は、その専門的な評価

とは別に、作家が一方的に決めるものでも専門家が断定するものでもな

い。それぞれの観客が作品から受けた印象や感想、疑問をもち寄り、他

の観客とコミュニケーションをとることを通じて、お互いに新たな意味

の発見へと至るプロセスは、一般的に対話型鑑賞と呼ばれている ＊10 。

作品展示期間中、そのような開かれた対話の場を積極的に設けること

が、土祭が益子というコミュニティの発展へさらに貢献するための一つ

の可能性でもあるように思われる。それは当然、作家にも大きなフィード

バックをもたらすだろう。作品展示はゴールではなくあくまでも対話の

始まりであるということを基本認識に据えることによって、土祭がさらに

活性化することを望みたい。
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＊10  対話による美術作品の鑑賞法として、1980年代にニュ

          ーヨーク近代美術館の教育プログラムで実践されたの  

　　  が始まりと言われている。日本国内でも大きな関心を

　　 集め、様々な場所や機関で実践されている。参考文献

　　 として『なぜ、これがアートなの?』（アメリア・アレナス

　　  著、福のり子訳、淡交社、1998年）などがある。



4. おわりに

　土祭は益子という独自の風土をもつ地域で過去と現在と未来の町民

のために開かれるユニークな祭であり、全国各地で開かれる他の祭や

アートイベントとは一線を画している。土祭とはいわば、地域（町民、自

然、町）とアート（作品、作家）が出会い、さまざまな対話が生まれること

によって、地域と作家それぞれに小さな変化が生じてゆく緩やかな現象

そのもののことなのかもしれない。今回の調査を経たいま、そのように

実感している。今回始められた「益子の風土・風景を読み解くプロジェ

クト」はその意味でも、地域とアートそれぞれにとって重要なきっかけを

形成する新たな試みであり、次回以降その成果の活用がさらに図られる

必要がある。

　筆者は今回、土祭の第三者調査の依頼を受けて初めて益子を訪れ

た。慣れない土地でたった三日間の滞在であったにも関わらず調査を

スムーズに遂行できたのは、何よりも事務局スタッフと関係者の方々の

おかげである。そのご厚意に心から感謝すると同時に、もし自分がこの

ような恵まれた立場としてではなく一訪問客として来ていたら、これほ

どスムーズに現地を移動し作品を鑑賞できただろうかという不安を拭

いきれないこともまた事実である。

　土祭は根本的には過去、現在そして未来の益子の町民のためにある

祭だが、これまでこの町が多くの人々や作家をその魅力によって引き寄

せてきたように、同時にすべての人に等しく開かれたものでなければな

らないと筆者は信じている。それは観光という意味にとどまらず、人が自

由に行き交い出会う場としての益子のさらなる発展のためである。だか

らこそ本稿ではあえて率直に気づいたことや要望を述べたが、それゆ

え僭越な物言いや無理難題と思われる部分があったならば、どうかご寛

恕頂ければ幸いである。

はじめに
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構成

1． はじめに－「土祭」第三者評価について

2．「地域住民が参加する『地域調査: 風土研究・理解』を企画の基礎とするしくみ」について

3．「企画段階から地域住民が参加するしくみ」について

4．「次世代を巻き込むしくみ」について

5． おわりに－第4回の土祭に向けて

1． はじめに－「土祭」第三者評価について

1.1 第三者評価の位置づけ

　本稿は、土祭風土形成ディレクターの廣瀬俊介氏の依頼により、「土祭2015」の質を第三

者評価として検証したものである。本稿の目的は、今回の土祭の成果を整理し、次回の土祭

に向けての課題を明確にすることである。第三者評価にあたっては、文化（作品展示）と社

会（地域振興と教育）の二つの面から、複眼的に評価が行われた。片桐の担当は、社会の面

からの批評である。また、エビデンスベースでの評価に取り組むという原則に立ち、評価者は

現地調査を3日間実施し、フィールドワークによるデータの収集を行った。また、片桐は、関係

者（企画者や作家、スタッフ）アンケートや来場者アンケートの中から人々の「声」を聞きだし、

それを記述することで、可能な限り関係者や来場者の目線に立った評価を行うようにした。

1.2 本稿の制約

　本稿には、以下のような制約がある。

① 土祭事務局による自己評価をふまえての第三者評価ではない。時間的な制約もあって、土
祭事務局による自己評価と片桐による第三者評価の作成とが同時に進められることとなった。

それゆえ、データの解釈に食い違いが生じる可能性がある。

② 第三者評価の軸や観点、項目をどのように設定するのかは評価者に任された。その分、第

三者評価における属人的な性質が強まった。

③ アンケート調査でも指摘されているように土祭全体が広範であり、すべての企画に対して

計画的でインセンティブなフィールドワークを実施することはできなかった。

1.3 土祭の特徴と第三者評価の観点

　土祭は、2009年に第1回目が開始された。それ以来、3年間に1度開催され、2015年度に第

3回目を迎える。第3回目を迎える土祭の特徴は、以下の3点にまとめられる。

①「地域住民が参加する「地域調査：風土研究・理解」を企画の基礎とするしくみ」

町民と専門家とがともに地域の風土理解を進める「風土・風景を読み解くプロジェクト」を立

ち上げ、それを基礎として、地域から底上げして土祭を作りあげていくこととした。具体的に

「土祭」第三者評価
社会的質の評価－片桐隆嗣 (前東北芸術工科大学教授。教育社会学)
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は、地域の風土を地理学・生態学・民俗学・社会学などを合わせて総合的に調査し、その成

果に基づいて土祭2015を構想するというものである。　

　そのプロセスを整理すると、事前段階では「益子全体の風土調査」「町内13地区の聞き取

り・文献・踏査調査」「各地区での発表報告会（風土・風景を読み解くつどい）」「つどい報

告会」という形でプロジェクトが進められ、同時に、企画ごとに、そこでの成果が活用され、そ

の内容が個別企画書の「基礎とする益子の風土・風景」の欄に整理された。さらには、各地

区の基礎資料集が作成され、会期中には、それらを含めて「元むらた民芸店」での展示が行

われた。また、そこから「土祭風景遠足」や「益子風土学セミナー」などの発展企画なども生ま

れた。本稿では、この一連の過程を「プロジェクト」と表記する。

　ただし、「報告会」や「つどい」での発表や議論、あるいは基礎資料集を通して、収集され

たデータが企画づくりにどのようにどれだけ活用されたのかについての詳細な資料は得られ

ていない。中長期的には、この点について、外部研究者の手を借りて、事例研究が行われて

もよいと考えられる。

②「企画段階から地域住民が参加するしくみ」

　土祭立ち上げの祖である馬場氏の死去に伴い、プロデューサー方式から「町民のつくる祭

り」方式へと転換。それが第3回目を迎える土祭の第2の特徴となる。具体的には、展示やイベ

ント会場となる地域を中心に町民代表14名が参加する「企画運営委員会」が立ち上げられ、

事務局との協働が行われた。また、土祭の企画や準備段階から町民が関わるしくみ作りが行

われるとともに、住民による地域自主企画の実施と行政によるそのバックアップが行われた。

③「次世代を巻き込むしくみ」

　幼児から大学生まで。「次世代」を形成する青少年が企画や制作の段階から参加できるし

くみ作りを行った。具体的には、作家からレクチャーを受け作品を制作して展示に参加する企

画、中学生有志による「特別セミナーの開催」、「土舞台演奏会」に新しく「こどもの日」を設

ける企画、母親たちによる「土祭駄菓子」のメニュー開発、子ども向けワークショップの実施

などである。

　上記の、土祭の3つの特徴をふまえ、それぞれに、さらにより具体的な評価の観点を設定し、

評価を行った。

① 「地域住民が参加する「地域調査：風土研究・理解」を企画の基礎とするしくみ」
ア）「プロジェクト」への関わり方について

イ）「プロジェクト」がもたらした土祭への効果

ウ）「プロジェクト」を支える考え方と方法

エ） 次回土祭に向けての「プロジェクト」の日常的な継続について

オ）「プロジェクト」の意義
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②「企画段階から地域住民が参加するしくみ」

ア）地域住民がつくる土祭について

イ）地域自主企画「土に還る茶室」から見えてきたもの

③「次世代を巻き込むしくみ」

ア）子ども向けのワークショップについて

イ）「中学生セミナー」について

ウ）「土舞台演奏会」「こどもの日」「土祭駄菓子」について

エ）全体的なしくみについて

1.4 データについて

　第三者評価を行うにあたっては、以下の資料・活動から得たデータを活用した。

① 現地調査・インタビュー　9月24日（金）~26日（木）

② 公式ウェブサイト  http://hijisai.jp

③ 公式ガイドブック『土祭という旅へ　土祭2015』

④「風土・風景を読み解くつどい」来場者アンケート

　 2015年7月20日開催、有効回答数 22名、土祭事務局作成 11月

⑤「風土・風景を読み解くつどい」参加者ヒアリング

　 2015年6月実施、「つどい報告会」企画時に参考にするため、

　 メールにて参加者への感想を依頼したもの、返信者数 6名、土祭事務局作成 11月

⑥「ふりかえりアンケート集計結果」

　 有効回答数 109枚　土祭事務局作成 11月

⑦「来場者アンケート集計結果」

　 2015年9月実施　有効回答数 411枚、土祭事務局作成 11月

⑧『土祭読本』 2014年発行

⑨「土祭2015プログラム　個別企画書」土祭事務局作成 2015年

⑩「土祭2015入場パスポート&会場マップ」

⑪ 公式ガイドブック『土祭2009』

⑫ 公式ガイドブック『土祭2012』

⑬『ミチカケ春第4号』

⑭『ミチカケ秋第5号』
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1.4.1 インタビュー日程、テーマ、インタビュー対象者数

　以下の日程、テーマで1時間から2時間にかけてのインタビューを実施した。

① 9月24日 午後　「中学生による益子風土学セミナー」1名

② 9月25日 午前　「益子の原土を継ぐ」3名

③ 9月26日 午後　「益子の原土を継ぐ、全体」1名、「夕焼けバー、土祭駄菓子」1名

④ 適宜　事務局スタッフ

 

2． 「地域住民が参加する『地域調査：風土研究・理解』を企画の基礎とするしくみ」について

2.1 「プロジェクト」への関わり方について

　ここでは、3つの関係者アンケート（「「つどい報告会」来場者アンケート」、「「つどい」参

加者ヒアリング」、「ふりかえりアンケート」）をもとに議論を進めていく（2.4まで）。

本稿での「関係者」とは、土祭の中心となった「展示作家と登壇者（以下、「作家」と表記）」

「民間スタッフや関係者（以下、「民間」と表記）」「行政職員（以下、「職員」と表記）」の三

者を指す。その三者は、土祭の土台となった「風土・風景を読み解くプロジェクト」にどのよう

に関わったのであろうか。準備や企画段階で「聞き取り」「つどい」「報告会」の「プロジェク

ト」のいずれかの活動に参加し関わった人数の比率は、「作家」が36.0％、「民間スタッフ」

30.0％、「職員」27.3％である。「作家」と「職員」との間に1割弱の数字の開きがあるが、全

体的には3割前後の数値に収束している。

　一方、「プロジェクト」への関わり方をより詳細に尋ねた別な項目では、「つどいに参加」し

た者の比率が「作家」40.0％、「民間」35.0％、「職員」38.6％、また「基礎資料を読んだ」と

する者の数値が「作家」40.0％、「民間」37.5％、「職員」38.6％と、いずれも4割前後の数値

に収束する。

　土祭での住民の活動の多くは、ボランティアとして、また他の職務の間を縫っての活動であ

る。それゆえ、すべての人々がすべての活動に参加し関わるのは不可能である。加えて、自

由回答から読み取れるのは、参加者の忙しさである。創意工夫や時間をやりくりしながら、複

数の企画に取り組んでいる。そのように考えれば、3割から4割という数値は決して低い数値と

は言えない。

　とは言え、次回以降の土祭も「プロジェクト」を根幹において企画するのであれば、「プロ

ジェクト」を通して収集されたデータを学び理解する機会を参加者に提供することは必要要

件である。それゆえ、土祭のための「プロジェクト」としてではなく、各地区でのデータ収集

や情報交換の機会を日常化し、収集したデータをアーカイブし、見たい時に見ることのできる

システムの構築が望まれる。また、そのためには、生涯学習課など他課との連携が重要な鍵と

なることは言うまでもない。
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2.2 「プロジェクト」がもたらした土祭への効果

　それでは、参加者は「プロジェクト」の土祭への効果をどのように捉えているのだろうか。

「とても効果があった」「効果があった」「まあまあ効果があった」を合わせた数値は、「作

家」80.0％、「民間」75.0％、「職員」77.3％と高い。しかしながら、そこから「まあまあ」の数

値を除くと、64.0％、45.0％、31.8％と、「民間」と「職員」では5割を下回る。とりわけ「職員」

の場合には三分の一に満たない数値となる。「職員」の評価の低さが気になるところである。

　では、それぞれのカテゴリーの人々は、「効果」の理由をどのように捉えているのだろうか。

自由回答から見てみる。まず「民間」では、町に対する「自分のこれまでの考え方が幅広く

なった」「愛着がわき、ここに住む意味やこの先の生き方にプラスになっている」「暮らしの

歴史、人の生きている歴史に、各人が心を向けることができたことが、これからも風土を作っ

ていく私たちには道しるべのヒントになる」など、「プロジェクト」への参加が、単なる知識の

習得や地域の再発見に留まらず、参加者のものの見方や生き方の変容を促すきっかけになっ

ているようである。

　一方、「作家」にとっては、「ゆるやかに展示のテーマに反映されている」「参加する企画

の方向性を知る上でとても役に立ちました」「益子という土地に対する対話が生まれた」など、

「プロジェクト」の成果を企画や制作活動に取り込むことができた点を高く評価している。た

だ、その傍ら、「表現の基礎となるものは、作家やプロジェクトを企画する人間がそれぞれの

足で地域に入り込み、自らの感性でその土地や人の話を見聞きし、血肉にして初めて得られ

るものだと思っています。今後、作家がそうした活動をしていけるような運営側からの援助が

必要になってくるように感じました」というコメントにあるように、作家自身が「プロジェクト」

の考え方に沿って参加し、活動することの必要性、そして、それを支援する体制の構築など、

次の段階の課題も指摘されてきている。

　最後に「職員」であるが、「集いを通して…会場に和が生まれる瞬間は開催地区にとっても
良い効果があったと思う。」「つどいをきっかけに加工品開発（小宅の菜種油）をしよう、農

産物を売ろうという地域のまとまりも生まれつつあることを考えれば、地域情報の集約作業を

通じてコミュニティ支援にもつながる」といった具体的な成果を指摘しているコメントがある

一方で、「土祭期間中の効果と言われるとピンとこない」などの否定的なコメントも見られた。

ただし、「地元の人が地元の風土を見返すという点では、効果があったと思うが、土祭として

の集客、盛り上げの効果はなかった」というコメントに象徴されているように、「効果」をどの

ように定義するのかについての議論が、「職員」の中で、さらには、スタッフや関係者の中で、

十分に議論されてはいないようである。「効果」をどのように定義するのかは、土祭の目的と

も関わってくる重要な課題である。次回の土祭に向けてしっかりと議論していきたい。
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2.3 「プロジェクト」を支える考え方と方法

　ここでは、「プロジェクト」を構成する「聞き取り」「つどい」「報告会」という過程に内在す

る考え方と方法の特徴を明らかにし、その意義と課題について考察していく。

　まず、7月20日に実施された「つどい報告会」への来場者に対して行われたアンケート結果

である。22名中18名が「満足した」（とても＋まあまあ）と回答しており、「つどい報告会」の

満足度は高い。そのこともあって、「つどい報告会」を「町内で継続的に展開した方がよい」

と回答した者も22名中16名と7割を超える。一方、「特に展開の必要性を感じない」は0人で

あった。

　それでは、そのような満足感は、「プロジェクト」におけるどのような哲学や方法から生み出

されたのであろうか。「プロジェクト」の考え方と方法論の特徴について整理してみる。

① 複眼的多面的理解: 講師による一方的な講義ではなく、地域の人々の発言を積極的に引き

出そうとする方針のもとで、「つどい」や「報告会」は行われている。そのことで「地域ごとに

話をされた方々の話が聞けて立体的な視野が開けました」「点として知っていた行事が益子

全体の中の行事として意味づけされて、とても参考になりました」「個別のつどいが、益子の

町として一体で見ることができ、必要な視点を発見できた気がします」など、益子を理解する

にあたっての複眼的立体的な視点を参加者が得られることとなる。「つどい」や「報告会」で

のコメントの中に、参加者が「いきいきと話していた」「積極的に話していた」という言葉が

見られたように、多様な年代や職業、価値や問題関心を持つ人々が委縮したり緊張したりせ

ずに自由に話せたことが、議論に多面性や立体性をもたらすこととなったと言えそうである。

② 対話的理解: 「たいていの発表会は知識が一方的に上から降ってくるイメージですが、廣

瀬さんは、一緒に歩いて『うんうん』って聞いてくれる優しさがあって、いいなと思います」

「廣瀬さんがいろんな場所にかき分けて入って行って、『いいなぁ』と感動している気持ちが

スライドに表れているのがいいです」など、「プロジェクト」を主導した風土形成ディレクター

の廣瀬氏の「対話」への姿勢や哲学が住民たちの発言を積極的に引き出すこととなった。

③ 参加意欲の向上: 自分自身の言葉で話すこと。他者の話に耳を傾けること。それを受けて

さらに話すこと。「聞き取り」「報告会」「つどい」という「プロジェクト」の構造が、話すことと

聞くこととを重層化、双方向化させ、それが参加者の話す意欲、聞く意欲を引き出すことと

なった。例えば、「事前の聞きとりがあったことで、事務局・廣瀬先生との間に、信頼関係が

作られ、集いの場が開かれたものとなり、住民が活き活きと話すことができた」「もっともっと

知りたいと思った。地元のことを学びたいと改めて思った。学べば学ぶほど、益子の良さを感

じた」などのコメントがそれに該当する。
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じた」などのコメントがそれに該当する。

　「進め方があまり祭りを意識させないものであったこともあり、住民の皆さんは、スムーズ

に引きこまれていたと思います。その分、この展開がどのように祭りで具体化するのかなとい

うイメージは広がりませんでした。まちづくり、地域経営としては、ああした取り組みにより、自

分たちの郷土への誇りや愛着も増殖するでしょうから住民幸福度が高まると思われます。その

上で、住民発の発表による祭りでの具現化が起これば、より多くの住民が主体的に行う祭りに

なっていけるのではないかと思います。」より多くの住民が主体的に参加し祭りをつくるよう

になるためには、地域について知り、語り合いながら、地域への愛着や誇りを高めていかなけ

ればならない。「プロジェクト」における「聞き取り」「報告会」「つどい」は、土祭に向けた

データの収集の場だけではない。「住民幸福度」を高め、住民の意欲を引き出す機会として

も機能している。住民の意識や意欲を耕していかなければならない分、どうしても手間と時間

がかかってしまう。「プロジェクト」を土台にするにあたっての共通認識を、次回の土祭に向

けてしっかりと作っておく必要がある。

④ 知識理解ではなく、生き方を考える機会として: 「目の前の風景や風土の成り立ちやそれを

作りあげた方々の思いを一つ一つ紐解いていく過程に光をあてることの価値を感じました」

「いわゆる歴史資料として残らない『風土史』とでもいうべき、より『人間の生活感覚に近い

新しい価値』を感じました」「ここに住む意味やこの先の生き方にプラスになっている」など

のコメントからわかるように、参加者が「プロジェクト」を通して得られるものは、歴史的知識、

生態学的知識、民俗的知識など、一般化された普遍的知識だけではない。そこには、風景・

風土を作りあげてきた市井の人々の思いや感情が伴っており、話を聞くものは、それらに照ら

し合わせて自分自身の生き方や在り方を考えることになる。「知る」ことを土台に、「生きる」

ことについて考える。それが「プロジェクト」の核となっている。

⑤ 未来に開かれた学び: それゆえ、「つどい」の中での議論は、単に過去をふり返り、過去に

学ぶだけでは終わらない。自分が生き、苦しみ、怒り、喜び、感動している、この地、益子町

の未来をどのように考え、創り上げていくのかについて考える機会ともなる。例えば、それらは

「風土とは古いもの、廃れていくいものという印象がありましたが、新しい展開の可能性を大

いに感じられ、これからに期待できました」「風土風景を読み解くことは、愛着を育くみ、そし

て次の力になると思いました」などのコメントに表れている。「プロジェクト」は、未来に開か

れ、未来を語り合う機会となる。そして、その当然の帰結として、「土祭だけではなく、普段の

地域づくりに生かされるべき」という声をもたらす。

ちなみに、「地域を知る」だけに留まらず、「地域に生きる」「地域を創る」という観点から

「地域」を考えていこうとする姿勢は、片桐がこれまで企画委員長を務めてきた「山形学」の

理念に通底している。また、方法論においても「山形学」との間に共通性を見出すことができ

るものも少なくない。その点で「地域学」との連携も今後の検討課題となってよい。
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2.4 次回土祭に向けての「プロジェクト」の日常的な継続について

　ふりかえりアンケートQ8では「土祭2015の企画内容で、今後も日常的に続け、次の土

祭へ繋いだほうがよいと思うものを、以下の中から3つだけ番号に○をおつけ下さい」という

質問が設けられている。この回答結果をもとに、今後、「プロジェクト」を日常的に継続して

いくことへの町民の思いを見てみる。

　まず、全体である。第1位を「古い建物や屋外での作品の展示」15.4％が占め、「夕焼け

バー」14.0％、「風土・風景を読み解くプロジェクト」12.2％と続く。また、「プロジェクト」の

関連企画とも言うべき「益子風土学セミナー」は5.9％で第8位、「土祭風景遠足」は5.6％で

第9位と上位に位置づけられ、「プロジェクト」を日常的に継続していくことへの期待は大きい。

　ただ気になるのは、参加形態別に見た評価の温度差である。「作家」と「民間スタッフ」で

は、「風土・風景を読み解くプロジェクト」がそれぞれ17.9％、15.2％と1位を占めるが、「職

員」では「古い建物や屋外での作品の展示」が18.7％と1位を占め、「風土・風景を読み解く

プロジェクトの順位は6位へと下がる。数値も5.6％と大幅に低下する。「風土・風景を読み解

くプロジェクト」よりも「古い建物や屋外での作品の展示」の方が、成果が形として見えやすく、

手間もかからないというのが、その理由であろうか。

　2.2でも指摘し、この後の叙述でも指摘することになるが、「プロジェクト」に対する「職員」

の評価は、いろいろな観点であまり芳しくない。「プロジェクト」の日常化を考えるのであれ

ば、「職員」の「プロジェクト」に関する認識や評価のありようをより丁寧に理解していくこと

が重要である。

　ちなみに、「民間」では、2位に「古い建物や屋外での作品の展示」（14.3％）が続き、「地

域の自主企画」が11.6％で第3位に入った。ぜひ、土祭を契機に生まれた、地域住民の地域

活動への意欲を日常化し、具体的な形にしていきたいものである。その一方で、「職員」で

「地域の自主企画」の日常的な継続を期待するものは2名1.9％に過ぎない。「プロジェクト」

への評価の低さだけでなく、「地域の自主企画」への「職員」の期待の低さもここに表れている。

　また、自由回答欄には、「プロジェクト」の日常化に向けての地域住民からの提案も幾つか

なされていた。最後に紹介しておく。

ア）益子町内の回遊性を高めるため、地域内に作品を配置することや、散策ルートとして風景

　   遠足をもとに案内することは、日常と土祭の取り組みを繋げる役割をはたすと思う。

イ）宿泊付きの町の散策、長期滞在をPRする上で、「貴重なベースの資料」となる。

ウ）学校の授業活用やアクティブシニアの活躍の場として、地域を知る活動そのものをどんど

　   ん活用できる。

エ）取組そのものを「益子スタイル」的なもので、地方創生の先進的な取り組みとして売りこ

　   んでも良いのではないでしょうか。
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2.5 「プロジェクト」の意義

　ここまでは、関係者、つまり企画や準備そしてその手伝いをする側からの評価をもとに、第3

者評価を行ってきた。ここでは、来場者、つまり土祭の受け手側に注目し、彼らが「プロジェ

クト」の意義をどのように評価したのか、来場者アンケートを中心に見ていく。

　まず、土祭に対する来場者の全体的な満足度について確認しておきたい。満足度を尋ねた

質問に対して、「とても満足」と「まあまあ満足」を足した数値は、95.2％であり、満足度は非

常に高い。来場元別に見た数値も、町内93.5％、県内95.7％、県外95.2％とほぼ同数である。

しかしながら、「とても満足した」の数値だけに注目してみると、「県内」59.6％、「県外」

54.9％、「町内」41.9％と、「町内」の数値が下がる傾向にある。大枠では満足しているが、細

かく見ると、「町内」の人々の評価がやや辛く、「町外」の人々の評価が高い。それが土祭に

対する来場者の全体評価である。

　土祭のそうした高い満足度を支えている「プロジェクト」の意義を、来場者はどのように感

じ、評価しているのだろうか。自由回答のデータをもとに、以下、3点に整理してみた。

① 協働と統一感への共感: 「土地の人と作りあげているのも良いと思いました（県外）」「地

元の人がたくさん参加していてとても良いと思った（県外）」「住民の人がたくさん参加して

いてとても良かった（県外）」「地域の人たちと新たにつくりあげていく祭りとして「土祭」を

位置づけているところがよりすばらしいと思った（県外）」など、自由回答欄に記載された、土

祭における住民参加度の高さや住民との協働に対する来場者の評価は高い。また、そうした

住民の参加度の高さが土祭のまとまりや一体感を来場者に感じさせているようである。自由回

答欄には、「地元の方と一体になった展示がとてもよかったです（県外）」「普段バラバラだ

と思っているものが一体になっている雰囲気が良かった。生活とアートのつながりなど（県

内）」「町ぐるみな雰囲気がとても良かったです（県外）」「全体の統一感が良かった。こん

なにたくさん町の良さを引き出すことができていることに驚きと感動があった（県外）」「街

全体が土祭でひとつになって来たなという感じがしました（県外）」といった記述が並ぶ。

　その一方で、「町内」からの来場者の評価はやや辛口である。例えば、「土祭について、も

う少し町民が関心を持てるような工夫が必要」「町民として色々なところを見てまわったが、

新たな場所を発見した。もっと町民にも参加して貰えるよう呼びかけてもらいたい」「5日間か

けてスタンプ置き場を全部廻ったが地元（益子）の人たちとは全然会わなかった。町以外の

人たちばかりだった」など、土祭に対する理解や参加・協力に関する住民間の温度差を指摘

するものも少なくない。

　同じ傾向は、「益子の風土風景を読み解く」の展示・解説に対する評価についても見られる。

来場者アンケートでは、Q3で「よかった企画の番号をお書き下さい（複数回答）」という項目

を設けているが、そのなかで、「益子の風土風景を読み解く」の展示・解説の数値は「56」と

34項目中第8位を占め、全体としての評価はそれほど低くはない。しかしながら、来場元別に

見ると、「県内」では第3位、「県外」で第6位と高い評価を示すものの、「町内」からの来場者
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では18位と大幅に順位を下げる。「プロジェクト」は、町外からの来場者にとって新鮮でイン

パクトのある企画として評価されている一方で、「町内」の来場者にとっての評価は低い。

　もちろん、「町内」来場者からの否定的なコメントについては、次回の土祭に向けての大き

な課題としていかなければならない。しかしながら、同時に、「町内」来場者からのコメントに

委縮し過ぎてしまう必要もないと思われる。自由回答欄の全体的な傾向からすれば、関係者ア

ンケートで「作家」が指摘しているように、「宣伝効果やイメージアップという点では、土祭の

対費用効果は相当高いと思います。来場者の満足度もたいへん高い」と言う実感は的をはず

していない。町民参加型の祭りへと切り替えて初めての開催であり、いろいろな課題を抱えな

がらも、町外の来場者から非常に高い評価を得られたのが今回の土祭であると整理しておき

たい。

② 町イメージの拡張・転換: 来場者アンケートから明確に読み取れるのは、益子町のイメージ

の拡張あるいは転換である。「失礼ながら『やきものの町』としか思っておらず、今回新しい

発見がありました（県内）」、「器に留まらない幅広い内容でやっていけばよいと思いました

（県内）」「陶芸の他にも、このような企画があって面白い（県内）」「毎回陶器市に来ていた

が、土祭は初めてで心温まる感じがよかった（県外）」「陶器市よりも土祭の方が刺激的で考

えさせられ、楽しかったです（県外）」「子どもの頃のイメージは田舎の町という感じでしたが、

とてもセンスのよい場所になっていました（県外）」など、自由回答欄のコメントでは、土祭を

通じて、従来の益子町のイメージを形づくってきた「窯業の町」や「陶器市」との差異化が行

われ、「気づき」や「出会い」「癒し」「知性」などの価値が高く評価されていることがわかる。

　そして、これらの価値は、自由回答に頻繁に見られる、「大好きな町」や「良い町」「素敵な

町」という町イメージを生み出し、「また来たい」「また参加したい」「応援します」「これから

も続けて欲しい」という意識を形成していると思われる。さらにふみこんで言えば、自由回答

欄に「益子に住みたい」という記述をしている者が、若い女性を中心に、5名いたことも指摘

しておきたい。土祭は確実に益子町のイメージを拡張し転換している。

③ 新しい価値の提示: 来場者の自由回答で目を惹くのは、「ゆっくり」「ゆったり」「広範囲」

「統一感」「優しく」「ひかえめ」などの言葉である。例えば、「私たちの想像する祭りとは全く

違って、広範囲で行われ、ゆったりとした時間が流れ、統一感のある優しい空間だと思いまし

た（県外）」「祭りだけど仰々しくなく、とても整っているがひかえめで展示も良い意味でシン

プルで、益子全体をみることを促すものだった。地元民も旅行者も皆楽しんでいた。こんな地

元だったらなあと思った（県外）」などのコメントが典型的である。どちらも従来の価値観や

認識で土祭を捉えることの危険性を見事に洞察している。

　また、「広範囲に点在する企画を見てまわることで益子の風土を感じることが自然にできて

いる。それぞれの企画そのものよりもそこに行きつくまでの道のりに意味があるように思った

（県内）」「土祭は、規模の大きさ、話題性、集客数、経済波及効果など、従来の評価基準で
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判断するのではなく、長い時間軸で益子の財産となる土祭のあり方を考えて欲しい（関係者

アンケート: 作家）」などのコメントで指摘されているように、土祭の価値は、経済的な価値よ

りも精神的文化的な価値、量的な価値よりも質的な価値、そして、成果よりも過程を重視する

価値として捉えるべきであろう。

　現地調査でのヒアリングで耳に残ったのは、とりわけ地域自主企画や住民主導の関連企画

に言えることであるが、経済的な価値や成果を追い求め、ともすると企画内容が陶器市と同じ

方向に流れやすいという指摘であった。土祭が陶器市とは異なる、住民参加による文化的精

神的な祭りを目指すのであれば、この点には強く留意が必要であろう。

　また、自由回答で少なからず指摘されている「会場が広すぎる」「会期が長すぎる」「一日

では回りきれない」「テーマや内容がわかりにくい」「メリハリがない」などの課題は、運営体

制や広報のあり方など、システムや方法論の問題だけではなさそうである。「住民一人一人

が自身の足元を掘り起こしながら創り上げていく祭り」という土祭の原理から生じてくるものも

少なくない。例えば「町全体での住民参加を原則にするのであれば、会場は広くならざるを得

ない」だろうし、「会場が広くなれば、一日では回りきれない」「会期を長く設定せざるを得な

い」ことになる。次回の土祭に向けての課題の解決にあたっては、原理的な側面と方法論的

な側面とを一緒くたにしないように、丁寧に仕分けながら議論を進めていくことが重要となる。

3． 「企画段階から地域住民が参加するしくみ」について

3.1 地域住民がつくる土祭について

　今回の土祭の第2の特徴は、地域住民主導の祭りである。そのために、全体の運営では、

町民代表14名が参加する、「企画運営委員会」が立ち上げられ、企画や準備の段階から住民

の参加や関わりが促された。加えて、正規の企画以外にも地域の地域自主企画や住民主導の

関連企画の開催が呼びかけられ、事務局を中心にした行政によるバックアップ体制が作られ

ることとなった。ここでは、それらをふまえて、「企画・準備段階からの住民参加」、「関連企

画や地域自主企画の開催」という二つの観点から、土祭の第2の特徴についての評価を行い

たい。

　それではまず、事前の準備や企画の段階で、住民はどのような活動に関わったり参加した

りしたのだろうか。その点から整理しておこう。参加者アンケートQ1では「準備や企画に関

わったり参加したものに○をつけてください」という内容が尋ねられている。そこでの参加者

が多かったのは「夕焼けバー」（42名：選択者数：以下省略）、「作品の展示」（33）、「風

土・風景を読み解くプロジェクト（聞き取り・つどい・報告会）」（33）、「受付スタッフや観光

ガイド」（32）、「益子手仕事村」（28）である（全選択者数109名）。

　次に「作家」「民間」「職員」の三つのカテゴリーの数値に焦点を絞ってみると、「作家」で

は「作品の展示」（25 / 25：選択者数 / 母数：以下同様）が最も高く、「職員」では「受付ス

タッフや観光ガイド」（28 / 44）「ほか（まかない食堂、救護、駐車場、広報など）」（12 / 44）

など裏方的な役割の数値が高くなっている。一方、ここで議論の焦点となる、「民間スタッフ」
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の場合には、「夕焼けバー」（22 / 40）、「益子手仕事村」（18 / 40）、「風土・風景を読み解

くプロジェクト」（12 / 40）などの数値が高い。

　次に、企画や準備段階での気持ちでは、「とても楽しかった」「楽しかった」「まあまあ楽し

かった」の数値を合わせると、全体で77.8％、カテゴリー別には「作家」88.0％、「民間」

85.0％、「職員」65.1％となる。2.2や2.4と同様に、ここでも「作家」や「民間」の数値に比べ

て「職員」の数値が低くなっている。

　第二に指摘できるのは、「民間」の人々が企画づくりや準備段階を楽しんでいることである。

「楽しかった」とする者の数値は、アートイベントの主役である「作家」と同じ値を示している。

この点は、企画段階から地域住民が参加していることのメリットであると言ってよいだろう。

　「民間」の人々における、企画づくりや準備段階での喜びの声は、自由回答の中に溢れて

いるが、そこにはいくつかの方向性や傾向が見られる。例えば、「新しい友人」「交流」「出会

い」「共につくる」「ふれあい」などの言葉が見受けられ、そこから人との交流や協力、新しい

繋がりができたことへの満足感を読み取ることができる。また、「体験できない」「個人の勉

強」「新しい発見」「学べた」などの言葉に注目し、「新しい試みや学び」への満足感を読み

取ることも可能である。さらに、数は多くなかったものの、「多くの人たちと共に「場」を作り上

げていく作業は、とても楽しい体験でした」という「共創」の喜びも表現されていた。

　準備・企画の段階を離れ、会期中の気持ちはどうであったのだろうか。「とても楽しかった」

「楽しかった」「まあまあ楽しかった」を合わせると76.8％となり、企画・準備段階と変わらな

い（77.8％）。さらに詳しく、カテゴリー別にみると、「作家」84.0%、「民間」85.0%、「職員」

65.9％と企画・準備段階の数値と同じ傾向を示す。つまり、「職員」に限っていえば企画準備

段階の辛さや大変さは会期中も引き継がれており、「民間」のスタッフの楽しさや喜びは会期

に入った後でも変わりがないのである。

　会期中の「民間」の楽しさや喜びの理由としてあげられていたのは、企画・準備期間での

回答と同様に「人との交流や協力、新しい繋がり」である。そして、もう一点は、来場者に満足

して貰えたことや褒めて貰えたことなど、「来場者からの肯定的な反応」が得られたことであ

る。この点については、「作家」の自由記述欄からも読み取ることができ、どちらかと言えば裏

方の仕事を担当している「職員」には弱い点であった。「職員」の動機づけや評価を高める

には、来場者との交流だけではなく、来場者からの肯定的な反応や評価をしっかりと受けら

れる立場や役割が必要となりそうである。

3.2 地域自主企画「土に還る茶室」から見えてきたもの

　3.1では、「企画・準備段階からの住民参加」という観点に立ち、企画・準備段階に関わり

参加した住人の満足度やその背景にある要因について見てきた。ここでは、「関連企画や地

域自主企画の開催」という観点に立ち、地域自主企画「土に還る茶室」を事例に、土祭にお

ける地域自主企画のあり方について考察してみたい。

　事例として「土に還る茶室」を選んだ理由は、以下の三点にある。① 地域自主企画の中で、
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実際に活動の様子を見ることができ、主催者にインタビューを行うことができた。② 来場者ア

ンケート（Q4）で「参加してよかった企画」として圧倒的に高い評価（17名からの選択。2位

にあたる「ファッションショー」「成井恒雄展」は7名からの選択）を受けた企画であったこと。

③「次世代に引き継ぐ」という視点が入った企画であったことである。

　「土に還る茶室」は城内地区の自主企画である。竹を使って茶室を作り、会期中には、制

作過程の展示、茶碗や掛け軸の展示、野立てが行われた。地区の子ども会育成会・商工会青

年部などと、真岡工業高等学校の高校生と教員とが連携協力し、オリジナルな茶室、竹の間、

ベンチスペース、ギャラリースペースを、地元の竹を切り出して制作している。設計・建築し

たのは高校生たちであったが、竹の扱い方やデザインについての知識やノウハウは持っても

らず、自分たちで調べ、試行錯誤しながら制作を進めていったという。また、城内地区の小学

生が茶碗や掛け軸を制作し、会期中にそれらを使って、来場者にお茶をふるまっている。

　現地調査で印象的だったのは「地域から生まれてくるものを大切にした」「竹を選んだの

は、また地域の自然に還せるものという理由から」などの言葉である。材料の竹を初めとして、

お茶という文化、さらには地区の組織の連携、学校と地域との連携、小学生や高校生の交流

など、地区にある様々な資源（物的資源、文化的資源、社会的資源）を無理なく上手に組み合

わせていった点に成功の秘訣があったと言えそうである。

　すでに指摘したが、来場者アンケートでの「土に還る茶室」の評価は非常に高い。「関連企

画や地域企画に参加してよかった企画」で、他を圧倒的に引き離しての1位を占めた。モデ

ルケースとしては規模が大きい企画であるが、非常に優れた企画である。次回の土祭に向け

て、あるいは継続的な地域自主企画の開催に向けて、ぜひ学習講座を設け、そこで本事例を

様々な観点から分析・考察し、「プロジェクト」を土台とした地域自主企画の企画運営のノウ

ハウの構築・共有を図って欲しい。

　また、「土に還る茶室」に対する評価の第2の特徴は、参加者の同年代、つまり10歳代や10

歳未満の来場者から「参加してよかった企画」として選択されている点にある。もちろん、回

答者が参加者の知り合いである可能性が高い。しかし、例え、そうであっても、この企画が参

加者と同年代の来場者の興味関心を惹いたという点では、子どもたちの参画を中心にした企

画の意義は大きいと考えられる。

4． 「次世代を巻き込むしくみ」について

4.1 子どもを対象とした企画全般について

　子どもを対象とした企画への感想や意見、要望などを来場者のアンケートで見ると、「小学

生を絡めた企画をもっと増やしてほしい」「もっと子どもも参加したい」「子ども向けのブース

をもっと増やしてほしい」「まちなか映画館に子ども映画をかけて欲しかった」「もっと小さい

子どもでも楽しめる企画が増えると良いなと思いました」「親子や子どもだけでも楽しめる企画

があると良いなと感じました」のようなコメントが掲げられていた。また、関係者アンケートの

中にも「お客様に小さな子連れの若い家族が多かったと思います。次世代に繋ぐためにも子
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どものスペースが増やせると助かるのでは。」というコメントも見受けられた。片桐もその点は

同様の思いを持った。

　アンケートでも、来場者の年齢構成を見てみると、10歳未満が5.1％、10歳代が5.4％と、

「青少年」が１割を超えている。また、子育て世代にあたる30歳代が23.6％とほぼ四分の一を

占めている（ちなみに、これは50歳代以上の来場者25.0％に匹敵する数値である）。これらの

数値と先の自由回答方式の回答とを重ね合わせてみると、子ども向け・家族向けの企画が

もっとあっても良いと思われる。

4.2 中学生セミナーについて

　中学生セミナーは、「益子風土学セミナー特別篇」として、9月22日10:30から12:30まで行

われたものである。「益子町の魅力を探る　移住者インタビュー」というテーマのもと、町内に

ある3つの中学校から3名ずつ生徒が選出され、7名の移住者にインタビューを行い、そこから

見えてきた益子の魅力を発表した。

　「中学生が益子の魅力を真剣に考え、自分の言葉で発表できた」「回を追うごとに中学生

の成長が見られ嬉しかった」「中学生セミナーが好評だったことで、益子町の将来への展望

が開けた」「中学生たちもインタビューを行うことによって、客観的な視点から益子を見つめ

直すことができ、風土への理解がより深まった」などの成果が関係者アンケートに述べられて

いる。

　インタビューでも、このセミナーを通しての中学生の変容ぶりは強調され、益子町の魅力を、

「自然の豊かさ」「焼き物の町」といった一般的な次元でだけではなく、「住人の優しさや温

かさ」といった内面的な面で捉えられるようになったと指摘されている。

　また、関係者アンケートには、町内の中学生の「伝統が断たれたり少子化によりお祭りなど

が寂しくなったりして伝承されてきたものがなくなろうとしている中、それを保とうとしたり復

活させようとすることは大変であり、また意味のあるものだと感じました。また、自分の暮らす

益子町の今ある良い点、まだないけど将来の可能性に気づかされました」というコメントがあ

り、セミナーは、自己成長という観点でも、地域理解という観点でも、参加した中学生にとって

大きな意義のある経験だったと言ってよい。

　ただ、その一方で、「インタビューを終えてから、どのようにまとめ、発表の段階に持ち込ん

でいけば良いか見通しが不透明で、進めていくのが厳しかったです」「準備期間が少なく、

十分な教育効果を上げるための計画が立てられなかった。また、保護者や学校へ十分な説明

ができず誤解が生じていた」「段取りをよく決めずに本番が始まってしまったので、進行が難

しかったです」「ファシリテーターとの打ち合わせ時間が取れず、進行は予定通りに行くか心

配した」など、準備や打ち合わせ、進行などの点で課題を指摘しているものが少なくない。こ

の点での次回に向けての改善が求められる。

　また、インタビューやアンケートなどを通して浮かび上がってきた、中学生セミナーの今後

の展開についての論点を整理すると、以下のようになる。今回のセミナーは、観光振興という
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観点から主催された「選出された、特定の生徒を対象に行われた単発のイベント」であった。

しかしながら、これを教育という観点から見直すことで、「希望するもしくは可能な限りたくさ

んの生徒が継続的に取り組む学習」へと展開できるのではないだろうか。このように考えた場

合、展開は、学校教育での展開、社会教育での展開、自己学習での展開と3つの観点から考

えられる。以下、それぞれについて論じてみる。

　学校教育での展開は、第一に、教科教育での「基礎資料」としての活用である。プロジェク

トを通して多面的立体的に、思いや感情とともに収集された知識＝生きる知恵は、単なる地域

理解の教材となるだけではなく、この土地で生きる生き方を考えさせる教材となりうる。第二

は、総合的な学習の時間での展開である。関係者アンケートにも「益子の各地区の子どもたち

が中心となって自分たちの住んでいる、この町の風土・風景を今回のようなやり方で読み解

き学ぶプロジェクトをやっていただきたいです」という記述のように、子ども版の風土風景を

読み解くプロジェクトを学校教育で展開していくというものである。セミナーでは二ヵ月間6回

という駆け足での活動であったが、総合的な学習の時間では年間を通して学習活動を計画

でき、社会教育指導員などを通して地域の資源の活用も可能となる。

　子ども版の風土・風景を読み解くプロジェクトというアプローチは、社会教育でも可能であ

る。希望者を対象に講座を提供するという形になり、興味関心のある子どもたちを集めて展開

できる点では、学校教育での展開よりも進めやすい。また、社会教育での展開の場合、「プロ

ジェクト」を通して得られた情報をもとに、「キッズ地域ガイド」「キッズ遠足ディレクター」

「子どもまちづくり会議」などの事業へのさらなる展開も考えられる。

　さらに、加えて言えば、大人版のプロジェクトを生涯学習課が、子ども版のプロジェクトを

学校教育課が中心となって進め、3年に一度の「土祭」で両者の成果を観光課が取りまとめ発

信するという形も考えられる。そのことを通して、「プロジェクト」を土台にした「人づくりと町

づくりとが一体化し、大人と子どもがともに学び合い成長し合う」益子独自のまちづくり（人づ

くり）の体系化ができると考えられる。

　最後に、自己学習での展開について述べておこう。授業や講座を準備し提供するのではな

く、「プロジェクト」で作成された基礎資料を、子どもたちが日常の学習活動や生活場面で、

すぐに簡単に活用できる環境づくりを行うというアイディアである。例えば、次のような関係者

アンケートでのコメントが典型的である。「（若者には）この土地で生きることについて考える

こと、そして生きる術を身につけてもらいたいと思います。そして、それは、手取り足取り教え

ることではなく、この「つどい」の詳細な記録があって、調べればすぐに辿り着く場所にあれ

ば（町の図書館や小学校の図書室にあったらいいですね）、何かに対して迷ったり悩んだり

した時に、行き先を示す道標になってくれることと思います。」具体的には、書籍化や電子書

籍化、インターネット上でのデータ化などが考えられる。ただし、その場合には、そうした資料

の存在やその価値についての情報提供を行ってくれる大人の存在は必要不可欠である。資

料の作成や整備で終わるのではなく、教員や行政職員さらには地域住民が「プロジェクト」に

関わり続けることが重要となる。
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4.3 「土舞台演奏会」「こどもの日」「土祭駄菓子」について

　9月26日の「土舞台演奏会」は「こどもの日」として位置づけられ、子どもが様々な形で舞

台に上がったり、母親たちがこの日のために「土祭駄菓子」を開発したりした。また、この日

の子どもたちに特徴的だったのは「演じる主体」と「楽しむ主体」の二面性を与えられていた

点である。前者では、単なる「演技の発表会の主役」に留まらず、「子ども神輿」「各地区の山

車の披露」「お囃子での演奏や舞踊」などの神事の中心的存在として位置づけられていた。

　また、後者では、お祭りの雰囲気を味わったり、駄菓子に舌ずつみをうったりしていた。

　その評価であるが、後者については、子どもたちは十分に堪能できたように思う。しかし、

前者については、コンセプトの徹底という点で不十分であったように感じた。例えば、「子ど

も神輿」では、子どもたちが大人の指示で動かされているようにしか見えず、その目的や意味

について、演じていた子どもたちが意識をしていたように思えなかった。また「各地区の山車

の披露」でも、子どもたちは楽しそうにしていたが、祭りが大人主導で進められ、子どもたちが

そこにいる意味がもう一つ伝わってこなかったように思う。　　　　

　「新町お囃子会子ども育成部」の子どもたちの演奏や、「田町お囃子会」での子どもたちの

ひょっとこ踊りなど、子どもたちが大人と対等に祭りに参加していた光景もあり、川本氏の映

像作品で表現されていたように、益子町の子どもたちのパワーを感じさせる場面もあった。そ

れらの要素を活用し組み合わせながら、「こどもの日」のメッセージをより明確に発信すること

も可能であったように思われる。この点を次回の土祭への課題として指摘しておきたい。

　「駄菓子」の開発にあたっては、「この土地の食材や食文化を知る」「当時の食生活を知る」

といった観点から「風土風景を読み解くプロジェクト」の基礎データが活用された。自然育児

の会の母親が中心に開発が進められたが、自然育児の会以外の母親も巻き込んで行われた。

駄菓子の種類は、「おやき」「やきまんじゅう」「くれえぷ」「そばかりんとう」「きなこあめ」

「ばくだん」など多岐に渡り、当日は大人気で長い列ができていた。「プロジェクト」データ

の活用や地域組織の連携事例として参考になる企画であり、次回の土祭に向けて、考え方や

ノウハウを共有しておきたい事例である。

4.4 全体として

　ちなみに、来場者やお客様としてではなく企画者参加者として、子どもたちは今年度の土祭

にどれだけ関わったのであろうか。それを整理すると、幼児や小学生は「子ども神輿」や「お

囃子での演奏や舞踊」などの発表に参加し、中学生は「益子風土学セミナー特別篇」の企画

運営に取り組み、高校生は観光ボランティアガイド、そして大学生は中学生セミナーでのファ

シリテーターを務めている。幼児や小学生の発表を除けば、参加者数は多いわけではない。

中学生は9名、大学生は2名である。それでも、幼児から大学生まで、すべての世代が企画・

参画する側に代表を送りだすことができたことは、次回の土祭の組織構成を考える上では、

非常に意味のあることである。
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5． おわりに－第4回土祭に向けて

　最後に、すべてのアンケートの自由回答を土台にして、第4回土祭に向けての課題を提示

し、その課題を解決するための提案を行って、本稿を終えることとする。

5.1 「作家」独自の視点からの提案

　アートフェスティバルとしての土祭の屋台骨を支える作家たちは、今後の土祭にどのような

思いを抱いているのであろうか。最初に指摘できるのは、「コンテンツはそろったので、今度

は告知は参加者を増やす努力、そして運営の人数を増やす努力をした方がいい」「内容は素

晴らしいお祭りでしたが、それをもっとわかりやすく多くの人に伝える考え方や仕組みをつくる

こと。…伝えたり楽しみ方の窓口が作る側とは別にひとつの柱として必要な段階に来ている」
などである。企画内容や展示作品の質は高くなってきたので、それをどのように伝え、どのよ

うに楽しんで貰うのか、伝える仕組みや楽しむ仕組みを作ることが、次の課題であるというも

のである。

　加えて、「美術イベント運営の経験者をスタッフに加える必要性を感じました。プロジェクト

を実行する上で、事務局と作品を纏める人間との間に摩擦やすれ違いが生じていたのは、見

えているものや生きてきた背景・価値観の違いにより、物事の進め方に大きな違いが現れた

からだと思えます。それは、どちらが正しいものとも言いがたく、同時にその違いは短期的では

埋めがたい。ただ、お互いより良くしようと思う気持ちは変わらないので、その間に立って、双

方の言葉を理解し、翻訳しながら話しを進めていく存在が必要なのだと思いました。それは上

に立つような特別な存在ではなく、一スタッフとして経験のある人間がいてくれるだけで解決

する部分は出てくると思います」というコメントのように、表現者の論理と運営者の論理とを相

互に翻訳してくれ、両者を取り結ぶ存在の必要性も指摘されている。さらに、今回の土祭で

は、地域住民からの聞き取りや企画参画などが意欲的に進められたこともあり、その価値観や

論理も祭りの中で重要な位置を占めることとなった。今後、地域住民の参画や交流が進めば

進むほど、価値や論理は多様となり、それらを翻訳できる人材がより重要になる。よって、中長

期的には、その育成も視野に入れていきたいものである。

5.2 運営体制について

　次回の土祭に向けての一つの大きな課題は運営体制の問題である。関係者アンケートでも

すべてのカテゴリーで大きな課題として指摘されていた。例えば、作品展示やワークショップ

を様々な場所で経験している「作家」のコメントは象徴的である。「益子町のような役場の

方々の仕事っぷりや町内の人々の仕事っぷりは他に見たことがないです。凄い能力の人達

が集まっている場所だと常々思っています。凄い人達の集まりなんですが、土祭自体が年々

開催地域が広くなっていることがあり、運営体制の人数を増やす必要があるように思います」

と、経験豊富な益子町の行政職員や住民の優秀さをもってしても対応しきれない状況が土祭

で生じていることが指摘されている。
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　また、「祭りの規模に対して事務局の方の人数が少なすぎると思います。土祭に専念できる

方を一年～半年前からだけでも増やすことでいろいろなことにゆとりができてたくさんの人が

楽しめる祭りになるのでは」「運営スタッフの数と祭りの規模のバランスの見直しが必要だと

思う。事務局や地域リーダー、スタッフに掛かる負担が大きすぎたのではないか」など、まず

何よりも事務局の人数不足が、さらに地域リーダーやスタッフを含む運営スタッフの人数不足

が指摘されている。

　「町民がつくる土祭」への移行に伴い、運営における行政職員の協力体制が縮小され、地

域リーダーや町内外のスタッフが運営に加入することとなった。しかしながら、それでも、彼ら

の人数不足や経験不足は否めず、今回の土祭については引き継ぎの意味でも事務局以外の

行政職員の協力が必要ではなかったのかという声も耳にした。

　そのような状況の中で「職員」の土祭への関わり方についての当惑や悩みは決して小さく

ないと思われる。関係者アンケートに表れた「職員」に特徴的に表れた、土祭や「プロジェク

ト」への「乗り切れなさ」の原因は、それがすべてではないが、「負担」や「忙しさ」「非効率

性」が大きな部分を占めていることは否めないであろう。

　しかしながら、同時に、彼らなりの試行錯誤や創意工夫も行われている。「事務局に事細か

に確認しながら進めるのではなく、チーム内の裁量で進めていった方がスムーズな進行が出

来たように感じた。…自身の業務外に行うため負担にはなるが、多数の企画を運営すること、
参加する職員の経験になることを考えると、早期から職員として企画へ参加し、住民とともに

活動すべきだと感じた」「関わるのであれば、動き出しを早めたい」「企画の段階から参加で

きたらと思います」などのコメントを読むと、「職員」の中にも、土祭や「プロジェクト」に関わ

ることの意義をしっかりと理解し、さらに課題解決の鍵は「早い動き出しによる、企画段階から

の参加」にあることに気づいている者がいることがわかる。この点をふまえれば、次回の土祭

に向けて、今回のような事務局による集中管理型ではなく、各担当や組織の裁量権を広げネッ

トワークで結んでいくといった、新しい組織のあり方を構築していく必要がありそうである。

60



5.3 批判について

　2.5で既に述べたように、土祭では、経済的な価値よりも精神的な価値、量的な価値よりも質

的な価値、成果よりも過程が重視されている。それらは、合理性や効率性を追求し、量的な把

握や説明を求め、成果への関心を示す、現代社会のパラダイムとは異質なものである。それ

ゆえ、そうしたパラダイムに思考を慣らされてしまった多くの人々にとっては、土祭のパラダイ

ムを理解することは難しい。このように考えてみると、土祭の「あまりにも実直で地味な取り組

みが正当に評価されるのだろうか」というコメントにもリアリティーが伴う。

　それゆえ、批判に対しては、丁寧に聞き取り、時間をかけて丁寧に説明していくべきであろ

う。「なんのために土祭をしているのか。…その問いは、いつまでもどこまでも問い続ける必

要があるかもしれないと思いました。その問いに対する答えが輝いている限り、魅力あるもの

であり続けると思います。…賛成だけのことではつまらない。「これだから嫌だ」は、こうした

らより良くなるヒントです」とあるように、批判を通じてこそ、土祭の理論と方法は鍛えられる。

　そして、その際には、「批判なども耳にしましたが、関わったうえでの真剣な批判というの

は、今後、さらに内容を深めていくうえで、とても貴重なものに思えます。これまでの積み重ね

も含めて、生活に密着した形での祭りとしての第一歩だったのかなと感じました」と指摘され

ているように、抽象論に走らず、具体的な事例をもとに成果、課題、意義、可能性などを、様々

な観点から分析していくことが大切である。

　そのためには、「単なる一過性のイベントとしてではなく、益子町の風土や風景に根ざした

祭りとして育んでいく。そのために遠回りであっても、地域住民とコツコツと積み上げていくと

いう強い意志」が必要になる。この言葉、住民の声を土祭関係者に送り、第三者評価を終了

することとしたい。

　謝辞。筆者を第三者評価者として選定して下さった土祭風土形成ディレクター廣瀬俊介氏

を始め、会期中の多忙の中フィールドワークを支援して下さった土祭事務局の皆さん、空き時

間を見つけて丁寧にインタビューに答えて下さった関係者の皆様に、この場をお借りして深

く御礼を申し上げます。ありがとうございました。次回の土祭も楽しみにしております。

61



05/02 新町、田町、内町、道祖土｜05/22 上大羽、道祖土｜05/23 道祖土、内町｜05/26 道祖土、西明寺

06/07 高舘山自然観察会 (西明寺)、粘土採土場各所および露頭 (道祖土、大沢)｜

06/08 町歩き会 (本通り−城内坂、参考館−濱田窯、宇都宮家墓所−綱神社−地蔵院)｜

06/09 足尾山登山道踏査 (上大羽)｜06/10 道祖土｜

06/28 田野、真岡市根本−西田井、あじさい祭り (太平神社、田町)｜06/29 田野、真岡市根本−西田井

07/05 ホタルの夕べ (西明寺)｜07/06 百目鬼川をきれいにする会 (道祖土−内町)、芦沼石採石場跡 (小宅)｜

07/07 町全域 (地形確認)｜07/23 益子祇園祭｜07/24  〃 、茨城県桜川市 (花崗岩地帯)｜07/25 益子祇園祭

08/02 芦沼の獅子舞、一万度 (小宅)｜08/19 西明寺

09/10 主要窯元 (城内、道祖土)｜09/11 田野、城内、上大羽｜09/30 道祖土、上大羽

10/01 上大羽｜10/04 前・土祭｜10/05 上大羽、大沢｜10/19 上大羽、栗生｜10/20 西明寺、上大羽｜

10/25 西明寺｜10/26 堂ヶ入沢自然観察会 (上大羽)、城内、一の沢｜10/27 城内、一の沢

11/09 綱神社太々神楽、山本八幡神社太々神楽｜11/10 一の沢、城内、道祖土｜

11/16 風戸塚古墳 (中村)、七井｜11/17 一の沢｜11/18 大沢、下大羽、道祖土｜

11/23 亀岡八幡宮、小宅古墳群ほか (小宅)、西明寺｜11/24 根本山 (田野)、道祖土、北中

12/01 田町、栗崎、道祖土｜12/02 道祖土、栗崎｜12/06 石並、生田目、真岡鐵道小貝川橋梁 (石並)｜

12/07 百目鬼川をきれいにする会、道祖土、北中、北益子、栗崎、内町｜

12/08 栗崎、新町、内町｜12/11 鬼怒川柳林河岸 (真岡市柳林)、妙伝寺報恩講 (山本)｜12/12 山本｜

12/16 円通寺 (大沢)、山本、狐塚古墳 (田野)

01/14 田野｜01/15  〃 、小宅｜01/23 田野｜01/24 小宅｜01/25  〃 ｜01/28 田野、小宅｜01/29 小宅｜

01/30 城内、小宅、七井

02/13 西坪古墳群 (小宅)｜02/16 城内

03/24 上大羽

04/02 大沢、北中｜04/03 大沢、北中、益子西小学校 (桜開花、塙)、新町｜04/04 コウホネ田んぼ (西明寺)、

まーしこむーしか文庫 (大沢)｜04/15 七井｜04/16  〃 、小宅、中村｜04/27 七井｜04/28  〃 ｜04/30 西明寺

05/01 下大羽｜05/02  〃 ｜05/09 中大羽｜05/10 田野、塙｜05/11 塙｜05/12 塙、星の宮｜05/25 辰街道沿線・

小貝川流域 (星の宮−七井−市貝町−芳賀町−高根沢町−那須烏山市)、星の宮｜05/26  〃 、麦畑景観 (大沢、七井)

06/14 田野、山本、栗生、下大羽｜06/15 塙、星の宮、道祖土｜06/16 山本八幡神社天井絵 (山本)、大沢

07/05 鎌倉街道 (真岡市京泉−星の宮)｜07/06 田野、不連続堤 (宇都宮市上籠谷)、辰街道 (同市上桑島町)、

市貝町赤羽｜07/07 田野、茨城県桜川市大泉、古道 (栃木県道166号−真岡市西田井)｜07/21 大羽川水系−塙台地

08/21 大羽川水系−塙台地｜08/22 小宅川水系
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2014年 

05月

06月

07月

08月

09月

10月

11月

12月

2015年 

01月

02月

03月

04月

05月

06月

07月

08月

町域と周辺地域の踏査は、2014年5月2日より2015年8月22日まで、80回 (日) にわたり実施した。
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地区　

上大羽・栗生

西明寺

城内・一の沢

道祖土

新町ほか

山本

田野

小宅

大沢・北中

七井

下大羽

塙

星の宮

聞き取りは、2014年6月7日より2015年6月3日まで、72回にわたり83人に対して実施した。

回数　

  5

  4

  4

  6

  5

  5

  6

  9

10

  5

  6

  3

  4

対象者のべ人数　

  5

  4

  5

  6

  5

  5

  9

11

10

  7

  8

  4

  4　　　

この他、七井地区在住の太田敏雄氏より、「風土・風景を読み解くつどい」全回終了後に1度、

また土祭期間中に2度、資料提供を受けている。



天文:

丸井敬司『千葉氏と妙見信仰』岩田書院、2013年

石川修道「日蓮聖人“立教開示”における妙見尊と虚空蔵菩薩の関係 」『現代宗教研究』第32号、日蓮宗現代宗教研究所、

1998年、175-209頁

若尾五雄「鉱山と信仰」『虚空蔵信仰』佐野賢治編、雄山閣出版、1991年、129-139頁

曽我とも子「厳島管絃祭の期日に関する陰陽五行思想からの考察」『岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要』32、

岡山大学大学院社会文化研究科、2011年、87-103頁

鈴木麻乃「神社に伝わる隕石伝説 − 愛媛県の“星”に関する地名」『博物館だより』24号、愛媛総合科学博物館、2000年

Joachim Herrmann, dtv-Atlas zur Astronomie, Taschenbuch, 1972 (邦訳『カラー天文百科』小平桂一監修、平凡社、1985年

出雲晶子編著『星の文化史事典』白水社、2012年

自然地理:

仲町文化部「“七つの井戸”を訪ねる」2010年

小村良二、村沢清、田中正「栃木県益子地域の陶器粘土資源」『地質調査所月報』40 (3)、地質調査所、1989年、143-157頁

山本晃一、阿佐美俊和「小貝川の河道特性 − 鬼怒川に支配された河川」『河川環境総合研究所資料第18号 − 

河道・環境特性情報の読み方と利用』 (財) 河川環境管理財団、河川環境総合研究所、2007年、1-51頁

吉川敏之、赤井博之「遺跡の中の石の起源をもとめて − 茨城県千代川村下栗野方遺跡の例」『地質ニュース』494、

実業公報社、1995年、26-32頁

「栃木の自然」編集委員会編『日曜の地学9 栃木の自然をたずねて』築地書館、1997年

貝塚爽平他『日本の地形4 関東・伊豆小笠原』東京大学出版会、2004年

Susanna Van Rose, Eyewitness Science Volume 12 Earth, Dorling Kindersley, 1994 (邦訳 スザンナ・ヴァン・ローズ

『ザ・サイエンス・ヴィジュアル 12 地球』下野洋監修、早川真理訳、東京書籍、1994年)

Alexander J. Horne & Charles R. Goldman, Limnology (2nd edition), McGraw-Hill, 1994 (邦訳 アレキサンダー・J・ホーン、

チャールス・R・ゴールドマン『陸水学』手塚泰彦訳、京都大学学術出版会、1999年)
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天文、自然地理、気候、無生物、生物・生態、考古、歴史、信仰、民俗、地名、医療、燃料、

生業、工芸 (民藝運動その他) 、社会、政治経済、環境政策、教育、建築、文学、風土の各項目に便宜上分類した。

2015年9月11 日の時点における引用・参考文献等を挙げている



気候:

「2015年5月6日茨城・栃木の竜巻に関する調査研究報告会」『天気』60 (1)、日本気象学会、2013年、47-56頁

 

無生物:

『地質調査所調査報 第276号  日本の岩石物性値 − 密度、磁性、P波速度、有効空隙率、熱伝導率』地質調査所、1991年

田中芳則、風巻周「花崗岩類分布域における古来のたたら製鉄と斜面崩壊」『応用地質』46 (2) 、日本応用地質学会、

2005年、89-98頁

古米弘明、山本晃一、佐藤和明編著『ケイ酸 − その由来と行方』技法堂出版、2012年

生物・生態:

若杉集「遷移の森 第1回 オオバチドメ」ミチカケ』3、益子町、2014年、65頁

原正利「東日本太平洋側におけるブナを含む森林群落の生態地理的特徴」『植生学会誌』23 (2)、2006年、137-152頁

仁平佑一「いきもの、ましこ − 第1回 小貝川下流とその周辺 (田野地区) 」資料、2014年

宮地傳三郎、川那部浩哉、水野信彦『原色日本淡水魚類図鑑』保育社、1976年

川那部浩哉、水野信彦、細谷和海『山渓カラー名鑑 日本の淡水魚 改訂版』山と渓谷社、初版1989年、3版2002年

『野外観察図鑑 1 昆虫』旺文社、1985年

『アニマ』1978年8月号、平凡社

阿南光政、弓削こずえ、中野芳輔、大平裕「水田の水利用が生態系に及ぼす影響評価」

『九州大学大学院農学研究院学芸雑誌』62 (1)、九州大学、2007年

中村俊彦「米づくりの変遷と冬季湛水田の生態系サービス」『印旛沼流域水循環保全化調査研究報告』1、

印旛沼流域水循環健全化会議・千葉県、2012年、104-112頁

考古:

橋本澄朗編著『向北原 − 古墳時代前期集落発掘調査の記録』益子町教育委員会、1986年

那須烏山市教育委員会生涯学習文化係『長者ヶ平官衙遺跡附東山道跡国史跡指定記念講演会

「長者ヶ平官衙遺跡の時代」記録集』2011年

「栃木県埋蔵文化財センターだより」2011年2月号
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歴史:

益子町史編さん委員会『益子町史 第六巻 通史編』益子町、1991年

五十嵐典夫ほか『益子の歴史 − 益子町史別巻』益子町、1983年

雨宮義人ほか『益子の文化財』下野新聞社、1970年

『七井郷土誌』発行年不詳

佐藤行哉『芳賀烈士伝』佐藤忠治、1927年

芳賀郡市文化財保護審議会連絡協議会編『芳賀の文化財 第19集 城館・陣屋編』1998年

芳賀郡市文化財保護審議会連絡協議会編『芳賀の文化財 第23集 お堂と祭り』2008年

芳賀郡市文化財保護審議会連絡協議会編『芳賀の文化財 第25集 指定文化財』2015年

新町自治会編集委員会「新町かわら版」1-2、新町自治会、2004年

阿部昭、橋本澄朗、千田孝明、大嶽浩良『栃木県の歴史』山川出版社、1998年

松本一夫『下野中世史の世界』岩田書院、2010年

江田郁夫『戦国大名宇都宮氏と家中』岩田書院、2014年

鈴木哲雄『中世関東の内海世界』岩田書院、2005年

千野原靖方『手賀沼をめぐる中世 1 − 城と水運』たけしま出版、2013年

奈良本辰也『二宮尊徳』岩波書店、1959年

網野善彦『続・日本の歴史をよみなおす』筑摩書房、1996年

安部和也「速見の“土蜘蛛”と“田野”について − 『豊後國風土記』雑感」『別府史談』別府史談会、1998年、56-78頁

西別府元日「地方史研究の現状 (23) 大分県 古代 」『日本歴史』日本歴史学会、1996年、43-47頁

信仰:

笹原亮二「三匹獅子の分布」『国立民族博物館研究報告』26 (2)、2001年、171-236頁

池田貞夫『宇都宮菊水祭の賑わい − 二荒山神社付祭出し物の移り変わり』池田貞夫、2008年

「長堤八幡宮奉納太々御神楽」資料、発行年不詳

「御霊神社」資料、発行年不詳

大澤慶子「快慶及びその周辺作品にみる来迎形阿弥陀三尊像の成立と展開 − 益子・地蔵院の観音・勢至菩薩像を

中心として」『佛教藝術』296、毎日新聞社、2008年、73-98頁

成島行雄『とちぎの野仏』花神社、1977年

「山本・大郷戸地区伝統文化のつどい 案内冊子」山本・大郷戸地区伝統文化のつどい実行委員会、2003年

「七井地区 下町・後町“上棟柱建て飾り山車」『土祭読本』益子町、2014年、41-42頁

薗田稔『祭りの現象学』弘文堂、1990年

吉野裕子『陰陽五行と日本の民俗』人文書院、1983年

飯島忠夫『日本上古史論』中文館書店、1947年
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小村 亜希、熊田 紗季、宍道 由貴、中塔 泉美 (門田眞知子指導)「伯耆のもう一つの白兎神話」

『2008年度 地域調査報告書』鳥取大学地域学部地域文化学科、33-42頁

重森三玲『社寺の庭園』河原書店、1940年

民俗:

早稲田大学日本民俗学研究会、『山本大郷戸の民俗』、早稲田大学日本民俗学研究会、1978年

 「月夜の豚」『ミチカケ』2、益子町、2014年、62-63頁

 

地名:

野崎忠『益子地名考  上』野崎忠、1996年

野崎忠『益子地名考  中』野崎忠、1998年

特集「わたしのなまえ」『ミチカケ』3、益子町、2014年、5-23頁

医療:

丁宗鐵「漢方医学の発展とEBM」『日本東洋医学雑誌』52巻第4・5号、2002年、387-395頁

村上光太郎『食べる薬草事典』農山漁村文化協会、2010年

富山大学和漢医薬学総合研究所「伝統医薬データベース」 http://dentomed.u-toyama.ac.jp/ja/

 

燃料:

農林水産省「菜の花」プロジェクト資料、発行年不詳

遠藤真弘「食料と競合しないバイオ燃料」『調査と情報』627、国立国会図書館、2008年

生業:

岡野健、祖父江信夫編『木材科学ハンドブック』朝倉書店、2013年
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栗原浩、舟引充、宇都宮英昭、片野学「九州地方におけるコンニャクの自然生栽培について」
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中野真理「飼料用米の現状と課題」『調査と情報』716、国立国会図書館、2011年

上杉正己 (埼玉県農林総合研究センター茶業特産研究所)「幻のさつまいも “太白” について」掲載誌・掲載年不詳

栃木県農業試験場「ナタネの品種選定と栽培技術の確立」『栃木県農業試験場研究成果集』第30号、2012年、5-6頁

鬼頭誠「食用油脂構成脂肪酸の毒性－生体膜への作用」『化学と生物』第21号3号、日本農芸化学会、1983年、162-167頁

堀大才『樹木医完全マニュアル』牧野出版、1999年
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工芸 (民藝運動その他) :

益子町史編さん委員会『益子町史 第五巻 窯業編』益子町、1989年

島岡達三『日本の陶磁7 益子』保育社、1976年

『もりおかで焼かれた“やきもの” − セトモノから煉瓦まで (展示図録) 』盛岡市遺跡の学び館、2010年

『土祭2009公式ガイドブック』益子町、2009年

柳宗悦『手仕事の日本』岩波書店、1985年

水尾比呂志編『柳宗悦随筆集』岩波書店、1996年

萬木康博、長田謙一『イギリス工芸運動と濱田庄司』イギリス工芸運動と濱田庄司展実行委員会、1997年

鈴木稔「益子の土をめぐる対話  陶芸家 若杉集」『土祭2012公式ウェブサイト』1-3、益子町、2012年

http://hijisai.jp/blog/hijisai-archive/2012hijisai/417/

社会:

今野裕昭「現代農村の地域活性化と地域社会の再編」『専修人間科学論集』1 (2)、専修大学人間科学学会、2011年、55-71頁

黒岩麗子「ワークショップ手法を用いた田園景観形成のための課題分析 − 栃木県益子町山本・大郷戸地区の事例」

『日本建築学会大会学術講演梗概集』日本建築学会、2000年、637-638頁

「山本・大郷戸地区ふれあいの郷づくり報告資料」山本・大郷戸地区ふれあいの郷づくり事業推進委員会、2003年

政治経済:

笛木俊一「明治初期救貧立法の構造」『早稲田法学会誌』23、早稲田大学法学会、1972年、317-347頁

大瀧真俊「戦時体制下における馬資源実態−農場の徴発と補充の具体的様相」『農林業問題研究』第182号、

地域農林経済学会、2011年、66-71頁

永江雅和「戦後食糧供出問題と農民運動 − いわゆる“ジープ供出”を巡って」『専修経済学論集』45 (3) 、

専修大学経済学会、2011年、67-87頁

安藤哲「戦後開拓と農業基盤の形成 − 栃木県を中心にして − 」 『那須大学都市経済研究年報』創刊号、

宇都宮共和大学、2001年、93-109頁

環境政策:

「益子町第2次環境基本計画」益子町、2013年

教育:

小田泰市『森の合言葉』K&Kプレス、1999年

ムーシカ文庫の仲間たち編『ムーシカ文庫の伝言板−いぬいとみこ文庫活動の記録』てらいんく、2004年

松岡享子『子どもと本』岩波書店、2015年
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建築:

Mario G. Salvadori & Robert A. Heller, Structure in Architecture, Prentice-Hall, 1963 

(邦訳 M. サルバドリー/ R. ヘラー『建築の構造』望月重訳、鹿島出版会、1968年)

文学:

影山銀四郎編『益子歌集−その風土と歴史と歌』白木綿社、1965年

大塚久一郎「先祖が残した句碑」鯉沼宣一編集発行『ひばり俳句会 第三号』1983年

高木仁三郎『市民科学者として生きる』岩波書店、1999年

風土:

和辻哲郎『風土−人間学的考察』岩波書店、1935年、改版1967年

Augustin Berque, Le Sauvage et l’Artifice. Les Japonais devant la nature, Gallimard, 1986 

(邦訳 『風土の日本 − 自然と文化の通態』篠田勝英訳、筑摩書房、1988年)

薗田稔『神道』弘文堂、1992年

鶴見和子『南方熊楠』講談社、1981年

『三澤勝衛著作集　風土の発見と創造1 地域個性と地域力の探求』農山漁村文化協会、2009年

『三澤勝衛著作集　風土の発見と創造3 風土産業』農山漁村文化協会、2008年

廣瀬俊介『風景資本論』朗文堂、2010年

廣瀬俊介「益子の風景を通して風土を読む」『土祭読本』益子町、2014年、3-16頁
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　本プロジェクトの作業を通して得た土祭や町将来構想

等に対する発想は、許可を得て随時提言してきた。それら

を巻末に収録する。

提言01 土祭の英名について（14/07/01）

1. 検討目的

　従前の「Earth Art Festa」等が、クリストなどに代表され

る既成の芸術形式「earth art」「earth works」「land art」

と混同される恐れがあり、適切な英訳を行うことが土祭の

価値に見合った国際的情報発信に有効と考えられるため、

英名設定の必要と考え方について提案いたします。

　なお、英名設定を英語のネイティヴスピーカーである方

に依頼する際、土祭の概念（concept）が明確に定められ

ていることが必須となります。たとえば、「ひぢ」は「泥」を

指した古語で、しかし「土」を「ひぢ」と読む例もあるよう

に、漢字導入以前の日本列島に存在した音のみの言葉

「ひぢ」「つち」に漢字「泥」「土」を当てた後に混同され

ていった可能性が考えられます。したがって、本企画にお

いてはなぜ「土」を「ひぢ」と読むのかから確認をする作

業が求められますが、これは「土祭とはどのような存在なの

か（概念/concept）」を考える上で有用であるとも思えます。

　土祭は、益子という土地における人々の良好な生活、人

生のあり方を考える実験、発表の場と解釈できます。そこ

に、人間がどうしても物事を分断させてしまい総合できなく

なることを超えるために創造性を発揮する、その手段とし

て美術、工芸に重きを置く面も持つことが土祭の独自性で

あり、民藝運動の継承進展につながり（民藝運動の目的が、

生活から遊離して趣味や嗜好の対象物となるなどしてその

存在意義を遺失していた創造的行為に再び元の意味を付

し直すことにあったとの解釈に基づく）、既往の野外美術

展との差異を表現する上で重要な意味を持つと考えます。

　この考えをもとに、以下に幾つか英訳の参考を挙げます。

2. 参考「Living on Earth」

　Public Radio International による週間環境ニュースの

名称（登録商標）で、地球に暮らす、大地の上に暮らす、

といった意味を指すと思われます。　http://www.loe.org/

3. 参考「Living with Earth」

　米国地質学会編「Living with Earth – An Introduction 

to Environmental Geology」より。地球と生きる、大地と生

きる…といった意味を指します。　

4. 「Life which is based on learning from the Earth」

　大地に学ぶ生活、の意味と考えています。定冠詞「the」

が付くか付かないかは、私には分りません（上記は私の造

語のようなもので、先例を見て確認することができません）。

この言葉を用いる際、土祭全体の英訳として「Life which 

is based on learning from the Earth Festival」とすることが

考えられます。ただし、「Life which is based on learning 

from the Earth｜festival」のように「Life …」と「festival」

に主従の序列を付ける必要があるかもしれません。

付記（2014/12/25）

　親交のあるドイツ人都市計画研究者、Christian Dimmer

氏（クリスティアン・ディマー、東京大学先端科学技術研

究センター助教）より、項目3、4について（Festivalの前に

付す言葉について）下記の助言を受けました。

＊（項目3） “Living with Earth”は適当。

　祭りの名として短く覚えやすいことは大切。

＊（項目4）“Life based on learning from the Earth” 

　としてよく、“which is”は不要。

　なお、私は日本語を母語とする日本人で、Dimmer氏は

ドイツ語を母語とするドイツ人です。「英語のネイティヴス

ピーカー」による確認の必要性は、依然として残ります。

　また、同氏からは類例と目せる各地の催事の英名を参考

とするよう助言も受けました。「越後妻有アートトリエン

ナーレ/ Echigo-Tsumari Art Triennale」「瀬戸内国際芸術

祭/ Setouchi Triennale」など、「3年に1度行われる美術展

覧会」を意味するトリエンナーレに地名を冠しただけで、

特に催事の計画理念は表現されていませんでした。
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提言02 土祭の概念について（14/07/11）

1. 前提

　7月10日に簑田氏よりいただいた土祭趣意説明文案を

受けて、同祭の在り方（概念）を再考してみたものを、ご

参考までにお伝えいたします。

2. 「提案1」で示していた案の確認

　提案1には、「土祭は益子という土地における人々の良

好な生活、人生のあり方を考える実験、発表の場と解釈し

ております。そこに、人間がどうしても物事を分断させてし

まい総合できなくなることを超えるために創造性を発揮す

る、その手段として美術、工芸に重きを置く面も持つことが

土祭の独自性であり、民藝運動の継承進展につながり（民

藝運動の目的が、生活から遊離して趣味や嗜好の対象物

となるなどして、その存在意義を遺失していた創造的行為

に再び元の意味を付し直すことにあったと解釈する）、か

つ既往の野外美術展との差異を表現する上で重要な意味

を持つと考えます。」と書きました。

　これを英題に仮に訳したものが「Life which is based on 

learning from the Earth（大地に学ぶ生活）」です。

3. 検討

　自分なりには、以下の説明文を考えます。

—

先人の生活や生業や文化に学び、他の土地の人びとを招

いて交遊し、新たな発想にもとづく実験を行いながら、益

子の風土を知り、見つめ直し、私たちがここでどう豊かな

日常そして人生を過ごしてゆけるものか探究をする、新し

いまつりです。

—

　簑田氏による文案を再考した観点の一つに「寄り添う」

「幸せ」といった言葉をもう少し具体的に言い表してみよう

と思ったことがあります。また、ウェブサイトの見出しにあ

った「風にそよぎ土に根ざす、暮らしの復権」も、上記の案

に合わせると「暮らし」を「日常」と言い換えた方が近くな

ると考えられます。なお、代案はありませんが「復権」はこ

の場合意味が判然としにくいように、私には思われます。

4. その他所感

　同文案にあった「土に根をはるたしかさ/風にそよぐやわ

らかさ/身の丈にあった実を結ぶ」の「身の丈にあった実

を結ぶ」が、非常に深く本質的（だから現状に対して革新

的）と思いました。もしかしたら、文案の土祭コンセプト説

明の箇所にあった「質素ながらも豊かな」という価値観と

合わせて深耕をされると、より「能動的な」コンセプトに発

展できてゆく気がいたします。

5. 追記—土祭と他の美術祭、野外美術点との違い

　以下のメモを書きました。

—

アーティストの出展もある土祭が、しかし「いわゆるアート/

美術」のための催しでないことが、民藝運動の本旨に通じ

る。

上の評価は、（人間の全存在に肉薄し得るという意味で）

精神的な文化が、土地、自然、先人から今を生きる他者ま

でを含む人、そして自身の生活や日常と「地続き」に生み

出されることの認識に基づく。

—

　これもまた、土祭の概念の言い表し方の一つといえるよ

うに思います。ただし、私の解釈は精神の水準でいえば基

礎的で、簑田氏の「身の丈にあった実を結ぶ」「質素なが

らも豊かな」を突き詰めてゆくとより高次のものとなり、段

階的に土祭の在り方を発展させてゆくことが適当なのかも

しれません。
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提言03 廣瀬職名について（14/07/22）

1. 検討目的

　土祭における廣瀬の役割を示す職名について、益子町

役場より「風土形成ディレクター」との提案を受けました。

　ただし「風土形成」は、「風土と見なされる地域の自然と

社会の総体が、地域の生活者や生業者を主体として、生活

や生業の営みを主にかたちづくられること」を指し、廣瀬が

職能とする環境デザイン/環境形成技術は、その一環に過ぎ

ないとの考えを今は持ちます。

　それゆえに、環境デザイナーに（土祭開催にかかわる）

「風土形成」に関した「ディレクション」が可能か、あるい

はよりふさわしい職名が無いのかについて、確かめる必要

があると考えました。

2. 結論

　ディレクター/directorが英語であるため、英語でどう言え

るのかを考え合わせながら検討を行いました。「Director 

for Formation of Milieu」は、「風土形成（のための）ディ

レクター」と訳せ、英名と組み合わせて用いる場合には「風

土形成ディレクター」は適当ではないかと考えられます。

3. 検討経過

 −Director for Formation of Milieu

　風土形成（のための）ディレクター

＊廣瀬職能に最も近い案の一つで、土祭の独自性表現へ

　の貢献も期待できる名称設定か。

 −Director for Environment and Heritage Conservation

　環境・歴史遺産保全ディレクター

　＊考古・歴史・環境学者のチームによるディレクションが

　最適

 −Director of Sustainable Development

　持続可能な開発ディレクター

＊「風土」研究を基礎として「持続可能な開発」を検討

　するという解釈は独自的と評価できる。

 −Director for Local (/Regional) Sustainability

　地域の（/的）持続可能性ディレクター

＊「基金」設立など、現行の経済学的意味合いをもって

　受けとめられる可能性が低くない。

 −Director for Landscape Management

　景域管理ディレクター

＊廣瀬職能に最も近い案の一つであるが、「landscape」

　概念の理解が日本人に困難。

　以上、この上は直接の対話による相互検討、確認を行っ

た上で決定したく思います。

提言04 土祭の行政的活用可能性（14/07/25）

1. 提案要旨

　土祭を横断的な行政のさらなる充実の実験機会＊1と位

置づけ、かつ今後の貴町の総合計画改編と連動させて実

行することが、土祭運営を町政においてさらに有効に活用

し得るのではないかと発想しました。構想ともいえない段

階ではありますが、一度本案を諮りたいと考えます。

2. 提案解説

　「マシコ・アース・ヴィレッジ」の目的とする、益子町民

と益子町役場にとって、将来の益子における生活から地域

経営までを見すえた実験機会であることは、実は「土祭」

事業全体に当てはまるとの考えを持つにいたりました（理

由は次項3に述べてあります）。

　それゆえに、土祭を、特に町政担当者の方々から見た「

将来の益子における生活から地域経営までを見すえた実

験の機会」として最も有効とするためには、土祭の本義（

廣瀬私論、次項3参照）を町政にも適用し、それを「行政実

験」の機会ともすることが想起されました。

　行政実験の内容として浮かぶのは、町政の横断的再編

です。このことは、実行委員会に所属する役場職員の方々

から、土祭関連業務においては、通常は諸部課が担当す

るためにふれることのない諸事業とそれぞれの法的根拠、

および国・県の関連助成事業等に、特に接する機会が増

えることで問題の発見がうながされることもまた増えると伺
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ってきたことに基づきます。行政実験の主体としては、現

在の土祭事務局のような役場内部の組織とするか、秋田県

美郷町のまちづくり公社や岩手県紫波町の循環型まちづく

例に対応したNPO（同条例の施行を支える官民共同シン

クタンク）のような第三セクター的組織をもうけることを考

えます。

　たとえば、幾人かの方々に聞き取りをしながら浮かび上

がってきた（町民が認識する）町内における主要な問題の

一つとして、河川と水路の環境・景観が挙げられます。小

貝川はこの規模の町には珍しく掘込み河道の状態をとどめ

（真岡市からは築堤があります）、田園風景の中になじん

でみえます。しかしながら、百目鬼川や道祖土川その他の

河川、水路においてはコンクリート護岸の整備により単断

面とされた箇所が少なくなく、水質の生物浄化が期待でき

ず、生物多様性が損なわれ（かつてはギンギョ＝ギバチ

のような典型的な清流の魚が棲み、コウホネなどの水生植

物が生えていたと聞きます。また、雨巻山中腹の湧水流で

はホトケドジョウの生息を確認しています）、そのような状

態にあることも合わせてか陶器の破片や野菜のくずなどの

ゴミが目立ちます。益子町の田園・里山・山地風景がきわ

めて良好であるため、全国共通ともいえるこうした河川の

問題が、それらと比較して「弱点」に見えてしまいます。裏

を返せば、この点の改善が成れば、益子町の風景はさらに

魅力的にできるでしょう。そして、改善のためには下水道

の普及や河川環境管理、および森林管理や雨水地下浸透

の徹底、環境教育のさらなる充実などを関係付けて行う必

要があると考えます。個々の担当部課が個別に事業を実施

するだけでは足らないのではないでしょうか。それを（自

然に近い工法を、人力を主に丁寧に施すことを基本としつ

つ）雇用機会増に結びつけられないだろうかとの希望を、

個人的には持ってもおります。

　土祭事務局は、こうした問題にかかわる情報収集を担わ

ざるを得なくなっている＊2と見ています。ここに問題が集

約されることでその解決が一般的行政組織においてよりも

図りやすくなっている、利点が認められるところです。

3. 参考（提案の前提）

　提案1「土祭の英名について」において、私は以下のよ

うに土祭の概念の解釈を書きました。「土祭は益子という

土地における人々の良好な生活、人生のあり方を考える

実験、発表の場と解釈しております。そこに、人間がどうし

ても物事を分断させてしまい総合できなくなることを超え

るために創造性を発揮する、その手段として美術、工芸に

重きを置く面も持つことが土祭の独自性であり、民藝運動

の継承進展にもつながり（民藝運動の目的が、生活から遊

離して趣味や嗜好の対象物となるなどしてその存在意義

を遺失していた創造的行為に再び元の意味を付し直すこ

とにあったとの解釈に基づく）、かつ既往の野外美術展と

の差異を表現する上で重要な意味を持つと考えます」。

　これを英題に仮に訳したものが「Life which is based on 

learning from the Earth（大地＊3に学ぶ生活）｜festival」

です。題をつけることは、概念を集約することでもあり、土

祭は「益子の大地に学ぶ生活」の祝祭であり、祝福感の共

有と、これまでに手に入れることができてきた生活の豊か

さの保持、および豊かさを増すことを目的とした実験の機

会であると、現時点で私は考えています。

　以上、本件については町政担当者の方々の意見を伺い

つつ検討を継続し、改案を提示したいと希望します。

注記:

＊1 

営利目的で組織され運営される企業には公益目的での実験は行えません。

それゆえに、公益目的での実験が可能な組織にそれは委ねられます。私はこ

のことを、地方公共団体が行政・社会実験を行ってよい根拠と考えます。

＊2 

私が協働をしてきた地方公共団体の組織構成を参照して、福島県土木部の

各出先機関に置かれる「調査課」に機能が似ていると見ています。

＊3 

名詞「つち（土・地）」は、古語としては大地、地面の意味で「あめ（天）」「

そら（空）」の対としてよく用いられ

ました。出典: 上代語辞典編修委員会編『時代別国語大辞典−上代編』三省

堂、1996年、468頁。また、同書613頁に「ひぢ（泥・土）」として、通常は「

つち」が地の意味を持ち「ひじ」が水分を含む土の意味を持ち「ひじ」の音

に「泥」を当てるものの、時に「土」の字を当てた例が風土記にあることにつ

いて記載されています。
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提言05 土祭の自己評価について（14/08/05）

1. 提案要旨

　第3回土祭を社会実験として行う意図を持つならば、事

後にその社会科学的評価が必要と考えられます。その評価

項目としては「益子における豊かな将来を志向する」土祭

の本旨に照らして一般的な経済効果等が当たらず、町民

の居住地区や益子町全体に対して持つ認識がどう変わっ

たか、および参加の程度や頻度がどのようであったかなど

を定性的に調査、確認することが求められると考えます。

2. 提案解説

　本提案に関しては、第1回土祭拡大ワーキンググループ

会議における町田泰彦氏の発言に大いに示唆を受けまし

た。「綱神社で展示をした。近くに住む方が毎日訪ねてく

れて当地区に関したさまざまな話を聞き、物を見せて貰っ

た。地区の見方が変わり、思い入れが強まった。以来、益

子を訪れた知人を案内する場所に綱神社、そして同じく土

祭展示を通じて通った太平神社を加えるようになった（そ

れまでは参考館だけだった）。自分の思い入れが強いた

めにこれらの場所に関した伝え方の密度が濃くなる。この

ように、町民による町外者への益子の伝え方が変わること

についても土祭は意味を持つ」という趣旨の発言でした。

　同氏は、このようなこともまた広い意味で「観光」ととら

えて、居住者の日常の居住まいを豊かにすることから来訪

者による益子の体験と町民との交流を豊かにし、もって交

流人口の確保が図れるように考えるべきではないかと提起

されました。

　これらのことを意識しつつ土祭を企画するとともに、その

事後評価を上記のように行われるとよいのではないかと考

え、提案をいたしました。

追補　本件にかかわる簑田氏との打合せで（14/08/05）、

前土祭、土祭と二度調査を行い、調査対象者の属性別に（

町民参加者、来外者、ボランティア参加者、出展者等）土

祭に対する意識変化を確認しつつその有効性を評価する

ことも検討項目に加えるべきとの意見がまとまりました。

提言06 土祭への参加を促す聞き取り（14/08/07）

1. 提案要旨

　「土祭の展示対象事物には美術・工芸作品だけでなく

農業等の生業における生産物等を加えることでより多くの

町民参加を促せるのではないか」との田賀陽介氏の私的

発言が、4日のワーキンググループ会議終了後にありまし

た。私はこれに同意し、美術・工芸作品に匹敵する知的・

創造的価値を農産物・農地その他の生業の成果等が有す

ることを示す（価値づけて見せる）ための、聞き取り企画

を提案いたします。

　聞き取りは、文章執筆を業とする方々の参加を広く募っ

て行うことが考えられます。また、彼らが執筆するのではな

く、無着成恭『山びこ学校』のような町の子供たち（町外か

らも募集?）への作文指導を担うことにも、地域教育の一環

となり得る可能性が見いだせます。

　加えて、このことは『ミチカケ』などの情報媒体を自ら持

つ益子町にとって、地域の人びとと生活技術・文化を題材

とした情報の自主開発に当り、地域的かつ個性的な情報

発信を充実させることに結びつきます。地域資源情報の蓄

積と公開（まちづくり、および公益的社会的民間事業企画

に向けた情報提供など）の手段としても応用が図れること

と考えられます。

2. 提案解説

　およそどの生業においても、真摯に取り組めばその生産

技術には創造性が要求され、当事者は試行錯誤を通じて

その開発に努めてゆくことになります。このことは、今日の

社会では認識されていない、しかし大切な点であると考え

られます。とりわけ、「手仕事」には自然と社会の持続可能

性が内在し、これを積極的に評価することが土祭の本旨に

適うこともここで指摘しておきます。

　具体的には、生業その他から選択、抽出した業の、或る

成果を価値づける作業を行います。当事者への聞き取りに

よって、その本質、実際、背景等を文章にし、写真や説明

図とともに冊子、パネルにまとめて、視覚情報伝達表現を
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行うことが想定できます。視覚障害者に向けては、聞き取

りに際した録音を再生し聴取可能とする必要もあります。

　この企画の本旨は、「より多くの町民の土祭の認知と参

加を促すこと」、およびその先に「地域生活技術・文化の（

益子の将来に照らしての）価値付けと、これらへの町民の

興味を引くこと（公益性を大いに有する創造行為であると

の認識、対象化を促すこと）」となります。

　しかしながら、卑近なところではアーティストばかりでな

くライター他を招き、いわゆる美術・工芸作品以外の生産

物・生産空間等を創造的と評価して見せることでの土祭の

独自性の表現も、効果として考えられます。また、子供たち

の地域教育に関係づけられることや、自らの日常的生業の

技術を評価されることによる町民の感情変化を考慮した（

本当の意味での）福祉の追求の一環となることも、事業の

効果と考えています。

追補

　本提案書は、簑田氏との打合せ（14/08/05）によって展

開された案を議事録としてまとめつつ、さらにそのことに対

する後日の解釈等を合わせて作成したものです。

提言07 空中写真の撮影地点（14/08/27）

1. 提案要旨

　8月27日、観光商工課の増田興二氏より「町勢要覧」掲

載用の空中写真について撮影地点に関した助言を求めら

れました。こちらは「土祭」の風土風景プロジェクトに携わ

る身として、益子がどのような土地かを町民の方々にもご

再考いただけるように、大地の生い立ちに思いを馳せてい

ただくために有効と考えられる以下のアングルを提案して

います。

2. 提案

A. 益子町北西端に接する市貝町上空より、小貝川が

B. 益子町中心部から真西の方角、真岡市西田井側から

　 真東を見返す。上空および低空より

C. 雨巻山頂から益子町北西端の方角を望む。北流し西流

　するぐみ川、栗生川、船橋川/小宅川の流れを追うように

D. 益子町南東端に接する茂木町か桜川市上空より、

　 雨巻山から足尾山へ連続する山々越しに町域を見る

　
＊CとDは一点の写真として撮影可能かとも思われます。地形勾配上、

　山の陰に川が隠れてしまうようであればCとDは別に撮影ください。
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益子町西部を北から南へ流れ抜ける小貝川の流路を主題として写す。可

能であれば画面左手に足尾山、三登谷山、雨巻山が写り、小貝川を主題

としながら町域が画中で一望できるように。

『土祭読本』寄稿の副題を「緑の輪郭を持つ島」としました。西田井側か

ら見て（根本山をはじめとする尾根線までが真岡市内なのですが）、周

囲から一段上がった地盤の上に益子町がのります。それを空中から俯瞰

した写真に残していただけると八溝山地西縁の一角を占める益子町の立

地特性が目で見てわかりよいと思います。

益子町の範囲内で最も高く持ち上がった雨巻山他の町域南東縁から、上

記3水系が北へ流れその後西へ折れて小貝川へ合流します。この地形と

水系の構造を理解しやすい写真が撮影いただければと考えます。

町史別冊『益子の歴史』に、町域南東を限るこれらの山々が当地の梅雨

の少雨をもたらし、それがゆえにため池が多くつくられて…と記されま

す。これもまた益子町の地理的特徴を言う時に有用と考えられ、候補に挙

げます。



提言08 「土祭参加の手引き」について（14/11/27）

1. 提案要旨

　11/26付で事務局簑田氏より提案のあった「風土・風景

プロジェクト関係者＆作家用に共有するレジュメ作成」に

関して検討を加えます。

2. 全体に

（「土祭参加の手引き」にしてはどうか）

　この資料は、可能性を拡げて考えますと、招聘アーティ

ストの方々のみならず町民の方々にとっても「土祭参加の

手引き（/ 土祭参加の心得?）」のようにもなりそうです。

（作業の前提）

　実際に、踏査や聞き取り、つどいとこれらの記録作成に

私も含め相当の時間をかけざるをえない状況にあって、厳

密に、不要な手間は増やさないように心がけなければなり

ません。だから目次立ては、ご提案の通りに既存書類群を

揃え、それになんらか（無視できない…特に招聘アーティ

ストの方々にとって）「重み」を最低限与えていくことが求

められるかと思います。

（書式の統一）

　その手段として第一に考えられるのは、書式の統一です

（添付ファイルをその一例です）。私がイラストレーターで

書式を提供し、それにめいめいが情報を移し替えて完成さ

せていくやり方となります（上手に扱える人がいればワード

の使用も可）。少し手間が増えますが、単に既存書類群を

まとめて渡されるよりも資料の「重み」「ありがたみ」は増

して見えると思います。

　また、土祭の広報にも役立てられそうです（ここまで地域

的に企画運営を行っています。ここからもお分かりいただ

けるかと思いますが、方々で行われる「地域アートフェステ

ィヴァル」と土祭は異なります…と説明するなど）。

（作業時間確保の有無について）

　ただし、作業にかけられる期間は「道祖土つどい」開催

の翌日12/1(月)~5(金)までとなります。これを12/15(月)に

開催する「新町・内町・田町つどい」の準備（踏査、聞き取

り）と並行する必要があります。時間的に難しければ、書

式統一は（少なくとも12/8までに）行わない、ということに

いたしますか。

3. 個別に

（聞き取り記録への写真掲載）

　各項目を、少しずつでもヴィジュアルに作成することに

工夫を傾けられると、提供資料の効果が増すはずです。

たとえば、聞き取り記録には聞き取り風景の写真が付され

た方が、読み手は臨場感を覚えやすく、もって感情移入し

やすくなると考えられます。紙面に（聞き取り当日の現地

へ読み手を誘う）「窓」を開けるようなものです。

（公式ブログ記事の活用）

　行事などのレポートは、土祭ウェブサイトの公式ブログ

記事を転載し、URLを添えることで十分かと思います。そ

のことで、公式ブログの位置づけも情報の受信者により「

重く」（資料としての意味を持つのだと）認識して貰えるよ

うにできるのではないでしょうか。

（参考文献リストの提示）

　それから、『ミチカケ』誌や『土祭読本』も含めて提供資

料に参考文献リストを付すと、特に招聘アーティストの方

々にとって必要情報に接しやすくなると思います。市販さ

れているものと中央公民館図書室で閲覧可能なものを併

せて記載するイメージです。
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提言09 土祭概念の改案（14/12/04）

1. 提案要旨

　7月11日の提案「土祭の概念について」を改めました。

また、この案は、馬場浩史氏による土祭の概念定義、事務

局の簑田氏によるその検討継続の成果をもとに、事務局の

萩原氏、ワーキンググループメンバーの町田泰彦氏、高山

英樹氏との意見交換をまじえて私が成り行き上これをまと

める役を担ったものです。

2. 土祭の概念定義 (案)

副題 (/ 概念要約) :

この土地で生きることの祭

概念:

益子の風土、すなわちこの土地の自然と、

自然に人がはたらきかけてかたちづくってきた

豊かな暮らしのいとなみ、

豊かな暮らしの場を引き継ぎ、豊かさを増し、

次代に受け渡すための祭

3. 土祭副題の英訳

　2を受けて7月1日提案の土祭副題英訳を確認しました

が、変更点はありません。仮に「Life which is based on 

learning from the Earth（大地に学ぶ生活）」と訳していま

したが、「Life」に「生命」「人生」の意味も含まれること

が、変更不要と考える根拠となります。ただし、和文の「こ

の土地」に対して英文は「the Earth/ 大地」としている点

に、意味の差異はあります。これを解消するか、和文と英

文の文脈の編み方の言語的差異をもって相互補完が行い

得るかも、ネイティヴスピーカーの方と検討ください。

　なお、上記の言葉を用いる際に、土祭全体の英訳として

「Life which is based on learning from the Earth Festival」

とすることが考えられます。ただし、「Life which is based 

on learning from the Earth｜festival」のように「Life …」と

「festival」に主従の序列を付ける必要があるとも考えられ

ます。上記内容と合わせてご検討願います。

4. 備考/ 希望

　当然、本案は第3回より参画した私独自の作業成果では

ありません。しかし、仮に本案が採用となった場合、その

概念形成参画者をなんらか表記される際には、当の構想

に参画して意味の文章化を支えた一人として拙名を合わ

せて記載いただけますよう希望をいたします。

　私は本件にかかわる知的財産権を所有はしませんが、

知的財産形成に携わった者として記録いただければ幸い

に存じます。それは、知的創造作業が行えるための自己投

資、技能向上に時間をかけることで今回の任が私に担え、

かつ実作業に時間をかけてもいるからです。ただし本件

は、厳密には「風土風景プロジェクト」委託業務の作業範

囲に含まれないかと思います。今回、作業対価は求めませ

ん。知的財産形成を軽視しない姿勢を貴町に示していた

だければ、日本の政府、地方公共団体、および企業が一般

に知的創造作業を軽視して対価を支払わない現状を改善

するために本例を活用でき、今はそれで十分と考えます。
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提言10 益子町による研究助成制度（15/03/12）

1. 前提

　2014年度業務を行う中で、特に「山本地区の風土・風

景を読み解くつどい」準備に際して、早稲田大学日本民俗

研究会報告書『山本大郷戸の民俗』（1978年）、今野裕昭

論文「現代農村の地域活性化と地域社会の再編−栃木県

益子町山本・大郷戸地区の事例から−」（『専修人間科学

論集』、2011年）が大いに参考になりました。

　また、山口孟氏の町史に関した知見の記録を求める声

（新町の高橋正則氏より）なども聞き取りやつどいの折に

お聞きしています。現在、土祭事務局は、土祭「益子の風

土と風景を読み解くプロジェクト」において風土研究を協

力して行う中で、町民への聞き取り記録等の資料庫化を進

めています。こうした地域の記述と伝承もまた地域の資本

の知的管理に結びつきます。

　そして、山本地区の例のように大学に専門研究を担って

いただければ、地域資本の多角的かつ精密な検討が可能

となります。ただし、そのためには大学への情報や便宜の

提供を図るなど、彼らとの協働の備えが必要です。以下、

その一つとして研究助成制度の整備について提案します。

2. 益子町による研究助成制度

　益子町が、地域経営に必要な情報、記録、評価等を得る

ために課題を設定して研究者を募る、研究助成制度を整

備することを提案いたします。地域連携、競争的研究資金

獲得を大学は求めていますが、地域の側が自らに必要な

研究分野、課題を提示することで教員や学生は社会的実

効性の高い研究計画を立てやすくなり、ひいては当の地域

を研究対象地に定めやすくなる（研究者を誘致しやすくな

る）であろうことを、その根拠に挙げます。

　加えて、このことは、日本において研究者に社会的実効

性の備わる研究課題設定がされにくい実情を改善し、学術

研究の社会的意義・価値を研究者と非研究者が確認し合

える機会をもうけられる点で、地域発の文化学術振興策と

しても評価ができます。

　なお、研究成果が町役場と町民、町内の事業者等に活

用しやすくなるように、研究者とヴィジュアルコミュニケイ

ションデザイナーを組にして、成果の視覚伝達表現を工夫

することを、あわせて提案します。こうした成果を、例年の

報告機会とは別に将来の土祭で発表・展示することなども

考えられます。

3. 先行事例

　福島県南会津郡只見町では、同町策定の第六次只見地

域総合振興計画を具体化する中核的組織として只見ブナ

センター http://www.tadami-buna.jp/sisetu.html を2007年に発足

し、自然環境・野生生物の基礎研究を独自に進める他に、

同町がもうける調査研究助成制度（「自然首都・只見」学

術調査研究助成金）を通じて大学、研究機関との連携によ

る研究拠点化を図っています。

　研究助成は生態学、歴史学、民俗学等にかかわる分野

を対象として行われ、「雪食地形」「ブナ林」「渓畔林」か

ら「自然エネルギー」までにいたる29の地域環境的キー

ワードが要綱に示されています。益子町においては、上記

の土祭事務局による風土風景プロジェクト資料庫化などが

こうした基礎的情報の提示に生かせると考えられます。

　助成金の額は「1件につき50万円を限度とする」と設定

されています（「ただし、町長が特に認める場合はこの限

りでない」との例外規定も）。助成の審査は、助成金交付

申請書および「調査研究計画書」「研究業績書」「調査研

究費の支出計画」を提出することで受けられます。

　また、趣意はやや外れますが三重県四日市市では「市

民間研究所立地奨励金」制度をもうけています。「市内産

業の持続的な発展を図るため、市内の既存事業所や新規

立地企業が、新設または増設を行う研究施設・設備、及び

その研究に従事する研究者に対して奨励金を交付する」も

のとのことで、ここに提案する研究助成制度の先に、研究

者の定住化やさらなる研究拠点化の充実を図る上で参考

にできる事例かと思います。
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4. 補足: 益子町独自の工夫（視覚伝達表現）について

　研究者による研究成果を、他分野の研究者や非研究者

が理解する助けとして、ヴィジュアルコミュニケイションデ

ザイナーによる視覚伝達表現の工夫を合わせることを、項

目2で提案しています。

　一般に、日本の研究者の視覚伝達表現はパワーポイント

のテンプレートを用いた安易なもので、研究内容の知的水

準がスライドにあらわれず、稚拙でわかりにくくされていま

す（文章が長く文字が小さかったり、グラフの色彩の設定

理由が曖昧であったり、コミカルな絵を加えることが親し

みやすさにつながるとの誤解があったりと）。デザイナーと

の協働は、彼らの日常的な研究報告の質を上げ得るよい

機会になると想像します。

　また、日本の多くのデザイナーに見られる、論考の不足

による（仮説を正しく検証するのでなく、仮説の有効性をい

うために好都合な学説や資料ばかりを集めてそれが正しく

成立すると短絡してしまうことによる）デザインの質の低さ

は、研究者の検討経過を理解しその視覚伝達表現を担うこ

とで改善されてゆくことが期待できます。

　これもまた、益子町に必要な施策を実行しつつ、ひいて

は地域発の文化学術振興策へ発展させてゆくことにつな

げられるかと思います。

提言11 道の駅の外構について（15/05/13）

1. 前提

　2014-2015年度業務に携わりながら、折々に貴町が整

備する「道の駅」の計画にふれ、対象地を目にしてきまし

た。そして、建築物と外構緑地の規模が周囲の空間に対し

て大きく感じられ、景観的に突出させないためには建築物

と外構緑地の造形以前にそのあり方が当地にふさわしいも

のとして設定されている必要があると考えるに到りました。

　例えば、田園景観の中に「都市公園」的公園や「庭園」

的外構が出現すれば、それは背景に溶け込むことなく、とり

わけ益子の「民藝」「土祭」やそれらと「田園・里山景観」

が同居するさまに惹かれて来訪される方々の志向にそぐわ

ず、彼らに違和感を抱かせて町への印象を悪くすることに

つながりかねません。そうした危険は、可能な限り事前に

回避しておくことが町民益の追求に欠かせない筈です。

　なお、当該事業にかかわられる山崎祥子氏および神田

智規氏より、2014年事業における成果をもとに道の駅整備

計画への情報提供を求められた際に、外構緑地で「来客

はピクニックをするように過ごせたらよい」との考えを聞い

ています。道の駅での来客の過ごし方、活動に関したこの

案は、施設業態と外構緑地の規模、そして周辺の田園・里

山景観（東側に雨巻山や三登谷山なども望まれます）に合

うものと評価できます。

　以上を踏まえて、土祭業務に関連して田野地区および

益子町の風土性について研究してきた者として、また、私

の専門研究・技術領域である環境デザインの見地から、道

の駅外構緑地のあり方について提案します。

2. 提案概要「木々のある畑の庭（仮称）」

2-1 田園にふさわしい町民農園とすること

　田園にあってふさわしい土地の利用形態として、農園を

考えます。ただし、この農園は周辺に広がる人々の生業の

場としての田畑とは存在意義が違い、単にその利用形態を

写すだけでは疑似的農園にしかなりません。したがって、

ここには農地を持たない町民が個々に借りるなりグループ
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で育てるなりできる町民農園をおくことが考えられます。

　ただし、農地の管理は専門家ではない町民が行うため、

圃場の水はけをよくする装置的な設えが準備されている必

要があります。益子町内の農家の庭などに見られる、石材

や木材で土を高盛りする技術の応用がふさわしく、これら

は意匠として景観形成に生かすことも可能です。

2.2 生産農家になかなか行えない農業試験の場とする

　当の農園を、農業を生業とする生産農家にはなかなか

行えない農業試験の場とすることで、農地利用の生産性や

安全性、持続性を高めてゆくなどできれば、「田園・里山

景観」を固有の文化の背景におく益子町の地域資本の価

値を高めてゆくことに結びつけられます。　具体的には、

広い敷地における作業時に人々を熱中症や熱射病、日射

病などから守る木々を植え、その下で育つ作物（ウルイ＝

オオバギボウシなど）を育成して野菜（山菜）を果樹園や

薪炭林、木材生産林等で樹下、林床に植える立体農法 ＊1

の実証実験を行うことを考えます。
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＊1 土祭「益子風土学セミナー」招聘講師、新井章吾氏（株式会社海藻研究所

　   所長）より助言を受ける。

　  参照: 

      徳島県立農林水産総合技術支援センター「スギ・ヒノキの育林と林間栽培」

　  www.pref.tokushima.jp/_files/.../sugihinokinoikurintorinkansaibai.pdf

事例1 大谷石で土留めをした花壇 (大羽橋脇、下大羽)

事例2 大谷石で土留めをした花壇 (同上)

事例3 キリ畑でのタラノキの樹下栽培 (福島県大沼郡金山町)

事例4 クリ畑でのミョウガの樹下栽培 (福島県大沼郡南会津郡南会津町)



　また、調整池や雨水貯留・浸透施設とする凹地を、生態

系サーヴィスを受け続けるために生物多様性保全に資す

る場として扱うことは、土着天敵を利用した農林業害虫の

防除＊2にもとづく環境保全型農業の試験が行えることにも

なり、町の農産品の価値向上を図る上で有望であると考え

られます。

　さらに、こうして敷地に多様な植物が育ち、鳥類、両生

類、昆虫類、甲殻類等が訪れるか棲むかすることは、特に

子供たちの興味を引くことになるものと想像できます。

2.3 町民農園、農業試験の場を合わせて

　 「木々のある畑の庭」とすること

　以上より、町民農園として農業試験の場を兼ねて利用管

理される道の駅外構緑地のあり方、「木々のある畑の庭」

を構想します。

3. 基本事項

　周辺の屋敷林の構成にならい、寒期に風が卓越する向

きに土塁をもうけてその上に木々を植えるなどの対応を図

ることで、一層地域の風土性に則した、当施設で働く方々

にも来訪者にもより過ごしやすい環境が提供できます。

　また、生物多様性の根本をなす遺伝的多様性を保全す

るために、農作物を除く植物は田野地区または町域および

近隣に本来自生する種を、増殖、移植、自然導入して敷地

に生育させることを推奨します。

　なお、こうした大らかな趣を持つ場の形成をめざす場合

には、駐車場の仕様なども土祭広場のように面積を限って

砕石舗装程度にとどめることが好適です。

提言12 土祭の第三者評価について（15/08/24）

（本報告書第4章で実行。ここでは省略する。）
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＊2 九州大学大学院・天敵昆虫学研究室ウェブサイトを参照 

      http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/lab/ine/

事例5 しぼり水の出る箇所を湿地として残した畑 (下大羽)



　益子の風土形成のこれからは、本書第3章に示す課題の研究をはじ

め、「益子の風土・風景を読み解くプロジェクト」ひいては土祭を続け

ながら考えてゆけるでしょう。しかしながら、今回の風土研究を通して

筆者が得た発想もあります。それを試みに記してみます。

̶

　益子の風土は、関東平野と八溝山地が出会うこの土地で、農業と窯

業をなりわいの中心として人々が町を成り立たせながら、かたちづくら

れてきました。そして、江戸に幕府が置かれて以来、400年あまりにわ

たって首都の郊外縁辺にこの土地が位置することも手伝い、益子の風

土は今に引き継がれ、それがあって人々に好んで訪れられ、移り住まれ

るなどしていると見なせます。これらのことどもが「環（わ）」をなしなが

ら、益子の風土は形成されてきました。

　濱田庄司は、それを体現していたといえます。益子焼がはじめられて

いたほかに、その位置や人々の暮らし方があって生まれる風土に惹か

れて益子に住み、民衆的工芸に学びつつ、土と火のほかに芦沼石の粉

や雑木の灰や稲の籾殻の灰そのほかを駆使して新しい技術を工夫し、

益子焼きを前進させます。雑木や籾殻は、農業と関係して手に入れ続

けられるものです。上に「環」とあらわしたのは、このようにことやもの

が巡っているがゆえです。濱田の工芸村構想には、土地の自然物を循

環利用しながら文化を深耕し暮らしを立てる、人々の「環」を束ねあわ

せるように関係づけて、多少のほころびが生じてもすぐに誰かがそれを

縫いとめることができる可能性が含まれていたと、筆者には思われます。

　そして、濱田庄司の実践においてさまざまな自然物や農作物があつ

かわれたように、まわりに山があり、山からは川が流れ、田畑があり、町

があって、だから山仕事があり、川の水を人々がさまざまにつかい、田

畑の仕事があり、町で商いが行われるなどして、工芸村も成り立ちます。

そのことで、道具や衣類をつくる手仕事という仕事もまた町に生まれ、町

に暮らす人々は道具や衣類を身近に得られることになります。食べ物や

燃料ともども、暮らしに要るものが身近に自給できることになり、灰や

余った食べ物などは、ことやものが巡るなかに還されます。こうした自

然と人間のかかわりの「環」は、今日、地球規模でめざされている持続

社会の必須条件でもあります。「工芸村」は、その地域的な目標像とし

て、今日的に評価できます。
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小貝川は益子から八溝山地を抜けて関東平野へ

(真岡市の側から益子町を見る)、『土祭読本』3頁



　「やわらかい風景」という一文を、筆者は『土祭という旅へ』へ寄せ

ています。なだらかな地形変化やそれを覆う雑木、ふだんはゆるゆると

流れる川や水路の水、暮らしに関係して山や丘のすそから引き下ろされ

たかのような木々に家々が見え隠れするさまなどを指して、筆者は益子

の風景を「やわらかい」と形容してみています。それを、今もう一度考え

てみると、人々の暮らしや、それぞれのなりわいにおける創意のあと、

考えたことや考えて体を動かしたあとが風景から感じとれるようなとこ

ろが、風景に「人間性」がそなわって見えることにつながり、そのことも

あって「やわらかい風景」があらわれていると思えてきます。

　ただし、益子の風景にそなわる「人間性」は、人々が当地で生きる条

件でもある自然に基本的に則しつつ、時には濱田のように先鋭的に接

しもしてきた、人間による自然へのさまざまな応答の結果と見なすこと

ができます。このような自然への人間のはたらきかけがあって風土が

形成され、その姿である風景は益子の地なりの「人間化」を遂げてきた

といえます。それは、たとえば南東に「水晶」の頂を持つ低山の群を擁

し、ひときわ高い雨巻山がその名の通り雲をとどまらせるなどしながら梅

雨の少雨をみちびき、とりわけ稲作をむずかしくし、一方で山々の頂か

らはこばれるケイ素は稲を強くして、稲の籾殻灰が窯業にも次の年の農

業にもつかえ、といった自然と人間との関係があっての「人間化」です。
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　こうした益子の風景、風土にそなわる「人間性」は、益子の風土形成

の内実と目せます。したがって、益子風景、風土の「人間性」の理解が、

益子の風土形成のこれから、すなわち風土に学びながら地の理（ことわ

り）を生かした持続する地域社会の構築をめざしてゆくことの必須条件

と考えられます。そして、風土を形成する主体は町に暮らす人々であり、

人々の結びつきと自然との「環」が、風土を先代から引き継ぎ次代へ受

け渡す原動力のようにはたらいてきました。だから、「益子の風土・風

景を読み解くプロジェクト」でおこなわれてきた、聞き取りやつどいを

介した町民共同の風土研究がつづけられ、その成果をもとに町として益

子がめざす市民共同の地域経営の目標像 ＊1 が見さだめられ、その実現

に向けた方針が立てられ、それらにもとづく事業計画が、地域行政、企

業活動、市民活動の別を問わずつくられ実行される必要があります。こ

の土地で生きる知を受け渡す教育にも、結びつけられるべきと考えます。

　なお、風土研究からわかったことをもとに地域経営の目標像を実現

するための、かたちのない仕組みやかたちのある建物などをつくる技術

を、日本の多くの技術者が持ちあわせていないことを、念頭におく必要

もあります。彼らに確たる地域研究がおこなえず、それだけの成果にも

とづく計画をした経験がないことが理由の一つといえます。また、思考

の技術が未発達で、即物的で安易な課題解決策しか立てられない例が

多いことを問題視しています。たとえば、建物をたてるのに山のかたち

や城郭のかたちを模したり ＊2 、どのような生活知の結果として古くから

残る家屋のかたちや色や材料がそう選ばれたかを自然科学的にも人文

科学的にも理解できずに写すようなことは、地域的デザインといえませ

ん。あるいは、地域研究の成果を十分に共有せずに利害関係者間の合

意形成を図っても、それが当地の自然や文化に照らして合理的といえる

ものになるかどうかは、偶然にゆだねることにしかなりません。同様に、

かたちの有無を問わず、ほかの土地でうまくいったからとなにかをまね

るだけまねたとして、成功は偶然の産物でしかないでしょう。さらに、そ

のように「地域的に」検討した結果がつまらないものにしかならないか

らと、前衛風に新しいなにかを発想しようとしても、自然と人間の歴史を

参照しないそれは、個人の恣意的で貧弱な思いつきにしかならないの

ではないかと想像されます。
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＊2  せきかわ歴史とみちの館 (新潟県岩船郡関川村) は、隣

　　接する国指定重要文化財渡邉邸の木端葺き石置屋根を、

　　鉄筋コンクリート構造の躯体にのせた建物。文化財の外

　　観を単に模した例。1996年日本建築学会作品選奨。

＊1  古川町 (現岐阜県飛騨市) における第五次総合計画目

　　標「朝霧たつ都」とこれにもとづく農村環境デザイン政

　　策を紹介したドイツ、エッセン大学環境デザイン学科

　　講演ポスター、2003年。講演は筆者による。「朝霧た

　　つ都」は、当地の高校地学部が研究を20年継続する

　　など町民に身近な朝霧 (盆地霧)の発生を指標に町域

　　の良好な水循環をたもち、自然と雅びな飛騨の町並み

　　や農村の風景の共存を、次代、未来に継承されるべき

　　風土の理想像とし、地域経営の資本と位置づけたもの。



　益子の風土形成のこれからにおいて懸念される問題も、示しておきま

す。少雨と地質・地形に由来する、水資源の利用管理面に、筆者は不

安を覚えます。小貝川をのぞいて、益子を流れる川は水源を町域に有

し、水を集める範囲は限られます。南東の山々の頂を「水晶」とあらわ

しましたが、水晶と同じ二酸化ケイ素からなるチャート層のほかは主に

砂岩と泥岩からなり、その裂け目に水がしみやすく、これらの岩を覆う

木々の葉が落ちて分解された腐葉土の層、表土に水が薄い膜のように

つたわりながら丘や低地へとくだり、斜面の途中や下にしみだしたもの

を、人々はため池やてびに受けて、大切にもちいてきました。ことに七

井では、七つの井（水の湧くところ）が地名とされているほどです。

　このように、山や丘の保水力にたよることが、益子の水利用の基本と

なります。そして、益子の山や丘の、鎮守の杜のようにほとんど人手を

入れずに守られてきたところはそのまま守り、人の手が入れられたとこ

ろは木々の利用を図りながらすこやかに保ついとなみが求められます。

「工芸村」のような考え方は、このことにも適しています。

　一方、ため池やてびに受けられたしぼり水は、水路や川へ流されな

がらこれらの岸や底から地中へしみ、低地の地下水をやしなってきまし

た。地下水は、井戸水として利用もされました。ところが、全体に「やわ

らかい風景」をかたちづくって見える益子でも、川や水路の岸や底は多

くがコンクリートをつかってかためられ、地中への自然な水の動きがは

ばまれています。また、そうした川や水路は植物や微生物が育つ環境に

なく、水の生物浄化がおこなわれない状態にあります。それとともに、乏

しい水の水質は、生活雑排水や産業排水の川への混入によってあまり

よくありません。
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七つの井のひとつ「瀧の井」   (七井)

同書 49頁

棚田のあとにつくった畑の地表に浮きでたしぼり水 (田野)

『土祭2015公式ガイドブック』48頁

道祖土川では、泥岩の河床はそのままに、

護岸をコンクリートでかためている。  (道祖土) 。同書 42頁



　仮に、この問題の解決を図ってゆくとします。土祭への公共投資の一

環として「益子の風土・風景を読み解くプロジェクト」が実行され、その

成果として益子の風土性が明らかにされてきています。ひとつには、益

子の風土は、当地の自然と人間の関係史の結果として「やわらかい風

景」を擁するにいたっています。そのような土地と風景の印象は、土祭

の来訪者の声などを確かめた結果からもわかる通り、魅力要素となって

います。しかし、川や水路などの水辺は、上に述べたように益子風景の

弱点であると思います。そして、その水質も問題であり、さらには水資源

利用管理の脆弱性がより大きな問題として根本に横たわっています。

　これらの解決を図るために、生活雑排水や産業排水の混入を防ぐ努

力を、これまでにも増しておこないます。山や丘の保水力を高めるため

に、人手のかけられた樹林の利用管理を徹底します。いずれの施策も

個別には実現がむずかしく、風土に根ざした益子の地域経営の目標像

があらかじめ町民と検討、合意されているとともに、「工芸村」のような

文化と産業をともに振興し雇用も生む具体的方針が、その下に位置づ

けられている必要があります。

　それらが実現できたとして、水がかがやき、山や丘はすこやかに見え

るようになるでしょう。「やわらかい風景」もまた、かがやきを増して見

えるようになることと思います。さて、それでも川や水路の岸や底をつく

りかえねば、植物や微生物が育つ、生物浄化の期待できる環境にはな

りません。これは、ため池などにも同じくいえることです。解決策は、す

でに益子の各所に見あたります。身近に得られる石を積んだ護岸が残

る水路 ＊3 や家の庭の池がありますし、聞き取りでは山のそだを編んで

柵をつくることを益子でもしたとうかがっています。石垣は木の根など

におされて崩れることもあり、そだ編柵 ＊4 はそだをときどき取りかえる

必要があります。そうした日常の補修や管理が、公益性の高い雇用に

結びつけられます。そだの交換は、人手の入れられた山や丘の木々を

つかい、山や丘の保水力を維持する仕事にもなります ＊5 。
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＊3  芦沼石を積んで護岸をもうけたと見られる水路 (大沢)

＊4  そだ編柵を護岸にもちいた割石川 (新潟県新発田市)

＊5  そだを採るために管理される山林 (新潟県新発田市)



＊6  近代的な水路然とした百目鬼川の現状 (「百目鬼川を

　　きれいにする会」活動より。2014/07/06 城内・道祖土)

＊7  民・産・官で清流を再生した源兵衛川 (静岡県三島市)

　ため池もてびのある田も、川も水路も、七つの井も、さらには生物がど

れだけもどってくるか試験観察がつづけられる蟹澤の井の下の休耕田

なども、いってみれば「益子の水辺」です。これらが上に例を挙げたよ

うな自然に近しい、そして伝統の継承にもあたる工法をもちいてつくり

かえられると、植物や微生物が育ち生物浄化が期待できる以上に、およ

そどの地区の「風土・風景を読み解くつどい」でも集まられた方々がな

つかしげに子どものころの思い出話をされていた魚や水生昆虫などが

ふたたび棲める環境が回復できます ＊6 。

　このように生き生きとした水辺が「やわらかい風景」にくわわることは、

益子の次代をになう子どもたちが育つにも、大人たちが折々に昔をなつ

かしむにも、益子や土祭が好きで訪れられる方々が散策をされるにも向

くと考えられます ＊7 。あるいは、益子の外から子どもたちが訪れて滞在

し、遊び、学ぶにも向くのではないでしょうか＊8。そう考えれば、こうし

た環境の再生は地域経営における、いわゆる「外貨獲得」にも結びつ

けてゆけます。そして、もとはといえばこの発想は、水資源の利用管理

に対する不安要因の解消を目的として得たものです。益子の風土と人

に「環」を見いだしたことから、筆者はこう考えるにいたったと思い返し

ています。

̶

　益子の風土のこれからに関した試論は、ここで書き終えることにしま

す。最後に、益子を幾度も案内してくださった方々、ご研究の成果を惜

しみなく伝えてくださった方々、聞き取りに際してご自宅に招き入れて

くわしくお話を聴かせてくださった方々、貴重な資料をご提供くださっ

た方々、こちらがお話をうかがうべき方をご紹介してくださった方々、

主催される行事にお誘いくださった方々、風土・風景を読み解くつどい

やその報告会にご参加くださった方々、そしてお世話になった土祭事

務局と土祭実行委員会および益子町役場のみなさまに感謝の意を表し

たいと思います。ありがとうございました。
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＊8 「土祭風景遠足」で訪れた桜の井 (2015/09/22 七井)
　　  ＊土祭事務局提供
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