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第６１回全国地理教育研究会巡検計画 

 

１ 期日 

  平成２８年７月３１日（日） 

２ 巡検対象地域 

  群馬県甘楽郡下仁田町,南牧村 

３ 巡検の目的と対象 

(１)巡検目的 
 巡検対象である二つの町村には多くの地域資源がある。下仁田町には，下仁田葱，蒟蒻芋，中央構造線露頭など多

くののジオサイト，最盛期の町並みが残っている。一方,南牧村にも,多くのジオサイトと整然と積まれた石垣による独

特の農村景観，戦国時代以来の火とぼし,御柱祭の伝統,，,豊かな自然の数々が残っている。しかし現在，下仁田町は

「レトロの町」，南牧村は「消滅可能性日本一の自治体」と呼ばれ，二つの町村は確実に，過疎・高齢化といった地域

課題に直面している。今回の巡検では，これらの町村が現在どのような実態なのか，また地域資源を活用しつつ現

在，どのような地域づくりを行っているのかを知ることが目的である。 

新しい地理教育でも，地球規模のみならず，国家・地域規模の様々な課題をＥＳＤ的な観点から，生徒に考察させ

ることが重視されている。現場の先生方もこの巡検に参加することで，必ず多くの示唆が得られるはずである。 

(２)対象地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③主な見学地 
【下仁田町】 ジオサイトと歴史景観,地場産業を利用した町おこし 

 ①馬山地区の河岸段丘の利用・・・河岸段丘や丘陵を生かした下仁田葱・蒟蒻の栽培と農家の生活 

②荻野商店製粉工場・・・・・・・鏑川の流れを利用して立地した蒟蒻製粉工業 

 ③川井断層・・・・・・・・・・・中央構造線の露頭 

 ④諏訪神社～中央通り・・・・・・宿場町,製材・蒟蒻で栄えた大正・昭和の名残りを残す町並み景観 

 ⑤跡倉クリッペ・・・・・・・・・横臥褶曲の痕跡 

【南牧村】   

①星尾地区・・・・・・・・・・・千ケ滝，星尾地区の石垣景観，諏訪神社の御柱，農家のお話 

②活性化センター・・・・・・・・村長のお話(地域づくりについて)，移住者のお話，質疑応答 
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（４）集合場所及び出発・到着時間 

①集合場所・時間・・・・高崎東口   ８：３０集合 

②解散場所・時間・・・・高崎駅東口 １７：３０解散 

（５） 行程（小型バス２台に分れて移動） 

①概要 

②詳細な工程 
8：15～ 8：30   高崎駅東口集合・出発 

8：30～ 9：30 バス移動(上信越自動車道吉井IC－下仁田IC) 

【 下 仁 田 町 】 

9：30～10：20  郊外の農村地域・馬山地区  ※２グループ編成 

・あじさい公園から，鏑川河岸段丘を見下ろして全体概観 

・段丘面と丘陵地の下仁田葱栽培，段急崖の御神水（水場跡）の観察 

10：20～10：30 (バス移動)   

10：30～11：10 町中の地場産業 

・荻野商店製粉工場で蒟蒻製粉・乾燥施設見学，蒟蒻業界全般の話を伺う 

11：10～12：15 町あるき ※２グループ編成 

・川井断層(中央構造線露頭)（案内協力者：下仁田自然史館・関谷友彦氏） 

        ・諏訪神社～中央通り（宿場町や，製材，蒟蒻で栄えた大正，昭和頃の名残り） 

・上信電鉄「下仁田駅」の広い構内と駅舎 ・駅北の赤レンガ倉庫(下仁田倉庫) 

12：15～13：00 【昼食】下仁田カツ丼(日昇軒) 

13：10～13：15  (バス移動) ※町営駐車場から乗車・出発 → 自然史館駐車場で降車 

13：15～13：35 町あるき２  

・跡倉のクリッペすべり面 

13：35～14：05  (バス移動)  

【 南 牧 村 】 

14：05～15：05 村あるき ※２グループ編成 

        ・星尾地区をあるく（線ケ滝，大上の諏訪神社，集落内を歩く，農家の話を伺う） 

15：05～15：25 (バス移動)  

  15：25～16：15 南牧村活性化センターで「村づくり」についてお話を伺う 

・長谷川最定村長のお話・・・移住促進策と雇用推進策について 

・村外からの移住者(2013年移住の五十嵐亮氏)のお話 

・意見交換 

   16：15～17：30 (バス移動) 上信越道下仁田IC～吉井(IC)  

       17：30 高崎駅東口 到着・解散 
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Ⅱ 地域の概観 
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１ 下仁田町と南牧村など県南西部山村の現状 

 (１)過疎・高齢化の進行 

国立社会保障・人口問題研究所が平成 25 年 3 月に発表した将来推計によれば，平成 52 年（2040 年）の時点におい

て，全国で最も高齢化率が高い自治体は南牧村（69.5％）で，２位は神流町（67.7％），７位が下仁田町（60.3％）であ

る。また，人口減少率の将来推計（平成 22年から平成 52年）でも，全国第１位が南牧村（減少率 71.0％），３位が神流

町（減少率66.8％）とされ，群馬県南西部の町村における過疎・高齢化の進行は非常に厳しい見込みとなっている。 

(「群馬県の山村における養蚕衰退後の地域の対応と限界化問題」2015年西野寿章に一部加筆) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2013年「群馬県年齢別人口統計調査結果」により作成) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2014 年民間の「日本創成会議」(座長・増田寛也元総務相)が公表した「増田リスト」により南牧村は「消滅可能性日本一」

として，奇しくも不名誉な形で有名になった。 

 (2014年5月19日 日本経済新聞記事による) 
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（２）下仁田町と南牧村の人口，世帯数の推移（1956年～2015年） 

①下仁田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        注）・下仁田町は，1955年3月10日 に下仁田町・小坂村・西牧村・青倉村・馬山村が合併し成立。1956年4月1日に南牧村

の一部（大字小沢のうち字漆原・大萱・山の神・金沢・横岩・青梨子）が下仁田町に編入され現在に至る。 

・1990年～1994年の世帯数の一時的増加は，元の統計数値の誤りなのか，原因は不明。 

          ・出典の調査結果は，2015年のものが10月1日現在以外は，各年次の12月末の数値。 

（「群馬県移動人口調査結果」により作成） 

  

②南牧村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        注）・南牧村は，1955年（昭和30年）3月15日 磐戸村・月形村・尾沢村が合併して成立。1956年（昭和31年）4月1日            

に村の一部（大字小沢のうち字漆原・大萱・山の神・金沢・横岩・青梨子）が下仁田町に編入され現在に至る。 

・出典の調査結果は，2015年のものが10月1日現在以外は，各年次の12月末の数値。 

（「群馬県移動人口調査結果」により作成） 
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(３)下仁田町と南牧村の2015年現在の年齢階層別人口構成 

①下仁田町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2016年「群馬県住民基本台帳」により作成) 

 

②南牧村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2016年「群馬県住民基本台帳」により作成) 
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２ 県南西部の険しい地形環境と共生してきた人間生活 

(１)急峻な地形の誕生 

1）中央構造線断層 

7000 万年前（中生代白亜紀後半），ユーラシアプレートとイザナギプレートが衝突し日本列島が誕生したと言われる

際，この群馬県南西部では東西に走る中央構造線断層が形成された（その後，1450 万年前（新生代第３紀中新世）に

フォッサマグナが日本列島中央に生まれ，この地域を走る中央構造線は西日本を走るそれと分断されたとされる）。 

２）本宿カルデラ，妙義山の誕生 

その後，この地域では火山活動が活発化した。つまりまず 950 万年前，下仁田町西部から南牧村を中心としたエリア

で直径 10km にわたり大陥没が発生し，本宿カルデラ（本宿コールドスロン）という盆地が形成された。その後，盆地

内では多数の火山が生まれ，再び 700 万年前の大規模な火山爆発により 2 度目の陥没が発生したものの，600 万年ごろ

にはこの地域の火山活動は終了した。しかし600万年前から今度は，火山活動の中心が北東の妙義山に移行した。ただ妙

義山の噴火活動は継続しなかったため，その後，風化侵食が火山内部まで達するほど進んだため，妙義山周辺には多くの

奇岩，奇勝が生まれた。 

３）関東山地の大規模な隆起 

200 万年前からはじまる新生代第四紀になると，さらにこの地域を含む関東山地では大規模な隆起が起こり（この時同

時に関東平野中心部では沈降が起こり，関東曲降盆地＝関東平野が誕生した），東西に深く開析された深い谷が発達し

た。 

（下仁田ジオパーク公式サイトを参考に作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央構造線は「中央構造線マップ(https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en_US&mid=1ytT8YRioWuevpHlZBtQdqxCMFC4)」による推定 

・等高線の間隔は100ｍ間隔である。     

 (「数値地図50mメッシュ(標高)」，国土数値情報により作成) 
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（２）複雑な地形環境と共生してきたかつての生活 

急峻な地形が卓越し，低平地が少なく，群馬県南西部のこの地域ではもともと水田の開田は難しく，南牧村などでは

水田は皆無であった。 

しかし地域では，関東山地の隆起によって東西に谷が開析されていたため，西の信州（長野県）との交通路が比較的

早く開けていた。戦国時代以前から，下仁田から砥沢宿（甘楽郡南牧村）を経て，信州へのびる街道（のちの中仙道脇往

還（姫街道）の脇道）が通り，交通上の結節点ともなっていた。 

さらに複雑，山がちな地形環境を背景として，地域では山地資源を活用した製炭・林業をはじめ，石灰岩，砥石，椚

石（くぬぎいし），などの採掘業で生計を立てる者，急傾斜の山腹斜面に石垣を積んで桑園を開発して養蚕，蒟蒻芋栽培

を行い生計を立てる者も多く，かつて地域経済安定していた。                                   

（田中作成） 

３ 高度経済成長期以降の伝統的生業の低迷 

（１）オイルショック以降の養蚕の不振 

群馬県の養蚕農家は，1960（昭和 35）年では 80,989 戸を数え，（県内）全農家数の 62.5％を占めていた。その後，

養蚕農家は緩やかに減少し，1970（昭和 45）年以降は減少率を高めていった。政府は，1952（昭和 27）年に繭糸価格

安定法，1966（昭和 41）年には 1962（昭和 37）年の繭，生糸の輸入自由化に対応して日本蚕糸事業団を設立して繭糸

価格の安定を図り，さらに 1972（昭和 47）年には生糸輸入の増大に伴う国産生糸価格の低落を契機として，生糸一元輸

入制度を創設して，繭糸価格の安定を図った。しかし蚕糸業の安定のために基準糸価を上げ続けたことがかえって絹織物

の原料価格を押し上げ，1973 年の第一次石油危機を契機とする経済不況期においては，安価な中国産，韓国産の生糸や

絹織物を輸入することとなった。・・・中略・・・1985（昭和 60）年において農業粗生産額第 1 位の農作物は，高崎市

や藤岡市，太田市などでは米，前橋市と前橋市の周辺町村では豚が，富岡市や下仁田町，南牧村，神流川流域の山村では

蒟蒻芋がそれぞれ第 1 位となり，繭が 1 位となっていたのは沼田市，新治村，月夜野町，安中市，吉井町，甘楽町，旧

妙義町の 7 市町に留まり，群馬県の養蚕は衰退局面に入っていた。群馬県の農業は，長らく米麦養蚕の組み合わせに

よって営まれてきたが，生糸需要の減少，糸価に連動した繭価の低下によって，農家は養蚕よりも収益の高い農業部門を選

択するようになった。その後,ＷＴＯ（世界貿易機関）協定の実施によって，国境措置すなわち関税等の措置を変更する必

要性が生じ，1972 年に創設された生糸一元輸入制度が 1994（平成 6 ）年に廃止され，繭糸の価格安定制度も 1998

（平成 10）年に廃止された影響による。養蚕農家の多くは，繭価の価格支持が受けられなくなることへの不安から養蚕

に見切りをつけたものと考えられる       

 (2015年「群馬県の山村における養蚕衰退後の地域の対応と限界化問題」西野寿章による) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「群馬県統計年鑑」により作成） 
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（２）昭和40年代以降の「品種改良」を契機とした蒟蒻芋栽培の低迷 

もともと蒟蒻芋の在来種は根腐れ病など病気にかかりやすく，強い日差しを嫌っている。そのため下仁田町や南牧村

などの山間地の日影斜面で，水はけのよい傾斜地や，段々畑などでかつては栽培が盛んにおこなわれていた。しかし昭和

40 年代以降，病気に強く，平地，山麓斜面などでも栽培できる「赤城大玉」，「榛名黒」などの品種が，群馬県農業試験

場で生まれた。それ以降，広大な赤城火山斜面での機械化による大規模栽培が可能な昭和村，子持村（現・渋川市）など

が急速に産地として発展していった。その中で，蒟蒻芋の価格は大きく下落し，下仁田町，南牧村など県南西部での蒟蒻

芋生産は次第に縮小していった。現在，下仁田町や南牧村の農家で蒟蒻芋栽培を継続実施している農家の中でも，より平

坦で機械化も可能な隣接する富岡市，安中市などに出耕作する農家が多くなっている。 

(2016年現地調査により作成) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1975年，1985年，1995年，2005年，2015年世界農林業センサスにより作成） 
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（３）養蚕・蒟蒻芋栽培低迷後の地域対応で始めた「植林」の挫折 

下仁田町，南牧村では 1960 年代以降，養蚕，蒟蒻芋栽培の衰退を補完するため，積極的に植林を行う農家も増えた。

これまで桑畑や蒟蒻芋畑として利用されていた段々畑の上にも，植林が進められていった。しかし 1985 年以降の円高の

進行によって，安価な外材が日本に輸入されるようになり，その頼みの綱の林業も衰退へ向かっていった。 

 

 

（「群馬県木材基本調査」により作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（1960年，2005年世界農林業センサスにより作成） 

 

【参考-群馬県北部の山村での動向】 

 平坦な土地が少なかったため群馬県南西部では，高度経済成長期以降の伝統産業低迷への対応が遅れた一方，相対的に平坦地に恵まれる北部

の山村では，例えば片品村では入会林野のスキー場への転用などによりスキーリゾートを形成し，養蚕農家は民宿を営むようになった。また川

場村では，養蚕による収益性の低さからある農家が 1950 年代初頭頃からりんご栽培を導入した。同村では 1970 年代半ば頃から地域振興の方

向を「農業プラス観光」に集約し，世田谷区との都市山村交流が進展すると，パイロット的に導入されていた果樹栽培は観光農業の主軸として

展開されるようになった。さらに榛名山麓の中間農業地帯においても，養蚕衰退後，桑園は果樹園へと姿を変え，果樹農業は農家の経済的基盤

となった。これらの地域では現在，農業や民宿の後継者が育成され，持続的な地域づくりが進んでいる。 

 (「群馬県の山村における養蚕衰退後の地域の対応と限界化問題」2015年西野寿章による) 
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（４）石灰岩，砥石，椚石（くぬぎいし），などの採掘業の衰退 

 地域の複雑な地形環境を背景として発展してきた鉱物資源の採掘業も，戦後，採算性の問題などで大きく衰退した。と

くに地域経済に重要な意味をもっていた石灰の採掘業，砥石の衰退は，地域の活力が失わせる大きな要因となった。 

（Wikipedia「日本の鉱山一覧」をもとに作成） 

①砥沢砥石鉱山の歴史 

砥石の採掘は 16 世紀にはすでに始まっていたとされる。その後，戦国時代に西上州を征した武田信玄が「上野砥」採

掘に手を染めた。江戸時代に入ると徳川幕府の「御用砥」として特権が与えられ本格的に砥石の生産が始まる。天下の宝

の山として保護された。砥山の経営にあたった名主を砥山名主と呼び，行政を担う村方名主とは独立した権限をあたえら

れていた。このとき中山道脇街道筋でもあった砥沢には「南牧の関所」が置かれた。さらに羽沢の名主市川家により国境

をまたいだ信州佐久の新田開発が行われると，そこで作られた佐久米は余地峠，熊倉集落を経由してこの砥沢に運ばれま

した。そして殻市・九斎市が立ち，次第に宿場町の形態へと発展，造酒屋や商家が軒を連ねていった。 

富岡市は，この砥石を運ぶための中継点として新田開発された町といわれる。南牧野の砥石は下仁田を経て，一気に

藤岡まではこばれていた。この間が遠距離であったため，当日の代官が富岡に中継地点を設けたといわれる。世界遺産・

富岡製糸場が建設れたのは代官屋敷拡張のために準備した広い土地があったためと言われている。 

その後，砥石の採掘は，江戸末期より民営化され，全国各地に出荷され砥石の特産地として栄えたが，20 世紀半ば以

降，合成砥石が普及すると衰退に向かっていった。 

（http://www.ichiro-ichie.com/03nkanto/gunma/tozawa/tozawa01.html，http://www.pref.gunma.jp/01/z0197677.html など

により作成） 
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②石灰岩の採石業の歴史 

かつて下仁田から南牧村にかけては，良質の石灰石「上野石灰」が産出されていた。これらは江戸城，富岡製糸場の

建設の際に「漆喰」の材料として使われたとも言われている。 

青倉村（現下仁田町）では，1900年石灰製造合資会社設立，1901年西毛石灰製造株式会社設立など関連企業の操業が

相次いだ。その後，白石工業（本社広島）が 1932 年世界最大の化合反応槽を持つ工場「群馬工場（白艶華工場）」を稼

動開始し，炭酸カルシウムのブランド「白艶華」は世界的に有名になった。現在，ここでは秩父の石灰岩を使っているた

めに，石灰岩の採取は行っていない。 

一方，南牧村でも，1933 年青倉石灰工業株式会社（秩父セメント系列）が磐戸鉱山で石灰の採石を開始した。この南

牧村の石灰は，縄文時代以来，酸性で魚も棲めなかった群馬県北部の吾妻川の中和剤として使われたことで知られてい

る。なおその後，秩父の石灰岩を使用するようになり，石灰岩の採掘は行われなくなった。なお会社は 1994 年有垣鉱業

株式会社に吸収された。 

（http://yamada.sailog.jp/weblog/2014/04/post-5324.htmlなどにより作成） 

③椚石（くぬぎいし）採掘の歴史 

南牧村南東部の磐戸に椚石の採石場がある。クヌギ石は昭和８年から１２年頃まで，大蔵省（現 財務省）建設にあ

たり使用することが決まり，「福島県」や「茨城県」「群馬県（室田）」より，石工達が集まり，青木石材店の丁場より石

を切り出し，荒取をした石を，磐戸村（現南牧村磐戸）に工場を造り，ガンクソーで石を加工，下仁田駅から貨車で東京

へ運びました。当時 三代目が日本の国が豊かに栄えるようにと豊栄石と名付けました。クヌギ石は他にも世界遺産候

補，富岡製糸場の貯水槽建設に当たり多く使用されました。財務省玄関はオシャレな椚石で造られた西洋風アーチ型家の

周りにも椚石が使われている。 

（http://nanmokushoko.com/history/などにより作成） 

(2015年12月12日 田中撮影) 
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４ 下仁田町の概観 

（１）町の概観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(「平成27年群馬県市町村要覧」による) 
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 (２)現在の地域づくり 

①全体の概観 

近年，下仁田町は地域づくりの核になるものを複数持つようになってきており，そのばらばらな要素をどのように一

つにリンクさせていくかといった点で，試行錯誤をしているように考える。 

まず「地域独特の地形・地質など自然環境」にはぐくまれてきた下仁田葱栽培，蒟蒻産業などの地場産業は，昔と比

べると明らかに従事者も減り，衰退の傾向すらある。しかし歴史の中ではぐくまれてきた「下仁田葱」「下仁田コンニャ

ク」といったブランド力は現在でも，日本全国に通ずるものであり，これも重要な地域づくりの核の一つである。近年で

はそのブランド力を守るだけでなく，さらにアピールするために，下仁田葱の会が結成されたり，全国ねぎサミットの開

催を行う動きも見られる。 

また 2011 年 9 月，下仁田町全域は日本有数の複雑な地質・地形をもつ地域であることを背景として「日本ジオパー

ク」に認定されたが，町はこのことを機に「下仁田ジオパーク構想」を打ち出し，「ジオパーク」を地域づくりの核の一

つに位置づけるようになった。町の予算の問題もあり，個々のジオサイトの整備はまだ徹底してないが，すこしずつ案内

板が立てられるなど整備がすすんできている。 

またかつて「東西に開析された谷」を交通路とすることで宿場町，蒟蒻精粉，石灰岩の集散地として栄えてきたかつ

ての下仁田の町中景観を文化遺産として，「レトロな町」とのイメージで宣伝・アピールする動きも見られる(2012 年

～)。そうした中では大正後期から町の食堂にメニューで出されてきた醤油ダレの「下仁田カツ丼」を使って町おこしを

ということで，8 軒の商店主が「下仁田かつ丼の会」を作るといった動きもみられる。またテレビや映画のロケ地に利用

される動きも出てきている。この「レトロの町」というも正直まだ整備が遅れているが，地域づくりの核の一つになって

きている。 

（現地調査により作成） 

②「下仁田葱ブランド」の活用 

下仁田町には,独自の土地・気候風土の中で生まれてきた下仁田葱という特産品もある。下仁田葱は土質の問題で,下

仁田町でしか栽培できない特産品でこれもまた「下仁田葱ブランド」を成立させている。近年,そのブランドとその品質

を守る努力としては,農家が 2006 年に「下仁田葱の会」を作るなどの取り組みを行っているほか,全国のねぎ農家との合

同イベント「全国ねぎサミット」に参加するなどの取り組みを行っている。 

2014年 11月 22日と 23日には下仁田町が開催地となり,全国の主要ねぎ産地関係者が一堂に会し，「ねぎ」の魅力につ

いてＰＲするほか,農産物販売やステージイベント，巨大ねぎま作りに挑戦など楽しめるイベントが実施された。 

(https://www.foods-ch.com/news/press_2568/に加筆して作成) 
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③「下仁田コンニャク」ブランドの地域づくりへの活用 

 蒟蒻産業は現在でも,下仁田町を代表する伝統的な地場産業であり地域づくりの重要な柱の一つである。 

蒟蒻産業はもともと,①農家が行う蒟蒻芋栽培，②粉屋（こなや）とよばれる製粉業者が工場施設で行う製粉作業（つ

くった粉は精粉(せいこ)と呼ぶ）,③練屋(ねりや)という業者が,精粉をもとに製品を製造する蒟蒻製造の 3 部門からなり

立っているが,下仁田町ではかつては,これらの 3 つ部門がともに地域内でともに関連しあいながらどれもが発展してい

た。蒟蒻芋栽培については,もともと在来種が山がちで水はけの良い傾斜地にめぐまれ，冬の間晴天が続き乾燥していて

栽培適地になっていたことが要因である。また粉屋の「精粉製造」については,製粉時の動力源となっていた水力の設置

に適した急流の河川が発達していたことが要因である。 

戦後の品種改良により蒟蒻芋栽培の中心は,近隣の富岡市や安中市，渋川市や利根沼田などの北毛地域へと移行してし

まったが,県内の製粉業者の多くは下仁田町に集積しているため，いまだに蒟蒻芋や精粉の相場決定については下仁田町

が大きな影響力を持っている。現在でも,年秋になると県内外から多くの蒟蒻芋が集荷され,「下仁田コンニャク」のブラ

ンドが定着しているのはそのような背景がある。 

（現地調査などにより作成） 

 

【参考-3つの部門より成り立つ蒟蒻産業】 

１)蒟蒻イモ栽培 

 蒟蒻イモは熱帯原産のサトイモ科の多年生作物で日本へは６世紀頃仏教とともに伝来したと言われている。春に生子

（きご）と呼ばれる種芋（「一年生」）を植え付け，秋に一度畑から取り出す（「二年生」）。これを屋内で越冬させ，翌春

に再度植え付けを行い，秋に収穫する（「三年生」）。出荷されるのはこの「三年生」や，さらに翌年も植え付けをおこ

なった「四年生」のイモである。全国の蒟蒻イモ生産量は約 56,100 トンであるが，このうち 96.6％が群馬県産である

（2014年）。群馬県内での主力品種は「あかぎおおだま」「みやままさり」「はるなくろ」「みょうぎゆたか」である。 

2) 乾燥・製粉 

 収穫された蒟蒻イモは水洗いされて土や砂を取り除いたあと，乾燥され「荒粉（あらこ）」と呼ばれる状態に加工され

る。かつては蒟蒻イモを薄く切ったものを串刺しにして日当たりの良い軒下などに吊したり，屋根の上に並べて天日乾燥

させていたが，現在は専用の機械で，重油を燃やした熱風を当てて乾燥させる方法が主流となっている。 

 次に，荒粉をさらに粉砕し，粉状にし「精粉（せいこ）」と呼ばれる状態に加工する。この製粉を行う業者を「粉屋

（こなや）」と呼ぶ。かつては杵と臼で荒粉を搗（つ）いて粉にしており，製粉工場の多くは水車での動力の得やすい川

辺に位置していた。現在は機械ですり潰して粉にする加工技術が主流になりつつあり，立地の条件を緩和するとともに，

製品の質の安定化がなされている。 

3) 製品製造 

 製粉を行う「粉屋」に対し，製品を製造する業者は「練り屋（ねりや）」と呼ばれる。蒟蒻製品の多くは，生の蒟蒻イ

モをすりおろして製造するものと，精粉から製造するものの２種類があり，市場に流通しているもののほとんどは後者に

よるものである。精粉から製造する方法は 1700 年代に常陸国（茨城県）の中島藤右衛門が開発したものと言われてい

る。一般的な板蒟蒻の製造は，①お湯に精粉を溶かしてゲル状にする，②消石灰（水酸化カルシウム）を水に溶かしたも

のを①に加えて手早く混ぜ合わせる，③型に流し込んで固める，④ゆでてアクを抜く，という過程を経る。なお，精粉か

ら作られる蒟蒻は白色をしているが，市場に出回る板蒟蒻には，ヒジキなどの海草が粉砕さえて練り込まれて黒色をして

いる。これは生イモから作った場合に，イモの皮が入ってしまうために黒い色をしていて，これに近づけているからであ

る。近年は蒟蒻粉を練り込んだパンや麺などのさまざまな製品が作られている。 

（生沢の現地調査結果による） 
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④「下仁田葱」と「下仁田コンニャク」ブランドのコラボ 

下仁田町では近年，群馬県の農業ＰＲキャンペーン「群馬県すき焼きプロジェクト」の中で，「下仁田葱」と「下仁田

コンニャク」の二つのブランドをコラボさせて地域づくりに活用していこうという取り組みも見られる。 

つまり群馬県では平成 26 年より，国内で初めてＥＵ（欧州連合）に輸出が開始された「上州和牛」や，生産量全国第

１位の「蒟蒻」，全国的に知名度の高い「下仁田ネギ」，生産量上位の「生しいたけ」や「しゅんぎく」など，「すき焼

き」に必要なすべての食材を県産でそろえることができる「すき焼き自給率１００％」の県であるとして, 「群馬県すき

焼きプロジェクト」を始動させた。群馬県が誇る「究極のおもてなし料理＝すき焼き」を，全国，そして海外にも発信し

ていくための取り組みをはじめているが，下仁田町も，「下仁田葱」と「下仁田コンニャク」をコラボさせてアピールす

る好機として，このキャンペーンに積極的にかかわってている。 

 (http://www.pref.gunma.jp/01/b2100976.htmlに一部加筆して作成) 

⑤下仁田ジオパーク構想 

下仁田町は 2011 年，日本ジオパークに認定されていた。下仁田ジオパークは日本列島の地質構造からみると西南日本

と東北日本の接点にあたり，日本列島の生いたちを解明する上で重要なカギとなる現象が集中し，古くから地質調査に訪

れる人も多く，「日本でも５指に入る貴重な場所」とも言われている。主なものとしては，中央構造線に沿って九州まで

続いている「三波川結晶片岩と秩父中古生層」や，日本の地質百選に選定されている跡倉クリッぺを代表とする「根無し

山群」，西南日本を南北に分断する大断層「中央構造線」や，今から約 950 万年前に大陥没をおこした「本宿陥没」など

である。その多くの地質現象が十数キロメートル以内に密集し，まとめて観察できる地域は，他にない。荒船山や妙義山

などで登山やハイキングを楽しみながら，地質について知識がなくてもジオを体感できるといわれる。 

現在，廃校になった青倉小学校の跡地を下仁田町自然史館として利用し，ジオパーク推進の拠点として，受け入れ態

勢を整えている。今まで下仁田町は，研究者や関係者の間では「興味深い・とても面白い」と言われていたが，今後は，

その面白さを一般の人にも伝えるため，「わかりやすい解説・地元住民のガイドの育成・気楽に参加できるイベント」な

どを行いながら町全体で盛り上げていくことが課題であるとされている。 

(平成25年「下仁田ジオバーク基本構想」に一部加筆) 

 

注）ジオパーク（geopark）とは，地球科学的な価値を持つ遺産（大地の遺産，ジオヘリテイジ，geoheritage））の保全を目的としたプログラ

ムであり，その場所である。ジオパークでは，大地の遺産を保全し，教育やツーリズムに活用しながら，地域の持続可能な開発を進める仕

組みを構築しようとしている。日本ジオパーク委員会では，訳さずにそのままジオパークの語を用い，日本語で説明する場合には，「大地

の公園」という言葉を使っている(Wikipediaによる)。 
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⑥下仁田レトロの町 

近年,下仁田町では,下の図あるような下仁田駅とその周辺の歴史遺産を町づくりに利用していこうという動きが活発

かしてきている。2012 年以降毎年 11 月には,「下仁田町にいってんべー祭(さい)」という会場分散型のイベントを開催

している。 

 

(「平成22年まちづくり委員会取り組み実績報告書」を参考に作成) 
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４ 南牧村の概観 

（１）村の概観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(「平成27年群馬県市町村要覧」による) 
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 (２)現在の地域づくり 

①概観 

2014 年有識者でつくる日本創成会議の「増田リスト」によって南牧村は「日本一の消滅可能性都市」とされた。以来,

年配者にはあきらめ感をもつ者もいるが,かえってこの状況に強い危機感を持ち「何とかしなければ」という村人も多く

なった。また全国に注目されることになったことで,村おこしにチャンスが到来したという見方も生また。 

これまでも村では地域の活性化を図るべく，様々な施策を展開させてきた。まずは都市部（富岡市など）に通勤しや

すくして，若者の村外への流出を防ぐために道路整備を行った。また水道や水洗トイレの整備にも力を入れた。都市部と

同様の情報を得られるようにケーブルテレビを開局し，インターネットなどの情報環境も整えた。また，子どもを地元で

安心して育てられるように行政サービスを充実させた。学校給食費や保育料の無料化，中学生までの医療費無料化，スク

ールバスの運行や高校生の通学費補助，さらには村内バスの休日無料パスポートなど。結婚祝い金（3 万円）や出産祝い

金（5 万円など）も用意された。さらに，村外からの転入を促す施策も掲げられた。定住促進奨励金制度である。村に定

住するために住宅を新築，増改築した場合，最高で50万円を村が支給するというものだ。 

 しかし，こうした村の「至れり尽くせり」のサービスも良い結果を生み出せなかった。これといった雇用の場がなかっ

たからだ。南牧村が現在力を入れているのが，空き家を活用した定住促進策である。村内に点在する入居可能な空き家を

村外の人に賃貸し，定住してもらおうという取り組みだ。実は，南牧村に村外から転居する人がポツリポツリと現れてい

た。年金暮らしや自由業，自営業といった人たちが暮らしやすさを求め，南牧村にやってきていたのである。彼らは色々

なつてを頼って村内の空き家を借り，そこに居を構えていた。なにしろ，村に空き家となっている立派な民家はふんだん

にある。南牧村の若者たちが 2010 年 12 月，移住希望者をサポートする「南牧山村ぐらし支援協議会」という組織を結

成した。村の将来に強い危機感を抱き，自ら動き出したのである。行政と協力して，半年かけて村中の空き家を調査し

た。そして，368 軒の空き家を見つけ，入居可能な物件をリストアップ。さらに，所有者が賃貸に出してもよいと承諾し

た物件などを，村のホームぺージに「空き家バンク」として公開したのである。 

こうした住民と行政による移住者誘致の取り組みが，南牧村に新たに動きを生み出している。この 3 年間で「空き家

バンク」を利用して14世帯26人が村に転入してきた。また，村が用意した体験民家を利用し，その後，実際に村への移

住を決めた人も現れ始めた。もちろん，こうしたルート以外での移住者もいる。転出者や亡くなる方がいるので村の人口

は減り続けているが，移住者は確実に増えているのである。 

また村は今年に入ってから,雇用機会の創出と,定住促進を同時に進める事業もはじめている。 

(DIAMOND ONLINE 2014.11.1の記事による．一部改変) 
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②空き家を利用した定住促進策 

古民家バンクとは，地域の諸課題に対して主体的に取組み，住民にとって安心安全な地域づくりを推進することを目

的として設立された「なんもく山村ぐらし支援協議会」が行う，「村内の空家の活用によって移住促進を図る取り組み」

をいう。協議会は 2010 年から村内に多数存在する空き家 360 軒以上（全体の 1/5 以上）を調査し,村を通し,所有者に向

けて賃貸・売却等の検討をお願いし，所有者の了解を得られたものについて村の委託でウェブサイト「古民家バンク」に

掲載し，借り主・買い主を募集してきた。これまで賃貸借・売買の契約に至ったケースもある。 

（http://nanmoku.org/housebankによる） 
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②雇用機会の創出と定住政策を同時に進める 

2016 年 1 月 31 日，村では村活性化センター（同村磐戸）で南牧活性化フォーラム「なんもく移住・就職 フェア」を

開いて,3 年間の定住を条件として村内施設の職員としての採用について即日決定するユニークなイベントを実施した。

履歴書や就職希望者の要望を踏まえ，道の駅や軽費 老人ホーム(ケアハウスいこい)などいくつかの就職口を紹介し，話

がまとまったところで採用を即決するというものである。 

村では来年度もさらに,同様の雇用機会創出と移住促進を同時にすすめるための,老人ホーム建設を計画している。 

(http://www.iju-join.jp/prefectures/gunma/210009/k/13735などにより作成) 
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③平成 30年からインターネット通信制Ｎ高等学校の国内拠点の一つを開校 

カドカワ株式会社は 2016 年 5 月 27 日，地方自治体と連携して各地にネット教育の拠点を開設する「N センタープロ

ジェクト」の開始を発表した。同社と株式会社ドワンゴが開校したインターネット通信制高校「N 高等学校」の課外授

業を受講できるようにするほか，プログラミングや職業体験などのキャリア学習センターとしての機能も提供する。まず

は鹿児島県長島町で 7 月に開設するほか，群馬県南牧村でも平成 30 年の「N センター」の開設が決まっている。そのほ

か，佐賀県武雄市でも予定されている。 

全国には約 1700 の自治体があるが，人口減少や少子化・高齢化などによる学校の統廃合によって，そのうちの 4 分の

1 の自治体では高校が消滅。その結果，子供たちは高校進学と同時に遠距離通学や家を離れての寮生活を強いらることに

なったり，中には高校のある都市部に家族ごと移住していってしまう例もあり，さらなる過疎化や都市部との教育格差の

拡大を引き起こしているという。「N センター」は，そうした地域の自治体が廃校舎などの空き施設を活用して運営する

もので，過疎化の進む地域の若者がその町・村に居住したままで，高校卒業までの多様な学習のサポートを受けられるよ

うにするのが狙いだ。 

 N センターには，N 高校の課外授業アプリを活用。ドワンゴによるプログラミング講座をはじめ，KADOKAWA によ

る文芸小説制作講座，Vantan によるファッション／パティシエ／ビューティー／ゲーム講座，大手予備校による大学受

験講座などを受講できるようにする。チューターも配置し，自学自習の指導を受けられるようにすることで，N 高校あ

るいは他の通信制高校の生徒にとっての“リアルな通学の場”を提供。グループワークやプロジェクト学習なども展開す

るという。なお，N センターはあくまでも，自治体が運営する“公営の学習塾”といった位置付けだ。受講できる N 高

校の授業も，上記のような課外授業の部分にとどまる。高校卒業資格を得るには，生徒は別途，N 高校あるいは他の通

信制高校の所定の授業を履修する必要がある。 

 職業体験は，地域の特色を生かし，地場産業などに携わる地域の人材の協力も仰ぎながら，若者と住民との交流や地域

おこしの情報発信にもつなげていく。長島町では，役場の空きスペースをリノベーションして N センターを開設する。

南牧村では，古民家を改修して再活用する。あわせて南牧村役場では，高校生・大学生が村の活性化に取り組む行政の職

業体験ツアーを開催する予定だ。南牧村は人口が約 2000 人で，ある調査によれば「日本一，消滅可能性の高い自治

体」。村内には高校も学習塾もないとしている。南牧村では，こうした職業体験ツアーなどを通じて若者に向けた同村に

ついての情報発信に取り組むとともに，将来的には同ツアーの参加者の中から職員を採用することも検討していくとい

う。 

(http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/759521.htmlによる．一部加筆) 
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（３）地域づくりに関わる人たち 

①南牧村村長・長谷川最定（さいじょう）さん 

 村長の前職は役場職員で，最終の役職は総務課長だったというから，あえて人口減少をどのように受け止めたかお尋ね

しても失礼には当たるまい。「これまでも新聞や雑誌で取り上げられてきましたし，人口推移の指数は役場でも把握して

いることなので 1 位にランクされたことに驚いたとか憤慨したということはありません。しかし，この発表はいい方向

に働かず，村には悪い影響を与えたと思っています。以前から新聞や雑誌で『高齢化率日本一』とか『限界自治体』とか

書かれてきたので，今回また追い打ちをかけるようなかたちで発表されたランク付けに村民からはウンザリだという声が

上がっています。特にお年寄りの中には“こうなってしまったら何をやってもこの村はもうおしまいだ”というあきらめ

感が出ているのです。私は，このまま何もせずに 20 年，30 年たったらこうなるかもしれないという予測の数字であっ

て，われわれの努力で数字はすぐにも変わるんだということを説明しているのですが，悲観的になってしまった村民は少

なくないと思います」・・・中略・・・「蒟蒻は当村の経済を支えた主力産業でした。村は平地が少なく急斜面ばかりの耕

作地で，水田はありません。しかしこの地形が水はけが良く，日照時間も長過ぎず短過ぎずで蒟蒻栽培に適していたので

す。南牧村で栽培し，下仁田町で加工した蒟蒻は日本一の産地を形成していました。しかし，品種改良が進んだ昭和 41

年ごろから平地での蒟蒻栽培が容易になりました。そうなると傾斜地の当村は大きなハンディを背負うことになり，競争

力を失ってしまったのです」。多くの蒟蒻農家は都市に職を求めて去って行った。南牧村の他の産業といえば養蚕，和

紙，砥石などすべて一時代前の花形産業だった。絹織物は安い輸入物や化学繊維に押され，林業は自由化で木材の価格が

暴落し，砥石は使う人が少なくなって，村を支えてきた産業は同時期に一気にしぼんでしまった。・・・中略・・・「人口

2260 人の南牧村の昨年の出生数は 2 人，一昨年は 6 人，その前の年は 3 人だったと思います。人口 1300 人の隣の上野

村は年度によってばらつきがあるものの大体 8 人以上の出生数ではないでしょうか」 さすが村長，自分の村の出生数

のみならず隣村の上野村，そのまた隣の神流町の出生数まで把握していた。出生数のこの違いはどこに起因するのだろう

か。「やっぱり雇用の違いだと思います。上野村は早くからきのこセンターをつくり，みその工場をつくり，温泉施設を

つくったりして村内に雇用の場所をつくってきた。わが村は長年蒟蒻栽培が大きな収益をもたらしていたものだから，安

心してしまって対策が後手後手に回った。昭和 50 年ころからみるみる人口が減り始めても“そのうちに止まるだろう”

と高をくくっていたところがあります。ですから雇用をどうつくり出すかが勝負ですが，いまとなっては簡単ではありま

せん。いまどき企業誘致でもありませんし，第一，当村は工場を誘致しようにも傾斜地ばかりで提供できる用地がありま

せん。たとえ 4 人 5 人と小規模であっても村内に働ける場所をつくり出すことが緊急の課題です」しかし，隣村の上野

村は発電所があって不交付団体だが，南牧村では自主財源が少なく，新規事業を立ち上げるのは難しい。例えば，南牧ケ

ーブルテレビは農水省の補助金を使って立ち上げたもので，現在4 人のスタッフを採用している。1 人が正職員，あとの

3 人は嘱託である。全員を正式な職員として採用すれば人件費が膨れ上がって村の財政が持たない。しかし，臨時職員の

給料は結婚して子どもでも生まれれば家族を養っていける額ではないから，都市部に転職してしまう心配がある。雇用は

増やさなければならないが，行政改革も進めなければならない。人口の少ない自治体の首長は常に苦渋の判断を迫られて

いるのである。人口減少，税収の不足，財源の枯渇，新規事業の停滞という負のスパイラルの中で，首長は答えの出ない

方程式に取り組んでいるようなものなのだ。いま長谷川村長が活路を求めようとしているのは，Iターン Uターン者の移

住者を増やすことだ。「田舎の人は空き家になっても簡単には人に貸しません。しかし，村のためだからと説得して，空

き家バンクを立ち上げ，これまでに14世帯26人の移住者に空き家を提供してきました。現在もホームページには10軒

の空き家がアップされています。大都市では 10 人 20 人の人口が流入しても大きな変化ではありませんが，村では大き

な数字なのです。都市からから転入してきた人たちは，いま村の大きな力になっています。私は空き家を借り上げて，ト

イレや風呂場などの改修費は村が負担して，村営住宅として貸し出す方法を考えています」 実は南牧村ではもう一つ頭

の痛い問題を抱えていた。役場職員60 人のうち約3 分の 1 が，自宅を富岡市などに構え，住民票も移してしまったので

ある。人口減少を何とか食い止めなければならない村なのに，肝心かなめの役場職員が身分はそのままに家を村外に移し

てしまった。日本では居住の自由は認められているからもちろん違反ではないが，郷土愛の欠如ということもささやかれ

ている。この問題については取材を重ねるたびに大勢の村民から複雑な心境を吐露されることになった。 

（http://www.kagaribi.co.jp/GeneratedItems/158/158tokusyuu.htmlによる） 
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②「明日の南牧村をつくる会」初代会長・石井裕幸さん 

石井裕幸さん(41)の本職は石井林業の代表でプロパンガス屋さんである。彼は消滅可能性都市の 1 位になったことを

逆手にとって売り込むチャンスだという。「1 位になったからこそ，新聞社もテレビ局も取材に来てくれるし，『かがり

火』さんも来てくれる。もし2位や3位だったらこんなに脚光を浴びることはなかったでしょう。だったらこのチャンス

を生かしたほうがいいと思うんです。“なかなか消滅しない村，南牧”“日本一しぶとい村，南牧”“絶滅危惧種自治体，

南牧”なんてインパクトがあっていいじゃないですか。1 位になったからこそ，南牧村から発信する情報はメディアに乗

ると思うんです」冗談のように聞こえるけれどこれはいいアイデアである。とはいっても人口減少は彼の商売を年々圧迫

している。高齢化率日本一ということはお年寄りの死亡でお客さんを失うということだが，これは嘆いても仕方がないこ

とだと割り切っている。石井さんはこれからは太陽光発電も手掛けて総合エネルギー企業に転身ですと言って笑った。

「私は村の人たちがいまやっている仕事のほかに，何かもう一つ新しいことに挑戦することだと思っています。そのもう

一つというのが自分のためというよりも他人のためだったら，この村は十分生き残っていけると思っています」石井さん

の愛称は鉢巻き王子である。いつもねじり鉢巻きでガスボンベを配達している人といえば知らない人はいない。 

（http://www.kagaribi.co.jp/GeneratedItems/158/158tokusyuu.htmlによる） 

③「ふるさと南牧宅配便」のメンバーの一人今井浩子さん 

６人で立ち上げた「ふるさと南牧宅配便」のメンバーの一人の今井浩子さんは，南牧村が生き残るためにやることは

まだまだあるという。「発電所がある上野村と違って，南牧村には自主財源がないから自主事業ができないのだと思いま

す。しかし，財源がなくても国や県の事業をこまめに当たっていけば，村の負担がなくてもできる事業はきっとあるはず

です。財源がないことを理由に新しい事業に挑戦してこなかったのは，あきらめが早すぎる。行政ばかりではなく，村民

も新しいことに手を出して失敗したらどうするということばかり気にしていたと思います。私たちが始めた宅配便は年 4

回，1 回の宅配が送料込みで 3000 円。南牧村の野菜のおいしさは定評があるんです。これを 6 人のお母さんたちで始め

ました。現在の顧客は 30 人です。年金の足しになる程度でビジネスともいえないものですが，これは単に野菜を届ける

だけでなく，南牧村の存在を都市の人たちにアピールするチャンスでもあると思っています」 今井さんは最初からあき

らめていては駄目だ，まだまだやることはたくさんあると繰り返す。「南牧村から人口が減っていったのは蒟蒻の衰退以

外に教育問題があります。教育熱心なお母さんたちが子どもの数が少なくては教育レベルも低いし，塾もないからといっ

て家族ぐるみで転出してしまったのです。私はこれを逆手に取って，南牧村を教育特区として日本一進学率の高い村を目

標に掲げてむらづくりをしたらどうかと思っています。人数が少ないだけに落ちこぼれは発生しないし，独自の教育シス

テムでレベルの高い教育ができる可能性があると思っています」今井さんの構想が実現可能かどうかではない。このよう

な意欲，熱意が村に新鮮な風を送り，それをみんなで討議することが大切なのだろう。 

（http://www.kagaribi.co.jp/GeneratedItems/158/158tokusyuu.htmlによる） 

④Ｕターン者の明治１０年創業の菓子店「信濃屋嘉助」４代目・金田鎮之さん 

金田鎮之さん(42)は，南牧村の住人は都会志向の人が多いという。「私の場合は家業を継承しなければならないという

星の下に生まれましたから，迷うことなく実家に戻りました。富岡高校を出てから東京・高田馬場にあった菓子専門学校

に 4 年間通ったのはいい経験になりました。東京は夜が遅い。コンビニは 24 時間やっているし，夜遅くまで外食レスト

ランが開いている。東京の楽しさも分かったし，その陰にある孤独感，空虚感のようなものも知って村に戻れたのはよ

かったと思います。私の中学校の同級生は 44人でした。現在，村に残っているのは 5人だけです。その 5人は富岡市，

松井田町，安中市に通勤しています。富岡市や高崎市まで十分通える距離なのに，それでも村を出て行ってしまうのは，

『行列のできる店』なんていうテレビ番組を見れば居ても立ってもいられなくなるぐらい街場へのあこがれが強い人が多

いからでしょう」金田さんは南牧村のキーパーソンの一人だが，村民が年々減っていくなかで心細さを感じながらも家業

をしっかり守っていた。 

（http://www.kagaribi.co.jp/GeneratedItems/158/158tokusyuu.htmlによる） 
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⑤昔からの農家（元農業委員）の石井偉夫さん 

 蒟蒻栽培全盛のころ，当時の村民は村の将来をどのように予測していたのだろうか。「将来のことは何も考えていな

かったなあ」と述懐するのは現役を引退し，今は年金暮らしの元農業委員の石井偉夫さん(76)さんである。「昭和30年代

はここら辺りでは畑があって，山があれば一生食いっぱぐれがないと思われていたものです。まさか過疎になるとは想像

もできなかった。中学を卒業して高校に進学する人は本当に少なかった。上の学校に行くよりも地元で農業をやっている

ほうがはるかに安泰だったもの。40 年代になって蒟蒻がだんだん駄目になってきても危機感というようなものはなかっ

たねえ。ただ年寄りたちの中には子どもに下のほう(富岡市や高崎市)に家を買ってやって，年を取ったらそっちで暮らす

のも悪くないなと考える人は増えていた。街場に早めに出た人が退職金や厚生年金をもらって悠々と老後を暮らしている

のを見れば，はしっこい人は早めに村を出て行って，ノロマが残ったなんて愚痴を言い合ったりしたけれど，近ごろは街

場のほうでも暮らしが容易じゃないと聞きますから，私らは出て行かなくてよかったと思っています。私は蒟蒻と林業で

収入を得ておりましたが，両方とも重労働ですから子どもには継がせたくなかった。いま 50 近くになった息子は安中市

におりますが，このごろになって草刈機の使い方をいまのうちに習っておこうかなと休みに帰ってきます。やはり村の良

さを思い出す年になったのでしょうか」 

石井さんは自宅の裏山を整備して，「カタクリつつじ山遊歩道」という看板を掲げ，誰でも自由に散策できるようにし

ている。石井さんは口では街場の暮らしがうらやましいようなことを言ったけれど，「この辺りは静かだし，みんな顔見

知りでお互いを気遣いながら暮らしていて，本当に天国だねえ」と本心をのぞかせた。 

（http://www.kagaribi.co.jp/GeneratedItems/158/158tokusyuu.htmlによる） 

⑥Ｉターン者の古株・佐藤従基さん 

 いま南牧村に I ターン者が続々と入り始めているが，東京から南牧村に入って 11 年目の木工職人の佐藤従基さんは古

株に属するようになった。「子どもは伸び伸びと走り回れるところで育てたいと思っていたので，上が小学校 2 年生，中

が保育園，下が生後6カ月の時に東京から南牧村に移住しました。いろいろな土地を回って移住先を探しましたが，東京

から2時間でこんなに自然が豊かで川がきれいな田舎はありません。現在，上の二人の子どもは新潟の寮のある高校に入

りましたが，いい環境で子どもを育てることができたと満足しています」という。激しい人口減少が話題になっているこ

とをどのように受け止めているのだろうか。「もう少し早めにいろいろな対策を取ったらいいのにと思っていましたが，

よそ者ですから遠慮していました」という。いまは南牧村のむらづくりに欠かせないキーパーソンとなって，「なんもく

山村暮らし支援協議会」の会長として活動している（2014年現在）。 

（http://www.kagaribi.co.jp/GeneratedItems/158/158tokusyuu.htmlによる） 

⑦近年のＩターン者・有機農業に取り組む五十嵐亮さん 

「山間地で自然農法をしたい」。その思いを胸に，一握りのお金と自転車を携えて，五十嵐亮さんは南牧村にやって来

ました。あれから，３年。「だんだん南牧村の農家になってきたなと感じています。充実した毎日ですよ」と五十嵐さん

は笑います。神奈川県横浜市出身の五十嵐さんは 29 歳の時，会社員を辞め，農業を学ぶ旅に出ました。最初に向かった

のは，香川県の慣行栽培を行うレタス農家。その後，花卉栽培と離島農業を学びに沖永良部島へ渡り，沖縄の自家菜園，

北海道の自然農法養鶏とケール農家，山形の有機栽培サクランボ農家・お米農家へ。4 年に及んだ旅の中で，さまざまな

農法に触れた五十嵐さんは，山の土を使い無肥料，無農薬で育てる自然農法に強く惹かれるようになったといいます。 

同時に，過疎化や農業を担う若者不足など農村が抱える課題にも直面しました。一方で，移住者が過疎化が進む田舎で農

業に関わり，地域活性化を成功させているケースも目にしました。「僕も旅で見つけた理想の農業をやりながら，地域に

役に立つ何かができるかもしれない」。これが，五十嵐さんが旅を終わらせ，移住を決断したきっかけです。 

住まいは空き家バンクで見つけました。 

南牧村の自然と広い土間がある家を見て，「ぴんと来た」と即決した五十嵐さんですが，いざ，南牧村で生活を始める 

と，「本当にこの場所で，たった一人でやっていくのかと，頭が真っ白になった」といいます。「これまでは仕事に行けば 

お金が入ってきた。でも，ここでは，何もしないでぼうっとしていたら，食べていくことさえできない。すごく焦りまし 

た」と振り返ります。焦る気持ちを落ち着かせ，自然農法をやりたくて，ここへ来たという思いを行動に表していった五 

十嵐さん。仕事や畑を紹介してくれる人や相談相手など，人の輪が増えていったといいます。「この村には，僕の『おも

い』を見ていてくれる人がいる。それが支えになりました」と話します。また，「移住した目的が明確で強い気持ちがあ

れば，サポートしてくれる人が現れる。そういう流れが自然と生まれてくると感じました」と加えます。３回目のシーズ

ンを終え，五十嵐さんの自然農法による野菜づくりは，軌道に乗ってきました。「ここで結婚して，ここで子どもを育て

ていきたい」。五十嵐さんは今，この南牧村で次のステージを見つめています。 

（http://gunmagurashi.pref.gunma.jp/report/style27/による） 
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 ⑧近年のＩターン者・体験型レストラン潺(せせらぎ)の店長の小保方努さん 

 同じようなIターン者がもう一人いる。廃校になった尾沢中学校の校舎を活用して「体験型レストラン潺(せせらぎ)」

の店長をしている小保方努さん(38)である。彼は群馬大学の教育学部に在籍していた時から，子どもたちにキャンプを指

導する自然学校に興味を覚え，岐阜県のトヨタ白川郷自然学校，前橋市赤城少年自然の家を経て南牧村に入った。体験型

レストランというのは食事のほかにまき割り，丸太切り，ピザづくり，川遊び，魚釣りなどのプログラムを提供してい

る。平日は客が来ないから営業は土・日・祝日のみ，これでは食べていけないので隣の上野村のきのこセンターにアルバ

イトに出掛けている。ほかに民宿の手伝いと，最近は手作りせんべいにも挑戦していた。「南牧村は何もないから好きな

んです。しゃれた近代的な建築物も文化的施設もない，車もほとんど走っていない。しかし，豊富な自然がある。川に砂

防ダムができて残念なところはあるが水は相変わらずきれいです。この村を出て行く人の気持ちが分かりません。あまり

にも豊かな自然に囲まれているので，この素晴らしさに気が付かないのではないでしょうか」 

（http://www.kagaribi.co.jp/GeneratedItems/158/158tokusyuu.htmlによる） 

⑨近年のＩターン者・民宿「かじか倶楽部」を経営する米田優さん 

 南牧村の旧住民も新住民も頼りにしているのは，星尾地区で民宿「かじか倶楽部」を経営している米田優さん(67)であ

る。この民宿は連日お客さんが続いて米田さん夫妻が疲れてくると“きょうは満員です”と断ってしまう欲のない宿なの

である。米田さんは長い間鉄道に勤務した人で，定年前に千葉県選出の民主党の国会議員の秘書に転身，政治の世界の表

も裏も見てきた人だった。「私は年を取って，子どもたちが手を離れたら妻と二人で田舎暮らしを始めたいと思っていま

した。生まれは北海道の森町ですが，長年こっちで暮らしてきて，いまさら雪のある地域では暮らせないので，関東圏で

家を探していたんです。ある日，松戸の行きつけの居酒屋で，そこのおやじさんに田舎暮らしをしたいと思っていると話

したら，“うちのばあちゃんの家が空いているから使わないか”と言われたんです。それが南牧村でした」南牧村に下見

にやってきた夫妻は，素朴な村のたたずまいがたちまち気に入った。「最初のうちは週末にやってきて山歩きを楽しんで

いましたが，59 歳の時に移住を決断しました。はっきりした目的があったわけではないのですが，村に住み始めて何も

しないでいるのもおかしいので，そば打ちを趣味にしていた妻の腕を前面に出して昼はそば屋，夜は居酒屋のようなもの

を始めました」この店は米田さんの人柄に引かれて村人が通うようになった。米田さんは誰の話でもじっくり聞く，口角

泡を飛ばす議論になっても穏やかな雰囲気を崩さない，物事を断定するような話し方はしない。例えば，“役場は何を

やってるんだ”というような話になっても「そうだ，そうだ」と軽々しく相づちを打つようなことはしない。しかし物事

の本質を見極める眼力が確かだから，村の若者もご老人も I ターン者も何かと相談に来るようになった。「この村に来る

と，いかに昔は蒟蒻がもうかったかの話を聞かされるんです。私たちの想像を超えるほど潤ったらしいです。下仁田町や

富岡市の飲み屋街は南牧村の蒟蒻農家で持っていたといわれるほどです。人間が転げ落ちてくるほどの急峻な斜面の畑に

石を積んで畑をつくり，そこでの蒟蒻栽培は半端じゃない重労働だったようですが，それに見合うだけの収入も得ること

ができたんでしょう。都市に出て行った子どもたちに家を建ててやる余裕のある人も結構いるんです」米田さんは蒟蒻栽

培は農業といっても特殊なものだったのではないかと分析する。「蒟蒻はいまでも相場商品ですから，一般の稲作や畑作

と違うのだと思います。言葉は悪いですが，“一山当てる”という感覚の投機商品だったのではないでしょうか。村の風

景は貧しそうに見えますが，お金を持っている家は多いと思いますよ。企業のないこの村に郵便局，信用組合，信用金

庫，農協と4つも金融機関があるんです。おそらく貸出先はないからお金を集めるだけの金融機関だと思いますね」 

（http://www.kagaribi.co.jp/GeneratedItems/158/158tokusyuu.htmlによる） 

⑩ 近年の「助っ人」・「ちょっとしたcａｆe」店長の岩間有希さん 

昨年（2013 年）から強力な助っ人が現れた。東京・練馬区の上石神井で「ちょっとした cａｆe」という店を経営する

岩間有希さんだ。彼女は 2009 年に農水省の４泊 5 日の「田舎で働き隊」のプログラムに参加して南北村にやってきた。

移住はしていないが南牧村が大好きだという。「何もないこの手付かずの自然が好きです。たまたま村の三ツ木昌雄さん

というおじいちゃんと知り合って，その方から田舎暮らしの知恵をいろいろ教わって大好きになり，毎年，通うようにむ

なりました。昨年から夏季の3カ月は東京の店は閉めてこちらで営業することにしたんです。東京では若いというだけで

は何の意味もないのに，こっちは若いと言うだけで大切にしてもらえるし，私にとっても貢献できる役割があるように

思っています」 岩間さんに聞いてはいけないことかもしれないが，もし村内にいい人が見つかったら結婚して村で住む

こともありかと聞いてみたら，「もちろん全然OKですよ」と明るい返事が返ってきた。 

（http://www.kagaribi.co.jp/GeneratedItems/158/158tokusyuu.htmlによる） 
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⑪南牧村を応援する人  々

南牧村に頼もしい応援団はいる。群馬県の市町村課に勤務する宮下雄基さんは，今年の 2 月，豪雪で南牧村が孤立し

た時，仲間を誘って駆け付けた。「一昨年，私は県から出向して 1 年間役場に勤務しました。住民の方々は本当に人柄が

いい方ばかりで忘れられないほど親切にしてもらいました。少しでも恩返ししたくて除雪の応援に行きました」 宮下さ

んは南牧村の可能性はいっぱいあるのではないかという。ネット環境がいいのでサテライトオフィスを導入するとか，各

地と姉妹都市を結んで情報を交換するとか，焦らずに一つ一つ積み重ねていくことではないかという。 

 地域政策課の五十嵐靖男課長も，県のほうから「これをやりなさい」ということはできないが，村のほうでこんなこと

を考えていると提案してくれれば，積極的に相談に乗りたいということだった。8 年前に設立された中山間地域フォーラ

ム(会長・佐藤洋平東京大学名誉教授)も南牧村を応援している。このフォーラムは過疎化や高齢化が進行し，コミュニ

ティー機能の低下で消滅の危機に直面している地域をシンポジウムや研究会の開催，地域支援，人材育成，政策提言など

でサポートしている団体だ。今度の取材で南牧村役場の振興整備課の茂木毅恒さん(52)に大変お世話になったが，彼によ

れば中山間地域フォーラムの先生たちは繰り返し村に来て，親身になって相談に乗ってくれているという。「これまでた

くさんの学者が調査・研究と称して村にやってきたのですが，学者の方々はややもすれば村のためというよりも自分の研

究のために来るんですね。だから論文に必要な資料や必要なデータなどが入手できれば，さっさと帰って二度と訪れな

い。一時は村民が研究者たちの訪問を嫌がったほどです。しかしフォーラムの会員の先生たちは何度も村に来て，本気で

相談に乗ってくれるんです」茂木さんは車で村内を案内してくれたが，ハンドルを握りながら何度も“南牧維新”とつぶ

やいた。彼によると人口はもっと減るかもしれない，減ってもいいと覚悟を決めているという。南牧村をかけがえのない

郷土と考えている人たちと，これからの南牧村をつくっていくしかないと言う。 

（http://www.kagaribi.co.jp/GeneratedItems/158/158tokusyuu.htmlによる） 
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Ⅲ 見学地メモ 
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１ 下仁田町 

（１）巡検地域概観 

（基盤地図情報により作成） 
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（２）馬山地区の地質・地形を生かした土地利用  

※馬山地区は現在，下仁田町町内で最も農家の多い地区で，下仁田葱栽培，蒟蒻芋栽培が最も盛んな地区。 

①馬山地区の地形を「あじさい園」から俯瞰する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                 (基盤地図情報により作成) 

 

以下は，2015年12月1日堀口博志氏より田中が聞き取ったもの 

  １）丘陵緩斜面 

・・2 万年前の浅間山の噴火で積もった火山灰の風化した関東ローム層が広がる。高位段丘面にまだ鏑川が流れて

いた当時の 2 万年前からの旧石器時代，縄文時代，古墳時代の住居，古墳がおかれていた。鏑川流域の古墳

がつくられた所としては，最上流部にあたる。土質は軽い「珪藻土」であり，風が強いと砂誇りが舞う。 

①かつての土地利用 

・かつては，桑，蒟蒻芋が栽培の中心であった。いまでも桑が残っているのは，燃料材として利用したり，土

がまいあがるのを防ぐため。養蚕には使われていない。 

②下仁田葱栽培 

・養蚕衰退，農免道路の建設などを背景に下仁田葱栽培が拡大。 

・冬霜が降りると，霜柱が発達するので，ここでは「ネギ踏み」が必須となる。 

・山側なので，鹿が畑を荒らす被害が多く,鹿除けのネットが周りにはられている畑地が多い。 

・蒟蒻の収穫とネギの収穫は時期的におなじで，労働競合しやすいので，蒟蒻農家が，ネギを栽培するときは

沢山施肥するなどして収穫時期を早めようとする。マルチなどを使う。 

③蒟蒻芋栽培 

・蒟蒻芋畑もあるが，丘陵地で機械の導入が難しく合理化がすすめられないため，現在では安中市などに低平

な畑地を借りてデコーサクしている農家が多い。 
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２）高位段丘面 

・・2万年前に鏑川が流れていたところである。高位段丘面と丘陵の間の道路は，かつてはかなった。 

①土地利用の特色 

・やや北面傾斜した段丘面上に集落がのっている。馬山集落の中心であり，農家・住宅が密集している。か 

つて高位段丘面下の主要道に沿って商店もあったが，現在は廃業した店がおおい。 

・高位段丘面は実際には，複数の崖と段丘面からなる。そのため多くの地形変節点を含むため，湧水には 

恵まれている。がけ下の湧水を利用した洗い場，湧水起源の井戸を利用して開けた集落と考えられる。 

・かつては養蚕が盛んで，蚕室にするための２階大広間をもつ母屋，庭先に厩舎（牛を飼育），（中には繭の 

乾燥小屋をもつ家もあった）。 

・現在は，高齢化で農家をやめてしまっている家も多い。 

②葱の梱包・出荷の拠点 

 ・下仁田葱の出荷形態は個別出荷であるため，個々の農家は母屋に隣接して，収穫した下仁田ネギを箱にい 

れ，テープで梱包するための作業場がある。 

 ・かつては家と家の境界に，植えているぐらいだったが，下仁田葱が特産物になったことで，畑単位で栽培 

するようになった。 

③蒟蒻芋栽培 

 ・土は肥沃であるが，粘土質で重たいため，泥が機械にまとわりついてしまうなど，蒟蒻ほりなどが 

大変である。そのため蒟蒻を中心にした農家は，安中市にデコーサクに出ている。中には，畑を客 

土して，丘陵地の土をいれている家もある。その場合は，土が周りの黒土にたいして，茶色なのですぐわ 

かる。 

３）低位段丘面 

・・馬山神社の下。2万年前に鏑川が流れていたところで，やや北面傾斜している。 

①土地利用の特色 

・戦時中に食料増産で，鏑川支流の水を引いて灌漑をおこなうまでは，陸稲など畑作物を作っていた。もとも 

と水稲は作っていなかった。 

・減反後は，再び畑にかわって，下仁田葱，蒟蒻芋などを栽培するようになった。 

・崖のうちのところに，乳牛を40頭ほどかっている酪農家がいる。ネギ栽培には，肥料が必要だが，現在，家 

畜をかっている家はほかにはないので，この家から購入している。 
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②地質・気候を生かした「下仁田葱」の栽培 

下仁田町馬山地区の下仁田葱は，群馬県を代表する特産品である。 

下仁田葱は軟白部が長さ１５～２０ｃｍと短く，太さは直径４～５ｃｍときわめて太いる。生では辛味が強すぎて食

べられないほどであるが,熱を通すと甘くなり，その特有の風味ととろりとした甘みのある食感が多くの食通をうならせ

ている。現在では,下仁田町農業協同組合を通じて京浜市場に出荷するもの,高級料理店あるいは歳暮の贈答用の注文に応

じて各地に発送するもの,地元の直売店で販売されている。実は,この下仁田葱は,平地栽培の葱とは異なり,栽培に１年以

上もかかり管理が大変な植え,この下仁田の地でなければ同じような品質・風味のものは栽培できない。そのためここは

下仁田葱唯一の産地でもある。しかし近年では他地域での「偽物」の栽培の増加や交雑により，品質・風味の低下がおき

ているため，「本物を守り受け継ごう」と町内馬山地域のネギ農家による「下仁田町・下仁田葱の会」が結成（堀口博志

氏会長）されている。現在会員は７０名。下仁田葱の会ではいくつかの守るべき条件を提示し，その条件下で栽培・出荷

できるネギだけを下仁田ネギと認めると共に統一の緑の箱をつくり，その他の物と区別している。緑の箱の使用は毎年１

２月１日以後とし，全ての会員が住所を記載することとした。また守るべき条件に反した場合退会処分にしている。  

【栽培に当たり守るべき事項】 

・下仁田町内で栽培された下仁田ネギであること 

・品種の統一を図ること   ・品質の統一を図ること   ・規格の統一を図ること 

・箱の統一を図ること    ・価格の統一を図ること   ・夏の植え替えをすること  

（http://www.town.shimonita.lg.jp/nourin-kensetu/m02/m01/m01/03.htmlによる） 

【馬山地区における下仁田葱と蒟蒻芋の栽培暦】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(菊地俊夫・永井尚寿「群馬県下仁田町におけるねぎの生産形態」『新地理』34-1,1986年6月の原図をもとに田中作成) 
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③馬山地区のかつての水源・「御神水」を見る 

 実は,馬山地区の農家は昔から高位段丘面に集中していた。乏水地であるはずの段丘面上に,多くの農家が立地できたの

は,高位段丘面にはさらに複数の段差(段急崖)があり,湧水が各所でみられるためである。そのため早くから農家が立地

していたと考える。なおこの付近の農家は,収穫した下仁田葱の荷造りをするために作業場をもつ家が多い。 

（2016年現地調査により田中作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基盤地図情報により作成） 
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(３)下仁田町中心部の地形を生かした蒟蒻製粉業（荻野商店製粉工場） 

荻野商店製粉工場は,鏑川沿いに工場施設を構えている。空輸パイプシステム・粉砕機システムを使い，生玉から精粉

（せいこ：蒟蒻粉）の一貫生産を行っている。現在でも下仁田町には荻野商店のような「粉屋」が集積しているが,中で

もこの荻野商店は全国トップクラスの精粉製造量を誇っている。主力商品は「白雪」であるが，蒟蒻ゼリーやさしみ蒟

蒻，パンなどの新商品に対応した専用の精粉も製造している。ここで生産された精粉は後に，全国各地の蒟蒻製造業者に

出荷されている。なお荻野商店と元々同一経営者の「まるへい」という下仁田の町中にある商店でも，その精粉を使った

蒟蒻製造（練屋：ねりや）もおこなっており，より付加価値の高い「手のし蒟蒻（さしみ蒟蒻の商品名）」など「蒟蒻製

品」などの商品を開発，販売している。 

 工場は，明治末期に精米工場として創業した歴史をもつが，1916 年（大正 5）に蒟蒻製粉業を開始した。下仁田町の

蒟蒻加工業者の中で，最も創立年代の古い工場の１つであり，創業以来先進的な取り組みを行い，1962（昭和 37）年に

は「まるへい式火力乾燥機」を開発・実用化，1988 年（昭和 63）年には生芋乾燥から精粉製造までを一貫して行う製造

プラント，翌 1989（平成元）年には自動包装システムを導入，1991（平成 3）年には生芋洗浄から乾燥までをオートメ

ーション化し，生芋を仕入れてから精粉 20kg 入りの製品の製造までをすべてを自動化している。常勤の従業員はいる

が，とくに精粉生産が盛んになる繁忙期の 10 月下旬から 12 月までの時期にはさらに臨時従業員が同工場に雇用されて

いる。 

 なお工場ではかつて水車の動力によって，臼と杵をつかって製粉していた。しかし時代を経て製粉設備のプラント化に

よって不用となっていた。しかし重油に代わる天然ガスによる乾燥技術を導入したり，2008（平成 20）年には，水力発

電による発電施設を設置して，環境等にも配慮した施設整備も行っている。この敷地内を流れる流水を再び有効活用する

ため2008年に建設されたのが,小水力発電所「まるへい発電所」である。 

（生沢の調査結果に一部加筆して作成） 

【荻野商店製粉工場内の様子】 

(http://www.konjac.co.jp/による) 

【まるへい発電所のシステム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（https://www.kdh.or.jp/safe/case_action/gunma06_ogino.htmlによる） 
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   【まるへい商品】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://nttbj.itp.ne.jp/0274825887/index.htmlによる) 
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 (４)7000万年前にできた川井断層(中央構造線断層の露頭) 

（2015年11月田中撮影,下仁田ジオパーク公式サイト資料をもとに田中作成） 
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（５）かつての発展の名残りを残すレトロの町を歩く 

 ※石灰岩,砥石,繭,蒟蒻粉(精粉),木材の流通で栄えた時代の名残りを残す下仁田町中心街 

 

（2016年現地調査により田中作成） 
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(６)跡倉クリッペのすべり面 

下仁田町の中心街から南にある数のような山々を根なし山（クリッペ）と呼ばれている(下図の灰色着色の山 )々。ク

リッペは，主に白亜紀（約8000万年前）の海の地層とペルム紀（約2億7千万年前）のマグマが地下で冷え固まった石

英閃緑岩という岩石で構成されています。つまり7000万年前に北上してきた「外帯」の上に,どこからかきた岩石層が覆

いかぶさった部分である。このようなクリッペはアルプス山脈やヒマラヤ山脈などが大陸と大陸の衝突によって形成した

ときに見られるが，下仁田のクリッペの成因は，いまだ解明されていない。 

「跡倉クリッペのすべり面」とは，根なし山と基盤の境である。崖に斜めに入った線より下側が基盤で線より上が動い

てきた地層となる。 

( http://www.shimonita-geopark.jp/geosite/geo02.htmlによる.一部加筆) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2015年11月田中撮影,下仁田ジオパーク公式サイト資料をもとに田中作成） 
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２ 南牧村 

(１)巡検地域概観 

(「基盤地図情報」により作成) 
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(２)星尾地区を村歩きする(線ケ滝,諏訪神社の御柱，仲庭集落の石垣の景観) 

（「基盤地図情報」，現地調査により作成） 
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(２)直接話を伺う 

①村長・長谷川最定（さいじょう）さんの話を伺う 
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②2013年転入のＩターン者・五十嵐亮さんの話を伺う 
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③巡検参加者と村の人々との質疑応答 
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