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第２１回 全国棚田（千枚田）サミット開催状況 

 

１．開催テーマ 共につたえよう美しく豊かな棚田 ～ふるさとを未来へつなぐ～ 

２．開催期間  平成２７年１０月２３日（金）～２４日（土） 

３．主会場   佐賀県玄海町町民会館 

４．参加人数  ６６１名（来賓・講師を含む） 

５．主催    全国棚田（千枚田）連絡協議会 

６．主管    平成２７年度全国棚田（千枚田）サミット玄海町実行委員会 

７．概要 

１０月２２日（木） 

○全国棚田（千枚田）連絡協議会理事会、情報交換会【玄海海上温泉パレア】 

 

１０月２３日（金） 

○全国棚田（千枚田）連絡協議会総会【玄海町町民会館 イベントホール】 

○オープニング【玄海町町民会館 文化ホール】 

 ・「棚田へ行こう」…玄海町立あおば保育園、ふたば保育園の園児 

 ・「龍神太鼓」…有浦和太鼓「魂」（玄海町立みらい学園生徒） 

 

○開会式典【玄海町町民会館 文化ホール】 

 ・主催者あいさつ…全国棚田（千枚田）連絡協議会長 横戸長兵衛（山形県上山市長） 

           平成２７年度全国棚田（千枚田）サミット玄海町実行委員会長  

岸本英雄（佐賀県玄海町長） 

・来賓祝辞…衆議院議員 古川康 氏 

      九州農政局長 井上明 氏 

・来賓紹介 

・祝電披露 

 

○事例発表【玄海町町民会館 文化ホール】 

 ・「棚田米を起爆剤とした地域振興策」…玄海町役場産業振興課 井上俊一主事 

要約…ふるさと応援寄付金を財源とした地域振興策として、銘酒作成プロジェクト 

を実施し、町内の棚田米を使った特別純米酒、スパークリング清酒が完成。 

この銘酒が町外のふるさと応援寄付金の申請者と町内の生産者をつなぐ架 

け橋となろうとしていると紹介。 

 ・「玄海町の山・川・海」…唐津青翔高等学校 環境部（佐賀県） 

   要約…過去 3年間に行った玄海町の河口付近の貝類調査に加え、今年度新たに浜 

野浦のような転石地の調査を実施した結果を報告。希少な貝類も生息して 

おり、貝類の生息状況から、棚田などの自然環境の影響を見ることが出来 

るのではないかとの仮設を立てた。 
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○開催県歓迎のあいさつ…佐賀県知事 山口祥義 

 

○基調講演【玄海町町民会館 文化ホール】 

・「景観からみた日本の心」…涌井 雅之氏（造園家、東京都市大学教授） 

要約…造園家としての視点から東日本大震災や日々の暮らしを 

例に日本人の心と自然環境の関わりを読み解き、「棚田を 

自慢するだけでなく、棚田があるからこその楽しみや幸せ 

を自分たちも実感することで人々を惹き付ける」「自然の力を知り、自然を 

いなしながら、人々が安全に生活してきた知恵の結晶が棚田」など語られた。 

 

○分科会 

  ・第１分科会【玄海町町民会館 文化ホール】 

    テーマ 「棚田を未来へつなぐ～棚田保全の必要性～」 

    参加人数 ２０５人 

    コーディネーター…五十嵐 勉氏（佐賀大学教授） 

    話題提供者…松本 正弘氏（浜野浦棚田保全組合長） 

真田 純子氏（東京工業大学大学院 准教授） 

沢畑  亨氏（水俣市久木野ふるさとｾﾝﾀｰ愛林館長） 

小森 耕太氏（NPO法人山村塾 事務局長） 

    要約…高齢化や災害により離農や離村が増えている現状を解決するための手段 

として、よそ者の力が重要だと再確認。 

・第２分科会【玄海町町民会館 イベントホール】 

テーマ 「農業を未来へつなぐ～棚田を活かした農業経営～」 

参加人数 １６９人 

    コーディネーター…内海 修一氏（佐賀大学大学院 特任教授） 

    話題提供者…松本 忠久氏（佐賀県指導農業士） 

          百武 兵衛氏（蕨野棚田保存会長） 

山本 哲郎氏（岳棚田プロジェクト 21代表） 

川久保 國緒氏（夢耕房農産加工グループ代表） 

 要約…6次産業化やブランド化、担い手育成などの具体的な取り組みを紹介。さ 

まざまな担い手をマネジメントする地域リーダーの育成も急務。 

・第３分科会【玄海みらい学園 体育館】 

テーマ 「農村を未来へつなぐ～地域資源を活かしたムラづくり～」 

参加人数 １６７人 

    コーディネーター…養父 信夫氏（「Nippon ノ MUIRA」編集長、 

(一社)九州のムラ代表理事） 

    話題提供者…溝上 孝利氏（唐津・玄海体験型旅行受入協議会 

玄海支部支部長） 
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藤瀬 吉徳氏（「農家民泊 具座」代表） 

山口 聖一氏（NPO法人がんばりよるよ星野村理事長） 

川口 幹子氏（一般社団法人ＭＩＴ専務理事） 

  要約…農村環境を活かしたｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑなどの取り組みを紹介。都会の中でムラ 

に興味を持つ若者が増えているとし、地域おこし協力隊などの活用も提言。 

 

 ○首長会議【玄海町次世代エネルギーパークあすぴあ   

セミナールーム】 

テーマ 「“田園回帰”の実情と条件づくり 

―棚田地域再生に向けて」 

参加人数 19人 

コーディネーター：千賀 裕太郎氏（東京農工大学名誉教授）  

    出席首長…横戸長兵衛（山形県上山市）、加藤正美（山形県大蔵村）、甲斐元也（新潟県佐渡

市）、大西倉雄（山口県長門市）、花本靖（徳島県上勝町）、山口隆敏（佐賀県有

田町）、岸本英雄（佐賀県玄海町）、江里口秀次（佐賀県小城市）、工藤秀一（熊

本県山都町） 

    アドバイザー…圓山満久氏（農林水産省農村振興局地域振興課長） 

島田篤行氏（農林水産省農村振興局地域振興課長補佐） 

要約…加入自治体のうち、13自治体の取り組みを紹介しながら議論を深めた。地域

おこし協力隊やふるさと納税、若者の移住の例から都会に住む人が田舎に魅

力を感じており、地域も勇気を持って受入れてみることで農村の発展につな

がると意見を交した。 

 

○棚田保存会意見交換会【玄海町町民会館 中会議室】 

テーマ 「棚田保全活動団体の運営と課題」 

参加人数  15人 

コーディネーター…中島 峰広氏（NPO法人棚田ネット 

ワーク代表、早稲田大学名誉教授） 

アドバイザー…馬場 範雪氏（九州農政局北部九州土地 

改良調査管理事務所長） 

保存会…助けはんどうの会、棚田清流の会、東後畑営農組合、樫谷棚田保存会、千

枚田ふるさと会、つづら棚田を守る会、鬼木棚田協議会、大中尾棚田保存

会、菅地域振興会、早杉営農組合、酒谷やっちみろ会、ＮＰＯ法人蕨野の

棚田を守る会、江里山棚田米生産組合、岳の信太郎棚田会、浜野浦棚田組

合 

要約…３団体から取り組み事例を発表していただき、２つの班に分かれて高齢化と

担い手不足について議論した。 
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○全体交流会【玄海町社会体育館】 

参加人数 459人 

・歓迎あいさつ…佐賀県玄海町長 岸本英雄 

・乾杯…全国棚田(千枚田)連絡協議会長 横戸長兵衛 

（山形県上山市長） 

・アトラクション…「玄海音頭」「玄海まつり歌」（玄海町文化連盟） 

・特産品抽選会…９品（上山市、玄海町、佐渡市） 

・次期開催地あいさつ…新潟県佐渡市長 甲斐元也 

 

１０月２４日（土） 

○棚田現地見学会 

  Ａ 浜野浦の棚田ウォーキングコース 

【玄海町浜野浦】 

    参加人数  92人 

    現地おもてなし…食生活改善推進協議会、浜野浦棚田  

保全組合 

Ｂ 浜野浦の棚田と町内施設見学コース 

【玄海町浜野浦、玄海町薬用植物栽培研究所、玄海町  

次世代エネルギーパークあすぴあ】 

    参加人数  89人 

    現地おもてなし…食生活改善推進協議会、地域婦人会 

Ｃ 日本の棚田百選コース 

【玄海町浜野浦、座川内、唐津市肥前町大浦（鷹島）】 

    参加人数  145人 

    現地おもてなし…食生活改善推進協議会、浜野浦棚田 

保全組合 

Ｄ 浜野浦の棚田と名護屋城博物館・城跡見学コース 

【玄海町浜野浦、玄海町値賀川内「石工の里」、唐津市 

鎮西町「名護屋城博物館、名護屋城跡」】 

参加人数  126人 

    現地おもてなし…食生活改善推進協議会、値賀川内棚 

田保全組合 
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○閉会式典【玄海町町民会館 文化ホール】 

 ・分科会まとめ（報告） 

   第１分科会…五十嵐勉氏 

   第２分科会…内海修一氏 

   第３分科会…養父信夫氏 

   棚田保存会意見交換会…中島峰広氏 

   首長会議…千賀裕太郎氏 

 ・共同宣言 

   発表者…吉田孝喜氏、松本圭祐氏、中山大也氏、    

岡本浩昌氏（佐賀県「一心会」） 

 ・次期開催地あいさつ…新潟県佐渡市長 甲斐元也 

 ・実行委員長あいさつ…佐賀県玄海町長 岸本英雄 

・閉会宣言…佐賀県玄海町副町長 鬼木茂信 

 

 

○都道府県別参加人数 

 

都道府県 参加人数 都道府県 参加人数 都道府県 参加人数 

北海道 0 石川県 11 岡山県 1 

青森県 0 福井県 0 広島県 0 

岩手県 0 山梨県 3 山口県 4 

宮城県 1 長野県 4 徳島県 5 

秋田県 0 岐阜県 18 香川県 0 

山形県 30 静岡県 7 愛媛県 3 

福島県 0 愛知県 14 高知県 3 

茨城県 1 三重県 0 福岡県 65 

栃木県 0 滋賀県 0 佐賀県 211 

群馬県 0 京都府 1 長崎県 68 

埼玉県 5 大阪府 0 熊本県 26 

千葉県 33 兵庫県 1 大分県 42 

東京都 15 奈良県 7 宮崎県 7 

神奈川県 3 和歌山県 16 鹿児島県 13 

新潟県 32 鳥取県 2 沖縄県 0 

富山県 3 島根県 6 計 661 

 

 

 


