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平井地区にとっての北海道大学演習林の姿 

  伊藤 翔平（北海道大学 修士 1年） 

 

背景 

平井地区には、1925 年に北海道大学演習林が創設された。平井地区の主要な産

業は、林業であることから、演習林での研究成果が平井地区の産業振興に期待され

ていると考えていた。しかし、平井地区住民にとって、演習林は学術機関という認識

は薄く、日々の生活の一部としての認識が強いようである。 

演習林の基本情報として、常勤 13 名。実習等で人数が増えるときは 2 名を臨時で

雇用する（臨時雇用は平井地区の方）。就業者は、昔は平井地区の方のみであった

が、今では平井地区だけでは人が集まらないので、地区外からも雇用している。今年

は、20 代の方が 2 人（1 人は平井地区、もう 1 人は地区外）就職し、若者の受け入れ

先としても機能している。また、資格取得も支援している。現在、臨時雇用で 70 歳を

超える方も働いている。 

 

調査目的 

平井地区住民の演習林に関するエピソードや昔話を通して、住民にとっての北海

道大学演習林の位置づけや認識を明らかにしたい。 

 

調査結果 

住民からの発言は、その内容から「遊び場」「雇用」「演習林との関係」「炭焼き」「商

店」に分類した。 

○聞き取り対象者（カッコ内は嫁いできた年） 

62歳男性、84歳女性、76歳男性、35歳男性、73歳女性（38歳）、75歳女性（34歳）、

81歳男性、87歳男性、64歳女性、63歳女性、71歳男性：計 11人（男性 6人、女性 5

人） 

①遊び場 

・小学校の頃に演習林庁舎でお風呂に入ったり、庁舎の庭でトンボ採りをしたりなど

で遊んだ経験がある。（62歳男性、84歳女性） 



 

写真 1 現在の演習林の風呂 

・小学校の授業の一環で、庁舎の写生や実習などで利用した。（35歳男性） 

・仕事の合間に、庁舎の 1階で演習林職員と卓球を楽しんだ。（76歳男性） 

 

②雇用の場 

・女性は、演習林内の草刈り、道作り、苗畑での作業や庁舎内の料理、洗濯、布団の

準備をしていた。（84歳女性、73歳女性、75歳女性） 

・当時（昭和 35～43年）は日当制で 1千円だった。（76歳男性） 

・昭和 35年～40年過ぎくらいまでは、約 30人が働いていた。（71歳男性） 

・平井地区のほとんどの人が演習林で働いていた。（73歳女性） 

・実習等で学生が来る時は、現在は 2～3人の方が食事等を作成しているが、設備が

整っていない昔（約 30年前）は 5～6人が働いていた。（84歳女性、64歳女性） 

・平井地区において演習林で働く利点として、家から近いというのが挙げられた。職場

が遠いと、車で行かなければならなかったり、子どもの世話で時間を縛られたりと高

齢者や子どもがいる人は仕事がしづらい。（64歳女性、63歳女性） 

 

③演習林とのつながり 

・奥さんや同級生が演習林で働いている。（62歳男性） 

・林長の子どもが、自分もしくは自分の子どもと同級生だった。（62 歳男性、84 歳女

性） 

・実習で学生が来た時は、みんなで地区の食材を持ち寄っていた。（84 歳女性、64 歳

女性） 



④炭焼き（81歳男性、87歳男性） 

昭和 10年 演習林直営の木炭生産開始。「木馬（きんま。人力。）」というソリで炭を演

習林から下していた。炭は真砂の問屋の人が牛車で運んでいた。平井に

来る時は住民に頼まれた商品を載せて、真砂に戻る時は炭を運んできて

いた。 

昭和 29年 演習林で自動三輪車を購入。 

昭和 30年ごろ 牛車での運送をやめる。 

昭和 38年 直営製炭の終了。 

 

写真 2 木馬道（出典：北海道大学和歌山研究林） 

 

⑤商店 

・週 2回、仕入れをしに串本に行っている。（64歳女性） 

・仕入れの際、住民の要望があればお願いされたものを購入してくる。（64歳女性） 

・演習林としてはあまり利用していない。（62歳男性、64歳女性） 

 

考察 

平井地区住民にとっては、演習林は学術機関としてというよりは雇用の場や遊び

場などの生活の一部という認識が強いようである。雇用の面では、力仕事だけではな

く、庁舎での事務の仕事や宿泊者の世話など年をとっても働ける、住居が近いという

のが、高齢者や女性にとっても魅力的であるように思う。また、演習林職員との友好

関係から、子どものころや仕事の合間に庁舎で遊んだという思い出があった。演習林

での製炭は、他地区との交流や食品、生活用品の調達など日常生活において重要な

位置を占めていた。 



しかし、現在では子どもの数が減り小学校が廃校になったことから、演習林が子ど

もたちの遊び場として使われることがなくなった。また製炭も終了し、日常品の供給を

近くの商店が行うようになり、以前よりも演習林が住民の生活に身近なものではなく

なってしまった。 

 上記より、これから平井地区での演習林の姿が以前の日常生活の一部という認識

から異なるものに変容していくことが考えられる。 

しかし、地域にとって雇用を生み出しているという事実は変わらない。ゆずの里の

工場ができて、地区内で一番の雇用先ではなくなったが、近場であることから、地区

住民の雇用を生み出し、働く場所があるということで若者が戻ってくる要因にもなって

いる。また、実習時には地区の方が野菜を庁舎に届けてくれるという昔から変わらな

い交流もある。 

今回の調査では、演習林に関わる過去の話を中心に調査を進めたため、現在の

平井住民と演習林の関係については多くの情報を得られず、住民の昔と現在の認識

の違いや変化の契機を明確にできなかった。今後は、住民に現在の演習林との関わ

りについて調査を行いながら、関わり方が変わり始めた時期などを地区の歴史的背

景と関連しながら、調査をまとめていく必要があると考えられる。 

 

写真 3 北海道大学和歌山研究林 



平井地区におけるゆず栽培の果たす役割の変化 

―ゆず農家さんの収入の変遷― 

近藤早央里（北海道大学４年） 

 

背景 

古座川では４０年ほど前に四国に見習い、ゆずの栽培を導入してきた。２０年ほど前

からは加工も行われるようになり、現在、関西地区のモスバーガーで販売されている

ゆずドリンクの原料としても使用されている。しかし、販売経路開拓は進んでいるもの、

農業従事者の高齢化や樹木の老化により、離農者の数は年々増加している。 

 

調査目的 

現在、ゆず栽培は農家（住民）のかたにとって、どのような位置づけにあるのかを探り

たい。その際のひとつの大きな指標として生産額の増減、収入にしめるゆず生産額

の割合を主にお話を聞きたいと思う。 

 

調査結果 

① A さん 69歳  

1965 神戸で営業の仕事に従事 

1980  平井地区に残る母親のもとにもどり、ゆず栽培を始める 

・ゆず栽培を始めた当時は山仕事の合間の副業として行っていた。 

・このころ山仕事２万円/日  

・ゆず栽培は楽なので雨で山仕事ができないときの仕事として始める。 

・ゆず果汁価格 1000円/kg 

1982 ゆず園造成 

・４００本ほどのゆずの木を現在も栽培。収穫以外はすべて一人で行う 

1990（平成初期ころ） ゆず果汁 50円/kg 

2012（現在）  ゆず果汁 140円/kg   ゆず玉 秀 300円/kg 優 250円/kg  

 

＊ゆず栽培→収益は一時、減少したものの現在持ち直してきている。 

  昔：副業、小遣い稼ぎ→現在：本業、おもな収入源 

 

（注:近藤さんは都合により1泊2日の滞在となり短い調査期間であったため，データの扱いに誤解があ

りました。以下を訂正します。ゆず果汁価格 1000千円/kg→1.8L5～6000円（現在は 1.8L約 2500円），

1990年以降のゆず果汁→生果，ゆず玉→生果） 



 

② B さん 69歳 

1975（S50代）  お父様がゆず栽培をはじめる 

2005頃 左官工をやってらっしゃるが体力的にも仕事が減ってきたため、 

ゆず栽培を本格的に始められる。 

2012（現在） お父様が栽培しておられた 160本ほどに加え、廃園を請け負い(木を最

初から育てると８年くらいかかって大変)、260本ほどをてがける。 

 

・ゆず果汁の値段は今がピークではないか。 

・古座川町は工場などもなく、自然にあふれているため安全な山地というイメージ

があるのだろう。 

・ゆずの収量 270kg /1本くらい 

 

考察 

平井地区において、ゆず栽培は衰退傾向にあるので、当初に比べ地域に果たす役

割も小さくなってきているのではないかと思っていた。しかし、実際は山仕事の減少

（←山の価格の下落による）、その他の仕事を引退した方にとってゆず栽培が主な収

入源となっており、以前にもまして、高齢化が進む平井地区の産業の中心となってき

ているのだとわかった。 

ゆず産業の規模としては縮小傾向にあるため、今後、投資をして無理に大きくしてい

くことには疑問を感じる。しかし、高齢者の方にとっての収入源や生きがいとして大き

な役割を果たしているので、この現状を維持していくことが大切だろう。 

高齢化が進む地域の産業のひとつのあり方として可能性があるのではないだろう

か。 

 

 

 



古座川町 平井地区で暮らす若者の生活について 

 

上水 美奈子（観光学部 ２回生） 

 

 

問題意識 

平井区は人口71世帯116人、高齢化率は86％であり、さらに世帯の半数近くの33戸

46％が一人暮らしである。 

過疎・高齢化が進む平井区でなぜ若者達は残り、住むのか？を探る。 

 

調査結果 

●83歳 男性 『自慢は綺麗な空気と水』 

・ゆずの里があることで、工場見学に来る訪問客が増えたのでありがた

い。 

・年に一度の地区祭りでは、上・下と地区を２つにわけ交代で準備、運営

を年齢関係なく皆で協力してやるので楽しい。 

・畑仕事をして自分で食べたり地方に住む子供たちに送ることができる。 

・ご近所も足腰が悪いからあまり集まらんなぁ。 

・誰にも気づかれずに死ぬのが怖い。 

 

●67歳 男性 『人が集まればいつも楽しい』 

・学校があるときは200人もいたので運動会はいつも祭りのように賑わっていた。 

・冬は広場で火をたき集まっていた。 

・今は自分の家が 毎日散歩をする友達の溜まり場となって集まる。 

 

●80歳 女性 『何でも作れるんやで』 

・畑では大根、茄子、キャベツ、さつまいも、オクラ、里芋、南瓜な    

ど何でも作っている。 

・畑仕事は家に居るよりも楽しい。 

・近所の人はもう亡くなってしまってあまりいないなぁ。 

・畑で友達と話す。 

・大根の漬物（コンコ）を近所にもおそそわけしていて 

「おいしい」と言ってもらえて嬉しい。 

・七川まつりではカラオケや舞踊、餅まきをして大賑わい。 

・畑に出たときゆずの里への訪問客を見て「今日も大勢来ている

わ」と嬉しく思える。 



 

●38歳 男性 『足るを知る』 

・職場が近くていい。 

・仕事があるからこの地区に住んでいる。 

・古座へ遊びに行きこの地区へ帰って来た時は、不便だなあと感じることもあるが、こ

の地区と古座を比べても仕方がない。足るを知るだよね。 

 

●41歳 男性 『夢が叶った』 

・山のほうで暮らしたいなあと思っていたのでこの地域で夢を叶えることができた。 

・水も美味しいから、大阪の実家にも水を汲んで帰る。 

・海や川が近くにあるので幸せ。 

・僻地の保育園は安いから遠くても車で通っている人も居るんだよ。 

 

 

●30歳 男性 36歳 男性 女性 『大人も巻き込んで遊ぶ楽しい僻地学校時代』 

・子供らがビン回収をした収益で魚を買って大人も一緒に魚掴みをして楽しんだ。 

・ゆずの生産者の平均年齢は68,9歳。じいちゃんばあちゃんは普通よりも元気だよ

ね。 

・地区に「職」があるから I ターン、U ターン者がいる。 

・思っている程不便ではない。車で30分も走れば子供を学校に連れ

て行ける。 

・ある地区は都会の人を呼び込むために住宅を建てたらしいけど川

は汚染された。 

・都会では外で安心して遊ばさせられないほうが嫌。 

・田んぼを維持するよりも米は買ったほうが安いけれど、この地区の

水  田がなくなったらそこは荒廃地になり地域がなくなってしまうだろ

うね。 

・台風の時ゆずの里レストランが避難所になり、おいしい食事を支給

してもらえた。 

・台風で水が止まってしまった時、地域民で協力しいち早く水を供給できた。 

 

●30代 女性   『この平井地区だから』 

・大都市から遠く離れた奥地からの営業は大変であるが、他の地区ではなく、この平

井でやることに意義があると思っている。 

・ゆずの里は定年を迎えた方の働き場となって良い。 

・雇用だけではなく収益を上げて家族形成ができるように。 



 

考察 

 私たちが生活する都心部ではあたりまえのようにコンビニや病院があり、インフラも

整っている。一方でこの古座川町 平井区にはコンビニや病院は一軒もなく、水道も

自分達で山奥から引いている。都心部に住む私達はそれを”不便”と考えているが、

地区の若者はそうは考えていないことが分かった。「車で一時間走れば買い物にも行

けるし、子供を学校にも通わせることができる。」「水も天然でおいしい」と今ある現状

に対し肯定的な意見を持つ若者も多かった。 

 また若者は、地区に住む高齢者に孤独死はないと言っていた。しかし、足腰が弱か

ったり、近所の友達が亡くなってしまったりしている高齢者には外出の機会も減り、死

んだ時に気づいてもらえないのではないかと不安に思っている方もいる。 

 過疎・高齢化が進む平井地区で暮らす若者達を支える軸となるものは「仕事」であ

る。「仕事があるから」と語るゆず工場や研究林で働いている若者たち。体力的に元

気がある若者がここで働くことで高齢者も含め地域を支える力になることが分かった。

ただし、ただ雇用があるだけでなく家庭を養えるほどの収入も必要である。 



小規模団体で地域活性に取り組むことの有用性 

岡崎 准也(和歌山大学 観光 一回) 

 

●調査背景と仮説 

約20年前、20人という小規模なグループで女性たちはゆずの製品開発をスタート。今では全国の

量販店などで販売されるまでに成長を遂げている。私は古座川町平井区の活性化の成功には、

この「小規模団体での取り組み」が関係しているという仮説を立て、調査を進めた。 

 

●調査結果 

[インフォーマント 寺本さん] 

 

・商品開発グループはどのようにして構成されたのか？ 

A 寺本さん自ら、平井区の農家の女性たちの家まで行き勧誘。       

全員が知人であった。 

 毎晩集まり、ジャムの製品開発に試行錯誤していたが、す

ぐに 2・3人の女性がグループから脱退。その後も何人かが抜けていき、最終的には約 13人の女

性たちで製品開発が進められた。後になってグループへ加入した人は１人だけで平成７年のこと

であった。 

 

・グループ全員が協力して活動することができたか？ 

A 全員が協力し合って、良好な関係の中で製品の開発に取り組めた。その原動力となったのが

毎年開催される旅行。（沖縄など。ハワイはインフルエンザの流行と時期が重なってしまい楽

しむことができなかったことが心残り。） 

But 苦労もあった。ゆずでお菓子を作りたいと考え、ゼリー菓子の開発を始めた際は、何回やっ

てもゼリーが焦げたり、作業をする人の腕が痛くなったりなどで誰も手伝ってくれなくなってし

まった。涙が出るほどつらかったと寺本さんは語った。 

 

・地元住民の協力はあったか？ 

A グループの女性たちの夫の協力はとても大きかった。力仕事などでは男手が必要だったので

大いに活躍してくれた。 

 

[インフォーマント 前田さん] 

・現在、製品の開発グループは何人で構成されているか？ 

A 製品の開発グループはたった 2人。１人が家で試作したものを試食してみて、良さそうであれ

ば製品の開発に進むという流れ。 



 

●考察 

 小規模団体で開発に取り組む利点は調査結果から、部門間の対立・部分最適化を抑えることが

できるということと、意見がまとまりやすく企画が進みやすいということなどが考察できるが、これ

だけの利点で小規模団体の短所を補いつつ 20年という短い期間で様々なヒット商品を生み出す

ことは不可能であると思われる。そこで私は、一般的な小規模団体と古座川町平井の婦人団体と

では、他にもまだ違いがあるのだと考えた。 

 インタビューではグループ結成から製品の完成まで様々なエピソードを聞くことができたが、それ

らの内容から私は婦人団体の結束の強さと良好な人間関係がうかがわれた。 

 ここで一つ事例を挙げたいと思う。全国的に有名な活性化を遂げたことで有名な由布院では、2

人のリーダーが町おこしを先導してきた。その一人は様々な活性化のアイデアをだし、企画の運

営を担当した。 

そしてもう一人は「この人がいなかったら今の由布院はないだろう」とまで言われた人であった

が、彼が担当したのは、活性化グループのメンバー間の人間関係を良好に保つことと、地域住民

と密にコミュニケーションをとることであった。この人の働きにより、由布院は「人脈観光地」とまで

呼ばれるほどに町が一体となった観光地へと成長を遂げることができたのだ。 

 しかし、古座川町平井区ではこのような働きかけをするまでもないくらい、婦人グループ内・地域

全体の関係性が良好であったのだ。規模が小さかったために長年地域での協力が不可欠であっ

た平井区では、由布院が時間をかけて作り上げた活性化に有利な環境が既に整っていたのであ

る。加えて、辺りに警察がないため、地域での自治がきちんと行われてきたということも活性化の

成功に影響していると考察できる。(図１のようなこともいえるはずである。) 

 古座川町平井区の婦人グループが小規模であったため、地域活性において利点が多々あった

という仮説は間違いではなかったと考察できる。さらに言えることは、最初から古座川町平井区と

いう環境は地域活性の取り組みに非常に有利な環境であり、また婦人たちはその環境をフルに

生かして活動を行うことができていたということである。 

                                   

 

 



図１． 

☆一般的な小規模団体と古座川町婦人団体の違い                               

 

一般的な 

小規模団体 

 

メリット デメリット 

・意見がまとまりやす

く、企画が進みやす

い。 

・メンバー間の意思疎

通が容易である。 

・作業の効率が悪い。 

・人材が少ないので

知識・技術が乏しいこ

とが多い。 

・一人当たりにかかる

負担が大きい 

 

古座川町平井 
婦人団体 

 
 

・普段から、みんなで集まってお酒

を飲むなど、密接なコミュニケーシ

ョンがなされてきた。 

・全員が顔見知りであり、何でも言

いたいことは言い合える関係。 

 

 

上記のデメリットが弱まる さらに上記のメリット

が強まる 

地域の活性に有利な環境 

ちょこっと余談 

私の少し気になったこと… 

 

ゆずの加工工場で興味深いものを発見した。右

の写真は、賞味期限の記載がされないままに販売

してしまった商品の写真を添付し、二度と同じ失

敗を起こさないように従業員に呼びかけている貼

り紙である。 

 徹底した反省・改善にとても感心しました。 



 

柚子農家の作業工程との歴史 

～みかん農家と比較して～ 

則村侑菜（和歌山大学 4回） 

 

 

調査目的 

和歌山県ではみかん、桃、柿などの果物も栽培されている。有田で生まれ育った私に

とって、みかんはとても身近な果物である。柚子とみかんはどちらも柑橘の果物であ

るので、作業工程で似ている部分があるのではないかと思い調査を行った。また柚子

栽培や加工の歴史についても調査を行った。 

 

調査方法 

柚子の栽培をされている男性と、柚子の加工品をつくり始めた女性グループの方から

お話を聞かせていただいた。 

 

調査結果 

柚子農家の 1年間の仕事 

4月末     新芽が出る前に肥料をやる 

消毒 1回目 

5月末     新芽の先に花が咲いたころ、 

        県の果汁センターからの応援と柚子の里により着花調査が行われる 

6月       肥料をやる、草刈り 

        消毒 2回目・・・葉ダニが付いているときだけ 

7月 20日  収穫までの最後の消毒・・・実に黒点が付かないように 

        最後の消毒から 90日たたないと収穫できない 

           サビダニが付いたときだけ消毒可能 

10月 20日前後  収穫開始 

            実が黄色くなる時期で早くなったり遅くなったりする 

            より分けの作業 

12月～1月  消毒 

 

柚子の木は摘果をしないで、自然に落ちるのを待つ。実が付きすぎた場合には生理

落果する。 



20年前までは摘果をしていた農家もあった。 

しなくなった理由は、その頃は青玉を農協を通して出荷していたため、皮も綺麗なも

のをつくろうとしていたが、運賃や手数料、箱代がかかり赤字となったことで、選別の

厳しくない窄汁用に 5cm以上のものをつくろうという風に変わったので摘果をやめた。 

 

より分けするときの種類 

青果として出荷する分（秀、優、良）と、加工用は加工用でひとまとめに。 

秀・・・目で見える傷が 3個以内 

優・・・目で見える傷が 5個以内 

良・・・目で見てきれいと言えるくらい 

良は冬至の日にお風呂に入れる用として出荷される。 

 

収穫の仕方 

上で採果する人と、下でヘタをとる人で手分けする。 

採果バサミとつめ切りバサミを使う。 

採果バサミは切ったときに、はさみから落ちないようになっている。 

 

収穫の時期には、昔から来てくれている近くの地域の方に手伝ってもらっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

考察 

私が思っていた以上に柚子とみかんでは栽培工程が違うところが多かった。まず

柚子は摘果をしないということである。みかんは実がなると摘果をする。その時期は、

年代 平井地区の様子 柚子農家の女性 

 
昭和 40年 
 
昭和 45年ごろ 
 
 
 
 
昭和 51年 
 
 
昭和 60年 
 
 
昭和 63年 
 
 
 
 
 
 
 
平成元年 
 
 
 
 
平成 4年 
 
平成 7年 
 
 
 
平成 13年 
 
 
平成 15年 

林業が不況になる 
特産品として柚子の栽培開始 
 
柚子が収穫できるようになる 
 
たくさんとれるようになったため
柚子の値が下がる 
 
古座川柚子生産組合が柚子酢
を出荷 
 
 
 
 
活力ある山村事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
柚子の木オーナー制度 
 
 
オーナーの数は 2倍に 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昼は収穫、夜はマーマレードを
作り瓶詰め 
 
念願の工場完成 
 
ストレートの柚子ジュースを作っ
た 
 
役場から大根おろしのドレッシン
グの作り方を教えてもらう 
 
柚子たれ完成 
 
みんなで年に 1 回旅行をするよ
うになる 
 
芋づるの佃煮完成 
 
初めて新しく 40代の人が加わる
（それまでは辞めていく人ばかり
だった） 
 
オーナーさんに柚子の様子のお
知らせ、収穫に来ることが出来
ない人に送る 
 



みかん畑のそばの道を歩いていると摘果した実が転がってきているのは毎年見る光

景である。柚子もみかんも生理落果するが柚子は摘果せずみかんは摘果する。みか

んを摘果する理由は、消費者が喜んでくれるいいみかんばかりに整えるためと、翌年

までみかんの木に疲れが残ってしまわないようにするためである。生理落果は 2回あ

るのだがそれだけでは実が残りすぎるということと、生理落果では傷の有無に関わら

ずに実を落とすので、人の目で見て傷のあるみかんを落とすために、摘果をしている。

柚子は窄汁用は選別が厳しくないので摘果をしなくなったようである。 

 

また収穫の方法が違って、柚子の収穫は 2 人で一緒に作業をするが、みかんの収

穫はひとりひとりが作業をするということ。使う道具が違い、柚子は 2種類の道具を使

うが、みかんは普通のはさみの歯の部分を小さくしたはさみを使うということ。これは

柚子が、みかんに比べて高いところに実がなっていることが理由だと考えられる。み

かんの木だとよっぽど大きい木でなければ、手を伸ばして全ての実をとってしまえる。

だから 1人で作業をする。柚子は 2人で収穫するから、それぞれが使いやすいはさみ

を使うようになったのだと考えられる。 

 

収穫の時期に、近くの地域からお手伝いに来てもらうことがみかん農家と似ている

と思った。みかん農家でも、近くに住む親戚が協力しあっており、親戚でなくても毎年

来てくれる方がいることが多いので似ていると思った。昔から来てくれているということ

で、慣れていて作業の効率がいいということが理由の一つだと思う。また収穫の手伝

いにより、助け合いという人と人のつながりができていると思う。加工の歴史でも、同

じ柚子農家の女性が協力してマーマレード作りを始め、消費者が喜んでくれたことの

嬉しさや、収入を得た達成感を共有したことも、柚子やみかんがそれぞれ地域の人の

つながりを作っていると考えられる。 

 

 

 
柚子の木 鋭い柚子のトゲ  



はちみつと食品開発 

 

河野 仁美（和歌山大学４回生） 

 

 

背景 

古座川町では、水や空気・気温などが柚子栽培に適しており、柚子の栽培が盛んである。その中

でも平井地区は、生産から商品開発まで自分の地区内ですべて行っており、安全・安心な製品作

りに努めている。また、昨年頃から、古座川町では蜂蜜を町の特産品として新しく売り出そうという

動きがあるが、柚子ほど有名にはなっていない。 

 

 

問題意識 

蜂蜜を生産から商品開発まで行って、特産品として広めていくには何が課題なのか探りたかっ

た。 

その為に、平井地区の柚子製品をどのように広めたのか、商品開発についての話、蜂蜜について

の現状を主に聞いていきたいと考えています。 

 

 

調査結果 

①A さん（蜂蜜農家） 

 

 古座川の蜂蜜の特徴 

 …主に木の新芽（葉っぱの間の蜜）から採取される和蜜。 

      →ヒサカキやウラジロシダ、マデガシ等の蜜 

 …糖度が８７パーセント以上で比較的に高い。 

 

 ※洋蜜…レンゲ蜜など花のみの蜜が多い。 

 ※和蜜…雑木林の蜜や花等様々な蜜が混ざっている。 

 

 平井地区ではゴーラ（図１）という木製の巣箱を用いる。 

 綺麗な水、蜜を運びやすいある程度低めの木に設置する。 

 

 多いときには１つのゴーラから１６キロの蜂蜜がとれる。 

 今年は４つのゴーラを切って約１０．８キロの蜂蜜が取れた。 

図１：ゴーラ（北大研究林内） 



 

 ３年前は３０箱位巣があったが、今では減少中。 

 

 今年は、蜂蜜の糖度が低くて蜂蜜が発酵してしまった…。 

 本巣よりも分巣の蜜の方が多かったのではないか。 

 また、気候に左右されやすく、病気にも左右されやすい。 

 

 ※本巣…２年生の蜜（色が濃くてちょっと重くて糖度高い） 

 ※分巣…１年生の蜜（色が薄くて糖度が低い） 

 

 蜂蜜があまり取れなかった時でも需要は変わらず高い。 

 

 役場の産業振興課、町長さん（玉川大学の卒業生）で蜂蜜を柚子と共同販売した事もある。 

 

 もし、蜂蜜がたくさん取れるようになったら… 

 玉川大学で売り出すよりも地元の昔からなじみのある人に渡したい。 

 

②Ｂさん（古座川ゆず平井婦人部） 

 

  古座川の柚子の特徴 

   …香りが他の柚子の産地よりも甘い 

   →（澄み切った空気・冷たい水・気温全てが適している） 

 

  昭和４０年代…柚子を植え始めた（急斜面で面積もないけど育つものとして） 

          …町全体の面積が２０haに対し平井地区では１０ha 

          …物珍しさもあってか１本辺り実は５０００円ほど売れた。 

                             →当時でいう新入社員の初任給並 

   

  昭和６０年代…大量に廃棄される柚子皮を利用して特産品作りが始まる。 

   …Ｂさん自ら車を出して農協やおみやげ屋さんに商品を運んだ。 

 

  柚子皮の特産品製作は柚子生産農家の妻達２０名が集まって行った。 

   …お昼に収穫、夜はお弁当持参で集まって加工作業の日々 

    →無報酬でずっと行えた…皆で工場を作ろうという強い目的が有ったため。 

 

  また、古座川ゆず平井の里に加入した女性は平成７年に女性１名のみである。 



 

  ２、３年に１回新製品を商品化している中、「柚里花」は苦労した製品 

   …しかし、どんなに苦労しても必ずほしい物を作り上げている 

   …また、あくまでも原材料は平井の物を使用する徹底さ 

 

  今後の問題点としては 

   ・柚子は全て同時期に植えている。 

    …柚子の寿命は５０年ほどしかなく現在で３０年ほど経過している。 

   ・原材料であるゆず不足 

    …柚子生産の後継者が不足している現状。 

    …２０キロのコンテナは高齢者には重すぎる。 

   ・新製品を開発しても持続して販売する事が出来ない。 

     …芋づるの佃煮（人気だが原材料自体が不足している） 

    

   ・柚子産業を続けるためにも若い人に戻ってきてほしい。 

 

③Ｃさん（古座川ゆず平井の里） 

 

 ほとんどの製品は工場で作っているが、ゼリーのみ他県に委託（昨年から） 

  

 柚子は冷凍保存した物を逐一解凍して使用 

  

 大手メーカー用の柚子ドリンク 

 …蜂蜜が入手困難な為に入れていない。 

  

 半手動の工場…全自動化にしなかったのは地元の人が働けるように 

 

 ＪＡさんの委託で芋アイス、ポンカンアイス、いよかんアイスも作成 

 

 主に FAXや電話などから配送の注文を受ける 

 

 …お得意様やお得意様の紹介からが多い 

 …インターネットは１割程度→新規のお客さんが多い 

 

 小規模で商品を開発・製造していく上での 

  メリット…商品を開発・生産までの過程が早い 

図３：柚子の里工場内 

図２：柚香の画像 



      …自らが納得したものを生産できる 

デメリット…食品衛生法などの知識がない 

       （１から自ら始めなければならない） 

      …在庫を増やせないので新しい商品をなかなか作れない。 

        （１つの商品を作るのには、段ボール、ラベル、フタ等原材料以外のものも必要） 

 

④Ｄさん含め４人（古座川ゆず平井の里で働いている若者達） 

 

 平井地区の人々は自給自足している人ばかり 

 →農業もお金を稼ぐための農業ではなく、生活するための農業 

  

 お金を得るためではなく、生活するために働く 

 …お金を使うことといえばガソリン代程度 

 

 不便とはあまり感じない。 

 …平井では片道５０分くらいかけて車で町につくが、都心で５０分渋滞するのと変わらないと感じ

る。 

 

 柚子の加工工場があるから若い人々が戻ってこれた。 

 …親の世話が出来る、先祖の土地を守りたい 

  

 柚子の生産者の平均年齢…６９．８歳 

  普通の農家の平均年齢…６０歳位 

 →平均より高い値、今後生産者を作っていくことが大事 

 

 

考察 

 平井地区では、柚子加工品が特産品として有名になってきているので、自ら特産品をどんどん

発信し、売り出し、収益を得る事に意欲的なのかと思っていた。しかし、調査を進めていくに辺って、

そこまで意欲的ではないように感じた。これは、（１）自らが知らない人よりも知っている人々へ採

取出来た蜂蜜を渡したい、（２）農業はお金を稼ぐためのものではなく生活するためのものという発

言からである。（１）は、平井地区は、人口１００人ほどで外部から人が滅多に入ってこない事によ

って、内部の人との繋がりが強くなった事からだと考えられる。また、（２）は、平井地区の人々が

自給自足生活を行っており、殆どの物が手に入って人々が不自由なく暮らせている為だと考えら

れる。 

つまり、あえて外に発信しないからだと思います。これらの事より、平井地区の人々は、あえて情



報発信を自ら行ったり、蜂蜜を特産品にしたり大量生産しようと思ってはいないという事がわかっ

た。 

 

 また、平井地区では、平安時代の頃から蜂蜜が有名であり、現在でも需要は多いのに、なぜか

売り出されていない。調査を進めていくにあたって原因不明の病気だという意見もあったが純粋に

生産者の減少ではないかと感じた。（３）これは、新製品を開発しても持続して販売する事が出来

ない、（４）柚子の生産者の平均年齢が普通の農家の平均年齢より高いという発言からである。 

（３）は、新製品の原材料の大体を平井地区で取るため、生産が追いつかないためだと考えられる。

（４）は、平井地区の柚子生産に関わる人の高齢化が進んでいると考えられる。 

つまり、平井地区に住む農家の高齢化が進んでいて、原材料の生産が需要に対し、追いつかな

いからだと考えられます。 

これらの事より、平井地区の蜂蜜は特産品として生産を始めても、生産者が少ないので、一定量

の生産を保ち続けるには若者や後継者がいないと厳しいという事がわかった。 

 

 

 

 

 

 

 



 

学校と地域のつながり 

～地域と学校の変遷と生活の様子～ 

岡浦義宏（和歌山大学教育学部 4回生） 

関口英志（和歌山大学教育学部 4回生） 

 

１、背景 

和歌山県だけでなく、日本全国で少子高齢化・過疎化の影響による学校の統廃合

が進んでいる。古座川平井地区でも少子高齢化が進んでいて、かつては古座川町内

にあった小学校 13校（分校９校を含む）が、現在では高池小学校、明神小学校、三尾

川小学校の３校となってしまった。そのような中で、学校が地域の中で果たしてきた地

域の人のつながりを保つ役割が減ってきた。 

 

２、調査目的 

かつて七川小学校平井分校は、地域にとってどのような役割を果たしていたのか

を探る中で、学校がなくなったことによって地域の人間関係がどのように変化していっ

たのか、インタビューを通して研究していきたい。また、当時の子どもは学校でどのよ

うに過ごしていたのか、子どもが地域に果たす役割はどのようなもので、年代を追う

ごとにこれらはどのように変遷していったのかを調べていきたい。 

 

３、調査結果 

① 平井地区在住の元教員 A さんへのインタビューから 

[古座川町立七川小学校平井分校の年表] 

1959年  ・Aさんが当時 25歳のとき、七川小学校平井分校の全校児童は 87名であ 

った。複式学級が 3 クラス。１クラスあたり 25 名前後で、教師は３名だけ

だった。 

      ・当時の教師の月給は約 1 万円で、林業をしている人は日給約 1 万 5000

円であった。 

 

1962年  ・平井分校校舎が全焼した。新しい校舎が建つまでの間、児童は区民館で 

勉強した。60～80人前後いたが、窮屈ながらもなんとか授業をした。 

 

1997年  ・古座川町立七川小学校平井分校休校、七川小学校本校と統合した 

 



2004年  ・古座川町立七川小学校平井分校廃校 

≪平井地区の様子の変化≫ 

1959年  ・平井地区では 100戸、1世帯あたり 4～6人の人数がいた。 

       ・主に林業を生業としていた。畑は少なく、田がたくさんあった。米、野菜な 

どは主に自分が食べるために作っていた。 

       ・戦後だったので、林業がとても栄えていた。公務員や教師の給料は林業 

従事者に比べ、とても安かった。 

 

2002年  ・七川小学校平井分校が統合されてからも、区民運動会は催されていたが、

この年で最後となった。 

 

現在    ・稲作ができなくなった人が増えて、田を畑にする人が増えた。 

       ・山林の仕事は激減し、仕事がなくなったので若者は外へ出て行った。 

       ・「学校がなくなってからも、祭り、祭り後の区民館での集まり、寺行事、神

社の行事など、年に 4，5 回は区全体の集まりがあるので、地域のつな

がりが弱くなったわけではない」と A さんは感じている。 

 

☆子どもの様子や平井分校の特徴 

・七川小学校平井分校を卒業した子どもは、七川中学校に通うことになる。七川中学 

校までは自転車または徒歩で通っていた。自転車通学の所要時間は片道 30分程で、

部活動をしていた子どもは、帰ってくるのが 20時ごろになった。 

・七川小学校平井分校では運動会が 2 回ある。子どものみで行われるものは七川小

学校本校で行われた。平井分校で行われるものは、「区民運動会」と呼ばれ、平井

地区の区民と子ども合同で催された。 

 

 

☆運動会の様子 

●区民運動会 

・平井分校の運動場を利用して、地域一体の運動会を行っていた。 

・子どもが帰った後に大人が運動場にブルーシートを敷いて、お酒を飲みながら喋

っていた。遅いときは 23時頃になったこともある。 

・区民が集まってプログラム編成を行い、競技の景品も各自持ち寄っていた。 

・平井分校閉校後（1997年以降）も数年間、区民運動会は行われていた。 

 

●七川小学校合同運動会 

・分校の児童・保護者が本校に集まって合同の運動会を行っていた。 



 

② 地域に残る若者４名へのインタビューから 

・七川小学校平井分校出身者２名 

・三尾川小学校出身者１名 

・串本町某小学校出身者１名 

の４名から聞き取りを行った。 

 

《七川小学校平井分校》 

1988（S.63） 同級生 5名（内 1名が北大職員の子ども）  全校児童 30名弱 

         

1997（H.9）  最後の卒業生  全校児童 6名  卒業時は 1名 

                   2～5年生時には北大職員の子どもと 2人だった。 

          

・古座川町内の小学校にはプールがなく、水泳は川で泳いでいた。（川があることで、 

プールの必要性がなかった。） 

・給食はなく、お弁当か商店で買って食べていた。 

・複式学級で教諭は 3名、本校からの派遣教員 1名の 4名体制。校長などは本校の 

み。 

・授業内でも特別行事が多く、ビン集めをしてビンを売ったお金で、鮎つかみという行 

事を年に 1回行ったり、川を使った授業や遊びが多かった。 

 

《三尾川小学校》 

・当時は単式学級だったが、少し下の代からは複式学級が始まった。しかし、1年生 

のみ単式学級。 

・給食制 

・夜間、グラウンドに動物避けのためネットを張っている。 

・2011年は児童数 14名 複式学級 3学級 特別支援学級 1学級の 4学級編成 

・2011年 2月 和歌山大学教育学部 2名がへき地複式校実習に参加 

 

《串本町某小学校》 

・プールはなかったが、住宅地建設により河川が汚れてきたため、小学校にプールを 

建設。 

・給食制 

・海が近いため、海で遊んだ後に川に行って遊んだりしていた。 

 

 



４、考察 

 今回の平井実習では、教育的な観点から平井分校がこの地区にとってどのような

存在であったのかを主にインタビューを通して調査した。その中で、平井分校で教鞭

を取っていた経験のあるAさんと出会い、教師側・子ども側・区民側の３つの視点から

お話をしていただいた。インタビューした人からは「学校がなくなることは寂しいことだ。

子どもの声が聞こえなくなった。」といった声があった。しかし、「地域のコミュニケーシ

ョンが減少したか？」という質問に対しては、皆口を揃えて「そんなことはない。歩いて

いたら誰かと出会うし、地域の行事にはみんな参加しているので寂しくない。」と言っ

ていた。これは、学校があった頃からすでに地域の中での人間関係が出来上がって

いたので、今もなお区民同士の関係は変わっていないということが窺える。 

平井分校の歴史を辿り、それに並べて地域の変遷を調査するなかで、昔から今ま

で変わらない地域の温かさが感じられた。交通の便など、不便なことも多い地域では

あると思われるが、お互いを思い合い、このような良好な人間関係が続いていくこと

が地域のあたたかさであると認識している。このような地域で生活することは高齢者

にとって、都会より幾分過ごしやすい環境ではないだろうか。 

今回インタビューをさせていただいた 4 名の若い人たちは、故郷に愛着を持ち、こ

の地域を発展させていきたいと考えていた。 

 

５、終わりに 

私が暮らすかつらぎ町天野という地域も、小学校は残るものの全校児童 6名と小さ

な学校である。少子高齢化が進む中、20代の I ターン者の誘致に力を入れている。こ

うした中で毎年数軒ずつ引っ越して来てくれる方がいて、徐々に地域が活発になって

いっているように感じている。ここ、平井も以前の天野のように少子高齢化が進んで

いる。自分たちの故郷に愛着を持って、卒業生が地域で暮らしてくれることが最も良

いことだと思うのだが、現実はなかなか理想通りに進まない。そこで、平井には働く場

があるということや、ゆずの里をもっとアピールして、Ｉターン者・Ｕターン者の誘致を成

功させてほしいと思う。（岡浦） 

「自分たちのことは自分たちでする」という、平井地区の人たちで助け合いながら生

きていくライフスタイルがとても魅力的であった。お金を得るために働くのではなく、生

活するために働くという、働く本来の意味というものを考えさせられた調査となった。こ

のことは都会の人たちが見習わなければならないが、現実的には簡単な問題ではな

い。将来、今回できた経験を教材として教育現場で生かして、平井地区の魅力を子ど

もたちに伝えていきたい。（関口） 

 

最後になりましたが、４日間私たちを温かく迎えていただき本当にありがとうござい

いました。 



《現在の校舎の様子》 

① 音楽室 

休校したときの当時の板書がそ

のまま残っている。上の段は算数、

下の段は音楽である。上の段は数

字に関する文章問題が書かれてい

る。下の段は、プロのピアニスト

が訪問演奏に来た時に、校歌を聞

いてそのまま板書したといわれる。

後ろの棚にはまだ楽器が残ってい

た。 

 

 

② 教室の一部 

 今では学校の一部の教室を資材置き場

として利用している。このダンボールは

インターネット販売など、外部への販売

のときに使用される。教室の随所には当

時の掲示物が張られていた。 

 

 

 

③ 最後の在校生の作品 

学校が閉校になることが決まり、

在校生たちが思い切って窓ガラスに

直接絵を書いたものである。全部で 6

面の窓に絵が描かれている。 

③ 

①  

② 



④ 理科室は簡単な調理場 

理科室では簡単な調理をする。

また、レストランの食器、検品

用の商品が置かれている。校舎

内では理科室以外は調理する場

所がない。 

 

 

 

⑤ 平井分校旧校舎外観 

 

校舎は鉄筋コンクリートでできて

いて、完璧に利用するためには耐

震工事をしなければならない。し

かし、耐震工事には 1000万円ほど

費用が掛かり、古座川町からの補

助も出ないので工事ができない状

況にいる。また、校舎は台風が来

たときの避難所としても利用されている。レストランとつながっているので、

台風時でも食事が確保できた。 

④ 

⑤ 



 

平井地区に伝わる食文化 

 

田中久寿（和歌山大学経済学部１年） 

 

 

背景 

平井地区は、今日では「ゆずの里」として知られるようになり、外食産業などにもゆ

ずの加工商品を提供するなど、日本の新しい食文化の一翼を担っている。そういった

地に古くから伝わっている埋もれた食文化を掘り起こして記録に残し、地域の財産と

して次世代に継承していくことが求められている。 

 

問題意識 

平井地区に伝わっている古くからの食文化とその歴史的背景、平井川や古座川と

の関連性を記録として残すために聞き取りをする。 

 

調査結果 

① 平井地区の A さん（女性、昭和 11 年生まれ 76 歳）、B さん（女性、昭和９年生ま

れ 78歳） 

・和歌山県には、この地区にしか伝わっていない「うずみ」と呼ばれる料理がある。そ

れは平家にまつわる伝説とも絡むもので、約 800 年前に京からこの地へ来て隠れ住

んだ村上一族が伝えたとされる。本来は塗の高膳を用いるなど、当時の京の風習も

垣間見られるものである。同じような料理は京都や広島などにもあり、「うずめ」と呼ば

れている。この平井地区では、うずみは法事の前日に食べる料理とされ、何杯食べる

かを競ったそうである。 

・「奈良和え」と呼ばれる料理も懐かしい味。寒い日に作る料理で、大根、人参、牛蒡、

椎茸、油揚げを煮てから酢で和えた簡単なものだが、ゆずの皮やみかんの皮も入っ

ていて、とてもおいしい。 

・ゆずを加えた 「芋づるの佃煮」や、ゆずの皮を加えた「ヤマブキの佃煮」もおいしか

った。今では芋づる（さつまいものつる）の収穫量が不足し、自生していたヤマブキも

鹿に食べられてなくなってしまい、今では作ることができないのが残念。 

・昔は、平井川や畑の水路にも天然ウナギがたくさんいて、それを捕えて炭焼きにし

て食べた。天然アユやコサメ（アマゴ）もたくさん獲れた。アユは連ねて天日干しにし、

そうめんのダシをとった。川エビもたくさんいて、それを獲るのは男の子たちの遊びで

あり（枝豆のさやを取ったあとの枝を川に突き入れ寄ってきた川エビを一網打尽）、貴



重な食べ物であった。しかし、アユもコサメも川エビも、七川ダムができてからダメにな

った。 

・海産物では、さえら（さんま）を生のまま売りに来ていた。それをたくさん買って樽の

中で塩漬けにしておいて、姿ずしを作った。11 月 14、15 日の若宮神社の祭礼のとき

には、上地区、中地区、下地区で「さえらすし」の味の競争をしたのが、今では楽しい

思い出になっている。 

・正月には餅をたくさん搗いた。赤餅、よもぎ餅、あん餅も作った。家族も多くすぐにな

くなった。 

・肉はあまり食べなかった。自家用の卵の採取や食用として鶏を飼っている家もあっ

た。また、使役用の牛を飼っていた。タンパク質は大豆で取った。大豆は家で栽培し

ていた。地区唯一の豆腐屋さん（100歳の長生き）もあった。 

 

C さん（女性、50代） 

・思い出の味は「さんまのすし」。平井地区ではさんまを腹開きにするが、下の方に行

けば背開きである。 

・「昆布巻きずし」「めはりずし」（高菜の漬物も自家製）、五月の節句には柏餅ではなく、

「サルトリイバラの葉で包んで蒸した米粉団子」（あんを入れることもあった）。ゴマも栽

培されていたが、この地区には「ゴマ豆腐」はなかった。 

・川エビ、川ハゼがたくさん獲れた。卵の採取、食用に鶏を飼っていた。乳を採るため

ヤギを飼っていた 

・おやつは「さつまいも餅」、「蒸かしたさつまいも」「ぐみの実」を食べた。 

 

D さん（男性、80代） 

・子供のころ食用としてうさぎを飼っていた。 

・川の利用の思い出は、昭和２年（１９２７）、真砂（マナゴ）までは歩いていき、そこか

らは川船で古座へと下った。川は生活物資も含めた物流手段でもあり、町へ出る交

通手段でもあった。 

 

E さん（女性、60代） 

・落ちアユを干したものを炙り、そうめんを食べるときのダシをとるのに使った。とても

おいしく、家族からも要求があるが、最近は干しアユを作っていない。また、作りたい

とおもっている。 

 

F さん（女性、60代） 

・特別なものはなく、この地の料理は素朴な味だが、食べ飽きない。 

・「うずみ」もときどき作る。他地区からも作ってほしいと依頼されることもある。 



 

考察 

平井地区には八百年以上も前の平家にまつわる言い伝えもあるなど、数多くの埋

もれた文化が残されているが、すでに世代間で継承されていないものもある。その中

の一つとして、この地に伝承されてきた食文化の記憶が失われないうちに掘り起こし、

それを記録して次世代へと残すことは、地区住民の共通財産として今後の地域活性

化に役立つもので、お話を伺った年長者の方々からもそうなれば良いという声があっ

た。また、山奥にあって自給自足的生活をおくってきたこの地にとって、平井川や古座

川で獲れる川魚やウナギ、川エビなどが日々の食生活の一端を支えていたことなど、 

川が暮らしの中に溶け込み、大きな恵みをもたらしていたことがよく理解できた。 

 



 

「平井区における祭事の衰退と高齢者住民の生活について」 

有田 和行（和歌山大学教育学研究科 1回生） 

 

調査背景 

 古座川町平井区の元禄 4 年（1691）から平井地区南西部に奉られていた若宮八

幡宮は、昭和 37（1962）に平井地区北部に移築された。神社の移築の際に、鳥居や

狛犬、木材の運搬の協力をしていた住民もいた。現在の神社の位置は、平井区の

中心部であり移築前から山の神が奉られており、若宮八幡神社と山の神との合祀

となった。古座川町には、神社や山の神に関わる祭事が伝わっており、平井区でも

祭りや行事が行われていた。 

 

問題意識 

 平井区では、百名以上の高齢者が生活をしている。これら高齢者は幼少期から平

井区で伝えられてきた祭事を行ってきたが、現在ではほとんどの祭事が行われてい

ない。以前、住民は祭事の際に集うことができたが、現在、住民が集うのは年に一

度、11月第一日曜日に集会場で行われる行事のみである。 

 調査を通して、平井区における祭事の衰退した生活が、現在の高齢者住民にとっ

てどのようなものであるかを探る。 

 

調査方法 

聞き取り調査は、幼少時から平井地区に住んでいる二人の男性（80代）を対象に

行った。 

質問内容は、平井区内に伝わっている祭事についてである。 

歴史年代は、回答者の所持する手記資料を基にした。 

 

調査結果 

回答者の幼少時に体験した以下の祭事を聞き取った。 

・亥の子祭り 

時期：毎年 11月の作物収穫後 

内容：子どもが集落を回り、玄関の前をなった藁で叩きながら下記の唄をうたう。

五穀豊穣を祈るためのもので、子どもたちは各家から少しのお礼をもらう。 

―亥の子唄 

「うちのお庭に井戸掘れば 水が出る出る 金も出る」 

「うちのおせぞに接木をすれば みかんなるなる 金もなる」 



 

・害虫払いの儀式 

時期：作物収穫前 

内容：和尚を先頭にして大人子どもが御幣（ごへい）とのぼりを持ち、下記の唄

をうたいながら稲田の周囲を練り歩く。農地にいる害虫を払うための儀式であり、

最後は御幣に火をつけて川に流す。 

―害虫払いの唄 

「かなもりさんのお通り 虫もけらもお供せい」 

・山祭り 

時期：毎年 11月 7日 

内容：この日は山の木は切らず、拳大の団子を山の神にお供えをする。製炭業

者など、山に従事している者以外の住民もお供えする。回答者の一人は現在も

継続して 11月 7日にお供えをしている。 

・お弓行事（昭和 37年以降では 2回のみ） 

時期：毎年 1月 4日 

内容：弓頭（ゆがしら）、脇の弓（わきのゆ）、矢取り（やとり）が弓を射る。 

出場者は青年会に指名される。選ばれた子どもたちは、毎日弓の練習を繰り返

す。本番前日は、出場者は風呂に入り、身を清め、会場に泊まる。当日は、袴、

烏帽子、裃で正装する。 

弓場（ゆば）の周りには人が集まり、応援するもの、野次を飛ばすものなどが

集まった。的の裏には「鬼」と書かれた紙が付いており、的に当たって落とす（鬼

を落とす）とご祝儀をもらえる。 

弓を射る前に、左右上方に射る仕草を入れてから、的に目がけて放つ。弓を

射る者が区を代表し、一年の運気を図る儀式である。 

・田掻き 

時期：田植え前 

内容：水田内で牛を使って競技を行う。 

 

考察 

 現在の平井区の年間行事には、当時行っていた祭事はない。子どもの少ない平

井区では、子ども主体で行う亥の子祭りや害虫払いの儀式、お弓行事は行うことが

できない。また、田掻きは力のある若者が必要であるため、区内は高齢化が進んで

おり行事を行える者がいない。このように、平井区では、回答者の幼少期のように

行事を行っていた者の跡継ぎがいないために、祭事の多くが消滅した。 

ただ、高齢であっても、回答者のように山の神にお供えを続けている者もいる。回答

者の男性は、幼少時に覚えた亥の子唄、害虫払いの唄を現在でも唄うことができ、



祭事の経験が幼少期に強い印象を与えたのであろう。元々、平井区は台風や山火

事、台風などの自然災害の多い地域であるから祭事が多かったと考えられる。現在

平井区で伝えられてきた祭事は行われていないが、高齢者の生活の中に、神事が

自然と行われる風習があるのである。 

  区外に住む家族の下に行った住民など、平井区を出た住民がいる一方で、平井

区を出ることを考えていても、平井区に住み続けている住民は、ここでの祭事を行っ

ていた時の様式が、今でも区内の生活の一部として存続しているのである。 

 ただ、今回の調査では二人の住民のみの聞き取りであるため、他の回答者から

の聞き取りを行い、より多角的に住民の生活を考察したい。加えて、各祭事がいつ

ごろまで続けられていたのか明瞭でないため、平井の文献と比較しながら衰退時の

住民の生活を追究したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

山村の暮らしと環境 

               加藤 翔（和歌山大学 シス工 環境システム学科３回） 

 調査背景 

 平井地区は現在でも豊かな環境が残っており、特に川が澄んでいた。である。鮎や

うなぎ、オオサンショウウオの生息地としてとても条件の良い環境にある。さらに、人

が川のすぐ近くに定住するにもかかわらず、影響は見かけ上少ないように思える。し

かし、これは本当なのだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査目的 

平井地区の住民の生活の実態を調査し、周辺に与える環境負荷について調べて

みた。主に平山地区に暮らす人々のライフスタイル、上下水道の様式、ごみ処理の実

態について聞き取り調査を行い、住民の生活が環境にどのような影響を与えるのか

調べ、この地域の暮らしが本当に環境に良いのかを調べることが目的である。 

＊ ライフスタイル⇒普段の生活様式 

調査方法 

平井地区の住民に生活の実態を聞き取り調査し、実際の事例と照らし合わせて、

環境への負荷が高いのかを調査する。複数の方々に同じ質問を行い、多かった生活

事例をこの地域の実態として採用する。また、実際に現地を踏み歩き、この地域の設

備の実態を調べる。 



調査結果             

今回協力して頂いた方々       

 

区長さん（７０代 男性）        

A さん（８０代女性）           

B さん（７０代男性・林業関連） 

C さん（６０～７０代男性） 

D さん（７０代男性） 

 

質問１  一日の生活習慣を教えて下さい 

 

A さん 
起床⇒家事⇒畑仕事⇒昼寝⇒家事⇒就寝 

畑仕事は息子さんへ送るための作物を育てている 

B さん 
起床（５時起き）⇒草刈、時々山仕事⇒ゆっくりする⇒就寝 

製材所の余った木を持ってきてボイラーの燃料としている 

C さん 
起床⇒田んぼの管理⇒ゆっくりする⇒就寝 

電気はあまり使わないらしい 

D さん 
起床⇒時々研究林で仕事、農作業⇒時々神社の管理⇒就寝 

神社の鍵を管理していました 

 

 このことから、農作業を行う人が多いことがわかった。作業が終われば、昼寝したり、

区役所の休憩所で話していたりと、ゆっくり過ごす人が多いとのことだった。 

 

質問２ 洗濯の排水はどうなっているか？ 

 

 区長さん A さん B さん C さん D さん 

そのまま川

へ 
○ ○ ○ ○ ○ 

浄化などの

処理を施す 
× × × × × 

 

 全員が排水を未処理のまま川の方へ放流していた。水道水も同様である。しかし、

川がきれいなのは何故だろう？ 



 

質問３ 生ごみの処理はどうしているか？  

 

 区長さん A さん B さん C さん D さん 

燃えるごみ

に出す 
○ × ○ ○ ○ 

処理をして

肥料にする 
× ○ × × × 

 

 以前は再利用する家が多かったそうだが、現在ではする人は少ないそうである。山

村では、生ごみをコンポート等で処理をして肥料にするという先入観があったが、実

態はあまり行われていないようである。これも疑問点である。 

 

質問４ 節約、再利用、気をつけていることはあるか？ 

  

区長さん 籾殻を再利用した堆肥を利用している。 

A さん 特になし 

B さん 
製材所の余った木や山から持ってきた木を 

燃料として利用している 

C さん 
日中はあまり電気を使わないようにしている 

（周辺住民も同様） 

D さん 
ゴミの分別をきっちりしている 

（周辺住民も同様） 

 

 電気を使わない、ゴミの分別は徹底的にすることは日常的に行われているようであ

る。つまり、意識的に実践するというよりは習慣になっていた。 

 

お話を聞いた方々の小話 

   

区長さん 
農薬を使用してから、生き物が減っているそうである。 

（トンボ、蛍、タガメ、ドジョウ、タニシ等） 

また、生活排水が土に吸収される形なので、環境への影響を

心配していた。 



A さん 
ふもとの町に行くときは、車を運転できる人に乗せてもらって

行くそうである。 

B さん マキでボイラーを燃やす家が４から５軒残っているらしい。 

C さん 
最近は植林により山に広葉樹林が少なくなり、餌がなくなって

しまったのでサルがよく降りてきて、対策に追われている。 

D さん 
ゴミの分別を間違えると、町内放送で注意されるらしいので、

分別は徹底している。 

 

観光に来る人がゴミを捨てていくので、困っている。７月初旬

に町内で全員参加のクリーン作戦が実行されるそうである。 

 

 マキでボイラーを炊く場合、マキは拾ってくるものなので、実質燃料代はかからな

い。全員参加のクリーン作戦は、町をきれいにしようとする意識を高める狙いがある

そうである。 

 

 

平井区の水道システム（お話を基に作成） 

 

平井区の水道は取水口が北大研

究林内にあり、ホースを伝って一

旦貯水タンクにためられる。天然

の水を取水するので水道代はと

ても安いそうだ。また、ここまで

に浄水処理はしないそうである。

いったん貯められたタンクから

各家庭もしくは工場にホースを

使って分配している。住宅から出

た排水は、溝にそって流れていき、

途中で土に返すか、なにも浄化されずに川へ流される。対して工場では浄化槽

を設置し、きれいにしてから排水される。これは、厳しい検査があることが原

因だそうです。 

  

 



取水口

貯水タンク

工場

住宅 土に返す

浄化槽

平井区の水道 概要図 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯水タンク 
土に返っていく水 

取水口（北大研究林内） 取水ホース 



これらのことから、次のことがわかった。 

この地域の環境を考える上で重要なことこの地域の環境を考える上で重要なこと

 住宅から出た排水は、浄化処理されず、そ住宅から出た排水は、浄化処理されず、そ
のまま川に流す、もしくは土に返すのまま川に流す、もしくは土に返す

 ごみがきちんと分別され、捨てられている。ごみがきちんと分別され、捨てられている。
肥料にしたり等の再利用はあまり行われて肥料にしたり等の再利用はあまり行われて
いないいない

 家庭では、電力をあまり消費しない家庭では、電力をあまり消費しない

 

 

 

考察 

 まず、住宅の水が何も浄化処理をされず

にそのまま川に流す、もしくは土に返すこと

が日常になっていることについてだが、今

の所大きな影響は出ておらず、川の水も流

された洗剤で泡立つことなく透明である。こ

れにはいくつか理由があり、ひとつは住宅

の数が少ないので、多少汚いものを垂れ

流しても問題ないこと。元々の排水先が

少ないため、都会と比べても影響は出に

くいと考えられる。もうひとつの理由は、川の水の一部が土に返されることで

ある。このため、川を汚す原因となる物質が川に入る前に土に吸収され、見か

け上は問題が出ていない。また、土の中の微生物が物質を処理してくれること

も期待できる。                



  

ただし、やはり浄化されずに流している

ので、微生物には処理できない、有害な物

質が含まれている可能性もあるため、長期

的な目で見れば、環境への影響が出る可能

性がある。継続して観察していきたいとこ

ろである。最近では、上流の護岸工事の影

響で、泥が流入するらしく、以前よりも汚

くなっているため、人間の影響を受けてい

るとも捉えられる。 

 

  次に住民がゴミの分別をしっかり行っていることについてだが、住民は分別

を間違えると注意が喚起されるということで取り組んでいるとの事である。ま     

た、自分の住んでいる地域をきれいに保つという意識が強く、これがこの地域

全体の習慣となっている。 

                  ゴミを分別するということは、リサイ 

クルをすることへの手助けにつながり、

最終処分場に埋め立てられるゴミを減ら

すことにつながる。また、リサイクル時

にかかる手間とコストを少なくすること

にもつながる。 

 

 住民は連帯意識と注意されることからしっかり行っている状態だが、これは結

果的に環境への負荷を減らすことにつながり、現代で言う「エコ」な生活を行

っていると言える。ちなみに生ゴミを再利用しないことについては、衛生面で

良くないことから行う人が減っているとの事である 

 

最後に、消費電力がどの家庭でも少な

いことである。住民のライフスタイルを

調べると、昼間は外で山仕事や農作業を

しており、また区役所に集まって休憩を

している人が多かった。また、自宅に居

たとしても昼寝をしている家庭も多いと

いう。このことから、家で電力を消費す

る機会があまり無い状態であることがわ

かる。特に、家を出て、区役所の休憩所



に来ることは都市部でも実践されている公共の場に集まって自宅の電気消費量

を減らす動きとまったく同じことである。 

 

 住民の方々が普段行ってる何気ない暮らしは電力消費を抑え、発電所の負荷

を減らすことにつながる。発電所も、原子力発電が止まっている昨今では燃料

を燃やして発電する火力発電が主流であり、当然環境に対する影響も大きい。 

 電力消費を抑えることは、環境の負荷を減らすことにつながるのである。ま

た、お財布に優しいと一石二鳥である。 

 

 これらのことから、普段何気なく行っている生活が、結果的に環境負荷の軽

減につながっていると考えられ、総合的に見れば「エコ」な生活をしていると

言える。ゴミの分別や節電は私たちが見習わなければならないところである。

一方で、排水のことや、植林を元にしたサルやイノシシが降りてくることなど、

少なからず環境に影響を与えている可能性も否定できないこともわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめまとめまとめ

ゴミの分別・電力消費が少ない
環境負荷が少なく、エコな

生活につながる

未処理の排水
サル・イノシシが下りてくる

対策を考えていかなければ
ならない



 

オオサンショウウオと地域の人との関わりについての調査報告書 

      平野 未留嘉（和歌山大学 システム工学部 環境システム学科 一回生） 

 

 

問題意識 

古座川に来る前の事前学習で、天然記念物のオオサンショウウオが人の手で持ち込

まれ、川に繁殖したという話を聞き、川の近くに住んでいる地元民にとってオオサンシ

ョウウオは身近な存在なのではないかと考えた。 

ならば、地元の人と話をしてみたらオオサンショウウオに関連した実体験が聞けるか

もしれないと思った。また、外部から釣りなどで川に訪れている人も、オオサンショウ

ウオと関わりがあったり、オオサンショウウオに思うところがあったりするのではない

のだろうかと思った。 

そこで、 

 古座川町平井区において、オオサンショウウオは、鮎釣りなどの害以外にな

にか利益や他の面での害はないのだろうか？ 

 天然記念物が身近なところにいるということで、都会や他の地方では味わえ

ないような体験、エピソードなどがないだろうか？ 

・・・という点を中心に聞き込み調査をしようと考えた。 

 

 

聞き取り調査の内容 

 

○平井川にオオサンショウウオが来た経緯 

昭和三十七年に学校の校舎が火災で焼けてしまい、そのとき兵庫の生野に出稼ぎに

行っていた M さんが、子供たちを元気付けようとオオサンショウウオを持ち帰った。そ

の際に持ち帰ったオオサンショウウオはお寺の井戸の中に入れたが、そのあと脱走

し、平井川に住み着いた。このとき、持ち帰ったのは「二匹だった」という説と「七匹だ

った」という説がある。 

なお、前述の「兵庫の生野」には天然のオオサンショウウオが生息しており、現地で

はオオサンショウウオを料理して食べる風習もあるらしい。 

 

○生活とオオサンショウウオの関わり 

地元での普段の生活ではオオサンショウウオとかかわることはあまりなく、大体は川

で釣りをするときに遭遇する。 



ウナギやアユを釣るときにおとりが食べられたり、ウナギやアユ本体が食べられたり

するため、地区の水産物に被害が出ている。 

ウナギやアユは放流を行っており、これらの水産物は副収入や食事になっている。 

しかけに掛かったウナギを取ろうとした人がウナギごとオオサンショウウオにかじりつ

かれたこともある。 

オオサンショウウオがいてよかったところは特にない。 

 

○その他、オオサンショウウオの話 

オオサンショウウオを持ち込むべきではなかった。 

約十年前に、四、五年間名古屋大学の K さんがオオサンショウウオの調査に来てい

た。 

オオサンショウウオは夜行性で、昼間は川の淵（深くなっているところ）に二・三匹見ら

れる。 

 

考察 

オオサンショウウオと地元民は関わりがあるだろうと思っていたが、「普段はオオサン

ショウウオとかかわることはあまりない」と聞き、予想外だった。 

「副収入や食事としてウナギやアユを捕まえる」のだが、「その水産物をオオサンショ

ウウオに食べられる」ということ、また「噛み付かれて怪我をしたりしている」、「オオサ

ンショウウオがいてよかったところは特にない」「持ち込むべきではなかった」という発

言から、おそらく現地ではオオサンショウウオはあまりいい印象ではないように感じら

れた。 

世間一般にはオオサンショウウオは天然記念物かつ絶滅危惧動物ということで「保護

するべきだ」といった声が大きいが、ここ平井区では副収入や食事になるものを荒ら

す「困った」存在であるようだ。 

この双方の考え方の違いに、実際に身近である者とそうでない者の間にギャップがあ

ることが感じられた。 

平井区のオオサンショウウオがもともと平井区で生存していたものではなく、人の手

によって持ち込まれたものであるということも、このギャップを強くしている要因のひと

つであろう。 

(感想) 

実際にオオサンショウウオに関する話を聞けたのは地元の二人だけであり、外部から来てい

る人や、もっと多くの地元民から話を聞くことができず、残念である。情報が偏ってしまったの

ではと思う。 



 

～現地を歩いてみた～  

 

野生のオオサンショウウオを見ることができたらいいなと思い、 

実際にオオサンショウウオのいる川原まで行ってみた。 

 

平井区では、川とその近くの生活ゾーン（家や道路など）とのあいだに約１０ｍの

高低差があり、そこはかなりの急斜面や垂直な壁である。 

そのため、まず川原に下りるところを探す必要があった。 

今回は四箇所ほど降りられそうなところを見つけ、そこから上ったり下りたりし

た。 

上り下りに使った道はたいてい生い茂る草によって見つけづらくなっていた。 

また、形のまばらな石積みの階段であったりコケが生えていて滑りやすいなど、

歩きにくく不安定だった。全体的にあまり整備されてない印象だった。 

 

川原も見た目どおりごつごつした岩石が多く、でこぼこして歩きづらかった。 

川幅が広くなって道がなくなり、通れないところがあった。 

その他、淵は深くて近づけなかったり、流れが速かったりして、思うようにオオサ

ンショウウオのいそうなところに近づくことができなかった。 

 

これらのことから、道が整備されておらず、定常的に川に行く人がいないというこ

とがうかがえた。 

 

ここでわたしは、道の状態の悪さがオオサンショウウオと人との関わりを少なくし

ている原因なのではと思った。 

しかし、地元民はあまり川に下りる用事がないとのことから、むしろ川原に降りる

人が少ないからこそ道が整備されず、連動してオオサンショウウオと人との関わ

りも少なくなるのだろうと思われた。 

 

オオサンショウウオが夜行性であり昼間は淵に潜んでいることなども、オオサン

ショウウオと人との関わりが少ないことのひとつの要因と思われる。 



 

 

 

 

 

 

 

平井区歩きからのエピソード集



平井区歩きからのエピソード集 

北海道大学 和歌山大学 現物教育プロジェクト研究生 

 

3 日間、平井区を歩いて周り、たくさんの方に出会い、お話を聞かせていただきまし

た。たったの 3日間ではありますが、ここで生活されている住民の方々を知ることがで

きました。 

私たちは、住民の皆さんから教えていただいたたくさんのことをエピソードとして集

めました。しかし皆さんから教えていただいたことをそのまま文章にしただけで、まと

まらないところがあり、まだまだ完成できたとはいえません。 

これからも平井区に訪れ、このエピソード集をもっと充実させ、よりよいものにして

いこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

 

学校 

・現在、平井地区には一人の大学生がいる。 

・以前は、大学 4 年間 8 万円/月（無利子）の奨学金制度をつくっていた（返済期間 8

年）。 

・高卒後、平井地区へ戻る若者もいる。 

・平井小学校は、七川小学校へ統合。 

・スクールバス有り。但し、一般客も乗れる。 

・平井小学校統合前、運動会は、 

  区長、婦人会、老人会などのコミュニティが集合して参加していた。 

  それぞれのコミュニティが景品を持ち寄っていた。 

  運動会後は宴会、祭り、で夜遅く（23時ころ）まで続いていた。 

  村人が賑わい集まる機会であった。 

→現在、年に一回（11月第一日曜日）、集会場にみんなが集う。26番 

・1997年まで平井分校にプールはなく、水泳は川で泳いでいた。３番 

・運動会は下露の本校で分校地区 3つで競争していた。４番 

・課外授業で鮎やうなぎの「魚つかみ」が行われていた。13番 

・盆踊り（8月 14日～16日）のとき、小学校から寺の下まで 100か所に松明を焚いた。

今年ロウソクを灯す。14番 

・昔学校では、今のようないじめはなかった。 

・小さいころ（約 70年前）、山仕事が重要であり、小学校 6年までしか通っていない。8

番 

・カシ、シイの実をとっておやつ代わりにしていた。27番 



《考察》 

 平井区は以前より、林業が盛んで区費をたくさん持っていた。そのため、道路や学

校を区費で建てたり、平井区独自の無利子の奨学金制度を作っていた。今のように

奨学金返済の踏み倒しをするような者はなく、借りたお金は借りていた期間の倍の年

月をかけて返済していた。そのためか、平井区に愛着を持ち、卒業後地元に帰ってく

る若者もいる。 

 1997 年に七川小学校と統合するまで、現在平井区に住む住民は平井分校に通い、

七川中学校へと進学していた。七川中学校までは、自転車で 30分程かかる距離だが、

車がなかった頃はみんな、自転車で通学していた。 

 平井分校では都心部の大きな学校とは違った授業構成も行われていたようだが、

卒業生はみな、楽しかった思い出を話してくれた。このような小さな学校の文化は、学

校がなくなってもどこかで引き継がれているのだろうか。 

 

農業 

・松本区長の農作物→自分で食べる野菜、水稲（すいとう）、ゆず。 

・区長さんはハチムツを巣からちゅるっと吸うのが好きらしい。18番 

・上のほうの田んぼは、三十年前からずっと放っておかれている。24番 

・「順気休み」といって、暑い日が続いたとき、連続で働いた時など、区長が日程を決

めて住民全員が休む日があった。 

・山は区の所有物であり、借地代を払って耕作する。返上は区へ。 

《考察》 

この平井区では、農作物を地産地消し、林業で材木を販売して生計を立てることが、

以前の生活スタイルであった。木材の価格が下がった今では、林業一筋では生活し

ていけなくなった。現在は、農作物の収穫の第一次産業から、商品の出荷の第二次

産業、商品の販売の第三次産業を一つの区内で行う産業が成り立っている。 

 

加工食品  

・ゆずの里レストランに台風 12号の時に避難、おいしいご飯を提供してもらった。ゆず

の学校（分校）では台風 12号の時の避難所になっていた。8番 

・戦時中さつまいもを作るために切り開いた跡地を利用し、ゆず農園に！21番 

・現在、女王蜂の死去のため蜂の病気に悩む。 

・区長さんは薬を飲むときなどにお茶にスプーン１杯のハチミツを溶かしたものを飲む

そうです。20番 

・官舎は 1つしかなく、他の場所は苗畑だった。6番 

・北大にお米を提供しているそうです。7番 

・学生たちが演習林での食事後に体重を計っていた。12番 



・林長（偉い人）の車は黒!!22番 

・1980 年代、ワコール工場では、10 名ほどが働いていたが全焼し、近くの家も焼失。

現在は埋め立てて駐車場に。2番 

《考察》 

 平井区では、北海道大学演習林、ワコール工場など、区外から入ってきた施設で働

き、生活していた住民がたくさんいる。今は、ゆずやはちみつなど、平井区で収穫した

ものを区外に出荷するような商品の生産をしている。元は畑や水田だったところにも

ゆずを植えて、仕事を住民の力でつくっている。 

 

オオサンショウウオ 

・動きが速くて凶暴（住民の被害あり） 1ｍ30cm くらいの大きさのものもいる。 

・「もぐったらどこにでもいる。」らしい。 

・ダイビング業者は、繁忙でない時期（閑暇時期）に商売に来る。 

・オオサンショウウオを見るためダイバーが来る。 

・学校が火事になったとき、兵庫から励ましの意を込めて、特別天然記念物であるオ

オサンショウウオがプレゼントされた。オオサンショウウオは学校や寺に配られたが、

飼い方が分らず古座川に放した。良い環境だったので繁殖した。⇒兵庫の生野から。

最初は 2匹、寺にあった井戸に入れられていたが脱走したらしい。7匹だったという話

も。9番 

《考察》 

 今では天然記念物になったオオサンショウウオであるが、地域住民に歓迎されてい

る様子ではなかった。本来古座川に住んでいた生き物ではないため、生態系のバラ

ンスを崩してしまったり、漁獲量にも影響があったりしたと思われる。オオサンショウウ

オに噛まれてけがをした住民もいるので、安全についても気をつけなければならない。

しかし、日本ではなかなか見られない生き物なので、PR 活動をすることで観光スポッ

トになりうるのではないだろうか。 

 

警察がいない 

・平井区内での、民事または刑事事件は起きたことがないため、警察の介入はない。

助け合いで区内の問題を解決する。 

・上流の玉の川の山奥に「御屋敷」と呼ばれた平家伝説にまつわる場所があった。15

番 

・昔は真砂まで歩いて行き、そこから古座まで川舟を利用した。16番 

・昭和 5、6年ごろにはかやぶき屋根のところが 10軒ほどあったらしい。19番 

《考察》 

区内に駐在所は無く、警察の目の届かないところに位置している。引っ越してきて



平井区に移住することになった住民がいた場合、警察が区内に来ることがあるが、そ

れ以外のときに循環にくることは少ない。区内の問題はすべて住民同士での解決で

生活をしている。山の中で交通の便が悪いことが、歴史の伝承や伝説を残すようなこ

の地区独特な生活を形成している。 

 

点灯記念碑 

昭和 12年 水力発電で電気が通る（平井内の電気代区費として徴収） 

昭和 22年 西川に水力発電で電気 

昭和 25年 添野川 佐田 関電 

昭和 30年 下露に関電が配電 

昭和 35年 点灯記念 平井で関電の電気が通る（水力終焉） 

・点灯記念（昭和 35年）の石碑は、関電が通り水力発電が終わった記念。5番 

・山からの引き水（生活水、飲料水）のパイプが切断されたときのことが心配。 

   →簡易水道の設置を計画中 

《考察》 

平井区で発電された電力は、昭和 12 年から昭和 35 年までの 23 年間、平井区の

他に西川や添野川、佐田など他の地区にも電気を提供していた。関西電力の配電が

始まってから、平井区の周りの地区から水力発電の配電を止め、昭和 35年に平井に

も関西電力から配電されることとなった。関西電力の配電がこの地区一体に完了した

記念として、現若宮八幡神社の入り口の坂の下に記念碑が建てられた。以降、水力

発電は廃止となった。ただし現在、平井川の水は、パイプを引き直接飲み水として利

用されている。生活に必要な水をすべてパイプから引いているため、そのパイプが切

断され生活水、飲料水が断たれることが住民の心配の種になっている。 

 

お宮（若宮八幡神社） 

・元禄 4 年（1691）平井川の西側に若宮八幡神社を建てる。細い一本道を歩き、平井

川を渡ってお参りに行っていた。10番 

・2011年台風 12号でつり橋崩壊。1番 

・現在若宮八幡神社跡地は、ゆず園であり、周りは植林した木が大きくなっている。植

林前（5、60年前）は田んぼで木が無く、小学生の遊び場であった。 

・昭和 37年（1962）元々山の神の奉られていたところへ神社移築した。もとからある山

の神の下へ移動した。神主、住民などの手で神社の木材や狛犬を運んだ。11番 

・若宮八幡神社はみんなで交代して管理してきたが、今では一人で守っているのみ。

23番 

《考察》 

昔から、台風や火事、洪水の被害が大きく、神社や山の神に関わる祭事がたくさん



伝えられていた。 

神社の移築をなぜこの時期に行ったのか不明。建物の老朽化、日照時間の短さ、

集落中心部から遠い、など神社を移転する理由は住民から教えていただいた。だが、

300 年以上前から同じ位置に祭られていたのをなぜこの年に移動したのかの理由に

ついては、謎が多く、詳しく住民の方に聞き取ることはできなかった。 

 

お寺（広徳寺） 

明治 9年 広徳寺寺子屋開始（カヤの木現在もあり） 25番 

明治 16年 広徳寺校舎 

明治 34年 現在地へ（寺院とカヤの木が火事で燃える）  

昭和 32年 2階建て校舎 

昭和 37年 平井分校全焼 

《考察》 

明治 9年に広徳寺寺子屋を開始した時は、現在の位置とは違うところに奉られてい

た（地図上参照）。この寺子屋が平井区で始めての学校である。寺院跡地には、昔か

ら植えられているカヤの木が成長し現在は大木となっている。以前は石塔や地蔵もあ

ったが、今は取り除かれている。明治 34 年に寺院が焼損したため、現在の位置に移

動した。平井区は、ワコール工場の全焼や平井分校の全焼など、焼損事故が多い。 

 

 

 



平井区歩きからのエピソード集（地図） 

※ エピソードの文末番号は、以下の地図と対応しています。 



 

  

【参加者】 

  氏 名 所 属 

1 伊藤翔平     いとう しょうへい 北海道大学 農学院森林政策学研究室M1 

2 近藤早央里  こんどう さおり 北海道大学 農学部生物資源学科 4年  

3 上水美奈子  かみみず みなこ 和歌山大学 観光学部地域再生学科 2年 

4 岡崎准也   おかざき じゅんや 和歌山大学 観光学部 1年 

5 則村侑菜   のりむら ゆきな 和歌山大学 システム工学部環境システム学科 4年 

6 河野仁美   こうの ひとみ 和歌山大学 システム工学部環境システム学科 4年 

7 岡浦義宏   おかうら よしひろ 和歌山大学 教育学部児童教育コース 4年 

8 関口英志   せきぐち えいし 和歌山大学 教育学部児童教育コース 4年 

9 田中久寿   たなか ひさとし 和歌山大学 経済学部 1年(社会人） 

10 有田和行   ありた かずゆき 和歌山大学 教育学研究科(地学）M1 

11 加藤  翔    かとう しょう 和歌山大学 システム工学部環境システム学科３年 

12 平野未留嘉   ひらの みるか 和歌山大学システム工学部環境システム学科 1年 

   【指導】   

 揚妻直樹     あげつま なおき 北海道大学 和歌山研究林林長 

  湯崎真梨子    ゆざき まりこ 和歌山大学 地域創造支援機構特任教授 

  中島正博     なかじま まさひろ 和歌山大学 経済学部准教授  

  此松昌彦    このまつ まさひこ   和歌山大学 教育学部教授 

  岩野清美     いわの きよみ  和歌山大学 教育学部講師 

  稲垣智久    いながき ともひさ    和歌山大学 地域創造支援機構専門職員 

  中島敦司    なかしま あつし 和歌山大学 システム工学部教授 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

和歌山大学と北海道大学から 12 人の学生が，ここ古座川町平井地区で「学びたい」と集

まりました。 

わずか 2日半の調査期間でしたが，「授業では知ることのできない，地域の歴史や事実の

裏話をたくさん教えてくれた，それが嬉しかった」「見ず知らずの僕たちに気さくに話しか

けてくれありがたかった」と，学生たちは現場で学ぶことの貴重な経験をしたようです。 

 学生の多くの疑問に丁寧にお答えいただき，地域の現場のあちこちにお付き合いしてく

ださった区長さんを始め地域の方々には，稲刈りの忙しい時期にも関わらず，有形無形の

ご指導をいただきました。調査の結果を持ち帰り，学生たちはほとんど寝ずに報告書をま

とめました。まだまだ，課題も多い調査報告書ではございますが，平井地区の人々と共に

過ごさせていただいた今回の調査経験を活かし，学生たちには，いつか「地域に役立つ」

大人となってくれることを願っています。 

 最後に住民の皆様の温かいご指導に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

和歌山大学 湯崎 真梨子 

 

 

 

 

 

 

 

 

大サンショウウオとユズ 

（イラスト 平野みるか） 

 


