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多様な主体の協働による資源循環型農業の成立とメディエイターの役割

－京都市北嵯峨･歴史的風土特別保存地区内の景観保存の取組－

Establishment of resource-recycling agriculture through collaboration of various actors and the role of mediators 
-Initiatives concerning landscape conservation in the Historic Landscape Special Preservation Area in Kitasaga, Kyoto City. -

渡邊大郎*・山口敬太**・谷川陸*** 
Tairo Watanabe*, Keita Yamaguti**, Riku Tanigawa***

At the object area in Kitasaga, Kyoto City, specific efforts have been made to preserve the rural landscape part of the Historic Landscape 
Special Preservation Area with the participation of various entities just as local growers, private companies, NPOs, local government
and academia. Some of our schemes are to establish the brand, Kokonsagamai Rice, by improving the soil with tips from bamboo, a
local specialty, and utilizing elephant compost, from the Kyoto City Zoo with the help of wisdom by the entities. The improved quality
in our rice helped make progress both in the branding and the positive sentiment of local growers for continuing cultivation. However,
each entity withstands its heterogeneity, inducing detrimental dissonance. E.Ostrom suggests that increasing heterogeneity attenuates
the group’s consensus building prowess and mutual trust. This initiative analyzed the reasons why the group involved successfully
worked up each subject and the activities of mediators culminated in the change in their consciousness, despite its high heterogeneity.

Keywords: Historic Landscape, Landscape, Community Development, Mediator
歴史的風土，景観，まちづくり，メディエイター

1. はじめに

1-1. 研究の背景と目的 

本論文は，京都市北嵯峨・歴史的風土特別保存地区内の景

観保存の取組として進めている，多様な主体の協働による資

源循環型農業を取り上げ，その成立プロセスと要因について

明らかにするものである。北嵯峨では，活動の目的が異なる

多様な主体が，相互に補完し合うことで，より大きなスケー

ルの資源循環が生まれている。この実現プロセスに着目し，

それぞれの主体へのヒアリングやアンケート調査を通じて，

合意形成や意識の変化とその要因について分析し，知見を得

ることを目的とする。なお，多様な主体によるまちづくりや

資源循環型農業に関する論文は多くみられるが，実践者によ

る詳細な分析がなされる例は少ない。本論文の特徴は，著者

らは取組当初から継続して関わっており，プロセスの検討段

階から，メディエイター（仲介者）としての役割を果たしなが

ら，全ての意思決定に立会ってきたため，いつ，なにが，どの

ように行われたのかを当事者として把握しており，上記ヒア

リングとアンケート調査に加えて，詳述できることがある。

一方で，多様な主体は異質性の高い主体ともいえる。E.オス

トロムは集団内の異質性が高まると，集団の合意形成能力，

互酬性（相互扶助関係を意味）の規範，信頼等の低下が引き起

こされると指摘している。多様な主体の協働にあたり，どの

ように信頼関係や補完関係を形成することができたか，につ

いては重要な論点となる。

1-2. 対象地の概要 

北嵯峨地域は，東に広沢池，西に大覚寺に囲まれた約41.4ha
の稲作を中心とした田園地域である。近代に入り周辺の都市

開発が進む中，古都の歴史的風土を後世に引き継ぐため昭和

41（1966）年に「古都における歴史的風土の保存に関する特別

措置法（以下，古都法）」が制定され，嵯峨野歴史的風土特別

保存地区として指定された。北嵯峨の稲穂たなびく田園景観

は古都法において嵯峨野歴史的風土特別保存地区に位置付け

られており，景観上の重要性が高い地域である。

北嵯峨地域には，日本の稲作文化の象徴とも言える田園景

観が今に受け継がれており，平安時代初期以降の重層的な歴

* 著者 1 賛助会員 京都市役所(Kyoto City Office)

史の中で，周囲の山々から流れ出る清らかな水と，澄んだ空

気に育まれた埃塵（俗世間）外の地として，様々な詩歌や文学

の舞台として描かれ続けた地域である。さらに，豊かな自然

環境の中で長く育まれた生態系は，生態系調査においても保

全すべき多様な動植物が確認されるなど，その存在価値を確

かなものとしている。

しかし，北嵯峨の田園景観の保全は多くの課題に直面して

おり，本論文で示す取組が進められることとなった。

1-3. 北嵯峨における取組概要 

平成29（2017）年度に，地元関係者と行政，関係各所が集

まり，ワークショップを 4 回開催し，耕作者が抱える課題が

共有された。そこで，田園景観保全に関わる主な課題は，耕作

者の高齢化や後継者不足，お米の販売価格低迷であるとの認

識を得て，その課題を解決するために，平成30 年度から地域

や行政等が継続して話し合う場として「北嵯峨ラウンドテー

写真−1 北嵯峨田園地域の眺望

図−1 北嵯峨の計画対象範囲

** 著者 2 正会員 京都大学大学院 工学研究科(Kyoto University)
***著者 3 学生会員 京都大学大学院 工学研究科(Kyoto University)
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「ブル」を開催して，話し合いを続けた。その結果，令和元年度

から，嵯峨の景観資源である竹林の間伐竹を発酵チップ化さ

せて，土壌改良剤として用いる取組が始まった。令和 2 年度

には京都市動物園で発酵させた象排泄物を肥料として農地に

用いるなど，地域の特性を生かしたお米作りが進められた。

また，令和 3 年度からは乳酸菌と有機肥料を肥料として用い

ることで品質向上を目指すなど，意欲的にお米のブランド化

に取り組んでいる。この取組みに対して，北嵯峨地域の耕作

者団体，竹林整備NPO 法人，里山再生NPO 法人，環境コン

サルタント兼販売事業者，行政の 5 団体を中心に多様な主体

が参画しており，それぞれの主体が協働して取組が進んでい

る。

本論文では，北嵯峨地域で行われたワークショップで共有

された課題の認識を把握し，課題解決に向けた取組内容を示

した上で（2章），ヒアリング・アンケート調査によって得た

耕作者の意識や関心・期待とその変化を示す（3 章）。次に，

耕作者の意識変化に影響を与えたであろうメディエイターの

役割について論じ（4章），最後に取組から得た知見を整理す

る。

2. 北嵯峨地域の課題と解決に向けた取組 

2-1. 共有された課題

平成29年度に行った計4回のワークショップによって，北

嵯峨地域における景観保全上の課題は，「生産効率の低下」「制

度・体制の不足」「収入の減少」「高齢化・後継者の不足」の

4 つであることが共有された（表−1）。ここで言う「生産効率

の低下」とは農業用道路や水路が傷んで，耕作がやりづらい

状況を意味するため，それらを整備する必要性を意味する。

2-2. 課題解決へ向けた取組 

平成 30 年度から関係部署が北嵯峨地域のハード整備に着

手することで，表-1の「①生産効率の低下」解消に着手し，

また，表−2のとおり北嵯峨ラウンドテーブル（以下「RT」）を
開催し，継続的に議論を重ねることによって「②制度・体制の不

足」という課題解決に努めるとともに，「③収入の減少」「④高

表−1 H29年度ワークショップで得られた課題

①生産効率 

の低下 

道路環境の劣化・未整備区間が多い，道路幅が狭く農

機が入りにくい，農業用水路の未整備・劣化区間が多

い，慢性的な水量不足，雨水排水整備のみ整備区間が

ある，水田区域が小さく非効率，獣害の増加など

②制度・体制

の不足 

支援制度の不足，地元と行政等関係各所の協力体制が

未構築など

③収入の減少 米の価格の低下，耕作資機材の価格の高騰，主食米交

付金の削減

④高齢化・ 

後継者不足

兼業農家の増加，耕作者の役割・負担が多い，公有地

の増加，耕作放棄地の増加，地域を牽引する人材不足

表−2 北嵯峨ラウンドテーブルの開催経緯とその内容

開催回(年月日) ラウンドテーブルの概要 参加人数

第一回

(H30.8.28)
・ハード整備に関する地元の要望が多く出た

・間伐で生じた嵯峨の竹林をチップ化して，土壌改良材として用いる方針を共有

地元18
行政5

第二回

(H30.11.13)
・竹材利用の専門家による竹チップ肥料の説明

・竹チップ肥料を活用することが正式に決定

地元15
行政6

第三回

(H31.1.29)
・北嵯峨周辺の竹林において間伐～竹チップ化の工程を実際に体験 地元16

行政5
第四回

(H31.4.2)
・竹チップ肥料を活用するメンバーと面積を決定（1年目は8名，合計面積約1ha。コシヒカリ，き

ぬひかり，ミルキークイーンの3種を作付け）

地元14
行政3

第五回

(R1.7.9)
・食味会の開催時期（R1.11.5）を決定

・竹チップ肥料を用いたお米の名称の検討を開始（この日は決定に至らず）

地元9
行政4

第六回

(R1.10.8)

・販売事業者候補者の紹介。販売事業者として決定（買取金額も決定）

・お米の名称が「古今嵯峨米」に決定（コンセプトは「和食に合うお米」）

・団体名を「嵯峨地域農場づくり協議会」に決定し，販売事業者が同会の事務局長に就任

地元14
行政5

食味会

(R1.11.5)
・収穫されたコシヒカリ，きぬひかり，ミルキークイーンの3種を食べ比べて，最も和食に合うと感

じるお米を投票（アンケート形式）

地元19
行政8

第七回

(R1.12.3)
・食味会のアンケート集計結果を報告し，古今嵯峨米の品種をきぬひかりに決定 地元13

行政3
第八回

(R2.1.28)
・古今嵯峨米ロゴマークが決定。京都市動物園の象堆肥を耕作に用いることに決定

・令和2年度の古今嵯峨米作付け目標数量（3トン）を決定

地元14
行政4

第九回

(R2.3.24)
・古今嵯峨米販路開拓状況の報告（多様な業者が取扱いを検討していること，農薬を減らした特別栽

培米にすれば販路を開拓しやすいことを共有）

地元12
行政2

第十回

(R2.11.4)
・目標数量である3トンの収穫を達成できたことを共有

・古今嵯峨米作付け者は全員同一肥料を用いることを決定

地元14
行政5

乳酸菌・YM
堆肥説明会

・門家及び先んじて耕作している耕作者から，乳酸菌と YM 堆肥（有機肥料）を稲作に用いること

に関する説明を実施。

地元15
行政1

第十一回

(R3.2.9)

・令和2年度収穫米完売の報告。令和3年度の作付け目標数量を7トンに決定

・実験的に耕作した無農薬米の田では，貴重な生物が確認出来たことを共有

・乳酸菌とYM堆肥を用いた耕作を実施していく方針の決定

地元18
行政5

第十二回

(R3.2.25)
・古今嵯峨米への施肥量決定（10a当り）

（乳酸菌9kg，竹チップ100kg，YM堆肥300kg，象堆肥必要数量）

地元21
行政5

第十三回

(R3.7.27)
・環境保全型農業の補助金採択の報告

・生物調査の実施結果の共有（貴重種が多く発見されたことを確認）

地元18
行政5

- 266 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.20, 2021 年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.20, August, 2021 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

  
    

     
     

     
     

 

 
  

  

  
  

  
  

  

図−2 北嵯峨田園と竹林を保全する循環図

（メディエイターから提供を受けた資料より引用）

齢化・後継者不足」を解消するために，北嵯峨地域の稲作に魅

力を創出する目的で表−2のようにRTを進めた。なお，ここ

で言うRT とは，「立場を抜きにして自由活発に議論する円卓

会議」を意味する。RT においては稲作の魅力向上のために，

主にお米のブランド化とその方策を議論してきた。

ブランド化の取組を進める中で，嵯峨嵐山で有名な竹を発

酵チップ化して土壌改良材として用いることや，京都市動物

園の象堆肥を肥料として用いることに加えて乳酸菌・YM 堆

肥（有機肥料）など，慣行の肥料と違ったものを使うことを検

討・決定すると同時に，各専門家によるサポートや助言を得

ることで，慣行肥料と異なるものを用いる際に課題となる，

品質低下というデメリットの低減に留意して取組を進めた。

また，新たな耕作方法に取組む際に課題となる販売先の有

無について，表−2の第 6 回RT 以降は販売事業者が参画する

ことで販路開拓が開始された。「古今嵯峨米」として販売を開

始し，令和 2 年度に収穫された 3 トンの同ブランド米は完売

となった。売れる実績を積み上げたことで耕作者のやる気を

出すもしくは低減しないように取組が進められた。

このように各々の課題に対して解決に向けて進んだことで，

図-2のように北嵯峨田園と竹林を保全する循環が出来上がり

はじめ，耕作者が古今嵯峨米づくりに対する意識に変化が生

じたと考えられる。これについては後述するアンケートで分

析する。

3. 耕作者の意識変化と契機分析 

3-1. 使用するデータセット 

分析に用いるデータセットは，令和3年7月27 日に耕作者

を対象に実施したアンケート調査データである。アンケート

調査の対象者は古今嵯峨米を作付けする地元農家の男性11名
（内10名は古今嵯峨米作付け農家）であり，その全員が嵯峨

地区に居住している。被験者の年代は 50 代が 4 名（36.4%），

60代が2 名（18.2%），70代が5名（45.4%）であり，11名中

9名（81.8%）が専業農家となっている。

3-2. 古今嵯峨米作付け状況と取組継続意思分析 

古今嵯峨米の取組は，令和元年度から開始した。その作付

け面積（表-3）は，令和2年度の作付け面積14反から令和3
年度の 21.8 反へと，約 1.5 倍増加したことがわかる。なお，

アンケートによって古今嵯峨米の取組を継続する意向がある

か確認したところ，取組を続けたい6名（54.5％），続けるか

わからない5 名，続けるのは難しい0 名，という回答結果で

あった。「続けるかはわからない」と回答した方5名（45.5％）

のうち 2 名については，取組 1 年目でまだわからない，1 名

は作付け農地が無い，1名は高齢によって取組継続が難しい，

という理由で，特段の理由無く「続けるかはわからない」と回

答した方は 1 名のみであった。ほとんどの耕作者は古今嵯峨

米の取組の継続に対して意欲的であるといえる。

次に，古今嵯峨米の取組を開始する際に，竹チップを利用す

ることによる手間の増加や，慣行農法と違う作付方法，売れ

る保証が無いという状況の中であったにも関わらず，取組を

開始した契機を調査する目的で表-4の質問結果を得た。

ここで，「前向きな方の言葉と姿勢」という選択肢を入れた

のは，議論が停滞しそうな際にいつも「とにかくやってみよ

うや！」という趣旨の発言をして，取組を前に推し進める方

の存在が非常に大きいと著者らが感じていたためである。

また，他の選択肢については，事前に耕作者団体の代表者へ

のヒアリングの内容を踏まえて作成したものである。

表-4 の結果から，上述した様々な障壁がある中でも取組が

開始された契機として，「専門家の指導による（リスク受忍性）」

と，うまくいかなかった時に耕作方法を元に戻せる（可逆性）」

に加えて，「前向きな方の言葉と姿勢（プロジェクトリーダの

存在）」，「ラウンドテーブルなどを通じた協力関係（コミュニ

ティ）」がいずれも重要であったことがわかる。

これらの条件を満足したうえで取組が開始され，表-3 のよ

うに前向きに古今嵯峨米の取組が進んだといえる。

4. メディエイターの役割 

4-1. 各主体の関心・期待の把握とマッチング 

著者らは，前章までに述べたような取組（表-2）を進めるに

あたって，各主体間の協働を媒介するメディエイターの存在

表-3 古今嵯峨米作付け総面積と総収量の変容

令和元年度 令和２年度 令和３年度

作付け総面積 (反) 13 14 21.8
前年比増減 (反) ― +1 +7.8
作付け総収量 (kg) 3670 3990 7240※
前年比増減 (kg) ― +320 +3250

※R3年度の作付け総収量は見込み

表-4 取組を開始したきっかけ

取組を開始したきっかけ 人数(率)

前向きな方の言葉と姿勢（プロジェクトリーダー） 7(63.6%)
竹チップ専門家による指導（リスクの軽減） 5(45.5%)
耕作方法を元に戻せる（可逆性） 5(45.5%)
RTなどを通じた協力関係（コミュニティ） 4(36.4%)
その他 0
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が重要であることを実感した。本論では「メディエイター」を

「各関係主体の顔つなぎ等を行う仲介者」という意味で用い

る。そこで，メディエイターがどのような状況のもとで，何を

意識して，どのような調整を行い，取組を進めたかについて

分析する。

古今嵯峨米の取組は，耕作者団体の他に里山再生NPO，竹

林整備NPO，環境コンサルタント兼販売事業者，京都市の協

働によるものである（表-5）。その協働の過程でメディエイタ

ーが各主体の関心・期待を把握した上で，各主体のマッチン

グ（顔つなぎ）等を行っていた。ここでいうメディエイターと

は本取組の事務局である「環境コンサルタント兼販売事業者」，

「竹林整備NPO」，「京都市（風致保全課）」である。

耕作者団体を中心に各主体の関心・期待を整理した（表-5）。

この内容は各組織の代表者・メディエイターに著者らがヒア

リングして作成した。メディエイターは取組当初から，ラウ

ンドテーブルなどを通じて耕作者団体の関心・期待を把握す

ると同時に，代表者へのヒアリングを通じて，各団体の関心

や期待を把握していた。加えて，メディエイターは地域が抱

える課題（表−1）を把握し，それらの課題解決方策を検討しな

がら取組を進めていた。なかでも，メディエイターとして中

心的な役割を担った環境コンサルタント兼販売事業者は，取

組を進める上の留意点として以下の 3 点を挙げた（ヒアリン

グ調査による）。

・各主体の関心・期待だけでなく，地域課題，社会課題とあ

わせて，常に三層構造で考える。

・各主体とのコミュニケーションを重ねて，信頼関係を構築

する。

・新しい取組は可逆的なものにする（失敗時には元に戻せる

ようにする）。

実際に地域課題・社会課題の解決を活動の目的とする団体

が本取組の実現上大きな役割を果たした。

4-2. メディエイターの果たした役割 

メディエイターが果たした顔つなぎや段取り（事前調整）な

どの役割について整理する（表-6）。主なものを4つ挙げると

以下の様なものがある。

1) 第１回のRT（表-2）において，嵯峨の竹林の間伐竹を発酵

チップ化して土壌改良剤として農地に利用する提案について協

議したが，RTで提案する前に，竹チップの水稲への有効性や，一

緒に取組んでくれそうな専門家がいることの確認等を調査し，実

現可能性を確認していたことで，耕作者が感じると予想される不

安をできる限り取除くことを考慮して提案をした（高品質な米作

り・技術的サポート）。

表−5 古今嵯峨米づくりにおける各主体の関心・期待

団体概要 耕作者団体 里山再生NPO 竹林整備NPO 環境コンサルタント兼販売事業者 京都市 

実施内容 
古今嵯峨米

づくり

竹林，田園での啓

発イベント開催

竹の間伐・チップ

化・発酵作業

耕作者からお米の買取，販路開拓，

生物調査，耕作者団体事務局長

各種調整，

ハード整備

各団体の

関心・期

待 

高品質な米，高

い買取価格，稲

作の産業化

里山再生

（竹林保全）
竹林保全

環境保全，生物多様性保全，

高品質なお米作り，ブランディング，

稲作の産業化

田園・竹林

景観保全

表−6 古今嵯峨米づくりタイムラインとメディエイターの役割
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2) 第 6 回RT で販売事業者を紹介する前に，販売事業者に

対して事前に本取組の経過や問題点などを説明することで，

課題となっていたお米の買取価格の設定を，耕作者が満足す

る金額に設定できるよう促すと同時に，大口で買取をしてく

れる業者を紹介することで，耕作者の関心・期待を高めた（耕

作者，販売事業者双方の金銭的リスクを低減）。

3) 第 8 回RT で象堆肥の提案をする前に，象堆肥の水稲に

対する有効性を専門家に確認するとともに，供給先である京

都市動物園と事前協議を行い，稲穂等と交換で象堆肥を供給

できることについて確認を行った（高品質な米作り・金銭的

リスクの低減）。

4) 新たな取組である竹チップ等の材料を用いるにあたり，

肥料代が慣行農法よりも高くなるため，金銭的なリスクを低

減する目的で環境保全型農業への事業補助金を確保した（耕

作者の金銭的リスクを低減）。

これらによって，耕作者等各主体の関心・期待を高めながら，

取り組み意欲を低減させることなく，社会課題である環境に

優しく資源循環を図る農法への移行が可能となった。また，

本取組が，里山再生NPO，竹林整備NPOにとっても関心・期

待がもてる取組であったことも，協働が生まれた要因の一つ

であった。

5. 結論

本論で得た知見を以下に示す。

北嵯峨の取組事例を通じて，耕作者が慣行農法とは異なる

米作りの取組を開始できる条件として，①リスクの受忍性，

②失敗した場合に農法を元に戻すことが出来る可逆性，③前

向きなプロジェクトリーダの存在，④協働コミュニティの形

成，の4点が重要であることを示した。このうち北嵯峨では，

メディエイターが①に対してリスクを受忍可能なものとなる

ように耕作者にとってのリスクを低減しつつ，②に対して可

逆性を残しつつ進めた。また，④に対して，協働関係者のコミ

ュニティが形成されるよう北嵯峨ラウンドテーブルなどの開

催を重ねた。また，③については，前向きな耕作者が複数名居

たことが取組を前に進めるにあたって非常に重要であったこ

とを確認した。

上記のことをメディエイターが調整することで，北嵯峨地

域の耕作者の関心・期待を高め，景観保全を図ると同時に，社

会課題である環境問題に関心・期待を持つ多様な主体との協

働を促し，地域課題・社会課題に対して全体で取り組む資源

循環型の取組が可能になったと考える。また，そのことによ

り，取組の影響力が高まることで米のブランド化にもつなが

る取組になったと考えられる。

北嵯峨の事例からは，多様な主体の協働を実現するために，

メディエイターが果たした役割が大きかったことを示した。

具体的には，①各主体の関心・期待を理解しつつ，田園景観保

全上の地域課題と社会課題を三層構造で理解して，一体的な

取組方針を立てる。②取組途上で発生する各取組主体のリス

クやデメリット低減を実施する。③取組が可逆的なものとな

るよう配慮しながら進める。④協働のコミュニティが形成さ

れるように話し合いの場を重ねる，ことが重要であったこと

を示した。
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