


　近年、社会で使用される化学物質は、その種類および量が著しく増加

しており、また、新しい化学物質も次々と開発されています。化学物質

は、教育・研究・医療の発展のために大きく貢献しており、大学のみな

らず現代の社会生活に欠くことが出来ません。反面、有害危険性を持つ

ものが多く、化学物質を取り扱う作業者の健康にさまざまな障害を与え

る恐れがあります。教育および研究活動を適切かつ積極的に進めるため

には、化学薬品のリスクマネージメントに関して十分な知識が必要にな

ります。現在、山形大学の各キャンパスおける化学物質の取り扱いは、

労働安全衛生法、消防法、劇物および毒物取締法、薬事法などに準拠し

て行われ、万全の体制がとられています。

　２００３年に国連がGlobally Harmonized System（化学品の分類および表

示に関する世界調和システム）の導入勧告したことを受け、日本国でも

化学物質把握管理促進法（Pollutant Release and Transfer Register 

Law： PRTR法）が施行され、山形大学でも遵守する方針が建議されま

した。PRTR法では、環境汚染物質排出移動登録により外部への特定化

学物質取り扱い量の報告と、化学物質安全性データシートによる取り扱

い者に対する化学物質の有害危険性の告知を骨子としています。

　当センターは、平成１３年度に有機系廃液処理業務を、また平成２０年度

には無機系廃液処理業務を外部に委託するようになり、当センターの廃

液処理業務は終了しました。そして、PRTR法が施行された現在当セン

ターでは、全学的な薬品管理システムの構築や運用に関与するなど、化

学薬品に関するリスクマネージメントに重点を移して活動しています。

　このように、当センターは学内の環境保全業務を遂行するのみならず、

環境問題の研究・教育拠点として学内外に情報を発信する役割を果たす

ことを目的に活動しています。皆様、本年も宜しくお願い申し上げます。

　　平成２２年１月１４日　

　

 巻頭言

環境保全センター長 　藤　井　　　聡　



はじめに

　山形は日本の中でも特に四季の変化が豊かで、

水資源にも恵まれており、農作物や果樹の生産、

観光面などを通して自然は多くの恵みを我々にも

たらしてくれている。しかし自然はいつもそのよ

うな優しい一面だけを見せてくれるわけではな

く、時には大雨や台風、竜巻などを発生させ、

我々に大きな被害を与える。自然の猛威の前で

は、人間はあまりにも小さく弱い存在であると感

じざるを得ない。その一方で最近は逆の現象も起

こっていて、人間が強く傲慢になりすぎて自然を

壊そうとしている現象のひとつが地球温暖化であ

る。人間は自然から多くの恵みを受けると同時

に、時には自然の猛威の被害者となり、また逆に

自然を破壊する加害者にもなっているのである。

しかし我々は自然の猛威にただなす術もなく身を

さらしているだけの弱い存在ではなく、また人間

活動が自然に与える影響に気がつかないまま自然

を破壊し続けるといった無知な存在でもない。過

去の気象災害の教訓を生かし、また未来を見据え

て適切な対策に取り組むことで、少しでも被害を

軽減することができるのである。

　そこでまず地球温暖化について、そのしくみ、

現状、予想される未来を概観し、次に、気象災害

の被害を少しでも軽減するための気象台の取り組

みや気象台からのお願いについて述べたい。

地球温暖化はなぜおこるのか

　まずはじめに第１図で地球温暖化がなぜ起こる
のかを確認しておこう。太陽の光で地球は暖めら

れているが、もし太陽から一方的に熱を受け取る

だけで、地球からでていく熱がなければ、地球の

温度はどんどん上昇していくはずである。しかし

実際にはそうはならないで、地球の温度がほぼ一

定に保たれているのは、太陽から熱を受けると同

時に、地球から宇宙空間に向かって赤外放射とし

て熱を放出していて、両者がちょうどバランスし

ているからなのである。仮に地球上に大気がなけ

れば、地球の平均温度は氷点下１９℃でバランスす
るといわれている。しかし実際の地球の平均温度

は、それよりもずっと暖かく快適なプラス１４℃と
いう温度でバランスしている。それは地球を覆う

大気が、ちょうど温室のように宇宙空間に逃げて

いこうとする熱を途中で吸収して地球を暖めてく

れているからなのである。大気中のすべてのガス

がこの役割を果たしているのではなくて、二酸化

炭素など温室効果ガスと呼ばれるガスがこの役割

を果たしている。もともとはありがたいガスなの

だが、これらのガスが人間活動によって急激に増

加しているため、宇宙空間に逃げていく熱が減

― ３ ―

地球温暖化と気象災害

山形地方気象台　　　　　　　　

台長　八　尾　　　孝

第１図　地球温暖化が起こるしくみ
〈全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト
　　　　　　　　　　　（http://www.jccca.org/）より〉



り、その分、地球に熱がたまって暑くなっていく

現象が地球温暖化なのである。　

　人間活動によって排出される温室効果ガスの中

で温暖化に与える影響が最も大きいのは二酸化炭

素であるが、第２図はその濃度の変化を示してい
る。１８世紀中ごろの産業革命以降、増加し続けて
おり、特に最近数十年の増加は急激であることが

わかる。

　

地球温暖化はどの程度、進行しているのか？

　さて、それでは現在、温暖化はどの程度、進行

しているのだろうか？　第３図は最近１３００年間の
北半球の気温の変化を示している。１８００年代半ば
以降の黒線は、温度計などの測器を用いた観測

データである。それ以外の線は珊瑚礁、樹の年

輪、氷床コアなどの分析から推定した温度で、ば

らつきが大きく不確定さはあるが、２０世紀後半の
北半球の平均気温は少なくとも過去１３００年で最も
高かった可能性が高い。

　第４図は最近約１００年余りの世界の年平均気温
の変化を示している。１００年当たり約０．６７℃の割
合で上昇しているが、IPCC（気候変動に関する
政府間パネル）は第４次評価報告書（２００７）の中
で「２０世紀半ば以降に観測された世界平均気温の
上昇のほとんどは、人為起源の温室効果ガスの増

加によってもたらされた可能性が非常に高い」と

結論づけている。世界平均気温が１００年間で
０．６７℃上昇したと聞いても、その影響の大きさを
すぐには実感できないが、実際にはすでにいろい

ろな形で影響が現れてきている。例えば第５図の
様に北極圏にある氷河は急激に融けて減少してい

る。陸域の氷が融けると少しずつ海面が上昇する

が、第６図のように、すでに２０世紀以降、世界平
均海面水位が１７センチ上昇したことが確かめられ
ている。１７センチというとわずかのようだが、例
えば南太平洋にある珊瑚礁の国ツバルなどではす

でに深刻な浸水被害が発生していて、まさに地図

上から国が消える危機に直面しているのである。

　さて、それでは日本の平均気温はどの程度昇温

しているであろうか？　図は省略するが日本では

１００年当たり１．１１℃と世界平均気温よりも急激な

― ４ ―

第３図　過去１３００年間の北半球気温変動の記録

第４図　世界平均年平均気温の変化（１８９１～２００８）

第２図　過去１万年の二酸化炭素の濃度
　赤印は大気中の測定､他の色の印は氷床コアの分析から決定
されたもの<IPCC第４次報告書（２００７）より>

黒は測器による観測記録、その他の色は珊瑚や樹の年輪、氷床
コアなどの分析によって推定された気温を示す
<IPCC第４次評価報告書（２００７）より>

棒グラフは各年の平均気温の平年差、太線（青）は平年差の５
年移動平均、直線（赤）は平年差の長期的傾向を示す。
平年値は１９７１～２０００ 年の３０ 年平均値。＜気候変動監視レポート
２００８（気象庁）より＞



― ５ ―

２００５年１９９６年

第６図　世界平均海面水位の年平均の変化

第８図　山形地方気象台における冬日・真冬日の日数
（上図）と真夏日、猛暑日の日数（下図）

第９図　山形地方気象台における桜の開花日と２～
４月の平均気温（上図）、カエデの紅葉日と
９～１１月の平均気温（下図）

１８７０年以降の赤色は地学的な方法を用いた推定、１９５０年以降の
青色は潮位計測定値、１９９２年以降の黒色は衛星高度測定に基づ
く。エラーバーは９０％信頼区間。基準は１９６１～１９９０年の平均値。
〈IPCC第４次評価報告（２００７）より〉

第５図　スバールバル諸島のニーオルスン（北緯７９度）の観測施設からみた東ブレッガー氷河の後退 
（写真提供　広島大学大学院生物圏科学研究科　中坪孝之）

〈全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より〉

第７図　山形地方気象台の年平均気温の変化
（１８９１～２００７）

平年値は1971～2000 年の30 年平均値



ペースで昇温している。では山形はどうであろう

か。第７図のように山形地方気象台では１００年間あ
たり約１．２０℃と日本平均気温と同程度のペースで
昇温している。このため第８図のように最低気温
が０℃未満の冬日、最高気温が０℃未満の真冬日
の日数は、明らかに減少傾向にあり、最高気温

３５℃以上の猛暑日の日数には増加傾向が見て取れ

る。第９図は山形地方気象台における桜の開花日
とかえでの紅葉日を、影響をあたえる季節の気温

とともに示したものである。気温の上昇ととも

に、明らかに桜の開花は早まり、紅葉は遅くなっ

ていることがわかる。

　一方、雨については最近、日本では大雨の発生

が増加する傾向にあるが、山形県でも同様の傾向

が見られる。第１０図の上図は山形県内２７アメダス
地点で１時間降水量が４０ミリ以上という「バケツ
をひっくり返したように降る激しい雨」の年間発

生数を示している。年による変動は大きいが、１０
年平均でみると最近の１０年は、それまでの１０年平
均に比べて発生数が約１．５倍から２倍近く増えて
いることがわかる。また下図は日降水量が１００ミ
リ以上という大雨の年間発生数を示しているが、

やはり確実に増加傾向にあることがわかる。ただ

しアメダスの観測データは過去３０ 年余りしかな
く、地球温暖化のような長期的な気候問題との関

連を論じるには統計期間が短いため、現時点では

この増加傾向が地球温暖化の影響によるものかど

うかは明らかではない。

　そこで第１１図は観測期間が１００年以上の全国５１
の気象官署における異常多雨と異常少雨の発生数

を調べたものである。緑色が異常多雨、橙色が異

常少雨の数で、細線は年ごとの数、太線は１１年移
動平均して長期的な変化傾向をみたものである。

緑の太線で示す異常多雨は１９８０年代の中頃以降、
増加傾向が見てとれるが、過去にさかのぼって見

ると約数十年周期の変動が見られ、地球温暖化が

影響しているかどうかは、やはり定かでない。今

後も増加傾向が続くのかどうか監視していかなけ

ればならない。一方、橙色の太線で示す異常少雨

については１９５０年代中頃から増加傾向にある。と
ころで異常少雨と異常多雨の出現数は１９８０年頃ま
では逆の関係があり、異常少雨の出現数が多い

（少ない）年代には異常多雨の出現数が少ない

（多い）傾向が見られたのだが、１９８０ 年代中頃以
降は、異常多雨、異常少雨とも増加する傾向が見

られる。このことは最近、大雨と渇水という両極

端の現象が増えていることを示しており、今後の

動向を注視していかなければならない。

― ６ ―

第１０図　山形県内アメダス地点における１時間降水
量４０mm以上（上）と日降水量１００mm以上（下）
の年間発生数

第１１図　全国51箇所の気象官署における異常多雨と
異常少雨の年間出現数

１９０１～２００８ 年の月降水量の各月における高い方・低い方から１
～４ 位を異常多雨、異常少雨とし、年々の値（細い折れ線）はその
年の異常多雨あるいは異常少雨の出現数の合計を有効地点数の
合計で割った値で、１ 地点あたりの出現数。太い折れ線は１１年移
動平均値。黒い横破線は異常多雨・異常少雨の平均的な年間出現
数（０．４４回）を示す。＜気候変動監視レポート２００８（気象庁）より＞



温暖化が進行するとどうなるのか？

　それでは温暖化が進行すると、今後どのような

ことが起こるだろうか？　その予想は世界の最先

端をいくスーパーコンピュータを使って行うのだ

が、その際、二酸化炭素の排出量についていくつ

かのシナリオを想定して予想する。ここでは第１２
図のA１B（赤実線）で示した二酸化炭素排出量に
基づいて行われた予想結果を紹介する。なお、こ

の排出量は「高度経済成長が持続する一方、高効

率化技術が導入され、燃料資源をバランスよく利

用した未来社会」において想定される量である。

　第１３図は今世紀末（２０９０～２０９９年）に年平均気
温が現在より何℃変化するかを予想したものであ

る。世界平均では２．８℃の昇温だが、昇温幅は北半
球の高緯度地方ほど大きく、北極地方では実に６
～７℃も昇温すると予想されていて、この地方の
氷はほとんど融けてしまうことが予想される。日

本付近は２～３℃で世界平均と同程度の昇温が予
想されている。

　第１４図は夏の降水量が現在と比べて何％変化す
るかを示した図で、青色系は今より増える地域、

茶色系は今より減ると予想される地域であるが、

日本付近は現在より約１０％程度降水量が多くなる
と予想されている。

　これら気温や降水量の変化の影響を、具体的に

考えてみたい。日本付近では今世紀末には２～
３℃昇温すると予想されているのだが、これを山形
に当てはめて考えてみよう。山形の現在の年平均気

温は１１．５℃なので、これが仮に２．５℃上昇したとす
ると１４．０℃になる。これは現在の水戸や宇都宮の年
平均気温１３．４℃よりも高く、現在の前橋（１４．２℃）、
甲府（１４．３℃）といった関東地方の内陸部に相当
する気温にまで昇温することになり、当然、生態

系にも大きな影響がでてくることが懸念される。

　次に降水量の予測についてもう少し詳しくみて

みよう。第１５図は、現在の降水量を１００％として
今世紀末の降水量を地域別、月別に予測したもの

である。多くの地域で冬から春にかけて若干減少

し、夏から秋にかけて増加傾向であることがわか

る。変化の程度には地域差があって、例えば東日

本や西日本の日本海側では、夏から秋にかけては

現在の１２０～１３０％、８月には１５０％前後まで増え
ると予測されている。北日本日本海側における夏

から秋にかけての増加幅は他地域よりは小さく、

数％～１０％程度である。この程度ならあまり大き
な影響はないと思われるかもしれないが、問題は

― ７ ―

第１２図　地球温暖化の予測に用いられた二酸化炭素
排出量のシナリオ

第１４図　１９８０～１９９９年を基準とした２１世紀末の夏の
平均降水量の変化の予測（単位%）

第１３図　1980～1999年を基準とした21世紀末の年平
均気温の変化（℃）の予測

〈IPCC第3次評価報告（2001）より〉

〈IPCC 第4 次評価報告書（2007年）より〉

〈IPCC 第４ 次評価報告書（２００７年）より〉



その時期である。第１６図の緑の棒グラフは山形に
おける平年の月降水量を示しているが、とくに６
から９月にかけて降水量が多くなっている。これ
は梅雨前線や台風、秋雨前線の影響を受けるから

で、これらの影響で、もともと降水量の多い時期

の降水量がさらに増えると予想されていることが

大きな問題であり、地球温暖化で今後、大雨災害

がさらに増えることが懸念されるのである。

　では台風などの熱帯低気圧は地球温暖化によっ

てどのように変化するのだろうか？　第１７図の上
図は現在の熱帯低気圧の経路を重ねあわせたも

の、下図は２１世紀末に予想される熱帯低気圧の経

― ８ ―

第１５図　地域別、月別に見た今世紀末の降水量の変化
1981～2000 年平均値を100%とした時の2081～2100 年平均値の比を示す　〈地球温暖化予測情報　第6巻(2005）（気象庁）より〉

第１６図　山形市の気象暦



路を重ね合わせた図である。発生の地理的分布に

大きな変化は見られないが、北西太平洋から日本

付近に向かう熱帯低気圧の数は明らかに減少して

いる。これは日本にとっては歓迎すべきことだ

が、実はもうひとつ重大な結果をコンピューター

は予想している。それが第１８図で横軸は熱帯低気
圧の最大風速、白丸・実線は現在の発生数、黒

丸・破線は今世紀末の発生数を示している。最大

風速４４m/s未満の熱帯低気圧の数は現在より減少
すると予想されているのだが、４４m/s以上の非常
に強い勢力を持った熱帯低気圧の数は現在よりも

増えると予想されているのである。このことは

２００５年８月にアメリカに大きな被害をもたらした
ハリケーンカトリーナのような猛烈な熱帯低気圧

（台風）に襲われるおそれが増えることを、我々

に警告しているのである。
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第１７図　現在と今世紀末の熱帯低気圧の発生位置（＋印）と移動経路
（上）気候モデルによる今世紀初頭の再現結果（１０ 年間）　　（下）今世紀末の温暖化予測実験の結果（１０年間）

〈異常気象レポート２００５（気象庁）より〉

第１８図　熱帯低気圧の強度（最大風速）別に示
した熱帯低気圧の年平均出現数の頻
度分布

（実線は現在の気候の再現実験、破線は温暖化予測実
験の結果を示す）〈異常気象レポート２００５（気象庁）よ
り〉



気象災害の被害を少しでも軽減するために

　このように温暖化で増加することが懸念される

気象災害の被害を少しでも減らすための対策とし

ては大きく分けて２つある。ひとつは温室効果ガ
スの排出を削減し、少しでも温暖化を抑止する緩

和策、もうひとつは、ある程度の温暖化はさけら

れないものとして新しい環境に適応した防災対策

をとる適応策である。適応策にはハード対策とソ

フト対策の２つがあり、このうちハード対策とは
堤防などを整備する対策だが、これには限界もあ

る。したがって適切に避難対策をとるなどのソフ

ト対策がこれまで以上に重要になると言われてお

り、注意報や警報といった防災気象情報を発表す

る気象台の役割、責任がいっそう重くなるものと

考えている。気象庁ではその役割をいっそう果た

せるよう、予測精度の向上やより高度な防災気象

情報の提供に向けて、技術開発を進めているとこ

ろである。

　そのいくつかの例を紹介する。現在、山形地方

気象台では第１９図のように県内を８つの地域に細
分して注意報・警報を発表しているが、今年の５
月２７日には、これを県内全３５市町村毎に発表する
予定で、現在準備を進めている。これが実現すれ

ば、市町村長が避難勧告・避難指示を発令する際

の判断などに大いに役立てていただけるものと考

えている。

　また局地的で急変する気象災害においては、市

町村長が発令する避難勧告や避難指示ではなく、

自分自身で適切な判断をし対応をとって身を守ら

なければならないケースも多い。それは、いわゆ

るゲリラ豪雨と呼ばれる局地的な大雨や雷、竜巻

などの突風災害などで、いずれも急速に発生・発

達する積乱雲に伴って発生する災害である。気象

台では、このようなおそれがある場合には半日前

から１日前に気象情報を、数時間前には雷注意報
や大雨注意報・警報を発表して注意や警戒を呼び

かける。また山形県内に雷注意報を発表している

状況で、竜巻などの突風のおそれがさらに高まっ

た場合には、竜巻注意情報という新しい情報の提

供を２００８年３月から開始した。雷注意報や竜巻注
意報情報が発表された時は、空の状態に注意し

て、急に空が暗くなったり、冷たい風が吹いてき

たりするなどの異変を感じたら、竜巻などの突風

が発生する兆候なので、できるだけ早く頑丈な建

物の中など安全な場所に避難していただきたい。
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第１９図　天気予報、注意報・警報の発表区域図
太実線で囲まれた４区域が天気予報を発表する細分区域を表
し、囲み太文字でその名称を記す。色分けされた８区域が注意
報・警報を発表する細分区域を表し、太文字でその名称を記
す。細実線は市町村の境界。

第２０図　2008年７月28日の局地的大雨による神戸市
都賀川の急激な増水

〈リーフレット「局地的な大雨から見を守るために」（気象庁）
より〉



　次に局地的大雨によって発生した災害事例をひ

とつ紹介したい。それは２００８年７月２８日に神戸市
を流れる都賀川で発生した災害で、上流で降った

局地的大雨のために、第２０図のように川の水位が
わずか１０分間に１m３０cmも急上昇し、川で遊んで
いた子供を含む５名の人が流されて亡くなってし
まったのである。このような悲劇を二度と繰り返

さないために、まずお願いしたいことは、気象台

が発表する天気予報や注意報・警報などの気象情

報を、できるだけ有効に利用していただきたいと

いうことである。屋外では気象情報の入手が困難

になるが、山形県や民間気象会社などは、各種気

象情報を携帯電話に配信するサービスも行ってい

るので、こういった情報もできるだけ有効に利用

していただきたいのである。しかし一方で情報に

は限界もある。このような天気の急変をもたらす

積乱雲をあらかじめ場所も時間も特定して的確に

予測することは、現在の科学技術を最大限駆使し

ても、大変難しいのである。従って予測精度には

限界もあるし、屋外の人に注意報や警報が届くの

が間に合わない場合もある。またこのような川の

中州などでは、たとえ雨量が注意報や警報の基準

に達していなくても災害が発生する場合がある。

そこで、できるだけ情報を有効に利用していただ

くとともに、現地では一人一人が適切な判断を

し、適切な対応をとっていただくことが大切であ

る。そのためには空の状態や川の状態に注意して

いただき、たとえ頭の上で雨が降っていなくて

も、上流の空が急に暗くなったり、雷が発生した

り、また川の水かさが増したり、濁ったり、上流

からものが流れてきた場合などは、すぐに川から

離れて少しでも安全な場所に避難していただきた

いのである。都賀川は都市型河川であるが、山形

のように山に囲まれ流れが急な河川では同じよう

な災害が起こり得る。実際２００６年８月には村山地
方を流れる富並川で子供２人が流されて亡くなっ
ている。このような悲劇をくりかえさないために

は、自分の身は自分で守ることが大切であり、気

象台では、第２１図の図などを用いて広報活動にも
力を入れているところである。防災には、国や公

的機関が取り組む公助、自主防災組織など地域が

取り組む共助、自分の命は自分で守る自助がある

が、この公助、共助、自助が連携することがかか

せないことなのである。気象台は、３６５日、２４時
間体制で山形の空、海、大地を監視し、災害の恐

れが高まった時には、注意報や警報などの防災気

象情報を発表している。これからも、さらに防災

に役立つ高度な情報を提供できるよう技術開発を

進めるとともに、各防災機関や県民の皆さんと力

を合わせて山形県の被害軽減のために、いっそう

その役割を果たしていきたいと考えているので、

よろしくご理解、ご協力をお願いしたい。

― １１ ―

第２１図　「局地的な大雨から身を守るために」
〈リーフレット「局地的な大雨から身を守るために」（気象庁
より）〉
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八森の風景と環境

東北芸術工科大学　建築・環境デザイン学科　　

三　浦　秀　一



はじめに

　東北芸術工科大学は山形市上桜田の地にある。

約半世紀前、一九五四年（昭和二九年）の合併以

前、ここは瀧山村であった。かつての瀧山村の役

場はちょうど大学の近くにある滝山小学校の敷地

にあった。東北芸術工科大学は旧瀧山村にある大

学である。そして、瀧山村は瀧山とそこに源を発

する瀧山川という自然が潤す一つの環境圏であ

る。そこには、雨や川、森や木、田畑や農産物、

そして人や生き物の間をめぐる様々な循環があ

る。瀧山山頂から瀧山川下流まで広がる地域は今

でこそ都市化が進み、川の姿も、田畑の姿も、断

片化されてしまったが、かつては一まとまりの世

界であった。上桜田の辺りは、ちょうど平場の田

んぼからゆるやかな棚田になり、山間地の本格的

な棚田へと移り変わる場所にあった。大学ができ

た当初は棚田の中の大学であったが、大学ができ

るとやがてその前の棚田は宅地になってしまい、

そうした瀧山地域ならではの環境を感じさせる風

景は少なくなった。そして、棚田をつぶしてつく

られた大学で学んでいることを思い起こす者はも

はや多くはないだろう。都市化の波はこの大学の

麓まで押し寄せてきたものの、今でもその背後に

は昔ながらの環境を多く残す。数年前から学生と

ともに、瀧山の麓にある八森で地域の人々と農作

業を始めた。四季の風景、田んぼの生き物、農家

の暮らし、驚きと発見の連続である。こうした貴

重な環境が大学のすぐ後背地にあることを知るに

つれ、ここで学ぶことのかけがえのなさを感じず

にいられない。そして、なんとかこの風景と環境

を伝えたい、そして残せないか、そう願わずには

おられなくなる。

　地球規模に広がる経済、環境、情報、世界は広

がり続けてきたが、人間という生き物と自然自体

は決して大きな変化を遂げているわけではない。

もう一度、小さな世界の中にある環境を生身で感

じていく機会が必要になっているのではないだろ

うか。

循環する農村の風景

　人は自分たちの身の回りにある自然に何らかの

手を加えることによって生き続けてきた。先人た

ちは、水や植物、生き物などその土地の自然が持

つ生命力に手を加え、生態的循環の一部になりな

がらも、受け継がれる知恵を活かし、生活の糧と

して生きてきた。農村の風景とはこうしてできた

もので、自然と人間が生み出す循環の絵物語合作

である。

　家の周りの菜園から、自分で使うが食べる野菜

はほとんどを大体まかなう。家の横には山から湧

き出た水が流れていて、野菜を洗ったり、鯉が泳

ぐ池に水を引き込んだり靴の泥を落としたりす

る。日当たりのいい場所には花を植えが栽培さ

れ、仏壇の花はそこからとる。生活に必要なもの

はある程度得ることができる。少し歩くと、田が

あり主食となる米がとれる。山からは、木を伐り
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瀧山と山形市街地



薪や炭にしたりした。生活に必要なものは、家の

周りからや近くの身近な山まで利用し、必要なも

のすべてをほとんど得ることができていた。かつ

て集落はその周りの環境をもとに、小さくも循環

し、自立した世界を築き上げていた。

　そして、田んぼや畑はもちろん、多くの森も人

が築き上げ、手をかけてきたものである。田畑や

山の美しい風景は人の営みと生業から生まれてき

た。この風景は、この地の生活と切り離しては考

えられないのである。山形市の南東、山形市内を

一望する瀧山の麓に位置し、中山間地域に属しな

がらも市街から程近くに立地する、八つの森の恵

みと豊富な湧水を持つ集落「八森」がある。八森

を歩くと、かつて人と自然がともに生きていた風

景を目にすることができる。その美しい風景とと

もに、決して明るくない現状も見られる。昭和３０
年以降の経済成長、それと関連する農業・産業の

効率化、食生活の変化など、さまざまな出来事が

影響し、農地・山は荒れ、水は汚れ、かつての風

景、記憶は薄れつつある。八森での主力作物で、

大半の農地を占めていた水田の変化は、特に風景

への与える影響が大きい。加えて高齢化や後継者

不足が問題となっており、今ある数少ない水田の

存続さえ危ぶまれている。何年か後の八森はどう

なっているだろうか。単なる郷愁ではなく、農村

の未来を考えるために、過去を取り戻すことが必

要ではないだろうか。現状を確認し、今も残る美

しい風景、消えかけている風景、薄れていくかつ

ての記憶を探り、変わりゆく八森を考える手がか

りにしたい。

瀧山と八森

「八つの森と豊かな水に恵まれた集落」

滝山村から山形市へ

　八森を含む瀧山に端を発する瀧山川に沿った十

一の集落からなる旧滝山地区村の一つである。

は、山形市の東南部、市内を一望する瀧山の麓に

位置し、瀧山川に沿った十一の集落とともに開け

た。この瀧山地区も、かつては山形市中心からは

外れた一面田んぼと山の、のどかな農村であっ

た。しかし、現在では区画整理宅地化が進み、人

口約二万六千人、約一万世帯と山形市内三十地区

で最も人口が多く、住宅地へと変貌しているが、

なお地区の７割は山地である。
　明治二十年には市町村制が公布され、下桜田を

除いた十一カ村で「滝山村」が誕生した。「滝山

村」の名称は、瀧山の麓の村ということで名づけ

られたということである。終戦後、昭和二九年に

滝山村も合併により山形市に編入した。この頃か

ら、急速に区画整理事業が進み、現在のような市

街地に変わっていった。

瀧山の信仰

　山形市の東南部から市内を一望する瀧山は標高

一三六三メートルで、約十万年前ころ蔵王温泉付
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近を火口として噴火爆発し、蔵王の外輪山として

形成された。このように滝山地区の山地は、火山

造成の土地であるため、安山岩や凝灰岩、火山灰

などでできた土地である。

　瀧山は七年に行基が開山したと伝えられてい

る。絶大な信頼と信仰が瀧山（霊山）寺に存在

し、宿坊も数多くあった。瀧山がこれだけの信仰

を集めたのは、農地を閏わしてきた豊富な水資源

もあったからであろう。瀧山を源として流れる水

は、麓に広がる地域を潤わした。特に上流部の神

尾、土坂、八森では水が豊富で、水争いもあまり

なかった。瀧山を源とする水を利用して農業を営

み、生活していた人々にとって、瀧山は命の恵み

であったであろう。鎌倉時代の一二五八年に瀧山

は閉山するが、閉山後も信仰は続いた。

八つの森

　八森は山形市街地にもそう遠くない瀧山の麓に

位置するが、小さな山々に囲まれた中山間地域

は、都市化された市街地とは一線を画する。八森

には、砂利の森（砂利山）・猿の森（猿岡山）・大

の森（大平山）・楯の森（立山）・手広の森・檀の

森・笹の森・西の森（西林）以上の八つの森が

あったことから「八森」と呼ぶようになった。

　八森川の最下流部、瀧山川と合流するところが

下八森、そして道を登って行くと上八森になる

が、両地域間で標高差が百メートル以上ある。下

八森には端正な三角形をした猿岡山が間近にそび

える。松の混じる広葉樹の山は四季折々の彩りを

見せる。そして、上八森は西林の山から立山のふ

もとにわたる尾根沿いに構えられた集落である。

立山は八幡神社の祭られた山で、かつては祭りご

との度に皆が上った山だが、今ではもう上る人も

ないという。立山はかつて山城にもなっていた時

代もあり、その頃は東側の山から樋で水を引いた

という。その場所が樋口（とよのくち）と名づけ

られている。

松房の集落

　八森の集落の北側に八森川が流れており、向か

い側の南向の斜面にかつて「松房（まつぼう）」と

呼ばれていたところがある。今はただ田があるだ

けの場所であるが、ここで縄文後期の土器が出土

しており、かつてここに八森の集落があったと伝

えられる。ここも日当たり良好で湧き水も豊富な

ところであったが、その後人も増え、水も足りな

くなって居住地を現在の場所に移し、八幡堰をつ

くったという。このように、地区内には紀元前三

四○○年頃から人が住み始めたと考えられてい

る。現在、八森は平成十七年国勢調査によると人

口一四六人、四三世帯となっている。 
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八森の地形と地名



八森の田んぼ

「稲作・養蚕・酪農が生み出す風景」

市街地を一望する棚田

　八森の集落を抜ける道を走っていて見える風景

はやはり山が多い。しかし、山陰に隠れたような

ところに田んぼがぽつぽつとある。よく見ると、

かつては田んぼだったと思われるような雑草に覆

われた土地も見受けられる。

　字限図を調べると、八森にはかつて千枚近い数

の棚田が広がっていたことが分かる。平地の少な

い八森では、複雑な地形がひとつとして同じカタ

チのない無数の棚田を生み出していた。しかし、

多くの祖先たちの労働の積み重ねがつくりあげた

その棚田も今は姿を消しつつある。

　それでも八森には昔のまま変わらぬ姿を見せる

棚田が下八森の山の神をもう少し登ったところに

ある。山形市街から遠くない場所にあるこの棚田

は、そう規模の大きなものでもないが、市街地を

一望でき、棚田と市街地の重なる風景は歴史の奥

から未来を覗き込むようである。日本の棚田百選

に選ばれているわけでもないが、遠くから写真を

撮りに訪れる人もいる。

　八森の稲作は、平坦地の水田に比べると、山間

地ゆえの複雑な地形と、水の冷たさが影響し、稲

作の収穫量・生育に若干不利な立地である。経済

的に豊かとは言えなかったが、山間地ならではの

見事な棚田が広がり、平坦地の農家ほど忙しさに

追われることなく、のんびりとした作業をみんな

で楽しんだという。昼夜の温度差が大きいため稲

がゆっくりと熟することや、水源に近いため、水

の中に微量元素を多く含んでいることと汚れが少

ないことから良質な米が収穫できるという。

米づくりと風景の変化

　米は春の田植えから秋の稲刈りまで、その時々

の多くの作業が必要であった。繁忙期である田植

えや稲刈りの時には、結をつくり労働力の貸し借

りをした。借りたら返すが原則で、その間に貨幣

は存在しない。

　その作業には様々な農具を使ったが、人力から

やがて機械動力へと変っていく。昭和二十年代ま

では機械化農具といえば、動力脱穀機、動力モミ

スリ機などを主として脱穀・調整作業の機械に限

られていた。組合をつくり何軒かで動力を共有

し、順番に使用していたという。

　昭和三十年代に入ると、牛による田起こしや代

かきに代わってトラクターが登場し、たちまち広

がった。家畜のふんは堆肥に使われ、堆肥塚があ

ちこちにあったが、家畜の減少や化学肥料の普及

によってこれも姿を消して行く。

　昭和四十年代に入ると、田植え機、コンバイン

などの機械も普及しはじめ、こうした機械が使い

やすいように圃場整備が進められ、小さな棚田は

― １８ ―



大きな四角い田んぼにどんどん作り変えられて

いった。

　また、米づくりで骨の折れるのが雑草である

が、田植えが終わってからも、草取りのために何

度も田んぼに入らなければならなかった。かつて

の田んぼの風景にはいつも人がいた。しかし、農

薬の普及によって雑草は見事になくなり、草取り

もほとんど不要となった。それとともに、田んぼ

の中にいた生き物たちもずいぶんと姿を消した。

　収穫後の稲は太陽と風の力で自然乾燥させた

が、その天日干しのためには回りの杉林から伐っ

た間伐材を使った。山形県内でも置賜地方は木を

物干し状に立てて稲を掛ける稲架掛け（はせが

け）と呼ばれる方法が多いが、八森では杭掛け

（くいがけ）である。刈り取られた田んぼに並ぶ

稲の杭掛けは、まるで蓑を着た人が立ち並んでい

るかのようにも見える秋の風物詩でもあった。

今、刈り取り後の米は、ライスセンターに集めら

れ、石油で火力乾燥するようになっている。杭掛

けの風景も最近ではあまり見かけなくなりつつあ

る。ただ、火力乾燥した米よりも、やはり天日干

しの米はうまみのある米になるという。

― １９ ―

八森の農地



― ２０ ―

昭和初期の田んぼ

　この図面の範囲で、四七枚の田んぼが確認でき

る。水を得やすく、車を含めた機械の入りやすい

田んぼがかろうじて残っているという感じであ

り、こうしてみると今ある田んぼの希少価値を改

めて確認できる。

　細かく、かたちの複雑な田んぼは、昭和五十年

ころの圃場整備時にやめてしまった田んぼと思わ

れる。



― ２１ ―

現在の田んぼと休耕田

　かつて八森には八百枚以上の田んぼが広がって

いるのが分かる。三、四十年前までは、山形市の

郊外にこんな風景があった。細かい田んぼがかつ

てはこの一枚一枚の田を手作業で管理し、畦を整

え、勾配を制し、何百枚もある田んぼに万遍なく

水がいきわたった。



　こうして、戦後の経済成長の中、農業も機械化

が進み、化学肥料や農薬を使った栽培が普及し

た。農家は多くの重労働から開放され、米の生産

性は飛躍的に伸びた。しかし、どれも石油の力な

くしてありえなかったものでもある。そして、機

械は地域の結びつき、自然との結びつきを弱めて

しまう。

十年後、八森の田は……

　農業が機械化され、近代化されていく一方で、

日本人の食生活の変化は農業経営の基盤を揺るが

すものとなった。米離れと米の生産過剰によって

作付け制限「減反」が行われ、日本の田んぼの四

割は不要となった。八森のように生産効率の低い

中山間地では、耕作放棄地がどんどんと増え、農

業に携わる人はどんどん減っていった。現在八森

で、実際に米づくり行っている家は四三世帯中、

十一軒。多くの田んぼが雑草の下に埋もれてい

る。

　大型機械の導入されづらい、小さな田、もしく

は奥地の田は徐々に放棄される。八森に荒れる休

耕田が増えるのは経済効率を考えれば、必然な流

れであったかもしれない。農業をやるよりは会社

に勤めている方が稼ぎになる。自分の家で使う程

度の米は、たとえ田んぼを持っていたとしても、

スーパーマーケットで買ってしまった方が手っ取

り早い。八森で現在稲作をしている方もほとんど

が七十歳を越えており、後継者のいない田がほと

んどである。十年後の八森の風景はどうなるのだ

ろうか…。

 

― ２２ ―

夕暮れの棚田から望む市街地



― ２３ ―

上／実りの棚田、下／秋を迎える棚田



農村を支えた家畜たち 

「八森の生き物たち」

小屋と家畜

　市街地から来ると、八森へ入るところでちょう

ど瀧山川を渡り、急な坂道が見えてくる。この登

り口には坂道に沿った高い石垣とその上に立つ黒

く焼けた板倉の小屋が八森の玄関としてそびえ立

つ。そして、集落内の風景で目に付くのも道沿い

に建つ小屋である。母屋の多くは新建材で立てら

れた新しい住宅になっており、こうして残る昔な

がらの小屋が木のぬくもりと八森の歴史を感じさ

せる。むろん、こうした建屋の材料は地元の木や

草が使われた。杉だけではなく、水に強い栗やミ

ズキも使われた。屋根は田畑の周りのススキが使

われた。今は物置や作業小屋となっているが、そ

の多くは養蚕や家畜のための小屋であった。

桑畑と「お蚕さま」

　八森の農道を走ると、道を覆いかぶさるように

茂る雑木が車体に触れてくる。その雑木の中によ

く見ると桑の木が混じる。上八森の方まで行く

と、葉が切り取られた後の桑の切り株が並ぶ畑も

見ることができる。収穫しやすいように低く整え

られた直線的な枝と艶やかな葉に満ちた桑畑は、

そこにまだ人が関わっていることの証である。か

つて、こうした桑畑は、八森の風景の特徴の一つ

となっていたはずである。

　八森の農家一軒あたりの畑の面積は、平均二百

坪であったが、かつてそのほとんどは桑畑であっ

た。水が冷たく稲が育ちづらい山沿いは、すべて

桑畑にしたという。今の桑畑は葉を収穫しやすい

ように、低く切られているが、かつては立木で、

その下の土地を使って自家用のみそや油を作るた

めの大豆や小豆、そばなどが植えられ、畑の有効

利用が図られた。

　戦後の八森に住む住民にとって稲作と並ぶ重要

な収入源であったのが養蚕である。蚕の幼虫を

「お蚕さま」（おこさま）と呼び大事にし、ほとん

どの世帯が養蚕に懸命に力を注いだ。瀧山の中腹

― ２４ ―

下八森の入り口に立つ小屋



にある八森地区の小字「五郎」に、明治の末期か

大正の初期に造られた蚕の卵の貯蔵庫である石積

の室がある。この室では滝山地区だけでなく、近

隣の地区の分までも稚蚕の世話をした。

　このように盛んであった養蚕業も、国際経済の

好不況や安価な輸入材の普及、人的不足や化学繊

維の進出によって、今では全国的に極めて少なく

なっている。そして、利用価値のなくなった桑

は、放置され荒れた姿となっている。

　昭和五十年頃、集落からほぼ姿を消し、山形市

においても八軒のみとなった養蚕家であるが、そ

れでも今なお、養蚕を続ける家が八森には一軒あ

る。その一軒の養蚕家、後藤芳悦さんの家では、

最盛期には四回の養蚕を行う。「自分が出来るこ

とを続けているだけ。」と語る後藤さんは、時代の

流れに流されるでも逆らうでもなく、ずっと養蚕

をひたむきに続けている。

― ２５ ―

右上／桑の実、右中／蚕、左下／桑畑、下／蚕室（さんしつ）、



― ２６ ―

八森で飼われたかつての家畜

上左／和牛、上右／乳牛、下左／かつての飼料サイロ、下右／鶏のヒナ



　かつて牛達は犂を引き、田んぼを耕してくれる大

事な労働力であっただけでなく、糞は堆肥にもなっ

た。牛達は昭和三十年代後半まで、小型耕運機が

入ってくるようになるまで活躍した。今でも当時のま

ま残された牛小屋やサイロもあちこちに見られるが、

牛を飼っているのは和牛と乳牛、１軒ずつである。
　羊からは毛糸をつくり、山羊からは乳を搾った。山

羊の乳は一家をまかなうには適量な乳量であっ

た。うさぎは、正月用の食肉として食べられた。

　かつては、羊や山羊、うさぎなどの家畜もほと

んどの家で飼育されていた。牛や馬、山羊、羊、

兎、鶏など、八森にはたくさんの生き物達の鳴き

声が響き渡っていた。八森では家畜もまた人間の

家族とともににぎやかに暮らしていた。

田んぼの生き物たち

　平地の大きな田んぼでは、コンクリート製の近

代的な用水路と排水路が別々に作られていること

が多く、水は一方通行で、一旦排水路に流れ出た

水は同じ田んぼに再び戻ることはない。これに対

して八森では、用水と排水を兼ねた水路や、素掘

りの水路や畦畔が残っていて、生き物が成長に応

じて田んぼと水路を行ったり来たりすることが可

能である。

　素掘りの水路は生き物たちにとっても大事なす

みかとなる。吸盤を持たないトノサマガエルのよ

うなカエルにとってコンクリートで固めた水路は

死活問題となる。畦はシュレーゲルアオガエルの

産卵場所でもある。

― ２７ ―

上／アカハライモリ、下／シュレーゲルアオガエル 上／サワガニ、中／トンボ、下／ヘビ



　田んぼのドジョウやタニシは農家の食卓に上がっ

た。農薬の影響でドジョウはほとんどいなくなった。

　トンボやカエルなどの昆虫、ドジョウなどの水

生生物、両生類、など多様な動物を見ることがで

き、多種多様な小動物、昆虫、植物が複雑な生態

系を築き上げている。昔ほどではないが、ホタル

や、山形県で準絶滅危惧種に指定されているゲン

ゴロウも、たまに見かけるという。

八森の水

「豊かな水資源と農業用水・生活用水」

水のネットワーク

　八森は地形的に瀧山の麓にあり、水に恵まれた

地域である。八森川、清水川、中ノ沢、八幡堰の

四つの他にも小さな水路がいくつか流れており、

湧水も数箇所から湧き出ている。これらを農業用

水と生活用水に使うため、複雑な水のネットワー

クが形成されている。下八森では湧水と用水路が

遠かったため、昭和二十年頃になると各家の敷地

内に井戸を掘った家もあったという。

　八森川は霜下口という所が水源地で、集落の北

側を流れる川である。八森の集落を出ると瀧山川

と合流する。昔は生活用水、農業用水の両方の利

用法であったが、現在は生活用水としては利用さ

れていない。

　清水川は箒切という所で八森川と合流する。農

業用水として周りの田畑を潤してきたが、夏にな

ると、水がなくなることもある。

　中ノ沢は八森川と清水川に挟まれており、水源

地は大岩という所である。大岩は雨が降ると水害

が起きる。昔は、農業用水として利用していたが

今は減反により利用が減った。夏になると水が涸

れ、なくなることがある。

　八幡堰は八森の集落内を流れるが、民家の裏手

を流れるため通りからは見えない。生活用水、農

業用水、両方に使われた。以前はすべて、石垣な

どで囲まれた自然な姿の堰であったが、三年前頃

に改修工事が行われ、一部を残してのようなコン

クリート造に変わっていった。

― ２８ ―

八幡堰 上／民家の中のかわ、下／側溝で野菜洗い



くらしの水

　上八森集落を抜ける道から民家の敷地内裏手に

は水路が流れる。これは「八幡堰」と呼ばれる水

路でかつては生活用水としても使われた。堰から

家の庭まで水を引き、掘り込み池のようなもの

「かわ」がつくられた。かつては、飲み水、風呂

の水、洗い物の水など、生活するのに必要な水は

全てここから得ていた。特にたいへんだったのが

風呂であったという。風呂桶を一杯にすることは

簡単なことではなく、そのうえ沸かすのに大量の

薪と労力が必要になる。そのため風呂を沸かした

家へお互いに入りに行きあったという。

　素掘りの水路を流れるから浄化作用はあるのだ

が、下八森では上に住む家の排水が混じってしま

うことがあった。上に住む家はそのことに配慮し

て、朝早くに水を汲んでおいたという。誰のもの

でもない自然の恵みを、お互いの気遣いのもとで

共有していたのである。

　今では上水道として、生活用水を直接パイプで

引くようになったが、それでも、八森には三つの

簡易水道組合がそれぞれの水源から水を引く。

― ２９ ―

上八森の堰

下八森の堰



か　　わ

　八森の多くの家の敷地内には「かわ」がある。

かわは主に貯水の役割が多かったが、鯉を飼って

池のように利用したり、野菜を洗ったり冷やした

り、鍋や食器を洗ったりなどの役割も果たしてい

た。また、冬になると雪掻きした雪をかわに捨て

るなどの利用法もある。八幡堰の水を利用したか

わは水温が常に十一℃くらいを保ち、大量の雪を

捨てても解けるため、雪捨て場として最高の場所

であるという。

　すべての家にあった訳ではなく、八幡堰沿いの

家や川沿いの家には多くあるが、そうでない家に

はないため、近くのかわがある家まで、洗い物を

するのに借りていたという。また、上八森は上流

であるため水温が低いが、水が下まで流れるころ

には水温が上昇する。下八森ではかわを持ってい

ないところも多いが、井戸を掘っているところが

多かったので水に困ったりしたという事はなかっ

たのではないかと思われる。

ばったら

　水流を利用しての水車は農村にはかかせない風

景の一つであったろうが、八森には回転式の水車

はあまりなく、獅子おどしを大きくしたような形

の「ばったら」があちこちにあった。「ばったら」

― ３０ ―

かつて八森に響き渡ったばったら

八幡堰に設置された発電用水車



は山中の鳥獣を追い払う役割もあり、バッタン、

ドン、バッタン、ドンと音をたて、ゆっくりと精

穀していた。その音から「ばったら」と呼ばれた

ようである。「ばったら」は腐りにくい松の木の丸

太でつくられ、その片方の先端に水がたまるよう

なっていて、そこに堰から引かれた水が溜まって

下がる反動で、もう一方にある杵が臼の米などの

穀物をつく仕組みになっていた。

　「ばったら」は小屋をつくって隣近所五軒ほどで

共同管理していた。戦後、昭和三十年前後には電

気動力が普及して「ばったり」も消えていった。

八森の豊かな堰の水も、今となっては田んぼに

も、生活用水にもほとんど使われなくなってき

た。せめて、「ばったり」の音をもう一度響かせる

ことができたなら、当時の賑わいを想像すること

はできないだろうか。

なつかしい八森の風景

「戦後の暮らし」

　戦後、みなゼロからのスタートで平等であった

から、みんな互いを思いあって生活していたとい

う。皮肉にも、戦争の荒れた暮らしや失意の中か

ら村に活気が生まれ、戦後が一番楽しかったと語

る住民も多かった。これは苦境を力合わせて何と

かしていこうという、集落一丸となった思いから

こうした雰囲気が生まれたのだろう。反面、今の

農家の置かれた環境は厳しく、集落内のコミュニ

ティが希薄になるのを危惧する住民も多い。

農 作 業

　「機械なんか全くないとき、田んぼはみな手で

したんだから。今思うとたいしたもんだね。で

も、みんなですっけから、そんなに辛くもなかっ

たな。」

　棚田のような、たくさんある小さな田んぼを手

による作業で管理するのはほんとうに大変だった

という。多い家で百枚近くある田んぼの一枚一枚

の畦を塗り固めたり、クワで土を起こしたりと、

ものすごい仕事量である。しかし、みんなこんな

作業をしていたからこそ助け合いが成立した。結を

つくり、労働力の貸し借りをしたのだという。田

んぼに二日働きに来てもらったら二日分の労働で

返し、借りたら返すが原則で、その間に貨幣は存

在しなかった。共同で使う道や水路はそこを使う

もの同士が組合をつくり管理した。持ちつ持たれ

つの関係はこんな簡単なしくみでなりたっていた。

　「百姓はおもしろいんだよ、難しいけど。ここら

へんは大百姓じゃないからおもしろいのよ。」

　昔の田んぼには、人が集まり苦労や喜びを分か

ち合う風景があったのだろう。

かつての道具

　かつての農機具や道具は家にそのままにして

あったり、倉庫として使っている農作業小屋にそ

のまま残ったりと、今でも何とか残されているよ

うである。ミノやワラジ、米俵も自分の家のもの

は自分たちで、農作業のできない冬季間につくら

れるというが、どれを見ても職人技である。
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集落中響いた「ひょうしぎ」 稲わらから作るぞうり



　かつての道具は興味深いものがたくさんあっ

た。特に印象的であったのが、石沢忠明さん宅の

玄関前にぶらさがった、全長三十センチほどの木

の板である。これは集落内の農地へ出かけた家族

をこの板を叩いて音を鳴らし、呼び出すというも

ので、どこの家にもあるわけではないものらし

い。この板は昼にも鳴らされるようになり、四方

を山に囲まれる八森中に響き、働きにでている八

森の住民は、この音を合図に一斉にひと時の休憩

に入ったという。

薪　　棚

　八森の集落には、軒下に蒔を積み重ねている民

家がところどころ見られる。今でも風呂や暖房に

薪を使うため、木を割って乾燥させている。かつ

ては、集落の道沿いに薪棚が連なっていたとい

う。石油が一般に使われるようになったのは昭和

三十年頃からであるが、それまで里山はエネル

ギーのための山であった。石油を使えば、薪割り

の手間もかからず楽だが、身近な山の資源をほっ

ておくのはもったいない。

　この辺りの山はほとんど個人の持ち山であっ

た。みな自分の持ち山から、椎茸のほだ木を伐採

し、芝刈りや炭焼き、落ち葉かきをすることで山

は豊かな植生、生態系を維持し、人は煮炊きや暖

をとるエネルギー、豊かな収穫をもたらしてくれ

る土作りに欠かせない堆肥を得ることができる。

自分の家の建築材料もここでとったし、炭焼きを

営む家もあった。山之神と呼ばれる社が、集落内

にいくつも存在することからもわかるように、か

つての生活は山なしでは語れない。

　しかし、今は昔のように薪や炭は必要ではなく

なり、雑木林は手入れされなくなっている。一度

人の手が入った二次林は、常に手を入れないとど

んどん藪と化してしまう。

炭焼き釜

　上八森の道端に炭焼き釜が一つある。ここで炭

を焼く石沢勝巳さんは、「外からのものに頼らず、

地区にあるものをうまく使いたい。そう思ったと

きに、昔親がしていた炭焼きを見よう見まねで始

めてみた。」と語る。

　滝山地区の炭焼きが始まったのは、明治に入っ

て養蚕が普及してからであった。最盛期には、二

百戸以上が炭焼きを行っており、西蔵王一帯で炭

焼きの煙が立ち昇るのが見られた。八森でも昭和

初期ころには十軒ほどが炭焼きをしていた。資源

がありながら持て余しているこの現状において、

先人の知恵に習うところは今でも多くあろう。

目の前の自然が遊び場

　昭和初期、遊びといえば、夏は川遊び、冬はソ

リすべりを中心に、田んぼで生き物を採ったり、

川で魚を釣ったりと、もっぱらここの地形と自然

を活かした遊びであったという。どの住民も同じ

よう遊んだようであった。今のように、家の中の

遊びが少なかったというのもあるだろうが、自然

が今よりもきれいだったこと、あるいは、よく手
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炭焼き釜 軒下の薪



入れされてあったことが要因だろう。かつての川

は生活用水の排水や農業用水も混ざったが、今の

ように洗剤は使われていなかったし、農薬も少な

かったため水質の問題はなかった。山は薪取りや

芝刈りのおかげで、遊ぶだけの開けたスペースが

十分にあった。さらに山仕事や畑仕事など、生活

と遊びの場所が近かったため、近くに人がいる状

況をつくり出し、安全が確保されることとなる。

それに、「大きな子が小さな子の面倒しっかり

見っけからね。だから村はいいのよ」というよう

に、小さな村だからこその密なコミュニティが遊

びにも影響していた。

 

行　　事

　「お祭りっていうと学校早びきさせてね、そし

てみんなで参拝するんだっけ。神社の境内に舞台

をつくって、踊ったりもしたっけなあ。前はみん

な村中にぎやかにしたのよ。いやおもしぇがっ

たー。」

このときお話を聞かせてもらった席には三人ほど

いたのだが、そのときの話はつきないほど楽しそ

うに語ってくれた。かつての行事は学校を早びき

させるほど大事なもので、今にはない盛り上がり

を見せたという。山に登ってどぶろく飲んで転げ

落ちてきた人もいたそうであった。しかし今のお

祭りは、静かに神社を祭るだけという。

「今の若い人たちは、神社に興味持たなくなって

しまったし、こんな小さい神社にはお参りも来な

い。」
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雨上がりの八森



何年も地域を見守ってきた神社は忘れられつつあ

るようだ。その他にも行事は餅つきなど色々あっ

たが、そうしたものもなくなってしまったらし

い。

「そうゆう行事は、終戦後古臭いといってやめて

しまった。古いものの良さと今の良さを区別すね

で、昔のことだっていいものいっぱいあんべし

た。古いものを古いんだとした結果が今みたいな

のになってしまった。」

かつての農村の様々な面での人とのつながりを改

めて感じた。

新しい循環の風景

「菜の花と手作業の米づくりの風景」

山間の菜の花畑

　ここ数年、春になると八森では、新緑の山を背

景に黄色く染まった菜の花畑をあちこちに見るこ

とが出来るようになった。大きな平野部の菜の花

畑のような迫力はないが、小さいながらも一つ一

つが違った様相を見せる。特に筋頭山や笹の森の

際にある菜の花畑は、黄色と緑の鮮烈な自然の造

形を生み出す。笹の森の菜の花畑は清水観音への

登り口にある林道を上ったところの八森では一番

高い位置にある。なだらかに丸く膨らんだ菜の花

畑が三つあり、その間には桐の木が一本紫の花を

咲かせて立っている。晴れると雪を乗せた月山も

見える。ここはかつて桑畑だったところである。

養蚕をやめた後、桑の木を抜いて畑になっていた

ところである。

　耕作放棄地を活用して菜の花を育てて、搾った

油は食用に使い、その廃食油を回収、精製し、自

動車やバスの軽油の代わりに燃料にする地域の新

しい循環づくりである。これは八森に事務所を構

えるNPO「知音」が主催し、平成十六年から地域
住民と菜の花の作付けが行われている。
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猿岡山と菜の花畑
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かつての桑畑は菜の花畑に

菜種／菜種のさや／菜の花の蜂／バイオディーゼル燃料製造施設

菜の花の種まき 菜の花畑



菜の花プロジェクト

　NPO知音と地域の手により、八森の十二の休耕
田が鮮やかな黄色い菜の花で埋めつくされた。

　廃食用油を集め、メタノールなどを加えて精製

して作られる燃料油は、ディーゼルエンジン用の

燃料となる。食用油が菜種や大豆など植物由来で

あることから、バイオディーゼル燃料と呼ばれ

る。さらに、ほとんどが輸入原料となっている食

用油を地域の国産原料に転換していくことで地域

循環が生まれる。菜の花プロジェクトは自然エネ

ルギーを生み出す新たな地域循環と美しい景観を

つくりだす。

　この燃料は、硫黄酸化物などの有害物質が軽油

よりも少ないため、大気汚染の防止にも有効であ

る。

　さらに菜の花は、地中の窒素やリンをよく吸収

すると言われているため、多くなりすぎた窒素や

リンが畑から流れ出たり、地下水に溶け込むこと

を防ぐ効果が期待でる。また、廃食油を回収する

ことで、家庭からの排水に廃食用油が流れ込むこ

とを防いだり、回収した廃食用油で石けんや燃料

を作ることによって、水質汚染を防ぐことができ

る。

田植えの風景

　手作業の田植えの風景も復活している。昔なが

らの無農薬で稲を育て、環境にも良い米をつくろ

うというものである。地域の農家の協力によっ

て、学生の農作業体験の場ともなっている。たっ

た一枚の三畝部（せぶ）の小さな田んぼである

が、静かであった農地に、ひと時ではあるが、笑

い声とにぎわいが戻ってくる。現状では、本格的

な生産地としての農業の復活は難しいかもしれな

いが、大学も近くにある山形市街地から十キロも

離れていないこの地なら、循環や環境、食と農の

つながりを学ぶ場としての新しい風景をつくり出

すことができるかもしれない。

 
学生の体験

　下八森の石沢弥惣冶さんの田んぼで田植えが始

まり、芸工大からも授業の一環として参加し始め

た。この田んぼは、かつてはもっと小さな田んぼ
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で五枚程に分かれていたのを圃場整備で１枚にま
とめたもの。それでも、米余りのため、減反（げ

んたん）政策で昭和五十三年には田んぼをやめ

た。そして、平成十七年から約三十年ぶりに米を

植えることになった。

　石沢弥惣冶さんや八森の農家の方の指導のも

と、田植え機やコンバインを使わずに手による田

植えから雑草抜き、鎌を使っての収穫を行ってい

る。

　学生十数人が入る大勢でやれば田植えも草取り

もあっという間に終わる。かつてはこの五十倍ほ

どの田んぼを一人で手を掛けていたことを想像す

ると、気の遠くなるような作業である。そうした

作業を農業機械や農薬が軽減してきたことの意味

も理解できる。しかしまた、農薬を使わない田ん

ぼに生き物が帰ってくることも大きな喜びであ

る。平地でなかなか見ることのできない種類のカ

エルやヤモリ、蛇までつかまえた。田んぼでの体

験を通して、食と農のつながりや農業の果たす役

割に対する理解は深まっただろう。

　農作業以外にも、八森の様々な部分と触れ合っ

ている。甘酸っぱい桑の実を採って食べたり、草

むらの中から湧き出るきれいな水を飲んだりし

た。養蚕小屋のカイコやマユになる様子を直接目

にもした。そして、作業後には地域の方やNPOの
方みんなで昼食をとり、地元の食材などを味わっ

てにぎやかに過ごす。そんな時、現代社会で失わ

れてしまった自然や食を通したコミュニティを、

この八森で再生できないか、そんな希望が沸いて

くる。

　アートやデザインを学ぶ学生にとって農業体験

はどんな意味を持つだろうか。アートやデザイン

は本来、非日常的な精神世界ではないはずであ

る。日々の生活とどこかに接点があるはずであ

る。

　農業は食や環境、生態系とともに命の問題であ

る。普段気に掛けることもないが、そうした事柄

の上で私たちの生活は成り立っている。しかし、

そんな当たり前だったはずの環境はもろく、バラ

ンスを崩しかけている。自分の体が、自分の命が

この大地とつながっていると感じられたなら、何

もせずにはいられないであろう。
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おわりに

　八森の農業や生活に関する文献や記録はあまり

残されてはいない。手作業による米づくりや、戦

後の活気にあふれた八森を知っているのは、六十

歳を越えた年齢の住民だけであり、その記憶は

放っておけばやがてなくなってしまう。

　八森を始めとする中産間地域がこれからどうあ

るべきかを示すのは簡単なことではない。しか

し、こういった過去の姿を顧みることなしに未来

は展望できないであろう。この本は八森の田んぼ

をめぐり、地図や写真に収めた風景と、地域の人々

の記憶や思い出のささやかな記録である。

　八森にはなつかしい風景が残されている。そし

て、新しい風景も誕生している。山形の市街地の

すぐ近くにある、なつかしい未来の風景を伝えよ

う。この風景を知ってもらうことで何かが変わる

のではないかというほのかな願いを込めて。

　本稿は山形市八森地区、NPO知音、東北芸術工
科大学の在学生、卒業生、橋本徹也、中村美沙

都、丸川寛子、矢澤里枝の活動記録である。
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　１ ．年度別実験廃液発生量の推移

　昭和５６年度から平成２０年度までの２８年間におけ
る、学内から排出された実験廃液の発生量を「グ

ラフⅠ　年度別廃液発生量」に示します。

　有機系廃液の発生量は、昭和５６年度から平成４
年度まで、約２，０００渥前後とほぼ横ばい状態であり
ましたが、平成５年度から著しい増加傾向を示
し、平成１５、１６年度には約２２，０００渥に、１８年度に

は２２，７００渥に達しました。平成１６年度以降は
２０，０００±約２，０００渥で推移しており、今後とも、
２０，０００渥前後の発生量が予想されます。
　無機廃液は、昭和６２年度の約８，３００渥をピーク
に、平成７年度から１２年度にはピーク時の約三分
の一にまで減少しました。平成１３年度以降は、
１６、１７年度に若干減少したものの約５，０００渥で推
移しています。

　２ ．平成２０年度の部局別廃液発生量

　平成２０年度における部局別廃液の発生量を棒グ
ラフにして示します。グラフⅡが「平成２０年度無
機廃液発生量」、グラフⅢが「平成２０年度有機廃

液発生量」です。

　無機廃液の部局別発生量は、全学合計４，５５９渥の
内、工学部が３，０５５渥（全体の６７％）、農学部１，０１７渥
（２２％）、理学部２５６渥（６％）、地域教育文化学部

グラフ質　年度別廃液発生量の推移

センター業務報告

　１ ．年度別実験廃液発生量の推移

　２ ．平成２０年度の部局別廃液発生量

　３ ．平成２０年度の廃液の内容

　４ ．富山大学及び金沢大学における環境安全衛生管理（大津芳）

　５ ．富山大学及び金沢大学視察報告（菅野幸治）
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１５３渥（３％）、医学部　６７渥（２％）、附属病院０
渥（０％）でした。
　有機廃液の部局別発生量は、全学合計２１，０１１渥
の内、工学部が１７，３８６渥（全体の８３％）、農学部
１，０５０渥（５％）、附属病院１，０４６渥（５％）、医学

部１，００９渥（５％）、理学部５０２渥（２％）、地域教
育文化学部１９渥（０％）でした。工学部の無機廃
液及び有機廃液の発生量が特に多いことがわかり

ます。

グラフ実　平成２０年度部局別廃液発生量

グラフ蔀　平成２０年度部有機廃液発生量
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　３ ．平成２０年度の廃液の内訳

　種類別の廃液発生量百分率を円グラフで示しま

す。グラフⅣが「平成２０年度無機廃液の内訳」、グ
ラフⅤが「平成２０年度有機廃液の内訳」です。
　無機廃液は、発生量の多い順に一般重金属化合

物４１％、廃酸・廃アルカリ３６％、ホウ素化合物１０％
となっています。写真廃液は、分類変更によりグ

ラフに出ていませんが、現像液・定着液合わせて

昨年とほぼ同じ４５６渥となっています。なお、グラ
フの表示で０％となっているのは１%未満と判読

してください。

　有機廃液では、昨年と比較し廃液量が３，３１５渥増
加し、その内炭化水素系溶剤が１，１６４渥、含ハロゲ
ン系有機物が１，９４８渥、難燃性有機廃液は６５９渥の
増加でした。百分率で見た場合は、炭化水素系溶

剤が１％の減少に対し、難燃性有機廃液は変化が
無く、含ハロゲン系有機物は５％の増加でした。
グラフの表示で０％となっているのは１%未満と
判読してください。

グラフ篠　平成２０年度無機廃液の内容

グラフ偲　平成２０年度有機廃液の内容
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　４  ．富山大学及び金沢大学における環境安全衛生管理

　平成２１年１２月２ 、３日、富山大学および金沢大
学における化学物質管理と環境安全衛生管理の実

状について視察した。両校ともそれぞれ独自の化

学物質管理システムを導入済みであり、化学物質

の使用、在庫、および廃液管理の面で全国でも最

先端を走る大学である。山形大学では、来年度に

導入される新会計システムを利用した購入ベース

での化学物質管理を行う方針が決まっていること

から、管理システムの運用面および環境安全衛生

管理面について調査を行った。

化学物質管理：

　富山大学；

　煙TULIP（Toyama University Lab. chemicals 
InPut system）による。

　煙化学物質の使用、在庫状況管理とともに実験

廃液処理業務とも連動。

　煙システムの維持管理は、水質保全センター教

員（助手）が専任でおこなっている。

　煙データの集計等は後述する環境安全衛生監理

室がおこなっている。

　

　金沢大学；

　煙PFUエコラボラトリとの共同開発になる「化
学物質管理システム」による。

　煙富山大学のTULIP同様、化学物質の使用・在
庫管理に加え実験廃液処理業務との連動を特

徴とする。

　煙システムの維持管理は、PFU社のサポートを
受けながら、環境保全センター教員（准教

授）が専任でおこなっている。

　煙データ集計等の事務全般は技能補佐員が、ま

た廃液分析を技術補佐員がおこなっている。

さらに、委託社員１名が実験廃液処理業務を
担当している。

 

水質保全センター長、北野教授との懇談（富山大学）

TULIP利用状況についての聞き取り（富山大学）

環境保全センター全景（金沢大学）
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環境安全衛生管理：

　富山大学；

　煙環境汚染防止や職員および学生の事故災害当

の防止に係る安全衛生監理を行うため、環境

安全衛生監理室が設けられている。

　煙室長および副室長は学部教員の兼任。専任の

室員が配置されている。

　煙富山大学理学部化学科出身で民間企業におい

て安全衛生管理担当の経験をもつ主査が専

任。その他４名の事務職員により業務がおこ
なわれている。

　金沢大学；

　煙今年度、全学レベルでの安全衛生管理機能及

び業務統括機能を強化するため、関係部署職

員の連携による安全衛生管理室が設置され

た。

　煙また、安全衛生会議と安全衛生作業部会の機

能を一本化するため安全衛生マネジメント委

員会への組織改編があった。

視察を終えて

　今回の視察を通して認識を新たにしたことは、

両大学とも環境安全衛生管理に専任の職員を複数

配置し、きめ細かな対策をとっていることであ

る。薬品管理システムの導入によりリアルタイム

で試薬在庫量や実験廃液の管理を行っていること

に加え環境安全衛生教育も担当している点など見

習うべき点が非常に多かった。さらに、全使用者

に入力してもらうことの難しさ、またその対策な

ど、他では得られない貴重な“裏”情報も入手す

ることができ非常に参考になった。山形大学にお

ける薬品管理は購入ベースでの管理を行う予定で

あることから、購入された試薬は１００％把握でき
ることになるが、購入に係らない試薬については

全く把握できないという問題が想起される。この

解決は近い将来の課題であるが、両大学の視察で

得た情報を参考にし、山形大学における薬品管理

また環境安全衛生管理組織を構築していきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　（大津　芳）

 

PFUエコラボラトリ社員による「化学物質管理システム」の説明（金沢大学）

環境保全センター道上准教授による施設説明（金沢大学）

環境安全衛生監理室主査からの聞き取り（富山大学）
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　５ ．富山大学及び金沢大学視察報告

１２／２（水）　富山大学水質保全センター
　１ ．センターの川上先生からの説明
　　　センターの業務は次のとおり。

　　１）廃液等の処理。　
　　２）排水の水質監視。
　　３）それらについての指導・助言。
　　　　薬品管理システム「TULIP」を利用した

データの集計等はセンターではなく、「環境

安全衛生監理室」で担当している。

　２ ．「TULIP」を実際に使用している研究室に
伺い説明を聞いた。（Ｐ４２添付写真）

　　　なお、システムの利用者は、医学部・薬学

部のある杉谷地区を除き、約７０～８０％の加入
率とのことであった。

　３ ．環境安全衛生監理室の業務
　　　水質保全センターとは別に「環境安全衛生

監理室」が設置されていた。

　　環境安全衛生監理室の業務は、

　　①環境、安全衛生に係る情報の収集・提供、

指導助言

　　②環境報告書の作成

　　　　薬品管理システム「TULIP」を利用した
データの集計等を含む

　　③職員及び学生の健康保持、事故、災害等の

防止に係る指導

　　④化学薬品（高圧ガスを含む）の管理の指導

助言

　　⑤安全衛生に係る教育訓練の実施、安全パト

ロールの実施など。

　　構成員

　　　室長　（教授）　

　　　副室長（教授　２名）
　　　室員（施設企画部主査、同施設企画部主査の２名）
　　　協力員

　　監理室の事務担当者

　　　・施設企画部主査である室員１名の他に事
務員が４名ほどであった。

　　　・施設企画部主査は、富山大学理学部化学

科を卒業し民間の企業で安全衛生管理を

担当した経験のある方で、環境安全衛生

監理室の核として活躍されている。

　焔環境・安全・衛生について、環境安全衛生監

理室と水質保全センターとの間で、協力体制

がとられている。

　焔「TULIP」については、他機関のバージョン
アップに協力するなど積極的に支援している。

　　　

１２／３（木）　金沢大学環境保全センター
　１ ．薬品管理システムについて説明していただいた。
　　イ．平成１４年度から試験運用を開始し、平成

１７年度から全学的運用が始まった。
　　　　現在データベースには純物質として

２５，５００の薬品が登録されているとのこと。
　　ロ．薬品購入時（受け入れ時）に、薬品瓶単

位でバーコードにより登録管理している。（購

入した研究室でバーコード・シールを貼る）

　　ハ．廃液・廃棄物は容器単位で、同様にバー
コードにより登録管理している。

　　ニ．バーコード・シールはセンターで用意
し、研究室に配布している。

　２ ．センターの業務
　　①実験廃液の収集と処理、処理排水分析

　　②環境保全センター内に環境マネジメントに

関する調査と助言を行う環境調査チームを

設置した。（今年度、化学物質管理のルール

説明会を実施した。）

　　③PRTR法に対応した報告書作成
　　④安全衛生会議等への参加など

　３ ．廃液処理作業は、委託運転により対応していた。
　　　常駐の職員は準教授１名（工学部化学系出

身）と技能補佐員１名、技術補佐員１名の３
名。工学部化学系出身の教員と優秀な技能補

佐員の存在が大きな推進力となり、広範囲の

業務をカバーしていた。

　＊富山大学・金沢大学の実情を視察し、薬品管

理システムの利用拡大については、薬品管理

だけでなく廃液の管理・処理まで連動するこ

とによる研究者のメリットが無ければ困難と

思われた。

　　　　　　　　　　　　　　　　（菅野幸治）
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編　集　後　記

　環境保全センターに異動になってから２年が過ぎ、いまだ修行の身ではありますが、ようやく周り
の様子が判ってきた状況です。昨年５月にはセンター長の交代があり、感染症学の本郷教授が退任さ
れ生理学の藤井教授が着任されました。両先生とも環境保全への造詣が深くまたふところの深い温厚

なお人柄のため自由に仕事を進めさせていただくことができ非常にやりやすい環境が継続しているこ

と、感謝いたします。

　今回の広報誌は山形気象台台長八尾孝様と東北芸術工科大学准教授三浦秀一様からご寄稿を頂きま

した。八尾様のご寄稿は「地球温暖化と気象災害」というテーマのもと山形の気象や気象台の役割な

ど身近な話題も取り上げた興味深い内容です。また、三浦様のご寄稿は「八森の風景と環境」とい

う、農作業を通した学生教育体験を基にまとめられたもので、日本の原風景を残す中山間地域の記録

として将来的に価値の高いものです。これらのご寄稿により、昨年同様一般の方にも興味を持ってい

ただけるとともに学術的にも内容のある格調高い雑誌に仕上げることが出来ました。お礼申し上げま

す。

　当環境保全センターは、山形大学における環境安全衛生管理の中核組織として、環境安全衛生管理

のほか教育・研究また学外への情報発信や学外組織と連携した社会貢献など幅広い業務を担当してお

ります。環境安全分野における学外への窓口の一つにもなっておりますので、山形大学に対して、ご

意見、ご要望、ご質問などございましたら何なりと申しつけ下さい。来年度は新会計システムが導入

される予定であり、これを基にした薬品管理組織の構築が課題となります。さらに、作業環境測定に

も対応できるよう準備中であり、皆様のお役に立てるよう鋭意努力してまいります。今後ともよろし

くお願いいたします。

（大津　芳）　
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環 境 保 全　No.１３

２０１０年３月

編　集　　山形大学環境保全センター

　　　　　〒９９０－９５８５　山形市飯田西２－２－２
　　　　　責　任　者　　藤　井　　　聡（センター長）

印　刷　　コロニー印刷（山形福祉工場）

　　　　　〒９９０－２３２２　山形市桜田南１－１９
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