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【要旨】 
淡路島は農業・漁業の盛んな島であり、島内には約２万３０００か所のため池がある。そ

のため池は、農業用水として役立ってきただけではなく生物の多様性を育む水瓶でもあり、
兵庫県に分布する水生植物１２１種のうち４４種がこのため池のみに生育することがわか
っている。¹またこれらの水生植物はため池の利用管理に伴う水位変動や人為的な攪乱によ
っていることも報告されている。 

このように生物多様性の点から見てもため池の重要性は高く、今後とも荒廃を防ぎ人の
手によって管理保護されるべきものだと考える。 

近年は高齢化による農業の衰退が、灌漑用水としてのため池の利用を減少させ、放置され
るため池の増加やため池の消失が危惧されている。 

本論文では今後ため池の放棄・消失を防ぎ、豊かな水生植物が生育できる環境を残してい
くにはどうすればよいかという問題意識から、ため池管理・利用に関して考察していきたい。 

ため池管理者の高齢化や離農によるため池の放棄問題に関しては、淡路島では「田主」と
いう水利権者が決まっているため、彼らやその子ども・孫世代へと権利とともに管理の責任
があり、行政が介入する際に難しい問題となっている。現在県は淡路島の洲本市にため池サ
ポートセンターを設置し、ため池管理・改修の相談役やそのサポートに日々力を入れている
ことを現地で伺い、本論文ではため池の管理の現状と考察に加え、現在あまり検討されてい
ないというため池の今後の利用について検討することにした。 

現在も農業用水として利用されているため池は存在するものの、離農などの理由により
農業用水としての役目を終えつつあるため池に対して、淡路島の人々はどう感じているの
か、また他地域のため池利用・管理の在り方を参考にできないかについても考え、淡路島の
ため池問題改善のための考察をしたいと思う。 

調査の段階において、現地のため池やその環境を自身の目で確認し淡路島に住む祖母の
友人など淡路島に住む人々の声を大切にし、環境という観点を持ちながらも淡路島のため
池にふさわしい利用・管理を考えたいと工夫をした。 

私がこのテーマを取り上げたのは、以下の理由がある。自身も兵庫県出身であり、祖母が
淡路島出身である関係から、年に一度淡路島を訪れるのが習慣になっていた。内陸にはたま
ねぎ畑を中心に畑が多く、そこから車で向かえばすぐに港が見える環境で、生き物も多く見
ることができた。このように淡路島は農業が盛んで、ため池が多く存在している。ため池は
淡路島の生態系にとって重要な環境であるが、現在そのため池の存在をめぐり様々な問題
が指摘され、淡路島をはじめ日本全国の地域のため池に対し多くの論文が書かれているこ
とを知った。このように現在多くの人々に問題意識として受け止められており、自身も淡路
島の豊かな自然や風景を守りたいと感じるため、このテーマを扱うことにした。 

著者は淡路島に数回赴き、ため池管理に関わる方に問題意識や現状についてお話を伺っ
た。また、他地域のため池管理・利用の在り方を参考にしたうえでアンケート調査を行
い、島民の声を踏まえて今後どのようにため池管理・利用を進めるべきか考察した。 
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If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. 

If I couldn’t ever be gentle, I wouldn’t 

deserve to be alive. 

 

Raymond Chandler (1888-1959) 
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はじめに 
約２万３０００個ものため池があり、日本で一番のため池数を誇る兵庫県淡路島。ため

池は水草等の多くの生き物を育み、日本では江戸時代ごろから盛んに農業用水として利用
されてきた。現在日本全国でため池の管理・利用に関して、問題が生じている。祖母の生
家があり、たまねぎ農家の畑が多く見られ、自然あふれる淡路島にフィールドワークで訪
れた。その際意外にも農業用水としての利用が減少しており、ため池の管理者の高齢化・
離農問題・放置ため池の増加などの問題に直面しているというお話を伺った。全国のため
池対策を調べ、淡路島におけるため池とひと、ため池とそこに住む生き物の関係性を考
え、今後ため池をどう扱っていくべきか考察することにした。 

第１章 日本のため池について 
１．１ ため池の定義・分布 

まず本論で扱うため池の定義を明らかにしたいと思う。農林水産省によると、「ため池
とは、降水量が少なく、流域の大きな河川に恵まれない地域などで、農業用水を確保する
ために水を貯え取水ができるよう、人工的に造成された池のことです。」とある。また、
ため池は全国に約２０万か所存在し、特に西日本に多く分布しているといわれている。¹実
際にため池の数を比較すると、以下となる。 
  

No. 都道府県名 箇所数 No. 都道府県名 箇所数 

1 兵庫県 432,426 6 岡山県 9,754 

2 広島県 196,097 7 宮城県 6,093 

3 香川県 146,198 8 新潟県 5,793 

4 大阪府 110,779 9 奈良県 5,707 

5 山口県 999,510 10 和歌山県 5,236 

 
図１ 全国のため池分布数 

出典：農林水産省 HP
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（http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/ ） 
 

平成２６年の農村振興局の調べでは、全国１９万７７４２個のため池のうち多くが西日
本に集中していることがわかる。ため池の定義からもわかるように降水量が少なく河川の
少ない地域に農業用水として利用するために多く作られたと考えられる。¹ 
 
１．２ ため池の管理について 

ため池の維持管理について述べたいと思う。ため池の水を定期的に抜き池の底の泥を除
くかいぼりといった管理から、ため池の決壊を防ぐための改修工事などがある。ため池を
農業用水として効率よく利用するために、「利水」面の管理とともに、「防災」面の管理・
点検を行い安全な管理を行うことも大事な点である。¹このような管理を怠ったため池は豪
雨や地震等で堤体が崩れ決壊し、周囲に甚大な被害をあたえてしまうケースや、ため池自
体が損壊もしくは老朽化したまま管理されないことで水が漏水しため池が枯れるようなケ
ース、泥が底に溜まった状態になり自然と池としての形態を失ったことでそこに生息した
生き物の生息が失われるケースもある。ため池の管理の問題は、周囲に暮らす人々の生活
や池周辺の生態系にも影響を及ぼしうる。ため池管理はそのため池の水利権者など所有者
が責任をもって行う。上記以外にも、ため池の堤体をコンクリートで補強している場合、
そこにヒビがないかなどの維持管理は必要であり、豪雨の際に水位を下げ決壊を防ぐ洪水
吐に水の流れを妨げる流木などの障害物がないようにすべきである。またため池に人が落
ちないよう防護柵を設けるなどの配慮など、管理は多岐にわたる。 
 
１．３ ため池の自然 

ため池は人工的に造られた池ではあるが長年人々に管理・維持され、多くの生き物の棲
み処となり豊かな生態系を育む貴重な環境にもなっている。ため池は流れのない水環境で
ある「止水域」であり、川や水路のような水の流れが常にある「流水域」とは異なる生態
系が存在する。またため池は岸辺から沖にかけて緩やかな傾斜になっており、水深の深さ
によって様々な水生植物が生息している。一つのため池の中で湿地帯～浅瀬～深みといっ
たように環境が変化し、それに対応した様々な水草が生息している。深い部分から、サン
ショウモなどの浮遊植物、ミズオオバコ・ヒシなどの沈水植物、ヒメガマコウホネなどの
抽水植物、そしてため池の周囲にはハンゲショウやミソハギなどの湿性植物、そしてそれ
を取り巻く二次林につながっていく。このような様子は、「エコトーン」を構成している
ともいえる。¹このように水生植物を育むばかりではなく、昆虫や魚、両生類の生息場所と
もなっている。ゲンゴロウやトンボ類はため池を主要な生息地としているため、そのよう
な水生昆虫たちは、ため池において多様な生態系を育んでいるかの指標として、研究に用
いられることも多い。² 
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１．４ ため池の多面的機能について 
ため池は主に農業用水として利用されてきたが、ため池のもつその他多面的機能にも目

をむけることができる。農村事情の変化により本来の意味での灌漑としての機能に加え、
防災機能、生物多様性保全機能、レクリエーション機能、景観保全機能など多くの付加価
値が注目されることとなった。¹後述するが、大阪府の既存ため池活用事業である「オアシ
ス構想整備事業」において、大きくアグリカルチャー、セキュリティ、アメニティ、エコ
ロジー、アミューズメント、カルチャーの６つの視点でため池の機能をとらえ、この視点
からため池の新たな利用を検討している。²具体的には農業用水、洪水防止や防災用水とし
ての利用、景観と安らぎの場の提供、多様な生態系をはぐくむ場、池を利用したレクリエ
ーション、ため池の歴史や環境保全の学習の場としても、利用の可能性があると考えら
れ、それを活かす利用方法が検討されている。ため池の多面的機能に関して、実際行われ
ている農業用水以外の用途・利用については詳しく後述する。 
 
１．５ 里山のなかにおけるため池の歴史 

ため池が築造され始めた時期には諸説ある。古墳時代に築造されたとされる依網池（よ
さみのいけ）が最初だとしても、¹日本書記の時代から人々のため池築造の歴史は始まって
いたと考えられる。その後江戸時代、明治時代に至るまで多くのため池が造られ、農村文
化とため池は関連深いものになっていった。ため池は老朽化するため、定期的な維持管理
が必要となる。また、ため池を利用する水利権が定められそれに応じた利用が整備され、
水利団体となり集団でため池を維持管理していくようになる。その形態は現代に至るまで
続いている一方、その水利に関する農村の在り方が、非農家住民の増加によって新たな様
相を呈してきている。²今まで農業を営む地域農家の集まりであった農村において農家たち
の水源として里山のように共有され利用されるため池というあり方は、離農化によるため
池管理の放棄問題などによって脅かされ、非農家民をふくめた地域住民とため池との関係
が注目され、多様な管理・利用の形が模索されつつある。 
 

第二章 淡路島のため池について 
２．１ 淡路島について 

兵庫県淡路島は、人口１３万３３３３人¹、面積５９２万５５平方キロメートル²でその
面積は本土４島を除いて日本で第１１位の大きさ³といわれている。と呼ばれている。島は
北東―南西に細長く長さ約５３キロメートルあり、地形については、諭鶴羽山・柏原山・
先山の「淡路三山」を抱える淡路山地や津名山地のような山地がある一方、人口密集地と
なっている洲本平野やたまねぎ栽培や水稲栽培の盛んな三原平野などがある。⁴また島は、
北部の淡路市、中部の洲本市、南部の南あわじ市の３つの市で構成されている。 
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２．２ 淡路島のため池について 
２．２から２．５までは、兵庫県淡路県民局洲本土地改良事務所が編集した『淡路ため

池ものがたり』から得た情報を要約し、本論文において必要な部分を書いていきたいと思
う。 

先に述べたように、兵庫県はため池数で全国一位の数を誇っているが、その中でも淡路
島のため池数は特に多く、全国でも有数のため池密集地だといえる。具体的には、淡路島
には約２万３０００か所のため池があり、これは全国にあるため池の約１割、兵庫県にあ
るため池の約６割を占めている。また、ため池の密度（１キロメートル当たりのため池
数）は３８か所で、全国で最も密集した地域といえる。それをあらわした表を下記に記し
ておく。 
 

 
図２ 全国市町村別ため池数 

出典：兵庫県／淡路島のため池保全活動 HP
（https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk10/awajitameike.html） 

 
このように上位に淡路島の地名が来ていることがわかる。淡路島にため池が多い理由は

３つ考えられる。１つは、年間降水量が少ないという点で、淡路島は瀬戸内海式気候と呼
ばれる温暖で雨が少ない地域に位置しているため、全国平均の年間降水量が１７００～１
８００ミリに対し、１１００～１４００ミリしか降らない雨の少ない地域だといえる。２
つめに、大きな河川がないという点で、淡路島には大きな河川がなく、あるのも急流なも
のが多く降った雨がすぐに海へ流れてしまうため、農業用水を必要な時期に河川から十分
取水することが難しい環境にある。そのため淡路島では、河川以外の農業用水源として多
くのため池が築造された。３つめは、細い谷筋に小さなため池を多く築造しているという
点で、淡路島の特に北部では、急峻な山間地域が多く、細い谷筋が入り組んだ地形が多く
見受けられる。このため大きなため池の築造が困難で、必要に応じて谷筋を少しずつせき
止めた小さなため池が数多く築造された。以上この３点が理由だと考えられている。¹淡路

https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk10/awajitameike.html
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島は江戸時代の新田開発をきっかけに水田の面積が島内の約１８パーセントまで占めるよ
うになり、かんばつ被害にあいやすい淡路島では、それに対応するため多くため池を築造
された。結果、淡路島の農業用水源は他の地域と比較しても圧倒的にため池依存が大きい
ものとなっている。 
 

 
図３ 農業用水源の区分 

出典：兵庫県／淡路島のため池保全活動 HP
（https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk10/awajitameike.html） 

 
２．３ 淡路島のため池の特徴・分類 

淡路島に限る話ではなく、ため池は大きく谷池、皿池に分類をすることができる。この
ほかにも、近代になって築造された農業用ダム型のため池や、いくつかのため池が連なる
重ね池と呼ばれる形態もある。多様な形態が生まれたのは、地理的な状況に応じてため池
が造られたためで、谷筋を土でせき止めて造られた「谷池」、平地に土を盛って造られた
「皿池」といった個性に分類することができる。また、一般的には淡路市や洲本市に多い
中山間地域には、小型の谷池が多く造られており、南あわじ市のような平野部には皿池が
多く造られたという特徴がある。それらに比べると近年造られるようになった規模の大き
な農業用ダムは山が高く、谷が深い諭鶴羽山系などに造られている。以下の図は、淡路島
にあるため池の分布図である。このように島の広範囲にわたってため池が築造されてお
り、その地形や周辺状況に合わせ様々な形態のため池が存在している。 
 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk10/awajitameike.html
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図４ 淡路島におけるため池の分布 

出典：兵庫県／淡路島のため池保全活動 HP
（https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk10/awajitameike.html） 

 
２．３ 淡路島のため池管理について 

ため池は個人所有されることもあるが、多くはため池ごとに管理・利用を行う農家が集
まって水利団体を組織しており、淡路島ではその管理・利用者を「田主」とよんでいる。
「田主」は新田開発でため池が多く造られた江戸時代中期以降に組織され、現在に至るま
でため池や水路等の水利施設の管理から、田への配水などの用水管理まで行っている。そ
のため、ため池の改修や保存はそのため池の「田主」が行うものとされている。 
 
２．４ 淡路島のため池と人々 

淡路島のため池は、農業用水として使われるのみならず地域の人々の生活に密接にかか
わっている。そのうちの一つがため池から得られる食の恵みである。コイやフナ、ドジョ
ウを刺身や焼き魚とするなど地域の人たちはため池でとれる魚を食した。ため池でとれる
タニシやシジミカラスガイなどの貝類を煮物することもあり、植物ではヒシやハスを食用
とし実の部分を生食、塩ゆでにするなど人々に食されていた。二つ目に、上下水道ができ
るまでは風呂や洗濯にため池の水が使われることがあり、各家がため池の水を引き込む堀
をつくり、風呂水や出湧という湧水とともに飲料水として利用されていた記録がある。三
つ目に、子どもの遊び場でもあり釣りや水泳を楽しまれてきた。個人的に著者が伺った話
でも、淡路島で育った祖母やその他の島民の方にも思い出深い場所にもなっているようで
あった。このように、ため池は、その周辺に暮らした島民にとって極めて身近なものであ
り、災害時決壊し脅威になることもあったが人々の生活・文化と切っても切り離せない関
係が存在した。 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk10/awajitameike.html
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２．５ 淡路島のため池の自然 

前にも述べたように、淡路島のため池は兵庫県に分布する水生植物１２１種のうち４４
種がここのみに生育するような豊かな水性植物群をみることができ¹、またタイコウチ・ト
ラフトンボ・モズクガニ・トノサマガエル・コイ・アオガエル・サンショウウオ・ヨシノ
ボリといった生物がみられる。実際に淡路島を視察した際も、外来種であるかは定かでは
なかったが、トンボの大群や亀、魚を取っているのかため池周辺にシラサギもみることが
できた。このように、淡路島に多く存在するため池は豊かな生態系を育んでいるとわか
る。 

第三章 淡路島のため池の問題点 
平成２８年８月、淡路島にフィールドワークに行き実際にため池の現状の姿や直面する

問題点について、淡路島の洲本市でため池管理の相談やアドバイスをおこなっている兵庫
県淡路県民局洲本土地改良事務所ため池サポートセンターの方にお話を伺った。 
 
３．１ 離農問題 

淡路島では高齢化による離農問題、またそれによりため池の農業用水としての利用ニー
ズが減少している現状があり、淡路島のため池は管理者の目から離れ、放置されつつある
とお話を伺った。兵庫県のデータによると、淡路島地域は６５歳以上の高齢化率が３２．
９パーセント（２０１４年２月）と県内で最も高く、２０１４年までの５年間で農業人口
が約１１００人減少し、約１１０ヘクタールの耕作地が放棄されている。¹このように淡路
島の高齢化による離農は、農業用水として利用されるため池の減少をもたらす。 

 
３．２ 管理者問題 

また、伺った話では高齢化によって離農した水利権者やその子ども世代がため池の管理
に対して手を焼いている事態がある。災害時に危険であると判断され改修の必要なため池
に対して、中山間部の奥地にあるため池など現在の水利権者となっている子ども世代が把
握できない、管理したくても道が整備されていないため容易に近づけず管理に困っている
現状がある。これの問題については、統計から漏れるような奥地にある小規模ため池につ
いてデータで根拠を示すことが難しいのと、管理・維持はため池所有者の責任となり行政
がすべてを担って解決することが難しいため、管理方式の改善について本論文の提言にお
いては深く扱わない。ただし、現状の取り組みとして今回お話を伺った事務所の方がため
池の水利権者である「田主」のもとに赴き管理の相談にのるなど個々のケースに対して
日々改善に努めているというお話を伺った。この淡路島ため池保全サポートセンターの具
体的な活動は以下の通りである。 
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図５ 淡路島ため池サポートセンターの活動内容 
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図５ 淡路島ため池サポートセンターの活動内容 
出典：兵庫県／淡路島のため池保全活動 HP 

（https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk10/awajitameike.html） 
 

３．３ 中山間部と平地部のため池 
２．２でも述べたような淡路市や洲本市のような中山間部にあるため池おいて、放置た

め池の問題や管理者の問題はより深刻である。原因は、アクセスの悪さから離農が進みや
すく、そのため見捨てられ管理者も把握が難しくなるケースが多いと伺った。そのため住
宅地のそばの水田地帯に行った際は、護岸工事がなされたため池や現在も農業用水として
利用されているものも多く見受けられた。しかし、山地に近づくと人の手が付けられてい
ないようにみえる、利用されていないだろうため池も見受けられた。車でいける範囲かつ
少数のため池の事例だが、事務局の方との話と違わず存在していると感じられた。下記は
実際に著者がフィールドワーク時に撮影したため池の写真である。 

 
図６ 管理が行き届いていないため池 

出典：著者撮影 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk10/awajitameike.html
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３．４ 放置ため池の実態・問題性 
３．４．１ 放置ため池の実態 
 放置ため池の実態として、先行研究である『淡路島北部における放棄ため池の現状
と水生植物保全上の課題』（田中ほか，２０１１）によると、淡路市の中山間地域で
は２０１０年の段階ですでに半数近いため池が放棄されており、これは当地域の農業
従事者に占める高齢化率の増加と相まって今後もこの地域の多くのため池において放
棄が起こると予想している。放棄の理由は阪神淡路大震災をきっかけとしたものが多
かった一方、もともと耕作意欲や労働力の低下があり震災は主な原因ではなく、また
農地型よりも谷津田型のような中山間の小規模ため池におおい形態のものが放棄され
やすいという結果が出た。しかし、希少種の存在や生物多様性のあるため池ほど小規
模な谷津田型のものが多く、埋められず放棄されたため池も十数年かけて水位が低下
し、多様なエコトーンの消失、ないしはため池自体の消失につながっていくことが判
明した。このような研究から生物多様性を特に育んでいるため池ほど放棄されやすく
なっているという実情が伺える。 
 
３．４．２ 防災面 
 ため池の管理の章でも扱ったが、整備されていないため池の堤体はゲリラ豪雨等で
決壊しやすく、決壊したため池は周囲の人々の生活にダメージをあたえる。ため池の
放棄や不十分な維持管理は、堤体を弱くさせよりリスクを高めているともいえる。ま
た、震災等でも崩れることがあり、阪神淡路大震災時ため池の決壊が多くみられた。
先行研究である『震災後のため池貯水量の低下と田主の対応』（森下ほか，２００２
年）によると、１９９５年の阪神淡路大震災によって、堤体の崩壊やクラックの発生
などの被害を生じたため池は、島内で９６１池になり、兵庫県のため池被害の７０パ
ーセントも占めるほどの被害であり、¹これらのため池は災害復旧事業として改修され
たが、その完了にいたるまでため池貯水量の低下に対して田主が様々な作付制限等の
措置をしたとあった。このように、対策のないため池は震災等で崩壊し周辺住民に被
害を及ぼすリスクがあり、崩壊しなくてもヒビ等で水が抜けていき修繕しなければ農
業用水として利用できなくなるリスクもある。 
 
３．４．３ 環境面 
 一度人の手から離れたため池はかいぼりを行わないため、泥が池の底にたまりやす
くそのまま沼のようになってしまうことや崩れてしまう。そのため、いままでため池
で暮らしてきた生き物の棲み処が奪われてしまうという問題がある。また、堤体の痛
みから徐々に水が抜け浅くなったために繁茂した植物が枯れて積り、陸化するという
ケースもある。¹放棄ため池に関する先述した先行研究²のように、人々が適時に手を
いれ頻繁に利用する・堤体をコンクリートで覆って護岸している比較的大型のため池
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よりも、豊かなエコトーンや希少種を抱える小規模の谷津田型ため池がより放棄され
やすいという実態があった。 

 
図７ 堤体がコンクリートで覆われたため池 

出典：著者撮影 
 

第四章 ため池の管理・利用の現状と考察 
４．１ 淡路島でのため池の管理・利用 
 ４．１．１ 農業での利用 

２．２で述べたように、現在淡路島の農業用水は８割もため池に依存しており、このこ
とから放置ため池が増加しているものの農業用水としての利用は依然としてあるといえる
だろう。祖母の友人で農家の方から現在もため池から水路をひいて利用しているという話
を伺った。しかし、現状として放棄ため池の数は増えており、農業従事者の高齢化、また
ダムへの移行など農業インフラの整備なども理由に¹やはり農業用水としての利用ニーズは
減少している。 
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図８ 淡路島の棚田とため池 

出典：著者撮影 
また一方で、淡路島では農業者と漁業者の連携による「淡路ため池・里海交流保全」と

いう取り組みがなされており、農業従事者の高齢化によるため池管理不足と、瀬戸内海沿
岸の栄養分低下によるノリの色落ちの問題を解決すべく農業者と漁業者が連携し、ため池
の「かいぼり作業」がおこなわれている。これは昔のため池でよくなされていたかいぼり
という慣習を協力して行うというもので、これを行うことでため池にたまった山の栄養分
（腐葉土、栄養塩）を海に送り、豊かな海の生態系をも守るという、農業と漁業のもちつ
もたれつな利用も行われている。 
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図９ 「淡路ため池・里海交流保全」活動が作り出す農業と漁業の関係性 
出典：兵庫県／淡路島のため池保全活動 HP 

（https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk10/awajitameike.html） 
 
 ４．１．２ 洪水調整池としての利用 
ため池のもつ雨水貯留機能について、ため池の水位を調節し大雨を一時的に貯留すること
で洪水を減少させる機能が期待されている。¹ 

一定規模（受益農地０．５ヘクタール）以上のため池が淡路島に約２０００か所あると
すると、そのすべてのため池で水位を事前に１メートル下げた場合、約２０００万立方メ
ートル（淡路島のダム１３基分）の治水容量が創出されるとされ、平成２６年度の１０月
に淡路島を直撃した台風１９号は、平成１６年度の台風２３号を上回る１０月の観測史上
最大である９３ミリの豪雨であったが、ため池が雨水を貯留したため洪水被害の軽減と農
業被害も平成１６年度の台風２３号の８分の１程度に収められたという実績がある。¹ 
 実際に著者が淡路島を訪れたのは台風一過の後であったが、水位があまり高くなってい
なかったため事務所の方にお話を伺ったところ、比較的大規模なため池ではため池栓や洪
水吐の工事がなされ、水位調整している池も多いと伺った。 

  
図１０ ため池の水位を事前に下げることによって得られる治水容量 

出典：兵庫県／淡路島のため池保全活動 HP 
（https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk10/awajitameike.html） 

 
 ４．１．３ つりぼりとしての利用 

現在淡路島で行われているため池のレジャーとしての利用例は、つりぼりとしての利用
などである。この写真は、著者が実際に淡路島洲本市で撮影したものである。 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk10/awajitameike.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk10/awajitameike.html
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図１１ ため池のつりぼりとしての転用 

出典：著者撮影 
 

環境的な観点からは、つりぼりとして外来種を池に放てば問題であり、そうでなくても
環境への配慮という面では望ましくないと考えられる。また、多くのつりぼりを作ること
が採算や人々のニーズにつながるのかは考える必要がある。つりぼりのほかにもゴルフ練
習場にするなどレジャー利用は所有者によって様々であり、こういったレジャーとしての
利用もため池の利用の一つの選択肢であると考えられる。 

 
 ４．１．４ 生息環境の提供としての利用 

淡路島のため池は水生生物の生息空間としても機能しており、実際に市街地に近いため
池を少しまわった限りでも下の写真のような鳥たちが魚を取っており、水草の生息を見る
ことができた。また少し山のほうに行くと、夏には多くのトンボ群を見ることができた。
このように、ため池の生態系や生き物は人々の目に見える形で存在している。そして、３
つ目の写真は、コンクリートの上に堤体を作ったのちに盛り土をして、周囲の植生に配慮
したため池である。ため池を残していくにあたって、このような生き物の生息地に配慮し
た改修もみられる。 
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図１２ 水鳥が魚を捕まえている様子 

出典：著者撮影 
 

図１３ 池一面にヒシが生息している様子 
出典：著者撮影 
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図１４ コンクリート堤体の上に盛り土をしたため池 

出典：著者撮影 
 
 ４．１．５ 環境教育としての利用 

淡路島では、県が主導し島内の小学生を対象に淡路ため池教室という講座を開き、ため
池の持つ役割や機能を学び、実際にため池に赴き洪水吐や取水施設などため池の施設や生
き物の観察を行っている。¹環境教育とはずれるが、兵庫県淡路県民局洲本土地改良事務局
が制作した「ため池のものがたり」というため池に関するパンフレットや「淡路ため池め
ぐりマップ」といった地域にあるため池の特徴やエピソードを添えたマップを住民に配布
するなど、ため池の現状を地域に伝え親しみを持ってもらうために活用されている。 
 
４．２ 全国でのため池管理・利用例と考察 
 ４．２．１ 親水公園としての利用 
  比較的都市の中にあるため池に関しては、ため池を水辺のある公園として利用される
事例も増えてきている。和田安彦・三浦浩之著（2005）『水辺が都市を変える―ため池公
園が都市に潤いを与える―』によれば、市街地の中でのオープンスペースとしての利用、
また余暇のための時間を提供の場としての利用、ビオトープなど生物生息環境を残してい
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くための保護の場とするなど様々な目的をもってため池を公園化する試みが近年なされて
いる。そのようなため池の公園としての利用に関して、大阪府では「オアシス構想整備事
業」を全国に先駆けて実施している。これは大阪府のため池を「水とみどりに包まれたオ
アシス」として再生しようとするもので、構想内では市民が参加・管理する「ため池環境
コミュニティ」を設立し地域社会でため池を管理することで、ため池と人との親水性を高
めることを目的とするハード・ソフト両面のサポートが行われている。実際に摂津市の市
場池公園では、このオアシス構想により整備されたため池を密集市街地の中のオープンス
ペースとして提供し市民に歓迎されている。この公園では、アグリカルチャーゾーン・ア
ミューズメントゾーン・エコロジーゾーン・アメニティゾーンの４つにゾーンニングして
おり、ため池のもつ多面的機能を活かした作りとなっている。 

しかし、このような親水性を重視して設置した施設が、人工的であるというイメージや
深夜に若者のたまり場になるなどの治安面の問題は残されている。また、人々に親しまれ
る空間として、水質管理なども意図的に行っていく必要性があるともいわれている。 
 
 ４．２．２ 太陽光発電の利用 
兵庫県では、全国で一番多い農業用ため池の水面を再生可能エネルギー源として利用する
ため、ため池の水位変動に対応できるフロート式太陽光発電を整備し、発電・売電をおこ
なっている。¹このようにため池の新たな利用法として、太陽光発電としての利用も現在注
目されている。淡路島ではまだ利用例は少ないものの、南あわじ市の福池では実際にこの
フロート式太陽光発電を導入している。 

 
図１４ フロート式太陽光発電を行うため池 
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出典：著者撮影 
 
 ４．２．３ 生態系の保全のための利用 

茨木県穴塚大池では生き物の保全をと目的としたため池管理の在り方を模索してお
り、ここでは水抜きという伝統的な水利慣行を復活させ、中長期的なため池の環境の変化
や水生昆虫やハスをはじめとした水草などの動植物、外来種への影響などをモニタリング
する活動が行われている。この穴塚大池での試みは、日常生活の中で深く池とかかわりを
もった穴塚の自然と「歴史の会」の人々の「このままでは、これまで多くの生きもののゆ
りかごとなってきた穴塚大池の生態系が、その機能を果たせなくなってしまう」という危
機感が原動力となり、生態系保全のためのため池保全が行われている。穴塚大池地区の自
然に価値を見出した人々が、保全対策のコーディネート、生物のモニタリング調査、研究
者との協働、行政への働きかけ、一般の方々への普及・啓発活動など多岐にわたる活動を
行っている。注目すべき点は、会に所属する人々はこの地区で農業を営んでいない人や近
隣の住民でないメンバーもおり、農業生産を通じた人々とため池とのつながりが薄れる一
方で、土浦市やつくば学園都市などに住まいながら、緑をもとめてやってくる人々がつく
る新たなため池と人とのつながりが生まれているという点である。¹ 

このような活動を淡路島でも推奨をしており、県はため池をふくむ農業・農村が有す
る多面的機能を評価し保全していくための「地域ぐるみで農地や農村環境を守る活動」と
称して、「日本型直接支払（多面的機能支払交付金制度）」を利用し、①活動組織の設立、
②農地面積に応じた支援、③その交付金を活用して地域の判断でため池の補修をふくむさ
まざまの維持管理活動を実行など様々な可能性を提示すべく地元の方に対して冊子を作っ
て紹介をしている。² 
 
 ４．２．４ 観光地としての利用 

大阪府狭山市の狭山池では、日本最古のダム形式のため池として築造１４００年の歴史
があるため池であることをアピールするとともに、ため池に関するイベントを多く開催し
ています。¹ 

このように、ため池の歴史という面を評価し活用していこうという事例もみることがで
きた。淡路島でも、４．１．５で紹介した「淡路ため池めぐりマップ」という冊子を作製
し、人々が何気なく見てきたため池の歴史やエピソード、現在の個性的なため池利用の例
などを掲載している。 

第五章 淡路島における今後のため池利用に関する考察 
 ５．１ アンケート調査 

平成２９年１月２月にかけて、淡路島のため池の今後の利用に関するアンケート調査を
行った。アンケート対象者は淡路島に住む島民の方々である。特に今回協力していただい
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たのは、淡路島に住んでいる祖母の同級生で阿万小学校出身の友人やその親戚・知り合い
の方々、大学の淡路島出身の友人とその同級生の方々、湊集会所で行われた「１００歳体
操の会」にいらした地域の方々、宿泊した福良の周辺の方々・農協・南あわじ市役所での
インタビューに応じてくださった方々で、年齢は２０代から８０代の方までとなってい
る。このような南あわじ市や洲本市、淡路市に住む方５０名の方々の協力により集計を行
った。集計方法は主に対面しアンケート用紙に記入していただく方式をとったが、お会い
できなかった方に関してはファクシミリでアンケート用紙を送信し後日電話でお話を伺っ
た。アンケートの質問は以下の通りである。 
 
【アンケートの質問】 
Ｑ１ ため池のどのような点に価値を感じるか？３つまで選んでください。 

農業としての利用 

ため池のある風景（憩いの場） 

ため池の豊かな生態系・自然 

豪雨時の水量調整機能 

つりぼりや水泳など水辺の遊び場としての利用 

環境学習に役立てる 

ため池に関する思い出がある 

その他（                     ）               

 

Ｑ２ ため池の今後の姿について、どのような利用をしていきたいか、どの点を強化してい

きたいか？興味のあるものを３つまで選んでください。 

実際に取り組める方針は絞られるため、回答の選択もＱ１より絞っていただけると嬉しい

です。また、わからないものは聞いてください。 

 

農業用水としての利用が主 
洪水調整池としての防災機能をはたす 

つりぼりや水泳ができるなどレジャーとしての利用 
環境教育としての利用 

ため池公園をつくり憩いの場として利用 
淡路の自然と生態系の保全のための利用 

決壊しないように維持管理 
その他（                     ） 
  
  ５．２ アンケート集計結果とその考察 

アンケート集計結果について、Q1 のため池のどのような部分にため池の価値を感じる
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かについてあてはまるものを３つまで選んでいただいた。ため池にあまり親しみがなく３
つも選べないという方もいたため、想定した回答数より少なくなっている。 

 

図１５ Q1 のアンケート集計結果 
 

このように、最も評価をされたのは「ため池の豊かな生態系・自然」の２９票、次点で
「農業としての利用」が２２票、「豪雨時の水量調節機能」が２１票という結果になっ
た。やはりため池のイメージとして、目に見える自然豊かな様子や、実際に現在淡路島の
ため池の用途として大きい農業用水としての利用と水量調節機能などが選ばれた。この３
つは、ため池に関する知識の差や農家・非農家関係なく重視する方がいたことから、淡路
島に住む方々の中でこのような価値観は共有されているのではないかと推察した。 

一方、下位となった「ため池に関する思い出がある」「ため池のある風景（憩いの場）」
「つりぼりや水泳など水辺の遊び場としての利用」の項目は、ため池の少ない地域で育っ
た方や年齢が若い方ほど回答が少なかった。 

現在あるため池の利用を通して、上記のようなイメージを島民の方が抱いているという
ことをこの回答から知ることができた。 
 

次に、Q2 のため池の今後の姿について、どのような利用をしていきたいかについて、
より興味のあるものを３つまで選んでいただいた。結果は下のグラフのようである。 
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図１６ Q2 のアンケート集計結果 

 
「洪水調整池としての防災機能をはたす」の１６票、「農業用水としての利用が主」の

１５票、「決壊しないように維持管理」と「ため池公園をつくり憩いの場として利用」が
同じく１２票という結果となった。Q1 の回答と比較すると、ため池の生態系保全に関す
る項目である「淡路の自然と生態系の保全のための利用」が比較的少なくなり、一方でた
め池がはたす憩いの場としての利用の項目である「ため池公園をつくり憩いの場として利
用」が比較的多くなっていることがわかる。このことから、現在の価値として高く見積も
られていたため池の生態系の保護を第一に考える方が少ない、または現在ため池の自然は
守られていると感じているため将来の保全活動に関する優先順位が落ちたということが推
測される。実感としては、Q2 のほうはより絞って回答するよう誘導したため、環境の保
全の優先度が他よりも低く見積もられたのではないかと感じた。またため池公園が支持さ
れた理由として、現在の価値において低く評価された憩いの場としての価値を今後求めた
いという声が一定数あるのではないかと考えた。実際にこの項目を選んだ方に話を伺う
と、ため池の農業利用が今後減少するだろう淡路島で今までとは違う利用の形を増やして
いければよいと感じるという声をいただき、将来にむけたため池の多様な利用へのニーズ
であるとも受け取った。 

しかし多くの票数を獲得した防災機能・農業用水機能については、今後もより強化を目
指すべきだと考えられ、実際に南あわじ市庁舎のため池の担当者の方や洲本市にあるため
池サポートセンターの方から伺った現在あるため池機能の維持管理という活動方針と一致
していることがわかった。この質問から、今後のため池利用の在り方について上記のよう
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な示唆を得ることができた。 
このアンケートの問題点として、Q1Q2 ともに事前に各質問項目についての前提を十分

に回答者と共有できていたかという点があり、特にＱ２では実際利用の方針を決めるのは
ため池所有者の方で、ため池を改善するにしても本人のお金の負担が一部発生してしまう
というため池所有者の事情をしっかりイメージしたうえで、あくまで「もし可能ならばこ
の利用を勧めたい」という感覚で回答してもらえたか難しく感じた。つまり、実現可能性
やため池所有者への配慮という点を踏まえた回答になっているかという点がある。また調
査地区や調査対象年齢に偏りが出てしまった点や複数回答でアンケートをする際の正確性
などは今後の改善点である。また今回は時間や活動資金の制約上５０人の方のみだった
が、より調査人数や調査地域を広めてアンケートを実施できるようすることがより望まし
いと感じる。 

 
  ５．３ ため池に関する島民の意見とその考察 
 ため池の価値や管理・利用に関してアンケートを行った際、自由回答欄にくわしく意見
を書いてくださる方や、追加の口頭アンケートに協力してくださる方も多々いらっしゃっ
た。その意見を下記に掲載し、それに関する考察をしたいと思う。 
 
S さん・８０代女性・元農家・湊地区 
「昔池の底にあるどろを流して海に流し魚のエサになっていた。今はダムがつくられて、た
め池の利用がへった。ため池の相流し（ため池をかいぼりした際の泥を海に流すこと）をあ
まりしなくなって、漁師のかたも残念だと言っていた。」 
 
A さん・６０代男性・非農家・湊地区 
「（ため池は）瀬戸内式気候地域に数多く有り、兵庫県内に限っても、播磨地区には池面積
の大手なものがあります。【加古郡稲美町】 
淡路は数は多いが、地形などの関係から小さい物が多いですが。 
それぞれ、昔からの人々の知恵の積み重ねのたまものと思います。」 
 
T さん・８０代女性・元農家・湊地区 
「７０年前の私の子供の頃子供達がおよいだりハスの花の間でかくれんぼなどして楽しん
で居られた風景を思い出され笑を浮かべています。」 
 
A さん・７０代女性・非農家・福良地区 
「農家でないのでため池に親しみや思い出がないです。近くにもあまり見かけません。でも
ため池で子どもが亡くなったと聞いたことがあるので近づかない。農業のイメージがある。」 
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A さん・４０代女性・非農家・福良地区 
「最近は農業用ダムができたと聞いて、ため池の利用にくわしくないです。」 
 
F さん・２０代男性・非農家・淡路地区 
「正直にいうと、そんなにため池がおおいイメージはなかった。存在は知っていたけど、そ
こで遊びはしない。」 
 
S さん・８０代女性・兼業農家・洲本地区 
「ため池でおよいで遊んだ記憶がある。でもあぶないからあまりちかづかないようには言
われていた。農業としての利用もまだある。大きな池がおおいからため池を知っている人も
多いとおもいます。」 
 
A さん・４０代男性・非農家・南あわじ市庁舎勤務 
「南あわじは、まだ農業も盛んでため池ももちろん使っている。しかしため池によっては後
継ぎがいないため利用されず、うっそうとして近寄れない谷池もおおい。谷池がおおいので
底が深く危険だし、つりぼりにするのはきいたこともない。公園やレジャーとしての利用は
この地区では難しいと思う。所有者の方がそれぞれ、魚の養殖池にしたり、ソーラーパネル
を設置しているものも知っているが、農業以外の利用の可能性は今後の課題だと思う。やは
り、つかわないものに（維持管理の）お金をかけることに抵抗はあると思うので。」 
 
T さん・８０代女性・農家 
「面の少ない、そして大きな川のない淡路では水田の水は昔からため池からだった。そのた
めため池がなかったら淡路の水田は存在できない。昔から飲み水にも、淡路の人は苦労して
いた。各家庭が井戸から水を得ていた。 
現在は、都市の水道のようにため池から水道管を通し各自の田んぼの入り口に水道のよう
なコック（蛇口）をつけ、いつでも各自がほしいだけ田んぼに水を引くことができるように
なっている。」 
 
K さん・８０代男性・元農家 
「ため池がなくては淡路では水田（稲作）はできなかった。農業のための利用が大事。」 
 
F さん・８０代女性・農家 
「ため池がないと淡路の水田は成り立たないので、今後も大切にため池を管理・守っていか
ないといけない。だが、今若者の農家離れが進んでおり、それが親御さん達の不安と心配の
もとだとも話しておられました。今まで通り淡路の美しい水田を守り続けるためにもため
池を守って管理することを若者に是非わかってもらいたい。」 
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このように８０代以上の方の多くは、農家・非農家関係なくため池に様々な印象を抱いて

おり、中には思い出深いとおっしゃる方が多かったが、一方で地域によってため池への関心
の差があった。 
湊地区で行われた集会でアンケートを行った際は元農家の方もいらっしゃり、熱心にため

池の価値に関して話してくださる方もいた。そしてため池に関する知識をもつ方は、ため池
に関してポジティブなイメージを持つ方が多く、これからの維持管理や利用に関して気に
している印象だった。 
しかし、より海に近い福良の方はため池をあまり見ないので意識しないという方が多く、

そこに住む方には「よそでアンケートをすべき」とアドバイスまでいただいた。あまりため
池と関わらない方ほど、ため池の防災や水難事故の危険を感じている方が多く、またダムが
あるため使われなくなるのではないかというネガティブな印象を持っている方が多かった。 
このように、ため池に関する知識の有無はため池へのポジティブ・ネガティブなイメージと
いう差を生んでいた。 
またインタビューを通して、２０代～４０代の方は地域にかかわらず、ため池への関心が

薄い方が多かった。前述したように、県が小学校等で行っている「ため池教室」を通して若
者にため池の実態を知ってもらう活動を行っているが、それ以外にもため池に関するパン
フレットをより多くの地域の方に配布するなど、長年農家の方が管理維持してきたため池
をこれからも残していくためにも周知を広める努力は必要であると考えた。アンケートを
通じて５０人の方とため池の価値や管理・利用に関して向き合ったが、予想以上にため池へ
の知識や関心の差は大きく感じた。 
このような結果から、ため池を今後とも健全に維持管理・利用していくには地域住民の方、
特に若い方の知識や意識を高める必要性を感じた。 
５．４ 結論 
 アンケート調査と島民の方とのお話を通じて、ため池の価値や今後の利用に関して今ま
での農業用水としての利用や豪雨時の洪水調整池としての機能などが重視される傾向があ
った。しかし、離農問題や高齢化の進行による後継ぎ・管理者不足といった問題は今後も
ため池の放棄という形で地域の負の遺産となる恐れもあり、現在淡路島に多数あるため池
を今後どのように・誰が利用していくのかを考察する必要がある。現在ため池の改修・維
持管理は、「田主」や個人所有者の自己管理と彼らの申請による県や市からの金銭的補助
という形をとっており、現状では改修・維持管理を個々のため池所有者主導で行わなけれ
ばならず、対策を包括的に行うことが難しい。それは全国的にみても数多くのため池を抱
えている淡路島にとって、今後の大きな課題であると感じる。そこで大阪府の「オアシス
構想整備事業」で掲げられた「ため池環境コミュニティ」の設立といった、ハード面の改
修などの整備に加え、地域でため池を維持管理し利用していくという可能性を考えること
ができる。しかし、南あわじ市庁舎のため池担当の方がおっしゃっていたように、ため池
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の公園化やつりぼりとしての整備などの地域に開けた利用が地形的に難しいため池が多
く、ため池の利用方法に関しては所有者それぞれの意向によって進められるためサポート
しかできない現状があるなど、放棄ため池などを他用途に転用することへの高いハードル
となっている。 

またハード面の改修工事などについて、県や自治体の相談サポートや申請型の金銭的サ
ポートは現在あるが、ため池所有者のため池を保全ないし利用・維持管理していこうと意
識や、その動機付けなくしてはこれらの具体的アクションにつながりにくくなっている。
そのためアンケートからもわかるように、ため池への関心が低下している子・孫世代への
アプローチが今後より重要度を増すのではないかと考える。そのためにため池に対するさ
らなる周知活動や、ため池の価値・利用のポジティブな可能性の発信などの、世代を問わ
ない「ため池教育」が行われるのも望ましいと考える。現在ある県主導のため池教室など
の必要性も、アンケート結果で環境教育にあけるため池の重要性は票数として出なかった
ものの、行う必要性はあると感じた。 

教育や周知の重要性に加え、茨木県穴塚大池の「歴史の会」がおこなっているような地
域ぐるみで行うため池管理や、淡路島で現在推奨されている「地域ぐるみで農地や農村環
境を守る活動」など、ため池所有者だけでは管理・利用できないため池をどのように地域
の中の問題として解決できるかも重要であると考えた。 

今回の分析においてはため池利用の可能性について淡路島の方の意識調査を行ったが、
現在そしてこれからのため池管理者問題に対する提言はひとまず保留した形となった。今
後このような管理者の問題や地域の人々の「ため池を残そう」という意識の問題につい
て、より議論される必要があると感じる。 
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あとがき 
卒業論文のテーマ選びをする際に、自分が身近に感じられる問題で、実際に一つの地域

を対象にその地域の方と交流し、地域に寄り添った研究ができないかと考えていた。小学
生のころから夏休みに訪れていた祖母の生家のある淡路島は、都会で育ったわたしにとっ
て唯一自然を身近に感じられる場所であった。淡路島でとれる甘い玉ねぎ、鳴門でとれる
わかめを使ったお味噌汁などがとても好きだった。また、淡路島に住む祖母の親戚もとて
も優しく面倒をみてもらったことを覚えている。そんな思い入れのある淡路島を、論文の
テーマに選ぼうと思い、祖母や島民の方の協力を得て本論文を執筆した。 

ため池は淡路島の農業を支える農業用水として欠かせない存在であり、また淡路島で育
った島民の方にとって、ため池のある環境で育った思い出など懐かしく、また淡路島の風
景の一部であると伺った。現在多くのため池は、淡路島に限らずその利用用途や維持管理
をめぐって問題を抱えている。それを把握したうえで、淡路島の風景であり豊かな生態系
を育むため池を残していくためにも、維持管理と利用を通じて人々とため池のかかわりを
この先も維持できたら良いのではないかという思いで調査を進めた。執筆にあたり、東京
と淡路島の距離の問題、お話を伺える方とのコンタクトなどに苦労し、もう少し時間と資
金を用意できれば、また活動の足として車を活用し自由に移動できれば、より充実した内
容に仕上げられたのではないかと感じ、これは反省点であると感じている。 

しかしアドバイスや親戚に取材のアポイントをしてくれた祖母、こまめに卒論の進捗を
気にかけてくださった１２期の院生の方々、論文に関して相談に乗ってくださった大沼先
生への感謝の言葉をここに残したいと思う。 

また、調査に際しては淡路島でため池管理者のサポート等をおこなっている兵庫県淡路
県民局洲本土地改良事務所の方・南あわじ市庁舎農地整備課の方に、大変お世話になっ
た。「淡路ため池ものがたり」をはじめ様々な淡路島のため池理解に関しての資料を提供
してくださり、担当者の方がお話をする機会を設けてくださったおかげで、初めてこのテ
ーマを扱うことができたと感じている。また祖母の親戚の方が紹介してくださった「１０
０歳体操の会」で出会った方々など、アンケートの際に熱心にため池に関してお話くださ
った方々にも感謝したい。多くの淡路島地域の方々と身の回りの方々の支えあってこの論
文を終えられたことに深く感謝を示します。 
平成２９年２月３日 淡路島にて 
平成２９年２月２８日 加筆修正 
１３期 時枝 望 


