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森と農業で自然と生きる

遊佐文博さん

（黒岩洋子）

「さとのわ」の「里山カフェ」では、ランチ

として、鳴子の美味しい農産物とともに、遊佐

文博さんが作っているコメが出されています。

鳴子の代々コメ農家に生まれ、2016 年には、

農業法人「継田（けいた）」を設立されました。

ホームページには、農業法人を設立した思い

を「中山間地域の鳴子は上流域に位置し、清流

がそのまま田んぼに入る、宮城県内でも希少な

エリアです。その清流をたっぷり受けて育った

鳴子の米は水分、旨味に優れた 上等米、とり

わけ継田の田んぼは日当たり、水はけが良い地

区の為、安定した生産量を誇ります。担い手が

居ない田んぼは、みるみるうちに荒れてしまい

ます。美味しいお米を生産するということだけ

でなく、その田んぼの四季を通じた日本の美し

い里山景色を暮らしを次の時代に継いで行く

…… 社名の“継田”にはそんな思いを込めま

した」と、書かれています。

コメを作るほか、宮城県の森林インストラク

ター、自然探索ツアーの企画、山岳ガイド、冬

場はスキーやスノーボードの指導員、山で遭難

者ができたときには、山岳救助隊として救助に

も向かうという、いわば山と自然のエキスパー

トの遊佐さんに、お話を伺いました。

手入れした森では子どもたちと

―― 今日は、お忙しいところ有り難うござい

ます。

遊佐 さきほどまで、子どもたちにスキーを教

えていました。

私は、14 ～ 15 年前に、県の森林インストラ

クターの資格を取りました。昔から、森に興味

があったわけではなく、鳴子の川渡に、東北大

学農学研究科附属フィールドセンターがあって、

そこの技官をしていて、森に対する考え方を教

わりました。

今、森林や山がかなり荒れています。4 ～ 5

年前から、森を保全するＮＰＯなどの団体に対

し、国から補助金がでるようになりました。そ

れに応募して活動しています。今年からは、県

や市も、森作りに関わろうとしています。

森林には、雑木林が少なく、平らで気持ちよ

くいられる場所がなかなかありません。たまた

ま近くに、小さな面積ですが見つかって、そこ

の手入れを始めました。まず、笹などを刈り払

います。笹は 1～ 2回払うと、あとは出てこな

い。そうすると地面に太陽がよくあたって、春

先には片栗の紫の花が一面に咲きました。踏み

つけては悪いな、という気になります。

枯れた枝を拾って薪にしたり、桜だったら、

ナメコの菌を植え付けたりします。クヌギ、コ

ナラ、ミズナラは、椎茸菌を植えます。

そういう手入れをしながら、子どもたちを森

に連れて行き、20 ｍくらいのロープを張って、

ターザンみたいな遊びをさせる。込み入った雑

木林だと、木を倒したままにして、子どもたち

を遊ばせます。子どもたちは、根元から枝に歩

いたり、登ったり。こちらで遊びを探さなくて
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も、自分たちで考えます。それを見ると、こち

らも嬉しくなります。他にも、午前中、どんぐ

りなどいろいろな木の実を拾ってきて、午後か

らは、屋内でいろいろな物を作って遊びます。

―― その森には、建物もあるのですか。

遊佐 建物はないので、近くの古民家まで移動

します。

―― 子どもたちは、地元の子が多いのですか。

遊佐 そうです。夏休みや、運動会で月曜日が

休みになったときに、企画します。

―― 森林インストラクターとは、どんな仕事

をするのですか。

遊佐 森を案内しながら、木の名前や、森の自

然の様子を説明します。木によっては、人間と

同じように棲み分けをする種類があります。湿

気の多いところに生える木や、乾いところを好

む木があって、木が自分で決めています。

今、手入れしている森は、子どもたちも来ま

すが、栗やドングリなどの木の実があるので、

熊も来る。木の幹に熊の爪痕があったり、2 ～

3 日前の糞があったりします。熊は、冬、栗の

木に登って食べたら、枝をお尻に敷いて「熊

棚」を作ります。それがあると、熊が登ったこ

とがわかります。そういうところに、子どもた

ちを連れて行って、「今まで熊がいたんだよ」

「寝てたあとがそこにあるでしょ」と、説明す

る。

―― 熊に出くわすことはないのですか。

遊佐 私は鈴を持って歩きません。ナタは持っ

ていきます。熊とは、できたら会いたいと思っ

ています。熊は臭いに敏感なので、風下から近

づくとか、危なくないようにね。

―― 去年は、秋田県で熊の被害が出ていまし

たね。熊が、人間を食べた跡もあったとか。

遊佐 被害があった秋田県と似た場所に、ここ

から 1時間もあれば行けます。何しに行くのか

というと、5 月下旬から 6 月初め頃は、タケノ

コ採りに行くんです。タケノコを探しながら歩

くと、笹が動く音がするんです。熊も一緒に歩

いていて、採るのに夢中になっていると、熊が

いるのがわからなくなる。馴れてる人は、ラジ

オを横に置いています。そうやって、熊と一緒

に採る。また、自分がどこにいるのか分からな

くなる人もいて、私は、山岳救助隊として、そ

ういう遭難した人の捜索にも行きます。

農業法人を作って「田んぼ」を維持

―― 農業法人を作られたそうですね。コメ作

りをやめて行く人が多いなか、大規模化すれば

なんとかなりますか。

遊佐 農家では、後継者がいない、農機具が高

くて買えない、といった理由で、やめていく人

がかなり多い。私も 65 歳ですので、この先 10

年も続かないかもしれませんが、やれるとこま

でやってみようと思い、「継田」という農業法

人の会社を立ち上げました。

それまで 2ヘクタールしか作っていなかった

のですけれど、10 ヘクタールぐらいに増やし

ました。10 ヘクタールあっても、国の方針で 4

割は減反しなくてはいけないんです。10 ヘク

タール全部でコメを作ればいいんですけど、減

反しなくちゃいけない。減反した 4ヘクタール

をどうするかは、なかなか難しい。

私の田んぼは、土が浅いので畑にならない。

コメ以外はできにくい土地です。畑は、ある程

度の深さまで土がないといけない。うちは河原

だったので、石もゴロゴロ。だから、コメ以外

はなかなかできにくい。そのため、コメを作っ
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て、ロールにし、ラップをかけて、牛の餌にし

ています。

―― 車窓から、白いロール状のものがたくさ

ん見えていましたが、それがそうなんですね。

遊佐 そうそう。それは、牧草の場合もありま

すが、コメの場合もあります。コメに実が入る

前に、藁も実もひっくるめてロールにします。

それでなんとか、田んぼを維持しています。

―― 増やした田んぼは、もともと休耕田だっ

たのですか。

遊佐 いえ、田んぼとして使われていたところ

です。そこでコメを作り続けないと、2 ～ 3 年

で柳や雑草が生えてきますからね。この辺りで

は、減反した田んぼにソバを植えるようになっ

てきているんですけど、水はけが悪くて湿気が

多いと、ソバは実がならず、うまくいかない。

―― 会社には、若い人もおられるのですか。

遊佐 いえ、私が一番若く、80 歳くらいのお

ばさんと、65 歳ぐらいの人との 3 人でしてい

ます。草刈りや田植え、収穫の時期には、アル

バイトも頼んでいます。

ロールにする機械は特殊で、それも買いまし

た。刈り取って、3 ～ 5cm くらいに細かく切っ

て、それをまぜてロールにする。それと、ロー

ルにしたのをラップする機械も買いました。そ

の 2つで 1600 万円ほどかかりました。

―― うわー、高いですね。

遊佐 減反の保証金と、ロールにしたとき、1

反あたりの補助金が 8 万円出ます。1600 万円

の半分は、国と県と市から補助金が出ます。で

も、お金がないので、半分は借金しました。だ

から 5～ 6年は働かなきゃいけない。

―― そこまでして農業を守ろうとするのは、

昔から、代々、農業をやってきたからですか。

遊佐、いやー、今考えたら、誰かに売ってしま

ったら良かったかな、と。でも、私が作った会

社が、私の田んぼを買ってやっていると思えば

いいのかな。新しい会社を私が作って、その会

社に私の田んぼを貸しているので。今まで 2ヘ

クタールだったのを 10 ヘクタールにすること

によって、国からの補助金もでます。私個人で

2 ヘクタールやっていても補助金はでないので、

会社組織にしてやっていかないと、結局、田ん

ぼは荒れちゃう。

―― 毎日、忙しいでしょうね。

遊佐 田んぼに手がかからない冬場は、スキー

やスノーボードを教えていますからね。今日と

明日は、地元の古川学園という、バレーボール

の強い学校の、高校生のスキー講習です。

―― 鳴子にスキー場があるのですか。今日ま

で、雪がなかったそうですね。

遊佐 京都から皆さんを迎えるにあたって、雪

が降りました。一昨日と昨日で 40 ～ 50 ㎝積も

りました。それまでは、ほんとになかった。高

校生を教えるスキー場は、鬼首にあります。

田んぼの作業は、3 月ぐらいからかかります。

2 月半ばには、今年に播く種がくるので、水に

漬けたり、芽吹かせたりします。寒いので、種

を播いたらビニールハウスに入れます。その準

備もします。

―― 今年、京都の北部が大雪に見舞われ、ビ

ニールハウスが倒れてしまいました。この辺り

のビニールハウスは、特別なものですか。

遊佐 そうですね。ここでは雪にやられるのが

わかっているので、1.8 ｍ間隔で、補強のパイ

プを入れています。真ん中の一番高い所にも、

つっかい棒を入れます。

―― ビニールハウスの値段は高いのですか。

遊佐 ビニールだけだと 12 ～ 13 万円ぐらいで

すけど、骨までやられれば、70 ～ 100 万円は

かかります。

ファンが続出する

「さとのわ」自然体験プログラム

―― 「さとのわ」と関わるようになったのは、

どんなきっかけですか。

遊佐 最初、（鈴木）美樹さんは、東京でアパ
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レル会社に勤めていて、鳴子には湯治で癒やし

に来たのかと思っていましたが、そのうち、私

に声がかかりました。

美樹さんは、「さとのわ」で、女の人たちを

相手に、料理を作っていましたが、森に行った

り、山に行ったりする企画もあったらいいのじ

ゃないかということで、たまたま森林インスト

ラクターの資格をもっていて、山岳救助隊もし

ている私に「山とか森に連れて行って」と声が

かかり、「今度、山でも行こうか」ということ

になりました。そうすると、皆さん経験がある

と思うのですが、途中は苦しいけど、登った時

には「やったー」という達成感があります。そ

れが良かったのかなと思います。

―― それで、「さとのわ」のプログラムの 1

つとして、「森へ行こう」「山へ行こう」という

のができたのですね。

遊佐 スケジュールは、田んぼの忙しいときを

避けて立てています。忙しいときはしない。

私は、人を集めなくていいから、そういう意

味では楽です。プログラムには、何回も同じ人

が来てくれます。その人がまた、別の人を連れ

てくる。

―― 参加者は、男性も多いのですか。

遊佐 そうですね。でも男性より女性が多いで

すね。今、「山ガール」がブームになっている

せいもあるかもしませんが。

―― このあたりでは、どの山に登るんですか。

遊佐 有名な山では、鳥海山とか月山に行きま

す。すぐ近くには、ブナ林があることで有名な

奥羽山脈があります。栗駒山には、日帰りで行

けます。鳥海山や月山は、ここからバスで 2時

間半から 3時間ぐらいです。

（ここから、鈴木美樹さんも話に参加しました。）

鈴木 （遊佐）文博さんは、宿「みやま」のご

主人、板垣幸寿さんから紹介されました。それ

で 1～ 2 回、潟沼（かたぬま）とかに連れて行

ってもらったんです。

「さとのわ」のプログラムは、最初、鳴子の

「さとのわ」で鈴木美樹さんも加わって

周辺でやってたんだけど、楽しいので、文博さ

んのファンがたくさんできて、リピーターも多

い。今度、どこに行くのか、日程も場所も決ま

ってないのに、申し込んでいく人がいます。だ

から、調子に乗って、鳥海山や秋田、岩手、山

形にも、グリーンシーズンは行くようになって

います。最低でも、月に 1回は、文博さんを拘

束できるというルールを守ってもらっている。

ただ、去年に会社を立ち上げてからは、すごく

忙しくなっているので、やりくりが大変です。

―― 遊佐さんは、年がら年中、忙しそうです

ね。

鈴木 今でこそ、電話一本で「お願いします」

と言えますが、そうなるまですごく時間がかか

りました。

「さとのわ」は、今やっていることを採算の

とれる事業にしていかなくちゃいけない。その

ためには、今までのような趣味の世界ではだめ

で、時間の使い方も内容も、収益のバランスを

考えてやらなきゃいけない段階にきています。

そうすると、これまで一緒にやってきた人のな

かには、「付いていけない」「なんでそんなに忙

しくしなきゃいけないのか、わかんない」と言

う人も出てきています。そういうなかで、文博

さんは、ずっと私に目線を合わせてくれている

ので、自然にお付き合いが続いています。

文博さんのコメを買うことで、文博さんを支

えることができたら、理想的です。ここの強み

を生かした利益の生み方を、確立させたいな思
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っています。コメも、ひとめぼれ、ゆきむすび、

ささ結び、みやこがねもちと、いろいろな種類

があります。鳴子は水がおいしいので、鳴子の

コメは本当に美味しい。

遊佐 普通、私を呼ぶときは「遊佐さん」と言

われますが、鈴木さんは「文博さん」と読んで

くれます。私も「美樹さん」と呼ぶ。そうする

と、なんとなく親しみがわきます。

―― いろいろされていますが、何が一番、面

白いですか。

遊佐 この頃は、やることがいっぱいありすぎ

て、苦痛になってきています。とくに事務はい

やです。山仕事は、計画をつくり、写真をとっ

て、報告書を作らなくちゃいけないから、大変

です。

鈴木 去年は、2 週間ぐらい連絡がとれなくな

って。いつも、連絡するとすぐ返事があるのに、

おかしいと思っていたら、「南アフリカに行っ

てきた」と楽しそうに言うんです。

遊佐 森林インストラクターの資格をとるとき

に、娘と一緒に 1週間、レンタカーを借りて、

ヨセミテとかセコイア国立公園に行きました。

2 日テントでキャンプすると、次にモーテルに

1 泊して、洗濯する。そうやって移動していま

した。

その時の印象が強かったのか、外国の国立公

園によく行きます。2 年前は、アフリカのタン

ザニアに 10 日間くらい、兄とレンタカーを借

りて行った。タンザニアでは、区域を移動する

たびに車を止められて、お金をとられる。それ

が普通なんですね。それで、2、3 回目からは、

車を止める振りをしてスピードを落とし、近づ

いたら急に加速して車を発進させる。それをや

ったら、次のところで咎められるのかと思った

ら、そういうのは一切無いんです。その国、そ

の国で、文化が全然違います。ツアーとは違う

体験ができます。

「さとのわ」の活動を側面から支援

―― 今後、どんな活動をしたいと思いますか。

遊佐 「自然」という側面から、「さとのわ」

の五感をとぎすます活動に、メインじゃなく、

側面から支援していきたいと思っています。例

えば、山菜をとったり、山歩きをしたり。

鈴木 東北は、広葉樹林が多く、植物体系のバ

ランスがとれた、いい地域だそうです、だから

自然を観察できる場所が多い。自然林が多いと

いったことも、案内して解説して下さる方がい

ないと、わからない。文博さんの仕事は、大事

です。

―― よそから若い人が来るのを、どう思われ

ますか。

遊佐 せっかく来るのなら、何か目的を持って

来てもらいたいですね。目的があれば、こちら

でその目的にあわせたメニューを考えられる。

2 泊くらいとれるのなら、どこでも連れて行き

ますよ。
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