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第１２回 四万十川・入田元池シンポジウム 
日時：平成２６年８月２４日（日）９：０８～１１：５６ 

場所：入田集会所 

主催：四万十市入田地区 

協賛：四万十川自然再生協議会 

プログラム： 

○主催者代表挨拶 上の区長 植田法文 

○講演「移住者の目線でとらえた幡多の食と魅力」                 

日本野菜ソムリエ協会認定 

 野菜ソムリエ／食育マイスター 斉藤香織 

○事業解説「四万十川の河川事業について」                   

国土交通省中村河川国道事務所 河川副所長 福島奨 

○思い切り発言 

○閉会挨拶 幡多農業振興センター かわむら所長 

内容： 

○進行：入田下区長 小松昭夫 

・１１時からは思い切り発言。何でも言うてください。ここでの発言はオフレコです。 

 

9:10～9:12 主催者代表挨拶 上の区長 植田法文                      

・国、県、市、民間団体、自然再生競技会、メンバーの方々、ありがとうございます。 

・今回で１２回となるこのシンポジウムで、女性講師は初めてです。斉藤先生、ありがとうござ

います。国土交通省から福島さん、ありがとうございます。 

 

9:12～10:22 講演「移住者の目線でとらえた幡多の食と魅力」                 

○講師：日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエ／食育マイスター 斉藤香織 

○プロフィール 

・東京都出身、現在は具同に住まい。３月１１日の高知新聞のやいろちょうの斉藤さんの記事を

見て、斉藤さんに会い、講師をお願いすることとなった。 

・明治大学で演劇部 舞踏 全国、全世界を回り。１０年間大活躍、その際に野菜ソムリエの資

格を取得。一心発起して、四万十、具同に住むことに。 

・野菜ソムリエつぃて、地場産材の販売促進のためにメニューづくりなど、奮闘いただいている。 

 

○はじめに 

・東京の杉並区に育ち、夏休みにおじいちゃんの所に帰る友だちのこと

を、うらやましく思っていた。 

・小学校は歩いて３０分ほどかかるところにあったので、行きすがら、

草や花を採ったり、帰りはクワの実や人の家のブドウやザクロを盗っ

たり、寄り道しながら帰っていたので、東京に生まれ育ったが、草や

虫が子どもの頃からずっと好きだった。 

・体を真っ白に塗って踊るような、日本独特の踊りを全国、世界に行って踊っていた。そこで、



H26.08.20 第１２回 四万十川・入田元池シンポジウム 

 ２ 

いろいろなものを、見て、食べた。 

・「体（からだ）」と「食」は密接な関係にあるとずっと思っていたので、一度、食の勉強をして、

それからからだに戻ろうと思い、野菜ソムリエの資格取得をし、東京で野菜の栄養や効能につ

いて話をしていた。 

・しかし、この野菜がどういう風に育ち、成長しているのか知らないことに気づいた。頭だけで

しゃべっていることに気づいた。 

・一度、東京を離れて、生産者の方と目線を合わせ、出来れば自分でモノを作りたいと思った。

しかし私には、ふるさとが無い、田舎が無い。 

・どこにしようかな、高知にしようと決めた。新鮮な野菜だけでなく、魚があり、豊かな食材が

ある。 

 

○高知のなかで、どうして幡多を選んだか 

・東京からこんなに時間がかかる所は、幡多以外にない。 

・具同に住んで１年半になります。 

 

○食べ物って地域性がある 

・同じ食べ物が、土地によって料理の仕方、盛りつけの仕方、呼び方が違い、食べ物には地域性

がある。 

・ひとつの例として、お正月の「お雑煮」 東が角餅、西が丸餅 

・東京は、カツオと昆布の澄ましに角餅 

・名古屋は、お澄ましで角餅、具は家にあるものを入れる 

・八戸は、クジラの皮を入れる 

・岩手宮古市は、餅だけ揚げてクルミのタレに浸けて食べる 宮古では美味しいことを「く

るみ味」という 

・仙台は、焼いたハゼが入り、イクラもトッピング、豪華なお雑煮 

・福井は、お餅が丸くなり、味噌仕立て カブとカブの葉が入っている 

・名古屋は、モチバと言われる青菜、餅だけが入って、シンプル 

・出雲は、小豆汁の中に丸餅 甘いお雑煮 

・香川は、白味噌ベースであん入りの丸餅 

 

○こっちに来てびっくりした 

・天ぷらと言えば野菜に衣をつけて揚げたものと思っていたのが、魚のすり身だった。 

 

○世界では文化によって嗜好が違う 

・昆虫を食べる国がある。日本も関東から北の方ではイナゴを食べる。岐阜では蜂の子を食べる。

しかし、一般に日本では虫を食べない。 

・ニューギニア タガメ、ゴキブリのような虫を食べる 

・無脊椎動物 たこ、イカ、なまこ、ウニ、ホヤ 日本人は食べるが、欧米人は食べない。 

・鯨や馬を食べる。 

・食べるものがないから食べているのではなく、文化の違いである。 
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○高知に来て驚いたもの 

・魚：ウツボ、フカ、どろめ、のれそれ  

 野菜：りゅうきゅう、ニンニク葉、 

 柑橘：ブンタン、スダチ、ゆず、ぶしゅかん 

 

○ものを売る、アピールするには「ストーリー」が必要 

・ぶしゅかんは東京に持っていったら人気が出ると思う。 

・「仏手柑」 鑑賞用や漢方に使われる 

・なぜ「ぶしゅかん」と言われるんだろう。昔、四万十でぶしゅかんを育てていた頃があるらし

い。何か関係、ストーリーがあるのでは。 

・ものを売る、アピールするには「ストーリー」が必要。 

・ストーリーがあると、「美味しかった」で終わってしまうのではなく、ストーリーが広がってい

く可能性がある。 

・是非、ストーリーを膨らませていってください。 

 

○高知はニンニクやショウガをたくさん食べる しかし・・・ 

・高知の人はニンニクやショウガをスライスして食べる。 

・イタドリ 今年初めて生で食べた。とっても苦かった。 

・このようなものをよく食べるということは、胃腸が良いはず。胃腸が良いのは長寿につながる

はずなのに、高知はそうでもない。飲酒量の多さが長寿を妨げているのかも。 

 

○高知に来て思うこと 

・醤油が甘い。 

・幡多の醤油には砂糖や甘味料が入っている。これは、九州も同じ。九州にはサトウキビがあり、

砂糖がふんだんにあった歴史があると言われる。九州の影響が幡多にも・・・ 

・お寿司 黒いこぶで巻いた巻きずし 幡多独特のモノ 

     よそでは白いこぶで巻いた巻きずしならある 

 ろくやた きびなご 

・四万十川の川のめぐみ 川エビ、鮎、ウナギ、・・・ 

 

○「食」は、おもしろいなぁ、楽しい発見につながる 

・いろいろなところに旅行に行っても、美味しいものを食べた、「食」の記憶が頭に残っている。 

・どこに行っても同じ規格にされている食の中で、地域性のある、地域に特徴のある「食」は、

差別化につながる。 

 

○幡多に来て発見したもう一つのこと 

・春になる山菜が出てき、ワラビ、ゼンマイ、イタドリ、タケノコ、ツクシ・・・ 

・東京にもツクシは生えているが、東京に住んでいるときには気がついていなかった。 

・ツクシもワラビもイタドリも、料理に手間がかかる。都会の人は食に手間をかけられない。 

・「都会の人が台所に立つ時間が３０分をきった」とのデータがある。時間をかけられないので、
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加工したものを、お店で買ってくるしかない。 

・幡多では、お味噌、ラッキョウ、梅干しを自分で作ったりしている。これも時間がかかること。 

・私たちは時間がかかることを、忘れていた。食べ物のありがたさを忘れている。食べ物は時間

と手間がかかっていることを忘れている。 

・食べ物には「織り込まれた時間」がある。 

・幡多では、旬のモノを当たり前に食べている。これは都市の人から見たら羨ましいこと。 

・風土にあった食をしている。「身土不二（しんどふじ）」広くても５里（２０ｋｍ）の中のモノ

を食べていたら、健康に暮らせるとの考え。 

・四季のある日本の食文化 守っていかなければならない。 

 

○「自然観」「生命観」 

・「自然観」「生命観」が根底にあると思う。自然をどう見ていくのか、命を動見ていくのか。こ

れは、「見る」ものではなく、「原体験」から気づき、気づいたことが根本にあると思う。 

・私の好きな言葉に センス オブ ワンダー 何かに出会ったときに、何かドキッ、ワサワサ

とした不思議な感覚 

・人は生き続けなければいけなくて、ずっと食べ続けないといけない。 

 

○食育 

・私が選んで食べたものでしか、私の体は作れない。食育が大事。 

・五味：甘い、酸っぱい、辛い、苦い、うまい 

・五味は、味覚は、命を守ることにつながる。 

  酸っぱいのは腐敗 

  苦いは毒につながる 

・舌の 

  先は 甘み 

  まんなか しょっぱい 

  両脇 すっぱい 

  奥で にがいものを感じる 

 

○最近、心配なこと 

・最近の２０代、３０代の人は、今日、何を食べたらいいのかが分からない。 

・知識はあるので、「疲れたのでビタミンＢのサプリメントを」となってしまう。 

・自分の体の声が聞けたら、「今日はこれを食べたい」と思ったものを食べればいい。 

・「自然観」「生命観」に加え「内観」が必要と思う。自分の体の声に耳を澄ませることがいる。 

・私はどうしようもなく疲れたときに食べたいものは、マクドナルドのハンバーガーとコーラ。 

これが、私の体が求めているもので、これで元気になれてきたので、知識ではなく、体が欲す

るものでいい。 

 

○入田について 

・いろいろな産物を外に出すには、運搬距離のハンディキャップがある。では逆に、人に来ても
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らって、食べてもらおう。 

・人に入田に来てもらうには、引きつけるものがいる。 

・種苗屋で買ったモノで作ると、サイズが揃い、育てやすいし、出荷の歩留まりも良い。 

・しかし、在来の種の栽培をやめてしまうと、種が絶滅してしまう。 

・種が絶滅するということは、種が育ってきた背景、文化を失うことになる。 

・入田の地域で、おじいちゃん、おばあちゃんがズゥーと作っているというものがあれば、それ

をみんなでつくり、保護していくというのも、目玉になる。 

 

○なぜ、郷土料理を守る必要があるのか 

・例として、京都のニシンそば 

 京都にはニシンがない。大阪港に船が着き、ニシンが荷揚げされ、それとドッキングしニシン

そばが出来た。 

・郷土料理の背景に「ストーリー」があるはず。 

・在来種で、郷土料理を作る。 

・昔は冠婚葬祭では、大豆を持ち寄り、かならずお豆腐を作っていた。 

 

○最後に 

・幡多の土地は都市部から遠く、マイナス面もある、流通面、人が来にくい。マイナスはプラス

に変えられる。 

・屋久島の屋久杉 飛行機を使って５時間歩いてでも、遠くても見に行くではないですか。 

・そんな、魅力づくりを。 

・私は、都市部と幡多地域をつなぐ架け橋になれたらいいなぁと思っています。どんどん、私を

利用してください。 

 

10:10～10:22 質疑 

司会：身近な話をして、我々が忘れていたことを気づかせてくれたかなぁ。 

 

男性①Ｑ：杉並区出身で、都市との間の架け橋にもなりたいということで、お願いしたい。日本に

ハンドボールをドイツから最初に輸入した地域が杉並区。何か、そんなことも「キー」として

もらえたら。幡多は人口が少なく、ハンドボールをしていないが、良い指導者がいれば出来る

ようになるのでは。 

Ａ：知りませんでした。調べてみます。 

 

司会：キュウリと川エビの話があったが、去年は川エビの講演をしてもらっ

た。 

 

司会Ｑ：高知は山もある、川もある、海もある。海産物、昆布類の消費が多

いのは沖縄と聞いている。常識的には北海道かと思ったのだが、なぜなのかご存じではないか。 

Ａ：食べ物と文化はおもしろくて。北と南、同心円上に似かよっていることがある。アイヌの人と

沖縄の人の顔つきは似ている。南と北は味付けが甘い。北海道のお赤飯は、食紅をいれ甘納豆
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を入れる。ご飯にも砂糖を入れる。 

司会：「生命観」、「内観」で同じなｎおかもしれない。 

 

男性②：お話を聞いての感想です。初めての地に旅行に行って、ガイドさんに「美味しいものを食

べられるところを教えてください」というと、ガイドさんは「教えられない」という。「美味

しさは人それぞれ、甘い物好き、辛い物好き、人それぞれで、万人に美味しいものはない。だ

から美味しいものが食べられるところを教えることは出来ない。でも、この地でしか食べられ

ないものは教えられる。美味しいかどうかは自分で食べてみてください」と。今日のお話しの

中でも、その地で育ったモノ、その地でしか食べられないものが大事という話があり、そのと

おりと思う。 

Ａ：レシピを作ってくださいと言われる。こちらに来て醤油が甘いと思った。これをどの方に売り

たいのですか？ それを聞いてから、レシピの味付けを考える。なかなか料理の仕事は、いろ

いろと考えて、難しい仕事です。 

 

司会：春には菜の花祭りをする。加工品の種類が多く出てくるようになってきた。ドライトマト ご

婦人さんから、こんなものを作ったという自慢話はないかね。 

女性①：エビとキュウリで、おばあちゃんの時代から習ってきた料理。掘り起こせば、そんな料理

が出てくると思う。 

 

10:22～10:32 休憩 

 

10:32～11:21 事業解説「四万十川の河川事業について」                   

○講師：国土交通省中村河川国道事務所 河川副所長 福島奨 

○はじめに 

・防災面、自然再生事業、地域のみなさまとの取組について紹介する。 

・出身は香川県高松。建設省に入省して最初の勤務地が中村で、今回の中村勤務は４回目です。 

・前回の勤務では、地下水の問題、自然再生の関係、元池のブラックバスやミドリガメの除去の

とっかかりで、入田地区のみなさんとお話をさせていただいた記憶がある。 

 

○なぜ、堤防の工事が必要なのか 

・１／１００確率の洪水を安全に流せるように、堤防の

高さや幅を決めている。 

・堤防決壊の３つの原因：①洪水が堤防を越え堤防が削

れる、②堤防が洗掘される、③浸透で堤防が決壊 

 

◇入田地区 

・入田地区では浸透が起きるので、浸透に耐えられるような堤防の幅、断面にしようと計画して

いる。市道の改良と併せて計画している。 

・入田堤防で決壊が起きた場合の浸水域は、浸水家屋１，６２０戸、浸水面積３６４ｈａ 
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◇不破地区 

・堤防を整備 戦後第２位の平成１７年の台風１４号の浸水戸数２８戸、浸水面積１５．５ｈａ

の被害が解消される。 

 

○工事に当たっての景観への配慮 

・秒速４～５ｍの流れが発生し、堤防が浸食しないように、表面にはコンクリートの護岸を張っ

ている。 

・その表面に、その地にあった表土を覆土することでもともとの植物が生えるようにしている。 

・しかし、橋の下とかは流れが複雑になるので、自然の石で覆う形にしている。 

・一般の部分は余裕高が２．５ｍ、背面の地盤が高いところでは０．８ｍの余裕高。 

 

○樋門の耐震化 

・Ｌ１津波に対して守れるよう、樋門、樋管、水門の耐震化や自動化高速化を行っていく。 

・入田樋管 対策が必要との照査結果が出た。対策について検討中。 

 

○渡川水系の出水状況 平成２６年台風１１号の状況 

・四万十川では、戦後第３位の水位を記録 

・不破堤防で浸水を防止。中筋川ダムで水位を低下、排水ポンプ車の運転。 

・四万十川は、はんらん危険水位を９４ｃｍ越える。 

・台風のスピードが遅く、水防団待機水位を越えて長時間経過し、その後大雨がきた。 

・四万十川では戦後第３位の水位、中筋川では戦後第５位の水位 

・中筋川ダムの効果で６６ｃｍ、横瀬川ダムがあればさらに４０ｃｍの水位を低下できた。 

・不破堤防 浸水家屋１７戸、浸水面積１２ｈａを解消できた。 

・排水ポンプ車、排水機場を稼働 

 

○四万十川自然再生事業 

◇アユの瀬づくり事業 

・昭和４０年代頃の砂礫河原とアユの産卵場の回復を目指す。 

・樹木伐採をしたところ、菜の花、マイヅルテンナンショウが復元された。 

・川を利用される方、自然の専門家、地域の方々の意見や、協力（下草刈など）をいただいてい

る。 

・野草を食する会、野草の観察会など、 

 

◇ツルの里づくり 

・昭和４０～６０年代初め頃はツルが自然に越冬していた。 

・安全に寝られる場、餌をとれる場の整備を行った。 

・平成２５年の１１月からマナヅルが越冬した。 

・地域の方々と、ツルの餌になるモミ撒きなどを行っている。 
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11:13～11:21 質疑 

司会②Ｑ：赤鉄橋のところの水位計の所に、色がつけてあるが、黄色の高さは？ 

Ａ：白色 水防団待機水位 ５．００ｍ 

  黄色 氾濫注意水位  ６．５０ｍ 

  橙色 避難判断水位  ９．７０ｍ 

  赤色 氾濫危険水位 １０．１０ｍ 

 

司会①：中筋川ダムは自然放流ですかね。 

Ａ：はい、そうです。 

 

男性：濁りがとれていない。洪水の時に底の泥を流すようなことをしていたが、 

Ａ：いえじダムは堰きを降ろすと下まで降りてしまうので、洪水といっしょに泥が流れる。中筋川

ダムはダムの中程から放流するので、底の泥は出てこない。 

 

司会①：四万十川の堤防は生命線。入田でやっていることも、堤防があるから出来ているので、入

田に住む人も堤防に関心を持って欲しい。 

 

男性③Ｑ：７７歳です。昔は、四万十川の堤防を自慢していた。しかし、こんなに立派な堤防にせ

ないかんだろうか。水量によって堤防の高さは変わってくるだろうが、よそは貧弱な堤防で、

ただ大きくするのではなく、考えてもらいたい。 

Ａ：そういうご意見があったことは、おうかがいしました。 

 

11:21～11:54 思い切り発言                                

ここでの発言はオフレコとのことでしたので、メモはありません。 

 

11:54～11:56 閉会挨拶 幡多農業振興センター かわむら所長                

・農業振興センターとしても、この地区の計画にはハード、ソフト両面で支援していきたい。 

 

－ 以上 － 


