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「大崎耕土SDGsクエスト」は、
世界農業遺産認定地域でのSDGs学習を通じ、
社会課題の解決策を探究するワークブックです。

INTRODUCTION

　SDGs とは 2015 年の国連サミットで採択された、持続
可能でより良い世界を目指す国際目標です。
　SDGs は 17 のゴール、169 のターゲットから構成され、
地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。こ
のテキストを開いた皆さんは、おそらく 17 のゴールにつ
いては知っていることでしょう。しかし、169 のターゲッ
トを詳細に知る人は少ないと思いますので、SDGs をより
深く理解するため、テキストでは 17 のゴールだけでなく
169 のターゲットについても紹介しています。
　また、持続可能な開発とは、「将来の世代がそのニーズ
を充足する能力を損なわずに、現世代のニーズを充足する
開発」と定義されています。そして、SDGs を達成するた
めには「経済成長」「社会的包摂」「環境保護」という３つ
の主要素を調和させることが不可欠です。
　この概念を端的に表したのが、スウェーデンのストック
ホルム大学レジリエンスセンターが提唱した「SDGs ウェ
ディングケーキモデル」です。経済の成長には社会組織が
不可欠で、かつ社会の維持には自然資本が不可欠であると
も言えるでしょう。

　次のページから始まる QUEST は、
大崎耕土の世界農業遺産をフィールド
に、自分の暮らし・地域・世界の課題
とその解決について考えるものです。
合言葉は「Think Globally, Act Locally
and Share Globally.」です。

「SDGs」とは？

Stockholm Resilience Center. “How food connects all the SDGs”.
Stockholm Resilience Centre. 2016-06-14. https://www.
stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-
connects-all-the-sdgs.html,（参照：2021-02-07）
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　私たちが生きる現代の日本は、一見平和で快適ですが、
同時に沢山の課題に直面しています。過疎高齢化、気候変
動、目に見えない貧困、差別、農山村の荒廃……。今、持
続可能な社会とは、日本とは何なのか、改めて考え行動し、
未来を創造していくことが一人ひとりに問われています。
　 「大崎耕土 SDGs クエスト」は、大崎耕土に暮らす人々
が育み継承してきた土地利用・技術・文化風習・生物多様
性などを、調査・学習を通じて探求し、社会が直面する課
題解決に結びつけるためのツールです。
　このテキストに書かれているのは、考えるために必要な
最低限のヒントだけです。そして、このテキストに書かれ
ている問いには、明確な「模範解答」もありません。
　2017 年に国連食糧農業機関（FAO）より世界農業遺産に
認定された「持続可能な水田農業を支える大崎耕土の伝統
的水管理システム」には、これからの世界を考えるための、
多くのヒントがあります。大崎耕土を調査・探究し、自分
なりの「答え」を発見してください。

　社会や環境に適応しながら何世代にもわたって形づく
られてきた農業上の土地利用、伝統的な農業と、それに関
わって育まれた文化、景観、生物多様性などが一体となっ
た世界的に重要な農林漁業システムを、国際連合食糧農業
機関（FAO）が認定する仕組みで、５つの基準と保全計画
に基づき評価されます。令和２年６月現在、世界 22 カ国
62 地域、日本では 11 地域が認定されています。

世界農業遺産（G
ジ ア ス

IAHS）
Globally Important Agricultural Heritage Systems

▪世界農業遺産認定基準

1. 食料および生計の保障
2. 農業生物多様性
3. 地域の伝統的な知識システム
4. 文化、価値観及び社会組織
5. ランドスケープ及びシースケープの特徴
・システム持続性のための保全計画

関連情報

関連情報



The S
ustainable 

D
evelopm

ent G
oals

　日本の食料自給率は、令和元年度の統計によると、カロ
リーベースで 38%、生産額ベースで 66% となっています。
自給率の高い米の消費が減少する一方、飼料や原料を海外
に依存している畜産物や油脂類の消費量が増えていること
から、長期的に低下傾向で推移しています。諸外国と比較
すると、カロリー・生産額ベース共に低い水準にあります。

日本の食料自給率は38％

▪日本と諸外国の食料自給率の推移（供給熱量ベース）

農林水産省.“2）食料自給率の向上と安全な食料の安定供給　ア 食料自給率
の向上と日本型食生活の実現に向けた取組 図 2-17：農林水産省”. 農林水産
省. 2008-05-16. https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h19_h/trend/1/
t1_2_1_04.html, （参照：2021-02-02）
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日頃、ご飯を
食べていますか？

QUEST 1
　米は日本の主要な農作物であり、日本人の食生活か
ら切り離せない主食ですが、近年消費量が減少してい
ます。古来より品種改良の努力が続けられ、現在、国
に登録されている米の品種は 500 種類以上あります。
品種や栽培方法などについて詳しく調べてみましょう。KEYWORDS 食料自給率、地域認証制度、品種改良

大崎地域は仙台藩の⽶産地。
「ササニシキ」「ひとめぼれ」の発祥の地でもあります。

　大崎地域では、土地の気候や風土に適した米の品種改良
が古くから行われてきました。「ササニシキ」や「ひとめ
ぼれ」などの日本人に馴染みの深いブランド米は、この地
域の宮城県古川農業試験場で開発
された品種です。近年では、「ゆ
きむすび」「ささ結」「金のいぶき」
といった新しい品種も生まれてい
ます。
　また、大崎地域では「大崎耕土」世界農業遺産ブランド
認証制度を開始しました。現在の認証品目には大崎地域産
の米と凍り豆腐の２種類があり、お米については、認証を

受けるには農薬や化学肥料の使用量を半減す
ること、水田に生息する生きもののモニタリ
ング調査を行うことが義務付けられています。
農作物の品質や安全性に配慮する生産者を支
援しながら、地域全体で環境や生きものを保
全していく先進的な制度です。消費者との交
流事業などを行いながら、産地と消費者が共
に農業を活性化しています。

▪目標 2	 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する
 2.4  2030 年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びそ

の他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確
保し、強靭（レジリエント）な農業を実践する。

▪目標 3	 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
▪目標 12	 持続可能な生産消費形態を確保する
	 12.8  2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を

持つようにする。

SDGs TARGETS

1. あなたが普段食べているお⽶の品種、産地、地域固有の農法を調べてみましょう。
2. 大崎の認証制度はなぜ「生きもの調査」を義務付けているのでしょうか。
3.  どうすれば和食を取り⼊れ、食生活の質を改善していくことができるのでしょうか。

RESEARCH & ACTION 関連情報
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1.  大崎地域にある水田の⽤水路は、誰がどのように維持管理しているのでしょうか。
2.  あなたの住む地域の水管理システムを調べ、その維持や継承のためにできる役割を考えましょう。
3.  途上国では農業⽤水はどのように確保されているのでしょうか。

RESEARCH & ACTION 関連情報

　現代の日本では多くの地域で上下水道が完備されて
おり、私たちは毎日の生活の中で安全な水を享受して
います。では、近代以前においてはどうだったのでしょ
うか。また、このように「水道から水が出るのが当た
り前」の社会はいつまでも続くのでしょうか。

田んぼの水は
どこから来る？

QUEST 2

KEYWORDS 水田の多面的機能、灌漑施設

大崎地域の農業と人々の生活を⽀える
巧みな水管理システム。
　大崎地域は、江合川と鳴瀬川の流域に広がる野谷地や湿
地を利用した水田地帯として発展しましたが、地形が原因
で発生する洪水や渇水、季節風「やませ」による冷害に悩
まされてきました。
　この問題を解決するため、大崎地域では、江戸時代から
流域全体を見据えた巧みな水管理システムを構築してきま
した。水資源の分配や調整のため、丘陵地には多くのため
池が設置され、渇水時には通水制限をして水を分け合う

“番水”や、用水の反復利用、洪水被害を軽減するための
遊水地、冷たい水を稲作に最適な温度にするための「ぬる
め水路」のような工夫も行われました。
　特筆すべきなのは、このような水管理を藩や地方自治体
が統治してきたのではなく、農家の地縁的な結びつきであ
る組織「契

けい

約
やく

講
こう

」が主導してきた点です。水資源を分け合
うという精神から生み出
された巧みな水管理シス
テムが、今日も地域の農
業と人々の生活を支えて
います。

▪大崎地域の水管理システム

❶山間地における用水確保と、ぬるめ水路による管理

❷緩傾斜地における自然流下水路網による管理

❸湿地帯における隧道・潜穴の用排水併用による管理

❻低平地における水田の遊水池利用による管理

❹扇状地における堰、ため池、反復水利用による管理

❺ 丘陵地における農地ため池への隧道・潜穴排水網によ
る管理

江
合
川
流
域

鳴
瀬
川
流
域

▪目標 6	 すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
 6.6 2020 年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、 湖沼を含む水に関連する生態系の保護・回復を行う。
 6.b 水と衛生の管理向上における地域コミュニティの参加を支援・強化する。

▪目標 9	 	強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を
図る

▪目標 11	 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する
	 11.8   2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する 強靱さ（レジリエンス）を目指す総合的政策 及び 

計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組 2015‒2030 に沿って、あらゆるレベル
での総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。

SDGs TARGETS
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日頃、お味噌汁を
飲んでいますか？

QUEST 3
　ご飯と共に日本を代表する食文化であるお味噌汁で
すが、味噌が何からできているか、どうやって作られ
るか知っていますか。その原料はどこで作られている
のでしょう。また近年では地域固有の在来作物に注目
が集まっています。KEYWORDS エシカル消費、CSA（地域支援型農業）、身土不二

大崎地域の厳しい自然が育んだ発酵食品と、
地域に根づく伝統の野菜・文化。
　大崎では、冷害や洪水への対策を続けながら、米・麦・
大豆の三大穀物、地域特有の伝統野菜など多くの農産物を
生産してきました。これらの原材料から「麹

こうじ

」がつくられ、
全国的に有名な仙台味噌や日本酒など有数の発酵食品産地
として豊かな食文化が育まれています。
　大崎地域は、味噌の原料となる大豆の一大産地でもあり、

「タチナガハ」「タンレイ」 「ミヤギシロメ」などの品目が
栽培されています。大豆は「畑の肉」とも呼ばれるほどタ
ンパク質が豊富な食品で、必須アミノ酸、ビタミンやミネ
ラルなどの栄養素・機能性成分がぎっしりと詰まっていま
す。このような大豆を使った地域の保存食に、「岩出山凍
り豆腐」（1 ）があります。名前の通り豆腐を数度凍らせ
て生産されます。また、岩出山凍り豆腐は近年、農林水産
省より GI（地理的表示）に登録されました。地域固有の在
来作物としては「上

かみ

伊
い

場
ば

野
の

芋
いも

」「鬼
おに

首
こうべ

菜
な

」（2）「小
こ

瀬
ぜ

菜
な

大
根」などがあり、郷土料理に欠かせない食材です。
　伝統的な食材を後世に残していくため、また地域の農業
を守っていくため、つくる人と食べる人が支え合う仕組み
に力を入れています。

▪大崎地域で作られる発酵食品

●日本酒
●仙台味噌
●麹

1 2

▪目標 2	 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する
 2.3  2030 年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会へ

の確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生
産者の農業生産性及び所得を倍増させる。

▪目標 3	 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
▪目標 8	 	包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい

雇用（ディーセント・ワーク）を促進する
▪目標 12	 持続可能な生産消費形態を確保する
	 12.8  2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を

持つようにする。

SDGs TARGETS

1. 大崎地域の在来作物は、どんな条件で残ってきたのでしょうか。
2.  醤油や味噌は地域によって味が異なります。あなたの住む地域ではどんな醤油や味噌が作られて

いますか。
3.  大豆ミートの現状や可能性について調べ、考えてみましょう。

RESEARCH & ACTION 関連情報



1.  ここで紹介した以外にも、居久根にはどのような特徴や知恵があるでしょうか。
2.  あなたの住む地域の景観にはどのような特徴があり、どのように形成されてきましたか。
3.   里山や屋敷林の保全を推進するため、SDGsに170個目のターゲットを書き⼊れるとし

たら、どこに何を書き⼊れますか。
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RESEARCH & ACTION 関連情報

　居久根とともに生活する農家が、
長い時間をかけて育んできた知恵
は以下の３点にまとめられます。

居久根の「３つの知恵」

N
居久根

畑

畑
母屋

1. 減災の知恵 洪水による流木や強風から屋敷を守る。
2. 自給の知恵 薬草や畑の野菜などが生活を支える。
3.  営農の知恵  きめ細やかな水管理や、農作業に適応した

立地がトンボやカエルなどの水稲害虫の天
敵を育む。

　田園風景が広がる場所に行くと、随所に屋敷を囲む
小さな林があります。全国には様々な屋敷林がありま
すが、どのようなものでしょうか。居久根と何がどの
ように異なるのでしょうか。

居
い

久
ぐ

根
ね

は何のために
作られたのか？

QUEST 4

KEYWORDS 農業生物多様性、里山、屋敷林、景観

水田の中に浮かぶ
生物多様性の森、「居久根」。
　大崎の水田地帯には、そこで農業を営む人々が住む屋敷
があります。これはきめ細やかな水管理や農作業を行うの
には都合が良いのですが、他方で遮るものがない水田地帯
に住むことは、冬の北西風や洪水被害などの危険がありま
した。
　そこで、農家は家屋を包み込むように「居久根」と呼ば
れる屋敷林を配置することで被害の軽減を図りました。居
久根に囲まれた農家の屋敷には、暮らしに必要な水路、野
菜など日々の身近な食料を収穫するための畑があります。
樹木の下枝や落ち葉は燃料や肥料に、間伐される木は材
料や燃料に、木の実・果実・草花は食料や薬にもなります。
居久根は防災だけでなく、農家の自給も支えました。
　居久根が守るのは、人間だけではありません。居久根の
周囲に流れる用水路にはドジョウ・小エビなどが生息して
います。また、トンボやカエルなど水稲害虫の天敵となる
土着生物も育み、米づくりを手助けしています。
　近年では、生活様式の変化や高齢化の影響により、居久
根の管理が行き届かなくなることも危惧されていますが、
地域住民・企業・NPO法人・教育機関などによる保全活
動や教育活動への活用が行われています。

▪目標 2	 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する
▪目標 11	 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する
	 11.a   各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつなが

りを支援する。

▪目標 15	 	陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに
土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

 15.1  2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態
系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。

SDGs TARGETS
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1. 大崎地域はなぜマガンの最後の越冬地として残ったのでしょうか。
2.  あなたの住む地域（農地）には、どんな生きものや鳥などが生息していますか。
3.  こどもたちや地域の人が、生きものに親しむにはどのような活動がよいでしょうか。

RESEARCH & ACTION

　ラムサール条約の正式名称は「特に水鳥の生息地として
国際的に重要な湿地に関する条約」といいますが、採択さ
れた地（イランのラムサール）にちなみ、ラムサール条約
と呼ばれています。日本では 2021 年１月現在 52 の条約
湿地が存在しています。
　大崎地域では 2005 年に「蕪

かぶ

栗
くり

沼・周辺水田」、2008 年
に「化

け

女
じょ

沼」が登録されました。
　登録地の多くは湿地帯ですが、蕪栗沼のように周辺の水
田まで含めて登録されたのは国内では蕪栗沼が初めて。水
田も湿地なのです。

ラムサール条約と大崎地域登録の特徴

田んぼの生きものと
遊んだことがありますか？

QUEST 5
　水田は人間が作った人工物ですが、そこには多様な
生きものが共生する小さな食物連鎖の世界があります。
では、水田にはどのくらいの生きものが住んでいるの
でしょうか。そこに住む生きものはどのような役割を
果たしているのでしょうか。KEYWORDS 自然共生農業、水田の生きもの、ラムサール条約

大崎の水田は生物多様性のホットスポット。
冬はマガンの国内最大の越冬地にも。
　大崎の伝統的な水管理システムが支える水田農業は、水
稲の害虫を捕食するカエルやクモなどの有用な生きものの
生息環境が維持され、多様な生きものとの共生関係にあり
ます。これらの関係性を活かして、大崎地域では積極的に
病害虫を管理する取り組みや、有機栽培米・環境保全米づ
くりが広く行われており、絶滅危惧種である魚類・両生
類・昆虫類の生息も多く確認されています。
　また、冬にはマガンなど 10 万羽を超える渡り鳥が訪れ、
水田は餌場となります。さらに、蕪栗沼周辺では、農家が
冬の水田に水を入れ、ねぐらとして提供、有機栽培を行う

「ふゆみずたんぼ農法」が日本で初めて実践され、農家の
積極的な生物との共生をブランド米づくりにつなげる取り
組みとして全国各地へと普及する起点となりました。
　このような生産の場である水田を湿地環境として活用し、
アジア地域で急減している天然記念物マガンに越冬環境を
提供する農家の取り組みが認められ、周辺の水田も含めて
ラムサール条約に登録されました。
　多様な生きものとの共生関係を次世代を担う世代に引き
継いでいくため、大崎では小中学生を対象とした「おおさ
き生きものクラブ」が 2013 年に発足され、多くの体験学
習が実施されています。

▪目標 4	 すべての人々への、包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する
▪目標 15	 	陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに

土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する
	 15.1  2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態

系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。
	 15.5  自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020 年までに絶滅危惧種を保護し、また絶滅防止するための緊

急かつ意味のある対策を講じる。

▪目標 17	 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

SDGs TARGETS

関連情報
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