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第１節 麦作革新者「権田愛三」の生涯

熊谷と権田愛三

埼玉県は、国内でも麦の主要な生産県である。その中でも熊谷市は小麦の大生産

地として知られ、１９５０年代以降、埼玉県内で１位の生産量を誇っている。熊谷

市が大生産地となった要因として、麦の栽培方法や品種改良を熱心に研究した人

物がいたことが関係している。その主要人物が権田愛三であり、当該の分野での先

覚者として、日本の麦栽培法を飛躍的に向上させたことにより、麦王（麦翁）と称

えられている。特に大麦及び小麦生産の革新者としてその名を今に伝えている。

権田愛三の原点

愛三は、嘉永３年（1850）、幡羅郡東別府村（現・埼玉県熊谷市東別府）に生まれた。権田家は、慶長年間よ
り代々、代官・年寄・名主・百姓総代・戸長などを務めた旧家であったが、愛三の祖父の代に他人から妬まれる

ようなことがあり、訴訟をおこされて数十年も悩まされ、破産の状態に陥っていた。そのような時に、愛三は

権田家１５代の家督を相続し、家運を立て直すため商売を始めた。明治４年（1871）、肥料及び製藍商を始め、
大里・幡羅・榛澤三郡の同業者で会社を組織し開誘社と名付け自ら社長となり、暫くの間は軌道に乗っていた。

その一方で、明治１０年（1877）に、東別府村の戸長に推挙され、明治１７年（1884）には、幡羅郡西別府村
外六ヵ村連合戸長を拝命し、村のために奔走したことが原因の一つとなり、家業である会社の経営が悪化し、

一時期、家も畑も他人の手に渡ってしまった。

権田愛三と麦の生産

明治２０年（1887）の冬、愛三は寒さしのぎのため麦を踏んでいた。これは愛三が踏み込んだ草などの成長
が更に向上するなどの様子を見て、麦踏みが麦にとり有効なのではないかと考えていたからである。この踏ま

れた麦は、他の麦と比べると株分かれ（分けつ）が多く、茎も太く、全体に勢いが感じられるほど成長をして

いたと言われている。これを機に、愛三は、家族一人ひとりに麦の作付け地を平均に分担させ、色々と工夫を

こらして新しい麦作りの比較栽培を始めた。

麦踏みは、霜柱の防止、風による土の移動の防止、土壌水分の分布の均一化という土に対する作用と、麦の

根張りを良くし、株分かれを促すという麦自体への作用があると考えられている。江戸時代の三河の農書『百

姓伝記』には、麦踏みの仕方とその効果が書かれているが、当時は、「麦は放任で作るもの」という通念があり、

誰も麦踏みをやる人はいなかった。

明治２１年（1888）、愛三は、村の農事発達、農業思想の開発、多収穫の試作、そして三毛作農法の研究をす
ることを目的として「青年農事奨励会」を村人とともに設立した。この会ではその後、鹿児島や熊本、福島、新

潟などから来た伝習生を受け入れ、麦の種まき期から翌年の収穫期までの約８か月間、実習も行っていた。

明治２２年（1889）頃、愛三は麦間に土を入れる土入れを始めた。土入れも江戸時代の農書『本朝食鑑』に
書かれており、既に行われていたことが知られている。しかしながら、麦栽培法を進展させる麦踏みも土入れ

も一部の地域に留まり、全国に普及しなかったのは、当時の大麦は主として農民の食料や家畜の飼料として利

用されるだけで、商品作物とはならず、自給作物の域を出なかったことによると推定される。

土入れは、寒さから麦を守り、雑草の繁茂を減らし、穂にならない株に土をかけて抑えることにより、茎折

れを防ぐという効果がある。土入れをしたものは、しないものに比べ、倍の程まで根が張ると考えられている。

また、愛三が最も重視して提唱したのは、土づくりであり、著書の中で、「堆肥の如きごみがはいりまして土

と申します。堆肥のはいりませんものは土ではなくして、ただの地であります。」と記している。

愛三の栽培法は、「権田式」と言われ、「権田式広幅薄蒔法」とも言われている。これは、一尺八寸間の畝を二

尺五寸間の広畝に、三寸の蒔き溝を八寸まで広げるなどして種を薄く蒔く方法であり、麦踏み、土入れの作業

を容易にするために効果的であると言える。

愛三の技術革新と生産量の拡大

明治２５年（1892）から２８年（1895）頃の埼玉県における大麦の１０アール（１反）当たりの平均収量が
３俵余りであった当時、明治２９年（1896）、愛三は１０アール当たりの平均収量が１３俵余りという驚異的な
収穫を得た。この大麦・小麦の麦作栽培と併せて、藍栽培法を研究し、藍玉製造法を編み出すなど地域の染色

業への貢献も果たしている。また、愛三は麦の栽培法の改良だけでなく、その普及活動も積極的に行った。明

治２７年（1894）、別府村の農会長になったが、その年の１２月、東京市で開かれた全国農事会大会に出席し、
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埼玉県の農業がいかに遅れているかを認識した。県内にて現状を改善するための遊説を行い、明治２９年（1896）
の春までに大里郡・比企郡・児玉郡・秩父郡内の約４０町村までに及んだと言われている。

全国への普及と功績

全国への普及は、明治４１年（1908）、愛三が麦作栽培法を農商務省に上申したことに始まった。「権田式」
の栽培法の普及、宣伝を行い、実効が上がるのにつれて、各県からの招聘が続き、北は岩手から南は鹿児島ま

でほとんど全国に及んだ。大正１２年（1923）には、『実験麦作栽培改良法』を出版し、数千部を無料で希望者
に配付した。愛三は、これらの功績により、大正３年（1914）、緑綬褒章を賜ったのを始め、数十回の表彰を受
けた。昭和３年（1928）８月３日、７８歳で亡くなり、熊谷市東別府の生家の隣の香林寺に葬られた。その地
は熊谷市指定文化財の史跡に指定されている。また、別府農村広場には権田麦翁碑が建立されている。愛三の

死後、埼玉県立農事試験場にて農法研究を進めていた野村盛久（1888〜1941）が小麦の品種改良に取り組み、
昭和８年（1933）に生み出した小麦「埼玉 27号」は、品種・収量ともに高く評価され、広く全国に普及した。

【権田愛三 年譜】

和暦  西暦 出来事・業績など 

嘉永3 1850 大里郡別府村大字東別府に生まれる。

明治4 1871 肥料と藍を商う開誘社を組織して社長となる。

明治9 1876 地主総代となる。

明治10 1877 東別府村戸長となる。

明治12 1879 4ヵ村学務委員となり、教育の進展や衛生の改善につくす。

明治17 1884 6ヵ村連合戸長となる。

明治20 1887 協和学校建設委員主任となる。麦ふみの効果を知る。

明治21 1888 奈良堰用水組合総代となる。

明治22 1889
青年」農事奨励会設立。共同試作地を作り多収穫を試作。二毛作研究。藍栽培法を研究、

藍玉製造法を考案。農業生産における土人れの重要性を考案。

明治27 1894
奨武会を作り会頭になる。堆肥の大切さを知り土作りをする。反当たり13俵の大麦収穫

の成果が伝わる。

明治28 1895 全国農事大会に出席。農業改良の必要を痛感。この頃広幅うすまき考案。

明治29 1896 比企郡17ヵ村、児玉郡3ヵ村、秩父郡20ヵ村で麦作り増収の話をする。

明治32 1899
全国実業会委員。荷馬車の四輪車改造。埼玉県農会評議委員。埼玉県農業学校と農事試験

所を作るため努力。

明治33 1900 私立大里郡農事講習所を作る。

明治34 1901
全国肥料取次所を作り相談役となる。大里郡農友会を組織して副会頭になり埼玉県農友会

代表者になる。

明治36 1903 大里郡農会で麦作共進会を作る。

明治37 1904 大日本農民会世話役。大里郡農会代表となる。

明治38 1905 北足立郡各村、入間郡17ヵ村、北埼玉郡8ヵ村で麦作りを実地指導。

明治41 1908 農商務省に「麦作栽培改良法」を上申。

明治43 1910 大里郡農会長の命令で福岡県と長崎県に出張、佐賀県農会事業を視察。

大正2 1913
「麦作栽培改良法」が全国に知られ、各地へ出張して講演する。各地からの視察者は、１

年に300人以上が訪れ、芳名録には5164人が記載されている。

大正3 1914 緑綬褒章を受章。

大正4 1915 大礼記念章を受章。

大正12 1923  『実験麦作栽培改良法』を自費出版。4版2500冊を無料で配る。

大正15 1926 新宿御苑の観桜御宴に産業功労者として招かれる。

昭和3 1928  8月19日、78歳で亡くなり、香林寺に眠る。
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【参考資料】

埼玉新聞「熊谷ルネッサンス アートな文化財」「権田愛三」
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第２節 ２０１５年度市民協働事業「想いが伝わる熊谷小麦の物語事業」の概要と経緯

事業運営の進捗と当時の動き

熊谷市の市民協働を提案した熊谷小麦産業クラスター研究会では、「郷土の偉人である、麦王・権田愛三の生

涯を通して、郷土熊谷、熊谷の小麦、熊谷の農業に関心をもってもらうために、特に小学生向けの紙芝居を作

成し、市内の小学校で地域食育の教材として利用してもらう」ことを目的に、平成２６年秋頃から次年度の市

民協働「熊谷の力」事業への応募に向けた打ち合わせ会議を重ねてきた。

打合せに際して、熊谷市立江南文化財センターの山下祐樹主任もオブザーバー参加をしている。主たる目的

である紙芝居の作成と実演に際しては、山下主任が権田愛三の人物史を踏まえて紙芝居シナリオを作成し、ニ

ャオざねの作者である小島ことな氏が絵コンテを担当することとして、その内容についての精査が続けられて

きた。紙芝居作成後は、通常の小学校の授業に組み込むのではなく、小学校低学年に向けた地域学習の場とし

て紙芝居を実演することが次年度以降の目的となっている。

研究会では、会長の松本邦義氏（松本米穀精麦社長）や会員であるピーアイピー社長の植竹知子氏、タカヒ

ロフーズ社長の田野隆広氏、商業観光課の島村博文担当副参事、学校教育課の須藤康親指導主事、熊谷歌舞伎

の会の長島利夫氏などによる監修と検討が繰り返されたことにより、紙芝居の内容が徐々に定まりつつある状

況である。これに加えて、各学校で紙芝居を読む教諭に向けたレクチャー用シートについても併せて準備する

ことになり、権田愛三の経歴や日本産・熊谷産小麦の現状についての資料を作成した。

これらの動きの中で、今年度中に、小学校にてデモンストレーションを行うことがあらかじめ想定されてお

り、第１弾として権田愛三の出生地である別府小学校での実施を検討している。この実施を前に、紙芝居を読

むことが見込まれる学校教諭の研修会等で先にデモンストレーションを行い、意見・感想等を挙げてもらい、

今後の作成に活かしたいと言うことになった。

この日程として、２０１５年８月４日に大里行政センターで開催される小学校教諭を対象とした研修会の中

で、午前１０時より約２０分の時間にて、紙芝居のデモンストレーションを実施することになった。紙芝居の

前に、松本会長が本事業の趣旨を説明し、デモ版の紙芝居の絵コンテを用いて、ニャオざねのＰＲ業務で知ら

れる神馬場敏枝氏と長島利夫氏が声を担当し、レクチャーシートの説明は山下が行う。紙芝居の実演の時間計

測によると約１２分を要する。得た意見等を紙芝居作成や、読み聞かせ方法の向上に活かす予定である。

（出典：２０１５年７月２８日付 熊谷市立江南文化財センター連絡票。役職名等は当時の表記）

（左表）

一次選考採択時の評定
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第３節 市民協働事業 紙芝居作品「ニャオざねといく 熊谷小麦物語」

「ニャオざねといく 熊谷小麦物語」

原案・シナリオ：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹

絵画・イラスト：ことな（イラストレーター）

制作：熊谷小麦産業クラスター研究会
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第１部 小麦と熊谷うどん、そして権田愛三

シーン１ （年１回のふるさと給食で、熊谷うどんを食べるニャオざね）

ニャオざね さあ、みんなー。熊谷小麦の物語のはじまりはじまりー。

（拍子木の音 チョンチョンチョン）

今日は年に１回のふるさと給食の日。楽しみだニャ。

♪ 給食 給食 うれしいな 今日は 特別メニュー

ニャオざねの大好物 “熊谷うどん”

熊谷うどんだ どんどんどん おいしいな ♪

“熊谷うどん”を食べると 元気になる どうしてかニャ？

そうだ！ 先生に聞いてみよう！
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シーン２． （ニャオざねと権田先生と、２人の前にはうどんと石臼が置かれている。）

ニャオざね 権田先生、熊谷うどんって、ニャあに。

権田先生 “熊谷うどん”と言うのは、熊谷の小麦で作ったうどんの事だよ。

ニャオざね “うどん”って、小麦で作るの？

権田先生 熊谷は、昔から小麦がたくさん取れて、味も良いことで有名なんだ。

小麦粉にするにも、

石臼という道具でガラガラ人の手で回して挽くしかなかったから、

うどんを作るのも大変だったろうね。

ニャオざね ところで、“小麦”って、どんなモノなの？

権田先生 “小麦”と言うのはね。

「百聞は一見に如かず」、実際に見てみよう。

ニャオざね 「百聞は一見に如かず」って？

権田先生 あれこれ話を聞くよりも、実際に見ればよく分かるってことさ。
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シーン３． （ニャオざねと権田先生が麦秋の圃場にいる）

ニャオざね あれ！この畑、みんな枯れちゃってるよ！

権田先生 これは枯れたんじゃぁないんだ。小麦は冬に植えてから、夏の初めに実る。

こうして黄金色になるんだ。太陽をしっかり浴びて、よく実ってるなぁ。

権田先生 この麦のとんがった穂から、白いうどんができるなんて不思議だろう。

まず、小麦を小麦粉にしてから、こねて、やわらかいおもちのようにするんだ。

こうして、食べやすいように切って、ゆでたりして、

ようやく、うどんになるんだよ。

ニャオざね そうなんだー。権田先生は小麦のことについて本当にくわしいにニャ。
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シーン４． （権田愛三の像を思い浮かべながら語る権田先生と、ニャオざね）

権田先生 じつはね、私のひいひいお爺さんは権田愛三と言ってね、

小麦がたくさん取れる方法を研究して、全国に広めた人なんだよ。

ニャオざね でも、昔からたくさん取れたんじゃニャいの？

権田先生 この愛三さんが生まれた頃は、わずかしか取れなかったんだ。

だから、みんないつもお腹を空かしていた。

愛三さんは、せめて子ども達には腹いっぱい食べさせたいと思って、

研究を始めたんだ。

ニャオざねが、“熊谷うどん”をいっぱい食べられるのは、

この愛三さんのおかげと言ってもいいんじゃないかな。

ニャオざね 愛三さんて凄い人だニャ、ニャオざねも会ってみたいな～。

権田先生 よし、それじゃぁ、タイムマシンで愛三さんに会いに行こう！

ニャオざね タイムマシンって？

権田先生 ほら、（ラグビー場のタワーを指さして）あそこに見えるだろう？

ニャオざね ててて！！あのラグビーボールがタイムマシンなの？

権田先生 これは秘密だよ。まだ完成していないのだけど

ここでワールドカップが開かれる時までには完成させる予定なんだ。

でも、明治時代までは行けるからね、さあ、出発！
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第２部 権田愛三の歴史にタイムスリップ

（愛三さんの物語。タイムマシンは別府に着地）

シーン１．（人々が麦踏み、作業をしている。）

権田先生 さぁ着いた。ここは別府という村だ。みんな一所懸命働いてるね。

ニャオざね どうにか到着。麦畑が広がっている。

たくさんの人が畑で作業をしているニャ。

えー、あの人は麦を踏んでるよ。麦がつぶれちゃうよ。いいのかニャ。

権田先生 あの“麦踏み”こそ、愛三さんが考えた方法なんだ。

麦はね、踏まれると、根や茎がしっかりして、

実もたくさん取れるようになるんだよ。

ニャオざね へぇ～、人間もそうだニャ、苦労して強くなるんだニャ～・・・

権田先生 ニャオざね、偉いなぁ。先生の方が教えられちゃったなぁ。

ニャオざね えへへ、

権田先生 でもね、麦踏だけじゃまだまだなんだ。元気のいい小麦を育てるには、

いい土が必要なんだ。だから、肥料づくりも研究したんだよ。

そのおかげで、たくさんの麦がとれるようになったんだよ。

ニャオざね 愛三さんって本当に凄い人だニャ！
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シーン２．（全国の人に教えた愛三の姿）

権田先生 さらに、愛三さんの凄いのは、それだけじゃないんだ。

自分で考えだした方法を、独り占めしないでみんなに教えたんだ。

ニャオざね そうニャんだ。えらいなあ。

権田先生 愛三さんの家も豊かではなかったけど、

愛三さんは、全国のあちこちに行ったり、

また別府にきた大勢の人たちに丁寧に教えてあげたんだね。

だから、みんなに愛された。まさに“愛の人”だね。

ニャオざね 愛三さんの熱い想いが伝わってくる。
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シーン３．（農業試験場の嘆願－農業を伝習する田畑や建物）

権田先生 愛三さんは、その想いを次の時代の人達にも受け継ぐことができるようにと、

熊谷に農業試験場を作ることに力を入れたんだ。

ニャオざね 農業試験場って何だニャ？

権田先生 農業試験場というのはね、麦や米、野菜などが美味しく、

たくさん取れるように研究して、農家の人々に教える所なんだ。

ニャオざね そうなんだ。それは大事なところだニャ。

権田先生 ここで作りだされた小麦は熊谷で良く育ったものだから、

熊谷は全国でも有名な小麦の産地になったんだ。

今から５０年以上も前から、埼玉県で１番なんだよ。

ニャオざね えー。そんなに前から、埼玉県で１番なんだ。驚いたニャ。

いつか日本一を目指してほしいね。愛三さんのおかげなんだニャ。
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シーン４．“麦王・麦翁”～顕彰碑（記念碑） （麦畑と記念碑、愛三の姿）

ニャオざね 愛三さんのお蔭で、熊谷は“小麦のまち”になったんだニャ～

あぁ、早く愛三さんに会いたいな～ 愛三さんはどこにいるのかな？

権田先生 ほら、あそこでたくさんの人に教えている人が愛三さんだ。

みんなから尊敬され、愛されていたから、

麦の王様と書いて“麦王”（ばくおう）とも呼ばれているんだよ。

今、別府沼公園には愛三さんのことを褒めている石碑も建てられているんだ。

ニャオざね 愛三さん、すごいニャ。

せっかくだから、ニャオざねも麦踏してみようかな？フミフミフミ・・・

お～意外と気持ちいいニャ～

（ブーブーブーという機械音）

ニャオざね この音は何だニャ？

権田先生 残念だが、もうタイムリミットだ。ニャオざね、元の時代に帰るよ。

ニャオざね えぇ！まだ愛三さんにごあいさつもしていないニャ。

権田先生 前に言ったとおり、このタイムマシンは未完成なんだ。ゴメンネ、ゴネンネ～
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第３部 現代の熊谷小麦と権田愛三の想い

シーン１．（タイムマシンは、熊谷の製粉工場に着地）

（製粉工場で、小麦の粒を見つけたニャオざねと工場のおじさん）

ニャオざね 今の時代へ到着ー。ここはどこニャあ。

ちっちゃいちっちゃいラグビーボールがいっぱいあるよ。

権田先生 小麦のことは工場のおじさんに聞いてみよう。

～工場のおじさん登場

工場のおじさん ようこそ熊谷の製粉工場へ。

これは、小麦の粒だよ。

ここで粉にして、ニャオざねの知ってる小麦粉になるんだ。

熊谷では、うどん、フライなどが名物だけど、世界の主食は小麦なんだよ。

ニャオざね えぇ、本当？小麦って凄いなあ！

愛三さんが今の世の中を見たら驚くだろうニャあ。
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シーン２．（工場のおじさんと説明を聞くニャオざね）

工場のおじさん でも、今の日本では、小麦の取れる量も少なくなって、

約８０％は輸入されているんだ。

ニャオざね じゃぁ、ふだん食べているうどんは、外国の小麦粉で作ったものなのかニャ？

工場のおじさん お店などで売ってるものは、外国産の方が多いんだ。

ニャオざね せっかく愛三さんたちが頑張ったのに・・・

工場のおじさん そうだね、日本の小麦をどうやって育てていったらいいのか、

みんなで考えないといけないね。

だから熊谷では、“熊谷うどん”を広めていこうと頑張っているんだ。

ニャオざね 大好きな“熊谷うどん”を食べられなくなったら、どうしよう～
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シーン３．（ニャオぜねと、パスタやピザ、お菓子などの絵）

工場のおじさん 小麦はうどんだけでなく、いろいろな使い方があるんだよ。

どんなものがあるか分かるかなあ。

ニャオざね ええとね・・・

工場のおじさん 教室のみんなは、どうかな？（子どもたちへ問い掛ける）

（いろんな意見を聞く）

そうだね、たくさんあるね。

ニャオざね どれも美味しそうだニャ～

小麦がこんなに色んな食べ物になるニャんて・・・

ああ、お腹が空いてきた～

やっぱり、小麦のまち、熊谷、大好きだにゃ。

権田愛三さんがいてくれて、本当に良かった。
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シーン４．（熊谷は小麦のまち ニャオざねと小麦畑の風景）

ニャオざね 熊谷で生まれた小麦をいつまでも美味しく食べていきたいニャ。

ニャオざねも、今回のタイムスリップで、

たくさんのことを勉強したニャあ。

熊谷うどん、また食べたくなっちゃった。

また、どこかでみんなと会えるといいニャあ。

今日のお話はおしまい、おしまい。

（拍子木の音 チョンチョンチョン）
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第４節 資料「想いが伝わる熊谷小麦の物語事業」レクチャーシート

小麦のデータ

熊谷の小麦生産について

1位 熊谷市 小麦の収穫量 8,841t
（「埼玉県農林水産統計年報」平成 25年より）

2位は深谷市の 2,660t、3位は行田市の 2,000t
（作付面積本州 1位 1,750 ﾍｸﾀｰﾙ
「平成 25年産 農林水産省作物統計調査」より）

- 19 -



国内小麦の消費量、生産量等の推移

平成 24年（2012）都道府県別小麦収穫量ランキング

順位 都道府県 小麦収穫量（t）
合計 全国 857,800

1 北海道 586100
2 福岡県 50000
3 佐賀県 34700
4 群馬県 26600
5 愛知県 19700
6 滋賀県 19600
7 埼玉県 17600
8 熊本県 13800
9 三重県 13600
10 茨城県 12100
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資料１ マークアップ概念図

（レクチャーシート参考資料）

日本産小麦の現状に関する考察

（2013年 熊谷市行政課題研修資料より）

第１節 日本の小麦の現状

１ 小麦の輸入状況と国内需給動向

日本で消費される小麦の多くは、輸入に頼っている。小麦には関

税により輸入障壁を設けており、過去の一定期間における政府買入

価格の平均値に年間固定のマークアップ（売買差額 資料１）を加え

る相場連動制を適用しているが、近年輸入量は国内生産量を補う形

で、大きな変動もなく推移している。また、小麦の主要輸入先国は米国であり、０８年で２９２万トン（構成

比６１％）とその大半を占め、ついでカナダ１１２万トン（２３％）、オーストラリア８０万トン（１６％）と

続く（資料２）。

そして、日本で流通する小麦粉のほとんどは、外国産小麦と国産小

麦からなる混合物である。その理由としては、輸入小麦は千トン単位

で均質性が保てているのに対し、国内産は生産農家の規模も小さいた

め、ある程度の量にまとめた際のばらつきが大きいということが挙げ

られる。国内生産者の努力により均質な小麦を供給できるようになっ

てきてはいるものの、純国産の小麦粉の流通はそこまで多くない。

また、我が国の小麦の自給率は、気候や輸入価格の変動により差が

あるものの、１９６０年代前半から急激に落ち込み、低い水準のまま

である（資料３）。加えて、小麦粉製品に関する自給率は、高いのはう

どん用だけで、２位の菓子用が２０％台であるのを除くと、１桁とな

っている（資料４）。

資料４ 食料用小麦の用途別使用料（2006年度推計）資料３ 小麦の生産量・輸出入量・自給率の推移

資料２ 小麦の国別輸入量推移量・自給率の推移
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２ 国産小麦の生産動向

⑴ 作付面積・収穫量

小麦の作付面積の長期推移を見ると、戦後の食糧増産等で６１年に６４．９万haとなったあと７３年の
７．５万haに向けて減少しているが、これは高度経済成長の過程で都府県において兼業化が進んだ結果によ
る（資料５）。

また、波があるものの７１年からはコメの生産調整や、９５年から生産調整面積が拡大したこと及び適地

適作化を促進する産地作り交付金制度を受けた転作が定着して、近年では堅調に推移している（０９年では

９．２万ha）。
一方、小麦収穫量は作付面積の増加と単収の増加傾向

を受けて増加基調にあり、０８年の収穫量は８８万トン

となった。しかしながら、０９年は６７万トンに減少し

た。

⑵ 地域別生産量と品質

国産小麦の生産動向を、地域別、都道府県別の生産数

量、品質の分布から見てみると、地域別、県別に大きな

ばらつきがあることがわかる。対象数量では北海道、北

九州（佐賀、福岡）、北関東（茨城、栃木、群馬、埼玉）、

東海（愛知、三重、滋賀）が多い（品質において埼玉県

は平均よりやや上位である。）（資料６）。 資料５ 道都府県別の小麦作付面積

・単収推移

資料６ 小麦の黄ゲタ対象数量と品質分布（２００７年度）

黄ゲタ：毎年の生産量・品質に基づく支払（成績払）方法。
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生産量の地域別分布は過去約２０年に渡って大きな変化はない。９０年、００年、０８年の地域別の小麦作

付面積構成比の推移を見ると、北海道の構成比が上昇し、関東・東山（山梨県・長野県・岐阜県）で低下してい

るが、構造変化と呼べるような変動は見られない（資料７）。

第２節 熊谷の小麦の現状

１ 小麦収穫量

熊谷市の小麦収穫量は市町村別で見ると、全国で第３１位である。ただし、上位３０位中、作付面積が広大

である北海道の市町村が２６もの数を占めており、本州での収穫量は前橋市に次いで第２位となっている。ま

た、作付面積で見ると全国で第２６位、本州では第１位である（平成２３年度 農林水産関係市町村別統計）。

これは多収栽培法として「麦踏み」等の技術を編み出した権田愛三（１８５０〜１９２８）の功績が大きいと

考えられる。しかし、全国的に見ても高い収穫量、作付面積を誇る本市だが、ともに減少傾向にある（資料８）。

資料７ 小麦の地域別作付面積構成比の長期推移

資料８ 作付面積・収穫量 市町村別統計麦類累年統計より作成

- 23 -



２ 生産品種

熊谷市の農業生産は、平成２０年度の作付面積ベースで米（４６．０％）を基幹に、小麦（４２．４％）、大・

はだか麦（５．８％）、大豆（２．５％）、飼料作物（１．８％）、ねぎ（１．３％）の比率となっている。小麦

については、作付面積は２，０４２haで、主な品種別作付比率は、「農林６１号」９０．４％、「あやひかり」
９．２％、「きぬの波」０．４％となっている。

作付面積の９０％を占める「農林６１号」は、日本めん用小麦（中力粉として製粉され、うどんなどに適し

ている）として全国的に生産ロットが大きく、通常アミロース含量品種で汎用性が高いため、実需者からは一

定の支持を得てきた。その一方で、熟期が遅い、倒伏しやすい、コムギ縞萎縮病に弱い等栽培特性が劣るため、

年次によるばらつきが大きく、実需者からは量・質ともに安定した供給を強く要望されている。

このことから、「埼玉県産麦の生産振興方針」に基づき、「農林６１号」と比較して多収で、収量・品質が安定

しており、うどんこ病、コムギ縞萎縮病、赤さび病などに強い抵抗性を持つ「さとのそら」への切り替えが進

められている（資料９）。

資料９ 品種別作付目標

【補足解説】

大麦と小麦の差異

二条大麦（左）：二条大麦は 6列（条）のうち 2列（条）に子実がつく
六条大麦（中）：六条大麦は 6列（条）の全てに子実がつく。
小麦（右）：3つの子実が交互につく。
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第５節 「熊谷小麦の物語事業」に関する掲載新聞資料

２０１５年度市民協働事業「想いが伝わる熊谷小麦の物語事業」については新聞に開催されるなど多くの反

響があった。熊谷小麦の情報発信事業としても一定の成果を得るとともに、小学校での紙芝居実演を通じて世

代を超えた熊谷小麦の啓発を行うことができた。ネットメディアなどとは異なり、実際の絵と声で権田愛三の

生涯などを学び、その意義を再認識する機会の提供は極めて有意義であったと思われる。本節では新聞記事の

内容を掲載し、事業に対する評価を改めて感じることとしたい。
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第６節 附論「権田愛三と谷津田周辺での麦作生産」（農業遺産申請書調書）

谷津沼を生かした上での谷津田での麦作を歴史的背景とともに考察する際には、農業改良者である権田愛三

の存在が連想できる。権田愛三（1850-1928）は熊谷市東別府出身で、明治時代から昭和時代初期にかけて国内
の麦策の生産普及に尽力した人物である。荒川と利根川に囲まれた比較的湿潤な地である熊谷付近及び、比企

丘陵での谷津沼を水源とする生産地周辺の地域においては、「二毛作」のうち下記の稲作生産は一定の収量が確

保されていたものの、冬季の麦作については生産量の増減に変化があり、凶作となれば生活用として食してい

た庶民の生活苦に直結する問題があった。平地での洪水被害と谷津沼付近での水不足は、状況は異なれど、麦

作にとり被害をもたらす課題を内包していた。

権田愛三はこうした状況にある熊谷地域及び比企地域における麦やイモ生産の向上を図ることを目的に、麦

作にも効果的な二毛作手法を探究した。平地であれば屋敷森や雑木林を生かし、また丘陵や谷津沼付近では豊

かな森林を生かし、落葉などを発酵させた肥料を使用させることで「土づくり」を念頭に置いた農業改良を行

った。このほか、麦苗の生育における苗と苗の距離間の調整検討や、麦成長中に一定の負荷を掛ける「麦踏み」

を江戸時代の農業書から引用し実践するなど、理論と実践の面で麦作生産量の増大に寄与した。

比企丘陵の谷津沼における二毛作については、江戸時代中期には実施された記録が無く、明治時代以降にお

いて本格化する状況がある。この展開においては地元の権田愛三が提案した「権田式農法」が谷津田での麦作

に生かされたことが根底にあると考えられる。

明治時代においては麦作の中では熊谷地域の平地と概ね同じく、主食用の「大麦」とうどんなどに使用され

る「小麦」が並行して生産されていた。権田愛三の技術の根本は「大麦」や「藍」の生産に向けられていた知見

であった。当初、谷津田での二毛作は、夏季の稲と、冬季における大麦と小麦の生産という方法が採用されて

いたが、明治時代中盤以降になると大麦生産は減少した。権田式農法の改良や新たな小麦の品種改良を経て、

谷津田における冬季の小麦生産が増大し、うどんやすいとん、ほうとう（煮ぼうとう）などの食文化と直結し、

現代では多様な小麦を原料とする食品の製造と消費へと結び付くものである。

（熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹）

日本農業遺産・世界農業遺産を目指す取り組み―埼玉県比企丘陵地域の「ため池農法」と「谷津田」―

熊谷市江南地域を含む比企丘陵地域で営まれる「ため池農法」を未来に継承しようと、滑川町を中心に３

市５町が、「比企丘陵農業遺産推進協議会」を設立し、この活動に関連団体や地元企業、立正大学など学術

機関が参加している。現在、日本農業遺産や世界農業遺産の登録を目指し、官民一体で事業促進を行ってい

る。協議会を構成する３市５町（東松山、熊谷、深谷の各市と滑川、嵐山、小川、吉見、寄居各町）には大

小合わせて３５３カ所と、全国有数の多さを誇る。例えば、滑川町の「五輪沼」では、ため池ができた後に

造られたとみられる７世紀ごろの窯跡が発見されており、古墳時代には、ため池農法が定着していたと推定

されている。こうした取り組みと合わせて地域の農業促進と歩調を合わせ、地域農産物のブランド化も始ま

っている。ヘリテイジリゾートなどで提供している『谷津田米』は、ため池農法でコメを生産する農業者さ

んによってつくられたブランド米として評価が高く、農薬や肥料の使用について自主基準を設け、特別栽培

米の認定を受けている。ため池農法を用いたブランド米が人気を得る一方で、生産者の高齢化などにより、

ため池の維持管理が難しくなっている実情もある。また、ため池は農業用水の利用だけでなく、洪水などを

防ぐ防災や、周辺の森林を含めた生態系を育む役割を担ってきた。ため池の管理を通じて地域のコミュニテ

ィーが形成され、伝統的な農業が今日まで受け継がれて来たことが分かる。ため池は先人たちの米作りの知

恵であり、農業遺産への登録で将来へ引き継ぎ、地域活性化に役立てたいという観点から、農業遺産登録及

びその後の活用を目指して大きな一歩を踏み出している。こうした流れは権田愛三の偉業とも多くの共通性

を感じることができる。
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関連画像 別府公民館「別府地域の歴史散策講座―権田愛三の史跡を巡る―」（2019年 8月 11日）

2019年 8月 11日、別府公民館を拠点に別府地域の権田愛三をの史跡を巡る学習会が開催された。熊谷市内
の小中学生とその保護者を対象に権田愛三の生涯について学んだ後、近隣の国指定史跡「幡羅官衙遺跡群」と

ともに、別府農村公園に建立された権田愛三を顕彰する「権田麦翁碑」や愛三が葬られた香林寺にある熊谷市

指定文化財史跡「権田愛三墓」などを現地見学した。顕彰碑には 1935年 5月に建立された石碑と後世に刻ま
れた解説碑の 2基があり、当初の石碑は旧別府農協の敷地にあったものが現地に移設された。碑文は旧奈良村
出身で文芸評論家や政治家として活躍した石坂養平が担当した。石坂は麦翁の顕彰を続けたことでも知られ、

小麦生産と地域の文化芸術の結節点に着目していた。
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ップ、農産物販売金額（総額）の麦類作部門の市区町村別データを抽出。（大麦、はだか麦等も含まれる）

（https://resas.go.jp/agriculture-sales/#/graph/9.801977744603153/35.66837571/139.5558413/11/11202/2/2010/1/B）
各市町村別データのダウンロードができる。熊谷市は 2005年、2010年のデータとも県内 1位である。

2 図書『麦の文化誌 市制施行 65周年記念 第 28回企画展』（行田市郷土博物館編 行田市郷土博物館 2014）
p26「表 5 埼玉県内の麦栽培農家数の比較（平成 22年度農林業センサスをもとに作成）」麦、小麦、大麦・裸麦の
作付農家数 5位までのランキング。熊谷市は麦の 4位、大麦・裸麦の 2位に入っている。『耕地面積及び水陸稲・麦
類累年統計書 埼玉県市町村別』（関東農政局統計情報部生産・流通統計課編 関東農政局統計情報部 2002）p80-
「小麦作付面積・10a当たり収量・収穫量」市町村ごと、昭和 35年から平成 13年までの数値あり。『2005農林業セ
ンサスからみた児玉・大里・北埼玉地域の農業』（関東農政局熊谷統計・情報センター 2006）p25「農業経営組織別
経営体数」に児玉郡・大里郡・北埼玉郡市町村ごとの麦類作経営体数あり。『熊谷市史（旧妻沼町編）調査報告書 民

俗編 第 2集』（熊谷市立熊谷図書館市史編さん室編 熊谷市立図書館市史編さん室 2007）旧妻沼町平成 18年 104
件（家）の食生活に関する聞き取り調査をまとめたもので、普段の食事や年中行事における食事についての項の中で

「うどん」についての記載が複数見られる。『聞き書埼玉の食事 日本の食生活全集 11』（「日本の食生活全集 埼玉」

編集委員会編 農山漁村文化協会 1992）「大里・児玉の食」中、p89-92「小麦、大麦」に「小麦も大麦も、この地
域では大切な基本食である。（中略）とくに、手打ちうどんやにぼうとは一年中夕はんに欠くことができない基本食

で、家族も、夕はんがごはんでは食べた気がしないというほどに根づいた日常食である。なにかにつけて小麦粉でま

んじゅうをつくるのもこの地域の特徴である。」とあり。回答プロセス:1《国会図書館サーチ》（http://iss.ndl.go.jp/ 国
会図書館）を〈うどん ＆ 消費〉で検索、先行調査事例を確認する 2 所蔵資料を調査する熊谷市周辺の食文化に

ついての資料を確認する。簡単な記述があった資料『食糧要覧 平成 13年度版（平成 12年、平成 13年）』（東京食
糧事務所さいたま事務所 2002）『くまがやの小麦』（熊谷市農政課編 熊谷市 1997）『はんつ遠藤のうどんマップ
東京・埼玉・神奈川・千葉』（はんつ遠藤取材・執筆・撮影 幹書房 2009）3 データベースを調査する《FK-Mpac》
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（富士グローバルネットワーク） 家計調査「日本そば・うどんの消費」に消費上位・下位 5都市（都道府県所在市
比較）の記載あり。《市場情報評価ナビ MieNa》（日本統計センター）埼玉県熊谷市の市区町村経済水準評価レポー
ト（2015）に「消費購買力」内に「穀類購買力」の項あり。埼玉関係雑誌記事索引データベース（埼玉県立図書館）
を〈熊谷 ＆ 麦〉で検索する。（1）岡田菊江著「熊谷の麦生産日本一を支えた先覚者 権田愛三」（『熊谷市郷土文

化会誌 68』p47-51 熊谷市郷土文化会 2012）p48「熊谷市産業振興部農業振興課（地産地消担当）の資料による
と、全国の小麦の生産高は一位から二十四位までが北海道で、熊谷は二十五位、本州では一位である。（農林水産関係

市町村別データー平成二十一年度麦類による。）」（2）平井加余子著「小麦の町－熊谷」（『熊谷市郷土文化会誌 54』
p46-51 熊谷市郷土文化会 1999）（3）平井加余子著「〈中間報告〉麦の文化－小麦の町、熊谷地方に伝えられてき
た食（ハレとケの食事）」（『立正大学地域研究センター年報 21』p105-106 立正大学地域研究センター 1998）
p106「小麦は粉食として、まんじゅうやうどんが作られるが、もの日（ハレ）ばかりでなく、日常（ケ）にも良く作
られ深く結びつき、切り離すことのできないものとなっている。」（4）井上善治郎著「〈平成 5年度市民教養セミナ－〉
熊谷の人物シリ－ズ 3 麦作改良の権田愛三（麦翁）」（『熊谷市郷土文化会誌 49』p21-25 熊谷市郷土文化会

1994）（5）平井加余子著「麦の文化－小麦の町、熊谷地方に伝えられてきた食－」（『立正大学地域研究センター年報
22』p111-124 立正大学地域研究センター 1999）埼玉新聞記事見出しデータ検索システム（埼玉県立図書館）を
〈記事見出し：小麦 ＆ 現市町村名：熊谷〉で検索する。 消費量に関連する記事は見あたらず、小麦の収穫量につ

いて以下の記事がヒットする。「収穫量県内一の熊谷市 冊子で小麦アピール」『埼玉新聞縮刷版 1998年 2月 4日』
p59 冊子は調査済資料『くまがやの小麦』のこと。「小麦の里 うどんでPR 県内の 4割生産 麦踏み発祥 熊谷

で 4月にイベント 食べ比べ、コンテストも」『埼玉新聞縮刷版 2007年 2月 20日』p36-34（1）《e-Stat政府統計
の窓口》（https://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do?method=init 総務省統計局）ア「家計調査 家計

収支編 2015年 総世帯」「（品目分類）第 11表 都市階級・地方・都道府県庁所在市別１世帯当たり年間の品目別

支出金額（総世帯）」イ「平成 26年全国消費実態調査 都道府県別 埼玉県」「42 地域別 1世帯当たり 1か月間の
収入と支出 二人以上の世帯」「42 地域別 1世帯当たり 1か月間の収入と支出 勤労者世帯」「穀類」の分類で、熊

谷市の支出額データあり。ウ「作物統計調査 平成 27年産市町村別データ」【回答情報】エ「平成 21年米麦加工食
品生産動態等統計調査年報」「(参考 3）生めん類の都道府県別生産量」「(参考 4）乾めん類の都道府県別生産量」都道
府県別の生めん・乾めん類の生産量の記載あり。（2）《RESAS 地域経済分析システム》【回答情報】調査済み資料『日
本食糧新聞 臨時増刊 2014年 6月臨時増刊 全国麺類特集』（日本食糧新聞社 2014）『食生活データ総合統計年
報 2016年版』（三冬社編集制作部編集・制作 三冬社 2016）『外食産業データ集 2014改訂版』（食の安全・安
心財団編 食の安全安心財団 2014）『業種別業界情報 2016年版』（中小企業動向調査会編著 経営情報出版社

2016）『小麦粉の魅力 豊かで健康な食生活を演出』（製粉振興会編 製粉振興会 2008）ウェブサイト・データベー
スの最終アクセス日は 2016年 6月 28日。参考資料:『熊谷市史（旧妻沼町編）調査報告書 民俗編 第 2集』（熊谷
市立熊谷図書館市史編さん室編 熊谷市立図書館市史編さん室 2007）, 参考資料:『聞き書埼玉の食事 日本の食生

活全集 11』（「日本の食生活全集 埼玉」編集委員会編 農山漁村文化協会 1992）, 4540910051参考資料:『麦の文
化誌 市制施行 65周年記念 第 28回企画展』（行田市郷土博物館編 行田市郷土博物館 2014）, 参考資料:『耕地
面積及び水陸稲・麦類累年統計書 埼玉県市町村別』（関東農政局統計情報部生産・流通統計課編 関東農政局統計情

報部 2002）, 参考資料:『2005農林業センサスからみた児玉・大里・北埼玉地域の農業』（関東農政局熊谷統計・情
報センター 2006）,
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例言・附言

・本事業報告書は２０１５年度市民協働「熊谷の力」事業「想いが伝わる熊谷小麦の物語事業」として製作し

た紙芝居作品「ニャオざねといく 熊谷小麦物語」及び関連事業について、作品内容の掲載とともに執筆・編

集したものである。

・刊行にあたり同事業の運営主体者を中心に熊谷地域の地域産品の利活用・活性化と文化教養の発信促進を目

指した「地域連携文化創造推進会議」が始動した。これに熊谷市教育委員会が協力し、本書の編集を進めた。

・本事業の主体者である「熊谷小麦産業クラスター研究会」での検討事項等を踏まえて修正した紙芝居作品及

びレクチャーシートについて加筆修正を行い掲載している。

・当初作成された時期より時間が経過していることから解説及びレクチャーシートにおけるデータ等が最新情

報ではない場合がある。本報告書は当初事業の記録化を目的としていることに係り御了承願うところである。

・権田愛三の人物史及び業績等、小麦生産の解釈に係る記載事項については諸説含む箇所もあり、調査によっ

て得た知見を暫定的に記した内容も含まれている。御了承願うとともに御教示頂ければ幸いである。

・報告書の作成にあたり、熊谷小麦産業クラスター研究会（会長：松本邦義氏）及び会員各位から御理解と御

協力を得た。感謝申し上げる次第である。また、紙芝居上映に向けて実に分かりやすく彩り溢れたイラスト

を制作されたイラストレーターの小島ことな氏に称賛と御礼を申し上げたい。結びに本書が熊谷産小麦の普

及啓発に尽力されている皆様の助力となることを祈念し、筆を擱く。

事業報告書 １

権田愛三の生涯と熊谷産小麦活用に向けたアウトリーチ
― 権田愛三の業績研究及び市民協働事業「想いが伝わる熊谷小麦の物語事業」をめぐって ―

著者：山下祐樹（熊谷市教育委員会・熊谷市立江南文化財センター）

２０２０年７月７日発行
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