
家族農林漁業プラットフォーム・ジャパン「第6回 オンライン・シンポジウム」

和歌山県・古座川流域での
地域プラットフォームを拠点にした
流域再生の取り組み

宇⽥ 篤弘 紀ノ川農協組合⻑ FFPJ常務理事
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「地域」や「環境」の捉え方

• 「有機農業」や「環境保全型農業」の空間は?
“有機農業に関する基礎基準2000年”「環境を守る」「⾃然との共⽣」「地域⾃給と循環」・・・

⾷料の⾃給を基礎に据え、再⽣可能な資源・エネルギ−の地域⾃給と循環を促し、地域の⾃⽴を図る

• 「地産地消」や「地元」の範囲は? 「三⾥四⽅の野菜を⾷べろ」
東⻄南北に約１２ｋｍ以内(歩いて２時間以内)の⾝近で採れた野菜は新鮮で栄養価が⾼い

• 「⾃然村」(⼤字)から「⾏政村」(村)へ
1889年（明治22）施⾏の市町村制は数個の⾃然村が合併して成⽴、昭和の⼤合併、平成の⼤合併

• 「地球物理学的環境、⽣物学的環境、社会経済的環境」
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Think Globally、Act Locally

• 「地球規模で考え、⾜元から⾏動せよ」という標語
環境問題を語るうえで⾮常に重要なフレーズとして世界的に有名です

• ⼤字(⼭林、⾥⼭、ため池、⽔路、⽔⽥)共同体の共助
・県総⾯積47万ha
・和歌⼭県の農業集落 １,597集落 (2010年センサス) 

・和歌⼭県の⼀級・⼆級河川451本
・紀の川の河川数112本、流域⾯積1,750㎢ (他県の数値含む)

・ため池 4,984 (2021年3⽉)

▶集落と⽔系を捉えた「⾜元から」⾏動
▶流域でのコミュニティーを再⽣していくこと

その他16.6% 森林36万ha  76.4% (民有林95.4% 国有林4.6%)農地7%

和歌⼭県のホームページから 3



和歌山県の農林水産業の状態・従事者
担い手の高齢化と減少が加速している

2020年 2015年 増減 %

基幹的農業従事者 27,202 32,500 ▲5,298 83.6

林業就業者 11,45 1,145 0

漁業 2,402 2,907 ▲505 82.6

合 計 30,749 36,552 ▲5,803 83.4

2015年からの５ヵ年で農業と林業で７〜8%減少しています。基

幹的農業従事者は、2005年〜2015年で6000⼈、1990年〜2000年

で4500⼈が減少しています。

直近の５年間の減少は、その前１０年間と同等の減少となってい

ます。
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和歌山県の農業集落の特徴
「和歌山県における農業集落の現状と地域的特徴」(2010年センサス)

和歌山大学経済研究所 大西敏夫氏(2017年)から

• 果実部⾨の構成⽐は61.0% (近畿17.6%、全国8.9%)

• 農業集落の⽴地条件と地域資源保全状況
区分 集落数 %

都市的地域 334 20.9
平地農業地域 259 16.2
中間農業地域 476 29.8
⼭間農業地域 528 33.1
合 計 1,597 100.0

地域資源 農地 森林 ため池
湖沼

河川
⽔路

農業⽤
⽤排⽔路

資源のある集落 1,501 1,368 720 1,519 1,462
保全している 775 176 477 569 1,098
保全していな

い
726 1,192 243 950 364

資源の無い集落 96 229 877 78 135

担い⼿の減少と⾼齢化は、
農業⽣産⼒の後退だけでなく、
集落の地域資源の保全機能も
後退する
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紀の川・吉野川 最初の一滴が生まれる場所 (川上村のホームページから)

水源地の村 奈良県川上村
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奈良県川上村「川上宣言」との出会い
温暖化防止イベント「紀の川環境フォーラム2006」(2006年3月)

• 実⾏委員会のメンバー
和歌⼭有機認証協会(WOCA)・わかやま環境ネットワーク(WeNET)
公益財団法⼈吉野川紀の川源流物語「森と⽔の源流管」(尾上事務局⻑)
『私たち川上は、かけがえのない⽔がつくられる場に暮らす者として、

下流にはいつもきれいな⽔を流します』 【川上宣⾔の⼀⽂】

翌年から毎年「川上村のふれあいデー」に参加
「紀の川じるし」に発展

〜繋がり拡⼤〜
・IPCCコミュニケータ
・和歌⼭県⽴⾃然博物
館
・SSH指定⾼校報告会

〜繋がり拡⼤〜
・⾷品メーカー(ケチャップ、⽶油、
⽶)
・漁協
・源流ツアー

和歌⼭県地球温暖化防⽌活動推進セン
ター
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川上村に暮らす住⺠はもちろん、下流域の⼈々とも⼿を携えて、かけがえのない⽔
と森を育てていきたい。そんな願いと決意を込めて1996年、全国に向けて宣⾔を発信。
その具現化に向けた取り組みが始まりました。

◆私たち川上は、かけがえのない⽔がつくられる場に暮らす者として、下流にはいつもきれいな⽔を流します。

◆私たち川上は、⾃然と⼀体となった産業を育んで⼭と⽔を守り、都市にはない豊かな⽣活を築きます。
◆私たち川上は、都市や平野部の⼈たちにも、川上の豊かな⾃然の価値に触れ合ってもらえるような仕組みづくりに励み
ます。

◆私たち川上は、これから育つ⼦ども達が、⾃然の⽣命の躍動にすなおに感動できるような場をつくります。
◆私たち川上は、川上における⾃然とのつきあいが、地球環境に対する⼈類の働きかけの、すばらしい⾒本になるよう努
めます。

奈良県川上村
「川上宣言」

(川上村のホームページから)
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川上村や漁協との交流

和歌浦漁協
の横⽥副組合⻑さんから

しらす漁など

紀ノ川農協
⼥性部研修

川上村での
イベントに参加
流域の野菜や
果物の販売

川上村から
⽟葱栽培の⾒学
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やまいき市
地域おこし協⼒隊員
⾼齢者がつくる野菜や
ふうの丘直売所、漁協の

商品を販売



「紀の川じるし」
２県をわたる１本の川による森・里・海のつながりを“見える化”し、流域ぐるみ
の地産地消を進めるため136kmの川を一つの商店街に見立てました。

  

環境省『第4回グッドライ
フアワード』(2016年)で環
境⼤⾂賞を受賞した公益財
団法⼈吉野川紀の川源流
物語（奈良県川上村）の
『２県を繋ぐ森⾥海の連携
「紀の川じるし」で流域の
産業を元気に！』をご紹介
するムービーです。

【グッドライフアワード】
２県を繋ぐ森⾥海の連携
「紀の川じるし」〜 -

YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=JKdaYFkNkg0


「紀の川じるし見本市」

流域の商品(農産物・加⼯品・割りばしな
ど)

流域の⾷品メーカー、⽣産者、牧場、漁協、
学⽣、地域おこし協⼒隊員

栗⼭川上村村⻑
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森と水の源流館１５周年記念日
2017年４月２９日(2006年から10年)

「紀の川じる
し」
林業・林産業、農業、漁業の恵み
をつなぎ、流域の⽔環境や景観、
⾵⼟を守り育てるキャンペーンを
⾏います。公益財団法⼈吉野川紀
の川源流物語が企画する、流域こ
だわりの恵みを広げる活動です。

(川上村ホームページか
ら)

「紀の川じるしの御弁当」を企
画。和歌浦のしらす、加太のひ
じき、紀ノ川農協の新たまねぎ、

清流のこんにゃくなど

(川上村「⽔源地の村づくり」として位置づ
け)

12



「紀ノ川農協の基本的課題および概況」

・設 ⽴ 1983年 (那賀町農⺠組合1976年設⽴)
・出資⾦ 1億5.8千万円
・事業⾼ 17.8億円 (内：購買3,068万円 利⽤事業1,330万円)
・組合員 837名
・役 員 理事15名、監事3名(⼥性1名)
・職 員 40名(⼥性24名、男性16名)

和歌⼭県全域を地区とする、⽣協産直を中⼼とした販売の専⾨農協

【基本的課題】
(1) 有機農業、環境保全型農業・GAP推進 「環境保全型農業推進委員会」
(2) 地産・地消型・交流・農商⼯連携・農福連携推進 「交流委員会」
(3) 新規就農・担い⼿育成、⽣産⼒向上 「⽣産⼒向上委員会」
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地域づくり・担い手づくり

▶古座川町・七川地域
「七川ふるさとづくり協議会」
▶古座川流域連携プラットフォー
ム

「地域の発展のなかでしか紀ノ川農協の発展はない」

協同組合の定義・価値・原則
～「協同組合のアイデンティティに関するICA声明」
第7原則 コミュニティへの関与

協同組合は、組合員によって承認された政策を通じて
コミュニティの持続可能な発展のために活動する。

紀の川市
▶⿇⽣津地区「⿇⽣津の将来を考える会」
▶中⼭地区 「中⼭保全会」(多⾯的機能直接⽀
払)

①聞き取り調査
②協議会の⽴ち上げ
③事業⽴ち上げ

関⻄で最も⾼齢化率が⾼い

困難な地域であっても元気な地域に⼈は集ま
る 14



和歌山大学提携・課題解決型インターンシップ(和大以外は県経営者協会から)

大学 学部学科

経済学部市場環境学科

経済学部市場環境学科

第2回 春 「わかやまへの移住定住促進（新規就農）と交流体験企画づくり」 1 和歌山大学 経済学部経済学科

和歌山大学 経済学部経済学科

龍谷大学 文学部　仏教学科

観光学部地域再生学科

観光学部地域再生学科

観光学部

経済学部経済学科地域公共政策

経済学部経済学科地域公共政策

観光学部観光学科

観光学部観光学科

経済学部経済学科地域公共政策

観光学部観光学科

観光学部観光学科

システム工学部システム工学科

観光学部観光学科地域再生コース

観光学部観光学科地域再生コース

観光学部観光学科

信愛女子

短期大学
生活文化学科生活文化専攻

20
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和歌山大学

和歌山大学

第6回

2019年

春

地域づくり

地域のニーズを把握し、地域住民の方の将来を考える機会をつくり、持続

的な農業や地域の担い手育成に取り組む

5 和歌山大学

第7回 夏
農業をしたい人をよび込む

広報プランの企画や広報資材作成

和歌山大学

第5回 夏
地域づくり、都市部から和歌山へ移住定住を促進させる動きを作る、都市

住民と地域がつながる機会をつくり、農業や地域の担い手育成に取り組む
2

第4回

2018年

春
都市と地方の交流

婚活イベントと耕作放棄地再生プロジェクトの企画作りと実施及び検証
3

和歌山大学

2017年
第3回 夏

農業の担い手不足問題に取り組む

都市住民と地域がつながる機会をつくる
2

第1回 2016年 夏
「地域づくりを伝えるECサイト商品開発と運営サポート」紀の川吉野川流

域連携、また自然エネルギーと環境保全型農業を関連させた商品開発
2

 実施時期 テーマ 人数
インターンシップ生

第6回で1名職員採⽤(⼥性) 第7回で1名採⽤(男性) 15



みんなで描こう地域農業の未来予想図
2018年8月31日(紀ノ川農協・県農民連共催)約80人

主体形成・未来を描く主人公は? 「当事者になる」
協同組合では、出資・利用・参加する 16



2023年・創立40周年までの5ヵ年事業計画

2028年・「家族農業の10年」終了年
2030年・SDGsの終了年
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持続可能な農と食をめざす
学習講演会

～アグロエコロジーへの転換～

• 2019年8⽉22⽇(⽊)
• 紀の川市「粉河ふるさとセン
ター」

• 講師 関根佳恵
愛知学院⼤学准教授

農学(学⼠)、農業経済学(修⼠・博⼠)、政治経済学、農と⾷の社会学

主な研究テーマ 「多国籍アグリビジネスと地域農業・⾷料システ
ム」

「⼩規模・家族農業」など

所属組織 家族農林漁業プラットホーム・ジャパン

⼩規模・家族農業ネットワーク・ジャパン

・主催
「家族農林漁業プラットフォーム・和歌
⼭」
・呼びかけ団体

橋本⾃然農苑、和歌⼭有機認証協会、
わかやま環境ネットワーク、農⺠連、紀ノ川
農協

家族農林漁業プラットフォーム・和歌山の設立向けて

約150人参加
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「家族農林漁業プラットフォーム和歌山」設立宣言
・家族農林漁業が持つ⾼い持続可能性を広め、家族農林漁業を最も⼤切にする地域にしましょう。
・⾃然災害や地球温暖化に適応する施策をつくり、家族農林漁業を次世代へと引き継ぎましょう。
・安⼼な県内産の⾷材を使った学校給⾷を実現し、⼦どもたちの⼼と⾝体の成⻑を⽀えましょう。
・共に夢と希望をもって、この危機を克服するための可能なあらゆる⽅法で⾏動を始めましょう。

今年スタートした国連の「家族農業の10年」を契機に、和歌⼭県で、そして世界中で、家族農林漁業に
携わる⼈たちと地域の⼈たちが、笑顔で働き、暮らし、⽣きる持続可能な社会を⽬指して全⼒を尽くしましょう。
ここに、家族農林漁業プラットフォーム和歌⼭の設⽴を宣⾔します。 2019年10⽉18⽇

【第2回総会 記念講演】
2020.8.12 
講 師：印鑰智哉⽒
テーマ：⾷の⼒を知ろう
〜ポスト・コロナの時代のために
〜

https://ffpw.net/

【広川町 東濱植林の⼭林⾒学
会】2020.11.21 
１００年前、会社設⽴時に植林し
た
ヒノキの⼭林を⾒学

19

【設⽴総会 記念講演】
2019.10.18
講師:村上真平⽒
〜期待される家族農林漁業〜
平和で持続可能な社会を築くため
に

【第3回総会 記念講演】 2021.5.29
講 師：安井孝⽒
学校給⾷から変える地域の⾷と農の未
来

https://ffpw.net/


古座川町の⾼齢⼈⼝⽐率、52.6% %(和歌⼭県32.4%) 、７５才以上32.０

２０２０年１⽉現在

七川地区⾼齢化率
71.５%(2015)

古座川流域での
持続可能な地域づくり

古座川ゆず
平井の⾥
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農事組合法人

古座川ゆず平井の里・あゆみ

• １９５６年 古座川町合併(⾼池、明神、⼩川、三尾川、七川)⼈⼝約１万⼈ ５５年農家２⼾ゆず栽培
• １９６４年 ⼈⼝7,121⼈ 林業従事者249⼈ (⽊材全⾯輸⼊⾃由化、林業基本法公布)
• １９７６年 古座川柚⼦⽣産組合結成(技術向上、販売共同化)
• 1985年 古座川ゆず平井婦⼈部結成(20⼈)
• 1986年 紀ノ川農協に加⼊し、⽣協産直開始(最盛期約６０⼈)

柚⼦の価格暴落 1987年、１９９５年、１９９９年、２０００年、柚⼦販売不振１９９７年
• ２０００年 ⼈⼝3,726⼈ 林業従事者１１２⼈
• ２００４年 (農)古座川ゆず平井の⾥設⽴(過疎を防ぎたい62⼈)、紀ノ川農協組合員４２⼈(平均年齢６９歳)
• 2007年 紀ノ川農協への団体加盟(個⼈組合員の脱退２００８年)
• ２０１１年 紀伊半島⼤⽔害、東⽇本⼤震災
• 2012年 ⾼齢組合員の聞き取り調査(願いや要求、状態の調査)
• ２０１６年 七川ふるさとづくり協議会設⽴(過疎対策事業と地域おこし協⼒隊事業)
• ２０１７年 地域おこし協⼒隊事業開始
• 2020年 ⼈⼝2,642⼈(65才以上1,391⼈) 古座川流域連携プラットフォーム設⽴
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七川ふるさとづくり協議会設立 2016年11月

持続可能な地域を継承することを目的に活動

(農)古座川ゆず平井の⾥理事、和歌⼭⼤学⽣、
地域おこし協⼒隊員、紀ノ川農協職員などで
47⼾(５３名)を訪問、聞き取り調査
約280の要望や意⾒

聞き取り調査(２０１７年6～8月)

「地域おこし協⼒隊事業 (2017年５⽉〜)」 ＆「七川⽣活圏過疎集落⽀援総合対策事業(2018年５⽉
〜)」

【協議会の⽬的】
七川地域の活性化と、地区住⺠が⽣きがいを持って、
明るく健康的な⽣活を送る環境を創り、次の世代に
持続可能な地域を継承することを⽬的に活動する。
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聞き取り調査報告会
2017(H29)年9月9日

聞き取り調査、分析、報告、合意形成による
地域づくりのプロセスを踏んで

調査の分析と課題整理
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3．人口減少・高齢化による地域力の低下
・地域内に住む若年層が少なく、区の運営や地域の問題
解決に携わる担い手が不足

（15～34歳人口割合：2.0％）
・移住希望者のニーズに対応できる受入体制が未整備
・地域の情報を発信するツールがない

（H27国勢調査より）

課 題

【生活環境】
町ふるさとバス…フリー乗降（往復2便/日）
七川診療所…診療日：平日
医療バス福祉号…七川診療所への送迎
社会福祉協議会…高齢者の訪問介護事業など
移動販売（3業者）、ガソリンスタンド（0件 H28廃業）
保育所、小学校、中学校なし

クマノザクラ（仮称）の名所ではじまる「つながり・ふれあい・助け合う」集落づくり

【事業期間】
H30年度から3ヶ年

【事業主体】
七川ふるさとづくり協議会

a. クマノザクラを活用した名所づくり
・苗木の生産技術の習得と植樹活動
・採種から植栽、管理などの一連作業を実施
・クマノザクラを地域のシンボルとしてPR
・通年、地域全体で人を呼び込む仕組みづくり

（田舎カフェや地域まるごと体験（ユズ･ゴーラ他））
・里山や川の環境保全活動

d. 若者移住者を呼び込む環境整備
・移住希望者向けの短期滞在・体験
交流施設の整備
・地域内の空き家と耕作放棄地情報の
データベース化
・七川地域の移住相談窓口を設置し、
円滑な移住をサポート

【人 口】 446人 【高齢化率】 71.5％
【世帯数】 274世帯（うち高齢者一人暮らし世帯数：118世帯）
【集落数】 7集落（佐田,添野川,平井,下露,西川,成川,松根）
【特産品】 ゆず、ゆず加工品、シキミ、センリョウ、 サカキ、

シイタケ、ニホンミツバチの蜂蜜、鮎、茶
【獣 害】 シカ、イノシシ、サル等による農作物被害

クマによるゴーラ（蜂の巣箱）の被害

1．地域のシンボルであるサクラの魅力が低下
・シンボルである七川ダム湖畔のサクラ（ソメイヨシノ）の
老朽化（開花不良や倒木の危険性）
・住民からサクラの植え替えを訴える声の増加
・来訪者減少による地域との交流人口の低下
・地域内にも多数存在するクマノザクラを活用できていない

2．買い物弱者の増加
・車の運転が困難な高齢者の増加

（85歳以上人口割合：17.5%）
・地域内の商店が減少
・数ある商品のなかから自分が気に入った
ものを買いたいという欲求の芽生え

目指すべき姿

対 策

現 況

c. 地域住民への買い物支援
・買い物支援バスの試験運用と検証

（市街地の量販店やホームセンター等）
・最適な運用方法を確立し地域住民で運営

（地域内での需要、課題の抽出など）

ｆ．複合拠点の整備 〔事業の拠点、商品加工の作業場、移住相談窓口 等〕

(国研)森林総合研究所か

ら‘クマノザクラ’を新種とす
る論文を学会へ投稿中

b. サクラを活かした新たな産業の創出
・クマノザクラの苗木販売の体制づくり
・伐採したサクラを活用した商品開発と販路開拓（燻製チップ等）

e. 移住希望者に向けた情報発信
・都市圏での移住フェアや相談会でのPR活動
・ホームページやSNSを活用した情報発信

【地域おこし協力隊】
平成29年5月～ 1名 活動中 （さらに1名募集中）

【施 設】
古座川町役場七川支所、七川総合センターふるさと

西川郵便局、佐田簡易郵便局、平井簡易郵便局

佐田警察官駐在所、古座消防署七川分駐所

古座川町高齢者生活福祉センターささゆり

旧七川小学校、西川生活改善センター

集会所（佐田、添野川、平井、成川、松根）
JAみくまの七川店、宿泊施設（田中屋旅館）

【地域の状況】
本地域は65歳以上の高齢者が7割を超え、85歳以上の高齢者が2割を占める高齢化が進行した地域であり、遠方までの車の運転が困難になるなど、日常生活の不便さを感じている住民が増

加している。住民同士で支え合い、日常生活の安全を確保しつつ、将来希望を持って暮らし続けることのできる地域づくりが必要。

クマノザクラ（仮称）

買い物支援バス（イメージ）

移住相談会

整備予定の空き家

七川生活圏（古座川町）

市街地（串本町内）

〇クマノザクラを新たな地域資源（シンボル）として、企業など外部の力（労力･資金）も得ながら名所化

することで交流人口を増加させる。

〇サクラを活かした新たな産業を生み出し、持続可能な地域をつくる

〇地域に最適な買い物支援バスの運用方法を確立し、地域の高齢者を支える

〇地域内外交流や移住者の受入を促進し、地域コミュニティを活性化させ、地域の担い手を育成する

全体事業費： 19,335千円
国： 9,286千円
県： 4,049千円
町： 6,000千円
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七川桜６０人植樹(クマノザクラ・ヤマザクラ)
お試し住宅2戸と協議会事務所

買い物支援バス
地域おこし協力隊員５名(現在３名活動中)
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防災を軸にした「七川地域づくり」
２０２１年度からスタート(～２０２３年)自治の共同

• 温暖化による気候変動で、台⾵や豪⾬などの⾃然災害が増え、その規模も⼤きくなって
います。これまでの課題を推進し、安⼼できる暮らしを⽬指して、防災・減災を軸に地
域づくりを⾏なっていきます。

20２１年１⽉〜
各地区の代表者と
防災マップづくり
地域の状態を可視化
・居住者とその状況

・連絡先
・避難場所の状態
・空き家
・危険個所など
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２０２３年には、自主防災組織、自治の共同
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古座川流域連携プラットフォーム

古座川流域連携・プラットフォームの規約
（⽬的）
第2条 古座川流域の事業者が連携し、持続可能な⾃然豊かな地域(流域)の発展をめざします。
2．林業や農業、観光業、漁業など流域で営まれる事業の情報や課題を共有するとともに地域や都市へ情報を発信し、流域
との関係づくりを促進済ます。
3．古座川流域の農林漁業とそれに関連する事業が、再⽣し持続できるような政策を検討し、⾏政への提⾔ と対話を⾏い
ます。
4．事業や交流の連携した取り組みを進めます。

【設⽴総会記念講演】
「持続可能な地域へ」〜森林資源の活⽤を考える〜
和歌⼭⼤学観光学部副学部⻑ ⼤浦由美教授 ２０

２０年8⽉２４⽇
◆参加者
森林組合、漁業組合、観光協会
新規就農者、古座川ゆず平井の⾥
旅館、道の駅カフェ
古座川らんど

◆来賓
県振興局、古座川町
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●内橋克人氏・・・ 「使命共同体」

⼈々の連帯と参加によって⾃給圏を形成していく。そ
のような共通の理解や使命感を持って、⼈々が⽴ち上
がっていく時代に⼊った。

自覚的消費者 = 商品の価値が分かる人

●内山節氏・・・

・地域とは何か
ソーシャルビジネスは、地域とのつながりとしての経済で

ある。
持続可能な形としてのビジネス化であり、どのような経済

をつくっていけばどのようなつながりが回復するのか、みん
なが⽣きていける経済、共に⽣きる経済をめざすものである。

⾏政は、コミュニティの形をつくっていく⽀援はできても、
主体にはなれない。これから地域とは何かを検討しなければ
ならない時期に来ている。今の体制では世界は持続できない。
いつまた、経済崩壊が⽣じるかもわからない。地域に⽣きる
基盤がある、その「地域とは何か」をとらえなおさなければ
ならない時代にきている。
・地域づくりとは何か
みんなが幸せになること・・

誰一人不幸にさせないこと。

http://www.nhk.or.jp/chiiki-blog/900/241791.html

「地域」 「地域づくり」とは・・・

ＦＥＣ 自給圏

介護医療(コミュニティー)

ＣＡＲＥ
再生可能エネルギー

ＥＮＥＲＧＹ

食料
Ｆ００Ｄ

http://www.nhk.or.jp/chiiki-blog/900/241791.html
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地域づくりのフレームワーク
地域づくり(内発性、総合性、多様性、革新性）

交流

①暮らしのものさしづくり②
暮
B
C
D
仕
組
G
H
I
J

K
L
M
N
O
P
Q/

生
活
諸
条
件

③
Y
Z
[

\
D
循
環
H
I
J

新しい価値の上乗せ
(貨幣的価値、文化的価値、環境的価値、人間関係的価値等)

場
づ
く
り

主体づくり
持
続
条
件
づ
く
り

交流の魅力付加

交流産
業

交流の鏡効果

明治⼤学農学部 ⼩⽥切徳美教授作成

地域調査
協力隊、ボランティア

誇りづくり

ESD・エシカル



「農村政策を蘇らせる」(体系的農村政策化が求められている)
車の両輪の「産業政策」と「地域政策」が両輪とも脱輪状態(官邸農政)

農
村
政
策

産業政策への従属

＜広義＞
総合的農村振興

＜狭義＞
地域資源政策

政策の体系性の崩壊

政策自立性の低下

農
村
政
策
の
空
洞
化

分離

官邸プロジェクト化

脱輪化

補助輪化

農村政策空洞化の構図

「農村政策は蘇るか」⽂化連情報2020.10
明治⼤学農学部⼩⽥切徳美教授より

2019年の農村政策、⽇本型直接⽀払制度
農泊やジビエ等体系化は意識されていない個別プロジェクト

2014年からの「多⾯的機能⽀払」
担い⼿に集中する・・・産業政策
に従属する政策

自治農政による「総合化」
しごとづくり・くらしづくり・活⼒づく
りを 3要素(3本の柱)とする

体系化が必要

農政の
中央集権化
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最後に バラバラになった流域の関係を「(川下)統合」し、一次産業の

上流から綺麗な水(資源・価値)を流す、源流の一滴から大きな流れを海へ。
「みんなが生きていける地域、共に生きる地域をめざす」

七川ふるさとづくり協議会
(⾃主防災組織、⾃治の共同)
古座川町サクラの町づくり
⽇本クマノザクラの会
古座川らんど

(農)古座川ゆず平井の⾥
道の駅⼀枚岩 monolith
南紀森林組合
和歌⼭東漁協、七川漁協(内⽔⾯)
古座川町観光協会
⾷品会社、⽣協、紀ノ川農協

和歌⼭⼤学
北海道⼤学(和歌⼭研究林)
⽟川⼤学観光学部
⼤⾕⼤学
串本古座⾼校
農村資源研究所

古座川町

和歌⼭県

③
]
^
_

`
a
循
環
d
e
f

持
続
条
件
づ
く
り

②
暮
p
q
a
仕
組

t
d
e
f

u
v
w
x
y
z
{

/

生
活
諸
条
件

場
づ
く
り

主体づくり ①暮らしのものさしづくり

「農村政策を蘇らせる」
体系的農村政策化

自治農政による「総合化」
しごとづくり・くらしづくり・活力づくり
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