１．はじめに
里地・里山振興室は、平成 31 年 4 月 1 日付
け組織改正により、農林水産部農林水産総務課
内に新しく設置された組織 ( 内室 ) です。

寄稿 ２

里地、里山などの農村環境の保全や活用に加
え、農業遺産をはじめとする伝統農法の維持継
承などを推進することにより、農産物の販売促

里地里山振興における
取組と課題
～持続可能な里地里山
( 中山間地域 ) を目指して～

進や販売単価の押し上げ、高付加価値化等の取
組や、農業生産活動への支援により農村振興に
繋げることを目的としています。
具体的には、農業遺産に関する申請や認定後
の活動の支援、日本型直接支払制度（中山間地
域等直接支払交付金事業、多面的機能支払交付
金事業）の促進、及び、和歌山県中山間ふるさ
と・水と土保全基金事業の推進に取り組むこと
としています。
２．里地里山とは
都市と奥山の中間に位置し、様々な人間の働
きかけを通じて環境が形成されてきた地域であ
り、集落をとりまく二次林と、それらと混在す
る農地、ため池、草原等で構成され、国土の約

和歌山県農林水産部農林水産総務課
里地・里山振興室長

岡村

成実

4 割を占めています。
里地里山は、農山村における人々の日々の暮
らしや農林業などの営みの中で、人と自然の長
年の相互作用を通じて形成された自然環境であ
り、国土保全、水源涵養、多様な生物の生息環
境として、また、地域特有の良好な景観の形成
や文化の伝承、情操教育等の基盤として、多面
的機能を有している重要な地域です。
しかし、過疎化や高齢化などに伴う農村維持
の限界により人の働きかけが減少し、耕作放棄
地の増加、集落景観の荒廃や里山特有の動植物
の衰退など生物多様性の劣化などの問題を抱え
ています。
３．現状と課題
戦後の高度経済成長とともに、産業構造や生
活様式が急激に変化しました。
具体的には、燃料としての薪炭や草、カヤの
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利用の停滞、衰退や都市部への人口流出による
里地里山地域の過疎化や高齢化などです。

一方で、里地里山に広がる農地の殆どは、急
傾斜、不整形、小規模といった営農条件の悪い

この結果、山林、農地、水路等では、耕作放

農地であり、平坦な農地に比べると生産性も低

棄地や管理放棄林の増加、農地へのタケ類の侵

く、営農効率・作業性も悪いことから、子供等

入、ゴミ投棄、堆積土砂放置等が進み、二次的

に対して積極的に農業を継ぐように勧めない傾

自然環境が損なわれ里地里山特有の生物の生息

向があります。

域の消滅と生物種の減少や、地域固有の文化の

そのため、進学等で都市部に出て行き、その

喪失や景観の悪化、国土保全機能の低下による

まま就職し、地域に帰ってこなくなり、里地里

災害発生などの問題が発生しています。

山地域の過疎、高齢化が進行するとともに、現

そのため、高齢化や担い手不足に対応し、地
域が有していた多面的機能の発現を促し、地域
の持続的発展に取り組むことが急務と考えてい
ます。

在の耕作者が営農をリタイアすると耕作放棄地
になるというところが増えています。
農家や集落の方が、農地を個人の財産として
だけではなく、里地里山を構成する地域資源・
地域財産としての価値を評価し、維持・保全の

４．取り組み
里地里山地域が存続の危機を迎えている一方
で、近年、都市住民等の自然環境への関心の高

重要性や継承について考えるときが来ていると
思います。
農業後継者を「身内」に求めるのではなく、

まりや、企業の CSR に対する意識の向上、若

地域・農地を支えるやる気のある「誰か」に求

年層の田園回帰志向の高まりなど、地域を支え

めること、また、地域として、どの様な人材を

る新たな担い手の確保が期待できる状況になっ

必要としているのか、「誰か」を受け入れ、支

ています。

える等の話し合いによる合意形成が重要になり

そのため、里地里山地域の保全・活用による

ます。

持続的発展や農村振興の取組は、従来の農家や

地域の受入体制が整ったところで、地域や都

集落に加え、地域や都市の住民・市民団体、企

市の住民・市民団体、企業等を新たな担い手・

業等を新たな担い手・支援者として、連携・協

支援者として、連携・協働することで、里地里

働によって進めていくことが必要と考えていま

山の持続的発展への取組を進めることが可能に

す。

なると考えています。
地域における様々な計画の策定や、計画の実

多様な支援者を受け入れ、里地里山地域の保

施や将来への想いを実現するための取組を活性

全・活用を進めていく上で、従来の農家、集落

化するには、何らかの支援が必要と考えており、

の意識を変えていく必要を感じています。

当室では、以下の施策に取り組んでいます。

現状、農家の皆さんは、農地の維持・保全継
承に熱心に取り組まれています。
良く耳にするのは「先祖代々の農地を自分の

（１）農業・農村むら機能活性化支援事業
地域住民、団体等自らが、地域を知り、考え、

代で終わらせるわけにはいかない。」という意

行動するための地域資源の保全・活用計画の策

味合いの言葉です。

定に対し、専門家の派遣、寄り合いワークショッ

このように、農家の皆さんは、責任感が強く、

プの運営を支援します。

努力を惜しむことなく地道に農業生産活動を継

「寄り合いワークショップ」は、写真分析法

続されており、優良な状況で農地を子供等に残

と KJ 法を活用し、地域のあるもの探し ( 集落

すことを考えられています。

点検 ) からはじめ、それを地図に落とし込み ( 可
21 世紀 WAKAYAMA
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視化 )、自ら出来ることを考え、誰が、いつ実
行するのかという計画を参加者の合意に基づき
策定する方法です。

（１）事業目的
中山間地域等の農村地域では、過疎化や高齢
化により地域に活気が失われつつあり、営農や
農地・農業用施設などの地域で維持管理し保た

（２）都市住民ボランティア援農体制モデル事
業（通称：わかやま縁農）

れてきた「むら機能」が低下しています。こう
した状況解決のため、地域に活気を呼び起こし

過疎化、高齢化による労働力不足や人材不足

農業用施設や農地の利活用および保全につなが

に悩む農村地域と、農業ボランティアに関心の

るモデル的な活動を支援し、地域に主体となっ

ある大学生を含む都市住民等のマッチングを行

ていただきながら地域の思いを共に実現してい

い、農作業や農村での地域おこし等の活動を支

くことを目的としています。

援し、都市農村交流による関係人口の増加を促
進するとともに、地域の受け入れ体制の構築を
図ります。
マッチング等の支援は、( 一財 ) 和歌山社会
経済研究所に委託して実施しています。

（２）募集内容
みなさまが住んでいる地域等で取り組んでみ
たい「地域保全活動（農村の地域資源を保全す
る活動）」を募集し、県のモデル事業として実
施します。

（３）農業農村活性化支援モデル事業
（H31 年度に「耕作放棄地再生活動協働モデ

なお、活動計画は、最長 3 年としています。
具体例として・・・

ル事業」と「和みのむら活性化支援モデル事業」

☆中山間地域における都市住民の援農支援

を統合）

☆農地復元のための用水路、ため池の保全

（詳細は、後記。）
以上のように、( １) 地域の合意形成・計画
策定、( ２) 外部支援者、賛同者の確保、( ３)

活動
☆農業用施設を活用した学習会の実施
☆古くからのむら行事を復活させるための

計画の実施まで、地域の活性化に向けた取り組
みの各場面、各段階を支援する施策を整えてい

農地を利用した取り組み
☆遊休農地を活用した特産加工品の原料づ

ます。
（３）農業農村活性化支援モデル事業について、

くりや景観作物の植栽
などを募集します。

詳しく説明します。
（３）応募資格
５．農業農村活性化支援モデル事業
本事業は、平成 20 年度に、耕作放棄地の再

次の要件を満たす団体
①

和歌山県内に所在する農村集落や生産

生・活用アイデアを求める「耕作放棄地再生活

組織等、または、県内に事務局のある特

動協働モデル事業」に着手し、平成 25 年度に

定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）あるい

は、地域の計画などを実現するための「和みの

は非営利の社会貢献活動を行う活動団体

むら活性化支援モデル事業」にも着手しました。

（ボランティア団体等、法人格を持たな

令和元年度（平成 31 年度）からは、二つの事
業を統合し、「農業農村活性化支援モデル事業」
として実施しており、募集等については以下の
とおりです。
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い団体を含む）であること。
②

宗教活動や政治活動を主たる目的とし
た団体でないこと。・・・等

（４）応募提案数
１団体につき、1 提案と限らせていただきま
す。

（10）取組の公表及び提出書類の使用
取組状況については、本事業の普及・啓発を
目的に、広く公表することとしています。
また、県は、実績報告書等に添付された写真、

（５）応募方法

図表等を本事業の広報用に使用します。

企画提案書と応募する団体等概要書を郵送ま
たは持参により、決められた期日までに、団

（11）その他

体が所在する地域の振興局農地課 ( 東牟婁にお

・応募書類の作成、提出、二次審査・活動報

いては農業水産振興課 ) に提出していただきま

告会への出席に要する費用はすべて応募者

す。

の負担となります。

振興局では、担当（地域づくり支援員）が企

・県から委託するモデル事業として実施され

画提案の内容をお伺いするとともに、必要に応

るため、内容について県との調整をお願い

じてアドバイスも行います。

する場合があるとともに、採択された団体
については、団体名、代表者名、団体の連
絡先、事業内容を公開します。

（６）審査及び選考結果
一次審査は、企画提案書による書類審査、二

・予算の範囲内での委託となりますので、件

次審査は企画提案団体のプレゼンテーションに

数等変更する場合もありますがご了承願い

よる審査を行い、選考結果を後日通知します。

ます。

先進性、公益性、実行性、費用対効果、波及

・委託費の支払いは、提出いただいた事業報

性の視点から、総合的に評価し、選考します。

告書の内容を県で検査した後となります
が、業務を円滑に進めるために必要な場合、
委託金額の 30％を限度として、契約後に

（７）委託金額
事業実施期間は最長 3 年とし、1 団体につき

請求いただけば支払うことができます。

1 年目 50 万円、2 年目 30 万円、3 年目 20 万
円（消費税及び地方消費税を含む）を限度とし、
企画提案内容に応じて決定します。

（12）問い合わせ先
里地・里山振興室及び各振興局農地課（東牟
婁は、農業水産振興課）

（８）契約の締結
審査により選定された団体から見積書を徴し
て契約を締結します。
団体が暴力団又は暴力団員に該当する場合
は、契約を行いません。

以上のように、アイデアを募集し、内容を審
査した上で、実施を委託する事業となっていま
す。
前年度の 1 月から 3 月に募集を行い、年度
早々に審査を実施することで、早い時期からの

（９）事業報告書等の提出及び活動報告

取り組みができる様にしています。また、応募

採択団体は進捗状況報告書（12 月末現在の

件数が少なかった時には、2 次募集も行い出来

状況を翌月末までに）及び事業報告書（事業完

るだけ多くの団体（新規 8 団体程度）に取り

了後速やかに 3 月末までに）を県へ提出して

組んでもらえるようにしています。

いただきます。

取り組みやすい制度とするための、事業の特
徴としては、以下の 4 点が考えられます。
⑴

活動団体は、自己資金を必要としない。
21 世紀 WAKAYAMA
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（委託上限金額以内であれば）
提案された活動計画を評価し、その実施

らの知識や技術を活かし、環境への負荷の少な

は、県からの委託により行うことから、活

い生産と消費、物質的な循環、自然と共生した

動に取り組む際、団体は自己資金を必要と

暮らしといった地域循環共生の社会システムへ

しません。

の転換による持続可能な地域の構築に取り組む

新しいことへの取り組み、チャレンジを
する場合に自己資金の準備・確保が課題に
なる場合が考えられますが、その課題に対
応しています。
⑵

成功を義務としない。
取り組んだ（チャレンジした）結果、当
初、考えていたような成果が出ないことも
十分に考えられます。その場合には、何故、
出なかったのか、どうすれば良いのか等の
分析・評価をして頂き、今後の参考とする
ことが重要と考えているからです。

⑶

最長 3 年の取り組みが可能。
1 年で地域活動の成果を出すことは難し
いと考えています。最長 3 年間の取り組
みを考え、段階的に取り組むことで、成功
する可能性も高くなるからです。
また、取り組みの結果を踏まえ、2 年目、
3 年目の計画の内容を修正することも可能
です。

⑷

提案内容の修正が可能。
プレゼン審査では、第三者委員により活
動計画内容を評価、審査を行いますが、よ
り良い取り組みとなるようなアドバイスが
行われます。アドバイスを踏まえて提案の
内容を修正することで採用されることが多
いのも特徴と考えています。

６．おわりに
高齢化・過疎化に伴う農村維持の限界などの
問題がある一方、持続的な生産と消費が可能な
豊かな里地里山地域で、働き、暮らしたいとい
う都市住民も増えています。
里地里山では、地域の限られた資源を持続的
に利用する知識や技術が培われ、同時に、多様

12

な生物を育む環境も形成されてきました。これ
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地域を支援していこうと考えています。

事業実施状況（平成 30 年度実施地区）
団体名

企画提案内容 ( 活動実績 )

長原北まちおこしネッ
ト
（紀の川市）
（3 年計画の 2 年目）

ワークショップで策定した実行計画の取り組みを進める｡ 農産物直売
所の建屋を確保するとともに､ 地元農産物を利用した加工品の開発､
販売により活動を PR し､ 地域活性化につなげる｡
( 各種ジャムの試作品の製造、販売｡ 借りた建屋での毎月１回の農産
物直売､ 小学生の農業体験 )

一瀬里山会
（上富田町）
（3 年計画の 2 年目）

ワークショップのアイデア ( 景観植物植栽､ ｺﾞﾏ生産 ･ 加工品開発 ) を
活かした実践活動を通じて､ 農地の有効利用と地域の活性化に向けて
取り組む｡
( 景観植物植栽｡ ゴマの栽培面積拡大｡ フジバカマの植栽拡大､ 100
匹以上のアサギマダラが飛来｡ 和歌山大学と共同で市ノ瀬産のゴマせ
んべいの商品化の検討､ 販売 )

農業資源研究所会
（古座川町）
（3 年計画の 2 年目）

耕作放棄地などを拠点に実技を伴った生業スキル講座を開催し､ 担い
手へのノウハウの移転､ 技能の聞き取り､ 記録を行う｡ 同時に若者の
地域農業への理解と仲間づくりを促進する｡
( 椎茸栽培調査､ 剪定講習会 )

きみの山の恵み研究会
（紀美野町）
（3 年計画の 2 年目）

山菜は適地での繁殖力が強く、栽培管理が容易で収穫も手軽に行える
ことから、高齢者でも手軽に取り組むことが可能であるため、実証栽
培を行い、耕作放棄地を活用した省力化栽培モデルを確立する｡
( 和歌山大学､ 近畿大学学生に対し､ 地元食材の郷土食試食会､ コゴ
ミの植栽体験開催｡ 耕作放棄地を整備､ 一部品種の植付 )

NPO 法人自然回復を試
みる会・ビオトープ孟
子
（海南市）
（3 年計画の 1 年目）

小規模な小池 ( 直径 15m) の貯水能力の復元と水路を構築することで､
無農薬稲作 ･ 畑作において不足するかんがい用水を確保し､ 生物多様
性豊かな稲作・畑作の水系復元に寄与する｡
( 貯水機能復元調査､ 小池修復作業 )

稲村のいなほかい
（広川町）
（3 年計画の 1 年目）

広川流域の歴史的資源である農地を保全するため､ 遊休化の恐れのあ
る水田を利活用し､ 地元の広小学校の生徒と一緒にもち米の田植えや
稲刈り体験を実施する｡
( 遊休化の恐れがある水田で､ 地元小学校生と田植え､ 稲刈り､ いな
むら作り､ 餅つき体験 )

アクティ徳田推進協議
会
（有田川町）
（3 年計画の 1 年目）

遊休農地の再生 ( 景観植物植栽 )､ 散策マップの作成､ 伝統行事の復
活を行い､ 地域の活性化を図る｡
( 遊休農地の草刈り､ 地元保育園児とコスモスの種まきで伝統行事場
所 ( 地蔵尊 ) 周辺景観保全｡ 清掃活動と併せた地域散策で､ 散策マッ
プ作成 )

日高川町生活研究グ
ループ 美山支部 イ
タドリ部会
（日高川町）
（3 年計画の 1 年目）

耕作放棄地をイタドリ畑に整備し､ 産品「ごんちゃん漬け」を守る｡
また､ 新たな生産者を増やす活動や都市部の学生との交流､ 新商品の
開発 ･ 販売に取り組み､ イタドリの利用の可能性を広げ､ 地域の活性
化を図る｡
( 耕作放棄地整備、大学生ボランティアとイタドリ苗の植付 )

三尾川未来への会
（古座川町）
（3 年計画の 1 年目）

活動状況

「香り米を復活させる」ことで､ 伝統的な稲作方法を継承し､ 自然豊
かな農村を残し未来に繋げる｡
地元住民と観光客との交流する場を創り､ 持続可能なコミュニティ構
築活動を行う｡
( 香り米継承者及び地元の協力を得て香り米を栽培 )

池田新まちづくりネッ
ト
（紀の川市）
（3 年計画の 1 年目）

地域ワークショップ内で地域資源を生かした､ 体験交流を行うととと
もに地域の情報発信の強化をはかり､ 地元農産物などの販売を行い､
地域に新たな活性化を行う｡
( 農作業交流体験イベント )

はしもと里山学校
（橋本市）
（3 年計画の 1 年目）

柱本地区が郷里である岡潔氏を切り口として､ 柱本地区の農村に関わ
る歴史を整理し､ 学習会の開催や歴史書の作成を行う｡ 多くの人に地
区の歴史を知ってもらう機会をつくり､ 地元の価値を高めることで､
農村の活性化を図る｡
( 農村空間活用算数ワークショップ､ 岡潔氏生涯や地元歴史の勉強会 )
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