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農林水産業システムの概要 

本システムは、物資調達が困難な「山上の聖地 高野山」において、100 を超える木

造寺院を維持してきた森林育成の仕組みである「高野六木制度」と、平地の少なさを

乗り越え、高野山とともに発展してきた花園地域における「傾斜地を利用した仏花栽

培」、清水地域における「棚田の畦畔の農地利用による多様な植物の育成・栽培」を

核とした農林業システムである。 
 

約 1200 年にわたり、度重なる火災に見舞われてきた高野山では、建築用材として有

用性の高い６種の針葉樹（スギ、ヒノキ、コウヤマキ、モミ、ツガ、アカマツ）について、

寺院の建築・修繕以外での伐採を禁じるとともに、その伐採にあたっては必要となる

樹のみを択伐し、天然下種更新や苗木の補植により森林を更新する「高野六木制度」

を生み出すことで、用材の永続的な自給を可能にした。 

また、高野六木制度は、森林育成を統括する「総本山金剛峯寺山林部」と、山林部

の方針に基づく施業を行う「高野山寺領森林組合」からなる組織体制により、安定的

に継承されている。 
 

有田川と参詣道「有田道」により高野山と繋がる花園・清水地域の人々は、農業・

林業（用材生産）を主業としつつ、高野山の需要にも応える多様な農林産物を傾斜地や

棚田の畦畔で育成・栽培することで、平地の少なさを乗り越え、生活を発展させてき

た。 
 

花園地域は、傾斜地を利用してシキミ、コウヤマキなどの仏花を栽培し、高野山に

供給することで集落を発展させており、その歴史は地名の由来となっている。 
 

清水地域は、棚田の畦畔を農地として利用し、多様な植物を育成・栽培することで

生計を安定させてきた。 

現在、清水地域の山椒生産量は日本一を誇るが、その起源は高野山の需要（漢方薬・

高野山料理）に支えられた「畦畔での栽培」であり、畦畔で育成・栽培する多様な植物

の中から、時代のニーズに応える品目の栽培を拡大し、集落を発展させてきた。 
 

なお、当地域はかつての高野山の領地であり、豊作を高野山に祈念する「御田」(お

んだ)が生まれるなど、人々は高野山への信仰で強く結ばれている。 
 

このように、本システムは「宗教都市 高野山」の維持のみならず、高野山に続く花

園・清水地域も含めた有田川上流域全体の暮らしを発展させてきた、独自の農林業シ

ステムである。 
 

世界有数の宗教都市であり、日本人の魂のふるさとである高野山の発展は、本シス
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テムにより支えられており、持続可能な森林の経営(SDGs Goal15)、陸域生態系の持続

可能な利用の促進(SDGs Goal15)及び持続可能な農業(SDGs Goal2)に資する本システムは、

山間地域における持続可能な農林業の達成に貢献するものである。 
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第１ はじめに  
 

・物資調達が困難な山上に位置する高野地域及び有田川を通じて高野山に続く花園・

清水地域の人々は、本システムを生み出すことで高野山の発展を支えるとともに、

平地の少なさを乗り越え、日々の暮らしを発展させてきた。 
 

・年間 150 万人の参拝観光客を集める世界有数の宗教都市「高野山」の発展を、「寺院

建築・修繕用の木材自給」で支える高野六木制度は、「総本山金剛峯寺山林部－高

野山寺領森林組合」の組織体制により、安定的に維持されている。 
 

・また、高野山の需要の下で発展した多様な農林産物（仏花、山椒等）の栽培について

は、現在、地域主導による６次産業化の取組等が展開されており、教育機関－地元

－行政による協働活動も積極的に展開されてきた。 
 

・このように、本システムにより地域を発展させ続けている当地域であるが、農林業

者だけでなく、住民全体の高齢化・減少が進行しており、集落活動の存続が危ぶま

れている。 
 

 

 
 

表１ 人口の推移 

資料：国勢調査 
※：高野町全体の値（高野地域を含む最小の調査範囲。高野地域以外を含む） 
（ ）内は対 1995 年比 

高野地域※ 6,386 (100%) 5,355 (84%) 4,632 (73%) 3,975 (62%) 3,352 (52%)

花園地域 659 (100%) 614 (93%) 514 (78%) 384 (58%) 307 (47%)

清水地域 5,511 (100%) 5,138 (93%) 4,616 (84%) 3,739 (68%) 3,125 (57%)

和歌山県 1,080,435 (100%) 1,069,912 (99%) 1,035,969 (96%) 1,002,198 (93%) 963,579 (89%)

単位：人

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

表２ 農林業経営体の推移 

資料：農林業センサス 
※：旧高野町の値（高野地域を含む最小の調査範囲。高野地域以外を含む） 
（ ）内は対 1995 年比 

高野地域※ 29 (100%) 24 (83%) 29 (100%)

花園地域 69 (100%) 44 (64%) 10 (14%)

清水地域 417 (100%) 377 (90%) 256 (61%)

和歌山県 28,516 (100%) 25,752 (90%) 22,072 (77%)

単位：経営体

2005年 2010年 2015年
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・そこで、本保全計画の実行により、非農家や子供達も含めた住民全体に、“身近すぎ

気付きにくかった”本システムの魅力を再認識してもらうことで、地域全体でシス

テムを保全していく。 
 

・加えて、農業遺産認定をＰＲ手段として活用し、新規就農・林業従事希望者、Ｕ・

Ｉターン希望者や都市住民を地域に呼び込むこととする。 
 

・なお、「半農半Ｘ」や二地域居住など、新たなライフスタイルが注目を集めるなか、

農林業の兼業が可能である当地域では、「Ｉターン林業従事者と地元住民との物々

交換」などの新しいライフスタイルが生まれている。 
 

・このことから、本システムのＰＲは、新しいライフスタイルの発信によるＵ・Ｉタ

ーン者の確保に繋がるものと期待される。 
 

・また、地元高校や和歌山県農林大学校の生徒達に本システムについて学んでもらい、

就農・林業従事に対する誇りを感じてもらうことで、農林業の担い手の確保を図る

こととする。 
 

・農林業者にとっても、農業遺産認定は自身の仕事の社会的価値の再認識に繋がるも

のであることから、認定を契機とした本計画は、着実に実行されるものと考える。 
 

・また、本計画では「高野山」を活用した都市住民との交流を活動の柱の一つとして

おり、農業遺産認定を活用した関係人口の創出によりシステムを保全する。 

 

 

 

 

 

 

表３ 農業従事者の平均年齢 

資料：農林業センサス 
※：旧高野町の値（高野地域を含む最小の調査範囲。高野地域以外を含む） 

2005年 2010年 2015年

高野地域※１ 59.6 59.2 56.6

花園地域 57.9 60.0 66.1

清水地域 61.8 63.7 65.9

和歌山県 56.8 58.5 60.3

単位：歳
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第２ 課題への対応策 
  

  

 

１ 食料及び生計の保障 

Ａ 脅威及び課題の分析 

Ａ－１ 高い経済的価値を有した高野六木制度・長伐期施業 

・高野六木制度は、寺院建築・修繕用材を自給するための制度であり、木材価

格の高騰や世界的な大径木の不足等に対する抵抗性を有している。 
 

・「高野六木の森」の管理過程で生じる間伐材や長伐期施業による木材は、そ

の一部が「高野霊木」としてブランド化されており、収益性の向上が図ら

れている。 
 

・高野六木制度や寺有林における長伐期施業の特徴である「択伐」は、皆伐に

比べて作業効率が低く、収益性の向上にはハード面での条件整備が必要と

なる。 

 

Ｂ－１ 脅威及び課題への対応策 

（１）ブランド力の更なる強化 

ア 本システムのストーリーを活かしたブランド化 

・高野霊木は、高野山の神聖さを活かしたブランドであり、全国各地の寺院

の建築や仏具など、信仰にまつわる用途において高い需要がある。 
 

・一方、一般住宅の建築用材においては、「霊」のイメージが敬遠される場

合があることから、農業遺産認定を契機とし、本システムのストーリー

を活かした新たなブランド化を検討する。 
 

・本取組は、総本山金剛峯寺山林部が中心となって実施し、高野町は観光振

興施策［町予算］によるＰＲを、和歌山県は紀州材販路拡大支援事業［県

予算］に商談会・展示会の開催を行う。 
 

・また、高野山・有田川流域世界農業遺産推進協議会（以下「協議会」とい

本システム保全上の最大の課題は、「農林業の担い手の高齢化・減少」及びこれを

原因とする「耕作放棄地・施業放置林の発生」であるが、これらについては「３ 地

域の伝統的な知識システム」及び「５ ランドスケープ及びシースケープの特徴」

において詳述する。 
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う。）は、本システムのシンボルマークを作成し、販売促進活動を支援す

る［協議会予算］。 
 

 

 

（２）収益性の向上 

ア 林内路網の整備によるハード面での条件整備 

・総本山金剛峯寺山林部及び高野山寺領森林組合では林内路網密度の目標値

を 300m/ha と設定している。 
 

・現在、本目標は達成されているが、更なる作業効率の向上のためには、高

規格道と支線をセットにした再整備など、更なる条件整備が必要となる。 
 

・なお、世界遺産「高野山」における林内路網整備では、遺産保全上の対策

が必要となるが（熊野古道から見えない位置への敷設など）、これら対策は

観光資源としての森林活用にも貢献するものである。 
 

・本取組は、山林部と山林経営委員会が協議して定める経営計画に基づいて

実行することとし、高野町及び県は施策的支援［森林路網整備事業・国庫

補助金］を行う。 
 

 

 

Ａ－２ 高野山の需要に支えられた「傾斜地・棚田の畦畔」における多様な農林

産物の育成・栽培 

１．高野山の需要に支えられた傾斜地での仏花「コウヤマキ」栽培 

・西日本を中心に、仏花 コウヤマキの需要は高まりをみせており、コウヤマ

キ栽培は今後も生計の手段としての役割を果たし続ける。 

本システムのストーリーを活かした新たなブランド化の検討 
新たなブランド化の検討 ：R4 年度～ 
展示会への出展         ：R4 年度～ 

 

本システムのシンボルマークを活用したＰＲ 
シンボルマーク作成      ：R3 年度  
シンボルマークを活用したＰＲ ：R4 年度～ 

林内路網の整備（高野地域） 
林内路網密度 現状：300m/ha → R7 年度：300m/ha  

※高規格道・支線の再整備による原木の運搬効率の改善を含む。 
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・一方、高齢化の進行に伴い、「地域外業者」にコウヤマキの収穫・出荷を委

託するケースが出始めており、収益の地域外流出が懸念されている。 
 

・そこで花園地域では、「産地のグリップ力強化」を図るため、栽培面積・栽

培者等の把握を開始している。 

 

Ｂ－２ 脅威及び課題への対応策 

（１）産地のグリップ力強化 

ア アンケート調査による実態把握に基づく産地ビジョンの策定 

・アンケート調査による栽培面積・栽培者等の把握を継続し、住民組織

「花園夢づくりの会」とかつらぎ町役場花園支所による課題分析を行

うことで、産地ビジョンを策定する。 
 

・本活動の経費は町予算による対応を基本とするが、状況に応じ、わか

やま版 過疎集落支援総合対策事業［県予算］や和歌山県中山間ふるさ

と・水と土保全基金事業［国・県予算］を活用する。 
 

 

 

Ａ－３ 高野山の需要に支えられた「傾斜地・棚田の畦畔」における多様な農林

産物の栽培 

２．畦畔での栽培を起源とし、日本一の産地にまで発展した「山椒栽培」 

・近年、ぶどう山椒はスパイス文化のあるヨーロッパを中心に、海外において

表 4 和歌山県におけるコウヤマキ栽培面積の推移 

資料：特用林産物生産統計調査（和歌山県県農林水産部） 
 ( )内は高野・花園・清水地域の栽培面積 

1996年 2001年 2006年 2011年 2016年

75.0 97.5 119.3 63.9 130.6 131.0 (69.4)

単位：ha

2017年

コウヤマキ生産者、栽培面積などの情報把握 
アンケート調査 R 元年度：調査開始（以降、随時調査） 

 

産地ビジョンの策定 
R３年度：課題分析・ビジョン検討 
R４年度：ビジョン策定（以降、随時改訂） 
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も高い評価を得ており、輸出による所得向上が期待される。 
 

・また、「収穫物が軽い」との利点から、棚田での栽培（水稲からの品目転換）

も進んでおり、山椒栽培は高齢化に対応した営農形態として地域の生計を支

え続けている。 
 

・なお、本システムにおける「山椒と高野山の結びつき」についてはあまり知

られておらず、高野山と連携した販売促進には新たな可能性がある。 

 

Ｂ－３ 脅威及び課題への対応策 

（１）販路開拓による所得向上 

ア 海外販路の開拓、農業遺産のストーリーを活かしたＰＲ 

・海外の現地コーディネータを活用した高級販路への働きかけや、海外

商談会により海外販路を開拓する。 
 

・なお、清水地域においてぶどう山椒の加工品を製造する（株）全笑で

は、農業遺産の取組を契機とし、山椒を通じて高野山と清水地域を結

ぶ「高野山プロジェクト」を開始している。 
 

・そこで、「高野山と山椒の結びつき」に着目したプロモーションを開始

し（ストーリーを解説したリーフレットの作成、シンボルマークを活用した

ブランドイメージの創出 等）、高野山でのお土産消費を拡大させる。 

外国人観光客が多く訪れる高野山において、海外向け土産を販売し、
帰国後の波及効果やリピート需要を創出。 
 

幅広い需要に対応するため、ネット販売の環境を整備。 
 

・海外販路開拓のための現地コーディネータとの契約や、現地商談会の

開催は県が行い［県予算］、商品ＰＲは６次産業事業者自らが行う。 
 

・国内販路の開拓のための販売促進活動は、清水山椒生産組合、ありだ

農業協同組合や民間事業者が主体となり実施し、協議会は啓発資材・

本システムのシンボルマークの作成による支援［協議会予算］、有田川

町は専用ＨＰでのＰＲや販売促進事業［町予算］による支援、県は｢高

級ブランド新構築事業｣［県予算］によるブランド化支援を行う。 
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Ａ－４ 高野山の需要に支えられた「傾斜地・棚田の畦畔」における多様な農林

産物の栽培  

３．高野山を支える｢林業にまつわる職人仕事｣の発達   

・古くより、高野山における寺院の建築・修繕の際には、全国各地より職人が

集められており、情報交換・技術研鑽が行われてきた。 
 

・その風習は今なお受け継がれており、2016 年には総本山金剛峯寺にて「全国

伝統職人サミット」が開かれている。 
 

・しかし、高野山だけでなく文化財を所有・管理する多くの地域にとって、「職

人・技術者の育成」及び「将来にわたる安定的な建築・修繕資材の確保」は

大きな課題となっている。 

 

Ｂ－４ 脅威及び課題への対応策 

（１）原皮師・技術者の減少 

ア 原皮師・技術者の育成 

・社寺等の屋根工事の技術保存・向上を図る「（公社）全国社寺等屋根工

事技術保存会」（京都市）では、檜皮採取者養成研修を実施し、原皮師・

技術者を育成している。 
 

・そこで、本研修への参加を地元林業従事者、森林組合及び工務店に呼

びかけ、新たな生計手段としての檜皮採取について提案する。 
 

・なお本取組は、当協議会と有田川林業活性化協議会との意見交換より

開始することとする。 
 

海外での現地商談会等の開催 海外プロモーション：1 回／年  
 

高野山と山椒の結びつきに着目したプロモーション 
事業者－行政 勉強会    ：R3 年度～ 
農業遺産を活用した商品販売 ：R4 年度～ 

 

本システムのシンボルマークを活用したＰＲ［再掲］ 

シンボルマーク作成      ：R3 年度  
シンボルマークを活用したＰＲ ：R4 年度～ 
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（２）檜皮の安定確保 

ア 「ふるさと文化財の森」の維持 

・檜皮を安定的に確保するため、金剛峯寺では、自身が所有するヒノキ

林の一部（125ha）を文化庁による「ふるさと文化財の森※」に設定し

ている。 

※檜皮、漆、い草等の植物性資材を産出する産地を設定し、これら情報を
提供することで、安定的な確保を目指す制度[文化庁]。 

 

・そこで、農業遺産認定後も本設定を継続し、檜皮を安定的に確保して

いくこととする。 
 

・なお本取組は、高野山のみならず、全国の文化財建造物の保全修理に

貢献するものである。 
 

・本取組は、ふるさと文化財の森システム推進事業［国庫補助金］を活用

し、金剛峯寺が行うこととする。 
 

 

 

Ａ－５ 農業と林業の兼業による生計保障 

・「半農半Ｘ」などのライフスタイルが注目を集める中、清水地域では「Ｉタ

ーン林業従事者と地元住民の物々交換（薪と野菜）」など、新たなライフス

タイルが生まれている。 
 

 

・なお、当地域には高校卒業後の就職先が少ないため、地域外に出ざるを得な

い状況が生まれている。 
 

・また、当地域は県内有数の林業地帯（人工林率 86%）であり、無垢の柱用の優

良な原木を生産してきたが、景気の低迷による住宅着工数の減少や、建築

様式の変化に伴い原木価格が下落しており、獣害対策コストや木材搬出コ

ストも増大している。 
 

新たな生計手段としての檜皮採取の検討 
 研修会への参加促進 Ｒ３年度～ 

「ふるさと文化財の森」の維持 
設定面積 現在：125 ha →R7 年度：125 ha 
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・一方で、令和２年度より木質バイオマス発電所（900kw）の操業が始まるなど、

新たな木材利用の動きが生まれつつある。 

（町は未利用材搬出に対する補助施策（1t 当たり 1,000 円を助成）を創設。） 
 

・また当地域では、林業経営者、木材加工業者、森林組合、学識経験者（京都

大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林 長谷川尚史准教授）及び行政

による「有田川林業活性化協議会」を立ち上げ（H27）、林業を通じた地域活

性化の取組を進めている。 

 

Ｂ－５ 脅威及び課題への対応策 

（１） 新たなライフスタイルを求めるＵ・Ｉターン者の確保 

ア 地域の先輩Ｕ・Ｉターン者による「農業＋林業の暮らし」の発信 

・農業遺産認定を活用した新たなライフスタイルの情報発信は、Ｕ・Ｉ

ターン者の確保に貢献するものである。 
 

・そこで、協議会において地域内のＵ・Ｉターン者への取材を行い、そ

のライフスタイルを紹介するリーフレットを作成する。 
 

・そして、既存の「移住フェア」に加え、農業遺産イベントでのＰＲを

行い、新たなターゲットに情報を発信する。 
 

・なお、これら新たなライフスタイルは、地元出身の若者の地域定着に

も貢献すると期待される。 
 

 

・本取組は、町の「ワンストップパーソン」（移住に関する相談を一手に引

き受ける職員）や地域おこし協力隊と協議会の連携により行い、情報発

信に係る経費は協議会において負担する。 
 

 

 

 

（２）地域林業の活性化 

ア 農業遺産認定を活用した地域林業の活性化 

・有田川林業活性化協議会では、木炭・薪の生産やウリハダカエデ（獣

害の発生が少ない）を用いたメイプルシロップの生産など、新たな取組

「農業＋林業の暮らし」の発信によるＵ・Ｉターン者の確保 
 先輩Ｕ・Ｉターン者のライフスタイルの発信 

取材実施：R3～  リーフレット作成：R4 
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の検討を開始している。 
 

・そこで農業遺産認定を契機とし、本システムのストーリーを活かした

木材ブランドの創設や高野地域の林業との連携について検討を開始

する。 
 

・また、 

➣森林ゾーニングに基づく搬出間伐等の森林管理[森林環境保全整

備事業・国予算] 
 

➣町を仲介役とした経営管理委託（森林所有者から規模拡大等を希望

する林業経営体への委託）の仕組みの構築 
 

➣森林組合を中心とした施業集約化やハード面での条件整備（林内

路網の整備等） による経営効率の改善 
 

➣木育※との連携 

※誕生祝いとしての積み木の贈呈や園児児童を対象とした活動を実施中。 
 

➣木の駅プロジェクト※の検討 

※山林所有者が収集した林地残材を、チップや薪などの用途として
販売するプロジェクト。未利用間伐材の林内放置の解消や、林地
残材の出荷による副次的な収入確保が図られる。 

 

➣木質バイオマス発電所の操業を契機とした小規模木質バイオマ

スコージェネレーションシステム※の導入 

※木質チップをガスに転換し、電力と熱の両方を供給するシステム。 

などの新たな取組についても検討を行う。 
 

・本取組は、当協議会と有田川林業活性化協議会との協議から開始する。 
 

 

 

Ａ－６ 観光資源としての「高野六木の森」 

・年間約 150 万人の参拝観光客を集める高野山では、「高野六木の森」を活か

した森林セラピーや林業教室などを展開しているが、これら取組における

「本システムの魅力発信」は、更なる参拝観光客の確保に繋がる。 
 

・なお、本システムの維持・継承には、地域住民だけでなく都市住民の理解が

不可欠である。 

農業遺産認定を契機とした新たな取組の展開 
 農業遺産推進協議会と有田川林業活性化協議会による協議：R3～ 
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Ｂ－６ 脅威及び課題への対応策 

（１） 「高野六木の森」を活かした観光促進 

ア 森林セラピー、林業教室での本システムの魅力発信 

・参拝観光客のリピーターを増やすとともに、都市住民の理解に基づく

保全活動を展開するため、森林セラピーや林業教室において本システ

ムの情報・魅力を発信する。 
 

・本取組は、金剛峯寺山林部と高野山寺領森林組合が主体となって実施

し、協議会はシステムに関する情報提供を行う［協議会予算］。 
 

・高野町は観光促進事業［町予算］、県は農業遺産推進事業［県予算］にお

いて、これら取組をＰＲする。 
 

 
  

２ 農業生物多様性   

Ａ 脅威及び課題の分析 

Ａ－１ 高野六木制度による農業生物多様性 

・高野六木の森は、単層林に比べて農業生物多様性が高く、多くの生物の生育・

生息場所となっているが、その周知は十分でない。 
 

・将来にわたる農業生物多様性の維持のためには、地域内外の人々の理解・関

心が不可欠である。 

 

Ｂ－１ 脅威及び課題への対応策 

（１） 「高野六木の森」が持つ農業生物多様性の周知 

ア 生物観察会の開催 

・農業遺産認定を契機とし、高野六木の森における生物観察会（小学生の

林業教室 等）を開催する。 
 

・この取組は、金剛峯寺山林部と高野山寺領森林組合が主体となって実

施し、高野町は観光促進事業［町予算］によるＰＲ、県は環境学習ア

ドバイザー派遣事業［県予算］による支援を行い、協議会は生物観察

会用のハンドブックを作成する。 
 

森林セラピー、森林教室における本システムの魅力発信 
ＰＲ回数 40 回/年  
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Ａ－２ 日本の林業を支える遺伝資源「奥之院 スギ特別母樹林」 

・本母樹林は、奥之院（信仰の中心となる聖地）に続く参詣道沿いに広がってお

り、地表には墓碑が立ち並び、数多くの参拝観光客が往来する。 
 

・全国各地の大名からの寄進を起源とし、信仰と結びつきながら長年にわたり

管理されてきた本母樹林は、人と自然の共生の姿を示すものであり、遺伝

資源としてだけでなく文化・歴史面においても高い価値を有している。 
 

・そこで、遺伝資源の保全に加え、参拝観光客の安全確保の観点からも、台風

等に備えた危険木の管理が重要となっている。 

 

Ｂ－２ 脅威及び課題への対応策 

（１） 風倒木等の発生 

ア 計画的な危険木の管理 

・これまで同様、金剛峯寺山林部が主体となり、危険木の調査を計画的

に進め、風倒木の発生等を未然に防止し、遺伝資源を保全する。 
 

・なお、危険木の管理作業には、参道沿いの散策を楽しみに当地を訪れ

る参拝観光客の理解が欠かせない。 
 

・そこで、総本山金剛峯寺山林部が発行する広報誌等において、危険木

の管理作業の意義・役割について周知する。 
 

・なお、奥之院は世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の登録資産とな

っており、県は世界遺産条例に基づく政策的支援を行うこととする。 
 

 

 

Ａ－３ 地域内の遺伝資源を利用した仏花「コウヤマキ」の育苗 

・当地域では、地域内のコウヤマキ林（高野六木の森など）から種子を採取し、

高野六木の森における生物観察会の開催 
開催回数 R3 年度：30 回/年  R7 年度：40 回 

 

生き物観察ハンドブックの作成 作成 R4 年度（以降、随時改訂） 

奥之院 スギ特別母樹林の保全 
広報誌等における保全活動の意義・役割の発信 ：R4 年度～ 
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苗を育てている。 
 

・なお、充実した枝葉を育てるためには、枝打ち・間伐が必要となるが、高齢

化の進展に伴い、その実施が困難になっていく。 

 

Ｂ－３ 脅威及び課題への対応策 

（１） 適正な枝打ち・間伐の継続 

ア 新たな担い手の育成及び生産者研修会による省力化技術の検討・共有 

・和歌山県農林大学校において、コウヤマキ栽培を含めた特用林産物の

生産・活用についての研修を行うことで新たな担い手を確保し、「適

正な枝打ち・間伐」の継続を図る。 
 

・一方で、「現在の担い手」に対しては、生産者研修会により、省力化技

術の検討・共有を進める。 
 

・なお、この取組は生産者間の連携にも貢献するものである。 
 

・生産者研修会は、山村地域振興事業［県予算］を活用して開催し、町が

生産者間の連携をサポートする。 

 

 

Ａ－４ 多様な植物を活かした畦畔の農地利用 

・本システムでは、棚田・段々畑の畦畔において多様な植物を育成・栽培して

おり、豊かな農業生物多様性が保たれている。 
 

・清水地域では、壮大な景観を示す「あらぎ島」及びその周辺地域を、国の重

要文化的景観（蘭島及び三田・清水の農山村景観）として保全しているが、畦

畔の農地利用が生み出す農業生物多様性についてはあまり知られていない。 
 

・なお、清水地域ではあらぎ島をランドマークとした都市農村交流イベントを

展開しており、農業生物多様性を広く知ってもらう機会が存在する。 

 

Ｂ－４ 脅威及び課題への対応策 

（１） 畦畔の農地利用が生み出す農業生物多様性の周知 

和歌山県農林大学校での「仏花 コウヤマキ」栽培の研修 
研修科目「特用林産」の実施（林業経営コース） 3 回（18 時間）/年 

 

生産者研修会の開催 1 回/2 年 



別紙様式第２号 

 

18 
 

ア 農業遺産シンポジウム・地元小中学校への出前授業による「地元住民へ

の周知」及び都市農村交流イベントによる「都市住民への周知」 

・地元住民を対象とした農業遺産シンポジウムを開催し、畦畔の農地利

用が生み出す農業生物多様性を周知する。 
 

・このことは、「棚田の保全活動が農業生物多様性の保全に果たす役割」

の認識による活動意欲の向上に繋がるものである。 
 

・また、地元小中学校・高等学校への出前授業により、「身近な農業が生

み出す農業生物多様性」を学んでもらうとともに、地域への誇りを感

じてもらうこととする。 
 

・都市住民に対しては、既に多くの参加者を集めている「棚田ウォーク

in あらぎ島」や「親子稲作体験 in 清水あらぎ島」において、畦畔の

農地利用が生み出す農業生物多様性を周知する。 
 

・これら取組は協議会が主体となり実施し、町は学校との調整を行う。 
 

 

 

３ 地域の伝統的な知識システム   

Ａ 脅威及び課題の分析 

・地域の伝統的な知識システムの継承における最大の脅威は、農林業の担い手

の高齢化・減少である。 
 

・また、様々な対策により野生鳥獣による被害は減少傾向にあるものの、担い

手の高齢化・減少が進む現状において、鳥獣害の発生は農林業の継続上の

大きな障害となっている。 
 

 

地元住民を対象とした「農業遺産シンポジウム」 1 回／年  
 

地元小中学校・高等学校での「出前授業」 1 校／年 
 

都市農村交流イベントでの説明 2 回／年 
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Ｂ 脅威及び課題への対応策 

（１） 農林業の担い手の高齢化・減少 

ア 地域内外からの多様な担い手の確保 

・地域全体の人口が大きく減少するなか、かつてのような「地元で育ち、

学卒後、直ちに就農・林業従事する担い手」のみで、伝統的な知識シ

ステムを継承していくことは困難である。 
 

・そこで、地域外への進学後の就農・林業従事、定年帰農・林業従事、

地域内の非農林家出身者の就農・林業従事やＵ・Ｉターン者など、多

様な担い手の確保が必要となる。 
 

・また、地域の住民に加え、教育機関－地元－行政の連携による農業保

全活動や都市農村交流による関係人口の参画が不可欠となる。 
 

・なお、新たな担い手確保には、経済・生活面における政策的支援に加

え、地域の農林業に対する誇りの醸成が重要となる。 
 

・そこで、地元小中学校・高等学校における地域学習、大学生との協働

活動や定住・就農促進イベント等において、本システムの魅力を発信

し、地域に対する誇りを創出する。 
 

・政策的支援については、移住に関するワンストップパーソン（町担当職

員）の設置、空き家お片付け・改修補助金による住環境の整備［県予

算］、和歌山県農林大学校等での研修［県予算］や、農業次世代人材投

資事業［国予算、研修資金等を交付］、林業就業支援事業［国予算、労働

者の雇入れ等を支援］、移住者農林水産就業事業［県予算］による就農・

林業従事支援を行う。 
 

表５ 主要鳥獣による農作物被害金額 

資料：和歌山県県農林水産部調べ 
※高野町・かつらぎ町・有田川町のデータ（高野・花園・清水地域以外のエリアを含む） 
（ ）内は対 2016 年比 

高野町※ 2,168 (100%) 752 (35%) 683 (32%)

かつらぎ町※ 33,751 (100%) 32,208 (95%) 28,164 (83%)

有田川町※ 27,284 (100%) 26,288 (96%) 27,166 (100%)

和歌山県 328,243 (100%) 307,410 (94%) 302,074 (92%)

単位：千円

2016年 2017年 2018年



別紙様式第２号 

 

20 
 

・一方、農業遺産認定を契機とした魅力発信（出前授業、農業遺産シンポ

ジウム、教育機関－地元－行政の連携による協働活動や定住・就農促進イベ

ントでの周知 等）は協議会が主体となり実施し、町・県が学校・活動

団体との調整を行う。 

 

 

（２） 鳥獣害の発生 

ア 多様な鳥獣害対策の継続による被害減少 

・和歌山県では地域－行政の連携による様々な鳥獣害対策を実施しているが、

今後もこれら総合的な取組を継続し、被害を減少させていく。 

主な鳥獣害対策 
・防護柵等の設置に対する経費支援 

農作物鳥獣害防止対策事業［国・県予算］ 
山の恵み活用事業［県予算］ 
農作物鳥獣害防止対策事業［町予算］ 

 

・和歌山県農作物鳥獣害対策アドバイザーの設置［県予算］ 
 

・「狩猟の魅力研修会」による狩猟者の育成・確保［県予算］ 
 

・鳥獣害対策研修会わな捕獲技術向上研修、銃猟捕獲技術向上研修に
よる知識・技術向上［県予算］ 

 

・県試験研究機関における鳥獣害対策に係る研究実施［県予算］ 

地元小中学校・高等学校での出前授業［再掲］ 1 校/年 
 

教育機関－地元－行政による農業保全活動でのシステム解説 1 回/年  
 

地元住民を対象とした農業遺産シンポジウム［再掲］ 1 回/年  
 

農家戸数・林業経営体数・農業従事者数・林業従事者数の維持 
農林業経営体   H27：295 経営体 → R7：203 経営体 

※H22→H27 減少率を半減（△34%/ 5 年 → △17%/5 年） 
 

農業従事者数  H27：557 人 →R7：451 人 
※H22→H27 減少率を半減（△20%/ 5 年 → △10%/5 年） 

 

林業労働力    H27：219 人 →R7：177 人 
※減少率を農業従事者の目標値と同じく△10%/5 年に設定 

 

Ｕ・Ｉターン者の確保  
Ｕ・Ｉターン者数 現在：10 人/年程度 →R 7：15 人/年 
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・なお花園地域では、地域おこし協力隊員によりイノシイ・シカ肉が「ジ

ビエ加工」され、道の駅で販売されるなど、地域おこしと連動した獣

害対策も進んでいる。 
 

 

 

４ 文化、価値観及び社会組織 

Ａ 脅威及び課題の分析 

Ａ－１ 総本山金剛峯寺山林部－高野山寺領森林組合 

・高野山真言宗の総本山である「金剛峯寺」を基盤とした本組織体制は、財

政面においても高い安定性を確保しており、長期的な視点（１期 10 ヶ年の

経営計画）に基づく施業を可能にしている。 
 

・なお、世界遺産でもある高野山の周辺において営まれる林業については、

その施業方針や育成理念に対する国内外の人々の理解が欠かせない。 

 

Ｂ－１ 脅威及び課題への対応策 

（１） 高野六木制度、長伐期・複層林施業への理解 

ア 森林セラピー、語り部活動、高野山観光情報センター、訪日外国人向け

サイト「VISIT KOYASAN, Japan」での解説・ＰＲ 

・下記取組により、高野六木制度や長伐期施業・複層林施業による育成

理念を国内外の人々に発信する。 

・森林セラピー等での説明［総本山金剛峯寺山林部・高野山寺領森林組合］ 

・地元ガイド「高野山語り部」からの解説［高野みらい語り部の会］ 

防護柵等の設置に係る経費への支援 各種支援施策の実施：継続 
 

鳥獣害対策に係る各種研修会の開催 3 回/年 
 

県試験場での鳥獣害対策技術の研究・開発 
H31～R2：捕獲困難な個体を生み出さない効率的なシカ捕獲技術の開発 
R3～  ：新規テーマの設定・研究 
 

被害額の軽減 
ニホンザルによる被害額 H29→R9：半減 
ニホンジカによる被害額  H23→R5：半減 
イノシシによる被害額    H29→R9：半減 
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・ワンストップ窓口「高野山観光情報センター」での情報発信［高野町］ 

・訪日外国人向けサイト「VISIT KOYASAN, Japan」でのＰＲ［高野町］ 
 

・協議会は、これら活動団体に対する農業遺産制度の説明（勉強会の開催

等）を行うことで、その解説・ＰＲ活動を支援する。 
 

 

  

Ａ－２ 水資源を管理するための社会組織「田人」・「溝親」 

・農家の高齢化・減少が進むなか、住民による田人、溝親のみで、水利施設を

維持・管理し続けていくことは困難となる。 

 

Ｂ－２ 脅威及び課題への対応策  

（１） 田人、溝親を担う農家・住民の高齢化・減少 

ア 関係人口の参画促進 

・現在、清水地域では和歌山大学棚田保全活動団体「棚田ふぁむ」との

協働活動等を展開しており、集落側においても地域外の人々を受け入

れるノウハウが蓄積されている。 
 

・そこで、農業遺産認定のＰＲ効果を活用し、企業による過疎集落応援

活動を支援する「企業のふるさと事業」［県予算］や、大学と地域の協

働活動により地域課題の解決を進める「大学のふるさと事業」［県予算］

の活用により、関係人口の参画を促進する。 
 

・なお、水利施設の保全活動（集落単位での共同活動）については、多面

的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金［国・県・町予算］を

活用して行うこととし、町・県は活動に対する助言を行う。 
 

森林セラピー等での説明［再掲］ 40 回/年 
 

「高野山語り部」による観光客への解説 
高野みらい語り部の会と協議会との勉強会の開催  R3 年度～ 
高野みらい語り部の会による解説 R3 年度～  

  

高野山観光情報センターでの情報発信 R3 年度～ 
 

「VISIT KOYASAN, Japan」でのＰＲ R3 年度～ 
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Ａ－３ 高野山信仰と結びついた御田や雨乞い行事 

・高齢化の進行や若者の流出により、農耕祭事を担う地域住民は減少している。 

 

Ｂ－３ 脅威及び課題への対応策  

（１） 農耕祭事の担い手の確保 

ア 移住者の参画促進 

・移住者の地域定着を促すツールとして「農耕祭事への参画」を活用す

るとともに、その成果を移住希望者向けサイト（わかやま移住・定住支

援サイト）等で発信することで、更なる移住者の確保を目指す。 
 

・なお、移住者の参画促進は、町職員による働きかけ等を最初のステッ

プとし、農業遺産シンポジウムへの参加の呼びかけにより、「システ

ムに果たす農耕祭事の役割」を知ってもらうこととする。 
 

 

 

Ａ－４ 高野山を有する当地ならではの食文化 

・流通経路の多様化もあり、本システムのストーリーによる「食文化の魅力発

信」はあまり行われていない。 

 

Ｂ－４ 脅威及び課題への対応策  

（１）本システムのストーリーに着目した食文化の魅力発信 

ア 農業遺産認定を契機とした新商品・新メニュー開発による魅力発信 

・多くの参拝観光客を集める高野山を有する当地域において、食文化を

きっかけとした本システムの魅力発信は、大きな成果を生み出すとと

大学・企業との協働活動の展開  
協働活動を実施する大学・企業数 

R3 年度：２大学・企業  R7 年度：3 大学・企業 
 

多面的機能支払交付金・中山間地域等直接支払交付金を活用した共同
活動の展開 

事業取組集落数（清水地域） R3 年度：25 集落 →R7 年度：25 集落 

移住者に対する参加の呼びかけ 随時 
 

農業遺産シンポジウムの開催［再掲］ 1 回／年 
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もに、地域に大きな収益をもたらす。 
 

・そこで、地元飲食店、宿坊、食品加工業者、道の駅、商工会、観光協

会等への働きかけにより、農業遺産のストーリーを活かした新商品・

新メニューの開発等を促進する。 
 

新コラボメニュー 
・高野山精進カレー（高野町観光協会プロデュース）＋清水地域の棚田米 
・高野山の胡麻豆腐＋清水地域のぶどう山椒 
・花園地域のジビエ＋清水地域のぶどう山椒 
・道の駅での「農業遺産定食」   など 

 

・具体的には商工会・観光協会などの総会等の機会を活用し、協議会よ

り本システムの説明を行い、各町は「町域を越えた事業者間の連携」

における窓口・調整役を担う。 
 

・また、県は新商品開発やデザイン等の専門家の派遣（新商品開発アドバ

イザー事業［県予算］、わかやま県産品ブランド化支援アドバイザー事業［県

予算］）等の政策的支援を行うこととする。 
 

・新商品・新メニュー等を含めた食文化については、農業遺産関連イベ

ントでの周知はもとより、既存イベントでのＰＲ、パンフレット・ガ

イドマップへの掲載、取組に賛同する地元飲食店・商店への「統一の

ＰＲのぼり」の設置など、幅広い方法により実施する。 
 

 

 

５ ランドスケープ及びシースケープの特徴 

Ａ 脅威及び課題の分析 

・高野六木の森は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」に欠かせない要素であ

り、関係法令（県世界遺産条例 等）によっても保全が図られている。 
 

・また、有田川町は有田川景観条例を制定し、棚田・段々畑による農業景観を当

地元商工会・観光協会等との農業遺産勉強会の開催 
 2 回/年（※総会等での開催を想定） 
 

本システムのストーリーを活かした新商品・メニューの開発 
新商品・メニュー数 ５商品・メニュー 

 

協力店での「統一ＰＲのぼり」の設置 配布開始 令和３年 
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地固有の文化遺産として評価・保全している。 
 

・しかし、住民全体の高齢化・減少が進むなか、地域の力のみでは、農地・人工

林を維持し、ランドスケープを保全していくことは困難となっていく。 
 

・農地については、小規模・不整形な棚田・段々畑を主とする当地域において、

担い手への集積や流動化を進めていくことには限界がある。 
 

・人工林については、その多くが柱材としての伐採時期（目安：40～50 年生）を迎

えており、安定的な収益確保の仕組みの構築により、施業放置森林の発生が抑

止されると考えられる。 

 

Ｂ 脅威及び課題への対応策  

（１）農林業従事者の高齢化・減少による耕作放棄地・施業放置森林の発生抑止 

ア 農林業を支える「関係人口」の育成や林業を通じた地域活性化による農

地・人工林の保全 

・当地域では、和歌山大学「棚田ふぁむ」との協働活動や、あらぎ島をラン

ドマークとした都市農村交流イベントなどにより都市農村交流人口や関

係人口を創出してきた。 
 

・また「棚田ふぁむ」との活動においては、営農条件の悪い棚田における「菊

芋の栽培」など、省力的な農地保全のノウハウが蓄積されている。 
 

・そこで、地域出身者の就農支援やＵ・Ｉターン者の確保など、地域に居住

する担い手の育成に加え、農業遺産認定を活用した 

➣大学・企業との協働活動の更なる展開 

➣本システムのストーリーを活かした観光・体験メニューの充実 

➣都市部で働く和歌山県出身者への本システムの魅力発信 

等により、地域の農林業を支える関係人口を創出することとする。 
 

・なお、都市住民にとって農業遺産認定は、保全活動への参画の意義・誇り

を生み出すものであり、取組の大きな後押しとなる。 
 

・大学・企業との協働において、地域はノウハウを活かした受入体制の整備

を行い、行政は地域と大学・企業間の調整及び活動成果の発信を行う。 
 

・観光・体験メニューの充実においては、各観光協会・都市農村交流施設職

員と協議会との勉強会を開催し、新メニューを検討する。 
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・県出身者への魅力発信については、県人会・同窓会・同郷会への情報発信

により行う（県・協議会により実施）。 
 

・耕作放棄地については、中山間地域等直接支払制度［県・国・町予算］に

より営農の継続を支援し、耕作放棄地再生活動協働モデル事業［県予算・

学生等の援農の取組や地域のアイデアの実現を支援］や荒廃農地等利活用促

進事業［国予算］によりその解消を図る。 
 

・林業においては、農業遺産認定を活用した活性化の取組を加速させる（詳

細は（２）地域林業の活性化（12 ページ）に記載）。 
 

・なお、林業活性化の取組は、Ｕ・Ｉターン者の雇用の場の創出に繋がるも

のであり、地域全体の活性化に大きく貢献する。 
 

 

大学・企業との協働活動の展開［再掲］ 

協働活動を実施する大学・企業数：２大学・企業 
 

本システムのストーリーを活かした観光・体験 
観光協会・都市農村交流施設との勉強会の開催 2 回/年 

 

都市部で働く和歌山県出身者への本システムの魅力発信 
県人会・同窓会・同郷会への情報発信 R3 年度～ 

 

都市農村交流人口 現在 約 32,000 人/年 →R7 42,000 人/年   
※森林セラピー、林業教室、花園ＢＡＳＥ、体験工房わらし、清水木工

等体験センター、田植え・稲刈り体験、間伐体験 参加者数 
 

農地の維持・耕作放棄地の発生抑止 
経営耕地面積（農家）  

H27：191ha →R7：153ha 
※H22→H27 減少率を半減（△21%/ 5 年 → △10.5%/5 年） 

 

耕作放棄地面積（農家） 
H27：65ha →R7：76ha 

※H22→H27 増加率を半減（＋16%/ 5 年 → ＋8%/5 年） 
 

※H22→H27 減少率（△50%/ 5 年）では、2 集落程度に減少。 
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６ 変化に対するレジリエンス 

Ａ 脅威及び課題の分析  

・長年の歴史の中で、当地域の森林は大雨による崩壊などの自然災害に数多く見

舞われてきたが、人々はその度に植樹を行い、森林を復旧してきた。 
 

・将来の災害を最小限に抑えるためには、林業関係者において、その備えについ

ての議論を進めておくとともに、適正に管理された人工林が果たす土砂災害防

止機能を、住民全体に学んでもらうことが重要となる。 
 

・また、大雨等による棚田の石垣・土羽の崩落の防止や災害からの復旧において

は、日々の保全活動や石積み技術の継承が重要となる。 

 

Ｂ 脅威及び課題への対応策  

（１）将来の災害への備えの検討と人工林の防災機能の周知 

ア 「森林組合・有田川林業活性化協議会との勉強会」及び地元での「農業遺

産シンポジウム」の開催 

・森林組合や有田川林業活性化協議会と行政による勉強会を開催し、将来の

災害への備え（施業放置森の解消、計画的な路網整備等）について議論する。 
 

・なお、これまで有田川流域の森林を管轄する森林組合が、有田川沿いの森

林防災について議論する機会は多くなかったが、農業遺産認定はその契

機となる。 
 

・加えて、地元での「農業遺産シンポジウム」の開催により、適正に管理さ

れた人工林の防災機能を、住民に広く周知する。 

人工林の適正な経営管理 
「紀の国森づくり基金」※による環境林整備（間伐）面積   

※森林を県民の財産として守り育て、継承することを目的とし創設された基金  
 

R3～7：210ha/年 
 

森林保全活動を行う集落数 
H27：7 集落 →R7：7 集落 
※H22→H27 減少率（△50%/ 5 年）では、2 集落程度に減少。 
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（２） 石積みの保全・技術の継承 

ア 共同活動による石積みの保全・技術継承 

・中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金［国・県・町予算］

を活用した集落単位の共同活動により、石積みの保全及び石積み技術の

継承を引き続き進めていく。 
 

・この取組は、あらぎ島に代表される壮大な棚田景観を「地域のシンボル」

としている当地域にとって、観光振興面においても重要となる。 
 

・地域・町は新規就農者・移住者・関係人口等の参加を促すことで、石積み

の保全活動を地域定着のための交流ツールとして活用する。 
 

 

 

７ 多様な主体の参画 

Ａ 脅威及び課題の分析 

Ａ－１ 森林環境教育・森林体験による魅力発信・担い手育成の取組 

・森林セラピーなどの森林体験イベントは、本システムの保全に対する都市住

民の理解・参画のための有効な機会となる。 
 

・また、京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林における森林

環境教育は、和歌山県農林大学校への進学者や森林組合等の地元の林業事

業体への就職者を生みだしており、取組の継続が重要となる。 

 

Ｂ－１ 脅威及び課題への対応策  

（１） 本システムの維持・継承活動への都市住民の理解・参画 

ア 森林セラピー、森林体験等での本システムの魅力発信 

・本システムの維持・継承への都市住民の理解・参画を促進するため、

森林組合・有田川林業活性化協議会との勉強会の開催 1 回／年 
 

農業遺産シンポジウム［再掲］ 1 回／年 

多面的機能支払交付金・中山間地域等直接支払交付金を活用した共同
活動の展開［再掲］ 

事業取組集落数（清水地域） R3 年度：25 集落 →R7 年度：25 集落 
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森林体験等において、本システムの情報・魅力を発信する。 
 

・この取組は、金剛峯寺山林部と高野山寺領森林組合が主体となって実

施し、協議会は本システムのストーリーを活かしたＰＲを行い［協議

会予算］し、高野町は観光促進事業［町予算］、県は農業遺産推進事業

［県予算］において、これら取組を周知する。 
 

  

 

（２） 若手林業従事者の育成 

ア 京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林における森林

環境教育の継続 

・今後も、京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林と和

歌山県立有田中央高校清水分校との共催によるウッズサイエンス科

目を継続し、当地域の林業の魅力を学生達に伝えるとともに、林業従

事を志す生徒の就業を支援する。 
 

・この取組は、若手林業従事者の確保だけでなく、林業に従事しない若

者や地域を巣立つ若者に対しても、林業の魅力を伝えるものであり、

将来における本システムへの参画に貢献するものである。 
 

・この取組は、京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林

と有田中央高校が主体となって実施しているが、協議会は授業におけ

る本システムの魅力発信等において協力を行う。 
 

 

 

Ａ－２ 「教育機関－地元－行政」の協働による地域農業の保全・活性化の取組 

・清水地域では、教育機関－地元－行政の連携による学生の受入を積極的に展

開している。 
 

・これまでも、教育機関－地元－行政の話し合いにより、活動内容の改善を続

けてきたが、「地元 受け入れ側の高齢化の進行」という容易に解決できな

い課題が生まれている。 
 

森林セラピー等での本システムの魅力発信［再掲］ 40 回/年 

森林環境教育の継続 
カリキュラム受講者数（延べ） R3～7 年度：５人 
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Ｂ－２ 脅威及び課題への対応策  

（１） 地元受け入れ側の高齢化の進展 

ア 大学卒業後の地域との関わり合い方の検討 

・学生達が４年間の活動で培った経験を、卒業後も活用できるような「地

域との関わり合い方」（受け入れサイド（地元）、運営サイド（行政）への

参画等）の検討を進める。 
 

・本検討は大学－地元－行政を中心に行うこととし、協議会はその結果

を活用した「地域活動への関係人口の参画方法」について検討する。 
 

 

 

８ ６次産業化の推進 

Ａ 脅威及び課題の分析 

・農業遺産認定を契機とした新たな販売戦略の展開により、６次産業化の更なる

発展が見込まれる。 
 

・また、教育機関との連携による６次産業化については、「商品アイデアの検討」

や「商品開発」までは進みやすいが、「商品の製造・販売」を、教育機関－地

元のみで実行することは困難となる場合が多い。 

 

Ｂ 脅威及び課題への対応策  

（１） ６次産業化の取組の発展 

ア 「農業遺産認定」効果を活かした販売戦略の展開や６次産業化商品の開

発・リニューアル 

・清水地域に加工場をもつ食品加工メーカー「（株）全笑」は、農業遺産を

活かした販売戦略を検討しており、高野山への出店も計画している。 
 

・そこで、本会社との情報共有を行い、農業遺産を活かした６次産業化の展

開に資するモデル事例を生み出し、その情報を広く共有する。 
 

・また、農業遺産認定を契機とし、既存の６次産業化商品のリニューアルや

新商品の開発を行う。 
 

学生達の大学卒業後の地域との関わり合い方の検討 R3～ 
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（２） 教育機関－地元による６次産業化商品の「製造・販売段階」への移行 

ア 行政による政策的支援の実施 

・県、町より６次産業化推進事業［国予算］の活用によるプランナー派遣等

を提案することで、教育機関－地元による６次産業化のハードルであっ

た、「製造・販売段階への移行」を支援する。 
 

 

  

 

 

第３ モニタリング方法  

協議会は，毎年度、保全計画をもとにその年度の活動内容を詳細に計画した「行

動計画」を作成し、年度当初の協議会総会にて、有識者も含めた審議を行う。 
 

また、必要な協議会メンバーを集めた会合を定期的に開催し、活動の進捗状況を

確認するとともに、必要に応じ、活動内容の見直しやスケジュールの修正等を行う

ことで、目標達成を図る。 
 

年度終了後には、３町・県が中心となり活動成果をとりまとめ、目標未達成とな

った項目の要因分析等を行い、改善策を盛り込んだ次年度の行動計画を作成する。 
 

そして、協議会総会において活動実績の報告及び次年度の行動計画の審議を行う

ことで、計画全体のモニタリング及び進行管理を行う。 

 

 

第４ 考察  

本保全計画の主役は、協議会を中心とした地域住民であり、農業遺産の認定によ

りこれまで行ってきた様々な地域活動が、“農業遺産を維持するための活動”という

新たな意義を持つこととなる。 
 

認定を契機とした農林産物の加工品の新開発・リニューアル 
新開発・リニューアル商品数：R3～7 年度 10 品目 

※農業遺産シンボルマークの付加などの商品リニューアルを実施。 

県・町による政策的支援の実施 
農業遺産認定を契機とした地元－行政間の販売戦略会議：1 回／年  
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さらに、農業遺産の認定は、保全活動をともに行ってきた大学生等にとっても、

大きな誇りを生み出すほか、保全計画に沿った活動が、高いアピール力を持つこと

となり、新たな応援企業の出現などの波及効果が期待される。 
 

また、保全活動の実践により、住民による地域への更なる愛着が生まれるほか、

地域特産物の新たな販路開拓、新たな観光メニューの提供等による農家所得の向上

や地域経済の活性化が図られ、新規就業者や移住・定住者の増加などの好循環が生

まれるものと期待される。 
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高野・花園・清水地域

R3 R4 R5 R6 R7 現状 目標

１　食料及び生計の保障

本システムのストーリーを活かしたブランド化
◎協議会、◎金剛峯寺山林
部、高野町、県

○ ○ ○ ○ 「高野霊木」のブランド化
R4～：新たなブランド化の検討
R4～：展示会への出展

「農業遺産シンボルマーク」を活用したPR
◎協議会、高野町、かつら
ぎ町、有田川町、県

○ ○ ○ ○ ○ 非実施
R3　 ：シンボルマーク作成
R4～：マークを活用したPR

林内路網の整備（高野地域） 7
◎金剛峯寺山林部、高野
町、県

○ ○ ○ ○ ○ 林内路網密度 300m/ha 300m/ha

コウヤマキ生産者、栽培面積などの情報把握 調査開始：R1 随時調査

産地ビジョンの策定 ○ ○ ○ ○ 未策定
R3：課題分析、ビジョン検討
R4：ビジョン策定

（３）産地のグリップ力強化（仏花 コウヤマキ栽培）

ア アンケート調査による実態把握に基づく産地ビジョンの策定

8
随　時

◎かつらぎ町、◎花園夢づ
くりの会、協議会、県

世界農業遺産・日本農業遺産保全計画
取組一覧

実施者
実施時期 指標

ページ取組

ア 本システムのストーリーを活かしたブランド化

ア　林内路網の整備によるハード面での条件整備 

（１）ブランド力の更なる強化（高野六木・長伐期施業）

（２）収益性の向上（高野六木・長伐期施業）

6

1
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海外での現地商談会等の開催 ◎県、民間事業者、JA ○ ○ ○ ○ ○ １回/年 1回/年

高野山と山椒の結びつきに着目したプロモー
ション

◎民間事業者、◎JA、協議
会、有田川町、県

○ ○ ○ ○ ○
民間事業者による「高野山プ
ロジェクト」の開始

R3～：事業者－行政 勉強会
R4～：農業遺産を活用した販売

「農業遺産シンボルマーク」を活用したPR
◎協議会、高野町、かつら
ぎ町、有田川町、県

○ ○ ○ ○ ○ 非実施
R3　 ：シンボルマーク作成
R4～：マークを活用したPR

新たな生計手段としての檜皮採取の検討 10
◎協議会、有田川林業活性
化協議会、森林組合、高野
町、かつらぎ町、有田川町、

○ ○ ○ ○ ○ 未検討
R3～：研修会の見学・参加の
促進

「ふるさと文化財の森」の維持 11 ◎金剛峯寺山林部、高野町 ○ ○ ○ ○ ○ 設定面積：125 ha 
設定継続
（R7：125ha）

「農業＋林業の暮らし」の発信によるＵ・Ｉター
ン者の確保

11
◎協議会、U・Iターン者、有
田川町、県

○ ○ ○ ○ ○ 非発信
R3～：取材実施
R4　　：リーフレット作成

農業遺産認定を契機とした新たな取組の展開 12
◎協議会、◎有田川林業活
性化協議会、有田川町、県

○ ○ ○ ○ ○ 非実施
R3～：農業遺産協議会と有田
川林業活性化協議会の協議

（７）新たなライフスタイルを求めるＵ・Ｉターン者の確保（農業と林業の兼業による生計保障）

ア 地域の先輩Ｕ・Ｉターン者による「農業＋林業の暮らし」の発信

（８）地域林業の活性化（農業と林業の兼業による生計保障）

ア 農業遺産認定を活用した活性化

（５）原皮師・技術者の減少（林業にまつわる職人仕事）

ア 原皮師・技術者の育成

（６）檜皮の安定確保（林業にまつわる職人仕事）

ア 「ふるさと文化財の森」の維持

（４）販路開拓による所得向上（山椒栽培）

ア 海外販路の開拓、農業遺産のストーリーを活かしたＰＲ

8

2
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森林セラピー、森林教室における本システム
の魅力発信

13
◎協議会、◎金剛峯寺山林
部、寺領森林組合、高野町、県

○ ○ ○ ○ ○ 非実施
R3～：ＰＲ開始
（40回/年）

高野六木の森における生物観察会の開催
◎協議会、◎金剛峯寺山林
部、寺領森林組合、高野町、県

○ ○ ○ ○ ○ 30回/年程度
R3：30回/年
R7：40回/年

生き物観察ハンドブックの作成
◎協議会、金剛峯寺山林部、
寺領森林組合、高野町、県

○ 非作成
作成 R4年度
（以降、随時改訂）

奥之院 スギ特別母樹林の保全 15 ◎金剛峯寺山林部、協議会 ○ ○ ○ ○ ○ 危険木の計画的調査・対策実施
R4～：広報誌等における保全活
動の意義・役割の発信

和歌山県農林大学校での「仏花 コウヤマキ」
栽培の研修

◎県、◎協議会 ○ ○ ○ ○ ○
研修科目「特用林産」の実施
 ３回（18時間）/年

研修科目「特用林産」の実施
 ３回（18時間）/年

生産者研修会の開催
◎協議会、◎県、高野町、
かつらぎ町、有田川町

○ ○ 非開催 1回/2年

ア 新たな担い手の育成と生産者研修会による省力化技術の検討・共有

15

（９）「高野六木の森」を活かした観光促進（観光資源としての「高野六木の森」）

ア　森林セラピー、林業教室での本システムの魅力発信

（１）「高野六木の森」が持つ農業生物多様性の周知（高野六木制度）

ア 生物観察会の開催

14
随時改訂

（２）風倒木等の発生（奥之院 スギ特別母樹林）

ア　計画的な危険木の管理

（３）適正な枝打ち・間伐の継続（仏花コウヤマキの育苗）

２　農業生物多様性

3
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地元住民を対象とした農業遺産シンポジウム ○ ○ ○ ○ ○ 非実施 R3～：１回/年

地元小中学校・高等学校での出前授業 ○ ○ ○ ○ ○ 非実施 R3～：１校/年

都市農村交流イベントでの説明 ○ ○ ○ ○ ○ 非実施 R3～：２回/年

地元小中学校・高等学校での出前授業
［再掲］

○ ○ ○ ○ ○ 非実施 R3～：１回/年

地元－大学－行政による農業保全活動での
システム解説

○ ○ ○ ○ ○ 非実施 R3～：１回/年

地元住民を対象とした農業遺産シンポジウム
［再掲］

○ ○ ○ ○ ○ 非実施 R3～：１回/年

農林業経営体
　H27：295経営体

R7：203経営体

農業従事者数
　H27：557人

R7：451人

林業労働力
　H27：219人

R7：177人

Ｕ・Ｉターン者の確保 ○ ○ ○ ○ ○ 現在：10人/年程度 R7：15人/年

ア 地域内外からの多様な担い手の確保

17

（４）畦畔の農地利用が生み出す農業生物多様性の認知不足（畦畔の農地利用）

ア 農業遺産シンポジウム・地元小中学校への出前授業による「地元住民への周知」及び都市農村交流イベントによる「都市住民への周知」

16
◎協議会、高野町、かつら
ぎ町、有田川町、県

（１）農林業の担い手の高齢化・減少

◎協議会、高野町、かつら
ぎ町、有田川町、県

農家戸数・林業経営体数・農業従事者数・林
業従事者数の維持

○ ○ ○ ○ ○
◎高野町、◎かつらぎ町、
◎有田川町、◎県、協議会

３　地域の伝統的な知識システム

4
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防護柵等の設置に係る経費への支援
◎県、高野町、かつらぎ町、
有田川町、国

○ ○ ○ ○ ○ 各種支援施策を実施 支援施策の継続

鳥獣害対策に係る各種研修会の開催 ◎県 ○ ○ ○ ○ ○ 3回/年 3回/年

県試験場での鳥獣害対策技術の研究・開発 ◎県、国 ○ ○ ○ ○ ○ 研究課題 実施 研究の継続

ニホンザルによる被害額
　H29→R9：半減

ニホンジカによる被害額
　H23→R5：半減

イノシシによる被害額
　H29→R9：半減

森林セラピー等での説明［再掲］
◎協議会、◎金剛峯寺山林
部、寺領森林組合、高野町、県

○ ○ ○ ○ ○ 非実施
R3～：ＰＲ開始
（40回/年）

「高野山語り部」による観光客への解説
◎協議会、◎「高野みらい
語り部の会」、高野町、県

○ ○ ○ ○ ○ 非実施
R3～：語り部－協議会 勉強会
R3～：語り部の会による解説

高野山観光情報センターでの情報発信
◎高野山観光情報セン
ター、◎高野町、◎協議会

○ ○ ○ ○ ○ 非実施 R3～：情報発信

「VISIT KOYASAN, Japan」でのＰＲ ◎高野町、協議会 ○ ○ ○ ○ ○ 非実施 R3～：ＰＲ実施

大学・企業との協働活動の展開 ◎有田川町、◎協議会、県 ○ ○ ○ ○ ○
協働活動実施大学・企業数
　：2大学

R3：2大学・企業
R7：3大学・企業

多面的機能支払交付金・中山間地域等直接
支払交付金を活用した共同活動の展開

◎集落組織、◎有田川町、
県、協議会

○ ○ ○ ○ ○
事業取組集落数
　：25集落

R3年度：25集落
R7年度：25集落

４　文化、価値観及び社会組織

（２）鳥獣害の発生

ア 多様な鳥獣害対策の継続による被害減少

19

被害額の軽減 ○ ○ ○ ○ ○
◎高野町、◎かつらぎ町、
◎有田川町、◎県、協議会

2018年 主要鳥獣による農作
物被害金額
　：56,013千円

ア 関係人口の参画促進

21

（１）高野六木制度、長伐期施業・複層林施業への理解（総本山金剛峯寺山林部－高野山寺領森林組合）

ア 森林セラピー、語り部活動、高野山観光情報センター、訪日外国人向けサイト「VISIT KOYASAN, Japan」での解説・ＰＲ

20

（２）田人、溝親を担う農家・住民の高齢化・減少（田人、溝親）

5
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移住者に対する参加の呼びかけ
◎かつらぎ町、◎有田川
町、協議会

○ ○ ○ ○ ○ － 随時呼びかけを実施

地元住民を対象とした農業遺産シンポジウム
［再掲］

○ ○ ○ ○ ○ 非実施 R3～：１回/年

地元商工会・観光協会等との農業遺産勉強
会の開催

◎協議会、◎商工会、◎観
光協会、高野町、かつらぎ
町、有田川町、県

○ ○ ○ ○ ○ 非実施 2回/年

本システムのストーリーを活かした新商品・メ
ニューの開発

◎地元メーカー、◎地元飲
食店、◎宿坊、協議会

○ ○ ○ ○ ○ 非実施
R2～7：新商品・メニュー数
　：5商品・メニュー（のべ）

協力店での「統一ＰＲのぼり」の設置
◎協議会、地元飲食店、宿
坊

○ ○ ○ ○ ○ 非実施 R3：配布開始

（４）本システムのストーリーに着目した食文化の魅力発信（食文化）

ア 海外販路の開拓、農業遺産のストーリーを活かしたＰＲ

22

（３）農耕祭事の担い手の確保（御田・雨乞い行事）

ア 移住者の参画促進

22

6
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大学・企業との協働活動の展開（再掲） ◎有田川町、◎協議会、県 ○ ○ ○ ○ ○
協働活動実施大学・企業数
　：2大学

R3：2大学・企業
R7：3大学・企業

本システムのストーリーを活かした観光・体験
◎協議会、◎観光協会、◎都
市農村交流施設、高野町、か
つらぎ町、有田川町、県

○ ○ ○ ○ ○
観光協会・都市農村交流施
設との勉強会の開催
　現在：非実施

R3～：2回/年

都市部で働く和歌山県出身者への本システム
の魅力発信

◎県、◎協議会、高野町、
かつらぎ町、有田川町

○ ○ ○ ○ ○
県人会・同窓会・同郷会への
情報発信
　現在：非実施

R3～：発信実施

都市農村交流人口
◎高野町、◎かつらぎ町、
◎有田川町、県、協議会

○ ○ ○ ○ ○
都市農村交流人口
　：約32,000人/年

R7：42,000人/年

経営耕地面積
　H27：191ha

R7：153ha

耕作放棄地面積
　H27：65ha

R7：76ha

人工林の維持 ○ ○ ○ ○ ○
林家による保有山林面積
　H27：5,843ha

R7：5,498ha

森林組合・有田川林業活性化協議会との勉
強会の開催

◎協議会、◎森林組合、◎有
田川林業活性化協議会、高野
町、かつらぎ町、有田川町、県

○ ○ ○ ○ ○ 非実施 R3～：1回/年

地元住民を対象とした農業遺産シンポジウム
［再掲］

◎協議会、高野町、かつら
ぎ町、有田川町、県

○ ○ ○ ○ ○ 非実施 R3～：１回/年

多面的機能支払交付金・中山間地域等直接支払
交付金を活用した共同活動の展開［再掲］

26
◎集落組織、◎有田川町、
県、協議会

○ ○ ○ ○ ○
事業取組集落数
　：25集落

R3年度：25集落
R7年度：25集落

５　ランドスケープ及びシースケープの特徴

６　変化に対するレジリエンス

（１）農林業従事者の高齢化・減少による耕作放棄地・施業放置林の発生抑止

（１）「将来の災害への備えの検討」と「人工林の防災機能の周知」

ア 「森林組合・有田川林業活性化協議会との勉強会」及び地元での「農業遺産シンポジウム」の開催

26

ア 海外販路の開拓、農業遺産のストーリーを活かしたＰＲ

23

農地の維持・耕作放棄地の発生抑止 ○ ○ ○ ○ ○
◎高野町、◎かつらぎ町、
◎有田川町、◎県

（２）石積みの保全・技術の継承

ア　「共同活動」による石積みの保全・技術継承

7
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森林セラピー等での説明［再掲］ 27
◎協議会、◎金剛峯寺山林
部、寺領森林組合、高野町、県

○ ○ ○ ○ ○ 非実施
R3～：ＰＲ開始
（40回/年）

森林環境教育の継続 28
◎京都大学フィールド科学教
育研究センター和歌山研究
林、◎有田中央高校

○ ○ ○ ○ ○ ウッズサイエンス科目の実施
R3～7年度カリキュラム受講
者数（延べ） ：５人

学生達の大学卒業後の地域との関わり合い
方の検討

28
◎県、◎有田川町、◎棚田
ふぁむ、協議会

○ ○ ○ ○ ○ － R3～：検討開始

7　多様な主体の参画

ア　 森林セラピー、森林体験等での本システムの魅力発信

（３）地元受け入れ側の高齢化の進展（「教育機関－地元－行政」の協働）

ア　大学卒業後の地域との関わり合い方の検討

（２）若手林業従事者の育成

ア　 　「京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研究林」における森林環境教育の継続

（１）本システムの維持・継承活動への都市住民の理解・参画（森林環境教育や林業体験による魅力発信・担い手育成の取組）

8
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認定を契機とした農林産物の加工品の新開
発・リニューアル

29
◎地元食品製造者、協議会、
高野町、かつらぎ町、有田川
町、県

○ ○ ○ ○ ○ 非実施
新開発・リニューアル商品数
　：10品目（R3～7 延べ）

農業遺産認定を契機とした地元－行政間の
販売戦略会議

29
◎教育機関、◎県、高野町、か
つらぎ町、有田川町、協議会

○ ○ ○ ○ ○ 非実施 R3～：1回/年

８　６次産業化の推進

（１）６次産業化の取組の発展

ア　「農業遺産認定」効果を活かした販売戦略の展開や６次産業化商品の開発・リニューアル

（２）教育機関－地元による６次産業化商品の「製造・販売段階」への移行

ア　県・町による政策的支援の実施
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