
 
 

（５）ランドスケープ及びシースケープの特徴 

高野地域に源を発する※12有田川の流域において、人々は本システムを営むことで

「聖地 高野山」を支え、集落を発展させてきたが、この長年にわたる自然への働き

かけは、独自のランドスケープを生みだしている。 

※12：高野地域の楊柳山（ようりゅうざん・標高 1,009m）に源を発す。 
 

 

 

 
 

高野地域は、標高 800～1,000m 級の山々に囲まれており（北：長峰山脈、南：白馬

山脈、東：紀伊山地）、傾斜度 30 度以上の急傾斜地が約 9割を占める谷密度の高い地

形となっている。 
 

なお、「聖地 高野山」は、標高 1,000m 級の山々に囲まれた盆地状の平坦地（東西 

約 4km・南北 約 3km）に築かれた「山上の町」である。 

この盆地地形は、水を通しにくい泥岩の上に、土砂が堆積して生まれたものであ

り、山上にありながらも水を集め、蓄えることのできる地形・地質により、多くの

人々の生活が可能となっている。 

 

 

 

図６-1 有田川の流域界とシステムの範囲 

表 6-1 有田川の流域面積・幹川流路延長 

資料：二級河川 有田川水系河川整備計画（原案） 

467.8k㎡

うち、システムを含む流域面積 282.4k㎡

約94km

うち、システム内を流れる幹川流路延長 約56km

流域面積

幹川流路延長

44



 
 

 
 

また、高野地域の自然植生は中間温帯林と呼ばれ、モミ・ツガを主体とする針葉

樹が育つが、当地域ではこの植生を活かした「高野六木制度」を生み出している。 

高野六木制度では、各樹種の特性と地形に応じた土地利用を行っており、急傾斜

地では主として、自然に発生するモミ・ツガ・アカマツを育成し、傾斜が緩やかな

地域では、特に利用価値の高いヒノキ・スギ・コウヤマキを積極的に育成している。 
 

その結果、地形に応じた多様なバリエーションをもつ「高野六木の森」によるラ

ンドスケープが、「聖地 高野山」の周辺に形成されている。

 
 

高野山において林業は、生計の手段としてだけでなく、「共利群生の教え」（いの

ちあるものがたすけ合うとの教え）を体現する宗教活動の側面を有しており、高野六木

の森による森林景観は、「聖地 高野山」を構成する重要な要素となっている。 

なお、この森林景観は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」における文化的景

観としても評価されており、人類の遺産として継承されている。 
 

図 6-2 高野山周辺の航空写真（3 次元表示）（左）、陰影起伏図（右） 
出典：国土地理院 地理院地図 GSI MAPs 

 

写真 6-1 多様な樹種構成のバリエーションからなる「高野六木の森」 
 左：スギを主体的に育成する高野六木の森 
 右：アカマツなどの針葉樹と広葉樹の低層木か複合的に育つ高野六木の森 
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下流に繋がる花園・清水地域も急峻な山々に囲まれており、山間を有田川が蛇行

しながら流れ、その流路に沿って河岸段丘（流路に沿って発達する階段状の地形）が形

成されている。 
 

地質はおもに砂岩・泥岩の互層からなり、土壌は角礫を多く含んでいるが、腐植

の浸透が深く、通気浸透性が高い土壌は樹木の旺盛な生育を可能にしている。 
 

このような地形・地質条件のもと、人々は山腹や河岸段丘の地形（複数段からなる

段丘）を活かして集落・棚田を築き、背後の山々を仏花コウヤマキの栽培や林業（用

材生産）に利用することで、平地の少なさを乗り越え、独自のランドスケープを形成

してきた。 

 

写真 6-2 高野地域の林業が生みだすランドスケープ 

図 6-3 花園・清水地域の航空写真 
上：花園地域（下側が有田川上流） 下：清水地域（右側が有田川上流） 
出典：国土地理院 地理院地図 GSI MAPs 
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なお、河岸段丘は複数の段丘から構成されているが、長年にわたる暮らしのなか

で、上位の段丘は集落などの生活面として、下位の段丘は棚田等に利用することで、

水害を回避し、水田用水を確保する土地利用を行ってきた。 
 

 
 

また、「棚田の畦畔の農地利用」は、平地の少なさを克服するため、長年にわたる

人と自然の相互作用により生み出した土地利用の姿である。 
 

 
 

 

図 6-4 あらぎ島周辺における段丘ごとの土地利用 
出典：蘭島及び三田・清水の農山村景観保存計画 
 

写真 6-3 花園・清水地域の農林業によるランドスケープ 
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なお、あらぎ島の周辺部は、山間地にありながらも比較的広く河岸段丘が発達し

た、全国的にも数少ない地域である。 

あらぎ島のように対称的な河岸段丘は極めて珍しく、地形に沿って曲線的な畦畔

が形作られた結果、全国的にも珍しい棚田景観が生み出されている。 

数千年にわたる農業・林業や畦畔の農地利用により形成されてきたこの景観は、

国の重要文化的景観「蘭島及び三田・清水の農山村景観」（選定：2014 年）として、

今後も地域一体となって守り継がれていく。 
 

本システムによるランドスケープは、人と自然の共生による土地利用によるもの

であり、長年にわたる「高野山との結びつき」と「平地の少なさの克服」の歴史を

物語るものである。 

 

システムの対象となる森林について 

システムの対象となる森林は、 

寺有林 － 高野六木制度による森林（95ha・高野地域） 

寺有林 － 長伐期施業林（178ha・高野地域） 

民有林 － 概ね 100 年以上、集落を支えるための林業が営まれてきた森林 

              （2,251ha・高野・花園・清水地域） 

からなる「寺院・集落を支えるための林業を、概ね 100 年以上営んできた森林」

である。 

 

図 6-5 システム上の森林区分 
緑塗り：システムの対象となる森林 

  

( 25,477 ha ) ( 20,236 ha ) （ 2,710 ha ） （ 273 ha ） ( 95 ha )

( 178 ha )

（ 2,251 ha ）

（ 17,526 ha ）

( 3,251 ha )

( 1,990 ha ）

寺有林
(高野地域)

民有林
(花園・清水地域)

高野六木の森

長伐期施業林

森林全体
人工林

（国有林を除く）

自然林
（国有林を除く）

国有林

 寺院・集落を支えるための林業を
 概ね100年以上営んできた森林

 概ね100年以上の林業の歴史
 がない森林
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「高野六木の森」と「それ以外の人工林」は、育成目的や施業方法等に違い

があるが、「長年にわたり、寺院・集落を支えるための林業を営んできた森林」

として共通している。 

 

 

 

表 6-2 システムを構成する各森林の比較  
  

図 6-6 土地利用図  
  

赤：高野六木の森
オレンジ：概ね100年以上、長伐期施業が行われてきた寺有林
緑：概ね100年以上、林業により集落を支えてきた人工林
緑メッシュ：仏花コウヤマキ 栽培エリア
青メッシュ：ぶどう山椒 栽培エリア
茶：水田
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「高野六木の森」と「長伐期施業林」の関係 

「寺有林における長伐期施業」は、各寺院が経済活動として営んでいる林業

であり、市場出荷等による収益確保を目的としている。 
 

なお、林業の営みが「自然との共生の教えの実行」となる高野山では、「経済

活動としての林業」においても、高野六木制度にならった長伐期施業を行うこ

とで、信仰環境を保全している。 
 

また「長伐期施業」は、高野山寺領森林組合が作業を担っており、高野六木

制度で培われた技術による施業が行われている。 

 

「高野六木の森」と「集落を支えるための林業が営まれてきた森林」の関係 

育成目的の違いにより、「高野六木制度」と「集落を支えるための林業」には

多くの違いが存在する一方で、両者の間には「歴史上の関わり合い」と「労働

力のやりとり」において、結びつきが存在する。 
 

花園・清水地域は高野山の領地であったが※、「清水地域の領地化」は、994

年の大火からの復興のための「寺院建築用材・労働力の確保」を目的としたも

のであり、当地域の林業が、高野山の寺院復旧に関与してきた歴史がある。 

※高野山の領地であった期間 

花園地域：高野山開創～明治政府成立まで 

清水地域：鎌倉時代～ 

地頭との争いを経て、豊臣政権・江戸幕府による支配に移行 

清水地域は古くよりスギ等の産地であり、杉野原（すぎのはら）、板尾 

（いたお）などの地名が残る 
           

また、花園・清水地域の人々にとっても、高野山の森林は農閑期等における

貴重な「労働の場」であり、林業従事者間で技術交流が行われてきた。 
 

機械化の進展や交通網の発達により、林業における高野・花園・清水地域の 

関与のあり方は変化しているが、当地域の林業は互いに関連しあい、発展して

きた。 
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（６）変化に対するレジリエンス 

高野六木制度は、度重なる寺院の火災からの再建を可能にしてきた林業である。 
 

高野地域の自然植生は中間温帯林と呼ばれ、モミ・ツガなどの針葉樹を主体とす

る森林が形成されるが、高野六木制度はこれら針葉樹を選択的に育成するものであ

り、単相の人工林に比べ、生態系の改変程度の小さな人工林を育成している。 

また、必要な木のみを抜き切りする「択伐」は、林相の急激な変化を生じさせな

い伐採方法であり、高野六木制度は生態系の変化に対するレジリエンスを有した森

林を育成する施業方法となっている。 
 

高野六木制度を組織面でみても、森林所有者は高い経済的自立性を有した「高野

山真言宗総本山金剛峯寺」であり、安定的な施業を可能にする「金剛峯寺山林部－

高野山寺領森林組合」の体制を構築している。 
 

高野山の寺院にとって森林育成は「共利群生の教え」を体現する宗教活動でもあ

り、独自の理念に基づく林業は、社会情勢の変化に関わらず継承されていく。 

また、「高野山の豊かな森を後世に」との理念による「献木事業」の取組により、

森林育成・保全活動に対する寄付金が募られており、災害からの復旧における資金

確保の仕組みが構築されている。 
 

高野六木制度や長伐期複層林施業によって適正に管理されてきた森林は、高い土

砂災害抑止機能を有しており、流域の防災力を向上させている。 

また、複層的森林構造は、一時的に地表に到達する雨水の量を分散させることで、

森林土壌の保水力の発揮に寄与している。 

高野地域の下流に続く花園・清水地域の棚田は、雨水を一時的に溜めることで急

激な河川水の増加を抑えており、洪水の発生を抑制するとともに、土砂の浸食を防

止している。 
 

 
 

流域面積
（Ａ）

大規模山腹崩落面積
（Ｂ）

B/A 8/30-9/5 総降水量

有田川流域 46,780 ha 14.1 ha 0.03% 554.5 mm※２

日置川※１流域 41,490 ha 55.0 ha 0.13% 840.0 mm※３

表 7-1 平成 23 年 台風 12 号（紀伊半島大水害）による治山関係の災害被害状況 

※１ 有田川と最も流域面積が近い県内河川 
※２ 観測地点 清水 
※３ 観測地点 日置川 

資料：和歌山県農林水産部調べ 
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「畦畔の農地利用」については、育成・栽培する植物の多くが地域の自生植物で

あることから、畦畔－畦畔の周辺環境（里山等）間で遺伝資源が補完されており、生

態系の変化に対する高いレジリエンスが維持されている。 
 

また、清水地域では、水利組合「田人」をはじめとする地域組織により棚田を維

持しており、共有林として管理する「井堰周辺の里山」からの資材調達により、災

害からの速やかな復旧を可能にしてきた。 

近年では、「あらぎ島景観保全保存会」（1996 設立。農家・行政で構成）による活動

など、壮大な景観を持つ「あらぎ島」をランドマークとした棚田の保全・継承活動

に加え、大学との協働による農地保全活動が展開されている。 

 

 

 

  

52



 
 

（７）多様な主体の参画 

高野山では「森林セラピー」などの新たな取組により、独自の育成理念を含めた

林業の魅力を発信し、森林保全活動への理解を促進している。 
 

また、清水地域に拠点を置く京都大学フィールド科学教育研究センター和歌山研

究林では、地元高校生を対象とした「林業カリキュラム」を実施することで、地域

林業の担い手を育成している。 
 

農業においては、「教育機関－地元－行政」の協働活動が展開されており、その成

果は大きな注目を集めている。 

 

ア 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 

（ア）森林セラピー・森林体験を通じた交流による独自の林業への理解醸成 

古くより、高野山周辺の森林は参拝者の心を癒やしてきたが、現在で

は、この癒しの効果が医学的に証明されており、「森林セラピー」として

多くの観光客を集めている。 

クラフト体験や真言宗の瞑想法「阿字観（あじかん）」と組み合わせた

独自の森林セラピーは、林業の魅力を発信する恰好の手段となっている。 
 

 
また、小学生を対象とした林業教室（高野地域）や木工等体験センタ

ーでの工作体験（清水地域）など、都市住民との幅広い交流により、林業

に対する理解が醸成されている。 
 

 

写真 8-1  親子で楽しむ森林セラピー（左）、森林セラピー×阿字観体験（右）

写真 8-2  林業教室（左）、木工等体験センターでの工作体験（右） 
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（イ）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よる森林環境

教育の実践 

本研究センターでは、人工林やモミ・ツガの天然生林をフィールドと

した様々な研究に加え、地元小中高生を対象とした森林環境教育にも取

り組んでいる。 
 

小学生には「夏休み森林体験」により地元の森林の魅力を、中学生に

は職業体験学習により「林業という仕事の素晴らしさ」を体験させてお

り、高校生には、地元 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」の開講により、実習を通じた林業学習を実施している。 
 

2002 年の開講以降、51名が本カリキュラムを修了しているが、うち 2

名が地元森林組合に就職するなど、本センターの取組は森林環境教育の

みならず、地域林業の担い手確保に大きな成果を上げている。 

 

 

イ 「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 

（ア）和歌山大学観光学部による棚田保全活動団「棚田ふぁむ」との協働活動 

「棚田ふぁむ」の結成の契機は、2010 年に開催された「棚田モニター

ツアー」への学生の参加であり、棚田の素晴らしさだけでなく、高齢化

等の課題を知った学生達は、翌 2011 年に「棚田ふぁむ」を結成し、課題

解決の取組を開始した。 

なお、受け入れ側の「地域」では、2010 年に「沼の農業を守る会」を

立ち上げ、受け入れ体制を整備している。 
 

棚田ふぁむは、「休耕田でのソバ栽培」から活動を開始したが、活動

を重ねるなかで「復旧農地の日常管理という“新たな負担”を地域に負

わせているのではないか」と考えるようになった。 

写真 8-3  ウッズサイエンス科目（左：座学、右：実習） 
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そこで学生達は、地元・行政との意見交換を重ね、「地元が本当に必

要とする作業を理解・実施することが重要」との結論を出し、活動内容

の見直しを開始した。 

現在、棚田ふぁむは、ぶどう山椒の収穫、獣害防止柵の見回りや耕作

放棄地の草刈りなどの「地域が本当に必要とする作業」に加え、秋祭り

の手伝いなども行っており、農業のみならず、地域活動全体についての

協働活動を展開している。 
 

地域の課題への気付き、活動の継続から、新たな課題の認識と対応策

の実践へと続く取組の成果は、地方大学の地域貢献の成功事例として、

全国より注目を集めている。 

 

 

（イ）学生サークル「agrico.」（アグリコ）との協働活動 

中山間地域の農業を支援するため、2010 年に結成された和歌山大学学

生サークル「agrico.」では、清水地域沼谷地区と「農村活性化に向けた

協働活動協定」を締結し、わさび園の整備や夏祭りの開催支援など、地

域活動全体における協働活動を展開している。 
 

受け入れ側の「沼谷地区」においても、目指すべき将来ビジョンであ

る「沼谷ユートピアプロジェクト」を策定(2010 年)し、学生に限らず、

都市企業による地域活動の受け入れ等を行い、地域活性化の取組を展開

している。 

 

（ウ）有田中央高校 農業クラブとの協働の取組 

県立有田中央高校 農業クラブ（有田川町）では、ぶどう山椒に着目し

た地域活動を展開している。 

「新スパイス６次産業化モデルプラン」作成の取組では、有田川流域

特産のぶどう山椒、陳皮（みかんの皮）、青のりを基本材料に、「山・川・

写真 8-4  「棚田ふぁむ」との協働活動 

 左：段々畑の復旧   右：ぶどう山椒の収穫 
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海・人をつなぐ」とのコンセプトのもと、これまでにない４種類のスパ

イスを開発している。 
 

地域との協働・連携により実践された本取組は、地域の活性化に大き

く貢献しており、「平成 24 年全国高校生みんな de 笑顔プロジェクト地域

活性化部門」において優秀賞を受賞している。 

 

 

また、ＪＡありだ・和歌山県農業試験場との連携により、乾山椒の加

工残渣である「ぶどう山椒の種子」を利用した土壌改良法の開発を進め

るなど、地元のニーズに応える研究を通じた地域との連携が進められて

いる。 

 

 

          

  

写真 8-5  有田中央高校農業クラブによる新スパイス 6 次産業化モデル 

プラン作成の取組 

左：調合・テイスティング 右：地元飲食店との意見交換 

写真 8-6  ぶどう山椒の種子を用いた土壌改良試験 
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（８）６次産業化の推進 

当地域では、歴史ある６次産業化の取組に加え、地域主導による従来の用途にと

らわれない取組や、教育機関との連携による取組を数多く展開している。 

 

ア 従来の用途にとらわれない６次産業化の展開 

山椒は、生産者自らが一次加工を行い、高い付加価値を生み出してきた。 
 

ぶどう山椒の出荷形態には、未熟果で収穫した「実山椒」（みざんしょう・佃

煮などに加工）と、完熟果を乾燥させた｢乾山椒｣（ひざんしょう・粉末化し、漢方

薬、香辛料等として使用）があるが、当地域では、生産者自らが乾燥処理を行う

ことで所得を向上させてきた。 

なお、生産者は「しみず山椒生産組合」（1968 年設立。当時は「清水町山椒生

産組合｣）を組織し、市場の需給バランスをもとに実山椒と乾山椒の出荷割合を

決定することで、収益を安定させてきた。 

 

 

近年では、地元生産者により、山椒ジャムや

山椒コンフィなど、従来の食べ方の枠を超えた

全く新しい加工品がつくり出されており、自身

が経営する地元カフェでその魅力が発信され

るなど、６次産業化を通じた都市住民との交流

も生まれている。 
 

 
 

 

写真 9-1 実山椒（左）と乾山椒の粉末（右） 

写真 9-3 山椒園に併設された「田舎 Cafe かんじゃ」 

写真 9-2  山椒の加工食品 
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また 2016 年には、ぶどう山椒を輸入するフランス人シェフが地域を訪れ、

その生産方法や味の種類を学ぶなど、その魅力は国外からも高い注目を集めて

いる。 
 

清水地域に加工場を置き、ぶどう山椒にこだわった加工品を製造している

「(株)全笑」（ぜんしょう）では、農業遺産の取組を契機に、山椒を通じて高野山

と清水地域を繋ぐ「高野山プロジェクト」を立ち上げている。 

そこで、農業遺産の取組を契機とし、（株）全笑への働きかけにより、農業

遺産を活かした６次産業化事例を生み出し、その情報を地域内に発信すること

で、取組の活性化を図っていく。 
 

また、コウヤマキにおいても、独特の清涼な香りを活かした新たな取組が

続々と展開されている。 

2017 年には、県内酒造メーカーとの共同により、コウヤマキの葉や山椒の

種を使用した世界初の「和製クラフトジン」が開発されており、新たな切り口

によりコウヤマキ・山椒の魅力が発信されている。 
 

なお、原料となる「コウヤマキの葉」は、本来廃棄処分される剪定枝が利用

されており、「山椒の種」についても乾山椒の加工残渣であることから、未利

用資源の有効活用により、生産者所得の向上が図られている。 
 

また、同酒造メーカーにより、コウヤマキや山椒から抽出したアロマオイル

が開発されるなど、従来の用途にとらわれない取組が続々と展開されている。 

 

 

 

イ 教育機関との連携による６次産業化の取組 

清水地域では、教育機関との連携による６次産業化の取組を数多く展開して

いる。 

写真 9-4 コウヤマキの葉・山椒
の種を用いた和製クラフトジン 

写真 9-5 ぶどう山椒を用いたアロマオイル 
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「棚田ふぁむ」では、耕作放棄地（棚田）解消のための「菊芋栽培」を行っ

ており、菊芋を使った６次産業化商品「菊芋 たなだチップス」を開発・販売

している。 

加えて、棚田の景観を模した「シンボルマーク」の作成や、地元直売所での

消費者アンケートなど、６次産業化の取組に様々な活動を盛り込むことで、地

域全体の活性化を目指した活動を展開している。 
 

 

 

また、県立有田中央高校 農業クラブでは、「新スパイス 6 次産業化モデル

プラン」作成に取り組み、有田川流域特産のぶどう山椒、陳皮(みかんの皮)、

青のりを基本材料にしたスパイス 4 種「七味トウガラシ」「3 色スパイス」「3

色スパイス＋塩」「コクうま」を開発・製造・販売している。 
 

 

 

教育機関との連携によるこれら取組は、６次産業化を契機とした地域との連

係や地域の活性化を目的としたものであるが、従来の考え方にとらわれない学

生達のアイデアは、多様な６次産業化商品を生み出している。 
 

写真 9-6  菊芋たなだチップス(左)とシンボルマーク（右） 

写真 9-7  有田中央高校製のスパイス ラインアップ 
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農業遺産の取組を契機とし、今後は、「高野地域の精進カレー＋清水地域の

棚田米」など、システムの“結びつきのストーリー”を活かした６次産業化の

取組を、地元生産者とともに検討していく。 
 

また、花園地域の地域おこし協力隊 阪本晃一氏は、有害獣を活用した食肉

加工に挑戦しており、地域内に食肉屋「メツゲライ サカモト」をオープン

（2020.12）し、ジビエを使ったクラフトソーセージワークショップなど、新た

な食育体験・都市農村交流を展開している。 
 

そこで、この「若者移住者の６次産業化による生計保障・地域での活躍」モ

デルを発信することで、更なる移住者を呼び込むとともに、６次産業化のチャ

レンジを支援していく。 
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