
 
 
 
 
 
 
 
 

源流の一滴、あなたの一歩 
－経済的なつながりを通じた流域連携の取り組み－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経済的な側面から見た流域連携の促進に関する研究会 
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はじめに 
 水源地域においては、その自立・新生に向け水源地域市町村が地元住民の参画を図りながら活性化に取

り組んでいる。また、下流受益地域においても、水源地域の地域づくりや環境保全などに協力や支援を行

うことで、相互の流域連携を強めつつある。 
 今後、さらに持続的な流域連携を促進していくためには、特定の関心を持った人材や行政の事業等によ

る連携だけでなく、より広く流域住民が日常的に関わりを強めることで、水源地域を支えていく必要があ

る。その一つの方法として、地産地消のように「流域の地域資源を生かした商品やサービスを流域で消費

する」ことが考えられる。流域住民が流域の地域資源を適切に有効活用することが、結果として流域環境

を保全活用することにつながり、ひいては水資源の安全・安心な確保となることが期待される。そのため、

全国各地で取り組まれている流域連携の中から、流域を視野に経済的なつながりを強める取り組みについ

て情報収集と研究会による分析を行い、その他流域への参考に資するための事例集として取りまとめた。 
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経済的視点をもって、持続的な流域連携を進めることにより、 
「進化」と「深化」をしながら、「水源地域の保全・活性化」に寄与 

水源地域の過疎化・高齢化・林業等産業不振等の深刻化 

担い手の不足・労働力の不足・個人収入の低下・自治体の税収低減 

日常生活・生産活動・自治体活動等により支えられていた水源地域の保全（森林

育成・管理、ダム・河川周辺の環境保全等）の困難化、地域活力の低下 

図 本研究会に至る流れと目的 

「問題意識を持った流域住民の定着・増加・役割分担」の必要性 

「健全な水循環系の構築」のための水源地域対策を推進するには、 

本研究会 事例研究を通じた情報収集・情報提供・展開方策の検討 

 「水源地域の自立・新生」の必要性 
 「下流地域による自発的な協力」の必要性 

（横軸）パイオニアとしての“ＮＰＯ”との連携の必要性 
         →「進化」するパートナーシップ 
（縦軸）上下流地域の関係も、流域連携の積み重ねで「深化」 

「進化」と「深化」のためには、持続可能な活動を進める必要性 
持続可能な活動とするためには、経済的な側面からの関係強化の必要性 
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大 消 費 地 の 東 京

や地方都市を巻き込

みながら流域の経済

を活性化させる、大

きなメカニズムづく

りについて提言しよ

うと考えています。 
 自分たちが住んでいる地域の資源を少々高くても、

あるいは不便でも、大都市として買って支える──そ

ういう誇り、プライドを醸成したい。河川環境をよく

するには、私たちが環境面からものをいうだけではダ

メで、自分たちの地域の環境を目に見える形で良くし

ていく具体的な事例があった方がいいのです。 
 
 
 

「ミズガキ」とは水のガキ大将という意味です。い

ま、水辺で遊ぶ元気な子どもたちが絶滅の危機に瀕し

ています。、上流の木が使われなくなった今日、流域全

体の健全性を保つ意味でも、復活キャンペーンを通じ

て木を使う文化を何とか取り戻そう、といったことを

考えています。 
山や海で水辺と接しなが

ら元気に遊んでいた人々が

自分の子どもや地域の子ど

もたちに伝えていくには、

やはり良い環境を再生しな

ければいけません。特に小中学校の先生が“ミズガキ”

ではなくなっているので、ミズガキでない親から生ま

れてミズガキでないまま大人になるという状態を何と

か避けなければなりません。 
その他には、以下のような活動を行っています。 
「あなたの家は水源地」キャンペーン 

「ハンノキプロジェクト里親制度」 

毎年 350 カ所ぐらい「流域一斉水質調査」 

「荒川流域ネットワーク新聞」 

水質調査によって得られた情報を売ることで収入

にしたいと考えています。2003 年度からは、製作した

本や CD－ROM に落とした水質調査データを購入し

てもらうことにしましたが、その精度が問われます。

実力が問われて非常に厳し

く、専任スタッフもいない

ので大変です。こうした新

しい知恵を生み出すための

本質的な戦略を練るための

勉強も必要となります。 
 
 
 

居住地域が都市化すると新住民も増えてきます。す

ると、かつての農業用水路に蓋掛けしたり、金網を張

らないと、落っこちてしまう事故が起こります。裁判

沙汰になったケースもかつてありました。そこで極力、

自分たちで環境を支える“エコプライド”を喚起

「絶滅危惧種ミズガキ復活キャンペーン」 

“都市型ツーリズム”の進め方が課題 

荒川流域ネットワークは、埼玉の母なる河・荒川流域の全流域の住民、子どもたちに対し、東京湾までを視野

に入れた市民主体の一斉水質調査・川辺環境調査活動をベースに、河川浄化と水辺の良好な自然環境の保全・

回復に努め、親しめる川づくりを目指すことを目的に活動している。 

荒川
あらかわ

流域の取り組み（埼玉県） 

   ～特定非営利活動法人 荒川流域ネットワークを中心に～ 
 

「自分たちで環境を支える“エコプライド”を喚起」 
「木を使う取り組みを表彰して活動を促進」 

「小中学校の学習机を流域材で」 
 

             講師  惠
めぐみ

 小百合
さ ゆ り

 氏 江戸川大学社会学部環境デザイン学科教授 

                          (特)荒川流域ネットワーク代表 

荒川流域 
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初歩的な水辺との付き合い方を各現場でトレーニング

していくことが大切だと考えています。農業用水路は

このように使われ、こういう水路の変化がありますよ、

といったことから始めないと、理解してくれない人も

出てくると思うのです。

子どもたちが遊べる、

あるいは飛び込める場

所がどこにあって、ど

ういう安全対策をやっ

ていくかというチェッ

クリストをマップ化し

ようと考えています。 
 
 

 
荒川支流には沈下する木橋が架かっていますが、橋

の材料として木を使う機会は、公共的な場所では非常

に少なくなってしまいました。そこで流域の除間伐材

を使えない状況では流域の水源保全はできないよとい

うことで、「源流シンポジウム」を毎年開催しています。 
大消費地東京を控えた都市住民として私たちが意識

しなければいけないのは、流域産資源が何であるかを

知り、それをきちんと流域の中で支える意識を持って、

資源を経済的に循環させることです。行政がやったり、

税金でやったりという仕組みではうまくいきません。

公益的に支えることは税金で賄うわけですが、私益的

に循環させるとこの木でいくらもうかるという仕組み

も、何とか作りたいと思っているわけです。 
 

 
 

 中流域にある玉川村で

は、地域産材を使って校

舎の木質化や木炭による

水質浄化に取り組んでお

られるので、荒川流域ネ

ットワークとして表彰し

ました。それを流域全体でもチャレンジしましょうと

いうことになったわけです。 
 
 

 
ある教育委員会に「これから小中学校の机や椅子は

流域の木で作ることになったから、とにかくやってく

ださい」と、話を持っていきました。「それは誰が言っ

ているのですか」という質問には「荒川流域ネットワ

ークの惠という者が言っています」といった具合で…。

最終的には教育委員会が流域の木で作った机や椅子を

1 クラス分購入する決定を下し、予算を付けてくれる

ことになったのです。 
いまの小中学校は教育力が落ちているといわれます

が、それは“地域力”が落ちていることと連動してい

ると思います。その対策と流域資源の需要の創出とを

連携させていけないでしょうか。上流の木は、中・下

流では大根１本と同じぐらいの値段しかつかない状況

です。しかし、例えば公立の小中学校の中に流域の資

源を非公共事業的に消費するところが出てきて、年間

何セットくらい使ってくれるという目途が立てば、源

流の方でもプレカット工場を再開しようか、といった

機運を盛り上げることになると思うのです。そうした

ことを流域運動として展開し、経済的に採算が合うよ

うにしようと、仕掛けをしているところです。 
 
 

 
活 動 に よ っ て 得 ら

れた成果は、木材に関

する課題が浮き彫りに

なったことです。また、

ネットワーク的に連携

するメリットは、自分

たちの地域にきちんと

した人が来る仕掛けや仕組みとして、グリーンツーリ

ズムなどが実施できることなどが挙げられます。 
 
 

 
コミュニティビジネスを手がける「荒川コミュニテ

ィビジネスプロジェクト」を立ち上げ、荒川の流域産

品をどうやって魅力的に売るか検討している最中です。

コミュニティビジネスのチャンスを拡大することも、

流域経営の一つの要素だと考えています。はじめは純

粋なボランティアとして、公益活動を行っているとい

う信念を持った人が多いですが、徐々にビジネスチャ

ンスにならないかと考え始めたり、信念だけでは一般

社会における通念的考え方との差異を憤慨する人など

が出てきます。そういう人たちが徐々に入れ替わって

きて、体質的に混ざり合いが起きます。 
 
 

 
荒川流域は、支流域ごとに事情が全く違うので、毎

年荒川流域ネットワークの会議を事務局、実行委員会

が交代しながらやっています。その中で頭角を表し活

動を軽く遂行出来る人もいるし、すごく負担な人もい

ます。活動に参加できる機会をつくって、チャンスを

待っている方に幅広く入ってもらいたいと思います。 

流域産資源を流域で支え、資源を経済的に循環 

木を使う取り組みを表彰して活動を促進 

小中学校の学習机を流域材で 

除間伐材活用の課題が見えた、それも成果 

“コミュニティビジネス”も流域経営の一つ 

参加の機会を通じて人が育ち、輪が拡がる 
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 そもそも「穂の国森づくりの会」を作るとき、活動

の基盤をこの流域に置くという考え方で発足しました。

この流域には 17 の市町村があります。この地域には

「花祭り」といわれるような大変古くから行われてき

ている伝統文化があります。水の出所である流域を活

動の基本とすれば、象徴が森林にあろうということで、

基本的には森をテーマに活動をして行こうとしていま

す。 
 
 
 
 
 森づくり部会では、フィールド活動に関してできる

ことを何でもやっています。例えば体験林業というも

のがありますが、下流側の市民を上流側に案内して、

そこでいろいろな森林作業を体験してもらう、という

ことを定期的に行っています。その他に自分たちもフ

ィールドを持ち、「プ

リティフォレストク

ラブ」というサーク

ルを作りました。そ

こで自分たちのモデ

ル森林を作ろうとい

うのです。 

また、「穂の国みんなの

森事業」というものがあ

ります。豊川の上流付近

の段戸山という国有林に

一部原生林が残されてい

るのですが、ここの隣で

原生林を広げようという活動をしています。ちょっと

無謀に近いと言われているのですけれど、もう４年目

に入ろうとしています。やってみるとこれがなかなか

奥が深い、植物のいろいろな仕組みがよくわかって大

変面白いのです。そこは豊川の一番の源流、水源地で

すが、運用の仕方によっては子供の事業もいろいろな

展開ができると、今大変忙しくしているところです。 
 ＰＲの部会ですが、小学校への訪問事業をして水の

大切さ、森の働きなどをＰＲしています。当然、中に

は野外に連れて行ってやることもあります。 
 政策提言部会では、2000 年に「穂の国森づくりプラ

ン」という提案書を出しました。その中で例えば森林

整備するための基金を創設したいということで、資金

調達は水道料金に上乗せする方法で、17 の市町村全て

一緒にスタートしようという呼びかけをしています。

少しずつ議論を進めてきた結果、2005 年の運用をめざ

して地元での合意が進んでいます。その年に合わせて

「穂の国森林祭 2005」も開催する予定です。流域全体

をあげてのイベントをいろいろと組んで、出来ること

はできるだけ全てやっていこうと思っています。上流

と下流が一緒になって、あるいは山間部の人たちの今

後のあるべき姿というものについて考える手がかりに

なるようなイベントができればいい。森林に関する国

際会議もできるだけ内容の濃いもので展開したいと、

準備を進めています。 

流域の活性化は森づくりから 

森林体験・森づくり基金…、“できることは 
何でもやる” 

穂の国と呼ばれた東三河の森林の公益性と豊かな伝統を確認し、流域市民、企業、行政のパートナーシップの

もとで、東三河の森林の保全、育成、再生等を通じて、循環型地域社会の実現を図ることを目的に活動してい

る。 

豊川
とよがわ

流域の取り組み（愛知県） 

   ～特定非営利活動法人 穂の国森づくりの会を中心に～ 

 

「流域の活性化は森づくりから」 
「森林体験・森づくり基金…、“できることは何でもやる”」 

「『東三河環境認証材』流域認証材をもとに地産地消の経済システムをつくる」 
 

             講師  原田
は ら だ

 敏之
としゆき

 氏  (特) 穂
ほ

の国
くに

森づくりの会事務局長 

豊川流域 

地 域 の 山 の

木材を活用 
地 域 の 山 が

荒れている 
地 域 の 山 の

環境が改善 
身 近 な 循 環 型

社会の進展 

循環 
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 流域の山間部

には、林業目的

で植林している

人工林が相当あ

ります。産業的

には以前は林業

地の一角として

入れた所だと思

うのですが、今

は悲鳴を上げる状態になっています。思うに任せない

森林整備に少しでも取り組んでいく必要性から、私ど

もの地域が指定しているエリアから出てきた木材を認

証していこうとしています。強く打ち出していくのは

「環境面から見て充分な手入れをした上で出てきてい

る森林であるかどうか」、「それが将来的に持続可能な

森林経営に適しているかどうか」という判断基準です。

単なる場所の認証ではなく、その森林の環境面を含ん

だ判断基準をはっきりと出していくことが自分たちの

地域の環境改善につながると思っています。更にそれ

を流域社会全体で応援していく仕組みにする必要があ

るのです。 
認証材の仕組みは、認証材にラベルを用意して、消

費者の手元に届いたときに判るようにします。これを

地産地消というかたちで進めます。上流側の森林所有

者と林業経営者は今大変に疲弊していますが、認証材

の仕組みによって、下流側の人たちが関心を持ち、し

かも自分たちが積極的にそれを使っていく仕組みを作

り、かつ奨励することが出来ていけば、上流部と下流

部の関係や経済的な仕組みも変わっていきます。山間

部から出せる資源は限られているので、今後こういう

ものが資源として、経済支

援となっていろいろな意味

での評価を高めていくこと

も必要であろうと思い、そ

の仕組みを作ろうとしてい

ます。木材の認証機関は当

面、穂の国森づくりの会が

引き受けることになってい

ます。手ごたえは感じてお

り、地元の経済システムの

ためにも進めていきたいと

思っています。 
 
 
 

 
 
 なぜ『東三河環境認証材』を取り上げたか、理由を

二つ申します。その一つは、地元に住んでいる人たち

自身が、環境面に直に関わりをもっているという直接

的な実感が持てるようなものを１つ作りたかったこと。

もう一つは、上流部の人たちが林業不振で苦戦してい

るなかで、下流側の人たちが実際に、具体的に手を出

すことによって何か変わっていく可能性があるのなら

ば、上流と下流の人たちが協力できる仕組みを作りた

かったということ。この二つに発想の元をおいた上で

いろいろ検討した結果、是非これをやりましょうとい

うことになったのです。愛知県から、可能性はあると

いう評価はいただき、出先の東三河事務所等の方々に

は、応援や協力をいただいております。 
 もう一つ、活動により得られた成果があります。そ

れは、今までの活動ではなかったいろいろな団体との

つながりが始まってきていることです。大変裾野が拡

がっています。例えば建築設計士の方々で作っている

建築士組合や大工組合の方々に組織的に関わっていた

だけるようになったので、家を建てる場合の推進力と

なっています。例えば、「今でも木造建築を望んでいる

お客さんがいっぱいいるよ」というアドバイスを頂く

など協力体制ができつつあります。これは大変心強い

ことです。 
このような状況で私達が一番やらなくてはいけない

のは、消費者ＰＲです。環境面の成果や期待できるも

の、あるいは取り組む必要のあることがどれだけ大き

くなっていけるか等を消費者の方々に充分にＰＲして

いくことが、現在我々に課せられた一番大きな役割と

思っています。逆に消費者の声が大きくなればなるほ

ど途中の業者さんの応対も良くなるだろうという考え

でいきたいと思っています。 

『東三河環境認証材』流域認証材をもとに地産

地消の経済システムをつくる 
地産池消の仕組みが育む環境・経済・縁の効果 

認証プレート（案） 

認証システムの概念図 
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斐伊川くらぶは「斐伊川流

域圏構想」という構想を持っ

ています。斐伊川流域が有す

るさまざまな資源を今日的な

意味も含めた価値観で再評価

し、流域の住民の方と共有す

る。そして協働と連携という

手法によって、広域的で公益

性のある流域環境保全活動に

取り組み地域振興に寄与する。

特に流域の基本資源である

「水」「森」、負荷を与える「ひ

と」にこだわって活動事業を

展開しています。 
「斐伊川流域圏構想」の具体的な将来像は、「自立で

きる流域圏」を創り上げること。要するに流域住民や

多様な主体という地域力が流域連携によって環境保全

活動に取り組むことで、地域振興に寄与し、活力ある

流域圏を創り出すことを目標としています。 
 
 
 

斐伊川くらぶは、すべての活動事業に次世代の子ど

もたちを中心主体として取り込んでいます。特に次の

２つの事業については「総合的な学習の時間」と積極

的に連携を図って活動を行っています。 
 １つは「宍道湖ヨシ再生プロジェクト」、宍道湖の水

環境復元目指す活動です。これは斐伊川くらぶ理事長

が特許を持っている“ヨシ植栽用竹ポット”に、ヨシ

の地下茎を入れ、宍道湖の湖岸に植栽し、水質浄化と

生態系保全を図る活動で

す。使用する竹ポットは、

すべて湖岸の小学校４年

生以上の子どもたちが、

「総合学習の時間」に斐

伊川くらぶの指導で作っ

ています。 
 もう１つは「どんぐり

の森づくり」という世代

間連携による緑化復元活

動です。斐伊川上流域に

平成 22 年を目途に尾原

ダムが建設されています。旧国道の付け替えのため、

道路が山の中腹斜面につくられ、山は法面づくりのた

め広範囲に緑を失います。剥き出しになった山肌は、

花崗岩の風化土壌です。そこで、斐伊川くらぶは「ど

んぐりの森づくり」提案を行い、ダム周辺の２つの町、

仁多町・木次町の小学校やダム移転者に呼びかけどん

ぐりを拾ってもらい、一方、松江市および平田市など

下流域の小学校児童には孟宗竹を利用した“どんぐり

竹ポット”を作ってもらいます。この“どんぐり竹ポ

ット”も斐伊川くらぶ理事長の発案です。次に竹ポッ

トとどんぐりを持って尾原ダム内用地に集まり、尾原

ダム移転者の会の方々や自治体、国土交通省に贈呈し、

どんぐりポットに種を植えます。地元でどんぐりの育

苗をしてもらい、翌年全員で緑化復元のため、山の法

面に植栽していく取り組みです。 
 
 
 
 斐伊川くらぶは、流域の環境保全活動を通して、い

かに地域振興に寄与できるかを基本軸としています。

斐伊川上流に建設予定の尾原ダムによって 111 戸が家屋移転を余儀なくされた。このことを契機に、上流と下

流住民との交流を促進し、都市部住民が中山間地域の実態を理解し、将来を担う子どもたちを交えた中山間地

域の交流人口を増やすことによって、地域の活性化につなげて行くことを目的に活動している。 

斐伊川
ひ い か わ

流域の取り組み（島根県） 

  ～特定非営利活動法人 斐伊川流域環境ネットワーク 斐伊川くらぶを中心に～ 
 

「地域振興に寄与し、自立できる経済圏をめざす」 
「活動実績が求心力を生み、子どもが周囲を動かす」 

「対面でゆっくりと時間をかけて話す、何よりもコミュニケーションが重要」 
 

             講師  飯田
い い だ

 幸一
こういち

 氏  (特)斐伊川くらぶ事務局長 

 

斐伊川流域 

地域振興に寄与し、自立できる流域圏をめざす 

子どもや学校が関わることができる各種の取組 

活動実績が求心力を生み、子どもが周囲を動かす
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活動事業が多様な主体に評価されるには、波及力と求

心力のある事業プログラムをつくることです。そのた

めには、実践活動を通して事業のブラシアップが要り

ます。また、創造力と実行力のある人が必要となりま

す。固定された常識(価値感)から、非常識な価値観に

よって常識化ができる人が必要です。幸いにも斐伊川

くらぶは、活動実績が評価されて、少しだけ社会的な

信頼性＝求心力が持てるようになりました。 
それと私たちは活動の未来性と継続性を考え、中心

主体に子どもたちを位置付けていますが、子どもたち

が参加すると地域が動き、父母が動く。地域や人が持

つ垣根が簡単に越えられます。 
 
 
 
 地域循環型エネルギーづくり活動として、斐伊川流

域で「菜の花プロジェクト」に取り組んでいます。 
尾原ダム内用地で下流域住民が菜種を播き、搾油して

食利用します。この使用済みの油は松江市と連携して

回収している市内の廃食用油と合わせ、精製してディ

ーゼル燃料に造り変えています。現在、松江市のゴミ

収集車７台に、このディーゼル燃料を供給しています。 
 菜の花プロジェクトの効果は、住民主導で取り組む

ことが出来ること。また、世代を越えて参加がしやす

いこと。地域の事情によっては、どの工程でも利用で

きること。参加性の高さから現在、松江市全域に活動

が広がっています。また、中山間地域で菜種を栽培し

てバージンオイルを造り、市内から回収する廃食用油

と混合して高品質、適正価格、安定供給できる燃料化

事業のビジネスモデル研究にも取りかかっています。 
 
 

 
 
 

ＮＰＯの社会的地位を確保するためには①人と組織

の信頼性の確保。②モチベーション(地域力)の醸成と

維持、刺激と達成感。③当事者意識の継続と合意形成。

最後が④主体と客体の見極め。これらが必要とされる

と思います。 
一番大切なことは、時間を贅沢に使ってコミュニケ

ーションを図ること、対面で直接話すことです。“叩け

よ、されば開かれん”何処へだって出かけていきます。 
 

 
 

私どもは行政と一体になって流域の活動をしており、

実績評価により支援や助成また委託を受けています。

信頼や責任に応えられる活動事業の推進や組織運営管

理に努め、結果として良好な関係が築かれていますが、

国や県との“距離”を感じることがしばしばあります。

自然再生推進法に係る事業などは、その匂いすらあり

ません。もう少し、第三セクターとしてのＮＰＯの力

量を精査して協働的な事業が存在しても良いのではな

いかと思います。評価や説明責任についてのたとえ話

ですが、仮に国や自治体が事業に係る支出責任を問わ

れることがあれば、ＮＰＯが説明責任を果たせるよう

な力量を培わせることも“距離”の問題であると思い

ます。私たちは自ら議会や行政に出向いて活動の効果

説明をしてもいいと考えています。 
 余談ですが、福祉系ＮＰＯ活動は、人に対して行う

サービスですので比較的定量化をしやすく、競争原理

が働き、客観的評価が得やすい。それに対して環境系

ＮＰＯ活動は、客観的評価が難しく、例えば「ヨシを

１万本植えたから、何リッター

水がきれいになりましたか？」

と聞かれても答えられません。

このような場合、行政の説明で

はおのずと限界があり、時とし

て無理な数字で評価説明をして

しまいがちです。「計画どおり何

本植林しました」とか「100 本

植えたからこのような効果があ

る」等です。国土保全や環境保

全活動は、自らも、それにふさ

わしい評価基準と評価機関の設

置を検討していかなければＮＰ

Ｏの活動財源の道が開かれませ

ん。ＮＰＯの原則は「自主」「自

発」そして「自立」という“３

自のあなた”だからです。 

斐伊川流域菜の花プロジェクト事業の成果 

対面でゆっくりと時間をかけて話す、何よりも

コミュニケーションが重要 

自ら行政や議会に出向いて活動の効果を説明 
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江の川流域は、面積 4000 平方 km あります。そし

て江の川から日本海側へは、広島県に降った雨のおよ

そ 4 分の１の量が流れていることになります。広島県

と島根県にまたがっているというのは、ロケーション

としても非常に面白い川だと思っています。河川争奪

の現場を目の当たりにできるような、瀬戸内海に流れ

る太田川と攻めあった場面がきちんと残っていたり、

あるいは石見、出雲の文化が神楽というかたちで伝承

されて残っていたりという関係が集中的にみられるの

です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 食べもので言えば“ワニを食う文化圏”。ワニとは因

幡の白兎に出てくるフカのことですが、それを“食べ

る”という上品な言い方ではなく“食う”文化圏と言

い、これも日本海の文化の一つではないかと思います。

これらが中心的な町である三次市を中心としてあるこ

とは非常におもしろいところです。 
 

 
 
高齢化率は集落単位で見ると平均年齢が 60 歳、70

歳がざらになって、「限界集落」と言われ明日にも消滅

しそうな集落もかなりあり、現実は非常に厳しいです。

そして、今進んでいる市町村合併のなかで、そのよう

な地域がますます出てくる懸念があります。 
それを解消し、きちんとした形で集落を維持するこ

とを議論するなかで、「もうひとつの役場組織の組み立

てができないだろうか」を考えています。小学校区単

位、あるいは大字単位、旧村単位ぐらいで、生産もで

きる収益も上げながら自立していけるような住民組織

ができないかと考えています。少しオーバーな言い方

をすれば、生活総合支援センターと言ってもいいかも

しれません。今ある公民館、地区の社会福祉協議会、

あるいは JA の出先、役場の出先、郵便局などが集合

体で地域の生活をカバーすることをイメージしており、

そのような「もうひとつの役場」が是非必要であろう

と言っています。 
 
 
 

地域を見渡してみてオピニオン

リーダーが皆無に近いと感じます。

今まで県や外郭団体が「リーダー育

成・養成講座」をずいぶん行ってき

ましたが、この 15 年、ほとんどそ

のような勉強の機会を企画しなかっ

たため、人材がかなり欠落している

と思われます。そのため、国の事業

費を頂き、人材育成の講座を開催し

ました。 

独自の文化が残る江の川流域 『もうひとつの役場』で集落を支える 

交流ネットを促進する人材育成から 

「ひろしまね」は広島・島根の県境をこえた情報収集や交流活動を進め、広域連携組織や各種団体の活動を支

援しながら、住んでいる人が幸せで充実した暮らしが実現できるような地域づくり、訪れる人が心いやされ、

住みたくなるような理想的な住環境を創造することを目的に活動する。（平成 16 年 5 月ＮＰＯ法人として発足）

江
ごう

の川
かわ

流域の取り組み（広島県、島根県） 

   ～ 「江の川流域会議」の発展と「やまなみ大学」から ～ 
 

「『もうひとつの役場』で集落を支える」 

「地域サポートはプロにも 良いサービスは有料でも」 
「やまなみ大学の講座が地域づくりに寄与」 

 

             講師  安藤
あんどう

 周治
しゅうじ

 氏 江の川流域会議代表 

                         「（特）ひろしまね」準備会メンバー 

江の川流域 
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人材養成のプログラムは行政も我々もやっていきま

すが、もうひとつ、地域サポートをプロとしてやって

いく仕組みが必要ではないかということで結論づいた

のがＮＰＯ法人「ひろしまね」の立ち上げです。 
 今までボランティアが主導だったのですが、地域の

人たちが行政もお金がなくなったことを見聞きし、地

域のサービスに関してお金が必要なのだということも

実体験として認識し始めました。行政の補助金や助成

金だけでは回らないということもだんだんわかってき

たのです。その認識の仕方が、この１・２年で大きく

変わってきたように思います。 
特にこの「ひろしまね」の立ち上げでは、経済的な

視点に立つ「目覚めの時期」に、地域の人々が移り始

めてきている気がします。必要経費ぐらいはどこかで

稼がなければダメ、自分たちが負担してでも良いサー

ビスならば受けてもよいという認識が生まれつつあり

ます。高齢化率が 40 パーセント以上の地域のため、

介護保険による実体験としても「サービスを受けるに

はお金がかかる」ことを認識しはじめたのでしょう。 
 
 
 
 昨年度は江の川文化圏会議主催で、実際の企画・運

営を「ひろしまね」の準備会メンバーが担って「江の

川インストラクターの養成」を行いました。今年度は

２講座「文化と環境」というタイトルで行いました。

それらは毎回 20 人定員のところ、30 人近い方々の応

募があります。特に中高年齢の方々のニーズが高いと

いうことは我々予想外の特徴でした。そういった方々

をターゲットにすれば年間 2 講座、補助金が出ている

のでやれたという面もありますけれど、内容にも拠り

ますが大体 15,000 円から 20,000 円程度ぐらいの負担

でプログラム展開ができると思います。ニーズとして

も、参加費として 15,000 円から 20,000 円程度ならば

参加してみたいという統計数字も出ています。そうい

う意味ではプログラムの立てかた、実施の仕方、今ま

でとは異なるサービスのかたちにより、充分、下流域

の方々にプログラム展開ができるでしょう。 
 
 
 
 新たな動きを事例として紹介したいのが、広島県が

行っている「中国山地やまなみ大学」です。2002 年に

発足しました。 
 これは残念ながら中国山地が最初ではなく、すでに

四国に通じるしまなみ海道をキャンパスにして作られ

た「しまなみ大学」をヒントにしています。同様に中

国山地版はできないものかという声が地域から聞こえ

てきた結果、「しまなみ大学」の山版として「やまなみ

大学」が出来ました。 
「やまなみ大学」は、

中国山地の広島県の北側

を中心に地域設定をして

事業展開をしてきました。

講 座 数 も 年 間 を 通 じ て

200 前後、 多い時には

240 ほど開かれたと思い

ます。公民館のプログラ

ムのような内容も多いな

ど、取り立てて目新しい

講座を開いているわけで

はありませんが、それもひとつの狙いでした。つまり、

今までは自分達はお金のことを考えずに人に来てもら

えばいいというような意識であったものを、ボランテ

ィアではなく、受講料を取ってきちんとしたサービス

を提供する、お客様のニーズにあったものを自分たち

で整えて、お金にも少しなれば、という視点が織り込

まれているのです。 
 
 

 
や ま な み 大

学の各講座では、

平均 10 人～20
人程度ぐらいの

募集規模でサー

ビスを提供しお

り、毎年 5,000
～6,000 人ぐら

いのお客様を確

保しています。

なんとか目的数

に達しているのではないかという気もしています。た

だこれは、お客様の確保数だけを評価するのではなく、

サービスの質を満足させるための適当な人数を考慮し

て評価しなければなりません。 
例えば、お客さんの入り具合の一番いいプログラム

は「そば打ち道場」ですが、何回やっても 200～300
人のお客様を確保できています。また、もうひとつ、

出前講座のかたちで広島市内のアンテナショップであ

る「夢プラザ」で行っているリース（花やツタの輪）

の製作が非常に効果を上げています。リピーターが山

のアトリエにもお客様としてお見えになっているなど、

「夢プラザ」のＰＲ効果も非常に大きいと聞いていま

す。 

やまなみ大学の講座が地域づくりに寄与 

お客様へのサービスの質を考えたプログラム形成「ひろしまね」で広がる交流活動と成果 

地域サポートはプロにも 
        良いサービスは有料でも 
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吉 野 川 流 域 は か な

り広域で下流は元気で

すが、上流は極めて厳

しい状況があります。

下流からの距離がもの

すごくあるために、下

流の元気がそのままた

どり着かない状況にあります。下流のＮＰＯ活動が非

常に活発なのに対して上流はついていけない“片思い”

の状態が続いています。下流から相当熱い思いがあり、

比較的有名な香川の「どんぐり銀行」の活動は、もう

10 年以上になります。また香川は中学生になると必ず

１回、早明浦ダムまで、高知県の中学生も知らないと

ころにやってきます。最近は、徳島では上流の木を使

って家を作って里山を復活させる「里山の風景を作る

会」があります。香川の例ですが、建築士さんたちが

「自分たちの企画で日本の木を使った家づくりをした

い」と、自分たちが上流に行き、山持ちの方や木材工

場あたりと協力しながら進めています。家を作ること

によって間伐材を消費する動きは定着しかかっている

と思います。両方とも年間 10 棟以上のペースで家が

建っているので、しっかり根付いていると言えますが、

嶺北全体からいうと必ずしも下の熱い思いを受けきれ

ていないと思っています。 
 
 
 
 
 いま、嶺北地域でも住民による地域づくり活動が始

まりつつありますが、その核になる人たちのほとんど

は昭和一桁生まれです。彼らは向こう５年間ぐらいで

後期高齢者に入ります。そのため、各集落の維持が出

来ない状態になりつつあります。ここへ、例えば下流

からのＮＰＯが“皆で頑張ろう”という話をしたとき

にどれだけ山の人たちに響くのか、実現性があるのか

という問題があります。限界集落化しているところに

放り込まれた若い人は、ここでやっていけるのだろう

かと腰が浮きます。何かここで“頑張ろうね”という

根性が出にくくなっているのです。客観的に厳しくな

った地域に「他でやれているからＮＰＯで頑張れ」と

いう話で良いかをきちんと考える必要があります。 
 
 
 
 動きの中で一番気にかかるのは、荒廃林所有者の意

識の問題です。例えば「全面支援で、一円も要らない

から強間伐をさせてください」という提案をしても

「NO」という所有者が非常に多いです。それは苦労

して植えてきたことや、強間伐によって相当禿げ山に

見えることへの抵抗もあるのかと思います。或いは面

倒だから知らん顔というケースもあります。“片思い”

はこういう所でも現れていると思います。 
 
 
 
 

嶺北では、標高が高いため虫がわきにくいので、低

農薬の野菜を作り始めました、低農薬のほうれん草や

レタス、ししとうなどです。これには、県の農業改良

普及所や農業試験場が関わり、特に畑作に関しては環

境保全畑作センターの技術開発が引き金にもなりまし

た。ここにＪＡがうまく絡んで動き始めたのです。も

下流から上流への片思い 

高齢化がいっそう厳しくなる中で集落維持が困

難化 

県の出先機関の力を得て地域ブランド「れいほく

八菜」の構築 

森林所有者の意識の問題 

高知県嶺北地域は 3 町 2 村で構成され「四国の命」とも称される早明浦ダムをかかえている地域である。過疎

化高齢化が年々厳しくなる中で、地域住民が町村の枠を越えて、“れいほく”をテーマに産業振興や地域づく

り団体の形成を進めている。 

吉野川流域の取り組み（高知県） 

   ～嶺北
れいほく

地域の取り組みから～ 

 

「下流から上流への片思い」 
「県の出先機関の力を得て地域ブランド『れいほく八菜』の構築」 

「森林所有者の意識の問題」 
 

             講師  飯國
いいぐに

 芳明
よしあき

 氏  高知大学人文学部教授 

 

吉野川流域 
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う一つ特徴的なことは、ＩＳＯの実践農家として認証

取得していることです。環境保全畑作センターがＩＳ

Ｏを取得し、その系列に農家が加入します。ＩＳＯの

運営に関わる費用はすべて県が負担します。 
従来高知は園芸連として全部ひとくくりにして出

荷していましたが、嶺北では「れいほく八菜」という

特定ブランドをつけています。園芸連流通をぶち破り、

また、堆肥センターや、そこの技術をうまく使い、何

よりも広域で対応したことに最大の意義がありました。

ししとう、ピーマン、なす、トマトなど、５町村で採

れる作物がばらばらにありますが、これをまとめて「れ

いほく」ブランドで出荷しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 「れいほく八菜」を構想した振興協議会では，減農

薬野菜だけでなく、「れいほく八稲」「れいほく八果」

「れいほく八花」「れいほく八景」といった作目を超え

た「れいほく八○」ブランドの構想を持っています。

このブランドは個別の商品と対応するものではなく、

地域全体のブランドであり、「地域ブランド」と呼ぶに

相応しいものです。そこでは、嶺北の自然資源を地域

経営の視点で利用しようとする戦略が明確に提示され

ています。その射程には商品を販売するだけでなく、

ツーリズムや教育も入っています。これはポスト公共

事業の産業を考える上でも重要な戦略です。さらに地

域ブランドを作る流れの中で、初めて上下流の交流を

しようという話が出てきたのです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 一方、「れいほく」をブランド化する条件を熟しつつ

あります。1975 年に早明浦ダムが完成して以来、嶺北

地域は下流の香川・徳島の両県の水源地域としての認

識が確立し、94 年の渇水以降は嶺北地域中央部にある

早明浦ダムの存在感が急速に増しました。下流からの

源流に向けた関心は高く、例えば、上下流の交流を意

図したボランティア・ＮＰＯ関連の組織だけでも、ど

んぐり銀行、ＮＰＯ「木と家の会」（以上，香川県）、

吉野川源水をはぐくむ会、ＮＰＯ法人「里山の風景を

作る会」（以上，徳島県）と多彩です。下流域からの関

心は、源流地域の資源に一種のブランドを与えます。

地域ブランドは嶺北地域が生み出す商品やサービスに

共通して利用できるスケールメリットを有しており、

産業振興も容易になります。 
 
 
 
 しかし、これまで源流地域のブランドは十全に活用

されてこなかった経緯があります。最大の原因は、嶺

北地域の資源利用を統一的な視点から束ねる組織が存

在しなかった点にあります。「れいほく八菜」は、まさ

にこの隘路を部分的に突破した事例です。農業分野だ

けですが、嶺北地域の行政・民間が振興協議会を組織

し、統一的なブランドの創出に成功しました。ただし、

振興協議会が構想するようにツーリズムや教育を組み

込んだ地域ブランドの確立となると、この体制では不

十分です。県の出先はもとより縦割りの中で業務をこ

なす体制に組み込まれており、産業間の調整主体には

なりにくいです。こうした範囲の経済を実現する主体

としての機能が求められます。広域の資源を統一的な

視点から把

握し、「地域

を変革して

いくための

道筋を考え

る」主体。

すなわち、

地域経営の

主体が求め

られます。 
 
 
 
 少し不安なのは、農林業を見る限り、地域を担う政

策はほとんどなくなっていることです。例えば、直接

支払い一本のようなかたちになっており、多年度型の

地域政策がほぼ見当たりません。地域を支える政策の

必要性が生じている気がします。 

産地ブランドの形成を経て、下流地域へ展開 

新たに地域を支える政策の必要性 

広域的に資源を活かせる地域経営主体の必要性 

大豊町

土佐町

大川村

本川村

本
山
町

ＪＡ土佐
れいほく

嶺北地域農業
振興連絡会議

嶺北農業改良
普及センター

夏秋野菜導入の検討（９４）

低農薬スナップエンドウ（９８）

低農薬ホウレン草他（９９）

レタス・シシトウ（００）

ＩＳＯ実践農家（０２）

大豊町

土佐町

大川村

本川村

本
山
町

ＪＡ土佐
れいほく

嶺北地域農業
振興連絡会議

嶺北農業改良
普及センター

夏秋野菜導入の検討（９４）

低農薬スナップエンドウ（９８）

低農薬ホウレン草他（９９）

レタス・シシトウ（００）

ＩＳＯ実践農家（０２）

地域のブランド化 

広域的地域経営 

上下流交流 

「れいほく八○」拡大構想

 

 他年度の 
地域政策 

広域的地域経営 新市 

県 

ミニマムの
生活維持 

小規模自
治組織 

町 
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 筑後川の流域連携は「筑

後川フェスティバル」が起

源です。今から 17 年前に

筑後川下流域の大川市で始

まりました。背景には、20
年ほど前から続く家具不況

があります。大川は「家具

の町」、特に婚礼家具で有名

な地域です。家具の材料は

もともと上流の日田の山奥

から切り出されて日田に集められ、そこから筏（いか

だ）を組んで運ばれていました。人の絆も非常に深か

ったようです。例えば、筑後川の上流には下流からお

嫁さんに行った人が意外と多いのです。 
大川活性化協議会では大川を活性化するにあたっ

て、まずは切れて久しい流域の絆を取り戻さなければ

ならないと考えました。 
筑後川フェスティバルなどを通じて、いろいろな考

えをもった人が飛び込んでくる可能性があります。そ

のような方々が、活動を活発にさせることができます。 
 
 

 
このフェスティバルは持ち回りの実行委員会方式

で実施していたので、継承性をもたせるのがなかなか

難しいのです。新しく実行委員会を立ち上げると、そ

もそもフェスティバルにおける自分の役割とは何か、

ということから説明が始まったりする。年に１回しか

流域全体の人が集まらないこともあって、せっかくで

きた“連携という絆”資産が継承されないわけです。

この問題を解消するために発足したのが「筑後川流域

連携倶楽部」だったのです。 
 
 

 
筑後川流域連携倶楽部は、筑後川流域で環境保全や

地域づくりに取り組んでいるグループのネットワーク

組織です。それぞれの参加者が自主的な決定権を持っ

ていることが組織の特徴といえます。やりたいことが

あれば勝手に手を上げ、それに賛成する人をわれわれ

のネットワークから選び出してグループ化する。つま

り「この指とまれ方式」でやっているわけです。 
 
 
 
 
 今日までの活動を通じて得られた成果は“障害の克

服”です。われわれは何か事業をやるときには常に、

失敗する可能性があると考えています。必ずしも成功

するとは思っていません。面白いからとりあえずやっ

てみようということから始まる。そのかわり、やり出

したら失敗したときのダメージをできるだけ小さくし

ようという考え方でやっています。ここが行政と根本

的に違うところで、われわれは大いに失敗が許される。

これがネットワークの強みではないかと思います。 
 
 
 
 ただ、情報だけはきちんと皆さんに伝達しなければ

いけません。われわれの事業でもそのことを特に重視

しています。その一環としてわれわれは年４回「筑後

川物語」という機関紙と、ＮＰＯの活動を中心に編集

した「筑後川」という機関紙を発行しています。 

絶えて久しかった流域の絆が筑後川フェスティ

バルで復活 

“絆”資産を継承する筑後川流域連携倶楽部 

「この指とまれ方式」で活動を推進 

失敗が許される“特権”を生かし、面白いことは

とりあえずやってみる 

機関誌や流域新聞を発行、情報伝達を特に重視 

筑後川流域圏における地域連携を深めるための情報交換と人的交流を促進し、流域圏における環境向上や文化

及び産業復興の発展に寄与し、連携事業により観光及び地域振興を図ることも目的として活動している。 

筑後川
ち く ご が わ

流域の取り組み（福岡県、大分県、熊本県、佐賀県） 

   ～特定非営利活動法人 筑後川流域連携倶楽部を中心に～ 
 

「『この指とまれ方式』で活動を推進」 
「失敗が許される“特権”を生かし、面白いことはとりあえずやってみる」 

「ビジネスマンが流域連携の大切な担い手」 
 

             講師  駄田井
だ た い

 正
ただし

 氏 久留米大学経済学部教授 

                         (特)筑後川流域連携倶楽部理事長 

筑後川流域 
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 また、流域でどのような

ことが起こっているかとい

うことも重要な情報です。

上流の人は下流のことを意

外に知らないし、下流の人

も上流のことをあまり知り

ません。だったら上・中・

下流の情報を流域全体の人

に知ってもらおうじゃない

か、ということで作ったの

が「筑後川流域新聞」です。 
 
 

 
ＮＰＯはどうしても資金不足なの

で、資金源として、このカードで買

い物をすると、ＮＰＯに 0.3 パーセ

ントのキックバックが入る仕組みで

す。会費の回収もこのカードででき

るのです。ただ、あまり加入者が増

えないのが悩みです。 
 

 
 
 地域通貨も試みています。最初は４年ほど前です。 
平成 15 年の筑後川フェスティバルで期間限定の新し

い「記念カッパ」を発行しました。われわれが筑後川

フェスティバルをやるときにはいろいろな予算が付き

ますが、その予算を担保に地域通貨を発行しようとい

うことです。 
 
遊び・学び・仕事を一体化 
        「筑後川まるごと博物館」 

 
流域の中で遊びと学びと仕事が一体化するような

事業を連携軸でやっていくことが必要だと思っていま

す。筑後川まるごと博物館では筑後川流域全体を１つ

のフィールドミュージアムとみなし、いろいろな遺産

を残していこうとしています。この中では「学芸員」

の養成もやっています。これは久留米大学の産業経済

研究所が行っている流域講座を公開講座で開くように

なったの

が発端で

す。学芸

員には、

筑後川ま

るごと博

物館の運

営の中心的な役割を担ってもらっています。ここでい

う「学芸員」とは一般的な資格を持つ学芸員とは違い

ます。独自にそういう呼び方をしているのです。 
 
 
 

 
筑後川全体をテーマパークのように考えようとい

うわけです。ただ、そういう観光資源を漠然と開発す

ると魅力が出なくなるので、私はこれをゾーン分けし、

それぞれの特色を生かすようなものにしたいと考えて

いるのです。そうやって特色付けて観光客に来てもら

うということで、国土交通省と一緒にリバーツーリズ

ムの拠点になるように計画しています。 
 
 
 

これは筑後川流域のいろいろな特産品や手作りの

商品を、インターネットやフリーマーケット、物産展

などを通じて、皆さんに紹介していこうという試みで、

「SOHO 筑後川」というグループの人たちと様子を見

ながら運営しているものです。久留米の「井筒屋」と

いうデパートにいろいろな地域の特産品や面白い伝統

工芸品などを集めている「筑後文化村」というコーナ

ーがあるので、その場所を借りてフリーマーケットと

一緒に品評会を実施しています。 
 
 

 
個人的な考えですが、「まるごと博物館」は財団法

人にしたいと思います。また、「リバーパーク」は株式

会社化し、「リバーマーケット」は協同組合方式で運営

できないかと考えています。ＮＰＯとしてやったほう

が良い場合はＮＰＯで行い、純粋に利益を出すところ

は株式会社などの方式でやるといった、柔軟な組み合

わせが重要ではないかと思います。 
 

 
 
筑後川流域連携倶楽部設立のきっかけとなった筑

後川フェスティバルに関わった人たちは、単に環境問

題だけに関心があるわけでなく、青年会議所等のビジ

ネスマンが多かったことが重要です。こういう人達は

かなり行動力を持っており、半分ぐらい我々を支えて

くれています。流域連携の活動は、ビジネスマンもど

れだけ取り組めるかにかかっていると思います。きれ

い事を言って活動しているだけでは長続きはせず、広

がっていきません。 

流域のテーマパークづくり 
     「筑後川まるごとリバーパーク」 

ビジネスマンが流域連携の大切な担い手 

事業特性に合わせた組織形態の選択 

ＳＯＨＯが担う「筑後川リバーマーケット」 

予算を担保に地域通貨「カッパ」の流通拡大 

「筑後川カード」クレジットカード 

筑後川まるごと博物館 マップ 



 

◆経済的な側面から見た流域連携のとらえ方 
 

 過疎地域一般の振興（右図Ａ）、ＮＰＯと

行政の関係構築（右図Ｂ）、地域通貨・コミ

ュニティビジネス等の発展（右図Ｃ）が重

なる分野において、河川の存在を契機とし

たものが本研究会が対象とする流域連携で

ある。 
 Ａ～Ｃが重なるものの中で、河川の存在

が契機となって流域連携の活動が生まれる

ことが比較的多いと思われるのは、水資源

の確保、河川の水質浄化・維持、水源林の

整備という価値が広く国民一般に認知され、

共有された善だからである。 
この善の存在を受けて人はボランタリー

な活動を起こす。この善は普通の市民の生

活とかけ離れたものではないので、発案者

の行動はある程度までは自然な広がりを持

つ。しかし、そこから活動固有の壁を乗り

越え、広く世間一般に認知された永続的な

活動のレベルまで達するのが必ずしも多く

ないこともまた一般的に認識されている。 
 水源地域などでは規模の

小さい事業者が経験的に商

品・サービスの開発にあた

ることも多く、下流地域の

ニーズに対応した開発を行

う余力がない場合も見られ

る。そのようなところで、

ＮＰＯなどが連携して商

品・サービスの開発や流通

の支援を行っていくことに

より、結果的に流域のコミ

ュニティが形成され活気が

生まれてくることが、持続

的な活動にもつながる。い

わゆる営利活動の観点では、

十分に利益を上げることが

難しい所でも、非営利活動

の観点では、何とか経済的

に回り始めるようであれば、

その波及効果として水源地

域の暮らしや環境が保全さ

れ、持続可能な流域の社会

を生むきっかけとなること

を期待して、ＮＰＯは活動

をはじめる可能性がある。  

 

Ｂ：ＮＰＯと行政と

の関係構築 

Ａ：過疎地域 

一般の振興 

流域連携 

水資源の確保 
河川の水質浄化・維持 
水源林の整備  等 

河川・流域 

Ｃ：地域通貨・コミ

ュニティビジネス

等の発展 

 

 図 経済的な活動をおこすＮＰＯを中心としたプラットフォーム 
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下流地域 

水源地域にある商品・サービスの発

掘や地域資源（素材、技術、場所、

文化、風景等）の提供・活用 

都市住民の水源地域への

期待やニーズの把握 

ニーズに基づいた商

品・サービスのコン

セプトの設定 

商品・サービスの流通ルートの開

拓、プロモーション・販売促進 

商品・サービスの開発

水源地域 

企業 住民等 

ＮＰＯ 

行政 
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Ａ．過疎地域振興策 
 過疎地域振興策の最近の取り組みをみると、地域の

特性にこだわり、他と差別化する中で競争力を形成し

ている。また、得られたきっかけを確実なものとする

ために、きめ細かな窓口対応を進めている。一度つな

がった顧客は、その後のリピート性を考えた確実な取

り込みを進めている。Ｉターンなどの確保については、

農村体験などのプロセスを提供しながら、徐々に慣れ

ていく仕組みを作っている。取り組みのヒントとして

は、以下のような点が得られる。 
• 都市生活に欠如する季節感を感じさせる商品・サー

ビス提供を行っている。 
• 日帰り旅行をターゲットにした商品・サービスの開

発と提供を行っている。 
 

• 地元食材にこだわった商品・サービス提供を行って

いる。 
• 田舎暮らしの情報提供をビジネスにしている。 
• 農山村の空き家の確保を企業が代行し、リフォーム

によって空き家の魅力を向上させた商品・サービス

の提供を行っている。 
• 農村生活の体験、林業技術の研修のプロセスの提供

や相談窓口の設置で、ＵＪＩターンの成功率を高め

ている。 
• 農家民泊のような都市生活では得られない地域環境

や景観を付加価値とした商品・サービスの提供を行

っている。 
• 都市と農村の交流をビジネスととらえて、交流促進

のための専任の人材を充当している。 
 

Ｂ．ＮＰＯと行政の関係構築 
《行政との連携に関して》 
■国および都道府県レベルでは、ＮＰＯとの連携が相

当進みつつある。ＮＰＯは地域に密着した活動も特

性の一つとすることから、今後、市町村レベルでの

連携の促進が期待される。 
■急速な連携の拡大は、反面、ＮＰＯの事務処理能力

を行政が不満とするなど、ＮＰＯがまだ未成熟であ

ることにまつわる課題を突きつけている。行政側に

も連携相手として実績を重視することから、一部の

ＮＰＯに偏ることもある。そのため、一部のＮＰＯ

に過大な負荷がかかったり、情報が偏るなどの問題

も指摘されており、「情報共有の原則」を確立する必

要がある。 
 
《制度形成による支援に関して》 
■ＮＰＯ活動では、資金確保は大きな課題となってい

る。この数年でＮＰＯに融資する制度が徐々につく

られ、無担保を特徴とした融資機関も生まれている。 
■当初ＮＰＯで発足しながらも、事業によっては他の

法人格の方が運営しやすい場合も生じている。その

ため、人的構成を重複しながらも複数の法人格を取

得して使い分ける事例が生じている。 
 
 
Ｃ．地域通貨・コミュニティビジネスの発展 
《地域通貨の特性》 

○地域通貨は、市民の手で作り出すことができる。 
○地域通貨は、主旨に賛同する人々の間でしか使えない。 
○地域通貨は、利子が付かない。 
○地域に独自の経済循環を誘発することにより、地域の活性化につなぐ。 

 
《コミュニティビジネスの特性》 

コミュニティビジネスとは、地域住民が中心となって、地域が抱える課題をビジネスとして継続的に取り組むこ

とにより、地域の課題を解決し、新たな雇用を作り出して、地域を活性化する事業のことである。 
 コミュニティビジネスに期待される効果には、以下のようなものがあげられる。 
   ○地域コミュニティの再生    ○創業機会・雇用の創出    ○生きがいの創造 
   ○多様なライフスタイルの実現  ○地域問題の対応       ○新たな投資・消費の創出 
   ○地域経済の活性化       ○社会コストの抑制 



 

◆ＮＰＯへの提案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １．組織基盤の形成 
 

《きっかけづくり》 

■“誰もが参加する”ためのきっかけをつくる 

■“問題意識を深める”ためのきっかけをつくる 

■“地元から流域へつながっていく”ためのきっかけ

をつくる 

 

《人材育成》 

■現場で人材を育てる 

■個人の素養で勝負し、共に

行動する中で行政やＮＰＯ

の役割分担を見出す 

■人に教えることにより学ぶ 

■専門技術は専門的人材から学ぶ 
■事業実施の起承転結の中で、人材育成やコミュニケ

ーション能力の向上を図る 
■“信頼”“絆”という名の資産を活かす 

■活動の実績で若者など人材の求心力を高める 

■子どもを中心としながら大人を取り込む 
 

《人材発掘》 

■よそへ勉強しに行きながら、その場に来た人々を巻

き込む 
■プロデューサー、コーディネーター、コーチなど多

様な人材を持つ 
■機会を得て力を発揮する人材を発掘する 
■外の人間と地域を結びつける橋渡し役を確保する 

■社会人の経験を積極的に取り込む 

■団塊の世代との関わりを引退前から築く 

 
《組織運営の円滑化》 

■切磋琢磨を通じて自ら進化し続け、ミッションの遂

行能力を向上する 

■自発性を生む「この指とまれ」式の活動を展開する 

■失敗のリスクを見込んだ弾力性のある運営を実施す

る 

■持ち回りによる運営には限界があるため、一貫性の

ある事務局機能を確保する 
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表 ＮＰＯの経済的な側面を強化するための視点 

■きっかけづくり 

■人材育成 

■人材発掘 

■組織運営の円滑化 

■水源地域・流域の潜在力の発揮 

■活動の場づくり 

■素朴さから高付加価値化へ 

■活動資金の確保 

■活動ノウハウの蓄積 

■コミュニケーションの推進 

 

■評価・表彰制度の活用 

■認定・認証制度の構築 

 

 １．組織基盤の形成 

 ２．継続性の確保 

 ３．マネジメント力の強化 

 ４．活動の社会的認知の促進 
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４．活動の社会的認知の促進 

 

《評価・表彰制度の活用》 

■環境保全活動など因果関係

が複雑な取り組みを無理に

定量化するのではなく、支援

元にＮＰＯ自らが成果を説

明して評価を得ていく 

■ＮＰＯが行政を表彰する 

《認定・認証制度の構築》 

■ＮＰＯによる人材認定制度を形成する 
■ＮＰＯによる森林認証制度を形成する 
■企業の助成を受けた間伐材商品を普及したり、企業

と共に商品開発を行う 

■コンペなどによる流域材の魅力あるデザイン開発と

学校や行政が率先した利用を促進する 

 

《コミュニケーションの推進》 

■日常的に顔を合わせられる範囲を基本に活動する 

■インターネットはコミュニケーションの補完機能と

して活用する 

■意思統一よりも情報共有を大切にする 

■子どもとマスコミを鍵にパブリシティ戦略を展開す

る 

■活動ＰＲのための冊子やパンフレットをつくる 

■自ら集めた情報を加工し、経済的価値を高める 

■流域を中心としながらも、他の流域や世界の水資源

も意識する 

３．マネジメント力の強化 

 

《活動ノウハウの蓄積》 

■水源地域住民の前向きな姿勢で人を惹きつける 

■行政界にとらわれない活動特性を活かす 

■訴求力を高めるために共通テーマで連合する 
■専門家としての大学教

員に期待しながら、行

動力のある学生も巻き

込む 
■流域の林業関係者や建

築士など木を扱う専門

家が共に活動する場を

つくる 

■単品ではなく流域を地域ブランド化する 

■地理的制約はインターネットで乗り越える 

■ＳＯＨＯの働き方を水源地域の活性化に活かす 

■インターネットで水源地域から世界へ挑む 

■消費者との信頼関係と絶え間ない革新の姿勢を持つ

■素朴だが未熟ではない、アートセンスのある商品・

サービス展開を行う 

 
《活動資金の確保》 

■インターネットを駆使して活動資金に関する情報収

集を行う 
■独自の仕組みをつくり資金調達を行う 
■ＮＰＯ活動の中で特許に値する知恵を創出する 
■行政が持つ事業に参加しながら事業趣旨を発展させ

る 

 

 ２．継続性の確保 

 

《水源地域・流域の潜在力の発揮》 

■問題意識を持って地域資源を発掘する 

■新しい人を交えることにより固定観念を打破する 

■流域でコミュニティビジネスに取り組む 

■流域全体で資源循環型産業を起こす 

 
《活動の場づくり》 

■流域全体を活動の場と見なす 

■テーマに応じた拠点づくりを行う 
■地域づくりに熱意を持った人々が

出入りできる場をつくる 
 

《素朴さから高付加価値化へ》 

■地域的・組織的に商品開発の目標

を高く掲げて継続性を誘発する 
 



 

 
 

     おわりに 
 
 
    事例集に出てきた誰にも、はじめの一歩がありました。 
 
    あなたも考えてみませんか、水のふるさと（水源地域）のこと 
 
 
 

 
 

大切にしていますか、ひとしずくの水を 
 

知っていますか、あなたの使っている水のふるさとを 
 

行ってみませんか、水のふるさとへ 
 

探してみませんか、水のふるさとを大切にする仲間たちを 
 
 

何でしょうか、あなたにしかできないこと 
 
 
 

はじめてみませんか、できることから・・・ 
 

 
 
 
 
 
 
 

源流の一滴、あなたの一歩 
－経済的なつながりを通じた流域連携の取り組み－ 
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