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「和歌山の強みを活かした、農水産業と観光産業の
イノベーションとコラボレーションによる活性化」の提言
黒川

久 生（会社員）

（要旨）
「明日の和歌山のために何ができるか、何をなすべきか」というテーマに対して、地域の活性化の
定義を「地域の中で、雇用と所得が持続的に生まれてくる状況」としたうえで、和歌山の現状分析を
行い、人口が減少している和歌山に雇用と所得を提供する手法として、女性や高齢者も従事できる地
域密着型産業でかつ和歌山が強みを持つ産業として農水産業と観光産業を取り上げ、それぞれの産業
のイノベーションおよび 2 つの産業のコラボレーションが持つ可能性について検証とともに提言を行う。
観光産業のイノベーションについては、恵まれた環境を最大限活用して、
「癒し・体験型観光」の
中心的な観光地として確立させること、およびリピータ獲得のためのコンテンツ開発や施策実施を、
事業者・行政・地域などが協力して行うことの必要性を提言する。
農水産業のイノベーションでは、農水産物そのものを出荷するだけでなく、地域内で加工し、販売
まで行う第 6 次産業化を推し進め、和歌山全域で実現することを提言する。また、水産業の養殖分野
については、観光産業とのコラボレーションをにらみ、
「海洋牧場」の創出を提言する。
農水産業と観光産業のコラボレーションについては、農水産業の第 6 次産業化における生産・加工・
販売のすべての段階において、体験型観光とのコラボレーションが想定でき、この相乗効果により観
光客の和歌山での滞在の長期化を図ることを提言する。
和歌山の活性化は、観光産業への寄与も大いに期待できる、農水産業の第 6 次産業化を外しては語
れないということが今回の考察の中で明確になった。よって、第 6 次産業事業者増加の障害となって
いる事由を早期に排除し、官民一体となって取り得るすべての第 6 次産業事業者増加策を講じていく
必要があることを提言する。

（全文）
Ⅰ. はじめに
地域の人口動向は地域経済に大きな影響力をもっている。和歌山県の人口動向をみてみると、2005 年には
103 万 6,000 人であったが、残念ながら 2010 年 8 月に 100 万人を切ってしまい、2011 年 7 月 1 日現在の人
口は 99 万 5,135 人となっている。
地域がうまく活性化していないと感じる理由は、1 つは、公共投資や企業誘致に主眼をおく従来の地域活性
化モデルが機能しなくなったためと考えられる。また、2 つめの理由としては、地域から人口が減り始めているこ
とがあげられる。人口減少の弊害をみてみると、人の減少そのものが意味するものとしては、生産者の減少、
消費者の減少、
納税者の減少の 3 つが考えられる。生産者の減少は、
生産力の低下を招き、
消費者の減少は、
消費市場の縮小を意味することになり、そして、納税者の減少は、税収の減少となって現れることになる。

24

地域の活性化の定義については、さまざまな意見があるが、人が景気がよいと感じるのは雇用と所得がのび
ている時であるという観点に立ち、ここでは、地域の活性化の定義を、「地域の中で、雇用と所得が持続的に
生まれてくる状況」として、和歌山の地域活性化を和歌山の強み（特長）を活かすことを糸口に考えてみるこ
ととする。
Ⅱ . 現状把握

1. 和歌山の課題
前述のように和歌山県の人口は減少し
ている。この人口減少の内容を年代別に
みてみると、15 歳〜 64 歳の生産年齢人
口も減少していることがわかる。生産年齢
人口の減少は労働人口の減少を意味し、
生産（=GDP）や消費を減少させ、結果
として税収の減少を招くこととなる。
この現象への対応策としては、1 つは
女性や高齢者に労働参加の場を提供し
参加を促すことがあげられる。労働者が
増加すれば所得が増加となるため、消費
や税収も増加することになる。また 2 つ目としては交流人口の増加による消費増加が上げられる。消費が増加
することで消費税も増加し、消費に対応するためにサービス業の増加が生まれ、働く場所と雇用の増加により
所得や税収も増加することとなる。
雇用と所得が持続的に生まれてくる状況を、地域が活性化している状況として考えると、生産年齢人口の減
少下では、交流人口の増加策とともに、女性や高齢者も従事しやすい地域密着型産業を活性化させて、そこ
に女性や高齢者の労働参加を促し、雇用と所得を増加させることが必要となる。

2. 和歌山の強み
豊かな自然と温暖な気候および長い歴史を持つ和歌山には、それを活かしたさまざまな強みが存在する。そ
の強みを検証してみることとする。
①農水産物の生産

a）日本国内において高い競争力を誇る農水産物が多くある
和歌山は、豊かな山海の恵みを受けた農水産物に強みがある。温暖な気候と全国 5 位の日照量に育まれ
た果樹や野菜などの農産物、黒潮の肥沃な海流の恵みを受けた海産物には、梅・みかん・はっさく・ネーブル・

25

懸賞論文

優秀賞

柿・山椒・太刀魚・伊勢エビなどのように、生産量や出荷額などにおいて日本国内で高い競争力を持っている
のもが多く存在しており、日本一となっているものもある。

b）最先端の養殖・育成技術の開発と実施
和歌山には豊かな農水産物にプラスして、近畿大学や県水産試験場がバイオ的研究などで発想豊かな商
品を開発するなど、和歌山らしい強みを生かした産業クラスターも存在している。
例えば、クロマグロの養殖については近畿大学水産研究所が最先端を走っている。2002 年に世界で初め
て完全養殖に成功し、2004 年にはこの「近大マグロ」の市場への出荷が開始されている。さらに、2010 年
に近畿大学はアラブ首長国連邦（UAE）のアブダビ首長国とクロマグロの養殖の発展を目的として人材・技
術を提供する覚え書きを締結するに至っており、乱獲が問題視され漁獲量制限が厳しくなる中、世界から注目
をあびている。
また、クエの養殖については近畿大学が 1988 年に世界で初めて人工孵化からの飼育に成功し研究を重ね
てきた結果、2007 年から「紀州本九絵」として地元白浜に出荷され、白浜温泉の名物メニューとなっている。
クエの養殖では県水産試験場も先頭集団に位置しており、2010 年には和歌山県産クエの卵と精子を使って 4
万匹の稚魚生産に成功している。
農産物としては、2005 年に加太に大規模なトマト生産農園として「カゴメ加太菜園」が開園済みである。病
害虫の防除には総合的病害虫管理
（IPM）注 1）が導入されるなど、完全に管理された温室の中でヤシガラを培
地とする養液栽培により約20万本のブランドトマトが育成され、市場を通さない直接取引により出荷されている。
注1）総合的病害虫管理
（IPM）
とは： Integrated Pest Managementの訳語であり、病害虫の発生予察情報等に基づき、耕種的防除
（伝染
病植物除去や輪作等）、生物的防除（天敵やフェロモン等の利用）、化学的防除
（農薬散布等）
、物理的防除（粘着版や太陽熱利用消毒等）を
組み合わせた防除を実施することにより、病害虫の発生を経済的被害が生じるレベル以下に抑制し、かつ、その低いレベルを持続させる
ことを目的とする病害虫管理手法。
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c）加工品の「発祥の地」が多い
長い歴史と文化を育んできた和歌山には、和歌山が発祥の地となっている優良な加工品が多く存在してい
る。13 世紀に中国より興国寺に製法が伝わり湯浅周辺で作られていたとされる金山寺味噌、その金山寺味
噌から出る汁からできた醤が起源となった醤油、高野山の僧が作ったとされる保存食であった高野豆腐、原木
となる和歌山県の県木ウバメガシと空海が中国より持ち帰った技術の結晶であるとされる備長炭などがそうであ
る。また、発祥の地ではないが生産量日本一を誇る梅を加工した梅干しの出荷量も日本一であり、地域ブラン
ドとして認定されている南高梅を使用した梅干しは最高級品として広く認知されている。

d）近年の農水産事業の成功事例がある
農水産事業においては、全国に先駆けた先進的な取り組みを行い、JA 紀の里、株式会社秋津野、株式
会社早和果樹園、北山村など実績を残しつつある団体等が多く存在している。これらの団体等には全国から
視察が訪れている。事業の概要は以下のとおりとなる。
ア）JA 紀の里の「めっけもん広場」
JA 紀の里の「めっけもん広場」は、農産物直売施設の草分け的存在かつ成功事例として年間 26 億円
以上（2009 年度）を売り上げ、同様の施設では群を抜いた売り上げ規模を誇っている。生産者の顔が見え
る安心で新鮮で安い野菜や果樹、花卉などの農産物や漬物、こんにゃく、みそなどの地元で加工した加工品
を直接販売する施設を、大消費地である大阪に近い立地を生かして運営しており、市場を通さないため生産
者の利益幅は大きくなっている。さらに生産者が売り上げ動向等を直接目にすることで消費者ニーズを読み取
れる仕組みもできており、生産意欲の向上につながっている。
イ）株式会社秋津野の「秋津野ガルテン」
「秋津野ガルテン」は、地元田辺市上秋津地区の住民株主
および地域外株主からの出資を募って誕生した株式会社秋津
野が経営している。旧小学校跡の木造校舎を活用した研修施
設や宿泊施設、農家レストラン等を備えた同施設は、全国から
観光客や研究合宿、視察の予約が多数舞い込んでいる。また、
同じく地域で株式会社形態で運営する秋津野農産物直売所「き
てら」は、年間を通じて途切れることなく柑橘類を提供すること
を強みとしているが、農産物加工場も併設し、一人 50 万円出

秋津野ガルテン入口写真 （図表 4）

資の「俺ん家ジュース倶楽部」も運営している。
「秋津野ガルテン」の事業には、ⅰ）食育（食農）教育事業、ⅱ）貸し農園事業、ⅲ）農家レストラン事業、
ⅳ）オーナー樹（園）事業、ⅴ）田舎暮らし支援事業、ⅵ）地域づくり研修受け入れ事業、ⅶ）その他があ
り、大盛況の農家レストラン「みかん畑」では、農家の主婦が地域の食材を使った地元の料理を提供しており、
お菓子体験工房「バレンシア畑」では、地元で採れる新鮮な柑橘やオレンジをふんだんに使用したお菓子づく
り体験とスイーツの販売を実施している。また、年間 3 万円でみかん樹のオーナーとなる制度や「秋津野ガル
テン」の宿泊権がついている市民農園の貸し出しも盛況であり、地域の農家では営業権を取得し体験宿泊も
開始している。
「秋津野ガルテン」同施設および周辺の事業は、2008 年経済産業省の「ソーシャルビジネス 55選」に選ばれ、
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また 2010 年 3 月には農林水産省の「第 7 回オーライニッポン大賞」に選ばれている。
ウ）株式会社早和果樹園の「味一みかん」
株式会社早和果樹園では、
1979 年に7 戸のみかん専業農家が早和共撰を創業以来、
約 30 年にわたって「ま
るどりみかん」や「味一みかん」などのブランドみかんおよび柑橘類の生産から共同撰果、農産加工、出荷
販売を手がけてきている。加工品では、高級みかんジュース「味一しぼり」を成功させ、他のジュース商品を
はじめジュレやジャム、お酒なども商品化している。農林漁業中央金庫より「輝く経営大賞・特別賞」を受賞
したほか、アグリビジネス投資育成株式会社からの増資も受けている。新しい取り組みとしては、富士通株式
会社と共同で ICT（Information and Communication Technology: 情報通信技術）を活用した高品質み
かん栽培の実証実験を実施している。クラウドコンピューティング注 2）を活用して農業ナレッジのデータベースを
構築し、ノウハウの継承や作業の標準化を可能にし、原価や生育・品質状況が把握できる農業経営を目指し
ている。
エ）北山村の「じゃばら」
北山村では、1979 年、農林水産省から農産種苗法による種苗名称登録許可がおり、全国で唯一北山村
だけで育成が許されている「じゃばら」について、加工場を村内に設置し、ポン酢、ドリンク、ジュース、シャ
ーベット、のど飴などに加工して出荷しており、加工場の人員は北山村住民だけでは賄いきれないため、三重
県からの通勤者もいる状況となっている。加工品については村内の販売所のほか、村営のネット直販サイトや
楽天市場で販売を行っているが、花粉症に効果があるという報道や研究発表も手伝って、シーズンに入ると早々
に売り切れる商品もあるようである。「じゃばら」の多くは村営農園で生産されており、農園での生産従事者は
全国から募集するため、人口流入の一助となっている。

e）有害野生動物の駆除後の活用
和歌山では近年、イノシシや鹿などの野生動物が田畑を荒らす農業被害が頻繁に発生しており、それを避
けるための駆除を実施している状況である。これら駆除した野生動物については、一部の市町村で加工場を
つくりジビエ食材として猪肉や鹿肉の販売を開始しているほか、いくつかの一般レストランでもジビエ料理の提供
を模索しているが、さらなる有効活用が課題となっている。
②自然や歴史を活かした観光
豊かな自然に恵まれた和歌山の地は、
「日本に木種を播き施し緑豊かな国に作りあげた五十猛命（いそたけ
るのみこと）が紀伊国にお鎮まりになった」と日本書紀に記されていることに由来して、
「木の国」と呼ばれてきた。
その悠久の昔以来、和歌山では長い歴史の中で人々の生活と文化が営まれ、産業も発達してきた。
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」は、熊野三山や高野山などの歴史的史跡とその信仰につながる
歴史を刻んだ道としての評価は勿論であるが、その歴史とともに育まれた周辺地域の生活文化そのものも評価
注2）クラウドコンピューティング（cloud computing）
とは：
ネットワーク、特にインターネットをベースとしたコンピュータの利用形態である。ユーザーはコンピュータ処理をネットワーク経由
で、サービスとして利用する。
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されて世界遺産に登録されるに至っている。
この魅力的な世界遺産に加え、ラムサール条約に登録された貴重な自然資産である「串本沿岸海域」や
古から短歌などに詠まれた「和歌浦」、紀州徳川の史跡、豊富で特色をもった白浜、勝浦、湯の峰、渡瀬、
川湯、龍神などの温泉も点在していることを考慮し、関西国際空港と白浜空港の 2 空港を擁する地域性であ
ることをみれば、和歌山は観光地として非常に高い潜在能力を有していると考えられる。
Ⅲ . 和歌山の活性化策
和歌山の強みを活かした活性化策の方向性としては、人口が減少している地域に雇用と所得を提供する手
法として、女性や高齢者も従事できる地域密着型産業でかつ和歌山が強みを持つ産業を活性化させて、その
産業にかかわる事業を拡大または創出していくことを通して実現をめざすことが現実的であると考えられる。
前述の和歌山の強みの検討および地域密着型産業というキーワードから導き出される活性化のための産業と
しては、農水産業と観光産業があげられる。ここからは、農水産業と観光産業のイノベーションおよび 2 つの
産業のコラボレーションにより、どのような事業の拡大または創出が想定できるかを検証することとする。

1. 農水産業の可能性
食料は 21 世紀の戦略物資ともいわれ、
それを生み出す農水産業は重要な役割を担っている。折しもTPP（環
太平洋経済連携協定）への参加議論にあっては、農水産物に対する関税の撤廃に関しても議論されようとし
ているが、近隣諸国の動向等に鑑みて TPP の導入は避けて通ることはできないと考えられ、むしろ TPP を前
提とした積極的な戦略を実施していくことが重要であると思われる。和歌山の農水産物は高品質であり、それ
単体でも高い競争力を持っていると考えられるが、さらに加工を加えることにより独自性が高まり、付加価値も上
がるなど商品競争力が増すものと考えられる。
地域を活性化させる施策の 1 番目は、第 1 次産業を強みにする農水産ビジネスの可能性を追求することで
ある。農水産物は、商品開発、加工方法、売り先、売り方、見せ方しだいで新しい第 6 次産業注 3）として新
ビジネスの創出や新市場の開拓が見込まれ、地域密着型の産業として雇用と所得の創出はもとより、地場企
業の活性化が期待できる異業種からの参入や第 2 次創業、業種転換による参入や農商工の連携などを促す
ことも期待できる。
産物の新しい売り先では、高所得者が増えている中国など BRICs 諸国、または、欧米や中東などが考えら
れる。また、出荷できない規格外の産物なども加工を加えることにより、高付加価値の商品や美容・健康など
の成長産業の原料としての販売が可能になる。なによりも、他府県に自慢できる産物があるということは、地域
住民の誇りを醸成させてくれるものでもある。

注3）第6次産業とは：
農業や水産業などの第1次産業が食品加工・流通販売にも業務展開している経営形態を表す、今村奈良臣氏が提唱した造語。また、このよ
うな経営の多角化を第6次産業化と呼ぶ。なお、第6次産業の
「6次」とは、第1次産業、第2次産業、第3次産業の数字をそれぞれ足した、あ
るいは掛け合わせた数を意味するものである。
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①農業のイノベーション
第 1 次産業の農業から農産物生産・加工・販売業へ、言いかえれば、農産物販売から農産物加工品の
販売へという考え方である。まずは、農産物は地元での加工出荷を基本とすることである。例えば、有田川
町が全国シェア 8 割を占める山椒についても、生の山椒を京都に販売するだけでなく、乾燥や加工を地元で
行い調味料などを製造して販売を行う。また、薬やサプリ、スイーツなどの他の食品とのコラボなどによる加工
品開発を行っていくことが重要であると考えられる。加工が進むにつれて付加価値が増加し利益幅も大きくなり、
他方そこにかかわる労働量も多くなるため、雇用と所得の増加が見込める。これにより、原料としての市場相
場から脱却でき小売価格の価格決定権を持つことができるようになる。また、
保存や計画販売ができるようになり、
繁閑期の平準化を行うことができる。規格外商品については、加工食品等の原料とすることで、廃棄費用が
かかる廃棄物から現金化が見込める原料への転換が図られることになる。
和歌山には加工品製造の歴史と技術、創意工夫の素地があるはずである。そこから加工のアイデア・技術
を考案・研究する仕組みをつくることが必要であると考えられる。また、和歌山には全国から視察が訪れてい
る第 6 次産業の方向を示した先進成功事例があるので、それを取り入れ、組み合わせて、地域の産業に合
わせて和歌山全域に広げれば、必ず地域は活性化してくるものと考えられる。
農業の第 6 次産業化の目指すべき姿を、
「秋津野ガルテン」の事例を基本モデルとして、他の先進事例をミ
ックスして考えてみると、住民や全国から出資金を募るファンドやオーナー制度、農産物を現物支給するソーシ
ャルファンドの創設などにより事業資金を広く集め、地域の農家が集まり株式会社形式で農産物の生産・加工・
販売事業を展開することが必要であることがわかる。ここでは生産は加工・販売の戦略に基づいて、ICT な
どの先端技術をフルに活用して行われ、農産物加工場では付加価値の高い商品が多数生産されており、そ
の施設の従業員は地域の女性や高齢者などが中心となった構成であることが重要である。また、特色を打ち
出した地域の販売拠点では研修施設や宿泊施設、体験施設、農家レストラン等を備え、市民農園の貸し出し
や農家民泊の受け入れも行うことにより、観光客に地域で滞在することの魅力を提供し、観光客の訪問や滞在
を受け入れることにより、ここでも雇用と所得が創出され地域が活性化されると考えられる。
②水産業のイノベーション
水産業においても、第 1 次産業の漁業から第 6 次産業の漁業・養殖業かつ水産物加工販売業の事業者
を増加させることが重要である。そのためには、通常の漁業では地元でとれた水産物を加工（冷凍倉庫での
保存、切り分けてトレーに入れてスーパーへ納入、ひもの、塩乾物、フリーズドライ、サプリ・化粧品・医療品・
美容品など他の原料など付加価値の高いものへの加工）したものを、
地元の旅館・レストラン等で消費するほか、
流通業者への直接販売やネット販売、メーカーと共同の商品開発などを模索する取り組みが必要となる。
もう一つ和歌山の水産業には養殖技術の強みがあることは前述のとおりであるが、この強みを最大限に生か
した活性化策として、和歌山が最先端を走る養殖技術の中で、世界的に需要が高まり、漁獲制限もますます
厳しくなってきているマグロの養殖に焦点を当て、
これをコア事業に位置付けた巨大養殖場（以下、
「海洋牧場」
という）の創設により地域を活性化できる可能性があると考えられる。
「海洋牧場」は、水温が高い和歌山南部の沿岸地域を中心にマグロ養殖のための大型いけすを 100 基前
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後集積させ、
ここに水中展望塔などを設置し、餌やり体験などの体験施設やフィッシャーマンズワーフなどの飲食・
買い物ゾーンなども備えた施設とすることで、観光施設としても活用できるようにすることが必要である。
「海洋牧場」設置のための費用として
は以下の事例を参考とすることができる。
北海道上ノ国町で魚やウニなどの養殖
のための「海洋牧場」として、国の助
成を受けて静穏海域造成工事（消波
堤、護岸、作業岸壁、馴致水槽工事）
なども含めて事業費約 50 億円で実施し
た事例がある。また、岡山県笠岡地域
では事業費 21 億円で「海洋牧場」パ
イロット事業を実施しているが、こちらは
いけすを設置せず、水域を限定して漁
礁の設置や藻場の造成などを実施して、
水域内の対象魚の定着や生育促進をはかるものであった。2010 年に株式会社マルハニチロ水産が和歌山県
串本町に設置したマグロ養殖場の事例では、大型いけす 16 基を設置して 15 億円の費用であったと報道され
ている。
よって、静穏海域造成工事を施した海域に大型いけす 100 基を設置し、水中展望塔や体験施設、フィッシ
ャーマンズワーフなどの観光施設および通常の漁業と同様の水産物加工施設も併設するとなると、数百億円規
模の費用が必要になると考えられる。さらに、「海洋牧場」設置の機会をとらえて、電力の自給化や売電によ
る収益増加を目指して、施設内での洋上風力発電や静穏海域から外側に向けての潮流や波を活用した発電、
海洋温度差発電などの設置も今後は視野に入れ
ることが望ましいため、総事業費はさらに膨らむ
可能性があると考えられる。
よって、マグロの養殖事業では、公設民営や
公的な支援ファンドの組成の検討に加えて、全国
から出資金を募るファンドやオーナー制度、マグロ
を現物支給するソーシャルファンドの創設などによ
り事業資金を広く集めることが必要となると考えら
れる。広く資金を集めることで、全国からオーナ
ーやその家族が自分のマグロを見に来ることも想
定できるため、観光への寄与が期待できる。
いずれにしても、「海洋牧場」を最大限有効
活用する方策としては、観光施設として活用がで
きる機能が必要であり、全国初の本格的「海洋
牧場」として和歌山に設置することができれば、
一般観光客はもとより、業者やバイヤーなどの業
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務関係者や自治体関係者などの視察観光も期待できる。
さらに、和歌山で「海洋牧場」の事業モデルを成功させれば、それをパッケージ化してインフラやノウハウと
一緒に輸出することが可能となり、単に養殖マグロを販売する以上に付加価値が大きくなると考えられる。現状、
アラブでも養殖事業が展開されており、近畿大学も人材・技術を提供する覚書を締結しているが、最先端の
研究は和歌山で行われているということの利点を考えると、和歌山でまず成功事例を事業モデル化してからそ
のパッケージを輸出する手法も付加価値拡大の手法としてメリットが大きいのではないかと考えられる。
この「海洋牧場」では、将来的に鯨の養殖も検討していけば、日本の伝統的な食文化である鯨食文化を
維持し、後世に受け継ぐことも可能になるのではないかと考えられる。

2. 観光産業のイノベーション
観光の潜在的な力はたいへん大きく、世界規模で見ると最大の所得と雇用を生み出す産業と言われており、
GDP は 400 兆円にのぼり、1 産業としては最大となっている。和歌山が自然・観光資源を強みにして、観光
産業を押し進めていくためには、外国人観光客も含めた観光客にリピータとなってもらえるようなコンテンツ開発
や施策実施を、事業者・行政・地域が知恵を出し合い協力して行っていくことが必要である。例えば、行政・
地域の協働による観光資源の保全・インフラ整備、観光ルート・観光ソフトの開発を積極的に行うことや、県民
あげてのホスピタリティ（おもてなしの心）の向上運動の展開なども考えられる。環境整備の具体策としては、
観光客が感動する美しい景観を作るためには、世界遺産地域では道およびその沿道空間（バッファゾーン）
の景観づくり、里山の復活なども考えられる。また、旅行者の拠点として、道の駅の観光案内所機能の充実も
必要であり、空港から各方面へのアクセス道路の充実なども必要となる。沿線環境・地域環境の保全を行い
ながら観光客をお迎えするという観点でみれば、高野山などではパーク・アンド・ライドの実施も有効ではない
かと思われる。
観光客誘致のための具体的な切り口としては、森林浴、湯治などによる癒しや健康の訴求はもちろんのこと、
パワースポットやおたく・うんちく分野での訴求、修学旅行・林間学校・農家民泊・漁家民泊などの体験旅行
や高齢者の受け入れ態勢の確立、加工品の「発祥の地」をアピールした告知・宣伝活動なども有効ではな
いかと考えられる。
観光客や見学者、働きに来る人などの交流人口（いわゆる、お客様）を増やすことに注力すれば、地域に
雇用と所得が生まれ、大きな経済波及効果が期待でき、消費の拡大、第 2 次創業・業種転換など産業の創
出機会も拡大し、地域が活性化されていくものと考えられる。また、地域住民の誇り、地域アイデンティティの
醸成にも効果が大きいと考えられる。

3. 農水産業と観光産業のコラボレーション
前述の農水産業と観光産業のイノベーションを前提として、両産業のコラボレーションによりさらに想定される
相乗効果についてみてみることとする。
まずは、地産地消レストランの運営とその観光地化が考えられる。地元の取れたて農水産物とジビエ食材を
備長炭で調理するなど地元色を前面に押し出した『地元食』を快適な空間で提供することにより、和歌山に
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来るための理由を創出して観光客の誘客をはかることが考えられる。特にジビエ料理とその加工品については、
その希少性を打ち出して、聖地として憧れを持たれるような演出を凝らし、レストラン、加工場、販売所などを
整備することも有効ではないかと思われる。新鮮な地元食材を使用した食事の提供は、誘客につながるのは
当然のことであるが、地元ならではの食材等を活用した個性的な加工品は、お土産としても観光客を楽しませ
ることができ、「おもてなし」の心の表現であることを認識して商品開発に取り組む必要がある。
また、農水産業の作業体験や農水産物の加工体験、農水産物加工工場の見学などについて、体験ツアー
を実施して観光客や視察者を呼び込むことが考えられる。その場合、全国初の「海洋牧場」や広大な敷地
に建つフィシャーマンズワーフ、独特の商品を製造する加工場や売り上げ 1 位の販売所など、観光客や視察
者の好奇心をくすぐるような施設であることが望ましいと考えられる。
上記の体験型観光と従来の和歌山の観光資源を生かした世界遺産や名所旧跡、温泉を巡るルートなどを自
由自在に組み合わせることにより、観光客それぞれに和歌山を訪れることの意味や理由付け、価値を提供する
ことが可能になり、より和歌山について深く理解ができ、そこに流れる空気感や生活まで感じることができる長
期の滞在型観光を提案することも可能になるのではないかと考えられる。
Ⅳ . 活性化策の課題
これまで述べてきた活性化策については、農水産業においては、それまでの生産や水揚げを行う第 1 次産
業からそれに加えて加工・販売まで実施する第 6 次産業化への変革を提案している。その場合、加工・販
売分野においては農協、漁協などに代表されるような既得権者が必ず存在しており、それまでの協調から競合
の関係になる可能性が高くなると考えられる。いかに既得権者と協調すべきところは協調し、そこから脱却すべ
きところはスムーズに脱却するかが課題となると考えられる。また、加工・販売まで自ら手掛ける場合には、大
きな設備投資等も必要になる可能性が高いため、事業資金の創出ができるかということが課題となる。資金調
達においては、ファンドやプロジェクトファイナンス、オーナー制度、ソーシャルファンド等の活用が必要な場面も
出てくると考えられるが、この場合は公的ファンド等の支援が整備されていることが理想である。事業において
は持続可能な運営体制を確立することも課題となるが、その場合は関係者が複数集まって株式会社などの形
態をとって、組織を構築し広く全国から資本調達を行うとともに利益を確保できる戦略を策定・実施していくこと
が必要となると考えられる。
農水産業においては、和歌山ではすでに事業化に成功している事例が存在するが、農産物直売所を除い
ては、その後を追って同じような事業モデルを実施するまたは組織を形成するといった事業者がほとんど現れて
いない状況が見受けられる。第 6 次産業化に踏み切れない理由を検証し、行政からも事業実施の後押しを行
い、いかに多くの第 6 次産業事業者を創出できるかが大きな課題であると考えられる。
観光産業においては、体験型の観光を推し進めるに当たっては、地域住民や地域環境との共生をいかに図
っていくかが課題となり、また地域間で広域に連携を持って観光客を誘導し、観光客の滞在を長期化させるよ
うな提案ができるかということが課題となってくる。これらの実現には、観光関係者だけでなく地元住民や行政
および研究機関などが一体となって、街並みや規制の見直し、おもてなしの具現化などを真剣に議論し、実施
していくことができるかが課題となると考えられる。
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Ⅴ . おわりに
明日の和歌山のために何ができるか、何をなすべきかということに関して、和歌山の強みを生かして地域を
活性化させる（すなわち地域に雇用と所得をもたらす）可能性が高いと考えられる地域密着型産業として、農
水産業と観光産業のイノベーションおよびこれら 2 産業のコラボレーションについて提言を行ってきた。
観光産業のイノベーションについては、恵まれた環境を最大限活用して、「癒し・体験型観光」の中心的な
観光地として確立させることが最も大切であると思われる。そのためにも、現状以上に外国人観光客も含めた
観光客にリピータとなってもらえるようなコンテンツ開発や施策実施を、事業者・行政・地域などが協力して行っ
ていくことが必要であると考えられる。
農水産業のイノベーションとは、和歌山の強みである農水産物そのものを出荷するだけでなく、地域内で様々
な商品や原料に加工し、地域内販売や流通販売まで行う第 6 次産業化を意味する。これを和歌山全域で実
施できれば、付加価値が高まり利益が増加するだけでなく、地域に雇用が創出され、その結果として所得が
上昇するという活性化の流れが構築されるはずである。また、水産業の養殖分野については、観光産業との
コラボレーションをにらみ、話題性と実益を兼ねた「海洋牧場」の創出を提言するに至った。海洋牧場につい
ては今後の様々な展開も期待できるため、公設民営の仕組みをもってしてでも実現する価値があるのではない
かと考えられる。農水産業においては、第 6 次産業化を進めるための障害となっている事象の把握と除去およ
び基盤整備を速やかにすすめ、第 6 次産業事業者の数を和歌山にどれだけ増やせるかが活性化において最
も大きな課題となると考えられる。
農水産業と観光産業のコラボレーションについては、農水産業の第 6 次産業化における生産・加工・販売
のすべての段階において、体験型観光とのコラボレーションが想定でき、この相乗効果により観光客の和歌山
での滞在の長期化が大いに期待できると考えられる。
いずれにしても、和歌山の活性化においては、観光産業への寄与も大いに期待できる、農水産業の第 6
次産業化を外しては語れないということが今回の考察の中で明確になったのではないかと考えられる。よって、
第 6 次産業事業者増加の障害となっている事由を早期に排除し、官民一体となって取り得るすべての第 6 次
産業事業者増加策を講じていく必要があると考えられる。
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・アーマリン近大 HP http://www.a-marine.co.jp/
・みんなの農業広場 HP http://www.jeinou.com/topics/2009/04/20/124117.html
トピックス～トマトの大規模ハイテク栽培施設に驚き ! ～カゴメ（株）加太菜園（和歌山市）の取り組み～
・社団法人マリノフォーラム 21 マグロ養殖 .net http://www.yousyokugyojyou.net/
・上ノ国町 HP 海洋牧場 http://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00000307.html
・東洋建設 HP 海洋牧場

http://www.toyo-const.co.jp/toyo/tech/doboku/42.html
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