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平成２４年度政府予算に対する「市民キャビネット農都地域部会の政策提言」 

2011年 7月 1日 

省庁別提言事項一覧 

【内閣府】 

○１００年後を見据えた里山集落の復元 

○移住被災民と共同で進める島嶼・中山間地域活性化 

 

【総務省】 

○移住被災民と共同で進める島嶼・中山間地域活性化 

 

【文部科学省】 

○移住被災民と共同で進める島嶼・中山間地域活性化 

 

【厚生労働省】 

○１００年後を見据えた里山集落の復元 

○移住被災民と共同で進める島嶼・中山間地域活性化 

 

【農林水産省】 

○１００年後を見据えた里山集落の復元 

○移住被災民と共同で進める島嶼・中山間地域活性化 

 

【経済産業省】 

○１００年後を見据えた里山集落の復元 

○移住被災民と共同で進める島嶼・中山間地域活性化 

 

【国土交通省】 

○１００年後を見据えた里山集落の復元 

 

【環境省】 

○１００年後を見据えた里山集落の復元 
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部会名 農都地域部会 提案団体名 新しい公共をつくる市民キャビネット農都地域部会 

政策提言 

[タイトル] １００年後を見据えた里山集落の復元 

[骨子] 

1. 山と海をつなぐ流域全体を視野に入れ、共生型の生活、教育・福祉システム、都市連携の振興

等に関して政府と市民が協働で練り上げる「農都創造会議」を開設し協約して実行に移し、各

地域には市民協働の「地域マネジメント法人」を設立して企画運営する。震災復興に関しては

下記諸事項を課題とする。 

① 瓦礫を資源として海岸線上に多機能な里山自然環境を築き、移転高地分譲地まで緑のネット

ワークを結ぶ。 

② 住宅地の有機廃棄物を地域毎にまとめてメタン発酵処理してエネルギー化し、液肥を得る。

排水設備は雨水排水相当となる（処理施設無くとも配設される）。 

③ 拡大造林期森林を強間伐して被災地の住宅等に充て、長伐期針広混淆林が生態系豊かな奥山

となり、流域を通じ豊かな里海の形成を行う。 

④ 小水力発電、直接燃焼設備の高効率化、太陽光の熱的利用など太陽光発電に限定せずに、地

域内で循環する再生エネルギーを開拓し運用する。 

⑤ 消耗品・化粧品・消毒材等に木・竹・草由来の地産材を充て、廃棄系バイオマス資源の利用

品質を高める。 

⑥ 復興作業には優先的に地域の住民を充て、雇用確保する。 

⑦ 深層崩壊対策を行う。 

 

現状と問題点 

1. 地域課題は個別であるが対策には、全国的な戦略が不可欠である。地域特性に踏まえながら将

来への見通しを保持するために、国レベルで個別特性を吸収した全国的な戦略を策定し、各地

域実情に踏まえて戦略的方針を地域で実行するための複合的な関係・しくみが必要である。震

災復興に関する事項に関する現状・問題点は下記のとおりとなる。 

① 瓦礫は大量にあり生活の基となる集落をどのように形成するかは明確ではない。 

② 現状汚水排水設備は、インフラに多大なコストを要し、処理に多くのエネルギーを消費し、

多雨時には海に直接放流しノロウィルス蔓延の危険性が指摘されている。思い切った都市計

画が必要。 

③ 拡大造林期が利用期に到達している。４０～６０年短期の間伐が多く生態系や経済性に問題

指摘が多い。 

④ 大規模のバイオマス変換施設は、集材に難点があった。地域単位で住民参画の活用はまだ推

奨されていない。小規模装置・システムの開発には消極的である。 

⑤ 石油由来の加工消耗品があふれ、また、中山間地では地産材に手が届かず荒廃し、地域経済

も低調となっている。 

⑥ 被災者は財産もなく生活費に困窮している。 

⑦ 深層崩壊については非開示である。 
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具体的内容 

1. 山と海をつなぐ流域全体計画、多様な生態系と共生する生活・教育・福祉システム、都市と連

携した農林漁業振興等に市民協働で民力を引き出すために、政府に市民と共に政策を練り上

げ、協約（コンパクト）の上実行に移す「農都創造会議」を開設し、各地域には市民協働の「地

域マネジメント法人」を設立する。「地域マネジメント法人」の企画運営は、市民・NPO・企業・

団体が協働で行い、行政がサポートする。各事項については下記のとおりとなる。 

① 津波被災地では、瓦礫を資源とみなして、コンクリを基盤骨材として覆土し、木材をチップ

化してマルティングし、あるいは堆肥材に転換・炭化し、緑化・消臭・土壌改良等に資し、

海岸線に防災に強い豊かな自然環境を復元する。：中小規模津波に対する対策となる。 

② 移転高地分譲地等で発生する厨芥、有機廃棄物は地域内でメタンガスに転換しエネルギーを

得、消化液を緑化用液肥等に使用する。 

③ 拡大造林期に植えた針葉樹を強間伐し、間伐材を復興資材に充当する。また、小規模林業を

広め、多様な生活を営む集落の活性化に資する。強間伐地には適宜広葉樹を植林し、あるい

は間伐萌芽させ、海の生態を豊かにする流域をつなぐ山の役割機能を復活させる。更に、林

地の多面的活用や森林材の新たな機能・用途の開発を促進する。 

④ 小水力発電、直接燃焼器具の高効率化やコスト低減など、太陽光以外で地域内で循環するエ

ネルギーや太陽光を熱源として利用するシステムなどの再生エネルギーを開拓し活用する。

すなわち、地域生活に密着し、小規模地域内循環でも効率的で環境基準を満足する再生エネ

ルギー活用技術及びシステムの開発に力点をシフトする。 

⑤ 復興建設する建物、ガードパイプ、その他の施設に地産木材を充当するだけでなく、消耗品・

化粧品・消毒薬液等に木・竹・草由来の地産材を活用して、化石燃料への依存度を低減し、

持続する社会への布石とする。 

⑥ 瓦礫整理に始まる復興作業には優先的に地域住民を充て、雇用確保して生活力を確保する。 

⑦ 降雨シーズンを目前に控え、深層崩壊対策が急がれることから、震災地域でのマップを作成

し、避難計画を開示し、命の安全に備える。 
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期待される効果等 

1. 機関と運営形態が定立されるので、将来を視野に置いて着実に実用化してゆき、市民協働の展

望が切り開かれる。各事項の期待効果は下記の通り。 

① もったいない精神を育て上げて未来構想に繋がることが実証される。 

② 廃棄物からエネルギーを取り出し、衛生的環境が保持されるだけでなく、バイオマス活用に

発想転換を促し、持続型社会に向けた道筋が見いだせる。 

③ 森林が長期択伐となるので付加価値が増し、生態系が豊かな森林となる。 

④ 身近で小型の再生エネルギーが実用化されることで、地域内でエネルギー循環が果たせるよ

うになる。 

⑤ 副資材を草木系のバイオマスとすることにより、廃棄物バイオマスが化石燃料や遺伝子操作

作物にかく乱されることが無くなり、安全で、安心して有機農業でも使えるものとなる。 

⑥ 被災民の生活設計ができるようになる。 

⑦ 山側の大災害を避けることができる。 

 

必要な予算額・条件等 総額：     百万円 

 内閣府に必要とされる予算と他省庁との関係は下記の通り。 

1. 震災復興に向けた新たなる公共支援事業；内閣府＞三百万円/箇所*市町村数*３年 

① 瓦礫活用については環境省で広域処理に対する制限等の撤廃し、“廃棄物”から”資源”への

転換を明示する。工事は国交省及び農水省で、防災対策の地域性により具体的施策が定まる。

工事費は実費。 

② 下水厨芥のメタン化：国交省管轄であるが、人糞処理衛生面は厚労省の了承必要。１５百万

円/２５世帯 

③ 長期択伐・混淆林化は農水省管轄であるが、国交省の建築計画、経産相消費ルートの計画的

確保等と共に、各地域での自主的復興組織による統括が大事である。 

④ 小勢力の地産エネルギーは経産省で、重複開発の中で地域性や事情による選択を促すことが

大事である。300～１千万円/件*２０項目*３年 

⑤ 副資材バイオマス資源の普及は農水省管轄である。各地域での活性化を奨励する。三百万円/

件*２０項目*３年 

⑥ 基金訓練は基本的には厚労省管轄である。しかし習得技能・実用化に向けたサポートは、国

交省、農水省、経産省等の基幹活用も視野に入れるべきである。 

⑦ 深層崩壊は農水省管轄であるが、自治省等との調整が必要となる。 

 

[注] 実施の方法、スケジュール、留意点、参考サイト等、必要に応じ書いて下さい。 

 

 

 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

農都地域部会 共同代表 河口博行 

今回提案の対応省庁 内閣府 

メールアドレス noutochiiki@gmail.com 

電話番号 03-3456-1611 
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部会名 農都地域部会 提案団体名 新しい公共をつくる市民キャビネット農都地域部会 

政策提言 

[タイトル] 移住被災民と共同で進める島嶼・中山間地域活性化 

[骨子] 

1. 遊休農地・施設を活用し、豊かな自然環境を取り戻す被災者入植支援構造特区をつくる。 

2. 都市と連携し、地域コミュニティを生かした半農半匠・６次産業化を推進する。 

3. 有機農業を生かした食とエネルギーの自給を推進する。 

 

現状と問題点 

1. 島嶼・中山間地域では遊休農地や遊休施設が増え、限界集落化の危機に立ち至っているとこ

ろも少なくない。 

2. わずかな専業農家と都市域に勤務するサラリーマン兼業農家が多く、中山間地からの内発的

な事業化は少ない。人口低減に比例して商店街も疲弊し、工業も都市からの分業的な工場等

が散在するにとどまる。 

3. 地産材を使った給食も取り組み始められているが、安全で安心な有機農業産物による例は少

ない。 

 

具体的内容 

1. 行政保証で私権による活用制限を解決し、創意と工夫を生かして未来に向けた町づくりを行

い、持続的社会を率先実行して現状根幹を乗り越える希望と安心をサポートする。 

① 遊休農地・空家・空地を市町村が借り上げ保証し、管理法人・入植被災者集団に貸与 

② 多様な生き物と人を育て、歴史と文化を育んだ里山自然環境を協働して復元する事業に助

成 

③ 被災者入植支援構造特区として下記２項を優先的に導入推進 

   

2. 文化・風習の違いを乗り越え、住民と入植者が一体となって文化や新規産業を創出し練り上げ

る基盤を作り、サポートするコミュニティづくりを推進する。 

① 都市住民と連携した協同マネジメント法人の設立認可 

② 半農半匠地域コミュニティ・ネットワーク設立運営助成 

③ 新しい地産品開拓と６次産業化事業に助成 

④ 都市住民の中期・長期にわたる入植整備と都市と連携した流通に助成 

⑤ 指導者・インストラクターの育成及びそのコミュニティサポートに助成 

 

3. 健康で豊かな生活を支える為に有機農業を育て、食とエネルギーの自給化を推進し、持続可能

なライフスタイルを開発します。 

① 給食・医療食への有機農産物の購入促進 

② 農力向上のためのインストラクターの育成と助成 

③ 学校区単位で循環する地産エネルギーの開拓と関連機器・システムへの助成 
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期待される効果等 

1. 遊休資産が資産化し、集落の活性化が経済的にサポートされる。 

2. 地域には創意・工夫と自信が芽生え、都市から資金が導入され、都市市場への販路が拡大する。 

3. 有機農業が健康と命の安全を保証することが認識され、有機農産物がもつ旨みを通して食生活

の豊かさの意味が再認識される。 

 

必要な予算額・条件等 総額：     百万円 

1. 被災者入植に備えた遊休資産の資産化の特区化は農水省と総務省関連の事業である。特区化

の体制作りと自然環境復元に対し、助成金。三百万円/件*５件*５年 

2. 上記観点からの都市連携６次産業化は農水省と経産省政策と関係する。着手した市町村への

助成金として五百万円/事業*５事業*５年 

3. 有機農業を生かした食とエネルギーの自給は厚労省や文科省に農水省がタイアップすること

が必要となる。着手推進する市町村への助成金は、三百万円/事業/*５事業*５年 

 

[注] 実施の方法、スケジュール、留意点、参考サイト等、必要に応じ書いて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

農都地域部会 共同代表 河口博行 

今回提案の対応省庁 内閣府 

メールアドレス noutochiiki@gmail.com 

電話番号 03-3456-1611 
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部会名 農都地域部会 提案団体名 新しい公共をつくる市民キャビネット農都地域部会 

政策提言 

[タイトル] 移住被災民と共同で進める島嶼・中山間地域活性化 

[骨子] 

1. 遊休農地・施設を活用し、豊かな自然環境を取り戻す被災者入植支援構造特区をつくる。 

2. 都市と連携し、地域コミュニティを生かした半農半匠・６次産業化を推進する。 

 

現状と問題点 

1. 島嶼・中山間地域では遊休農地や遊休施設が増え、限界集落化の危機に立ち至っているとこ

ろも少なくない。 

2. わずかな専業農家と都市域に勤務するサラリーマン兼業農家が多く、中山間地からの内発的

な事業化は少ない。人口低減に比例して商店街も疲弊し、工業も都市からの分業的な工場等

が散在するにとどまる。 

 

具体的内容 

1. 行政保証で私権による活用制限を解決し、創意と工夫を生かして未来に向けた町づくりを行

い、持続的社会を率先実行して現状根幹を乗り越える希望と安心をサポートする。 

① 遊休農地・空家・空地を市町村が借り上げ保証し、管理法人・入植被災者集団に貸与 

② 多様な生き物と人を育て、歴史と文化を育んだ里山自然環境を協働して復元する事業に助成 

③ 被災者入植支援構造特区として下記２項を優先的に導入推進 

 

2. 文化・風習の違いを乗り越え、住民と入植者が一体となって文化や新規産業を創出し練り上げ

る基盤を作り、サポートするコミュニティづくりを推進する。 

① 都市住民と連携した協同マネジメント法人の設立認可 

② 半農半匠地域コミュニティ・ネットワーク設立運営助成 

 

期待される効果等 

1. 遊休資産が資産化し、集落の活性化が経済的にサポートされる。 

2. 地域には創意・工夫と自信が芽生え、都市から資金が導入され、都市市場への販路が拡大する。 

必要な予算額・条件等 総額：     百万円 

1. 遊休資産の資産化は農水省政策とも関連する。特区化し自然環境復元事業を推進する市町村

プロジェクトに助成金。三百万円/件*５件*５年 

2. 都市連携６次産業化は農水省、経産省の政策とも関係する。地域マネジメントを行い半農半

匠地域コミュニティネットワークを推進プロジェクトに助成金。五百万円/事業*５事業*５年 

[注] 実施の方法、スケジュール、留意点、参考サイト等、必要に応じ書いて下さい。 

 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

農都地域部会 共同代表 河口博行 

今回提案の対応省庁 総務省 

メールアドレス noutochiiki@gmail.com 

電話番号 03-3456-1611 
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部会名 農都地域部会 提案団体名 新しい公共をつくる市民キャビネット農都地域部会 

政策提言 

[タイトル] 移住被災民と共同で進める島嶼・中山間地域活性化 

[骨子] 

1. 有機農業を生かした食とエネルギーの自給を推進し、給食に供す。 

 

現状と問題点 

1. 地産材を使った給食も取り組み始められているが、安全で安心な有機農業産物による例は少な

い。 

 

具体的内容 

1. 健康で豊かな生活を支える為に有機農業を育て、食とエネルギーの自給化を推進し、持続可能

なライフスタイルを開発する。 

① 給食・医療食への有機農産物の購入促進 

② 学校区単位で循環する地産エネルギーの開拓と関連機器・システムへの助成 

 

期待される効果等 

1. 有機農業が健康と命の安全を保証することが認識され、有機農産物がもつ旨みを通して食生活

の豊かさの意味が再認識される 

 

必要な予算額・条件等 総額：     百万円 

文科省予算と関係省庁との関係は以下の通り。 

1. 有機農業を生かした食とエネルギーの自給は農水省政策と厚労省規制に関係する。試行事業助

成金は三百万円/事業/*５事業*５年 

 

[注] 実施の方法、スケジュール、留意点、参考サイト等、必要に応じ書いて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

農都地域部会 共同代表 河口博行 

今回提案の対応省庁 文部科学省 

メールアドレス noutochiiki@gmail.com 

電話番号 03-3456-1611 
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部会名 農都地域部会 提案団体名 新しい公共をつくる市民キャビネット農都地域部会 

政策提言 

[タイトル] １００年後を見据えた里山集落の復元 

[骨子] 

1. 住宅地の有機廃棄物を地域毎にまとめてメタン発酵処理してエネルギー化し、液肥を得る。 

2. 復興作業には、技能習得や機能高度化に向けた訓練を行い優先的に地域の住民を充て、雇用確

保する。 

 

現状と問題点 

1. 現状汚水排水設備は、インフラに多大なコストを要し、処理に多くのエネルギーを消費し、

多雨時には海に直接放流しノロウィルス蔓延の危険性が指摘されている。思い切った都市計

画が必要。 

2. 被災者の生活基盤農再構築は 2 重債務等の課題を惹起させる。困難な立地条件で生活設計す

るには、より付加価値性の高い一次産業へのシフトも可能としなければならない。転換に向

けた訓練や支援及びそのための地域毎のインフラ構築支援が必要である。 

 

具体的内容 

1. 移転高地分譲地等で発生する厨芥、有機廃棄物は地域内でメタンガスに転換しエネルギーを

得、消化液を緑化用液肥等に使用する。畜産廃棄物も受け入れ、小規模酪農家の土壌汚染を

防止する。 

2. 瓦礫整理に始まる復興作業には優先的に地域住民を充て、雇用確保して生活力を確保する。 

 

期待される効果等 

1. 廃棄物からエネルギーを取り出し、衛生的環境が保持されるだけでなく、バイオマス活用に

発想転換を促し、持続型社会に向けた道筋が見いだせる。 

2. 被災民の生活設計ができるようになり、希望を持った農村集落が構築できる。 

 

必要な予算額・条件等 総額：     百万円 

厚労省に必要とされる予算と他省庁との関係は以下の通り。 

1. 下水メタン化は国交省所感で、福岡県大木町に準じて人糞処理衛生面の管理を行う。 

2. 現在行っている基金訓練の拡張である。技能・新規技術等の取得対象者を訓練するだけの予算

が必要。 

 

[注] 実施の方法、スケジュール、留意点、参考サイト等、必要に応じ書いて下さい。 

 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

農都地域部会 共同代表 河口博行 

今回提案の対応省庁 厚生労働省 

メールアドレス noutochiiki@gmail.com 

電話番号 03-3456-1611 
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部会名 農都地域部会 提案団体名 新しい公共をつくる市民キャビネット農都地域部会 

政策提言 

[タイトル] 移住被災民と共同で進める島嶼・中山間地域活性化 

[骨子] 

1. 有機農業を生かした食とエネルギーの自給を推進する。 

 

現状と問題点 

1. 地産材を使った給食も取り組み始められているが、安全で安心な有機農業産物による例は少

ない。 

 

具体的内容 

1. 健康で豊かな生活を支える為に有機農業を育て、食とエネルギーの自給化を推進し、持続可

能なライフスタイルを開発します。 

① 農力向上のためのインストラクターの育成と助成 

② 給食・医療食への有機農産物の購入促進 

③ 学校区単位で循環する地産エネルギーの開拓と関連機器・システムへの助成 

 

期待される効果等 

1. 有機農業が健康と命の安全を保証することが認識され、有機農産物がもつ旨みを通して食生

活の豊かさの意味が再認識される。 

 

必要な予算額・条件等 総額：     百万円 

1. 有機農業を生かした食とエネルギーの自給は農水省、文科省の政策と関係するが、インスト

ラクター育成は厚労省管轄で基金訓練対象。 

 

[注] 実施の方法、スケジュール、留意点、参考サイト等、必要に応じ書いて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

農都地域部会 共同代表 河口博行 

今回提案の対応省庁 厚生労働省 

メールアドレス noutochiiki@gmail.com 

電話番号 03-3456-1611 
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部会名 農都地域部会 提案団体名 新しい公共をつくる市民キャビネット農都地域部会 

政策提言 

[タイトル] １００年後を見据えた里山集落の復元 

[骨子] 

1. 瓦礫を資源として海岸線上に多機能な里山自然環境を築き、移転高地分譲地まで緑のネット

ワークを結ぶ。 

2. 新設高地住宅地の有機廃棄物を地域毎にまとめてメタン発酵処理してエネルギー化し、液肥

を得る。地域事情により畜産廃棄物等も活用。市街地には雨水排水設備が配設される。 

3. 拡大造林期森林を強間伐して被災地の住宅等に充て、長伐期針広混淆林で生態系豊かな奥山

とし、流域を通じ豊かな里海の形成を行う。 

4. 小水力発電、直接燃焼設備の高効率化、太陽光の熱的利用など太陽光発電に限定せずに、地

域内で循環する再生エネルギーを開拓し運用する。 

5. 消耗品・化粧品・消毒材等に木・竹・草由来の地産材を充て、廃棄系バイオマス資源の利用

品質を高める。 

6. 復興に向けて価値負荷増大に向けた支援を行い、優先的に地域の住民の雇用確保、生活保障

を行う。 

7. 深層崩壊対策を行う。 

 

現状と問題点 

1. 瓦礫は大量にあるが、障害物としてしか認識されず、生活の基となる集落をどのように形成

するかが依然として明確にならない。沈下し塩水が冠水した地域は農地・市街地のまま不良

財産化している。 

2. 現状汚水排水設備は、インフラに多大なコストを要し、処理に多くのエネルギーを消費して

いる。多雨時には海に直接放流され、ノロウィルス蔓延の危険性が指摘されている。思い切

った都市計画が必要。 

3. 拡大造林期の森林が利用期に到達している。４０～６０年短期の間伐が多く生態系や経済性

に問題指摘が多い。 

4. 大規模のバイオマス変換施設は、集材に難点があった。地産地消がベストであるが、地域単

位で参画する住民の活用はまだ推奨されていない。地域内循環を支える小規模装置・システ

ムの開発には消極的である。 

5. 石油由来の加工消耗品があふれ、また、中山間地では地産材に手が届かず荒廃し、地域経済

も低調となっている。このことも一要因となって、廃棄物由来の堆肥や液肥が有機農業に適

用できない状態となっている。 

6. 被災者の生活基盤農再構築は 2 重債務等の課題を惹起させる。困難な立地条件で生活設計す

るには、より付加価値性の高い一次産業へのシフトも可能としなければならない。転換に向

けた訓練や支援及びそのための地域毎のインフラ構築支援が必要である。 

7. 深層崩壊については非開示である。 
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具体的内容 

1. 津波被災地では、瓦礫を資源とみなして、コンクリを基盤骨材として覆土し、木材をチップ

化してマルティングし、あるいは堆肥材に転換・炭化し、緑化・消臭・土壌改良等に資し、

海岸線に防災に強い豊かな自然環境を復元する。防潮林は、中小規模津波対策用林とし、大

規模被災時に抜けにくい広葉樹を陸地側に植林する。沈下冠水田は、ビオトープと覆土高機

能田畑に分別し、多様な生物と共生する高付加価値農業を推進する。 

2. 移転高地分譲地等で発生する厨芥、有機廃棄物は地域内でメタンガスに転換しエネルギーを

得、消化液を緑化用液肥等に使用する。畜産廃棄物も受け入れ、小規模酪農家の土壌汚染を

防止する。 

3. 拡大造林期に植えた針葉樹を強間伐し、間伐材を復興資材に充当する。また、小規模兼業自

伐林家の事業化と森林整備を広め、多様な生活を営む集落の活性化に資する。強間伐地には

適宜広葉樹を植林し、あるいは間伐萌芽させ、海の生態を豊かにする流域をつなぐ山の役割

機能を復活させる。更に、林地の多面的活用や森林材の新たな機能・用途の開発を促進する。 

4. 小水力発電、直接燃焼器具の高効率化やコスト低減など、太陽光以外で地域内で循環するエ

ネルギーや、太陽光を熱源として利用するシステムなどの再生エネルギーを開拓し活用する。

すなわち、地域生活に密着し、小規模地域内循環でも効率的で環境基準を満足する再生エネ

ルギー活用技術及びシステムの開発に力点をシフトする。 

5. 復興建設する建物、ガードパイプ、その他の施設に地産木材を充当するだけでなく、消耗品・

化粧品・消毒薬液等に木・竹・草由来の地産材を活用して、化石燃料への依存度を低減し、

持続する社会への布石とする。 

6. 田畑の瓦礫整理や、高機能・高付加価値農業に向けたインフラ構築には優先的に地域住民を

充て、雇用確保して、農業復興までの生活力を確保する。 

7. 降雨シーズンを目前に控え、深層崩壊対策が急がれることから、震災地域でのマップを作成

し、避難計画を開示し、命の安全に備える。 

 

期待される効果等 

1. もったいない精神を育て上げて未来構想に繋がることが実証される。中小規模津波に対する

防潮林が構築でき、植林の根が深くなるので大規模津波には市街地破壊源となる流木化を防

ぐ。 

2. 廃棄物からエネルギーを取り出し、衛生的環境が保持されるだけでなく、バイオマス活用に

発想転換を促し、持続型社会に向けた道筋が見いだせる。 

3. 森林が長期択伐となるので付加価値が増し、生態系が豊かな森林となる。海を豊かにする山

が復活し、流域を通じた意義の再確認が、奥山・里山の荒廃を押しとどめる。 

4. 身近で小型の再生エネルギーが実用化されることで、地域内でエネルギー循環が果たせるよ

うになる。 

5. 副資材を草木系のバイオマスとすることにより、廃棄物バイオマスが化石燃料や遺伝子操作

作物にかく乱されることが無くなり、安全で、安心して有機農業でも使えるものとなる。 

6. 被災民の再生活設計ができ、希望を持った農村集落が構築できる。 

7. 山側の大災害を避けることができる。 
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必要な予算額・条件等 総額：     百万円 

農水省に必要とされる予算と他省庁との関係は下記の通り。 

1. 瓦礫活用は環境省の広域処理に対する制限等撤廃が要件であり、“廃棄物”から”資源”へ転

換の上、国交省と連携して、防災土木工事及び高機能化インフラ整備工事を行うこととなる。 

2. 下水メタン化は国交省管轄であり、人糞処理衛生面は厚労省の了承が必要である。小規模酪

農家対策として農水省は関与する。１５百万円/２５世帯（参考値） 

3. 長期択伐・混淆林化で付加価値性の高い林業を育成する。小規模自伐林家ネットワークを強

化し、大規模な木造建築に向けた消費ルート等の計画的確保・充実が必要。 

4. 小勢力の地産エネルギー対策は経産省の施策であるが、農業用水路の活用、温室栽培等高付

加価値農業の適用に関しては農水省試作となる。地域や事業主体による重複開発は許容して、

地域発の内発的発展を促進する。300～１千万円/件*２０項目*３年 

5. 副資材バイオマス資源は、地域集落の活性化を基準に適用・管理を支援する。三百万円/件*

２０項目*３年 

6. 瓦礫整備や高機能農業への転換に向けた基金訓練は、国交省、厚労省と調整しながら進める。 

7. 深層崩壊は、今後の防災対策への先進的取り組みと位置付けて情報整備・広報に努める。 

 

[注] 実施の方法、スケジュール、留意点、参考サイト等、必要に応じ書いて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

農都地域部会 共同代表 河口博行 

今回提案の対応省庁 農林水産省 

メールアドレス noutochiiki@gmail.com 

電話番号 03-3456-1611 
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部会名 農都地域部会 提案団体名 新しい公共をつくる市民キャビネット農都地域部会 

政策提言 

[タイトル] 移住被災民と共同で進める島嶼・中山間地域活性化 

[骨子] 

1. 遊休農地・施設を活用し、豊かな自然環境を取り戻す被災者入植支援構造特区をつくる。 

2. 都市と連携し、地域コミュニティを生かした半農半匠・６次産業化を推進する。 

3. 有機農業を生かした食とエネルギーの自給を推進する。 

 

現状と問題点 

1. 島嶼・中山間地域では遊休農地や遊休施設が増え、限界集落化の危機に立ち至っているとこ

ろも少なくない。 

2. わずかな専業農家と都市域に勤務するサラリーマン兼業農家が多く、中山間地からの内発的

な事業化は少ない。人口低減に比例して商店街も疲弊し、工業も都市からの分業的な工場等

が散在するにとどまる。 

3. 地産材を使った給食も取り組み始められているが、安全で安心な有機農業産物による例は少

ない。 

 

具体的内容 

1. 行政保証で私権による活用制限を解決し、創意と工夫を生かして未来に向けた町づくりを行

い、持続的社会を率先実行して現状根幹を乗り越える希望と安心をサポートする。 

① 遊休農地・空家・空地を市町村が借り上げ保証し、管理法人・入植被災者集団に貸与 

② 多様な生き物と人を育て、歴史と文化を育んだ里山自然環境を協働して復元する事業に助成 

③ 被災者入植支援構造特区として下記２項を優先的に導入推進 

   

2. 文化・風習の違いを乗り越え、住民と入植者が一体となって文化や新規産業を創出し練り上げ

る基盤を作り、サポートするコミュニティづくりを推進する。 

① 都市住民と連携した協同マネジメント法人の設立認可 

② 半農半匠地域コミュニティ・ネットワーク設立運営助成 

③ 新しい地産品開拓と６次産業化事業に助成 

④ 都市住民の中期・長期にわたる入植整備と都市と連携した流通に助成 

⑤ 指導者・インストラクターの育成及びそのコミュニティサポートに助成 

 

3. 健康で豊かな生活を支える為に有機農業を育て、食とエネルギーの自給化を推進し、持続可能

なライフスタイルを開発します。 

① 給食・医療食への有機農産物の購入促進 

② 農力向上のためのインストラクターの育成と助成 

③ 学校区単位で循環する地産エネルギーの開拓と関連機器・システムへの助成 
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期待される効果等 

1. 遊休資産が資産化し、集落の活性化が経済的にサポートされる。 

2. 地域には創意・工夫と自信が芽生え、都市から資金が導入され、都市市場への販路が拡大する。 

3. 有機農業が健康と命の安全を保証することが認識され、有機農産物がもつ旨みを通して食生活

の豊かさの意味が再認識される。 

 

必要な予算額・条件等 総額：     百万円 

1. 遊休資産の資産化の特区化は総務省関連の事業である。特区化の体制作りと自然環境復元に対

し、助成金。三百万円/件*５件*５年 

2. 都市連携６次産業化は経産省政策とも関係する。着手した市町村への助成金として五百万円/

事業*５事業*５年 

3. 有機農業を生かした食とエネルギーの自給は厚労省や文科省とのタイアップが必要となる。着

手推進する市町村への助成金は、三百万円/事業/*５事業*５年 

 

[注] 実施の方法、スケジュール、留意点、参考サイト等、必要に応じ書いて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

農都地域部会 共同代表 河口博行 

今回提案の対応省庁 農林水産省 

メールアドレス noutochiiki@gmail.com 

電話番号 03-3456-1611 
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部会名 農都地域部会 提案団体名 新しい公共をつくる市民キャビネット農都地域部会 

政策提言 

[タイトル] １００年後を見据えた里山集落の復元 

[骨子] 

1. 小水力発電、直接燃焼設備の高効率化、太陽光の熱的利用など太陽光発電に限定せずに、地域

内で循環する再生エネルギーを開拓し運用する。 

 

現状と問題点 

1. 大規模のバイオマス変換施設は、集材に難点があった。地域単位で住民参画の活用はまだ推奨

されていない。小規模装置・システムの開発には消極的である。 

 

具体的内容 

1. 小水力発電、直接燃焼器具の高効率化やコスト低減など、太陽光以外で地域内で循環するエネ

ルギーや太陽光を熱源として利用するシステムなどの再生エネルギーを開拓し活用する。すな

わち、地域生活に密着し、小規模地域内循環でも効率的で環境基準を満足する再生エネルギー

活用技術及びシステムの開発に力点をシフトする。 

 

期待される効果等 

1. 身近で小型の再生エネルギーが実用化されることで、地域内でエネルギー循環が果たせるよう

になる。 

 

必要な予算額・条件等 総額：     百万円 

1. 小勢力の地産エネルギーを使用するための装置・システムの開発の推奨・助成で、地域や事業

主体による重複開発は許容して、地域発の内発的発展を促進する。予算は、300～１千万円/件

*２０項目*３年 

 

[注] 実施の方法、スケジュール、留意点、参考サイト等、必要に応じ書いて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

農都地域部会 共同代表 河口博行 

今回提案の対応省庁 経済産業省 

メールアドレス noutochiiki@gmail.com 

電話番号 03-3456-1611 
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部会名 農都地域部会 提案団体名 新しい公共をつくる市民キャビネット農都地域部会 

政策提言 

[タイトル] 移住被災民と共同で進める島嶼・中山間地域活性化 

[骨子] 

1. 都市と連携し、地域コミュニティを生かした半農半匠・６次産業化を推進する。 

 

現状と問題点 

1. 都市域に勤務するサラリーマン兼業農家が多く、専業農家はわずかで、中山間地からの内発的

な事業化は少ない。人口低減に比例して商店街も疲弊し、工業も都市からの分業的な工場等が

散在するにとどまる。 

 

具体的内容 

1. 文化・風習の違いを乗り越え、住民と入植者が一体となって文化や新規産業を創出し練り上げ

る基盤を作り、サポートするコミュニティづくりを推進する。 

① 新しい地産品開拓と６次産業化事業に助成 

② 都市住民の中期・長期にわたる入植整備と都市と連携した流通に助成 

 

期待される効果等 

1. 地域には創意・工夫と自信が芽生え、都市から資金が導入され、都市市場への販路が拡大する。 

 

必要な予算額・条件等 総額：     百万円 

1. 都市連携６次産業化は農水省の課題でもある。実行プロジェクトに助成：五百万円/事業*1 事

業*3年 

 

[注] 実施の方法、スケジュール、留意点、参考サイト等、必要に応じ書いて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

農都地域部会 共同代表 河口博行 

今回提案の対応省庁 経済産業省 

メールアドレス noutochiiki@gmail.com 

電話番号 03-3456-1611 
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部会名 農都地域部会 提案団体名 新しい公共をつくる市民キャビネット農都地域部会 

政策提言 

[タイトル] １００年後を見据えた里山集落の復元 

[骨子] 

1. 瓦礫を資源として海岸線上に多機能な里山自然環境を築き、移転高地分譲地まで緑のネットワ

ークを結ぶ。 

2. 新設高地住宅地の有機廃棄物を地域毎にまとめてメタン発酵処理してエネルギー化し、液肥を

得る。市街地排水は雨水排水設備が充当される。 

3. 拡大造林期森林を強間伐して被災地の住宅等に充て、認証制度や補助・助成とリンクしたグリ

ーンポイント等を導入し、木材を活用した復興計画を推進する。 

4. 小水力発電、直接燃焼設備の高効率化、太陽光の熱的利用などを活用した建築様式、設備を標

準化し、地域内で循環する再生エネルギーの促進や買い取り制度を運用する。 

 

現状と問題点 

1. 瓦礫は大量にあり復旧の障害となっている。また、生活の基となる集落をどのように形成する

か都市計画は明確ではない。 

2. 現状汚水排水設備は、インフラに多大なコストを要し、処理に多くのエネルギーを消費し、多

雨時には海に直接放流しノロウィルス蔓延の危険性が指摘されている。思い切った都市計画が

必要。 

3. 拡大造林期が利用期に到達している。４０～６０年短期の間伐が多く生態系や経済性に問題指

摘が多い。また原稿の木製品は外材が多く、自給率向上に逆行している。 

4. バイオマス変換施設は、大規模プラントで住宅等への適用は減少していた。 

 

具体的内容 

1. 津波被災地では、瓦礫を資源とみなして、コンクリを基盤骨材として覆土し、木材をチップ化

してマルティングし、あるいは堆肥材に転換・炭化し、緑化・消臭・土壌改良等に資し、海岸

線に防災に強い豊かな自然環境を復元する。防潮林は、中小規模津波対策用林とし、大規模被

災時に抜けにくい広葉樹を陸地側に植林する。沈下冠水田は、ビオトープ・サンクチュアリと

覆土高機能田畑や市街地に分別し、多様な生物と共生する市街地形成を推進する。 

2. 移転高地分譲地等で発生する厨芥、有機廃棄物は地域内でメタンガスに転換しエネルギーを

得、消化液を緑化用液肥等に使用する。市街地排水は雨水排水の限定し、インフラの初期投資

を軽減する。 

3. 拡大造林期に植えた針葉樹を強間伐し、間伐材を復興資材に充当する。認証制度を活用した木

造建築や木製施設を奨励し、また、グリーンポイント等の補助・助成を導入促進する。 

4. 小水力発電、直接燃焼器具の高効率化やコスト低減、太陽光の熱的利用などを活用した建築様

式、設備を標準化し、地域内で循環するエネルギーや太陽光を熱源として利用するシステムな

どの再生エネルギーを開拓し活用する。更に再生エネルギー買い取り制度を活用してエネルギ

ー自給率の安定的確保に貢献する。 
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期待される効果等 

1. もったいない精神を育て上げて未来構想に繋がることが実証される。中小規模津波への対策が

明確となるので、大規模被災等をも事例研究の上で、将来を見据えた産業基盤形成や都市計画

が現実化する。 

2. 廃棄物からエネルギーを取り出し、衛生的環境が保持されるだけでなく、バイオマス活用に発

想転換を促し、持続型社会に向けた施策が打ち出せる。 

3. 森林が長期択伐となるので付加価値が増し、生態系が豊かな森林となる。流域を通じた意義の

再確認が、100年を見越した治水計画を現実化させる。 

4. 身近で小型の再生エネルギーの実用化に向けた建築設計・設備設計指針ができ、家庭・市街地

からの地産のエネルギー循環が果たせるようになる。 

 

必要な予算額・条件等 総額：     百万円 

国交省に必要とされる予算と他省庁との関係は下記の通り。 

1. 瓦礫活用は環境省の広域処理に対する制限等の撤廃等が要件であり、“廃棄物”から”資源”

への転換を図ることになる。併せて、防災に強い 100年の計画となり、究極的に効率的な投資

となる。土木整備後の植林等自然環境復元事業は、市民参加型あるいは市民提案型で進める。 

2. 下水メタン化は人糞処理衛生面は厚労省の了承が必要であるが、ノロウィルス対策にもなり、

液状化時の都市障害回避にもなる。雨水に限定した都市下水路は深さ、構造等大幅に削減可能

となる。 

3. 長期択伐・混淆林化は農水省施策であるが、都市域の建物や施設に国産木材を多用することに

なり、結果的に中山間地域の活性化、都市-農村のひずみの是正に繋がる。投資は民間投資で

あり、グリーンポイント等の奨励用の資金の充足で全うできる。 

4. 小勢力の地産エネルギーがエネルギー自給率の向上になるだけでなく、木質バイオマスを都市

域の住宅や施設に活用できる環境を整備することになる。開発は経産省主管であり、必要予算

は、建物・施設への適用事例の開発・奨励に限定される。 

 

[注] 実施の方法、スケジュール、留意点、参考サイト等、必要に応じ書いて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

農都地域部会 共同代表 河口博行 

今回提案の対応省庁 国土交通省 

メールアドレス noutochiiki@gmail.com 

電話番号 03-3456-1611 
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部会名 農都地域部会 提案団体名 新しい公共をつくる市民キャビネット農都地域部会 

政策提言 

[タイトル] １００年後を見据えた里山集落の復元 

[骨子] 

1. 瓦礫を資源として海岸線上に多機能な里山自然環境を築き、移転高地分譲地まで緑のネットワ

ークを結ぶ。塩水冠水沈下地域は、適宜ビオトープ・サンクチュアリとする。 

2. 新設高地住宅地や小規模酪農農家の有機廃棄物を地域毎にまとめてメタン発酵処理してエネ

ルギー化し、液肥を得るための規制・管理基準を改める 

3. 拡大造林期森林を強間伐して、生態系豊かな長伐期針広混淆林を形成し、流域を通じ豊かな里

海の形成を行う。 

4. 小水力発電、直接燃焼設備の高効率化、太陽光の熱的利用など太陽光発電に限定せずに、地域

内で循環する再生エネルギー利用装置の環境基準を再評価し、開拓を支援する。 

 

現状と問題点 

1. 広範囲に大量の瓦礫があり、海岸線沿いに地盤沈下して塩水で冠水し、現況への復旧は難しい。

居住域の高地移転が構想されているが、生活の基となる集落をどのように形成するか、地域に

密着した産業基盤をどのように形成するかは明確ではない。 

2. 現状汚水排水設備は、インフラに多大なコストを要し、処理に多くのエネルギーを消費し、多

雨時には海に直接放流しノロウィルス蔓延の危険性が指摘されている。思い切った都市計画が

必要。海岸近くは液状化により廃水管路の使用が妨げられ、長期にわたって衛生的環境が確保

できなかった。 

3. 拡大造林期に針葉樹が大量に植林され、利用期に到達している。広葉樹が激減し、林業不振が

森林を荒廃させ、大型動物等の棲息環境に影響を与え、海への栄養源供給が偏ってきている。 

4. 小水力を利用した設備は滅損し、用水等の利用環境は限定されている。また木材燃焼器具は、

廃材利用に充当されてきたために低効率で、粉じんを排出し、改良の余地がある。また、都市

域で利用する設備には全く活用されていない。ニーズ開拓に合った小規模燃焼器具類・システ

ムの開発は為されていない。 

 

具体的内容 

1. 津波被災地では、瓦礫を資源とみなして、コンクリを基盤骨材として覆土し、木材をチップ化

してマルティングし、あるいは堆肥材に転換・炭化し、緑化・消臭・土壌改良等に資し、海岸

線に防災に強い豊かな自然環境を復元する。緑の回廊を高地住宅地に繋ぎ込み、広く里山自然

環境を形成する。また、適宜復旧困難な沈下冠水農地をビオトープ・サンクチュアリとする。 

2. 移転高地分譲地等で発生する厨芥、有機廃棄物は地域内でメタンガスに転換しエネルギーを

得、消化液を緑化用液肥等に使用する。廃棄物を資源化できるように、法規制の見直しを図る。 

3. 拡大造林期に植えた針葉樹を強間伐し、間伐材を復興資材に充当する。また、小規模兼業自伐

林家の事業化と森林整備林業を広め、多様な生物が生息し豊かな自然を復元する。強間伐地に

は適宜広葉樹を植林し、あるいは間伐萌芽させ、海の生態を豊かにする流域をつなぐ山の役割

機能を復活させる。林地の多面的活用や森林材の新たな機能・用途の開発を促進する。 



21 

 

4. 小水力発電、直接燃焼器具の高効率化やコスト低減など、太陽光以外で地域内で循環するエネ

ルギーや、太陽光を熱源として利用するシステムなどの再生エネルギーを開拓し活用する。す

なわち、地域生活に密着し、小規模地域内循環でも効率的で環境基準を満足する再生エネルギ

ー活用技術及びシステムの開発に力点をシフトする。 

 

期待される効果等 

1. もったいない精神を育て上げて未来構想に繋がることが実証される。また、市街地から失われ

た里山自然環境が復元し、幼少児に対する教育環境が整備される。 

2. 廃棄物からエネルギーを取り出し、衛生的環境が保持されるだけでなく、バイオマス活用に発

想転換を促し、居住生活のライフスタイルの再構築を通じて、持続型社会に向けた道筋が見い

だせる。 

3. 生態系が豊かな森林となり、流域を通した山と海の関係性が正常化する。 

4. 環境基準を満足する、身近で小型の再生エネルギーが実用化されることで、地域内でエネルギ

ー循環が果たせるようになる。また、都市域での木質エネルギーの活用が促進される。 

 

必要な予算額・条件等 総額：     百万円 

1. 広域処理に対する制限等の撤廃で“廃棄物”から”資源”への転換がなされる。土木工事後の

植栽、ビオトープ管理は、市民参加型の導入ができる。 

2. 下水メタン化で人糞を含めた衛生処理がなされるだけでなく、エネルギーや液肥有用物が入手

できる。１５百万円/２５世帯（参考） 

3. 事業活性化指針と提示と小規模自伐林家の奨励で森林が混淆林化し、豊かな森が作られる。 

4. 小勢力地産エネルギーの推奨と開発促進予算の計上が必要：経産省＞300～１千万円/件*２０

項目*３年 

 

[注] 実施の方法、スケジュール、留意点、参考サイト等、必要に応じ書いて下さい。 

 

 

 

政策提言の責任者[所属団体・役職・氏名] 

農都地域部会 共同代表 河口博行 

今回提案の対応省庁 環境省 

メールアドレス noutochiiki@gmail.com 

電話番号 03-3456-1611 


