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○ 農業・農村構造の変化により農村協働力の低下が見込まれる中、時代の変化に応じた農村協働力の
深化を積極的に図ることが重要。

○ 農業・農村構造の変化により“地縁的な”農村協働力の充実を図るとともに、今後は、集落を越え
た地域、都市の人々等との新たな社会的関係を導入した“開かれた”農村協働力の拡大を図ることが
必要。
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都市⾏政 農村

Linking

（結合型）

Bridging

（橋渡し型）

Bridging

（橋渡し型）
農家

地域住⺠
企業団体
農業団体
⾃治会など

農家
地域住⺠
企業団体
農業団体
⾃治会など

国
県

市町村

都市住⺠
⼤学
企業

NPOなど

開かれた農村協働力（橋渡し型、結合型）

地縁的な
農村協働力

農業生産活動の活性化
• 高収益作物の導入
• 担い手の育成、農地集積
• ６次産業化
• 新技術の導入

暮らしを支える
相互扶助活動

• 介護・福祉サービス
• 配送・移送サービス
• 子育て支援

地縁活動
• 農業施設等の保全管

理、用水管理
• 防犯・防災活動
• 寄り合い、地域行事

地域資源を活用した地域活性化
• 特産品の開発
• 都市農村交流
• 移住・定住事業
• 再生可能エネルギーの活用

Bonding
（内部結束型）

地縁的な
農村協働力

Bonding
（内部結束型）

地域内外の多様な主体の協働による地域の維持・活性化

社会情勢の変化を踏まえた次世代の農業・農村の構築

第５章 多様な主体が住み続ける農村社会の構築
１．農村協働力を醸成する契機としての農業農村整備事業の役割



○ 農村協働力は機能させるほど強固になることから、機能させるための最初のきっかけが重要。農業
農村整備事業は、農村協働力を機能させるきっかけとしての役割を果たしうる。

○ また、農業生産基盤の整備や美しい農村環境の創造は、地域住民が地域の魅力を再認識し、地域活
動に取り組む契機となり得る。
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事例：多様な主体の協働による地域活性化
の取組（岐阜県羽島市）

事例：多様な主体の協働による地域活性化
の取組（岐阜県羽島市）

事例：農道整備を契機とした都市農村交流
（山梨県甲州市）

事例：農道整備を契機とした都市農村交流
（山梨県甲州市）

事例：環境配慮施設の整備を契機とした
多様な主体が参加した環境活動
（三重県桑名市）

事例：環境配慮施設の整備を契機とした
多様な主体が参加した環境活動
（三重県桑名市）

○甲州市の景観計画の策定にあた
り、玉宮地区の住民が参加した
ワークショップを開催し、地区
内で富士山が眺望できるポイン
トを抽出。

○地域で「玉宮フットパスの会」
を立ち上げ、夏に「桃狩りフッ
トパス」、秋の「ぶどう＆野菜
狩り」、冬の「星空のワイン
会」（いずれも婚活イベント）
を開催。

従前は、軽トラックが入れないほど狭小だった農道を整
備するとともに、景観に配慮した石積み水路やこげ茶
色のガードレールの整備を実施。

↑整備前

↑整備後

↑ ビオトープ
土水路を玉石積水路に整備

し、水路脇に設置。

↑ 粗石付き魚道
生息域の連続性を確保する

ため、落差工を撤去し魚道を
新たに整備。
円弧状に埋め込まれた玉石

が浅いプールを形成。

○土地改良区が主体となって、
地域住民を含めた「ヒメタ
イコウチ・ホトケドジョウ
保存会」を設立。

○モニタリング調査や生き物
観察会を実施。

圃場整備事業の実施
集落営農組織の設立

農地整備環境機能増進事業の
実施、「市之枝地域づくり
ネットワーク協議会」の設立

平成９年度 平成14年度

「いちのえだ田園フラ
ワーフェスタ」の開始

市政50周年記念事業とし
て、羽島市と共同開催

平成15年度平成16年度

市之枝地域づくりネットワーク協議会

生き物調査

【活動内容】
・景観形成
・生態系保全
・ﾌﾗﾜｰﾌｪｽﾀの運営 等

ほ場整備の実施に際し、営農に係る体制が整備され
る中、受益農家を含めた地域住民が生活環境と自然
環境の調和を意識することで設立。

いちのえだ田園フラワーフェスタ

ほ場整備により整備された道路沿いの水田に季節の花
（レンゲ・ひまわり・コスモス）を植栽。毎年、県内外からお
よそ２万人の観光客が訪れ、市の観光資源の一つとして
も成長。

区画整理等の通常の整備に加え、希少生物が生息す
る環境を保全するため、既設石積水路の現況保存や魚
道、ビオトープ等を設置。



○ 条件に恵まれない地域においても、地域の課題に向き合う体制を整えることで、農村協働力を深めつ
つ、農村振興を図っている取組が見られる。
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２．条件不利地域における多様な主体が連携した地域づくり

事例：中山間地域における「恵那栗」の産地形成の取組（岐阜県恵那市）事例：中山間地域における「恵那栗」の産地形成の取組（岐阜県恵那市）

栗の産地形成に伴う協働体制の構築

○ 「東美濃‘クリ地産地消（商）拡大’
プロジェクトチーム」の発足（平成18年）

構成員
・恵那農林事務所
・中山間農業研究所
・ＪＡ
・東美濃栗振興協議会
・中津川市
・恵那市

→管内の栗や栗の圃場管理、新規就農者の発掘などを後押し

栽培見学ツアー 新規栽培チャレンジ塾

栗の生産を土地改良事業で後押し

○ 中山間地域総合整備事業「恵那北部地区」

くり菓子の原料のクリが
地元から十分に供給で
きない。

グリーンピア恵那の跡地
を活用して、栗園を造成

栗園の造成図

地域振興を通じた多様な主体との連携

○収穫祭の実施により都市
住民へＰＲ

○栗きんとんの製造・販売 ○植樹による理解促進

○近隣の地域資源「坂折棚田」と
協働で地域振興

地元業者 地元住民、高校生、小学生

都市住民 棚田保存会

事例：中山間地域における営農体制の確立と企業誘致（埼玉県秩父市）事例：中山間地域における営農体制の確立と企業誘致（埼玉県秩父市）

兎田
集落

暮坪
集落

㈱秩父ファーマー
ズファクトリ－

多面的機能支払交付金（H21～）、兎田暮坪
土地改良組合を中心とした協議会の設立

環境保全協議会の設立

県営中山間総合整備事業(H18～25)

・区画整理、用排水路の整備 等

基盤整備の実施

協議会による企業誘致
凡 例

水 田

畑

非農用地
ワイン用ぶどう園

二条大麦の栽培エゴマほ場

企業と連携した「多業型経済」の実践

・地区内の農地1haで栽
培された二条大麦を使用
しウィスキーを製造

㈱ﾍﾞﾝﾁｬｰｳｨｽｷｰ

・借受けた農地2.5haで
エゴマを栽培し、エゴ
マ油などへ加工・販売

㈲モリシゲ物産

○ 協議会が中心となって企業の誘致や地権者とのマッチン
グを図り、法人３社が新規参入

○ 基盤整備により耕作放棄地を解消しつつ農地を集約化
するとともに、法人３社と連携した多業型経済を実践

・借受けた農地2haで
ぶどうを栽培し、ワ
インを製造

㈱秩父ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ

農地の利用状況

20.8ha

畑
12.8ha

樹園地
2.0ha（法人）

水田
3.0ha

うち法人
3.5ha

非農用地等
3.0ha

うさぎ だ くれつぼ



○ 担い手に農地を集積させる一方で、担い手以外の者が農業に関わる仕組みを作り、農村協働力の発
揮に不可欠な人材が地域に関わり続ける受け皿を構築していくことが重要。
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３．担い手以外の者が引き続き住み続けるための方策

事例：営農構想発表会、園芸メガ団地構想（秋田県）事例：営農構想発表会、園芸メガ団地構想（秋田県）

連携
（農業農村整備一体）

連携
（農林部一体）

あきた型ほ場整備推進チーム

地域ほ場整備推進チーム
（地域振興局）

地域支援チーム
（本庁）

農村整備課
（計画～実施）

農業振興普及課
（担い手育成・技術普及）

農村整備課
（農地整備班）

農山村振興課
（計画課）

情報共有

全体会議
（リーダー会議）

全体会議
（リーダー会議）

活動を
サポート

市町村、土地改良区
農協、農業団体

農林水産部各課
（農林改革、水田、園芸ほか）

協働（連携と役割分担）協働（連携と役割分担）

農業農村整備事業の効果を最大限に発揮する「園芸メガ団地構想」

・平成23年度以降の新規地区採択に当たっては、地元の農業
者が中心となって、地域の現状・課題、事業後の農地集・
集約化、複合経営等の構想を「営農構想」として取りまと
め。

・さらに、各地区の代表者がそれぞれの「営農構想」を発表
し、意見交換・質疑応答を行う「営農構想発表会」を開催。

ねぎ（施設12棟）
■ほ場整備事業

きく類
（施設20棟、路地8ha）
■土地改良総合整備事業

ダリア、ねぎ、えだまめ
（施設14棟、路地11.5ha）
■ほ場整備事業

きく類
（施設21棟、路地7.3ha）
■ほ場整備事業

りんどう（路地7.3ha）、
小きく（路地1ha）、
アスパラガス（路地4ha）
■ほ場整備事業

えだまめ（路地50ha）
■ほ場整備事業
■水田畑地化基盤整備事業

きゅうり（施設25棟、路地2ha）
ほうれんそう（施設25棟）
キャベツ（路地12ha）
■基盤整備促進事業

トマト（施設104棟）
■ほ場整備事業

菌床しいたけ
（29万菌床）

ほうれんそう、きゅうり、
きく類、すいか
（施設77棟、路地50ha）
■ほ場整備事業
■地下かんがいシステム

導入支援事業

営農構想発表会
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