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　 （１）地区の概要

○米＋大豆＋チューリップの土地利用型農業。

○構造改善事業（S38～40）、基盤整備事業（ほ場整備S40～44完了）は完了。

○集落の全戸数は160戸うち、農家37戸、土地持ち非農家20戸、非農家103戸で構成。

○担い手農家２戸（13.5ha：地区内農地の22.1%）、個別農家35戸（平成17年度より集落営農を実施）。

１

通常の営農作業の中で農家個人が行っている。
洪水の後等に見回り・点検を実施。

見回り・点検

・国道359号沿いに花壇を造成。 ・空き缶拾い等。
・広域農道の植樹桝に花を植栽。 ・有機系肥料を地区内でリサイクル。
・屋敷林の保全。

環境保全活動

地先の農家が個人で年４回実施。
草刈り機を使用し、草は現地で土に返す。

農道
　・草刈り
　・処理状況

泥は水路沿いに集積し、市の処理施設へ搬送。草刈りについては草刈り機を使用し、
草は現地で土に返す。

　・処理状況

泥上げは集落の共同作業として、年１回実施。
草刈りは地先の農家が個人で年４回実施。

　・小用排水路

土地改良区から維持管理費の支給を受けて、集落で泥上げ・草刈りを実施。
用排水路
　・幹線用排水路

○主な共同作業の状況

○共同作業対象賦存量

１回
４回
１回
４回

4hr

4hr

145人
422人
145人
42人

27,662m
27,662m
2,129m
2,129m

集　　　　　落
耕 作 者
耕 作 者
耕 作 者

用排水路：支線・末端用排水路　泥上げ
　　　　　 支線・末端用排水路　草刈り
道路：　　　保守
道路：　　　法面の草刈り

年間回数時間(hr/回)人数（人/回）

出役状況施設
賦存量

作業主体等項目

20戸
うち土地持ち
非農家

123戸非農家

2戸うち担い手

37戸農家数

160戸集落戸数

－畑

61.1ha水田

61.1ha農地面積

幹線用水路約1,100ｍは集落（約12人）で土砂上げし、土地改良区組合員（約12人）で年1回（3時間程度）草刈りを実施。

１．矢木地区（富山県砺波市矢木集落）



　 （２）農業者の高齢化

○高齢化に伴い、農業従事者数は10年後には約2割減少し、さらに64歳以下の農業従事者が耕作する面積割合は70.7%から10年後
には10.1%まで減少すると予測される。

○これに伴い、農地・農業用水等の資源保全活動への影響が懸念される。

２

○農業従事者年齢構成の推移予測
農業従事者年齢構成の推移予測
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○集落の担い手（２戸）への農地集積率は22.1％（13.5ha）で、営農組合への農地集積率は71.7%（43.8ha）となっている。

○担い手農家の経営農地が分散していると、担い手の高齢化に伴い、草刈り等の管理が行き届かないことも懸念される。

　 （３）担い手農家の経営農地の分散 　

　　　凡　　　　　　例

　記　　号 　　説　　明

担い手農家１(55歳)

担い手農家２(63歳)

営 農 組 合

個 別 農 家

農地面積集計表

区　分 地区内 地区外 計

担い手農家１ 8.4 8.4

担い手農家２ 5.1 5.1

営 農 組 合 43.8 43.8

個 別 農 家 3.8 3.8

計 61.1 61.1

３



○ロードガーデン矢木（国道359号沿い）

○屋敷林（かいにょ）

○農家・非農家問わず地域の人々が参加して、国道沿いの敷地を利用した花壇の造成、農道沿いに松葉菊の植栽を行い、うるお
いのある景観の創造と周辺環境の向上を図っている。

○また、散居の特徴である屋敷林に囲まれていることから、市と地域住民の間で、地域づくり協定を結び、散居景観の維持保全に
取り組んでいる。

○なお、北陸（加賀藩）の伝統的地域社会では、農業および農地や農業用水に関する賦役と町内会費を「万雑」として一括徴収する
伝統が存続している。

　 （４）農村の環境保全等の多様な活動

※万雑（公事）とは

　荘園における種々の雑税や賦
役。物を納める「年貢」に対し、
労働力を納める「公事」。

　現在では混住化に伴い、万雑
の費用負担が農地面積割りから
戸割りへと変化し、より町内会
費的なものになってきており、
農業及び農地や農業用水に関す
る賦役と分離されていく傾向。

○万雑のしくみ

農家・非農家を問わ
ず戸割で徴収

江浚経費生産基盤

総会・役員合同会の会議費、

教育振興負担金、

公民館維持費、

役員手当費、

備品及び事務消耗品費、

雑費、償還金、予備費

その他

納涼大会、運動会、

夜高祭、左義長、

太子伝祭　等

農村文化

花壇整備費、

清掃費　等

農村環境

内　　訳項　目

支出（例）

４

収入



　　 （５） 意見交換の概要

○地元の意見
　・除草剤を使用すると畦がやせる。扇状地なので降雨時に一時的に水田に貯留して下流の排水量を緩和することも提案している
が、畦が脆弱化していると難しい。

　・年４回行う草刈りの一部について除草剤を使用。少量でも除草剤を使用している割合は４割程度で、高齢化もあり、増加傾向で
ある。

　・今後、営農全体は集落営農にシフトしていくと思われるが、農業用水等の管理は農家・非農家が力を合わせて実施していきたい。

○委員の意見
　・資源保全活動を集落ぐるみで行い、常に日常生活の中に農地や農業用水があると理解。
　・高齢化が進む中で散居村の美しい景観を維持していると思料。
　・自然と人の合作による国際的にも価値のある景観である。
　・畦による水田の水源涵養等の多面的機能を評価し、その維持に支援を行っている地方自治体も存在している。

５



　 （１）地区の概要

○米＋大豆＋果樹（さくらんぼ、ラフランス等）の複合経営。

○土地改良区がコーディネート、集落が活動を支える重層的な維持保全管理体制が整い効率的・効果的な保全管理を実施。

○寺津、藤内新田集落は農家２３１戸、土地持ち非農家３６戸、非農家１６９戸で構成。

○農家２３１戸のうち担い手農家１６戸。他地域からの入り作が１／４を超える。

６

○主な共同作業の状況

○共同作業対象賦存量

農地面積 184.0 ha

水田 159.2 ha

樹 24.8 ha

集落戸数 436 戸

農家数 231 戸

うち担い手 16 戸

非農家 205 戸

うち土地持ち

非農家
36 戸

用排水路

・幹線用排水路 土地改良区より維持管理費の支給を受けて、集落で泥上げ、草刈り

を実施。

・小用排水路 泥上げの作業は、非農家を含めた共同作業として年1回実施。

草刈りは、地先の農家が個人で年3回、共同作業として年2回実施。

・処理状況 泥は水路沿いに放置。

草刈りについては、草刈り機を使用し、草は現地で土に返す。

農道

・草刈り 地先の農家が個人で年3回、共同作業として年1回実施。

・処理状況 草刈りは草刈り機を使用し、草は現地で土に環す。

・見回り点検 土地改良区で実施。

環境保全活動 ・ゴミなくしたい活動（ゴミ拾い）

・あじさいロード（花植栽）

２．三郷堰地区（山形県天童市寺津・藤内新田集落）

人数（人/回）  時間（hr/回） 年間回数

用排水路：支線・末端用排水路　泥上げ 耕作者 26,637 ｍ 227 人 3 hr 1 回

用排水路：支線・末端用排水路　草刈り 耕作者 26,637 ｍ 218 人 5 回

道　　　路：路肩・法面の草刈り 耕作者 13,064 ｍ 134 人 4 回

項目 施設賦存量作業主体等
出役状況



　 （２）農業者の高齢化

○農業従事者うち65才以上の高齢者が５３％に達している現状。さらに寺津集落では６４歳以下の農業従事者が耕作する面積割合
が５１．８％から、１０年後には３７．６％までに減少することが予測されている。

○これにともない、農地・農業用水等の資源保全活動への影響が懸念される。

７

耕作者年齢区分

面積(ha) 構成比(%) 面積(ha) 構成比(%) 面積(ha) 構成比(%) 面積(ha) 構成比(%)

75歳以上 5.0 6.2 3.9 3.7 11.7 14.4 19.0 18.1

65～74歳 6.7 8.2 15.1 14.4 11.5 14.2 11.5 11.0

65歳未満 41.9 51.8 61.3 58.4 30.4 37.6 49.8 47.4

出入作地 27.4 33.8 24.7 23.5 27.4 33.8 24.7 23.5

10年後

寺津集落 藤内新田集落

現在

寺津集落 藤内新田集落

年齢別耕作者マップ　現在 年齢別耕作者マップ　10年後

○農業従事者年齢構成の推移予測

0

200
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600

現在

10年後

現在 3 13 32 73 71 159 59 410

10年後 0 3 13 32 73 71 159 351

15歳以上 25歳以上 35歳以上 45歳以上 55歳以上 65歳以上 75歳以上 計

（人数）



○天童市、山形市の都市近郊地域にある三郷堰地区では、全世帯436戸の約半数を非農家が占め混住化の進展が著しい。

○区画整理により生産性の向上に優れたほ場が整備された一方で、地区内を経由して都市部への通勤等の通過交通の増加が著
しい。

○地区内農道沿いに、ごみの不法投棄が見られるようになり、冬季間は一部の農道を閉鎖する対策を講じている。

○他地域からの入り作地が１／４以上を占め、今後もこの状況は継続していくものと予想される。

○これにともない、農地・農業用水等の資源保全活動への影響が懸念される。

　 （３）都市化・混住化 　

不法投棄場所

混住化

年度
集落名 農家 非農家 総戸数 農家 非農家 総戸数 農家 非農家 総戸数
寺 津 161 96 257 137 99 236 129 131 260
藤内新田 118 51 169 121 51 172 102 74 176
計 279 147 426 258 150 408 231 205 436

15年前（1985） １０年前（1990） 現在（2000）

35% 37%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

15年前 １０年前 現在

寺津地区　非農家率の推移

新興住宅 不法投棄されたごみ 縦走する高速道路

全　　景

○農業従事者年齢構成の推移予測

三郷堰
第２分水

不法投棄場所

８



○「ゴミなくしたい」活動　平成16年11月21日
　・地域環境の保全と地域農業の振興をめざして、地域住民と共に管内の生活関連道路である市・県道・高速道路側溝沿いのゴミ拾い実施。
(参加者34名)

○「ふれんどしっぷ水辺の郷サミット」　平成16年12月13日
　・三郷堰頭首工を中心とした最上川周縁の環境美化活動を実施。地域資源を保全し、次の世代へ伝えることを主眼に平成16年より発足。

○地域振興研究会　平成16年5月発足
　・「三郷堰地域の環境保全と農業の振興」を推進するための組織として平成１６年に発足。
　・三郷堰の組合員のみならず、地域内外の人たちの「人の和」、「文化の和」、「緑の和」、「ふれあいの和」を通じて、「水土里の郷さんごうぜき」
の実現に向けて、今後も地域振興の具体的な取組みを検討していく方針。

　・具体的な活動内容として①農業体験　「ふれあい農園」、②環境美化運動　「景観作物の植栽」、③地域環境保全活動　「ゴミひろい活動」
等を実施。

　 （４）農村の環境保全等の多様な活動
　

ふれあい農園 景観作物の植栽 ゴミ拾い活動

○山形県三郷堰地区では、さまざまな環境保全活動を実施している。

○例えば、かんがい期間の毎水曜日は”水”の日とし、地域における農業用水への共通認識を醸成したり、「ふれんどしっぷ水辺の
郷サミット」の開催など、地域住民が主体的に環境保全活動を実施している。

９



　

○地元の意見
　・10～20a区画、土水路であり、水路の保全、補修が大変である。さらに、排水等の基盤の条件が悪い農地が耕作放棄地化してい
る。基盤整備が必要だが合意形成も難しい。

　・ほ場整備による効率化とともに、集落の人間と田んぼの関わりが薄くなった。担い手だけでは農地や水の管理は出来ないため、
地域の人が一緒になって農地と環境を守る仕組みが必要と考え「地域振興研究会」を立ち上げた。

○委員の意見
　・地域全体で管理ルールが出来ているとの印象を持った。先駆的な取り組みと理解したが、全国的にどのようにして拡大していく
かが課題である。

　・土を介した心のふれあいが若い人たちの間に欠けてきており、農業や土とふれ合う研究会の活動は大いに評価できる。

　 （５）意見交換の概要

１０



　 （１）地区の概要

○野菜＋畜産を中心とした土地利用型農業。

○基盤整備（団体営土地総 S63～H5）、水利施設整備（県営畑総 S63～H14）は完了。

○担い手農家７戸（15.8ha：うち地区内農地は約63％）、個別農家16戸。

１１

通常の営農作業の中で農家個人が行っている。
洪水の後等に見回り・点検を実施。

見回り・点検

・耕作放棄地を利用したヒマワリ畑の造成を地区の共同作業で行っており、
秋にはヒマワリ祭りも開催される。
・農薬使用量の削減、自然農法への転換、路側の植栽を実施

環境保全活動

集落の共同作業として、年１～２回実施。
地先の農家が個人で年２～４回実施。
草刈り機を使用し、草は現地で土に返す。

農道
　・清掃
　・草刈り
　・処理状況

泥は水路沿いに集積し、市の処理施設へ搬送。草刈りについては草刈り機
を使用し、草は現地で土に返す。

　・処理状況

泥上げは集落の共同作業として、年１回実施。
草刈りは地先の農家が個人で年４回実施。

　・排水路

用排水路

○主な共同作業の状況

○共同作業対象賦存量

３回2 hr75 人7,209m集落道路：清掃

４回1 hr15 人2,590m耕作者排水路：草刈

１回1 hr4 人250m集落排水路：清掃

４回2 hr23 人7,209m耕作者道路：法面の草刈り

年間回数時間(hr/回)人数（人/回）

出役状況施設
賦存量

作業主体等項目
7.9ha牧草地

うち土地持ち非農家 3戸

86戸非農家

7戸うち担い手

23戸農家数

109戸集落戸数

18.7ha畑

0.8ha水田

27.4ha農地面積

（参考）吹上地区（群馬県笠懸町）



　 （２）農業者の高齢化

○地区内の農業従事者の高齢化に伴い、10年後には約1/5の農地が75歳以上となる。

○これに伴い、耕作放棄地の発生や農地・農業用水等の資源保全活動への影響が懸念される。

○農業従事者年齢構成の推移予測

１２

27.4ha57人27.4ha58人合計

16.3ha31人16.6ha39人65歳未満

5.8ha15人8.3ha12人　　 65～75歳未満

5.3ha11人2.5ha７人75歳以上

６人７人認定農家数

10年後現在凡例
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20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

○年代別耕作者マップ



　 （３）農村の環境保全等の多様な活動
　

○農家・非農家が参加して、年２回の道路愛護運動（道普請）を実施しているほか、遊休農地を利用してヒマワリ畑を造成・管理を
行っており、秋にはヒマワリ祭りも開催される。

１３

道路愛護運動（道普請）

共同管理作業 ヒマワリ畑の維持管理

遊休農地を利用したヒマワリ畑


