
○ 建設から３５年以上経過した水路の老朽化が進み、その機能維持が地域の大きな課題となっていた。 

○ 平成１９年度から開始された共同活動支援により、用水路の目地詰め、排水路の側壁の補修（現場打ち
水路）等に直営で取り組む。 

○ さらに、向上活動支援交付金を活用して、これまで予算的・技術的に取り組めなかった水路の補修・更新
等を実施。このように、集落が主体的に水路の維持・保全を実施し、将来に亘る農業生産基盤を維持。 

○ また、濁水防止に関する活動を通じて、地域における節水等の意識が向上。 

弓削弓つくりの郷（滋賀県竜王町） 

集落による水路の補修・更新の取組 水質保全への取組 

【地区概要】 
・取組面積 70ha 
  （田 68.8ha、畑 1.2ha） 
・資源量 
  開水路 9.8km 農道 4.0km 
・主な構成員 
  農業者、自治会、老人会、婦人会、 
  子供会、農村保全会、ＯＢ会 
・交付金  約５百万円（H26） 
 

○ ほ場整備から３５年以上が経過し、水路等

施設の老朽化が顕著となっており、ほとんど
の水路で水漏れ等が発生していた。 

 
○ 老朽化した水路の補修・更新等について

は今後さらに対応が困難になることが想定
され、これらにどう対応していくかが大きな
課題となっていた。 

 
○ 琵琶湖の水質保全のため、濁水防止の取
組を進める必要性があった。 

 
○ 災害対応等を含め、地域のつながりがもと

もと強い地域だが、高齢化等が進む中、こ
れをどう維持していくかが課題となっていた。 

濁水防止のための水路溝畔等の補強 

ゆげ 

地域における課題 

○琵琶湖の水質保全に資する濁水
防止のための活動を通じて、地域
における節水等の意識が向上。 

濁水防止のための啓発活動 

水質保全活動 
（透視度調査） 

排水路の側壁の補修 
（現場打ち水路の直営施工） 

排水路の補修 
（土のうによる補強） 

用水路の目地補修 

老朽化が著しい水路の一部更新 

○ 老朽化した水路において、施設の点検結果を踏まえ、簡易
な側壁の補修や目地補修を直営施工で実施。 

  

○ 老朽化が著しい水路においては、向上活動支援交付金等
を活用して、計画的に一部更新。 

  

○ 本取組により集落が主体的に水路の維持・保全を実施。 
 

○もともとつながりが強い地域であっ
たが、本対策により、災害対応等
も含め、継続的な地域活動が可能
になった。 

持続的な地域活動 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

       集落の手による水路等施設の長寿命化への取組 ６―１ 



○  本地区内の水路は、造成後約30年が経過しており、老朽化が進行中。多面的機能支払（農地・水保全
管理支払）により水路の補修等を行うに当たり、廃材を活用することで経費を大幅に節減。 

○ 例えば、活動組織が管理している分水工は、古い木板等で造られた各落とし構造であり、分水工の操作
に手間取ることもあった。このため、ハンドルで操作可能な鋼製ゲートの製作・据付を行ったが、廃棄予定
の葉たばこ梱包機の部品を有効活用することにより、改修費用を大幅に節減。 

○ また,、雨水時に溢水していた水路の補修等において、国道の改修工事の後に払い下げを請けたｺﾝｸﾘｰﾄ
二次製品を活用。 

音金農地・水環境保全組合（福島県下郷町） 

維持管理の課題 創意工夫・経費削減 施設の補修等 

【地区概要】 
 

・取組面積  78.7 ha 
        （田 73.6 ha、畑 5.1 ha） 
 

・資源量 
 開水路23.0 km、農道13.0 km 
 

・主な構成員 
     農業者、自治会、老人会、 
  消防団、土地改良区 等  
 

・交付金 約４百万円（H26） 

【上流分水工】 【葉たばこ梱包機】 
分水工は、老朽化した木板や
角材利用の角落構造であり、
操作等に不測の時間を要す 

廃棄予定の梱包
機のスピンドル、
ハンドルを活用 

水路は、急流であり大雨
の度に溢水が発生。この
ため、土のうを積んで応
急的に対処。 

【急流の水路】 【ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品水路】 

払い下げを受けた
コンクリート二次
製品水路を活用 

【施工中】 

【施工中】 

【完成後の通水状況】 

【完成後に操作を確認】 

【完成後の通水状況】 
水路改修を実施 

（地域住民は、より高度な技術を習得） 

溶接工、土建業、佐官等経
験した農業者である構成員
が中心となり１箇所およそ２
日間で完成 
（全4箇所を短期間で実施） 

廃棄処分される機械の
部品を活用したゲート
の設置により、操作性
が向上 

スピンドル ハンドル 

溢水などの心配が不要となった水路 

0

50

100

メーカ請負の場合 自主施工

（万円）

１１万円

１００万円

必要

経費節減額

８９万円

ゲート４箇所の実質
経費は計１１万円 ＋ 

＋ 

おとかね 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 

       廃棄処分の資材を用水ゲートなどに有効活用 ６―２ 



○ 本地区は、国土交通省の水質調査で全国一となった高津川の右岸の平坦な農地を対象に活動を展開。 
 

○ 地区内の農道、水路は、老朽化が進行し、漏水等が発生している状況。このため、施設の補修等に当
たっては、計画的に実施することとし、緊急性の高い農道の舗装・補修と水路の補修を優先的に実施。 

 
○ 地域住民は、自主施工によって、地域の問題は、自分たちで解決することができることを実感。 

真田地区資源保全組合（島根県吉賀町） 

地域の現状 自主施工の実施 活動の効果 

【地区概要】 
 

・取組面積  42.3ha 
  （田 33.9ha、畑 8.4ha） 
 

・資源量 
 開水路15.3km 農道16.0km 
 

・主な構成員 
  農業者、自治会、婦人会、子供会 
  青年団、壮年会 
 

・交付金  約４百万円（H26） 

清流に恵まれた土地 

改修してから２０年程度だ
が地盤が悪いため、水路
底と側壁の隙間が生じ漏
水が発生している。 

狭く未舗装の農
道と老朽化に
よって壊れてい
る石積水路 

自主施工により、地
域の構成員がもつ
技能を十分に活用
し、水路・農道など
施設の長寿命化を
図ることができた。 

 ７０才以上の石積経験
がある人を中心に水路を
改修。今後、技術の伝承
も。 

 地域協議会の技術研修
会で紹介された、ガラス繊
維モルタルでの補修を実施。
漏水がなくなる。 

廃アスファルトで農道舗装。 

完成した練り石積 

日報や支払いのチェックも含め、
年に２０回もの話し合いを実施。 

さなだ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

       自主施工による農道、水路の補修 ６―３ 



○ 本地区内の水路は、施設の造成後50年以上が経過し、磨耗により水路内面の骨材が露
出する等、老朽化が進んでいる状況。また、東日本大震災の影響により、一部水路にお
いて目地の破損や不同沈下が生じるなど、施設の機能低下が一層進行。 

○ このため、本組織では、施設の機能診断を行い、施設の機能低下状況に応じて、目地
詰めや水路内面のライニング（舗装材の被覆）を自主施工により実施。 

○ 取組を開始した当時は慣れない作業に苦労したが、現在では、施工延長が増加するな
ど技術力が向上。また、これらの経験の蓄積が、活動組織の自信に繋がっている。 

枝野８区資源保全隊（宮城県角田市） 

水路の状況（補修前） 機能診断、軽微な補修 水路の補修（自主施工） 

【地区概要】 
・取組面積  75.7ha 
   （田畑 75.7ha） 
・資源量 開水路 12.8km 
 
・主な構成員 農業者、自治会、 
     ＰＴＡ、土地改良区等 
 
・交付金 約４百万円（H26） 
 

 補修工事の経験者を中心に自主施工 
 
※ライニング・・・表面を保護するため、他の  

材料を被覆すること。 
水路の目地詰め（自主施工） 

○ 地区内の水路は、造成後50年以
上経過しており、摩耗により骨材が露
出するなど老朽化が進行。 

○ また、東日本大震災により、目地
の破損や水路の不同沈下が発生。 

 

機能低下状況の調査、評価 

既設水路の劣化状況 

水路内面のライニング 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

       自主施工による計画的な保全管理 ６―４ 



○ 本地区内の水路は、造成後約50年が経過しており、老朽化に伴う漏水、不同沈下、
水路法面の崩壊等が発生。  

○ このため、広域活動組織を設立し、老朽化が著しい水路への重点的な活動を可能と
するとともに、施設の機能診断を行い、計画的に施設の補修・更新が行えるよう、保
全計画を策定。 

○ 具体的には、広域活動組織の運営委員会が施工箇所の調整を行い、施工内容等に応
じて、自主施工又は外部委託を選択。 

文殊農地・水・環境保全管理協定（福井県福井市） 

水路の状況（補修前） 施設の軽微な補修 施設の長寿命化 

【地区概要】 
・取組面積  330.8ha 
   （田 330.1ha、畑 0.7ha） 
・資源量 開水路   68.0km 
          ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ  34.9km  
     農道    26.9km 
・主な構成員 農業者、自治会、 
       土地改良区 
・交付金 約29百万円（H26） 
 

○ 末端水路の更新を、外注により実施。 ○ 水路の目地補修等について、自主施
工により実施。 

○ 地区内の水路は、造成後約50年が経   
   過し、水路の老朽化が進行。 
 

○ 用水路は破損部からの漏水や不同沈
下、排水路はアーム柵渠の破損による
法面崩壊や背面土の吸い出しが発生 

 

○ 広域活動組織を設立し、保全計画に
基づく計画的な補修・更新等を実施。 

（施工箇所は運営委員会で調整） 

施工状況 
（床堀） 

二次製品
水路敷設 

目地補修 
（自主施工） 

既設水路の劣化状況 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

   広域活動組織における計画的な補修・更新の実施 ６―５ 



○ 本地区は、信濃川右岸の河岸段丘に広がる標高420m～600mの農業地帯で、高位部は大区画畑地、
低位部は水田であり、魚沼コシヒカリ、雪下ニンジンの地域ブランド作物のほか、大区画畑地を活かし
て野沢菜等の大規模生産が行われている。

○ 豪雪地帯のため、除雪や融雪用水確保等の共同活動が盛んな地域であり、畑団地の農道や排水路
も、集落の共同活動により管理されている。融雪時における農道の浸食対策や融雪水にも活用される
農業用水路の老朽化対策を直営施工により実施している。

赤沢水土里の会（新潟県津南町）

地域の現状 直営施工による保全活動

【地区概要】
・取組面積 273ha

（田77ha、畑196ha）
・資源量 開水路 32.7km、農道 39.5km
・主な構成員

赤沢集落、老人会、ＰＴＡ、
水田組合

・交付金 約１4百万円（H26）

○直営施工による農道補修

・大規模農家が所有する重機で路盤を補修

○老朽化水路の補修

・水路のｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ化などによる漏水対策

つなんまち

農地維持支払
資源向上支払（共同）
資源向上支払（長寿命化）

○ 本地区は、信濃川右岸の河岸段丘に広が
る標高420m～600mの農業地帯で、積雪3m
を超える豪雪地帯である。高位部は、国営総
合農地開発事業で造成された大区画畑地、
低位部は国営農地再編事業で整備された水
田である。

○ 魚沼コシヒカリ、雪下ニンジンの地域ブラン
ド作物のほか、大区画畑地を活かして野沢
菜、アスパラ、スイートコーン、キャベツ等の
大規模生産が行われている。

○ 積雪3mを超える豪雪地帯ため、除雪作業、
融流雪用水確保など共同活動が盛んな地域
であり、国営事業で造成された畑団地の農
道や排水路も、集落の共同活動により管理
されている。

○ 農道の大部分が砂利道であり、融雪や豪雨
による路面浸食や泥濘化、また、冬期の融
雪用水の機能を兼ねる農業用水路の老朽化
により漏水が発生している。

・集落共同でのｺﾝｸﾘｰﾄ打設作業

・融流雪用水としての利用

あかさわ

畑地帯における直営施工の取組６―６



○ 本地域では、平成19年度から９の活動組織において農地・水・環境保全向上対策に取り組み始め、平成
24年度からは農地・水・環境保全組織となり、取り組みを実施。 

○ 平成24年７月11日から14日にかけて、九州北部を中心に発生した集中豪雨（九州北部豪雨）により、農
地や水路への土砂の流入や揚水機場の冠水、水路堰の破損等甚大な被害を受けたが、活動組織が対応
することで、水路の土砂上げ等速やかに復旧作業を実施することができたことから、再度の降雨による被
害の防止や用水の確保に寄与した。 

一の宮地域農地・水・環境保全組織（熊本県阿蘇市） 

被災状況 

復旧作業の状況 

【地区概要】 
・取組面積  1,164.6ha   
  （田 1,089.4ha、畑 75.2ha） 
・資源量 
   開水路 227.3km、 
   パイプライン 26.2klm、農道 101km 
・主な構成員 
    農業者、自治会、営農組合、 
   その他48団体 
・交付金 約104百万円（H26) 
  

←農地の土砂撤去状況 

農地の土砂撤去状況→ 

農地の土砂撤去状
況写真 

水路の土砂撤去状
況写真 

水路への土砂流出 

復旧後の状況 

農地への土砂流出 

 
 
○九州北部豪雨の概要 
  ・熊本県阿蘇乙姫における降水量 
    １時間降水量 １０８．０mm 
   ２４時間降水量 ５０７．５mm 
           （共に観測史上１位） 
     期間総雨量 ８１６．５mm 
 
※「これまでに観測したことのないような大雨」 
と表現され、福岡県、熊本県、大分県では河川 
の氾濫や土砂崩れ等で甚大な被害を受けた。 

  （平成２４年７月３１日激甚災害指定） 
 
○活動組織における農地の被害 
   農地への土砂流入  約４００ｈａ 
   揚水機場の冠水     ２８機場 
   転倒堰破損         ４箇所  
   その他、用・排水路への土砂の堆積 
 
※経費が１３万円以上の施設の復旧については、 
災害復旧事業等で対応することとし、主に用水 
路や農道の土砂撤去作業を本事業により実施 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

被災概要 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

水路の泥上げ 

  豪雨災害への対応 ７―１ 



○ 当地区は、ほ場整備後35年程度が経過し、施設の老朽化等から、豪雨時の排水対策に
苦慮している状況にあった。 

○ 豪雨による水害等の対策として「田んぼダム」に着目し、平成23年度から一部のエリ
ア（43ha）においてモデル的に取組を実施。 

○ この取組により、水害対策への地域住民の理解が深まり、農家組織と各集落の自主防
災組織との連携による新たな防災管理体制の構築のきっかけとなっている。 

農地・水・環境保全組織いなばエコフィールド協議会（山形県鶴岡市） 

取組の経緯 田んぼダムによる防災・減災の取組 

【地区概要】 
・取組面積  1,190ha 
    （田 1,183ha、畑 7ha） 
・資源量 開水路 144.5km 
     パイプライン 34.9km 
      農道   59.7km 
・主な構成員 農業者、非農業者、 
       農業団体、自治会 
       その他68団体 
・交付金 約109百万円（H26） 
  

○ 田んぼに降った雨を、排水口を絞り、ゆっくり排水。豪雨時に雨水が一時的に田んぼ
に貯留され、洪水被害を軽減。 

 

○ 田んぼダムの取組がきっかけとなり、農家組織、各集落、消防団等とで自主防災組織
が結成されるなど、新たな防災管理体制が整備された。  

 

○ 今後は、行政、土地改良区等と一体となって田んぼダムの取り組み範囲を拡大してい
き、地域において更なる防災・減災への意識醸成を目指す。 

○ 水路の老朽化に加え、集中豪雨により排水路側 
 壁の倒壊や法面崩壊が度々発生していた。 
 

○ 排水路等の施設の保全のために、農地・水保全
管理支払で取り組める「田んぼダム」により改善を図
ることとした。 

○ 取組当初は田んぼダムの基礎資料も少なく、模
索しながらの活動に苦慮。 

水戸板設置状況 湛水状況 

水路法面の崩壊 

水路側壁の倒壊 

パイプの直径
15cm 

出口を絞る 

５cm 
田んぼ 

田んぼダムのイメージ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

設置後の効果 

    田んぼダムによる防災・減災の取組 ７―２ 



○ 当地域は、昭和19年の東南海地震により津波、地盤沈下の被害を受け、昭和36年の第
２室戸台風により吉野川の堤防が破堤し全域が浸水被害を受けており、防災に関する意
識が高い。 

○ 地盤標高が海抜０～１ｍの地帯であり常時機械排水が必要なため、多面的機能支払の
活動において排水機場に接続する排水路の点検、保全管理を実施。 

○ 都市化・混住化が進み、新規入居者は防災意識、農業用施設への関心が薄い。多面的
機能支払の活動を紹介することで、新規入居者の防災意識の醸成を図っている。 

川内地域農地・水・環境保全組織管理協定運営委員会（徳島県徳島市） 

施設の点検・保全管理 防災・減災力の取組 今後の活動 

【地区概要】 
・取組面積  445ha 
  （田335ha、畑110ha） 
・資源量 
    開水路 100km、 
  パイプライン 107km 
・主な構成員 
  農業者、土地改良区、その他 
・交付金 約25百万円（H26） 
  

○行政（巡視避難指示）と土
地改良区（内水排除）の連
絡調整体制が整備されて
いない状況であり、今後は
連携を強化。 

 
○豪雨時の内水ハザード
マップを整備し、市や集落
住民、消防団との情報共有
を図ると共に、排水機場の
運転状況や内水位情報の
収集システムを整備してい
く。 

 
○農業用施設の重要性、防
災上の役割について、地域
に対して更なる意識の醸成
を図る。 

○排水路に隣接する余剰地を利用して花壇
を設置し、柳の木やパンジーを植えることに
より、地域住民の水路への関心を促す。 

 
○広報誌に多面的機能支払の取組を掲載し、
防災に関する地域の意識醸成を図る。 

○地域住民が活動へ参加することで、施設の
保全管理に対する地域の理解が深まった。 

 
○排水路は常時水位が高く、人力では泥上げ
作業が困難であるため、各地域で業者と協
力して実施している。 

降雨後の水路の
見回り 

排水路の泥上げ 
広報誌への 
取組掲載 

排水路沿線への
植栽 

農地維持支払 
資源向上支払（共同、長寿命化） 

  低平地における防災・減災の取組 ７―３ 



○ 本地区は、昭和30年代にほ場整備された地区で、ため池を水源とする水田地帯となっ
ている。また、ため池の造成時期は明治・大正期と古く、施設の老朽化が進んでおり適
切な管理が求められている。 

○ ため池は老朽化が著しく、下流には住宅や店舗が広がり、ため池の堤防決壊に備え、
市や消防団の働きかけもあり防災意識の高い地区である。 

○ 主に住宅街の上流部に位置するため池に対する取組が行われており、地域の意識醸成、
ため池の施設整備、降雨時等の見回り、排水管理の活動等を実施している。 

元気な美しい里新名爪（宮崎県宮崎市） 

施設の点検・見回り 防災・減災の取組 今後の課題 

【地区概要】 
・取組面積 71ha 
（田40.3ha、畑30.1ha、草地0.6ha） 
・資源量 
  開水路  14.1km、農道 4.8km、 
  ため池 4箇所 
・主な構成員 
   農業者、自治会、子供会 等 
・交付金 約４百万円（H26） 
  

○ ため池や農地の多
面的機能を集落とし
て意識付けできた。 

○ 自分たちの地域を知
り、自分たちで地域を
守る意識が高まった。 

 
 
 
○ ため池の多い地域

であり、引き続き、防
災意識を持って点検、
補修や維持管理に取
り組む。 

○ 平成24年度の豪雨では、ため池の排水操作に加え、ため
池を水源とするパイプラインの末端の排水操作を実施。 

 

○ 台風に備えて、年に１回、消防団と連携してため池の池干
しを行い、法面や付帯施設の点検を実施することで、災害が
起こりにくい体制を整備。 

 

○ ため池の池干しの際にウナギ等を放流し、地域住民等を対
象につかみ取りを行い楽しんでもらうとともに、ため池に溜
まった泥を撹拌することで円滑な排泥を促す。 

  また、地域にため池があることを認識してもらい、豪雨時の
リスクの認識に繋げる。 

○ 宮崎市では防災計画に基づく農業用
ため池危機管理マニュアルが作成され
ており、活動組織と市とが連携した防災
体制を整備している。 

 

○ 豪雨時には、市からＦＡＸによりため
池管理者である活動組織代表者に情
報伝達がされる。 

 

○ 活動組織独自の取組として、早場米
のかんがい期間が終了した時点で、大
雨等に備えてため池の水位を50％とす
るほか、法面等の破損箇所を早期発見
できるよう、月2回の監視を行っている。 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

  ため池の適切な管理による防災・減災の取組 ７―４ 



○ 本地区は、H２０年度に完了した国営かんがい排水事業の受益地であり、国営事業及び県営事業等によ
り造成された農業水利施設の維持管理を担う既存の土地改良区が、活動組織に参画。

○ 活動組織内の役割分担により、土地改良区として業務経験や技術力を活かし、活動実施に必要な事務
作業、長寿命化対策への技術指導等の他、異常気象の際の点検等の対応を、土地改良区が中心に行っ
ている。

○ 土地改良区が行う国営造成施設等の点検作業と併せて、協定に位置付けられた施設の点検を行うこと
により、効率的で迅速な対応が可能となった。

伊是名村農地・水・環境保全管理協定運営委員会（沖縄県伊是名村）

取り組み内容

取組のメリット

【地区概要】
・取組面積 354ha

（田53ha、畑297ha、草地４ha）
・資源量 開水路 5.2km、農道 63km、

ため池 6箇所
・主な構成員 農業者、子供会、

青年会、老人会、
土地改良区

・交付金 約11百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

豪雨時、水路が氾濫し、農道や農地で冠水が発生！

・応急措置として、村の消防団へ連絡し、交通規制を依頼。

・同様の被害が発生しそうな施設の有無（異常気象等に
よる土砂等の流入状況等）を点検確認。

・早急に対応が必要な施設は、状況に応じ作業委託によ
り対応。

【湛水未然防止のため土砂さらい】【湛水確認後、応急措置実施】

頻繁に襲来する台風や豪雨の際、
土地改良区が施設の見回りや

応急措置等を実施

・個人の構成員の負担と危険な作業
が軽減された。

・迅速な対応が可能となった。

・災害対応の充実に繋がった。
・湛水被害が減少した。

氾濫防止のために、ため池の

水位調整や清掃作業の優先順位決定
の際に土地改良区の知見を活用

豪雨前にため池の水を抜き、
水位調整のためゲート操作を実施

頻発する台風や豪雨に対応した取組７―５



○ 当地域では、立梅用水土地改良区の5集落とこれとは異なる利水からなる5集落が多面的機能
支払の活動組織を構成し、活動を実施。

○ 立梅用水は古くから農業用水としてだけではなく、生活用水としても活用されているが、近
年、異常豪雨の多発により、降雨を分散して河川へ安全に流出させる承水路としての機能も果
たしている。

○ 冬期には維持用水としての通水があり、年間を通して流水があることから、火災時の消火用
水とするなど、地域の防災力向上に活用されている。

多気町勢和地域資源保全・活用協議会（三重県多気町）

施設の保全管理体制 防災用水としての役割 今後の課題

【地区概要】
・取組面積 700ha

（田480ha、畑220ha）
・資源量 開水路 86.6km、

農道 87.5km、
ため池 8箇所

・主な構成員
農業者、非農家、営農組合、
改良区、学校 等

・交付金 約17百万円（H26）

○防災情報と水利システ
ム情報の連携利用により
行政、消防署、消防団な
どとの情報共有が迅速に
なった。今後は、広範囲
な情報発信を通じた地域
全体での情報共有が必
要。

○近年、自然災害等が多
発していることも踏まえ、
関係機関、行政と地域住
民の連携により、農業用
水路の防災機能について
情報発信し、最大限に活
用していく。

○多面的機能支払による防災の取組
・立梅用水を活用した消防利水
・立梅用水を利用した消火訓練（消防団、住民、消防署）
・消防署による水利点検（消防署と協定）

・行政と連携しイベントの際に防災・啓発活動
・行政と連携しケーブルＴＶによる防火水利情報の提供
・NTTドコモ通信による立梅用水の水位水量情報の提供
・改良区を通じて洪水時の雨水処理のゲート可動研修

○土地改良区の職員を中心に「水土里サポー
ト隊」を結成し、施設の診断・補修や、水土
里情報を活用した保全プランの作成、農村環
境保全活動等、様々な取組へのサポートを実
施。

立梅用水を活用した
消火訓練

水土里サポート隊
（農家・非農家を含
む12名で構成）

施設の
点検・機能診断

承水路としての機能
（放水ゲートの操作）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

農業用水を活用した防災力強化の取組７―６



 
 

○ 約８割が急峻な山林である出雲市旧窪田村地区では、農地の荒廃は集落の崩壊につながるとの認識から、多くの集落が１集
落単位で中山間地域等直接支払制度を活用して、集落内の農用地の保全活動等に取り組み。 

○ 農地・水・環境保全向上対策の導入に当たり、推進本部をコミュニティーセンターに置き、７つの振興協議会を運営母体に広域
エリア（旧村単位）で「窪田ふるさと会」を設立。水路等の施設の機能維持活動等を重点的に、地区全体で優先度の高い活動か
ら取り組むなど効率的な活動を実施。 

 活動の概要  

広域エリアで組織化したことによる効果 

②組織の構成と役割 
 ・「窪田ふるさと会」は、窪田コミュニティーセンターに事務局を置き、

旧佐田町のコミュニティーブロック整備事業により29自治会を７つ
にまとめた振興協議会、２つの農業法人を運営母体に地域のＪＡ、
小学校、農業者から構成。旧窪田村全域を対象として、484世帯が
７つの振興協議会の会員として本対策に参画。 

 組織の概要  
①広域エリアで組織化した経緯 
  ・平成19年度の本対策の導入に当たり、島根県出雲市の旧窪田村

地区の集落間において、どの単位で組織化するか議論。集落に
よっては事務手続きの困難さから、本対策には取り組まない意向。 

 ・市の担当者が自主的な地域運営と地域の活性化の観点から、本
対策の導入と広域エリアでの組織の設立を誘導。旧窪田村全域を
対象とする「窪田ふるさと会」を設立。 

農地・水・環境保全組織窪田ふるさと会管理協定（島根県出雲市） 

窪田コミュニティーセンター 
（事務局） 

・ 事務的な作業面、技術的な面で集落単位では人材の確保が困難であったが、広域
化を図ることにより、各分野で何かしら得意な人がいるなど、人材が確保された。 

・ 活動区域を広域化することにより、ある程度まとまった額の交付金を、地区全体で優
先度の高い活動に効果的に活用できた。 

（水路等施設の機能維持活動について） 
・ 水路、農道の補修等、施設の機能維持に資する活動については、７つの振興協議会
が地区内集落のニーズを集約し、補修が必要な施設を事務局に申請。 

・事務局は各振興協議会からの申請内容を老朽度、利用度、危険性、実施可能性など
の観点から重要度を点数化。 

・各振興協議会会長等から成る役員が現地確認を行い、振興協議会間で共通の視点に
立った優先度の確認と合意形成を図り、地区全体で重要度の高いものから取り組みを
実施。 

窪田町地区 
振興協議会 

 
（４自治会） 

 
橋波地区 
振興協議会 

 
（４自治会） 

 

佐津目地区 
振興協議会 

 
（２自治会） 

窪田中央地区 
振興協議会 

 
（６自治会） 

毛津地区 
振興協議会 

 
（３自治会） 

飯栗東村地区 
振興協議会 

 
（５自治会） 

八幡原川地区 
振興協議会 

 
（４自治会） 

特定農業法人 
㈲グリーンワーク 

農事組合法人 
橋波ｱｸﾞﾘｻﾝｼｬｲﾝ 

窪田小学校 
ＪＡいずも佐田 
営農センター 

活動内容の申請 連絡調整 

連携、協力 

農道のコンクリート舗装 配水パイプの設置 開水路の水漏箇所を目地詰め 

  広域エリア(旧村単位）で活動に取り組む事例 ８－１ 



【旧窪田村地区データ】 
・総面積  ：約４２ｋｍ2 
・世帯数  ：５６６世帯（２３年４月末） 
・人口   ：１，７１４人（男８１８人、女８９６人） 

【地区概要】 
・取組面積 173ha 
  （田：166ha、畑7ha） 
・資源量 
   開水路74.5ｋｍ、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ4.5km､ 
       農道49.1km、ため池23箇所 
・交付金 約16百万円（H26）  
  

（参考）農地・水・環境保全組織窪田ふるさと会管理協定実施位置図 （島根県出雲市旧窪田村地区） 

振興協議会名 取組面積 自治
会数 

人口 
(農業者数) 資源量 

① 橋波地区 37.4ha ４ 249人(65人) 開水路16km、農道8km 

② 佐津目地区 15.3ha ２ 133人(28人) 開水路7km、農道2km 

③ 窪田中央地区 32.2ha ６ 408人(71人) 開水路19km、農道10km、 
ため池9箇所 

④ 窪田町地区 15.5ha ４ 118人(33人) 開水路4km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ1km､ 
農道2km、ため池1箇所 

⑤ 毛津地区 14.2ha ３ 161人(38人) 開水路2km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ0.5km､ 
農道10km、ため池1箇所 

⑥ 飯栗東村地区 34.3ha ５ 309人(66人) 開水路11km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ3km､ 
農道11km、ため池8箇所 

⑦ 八幡原川地区 24.9ha ４ 336人(70人) 開水路11km、農道6km、 
ため池2箇所 

③窪田中央地区 

②佐津目地区 

④窪田町地区 

⑤毛津地区 

⑦八幡原川地区 

⑥飯栗東村地区 

①橋波地区 

  

農地維持支払 
  資源向上支払（共同、長寿命化） 



○ 当地区では昭和46年から平成３年にかけて県営ほ場整備事業による整備が行われ、水
系単位を基本として農業水利施設の保全管理を実施してきた。 

○ 規模が小さく高齢化が進行している活動組織においては、事務処理が困難となり農
地・水保全管理支払の第２期対策の申請を見合わせることも考えていたが、広域化する
ことにより事務の簡素化が図られ、活動の継続が可能となった。 

○ また、農地・水・環境保全管理協定運営委員会を設立することで地区間の扶助体制が
強化され、個別地区の問題についての助言や、他地区における水路の泥上げ等の手伝い
を実施している。 

山田五ヶ村地域農地・水・環境保全管理組織（秋田県湯沢市） 

活動組織の広域化 広域化の効果 

【地区概要】 
・取組面積  1,262ha 
  （田 1,262ha） 
・資源量 
  開水路 401km、農道 150km 
 

・主な構成員 
  農業者、自治会、その他66団体 
 

・交付金 約61百万円（H26） 
  

○ 規模が小さい組織では、事務処理が
困難である等の理由により活動取り止
めの恐れがあったことから、土地改良
区のサポートを受けながら活動組織の
広域化を実施。これにより活動の継続
が可能となった。 

○ 農地・水・保全管理協定運営委員会が地区をまとめること
で扶助体制が強化され、活動が効率的に行えるようになった。 

 ・水路の泥上げを他地区が手伝う 
 ・個別地区の問題について他地区が助言 
 ・個別地区で行っていた事務処理を運営委員会が一括で行う

ことにより、共同活動に専念することが可能 

水路の泥上げ 

景観形成 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 

広域化前（20組織） 

雄勝郡 
羽後町 

湯沢市 

① 

④ 
② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

広域化による相互扶助体制の強化 ８－２ 



○ 平成19年度から農地・水の取組を開始し、当初は８地区の活動組織で取組を実施して
いたが、地区間の施設の保全・管理について責任分界が曖昧で問題となっていた。 

○ 平成23年度からの施設の長寿命化の取組を契機に、組織を広域化することで効率的な
取組を開始。集落間の問題となっていた施設の保全・管理の責任分界を明確にすると共
に、施設の長寿命化の取組に関する予算の効率的な配分が可能となった。 

○ 集落間の調整等について役場のサポートを受けることにより、円滑に広域化を進める
ことができた。 

みやき町三根西地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会（佐賀県みやき町） 

広域化の効果 

【地区概要】 
・取組面積  329ha 
 （田 314ha、畑 15ha ） 
 

・資源量 
  開水路 90.1km、農道 24.4km 
 

・主な構成員 
  農業者、自治会、婦人会、 
  その他24団体 
 

・交付金 16百万円（H26） 
  

○ 集落間の水路は責任分界が曖昧で、保全管理が不十分であった。 
 

○ 集落間で話し合い、「組織を広域化し、保全管理が不十分である施
設について組織内で相談・対応する」ことに対して合意形成を図り、
問題を解消。 

 

○ 施設の長寿命化については、老朽化の著しい箇所等へ重点配分
することにより、効率的な活動が可能となった。 

○ 広域化後の各集落の活動内容を決定する調整役として、役場が
サポートを実施。従来、別々に活動していた８組織がほ場整備を実
施している範囲で広域化。 

 
○ 広域活動組織での合意形成は、集落内で決定されたものをそれ
ぞれの地区の代表者が持ち寄り、委員会で決定。 

広域化前（８組織） 
①新町農村環境保全会    18.9ha 
②市武・六田農村環境保全会 64.8ha 
③大坂間農村環境保全会   27.1ha 
④直代農村環境保全会    22.0ha 
⑤続命農村環境保全会    23.7ha 
⑥東津農村環境保全会    51.8ha 
⑦松枝農村環境保全会    59.0ha 
⑧向島農村環境保全会    61.2ha 

活動組織の広域化 

老朽化の著しいクリークの整備 

総会の様子 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

広域化による効率的な活動の実施 ８－３ 



○ 本地区は、活動組織の構成員数や事業規模が大規模であることから、社会的な信用と透明性を確保した組織とするため、
設立当初からNPO法人化を目指し、平成１９年１２月に農地・水・環境保全向上対策の組織として秋田県で初のNPO法人化。 

○ 農地・農業用水等の資源の適切な保全管理（多面的機能支払の活動）に加え、豊かで明るい地域づくり活動に取り組む。 

④組織の構成と役割 

活動の企画・立案 

会員 
（２７６人団体） 

○団体会員 ２６団体 
 
民間企業、老人会、婦人会、子ども
会、小学校、消防団、営農組合、土
地改良区など 

  

○個人会員：２５０人 
 
  農家    ２０５人 
 非農家    ４５人 
 

理事会 ２１人 

運営委員会 ５５人 

四役会議 
（理事長、副理事長、営農組合長、事務局長） 

農地維持管理会議 広域協定運営委員会 

世話人会議 

長寿命化運営委員会 

 組織の概要  

 活動の概要  

①農業用水路等の資源の適切な保全管理を図る活動 
②農村における生態系保全や景観形成などの農村環境の向上を図る活動 
③環境保全型農業を推進する活動 
④食育、農村伝統や慣習の継承に関する活動 等 

①法人化の目的・経緯 
脱サラ後、専業農家をしているW副理事長が一念発起。相互扶助の精神で

ある「結い」をテーマとして、 
・法人格を持つことで、社会的信用が高まる 
・より広範な内容で、より幅のある活動ができる 
・寄付金や公的な援助が受けやすい 等 
を考慮し、NPO法人化。 

②法人化を提案した者 
   W副理事長（元JA職員、現在、農事組合法人理事）  

  

③法人設立年月日 
   平成１９年１２月３日  

樽見内地域農地・水・環境保全組織 
（秋田県横手市） 

地区概要 ・取組面積  258.5ｈａ 
・対象施設  開水路78.9km、農道36.5km 
・構成自治会数   １１ 
・主な構成員  農業者、非農業者、営農組合、土地改良区、女性会、 
                     子供会、保育園、小学校、その他 
・交付金   約17百万円（H26） 
       （農地維持支払、資源向上支払（共同、長寿命化）） 
 

 
 
  

NPO法人化の効果、課題 

①法人のテーマである「結い」、相互扶助、ボランティアの心が育まれる 
②農村の様々な課題、将来を地域で話し合える場を提供 
③多くの市民が参加できる体制づくり、地域から信頼される組織づくり 
④情報の公開と情報の発信・ホームページ「かしま梨」 

 
 
 

横手市広域協定 ・ 樽見内地域農地・水・環境保全組織 

 
 
 

多面的機能支払交付金の活動 

水路の泥上げ 

劣化した用水路の
補完工事 

  交流活動 

交付金を活用しない活動 

○まちづくり、子どもの育成交流 
  活動等 
 （会費・寄付金等による活動）  
 

景観形成 

水の学び 

  社会的信用と透明性確保に向けた活動組織のNPO法人化 ８－４ 



○ 当地域では、長期間放置された桑園や老朽用排水路の保全管理活動を行う必要性を感じていた住民が、
農地・水・環境保全向上対策の導入を契機に、農事組合、自治会を中心に組織体制を構築。 

○ 組織を安定的なものとし、長い期間にわたって活動を続けられるようにするため、早期にＮＰＯ法人化し、
効果的に水路補修技術の習得等の活動を実施。 

○ 農村環境の保全整備はもとより、食料や農業への関心の高まりに対応するため都市と農村の交流活動
の促進を目差す。 

ＮＰＯ法人関北農・水・環境保全会（福島県福島市） 

資源保全管理体制の構築 技術の習得・蓄積 これからの活動 

遊休桑園の存在、用排水路の老朽化が
地区の課題に 

【地区概要】 
・取組面積 35.7ha 
  （田 24.4ha、畑 11.3ha） 
・資源量 
   開水路10.3km、農道7.6km 
・主な構成員 
   農業者、農事実行組合、 
      婦人会、老人会、ＰＴＡなど 
・交付金 約２百万円（H26） 

せきほくのう すい かんきょう 

対策の導入により、地域ぐるみで保全管理
に取り組むこととなった。 

建設業者などの指導を受け補修技術等の
ノウハウを学ぶ。 

同時に、組織体制をより確固たるものと
すべく、ＮＰＯ法人化を検討 

これからは自らの手で可能なように・・・。 

 
この法人は広く県民に対して、食糧供給に係る
農業生産環境の保全や憩いの場の提供に繋が
る農村環境の維持向上に関する広範な事業を
行い、農業生産の持続的発展と多面的機能を
持つ農村環境の永続的改善をとおして県民生
活の向上に寄与することを目的とする。 

平成20年3月4日に福島県知事より認証
を受け、3月7日に法人登記と同時に設立。 

ＮＰＯ法人化 

（水路側壁の補修） 

（鋼材加工） ＮＰＯ法人関北農・水・環境保全会の目的 

○ 荒廃した桑園をいつでも耕作可能な状態に
整備し、農業生産基盤を確保する。 

○ 地域住民の交流のみならず、都市の人達が
訪れやすいような環境の保全を展開。 

団塊世代や若者を 
新規就農者として育成
する「農のマスターズ
大学」（福島市主催）に
おける実習畑 

食料・農業への関心に応えるための“場”として 
地区内の遊休農地を実習畑に提供 

将来的には、地域内のみならず都市部や
周辺地域の人々を包含しながら活動する
必要性が生ずることが予想され、その受け
皿となる体制を構築することが必要 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 

ＮＰＯ法人化による組織体制の強化 ８－５ 



○ 農地・水保全管理支払での第1期対策時には見附市全体でわずか3集落の取組であったが、平成24年度
からの第2期対策においては、加盟を要望する集落が30集落と大幅に増加したため、各種事務の煩雑化
が懸念された。そこで、組織と行政の負担を軽減し、双方がそれぞれの役割に専念できるよう、1市1組織
である「見附市農地・水・環境保全組織」を市主導により設立した。

○ 平成26年度からの「多面的機能支払」では、市内で未加盟であった残り35集落が新たに加盟し、名称も
「見附市広域協定」に改め、市内の全地域を１組織によりカバーし活動している。

○ 専任事務局を設置し、各集落間の活動の調整や事務作業等を行っている。

見附市広域協定（新潟県見附市）

広域協定の組織体制 広域協定の重点活動 広域協定の効果

【地区概要】
・取組面積 2,506ha

（田2,368ha 畑138 ha）

・資源量 水路752.4km、農道285km、
ため池57箇所

・主な構成員
農業者、非農業者、自治会、
老人会等

・交付金 約138百万円（H26）

○広域協定の運営委員会は各集落の代表
及び副代表、土地改良区等の団体の長が
運営委員となり構成されている。

○委員の中から、会長1名、副会長2名、
会計1名、監事2名、地区監事7名を選任し
ている。

○活動のルールや活動費等は全て運営委
員会で決定され、それに基づき各集落が
活動を実施している。

○年間2～3回の運営委員会に加え、春、夏、
秋３回の研修会を開催している。

○事務所を旧ＪＡ支所に設置し、事務局
長1名と事務員1名で運営にあたっている。

○採択・交付申請・報告等の煩雑であった
事務負担が軽減される。

○資材や物品の購入、補修委託の発注等
は共同で実施することで経費の節減が図
られる。

○各集落間、地域間等での活動費の調整
や大型機械を共同で活用し合う等、効果
的・効率的な活動の実施が可能。

平成26年度
第1回協定
運営委員会

○見附市広域協定では、「多面的機能の増
進を図る活動」として、「田んぼダム」
に積極的に取り組んでいる。

○協定面積の約50％となる1200haの水田
の排水口に、貯留機能を高める「水位調
整管」を設置することで、地域の防災・減
災対策を補完する役割を担っている。

○広域協定統一独自様式による書類作成

会計処理と活動記録の整理は各集落が行う
が（事務局委託も可能）、簡単に処理ができる
よう独自の自動作成ファイルを配布。

会計伝票類作成ファイル 活動記録作成ファイル

田んぼダム
用水位調整
管の設置

みつけしみつけし

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

大型機械等を
集落・地域間
共同で活用

市全域を対象とした組織の広域化の取組８－６



○ 本地区は、日本海沿いに沿って伸びる庄内砂丘の南端に位置し、地区の1/3はかんがい施設が整備
されており、鶴岡市のブランド品種である鶴姫メロンやミニトマト等の栽培が営まれている。

○ 戦後自主開墾された畑地帯で、関係集落数も多い地区であり、取組を開始するに当たり、本地区の農
家とのつながりが強く、かんがい施設の修繕工事等の事務を担ってきたＪＡ支所内に事務局を置くこと
とした。

○ ポンプの部品交換やパイプラインの補修、防砂林の管理や農道補修など、安定的な営農環境の保全
のための活動に取り組んでいる。

農地・水・環境保全組織西郷地区砂丘畑保全組合（山形県鶴岡市）

ＪＡを核とした
広域組織の設立

活動内容

【地区概要】
・取組面積 312ha （畑312ha）
・資源量 開水路 3.5km

パイプライン 111.4km
農道 95.8km

・主な構成員
連絡協議会(4)、西郷地区自治会、
ＪＡ、農用地利用調整委員会

・交付金 約15百万円（H26）

防砂林内に外来種であるニセアカシアが繁殖しており、本
来のクロマツの防砂機能の保全を図るとともに、農地への侵
入やミツバチを利用したメロンの受粉への影響を防ぐため、
ニセアカシアの伐採、除草剤の散布を定期的に実施。

○本地区は、関係集落が16集落と多いことから、
取組を開始するに当たり、本地区のＪＡは、

①地区の出荷するメロンの大部分を担うなど、関
係農家とのつながりが強い

②水利施設修繕工事の事務作業を代行している

ことなどから、ＪＡ鶴岡西郷支所内に事務局を設
置し、活動の調整や事務作業を行う体制を整え、
広域組織を設立した。

○安定的な営農環境を保全するため、農道の補
修等の従来からの管理活動に加え、これまで十
分に対応できなかった水利施設の補修、防砂林
の管理などの活動を展開している。

老朽化により、水利施設の補修に苦慮していたが、揚水機
場の部品交換や、農家の直営施工によるパイプラインの補修
等を計画的に実施。

○揚水機場等の水利施設の補修

○防砂林の保全活動

農道の敷砂利補充や不陸整正などの補修を農家の直営施
工により実施。

○直営施工により農道補修

農地維持支払
資源向上支払（共同）
資源向上支払（長寿命化）

にしごう さきゅうはた

ＪＡを核とした広域活動組織の設立８－７



○ 本地域は、国営沖縄本島南部地区の受益地で、サトウキビをはじめ、ゴーヤ、レタス、にんじん、小菊
の栽培が盛んな地域である。

○ 活動組織は、市内の20土地改良区に関係する26集落が参画する広域活動組織であり、糸満市土地
改良区合同事務所内に事務局を設置し、各土地改良区の区域単位で実施される保全活動等の調整や
事務作業を行い、集落の負担を軽減している。

○ 海域の環境保全のため、土壌流出防止用の沈砂池の適正管理を行うとともに、農道や排水路の点
検・補修等の取組や地元大学等と連携した保全活動を実施している。

糸満市地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会（沖縄県糸満市）

組織体制 活動内容 大学等との連携

【地区概要】
・取組面積 721ha

（畑721ha）
・資源量 開水路 48km

農道 143.7km
沈砂池 115箇所

・主な構成員
自治会(26)、土地改良区(20)

・交付金 約15百万円（H26）

○活動を通じて、地域を担うリーダー育成や幅広い地域住民の
参加の促進、地域への貢献を図るため、平成25年度より琉球
大学農学部等と連携した現地検討会やワークショップの開催、
地元建設業の団体の協力による保全活動実施などに取り組
んでいる。

○活動区域内には土壌流出防止のた
めの沈砂池が115箇所あり、海域の
環境保全のため、堆積物の撤去等の
適正管理に取り組んでいる。

糸満市地域農地・水・環境保全
管理協定運営委員会

事務局（合同事務所内）

土地改良区 土地改良区 土地改良区

集落

沈砂池の土砂上げ

○農道の草刈・補修（砂利補充）や
排水路の点検･補修を実施している。

集落 集落 集落

いとまんしいとまんし

農地維持支払
資源向上支払（共同）

○平成24年度までに土地改良区単位の活動組織
（20改良区・26集落）が順次合併・広域化。

○各土地改良区から選出される運営委員によ
り、活動計画を策定。

○広域化を契機に、糸満市土地改良合同事
務所内に事務局を設置し、活動の調整や事
務作業を実施。

農道の砂利補充

放送大学
沖縄学習センター

琉球大学 農学部

糸満市地域農地・水
環境保全組織

自らの意思と知恵で地

域社会をリードする

未来対応型リーダー
の人材を育成！

連

携

建設業関連団体

糸満市地域農地・水
環境保全組織

保
全
活
動
の

共
同
実
施

施設の保全管理や

景観保全により

地域への貢献

土地改良区が中心となった畑地帯における取組８－８



○ 当地域は昭和58年に団体営でほ場整備事業が実施され30年が経過し、施設の老朽化が進んでいる状
況にあり、また地域の高齢化も問題となっている。

○ 地域の特産品としてそばを栽培していたことから、遊休農地を活用し、景観作物としてそばを作付け。そ
ばの開花時期には見学者が訪れるなど、地域のＰＲ活動の一環となっている。

○ 地域でとれたそばを境地区生産者組合が経営する蕎麦屋「紅そば亭」で提供したり、加工販売するなど、
地産地消や６次産業化の取組も広がっている。

境地区協議会（岡山県美咲町）

地域の現状 遊休農地を活用した取組 取組の広がり

【地区概要】
・取組面積 48ha （田 48ha）
・資源量

開水路 3.8km、農道 10.8km、
ため池 5カ所

・主な構成員
境地区生産者組合、自治会

・交付金 約４百万円（H26）

棚田での営農で日常管理に苦慮

○平地部では、ほ場整備後30年が経過、用
配水施設の老朽化が進んでいる。

○整備されていない棚田も含まれる地域で
は日常の管理に苦慮する現状にある。

○活動開始前には遊休農地等が30ａ程度あ

り、地区の共同活動で、そば栽培に取り組
むこととなった。

○遊休農地を利用した蕎麦の栽培により,開
花の時期はカメラマンや見学者が訪れたり、
報道関係にも取り上げられるなど地域の
PRとなっている。

○そばの栽培は景観作物としてだけではなく
収穫の時期にはそば祭りも開催し盛況。

○生産組合の「紅そば亭」の運営では年間1
万人の集客効果があった。

○地元でとれたそば、野菜等を加工販売す
ると共に特産品の開発も進めている。

○他の地区と共同の植樹では3,000本の桜

の木を植樹し桜の会から表彰もされてい
る。

紅そばの栽培
（品種：

高嶺ルビー）

そばの加工品

そばのかりんとうそばのクッキー 紅そば饅頭

地域を盛り上
げる
“そばまつり”

そば屋の経営

そばの開花

農地維持支払
資源向上支払（共同）

遊休農地等の活用で地産地消９―１



 
   

     
 

  
 

  
  

 
  
  

○ 本対策取組前は、地域において環境に関する意識が薄れており、ニゴロブナは絶滅寸前になっていた。 
○「魚のゆりかご水田プロジェクト（田んぼと琵琶湖との連続性を保つために排水路に魚道を設置し、田ん
ぼに魚が上ってくる取組）」を実施するとともに、これを活用して地域活性化に向けて取組。 

○ 教育機関と連携し、出前授業や勉強会を開催。琵琶湖の環境や湖魚を守り育てる環境、環境に優しい
米作りの重要性と生き物の魅力などを伝えている。また、 都市農村交流の取組にも積極的でオーナー
田における田植えや、生き物観察会、稲刈りなどのイベントも開催し幅広く展開。 

○ 魚のゆりかご水田米（商標登録済）を活用した6次化産業にも取り組む。 

せせらぎの郷（滋賀県野洲市） 

魚のゆりかご水田プロジェクト 地域における課題 

○ 本対策取り組み前は、地域の環境

に関する意識が薄れており、ニゴロ
ブナは絶滅寸前になっていた。 

  

○ 排水路の浚渫等にも取り組むこと

ができず、暗渠排水も機能を維持
することが出来なくなっていた。 

  

○ 地域において、田んぼでの様々な

経験を次世代に伝えていきたいと
いう思いがあった。 

  

○ 持続可能な取組とするため、環境

と経済を両立させることが課題と考
えていた。 

産品のブランド化への取組 教育機関との連携 
都市農村交流 

 

 

 

○ 地域ぐるみの自主施工により魚道を
設置。これによりニゴロブナが復活。 

  

○ 魚のゆりかご水田において、地域の
子供たちと魚の観察会を実施。 

  

○地域活性化や、地域をつなげるシン
ボル的な存在に。 

○魚のゆりかご水田において、オー
ナー田制度を導入し、田植えや稲
刈り体験を実施。 

 
○ 小学校の出前講座や他地域の

高校の研修、琵琶湖とゆりかご水
田ツアー等も実施。 

○環境と経済の両立を目指して、
魚のゆりかご水田米を活用した
６次産業化に取組。 

 
○東京ＪＡマルシェでの啓発・普
及等を実施。 

東京ＪＡマルシェでの啓発・普及 

魚のゆりかご水田米の販売 
オーナー田における田植え 

出前授業、高校の研修 地域ぐるみで魚道づくり 

魚のゆりかご水田 

【地区概要】 
 

・取組面積 46ha （田 46ha） 
 

・資源量 
   開水路 5.0km、農道 4.3km 
 

・主な構成員 
   農業者、自治会、憩いの会、 
  消防団、幼稚園PTA、小学校PTA、 
  子供会 
 

・交付金 約４百万円（H26） 
  

写真のような整備済水田では
魚は田んぼに遡上出来ない 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

   魚のゆりかご水田を活用した多様な取組による地域活性化 ９―２ 



○ 当地域は50年前に県営ほ場整備事業が実施されてから施設の老朽化が著しく、地域で用水を巡って、も
め事が度々起こっていた。 

○ 平成19年度から農地・水保全管理支払の取組を行う事で話し合いの場が増え、用水の問題も、市の補助
事業等を活用し給水施設や用水路の分水施設を補修することで、用水を公平に配水出来るようになり問
題を解決できた。 

○ また、取組を通じて地域間の繋がりが深まったこともあり、平野部のほ場では中心経営体に農地を集積。
棚田で栽培する水稲は「名水米 とどろき」というブランドを立ち上げ、裏作のそばでも生産・加工・販促に
より農業の体質強化を目指す。 

宇良地区環境保全の会（長崎県諫早市） 

地域の状況 施設の整備 活動の効果 

【地区概要】 
・取組面積  60ha 
  （田 43ha、畑 17ha ） 
・資源量 
   開水路 13.4km、農道 2.3km、 
      ため池 1カ所 
・主な構成員 
    農業者、土地水利組合、自治会、 
     婦人会 
・交付金 約５百万円（H26） 
  

棚田で 
ブランド米の栽培 

○ 棚田と平地の地区が混在した地区で上
流の棚田では用水不足、耕作放棄、下流
では施設の老朽化が問題となっている。 

○ 施設の老朽化を農地・水の取組とその
他事業により整備。 

 
○ 耕作放棄地に繁茂した竹等を除去し
耕作放棄地を解消。 

○ 水稲のブランド化「名水米とどろき」 
 

○ 耕作放棄地も含めそばの植栽範囲の拡大。 
 

○ 蕎麦は製粉業者との連携により、地域性
のある性状の蕎麦であることを前面に出し６
次産業化の取組を開始。 

給水施設や分水
施設の整備 

農地・水の活動で
耕作放棄地を解消
し、そばを栽培  蕎麦を使っての6次産業化 

ブランド米 
「名水米 
   とどろき」 

平地では農地を 
集積する取組 

う ら 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

地域の特産品のブランド化 ９―３ 



○ 当会の位置する尾張旭市は、名古屋市に隣接する住宅都市で、農家数は総世帯数の１％程度。江戸時代から伝
わる農業用ため池の「濁池」や用水路の江ざらいは４つの農業者組合で行い、農地周辺の草刈り等は地元自治会
やボランティアグループが実施してきたところ、農業者と非農業者が連携し、濁池を次世代に伝えていきたいとの地
域住民の思いが一致し、活動組織を設立。 

○ 市民ボランティア団体や自治会がスクールボランティアとして色々な学校行事に関わっていたこと、平成１８年に
愛知県が実施した「学童によるため池調査」で、小学校の児童から濁池に対して「水をきれいにしてほしい」、「ゴミ
をなくしてほしい」などの意見が寄せられていたことから、濁池を農業用ため池としての歴史や役割を学ぶ教材とし
て児童を対象に出前講座を開催。 

○ また、小学校や通学路近くの遊休農地にコスモスを植栽し、子供たちを招待。子供たちを巻き込んだ活動を展開し、
濁池や農業用水を守る。 

濁池地域環境保全の会（愛知県尾張旭市） 

「濁池」や農業用水を中心
とした活動 

遊休農地にコスモスを 
植栽 

子供たち・地域住民に 
活動等を紹介 

【地区概要】 
・取組面積12ha 
  （田8ha、畑4ha） 
・資源量 
   開水路6.0km ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ1.2km、 
   ため池1箇所 
・主な構成員 
    農業者、非農業者、農業者組合、 
   自治会、JA、市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体、 
   土地改良区 
・交付金 約50万円（H26） 
  

172
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平成19年度 平成20年度

出前講座受講学童人数（人）の推移 

小学校や通学路の 
近くの遊休農地 
９．５aを復旧し、 
コスモスの種蒔き。 
（３リットルの種） 
３０名の住民が活動 
に参加。 

 また、出前講座については、平成19年度は小学４年生 
を対象に実施。２０年度は校長が活動組織に出前講座の 
開催を呼びかけて、４年生と５年生を対象に実施。５年生 
は２年目の受講であり、水源涵養などより高度な内容 
の授業を受けた。 

【小学４年生を対象に行った出前講座】 
木曽川上流にある牧尾ダムから木曽川を経由して濁池に通
水されるまでの愛知用水の役割や水の大切さについて講義。 

満開のコスモス 
畑に子供たちを 
招待。 

 本地区では、中学校祭や市民祭でパネル展示を行うなど 
積極的に広報活動に取り組んでおり、さらに多くの学校や 
地元の人々と連携をしていきたいと考えている。 

農業祭に出展 地元の公民館祭に出展 
【濁池の草刈作業】 
「濁池を次世代に伝えていきたい」という地域住民の思いが
一致。 

にごりいけ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 

     世代を越えたため池、農業用水を守る取組 １０－１ 



○ 三重県四日市市の北小松町では、地域住民の世代間の交流を深めたいとの想いから、Ｈ１７年より「三世
代交流水田」での米づくりを実施。 

○ Ｈ１９年に農地・水・環境保全向上対策に取り組むに当たっても、この三世代交流水田での米づくりを農村
景観向上活動の「景観形成・生活環境保全」として位置付け、継続的な活動が展開されている。 

○ 三世代交流水田での米づくりは、地域の子供会（児童と父兄）と老人会が連携し、手植え、鎌による刈取り、
足踏み式脱穀機による精米といった旧来の農法を用い実施している。 

○ 活動組織では、この活動を通じて地域住民の世代間交流が深まるとともに、子供達を含む地域住民に農
業や環境の大切さを伝えていきたいと考えている。 

緑ゆたかな北小松をまもる会（三重県四日市市） 

田 植 ［５月］ 稲刈り・脱穀 ［９月］ 餅つき大会 ［１０月］ 

【地区概要】 
・取組面積 17.0 ha 
  （田 16.7 ha、畑 0.3 ha） 

・資源量 
   開水路2.8 km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ1.9 km、 
   農道11.5 km 

・主な構成員 
   農業者、農事組合法人、自治会、 
   女性会、子供会、他７団体 

・交付金 約80万円（H26） 

 
   

世
代
間
交
流
で
、
豊
か
な
農
村

環
境
と
文
化
を
伝
承 

子供会の児童と老人会総勢５５名
が一緒になって、昔ながらの手植
えにより田植え 

子供会の児童ら４５名が老人会の
指導のもと、鎌により手刈した稲
を足踏み式脱穀機により精米 

秋の大祭で、収穫した餅米を使い
交流餅つき大会 

きたこまつ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 

     「三世代交流水田での米づくり」で住民交流 １０－２ 



○ 本地域では、平成19年から活動組織を立ち上げ、アイガモ農法による稲作体験、広島市や大阪府の子ど
もたちも交えた田植え交流会や収穫祭、小学校低学年・保育園を対象としたサツマイモの苗植え・芋掘り
体験等、子どもを巻き込んだ様々な取組を実施している。 

○ 今後も本取組を通じて、地域の伝統的な農業を伝承していくとともに、地域コミュニティの活性化を図って
いくこととしている。 

粟田川流域農地・水・環境を守る会（広島県庄原市） 

取組の経緯 子どもが参画する地域活動 活動の効果 

【地区概要】 
・取組面積 66ha（田 66ha） 
・資源量  
   開水路 19.5km、農道 6km 
・主な構成員 
   農業者、非農業者、PTA、  
   その他７団体 
・交付金 約６百万円（H26） 
   

・アイガモ農法に取り組む
藤本農園は、小学校で
の農業体験や学校給食
へのアイガモ米等の提
供等の取組を実施。 

 

・地域の環境を集落全体
で守っていきたいとの思
いから、平成19年に粟

田川流域農地・水・環境
を守る会を設立。 

 収穫祭では、稲刈り、はぜ干し等の体験を実施。 
 収穫した米の一部は、東日本大震災の被災地へ、子どもたち
自らが支援先を探し送っている。 

 地域住民を招いた学習発表会を開催。
アイガモ農法を題材として、子どもたちが
演劇を実施。（平成24年11月） 

・子どもが農作業に参
加することに反対す
る親もいたが、この取
組が地元テレビで放
送されたことをきっか
けに、徐々に理解が
得られるようになった。 

 

・田植え交流会や収穫
祭への参加者が増え
ている。 

 

・今後も、本取組を通じ
て、伝統芸能を伝承
するとともに、地域コ
ミュニティの維持・発
展を図っていきたい。 

 地域の子ども会や老人会に加え、広島市
や大阪府からの子どもたちも参加し、約400
人規模のアイガモ農法による田植え交流
会を開催。 
 地元のお年寄りが太鼓をたたき、田植え
歌を歌う中、子どもたちが、手植えやアイガ
モの放鳥を行った。 

地域の伝統農業・アイガモ農法体験 

サツマイモの苗植え・芋掘り体験 

 遊休農地を活用し、
地元小学校1～2年
生と保育園児を対象
に、サツマイモの苗
植え・芋掘り体験を
実施。 

 水路泥上げの様子 

 これらの体験を通
して子ども達が自発
的にアイガモの世話
を始める。（アイガモの
小屋は学校のすぐ隣） 

あわたがわ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

     子供達との農業体験等を通じた活動の展開 １０－３ 



○ 本地域においては、農家数の減少や高齢化により地域資源の保全管理が年々困難となってきていること
や、将来を担う子ども達と若い後継者の農村環境への関心の低下が課題であったことから取組を開始。 

○ 本組織には、地域の各団体（農業者、自治会、婦人会、子供会、老人会、消防団、青年団）が参加すると
ともに、国の研究機関、環境調査機関、大学、NPO法人等が活動を支える応援団を形成し、活動を支援。 

○ GIS（地理情報システム）を活用した地域資源の記録・管理・活用のほか、「めだかの放流会」
等の環境活動、地域外の都市住民との交流活動等、幅広い取組を実施。  

元泉地域農地・水・環境保全組織（山形県河北町） 

【地区概要】 
・取組面積  102.2ha   
  （田 95.1ha、畑 7.1ha） 
・資源量 
    開水路 23.8km、農道 8.6km 
・主な構成員 
    農業者、自治会、老人会、婦人会、 
     育成会、自警団、水土里ネット 
・交付金   約６百万円（H26） 
              

地域の活動内容 
～元泉地区「いい田園の定義」～ 

活動の効果 
～「地域力の向上」～ 

めだかの放流会 

 美田伝承システム 

○「多面的機能支払交付金」をベース
とした「地域振興策としての５つの元
泉地区流儀」 

 ①田園地域資源を活かした地域振興への取組 
 ②地域の子ども達を参加に導く「橋渡し役」の取組 
 ③最強指導支援組織を活かした自信活動の推進 
 ④自前活動へのこだわりの取組 
 ⑤地域独自の都市生活者との交流組織「おやきま

き会」を基盤にした交流活動 
    （「おやきまき」は方言で「親戚」のこと） 

○ 事務処理等の委託も出来るが地域の自
立のため全て自前にこだわった。 

○ 青年会、婦人会等の地域活動の場をつ
くり、繋がりを深めた。 

○ 「おやきまき会」によって都市住民との
交流が深まった。 

○ 自らの活動について外部に評価しても
らうことで成果と課題の抽出ができた。 

 地域資源を活かした地
域づくり研修会 

自然環境再生コンクール
受賞 

リビングマルチ大豆
栽培 

フォトコンテスト 

田んぼの学校 水田観察用木道 

GISシステムの活用 

○ 農村工学研究所が開発したGISシステムを利
用し、施設情報、作物、景観、生物等の地域資源
情報を一元管理。 

○ モバイル端末でシステムを動作させ、現場にお
ける施設の点検等に活用することで、適切な資
源の維持管理を行い、農地の維持による多面的
機能の発揮に貢献。 

GISデータ 
（農地基盤情報） 

モバイル端末を
活用した 
施設点検状況 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

     地域の目指す方向性を話し合い多様な取組を展開 １０－４ 



○ 本地域では、ため池とそれらをつなぐ水路を舞台として、そこに育まれる自然、歴史、文化、人々の生活
などをまるごと展示しようとする「いなみ野ため池ミュージアム」の取組を展開してきた。 

○ その母体となる組織体制をベースとして、新旧地域住民のコミュニティーづくりを図りながら、ため池に生
息する希少な生物など地域のかけがえのない財産を次世代へ引き継いでいく。 

○ その一環として、都市部の小学生と地元小学生との農業体験交流やジュンサイ採り、新旧地域住民が一
体となったため池の草刈りやかい掘りによる清掃等を実施している。 

ながむろ水辺ミュージアム（兵庫県加古川市） 

遊休農地の活用 ため池の保全 都市住民との交流 

【地区概要】 
・取組面積 28.9 ha 
  （田 28.0 ha、畑 0.9 ha） 
・資源量 
   開水路  13.5 km、農道  2.9 km、 
   ため池 4箇所 
・主な構成員 
   農業者、自治会、女性会、子供会、 
   老人会、婦人会、消防団 等 
・交付金 約３百万円（H26） 
   

コスモス 

そば・コスモス祭り 

遊休農地を活用し景観形成を図るため、
コスモスと赤ソバを植栽。コスモス鑑賞会
を開催し、地域住民の交流を行った。 
また、交流会では地域で採れた農産物や
竹炭の販売も行った。 

地域住民が一体となり、ため池の草
刈りやため池内の清掃を実施。 

ジュンサイは、ハゴ
ロモモ科の多年生
水草で、若い茎や葉
は寒天質の粘液に
覆われ、日本料理
の食材として使われ
ている。 

「中の池」に自生しているジュンサイを活
用した「ジュンサイ祭り」を開催し、地域内
外の約３００名が参加。ため池に生きる生
物・植物の学習会を行い、ため池などの
地域資源の大切さを子供達等参加者に
伝えた。 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

     ジュンサイ採りを活用した都市住民との交流 １０－５ 



○ 当地域は京都から大阪の中間地点に位置し、地域との交流促進を目的としたイベントや景観形成、小学
校と連携した農業体験、大阪府内の他の活動組織との交流等により、様々なつながりを構築。 

○ 「農地・水」の制度が始まるまでは、地域機能増進事業をきっかけに、幹線水路の空き地を利用したポ
ケットパークや緑道を整備する環境保全の活動に取り組んでいた。 

○ 地域機能増進事業が終了した時点で農地・水の取組が始まり、これまで取り組んできた景観の取
組も継続することができ、地域の繋がりの醸成をさらに深めることができた。 

三箇牧地区農空間保全協議会（大阪府高槻市） 

地域の活動内容 活動の広がり 活動での効果 

【地区概要】 
・取組面積  98.7ha   
  （田 97.4ha、畑 1.3ha） 
・資源量 
   開水路 34.5km、農道 14km 
・主な構成員 
    農業者、自治会、老人会、子供会、 
     小学校、高槻レンゲ振興会 等 
・交付金  約３百万円（H26） 
        

緑化フェスタ 

 路肩・法面の草刈り 

○地域の交流の場として、レンゲの里やコス
モス栽培の場を一般開放することで、自然
のふれあいを求めて訪れる人に好評。 

○ホームページにより地域の紹介を行って
いる。 

○環境保全活動として、春に「チューリップ
フェスタ」、秋には「緑化フェスタ」を毎年開
催している。 

○大阪府の組織と交流の場を設けるこ
とで情報発信、情報の入手。 

○小学校へ農業体験の場を提供するこ
とで、小学校からもイベントの際はフォ
ローがあり、更なる展開をのぞむ。 

○地域の景観に関する意識が上がったこと
で地域ではゴミが出なくなった。 

○色々な取組において小学校と連携するこ
とで、子どもが参加する機会が増え、子ど
も達も元気になった。 

○今後は、子ども達が将来農家になってみ
たいと思える環境、取組を行っていきたい。 

農地・水の他地
区と積極的に交
流し情報交換 

小学校との連携
により農業体験
等を開催 

レンゲ祭 

 チューリップの植栽  地域を彩る花植え 

レンゲウォーク 

花一杯運動 菜の花観察 

さんがまき 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 

     イベントや景観形成による地域のつながりの構築 １０－６ 



○ 本地域は、太田川左岸沿いに開けた水田の広がる農村地域である。大区画ほ場整備を平成１２年に終
え、農地や用排水路、農道の維持管理は、農家、水利組合を中心に行っているが、年々地域の高齢化が
進んでいる。  

○ 本地域では、農地・水・環境保全向上対策を契機に、農業者、非農業者を問わず、みんなで地域を美しく
保全したい、活動に気軽に参加したいという気持ちに応えるもの、農業者以外の住民に広く参加を呼びか
けやすくするものがないか等、話し合った結果、「商品券」の導入に至った。 

○ 商品券の導入は、口コミ等により多くの地域住民が知ることとなり、花壇づくりや空き缶・ゴミ拾いなど、
楽しく活動を行うことで地域の環境向上活動への参加の促進が図られ、更には、参加者同士の交流が広
がり、農業者と地域住民との距離を縮めるとともに、地域商店等の活性化にも寄与している。 

  くさ    た 

草田地域を守る会（鹿児島県日置市） 

【地区概要】 
 
・取組面積 29.8 ha 
  （田 29.8 ha） 
 

・資源量 
   開水路 7.9 km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 6.9 km、 
   農道 7.3 km、ため池 2カ所 
 

・主な構成員 
   農業者、ｱｸﾞﾘｻﾎﾟｰﾄ吹上 
   水利組合、自治会、土地改良区 等 
 

・交付金 約３百万円（H26） 
 
  

地域住民が一体となって地域を守る取組 

 
○年々進む地域の高齢化等に伴う 
  地域の課題 
   【主要な課題】 
  ・地域の高齢化 
      日置市の高齢者率 
          （65歳以上）の推移   
      平成２０年（２９％） (国勢調査） 
       平成２６年（３０％）  (市統計係） 
    ・農業後継者がいない 
 
 
 
 
 
 

地域が抱える課題 

○にこにこサロン 
   地域のお年寄りを中心に   
   ｺｽﾓｽを見ながらのお茶会 
○七夕つくり 
      親子会やにこにこサロンが  
   協力し合ってみんなで七夕 
   飾りつくり 
 
 【みんなで楽しみ、楽しみながら地域づくり】 

 
 
 
 
○商品券の導入 
    地元３店舗で使用できる「250円商品券」 
    を発行  【農村環境向上活動等へ参加】 
                                     ・花壇作りや手入れ  
                                     ・空き缶やゴミ拾い 
                                     ・施設点検 他  
  
           ・２時間の活動の場合：１枚発行          
    ・半日の活動の場合  ：２枚発行           
 
 
 

創意工夫を活かした 
独自の取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○地域の話し合い活動  
○実践活動      
 ・施設周辺草刈り、水路泥上げ、農道補修 他 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

農地・水・環境保全向上 
対策の取組 

 ・施設点検や異常気象後の見回り  
 ・景観保全活動 
     地域ぐるみで花壇づくり、 
     ｺｽﾓｽの植栽等を実施       
    
 【地域でみんなで楽しく植栽】 

写真 

   活動参加の促進効果 
 Ｈ19活動：271枚発行(非農業者336名) 
     ↓    207枚増 （52名増） 
 H20活動：478枚発行（非農業者388名） 
 H25活動：413枚発行（非農業者348名） 
 
 参加者の拡大が図られた 
     

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

    地域商品券の活用で、みんなで楽しみながら環境づくり １０－７ 



○ 当地域は榛名山と吾妻川の間、前橋市の北西に位置した田園地帯で、北西部にある吾妻渓谷に代表さ
れる景勝地への副道として車両通行があり、農地における道路沿いではゴミの不法投棄、ゴミの投げ捨て
による環境悪化が問題となっていた。 

○ 平成20年度から農地・水保全活動組織の岡崎地区保全協議会が発足。１構成員として女性の活動組織
「じろべえ会」も取り組みに参画。 

○ 活動組織の構成員で女性の組織は、取組のＰＲ活動、地域との交流会を主体となって取り組んでおり、
地域振興の一助となっている。 

岡崎地区保全協議会（群馬県東吾妻町） 

女性の役割 活動の広がり 活動の効果 

【地区概要】 
・取組面積  90.0ha   
  （田 37.9ha、畑 52.1ha） 
・資源量 
   開水路 7.6km、パイプライン 20.1km、 
   農道 20.2km、ため池6カ所 
・主な構成員 
   農業者、自治会、女性会、 
      小中PTA等 
・交付金 約６百万円（H26） 
 

女性部の結束は強く会
員も増え続けている 

代官屋敷跡周辺 清掃活動 

○女性だけで構成する「じろべえ会」は
地域の新田開発に尽力のあった代
官の遺徳をしのび、その屋敷跡周辺
の清掃活動等を30年以上継続して
いる組織。 

○農地・水の活動組織の設立にあたっ
て、「じろべえ会」との活動目的が一
致したことで、組織の１構成員となり、
活動組織等が行うＰＲ活動等では主
体となって活動を進めている。 

○祭礼等のイベントの際は活動組織のPR
として「じろべえ会」が主体となって餅つ
き大会を開催。 

○地域の活気を増進して、地域の活性化
にも貢献。 

○地域のイベントの際は、女性が主体で実
施していることもあり、非農家も含む地域
住民が気軽に参加しやすい環境が形成さ
れている。 

○「じろべえ会」では毎年1回は会員で旅行

に行くなど、つながりを深めることも行って
おり、現在でも会員は増え続けている。活
動組織の活気にも繋がっている。 

花の植栽活動 農地・水回りの 
環境美化活動 イベントでは、女性が主体と

なって取り組んでいる 

地域の祭礼での 
  餅つき大会 

農業用パイプラインを 
利用しての消防訓練 
  （餅つき大会時） 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

     女性グループを中心とした活動で活性化 １０－８ 



○ 本地域は、大型郊外店の進出等急速に都市化が発展しており、非農家の割合が９割を超える都市近郊
の農業地域。県営経営体育成基盤整備事業（H16～H21年度）を契機に維持管理体制の再構築を含めた
組織づくりを図り、集落営農を核とした地域農業の継続的な発展を地域一体となって目指している。 

○ 地域企業トヨタ車体の環境社会貢献事業と連携。地域内でケナフの植栽・管理・収穫作業によりケナフ紙
を幼稚園、小学校へ還元（企業より寄贈） 

○ 地域企業デンソーと共催で清掃活動を実施。（デンソーハートフルデー、DECOウォーク刈谷） 

○ 平成１９年度からクリーン大作戦を展開しており、地域の約２２の各ボランティア団体、企業が参加。アン
ケートとクイズも実施。 

東境地域資源保全隊（愛知県刈谷市） 

土地改良管理区が中心となっ
て維持管理体制の構築 

ケナフ栽培で地球に     
やさしい「まちづくり」 

クリーン大作戦に 
約２２団体４５０名が参加 

【地区概要】 
 

・取組面積 63.0 ha 
（田 63.0 ha） 
 

・資源量 
 開水路 13.0 km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 13.3 km 
 農道 11.2 km、ため池 6カ所 
 

・主な構成員 
 農業者、自治会、同志会、 
 土地改良東境管理区 
 

・交付金 約６百万円（H26） 
 

トヨタ車体と連携したケナフ栽培に
よる環境保全活動への取組 

ケナフの植栽状況 ケナフの収穫状況 

ケナフ栽培啓発看板 ケナフ紙寄贈 

アンケート調査 団体参加状況 

中学生分別作業 クリーン作業状況 

年間活動計画作成 

水路の泥上げ ため池周辺の草刈り 

アンケートでは、約６割の方が参加経験
あり、約８割の方が次回も参加したいと回
答（回収３５９名）。 

ケナフ画用紙
にお絵かきを
する幼稚園児 

ひがしざかい 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

     環境保全活動を通じて地域企業と交流 １０－９ 



○ 当地域では40年ほど前から混住化が進み、それまでの純農村地帯から現在は約750戸の85％が非農家
となり、人と人との繋がりが希薄、伝統行事の衰退化が進んでいた。 

○ 問題を解決する一助となればと、農地・水の事業紹介を受け、農業者7名が発起となり、「人と人のつなが
りをどう構築していくか」を大きなテーマとして農業者と非農業者が一体となった地域づくりをスタートした。 

○ 農業者と非農業者、都市住民と「人と人のつながり」を構築し「地域の協働力」を一歩一歩着実に高める
活動として以下の取組を実施している。 

三区町環境保全隊（栃木県那須塩原市） 

取組の目的 活動の広がり 新たな展開 

【地区概要】 
・取組面積  159.1ha   
  （田 149.4ha、畑 9.7ha） 
・資源量 
    開水路 18.3km、農道30.0km 
・主な構成員 
     農業者、自治会、老人会、消防団、 
   農協女性会、子供会育成会、NPO等 
・交付金 約９百万円（H26） 
  

地域住民等へのｱﾝｹｰﾄ 

 生き物調査 

○「人と人とのつながり」を構築し、「地
域の協働力」を一歩一歩高める活動
として、農業者と非農業者のバラン
スのとれた取組を推進。 

  取組の例  
   ・生き物調査   ・田園ウォーク 
   ・地域イベントに協賛しての広報活動 
   ・環境等の啓発活動 
   ・景観形成のための植栽 
   ・子供会育成会との連携（見学会等） 
   ※活動に当たっては非農家や都市住民との 
     交流を図っている 

○ 農地・水の取組をきっかけにＮＰＯ法人三
区町地域資源・環境保全会を設立し、活動
組織では取り組めなかった歴史的施設の保
全や地域の環境保全の取り組みを開始。 

 

○ 三区町環境保全隊やＮＰＯ法人三区町地
域資源・環境保全会ではＨＰを作成し広くア
ピールを始めた。 

○地域の農業・農村を誰が担っていくのか協議
する30代～40代の若者の「三区ど～すっ会」
を中心に将来に向けて話合いを進めている。 

 

○取組に重要な役割を果たしている、女性の感
性を活かす「三区町女性の集い」を立ち上げ
様々な活動に取り組んでいる。 

 

○取組の成果として、各種コンクールにエント
リーし受賞。これが自信に繋がる。 

ＮＰＯと保全隊の取
組状況 
（歴史公園の清掃活
動） 

活動をホームペー
ジで広くアピール 

啓発看板の設置 

 花植えによる景観形成  田園ウォーク 

「三区女性の集い」 
全国環境保全型農業 

コンクール大賞(大臣賞) 

「三区ど～すっ会」 

さんくちょう 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

     人と人のつながりによる多様な取組の展開 １０－１０ 



○ 当地域は昭和３０年代からほ場整備が実施されてきたが、整備後５０年以上が経過し、施設が老朽化。
また、高齢化により年々施設の保全管理が困難になってきている状況。

○ 地域で話し合い、平成１９年度から農地・水・保全管理支払に取り組むこととしたが、活動組織内に事務
処理を担うことができる人材がいなかったため、土地改良区と調整を図り、土地改良区が事務処理を請け
負うことで合意。

○ 事務処理を委託したことで、活動組織は共同活動に専念することが可能。また、土地改良区管内を一つ
の広域組織にまとめる際も、土地改良区による各種の調整により円滑な広域化を実施。

湯沢中央地域広域協定活動組織（秋田県湯沢市）

広域化組織への
円滑な移行

土地改良区への事務処理委託による事務負担の軽減 【地区概要】
・取組面積 1,167.0 ha

（田 1,147.6 ha、畑 19.4 ha）
・資源量 開水路 451.3 km

農道 78.0 km、ため池 3箇所
・主な構成員

農業者、自治会、子供会
土地改良区 等

・交付金 約 56百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

土地改良区へ事務処理を委託

・活動組織内に事務処理を担うことができる人材がいなかったため、地域の状況に詳しく事務処理にも慣れ
ている土地改良区と調整。その結果、土地改良区が活動組織に参画すると共に、事務処理を土地改良区
に委託することで合意。

・土地改良区においては、定款を変更し、事務処理の受託を定款に位置付け。また、担当職員を配置。

○平成１９年度の立上げ時は集落ごとの活動組織
であったが、平成２４年度から広域化を進めて４つ
の広域組織に集約し、平成２６年度には土地改良
区管内を１つの広域組織に統合。

各集落での活動

土地改良区管内で
１つの広域組織

平成19年

平成24年

平成26年

４つの広域組織

○活動組織の立上げ時より土地改良区が事務受
託をしていたことから、広域化にかかる事務処理
や組織間の連絡調整も土地改良区が担当し、
1,167haの広域化を円滑に実施することが可能と
なった。

○土地改良区への委託内容 ○活動組織で対応すること

・各活動の準備（活動に必要な資材の発注・
管理、活動スケジュールの周知等）

・役員会への出席、役員への連絡

・日当の支払い準備

・役場との調整、問い合わせ 等

・活動計画の作成補助（活動内容についての
助言、内容のとりまとめ等）、予算案の作成

・活動記録、金銭出納簿のとりまとめ、管理

・活動にあたっての注意事項（活動内容、活
動要件等）の周知 ・各活動の終了時に、作業日報により活

動の人数、内容を報告

・資材の購入時の領収書等の提出

・役員から構成員への連絡

・活動に必要な資材の連絡

・日当の支払い

・次年度活動計画案の作成 等

○事務処理を委託することで、活動組織は地域の
共同活動に専念することが可能となった。

○事務処理委託の経緯

１１―１



○ 当地区は、高齢化などにより地域資源の保全管理が年々困難になってきたことから、集落で話し合い、
平成19年度から農地・水・環境保全向上対策に取り組むこととしたが、活動組織内に事務処理を担うこと
ができる人材がいなかったため、事務作業面に精通しているＪＡに事務処理を委託することで合意。

○ 事務処理の大半をＪＡが行うことで活動組織は活動に専念することができ、環境保全の取り組みでも成果
を上げるなど、活動の幅が広がっている。地区内でも活動に対する関心が高まり、活動の協力体制が構築
され、地域コミュニティの形成にも役立っている。

徳下地区環境を守る会（青森県藤崎町）

活動組織における
取組の展開

ＪＡへの事務処理委託による事務負担の軽減 【地区概要】
・取組面積 58.2ha

（田 55.0ha、畑 3.2ha）
・資源量

開水路 9.6km、農道 4.5km
・主な構成員

農業者、非農業者、消防団、
子ども会、老人クラブ、ＪＡ等

・交付金 約２百万円（H26）

旧共同活動支援交付金
（H26は経過措置適用）

ＪＡへ事務処理を委託

・共同活動に取り組むにあたり、活動組織内に事務処理を担うことができる人材
がいないことがネックとなっていたが、共同活動と並行して営農活動のクリーン
ライスに取り組むこととなっていたため、営農面と事務作業面の双方に精通し
ているＪＡに事務処理を委託することで合意。

○ＪＡへの委託内容 ○活動組織で対応すること

・役員会、総会等への出席

・役場との調整、問い合わせ 等

・活動計画の作成補助（活動内容についての
助言、内容のとりまとめ等）

・活動記録、金銭出納簿、領収書等の
とりまとめ、管理

・総会資料、実施状況報告に必要な基礎資
料等の作成

・各活動の終了時に、活動の人数、内容
を報告

・資材の購入時の領収書等の提出

・役員から構成員へ活動内容の通知

・金銭出納簿の記録

・活動に必要な資材等の発注・管理

・日当の支払い 等

○事務処理委託の経緯

・事務処理の大半をＪＡが行うことで、活動組織は
活動に専念することが可能となった。

・当地区は、県内でも先駆的に水路内に魚巣ブ
ロック等の環境配慮施設が設置され、平成20年
度には、生物多様性保全手法確立調査地域に
選定されたことから、これを契機に、活動組織に
おいても生きもの調査や魚道の設置など環境
保全の活動に積極的に取り組み、成果を上げ
ている。

・ＪＡにおいては、事務処理を受託するにあたり、当初２名の専任職員を配置。
（H20.7月のＪＡ合併後は、専任制から分担制に切り替え）
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○ 当地域では、ほ場整備後の水路等の保全管理を担っていた土地改良区の解散、農業者の高齢化や兼
業化の進行に伴う地域における共同作業の減少等により、地域資源の保全管理が難しくなりつつあった。

○ 農地・水保全管理支払に取り組むことについて、地域では意欲的であったが、金銭管理等の事務処理に
対して大きな不安があったため、専任の事務員を１名確保。

○ 事務員が各種事務処理を担うことで、活動組織が共同活動に専念できるようになったほか、活動の記録
等の書類作成の不備への不安も無くなり、安心して共同活動に取り組める体制となった。

日高村水と環境を守る会（高知県日高村）

事務員確保による
事務処理の負担低減

共同活動の
安定的な実施

事務員の確保による事務負担の軽減 【地区概要】
・取組面積 127ha

（田 126ha、畑 1ha）
・資源量 開水路 36.2km、農道 1.4km

パイプライン 0.2km
・主な構成員

農業者、自治会、消防団、
用排水組合 等

・交付金 約12百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

○事務局に事務員がいることで活動に関する
問い合わせがしやすくなり、活動記録等の書
類作成の不備への不安も無いため、安心し
て共同活動に取り組める体制となった。

○事務処理の負担軽減により、共同活動に
専念できるようになった。

・各活動の準備（活動計画のとりまとめ、必要
資材等の手配、外部発注時の入札準備）

・活動状況の確認・記録、金銭出納簿の整理

・役員への連絡、日程調整等 農道の草刈

コスモスの種まき（景観形成）

水路の泥上げ

○事務員確保までの経緯
・農地・水保全管理支払に取り組むにあたり、事務処理に対して不安の声が多かった。

・当初は事務処理の委託も検討したが、活動の報告・記録、日当の支払い等がよりスムーズに行
えるよう、専任の事務員を確保することとした。

・事務処理が担える人材がいないか役場に相談したところ、役場の臨時職員経験者を紹介され
たため、事務処理を引き受けてもらえるよう組織の役員が交渉し、了解を得た。

○事務員の業務 （週３～４日勤務） ○活動組織で対応すること

・作業日報等の整理、とりまとめ

・役員会・総代会等の準備

・役場との調整、問い合わせ

・日当の支払

・各地区での点検活動

・各地区での活動計画の作成、報告

・活動に必要な資材の連絡

・各活動の終了時に日報により活動の人数、
内容を報告

・資材購入時の領収書の提出

・役員から構成員への連絡

・外部発注時の現場説明、入札、完了検査

等
等
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○ 当地区では、集落内の水路の補修や泥上げについて、平成24年5月までは特に明確な管理団体がなく、

農業者による作業で対応していた。また、農振農用地区域外であるため、農地・水保全管理支払への取組
はあきらめていた。

○ 山口県では、平成26年度より、ため池等の農業用施設の保全管理と一体的に取り組む地域で、多面的機

能の発揮の促進を図るため、農振農用地区域外の農用地を対象農用地として取り組むことが可能となった
ことから、地域の水利施設である梶谷堰の維持管理団体が中心となって集落の会合で各農家に参加を呼
びかけ、地域共同での活動を開始した。

久田農地多面的機能保全会（山口県岩国市）

地域の状況

取組の効果

【地区概要】
・取組面積 21.2 ha

（田 20.6 ha 畑 0.6 ha）
・資源量 開水路 7.8km、農道 3.9km

・主な構成員
農業者、非農業者、水利環境協議会

・交付金 約63万円（H26）

農地維持支払

・これまで地域で負担していた堰及び水路
の維持管理の取組が交付金を活用して
実施できるため、共同活動の継続性が
期待できる。

・共同活動が活発化することにより農業環
境と居住環境の調和について地域で話
し合う機会が増え、地域の繋がりが深
まった。梶屋堰と一体的に農用地や水路等の保全管理に取り組む活動組織の設立総会

水路の泥上げ

水路の草刈

対象農用地

梶屋堰

・当地区は、梶屋堰の水系を単位としている。堰の改修事業を契機に、堰の維持管理等を
主目的として、平成２４年５月に農業者、自治会等が構成員となり、久田地区水利環境
協議会を設立した。

・集落内では、混住化が進み、農業用水路には生活雑排水が流入しているものの、農業
者のみで維持管理をしていた。しかしながら、当地区は農振農用地区域外であるため、
農地・水保全管理支払への取組はあきらめていた。

・山口県では、多面的機能発揮の促進の観点から、農業用施設の保全管理と一体的に取
り組む地域では、農振農用地区域外の農用地も含めて取り組むことが可能となった。

・久田地区水利環境協議会の役員が中心となって集落の会合で各農家に参加を呼びかけ、
活動組織を設立し、地域共同での活動を開始した。

農業用施設の保全管理と一体となった農振農用地区域外における取組１２―１



○ 本地区では、大雨時に農業用排水路や小河川の溢水の恐れがあるなど、洪水対策が地域の大きな課題
となっており、田んぼダムによる地域の水田貯留機能を向上させる取組への関心が高まっていた。

○ また、市街地周辺部では、農振農用地区域内の農用地と区域外の農用地が錯綜しており、これら農用地
での一体的な取組により、より効果的な洪水軽減対策が図られると考えていた。

○ 活動組織の役員が中心となり、水田貯留機能増進の必要性を地域内の農業者に対して説明し、田んぼ
ダムの取組や広報活動等を通じた防災意識の向上等、防災・減災の取組を開始することとなった。

比布南地区環境保全活動組織（北海道比布町）

地域の現状 取組内容

【地区概要】
・取組面積 560.1ha

（田 560.1ha）
・資源量 開水路 114.9km

農道 42.6km
・主な構成員

農業者、非農業者、JA、
土地改良区、自治会（行政区）

・交付金 約17百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

町の広報誌で、大雨時における田んぼダムの取組が
紹介される。（H26.9 比布町広報誌より）

落水工に板を設置して、大雨時の排水量を減らすことにより、
田んぼに雨水を一時的に貯留し洪水被害の軽減を図る。

田んぼダムの取組について看板を設置して、
地域住民に普及・啓発を行っている。

農振農用地区域外農用地

○地区内の市街地周辺部では、農振農用地区
域内の農用地と区域外の農用地が錯綜してい
る。

○地域の防災・減災等の多面的機能を発揮する
ために、これらの農用地と一体的な取組を開始。

貯留機能増進のため畦畔の再構築も実施している。

ぴっぷちょうぴっぷ

農振農用地区域外の農地との一体的な取組（水田貯留機能増進）１２―２



○ 本地区は、21箇所のため池を水源とし、市街化調整区域に広がる水田地帯。これまで地区内のため池はた
め池整備構想に基づく5つのため池協議会により、水路は9つの水利組合により、別々に保全管理されてきた。

○ 兵庫県は、ため池の保全等に関する条例に基づくため池整備構想を策定し、「農業用水供給能力や治水能
力が高い、安全なため池」「自然に触れられる快適なため池」等を目標に、ため池やその周辺整備、地域住
民参加による管理等を進めており、本地域のため池をはじめ、同構想に基づき保全管理を行う受益農地を
農地維持支払の対象農地と設定した。

○ 本年度より、5つのため池協議会及び9つの水利組合に、地域の14の農会（農業者の集まり）を加え、活動組
織を設立し、21箇所のため池及び地区内の水路の一体的な保全管理を開始した。

阿弥陀地区地域資源保全会（兵庫県高砂市）

地域の状況 活動内容

【地区概要】

・取組面積 116ha
（田 113ha 畑 3ha）

・資源量 開水路 53km
ため池 21箇所

・主な構成員
農業者、非農業者

・交付金 約172万円（H26）
農地維持支払

あ み だ たかさごし

○本地域は、昭和44年に
ほ場整備事業が行われ
たが、現在地区内の水
路は老朽化が進行。

○加えて農家数の減少・
高齢化が進み、水利組
合によって水路の泥上
げや草刈り、補修等の
保全管理を十分に行う
ことが困難であった。

○また、本地域は、兵庫
県ため池整備構想に基
づき保全管理されてい
るため池の受益地（高
砂市内の農地に農振農
用地区域は設定されて
いない）

保全管理するため池

対象農用地
（農振農用地区域外）

ため池の保全管理
（地域住民による外来種駆除）

ため池の保全管理
（草刈り、ゴミ拾い等）

ため池の保全管理と一体となった農振農用地区域外における取組
（26 年度 新規取組地区）

１２―３
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	スライド番号 1

	1-6 鹿田山環境保全ネットワーク事務局（群馬県みどり市）（最終）
	スライド番号 1

	1-7 米納津農地を守る会（福井県坂井市）最終
	スライド番号 1

	1-8 日下部地域環境保全委員会（山梨県山梨市）最終
	スライド番号 1

	1-9 村山牧野環境保全組合（熊本県高森町）最終
	スライド番号 1

	1-10 南横川環境保全会（千葉県大網白里町）最終
	スライド番号 1

	1-11 宜野座村地域資源保全の会（沖縄県宜野座村）最終
	スライド番号 1

	1-12 奥池地域保全隊（愛知県大府市）最終
	スライド番号 1

	1-13 下横野農地・水・環境向上を図る会（岡山県津山市）最終
	スライド番号 1

	1-14_農地・水・環_根知なから隊（新潟県糸魚川市）最終
	スライド番号 1

	2-1 おおくさ水土里の会（愛知県小牧市）最終
	スライド番号 1

	2-2 大原里づくりトライアングル（京都府京都市）最終
	スライド番号 1

	2-3 藤沢市宮原地域保全活動組織（神奈川県藤沢市）最終 
	スライド番号 1

	3-1 白王町鳰の会（滋賀県近江八幡市）最終
	スライド番号 1

	3-2 宮口農地を守る会（新潟県上越市）最終
	スライド番号 1

	3-3 聖和・聖台西神楽地区資源保全活動グループ（北海道旭川市）最終
	スライド番号 1

	3-4 上世屋農地保全会（京都府宮津市）最終
	スライド番号 1

	4-1 徳光町集落資源保全隊（福井県福井市）最終
	スライド番号 1

	4-2 乃美エコクラブ（広島県東広島市）最終
	スライド番号 1

	4-3 柏町みのりの会（三重県伊勢市）最終
	スライド番号 1

	4-4 榎前環境保全会（愛知県安城市）最終
	スライド番号 1

	4-5 木浜の資源環境を守る会（滋賀県守山市）最終
	スライド番号 1

	4-6 美郷町千畑地域農地・水・環境保全組織（秋田県美郷町）最終
	スライド番号 1

	4-7 松原地区保全協議会（山形県飯豊町）最終
	スライド番号 1

	5-1 慰ヶ畑環境保全組合（京都府京丹後市）最終
	スライド番号 1

	5-2 チームエコ美な美がた（新潟県上越市）最終
	スライド番号 1

	5-3 山室保全会（滋賀県米原市）最終
	スライド番号 1

	6-1 弓削弓つくりの郷（滋賀県竜王町）最終
	スライド番号 1

	6-2 音金農地・水環境保全組合（福島県下郷町）最終
	スライド番号 1

	6-3 真田地区資源保全隊（島根県吉賀町）最終
	スライド番号 1

	6-4 枝野８区資源保全隊（宮城県角田市）最終
	スライド番号 1

	6-5 文殊農地・水・環境保全管理協定（福井県福井市）最終
	スライド番号 1

	7-1 一の宮地域農地・水・環境保全組織（熊本県阿蘇市）最終2
	スライド番号 1

	7-2 いなばエコフィールド協議会（山形県鶴岡市）最終
	スライド番号 1

	7-3 川内地域農地・水・環境保全組織（徳島県徳島市）最終
	スライド番号 1

	7-4 元気な美しい里新名爪（宮崎県宮崎市）最終
	スライド番号 1

	8-1 窪田ふるさと会（島根県出雲市）最終
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	8-2 山田五ヶ村地域（秋田県湯沢市）最終
	スライド番号 1

	8-3 みやき町三根西地域（広域化）（佐賀県みやき町）最終
	スライド番号 1

	8-4 樽見内地域農地・水・環境保全組織（秋田県横手市）最終
	スライド番号 1

	8-5 NPO法人関北農・水・環境保全会（福島県福島市）最終
	スライド番号 1

	9-1 境地区協議会（岡山県美咲町）最終
	スライド番号 1

	9-2 せせらぎの郷（滋賀県野洲市）最終
	スライド番号 1

	9-3 宇良地区環境保全の会（長崎県諫早市）最終
	スライド番号 1

	10-1 濁池地域環境保全の会（愛知県尾張旭市）最終
	スライド番号 1

	10-2 緑ゆたかな北小松をまもる会（三重県四日市市）最終
	スライド番号 1

	10-3 粟田川流域農地・水・環境を守る会（広島県庄原市）最終
	スライド番号 1

	10-4 元泉地域農地・水・環境保全組織（山形県河北町）最終2
	スライド番号 1

	10-5 ながむろ水辺ミュージアム（兵庫県加古川市）最終
	スライド番号 1

	10-6 三箇牧地区農空間保全協議会（大阪府高槻市）最終
	スライド番号 1

	10-7 草田地域を守る会（鹿児島県日置市）最終
	スライド番号 1

	10-8 岡崎地区保全協議会（群馬県吾妻町）最終
	スライド番号 1

	10-9 東境地域資源保全隊（愛知県刈谷市）最終
	スライド番号 1

	10-10 三区町環境保全隊（栃木県那須塩原市）最終
	スライド番号 1




