
【地区概要】
・取組面積 94ha

（田 85ha、畑 9ha）
・資源量

開水路 4.2km、パイプライン 17.3km、
農道 21km、ため池 9箇所

・主な構成員
農業者、非農業者、自治会、子供会、婦人会

・交付金 約４百万円（H26）

・本対策により地区内の遊休農地4.5haのうち2.6haを再生できたが、地区外の地主の同意が得られず、取組が進められないケースがある。

水質保全の取組

○ 農地・水・環境保全向上対策により再生した遊休農地については、教育・交流の
場として活用するとともに、地主と協力して、当該農地にて営農を希望する者を募
集。これらの活動が、遊休農地の解消に大きく役立っている。

○ これまで遊休農地の解消は、個々の農家と行政が行うものと考えていたが、本対
策により地域がその一翼を担うことで、自分たちの地域を自分たちで守るという機
運が醸成された。

都市化が進む地域における遊休農地解消の取組

主な取組

遊休農地を再生し、教育・交流の場として活用

地域の大学との連携（餅つき等）

【遊休農地の草刈り】

【田んぼに変身】

【地域住民による田植え】

おおくさ水土里の会（愛知県小牧市）

２―１

農地維持支払
資源向上支払（共同）



○三千院や寂光院などの歴史・文化資源や豊かな自然環境と調和した田園風景を後世に残していくため、
土地改良区、農業団体及びNPOのトライアングル体制を核として、地域が一体となって、希少種オオムラ
サキの保護活動、生き物調査等の様々な活動に取り組んでいる。 

○また、近年、農業者の高齢化や生産基盤整備の遅れなどの影響により、農地が荒廃し、遊休農地が増加
しつつあり、それによって長年守り続けられてきた農村景観が悪化してきている。 

○そこで、農家を主体とする地元住民が危機感を強め、農村環境の保全のため、長年放置されてきた遊休
農地を再生し、観光梅園づくりに取り組んでいる。 

大原里づくりトライアングル（京都府京都市） 

地域一体となって 
環境保全 遊休農地を再生 遊休農地を観光梅園に 

【地区概要】 
・取組面積 46.5ha 
     （田 46.1ha、畑 0.4ha） 
・資源量 
   開水路 12.7km、農道 1.8km 
 

・主な構成員 
  営農組織、土地改良区、ＪＡ、 
  ＮＰＯ法人 
 

・交付金 約２百万円（H26） 

おおはら 

共同活動で梅を植栽。活動には４日間
で延べ３３名が参加 

約３０アールに梅を１２０本植栽 

長年放置されてきた遊休農地 

地域ぐるみで遊休農地を再生。小型の重機
も使用。１０日間で延べ８１名が参加 

希少種オオムラサキの保護活動 

専門家の指導のもと高野川で調査に取り組み、
約３６種の水生生物を確認 

土地改良区、農業団体、ＮＰＯのト
ライアングル体制を核として様々な
活動に取り組む。 

地域活性化に向けて遊休農地を梅園に再生 ２―２ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 



○本地域は、東京からのアクセスの良さと工場立地に適した平坦な地形が多いことから、多くの企業が進出し、
市街地が農業地帯まで拡大。都市化に伴い農業者の多くは他産業に流出し、農業用施設の保全管理が課題。 

○特に、耕作放棄地の発生が問題となっており、農地・水・環境保全向上対策を活用し、耕作放棄地の復旧に積
極的に取り組んだ結果、宮原地域内に平成16年に約19haあった耕作放棄地が、平成20年には約８haに減少。 

○ 復旧した農地には、地域の小学生がレンゲを播種し、レンゲの里祭りを開催。地元産の野菜、花き等の販売
や自治会による太鼓演奏会などを催し、市内外への地場野菜のPRや地域活性化に成果をあげている。 

○ また、復旧した農地を活用し、地域の活性化を目的とした観光農園を視野にブルーベリー栽培を開始。 

藤沢市宮原地域保全活動組織（神奈川県藤沢市） 

都市化に伴う耕作放棄地の 
発生が課題 

耕作放棄地の復旧に 
積極的に取り組む レンゲの里祭り 

【地区概要】 
 
・取組面積 39 ha 
  （田 20.5 ha、畑 18.5 ha） 
 

・資源量 
   開水路 3.6 km、農道 6.8 km、 
   パイプライン 0.6 km 
 

・主な構成員 
   農業者、自治会 
 

・交付金 約３百万円（H26） 

混住化が進み、農地の管理が行き届かない現状 

 耕作放棄地を復旧し、地域活性化につなげる取組 

【宮原地域内の農地所有状況】 

 農地の１／３は 
水田利用、 
１／３は畑利用、 
残り１／３は、 
未利用・荒廃地等。 
 

46.1%

21.5%

32.4%

宮原地域在住者所有

市内他地域在住者所有

市外在住者所有

市街地の拡大により 
混住化が進行 

農地・水・環境保全 
向上対策を活用し、 
耕作放棄地を復旧。 

【宮原地域内の耕作放棄地面積】 

約１９ha 

約８ha 

６割減 

復旧した農地に地域 
の小学生がレンゲを 
播種 毎年開催するレンゲの里祭 

りには、市内外から多くの人 
が集まった 

地場野菜の販売 

活動組織の取組を 
展示パネルでPR 平成16年 平成20年

みやはら 

２―３ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 



【地区概要】  
・取組面積 59ha （田 56ha ,  畑 3ha） 
 

・対象施設 
   開水路  7.0km、パイプライン 4.0km、 
   農道 5.0km 
 

・主な構成員 
   農業者、非農業者、営農組合、自治会、 
   女性会、子供会、土地改良区、その他1 
   

・交付金 約２百万円（H26）  

○ 多面的機能支払（農地・水保全管理支払）の活動組織と集落営農の組織とが連携し、施
設の保全管理、濁水防止・節水管理、景観保全等の活動を効率的に実施。 また、これら
活動により良好に保全されている農村環境を活用して、農産物のブランド化を推進。 

○ また、農村環境保全活動については、ＮＰＯと連携して実施。これにより、活動組織にとっ
ては、農家だけでは思いつかない知恵が得られるほか、ＮＰＯから情報発信が行われるた
め、非常に効果的。 

○ 地域において、「自らの手で資源を保全する」という意識が強まったことが最大の効果。 

ＮＰＯと連携し水田魚道を設置 環境こだわり酒米の栽培 

・湖上の飛地「権座」の農地では、田船を利用した稲作や水田魚道設置、景観保全活動、さらには農産物ブランド
化に取り組む。 

 

・地域資源を保全する共同活動と集落営農等の環境こだわり農産物の栽培が相乗効果を発揮し、地域が活性化。 

琵琶湖 

白王町鳰の会 

権座（ごんざ） 

主な取組 

環境学習の実施 景観形成活動 

 

白王町鳰の会（滋賀県近江八幡市） 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 

集落営農やNPOと連携した水田地帯における取組 ３－１ 



○ 当地域は昭和50年に県営ほ場整備事業が実施されてから35年以上が経過し施設の老朽化、営農者の
高齢化が進んでいる。 

○ 上越市全体として集落営農、農業生産法人へ集積することで農業の体質強化を進めてきた。 

○ 農地・水保全活動の取組により、話し合いの機会が増えたこと、活動を通して営農者間の繋がりが強まっ
たことも関与して人・農地プランが円滑に作成できた。 

宮口農地を守る会（新潟県上越市） 

地域の現状 

人・農地プランの作成 

活動の効果 

【地区概要】 
・取組面積 20ha（田 20ha ） 
・資源量 
     開水路 8.1km、農道 2.8km、 
     ため池 1カ所 
・主な構成員 
  農業者、町内会、老人会、溜池組合 
・交付金 約２百万円（H26） 
  

人・農地プランを
作成した区域 

○昭和50年のほ場整備後、35年以上が経過し、施設の老朽化が進み、営農者の高齢化も
進んでいる。 

○営農は水田の単作で、耕作放棄地はない状況である。 

○ 市全体の取組として集落営農や農業生産
法人への集積をすることにより体質強化を
進めてきた。 

 

○ 農地・水保全管理支払の取組を行ってき
た当地区では、地域の繋がりが強まったこ
ともあり、円滑に人・農地プランの作成に
至った。 

○ 共同活動により地域の景観が良くなったこ
とで自分たちの農地は自分たちで守ろうとい
う意識が醸成された。 

 

○ 農地・水保全管理支払の取組により、集落
の話し合いの機会が増え、人・農地プラン作
成にきっかけとなった。 

人・農地プランに基づく農地の流れ  
活動組織の
合意形成 

 共同活動 
農地の出し手 

白紙委任 農地利用集積 
円滑化団体 

‖ 
(公財)牧農林業 

振興公社 

農事組合法人 宮口 

利用権設定 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

団体営ほ場整備事業 
実施箇所 

（昭和49年度～54年度 

将来を見据えた営農体制の構築（人・農地プランの作成） ３－２ 



○ 当組織は、北海道の上川盆地の中央に位置する地域にあり、４集落で構成されている。昭和40年代に 
は、一体的にほ場整備がなされたが、集落間のつながりが薄く、経営規模の拡大等を図る上での課題と
なっていた。 

○ また、基盤整備後40年以上が経過し、施設の老朽化が進行しており、施設の維持管理に大きな労力や
経費を要するため、適切な維持管理が困難な状況であった。 

○  農地・水保全管理支払に取り組むことによって、集落間の連携強化や適切な農業用施設の維持管理が
なされるようになり、農地の利用集積促進への機運が高まり、高い水準での集積が図られるようになった。 

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） 

地域の営農状況 農地・水による取組と効果 地域農業の展開方策 

【地区概要】 
・取組面積  997.8ha   
   （田 902.0ha、畑95.8ha） 
・資源量 
     開水路 187.9km、農道 117.7km 
・主な構成員 
    農業者、非農業者、町内会、ＪＡ、 
     小学校ＰＴＡ、消防団、水土里ﾈｯﾄ 
・交付金 約34百万円（H26） 
  

○ 地域内の基盤は、整備後40年以上が経過

し、施設の老朽化が進行。また、区画形状
は30a程度で、かつ排水不良なため、効率
的な機械化作業を行うことが困難。 

○ また、農業者の高齢化等による農業者の減

少に伴い、労働力不足により土地利用率は
低下傾向で将来の耕作放棄地化を懸念。 

 
 
 
 
 
 
 

○ 共同活動により強化された集落間の結びつ

きを土台に、地域が一体となって農業の在り
方の話し合いが進められ、結果、農地の利
用集積が進展。（Ｈ24年度時点で72％を集積） 

 

    
    
  
 
 

 30a区画程度のほ場  排水不良なほ場 

 

～旭東地区（H25～29年度地区調査）～ 
 高生産性農業の展開を実現するため、ほ場の
大区画化、用排水路改修などの基盤整備を計画 

■国営緊急農地再編事業 

○  また、共同活動により従来よりも丁寧な施

設の保全管理を行うことで、安定した営農活
動に寄与。 

■今後の地域の課題点 
 農業者の高齢化の進行や農地集積の進展に
伴い、畦畔管理・水管理の粗放化を懸念 

 

 

 

 地域の中心経営体 
    農業生産法人「夢民村」 

60% 61% 
62% 

65% 

69% 

72% 

55%

60%

65%

70%

75%

～H19 H20 H21 H22 H23 H24

農地利用集積率の動向 
農地・水の取組により、
高い水準で集積が進展 

○  耕作条件を整えるため、国営事業を実施し

ていく等、引き続き、農業生産法人「夢民村」
など地域における中心経営体へ農地利用集
積を進め、効率的な作業体系を確立させ、
地域特産物のブランド化に向けた取組を拡
大。 

 
 
   
 

大型機械での営農状況 

水路の泥上げ 水路の目地補修 

○ 一方、地域では将来の地域農業の在り方を

模索し、営農条件が厳しい中で、農地の利
用集積を促進。（H19年度時点で取組面積
の約60％） 

○ しかしながら、集落間のつながりが薄く、ま

た、施設の維持管理に対する課題が顕在化
し、更なる農地集積の進展に支障。 

せいわ   ・ せいだいにしかぐら 

ムーミンむら 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 

集落間の連携強化による農地利用集積の取組 ３－３ 



○ 上世屋地域は、丹後天橋立大江山国定公園に属し、棚田と笹葺き民家が織りなす里山の景観は、
「にほんの里１００選」の他、京都府景観資産、京都府の文化的景観に選定されている。                         

○ 宮津市内の(株)飯尾醸造は、酢づくりに使用する米の無農薬栽培にこだわり、約３０年前から上世屋
集落の農家に栽培を委託している。  

○ 上世屋地区は過疎化・高齢化から離農が進んでおり、（株）飯尾醸造では、酢の原材料確保のため、
耕作放棄地の棚田を借りて社員自らが耕作等を行い、棚田を保全している。また、水路や農道の草
刈り、泥上げや補修などの共同活動を集落と連携して行っている。 

上世屋農地保全会（京都府宮津市） 

地域の現状 企業との活動の広がり 活動の効果 

【地区概要】 
 
・取組面積  ５ha （田 ５ha） 
 

・資源量 
    開水路 １km、農道 １km 
 

・主な構成員 
     農業者、非農業者、自治会、地元企業、 
   宮津市エコツーリズム推進協議会、 
 

・交付金 約50万円（H26） 
 

上世屋地区の棚田の分布 

出典元：上世屋の棚田 合力の会 

上世屋集落と(株)飯尾醸造との 
             共同活動の取組状況 

昭和50年代より耕作
放棄地が著しく拡大 
 

先祖から受け継いだ
田んぼをなんとか守っ
ていきたいが・・・ 

農地の法面の草刈り 
みんなで稲刈り 

（株）飯尾醸造では、無農薬 
米の農法を研究され、再生
紙黒マルチ農法での無農
薬米栽培が実施されている 

こだわりの地元産無農薬米から
醸造した酢 

かみせや 

(株)飯尾醸造の取組が

上世屋の棚田保全に
大きな役割を果たして 
 おり、田植えや稲刈り

イベント等、都市住民を
巻き込んだ棚田保全の
活動が広がっている 

鳥獣害防護柵の管理 

（株）飯尾醸造を発信源と
して棚田保全の活動は都
市部の消費者や大学生
にも拡大 

青：現在耕作されている棚田 
緑：かって耕作されていた棚田 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

集落と企業の協働による棚田保全 ３－４ 
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	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




