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＜新規就農者の確保及び認定農業者の育成を推進している事例＞

○新規就農者の受入と農業後継者の育成活動

１．集落協定の概要

市町村･協定名 北海道足 寄 郡 足 寄 町 上足寄
あしょろぐんあしょろちょう かみあしょろ

協 定 面 積 田 畑（1％） 草地（99％） 採草放牧地
434ha － ﾋﾞｰﾄ 牧草 －

交 付 金 額 個人配分分 26％
998万円 共同取組活動分 鹿柵設置維持管理 4％

74％ 多面的機能を増進する活動 10％（ ）
生産性・担い手定着（土壌改良剤散布、研修会開催） 49％
集落管理体制 11％

協定参加者 農業者 24人、鹿柵管理組合（構成員24人）

２．活動内容の概要

上足寄集落は、市街から25km離れた山間に囲まれた集落で、鳥取、美利別、茨城、宮

城、伊奈、茂足寄の地区が集まり一つの集落形成をしている。明治後半に本州各地から

開拓入植し、出身地にちなんだ地区名が付けられており、厳しい開拓の時代に培われた

集落がまとまり助け合っていく習慣が残っている地域である。

集落協定を締結を契機に、酪農部会、畑作部会、鹿柵管理組合が、活発な活動を展開

するようになり、特に担い手、後継者確保への積極的な取組がなされている。

集落の中心の国道は年間150万人が通過する足寄町から阿寒国立公園への交通の要衝

であり、観光客への地元農産物の販売、農業実習生の受入などを積極的に行っている。

このような取組が、他産業からの新規就農者や子弟後継者の確保につながっている。

個々の農業者が家族経営による適正規模での経営確立を目指し、エゾ鹿被害防止柵の補

、 、 。修 維持管理作業や各種学習会など 共同取組活動により積極的に実施されてきている

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作･管理 434ha 農場環境整備（花壇24個） デジタオルソ測量（ ）
土改剤共同購入散布(434ha)

個別対応 共同取組活動
共同取組活動

鹿柵維持管理（75㎞） 廃屋･廃機･廃プラ適正処理
鹿柵修理作業 (24箇所、47,000㎏） 実習生の受入（３戸）
(見回り保守修理) 都市住民との交流 女性グループ活動支援助成

後継者担い手研修（７回）
共同取組活動 共同取組活動

共同取組活動

近隣の集落と共同により、鹿柵の修理を春に時期を見計らい実施し、さらに乳質に関集落外との連携：
する学習会などを開催し、生産物の品質向上を図っている。
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３．新規就農者確保の取組

上足寄地域集落は、早くからエゾ鹿による被害が発生し、農作物被害額が多額とな

り、有害獣防除施設（鹿柵）の設置を求めてきた。上足寄地域農業の存続にかかわる

課題として、地域で鹿柵設置組合を組織し、試行錯誤しながら積極的に取り組みをし

てきた。自己負担とあわせ、国、道、町の補助事業導入を図り、足寄町全域を対象に

総延長距 離約５００ｋｍにも及ぶものとなった。足寄町の農業に対する有害獣防除

施設は、非常に重要なものとなっており、農地を守る農業共同利用施設として、町内

農業者によって 年間を通じ維持管理されている。

エゾ鹿被害が防止され、農業所得が安定したことから、子弟後継者が営農を譲受け

する事例が見られ、さらに高齢農業者の離農予定地に新規就農者が、研修・就農する

など、明るい事例が出始めている。

このことは、代々にわたり集落活動のリーダーがいることから、関係機関の協力を

、 、 。引き出し 年間計画的に学習会を開催し 地域の担い手育成につながったものである

都市住民との交流については、農業実習生の受入に積極的であり、結果として農家

の花嫁として迎えた事例もある。農業経験した若者は多くのことを学び、受け入れし

た農家も、若者から元気をもらい営農意欲向上に結びついている。

阿寒国立公園に隣接している集落であることから、多くの通行観光客があり、農業

環 境整備、景観にも普段から気にかけ、農家施設周辺の花壇づくりには女性部が積

極的に活動している。

このような集落活動が、今後の集落農業を担う後継者に継承されることが期待され

る。

〈学習会の開催〉 〈地元農産物の提供〉

［平成16年度までの主な効果］
○学業を終えた若者が親の農業後継者として一緒に取組んでいる（８戸）
○新規就農者が就農（平成１５年営農開始１戸）
○学習会の開催（７回）
○農業実習生の受入（３戸）
○エゾ鹿被害防止策維持管理（上足寄集落会議管理延長距離７５ｋｍ）
○草地の土壌改良剤散布（１２年～１６年全面積４３３．５ｈａ実施）
○農場環境整備、景観提供、資源循環にかかる先進地視察（３回）
○デジタルオルソ画像を用い、放牧酪農など効率的な農地利用について検討
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＜新規就農者の確保及び認定農業者の育成を推進している事例＞

○全町一円で関係機関と連携して担い手対策を実施

１．集落協定の概要

市町村･協定名 北海道上川郡美瑛町 美瑛
かみかわぐんびえいちょう びえい

協 定 面 積 田（35％） 畑（50％） 草地（15％） 採草放牧地
4,785ha 水稲、麦、大豆 馬鈴薯、緑肥等 牧 草 －

交 付 金 額 個人配分分 40％
25,887万円 共同取組活動分 農業生産活動 8％

60％ 多面的機能増進活動 20％（ ）
生産性・収益性の向上 27％
担い手の育成等 5％

協定参加者 農業者 750人（うち13法人）

２．活動内容の概要

美瑛町では、町内２２地区にそれぞれ農用地利用改善事業実施組合があり、それら

を基盤として、２２地区の代表者で構成する「美瑛町中山間事業連絡協議会」を設立

し、全町をひとつの集落として、全町一円の協力体制のもと、集落協定を締結し、活

動を実践している。

交付金の配分は、美瑛町中山間事業推進協議会（構成員：町、ＪＡ、土地改良区、

普及センター、連絡協議会）で検討を重ね、４割を個人、４割を全町取組活動、残り

２割を２２地区のサブ集落の共同取組活動に活用している。

交付金の４割を活用して全町一円の共同取組活動では、土づくり、景観形成を目的

とした緑肥の作付、トマト、グリーンアスパラ、スイートコーン、馬鈴薯などの生産

振興、担い手育成推進、動物被害防止対策などを実施している。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 緑肥・景観作物の作付 高付加価値農業の推進
（草地4,785ha） （3,739ha） （トマト等ハウス28,595坪)

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

水路・農道等の管理 廃農機具・廃車等処理 農業機械の共同購入・利用
（２２地区で実施） （167t、253台） （枝豆収穫機他）

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動

廃プラスチックの処理 担い手の育成確保
（ ）（387t） 新規就農対策・研修生支援

共同取組活動 共同取組活動
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３．新規就農者の確保の取組

新規就農（参入）対策については、受入農家との連絡調整、各種研修の実施、土地

情報の提供などの就農に関するサポートや研修先農家の助成、新規就農時における資

金助成・無利子融資などを実施しており、このことから、新規就農者が８戸（酪農３

戸、野菜３戸、畑作１戸、法人１戸）が誕生し、地域農業の担い手として活躍してい

る。

また、農業後継者対策として、平成１４年度より農業後継者や嫁いできた新妻に対

し、農業機械研修、農畜産加工研修、農業技術研修、パソコン・農業簿記講習会を実

施（45名が修了）しており、研修終了後、研修生同士でグループを作り自ら農畜産加

工を実施したり、青年部等の活動に積極的に参加し技術向上に努めており、仲間づく

りや勉強会への参加啓発に大きな効果があった。

４．機械・農作業の共同化の取組

、 、 、農業用機械の共同利用を進める観点から ディスクモアー チョッパーロータリー

堆肥散布用マニアスプレッターを共同購入し、米・麦・大豆を中心に機械利用組合に

よる共同収穫を実施している。

また、農作業受委託の更なる推進を図るため、コントラクター組織の設立を目指し

て、検討会を実施している。

〈新農業人研修終了授与式〉 〈耕起の共同作業〉

［平成16年度までの主な効果］
○土づくり・地力増進を目的に、畑作主要４品目に緑肥作物を加えた５年輪作を確立する基盤づくり
の実践（3,739ha)

○農作物の動物被害防止対策の実施による農作物被害の減少(70,160ｍ)
○法人育成・担い手対策の実施による新規就農者の確保（新規就農者８名、法人４戸）
○デジタルオルソーの整備による農地流動化、出入作の管理
○集落会館整備、会館周辺の花壇整備による農村環境の美化
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＜新規就農者の確保及び認定農業者の育成を推進している事例＞

○若手を中心としたパソコン導入による農業経営の合理化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県南津軽郡平賀町 広 船
みなみつがるぐんひらかまち ひろふね

協 定 面 積 田（6％） 畑（94％） 草地 採草放牧地

230ha 水稲 りんご － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

2,595万円 共同取組活動分 農地法面、農道、水路の点検等 27％

（50％） 共同利用機械導入 10％

その他（事務費等） 13％

協定参加者 農業者168人

２．活動内容の概要

（１）平賀町は県内でも有数のりんごと米の町である。対象農地は八甲田連峰に連なる

丘陵地に広がるりんご園が多く、広船集落は青森県りんご品評会等において農林水

産大臣賞を12回受賞するなど、地域のりんご生産の中心的な存在となっている。

（２）同集落は早くから冠婚葬祭の簡素化(会費制)や、公民館活動などに取り組んでき

ており、昭和59年には豊かなむらづくり全国表彰事業で内閣総理大臣賞を受賞する

など、地域活動が盛んなところである。

（３）平賀町の中では農業後継者が最も多く、若手を中心に獅子踊りの保存やねぷた祭

りなどの活動が活発に実施されている。

（４）協定の締結には、全生産者が加入している16の農道組合長と10の共同防除組合長

を集落協定の役員にして、運営を行っている。

（５）平成12年度から交付金を活用して草刈り等の農道管理、農道の生コン舗装や除雪

作業等を実施している。

＜パソコン研修会の様子＞
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

①畑等の耕作・管理 ①周辺林地の下草刈り ①農業機械の共同購入・共同利用
（田13ha、畑217ha） 景観作物植付け (ﾊﾟｿｺﾝ12台購入、研修会13回)

（公民館の花壇整備）
個別対応 共同取組活動

共同取組活動

②水路・作業道の管理 ②共同取組活動
(水路20km、道路50km、年3回) ②地域づくりの推進 （生コンによる農道舗装）
･出役に応じた報酬配分 ・伝承文化の保存

共同取組活動
共同取組活動 共同取組活動

③農道等の除雪作業

共同取組活動

④集落内で研修会等を行い認定農
業者を育成

共同取組活動

子供育成会、夏祭り実行委員会、獅子踊保存会集落内との連携：

３．若手農業者のパソコン導入による経営改善の取組

（１）平成13年度からは、若手農業者の要望により、各防除組合の経理等を一括管理す

、 。るためにパソコンを12台購入し 講師を招くなどパソコン教室を年数回開催している

（２）この結果、若手を中心に経営記帳や税の青色申告など自主申告・自主納税の意識

が啓発され、認定農業者となるための経営改善計画の作成などに積極的に取り組む生

産者も出てきており、農業の経営改善に大きく役立っている。

（３）今後も、りんごの町として生き残っていくために、認定農業者の育成確保や新規

就農者の人材確保に努め 交付金を活用して 除雪体制の整備・ふらん病予防対策 塗、 、 （

布剤助成 ・防除用水槽の整備を進めていくことにしている。）

［平成16年度までの主な効果］
○耕作放棄地の復旧 1.0ha
○利用権設定・農作業受委託による耕作放棄の防止
○除雪体制の整備による枝折れ防止
○ふらん病予防対策の確立（塗布剤助成による樹木保護）
○農業生産に対する意欲喚起
○認定農業者の育成確保 41名 ⇒ 58名
○新規就農者の確保 ９名
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＜新規就農者の確保及び認定農業者の育成を推進している事例＞

○誇りある地域、魅力ある地域を

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県伊具郡丸森町 耕野芦沢
いぐぐんまるもりまち こうやあしざわ

協 定 面 積 田(79%) 畑(21%) 草地 採草放牧地
15.6ha 水稲・大豆 牧草・野菜・果樹 － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
249万円 共同取組活動分 その他（集会所建設、雑費等） 42％

(50％） 多面的機能の増進活動 3％
生産性向上・担い手定着 1％
リーダー育成 4％

協定参加者 農業者 26人

２．活動内容の概要

芦沢集落の農地は、沢沿いにある作業

効率の悪い急俊な傾斜の農地がほとんど

であるが、近年まで何とか耕作を継続し

てきた地域である。

戦後、農業の機械化が進むにつれて、

自然にとけ込んだ伝統的営農施設が、昭

和40年頃には地域から姿を消してしまっ

た。また、以前のゆっくりと地域の将来

などを語り合った良き伝統が失われつつ

ガッタリ」の復元〉あった。 〈「

この現状を何とかしようと話し合っ

ていたところ、平成12年度より本制度がスタートし、農地の耕作放棄を防止するとと

、 、 、もに 地域の活性化と希薄化した人間関係の回復 自然と共生する営農を目指すため

本制度に取り組むことになった。

平成14年には協定活動として、高齢化で耕作放棄が予想される農地約１haの耕作を

継続し、耕作放棄の発生を防止するととともに、学生の農業体験実習や町外からの農

業交流体験用として集落内の棚田を有効に利用している。また、平成13年には、共同

取組活動の一環として 集落内を流れる沢水の流れを動力に利用した米の精米施設 ｶﾞ、 （

ｯﾀﾘと呼ばれる）を復元した。

協定内農用地は山間の傾斜地で、農道も狭く作業効率が悪いため徐々に高齢化によ

る耕作放棄などが予想されたが、協定締結を機に話し合いが活発に行われ、自然のエ

ネルギーを活用した精米施設(ｶﾞｯﾀﾘ)の復元利用、棚田を活用した学生の農業体験や町

外からの農業交流の運営が実現し、耕作放棄の防止に役立っている。

また、ｶﾞｯﾀﾘ精米の「おいしい米のおにぎり」や地域生産物の直売所での販売も行わ

れ、生産性の向上と地域活性化、昔の自然にとけ込んだ生活と新たな暖かい人間関係

の復活に役立っている。
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［ 活 動 内 容 ］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 担い手の定着活動

農地の耕作･管理(田12.3a 畑3.3ha) 堆厩肥の施肥､稲藁交換 新規就農者受入支援(3名)

(約３ha 年１回） 認定農業者の育成(1名)

個別対応

共同取組活動 共同取組活動

水路・農道の管理

・水路0.6km、清掃 ４月 生産性･収益向上活動 その他の活動

草刈り 年２回

・農道5.6km、簡易舗装 ５月 農作業の受委託 ２ha 集落による高付加価値型農（ ）

草刈り 年２回 業を実現(直売所へ出荷)

共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動

３．認定農業者の育成、新規就農者の確保

本制度を契機に新規就農者の確保、認定農業者の育成ができ、各種生産組合等と連

携した地域農業にとって明るい未来構想が見えてきた。

認定農業者育成の取り組みとしては、地域住民の話し合いの場、情報交換、担い手

育成の場等として芦沢集会所を整備することを目標とした。慣行的に実施されてきた

農道・水路管理等への支出を最小限に抑え、施設整備のための経費に充てた。芦沢集

会所は精米施設「ガッタリ」の近くに整備され、視察研修にも利用し県内外の農業者

との話し合いの機会も増え、認定農業者育成に役立てられている。

、「 」 。新規就農者確保の取り組みとしては 田植えまつり 等のイベントを開催している

「田植えまつり」は、町内外問わず農業者や学生等が参加することから、交流人口の

増加に繋がっているイベントである。これらの催しが情報発信源となり、同集落に新

規就農希望者を多く呼び込んでいる。そのため、集落付近にある空家等を調査し新規

就農者の為の住居を確保する等、地域の協力体制、受入れ体制も整ってきている。

今後も、集落内で英知を結集し、新規就農者確保、認定農業者育成を始めとして地

域おこしの取組を展開し ”誇りある地域、魅力ある地域”を目指し励んでいくことと、

している。

[平成16年度までの主な効果]

○直売所におけるｶﾞｯﾀﾘ精米の「美味しいおにぎり」と生産物の販売（３基のｶﾞｯﾀﾘを復元 。）

○新規就農者３名の確保、認定農業者１名の育成の実現による地域農業の明るい未来。

○集落全体での田植え祭り、収穫祭等による地域活性化と内外の人間関係の構築。

○ｶﾞｯﾀﾘ街道への季節の花の植裁、耕作放棄地化の防止による多面的機能の増進（約１ha)。

○先進地研修で得た新たな発想による活動（祭り 、自然と共生する農業の復元。）
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＜農業生産法人、特定農業法人の育成及び参加の事例＞

○農地を守る法人化に向けて

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県 北秋田郡上小阿仁村 上仏社
きたあきたぐんかみこあにむら かみぶっしゃ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

15ha 水稲、大豆 － － －

交 付 金 額 個人配分分 46％

315万円 共同取組活動分 農地、農道、水路の管理等 5％

54％ 生産性の向上、担い手の定着 47％（ ）

その他 2％

協定参加者 農業者4人、生産組合１、水利組合 4、その他 1

２．活動内容の概要

水田は20ａ区画で基盤整備済みであるが、高齢化や担い手の減少により耕作放棄地

、 、の増加が懸念されていたため 将来にわたって持続的な農業生産活動の確立を目指し

農作業の効率化及び農地の耕作放棄の防止を図るため本制度に取り組み協定を締結し

た。

協定参加者を中心として、農地の遊休化の防止と農作業効率の向上を図るため、大

豆の団地化に取り組んでいる。また、協定参加者全員で水路・農道等の草刈り等の管

理作業を年数回行っている。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理（田15ha） 周辺林地の下草刈り 利用権設定23.3ha

(約11ha、年１回) 農作業受委託 2.2ha

個別対応 (農地の遊休化防止、農作業効

共同取組活動 率の向上)

水路・作業道の管理 共同取組活動

（水路5㎞、道路7.5㎞）

4月－水路清掃及び簡易補修

6・7月－草刈り 年３回 ライスセンターの建設

比内地鶏生産施設用地整備

共同取組活動

共同取組活動
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３．農業生産法人の設立・育成の取組

本制度での活動が契機となり、県及び農協等の関係機関の指導等を受け、検討を重

ね、特定農業法人を設立（平成15年８月）した。集積目標の地域の農用地面積の35ha

に向けて取り組み、集積目標の約73％の25.5haが集約された。内訳は、利用権設定面

積23.3ha、農作業受託面積2.2haであり、協定農用地面積の12haが法人に集積されてい

る。このことによって、水稲の共同作業・大豆の団地化を図ったことで農作業の効率

が向上している。

16年度からは水稲と大豆のブロックローテーションにより高収益と余剰労力を活用

し、ベイナス、比内地鶏、食用ホオズキ等の生産拡大に取り組んだ。

また、集落の農業後継者の就労体制が確立したことから、永続的な組織体制に向け

た取組を実施していくこととしている。

今後は、省力化により生まれた余剰労働力を活用し、野菜・椎茸・比内地鶏などの

複合経営にも取り組み、地域の活性化に向けた取組を実施することとしている。

〈草刈作業〉 〈刈取作業〉

［平成16年度までの主な効果］

○利用権設定（23.3ha）農作業受委託（2.2ha）による農用地の集積化

○転作大豆の団地化による農作業効率の向上

○特定農業法人の設立（平成15年8月）

○後継者の就労体制の確立

○ベイナス、食用ホオズキの生産拡大（20a）

○ライスセンターの建設（自力整備）

○比内地鶏生産に向けた施設の整備（1,000㎡）
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＜農業生産法人、特定農業法人の育成及び参加の事例＞

○営農組合の設立、そして仲良し営農組合からの脱却

１．集落協定の概要

市町村･協定名 香川県三豊郡財田町 長樋－16・17・18
みとよぐんさいたちょう ながひ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

7.3ha 水稲、小麦 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

130.8万円 共同取組活動分 先進地視察研修 50％

（ ）50％

協定参加者 農業者 41人、生産組合 1、水利組合 4

２．活動内容の概要

本地域は、第二種兼業農家が大半を占め、担い手が不足しており、本制度に取り組

む中で、当初から地域営農のあり方についての会合を重ねるとともに、集落営農活動

のための先進地視察などを協定参加農家で実施した。

こうした共同取組活動を通じ 「集落内の農地はみんなで守ろう 」という気運が高、 。

まり、ついに平成14年４月に、３集落協定にまたがる「林泉営農組合」を設立し、オ

ペレーターによる農業機械の共同利用、水稲苗の共同育苗、遊休農地を集積しての小

麦の栽培などの集落営農活動を行い、農地の生産性の向上と省力、低コスト化を図っ

た。

しかし、任意の集落営農組織では機動力、組織力に限界があり、また、農地の利用

権が設定できない等の問題点も発生したため、更なる飛躍を目指して農業生産法人の

設立に向け、前向きな会合を重ねた。また、法人化した営農集団への先進地を視察し

た。

こうした活動の成果として、既存の営農組合を発展的に改組し、平成16年10月に農

業生産法人「有限会社 林泉」を設立した。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理(水田7.3ha 堆肥の施用 農作業の受委託（3.6ha））

個別または法人対応 個別対応 法人対応

小麦の栽培(3.0ha） 農地の賃借
水路・作業道の管理 遊休農地及び荒廃地の恐れ

法人対応 ・水路:4km､年2回､清掃､草刈り がある農地について、法人
・道路：4km、年2回、草刈り との利用権の設定（7.1ha）

水稲の共同育苗（3.0ha） 共同取組活動 法人対応

共同取組活動
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３．農業生産法人の育成の取組

集落営農組合設立後の２年間、集落営農活動を参加農家全員で仲良く行ってきた。

しかしながら、仲良し組合では機動力と組織力が不足するとともに、農地の利用権を

設定することができないため、私財と組合財を明確に分離して活動することに難があ

った。こうしたことから、今後、地域の農地を守っていくためには農業生産活動で収

益を得ることが不可欠であるとの認識のもと、若いオペレーターを中心に新しい動き

が生れ、組合員の総意により平成16年10月13日、農業生産法人「有限会社 林泉」を

設立した。

法人の主な業務内容は、水稲、小麦を中心とした農作業の受託、利用権を設定した

農地への水稲、小麦及び露地野菜の作付け、収穫した農産物の販売としており、将来

的には産直市の経営等も視野に入れている。なお、現在では農業生産法人を核とし、

農業で他産業並みの収益を上げたいという考えが芽生えている。

現在、当法人は、合意形成力や実践的行動力のあるリーダーと、それに追随する若

いオペレーターにより、運営も順調で、集落内ばかりではなく、町内の遊休農地の受

け皿として荒廃地防止機能を担っており、また、農業生産法人･認定農業法人として認

定されていることから、数少ない土地利用型農業の担い手として大いに期待されてい

る。

〈集落の合意形成〉 〈オペレーターによる小麦の収穫〉

［平成16年度までの主な効果］
○「集落内の農地はみんなで守ろう 」という考えが農業者に浸透した。。
○集落営農への気運が高まり 「林泉営農組合」を平成14年４月に発足した。、
・農作業受委託：47件、3.6ha ・水稲共同育苗：3.6ha
・機械の共同利用：4台 ・小麦の栽培：4.0ha（すべて、Ｈ16.4.1現在）
○自分達での農用地の管理体制について地図を用い、管理方法、担当者等を明記し、効率的な体制を
実現

○集落での大型機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化
（10haで実施（協定農用地面積の15％ ））
○農業生産法人「有限会社林泉」を平成16年10月に設立した。

・出資金：3,100千円、社員８名
・農作業受委託：3.0ha ・農地の集積：7.1ha
・小麦の栽培：4.0ha（すべて、Ｈ17.4.1現在）
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＜農業生産法人、特定農業法人の育成及び参加の事例＞

○水田農業の担い手として集落営農組織の法人化を図る

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福岡県行橋市 入 覚
ゆくはしし にゅうがく

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

46ha 水稲、麦、大豆

交 付 金 額 個人配分分 50％

976万円 共同取組活動分 リーダー育成 3％

（50％） 道・水路管理費 2.5％

共同利用機械購入等費 34％

共同利用施設整備等費 7.5％

機械・設備整備積立 3％

協定参加者 農業者 65人、生産組合 1組合（構成員102人）

２．活動内容の概要

本集落は、市の北西部に位置しており、平成９年度から県営ほ場整備事業（担い手

育成基盤整備事業）により、集落内農地の75haを対象にほ場整備に取り組み、平成15

年度で面工事が完了している。

集落の土地利用型農業の低コスト化と効率化のため、平成12年2月に構成員102名か

らなる入覚営農組合を設立し、水稲、麦、大豆 を中心に農作業の受託活動を行って

おり、併せて、中山間地域等直接支払制度を活用し、交付された交付金を集落営農に

有効活用することを目的に協定が締結された。

平成13年度より営農組合が受委託により水稲８ha、麦10ha、大豆10ha、14年度

水稲８ha、麦10ha、大豆15ha、さらに15年度には農事組合法人入覚営農組合を組合員

全員賛成を得て設立した。受委託契約も利用権設定に変わり組合員も安心して営農組

合に農地を預入れが出来るようになり、15年水稲８ha、麦15ha、大豆20ha、16年度水

稲9.3ha、麦20ha、大豆28haと作付面積も拡大し、地域全体で集落営農の取組が進んで

いる。

〈 〉 〈 （ ）〉入覚営農組合の農用地 営農組合の活動拠点 事務所・農機具格納庫
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理（田46ha） 景観作物作付け(約1.0ha) 農業機械の共同購入

・トラクター46ps･16ps

個別対応 共同取組活動 ・大豆コンバイン

・乗用管理機、田植機

水路・作業道の管理 共同取組活動

・水路 年2回 清掃､草刈り

・道路 年2回 草刈り

農作業の受託（25ha）

共同取組活動

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（年２回及び随時）

共同取組活動

３．農業生産法人の育成の取組

○ 取組の内容

交付金の半分を共同取組活動費に充て、共同取組活動費については、水路・農道の

除草作業等の出役日当や事務費を引いた残りを営農組合の共同利用農機具の購入に使

用している。平成13年度はトラクター46psを１台、平成14年度は大豆コンバイン、乗

用管理機、トラクター16psの購入の一部、平成15年度は田植機６条植、乾燥機40石の

購入、格納庫下屋（70㎡）の建築費に充てている。

○ 取組の効果

基盤整備が完了し、営農組織も法人化され、利用権設定（53人、19.7ha 、ブロッ）

クローテーション採用により高齢化による放置水田の防止、地域全体の水稲、麦、大

豆の作付計画が出来るようになり、低コスト、高収益、高品質化を目指す体制が確立

出来た。又、耕作放棄地がなくなり地域全体の農村の景観が保たれている。

［平成16年度までの主な効果］

○集落営農組織の法人化

○農作業受託面積の拡充・拡大（15ha）

○利用権設定面積の増大（19.7ha）
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＜担い手への農地の利用権の設定等及び農作業の受委託等を行った事例＞

○農作業受託組織の立ち上げ

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県由利本荘市 上直根
ゆりほんじょうし かみひたね

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

74ha 水稲、ソバ － － －

交 付 金 額 個人配分分 48.5％

670万円 共同取組活動分 農地法面、農道、水路の点検等（畦畔の除草） 8.0％

51.5％ 多面的機能増進活動（景観形成作物作付） 3.7％（ ）

生産性向上・担い手定着（農作業受委託・利用権設定） 0.1％

リーダー育成 2.5％

その他（事務費・集落会館建設積立金） 37.2％

協定参加者 農業者 37 人 農作業受託組織 １組織（構成員３名）

２．活動内容の概要

当地区の農用地は、河川沿いに約４kmに渡り広がっており、その大部分が小区画で、

上流部では標高300mを超えるなど生産条件が極めて不利な地区であり、農業者の高齢化

や若者の農業離れといった問題もあることから、農用地の管理不徹底や広範な水路等施

設の維持にかかる負担など深刻な状況にあった。

このような中で、集落内で話し合いを続け、本制度を活用して農地の保全と施設の管

、 。理を行いつつ 将来を見据えた取り組みを行うことで合意形成が進み協定締結に至った

協定締結により、担い手不足解消の気運が高まり、同集落内の認定農業者３名からな

（ ） 、 。る作業受託組織 水穂会 を設立し 刈り取り・乾燥調製等の作業受託業務を開始した

共同取組活動として、管理の行き届かない自己保全農用地や団地周辺の土手等の病害

虫防除草刈りの実施、集落内の町道沿への景観作物植栽や河川道等のボランティア活動

による草刈り等を、非農家を含めた集落全戸が実施しており、連携して行うことで集落

の相互支援体制の強化を図っている。

担い手育成の活動研修の場とする集落会館の建設費を共同取組費の中から充て、各戸

の負担を補い融和を図りながら地域営農の確立を目指している。

〈農作業受託作業風景（乾燥調製施設 〉 〈農道補修〉）
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［活 動 内 容］

農業生産活動 多面的機能増進活動 その他の活動

水田等の耕作・管理(田74ha) 病害虫防除草刈り(約8ha) 担い手育成の活動研修

(集落会館1棟124㎡建設)

個別対応 共同取組活動

共同取組活動

水路・農道等の管理 景観形成作物作付け

(水路農道補修１km、 (町道沿い１kmにﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ ボランティア活動

農道草刈り10km) 等の植栽) （河川道等の草刈り）

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動

水穂会（認定農業者3名 ：刈り取り･乾燥調製等の作業受託、集落内からの従業 非農家:14戸参加）

員雇用

３．担い手への利用権設定・農作業の受委託の取組

平成14年の秋に水穂会のミニライスセンターが完成し、業務稼動にあたって集落内農

、 、家の理解と支援を得ることができ 集落協定と水穂会の連携がスムーズに行われたため

農地の利用集積の促進と生産コストの低減が図られている。

現在、協定農用地面積のうち27.5haにおいて、乾燥・調製作業の受託が実施されてい

る。今後は、作業受託組織と認定農業者を核とした集落農業を目指し、秋作業を中心と

して基幹農作業を積極的に受託し、農地の利用集積、機械の共同利用等の他、将来は付

加価値を付けた米の直販をしたいと考えている。

［平成16年度までの主な効果］

・認定農業者の新規確保 １名

・農作業受託組織（水穂会）の立ち上げ １組織

・水穂会へ作業受託の拡大（刈り取り作業27ha、乾燥調製作業28ha）

・水穂会へ集落内からのパート雇用 ６名

・担い手活動研修の場の整備（集落会館1棟124㎡建設）
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＜担い手への農地の利用権の設定等及び農作業の受委託等を行った事例＞

○農作業を生産委託し、農家の負担を軽減

１．集落協定の概要

市町村･協定名 長野県東筑摩郡坂井村 下安坂
ひがしちくまぐんさかいむら しもあざか

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

2.6ha 小麦、そば － － －

交 付 金 額 個人配分分 62％

54万円 共同取組活動分 作業委託の促進（生産組織への燃料代補填等） 18％

38％ リーダー育成 5％（ ）

その他 15％

協定参加者 農業者 20人、生産組織（構成員5人）

２．活動内容の概要

当初、耕作放棄地の増加や高齢化の進行により、協定を締結し５年間の農地の維持管

、 。理に不安があったが 生産組織が農作業を全て受託することにより協定締結にいたった

生産組織（サンライズ生産組合）は平成12年９月から活動を開始した。農家の高齢化

や担い手不足による農地の荒廃化を防止し、農地の団地化・土地利用の担い手への集積

による作業の効率化を図るため、受託農作業を共同で実施し、作物の品質・生産性の向

上による水田農業の経営確立に資するとともに、組合員共同の利益を増進することを目

的とし、男性５名、平均年齢６３歳の構成員で設立された。

生産組織は集落との協議により、集団転作として小麦を作付け農作業の全部を受託し

ている。また、本地域は長野道から周辺農地が眺められることから、小麦の収穫後には

景観作物としてそばの作付けを行い、この収穫作業も生産組織が行っている。

集落は、水路・農道・水田畦畔の維持管理活動に専念し、景観作物として作付けたそ

ばを利用して、地域住民でそば打ち体験の開催や、小麦を用いてうどん作りの体験交流

会を開催している。

〈景観作物としてのそばの作付け〉 〈そばの収穫作業(生産組合へ委託 〉）
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理(田2.6ha) 景観作物作付け 生産組合への農作業委託の

(そばを毎年7月に約2.3ha 推進(2.3ha）

生産組合・個別対応 作付)

共同取組活動

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路0.4km、年3回 清掃、草刈 生産組合におけるオペレー

・道路0.6km、年1回 草刈 ター確保(3人)､育成を図る

ためオペレーターの募集

個別対応

共同取組活動

農地法面の定期的な点検(年2回

及び随時） 定期的な土壌診断(年1回)

共同取組活動 共同取組活動

３．担い手への農作業受委託の取組

協定を締結するにあたり、農作業については生産組織への全面委託（景観作物とし

て、そばを毎年７月に約2.3ha作付け）が可能となったことから、各農家は農作業の負

担が軽減され、農地の維持管理活動の回数は増え、水田畦畔は常に良好な状態で管理

されることとなり、集落のまとまりも向上している。

地域内農家の多くは兼業農家であるため、休日の農作業が多く営農意欲は衰退して

いたが、農作業時間が軽減されたことからその他の活動を行なう余裕ができ、そば・

小麦など地域農産物を活用した都市住民との交流を行うなど、住民活動の幅も広がり

を見せてきた。

［平成16年度までの主な効果］

○ 農地の維持管理活動の増加(２回→３回）

○ 観光農業による都市農村交流の促進

・そばうち体験(13年12月 15人参加)

・うどんづくり体験(14年6月 20人参加)（都市住民はこのうち５人程度）

○ 景観作物の作付けによる地域の活性化

・そば(2.3ha）を作付け

○ 生産組合への受委託の推進(2.3ha)

○ 生産組合におけるオペレーターの確保(３人)
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＜都市住民等との交流を行っている事例＞

○市街地に隣接する耕作放棄地を活用して市民農園を開設

１．集落協定の概要

市町村･協定名 北海道広尾郡広尾町 広尾
ひろおぐんひろおちょう ひろお

協 定 面 積 田 畑 草地（100％） 採草放牧地

4,421ha － － 牧 草 －

交 付 金 額 個人配分分 20％

6,685万円 共同取組活動分 多面的機能増進活動 10％

80％ 生産性・担い手の定着 46％（ ）

その他 24％

協定参加者 農業者 143人

２．活動内容の概要

広尾町では、冷涼な気候と自然条件を活かし、酪農を中心に生産の近代化・高能率

化に努めながら土地利用型農業を展開している。

町内一農協という意味においては、従来から全町の農業者がまとまって事業に取り

組む基盤はできてきたと言えるが、これまでの農協主導型の事業展開から脱却し、農

家自身が自主的・主体的に取り組む体制整備の機会として本制度の導入を図り、町内

のほぼ全農家の参加による集落協定を締結することとなった。

集落協定の活動内容は、集落の話し合いにより、交付金の概ね８割を共同取組活動

に充てることとし、これまで遅れがちだった明渠の土砂排除や経費的な理由で個々に

取り組むことが難しかった廃屋・遊休サイロの撤去など、本交付金を有効に活用した

取組を積極的に進めている。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 農村景観の維持・向上 生産性・収益の向上

・協定締結面積4,979ha ・廃屋、遊休サイロ処理 ・草地更新助成

(うち交付対象草地4,421ha) ・廃農機、車両の破棄 ・農用地GISの維持管理

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

水路・明渠の管理 都市と農村の交流 担い手の定着

・水路の草刈り ・市民農園運営助成 ・担い手育成センター支援

・明渠の土砂排除 ・景観作物の作付(0.3ha) ・酪農ヘルパー利用促進

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動
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３．都市住民との交流の取り組み

本町では 従来より都市住民と農村との交流を目的にメークインのオーナー制度 収、 （

穫体験）に取り組んでおり、平成１４年度をもって５年間の事業を終了したが、その

後継事業として、市街地近郊の遊休地（集落協定参加者所有）を市民農園として活用

することとし、平成１５年度より集落の共同取組活動として実施している。

市民農園利用者は市民農園開設者（土地所有者）と１口５６㎡（７×８ｍ）の利用

契約を結び、５月～１１月の期間中、農作業を体験するが、集落は、水道・簡易トイ

レ・エゾシカ防護柵等の設置・維持管理の他、開設前の耕起、整地・区画割等の一連

の準備作業、説明会の開催、種いもの斡旋、栽培技術指導等、農園運営に係る全般的

な支援を行っている。

また、近隣環境の向上を図るため、景観作物（ひまわり）の作付けや周辺の草刈り

などを実施し、本制度と広尾集落の取組のＰＲに一定の効果があったものと考えてい

る。

利用期間中は、様々な年齢層・職種の方々が、思い思いに野菜や草花などの栽培を

楽しんだほか、町内の老健施設では、入居者の健康増進にも役立てるなど、市民農園

利用者の反応は概ね好評であり、平成１７年度以降も継続して実施する予定である。

〈市民農園の風景〉

［平成16年度までの主な効果］

○廃屋（309棟 、廃プラ（259ｔ 、遊休サイロ（160基 、廃農機（526台）の処理による農村環境向上） ） ）

○農用地の管理について土壌改良剤投入（621ｔ 、計画的草地更新（223ha）を行い、協定地の土壌健）

全化を実現

○市民農園の開設（延べ62口）による都市住民との交流の活性化と耕作放棄地の有効利用
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＜都市住民等との交流を行っている事例＞

○都市住民との交流を通して里山の暮らしの良さを再認識

１．集落協定の概要

市町村・協定名 宮城県黒川郡大和町 難波
くろかわぐんたいわちょう なにわ

協 定 面 積 田（100％) 畑 草 地 採草放牧地
－ － －36.4ｈａ 水稲、そば

交 付 金 額 個人配分分 50％
658万円 共同取組活動分 農道・水路の管理・点検等 11％

50％ 生産性向上・担い手定着 12％（ ）
リーダー育成 6％
その他 21％

協 定 参 加 者 農業者 34人

２．活動の内容の概要

難波集落は、仙台市近郊の有数

の観光地「南川ﾀﾞﾑ」上流に位置し、

他地域から移住する人もいるなど、

中山間地としては特異な集落であ

る。その反面、周辺環境の変貌や

新住民の転入などにより、地域の

自然や歴史、伝統・文化に対する

意識が薄らぎ、耕作放棄地も発生

する等、集落のまとまりに危機感を感

じている状況だった。このような時、

本制度がスタートし、耕作放棄地を防

止し、集落の自然や歴史、

〈ワラジ作り〉

伝統・文化を重んずる集落機能の再構築を図るため、本制度に取り組むこととした。

制度２年目にモデル集落構築推進指導事業（県単）のモデル集落の指定を受け、共

同取組活動の一環として景観作物のコスモスやそばの栽培を行ってきた。平成16年度

からは交付金を活用してそばの収穫機を購入し、協定参加者４人で設立した「難波生

産組合」を中心にそばの集団転作に取り組み、集落営農を目指して農地の面的集積を

進めている。また、将来的には、水稲用汎用型コンバインを導入し、交付金交付が無

くとも自立可能な集落営農を確立することを目標としている。

また、集落の伝統・文化を再認識するため、平成15年度に集落全戸が参加して模擬

結婚式を開催した。ウエデイングセレモニー「お立ち酒」は、難波集落の宝である民

謡「お立ち酒」と「難波神楽」の保存と伝承に大きく貢献するとともに、希薄になり

がちであった集落の結束が図られた。難波神楽は、子供達が難波分校で練習を積み重

ねて伝承してきたが、大人神楽にも新しい踊り手が出てきており、集落の活性化が図

られている。



- 90 -

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 担い手定着活動

農地の耕作・管理 田36.4ha 景観作物の作付け オペレータの育成確保（ ）
(コスモス､そば等8,000m 以上) (研修会参加 年１回)

2

個別対応
共同取組活動 共同取組活動

水路・農道の管理
・水路 年1回 清掃、草刈り 生産性収益向上活動 その他の活動
・農道、年2回 草刈り

農作業の共同化 ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ「お立ち酒」
共同取組活動 (そば収穫機購入､共同作業実 (昔ながらの結婚式の再現)

施)
共同取組活動

農地法面の定期的な点検 共同取組活動
（年2回及び随時）

グリーンツーリズムの導入
共同取組活動 農作業の受委託推進 （中山間地域農林業体験留

(生産組合設立により 学事業）
そばA=4.6ha､稲A=6.7ha)

協定外耕作放棄地の復旧 共同取組活動
（A=1.0ha そば作付け） 共同取組活動

共同取組活動

３．都市住民等との交流に係る取組

平成16年度において、交付金を活用して近郊の都市住民を対象に、四季を通じた日

帰りの農林業体験留学を実施した。春には田植え、山菜取り及び田の畦畔草刈りに49

名の参加、夏には山林下草刈りに12名、秋にはきのこ採り、稲刈り（ワラジづくり 、）

収穫祭（そばまつり）及び炭焼きに158名、冬には雪遊び、雪まつりに15名の参加があ

った。

豊かな自然をそのまま素材にした取組であり、都市住民との交流を通して里山の暮

らしの良さの再認識につながっている。

[平成16年度までの主な効果]
2

○景観植物（コスモス、そば）の共同作付け 8,000m

○生産組織（難波生産組合）の設立（協定参加者4名）

○集落全戸参加による模擬結婚式 ウエディングセレモニー「お立ち酒」実施（平成15年度）

○モデル構築推進指導事業（県単）による集落活性化計画の策定

○協定外耕作放棄地の復旧（１ha)

○そば収穫機を購入して、そばの集団耕作を実施 4.6ha（平成16年度）
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＜都市住民等との交流を行っている事例＞

○特定農業法人等と連携し観光農業を推進

１． 集落協定の概要

市町村・協定名 福島県南会津郡舘岩村 押戸
みなみあいづぐんたていわむら おしど

協 定 面 積 田（100％） 畑 草 地 採草放牧地

3.3ha 水稲、そば等 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

70万円 共同取組活動分 リーダー育成 4％

（50%） 水路農道管理 45％

その他 1％

協 定 参 加 者 農 業 者 5 人

２．活動内容の概要

本集落は、協定締結以前は年２回の水路の管理のみを行っていたが、将来的に農用地

の保全を行うには集落全体で維持する必要があり、またそうしていかないと集落そのも

のの維持ができなくなるという機運が盛り上がったため、協定を締結するに至った。

協定締結にあたっては、集落内で土地所有者面積の最も多い農業者が代表者となり、

何度も話し合いが行われ、その中で合意形成を図った。

協定の目標に耕作放棄の防止を掲げ、一部の耕作放棄地の再耕起もなされ、特定農

業法人 の農作業の受託や村で推進している景観形成作物会津高原たていわ農産（有）

の導入等を積極的に取り入れて、農用地の有効活用が図られている。

また、特定農業法人等と連携し、法人を協定農用地の農作業の担い手として位置づ

け、高齢者所有の転作田におけるそば等の作物の播種及び大型コンバインによる刈取

作業を特定農業法人に委託している。

〈特定農業法人によるそば刈り取り〉
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

水田等の耕作･管理 景観作物の作付(県道沿い300m及 農業機械の共同購入･共同

(田3.3ha) び遊休地1.0haにコスモスを植栽 利用(草刈機械5台を購入)）

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理 グリーン・ツーリズム 農作業の受委託

･水路1.5km 年2回清掃､草刈 (村で進めているｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑの ･特定農業法人に作業委託

･農道600 m 年2回 取組と連携し､体験農園用のﾌﾞﾙｰ (2.１ha)

ﾍﾞﾘｰ､赤かぶの栽培（12a)）

共同取組活動 共同取組活動

共同取組活動

集落外の特定農業法人等へそばの刈り取り作業を委託（２．１ｈａ）集落外との連携：

３． 取組都市住民等との交流の

村で進めているグリーン・ツーリ

ズムの取り組みと連携し、平成１４

年度は体験農園用のブルーベリー、

赤カブ（１２ａ）に取り組み、毎年

（ ） 。４回 述べ１２０名 の参加がある

、 、参加者は 主に関東圏からであり

都市住民との交流により地域が活性

化してきている。

また、地域の小学生による体験農

園（約３ａ）を平成１２年度から開

設し、学校教育機関との連携に取り

〈体験ツァーによる赤かぶの収穫体験〉組んでいる。

[平成16年度までの主な効果]

○特定農業法人への農作業受委託面積（２．１ha）

○舘岩小学校と連携し、体験農園（約3a)を開設（平成１２年度）

○景観形成作物（コスモス）の作付け（県道300ｍ及び遊休地1ha）

○ブルーベリー、赤かぶの体験農園（12a)により、グリーン・ツーリズムの推進

平成１４年度開設 毎年４回（述べ１２０名）

○特定農業法人会津高原たていわ農産（有）との連携し耕作放棄の防止。
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＜都市住民等との交流を行っている事例＞

○棚田百選の景観保全と都市部生徒の農業体験学習

１．集落協定の概要

市町村･協定名 長野県上田市 岩清水
うえだし いわしみず

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
23.4ha 水稲・そば － － －

交 付 金 額 個人配分分 48％
491万円 共同取組活動分 リーダーの育成 3％

（52％） 水路・農道等管理（農道工事費等) 16％
多面的機能増進活動（下草刈り） 2％
その他（水路改修） 31％

協定参加者 農業者 61人、水利組合 1、その他 2（岩清水自治会、自然米の会）

２．活動内容の概要

、「 、 。」「 。」説明会当初は なぜ 交付金がもらえるのか 協定に縛られて困るのではないか

との声があった。しかし、制度について十分に話し合いをする中で、棚田百選に選ば

れた棚田の保全活動が平成11年度から始まっていたこともあり 「みんなで棚田を守ろ、

う 」という意識が高まり協定締結となった。。

集落内の話し合いの結果、様々な活動を行うこととした。遊休農地の復旧、農用地の

管理の徹底、共同での水路・農道の維持管理活動、体験農園の実施による都市住民と

の交流を行っている。

今後は耕作者の高齢化が進行していることから、担い手の確保、棚田保全の充実を

図るため「棚田のオーナー制度」の導入の検討が課題である。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理（田23.4ha） 体験農園の実施 高付加価値型農業の推進
学校と連携した体験学 酒造会社と提携した酒米の

個別対応 習を実施（大宮北高校、 生産（約0.23ha、20俵出荷）
所沢中学校）

共同取組活動
水路・作業道の管理 共同取組活動
･水路2.8km､年2回 清掃､草刈り
･道路3.2km､年2回 草刈り

棚田オーナー制度
共同取組活動 棚田オーナー制度の導

入に向けた検討、先進地
視察

農地法面の定期的な点検
（年２回及び随時） 共同取組活動

共同取組活動

都市住民と連携し、農業体験学習、交流等を実施集落外との連携：
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３．耕作放棄地の復旧の取組

機械の搬入が困難なため遊休化していた農地に機械が通れる農道を新設することに

より、荒廃水田約50aを復旧し遊休農地の解消を図るとともに、効率的な農作業ができ

るような生産環境の整備を行った。

４．高付加価値型農業の取組

「棚田自然米の会」を結成し、平成15年度まで無農薬・無化学肥料の米作りを実施

してきた。平成16年度に佐久市の酒造会社から「棚田百選に選ばれた場所が近くにあ

るのだから、そこで栽培した米を使いたい」との話が持ちかけられ、提携を結び酒米

を栽培することとした。約0.23haの田で20俵を収穫し、一升瓶約1,200本分の日本酒が

醸造される予定となっている。

５．都市住民との交流の取組

平成13年に長野県内で農業体験学習が出来る場所を探していた埼玉県の大宮北高等

学校を、隣接の真田町菅平地域のホテルからの紹介で受け入れて以来、毎年、大宮北

高校の生徒の「田植え体験 「稲刈り体験」を行っている。」、

平成15年には埼玉県の三郷工業高校も農業学習体験に興味を持たれ、受け入れるこ

ととなった。

また、平成16年には所沢中学校の生徒を受け入れ 「田植え体験 「稲刈り体験」を、 」、

行った。

参加実績としては、平成15年は大宮北高校321人、三郷工業高校230人、計551人、平

成16年は大宮北高校343人、所沢中学校230人、計573人の受入を行っている。

〈平成16年に収穫した酒米から日本酒を醸造〉 〈平成14年大宮北高校稲刈り体験〉

［平成16年度までの主な効果］
○遊休農地の復旧(0.54ha)
○地域酒造会社との提携による酒米の栽培、出荷（0.23ha、20表）
○都市住民と連携した体験学習活動の実施（年４回）
・大宮北高校、三郷工業高校、所沢中学校
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＜都市住民等との交流を行っている事例＞

○棚田の復元とオーナー制度を活用した集落の活性化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 静岡県賀茂郡松崎町 石部
かもぐんまつざきちょう いしぶ

協 定 面 積 田（94％） 畑（6％） 草地 採草放牧地

4.3ha 水稲、景観作物 果樹 － －

交 付 金 額 個人配分分 0％

85万円 共同取組活動分 道・水路管理費 18％

（100％） 農地管理費 17％

共同利用機械購入等費 65％

協 定 参 加 者 農業者 2人

２．活動内容の概要

石部地区の棚田は、農業から観光民宿業への転換や耕作者の高齢化、担い手不足に

より次第に荒廃が進んでいた。そのため、平成11年度に石部棚田保全委員会を組織し、

棚田の復元にとりかかったが、荒廃した棚田の復元作業には大変な重労働を強いられ、

十分な労賃の保証もないなど課題も多かった。

このように、石部棚田保全委員会を中心として地域住民、行政とが一体となって棚

田の保全と活用を推進していく中で、棚田の個人所有農地を集積し、２名の担い手に利

。 、 、用権を設定し集落協定を締結するに至った また 農地の保全活動や景観作物の作付け

棚田オーナー制度等については、当地区住民の共同参加のもとに活動を実施している。

〈棚田オーナー制度による田植えの様子〉 〈黒米を活用した焼酎（試作品 〉）
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３．都市住民等との交流に係る取組

棚田の保全管理と都市住民との交流の融合による集落の活性化を目指したもので、

集落全体で取組をはじめたところに、中山間地域等直接支払制度が始まり弾みがつい

た。

具体的な取組としては、平成14年度から棚田オーナー制度（オーナー制度提供水田1

9,000㎡）をとり入れ、石部地区住民全員参加による取組となり、都市住民との交流が

図られるとともに集落全体の機能が向上した。

また、各地に「石部の棚田」を情報発信することにより、地区民宿（27軒）への宿

泊利用の向上につながり、さらには、オーナー提供水田以外の自主管理水田に、古代

米、特に黒米を原料とした焼酎（名称：百笑一喜）やまんじゅうなどの加工品の販売

に向けた商品開発への取り組みも始まっている。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作･管理(田4ha､畑0.2ha) 棚田オーナー制度(19,000㎡) 農業機械の共同購入･共
同利用(脱穀機1台､耕耘

共同取組活動 共同取組活動 機2台､田植機1台）

共同取組活動
農道・作業道の管理 景観作物作付け(14,600㎡)
・水路１㎞、年２回 草刈 （ヘメロカリス、ナデシコ、
・農道１㎞、年２回 草刈 スカシユリ等）

共同取組活動 共同取組活動

農地法面の定期的な点検(年2回) 周辺林地の下草刈り(1,000㎡)

共同取組活動 共同取組活動

耕作放棄地保全管理(3,990㎡)

共同取組活動

・石部棚田保全委員会との連携 ・地区住民、行政が一体となった棚田保全推進活動

［平成16年度までの主な効果］
○耕作放棄地を含め現在までに約4.3haの農地を復旧・管理。
○平成14年度から開始した棚田オーナー制度（1a／組）が定着。
（平成17年度 97組、平成16年度 90組、平成15年度 72組、平成14年度 60組）
○毎年春の田植、秋の刈入には、都市住民を中心とした棚田オーナーとその家族、協力者、棚田トラス
ト会員（平成17年度 43組）で約300人以上の人が集まり、農作業と交流を楽しんでいる （14～16年。
度延べ参加者：2,000人）

○耕運機や自走脱穀機、田植機などを毎年計画的に共同購入し、労力の軽減と効率化を図っている。



- 97 -

＜都市住民等との交流を行っている事例＞

○ 積極的な都市との交流が農業継続への意欲へ

１．集落協定の概要

市町村･協定名 新潟県東頸城郡安塚町細野
ひがしくびきぐんやすづかまちほその

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
30ha － － －水稲

交 付 金 額 個人配分分 50％
631万円 共同取組活動分 リーダー育成 3％

（50％） 農地法面、農道水路の管理点検 13％
多面的機能増進活動 12％
生産性収益向上、担い手定着 22％

協定参加者 農業者 23人、非農業者 1

２．活動内容の概要等

当地区においては、昭和56年から60年にかけて19.6haの区域で圃場整備を実施するな

ど営農の効率化を図ってきたが、近年、担い手の高齢化とともに離農者が増加し、農地

の荒廃防止が課題となっていた。

農地の保全や集落機能を維持していくために非農業者１名を含む24名により集落協定

を締結することとし、平成16年度までには水路・農道等の管理、周辺林地の下草刈り等

、 （ ） （ ） 、の活動の他 草刈機 19台 の購入への支援 購入価格の50％ することで農道や水路

畦畔等の除草の共同実施によるカメムシ等の斑点米の格落ち被害を防止するなど、高品

質米の生産に取り組むとともに、遊歩道及び体験農場の整備、これらの運営等による都

市住民との交流活動に取り組んでいる。

３．都市住民等との交流に係る取り組み

中山間地域等直接支払制度への取り組みを契機に、

平成12年度からは都市住民との交流活動を開始し、平

成16年度までに次の取組を実施している。

①遊歩道の整備事業

自然の中での「ふれあいの場」として、集落のシン

ボルである六夜山頂までの遊歩道を整備。当該遊歩道

は、振興組合が管理運営している「六夜山荘」に交流

体験で訪れる人々等のミニ登山、自然観察、山菜祭り

〈遊歩道整備の状況〉等に活用されている。

②体験農場の整備・維持管理

「えちご田舎体験事業 「ふるさとまるごと体験事業」のための専用の農地が必要」、

となり、荒廃地を活用して２０a規模の体験農場（田畑）を整備。

③コシヒカリオーナー制度の推進

横浜市鶴見区の消費生活推進グループとの交流活動を発端とし 「自分で食べる米を、

自分で植栽しませんか？」をキャッチフレーズにオーナー制度に着手し、現在、東京
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都、神奈川県を中心に１６戸のオーナーが参加。

④集落案内看板の設置

集落に訪れた来訪者のために、集落案内看板を

設置 （六夜山荘入口に設置）。

六夜山や体験農場、拠点施設等を表示するとと

もに、四季を通じた集落全体風景を絵で表現。

これらの取り組みを通じて、地区の活性化が図

られており、営農意欲も高まっている。

〈オーナー制度による収穫作業〉

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

水田等の耕作･管理 田30ha 周辺林地の下草刈り(約3ha､年1回) 農業機械の共同利用（ ）
(ｺﾝﾊﾞｲﾝ ﾄﾗｸﾀｰ共同利用)、

個別対応 共同取組活動
共同取組活動

水路・作業道の管理(水路1. 体験農場整備・運営 （20a畑）
2km､道路2.2km､年3回) 農作業の受委託
･出役に応じた報酬配分 共同取組活動 (高齢農業者の田30aを中

核農家が作業受託)
共同取組活動

体験民宿:えちご田舎体験事業民泊 共同取組活動

農地の崩壊(災害)予防の為 共同取組活動
の定期点検 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ､集落ﾘｰﾀﾞｰ､認定
(農地周辺及び林地について 農業者の育成(研修､ﾌｫｰﾗ
随時点検 大雨の場合翌日 ) 六夜山荘周辺整備遊歩道 延長400m ﾑ､情報交換会)《 》

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動

集落外との連携
○集落内の中核農家や生産組合で農作業受委託等ができない場合には、集落 外の中核農家又は生産組
合との連携を図り、農作業受委託を推進する。

[平成16年度までの主な効果]
○ 都市住民等との交流による地域の活性化
・えちご田舎体験推進協議会や町との連携により、修学旅行生や都市住民等を受け入れ、農業及び田
舎体験を実施
耕作放棄地の復旧 20a（対象農用地外）
えちご田舎体験推進協議会との連携による修学旅行生の受入 受入延数550名
六夜山荘周辺整備による集客増
六夜山荘：入込客1,786名（内宿泊者数736名 売上1,130万円 、山菜祭り：入込客 300名）
コシヒカリオーナー制度の推進：会員数16人（延体験者50人）
笹団子加工施設「かあちゃんの家 ：売上800万円、木工加工施設「工房ほその村 ：売上500万円」 」

、 、・コシヒカリオーナー制度に新たに取り組むことで 米の高付加価値を図ることとした(H16実績：6ha
協定面積の20％ 。）
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＜都市住民等との交流を行っている事例＞

○棚田保全に向けた取り組み

１．集落協定の概要

市町村･協定名 愛知県南設楽郡鳳来町 四谷
みなみしたらぐんほうらいちょう よつや

協 定 面 積 田（89％） 畑（11％） 草地 採草放牧地

6.6ha 水稲 梅等 － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

132万円 共同取組活動分 リーダー育成 6％

（50％） 水路・農道等管理費 44％

協 定 参 加 者 農業者 20人

２．活動内容の概要

愛知県鳳来町の四谷集落は 「日本の棚田百選」にも選定された日本の美しい原風景、

が広がる地域である。しかし、急峻な山間の斜面に階段状に並ぶ棚田という性質上、

作業条件は良いとはいえず、耕作放棄地の発生が懸念されていた。このような状況の

なか、棚田の保存、労働力の確保、生産性の向上を行い、地域の活性化に寄与してい

、 「 」 。 、くため 平成９年に農家の有志により 鞍掛山麓千枚田保存会 が発足した さらに

より積極的に棚田を保全していくため、協定を締結することとなった。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 千枚田保存会との連携を図り、

（田5.9ha 畑0.7ha） 及び堆きゅう肥の施肥 保存活動等の推進。

（年３回）

個別対応 共同取組活動

個別対応

水路・作業道の管理 高付加価値型の農業の推進

・水路：泥上げ、草刈 都市農村交流の推進 （千枚田米のブランド化）

・道路：除草等（年３回） （田植えツアー、稲刈りツ （鳳来町農林水産物直売所連絡

アー 千枚田の生き物観察 協議会が主催するスタンプラリ、 、

共同取組活動 餅つき大会） ーの賞品としての提供など）

共同取組活動 共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（随時）

共同取組活動
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３．都市住民との交流の取組

鞍掛山麓千枚田保存会のメンバーを中心に千枚田米としてブランド化を図り、千枚田

米の販売体制を確立するための検討を進め、５月の田植えツアー、７月の生き物観察、

９月の稲刈りツアーなどさまざまな交流会を開催し、それぞれ名古屋や三河、浜松方面

などから10～20名の参加者が棚田に訪れた。12月の餅つき大会では県内外より200人近

い参加者が訪れ、昔ながらの杵と臼で棚田の良質なもち米を使った餅つきを実施し知名

度の向上を図った。その食味の良さにより希望者が増加し、千枚田売店などによる販売

や千枚田保存会の会員による販売、餅つき体験等による参加者から注文など年々需要は

増加している。

このことにより、集落の中で積極的な棚田保全の話し合いが行われるようになり、

より一層、棚田保全に向けての取り組みが活発に行われるようになった。

〈四谷集落の棚田〉 〈千枚田の生き物観察の開催〉

［平成16年度までの主な効果］

○集落全体での生産体系の整備による営農の効率化

・直接支払制度の浸透により営農意欲の向上

・平成17年９月に行われる棚田サミットに向けた集落全体の気持ちの高揚により、前向きに農業を進めてい

く意識が定着。

○都市農村交流の推進

・田植えツアー（１回・８名 、稲刈りツアー（１回・25名 、千枚田の生き物観察（１回・12名 、餅つき） ） ）

大会（１回・約200名）等の実施

○高付加価値型農業の取組（千枚田米ブランド化）

・12月に開催される餅つき体験などによる知名度のアップ

・食味の良さにより希望者が増加

・千枚田売店などによる販売や千枚田保存会の会員による販売、餅つき体験等による参加者から注文など年

々需要は増加
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＜都市住民等との交流を行っている事例＞

○集落全体の協同取組活動における農地保全

１．集落協定の概要

市町村･協定名 大阪府豊能郡能勢町 長 谷
とよのぐんのせちょう ながたに

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

1.7ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 0％

36万円 共同取組活動分 リーダー育成 33％

（100％） 農業用施設の維持管理費 15％

積立金（獣害防止柵の維持管理費） 52％

協定参加者 農業者 8人

２．活動内容の概要

当地区では、平成10年度から都市住民が棚田のオーナーとなる棚田府民農園の活動

が行われてきた。協定農用地内においても都市住民による畑作が行われている。

また、獣害被害について、地域住民と都市住民が自ら育てる農産物を守ろうとする

共通認識に立ち、その対策を共同で行うなど連携が図られている。

本制度の導入により、こうした交流活動の充実に資するよう集落協定を締結するこ

ととなった。協定締結から現在まで、米作りの農業体験や都市住民と共同での獣害防

止柵の設置等に取り組んでいる。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理（田1.7ha） 棚田府民農園の運営 農作業の共同化推進

体験農園の実施(棚田 （全面的な共同化を目指して

個別対応 オｰナｰ制度）1.9ha 推進中であり現在は部分的に

耕耘等共同化を実施）

共同取組活動

水路・作業道の管理 共同取組活動

･年3回 水路･農道 草刈り､清掃

共同取組活動

獣害防止対策(防護柵約1km設置)

共同取組活動

集落外との連携

○体験農園内を含め、獣害防止柵について、都市住民と共同で維持管理を実施
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３．都市住民との交流の取組

当地区では平成10年度から棚田府民農園(棚田オーナー制度)に取組んでおり、1区画の

面積が小さく、機械化に適さない棚田を都市住民にオーナーとして農作業の一端を担っ

てもらっている。

平成14年度には、オーナー等の都市住民と農業者(棚田府民農園管理組合)が一緒にな

って、米作りや、かかしコンクールなどのイベント活動に取り組み、平成16年度はクラ

フト作り、もちつき、いもの収穫等のイベント活動を行い交流を深めている。

また、農園の開設時に棚田オーナーと共に獣害防止用柵を共同で設置しており、協定

の締結を契機に、農園以外の防止柵と併せ、都市住民と農業者が一緒になって維持管理

を行っている。

〈 田植え体験 〉 〈 稲刈り体験 〉

〈 獣害防止柵 〉

［平成16年度までの主な効果］

○都市の農村交流の推進

・体験農園(棚田オーナー制度)を実施(1.9ha（24名入園）)

（直接支払制度対象地は0.2haで実施（協定農地の11.8％ ））

・イベント実績 田植え（5/22，23） 約750名

稲刈り（10/17）約800名、収穫祭（10/24）約900名

○獣害防止策の設置（１km）

・生産意欲の確保

・獣害被害防止柵対策に係る柵修繕費等の負担軽減及び維持管理の効率化
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＜都市住民等との交流を行っている事例＞

○都市との交流を契機に集落の活性化を推進

１．集落協定の概要

市町村･協定名 鳥取県八頭郡智頭町 新 田
やずぐんちずちょう しんでん

協 定 面 積 田（98％） 畑（2％） 草地 採草放牧地
7ha 水稲、リンドウ 野菜 － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
156万円 共同取組活動分 集落活性化基金積立 30％

（50％） 水路・農道等管理 20％
協定参加者 農業者 16人

２．活動内容の概要

当地区の人口は昭和30年の107人をピークに過疎化の進行とともに減少しており、現

在では18戸、55人とピーク時の約半分にまで減少している。年代構成は65歳以上の高

齢者が28人で高齢化率が51％と高く、慢性的な担い手の不足により集落の活力が低下

し、耕作放棄地を防止する対策を講じるまでには至らなかった。

現状に危機感を持った集落は話し合いによる合意形成の結果、都市交流を軸とした

農業体験等による集落活性化計画を策定し、これまでに整備した施設の有効活用の推

進及び耕作放棄地の防止を目的として本制度を活用することとなった。

そして、集落で水路・農道の管理、農地法面の点検、農業機械の共同利用を共同取

、 。 、組として行う一方 多面的機能増進活動として都市住民との交流事業を行った また

。（ 、 。）景観形成のためコスモスやソバを作付けた 収穫したソバは 交流施設で食べられる

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作･管理 田6ha 体験農園による都市と 農業機械の共同利用(年１回、調整約３ha）（ ）
）の交流(年1回､0.3ha

個別対応 共同取組活動
共同取組活動

水路・作業道の管理 都市交流拠点施設の運営(宿泊施設､軽食･喫茶
･水路､年2回 清掃､草刈 景観作物作付け（コス 店､長期滞在型ロッジ(農地1a付))

）･農道､年2回 草刈 モス､ソバ:約１ha作付
共同取組活動

共同取組活動 個別対応

伝統文化の継承(人形浄瑠璃芝居の出張公演)
農地法面の定期的な点検 講演会の実施(新田カルチャー講座(月1回)）
(年1回及び随時)

共同取組活動
共同取組活動

都市住民との交流による体験農園により農地の保全及び多面的機能を推進する。集落外との連携：
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３．都市住民等との交流の取組

大阪いずみ市民生協と地区民との田植え、稲刈り等の農業体験等、都市との交流を

行っている。また、小学生を対象に田植えや稲刈りをしながら環境について学ぶ「田

んぼの学校」を実施している。

農業体験により将来を担う子供達が農業や自然環境に興味を持ち楽しんでいる姿を

見て、農地を含めた自然環境の保全に対する意識の高揚が図られた。

これまで縁遠かった都市住民との交流により、住民一人一人の意識が変化し、自治

組織「新田村づくり運営委員会」を自らの地域の自立を目指すＮＰＯ法人とすること

ができた。

集落の高齢化に伴い、一時期存続が危ぶまれていた人形浄瑠璃芝居が、女性グルー

プを加えた活動へと拡大し、都市部への出張公演を行っている。また、平成１２年よ

、 、 、 。り月１回のペースで教育 文化 政治 経済など様々な分野の講演会を実施している

〈都市との農業体験交流〉 〈小学生による「田んぼの学校 〉」

４．機械・農作業の共同化の取組

集落内に共同所有の籾擦機、石抜機、精米機を整備した倉庫があり、集落内で生産

した米のほとんどはこの施設で調整され、ＪＡに出荷する他、交流施設に訪れた方々

に新田産の米を提供した。

※ 特定非営利活動法人新田むらづくり運営委員会は、新田集落の発展を目的に、集落の活性

化のための各種むらづくり事業を行っている。

［平成16年度までの主な効果］

○集落全体での生産体系の整備による営農の効率化

・交流施設の整備により野菜、農産物の提供、販売

・農業機械の共同利用（調整 約３ha）

○体験農園による都市農村交流の推進

・田植え、稲刈り、芋掘り等（約０.３ha、延べ５００人）


