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Ⅰ．現地事例調査の概要

（３）調査期間及び実施方法
平成28年８月下旬～10月下旬（約２か月間）
集落協定代表者、核となる法人、市町村担当者

等に面談し聞き取り調査を実施。

（１）調査の目的
中山間地域等直接支払制度(第４期対策)の中間

年評価に向け、本制度への取り組みを通じ、担い
手等の人材確保や農地集積による生産性向上、加
工や直売など６次産業化等による収益向上、集落
機能の維持・活性化に取り組んでいる事例につい
て「取組内容と成果」「成功要因」「本制度が果
たした役割」等を把握し、「取組事例を活用した
定性評価」の有意性を検証する。

（２）調査対象集落協定の選定
① 所得形成事例については、平成28年３月に

公表した本制度の取組事例を中心に選定した。
② 集落維持活動事例については、本制度の基礎
単価のみに取り組み、共同取組活動を通じて
集落機能を維持している事例を選定した。

地域別の選定数は以下のとおり。

所得形成事例（18事例）
北海道２地区、東北３地区、関東３地区、
北陸１地区、東海１地区、近畿２地区、
中国四国３地区、九州２地区、沖縄１地区

集落維持活動事例（６事例）
東北１地区、関東１地区、北陸１地区、
近畿１地区、中国四国１地区、九州１地区
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（４）調査の内容
① 収益活動等に関する事例地区
・農業生産構造に関する効果
・農業生産・販売事業の拡大による経済効果
・取組のプロセスと、その中で本制度が果た
した役割

・成功のポイント
② 集落維持活動等に関する事例地区
・本制度の基礎単価の取組の内容、実施体制、
実施規模等の推移

・取組による直接的な効果
・共同取組活動の実施による間接的な効果
・取組のプロセスと、その中で本制度果たし
た役割

・「所得形成事例」のような取組に移行する
ための課題と必要な支援



事例調査実施地区一覧
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Ⅱ．事例調査結果

【所得形成事例（１８事例）】

地域 調査地区 都道府県名 市町村名 取組の概要 地域 調査地区 都道府県名 市町村名 取組の概要

猿払集落協定 北海道 猿払村
村全体で広域協定を締結し、ＴＭＲセン
ター、農作業受託組織を立ち上げ

東海
北方第2工区集落
協定

岐阜県 揖斐川町
協定参加者である法人に農地を集積。地元小
学校と連携した交流事業の取組

上富良野集落協定 北海道 上富良野町
町全域の広域集落協定により、共同取組活動
の実施体制を強化、トマトジュース加工機械
利用組合を立ち上げ

栃原集落協定 奈良県 下市町
集落リーダーの育成、大学と連携した農業生
産技術の開発

村市学区集落協定 青森県 西目屋村 広域協定を契機とし、生産組織を立ち上げ 犬甘野集落協定 京都府 亀岡市
法人による耕作者不在農地の引受、水路・農
道管理の管理、そば加工品の販売

山寺・大竹・大森集
落協定

岩手県 北上市
集落協定の広域化に先駆けて広域法人を立ち
上げ

口細見集落協定 鳥取県 鳥取市
法人による共同取組活動の実施、営農継続困
難農地の引受

見祢集落協定 福島県 猪苗代町
法人による営農継続困難農地の引受、地元住
民と協力した農家レストラン、交流事業の実
施

石原集落協定 広島県 三次市
集落協定の統合や小規模高齢化集落の取り込
みを通じた担い手を育成、加工品開発等の実
施

美野原集落協定 群馬県 中之条町
協定参加者である法人に農地を集積。有機農
業や６次産業化の取組

仕出原集落協定 徳島県 美馬市
獣害防止柵の共同管理、遊休農地を活用した
観光農園の取組

牛句③集落協定 山梨県 甲斐市
法人による荒廃桑園の再生(梅)、加工・直売
事業の実施

小野谷集落協定 福岡県 嘉麻市
集落営農法人による農地集積及び加工・直売
への取組

石部集落協定 静岡県 松崎町
本制度の活動組織による棚田オーナー制度の
実施と人材確保

東市山集落協定 鹿児島県 伊佐市
集落営農法人による農地集積と共同取組活動
の実施、特栽米の契約栽培等の取組

北陸 五位集落協定 富山県 高岡市
営農組合による農地集積と企業等と連携した
加工品開発、活動の核となる人材の確保

沖縄 与那国集落協定 沖縄県 与那国町
法人を立ち上げ、薬用作物の生産拡大と加工
販売を実施、共同取組活動により法人を支援

【集落維持活動事例（６事例）】

地域 調査地区 都道府県名 市町村名 取組の概要 地域 調査地区 都道府県名 市町村名 取組の概要

東北 半在家集落協定 福島県 喜多方市
半在家用水路を利用する４地区で協定活動を
実施

近畿 東川原集落協定 和歌山県 紀の川市 活性化組織を活用した地域活性化の取組

関東 上久堅集落協定 長野県 飯田市
第２期対策から広域化を図り、第４期対策で
は13地域が協定に参加

中国
四国

川合町南地区集落協
定

島根県 大田市
集落機能を維持しながら楽しい農業を目指す
取組

北陸 下別所町集落協定 福井県 越前市 通作農家が中心となった集落維持の取組 九州 上石合集落協定 大分県 大分市 放牧を活用した荒廃農地防止の取組

北海道

近畿

中国
四国

九州

東北

関東



 法人に協定農用地を集積し、農地の安定的な利用と生産コストを低減。
 特別栽培農産物の認証取得や加工食品の製造・販売による高付加価値化の取り組み。

 耕作ができなくなった高齢農家の協定農用地を、地域の核
となる法人に集積し、農地を安定的に利用するために、大豆、
麦、そばの２年３作の輪作体系を確立。

1 農地集積による作業の効率化と農地の安定的利用

 水稲、大豆、そば、小麦で、特別栽培農産
物認証を取得して農産物の高付加価値化
に取り組む。

 また、味噌、豆腐、納豆等の加工品の製
造・販売にも取り組む。

２ 特別栽培農産物の認証による高付加価値化

 地場農産物を加工した田舎饅頭、餅、赤飯
などを女性が従業員として運営する直売所
で販売。

 地元農業高校生を受け入れた農業栽培や
直売所での商品管理等の実践体験の取組。

 老人会が中心となった周辺道路のスイセン
飾花活動や、スイセン祭りの開催。

 地元農業高校の実習を兼ねた用水路の老
朽化診断や補修体験の取組。

３ その他

取組の特徴

取組のポイント

所得形成事例 （Ａ県Ｂ町Ｃ集落協定） （取りまとめイメージ）

小規模
家族経
営農家

取組前 取組後

土地
改良
区

・耕作が困難となった農地の受
け皿として農地集積

・２年３作の輪作体系による農地
の安定的な利用とコスト削減

・特別栽培農産物認証取得によ
る高付加価値化

・農産加工品の直売所での販売
（6次産業化）

地元農
業高校

法人として参加

連
携

集落協定 中核となる法人

老人会

・用水路管理

・加工、直売

・農地集積

・耕作が困難となった農地の管理体制

・景観保全 水仙・あじさいの植樹

取組内容

飾花
活動

水路
補修
体験

実践
体験

農業及び農業生産関連事業に
係る地域への還元額26,840千円

【直売所で販売する大豆加工品】

【法人が運営する直売所】

農地借料 1,500 労務費20,757
役員報酬 550 地域内仕入1,347

【高校生の補修体験の様子】

協定開始：平成12年度
協定面積：70ha（田急傾斜3ha、田緩傾斜67ha）
交付金額：487万円（個人配分50% 共同取組活動50%）
体制整備単価：なし 加算：なし
協定参加者数：144人（うち法人：1）
主要作物：米、麦、大豆、そば

協
定
概
要

農業収入 55,996
農作業受託 675
加工受託 811
中山間直払 188
その他 14,723

収入(千円)

【中山間直接支払】
個人配分 2,436千円
役員報酬 250千円

支出(千円)

農業経営費 21,956 材料費 617
地代家賃 1,230  製造経費8,841 
一般管理費 2,389  減価償却2,076
その他 5,550

地域外へ支出

支出計 67,333収入計 72,409
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所得形成事例 取組のプロセス （Ａ県Ｂ町Ｃ集落協定）

きっかけ

土地改良区の
負担金だけで
は用水路の維
持管理が十分
できない

H12～

○協定内農用地を集積し、
大豆、麦、そばの２年３
作の輪作体系により農地
の安定的利用（協定農用
地の約３割）

H13～

中山間地域等直接支払
制度への取組開始

大豆加工施設組合の法人化

○ 特別栽培認証米の販売拡大

○ 直売所の収益拡大のため、周辺農
家と連携し販売する農産物や加工品
の品数の拡大

○ 都市住民との交流による地域の活
性化

○ 小水力発電の取り組みによる用水
路管理費用の資金拡充

将来に向けて 交流

大豆加工施設組合
（農産物直売所も運営）

平成12年度から集落協定に
構成員として参加

地場農産物を加工した田舎
饅頭、餅、赤飯や、有機農
産物を直売所での販売

老人会が中心となった周辺
道路のスイセン飾花活動や
スイセン祭りの開催

地元農業高校生を受け入
れた農業栽培や直売所で
の商品管理等の実践体験
の取組。

地元農業高校の実習を兼
ねた用水路の老朽化診断
や補修体験の取組。

集落協定

水稲、大豆、そば、小麦で、
群馬県特別栽培農産物認
証を取得し高付加価値化。

土地改良区

活動の核と
なる法人

老人会、女
性グループ
等

地元農業高
校

交流

連携
雇用、

農地
集積

【特別栽培農産物を使った加工品】 【直売所の様子】

【小水力発電計画地】

○ 集落に荒れ地を出さないという意
識の共有

○ 集落景観の向上

中山間地域等直接支払制度
が果たした役割

4



 共同取組活動の実施や話し合い活動の増加、６次産業化や都市住民との交流など、地域ぐる
みでの前向きな取組を開始（「げんき村」プロジェクト）

 集落協定の統合による取組体制の強化

 中山間直接支払制度に取り組み、共
同活動を実施したことで、集落内だ
けでなく、協定内に農地を所有する
集落外の農業者とも話し合いを行う
回数が増加。

 農地法面、農道、水路を担い手を中
心に定期的な点検を実施することに
よる荒廃農地の発生防止。

 農地と一体となった周辺林地の下草
刈りによる土壌流亡防止。

共同取組活動による協働意識の向上  集落内の話し合い活動が活発になったことで、前向きな取組への
話し合い行われ、集落の活性化を目的とした「げんき村」プロ
ジェクトへとつながった。

 協働意識の向上により、「げんき村」プロジェクトの誘客場所と
なる、山頂のあずま屋や、遊歩道の整備も協定参加者が自ら行っ
た。

地域ぐるみで６次産業化や都市住民との交流

取組の特徴

取組のポイント

第３期対策まで 第４期対策から

Ｆ集落協定
39名 28ha

Ａ集落協定
47名 28ha

Ｂ集落協定
15名 12ha

自治会 女性グループ

老人会
山腹の柿畑 山腹のみかん畑

連携

連携

集落維持活動事例 （Ｄ県Ｅ市Ｆ集落協定） （取りまとめイメージ）

【山羊の放牧による
取組も実施】

急傾斜地のみかん畑

協定開始：平成12年度

協定面積：28ha（畑急傾斜28ha）

交付金額：258万円（個人配分96%、共同取組活動4%）

体制整備単価：なし 加算：なし

協定参加者数：39人

主要作物：果樹（みかん、柿、梅）

協
定
概
要

げんき村

連携

連携
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 集落同士が連携して地域資源を保全していくための基礎ができあ
がり、これまで二つの組織で活動していた協定が、４期対策から
の協定統合につながった。

取組体制の強化

５年間の営農活動継続に自信のない農業
者が４期対策への参加を見送り



集落維持活動事例 取組のプロセス （Ｄ県Ｅ町Ｆ集落協定）

きっかけ

高齢化等によ
り将来の樹園
地の維持管理
に不安

○自治会役員等が地域住
民に丁寧に説明

H12～

集落協定内の
高齢化が進み、
担い手不足が
深刻化

○県の補助事業を活用し「げんき村」協議会を設
立しげんき村創造プロジェクトを開始

H26～

中山間地域等直接支払
制度への取組開始

げんき村協議会設立

○集会所横に食品加工・製
造拠点を設置し、加工品
の開発に取り組む

（生芋こんにゃく、ゆず味
噌、山椒味噌、山菜加工
品等）

特産品を活用した名物づ
くり

○里山に住民自らの手で遊歩道と
あずま屋を整備し、誘客空間を
創造

○遊歩道に桜やふじを植樹

新たな名所づくり

○ 地域の魅力に磨きをかけ、
里山の暮らしや風景が楽しめ
る「誘客空間の創造

○ 朝市や交流イベントの開催
などによる地域の活性化や、
地域外住民との交流

○ すべての樹園地を管理し続
けることは困難であり、極端
に条件の悪い樹園地は林地化
も検討

将来に向けて

主な作物
みかん、柿、梅

集落内では２つの集落協定
を締結して活動

４期対策開始

二つの集落協定
を統合して活動
を開始。

○イベント情報や四季折々
の魅力をインターネット
で発信

○大学のマーケティング指
導による販売促進活動

誘客・販売の仕掛づくり

【集会所横に整備した食品加工場】

【管理されなくなった樹園地（右側）】

山頂に整備したあずま屋
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地域資源であ
る樹園地を守
り、地域を活
性化するため
に、げんき村
協議会と連携



Ⅲ． 中間年評価における調査方法について

７

（１） 中間年評価のアンケート調査結果を、事例調査地区にも反映し、定性評価に向けた整理を更に深める。

（２） 事例調査結果を内容毎に分類するなど、中山間直払の効果をわかりやすく説明できるよう取りまとめる。

（１） 対象となる地区のデータ収集及び現地調査までは終了

（２） 定性評価に向けた取りまとめの方向について例示的に提示

１ 試行評価の結果について

２ 中間年評価に向けた取りまとめ


