
平成 24 年度 

＜集団的かつ持続可能な支援体制の構築に積極的に取り組む事例＞ 

○集落間の助け合いで持続可能な作業体制を構築 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 青森県十和田市
と わ だ し

中 山 間
ちゅうさんかん

長谷地
な が や ち

協定面積
27.9ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲・にんにく 

交付金額
586万円

個人配分                                                      47％

共同取組活動
        （53％）

役員報酬、事務費                8％
水路、農道等の維持・管理活動          19％
農用地の維持・管理活動             26％

協定参加者 農業者 41人、非農家 ６人 開始：平成12年度

人･農地プランの作成状況 集落全域で作成済 

２．取組に至る経緯 

 当集落は、十和田市の中央部に位置する旧十和田湖町の沢田地区にあり、水稲経営

が中心の稲作地帯である。 

  若い世代の都市部への流出や少子高齢化等の影響で過疎化が進行しており、将来の

担い手の確保に努める必要があることから、第２期対策では認定農業者の育成、第３

期対策では持続的な農業生産活動を行っていくために、他の集落との連携した活動に

取り組むこととした。

３．取組の内容 

当集落協定は、第１期対策から制度に取り組んでおり、第３期対策では持続可能な

支援体制の構築に取り組むこととし、協定の支援体制として同じ沢田地区にある中山

間向村協定と連携する取り決めを次のとおりとした。 

①農業生産活動の継続が困難な農用地が発生し、集落内の農業者に農作業受託等が

できない場合は、中山間 向
むかい

村協定に参加する農業者との間で農作業受託等を推

進する。 

②集落の共同作業等で人出が必要な場合には集落間で連携した活動を行う。 

【水路の清掃活動】 【農道の草刈り】



［集落の将来像]
○ 当集落では若い世代の都市部への流出や少子高齢化等の影響で過疎化が進行しており、将来の担い手
の確保に努める必要があることから、第２期対策では認定農業者の育成、第３期対策では持続的な農業
生産活動を行っていくために、他の集落との連携した活動に取り組むこととした。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 多面的機能の維持・発揮に向けた非農家・他集落等との連携を行う。 

集落外との連携 

○ 農業生産活動の継続が困難な農用地が発生し、集落内の農業者に農作業受託等ができ

ない場合は、中山間向村
むかいむら

協定に参加する農業者との間で農作業受託等を推進する。 

○ 集落の共同作業等で人出が必要な場合には集落間で連携した活動を行う。 

４．今後の課題等

 当集落では高齢化が進行中であるため、他集落との共同活動を充実させ、農地の維持

や集落の活性化を図る。 

［第２期対策の主な成果］
○ 認定農業者の育成 平成17年度時点 ０名、平成21年度実績 １名 

農地の耕作・管理（田 27.9ha）

個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.3ha、年 3回）

個別対応

共同で支え合う集団的かつ持

続可能な体制整備

集落間連携型

支援主体 中山間向村

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路約 8km、年 4回 

  清掃、草刈り 

・道路 4.5km、年 3回草刈り

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（年 4回及び随時）

共同取組活動

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備



平成24年度
＜地場農産物の加工・販売に取り組む事例＞

○転作大豆で味噌の製造・販売に取り組む

１．集落協定の概要

市町村・協定名 青森県三 戸 郡三 戸 町 蛇沼
さんのへぐんさんのへまち じやぬま

協 定 面 積 田（100%） 畑 草地 採草放牧地

10.9ha 水稲・大豆

交 付 金 額 個人配分 50%

158万円 共同取組活動 担当者活動経費（役員報酬等） 4%
(50%) 体制整備に関する活動経費 13%

農道・水路等の維持管理に関する活動経費 17%
農地維持管理等に関する活動経費 15%
その他（会議費・消耗品費等） 1%

協定参加者 農業者 15人 開始：平成12年度

作成していない（話合いを実施中）人 ･ 農 地 プ ラ ンの 作 成 状 況

２．取組に至る経緯
、 、 、当集落は 三戸町中心部から８ｋｍほど西にある中山間部に位置し 自然に恵まれ

きれいな空気と水の豊富な農村集落です。
平成11年度当時、蛇沼集落は、高齢化や若者の都市部への流出による担い手の減少

により、耕作放棄地の発生が懸念されているところでした。また、農地面の崩壊も見
られるようになり、集落における水源機能や農村景観などの多面的機能を次世代に残
していくことが求められていました。さらに、共同取組活動を通じて“結い”の心を
再生していくことにより、集落の継続性のある農業生産活動が可能になるとの考えか
ら、本制度に取り組むことになったところです。

３．取組の内容
集落では、継続的な農業生産活動等を行っていくため、以前から転作作物として栽

培していた大豆を活用し、手作り味噌の加工・販売活動を展開していくこととしまし
た。

また、昔は数多く見られたカブトムシやホタルなどの昆虫類やイワナやマスなどの
川魚が少なくなっているため、農地と一体となった周辺林地の下草刈りや、きれいな

、 、空気と豊かな水を活かし昆虫や魚類の保護を行うことにより 自然環境の回復を図り
多面的な機能を次世代に残していくこととしました。

今後は、手作り味噌や塩マスの加工・販売に加え、米を原料とした新たな商品開発
を進め、本制度がなくなっても集落を維持していく財源を生み出す加工・販売事業を
展開していくとともに、集落内での話し合いを大事に、一致協力して取り組んでいき
たいと考えています。

【地元大豆を使用した味噌加工】 【ニジマスの放流池】



［集落の将来像]

○ 地域の実情に即した持続的な農業生産活動の体制整備

［将来像を実現するための活動目標]
○ 耕作放棄防止、水路・農道の管理、多面的機能増進活動、地場産農産物の加工・販売、農地法面の
崩壊防止

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 田10.9ha 周辺林地の下草刈り 担い手への農作業の委託（ ）
（約0.8ha、年1回） 協定農用地における田植え、

個別対応 稲刈り等の作業を委託。
目標2.5ha

共同取組活動
水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路3.0km、年2回

清掃、草刈り 景観作物作付け

・道路4.0km、年2回 草刈り 景観作物としてｻﾙﾋﾞｱ、 地場産農産物の加工販売

ｱｽﾀｰ等を作付け 大豆を生産して味噌に加工、
共同取組活動 販売する

共同取組活動
共同取組活動

農地法面の定期的な点検

管理担当者を定め随時実施 魚類・昆虫の保護（ ）
養魚池を整備してニジ

共同取組活動 マスを放流
農業構造改善事業で整備した

共同取組活動 農産物加工センターを利用

集落外との連携

○ 地域の実情に即した持続的な農業生産活動の体制整備に必要と判断した場合には

隣接する集落などを中心に連携していく。

４．今後の課題等
集落の人口減少や高齢化が一段と進むなか、当該制度がなくなった場合においても

集落を維持していけるだけの自主財源を確保するための体制づくりが必要であると考
えています。

そのため、従来の手作り味噌や塩マスの加工・販売に加え、米などを原料とした新
たな農産加工品の開発・販売に取り組み、年間の活動費を捻出していきたいと思って
います。

［第２期対策の主な成果］

・農地法面の定期点検の実施（随時）

・水路・農道の管理活動の実施 ２回／年（清掃、草刈り、簡易補修）

・農地と一体となった周辺林地の下草刈り（0.8ha）

・景観作物の植え付け

・魚類・昆虫の保護活動（ニジマス放流、ホタルの保護）

・地場農産物の加工・販売の実施（味噌加工）



平成 24 年度 

＜地場産農産物の加工・販売に取り組む事例＞ 

○活力ある地域づくりをめざして 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 岩手県奥州市
おうしゅうし

江刺区
え さ し く

 下餅
しももち

田
た

協定面積
28.2ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲、そば  

交付金額
592万円

個人配分                                 24％

共同取組活動
（76％）

農道・水路の維持管理費用               52％
共同利用機械整備費用                 14％
その他（多面的機能増進等）              10％

協定参加者 農業者48人、下餅田生産組合（構成員58人） 開始：平成12年度

人･農地プランの作成状況 集落全域で作成済 

２．取組に至る経緯 

 下餅田集落は、奥州市江刺区西部の岩谷堂地区にあり、北上川東岸平野部の周縁部

に位置する中山間集落である。 

 第１期対策の平成 15 年度から試験的に転作田でそばの栽培を始め、第２期対策初

年度から、地域で経営するそば屋「もちた屋」を開業して地域活性化を図るとともに、

地域外のお客様からも好評を得て、順調に売り上げを伸ばしている。 

３．取組の内容 

交付金を計画的に積み立て、店舗建設、製粉機等の備品購入、加工施設の整備、外

溝工事等の施設整備を行い、平成 17 年 12 月に「もちた屋」を開業した。 

 材料となるそばは、協定農用地内の転作田で作付けしたものを使用し、そば以外の

食材も極力地元産を使用している。併せて、地域に古くから伝わる料理であった「南

蛮もち」を復活させ店のメニューに加えるなど、農家レストランらしさを経営方針と

して営業している。 

 店の営業が忙しい日曜日や祝日には、集落内各家庭からボランティアで店を手伝う

取組みなどを通じて、「自分たちが経営しているそば屋」という意識付けを行い、そ

ば屋の経営を中心とした地域活性化に集落一丸となって取り組んでいる。 

 また、協定農用地内の土側溝にＵ字溝を継続的に敷設することとしており、平成 23

年度には約560ｍ(受益面積11.5ha)が完了、側溝管理や水管理の省力化が進んでいる。 

【地域で経営する農家ﾚｽﾄﾗﾝ「もちた屋」】 【転作作物そばの刈り取り】



［集落の将来像] 
○ 平成26年度までに認定農業者を現在より１名増の４名とし、担い手として地域内の農地集積・農作業
受委託を進める。 

○ 現在の営農組合を中心に、近隣の認定農業者や集落との連携を図りながら、持続的な農業生産活動の
共同化を目指す。 

○ 地域内の若者はサラリーマンが多いが、土日には共同作業に積極的に参加してもらい、彼らに農業の
持つ意味、多面的機能の重要性をさらに啓蒙していく。

［将来像を実現するための活動目標] 
○ 農家レストラン「もちた屋」の運営と、対策期間内に販売額を50％増加させる。 

○ 土側溝にＵ字溝を 500ｍ敷設する。 

○ 対策期間内に認定農業者を１名増加させる。 

景観作物の作付け

（景観作物としてプランタ

ー花を 80 ｺ×2 回設置した。）

共同取組活動

認定農業者の育成

（H26 までに認定農業者１名

増）

共同取組活動

４．今後の課題等 

 農地を守っていくため、現在の営農組合を中心に認定農業者や近隣集落と連携しな

がら、持続的な農業生産活動の共同化を図っていきたい。 

 また、集落内の若者はサラリーマンが多いが、土日の共同取組活動には積極的な参

加があることから、彼らに農業の持つ意味、多面的機能の重要性をさらに啓蒙してい

きたい。 

［第２期対策の主な成果］
○ 担い手への利用集積による体質強化（H17:１ha、H21実績:4ha）
○ 都市住民との交流による地域の活性化

  ・地区民交流会参加者の増（H17:50名、H21:88名） 
  ・小学生のそば打ち体験実施（H21：11名） 
○ 農家レストランの設立、運営（H21販売額：2,100千円）

集落外との連携 
○ 被災地支援のため、陸前高田市の仮設住宅でそばの炊き出しを行う「絆支援活動」を実施。

農地の耕作・管理（田 28.2ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 2.5ha、年 2 回）

共同取組活動

地場産農産物等の加工・販売

（地場産そば利用の農家レス

トラン運営【目標：H26 ま

でに販売額の 50％増加】

共同取組活動

水路・農道の管理

・水路 6km、年 2 回

  清掃、草刈り

・農道 7km、年 3 回

草刈り

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

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農業生産条件の強化

（土側溝にＵ字溝を 500m
敷設）

共同取組活動



平成 24 年度 

＜農業生産法人、集落営農組織の育成に取り組む事例＞ 

○潤いと安らぎに満ちた中山間集落を目指して 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 岩手県一関市
いちのせきし

藤沢町
ふじさわちょう

 深
ふか

萱
がや

京ノ沢
きょうのさわ

協定面積
33.2ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲、飼料作物  

交付金額
592万円

個人配分                                                        45％

共同取組活動
        （55％）

農道・水路の維持管理費用               29％
農用地の維持管理費用                 19％
その他（共同機械購入等）               7％

協定参加者 農業者 ５人、アグリランド深萱（構成員42人） 開始：平成12年度

人･農地プランの作成状況 作成していない（話合いを実施中） 

２．取組に至る経緯 

 深萱京ノ沢集落は、平地に比べ、自然的条件が不利な地域であり、高齢化や担い手

不足による多面的機能の低下も懸念されたため、集落での話合いを通じ、「潤いと安

らぎに満ちた集落」を目指し、12 集落で協定を締結し、中山間地域等直接支払制度第

1期対策の取組を始めた。 

 その後も、耕作放棄地の発生防止とともに、美しい農村景観を維持するため、第２

期対策では、新たに１集落を加えた 13 集落を１つの協定に統合し、第３期対策では、

新規協定参加者を２名増やすなど、協定農用地を拡大しながら取組を継続している。 

３．取組の内容 

 平成 18 年度に、岩手県一関地方第１号として組織された集落営農組織「アグリラ

ンド深萱」（経営面積 35.0 ha、うち中山間協定農用地 31.3ha）は、集落営農の核と

して農作業受託や農地の利用調整等に取り組んでおり、作業受託面積は、11.6ha（平

成 21 年度）から 14.2ha（平成 23 年度）へ増加している。 

 特に、美しい農村景観の保持に力を入れており、年５回、協定参加者全員で、農道

と水路の保全管理活動や周辺林地の下草刈り等を実施し、農業基盤の維持と農村景観

の維持・向上を図っている。 

 また、高付加価値型農業として、減農薬のブランド米「いわい東米」を栽培してい

る。 

【自治会との連携による農道維持管理】 【排水路の維持管理】



［集落の将来像］ 
○ 耕畜連携による飼料作物・飼料用米の団地化や、地域振興作物の栽培拡大等により、経営基盤を強化
しながら、集落営農組織「アグリランド深萱」の法人化を目指すとともに、「アグリランド深萱」を
中心として、集落全体での地域農業を確立する。 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 第２期対策と比較して、協定農用地面積を1.34ha増加させる。 

○ 「いわい東米」を新規に 1.7ha 栽培する。 

農地法面の定期的な点検

（年 2 回及び随時）

共同取組活動

集落外との連携 
○ 深萱自治会と連携し、農道の維持管理作業（草刈り）を実施。 

４．今後の課題等

 高齢化のため、今後、個々に農業生産活動を継続できない農家の増加が予想される

中、集落営農組織「アグリランド深萱」が中心となり、耕畜連携による飼料作物・飼

料用米の団地化や、地域振興作物の栽培拡大等により、経営基盤を強化しながら、２

～３年後の法人化を目指していく。 

［第２期対策の主な成果］
○ 担い手への農作業の委託による経営基盤強化（H17:0ha、H21実績:4.6ha）
○ 共同取組活動による農業基盤の整備及び農村景観の維持 
 ・農道、水路等の整備 
 ・集落営農組織の設立

農地の耕作・管理（田 33.2ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 1.0 ha、年 2 回）

共同取組活動

協定農用地の拡大

（第２期対策終了時の協定

農用地面積 31.8ha から

1.34ha 増加) 
共同取組活動

水路・農道の管理

・水路 8.9 km、3 回

  清掃、草刈り

・農道 6.2 km、3 回

草刈り

共同取組活動

高付加価値型農業の実践

（「いわい東米」を新規に

1.7ha 栽培）

共同取組活動

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備



平成 24 年度 

＜集団的かつ持続可能な支援体制の構築に取り組む事例＞ 

○６集落の共同事務局化による共同活動の円滑化 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名
宮城県刈田郡

かったぐん

七ヶ宿町
しちかしゅくまち

 七ヶ宿町 
しちかしゅくまち

中山間
ちゅうさんかん

地域
ち い き

等
とう

直接
ちょくせつ

支払
しはらい

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

 （干
ひ

蒲
かば

、湯原
ゆのはら

、峠
とうげ

田
た

、滑津
な め つ

、関
せき

、横川
よこかわ

） 

協定面積
215.2ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

米・そば・牧草  －  －  －

交付金額
1,999万円

個人配分          (50%)干蒲・湯原・峠田・滑津・横川集落協定   (0%) 関集落協定

共同取組活動 (50%)干蒲・湯原・峠田・滑津・横川集落協定  (100%)関集落協定

協定参加者 農業者185人、非農業者35人、その他の組織1組織 開始：平成12年度

人・農地プラン

の作成状況

集落の一部で作成済 
（作成済み：湯原、作成中：峠田、滑津、関、横川、作成していない：干蒲） 

２．取組に至る経緯 

 第１期対策への取組を始めた頃から、事務作業の効率化を図るため、６集落共同の

事務局として、「七ヶ宿町中山間地域等直接支払推進協議会」を設置し、事務処理に

係る農家の負担軽減や共同取組活動を円滑に行うための集落間の連絡調整、意思統一

の役割を担っている。 

３．取組の内容 

 本協議会の役員には、各集落協定の代表者が位置付けられているが、実務は同協議

会で雇用している担当者（１名）が集落協定の運営に係る事務処理全般を担っており、

また、役場職員がその事務処理の指導・監督を行っている。 

 また、年度初めに開催する総会と、年末の代表者会議では、他の集落協定の共同取

組内容や活動状況等についての情報交換をする機会が設けられているため、各集落協

定が共通認識を持って活動に取り組んでいるほか、年１回、先進地への視察研修会を

行っている。 

 共同取組活動としては、農業生産活動や農業生産体制整備の他に環境保全活動に力

を入れている。例えば、滑津集落協定では、有機農業実践農家に対し助成を行ってい

るほか、環境保全に力を入れ、毎月、集落全体で親子松、振袖地蔵、花街道等の観光

関連施設や公共施設の清掃、草刈りなど景観の保全に努め、町のイベント「わらじで

歩こう七ヶ宿」をはじめとして、町を訪れる観光客の目を楽しませている。 

【役員会の様子】 【環境美化活動の様子】



［七ヶ宿町の将来像］ 

○ 適正な農業生産活動が維持され洪水や土砂崩壊の防止、定住条件の向上等を通じ地域の経済活動や

生活環境等が改善される。

［将来像を実現するための活動目標］ 
○ 生産性や収益を向上させるため、農作業の効率化や共同化、農業機械・施設の共同化等を推進する 
○ 担い手への農地集積の推進と、農業者の育成、確保を図る 
○ 多面的機能の持続的発揮に向けた、非農家や他集落との連携を推進する 

［活動内容］

非農家との連携 
○ 水路や農道の草刈、清掃等実施、花街道やスマイルロードの清掃草刈等を実施 (6集落協定) 

４．今後の課題等

  当協議会が毎年開催している研修会では、本制度の執行状況及び当該年度の活動状

況等について議題としているが、出席者が各集落協定の役員等に固定化される傾向に

あるため、より幅広い出席者を募り共通認識を定着させていくことが課題である。 

しかし、集落協定の役員メンバーや町担当職員が入れ替わった場合には当協議会が

両者の架け橋となっており、円滑な活動をしていく上で重要な役割を果たしている。 

［第２期対策の主な成果］（当地域内の第２期対策に取り組んだ６集落の成果） 
○ 機械・農作業の共同化 (峠田集落協定 目標5ha／実績9ha) 
○  高付加価値化型の実践 (滑津集落協定 目標3ha／実績7.9ha) 
○  農地集積 （5集落協定で目標68.4ha／実績74.2ha）
○ 規模拡大加算 (峠田集落協定 目標5ha／実績5.8ha) 
○ 土地利用調整加算 (湯原集落協定 目標33.5ha／実績33.6ha) 
○ 認定農業者の育成 (3集落協定で4名増加) 
○ 景観作付面積 (峠田集落協定0.3ha・滑津集落協定0.6ha) 

七ヶ宿町中山間地域等直接支払推進協議会

（6 集落協定の代表者等で構成）

○多面的機能の増進活動

・周辺林地の下草刈り

   （4 協定）

・景観作物の植え付け

   （1 協定）

・堆きゅう肥の施肥

   （3 協定）

○農業生産活動の体制整備

 ・協定農用地の拡大

  （3 協定）

 ・機械・農作業の共同化

  （2 協定）

 ・高付加価値型農業の実践

  （3 協定）

 ・新規就農者の確保

  （1 協定）

 ・担い手への農地集積

  （1 協定）

○農業生産活動等（全集落）

・農地の耕作・管理

 （田 215.2ha）
・農地法面の管理

・水路・作業道の管理

 （水路約 47.8km，

農道約 19.6km） 

 ※水路・作業道の長さ，管

理作業実施回数は協定ごと

に異なる

協 定 集 落

集落の事務及び会計処理を引き受け

規模拡大加算

（滑津集落協定）

（関集落協定）

加 算 措 置



平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○集落ぐるみの耕作放棄地の復旧とその活用 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 秋田県大館市
おおだてし

 花岡
はなおか

協定面積
13.6ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲
交付金額
109万円

個人配分                                                           0％

共同取組活動
      （100％）

・役員報酬                         3％
・道水路管理費                              78％
・農地管理費                                19％

協定参加者 農業者   14人、非農業者 15人 開始：平成17年度

人･農地プランの作成状況 集落全域で作成済 

２．取組に至る経緯 

 集落内の高齢化が進み、農地の保全管理が立ちゆかなくなり、耕作放棄地が発生し

てきた。そのため、耕作放棄地を解消するとともに発生を防止し、将来にわたって持

続的な農業生産活動等を可能とすることで、集落内の多面的機能を確保するため、関

係者が一致協力し、耕作放棄地の復旧等に取り組むこととした。 

３．取組の内容 

 協定参加者にソバ栽培を推進している集落営農組合の構成員がおり、すでにソバ栽

培を行っている農用地が集落協定内にあったため、耕作放棄地についても交付金を活

用して復旧し、ソバを作付けした。 

交付金は全て共同取組活動に活用し、水路・農道の泥上げ、除草等の管理、農道へ

の砂利敷等の補修・改良を行っている。 

【協定農用地風景】 【耕作放棄地復旧状況】



［集落の将来像]
○地域の実情に即した持続的な農業生産活動等の体制整備 

共同活動や作業を分業することにより、集落の結束を高めつつ作業負担を軽減させ、持続的な農業生
産活動等を推進することで耕作放棄地防止に努め多面的機能の維持を図っていく。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 農業の継続が困難となった農地が生じた場合に備えサポート体制を維持する。 

４．今後の課題等 

取組による効果として、耕作放棄地が復旧され、ソバの栽培がおこなわれるように

なった。これにより、集落協定内における耕作放棄地が減少し、病害虫の防除に役立

っているほか、農地の多面的機能の効果への意識が高まっている。 

今後の課題は、協定参加者の高齢化が著しいため、持続的農業生産活動の維持に向

けた若手の育成が必要。

［第２期対策の主な成果］
農業者及び非農業者が一体となった集落ぐるみの協定の締結により、集落全体での共同取組活動を

実施し、農村景観の維持や農業者の耕作意識の高揚につながっている。 
また、協定内の水路等は素掘りであるが、同制度の活用により部分的にフリュームによる改良を行

うことができ、生産活動への支障が解消されている。

農地の耕作・管理（田 13.6ha）
個別対応

※困難な場合は集落ぐるみの

共同取組活動で対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.1ha）
共同取組活動

農業生産活動等が困難な農地

が発生した場合の支援体制の

構築

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 3km、年 3 回

  清掃、草刈り

・道路 3km、年 3 回

草刈り・砕石布敷

共同取組活動

耕作放棄地の復旧・管理

（ソバの作付けを実施）

共同取組活動

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備



平成 24 年度 

＜農業生産条件の強化（自己施工）に取り組む事例＞ 

○自己施工の用排水路整備による農作業効率化 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 秋田県仙北
せんぼく

市
し

 大宮
おおみや

田向
たむかい

協定面積
17.3ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲、野菜等  

交付金額
139万円

個人配分                                                        50％

共同取組活動
         （50％）

役員報酬、事務費等                   7％ 
農道・水路等管理維持費、用排水路の整備         41％ 
その他                          2％ 

協定参加者 農業者 23人 開始：平成14年度

人･農地プランの作成状況 集落全域で作成済 

２．取組に至る経緯 

 当集落は、秋田県仙北市の南西部に位置する生保内
お ぼ な い

地区にあり、水稲経営が中心の

稲作地帯である。 

集落内の農業者の高齢化や後継者不足による農業生産活動の低下が懸念されたこ

とから、平成 14 年度から中山間地域等直接支払制度に取り組んだ。 

また、地域の用排水路の大部分が素堀りであり、排水不良による農作物への悪影響

があったことから、第２期対策からは、素掘り水路へのＵ字側溝の新設、老朽した側

溝の更新を実施し、効果を上げている。 

３．取組の内容 

第２期対策においては、総延長約 1,200ｍの用排水路の側溝整備を完了しており、

第３期対策においては、400ｍを整備することを目標に、引き続き、自己施工による

用排水路の整備に重点的に取り組んでいる。 

 この他、砂利敷きによる農道補修にも取り組んでいる。 

 これにより、農業生産活動の基盤整備とともに、農作業の負担軽減や効率化を図る

こととしている。

【集落の風景】 【用排水路の整備】 



［集落の将来像]
○ 集積対象者を核とした農業生産活動等の体制整備 
○ 集落ぐるみの農業生産活動等体制整備
○ 伝統文化の継承

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 協定農用地の拡大 

○ 素堀り水路へのＵ字側溝の新設等による用排水路の整備 

集落外との連携 
○ 伝統文化の継承 
 地域に古くから伝わる祭礼の手踊りがあるが、近年は少子化が進み、踊り手が少なく
なってきている。このため、集落外の農家等と連携し育成を支援することにより、農村
文化の継承を図る。 

４．今後の課題等

  素掘り水路へのＵ字側溝の新設等による用排水路の整備は、排水不良の解消による

農作物の品質向上に加え、農作業の負担軽減や効率化に大きな効果があることから、

引き続き計画的な整備を進める。 

［第２期対策の主な成果］

・農業用排水路の整備（総延長 約 1,200ｍ）

農地の耕作・管理（田 17.3ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.5ha、年２回）

共同取組活動

協定農用地の拡大

（目標 0.27ha）
共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 2.0km、年２回

  清掃、草刈り

・道路 1.4km、年２回草刈り

共同取組活動

農業生産条件の強化

用排水路側溝整備

（目標受益面積 1.9ha）
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

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備



＜機械・農作業の共同化に取り組む事例＞ 

○機械・農作業の共同化による農地の保全

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県山辺町
やまのべまち

 大蕨
おおわらび

協 定 面 積
    25.5ha

田（82％） 畑（18％） 草地 採草放牧地

水稲、そば等  野菜等

交 付 金 額
     379万円

個人配分                                                        50％

共同取組活動
        （50％）

役員手当、体制整備（景観作物作付け・会議費）    5％
水路、農道等の維持・管理費（共同作業等）      19％
積立て（農道・用排水路補修）            26％

協定参加者 農業者 52人 開始：平成12年度

人･農地プランの作成状況 作成していない（話合いを実施中）

２．取組に至る経緯

大蕨集落は、県都山形市の西側、山辺町の山間部に位置し、急傾斜地などの棚田で稲

作が中心の地域である。また、個人ごとの小規模な耕作地が多く、農業従事者の高齢化

も進行するなかで地域農業が抱える課題の解決や、集落営農的な作業の共同化を進める

ために集落協定を締結し、中山間地域等直接支払制度に取り組んでいる。第２期対策ま

では、何とか高齢農家も参加して保全活動などに当たってきた。現在は年々深刻になる

農業者の高齢化と転作率の強化による農業所得の低下に歯止めをかけ、共同作業による

経営改善などに取り組んでいる。 

３．取組の内容

前対策への取組みでは、地域の農業者が協力して棚田保全などの活動を行ってきたが、

農業者の高齢化や後継者不足など過疎の進む山間地農業の抱える課題は深刻化してお

り、第３期対策においては農地の保全と農業の継続が喫緊の課題となっている。 

  このため、農業従事者の高齢化と後継者不足による負担を軽減しながら、農地の保全や

休耕地の発生防止を継続していくために、作業機械や農作業の共同化に取り組んでいる。 

【大蕨集落の風景】 【ミニライスセンターの共同使用】



［集落の将来像]
○ 過疎化の進む山間集落では高齢化と後継者不足により、個人で農地を維持していくことは困難とな
ることから、地域の実情に即した持続的な農業生産活動等の体制の整備を図る。 
また、農地の保全についても中山間地域等直接支払制度を利用して協定参加者が一致協力することで農

地・集落環境の維持を図っていく。 

［将来像を実現するための活動目標]
○ 協定に参加する農用地を拡大するとともに病害虫防除の機材や乾燥・調整施設の利用を共同化すること
で今後も持続可能な農業生産活動等の体制整備を図っていく。

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理(田25.5ha) 景観作物の作付け
（景観作物としてレンゲソ
ウを休耕田に約 10a作付け
した。）

２期対策で不参加だった農家や
農地の参加を促進する。前対策比
５%(15,000㎡)の増加）個別対応

水路・作業道の管理
・水路4.4km、年2回
  泥上げ、草刈り
・道路2.1km、年1回 

 草刈り、砂利補充

共同取組活動

個別対応

現在の個々で機械を所有して作
業している状況から病害虫防除
作業や乾燥･調整施設の共同利用
化により負担の軽減を図る。 
協定面積の10%（2.4ha）を目標 

共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（梅雨や台風の降雨後）

共同取組活動

共同取組活動

防虫対策を兼ねた協定農用地
周辺地の草刈り・病害虫防除

共同取組活動

４．今後の課題等

   今後も、地区住民を中心として持続可能な農業生産活動等の体制を整備することで新た

な農村環境を構築していきたい。また、地区外へ棚田景観などの資源を活かした情報発信

を行い、農業体験を通じて消費者との農村交流を促進していきたい。 

［第２期対策の主な成果］
○ 棚田の景観保全活動として集落独自の杭掛け風景を維持するために共同で取り組んできた（6.0ha）
○ 週末や農繁期などを中心に農作業風景を撮影する行楽客が棚田を訪れるようになった（約100人/年）
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＜その他、取組みに特徴のある事例＞ 

○都市交流・農業体験・郷土文化を生かした集落の活性化

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 山形県 寒河江市
さ が え し

 幸生
さ ち う

協定面積
40.2ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲

交付金額
790万円

個人配分                                                           50％

共同取組活動
（50％）

役員報酬、体制整備（景観作物作付、友遊館助成等）    5％
水路・農道整備・維持（水路改修、草刈、除雪）     30％
事務費・積立                      15％

協定参加者 農業者 87人、その他 １ 開始：平成12年度

人･農地プランの作成状況 集落全域で作成済 

２．取組に至る経緯 

幸生集落は、本市の西部に位置し、白岩地区の中山間地域にある。稲作と果樹を

主体とする複合経営であるが、山菜、なめこ及び花木の栽培も行っている。 

農業従事者の高齢化の進展や集落の活力低下が生じており、これらの課題を解消

し、幸生集落の活性化を促し、もって幸生地域の農業の持続的発展を図るため、集

落協定を締結し、第３期目を迎える中山間地域等直接支払制度を活用している。 

第２期目までは、集落による着実な農業生産活動等が行われ、協定農用地におけ

る耕作放棄地の発生防止等の農地保全意識の向上、集落営農に対する意欲の持続が

なされたが、第３期目においては、制度の改正を受け、共同配分を拡大し、協定農

用地の拡大、地域内の水路改修といった農業生産基盤の整備をはじめとし、地域資

源を生かした農業体験等の取組が継続、拡充して行われている。 

３．取組の内容 

当幸生集落においては、協定農用地の拡大等のほか、マスタープランや多面的機

能の増進活動として、景観作物の作付け、集落の中心施設である「幸生ふれあい友

遊館」を活用して、都会の大学生等の多数受け入れによる地域農業者との交流や農

業体験を内容とする都市と農山村交流事業を実施。また、地域や地元小学校と連携

した郷土芸能の継承・保存活動支援の一環として毎年秋に開催される「幸生友遊館

まつり」における「葉山太鼓」の上演、集落内外の参加者に対する披露等、特徴あ

る活動が行われ、集落の活性化に貢献している。 

【幸生集落と葉山】 【郷土芸能「葉山太鼓」の上演】



［集落の将来像]

高齢化の進展に伴う集落の活力低下から脱却し、将来にわたり当集落を維持発展させていくため、協

定内農用地や農道・水路といった生産基盤の整備・保全、認定農業者の育成に努め、集落協定参加者が

一体となり、集落ぐるみで農業生産活動等の継続を図る。また地域資源を生かした集落内外からの参加

者との農業体験、交流事業等により集落全体の活性化を促進していく。

［将来像を実現するための活動目標] 

・協定農用地の拡大、認定農業者の育成により農業生産活動等の拡充を図る。

・炭焼き体験塾の実施により、子どもたちに農作業や文化活動への積極的体験を促す。

・「ふれあい友遊館」を拠点とした都市間交流事業の更なる充実を図る。

・水路・農道等の維持管理を行い、生産性の向上に努める。

集落外との連携 
地元小学校、地域と連携した郷土芸能の継承・保存及び地域を流域とする熊野川に生

息する魚類の調査、子どもを主な対象とする農業体験、このほか秋の友遊館祭りでのわ
らびや原木なめこの販売により、多面的機能の増進を図り、集落全体の活性化及び地域
農業の持続的発展を目指す。 

４．今後の課題等 

成果として１ha 未満の団地を加えた協定農用地の拡大等による農業生産基盤や農

業生産活動等の拡充がある。今後とも農業生産活動等や地域資源を生かした諸活動を

持続し、集落内外との交流等の拡充を図り、集落の一層の活性化を図る。

［第２期対策の主な成果］
・農道アスファルト舗装工事 390m、農道コンクリート舗装工事 163ｍ、農道整備工事 70m 

 ・水路Ｕ字溝改修工事 1,067m 
 ・「幸生ふれあい友遊館」隣地における多目的利用のための施設「フレッシュハウス」整備
・「幸生小唄」のＣＤ化による郷土芸能の保存

農地の耕作・管理（田 40.2ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.8ha、年１回）

個別対応

協定農用地の拡大

H21 末 34.4ha 目標 40ha 
共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 13km 
 清掃年２回、草刈り年１回

・道路 11km 
草刈り年２回

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてﾍﾞｺﾞﾆｱを国

道 458 号沿いの一画約５a 作

付けのほか、ﾌﾟﾗﾝﾀｰ飾花実施）

共同取組活動

認定農業者の育成

（H26年度までに認定農業者

を育成、集落協定に参加させ

る。目標１名）

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

実施なし

共同取組活動

地域の中心的集落施設「友遊

館」を活用してのｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘ

ｽﾞﾑの推進

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

加算措置としての取組等
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＜農業生産条件の強化（自己施工）に取り組む事例＞ 

○営農環境の整備による農業生産活動の向上 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 福島県東白川郡
ひがししらかわぐん

塙町
はなわまち

 松田
ま つ だ

協定面積
11.9ha

田（98％） 畑（2％） 草地 採草放牧地

水稲  キュウリ  

交付金額
141万円

個人配分                               49％

共同取組活動
        （51％）

農道舗装工事費                   20％
草刈・水路掃除日当                 30％
総会費・諸経費                    1％

協定参加者 農業者 ８人 開始：平成22年度

人･農地プランの作成状況 作成していない（話合いを実施中） 

２．取組に至る経緯 

  松田集落は、周辺に貝化石が採取されるような比較的肥沃な土地で、水稲耕作が盛

んな集落であったが、農家の高齢化や慢性的な担い手不足により耕作放棄地発生が懸

念されており、集落内での話し合いにより、中山間地域等直接支払制度に取り組んで

きた。 

３．取組の内容 

平成 22 年度からの事業において、集落内のほ場を改良し、農業生産活動の向上を

目指す取組を行っている。具体的には、集落で重機（バックホー）を共同購入し、そ

れを用いて、ほ場周囲の排水の流入によって湿田化しているほ場において簡易の排水

設備の敷設工事を行うことで、来年度（平成 24 年度）以降作付数量の増加が期待で

きる。 

また、別のほ場でも重機による堆肥と土壌の混和を行い、通常の耕うん作業以上の

天地替えを行った結果、キュウリの収穫量が前年より増加した。さらにほ場入口の農

道においてコンクリート舗装工事を行うことで、農業用機械の搬出入の負担が軽減さ

れ、農作業を行う環境の改善につながった。 

【総会の様子】 【農道の舗装工事風景】



［集落の将来像]
○ 集落内のほ場において耕作放棄地の発生を防止し、現状作付を行っているほ場については、生産環
境の改善を行い生産性や作業性の向上に努め、集落内の農事組合等の組織の強化やコミュニティーと
しての集落維持を行う。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 重機（バックホー）の共同購入によりほ場とその周辺環境の再整備を行い、農業生産活動の強化に
努める 。また農家の高齢化に対応し集落内にてサポートする体制の整備・強化を目指す。 

４．今後の課題等

  本対策において、バックホーの共同購入とそれに基づく工事等を行えたことは集落

において大きな成果といえる。ただ、高齢化と慢性的な担い手不足は解消することが

できておらず、現状の高齢農家への農作業負担軽減のサポートを行う協定参加者の高

齢化も避けることができないので、地域の核となる農家の育成と、他地域からの流入

（新規の担い手）を検討するために、関係機関との協議を行うことが今後の課題であ

る。 

［第２期対策の主な成果］
・耕作放棄地の発生防止 
・高齢農家の農作業負担軽減のためのサポート体制構築 
・総会での集落の将来像の検討 

農地の耕作・管理（田 12ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 3ha、年 1 回）

個別対応、共同取組活動

機械農作業の共同化

（バックホーの共同利用を

3ha) 
共同取組活動水路・作業道の管理

・水路 1km、年 4 回

  清掃、草刈り

・道路 3km、年 4 回草刈り

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（年 4 回及び随時）

共同取組活動

担い手への農作業の委託

（高齢農家への支援 1ha 
：耕運～刈取までの対応）

共同取組活動

農業生産条件の強化

（湿田の排水工事、農道舗装

を行う）

共同取組活動

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制

農業生産活動の体制整備
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＜担い手への農地集積等に取り組む事例＞ 

○担い手への集積、肥料の助成による集落農業の維持 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 福島県大沼郡
おおぬまぐん

金山町
かねやままち

 鮭
さけ

立
だち

協定面積
6.7ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

米、野菜等  

交付金額
43万円

個人配分                                                         0％

共同取組活動
        （100％）

担い手等助成                     63％
有機肥料助成                     28％ 
総会費、諸経費                                 9％

協定参加者 農業者  16人 開始：平成12年度

人･農地プランの作成状況 作成していない 

２．取組に至る経緯 

金山町は、高齢化が加速しており、65 歳以上の高齢者が 50%を超える。そのような

中で、農業の担い手を育成し、町の農業をみんなで支え合う取組が必須であった。昔

は、個人ごとに農地を維持管理することができたが、高齢化によりそれができなくな

りつつあったため、担い手の育成が急務であった。中山間地域等直接支払制度に取り

組むことにより、徐々に集落営農や担い手に農地を集約するプロセスが確立されるよ

うになってきた。 

３．取組の内容 

現在実施している取組は、農地を集約している担い手に対して１反当たり 3,000 円

の助成をしている（代替耕作補助）。面積は、約３ha で協定面積の約 44％にあたり

２名に対して助成に実績がある。 

有機農業を推進しているため、河川堆肥（河川の流木を粉砕した堆肥）を購入し、

土づくりを実施している。河川堆肥を使用しない協定参加者に対しては、別途、自分

で肥料を購入してもらい、肥料の購入費の助成（河川堆肥相当額）をしている。

【河川堆肥搬入状況（鮭立地内）】 【河川堆肥搬入状況（鮭立地内）】



［集落の将来像]
○  地域の実情に即した持続的な農業生産活動等の体制を構築するため、個人ごとではなく、担い手を
中心として、共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制で農地が維持されるように今後とも実施して
いく。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備を目的に、農業の継続が困難となった農地が生じた
場合に備え、サポート体制を維持する。 

集落外との連携 
○鮭立集落の隣の集落の藤倉営農組合との連携も可能 

４．今後の課題等

担い手が確立されてきているため、高齢化により農地の維持管理が難しい場合も安

心して担い手に任すことができる。担い手も農地を集積することにより、助成を受け

ることができるので、農業経営の安定が図られる。今後とも集積を拡大していき、将

来的には集落の約７割～８割を集約できるよう努めたい。 

［第２期対策の主な成果］

中山間地域等直接支払制度に取り組まない時は、農地の維持管理は、個人対応であったが、取り組むこ
とにより担い手の育成につながった。また、より安全安心な農作物を作付していく取組も構築された。特
に、土づくりは農業に欠かせないテーマであり、河川堆肥等を助成することにより、有機農業への関心も
広まった。 

農地の耕作・管理（田 6.8ha）
担い手かつ個別対応

周辺林地の下草刈り

（約１ha、年２回）

個別対応

水路・作業道の管理

・水路 3.0km、年２回

清掃、草刈り

・道路 3.0km、年２回草刈り

個別対応

担い手への農作業の委託

（集落の認定農業者に収穫作

業を３ha 委託。目標５ha）
共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（年２回及び随時）

個別対応

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備


