
平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○集落間連携によるレベルアップを目指して 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 福岡県久留米市
く る め し

田主丸町
たぬしまるまち

 大井
お お い

協定面積 
11.4ha 

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 

水稲       

交付金額 
91万円 

個人配分                                                        50％ 

共同取組活動 
        （50％） 

役員手当                       8％ 
道・水路管理費                   11％ 
農地管理費                      6％ 
その他（農業生産活動体制整備）           25％ 

協定参加者 農業者 28人 開始：平成13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 

大井集落は、耳納連山（みのうれんざん）北麓の観光果樹園が多い地域に位置して

おり、ぶどうや柿の最盛期には多くの観光客が訪れる地域である。 

しかし、集落の高齢化、農業者の後継者不足などが進行しており、平成 13 年度か

ら中山間地域等直接支払制度に取り組み、集落の代表者、役員を中心に協定参加者全

員で協力し、農地及び農業用施設の維持管理を行っている。 

３．取組の内容 

平成 13 年度に、中山間地域等直接支払制度に取り組んでいる６集落で構成する「水

縄（みのう）校区中山間地域連絡協議会」を結成し、市との打ち合わせ窓口の一本化

や、集落間の連携・情報交換などを実施している。 

協議会は、年に３回程度開催し、周知や指導を行った内容については、各集落の役

員を中心に会議を開催。協定参加者に対しても周知を行い、平成 22 年度からは、証

拠書類等の様式を統一することで事務処理の効率化を図っている。 

また、彼岸花作付けによる景観形成、クリスマスイルミネーションなどの多面的機

能の増進活動も協議会を中心に集落が連携し、共同して取り組むことで、６集落全体

での活動のレベルアップを図り、相乗効果による集落活性化の更なる発現を目指して

いる。 

【連絡協議会による市担当者との打合せ】 【６集落が連携して景観作物の作付け】



［集落の将来像］
○ 協定参加者全員で農道、水路等の維持管理を行っていくとともに、景観形成、クリスマスイルミネ
ーションなど多面的機能の増進活動を行い、集落の更なる活性化を図る。

［将来像を実現するための活動目標］  
○ 集落の代表者、役員を中心に、協定参加者全員が協力し、集落の更なる活性化を目指す。 

［活 動 内 容］ 

農地法面の定期的な草刈り 

（年２回及び随時） 

共同取組活動 

集落外との連携 
○ 中山間地域等直接支払制度に取り組む６集落で「水縄校区中山間地域連絡協議会」
を結成し、情報交換、活動の共同実施及び事務処理の効率化を図っている。 

４．今後の課題等

集落の代表者、役員などを中心に、協定参加者全員が協力し、活動を行うことにより、

個人の意識の向上が図られ、集落の活性化に繋がった。 

集落協定の事務処理については、連絡協議会による証拠書類等の様式統一化で効率化

が図られており、今後も適切に継続していくために集落協定参加者全員のレベルアッ

プ、更には、集落を牽引していくリーダーの育成が必要であると考えている。 

［第２期対策の主な成果］ 
○ 担い手育成に係る取組として、認定農業者の育成を行い、新たに3名の育成を行った。 
○ 集落の役員と協定参加者全員で協力し農道・水路の維持、管理を行った。 
○ 景観形成への取組として、毎年彼岸花の作付けを行い、集落の役員と協定参加者全員で維持・管理を
行った。

農地の耕作・管理（田 11.4ha）
個別対応

景観作物作付け

（景観作物として彼岸花を約

400m 作付）

クリスマスイルミネーション

（集落の活性化、集落内外へ

の取組活動の情報発信）

共同取組活動

集落役員による農用地の管理

・役員３名

 （代表・副代表・会計）

・役員による定期的な農地の

見回り

（年２回：８月、３月）

・耕作放棄が発生しそうなほ

場に対する取り組み

1.役員から農地所有者に注
意

2.改善しなければ、役員に
よる耕起、草刈り

3.地力増進作物や景観作物

の作付け

共同取組活動

水路・農道の管理

・水路 年２回

  清掃、草刈り

・農道 年２回

  草刈り、簡易補修

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 

＜機械・農作業の共同化に取り組む事例＞ 

○持続的な農業生産活動等の体制整備 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 福岡県糸島市
いとしまし

 吉
よし

井上
い か み

協定面積
56.8 ha

田（74.5％） 畑（24.8％） 草地（0.7％） 採草放牧地

水稲 柑橘類 飼料

交付金額
637万円

個人配分                                      40 ％

共同取組活動
      （60％）

地域営農形態の将来像を推進する活動費         18 ％
農用地および農業用施設の維持管理整備活動費      24 ％
有害鳥獣撃退活動、その他多面的機能を増進する活動費  11 ％ 
役員報酬等の運営費                   7 ％

協定参加者 農業者  95 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 

当地区は、糸島市西部の山間部と海岸に近接する谷間に位置し、傾斜地を利用した柑橘類

の栽培、畜産、小規模稲作経営や自給的米栽培といった農業が主に行われている地域である。

小型のコンバイン等の農機具は個々の農家が保有し営農を行っていたため、機械の導入・

更新のための経費が経営を圧迫していた。 

このため、平成 14年度に中山間地域等直接支払制度を活用しコンバイン等の農業機械を

購入して機械の共同利用に向けた検討を始め、17年度には集落協定参加者の了承を得て集落

協定の傘下の別組織として「吉井上機械利用組合」を設立し、稲刈り作業の受託を開始した。 

３．取組の内容 

  機械利用組合では、交付金を活用して導入したコンバインを活用し、18 年度から稲刈り

作業の受託を開始した。22 年には田植機も導入し、田植え作業の受託も開始している。ま

た、運営は、集落協定活動と分けて独立採算で行っており、協定参加者以外からも作業を受

託している。 

地域の若手農業者（後継者）を専任オペレーターとして雇用する等担い手の育成・確保に

も取り組んでいる。 

協定対象農用地の農道の舗装、水路の補修や改修などを主に自己施工等低コストで取り組

み、将来に向けた農業生産条件の強化を図っている。 

更に近年、増加しているイノシシ等の有害鳥獣対策や赤米の作付けによる景観確保等多面

的機能を増進する活動も推進している。

【コンバイン】       【農道の舗装】        【有害鳥獣対策】 



［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 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 機械・農作業の共同化等、将来に向けた営農組織の育成を図り、また組織的営農と自給的個別営農の双方
が並存できる環境整備に向けて農業生産基盤等の強化に努める。 

○ またイノシシなどの有害鳥獣による被害の軽減に努め、優良農地、営農の保全を図る。 

４．今後の課題等 

機械利用の共同化、生産基盤の強化等により、生産コストの削減や農地の維持・管理の負

担低減につながった。

今後は、機械利用組合が作業受託する面積を拡大するとともに、将来的には機械利用組合

を法人化し、作業委託から利用権設定へと移行する等、地域農業の担い手として育成したい。

また、傾斜の厳しい樹園地の維持・管理対策の検討も課題の一つである。 

［第２期対策の主な成果］
・吉井上機械利用組合の受託実績 18年度稲刈り8.8ha → 24年度稲刈り13.7ha、田植え2.9ha 
・平成17～21年度で農道・水路21路線、32か所の補修、改良工事 

農地の耕作・管理

（田 42.3ha、畑 14.1ha 
草地 0.4ha）

個別対応

機械農作業の共同化

（田植機、コンバイン×２、乾

燥施設の共同利用を、19.4ha
（34.2％）実施、目標 22.7ha) 

共同取組活動
水路・作業道の管理

・水路 15.9km、年２回

清掃、草刈り

・道路 15.9km、年２回

草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

(景観作物として赤米を約

0.8ha 作付けた。）

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（年１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

土づくり活動

（堆肥利用組合を組織して地

域内の優良堆肥を割安で配

布、施用につなげた。

 平成 23 年実績：

２ｔ車 112台、軽６台）

共同取組活動

農業生産条件の強化（農道・水

路整備）

（２期：32 箇所) 
（３期：現在９箇所、目標：８

箇所）

共同取組活動

有害鳥獣対策

（２期捕獲：猪 612頭) 
（３期捕獲：現在猪 436頭）

共同取組活動



平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○狩猟免許取得費用の補助と罠の購入で鳥獣被害防止 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 佐賀県藤津郡
ふじつぐん

太良町
たらちょう

 波瀬ノ浦
は ぜ の う ら

協定面積 
22.2ha 

田（2％） 畑（98％） 草地 採草放牧地 

水稲、野菜 みかん     

交付金額 
213万円 

個人配分                                                        50％ 

共同取組活動 
        （50％） 

水路・農道の管理                            7 ％ 
多面的機能増進活動費（景観作物）           4 ％ 
鳥獣害対策費                        20 ％ 
その他（役員手当、事務費等）                       19 ％ 

協定参加者 農業者 18人、非農業者 5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 

  波瀬ノ浦集落は、佐賀県西部の有明海に面した入江に位置する集落であり、大半の

農地が中山間地域の生産条件が不利な地域である。また、近年の農産物価格低迷や農

家の高齢化等によって担い手の減少や耕作放棄地の増加が懸念されていた。

 このため、平成 12 年度から中山間地域等直接支払制度に取り組み、耕作放棄の防

止や多面的機能の維持・増進を図るため共同活動に取り組んできた。更に、17 年度

からの第２期対策では、水利施設の共同化や認定農業者の育成に取り組んでいる。 

３．取組の内容 

協定面積の 67.4％に当たる 14.2ha で水利施設を共同利用し、作業の省力化を図り、

認定農業者等担い手の育成にも積極的に取り組んでいる。 

近年は、年々増加しているイノシシ等の鳥獣被害を防止するため、平成 22 年度か

ら交付金を活用して狩猟免許取得費用を補助し１名に資格を取得させるとともに、捕

獲用罠を５基購入し鳥獣害防止対策に力を入れている。 

【農道の草刈り作業】 【イノシシの被害】 



［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を確立させる。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 水利の共同利用 
○ 地場産農産物の加工・販売 
○ 新規就農者の確保 
○ 認定農業者の育成 

４．今後の課題等

 かんがい用水汲み場の共同利用により、農作業が効率化し生産コストの削減が図られ

たが、地域の担い手となる認定農業者等の育成・確保が課題となっている。

今後は、新規就農者や認定農業者の育成・確保を推進するため、地場産農産物の加工・

販売により６次産業化を推進して所得向上を目指し、将来も持続して農業生産活動が行

えるような体制を整えていきたい。 

［第２期対策の主な成果］
○ かんがい用水汲み場の共同利用（H17：0ha、H23実績：14.7ha） 
○ 認定農業者の育成（H17：0名、H23実績：3名） 
○ 非農家との連携（非農家4名と景観作物の植付け、管理） 

農地の耕作・管理 

（田 0.5ha・畑 21.8ha） 

個別対応 

機械・農作業の共同化 

（かんがい用水の共同利用を

14.2ha（67.4％）実施。目標

14.2ha) 

共同取組活動 
水路・作業道の管理 

・水路 2.0km、年１回 

  清掃、草刈り 

・道路 3.0km、年２回 

清掃、草刈り 

共同取組活動 

景観作物作付け 

（景観作物としてダリアを約

0.1ha 作付けた。）

共同取組活動

地場産農産物等の加工・販売

（地場産農産物の加工・販売

による農業所得の向上を目指

す。）

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

新規就農者の確保 

（現状０名、目標１名） 

共同取組活動 

認定農業者の育成 

（現状３名、目標４名）

共同取組活動



平成 24 年度 

＜地場産農産物の加工・販売に取り組む事例＞ 

○集落による特産品を活かした加工品開発を目指す 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 長崎県西彼杵郡
にしそのぎぐん

長与町
ながよちょう

 木場
こ ば

協定面積 
61.0ha 

田 畑（100％） 草地 採草放牧地 

 みかん     

交付金額 
701万円 

個人配分                                                         50％ 

共同取組活動 
        （50％） 

水路農道等維持管理                  17％ 
協定農用地の管理、耕作放棄地の復旧          17％ 
鳥獣害対策、積立金、その他              16％ 

協定参加者 農業者 30人（個人経営体：29、法人：１） 開始：平成13年度 

人･農地プランの作成状況 作成していない（作成中） 

２．取組に至る経緯 

 当地区は急傾斜地に農地が多く、農業従事者の高齢化が進行しており、耕作放棄地

が増加しつつあった。特に高齢者は、後継者がいないため農業生産活動に対する意欲

の減退が見られたことから、集落で話し合った結果、集落内で共同して高齢者等を支

援することとした。中山間地域等直接支払制度に取り組んだことを契機に、農作業受

委託と農地貸借の組織づくりへの機運が高まり、その結果、平成 19 年度には当地区

に集落営農組織「夢の郷 長与木場」が設立された。３期対策にも引き続き取り組む

ことにより、農業環境の整備と元気で住みよい集落づくりを目指している。 

３．取組の内容 

  ３期対策においては、農業生産活動等としての取組のほか、新たに取り込んだ耕作

放棄地の解消や、認定農業者の育成、新規就農者の確保に力を入れている。 

最近では、地域の特産である柑橘を利用した加工品開発への取組が始まった。集落

において６次産業化を目指した講演会を開催し、先進事例の講師や６次産業化プラン

ナー、保健所担当者から研修を受けた。また、６次産業化の事例として他県の企業を

視察し、起業のノウハウについて学んだ。 

今後は、町内の加工所や直売所との連携も視野に入れ、地場産農産物の加工・販売

を検討していく。また、共同利用機械を収納する倉庫の建設を予定しており、農作業

や共同取組活動の効率化を図ることとしている。 

【集落全景】 【６次産業化視察研修】



［集落の将来像]
○ 協定農用地を拡大し、集落ぐるみで耕作放棄地の発生防止に取り組み、農業生産活動の充実を図る。

○ 認定農業者の育成。 

○ 共同利用機械を収納する倉庫の建設。 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 協定農用地の拡大  1.9ｈａ増加 

○ 認定農業者の育成  １名確保 

○ 共同利用機械を収納する倉庫建設 １棟 

４．今後の課題等

  中山間地域等直接支払制度に取り組むことにより、農業生産活動が活発になり、他

産業に従事していた後継者が新規就農するなどの効果が出ている。 

  今後は、耕作放棄地を含む農地の共同管理組織の設立や、地場産農産物を加工・販

売する農業の６次産業化等の取組を充実させ、農業所得の向上と後継者育成環境の整

備を目指す。 

［第２期対策の主な成果］
○ みかんの優良品種更新やマルチ栽培を導入し高付加価値型農業を実践（H21までの実績：11ha） 
○ 認定農業者の育成（H17：13名、H21：17名） 
○ 担い手への利用集積による体質強化（H21までの実績：3.2ha） 

農地の耕作・管理（畑 61.0ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 1.0ha、年１回）

共同取組活動

協定農用地の拡大（耕作放棄

地含む）含む

（畑 1.9ha 増加）

共同取組活動水路・作業道の管理

・水路 1.1km、年２回

  清掃、草刈り

・道路 1.5km、年２回

草刈り

共同取組活動

土壌流亡に配慮した営農

（畑 61.0ha）
個別対応

認定農業者の育成

（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

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

協定農用地への電気柵の設置

・総延長 9.4 km 
協定農用地へのＷＭ柵の設置

・総延長 7.8 km 
共同取組活動



平成24年度

＜その他、取組に特徴のある事例＞

○棚田保全活動を通した集落活性化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 熊本県山鹿市菊鹿町 番 所
やまがしきくかまち ばんしよ

協 定 面 積 田（47％） 畑（53％） 草地 採草放牧地
9.8ha 水稲 栗など

交 付 金 額 個人配分 50％
126万円 共同取組活動 集落の各担当者の活動に対する経費 7％

50％ 農業生産活動等の体制整備に向けた経費 20％（ ）
水路・農道等の管理経費 14％
農用地の維持管理活動経費 8％
事務費 1％

協定参加者 農業者 38人 開始：平成21年度
作成していない人･農地プランの作成状況

２．取組に至る経緯

「彼岸花咲く番所の棚田」は、山鹿市が誇る美しい風景として 『日本棚田百選』に、

認定されるなど多くの賞を受賞している。しかし、番所集落においては、高齢化率が50

％を超え、将来における地域の活力低下等、大きな不安を抱えており、何らかの対策を

講じる必要があった。集落での話合いを重ね、平成20年4月に「番所棚田保全協議会」

を設立し、棚田の維持・保全活動を通した集落の活性化に取り組んでいる。

３．取組の内容

協議会では、彼岸花が一斉に開花するように共同で草刈り等を行い、番所地区の美し

。 、 「 」い農村景観を守っている そして 毎年秋分の日に観光協会等と連携して 棚田ツアー

、 、を開催し 都市住民に集落の現状や棚田の持つ多面的機能等の理解促進活動に取り組み

郷土料理の販売や対話を通して地元の意識高揚や活性化を図る取組を展開している。

また、山鹿市では平成24年度に番所地区を対象とした景観農業振興地域整備計画を

策定した。この計画の実践を通じて、棚田等の農用地保全や、景観に配慮した農業生産

基盤の整備を行うなど、地区が抱える様々な課題を解決していきたいと考えている。

【番所の棚田】 【集落座談会の様子】



［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を行う。

［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。

［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9.8ha 周辺林地の下草刈り 水路補修（ ）
（約1ha、年1回） （水路約100ｍの生コン補修)

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1km、年2回

清掃、草刈り
・道路1km、年2回

草刈り

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

４．今後の課題等

集落の高齢化が進行する中、住民の更なる問題意識の共有化を図り、地域の実情に即

した活動を展開していく。担い手育成が重要な課題であるため、他集落や組織等との連

携策も模索する必要がある。

また、農業や集落活動に関心のある企業や個人と、それぞれの資源やネットワークを

活かした連携を行うなど、新たな体験プログラムの開発による都市住民との交流活動を

試行し、番所地区での導入の可能性について検討を行う。



平成24年度 

＜集団的かつ持続的な支援体制の構築に積極的に取り組む事例＞ 

○集落ぐるみで人・モノの農業生産体制づくり 

１．集落協定の概要 

市町村・協定名 熊本県上天草市
かみあまくさし

松島町
まつしままち

 老岳
おいたけ

協 定 面 積
18.0ha

 田（100％）  畑  草地  採草放牧地 
水稲

交 付 金 額
  218万円

 個人配分                                                               30％ 
 共同取組活動 
         （70％）

 農地・農道・水路管理費                              49％ 
鳥獣被害防止対策費                              8％ 

 その他                                        13％ 

協定参加者  農業者 34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 

老岳集落は、上天草市の南西部、天草上島の中央部に位置しており、主な農産物は水

稲であり、一部裏作でたばこの栽培も行われている。 

  本集落でも、他の集落と同様に農家の高齢化・後継者不足等から農地を維持していく

ために、水路や農道（搬入路）の整備や鳥獣害対策を中心として中山間地域等直接支払

制度開始当初より取り組んできたところである。第３期対策はＣ要件の「集落ぐるみ型」

を選択し、耕作放棄地を発生させない、地域に即した持続的な農業生産活動に取り組む

こととした。 

３．取組の内容 

役員を中心に集落内で活発に話合いを行い、水路・農道の維持管理を積極的に共同活

動で行うとともに、高齢等のため個人で管理できない農地においては、役員を中心とし

た集落全体で管理を行っている。併せて、集落内の農道沿いの雑木処理や、同時に取り

組んでいる農地・水保全管理支払交付金でも彼岸花植栽による景観形成等を行うことで、

非農業者も含めた集落に住む住民全員の生活環境の向上を目指した取組を行っている。 

  また、農作物の鳥獣害対策として集落全体を囲む電気柵を設置するほか、急峻な農業

機械の搬入路については、コンクリート舗装を行い、ソフト面の体制整備と併せてハー

ドの面でも集落における持続的な農地等の維持管理体制を構築している。 

【搬入路の舗装状況】    【農地・水保全管理支払事業と連携した取組み(彼岸花)】 



［将来像を実現するための活動目標] 

○ 協定参加者の高齢化が進行する中で、高齢者も安心して農業に取り組めるように集落の話合いにより、

協定参加者全員でのサポートを行う。 

［活 動 内 容］ 

４．今後の課題等 

協定参加者の高齢化が進行する中で、今後の農業生産活動等の体制整備が非常に重要

になってきており、集落全体でのサポート体制を構築することにより、集落の営農を維

持していきたい。 

また、農産物の付加価値の向上及び集落の高齢者が活動できる場の提供を目的に、加

工施設の設置を目指したい。 

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 

（18.0ha） 

個別対応 

水路・作業道の管理 

･清掃、草刈 年４回 

共同取組活動 

鳥獣害防止の電気柵・

捕獲罠 

共同取組活動 

周辺林地の下草刈り、雑

木等の伐採（年１回） 

共同取組活動 

水路・搬入路整備 

（年２箇所） 

共同取組活動 

農地法面の定期点検 

（随時） 

共同取組活動 

［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を集落全体で行う。

［第２期対策の主な成果］ 

○ 搬入道路のコンクリート舗装を行い、農作物の品質保持及び農作業の効率化を図った。 

○ 電気柵及び捕獲罠の設置により、農作物の被害防止を図った。 

農業の継続が困難となっ

た農用地が生じた場合に

備え、サポート体制を構

築する。 

共同取組活動 

その他 

農地・水保全管理支払 

交付金（共同・向上）の

取組 

・基礎活動、 

農村環境保全活動 

・水路、農道の補修、 

更新 

農業生産活動等 多面的機能増進活動



平成24年度

＜その他、取組に特徴のある事例＞

○日本の棚田百選「内成棚田」の保全と活性化の取組

１．集落協定の概要

市町村･協定名 大分県別府市 内成
べつぷし うちなり

協 定 面 積 田（100%） 畑 草地 採草放牧地
31.6ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 0％
665万円 共同取組活動 棚田周辺の草刈りや野焼き等の共同活動 60％

100％ 水路・農道の維持管理等の共同活動 23％（ ）
共同機械購入、水路・農道改修、獣害防止柵設置 9％
役員報酬、各種取組経費 8％

協定参加者 農業者 63人 開始：平成17年度
集落全域で作成済人･農地プランの作成状況

２．取組に至る経緯

内成棚田は平均面積３ａ、平均傾斜1/10の山間農業地域であり、生産条件の厳しさか

ら、耕作放棄による荒廃が懸念されていた。

そのような中、平成11年度に日本の棚田百選に認定されたことを契機として、平成13

年度に「内成の棚田とむらづくりを考える会」が発足。集落住民自らが棚田を地域の財

産として認識し、棚田の美しい景観を守るためにどうすればいいのか集落座談会で議論

を重ねた結果 「内成活性化協議会」を設立し、平成17年度より中山間地域等直接支払、

制度に取り組むこととなった。

３．取組の内容

生産活動面では、草刈りをはじめ、景観作物（菜の花・レンゲ）の作付け、彼岸花の

、 、 、「 」植栽 水路・農道の改修 共同利用機械の購入 内成の棚田とむらづくりを考える会

による共同保全・管理等、内成棚田を守る取組を行っている。

また、生活文化面では、田植えや稲刈りなどの農業体験の受入れ、棚田オーナー制度

の実施、地元大学との連携による長期滞在型農家民泊施設の運営や棚田でサッカー大会

などのイベントの実施、さらには泉都別府ならではの温泉博覧会と連携した棚田ウォー

キングなど様々な取組を行っている。

これらの取組の結果、現在では、内成棚田が美しい風情を見せる農繁期には、棚田を

目的に１日100人以上の観光客が訪れるようになっている。

【美しい内成棚田】 【棚田ウォーキング】 【農業体験学習】



［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整備し、内成棚田を守り続けていく。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 機械の共同利用面積の10％増加、農産物加工販売所の設置、農地耕作のサポート体制の維持発展、
集落を脅かす獣害防止柵の設置を行う。
［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 棚田31ha 周辺林地の下草刈り・耕作放棄 機械農作業の共同化（ ）
地の野焼き（約2.5ha、年1回） （乾燥機の共同利用を6.

個別及び支援組織対応 4ha（20%）実施、目標5.
共同取組活動 5ha）

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路16.2km、年2回 棚田ｵｰﾅｰ制度の実施・市民農園

清掃、草刈り の開設運営
・道路5.3km、年2回 草刈り 農業の継続が困難となっ

共同取組活動 た農用地が生じた場合備
共同取組活動 え、サポート体制を構築

する。
景観作物作付け

農地法面の定期的な点検 （景観作物として菜の花を約0.2 共同取組活動
（年2回及び随時） ha作付けた ）。

共同取組活動 共同取組活動

協定農用地に柵の設置 長期滞在型農家民泊施設ﾎﾘﾃﾞｰﾊｳ 地元大学との連携によ
・獣害防止柵15km ｽの開設運営 るグリーン・ツーリズ

ムの推進
共同取組活動 共同取組活動

集落外との連携
（ ） 。○ 地元大学と連携した長期滞在型農家民泊施設 ﾎﾘﾃﾞｰﾊｳｽ の運営や体験プログラムの開催

。○ 泉都別府市の八湯温泉博覧会(ｵﾝﾊﾟｸ)や八湯ｳｫｰｸ連絡協議会と共催する棚田ｳｫｰｷﾝｸﾞの開催
○ 中央公民館と連携した農業体験学習の開催。

４．今後の課題等

共同取組活動を通じて、内成棚田を集落の財産として守り続けて行くという意識がさ

らに高まるとともに、集落内の交流も活発になり、若手へ集落行事などの伝統が伝承さ

れるようになった。今後は、観光客との交流を活かし、地域特産品などの加工販売に取

り組み、集落住民の所得向上を目指す。また、猪や鹿による農作物被害が増加している

ため、本交付金等を活用し、獣害防止柵（L=15km)の設置を行う。

［第２期対策の主な成果］
○水路の改修（5.3km 、彼岸花の植栽（3.9km 、ﾎﾘﾃﾞｰﾊｳｽの開設、観光客用のトイレ・駐車場の整備） ）
○サポート組織による耕作（水稲0.8ha、ソバ・大豆0.2ha、菜の花0.2ha）
○地元大学との連携開始、都市住民都の交流開始、観光客の増加（農繁期には１日100人以上）



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＞ 

○農事組合法人を中心とした永続性のある集落づくり 

１．集落協定の概要 

市町村・協定名 大分県中津市
な か つ し

耶馬溪町
や ば け い ま ち

 樋
ひ

山路中組
やまじなかぐみ

協定面積 
13.8ha 

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 

水稲       

交付金額 
243万円 

個人配分                                                        46％ 

共同取組活動 
      （54％） 

農業生産活動等体制整備に向けた活動             21％ 
水路・農道等の維持管理                         21％ 
農地の維持管理                    12％ 

協定参加者 農業者 24人 開始：平成18年度 

人･農地プランの作成状況 作成していない（作成中） 

２．取組に至る経緯 

集落内の高齢化により耕作できない者が増え始め、耕作放棄地の増加が予想され

た。また、イノシシ等による農作物への被害が深刻化し、防護柵を設置するなど、集

落全体で取り組まなければ効果のない案件が発生してきた。そのため、第２期対策の

２年目である平成 18 年度から中山間地域等直接支払制度への取組を始めた。 

３．取組の内容 

共同取組活動により、集落内の道路・水路等の保全管理及び鳥獣害対策の防護柵設

置を行っている。また、農地･水保全管理支払事業と連携して、法面の管理や排水対

策などの事業を行っている。 

交流事業として、春の種まき、田植え、秋の稲刈りを、遠方からの学生ボランティ

アを迎え、20 年間続けている。 

平成 23 年４月には、営農活動及び農地の維持管理を安定させるために、集落全員

と隣接地区の数名により「農事組合法人樋桶の郷（ひおけのさと）」を発足させ、集

落内において機械作業を請け負っている。また、平成 23 年度からは、近隣集落で耕

作が困難になっている者の農地管理も行っている。なお、平成 23 年度は、都会から

Ｉターンで来た若者２人がオペレーターとして活動に関わっており、新たな担い手の

育成を目指している。 

【毎月 18日に定例常会】 【田植え交流会】



［集落の将来像]
○ 農業（耕作）ができなくなった時は、法人が作業を請負。地区に住む者が高齢になっても、いつま
でも集落に住めるよう、集落内に福祉の機能を備えていきたい。さらに集落そのものを永続させるた
めには、若い人の働く場を確保するため、農事組合法人の経営を充実させ、安定した安全な米の生産
に加え、今後は農産の加工（６次産業化）、冬場の農閑期には椎茸栽培、炭焼き等も行い、多角経営
を目指したい。

［将来像を実現するための活動目標]  

○ 農事組合法人 樋桶の郷（ひおけのさと）を中心としての農業生産活動体制が整備されたため、今後

は安定した米の生産・販売網の確立を図り、経営基盤の安定化を図りたい。 

［活 動 内 容］ 

集落外との連携 
○ 隣接する集落には営農組織がないため、昨年から利用権を設定し耕作を始めた。今後
も希望には応えたい。また、ハロー耕・畦塗りなどの委託希望にも応えたい。 

４．今後の課題等

  オペレーターの高齢化が進んでいるが、２人のＩターン者を常時雇用するにはまだ

力不足である。早急に年間就労できるように経営基盤を確立したい。また、以前より

完全無農薬米の生産に取り組んでいるが、栽培技術の向上を図り、かつ、販売網を確

立し、収入を増やすことが今後望まれる。 

［第２期対策の主な成果］
・農事組合法人「樋桶の郷（ひおけのさと）」の発足 
・法人への農地の集積が進んだ（1.7ha） 
・都市の若者との交流が活発化した（種まき･田植え･蛍観賞会･稲刈り） 

農地の耕作・管理（田 13.6ha）
個別対応 

周辺林地の下草刈り

（約 1ha、年 1 回）

個別対応

機械農作業の共同化

（大型機械の共同利用を 5ha
（62％）実施、目標 8ha) 

共同取組活動水路・作業道の管理

・水路 3km、年 2 回

  清掃、草刈り

・道路 3.5km、年 2 回

草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物として集落内に花

を増やす。）

共同取組活動

担い手への農作業の委託

（集落の認定農業者に乾燥も

みすり作業を 2ha 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）

共同取組活動

福岡･北九州の学生ボランテ

ィアを今後も積極的に受け

入れる。

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

＜地場産農産物の加工・販売に取り組む事例＞

○新たな地域資源を活用した集落活性化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮崎県 東 臼杵郡美郷 町 上野原
ひがしうす き ぐん み さとちよう うえ の はる

協 定 面 積 田（69％） 畑（31%） 草地 採草放牧地
63.2ha 水稲、ナタネ トマト、きんかん

交 付 金 額 個人配分 51％
947万円 共同取組活動 遊休農地解消に向けた活動費（耕起、緑肥作物作付等） 22％

49％ 農道・水路の草刈り、清掃等 9％（ ）
集落営農組織運営経費 6％
役員報酬、研修会費、その他 12％

協定参加者 農業者 82人、水利組合 15組合（構成員97人） 開始：平成12年度
集落全体で作成済人･農地プランの作成状況

２．取組に至る経緯

県北部中央に位置する上野原集落は、町内の他集落と比して、多くの農用地を有して

いるものの、高齢化の進行が深刻であり、将来にわたる地域農業の維持・継続に向け、

平成12年度より中山間地域等直接支払制度に取り組んでいる。

３．取組の内容

、 、 、取組の結果 集落内での話合い活動が活発となり 地域農業を維持していくためには

組織的な対応が必要との声が大きくなった。中山間地域等直接支払制度の活動をベース

に集落営農に取り組もうとする機運が高まり、平成20年度に集落が目指すべき具体的目

標を地域ビジョンとして策定し、これに基づき、集落営農組織が設立された。

集落営農組織においては、農作業委託の受け皿となるだけでなく、遊休地の解消と新

たな収入源として搾油用ナタネの作付けに取り組み、平成23年度からナタネ油の販売を

開始し、併せてドレッシングの試作も手がけ、販売に向けた取組を行っている。

また、平成21年度より、傾斜地の草管理と景観づくりを目的に山羊を導入しており、

今後、近隣集落への山羊のレンタル事業や山羊乳を原料としたアイスクリーム等新たな

地域特産品の開発に取り組むこととしている。

【集落内農地へのナタネ作付状況】 【新たに開発された地域特産品】



［集落の将来像]
○ 集積対象者を核とした集落営農体制を整備し、自然に優しく、人の集う豊かな営農の実現を目指す。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 機械・農作業の共同化を図り、集落営農組織による農作業受委託を促進する。
○ 景観・緑肥作物にとどまらず、収益作物の導入を図り、新たな特産品開発を行う。

［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 ヤギの放牧による周辺林 集落営農組織による機械の共同
（田43.1ha、畑19.3ha） 地を含む急傾斜法面の管 利用化と農作業受託

（ （ ）理と景観づくり 作業受託延べ面積12ha 28％
個別対応 実施、目標20ha)

共同取組活動
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路2.0km、年2回 景観・緑肥作物作付け

清掃、草刈り （遊休地等にナタネを 新たな地域資源による地域特産
・道路3.0km、年2回 草刈り 3.3ha作付けた ） 品の開発・加工（ナタネ油等）。

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動

水稲共同ヘリ防除 年1回
（約30ha）

共同取組活動

集落外との連携
○ 町内特産品のブランド力強化、情報の一元発信、販路拡大・強化を目的に設置され

た町農林産物直売所「美郷の蔵」と連携し、地域特産品の販売、集落情報の発信を
行っている。

４．今後の課題等

遊休農地の再生・発生防止に向け、集落営農組織による受託面積の増加、農地の流動

化・面的集積を図り、農業所得の向上を目指すとともに、中山間地域等直接支払制度の

取組により生じた新たな地域資源（ナタネ、ヤギ）を活用し、都市住民との交流活動に

も積極的に取り組むこととしている。

［第２期対策の主な成果］
・集落営農組織の運営体制の確立による農作業受託面積の増（H17：2.3ha、H21実績：5.2ha）
・遊休農地の解消（解消面積 H17:16a、H21：56a）
・ 菜の花まつり（H20～ 」の開催による都市住民との交流促進「 ）



平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○小学校と連携した地域活性化の取組 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 鹿児島県南九州市
みなみきゅうしゅうし

 牧之内
まきのうち

1
１

工区
こ う く

受益者
じゅえきしゃ

組合
くみあい

協定面積
20.0ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲、かんしょ    

交付金額
337万円

個人配分                                                        50％

共同取組活動
        （50％）

・集落の各担当者の活動に関する経費           6％ 
・集落マスタープランの将来像を実現するため 
 の活動に対する経費                  3％ 
・鳥獣害防止対策及び水路・農道等の維持管理等 
 集落の共同取組活動に要する経費             29％ 
・集落協定に基づき農用地の維持・管理活動を行う 
 者に対する経費（積立・繰越含む）              12％ 

協定参加者 農業者 98人 開始：平成13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 

当地区は水稲を主体とした複合経営が多い水田地域であるが、農家の高齢化等によ

る担い手不足等により耕作放棄地の発生が懸念されていた。そのような中で平成５～

７年度に基盤整備を行ったことを契機に、地域で農道・水路の適切な管理や耕作放棄

地の発生を防止するため、共同作業により農地等の維持・管理を行おうという意識が

次第に高まり、平成 13 年に集落協定を締結した。 

３．取組の内容 

協定参加者の共同作業として、道路・水路の清掃や草刈り等の維持・管理作業、農

地の法面の野焼き等を実施している。また、当地区と隣接する集落の受益者組合と共

同で新たな農作業受託組織を設立し、交付金を活用してコンバイン等農業機械の購入

や格納庫を整備して、農作業の共同化を図り、戸別所得補償制度に加入した。 

更に、地域の市立小学校と連携して、小学生に水稲の作付け・稲刈等の農作業を体

験する場を提供する等、地域の食農教育にも取り組んでいる。

【青空講習会の風景】        【宮脇小学校児童の稲刈体験】 



［集落の将来像]
○ 牧之内１工区は、水稲を主体とした複合経営が多い水田地帯である。高齢者も多いことから、今後
耕作放棄地の発生の懸念もあるが、認定農業者に対する農作業委託や農地の集積等を推進し、将来的
には認定農業者を核とした農業生産活動の体制整備を目標とする。 

［将来像を実現するための活動目標]  
 現在、農作業委託や農地の集積について、集落の合意形成を図りながら計画的に実施している。 
○ 農作業の効率化・・・認定農業者に対して、作業委託することにより農作業の効率化を図る。  
○ 農地の集積・・・・・認定農業者に対する利用権設定により、農地の集積を図る。 

集落外との連携 
○ 機械・格納庫等の整備（牧之内２工区受益者組合と共同） 

４．今後の課題等

現在は、協定参加者間で意思疎通を図りながら、共同取組活動を実践しているが、

今後、更なる農家の高齢化等による担い手不足が進めば、高齢農家等の共同作業に対

する負担感が高まり、共同取組活動への意識が薄くなることも懸念されることから、

地域農業の核となる担い手を育成し、農作業受委託等を推進することが必要である。

なお、食農教育の実践では、農作物の生育観察や農作業体験等により、小学生に興

味を持ってもらうなど一定の評価を得ていることから、一層の取組を推進する。

［第２期対策の主な成果］
・認定農業者の育成（協定認定時５名、実績６名） 

  ・小学校との連携による農作業体験を含めた食農教育の実践（参加児童数24名） 

農地の耕作・管理

（田 20.0ha）
個別対応

周辺林地（耕作放棄地）の

下草刈り

（約 0.6ha、年 1 回）

共同取組活動

自然生態系の保全に関する学

校教育等との連携（宮脇小学

校による農作業体験を含めた

食農教育の実践）

共同取組活動水路・農道の管理

・水路 約 0.5km 
   清掃  年１回

   草刈り 年２回

・道路 約 1.0km 
   草刈り 年２回

   野焼き 年１回

共同取組活動

担い手への農作業の委託

（営農組合及び認定農業者へ

の農作業委託) 
共同取組活動

農地法面、水路・農道等の補

修・改修

（農道舗装：実績 715ｍ）

共同取組活動

農業生活動等 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 

＜農業生産法人、集落営農組織の育成に取り組む事例＞ 

○特定農業法人で、６次産業化を目指す取組 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 鹿児島県薩摩郡
さつまぐん

さつま町
ちょう

 一ツ木
ひ と つ き

協定面積
30.9ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲、大豆、サトイモ

交付金額 
280万円 

個人配分                                                        29.0％ 

共同取組活動
        （71.0％）

共同利用機械・設備等整備費             50.0％ 
鳥獣害防止対策費                   5.0％ 
農地・農道・水路管理費ほか             16.0％

協定参加者 農業者 59人 開始：平成13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 

当地区は、さつま町の北西部に位置し、水稲・畜産を主体とした営農に取り組み、

平成 11～16 年度に実施した「県営経営体育成基盤整備事業」による「ほ場の大区画

化（１区画約１ｈａ）」や「集落内道路整備」を機に、水田を活用した地域農業振興

の機運が高まった。

このため、集落で話合いを重ね、平成 13 年度に農業機械の共同利用化や集落営農

への取組を推進する「集団転作組合」の設立を契機に、集落協定を締結し中山間地域

等直接支払制度に取り組むこととなった。 

３．取組の内容 

大豆や飼料作のブロックローテーションに取り組んできた「集団転作組合」を平

成 16 年度に「一ツ木営農組合」へ再編し、農作業受託等に取り組んできた。さら

に、平成 24 年度に同組合を「農事組合法人ひとつき」として法人化し、農産物の

生産・加工・販売まで行う６次産業化への取組も進めている。

  また、集落協定の締結を機に、集落の話合いを重ねて、農道・水路の管理活動、

共同利用機械の購入、さらには大豆、サトイモ、カボチャ、ジャンボインゲン、さ

つまいも、バレイショの栽培など、高齢者や兼業農家も巻き込んだ生産活動も盛ん

に進められている。 

【役員会】              【サトイモ収穫作業】 



［集落の将来像]
○ 高齢化の進行や担い手の減少により、集落の農地等の維持は困難になってくることが予想される。 

 平成24年度に設立した「農事組合法人ひとつき」を中心に、農作業受委託や農産物の生産、加工販
売まで手がけ、地域農業の確立を図る。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 集落協定の財源を元に、農道・水路の管理、鳥獣被害防止対策、共同利用機械の導入などを実施し 
ていきたい。 

集落外との連携 
○ 虎居区ふるさと探検隊（青少年育成事業）との連携による、農業体験や食農教育を
実施している。 

４．今後の課題等

高齢化の進行や担い手の減少により、集落の農用地等の維持は困難になってくるこ

とが予想されることから、これまでの活動成果を踏まえ、地域振興等を検討する必要

がある。 

また、近年鳥獣による農作物被害が増加しており、今後は、鳥獣被害防止対策や耕

作放棄地防止対策の強化に取り組む必要がある。 

［第２期対策の主な成果］
農産物加工施設の整備により、学校給食センターへの納入等、農産物の付加価値販売が実現できるよう

になった。

農地の耕作・管理（田 20ha）
法人対応

周辺林地の下草刈り

（約２ha、年１回）

個別対応

機械・農作業の共同化

（農業機械の共同利用を

10ha（20％）実施、目標 40ha) 
共同取組活動水路・農道の管理

・水路 2.5km、

清掃、草刈り 年２回

・農道 6.0km、

草刈り 年２回

共同取組活動

農産物加工施設を活用した６

次産業化の実施

共同取組活動

担い手への農作業の委託

（農事組合法人に収穫作業を

10ha 委託。目標 30ha）
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

法人設立加算（特定農業法人）

（目標 10ha 以上）

共同取組活動

地元青果市場や学校給食セ

ンターとの連携による地産

地消運動の推進

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


