
中山間地域等直接支払制度 

平成 24 年度 取組事例 

平成 25 年８月 



分類
略 称

機械共同化

高付加価値

地場産

生産条件強化

新規就農者

農地集積

多様な担い手

集落営農

体制構築

農地水連携

集落連携

その他

鳥獣害

棚田

活性化

伝統文化

直売

統合

連携

施設整備

体験農園

景観・生態系

耕作放棄地

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

農地・水保全管理支払による活動と連携して効果的に活動に取り組む事例

他集落との連携、高齢農家等への支援に取り組む事例

その他、取組に特徴のある事例

協定を統合して活動に取り組む事例

集落外と連携して活動に取り組む事例

分類２

鳥獣害対策に取り組む事例

棚田保全に取り組む事例

地域の活性化（まちおこし等）に取り組む事例

地域の伝統文化の継承等に取り組む事例

直売所等での販売に取り組む事例

景観や自然生態系の維持・保全に取り組む事例

耕作放棄地の復旧に取り組む事例

交付金を活用して施設・機械の整備に取り組む事例

体験農園や観光農園等の企画・運営に取り組む事例

項 目

分類１

機械・農作業の共同化に取り組む事例

高付加価値型農業に取り組む事例

地場産農産物の加工・販売に取り組む事例

農業生産条件の強化（自己施工）に取り組む事例

新規就農者の確保又は認定農業者の育成に取り組む事例

担い手への農地集積等（協定農用地の拡大を含む）に取り組む事例

多様な担い手（棚田オーナー等）の確保に取り組む事例

農業生産法人、集落営農組織の育成に取り組む事例
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北海道 1 北海道 枝幸町 枝幸地区
農作業機械庫の建設による農業機械の点検整備
の向上

機械共同化 ○ ○ ○ 2

北海道 2 北海道 雄武町 青葉
農作業の共同化等による農業生産活動の体制整
備

機械共同化 ○ ○ 4

北海道
3 北海道 大樹町 生花 共同取組活動で草地の生産性向上を図る 機械共同化 ○ ○ 6

北海道 4 北海道 弟子屈町 弟子屈 摩周草原　牛のおっぱいミルク 地場産 ○ ○ ○ ○ ○ 8

北海道 5 北海道 士別市 士別市あさひ 新規就農者・担い手の育成確保 新規就農者 ○ ○ ○ 10

北海道 6 北海道 東川町 東川町全町 事務局機能の体制整備による共同活動の実施 その他 ○ ○ 12

北海道 7 北海道 名寄市 風連地域 女性の参加による地域コミュニティの推進 その他 ○ ○ ○ 14

東北 1 青森県 十和田市 中山間長谷地 集落間の助け合いで持続可能な作業体制を構築 体制構築 ○ ○ 18

東北 2 青森県 三戸町 蛇沼 転作大豆で味噌の製造・販売に取り組む 地場産 ○ ○ ○ ○ ○ 20

東北 3 岩手県 奥州市 下餅田 活力ある地域づくりをめざして 地場産 ○ ○ ○ ○ ○ 22

東北 4 岩手県 一関市 深萱京ノ沢 潤いと安らぎに満ちた中山間集落を目指して 集落営農 ○ ○ ○ 24

東北 5 宮城県 七ヶ宿町
七ヶ宿町中山間地域等
直接支払推進協議会 ６集落の共同事務局化による共同活動の円滑化 体制構築 ○ ○ ○ 26

東北 6 秋田県 大館市 花岡 集落ぐるみの耕作放棄地の復旧とその活用 その他 ○ ○ ○ 28

東北 7 秋田県 仙北市 大宮田向 自己施工の用排水路整備による農作業効率化 生産条件強化 ○ ○ ○ ○ 30

東北 8 山形県 山辺町 大蕨 機械・農作業の共同化による農地の保全 機械共同化 ○ ○ ○ ○ 32

東北 9 山形県 寒河江市 幸生
都市交流・農業体験・郷土文化を生かした集落の
活性化

その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34

東北 10 福島県 塙町 松田 営農環境の整備による農業生産活動の向上 生産条件強化 ○ ○ 36

東北 11 福島県 金山町 鮭立
担い手への集積、肥料の助成による集落農業の維
持

農地集積 ○ ○ ○ ○ 38
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関東 1 茨城県 常陸太田市 町屋
基盤整備と農作業共同化を進め営農の組織化を目
指す

機械共同化 ○ ○ ○ ○ 42

関東 2 栃木県 茂木町 飯野南 ホタルとコスモスで地域おこし その他 ○ ○ ○ ○ ○ 44

関東 3 群馬県 みなかみ町 田中 機械の共同利用による農作業の効率化 機械共同化 ○ ○ ○ 46

関東 4 埼玉県 鳩山町 竹本 企業と連携した中山間地域の活性化 その他 ○ ○ ○ ○ 48

関東 5 神奈川県 山北町 安洞 サポート体制の確実な実施による活動の安定化 その他 ○ ○ ○ 50

関東 6 山梨県 大月市 遅能戸地区中山間耕作者組合
意欲的に農業に取組み地域活性化へ繋ぐ農業を
実践

その他 ○ ○ ○ 52

関東 7 山梨県 北杜市 原
協定参加者全員で取り組む、農地と法面の徹底管
理

その他 ○ ○ 54

関東 8 長野県 飯田市 千代 棚田を地域資源に交流と担い手育成に取り組む その他 ○ ○ ○ ○ ○ 56

関東 9 長野県 宮田村 南割地区 集落ぐるみで取り組む農地保全 その他 ○ ○ ○ ○ 58

関東 10 静岡県 掛川市 東山
景観や生態系の維持を通じて東山茶のＰＲを目指
す

高付加価値 ○ ○ ○ ○ 60

北陸 1 新潟県 十日町市 川西仙田地区 法人が中心となって地域活性化に尽力 体制構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 64

北陸 2 新潟県 十日町市 浦田地区 旧村を単位とした生鮮食料品店の復活 体制構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 66

北陸 3 新潟県 上越市 安塚区安塚地域
集落及びＮＰＯ法人の連携による広域集落協定の
締結

体制構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 68

北陸 4 新潟県 上越市 大島区旭農業振興会 広域連携体制を活かした庭先集荷サービス事業 体制構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 70

北陸 5 新潟県 妙高市 原通 共同取組活動の一括化と体験交流活動受入れ 体制構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 72

北陸 6 富山県 魚津市 魚津市中山間地域連絡協議会 連絡協議会による活動支援体制の構築 集落連携 ○ ○ 74

北陸 7 富山県 南砺市 平 農業公社を核とした集落広域連携の取組 体制構築 ○ ○ ○ 76

北陸 8 石川県 七尾市 美土里なかじま地域推進協議会 広域集落連携により世界農業遺産のまちを活性化 集落連携 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 78

東海 1 岐阜県 下呂市 中村 自己施工による持続可能な地域（農業）づくり 生産条件強化 ○ ○ ○ ○ 82

東海 2 岐阜県 高山市 寺河戸 女性の積極的な参加による共同取組活動 その他 ○ 84

東海 3 愛知県 豊田市 石楠 集落合併による農業生産活動の維持 集落連携 ○ 86

東海 4 三重県 尾鷲市 天満 集落ぐるみで甘夏産地を守る 体制構築 ○ 88

東海 5 三重県 紀宝町 平尾井－２ 鳥獣害対策による農地の保全 その他 ○ ○ 90
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近畿 1 兵庫県 佐用町 東徳久
ひまわりの里で規模拡大を目指す若き後継者を育
成

新規就農者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 94

近畿 2 京都府 宮津市 今福 蛇綱の里に舞い落ちる地域資源を活かした村づくり 地場産 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 96

近畿 3 京都府 舞鶴市 西方寺
雲の上の集落で新たな担い手を確保し活性化を図
る

多様な担い手 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 98

近畿 4 滋賀県 大津市 伊香立向在地町集落協定推進会
協定参加者以外も含め集落ぐるみで共同活動を実
施

集落営農 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 100

近畿 5 滋賀県 長浜市 相撲庭町山田地区
歴史街道が残る集落の景観・自然生態系に配慮し
た取組

その他 ○ ○ ○ ○ ○ 102

近畿 6 兵庫県 南あわじ市 馬回
温暖気候を活かした三毛作で農家の体質強化を目
指す

農地集積 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 104

近畿 7 和歌山県 橋本市 杉尾
持続的・効率的な農業生産活動に向けて参加者自
ら整備

生産条件強化 ○ ○ ○ ○ 106

近畿 8 和歌山県 紀の川市 麻生津
高付加価値型農業を通じて新規就農者の確保を目
指す

高付加価値 ○ ○ ○ ○ ○ 108

中四国 1 鳥取県 若桜町 糸白見 農事組合法人の設立による利用集積推進 集落営農 ○ ○ ○ ○ 112

中四国 2 島根県 隠岐の島町 都万下田 ３集落連携による共同活動の実施(離島平坦地) 集落連携 ○ ○ ○ 114

中四国 3 岡山県 久米南町 下籾
震災避難者等移住者の受入による地域活力の向
上

新規就農者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 116

中四国 4 岡山県 岡山市 石妻
パイプラインの自己施工による農業生産条件の強
化

生産条件強化 ○ ○ ○ 118

中四国 5 岡山県 高梁市 平川北部
集落営農組織と集落協定の連携による地域農業の
活性化

集落営農 ○ ○ ○ ○ ○ 120

中四国 6 広島県 三次市 本谷
協定間連携による農事組合法人設立とその横断的
活動

集落連携 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 122

中四国 7 広島県 広島市 三谷 持続的な営農を目指す共同活動の推進 新規就農者 ○ ○ ○ ○ ○ 124

中四国 8 広島県 神石高原町 光信 集落法人が中心となって地域づくりを推進 機械共同化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 126

中四国 9 山口県 山口市 坂本 「のんたはぜかけ米」の栽培と田んぼの学校開校 多様な担い手 ○ ○ ○ ○ 128

中四国 10 山口県 岩国市 二鹿 都市部との繋がりを重視した取組の実施 多様な担い手 ○ ○ ○ ○ ○ 130
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中四国 11 山口県 周南市 八代 「鶴と人との共生の里づくり」を目指して 体制構築 ○ ○ ○ 132

中四国 12 徳島県 那賀町 向原 食文化の伝承と買い物弱者支援による地域貢献 地場産 ○ ○ ○ ○ 134

中四国 13 徳島県 つるぎ町 皆瀬・宅熊・竹屋敷 集落連携による山ツツジ管理とUターン者確保 集落連携 ○ ○ ○ 136

中四国 14 徳島県 美波町 木戸 「乙姫米」の栽培推進による担い手の育成 高付加価値 ○ ○ ○ 138

中四国 15 香川県 東かがわ市 端上 認定農業者の育成による効率的な農業の実現 新規就農者 ○ ○ ○ 140

中四国 16 香川県 多度津町 東白方
小規模・高齢化集落との連携による農地の維持管
理

集落連携 ○ ○ 142

中四国 17 愛媛県 今治市 鍋地 多面的機能の増進による里山機能の復活 その他 ○ ○ ○ 144

中四国 18 愛媛県 西予市 川津南上 環境維持活動による「楽しむ農業」の実践 体制構築 ○ ○ ○ ○ 146

中四国 19 愛媛県 東温市 奥松瀬川 集落営農組織を核とした人・農地プランの策定 集落営農 ○ ○ ○ ○ 148

中四国 20 高知県 四万十町 ビレッジ影野 協定組織から集落営農組織の法人化への発展 集落営農 ○ ○ ○ ○ ○ 150

中四国 21 高知県 いの町 上東 協定合併による農地の維持管理体制の構築 機械共同化 ○ ○ ○ 152

九州 1 福岡県 久留米市 大井 集落間連携によるレベルアップを目指して その他 ○ ○ 156

九州 2 福岡県 糸島市 吉井上 持続的な農業生産活動等の体制整備 機械共同化 ○ ○ ○ ○ 158

九州 3 佐賀県 太良町 波瀬ノ浦
狩猟免許取得費用の補助と罠の購入で鳥獣被害
防止

その他 ○ ○ 160

九州 4 長崎県 長与町 木場 集落による特産品を活かした加工品開発を目指す 地場産 ○ ○ 162

九州
5 熊本県 山鹿市 番所 棚田保全活動を通した集落活性化 その他 ○ ○ ○ 164

九州 6 熊本県 上天草市 老岳 集落ぐるみで人・モノの農業生産体制づくり 体制構築 ○ ○ 166

九州 7 大分県 別府市 内成
日本の棚田百選「内成棚田」の保全と活性化の取
組

その他 ○ ○ ○ 168

九州 8 大分県 中津市 樋山路中組 農事組合法人を中心とした永続性のある集落づくり 集落営農 ○ ○ ○ 170

九州 9 宮崎県 美郷町 上野原 新たな地域資源を活用した集落活性化 地場産 ○ 172

九州 10 鹿児島県 南九州市 牧之内1工区受益者組合 小学校と連携した地域活性化の取組 その他 ○ ○ ○ 174

九州 11 鹿児島県 さつま町 一ツ木 特定農業法人で、６次産業化を目指す取組 集落営農 ○ ○ ○ ○ ○ 176

沖縄 1 沖縄県 粟国村 粟国集落協議会 集落での農業生産活動の体制整備 体制構築 ○ ○ 180
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平成 24 年度 

＜機械・農作業の共同化に取り組む事例＞ 

○農作業機械庫の建設による農業機械の点検整備の向上 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 北海道枝幸郡
えさしぐん

枝幸町
えさしちょう

 枝幸
え さ し

地区
ち く

協定面積
5,303.2ha

田 畑 草地（100％） 採草放牧地

 牧草

交付金額
7,955万円

個人配分                                                         64％

共同取組活動
       （36％）

集落の管理体制に係る経費                1％
農業生産活動等                     1％ 
農業生産活動等の体制整備               14％ 
積立金及び繰越金                   11％
その他（事務委託費及び会議費ほか）           9％

協定参加者 農業者76人、農業生産法人６件、非農業者１件 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 

高齢化による慢性的な労働力不足や規模拡大に伴う労働力不足に対応するため、第

２期対策から、農作業受託組織の設立に取り組んできました。第３期対策が始まり、

念願の農作業受託組織が設立・法人化され、中山間地域等直接支払交付金により購入

したトラクターや自走式ハーベスター等の農作業機械を使用し作業を行ってきまし

たが、新たに点検・修理・保管する施設が必要となりました。 

３．取組の内容 

第３期対策初年度から農作業機械庫建設のために積立を行い、平成 24 年度に点検

作業場および機械庫として使用できる施設を建設し、主に大型のトラクターや自走式

ハーベスターを保管し、点検や修理が行えることになりました。 

これにより、交付金を活用して導入した農作業機械を風雪害等から守ることができ

ています。 

【枝幸地区の風景（公共牧場）】 【農作業機械庫】

-2-



［集落の将来像]
○ 北海道北部に位置し、傾斜地が多く寒さが厳しい条件不利地域であるが、農業生産活動を通じ、国
土の保全、良好な景観形成等、多面的機能を発揮している。担い手の高齢化、後継者不足による耕作
放棄地の発生が懸念されているが、中山間地域等直接支払制度等の支援により、農業生産活動の不利
を解消し、地域の経済活動、生活環境改善に寄与し、多面的機能の維持増進を図る。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 協定農用地の拡大 
（現況：4,896.0  目標：5,303.3 ） 

○ 機械・農作業の共同化等営農組織の育成 

（現況：任意組織 1、利用面積 270ha 目標：法人組織 1、利用面積 420ha） 

○ 農業生産活動の維持継続のための担い手育成 

（認定農業者の育成：目標 3名増加、新規就農者の確保：目標 1名増加） 

４．今後の課題等

当地区は、粗飼料の収穫をロールベールにしている農家が多く、作業に時間を要し

ています。 

そのため、複数の農家からの作業委託があった場合、機械が不足しているため要望

に応えられません。今後は、多くの要望に応えられるようさらに農作業機械を導入し、

労働力不足の解消に努めていきたいと考えています。 

［第２期対策の主な成果］
 第２期対策では、「担い手の育成」「農作業受委託組織の確立」「育成牛の預託システムの確立」につ
いて主に取り組んだ結果、担い手研修センターの設立、町営牧場の通年預託に向けた整備が始まりました
（平成25年度供用開始）。また、第３期対策に課題を引き継いだ結果、農作業受委託組織の設立、法人化
することが出来ました。 

農地の耕作・管理

（草地 5,303ha）
個別対応

堆きゅう肥の施肥

個別対応

農道の管理

・随時（草刈り・点検）

共同取組活動

廃屋処理等の農村景観整備

共同取組活動

作業受委託組織の確立・法人

化（目標：法人組織１）

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

作業受委託組織の実施面積

（目標：420ha）
共同取組活動
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平成 24 年度 

＜機械・農作業の共同化に取り組む事例＞ 

○ 農作業の共同化等による農業生産活動の体制整備 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 北海道紋別郡
もんべつぐん

雄武町
おうむちょう

 青葉
あ お ば

協 定 面 積
732.9ha

田 畑 草地（100％） 採草放牧地

牧草

交 付 金 額
1,099万円

個人配分                             50％

共同取組活動
（50％）

集落の各担当者の活動に対する経費         5％
農業生産活動等に対する経費           43％
その他                      2％

協定参加者 農業者８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 

  本町は、北海道東北部に位置するオホーツク海沿岸のまちで、地域の気候は降雪と

寒気が厳しく、年間の積算気温は 2,300℃未満で冷涼な地域である。また、農地の土

性は帯状を呈した強い酸性の重粘土土壌が広く分布しており、生産性は極めて低い。 

  これにより、本町農業は広大な土地資源を活用した酪農業として発展してきたが、

農業者の高齢化や後継者不足により離農者が続出し、それに伴い、農地の遊休化や耕

作放棄地が拡大している状況にある。 

  当集落においても、農家戸数は減少の一途を辿っており、後継者不足と耕作放棄地

の拡大は大きな問題であり、また、経営規模拡大を図った農業者は、耕作面積の増加

や飼養頭数の増加から農作業量が増加し、労働力不足が課題となっている。 

 このことから、中山間地域等直接支払交付金を活用して、持続的な農業生産活動等

を通じた多面的機能の確保と農業生産活動の体制整備を推進することとなった。 

３．取組の内容 

機械・農作業の共同化による牧草生産力の向上と労力負担の軽減を図り、労働力不

足による過重労働を軽減するためにコントラクターや酪農ヘルパーの利用促進を図

っている。 

また、農作業者の高齢化等による耕作放棄地の発生を防止するため、農地法面や農

道等の適正管理のほか、農業後継者の育成及び新規就農者を確保するための体制づく

りを推進している。 

 その他、多面的機能増進活動として集落内景観整備を目的とした植樹や農場周辺の

清掃作業を行い、生活環境の向上を図っている。 

【共同による雑草防除】 【共同による景観作物の植樹】
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［集落の将来像]
○ 集落ぐるみの農業生産活動等体制整備

［将来像を実現するための活動目標] 
○ 雑草防除共同作業の実施（現状 21：30ha→目標 26：35ha） 
○ 認定農業者の確保（現状：６名→目標：７名（新規１名）） 

○ 新規就農者の確保（目標：１名） 

４．今後の課題等

  当集落では、第１期対策から本制度に取り組み、堆肥の共同散布、雑草防除等を共

同で行うことにより、労力の軽減と迅速化が図られたほか、農業者同士による連帯感

が熟成され、集落全体での生産活動の整備が図られた。また、牛歩道等の舗装化によ

り作業の効率化と衛生管理が向上したほか、植樹等による景観美化活動により住環境

の改善が図られた。 

  今後も、機械・農作業の共同化の更なる推進と農業後継者、新規就農者の育成・確

保を図る必要があり、本制度による継続的な活動が必要である。 

［第２期対策の主な成果］

○堆肥の共同散布（当初：80ha→目標：400ha（５年間）） 実績：400ha（５年間） 
○雑草防除（当初：４ha→目標：30ha） 実績：30ha

農地の耕作・管理

（草地 733ha）
個別対応

農道の管理

（道路 7.0 ㎞、年１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

敷地内アスファルト・コンク

リート舗装（８農家）

共同取組活動

敷地周辺砂利敷設

（８農家）

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物として桜を地域福

祉館に植樹した。）

共同取組活動

機械・農作業の共同化

雑草防除の共同作業を年

35ha 実施

共同取組活動

認定農業者の育成

認定農業者数 目標７名

（新規１名）

共同取組活動

新規就農者の確保

新規就農者数 目標１名

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
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平成 24 年度 

＜機械・農作業の共同化に取り組む事例＞ 

○共同取組活動で草地の生産性向上を図る 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 北海道広尾郡
ひろおぐん

大樹町
たいきちょう

 生花
せ い か

協定面積
767.4ha

田 畑 草地(100%) 採草放牧地

 牧草  

交付金額
1,151万円

個人配分                                                         30％

共同取組活動
        （70％）

集落管理体制経費、役員報酬、事務委託費         4％
農地保全管理                     46％ 
環境整備、廃プラ回収                 11％ 
防除用機械                       9％

協定参加者 農業者 ８人、農業生産組織 １組織、農業生産法人 １法人 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（作成中） 

２．取組に至る経緯 

当地区は明治 19 年の依田勉三の入植後に開墾が本格化し、その後は 30 戸を超える

戸数となったが、高齢化等により減少し、現在では個人農家８戸と２組織が営農をし

ている。 

農地は海岸沿いの低湿地が多く、必ずしも土地条件には恵まれた地域ではないが、

中山間地域等直接支払制度への取組において農地の維持管理を図り、健全経営を目指

している。 

３．取組の内容 

作付けは全地が牧草となっているが、近年、土壌ｐＨの低下が見られるため、機械

を共同利用して土壌改良材を投入し、ｐＨの矯正と適正な肥料の施用を図っている。 

また、草地の雑草対策として共同利用のスプレイヤーを用いて防除を行い、生産性

の向上に努めている。 

また、年数回に分けて、河川、水路、農道の雑木や草刈り等を実施し、環境整備を

行っている。 

このほか、農業用廃プラスチック処理については、春と秋の２回、回収を行い、適

正な処分をしている。 

【ライムケーキの散布】 【排水路周辺の雑木の除伐】
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［集落の将来像]
○ 耕作放棄地の発生を防止し多面的機能の確保を図り、適正な農業生産活動等が維持され経済活動や
生活環境の改善を実施し、生産性、収益性の向上と担い手の育成、地域の活性化を促進する。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 道路・排水路・河川周辺の小径木の排除の継続と農道の草刈りの実施。 
○ 環境に配慮した農業用廃プラスチックの一元回収処理の推進。 
○ 草地の土壌分析を行い、土壌改良材の投入でｐＨ矯正を図り、適正な施肥を行うことによる草地の
維持管理と反収の向上を図る。 

○ 共同機械の導入で草地の雑草防除を行うことにより、草地の生産性と収益性の向上を図る。 
○ 認定農業者の育成・確保を図る。

４．今後の課題等

  今後は経営主の高齢化が進む中で、共同取組活動の重要性を後継者に伝えて活動を

継承していくことが重要である。 

  また、今後も規模拡大が進む中で粗飼料の増産とコスト削減を図るため、収量の向

上と品質向上が必要となっている。 

［第２期対策の主な成果］
○ 農業機械の共同化により、草地の雑草防除を行うことで生産性の向上が図られ、併せて、経費の低減
が図られた。 

○ 土壌改良材を投入し草地のｐＨ矯正を図ることにより、草地の維持管理を行い、反収の向上が図られ
た。 

○ 農道・排水路・河川の除伐、草刈（年２回） 
○ 農業用廃棄物適正処理（年２回 51.15ｔ）

農地の耕作・管理(草地 773ha）
個別対応

道路・排水路・河川周辺の環

境整備

年２回

共同取組活動

農業機械の共同化

（ｽﾌﾟﾚｲﾔｰの共同利用０ha
（０％）を実施、目標 250ha) 

共同取組活動排水路の管理

・河川、水路の除伐・草刈

年３回

共同取組活動

農業用廃プラスチックの処理

  年２回

共同取組活動

担い手の育成

（認定農業者の確保）

・現況（21 年度）７戸

・目標（22 年度）８戸

共同取組活動

・農道の除伐、草刈

年２回

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

（土壌改良材・肥料投入 72ha 
実施、目標 1,750ha) 

共同取組活動
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平成 24 年度 

＜地場産農産物の加工・販売に取り組む事例＞ 

○摩
ま

周
しゅう

草原 牛のおっぱいミルク 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 北海道川上郡弟子屈
かわかみぐんてしかが

町
ちょう

 弟子屈
て し か が

協定面積 
7,718.3ha 

田 畑 草地（100％） 採草放牧地 

   草地   

交付金額 
11,578万円 

個人配分                                                          44％

共同取組活動 
        （56％） 

協定農用地の整備・草地管理の適正化 

乳質改善の推進 

地場産牛乳の加工・販売 

担い手の高齢化・後継者不足対策 

作業の受委託による労務の軽減 

乳牛の伝染病、防疫対策 

農村景観対策 

有害鳥獣による農作物被害の防止 

学校教育等や他集落との連携 

事業積立金 

23％

7％

1％

1％

13％

1％

3％

1％

1％

5％

協定参加者 農業者 131人、農業生産法人 10法人、特定農業法人 １組織 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 

地場産牛乳として、平成 20 年から㈲渡辺体験牧場が「摩周草原 牛のおっぱいミル

ク」の販売を開始した。牛乳を飲んだ地元の方や観光客からは非常においしいと好評

を得ているが、販売を開始したばかりということもあり、知名度が低い。 

弟子屈町内で唯一、地場産で生産、加工、販売されている「摩周草原 牛のおっぱ

いミルク」が、今後、地元に根付いた牛乳として定着し、地域の特産品となるよう取

り組みを進めている。 

３．取組の内容 

多くの町民に一度でも飲んでもらえるよう、集落を通して牛乳を還元している。ま

た、ポスター、パンフレット、のぼり等を作成し、集落全体で商品ＰＲや販売促進を

行っている。このほか、地場産牛乳を利用した新たな商品の開発にも取り組んでおり、

商品の幅が広がることで、更なるＰＲ効果及び販売促進が図られている。

【集落全体会議】 【町民還元牛乳の配布】
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［集落の将来像] 

○ 弟子屈町は、阿寒国立公園の約 70％を占める観光地域としての立地条件下にあり、農業と観光が共存

している。耕作面積の多くは酪農地帯で、一部温暖な地域が畑作地帯になっており、耕畜連携が図ら

れている。しかし、近年は担い手の高齢化、経営規模拡大等による担い手の不足により、耕作放棄地

の発生や多面的機能の低下が懸念されている。本事業により、担い手の育成等による農業生産の維持、

農地の保全、耕作放棄地の発生防止を継続し、生産性・収益性を向上させ、集落の活性化を図る。

［将来像を実現するための活動目標]  

① 機械・農作業の共同化等営農組織の育成   ② 高付加価値型農業の実践 

③ 地場産農産物等の加工・販売        ④ 認定農業者の育成 

⑤ 担い手への農作業の委託          ⑥-ア 乳牛の伝染病・防疫対策 

⑥-イ 農村景観対策 ⑥-ウ 有害鳥獣による作物被害の防止 ⑥-エ 学校教育等や他集落との連携 

集落外との連携 
○ 修学旅行におけるファームステイの受入を、他集落と連携して行う。 

４．今後の課題等

地元の牛乳として町内外にＰＲするなど、集落全体の意識が向上した。また、後継

者及び担い手対策について、集落全体が問題意識を共有し、対策を検討するようにな

った。今後も、地域の課題を集落全体で解決できるよう取組を続ける。 

［第２期対策の主な成果］

○ 牧場見学会、修学旅行受入（年１回） 
○ 協定農用地の整備（草地更新 1,164ha） 
○ 乳質改善（ﾐﾙｶｰ、ﾊﾞﾙｸ、ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ点検、洗浄 搾乳農家全戸） 

○農地の耕作・管理

耕作放棄地の防止、賃貸借

共同取組活動

○農道の管理

年２回草刈り

共同取組活動

○鳥獣害対策

鹿の捕獲に対し奨励金

共同取組活動

○景観作物の作付け

ひまわり約 2.5ha 作付

共同取組活動

○体験民宿の実施

他集落と連携した修学旅行

受入

共同取組活動

○廃プラスチック共同処理

年平均 120ｔ処理

共同取組活動

○機械農作業の共同化

ｺﾝﾄﾗｸﾀｰによる草地更新

共同取組活動

○高付加価値型農業の実践

乳質改善、伝染病防疫対策

共同取組活動

○地場産農産物等の加工･販売

町民還元牛乳の配布

共同取組活動

○認定農業者の育成

２名以上の認定農業者育成

共同取組活動

○担い手への農作業の委託

公共牧場の施設整備、預託対象

牛の予防接種、支援体制の確立

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
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平成 24 年度 

＜新規就農者の確保又は認定農業者の育成に取り組む事例＞ 

○新規就農者・担い手の育成確保 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 北海道士別市
し べ つ し

 士別市
し べ つ し

あさひ 

協定面積
732.7ha

田（87.5％） 畑（0.2％） 草地（12.3％） 採草放牧地

水稲・大豆・そば 大豆・秋小麦・緑肥 牧草   

交付金額
6,280万円

個人配分                                                        32％

共同取組活動
       （68％） 

農業生産活動等                    6％ 
農用地等保全体制整備                 4％ 
農業生産活動等の継続に向けた活動          58％ 

協定参加者 農業者 112人、農業生産法人 ２法人 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 

農業者の高齢化や後継者不足を背景とするなかで、これまで本事業の基本理念のも

と、集落内農業者個々の農業生産条件の不利補正を図りながら、農業生産活動の継続

に向けた各種対策を実施するとともに、本集落が有する多面的機能の維持活動を集落

内農業者が一体となって実施してきた。 

しかし、60 歳以上の農業者が全体の約６割を占めるまでに至り、一方で、担い手

による農地の集積も飽和状態であることから、農業従事者の確保を目的として、第３

期対策の主眼を「新規就農者の確保」に置き、新規就農対策事業に取組むこととなっ

た。 

３．取組の内容 

１年目は新規就農者確保の取組内容について、集落内で数多くの議論が行われた。 

事業内容は「新規就農者受入体制の整備と運用」「助成金の交付による就農支援の

強化」を主な柱とし、市担い手支援協議会をはじめとする関係機関との連携による新

規就農支援チームの創設、受入農家の募集・調整、受入住居の整備、受入農家指導日

当・免許取得・農作業委託経費の助成、花嫁対策事業の実施などである。 

２年目に２名の就農希望者の受入を開始し、関係機関と連携を密に図りながら、集

落ぐるみで研修者の就農に向けた支援を実施している。 

【地域行事に参加する就農研修者】【就農研修者と関係者の意見交換会】

-10-



［集落の将来像]

○ 集落ぐるみの農業生産活動等の体制整備を図ることにより、農業生産基盤や農村集落機能を安定的

に維持・継承できる集落。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 「機械・農作業の共同化等の推進」「担い手の育成と確保」「共同で支え合う集団的かつ持続可能な
体制整備」を活動計画の柱とし、生産性の向上及び安定生産、新規就農者確保、農業法人等の育成を図
るとともに、農業法人等による農作業受託の推進により耕作放棄地の発生を防止する。また、農村景観
の整備、魚類の保護活動等により、多面的機能の維持・増進を図る。 

４．今後の課題等

  農業者の更なる減少と高齢化による耕作放棄地の発生が懸念されるため、これまで

の取組みにより体制整備してきた機能を生かし、農用地・農村集落機能の維持を図る

ことが求められる。 

一方、新規就農者に対する交付金制度の創設等により、就農希望者へのリスク軽減

が図られているが、独立・自営就農に比べ、農業法人等への雇用就農の志向が高い情

勢でもあることから、これらのニーズに対応できる地域の体制づくりについて検討を

進めていかなければならない。 

［第２期対策の主な成果］
・新規作物の導入（にんにく作付 H21目標 100ａ、H21実績 235ａ） 
・認定農業者の育成（H21目標 75人、H21実績 82人） 
・エゾシカ侵入防止電気牧柵設置（H21目標 157km、H21実績 174.1km）  
・共同堆肥舎建設促進及び施設周辺整備 
・共同利用機械の導入 

農地の耕作・管理

（田 641.0ha、畑 1.7ha、
草地 90.0ha）

個別対応

花壇の維持管理（10 地区）

共同取組活動

機械・農作業の共同化

（堆肥散布 目標 50 ha）
（稲ワラ収集 目標 30ha) 

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 清掃、草刈り(随時) 
・道路 草刈り（随時）

共同取組活動

ヤマメ放流（３箇所・200kg）
共同取組活動

担い手の確保と育成

・新規就農対策事業

(新規就農者の確保 目標 1名) 
(認定農業者の育成 目標 1名) 

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

共同で支え合う集団的かつ持

続可能な体制整備

（集落ぐるみの共同取組活動

により農業生産活動等の維持

を図る）

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
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平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○事務局機能の体制整備による共同活動の実施 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 北海道 上川郡
かみかわぐん

東川町
ひがしかわちょう

 東川町
ひがしかわちょう

全町
ぜんちょう

協定面積
443.2ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲・野菜・大豆等       

交付金額
3,704万円

個人配分                                                        40％

共同取組活動
   （60％）

集落の各担当者の活動に対する経費                     8％ 

農業生産活動等に対する経費                          44％ 

農業生産活動等の体制整備に対する経費                 8％ 

協定参加者 農業者 379人、農業生産法人 １法人、学校教育等 １団体 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 

当集落では、集落協定における各種取組活動実施に係る協定参加者の事務的負担の

軽減及び集落マスタープランの目標達成に向けた計画的な事業の実施を図るため、平

成 13 年度の事業開始当初から事務補助員を１名雇用し、円滑な事務処理に努め、事

務局体制の強化を図っている。 

３．取組の内容 

集落において事務補助員を１名雇用し、集落協定書の作成を始め、役員会や総会の

開催準備、各ブロックから提出される共同取組活動の計画書や報告書の取りまとめ事

務、交付金に係る経理事務や税務資料の作成等、集落事務を専属的にサポートする事

務局体制を整備している。

事務処理以外にも、学校農園の種まきや収穫時の作業指導や補助、廃プラスチック

処理事業実施時の出役、全町草刈活動等の現地確認等、直接現地へ出向いての事業サ

ポートにも参加している。 

このことにより、過去２回の対策においても事業は計画的に実施され、集落マスタ

ープランに掲げたそれぞれの項目において、目標の達成を果たしている。 

【事務局の様子】 【学校農園での作業指導】
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［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を進める。 

○ 集落ぐるみの農業生産活動等の体制整備を進める。 

○ 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進める。 

○ 美しい田園風景を保全する。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 新規就農者の確保（現状：単年4名 → 目標：5年間で計3名（対象農用地を持つ者1名）） 

○ 認定農業者の育成（現状：  188 名 → 目標：170 名（対象農用地を持つ者 1名）） 

○ 農業後継者育成のための学校教育等との連携 

（現状：春（種まき 1回）秋（収穫 1回）→ 目標：春（種まき 1回）秋（収穫 1回） 

４．今後の課題等

集落協定における取組活動を実施するにあたり、煩雑な事務処理等を専属の事務職

員が補助することで円滑な事務処理が行われ、集落マスタープランの将来像実現に向

けた多様なメニューへの取り組みが計画どおり実施されている。 

今後も変動する農業情勢に対応しながら集落マスタープランの目標を達成するた

め、各種制度の説明会の開催や支援制度の周知等をより積極的に行い、地域の実情に

即した持続的な農業生産活動等が次世代までも継続できるよう、更にきめ細やかな事

務局機能の体制整備が必要である。 

［第２期対策の主な成果］
○ 新規就農者の確保（当初目標：5年間で4名→H21実績:新規就農者を11名確保）  
○ 認定農業者の育成と確保（当初目標：160名→H21実績：認定農業者を188名育成） 
○ 学校教育との連携（当初目標：農業体験学習はそれまでの実施なし→H21実績：体験学習の実施） 

農地の耕作・管理（田 443ha）
農地法面の定期的な点検

個別対応

農用地保全マップの実践

・用排水路補修助成

共同取組活動

水路・農道等の管理

・畦畔草刈作業（899ha）
・町道沿等草刈作業（94km）

（いずれも年 2 回ずつ実施）

共同取組活動

美しい田園風景を守る

・景観作物作付

・廃プラスチック処理事業

（町内一斉 2 日間／年 1 回）

共同取組活動

新規就農者・後継者の確保

（各種支援制度等の周知）

認定農業者の育成

（制度説明会等の開催）

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

病害虫防除助成

鳥獣害防止対策助成

共同取組活動

農地周辺地の清掃、水路泥上

げ等（適時）

水路見回り（多量降雨後等）

共同取組活動

コントラクター組織運営助成

共同取組活動

学校教育との連携

・学校農園の開設、指導等

（種まき、草取り、収穫）

共同取組活動
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平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○女性の参加による地域コミュニティの推進 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 北海道名寄市
な よ ろ し

 風連
ふうれん

地域
ち い き

協定面積
744.9ha

田（96.8％） 畑（1.0％） 草地（2.2％） 採草放牧地

うるち米、もち米 小麦、アスパラ等  牧草

交付金額
6,319万円

個人配分                                                        50％

共同取組活動
        （50％） 

集落の管理体制に対する経費              4％
農業生産活動等に対する経費             25％
農業生産活動等の体制整備に対する経費        21％ 

協定参加者 農業者 405人、農業生産法人 １法人、非農業者 77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、人口の減少や少子高齢化の影響等により、地域コミュニティ機能の低下

が懸念されたことから、平成 12 年度より中山間地域等直接支払制度を活用し、地域

に残る文化や知恵を、世代を越えて伝承する活動に取り組んでいる。 

３．取組の内容 

コミュニティ活動奨励事業として、地域コミュニティの育成を目的に、環境美化活

動・文化活動・異世代交流活動等を実施しており、農業者のほか、女性・青年・子供・

高齢者等が積極的に事業に参加している。 

中でも地域の集落会館の清掃や草刈り等の活動には、女性が積極的に参加してお

り、周辺環境の美化活動に通じた地域コミュニティの維持・推進が図られている。 

 また、地域の小中学校が行う農業体験事業において、集落の農業者や女性が作業指

導を行うなど、農業の担い手育成および農業が有する多面的機能への理解を広める活

動を行っている。 

【地域の集落会館清掃活動】 【農業体験における作業指導】
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［集落の将来像]
○ 高付加価値型農業   安心・安全な農産物の生産 
○ 担い手の育成・確保  農業研修等を開催し、担い手の育成・確保を図る。 
○ 多面的機能増進活動  農業体験学習の実施、地域コミュニティ活動の推進 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 地域コミュニティ活動の推進（目標 地区集落において地域コミュニティ活動を推奨） 

○ 農業生産活動の体制整備（目標 対象地における暗渠排水整備 500m） 

○ 環境保全型農業の推進（農業用廃プラスチックの適正処理） 

○ 多面的機能の増進に向けた農業体験事業の推進（小中学校における農業体験の実施） 

集落外との連携 
○ 隣接する名寄集落と連携し、２集落が資金を出し合って農産物販売促進等をテーマと
した研修に対し助成を行っている。この助成は、農業者が二つの集落を越えて参加す
る場合にも対応するため、連携して事業を実施している。 

４．今後の課題等

  コミュニティ活動や農業体験を継続することで地域の特色を生かすとともに、担い

手育成と農業が有する多面的機能に対する理解を深め、地域コミュニティの持続的発

展が図れるよう、今後も内容を工夫した取り組みが必要である。 

［第２期対策の主な成果］
○ 有害鳥獣防止対策事業（電牧柵の設置による鹿食害の防止） 

のべ取り組み件数 151件 のべ設置延長 168km 
○ 耕作放棄の発生防止（暗渠排水整備による生産性の向上） 

のべ取り組み件数 36件 のべ施工延長 37km 

耕作放棄の発生防止（見回り）

共同取組活動（地区配分）

廃棄物適正処理

○廃プラスチック適正処理

共同取組活動

小規模土地改良事業

（暗渠排水整備 目標 500ｍ
に対し、H23 実績 780ｍ) 

共同取組活動水路・作業道の管理

・水路 年２回

  清掃、草刈り

・道路 年２回草刈り

共同取組活動（地区配分）

農業体験事業

（小中学校５校）

共同取組活動

農作業受委託の推進

（対象農用地でのそばの作業

受委託 H23 で 70ha 実施）

共同取組活動
農地法面の管理

年２回の草刈り

共同取組活動（地区配分）

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
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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】
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［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
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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】
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［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）
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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】
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［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
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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】
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［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
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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】
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［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
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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】
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［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

-29-



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】 
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［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
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＜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】
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［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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平成 24 年度

＜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】
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［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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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＞ 

○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】

-36-



［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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平成 24 年度 

＜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）】
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［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
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平成 24 年度 

＜機械・農作業の共同化に取り組む事例＞ 

○基盤整備と農作業共同化を進め営農の組織化を目指す 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 茨城県常陸太田市
ひたちおおたし

 町屋
まちや

協定面積
12.1ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲    

交付金額
97万円

個人配分                                                        60％

共同取組活動
        （40％）

役員報酬       4％
農地管理費                     35％
その他                        1％

協定参加者 農業者 48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 

町屋集落は、湿田が多く農作業に大変な労力が必要であり、高齢化に伴い耕作放棄

地が増加していた。 

また、農用地の維持管理は、もっぱら個人で行っていたほか、農道や水路等の維持

管理の話合いなども希薄になっていた。 

このような状況のもと、集落において、地域の将来について話合いを行い、平成

13 年度から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 

集落で刈払機６台を所有し共同利用しており、農作業ができなくなった高齢者の農

用地や協定農用地に隣接する耕作放棄地を保全管理している。 

また、耕作放棄地の保全管理として、約 50a の農地において幅２～３mの範囲で草

刈を実施し、葦の拡大防止や防虫対策に効果を上げている。 

現在、集落において基盤整備事業が進められているが、事業完了後には、機械・農

作業の共同化を発展させる形で集落営農組織を立ち上げることとしており、当該組織

が高付加価値型農業を展開するため、常陸大黒や、そば等の試作に取り組んでいると

ころである。 

【景観作物アヤメの作付け】 【刈払機の共同利用】
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［集落の将来像]
○ 定年帰農者等を活かした継続的な営農体制を整備する。

  基盤整備事業の完成後には、集落営農組織として農業の継続に努める。 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 基盤整備事業と併せて集落営農組織の結成、定年者等へ就農の呼びかけ、農業継続が困難な農地が生
じた場合に備えたサポート体制整備を実施する。 

集落外との連携 
○ 非農家６名が農作業サポーターとして、共同活動に参加している。 

４．今後の課題等

中山間地域等直接支払制度に取り組んだことにより、役員会や総会、共同活動等の

機会を通じ、集落の将来について、話し合うことができた。 

また、非農家６名が農作業サポーターとして共同活動の草刈り等に参加することに

より、集落ぐるみの交流が図られたほか、農業の持つ多面的機能への理解が深まった。 

今後は新規就農者の確保、集落営農組織結成などにより、農業の継続に努めていく。 

［第２期対策の主な成果］
○ 担い手の確保 

基盤整備事業を実施するため、９名の担い手を確保した。（H21実績）

農地の耕作・管理（田 11.8ha）
個別対応

景観作物作付け

（景観作物としてアヤメや

コスモスを約 2a 作付けた。）

共同取組活動

機械農作業の共同化

（刈払機の共同利用を 0.5ha
（4％）実施、目標 集落営農

組織の結成) 
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 1.2km、年 2 回草刈り

共同取組活動

新規就農者の確保

（実績 0 名、目標 1 名）

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・個別対応

農業の継続が困難となった農

用地が生じた場合に備えたサ

ポート体制整備

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
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平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○ホタルとコスモスで地域おこし 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 栃木県芳賀郡
は が ぐ ん

茂木町
もてぎまち

飯野
いいの

南
みなみ

協定面積
4.0ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲  

交付金額
32万円

個人配分                                10％

共同取組活動
（90％）

共同活動（農道・水路管理）費等            55％ 
減農薬推進費                     11％ 
景観作物管理費                    11％ 
役員報酬                        3％ 
その他                        10％

協定参加者 農業者 14人、非農業者 ４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 

当集落では、コンニャク農家を中心とした担い手により農用地の保全が

行なわれてきたが、農業従事者の高齢化が進んでおり、休耕地が増加して

いた。こうしたなか、平成12年度から中山間地域等直接支払制度に取り組

み、交付金を活用して休耕地の利活用やホタルの保護に取り組んでいるほ

か、各種イベントを通じた交流活動に力を入れて活動している。 

３．取組の内容 

平成13年度から休耕地にコスモスを栽培し、毎年、育成会の子どもた

ちも参加して「コスモス祭り」を開催している。また、水路に生息して

いるホタルの保護活動も15年前から続いており、毎年６月に開催する「ホ

タル観賞会」には、町内外から大勢のお客様が訪れ、田んぼの上を変幻

自在に飛び回るホタルの幻想的な姿を楽しんでいる。 

平成23年度は、休耕地に隣接する場所にあずまやを整備し、コスモス

祭りやホタル観賞会以外にも、地域住民が散策や農作業時の休憩の場と

して活用している。 

【コスモス畑の草刈作業】 【コスモスを囲んでの交流】
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［集落の将来像]
 集落協定参加者がともに協力し合いながら、地域コミュニティ形成のために農用地の保全管理を行う
ことで、耕作放棄地の発生を防ぐとともに魅力ある地域づくりを実現する。

［将来像を実現するための活動目標] 
・農用地の定期的な点検と保全管理活動の実施 

  ・景観作物（コスモス）の栽培、コスモス祭りとホタル観賞会の開催 

４．今後の課題等

自然生態系の保全と地域コミュニティの形成を目標にしたホタル観賞会やコスモ

ス祭りの実施により、集落協定参加者や地域住民の農地保全への意識が高まってきて

おり、今後とも保全活動を継続して取り組んでゆくことが望まれる。 

また、担い手不足による耕作放棄地の増加や農業の質の低下が懸念されることから、

農地や景観の保全活動、鳥獣害防止対策を通じて地域のつながりを強化し、住民全体

で農地を守るという意識の醸成とその体制の整備を目指す。 

［第２期対策の主な成果］
 ・役員で定期的な点検を行い、耕作放棄地の発生防止に努めた。 
 ・定期的な水路の管理により、ホタルが生息できる環境を維持保全し、毎年ホタル観賞会を開催した。
・休耕田にコスモスを栽培して景観形成に努めた（７a）。 

 ・耕作放棄されそうな農用地を、集落内の担い手農家が委託を受けて管理した（0.5ha） 

農地の耕作・管理（田 4.0ha）
個別対応

景観作物作付け

（景観作物としてコスモ

スを約７a 作付けた）

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

水路・農道の管理

水路 1.7 ㎞、農道 1.8 ㎞の

年３回以上の清掃、草刈

共同取組活動

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

（共同防除を3.9ha実施）

共同取組活動

高付加価値型農業の実践

（美土里たい肥料を利用

した減農薬栽培 ２ha）
共同取組活動

担い手への農作業委託

（集落の若手農業者に作

業委託 0.5ha）
共同取組活動

電気柵の定期的な点検・管理

（年２回及び随時）

共同取組活動
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○機械の共同利用による農作業の効率化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 群馬県 利根郡 みなかみ町 田中
と ね ぐん み な か み ま ち たなか

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
12.5ha 水稲、野菜、枝豆

交 付 金 額 個人配分 50％
223万円 共同取組活動 ・農道、水路の維持管理 30％

50％ ・会議費、活動経費 20％（ ）

協定参加者 農業者 44人、水利組合 １組合
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

当地区では、農業従事者の高齢化や担い手不足による農地の遊休化が懸念されたこと

から、農業生産条件の改善及び地域の活性化を図るべく、平成12年度より集落協定を

締結し、取組を開始した。

第２期対策からは、機械・農作業の共同化を図り、農作業の効率化とともに高齢化に

よる労働力不足の解消に取り組んでいる。

３．取組の内容

農道については、年３回の除草点検、水路については、年２回の除草と泥あげ、ため

池の施設整備と土砂処理を行っている。

また、機械・農作業の共同化を実施したことにより、高齢農業者の労働力軽減を図る

ことができたほか、耕作放棄地も未然に防止され、集落内における協力体制を構築す

ることができた。

【農道のコンクリート舗装（自己施工 】 【共同機械による畦塗り作業】）
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［集落の将来像]
協定内耕地の耕作放棄地の発生を防止し、地域の活性化と生産性の向上を図る。

［将来像を実現するための活動目標]
農道・水路の管理、整備、点検及び畦の除草を行い機械の共同作業により、集落全体で耕作放棄地

の防止に努める。

［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 周辺林地の下草刈り 機械・農作業の共同化
（田12.6ha） （0.1ha、年１回） （畦塗り機等の共同利用を４ha

実施、目標４ha）
個別対応 共同取組作業

共同取組活動

水路・農道の管理
（水路3.0㎞、年２回 農道舗装、水路の補修

（ 、 ）清掃・草刈り） 農道舗装75m実施 目標130m
（農道0.5㎞、年３回

草刈り） 共同取組活動

共同取組活動
農業の継続が困難な農用地が発
生した場合の支援体制の構築

農地法面の定期的な点検
（随時） 共同取組活動

共同取組活動

鳥獣害防護柵の設置
（４月～７月）

共同取組活動

４．今後の課題等

中山間地域等直接支払制度に取り組んだことにより、集落全体で農地の保全管理に対

する意識が高まったほか、集落内の協力体制が強化され、集落営農活動が活性化した。

今後は、担い手の育成を行い、将来の集落営農で中心的な役割を果たせるよう、集落

内で連携しながら積極的に本制度に取り組んでいきたい。

［第２期対策の主な成果］
、 。○機械・農作業の共同化により 高齢農業者の労働力軽減を図ることができ農業継続の意欲が高まった

（当初０ha、H21実績４ha）
○共同作業による、ため池のゲート修繕及び水路・道路修繕。
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平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○企業と連携した中山間地域の活性化 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 埼玉県鳩山
はとやま

町竹本
たけもと

協定面積
2.0ha

田（96％） 畑（4%） 草地 採草放牧地

水稲・ジャガイモ・白菜・大根等 ジャガイモ・白菜・大根等

交付金額
15万円

個人配分                                                         0％

共同取組活動
        （100％）

 道・水路管理費                   72％
 多面的機能増進活動費                28％

協定参加者 農業者16人 開始：平成19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、鳩山町の北西部、ときがわ町との境の山間に位置し、都心からの距離の

割には都市化が進んでおらず、山村の風景が残っている地域である。

集落内の農地は、以前は田に渡り板を敷いて田植えを行ったり、農耕馬が泥にはま

り処分せざるを得なかったという話が伝わるほどの強湿田で、特に米の減反政策の開

始以降は農地の荒廃が進んでいたが、平成４、５年頃に、農地改良と暗渠排水の敷設

を行って、農地の一部は農業機械の使用が可能となった。しかしながら、基盤整備を

行っていないため、農業機械の利用に限界があるなど営農条件が悪いことから、徐々

に耕作放棄地が拡がっていった。 

このような状況のもと、平成 19 年に町役場から制度説明を受けて、非農家を含む

集落の全戸が集まり検討した結果、集落における農地等の農業基盤を集落全体で維持

していこうということになり、中山間地域等直接支払制度に取り組むことになった。 

３．取組の内容 

第３期対策からは、農地の維持・管理に留まらず耕作まで行うよう、町や県から指

導があったことから、協定参加者のうちの一人が以前勤務していたアトミクス(株)と

連携して、野菜栽培を開始し、集落住民と都市住民との交流を通じた農地等の活用と

地域の活性化に取り組んでいる。 

この取組では、アトミクス(株)の社員やＯＢなどの約 20 家族、30～40 人ほどがタ

ケノコ掘り、ジャガイモ、タマネギ、カボチャ等の季節野菜の作付や収穫を体験し、

集落住民が自己施工で造営したあずま屋で収穫祭を行っている。 

【農作業体験】 【収穫祭の様子】
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［集落の将来像]
○ 営農組織（任意組合、法人、ＮＰＯなど）を組織し、地域の農地を維持する仕組みを作るとともに、 
協定外の農地も維持していきたい。 

  小規模な基盤整備や機械購入を図る等、営農条件を良くしたい。

［将来像を実現するための活動目標]  
○多様な担い手の確保、担い手への農作業委託 

○集落外との連携 
アトミクス(株)の社員や家族の営農体験の場として活用。 
協定外の荒廃しそうな農地の管理を協定役員が引き受ける。 

４．今後の課題等

  簡易な基盤整備を行い、営農条件を改善する。 

  また、協定周辺の農地（傾斜がない、農振白地等）の荒廃が進んでいることから、

周辺農地も含めた維持管理が必要となっている。 

［第２期対策の主な成果］
地域の水路、道路、畦畔の管理をするという意識が芽生え、農村環境が守られた。 

 集落内のつながりが希薄になっていたが、本交付金への取組を契機に田畑での農作業中の日常会話
も頻繁となり、集落内の絆も強まって、地域コミュニティの再構築に大きな成果があった。 
集落に集落外から小さな子供を含むたくさんの人が入ってきたことにより、地域に活気が呼び戻さ

れ、地域の活性化に大きな成果があった。

農地の耕作・管理（田 1.9ha、
畑 0.1ha）

個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.2ha、年 2 回）

共同取組対応

認定農業者の育成

（目標 1 人：現在 0 人）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 350m、年 2 回

・道路 500m、年 2 回草刈り

共同取組活動

市民農園 4,000 ㎡

企業の受入 6,000 ㎡

共同取組活動

多様な担い手の確保

企業 6,000 ㎡

保全マップで位置づけ

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

-49-



平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○サポート体制の確実な実施による活動の安定化 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 神奈川県足柄上郡
あしがらかみぐん

山北町
やまきたまち

 安洞
やすぼら

協定面積 
9.5ha 

田（1％） 畑（99%） 草地 採草放牧地

水稲  みかん  

交付金額
110万円

個人配分                                                         ％

共同取組活動
        （100％）

農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費     36％
集団サポート体制に要する費用            22％
その他（事務用品、切手、パソコン、剪定ハサミ等）  42％

協定参加者 農業者 34人、農用地保全組合 １組合 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 

山北町は、静岡県との県境に位置し、町内の大部分が丹沢大山国定公園に指定され

ており、観光やレジャーを目的に年間 150 万人が訪れる風光明媚な町である。当町の

みかん栽培は、明治中頃に埼玉県の安行（現川口市）などから温州みかん苗木を導入

して始まり、昭和 40 年頃の往時には山肌に 400 町歩のみかん畑が拡がり、輸出を行

うほど盛んであった。 

安洞集落は、同町南部の市街地から程ない距離に位置し、山肌を切り拓いたミカン

畑が拡がる地域で、昔はソリや背に負ってみかんを運んでいたが、昭和 44 年に農道

組合を設立して農道を整備し、集落でこの農道の管理を行ってきたことから、集落の

結びつきが強く、平成 12 年の集落協定の締結もスムーズに行うことができた。 

３．取組の内容 

第３期対策以前から、互いにサポートしあう体制づくりに取り組んでおり、高齢者

や病気等で手入れが行き届かない場合には、農地の管理を応援するとともに、共同の

農道清掃や台風被害復旧作業を行ってきた。特に最近は、女性だけの世帯が増えてき

ているため、このサポート体制が役立っている。 

共同活動では、協定参加者が農道の維持管理や草刈りを行っているほか、役員を中

心に農道の見回りや土砂の嵩上げなどの仕事をやっているが、集落住民も「ごくろう

さん」と声掛けをしてくれるようになり、集落内の意識が改革された。 

 また、この農道は、高松山ハイキングコースとしても利用されており、景観作物を

植えてハイカーの目を楽しませている。 

【景観作物の作付け】 【拡がるみかん畑】
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［集落の将来像]
○ 集落ぐるみの農業生産活動等体制整備

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 総会や役員会による話し合いの活発化を図り、定期的な会合を開く 

集落外との連携 
○ 農用地保全組合のみで協定に参加していない農業者とも連携して農道の管理を行っ
ている。 

４．今後の課題等 

若い人の農業への算入や農地の継続的な保全のためには、温州みかん単一経営から、

キノコや山菜などの生産にも取り組んでゆく必要がある。 

 昨年から鳥獣害（シカ、イノシシ、ハクビシン、タヌキなど）が問題となっており、

このための対策が必要。 

［第２期対策の主な成果］
 ○ 老朽化した農道や水路等の不具合について、簡易なものは自分たちで補修する意識づけができた。 

農地の耕作・管理（田 0.1ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（年１回）

個別対応

集団的かつ持続可能な体制整

備【集落ぐるみ型】

・女性や高齢農家の草刈等を

年５，６回、手伝っている。

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 年１回

清掃、草刈り

・道路年１回及び随時草刈り

共同取組活動

景観作物の植付

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
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平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○意欲的に農業に取組み地域活性化へ繋ぐ農業を実践 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 山梨県大月市
おおつきし

賑岡町
にぎおかまち

奥
おく

山
やま

 遅
おそ

能
のう

戸
と

地区
ち く

中山間
ちゅうさんかん

耕作者
こうさくしゃ

組合
くみあい

協定面積
1.5ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

米・そば・野菜  

交付金額
31万円

個人配分                                                         50％

共同取組活動
        （50％）

集落マスタープランの将来像を実現する為の活動     10％
鳥獣害対防護柵の維持管理               10％
農用地・農道・水路の維持管理・補修          30％

協定参加者 農業者 11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 

遅能戸地区は、相模川の上流域に位置し、傾斜地が多い。農業生産活動等を通じ農

地の保全、水源のかん養、良好な景観形成等、多面的機能が発揮されているが、担い

手の高齢化や農業従事者の減少、獣害の発生等を原因とした耕作放棄地等の増加によ

り、これら多面的機能の維持が懸念されていた。 

  そこで、中山間地域等直接支払制度を活用し、適正な農業生産活動等を通じて、地

域の経済活動や生活環境等の改善を図るため、第２期対策に引き続き、協定を締結し

た。 

３．取組の内容 

当地区では、イノシシ・サルによる獣害が多いことから、本制度の取り組みの一環

として、まず、耕作放棄地発生防止対策として電気柵を設置した。 

その後、獣害が減少したことで、従来から景観作物として取り組んできたそば栽培

等、農業生産活動等に意欲の高まりがみられたほか、そば打ち体験や収穫祭等がより

活発化し、集落全体の活性化に繋がっている。 

【集落の全景】 【共同作業によるそば撒き】
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［集落の将来像]
○ 集落ぐるみの農業生産活動等体制整備を行うため、農用地や農道、水路、鳥獣害防止柵の維持管理
を集落全体で継続して行っていく。 

○ また、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（Ｃ要件：集落ぐるみ型
）を維持する 

［将来像を実現するための活動目標]  
・景観作物としてそばの作付けを行い、収穫祭やそば打ち体験を通して地域の活性化を図る 

・集落内の絆を維持し、水路や農道、鳥獣外防止柵の維持管理などの共同作業を継続実施する 

・耕作や維持管理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（Ｃ要件：集落ぐるみ

型）を維持する 

４．今後の課題等

収穫祭やそば打ち体験を行うことにより、農業への意欲の高まりがみられた。

集落での共同活動の実施により、集落全体の農地を守っていこうという意識の変化

があった。

  当該制度の仕組みが複雑で事務が煩雑であることもあって、次の代表者のなり手が

いないことが今後の課題としてあげられる。 

［第２期対策の主な成果］
○ 共同活動により農地の維持管理がより適正に実施されるようになった。 
○ そば打ち体験や収穫祭を実施することにより地域内の交流が促進された。 

農地の耕作・管理（田 1.5ha）
個別対応

水路・作業道の管理

・水路 150m、年２回

  清掃、草刈り

・道路 85m、年２回草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてそばを

約 0.05ha 作付け）

共同取組活動

担い手への農作業の委託

（集落の農業者に耕作を

0.9ha 委託）

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 そば打ち体験や収穫祭など

地域の活性化につながる

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

鳥獣害防止柵（電気柵）の維

持管理 年１回

共同取組活動
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平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○協定参加者全員で取り組む、農地と法面の徹底管理 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 山梨県北杜
ほ く と

市
し

明野町
あけのまち

 原
はら

協定面積 
13.6ha 

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 

米       

交付金額 
230万円 

個人配分                               50％ 

共同取組活動 
        （50％） 

役員活動に対する報酬、会議費、事務費        7％ 
水路・農道・草刈・芝焼等の維持管理         5％ 
積立等                      38％ 

協定参加者 農業者  33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、茅ケ岳山麓に広がる塩川左岸河岸段丘上の緩やかな傾斜地に位置し、日

照時間年間 2,500 時間以上、日照率 50％以上という日照時間日本一の地域であり、日

照時間と気候を活かした景観作物の栽培を「21 年間 ひまわり日本一」と称して実施

し、本制度には第１期対策の当初から取り組んでいる。 

協定締結に当たっては、先祖代々から受け継いだ土地を自らの手で守り抜くことと

し、農地や法面景観の管理徹底を協定参加者の全員で取り組むこととした。 

３．取組の内容 

協定参加者全員が協力し、次のとおり計画的に実施した。 

○ 協定農用地と協定農用地外の管理の徹底把握と年間作業の検討 

○ 法面景観作物の維持管理の検討（継続的な実施） 

【水路・農道管理状況】【農地法面の定期点検状況】
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［集落の将来像] 

○ 集落ぐるみの農業生産活動等体制整備 

農道や水路の改修を積極的に実施し、協定全員が安全に農作業を実施できる環境を整える。 

景観作物の維持管理を継続的に実施し、強い地域環境を整える。 

農地の保全を積極的に行う体制を現状以上に構築し、美しい農村環境を後世に残していく。

［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 

［活動内容］ 

集落外との連携 

○ 隣接集落協定と景観作物の種別の検討、耕作放棄地発生状況に関する情報交換、上流・下

流水路境の補修確認 

４．今後の課題等

持続的にすべての農地が維持管理されるよう協定者による情報交換を密に行う。 

今後とも協同取組活動の回数を増やしながら、協定参加者全員が一丸となって農地の

維持管理を図る。 

［第２期対策の主な成果］ 

○ 高齢者の増加や後継者不足のため、農地の維持管理に不安を抱えていたが、先祖伝来の農地を協定参加
者（所有者）が水路や法面とともに維持管理することで不安や心配が解消された。 

○ こうした活動により、協定農用地内で荒廃した農地がなくなり、法面には観光客にも喜ばれる景観作物
が咲き、集落機能も活性化した。

景観作物の作付 

（約 0．1ha、年 1回及び随時） 

共同取組活動 

農地法面、水路、農道等の 

補修・改修（６ヶ所） 

共同取組活動 

水路・作業道の管理 

・水路約 3.9km、年４回 

清掃、草刈り 

・道路約 2.7km、年４回草刈り 

その他 焼き 

・5Km、年 1回 

共同取組活動 

農業生産活動等が困難な農用

地が発生した場合の支援 

（共同取組活動により農業生

産活動の維持を図る） 

共同取組活動 

農業生産活動の体制多面的機能増進活動

農地法面の定期的な点検 

（定期的） 

共同取組活動 

農業生産活動等
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平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○棚田を地域資源に交流と担い手育成に取り組む 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 長野県飯田市
い い だ し

 千代
ち よ

協定面積
51.1ha

田（51％） 畑(49％) 草地 採草放牧地

米等 野菜等  

交付金額
743万円

個人配分                                                          34％

共同取組活動
      （66％）

役員報酬、旅費交通費                  6％
鳥獣害対策、景観保全、農産加工検討、学校連携農地管理 
システム、受託組織育成                 2％ 
鳥獣害防護策管理、水路・農道管理等           16％ 
耕作放棄地復元・管理                  2％ 
積み立て（鳥獣害対策柵等導入）             40％ 

協定参加者 農業者 135人、農業生産組織 ２組織、非農業者 ３人、自治会 １ 開始：平成22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 

長野県飯田市の千代地区は、南アルプスの西前山に散らばる小集落からなる山間地域

で、谷間に小さな棚田が広がります。平成 10 年に、同地区の中でも特に維持管理が望

まれる芋平・野池地籍の「よこね田んぼ」を地域の重要な農村文化遺産として維持する

ため、自治会協議会が中心となり保護・維持活動の取組を開始した。 

その後、地域外の都市住民のボランティア「守り隊」も組織され、活動の輪が広がっ

ている。 

３．取組の内容 

 平成 19 年には、「保全委員会」が当時の自治会長の呼びかけで発足し、荒廃農地化

しそうな田の復田、農道の草刈りの活動を始めた。この保全委員会では、水田の維持管

理作業を請け負うほか、利用権設定による積極的な農地の維持管理も担っており、特に

景観に優れた「よこね田んぼ」を荒廃から守る活動は中心的な取組であり、現在、同地

区の住民を中心に 139 名が構成員として参加している。 

中山間地域等直接支払制度の共同取組活動では、水路・農道の維持管理のほか、都市

からの援農活動（ワーキングホリデー）参加者による畦づくり、中学生の体験教育旅行

の受入れ、地元小中学生による田植えや保育園児のどろんこ遊び、一般企業の新人教育

研修会等、多種多様な交流に取り組んでいる。 

また、鳥獣害の進入防止柵の設置についても共同活動として取り組んでいる。 

【修学旅行田植え体験】 【よこね田んぼ秋の様子】
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［集落の将来像]
○ 現在、活動の中心となっている「保全委員会」へ消防団員など新たな若い構成員の加入を勧め、あ
ぜ塗りの技術、農業機械の使用方法など技術の伝承も併せて行ってゆく。 

  今後の活動としては、若者の参加を考えたイベントの「泥んこバレー」、棚田での竹宵祭り（ロウ
ソクなどを棚田に配した夜のイベント）、棚田保全オーナー制度などを考案中で、基本的な協定の取
り組み以外に地域以外（都市部含む）の住民との交流を進め、定住化人口を増加させたい。 

  現在、都市部から当地区へ移り住み農家民宿を始めたIターン者が、棚田の保全活動へも積極的に参
加するなどの事例もあり、さらにこの輪が拡がってゆくことを期待したい。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 地域に新規集農者、中核的担い手となる認定農業者をそれぞれ１人ずつ育成し、地域農業を守りま
す。

集落外との連携 
外部の組織として援農ボランティア「守り隊」の登録が50人ほどおり、活動を支援す

る取組が広がっている 

４．今後の課題等

棚田を地域の重要な農村文化遺産として維持する機運が高まり、保全活動やイベン

トを通し地域住民の絆が強まったほか、都市住民等との交流も活発となり情報の発信

も行えるようになった。こうした活動が評価され、「よこね田んぼ」は平成 11 年に

「日本の棚田 100 選」の認定を受けた。今後は棚田オーナー制度の導入やイベント開

催機会の増加、外部から担い手の受入れを進めるとともに、若手の参加を増やし、技

術の伝承や世代間の交流にも取り組むこととしている。 

［第２期対策の主な成果］
○ 荒廃する棚田（農地）の保全ができ地域の資源を守ることができた。 
○ 「保全委員会」の設立による棚田保全が始まり、担い手組織の育成ができた。 
○ 都市住民との交流が活発化した。

農地の耕作・管理（田 24.6ha）
       （畑 25.2ha）

個別対応

水路・作業道の管理 年１回

・水路・農道清掃、草刈り

年６回

共同取組活動

景観作物作付け

100 ㎡

フジバカマ植栽による

希少昆虫アサギマダラの増殖

への取り組み

棚田オーナー制度の実施

体験民泊の実施

＜体験内容＞

あぜ塗り、田植え、稲刈り体

験、案山子コンテスト、フォ

トコンテスト、（泥んこバレ

ー、竹宵祭り）

共同取組活動

担い手への農作業の委託

（保全委員会への管理

1.4ha、45 筆 委託。）

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

あぜ塗り作業漏水防止作業

３回

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
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平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

集落ぐるみで取り組む農地保全 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 長野県上伊那郡
か み い な ぐ ん

宮田村
みやたむら

 南割
みなみわり

地区
ち く

協定面積
8.0ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

米など 

交付金額
167万円

個人配分                                                        0％

共同取組活動
        （100％）

交付金の積立   100％

協定参加者 農業者17人、壮連有志の会（構成員12人）、南割営農組合土地利用
部（構成員10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 

当地区は個別の農業者による稲作経営と、農業者グループを中心とした転作作物の作

付けが行われてきた地域で、あわせて農地の流動化と農業機械の共同利用に従来から取

り組んでいる。近年、農業者の高齢化による委託農地が増加する中で、新たな担い手の

育成と集落ぐるみによる農地保全への取組が必要となっている。 

３．取組の内容 

従来から耕作放棄地は無かったが、近年の農業者の高齢化により委託農地が増加し、

新たな担い手の育成強化と担い手が受託する農地の作業性の向上が必要となっている。

そのため、担い手の育成については、集落営農組織の法人化の検討を進めるとともに、

若手の担い手グループを立ち上げ農地集積を進めてきた。農地の作業性向上について

は、共同利用機械の更新や、湿地田における排水対策、畦畔管理の省力化と景観形成を

図る水仙の植え付けを行ってきた。 

将来の農業担い手づくりと農地の多面的機能の維持のために、一部の農地をビオトー

プとし、地元育成会や環境保護団体と連携して、自然環境の維持に努めてきた。 

【集落営農による農業機械の共同利用】 【ビオトープの管理】
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［集落の将来像]
○ 集落内の農業者の高齢化が進んでいるため、担い手グループの育成や地区営農組合の法人化などに
よる担い手の確保育成と、農業機械の共同利用による農業経費の削減を行い、農地保全と農業生産活
動の維持継続を図る。 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 担い手グループの育成や集落営農組合の法人化の検討を進め、農業機械の共同利用を拡大しながら
、集落ぐるみの農業生産体制を整備する。 

集落外との連携 
○ 協定参加者以外の農業者や地域住民と連携して、水路や作業道の草刈や土砂上げを
実施している。 

４．今後の課題等

 農業者が高齢化していく中で、畦畔が大きいほ場や湿地田などの条件不利ほ場の担い

手の確保と農作業の軽減策が急務となっている。 

［第２期対策の主な成果］
 ○ 協定締結時点で耕作放棄地は発生しておらず、対策終了時点でも耕作放棄地は発生しなかった。 
 ○ 集団耕作組合と農地利用委員会を統合した営農組合を組織し、機械利用と農地の流動化を進める体

制が一本化された。 

農地の耕作・管理（田８ha）
個別対応

ビオトープの確保

（約 0.2ha、年２回）

共同取組活動

機械農作業の共同化

（農業機械の共同利用を５

ha（63％）実施、目標 6ha) 
共同取組活動水路・作業道の管理

・水路 2.1km、年２回

  清掃、草刈り

・道路 2.2km、年２回草刈り

共同取組活動

景観作物の植付

（景観作物として水仙を約

130ｍの畦畔に植付。）

共同取組活動

担い手への農地委託

（地域内の農業者に３ha 利

用権設定。目標４ha）
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

高付加価値型農業として農薬

の成分を減らした米の作付け

（現状 3.9ha、目標 4.4ha）
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

-59-



平成 24 年度 

＜高付加価値型農業に取り組む事例＞ 

○景観や生態系の維持を通じて東山茶のＰＲを目指す 
１．集落協定の概要 

市町村･協定名  静岡県掛川市
か け が わ し

 東山
ひがしやま

協定面積
54.4ha

田 畑（100%） 草地 採草放牧地

  茶

交付金額
626万円

個人配分                                                         50％

共同取組活動
        （50％）

 道・水路管理費                    7％
 鳥獣害防止対策費                  23％ 
共同利用施設等整備費                16％ 
積立                         4％

協定参加者 農業者89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、掛川市の北東部、島田市との境の山間地で、掛川駅から車で 30 分ほど

の距離に位置する粟ヶ岳山麓を中心に、茶畑が拡がる地域である。 

東山地区では、古くは江戸時代から茶の栽培が行われていたが、昭和 40 年代から、

国営かんがい排水事業や構造改善事業等を実施し、スプリンクラー等の潅漑設備、荒

茶工場などの茶生産の基盤が整備された。 

しかしながら、生産条件の悪い中山間地域で、茶園を維持し、茶の生産地として活

性化するためには、地域全体で販売や交流等に取り組んで東山茶のブランド化を推進

していくことが必要であることから、平成 12 年に、９つの集落に跨がる大規模な協

定として中山間地域等直接支払制度に取り組むことになった。 

３．取組の内容 

第３期対策では、機械・農作業の共同化や第２期対策当時（平成 18 年３月）に交

付金を活用して整備した「東山いっぷく処」を拠点にして、販売や交流等の活動に取

り組んでいるところであり、緑茶ようかん等の新商品開発も行っている。 

また、東山茶ブランドをＰＲするために、粟ヶ岳の中腹の急傾斜地に檜でつくった

「茶」文字を、集落全体の活動として美しく維持管理している。 

平成 25 年５月には、粟ヶ岳やその周辺にある茶草場の草を茶畑にすき込む循環型

の農法が、窒素成分の貯留化や絶滅危惧種のカワラナデシコ、カケガワフキバッタ等

の動植物の生存に資する事例であるとして、熊本県の阿蘇、大分県の国東半島宇佐と

ともに世界農業遺産に認定された。 

【東山いっぷく処】 【茶文字（檜）】
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［集落の将来像]
○ 担い手を確保し、これからも掛川茶の産地としてＰＲし、地域を活性化させる。 
○ 平成25年５月、本地域の農法が世界農業遺産に登録された。これを活用し、農家民宿などに取り組み
、一層の経済効果をねらう。

［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営農組織の育成、地場産農産物の加工・販売、都市住民との交流の促進 

○集落外との連携 
「東山地域塾」（農業者、ＪＡ、行政が連携して農業振興に取り組む連合体の活動組
織）の活動拠点として「東山いっぷく処」を会場に特別ツアーが開催されている。 
（闘茶体験会、手揉み茶体験、茶摘み体験、茶工場見学等） 

４．今後の課題等

  茶価の低迷や、茶生産農家の高齢化により協定への参加に尻込みするケースも出て

きているが、東山茶ブランドをさらに発展・確立させることにより、魅力ある農業経

営を実現し、農家子弟などの担い手を確保する。 

世界農業遺産に登録されたことをきっかけに、地域により一層の経済的効果がもた

らされるよう、来訪者の滞留をねらい、農家民宿などの取組を検討していく。 

［第２期対策の主な成果］
 活動に取り組んだことにより協定農用地の維持が図られ、鳥獣害対策や道水路の整備、茶草場の草刈及
び茶畑へのすき込み等の共同取組活動が積極的に行われた。また、「東山いっぷく処」を拠点とした農業
体験や、体験農園を舞台とした学校教育との連携等に取り組んだことにより、茶生産農家間の情報交換や
都市住民等との交流が進み、これまで茶園と茶工場の往復であった茶生産農家の日常に変化をもたらし、
地域の活性化にもつながった。

農地の耕作・管理

（茶 54.4ha）
個別対応

土壌流亡に配慮した営農

（等高線栽培 等）

共同取組対応

機械農作業の共同化

（目標 54,409 ㎡

：現在 34,000 ㎡）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 2,000m 年４回 

・農道 7,000m 年８回

共同取組活動

茶文字の管理

（草刈、簡易補修）

茶草場の草刈と茶畑へのす

き込み

共同取組活動

地場産農産物の加工販売

「東山いっぷく処」での茶、

羊羹等の加工販売

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

鳥獣害防止対策

（電気柵、檻）

共同取組活動
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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＞

法人が中心となって地域活性化に尽力○

１．集落協定の概要

市町村･協定名 新潟県十日町市 川西仙田地区
と お か ま ち し かわにしせ ん だ ち く

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
136.9ha 水稲・そば
交 付 金 額 個人配分 40％
2,634万円 共同取組活動 各集落営農組合の農道水路補修等 30％

60％ 交流事業や直売所補助等 12％（ ）
直払事務を法人に委託 11％
各集落行事等への繰り出し 他 7％

協定参加者 農業者173人、農業生産法人㈱あいポート仙田（構成員15人） 開始：平成12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

仙田地区は、十日町市（旧川西町）の11集落（２集落は廃村）で構成される地区で、

平成５年頃から地区で話合いを重ね、地区の活性化構想を策定し、それを基に平成９年

から補助事業を活用して活動の拠点となる施設（現道の駅「瀬替えの郷せんだ ）を整」

備した。平成10年に地区農業の将来を考える仙田地区営農委員会を立ち上げ、営農体制

の整備等地区全体の課題解決に向けて活動を行っていたが、活動にあたって資金面が問

題となったため、中山間地域等直接支払制度に取り組むこととした。また、当制度に取

り組むにあたっては、集落を越えた協力体制を整えるため、委員会の下部組織として地

区内４つの旧小学校区ごとに複数集落による営農組合を組織し、各集落と各営農組合の

役割を明確にするとともに、事務作業は仙田地区営農委員会が専任職員を１名雇用し行

ってきた。しかし、近年、高齢化に伴う雪下ろし等冬季生活への不安感や地区内唯一の

日用品販売の店舗であったＡコープの閉鎖等による閉塞感が大きくなってきたため、地

区を支える新たな体制が必要となってきていた。

３．取組の内容

平成22年３月に、地区全体の農業の受皿および高齢者等の生活支援を行うことを目的

として、農業生産法人㈱あいポート仙田を設立し、直払の事務作業も現在は同法人が行

っている。法人では、持ち主が耕作できなくなった場合に農地を引き受けることを基本

とし、現在4.3haを耕作するとともに、道の駅の指定管理者として交流体験や直食所の

運営等も行っているほか、高齢者世帯への雪下ろし受託事業等も行っており、好評を得

ている。また、法人が中心となり道の駅に農産物直売所と併せた日用品販売の店舗を平

成24年7月にオープンし、地区住民の買物拠点を復活させた。

【地区将来像の話し合い】 【高齢者世帯の屋根雪下ろし】【道の駅に念願の店舗をｵｰﾌﾟﾝ】
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［集落の将来像]
○ 各農家や集落の取組を尊重しながら、高齢者が安心して暮らせる地区
○ 認定農業者や農業生産法人が主体となって、農業及び生活を担い広域型の集落営農を推進する

［将来像を実現するための活動目標]
○ 農業生産法人㈱あいポート仙田を核に、認定農業者など担い手へ農地集積する。
○ 農業生産法人㈱あいポート仙田で６次産業化を進め、収入の確保および人材の確保を行う。

あわせて、生活支援等について行政との橋渡しを担う。
［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 田137ha 周辺林地の下草刈り 認定農業者の育成（ ）
（約0.5ha、年１回） （１人育成、目標７人)

法人･認定農業者 29ha
個別対応 108ha 個別対応 共同取組活動

水路・作業道の管理 景観作物作付け 担い手への農地集積
・水路4.0km、年２回 （景観作物としてサルビ （認定農業者に２haを集積。

清掃、草刈り アを約0.2ha作付けた 目標10ha）。）
・道路21.5km､年２回 草刈り

共同取組活動 共同取組活動
共同取組活動

加算措置としての取組等
農地法面の定期的な点検 中山間地域総合整備事業
（年２回及び随時） で整備した道の駅周辺施 小規模・高齢化集落支援加算

設との連携によるｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰ （27.9ha）
共同取組活動 ﾘｽﾞﾑ・６次産業化の推進

共同取組活動

集落外との連携
○ 地域おこし協力隊員の派遣によるイベントの活性化
○ (株)あいポート仙田が管理運営を受託している道の駅において、コンビニ業者及

び農業協同組合からの店舗経営支援と業務提携

４．今後の課題等

仙田地区は経営農地が少なく水稲単作経営が主体のため、法人では年間を通して収入

が得られるよう、園芸品目の導入や加工品の開発、６次産業化を進める必要がある。そ

のため、経営企画や経理事務に精通した人材の確保が急務であり、社内の人材育成およ

び地区内外からの人材確保を推進する。

［第２期対策の主な成果］
（ 、 ） （ 、 ）○ 高付加価値農産物 新潟県特別栽培農産物認証米 そば種子等 の栽培 H17：1.3ha H21：3.1ha

○ 担い手（認定農業者）の育成（H17：４人、H21：６人）
○ 農業生産法人の設立（H17：０、H21：１法人）
・ 地区の財産であるコミュニティの強さを最大限に活用することで法人を設立することができた
・ 地区のマネジメントを行う法人ができたことで、農業の受け皿や生活支援を目的とした取組を進
めることが可能となった。
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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＞

○旧村を単位とした生鮮食料品店の復活

１．集落協定の概要

市町村･協定名 新潟県十日町市 浦田地区
と お か ま ち し う ら た ち く

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
117.5ha 水稲
交 付 金 額 個人配分 50％
2,172万円 共同取組活動 共同機械購入積立 30％

50％ 農道・水路管理費 8％（ ）
研修費・多面的活動費 5％
その他 7％

協定参加者 農業者 95人、非農業者 18人、(財)松之山農業担い手公社 １、 開始：平成22年度
NPO法人ふるさとワッショイ １
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

、 、 、浦田地区は 十日町市に合併する以前の旧浦田村の12集落からなる地区で 以前から

自治団体である浦田地区協議会が中心となって地域活動が行われていたまとまりのある

地区である。中山間地域等直接支払制度には第１期対策から集落ごとに取り組んでいた

が、高齢化率が年々上昇していくなど、集落ごとの活動に限界を感じていた。そこで、

平成22年９月、これまでの12集落協定の各代表と地区協議会の役員で構成する集落協定

役員会を設立し、広域協定を締結することとなった。

３．取組の内容

、 、 、活動にあたっては 各集落と地区の計画を一体化させて事業に取り組んでおり 特に

高齢者世帯が離村し地区が衰退することを防ぐために、ハード整備だけでなく、交流活

動や高齢者の生活支援といったソフト整備に重点を置いて活動している。

平成22年10月に、地区唯一の生鮮食料品店であったＡコープが撤退したことから、住

民自らで運営する合同会社「うらだ」を設立し、平成23年３月にミニスーパー｢ふれあ

（ 、 、い浦田｣をオープンした 店舗は十日町市が旧ＡコープをＪＡから譲受け 改修した後

「うらだ」に貸与 。また、浦田地区協議会は、各集落間を週１回定期的に往復する買）

い物バスを運行したり、買い物代行を受け付けるなど、高齢者等買い物弱者の利便性を

確保している。

また、NPO法人ふるさとワッショイ及び浦田地区協議会が、関東圏の地区出身者で組

織する｢在郷団体うらだ会｣や｢越後田舎体験推進協議会｣などと連携して、農村民泊や援

農といった交流も行っており、平成23年度は22校2,500人を受け入れた。

【 「 」 】笑顔があふれる ふれあい浦田 店内 【「 」 】買物バス を利用する高齢者
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［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]
○ 農道舗装・水路整備をマスタープランに沿って実施する。
○ 高齢化した農家等が基幹となる農作業を担い手に委託する。
○ 耕作放棄地が出ないように、集落全体で農地の管理体制を作る。
［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117.5ha 周辺林地の下草刈り 農業の継続が困難な農用地が発（ ）
（約0.5ha、年１回） 生した場合は、企業等と連携す

個別対応 る（建設業２社、NPO法人）
個別対応

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路 55.4km、年２回 景観作物作付け

清掃、草刈り （景観作物として菜の花、 加算措置としての取組等
・道路 32.8km、年２回 花菖蒲をそれぞれ約0.2

草刈り ha作付けた ） 小規模・高齢化集落支援加算。
（30ha）

共同取組活動 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） NPO法人ふるさとワッショ

イと連携したグリーン・
共同取組活動 ツーリズムの推進

集落外との連携
○ 越後田舎体験推進協議会との連携によるグリーン・ツーリズムの推進
○ 在郷団体うらだ会との交流による農産物の直売、援農支援

４．今後の課題等

積み立てにより購入する機械の共同利用組合を設立し、担い手への農地集積面積を拡

大する。

地元農産物を首都圏向けに直接販売する仕組をつくり、販路を拡大する。

［第２期対策の主な成果（第２期対策では集落単位の協定であったため、その中から主な成果を記載 ］）

○ 砂床苗代を造成し、個人で対応していた水稲苗の生産の共同化に取り組み、効率化を図った。
○ グリーンツーリズムを通じて、都市部の大学生と農作業以外でも定期的な交流が始まった。
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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＞

○集落及びＮＰＯ法人の連携による広域集落協定の締結

１．集落協定の概要

市町村･協定名 新潟県上越市 安塚区安塚地域
じょうえつし やすづかくやすづかち い き

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
372.2ha 水稲
交 付 金 額 個人配分 49％
7,881万円 共同取組活動 共同利用機械、施設整備費等 17％

51％ 農地、農道、水路整備・管理費 13％（ ）
多面的機能増進活動経費 7％
事務費、その他 14％

協定参加者 農業者 315人（17集落 、農業生産法人 ２、農業生産組織 １ 開始：平成22年度）
集落の一部で作成済人･農地プランの作成状況

２．取組に至る経緯

当地域では、中山間地域等直接支払制度第１期および第２期対策において、22集落が

協定を締結した（第１期：450.2ha、94,349千円、第２期：538.6ha、108,901千円 。）

しかし、年々農業者の高齢化が進む一方、後継者や新規就農者は少なく、同制度第３

期対策に取り組むにあたって一部の集落で協定の再締結が不安視される状況となった。

そこで、問題解決の糸口として、上越市が推進していた集落間連携による協定締結に

着目し、集落相互支援による農地保全と集落機能の維持を目標に、体制整備を図ること

とした。

３．取組の内容

計５回の協議を経て平成22年８月19日に、17集落の賛同により農業・農村の維持と地

域農業を担うための体制づくりを行う「安塚農業振興会」を設立 「連携は、出来ると。

ころから少しづつ取り組むこと」を合言葉に、耕作放棄に対応するための規定（集落相

互支援による営農継続や集落の持つ多面的機能の確保を図るため、一致協力して取り組

むこと）を定めた。

さらに、各集落において負担となっていた中山間地域等直接支払交付金に係る事務作

業を一本化するため、地域活性化を目的に設立された「特定非営利活動法人雪のふるさ

と安塚」と委託契約を締結し、交付金管理を含めた事務全般を任せている。

また 平成24年には協定に参加していない非農業者等からの労力支援を仰ぐため や、 、「

すづか棚田応援隊」を結成し、小規模・高齢化集落において農道や畦畔の草刈り支援を

行っている。

【地域内棚田風景】 【振興会支部長会議】 【やすづか棚田応援隊】
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［集落の将来像]
○ 安塚農業振興会による地域農業推進と農用地保全の牽引（土地利用調整等）
○ 安塚農業振興会による地域活性化に向けた事業展開（農産物イベント開催等）

［将来像を実現するための活動目標]
○ 安塚農業振興会の体制整備による地域農用地の保全（相互支援体制の確立）
○ 外部支援者の確保（地域の非農業者や転出者を構成員とする組織の設立と農用地保全活動の実施）
［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372.2ha 景観作物の作付 安塚農業振興会が主体となり、）
（耕作放棄地などを活用 継続的な農業の生産体制を構築

個別、生産組織対応 し、ヤナギバヒマワリ等 し、地域農地の保全を図る
安塚農業振興会支援 を50ａ作付）

共同取組活動
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路24.6km、年2回 水路・農道の補修及び改良を実

清掃、草刈り 体験民宿実施 施（水路補修 L=200m、農道生ｺ
・道路101.7km、年2回 （越後田舎体験事業に参 ﾝ舗装 L=1,265m、農道砂利敷き

草刈り 画。小中学生の農家民泊 L=365m）
受入(500人)を実施）

共同取組活動
安塚農業振興会支援 共同取組活動

共同取組活動

農地法面の定期的な点検 加算措置としての取組等
（随時実施）

小規模・高齢化集落支援加算
個別対応 （上船地域において、農道や畦

畔、ため池築堤の除草支援）

共同取組活動

非農業者との連携
○ 営農活動において、特に負担となっている農道や水路、畦畔などの除草作業労力

を確保するため、平成24年８月24日「やすづか棚田応援隊」を結成。

○ 安塚区内の協定に参加していない非農業者16名の協力により、小規模・高齢化集

落において作業に取り組んでいる （平成24年度は３回の作業を実施）。

４．今後の課題等

相互支援体制を整えたものの、年々、農業者の高齢化は進んでおり、今後、労力不足

が深刻な問題となる。そこで、不足する労力については、地域からの転出者や学生など

といった地域外からの支援を仰ぐことを検討しており 「やすづか棚田応援隊」の体制、

強化を図りたい。

［第２期対策の主な成果（第２期対策では集落単位の協定だったため、その中から主な成果を記載 ］）
○ 農業機械の共同化[９集落 H17：11.2ha→H21：92.7ha]
○ 農事組合法人の設立（２集落 H17：０法人→H21：２法人「(農)ぼうがね、(農)きらめき ）」
○ 高付加価値型農業の実践（３集落 H17：１ha→H21：5.1ha）
○ 農道整備（９集落 農道生コン舗装整備L=4,823ｍ）
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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＞

○広域連携体制を活かした庭先集荷サービス事業

１．集落協定の概要

市町村･協定名 新潟県上越市 大島区旭農 業振興会
じょうえつし おおしまくあさひのうぎょうしんこうかい

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
119.8ha 水稲・そば

交 付 金 額 個人配分 48％
2,592万円 共同取組活動 共同利用機械・施設の整備費及び積立金 32％

52％ 農道・水路の維持管理・補修費、農用地の維持費 12％（ ）
旭農業振興会事務経費 ほか 8％

協定参加者 農業者 100人、特定農業法人 １、農業生産組織 ６、 開始：平成22年度
非農業者 ９人、町内会 １
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

大島区旭地区は、旧小学校区の区域でもあり、昔から集落住民の結びつきが強く、地

区行事等も集落間で連携して行っている地域である。

平成22年度から中山間地域等直接支払制度第３期対策に取り組むに当たり、旭地区で

は高齢化の進行と担い手不足により、今後、営農継続や事務作業が困難となる集落の発

生が懸念されていた。そこで、旭地区内の６つの集落協定では、広域連携体制について

話合いを重ね、地域の維持と体制作りを行う「旭農業振興会」を設立し、広域協定を締

結した。

３．取組の内容

当協定では、本制度の会計処理や書類作成等の事務作業の一本化を図っているほか、

平成23年度から市の実証実験事業として始まった「農産物等庭先集荷サービスモデル事

業」の実施主体である（公財）大島農業振興公社と連携し、農産物の出荷手段に乏しい

生産者に代わり、地元直売所に農産物を出荷する体制を整えた。これにより、生産者は

安心して農産物を生産することができるようになり、地区の女性が主体となって生産組

織『旭やまゆり会』を立ち上げ 「上越野菜」振興協議会が認定する「上越野菜」のう、

ち、高田シロウリ、なます南瓜、ひとくちまくわの作付けを行うなど、取組農家の所得

や生きがい向上及び地域コミュニティの醸成に寄与している。

【庭先集荷サービス事業の様子】 【旭やまゆり会のみなさん】

-70-



［集落の将来像]
○ 旭農業振興会が主体となり、地域・集落が抱える課題に対し、地域が一体となって取り組んでいく

ことで、農地の保全と継続的な営農体制の確立を目指す。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 旭農業振興会の体制を整備し、農地の利用調整機能を発揮する。
○ 集落の共同取組への支援体制を確立し、地域外の組織とも連携体制を構築する。
○ 関係機関・団体と連携して地域に定着する特産作物の開発を目指し、農業者の所得向上を図る。
［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119.8ha 周辺林地等の下草刈り 旭農業振興会が主体となって
（約5.0ha、年１～２回） 持続的・安定的な営農体制を

個別対応、生産組織対応 構築し、地域の農地保全を図
旭農業振興会が支援 共同取組活動、支部で実施 っていく

旭農業振興会が支援
共同取組活動

水路・作業道の管理 旭農業振興会が支援
・水路 総延長 18.6km 景観作物作付け

支部単位、随時 地区内の花壇に一年草を植
泥上げ、草刈り 栽（花いっぱい活動） 水路・農道等の補修、改良

・道路 総延長 52.3km （総延長 9.3㎞を整備する）
支部単位、随時 共同取組活動、支部で実施
草刈り 旭農業振興会が支援 共同取組活動、支部で実施

旭農業振興会が支援
共同取組活動、支部で実施

旭農業振興会が支援 集落活性化
沿道の雪壁と雪原にロウソ 加算措置としての取組等

（ ）クの光を灯す 旭雪あそび
大雨後等の点検 復旧 随時 小規模・高齢化集落支援加算、 （ ）

共同取組活動、支部で実施 （１集落・20.3ha）
共同取組活動、支部で実施 旭農業振興会が支援

旭農業振興会が支援 共同取組活動
旭農業振興会が支援

集落外との連携
○ 集落間連携支援モデル事業（平成24年度市補助事業）を活用して、集落出身者９名の協力

を受け、遊休地の造成整備（20a）を行い、上越野菜の作付面積拡大の目途をつけた。

４．今後の課題等

旭農業振興会は設立されたばかりであり、今後、共同取組活動や農地の利用調整、組

織の拡大、外部組織等との連携など、集落単独では対応できない地域及び集落の課題に

ついて、地域の実情を考慮しながら、できることから取組を進めていく。

また、地域に定着する特産作物の育成も重要な課題であることから、水稲のブランド

化や露地野菜（枝豆、カリフラワー）の栽培等に取り組み、水稲との複合経営による農

業者の所得向上につなげていく。

［第２期対策の主な成果（第２期対策では集落単位の協定だったため、その中から主な成果を記載 ］）
○ 共同取組活動費を活用し、トラクター等の共同機械の整備を実施
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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＞

○共同取組活動の一括化と体験交流活動受入れ

１．集落協定の概要

市町村･協定名 新潟県 妙 高市 原 通
みょうこう し はらどおり

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
222.1ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 50％
1,777万円 共同取組活動 農道舗装・用水路修繕工事費 36％

50％ 水路・農道等の維持管理経費 7％（ ）
役員手当・事務費等 7％

協定参加者 農業者 213人、農業生産法人（４法人、構成員計80人） 開始：平成13年度
集落の一部で作成済人･農地プランの作成状況

２．取組に至る経緯

原通地区は、妙高市の南東部(旧妙高村)に位置し、秀峰妙高山の清流を受け水稲栽培

を中心とした地域である。営農形態は兼業農家が中心で、高齢化や後継者不足の増加に

伴う離農者の発生による将来的な耕作放棄地の増加が懸念された。そこで、将来にわた

り継続的な農業生産活動等を可能にするための基盤となる、農道・用水路の改良を中心

に、農業生産活動の効率化と多面的機能を確保することを目指し、平成13年度から原通

地区17集落で集落協定を締結した。

３．取組の内容

これまで、協定内の各参加集落（17集落）ごとに個別に行っていた農道舗装や用水路

修繕等について、事業の効率化と工事規模の拡大を図るため、第３期対策から本部事務

局に専任事務員を配置し、工事等に優先順位を付け協定で一括して事業を行うこととし

た。これにより、集落ごとに個別で行っていたときよりも大規模な工事の実施が可能と

なり、農道・用水路の修繕や改良が進むようになった。

他にも、新たな取組として、都市部の中学生を対象とした農村生活体験（農業体験民

宿や田植等）の受入（130名）や、上越市内の小学生を対象とした里山体験（農作業や

林間散策等）の年間受入（延べ720名）を行った。また、地元の小中学生を対象に地域

資源（ブナ林や展望施設等）の素晴らしさを再発見することを目的とした合同遠足（40

0名）を実施し、地域コミュニティの強化とともに、集落の活性化と環境美化につなげ

ている。

【植栽箇所の草取り風景】【集落役員会議】
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［集落の将来像]
○ 地域コミュニティの強化で明るく活力のある集落を目指す。
○ 地域資源(ブナ林、展望台等)を活かした地域振興を図る。
○ ６次産業化を推進し、地域振興につなげる。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 農業生産基盤である、農道・用水路の改良等により利便性を高め、農業生産法人や認定農業者が中

心となって農業生産を担える環境づくりを行い、耕作放棄地の発生を防止する。
○ 多面的機能増進活動として、集落内の景観作物の作付けと維持管理及び地域資源の保全や、地域特

産物の生産加工の６次産業化の推進に努める。
［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222.1ha 周辺林地の下草刈り 農業生産法人や認定農業者が中（ ）
（約1.0ha、年２回） 心となって農業生産を担って行

個別対応 くサポート体制の維持
個別対応

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路3.0km、年２回 景観作物作付け

清掃、草刈り （景観作物としてマリー 農道舗装・用水路改修
・道路5.0km、年２回 ゴールドを約1.0㎞、2,000 ・農道 8.9㎞

草刈り 本作付けた ） ・用水路 10箇所。

共同取組活動 共同取組活動
共同取組活動

農地法面の定期的な点検 地元小中学生を対象とし
（年２回及び随時） た地域の自然体験学習の

実施（年２回程度）
共同取組活動 農業体験民宿、里山体験

授業等の受入（随時）

共同取組活動

集落外との連携
○ 妙高小学校、妙高中学校、新井南小学校

地元の子供たちを対象に、地域の自然の素晴らしさに接する体験学習を実施

４．今後の課題等

農道舗装や用水路修繕等を一括で行ったことにより、大型機械の導入が可能になると

ともに、導水路の管理作業が軽減され、生産性の向上につながった。さらに新たに取り

組んだ農業体験民宿や里山体験の受入れ等により、集落の活性化が図られた。今後は、

課題となっている集落内の地域資源の保全や特産物の生産加工等の６次産業化に取り組

んでいく。

［第２期対策の主な成果］
○ 農道舗装(8,922ｍ)、用水路改良(10ｹ所)
○ 景観作物の作付け(コスモス20ａ、マリーゴールド950本)
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平成 24 年度 

＜他集落との連携、高齢農家等への支援に取り組む事例＞ 

連絡協議会による活動支援体制の構築 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 富山県魚津市
う お づ し

 魚津市中
うおづしちゅう

山間
さんかん

地域
ち い き

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

（魚津市全23集落協定）

協定面積
371.2ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

米  

交付金額
5,686万円

個人配分                                                  （協定毎異なる） 

共同取組活動                           （協定毎異なる） 

協定参加者 農業者 505人、生産組織 12、水利組合 ４、農業生産法人 ３ 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 

魚津市の中山間地域の生産者が共通の課題をともに解決するため、意見交換等の交流

ができる場として、この魚津市中山間地域連絡協議会設立の必要性が高まり、平成 17

年度の２期対策開始をきっかけに設立に至った。 

平成 22 年度に３期対策へと移行する際も、23 集落すべての協定が脱落することなく、

足並みを揃えて中山間地域の活性化に取り組んでいる。 

３．取組の内容 

（1）組織の体制 

 協議会員は、各集落から２～３名の代議員を選出し、代議員の中から会長１名、副

会長２名、理事８名、監事２名の役員を置いている。 

 運営費については、各集落の交付金の２％を負担金として徴収している。 

（2）活動等 

 ①総会、理事会の開催 

  各集落での問題や交付金の活用の方策を協議している。 

 ②耕作放棄地発生防止・解消の活動 

  景観作物の植付けの活動「ひまわり大作戦」により耕作放棄地対策に取り組むと

ともに、集落間連携で地域同士がつながりを築き、活動の活性化を促している。 

 ③県外先進地視察 

  近隣の県外において先進的な活動を実施している地域へ赴き、視察及び現地の

方々との意見交換を行っている。 

【ひまわり収穫会】 【先進地視察】 
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［協議会の将来像]
今後ますます中山間地域の現状は厳しくなることが予測され、それぞれの地域に見合ったそれぞれの

対応策が必要である。共に里山を守っていくという強い意志の下、集落の境界を越えた広域による連携
活動を強化していく。 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 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
○ 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

［活動内容]  

連絡協議会と各集落との連携 
各集落から農家に加え、児童や女性の参加を得て、集落間の連携の下で、ひまわりの種まきや収

穫、種取り、収穫祭等のイベントを軸に活動を行っている。 
 そのほか、年に一度、開催場所を各地域での持ち回りにより、講師を招いた交流会を実施してい
る。交流会の準備には、開催地域の地元の女性が参加している。 

４．今後の課題等

 耕作放棄地発生防止と集落間連携を目的に実施してきた「ひまわり大作戦」について、

平成18年度に１集落で始めたものが、平成24年度には取組が６集落に広がった一方で、

実施体制が手薄になってきている。 

 今後の目標は、種から搾ったひまわり油を加工・販売することなどの６次産業化を検

討する。 
［第２期対策の主な成果］

・ 定期総会の開催 
・ ひまわり大作戦（耕作放棄地発生防止・集落間連携） 
・ 県外先進地視察研修（Ｈ19：石川県羽咋市、Ｈ20：長野県栄村、Ｈ21：福井県越前市） 
・ 交流会事業（Ｈ20：稗畠公民館、Ｈ21黒谷公民館） 
・ 猿害対策電気柵設置補助事業（協議会から毎年５集落に電気柵設置に係る補助金交付） 

農地の耕作・管理 

（田 371.2ha(魚津市全 23集

落協定の合計)）

各集落で個別対応

周辺林地の下草刈り

（実施面積、回数は協定毎異

なる）

各集落で共同取組活動

共同で支えあう集団的かつ持

続可能な体制整備

各集落で共同取組活動

水路・作業道の管理

（水路・作業道の長さ、実施

回数は協定毎異なる）

各集落で共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物として、ひまわり 

を約 1.5ha 作付けた。）

６集落で共同取組活動

農道舗装、水路の改修

（農道の長さ、実施箇所数は

協定毎異なる）

各集落で共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（実施回数は協定毎異なる）

各集落で共同取組活動

小規模・高齢化集落支援加算

（黒谷・山女集落）

（日尾・御影集落）

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

加算措置としての取組等

鳥獣被害対策

（実施内容、回数は協定毎異

なる）

各集落で共同取組活動

-75-



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＞ 

○ 農業公社を核とした集落広域連携の取組 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 富山県南砺
な ん と

市
し

 平
たいら

協定面積
62ha(畦畔含む)

田（97％） 畑（3％） 草地 採草放牧地

水稲、赤かぶ等 楮等

交付金額
1,321万円

個人配分                                                         20％

共同取組活動
       （80％）

共同活動・農業生産活動                80％

協定参加者 農業者182人、2法人（構成員184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 

小規模集落が点在し高齢化が進んでおり、後継者不足から地域内の農地の維持・管理

が課題となっていた。地域農業の継続と耕作放棄地の発生防止・解消を地域全体として

取り組むため、農業公社が設立された。平成 12 年度より始まった中山間地域等直接支

払制度の第１期対策では、15 集落で個々に集落協定を締結していたが、第２期対策か

らは地域一円（旧平村 15 集落協定の一本化）で集落協定を締結し、交付金は共同活動

として、地域農業の振興を図るため農業公社の活動費に充てられている。 

３．取組の内容 

第１期対策では、農業生産の基本的条件の整備を中心に、個々の集落が協定を締結し、

用排水路の改修や農道の舗装などを実施した。 

第２期対策では、過疎化・高齢化のために耕作放棄地化が懸念された農地を農業公社

が農作業の全面受託や作業受託を行うことにより、農業生産活動の基幹作業（育苗、耕

起、代掻、田植、刈取）を円滑に進めており、地域農業の核として、また担い手として、

農地保全と地域農業の振興に寄与している。現在の農作業受託面積は協定面積の約４割

（24.9ha）までに拡大している。 

世界遺産となっている相倉集落では、平成 17 年度から棚田オーナー制度に取り組み、

集落と都市住民との交流を行うとともに、合掌集落の景観保全に努めている。 

平成 24 年度からは、中山間地域チャレンジ支援事業を導入し、五箇山地域の特産物

である、五箇山カボチャ・錦糸カボチャ・赤かぶ・ミョウガ・ニンニク・五箇山米等を

富山市内等のコンビニで販売する販路開拓に挑戦し、地域農業の活性化に向けた試みを

行っている。

【棚田オーナー稲刈り作業】 【赤かぶの栽培】
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［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を整備し、担い手の確保とともに、現在耕作してい
る農地を減らさないようにする。そして、世界文化遺産「五箇山合掌造り集落」の緩衝地帯として後
世に繋げたい。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 農業公社を担い手として、地域農業を守る。 

［活動内容]  

集落外との連携 
○ 都市農村交流を目的とした農業体験「みんなで農作業の日」in五箇山 
（棚田オ－ナ－事業）運営のための南砺市の協力支援 

４．今後の課題等

  今後、農業従事者の高齢化、人口減少による後継者不足により農用地の維持・管理

を含めた農地保全が大きな課題であり、そのためにも担い手確保・育成が必要。 

［第２期対策の主な成果］ 
○ 鳥獣被害防止対策の電気柵設置 
○ 農業施設の改修（用水路の改修、給水栓の取替え、農道舗装等） 

農地の耕作・管理

（田・畑 62ha 畦畔含む）

個別対応

堆きゅう肥の施肥

（約 22.6ha、年 1回秋）

個別対応

農業公社による基幹農作業の

促進（平成 24年度実績）

・育苗      14,000 枚 

・耕起      20.3ha 

・代掻き     22.3ha 

・田植え         24.3ha 

・刈取り          24.9ha 

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路、年 2回

  清掃、草刈り

・道路、年 2回

草刈り

個人対応

景観作物作付け

コスモス  約 0.1ha

そば、赤かぶ 約 1ha

個別対応

農地法面の定期的な点検

（年 2回及び随時）

共同取組活動 小規模・高齢化集落支援加算

（3集落合計 約 16ha）

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

加算措置としての取組等
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平成 24 年度 

＜他集落との連携、高齢農家等への支援に取り組む事例＞ 

○広域集落連携により世界農業遺産のまちを活性化 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名

石川県七尾市
な な お し

 美土里
み ど り

なかじま地域推進協議会
ちいきすいしんきょうぎかい

（小牧
お ま き

、外
そで

、田岸
た ぎ し

、藤瀬
ふじのせ

、上畠
うわばたけ

、外原
そとはら

、河内
か わ ち

、鳥越
とりごえ

、西谷内
に し や ち

、長浦
ながうら

、横見
よ こ み

、古江
ふ る え

、 

土川
つちかわ

、深浦
ふかうら

、塩津
し お つ

、山戸田
や ま と だ

、北免田
きためんでん

、町屋
ま ち や

） 

協 定 面 積 
215.4ha 

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 

水稲・ねぎ・中島菜       

交 付 金 額 
2,731万円 

個人配分                                                  （協定毎異なる） 

共同取組活動                           （協定毎異なる） 

協定参加者 農業者411人、農業生産法人2法人、特定農業法人2法人、機械・施
設共同利用組織1組織、その他の組織2組織、非農業者107人 

開始：平成24年度 

人･農地プランの作成状況 集落の一部で作成済 

２．取組に至る経緯 

 中島地区（旧鹿島郡中島町）では、平成 12 年度から個々の集落協定により共同取

組活動や営農活動が行われてきたが、過疎・高齢化が著しく農業の担い手不足や協定

事務の負担が重く、第２期対策では一時協定締結を中止する集落もあった。 

 このような地域の状況と、七尾市を含む能登、佐渡が世界農業遺産に認定されたこ

とを契機に、集落の抱える問題や悩みを共有し、営農活動はもとより、かつてトキが

飛来した里山里海と地域の活性化を図るため、平成 24 年７月、集落間連携を推進す

る組織を設立するに至った。 

３．取組の内容 

本協議会の目的である集落の広域連携による地域活性化等のため、まず、集落間連

携による活動の可能性と問題点及び協定事務の負担軽減を検討するための意見交換

会等の実施を検討している。 

また、平成 24 年度の設立総会において承認された、広域連携の在り方や進め方な

どを先進地から学ぶための勉強会や現地視察、更には、推進協議会に未加入の地域内

集落への加入促進等の広域連携の拡大活動の実施を検討している。 

【推進協議会設立総会】 【伝統的な祭具 枠旗】
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［集落の将来像]
○ 美土里なかじま地域推進協議会が主体となり、集落の抱える問題や悩みを共有し、営農活動や共同取
組活動を広域で実施できるような体制の確立を目指す。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 集落協定を維持しながら、課題や悩みを整理し対策を講じる。
○ 集落の共同取組活動への支援や、広域で取り組む活動体制の構築。
○ 集落ごとの協定事務等の負担軽減のための対策を講じる。 

［活動内容]  

美土里なかじま地域推進協議会（18 集落協定） 

集落の代表者で組織する役員会 

事  務  局 

※ 農地面積、水路･作業道の長さ、

実施回数は協定毎異なる）

集落外との連携 
○ 他の中山間地域を含めたﾈｯﾄﾜｰｸ活動への積極参加と事業の共同開催 

４．今後の課題等

 美土里なかじま地域推進協議会は設立まもないが、今後は参加集落の抱える課題や問

題の解決などに向けた効果的な事業を計画的に実施し、地域の実情を考慮しながら取組

を拡大させていく。 

［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７集落の成果）
 ・機械・農作業の共同化（7.2ha増）   ・担い手への農地集積 （1.9ha増） 

  ・担い手への農作業委託（0.9ha増）   ・認定農業者の育成  （1人増） 
  ・保健休養機能を活かした都市住民等との交流（市民農園） （1.0haで実施） 

○継続可能な農業生産活動 

 ・集落営農 

 ・担い手対策 

○集落間共同取組活動 

 ・景観作物作付け 

（９集落） 

 ・地域内水路・農道 

（水路：Ｌ＝17,955m、 

 農道：Ｌ＝30,900m） 

○協定事務等負担軽減 

 ・事務担当者研修会（１回） 

○共通課題解決 

・有害鳥獣対策 

○農業生産活動等（全集落）

・農地の耕作・管理

・水路・作業道の管理

世界農業遺産のまちとしての魅力発信、農村ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入による都市交流

広域集落連携 集落協定

○多面的機能増進活動

・周辺林地の下草刈り

  （15 集落）

・景観作物作付け

（９集落）

 ・緑肥作物作付け

  （１集落）

○農業生産活動の体制整備

（15集落）

○集落単独の取り組み

 ・地域行事への支援

 ・法人への農地集積

○個人配分（16 集落）
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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＞ 

○自己施工による持続可能な地域（農業）づくり 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 岐阜県下呂市
げ ろ し

 中村
なかむら

協定面積 
7.3ha 

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 

水稲       

交付金額 
102万円 

個人配分                                                         50％ 

共同取組活動 
      50（％） 

水路・農道等の維持管理等              41％ 
 共同機械の購入                    5％ 
 事務費等                       4％ 

協定参加者 農業者 26人 開始：平成17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 

  当地域は、兼業農家を中心に稲作に取り組んできたが、農家の７割を 60 歳以上 

が占める高齢化や後継者不足等の理由から、農業生産活動の低下や耕作放棄地の発

生が懸念されていた。 

平成 17 年度から中山間地域等直接支払制度に取り組み、特に水路・農道等の管

理に重点を置き、参加者において話合いを重ね、協力しながら自分たちの手で取組

を実施している。 

  また、第３期対策からは高齢者も安心して農業に取り組める体制づくりを後押し

すべく、集団的かつ持続可能な体制整備にも取り組むこととなった。 

３．取組の内容 

県や市で採択してもらえない水路・農道等の修繕を協定参加者の話合いで計画的

に、かつ、自己施工により実施し、営農条件の改善を図り、生産条件の強化に努め

ている。 

また、集落内における協定農用地の拡大にも積極的に取り組んでいる。 

 今後は、年々深刻化している獣害の対策を集落全体で一丸となって取り組むこと 

で、被害防止に努めていくことが必要不可欠である。 

【既設水路撤去作業】 【布設替作業】
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［集落の将来像]
○ 農村文化の伝承を通じ、協定参加者間の人間関係の構築、高齢者からの技術の教訓を得ることで、 
  荒廃農地対策、農村環境の保全を推進していく。 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 水路・農道等の草刈り、泥上げ等の維持管理を協定参加者により実施する。 
○ 水路・農道等の整備を実施し、持続的な農業生産活動をするための環境整備を図る。 

○ 獣害対策への地域一丸となった取り組みを行う。 

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で協定参加者による話合いの場が多く

なり、農業生産活動や集落活動がこれまで以上に活性化し、住民との繋がりが深まり、

意識の向上が見受けられるようになった。 

  今後は営農組合、新規就農者、農地所有者等が連携しながら、将来にわたって持続 

可能な農業生産活動及び地域づくりを目指していく。 

［第２期対策の主な成果］ 

・水路・農道等の適正な維持管理の推進、補修による生産条件の向上が図られた。 
・維持管理農用地を展示圃として活用し、景観作物（アヤメ、スイレン等）を作付けることにより、農村
機能や自然環境の維持・保全が図られた。 

・獣害防止対策として協定農用地に電気牧柵を設置することにより、耕作意欲の向上が図られた。 
【共同作業参加者数】  

H17 27名、H18 37名、H19 56名、H20 40名、H21 42名 

農地の耕作・管理（田７ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.34km 年１回）

個別対応

農業生産条件の強化

（軽微な水路・農道等の補修

による生産基盤の強化）

共同取組活動水路・作業道の管理

・水路 0.15km 年２回

  清掃、草刈り等

・農道 0.10km 年２回

草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物として睡蓮を

約 0.2ha 作付け。）

共同取組活動

農業生産活動等の継続が困難

な農用地が発生した場合の支

援体制の構築

（集落ぐるみ型）

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
獣害防止対策の実施

（集落一帯における獣害防止

柵の設置）

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
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平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○女性の積極的な参加による共同取組活動 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 岐阜県高山市
たかやまし

荘 川 町
しょうかわちょう

 寺河戸
てらかわど

協定面積 
7.3ha 

田（76％） 畑（24％） 草地 採草放牧地 

水稲・そば ほうれんそう等     

交付金額 
82万円 

個人配分                                                        50％ 

共同取組活動 
        （50％） 

鳥獣害対策費                    31％ 
農地管理費                     11％ 
役員報酬・その他                   8％ 

協定参加者 農業者15人、水路組合1（寺河戸・黒谷水路組合） 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 

 寺河戸地区は 16 戸の小さな集落で、山裾に沿った急傾斜に 7.3ha の小規模な農地

があり、家族経営による水稲・ほうれんそう等の兼業農家が存在する。 

 地区では、女性のみで組織された「二十日会」があり、毎月 20 日に地区公民館に

て会合等を開催し、地域の活性化及び日々の生活についての語り合い活動を行ってい

る。 

 その活動の一環として、平成 15 年までは地域のイベントにおいて、「御番所もち」

を調理、出店していた。しかし、近年は後継者不足で活動がままならなくなり、毎月

の会合のみとなっていたが、平成 19 年より、それまで男性中心であった中山間地域

等直接支払制度における共同取組活動など、地区の共同作業にも、女性が積極的に参

加するようになった。 

３．取組の内容 

 「二十日会」は、地域活動に積極的に参加し、本制度の共同取組活動である農道や

水路、里山周辺の下草刈りや獣害対策、また、地区の共同作業である花壇の整備、神

社・広場等の除草等を行っており、地区の共同作業及び環境整備には欠くことのでき

ない存在となっている。 

【共同作業参加者（右側８名が女性）】 【電気柵設置作業の様子】
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［集落の将来像] 
○水稲栽培における農作業受託組合による農作業委託を推進するとともに耕作放棄地の減少を図る。  

○地域の担い手による農地の利用集積を推進し、高齢農家の持つ農地の遊休化を抑制する。 

○電気柵を設置・管理することによる鳥獣害対策により、生産性の向上及び農業所得の向上を図る。

［将来像を実現するための活動目標]  
○担い手への農地集積 

○集落協定参加者による草刈りの実施 

○集落協定参加者による用排水路・農道の維持管理 

○鳥獣害防止電気柵の設置および維持管理 

４．今後の課題等

 今後は、ますます進行するであろう少子高齢化により、生活住環境すら維持管理が

難しくなる状況を踏まえ、男女の区別なくすべての協定参加者により意見を語り合

い、合意し、的確な判断を行い、意欲を持って実践する「主体」「絆」「結い」によ

る組織の再編を行っていく。 

［第２期対策の主な成果］
○農事組合法人による農地の利用集積（約1.5ha） 

 ○協定締結による意識の向上により、草刈りや維持管理等の共同作業や寄り合いの回数が増加 
 ○集落全体での電気柵設置および維持管理による鳥獣害被害の減少 

農地の耕作・管理

（田 5.5ha、畑 1.8ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.3ha、年２回）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 年２回 清掃、草刈り

・道路 年２回 草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてそばを約

1.5ha 作付けた。）

共同取組活動

担い手への農作業の委託

（農作業受託組合への水稲栽

培にかかる作業委託）

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

鳥獣害防止対策

・協定農用地への電気柵の

設置・管理

共同取組活動

担い手への農地の利用集積

（農事組合法人への遊休農地

の利用集積）

共同取組活動
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平成 24 年度 

＜他の集落等との連携、高齢農家等への支援に取り組む事例＞ 

○集落合併による農業生産活動の維持 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 愛知県豊田市石
せき

楠
なん

町
ちょう

 石
せき

楠
なん

協定面積 
5.7 ha 

田（96％） 畑(4%) 草地 採草放牧地 

水稲  野菜     

交付金額 
127 万円 

個人配分                                                        45 ％ 

共同取組活動 
       （ 55 ％）

役員手当                       5 ％ 
水路、農道等の維持管理活動費用           16 ％ 
農用地の維持管理活動費用               8 ％ 
水路補修のための積立金                              26 ％ 

協定参加者 農業者 18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 

 第２期対策までは、隣接する所石集落と大楠集落で別々の協定を結んでいたが、大

楠集落が高齢化のため、農業生産活動等の実施が困難となった。そこで、２つの集落

が連携して農業生産活動等の維持を図るため、第３期対策当初（平成 22 年度）に所

石集落協定と大楠集落協定を合併し、石楠集落協定となることとなった。 

３．取組の内容 

協定の合併にあたり、耕作放棄地の発生防止・解消といった農業振興を視野に入れ

た活動を行うために、集落営農組織『石楠集落営農組合』を設立し、高齢により農業

生産活動ができなくなった人の農地を営農組合が引き受け、農業生産活動を行ってい

る。また、所石、大楠の各集落に農協の任意組織である農事組合があったが、集落協

定と同じ構成員であったこともあり、この農事組合についても、平成 24 年度に合併

し、石楠農事組合とすることで、更に集落間の連携を強めている。 

農業機械の共同化については、本交付金と市補助事業を活用し、平成 23 年度に籾

摺り・乾燥機、平成 24 年度にコンバインを導入した。今後は、育苗施設の導入を検

討し、農業機械の共同化を進めていくこととしている。 

【平成 23年度導入乾燥機】 【平成 24年度導入コンバイン】
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［集落の将来像]
○ 農業機械共同化を推進するための体制整備を行う。 
○ 協定未加入農地の発掘を行うことにより、協定農用地の拡大を図る。 
○ 農産物の共同販売に取り組み、組合経営の多角化を目指す。 

［将来像を実現するための活動目標]  

４．今後の課題等

 農業機械の共同化により、設備投資額の軽減が図られたが、籾摺り・乾燥機について

は、作業ローテーションが上手くいかず、処理が間に合わなかった。今後は、田植えの

時期をずらすなど、集落として営農計画を検討していくことにより、適正な作業体制を

構築し、共同利用機械を効率的に利用していく必要がある。 

［第２期対策の主な成果］
集落で共同作業を行うことにより、農用地の荒廃を防ぐことができた。 

周辺林地の下草刈り

（約 1.8  、年 2 回）

個別対応

機械農作業の共同化

（コンバインの共同利用を

1.9  （60％）実施、目標 5
 （地区外含む））

（籾すり・乾燥機の共同利

用を 3.0  （100％）実施、

目標 5  （地区外含む））

共同取組活動

水路・作業道の管理

・地域内用排水路

1.3 ㎞、年 2 回

清掃、草刈り

・地域内農道

1.4 ㎞、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

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 5.5ha）
個別対応
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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＞

○集落ぐるみで甘夏産地を守る

１．集落協定の概要

市町村･協定名 三重県尾鷲市 天満
お わ せし てんま

協 定 面 積 田 畑（100％） 草地 採草放牧地
23.1ha 柑橘

交 付 金 額 個人配分 50％
213万円 共同取組活動 農用地、水路・農道等の維持管理活動 37％

50％ マスタープランの将来像を実現するための活動 13％（ ）

協定参加者 農業者 16人、農業生産法人 １組合（構成員10人） 開始：平成13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

尾鷲市天満集落は、50年以上の歴史がある全国でも有数の甘夏の産地であるが、山

腹を切り拓いて開墾された樹園地は急傾斜で作業効率の悪い不利な農地環境にありなが

ら、生産組織を中心に各戸が生産活動を継続し農地保全に努めてきた。

しかし、農業者の高齢化や後継者不足が進んでいることから、耕作放棄を未然に防止

し、産地としての規模を維持していくことが課題となっている。

このため、地域の農業者が協力して農地を保全し、産地としての生産体制を守ること

を目的に集落協定を締結した。

３．取組の内容

高齢化等により維持管理が困難になってきている農地については、協定参加者がサポ

ートし、保全管理に取り組んでおり、一部の園地では環境保全型農業を導入するなど、

共選共販体制を核としつつも、新たな販路開拓にも取り組んでいる。

また、集落共同の取組として、定期的に区域内の水路・農道の点検、維持管理作業を

実施するとともに、高台の農道沿いに景観作物を作付けるなど集落景観の向上や多面的

機能の保全に集落ぐるみで努めている。

【南向きの急峻な樹園地】 【集落内農道と獣害対策を講じた園地】
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［集落の将来像]
○ 農地を維持管理することが困難になってきている農家へのサポート体制を構築し 「尾鷲甘夏の里」、

として、将来にわたり甘夏の生産を維持・継続できる集落を目指す。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 良好な営農環境が継続されるよう、集落活動体制を維持するとともに、農地管理が困難となってき

ている農家へのサポート体制を構築する。
〇 景観作物の作付けや管理により集落景観を維持する。

［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 畑23.1ha 景観作物作付け 遊休農地の維持管理（ ）
（景観作物としてあじさ （農業者で草刈等を実施)

個別対応 い等を約0.02 植栽）
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の点検・管理
・水路･･･4.3㎞、(随時)

清掃、草刈り
・道路･･･2.7㎞、(随時)

草刈り、簡易補修

共同取組活動

農業用飲雑用水施設の管理・
清掃
（随時）

共同取組活動

４．今後の課題等

高齢化の進行により、ますます管理が困難となる農地が増加することが予想される

が、環境保全型農業など特色ある栽培方法の導入や直売ルートの開拓により、営農意

欲を維持しつつ、集落ぐるみで地域農業を担う経営体を育成していくことが課題であ

る。

［第２期対策の主な成果］
水路管理、農道管理の適正な維持管理・
耕作放棄地の発生防止と景観作物作付による集落景観の向上・
ウォーキングイベントへの参加による都市住民との交流・
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平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○鳥獣害対策による農地の保全 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 三重県南牟婁郡
みなみむろぐん

紀宝町
きほうちょう

 平尾
ひ ら お

井
い

－２ 

協定面積 
2.0ha 

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 

水稲       

交付金額 
42万円 

個人配分                                50％ 

共同取組活動 
（50％） 

農業生産活動費                    40％ 
鳥獣害防護柵管理                   10％ 

協定参加者 農業者 ４人 開始：平成22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 

  当地域は、周囲を山に囲まれており、以前から鳥獣による被害が深刻だった。近

年、農業者の高齢化や農家人口の減少により草地が増え、更に鳥獣による被害が広

がりをみせている。そこで、金銭的な負担を軽減させながら農地を保全することが

できる中山間地域等直接支払制度に取り組むこととした。 

３．取組の内容 

協定に基づき、畦畔や周辺の草刈、用排水路の清掃を協定参加者で実施している。

今後については、イノシシによる農地への被害が年々多くなっているため、協定農

用地を囲んでいる電気柵を共同で管理し、また、高齢化に伴う耕作放棄を防止する

ため、中核となる農業者への農地集積を進めていくこととしている。

【集落の風景】                 【電柵の管理】 
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［集落の将来像]
○ 本集落については、現在、高齢化に伴い、耕作放棄の発生が危惧されることから、耕作放棄されそう
な農用地については農家組合等で管理・調整をおこない、中核となる農家に農地を集積していく。

［将来像を実現するための活動目標] 
○ 獣害対策として、協定農地を囲むように電気柵を設置し、農地を保全していく。 

○ 畦畔や周辺の草刈、用排水路の清掃を協定参加者で実施し、農地を保全していく。 

集落外との連携 
○ 集落内の農家に農作業委託等ができない場合には、水稲農家組合等との連携を図り、
耕作放棄地等が発生しないよう調整する。 

４．今後の課題等

この制度に取り組んだことにより、農作業・管理への意欲がより高まり、農業者

間のコミュニケーションも増え、農地のサポート体制も整ってきている。高齢化が

進んできており、集落内農家が減少していることから、今後は、集落外農家との連

携を密に図り、町内の主要な水田地区である相野谷川流域全体でサポート体制を整

えていきたい。 

農地法面の定期的な点検

（年２回及び随時）

共同取組活動

電気柵設置による鳥獣害

防止対策

共同取組活動・個別対応

農地の耕作・管理（田２ha）

個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.2ha、年１回） 

個別対応

水路・作業道の管理

・水路１km、年１回

  清掃、草刈り

・道路１km、年２回草刈り

共同取組活動

共同で支え合う集団的かつ

持続可能な体制整備

（中核となる農業者へ耕

作・管理を依頼）

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
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平成 24 年度 

＜新規就農者の確保又は認定農業者の育成に取り組む事例＞ 

○ひまわりの里で規模拡大を目指す若き後継者を育成 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 兵庫県佐用郡
さようぐん

佐用町
さようちょう

 東徳久
ひがしとくさ

協定面積
44.5ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲,小麦,大豆,ひまわり 

交付金額
538万円

個人配分                                                        0 ％

共同取組活動
        （100％） 共同利用機械購入等費                 100 ％

協定参加者 農業者  92人、農業生産法人 １、土地改良区 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 

 平成４年度から実施されたほ場整備を契機に、平成８年、集落全戸が加入する営農

組織が設立され、平成 12 年から中山間地域等直接支払制度に取り組んでいる。 

 大型機械の共同利用や農地集積を図るとともに、平成 14 年には、東徳久農事組合

法人を設立。農地の経営受託や安定的な組織運営に取り組んでいる。 

本集落においても、農業従事者の高齢化や兼業化が進行し、担い手不足の問題が深

刻化してきており、担い手の確保等が課題となっている。 

３．取組の内容 

 集落では、本交付金等を活用して共同利用機械を整備し、機械・農作業の共同化を

実現。農事組合法人を中心とした集落全体での生産体系を維持しており、離農者等か

らの農地集積に取り組み、規模の拡大を図っている。 

 また、化学肥料、化学合成農薬を低減した環境保全効果の高い営農活動に取り組み、

エコファーマーの認定を受けるなど、高付加価値型作物の生産拡大を実践している。 

 一方、休耕田にひまわり（景観形成作物）を作付け、開花時期には、県下一の規模

を誇る「ひまわり祭り」を開催しており、県外から集落を訪れる人も多く、農産物の

直売所や小中学校の体験農園等を通じ、都市農村交流にも取り組んでいる。 

 集落の課題について、これまで何度も話合いが行われ、若年層の受け入れが重要と

の結論が導き出された。この様な機会を通じ、24 年５月には、県下２番目となる人・

農地プランの認定までこぎつけている。 

【景観形成作物ひまわり】 【共同利用機械による麦の刈取り】
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［集落の将来像]
○ 農事組合法人を地域の担い手として農業生産活動を展開 
○ 転作田にひまわりを集団栽培し、農村景観等、農用地の有効利用 
○ 農事組合法人への利用権設定を推進し、集落完結型の農業を目指す

［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場合に備え、共同作業等のサポート体制を確立 

○ ひまわり栽培を通じた都市との交流 

○ 農地の維持管理や農作業を軽減化するための利用権設定の拡大 

４．今後の課題等

 集落の高齢化が進行し、耕作が難しくなった農地が多くなってきた。集落の農地を守

っていくためには、若い人を受け入れ、後継者として育成していくことが必要である。 

若手農業者の中には、今後、果樹栽培も取り組み、加工を通じた経営拡大にも取り組

みたいなど、意欲的な者もいるが、過去には、就農したものの長続きしなかった者もお

り、若者だけでは、経験も乏しいことから、定年帰農者を迎え入れることも重要である。 

 今後、更なる集落の高齢化を見越して、後継者一人あたり 10ha の経営規模を目指し、

隣接する集落も含めて、最終的には、後継者 10 人で 100ha 規模まで拡大していきたい

が、その中核となる若者が必要となることから、当面は、農業大学校や農業高校の卒業

生を雇用し、法人経営の中心となる後継者を１名は確保していきたい。 

［第２期対策の主な成果］
農業用機械の大型化 （トラクター10台、田植機２台、播種機３台、コンバイン４台ほか） 

 法人の常時雇用   （雇用者４名、事務員２名） 

農地の耕作・管理（田 45ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り(バッフ

ァゾーンの設置) 
（約 24.5ha、年２回）

個別対応

集団的かつ持続可能な体制整

備

（農事組合法人を中心とした

集落ぐるみ型による農業生

産活動の維持）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 10.8km、年２回

  清掃、草刈り

・道路 6.4km、年２回

草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてひまわり 

を約 4.1ha 作付けた。）

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

土地利用調整加算

（利用権設定及び作業受委託

面積 28ha、目標 30%以上増

加）

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

農業生産活動の体制整備
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平成 24 年度 

＜地場産農産物の加工・販売に取り組む事例＞ 

○蛇
じ ゃ

綱
づ な

の里に舞い落ちる地域資源を活かした村づくり 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 京都府宮津市
み や づ し

 今福
いまぶく

協定面積
8.7ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲、野菜等  

交付金額
173万円

個人配分                                                          0％

共同取組活動
        （100％）

集落の各担当者の活動                  3％ 
集落マスタープランの将来像を実現するための活動    36％ 
水路、農道等の維持・管理等集落の共同取組活動      1％ 
集落協定に基づき農用地の維持・管理活動        38％ 
その他（農村景観の保持）               22％

協定参加者 農業者 22人、非農業者 13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 

 蛇綱と呼ばれる稲藁で作った全長５mの大蛇をかつぎ、家々を清めて回る伝統行事が

江戸時代より受け継がれ「蛇綱の里」として知られる宮津市今福集落では、高齢化と

後継者不足等の困難に直面する農村集落を維持し守るため、平成７年 11 月に「今福地

区・村づくり委員会」を設立。平成９年には「村づくり計画」を策定し、地区住民の

総意のもと、絆を深め、力を合わせて、計画的な村づくりを進めている。 

 集落の農地と農業を守り育てるため、平成 11 年には、営農組合を立ち上げ、平成 12

年からは、中山間地域等直接支払制度を活用。荒廃防止のために営農組合で直接農地

を管理し、また、女性を中心に農産加工グループを立ち上げている。 

３．取組の内容  

 本交付金を活用して、地域の資源である「今福の滝」の周辺整備や地域の農林産物

を活用した加工グループ（農産加工グループ、野菜生産組合、キノコクラブなど）を

つくり、活動している。 

また、地域の景観を形成するとともに市民との交流を深めるため、毎年、「今福げ

んき村・ふれあい滝まつり」を開催しており、とれとれ農産物市場、野外コンサート、

キノコ汁で大昼食会、焼き芋のふるまい、カカシコンテストなど地域外からの誘客を

行い、地域の農産物、加工品を販売して、観光資源（今福の滝）とともに農村の魅力

を発信するなど、地域活性化に努めている。 

なお、「今福の滝」については、平成 25 年 3 月に「宮津市今福の滝 ～蛇綱の里が

誇る七段の名瀑」として京都府景観資産に登録された。 

【「今福の滝」周辺整備 】          【地元産品の販売】     

-96-



［集落の将来像]
○ 集落ぐるみの農業生産活動等の体制整備

○ 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・農作業の共同化等営農組織の育成 
  機械・農作業の共同利用面積（田植・刈取り・乾燥・調製等）を現状の1haから10%程度増加。 
○ 高付加価値型農業 
  特別栽培米（レンゲ米）の栽培に挑戦。 
○ 地場産農産物等の加工・販売 
  農産加工グループの育成強化と今福で採れたコメにブランド名を付け、白米にして販売。 
○ 担い手への農作業の委託 
  高齢化の中でも自作を追求し、一部の作業の委託を進める。 
○ 共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備 
  農業の継続が困難な農用地が発生した場合に備えサポート体制を維持する。 

集落外との連携 
○ 集落連携組織「上宮津地域会議（営農持続部会）」による取組 

集落営農や助け合いの仕組みづくりの研究（農業懇談会、視察研修）、ワサビ栽培
の実証など 

４．今後の課題等

 農業者の高齢化・後継者不足等により、農地の荒廃が懸念されるが、営農組合が受

け皿となり、機械・収納庫等設備の充実を図り、耕作放棄地の解消に努めていきたい。 

また、地域資源「今福の滝」の景観整備や地域イベント「今福げんき村・ふれあい

滝まつり」を継続して地域の活性化を行うとともに、今福で採れたコメにブランド名

を付け白米にして販売するなど、実践グループによる農産物や農産加工品の販売もさ

らに進めていきたい。 

今後は、特別栽培米（レンゲ米）の栽培にも挑戦し、高付加価値型農業にも取り組

んでいきたい。 

［第２期対策の主な成果］
水路改修工事、共同機械（コンバイン、草刈機）の購入、実践グループの育成（野菜生産、農産加工、

キノコクラブ）、「今福の滝」周辺整備、農地遮蔽木伐採、有害鳥獣防護柵の設置など

農地の耕作・管理（8.7ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（年 2 回及び随時）

個別対応

C 要件

集落ぐるみ型、組織対応型

共同取組活動
水路・作業道の管理

・水路 2.5 ㎞、年 2 回

  清掃、草刈り

・道路 1.1 ㎞、年 2 回

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてレンゲを

作付け）

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（年 2 回及び随時）

柵、ネット等の設置等

（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
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平成 24 年度 

＜多様な担い手（棚田オーナー等）の確保に取り組む事例＞ 

○雲の上の集落で新たな担い手を確保し活性化を図る 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 京都府舞鶴市
まいづるし

 西方寺
さいほうじ

協定面積
8.3ha

田（99％） 畑（１％） 草地 採草放牧地

水稲、野菜  野菜

交付金額
165万円

個人配分                                                         50％

共同取組活動
         （50％）

棚田オーナー制対策                  30％ 
都市農村交流対策                    0％ 
獣害対策                       20％

協定参加者 農業者  18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 

赤岩山麓の西方寺集落は、舞鶴市西部に位置し、集落では、農家以外にも農業に関心

を持っている人が存在していることに早くから着目し、将来的には、集落の人口が減少

してくことを見据え、昭和 40 年代より、新たな人材を受け入れることを目標に様々な

活動に取り組んできた。 

しかしながら、集落の高齢化が進み、地域活動や条件の悪い農地での草刈り作業等が

難しくなってきたことから、更なる取組を進めるため、西方寺集落として、平成 12 年

から中山間地域等直接支払制度に取り組むこととした。 

３．取組の内容 

若年層の地域への定着を促すためには、各施策が一体的に取り組むことが必要である

ことから、本交付金により受け入れ環境の整備として、共同利用機械購入、シカやイノ

シシなどの獣害対策に取り組んできた。 

一方、集落を訪れてもらうことが、人材呼び込みの裾野を広げることにもつながるこ

とから、都市住民に田舎暮らしや農業体験をしてもらうため、棚田オーナー制や農作業

体験、地域資源である赤岩山の登山口にあたる立地条件を活かし、都市農村交流にも取

り組んでいる。 

このような取組を通じ、集落外からの新規就農者や帰農した人の数は、着実に増えて

きている。 

【棚田オーナーによる収穫】 【獣害防護柵の設置】
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［集落の将来像]
○楽しい村づくりの実践

○新しい住人を通じて集落の活性化

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 協定農用地の拡大（協定農用地面積２ha増加）、 機械の共同利用の増加（取組面積１ha増加） 
  高付加価値型農業の実践（有機農業取組面積50a増加）、 新規就農者の確保（集落内・外） 
  多様な担い手の確保（就農希望研修者の受け入れ） 

集落外との連携 
○京都府立大学（中村ゼミ）と田植え・稲刈り等を実施 30名 
○棚田オーナー（都市住民）と田植え・稲刈り等を実施 30名  

４．今後の課題等

 集落では、交付金を活用して獣害対策等に取り組み、新規就農者や農業後継者の数も

着実に増えてきた。 

一方、集落内の条件の良い農地の数は限られており、新たに集落外の農地を求めざる

を得ない問題も生じている。 

集落の高齢化が進行し、営農が困難となる農業者も増えていくことが懸念されるが、

耕作者をどのように確保していくかが今後の課題。 

［第２期対策の主な成果］ 
共同機械の購入（H14）※１期 

 案内看板の設置（H14）※１期 
 集会所の整備 （H22）※３期 
 防護柵の設置 （H23）※３期

農地の耕作・管理

（田 8.1ha、畑 0.1ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 1ha、年 1 回）

個別対応

協定農用地の拡大化

（6.8ha の協定農用地を

1.4ha の増加。目標 2ha 増加）

共同取組活動
水路・作業道の管理

・水路 3km、年 1 回

  清掃、草刈り

・道路 2.5km、年 5 回

草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてレンゲ、約

0.5ha の作付け。）

共同取組活動

高付加価値型農業の実践

（有機農業の取組面積 80aの

増加。目標 50a の増加と技術

向上）

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

新規就農者の更なる確保

（現状 8 名、目標 10 名）

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

棚田オーナー制度の実施

（約 4a）
共同取組活動
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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＞ 

○協定参加者以外も含め集落ぐるみで共同活動を実施 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 滋賀県大津市
お お つ し

 伊香
い か

立
だち

向在地
むかいざいじ

町
ちょう

集落
しゅうらく

協定
きょうてい

推進会
すいしんかい

協定面積
16.3ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲、麦、大豆       

交付金額
273万円

個人配分                                                       48 ％

共同取組活動
        （52％）

役員報酬                      5 ％
景観形成活動、共同防除、担い手定着活動       7 ％ 
揚水管理、ため池管理、道路管理          11 ％ 
地力増進活動、耕作放棄対策             5 ％ 
共同利用機械購入積立金              21 ％ 
その他                       3 ％

協定参加者 農業者 45人、農業組合 １、土地改良区 １、自治会 １ 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 

伊香立向在地町集落では、平成元年から 10 年にかけてほ場整備が行われ、米を中

心とする営農を展開しているが、兼業農家の増加、高齢化の進行、米価の低迷等の課

題を抱え、営農意欲の減退や集落活力の低下が見られてきたことから、将来に渡り集

落の維持発展を図っていくため、平成 12 年から中山間地域等直接支払制度に取り組

むことになった。 

ほ場整備によって整備された優良な農地を担い手へ引き渡してくため、現在の営農

組織を発展させ継続的な営農体制を確立し、また、生産の中心である米のブランド（伊

香立ブランド）を立ち上げることを目指し、活動に取り組んでいる。 

３．取組の内容 

集落ぐるみの農業生産活動体制の整備に取り組み、共同利用機械の整備を行った。

農地は所有農家が耕作・管理し、農道・水路の維持管理は協定対象外農家も一緒に参

加して、集落ぐるみで農業活動を実践している。 

また、近年は、イノシシ、シカ、サルによる農作物被害が深刻化してきたことから、

電気柵の設置を行うなど、獣害対策にも取り組んでいる。 

集落づくりの一環として、休耕田にコスモスを植え、コスモス田作り等の活動を行

うとともに、自治会活動(夏祭り)にも協賛し、多面的機能増進活動を自治会と協同し

て実施している。また、開花時期には、集落外からも多くの人が訪れ、住民との交流

を図っている。 

【向在地集落】 【法面の草刈り作業】
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［集落の将来像]
○ 生産性の向上 
○ 住みよい集落づくり

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 営農組織のオペレーターを育成し、農作業の受委託による効率化 

○ 機械施設の共同利用を通じ、後継者の育成 

４．今後の課題等

集落の課題としては、リーダーの確保、高齢化の進行、担い手の育成等があげられ

るが、「いかにして鳥獣害の被害を防いでいくか。」が当面の課題。 

また、伊香立向在地町集落は、他集落に比べ比較的条件が揃っていることから、危

機感をもっている農業者が少ないため、今後、集落内の意識を共有し、集落全体で地

域を守るという更なる意識の向上が必要。 

［第２期対策の主な成果］
当該事業を取り組むことにより、集落全体で農業に取り組むことができ、農業活動の継続が図られて

いる。

農地の耕作・管理（田 16ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.4ha、年２回）

個別対応

機械農作業の共同化

（営農組合のオペレーター

育成、目標 10名) 
共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 5.4km、年２回

  清掃、草刈り

・道路 4.0km、年３回

法面等草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてコスモス

 を約 0.2ha 作付けた。）

共同取組活動

地場産農産物等の加工販売

（野菜の栽培の促進。自己消

費から生産直売を目指す）

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

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

多様な担い手の確保

（機械の共同利用を通じた

後継者の育成。目標 15名）

共同取組活動

共同で支え合う集団的かつ持

続可能な体制の整備

（農業の継続が困難となった

農地が生じた場合、営農組

合を位置付け）

共同取組活動

協

定

参

加

者

以

外

自 治 会
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平成 24 年度 

＜その他（その他、取組に特徴のある事例）＞ 

○歴史街道が残る集落の景観・自然生態系に配慮した取組 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 滋賀県長浜市
ながはまし

 相撲庭
すまいにわ

町
ちょう

山田
や ま だ

地区
ち く

協定面積
2.9 ha

田（100%） 畑 草地 採草放牧地

水稲
交付金額
61万円

個人配分                                                         0％

共同取組活動
    （100％）

水路、農道、電気柵の維持管理、整備費         100％

協定参加者 農業者 13人 開始：平成23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 

 伊吹山を源流とする姉川中流域に位置する相撲庭町は、山裾に北国脇往還が通り、

古い街道の名残を残している。 

集落の耕地は約 55ha。作物は水稲が中心で、小規模の兼業農家が多い。昭和 60

年頃、ほ場整備を実施して、区画を整理。大半は平場に位置するが、山裾に位置す

る山田地区では、急傾斜の田が約 3ha 存在し、イノシシなどの獣害被害に悩む中、

農用地の保全が必要と考え、平成 23 年度より中山間地域等直接支払交付金に取り組

むこととした。 

３．取組の内容 

集落が抱える一番の課題である獣害被害に対応するため、共同取組活動で電気誘導

柵を設置。従来の電気誘導柵の更新を図ると共に、田園風景の景観保持も目的とした

周辺森林の雑木処分、草刈りの維持管理の徹底を協定者で取り決め、実施している。 

草刈り機での作業が困難な柵の周辺部では、これまでは、除草剤を散布していたが、

現在は、不織布を張って草の生育を抑えており、維持管理の低減が図れたうえに、除

草剤を使用しないため、一時は見かけなくなったイモリも戻ってきた。協定参加者全

員で草を刈ることで、集落の環境も良くなり、集落の意識も変わってきている。 

【電気誘導柵設置】 【周辺林地の管理】
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［集落の将来像]
○ 当農用地の管理者は13名の協定者と少ないが、地道ではあるが、良好な維持管理、景観保全を向上す
ることで、担い手の育成、集落内の協定参加者増を目標に、この中山間地域等直接支払交付金をステ
ップとして、集落ぐるみの生産活動体制を構築していく。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 耕作放棄地とならないように、特に獣害対策の充実を図り、常に耕作可能な良好な農用地として維持
管理の徹底を図る。 

集落外との連携 
○ 当協定農用地以外の集落住人にも普及、啓発を図り、集落内の協定参加者増を目標と
する。 

４．今後の課題等

  集落の高齢化が進み、今後、耕作が難しくなる農地が発生していくと思われる。 

 今の対策中は、何とか踏ん張れるものの、次の対策の時は、どうなるか分からない。 

  後継者の育成が必要であり、当面、定年後の帰農者を後継者として位置付けていき

たいが、若年層は、農業に採算性が見込まれないと、確保が難しい。 

  主産物である米をブランド化し、所得の向上につなげていきたいが、一方で、昔か

ら言い伝えられてきた「弘法さんの不思議な水」を地域の資源として何とか活かせな

いかと、集落では模索している。 

  また、同じ相撲庭町の農業者とも何ら連携が出来ないかと検討している。 

［第２期対策の主な成果］
 取り組みなし 

農地の耕作・管理（田 2.9ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.3ha、年１回）

協働取り組み対応

獣害防止柵の新設設置

（L=1,222m）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 2.3km、年２回草刈

       年３回泥上

・道路 1.0km、年２回草刈り

共同取組活動

集団的かつ持続可能な体制整

備（協定者等集落ぐるみでの

農業生産活動の維持）

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

獣害対策の電気誘導柵と連

動による獣害被害防止の徹

底

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

-103-



平成 24 年度 

＜担い手への農地集積等（協定農用地の拡大を含む）に取り組む事例＞ 

○温暖気候を活かした三毛作で農家の体質強化を目指す 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 兵庫県南あわじ市
み な み あ わ じ し

 馬
うま

回
まわり

協定面積
13.8ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲,玉葱,ﾚﾀｽ,ｷｬﾍﾞﾂ 

交付金額
290万円

個人配分                                                        0 ％

共同取組活動
        （100％）

役員報酬                       1 ％ 
共同利用機械購入、災害補完工事            54 ％ 
獣害防止柵維持管理、水路等水利施設草刈作業、 
農道等維持管理                    17 ％ 
利用集積補助、作業受委託補助             14 ％ 
景観整備                       14 ％

協定参加者 農業者  29人、水利組合 １ 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 

「国生み神伝説」で有名な淡路島の南部に位置する南あわじ市では、温暖で肥沃な

風土を活かし、「淡路島たまねぎ」をはじめとする水田多毛作栽培が行われている。 

市東部の馬回集落では、平成４年から担い手育成型ほ場整備事業を実施し、担い手

への農地の集約化が可能となったが、イノシシやシカなどによる鳥獣被害に悩まされ

ており、その解決策が望まれていた。 

平成 12 年、中山間地域等直接支払交付金が創設され、特認地域での取組が認めら

れた。第１期対策から 10 年以上が経過し、実践的な取組が進められている。 

３．取組の内容 

課題である獣害対策には、共同で防止柵を設置。担い手農家への集積を図るため、

農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費の補助も行っている。 

集落の畜産農家４戸と連携し、酪農循環型の農業を実践。平成 16 年からは、ブル

ーベリー栽培にも取り組み、20 年には、市内の観光施設と連携して、鉢植えブルーベ

リーの摘み取り体験を実施している。今後は、高齢者でも取り組みやすい省労力化が

可能な新規作物を導入し、地域の特性を活かした高付加価値型農業の実現を目指して

いる。 

【温暖な気候を活かしたレタス栽培】【獣害防止柵の設置】
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［集落の将来像]
○ 畜産農家と連携した有機堆肥供給の体制づくりを維持し、高付加価値型の生産を推進 
○ 効率のよいほ場の賃貸による担い手農家への集積、自己消費用の小区画ほ場の管理 
○ 担い手による相互利用を推進し、共同作業や共同利用機械の推進 
○ 柿等の果樹を植樹し、農村景観の充実 
○ ブルーベリー栽培に加え、高齢者でも管理が可能な新規作物を導入 
○ 古刹成相寺の維持管理 
○ 鳥獣害対策 
○ 視察研修の実施により、農業意欲の向上、集落内の交流を深める

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 前協定と比べ協定農用地面積を増加 

○ フェロモントラップの集落全域での実施 

○ 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 

集落外との連携 
○ （株）うずのくに南あわじ（大鳴門橋記念館）を通じた農業体験、加工・販売の提供

４．今後の課題等

 高齢化が進んでおり、高齢者でも取り組める作物を導入して、人材活用を進めるとと

もに、後継者の確保が必要である。 

粘土質の土壌を活かし、品質の良い米を作ることは可能であり、また、温暖な気候を

活かして、三毛作に取り組めば、収入は確保出来るので、本業主体で生産性を向上し、

個々の農家の体質を強化して、後継者の確保を目指す。 

一方で、温暖な気候が故、草刈りも年３回以上は実施。傾斜が急で面積的には１ha

の田に法面が 20ａ程度もあり、草刈りが大変で農地集積の大きな負担となっている。 

［第２期対策の主な成果］
 獣害対策（防止柵の設置） 延長４km、250万円 
 集落の景観保全      スイセン（１km）、サクラ（200本）、モミジ（50本）の植樹 

農地の耕作・管理（田 14ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.1ha、年３回）

個別対応

集団的かつ持続可能な体制整

備

（役員を中心とした集落ぐる

み型による農業生産活動の

維持）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 1.5km、年３回

  清掃、草刈り

・道路 0.7km、年３回草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてスイセンを

約１km に植え付けた。）

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（年３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

堆肥きゅう肥の施肥

（畜産農家と連携した有機堆

肥供給の体制づくり）

共同取組活動
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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＞ 

○持続的・効率的な農業生産活動に向けて参加者自ら整備 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 和歌山県橋本市
はしもとし

 杉尾
す ぎ お

協定面積 
13.1ha 

田（32％） 畑（68％） 草地 採草放牧地 

水稲 柿     

交付金額 
190万円 

個人配分                                                          50％ 

共同取組活動
        （50％）

役員報酬                       4％ 
共同農機具の購入費                  30％ 
水路・農道等の整備費                 10％ 
共同作業（草刈等）日当                5％
事務費・会議費                    1％

協定参加者 農業者  17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 

杉尾集落は、小規模な兼業農家によって構成されており、若年層の流出により高齢化

が進行して、耕作放棄地も顕著になり、後継者の確保が必要となっていたことから、集

落の話合いの中で合意形成が図られ、平成 12 年から中山間地域等直接支払制度に取り

組むこととした。 

第１期対策では、消費地に近い立地条件を活かし、イベント等を通じた都市と農村の

交流を進め、地域の活性化を目指すこととした。 

また、杉尾集落は、傾斜のきつい山間部に位置しており、農業生産活動を維持してい

くためには、農道の整備が急務となっていたことから、第２期対策からは、農道、水路

の整備を重点的に行っていくこととした。 

３．取組の内容 

農業の効率化を図るためには基盤整備を行う必要があることから、水路、農道の整備

計画を立て、交付金を活用して、生コン等の材料を購入し、協定参加者自ら農道の舗装

を行い、計画的に農業生産活動の強化に努めている。 

第２期対策で、要望のあった箇所をほぼ整備したことから、第３期対策では、農道や

水路の補修に重点をおくとともに、機械の共同化を図るため、共同使用農機具の購入を

行うこととしている。 

【杉尾集落】 【集落での話合い】
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［集落の将来像]

○ 定年帰農者を農業の担い手として位置付ける。 

○ 集落の実情に即した持続的かつ効率的な農業生産活動を行えるように基盤整備を行う。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 共同使用農機具の購入 

○ 農道等の基盤整備を行う 

４．今後の課題等 

協定参加者に生コン等の現物を支給し、各自で農道や水路の補修を進めているが、協

定参加者の考え方に温度差があり進捗の度合いが異なるため、足並みを揃えた事業の推

進が必要。 

イノシシによる被害が多いため、捕獲用の檻や電気柵を設置しているが、鳥獣害の被

害を完全に防ぎきれていない。 

都市・農村の交流を通じて、少なからず杉尾集落に興味を持っている者もおり、集落

には何軒かの空き家があるので居住は可能であるが、権利関係が難しい。 

［第２期対策の主な成果］
・古代米等の有機栽培を通じて作物の販売及びイベントを開催し、都市・農村の交流を図った。 

（H17：約60名、H21：約70名） 
・認定農業者の新規育成（Ｈ17：0名、H22：1名） 
・農道の整備（H17：0m、H18：130m、H19：237m、H20：45m、H21：750m、合計1,162m） 
・水路の改修（H17：0m、H18：427.6m、H19：56m、H20：0m、H21：0m、合計483.6m） 

農地の耕作・管理

（田 4.1ha 畑 9.0ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.5ha、随時）

個別対応

機械農作業の共同化

（共同利用面積を 10%増加、

目標 1.4ha
共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 1.0km、年 2 回

  清掃、草刈り

・道路 1.5km、年 2 回

草刈り

共同取組活動

農地法面の点検

・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

農業生産条件の強化

農道、水路の改良目標

水路 145m
農道 250m 

共同取組活動
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平成 24 年度 

＜高付加価値型農業の実践に取り組む事例＞ 

○高付加価値型農業を通じて新規就農者の確保を目指す 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 和歌山県紀
き

の川市
か わ し

 麻生津
お お づ

協定面積
211.1ha

田 畑（100％） 草地 採草放牧地

果樹（蜜柑、八朔、 
柿、桃、梅）

交付金額
2,428万円

個人配分                                                        50 ％

共同取組活動
        （50％）

役員報酬                       1 ％ 
研修会費                        1 ％ 
共同取組活動費（水路・農道等の維持管理等）      46 ％
積立金（水路・農道等の維持管理等）           2 ％

協定参加者 農業者 187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 

平成 17 年に誕生した紀の川市は、その名を日本最多雨地帯の大台ヶ原を源流とする

紀ノ川に由来し、麻生津は紀ノ川から高野山へと至る古くから交通の要地であった。 

麻生津では、各集落がそれぞれに協定を締結し、中山間地域等直接支払制度に取り組

んでいたが、個々の協定で取り組むよりも日常的に一体感のある麻生津全体で取り組ん

だ方が効果的との判断から、各集落の農業委員が中心的な役割を果たして統合を進め、

平成 17 年、旧麻生津村単位の広域協定が誕生した。  

本協定は、紀の川市 50 協定の中でも、最大の面積を持つ広域協定となっている。 

３．取組の内容 

集落の課題である農業従事者の高齢化・後継者不足、イノシシ・アライグマ等による

鳥獣被害など、地域の課題の解消に向けた話合いが進められ、第２期対策では、獣害対

策として、アライグマ捕獲用の檻を全戸に配布した。 

また、有機農業や特別栽培にも積極的に取り組み、県特別栽培農産物ガイドラインに

も則った農用地を新たに１ha 以上確保し、高付加価値型農業の実践に取り組んでいる。 

今後、農業の継続が困難となった場合に備え、認定農業者を新たに１名確保し、集落

外からの就農者を確保することを目標に、現在、取組を進めている。 

【眼下に臨む紀ノ川】 【みかんの特別栽培】
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［集落の将来像]
○ 集落ぐるみの農業生産活動等の体制整備 
○ 地域の実情に応じ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]  
○ 高付加価値型農業の実践（県特別栽培農産物ガイドラインに則った農用地を新たに１ha以上確保） 
○ 新規就農者の確保（１名以上の新規就農者を確保） 
○ 認定農業者の育成（新たな認定農業者を１名以上育成） 

４．今後の課題等

 耕作放棄を発生させないことは、集落にイノシシ等の鳥獣を居座らせないことにもつ

ながり、また、農道の草刈りなどこれまで手が回らなかったところにまで取り組むこと

ができるようになり、集落の意識が向上している。 

 現在、農作業の主流を占めている 70 歳代の農業者からの世代交代が課題であり、具

体的には、外部から若い就農者を確保し、また、集落の後継者には積極的に認定農業者

になってもらうことが必要であるが、新規就農者の受け入れは、住居などの問題があり、

課題も多い。 

 本協定は、複数の協定が統合してできた広域協定であるが、日常的な活動は、字単位

で行っている。広域協定は、スケールメリットが享受できる一方で、小回りが難しいな

どのデメリットもあり、今後、協定の見直しも含めた議論が必要になるかもしれない。 

［第２期対策の主な成果］
 ・鳥獣害対策（アライグマ捕獲檻 210個設置） 
 ・高付加価値型農業の実践 （和歌山県特別栽培農産物の認証 当初0.0ha→実施4.0ha） 

農地の耕作・管理（畑 211ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 5.0ha、年１回）

個別対応

高付加価値型農業の実践

（県特別栽培農産物ガイド

ラインに則った農用地を新

たに１ha 以上確保）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 1.0km 年１回

  清掃、草刈り

・道路 12.7km 年２回

草刈り

共同取組活動

新規就農者の確保

（現在 0 名、目標１名以上）

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

認定農業者の育成

（現在 15 名、目標１名以上）

共同取組活動
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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＞

○農事組合法人の設立による利用集積推進

１．集落協定の概要

市町村･協定名 鳥取県八頭郡若桜 町 糸白見
や ず ぐんわか さ ちよう いとしろ み

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
11.2ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 50％
187万円 共同取組活動 役員手当 3％

（50％） 道・水路管理費 8％
農地管理費 3％
機械購入積立等 36％

協定参加者 農業者 24人、農業生産法人 1法人 開始：平成12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

高齢化による労働力不足、米価格の低下並びに生産調整の強化により農業に対する意

識と意欲が低下し、耕作放棄地が発生するようになり、今後さらに増加することが懸念

された。

集落には認定農業者となりうるような篤農家や集落営農組織はなかったが、なんとか

集落の農地を維持したいという強い希望から協定を締結し、農地の利活用に取り組むこ

ととなった。

３．取組の内容

水路、農道の草刈など共同作業を行うとともに、機械の共同利用を進めた。

平成18年度には水稲防除機を導入し、共同防除を実施。平成20年２月23日に組合員10

名により「農事組合法人 糸白見」を設立。同時に、田植機、コンバイン、乾燥機を導

入し、法人へ農地の集積を図り、耕作放棄地の防止と農地の有効利用に努めている。

また、平成21年度から野生鳥獣害対策のため、電気柵の設置等を行っており、集落全

体で野生鳥獣被害の減少に努めている。

【春の水路清掃】 【秋の電気柵の片付け】

-112-



［集落の将来像]
○ 耕作放棄防止のため、協定参加者全員で協力していくとともに、集落営農組織へ賃借権設定及び農

作業を委託することとし、耕作放棄地のない集落としての取組を実施する。

［将来像を実現するための活動目標]
○担い手への農地集積（農業の継続が困難になった農地は農事組合法人が引き受ける）
○担い手への農作業の委託（個人で困難な作業を農事組合法人へ委託）

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11.2ha 周辺林地の下草刈り 集落営農組織への農地集積及び（ ）
(随時) 農作業の委託

個別対応（4.7ha） 共同取組活動 （農地集積及び農作業受託を
営農組織対応（6.5ha） 6.5ha実施、目標9ha）

景観作物の栽培活動の実 共同取組活動
水路・作業道の管理 施

、 （ ）・水路 清掃 草刈り 4月
・農路 草刈り（4～11月） 共同取組活動 多面的機能の持続的発揮に向け

た集落営農組織との連携
（共同機械の購入等）

共同取組活動

共同取組活動

耕作放棄地の防止策
（集落営農組織への賃借権設
定、農作業委託）

共同取組活動

４．今後の課題等

、 、 。・機械の共同利用等を進め 農作業の効率化等を進めることにより 所得向上を図る

・継続的な水路管理等の維持管理活動を行うため、円滑な共同取組活動の実施。

・ 農事組合法人糸白見」による、更なる農地利用集積の推進を検討。「

［第２期対策の主な成果］
・耕作放棄地の発生を防止するため、集落営農組織の設立等を柱とする独自の集落プランを作成し、
取りまとめた。このプランに基づき、新たに設立された営農組織によってオペレータ等担い手農家
の育成や機械化・共同化等が促進された。
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平成24年度

＜他集落との連携、高齢農家等への支援に取り組む事例＞

○３集落連携による共同活動の実施(離島平坦地)

１．集落協定の概要

市町村･協定名 島根県隠岐郡隠岐の島 町 都万下田
お き ぐん お き の しまちよう つ ま しもだ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
25.0ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 80％
200万円 共同取組活動 役員報酬、会議費 7％

(20％） 農道・水路管理費 5％
その他 8％

協定参加者 農業者 39人、特定農業法人 １ 開始：平成23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

隠岐島においては、平成23年度から離島の平坦地の条件不利性が認められ、平坦農用
地であっても中山間地域等直接支払制度の交付対象となったことを受け、各集落におい
、 。 、 （ 、て 本制度への参加について協議を重ねてきた その結果 隣接する３つの集落 釜屋

中里、西里）をひとまとめにし、本制度に取り組むこととなった。

３．取組の内容

、 、これらの集落では 従来から中山間地域等直接支払制度への参加希望はあったものの
集落協定代表者等の役員の引き受け手がなかなか見つからなかったため、隣接する３集
落で話し合って、役員については各地区が分担して引き受けることになった。

、 、 （ ）共同取組活動としては 農業者の高齢化が進んでいるため Ｃ要件 集団的サポート
として集落内の認定農業者や集落営農法人を位置付け、農業生産活動等の継続が困難な
農用地が発生した場合の支援体制の構築を行っている。
また、集落協定対象のほ場では特別栽培米の作付けも行い、島内外で販売するなどし

て、付加価値の向上につとめている。

【都万下田集落の協定農用地】 【都万下田集落の全景】
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［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]
○ 共同で支えあう集団的かつ持続可能な体制整備
・集落座談会により農作業の受委託を進めるための情報交換を行う。
・個人が農地を守ることを基本にしながらも、やむを得ない場合には役員へ相談し、農業委員会の
あっせん等により課題解決を図る。

［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25ha） 堆きゅう肥の施肥 農業の継続が困難な農用地が発
生した場合は、認定農業者また
は集落営農法人等の集落の担い

個別対応 共同取組活動 手が引き受け、農業生産活動等
の維持を図る。

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路5km、年1回

清掃、草刈り
・道路5.2km、年1回

草刈り
(水路･農道の管理については、農地

･水保全管理支払交付金を活用)

共同取組活動

耕作放棄されそうな農用地に
ついては、集落内外の担い手
農家や集落営農法人による利
用権設定や農作業の受託等を
行う （随時）。

共同取組活動

４．今後の課題等

、 、隣接する３つの集落の統合により 農道の草刈りや水路の清掃など交流の機会も増え

離島農用地の維持、農業担い手育成等についての話合いの場にもなっている。

集落の高齢化が深刻化する中、認定農業者や集落営農法人が中心となり耕作放棄地の

発生を防止していくことや、地域内の他の集落協定との交流を深める活動等、交付金を

有効活用した取組をしていきたい。

また、特別栽培米（藻塩米）の栽培、販売にも引き続き取り組んでいきたい。
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平成24年度

＜新規就農者の確保又は認定農業者の育成に取り組む事例＞

○震災避難者等移住者の受入による地域活力の向上

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岡山県久米郡久米南町 下籾
くめぐんくめなんちょう しももみ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
27.9ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 50％
574万円 共同取組活動 役員報酬、研修会等 5％

(50％） 鳥獣害防止対策費 36％
農用地等維持管理費 9％

協定参加者 農業者 36人、非農業者 7人 開始：平成12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

当該集落は、従来、個々の農家で農業を行ってきたが、高齢化が進行する中、中山
間地域等直接支払制度の第１期対策では共同取組活動を実践し、第２期対策では農業
機械（水稲防除機、コンバイン）の共同化を進めるとともに、定年退職者を作業オペ
レーターとして育成することで作業受委託を推進してきた。しかし、平成22年には高
齢者が集落人口の50%を越え、高齢者のみの世帯数が３割に達するなど急速に高齢化
が進み、第３期対策は、第２期対策末より協定締結面積が約４ha脱落するなど、この
ままでは農業や地域が維持できないのではないかという危機感が高まっていた。

３．取組の内容

当該集落では、平成になってから田舎暮らし志向の移住者が定着した事例があり、
さらに移住者を増やすため集落協定や自治会が中心となって、移住者に貸与できる空
き家の確保を進めていたところ、平成23年に東日本大震災が発生し、先移住者の紹介
等により福島県から自主避難家族を受け入れることとなった。

集落が空き家や農地のあっせん、地域の生活習慣や農業技術の指導等、地域ぐるみ
の支援を行った結果、その後も福島県等からの移住希望者が続き、現在では集落全体
の２割の世帯が移住者となっており、農業者又は非農業者として集落協定に全員が参
加するとともに農道の草刈り、水路の泥上げ、イノシシわな免許の取得、その他地域
活動の貴重な担い手となっている。

【農業者及び非農業者による草刈】 【水稲共同防除作業】
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［集落の将来像]
○水稲の基幹的農作業用機械の共同利用による生産体制の維持
○集落内の農道、用水路、ため池の管理を非農家を含めた集落全体での実施
○集落全体で鳥獣害防止対策に取り組み、安心して農作物を栽培できる体制の整備

［将来像を実現するための活動目標]
○収穫・防除作業の受委託の拡大による担い手不足の解消
○定年退職者・Ｉターン非農家等多様な人材の参加による共同取組活動の活性化
○補助事業等の利用による効率的な鳥獣害防止対策の実施

［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28ha） 周辺林地の下草刈り 担い手の育成・確保
（約0.5ha、年1回程度） （認定農業者育成、目標2人）

個別対応 個別対応 共同取組活動

水路・作業道の管理 地場産農産物加工
・水路10km、年2回 農家のモチ加工受託

清掃、草刈り
・道路10km、年2回 草刈り 共同取組活動

共同取組活動
鳥獣害防止対策

（防護柵設置・管理） 農業生産条件の強化
農地法面の定期的な点検 ため池、用水路の改修

（随時） 共同取組活動 （目標 5ha）

共同取組活動 共同取組活動

集落外との連携
○周辺集落との情報交換により鳥獣害防止対策に努める

４．今後の課題等

町ではソーシャルネットワーキングサービス等による移住者等と移住指向者との交

流が図られており、一定の移住ニーズが存在すると考えているが、既に移住用に供す

、 。ることができる空き家が不足していることから 新築住宅の確保が課題となっている

［第２期対策の主な成果］
水稲収穫作業及び農薬等防除作業における受委託拡大による営農の効率化等・
（集落営農育成関連事業との連携でコンバイン等の導入 H21実績:４ha）
鳥獣害防護柵の設置（H21実績:４km）・
認定農業者の育成 （H21実績:１人）・
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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＞

○パイプラインの自己施工による農業生産条件の強化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岡山県 岡山市 石 妻
おかやまし いしづま

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
15.4ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 40％
324万円 共同取組活動 農道･水路の補修改良及び鳥獣害防護柵の設置 29％

（60％） 農道･水路の維持管理等 26％
その他 5％

協定参加者 農業者 42人 非農業者 １人 １農業生産法人(構成員 ３人) 開始：平成18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

当集落は、山々に囲まれた急傾斜農地で水稲を栽培している。集落内の農家のほとん

どが兼業で、また、農業従事者の高齢化が進んでおり、将来、基幹的農作業が困難な農

家が出てくることが予想され、耕作放棄地の発生が懸念されていた。また、イノシシに

よる被害が年々増えてきており、農家の生産意欲が低下していた。

こういった現状を踏まえ、個人完結型ではなく共同して農地を保全するための活動を

行うことで、後継者の負担を減らし、水源かん養等農地の多面的機能の維持保全に貢献

しようと非農業者や交付対象外農業者も含めた集落全体が参加者となり、平成18年度に

協定を締結した。

第２期対策では農道の舗装、イノシシ防護のための電気柵の設置を行うなど、中山間

地域等直接支払制度を効果的に活用している。

３．取組の内容

第３期対策では、高齢化による労働力不足の解消を図るため、ため池から農地までの

パイプラインの敷設を６箇所計画した。当初は10年計画とし、１箇所を２年弱で行うこ

とを考えていたが、１年でも早く完成をとの声が集落内からあがり、個人配分を減らし

て、パイプライン敷設に充てることとした。

、 、 （ ） 、また 高齢農家が安心して制度に参加できるよう Ｃ要件 集落ぐるみ型 を選択し

支援体制を確立している。若い農業者が役員となり中心となって活動するかたわら、地

域の担い手である農業生産法人の代表者として、地域の持続的な農業生産活動の実現に

取り組んでいる。

【管理の行き届いた農用地】 【自己施工によるパイプライン敷設】
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［集落の将来像]

○ 農業従事者の高齢化に対応するため、担い手を核とした農業生産活動等の体制を整備するとともに、

集落ぐるみでの共同取組活動による支援体制の整備を図る。

［将来像を実現するための活動目標]

○ 地域農業の核となる担い手に基幹的農作業を委託し、農地を保全する。また、水路・農道等の維持管

理は集落全体で行い、地域が共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制の整備を図る。

［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15ha） 周辺林地の下草刈り ため池から農地まで、パイプラ

（約1ha、年1回） イン敷設（6箇所 1.5km）

個別対応

共同取組活動 共同取組活動

水路・農道等の管理

・水路 4.0km 年1回及び随時 農業生産活動等が困難な農用地

清掃、草刈り が発生した場合の支援

・道路 3.0km 年2回及び随時 （地域農業の核となる担い手等

簡易補修、草刈り に集積し農業生産活動の維持を

図る）

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

ため池周辺の草刈り

獣害防護柵の管理（6.0km） （年2回及び随時）

共同取組活動 共同取組活動

４．今後の課題等
基幹的農作業については、法人を中心とした担い手等により、広範囲にわたる組織

的な営農が可能であるが、電気柵の管理や草刈り、ため池や水路の管理は少人数で行
うことは難しく、非農業者を含め地域ぐるみで農地を保全する活動を継続していく必
要がある。

高齢化する協定参加者の労力軽減を図るため、今後も交付金を活用し、施設の整備
及び維持管理を積極的に行う。

、 。即戦力となる後継者の確保 育成にどのように取り組むべきかが最大の課題である

［第２期対策の主な成果］

・農道の舗装（2.0km）

・獣害防護柵の設置（6.0km)

・ため池の集水水路にＵ字溝設置（1箇所 168ｍ）
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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＞

○集落営農組織と集落協定の連携による地域農業の活性化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岡山県 高梁市 平川北部
たかはしし ひらかわほくぶ

協 定 面 積 田（78.7％） 畑（21.3％） 草地 採草放牧地
21.9 ha 水稲 トマト・ピオーネ

交 付 金 額 個人配分 48％
405万円 共同取組活動 営農組合への運営助成金 19％

（52％） 共同機械の購入 14％
共同防除費用 その他 19％

協定参加者 農業者 36人、営農組合 1組織、特定農業法人 1組織 開始：平成22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

当地区は４つの集落から成っているが、第２期対策においてはそのうち３つの集落

がそれぞれ集落協定を締結し、中山間地域等直接支払制度に取り組んできた。

そうした中、住民アンケートや検討会を重ねた結果、農地の維持と営農活動による

発展を目指した平川北都営農組合を当該３集落が核となって平成20年３月に設立した。

その後、第３期対策への移行に伴い当該３集落を統合すると共に、小規模・高齢化

集落である１集落を含めて集落協定を締結し、地区が一体となった活動を行っている。

３．取組の内容

集落協定参加者と営農組合参加者がほぼ重複することから、２つの組織が一体とな

った取組を行っている。

集落協定の共同取組活動としては、動力噴霧器の導入により水稲の共同防除作業に

取り組んでいる。

一方、体制整備単価相当分を平川北都営農組合へ運営助成金として支出している。

営農組合では水稲の共同育苗を行い、育苗経費の削減に取り組むとともに、各種作業

への出役による組合員の労賃収入及びコミュニケーションの向上が図られている。

また、営農組合の機械部会では耕起や畦塗り、田植えの作業受委託に取り組んでい

る。

【水稲共同防除作業】 【水稲共同育苗作業】
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［集落の将来像]
○ 集落営農組織との一体的な活動により共同育苗や作業受託を行い、高齢化対策及び持続可能な体制

整備を構築する。
また、共同防除等の実施により優良米を生産する。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 機械・農作業の共同化等営農組織との一体的な活動により、協定農用地の拡大、高付加価値型農業、

共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備に取り組むと共に、地場産農産物等の加工・販売に取
り組む。

［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 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化
（田17.2ha、畑4.7ha） （約0.4ha、年1回） （水稲の共同育苗 8ha実施、

目標10ha)
個別対応・共同取組活動

個別対応
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路1.8km、年2回 景観作物作付け

清掃、草刈り （シャクヤクの作付け） 担い手への農作業の委託
・道路3.8km、年2回 （平川北都営農組合と連携した

草刈り 田植え作業の委託。目標5ha）

共同取組活動 共同取組活動
共同取組活動

病害虫の一斉共同防除
・田12ha 加算措置としての取組等

共同取組活動 小規模・高齢化集落支援加算
（1集落 4ha）

共同取組活動

４．今後の課題等

・ 収穫作業の受託に取り組むため、営農組合によるライスセンター運営について検

討を行う。検討に当たっては、農協や役場等と連携し、コスト低減を図ることが重

要である。

・ 営農組織の法人化が課題であるが、そのためには、専従者の確保に取り組んでい

く必要がある。

［第２期対策の主な成果］
・３つの集落協定が連携することにより、３期対策における協定合併の素地ができた。
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平成 24 年度 

＜他集落との連携、高齢農家等への支援に取り組む事例＞ 

○協定間連携による農事組合法人設立とその横断的活動 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 広島県三次
み よ し

市
し

布野町
ふのちょう

 本谷
ほんたに

協定面積
36.7ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲・飼料作物  

交付金額
701万円

個人配分                          48％

共同取組活動
（ 52％）

役員報酬                  3％ 
有害鳥獣対策費（柵・おりの設置）     11％ 
共同防除                 14％
その他                  24％

協定参加者 農業者 25人、(農)本谷（構成員46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 

当該集落は、島根県境に位置し、国道から入った谷筋の３つの集落からなる集落協定

で、昭和 50 年代～60 年代にほ場整備を実施した水稲主体の地域。 

地域をどうやって維持していくかを模索している中、平成 12 年度に中山間地域等直

接支払制度が開始され、この制度の取組が地域の将来に有益と判断し、取組を開始。 

地域の維持には金銭的余裕は必要であり、取組をきっかけに集落営農体制も強化さ

れ、理想的な道を歩んでいると実感。 

第２期対策から、谷毎にあった集落協定（小規模・高齢化集落を含む３協定）とそれ

ぞれの営農組合も統合。県内で法人設立の機運が高まる中、当該集落でも協定統合を契

機に意識が高まり、協定参加者のほとんどが構成員となる農事組合法人「本谷」を平成 

19 年度に設立。第３期対策も集落を守る体制をより強化するため、集落ぐるみで取り

組んでいる。 

３．取組の内容 

○隣接集落協定に属する農事組合法人との連携 

・隣接する集落協定同士でそれぞれに属する農事組合法人を互いの協定のＣ要件の

サポート者と位置づけ、小規模・高齢化集落を含めた協定農用地の持続的な維持管

理体制を構築。 

・所有する汎用及び特殊農業機械の賃貸借の実施、共同購入の検討。 

・地域内ブランド米「横谷米」の生産拡大、ＰＲのための都市農村交流。 

○水稲の共同防除（基幹防除の農薬代と作業料金） 

○環境保全型農業の実践（堆きゅう肥の施用） 

○鳥獣害被害対策（イノシシ被害防止柵・おりの設置費用） 

【協定農用地】 【横谷米ＰＲのための都市農村交流活動】
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［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] 
○共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備：（農）本谷を中心とした集落ぐるみでの維持 

集落外との連携 
○隣接協定に属する法人をサポート者に位置づけ、確実な協定農用地の維持体制を確保
○隣接協定とブランド米「横谷米」の生産拡大 
○隣接協定の法人と機械の共同利用を推進 

４．今後の課題等

  冬場の降雪量が多く、また、集落に山が迫る地域であり、集落の維持は困難が多い

が、農事組合法人を中心として水稲以外の作物生産を始めるなど、集落の維持に取り

組んでいる。ただ、次代の担い手確保は喫緊の課題であり、田植え・収穫等の際に、

町外転出者に集落の農作業に出てもらい、農業経験及び地域とのつながりを積み上げ

てもらうことで、地域の維持につなげていきたい。 

［第２期対策の主な成果］
・農事組合法人「本谷」の設立：利用権設定面積 27.5ha（現在約30ha） 

農地の耕作・管理 

（田 36.7ha）

個別対応

水稲の共同防除 

防除実面積 22ha 

共同取組活動 

水路・作業道の管理 

・水路 管理延長 6km 

年 3回清掃・草刈 

・道路 管理延長 3.2km 

年 1回簡易補修 

年 2回草刈 

共同取組活動 

魚類・昆虫類の保護

田からの濁水や洗剤の流出防

止，また低農薬栽培等により

カワニナ・ゴギ・サンショウ

ウオの住める河川の維持

共同取組活動

担い手への農地集積 

農事組合法人への利用集積 

現在 30ha、目標 32ha 

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

小規模・高齢化集落支援加算 

共同取組活動 7ha 

加算措置としての取組等

堆きゅう肥の施用 

（1.5ｔ/10ａ×22ha、年 1回） 

共同取組活動 

集団的サポート体制の構築

農事組合法人をサポート者

に位置づけ

共同取組活動
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平成 24 年度 

＜新規就農者の確保又は認定農業者の育成に取り組む事例＞ 

○持続的な営農を目指す共同活動の推進 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 広島県広島市
ひろしまし

安佐北区
あ さ き た く

 三谷
み た に

協定面積
18.0ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

稲・野菜  

交付金額
390万円

個人配分                                                             28％

共同取組活動
（72％）

・役員報酬                                          7％
・鳥獣害防止対策                  10％
・農道・水路等維持管理               44％ 
・共同防除                     9％ 
・その他                             2％

協定参加者 農業者 58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 

 当協定は、安佐町飯室地区の野原、次郎水、畑、烏帽子の４集落が加入し、対象

農用地のすべてがほ場整備済みである。集落内の農業者の高齢化の進行などにより、

農作業が大きな負担となってきており、農村・農地を守るには「皆で支え合う」だ

けでは困難であると痛感していた。このため、新たに若い新規就農者を受け入れ、

地区内の高齢農家が管理する農地を任せるとともに、集落が一体となって農地保全

に取り組み、高齢者も安心して営農を続けられる体制を整えることとした。 

３．取組の内容 

 担い手対策として、平成 22 年度２名、平成 23 年度２名の計４名の新規就農者を

受け入れ、3.3ha を農地集積し、農地休耕防止に役立てている。 

また、水路及び農道等の共同による草刈り、無人ヘリコプターによる水稲共同防

除、景観作物の植え付けによる環境整備、鳥獣害防止対策として電気柵、防獣ネッ

ト、ワイヤーメッシュの設置及び共同管理などに取り組んでいる。 

さらに、所有者の地区外への居住や高齢のため協定に参加していない休耕農地に

ついて、周辺農地への悪影響を防止するため、共同で草刈りを実施している。 

【共同防除】 【新規就農者のハウス】
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［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の実現 

○ 鳥獣害対策の強化、農道、水路等の維持管理

○ 新規就農者への農地集積(H22 1.5ha実績 H23 1.8ha実績) 

［将来像を実現するための活動目標] 
○ 集落ぐるみの農業生産活動等の体制整備 
○ 協定農用地への柵、ネット等の設置による鳥獣害対策 
○ 新たな担い手の確保 

４．今後の課題等

 第３期は、新規就農者が４人就農したことにより農地休耕防止に役立ったが、今

後とも高齢化が進むことから、引き続き協定農用地の維持管理が重要な課題となっ

てくる。次期の集落の担い手確保に向け、他の地域との連携や後継者の確保等を行

い、農業生産活動が持続できる集落を目指す。 

［第２期対策の主な成果］
・無人ヘリコプターによる共同防除の実施 
・水路・農道の共同管理 
・鳥獣害防止対策(電気柵の設置) 
・周辺林地の下草刈りによる景観保全

農地の耕作・管理（田 18 ha）
個別対応

集団的かつ持続可能な農業

生産体制整備（集落ぐるみ型）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 11.0km、年２回

  清掃、草刈り

・道路 11.2km、年２回草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物として芝桜を

約 0.2ha 作付け）

共同取組活動

新規就農者の確保

新規就農者の確保による継

続困難な農用地の生産活動の

維持(実績 4 人) 
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

水稲の無人ヘリコプターに

よる共同防除

・7.2 ha で出穗前後に実施

共同取組活動

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

小規模・高齢化集落支援加算

   2.8ha

共同取組活動

鳥獣被害防止対策

・侵入防止柵の設置

共同取組活動

農業生産活動等
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平成 24 年度 

＜機械・農作業の共同化に取り組む事例＞ 

○集落法人が中心となって地域づくりを推進 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 広島県神石郡
じんせきぐん

神石
じんせき

高原町
こうげんちょう

 光信
みつのぶ

協定面積
19.9ha

田（76.4％） 畑（23.6％） 草地 採草放牧地

水稲  野菜  ―  ―

交付金額
192万円

個人配分                           40％

共同取組活動
（60％）

役員報酬                                4％ 
共同機械利用                             24％ 
鳥獣害対策                                 5％ 
共同管理農地作業                           5％ 
用水路・農道修繕、機械購入積立金          16％ 
研修費                                     6％ 

協定参加者 農業者 24人、(農)高原ファームみつのぶ(構成員23人)、農業生産組織 １組織、非農業者 ２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 

当集落は、昭和39年パイロット事業（10ha）、昭和52～53年に団体営圃場整備(13ha)

で水田全面積の整備を完了。平成初期、民間のリゾート施設と平行して水田の再整備

を行った地域。営農体制の強化として、昭和 51 年営農組合、58 年地域農業集団を設

立し、稲作機械化一環体系の確立や低コスト農業にも取り組んでいる。また、若者グ

ループ光進会を中心に地域づくりへの意欲が高く、各種団体と連携した地域づくりの

ため、中山間地域等直接支払制度に取り組んだ。 

３．取組の内容 

交付金の配分について、１期対策では６割、２期対策では全額を共同取組活動に配

分し、自治振興会と営農組合が共同で農業機械の整備や共同利用、先進地視察研修等

を進め、平成 21 年に営農組合を法人化し、全戸参加型の（農）高原ファームみつの

ぶを設立した。

３期対策では、共同防除や鳥獣害防止柵の設置のほか、交付金で整備した機械（営

農組合所有）を法人に無償貸与して法人の経営安定に寄与。また、定期的な話合い、

情報交換の中で、農地・水保全管理支払と一体的に畦畔の草刈りなど環境美化を行い、

省力化に努めてはどうかという声があり、それを実施し、芝桜の植栽を進めた。これ

らの活動には福山市内の異業種からＣＳＲ活動の支援も受けた。協定の会計事務局

は、農業経験のない若い人が担い、集落の将来を担う人材育成に取り組んでいる。

【定期的に地域づくりの情報交換を実施】 【ＣＳＲ活動等を取り入れた芝桜植栽】
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［集落の将来像]

○ 子孫が残れる美しい地域環境と農業の構築。

○ 法人活動の強化で集積面積の拡大と人材確保で経営の安定。

［将来像を実現するための活動目標] 
○ 地域一帯となった効率的な農業生産で農用地を維持管理。 
○ ２世帯・３世帯家族の増加で地域に活力を。 
○ シバザクラ・彼岸花・ホタル等による景観作りと、鳥獣害対策で農地保全。 

規模拡大加算 

担い手への利用権設定 

約 0.8ha  

共同取組活動 

集落外との連携 
○ 自治振興会等を中心に近隣集落と連携を図り、地域づくりを推進。 
○ ＣＳＲ活動・都市交流等積極的に取り入れ、地域づくりに活用。 

４．今後の課題  

集落の課題である担い手の経営力強化及び担い手確保について、（農）高原ファー

ムみつのぶを中心とした取組を進める。

今後、水稲や飼料稲に替わる高収益作物の導入、乾燥調製施設整備による地域生産

米の販売、農地集積や作業受託等による規模拡大について、取り組みを強化したい。

［第２期対策の主な成果］
農業法人の設立
荒廃水田の解消

農地の耕作・管理 

（田 18.2ha、畑 16.2ha）

個別対応

周辺林地の下草刈り 

約 0.5ha、年１回

個別対応

集落営農組織の育成及び共同

利用機械の装備 

共同取組活動 

水路・作業道の管理 

・水路約 1.5km、年１回 

  清掃，草刈りの実施 

・農道約 2.0km、年１回 

草刈りの実施 

共同取組活動 

景観作物作付け 

（主要道路・農地法面 

：芝桜、約 2,700 ㎡ 

河川法面：彼岸花） 

共同取組活動 

担い手への農作業委託 

・利用権設定：約６ｈａ 

・農作業委託：約 10ｈａ 

（集落水田面積の 100％） 

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

地域の生きがい対策「ポケット市」や道の駅、民間リゾート施設

等への産直、これら施設や都市交流等によるｸﾞﾘｰﾝ･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

鳥獣害対策

被害防止柵 延長９km 
共同取組活動

魚類・昆虫類の保護

定期的な清掃活動による

ホタルの住む川づくり

共同取組活動
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平成 24 年度 

＜多様な担い手の確保に取り組む事例＞ 

○「のんたはぜかけ米」の栽培と田んぼの学校開校 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 山口県山口市
やまぐちし

 坂本
さかもと

協定面積
7.5ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲  

交付金額
61万円

個人配分                                                         50％

共同取組活動
        （50％）

役員報酬                       2％ 
農業生産活動等の体制整備に向けた活動（のんた米等）  23％
水路・農道の維持管理                 25％

協 定 参 加 者 農業者 15人、非農業者 ２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 

都市部に住む人から「安心なお米が食べたい」との要望があり、農薬をできるだけ

使用しない「のんたはぜかけ米（あきたこまち）」の栽培を非農業者（消費者）の支

援を受けながら取り組んできた。また、「のんたはぜかけ米」の栽培をきっかけに都

市住民との交流を行うようになり、平成 12 年から集落外の先生の協力を得ながら「田

んぼの学校」を開校するなどの取組を行ってきた。

３．取組の内容 

「のんたはぜかけ米」は、自然にやさしい米づくりを行うため、農薬をできるだけ

使用せず、堆肥で土づくりを行い、自然乾燥によるはぜ干しをするなどして、平成 24

年現在 225a で栽培を行っている。 

また、もち米の田植え体験やその田の草刈りなどの維持活動、稲刈りや収穫後の餅

つき体験やビオトープでの生き物観察など、年間を通じた「田んぼの学校」を開校す

るなどして、都市住民との交流活動に積極的に取り組んでいる。 

《のんたはぜかけ米》 

「めだかやどじょうの棲息できるきれいな水や空気、元気な土で作られたお米」と

して、田植えから稲刈りまで無農薬で栽培され、刈り取られた稲は天日乾燥による仕

上げ（はぜ干し）を行っている。 

消費者グループの希望する数量に基づいて生産者グループが作付けするという直

接契約方式で販売している。 

【のんたはぜかけ米のはぜ干し】 【「田んぼの学校」の様子】
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［集落の将来像]
○ 顔の見える農産物づくり

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 農道・水路の補修 

○ 都市農村交流 

集落外との連携 
○ 「田んぼの学校」による都市住民との交流 

４．今後の課題等

 中山間地域等直接支払制度の取組を通じて、農道や水路の維持管理を行うとともに、

都市住民との交流による「のんたはぜかけ米」の栽培を行っているが、担い手の高齢化

や後継者不足により、取組が年々難しくなってきている。 

今までの取組を少しでも維持できるように、今後も都市住民との交流活動に集落全体

で積極的に取り組んでいきたい。 

［第２期対策の主な成果］
○ 「のんたはぜかけ米」を田225aで作付 
○ ビオトープの確保  
○ 田んぼの学校の開校

農地の耕作・管理(田 7.5ha) 
個別対応

水路・作業道の管理

・水路 1.5 ㎞、年 3回 

清掃、草刈り 

・道路 5 ㎞、年 6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

農業生産活動等

田んぼの学校 

（ビオトープの確保） 

（約 5ａ、随時）

共同取組活動

多面的機能増進活動

のんたはぜかけ米の栽培

（225a 作付）

共同取組活動

農業生産活動の体制整備
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平成 24 年度 

＜多様な担い手の確保に取り組む事例＞ 

○都市部との繋がりを重視した取組の実施

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県岩国市
いわくにし

 二
ふた

鹿
しか

協定面積 

12.6ha 

田（97％） 畑（3％） 草地 採草放牧地 

水稲 交付対象外   

交付金額 

136 万円

個人配分                                0％ 

共同取組活動 

（100％） 

役員報酬等                      17％ 

農地維持管理費                    14％ 

水路･農道維持管理費                  17％ 

共同機械修繕整備費等                  12％ 

事務費等                        40％ 

協 定 参 加 者 農業者 38人、農業生産組織 １組織 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

岩国市二鹿集落では、集落内の高齢化が進行する中で、各個人が安心して農業ができる体制

を整えるために、コンバイン等の機械の共同化を目標にし、中山間地域等直接支払制度への取

組を開始した。 

また、二鹿集落は都市との交流を重視しており、しゃくなげマラソンや田植え、稲刈りの体

験を行う自然ふれあい教室、子どもたちとの自然交流を行うメダカの学校等、都市との交流事

業を推進するとともに、集落内での文化・伝統を維持しながら、二鹿地域全体の活性化を図っ

ている。 

３．取組の内容

共同取組活動としては、農地の維持管理のほか、景観作物としてしゃくなげの栽培、休耕田

を活用したビオトープの設置による水生昆虫等の保護、有害鳥獣の侵入防止等、さまざまな活

動を行っている。 

そのような活動が、既に 20 回開催しているしゃくなげマラソンの開催や自然ふれあい教室、

子どもたちによるビオトープでのメダカの学校での交流活動の実施につながっており、本制度

は、地域の活性化にも貢献している。 

【役員会の様子】 【自然ふれあい教室】
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[集落の将来像]
○ 継続した農業生産活動をしつつ、いつまでも賑わいのある集落にしたい。 

[将来像を実現するための活動目標] 

○ 有害鳥獣対策として資格の取得や地元管理組合への農作業支援活動により、持続可能な農業生産活動等に取

り組むとともに、農地の保全を行い、景観を形成する。 

[活 動 内 容]

土地改良事業 

個別対応 

農地の耕作・管理（11.7ha）

個別対応 

農地の維持管理（0.6ha） 

・休耕田の草刈り、耕起 

水路・農道の管理・点検 

共同取組活動 

河川の点検・草刈り 

共同取組活動 

景観作物作付け 

○休耕田を利用したレンゲ

の作付け 

○しゃくなげマラソンの目

玉となる、しゃくなげの栽

培、整備。 

共同取組活動 

ビオトープの設置 

○数年前から、自然生態系を

保全していくため、休耕田に

ビオトープを設置し、水生昆

虫、メダカなどを保護してい

る。 

共同取組活動 

集落で狩猟免許を取得し、

協定農用地内の農地に有

害鳥獣の侵入を防ぐ。 

（受益面積 12.3ha） 

共同取組活動 

組織対応型による農業生

産活動等の継続 

二鹿営農組合 

４．今後の課題等

・集落内の高齢化・担い手の不足 

・法人組織等の設立について検討

・共同取組の活動内容について、環境整備のためのホタル等の自然生態系保全活動 

・まとまりのある二鹿集落の良さを将来世代へバトンタッチ 

[第２期対策の主な成果] 

○ 耕作放棄地の発生防止のため、集落での機械の共同化に向けた取組を行い、それを達成した。 

○ 精米機や乾燥機を兼ねた、共同の農業用施設の新設。 

○ 若い世代に農業を知ってもらうため、集落協定内の農用地で、水稲の作付けから収穫までを行う農業体験機

会を地元の高校生に提供した。 

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
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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＞ 

○「鶴と人との共生の里づくり」を目指して 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 山口県 周南市
しゅうなんし

 八代
や し ろ

協定面積
56.1ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲  

交付金額
1,179万円

個人配分                                                         30％

共同取組活動
        （70％）

役員手当                       3％
共同活動の資材                    4％ 
消耗品、食糧費                    1％ 
景観作物作付経費                   5％ 
鳥獣被害防止対策費                  5％ 
農業用施設管理費                   30％ 
農業用施設維持補修費                 12％ 
積立金（農業用施設維持補修費）            8％ 
事務費、会議費                      2％ 

協 定 参 加 者
農業者 146人、農業生産法人 １法人、特定農業法人 １法人、
土地改良区 １組織 

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 

周南市八代地区は、四方を山に囲まれた小さな盆地で、本州で唯一のナベヅルの越

冬地です。地区では「鶴と人との共生の里づくり」を目指しています。 

高齢化と農家の後継者不足による農地の荒廃・鶴の生息環境の悪化を防ぐために、

中山間地域等直接支払制度第２期対策より取組を始めました。同制度第２期対策にお

いては、鳥獣被害防止対策や担い手の育成に力を入れ、第３期対策からは農業の継続

が困難な農用地が発生した場合の支援体制を整えています。 

３．取組の内容 

共同取組作業で水路・農道の管理、景観作物としてコスモスの作付けを行っており、

ため池や水路の補修も計画的に進めています。また、営農支援体制も整えていますの

で、今後も農地を守り、鶴と人との共生を図っていきたいと考えています。 

【作付けした景観作物コスモスの様子】         【ため池清掃】 
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［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]  

○ 農業の継続が困難な農用地が発生した場合、集落内外の協力者を得て、安定的・持続的に支え合う
仕組みづくりの構築 

景観作物作付け

（景観作物としてコスモスと

ひまわりを作付けた。）

共同取組活動

４．今後の課題等

耕作者と後継者の高齢化等により、今後、離農者が更に増加すると考えられ、その

対応として、新規に法人の設立や認定農業者を増やすことが必要となる。 

［第２期対策の主な成果］
○ 共同取組活動により地域の一体感が向上した。 
○ 農道・水路の修繕及び維持管理。 

農地の耕作・管理(田 56.1ha）
個別対応

農業の継続が困難な農用地が

発生した場合の支援体制

〈組織対応型〉

農業生産法人、営農組合

〈担い手型〉

認定農業者

〈行政支援型〉

土地改良区

個別対応

水路・農道の管理

・水路

  清掃、草刈り

・道路

清掃、草刈り

共同取組活動

耕作放棄されそうな農用地に

ついては、集落内外の担い手

農家や第３セクター等による

利用権の設定等や農作業の委

託を行う。

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
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平成24年度

＜地場産農産物の加工・販売に取り組む事例＞

○食文化の伝承と買い物弱者支援による地域貢献

１．集落協定の概要

市町村･協定名 徳島県那賀郡那賀町 向 原
な か ぐんなかちょう むこうばら

協 定 面 積 田（91％） 畑（9％） 草地 採草放牧地
4.9ha 水稲 ゆず

交 付 金 額 個人配分 57％
99万円 共同取組活動 役員手当 5％

43％ 農地保全費 33％（ ）
その他 5％

協定参加者 農業者 13人 開始：平成12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

徳島県南部、那賀川流域に位置する那賀郡那賀町の旧相生町地区にある向原集落は、優

良米と花卉の産地である。当集落は、地域農業の振興や活性化に資するため、平成12年度

から中山間地域等直接支払交付金を活用し、担い手への農作業の委託など将来を見据えた

活動を行っている。

また、地区の女性のみの有志により、集落産のもち米を用いたおはぎ『はんごろし』の

生産・販売を始めたところ、そのユニークな商品名と素朴な味が評判となり、地元直売所

は元より、出店した県下各地でのイベントで好評を得ている。

３．取組の内容

当集落は、徳島大学の地域活性化のための住民との協働プロジェクトと連携し、地域に

資する取組を実施している 『はんごろし』とは、もち米を『半分潰し』て作ることを由。

来とする、当地域で古くから伝わる「おはぎ」の呼び名であるが、商品名に用いた理由と

しては、ユニークな名が販売促進には有効であり、地域の食文化の伝承のためにも、その

名を活かすべき、という大学の後押しが大きい。更に、地元小学校の児童に対し『はんご

ろし』の生産指導を実施し、地域独特の食文化の若い世代への伝承に努めている。

また地域の、いわゆる『買い物弱者』支援として、集落で生産した豆腐の高齢者宅への

配達販売に取り組んでいる。この取組は高齢者から喜ばれるとともに、特に一人暮らしの

高齢者のケアにも一役買っている。

【中に餡、外側にきなこを塗した「はんごろし 】 【高齢者への豆腐の配達】」
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［集落の将来像]
○ 核となる農業者への農作業の委託や、集落ぐるみの農業生産活動の体制整備を進めるとともに、地
域の農産物を加工・販売により収益を上げ、新規就農者を確保する。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 地場産農産物の加工・販売、地産地消を推進する。
○ 担い手への農作業の委託。

［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4.5ha 周辺林地の下草刈り 地場産農産物の加工・販売（ ）
（約0.5ha、年１回） （前対策では実施していなかっ

個別対応 たせんべいの販売）
個別対応

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路 年２回 景観作物作付け

清掃、草刈り （景観作物としてコスモ 担い手への農作業の委託
・道路 年２回 スを約0.4ha作付けた ） （集落の認定農業者に収穫作業。

草刈り を0.9ha委託。目標10％増）

共同取組活動 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） 厚生省等の補助事業で整 新規就農者の確保

備した加工施設や直売施 （第３期対策で既に１名確保）
共同取組活動 設を活用した地産地消の

推進
共同取組活動

集落外との連携
○ 徳島大学、那賀町との協働による地域活性化のための取組実践や、小学生への食

文化伝承

４．今後の課題等

中山間地域等直接支払制度を実施してから、集落では、男性は更に良質なもち米の生産

を、女性は男性が生産した原料を用い、更に良質な商品の生産を目指すなど、男女とも意

欲的、かつ連携を密にするようになり、集落全体の絆が強くなった。

今後は、現在集落では生産していない大豆などを生産し、加工品の原料を全て地元産に

することや、より収益性を高い新商品の開発を考えている。

［第２期対策の主な成果］
○ 担い手への農作業の委託（H17:0ha、H21実績:0.9ha）
○ 農業生産活動等における他集落との連携（他集落と連携した病害虫防除）
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平成24年度

＜他集落との連携、高齢農家等への支援に取り組む事例＞

○集落連携による山ツツジ管理とＵターン者確保

１．集落協定の概要

市町村･協定名 徳島県美馬郡つるぎ町 皆瀬・宅熊・竹屋敷
みまぐんつるぎちょう かいぜ・やけぐま・たけやしき

協 定 面 積 田 畑（100％） 草地 採草放牧地
9.4ha 野菜・果樹

交 付 金 額 個人配分 50％
108万円 共同取活動 山ツツジの管理作業費 15 ％

（50％） 共同圃場の管理作業費 15 ％
農道・水路の管理作業費 10 ％
その他 10 ％

協定参加者 農業者 27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

美馬郡つるぎ町貞光にある３つの集落（皆瀬、宅熊、竹屋敷）は、国道１９２号線か

ら貞光川沿いに約４ｋｍ上流に上った、急峻な地域に形成された集落である。また、地

区内には山ツツジ園があり、毎年、県内から多くの観光客が来園している。

高齢化や労働力不足は山村集落に共通する大きな課題であり、第１期対策から隣接す

る３つの集落が集まり、１つの集落協定を締結し、山ツツジの管理作業や耕作放棄地の

解消、Ｕターン者の確保に向けた活動を連携して実施している。

３．取組の内容

以前は個人で行っていた山ツツジの管理作業を協定に位置づけ、草刈り・補植等の管

理作業や案内看板の設置、開花時期に訪れる見物客への接待等の取組を実施している。

また、集落内の遊休農地を利用し、共同作業によるカボチャや果樹の植付けを行い、

非農家との交流を行うとともに、Ｕターン予定者のゆず園を共同作業で整備し、Ｕター

ン者の確保に向けた活動を行っている。

【皆瀬集落全景】 【山ツツジ開花の様子】
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［集落の将来像]
○ 現在の農地を継続して管理できるよう集落内での共同作業を進め、限られた労働力を有効・効率的

に活用し、耕作放棄地の増加防止を目指す。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 協定農用地の維持を行うとともに、その拡大に努める。また、Ｕターン・Ｉターンでの新規就農者

を受け入れ、地域の核となる担い手の育成を行う。

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 畑9.2ha 周辺林地の下草刈り 協定農用地の拡大（ ）
（約0.5ha、年１回） （協定農用地を５a以上増やす)

個別対応
個別対応

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路・農道8路線、年２回 景観作物の作付・管理

清掃、草刈り （山ツツジの管理(草刈、 新規就農者の確保
（ ）補植など)を実施） 新規就農者の１名以上の確保

共同取組活動 共同取組活動
共同取組活動

農地法面の定期的な点検 堆きゅう肥の施肥
（年２回及び随時） 地場産有機肥料の有効 地場産農産物等の加工・販売

利用による自然環境への （ゆずなどを使った加工品の開
共同取組活動 配慮 発及び加工・販売）

個別対応 共同取組活動

４．今後の課題等

これまでも共同作業による多面的機能の増進活動や農作業を行ってきたが、今後も活

動を継続していくためには、新規就農者などの担い手の確保や、高齢農家や女性でも取

り組めるような作物の選定など、より取り組みやすい方法により集落の農地や景観の保

全を推進していく必要がある。

［第２期対策の主な成果］
○ 新規就農者の確保（H17：0人、H21実績:1人）
○ 多面的機能の持続的発揮に向けた非農家・他集落等との連携
（非農家と連携し、山ツツジ｢萩尾の里｣の管理作業などを実施。又、満開時に訪れる見物客に接待を
行い、都市住民などとの交流を図った ）。
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平成24年度

＜高付加価値型農業に取り組む事例＞

○「乙姫米」の栽培推進による担い手の育成

１．集落協定の概要

市町村･協定名 徳島県海部郡美 波 町 木戸
かいふぐんみなみちょう き ど

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
3.4ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 80％
63万円 共同取組活動 役員手当 15％

20％ 鳥獣被害防止対策費 5％（ ）
協定参加者 農業者 7人 開始：平成17年度

作成していない（作成中）人･農地プランの作成状況

２．取組に至る経緯

木戸集落は、紀伊水道に面する徳島県南部の農林漁業の町、海部郡美波町北部の山間

部、赤松地区にある小さな集落であり、農地は既にほ場整備が済んでいるため、農作業

の負担は軽減されている。しかし、農業者の高齢化や過疎化により、後継者の確保が難

しい状況となっており、鳥獣被害が多くなったこともあり、耕作放棄地が発生しないよ

う、将来にわたって農業生産活動を継続できるかが課題となっていた。

そこで、中山間地域等直接支払制度を活用し、農業生産活動の継続と集落の活性化の

ための担い手確保、鳥獣被害対策を行うこととした。

３．取組の内容

以前から美波町日和佐地区では、化学肥料を減らし、農薬も通常の半分しか使用しな

い特別栽培米「乙姫米」の栽培に地域全体で取り組んでいる。農業者が乙姫米を出荷し

ているＪＡ海部郡も、地域のブランド米として取り扱っており 「食の安全・安心」に、

関心が高い顧客が多い、とくしま消費生活協同組合に全量を出荷している。

とくしま消費生活協同組合での店頭価格は、普通栽培米と比べ２割程度高く設定して

いるが、売れ行きは好調であるため、町、ＪＡ、集落とも「乙姫米」の生産規模拡大を

目指しており、現在、青年就農給付金を受給している新規就農者を、集落の核となる農

業者として育成し、その農業者への農地集積に向け、集落内の環境づくりに取り組んで

いる。

【木戸集落】 【乙姫米】
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［集落の将来像]
○ 集落の担い手となるべき農業者を育成し、農地集積、作業委託を進めることで、農地の維持を図ると

ともに、高付加価値型農業（乙姫米の栽培）の規模拡大を推進する。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 高付加価値型農業の実施面積拡大
○ 担い手となる農業者の育成と農地集積

［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3.4ha 周辺林地の下草刈り 高付加価値型農業の実践（ ）
（必要に応じ随時） （特別栽培米「乙姫米」の栽培

個別対応 面積拡大）
個別対応

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路 年1回

清掃、草刈り 担い手への農作業の委託
・道路 年2回 草刈り （集落の認定農業者に収穫作業

を0.9ha委託。目標10％増）
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）

個別対応

４．今後の課題等

化学肥料を減らし、通常の半分の農薬しか使用しない、特別栽培米「乙姫米」は、消

費者、特に都市部の消費者のニーズに応えることができ、利益も高いため、更なる品質

向上、集落内での栽培面積の拡大に努力していきたい。

しかし、鳥獣被害、特に集落ではサル被害が拡大しており、高齢農業者の営農意欲が

減退傾向にある。

今後は、行政の支援を仰ぎながら、鳥獣被害対策を適切に実施するとともに、青年就

農給付金を受給する新規就農者への集落ぐるみでの支援により、農地集積を進め、乙姫

米の栽培も、この新規就農者が集落の中心となるようにしていきたい。

［第２期対策の主な成果］
○ 高付加価値型農業の実践：特別栽培米「乙姫米」の生産規模拡大（H17:0.0ha、H21実績:0.2ha）
○ 地域の担い手となる農業者の育成（H17：0人、H21実績:1人）
○ 電気柵等の鳥獣被害対策実施
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平成 24 年度 

＜新規就農者の確保又は認定農業者の育成に取り組む事例＞ 

○認定農業者の育成による効率的な農業の実現 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 香川県東かがわ
ひ が し か が わ

市
し

 端上
へりかみ

協定面積
3.9ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲、小麦  

交付金額
75万円

個人配分                                                        50％

共同取組活動
        （50％）

役員報酬                       5％
農道・水路管理費                  28％
その他                       17％

協定参加者 農業者  ７人 開始：平成17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 

当集落は、五名ダムの下流の旧白鳥町入野山地区に位置し、少子高齢化の進む東か

がわ市の中でも地理的条件の厳しい中山間地域であるため、この傾向の著しい集落で

す。 

今後、地域コミュニティの維持はもちろん、農地の維持管理が行き届かず、耕作放

棄地の増加が懸念されていることから、平成 17 年から中山間地域等直接支払制度に

取り組んでいます。 

３．取組の内容 

 ５年後、10 年後も安心して地域農業が存続できる仕組を考えていくため、新規就農

者の確保と認定農業者の育成を柱に、非農家の協力も得ながら集落全体で行う活動を

計画的に増やし、協定活動や集落づくり活動への理解促進に努めています。   

 具体的には、集落協定の中から新規就農者と認定農業者を計２名育成することを目

標としており、24 年度に１名を認定農業者として認定する見込みができました。 

 また、集落の実情から定年帰農がポイントになると予想されるので、集落としては

休日に手伝う子弟についても農業後継者として位置付け、交流・情報交換を行い、技

能向上に努めています。 

  今後も、地域の農業経営の維持を進める上では有効な定年退職後の就農者の支援等

を行い、農地や農村環境の保全に取り組んでいく予定です。 

【集落の状況把握に欠かせないパトロール活動】 【農業技術などを後継者に伝える活動】
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［集落の将来像]
○ 集落の核となる認定農業者が効率的な農業を実現し、地域農業の維持を図るとともに、定年退職後
の新規就農者を確保することで、地域コミュニティや農地・農村の持つ多面的機能の維持を図る。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 認定農業者の育成と新規就農者の確保 

４．今後の課題等

当該活動に取り組んでいても、小規模集落であることから農家数の減少や農業従事者

の高齢化が止まらない危機感は払拭されません。今後は、近隣の集落との連携を拡大し

ていくことが必要になると考えており、このためには、話合いの機会を積極的に増やし、

集落の活性化や将来に向けての課題を共有することが必要です。 

また、農用地面積に対するあぜの割合が約１割５分と、営農条件に不利な地形から、

近年は電気柵による水田個々を囲う防除では被害が減らないので、ワイヤーメッシュに

よって集落全体を囲う方法に変更し、効果的な鳥獣害対策を目指します。 

［第２期対策の主な成果］
 ・耕作放棄地の防止効果 
・地域・集落の活性化効果 

 ・多面的機能の維持効果 

農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理（田 3.9ha）
個別対応

堆肥の施用

個別対応

認定農業者の育成

新規就農者の確保

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 年２回 清掃、草刈り

・道路 年２回 草刈り

共同取組活動
周辺林地の下草刈り

（年２回）

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（年２回）

鳥獣害被害防止対策として協

定農用地に電気柵を設置 

共同取組活動

集団的かつ持続可能な体制整

備「集落ぐるみ型」

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
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平成 24 年度 

＜他集落との連携、高齢農家等への支援に取り組む事例＞ 

○小規模・高齢化集落との連携による農地の維持管理 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 香川県仲多度郡
な か た ど ぐ ん

多度津町
た ど つ ち ょ う

 東白方
ひがししらかた

協定面積
6.3ha

田（91％） 畑（9％） 草地 採草放牧地

水稲、麦類、野菜 オリーブ 

交付金額
115万円

個人配分                                                        50％

共同取組活動
        （50％）

役員報酬                       8％ 
共同利用機械購入費                  7％  
農道・水路管理費                  26％
その他                        9％

協定参加者 農業者  31人、東白方水利組合(構成員47人） 開始：平成23年度

人･農地プランの作成状況 集落全体で作成済 

２．取組に至る経緯 

東白方地区は、多度津町北西部の桃山と呼ばれる小高い丘陵地の北側に位置し、瀬

戸内海に面した地域で、水稲を中心に麦類や露地野菜の栽培に取り組んできたが、集

落内では、後継者不足や農業従事者の高齢化が進み、耕作放棄地の増加が懸念され、

地域全体で農地を保全していく必要性を多くの農業者が感じていた。 

そこで、第３期対策から中山間地域等直接支払制度の対象地域になったことを受け

て、ため池の水利を同じくする小規模・高齢化集落の城ヶ下、原戸と本村集落の３集

落が連携して集落協定を締結した。

３．取組の内容  

集落の農家が協力し合い、農地はもとより水路やため池等の土地改良施設も含めて

維持管理をしていくために、地元の水利組合も含めた集落協定を締結し、活動に取り

組んでいくこととした。 

また、小規模・高齢化集落を含む３つの農業集落が、農業生産活動の継続が困難に

なった農地が発生した場合、集落での役割分担を明確にし、集落ぐるみで農地を維持

していく体制を整備する協定を締結することで、第３期対策から新設されたＣ要件

（体制整備単価）を設定し、小規模・高齢化集落支援加算を効果的に活用している。

なお、耕作放棄地については、国事業を活用して解消するとともに、県事業で復旧

した農地に県の特産であるオリーブの植栽を行っている。 

【共同でのため池等の草刈り】 【耕作放棄地解消後のオリーブ植栽】
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［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図る。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 農業者が相互に助け合いながら、地域農業が継続できることを目指す。 
○ 若い人の作業への参加を増やす。  

４．今後の課題等

集落協定を締結したことによって、地域の農地を共同で保全していくという意識が

参加者の中で高まりつつあるが、今の活動体制のままでは農業従事者の高齢化は避け

られないため、継続した活動を続けていくのは難しいと考えている。 

このため、今後は、若年層の休日作業への参加を増やし、高齢化による担い手不足

の解消等に取り組みながら、若い世代を巻き込んだ長期的な活動に取り組んでいける

ような体制を整えていくことが必要と考えている。 

農地の耕作・管理

（田 5.8ha、畑 0.5ha）
個別対応

堆肥の施用

個別対応

水路・作業道の管理

・ため池 ５か所 年１回
  点検、清掃、草刈り
・水路 2.1km、年２回
  清掃、草刈り
・農道 2.0km、年１回草刈り

共同取組活動

周辺林地の下草刈り

（年１回）

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

耕作放棄地の復旧

（畑地の耕作放棄地復旧とオ

リーブ産地化の推進）

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

農業生産活動の体制整備

集団的かつ持続可能な体制整

備「集落ぐるみ型」

共同取組活動

小規模・高齢化集落支援加算

共同取組活動

加算措置としての取組等
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平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○多面的機能の増進による里山機能の復活 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 愛媛県今治市
いまばりし

 鍋地
な べ じ

協定面積
9.9ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲  

交付金額
166万円

個人配分                                                       30％

共同取組活動
        （70％）

道・水路管理費                  32％
 道・水路整備費                  17％
 鳥獣被害防止対策費                            9％ 
 役員報酬                                 4％ 
 その他                                  8％

協定参加者 農業者 20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 

鍋地集落は、天水を利用した稲作中心の小さな集落であるが、近年、農業者の高齢

化による担い手不足、耕作放棄地や放置竹林の増加などの問題から、集落内の多面的

機能の低下や景観の悪化が懸念されたため、中山間地域等直接支払制度に取り組むこ

ととした。 

本制度への取組を通じて、集落内の連携が強化されたが、さらなる集落活動の活性

化を図るため、平成 13 年に意向調査を実施し、当地域の資源を生かした「安心・安

全・豊かさ」を実感できる集落環境づくりと農林業生産活動の更なる活性化を軸に共

同活動に取り組み、現在に至っている。 

これまで、農道・水路・ため池の維持管理やイノシシ防除用電柵・捕獲器の設置等

に取り組んできた。また、放置竹林を伐採し、伐採した竹を活用して竹炭を創るため

の窯を手作りし、さらに、竹林跡地に梅・桜・ヤマモモを植樹し、景観づくりにも取

り組んできた。 

３．取組の内容 

農道水路の整備、草刈り等による農道水路の管理、イノシシを中心とする鳥獣被害

防止のための防除用電気柵の増設・補修、捕獲器の設置を行うとともに、高齢者や二

種兼業農家の所有する水田について、中核農家への作業委託の推進を行っている。ま

た、営農のサポートの他に、地域の伝統行事（秋祭り等）にも積極的に参加し、豊か

さを実感できる里山の復活を目指している。 

【電柵設置作業】           【協定集会】
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［集落の将来像]
○ 地域の実情に即した環境保全活動の実施による集落環境づくりと農業生産活動の活性化。 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ ため池・河川・農水路の点検清掃等。 

 （年２回程度点検見回りし、状況に応じて清掃・整備等対応する。） 

鳥獣害対策

（電気柵・捕獲器の設置）

共同取組活動

４．今後の課題等

  一体感のある集落を目指し、先々は特産品の開発・販売ができればとここまで取り

組んできたが、高齢化の進行や担い手不足に加え、倉庫・農業機械等のハード整備の

ための資金不足等により、未だそこまでには至っていない。 

今後も、農地の維持のための地道な活動に取り組むとともに、鍋地集落が活力のあ

る明るい集落であるよう話し合い等を続け、一体感のある集落の形成を維持していき

たいと考えている。 

［第２期対策の主な成果］
・イノシシ防護柵（電柵） 
・捕獲器の設置。 
・農道・水路・ため池等の清掃・修繕による長寿命化。 

農地の耕作・管理（田 9.9ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.3 ㎞ 年 2 回）

共同取組活動
水路・作業道・ため池の管理

・水路 7.4 ㎞ 年 2 回

  清掃、草刈り

・道路 3.0 ㎞  年 6 回

草刈り

・ため池 年 6 回 草刈り

共同取組活動

担い手への農作業の委託

（集落内の担い手農家による

利用権の設定を行う）

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

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
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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＞ 

○環境維持活動による「楽しむ農業」の実践 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 愛媛県西予
せ い よ

市
し

 川
かわ

津南上
づみなみかみ

協定面積
20.8ha

田（68％） 畑（32％） 草地 採草放牧地

水稲、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ等  栗、柚子等

交付金額
378万円

個人配分                                                        54％

共同取組活動
        （46％）

役員手当                        9％
農道水路管理                                   27％
鳥獣害対策費                     9％ 
多面的機能増進活動費                0.5％ 
事務費                                              0.5％

協定参加者 農業者 43人、農業生産組織 １組織 開始：平成12年度

人･農地プランの作成状況 集落全域で作成済 

２．取組に至る経緯 

  川津南上集落は、西予市旧城川町に位置する典型的な中山間地域で、高齢化が進行

し、集落活動・農地保全管理が今後困難になることが考えられていた。 

そのような中、荒廃していく農地の対策を協議した結果、共同作業による農地環境

整備や農業所得の増加による意欲向上を図るため中山間地域等直接支払制度に取り

組むこととなった。また､３期対策からは、小規模・高齢化集落を取り込むとともに、

組織対応型(川津南やっちみる会)のＣ要件を選択し、高齢者でも協定に参加しやすい

体制を整備している。 

３．取組の内容 

  毎年、年度当初に役員会を開催して共同作業の日程を決定し、農道・水路及び法面

の草刈・点検、作業道の新設・補修、鳥獣害防止柵設置等について、協定内を３地区

に分けて実施している。 

また、『楽しむ農業』に取り組むため、休耕田への景観作物の植栽や自作の案山子

を設置するなどの活動も行っている。 

農作業だけでなく、地域活動(お祭り・清掃)へも積極的に参加しており、地域住民

間の交流も深めている。 

【役員会の様子】 【地区内農道の草刈り作業】
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［集落の将来像] 
○ 活発な共同活動により、農業環境の整備を行い、耕作放棄による農地荒廃の防止を図る。また、稲
作後には景観作物を植栽し、農地の有効利用・環境美化を行う。共同活動を通じて、地域での交流を
深めていく。 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 共同活動により、地域で協力して環境整備を図る。また、景観作物の植栽による環境美化・生産環
境の改善に努め、集落環境を良くしていく。 

４．今後の課題等

中山間地域等直接支払制度を活用した共同活動の取組により、農道や水路を整備す

ることができ、農産物の生産条件は改善されてきた。

また、協定参加者で協力して作業を行うことにより、交流が深まった。

農作業環境は改善されてきたが、高齢化は進行しており、このままでは現状の活動

体制を維持していくことが困難になることが懸念される。そのため、今後は、非農業

者の参画やこれから農業に従事する予定の定年退職者などとの連携が必要になって

くると思われる。

［第２期対策の主な成果］
○ 農道のコンクリート舗装 約12,000m 
○ 景観作物の植栽 約0.5ha

農地の耕作・管理

（田 14.2ha、畑 6.6 ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（年 3 回）

個別対応

機械農作業の共同化

(重機の共同利用) 
共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路、年 3 回

  清掃、草刈り

・道路、年 3 回

草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（休耕時期にコスモス・レン

ゲの作付けを行った。）

共同取組活動

集落内農道水路の新設及び補

修（自己施工）

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
小規模・高齢化集落支援加算

田：71,733 ㎡

畑：15,747 ㎡

共同取組活動

地域の高齢者・非農家と連携

して地域環境の美化に取り

組む。

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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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＞ 

○集落営農組織を核とした人・農地プランの策定 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 愛媛県東温
とうおん

市
し

 奥
おく

松
ま

瀬川
せ か わ

協定面積
26.4ha

田（95％） 畑（5％） 草地 採草放牧地

水稲  野菜     

交付金額
537万円

個人配分                                                        51％

共同取組活動
        （49％）

役員手当                       6％
農業生産活動費                    5％
農道・水路管理費                  19％ 
その他（機械購入補助等）              19％ 

協定参加者 農業者   49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 

 奥松瀬川集落は、東温市旧川内町の県道湯谷口・川内線の谷筋に位置する典型的な

中山間地域である。当集落の農業は、水田作を中心とした兼業農家地帯で数名の畜産

農家がいる。農業従事者の高齢化、担い手不足に加え、近年は、野生鳥獣による農作

物被害の増加が深刻化し、農業生産活動の維持が困難になることが懸念されていた。

そこで、耕作放棄地の発生を防ぎ、担い手の育成や地域の活性化、持続可能な農業を

推進するため、平成 12 年度から中山間地域等直接支払制度に取り組むこととした。 

３．取組の内容 

 当集落では、これまで、共同取組活動として、農道・水路の管理、景観形成作物（ひ

まわり、コスモス）の栽培、兼業・専業農家の子弟を含めた世代間交流等を行ってき

た。平成 22 年度には、集落営農組織の設立を検討する「奥松瀬川集落営農を考える

会」を設立し、定期的な検討会の開催、先進地視察研修等を実施。その結果、平成

23 年４月に、集落の農地は集落みんなで守ることをスローガンに集落営農組織「桜

羅楽農会（おうららくのうかい）」の設立に至った。さらに、平成 24 年度には、人・

農地プランの策定に向けたアンケート調査や集落内での周知活動等を重ね、平成 24

年 9 月に東温市初の人・農地プランを策定している。 

【役員会】 【先進地視察研修】
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［集落の将来像]
○ 耕作放棄地の発生を防止するため、中山間地域等直接支払制度を活用し、集落営農組織を通じて、農
作業受託を運営する。また、６次産業化を視野に入れた加工に適した品目を導入する。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 中山間地域等直接支払制度を活用した集落営農組織の活動を重点項目とし、多面的機能増進活動、体
制整備活動を実施する。 

４．今後の課題等

 中山間地域等直接支払制度への取組を契機に設立した集落営農組織「桜羅楽農会」

が中心になり、平成 24 年９月に東温市初となる人・農地プランを策定し、青年就農

給付金（１名）が承認されている。このプランでは、「桜羅楽農会」１組織、認定農

業者等６名、45 歳未満の新規就農者２名を当地区の中心となる経営体として位置づ

けている。今後は、このプランに基づき、当地区を東温市のモデルケースとして、新

規就農者の確保・育成、農作業受委託の推進、６次産業化を視野に入れた加工に適し

た新規作物（こんにゃく、葉わさび）の導入等、更なる集落の活性化を図っていきた

い。 

  また、平成 19 年度から取り組んでいる農地・水保全管理交付金との連携、新規就

農者の確保を継続させるための農業機械の共同化等について、協定内の話合いを充実

させなければならないと思われる。 

［第２期対策の主な成果］
○ 新規就農者、認定農業者の確保（新規就農者１名、認定農業者２名） 
○ 多面的機能の持続的発揮に向けた非農家・他集落等との連携（連携相手先：非農家11名） 

農地の耕作・管理

（田 24.9ha、畑 1.4ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（年２回）

共同取組活動

農地法面、水路、農道等の補

修・改良

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 15km 年２回

  清掃、草刈り

・道路 15km 年２回

草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてひまわりを

作付けた。）

共同取組活動

協定農用地の拡大

（前期に比べ協定農用地面積

を 1,631 ㎡増加する。）

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

認定農業者の育成

（前期に比べ認定農業者を１

名増加する。）

共同取組活動
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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＞ 

○協定組織から集落営農組織の法人化への発展 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 高知県高岡郡
たかおかぐん

四万十町
しまんとちょう

 ビレッジ
び れ っ じ

影
かげ

野
の

協定
きょうてい

協定面積
12.7ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

米、野菜  

交付金額
112万円

個人配分                                                          0％

共同取組活動
    （100％）

道・水路等管理費                  22％
機械・資材等購入費                 71％ 
事務費等                        7％

協定参加者 農業者 ２人、農事組合法人ビレッジ影野（構成員 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 

影野地区では、平成９年度の基盤整備事業 (県営担い手育成基盤整備事業)をきっ

かけとした住民意識の高まりを受けて、「影野の農業を考える会」を平成 11 年に立

ち上げ、集落の意識調査や集落座談会等を実施し、集落の将来について検討を行って

いた。 

平成 12 年度からスタートした中山間地域等直接支払制度については、農地の維持

管理を検討してきた成果として「ビレッジ影野協定」として参加するとともに、平成

13 年度には、「１集落１農場」方式による任意組織の集落営農組織「ビレッジ影野」

を設立した。 

平成 22 年２月には、集落営農組織を雇用や営農の継続性を確保するため法人化し、

「農事組合法人 ビレッジ影野」を設立した。 

３．取組の内容 

中山間地域等直接支払制度の交付金は、全て集落協定でプールし、その一部を集落

営農組織の機械施設整備に活用してきた。 

集落営農組織の法人化後、雨除けピーマン 17ａの設置を始め、周年の所得確保に

向けてサトイモ、カブの栽培（契約栽培）、スイートコーンやブルーベリーの収獲体

験、ピーマンみそなどの加工商品開発など経営の多角化に取り組み、若い従業員３名

（30 代２名、40 代１名）を雇用している。 

【ビレッジ影野 組合長 浜田正三 氏】 【平成 24年度 新たに 30 歳２名雇用 計３名】
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［集落の将来像]
○ 農業の３Ｋ「きつい、汚い、危険」から「カッコ良く、稼げる、後世に続く希望」にすることを目標
に地域農業を守っていく。 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 地域の農業を後世に繋げて行く 
○ 地域のコミュニケーションの活性化 
○ 地域の行事の維持（農民運動会、除夜の会等） 

集落外との連携 
○ 大豆栽培について、四万十町営農支援センターと連携（作業の受託） 

４．今後の課題等

  雇用者３名に対応した経営の安定化（周年の作業、労働力の周年活用（収入増と平

準化）、収入の確保）が課題である。 

なお、平成 24 年度雇用した２名については「農の雇用事業」を活用した。 

［第２期対策の主な成果］
 ・集落協定に取り組むことにより集落営農組織を設立。 

農地の耕作・管理（田 12.7ha）
集落営農組織対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.1ha、年１回）

集落営農組織対応

機械農作業の共同化

（地域の水田 11ha（100％）

実施）

共同取組（集落営農組織）水路・作業道の管理

・水路 0.3km、年２回

  清掃、草刈り

・道路 3km、年２回

草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物として菜種を約

0.2ha 作付けた。）

集落営農組織で対応

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 11ha を集落営農組織で

維持・管理）

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  スイートコーンやブルー

ベリー収獲体験や米のブラ

ンド化

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
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平成 24 年度 

＜機械・農作業の共同化に取り組む事例＞ 

○協定合併による農地の維持管理体制の構築 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 高知県吾川郡
あがわぐん

いの町
ちょう

 上東
じょうとう

協定面積
21.6ha

田（73％） 畑（27％） 草地（0％） 採草放牧地（0％）

水稲 柚子他 

交付金額
364万円

個人配分                                                        82％

共同取組活動
（18％）

役員報酬                        6％
共同機械の購入積み立て                 4％ 
水路等管理費                      8％

協定参加者 農業者 39人、上東地区営農組合組合（構成員 35戸）、 
非農業者 ２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 

当地区では、将来にわたって活き活き暮らしていける集落をみんなで作り上げてい

くため、平成 19 年度まで６協定（基礎単価（８割）：古江､田町､行部､大平､カシテ

ア／通常単価（10 割）：柿藪）であった取組を、平成 20 年度に集落営農組織「上東

地区営農組合」の設立とともに、既存の６協定をまとめて、上東協定(通常単価（10

割）)とした。 

３．取組の内容 

第３期対策では、Ａ要件の「機械・農作業の共同化」及び「高付加価値型農業の実

践」に取り組むとともに、受託組織「上東地区営農組織」の設立を活かしてＣ要件を

選択し、農作業受託作業が始まった。 

 併せて、農業で所得を確保するため、地域内で新たにニラや加工用葉ワサビなど園

芸品目の導入が進んだ。 

【「上東地区営農組合」総会】 【「上東地区営農組合」葉ワサビ定植作業中】
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［集落の将来像]

○ 将来にわたって活き活き暮らしていける集落をみんなで作り上げていく 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 受託（水稲、ユズ等）作業面積の拡大、受託業務の効率化

○ 野菜協業部門（ニラ、加工用ワサビ）、果樹協業部門（ユズ）への取組推進 

○ 交流活動の促進

集落外との連携 
○ 農作業受託組織ができたことで、農作業の委託要請が増加 

４．今後の課題等

 今後一層、高齢化が進み、耕作・管理ができない農地が増加してくることが予想さ

れ、農作業受託組織の役割が重要となってくる。 

 また、担い手の確保のためには、農業等で生活するための所得を得るため、園芸品

目等(ニラ、加工用ワサビ)の定着・拡大が必要。 

［第２期対策の主な成果］
○ 地域でまとまり、６協定の合併とステップアップ（通常単価（10割）に移行） 
○ 集落営農組織「上東営農組合」の設立 
○ 新規作物（酒米、ニラ、加工用ワサビ）の導入 

農地の耕作・管理（田 15.8ha、
畑 5.8ha）

個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.1ha、年 1 回）

共同対応

機械農作業の共同化

（耕起・田植・稲刈りの共同

利用をのべ 6.7ha（13％）実

施、目標 2.5ha) 
共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 4.5km、年 2 回

  清掃、草刈り

・道路 15.8km、年 2 回

草刈り

共同取組活動

体験民宿の実施

（農家民泊 １軒）

個別対応

酒米（1.8ｈａ）

ニラ（0.1ｈａ）

加工用ワサビ（0.1ｈａ）

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 いの町グリーンツーリズム

研究会との連携によるｸﾞﾘｰ

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
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九 州 
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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】
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［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
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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】 
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［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
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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】 

-160-



［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
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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】
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［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
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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】
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［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。
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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)】 
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［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
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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】
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［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）
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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】

-170-



［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
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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】
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［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「 ）
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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】 
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［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
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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】 
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［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
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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＞ 

○集落での農業生産活動の体制整備 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 沖縄県 島尻郡
しまじりぐん

 粟国村
あぐにそん

 粟国
あぐに

集 落 協
しゅうらくきょう

議会
ぎかい

協定面積
113.9ha

田 畑(94％) 草地(6％) 採草放牧地

さとうきび、もちきび ローズグラス  

交付金額
395万円

個人配分                                                           0％

共同取組活動
        （100％）

○集落の各担当者の活動に対する経費           3％
○共同機械の購入・研修会等経費            63％ 
○景観作物の栽培経費                  5％
○農業機械の共同利用経費                8％ 
○交付金の積立・繰越                                 20％ 
○その他                                 1％ 

協定参加者 農業者 99人、農業生産組合 １組合 開始：平成23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 

粟国村は、那覇市の北西約 60 キロに位置する人口約 860 人の離島である。村の基

幹産業のひとつである農業は、近年、農業者の高齢化や後継者不足から耕作放棄地の

増加が懸念されるようになったため、将来にわたって持続的な農業生産活動等を可能

とし、本集落の持つ多面的機能の確保を図るため、中山間地域等直接支払制度を活用

し、耕作放棄地の発生防止に向けた取組を行うこととなった。 

３．取組の内容 

  役員を中心に集落で話合いを行い、農業の継続が困難となった農用地が生じた場合

に備え、個人で管理できない農地のサポート体制の整備を目指している。その一環と

して、共同で利用できる機械や堆肥を購入し、この実演会を開催して、農業生産活動

の維持や耕作放棄地発生防止に取り組んでいる。 

【意見交換会】               【共同機械実演会】 

-180-



［集落の将来像]
○ 地域の実情に即した農業生産活動等の体制を整備する。 
○ 集落の持つ多面的機能の確保を図ることにより、持続的な農業生産活動等を可能とする。

［将来像を実現するための活動目標]  

○ 共同取組活動で肥料や機械を購入し、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

ト体制を整備する。 

集落外との連携 
○ 農道、水路等の補修・草刈等の維持管理等については、農地・水保全管理支払交付
 金により実施しており、今後も連携して各種活動を展開していきたい。 

４．今後の課題等

  農業者の高齢化や後継者不足により耕作放棄地の増加が懸念される中、共同取組活

動により、集落全体で農地を維持管理していくという意識向上に繋がっていることか

ら、今後ともサポート体制の充実を図っていきたい。 

農地の耕作・管理 

（畑・草地 113.9ha）

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

景観作物の作付け 

(景観緑肥作物として、ひまわ

りの植付けを予定している。)

共同取組活動

害虫駆除剤の購入(255kg)

共同取組活動

共同機械の購入・利用

共同取組活動

研修会・先進地視察

共同取組活動

集団的かつ持続可能な体制の

整備（農業の継続が困難な農

用地が発生した場合には、集

落ぐるみで引き受け、農業生

産活動の維持を図る。）

共同取組活動

水路・作業道の管理 

・年 3回 草刈り

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
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