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＜集落や地域でマスタープランを作成している事例＞

○理想郷「タシロピア」の実現をめざして

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県三 戸 郡 階 上 町 田代
さんのへぐんはしかみちょう たしろ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
27ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
285万円 共同取組活動分 多面的機能増進活動（景観作物、集落祭り） 44％

（50％） その他（共同利用施設） 6％
協定参加者 農業者 35人

２．活動内容の概要

田代地区は、固有の文化、地形、歴史などの特色を背景とした地域づくりの目標を定

めるため、平成12年度に「田代地区振興計画書 （理想郷「タシロピア」の実現をめざ」

して）を策定した。

これは、自らの故郷の未来は自分たちがその方向性を示そうということであり、むら

づくりを通じて地区と町が役割分担しながら連携を図るものである。当初からこのよう

な計画があったため、集落協定を締結する際には、計画実現のために共同活動費分を自

主財源に活用することが話し合われ、協定参加者から同意を得ることができた。

以前から地区の環境整備には力を入れてきたが、交付金に取り組んだ平成13年度から

は、さらに取組を充実させ、渓流や里山を巡る「せせらぎ遊歩道」や階上岳西登山道を

開設し、平成14年度には、幹線道沿いや遊歩道に草木を植栽して景観整備を実施した。

この他にも、子どもたちや他地域の人たちが田代地区に定住していくことを目的に、

「カジカと蛍の里づくり」や「せせらぎ公園夏祭り」など盛りだくさんの取組みを展開

している。

＜田代地区振興計画書＞ ＜せせらぎ遊歩道歩こう会の様子＞
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動

①水田等の耕作・管理 ①景観作物作付け ③夏祭りの開催(帰省都市住民との交
（田27ha） (道路沿い１kmにプランター 流を目的に集落主催の夏祭りを実施)

を設置、農村公園や遊歩道沿 ④歩こう会の開催(遊歩道の散策会）
個別対応 いにあじさいを植栽) ⑤ホタルの生息調査

共同取組活動 共同取組活動

②水路・作業道の管理 ②農村公園の整備 その他の活動
(水路1.5km、年２回 ・農村公園沿い1.0km の河川
道路５km、年２回) 流域の清掃 ①農作業の受委託

・刈払等を実施 (高齢農業者の田1.5haを担い手農家
共同取組活動 ・案内板の設置 に全面作業委託して耕作放棄を防止)

・遊歩道の整備
・公園周辺林地整備 共同取組活動

(水管理は各戸)
共同取組活動

田代町内会（タシロピア実行委員会）との連携（協定外参加者４５名、うち非農家２５名参加）

中山間地域総合整備事業で整備した農村公園や、自然資源を有効活用した都市農村の交流推進な
ど各種活動

集落外との連携
○田代集落が策定した「田代振興計画」の実現に対して町が各種支援を実施。
○協定参加者の了解のもと直接支払交付金の共同取組活動分を充当して、各種活動の

、 。集落負担分や補完活動に有効活用し 田代地区住民全戸が参加して活動しています

３．地域でマスタープランを作成

「タシロピア」振興計画に基づき、次の各種取り組みを行っている。

農村公園である「せせらぎ公園」を中心とした遊歩道・河川を整備し、田代地区の夏

祭りを復活させ、地区内だけでなく、他市町村住民との交流が生まれた。

遊歩道の整備がほぼ完了したことにあわせ 「せせらぎ遊歩道歩こう会」を開催した、

ところ、町内外から170人以上の参加があった。また、同時に地元で収穫された無農薬

の農畜産物を使った「いも煮会 、田代地区の農家の一部を開放し、昔ながらの民具・」

農具の展示を行うなど、町内外の住民との交流推進を図っている。

計画段階のものが多いが、これらの活動は新聞等にも取り上げられ、田代集落の魅力

を都市部へ発信している。

今後、都市部との交流が盛んになることによって、集落の活性化が図られ、現在の過

疎化が解消されることが期待されている。

［平成16年度までの主な効果］
○担い手農家と連携し、高齢者の農作業を委託 １．５ha

（ 、○農村公園を中心とした周辺林地・河川の整備や夏祭り実施による都市農村交流の推進 将来目標は
グリーン・ツーリズム活動への発展）

○ホタルの生息調査
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＜集落や地域でマスタープランを作成している事例＞

○集落の自立を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県本吉郡津山町 沢田
もとよしぐんつやまちょう さわだ

協 定 面 積 田（97%） 畑(3%) 草地 採草放牧地
7ha 水稲 トウモロコシ － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
143万円 共同取組活動分 農道・水路の管理・点検等 30％

(50％） 生産性向上・担い手定着 6％
リーダー育成、その他 14％

協定参加者 農業者 19人

２．活動内容の概要

沢田集落の農地は、農道の狭隘、湿

田等作業効率の悪い急傾斜の農地がほ

とんどを占め、年々耕作放棄地が増加

していた。この現状を何とかしなけれ

ばならないと話し合っていたところ、

平成12年度より本制度がスタートし、

荒れ果てていた遊休農地を解消するた

め、本制度に取り組むこととなった。

制度２年目にモデル構築推進指導事

（ ） 、業 県単 のモデル集落の指定を受け

平成14年度から共同取組活動の一環と

〈集落活性化計画〉して、協定内遊休農地を活用したトウ

モロコシの共同栽培を試み、町内の道

の駅で消費者へ直売を実施したところ

即日完売となった。これにより手応え

をつかみ、作付面積を増やすなど遊休

農地の解消を目標に農地の有効利用を

進め、更にはトウモロコシに続く次の

作物を検討し始めている。

、 、また 集落における就労の場の確保

消費者との交流なども進めている。

〈女性も含めたマップ作成状況〉
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 集落活性化計画書の作成
（ ）（田6.8ha 畑0.2ha） (約３ha 年1回） 沢田集落自立への道しるべ

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

水路・農道の管理 生産性･収益向上活動 集落による複合経営を実現
・水路 １km、年2回 （ﾄｳﾓﾛｺｼを道の駅にて販売）
清掃、草刈り 農作業の共同化

・農道１km、年3回 草刈り (遊休農地の復旧からトウモ 共同取組活動
ロコシ栽培の各作業)

共同取組活動
共同取組活動

担い手の定着等
農地法面の定期的な点検
（年2回及び随時） 農業機械の共同利用 農業後継者の育成

(機械･噴霧器) (集落組織設立等への話合い)
共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動

３．集落でのマスタープランを作成した取組

遊休農地を共同作業で管理し景観が良くなると、次第に隣接する遊休農地の管理も行

き届くようになり、競い合うかの様に農地の手入れを徹底するようになった。

さらに共同栽培したトウモロコシ等を直接販売する共同活動等を通じて、地域の仲間

と語った夢を実践しながら将来の営農に対する悩みを共有することができ、課題解決へ

のアイデアを出し合うことができた。

これらにより集落の「和」が改善され 「集落の財産を守る」という共通意識が強く、

なり、農地の活用に止まらず、道路・排水路等の生産基盤の整備や若年から高齢者まで

住みよい生活環境の実現、さらには集落の機能を発展させる集落組織の設立に向けた話

し合いまでが行われ、集落活性化計画書「沢田集落自立への道しるべ」を策定すること

ができた。

この「地域の力」を結集できたのは、もともとコミュニティー活動が活発な地区であ

っただけでなく、本制度が契機となり、互いの理解を深め、女性の参加による女性の視

点からの提言も受け入れ、集落の現状と課題を全員でとことん話し合い、５年先、10年

先の地域の農業や集落の将来像を集落全員で考えた成果である。

[平成16年度までの主な効果]
○耕作放棄地の復旧と遊休農地を活用し、共同作業でトウモロコシを栽培 （平成16年度約70a)。
○道の駅「津山」において、トウモロコシ祭りを開催、消費者へ直売 （平成16年度 2,500本 。。 ）
○トウモロコシ栽培による就労の場の確保及び直売所での販売による収益の向上。
○集落の自立に向けた「沢田集落集落活性化計画書」の策定。

-4-



＜農地の保全管理に特徴のある事例＞

○土地改良区との連携による県内最大級の協定活動

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県 三戸郡五戸町 倉石西部
さんのへぐんごのへまち くらいしせいぶ

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地
１８６ha 水稲

交 付 金 額 個人配分分 ５０％
1,487万円 共同取組活動分 農地法面、農道、水路の点検等 ３８％

（５０％） 多面的機能増進活動 ２％
その他 １０％

協定参加者 農業者 ３４５人

２．活動内容の概要

（１）本制度は土地改良区にとってもメリットがあることから、当初から土地改良区職員

が事務を担当することになった。土地改良区とのつながりを活かしたこともあり、集

落協定は比較的スムーズに締結された。

（２）参加者数、対象農地ともに大規模な集落協定であり、大変なこともあるがみんなの

知恵を絞って創意あふれる活動を実施している。

（３）集落協定を締結した平成13年度から早速、用水路の改修工事を始めた。昭和40年代

、 、にほ場整備事業を実施したため 施設が老朽化したり一部土水路のままの箇所があり

地域からは改善を求める声が挙がっていた。

（４）そこで、交付金を活用して改修工事を行い、現在までに200ｍ余りの用水路が整備

され、地域農業に大きく貢献している。

（５）集落協定では、地域に300年近く前から伝わる、伝統芸能の鶏舞の保存にも取り組

み、衣装提供や踊りの指導などの協力をしている。従来、踊り子は小学生以上の男子

のみが参加していたが、話し合いの結果、女性にも門戸を開放しようということとな

り、幼稚園以上の女子も参加することになった。

川辺の清掃作業＞ ＜伝統芸能の鶏舞＞＜
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動

①水田等の耕作・管理 ①景観作物作付け （ﾍﾞｺﾞﾆｱ、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ）
（田186ha） ②集落環境美化活動 (川辺の清掃)

③白鳥の保護（餌付け）
個別対応 ④伝統芸能「鶏舞」の継承活動

共同取組活動
②水路・作業道の管理
(水路95km、年２回、道路48km、年２回)
･出役に応じた報酬配分
③用水路200mの整備

共同取組活動

倉石土地改良区と連携
・水路等の管理（補修、改修） 川辺の清掃等

３．土地改良区との連携による特徴ある取組

（１）土地改良区単位で協定を締結したことにより、集落を超えた活動に発展している。

事務作業は土地改良区職員が担当している。

（２）用水路の改修工事により、泥上げ作業の軽減や排水効果の向上により湿田がかなり

解消された。長年休耕していた水田で、水稲の作付けを再開したところもある。

３ 伝統芸能の 鶏舞 の継承活動では 世代や集落を超えた交流が生まれてきた 鶏（ ） 「 」 、 。「

舞」は長年地域で愛されてきており、今後もみんなで協力して盛り上げていく。

（４）農業者の高齢化により耕作放棄されそうな農用地については、営農組合や担い手等

と連携し、担い手等への農作業委託や農地の利用集積を進める方向で検討している。

（５）担い手育成のための研修や、オペレーター育成のための講習会などに対して有効に

交付金を活用し、担い手等の生産技術の向上に努めていきたい。

（６）営農組合が担い手の中心的存在になると想定し、農業機械の共同利用や農作業受委

託が推進されるよう、機械購入の支援をマスタープランに規定する。

（７）水路・農道の管理については、協定参加者による浚渫・草刈の共同作業や整備補修

を実施し、病害虫発生防止や転作田（大豆や飼料作物の作付け）の有効活用を図る。

［平成16年度までの主な効果］
・土地改良区単位での協定締結により、共同取組活動が集落を超えた活動に発展
・用水路の改修工事により、泥上作業の軽減や排水効果が高まったことで湿田が解消
・伝統芸能継承活動等により世代を超えた交流が創出
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＜農地の保全管理に特徴のある事例＞

○農作業受委託図を活用して農地の集積化を推進

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県和賀郡沢内村 前郷
わがぐんさわうちむら まえごう

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
46.7ha 水稲、花卉、牧草 － － －

交 付 金 額 個人配分分 54％
373万円 共同取組活動分 会議 10％

（46％） ﾘｰﾀﾞｰ育成及び事務費 21％
用排水路維持補修費 9％
農道維持管理費 2％
担い手育成費 2％
多面的機能増進費 1％
不耕作・休耕作地等解消及び復旧費 1％

協定参加者 農業者 54人、水利組合 1

２．活動内容の概要

当集落は沢内村の南部に位置し、対象農用地はすべて緩傾斜である。協定参加者の大

半は兼業農家である。経営規模は、平均で1.7haであり、多い者で3～4haである。

高齢化等による農地の荒廃の防止、農作業受委託の推進等、農地の保全と生産性の向

上を図るため、集落営農体制の確立を目指し、協定を締結した。

共同取組活動とし農用地の管理では、高齢化により耕作が困難になった農地等（約１

ha）を共同で維持管理している。景観形成等の取り組みとして、近隣集落と連携してフ

ラワーロード事業に取り組み、県道及び村道沿線にマリーゴールド、ベゴニア、サルビ

アを植栽し、景観の向上に資している。

、 、 （ ）水路 道路の維持管理への取り組みとして 農業用水路 ベンチフリューム250mm等

８０ｍを自力施工している。

協定の活動は、代表、副代表２名、１２名の団地代表者及び事務局（事務担当及び会

計担当）をもって推進委員会（役員会）を構成し、定期的な会議を実施するとともに協

定全体の意志把握と統一に努めている。

〈耕作が困難になった農地の維持管理〉 〈農作業受委託図〉
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 田46.7ha 周辺林地の下草刈り 農業機械の共同購入･共同利用（ ）

（約0.4ha 年1回） （機械の共同購入・共同利用

個別対応 推進の説明会開催 年１回 )（ ）

共同取組活動

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 年2回 清掃、草刈り 景観作物作付け

・道路 年2回 草刈り （県道、村道にフラワーロ 農作業の受委託の推進（15ha)

（ ）ード(約2km）を設置） 協定内9.3ha 協定外5.7ha

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）

個別対応

隣接する集落と連携して、地域の農村景観への取り組み集落外との連携：

３．特徴ある農地の保全管理の取組

農用地の管理等について協定締結面積が広範囲にわたるため、協定地を１２団地に編

成し、それぞれの団地ごとに責任者を置いており、農用地の維持管理等通常の活動は、

団地単位に共同で作業をしている。

対象農用地は、土地利用現況図及び農作業受託図を作成し、計画的に受委託に活用し

ており、平成１６年度では協定面積の内９．３ｈａを受託し、協定外の面積も５．７ｈ

ａ作業受託している。

今後は、認定農業者８名を主とした農地の受委託等を活用し、計画している目標達成

に向け取り組んでいる。

［平成16年度までの主たる効果］

○高齢化により耕作が困難になった農地等の維持管理（約１ha）

○土地利用現況図及び農作業受委託図の作成し、受委託の推進

作業受託面積１５ｈａ（協定内９．３ｈａ 協定外５．７ｈａ）

○隣接集落と連携してフラワーロード（約2km)の取り組み

○農業用水路の自力施工（ベンチフリューム250mm等：８０ｍ）
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＜農地の保全管理に特徴のある事例＞

景観形成による集落のコミュニティーづくり○

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県栗原郡花山村 北ノ前
くりはらぐんはなやまむら きたのまえ

協 定 面 積 田 畑 草地 採草放牧地
1.6ha 水稲，ﾊｽ，菖蒲，野菜 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
34万円 共同取組活動分 農道・水路の管理・点検等 30％

(50％） 生産性向上・担い手定着 15％
リーダー育成 5％

協定参加者 農業者 4人

２．活動の内容の概要

北ノ前集落は、全12世帯のうち小規

模で営農している農家が４戸ある集落

である。農地の８割が平泉時代の花山

寺跡（村指定文化財）遺跡上にあるこ

とから、ほ場の整備が進められない状

況となっている。小面積の水田で、し

かも排水不良であることから将来耕作

放棄地となるのではと心配されていた

が、平成12年度より本制度が発足した

ことを契機に、集落協定を締結し、集

落全体を巻き込む農地を活用した景観

〈畦畔に水仙を植裁〉づくりに取り組むこととした。

制度２年目に県のモデル集落として指定を受け、集落に自生している「野ハナショウ

ブ」の増殖に努めたほか、集落を走る国道沿いにプランターを置く活動にも交付金を活

用した。さらには集落にどのような植物が生育しているのか、またどのような植物が生

育に適するのかについて、集落の点検作業を兼ねながら集落ウオッチングマップ及び保

全マップを作成した。

将来の集落の農地等の保全や景観の形成について、地域の人々による目標（保全マッ

プ）ができ、共同活動や話し合いが制度発足時よりもスムーズに行われるようになった

結果、水田畦畔への「水仙 「彼岸花」の植栽・増殖に取り組んでいる。また周辺の林」

地の草刈を実施し、文化財に配慮した農地の保全に向け作業を進めている。

将来は文化財を中心とした公園化も考え、集落を訪れる人達にうるおいの場を提供し

ながら、山菜等を栽培することにより交流を図りたいと考えている。
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 担い手定着活動

農地の耕作・管理 田1.6ha 周辺林地の下草刈り 農地の面的集積(話合いの実施)（ ）
(約0.1ha 年3回）

個別対応 共同取組活動
（野花菖蒲箇所は共同） 共同取組活動

その他の活動
水路の管理 ・花植栽地の除草
・水路2.5km、年2回 ・畦畔への景観作物植栽 ・花山寺跡地清掃管理
清掃、草刈り ・集落に生息する植物の名称や

共同取組活動 案内板の設置
共同取組活動

共同取組活動
生産性･収益向上活動

農地法面の定期的な点検
（年2回及び随時） 農作業の受委託推進

(話合いの実施）
共同取組活動

共同取組活動

３．ふるさと保全マップの作成・実践

地域の人々による目標（保全マップ）作

成時には、集落の長所を見つけ集落全体で

共有を図り、具体的な将来の集落の姿をイ

メージしながら、集落の文化遺産に配慮し

た農地の保全に向け作業を進めた。個人の

思いを保全マップに集約させ、集落全体の

合意形成がより良く図られた。保全マップ

の作成・実践により植栽した花や永年性

草木は、地域の人にとっても毎年花の

咲く時期が楽しみとなり、交流活動が

〈ふるさと保全マップ〉活性化してきている。

こうした活動を通して、みやぎ地域おこしマイスター（三島氏）を介し、亘理

町称名寺より大賀ハスと椎の木（天然記念物）の実生より育てた苗木の提供を受け

ることとなった。今後さらに、周辺整備を進め、イベントの企画等で都市との交流

促進を図って行くこととしている。

これまでの活動の成果が形となって現れた結果、少しずつではあるが保全マッ

プの実践に向け、地域がまとまり作業を進めていくこととしている。

[平成16年度までの主な効果]

○地域の人々の目標を集約し、集落ウォッチングマップ及び保全マップを作成

○集落に生育している植物の名称や案内板の設置

○多面的機能増進活動に伴う景観の保全(H16は、亘理町称名寺より大賀蓮･椎の苗木を譲り受け植栽)
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＜農地の保全管理に特徴のある事例＞

○農業施設の共同管理、農用地利用集積の推進

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県由利本荘市 上川内第２
ゆりほんじょうし かみかわうちだい２

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
71ha 水稲、ソバ － － －

交 付 金 額 個人配分分 32.0％
608万円 共同取組活動分 農地法面、農道、水路の点検等 20.2％

68.0％ 多面的機能増進活動（景観形成作物作付） 5.9％（ ）
生産性向上・担い手定着（会議） 11.9％
リーダー育成 2.3％
農用地に関する事項（畦畔の除草） 22.7％
その他（事務費・水路改修基金積立） 5.0％

協定参加者 農業者 79人

２．活動内容の概要

当地域の４集落において、集落を越え農用地を持つ農家や農業従事者の高齢化、離農

等から、農道・水路等施設の維持や農用地の荒廃が懸念され、各集落や集落合同での話

し合いを重ねた。複数集落によって構成されることで共同取組に支障がないか等の意見

もあったが、将来的には地域人口の減少も予想されることから、地域全体が相互に支え

合って農用地保全と集落維持を推進するため、合意が形成され協定締結に至った。

当地域は、交付対象地・非対象地が混在しており、関連する水路・農道等の施設の規

模や管理形態も広域に渡るなど、平等な同一管理が難しい面もあるが、集落の互助体制

の強化を目的として対象外農用地にも管理費用を支払うことで、地域が一体となった取

組を実施している。取組を具体化するため、各集落ごとの事業計画と広域的な計画とを

持ち寄って相談し、段階的な実現を図っている。

また、認定農業者の確保など担い手育成の呼びかけを行い、将来的には協定地域での

作業集団等の設立を目標に、地域を支える体制整備の環境作りをしている。

〈環境美化運動（ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞの植栽 〉 〈水路の補修〉）
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[活 動 内 容]

農業生産活動 多面的機能増進活動 その他の活動

水田等の耕作･管理(田71ha) 団地周辺草刈り(5カ所、7ha） 農用地情報管理

（パソコン１台購入）

個別対応 共同取組活動

共同取組活動

水路・農道等の管理 景観形成作物作付け

(水路農道補修60m､水路農道草刈 （公共施設周辺２箇所、町道

り4.5km､農業用水ため池補修) 沿い500mにｺｽﾓｽ・ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ等

の植栽）

共同取組活動

共同取組活動

野ネズミ被害防止

(畦畔等への駆除薬設置）

共同取組活動

老人クラブ・子供会も参加し、ゴミステーションや町道沿線に花を植栽する等、集落集落外との連携：

全体で環境美化に取り組んでいる

３．農地の保全管理に係る取組

交付金配分を共同取組活動に多く充てることにより、非対象農用地についても病害虫

防除の草刈り（一斉作業）を行い、集落全体での連携した管理作業の効率化や、農業者

間の協調性と互助的意識の向上が図られた。

また、パソコンの購入により、集落内農用地等の情報整理が容易となり、農用地の利

用集積に向けた体制を整えることができた。

集落の課題として、将来的に担い手不足に陥ることが懸念されており、基幹的農作業

（田植、収穫等）の効率化を図るため、農作業の受委託、担い手への利用集積を推進す

るとともに、集落営農組織の設立に向けた農業機械の共同利用等を今後の目標と位置づ

け、集落マスタープランを作成することとしている。

［平成16年度までの主な効果］

○認定農業者の新規確保 ２名

○水路農道管理（草刈り） 4.5km

○景観形成（コスモス・ひまわり植栽） 施設周辺２カ所、町道沿い500m
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＜機械、農作業の共同化を実施している事例＞

○機械の共同利用及び共同作業による効率化

１．集落協定の概要

市町村・協定名 岩手県岩手郡葛巻町 上外川－１
いわてぐんくずまきまち かみそでがわ

協定面積 田 畑 草地（100％） 採草放牧地

35ha 牧草 －－ －

交付金額 個人配分分 0％

136万円 共同取組活動分 農業機械の共同利用 100％

（100％）

協定参加者 農業者６人

２．活動内容の概要

上外川－１集落（６戸）の対象農用地は、標高1,000mに位置する急傾斜と緩傾斜地か

らなる草地である。本制度発足以前から、農業用機械施設の共同購入及び共同利用を実

施していたが、既存の集落活動の強化及び新たな共同作業の推進を図るため、集落の協

定を締結した。

共同取組活動としては、共同機械を利用した共同作業や地力の増進と堆きゅう肥の有

効活用を図るため、畜産農家と耕種農家との連携により、堆きゅう肥の施用を実施し、

良質な牧草の生育に努めている。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作･管理 草地35ha 堆きゅう肥の施肥(草地35ha) 共同機械の購入・利用（ ）

（ﾄﾗｸﾀｰ2台､ﾃｯﾀﾞｰ1台）

共同取組活動 共同取組活動

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 年１回 清掃･草刈り オペレーターの技術向上

・道路 年１回 清掃･草刈り 認定農業者の育成 (農業後継者3名の研修会

(5名→6名：協定参加者全員) （年1回）への参加)

共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動
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３．機械、農作業の共同化の取組

機械・農作業の共同化の取り組みの主な内容は、乳牛の飼料となる牧草の刈り取り作

業である。本制度を活用して、トラクター２台、テッダー１台を共同購入し、既存のロ

ールべーラー１基と含めて共同利用したことにより、作業時間の短縮化が図られ、効率

良く共同作業が行われるようになった。

作業の効率化が図られたことによって、人件費の節約と無駄なく牧草の刈り取りがで

きるようになったことから、生産性・収益性の向上につながっている。

また、良質な牧草を生育するため、カウコンフォートに係る研修会へ農業後継者３名

の参加などオペレーターの技術及び知識向上を目的とした研修会に派遣している。

この当地域は、本制度発足以前から、受け皿としての採草搾乳組合が存在したことか

ら、共同作業を実施してきたが、作業時間の短縮等、効率的な共同作業が一層推進され

るようになった。

今後は、農業後継者（３名）も定着してきていることから、農業後継者の育成として

技術及び知識向上に努め、作業の共同化、機械の共同利用を一層推進し、将来にわたり

持続可能な集落の活動を目指すこととしている。

〈 牧草の共同作業 〉 〈 共同購入したテッダー 〉

〔平成16年度までの主な効果〕

○ 認定農業者の育成（６経営体）集落協定者全員が認定

○ トラクター２台、テッダー１台の共同購入及び共同利用

○ 地力向上の取組及び堆きゅう肥の有効活用（草地35haに施肥）

○ 技術向上のため研修会へ農業後継者３名参加（カウコンフォート研修会）

○ 道水路の清掃及び草刈りの定期的な実施（年１回）
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＜機械、農作業の共同化を実施している事例＞

○共同作業で地力保全

１．集落協定の概要

市町村・協定名 岩手県岩手郡岩手町 丸泉寺
いわてぐんいわてまち まるせんじ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草牧草地

5.9ha 米、飼料作物 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

126万円 共同取組活動分 共同利用機械購入費 39％

（50％） 農道・水路管理費 6.5％

多面的機能増進活動費、その他 4.5％

協 定 参 加 者 農業者 5人

２．活動内容の概要

当集落は、町内でも有数の山間地にある南山形地区に位置しており、酪農中心の経営状

況である。その中で当集落は、本制度実施前より共同で対象農用地等の維持活動に努めて

きたが、老朽する水路設備、農道、高齢化する農業者等、農業活動に対し懸念する事項も

多々発生してきた。

そこで当制度の実施により５名の農業者で構成する集落の話し合いが活発になり、排水

路整備、水路の泥上げ清掃など、毎年、全員揃っての活動を続けている。法面の点検にお

いては、以前に起きた台風災害により農道の法面が崩れる被害があったが、自力で補強・

復旧するなど、集落の協力で早期に復旧した。

また、約３５年前に建てた揚水ポンプ収納小屋の屋根が老朽化していたことから、ペン

キを塗る等の修繕を実施している。

多面的機能増進する活動では、女性たちによる花壇づくり（集落内１箇所，集落外2箇

所）など、地域の良好な景観の維持管理にも取り組んでいる。

〈共同作業による草刈り〉 〈共同作業による水路清掃〉
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作･管理 周辺林地の下草刈り 農業機械の共同購入
（田5.9ha） （唐松林1ha） （畦塗り機1台）

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理 景観作物作付け 老朽化したポンプ収納小屋
清掃年2回・草刈り年1回 （ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ､すみれ等7 （ペンキ等による修繕）
水路改修（U字溝埋設） 品種を花壇に植栽）

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）

共同取組活動

３．農業機械を共同購入した取組

これまで畦塗りは手作業により実施していたが、高齢化が進む集落においては思うよう

に作業が進まないことから、労力の軽減を図ろうと平成１６年度、念願の共同利用機械と

して畦塗り機を導入した。今後の活動として、農作業の受委託を進めていけるよう検討し

ている。

畦塗り機の共同利用面積について、購入時期がやや遅かったため平成１６年は21,000㎡

であったが、平成１７年においてはほぼ倍の37,000㎡を目標に、集落内の労力軽減を目指

して話し合いを進めている。

また、共同で行う農地、法面、農道、水路の点検など、補修等しなければならない箇所

について話し合い、農業用排水路へのU字溝埋設、用水路工事等を計画的に毎年実施して

おり、順次、排水環境の整備を進めている。

今後は、用水路、排水路それぞれ５０ｍを計画しており、平成１７年度については、１

／２程度の実施を検討中である。

［平成１６年度までの主たる効果］

○農業用排水路の改修

用水路159m（69%整備済）排水路160m（69%整備済）農道140m（50%整備済）

○景観作物（ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ、すみれ等7品種）を花壇に植栽（集落内外3カ所計53.2㎡）

○揚水ポンプ収納小屋の修繕（屋根のペンキ塗り）

○共同購入した畦塗り機による共同作業（21,000㎡）
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○機械利用組合を核とした共同機械利用の取組

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県山形市 上野中山間管理組合
やまがたし うわのちゅうさんかんかんりくみあい

協定面積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
53．3ha 水稲 － － －
交付金額 個人配分分 ４７％
1,119万円 共同取組活動分 共同利用機械購入費 ３６％

592万円 ５３％ 多面的機能増進活動費 １１％（ ）
研修会費・その他 ６％

協定参加者 農業者112人､上野町内会､上野活性化協議会､龍湖土地改良区､上野農事実行組合､上野機械
利用組合､ＺＡＯスカイワーク(防除組合)､ＵＡ育苗(上野育苗)

２．活動内容の概要

当集落は山形市の南東部名峰蔵王山麓に位置し、戸数200戸余り、平均50ａ程の小面積

を耕作する第２種兼業農家が中心の農業集落である。

各農家の耕作面積も少なく，高齢化が進行する中、地域の多くの農家が参加している

機械利用組合や防除組合を中心に、制度対象の有無に係わらず地域保全は全員でとの考

えから、既存の営農集落の範囲で協定を締結した。また、近隣の集落協定（上野若瀬）

と｢上野中山間直接支払制度運営委員会｣を結成し、活動方針や今後のあり方等について

話し合いを実施している。

共同取組活動として、共同機械の購入や

オペレーター研修、担い手育成、機械の共

同利用化、作業の受委託や共同化を図って

おり、他にも道水路管理、畦畔等の農地管

理や多面的機能増進活動として、景観作物

の作付や花壇造り、流しそうめん祭りやそ

ば祭り等イベントを通しての都市住民との

交流(グリーン・ツーリズム)に取り組んで

〈児童との花壇環境整備〉いる。

〈代掻きの共同作業〉
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 田53.3ha 景観作物作付け 共同利用機械の購入・共同利用（ ）
（コスモスを約１ha作付） （協定参加の機械利用組合によ

、 、個別対応 るコンバイン フォークリフト
、 ）共同取組活動 軽トラック ラジコンヘリ購入

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路、春に点検整備 沿道の花壇造り・管理
稲作期間は水管理常時 （蔵王第２小学校、児童養護施
・道路、春に点検整備 設山形学園、やすらぎの里（特 農作業オペレーターの養成
(機械による刈払い) 老）なども参加。ﾅｽﾀﾁｭｰﾑ,ｻﾙﾋﾞ （後継者育成のため研修参加，

ｱ,ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ等6000株を定植） 免許取得への助成）
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） 流し素麺祭り（約1200人の入 農作業の受委託

場 、蕎麦祭り、豆腐・味噌作 （機械利用組合による委託）
共同取組活動 り等のイベントによるグリーン の他参加団体による共同防除，

・ツーリズムの推進 水稲苗の供給などを実施 ）。

共同取組活動 共同取組活動

３．機械・農作業の共同化に係る取組

、 、 、機械・農作業の共同化に係る取組として 機械利用組合と連携して コンバイン４台

フォークリフト１台、ラジコンヘリ１機、ヘリ運搬用軽トラック１台、草刈のインプル

メント１基、トラクター４台、軽トラ１台、ライスセンター（50ha）などの共同機械の

購入や、オペレーター研修、担い手育成、機械

の共同利用化、作業の受委託や共同化を行って

いる。耕耘・代掻き作業は約30ha、ラジコンヘ

リ等による共同防除(病害虫防除)は約50ha、刈

り取り収穫作業は約35ha、籾乾燥・調製は約40h

aを受託し、毎年増加している。今後は、さらに

農用地の集積化を図ることとしている。

〈ラジコンヘリの共同購入〉

［平成16年度までの主な効果］
○ 共同利用の機械購入による機械利用組合の活動が充実。
○ 大型機械の共同利用による営農の効率化･低コスト化｡(協定面積の50％以上で実施)
○ そば祭り等のイベントを通じて地域の交流が図られ、協力体制が確立。
○ 景観作物の作付け、花壇の整備等で学校や福祉施設，都市住民との交流により、地域の環境形成が
図られ地域が活性化。

○地元で収穫した大豆を使って、豆腐や味噌を作る講習会を実施。(国民文化祭H15年)
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○地域農業の自立を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県東田川郡朝日村 中 村
ひがしたがわぐんあさひむら なかむら

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
57ha 水稲・ソバ － － －

交 付 金 額 個人配分分 47
1,200万 ％

円 共同取組活動分 リーダー育成費 7％
53％ 農道、水路の補修 16％（ ）

共同機械購入 10％
その他 20％

協定参加者 農業者 29人

２．活動内容の概要

中村集落は朝日村の中心部より北約８㎞に位置し、月山や湯殿山に近い中山間地域で

あり、冬期には積雪が３ｍ以上にもなる豪雪地帯である。集落内の農地は、傾斜が大き

く作業効率の悪い農地がほとんどであることから、耕作放棄地が増加し、将来の集落の

農業が懸念されていた。

このため、遊休農地の解消と生産コストの軽減の必要性から集落協定を締結し、本制

度に取り組むこととなった。

共同取組活動としては、対象とならない集落内の農地や周辺の林地の維持管理につい

ても、参加者総出により共同作業等を実施している。

また、集落に残る伝統芸能「中村神楽」を今後も保存していくため、共同取組活動費

で衣装やノボリの購入も行っている。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理（田57ha） 周辺林地の下草刈り 農業機械の共同購入･共同利用
（約6ha、年1回） (コンバイン3台､トラクター2台)

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8km､年3回 清掃､草刈 伝統芸能の保存活動(中村神楽)
・道路10km､年2回 草刈

新規就農者の確保･育成 共同取組活動
共同取組活動 (新規作物の苗の無償支援)

共同取組活動
（ ）農地法面の点検 年2回､随時

共同取組活動

集落内の連携:２つの共同機械利用組合との共同機械の共同利用
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３．機械・農作業の共同化に係る取組

制度開始以前より集落内で組織化が行われていた３つの共同機械利用組合があり、そ

の組合を中心にコンバイン（３台）やトラクター（２台）などの大型農業用機械を共同

購入し、共同利用している。

集落の将来の担い手を育成するため、新規就農者に対しての支援として、行者ニンニ

ク、うるい、みょうが、りんどう等の特色ある転作作物にも取り組みやすいように、苗

を無償で提供している。

〈共同機械による共同作業〉

〈水路の共同作業〉

［平成16年度までの主な効果］
○ 農家集落の農用地の管理体制について地図を用い、管理方法、担当者等を明記し、効率的な体制
を実現

○ ３つの機械利用組合が２つに統合され、稲刈り等の作業受委託等共同化への意識が高まり、農業
生産法人化を目指している。

○ 新規就農者の確保（１名）
○ 共同機械（コンバイン３台）の共同利用による収穫面積（47.9ha）
○ 受託組合への農作業受委託（1.4ha)
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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ソバを中心とした地域づくり

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県天童市 田麦野
てんどうし たむぎの

協定面積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

－ － －33.8ha 水稲､ソバ、ネギ

交付金額 個人配分分 50％

583万円 共同取組活動分 水路・農道の維持管理費 11％

(50％) 共同利用機械購入費 23％

多面的機能増進活動費 10％

その他 6％

協定参加者 農業者46人、田麦野そば栽培組合（構成員4名 、山口・田麦野土地改良区田麦野維持管理）

委員会

２．活動内容の概要

協定以前は、山村振興等農林漁業特別対策事業等

により、農道や集落公園の整備等のハード事業に取

り組んでいたが、小規模経営、農業者の高齢化など

地域農業が抱える課題の解決や、農業者個人の経営

状況を改善するまでには至っていなかった。

こうした状況を踏まえ、集落営農や目指すべき集

落の将来像を実現するため、田麦野地区山村振興協

〈ネギの栽培〉議会、田麦野地区地域づくり委員会の委員が中心と

なり、合意形成を図り、協定の締結に至った。

交付金を有効活用するため、集落営農や集落の将

来像について、話し合いを行いながら活動に取り組

んでいる。具体的には、水路・農道の管理や整備、

農村景観を醸成するための稲杭掛け等を実施してい

る。

また、転作田を利用したネギ等の生産による高収

益型農業の推進や、ソバ用コンバイン等の共同利用

〈稲杭掛け〉機械の導入により労力の軽減を図っている。

新規作物として導入したソバについては、田麦野

そば栽培組合が地域農業の担い手となって機械の共

同利用を推進し、栽培面積の増加や地域の特産品化

を実施している。更に、ソバを中心とした地域づく

りを目指して、ソバを活用したイベント「１日そば

屋」等により都市住民との交流を促進し、地域の活

性化を図っている。

〈コスモスの植栽〉-21-



［活動内容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 田33.8ha 景観作物の作付け 農業機械の共同購入・共同利用（ ）

（道路沿いにコスモス （そば用コンバイン1台・畦塗

個別対応 を植栽約0.1ha） 機1台・ロールベーラー1台）

共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路10km､年2回 清掃､草刈

・道路10km､年1回 草刈 農村景観の醸成 高付加価値型農業の推進

砂利敷700m/年 （稲杭掛けの実施） （ネギ2.9ha・食用菊0.1ha）

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）

共同取組活動 田麦野そば栽培組合による農業受委託

（収穫作業:25ha）

１日そば屋の開催による都市住民との交流促進（参加者約300人）集落外との連携：

３．機械・農作業の共同化の取組

田麦野集落では、田麦野そば栽培組合を中心として集落の環境に適合する新規作物の

ソバを導入し、地域の特産品として振興している。ソバを特産品化するためには、栽培

面積の拡大による生産量の増加を図る必要があることから、機械化による労働力の軽減

と作業の効率化を図るためソバ用コンバインを導入した。コンバインの共同利用を推進

することで設備投資の抑制による経費の削減を実現し、高収益型農業を確立している。

さらに、資源の有効活用が叫ばれる中、ロールベーラーを導入し、積極的に資源循環

型農業の展開を実施している。

また、中山間地域の農地については、畦畔が崩壊する危険性が高いことから、畦塗機

を導入し、共同利用を進め、畦畔の補修による農地の保全を図っている。

このように、共同利用機械の整備により、高収益型・資源循環型農業を展開するとと

もに、農地の保全を進めることで地域農業の振興を図っている。

［平成16年度までの主な効果］
○高付加価値型農業の推進としてねぎの栽培（2.9ha 、食用菊の栽培（0.1ha））
○農村景観の醸成として稲杭掛けの実施（5.3ha）
○多面的機能増進活動として景観作物であるコスモスの植栽（0.1ha）
○機械の共同利用（ソバ用コンバインの利用面積 2.5ha）
○１日そば屋の開催による都市住民との交流促進（参加者 約300人）
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＜高付加価値型農業を実施している事例＞

○魅力ある集落づくりを目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県 加美郡加美町 芋沢
かみぐんかみちょういもさわ

協 定 面 積 田（100%） 畑 草地 採草放牧地
25ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
共同取組活動分 農道・水路の管理・点検等（堰改修負担金含む） 33％

４６１万円 (50％） 目標達成活動・担い手定着 8％
その他（自然薯栽培・炭焼き） 9％

協定参加者 農業者 ２６人（対象２４人・生産組織４団体）

２．活動の内容の概要

芋沢集落は、薬莱山の北麓、鳴瀬川

とに囲まれた自然豊かな集落である。

平成12年度から本制度がスタートした

が、集落では既にその時点から農地の

保全意識が高く、耕作放棄地は無かっ

た。集落では本制度を多面的機能増進

のためとして位置づけ取り組んだ。

制度２年目にモデル構築推進指導事

（ ） 、業 県単 のモデル集落の指定を受け

共同取組活動を一層積極的に行うべ

、 。く 役員会等の話し合いを行ってきた

平成14年度には集落の名称にちなん

焼き窯で造った炭を老人ホームへ寄贈〉だ自然薯栽培と集落が町から借りてい 〈炭

る山林を活用した炭焼き窯作りを試みた。焼き上げた炭を地域に役立てるため、近くの

老人ホーム「やくらいサンホーム」へ寄贈している。

平成16年度は自然薯栽培について、前年の約３倍の作付け拡大を行い、栽培技術にお

いても向上が見られ、直売所（土産センター）での販売を行った。炭焼きの体制も整備

され、地元直売所での販売や社会福祉施設「ふれあいハウスわかば」との連携により、

炭による室内用アクセサリーを制作し、地元直売所において販売を実施した。

協定締結を機に、協定参加者による共同活動や話し合いが増加し、自然薯栽培により

集落における就労の場を確保することができた。

今後は、直売所（土産センター）に芋沢の自然薯として出荷し、高付加価値農業の実

践や消費者との交流を推進していくとともに、炭焼き窯造りを通じた技術の伝承や体験

学習、グリーン・ツーリズム等に積極的に取り組む構想である。
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理(水田25ha 町借用山林の管理 自然薯栽培）
(年2回)

個別対応 共同取組活動
共同取組活動

水路・農道の管理 炭窯づくり（2回窯出し）
(江払い､草刈り 年3回) 生産性･収益向上活動

共同取組活動
共同取組活動 作業受委託の推進

(米:基幹3作業
A=1.7ha) 担い手定着等の活動

農地法面の維持管理
（年３回及び随時） 共同取組活動 認定農業者の育成(2名→7名)

共同取組活動 共同取組活動

３．高付加価値型農業の実践

自然薯栽培は 「芋沢集落」の名前の由来，

ともなっていたことから、平成15年度から栽

培に取り組んでいる。平成15年度は、自然薯

栽培の技術を確立させるため、農業改良普及

センターの指導・連携のもと、自然薯栽培研

修会を実施し、種芋の選定・土壌・栽培手法

等についての比較検討を実施した。

また、自然薯の収穫に併せて「収穫祭」を

実施し、集落の連帯感やコミュニケーション

〈自然薯の収穫〉向上にも繋がった。

平成16年度は、前年の成果をもとに約３倍の作付けを実施し、地域における作付け面

積拡大に努めた。また、栽培技術においても向上が見られたため、直売所での販売を行

った。

今後は、直売所（土産センター）に芋沢の自然薯として出荷し、高付加価値型農業の

実践や消費者との交流を推進していく予定であり 「集落の和」を大きく広げ「明るく、

楽しい芋沢集落」を目指すこととしている。

［平成１６年度までの主な効果］
○農地等、農道・水路の維持管理の共同活動。
○自然薯栽培：芋沢という地名の由来を利用した自然薯栽培への取り組み。

将来は、加工して販売することを検討。
○炭焼窯作り：老人ホーム「やくらいサンホーム」や町のイベントへの提供

子供達への伝承と都市との交流の一環に組み込みを検討。今後は、県単の水浄化事業
への資材提供や、社会ふれあいハウス若葉への提供を行う予定。
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＜高付加価値型農業を実施している事例＞

○栽培したそばを直売施設へ提供

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県仙北郡西木村 十 二 峠
せんぼくぐんにしきむら じゅうにとうげ

協 定 面 積 田(100%) 畑 草地

3.15ha 水稲、そば － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

66.1万円 共同取組活動分 農地法面、農道、水路の点検補修等 34％

（50％） 多面的機能増進活動（周辺林地の草刈） 10％

リーダー育成 6％

協定参加者 農業者 4人

２．活動内容の概要

十二峠集落協定は、山沿いの高低差の大きい農地を所有する農家４戸により平成12年

度に締結された。１戸当たりの農地は約78aで稲作中心の営農となっているが、山沿い

の農地のため生産効率は良くない。最近ではそばの栽培が盛んで、村内の物産販売施設

等へ供給している。また協定内でもそば打ちの技術を習得している参加者がおり、将来

は自前で蕎麦屋の経営をしていきたいとしている。

農地は高低差が大きいため畦畔の法面も大きく、大雨の際は農道を雨水が流れるため

洗掘され、崩壊が著しい。このため法面の草刈り、水路の泥あげ、道路の補修は個々に

は対応しきれなかったが、協定を締結したことにより共同で作業を行ない、大規模な補

修にも協力体制が整った。また、対象地に接する国道105号線沿いにマリーゴールドを

植栽し、通行するドライバーの目を楽しませている。

〈雨水により洗掘された農道の補修〉 〈国道沿いに植えられたマリーゴールド〉
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 田3.15ha 周辺林地の下草刈り 山振で整備した直売施設内で村（ ）
（約0.3ha、年1回） 内産のそばを提供しているそば

個別対応 研究会に玄そばを供給している
共同取組活動

個別対応
水路・作業道の管理
･水路500m､年2回 清掃､草刈り 景観作物作付け
･道路500m、年2回 草刈り (ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞを国道沿い 首都圏の森林ボランティアとの
洗掘箇所(ｱｽﾌｧﾙﾄ補修） に植栽） 林業体験交流

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動

３．高付加価値型農業への取組

高付加価値型農業への取組としては、ほうれん草とそばの栽培に取り組んできたが、

ほうれん草栽培については後継者不足等からあまり伸びなかったが、比較的労力の掛か

らないそばの栽培は順調に栽培面積を増やしている。その結果、平成12年度山村振興等

農林漁業特別対策事業で建設した直売施設において提供されている「手打ちそば」の原

料として、玄そばが供給されている。この直売施設でそば打ちをしている西木村そば研

究会の会長は本協定集落の隣接協定集落の協定者であり、将来は一緒に村内産のそばを

提供できる施設運営を目指すこととしている。

〈都市の森林ボランティア等による体験交流〉 〈耕作放棄になりそうな山間部の農地へのそば栽培〉

［平成16年度までの主な効果］
・洗掘された農道のアスファルトによる補修（330ｍ）
・大規模な水路の補修（ヒューム管や木材による補強:300ｍ）
・景観作物の作付け（国道105号沿いにマリーゴールドを150ｍ植栽 。）
・首都圏からの森林ボランティアを招き、集落全体で林業交流体験を実施。
・そばの栽培（70a(協定全体の22%)→約112a(同36%)）
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＜農産物の加工・販売、加工施設の利用を行っている事例＞

○山菜の栽培・加工と地元学による地域おこし

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県下閉伊郡川井村 夏屋
しもへいぐんかわいむら なつや

協 定 面 積 田（64％） 畑（8％） 草地（28％） 採草放牧地
7.6 ha 水稲、リンドウ等 大豆、野菜、山菜 ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ、牧草 －

交 付 金 額 個人配分分 50％
124万円 共同取組活動分 農地・水路・農道等の管理 4％

（50％） 多面的機能増進活動 16％
生産性向上・担い手定着 9％
リーダー育成・その他 21％

協定参加者 農業者 11人

２．活動内容の概要

「 （ ）」 「 」地域全体で構成する 夏屋集会施設運営委員会 夏屋ろばた塾 を中心に 地元学

を通じて、地域住民が地域資源を再認識し、地元への愛着を深めるとともに、地域住民

の意識がひとつにまとまり集落の合意形成が図られている。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 田4.9ha 堆きゅう肥の施肥等（田4.9 高付加価値型農業の推進（ 、
畑0.6ha、草地2.1ha） ha 畑0.6ha 年1回 2t/10ａ ・花卉（リンドウ0.3ha）、 ）

（ ）・山菜 ｳﾄﾞ･行者ﾆﾝﾆｸ･ｳﾙｲ等
個別対応 共同取組活動

共同取組活動

水路・作業道の管理 地域づくりの推進
・水路2.9km、年2回 ・伝承文化の保存等 担い手の定着
清掃、草刈り ・地元学への取り組み ・認定農業者の育成（研修会

・道路3.0km、年2回 草刈り への参加）
橋梁補修（2箇所） 共同取組活動

共同取組活動
共同取組活動

集落内の組織との連携
農地法面の定期的な点検 （共同取組活動）
（年２回及び随時） ・地産地消型生産販売強化事業

・集会施設運営委員会（夏屋 による山菜の栽培･加工･販売
共同取組活動 ろばた塾） システムの実証

・夏屋鹿踊り郷土芸能保存会

集落外との連携
○川井村及び宮古農業改良普及センターとの連携（地産地消型生産販売強化事業）
○山菜等を「川井村やまびこ産直館」で販売（新山村振興等農林漁業特別対策事業）
○地域づくり団体との交流によるグリーン・ツーリズムの推進
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３．農産物の加工・販売による高付加価値型農業の取組

当地区には、川沿いに点在するわずかな農用地しかなく、農業従事者の高齢化が進ん

でおり、高収益作物の導入が課題となっていた。

集落内で話し合いを重ねた結果、近隣に産直施設があることから、地域の特産物であ

る山菜を活かし 多品目少量生産及び高付加価値型農業に取り組むことにした 山菜 ｳ、 。 （

ﾄﾞ、行者ﾆﾝﾆｸ、ｳﾙｲ等）の苗を購入するため、交付金を活用して各農家に配布し山菜栽

培を始めた。平成15年度には山菜加工施設を建設し、農業改良普及センターの指導を受

けて山菜の生産・加工・販売システムの実証を行い、商品化された山菜の加工品が「夏

屋ろばた工房」ブランドとして、近隣の産直施設やイベント等で販売されている。

今後は、山菜採り（観光ワラビ園）や、イワナ釣り等の体験受け入れについて検討

しており、グリーン・ツーリズムへの発展が期待される。

＜左 ：山菜（行者ﾆﾝﾆｸ）栽培状況＞

＜左下：加工状況＞

＜右下：山菜加工品＞

［平成16年度までの主な効果］
○地域づくりの推進（風の人派遣事業（県単事業）の活用による「地元学」の開催）
・屋号看板及び集落案内板の設置
○高付加価値型農業の推進（宮古農業普及センターとの連携）
・新規作物の導入…花卉（ﾘﾝﾄﾞｳ26a 、山菜（ｳﾄﾞ、行者ﾆﾝﾆｸ、ｳﾙｲ 50a））
・山菜の生産・加工・販売システムの実証（地産地消型販売強化事業）
・山菜加工施設の整備（村単事業）…１棟（A=50㎡)
・第25回岩手県ふるさと食品コンクール優良賞受賞
○橋梁の補修による耕作放棄地の防止…２箇所
○担い手の育成…認定農業者２名→４名
○体験農業への取り組み…山菜採り（観光わらび園）及びイワナ釣りの提供
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＜農産物の加工・販売、加工施設の利用を行っている事例＞

○地域渓流資源の活用｢ヤマメの加工販売｣で地域づくり

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県最上郡戸沢村 上台（開田）
もがみぐんとざわむら うわだい（かいでん）

協定面積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

16.2 ha そば、大豆ほか － － －

交付金額 個人配分分 50％

341万円 共同取組活動分 農道、水路管理費 17％

（50％） 共同利用機械購入費 10％

多面的機能増進活動費、その他 23％

協定参加者 農業者 22人、上台開田組合（構成員23人）渓流の里推進協議会(構成員7名)

２．活動内容の概要

当地域は、戸沢村の南部地区に位置する３集落43戸の地域である。

信仰の霊域である今神山自然環境保全区域の山裾にあることから、今熊山、浄の滝、

今神温泉、お池など熊野信仰の行場が特異な民俗的自然地域として保全されている。こ

れら地域資源の活用と交流を目的とした「南部民宿の里づくり」計画に合わせた「渓流

の里推進協議会」を平成12年に設立し、集落協定＝農業生産活動、渓流の里＝地域づく

り、としてスタ－トした。

協定活動内容として、既耕作放棄地の解消と農地の利用調整、畦畔の漏水対策、排水

不良田の解消、急傾斜農道の舗装など保全条件の整備が課題となり合意形成に至るまで

に多くの時間を要したものの、１・２年目にハ－ド整備、３年目に生産活動(集団転作と

共同作業化)などの年次計画による合意が図られ、協定締結となった。

〈ヤマメの燻製〉 〈リンドウの収穫体験〉

-29-



［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 田16.2ha 周辺林地の下草刈(約65a､年2回) ･共同機械の導入、利用（ ）

･畦畔漏水対策（9.9km） (トラクター1台、畦塗機1台)

･排水不良対策(水田明渠50a） 共同取組活動 ･汎用型コンバイン管理運営の受託

･既耕作放棄地の解消 49.35a (そば8.3ha、大豆0.4ha)（ ）

個別対応 ・里山体験グリーン・ツーリズ 共同取組活動

共同取組活動 ムの推進

原木ナメコ･リンドウ収穫体験

(参加者25人×2回) 渓流資源活用

水路、農道の管理 ・ﾔﾏﾒの養殖と販売燻製加工品づくり

・水路(4.6km)年2回 共同取組活動

・農道(4.2km)年2回 共同取組活動

共同取組活動

集落内の連携：渓流の里推進協議会」と連携し、地域づくりへの取組「

３．農産物の加工･販売の取組

渓流資源の活用は、地域にとって長年の懸案であり、キャッチアンドリリ－ス

の管理釣り場の設置等がされていたことから、サクラマスをなんとか特産にして

地域づくりに役立てたいとの思いから、協定の締結に合わせ平成 年に「渓流の12
里推進協議会」を設立した。

渓流の里推進協議会との連携により、協定参加者による親水公園を利用した渓

流魚ヤマメの養魚の実施や、村農産物直売組織との連携により女性たちの協力で

渓流まつり等において焼魚販売や簡易プ－ルでのつかみ取り等が行われた。さら

に、平成 年には販売量増加を図るため自前で加工施設を建築し、魚の調理や甘15
露煮、燻製商品に取り組み、年間５千匹程度の販売ができるようになった。

また、平成 年から「里山体験ツア－」を開催。原木なめこの収穫や協定団地での15
リンドウ摘みなどを実施し、１回あたり 名ほどの参加者があり、高齢農業者が指導25
役として活躍している。平成 年度からは、年２回の開催を計画している。17

［平成16年度までの主な効果］

○ 既耕作放棄地の解消（49.35a）

○ 漏水対策（畦畔9.9km）及び排水（水田明渠30a）対策の実施

○ 作物の栽培の団地化による作業の共同化と効率化

（そば8.3ha、大豆0.4ha、リンドウ0.3ha、ウルイ0.6ha）

○ 渓流魚の養魚、加工、販売で地域が活性化

（養魚数 15,000匹／年、加工販売数 5,000匹／年、釣り堀入込み客数 50人／年）
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＜新規就農者の確保及び認定農業者の育成を推進している事例＞

○若手を中心としたパソコン導入による農業経営の合理化

１．集落協定の概要

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

協 定 面 積 田（６％） 畑（９４％） 草地 採草放牧地
２３０ha 水稲 りんご

交 付 金 額 個人配分分 ５０％
2,595万円 共同取組活動分 農地法面、農道、水路の点検等 ２７％

５０％ 共同利用機械導入 １０％（ ）
その他（事務費等） １３％

協定参加者 農業者１６８人

２．活動内容の概要

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

陵地に広がるりんご園が多く、広船集落は青森県りんご品評会等において農林水産大

臣賞を12回受賞するなど、地域のりんご生産の中心的な存在となっている。

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

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

地域活動が盛んなところである。

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

などの活動が活発に実施されている。

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

集落協定の役員にして、運営を行っている。

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

業等を実施している。

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

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

（公民館の花壇整備）
個別対応 共同取組活動

共同取組活動

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

共同取組活動
共同取組活動 共同取組活動

③農道等の除雪作業

共同取組活動

④集落内で研修会等を行い認定農
業者を育成

共同取組活動

子供育成会、夏祭り実行委員会、獅子踊保存会集落内との連携：

３．若手農業者のパソコン導入による経営改善の取組

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

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

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

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

者も出てきており、農業の経営改善に大きく役立っている。

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

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

布剤助成 ・防除用水槽の整備を進めていくことにしている。）

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

○誇りある地域、魅力ある地域を

１．集落協定の概要

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

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

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

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

協定参加者 農業者 26人

２．活動内容の概要

芦沢集落の農地は、沢沿いにある作業

効率の悪い急俊な傾斜の農地がほとんど

であるが、近年まで何とか耕作を継続し

てきた地域である。

戦後、農業の機械化が進むにつれて、

自然にとけ込んだ伝統的営農施設が、昭

和40年頃には地域から姿を消してしまっ

た。また、以前のゆっくりと地域の将来

などを語り合った良き伝統が失われつつ

ガッタリ」の復元〉あった。 〈「

、 、この現状を何とかしようと話し合っていたところ 平成12年度より本制度がスタートし

農地の耕作放棄を防止するとともに、地域の活性化と希薄化した人間関係の回復、自然と

共生する営農を目指すため、本制度に取り組むことになった。

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

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

験用として集落内の棚田を有効に利用している。また、平成13年には、共同取組活動の一

、 （ ）環として 集落内を流れる沢水の流れを動力に利用した米の精米施設 ｶﾞｯﾀﾘと呼ばれる

を復元した。

協定内農用地は山間の傾斜地で、農道も狭く作業効率が悪いため徐々に高齢化による耕

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

を活用した精米施設(ｶﾞｯﾀﾘ)の復元利用、棚田を活用した学生の農業体験や町外からの農

業交流の運営が実現し、耕作放棄の防止に役立っている。

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

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

役立っている。
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［ 活 動 内 容 ］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 担い手の定着活動

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

(約３ha 年１回） 認定農業者の育成(1名)

個別対応

共同取組活動 共同取組活動

水路・農道の管理

・水路0.6km、清掃 ４月 生産性･収益向上活動 その他の活動

草刈り 年２回

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

草刈り 年２回 業を実現(直売所へ出荷)

共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動

３．認定農業者の育成、新規就農者の確保

本制度を契機に新規就農者の確保、認定農業者の育成ができ、各種生産組合等と連携

した地域農業にとって明るい未来構想が見えてきた。

認定農業者育成の取り組みとしては、地域住民の話し合いの場、情報交換、担い手育

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

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

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

合いの機会も増え、認定農業者育成に役立てられている。

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

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

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

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

の為の住居を確保する等、地域の協力体制、受入れ体制も整ってきている。

今後も、集落内で英知を結集し、新規就農者確保、認定農業者育成を始めとして地域

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

ている。

[平成16年度までの主な効果]

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

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

○集落全体での田植え祭り、収穫祭等による地域活性化と内外の人間関係の構築。

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

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

○住みよい農村をめざして

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県江刺市田原 原体
えさししたはら はらたい

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

110 ha 水稲、大豆、牧草 － － －

交 付 金 額 個人配分分 40 ％

1,494万円 共同取組活動分 農地・水路・農道等の管理 7 ％

（60％） 多面的機能増進活動 3 ％

生産性向上・担い手定着 48 ％

その他 2 ％

協定参加者 農業者 100人 農事組合法人原体ファーム（構成員72人）

２．活動内容の概要

本集落は、圃場整備事業の導入で大区画ほ場が整備された平坦部と、その周辺の中山

間部からなり、兼業農家が多く高齢化も進んでいる。

、 。協定を締結する際には 隣接した４つの農家組合の範囲を一つの集落として構成した

集落の構成員には原体営農組合（後の農事組合法人原体ファーム）が参加しており、集

落の重要な担い手として、作業の受委託、農地の利用集積が進めることとした。

共同取組活動では、ほ場整備事業により集落内のほ場条件が整ったことに伴い乾燥機

械を導入し、管理は農事組合法人原体ファームが行っている。

また、景観作物として、畦畔に植栽予定のグランドカバープランツ（アジュガ）の苗

を育成している。

今後は、地域の特産品の開発を計画しており、地域農産物を加工した加工品の取り組

みを展開する予定である。

〈共同による用排水路の泥上げ、清掃作業〉 〈川堤防の草刈作業を実施(原体ファームへ委託〉
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 周辺林地の草刈り 農業機械の共同購入・共同利用
（田110ha） 約0.2ha 年1～2回 （乾燥機械の共同購入・共同利（ ）

用）
個別対応 共同取組活動

共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路 600m、4月清掃 農作業の受委託の推進

6から9月草刈り （農）原体ファームへの作業委
・農道 1.2km5～9月草刈り 託の推進

33.5ha(h12)→42.1ha(h16)
共同取組活動

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

３．特定農業法人が参加している取り組み

農事組合法人原体ファームは、水田を中心とした農業経営を目指し、農作業受託等

の活動を実施していたが、集落内でほ場整備事業等の基盤整備が実施されると、集落

の担い手として、農地の集積及び農作業委託を推進することとなり、平成１４年に法

人化し、平成１５年８月には特定農業法人の認定を受けた。今後は、地域の農用地７

０ｈａを集積等することを目標に取り組むこととしており、現在５１．２ｈａを集積

及び作業委託している。

このことから、集落内の兼業化及び高齢化に対応できるようになり、法人への農作

業委託等や農地の集積が更に進んでいる。

農地の集積は、集落内の認定農業者（１名）と連携して取り組んでいる。

［平成16年度までの主な効果］

○担い手への利用集積（協定農用地面積の８％）

○農事組合法人原体ファームへの作業委託 延べ42.1ha（16年度実績）

○転作作物（大豆：14.1ha）の団地化。

○乾燥機械の共同導入・共同利用
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＜農業生産法人、特定農業法人の育成及び参加の事例＞

○農地を守る法人化に向けて

１．集落協定の概要

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

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

15ha 水稲、大豆 － － －

交 付 金 額 個人配分分 46％

315万円 共同取組活動分 農地、農道、水路の管理等 5％

54％ 生産性の向上、担い手の定着 47％（ ）

その他 2％

協定参加者 農業者4人、生産組合１、水利組合 4、その他 1

２．活動内容の概要

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

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

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

協定参加者を中心として、農地の遊休化の防止と農作業効率の向上を図るため、大豆

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

業を年数回行っている。

［活動内容の概要］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理（田15ha） 周辺林地の下草刈り 利用権設定23.3ha

(約11ha、年１回) 農作業受委託 2.2ha

個別対応 (農地の遊休化防止、農作業効

共同取組活動 率の向上)

水路・作業道の管理 共同取組活動

（水路5㎞、道路7.5㎞）

4月－水路清掃及び簡易補修

6・7月－草刈り 年３回 ライスセンターの建設

比内地鶏生産施設用地整備

共同取組活動

共同取組活動
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３．農業生産法人の設立・育成の取組

、 、 、本制度での活動が契機となり 県及び農協等の関係機関の指導等を受け 検討を重ね

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

、 。 、 、て取り組み 集積目標の約73％の25.5haが集約された 内訳は 利用権設定面積23.3ha

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

とによって、水稲の共同作業・大豆の団地化を図ったことで農作業の効率が向上してい

る。

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

し、ベイナス、比内地鶏、食用ホオズキ等の生産拡大に取り組んだ。

また、集落の農業後継者の就労体制が確立したことから、永続的な組織体制に向けた

取組を実施していくこととしている。

今後は、省力化により生まれた余剰労働力を活用し、野菜・椎茸・比内地鶏などの

複合経営にも取り組み、地域の活性化に向けた取組を実施することとしている。

〈草刈作業〉 〈刈取作業〉

［平成16年度までの主な効果］

○利用権設定（23.3ha）農作業受委託（2.2ha）による農用地の集積化

○転作大豆の団地化による農作業効率の向上

○特定農業法人の設立（平成15年8月）

○後継者の就労体制の確立

○ベイナス、食用ホオズキの生産拡大（20a）

○ライスセンターの建設（自力整備）

○比内地鶏生産に向けた施設の整備（1,000㎡）
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＜担い手への農地の利用権の設定等及び農作業の受委託等を行った事例＞

○農作業受託組織の立ち上げ

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県由利本荘市 上直根
ゆりほんじょうし かみひたね

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

74ha 水稲、ソバ － － －

交 付 金 額 個人配分分 48.5％

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

51.5％ 多面的機能増進活動（景観形成作物作付） 3.7％（ ）

生産性向上・担い手定着（農作業受委託・利用権設定） 0.1％

リーダー育成 2.5％

その他（事務費・集落会館建設積立金） 37.2％

協定参加者 農業者 37 人 農作業受託組織 １組織（構成員３名）

２．活動内容の概要

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

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

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

設の維持にかかる負担など深刻な状況にあった。

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

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

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

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

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

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

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

の相互支援体制の強化を図っている。

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

の負担を補い融和を図りながら地域営農の確立を目指している。

〈農作業受託作業風景（乾燥調製施設 〉 〈農道補修〉）
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［活 動 内 容］

農業生産活動 多面的機能増進活動 その他の活動

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

(集落会館1棟124㎡建設)

個別対応 共同取組活動

共同取組活動

水路・農道等の管理 景観形成作物作付け

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

農道草刈り10km) 等の植栽) （河川道等の草刈り）

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動

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

員雇用

３．担い手への利用権設定・農作業の受委託の取組

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

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

農地の利用集積の促進と生産コストの低減が図られている。

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

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

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

加価値を付けた米の直販をしたいと考えている。

［平成16年度までの主な効果］

・認定農業者の新規確保 １名

・農作業受託組織（水穂会）の立ち上げ １組織

・水穂会へ作業受託の拡大（刈り取り作業27ha、乾燥調製作業28ha）

・水穂会へ集落内からのパート雇用 ６名

・担い手活動研修の場の整備（集落会館1棟124㎡建設）
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＜都市住民等との交流を行っている事例＞

○都市住民との交流を通して里山の暮らしの良さを再認識

１．集落協定の概要

市町村・協定名 宮城県黒川郡大和町 難波
くろかわぐんたいわちょう なにわ

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

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

生産性向上・担い手定着 １２％
リーダー育成 ６％
その他 ２１％

協 定 参 加 者 農業者 ３４人

２．活動の内容の概要

難波集落は、仙台市近郊の有数の観

光地「南川ﾀﾞﾑ」上流に位置し、他地域

から移住する人もいるなど、中山間地

。 、としては特異な集落である その反面

周辺環境の変貌や新住民の転入などに

より、地域の自然や歴史、伝統・文化

に対する意識が薄らぎ、耕作放棄地も

発生する等、集落のまとまりに危機感

を感じている状況だった。このような

時、本制度がスタートし、耕作放棄地

〈ワラジ作り〉を防止し、集落の自然や歴史、伝統・

文化を重んずる集落機能の再構築を図るため、本制度に取り組むこととした。

制度２年目にモデル集落構築推進指導事業（県単）のモデル集落の指定を受け、共同

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

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

、 。を中心にそばの集団転作に取り組み 集落営農を目指して農地の面的集積を進めている

また、将来的には、水稲用汎用型コンバインを導入し、交付金交付が無くとも自立可能

な集落営農を確立することを目標としている。

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

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

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

った集落の結束が図られた。難波神楽は、子供達が難波分校で練習を積み重ねて伝承し

てきたが、大人神楽にも新しい踊り手が出てきており、集落の活性化が図られている。
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 担い手定着活動

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

2

上)
個別対応

共同取組活動 共同取組活動

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

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

施)
共同取組活動

農地法面の定期的な点検 共同取組活動
（年2回及び随時）

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

(生産組合設立により 学事業）
そばA=4.6ha､稲A=6.7ha)

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

共同取組活動

３．都市住民等との交流に係る取組

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

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

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

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

豊かな自然をそのまま素材にした取組であり、都市住民との交流を通して里山の暮ら

しの良さの再認識につながっている。

[平成１６年度までの主な効果]
2

・景観植物（コスモス、そば）の共同作付け 8,000m
・生産組織（難波生産組合）の設立（協定参加者4名）
・集落全戸参加による模擬結婚式 ウエディングセレモニー「お立ち酒」実施（平成15年度）
・モデル構築推進指導事業（県単）による集落活性化計画の策定
・協定外耕作放棄地の復旧（１ha)
・そば収穫機を購入して、そばの集団耕作を実施 4.6ha（平成16年度）
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〈都市住民等との交流を行っている事例〉

○特定農業法人等と連携し観光農業を推進

１． 集落協定の概要

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

協 定 面 積 田（100％） 畑 草 地 採草放牧地
3.3ha 水稲、そば等 － － －

交 付 金 額 個人配分分 ５０％
70万円 共同取組活動分 リーダー育成 ４％

（50%） 水路農道管理 ４５％
その他 １％

協 定 参 加 者 農 業 者 5 人

２．活動内容の概要

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

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

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

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

何度も話し合いが行われ、その中で合意形成を図った。

協定の目標に耕作放棄の防止を掲げ、一部の耕作放棄地の再耕起もなされ、特定農業

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

入等を積極的に取り入れて、農用地の有効活用が図られている。

、 、 、また 特定農業法人等と連携し 法人を協定農用地の農作業の担い手として位置づけ

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

特定農業法人に委託している。

〈特定農業法人によるそば刈り取り〉
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

水田等の耕作･管理(田3.3ha) 景観作物の作付 農業機械の共同購入・共同
(県道沿い300m及び遊休地1.0h 利用(草刈機械5台を購入)

個別対応 aにコスモスを植栽）
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路1.5km 年2回清掃､草刈 農作業の受委託
・農道600 m 年2回 グリーン・ツーリズム (特定農業法人に作業委託)

（村で進めているグリーン・ （2.１ha）
共同取組活動 ツーリズムの取組と連携し、

体験農園用のブルーベリー、 共同取組活動
赤かぶの栽培（12a)）

共同取組活動

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

３．都市住民等との交流の取組

村で進めているグリーン・ツーリ

ズムの取り組みと連携し、平成１４

年度は体験農園用のブルーベリー、

赤カブ（１２ａ）に取り組み、毎年

（ ） 。４回 述べ１２０名 の参加がある

、 、参加者は 主に関東圏からであり

都市住民との交流により地域が活性

化してきている。

また、地域の小学生による体験農

園（約３ａ）を平成１２年度から開

設し、学校教育機関との連携に取り

〈体験ツァーによる赤かぶの収穫体験〉組んでいる。

[平成16年度までの主な効果]
○特定農業法人への農作業受委託面積（２．１ha）
○舘岩小学校と連携し、体験農園（約3a)を開設（平成１２年度）
○景観形成作物（コスモス）の作付け（県道300ｍ及び遊休地1ha）
○ブルーベリー、赤かぶの体験農園（12a)により、グリーン・ツーリズムの推進
平成１４年度開設 毎年４回（述べ１２０名）
○特定農業法人会津高原たていわ農産（有）との連携し耕作放棄の防止。
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＜学校等教育機関、集落外のＮＰＯ法人と連携した活動を行っている事例＞

○小学校等と連携して地域を活性化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県遠野市 山谷
いわてけんとおのし やまや

協 定 面 積 田（74%） 畑（26%） 草地 採草放牧地
14.4 ha 水稲 葉たばこ、牧草等 ー ー

交 付 金 額 個人配分分 ５０％
224万円 共同取組活動分 共同機械購入費 １０％

50％ 多面的機能増進活動費 １１％（ ）
水路・農道維持管理費 １０％
研修費等 １４％
その他 ５％

協定参加者 農業者 １７人

２．活動内容の概要

協定締結前は、高齢化により農作業ができない農家が見受けられ、集落内の連携も希

薄となっていたことから、農地が荒れるようになっていた。また、地域内を流れる山谷

川の河川環境についても関心が低く、維持管理が行き届いていない状況であった。

このことから、対象農用地を持たない農家も含めて、集落ぐるみで話し合い、より良

い集落づくりを目指すため本制度に取り組むこととした。

協定締結を契機に、田植え機やコンバイン等の農業機械等を所有する協定参加者７名

（ 、 、 ） （ ） 、に３ｈａ 耕起 田植え 稲刈り の農作業委託や１５ａ 田 の利用権設定が行われ

農作業の効率化に向けた取り組みが実施された。

共同取組活動として、農業機械が円滑に通行できるようにするため、約３００ｍ農道

への砂利敷きや草刈り機１７台を共同購入し年２回の草刈りを実施した。

また、共同育苗施設としてビニールハウス５棟を借り受け、水稲２ｈａ相当や葉たば

この苗を供給している。

〈 児童による田植え体験 〉 〈 設置した看板 〉
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作･管理 周辺林地の下草刈り 共同機械の購入(草刈り機17
（田10.7ha、畑3.7ha） （約4ha 2回／年） 台)

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理 山谷川の清掃･草刈り 農作業の受委託
・水路 年２回 清掃、草刈り （約1.7km 2回／年） 耕起、田植え、稲刈り:3ha
・道路 年２回 草刈り 利用権設定等 田:15a
農道改修 約300m砂利敷 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) 山谷地区ほたるの里づくり保存会
ほたる生息分布図 観察会の開催 看板２基設置

共同取組活動
共同取組活動

集落外（小友小学校）との連携

・田植えや米糠除草作業等の農作業体験の指導

・小友町地域づくり連絡協議会との連携：地域づくりに向けた活動の支援

３．学校等教育機関と連携した取組

河川の環境保全と地域の仲間意識の醸成を図るため、平成１３年度に「山谷地区ほたる

の里づくり保存会」を組織し、ほたる生息分布図作成や毎年７月には、地域の小学生や地

域外からの参加者によりほたるの観察会等を実施している。

観察会には、水生昆虫の専門家を招くなど、活動が活性化してきており、地域に生息す

る動植物についての自然生態系保全に向けた活動へと取り組みが展開している。

また、協定締結を契機に近隣の小友小学校と連携していた活動が、田植え作業や米糠除

草作業の農作業体験等、子どもたちの農業に対する理解を醸成する取り組みが活性化して

いる。

今後は、ほたるの餌であるカワニナの養殖や地域の連携強化のため「自治会」の組織を

検討している。

［平成16年度までの主な効果］
○共同機械購入（草刈り機１７台）
○農作業の受委託（３ｈａ） 利用権設定等（１５ａ）
○山谷地区ほたるの里づくり保存会の設置、ほたる生息分布図作成、看板設置（２基）
○ほたるの観察会（当初約10名→約80名の参加）毎年7月
○小友小学校と連携し、農作業体験を通じた自然生態系の学習・保全
○共同育苗施設（ビニールハウス５棟）設置（水稲（2ha相当 、葉たばこ））
○農道の改修 約300m（砂利敷 （トラクター等の農業機械の円滑化））
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＜非農家、非対象農家と連携した活動を行っている事例＞

○対象農用地以外の農家も共同活動に参加

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県東津軽郡外ヶ浜町 上小国
ひがしつがるぐんそとがはまちょう かみおぐに

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
79ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
628万 共同取組活動分 農地、水路、農道等の管理 18％

円 （50％） 多面的機能増進活動 3％
生産性の向上、担い手定着 25％
リーダー育成、その他 4％

協定参加者 農業者 62人

２．活動内容の概要

（１）本集落は水稲単作地域で、他集落と同様に高齢化は進んでいるが、元から農地保全

に対する意識が強かったため、耕作放棄地率は0.9％（2000年センサス、上小国集落

全体）となっている。そういった下地もあったため、この制度の話が役場からあった

時も躊躇することなく話を進め、協定締結に至った。

（２）これまでも実施してきた農道・水路の管理に交付金を充てるのではなく、一歩でも

二歩でも集落が前進するように、新たな取組に使っていこうということにしている。

その結果、食農教育としての学校田の開設や多面的機能増進活動としてのプランター

100個への花の植え付けと休耕田約30aにコスモスの植栽を実施した。

（３）また、農業生産活動では、新規作物の導入として約13aに栗とクルミの作付け、農

作業の効率化のために中古トラクター、畦塗機、モア、除雪機の購入など攻めの活動

をする一方、守りの活動として4haの耕作放棄地の復旧を実施した。この耕作放棄地

は、協定締結前、３戸の農業者が体調不良等で営農ができなかったことによるもので

あり、協定参加者が中心となり、柳の抜根などを農作業の合間をぬって約4年かけて

復旧し、牧草の播種及びコスモスや菜の花等景観作物の作付けを行っている。

（４）農道・水路の管理、多面的機能増進活動等の共同取組活動においては、協定参加者

が上小国集落総農家数の半分にも満たないことから、対象農用地以外の農家15人も含

め活動している。

＜交付金で導入した畦塗機＞ ＜学校田で田植えを行う小学生＞
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

耕作放棄地の復旧（田4ha） ・景観作物作付け 農業機械の共同購入・共
（コスモス0.3ha作付） 同利用（トラクター、畦

共同取組活動 ・プランター100個への花植 塗り機、モア、除雪機）
付け（ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ、ﾊﾟﾝｼﾞｰ）

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5回 清掃、草刈り
・道路5.0km、年5回 草刈り 新規作物の導入

栗とクルミの作付け約13a
共同取組活動

学校田の開設30a 共同取組活動

農地の耕作・管理（田78.6ha） 共同取組活動

個別対応

対象農用地を持たない農家15人も上記活動に随時参加集落内との連携：

３．非対象農家と連携した取組

（１）この制度に取り組んだことにより、様々な活動が創出され、これらの活動には、対

象農用地を持たない農家も参加しているため、地域ぐるみの取組に発展している。

（２）集落では活動を通じてみんなの気持ちが一つになり、目に見えて活気が出てきてお

り、集落協定からのお知らせ（ 上小国集落協定『通信 ）が発行されると、そのこ「 』」

とが話題に挙がるほど地域が活性化してきている。

（３）また、機械の共同化については、集落内の認定農業者で作業受委託できる２名の農

業者を中心に、作業受委託と併せて推進する方向で検討している。

（４）多面的機能の発揮面での活動については、蟹田小学校の学校田の設置継続と、それ

に伴う農作業体験指導及び地域伝承技術を通じて、集落農業者と子どもたちとの交流

をより一層深めていくこととしている。

（５）将来的には、高齢者の副収入確保のための施設園芸（冬の農業）の推進や、都市農

村交流を進めるために、復旧させた耕作放棄地の活用方法について検討していくこと

としている。

［平成16年度までの主な効果］

○耕作放棄地の復旧（田4ha）

○学校田の開設30a

○新規作物導入（クルミ）の導入（13a）

○担い手への利用集積（2ha）
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＜非農家、非対象農家と連携した活動を行っている事例＞

○非対象農家を含めた集落のまとまりによる取り組み

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県安達郡東和町 小田
あだちぐんとうわちょう こ だ

協 定 面 積 田（99.7％） 畑（0.3％） 草地 採草放牧地

10.3ha 水稲 野菜 － －

交 付 金 額 個人配分分 49.6％

194万円 共同取組活動分 農道･水路維持管理 22.2％

(50.4％） 将来の体制整備としてに取り組む活動 16.4％

管理体制における担当者の活動 3.1％

多面的機能を増進する活動 2.4％

その他 6.3％

協定参加者 農業者 25人、 非対象農家 6人

２．活動内容の概要

当集落は、山間地に農家住宅が散在し、１戸当たりの農業従事者が少ないため、耕

作放棄地防止や周辺環境の整備をどうしていくかという不安を持っていたことから、

非対象農家を含めて共同作業により、農道や水路等の施設維持管理を行い、耕作放棄

防止を図るため、地区内全戸で協定を締結した。

主な活動内容は、年３回研修会等を開催し、関係機関等に講師を依頼し、協定の意

識向上等の取り組みを実施している。また、役員等中心となって、高齢者及び若手担

い手との農作業受委託の橋渡しを行っている。

さらに、農業構造改善事業で整備した直売施設を活用して農産加工品として漬物を

製造販売の取り組みも実施している。

〈草刈りの共同作業〉 〈直売施設で販売している農産加工品〉
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作･管理(田10ha 畑0.3ha) 周辺林地の寄せ切り 税務対応勉強会及び先進地視察

（農道小田線及び集 研修 協定参加者20名及びJA職

個別対応 落道路周辺） 員（年３回）

共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路2km､年1回 清掃､草刈り

・道路1.1km、年2回 草刈り 景観作物植栽 農業構造改善事業で整備した直

紫陽花を300m植栽 売施設との連携による推進(農（ ）

共同取組活動 産加工品(漬物)の製造販売)

共同取組活動

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

非対象農家（６人）と共同取組活動を実施。○集落内の連携：

３．保全マップを作成・活用した取組

地区内には集落協定に参加する農業者総数（２５人）の２０％以上にあたる非対象農

家（６人）がおり、水路、農道、林地等の維持管理は、全戸にて実施し、景観作物の植

栽・除草も共同で実施している。

、 、 、 、また 集落の農用地の管理について 地図を活用し 管理方法及び担当者等を明記し

効率的な体制が実現することができた。

従来この地区は、住民同士が自発的に話し合いを持ち、地区内の行事参加や交流活動

、 （ ） 、を積極的に行ってきたという特徴があり 本制度に対する連携 取り組み においても

対象農用地の対象者・非対象者を問わず維持管理には抵抗感がなく、積極的に参加して

いる。

［平成16年度までの主な効果］

○ 集落の農用地の管理について地図を活用した効率的な管理の実現

○ 耕作地の維持、耕作放棄地の防止

○ 共同作業による農家、非対象農家（6名）の連携強化

○ 研修会等の開催（年３回）

○ 農産加工品（漬物）を直売所において販売

○ 景観作物の作付け（アジサイ（300m）植栽）
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＜集落相互間等の連携を行った事例＞

○広域的集落をラジコンヘリで共同防除

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県双葉郡葛尾村 かつらお
ふたばぐんかつらおむら

協 定 面 積 田（92％） 畑（6％） 草地（2％） 採草放牧地
55.2ha 水稲 たばこ 牧草

交 付 金 額 個人配分分 50％
952万円 共同取組活動分 水路・農道等の維持管理（泥上・草刈・敷砂利等） 37％

50％ ヘリ防除作業 2％（ ）
その他の取組 11％

協定参加者 農業者 ９０人

２．活動内容の概要

かつらお地区は、ほ場整備事業の進行に伴い、担い手を中心とした生産組合組織の作

業受委託を目指すこととした。このような中で本制度が発足し、担い手となる生産組合

を中心とした適正な農業生産活動、農地保全、共同防除等に効果的に取り組むこととし

２つの行政集落にまたがる協定を締結した。

共同取組活動では、女性グループによる集会所周辺において、景観作物の作付けの実

施及び生産組合を中心とした農作業受委託を行っている。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 景観作物作付け 農業機械の共同購入･共同利用
(田50.6ha 畑3.3ha 草地1.3a) （2カ所に花を植えた ） （草刈り機７台）。

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

水路・農道の管理 農作業の受委託（14.5ha）
・水路清掃 年１回 （地区生産組合による受託）
・農道草刈 年２回
・農道敷砂利 13.7km

共同取組活動
共同取組活動

地域への普及に向けた取り組
（ ）み（展示圃によるモデル事業 共同防除作業 22ha ﾗｼﾞｺﾝﾍﾘ

（ ）農地法面の定期的な点検 の推進） 協定内10ha 協定外12ha
（年２回及び随時）

共同取組活動 共同取組活動
共同取組活動

集落内との連携
○対象農用地を持たない農家１８人も参加
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３．集落協定を統合した取組

当地区は、野川川沿いに細長く水田が位置し、その周辺に人家が点在、人家のすぐ裏

が里山となる狭地な地形からなる。平成８年度よりほ場整備事業が進められていたが、

担い手を中心とした生産組合組織の作業受委託等がなかなか進行しなかった。このよう

な中、本制度の取り組みを協議する中で、ほ場整備事業の取り組みと併せて実施するこ

ととなった。初年度当初は、農地が点在していることから、１６団地毎の集落協定を締

結することで話し合われたが、団地間の連携を強化するため、２行政区１６団地を１つ

にまとめ集落協定を締結した。広域的集落締結を契機に話し合いが進み、対象農用地を

持たない農家１８戸も参加した集落全体の水路・農道の維持管理をはじめ、今まで地形

条件から個別でしかできなかった防除をラジコンヘリにより共同防除を行っている。

また、展示圃において、ゆめさやか（山間高冷地用品種 、直播栽培、エコファ－マ）

－のモデル事業を実施し、地域への普及を図る取り組みをしている。

〈ラジコンヘリによる共同防除作業〉 〈共同作業による草刈り作業〉

［平成16年度までの主な効果］

○集落内の話し合いが進み、地域間の連携が強化

○ラジコンヘリによる共同防除作業（協定内10ha（協定農用地面積の15％） 協定外12ha）

○集落農道整備（敷砂利 13.7km）

○生産組合への農作業の基幹３作業受委託（ 耕起、田植え、稲刈り （14.5ha （協定面積の30% ）（ ） ） ）

○対象農用地を持たない農家の参加（１８戸）

○展示圃による地域への普及活動（新品種、直播栽培、エコファーマー）

○女性グループによる集会所周辺への景観作物（ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ等）の作付け
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＜集落営農組織の設立及び育成に取り組んだ事例＞

○水田の大区画化に対応した集落の担い手による組織活動

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県南津軽郡碇ヶ関村 久 吉 耕 作 協 定 組 合
みなみつがるぐんいかりがせきむら ひさよしこうさくきょうていくみあい

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地
２８ha 水稲

交 付 金 額 個人配分分 ０％
２２１万円 共同取組活動分 水路、農道等の維持管理 ２９％

１００％ リーダー育成 ９％（ ）
多面的機能増進活動 １６％
生産性収益性向上活動（農業機械リース） ４５％
その他 １％

協定参加者 農業者 ６６人

２．活動内容の概要

久吉集落は、碇ヶ関村の中でも最も秋田県境に近く、津苅川の谷間に沿って水田が

広がっている。

平成10年度から久吉地区緊急農地ほ場整備事業に着手し、平成14年に面工事がほぼ

終了し、大区画に整備された27haの水田で作付けが可能になった。

ほ場整備前は、自己完結型農業であったが、ほ場整備事業を契機に、集落営農への

志向が強くなり、共同で利用する高性能の農業機械の導入を進めることとした。

このため、県単事業補助金と交付金を活用しながら、田植機、自脱型コンバインを

導入することにした。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 田28ha 周辺林地の下草刈り 農業機械の共同購入･共同利用（ ）
（約0.2ha、年1回） （機械の共同購入・共同利用

個別対応 調整会議開催（年2回）)
個別対応

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路3.9km、年2回 景観作物作付け
清掃、草刈り （景観作物コスモスを

・道路4.8km、年2回 草刈り 約0.1ha作付）

共同取組活動 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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３．集落営農組織の設立

平成13年４月には、協定農家の中から、集落の担い手となる10名程度の有志が久吉

生産組合及び久吉転作組合をそれぞれ設立し、集落内外の水稲栽培機械の共同化とオ

ペレーターの提供、集団転作における調整と地域で取り組む転作作物の作業指導等に

取り組むようになった。

また、ほ場整備した水田の一部では、堆肥を投入し、減農薬栽培に取り組むなど、

環境に優しい農業生産活動にも意欲的であり、集落協定内の減農薬栽培への助成制度

を検討している。

＜集落座談会の様子＞

［平成16年度までの主な効果］
○生産組合の田植機械使用実績 9.0ha（うち組合員6.8ha、その他2.2ha）
〃 刈取機械 〃 5.6ha（うち組合員5.3ha、その他0.3ha）

○集落での大型機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化
（9haで実施（協定農用地面積の32％ ））

○担い手への利用集積（7haで実施（協定農用地面積の25％ ））
（ うち認定農業者の利用集積 6haで実施（協定農地面積の21％ ）（ ）
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＜集落営農組織の設立及び育成に取り組んだ事例＞

○一集落一農場構想の実現へ向けて

１．集落協定の概要

市町村・協定名 岩手県上閉伊郡宮守村 宮 守 川 上 流
かみへいぐんみやもりむら みやもりがわじょうりゅう

協定面積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
77.9 ha 水稲・大豆 － － －

交付金額 個人配分分 ０％
1,559万円 共同取組活動分 リーダー育成 ８％

（100％） 水路農道の維持管理費 ３０％
多面的機能増進活動費 １％
機械導入､研修費､共同防除等 ６１％

協定参加者 農業者108人、生産組織１

２．活動内容の概要

宮守川上流地区には20の団地があり、それぞれの団地毎に集落協定を締結する考えも

あったが、推進委員会、生産組合、各団地毎の代表者を中心に集落の話合い、対象農地

、 、の耕作者の合意形成を進め 宮守川上流地域全体で交付金を有効に活用する運びとなり

宮守川上流生産組合を中心に協定を締結した。

交付金については、基本的に全額を共同取組活動経費に充てることとし、対象農地の

みに使用するのではなく 「一集落一農場構想の実現」のために非対象農用地を含めた、

宮守川上流地域全体で活用することとしている。

［活 動 内 容]
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理（田77.9ha） ･堆きゅう肥の施肥､緑肥作物 農作業の受委託の推進
の作付け(田77.9ha 年1回) (協定前57ha 現在126ha)

個別対応 ･耕畜連携システムの確立 耕起、代掻、田植、稲刈

共同取組活動 共同取組活動
水路・農道の管理
・水路18.4km、農道19.3km、
年3回 清掃 草刈り 景観作物の作付け 農業機械の共同購入・利

･畦畔へのｸﾞﾗﾝﾄﾞｶﾊﾞｰﾌﾟﾗﾝﾂ(ｱ 用
（ ）共同取組活動 ｼﾞｭｶﾞ)の取組(540ｍ) 汎用ｺﾝﾊﾞｲﾝ､ﾗｼﾞｺﾝﾍﾘ等

共同取組活動 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 高付加価値型農業の推進
(大豆加工･ﾜﾗﾋﾞ･ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘ

担い手の定着(認定農業者､ﾘｰ ｰ)
ﾀﾞｰ及びｵﾍﾟﾚｰﾀｰの育成･確保)

農産物直売所ｻﾝQﾊｳｽの設置（馬刺 共同取組活動
し､わさび加工の販売） 共同取組活動

共同取組活動
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３．集落営農組織の設立及び育成の取組

、 （ 、 、 ） 、宮守川上流地域は ３つの行政集落 上宮守１ 上宮守２ 鹿込 で形成されており

農家数は、180戸。第２種兼業農家、自給的農家といった小規模経営農家が大半となっ

ている。また、区画整理事業前は、地域の８割が５a区画の未整備の状況で、農道幅員

は２ｍ、水路は素掘りと大型機械の導入は困難となっており、担い手農家育成の妨げと

なっていた。

このような生活条件、営農環境の下、集落一体となった農業を展開する為 「一集落、

一農場構想」を立ち上げることとなり、平成６年度には、生産効率の悪い零細、自己完

結からの脱却及び集落営農の推進を目指し、３行政集落の全農家が加入し「宮守川上流

生産組合」を設立した。

平成12年度には、地域内の区画整理事業がほぼ完了し、圃場の大区画化が図られ、水

稲とブロックローテーションによる転作大豆

の農作業の受委託が進み、機械の共同利用を

軸として進められた。

交付金は、機械の購入資金・償却費の一部

として利用されている。機械導入の計画が前

倒しでき、計画的な導入が行えた。

また、大区画化により各圃場の畦畔の草刈

りが重労働となるため、その労賃は畦畔面積

を測量し、面積単位で交付金から払われるよ

うにしたことにより、人と人とが結びつき、 〈共同機械りによる共同作業〉

地域づくりの一役を担っている。

平成16年３月には、生産組合が農事組合法

人宮守川上流生産組合と法人化され、12月に

は、特定農業法人の認定を受け、農作業受委

託及び農地集積に向けた体制を確立をするこ

とができた。

今後は、農業機械の更新、グリーン・ツー

リズムの推進、わらび園やブルーベリー園の

取り組み、ホタルの里づくり等多種多様な取

組があり、このような活動を通じ、より一層 〈共同購入したﾗｼﾞｺﾝﾍﾘ〉

の人と人とのつながりを軸とした農業と地域づくりが展開される。

［平成16年度までの主な効果］
○集落での大型機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化
（基幹４作業10a当り組合員については、19,000円で受託。村農委標準31,500円）
○生産組合のステップアップ 集落の担い手へ（任意組合→法人化→特定農業法人）
○協定参加者の集落に対する意識改革が図られた。
○特定農業法人の認定（16年12月）集積目標105haに対し77.6％の81.5haを集積
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＜耕作放棄地の復旧に取り組んだ事例＞

○耕作放棄地を復旧して有効活用

１．集落協定の概要

市町村・協定名 福島県田村郡三春町 貝山
たむらぐんみはるまち かいやま

協 定 面 積 田（34%） 畑（62.4%) 草地（3.6%) 採草放牧地

79.9ha 水稲 野菜・たばこ等 牧草 －

交 付 金 額 個人配分分 0％

422万円 共同取組活動分 リーダー育成 18％

100％ 共同取組活動経費 47％（ ）

水路・農道等維持管理費 9％

多面的機能を増進する活動経費 1％

生産性・収益性の向上、担い手育成経費 7％

その他 18％

協定参加者 農業者 ７３人

２．活動内容の概要

貝山地区は、三春町の南部に位置し、周囲を山に囲まれた畑作地帯であったが、養蚕

。「 、等の衰退による耕作放棄地が課題であった 農地は祖先から受け継いだ財産ではなく

子孫から借り受けたものであるから良好な状態にして返そう」という考えから、耕作放

棄地の防止ばかりでなく、その解消にも積極的に取組むことが重要であるとの観点から

耕作放棄地を含めた農用地で協定締結に至った。

交付金は、全額共同取組活動に使用し、当初は、ほとんどが耕作放棄地の解消に充当

し早期の解消に取り組んだ。

また、集落の活性化のため 「貝山プロジェクト２１」と称して、農産物のチャリテ、

ィー販売を実施し、収益を交通遺児育成のため全額寄付する取り組みや「キーパー」方

式による雇用の確保、収穫祭の実施等、地域に貢献する活動を展開している。

〈学 童 農 園〉 〈キーパー制度の取り組み〉
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

水田等の耕作・管理 景観作物作付け ･学童農園（10a)の開催

(田27.1ha、畑49.9ha、草地2.9h (耕作放棄解消農地にｺｽﾓｽ、 ･農産物チャリティー販売

a） ひまわり(約0.3a)等を植栽) ･収穫祭(10月)

個別対応

共同取組活動 共同取組活動

耕作放棄地の解消（8.6ha)

共同取組活動 集落内から募集した高齢者や女性（パート雇用）の「キー

パー」が、耕作放棄解消農地において大根や馬鈴薯等の契約

栽培を実施し、市場出荷も行っている。

水路・作業道の管理

･水路19.1km 年1～2回清掃､草刈

･道路19.4km 随時 簡易舗装､草

刈

共同取組活動

３．耕作放棄地復旧の取組

貝山集落協定においては、全協定面積79.9haの約11％にあたる8.6haが耕作放棄地で

あったが、本制度により耕作放棄地の解消に取組み、復旧には、建設業者の協力を得な

がら実施し、平成14年度には全ての耕作放棄地を解消した。

復旧された約8.6haの農地については、

① 畑における集落営農の観点から、採算性等を検討するため、集落内から募集した

高齢者や女性（パート雇用）の「キーパー」が、耕作放棄解消農地において大根や

馬鈴薯等の契約栽培を実施し、市場出荷も行っている。

② 耕作放棄解消農地において、町内保育所児童のための学童農園を開設し、サツマ

イモの植付や収穫を体験してもらっている。併せて、収穫の際に農産物の直売も実

施している。

③ 集落内において、キバナコスモスを作付けし、サツマイモの植付や収穫のほか、

学童農園においてもひまわりの栽培を行い、良好な景観形成に努めている。

等の取組みを行っている。

［平成16年度までの主な効果］

○8.6ha（協定農用地面積約１１％）の耕作放棄地の解消及び有効活用。

○キーパー制度を利用した地域雇用の実現（常時８～１０名登録）

○町内保育所児童のための学童農園（約10a)を開設。

○共同取組のリーダーとなる若手の協力員を選定し、本事業の推進体制を実現。
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＜その他特徴のある取り組みを行っている事例＞

○村が一つになって取組む有限会社「みらい天間林」

１．個別協定の概要

市町村･協定名 青森県上北郡七戸町（旧天間林村）みらい天間林
かみきたぐんしちのへまち てんまばやしむら てんまばやし

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地
２２ha 水稲

交 付 金 額 共同取組活動分 農業生産活動(水路泥上げ、農道等草刈) ７４％
１７８万円 １００％ 農業機械の借上及び購入 ２６％（ ）
協定参加者 有限会社みらい天間林（構成員６人）

２．活動内容の概要

（１）天間林村では、農家の減少や高齢化により耕作放棄地が増加し、地域農業が遠から

ずして崩壊の危機に直面するとの認識から、平成15年１月に農作業受託による農家支

援や転作農地の有効活用を図っていくことを目的とした農業生産法人「有限会社みら

い天間林」を設立した。

（２）同社は、村が発起人となり、ＪＡなどが支援する新しい手法による法人であり、将

来の水田農業の新たな担い手と期待されている。また、村やＪＡから出資を受けてい

るが、独立採算性を基本としており、法人として認定農業者にもなっている。

（３）生産調整面積の拡大する中、地域の振興品目として転作小豆・そば栽培に取組み、

小豆専用のコンバインをリース導入し、刈取り時間の短縮化とそれに伴う規模拡大を

図っている。

（ ） 、 、 、 、５ この転作小豆・そばを経営の柱にしながら 水稲育苗や耕起 田植え 病害虫防除

収穫をはじめ、畦畔の草刈り、畑作物の除草など農作業全般を請け負いながら、地

域農業の担い手として意欲的に生産活動に取り組んでいる。

（６）地域住民からは管理等について高い評価を受け、年々受託面積が増加してきてい

る。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

水路・作業道の管理 周辺林地の下草刈り 農業機械購入（刈払い機）
・水路約4km、年2回、清掃
・道路､畦畔約3km、年2回、草刈り 共同取組活動 共同取組活動
・バックホウによる水路排水対策
約0.6km

農作業の受委託の推進
共同取組活動 （チラシの配布（年１回 ））

共同取組活動

町及びＪＡとの連携による町内全域における農作業の受委託ＰＲとその実践集落外との連携：
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３．町、ＪＡ出資による有限会社「みらい天間林」

（１）平成16年度は会社直営で56haの農地を管理し、28.9haを作業受託している。平成17

年度はさらに10haの受託増加が見込まれている。

（２）個別協定であることから、交付金の使用方法は基本的に全て自らの意思で決定でき

、 、 。るが 多面的機能増進活動として周辺林地の下草刈りも実施し 地域に貢献している

（３）平成17年度以降の対策では、交付金を活用し、現在生産している農産物に付加価値

を付けるため、加工に力を入れる方針であり、加工用機械の導入と販路の開拓に努め

るため、町やＪＡなどと話し合いしながら、地域の状況を考慮し、推進していくこと

としている。

＜けい畔の草刈り作業（受託）＞

［平成16年度までの主な効果］
○農用地の管理体制について地図を用い、管理方法等を明記し、効率的な体制を実現
○機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化
○担い手として農用地の利用集積（利用権設定等:56ha 作業受託:28.9ha）
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