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＜生産性・収益向上及び担い手育成（耕作放棄地復旧加算）の事例＞

○チャレンジする農業を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県青森市 吉野田Ａ
あおもりし よ し の だ エ ー

協 定 面 積 田 畑（100％） 草地 採草放牧地

１４．２ha － りんご・くり － －

交 付 金 額 個人配分分 ５０％

50.3万円 共同取組活動分 担当者活動経費 ８％

（５０％） 農道等の維持管理費 ４０％

体制整備に要する経費 ２％

協定参加者 農業者１０人（うち集落外：周辺市町村５名）

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当集落は、りんごの生産が中心に、青森県特別栽培農産物の認証やエコファーマー

の取得による安全・安心な農業生産に取り組んでいる。また、福井県民生協会員を対

象としたりんごオーナー制度を実施しており、消費者との交流活動も活発に行われて

いる。

今後は、農業を牽引する若い担い手の育成や、耕作放棄地を復旧し、クリなどの新

規作物を導入し、りんご以外の付加価値の高い農産物の生産に取り組み、集落の活性

化を図り、チャレンジする農業を目指すこととしている。

農用地保全マップは、重点地区を書き込み、定期的な巡回を行い未然に崩壊等を防

止することとしている。また、耕作放棄地を復旧する農用地を明確化し、クリ等を作

付けすることとしている。

オーナー制度を実施するりんご園 復旧した耕作放棄地にクリを作付
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

生産性・収益の向上

農地の耕作・管理 りんごオーナー制度の実 （高付加価値型農業の実践）

（畑14.2ha） 施（約0.3ha） 耕作放棄地を復旧（1.6ha）

し、クリを作付け(1.0ha)、一

個別対応 共同取組活動 部（0.5ha）はりんご苗木育成

園として活用

水路・作業道の管理 堆きゅう肥の施肥（14.2 共同取組活動

・水路1.0km、年１回泥上げ ha全協定農用地へ）

・道路1.0km、年3回 草刈り 担い手育成

個別対応 認定農業者の育成

共同取組活動 （現状１名→2名、１名増加）

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（毎月、大雨・台風時は随

時、積雪期を除く） 加算措置への取組

共同取組活動 耕作放棄地復旧

（畑1.6ha 11.2%）

共同取組活動

集落外との連携

○りんごオーナー制度を福井県民生協会員と連携して実施

３．取り組むべき事項の活動内容

前対策で取り組んだりんごオーナー制度継続して実施するとともに、耕作放棄地（1.

6ha 協定農用地面積の１１．２％)を復旧し、クリ等の新規作物を作付けし、高付加価

値型農業の実践を行うこととしている。

担い手育成の取り組みとしては、認定農業者1名増加する取り組みを行うこととして

いる。

さらに、協定農用地の周辺に学校給食等にも導入されている「黒房すぐり」を植栽す

ることとしている。

［平成21年度まで取り組む目標］

○耕作放棄地の復旧（クリ園・りんご苗木育成園１．６ｈａ）

○高付加価値型農業の実践（新規導入作物：クリの作付け。約１ｈａ）

○福井県民生協会員と連携してりんごオーナー制度の継続実施（約０．３ｈａ）

○堆きゅう肥の施肥（全農用地、個別対応）

○協定農用地の周辺に黒房すぐり（カシス）の植栽

○認定農業者の増加（現在１名→目標２名、１名増加）



- 3 -

＜生産性・収益向上及び担い手育成（耕作放棄地復旧加算）の事例＞

○新対策より集落の農業生産体制等を整備

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県栗原市瀬峰 大鰐谷上
くりはらしせみね おおわにやかみ

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地

８．１ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 ５０％

１７０万円 共同取組活動分 担当者活動経費 ２％

（５０％） 水路・農道等の維持管理費 ５％

多面的機能増進活動費 １３％

体制整備に要する経費 １７％

交付金の積立・繰越 ９％

その他（事務費、会議費） ４％

協定参加者 農業者 ８人（うち非対象農業者 ３人）

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

集落内には、3つの生産組織が活発に活動を展開しているが、手間の掛かる農地やその

周辺林地等は荒廃が懸念されており、特に悪条件の農地は、耕作放棄されている状況であ

る。

このことから、現状のランクアップを図るため、自作地にこだわらず、集落内で調整を

図り、連作障害の回避を図るためのブロックローテーションの推進や集落の担い手を明確

化し農地を集積することや新規就農者の育成など集落内の協力、努力及び雇用等により取

り組むこととしている。

また、農産物の付加価値を高めるため、指導農業士と連携し地場産農産物を活用した加

工販売への取り組みやトウモロコシの品種や栽培技術に取り組む。

さらに自然生態系の保全に取り組み、認識を高めるための講習会や環境整備等の方法等

を実施することしている。

農用地保全マップは、自然生態系に配慮しながら、維持管理を行い、道水路の補修の必

要な箇所には、Ｕ字溝やマスの設置や砂利敷することとしている。また、耕作放棄地を復

旧する箇所を明確化し、計画的に実践することとしている。

＜耕作放棄地の現況＞ ＜協定農用地の全景＞
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

生産性・収益の向上

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り ・地場産品の大豆を利用し、

（田8ha） （年１回） みそ加工販売の取り組み

・トウモロコシの品種選定、

個別対応 共同取組活動 栽培技術研修の取り組み

（80aの増加）

水路・作業道の管理 絶滅危惧種の山野草の保 共同取組活動

・水路4.5km、年2回 護

清掃、草刈り （現況５㎡今後検討) 担い手育成

・道路1.3km、年2回 草刈り 担い手への農地集積

共同取組活動 （2.36ha）

共同取組活動 共同取組活動

加算措置への取組

農地法面の定期的な点検 耕作放棄地の復旧（0.39ha） その他活動

（年２回及び随時） 連作被害の回避

共同取組活動 水稲、大豆、トウモロコシを

共同取組活動 ３～４年間隔でブロックロー

テーションを実施

共同取組活動

３．取り組むべき事項の活動内容

集落マスタープラン実現に向け、担い手には、協定農用地の２９％を利用権設定により

集積する。耕作放棄地は、平成２０年度まで復旧し、その後の作付品目の検討を図る。

地場産農産物の加工販売では、大豆を活用し味噌加工を行い直売所で販売していくこと

としている。

高付加価値型農業の実践では、トウモロコシの品種や栽培技術を向上しながら面積拡大

を図ることとしている。

［平成21年度まで取り組む目標］

○担い手への農地集積（利用権設定)

（現状：0ha→目標 2.36ha（協定農用地面積29％））

○耕作放棄地の防止 耕作放棄地 0.39haの復旧（協定農用地面積4.8%)

○農産物の付加価値を高める取り組み

地場産普通大豆の他、青大豆、黒大豆を栽培し味噌加工及び販売への取り組み。

トウモロコシの品種選定や栽培技術等の研修を実施。

・加工みそ販売（現状：0kg、目標：1,500Kg）

・トウモロコシ（現状：0.20ha、目標：1ha）

○自然生態系の保全の取り組み

水路の共同管理と平行しながら、毎年、環境整備を進める。これと同時に保全の

大切さと、山野草と雑草の見極めや、魚介類の種類等を学び、認識を持つ。
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＜生産性・収益向上及び担い手育成の事例＞

○若者が定住できる元気な地区づくり

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県西置賜郡白鷹町 中 山
にしおきたまぐんしらたかまち なかやま

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

87.7ha 水稲、そば － － －

交 付 金 額 個人配分分 - ％

1,842万円 共同取組活動分 担当者活動経費 8 ％

（100％） 水路・農道等の維持管理費 60 ％

多面的機能増進活動費 17 ％

体制整備に要する経費 12 ％

交付金の積立・繰越（農道、水路整備のため） 3 ％

協定参加者 農業者 96人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当地区は町の北部（役場から８km）に位置し、標高が３５０～５００ｍの山間地で、兼

業の農家が多い。小学校では１０数名の生徒しかいないため、廃校の危機に直面している

など、少子高齢化や過疎化が進んでおり、農業者は６０歳前後がほとんどで、将来、耕地

の荒廃は免れない状況にある。

こうした状況を踏まえ、自然豊かなこの地区を次世代へ継承していくため、農用地の保

全管理はもちろん、担い手の育成、伝統行事（白鷹山祭礼、神社祭礼等）も積極的に取り

組み、若者が定住できる地区づくりを目指す。具体的には、本制度の理解を得るため、区

民研修、協定者研修を計画し話し合いをもち、全戸の協力と老人から子供までの連携を得

ながら地区民の意識の成熟を図る。協定面積が広範囲のため、地区内に６つの共同班を組

織し、それぞれの班単位で共同班長を中心に農業生産活動等を実行していく。

農用地保全マップでは、降雨が続くと急

傾斜により表土が流出しやすいため、農道

の舗装やＵ字溝布設を行い、災害復旧労力

の負担軽減を図ることとしている。（農道

＝４km、Ｕ字溝布設＝３km）

また、農作業の共同化、受託等について、

まず、水稲作付地と転作地の混在している

現状について表記し、今後、水稲と転作作

物ごとに団地化を進め、それぞれの担い手

が耕作しやすいよう農地の流動化を進め

る。

【農用地保全マップ】
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

生産性・収益の向上

農地の耕作・管理（田87.7ha） 景観作物作付け （地場産農産物等の加工販売）

（花壇作りや、沿道への 地区内の女性加工グループと

個別対応 コスモス作付け及び桜の 連携し、山菜の加工や漬け物

木の管理） の販売を実施

水路・作業道の管理 共同取組活動 共同取組活動

・水路7km

清掃（年1回）、 担い手育成

草刈り（年3回）、 堆きゅう肥の施肥 認定農業者の育成

見回り（降雨後適宜） （集落内の畜産農家と連 （5名→6名以上）

・道路10km 携し、水田へ堆肥投入） 担い手への農地集積

簡易補修（年1回） 担い手への農作業の委託

草刈り（年3回） 共同取組活動 （耕起等）

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）

共同取組活動

集落外との連携

○集落内の非農家と連携し、花壇作りや沿道へのコスモス作付け及び桜の木の管理

３．取り組むべき事項の活動内容

生産性・収益の向上については、地区内の畜産農家

（５戸）と連携し、水田への堆肥投入による付加価値

のある米づくりを推進する。また、町のスキーセンタ

ーでレストランを運営している地区内の女性加工グル

ープと連携し、山菜（ゼンマイ、ワラビ等）の加工や

漬け物などのインターネット販売を検討していく。

担い手育成については、認定農業者をさらに１名以 【花壇づくり」

上育成し、協定農用地の１０％について利用権の設定を図る。

［平成21年度まで取り組む目標］

○地場産農産物等の加工販売

地区内の女性加工グループ（１５名）と連携し、山菜（ゼンマイ、ワラビ等）の加

工や漬け物の販売を実施

○認定農業者の育成（現状：５名→目標：６名以上）

○担い手への農地集積（現状：１０ha→目標：協定農用地の１０％＝８．７haの増加）

○担い手への農作業の委託：地区内の認定農業者等に耕起等を委託

（目標：協定農用地の１０％＝８．７haの増加）
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＜生産性・収益向上、担い手育成の事例＞

○エゴマを導入し、所得の向上を目指す

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県飽海郡遊佐町 岩野地区農地保全の会
あくみぐんゆざまち いわのちくのうちほぜんのかい

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

42.8ha 水稲､大豆､エゴマ － － －

交 付 金 額 個人配分分 20 ％

899万円 共同取組活動分 担当者活動経費 4 ％

（80％） 水路・農道等の維持管理費 13 ％

多面的機能増進活動費 13 ％

体制整備に要する経費 50 ％

協定参加者 農業者 31人、非農業者 4人、横堰水利組合（構成員91人）、岩野部落、岩野機械利用

組合（構成員7人）、岩野地区近代化施設組合（構成員47人）、岩野地区大豆転作組合

（構成員8人）、岩野エゴマの会、岩野堆肥生産組合（構成員20人）

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当地区は、日本を代表する稲作地帯である庄内地方にあって、町の中心部から東へ１０

kmに位置している。岩野集落の農家戸数は１

８戸でほとんどが水稲中心の農家であるが、

岩野地区大豆転作組合を中心に、周辺２集落

（協定参加者以外）と共同で、連作回避と作

業効率向上のため、ブロックローテーション

による大豆栽培も実施している。

農業生産活動の体制整備に向け、認定農業

者を中心とした個別経営体としての担い手（６

名）と高齢化農家等の協定参加者の連携によ

り、当該集落の農業生産活動の体制整備を図る。 ＜エゴマ（新規作物）栽培＞

また、収益性の高い新規作物の生産に取り組

み、特産品の開発による農業所得の向上を目指

すとともに、将来的に集落内農地を有効活用で

きるような条件整備と、維持管理体制を整える。

農用地保全マップは、急傾斜により、集中し

た降雨で農道の土が流出しやすいため、砂利敷

きによる補修を行う。

〈農用地保全マップ〉
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

生産性・収益の向上

農地の耕作・管理（田42.8ha） 周辺林地の下草刈り （高付加価値型農業の実践）

（約0.2ha、年1回） 新規作物としてエゴマを１ha

個別対応 導入

共同取組活動 （地場産農産物等の加工･販売）

エゴマを豆腐等へ加工し販売

水路・作業道の管理

・水路2.0km 堆きゅう肥の施肥 共同取組活動

清掃（年1回）、 （約20ha、年１回）

草刈り（年1回）、 担い手育成

見回り（降雨後適宜） 共同取組活動 （担い手への農作業の委託）

・道路5.0km 認定農業者等へ水稲収穫作業

簡易補修（年1回） を委託

草刈り（年3回以上）

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）

共同取組活動

集落外との連携

○隣接する「ふじい２１世紀組合集落協定」と連携し、水路清掃を実施

○協定参加者以外の認定農業者等へ水稲と大豆の防除作業を委託

３．取り組むべき事項の活動内容

多面的機能増進活動の取り組みとして、岩野堆肥生産組合が主体となり、堆肥散布機械

の追加導入による水稲作付予定ほ場への堆きゅう肥施肥を、今後も引き続き行っていく。

併せて、地力の向上を図りながら、減化学肥料栽培の米作りを進める。（現状２０ha）

生産性・収益の向上の取り組みにおいては、エゴマを新規作物として導入し、エゴマ豆

腐等へ加工を行い地元直売所等で販売を行っていく。エゴマの作付面積についても、１ha

を目標に拡大を図っていく。

担い手育成の取り組みとして、協定参加者である認定農業者等（６名）へ水稲収穫作業

の委託及び、協定参加者以外の認定農業者等へ水稲、大豆防除作業の委託を進めていく。

［平成21年度まで取り組む目標］

○高付加価値型農業の実践：新規作物（エゴマ）導入（0ha→１ha）

○地場産農産物等の加工・販売：エゴマ豆腐等の加工食品販売

○担い手への農作業の委託

協定参加者である認定農業者等へ水稲収穫作業を委託（0ha→10ha）

協定参加者以外の認定農業者等へ水稲と大豆の防除作業を委託

（水稲防除：0ha→10ha 大豆防除:0ha→8ha）
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＜生産性・収益向上及び担い手育成の事例＞

○地域資源を生かした集落活性化と集落機能の強化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県南会津郡只見町 塩 沢
みなみあいづぐんただみまち しおざわ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

7.9 ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50.0 ％

63 万円 共同取組活動分 担当者活動経費（草刈り、堰補修担当者経費） 4.0 ％

（ 50.0 ％ ） 水路・農道等の維持管理費（共同作業経費） 9.0 ％

農用地維持管理費（高齢農家の作業支援経費） 3.0 ％

体制整備に要する経費（農産物直売に関する経費） 9.0 ％

交付金の積立・繰越

（災害に対する補修経費、施設備品等の購入経費） 25.0 ％

協定参加者 農業者 20人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当集落の農用地は、電源開発により平地のほとんどがダム湖に水没したため、耕作

条件が不利な山際に点在している。集落では少子高齢化が急速に進み、年々個人労力

だけでは農用地の適切な維持管理が困難になってきており、農作業及び農地の利用集

積が急務になっている。

そのため、集落内の認定農業者に農作業を委託することや利用権設定による農地集

積を進めると共に、伝統的な加工技術の継承や直売所での販売に取り組み、老若男女

が楽しみながら参画できる農業経営を目指す協定を締結した。

また、大雨や台風等の災害発生後には必ず見回りを行い、農用地等保全マップを基

に水路等の点検・補修を行うとともに、耕作に支障がある農道は、砂利敷き、整地等

の補修を実践することとしている。

［活 動 内 容］

集落外との連携
○隣接する集落の住民と組織している「只見郷振興協議会」と連携し、地場産農産物の加工・販売

周辺林地の下草刈り
（年1回）

共同取組活動

農地の耕作・管理
（田7.9ha）

個別対応

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、簡易補修

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 体制整備に向けた取組

（担い手への農作業委託）
水稲における収穫・乾燥調製
作業の委託

共同取組活動

担い手育成

（地場産農産物の加工・販売）
「山菜・きのこ・野菜」の加
工品製造と販売への取組

共同取組活動

生産性・収益の向上
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３．取り組むべき事項の活動内容

生産性・収益向上の取り組みとしては、地域資源の活用として「観光わらび園」の

運営と合わせて、「原木なめこ」を中心とする「観光きのこ園」の開設を計画してい

る。加工については、既存の「なめこ」製缶作業所や「只見郷振興協議会」で整備し

た農産物加工施設を利用して、地元産の米、もち米、野菜、山菜等を原料とした「継

之助おやき」や「豆入切り餅」、「ワラビ塩漬け」等を特産品として取り組み、集落内

の直売所等で販売することにより農業所得の向上を目指すこととしている。

なお、直売所については、農産物の確保や販売について近隣の三集落と連携した取

り組みを行う計画である。

また、担い手への農作業の委託に関する取り組みとしては、集落内の認定農業者へ

協定農用地面積のうち約９割について、稲作の収穫・乾燥調製作業を委託し、高齢農

家の負担軽減や生産コストの低減を図ることとしている。

［平成21年度まで取り組む目標］

○地場産農産物の加工・販売

山菜（わらび等）、きのこ及び野菜等の加工・販売への取組

（「観光わらび園」の利活用、「観光きのこ園」の開設、農林産物加工品の製造、

農産物及び加工品の直売所等での販売）

○担い手への農作業の委託

協定農用地における稲作の収穫・乾燥調製作業を委託

（現状：委託面積6.8ha（委託率86％）→目標：7.0ha（89％））

〈農林産物の加工品〉



- 11 -

＜生産性・収益性向上及び多面的機能の発揮の事例＞

○新規作物がんこかぼちゃの生産・販売に挑戦

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県むつ市川内町 畑
かわうちまち はた

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地

２２．３ha 牧草 － － －

交 付 金 額 個人配分分 ５０％

１７９万円 共同取組活動分 担当者活動経費 ３％

（50％） 体制整備に要する経費 ２％

水路・農道等の維持管理費 ３４％

農用地の維持・管理に要する経費 １１％

協定参加者 農業者４２人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

畑集落は、高齢化が進んでいることに加えて、水田が湿田で耕作条件が悪いことなど

から、協定内の全面積を転作し、オーチャードグラスを作付けするなど、耕作放棄地の

発生防止に努めてきた。

このような状況を踏まえ、女性や高齢者にもできる農業に取り組もうと、高付加価値

型新規作物（がんこかぼちゃ）を生産・販売し、将来若者が地元で担い手となれるよう

農業振興に取り組むことを目指して集落がまとまり、協定締結に至った。

農用地保全マップは、湿田の作業性を確保するため機械等を活用した水路の泥上げ、

草刈り（延長3.9ｋｍ）の実施を進め利便性を高めとともに、農作業の効率化を図るた

め農道の草刈り及び砂利敷（延長2.5ｋｍ）の補修を定期的に行うこととしている。

農道の補修水路の草刈り
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

生産性・収益の向上

農地の耕作・管理 景観作物作付け （高付加価値型農業の実践）

（田22.3ha） （景観作物としてｻﾙﾋﾞｱ, 新規作物（がんこかぼちゃ）

ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞを農用地の道 の作付け（1.2ha以上）

個別対応 路沿いに花壇を整備し作

付け） 共同取組活動

水路・作業道の管理 共同取組活動 多面的機能の発揮

・水路3.9km、年2回清掃、 （集落内の非農家との連携）

草刈り 非農家10名と農業生産活動等

・道路2.5km、年2回 補修、 の連携

草刈り

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）

共同取組活動

３．取り組むべき事項の活動内容

高齢化が進むことによる維持管理が困難となることが想定されるため、地域全体で農地

の維持管理及び集落機能を維持し、集落内の非農家１０名と連携をとり、景観作物（サル

ビア、マリーゴールド）を農用地の道路沿いに花壇を整備し作付けすることとしている。

また、新規作物として「がんこかぼちゃ」を計画的に５年間で作付けし、生産・販売す

ることとしている。

［平成21年度まで取り組む目標］

○景観作物（ｻﾙﾋﾞｱ・ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ）を農道沿い花壇２カ所（１５㎡×２）に植付け

○高付加価値型農業の実践

がんこかぼちゃを新たに作付けする。

（現状：ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽを堆肥化し、協定農用地面積のほぼ100％に散布）

（目標：協定農用地の１.2ha（協定農用地面積5%））

○非農家10名と連携して、景観作物を花壇を整備し作付。

（地区内の老人クラブと連携）

○農地法面、水路、農道等の補修・改良

水路（3.9ｋｍ）・農道（2.5ｋｍ）の草刈り

水路3.9ｋｍの泥上げ作業。 農道５ｍ巾、延長2.5ｋｍの砂利敷補修。
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＜生産性・収益向上及び多面的機能の発揮の事例＞

○緑のふるさと活き生きプラン２１

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まち かみおぐに

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地

７７．７ha 水稲、そば、牧草 － － －

交 付 金 額 個人配分分 ５０％

６２１万円 共同取組活動分 担当者活動経費 ５％

（５０％） 水路・農道等の維持管理費 １３％

多面的機能増進活動費 １２％

体制整備に要する経費 １５％

交付金の積立（田植機の購入）その他（事務費） ５％

協定参加者 農業者５７人（うち上小国集落農業者３７人、その他近隣集落等農業者２０人）

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

①当集落は、陸奥湾に面した町中心部から津軽半島の山あいに向かって西へ６ｋｍほ

ど入ったところに位置し、水稲栽培を中心にしながらも青森市などで他産業に従事

する兼業農家がほとんどである。６５才以上の高齢者が約３割を占める。

②従来から、農村景観美化や文化継承など、豊かな農村生活の維持に向けた活動に関

心が高く、近隣の大平地区や小国地区（下小国、中小国、南沢）とも様々な面で連

携する機会があった。

③このようなことから、制度参加に向けた集落内の話し合いもスムーズで、他集落の

農業者を一部加えながら、農業生産活動の活性化をはじめとする豊かなふるさとづ

くりを目指すこととなった。

○上小国集落マスタープラン「緑のふるさと活き生きプラン２１」の概要

【現状】

①ほとんどの世帯が農地を保有するが、その多くは兼業農家である。

②６５才以上の高齢者が約３割であり、元気ながらも農業者の高齢化が進行。

２人の認定農業者が主たる担い手となり、約６ｈａの農地集積をはじめ、大型機械

を所有しての農作業受委託に取り組んでいる。

③耕作放棄地約４ｈａを復旧し、約３ｈａに牧草、０．５ｈａを担い手へ集積、残り

０．５ｈａには一時菜の花やコスモスの景観作物を作付けした後、集落における

「冬の農業」に向けたビニールハウスなどを設置し、高齢者らの生きがい農園とし

て、葉物野菜等を栽培。

④学校田として蟹田小学校へ提供し、もち米の田植えから収穫までの技術指導を実施。

⑤お山参詣や宵宮の伝統行事等を行うとともに、新たに「ふるさと広場in夏、冬」と

して、町内へも呼びかけながら、集落住民を中心とした交流イベントを実施。
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【将来像】

農村景観や文化継承などを次世代に残し、豊かな農村生活が将来にわたり維持され、

なおかつ小国・大平地域の活性と発展を目指すものであり、基本的な方向を多面的機能

と農業生産活動の両面から将来の姿の実現に向け取り組む。

①多面的機能の取組

・学校と連携して、子供たちに農業体験を通じた食の大切さなどを伝える。

・都市に住む住民が地域住民と一緒に農業体験や伝統行事ができる交流事業を実施

する。

②農業生産活動の取組

・農業の衰退が地域（農村）の崩壊を招くことから、多様な担い手が活躍できる地

域にあった集落営農づくりを非対象農家も含め、取り組む。

・女性や高齢者の担い手が活躍できる地産地消型の少量多品目野菜、山菜等のハウ

ス、露地栽培及び農協や町のフードセンターと連携した加工、販売、学校給食の材

料供給に取り組む。

・新品種をブランド化して販売できるよう関係機関と連携しながら生産体制を強化

に取り組む。

・小区画不整形の水田及び農道、用排水路の整備を行い、農地の集積団地化を進め

る。

・酪農農家と連携して、牧草団地及び大豆等の集団転作団地を継続して取り組む。

○農用地保全マップの概要

・用水路、農道、農地法面の管理（清掃、草刈り等）や定期的な点検等を行い、必要

に応じて、用水路へのヒューム管設置や農道への砂利敷きなどを実施する（水路の補

修が想定される箇所２箇所記載）。

・協定管理地（復旧した耕作放棄地４ｈａ）における「冬の農業」ハウス設置等。そ

の他の農地は、認定農業者等担い手への農地集積及び（転作組合による）牧草栽培管

理する。

・集落内（街道沿い）へのプランターを設置する。
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた活動

生産性・収益向上
農地の耕作・管理（田77.7ha） ・景観作物作付け （機械・農作業の共同化）

（コスモスや菜の花を 農業機械の共同購入・共
個別対応40.7ha、共同(担い手 街道沿いに植栽） 同利用（トラクター、田
及び転作組合<牧草>)37ha ・プランター100個への 植機、畦塗機、モア等）

花植付け（マリーゴー 37ha→目標：77ha
ルド、パンジー）

水路・作業道の管理
・水路3.0km、年2回 共同取組活動 共同取組活動
清掃、草刈り

・道路5.0km 多面的機能の発揮
草刈り 年2回 （自然生態系の保全に関
簡易補修 5月 する学校教育等との連携）

学校と連携して農作業
共同取組活動 体験の実施

①蟹田小学校：稲作
②蟹田中学校：畑作

協定管理地（復旧した耕作放 共同取組活動
棄地）の管理（4ha）
・｢冬の農業｣及び転作作物 農地法面の定期的な点検 営農組織の育成
作付ほか （田77.7ha、年2回） （現状:担い手集積14ha→

目標:92ha）
共同取組活動 共同取組活動 協定外農地も含める

（一部担い手管理）
共同取組活動

集落内外との連携
・周辺の集落、営農組織、行政、農協等と連携して豊かなふるさとづくりを目指す。
・集落内外の住民と連携した体験交流活動の実施。
（集落営農研修会やいきいきふるさとの集い等開催）

３．取り組むべき事項の活動内容

マスタープランの実現に向け、個人所有の機械の共同化や新たに田植機を共同購入

し、共同利用を促進し、今後５年間のうちに周辺集落、営農組織、行政及び農協と連

携しながら、上小国集落営農組織の設立に向け取り組み、地区の全面積（９２ｈａ）

の農地集積を目指し、それに向けた認定農業者を中心に水田の農地集積を実施（地区

交付金で導入した協定所有トラクターによる管理地(赤カブ栽培)の耕起作業 学校田で子供たちの田植作業
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水稲作付面積４３ｈａ）。

多面的機能の持続的な発揮の取組と

して、協定管理地に体験型農園を設け、

小学校の農業体験学習に続いて、中学

校でも農業体験学習を実施しており、

今後は、市民の体験農園の開設に取り

組むこととしている。

また、集落内の非対象農家や非農家、

集落外の都市住民とも連携し、地域の

活性化に向けた活動を展開する。

さらに「冬の農業」などを中心に、

地域の野菜や山菜栽培を振興し、女性

農業者らによる産地直売所の開設や漬

物などの加工販売、学校給食へ地元食

材を提供するなどの地産地消にも取り

組む。

［平成21年度まで取り組む目標］

○協定管理地（前対策で復旧した耕作放棄地）の効率的・効果的な運営

（３ｈａ：転作牧草地<酪農農家との連携>、0.5ｈａ：認定農業者への利用集積、

0.5ｈａ：生きがい農園的冬の農業実践ハウスの設置及び葉物野菜等の作付）

・水菜など野菜や山菜栽培とその加工販売

○機械・農作業の共同化（現状：３７ｈａ→目標：７７ｈａ）

共同機械の追加・整備と他集落との連携による効率的な運営

（現状：認定農業者所有トラクター（２台）、協定所有トラクター（１台）、モア、

畦塗機、除雪機、溝掘機、田植機（Ｈ19年度購入予定）ほか）

○集落営農組織の育成

認定農業者２名を中心とした集落営農組織の育成（他集落との連携）

（目標：協定外農地の管理も含めた集落全面積（９２ｈａ）の農地集積）

（現状：担い手による農地集積１４ｈａ（協定農用地面積１８%））

○自然生態系の保全に関する学校教育等との連携

・蟹田小学校と連携した学校田３ａにおける栽培指導等の継続化

○その他の取組

・水稲新品種「まっしぐら」の積極的な導入による地域ブランド化

・集落の歴史や伝統行事を紹介するイベント「ふるさと広場in夏・冬」の継続開催

・集落営農に向けた各種研修会等の開催
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＜生産性・収益向上及び多面的機能の発揮の事例＞

○収穫機械と作業の共同化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県紫波郡紫波町 山屋山口
しわぐんしわちょう やまややまぐち

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

4.3 ha 水稲、野菜、飼料 － － －

作物、その他

交 付 金 額 個人配分分 47.6 ％

91 万円 共同取組活動分 担当者活動経費（研修会、会議、会計事務費） 3.3 ％

（52.4％） 体制整備に要する経費（打合せ経費） 4.4 ％

共同取り組み活動（水路道路補修経費） 14.4 ％

農用地の維持・管理経費 11.0 ％

交付金の積立・繰越（収穫機械の購入） 19.3 ％

協定参加者 農業者 7 人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当集落は農家の高齢化が進み、後継者の確保も難しい状況である。この締結を結ぶにあ

たり、旧制度で個別協定を結んでいたものも加え、人と協定面積を増やし集落活動の広が

りを図り、集落内の特性を生かした農業を展開し、地域の農業の活性化を図るため取り組

むものである。

農用地保全マップは、水路・農道の整備状況が悪く、既に補修が必要な箇所や今後も補

修を必要とする可能性が高いところがあることや共同作業による効率化を図る箇所を明確

化した。補修箇所については、水路90ｍを浚渫及び法面整形、農道50ｍ砕石敷設を実施す

ることとし、農作業の共同化については、農用地の所在を明確化し、効率的に実施するこ

ととしている。

〈農用地保全マップ〉
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［活 動 内 容］

集落外との連携

山屋地区内の蟹沢集落と連携し、地域内の水路と道路を管理する。

３．取り組むべき事項の活動内容

生産性・収益向上の取り組みとして、機械

の共同化をより促進し、前対策で共同購入し

た中古コンバインを活用し、協定集落の担い

手が協定農用地以外の周辺水田も含め、現在

１．５ｈａの収穫作業を２．７ｈａに増加す

ることとしている。

担い手の育成として、全て兼業農家である

協定参加者のうち４名が専業農家となり、オ

ペレーターの育成をする。 〈共同購入した中古コンバイン〉

また、多面的機能の発揮の取り組みでは、他集落（蟹沢集落）と連携して、地域内の水

路や農道の管理を行う。

［平成21年度まで取り組む目標］

○機械及び農作業の共同化 収穫作業：Ｈ１７（1.5ｈａ）→Ｈ21（2.7ｈａ）

○担い手(後継者)の育成 協定参加者７名（兼業農家）のうち４名を専業農家

○多面的機能の発揮に向けた他集落との連携

隣接する蟹沢集落と連携して、水路や農道の管理を行う。

農業生産活動等

農地の耕作･管理（田4.3ha）

個別対応
共同作業

多面的機能増進活動

周辺林地の下草刈り
（年１回）

共同取組活動

体制整備に向けた取組

機械・農作業の共同化
収穫作業 1.5ha→2.7ha
(共同化の増加率27.73％）

共同取組活動

生産性・収益向上

水路・作業道の管理
・水路

草刈り 年2回
補 修 90ｍ

・道路
草刈り 年2回
補 修 50ｍ

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

冬期の湛水化による鳥類の
餌場確保
（減農薬等による小動物
の生息や鯉の放流等）

共同取組活動

他集落等との連携
（蟹沢集落と連携し、水路
・農道を管理）

共同取組活動

多面的機能の発揮
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〈生産性・収益向上及び多面的機能の発揮の事例〉

○集落の自立を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県登米市津山町 沢田
とめ し 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％

1４７万円 共同取組活動分 担当者活動経費 5％

(50％） 水路・農道等の維持管理費 15％

多面的機能増進活動費 10％

体制整備に要する経費 20％

協定参加者 農業者 19人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

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、遊休農地が増加する傾

向にあったが、本制度が契機となり、

平成１４年度から共同取組活動の一環

として、協定内遊休農地を活用したト

ウモロコシ栽培を試み、道の駅等で消

費者へ直売を実施するなど意欲的な活

動を行ってきた。

さらに、互いの理解を深め、女性にも 〈集落マスタープラン作成に向けた話合い〉

参加を呼びかけて、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、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」を策定した。

平成１７年度からは、集落の将来像についてさらなる話し合いを重ね、農道や水路の適

正な維持管理、生活環境の改善、遊休農地を解消するための労力の確保等、沢田集落の活

性化に向け取り組むこととした。

農用地等保全マップは、条件の悪い農道や排水路の抜本的な整備や農地の周辺はほとん

どが杉林等の林地となっており、鳥獣や虫の被害を受けやすく農地との隔離を促すため、

下草刈りや鳥獣害防止対策として防御ネットの設置を実践することとしている。
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

高付加価値農業の実践

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 新規作物の導入

（田6.8ha 畑0.2ha） (約３ha 年1回） （０．５ha）

集落による複合経営を実現

個別対応 共同取組活動 （道の駅にて産直販売）

共同取組活動

水路・農道の管理

・水路 １km、年2回 多面的機能の発揮

清掃、草刈り 体験農園の開設（０．５ha）

・農道１km、年3回 草刈り 対象者３０名

(とうもろこし、じゃがいも

共同取組活動 さつまいも、かぼちゃ、水稲

を作付け）

農地法面の定期的な点検 共同取組活動

（年2回及び随時）

共同取組活動

３．取り組むべき事項の活動内容

遊休農地の解消及び発生の防止を図るための活動として、従来のトウモロコシ栽培に加

え、さらなる新規作物を導入し、地域の産直センタ－における販売や体験農園を実施し、

消費者・都市住民との交流を図り、高付加価値型農業を展開していく。

このような共同取組活動を通じて集落内の相互理解を深め、集落を活性化し、周辺集落

との農作業や保全活動の連携を進めていきたいと考えている。

[平成２１年度まで取り組む目標]

○遊休農地へトウモロコシの共同栽培及び新規作物（0.5ha）の導入

○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。（3,000本）。

○体験農園の実施。（0.5ha、対象者３０人）

○周辺集落との農作業等の連携の検討

○産直施設での直売、及び体験農園の実施による消費者や都市住民との交流による高付加価

値農業の展開

○農道（砂利敷補修(0.5km)、水路（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ破損箇所補修）、

鳥獣害防止対策（防御ネット0.5ha）
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＜生産性・収益向上及び多面的機能の発揮の事例＞

○集落ぐるみで効率的な農業経営を

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県本吉郡本吉町 狼の倉
もとよしぐんもとよしちょう おいのくら

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

３．３ha 水稲、野菜 － － －

交 付 金 額 個人配分分 ５０ ％

７１万円 共同取組活動分 担当者活動経費 １０ ％

（５０％） 水路・農道等の維持管理費 ７ ％

多面的機能増進活動費 ５ ％

体制整備に要する経費 ２８ ％

協定参加者 農業者 ５ 人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

狼の倉集落の農地は勾配が急で基盤整備が進まず農作業の効率化が図られないため、

将来の農地の荒廃が懸念されている。

集落協定参加者が話し合いを重ねた結果、集落内での農業用機械の共同所有・共同利

用を進め、農業経営の効率化を図るとともに新規作物を導入し、より収益性の高い農業

への取組みを推進することとした。

農用地保全マップは、破損している取水口等を表記し、改修することとしている。

〈協定対象農用地〉 〈共同作業による草刈り〉

３．取り組むべき事項の活動内容

農業用機械の共同利用としては集落内の農家が所有する田植機と乾燥機を協定農用

地内の水田で共同利用を推進し、田植機は３ha(現状：実績なし)、乾燥機は２.５ha（現

状：０.５ha）を目標に取り組む。

新規作物では、平成17年度より、自然薯の試験栽培を開始しており、今後作付面積

２０ａを目標に計画的に増加させ所得の向上につなげるとともに自然薯を活用して他地

域の住民との交流の場として体験農園を行う。また、この地方の土壌に適した高付加価

値型作物について研究し栽培に取り組む。
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

生産性・収益の向上

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3.3ha） （約0.1ha、年1回） 田植機と乾燥機を共同利用す

る。

個別管理 共同取組活動 （高付加価値型農業の実践）

新規作物（自然薯）の作付け

直売所での販売

水路・作業道の管理 その他の取組

・水路0.5km、年2回 共同取組活動

清掃（4月）、草刈り ・低農薬米栽培の研究

・道路0.6km、年2回 地区土壌に適した特産物 多面的機能の発揮

草刈り、道路補修（3月） の研究 （都市住民との交流）

・担い手育成向けた話し 新規作物（自然薯）を活用し

共同取組活動 合いの実施 た体験農園を実施

共同取組活動

農地法面の定期的な点検 共同取組活動

（随時）

共同取組活動

集落外との連携

○新規作物（自然薯）の作付けに取り組み、町内の直売所で販売。

協定農地で収穫した米と組み合わせて消費者交流

○自然薯と水稲を活用し、他地区の住民の招きた農業体験や交流会を実施

［平成21年度まで取り組む目標］

○機械・農作業の共同化

田植機の共同利用（目標：０→３００ａ）

乾燥機の共同利用（目標：５０→２５０ａ）

○高付加価値型農業の実践

新規作物（自然薯）の導入（目標：０→２０ａ）栽培の研修試験の取組

山間地特有の特産物の栽培研究に取組消費者との交流につなげてゆく

低農薬栽培米や地区の土壌に適した特産物について研究する。

集落で栽培された米との組み合わせによる消費者との交流、直売所での販売

○担い手の育成

自己完結型農業からの脱却について話し合い。

共同利用する農業機械の利用時期の分散化

○保健休養機能を生かした都市住民との交流

自然薯栽培する農用地（２０ａ）を体験農園として活用
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＜生産性・収益向上及び多面的機能の発揮の事例＞

○高付加価値型農業を目指して酒米を作付け

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県柴田郡川崎町 古関
しばたぐんかわさきまち ふるせき

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

9.5ha 水稲、そば － － －

交 付 金 額 個人配分分 ４７．６％

１９９万円 共同取組活動分 担当者活動経費 １５．０％

（５２．４％） 水路・農道等の維持管理費 ２３．６％

多面的機能増進活動費 ６．５％

体制整備に要する経費 ４．０％

その他（事務費等） ３．３％

協定参加者 農業者 14人、非農業者 7人、そば生産組合（構成員3人）

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

古関集落の農地は、山形県境に近い国道

２８６号線沿いの山間にある作業効率の悪

い急傾斜の農地（棚田・農道の狭隘、湿田

等により作業効率が悪い）がほとんどであ

り、兼業化による担い手不足と高齢化が進

んでおり、耕作放棄地の増加が懸念される。

集落の課題を踏まえ、新対策では、担い

手を明確化し、個々の農家での農業機械の

買い替え・新規購入は控え、担い手に農地

集積及び農作業受委託の推進を図る環境整

備を展開する。 〈試験栽培（酒米）の刈取作業〉

そばの作付についても、「みちのくそば生産組合」へ作業受委託を推進する。

また、前対策で設置した直売所を活用し、地場野菜の加工、販売組織の育成や集落内

の酒造会社と提携し酒米の作付拡大を図る。

さらに、集落全戸参加による道・水路の清掃等の環境美化運動の実施や隣接する下

田集落協定及び古関行政区と連携して、お盆の帰省客を交えながら「そば祭り」の開

催・定着を図る。

農用地保全マップの概要

(1) 水路改修が必要となる範囲の設定（塩ビ管布設）

(2) 鳥獣害対策が必要となる位置の設定（ガス鉄砲による対策）

(3) 現在の転作地及び作業受委託の把握（今後の推進対策のため）
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

生産性・収益の向上
農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り （高付加価値型農業の実践）
（田9.5ha） （約13a、年2回） 酒米の作付（1ha)

（地場産農産物等の加工販売
個別対応 漬物加工場を設置し、直売所

等で販売
共同取組活動

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路2.9km、年2回

清掃、草刈り 堆きゅう肥の施肥等 担い手の育成
・農道1.5km、年2回 （約10a、協定面積の10%） （担い手への農作業の委託）

草刈り 水稲 0.45→1.3ha
共同取組活動 そば 3.0 →3.6ha

共同取組活動
共同取組活動

農地法面の定期的な点検 多面的機能の発揮
（年２回及び随時） （非農家、他集落との連携）

道・水路清掃、そば祭り
共同取組活動

共同取組活動

４．取り組むべき事項の活動内容

平成21年度までは、高付加価値型農業の実

践では、新規作物として酒米１ｈａ（10.5%)

増加の取り組みや地場野菜を活用した漬物を

加工場を設置し、前対策で整備した直売所等

で販売する。

また、担い手への農作業委託は、1.45ha（1

5.2%）の増加に取り組み、多面的機能の発揮

では非農家９名と連携して道・水路の清掃を

実施することとしている。 〈帰省客を迎えてのそば料理試食風景〉

［平成21年度まで取り組む目標］

○高付加価値型農業の実践 酒米を新たに１ｈａ作付け

○地場産農産物等の加工・販売

漬物加工場の新設 １施設（協定内産直での販売を目指す）

○担い手への農作業委託

水稲 現状0.5ha（協定農用地5.2%） →目標1.3haで実施（協定農用地13.6％）

そば 現状3.0ha（協定農用地31.5%）→目標3.6haで実施（協定農用地37.9％）

○多面的機能の持続的発揮に向けた非農家、他集落との連携

非農家と連携し、道・水路の清掃及び隣接する下田集落協定及び古関行政区と連

携して、そば祭りを年１回（お盆）開催。（お盆の帰省客を交えての開催）
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＜担い手育成及び多面的機能の発揮の事例＞

○ＮＰＯ法人との連携による体験農園の実施

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県南津軽郡尾上町 金屋
みなみつがるぐんおのえまち かなや

協 定 面 積 田 畑(100%) 草地 採草放牧地

76.5ha － りんご － －

交 付 金 額 個人配分分 20％

782万円 共同取組活動分 担当者活動経費 10％

（80％） 集落マスタープランの将来像を実現するための活動経費 17％

水路・農道等の維持管理費 14％

地域づくり活動経費 25％

交付金の積立・繰越（体験農園雨よけハウス） 5％

その他（事務経費・予備費） 9％

協定参加者 農業者 191人 、ＮＰＯ法人１団体

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

集落の基幹作物がりんごであることから、山間部にりんごを作付けしている農家が多く、

高齢化も進んでおり作業も思うように進まない状況にある。更に地域の防除組織等の構成

員も高齢化が進んでおり、存続が危ぶまれている。そのため、後継者の育成を進めながら

担い手を確保し、将来にわたって農業生産活動等を継続するために集落が合意し、協定締

結に至った。

また、山間地域に特に多く見られる遊休農地を活用し、体験農園の開設をＮＰＯ法人と

連携して進めるとともに、伝統ある農村景観や伝統行事についても次世代へ継承していく

ように努めていくこととしている。

[農用地保全マップの概要]

農道について、農業用機械等の通行に支障が出ないように簡易補修（砂利投入など）の

実践を計画している。

体験農園さくらんぼの植え付け 水路の補修・整備作業
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた

取組担い手育成

農地の耕作･管理（畑76.5ha) 農地と一体となった周辺林地 認定農業者の育成

の下草刈り（年3回） （14名→15名）

個別対応

共同取組活動 共同取組活動

農地法面の定期的な点検 多面的機能の発揮

(年1回) 体験農園の開設・運営 自然生態系の保全に関す

(NPO法人と連携した都市住民 るＮＰＯ法人との連携

共同取組活動 との交流,地元小学校等を対

象に収穫体験の実施） 共同取組活動

水路・作業道の管理 共同取組活動

・水路5.3km、清掃(4月)

草刈り(7～9月,年3回)

・道路1.2km、簡易補修（5 景観作物(菜の花等)の作付け

月）、草刈り(7～9月,年3 （遊休農地を復旧し作付け）

回) （20a）

共同取組活動

共同取組活動

集落外との連携

・ＮＰＯ法人との連携（体験農園） ・地元小学校を対象に収穫体験

３．取り組むべき事項の活動内容

高齢化や後継者不足に対応するため、法人化に向けた組織づくり及び担い手の育成･

確保を重点課題とし、認定農業者１名の増加に取り組む。また、ＮＰＯ法人尾上町蔵保

存利活用促進会と連携し、農家蔵めぐりや修学旅行生の農家民泊、体験農園を通じた都

市住民との交流への取り組みを行うこととしている。

さらに、地元保育園、小学校と連携し収穫体験にも取り組む。

［平成21年度まで取り組む目標］

○認定農業者制度の啓蒙及び育成・確保（目標１４名→１５名）

○体験農園の充実（ＮＰＯ法人、都市住民との連携）

○地元保育園、小学校児童による収穫体験

○簡易な休憩所、水回り、トイレ等の設置

○育成管理、施肥、防除等の実施

○山間部に菜の花の植え付け（２０a）

○雨よけハウスを体験農園（さくらんぼ）に設置（１０a）
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＜担い手育成及び多面的機能の発揮の事例＞

○地域資源の有効活用
～米づくり、転作の産地づくり、ホタルの飛び交う里づくり～

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県一関市室根町 西の沢
いちのせきしむろねちょう にしのさわ

協 定 面 積 田（ 98％） 畑（ 2％） 草地 採草放牧地

44.3 ha 水稲、飼料作物等 野菜 － －

交 付 金 額 個人配分分 50.0 ％

885 万円 共同取組活動分 担当者活動経費（役員手当、会議手当等） 6.6 ％

（50％） 体制整備に要する経費（機械･施設整備等) 19.2 ％

共同取り組み活動経費（道･水路管理費、景観作物苗代、

防護作設置） 8.2 ％

交付金の積立・繰越(基盤整備・機械･施設等の積立） 12.3 ％

その他(会議費･事務費) 3.7 ％

協定参加者 農業者 87 人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当集落は、現在水田について賃貸借（2.15ｈａ）・ＪＡへの部分委託や、転作田につい

て認定農業者への作業受委託（2.55ｈａ）が行われている。

話し合いの結果、用排水路老朽化等による再整備や耕作放棄地の復元と転作田の有効活

用の問題、農家の高齢化による将来への不安等の課題等があげられた。

これらを踏まえ、担い手への農地集積や農作

業受委託を進め、広範な農作業を受託する農作

業受委託組合を組織化等により、作業の効率化

を図り、集落営農組織としての法人化を計画す

るとともに、集落営農の核となる認定農業者を

育成する。

米づくりの計画として、生産履歴の記帳を基

本にＪＡいわい東が示す統一栽培基準の遵守、

耕畜連携による土づくり、畦畔整備及び用排水

路の整備補修を行う。 〈排水工事〉

転作田の産地づくりとして、転作田は排水不良箇所が多く、地表排水や補助暗渠を行い、

更なる牧草の作付け等による土地の有効活用を図る。

機械の共同利用の推進として、個人所有の機械、交付金で購入した「畦塗機」「田植機」

や今後共同利用可能な機械を購入し、オペレーターを中心とした共同利用を進める。

農用地保全マップは、平成１８年度から用排水路の整備事業を計画し、改修と土側溝を

コンクリート化する箇所を計画水路として記載した。
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［活 動 内 容］

集落外との連携

○自治会活動と連携し、非農家と一体となった環境保全運動等として、「アジサイロー

ド」「ホテルの飛び交う里づくり」に取り組む。

３．取り組むべき事項の活動内容

多面機能増進活動として、有畜農家と連携し稲わらと堆肥の交換を進めるほか、地域と

一体的にアジサイロードの管理作業や更なる植栽を行うとともに、「ホタルの飛び交う里

づくり」に取り組み、生息調査や学習会を実施する。

高付加価値型農業の実践として、平成１７年度から限定純情米（農薬の使用を１０成分

回数以下にする等）の取組を行い、平成２１年度には１０ｈａ作付けする。また、担い手

育成の取組として、水稲作業受託農家等に水稲の耕起・代掻き・田植え作業や飼料作物受

託農家に収穫作業の受委託を進める。

［平成21年度まで取り組む目標］

○農作業受委託の推進（農作業受委託組合を組織化する等により、15.8%以上の増加）

水稲（耕起・代掻き・田植え）6.4ha→10.8ha 牧草（収穫）1.0ha→3.7ha（15.8%)

○高付加価値型農業の実践「限定純情米」0ha→10ha

○農地の集積 利用権設定2.4ha→4.6ha

○機械・農作業の共同化 田植え機2.0ha→8.0ha 防除機 0ha→16.5ha

○多面機能の発揮に向けた非農家・他集落等との連携

非農家・非対象農家が９名以上参加し自治会と一体となった活動を展開。

農業生産活動等

農地の耕作･管理
（田43.4ha 畑0.9ha）

個別対応

多面的機能増進活動

周辺林地の下草刈り
(年1回)

共同取組活動

体制整備に向けた取組

高付加価値型農業の実践
限定純情米の作付け
0ha→10ha

共同取組活動

生産性・収益向上

景観作物作付け
（アジサイロード（300本））

共同取組活動

担い手への農作業委託
水稲6ha→11ha牧草1ha→4ha

共同取組活動

担い手育成

非農家等との連携
自治会を基本とした一体的
な農地保全活動

共同取組活動

多面的機能の発揮

昆虫類の保護
（「ホタルの飛び交う里づ
くり」の取組）

共同取組活動

水路･作業道の管理
・水路

清掃 年1回
草刈り 年2回

・道路
簡易補修 年1回
草刈り 年1回

共同取組活動

堆きゅう肥の施肥
（耕畜連携 約8ha）

共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（年２回）

担い手を中心に共同取組
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＜担い手育成及び多面的機能の発揮（土地利用調整加算）の事例＞

○担い手の育成と農地集積の取組で集落の活性化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県刈田郡七ヶ宿町 湯原
かったぐんしちかしゅくまち ゆのはら

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地

44.6ha 水稲・牧草・そば ー ー ー

交 付 金 額 個人配分分 50.0 ％

３８０万円 共同取組活動分 担当者活動経費 6.5 ％

（５０％） 水路・農道等の維持管理費 17.5 ％

多面的機能増進活動費 5.5 ％

体制整備に要する経費 12.0 ％

町推進協議会負担金 8.5 ％

協定参加者 農業者３６人 非農業者 ８人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

中山間地域にあることから、高齢化が進み、また、子供が町外に出ていて、

跡を継ぐ見込のない兼業農家が多い。このままでは、農業生産が停滞するうえ

に、耕作放棄地が増加する懸念があることから集落の課題を踏まえ、担い手へ

の農地集積を強力に進めていくこととした。

【農用地保全マップの概要】

協定内の農道において、通行に支障がある箇所を重点的に砂利を敷く等、５年

間で計画的に補修していくこととしている。

共同作業による法面の草刈り
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

担い手育成

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り及び （認定農業者の育成）

（田44.6ha） 協定隣接耕作放棄地の刈 現在３名の認定農業者を４名

払い 以上に育成する。

個別対応 （約1.9ha、年1回） （担い手への農地集積）

担い手の利用権設定

共同取組活動 面積増加率

水路・作業道の管理 (13.6ha/44.6ha=30.5%)

・水路７路線、大雨時の見

回り、年2回清掃、草刈り 堆きゅう肥の施肥 共同取組活動

・道路６路線 ４月に補修 担い手を中心として堆き

年2回 草刈り ゅう肥の施肥を実施 多面的機能の発揮

(約11.1ha) （非農家・他集落等との連携）

共同取組活動 道水路の草刈り及び清掃等

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 加算措置の取組

土地利用調整加算

（13.6ha増加（30.5%））

共同取組活動

非農家との連携

○集落内の非農家８名と農道や水路の清掃草刈り及び公園や河川の清掃草刈りを連携

して実施

３．取り組むべき事項の活動内容

現在、利用権設定面積は集落協定を締結する以前の約３倍の19.9haとなって

いるが今後も担い手に対し、積極的に農地利用集積を進め、山間高冷地の立地

条件を活かし、そば、えごま、山菜等を栽培し経営の安定を図る。また、高付

加価値を高めるための加工技術を身につけ、販売を促進し収益性を高めるため

の活動を実践する。

【加算措置への取り組み（土地利用調整加算）】

平成２１年度の利用権設定等の目標面積は、協定面積の７５．１％の33.5ha

とし担い手への農用地集積の推進を強化する。

［平成21年度まで取り組む目標］

○担い手への農地利用集積化（土地利用調整加算）

利用権設定 19.9ha(現在44.6%)＋13.6ha(30.5%増加)＝33.5ha（協定面積75.1%目標）

○認定農業者の育成：現在３名→４名以上の認定農業者の育成

○多面的機能の持続的発揮に向けた非農家との連携
非農家８名と連携して、水路７路線（9.8ｋｍ）・農道６路線（7.3ｋｍ）の草刈り
・清掃及び周辺林地の草刈りを1.9ｈａを実施する。
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＜担い手育成及び多面的機能の発揮の事例＞

○楽しみながら地域づくり

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（73％） 畑（27％） 草地 採草放牧地

13.7ha 水稲 野菜、果樹等 － －

交 付 金 額 個人配分分 ３０％

２２６万円 共同取組活動分 担当者活動経費 ７％

（７０％） 水路・農道等の維持管理費 ５４％

多面的機能増進活動費 ４％

その他（総会費等） ５％

協定参加者 農業者 25人 非農業者5人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

芦沢集落の現状は、沢沿いにある急峻な傾斜の農地がほとんどであり、湿田が多く作

業効率が悪い農地が多く見られる。また、集落内の農家の高齢化・兼業化が進んでいる

為、このままでは耕作放棄地が増える懸念がある。

そこで、前対策で復元した精米施設「ガッタリ」を利用し培った集落のまとまりの良

さや実績・経験等で、不安材料であった立地条件などを逆に生かして、無理せず、楽し

みながら地域づくりや農業を継続し、更には非農家や協定に参加していない農家と連携

して活動することや、担い手への農地集積や農作業受委託を推進し、集積対象者を核と

する農業生産活動等の体制整備を充実することを、目標に新対策に取り組むことになっ

た。

農用地保全マップの概要

・農地法面の崩落箇所の修復、水路の目地補修、農道等の敷砂利補修、作業道の設置

・排水改良などの簡易な基盤整備（山際の湧水による湿田対策として，暗渠の設置等）

〈共同作業による草刈〉 〈田植え体験〉
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

担い手の育成
農地の耕作・管理 景観作物作付け （担い手への農作業の委託）
（田10.0ha 畑3.7ha） （景観作物を水田、農道 現状:2ha→目標4.7ha

脇等に作付け） （担い手への農地集積）
個別対応 約20a 現状:0ha→目標0.9ha

共同取組活動 共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路5.7km、年2回 多面的機能の発揮

清掃、草刈り 堆きゅう肥の施肥 （非農家等との連携）
・農道9.8km、 (稲わら交換) 道・水路清掃、景観作物作
簡易補修 4月 協定農用地約47％ 付け、各種農業体験の実施
草刈り 年2回

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4回）

共同取組活動

○集落外との連携
直売所、加工グループと連携して農産物の販売、交流事業等を実施

３．取り組むべき事項の活動内容

集落マスタープランの実現のため、集落の中心的担い手（６名）に協定農用地の２０

％以上増加の農作業受委託及び利用権設定等を６％以上の増加を図ることとしている。

また、多面的機能の持続的発揮に向け、非農家５名（２０％）等と連携して、道水路

の清掃、景観作物の作付け及び各種農業体験の実施をする。

［平成21年度まで取り組む目標］

○担い手への農作業受委託

（水稲４作業（耕起・代掻き・田植え・収穫）2.0ha→4.7ha（協定農用地34.3％））

○担い手への農地利用集積

（定農用地の０．９ｈａで利用権等設定0ha→0.9ha（協定農用地6.5％））

○多面的機能の持続的発揮に向けた非農家・他集落との連携

集落内の非農家５名と道水路の清掃、景観作物の作付け及び各種農業体験やイベ

ントを通し、交流人口の増加と移住者の受入れを推進し、活力ある地域づくりを実

施する。

また、直売所や農産物加工グループのメンバーと連携を図り、協働する。そのほ

か、棚田等の有効利用や「がったり花街道」の整備を実施する。
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＜担い手育成及び多面的機能の発揮の事例＞

○旧市町村を単位とした取り組み

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県山本郡山本町 下 岩 川
やまもとぐんやまもとまち しもいわかわ

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地

522.6ha 水稲、大豆、じゅんさい － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

4,393万円 共同取組活動分 担当者活動経費 8％

（50)％ 水路・農道等の維持管理費 25％

多面的機能増進活動費・その他事業費 3％

交付金の積立・繰越、（ヘリ防除のため） 13％

その他 1％

協定参加者 農業者３３９人 水利組合５２組合

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

地域における高齢化の加速及び離農等が予測されることから、地域農業

を守るため、担い手（認定農業者等）を中心とした体制整備を図り、農用

地の集積及び農作業受委託等を推進する取り組みや児童、地域住民と連携

し、多面的機能の重要性を伝承していく取り組みを実施することとしてい

る。

農用地保全マップは、農業生産活動に支障のある箇所を補修改良計画に

基づき、Ｕ字溝の敷設や農道の砂利敷きを実践する予定である。

＜農用地保全マップ＞ ＜岩川水系米化粧袋＞
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

担い手育成
農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 認定農業者の育成
（田 522.6ha） （年１回） （1 名以上増加）

担い手への農作業の委託
個別対応 共同取組活動 （個別対応をヘリによる

一斉防除に）

水路・作業道の管理 景観作物作付け 共同取組活動
・水路 清掃 年 1 回 (各集落における花壇

草刈り年２回 整備) 多面的機能の発揮
・道路、簡易補修年１回 自然生態系の保全に関する

草刈り 年２回 学校教育と連携して、児童
共同取組活動 による農作業の体験学習や

共同取組活動 環境美化活動の実践

農地法面の定期的な点検 共同取組活動
（随時）

共同取組活動

３．取り組むべき事項の活動内容

認定農業者の育成の取り組みでは、核となる認定農業者を 1 名以上育成

するため、農業経営に意欲ある者を地域で確保することとしている。

また、担い手への農作業の委託の取り組みでは、個別対応の病害虫防除

を担い手に委託し、ラジコンヘリを活用した一斉防除に向けた体制整備を

図ることとしている。

自然生態系の保全に向けた取り組みでは、地元の小学校と連携による農

作業体験や地域住民と一体となった環境美化運動等を実施する。

［平成21年度まで取り組む目標］

○認定農業者の育成（１９名→２０名以上）

○担い手によるラジコンヘリによる病害虫防除の実施。

（面積：０→３５０ｈａ）

○地元小学校と連携した水稲の植え付けから収穫までの農作業体験学習と

地域住民と一体となった「いこいの森」の環境美化及び保全活動の実施。

○岩川水系米の化粧袋の無料配布。
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＜担い手育成及び多面的機能の発揮の事例＞

○集落全体で生き生きと活動する地域づくり

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県二本松市 大平中井
に ほ ん ま つ し おおだいらなかい

協 定 面 積 田（91％） 畑（9％） 草地 採草放牧地

11.8 ha 水稲 桑 － －

交 付 金 額 個人配分分 ４９％

135 万円 共同取組活動分 将来の体制整備として取り組む活動 ３３％

（51.0％） 水路・農道等の維持管理 ８％

農用地の維持管理 ６％

管理体制における担当者の活動 ４％

協定参加者 農業者 21人 非農業者 3人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

かつては養蚕地帯であったが、他産業従事者が多くなり、遊休桑園や耕作放棄地が

多く見られ、その対策が急務である。

こうした中で、前対策に取組、活動の都度、話し合いを続けた結果、集落機能の維

持、継承を図りながら、地域の結集力で生産活動を行い、耕作条件の不利性の克服に

努めていくこととし、野菜や花の導入（ソフトプラン）、目指す営農類型（営農プラ

ン）、コミュニティーの場づくり（ハードプラン）を柱とする「里づくりスリープラ

ン」を作成し取り組むこととした。

①里づくりソフトプラン

・売れる野菜づくりのいろは：アンケートの実施、指導会の開催

・景観形成のための花づくりのいろは：指導会の開催、展示圃の設置

・野菜生産組合の立ち上げ：直売所→量販店→市場への出荷

・集落機能の維持継承：現行機能の再構築

②里づくり営農プラン

・水稲＋露地野菜：地域資源の活用、多様な品目野菜による集落営農の実現

・水稲＋大豆：地域特産と結びつけ、加工品も含め所得拡大

・水稲＋野菜販売：世代に即した農業生産の取り組み

・水稲＋山菜：山菜栽培による急傾斜農地の保全

・水稲＋受託作業：水稲作業委託を中心とした組織、園芸複合による所得拡大

・水稲＋多面的機能維持：集落組織で農地保全等、景観形成

③里づくりハードプラン

・コミュニティー施設の設置検討：集落員の情報交換の場をつくる

・コミュニティーガーデンの設置検討：季節の花に接する場をつくる

・いこいの森の設置検討：集落外から遊びに来られる場をつくる
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農用地保全マップには、集落における耕作放棄地の発生

防止や多面的機能の確保を図るため、農道の傷みが激しく

土砂入れや重機による整地が必要な位置、景観作物の作付

けの実施範囲さらには担い手への農作業の委託を図る範囲

も定めた。

【共同作業による景観作物作付け（ほ場等）】

［活 動 内 容］

３．取り組むべき事項の活動内容

担い手育成の取り組みでは、集落の中心的担い手となっている認定農業者１名と集

落内の１名の他、現在兼業である協定参加者の中から１名を認定農業者として育成し

新たな担い手として、稲作作業の委託を進めることとしている。さらに、収益向上の

ため、水稲以外の新規作物として馬鈴薯の作付を全戸に進め、規模拡大を目指す。

また、地域内の連携を図るため、非農家（３名）とも共同しながら周辺環境の整備

に努めることとしている。

［平成21年度まで取り組む目標］

○担い手への農作業委託・・・・・集積率現状5％→目標50％

○集落内非農家３名との連携・・・景観形成活動への参加を促す

○景観作物の作付け ・・・・・・集落の景観形成（ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ）

○高収益型農業の実践・・・・・・新規作物として馬鈴薯を導入（目標100ａ）

○農道等の維持・管理・・・・・・バックホーによる農道整備（300ｍ）

（非農家との連携）
非農家3名と連携して景観
作物の作付け

共同取組活動

多面的機能の発揮

周辺林地の下草刈り
（約1ha、年１回）

共同取組活動

農地の耕作・管理（11.8ha)

個別対応

水路・作業道の管理
・水路 2.5㎞ 年2回

清掃,草刈り
・道路 1.5㎞
年2回 草刈り
年1回 道路補修

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 体制整備に向けた取組

担い手への農作業委託
（集約率5％→50％）

共同取組活動

担い手育成

景観作物作付け
（マリーゴールドを農道等
に植え付け）

共同取組活動
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＜担い手育成及び多面的機能の発揮の事例＞

○豊かな耕地を集落全員の協力により守り、次の世代に継ごう

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県伊達郡飯野町 大久保５区農事組合
だ て ぐ ん い い の ま ち おおくぼ５くのうじくみあい

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

3.2 ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50.0 ％

66 万円 共同取組活動分 水路・農道等の維持管理費 29.1 ％

（50.0 ％） 担当者活動経費及び多面的機能増進活動費 12.0 ％

交付金の積立・繰越（用排水路修繕工事費等のため） 8.9 ％

協定参加者 農業者 16人（うち非対象農業者 9人）

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

農家の高齢化により農用地の個人管理が困難になることが予想され、集落の将来像

を話し合った結果、耕地の適正な管理を集落全体の課題と捉え、次世代へつなげるこ

とを目標に活動を進めていくこととし、当集落では認定農業者の育成を図り農作業の

担い手への委託を図ると共に、集落の非農家とも共同しながら農地保全や周辺環境の

整備に努めることとするため協定を締結した。

また、協定農用地が10年後も優良な農地として利用されていることを目的に、土地

改良により整備された施設の機能維持を図るため、補修・改良が必要な農地法面、水

路、農道等の範囲を洗い出し、かつ、集落全体の連携を図るための景観作物の作付け

を実施する範囲を定め、それぞれ計画的に実践していくこととした。補修・改良につ

いては、排水路の目地詰めによる漏水補修と大雨などによる損壊箇所の補修、ため池

への流入土除去を行うこととした。

［活 動 内 容］

集落外との連携

○隣接する集落の住民と連携し、公共道路隣接地への花壇（花畑）の設置。

（非農家・他集落との連携）
道路・水路の管理及び景

観作物の作付け等

共同取組活動

多面的機能の発揮

景観作物作付け
（公共道路隣接地へ花壇の
設置）

共同取組活動

農地の耕作・管理
（田3.2ha）

個別対応

水路・作業道の管理
・水路 1.8㎞ （年１回）

清掃、補修
・道路 1.8km

草刈り 年3回
補修 年２回

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 体制整備に向けた取組

認定農業者の育成
（1→2名以上）

共同取組活動

担い手育成
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３．取り組むべき事項の活動内容

担い手育成の取り組みとして、集落の中心的担い手となっている他集落の認定農業

者１名と集落内の認定農業者１名とともに、新たに認定農業者の増加（１名）を図る

ため、稲作作業の委託化や担い手への利用権設定を行うこととしている。

さらに、収益向上のため、集落一丸となって「堆肥を使っての土づくり」を進めつ

つ、稲作（田面積3.2ha）での特別栽培米化を目指す。

地域内の連携を図るため、共同活動に非対象農家９名の参加を促すと共に、隣接集

落の住民と連携した景観美化（花壇の設置）の取り組みを実践することとしている。

［平成21年度まで取り組む目標］

○景観作物の植え付け・・・・・・年間を通じた集落の景観形成（公共道路隣接地）

＊ ｻﾙﾋﾞｱ、ｹｲﾄｳ、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ、ﾊﾟﾝｼﾞｰ等

○認定農業者の育成・・・・・・・１名→２名

○集落内非対象農家９名との連携・道水路の管理及び景観形成活動への参加を推進

○集落外住民との連携・・・・・・隣接地での景観形成活動の実施

○高付加価値型農業の実践・・・・堆肥を使った稲作の実践（特別栽培米の検討）

〈農用地等保全マップ〉

〈草刈り作業〉

〈水路清掃作業〉

〈景観作物の植え付け〉 〈景観作物の状況〉
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＜生産性・収益向上、担い手育成、多面的機能の発揮の事例＞

○他集落と連携した農業生産活動の実践

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県岩手郡玉山村 日戸第３集落
いわてぐんたまやまむら ひのとだい３しゅうらく

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

7.4 ha 水稲、大豆、飼料 ー ー ー

作物、その他

交 付 金 額 個人配分分 38.0 ％

156 万円 共同取組活動分 担当者活動経費（役員報酬･水路農道管理負担） 4.5 ％

（62％） 水路・農道等の維持管理費（作業日当） 10.3 ％

体制整備に要する経費（景観作物苗代、水路道路補修費）8.5 ％

他集落と共同で田植機購入費 38.5 ％

事務費 0.2 ％

協定参加者 農業者 9 人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当集落の協定農用地は全て急傾斜の農用地であり、高齢化、後継者の嫁不足、少子化等

々により、将来的に耕作放棄の発生や農業生産の維持が懸念される。また、農作物の価格

低迷により収益性が悪化している。

協定参加者のうち２戸は専業農家（うち１戸は認定農業者）であることから、集落の担

い手として位置づけ、高齢農家や兼業農家は担い手へ作業委託を行うとともに、他集落と

協力して農業機械を購入することにより経費の節減を図るなど、効率的な農業生産体制を

整備することとしている。

また、道水路や貯水池の管理については、集落内外で協力し、Ｕ字溝の敷設及び農道の

砂利敷き等を行う。

〈水路補修作業〉 〈道路補修作業〉
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［活 動 内 容］

）

集落外との連携

○近隣の日戸第１集落及び日戸第５集落と連携を図り、貯水池を管理する。

○他集落と共同で田植え機を購入する。

３．取り組むべき事項の活動内容

生産性・収益向上に係る取組みとして、生産コストを低減させるために、近隣の他集落

と共同で田植え機を購入し、共同利用する。また、水稲の作業については担い手への集積

を進める。

担い手育成に係る取組みとして、認定農業者を育成することとし、現在の１名から２名

へ増加させる。

多面機能の発揮に係る取り組みとして、近隣の他集落と連携し、集落の貯水池を管理す

ることとし、適切な管理による資源の保全に努める。

［平成21年度まで取り組む目標］

○担い手への作業委託：集落内の担い手へ農作業を委託

水稲 田 植 え：Ｈ17（ 0ａ）→Ｈ19（100ａ）→Ｈ21（250ａ）

収 穫：Ｈ17（150ａ）→Ｈ19（200ａ）→Ｈ21（250ａ）

乾燥・調整：Ｈ17（150ａ）→Ｈ19（200ａ）→Ｈ21（250ａ）

大豆 播種・収穫：Ｈ17（ 25ａ）→Ｈ19（ 50ａ）→Ｈ21（ 80ａ）

○認定農業者の育成：現在１名の認定農業者を２名にする

○近隣の集落（日戸第1、日戸第5）と連携して、貯水池を管理する。

農業生産活動等

農地の耕作･管理（田7.4ha）

個別対応

多面的機能増進活動

周辺林地の下草刈り
（年1回）

共同取組活動

体制整備に向けた取組

（機械・農作業の共同化）
他集落と田植え機を共同購
入・共同利用し田植えを実
施（0ａ→250ａ）。

共同取組活動

生産性・収益向上

水路・作業道の管理
・水路

清掃 年1回以上
草刈り 随時

・道路随時
簡易補修及び草刈り
随時

共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（随時）

担い手を中心に共同取組

景観作物の作付け(約1km)

共同取組活動
認定農業者の育成
（1名増加）

共同取組活動

担い手育成

（他集落等との連携）
用水池の管理する

共同取組活動

多面的機能の発揮

堆肥の施肥(約4ha)

共同取組活動
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＜生産性・収益の向上、担い手育成、多面的機能の発揮の事例＞

○「魅力ある集落づくり」の構築を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県加美郡郡加美町 芋沢
か み ぐ ん ぐ ん か み ま ち いもさわ

協 定 面 積 田（95.5％） 畑(4.5%) 草地 採草放牧地

26.4ha 水稲 大豆・馬鈴薯 － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

461万円 共同取組活動分 担当者活動経費 4％

（50％） 水路・農道等の維持管理費 24％

集落マスタープラン実現に向けた活動経費 22％

協定参加者 農業者２２人 非農業者３人 生産組織２ 水利組合１

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

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

ら中山間地域等直接支払制度をスタートしたが、集落では既にその時点より、農地の保全

意識は高く、耕作放棄地は無かった。しかしながら、今後進んでいくであろう高齢化の波

に対応すべく、機械の共同利用や農作業の受委託による効率的運用を集落単位で考えると

ともに、農業基盤の整備や高付加価値農業（自然薯栽培）や多面的機能の持続的な活動を

行っていき、「魅力ある集落づくり」の構築を推進し、集落の連携強化、担い手の定着を

目指し活動を行っていくこととした。

また、今回作成した農用地保全マップにおいては、今後、補修・改良及び保全が必要と

なる水路・農道の範囲を優先順位標記し、活動の中で重点的な目標として位置づけ、水路

については、U字溝の敷設による改良、農道については、敷砂利による補修を予定してい

る。

【炭窯】

【自然薯の栽培】
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

担い手育成

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 生産組織へ農作業の委託

（田25.2ha 畑1.2ha） （年２回） （1.78ha→4.42ha）

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

多面的機能の発揮

水路・農道等の管理 その他の活動 （非農家・他集落等との連携）

・水路 年2回 周辺林地の整備や炭焼きなど

清掃、草刈り 高付加価値農業（自然薯） の活動を集落全体で取り組む

・農道 年2回 栽培及び販売

草刈り

その他 災害後の見回り等 共同取組活動 共同取組活動

共同取組活動

炭焼き（炭窯）

地元イベントへの提供等

農地法面の定期的な点検

（年２回及び随時） 共同取組活動

共同取組活動

集落外との連携

○集落内の非農家３名と清掃及び周辺林地の草刈り・整備を連携して実施。高付加価

値農業や炭焼きなどの活動に対しても農家非農家を問わず集落全体で取り組む。

３．取り組むべき事項の活動内容

個人所有の農業機械は一部老朽化が進んでいることから、今後の更新などについて、

集落全体での調整を行いながら、機械の共同利用や生産組織への基幹的農作業の受委託

を推進し、農作業の効率化及び農業経費削減を図るとともに、高付加価値型農業への取

り組みとして、既に栽培している地名の由来にもなっている自然薯の加工品や新規作物

の導入を検討することとしている。

また、非農家等と連携して自然薯の栽培や農地の点検や道水路の管理を一体的に行う

こととしている。

［平成21年度まで取り組む目標］
○担い手への農作業委託：集落内の担い手・生産組織への農作業を委託を推進
（目標：基幹的農作業（1作業以上）を協定農用地の4.42ha(2.64ha(10%増))で実施
（現状：協定農用地の1.78ha）

○多面的機能の持続的発揮に向けた非農家との連携
非農業者３名以上
自然薯栽培、炭焼き、農地の定期点検や水路・農道等の管理



- 43 -

＜生産性・収益向上、担い手育成、多面的機能の発揮の事例＞

○大型機械の共同購入によりコスト削減目指す

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県北秋田市 阿仁幸屋
きたあきたし あ に こ う や

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地

４ha 水稲、転作作物 － － －

交 付 金 額 個人配分分 ５０％

85万円 共同取組活動分 担当者活動経費 ８％

（50)％ 体制整備に向けた活動経費 ４％

水路・農道等の維持管理費及び共同防除 ３２％

農用地の維持・管理活動費 ６％

協定参加者 農業者４人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

幸屋集落は農家の高齢化が進み農業の維持が困難になりつつある。水稲の作付けが

主ですが、農地の地力も低下してきている。こうした中、大豆等の集団転作や、水稲

と転作作物との輪作、堆肥や土壌改良材を使っての地力向上を進める等の取り組みを

展開するとともに、高額の農機具を個人で導入するのは困難であることから、大型機

械を共同購入することによって生産コストを下げることを目標とした。

また、農作業の体験を知らない子供が殆どという現状を考え、子供達に農作業を通

じて、自然生態系の保全に関する認識を醸成する取組を行うこととしている。

農用地保全マップは、農業生産活動に支障がある農地法面、水路及び農道を明確化

し、5 年間で水路（延長 800 ｍ）についてはＵ字溝及びコルゲ－トパイプの敷設を実
施し、農道（延長 300ｍ）については、計画的に砂利を敷くことにしている。

＜共同防除＞ ＜水路の整備＞
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 生産性・収益向上の取組
（田 4ha） （年 2回） ・大型機械（コンバイン）

共同購入
個別対応 共同取組活動 共同利用面積

現状 1ha→目標 3ha

水路・作業道の管理 その他の取組 共同取組活動
・水路、

清掃、 年 1回 ・地域内の生産米のブラ
草刈り 年 3回 ンド化 担い手育成の取組

・道路、 ・郷土芸能の継承 ・農作業の委託（刈取）
簡易補修 年 1回 現状 1ha→目標 3ha
草刈り 年 2回

共同取組活動 共同取組活動

共同取組活動
多面的機能の発揮の取組
・自然生態系の保全に関す

農地法面の定期的な点検 る学校教育等との連携
（随時） （地元小学校と連携）

共同取組活動 共同取組活動

３．取り組むべき事項の活動内容

生産性・収益向上の取り組みとして、大型機械を共同購入し効率的な利用を図り、３

ｈａ（協定面積の 75 ％）共同利用を目標に取り組む。担い手育成の取り組みでは、高
齢化で維持管理が困難となる農用地を積極的に受委託することとしている。

多面的機能発揮の取り組みでは、地元の農家と連携し、子供たちに農作業体験を通じ

て、自然生態系の保全に関する取り組みを展開することとしている。

また、地区内の生産米をブランド化し、首都圏に販売する等により都市住民との交流

を推進するとともに、郷土芸能を子供たちに継承し、地域内の活性化を図る活動を展開

することとしている。

［平成21年度まで取り組む目標］

○大型機械の共同購入・共同利用（コンバイン 1台）現状１ｈａ→目標３ｈａ
○担い手への委託 現状１ｈａ→目標３ｈａ

○郷土芸能（幸屋扇奴）を子供たちに継承し、地域を活性化。

○積極的に受委託と利用権設定農地利用集積を行い生産コストを下げる。

○地区内の生産米をブランド化して首都圏に販売。

○大豆等の集団転作をして、水稲と転作作物の輪作をする。
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＜生産性・収益の向上、担い手育成、多面的機能の発揮の事例＞

○そばまつりに向けて住民みんなで農作業

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県西村山郡大江町 小 釿
にしむらやまぐんおおえまち こじゅうな

協 定 面 積 田（99.5％） 畑(0.5%) 草地 採草放牧地

3.7ha 水稲、そば、野菜 そば － －

交 付 金 額 個人配分分 20 ％

77万円 共同取組活動分 担当者活動経費 8 ％

（80％） 水路・農道等の維持管理費 31 ％

多面的機能増進活動費 2 ％

体制整備に要する経費 13 ％

交付金の積立・繰越（そば製粉機購入のため） 26 ％

協定参加者 農業者 10人、小釿区（非農家６人）

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当地区は町中心部より西へ約８kmに位置し、戸数１６戸、うち農家数が１０戸である。

いずれの農家も、経営耕地面積は０．２～１ha未満で小規模な農家である。集落内には東

北一の樹齢を誇るかやの木、「神代かや」があり、県の天然記念物にも指定され、集落の

シンボルとなっている。

毎年秋には「神代かや」の近くから湧き出た御神水と、協定農用地に作付けたそばを活

用し、新そばまつりを集落公民館で開催している。集落内外から２００名を超える人が訪

れるため、準備は集落住民で協力して行っている。また、新そばまつり用のそば生産活動

については、子供、お年寄り、非農家と一緒に、播種、管理、収穫、天日による乾燥等の

作業を行っており、日頃から連帯意識の強化、喜びの共有が図られている。今後は、そば

の作付面積拡大と、そば粉の販売も行っていきたい。

一方、担い手育成が進まず機械の新規購入が考えられない中、集落外の担い手へ水稲の

部分作業委託を進めていく。

【農用地保全マップの概要】

水路の補修・改良が必要な範囲

→水源となる溜池からの水路が、山の急斜面に対し横に通

っているため、雪解けの時期など、土が崩れ込んでくると

いった災害が毎年発生している。そのため、水路の一部パ

イプ化による改良（合計延長：５０ｍ）を行う。

委託等が必要となる範囲

→耕作条件の良い土地から作業委託を進める。
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

生産性・収益の向上

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り （地場産農産物等の加工･販売）

（田3.68ha 畑0.02ha） （約0.5ha、年2回） 地元産そば粉を用いたそばま

つりの実施（年１回）

個別対応 共同取組活動 そば用製粉機の購入

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路1.5km 担い手育成

清掃（年1回）、 （担い手への農作業の委託）

草刈り（年2回）、 水稲の収穫、乾燥、調製作業

見回り（降雨後適宜） を集落外の担い手へ委託

・道路1.2km

簡易補修（年1回） 農地法面の定期的な点検 共同取組活動

草刈り（年2回） （随時）

多面的機能の発揮

共同取組活動 共同取組活動 （非農家・他集落等との連携）

集落住民と連携したのそばま

つり用そば生産

共同取組活動

集落外との連携

○集落に担い手がいないことから、集落外の農家との連携を図

り、農作業委託等を推進する。（水稲の収穫、乾燥、調製作業）

３．取り組むべき事項の活動内容

生産性・収益向上の取組として、小型そば用製

粉機を１台購入し、集落公民館に設置する。そし

て、転作田に作付けた地元産そば粉を用いたそば

まつりを年１回実施し、そばの販売を行う。あわ

せて、そば粉の販売も出来るよう作付面積の拡大

も図る。担い手育成の取組として、集落内の担い

手育成が進まないため、集落外の担い手へ水稲の

収穫、乾燥、調製作業を委託する。また、多面的 ＜非農家と一緒にそばの収穫作業＞

機能の発揮の取組として、集落住民（非農家）と連携したのそばまつり用そばの生産活動

（播種、管理、収穫、天日による乾燥等）を行う。

［平成21年度まで取り組む目標］

○水路の一部パイプ化による改良（合計延長＝５０ｍ）

○地元産そば粉を用いたそばまつり（年１回）

小型そば用製粉機１台購入（集落公民館に設置）

そば粉の販売も出来るよう作付面積の拡大（現状１７a→目標３０a）

○集落外の担い手へ農作業委託（水稲の収穫、乾燥・調製）（現状３０a→目標８０a）

○非農家との連携し、そばまつり用そばの生産活動（播種、管理、収穫・乾燥（天日））
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＜生産性・収益の向上、担い手育成、多面的機能の発揮の事例＞

○子供たちと一緒に元気な地域づくり

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県最上郡戸沢村 野口
もがみぐんとざわむら のぐち

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

23.1ha 水稲、そば、大豆 － ー －

交 付 金 額 個人配分分 20 ％

486万円 共同取組活動分 担当者活動経費 3 ％

（80％） 水路・農道等の維持管理費 57 ％

多面的機能増進活動費 6 ％

体制整備に要する経費 14 ％

協定参加者 農業者 33人、非農業者 4団体（31人）、転作受託生産組合（構成員4人）、

水稲空散防除組合（構成員4人）、戸沢村土地改良区

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当地区は、農家の多くは第２種兼業農家で

米の生産が主である。近年、米価の低下と高

齢化が進む中、農地の遊休化が目立ちはじめ、

若手リーダー数名が集落の活気が失われてい

くのではないかと集落の将来へ危機感を抱

き、子供達へより良い生活環境を引き継がね

ばならないとの思いから、集落住民をはじめ、

行政、ＪＡ、土地改良区等の関係機関に自ら

積極的に働きかけを行い、バックアップ体制

を築き、今年度8月には、「元気の出る野口づ 〈ワークショップの様子〉

くり」と題し、地域内にどんな資源があるか、今後改善していくべき箇所など

を話し合うワークショップを開催し、関係機関の協力の下、子供からお年寄り

まで世代を超えて、地域の総点検する活動を行った。

このような活動から、具体的な将来像を住

民全体で共有するきっかけとなり、活動計画

や目標を決めるための方向付けが行われ、米

以外の農作物を取り入れることで農業所得の

減少を抑え、農業経営の安定を図ることや機

械利用組合を設立し、農業機械の効率的共同

利用を進め、農業生産体制の構造改革を行う

ことにより、将来は、集落内に複数ある生産

組織を一本化し、農作業受託組合（集落営農

組織）を目指すこととした。 〈農用地等保全マップ〉

また、村の温泉施設に訪れる消費者との交流を行いながら、地域で収穫した

農産物の有利販売を模索していく。

農用地保全マップには、降雨が続くと急傾斜により表土が流出しやすいため、
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農道の舗装やＵ字溝布設を行い、災害復旧労力の負担軽減を図る。（農道７カ

所＝８１０ｍ、Ｕ字溝布設＝１１０ｍ）また、農作業の共同化、受託等につい

ては、作付品目ごとに団地化を進め、作業効率及び水管理の効率化を図る。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

生産性・収益の向上
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23.1ha） （約0.8ha、年1回） 機械利用組合を設立し、そば、

大豆の播種、収穫等実施
個別対応 共同取組活動 （地場産農産物等の加工販売）

みそ、漬け物等の加工・販売施
設を設置

水路・作業道の管理 景観作物の作付け
・水路5.0km （農道30m沿い花を植栽） 共同取組活動

清掃（年1回）、
草刈り（年2回）、 共同取組活動 担い手育成
見回り（降雨後適宜） 認定農業者の育成（4→5名）

・道路3.7km
簡易補修（年1回） 魚類・昆虫類の保護 共同取組活動
草刈り（年2回） （きのこの廃おがくず利

用によるカブトムシの産 多面的機能の発揮
共同取組活動 卵場所作り） （非農家との連携）

非農家４名と連携し農道沿いに
共同取組活動 花を植栽

農地法面の定期的な点検 （学校との連携）
（随時） 小学校と連携し、カブトムシの

観察会や教材提供等を実施
共同取組活動

共同取組活動

３．取り組むべき事項の活動内容

機械・農作業の共同化については、現在、個人所有の機械を、共同利用によ

る生産コストの低減を図るため機械利用組合を設立し、目標として、汎用型コ

ンバイン、乗用管理機、播種機、培土機の共同化に取り組む。

地場産農産物等の加工販売は、村の温泉施設の近隣地にみそ、漬け物等の加

工・販売施設を設置し、消費者と直接対話する拠点とする。

多面的機能の発揮の取り組みは、地域内の連携強化のため、非農業者（４名）

と一緒に農道沿道に花を植栽する。また、きのこ生産農家より廃おがくずを譲

り受け、転作田の一角を利用して「カブトムシ牧場」を設置し、小学校と連携

し、自然教育の一環として協定を結び、観察会、教材提供等を実施する。

担い手の育成として、将来は、集落の大半を担う農作業受託組合（集落営農

組織）の設立を目指し、認定農業者の育成（４→５名）に取り組む。

［平成２１年度まで取り組む目標］

○集落内の農道沿道に非農業者４名と連携し、花を植え、環境整備を行う。（３０ｍ）

○機械・農作業の共同化： 汎用型コンバイン（そば:2ha 大豆:2ha）、乗用管理機に

よる防除(大豆：2ha)播種機(大豆：2ha)培土機(大豆：協定農用地２ha）

○地場産農産物等の加工・販売→みそ、漬け物等の加工施設や直売所を設置。

○認定農業者の育成（現在４名→５名）

○自然生態系の保全に関する学校教育等との連携：小学校と連携し、自然教育の一環

として協定を結び、観察会、教材提供等を実施。
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〈遊休農地の状況〉

＜生産性・収益向上、担い手育成、多面的機能の発揮（耕作放棄地復旧加算）の事例＞

○遊休農地の活用による「花実（はなみ）の里」づくり

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県郡山市中田町 中津川
こおりやましなかたまち なかつがわ

協 定 面 積 田（68％） 畑（32％） 草地 採草放牧地

6.6 ha 水稲 葉たばこ － －

交 付 金 額 個人配分分 34.9 ％

108 万円 共同取組活動分 担当者活動経費 11.0 ％

（65.1 ％） 水路・農道等の維持管理費 32.2 ％

多面的機能増進活動費 16.6 ％

交付金の積立・繰越（先進地調査のため） 5.3 ％

協定参加者 農業者 20人（うち非対象農業者 1人）非農業者 2人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

集落での話し合いの度に、「農業を取り巻く情勢は大変に厳しい」「担い手の高齢化

による離農への動きは更に加速する」といった悲観的な声が聞かれ、加えて養蚕の衰

退と共に遊休化した里山（桑園8,253㎡）が懸案となっていた。しかし、話し合いの

積み重ねによって「集落内外の人の交流」の必要性を相互に確認し、農用地の有効活

用と地域内外の住民との交流活動の推進を図るため、遊休農地へ景観作物（桃、桜）

や果樹（梅）を植栽するとともに、集落の憩いの場（交流拠点）となる「花実（はな

み）の里」づくりの協定締結を行った。

農用地等保全マップにおいては、補修・改良を含めて維持管理が必要な農地法面、

水路、農道等の範囲を定めて協定参加者の共通認識を確認するとともに、耕作に支障

がある農道は、優先順位を設定し、砂利を敷く等の補修を実践することとしている。

〈復旧作業〉
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［活 動 内 容］

３．取り組むべき事項の活動内容

生産性・収益向上の取り組みとして、地域内の事業者の加工施設を活用して「地元の

山菜や梅」を加工し、催し等での販売を行う計画をしている。

また、認定農業者が現在２名と少ないことから、１名以上の増加を図る担い手育成の

取り組みを行うこととしている。

さらに、地域内の連携を図るため既耕作放棄地（8,253㎡）の復旧・整備により、体

験農園等（目標35ａ）の実施や養護学校等との連携による体験学習・農村体験事業を検

討し実施する予定であり、共同活動へは非対象農家１名及び非農家２名の参加を促すこ

ととしている。

［平成21年度まで取り組む目標］

○耕作放棄地の復旧・・・・・・・畑：8,253㎡

○景観作物の植え付け・・・・・・梅、桃、桜の植栽（なお、梅は収穫を予定）

○集落内外住民の交流会の実施・・遊休農地復旧箇所を活用

○地場産農産物の加工・販売・・・山菜（わらび等）や梅等の加工・販売への取組

○認定農業者の育成・・・・・・・現状２名→３名以上

○都市住民等との交流・・・・・・遊休農地の活用による体験農園等の実施

○学校教育等との連携・・・・・・養護学校等との連携による体験学習や農村体験事

業の実施

○非農家等３名との連携・・・・・道水路の管理及び周辺林地の草刈り等の活動への

参加を促す

（都市住民等との交流）
遊休農地の活用による体験農園
等の実施
（学校教育等との連携）
養護学校等との連携による体験
学習や農村体験事業の実施
（非農家との連携）
道水路の管理及び周辺林地の草
刈り等

共同取組活動

多面的機能の発揮

（地場産農産物の加工・販売）
山菜･梅等の加工品の製造･販売

共同取組活動

生産性・収益の向上
周辺林地の下草刈り

（年1～2回）

共同取組活動

景観作物作付け
（梅、桃、桜等の苗木を遊
休農地 復旧箇所に植え付
け8,253㎡）

共同取組活動

農地の耕作・管理
（田4.5ha 畑2.1ha）

個別対応

水路・作業道の管理
・水路 年2回
泥上げ、清掃、草刈り

・道路 年2回
草刈り、簡易補修

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 体制整備に向けた取組

認定農業者の育成（2→3名以上）

共同取組活動

担い手育成

耕作放棄地復旧
（畑 8,253㎡ 12.5%）

共同取組活動

加算措置の取組
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＜生産性・収益向上、担い手育成、多面的機能の発揮の事例＞

○担い手への農地集積と学校教育との連携を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県いわき市三和町 渡戸
み わ ま ち わ た ど

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

16.0 ha 水稲及び大豆 － － －

交 付 金 額 個人配分分 － ％

128 万円 共同取組活動分 担当者活動経費 9.4 ％

（100.0 ％） 水路・農道等の維持管理費 55.4 ％

多面的機能増進活動費 18.8 ％

交付金の積立・繰越（災害対策及び研修事業のため） 16.4 ％

協定参加者 農業者 29人 生産組織１ 水利組合２

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当集落の農家でも、就業者の高齢化や兼業化が進んでおり、集落機能や農用地の維

持・管理に関して、地区内の全農家（４５戸）が参加して組織する「渡戸営農改善組

合」において、更なる連携した積極的な取り組みの必要性を話し合った。その結果、

集落の将来像を見据えて、集落内の認定農業者（２名）を中心に活動している「渡戸

生産組合＝農作業受託組織」を集落の担い手と位置づけ、農業生産活動等や集落内の

連携を強化していくこととするため協定の締結を行った。

また、基盤整備を行った集落農用地全体（協定外を含む）の農地法面、水路、農道

等の補修・点検等（目地詰め等）を行うと共に、集落全体で転作実施に取り組み、同

時に担い手農業者の生産効率を高める取り組みとして、大豆による「転作ブロックロ

ーテーション」（３年一巡の予定）を計画、実践することとした。

〈
農
用
地
の
作
付
計
画
〉
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［活 動 内 容］

集落外との連携
○公共道路の草刈りを実施

３．取り組むべき事項の活動内容

生産性・収益向上の取り組みとして、生産組合（認定農業者２名を含むオペレータ

６名）による稲作農作業（耕起、田植え、収穫、乾燥・調製）の共同化の推進を図り

ながら、生産コストの抑制、共同作業の強化（労働力確保）を目指すとともに、同組

合における大豆ブロックローテーション生産による集落営農の取組を行う。また、生

産組合の活動を通して後継者の確保に努めるとともに、組織的な農地の集積化を図る

ことで認定農業者の１名増加を目指す担い手育成の取り組みを行うこととしている。

さらに、集落内の連携を図るため、生産性・収益向上に向けては協定外農用地を含め

た取組を行うことや、小学校等との連携による体験学習・農村体験事業を検討し実施

する予定であり、共同活動については他集落と連携した取組を行うこととしている。

［平成21年度まで取り組む目標］

○機械・農作業の共同化・・・各農家で所有しているコンバイン・トラクターを利用

し、共同作業面積を３ａ→６０ａに拡大

○認定農業者の育成・・・・・現状２名→３名へ

○学校教育等との連携・・・・地元小学校等との連携による体験学習や農村体験事業

の実施

（学校教育等との連携）
小学校等との連携による

体験学習や農村体験事業の
実施
（他集落との連携）
公共道路の草刈り実施

共同取組活動

多面的機能の発揮

（機械・農作業の共同化）
稲、大豆の農作業における
取組 ３ａ→６０ａ

共同取組活動

生産性・収益の向上
周辺林地の下草刈り

（年1～2回）

共同取組活動

景観作物作付け
（作業道及び農用地の法面
への 草花は種）

共同取組活動

農地の耕作・管理
（田16.0ha）

個別対応及び
共同（生産組合）対応

水路・作業道の管理
・水路 年3回
泥上げ、清掃、草刈り

・道路 年3回
草刈り、簡易補修

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 体制整備に向けた取組

・認定農業者の育成
（2名→3名）
・農地の組織的な集積への
取組

共同取組活動

担い手育成

協定外農地の耕作・管理
（田12.0ha）

個別対応及び
共同（生産組合）対応

その他の活動
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＜集落を基礎とした営農組織の育成の事例＞

○特定農業法人に向けて

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県白石市白川 犬卒都婆
しろいしししらかわ い ぬ そ と ば

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地

３４ ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 ４０％

５８６万円 共同取組活動分 担当者活動経費 １２％

（６０％） 水路・農道等の維持管理費 ７％

多面的機能増進活動費 ３％

体制整備に要する経費 ３７％

事務費 １％

協定参加者 農業者５６人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

全農家が兼業農家であり、農作業用機械を一式所有し、個別営農を行っているが、作

業機械の更新や収益低迷などの悩みもある。

今後は個別完結型農業から脱却し、集落営農組織を構築し、集落単位での農業生産活

動の体制整備を図り、将来は特定農業法人を視野に入れている。

そのための当面５年間の目標として、前対策で購入したトラクターに、さらに新対策

でコンバイン、乾燥機、籾すり機を共同購入し、耕耘、代かき、田植え、刈り取り、乾

燥・調整をそれぞれ協定農用地の１５haにおいて農作業の共同化を図っていく。

また、担い手育成や集落営農における先進地を積極的に視察し参考とする。

農用地等保全マップには、農地

法面の崩落箇所の補修の範囲や農

作業の共同化を行う範囲を示して

いる。

〈用水路改良工事〉
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

営農集落の育成

農地の耕作・管理（田34ha） 周辺林地の下草刈り （機械・農作業の共同化）

（約0.5ha、年２回） 共同購入したトラクターと新

個別対応 たに共同購入するコンバイ

共同取組活動 ン、乾燥機、籾すり機により

を耕起、代かき、田植え、収

水路・作業道の管理 穫、乾燥調製を実施。

・水路４km、年2回 昆虫類の保護 0ha→15ha
清掃、草刈り （ホタル生息エリアの草刈り

・道路５km、年2回 草刈り やレンゲ草等の植物の栽培に 共同取組活動

随時 簡易な補修 よりホタルの保護を行う）

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

作業道の設置、排水改良

（年１回）

共同取組活動

３．取り組むべき事項の活動内容

集落を基礎とした営農組織の構築

に向けて、コンバイン、乾燥機、籾

すり機等を購入し、耕起、代掻き、

田植え、収穫、乾燥調製における基

幹的農作業を１５ｈａ（協定農用地

の４４．６％）を目標に共同作業す

ることとしている。

〈協議会・自治会・農協と連携した集落営農方針の策定〉

［平成21年度まで取り組む目標］

○コンバイン、乾燥機、籾すり機を各１台共同購入。

○上記機械の他、前対策で共同購入した機械を共同利用し、耕起、代かき、田植え、

収穫、乾燥・調製を協定農用地の１５haにおいて実施する。

○農用地等保全マップ活動として，協定農用地法面の崩落箇所を補修する。
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＜集落を基礎とした営農集落の育成の事例＞

○土と水と向き合い、豊かな農村楽園を残そう！！

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県相馬郡飯舘村 大倉
そうまぐんいいたてむら おおくら

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

26.2 ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 40.0 ％

417 万円 共同取組活動分 担当者活動経費 2.6 ％

（35.0 ％） 水路・農道等の維持管理費 0.7 ％

農業生産活動費 28.8 ％

協定農用地等の維持・管理費 2.9 ％

推進協議会拠出金 25.0 ％

協定参加者 農業者 35人（ 非対象農業者 7人）

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

集落内の高齢就農者の支援や耕作放棄地の発生防止を図りながら「豊かな農村」を

残して行くため、都市住民や学校等との交流を推進すると共に、稲作における高付加

価値化（エコ栽培米）や担い手への農作業受委託に取り組んで行くこととし、集落を

基礎とした営農組織の育成を目指したため協定を締結した。

また、広範囲にわたって点在する集落内の耕地や周辺状況等を把握するために、村

主催のワークショップを数回開催し、農地の現状や遊休化の進み具合等を確認した上

で、土砂崩壊のしやすい所や破損している所を確認し、拡幅や修繕の必要な水路や箇

所等の特定を図り、協定参加者全員が同じ考えで農用地等の保全に取り組むことがで

きるような活動計画を作成・実践することとした。

［活 動 内 容］

受委託

集落外との連携

○隣接する集落の住民と連携し、ダム湖（はやま湖）及び河川流域の環境整備の実施。

稲作の基幹的農作業（田
植え、病害虫防除、収穫、
乾燥・調製）の共同機械・
施設利用の実施
１１ｈａ→２０ｈａ

共同取組活動

（高付加価値型農業の実践）
稲作におけるエコ栽培米の
徹底
１５ｈａ→１８ｈａ

共同取組活動

生産性・収益の向上
周辺林地の下草刈り

（年1回）

共同取組活動

農地の耕作・管理
（田26.2ha）

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

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

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

営農組織の育成
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３．取り組むべき事項の活動内容

生産性・収益向上の取り組みとして、堆肥の使用等による土づくりを行うと共に、

エコ栽培米の取り組みを徹底させるため、集落内における栽培暦の共有化を図ること

としている。

また、営農組織の育成への取り組みとして、認定農業者（１名）を含む３名を中心

とした「機械利用組合」を創設し、高齢就農者や兼業農家から農作業を受託（目標は

８割受託）すると共に、農家個々の過大設備投資の抑制を図ることとしている。

さらに、地域内の連携を図りつつ、催し等での農産物直売実施や都市住民・学校教

育等との交流を検討し実施する予定である。

［平成21年度まで取り組む目標］

○高付加価値型農業の実践

稲作での有機肥料や使用農薬制限によるエコ栽培（１８ｈａ）

○集落営農の組織化

認定農業者（１名）を含む３名を中心に機械利用組合の創設

（田植え、病害虫防除、収穫、乾燥・調製 １１ｈａ→２０ｈａ（８０％以上））

○都市住民等との交流・・体験イベントや料理教室等の実施

○学校教育等との連携・・学校等との連携による体験イベントや料理教室等の実施

〈マスタープランの状況〉

〈農用地等保全マップ〉

集落マスタープラン策定用紙 集落名：

【集落の目標】

大倉行政区

土と水と向き合い　豊かな農村楽園を残そう！！

【集落の現状】（遊休農地、後継者　など）

※集落の現在の活動状況、農用地の利用状況などについて書いてください。

〈良いところ〉 〈悪いところ〉

・ はやま湖を中心とした、素晴らしい景観がある ・ 景観整備への関心が比較的うすい

・ 20行政区内でも温暖な地域である ・ 畦畔が大きく、水田の形状が悪い

・ 共同作業による景観整備を実施している ・ １水田面積が小さく、作業効率が悪い

・ 共同防除の一斉実施を展開している ・ イノシシ、猿等鳥獣被害が多い

・ はやま湖まつりでの農作物直売 ・ 共同化の意識が低く、個々で機械更新をしている

・ エコ栽培取組みが比較的高い ・ 兼業率が高く、日中は人が少ない

・ ・ 就農者が高齢化している

・ 真野川流域での隣接する他集落との交流がある ・ 農業後継者が少ない

・ 子供たちと老人会との交流の場がある ・

・ 日本デザイン学校等都市部住民との交流がある

・ ・ 交流等において地区の良さをうまくアピールできない

・ 子供が少ない

・ 地域あげて花いっぱい運動をしている ・ 高齢者が多いため、積極的な事業参加ができない

・ ・ 老人及び老人世帯の増加

・ 農業収入の低迷

・ 少子高齢化現象

郷土料理（ガニまき）や、川魚（アカハラ、ヤマメ、アユ）、地
域独自の産物（ユズ、イチジク、カキ、竹の子）がとれる。

就農者の高齢化率が高く、共同作業での支援
がなければ現状維持は困難になっている

自分の土地を守り、自分の水田で作付けをし一生、米を
食べ続ける意地、こだわりがある

はやま湖と周辺の山林、点在する家々の風景が醸し出す豊
かな農村景観

【集落の目指すべき将来像】（１０年間の達成目標）

・ 高齢就農者を支援し、耕作放棄地・荒地のない農村環境をつくる

・ エコ栽培（有機・減農薬）により特色ある稲作、売れる米づくりを実施する

・ 有機野菜の栽培、直売を展開する

・ 機械利用組合を設立し、農作業の受委託を展開する

・ 日本デザイン学校やキャンプ場を活用し、都市部や他地区との交流をすすめる

・ はやま湖を拠点に周辺環境、景観を整備する

・ 地域に伝わるガニまきをはじめとする食文化を、楽しみながら後世に伝えていく

・ 大倉の里は、真野川に親しみ川と触れ合ってきたことから、カニ、アユ、ヤマメなどが群れをなす川を取り戻す活動を進める

・ こだわりの農業を展開する地域を創る

・ 特有の気候、風土を利用した作物の栽培を進め、産直や加工品の開発に努める

・ 共同機械、共同作業により農業の省力化、コスト縮減を図り魅力ある農業の復活を目指す

より

５年間の工程表（各年度毎の活動計画）

年度 地区の取組み内容

① 行政区の将来の農業の在り方について、意見の交換・話し合いを行う
② 農作業の受委託に向けた、話し合いをする
③ 堆肥や土壌改良の投入により、土づくりをすすめる

① 堆肥や土壌改良の投入により、土づくりをすすめる
② 大倉行政区機械利用組合を設立する

① 堆肥や土壌改良の投入により、土づくりをすすめる
② 大倉行政区機械利用組合として、受委託作業を開始する

① 堆肥や土壌改良の投入により、土づくりをすすめる
② 大倉機械利用組合として、受委託作業を実施

① 堆肥や土壌改良の投入により、土づくりをすすめる
② 大倉機械利用組合として、受委託作業を実施

３年目

２年目

１年目

５年目

４年目

目　標

○ 行政区全員参加により、学習・検討する
○ エコ栽培米の徹底を図る

有機肥料投入、農薬成分値10成分以下の厳守

○ エコ栽培米の徹底を図る
有機肥料投入、農薬成分値10成分以下の厳守

○ 農作業受委託を中心とした、機械利用組合の設立

○ エコ栽培米の徹底を図る
有機肥料投入、農薬成分値10成分以下の厳守

○ 田植え、防除、稲刈り、籾摺り等の作業を委託する
受委託率60％（18/29戸）

○ エコ栽培米の徹底を図る
有機肥料投入、農薬成分値10成分以下の厳守

○ 田植え、防除、稲刈り、籾摺り等の作業を委託する
受委託率70％（20/29戸）

○ エコ栽培米の徹底を図る
有機肥料投入、農薬成分値10成分以下の厳守

○ 田植え、防除、稲刈り、籾摺り等の作業を委託する
受委託率80％（24/29戸）
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＜担い手集積化（土地利用調整加算）の事例＞

○認定農業者に農作業を受委託し農地集積３０％を目指す

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県 十和田市 泉田
と わ だ し いずみだ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

４．５ha 大豆・小豆・麦 ー ー ー

交 付 金 額 個人配分分 ４５％

９７万円 共同取組活動分 担当者活動経費 ５％

（５５％） 水路・農道等の維持管理費 ６％

共同機械購入費 ３１％

管理活動費 １２％

その他（予備費） １％

協定参加者 農業者 ７人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当集落は、地形的条件が不利なことから、農作業の効率も決していいとはいえず、農業

用施設の維持管理及び耕作放棄防止に向け農用地をどのように保全していくかが課題であ

った。しかし、本制度の創設を受け、協定締結に向けた話し合いを進め、情報交換や地域

の連携強化を図り、農業用施設の維持管理を通じて、多面的機能の低下の防止に取組んで

いくために締結に至った。

新対策では、平成16年度に立ち上がった泉田地域営農組合の法人化を目指して、認定農

業者の育成や若者が就農できる環境を整えるため、オペレーター育成等を図り、集落全体

で取り組むこととしている。

農用地保全マップでは、担い手らが大豆、小豆、麦等で農作業受委託する対象農用地を

明確化するとともに、農道及び林地においては、草刈りなどの維持管理する箇所を明示し、

必要に応じて、定期的な管理時に農道への砂利敷き等の補修も行う。

農地法面の保全協定農用地
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

生産性・収益の向上

農地の耕作・管理（田4.5ha） 周辺林地の下草刈り （機械・農作業の共同化）

（約0.5ha、年1回） ブームスプレイヤ1台を共同購

個別対応 入・共同利用し病害虫防除を

共同取組活動 実施。

水路・作業道の管理 共同取組活動

・水路0.2km、年３回 加算措置への取組

清掃、草刈り 担い手集積化

・道路0.3km、年2回 草刈り 土地利用調整加算 認定農業者2名への農作業の

（協定面積の30％以上） 委託（協定面積の30％以上）

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）

共同取組活動

３．取り組むべき事項の活動内容

担い手の育成に向けて、泉田地域営農組合の構成員の認定農業者２名に農作業委託

により協定面積の３０％以上を集積することとしている。

また、泉田地域営農組合を基盤に、農業生産の効率化・低コスト化を図るとともに、

機械の共同購入等を行い、生産物の有利販売を目指す。

さらに酪農家との連携を密にし、堆肥場の整備も検討しながら必要量の供給体制の

確立を目指す。

［平成21年度まで取り組む目標］

○機械・農作業の共同化

ブームスプレイヤを共同購入し、耕起、除草、薬剤散布する。（現状：実績なし）

○担い手への農作業委託

認定農業者へ農作業を委託（耕起、播種、病害虫防除）

（目標：協定農用地の３haで実施（協定農用地面積の30％以上））（現状：未実施）

○多面的機能の持続的発揮

水路（０．２ｋｍ）、農道（０．３ｋｍ）、周辺林地（０．５ｈａ）の草刈り、及び

農地法面の定期的点検等を行い、生産性の維持をしていく。
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＜担い手集積化の事例＞

○地域の担い手による集落営農を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県三戸郡田子町 第２遠瀬
さんのへぐんたっこまち だい２とおせ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

24.9ha 水稲・エン麦・枝 ー ー ー

豆・ニンニク等

交 付 金 額 個人配分分 ６０％

199万円 共同取組活動分 多面的機能増進活動費 ８％

（４０％） 水路・農道等の維持管理及び鳥獣害防止対策費 ７％

交付金の積立・繰越（作業機械購入のため） １８％

その他経費（事務・会議・消耗品等） ７％

協定参加者 農業者 ３９人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当集落は、五穀豊穣を祈る「虫追い祭り」や今年で２４年目となる「杉倉川祭り」（イ

ワナ、ヤマメのつかみ取り）が実施されるなど、地域住民間で連携を図る活動を実施して

いる。しかし、若年者の都市部への流出や高齢化が進むなど、地域の現状は、厳しい状況

である。

このことから、世代間交流を通じて高齢者が持っている様々な技術を次世代へ継承し、

非農家の協力を得ながら「村らしさ」を失うことなく集落を維持することため、協定締結

に至った。

【農用地保全マップの概要】

協定農用地内において、鳥類（カルガモ等）の被害が多いほ場（２．３ｈａ）を保護す

るため、防鳥テープを張ることとしている。

景観作物の植え付け 協定農用地
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

鳥獣害防止対策

農地の耕作・管理 景観作物作付け 鳥害防止対策の実施

（田24.9ha） （景観作物としてｹｲﾄｳ 防鳥テープ等（約1.3km）

・ﾊﾟﾝｼﾞｰを農道・集会

個別対応 所及び憩いの広場に作 共同取組活動

付け、50m→200m）

担い手集積化

水路・農道等の管理 共同取組活動 営農組織で農作業受委託60.0

・水路2.0km、年３回 %以上に引き上げ（将来は営農

清掃、草刈り 組織を母体として集落営農組

・農道2.0km、年３回 織）

補修、草刈り 魚類・昆虫類の保護（魚

の放流、ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟの確保 共同取組活動

共同取組活動 （予定））

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．取り組むべき事項の活動内容

集落マスタープランに定めた将来像に向かって、課題である担い手対策として、担い手

への集積化に取り組むこととしている。現在、協定農用地の５３．２％において実施され

ている農業受委託を６０％以上に引き上げ、担い手を核とする営農組織により一層の農作

業受委託を進め、将来的には集落営農による農用地の保全の実現に向け取り組むこととし

ている。

また、景観作物の作付けや魚類・昆虫類の保護に取り組み、集落内外の交流・連携を強

化し、地域の活性化を図ることとしている。

［平成21年度まで取り組む目標］

○担い手への農作業委託

営農組織へ農作業を委託

（目標：農作業受委託契約協定農用地の15.6haで実施（協定農用地面積の63％））

（現状：地域担い手委託面積13.2ha（協定農用地面積53.2%））

○鳥獣害防止対策（防鳥テープを田2.3haを対象に約1.3km設置）

○景観作物（ｹｲﾄｳ・ﾊﾟﾝｼﾞｰ）を農道・集会所及び憩いの広場へ作付け。現在農道沿い

に５０ｍ作付け、２００ｍまで延長

○杉倉川の草刈り、ゴミ拾いを年３回実施（現在２回）。５００ｍ
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＜担い手集積化（法人設立加算）の事例＞

○特定農業法人を農業後継者に

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県江刺市 一ノ関
えさしし いちのせき

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

61.4 ha 水稲、大豆等 － － －

交 付 金 額 個人配分分 18.4 ％

1,019万円 共同取組活動分 担当者活動経費 5.7 ％

（81.6％） 集落マスタープラン実現活動経費（ライスセンター

建設費、研修会参加負担金、会議日当等） 18.2 ％

農用地、水路･農道等維持管理費 43.2 ％

交付金の積立・繰越（法人化に向けた積立等） 4.9 ％

その他（加工場建設負担金等） 9.6 ％

協定参加者 農業者 50人 、一ノ関営農組合(構成員 41人）

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

協定締結にあたり集落の課題等について話しあったと

ころ、高齢化の進行と後継者不足から現状維持も困難で

あり、耕作放棄地の増加が心配されることが挙げられた。

現在営農組合を組織し、水田を中心にした農用地の利

用調整や農作業受託を一部で実施しているが、将来は特

定農業法人を立ち上げ地域の農業後継者として位置付

け、農地の荒廃を防止し有効活用を図る。 〈水路敷設工事〉

この担い手を核とした農業生産活動の体制を整備し、農地の集積や高収益作物の作付け

と農業機械の効率的な利用により農家所得の向上に結びつける。

また、食育を目的として地元児童生徒を対象とした体験学習を開催する。

なお、農業生産活動等の体制整備として、農道･水路等の補修･改修等の必要箇所を点検

し、「農用地保全マップ５カ年計画」（１４項目の具体的な活動）とそれを図面に関連付け

た｢農地保全マップ｣を作成し農用地の保全活動を明確にした。

関連付け

〈農地保全マップ５カ年計画〉 〈農地保全マップ〉
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［活 動 内 容］

３．取り組むべき事項の活動内容

現在は営農組合で約４．８ｈａの農作業を受託し耕作放棄地の防止を行っているが、更

なる管理の徹底と担い手育成を目指すことから、平成１９年度までに特定農業法人化をし、

農用地の利用権設定及び農作業受委託等により集積を図る。

［平成21年度まで取り組む目標］

○耕作放棄地の発生防止活動

現在営農組合が中心となり農作業受委託の推進等により耕作放棄地の発生防止活動

を実施している。将来は特定農業法人化により農用地の権利移譲等により更なる管

理の徹底と地域の担い手育成を目指す。

○水路･農道等の管理

協定者全員で管理し、自治会の土木担当との関係連携を密に実施する。

○多面機能増進活動

周辺林地や溜池等の管理により環境整備に努める。また、食育を目的として、地元

児童生徒を対象とした体験学習を開催する。

○共同機械・施設利用

営農組合(将来法人化)が中心となり農業機械の共同利用や購入助成、育苗センター

の利用促進、ミニライスセンターの施設設置により効率的な機械利用促進を図る

○地場産農産物の加工販売

地元農産物の高付加価値化と新商品の開発を行い直売所での販売を行う。

（地元産の大豆を使用した味噌、野菜の漬物、米･豆･麦を加工した粉)

農業生産活動等

農地の耕作･管理
(田61.4ha)

個別対応
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路 清掃 年1回

草刈り 年2回
・農道 草刈り 年2回

共同取組活動

多面的機能増進活動

農道に接する林地の樹木を
伐採 （年１回以上）

共同取組活動

体制整備に向けた取組

(営農組織の法人化)
営農組合が約4.8haの農
作業受託

↓
特定農業法人へ20haの利

用権設定と12haの基幹的３
作業を集積

共同取組活動

担い手集積化

農地法面の定期的な点検
（随時）

共同取組活動

(特定農業法人設立)
特定農業法人を設立し、

20haの利用権設定と12ha
の基幹的３作業を集積

共同取組活動

法人設立加算

加算措置への取組



- 63 -

＜担い手集積化の事例＞

○集落ぐるみで担い手の育成と経営安定

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 ４０％

６５８万円 共同取組活動分 担当者活動経費 ６％

（６０％） 水路・農道等の維持管理費 １２％

多面的機能増進活動費 ７％

体制整備に要する経費 ２％

交付金の積立（水稲収穫機購入） １６％

生産性向上・担い手定着費 １１％

その他（事務費、会議費） ６％

協定参加者 農業者３４人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

難波集落は、平成１２年度から平成１６年度までの５カ年間、前対策に取り組んできま

した。平成１７年度からの新対策では、集落協定の策定に当たり集落での話し合いの中で

基本的事項に加えて、担い手を集積対象者の核として農業生産活動等の体制整備を目指す

ことで決定し、集落協定の中で３０歳代の認定農業者２名を担い手として指名し、位置付

けた。

更に集落マスタープランでは、２名の担い手へ集落ぐるみで積極的に農作業の受委託を

推進し、担い手の育成と経営安定を目指すことを集落の将来像として見据えることとした。

農用地保全マップでは、補修・改良を必要とする水路５カ所（土砂上げ３カ所、土水路

へのＵ字溝設置１カ所、Ｕ字溝破損箇所の布設替え１カ所）、農道１カ所（敷砂利）を図

示しています。また、農作業の受委託計画に基づき対象農地の着色を行い、年度毎の実績

の把握を行うこととしている。

〈蕎麦まつり状況〉 （自然薯掘り体験説明状況）



- 64 -

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

担い手集積化

農地の耕作・管理 景観作物（ｻﾙﾋﾞｱ･ﾏﾘｺﾞｰﾙﾄﾞ） （農作業受委託）

（田36.4ha） 植栽 田植え、収穫、乾燥・調製

（農道等路肩に植栽） 4.3ha→11.8ha(増加率20.5%)

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７km、清掃 年1回

草刈り年2回 その他の活動

・道路５km、年2回 草刈り

随時 簡易な補修 大型水稲収穫期の購入

共同取組活動 共同取組活動

グリーン・ツーリズムの導入

を目指して

農地法面の定期的な点検 （中山間地域農林業体験留学 オペレーターの育成確保

（年２回及び随時） 事業の実施） （研修会への参加）

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動

３．取り組むべき事項の活動内容

５年間の協定期間内の活動目標として、田植え、収獲、乾燥・調製の基幹的農作業

の受委託の年度別計画面積を定めた。５年間の増加面積は、７．４５ｈａ（増加率２

０.５％）を目指しており、協定認定時の実績面積４．３７ｈａを加えた場合の担い

手への集積化面積は１１.８２haとなる。

また、共同取組活動経費の配分を６０％とし、農作業受委託に見合った作業能力を

有する大型水稲収穫機の購入を目指し積み立てることとしている。

［平成21年度まで取り組む目標］

○そばの共同作付（17年度3.6ha）

○農業機械の共同化

水稲収獲機を共同購入、協定農用地の11.8haの刈取り作業を行う。

（現状：そば収獲機の共同購入）

○担い手への農作業委託

（目標：田植え、収獲、乾燥・調製を協定農用地の11.8haで実施（協定農用地の32％））

（現状：協定農用地の4.3ha（協定農用地面積12%））

（増加面積 7.45ha（増加率20.5%））
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＜担い手集積化の事例＞

○認定農業者へ農用地の集積を図る

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県北秋田市 阿仁戸鳥内
きたあきたし あ に と と り な い

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地

２４ha 水稲、転作作物 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

494万円 共同取組活動分 担当者活動経費 3％

（50)％ 体制整備に向けた活動経費 3％

水路・農道等の維持管理費 20％

農用地の維持・管理活動費 24％

協定参加者 農業者２７人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当集落は、旧阿仁町を流れる打当川上流の山間地の位置し、高齢化が進んでいる。

地域を守っていくため、中核となる担い手を育成し、地域の農用地を集積するととも

に、地域住民全員で担い手を補完する集落営農組織を設立することを目標に協定を締

結した。

担い手の育成については、認定農業者を 2 名増加する取り組みを展開し、地域全体
が活性化し、生産性・収益が上がる取り組みとして、地元食材の山菜等を加工し、産

地直売施設等で郷土料理として販売する取り組みを実施することとしている。

農用地保全マップは、農業生産活動に支障がある農地法面、水路及び農道を明確化

し、5 年間で水路（延長１ｋｍ）については U 字溝及びコルゲートパイプの敷設を実
施し、農道（延長３ｋｍ）については、計画的に砂利を敷くこととしている。

＜農道の整備＞ ＜草刈り作業＞
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 生産性・収益向上
（田 24ha） （年２回） ･地場農産物等の加工・販売

山菜等を地域特産品生産施
個別対応 共同取組活動 設で加工し、産地直売施設

等による郷土料理等での販
売

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路、

清掃、 年 1回
草刈り 年 3回 担い手育成

・道路、 ・認定農業者の育成
簡易補修 年 1回 3名→ 5名
草刈り 年 2回

共同取組活動
共同取組活動

担い手集積化
農地法面の定期的な点検 利用権設定により、農地の

(随時） 集積を図る
現状 10ha→目標 14ha

共同取組活動
共同取組活動

３．取り組むべき事項の活動内容

山菜等については、既に道の駅や温泉施設への販売をしているが、平成２１年度まで

には地元の食材を活かした郷土料理や直売に取り組む。

また、認定農業者を３名から５名に増加し、集落営農組織の設立に向けた体制整備の

構築を図ることし、農用地の利用集積の推進方策について検討を行うこととしている。

［平成21年度まで取り組む目標］

○地場産農産物の加工販売

山菜等を加工し、産地直売施設による郷土料理等での販売

○遊休農地等利用・遊休農地の解消と有効活用の話し合い。

○担い手への農用地利用集積の推進

○集落営農組織に関する先進地視察

○認定農業者の育成 3名→5名
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＜担い手集積化（規模拡大加算）の事例＞

○協定農用地の大部分が担い手へ集積

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県最上郡舟形町 原田山地区
もがみぐんふながたまち はらだやまちく

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

21.4ha 水稲､大豆､山菜等 ー ー ー

交 付 金 額 個人配分分 20 ％

398万円 共同取組活動分 担当者活動経費 4 ％

（80％） 水路・農道等の維持管理費 12 ％

多面的機能増進活動費 1 ％

体制整備に要する経費 63 ％

協定参加者 農業者 59人

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

原田山地区は、標高が高い急傾斜農地に位置し、日照条件や水はけの悪さ等から荒廃す

る農地が増え始めていた。そのような中、平成１０年に「沖の原機械利用組合」が設立さ

れ、転作作物や水稲の作業受託が始まり、原田山地区もその受益地区となった。その後、

高台にある農地は水利費が高いなどの理由から、平成１５年に水田畑地化にも取り組み、

大豆やそば等の一般的な転作作物に加え、収益性の高い山菜類やアスパラなどの栽培も始

まった。

新対策では、原田山地区、小松地区、鼠沢地区の３協定が統合し、新たに原田山地区集

落協定を締結するに至った。現在、認定農業者６名への農地集積及び機械利用組合への受

委託等で協定農用地の９割弱の集積が進んでおり、舟形町のモデルとして取り上げられて

いる。今後も利用権設定及び作業受委託等を継続し、近い将来、集落営農組織の立ち上げ

についても検討していくこととしている。

また、作付品目については需要や農地との相性等を鑑みながら決定するが、高付加価値

型農業への転換も考慮していく。

【農用地保全マップの概要】

急傾斜や水はけの悪さから、集中した

降雨により農道の砂利や土壌が流亡しや

すいため、農道では砂利敷きや土側溝の

Ｕ字溝化の補修・改良を行う。
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 体制整備に向けた取組

担い手集積化

農地の耕作・管理 景観作物作付け 利用権設定や、農作業受託（耕

（田21.4ha） （プランターにベゴニア 起、収穫、乾燥・調製）によ

等を植え、集落内建物回 る認定農業者等への集積

個別対応 りに設置）

共同取組活動

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路1.5km

清掃（年1回）、

草刈り（年1回）、

見回り（降雨後適宜）

・道路1.8km

簡易補修（年1回）

草刈り（年2回）

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

＜ 機械利用組合への農作業受委託＞

３．取り組むべき事項の活動内容

担い手集積化の取り組みとして、高齢化により個人管理が困難な農地について、利用権

設定や農作業受託（耕起、収穫、乾燥・調製）を進め、協定農用地全てについて、担い手

（認定農業者等１０名）への集積化を目指すこととしている。

鼠沢・小松地区に水稲５ha、原田山地区には大豆１１haに加え、アスパラ、うるい、わ

らび等５haを作付けし、品目毎に作付地のブロック化を図り、効率的な土地利用体制を築

く。

将来は集落営農組織の立ち上げを考えており、今後も前向きな実践により、農地委託者

の信頼を得ながら、農作業受託面積の増加（目標：さらに２．２haを受託）を図る。

［平成21年度まで取り組む目標］

○農道・水路の改修

砂利敷きによる農道改修（延長＝１．８km)

水路の補修及び土側溝を一部Ｕ字溝化（延長＝１．５km）

○担い手集積化

認定農業者への利用権設定や機械利用組合への農作業受託による協定農用地の集積

（現状：担い手への集積率８７％→目標：１００％）

○規模拡大加算

協定農用地に占める農作業受託面積の増加（目標：さらに２．２haを受託）
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＜担い手集積化（法人設立加算）の事例＞

○「一集落一農場」を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県耶麻郡猪苗代町 長坂
やま ぐんい なわしろまち ながさか

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

9.1 ha 水稲、そば － － －

交 付 金 額 個人配分分 48.2 ％

163 万円 共同取組活動分 担当者活動経費 6.8 ％

（ 51.8 ％ ） 水路・農道等の維持管理費 30.0 ％

多面的機能増進活動費 3.1 ％

体制整備に要する経費 8.5 ％

法人設立のための経費 3.4 ％

協定参加者 農業者 19人、組合名:ニューわくわくファーム（構成員 5人）

２．集落マスタープラン及び農用地保全マップの概要

当集落では、農業従事者の高齢化や後継者不足、生産農作物の販売価格の安価とい

う課題に直面しているが、地域水田の多面的機能を維持していくことを集落全体の話

し合いで確認できた。目指す集落営農の姿を前対策に引き続き「一集落一農場」と位

置づけ、県営経営体育成基盤整備事業の採択着工を契機に設立（平成17年3月9日設立）

された担い手５名で組織する生産組合「ニューわくわくファーム」へ、農作業の集積

（地区の経営農地の90.6％を受託）し、農業生産法人の設立を目指すこととした。

また、鳥獣害対策として畑に防護ネットを設置し、収穫期における農作物を熊と猿

の被害から守ることとしている。

［活 動 内 容］

体験民宿を実施

共同取組活動

農地の耕作・管理
（田9.1ha）

生産者部会対応

水路・作業道の管理
・水路 年2回
清掃、草刈り、
梅雨・台風等の降雨後

見回り
・農道 年2回
簡易補修、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 体制整備に向けた取組

（耕起、代掻き、田植え、
稲刈りの農作業）
1.7ha→7.8ha
農地の集団化、共同育苗

等により担い手への全面的
な支援を実施

共同取組活動

担い手集積化

（農業生産法人の設立）
平成２０年度までに設立

共同取組活動

法人設立加算

加算措置への取組
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３．取り組むべき事項の活動内容

「一集落一農場」を目指し、集落の全農家が参加している「長坂営農改善組合」を

母体として、高冷地としての利点を生かした転作そばの推進や稲作におけるエコファ

ーマーへの取り組みにより米の高付加価値化を推進する営農指導、基盤整備事業に連

動した生産活動の推進及び農作業の受委託に係る生産者への助言を行う。加えて、生

産された「そば」を活用して「新そば祭り」の開催や農林産物の直売所経営、地域特

産品（わさび）栽培の試み、大型農機具（トラクター、田植機、コンバイン）の共同

購入と利用を図るなどの取り組みや非農家と連携して道水路の清掃及び補修を行い、

集落ぐるみでの生産活動の基盤強化を図るととしている。

担い手への集積化に取り組みとしては、生産組織「ニューわくわくファーム」に水

稲及びそば等の農作業の集積を図り、地域の担い手として育成しつつ４年後の農業生

産法人の設立を目指すこととしている。

［平成21年度まで取り組む目標］

○地域特産品の検討：磐梯山麓からの湧水を利用した「わさび」栽培の検討・定着化

○担い手集積化 ：基幹的農作業（耕起・代かき・田植え、稲刈り）

１．７ｈａ→７．８ｈａ（８５．７％以上目標）

○法人設立加算 ：平成２０年度までに農業生産法人設立

〈基盤整備事業の耕地と協定農用地範囲〉 〈農用地等保全マップ〉

〈そば祭りの開催状況〉
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〈基礎単価の協定の事例〉

○山間狭隘で急傾斜、少人数の不利を共同の力で克服

１．集落協定の概要

市町村・協定名 宮城県気仙沼市 下前木１
け せ ん ぬ ま し しもまえぎ

協 定 面 積 田(100％） 畑 草地 採草放牧地
1.5ha

水稲等 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

24.5万円 共同取組活動分 農道・水路の維持管理費 5％
（65％）

共同取組活動経費 33％

担当者活動経費 12％

協 定 参 加 者 農業者 ４人 水利組合１組織

２．集落マスタープランの概要

気仙沼市は宮城県の北東端に位置し、

気仙沼湾を懐に緑豊かな大地と雄大な

太平洋を望む自然環境を有し、市内全

面積の71.9％が山林を占める中山間地

域である。耕地は山間狭隘な傾斜地が

多く、一戸当たりの経営耕地面積も少

ない。

当集落は、市内集落協定の中で最も

傾斜が急で、協定農地に至るまでの作

業道が非常に狭いことから作業効率が

悪く、遊休化が心配されている。そこで、 〈山間狭隘な協定農用地〉

農地の遊休化に歯止めをかけ、農地の適正管理を維持できるよう、平成13年度よ

り集落協定を締結し、協定活動に取り組んでおり、導入した防除機による水稲病

害虫共同防除などにより労働負担の軽減を図る等共同活動に対する意識が深まっ

た。

新対策では、将来の労働力不足に対応するため、作業や機械の共同化を進め、

労働時間と投資の５０％程度の軽減を目指すこととした。
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 生産性･労働負担軽

農地の耕作・管理（田1.5ha） 周辺林地の下草刈り 水稲病害虫の共同防除
(年２回） （田1.5ha 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
・水路 600ｍ、年２回 生産性・収益向上 担い手の定着等

清掃（４月）
草刈り（６月、８月） 共同導入した農業機械 農業後継者の農業従事

・作業道370ｍ、年２回 の共同利用 日数60日以上を目標に
草刈り（６月、８月） 動力噴霧器（車載） 各戸で話し合い

・農道の簡易補修 毎年３月

共同取組活動 共同取組活動 個別対応

農地法面の定期的な点検 防除作業の共同化
（随時） （1.5ha)

共同取組活動 共同取組活動

３．取り組むべき事項の活動内容

当集落は、傾斜１８％ 参加者４名と

大変不利な条件にあるため、前対策で重

要性を認識した共同取組活動に重点を置

いた活動を行う。

共同取組活動としては、作業道・用水

路の維持管理、周辺林地の下刈りを励行

するとともに、前対策で生産性と労働負

担軽減の一環として導入した防除機を活

用し、協定地内の水稲病害虫共同防除を

実施していく。 〈協定参加者による作業道の補修〉

[平成21年度まで取り組む目標]

・農業生産活動・多面的機能増進活動の励行

18％という急傾斜農地をしっかり守り、徹底した周辺林地の下刈りに

よる景観の維持。

・生産性向上・労働負担軽減

前対策で共同購入した防除機により水稲病害虫の共同防除（1.5ha）

・協定参加者どうしの綿密な連携ときめ細やかな管理の継続
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＜基礎単価の協定の事例＞

○認定農業者への集積を目指す

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県由利本荘市 滝
ゆりほんじょうし たき

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地

３１a 水稲、転作作物 － － －

交 付 金 額 個人配分分 ５０％

261万円 共同取組活動分 担当者活動経費 ３％

（50)％ 体制整備に向けた活動費 １２％

水路・農道等維持管理経費 ３４％

積立・繰越 １％

協定参加者 農業者２２人 水利組合１組合

２．集落マスタープランの概要

河川（芋川）の源流部に位置し小集落が点在する滝地区は、小規模農家がほとんど

である。そのため、農機具更新等の話し合いを行い、農業機械の共同利用・農作業の

共同化を推進するとともに、２名の認定農業者への農作業の受委託により、地域の農

業生産活動の継続や農地の保全を図れるよう地域一体で支援する目標を立て、取り組

むこととなった。

さらに、集落全体で転作対象農地の活用を検討し、団地化や機械の共同等により効

率的な農作業を行い農業経営の安定を目指すこととしている。

＜共同による防除作業＞ ＜協定農用地＞
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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 ・高付加価値型農業の推
（田 31ha） （年２回） 進（土づくり肥料の散布）

・機械・農作業の共同化
個別対応 農機具の更新計画等に

共同取組活動 よる調整
・担い手への集積

水路・作業道の管理 農作業受委託により農
・水路、 景観作物作付け 地の保全

清掃、 年 1回 (コスモス３００㎡作付)
草刈り 年 2回

・道路、 共同取組活動 共同取組活動
簡易補修 年 1回
草刈り 年 2回

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

集落外との連携
○集落外の畜産農家と連携し牧草栽培等による農地の有効活用の検討。

３．取り組むべき事項の活動内容

協定参加者が耐用年数を経過している農業機械を所有していることから、各自から農

機具の更新計画を出し合い、農業機械の共同利用や農作業の共同化、さらには農作業受

委託を図り、効率的な体制整備を確立することとしている。

また、２名の認定農業者へ農作業受委託により農用地を集積し、地域の農業生産活動

の継続や農地の保全を図る。

さらに、当集落や他集落の畜産農家と連携して牧草栽培を計画する等、転作対象農地

の有効活用を検討し、農業経営をより一層安定す取り組みを展開する。

［平成21年度まで取り組む目標］

○周辺林地の草刈り（0.1ha年２回）

○景観作物作付け（協定農用地内の田にコスモスを300㎡植栽）

○高付加価値農業の推進（土づくり肥料の散布）

○機械・農作業の検討・推進

○担い手への農作業受委託の推進

○集落外の畜産農家と連携した農用地の有効活用の検討
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＜基礎単価の協定の事例＞

○協定者全員で実践 農地の保全活動

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県尾花沢市 丹生小取沢
おばなざわし にゅうおとりさわ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

2.7ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50 ％

45万円 共同取組活動分 担当者活動経費 5 ％

（50％） 水路・農道等の維持管理費 30 ％

多面的機能増進活動費 15 ％

協定参加者 農業者 5人

２．集落マスタープランの概要

尾花沢市中心部より北東へ５km、丹生集落より北東に１．５kmほど行ったところにある

沢田が協定農用地となっている。当協定は農地、水路、

農道、周辺林地等の保全に力を入れて取り組んでおり、

特に災害復旧には全員で対応できるよう意識の統一を

図っている。高齢化が進む中、山から流れ出るきれい

な沢水で作ったおいしい米を残したいとの思いから、

耕作放棄されそうな田については保全を行いつつ、集

落内の担い手に農地が集積されるよう作業委託等を検

討し、次世代に農地を引き継ぐ取り組みを展開する。 ＜集落協定図＞

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動

農地の耕作・管理 水路・作業道の管理 周辺林地の下草刈り

（田2.7ha） ・水路1km （約1ha、年1回）

清掃（年1回）、

個別対応 草刈り（年2回）、

見回り（降雨後適宜） 共同取組活動

・道路1km、

農地法面の定期的な点検 簡易補修（年1回）

（随時） 草刈り（年2回）

共同取組活動 共同取組活動

○協定農用地内に耕作放棄地が発生しそうな場合、集落内の担い手へ作業委託等され

るよう検討を進めていく。
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＜農道の草刈り作業の様子＞ ＜水路の補修作業の様子＞

３．取り組むべき事項の活動内容

耕作放棄地を発生させないように、農道、路肩への砂利敷き（毎年７月）や、農道、水

路、法面の草刈り（毎年７、９月）、水路清掃（毎年５月）を行い、次の世代が農業を続

けられる最低限の環境整備を行う。

また、周辺林地についても農道や農地に草木が被さってこないよう下草刈りを毎年７月

に行い、倒木で農道が不通になった場合や、水害の際は協定参加者全員で復旧にあたる。

もし、耕作者がリタイアしそうなときは、家族を含めた検討会を行い、集落内の担い手

に利用権の設定を視野に入れた作業委託を進める。

［平成21年度まで取り組む目標］

○農業生産活動等

農道：路肩への砂利敷き（毎年７月 延長３００ｍ）

農道、水路、法面の草刈り（毎年７、９月）

水路清掃（毎年５月）

○多面的機能増進活動

周辺林地の下草刈り（毎年７月 約１ha）

○水害時の共同作業（協定参加者全員対応）

○担い手への作業委託の実践（利用権の設定等）




