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＜機械・農作業の共同化の共同化を実施している事例＞

○機械・農作業の共同化で、効率的な農業経営を構築

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県上 北 郡東 北 町 野田頭
かみきたぐんとうほくまち のだがしら

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
17.6ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 50％
141万円 共同取組活動 担当者活動経費 5％

（50％） 体制整備に関する活動経費 5％
水路・農道等の維持・管理等経費 30％
農地維持管理等に関する活動経費 2％
交付金の積立・繰越 5％
その他 3％

協 定 参 加者 農業者 15人

２．集落マスタープランの概要

当集落は、農道及び水路が未整備なため、安全で働きやすくなるよう砂利等を敷いた

り、建設機械を利用して整備していくこととした。また、地域の小学校の児童と一緒に

ミズバショウの群生地の保護・美化活動を行い、ため池に繁殖しているカルガモの見学

会を実施するとともに、集落に伝わる炭焼きを継承していくため、近隣の集落と連携し

ながら活動を継続し、集落全体の活性化にも努めていくこととしている。

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

農地の耕作・管理（田17.6ha） 周辺林地の下草刈り 機械・農作業の共同化
（約1.4ha、年1回） （水田の耕起を2.3ha（13％）

個別対応 実施、目標3.1ha)
個別対応

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路3.5km、年1回 環境の保全に資する活動

清掃、草刈り （ミズバショウ群生地の 認定農業者の育成
・道路2.0km、年2回 草刈り 保全活動） （現在4名、目標5名）

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

集落外との連携
○近隣集落（切左坂、水喰、浜台から7名）と連携し、炭焼きを実施。
○水喰小学校児童（60名）とため池での野鳥の観察会を実施。
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３．取組の経緯及び内容

現在、集落内に耕作放棄地は発生していないが、将来、耕作が困難な農業者が出た

場合、機械・農作業の共同化に取り組んでいれば耕作放棄地の発生を未然に防ぐこと

が可能であり、機械の更新にあたっても個別に購入するよりも負担が少なく、作業の

効率化を図られることから機械・農作業の共同化に取り組むこととなった。

また、耕作困難な農業者が出た場合、認定農業者に農地集積することになるが水田

は借り手がなく、耕作放棄地になる懸念があるため、認定農業者の育成に取り組み、

将来を見据えた農業経営を構築していくこととした。19年度には候補者はあったもの

の認定までには至らなかったが、今後も認定農業者を育成しながら、集落の活性化に向

けた様々な活動を実施していく。

○農用地等保全マップ

水路・農道の補修位置、農作

業の共同化を行う箇所を図面に

示した。

水喰小学校児童と設置した看板 ミズバショウ群生地の保全活動

［平成19年度までの主な効果］

○ トラクターの共同利用と耕起作業の共同化による作業の効率化

（当初0ha、目標3.1ha、H19実績2.3ha）

○ 水路・農道の整備（当初0ｍ、目標210ｍ、H19実績90ｍ）

○ 小学校児童と一緒にミズバショウなどの湿地植物の環境保全活動やカルガモの観察会の実施
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○機械の共同購入と作業の共同化

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
いわてぐんいわてちよう まるせんじ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

6ha 水稲、飼料作物等

交 付 金 額 個人配分 40.0％

126万円 共同取組活動 担当者活動経費 0.8％

（ 60.0％） 鳥獣害防止対策及び水路・農道等の維持管理等経費 5.2％

体制整備に関する活動経費 45.5％

農用地維持管理活動経費 8.0％

その他 0.5％

協定参加者 農業者5人

２．集落マスタープランの概要

認定農業者の育成、農業機械の共同利用と農作業受委託を推進し、前対策より進めて

きた用排水路の整備を計画的に進め、作業のしやすい環境整備と良好な景観形成に努め

ることとした。また、集落内に畜産農家が多いことから飼料作物の団地化を図り、耕畜

連携をすすめ、堆肥を有効に活用するシステムづくりに取り組む。

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

農地の耕作・管理（田6.0ha） 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化
(約10a、年1回） （畦塗機共同利用を2ha（33％）

個別対応 実施、目標3ha）
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路約1km、年1回 清掃 景観作物作付け

年2回 草刈り （マリーゴールド等を約 認定農業者の育成
・道路約1km、年1回 清掃 3a作付け) （現在1名、目標2名）
随時簡易補修

共同取組活動 共同取組活動
共同取組活動

非農家・他集落との連携
農地法面の定期的な点検 （自治振興会と連携し揚水ポン
（年2回及び随時） 排水等基盤整備 プの管理や格納庫の設置等集落

（Ｕ字溝、ヒューム管等） の環境整備を行う）
共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動

集落外との連携
○ 協定参加者以外の農家や非農家と連携した集落環境整備（釣り客が多数訪れる渓流

の清掃、岩洞ダムまでの農道等草刈、花壇づくり等）
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３．取組の経緯及び内容

当協定は、岩洞ダムに近い山間部にあり、協定農用地全てが急傾斜地で、50～70代の

農家で構成されている。今後の高齢化の進展により更なる農地管理の困難が予想され、

担い手の育成と基幹的農作業の共同化が重要と捉え、取り組むこととした。

排水不良や用排水路と給水栓の不具合等により営農に支障をきたしてきたことから、

前対策よりヒューム管や暗渠の整備を進め作業条件の改善が図られ、新対策においても

計画的に用排水路等の整備を行う。前対策で導入した畦塗機の共同利用のほか、新対策

においては田植機を購入し、更なる共同作業により労力低減を図っている。

また、先導役となる認定農業者の育成を進めるほか、渓流釣りの宝庫として釣り客が

賑わう清流は農業用水にも使用され、道路とともに草刈り等の手入れが行き届いており、

花壇作りも含めた集落の環境整備が行われている。

○農用地等保全マップ

良好な排水対策により農作業

環境改善につながることから、

排水路と用水路の補修箇所につ

いて色塗りして計画を進める。

また、ヒューム管の埋設など

更なる計画を記載していく。

Ｕ字溝設置工事(自力施工) Ｕ字溝設置工事後

［平成19年度までの主な効果］

○ 農業機械の共同利用による営農の効率化(計画的に面積を増やし労力の低減を図る）

・畦塗機や田植機による共同作業（当初2ｈa、目標3ha、H19実績4ha）

○ 非農家・他集落との連携による環境整備

・揚水ポンプの管理や格納庫の設置や渓流の清掃、岩洞ダムまでの農道等草刈、花壇づくり等
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○共同作業で集落に活気が戻った

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県栗原市瀬峰 小深沢１
くりはらしせみね こ ぶ か ざ わ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

14.0ha 水稲等 － － －
交 付 金 額 個人配分 48 ％

295万円 共同取組活動 担当者活動経費 6 ％

（52％） 鳥獣害防止対策及び水路・農道等の維持管理等経費 24 ％

体制整備に関する活動経費 5 ％

農地維持管理及び多面的機能増進活動に関する活動経費 15 ％

その他（事務用品） 2 ％

協定参加者 農業者 11人、その他 2人

２．集落マスタープランの概要

当集落の現状や問題点を踏まえ、①ため池の維持管理や農道の保守修繕、②遊休農地

や耕作放棄地を発生させないために転作の集団化を図る、③農業機械の老朽化に伴う

機械の更新は行わず集落担い手への作業受託を進める、④既存の農業機械を集約し作

業の共同化を図り、全員参加による作業体系の確立を図る、⑤春、秋作業は担い手に

作業を委託し、中間管理作業や保全は個別管理で対応する、⑥担い手育成については

集落の核として位置付け、退職者も視野に入れた受託組織を育成し集落営農を進める

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 農業生産活動の体制整備

農地の耕作管理(田14.5ha) 周辺林地の下草刈り 機械・農作業の共同化
（約2ha、年3回） （トラクターの協同利用を1.2ha

個別対応 （54％）実施、目標2.2ha））
共同取組活動

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路2km、年2回

清掃、草刈り
・道路2km、年2回 草刈り 担い手への農作業の委託

（集落の農業者に収穫作業を1.2
共同取組活動 ha（54％）委託、目標2.2ha）

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
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３．取組の経緯及び内容

当地域は不整形な小規模ほ場となっており、水利もため池からの水に依存する状況に

ある。そのため、池や水路の維持管理は重要な作業となっている。構成農家は１３戸で

認定農業者は１名と後継者がいない状況にある。また、ほ場が狭いことから農業機械も

小型のものが多く、作業効率が悪いことや老朽化も進んでいる。

このようなことから、本制度の活用により協定参加者が協力し、農用地の適正管理や

将来の集落農業を視野に入れた取組を行うものとした。

平成１７年度は、農道の敷き砂利による整備から始まり、水路の江払い作業及び農道

草刈り、水路草刈り、ため池の草刈り、周辺林地の草刈りを共同作業で行った。

また、平成１８年度には、前年度と同様の作業と刈り取り作業を担い手へ、約６０ａ

作業受委託して行った。

今年度については、共同作業で排水溝４２ｍにベンチフリュームを設置した。機械の

共同利用については耕起を約１２０ａを行い、担い手への作業委託も順調に進んでいる。

○農用地等保全マップ

農作業の機械の共同利用（耕起作業、

トラクター）、担い手への作業受委託

（稲刈り作業）や管理する道路・水路

については色分けして把握。

道路の管理作業 協定農用地の風景

［平成19年度までの主な効果］
○ トラクターの共同利用による作業の効率化（当初0ha、目標2.2ha、H19実績1.2ha）
○ 農作業受委託によるコストの削減（当初0ha、目標2.2ha、H19実績1.2ha）
○ 農道・水路の補修、修繕

水路（2km）・農道（2km）の清掃及び周辺林地の下草刈りを2ha実施
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○小型のものから徐々に共同利用化を推進

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県雄 勝 郡 東 成 瀬 村 手倉
おがちぐんひがしなるせむら てくら

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
36.0ha 水稲、転作作物

交 付 金 額 個人配分 49％
519万円 共同取組活動 集落の各担当者の活動に対する経費 2％

（51％） 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 10％
鳥獣害防止対策、水路農道等維持・管理等共同取組経費 34％
農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費 4％
事務費 1％

協 定 参 加者 農業者45人 水利組合4組織 集落外5人

２．集落マスタープランの概要

当集落は、県東南部岩手県境に接する東成瀬村にあり、南北およそ2km、東西およそ

500mと細長く、さらに南北方向に中央を成瀬川が流れる山間部の集落である。

稲作中心の地域であるが、高齢化に伴い耕作放棄地が増加していたことも踏まえて、

農業用水路を改修し、管理コストを下げるとともに、機械の共同利用や担い手への作業

委託などにより農地や農業施設の保全に努めることとした。

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

農地の耕作・管理（田36.0ha） 周辺林地の下草刈り 機械・農作業の共同化
（約5.0ha、年1回） （トラクターの共同利用を

個別対応 0.4ha（1％）実施、目標3.6
共同取組活動 ha）

耕作放棄の可能性がある農用 共同取組活動
地の利用権設定・農作業委託

共同取組活動 水路・作業道の管理 担い手への農作業の委託
・水路8.5km、年2回及び随時 （耕起作業を5.6ha（16％）

清掃・草刈り 実施、目標6ha）
農地法面の定期的な点検 ・道路5.0km、年1回
（定期的に年1回の他随時） 簡易補修・草刈り 共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

現在、集落では農道や用水路の草刈り・清掃を実施しているが、素堀りの山腹水路が

多く、管理に苦慮している。また、農業従事者の高齢化も深刻な問題となっていた。

そのため、農業用水路の改修や農道の整備を行い、機械の共同利用により作業の効率

化及び担い手への作業委託等により、農地の利用集積を目指し活動することとした。

農業機械の共同利用については、これまで個々に所有する機械で個々が作業をする形

態であったため、共同利用に不慣れという事情があるが、まずは草刈り機などの小型機

械から共同化を始めるなど、徐々に導入を進めている。

農業用水路は6本（延長1.5km）あるが、殆どが素堀りで補修が急務とされていたため、

Ｕ字溝埋設による水路補修が進められ、特に力を入れて取り組んでいるところである。

○農用地等保全マップ

要補修・整備箇所（水路・道路）や

農作業の受委託地及び農作業の受委託

目標地が確認できるように作成。

U字溝埋設で水路の管理負担を軽減 トラクターの共同化

［平成19年度までの主な効果］

○ トラクターの共同利用による作業の効率化（当初0ha、目標3.6ha、H19実績0.4ha）

○ 担い手への農作業委託を図り、農地集積化による農業経営の安定化

(当初0ha、目標6ha、H19実績5.6ha)

○ 集落内の水路・道路改修による管理コストの削減

・水路6本(延長1.5km)の補修(U字溝埋設による)、H19実績2本（105m、180m）

・農道の整備(延長約1.5㎞)、H19実績50m
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○地域の独自性・特徴を生かした地域づくり

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県最上郡鮭川村 大平・上芦沢
もがみぐんさけかわむら おおだいら・かみあしざわ

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

交 付 金 額 個人配分 20.0 ％
656 万円 共同取組活動 担当者活動経費 6.9 ％

（80 ％） 体制整備に要する経費 46.5 ％
多面的機能増進活動費 4.4 ％
水路、農道等の維持・管理等共同取組経費 21.3 ％
農用地の維持・管理経費 0.9 ％

協 定 参 加者 農業者 20 人、そば生産組織、曲川小学校・分校 2団体

２．集落マスタープランの概要

持続的な農業生産活動等を可能にするために、農家間で協定を結び作業の共同化・作

業受委託をはじめ機械の共同利用を実施し、農用地の維持管理を行うとともに、非農家

との協定を結ぶことにより、地域の結びつきを強化していくこととした。

また、小学校分校と協定を結び、児童が自然体験を通して自然からの恵みを実際に肌

で感じることにより『自然の大切さ』や『収穫の喜び』を学び、『心の豊かさ』を育む

ことができるよう活動することとした。

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

農地の耕作・管理（田31.2ha) 景観作物作付け 機械・農作業の共同化
（鮭川村主催の花いっぱ （そばの耕起、播種作業の共同

個別対応 い運動に協賛し、コスモ 利用を10.3ha（33％）実施、
ス等を転作田等に約20a作 目標8.5ha)
付け）

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路6.8km、年1回 共同取組活動

清掃、草刈り
・道路7.5km、年1回 草刈り 自然生態系の保全に関する学校

教育との連携
共同取組活動 （曲川小学校と曲川小芦沢分校

と連携し、そば１aの作付け、
野菜・稲の観察及び収穫、川や

農地法面の定期的な点検 山遊びを通した心の教育）
（年2回及び随時）

共同取組活動
共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

当地域は、経営主の平均年齢が５５歳と高く、耕作面積の平均は２㏊と、将来担い手

不足や耕作放棄の発生が心配されていた。このような状況を踏まえ、本制度を活用し、

集落営農の体制整備をしていくことした。活動の１つである機械・農作業の共同化の取

組として、個々で行ってきたそばの作付けを、そば生産組合を組織し、耕起・播種作業

の機械の共同化を実施している。目標面積は8.5㏊であったが、Ｈ19年度において10.3

㏊実施しており、生産性・収益向上にもつながっている。

また、小学校との連携においては、そばの作付けから収穫までの観察を行う体験農園

や自然の大切さを学ぶ川や山遊びなどに取り組み、情操教育の場として実施している。

○農用地等保全マップ

そば団地における耕起・播種の共同化

・水路・農道の補修・改良計画を記入

し、年次計画に基づいて記載。

・そばの作付地を記載し、共同作業に

活用。

・農地法面の維持管理箇所を記載。

体験農園（そば収穫祭）

［平成19年度までの主な効果］

○ 機械の共同化によるそば生産組合の設立、生産性の向上

（当初0ha、目標8.5ha、H19実績10.3ha）

○ 曲川小学校及び分校と連携し、自然観察会や体験農園による自然生態系保全活動の実施

○ 景観作物（コスモス等）を転作田等に約20a作付けし、地域住民と環境保全活動の実施

○ 農地整備・管理のため、計画に基づき水路、農道の補修・改良の実施

・水路（当初0km、目標6.8km、H19実績4km）

・農道（当初0km、目標7.5km、H19実績3km）
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○機械の共同利用による農業生産活動の継続を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県伊達市 布 川
だ て し ぬのかわ

協 定 面 積 田（62％） 畑（38％） 草地 採草放牧地
40.3ha 水稲 野菜、葉ワサビ － －

交 付 金 額 個人配分 40 ％
589万円 共同取組活動 担当者活動経費 3 ％

（60％） 体制整備に向けた活動経費等 1 ％
鳥獣害防止、農道等維持管理等共同取組活動経費 25 ％
農用地の維持・管理活動に対する経費 31 ％

協定参加者 農業者 158人

２．集落マスタープランの概要

将来へ向けた集落の核となる担い手の育成と米生産コストの削減や労働力の軽減を目

標に基幹的農作業の共同化を進めると共に、農業機械の共同利用等を促進し、認定農業

者の育成・発掘に努めていくこととした。

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

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 機械・農作業の共同化
（田24.9ha、畑15.4ha） （約0.5ha、年1回） （農作業共同化（乾燥・調整）

を17.4ha（43％）実施、目標
個別対応 個別対応 25ha以上）

共同取組活動
水路・作業道の管理 景観作物の作付け
・水路0.9km、年1回 清掃 （ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ、ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ、ｻﾙﾋﾞ

年2回 草刈り ｱなど公園、集会施設の周辺 認定農業者の育成
・道路0.8km、年1回 簡易補修 ・沿道に4ａ作付け） （5年間で5名の認定農業者を

年2回 草刈り 育成。現状15名、目標5名増）
共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（年1回及び随時）

共同取組活動

集落外との連携
○協定参加者以外や他集落からの水稲乾燥・調整作業受委託。（5件、計2ha）
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３．取組の経緯及び内容

当集落は、田24.9ha、畑15.4haの農地を有する中山間地で、昔から養蚕の盛んな地域

であったが、養蚕業の衰退とともに従事者の高齢化や兼業による後継者不足等により、

耕作放棄地が増加していた。そのため、平成12年度から集落協定を締結し、共同作業用

機械（ミニバックホウ）やイノシシ捕獲檻（6台）を購入・設置するなど、対象農用地

の保全・維持管理等に向けて積極的に活動してきた。

平成17年度に布川ライスセンターを建設し、水稲の収穫作業（乾燥、調整等）を協定

参加者から受託している。協定参加者以外にも他集落からの利用もあり、稲作だけでな

く、小麦の乾燥等にも利用されている。今後は、更に共同利用を進めると共に、荒れた

桑畑を利用して「葉わさび」の栽培にも取り組んでいくこととしている。

○農用地等保全マップ

農用地を適正に管理するため、

色分け【青（水田）、黄色（畑）、

被害地（ピンク斜線）】して管理

することとした。イノシシによる

被害区域と檻の設置箇所を記載して、

集落内で被害に対する共通理解を

深めることとした。

ライスセンター全景 ライスセンターでの作業風景

［平成19年度までの主な効果］

○農業用機械の共同利用による作業の効率化（当初0ha、目標25ha以上、H19実績17.4ha）

○認定農業者の育成に向けて、共同作業や集落打合せの際に代表者による勧誘や、行政からの

指導・誘導を実施（当初15名、目標5名増）
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＜高付加価値型農業の実践を行っている事例＞

○なたねで放任園地解消と農村景観の形成を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県黒石市 牡 丹 平開 拓パイロット組 合
くろいしし ぼたんだいらかいたく くみあい

協 定 面 積 田 畑（100％） 草地 採草放牧地
30.5ha りんご・なたね

交 付 金 額 個人配分 50％
351万円 共同取組活動 体制整備に関する活動経費 30％

（50％） 農道・水路等の維持管理等経費 20％
協 定 参 加者 農業者 75人

２．集落マスタープランの概要

当集落は黒石市街地から６kmほど東に位置し、山間部の急傾斜地を利用したりんご主

体の農業地帯で、寒暖の差が大きいことから、おいしいりんご産地として知られている。

しかし、生産者の高齢化と、りんご園地の平地への移行により、山間地の放任園地が

増加し、病害虫の発生源となっていた。

そこで、放任園地の伐採・整地を行い、労働負担が少ないなたねを新規作物・景観作

物として導入し、さらに認定農業者を１名以上育成するなど、継続性のある農業生産活

動が可能になるよう取り組むこととした。

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

農地の耕作・管理（畑30.5ha） 景観作物作付け 高付加価値型農業の実践
（なたねを対象外農用地 （新規作物としてなたねを導入、

個別対応 6.2haを含む約19.3haに 13.1ha（43％）実施、目標1.6ha)
作付け）

共同取組活動
作業道の管理 共同取組活動
・道路8.6km、年2回 草刈り

認定農業者の育成
共同取組活動 （当初1名、目標2名）

（H19年度までに3名増加）

農地法面の点検（随時） 共同取組活動

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

りんご生産農家全員がエコファーマーに認定されており、環境に配慮した持続性の高

い農業生産を行っているが、生産者の高齢化やりんご園が急傾斜という作業性の不便さ

もあり、農業離れが進んでいた。そこで、高齢の農業者でもできる新規作物の導入と将

来の地域農業の担い手を育成するため、本制度に取り組むこととした。

５年間で認定農業者を１名増加させることを目標として取り組んだ結果、平成１９年

度までに新たに３名が認定された。

また、新規になたねを作付けし、今年の秋には最終年度の目標面積を大幅に上回る取

組となった。急傾斜地への作付のため、現在のところ耕作放棄地の解消と景観形成にと

どまり、収穫・販売には至っていないが、今後、販売計画を策定し実践していくことと

している。

これらに加え、放任園地の伐採・整地を進め、耕作放棄地の解消や農村の景観形成に

取り組んだり、冬期間に農道を除雪し園地の雪害対策や剪定作業の効率化など、多面的

機能の維持・増進を図りながら、生産性の向上に努めている。

○農用地等保全マップ

農道の補修位置、耕作放棄地、新規作物

（なたね）の作付位置、協定に含めない

ほ場の位置等を色分けし、活動する際

誰にでもわかるように図面に示した。

新規作物のなたね 農道の整備・草刈り

［平成19年度までの主な効果］

○ 所得向上に向けた新規作物としてなたねを導入（当初0ha、目標1.6ha、H19実績13.1ha）

○ 認定農業者の育成（当初1名、目標1名、平成19実績3名認定）

○ 農道等の補修、定期的な除草等の作業の継続（8.6km、年2回）

○ 協定農用地に含めていない既耕作放棄地6.2haになたねを作付けし、保全管理を行った。
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＜高付加価値型農業の実践を行っている事例＞

○ピンクの花のそばで、集落の活性化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県飽海郡遊佐町 三 ノ 俣 組 合
あくみぐんゆざまち みつのまたくみあい

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
6.4 ha 水稲､そば､大豆

交 付 金 額 個人配分 20.0 ％
134 万円 共同取組活動 担当者活動 経費 15.2 ％

（80 ％） 水路農道の維持管理費 50.0 ％
集落マスタープラン実現への活動経費 14.8 ％

協 定 参 加者 農業者 5人、 生産組織、 水利組合

２．集落マスタープランの概要

活力ある周辺集落や集落外農家と連携した農作業委託の推進や農業所得の向上を目指

し、集落の共同作業による新規作物の栽培などに取り組むこととしている。

平成９年に集落内に開館した農林漁業体験実習館「さんゆう」の隣には「鳥海三神の

水」と呼ばれる湧水があり、それを利用した新規作物（そば）の導入を行うこととした。

また、そばを活用し、加工・販売や収穫祭を開催するなど集落の活性化を図っていく

こととした。

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

農地の耕作・管理（田6.4ha) 周辺林地の下草刈り 高付加価値型農業の実践
（約0.5ha、年1回） （新規作物として、そばを作付け。

個別対応 0.4ha（6％）実施、目標1ha）
個別対応

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路84m、年2回 景観作物作付け

清掃、草刈り （ﾋﾟﾝｸの花が咲くそば 担い手へ農作業の委託
・道路84m、年2回 を約0.4ha作付けた。） （集落の担い手に水稲の収穫、乾

草刈り 燥・調整作業を6.4ha（100％）委
共同取組活動 託、目標6.4ha）

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

○ 集落外との連携
農業漁業体験実習館「さんゆう」にて、そば粉を販売したり、友好都市である豊島区アンテナ
ショップに参加し、そば打ち教室を予定するなど都市との連携を図っている。
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３．取組の経緯及び内容

今後予想される農業従事者の高齢化に対応すべく、集落外の担い手への農作業の委託

の推進、集落活性化のための新規作物（そば）の栽培に取り組み、所得の向上を目指す

こととした。農林漁業体験実習館「さんゆう」の開館に伴い、地元の農家の方々が野菜

の直売をはじめ、土日祝祭日には手打ちのそばも出すようになった。今年度からは、景

観的にも美しいピンクの花が咲くそばを作付けした。

今後は集落内に、そばを打てる人がいることから、他地区の人と連携して「さんゆう」

を会場にそばの収穫祭を開催し、交流人口の拡大を図っていく予定である。

また、遊佐町と友好関係にある豊島区の商店街でそば打ち教室を開催し、そば粉の販

路の拡大を図るなど、地域資源を活用した農業によって集落の活性化を図っていくこと

としている。

○農用地等保全マップ

雨や湧水による多量の流水によって、

土の水路が破損する状態にあることから

コンクリートの水路と枡の導入する改良

箇所を記載した。

ピンクの花が咲くそば畑 農林漁業体験実習館「さんゆう」

［平成19年度までの主な効果］

○ 新規作物を導入した集落の農業所得の向上（当初0ha、目標1ha、H19実績0.4ha）

○ 担い手への農作業の委託による営農の効率化

（当初0ha、目標6.4ha、H19実績6.4ha）

○ 水・道路整備による農地保全（当初0ｍ、目標84ｍ、H19実績51ｍ）
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＜地場産農産物等の加工・販売を実施している事例＞

○転作大豆で味噌の製造・販売に取り組む

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県三 戸 郡三 戸 町 蛇 沼
さんのへぐんさんのへまち じゃぬま

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
10.8ha 水稲、大豆

交 付 金 額 個人配分 50％
155万円 共同取組活動 担当者活動経費（役員報酬等） 4％

（50％） 体制整備に関する活動経費 10％
農道・水路等の維持管理等経費 4％
農地維持管理等に関する活動経費 26％
その他（会議費・消耗品費等） 6％

協 定 参 加者 農業者 15人

２．集落マスタープランの概要

当集落は三戸町中心部から８kmほど西にある中山間部に位置し、馬淵川支流の小猿辺

川流域にあり、森に囲まれたきれいな空気と水の豊富な農村集落である。

当集落では持続的な農業生産活動等を行っていくため、認定農業者を育成することに

加え、休耕田で大豆の栽培を行い、味噌加工許可を取得し加工・販売することとした。

また、農地の維持管理や環境保全活動にも取り組み、集落の活性化を図っていく。

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

農地の耕作・管理（田10.8ha） 周辺林地の下草刈り 認定農業者の育成
（約0.8ha、年1回） （当初0名、目標2名)

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3.0km、年2回 景観作物の作付け 地場産農産物の加工・販売

清掃、草刈り （ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞにカキツバタを （大豆を生産して味噌に加工、
・道路4.0km、年2回 草刈り 約100m作付けした） 個別販売の実施）

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動

農地法面の点検 魚類・昆虫類の保護
（随時実施） （養魚池を整備し、ニジ

マスを放流） 大豆の加工は、農業構造改善事
共同取組活動 （カブトムシ・ホタルの 業で整備した農産物加工ｾﾝﾀｰを

保護育成） 利用

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

現在、耕作放棄は発生していないが、高齢化や若者の都市部への流出による担い手の

減少によって、その発生が懸念されていることから本制度に取り組むこととした。

取組の１つとして、転作田で大豆を生産し三戸町農産物加工センターで、味噌に加工

している。味噌は生産量が少ない事もあり、当面、協定参加者の自家用と、親戚・友人

に販売しているが、将来的には販路を開拓し、農業収益の向上につなげたいとしている。

農地管理においては近年、農地法面の崩壊が多く発生しているため、ツツジやガマズ

ミを植えることで、崩壊防止を図ることとした。

また、昔数多くみられたカブトムシ・ホタル等の昆虫類やイワナ・マス等の魚類が、

少なくなっているため、農地と一体となっている周辺林地の下草刈りやきれいな空気と

豊かな水を活かし、魚類や昆虫類の保護を行うことにより、自然環境の回復を図り多面

的機能を次世代に残していくこととした。今後は、現在のフラワーロードとは別の箇所

に新たに桜を植樹し、集落の里山景観づくりに努めていくこととしている。

○農用地等保全マップ

農用地保全マップには、農地法面の

改良位置、フラワーロードの整備位置

等を色分けして記載した。

農地法面の保護のためツツジを植栽 農道の草刈り

［平成19年度までの主な効果］

○ 地場産農産物の加工・販売による収益向上

（個別販売による売上高：18万円（H18)、（H19分集計中)）

○ 認定農業者の育成（当初0名、目標2名、H19実績1名）

○ 農地法面の定期的点検等（随時実施、崩壊防止のためツツジ・ガマズミを植栽）

○ 景観作物の作付けによる環境整備（フラワーロードへカキツバタを約100ｍ作付け）

○ 生態系保全活動による自然回復

（自然環境を整備し、魚類・昆虫類の保護を実施）
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＜地場産農産物の加工・販売を実施している事例＞

○オープンテラス「長平まぢゃれ」でオープン討議

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県一 関 市 仏 坂
いちのせきし ほとけざか

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

15ha 水稲、牧草等

交 付 金 額 個人配分 49.5％

182万円 共同取組活動 担当者活動経費 14.3％

（50.5％） 鳥獣害防止対策及び水路・農道等の維持管理等経費 8.3％

体制整備に関する活動経費 9.4％

農用地維持管理活動経費 14.3％

その他 4.3％

協定参加者 農業者30人、非農業者1人

２．集落マスタープランの概要

計画にあたっては、水田農業ビジョンとの整合性を保ちながら課題を踏まえ、区画整

理や暗渠排水等の体制を整備し、認定農業者を育成し担い手への農地集積や農作業の委

託を進めることとした。また、所得向上に向けた取組として、馬鈴薯の生産販売の後作

にそばの生産加工販売を行うなど土地の高度利用も行うほか、「あけび」の特産化を目

指し、栽培研修や加工の研究を進める。

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

農地の耕作・管理（田15ha） 周辺林地の下草刈り 地場産農産物等の加工・販売
(約10a、年1回） （自家栽培したそばを産直施設

個別対応 「まちの駅」で販売）
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路約2.7km、年1回清掃

年2回草刈 認定農業者の育成
・道路約3.1km、年2回草刈 農地法面の定期的な点検 （当初2名（H19に1名増）、目標

年1回簡易補修 （随時） 3名）

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動

集落外との連携
○ 農家組合と連携した農作業受委託の調整。
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３．取組の経緯及び内容

当集落は後継者の見込みのない兼業農家が多く、農地の大部分が基盤整備が行われて

いない小区画であり、農業生産の停滞と耕作放棄地の増加が懸念されていた。

平成17年度の市町村合併による交付対象農用地の拡大に伴う新たな交付対象農家も協

定に加わり平成18年度に締結。集落の課題解決には担い手の育成が必要と考え、認定農

業者を1名増やす（H17達成）こととした。

また、転作田を利用し、馬鈴薯（6a）・そば（6a）・あけび（5a）・山菜の栽培に取り

組み、「あけび」の皮を粉にしたものや「おやまぼくち（山菜）」をそば粉に加えるなど

工夫を凝らし、街場の産直施設「まちの駅」を利用して販売している。

共同で活動することが少ない集落であったが、活動を重ねていくにつれ家族の参加が

増え、春には桜並木の草刈後に花見を行うようになった。集落の憩いの場・語らいの場

として「オープンテラス」を設置し、協定活動を機にオープンな環境でのコミュニケー

ションが活発に行われている。

○農用地等保全マップ

農地・農道・水路を色塗りし、

管理箇所の明確化を図る。また、

農地法面の草刈、土側溝の泥上げ

とＵ字溝の設置（20m程度）など

の計画を進める。

オープンスペース「長平まぢゃれ」 特産化を目指し、コストをかけず既存の

での共同活動等の打合せ ものを利用した「あけび」の栽培棚作り

［平成19年度までの主な効果］

○ 地場農産物等の加工・販売による地域経済の活性化

・産直施設での売り上げ （6万円（H17）、6万円（H18）、5万円（H19））

○ 認定農業者の育成

（当初2名、目標3名、H19実績3名）
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＜地場産農産物の加工・販売を実施している事例＞

○マーケットインの発想で｢売れる農産物を生産｣

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県住 田 町 坂 本
すみたちよう さかもと

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

17ha 水稲、野菜等

交 付 金 額 個人配分 35.0％

351万円 共同取組活動 担当者活動経費 2.8％

（ 65.0％） 鳥獣害防止対策及び水路・農道等の維持管理等経費 20.0％

体制整備に関する活動経費 5.7％

農用地維持管理活動経費 35.0％

その他 1.5％

協定参加者 農業者42人、水利組合3組合、非農業者5人、保育園

２．集落マスタープランの概要

集落営農を推進するため、遊休農地の解消を図りながら、新規作物の導入、高収益に

つながる加工販売（そばの地産地消等）を進め、集落全体の農業経営を安定させていく。

また、保育園と連携した世代間交流や食育の推進及び集落一体となった景観整備等の

取組も行う。

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

農地の耕作・管理（田17ha） 周辺林地の下草刈り 高付加価値型農業の実践
(約18a、年1回） （トウモロコシ・そば・山菜

個別対応 を作付け 40a（2.4％）実施、
共同取組活動 目標370a）

水路・作業道の管理 地場産農産物等の加工・販売
・水路約4km、年1回 清掃 景観作物の作付け （自家栽培によるそば粉を使

年2回 草刈 （パンジー等1a作付け） 用したそばを直売所隣食堂で
・道路約3km、年2回 草刈 提供）

年1回 簡易補修 共同取組活動
学校教育等との連携

共同取組活動 （保育園と連携し、ブルーベ
リー農園での農業体験)

農地法面の定期的な点検 鳥獣害防止対策 共同取組活動
（随時） （H18年までにシカ防護柵を

約2Km設置）
共同取組活動

共同取組活動

集落外との連携
○ 坂本自治公民館と連携し、景観形成のための花(パンジー等)を植える。
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３．取組の経緯及び内容

当集落の農地は、急傾斜で狭隘な圃場が殆どで高齢化率が高いことから、耕作放棄を

防ぎながら農業振興を図っていくことが重要な課題となっていた。新対策より赤羽根直

売所を基点とした二つの協定を統合し活動の幅を広げ、総会において水田集落ビジョン

を踏まえ、集落営農の推進に向けた体制整備を図っていくこととした。

「売れる農産物の生産」を重点に栽培を推進し、収益性の高い高付加価値型農業や加

工販売を展開。直売所の売り上げ動向の把握により、売れているトウモロコシや山菜の

生産を増やしている。また、地産地消も視野に入れ、直売所に隣接するそば屋で地元産

そば粉の使用販売に向け、そばの栽培を作付け拡大している。

そのほか、ブルーベリーの体験農場を設置し、保育園児との農業体験交流や、非農家

と共に「ふれあい花壇」を整備し景観形成を図っている。

○農用地等保全マップ

水稲を黄色・野菜を緑色・山菜を青色・

トウモロコシを橙色・そばをピンク色・豆

類を紫色と作物別の着色と、維持管理農地・

道路・水路ごとの色分し明確に現状を把握。

また、作物別に現状作付面積と目標作付

面積を記載することで維持管理農地の解消

に向けた作付計画を実施。

保育園児の体験農園 水路清掃作業風景

［平成19年度までの主な効果］

○ 高付加価値型農業の実践による収益向上

・トウモロコシ・そば・山菜などの特産化（当初0a、目標370a、H19実績40a）

○ 所得向上に向けた地場産農産物の加工・販売の取組

・地産地消を目指し、そばを栽培（当初0a、目標238a、H19実績6a）

○ 農作業委託による農用地の集積化による作業の効率化

・他集落の農作業機械利用組合等へ委託（高齢化等の状況に応じ委託を進める、H19実績7.5ｈa）

○ 有住保育園と連携し、農作業体験を通した自然生態系の学習・保全

・ブルーベリー圃場（H18）8aにおいて体験農園を実施

○ 集落内の非農家等と景観整備活動

・花壇等へ花を植栽（当初1a、目標1a、H19実績1a）



- 23 -

＜地場産農産物の加工・販売を実施している事例＞

○農産物加工品販売で、新たな収入への意識を醸成

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県由利本荘市 笹 子 西 部 第 1
ゆりほんじょうし じねごせいぶだいいち

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
55.6ha 水稲、転作作物

交 付 金 額 個人配分 50％
677万円 共同取組活動 集落担当者活動経費 5％

（50％） 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 8％
鳥獣害防止対策、水路農道等維持・管理等共同取組経費 23％
農用地の維持・管理活動経費 7％
交付金の積立・繰越 7％

協 定 参 加者 農業者 63人

２．集落マスタープランの概要

当集落では、認定農家を中心に機械の共同利用や農作業受託等の推進に向け、営農組

織の育成に努めることとした。また、転作田を活用したそば栽培に取り組み、これを用

いた加工品の販売を行いながら、地域の振興作物（アスパラガス・やまのいも・花き等）

の栽培面積を増やし、そばも加えて団地化を進め、生産性を向上させていくこととして

いる。平成19年度には、加工グループにより地場産農作物の加工品を直売所で販売する

計画である。その他の取組として、「天神あやとり」の伝統文化の継承や遊休農地への

景観作物の作付けを行うこととしている。

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

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 認定農業者の育成
（田55.6ha） （約1.4ha、年3回） （現在9名（H19に2名増）、目標

9名）
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
・水路7.3km （遊休農地0.1haにコスモス等を 地場産農産物の加工・販売

清掃 年1回 作付けした。目標0.4ha増） （農産物加工施設で研修を行い、
草刈り 年2回 推進・拡大を図る。おかき等を

・道路3.5km、 共同取組活動 加工し、直売所で販売)
草刈り 年2回

共同取組活動
共同取組活動

簡易な基盤整備の実施 担い手への農作業の委託
農地法面の定期的な （農道舗装25ｍ実施） （集落の担い手に春秋作業を30
点検（随時） ha（80％）委託することを目標

共同取組活動 に行う）
共同取組活動

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

当集落協定は、天神・中村・砂口の３集落の農家63戸から構成されていて、認定農家

が７戸あるものの、後継者のいない農家が10戸あり、集落維持機能の低下が懸念されて

いた。そのため、認定農家を中心に農作業受託を行っていくこととし、農地の活用のた

め、水稲以外にそば、アスパラガス、やまのいも、花きの作付け面積を増やし、さらに、

集落内の伝統行事（由利本荘市指定無形文化財）「天神あやとり」の伝承にも積極的に

努めていくこととした。

農産物加工に関しては、集落産の農作物を積極的に活用するために、加工販売グルー

プを立ち上げ、そばやごまなどを使った「おかき」を製造し、旧鳥海町内の農産物直売

所で販売した。売れ行きは好調で、集落からは「農産物に付加価値を付けることで新た

に収入を得るきっかけとなった」との声が上っており「工夫すれば売れる」という意識

の醸成や集落の活性化に繋がっている。

○農用地等保全マップ

水路は、基幹水路の一部以外ほとんどが

土水路のため、毎年の計画に基づき整備箇所

を記載。

農道の多くは貧弱なため、砂利敷きや急坂

についての舗装箇所及び水路や農道の補修路

線 を明確に判別可能にした。

集落産の農産物を加工 直売所で販売する「おかき」

［平成19年度までの主な効果］

○ 認定農業者の育成に向けた取組

・現在、候補者1名の研修を実施（当初7名、目標9名、H19実績2名）

○ 地場産農産物の加工・販売による地域の活性化

・直売所での売上高（30万円（H17）、37万円（H18）、30万円（H19））

・加工販売グループの育成のため、研修会を実施

○ 認定農業者への農用地利用集積による営農集落の活性化(当初1.7ha、目標4.0ha、H19実績0.6ha)

○ 農業機械の共同化による低コスト農業の推進(当初3ha、目標7ha、H19実績7ha)

○ 伝統文化「天神あやとり」の継承を通した後継者の育成及び地域住民との交流の活性化
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＜地場産農産物の加エ・販売を実施している事例＞

○ 特産品温海かぶを中心とした集落と非農家との連携

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県鶴岡市 一 霞
つるおかし ひとかすみ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
8.6 ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 47.8 ％
157 万円 共同取組活動 水路・農道の維持管理 37.4 ％

（ 52.2 ％） 集落の各担当者の活動に対する経費 6.4 ％
周辺林地の草刈 4.5 ％
その他 2.3 ％
加工生産組織・個人との連携 1.6 ％

協 定 参 加者 農業者 11人、 非農業者 2人 （構成員13人）

２．集落マスタープランの概要

当集落では、担い手との話し合いを積極的に行い農業技術や文化を伝承していくこと

とした。共同施設である育苗・ライスセンターの利用率を100％に近づけ、作業効率の

向上を目指す。また、特産である温海かぶの加工・販売を集落全体で取り組むなど効率

的な農業体系の確立を図っていく。その他の取組として、桜ロード整備や水路・農道の

整備による非農家との連携を持続的に行い、農地の保全及び集落の活性化を図ることと

している。

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

農地の耕作・管理（田8.6ha) 周辺林地の下草刈り 地場産農産物等の加工・販売
（約65a、年1回） （一霞あつみかぶ生産組合と

個別対応 協力体制をとり、かぶ加工場
共同取組活動 で温海かぶを甘酢漬けに加工

し、「かぶまつり」で販売する）
水路・農道の管理
・水路23.8km 共同取組活動

毎年4月 清掃（泥上げ)
毎年6月・7月 草刈り 農地法面の定期的な点検

・農道16.9km （随時） 非農家との連携
毎年4月 簡易補修 （景観作物として非農家2名と
毎年7月 草刈り 共同取組活動 桜の植栽を行い、「桜ロード」

・梅雨・台風等降雨後には見回 4kmを整備）
りを行う

共同取組活動
共同取組活動

集落外との連携
○集落内に耕作放棄されそうな農地がある場合は農業委員会を通じ、農地の利用権設定等

を行い、耕作放棄の発生を防止する。
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３．取組の経緯及び内容

平成１２年に取り組んだ桜ロード整備等で集落全体の活性化が図られたことから、今

後も担い手を中心とした集落の維持地域活性化を目指し、本制度に取り組むこととした。

市の特産物である「温海かぶ」は、「一霞温海かぶ生産組合」を中心として甘酢漬け

での加工・販売を行っている。 この「温海かぶ」の販売促進と消費拡大、集落の活性

化を目的として、平成13年から「21世紀かぶまつりin一霞」と題したイベントを開催し

ている。会場では、協定農用地及び焼き畑で栽培した赤かぶで作られた甘酢漬けや生の

赤かぶ、地域の特産物等を販売しており、毎年、大勢のお客さんが訪れ、賑わいを見せ

ている。

○農用地等保全マップ

水路・農道を対象とした補修・

改良をして整備する計画を図面に

示している。

農地図をベースとしてに将来に

わたって適正に農用地を保全する

ために作成した。

２１世紀かぶまつりin一霞の開催風景 苗木植栽風景

［平成19年度までの主な効果］

○ 地場産農産物の加工・販売による地域経済の活性化

・生産した温海かぶを加工し、かぶ祭り等で販売

（売上高：約3000万円（H19））

○ 非農家等との連携し、環境保全の整備

・非農家2名と「桜ロード」を整備するため、桜を4km植樹（H19 100m植樹）

○ 農地利用設定等による耕作放棄の防止

・農業委員会と連携しながら、農用地の維持管理を実施
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＜地場産農産物等の加工・販売を実施している事例＞

○みその加工販売を通した集落活性化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県会津若松市 八田野
あいづわかまつし はったの

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
60 ha 水稲、そば、大豆

交 付 金 額 個人配分 50 ％
1,161万円 共同取組活動 担当者活動経費 1 ％

（50％） 体制整備に要する経費 49 ％

協定参加者 農業者 50人、非農業者 5人

２．集落マスタープランの概要

当集落の現状を踏まえ、生産性及び収益性の向上を目指し、農業機械の共同利用を行

いながら、農産物の加工販売に取り組むこととした。その他の取組として、農地集積や

作業委託の推進、担い手の育成にも取り組んでいくこととしている。

また、非農家等と連携したイベント「すいせん桜まつり」や農産物販売など、集落の

コミュニティ活動を活発に行い、農業生産体制の整備を進め集落の活性化を図っていく。

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

農地の耕作・管理（田60ha） 周辺林地の下草刈り 地場産農産物等の加工・販売
（年1回、70ａ） （収益性向上に向け、みそ加工

個別対応 所「八田野みそ工房」を建設）
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路約11㎞、年2回

清掃、草刈り 非農家等との連携
・道路約8㎞、年2回 農地法面の定期的な点検 （「すいせん桜祭り」を実施(年1
草刈り、補修 （年1回及び随時） 回)し、すいせんの球根を植栽や

農産物直売、農業体験等を実施）
共同取組活動 共同取組活動

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

当集落においても高齢化や担い手不足により個々に農業経営することが困難になって

きていることから、生産性・収益性に向けた農業経営の確立のため前対策から本制度に

取り組んでいる。前対策時に購入した汎用コンバインの効果により、機械の共同化や米

以外の転作作物（大豆・そば）の作付け面積が増加してきた。

今後は、新対策で建設したみそ加工所「八田野みそ工房」（平成19年2月完成）を利用

し、地元産の大豆と米から味噌（品名：八ちゃん味噌）の加工を行い、各種イベント等

で販売を実施していく。

また、非農家と連携し、遊休農地へ「すいせんの球根」（平成19年度現在約1000株･7a）

を植栽し良好な景観を作ると共に、集落外の一般参加者も加えた農産物直売・農業体験

といった交流イベント「すいせん桜祭り」を開催し、集落の活性化を図っていく。

○農用地等保全マップ

地区内の保全管理を行う水路・

農道等を色分け記載して整理した。

・ピンク…急斜面

・黄 ……緩斜面

・緑 ……水路維持活動等

・黒 ……農道補修活動

みそ加工の様子 すいせんの球根植栽作業

［平成19年度までの主な効果］

○地場産農産物等の加工・販売による収益性の向上に向けた取組

・みそ加工所【八田野みそ工房】を建設（平成19年2月）

○多面的機能の持続的発揮に向けた非農家・他集落等との連携

・非農家等10名と共に「すいせん」の球根を1,000株植栽（当初0a、目標15a、H19実績7a）

・交流イベント「すいせん桜まつり」を開催し、農産物直売や農作業体験を実施
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＜新規就農者の確保又は認定農業者の育成を実施している事例＞

○集落全員参加で「いきいき」集落

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県一 関 市 いきいき上 要 害
いちのせきし かみようがい

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

35ha 水稲、飼料稲等

交 付 金 額 個人配分 45.1％

543万円 共同取組活動 担当者活動経費 3.1％

（54.9％） 鳥獣害防止対策及び水路・農道等の維持管理等経費 9.2％

体制整備に関する活動経費 24.0％

農用地維持管理活動経費 14.7％

その他 3.9％

協定参加者 農業者34人、上要害飼料生産組合(構成員21名)

２．集落マスタープランの概要

コンバインの共同購入による共同利用の拡大と認定農業者の育成を目標に、水田作業

の集落営農組織への集積によるコスト削減と余剰労力を畜産・しいたけ・野菜栽培に向

け更なる収入の確保を図り、安定した農業経営の確立を目指す。

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

農地の耕作・管理（田35ha） 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化
(約15ha、年1回） （コンバインを共同購入し共同利用、

個別対応 8ha（23％）実施、目標5ha）
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路約5km、年1回 清掃 粗放的畜産（休耕地を

年2回 草刈 利用し、電牧を使用し 認定農業者の育成
・道路約5km、 た放牧、2haへ6頭) （当初3名（H19年で3名増、目標4名）

随時 草刈・簡易補修
共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動

良質堆肥を生産し、水
農地法面の定期的な点検 稲10ha、飼料稲6haへの
（年2回及び随時） 施肥

共同取組活動 共同取組活動

集落外との連携
○しいたけ生産組合と連携し、古ほだ木を使用した堆肥の生産と炭を利用した水田
の水質浄化など循環型農業への取組
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３．取組の経緯及び内容

当集落は稲作を基幹にしいたけ栽培と畜産の複合経営農家が多く、平坦地は30a区画

の圃場整備が済んでいるものの、山あいの水田は未整備のため狭隘である。前対策より

①水田の高度利用、②農家の所得安定、③地域の活性化を課題に集落の共同活動を展開

させてきたところであり、新対策においては計画作りから集落の家族も含めて話し合い、

集落農業の方向についての共通認識を醸成し、全員参加型の協定をスタートさせた。

共同購入したコンバイン活用は目標の5haを大きくクリアし、平成19年実績8haとなり

余剰労働力の有効活用が図られた。

当初３名の認定農業者を４名に増やし農作業の集積を図る計画は、品目横断的経営安

定対策にも対応するため、平成19年に６名に増員しオペレーターが確保された。

平成13年に循環型農業を目指し協定参加者が飼料生産組合を設立。しいたけ生産組合

と連携し、供給される古ほだ木と畜産農家からの糞尿を使用した良質堆肥を生産し、水

稲と稲発酵粗飼料用稲（WCS）への施肥を行っている。また、余剰雑木等を使用した炭

の生産を行い農業用水の浄化に活用するなど、環境保全に呼応した安全・安心な米の生

産に取り組んできた。さらに、米の栽培履歴等のパソコン管理も始め、平成16年度より

特別栽培米の生産に取り組んでいる。

子供たちにも共同取組活動に参加してもらい、農作業や木炭の敷設等を手伝うことで、

ふるさと・農業を見つめなおす情操教育の場ともなっている。

○農用地等保全マップ

水路を青色、農道を赤色、協定農地を

水色(H17)と黄色(H18)、修繕見込箇所を

黄緑色に色分けし、対象農用地の把握と

水路農道の補修確認等に使用。

古ほだ木と家畜糞尿を使用した良質堆肥の生産 全員参加の電牧設営風景

［平成19年度までの主な効果］

○ コンバインを共同利用し、コスト削減（当初1ha、目標5ha、H19実績8ha）

○ 認定農業者の育成（当初3名、目標4名、H19実績3名増）
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＜新規就農者の確保又は認定農業者の育成を実施している事例＞

○共同活動の継続により「結い」の復活

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県大 槌 町 対間
おおつちちよう たい ま

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

5.2ha 水稲、飼料作物

交 付 金 額 個人配分 20.1％

352万円 共同取組活動 担当者活動経費 8.6％

（ 79.9％） 鳥獣害防止対策及び水路・農道等の維持管理等経費 32.2％

体制整備に関する活動経費 19.6％

農用地維持管理活動経費 9.7％

交付金の繰越 5.9％

その他 3.9％

協定参加者 農業者9人、金沢小学校

２．集落マスタープランの概要

新対策における計画は、認定農業者及び水田農業ビジョンで担い手とした農家を中心

として、集落の農業を維持するため、農地集積や作業委託を増やしていく。

地域全体の老朽化した水路の管理計画を立て、認定農業者を育成し、機械の共同利用

の促進を図ることで、地域の農業経営の強化をしていく。

また、近隣小学校も協定に参加し、児童の総合学習の場として稲刈りや田植等の農業

体験を行っていくこととしている。

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

農地の耕作・管理（田5.2ha） 周辺林地の下草刈り 機械・農作業の共同化
(約20a、年2回） （田植え5.2ha及び稲刈り3.7ha、現

個別対応 状維持）
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路1.3km、年1回 清掃 景観作物の作付け

年2回 草刈 （コスモス等の作付7a） 認定農業者の育成
・道路1.3km、年2回 草刈 （現在3名（H18に1名増）、目標3名）
随時 簡易補修 共同取組活動

共同取組活動
共同取組活動

学校教育との連携
農地法面の定期的な点検 簡易な基盤整備（水路 （小学生を対象に農業体験を実施）
（随時） を修繕・更新100ｍ）

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

当集落は農家（14戸）と非農家（24戸）が混在し、地域の結びつきが深い集落である。

しかし、協定締結前は農作業等の共同活動は少なく個別完結型の農業が主で、集落内

農作業についてはコミュニケーションが図られていなかった。水路の維持保全活動も個

々の農家では対応しきれない農家も出てきており、水路のほか休耕地も含めた地域全体

の保全が必要とされていた。当制度による共同活動を進めていくにつれ、集落の農地を

を守る意識が強くなり、稲刈りを共同で行うなど「結い」が復活した。

水稲受託組織である下金沢機械利用組合（オペレーターとして当集落より３名が参加）

と連携して農作業受委託を進め生産コストの低減を図るとともに、担い手不足の解消に

向け認定農業者の育成（1名増）などに取り組み、農地の保全を進めている。協定参加

者のうち、夫婦で認定農業者となり、母も含めて家族経営協定を締結（H18)する農家も

現れている。また、老朽化の著しい農業用水路(100m)の目地の修復作業やＵ字溝の更新、

農地法面の修復作業や作業道拡幅工事などを行うにあたっては、中古Ｕ字溝の活用や土

木経験農家が重機を用いるなど得意分野を生かし経費を節約しながら、農業関連施設の

維持を図っている。

○農用地等保全マップ

マップに「今後、補修が必要な

水路」「共同作業実施農地」「景観

作物作付け」箇所を図示し、計画

的に活動を推進する。

水路改修工事 花壇整備作業

［平成19年度までの主な効果］

○ 機械の共同利用による農業経営の強化

・田植え（協定農用地全域5.2ha）、稲刈り（協定農用地3.7ha）の共同活動を維持

○ 認定農業者の育成（当初2名、目標3名、H19実績1名増）

○ 水路修繕・更新（目地修復や改修等目標100ｍ、H19実績100ｍ）

○ 景観作物の作付け（コスモス等を約7a作付け）
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＜新規就農者の確保又は認定農業者の育成を実施している事例＞

○集落全体で新たな認定農業者を育成、法人化をめざす

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県湯沢市 東福寺
ゆざわし とうふくじ

協 定 面 積 田（84％） 畑（16％） 草地 採草放牧地
68.1ha 水稲、転作作物 果樹

交 付 金 額 個人配分 50％
540万円 共同取組活動 集落担当者活動経費 4％

（50％） 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 14％
鳥獣害防止対策、水路農道等維持・管理等共同取組経費 32％
事務費 0％

協 定 参 加者 農業者 102人

２．集落マスタープランの概要

当集落では、集落農用地利用改善団体の設立と農地の集積化を図りながら、集落農業

の活性化を図ることにした。それには、担い手が不可欠であることから認定農業者の育

成、また農地保全として用排水路及び農道の保全整備や自然環境の保全等に向け、地域

の将来を担う子供達に体験学習させるなど、将来にわたって持続的な農業生産活動等が

できるよう、マスタープランを作成した

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

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 認定農業者の育成
（田57.5ha、畑10.6ha） （約0.8ha、年１回） （当初13名（H19に1名増）、目標14

名）

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理 魚類・昆虫類の保護 自然生態系の保全に関する学校教育
・水路5km (学校教育機関等との連携 等との連携

清掃 年1回 による自然環境保全活動) （地元小学校・保育園の協力のもと、
草刈り 年2回 ※詳細右記 児童・園児に自然体系の保全に向け

・道路5km た学習会と体験活動を実施）
簡易補修 随時 共同取組活動
草刈り 年2回 共同取組活動

共同取組活動
加算措置としての取組

農地法面の定期的な点検 法人設立加算
（随時） （農事組合法人の特定法人化を目指す）

共同取組活動 共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

県南部、奥羽山脈の麓に位置する当集落は、全165戸のうち農家が129戸で、稲作中心

ではあるが、果樹・野菜・畜産といった多彩さも持っている。しかし、そのほとんどが

兼業農家であり、集落内の将来的な担い手確保が課題となっていた。

そこで、新たな認定農業者を集落全体で、1人以上を育成することとした。協定参加

者も大人数のため、話し合いの場では総じて熱心に話し合い、本制度を活用し積極的に

やっていこうという機運が高まり、意欲ある農業者を１名育成することができた。

自然保全活動としては、地元の子供達と一緒に河川やため池などの清掃活動等を実施

しているところである。

なお、当集落協定は、法人設立加算措置適用のため、集落の農家が農用地利用改善

団体に参加し、農事組合法人こまがたアグリサービスの特定法人化を目指している。

○農用地等保全マップ

農地法面・水路・農道等の補修・改良箇所を

記載。

・農道5カ所に敷砂利を実施。

・水路5カ所補修を実施。

集落の農業生産活動について討論中 地元小学生へ田植えを指導

［平成19年度までの主な効果］

○ 認定農業者を育成に向けた話し合いを実施（当初13名、目標14名以上、H19実績1名増）

○ 法人設立に向けた取組

・集落を基礎とした農地利用改善団体を新たに設立するため、担い手への集積化を図り、特定農業

法人化を進めている。

○ 地元小学校（市立駒形小）との連携で自然環境の保全に向けた活動の実施

・ほたるが棲める自然環境等を整備するため、河川清掃活動等の実施（「ほたるの川」構想）

・自然環境保全のため、ため池の清掃活動と生態系保全に向けた魚の放流の実施（どろんこ学校）
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＜担い手への農地集積等を実施している事例＞

○村おこしイベントで集落活性化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県北上市 沢目
きたかみし さわめ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

20ha 水稲、牧草

交 付 金 額 個人配分 30.0％

420万円 共同取組活動 担当者活動経費 5.2％

（ 70.0％） 鳥獣害防止対策及び水路・農道等の維持管理等経費 7.1％

体制整備に関する活動経費 19.1％

農用地維持管理活動経費 7.1％

交付金の積立・繰越 20.8％

その他 10.7％

協定参加者 農業者42人 、非農業者9名、沢目公民館（51戸）

２．集落マスタープランの概要

永続的な集落維持にむけ、意欲ある担い手への農地の集積や耕作放棄地の防止に努め、

コスト削減と生産性の向上を図るべく機械の共同所有・利用を進めることとした。

また、地区全体の活性化を図るため、非農家等と連携して集落内道路の草刈りや花壇

作りのほか、村おこしイベント(綱引き大会)を開催するなど、地域づくりに向けた取組

を進めていく。

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

農地の耕作・管理（田20ha） 周辺林地の下草刈り 担い手への農地集積
（約60a、年1回） （利用権設定等を5.4ha（27％）

個別対応 実績、目標4ha）
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路5km、年3回

泥上げ、清掃、草刈り 非農家・他集落等との連携
・道路5km、年3回 農地法面の定期的な点検 （非農家9名を含む地域住民と連

清掃、草刈り （随時） 携し、花壇作り、市道の草刈り、
村おこしイベントの開催）

共同取組活動 共同取組活動
共同取組活動

集落外との連携
○ 休耕田を利用して収穫したさといもを、黒岩自治振興会と連携し「芸農まつり」

で販売。また、地域の学童保育児童へのさといも堀体験も開催。
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３．取組の経緯及び内容

当集落の協定農用地は昭和46年に基盤整備された丘陵地にあり、全て急傾斜地で小区

画の圃場が多い。協定締結前は高齢化による自己保全地の増加や、道路・水路・堤の手

入れ不足等により、将来にわたっての農地保全に対する不安があった。本制度に取り組

むにあたり、非農家や交付対象外農家も含めた集落全員参加による協定が締結され、共

同取組活動費のウェイトを上げ、さまざまな取組を計画した。

取組内容としては、集落内の道水路等の適正管理、担い手への作業委託や利用権の設

定等、更には集落で休耕田を利用したさといもの生産・販売・小学生のさといも掘り体

験への活用、といった取組により農地の有効利用が図られている。

また、今年で１８回目となった「村おこしイベント」の綱引き大会や管理が行き届く

ようになった池での親子釣り大会、餅つき大会、縄ない大会、収穫祭等々の開催のほか、

市の花いっぱいコンクールにおいて優秀賞をもらうなど、多岐にわたる共同活動により

地域の活性化を図っている。

○農用地等保全マップ

水稲を緑色・転作を青色・自己保全地を赤色と

色分けすることで、担い手への農地集積のほか、

集落で休耕田へのサトイモやそばの共同栽培を行

うなど、赤色農地（自己保全地）の活用に心がけ

るようにしている。（平成19年は自己保全地へ「そ

ば」と「さといも」を80a作付け）

三館地区の「水車そば挽き」へ、そば粉の供給

も行っている。

村おこしイベント 綱引大会 休耕田を活用した小学生の

（平成19年150名程度参加) さといも堀り体験

［平成19年度までの主な効果］

○ 担い手への利用権の設定による集落営農体制の強化（当初2.9ha、目標4ha、H19実績5.4ha）

○ 非農家・他集落等と連携した環境保全活動等

・非農家を含めた沢目公民館（協定参加者の世帯51戸）と連携し、農道草刈り（集落内の市道を

含め5km程度）、花壇作り（マリーゴールド・サルビア・ひまわり等400㎡）、「村おこしイベント」

の開催（綱引き大会）を実施）
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＜担い手への農地集積等を実施している事例＞

○担い手育成を目指した取組

１．集落協定の概要

市町村・協定名 宮城県白石市 福 岡 上 原
しろいしし ふくおかかみはら

協定面積 田（100%) 畑 草地 採草放牧地
13.9 ha 水稲

交付金額 個人配分 49 %
270万円 共同取組活動 担当者活動費 3 %

(51%) 水路・農道等の維持管理費 37 %
体制整備費 11 %

協定参加者 農業者20人、 農業生産組織1

２．集落マスタープランの概要

集落内にある生産組織（蔵本水稲共業組合）を担い手として位置付け、協定と連携し、

各個人の設備投資は抑えながら、耕起、代かき、乾燥・調整においてそれぞれ4.3haの

農作業受委託を5年間の目標とした。景観保全活動として地区内に花のプランター42個

を並べ、環境整備にも努めていくこととした。

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

農地の耕作・管理（田13.9ha） 周辺林地の下草刈り 担い手集積化
（約0.3ha、年1回） （集落内の生産組織に耕

個別対応 起、代かき、乾燥・調整
共同取組活動 の作業を4ha（29％）委託。

目標4.3ha）
水路・農道の管理
・水路0.8km、年2回 景観作物作付け 共同取組活動
清掃、草刈り （ベコニア等のプラン

・道路0.8km、年2回 草刈り ター25個を各家庭の入
り口に設置した。)

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

農用地等保全体制整備
（水路の改良80m、 U字溝布設）

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

集落内農業者の高齢化が進み、後継者確保も厳しい現状を踏まえ、耕作放棄地の発生

防止と持続的な農業生産活動を可能とするため、集落内生産組織（蔵本水稲共業組合）

を集落内中核的な担い手として位置付け、農作業の受委託を推進していくこととした。

そこで、受委託の推進を図るために、新しい農業機械の実演研修会の参加及び集落内

での打合せを行ってきたところ、目標面積4.3haに対して4.0haまで進めることができた。

今後も農作業の受委託を推進していくこととしている。

○農用地等保全マップ

農作業受委託（耕耘、

代かき、乾燥・調整）

が必要となる範囲や補

修・改良が必要となる

水路を示した。

土水路へのU字溝布設 水路清掃・草刈り

[平成19年度までの主な効果]
○ 生産組織へ農作業受委託によるコスト削減
（当初0ha、目標4.3ha、H19実績4ha）

○ 地区内に花のプランターを設置し、景観整備（当初0個、目標42個、H19実績25個）
○ 水路の改良（当初0ｍ、目標100ｍ、H19実績35ｍ）
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＜担い手への農地集積等を実施している事例＞

○集落営農に向けた取組を展開

１．集落協定の概要
市町村･協定名

宮城県 伊具郡丸森町 大張１区の２
いぐぐんまるもりまち おおはりいつくのに

協 定 面 積 田（94％） 畑（6％） 草地 採草放牧地
10.7ha 水稲 野菜･果樹･飼料作物 － －

交 付 金 額 個人配分 30 ％
215万円 共同取組活動 担当者活動に対する経費 23 ％

（70％） 集落ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ将来像実現に対する経費 23 ％
鳥獣害防止対策及び道水路維持管理経費 14 ％
農用地維持管理経費 7 ％
その他 3 ％

協定参加者 農業者 35人（うち非対象農業者 10人）非農業者 8人

２．集落マスタープランの概要

前対策より推進して来た「担い手等への農作業の受委託」を、他集落の担い手等への

受委託、農地集積へと計画を拡大し、更に集落営農を踏まえた組織化についても検討す

るほか、集落内において直売所（「なんでもや」）に野菜などを出荷している生産者が増

えていることを踏まえ、「なんでもや」を中心とした収益性を向上させる為、農家レス

トランや農家民宿などグリーンツーリズムの展開について集落全体で検討していく。

また、担い手への農地集積や農作業受委託のほか、制度へ参加していない農家や非農

家、他集落とも連携し共同活動や農地集積などに取り組むこととしている。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 景観作物作付け 担い手への農地集積
（田10.1 ha、畑0.6 ha） （パンジー等を農道脇花壇等 （認定農業者等に0.5ha（5％）

等に300㎡作付け） 利用権設定、目標1.1ha）
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2.9km、年2回 堆きゅう肥の施肥 担い手への農作業の委託
清掃、草刈り （稲ワラの交換など畜産農家 （認定農業者等に耕起など5作

・道路3.9km と稲作農家が連携し堆きゅう 業を2ha（19％）委託。目標2ha）
年2回 草刈り 肥の施肥を行う。）
3月 簡易舗装 共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動
多面的機能の持続的発揮に向け
た非農家等との連携

農地法面の定期的な点検 （非農家8戸と水・道路の清掃
（随時） や景観作物の作付けを実施す

る。）
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８戸と道水路の清掃等の共同活動及び景観作物の作付けを連携し、
地域の活性化につながる活動を行う。
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３．取組の経緯及び内容

当集落の現状として、専業農家の大半が高齢者であり後継者が不足していることや、

兼業農家についても、近年の米価低下等の理由から生業が農業から他の事業に変わって

きているため、農地離れが著しくなってきている。

今後、更なる高齢化・兼業化が進むことが想定され、それにより耕作放棄地増加にも

拍車がかかり、病害虫の発生増加や集落全体の景観が損なわれることが懸念されること

から本制度に取り組むこととした。担い手への農地集積及び農作業の受委託を推進する

ために、先進地への視察研修や集落での月１回程度の話し合いを行っている。

今後は、農作業受委託組合の組織化及び農業生産法人の設立にも取り組んでいく。

また、協定農用地の維持管理や畜産農家と連携した堆きゅう肥の施肥、集落全体に景

観作物の作付けなどを行い、１０年後には地域の憩いの場となるように活動している。

○農用地等保全マップ

共同活動等で管理する道水路の

位置や水路の補修実施予定箇所、

及び農作業の受委託推進の範囲を

記載。

景観作物の作付け 共同作業による農道整備

［平成19年度までの主な効果］
○担い手への農地集積による作業の効率化（当初0ha、目標1.1ha、H19実績0.5ha）
○担い手への農作業受委託によるコスト削減

・水稲の基幹的農作業うち５作業（耕起、代掻き、田植え、収穫、乾燥・調整）を受委託
（当初0.9ha、目標2ha、H19実績2ha）

○多面的機能の持続的発揮に向けた非農家との連携した環境整備活動
・集落内の非農家７戸と連携し、道水路の清掃などの共同活動や景観作物の作付けを実施
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＜担い手への農地集積等を実施している事例＞

○ 集落機能の継続と担い手の育成

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県加美郡加美町 北 川 内１
かみぐ んかみまち きたかわうち

協 定 面 積 田（88.2％） 畑(11.8%) 草地 採草放牧地

3.7ha 水稲 野菜 － －

交 付 金 額 個人配分 50％

53.9万円 共同取組活動 担当者活動経費 5％

（50％） 水路・農道等の維持管理費 35％

農用地の維持・管理活動経費 8％

体制整備に要する経費 2％

協定参加者 農業者８人

２．集落マスタープランの概要

集落内での担い手の育成が難しいことから、隣接集落の認定農業者を担い手として位

置づけ、集落内の農地の農作業の受委託を推進し、農作業の分業による永続的な集落の

存続を図っていくこととした。受委託の目標面積は２haを目指しており、担い手の経営

の安定を図るとともに担い手と連携した農業生産活動等の体制整備を確立したいと考え

ている。

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

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 担い手集積化
（田3.3ha 畑0.4ha） （年1回） （認定農業者に田植え、収穫、

乾燥・調整作業を1.6ha（43％）

個別対応 共同取組活動 実施、目標2.0ha）

共同取組活動

水路・農道等の管理

・水路1.8km、年2回

清掃、草刈り 農地法面の定期的な点検 その他の活動

・農道0.5km、年2回 （年2回及び随時）

草刈り 用水路の改修

共同取組活動 （U字溝の敷設 約250m ）

共同取組活動

共同取組活動

集落外との連携

○隣接集落の認定農業者との受委託を推進し、基幹農作業と防除・水管理等との分業

による継続的な農業生産活動に取り組む。
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３．取組の経緯及び内容

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、高齢化や担い手不足

が深刻な問題となっており、農地の荒廃の不安とともに将来の集落の存続が懸念されて

いた。このような状況の中、農地の保全や集落機能を維持していくために、集落協定を

締結し、この事業に取り組むこととした。生産条件の整備を定め、稲作に欠かすことの

できない用水路の改修を重点活動として位置づけ、U字溝の敷設による効率的な水確保、

水管理とともに毎年の江払いの労力軽減、農用地また林地の崩壊を防ぎ保全を図ること

とし、農作業受託者の作業しやすい条件整備を進めている。

○農用地等保全マップ

田植え、収穫、乾燥・調整の基幹

的農作業の受委託及び用水路の改修

を実施する範囲を色分けし、図面に

示した。

周辺林地草刈り 用水路改修

［平成19年度までの主な効果］

○ 担い手への集積化による集落営農の体制強化

・隣接集落の担い手への農作業の受委託(当初0ha、目標2ha、H19実績1.6ha）

○ 協定農用地への用水路の改修（U字溝の敷設）
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＜担い手への農地集積等を実施している事例＞

○農作業共同化・担い手への農地集積で遊休農地に生命を

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県西 村 山 郡 西 川 町 入間
にしむらやまぐんにしかわまち いりま

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
21.3ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 30.0 ％
221万円 共同取組活動 担当者活動経費 5.4 ％

（ 70.0 ％） 集落営農体制構築のための学習会に対する経費 2.3 ％
基幹的農作業の共同化に対する経費 15.8 ％
基幹的農作業の受委託推進に対する経費 4.5 ％
新規就農者育成に対する経費 2.3 ％
水路、農道等の維持・管理に対する経費 13.5 ％
多面的機能増進活動に対する経費 2.3 ％
集落営農体制構築積立金 23.9 ％

協 定 参 加者 農業者 35人

２．集落マスタープランの概要

将来にわたり、集落の荒廃を防ぐため、現在組織化されている沼山入間地区機械利用

組合･西川町中部地区収穫作業組合･さがえ西村山農業協同組合を核としながら、農作業

の共同化、新規就農者の確保、農作業の委託等を行いながら、集落営農体制を構築して

いくこととした。

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

農地の耕作・管理（田21.3ha） 景観作物の作付け 機械・農作業の共同化
（入間区・入間公民館 （田の病害虫防除の共同作業を

個別対応 が主催する「花いっぱ 21ha（100％）実施、目標21ha）
い運動」において農道
に花壇用苗を約2a作付 共同取組活動

水路・作業道の管理 けした。）
・水路 約1km

年1回 清掃 共同取組活動 新規就農者の確保
年2回 草刈り （現在1名、目標1名以上）
見回り（降雨後適宜）

・道路 約1km 共同取組活動
草刈り（随時）

共同取組活動 担い手への農作業の委託
（認定農業者を中心とした営農
組合に基幹的農作業12ha（56％）
委託。目標21ha）

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

近い将来、農業従事者の高齢化による耕作放棄地の発生、担い手不足など農業生産体

制の維持が困難となることが予想されることから、本制度に取り組むこととした。

集落営農体制の充実に向けて、カメムシの発生を防止し米の収益向上を図るために、

病害虫防除作業を共同化している。

また、組織化されている機械利用組合や収穫作業組合への農作業委託の拡大を推進し

ている。更に、50歳代前半の認定農業者が、既に遊休化している農地や高齢化により耕

作放棄されそうな農用地を集積し、集落内の農用地面積の約３割を耕作している。

平成18年には、40歳代後半の新規就農者が認定農業者に認定され、集落内外の農地約

６haを集積し、無農薬米の栽培を行うなど集落全体で活動に取り組んでいる。

○農用地等保全マップ

水路の補修やえん堤の補修箇所を

記載し、災害復旧労力の負担軽減を

図る。

共同で行う病害虫防除作業 集積した水田で無農薬米栽培

［平成19年度までの主な効果］

○ 病害虫防除の共同作業による効率化（当初0ha、目標21ha、H19実績21ha）

○ 新規就農者の確保（当初0名、目標1名以上、H19実績1名）

○ 農作業受委託による作業効率化及び農地の荒廃防止

・３つの営農組織に基幹的農作業（5作業）を委託（当初10ha、目標21ha、H19実績12ha）
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＜担い手への農地集積等を実施している事例＞

○地域ぐるみで元気なまちづくり

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県最上郡舟 形 町 福寿野
もがみぐんふながたまち ふくじゅの

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

交 付 金 額 個人配分 20.0 ％
379万円 共同取組活動 担当者活動経費 2.6 ％

（80％） 共同利用機械購入費 45.7 ％
水路・農道等の維持管理費 31.7 ％

協 定 参 加者 農業者 45 人

２．集落マスタープランの概要

認定農業者が中心となり、担い手集積化や農作業委託を積極的に行うよう呼びかけ、

集落営農に向けた取組を行っていく。

更に、若年層の都市部への流出防止、町内会等と集落内の景観美化・環境美化等にも

努めていく。

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

農地の耕作・管理（田43.3ha) 周辺草刈りと福寿湖周辺 担い手集積化
の桜(30本)の管理（随時） （集落の認定農業者等に収穫・

個別対応 調整作業を6.9ha（16％）委託
共同取組活動 及び賃貸借、目標9.6ha）

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路5.2km、年2回 景観作物作付け

清掃、草刈り （ベコニア・サルビアを
・道路5.4km、年2回 草刈り 沿道に約700m作付け） 加算措置としての取組等

共同取組活動 共同取組活動 規模拡大加算
（新たに賃貸借・収穫・調整作
業により1.9ha増、目標9.6ha)

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・子供会と連携し、湖周辺の桜の管理と沿道へのﾍﾞｺﾆｱ・ｻﾙﾋﾞｱの作付
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３．取組の経緯及び内容

当地区も他集落同様、高齢化・担い手不足という課題を抱えているが、ＪＡ等の助言

をもらいながら認定農業者等を中心に耕作管理を行い、耕作放棄防止に努めていくこと

とした。認定農業者等の担い手への作業委託を行い、農地の集積を進めながら、農道・

水路の共同管理を行い、耕作放棄の発生防止に努めている。

また、多面的機能増進活動として子供会と連携して景観作物のプランター植栽を行っ

たり、福寿湖周辺に桜の苗木を植栽したりと地域ぐるみの活動を展開している。

○農用地等保全マップ

沿道へ花の作付け

降雨が続くと急傾斜のため表土が

流出しやすい箇所、農道の砂利敷き

箇所を記載。（農道延べ約1.8㎞）

農道への砂利敷き

［平成19年度までの主な効果］

○ 担い手への農地集積による農作物生産量の確保

（当初5.0ha、目標9.6ha、H19実績6.9ha）

○ 環境保全活動を通した地域住民との交流による地域の活性化

・湖周辺の桜の維持管理

・沿道へのﾍﾞｺﾆｱ・ｻﾙﾋﾞｱの作付（当初0ｍ、H19実績700m）
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＜担い手への農地集積等を実施している事例＞

○そば栽培による耕作放棄地の解消と担い手への農地集積

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県南会津郡南会津町 上ノ原
みなみあいづぐんみなみあいづまち かみのはら

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

交 付 金 額 個人配分 50 ％
97万円 共同取組活動 集落の各担当に対する経費 6 ％

（50％） 水路農道維持管理経費 14 ％
集落ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの将来像を実現するための経費 30 ％

協定参加者 農業者 8人、農業生産法人 1組織

２．集落マスタープランの概要

本対策を契機に、農地の利用集積、担い手の育成と支援をしていき、集落全体で農地

を保全する仕組み作りを行うと共に耕作放棄地の解消を目指すこととした。

具体的には、農地の利用調整組織である「農用地利用改善組合」を設立し、担い手へ

農地の利用集積を推進し、耕作放棄地の解消と発生防止を図り、併せて普通型コンバイ

ン等の必要な農機具の整備を行っていく。

また、地域に適した作物である「蕎麦」の作付けを行い、地域経済の活性化に向け

て取り組んでいくこととした。

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

農地の耕作・管理（田12ha） 景観作物作付け 担い手集積化
そばの作付推進 （ﾙﾄﾞﾍﾞｷｱ、水芭蕉、花 （集落の認定農業者等にそば

菖蒲などを休耕田に50a の播種、収穫・乾燥調整作業
個別対応 作付けた。） を6ha（50％）委託、目標4ha）

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

年2回 草刈り
・道路 4km、年1回 簡易補修

年2回 草刈り 農地法面の定期的な点検 （年4回及び随時）

共同取組活動 共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

当集落は標高が高く生産条件など不利な地域であり、耕作者の高齢化や農地の荒廃が

懸念されていた。そのため、耕作放棄地の発生を防止し、将来にわたって農業生産活動

等を継続可能にするため、関係者が一致協力して取り組むこととなった。

現在、土地に適した作物「蕎麦」の栽培面積を拡大することで、耕作放棄地の解消を

図り、担い手へ集積化を進めている。

平成１７年度には普通型コンバイン・乾燥機の導入を行い、平成１８年度には同じ問

題を抱える近隣の小高林地区と共に、農用地利用調整組織である「小高林・上ノ原集落

営農組合」を設立し、地域の農地を担い手へ集積する体制作りを行った。

また、景観作物は土地に適した植物「ルドベキア」や「花菖蒲」等を植栽して景観の

向上を図ると共に、水路・農道の維持管理作業等では工事用車両を自ら操作して修繕を

行う等、集落全体で共同作業への取組意識も高まっている。

今後は、共同作業用機械を充実と蕎麦の作付拡大を行い、集落の農家・担い手農家の

連携を強化しながら、農地集積と耕作放棄地の発生防止を図っていく。

○農用地等保全マップ

補修や管理場所等を地図に色分けし、実施

する場所を明確に記載。

・赤色 → 蕎麦の作付け予定地

・黄色 → 景観作物作付け予定地

・青色 → 耕作放棄地の復旧予定地

・赤線 → 水路維持管理

・青線 → 農道・法面の補修維持管理

水路の堀上と草刈 そばの作付け風景

［平成19年度までの主な効果］

○ 担い手集積化による作業の効率化

・農地利用調整組織の設立（小高林・上ノ原集落営農組合）

・担い手への農地集積（当初2.7ha、目標4ha、H19実績6ha）
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＜担い手への農地集積等を実施している事例＞

○貝山プロジェクト２１の取組み

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(貝山プロジェクト21)
たむらぐんみはるまち かいやま

協 定 面 積 田（34％） 畑(60%) 草地(6%) 採草放牧地
79.7 ha 水稲 野菜･花き･たばこ 牧草 －

交 付 金 額 個人配分 45 ％
共同取組活動 役員報酬 17 ％

420万円 水路・農道等の管理方法における活動経費 4 ％
（55％） 多面的機能を増進する活動経費 9 ％

その他 25 ％
協 定 参 加者 農業者 73 人

２．集落マスタープランの概要

今後も、適切な農業生産活動を継続していくため、農作業や農業機械等の共同化によ

る経費削減や農作業受託組合の組織化へ向けた取組を実施することとしている。

併せて、集落を基礎とした営農組織を構築し、効率的な農作業を展開するとともに、

耕作放棄地の防止や集落内の農地の有効利用を図っていく。

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

農地の耕作・管理 景観作物作付け 機械農作業の共同化
（田27.0ha、畑47.9ha） （耕作放棄解消農地にひ （基幹的農作業(耕起・収穫等)

まわり等を7a植栽） における協同利用機械を6.3ha
個別及び組織対応 （78％）実施、目標8ha）

共同取組活動
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路0.5km、年1回 清掃 その他の取組

(随時) 草刈り 担い手への農作業の委託
降雨後、見回り 学童農園の開催 （農作業受託組合を組織し、

・道路0.5km、年1回 草刈り （耕作放棄解消農地(13a) 目標である8ha(29.6%)以上の
(随時) 簡易補修等 において、サツマイモ、 受委託を目指す。）

ひまわり等の苗を植栽）
作場や堀上作業等の維持管理、 共同取組活動
作業道の排水路改良等の実施 共同取組活動

共同取組活動

集落外との連携
○耕作者が農作業等を継続できなくなった場合は、集落内外の担い手農家や
機械利用組合との農作業の受委託等を推進する。
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３．取組の経緯及び内容

「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」という考え方から耕作放棄地の防止ばかりでなく、その解消にも

積極的に取り組むことが重要であることから、耕作放棄地を含めて協定締結に至った。

当集落はかつて、全協定面積の11%にあたる約8.7haの耕作放棄地を抱えていたが、解

消へ向けた取組を積極的に行い、平成14年度にはすべての耕作放棄地を解消した。

復旧した農地は、集落営農の観点から、集落内から募った高齢者や女性（パート雇用）

によって大根や馬鈴薯等が栽培され、ＪＡを通じ経済連や市場へと出荷を実施してきた

ほか、町内保育所児童のための学童農園を開設し、サツマイモの苗の植付けや収穫体験

も実施している。現在は、集落内において水稲収穫の受託作業を行い、集落を基礎とし

た受委託組合の組織化に取り組んでいる。

○農用地等保全マップ

協定農用地の範囲及び農道整備を

必要とする範囲・位置を定めた。

達成目標や農業生産の基礎となる

農道は計画的な補修・改良を実施し、

運搬の利便性等を確保できるよう記

載した。

・耕地の色分け

青色 → 田

黄色 → 畑

赤色 → 草地

学童農園の様子（サツマイモの植付） 学童農園の様子（ひまわりの種蒔き）

［平成19年度までの主な効果］

○農業機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化
（当初0ha、目標8ha、H19実績6.3ha）

○農作業の受委託による農業経営の体制整備強化
（当初0ha、目標8ha以上、H19実績6.3ha）
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＜都市住民等との交流を実施している事例＞

○グランドカバープランツ導入作業で交流

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県横手市 塚須沢
よこてし つかすざわ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
13.0ha 水稲、転作作物

交 付 金 額 個人配分 50％
272万円 共同取組活動 集落担当者活動経費 6％

（50％） 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 7％
鳥獣害防止対策、水路農道等維持・管理等共同取組経費 29％
農用地の維持・管理活動経費 8％

協 定 参 加者 農業者19人 生産組織1組織 水利組合1組織

２．集落マスタープランの概要

当地域でも高齢化が進んでいることから集落営農の維持を目指し、集落内外の参加者

による「グランドカバープランツ」植栽の取組や山菜等地場農産物の加工・販売などの

活動を行っていくこととした。

併せて、水源保護林の維持管理や減農薬栽培など自然にやさしい農業を目指す。

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

農地の耕作・管理（田13.0ha） 周辺林地の下草刈り 地場産農産物等の加工・販売
（約5ha、年2回） （山菜等を町所有の施設で加工

個別対応 し、JAに販売を委託できるよう
共同取組活動 活動中）

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路(延長700m) 景観作物の作付け

年2回 清掃・草刈り （休耕田に菜の花を1ha作
・道路(延長3km) 付け） 多面的機能の持続的発揮に向け

年2回 補修・草刈り た非農家・他集落等の連携
共同取組活動 （集落内の非農家10名と周辺集

共同取組活動 落の応援を得て、農地の整備を
実施）

土壌流亡に配慮した営農
農地法面の定期的な点検 を行う(グラウンドカバー 共同取組活動
（春、秋、大雨の都度、随時） プランツ植栽)

共同取組活動 共同取組活動

作業道の設置、排水改良等簡
易な基盤整備の実施

共同取組活動 集落外との連携
○ 非農家3戸と中房、船沢集落の協力を得ながら、グランド

カバープランツの植栽の実施。
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３．取組の経緯及び内容

当集落は、農業従事者の高齢化が進行し農地を維持するための作業も懸念される状況

であった。このため、集落全体で助け合いつつ、営農を維持していくこととした。

水路等が徐々に整備されつつある中、農地の法面・畦畔などの草刈り省力化を目的と

して低い草丈の植物を植えることで草丈の高い植物の成長を抑制する「グランドカバー

プランツ」の導入を図っている。植栽作業は平成17年から毎年実施しており、県・市の

協力を得ながら、周辺集落や地元横手市、秋田市などからも多くの参加者があり、集落

の活性化が図られたことはもちろんのこと、都市部からの参加者が農村への関心を強く

示すなどの成果が得られている。このほか、周辺山林の山菜を採取し、加工・販売する

ことを目指していくこととしている。

○農用地等保全マップ

平野の末端から伸びた沢部に位置し、狭隘

な地形であることが判別可能。

対象農地、農道、水路の補修（予定）箇所

を明瞭に記載。

法 面 管 理 植栽作業の参加者

［平成19年度までの主な効果］

○ 所得向上に向けた地場産農産物の加工・販売の取組

・商品化を目指し、山菜を実験栽培の実施（当初0ha、目標0.3ha、H19実績0.1ha）

○ 周辺集落及び市内外からも参加を募り、農地法面・畦畔へグランドカバープランツの植栽を実施。

・3年間継続（年間100㎡）しており、県内外からの視察者が約300名

○ 休耕田へ菜の花を作付けし、環境保全活動の実施

（当初0ha、目標3ha、H19実績1ha）
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＜都市住民等との交流を実施している事例＞

○既存の資源を活かして地域の復興を目指す！

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県いわき市田人町 貝泊
たびとまちかいどまり

協 定 面 積 田（91％） 畑（9％） 草地 採草放牧地
17.5 ha 米 野菜

交 付 金 額 個人配分 0 ％
339 万円 共同取組活動 担当者活動経費 4 ％

（100 ％） 鳥獣害防止対策及び水路・農道等の維持管理等経費 10 ％
体制整備に関する活動経費 53 ％
農地維持管理及び多面的機能増進活動に関する活動経費 33 ％
交付金の積立・繰越 0 ％

協定参加者 農業者 16人

２．集落マスタープランの概要

当地区が有する自然を生かした地域づくりを目標に、都市住民との交流活動等を行い、

地域活性化を図るとともに、農産物加工場を設置して地元産農産物の加工や山菜・きの

こ等地域特産品を直売所で販売するなど、将来へ向けた農業経営の安定化を図っていく。

また同時に、集落の共同作業による耕作放棄地の復旧事業を実施し、生産基盤である

優良農地の確保に努めていくこととした。

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

農地の耕作・管理 景観作物作付け 地場産農産物等の加工・販売
（田15.9ha、畑1.6ha） （そば、ナタネ等を休耕 （農産物加工場【山ぼうしの家】

田に40a作付けした。） の設置)

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理 保健休養機能を活かした都市住
・水路 5km、年1回 泥除去 民等との交流

年2回 草刈り 農地法面の点検(随時) ・民宿体験の実施（H17)
・農道 5km、年1回 定期点検 ・桜の公園造りの実施(H15～)

年2回 草刈り 共同取組活動 ・稲作体験の実施(H16～)
・簡易補修（随時）

共同取組活動
共同取組活動 耕作放棄地の復旧(30a)

共同取組活動 自然生態系の保全に関する学校
鳥獣害防止対策 教育等との連携
・電気柵、ネットの設置 ・保全田「とんぼの里」観察会

（延べ4,000m) の実施（年1回）

共同取組活動 共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

東北の玄関口であるいわき市西部に位置する当地区は昔から林業が盛んな地域であっ

たが、林業衰退によりS35年には125世帯(650名）だった当集落の人口も、H13年には70

世帯(175名)にまで減少していた。

こうした状況を打破するため、従来から行ってきた共同活動はもちろん、地元の地域

おこしグループ（コイコイ倶楽部）と連携を結び、いわき市及び都市部の幼稚園児や地

元小中学校児童や父兄等を対象とした農業体験【田植え(60名)・収穫(80名程度)】を実

施し、参加者に農業の楽しさや大切さを伝えている。また、農村が持つ多面的機能を維

持するため、「とんぼの里」（10年来の休耕田を利用した天然の池。昔のままの多様な生

態系が保存され、さまざまな生物が棲息している）を整備し、地元小学校児童を対象に

年１回の観察会を実施するなど、交流事業等を展開している。

更に、農産物加工場「山ぼうしの家加工場」（平成18年度完成）を設置し、農産物の

加工・販売を行う等、地域が潤う仕組みを構築させていくこととしている。

今後も都市住民との交流など幅広い活動を実施しながら、地域活性化へ向けた取組を

行っていく。

○農用地等保全マップ

耕作放棄地の復旧事業を行う予定地や稲作

体験実施予定地、鳥獣害防止活動を行う区域

等が一目で理解出来るよう色分けし、凡例と

共に記載した。

農産物加工場の設置 稲作体験の実施

［平成19年度までの主な効果］
○地場産農産物等の加工・販売に向けた取組

・農産物加工場所「山ぼうしの家加工場」を設置(平成18年)
・景観作物として作付けしたそばを利用し、手打ち蕎麦を直売所にて販売

○都市住民等との交流による地域活性化
・稲作体験の実施（平成16年度～ 60～80名程度参加)
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＜ＮＰＯ法人等の非農家等との連携を実施している事例＞

○入植７０周年の記念に神社を修復

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県南 津 軽 郡大 鰐 町 駒ノ台
みなみつがるぐんおおわにまち こまのだい

協 定 面 積 田（3％） 畑（97％） 草地 採草放牧地
52.9ha 水稲 りんご・トマト

交 付 金 額 個人配分 25％
216万円 共同取組活動 担当者活動経費 10％

（75％） 体制整備に関する活動経費 30％
水路・農道等維持管理等経費 28％
交付金の積立・繰越 7％

協 定 参 加者 農業者 31人

２．集落マスタープランの概要

当集落は平成18年で入植70周年を迎えた、りんご栽培を中心とした農業地帯である。

歴史が浅く伝統文化や芸能といったものはないが、地域活性化に向けた取組に対する

積極性があり、まとまりが良いという特徴がある。しかしながら、その一方で農産物価

格の低迷等により非農家も増えつつあるのが現状である。そこで、農村景観や多面的機

能を次世代に残し、認定農業者を増加させるとともに、集落内の非対象農家、非農家及

び近隣集落と連携して活動を行っている。また、入植70周年を記念し、地域住民の心の

よりどころである神社を修復し整備することとした。

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

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 認定農業者の育成
（田1.8ha、畑51.1ha） （約0.2ha、年1回） （当初7名、目標8名）

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理 非農家・他集落との連携
・水路0.6km、年1回 清掃 （協定に参加していない非対

年2回 草刈り 象農家や他集落等と連携し、
・道路1.2km、年2回 草刈り 農地法面の点検 水路の泥あげ作業や神社の修

年1回 簡易補修 （随時） 復・整備を実施。また、コス
モス（若妻）会12名と連携し、

共同取組活動 共同取組活動 無人販売所でりんご等農産物
の販売）

共同取組活動

集落外との連携
○日の出・前田ノ沢集落協定（21名）及び、駒ノ台、日の出・前田ノ沢の子ども会（4名）と
連携し、集落入口にある花壇整備を実施
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３．取組の経緯及び内容

当集落は、りんご園に向かう農道が狭く悪路も多いため、運搬する際にりんごを傷つ

けることがあった。また、小規模経営で後継者が育ちにくいため、耕作放棄の発生も懸

念されてきた。そこで、現在７名いる認定農業者を１名増加させ、将来にわたって持続

的な農業生産活動を可能にするため、協定を締結することとした。

非農家等と連携し、農地の維持管理や環境整備など共同取組活動を拡大するとともに、

平成18年には神社を修復・整備、入植70周年記念式典を集落全体で盛大に行った。

また、農家の持っている技術を活かし、農道と簡易水道の整備を５年計画で整備する

こととした。さらに、集落内にある無人販売所でのりんご販売も評判が良いため、老朽

化してきた施設を更新することを検討している。

○農用地等保全マップ

農用地保全マップには、水路の

泥あげを行う位置、農道の草刈り

及び補修・改良を行う位置などを

色分けして記載。

修復・整備した神社 農道の整備

［平成19年度までの主な効果］

○ 集落内の環境整備活動

（集落内の非農家や他集落と連携し、水路の整備等の活動を実施）

○ 農道の補修・改良（当初0ｍ、目標100ｍ、H19実績80ｍ）

○ 簡易水道の補修・改良

（目標パイプ：当初0ｍ、目標5,000ｍ、H19実績2,500ｍ）

（水道タンク機械室改築により安全な水道水を安心して利用できるようになった）

○ りんご等農産物の販売による収益向上

（農産物の収益継続のため、無人販売所の更新を行う）
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＜ＮＰＯ法人等の非農家等との連携を実施している事例＞

○地域の活性化を目指して、水車小屋を復活

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県上 北 郡六ヶ所村 戸 鎖
かみきたぐんろっかしょむら とくさり

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
17.6ha 水稲・そば

交 付 金 額 個人配分 40％
141万円 共同取組活動 体制整備に関する経費 9％

（60％） 水路・農道等維持管理等経費 44％
その他 7％

協 定 参 加者 農業者 34 人

２．集落マスタープランの概要

当集落は、村役場から南西に７km、鷹架沼の西端に位置しており、古くから農業・漁

業を営んでいる地域である。今後の地域の活性化を目指し、そば作りを利用した水車小

屋建設による景観作りや高齢者からのそば打ちの指導などによる年代層を超えた交流を

深めていくこととした。

また、花壇の整備、イワナの放流、そばの収穫などを集落内にある戸鎖小学校と連携

して実施することとし、農業後継者の育成に繋がるよう行っていくこととした。

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

農地の耕作・管理（田17.6ha） 景観作物作付け 地場産農産物の加工・販売
（ﾜｲﾙﾄﾞﾌﾗﾜｰを休耕田に10a （そばを50a作付けし、加工の

個別対応 は種） ための水車小屋を建設）

共同取組活動 共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路6.1km、年2回

清掃、草刈り 魚類の保護 学校教育等との連携
・道路2.8km、年2回 草刈り （イワナの放流） （小学校児童とイワナの放流な

ど生態系保全の活動）
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

集落外との連携
○戸鎖小学校児童15名と連携し、花壇等の整備、イワナの放流や、そばの収穫等を行う。
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３．取組の経緯及び内容

将来、少子高齢化が進み、農業後継者の確保が難しくなり耕作放棄の発生も懸念され

ていることから、持続的な農業生産活動等が可能になるよう取り組むこととした。休耕

田にそばを作付け、平成19年度には、お年寄りから指導を受けて40年ぶりに水車小屋を

復活させた。今後は、そば粉の加工・販売を実施していく。

また、集落には稲作や他の作業を行える大型機械が多数あるため、農道水路管理班、

作業班、防除班、オペレーター班、土木作業班等の体制を整え、農作業の共同化により

農業機械の効率化、さらには集落営農・集落法人・認定農業者の認定など担い手の育成

を目指す。

これまで、集落全体でのイベント的な行事は行われていないため、そばの花見を実施

していくなど、自治会や戸鎖小学校等との連携により、世代を超えた交流を一層進めて

いくこととしている。

○農用地等保全マップ

水路・農道の改良位置、イワナの

放流箇所、水車小屋の整備及びそば

の作付位置等を記載。

水車小屋の建設 戸鎖小児童とイワナを放流

［平成19年度までの主な効果］

○ 地場産農産物の加工・販売に向けたそばの作付けと水車小屋の建設

○ 自然生態系の保全に関する学校教育等との連携

魚類の保護（イワナの放流、毎年3,000尾）

景観作物として、ワイルドフラワーをは種（当初0a、目標10a、H19実績10a）

そばの収穫作業
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＜ＮＰＯ法人等の非農家等との連携を実施している事例＞

○米づくり体験学習で世代間交流

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県西津軽郡深 浦 町 驫木明道土地改良区
にしつがるぐんふかうらまち とどろきめいどうとちかいりょうく

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
18.5ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 50％
148万円 共同取組活動 担当者活動経費（役員報酬） 6％

（50％） 体制整備に関する活動経費 2％
農道・水路等の維持管理等経費 24％
交付金の積立・繰越 17％
その他 1％

協 定 参 加者 農業者 34人（うち非対象農業者8人）

２．集落マスタープランの概要

当集落は、昭和42年に土地改良事業を施行し、昭和47年に完了した津山開田と鶴緑開

田の２団地で形成されている。現在のところ、農地の引き受けがうまく行われており、

休耕田はないが、担い手の育成や確保、農作業受委託の推進を図ることとした。

また、地元住民と交流を深め、活力ある集落を目指すこととしている。

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

農地の耕作・管理（田18.5ha） 周辺林地の下草刈り 新規就農者の確保
（約1ha、年1回） （当初0名、目標1名）

個別対応
個別対応 共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路5.0km、年1回清掃、草刈り 畦畔等の一斉草刈り 認定農業者の育成

簡易補修（1.0km） （病害虫の防除を行い、減 （当初1名、目標2名）
・道路3.0km、年2回 草刈り 農薬栽培に取り組む）

共同取組活動
共同取組活動 共同取組活動

学校教育等との連携
農地法面の点検（随時） （田植え、稲刈り等の体

験学習）
共同取組活動

共同取組活動

集落外との連携
○明道小学校児童50名と連携、学校田（8a）を開設し、田植え・稲刈り等の体験学習を実施
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３．取組の経緯及び内容

近い将来、農業者の高齢化や後継者不足等が予想され、耕作放棄の発生が懸念される

ことから、認定農業者及び新規就農者の育成・確保に努め、担い手への農作業委託を推

進し、耕作放棄の発生を防止することとした。認定農業者については、平成18年度まで

に２名が認定されており、新規就農者についても、平成21年度までに認定を受けること

を目標に研修を実施している。また、明道小学校と連携し平成17年度に学校田を設置、

田植え・稲刈り等の体験学習を行い、交流を図っている。

○農用地等保全マップ

水路、農道の管理・補修予定

箇所・学校田事業実施箇所及び

新規就農者研修田の位置を図面

に示した。

学校田（でんでんむら） 稲刈り体験学習

［平成19年度までの主な効果］

○ 新規就農者の確保（当初0名、目標1名、H19実績（候補者1名研修中））

○ 認定農業者の育成（当初1名、目標2名、H19実績3名）

○ 小学校児童と自然生態系の保全活動

平成17年度から、地域の明道小学校（児童50名）と連携し、学校田（8a）に田植え・稲刈り等の

体験学習を実施。

○ 担い手への農作業委託による低コスト化

水稲作業全般を2.2ha委託。（当初0ha、H19実績2.2ha）（目標の設定なし）

○ 農道・水路の簡易補修

農道（当初0ｍ、目標330ｍ、H19実績100ｍ）

水路（当初0ｍ、目標1,100ｍ、H19実績500ｍ）
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＜ＮＰＯ法人等の非農家等との連携を実施している事例＞

○協定の統合による共同利用の拡大化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県遠野市 迷 岡
とおのし まよおか

協 定 面 積 田（98％） 畑（2％） 草地 採草放牧地

42ha 水稲、大豆等 牧草等

交 付 金 額 個人配分 0.0％

778万円 共同取組活動 担当者活動経費 3.9％

（ 100.0％） 鳥獣害防止対策及び水路・農道等の維持管理等経費 7.0％

体制整備に関する活動経費 8.0％

農用地維持管理活動経費 32.1％

交付金の積立・繰越 0.0％

その他 49.0％

協定参加者 農業者51人 、迷岡営農組合

２．集落マスタープランの概要

当集落は起伏ある丘陵地に位置し、圃場整備事業(平成11年～16年)を機に、平成14年

に当該地域において集落営農を目指した生産組織が設立された。新対策より３地区の協

定が統合し交付金を全額共同取組活動に充て、「協定（環境整備）」と「生産組織（生産

性の向上）」の連携を重点に計画した。

転作大豆のブロックローテーションを取り入れた団地作りによる作業の効率化を図

り、機械の更新は集落で整備することで個人所有を解消し有効活用を進めていく。

また、担い手(迷岡営農組合)への作業委託の誘導を進めるとともに、冬期間の所得向

上を目指した高付加価値型農業の実践として「たらの芽」の栽培を拡大していく。

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

農地の耕作・管理（田42ha） 周辺林地の下草刈り 高付加価値型農業の実践
（約20a、年2回） （たらの芽の苗木を0.8ha（1.9

個別対応 ％）実施、目標1ha）
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路8km、5月 清掃

年2回 草刈り 担い手への農作業委託
・農道7km、4月 維持補修 農地法面の定期的な点検 （田植8.2ha・大豆基幹作業8.8

年2回 草刈り （随時） ha（計40％）委託を実施、目標
13ha）

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動

集落外との連携
○ 自治振興会や子供会等と連携した花壇作りによる景観形成の推進
（子供達との触れ合いの場となっている）
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３．取組の経緯及び内容

集落内の高齢化や兼業化により、担い手や後継者不足が懸念されていた。平成14年に

当地域に生産組織(現：迷岡営農組合)を立ち上げたことから、新対策にあたっては「共

同利用を拡大し、生産組織の基盤強化が当地域においてはメリットが大きい」と考え、

３地区の協定が合併し新しい協定が締結された。

水稲及び大豆用機械を交付金で導入し、担い手と位置づける迷岡営農組合に無償供与

し、水稲基幹作業と転作田の大豆基幹作業の委託を進めている。

畜産農家の減少に伴い耕作放棄地と化した草地対策と冬期間の所得確保対策として

「たらの芽栽培」を取り入れた。たらの芽の苗木を植栽することで耕作放棄地になって

いた草地65aと田15a程度が平成19年度までに解消されている。この取組については集落

の女性が女性部を結成し、女性部が中心となって育苗作業（3月）から収穫作業（1月）

まで担っている。

また、迷岡自治振興会・迷岡地区子供会・鱒沢小学校ＰＴＡと連携し、集落内に花壇

（5ヶ所）を整備するなど集落の環境整備にも取り組んでいる。

○農用地等保全マップ

共同防除・花壇整備・共同農作業

機械購入・たらの芽栽培など幅広い

共同取り組み活動が行われており、

協定農用地等の範囲・たらの芽の作

付け・転作大豆のブロックローテー

ションの計画を記載し、各種計画の

推進に使用する。

たらの芽定植作業風景 たらの芽栽培

［平成19年度までの主な効果］

○ たらの芽栽培による冬期間の所得向上（苗木の増殖：当初0ha、目標1ha、H19実績0.8ha）

○ 担い手への農作業の委託によるコスト削減（当初8ha、目標13ha、H19実績17ha）
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＜ＮＰＯ法人等の非農家等との連携を実施している事例＞

○ＮＰＯの協定参加で集落外にも啓蒙を図る

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県湯沢市 三ツ村
ゆざわし みつむら

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
29.0ha 水稲、転作作物

交 付 金 額 個人配分 48％
250万円 共同取組活動 集落担当者活動経費 5％

（50％） 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 8％
鳥獣害防止対策、水路農道等維持・管理等共同取組経費 20％
農用地の維持・管理活動経費 6％
交付金の積立・繰越 12％
事務費 1％

協 定 参 加者 農業者 37人 NPO法人1組織

２．集落マスタープランの概要

湯沢市南部、旧雄勝町に位置する当集落は、雄物川の支流である高松川沿いの比較的

平坦な農地と山間に入り組んだ急峻な農地を併せ持つ、地形の変化に富んだ集落である。

集落の将来像として①水稲の有機栽培をはじめとした農作物の作付拡大、②生産基盤

改善の一環として水路、農道等の補修・整備、③ＮＰＯ法人との連携による農業・自然

への理解拡大、④地元伝統行事の継承による集落の活性化などに取り組むこととした。

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

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 機械・農作業の共同化
（田29.0ha） （約2.5ha、年1回） （田植え等の共同作業を10ha

（34％）実施、目標5.9ha以上）
個別対応 共同取組活動

共同取組活動

水路・作業道の管理 景観作物の作付け
・水路2km （ヒマワリ等を道路沿い 認定農業者の育成

清掃 年1回 に0.5kｍ作付け） （現在4名、目標5名）
草刈り 年1回

・道路2km 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

自然生態系の保全に関する学校
共同取組活動 教育等との連携

（市内NPO法人と連携し子ども
達に農業体験学習・自然生態系

農地法面の定期的な点検 の学習を実施）
（随時）

共同取組活動
共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

農地を所有・耕作する農家は、比較的小規模であり、農業従事者の高齢化や後継者不

足は深刻な状況であり、地域の活性化は急務だった。集落協定を結び、制度を活用する

にあたっては、協定を構成する農家以外の組織と連携し、地域農業の持つ意味・意義を

啓蒙することとした。これに賛同した湯沢市のNPO法人「秋田県南パソコン支援ネット」

が集落協定に参加し、農作業の体験、フィールドワークによる自然生態系の学習、集落

周辺での山菜採りなどを実施していくこととしている。

また、現在４名の認定農業者も１名増やし、農業生産活動等を維持していく。

○農用地等保全マップ

川沿いの比較的平坦な農地と、沢部に

深く入り込んだ農地が混在していること

が確認できる。

農道、水路の補修（予定）箇所が明瞭

に記載されている。

農作業の意義と手順を説明 田植え体験による農業体験

［平成19年度までの主な効果］

○ 共同作業で田植えなど農作業の効率化（当初3ha、目標5.9ha以上、H19実績10ha）

○ 認定農業者の育成のため、集落全体で話し合いなどにより候補者を選定（当初4名、目標5名以上）

○ ＮＰＯ法人「秋田県南パソコン支援ネット」と連携した環境保全活動等を通した地域の活性化

・農作業体験ツアー（地域住民・小学生等（12名）参加）

・地元小学校児童（８名）とともに山菜取りやホタルなどを観察する自然生態系学習を20年度以降

に計画している。

○ 水路・農道の整備

・農道の敷砂利による補修整備（当初200ｍ、目標500m、H19実績500ｍ）

・コンクリート舗装による補修100m及び水路の補修整備(側溝整備40m)

○ 所得向上に向けたいちご、タラの芽の作付面積拡大（当初0.5ha、目標１ha、H19実績１ha）

○ 「花いっぱい運動」(景観作物の作付)による景観保全（当初0km、目標0.5km、H19実績0.5km）
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＜ＮＰＯ法人等の非農家等との連携を実施している事例＞

○「村らしさ」を失うことなく集落を維持発展

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県鶴岡市 砂 川
つるおかし すながわ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
38.6ha 水稲、そば

交 付 金 額 個人配分 20.0 ％
555 万円 共同取組活動 担当者活動経費 3.1 ％

（80％） 多面的機能増進活動費 17.1 ％
水路農道等の維持管理費 52.8 ％
農用地の維持管理費 1.8 ％
道路水路改修・農機具購入のための積立･繰越金等 5.2 ％

協 定 参 加者 農業者 41人

２．集落マスタープランの概要

稲作を中心とする当集落は、ほとんどが兼業農家のため、非農家等の協力を得ながら

農道や水路の維持管理を行い、「村らしさ」を失うことなく集落を発展させていくこと

とした。機械の共同利用において、農業経営経費のうち農業機械の占める割合が高いこ

とから過剰投資を抑えるため、農機具の共同利用を推進していく。

また、自然生態系の保全に関する活動においては、小学校と連携し自然観察会などを

行い、自然に親しみ、農村の良さを体験してもらう事業を行っていく。

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

農地の耕作・管理（田38.6ha） 周辺林地の下草刈り 機械・農作業の共同化
（約1ha、年2回） （トラクターの共同利用を1ha

個別対応 （2.6％）実施、目標4.9ha)
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路2.9km、年2回

清掃、草刈り 自然生態系の保全に関する学校
・道路3.0km、年2回 草刈り 教育との連携

（自然観察会の実施）
共同取組活動

共同取組活動

集落外との連携
○朝日小学校と連携し、ビオトープを活用しながら自然に親しみ、農村の良さを体験して
もらう。
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３．取組の経緯及び内容

当集落では集落の耕地の半分以上が急傾斜地であり、１戸当たりの経営耕地も小さく、

兼業農家がほとんどであるため、今後、担い手不足及び耕作放棄地の発生が予想される。

このため、農道・水路の管理・改修を行うことで、農地の利便性を上げ、耕作不能と

なった農地が受委託されやすい環境を確保し耕作放棄地の発生を防止の必要があること

から取り組むこととした。現在、個人所有の機械がほとんどであるが、農業経営費削減

のため、更新時期となった機械から共同利用化を推進している。また、子供達が自然と

触れ合う時間が少なくなってきていることから協定農用地内にビオトープを作り、子供

達と連携した自然生態系の保全活動も行っている。

○農用地等保全マップ

年度ごとに水路(50m)・農道(250m)を

対象とした補修・改良の整備計画を記入

し、管理作業の軽減と農地の利便性向上

を図る。また、ビオトープを作り、自然

観察会を行い、子供達に地域に生息して

いる生き物を知ってもらい、自然生態系

の保全を行っていく。

ビオトープにて自然観察会

［平成19年度までの主な効果］

○ トラクターの共同利用による低コスト化（当初0ha、目標4.9ha、H19実績1.0ha）

○ 学校教育等と連携した自然生態系の保全活動

・ビオトープをつくり、子供達と自然に生きる「生き物」観察会の実施

○ 農地の利便性の向上

・非農家と協力しながら、受委託されやすい農地及び水路・農道の環境整備
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＜ＮＰＯ法人等の非農家等との連携を実施している事例＞

○遊休農地を活用した新規作物共同栽培の実践

１．集落協定の概要

市町村・協定名 福島県二本松市 東 北
にほんまつし とうきた

協 定 面 積 田(46%) 畑(54%) 草地 採草放牧地
12.4 ha 水稲 りんご・飼料作物

交 付 金 額 個人配分 40 %
108万円 共同取組活動 集落の各担当者の活動に対する経費 6 %

(60%) 体制整備に関する活動経費 39 %
農用地の維持・管理活動に関する経費 16 %

協 定 参 加 者 農業者 26人、水利組合 1組合

２．集落マスタープランの概要

現在の農地及び農村景観が、将来にわたって集落全員の協力により持続され、豊かな

集落・地域づくりができるよう活動していくこととした。

近隣の２集落と連携を図り、共同取組活動の実施や集落営農の組織化を進めるととも

に、農業収益確保のため、遊休農地を活用した新規導入作物の研究・共同試験栽培の実

践に取り組むこととした。

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

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化
(田:5.7ha、畑:6.7ha) (年2回、約30a) （草刈り等の農作業を0.3ha（24％）

実施、目標1.2ha）
個別対応 共同取組活動

高付加価値型農業の実践
（アスパラガス等の新規作物の導入

水路・農道等の管理 を0.23ha（79％）実施、目標0.29ha）
・水路 1.4㎞ 年2回
草刈り、清掃 農地法面の定期的点検 他集落等との連携

・道路 1.3㎞ 年2回 （年2回及び随時） （近隣2集落と連携して農作物の共同
草刈り 栽培及び販売）

共同取組活動
共同取組活動 集落を基礎とした営農組織の育成

生産物の生産・出荷・販売を0.23ha
（79％）実施、目標0.29ha）

共同取組活動

【集落外との連携】
○近隣２集落と共同で様々な作業を進めるため、杉石・東北・中北集落連絡協議会を設立
○アスパラガス、ブルーベリー等を共同栽培し、今後は生産から販売まで共同で行う
○耕作者が農地を維持管理出来なくなった場合、杉石・東北・中北の３集落が連携して維持管理を行っていく
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３．取組の経緯及び内容

当地区は、養蚕・りんご・野菜の栽培を柱に農業振興された地域であったが、近年の

農業を取り巻く情勢の悪化に不安を感じていた。そのため、同様の危機感を抱えていた

３集落が連携を図り、農地や水路・農道等を保全管理し、耕作放棄地の増加を防止する

と共に、遊休農地を活用した共同栽培に取り組んでいくこととした。

具体的には、試験的にアスパラガスやブルーベリーの栽培に取り組み、３集落共同で

管理・販売を行うと同時に新規作物の導入も模索し、集落営農組織化も視野に入れ取組

を進めていく。また、近隣２集落との連携と情報共有の強化を図るため、協議会員向け

の情報誌「アスパール通信」を発行し、連帯感を持った組織づくりに努めていく。

○農用地等保全マップ

協定農用地内の適正な保全管理を行う

ため、それに基づく農用地等を示すと

ともに、特に重点的に管理する区域や

共同取組みを進める区域等を色分けし

て記載。

また、遊休農地を活用し新規作物を

導入する予定地区（アスパラ・ブルー

ベリー等）についても記載した。

アスパラ販売用シール アスパラガスの共同栽培ほ場

［平成19年度までの主な効果］
○機械農作業の共同化による効率化
・周辺林地の草刈りを実施（当初0a、目標124a、H19実績30a）

○高付加価値型農業の実践による生産及び収益の向上
・新規作物の導入（当初0a、目標26a以上、H19実績23a）

○他集落等との連携による地域活性化
・近隣２集落と連絡協議会を設立し、情報を共有するため定期的に「アスパール通信」を発行
・農作業の共同作業面積（当初0a、目標124a、H19実績23a）

○集落を基礎とした営農組織の育成に向けた取組
・「東北あぶくまファーム」によるアスパラガスの生産・出荷・販売（当初0a、目標62a、H19実績23a）
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＜農業生産法人、集落営農組織の育成を実施している事例＞

○みんなで取り組もう！元気が出るふるさとに

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 平 舘
ひがしつがるぐんそとがはままち たいらだて

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
92.7ha 水稲・そば

交 付 金 額 個人配分 40％
742.1万円 共同取組活動 担当者活動経費 6％

（60％） 体制整備に関する活動経費 13％
水路、農道等の維持管理等経費 30％
多面的機能増進活動等に関する活動経費 7％
その他（事務費、予備費） 4％

協 定 参 加者 農業者 62人

２．集落マスタープランの概要

当集落における水源機能や農村環境などの多面的機能を次世代に残し、豊かな農村生

活が将来にわたり維持され、農業生産活動が継続可能になるよう認定農業者及び集落営

農組織を育成し、担い手への農地集積を行い農地の荒廃を防ぎ、農作業に従事しやすい

農業環境をつくっていくこととした。

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

農地の耕作・管理（田92.7ha） 景観作物の作付け 機械・農作業の共同化
（ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞにｺｽﾓｽ、ﾁｭｰ （草刈りの共同作業を112ha（120

個別対応 ﾘｯﾌﾟを約１km作付け） ％）実施、目標92.7ha）
※協定農用地以外も含む

魚類・昆虫類の保護
水路・作業道の管理 （ビオトープの確保） 認定農業者の育成
・水路47km、年１回 清掃 （目標1名増加、19年度2名認定）

草刈り 共同取組活動
・道路16km、年２回 草刈り 担い手への農地集積
・耕作放棄地の草刈り （20.5ha（22％）の利用権設定、

年１回 その他の取組 目標18.7ha）

共同取組活動 ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽの施設整備 非農家・他集落等との連携
（少量多品目の野菜を （平舘小学校全校児童や老人クラ
生産し活性化施設で販 ブ等と連携し、景観作物の作付け
売、転作作物のそばを やビオトープの確保を実施）

中山間地域活性化施設で 定着させる）
農産物を直売。また「そ 集落を基礎とした営農組織の育成
ばの花好愛会」と連携し、 共同取組活動 （野田地区集落営農組織を設立し
そばの加工・販売を実施。 基幹的農作業（収穫作業）を機械

の共同利用により16.8ha（18％）
実施、目標18.7ha）

集落外との連携 共同取組活動
○平舘小学校全校児童70名、老人クラブ19名、非農家
から15名が参加し、景観作物の作付け。

○平舘小学校の5～6年生児童28名が参加し、ビオトー
プの整備。
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３．取組の経緯及び内容

当集落においても農業の衰退が危惧されていることから、次世代に繋げていく活動を

行い、地域の活性化を図ることとした。その取組の１つである遊休農地解消対策におい

ては、その年の水稲作業が始まる前に、町の広報誌を活用し個人で対応できない農地を

取りまとめ、貸借権設定や農作業受託を行っている。Ｈ19年度には協定参加者14名を含

む野田地区集落営農組織を設立し、収穫作業を実施するなど農業機械の効率的稼働も考

慮した農地集積・団地化を進めている。

また、女性・高齢者が活躍できるよう、協定で設置したビニールハウスで少量・多品

目の野菜を生産し、中山間地域活性化施設で直売を実施している。

さらに、「そばの花愛好会」と連携して、転作作物のそばを同施設で加工・販売し、

平舘産そばの定着を図る取組を進めている。

○農用地等保全マップ

農用地への作付計画、水路・農道

の整備位置、フラワーロード・ビオ

トープの整備位置、土地改良区に代

わって行う生き物調査場所等を色分

けして作成した。

黄花コスモスの植え付け 農道の整備

［平成19年度までの主な効果］

○ 草刈りの共同作業による作業の効率化（当初0ha、目標92.7ha、H19実績112ha）

○ 認定農業者の育成（当初3名、目標4名、H19実績2名増加）

○ 担い手への利用集積による体質強化（当初9.5ha、目標18.7ha、H19実績20.5ha）

○ 水路の整備（47km、5月に清掃・草刈り、梅雨、台風等の降雨後の見回り）

○ 農道の整備（16km、6月・7月に草刈り）

○ フラワーロードの整備（学校・老人クラブ等と連携し、当初1km、毎年1km実施）

○ ビオトープの整備（学校・老人クラブ等と連携し、H19年度までに整備終了）

○ 町の産業祭りにて事業内容や活動内容についてのパネル展示による地域交流（毎年実施）

・参加者（25名（H17）、23名（H18）、21名（H19)）
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＜農業生産法人、集落営農組織の育成を実施している事例＞

○集落営農集団設立で作業受託、共同化を目指す

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県雄勝郡羽後町 十 分 一
おがちぐんうごまち じゅうぶんいち

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
11.1ha 水稲、転作作物

交 付 金 額 個人配分 50％
89万円 共同取組活動 集落担当者活動経費 9％

（50％） 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％
鳥獣害防止対策、水路農道等維持・管理等共同取組経費 6％
農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費 11％
交付金の積立・繰越 7％

協 定 参 加者 農業者 15人

２．集落マスタープランの概要

現在の農業生産活動を持続し、今以上に発展していける農業の確立に向けた集落営農

組織の設立を目指し、農作業の受委託を進めていく。

また、集落内外でのイベントで積極的に都市農村交流を行い、集落の活性化を図る。

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

農地の耕作・管理（田11.1ha） 周辺林地の下草刈り 機械・農作業の共同化
（20a、年1回及び随時） （ﾄﾗｸﾀｰ及びｺﾝﾊﾞｲﾝの共同利

個別対応 用を新たに3.5ha（31％）実
共同取組活動 施、合計5.1ha以上）

耕作放棄の可能性がある農用 共同取組活動
地の利用権設定・農作業委託 景観作物の作付

（道路沿へコスモス等の作付）
共同取組活動 地場産農産物等の加工・販売

共同取組活動 （もち米等の加工、今後販路
拡大を目指す）

農地法面の定期的な点検
・定期年1回、他台風大雨後 ビオトープの確保 共同取組活動

（カモシカ・水芭蕉の保護）
共同取組活動

共同取組活動 担い手への農作業の委託
（2人の認定農業者（委託面

水路・作業道の管理 積1.5ha）→担い手を中心と
・水路(延長2km) した営農集団への移行）

各年2回 清掃・草刈り
・道路(延長1.5km) 共同取組活動
年1回 簡易補修
年2回 草刈り 集落を基礎とした営農組織の

育成 自然生態系の保全に関する学
共同取組活動 （耕起・代掻き・刈り取り3.5 校教育等との連携

ha（31％）実施、目標5.1ha） （地元小学校の水芭蕉観察会）

共同取組活動 共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

湯沢市の東に隣接する当集落は、水芭蕉の群生地を抱え、ニホンカモシカが生息する

など自然に富んだ環境にある。農業では、狭隘な沢部に3カ所の農業団地があり、転作

にも積極的に取り組んでいるところであるが、農業従事者の高齢化による農地の維持管

理が困難になることが懸念されたため、締結に至ったものである。

農作業の受託においては、認定農家１戸が水稲の全作業約0.8ha、農家１戸が大豆の

全作業約0.8haを受託しており、協定締結から５年以内に２戸の認定農家を中心とする

「十分一集落営農集団」を設立し、新たに約3.6haの受託を行うこととして、農作業の

集約化で現状以上に発展可能な農業の確立を目指すこととしている。

また、それにより機械の共同利用も推進していく。

○農用地等保全マップ

農地に附帯する農道、水路の補修を実施

箇所を記載。

その他に、生活環境美化の予定地、作業

受託の予定箇所なども記載。

新たに作業受託とする対象ほ場35,888㎡。

狭隘ながらも良く整備された農地 制度対象農地を指示票で明示

［平成19年度までの主な効果］

○ ﾄﾗｸﾀｰ・ｺﾝﾊﾞｲﾝの共同利用による低コスト化（当初1.5ha、目標5.1ha、H19実績3.5ha）

○ 地場産農産物の加工・販売による収益向上（餅米→干餅、主に朝市や道の駅での販売）

・加工品売上高（7万円（H17）、10万円（H18）、20万円（H19））

○ 農作業を受託の推進に向けた十分一集落営農集団の設立

（当初1.5ha、目標5.1ha、H19実績3.5ha）

○ 地元小学校と連携した自然保全活動

・水芭蕉などの観察会を行い、自然生態系についての学習活動
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＜農地・水・環境保全向上活動との連携を実施している事例＞

○地域住民と連携した環境保全活動

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県中津軽郡西目屋村 大 秋 水 田
なかつがるぐんにしめやむら たいあきすいでん

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
88.6ha 水稲・そば

交 付 金 額 個人配分 50％
970万円 共同取組活動 担当者活動経費 2％

（50％） 体制整備に関する活動経費 21％
水路・農道等の維持・管理等経費 15％
農地維持管理等に関する活動経費 8％
交付金の積立・繰越 3％
その他 1％

協 定 参 加者 農業者 54 人

２．集落マスタープランの概要

当集落は世界自然遺産に指定された白神山地にほど近い山間集落である。水稲を中心

にりんご、そば、しいたけ、いちご、メロン等多角経営に取り組み、農業生産活動は活

発である。しかし、隣接する弘前市まで通勤圏内であるため、農業者の多くは兼業農家

で非農家の割合が高まりつつあり、高齢化と後継者不足が課題となっている。

そこで、高付加価値作物の導入を進め、農業所得の向上を目指すとともに、認定農業

者を育成していくこととした。

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

農地の耕作・管理（田88.6ha） 景観作物作付け 高付加価値型農業の実践
（ｺｽﾓｽ・ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ等を集落 （特別栽培米の作付、目標1ha）

個別対応 内4カ所に約10a作付けた） （青森ｸﾘｰﾝﾗｲｽの作付を40.6ha
（46％）実施、目標45ha）

共同取組活動
水路・作業道の管理 認定農業者の育成
・水路6.6km、年4回 （当初0名、目標1名増加、19

清掃、草刈り 年度までに8名認定)
・道路15km、年4回 草刈り・

泥上げ・簡易補修 共同取組活動
農地・水と連携した取組

共同取組活動
・大秋地区環境保全会構成 その他の取組
員と遊休農地等の発生状況

農地法面の定期的な点検 の把握、施設の点検、施設 集落営農の組織化
（年1回及び随時） 周辺の草刈り、泥上げ等を （隣接する白沢集落と連携し、

実施 19年度に53.7ha（大秋45.4ha）
共同取組活動 集積し集落営農組織設立）

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

農産物価格の低迷により若い人の農業離れが進み、農業後継者の確保が難しくなって

いた。そこで、青森クリーンライスの作付を拡大し、高付加価値型農業を実践していく

こととした。また、認定農業者を育成する取組も進めており、平成19年度までに8名が

認定農業者に認定された。

さらに、平成19年12月には隣接する白沢集落と連携し、53.7ha（大秋地区45.4ha）の

農地を集積、大白地区担い手組合を設立し、集落営農に取り組むこととなった。

これまでは、協定参加者のみでの活動だったが、大秋地区会、西目屋村消防団第３分

団、大白老人クラブ福寿会、大秋公民館婦人会、大白地区こども会の各組織と連携して

集落の環境保全に取り組むため大秋地区環境保全会を設立し、農地・水・環境保全向上

対策に取り組むこととした。平成19年度には対象農用地の現況調査を実施するなど積極

的な活動を展開している。

○農用地等保全マップ

農道・水路の草刈り・補修改良箇所や

特別栽培米、青森クリーンライス及び

そばの作付位置。景観作物を作付する

位置等を色分けして記載した。

農道等の草刈り 景観作物のコスモス

［平成19年度までの主な効果］

○ 景観作物の植え付け

（当初0a、目標10a、H19実績10a）

○ 高付加価値型農業の実践

・特別栽培米の作付（当初0.8ha、目標1.0ha、H19実績0.8ha）

・青森ｸﾘｰﾝﾗｲｽの作付（当初7.0ha、目標45.0ha、H19実績40.6ha）

○ 認定農業者の育成

（当初0名、目標1名増加、H19までに8名認定）
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＜農地・水・環境保全向上対策と連携して効果的な取組を行っている事例＞

○環境保全活動の向上にむけて

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県奥 州 市 梁川第２区
おうしゆうし やながわだい２く

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

65ha 水稲、飼料作物

交 付 金 額 個人配分 47.6％

1,366万円 共同取組活動 担当者活動経費 5.8％

（ 52.4％） 鳥獣害防止対策及び水路・農道等の維持管理等経費 8.6％

体制整備に関する活動経費 8.3％

農用地維持管理活動経費 0.0％

交付金の繰越 26.6％

その他 3.1％

協定参加者 農業者67人、その他6（ＰＴＡ会員ほか）

２．集落マスタープランの概要

集落の総意により、個別完結型農業からの脱却と集落営農組織の構築により、集落ぐ

るみの農業生産活動等の体制整備を図ることとした。そこで、効率的かつ安定的な農業

経営を発展させるため、特定農業団体(平成18年10月設立済み)を経て、特定農業法人を

設立し、集落農業水田ビジョンとの整合を図りながら進めていくこととした。

集落の持つ多面的機能を確保しながら地域農業振興を図ることを目標とし、農地等の

適正管理のほか、ビオトープの確保・保全を通じた学童の自然観察と農業体験を進める。

また、共同防除の面積を農家組合と連携し協定農用地の10％(7ha)増やす。さらに毎年

交付金を積み立て4年目に農業活性化センターを建設する。

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

農地の耕作・管理（田65ha） 魚類・昆虫類の保護 機械・農作業の共同化
(ため池をビオトープと （農家組合と連携し、カメムシの

個別対応 して確保・保全） 共同防除31ha（48％）実施、目標
27ha）

共同取組活動
水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路 12km、年1回 清掃

年2回 草刈
・道路 4km、年2回 草刈 学校教育等との連携

（PTAと連携し古代米の作付・収穫
共同取組活動 等の農作業体験の実施7a）

共同取組活動
農地法面の定期点検

共同取組活動 農地・水と連携した取組

・行政区の異なる集落や非農家も交えて農地・水・環境保全向

上対策に取り組み、河川等の手入れが行き届いた。また、共同

活動を通じ当地域の将来についての話し合いが活発化した。
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３．取組の経緯及び内容

当集落は北上山地の山あいで、水稲を中心に和牛・りんご・葉タバコ等を栽培する兼

業農家が多い。また、180年にわたり「金津流獅子躍」を伝承してきた地域にある。中

山間地域が抱える高齢化や担い手不足等の問題は当集落についても同様で、新対策にあ

たり、集落の維持発展に向け同一行政区内の二つの集落協定が合併してスタートした。

Ｕ字溝敷設改修工事(108ｍ)とカメムシ共同防除(20ha→27ha)を拡大し、作業環境等

の改善やＰＴＡ等との連携により、集落内のため池をビオトープとして確保・保全し、

周辺農用地で農薬や化学肥料に頼らない古代米作りを進めている。

それらを活用し、田植・稲刈等の農業体験も含め、当地域における動植物のバランス

空間等の学習を大人も子供も一緒になって行っている。さらに農地・水・環境保全向上

対策と連携したことで、河川まで含めた地域環境保全が充実している。

○農用地等保全マップ

カメムシの共同防除の実施地区、

ビオトープの確保・保全箇所、用水

路敷設・改修箇所について明示。

PTA等と連携した古代米作付の実践 ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟにて、「ふな」の稚魚を放流

［平成19年度までの主な効果］

○ 農家組合と連携したカメムシ共同防除による作業の効率化

（当初20ha、目標27ha、H19実績31ha）

○ 学校教育等との連携による自然保全活動等

・学童及びPTA会員と連携し、ため池をﾋﾞｵﾄｰﾌﾟとして確保

・周辺農用地で無農薬・無化学肥料による古代米作付など実施

（平成19年度：田植体験55名、稲刈体験43名、自然観察会34名、収穫祭36名）

○ 老朽化した用水路の補修・改良(目標108ｍ、平成18年Ｕ字溝敷設改修工事を108ｍ実施）
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別紙様式

＜農地・水・環境保全向上対策と連携して効果的な取組を行っている事例＞

○美しい景観づくりは2つの制度を活かして

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県雄勝郡東成瀬村 滝ノ沢
おがちぐんひがしなるせむらたきのさわ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
36.6ha 水稲、転作作物

交 付 金 額 個人配分 50％
293万円 共同取組活動 集落担当者活動経費 4％

（50％） 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 15％
鳥獣害防止対策、水路農道等維持・管理等共同取組経費 7％
農用地の維持・管理活動経費 5％
積立・繰越 17％
事務雑費 2％

協 定 参 加者 農業者 65人

２．集落マスタープランの概要

耕作放棄地増加による集落機能低下防止のため、集落内の道路・水路を保全し、併せ

て環境に配慮した田園風景を維持した集落づくりを目指す。

農業従事者については、高齢化が進んでいることから、認定農業者の育成で地域農業

を担う若者の確保を目指すとともに、農地の効率的な維持管理をに向けた新たな取組を

行っていく。

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

農地の耕作・管理 景観作物の作付け 地場産農産物等の加工・販売
（田36.6ha） （地域内の法面や水路沿いなど （地元加工所にてﾄﾏﾄやﾘﾝｺﾞをﾄﾏﾄ

の3ヶ所、約1,500本（4種類：ﾍﾞｺ ｹﾁｬｯﾌﾟ、ﾄﾏﾄｼﾞｬﾑ、焼肉のたれ等
個別対応 ﾆｱ、ｻﾙﾋﾞｱ、ｱｽﾞﾚﾊﾟｰﾙ、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ） を加工し、「夢なるせ直売所」、「滝

及び道路沿いにｺｽﾓｽ（L=300m）を ノ沢物産販売所」にて販売)
作付けした。

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路(延長9.5km) 共同取組活動

年2回 草刈り
随時 見回り 認定農業者の育成

・道路(延長4.4km) 農地・水と連携した取組 （現在6名、目標7名）
年2回 草刈り
随時 見回り 農地・水向上活動 共同取組活動

・農地、農道等の維持管理や水
共同取組活動 路補修等

農村環境向上活動
・水質保全及び改善や景観形成

農地法面の定期的な 等
点検（年1回）

共同取組活動

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

当集落は、全86戸中農家70戸うち集落協定参加は65戸である。協定面積36.6haと広大

な農地を抱えているが、他の中山間地域の集落と同様に農業従事者の高齢化が進み、農

地の荒廃、さらには集落機能の低下も懸念された。このため、本制度を用い、年2回以

上、必要に応じて農地・畦畔の草刈りを実施する取り決めをし、畦畔などに村内初とな

るグランドカバープランツの植栽を展開し、維持管理の省力化と景観保全を図ることと

した。加えて、水路、農道については、以前から集落内全世帯が共同で維持管理作業を

実施しているが、これら施設も老朽化が進んでいることから、協定参加者合意の下、農

道の補修(舗装）と水路改修費用の一部負担金として交付金を活用している。また、農

業用水路には家庭排水流入による水質悪化も懸念されていたため、「農地・水・環境保

全向上対策」を用い、各戸にＥＭ菌を配布し水質保全の意識向上と水質検査、浄化活動

を行っている。さらに、2つの制度・対策で景観作物（直払い制度－国道沿いにコスモ

ス、農地・水・環境－法面や水路沿いにシバザクラ等）の作付けを実施し、景観向上を

目指している。

○農用地等保全マップ

水路、農道の補修対象箇所、景観作物の植栽

箇所が明確に判別可能。

国道沿いに景観作物を植栽する箇所も記載。

老朽化した農道の勾配箇所を簡易舗装 集落内に花を植栽し共同で草取り作業

［平成19年度までの主な効果］

○ 地場農産物加工・販売による地域の活性化

・トマトやリンゴなどを加工し、直売所等にて販売

○ 集落内の水路・道路改修による管理コストの削減

・水路の補修(管理延長9.5km)、農道の整備(管理延長4.4㎞)

○ グランドカバープランツの植栽活動を展開（当初0㎡、目標300㎡、H19実績105㎡）
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＜農地・水・環境保全向上対策と連携して効果的な取組を行っている事例＞

○集落環境向上をめざして

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県雄勝郡東成瀬村 岩井川
おがちぐんひがしなるせむらいわいかわ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
57.3ha 水稲、転作作物

交 付 金 額 個人配分 50％
607万円 共同取組活動 集落担当者活動経費 4％

（50％） 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 16％
鳥獣害防止対策、水路農道等維持・管理等共同取組経費 16％
農用地の維持・管理活動経費 12％
事務雑費 2％

協 定 参 加者 農業者 82人 生産組織 1組織（岩井川集落営農組合）

２．集落マスタープランの概要

担い手の減少等により、協定集落内に耕作放棄田が散見されることから、農用地の利

用集積を進め、未整理田、未整備水路、農道の改良をしていく。また、環境に配慮し景

観維持、自己保全田を活用した花いっぱい運動を展開する。協定内農地で収穫された野

菜や周辺の山林で豊富に採れる山菜等を観光客向けに販売していき、さらに、畜産資源

を活用した有機・低農薬栽培の拡大といった集落内の高付加価値型農業の推進を図る。

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

農地の耕作・管理（田57.3ha） 魚類・昆虫類の保護 高付加価値型農業の実践
（自己保全田を利用し （現在8戸で有機肥料・低農薬

個別対応 たビオトープ（1,824㎡） 栽培を5.3ha（9％）実施、目
の整備） 標8ha）（水稲8戸、トマト5戸、

アスパラガス2戸）

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路(延長13.3km) 非農家・他集落等との連携

年1回 清掃 年2回 草刈り （農道、国道沿いに、親子会
・道路(延長 7.5km) や老人クラブなどの団体と連

年1回 簡易補修 年2回 草刈り 携し、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞなどの景観作
物の作付を5a実施、目標15a）

耕作放棄の防止等の活動
（耕作放棄の可能性がある農用 共同取組活動
地の利用権設定・農作業委託
(0.7ha)）

農地・水と連携した取組
耕作放棄地の復旧・畜産的利用
または林地化 ・簡易な基盤整備の実施(排水改良等150m 、農道改良50m）
（3.9ha実施、目標3.9ha） ・農地法面、水路、農道等の補修・改良

（水路補修を700m実施、目標1,700m）
共同取組活動 （農道整備を410m実施、目標2,110m）

・農用地・農道・水路の保全管理や非農家等と連携したEM
菌による水質向上、景観作物の作付けなどの環境整備活動
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３．取組の経緯及び内容

岩井川集落協定は、全183戸のうち農家82戸と非農家約70戸、生産組織1団体から構成

されており、協定農用地面積は57.3haの大規模な協定である。戸数は多いものの、山あ

いの地形にともなう小規模な経営耕地等、条件は厳しい。そのため後継者不足と、これ

に伴う農地の荒廃が懸念されていた。また、水路、農道も老朽化が進み、特に水路につ

いては、素堀の箇所が多くを占めていることからこれらの改善が急務であり、本制度を

活用し、共同作業でＵ字溝埋設を実施、本制度でまかない切れない部分については「農

地・水・環境保全向上対策」交付金を活用している。例えば、水質浄化に効果があるこ

とが期待されるＥＭ菌を集落内各戸に配布して（非農業者も含む）家庭の排水口から農

業用水路に放流しながら効果を検証している。また、両制度・対策を効率的に用い、グ

ランドカバープランツ等で農地法面の整備や水路の泥上げなど、共同作業による集落機

能の維持に努めている。

また、本制度を活用して自己保全田をビオトープの生態系保護田として確保し、研

修の場として提供を検討（面積1,824㎡）している。

○農用地等保全マップ

・水路、農道の補修予定箇所が明確に記載。

・集落内にホタル生息地、カタクリ群生地などを

記載。

共同で素堀水路にU字溝の設置作業 道路沿いに景観作物の植え付け

［平成19年度までの主な効果］

○ 農地の利用集積化による作業の効率化（当初0ha、目標3.9ha、H19実績3.9ha）

○ 集落内の水路・道路改修による管理コストの削減

・水路(管理延長13km)のU字溝埋設等による補修 （当初0m、目標1,700m、H19実績700m）

・農道(延長7.5km)の整備（当初0m、目標2,110m、H19実績400m）

○ 自己保全田や道路沿いを活用し、「花いっぱい運動」による景観保全

（当初0a、目標15a、H19実績農道沿い2a、国道沿い3a）



- 81 -



- 81 -

＜農地・水・環境保全向上対策と連携して効果的な取組を行っている事例＞

○北月山山麓の自然と立谷沢川の清流を守る

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県東 田 川 郡 庄 内 町 瀬場・大中島
ひがしたがわぐんしょうないまち せば・おおなかじま

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
55.3ha 水稲、そば

交 付 金 額 個人配分 50.0 ％
503 万円 共同取組活動 担当者活動経費 3.0 ％

（50％） 体制整備に要する経費 13.2 ％
水路・農道等の維持管理費 33.8 ％

協 定 参 加者 農業者 32人、生産組織2組織、耕地管理組合 その他2団体

２．集落マスタープランの概要

当集落では、人口・世帯数の減少が著しく、集落の維持、農地の管理に苦労している。

このため、農地の集積による担い手の育成及び秋作業の機械の共同化が急務となって

いる。５年間での目標として、①耕作放棄地の発生防止、②水路・農道の共同管理及び

作業効率の向上、③作業受委託の推進とコンバインの共同利用、④認定農業者の育成を

掲げ、活動していくこととした。

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

農地の耕作・管理（田59.9ha） 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化
（約1.5ha、年1回） （ｺﾝﾊﾞｲﾝの共同利用を11ha

個別対応 （20％）実施、目標11～15ha)
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路16.5km、年1回 清掃

年2回 草刈り 認定農業者の育成
・道路 7.2km、年2回 草刈り 農地・水と連携した取組 （3名認定、目標1名以上）

（地元住民と地域交流を
共同取組活動 図りながら、農用地・農 共同取組活動

水路の保全管理や農村環
境活動を実施）

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
○長沢川の水門は他集落と共同で管理している。
○玉川砂防公園、立谷沢南部山村広場等の草刈りを、他集落と共同で行っている。
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３．取組の経緯及び内容

ほ場整備から30年以上経過し農業施設の老朽化が進み、過疎化の進行から農地を守る

後継者も少なく、１戸当たりの経営規模も小さいことから農地の集積、機械利用の共同

化を進め、農地・農道・水路を維持し農村環境対策をやっていく必要があった。

このため、平成19年度から取り組んだ農地・水・環境保全向上対策事業と連携して、

公民館活動や婦人会等の団体の協力を得ながら、大中島自然ふれあい館「森森（旧大中

島小学校）」を拠点に地域資源を活用した交流活動を行うとともに、機械農作業の共同

化や体験農園の開設をして、農村環境を守り農地・農道・水路の維持を行っている。

○農用地等保全マップ

地域住民等との交流活動（山菜採り）

農道、水路等を記入し、共同管理

及び作業効率の向上を図る。 活動の拠点（森森）

［平成19年度までの主な効果］

○ 担い手の確保のため、認定農業者の育成（当初0名、目標1名以上、H19実績3名）

○ コンバインの共同利用による作業の効率化（当初 0ha、目標11ha以上、H19実績11ha）

○ 地域住民との交流による集落の活性化

・ブルーベリーを約1.0ha作付けし、収穫体験農園を開設

○ 農地・水・環境保全向上対策に取り組み、活動強化

・認定農業者が活動組織の中心となり、景観整備など様々な事業に取り組んでいる。
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＜農地・水・環境保全向上対策と連携して効果的な取組を実施している事例＞

○中山間、農地・水・環境制度を並立して取組み集落機能向上を図る

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福島県河沼郡会津坂下町 本名
ふくしまけんかわぬまぐんあいづばんげまち ほんな

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
3.5ha 水稲、ソバ - - -

交 付 金 額 個人配分 50 ％
74万円 共同取組活動 担当者活動経費 9 ％

（50％） 体制整備に関する活動経費 4 ％
鳥獣害防護策及び水路、農道等の維持・管理等経費 27 ％
農地の維持・管理及び多面機能増進活動に関する活動経費 10 ％

協 定 参 加者 農業者 28人

２．集落マスタープランの概要

担い手集積化を図り、集落の農地を有効に活用しながら、現在の農業生産活動等が維

持されていくことを目標に活動することとした。

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

農地の耕作・管理（田35．2ha） 景観作物作付け 担い手集積化
（ソバを13a作付け） （認定農業者に田植え、収穫な

個別対応 どの農作業を20％以上の実施を
共同取組活動 目指す。目標2ha）

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路5.5km、年2回 草刈り

年2回 清掃
降雨後、見回り

・道路3.4km、年1回 草刈り 農地・水と連携した取組
年1回 簡易補修等

農地・水向上活動
共同取組活動 ・農道、水路、ため池等の保全活動等の実施

農村環境向上活動
・貯水池、開水路内に生息する生物の生態系調査等を実施し、

農地法面の定期的な点検 集落内の水質保全など環境整備の推進
（随時）

共同取組活動
共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

当集落の営農活動等は現在においては問題なく行われているが、近い将来、高齢化・

担い手不足などで農地等の維持が困難な状況になると想定されるため、本制度に取り組

むこととした。集落の農地が有効に活用されるよう、担い手への農地集積を図りながら、

農業生産活動等を実施している。

また、本制度で取り組めなかった環境保全活動等について「農地・水・環境保全向上

対策」を活用し、営農の向上に向けて取り組むこととした。

○農用地等対保全マップ

・集落協定及び農地・水で対象となる

農用地、開水路、農道、ため池、遊休

農地、農村環境向上活動等を実施する

範囲を色分けで区分し、共同活動取組

を実施。

協定に位置づけた施設、ため池の管理 共同活動による草刈作業

【農地・水・環境保全対策】 【中山間直払制度】

［平成19年度までの主な効果］

○ 担い手集積に向けた取組

担い手ヘの農作業の委託を協定農用地の20％以上となるよう、協定農用地の調整等の推進

○ 環境保全活動として、ソバを13a作付

［直払い、農地・水・環境制度並立の取組］

○ 農道、水路、ため池等の保全活動を農地・水・環境制度と並立することにより、非農業者等（各種

団体）が指導、助言及び保全活動を実施する。

また、農村環境向上として、集落内の貯水池、開水路内に生息する生物の生態系調査を実施する。

○ 直払制度で取り組んでいない、水源ため池の泥上げを農地・水・環境制度（予算 1,012,200円／年）

を活用して実施していく。（平成23年度までの5ヶ年）
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＜その他、取組に特徴がある事例＞

○鴨と紙マルチで有機栽培拡大を目指す

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県にかほ市 関
に か ほ し せき

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
80.6ha 水稲、転作作物

交 付 金 額 個人配分 50％
1,693万円 共同取組活動 集落担当者活動経費 4％

（50％） 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 6％
鳥獣害防止対策、水路農道等維持・管理等共同取組経費 27％
農用地の維持・管理活動経費 4％
交付金の積立・繰越 9％

協定参加者 農業者 48人

２．集落マスタープランの概要

集落営農に向けた生産組織の設立や生産基盤及び生活環境整備の推進、遊休農用地の

活用などを目標とし、担い手の育成、機械の共同利用、遊休農地への景観作物の作付け

やホタルの棲める環境整備等を推進していくこととした。

また、当集落に伝わる初午行事の「獅子舞」等の伝統行事に関しても、伝習会組織を

立ち上げ、集落の伝統文化継承を図っていくこととしている。

その他の取組として、景観目的も兼ねて作付けした菜の花を搾油し、食用として活用

するなど環境保全を踏まえた活動も実施していく。

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

農地の耕作・管理（田80.6ha） 景観作物の作付 機械・農作業の共同化
（ひまわり・コスモス・ （トラクターによる耕起作業等

個別対応 そば・菜の花作付し、菜 23ha（29％）実施、目標30ha）
の花は搾油し食用油生産）

共同取組活動
水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路(延長23.0km)

年1回 清掃 高付加価値型農業の実践
年2回 草刈り 魚類・昆虫類の保護 （アイガモ農法・紙マルチ農法

・道路(延長17.0km) (ホタルの棲める環境整 による有機栽培の実践。3.6ha
年1回 簡易補修 備) （4％）実施、目標10ha）
年2回 草刈り

共同取組活動 共同取組活動
共同取組活動

アイガモの利用 認定農業者の育成
農地法面の定期的な点検 （アイガモ農法による有 （当初10名、現在15名、目標
（随時） 機栽培の実践） 3名増）

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

鳥海山と日本海の間に位置する当集落は、農業従事者の高齢化と後継者不足が進み、

農地の荒廃等、将来の集落機能の低下が懸念されている。

そんな集落の現状を踏まえ、当制度を活用し、集落営農の組織化に向けて農作業受委

託等の生産組織の設立し、集落営農を図っていくこととした。その取組の１つとして、

アイガモ農法と紙マルチ農法による水稲の有機栽培による高付加価値型農業を実践して

いる。手間がかかるという欠点もあり、まだ実績面積が少ない現状ではあるが、両農法

併せて10haを目標とし、その普及に努めているところである。

また、認定農業者の育成を推進し、認定農業者数は当初10名であったが、これまでに

新たに5名が認定され、現在では15名となっている。

○農用地等保全マップ

農地・法面・水路・農道等の

補修・改良等の整備箇所を明確

に記載。

アイガモ農法で有機栽培を実践中 鳥海山を背に咲く菜の花

［平成19年度までの主な効果］

○ トラクターによる耕起作業等の効率化（当初18.5ha、目標30ha、H19実績23ha）

○ 高付加価値型農業によるブランド米の栽培（当初0ha、目標10ha、H19実績3.6ha）

○ 認定農業者を育成（当初10名、目標13名、H19実績15名）
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＜その他、取組に特徴のある事例＞

○ＮＰＯ法人・非農家との連携による環境保全活動

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県山形市 八 森 松 房
やまがたし はちもりまつぼう

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
3.48 ha 水稲､そば､菜の花

交 付 金 額 個人配分 0 ％
73 万円 共同取組活動 農道，水路の補修改良，農用地維持 等 100.0 ％

（100％） ％
％

協 定 参 加者 農業者 6人、非農家 3人、ＮＰＯ法人知音

２．集落マスタープランの概要

当集落の活動目標は、①各戸で農業後継者を育成するとともに、協力し合って耕作放

棄地の発生を防止をする、②水路・農道は共同管理し、農用地保全マップを活用して急

傾斜で滑りやすい農道の舗装・素掘り水路の補修改良工事等を行って管理作業の軽減と

農地の利便性向上を図る、③高付加価値型農業の実践として、菜の花を新たに作付けし、

ＮＰＯ法人・非農家と連携した活動を行うを掲げ、活動することとした。

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

農地の耕作･管理(田3.48ha) 周辺林地の下草刈り 高付加価値農業の実践
（900㎡、年1回） （新たに菜の花を0.7ha（20％）

個別対応 作付、目標0.7ha）
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路 1.2km、年2回 景観作物作付け

清掃、草刈り （菜の花を転作田に約 非農家等との連携
・道路 1.0km、年2回 0.7ha作付け） （集落内の非農家3名とＮＰＯ

草刈り、砂利敷き 法人と連携し、菜の花を栽培
共同取組活動 し、ナタネ油を利用する環境

共同取組活動 保全活動を実施）

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

○非農家とNPO法人「知音」と連携し、ナタネ油を利用した環境保全活動を行う。
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３．取組の経緯及び内容

当地区は米と野菜、林業、肉牛生産など多種多様の農業生産活動に取り組んでいる。

しかし、農業者の高齢化が進行していることから、農業後継者を育成し高齢者と一緒

に農業を守り、新規農産物の導入とＮＰＯ法人や非農家と連携した活動を行っていくこ

ととした。以前は、水稲の生産調整にそばを作付けしていたが、転作田に作付けする特

色ある作物を模索していたところ、当集落のＮＰＯ法人「知音」が菜の花を利用し、バ

イオディーゼル油の精製をする環境保全活動に取り組んでいることを知った。

この取組に賛同し、新たに協定農用地0.7haに菜の花を作付けし、春には景観作物と

して、夏にはナタネ油を取り天ぷら油として利用、その後回収しバイオディーゼル油に

利用する活動をＮＰＯ法人及び非農家と連携し、取り組んでいる。

○農用地等保全マップ

・水路、農道等の補修・改良が必要

となる位置を記載し、共同管理や農

道の改良、水路の補修改良を行い、

管理作業の軽減と農地の利便性向上

を図る。

・農地（菜の花の作付地）を表示し、

高付加価値型農業の実践を行う。

新たに作付けた菜の花 ＮＰＯ法人､非農家と連携し菜の花を収穫

［平成19年度までの主な効果］

○高付加価値型農業の実践による環境保全

・菜の花を作付し、ナタネ油として使用後、回収してバイオディーゼル油に利用

（当初0ha、目標0.7ha、H19実績0.7ha）

○多面的機能の持続的発揮に向けた非農家・他集落等との連携

・ＮＰＯ法人及び非農家（3名）と連携し、バイオディーゼル油を自動車燃料化する地球温暖化

対策活動に参加




