
【地区概要】
・取組面積 93ha（田 89ha、畑 ４ha）

・資源量
開水路 39.3km、農道 23.4km、
ため池 ５箇所

・主な構成員
農業者、自治会、ＪＡ、水利組合、
草刈支援隊、PTA等

・交付金 約８百万円（H29）

○ 本地域は、約３割の農地が担い手に集積されているが、農地周りの管理が困難となり、雑草
が繁茂し、病害虫の発生や農作業の安全性の確保にも支障。また、地区に点在する担い手
の借入農地を、面的に集約を図ることが課題となっていた。

○ 本制度により、活動組織と担い手との検討会を実施。その結果、 「草刈支援隊」を結成し、担い
手の農地周りの草刈り等を支援することになった。

○ これにより、担い手の維持管理に係る負担が軽減され、米の品質管理等の時間を充実。ま
た、担い手に集積した農地の面的な集約化を進めるための地域の受入れ体制を整備。

小泉水土里会（長野県上田市）

取組内容 取組の効果

担い手の負担軽減による構造改革の後押し

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

○管理の行き届いた農地が増え、病害虫の
発生防止や農作業の安全性を確保。

○担い手の維持管理に係る負担が軽減。そ
の結果、米の品質管理等の時間を充実。

○今後増加が見込まれる担い手への農地集
積に対し、面的な集約化を進めるため
の地域の受入れ体制を整備。

○ 担い手の負担軽減のため、 「草刈支援

隊」を結成。 水路・農道等の草刈り・泥上
げ等の共同活動は、地区外の担い手を
除く構成員で年３回実施。

○活動組織と担い手との検討会を実施し、

その結果、生産性の向上や地域農業の
持続的な発展のため、担い手の経営規
模拡大に協力することで合意。

草刈支援隊による、担い手の農地周りの草刈

○ 地域の約３割（約30ha）の農地は、
６名の担い手（うち4名は他集落からの
入り作者）等に集積。

○一方、担い手は農地周りの管理が困

難となり、雑草が繁茂して景観を損な
い、病害虫の発生や農作業の安全性
の確保にも支障。

○ 農業者の減少、高齢化等により、た
め池や水路等の維持管理が粗放化。

○ 担い手の作業の効率化や規模拡大
を図る上で、地区に点在する担い手の
借入農地を面的に集約することが課
題。

活動開始前の状況や課題

担い手による耕作地の位置図

担い手A 担い手B 担い手C

担い手D 担い手E 担い手F

平地農業地域

活動組織と担い手との検討会

管理の行き届いた農地

維持管理費（草刈り）の節減

33時間/ha/年、4.5万円/ha/年の節減

草刈支援隊の活動実績

こいずみみどりかい うえだし



○ 本地域は、加賀市北部に位置し、丘陵地と平地が混在した複雑な地形を活用した農業が営まれて
いるが、農業者の高齢化や施設の老朽化等による耕作放棄地の発生や施設管理の負担増が課題
であった。

○ 本制度により、地域ぐるみで、農地の保全管理や施設の維持管理や清掃活動を実施。

○ 病害虫の発生が防止され、担い手の負担が軽減するとともに施設の維持管理費が低減。清掃活
動等を通じて、施設の維持管理等に対する地域全体の意識が向上。「生産組合のみの活動」から
「町全体での活動」へと発展し、担い手の育成を後押ししている。

小塩辻町資源保全会（石川県加賀市）

活動開始前の状況や課題 取組内容 取組の効果

地域ぐるみの共同活動による担い手育成の後押し 【地区概要】
・取組面積 61ha（田39ha、畑22ha）

・資源量
開水路8.4km、パイプライン1.5km、
農道10.2km、 ため池４ヶ所

・主な構成員
生産組合、町内会、壮年団、
婦人会等

・交付金 約2.5百万円（H29）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

おしおつじまち しげんほぜんかい

都市的地域

○耕作放棄地の発生防止の草刈等による

カメムシ等の害虫発生防止や、施設のきめ
細やかな維持管理による担い手の負担軽
減、施設の維持管理費の低減。

○地域住民が自ら地域の清掃活動や施設

管理に取り組むことで、施設の保全や課題
解決に向けた意識が地域全体で向上。

○ 「生産組合のみの活動」から「町全体での

活動」へと発展したことにより、管理の行き
届いた圃場が維持され、担い手の育成を
後押ししている。

○本地域は、加賀市北部に位置し、丘

陵地と平地が混在した複雑な地形を活
用して稲作、畑作、果樹園等が営まれ
ているが、農業者の高齢化や減少等に
より、耕作放棄地の発生が懸念。

○農業用施設は造成後45年以上が経

過し、施設の老朽化による水路の漏水
や泥の堆積が進行。維持管理の負担
が増加し、農業者のみによる施設管理
が困難となった。

○耕作放棄地化のおそれがある農地に

対しては、地域ぐるみで草刈等の保全
管理活動を実施し、耕作放棄地の発生
を防止。

○老朽化した施設に対しては、点検機能

診断を定期的に実施し、きめ細かな草
刈や水路の泥上げ、施設の補修等の
維持管理を非農業者とともに実施。ま
た、災害時の見回り等により、施設の
損傷等の早期発見に努めている。

○非農業者も含めた地域ぐるみの清掃
活動を実施。

取組開始時の風景

路面の維持 地域ぐるみの清掃活動

【参加者数 Ｈ24年：80人 ⇒ Ｈ27年：120人 】

【費用Ｈ24年：3百万円⇒Ｈ27年：2.2百万円 】

【担い手の数 Ｈ24年：10人⇒Ｈ27年：14人 】

か が し



○ 当組織は、北海道の上川盆地の中央に位置する地域に有り、４集落で構成されている。昭和40
年代には、一体的に圃場整備を実施したが、集落間のつながりが薄く、経営規模の拡大を図る上
での課題となっていた。

○ また、基盤整備後40年以上が経過し、施設の老朽化も進行しており、施設の維持管理に多大な
労力や経費を要するため、適切な維持管理が困難な状況であった。

○ このため、平成20年から、農地・水・環境保全向上対策への取組を開始。これにより、集落間の
連携強化や適切な農業用施設の維持管理が行われるようになり、耕作条件の改善や、担い手が
施設の維持管理にかける負担が軽減されるとともに、担い手への農地利用集積促進への機運が
高まり、高い水準で集積が図られるようになった。

○ 共同活動による水路・農道等の草刈り・泥
上げ等により、担い手がこれらの維持管理に
費やす労力・コストを以下のとおり削減。併せ
て、中心経営体等の農地利用集積が拡大

○ 担い手への集積面積
H19年度 556ｈａ ⇒ H26年度 760ｈａ
※地域の農地 928ｈａ （農振農用地のみ）

○ 地域の農地利用集積率
H19年度 60％ ⇒ H26年度 82％

○ 地域内の農地は、整備後40年以上が経過
し、施設の老朽化が進行。また、区画形状は
30ａ程度で、かつ排水不良なため、効率的な
機械化作業を行うことが困難な状況

○ 高齢化等による農業者の減少に伴い、労
働力が不足し、土地利用率は低下傾向で将
来の耕作放棄地化が懸念されている

○ 地域では、将来の地域農業のあり方を模
索し、耕作条件が厳しい中で、農地の利用集
積を図っていたが、集落間のつながりが薄く、
施設の維持管理の負担が増大するなどの課
題が顕在化し、更なる農地集積の支障

○ 多面的機能支払の共同活動として、老朽化
した施設の補修や維持管理に取り組むことで、
農地の耕作条件の改善や担い手の施設の維
持管理の作業負担が軽減

＜補修した施設＞
水路 1.6km、 農道 1.3km

○ また、共同活動により集落間の結びつきが
強化され、地域が一体となって、将来の地域
農業の在り方について話し合いが進められた。
その結果、担い手への農地利用集積が進展

聖和・聖台西神楽地区資源保全活動グループ（北海道旭川市）

活動開始前の状況や課題 取組内容 取組の効果

【地区概要】
・取組面積 965ha （田 884ha、畑 81ha）

・資源量
開水路 187.9km、農道117.7km

・主な構成員
農業者、非農業者、町内会、JA、
小学校PTA、消防団、土地改良区

・交付金 約33百万円（H29）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

担い手への農地利用集積の促進
せいわ・せいだいにしかぐら あさひかわし

30ａ区画程度のほ場 排水不良なほ場

水路の目地補修 水路の泥上げ

維持管理（草刈、泥上げ等）の節減

担い手が要する労働時間：22hr/ha/年
外注した場合要する費用：2.6万円/ha/年

取組の効果（試算）

農業生産法人「夢民村」など地域における中
心経営体への農地利用集積を進め、効率的
な作業体系を確立させ、主要農産物である米
などのブランド化に向けた取組を拡大。



○ 当地域は昭和50年に県営ほ場整備事業が実施されてから35年以上が経過し、施設の老朽化、営農
者の高齢化が進んでいる。

○ 上越市全体として集落営農、農業生産法人へ集積することで農業の体質強化を進めてきた。

○ 農地・水保全管理支払交付金の取組により、話し合いの機会が増えたこと、活動を通して営農者間
の繋がりが強まったことも関与して人・農地プランが円滑に作成できた。

宮口農地を守る会（新潟県上越市）

地域の現状

人・農地プランの作成

活動の効果

【地区概要】
・取組面積 20ha（田 20ha ）

・資源量
開水路0.6km、農道0.7km、
ため池 １カ所

・主な構成員
農業者、町内会、老人会、溜池組合

・交付金 約２百万円（H29）

人・農地プランを
作成した区域

○地域は、昭和50年のほ場整備後35年以上が経過した水田地帯で、施設の老朽化、営農
者の高齢化が進んでいる。

○ 市全体の取組として集落営農や農業生産法人
への集積をすることにより体質強化を進めてきた。

○ 農地・水保全管理支払交付金の取組を行って
きた当地区では、共同活動の実施により集落の
話し合いの機会が増え、地域の繋がりが強まっ
たことも関係し、円滑に人・農地プランを作成する
ことができた。

○ 共同活動により地域の景観が良くなったこ
とで自分たちの農地は自分たちで守ろうとい
う意識が醸成された。

人・農地プランに基づく農地の流れ
活動組織の
合意形成

草刈や泥上げ等の共同活動農地の出し手

白紙委任 農地利用集積
円滑化団体
‖

(公財)牧農林業
振興公社

農事組合法人 宮口

利用権設定

団体営ほ場整備事業 実施箇所

（昭和49年度～54年度）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

団体営ほ場整備事業
実施箇所

（昭和49年度～54年度

将来を見据えた営農体制の構築（人・農地プランの作成）
じょうえつしみやぐち



【地区概要】
・取組面積 59ha （田 56ha ,  畑 ３ha）

・対象施設
開水路 7.0km、パイプライン 4.0km、
農道 5.0km

・主な構成員
農業者、非農業者、営農組合、自治会、
女性会、子供会、土地改良区、その他

・交付金 約２百万円（H29）

○ 多面的機能支払交付金の活動組織と集落営農の組織とが連携し、施設の保全管理、濁水防
止・節水管理、景観保全等の活動を効率的に実施。また、これら活動により良好に保全されてい
る農村環境を活用して、農産物のブランド化を推進。

○ また、水田魚道の設置等の農村環境保全活動については、ＮＰＯと連携して実施。これにより、
活動組織にとっては、農家だけでは思いつかない知恵が得られるほか、ＮＰＯから情報発信が行
われるため、非常に効果的。

○ 地域において、「自らの手で資源を保全する」という意識が強まったことが最大の効果。

ＮＰＯと連携し水田魚道を設置 環境こだわり酒米の栽培

・湖上の飛地「権座」の農地では、田船を利用した稲作や水田魚道設置、景観保全活動、さらには良好に保全され
ている農村景観を活かした農産物のブランド化に取り組む。

・地域資源を保全する共同活動と集落営農等の環境こだわり農産物の栽培が相乗効果を発揮し、地域が活性化。

琵琶湖

白王町鳰の会

権座（ごんざ）

主な取組

環境学習の実施景観形成活動

白王町鳰の会（滋賀県近江八幡市）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

集落営農やNPOと連携した水田地帯における取組

おうみはちまんししらおうちょうにおのかい
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