
○ 当地区は、津幡町の東部に位置する中間
農業地域で、 稲作を主体に集落営農を行う
人口100人ほどの小規模な集落。

〇 農地・水に５年間取り組んだものの、自治
会や営農組合等の役員を少人数で兼務せ
ざるを得ない状況にあったことから、事務に
関する負担感が増し活動を休止。

○ 当地区は、津幡町の東部に位置し、稲作を主体に集落営農を行う小規模な地域で、
平成19年度から農地・水・環境保全向上対策（以下、「農地・水」という。） に取り組んだ
ものの、事務の負担感から５年間の取組を持って活動を休止。

○ 多面的機能支払交付金（以下、「多面支払」という。」）の制度開始に伴い、事務負担が
軽減できると考え、津幡東部広域協定に参加して平成26年度から活動を再開。

○ 広域活動組織を設立したことによって、他集落との情報交換の場が生まれ、地域資源
の保全管理に係る作業効率が向上。

○ 以前は無かったイノシシ被害が集落内で顕在化したため、多面支払を活用して新たに
対策を行うことで、被害が軽減。

岩崎環境保全会（現・津幡東部広域協定）（石川県津幡町）
【地区概要】※広域活動設立以前の概要
・取組面積 9.5ha （田9.5ha）

・資源量 開水路2.0km、農道1.2km、
ため池4箇所

・主な構成員
農業者、非農業者、自治会、営農組合

・交付金 約５百万円（H29）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

つばた つばたまち

広域活動組織の設立とともに活動を再開 中間農業地域

活動を休止した経緯

○ 農地・水から取り組み始めた植栽活動が定
着し、活動休止以降も自治会費で継続する
等、一定の効果はあったものの、休止期間
中は地域資源の保全管理に係る意識は
徐々に低下。

○ 多面支払の開始に伴い、農地・水の時代よ
りも書類が簡素化されたことに加え、周辺集
落とともに広域活動組織を設立することに
よって更に事務負担が軽減できると考え、
津幡東部広域協定として活動を再開。

活動を再開した理由

○ 地域資源の維持管理に必要な作業を集落
全体で認識できたことに加え、広域活動組織
を設立したことによって、地域資源の保全管理
に関する他集落との情報交換の場が増加。
（広域活動組織参加集落と年2回の情報交換）

〇 他集落から得た情報を元に、新しい草刈機
を導入したところ、草刈に要していた作業時間
が短縮。
（集落内の草刈に要する日数：3日間→1日間）

○ 多面支払開始と同時期に、以前は無かった
イノシシ被害が集落内で顕在化したため、多
面支払を活用して新たに被害対策を措置。
（イノシシによる被害：３筆→０筆）

取組内容及び効果

いわさき

津幡東部広域協定の全域図
（広域協定の構成：再開3組織、継続1組織、新規5組織）農地・水から取り組み始めた植栽活動

岩崎環境保全会が
保全管理する区域

導入した新しい草刈機 イノシシ被害防止柵の設置



○ 本組織は、福井市南部に位置する地域にあり、11集落が参加する広域組織。地域内の農業用
施設は、造成後30年以上が経過し、老朽化による用水路からの漏水などにより、営農活動に支
障を来たしている。

○ 施設の補修・更新は、策定した地域資源保全プランに基づき、実施内容・年度・費用を調整。ま
た、広域化により自主施工の体制強化が図られ簡易な補修は、自主施工により実施。補修技術
を持つ構成員が、他集落の支援や技術指導を行っている。

○ 広域化により重点整備が可能となり、単集落で行う場合と比べ、１路線当りの整備期間が短縮。

文殊農地・水・環境保全管理協定（福井県福井市）

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 388ha（田385ha、畑3ha）

・資源量
開水路68.0km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 34.9km、
農道26.9km

・主な構成員
農業者、自治会、土地改良区

・交付金 約28百万円（H29）

○ 地区内の水路は、造成後30年以上が
経過し、老朽化が進行。

○ 用水路は破損部からの漏水や不同沈
下、排水路はアーム柵渠の破損による
法面崩壊や背面土の吸い出しが発生し、
維持管理負担の増加が、営農活動を阻
害。

二次製品水路敷設自主施工による目地補修既設水路の劣化状況

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

広域化による計画的な補修・更新の体制整備
もんじゅ ふくいし

【地域資源保全プランの策定】
・計画的な補修・更新のため、平成24年度に策定。
・施設毎の機能診断結果に基づく補修内容、実施年
度、概算事業費を明確化。
また、資金計画や関係土地改良区との連携など
の実施体制も取りまとめ。

【自主施工の実施】
・ 水路の目地詰めなど簡易な補修は、自主施
工により実施し、コスト削減。
・ 補修技術を持つ構成員が他集落の支援や
技術指導のため講習会を実施。

【補修計画の円滑化】

・ 地域資源保全プランの策定により、集落境界
箇所の路線の連続整備、補修・更新箇所の選
択と集中などの集落間の調整が円滑化。

【施工期間の短縮】

・ 広域化により重点整備が可能となり、１路線
当りの整備期間が短縮。

１路線あたりの施工期間：２カ年
単集落で行う場合 ：３ヵ年（試算）

【自主施工の実施状況】
・ 補修技術を持つ構成員の支援により、補修
技術が向上し、地域全体で自主施工の実施
が可能な体制整備を促進。

・講習会参加人数（H26年度）
146名（7集落/11集落）

平地農業地域



組織の概要 活動の概要

広域エリアで組織化したことによる効果

○ 約８割が急峻な山林である出雲市旧窪田村地区では、農地の荒廃は集落の崩壊につながるとの認識から、多くの集落が１集落単位で中山間
地域等直接支払制度を活用して、集落内の農用地の保全活動等に取り組んでいる。

○ 農地・水・環境保全向上対策への取組開始に当たり、推進本部をコミュニティーセンターに置き、７つの振興協議会を運営母体に広域エリア
（旧村単位）で「窪田ふるさと会」を設立。水路等の施設の機能維持活動等を地区全体で優先度の高い活動から重点的に取り組むなど効率的な
活動を実施。

②組織の構成と役割
・「窪田ふるさと会」は、窪田コミュニティーセンターに事務局を置き、旧
佐田町のコミュニティーブロック整備事業により29自治会を７つにまと
めた振興協議会、２つの農業法人を運営母体に地域のＪＡ、小学校、
農業者から構成。旧窪田村全域を対象として、484世帯が７つの振興
協議会の会員として本対策に参画。

①広域エリアで組織化した経緯
・平成19年度の本対策の導入に当たり、島根県出雲市の旧窪田村地
区の集落間において、どの単位で組織化するか議論。集落によって
は事務手続きの困難さから、本対策には取り組まない意向。

・市の担当者が自主的な地域運営と地域の活性化の観点から、本対
策の導入と広域エリアでの組織の設立を誘導。旧窪田村全域を対象
とする「窪田ふるさと会」を設立。

農地・水・環境保全組織窪田ふるさと会管理協定（島根県出雲市）

窪田コミュニティーセンター
（事務局）

・ 事務的な作業面、技術的な面で集落単位では人材の確保が困難であったが、広
域化を図ることにより、各分野で何かしら得意な人がいるなど、人材が確保された。

・ 活動区域を広域化することにより、ある程度まとまった額の交付金を、地区全体で
優先度の高い活動に効果的に活用できた。

水路等施設の機能維持活動について
・ 水路、農道の補修等、施設の機能維持に資する活動については、７つの振興協
議会が地区内集落のニーズを集約し、補修が必要な施設を事務局に申請。

・事務局は各振興協議会からの申請内容を老朽度、利用度、危険性、実施可能性
などの観点から重要度を点数化。

・各振興協議会会長等から成る役員が現地確認を行い、振興協議会間で共通の視
点に立った優先度の確認と合意形成を図り、地区全体で重要度の高いものから
取り組みを実施。

窪田町地区
振興協議会

（４自治会）

橋波地区
振興協議会

（４自治会）

佐津目地区
振興協議会

（２自治会）

窪田中央地区
振興協議会

（６自治会）

毛津地区
振興協議会

（３自治会）

飯栗東村地区
振興協議会

（５自治会）

八幡原川地区
振興協議会

（４自治会）

特定農業法人
㈲グリーンワーク

農事組合法人
橋波ｱｸﾞﾘｻﾝｼｬｲﾝ

窪田小学校
ＪＡいずも佐田
営農センター

活動内容の申請 連絡調整

連携、協力

農道のコンクリート舗装 配水パイプの設置 開水路の水漏箇所を目地詰め

広域エリア(旧村単位）で活動に取り組む事例
い ず も しくぼた



【地区概要】
・取組面積 173ha（田164ha、畑９ha）

・資源量
開水路74.5km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ4.5km､
農道49.1km、ため池25箇所

・交付金 約15百万円（H29）

（参考）農地・水・環境保全組織窪田ふるさと会管理協定実施位置図 （島根県出雲市旧窪田村地区）

振興協議会名 取組面積
自治
会数

人口
(農業者数) 資源量

① 橋波地区 37.4ha ４ 249人(65人) 開水路16km、農道8km

② 佐津目地区 15.3ha ２ 133人(28人) 開水路7km、農道2km

③ 窪田中央地区 32.2ha ６ 408人(71人) 開水路19km、農道10km、
ため池9箇所

④ 窪田町地区 15.5ha ４ 118人(33人) 開水路4km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ1km､
農道2km、ため池1箇所

⑤ 毛津地区 14.2ha ３ 161人(38人) 開水路2km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ0.5km､
農道10km、ため池1箇所

⑥ 飯栗東村地区 34.3ha ５ 309人(66人) 開水路11km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ3km､
農道11km、ため池8箇所

⑦ 八幡原川地区 24.9ha ４ 336人(70人) 開水路11km、農道6km、
ため池2箇所

③窪田中央地区

②佐津目地区

④窪田町地区

⑤毛津地区

⑦八幡原川地区

⑥飯栗東村地区

①橋波地区

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

【旧窪田村地区データ】
・総面積 約42ｋｍ2
・世帯数 566世帯（平成23年４月末）
・人口 1,714人（男818人、女896人）



○ 平成19年度から農地・水の取組を開始し、当初は８活動組織で取組を実施していたが、地区
間の施設の保全・管理について責任分界が曖昧なことが問題となっていた。

○ 平成23年度からの施設の長寿命化の取組を契機に、効率的な取組を行うために、組織を広
域化。集落間の問題となっていた施設の保全・管理の責任分界を明確にするとともに、施設の
長寿命化の取組に関する予算の効率的な配分が可能となった。

○ 集落間の調整等について町のサポートを受けることにより、円滑に広域化を進めることがで
きた。

三根西地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会（佐賀県みやき町）

広域化の効果

【地区概要】
・取組面積 339ha （田324ha、畑15ha）

・資源量 開水路 90.1km、農道 24.4km

・主な構成員
農業者、自治会、婦人会、
その他24団体

・交付金 28百万円（H29）

○ 以前は、集落間の水路は責任分界が曖昧で、保全管理が不十分
であったが、集落間で話し合い、「組織を広域化し、保全管理が不十
分である施設について組織内で相談・対応する」ことに対して合意形
成を図り、問題を解消。

○ 施設の長寿命化については、老朽化の著しい箇所等へ重点配分
することにより、効率的な活動が可能となった。

○ 広域化後の各集落の活動内容を決定する調整役として、町がサ
ポートを実施。従来、別々に活動していた８組織がほ場整備を実施
している範囲で広域化。

○ 広域活動組織での合意形成は、集落内で決定されたものをそれ
ぞれの地区の代表者が持ち寄り、委員会で決定。

広域化前（８組織）
①新町農村環境保全会 18.9ha
②市武・六田農村環境保全会 64.8ha
③大坂間農村環境保全会 27.1ha
④直代農村環境保全会 22.0ha
⑤続命農村環境保全会 23.7ha
⑥東津農村環境保全会 51.8ha
⑦松枝農村環境保全会 59.0ha
⑧向島農村環境保全会 61.2ha

活動組織の広域化

老朽化の著しいクリークの整備

総会の様子

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

広域化による効率的な活動の実施
ちょうみ ね に し



○ 農業者の高齢化等により、労働力が減
少している中、個人による施設の維持管理
に限界。

○ 地域において、農業者・非農業者の混住
化が進み、地域住民がまとまって地域の農
村環境を知り話し合うきっかけがなかった。

○ さらに、近隣集落の住民が連携して地域
環境を支える活動に参加しやすい組織作り
が必要。

活動開始前の状況や課題

○ 個々の農業者では管理が難しかった浸
透池や沈砂池、排水路の状況を組織で点
検し、優先順位を確認して、堆積した赤土を
人力または重機を活用して排出。

取組内容

地域資源の保全管理～畑地域における広域化の取組～

【地区概要】
・取組面積 3,055ha （畑3,055ha）

・資源量
排水路17.8km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 0.07km、
農道 203.0km

・主な構成員
農業者、自治会、子供会等

・交付金 約58百万円（H29）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

宮古島市城辺地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会（沖縄県宮古島市）

作業前の浸透池

組織による施設の点検

側溝や浸透池の泥上げ

○ 平成29年度は、浸透池や側溝の適正管
理に延べ人数で740人余が参加し、農地の
保全活動を実施。

○ 優先度の高い施設から対策を行ったこと
により、大雨時の道路や農地の冠水被害
が軽減され、また赤土の流出量も減少。

○ 各施設が集落の目に触れることとなり、
ゴミの不法投棄の防止、野鼠や鳥獣による
さとうきびなど農作物の被害防止も期待で
き、施設の適正な維持管理・保全の効果は
大きい。

取組の効果

作業後の浸透池

みやこじましぐすくべ みやこじまし

○ 宮古島市城辺地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会は、平成19年度から地域内の13集
落で「農地・水・環境保全向上対策」（以下、「農地・水対策」という。）の活動を開始し、平成24年
度から19集落に拡大、平成26年度「多面的機能支払交付金」へ制度改正時に、地域内の全24集
落で活動する広域活動組織となる。

○ 農地・水対策に取り組む前は、個人や少人数グループの人力による小規模な草刈作業だけ実
施していたが、農業者の高齢化等による労働力の減少等により、適切な施設の維持管理が困難
化する中、全集落での共同活動による側溝や浸透池の泥上げ、雑木雑草の伐採などの取組は、
地域資源の適正管理に寄与している。
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