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榎前環境保全会 （愛知県安城市）

①－1

norihiro_somei
テキストボックス
資料２－２



○ 榎前地区は、日本デンマーク（農業が盛んな地域）といわれる愛知県安城市の南西部に位置する。
○ 本地区の農地は、昭和44年度から昭和51年度にかけてほ場整備事業が行われ、30a区画に整備された。
農業用水は日本疏水百選の明治用水から供給されており、水田を中心とした農業経営が行われている。

○ また、混住化が進展する中、安城市では、農地や農業水路等を適切に管理していくため、農地・水保全
管理支払の活動に取り組むこととした。

※地図の出典：CraftMAP

愛知県市町村図

榎前地区

名古屋市

安城市

安城市の農地・水保全管理支払の
取組状況（H25）

榎前

※出典：愛知県水土里情報システム
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○ 本地区は、国指定重要無形民俗文化財｢三河万歳｣の保存活動の中心地であり、以前から地域活動が比較
的活発に行われていた。本地区では、｢福祉｣・｢防災｣・｢環境｣をコンセプトに地域活動に取り組んで
きており、多面的機能支払の活動は、そのうちの「環境」に位置付け、集落全体で取り組んでいる。

○ 活動組織は、農業者のほかに地区内の全ての関係団体を構成員として、話し合いによる合意形成を基本
とした地域の自主的な活動が推進されることにより、行政の調整コストの縮減に貢献している。

○ また、構成員の１つである農用地利用改善組合は、地区の農業の進め方は自分達で考えることとして、
集落の農業者の意向を取りまとめ、安城市の人・農地プランの策定に協力するとともに、出し手や非
農家の農業機会を確保するため、畑作の休耕地を利用した「ふれあい農園」を開設するなど、地域農
業のあり方を主導している。

取組面積 田81ha 畑5ha 計86ha

主要施設 水路33km 農道9km

活動期間 H19年度～

構成員
農 業 者：50人、1団体
農業者以外：790人、5団体

主な活動項目 時期

【基礎活動】

　水路・農道の草刈り  5月、7月、9月、1月

　水路の泥上げ・適正管理  10月

　農道の適正管理  10月

【農村環境保全活動】

　生物多様性の保全  6月～9月

　伝統的農法の保全  5月～11月

　遊休農地等を活用した景観形成活動  通年

　広報・啓蒙活動  通年

農業者

農用地利用
改善組合 榎前

町内会
榎前町
子供会

公民館
協力員

せせらぎ
愛護会

ボランティア
ふれあい「えのき」
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○ 多面的機能支払交付金の農地維持活動は、施設の適切な保全管理によって、行政コストの縮減に寄与して
いる。
・農地周りの水路に関しては、点検・補修・土砂上げなどの定期的な保全管理活動により、通水機能の確
保とともに、破損箇所の早期発見・補修により更新コストの縮減が図られている。
・農道に関しては、点検・補修・除草などの定期的な保全管理活動により、舗装の破損防止、陥没箇所の
きめ細かな補修により更新コストの縮減が図られている。

○ さらに、災害時の見回り・点検や突発的な施設の損傷にも対応することにより、被害の拡大防止・最小化
に努めることとしている。

管路の点検

管路のﾒﾝﾃﾅﾝｽ

農道の点検パイプの破損給水栓の破損

台風時の見回り管路の点検
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草刈り機のﾒﾝﾃﾅﾝｽ

中学生によるゴミ拾い

排水路の草刈り

排水路の土砂上げ

機械での草刈り

農道の補修
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○ 本地区においては、地域の活性化や農村景観の保全に取り組み、「住みたくなる農村」の構築を目指し
ている。

○ また、水質の保全や生物の宝庫となり得る水田での生物多様性確保の取組や、ゴミのポイ捨てのない地
域づくりなど、地域の細かな環境の保全に取り組んでいる。

○ さらに、共同活動による地域の人と人の繋がり、地域の絆の強化は、日常からの安全・安心や災害時の
協力体制の確保、高齢者の生きがいづくりなどにも寄与している。

排水路の水質調査 農地周りの環境美化活動観察水田の説明掲示板の準備
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○ 本地区においては、水田の生物多様性を確保するため、構成員、耕作者等の関係者が話し合い、水田魚
道を設置している。

○ 子供会では、水田魚道とこの魚道を設置した観察水田において、生物の観察や伝統的農機具を用いた農
作業体験を行うことにより、農業や環境の大切さを再認識し、地域や農業への理解を深めている。

○ 周辺農地の耕作者は、水田の生物多様性を保全するため、減農薬50％により米を栽培し、精米や米粉パ
ンをイベント等で販売している。

○ NHKテレビ番組による報道や、COP10（生物多様性条約第10回締約国会議）のモデル地域としての情報発
信等により、世間から注目され、活動がさらに活発化した。さらに、コープ愛知がこの減農薬米を
「どじょうの育み米」として販売しており、今後、地域のブランド米、地元の特産品として様々な事
業展開を目指している。

水田魚道での生き物調査 子ども達の農業体験 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑでの発表
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○ 今後の取組として、｢どじょうの育み米｣の作付面積の拡大、集落内で地域農産物を販売する直売所の設
置、ブランドイメージをさらに高めるための水田魚道を設置した周辺農地での冬水たんぼの実施を検
討中である。

○ 多面的機能支払の活動と連携して、レンゲまつりやヒマワリまつり、町内情報誌「ふれあい『えの
き』」の発行などの地域活動を活発化させ、それらとの連携を強化することにより、農家と非農家と
が協力・連携しながら地域を守り育てて地域振興を推し進めていくこととしている。

地域農産物の販売 ひまわり園の共同手入れ 営農組織による稲刈り
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榎前町内会の活動部隊

★公民館協力員（町内会役員ＯＢ）

★ボランティアふれあい「えのき」

※役員交代毎に途切れていた活
動に、つながりができる。

町内会の継続に向けた仕組み

①－9



公民館協力員の活動

運動会のスタッフ

防災訓練のリーダーとして‼

ひまわり祭りの屋台担当

草刈り・作業要員として‼

町内会役員ＯＢの活躍
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「えのき」の活動

中学生防災講座

生きもの観察会での炊飯・接待

ひまわりまつりで産直市
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この活動が、

環境保護活動(生物多様性の保全)

青少年の健全育成
地産地消
食育
町内のふれあい・絆

福祉・防災活動
地域を元気に

①－12



榎前町のひまわり

ようこそ榎前町へ
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平成２４年12月21日 環境配慮技術講習
平成２５年 ６月 ６日改 愛知学泉大学
平成２５年 ７月 １日 安曇野市視察
平成２５年 ７月 ７日 岐阜県羽島市視察
平成２６年２月２８日改 三重県菰野町 視察
平成２６年３月 ４日 山形県河北町 視察
平成２６年６月２６日改 愛知学泉大学
平成２６年9月８・９日 木曽調実習生
平成26年10月10日 第三者委員会資料

榎前環境保全会

代表 加藤 辰雄

農村集落の町内会活動
町内会活動と水田農業の関わり
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碧南市

R23号

・人口 2,127人

・世帯数 652戸

・販売農家戸数 37戸

・農業の特徴

農地 ９１ｈａ

米･梨･いちじく･花卉

きゅうり（施設園芸）

・三河万歳の伝承者

・ひまわり畑が町のシンボル

・明治用水の恵みを受けた
肥沃な都市近郊の農村
地帯

榎前町とは

榎前町

安城市

愛知県
・愛知県のほぼ中央に位置
する安城市の南部
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国指定

重要無形民俗文化財

安城の

三河万歳保存会
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ひまわり畑

面積 ２町３反5畝 花数 400,000本
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「日本デンマーク」と称された地域

・榎前町内会の前身は、明治４３年に設立された住民組合である「榎前村産業組合」。
・この地域は、大正、昭和初期にかけて多角型農業により、「日本デンマーク」 と称さ
れた。

加藤博 作

②－6



農業集落としてのまとまりが弱まり、
住民の連帯性・協調性が希薄に！

自動車関連企業の
立地等により、農業
の兼業化、離農が
進む

町内会活動の多様化⇒防災・福祉・環境の取組

・若者から高齢者まで一体となった町内会活動を展開。
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水田と園芸との複合経営が多い

・明治用水を利用した稲、麦、大豆
のブロックローテーション

・ブランド「安城なし」が有名・・・
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活動を進める上での

《考え方》

防 災 市 防災危機管理課
福 祉 市 福祉課 ・ 社会福祉協議会
町内会 市民協働課
防 犯 市民安全課 ・ 警察
公民館 市民協働課・地区公民館
環 境 市環境保全課
消 防 市防災危機管理課・衣浦東部消防
農 業 農務課・土地改良課

受け皿は すべて町内会
いつでも福祉･いつでも防災･いつでも環境
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榎前町内会組織図

町内会
公民館

評議会

榎前町農用地利用改善組合

福祉委員会

自主防災会

榎前環境保全会

消防団

● 土木部長

● 配水総代
● 交通防犯部
● 文化体育部
● 環境衛生部
● 祭壇互助会

班長会
(班長代表)

【協力自主団体】

●えのき(ボランティア) ●公民館協力員(評議員ＯＢ)
●母子教室 ●父母の会 ●子供会

●西中ＰＴＡ ●ソフトボールクラブ

●信運会(老人クラブ) ●グラウンドゴルフクラブ

組集会
(総会)
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【ふれあい活動を通して地域づくりを】

 町 内 会 の 活 動 指 針

安全・安心な暮らしを守るために、地域
福祉を推進する為に、そして、今、来る
かもしれない大地震に備えて、近所付き
合いを大切にして、地域での助け合いの
心を育てる。

いつでも福祉・いつでも防災・いつでも環境
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≪農村集落自然環境整備事業≫

せせらぎ散策路整備・せせらぎ愛護会

平成15年
●農村自然環境整備事業によって整備された明治
用水花ノ木緑道《せせらぎ散策路》が完成。

●清掃管理をするボランティアを結成。
80名以上登録者。

●現在は約20名ほどで「せせらぎ散策路・水路」
の清掃・除草管理 を、月２回実施

平成17年4月

油ヶ淵水質浄化の「市民モニタリング調査」に５名
が参加登録。長田川の水質検査月1回の実施。
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せせらぎ散策路

町内会による暮らしやすい町づくり

・農村整備事業により整備、住民自らが管理、全長約７００m
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せせらぎ散策路・水路
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せせらぎ水路水遊び

せせらぎサロン

町内会【福祉委員会】主催

保育園と町内高齢者のふれあい交流

協力：ボランティア ふれあい「えのき」
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三河万歳こども教室

開始：平成19年～
指導：三河万歳保存会
開催：第１･第３土曜日
主催：榎前町公民館

保存･伝承と後継者育成の

町内会による地域伝統の継承の努力
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町内会による地域伝統の継承の努力

・明治、大正、昭和の記録本
（伝承）を町内会が刊行
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平成１８年３月水田魚道設置：試験観察開始

昭和30年代以前は、食料の生産地であった。

昭和40年代以降、農業環境の変化 農薬・圃場整備

田んぼから生物が消えた

食料の安全性・農作業者の安全環境に配慮した農業
生活排水の浄化・下水道の整備

⇒川や水路の生物が戻ってきた。

水田魚道の設置

町内会による
環境保全への取組み
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水田魚道設置の経緯は
、• 愛知県農業総合試験場が開発した

「水田魚道」の実地テストを依頼される。

• 期間 平成19年度までの2ヵ年
以降は現地を復元して返す。

地元で希望すれば続けることはできる。

• アンケート・ワークショップ 実施
景観 草花の植栽・観察用の橋 など

管理 草刈・水路の清掃 等実施

魚とり･生物の観察場所等子供の遊び場所
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説明会・ワークショップ の開催

参加者 地権者・耕作者・子供会・町内会役員ほか
70名 県農業総合試験場

明治用水土地改良区
市環境保全課
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グループ別に発表
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町内会による環境保全への取組み

・県試験場と町内会が協力して魚道を設置（平成１８年）
・町内会の中に「榎前環境保全会」を立ち上げ（平成１９年）
・子供参加による定期的な生物観察会を実施（週２回ペース）

・魚道観察 ・県試験場が開発した水田魚道
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・農水省生物多様性戦略検討委員と町内会が共同で水田魚
道観察会を実施 (平成22年5月22日)

「生物多様性の日」での生物観察会
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稲作体験

田植え 稲刈り･はざ架け乾燥

脱穀・選別 使用機具：足踏脱穀機・篩・唐箕
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バケツ稲 体験

えのき保育園でバケツ稲つくり

ＣＯＰ１０会場に展示
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収穫祭
19年 コシヒカリ おにぎり･豚汁

20年 アイチノカオリ おにぎり･豚汁

21年 モチゴメ 餅つき大会

22年 コシヒカリ おにぎり･豚汁･餅つき

参加者 毎回 大人 50名
子供 70名
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こどもの成長

こども 活動との関わり

保育園 せせらぎサロン

小学生 魚道観察 ･稲作体験

三河万歳こども教室

中学生 榎前町中学生防災隊
三河万歳こども教室

町内のこどもと町内会活動との関わり
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どじょうの育み米

町内会と農家が協力して農産物ブランド化へ

・魚道の設置と減農薬栽培で 「どじょうが住む水田で育った米」
の意味を込めた取組み
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平成19年産米から、(どじょっこ米）
480ｋｇ 町内会 委託保管、町内会イベントでの販売

２３年産米から、（どじょうの育み米）
３0,000㎡【２００俵】に大幅増
・町内会の旗振りで「どじょうの育み米」
の栽培団地を形成
・地元の生協との契約

「どじょうの育み米」の生産拡大

町内会のイベントで
知名度が上昇

生協と町内会との「どじょうの育み米水田」
の生物観察会(7/31) 

②－29



町内販売用

どじょうの育み米

節減対象農薬5割減栽培米

「あいちのかおり」３kg入
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「どじょうの育み米」の栽培団地
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町内会による榎前の米粉入りパンの製造

• 「どじょうの育み米」使用

• ＪＡあいち中央・山崎製パン・黒柳製
粉・明治用水との協力

• 「イベント」用に特注
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榎前町農用地利用改善組合の活動

・農地集積、転作の
団地化の促進

・農家と非農家との
交流

町内活動による農業振興

・町内会長が組合長を兼務

・昭和５７年設立
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不耕作農地の取り組み

●米作地帯のため畑作の受け手がいない。
☆平成22年から
町内会(環境保全会・農用地利用改善組合」
で借り大豆栽培・薩摩芋栽培を行う。

有志で大豆播種

☆面積： (畑）
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●収穫物の利用
☆大豆
枝豆
・早期収穫して枝豆冷凍保存

・イベント・旅行等のおやつ

豆腐
・地元豆腐屋に加工依頼
・イベント産直市の目玉商品
・イベントのおやつ・反省会の食材

☆薩摩芋

・脱穀・収穫祭のおやつ
・参加者のおみやげ

れんげまつり
で豆腐の販売

蒸かし芋

脱穀・芋ほり参加者
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農家と非農家との交流

ふれあい農園

榎前町農用地利用改善組合が主体となった「ふれあい農園」

・畑作の休耕地で町内
の非農家が農作業

・農家が住民に作り方
の指導

・農家と非農家の情報
交換の場となっている
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水田

町内活動と農業のコラボレーション

・若手農業者が始め、その後、一般廃棄物処理場跡地の土壌改良の
目的に町内会が取組み拡大
・稲・麦・ひまわり・れんげのブロックローテーション
・いまでは、町のシンボル

ひまわりまつり（９月）
れんげまつり（4月）
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せせらぎ･れんげまつり

牛乳･みたらし団子接待
子牛放牧
ミス七夕撮影会
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙﾛｹｯﾄ飛ばし大会
青空産直市
榎前町内会・安城市環境保全課
榎前町農用地利用改善組合

榎前環境保全会
明治用水土地改良区
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せせらぎ・ひまわりまつり

ちぎり絵教室
青空産直市
不用品バザー
グランドゴルフ大会
榎前の魚道展
せせらぎ水路魚の放流
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せせらぎ・ひまわりまつり

榎前産 新 米 試食即売会

榎前産 安 城 梨 試食即売会

榎前産 いちじく 試食即売会
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岡田敏文 さん

担い手農家がどじょっこ米のアイデアを町内会に提案

・水稲、麦、大豆、きゅうりの栽培
・認定農業者
・農業青年奨励部門受賞(H8)
・どじょう米や米粉パンなどを町内会に提案したアイデアマン
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榎前町内会の担い手農家

高岸誠 さん 寺島正憲 さん 山口秀司 さん

都会の人にもっと
農業を注目しても
らいたい。

水田の地主さんか
らの受託がスムー
ズに行くのは、町
内会があってこそ。

ほ場や水路でのゴ
ミを町内会や住民
が清掃してくれて
助かる。

・梨栽培
・東京でのコピーライターの仕事
からのUターン
・田んぼアートのデザイン、JA青
年部のTシャツデザイン、ポスタ
ーまで手がける

・梨、水田の複合経営
・認定農業者
・安城市農業賞受賞（H１３）
・環境保全会副会長

・梨栽培
・認定農業者
・山口さんの梨を求めて固定客
が名古屋市からも買いに来る
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榎前町内会の活動部隊

★公民館協力員（町内会役員ＯＢ）

★ボランティアふれあい「えのき」

※役員交代毎に途切れていた活
動に、つながりができる。

町内会の継続に向けた仕組み
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公民館協力員の活動

運動会のスタッフ
防災訓練本部テント設営

ひまわり祭りの屋台担当

防災訓練炊出し訓練町内会役員ＯＢの活躍
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「えのき」の活動

中学生防災講座

中日新聞主催

広報紙展入賞

せせらぎｻﾛﾝ:おやつの時間

れんげ祭り：産直市

②－45



町内情報誌 ふれあい「えのき」

・平成１１年から作成、現在１３０号の発行（月１回ペース）
・住民に直接手渡し、高齢者の安否確認にも
・ダウンロードも可 http://enoki.anjo‐aichi.info/

町内会情報誌「えのき」 ボランティア「ふれあい「えのき」」のＨＰ
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• 安全・安心な暮らしを守る町内活動
榎前町自主防災会・ふれあいえのき

中学生防災講座の企
画・推進
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この活動が、

環境保護活動(生物多様性の保全)

青少年の健全育成
地産地消
食育
町内のふれあい・絆

福祉・防災活動
地域を元気に
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平成23年度

豊なむらづくり表彰制度
農林水産大臣賞 受賞
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平成2４年度

農地・水シンポジュウム
東海農政局長賞 受賞

(農地・水･保全管理支払交付金)

榎前環境保全会
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ご静聴ありがとうございました。

榎前町のれんげ圃場
場所：榎前町宮下
面積：6,450㎡

撮影：4月29日
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