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活動地区事例の概要

分
類

項 目 市町村名 組織名 概 要

新
規
取
組

①混住化が進む水田地帯におけ
る取組

宮崎県宮崎市 農地・水にししま水土里会
地域の中心的農家の呼びかけ、市・土地改良事業団体連
合会の支援により、新たに活動を開始

②施設の老朽化が進む水田地帯
における取組

福島県矢吹町 矢吹町中野目地域資源保全会
集落の話合いにより事務担当者を選任し、全戸参加の草
刈り、泥上げ、施設補修、花植え等の活動を開始

③樹園地帯における取組 北海道壮瞥町 滝4地域資源保全会 農地維持支払の創設をきっかけに、活動を開始

広
域
化

④活動組織の広域化の取組 新潟県見附市 見附市広域協定
各種事務負担の軽減のため、行政主導により、市内全地
域を１組織によりカバーした広域組織を設立

農
振
農
用
地

区
域
外

⑤ため池の保全管理と一体と
なった農振農用地区域外にお
ける取組

兵庫県高砂市 阿弥陀地区地域資源保全会
ため池と農振農用地区域外の農地の保全管理を一体的に
実施

⑥水田貯留機能を増進する農振
農用地区域外の農地との一体
的な取組

北海道比布町 比布南地区環境保全活動組織
農振農用地区域外の農地と、田んぼダムの取組を一体的
に実施

土
地
改
良
区
・
Ｊ
Ａ

⑦土地改良区が中心となった畑地
帯における取組

沖縄県糸満市
糸満市地域農業・水・環境保
全管理協定運営委員会

土地改良区が主体となって交付金事務を担う、広域活動
組織による取組を展開

⑧ＪＡを核とした広域活動組織
による取組

山形県鶴岡市
農地・水・環境保全組織西郷
地区砂丘畑保全組合

ＪＡが事務局となり畑地における保全管理活動を推進

中
山
間

直
払

⑨中山間直払と連携した樹園地
帯における取組

愛媛県西予市 朝立揚環境保全会
樹園地において集落協定組織を基に活動組織を設立し、
中山間地域等直接支払と連携した活動を展開

直
営

施
工

⑩畑地帯における直営施工の取
組

新潟県津南町 赤沢水土里の会
直営施工による畑地の農道や排水路等の保全管理に積極
的に取組み



・ 宮崎市中心部より北に約9ｋｍに位置し、稲
作を主体に施設園芸も盛んな地域である。

・ 市街地に近いことから混住化が進行してお
り、地域活動に対する意識の希薄化や農家
の高齢化により、地域資源の保全管理が困
難となりつつあった。

○ 本地区は、稲作を主体に、キュウリ、トマトなどの施設園芸も盛んな地域であるが、市街地に近く国道沿
いのため、住宅や店舗が広がるなど混住化の進行により、地域活動に対する意識が希薄化し、農家のみ
での施設の保全管理が困難となりつつあった。

○ 地域の中心的農家が、近隣で他の活動組織が活発に活動している状況に取組への機運を高め、制度の
勉強会などを行い、他の農家や自治会等に参加を呼びかけた。

○ また、市による組織の立ち上げ支援や土地改良事業団体連合会への事務委託の活用により活動の開始
に至った。

農地・水にししま水土里会（宮崎県宮崎市）

地域の現状

混住化が進む水田地帯における取組（26年度 新規取組地区） 【地区概要】
・取組面積 55ha

（田 47ha、畑 8ha）
・資源量 開水路18.2km、農道2.9km、

ため池 7箇所
・主な構成員

農業者、土地改良区、自治会等
・交付金 約3百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

地域の状況

活動組織の立ち上げ

・ 地域の中心的農業者が、組織立ち上
げに向けて制度の勉強会や打合せを
繰り返し実施した後、地区内の農家や
自治会等に参加を呼びかけた。

・ 農家だけでの施設の保全管理が困難
になりつつあることや、近隣で他の活動
組織が活発に活動している状況を受け
て、多面的機能支払に取り組む機運が
高まった。

・ 組織設立にあたり、手続き等で不明な点については、市役所の助言を受けるこ
とで解決した。

＜主な取組内容＞

水路の草刈

ため池の草刈

コスモスの植栽・ 事務処理については、一部を県土連に委託することとした。

参加を
呼びかけ

設立手続きの
助言

事務委託

市役所

県土連

自治会地域の農家

中心的農業者

制度勉強会や
打合せを実施

①

１



○ 当地域は、小規模な集落で地域のまとまりが良く、地域住民による共同作業で施設の保全管理を実施し
ているが、ほ場整備事業完了から約35年が経過し、水路・農道等の老朽化が進み、補修等の管理費の増
加が緊急の課題となっていた。

○ 集落内で話し合いを重ね、定年退職者の事務担当者を選任できたことから、活動を開始した。

○ 今後の活動においても、全戸参加を基本とし、水路・農道・ため池の草刈り、水路の泥上げ、施設の補修
等のほか、花いっぱい運動などの農村環境保全活動にも取り組むこととしている。

矢吹町中野目地域資源保全会（福島県矢吹町）

施設の老朽化が進む水田地帯における取組（26年度 新規取組地区）② 【地区概要】
・取組面積 23.3ha

（田 23.3ha）
・資源量 開水路 10.0km、農道 2.4km、

ため池 3箇所
・主な構成員

農業者、非農業者、婦人会、
老人会、子ども会 等

・交付金 約1.3百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

施設の草刈り 施設の泥上げ 農村環境保全活動

水源として重要なため池堤体の草刈り

水路・農道等の草刈り 水路の泥上げ

取水ゲート前の泥上げ 婦人会と子ども会による植栽

老人会、婦人会、地域住民による植栽

２

やぶきまちやぶきまち なかの め



○ 当地区は、果樹を中心に野菜、豆類、水稲が作付けされているが、農地維持支払の創設により、農業者
のみでの取組も可能となったため、果樹農家が中心となって集落の会合で各農家に参加を呼びかけ、活
動の取組に合意を得た。

○ 話合いを進める中で、観光農園を営む農家から景観形成の取組についての提案があったことから、地元
女性の会に働きかけ、資源向上支払（共同）についても、同時に取り組むこととした。

○ また、不安があった事務処理については、町役場にサポートを依頼し、取組を開始した。

滝4地域資源保全会（北海道壮瞥町）

地域の現状 取組内容

樹園地帯における取組（26年度 新規取組地区）③ 【地区概要】
・取組面積 87ha

（田 10ha、畑 77ha）
・資源量 開水路 3.2km、農道 2.6km
・主な構成員

農業者、地域農業を考える女性の会
・交付金 約１.5百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

○地域では、以前から農家が共同で農業
用水路等を保全管理してきたが、農業者
の高齢化、後継者不足により適切な地域
資源の保全管理が困難になってきていた

○地域の果樹農家が中心となり、集落の会合で
各農家に参加を呼びかけ、活動を開始

○樹園地の鳥獣害防護柵の管理

○本地域は観光果樹園が多い地域であるため、用排水路・農道、農地の草刈りを
重点的に行うとともに、地域農業を考える女性の会とともに景観形成活動を実施 ３

そうべつちょうたきよん



○ 農地・水保全管理支払での第1期対策時には見附市全体でわずか3集落の取組であったが、平成24年度
からの第2期対策においては、加盟を要望する集落が30集落と大幅に増加したため、各種事務の煩雑化
が懸念された。そこで、組織と行政の負担を軽減し、双方がそれぞれの役割に専念できるよう、1市1組織
である「見附市農地・水・環境保全組織」を市主導により設立した。

○ 平成26年度からの「多面的機能支払」では、市内で未加盟であった残り35集落が新たに加盟し、名称も
「見附市広域協定」に改め、市内の全地域を１組織によりカバーし活動している。

○ 専任事務局を設置し、各集落間の活動の調整や事務作業等を行っている。

見附市広域協定（新潟県見附市）

広域協定の組織体制 広域協定の重点活動 広域協定の効果

活動組織の広域化の取組 【地区概要】
・取組面積 2,506ha

（田2,368ha 畑138 ha）

・資源量 水路752.4km、農道285km、
ため池57箇所

・主な構成員
農業者、非農業者、自治会、
老人会等

・交付金 約138百万円（H26）

○広域協定の運営委員会は各集落の代表
及び副代表、土地改良区等の団体の長が
運営委員となり構成されている。

○委員の中から、会長1名、副会長2名、
会計1名、監事2名、地区監事7名を選任し
ている。

○活動のルールや活動費等は全て運営委
員会で決定され、それに基づき各集落が
活動を実施している。

○年間2～3回の運営委員会に加え、春、夏、
秋３回の研修会を開催している。

○事務所を旧ＪＡ支所に設置し、事務局
長1名と事務員1名で運営にあたっている。

○採択・交付申請・報告等の煩雑であった
事務負担が軽減される。

○資材や物品の購入、補修委託の発注等
は共同で実施することで経費の節減が図
られる。

○各集落間、地域間等での活動費の調整
や大型機械を共同で活用し合う等、効果
的・効率的な活動の実施が可能。

平成26年度
第1回協定
運営委員会

○見附市広域協定では、「多面的機能の増
進を図る活動」として、「田んぼダム」
に積極的に取り組んでいる。

○協定面積の約50％となる1200haの水田
の排水口に、貯留機能を高める「水位調
整管」を設置することで、地域の防災・減
災対策を補完する役割を担っている。

○広域協定統一独自様式による書類作成

会計処理と活動記録の整理は各集落が行う
が（事務局委託も可能）、簡単に処理ができる
よう独自の自動作成ファイルを配布。

会計伝票類作成ファイル 活動記録作成ファイル

田んぼダム
用水位調整
管の設置

④

４

みつけしみつけし

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

大型機械等を
集落・地域間
共同で活用



○ 本地区は、21箇所のため池を水源とし、市街化調整区域に広がる水田地帯。これまで地区内のため池はた
め池整備構想に基づく5つのため池協議会により、水路は9つの水利組合により、別々に保全管理されてきた。

○ 兵庫県は、ため池の保全等に関する条例に基づくため池整備構想を策定し、「農業用水供給能力や治水能
力が高い、安全なため池」「自然に触れられる快適なため池」等を目標に、ため池やその周辺整備、地域住
民参加による管理等を進めており、本地域のため池をはじめ、同構想に基づき保全管理を行う受益農地を
農地維持支払の対象農地と設定した。

○ 本年度より、5つのため池協議会及び9つの水利組合に、地域の14の農会（農業者の集まり）を加え、活動組
織を設立し、21箇所のため池及び地区内の水路の一体的な保全管理を開始した。

阿弥陀地区地域資源保全会（兵庫県高砂市）

地域の状況 活動内容

【地区概要】

・取組面積 116ha
（田 113ha 畑 3ha）

・資源量 開水路 53km
ため池 21箇所

・主な構成員
農業者、非農業者

・交付金 約172万円（H26）

農地維持支払

ため池の保全管理と一体となった農振農用地区域外における取組
（26 年度 新規取組地区）

５

⑤

あ み だ たかさごし

○本地域は、昭和44年に
ほ場整備事業が行われ
たが、現在地区内の水
路は老朽化が進行。

○加えて農家数の減少・
高齢化が進み、水利組
合によって水路の泥上
げや草刈り、補修等の
保全管理を十分に行う
ことが困難であった。

○また、本地域は、兵庫
県ため池整備構想に基
づき保全管理されてい
るため池の受益地（高
砂市内の農地に農振農
用地区域は設定されて
いない）

保全管理するため池

対象農用地
（農振農用地区域外）

ため池の保全管理
（地域住民による外来種駆除）

ため池の保全管理
（草刈り、ゴミ拾い等）



○ 本地区では、大雨時に農業用排水路や小河川の溢水の恐れがあるなど、洪水対策が地域の大きな課題
となっており、田んぼダムによる地域の水田貯留機能を向上させる取組への関心が高まっていた。

○ また、市街地周辺部では、農振農用地区域内の農用地と区域外の農用地が錯綜しており、これら農用地
での一体的な取組により、より効果的な洪水軽減対策が図られると考えていた。

○ 活動組織の役員が中心となり、水田貯留機能増進の必要性を地域内の農業者に対して説明し、田んぼ
ダムの取組や広報活動等を通じた防災意識の向上等、防災・減災の取組を開始することとなった。

比布南地区環境保全活動組織（北海道比布町）

地域の現状 取組内容

【地区概要】
・取組面積 560.1ha

（田 560.1ha）
・資源量 開水路 114.9km

農道 42.6km
・主な構成員

農業者、非農業者、JA、
土地改良区、自治会（行政区）

・交付金 約17百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

町の広報誌で、大雨時における田んぼダムの取組が
紹介される。（H26.9 比布町広報誌より）

落水工に板を設置して、大雨時の排水量を減らすことにより、
田んぼに雨水を一時的に貯留し洪水被害の軽減を図る。

田んぼダムの取組について看板を設置して、
地域住民に普及・啓発を行っている。

農振農用地区域外農用地

○地区内の市街地周辺部では、農振農用地区
域内の農用地と区域外の農用地が錯綜してい
る。

○地域の防災・減災等の多面的機能を発揮する
ために、これらの農用地と一体的な取組を開始。

貯留機能増進のため畦畔の再構築も実施している。

水田貯留機能を増進する農振農用地区域外の農地との一体的な取組⑥

６

ぴっぷちょうぴっぷ



○ 本地域は、国営沖縄本島南部地区の受益地で、サトウキビをはじめ、ゴーヤ、レタス、にんじん、小菊
の栽培が盛んな地域である。

○ 活動組織は、市内の20土地改良区に関係する26集落が参画する広域活動組織であり、糸満市土地
改良区合同事務所内に事務局を設置し、各土地改良区の区域単位で実施される保全活動等の調整や
事務作業を行い、集落の負担を軽減している。

○ 海域の環境保全のため、土壌流出防止用の沈砂池の適正管理を行うとともに、農道や排水路の点
検・補修等の取組や地元大学等と連携した保全活動を実施している。

糸満市地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会（沖縄県糸満市）

組織体制 活動内容 大学等との連携

土地改良区が中心となった畑地帯における取組⑦ 【地区概要】
・取組面積 721ha

（畑721ha）
・資源量 開水路 48km

農道 143.7km
沈砂池 115箇所

・主な構成員
自治会(26)、土地改良区(20)

・交付金 約15百万円（H26）

○活動を通じて、地域を担うリーダー育成や幅広い地域住民の
参加の促進、地域への貢献を図るため、平成25年度より琉球
大学農学部等と連携した現地検討会やワークショップの開催、
地元建設業の団体の協力による保全活動実施などに取り組
んでいる。

○活動区域内には土壌流出防止のた
めの沈砂池が115箇所あり、海域の
環境保全のため、堆積物の撤去等の
適正管理に取り組んでいる。

糸満市地域農地・水・環境保全
管理協定運営委員会

事務局（合同事務所内）

土地改良区 土地改良区 土地改良区

集落

沈砂池の土砂上げ

○農道の草刈・補修（砂利補充）や
排水路の点検･補修を実施している。

集落 集落 集落

７

いとまんしいとまんし

農地維持支払
資源向上支払（共同）

○平成24年度までに土地改良区単位の活動組織
（20改良区・26集落）が順次合併・広域化。

○各土地改良区から選出される運営委員によ
り、活動計画を策定。

○広域化を契機に、糸満市土地改良合同事
務所内に事務局を設置し、活動の調整や事
務作業を実施。

農道の砂利補充

放送大学
沖縄学習センター

琉球大学 農学部

糸満市地域農地・水
環境保全組織

自らの意思と知恵で地

域社会をリードする

未来対応型リーダー
の人材を育成！

連

携

建設業関連団体

糸満市地域農地・水
環境保全組織

保
全
活
動
の

共
同
実
施

施設の保全管理や景

観保全により

地域への貢献



○ 本地区は、日本海沿いに沿って伸びる庄内砂丘の南端に位置し、地区の1/3はかんがい施設が整備
されており、鶴岡市のブランド品種である鶴姫メロンやミニトマト等の栽培が営まれている。

○ 戦後自主開墾された畑地帯で、関係集落数も多い地区であり、取組を開始するに当たり、本地区の農
家とのつながりが強く、かんがい施設の修繕工事等の事務を担ってきたＪＡ支所内に事務局を置くこと
とした。

○ ポンプの部品交換やパイプラインの補修、防砂林の管理や農道補修など、安定的な営農環境の保全
のための活動に取り組んでいる。

農地・水・環境保全組織西郷地区砂丘畑保全組合（山形県鶴岡市）

ＪＡを核とした
広域組織の設立

活動内容

ＪＡを核とした広域活動組織よる取組⑧ 【地区概要】
・取組面積 312ha （畑312ha）
・資源量 開水路 3.5km

パイプライン 111.4km
農道 95.8km

・主な構成員
連絡協議会(4)、西郷地区自治会、
ＪＡ、農用地利用調整委員会

・交付金 約15百万円（H26）

防砂林内に外来種であるニセアカシアが繁殖しており、本
来のクロマツの防砂機能の保全を図るとともに、農地への侵
入やミツバチを利用したメロンの受粉への影響を防ぐため、
ニセアカシアの伐採、除草剤の散布を定期的に実施。

○本地区は、関係集落が16集落と多いことから、
取組を開始するに当たり、本地区のＪＡは、

①地区の出荷するメロンの大部分を担うなど、関
係農家とのつながりが強い

②水利施設修繕工事の事務作業を代行している

ことなどから、ＪＡ鶴岡西郷支所内に事務局を設
置し、活動の調整や事務作業を行う体制を整え、
広域組織を設立した。

○安定的な営農環境を保全するため、農道の補
修等の従来からの管理活動に加え、これまで十
分に対応できなかった水利施設の補修、防砂林
の管理などの活動を展開している。

老朽化により、水利施設の補修に苦慮していたが、揚水機
場の部品交換や、農家の直営施工によるパイプラインの補修
等を計画的に実施。

○揚水機場等の水利施設の補修

８

○防砂林の保全活動

農道の敷砂利補充や不陸整正などの補修を農家の直営施
工により実施。

○直営施工により農道補修

農地維持支払
資源向上支払（共同）
資源向上支払（長寿命化）

にしごう さきゅうはた



○ 本地区は急傾斜のみかんの段々畑で、平成12年度から中山間直接支払に取り組まれていたが、法
面や農道の劣化が進みやすく、水利施設も老朽化が進んでいることから、これら施設の更なる保全管
理の充実を図るため、集落協定の役員が地域に呼びかけ、本交付金の取り組みが開始された。

○ 本交付金では、地域自らが行う農道の維持管理、揚水機場やスプリンクラー等の末端水利施設の保
全管理を、中山間直接支払では、地域で対応困難な規模の大きな舗装・法面補修や鳥獣害防護柵の
設置を実施している。

朝立揚環境保全会（愛媛県西予市）

本地区の概要 中山間直接支払と連携した保全活動等の実施

中山間直払と連携した樹園地帯における取組⑨ 【地区概要】
・取組面積 51ha

（畑51ha）
・資源量 開水路 1.3km

パイプライン 13.0km
農道 13.6km

・主な構成員
自治会

・交付金 約１.5百万円（H26）

○標高30～300mに位置し、1/4程度の急傾斜地に石垣を積
んで造成された幅2m程度の、みかんの段々畑からなる。

○関係農家による農道組合及び水利組合が集落と共同で
施設を管理しているが、急傾斜で降雨量も多く、農道や石
垣の劣化が進みやすく、施設の補修や維持管理に苦慮し
ていた。

○施設の保全活動の更なる充実を図るため、中山間直接
支払の集落協定の役員が呼びかけ、本交付金にも取り組
むこととなった。

・本交付金による農道の点検、草刈り、側溝清掃 ・本交付金による揚水施設周辺の草刈り、
給水栓への凍結防止の保温材投入

９

せいよしあさだつあげ

農地維持支払
資源向上支払（共同）

○中山間地域等直接支払交付金では、規模の大きな施設の補修や、鳥獣害防護柵
の設置等を実施。

○本交付金の対象農用地の全域が、中山間地域等直接支払の対象農用地となって
おり、構成員も重複。

○本交付金では、地域が自ら対応可能な日常作業を実施し、中山間地域等直接支
払では、地域で対応が困難な外注工事を実施することで、営農の継続に必要な施
設の保全管理を実施。



畑地帯における直営施工の取組

○ 本地区は、信濃川右岸の河岸段丘に広がる標高420m～600mの農業地帯で、高位部は大区画畑地、
低位部は水田であり、魚沼コシヒカリ、雪下ニンジンの地域ブランド作物のほか、大区画畑地を活かし
て野沢菜等の大規模生産が行われている。

○ 豪雪地帯のため、除雪や融雪用水確保等の共同活動が盛んな地域であり、畑団地の農道や排水路
も、集落の共同活動により管理されている。融雪時における農道の浸食対策や融雪水にも活用される
農業用水路の老朽化対策を直営施工により実施している。

赤沢水土里の会（新潟県津南町）

地域の現状 直営施工による保全活動

⑩ 【地区概要】
・取組面積 273ha

（田77ha、畑196ha）
・資源量 開水路 32.7km、農道 39.5km
・主な構成員

赤沢集落、老人会、ＰＴＡ、
水田組合

・交付金 約１4百万円（H26）

○直営施工による農道補修

・大規模農家が所有する重機で路盤を補修

○老朽化水路の補修

・水路のｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ化などによる漏水対策

10

つなんまち

農地維持支払
資源向上支払（共同）
資源向上支払（長寿命化）

○ 本地区は、信濃川右岸の河岸段丘に広が
る標高420m～600mの農業地帯で、積雪3m
を超える豪雪地帯である。高位部は、国営総
合農地開発事業で造成された大区画畑地、
低位部は国営農地再編事業で整備された水
田である。

○ 魚沼コシヒカリ、雪下ニンジンの地域ブラン
ド作物のほか、大区画畑地を活かして野沢
菜、アスパラ、スイートコーン、キャベツ等の
大規模生産が行われている。

○ 積雪3mを超える豪雪地帯ため、除雪作業、
融流雪用水確保など共同活動が盛んな地域
であり、国営事業で造成された畑団地の農
道や排水路も、集落の共同活動により管理
されている。

○ 農道の大部分が砂利道であり、融雪や豪雨
による路面浸食や泥濘化、また、冬期の融
雪用水の機能を兼ねる農業用水路の老朽化
により漏水が発生している。

・集落共同でのｺﾝｸﾘｰﾄ打設作業

・融流雪用水としての利用

あかさわ


