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Ⅰ 多面的機能支払交付金による活動に関する事例調査の概要

（１）調査の目的

多面的機能支払交付金による活動の取組状況について、具体的な取組内容や課題

等について、活動組織等に聞取り等を行い、施策評価の基礎資料とする。

（２）Ｈ27年度の調査対象テーマ

１）農地維持支払の「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」の取組

２）資源向上支払（共同活動）の「多面的機能の増進を図る活動」の取組

３）大学や企業、ＮＰＯ法人等の多様な主体と連携した取組

（３）調査期間

平成27年８月～９月

１



組織名 市町村名 取組概要

１．地域資源の適切な保全管理のための推進活動

① 小泉水土里会 長野県 上田市
構成員が組織した草刈支援隊により、担い手が耕作している農用地周りの保全管理を支
援

② グリーン・アース農地・水・環境保全組織 石川県 津幡町 ＮＰＯ、環境団体等の多様な主体と連携し、役割分担をしながら施設の保全管理を実施

③ 宮前ため池協議会 兵庫県 加古川市 活動組織、農事組合法人、市が話し合いを進め、農地の利用集積を推進

④ 農地と水の環境地域ベニヤ 福岡県 大川市
集落営農組織を法人化し農用地の集積を図り、担い手にかかる負担軽減のため、地域
一体となった保全管理の体制を整備

２．多面的機能の増進を図る多様な取組

⑤ 米沢市広幡地域農地・水・環境保全組織 山形県 米沢市 構成員に対する講習会の実施により、直営施工の担い手を育成

⑥ 栄広域協定
新潟県 三条市金沢市･か
ほく市･津幡町･内灘町

田んぼダムの取組により、大雨時の排水機場の負荷が低減

⑦ 天明農地・水・環境保全管理協定 熊本県 熊本市
軋轢のあった農業者、福祉法人双方が共同活動に取組むことにより相互理解が深まり、
福祉法人の農地の借り入れ、農業体験など、新たな活動へ進展

３．大学や企業、NPO法人等の多様な主体との連携

⑧ はまなか農地・水保全協議会 北海道 浜中町 霧多布湿原の保全活動を行うNPO法人が、共同活動全般に参加

⑨ 多気町勢和地域資源保全・活用協議会 三重県 多気町
本制度の導入前から土地改良区が先頭に立ち、大学や企業と連携し、多種多様な取組
を実施、導入後も新たな取組を展開

⑩ 国営カイパイ地区農地・水・環境保全管理協定 島根県 益田市
国営事業受益地で経営する１２の企業と連携し、広域的に農村協働力の回復・安定化を
図る取組

⑪ 日高村水と環境を守る会 高知県 日高村 子どもたちへの環境教育に取り組むNPO法人が、農村環境保全活動に参加

⑫ 霧島市佳例川地域農地・水・環境保全管理協定 鹿児島県 霧島市
大学が１年をかけて地区を調査し、農村活性化のためのビジネスモデルを提案、
本制度を活用し、大学と連携を図りながら様々な活動を展開

（４）調査地区
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古来の水田地帯で、担い手や営農団体への農
用地の集約が進展する一方、農家だけでは農用
地、水路、ため池などを保全することが困難に
なってきた。水土里会ができ、 住民と一緒に地
域づくりを進めることとなったが、近年、畦畔に雑
草が繁茂している農用地が増えてきたことが懸
念となっていた。

○ 条里遺構が残る本地域の素晴らしい農村風景を次世代につなぐため、自治会が中心となり平成24年度に活動組織
を設立し、農地・水保全向上支払の活動を開始した。平成26年度に多面的機能支払へ移行した後、地域の現状を調査
したところ 、約3割の農用地が他集落の担い手等に集約されていることがわかった。

○本地域では、「自分の農地は自分で管理する」という意識が強く、担い手に集約された農用地周りは、管理が困難とな
り、雑草の繁茂により景観を損なうほか、病虫害の発生や農作業の安全性確保にも支障となっていた。

○ そこで、平成26年度に「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」として、これまで殆ど接点のなかった他集
落の担い手と水土里会で検討会を実施。

○ 検討会では、地域の支援ルールとして、活動組織の構成員と担い手との協同による草刈支援隊を組織し、担い手を
支援していくことを明確にした。これにより、集落全体に地域資源である農道・水路等の保全意識が波及した。

小泉水土里会（長野県上田市）

地域の現状

調査の結果、当地区の３割の農用地が他集落の
担い手により耕作され、農用地周りの管理が困難
になっていることが判明。

地元には、「自分の農地は自分で管理する」とい
う意識が強く、地元と担い手の接点も乏しかったが、
役員が担い手のみでは農地周りの管理が困難であ
り、支援が必要なことを説明し理解を得た。

活動組織が、農用地の管理を支援する「草刈支
援隊」を組織し、担い手と共同で活動を行うことを
決定した。

取組内容

● 効果
・ 担い手と地域のつながりができ、共同活動の理

解が得られ、管理の行き届いた農用地が増えた。
● 課題と今後の展開
・ 担い手の農用地が点在しており、維持管理の

効率化のため、農用地の集約を検討。
・ 農家の高齢化と後継者不足の対策のため、 担

い手への集約が必要であり、高齢農家と担い手の
橋渡しの取組み方法を検討。

効果、課題、今後の展開

地域資源の適切な保全管理のための推進活動① 【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（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

【活動組織と担い手との検討会】

「草刈支援隊」による活動【条里の基準点となった
「地の眼」】

【水路と景観形成活動】

【水土里会による施設の点検】

管理の行き届いた農用地
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○ 当地区は、造成から30年以上が経過した干拓地で、著しく施設の老朽化が進行している。

○ 干拓地は、農業者が周辺の集落から通勤により営農を行う通勤農業地帯で、生産のみの場となっている。そのた
め、農業者間のつながりが薄く、共同管理及び個々の地元管理意識の低下が課題となっていたが、土地改良区が
中心となり行っていた21世紀創造運動から、農業者に対し本制度の周知が広まり、地域資源の保全管理に取組むこ
ととなった。.

○ 干拓地を中心とするコミュニティが形成され、農業施設の保全管理にかかる農家負担が軽減されている。

○ 農業者に加え、ＮＰＯ、環境団体等と連携して多面的機能を維持するための活動の役割分担を行い、多様な主体
の参加・協力を得ながら各種活動の実施に努めている。

グリーン・アース農地・水・環境保全組織（ 石川県金沢市･かほく市･津幡町･内灘町）

地域の現状

○農業施設は造成後30年が経過し老朽化が
進んでいる。

○農道は周辺のアクセス道路として機能し、
地域住民は、生活上通過するのみで、農地
に関心が薄い。ゴミの不法投棄等環境の悪
化も問題化している。

○農業者は周辺集落から通勤により営農し
ており、農業者同士の交流も少なく、高齢
化・大規模化の影響もあって施設管理が十
分ではなかった。

活動の紹介

○組織参画の呼びかけに苦慮したが、農業者同士の
伝手を頼りに、周辺で活動するNPO、環境保護団体、

ボランティア団体の定例会等に積極的に何度も参加
することで、意思疎通を図り、役割分担をすることで
協力を得ることができた。

○住民の参画、外部団体との連携などにより担い手
の確保を行うために、意向調査、地域住民との意見
交換や有識者との検討会などを開催し、施設の保
全管理について話合いを行っている。

河北潟干拓地

取組の効果や今後の課題

○ 取組を通じて非農業者を含めて、農業用施設に対
する意識が変化した。また、ゴミの不法投棄が減少し
た。

○ NPO、環境保護団体などが中心となって防風林の

管理、水路、農道の草刈り、景観整備や環境美化活
動が進み、干拓地が地域の共有財産となっている。

○環境団体等との交流を通して、有機栽培や減肥・減
農薬の取組が広がり、また、非農業者に対し農業の
環境にかかわる理解が広まった。

○広大な干拓地の保全管理には、まだ人手不足の状
況であり、今後、参画団体の拡大・増員が必要。

1,000㏊

非農家も参加する防風林帯
の一斉除草・維持管理

干拓地内での、
水辺体験会

【地区概要】
・取組面積 994ha

（田171ha、畑 823ha）

・資源量
開水路42.8km、農道59.4km、
パイプライン58.4km

・主な構成員
農業者、ＪＡ、環境団体、NPO 等

・交付金 約34百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

４

管理協定運営委員会

地区責任者会議

アドバイザーグループ会議

地域資源の適切な保全管理のための推進活動②

つばたまち うちなだちょう



○ 本地区は、地域農業の維持・発展のため、平成３年に集落一農場方式を目指し、宮前営農組合（現「農
事組合法人みやまえ営農」）を設立。個人間での農地利用契約を、農事組合法人との契約に方向転換。

○ 平成26年度、多面的機能支払制度への移行を契機に、市、活動組織、農事組合法人が「推進活動」で話
し合いを進めた結果、集約後も農道・水路等は多面的機能支払を活用して共同管理することで合意し、集
落内の農地（13ha）は、農地中間管理機構（兵庫みどり公社）を活用して農事組合法人に集積し、農業者
の総意に基づく集落一農場方式を完成させることができた（平成27年1月末に農業委員会が承諾）。

宮前ため池協議会（兵庫県加古川市）

地域資源の適切な保全管理のための推進活動③

農地の利用集積

○ 本地区は平成３年に県営ほ場整備事
業で30a区画に整備後、農事組合法人
への農地集積の進展に伴い、畦畔撤
去・区画拡大（60a区画）を推進

○ 多面的機能支払の推進活動による関
係者の話し合いや、人・農地プランの作
成、農地中間管理機構の活用により、
集落内の約50％の農地を農事組合法
人に集約完了（平成27年9月末現在）

◯ 委託農家には経営転換協力金（地区
全体で約1,600万円：平成26年度実績）、
農事組合法人には10年間の一括利用
契約とスーパーL資金や地域集積協力
金による農業用倉庫購入等のメリット

◯ 今後は、農事組合法人による更なる営
農や経営の多角化・効率化を推進

○ 取組体制
✓ 地域の町内会、老人クラブ、少年団PTA、婦人部、消防団が活動組織の構成

団体となっており、共同活動への参加の呼びかけは、作業毎に必要人数を想定
したうえで、関係団体に作業依頼あるいは町内会の広報を通して募集。

✓ 本地区は農業者人口が少ないため、草刈、泥上げ等の基礎的保全活動の参
加者は、過半数が非農業者であり、地域ぐるみでの保全管理体制が定着。

区分 活動内容

主催行事 施設の点検、草刈・清掃、ため池かいぼり

共催行事

クリーンキャンペーン（婦人部等）、じゃがいも等の収穫

祭及びコスモス祭（みやまえ営農）、田んぼダム（みやま

え営農）

協賛行事
下水路清掃（町内会）、盆踊り（少年団等）、秋祭り（町

内会等）

○ 農業を軸とした様々な活動

✓ 減農薬・有機栽培による農産物のブランド化を目指し、水稲、大麦、黒大豆を
ブロックローテーション。その他にキャベツ、ジャガイモ、スイートコーンを栽培。

✓ 景観形成作物としてコスモス、水稲への緑肥利用を兼ねてヘアリーベッチ、野
菜への緑肥利用を兼ねてクロタラリアを栽培。

✓ ジャガイモ収穫祭、コスモス祭りを開催し、収穫体験等を実施。
✓ 全域で田んぼダムに取り組み、平成26年８月の降雨では、大雨の都度浸水す

る箇所でも浸水が生じなかった。

コスモス祭り

ため池のかいぼり

堰板による田んぼダム

収穫祭

スライドモアによる草刈

５

構成団体と連携した様々な活動

【地区概要】
・取組面積：33ha

（田：32.8ha、畑：0.4ha）
・資源量 開水路：12.0km、

農道：1.4km、ため池：３箇所
・主な構成員

農業者、町内会、農事組合、
土地改良区 等

・交付金 約３百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）



・検討会を行うことにより、集落の抱える問題、
将来的な保全管理体制の構築の必要性など、
地域全体で認識の共有化が図れた。

・農業者、地域住民と一体となった保全管理体
制をより確実なものとし、担い手にかかる負担
の軽減につながるためには、より多くの地域
住民の参加が必要であり、今後、勉強会や
周知等の方法を農業者による検討会で議論
していく。

・従来から集落営農組織を中心に営農活動を
行ってきた。

・地縁・血縁による結びつきが強く、離農者の
農地を相互扶助的に引受けるため、遊休農地
の発生は少ない。

・しかし、農業者の高齢化とともに、農業者数も
減少しており、施設の維持管理に支障をきたし
ている。

○ 本地区は従来より集落営農組織を中心に営農活動が行われてきた。しかし、農業者の高齢化に伴う減少
は深刻であり、更に高齢化が進行すれば農業生産力の低下、施設の維持管理が困難となる。

○ このため、本制度への取組を契機に農業者による検討会を開催。平成27年2月に設立した営農法人を中
心に、農用地の集積を進め、土地利用型農業による地域農業の維持発展を目指す。

○ 今後の施設管理については、集落営農組織とその他の農業者や地域住民が共同で保全管理する体制
の確立を目指す。

農地と水の環境地域ベニヤ（福岡県大川市）

地域の現状

・本制度の取組を契機として、農業者による
検討会を開催。

・農業経営の強化を図るため、集落営農組織
を法人化することとし、平成２７年２月に法人
化した。

・また、土地持ち非農家等の農地は法人への
集約を図っていくことを集落として合意形成した。

取組内容 効果、課題、今後の展開

地域資源の適切な保全管理のための推進活動

効 果

課題・展開

【農業者による検討会】【地域住民による検討会】

【地区概要】
・取組面積 63ha

（田 58ha、畑 6ha）
・資源量

開水路 7.4km、パイプライン 8.5km、
農道 4.1km

・主な構成員
農業者、自治会、営農法人 等

・交付金 約３百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

６
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○ 本地区は、昭和４０年代に圃場整備が行われたが、施設の老朽化が進行しており、維持管理にかかる費
用や労力の増大等が課題となっている。また、施設の老朽化等により農地の貸借が進まず、条件不利に
よる農地の受け手減少など、今後の農地保全及び農業の継続に不安を抱えている。

○ 多面的機能支払交付金の活用により、農道・水路等の保全管理に係る負担を抑えられているが、本地区
では、地域住民が施設補修等の技術を学び、自分たちで作業を行うことで、補修等に係るコストの縮減に
努め、老朽化対策を効率的に進めることで、農業の継続性の確保を図っている。

米沢市広幡地域農地・水・環境保全組織（山形県米沢市）

地域の現状 取組内容 取組の効果、今後の展開

多面的機能の増進を図る多様な取組⑤ 【地区概要】
・取組面積 443ha

（田 443ha）
・資源量

開水路 53.0km、農道 26.5km、
ため池 1箇所

・主な構成員 農業者、非農業者、
維持管理組合、土地改良区

・交付金 約29百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

○ 施設の老朽化が進行しており、農地の貸借
や積極的な転作が進まない要因のひとつ
になっている。

○ 地域には、保全管理が必要な施設量が多く、
高齢化の進行などにより農業者だけでは維
持管理が困難。

○ 施設の老朽化が条件不利となって、農地の
受け手が減少する不安を解消するためにも、
地域全体で保全管理を進める必要があった。

地域住民への
作業講習会を開催

技術を学んだ構成
員が、自ら工事に
参加

老朽化した水路

○ 農業者で構成される施設の維持管理組合
が主体となって取組を呼びかけ、地域の合
意形成を図った。

○ 地域の土木に関する有資格者や技術講
習会の参加者が地域住民に指導し、作業
に必要な技術や安全管理について知識を
深め直営施工を行っている。

○ 直営施工の推進によって、補修等に
関するコストを縮減し、補修・整備の効率
化を図ることができる。

○ 効率的に補修・整備を実施することで、
適切な用排水管理が可能になるなど、農
地の条件が改善された。

○自ら地域を変えられるという意識が生まれ、
共同活動への取組意欲が高まった。

○自ら施工することで、外部委託では気づか
なかっただろう改善点に気づき、創意工夫
のきっかけとなっている。

○補修箇所の優先順位の検討や、地域住民
が協力して作業を行うことで、地域内のコ
ミュニケーションが深まっている。

○耕作条件が改善され、営農者が意欲を
持って耕作・農地の管理ができるようになっ
た。また、貸借や転作のハードルが下がり、
結果的には農業の継続につながっていくこ
とが期待される。

７



○ 旧栄町の６地区のうち、平成19年度の農地・水・環境保全向上対策から２地区が取組を開始。平成26年
度の多面的機能支払からは残り４地区と合併し、広域活動組織として取組を拡大。

○ 脆弱化している畦畔・耕畔の補強と、機能低下した柵渠のコンクリート水路への布設替えなど、地域の課
題に優先的に取組。

○ 県を挙げて取組を進めている「田んぼダム」に本地区も平成20年度から計画的に取り組み、平成26年度
からは多面的機能の増進を図る活動として対象農用地を拡大し、異常気象時の排水機場の運転負荷の
軽減に効果を発揮。

栄広域協定（新潟県三条市）

多面的機能の増進を図る多様な取組⑥ 【地区概要】
・取組面積：2,138ha

（田：1,985ha、畑：153ha）
・資源量

開水路 180.0km、農道 162.8km、
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 126.3km、ため池 2箇所

・主な構成員
農業者、自治会、土地改良区 等

・交付金 約112百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

地域の湛水・洪水被害

○ 平成16年７月の新潟・福島豪雨により、
市内を流れる五十嵐川と刈谷田川が一
部決壊し、広範囲の農地と市街地に湛
水・浸水被害が発生。

○ 本地区は、刈谷田川右岸排水機場の
長時間 大排出量での運転により、辛
うじて湛水・浸水被害を阻止。

○ 「もし、機場がオーバーヒートで停止し
たら・・・」という危機感が高まり、異常気
象時の機場への過大な負荷を軽減する
ため、平成20年から「田んぼダム」の取
組を開始。

田んぼダムの取組

刈谷田川右岸排水機場

○ 三条市の田んぼダム取組状況

栄広域協定エリア（旧栄町６地区）

○ 取組内容
✓ 全農家に田んぼダムのパンフレットを配布
✓ 田んぼダムの方式と設置方法は各地区で判断

⇒ 田んぼ排水口の形状に適した方式の中から選択
⇒ 農業者による個別設置または役員等による一斉設置

✓ 現状、 排水調整（調整板等の設置と取り外し）は
個々の農業者が試行錯誤

○ 田んぼダムの効果
✓ 田んぼダムの取組時、排水時間は1.5～２倍程度長く

かかる
✓ 大雨時に集落からの排水が先に流出し、遅れて田ん

ぼから排水されるため、排水ピークが抑制
✓ 平成23年７月の新潟・福島豪雨時は、平成16年の豪

雨と比べ、刈谷田川右岸排水機場の運転に余裕が
あった

栄広域協定における田んぼダム取組状況（H26）

農家数 916戸

対象面積 1,028ha

貯水高 17.5～20cm（方式による）

貯水量 205万t

８



近年の地域開発に伴い、宅地や事業所等
が田園地帯に建設され、それらの生活雑排
水により、農業用用排水路の水質が悪化。

また、社会福祉法人の事業所等からは、
高齢者や障害者が安全に生活できるように、
排水路の安全柵の設置や蓋かけ、草刈
りなどの要望が出されていた。

このため、先住民と、新住民との間にトラ
ブルが発生。

そこで、水土里ネットが両者の間に入り、
農地・水保全管理支払交付金を活用し、
お互いに地域を改善する活動を実施しよう
と呼びかけた。

○本地区は熊本市の南西部に位置し、1284年～1861年にかけ干拓された田園地帯である。

○近年の地域開発により、宅地や福祉法人等の事業所が建設され、それらの生活雑排水により水路の水質
が悪化。また、社会福祉法人等からは排水路の悪臭、高齢者や障害者の安全対策等への苦情が増え、
先住民と新住民の間にトラブルが発生。

○水土里ネットが仲介し、農地・水保全管理支払交付金に取組むことで先住民、新住民が協力し合える体制
を構築し、地域改善活動を実施。多面的機能支払交付金に移行後も、地域環境の向上に向け、幅広い活
動を展開。

天明農地・水・環境保全管理協定（熊本県熊本市）

問題の解決 取組内容 効果、今後の展開

多面的機能の増進を図る多様な取組⑦ 【地区概要】
・取組面積 1,347 ha

（田 1,307 ha、畑 40 ha）
・資源量 開水路 294.6km、

農道 142.1km、パイプライン 1.7km
・主な構成員

農業者、自治会、ＪＡ、土地改良区、
学校・PTA、NPO 等

・交付金 約105百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

高齢者や障害者も農道や水路の清掃や植栽に参加

福祉法人による農作業

先住民と新住民とが一緒にワークショップ
を行い、地域の改善について何度も話し
合った結果、皆で地域環境の向上に取り組
むことで合意。社会福祉法人も活動組織の
構成員となり、法人施設を利用している高
齢者や障害者も、清掃や水質浄化、植栽活
動に参加。また、施設の食堂で地域の農産
物を積極的に利用するほか、施設に直売所
も設置。新しい協働活動の仕組みを構築。

田園地帯の宅地化等の進行

●福祉法人も構成員として参加することと
なり、活動を通じてコミュニケーションが
図られ、良好な関係を構築。

●福祉法人が農地を借入れ、高齢者や障
害者の農作業体験を導入。栽培した農
作物は、施設での食事に利用するほか、
施設に直売所を設け販売するなど、新た
な取組に発展。

●高齢者や障害者が行う農作業に対し、
安全確保や、営農指導などのサポート体
制の整備を、活動組織で検討する予定。

９
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○ 本地区は、国営環境保全型かんがい排水事業（H13～H23）で整備した排水路や調整池、施設管理用の
道路の管理を地元が行う必要があるため、平成24年度に関係集落が１つにまとまって活動組織を設立。

○ 活動組織の設立に際し、町内の各種団体へ参加を呼びかけ、酪農振興会、JA、建設業協会、NPO法人
（霧多布湿原ナショナルトラスト、えんの森、シマフクロウ・エイド）など、多様な団体と連携。

○ 異業種の団体が本活動に参加することで、人的ネットワークが広がっており、新たな活動の展開に向けた
話し合いも進められている。

はまなか農地・水保全協議会（北海道浜中町）

大学や企業、NPO法人等の多様な主体との連携⑧ 【地区概要】
・取組面積：5,046ha

（草地：5,046ha）
・資源量 開水路 48.7km、

農道 18.2km
・主な構成員

農業者、酪農振興会、JA、
建設業協会、NPO 等

・交付金 約13百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

地域の状況

○ 浜中町の基幹産業は酪農と漁業。牧草
地帯に降った雨は、土砂等と伴に、排水
路と河川を経由して風蓮湖及び根室湾に
流出するため、環境への負荷軽減が求め
られていた。

はまなか農地・水保全協議会

○ 活動組織の概要

・ 運営母体は浜中町酪農振興会連合会。
✓ 活動組織の代表は酪振連会長が兼務。
✓ 活動の案内は、酪振連のネットワークを

活用。

・ 農地維持支払（基礎的保全活動）は、主に
国営造成施設の保全管理を実施。特に、
排水調整池の浚渫作業が大がかり（業者
へ委託）。

・ 資源向上支払の活動は、水質調査、シマ
フクロウの生息調査、生き物観察会など。

＜主な取組内容＞

農道の草刈 排水調整池の泥上げ

基
礎
的
保
全
活
動

農
村
環
境
保
全
活
動

団体職員が活動全般に参加

○ このため、土砂流出と畜産排水による環
境への負荷を低減するため、国営環境保
全型かんがい排水事業で排水調整池等
を整備。

○ これらの施設は、事業完了後、地元で定
期的な浚渫などの保全管理を行う必要が
あったことから、関係集落及び町内の各
種団体とで保全管理のための活動組織
を設立。

水質調査 生き物観察会

浜中町に広がる牧草地 排水調整池（整備後）

○ NPO法人霧多布湿原ナショナルトラスト
✓ 近隣の霧多布湿原の環境保全に取り組むNPO法人であり、基礎的保全活

動から農村環境保全活動まで、職員（10名）が交代で幅広く活動に参加し、交
流を深めている。

○ NPO法人えんの森、シマフクロウ・エイド
✓ 酪農家が中心となって第１次産業と自然環境との調和に取り組む、また、シマ

フクロウの保護活動に取り組むNPO法人であり、農村環境保全活動において、
参加者に自然環境の保全を啓発。

エゾカンゾウの群落
（７月初旬の霧多布湿原） 10



○ 本地区は、平成５年から旧勢和村全10集落の地域住民と立梅用水土地改良区が協力してあじさい植栽
活動に取り組み、地域づくり活動が活発化。平成19年度に10集落で協議会を設立して、農地・水・環境保
全向上対策の取組を開始。

○ 協議会には、地区内の保育園・小中学校、図書館、農村レストラン、交流施設等に加えて、地区外の大学、
企業が支援・協力団体として参加。研究者と連携して、活動の調査・検証も実施。

○ 多様な主体が参画し、様々な活動に取り組むことで、「人の絆」（農村協働力）が育まれ、地域が活性化。

多気町勢和地域資源保全・活用協議会（三重県多気町）

大学や企業、NPO法人等の多様な主体との連携⑨

協議会の概要 大学、企業等との連携

○ 遊休農地対策
・ 大学と連携した調査や企業等と連携した活用

（ゆず、そばの栽培）

大学による土壌調査

○ コミュニティスクールの推進

Ｓ社と連携したそば栽培

・ 小学校に隣接した遊休農地を解消し、
図書館等との協働によりコミュニティス
クールを推進。
（H26は小学校で64時間単元を実施）

協力団体

○ 地区内の多様な20団体に加え、４つの支援組織
（水土里サポート隊、町役場等）、７つの協力組織
（大学、企業）で構成。

○ これまでに培った農村協働力を活かして、多様
な主体と連携し、地域資源を積極的に活用。人の
ネットワークが広がり、新たな活動を生み出すエ
ネルギーとなっている。

・ コミュニティスクールの推進（学校教育との連携）
・ 遊休農地の活用
・ 小水力発電の活用と地域活性化

○ 立梅用水型小水力発電プロジェクト

・ 平成24年度から「産・学・官・民」協働により、小水力
発電を活用した地域活性化を推進。

小水力発電機「彦電」 大学生の水収支調査

６次化施設と「彦電」 共同プロジェクト会議

産学チーム 官チーム 民チーム

コンサル、大学、
メーカー

改良区、町、県等

装置の開発、
推進方策検討 等

地元とりまとめ、
プロジェクト支援

協議会
交流施設、営農組合等

小水力発電の
利活用

小水力発電＋超小型モビリティ利用構想
６次産業活性化（農村レストラン、交流施設）、獣害対策・農業生産

（営農組合）、農業用水管理（改良区）、子ども教育 等

※ 交付金を活用した取組ではないが、本制度を通じて育まれた農村協働力から取組が発展。
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【地区概要】
・取組面積 700ha

（田 480ha、畑 220ha）
・資源量

開水路 131.0km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 4.0km、
農道 102.0km、ため池 8箇所

・主な構成員 農業者、自治会、
土地改良区、小中学校 等

・交付金 約22百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）



○ 本地区は、益田地区国営総合農地開発事業（S49～S63）で造成された畑団地であり、本制度の取組
（H19）前は、全域でパイプラインの老朽化による漏水等が頻発。また、入植者の高齢化により、営農組合
が行う幹線農道の草刈は、一部農業者に負担が集中し、十分に行えない区間が見られる状況。

○ 本制度の取組に同意した５つの団地（営農組合）と土地改良区、JA、12の企業が連携し、弱体化しつつ
ある協働活動を企業と協力しながら地域ぐるみで行うとともに、緊急を要する施設の補修・更新等を土地
改良区の調整の下、適切に実施。

国営カイパイ地区農地・水・環境保全管理協定（島根県益田市）

大学や企業、NPO法人等の多様な主体との連携⑩

企業の経営農地の状況 取組体制と企業との連携

高津工区 益田工区

※着色している
農地は、企業の
経営農地。うち、

大の緑（74ha）
は、(株)ｷｭｰｻｲ
ﾌｧｰﾑ島根

・ 国営事業受益地382haのうち、同意を得た５つの団地（311ha）が本制度
に取組

・ そのうち、12企業の経営農地は約129ha（国営事業受益地の約４割）

○ 取組体制

○ 企業との連携による効果

✓ 活動組織の運営は、各営農組合から選出された運営委
員16名と、益田市土地改良区、ＪＡ、（株）キューサイファー
ム島根で構成される運営委員会による。

✓ 全体の事務は土地改良区が受託し、各営農組合の事務
はJAが必要に応じてサポート。

✓ 共同活動は、各営農組合で年度活動計画を策定し、面積
や組合員数を基準に運営委員会で調整し、各団地の関連
企業の協力を得ながら、営農組合が主体で作業。

✓ 長寿命化活動は、主に土地改良区が緊急度に応じた補
修箇所を選定し、運営委員会の承認を得て実施。

✓ 取組前は、主に各団地の限られた農業者のみで行っていた基礎的保全管理活
動を、企業の協力を得ながら地域ぐるみで取り組むことで合意形成した結果、地
域資源の適切な保全管理が行われるようになった。

✓ 今後、広大な畑景観を活かし、企業と連携した農業と観光ツアー（キューサイ
ファーム島根と連携した青汁産地ツアー）などの取組を模索中。

✓ 企業は、協働活動を通じて地域に溶け込み、地域住民の信頼感を獲得し、今
後、高齢化等により離農した農地への円滑な参入・農地集積を図りやすくなった。

＜主な農産物＞

ケール

トマト ぶどう

柿
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【地区概要】
・取組面積 311ha

（畑：294ha、草地：17ha）
・資源量 開水路 1.4km、

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 155.2km、農道 175.7km
・主な構成員 農業者、土地改良区、

企業（ｷｭｰｻｲﾌｧｰﾑ島根、ｱｸﾞﾘみと、
大久保養鶏等）、JA 等

・交付金 約15百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）



○ 本地区は、平成23年度に土地改良区が解散し、地域資源の保全管理が難しくなりつつあったことから、
平成25年度に村内の14の用排水組合が１つにまとまって活動組織を設立。

○ 活動組織の設立に際し、村内の各種団体との連携を図るため、自治会、老人クラブ等へ参加を呼びかけ、
平成９年から村内で環境改善活動に取り組んでいた「NPO法人グラウンドワークひだかむら」も参加。

○ 活動組織の副会長をNPO法人の理事長が務めるほか、農村環境保全活動（コスモスの種まき）にNPO法
人からも数名が参加し、交流が深まる中で、新たな活動への話し合いが進められている。

日高村水と環境を守る会（高知県日高村）

大学や企業、NPO法人等の多様な主体との連携⑪ 【地区概要】
・取組面積 128ha（田 126ha、畑 2ha）
・資源量 開水路 36.2km、

パイプライン 0.2km
農道 11.4km、

・主な構成員
農業者、自治会、女性の会、
用排水組合、ＮＰＯ 等

・交付金 約12百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

地域の状況

○ 日高村は、日下川下流の低湿地帯で、
昔から水害に悩まされてきた水田地帯。
昭和50年、51年の大水害後、河川改修
を行うとともに、日下川両岸に展開する
農地を整備（平成６年完了）。

○ も低い地帯（日下川調整池）は、約
14haの高知県 大級の内陸型湿地で
あり、動植物の宝庫。

・ ほ場整備事業の負担金の償還を終
えたことから、土地改良区を解散。

・ 用水路等の施設は村へ移管。

日高村水と環境を守る会

○ NPO法人グラウンドワークひだかむら
・ 日高村では、平成７年度から調整池を利用した子どもたちへの

環境教育（わくわく湿地探検隊）に取組。
・ 平成９年に住民・企業・行政で組織する「日高村グラウンドワー

ク推進協議会」が発足。日下川調整池ビオトープパーク構想に
基づき、調整池周辺で遊歩道の整備や、観察路整備（メダカ池、
水路整備）、植樹作業等に取組。

・ 平成24年にNPO法人化。現名称となる。

○ 活動組織の概要

・ 運営体制は基本的に土地改良区の
ものを継承。
✓ 総代会の仕組みを導入。
✓ 事務は土地改良区の元事務局長

と女性事務員の２名で担当。

・ 農地維持支払（基礎的保全活動）は
14の用排水組合毎に取り組み、活動
内容を事務局へ報告。

・ 資源向上支払の活動については、
地区全体を対象に役員が現地確認し、
実施箇所を優先順位づけ。 コスモスの種まき

（景観形成）

NPO法人のメンバーも８名参加

・ JR線路沿いの早稲田
を利用してコスモス植栽
（H27は3.5ha予定）

・ 十数年前に中断したコ
スモス祭りを復活。
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○ 多様な主体の参加による効果

・ 農村環境保全活動の２大イベント（本郷地区での「コスモ
スの種まき」、沖名上地区での「花桃の植栽」）は、村内の
各種団体と連携して実施し、合わせて農家120名程度、非
農家100名程度が参加（H26）

・ 地域ぐるみで多様な主体が参加するイベントを開催するこ
とにより、地域のまとまりを参加者全員が共有できるため、
地域の活性化に効果

わくわく湿地探検隊



○ 本地区は、平成７年に有志による「佳例川を語る会」を発足させ、お田植祭の復活、ブランド米（佳例川源流
米）づくり、焼酎（蔓無源氏（つるなしげんじ））づくりなど、様々な地域づくり活動に取組。

○ 平成20年度、市が支援策として集落支援員（１名）を配置し、鹿児島大学農学部のボランティアグループ「農
援隊」との連携を提案。平成21年度からは農地・水・環境保全向上対策の導入と「農援隊」との連携をスタート。
平成25年度には取組面積を拡大し広域組織化。

○ 鹿児島大学農学部の提案により地元企業（（株）トヨタ車体研究所）とも交流・連携が始まり、農地維持活動へ
の参加、社員食堂のイベントで佳例川源流米や地区でとれた農産物を提供するなど、様々な取組を展開。

霧島市佳例川地域農地・水・環境保全管理協定（鹿児島県霧島市）

大学や企業、NPO法人等の多様な主体との連携⑫

佳例川地区の取組

○ 霧島市佳例川地域農地・水・環境保全管理協定

大学、企業等との連携

○ 鹿児島大学農学部との連携

・ 鹿児島大学農学部の「農援隊」と地元企業が、高齢化で作業が困難と
なった箇所の草刈りや水路の泥上げを支援

・ 学生の力を借り、コース選定・コース整備（草刈り）を行った「佳例川新
米ウォーキング」により、地域住民、都市住民、学生間の交流

・ 復活した「お田植祭」には、学生や地元企業も参加し、農村文化の伝承
と交流を促進

大学、地元企業と年に４～５回
交流・連携活動を継続

・ 社員食堂のイベントで「佳例川源流米」や地区の農産物を提供
・ 佳例川地区でのウォークラリーを社内イベントとして位置付け
・ 佳例川地区の行事への参加、会社の夏祭りに地区住民を招待
・ 焼酎「蔓無源氏」のPRに貢献（社員の帰省先や得意先に贈呈）

○ 佳例川地区自治公民館（自治組織）

ビジネスモデルの提案会

社員食堂のイベント

・ 水の駅「水車公園」整備（H12団体営事業）
・ 佳例川源流米の低温貯蔵庫整備と販売
・ 飯冨神社「お田植祭」の復活と鰻のつかみ捕り（H9～）
・ 280年の伝統を持つ「羽山まつり」開催
・ 「佳例川新米ウォーキング」開催（H25～）
・ 「ふるさと佳例川地区あぜ道マップ」作成

・ 従来は水利組合が水路等の保全活動を実施していたが、
組合員の高齢化・離農等により管理作業の負担が増大

・ 本制度の導入により、共同作業への地域住民や外部の
協力が得られ、負担が軽減

・ 土水路からコンクリート水路への更新、農道の舗装を実
施

・ お田植祭への支援、農援隊との連携による協働作業の
実施

水車公園 お田植祭 羽山まつり

多面的機能支払の関連活動

多面的機能支払と連携した地域活動

・ 県の「共生・協働のむらづくり活性化事業」と連携し、農村の人・資源を
フル活用した地域活性化策の検討⇒ビジネスモデルの提案会の開催

・ 佳例川の魅力を紹介する「あぜ道マップ」の作成
・ 地域特産品（「佳例川源流米」や地元産さつまいもを原料とした焼酎

「蔓無源氏」）による地域活性化
・ 佳例川地区の行事への参加

○ 地元企業（(株)トヨタ車体研究所）との連携

農援隊による斜面草刈り

【地区概要】
・取組面積 229ha

（田 75ha、畑 154ha）
・資源量

開水路 23.2km、農道 43.9km
・主な構成員

農業者、自治会、消防団、
子供会 等

・交付金 約15百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）
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かれいがわ


