
17.8ha

「棚田を守りつつ100年続く集落を目指す！」

民宿かくら

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

新潟県十日町市中条庚234
025-755-2802

池谷集落内から望む棚田の様子

稲刈りイベントに参加した棚田オーナー

新潟県
十日町市

農産物の供給の促進 ◎ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ○

所在地 新潟県十日町市中条庚

移住者を受け入れ高齢者から組織的に農地を引き継ぎ耕作から直販まで行い、持続可能な農
業を目指している。

↑地元住民が移住者に稲作技術を伝える様子

←お客様に届けるお米を精米する様子

新潟県十日町市中条庚939-2
025-761-7009

池谷分校やまのまなびや

土羽



20.6ha

「都市住民とともに創る枯木又エコ・ミュージアム」

のっとこい

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

新潟県十日町市中条丁533-1
025-759-2317

枯木又の棚田 棚田周辺での生き物調査

新潟県
十日町市

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 新潟県十日町市中条丁

都市住民との協働で枯木又エコ・ミュージアムの会の活動を地域内外に発信するために、年
４回の会報を発行。

特産品の黒米を使ったそば打ち体験会 どんど焼き

新潟県十日町市中条丁西枯木又
025-759-2216

笠置キャンプ場

土羽



79.3ha

「里山と共生し、地域で協働する棚田農業を。」

東下組農産物加工所

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

法面の構造

新潟県十日町市東下組1368番地

展望台から眺めた棚田全景 法面の保全管理作業

新潟県
十日町市

農産物の供給の促進 ◎ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ○

所在地 新潟県十日町市東下組

有志の会で地元産棚田米の直販を開始し、今ではネット販売も行うことで、ブランド化も軌
道に乗り始めている。

東京日野市バザーに出店して賑わっている様子 東下組地区で収穫した農産物を陳列して販売

新潟県十日町市東下組3110番地
025-761-7767

うぶすなの家

土羽



10ha

「アートと棚田が人を繋ぎ持続可能な農業へ！ 」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

世界的に著名なアート作品も展示松代の棚田

まつだい棚田バンク
による田植え

新潟県
十日町市

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 新潟県十日町市松代

「まつだい棚田バンク」を通して都市住民や地域に住む女子サッカーチームの選手などの新
たな担い手が棚田で活躍し、「農舞台」が拠点となって「大地の芸術祭」のアート・農・食
を堪能できる活動を実施している。

新たな農業の担い手「FC越後妻有」Photo by Nakamura Osamu

まつだい棚田バンク
による稲刈り

まつだい雪国農耕文化村センター「農舞台」

周辺施設情報

新潟県十日町市松代3743番地1
025-595-6180

新潟県十日町市松代3743番地1
025-594-7181

越後まつだい里山食堂Photo by Yanagi Ayumi

土羽



66.9ha

「帰りたくなるふるさと布川」

越後妻有大厳寺高原「希望館」

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積 土羽法面の構造

新潟県十日町市浦田4674番地44
025-596-2994

下鰕池の棚田

交流学生と一緒に田植え

新潟県
十日町市

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 新潟県十日町市松之山下布川、松之山中尾、松之山東川、松之山上鰕池、松之
山下鰕池、松之山五十平、松之山赤倉、松之山坪野、松之山東山

地域おこし協力隊や都市部の学生をはじめ、民間企業などと協力連携を図り、豊かな自然環
境を活かした取り組みで関係人口の創出・拡大を行いながら棚田の保全と棚田を核とした棚
田地域の振興に繋げている。

交流団体と一緒に棚田ウォーキング

交流学生と一緒に盆踊り

新潟県十日町市浦田2965番地1
025-596-2551

農産物加工直食施設 そば処ほほえみ



1.1ha

「松之山の美しい棚田は住民の手で守られる。」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

全景（秋） 全景（夏）

新潟県
十日町市

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ◎ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ― 棚田を核とした地域の振興 ○

所在地 新潟県十日町市松之山天水島

農家個人で超急傾斜農用地を維持するのは難しい。住民の協力があって初めて美しい棚田景
観は守られる。

景観維持のための共同草刈り作業 景観維持のための共同草刈り作業

越後妻有大厳寺高原「希望館」

周辺施設情報

新潟県十日町市浦田4674番地44
025-596-2994

新潟県十日町市浦田2965番地1
025-596-2551

農産物加工直食施設 そば処ほほえみ

土羽



8.3ha

「棚田米を活用した日本酒で地域おこし！ 」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

三桶棚田の全景 三桶の棚田の冬景色

新潟県
十日町市

農産物の供給の促進 ― 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ― 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 新潟県十日町市松之山三桶

酒造会社等と連携しながら、棚田米を活用しかつて集落内で造られていた清酒「松風」を復
活し、地域振興を図る。

集落の有志石原軍団による稲刈り作業 団地内で生産される酒米を活用した清酒「松風」を復活

越後妻有大厳寺高原「希望館」

周辺施設情報

新潟県十日町市浦田4674番地44
025-596-2994

新潟県十日町市浦田2965番地1
025-596-2551

農産物加工直食施設 そば処ほほえみ

土羽



11.3ha

「「ぶなの森の棚田米」と雲海を誇る蓬平集落」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

蓬平の棚田 地元による苗出し作業

新潟県
十日町市

農産物の供給の促進 ◎ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ○

所在地 新潟県十日町市蓬平

蓬平集落の農家さんが丹精込めて作った一等米をブランド化。「ぶなの森の棚田米」の名称
で、地元の道の駅「まつだいふるさと会館」で販売している。

大きな機械が入らず小型の機械で田植え 遊休地の草刈り

まつだい芝峠温泉 雲海

周辺施設情報

新潟県十日町市蓬平11番地1
025-597-3939

松代棚田ハウス

新潟県十日町市松代5570番地1
025-594-7555

土羽



49.8ha

「筒方の農産物をいかした地域おこし！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

全景写真 くびき野パノラマ街道から見た棚田

新潟県
上越市

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ―
自然環境の保全 ― 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 新潟県上越市板倉区

筒方地区の棚田で生産された米や蕎麦、山菜を使用した食べ物や加工品は美味しいと評判で、
イベントには地区内外から多くの人が訪れる恒例行事になっており、地域の連帯感を生み地
域活性化につながっている。

どうがたの里蕎麦まつり 地域外のボランティアが参加する保全活動

ゑしんの里 やすらぎ荘
周辺施設情報

上越市板倉区久々野1624番地1
0255-78-4833

土羽



17.9ha

「和を持って希望の水を繋げます。」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

ワキミズテラスより日本海を望む 小学6年生と、田植え終了バンザイ！

新潟県
上越市

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ○ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 新潟県上越市柿崎区東横山

子ども時代の故郷での素晴らしい体験や感動は、将来どこにいようとも必ず心に残る。将来、
子ども達が再び大出口泉水、そしてその水が流れる棚田群を訪れ、また次世代に感動を伝え
てくれることを願っている。

新潟古町而今チームの田植え 仕事の後はぬかくどご飯や猪汁で青空ランチ

土羽



216.6ha

「農地を守ることは、生活の場を守ることだ！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

全景写真 庭先集荷

新潟県
上越市

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ◎ 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ○ 棚田を核とした地域の振興 ○

所在地 新潟県上越市清里区

豪雪地帯であるがゆえに良い水が豊富にあり、それが美味しい米を作っていると言われてい
る。また、棚田全体の約30％が急峻な農地であり、それを維持・保全することは容易ではな
いが、地域全体で取り組んでいる。

田植えツアー 畦畔の草刈りをするラジコン草刈機

ビュー京ヶ岳

周辺施設情報

新潟県上越市清里区青柳3548
025-528-4100

土羽

未知草（TONOファーム）

新潟県上越市清里区東戸野640-1
025-528-3096



2.6ha

「上杉謙信公ゆかりの古道散策で地域活性化！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

全景写真 古道の散策会の様子

新潟県
上越市

農産物の供給の促進 ○ 良好な景観の形成 ○
国土の保全、水源の涵養 ― 伝統文化の継承 ○
自然環境の保全 ― 棚田を核とした地域の振興 ◎

所在地 新潟県上越市下正善寺

棚田地域の維持・活性化のため、上杉謙信公の時代に多くあった、人馬が行きかう道（古
道）を整備するとともに、古道を歩く散策会を定期的に開催し、地域内外の方から多くの参
加をいただき、好評をいただいている。

上越野菜（伝統野菜）の「正善寺みょうが」 アジサイロード

正善寺工房
周辺施設情報

新潟県上越市大字下正善寺1027-2
025-523-0621

土羽


	03-1-2【新潟県】つなぐ棚田遺産　個票　元データv3　修正minimini-3
	03-2-3【新潟県】つなぐ棚田遺産　個票　元データv3　修正minimini-3-2

