
15.2ha

「農地を守り、農村を未来へつなげる。」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

蛇紋岩米の生産地

草刈隊による活動

兵庫県
養父市

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 兵庫県養父市大屋町宮垣

未整備田が多くありながらも、蛇紋岩米がとれる貴重な地域として非農家を含めた生産基
盤・農村維持の仕組みを構築。令和３年２月には棚田地域振興法に基づく指定棚田地域とし
て、兵庫県内で初めて指定された。

温石米サツマイモ栽培の様子

農家レストラン「中村屋」 愛称：村ん中

周辺施設情報

養父市八鹿町米里851-2
090-3350-7972

石積みと土羽の複合

NIPPONIA 大屋大杉 養蚕集落

養父市大屋町大杉1055
079-669-1650



14.7ha

「集落・企業・行政 三位一体で歩むむらづくり」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

蘇った棚田 水面に景色が映る田植え前後 巨大法面の草刈りは協働作業で実施

兵庫県
養父市

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 兵庫県養父市能座

養父市が国家戦略特区に指定された後、特区での営農を希望する市外企業を受け入れ、協同
して全ての休耕田を蘇らせた。村を未来につなげるために、集落・企業・行政が三位一体で
棚田を活用し活性化に取組んでいる。

日本酒「能座ほまれ」「但馬ほまれ」 国指定天然記念物「建屋のヒダリマキガヤ」

農家レストラン「中村屋」 愛称：村ん中

周辺施設情報

養父市八鹿町米里851-2
090-3350-7972

土羽

NIPPONIA 大屋大杉 養蚕集落

養父市大屋町大杉1055
079-669-1650



15.8ha

「これまでも これからも そこにある 別宮の棚田」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

右上の山：兵庫県最高峰の「氷ノ山」 水を張った田に写る「逆さ氷ノ山」

兵庫県
養父市

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 兵庫県養父市別宮

「棚田を棚田として守りたい」別宮に住む人の思いです。氷ノ山を望みながら土を耕し、大
カツラの湧き水で米を作る。先祖から受け継いだ棚田を、誇りを持って地域の棚田として
守っていきます。

企業の親子田植え体験会 地元有志が棚田の畔にキャンドルを並べるイベントを開催

大カツラ公園 休憩所（トイレ有り）

周辺施設情報

養父市別宮1327-2
079-663-1515（やぶ市観光案内所）

土羽

大カツラの株立 ♡の形をしたカツラの葉

養父市別宮1327-2



6.8ha

「石垣を活用したあかりイベントの開催！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

山田の里石垣まつりでの野菜販売 山田の里石垣まつりでの特産品販売

兵庫県
宍粟市

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 兵庫県宍粟市一宮町東河内山田地区

石垣に沿って2,000個のろうそく灯篭の点灯と3,000個のPETボタルを点灯する「棚田のあか
り」イベントを実施し、幽玄の世界を演出している

山田の里棚田のあかりイベント 田植えの頃の山田の棚田全景

染河内森のようちえん

周辺施設情報

兵庫県宍粟市一宮町能倉
090-1898-7697

石積み



17.248ha

「棚田でつくった安全安心な米を後世に繋ぐ！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

棚田の土壌を守るために大型機械は入れず、
手刈りで刈り取っていく

五穀豊穣を願い、毎年初夏に虫送り行事を集落上げて行っている

兵庫県
宍粟市

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 兵庫県宍粟市波賀町飯見

年月をかけて、有機栽培や減農薬栽培に取り組み、高収益の農産物として、次世代への事業
継承を進めている。収穫された米は、道の駅のイベントでのＰＲやリピーターへ直販してい
る。棚田保全をＰＲする活動も行っている。

ツアーで訪れた都市住民に対し棚田保全の取組みを説明している 刈り取り後の棚田全景

道の駅みなみ波賀
周辺施設情報

兵庫県宍粟市波賀町安賀8-1
0790-75-3999

土羽



10.4ha

「黄金の田園風景を守る棚田の里づくり協定」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

黄金色の棚田風景 ブランド米「いさりがみ棚田米」

兵庫県
多可町

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 兵庫県多可郡多可町加美区岩座神

岩座神地区は、歴史的資源と調和した景観を形成しており、平成１１年に歴史的景観形成地
区として県に指定されています。集落の協定により歴史的景観が保存され、秋には一面黄金
色になる棚田の風景を守っています。

草刈りのために突き出た「にんじゅう」 景観形成によるガードレールの色変更

石積み



3.1ha

「地域の宝を未来へつなぐ」

⼒をいれている取組

取組の内容

⾯積

法⾯の構造

うへ⼭の棚⽥（全景） ⿃取⼤学の学⽣による⼿植えの様⼦

兵庫県
⾹美町

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 兵庫県美⽅郡⾹美町⼩代区貫⽥

先⼈から受け継がれてきた美しい棚⽥の⾵景を守り、そこで収穫された⽶の付加価値を⽬指
すなど、持続可能な耕作に向けて地域住⺠が⼀体となって取り組んでいる。

村岡⾼校の⽣徒による草取りの様⼦ 武勇⽥メンバーによる棚⽥保全活動の様⼦

スミノヤゲストハウス

周辺施設情報

兵庫県美⽅郡⾹美町⼩代区貫⽥197
080-6122-4014

⼟⽻



36.6ha

「「葛城山麓の惠をともに楽しむ里づくり」」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

葛城山麓地域の棚田

葛城山麓地域の棚田

奈良県
葛城市

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 葛城市寺口・南藤井・平岡・山口・
笛吹・梅室・山田地区

７つの大字を回る１０ｋｍの山麓ウォーキングを開催。各集落の公民館では、それぞれの地
区の特産品の振る舞いや販売を実施。近い将来には、域内の古民家を活用した薬膳料理教室
も企画しております。

山麓ウォーキング風景

道の駅 かつらぎ

周辺施設情報

奈良県葛城市太田1257
0745-48-1147

土羽



24.1ha

「"明日香らしさ"を生み出す水田景観の維持･保全」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

明日香村稲渕棚田 棚田オーナー制度（稲刈り風景）

奈良県
明日香村

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 奈良県高市郡明日香村稲渕

集落住民と都市住民が一体となった棚田オーナー制度により明日香らしい水田景観が維持さ
れている。

ボランティア活動（飛鳥川岸の竹林整備） 伝統行事（綱掛神事「男綱」）

農村レストラン夢市茶屋

周辺施設情報

奈良県高市郡明日香村大字島庄154番地の3
0744-54-9450

石積みと土羽の複合

ASCOME（チャレンジショップ）

奈良県高市郡明日香村大字岡410番地
0744-54-3455




