


99ha

土羽

「棚田を保全し、低たんぱく・良食味米の生産」

畦塗等の棚田保全を行っており、漏水防止や冷害危険期の水位確保し、安定収量を確保する
ことに繋がる。平野部と比べ中山間地域で生産されるお米は、低たんぱく質・良食味米であ
り、お米が美味しいと評判が高い。

岩見沢市栗沢クラインガルテン

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

岩見沢市栗沢町由良563-5
0126-34-2150

岩見沢市栗沢町茂世丑452-1
0126-45-3121

棚田風景 草刈り作業

側溝の泥上げ 景観形成の花壇植栽

北海道
岩見沢市

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 北海道岩見沢市栗沢町

茂世丑野菜直売所



19ha

土羽

「棚田を保全し、低たんぱく・良食味米の生産」

毛陽交流センター直売所

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

岩見沢市毛陽町534-11
0126-47-3175

岩見沢市毛陽町183
0126-46-2222

棚田風景 畦畔の畦塗作業

景観形成の花壇植栽

北海道
岩見沢市

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 北海道岩見沢市宝水町、
上志文町、毛陽町

農道整備（砂利敷き）

ログホテル メープルロッジ

畦塗等の棚田保全を行っており、漏水防止や冷害危険期の水位確保し、安定収量を確保する
ことに繋がる。平野部と比べ中山間地域で生産されるお米は、低たんぱく質・良食味米であ
り、お米が美味しいと評判が高い。



12.1ha

土羽

「美しい風景を守り 環境教育 写真の町東川」

石積み等の工法を用いた棚田の災害復旧や共同利用機械による耕作放棄地発生防止等を推進

キトウシ高原ホテル(立替工事中 R5春開業予定)

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

北海道上川郡東川町西４号北46番地
0166-82-4646

北海道上川郡東川町西５号北44番地
0166-82-2632

山の斜面につながる棚田 棚田の維持保全を図るための草刈りの実施

食育体験活動 耕作放棄地を防止するための侵入防護柵の設置

北海道
東川町

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 北海道上川郡東川町

キトウシ家族旅行村全景



32.3ha

土羽

「棚田における新たな挑戦と次世代への継承」

今後は、肥沃な土壌に恵まれた大地と昼夜の寒暖差が織りなす気候条件によって作り出され
る棚田米を、有機資材を投入した栽培方法とすることで高付加価値化し、国内だけではなく
海外輸出を含めた販路拡大を進めていく。

お山の恵み

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

青森県黒石市大字大川原字萢森56-1
0172-54-2177

大川原棚田（秋の風景） ドローンによる農薬散布

牡丹そばの商品化（乾麺） 祭事「大川原の火流し」実施風景

青森県
黒石市

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 青森県黒石市大字大川原地内



72ha

土羽

「夢のある「一集落一農場」の実現を目指して」

米や山ぶどう等の地域農産物を活かした６次産業の取組を一層促進し、地域活性化を図る。

サンQふる郷市場

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

岩手県遠野市宮守町上宮守15-123
0198-67-3399

岩手県遠野市宮守町下宮守38-3-14
0198-67-37770

旧宮守村棚田 拡大する農産物加工品と販路開拓

都市間交流による摘み取り体験 中山間スマート農業実装実演会

岩手県
遠野市

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 岩手県遠野市宮守町宮守地区

農産物加工場



3ha

土羽

「オリジナルブランド山吹棚田米を全国に！」

山吹棚田米は不純物を含まない山から滲み出る清らかな水で作付けし、棚田直下に在る酪農
家の有機堆肥を使用した自然豊かな土地で栽培している。刈り取った稲は全て昔ながらのハ
セ掛けで乾燥させた自然乾燥米である。

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

山吹棚田（全景） 日本の棚田百選の標柱

ハセ掛けの様子 開業予定の棚田古民家カフェ

岩手県
一関市

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 岩手県一関市大東町大原字山吹地内



0.7ha

土羽

「農を楽しみ未来につなぐ小さな棚田」

高齢により耕作を断念した棚田を、地元の若手有志が引き継ぎ、棚田オーナー制度を導入。
田おこし、畦塗り、田植え等、ほとんどの作業を参加型イベントにし、地域内外の人の力を
借り、楽しみながら棚田を残している。

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

田植えに集まるオーナーと地域の方々 展望デッキから眺める田植え直後の水田

オーナー特典のMy看板設置 航空写真（8畳ほどの様々な形の田が並ぶ）

岩手県
一関市

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 岩手県一関市舞川字唐ノ子地内



5.2ha

土羽

「棚田栽培とうもろこしで繋ぎ広げる里山魅力」

北上川沿いの丘陵地に位置する沢田地区は、棚田でとうもろこしを栽培しており、地区内外
の人達も参加して苗植えや収穫を行っています。特産品であるとうもろこしを活用し、地域
活性化に励んでいます。

「道の駅」津山もくもくランド

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

宮城県登米市津山町横山細屋26-1
0225-69-2341

―
―

日の出に見る沢田地区の佳境 援農ボランティアの方々と活動する棚田にて

棚田に広がるとうもろこし畑 日常の維持管理で守る棚田の里山風景

宮城県
登米市

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 宮城県登米市津山町柳津字沢田

北上川



2.2ha

石積み

「守りたいのは昔と変わらぬ美しいあな棚ん田」

棚田を維持管理して米作りを継続しながら、イベント等を通じて沢尻棚田の素晴らしさや魅
力を消費者に発信。

いなか道の駅 やしまや

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

宮城県伊具郡丸森町耕野字沼62-1
0224-75-2111

丸森町大張大蔵字下柳沢20
0224-87-8461

写真コンテスト特選作品：棚田に華を添えて

棚田での地元高等学校の農業体験受入れ

観光客との交流の場
「棚田交換ノート」

棚田及び大張地区活性化
に向けたWS

宮城県
丸森町

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 宮城県伊具郡丸森町大張川張

古民家レストラン Ｅｓ



7.4ha

土羽

「棚田オーナーも惚れ込むすばらしい棚田です！」

棚田における荒廃農地ゼロ、農作物の生産面積の維持及び定期的な草刈りにより良好な景観
を形成している。また、棚田オーナー制度は今年で11年目を迎え、長い間、県内外から訪れ
る棚田オーナーを魅了し、農業体験等を通して地域住民との交流を深めている。

宿泊施設 貸し田舎「南白神ベース」

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

山本郡藤里町粕毛字春日野49
0185-74-6102

山本郡藤里町藤琴字上坊中86
0185-79-3130

横倉の棚田景観 棚田オーナーを対象とした田植え体験

秋田県「守りたい秋田の里地里山50」標柱 湧水を活用したワサビ、クレソン栽培

秋田県
藤里町

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 秋田県山本郡藤里町藤琴字横倉地内

宿泊型体験施設 (株)白神ぶなっこ教室



54ha

土羽

「蔵王の麓「蔵王上野の棚田」を未来へ継承」

地域住民や中山間地域等直接支払交付金制度の実施団体、多面的機能支払制度の実施団体が
協力して耕作しており、また地域ぐるみで維持管理を行うことなどして、日々の営農活動の
継続により洪水防止、土砂流出防止に大きな役割を果たしている。

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

蔵王上野の棚田

流し素麵祭り

上野新蕎麦祭り

上野新蕎麦祭り

山形県
山形市

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 山形県山形市蔵王上野



16.7ha

土羽

「地域資源を活用し未来につなげる中沢集落」

産直施設「棚田喰楽豊」の運営やさくらんぼ等地域農産物を通した都市住民との交流、さら
にふるさと納税返礼品（棚田米）の活用などにより、未来につながる中沢集落を目指す。

クアハウス碁点（温泉・宿泊）

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

山形県村山市碁点1034-7
0237-56-3351

山形県村山市大字櫤山113
0237-55-7522

背炙峠道から見える中沢棚田風景 中沢棚田杭掛け作業の様子

中沢産直（6月下旬～11月上旬の土・日9時～15時） 中沢棚田米

山形県
村山市

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 山形県村山市大字櫤山、
村山市大字林崎

農家レストラン草木庵



15ha

石積みと土羽の複合

「翁山の麓、歴史を刻む高橋の棚田を守る」

集落協定メンバーを中心に棚田の保全、水路・農道整備を行っており、近年では土側溝から
全面的にＵ字溝の整備を行った。また、棚田米のブランド化に取り組んでおり、市のふるさ
と納税返礼品になっている。

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

高橋の棚田全景

景観作物定植

水路整備景観作物定植

山形県
尾花沢市

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 山形県尾花沢市高橋



35ha

土羽

「環境保全の取組みでホタル舞う棚田明光寺へ」

棚田の畦畔の共同草刈や、水路・農道の維持管理を行い、ホタルが舞う良好な景観の棚田を
守っています。

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

明光寺の棚田 林地の下草刈り

水路農道清掃 防獣ライトの設置

山形県
尾花沢市

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 山形県尾花沢市中島



19.1ha

土羽

「棚田のてっぺんまでの再生を。」

中地区有志の会と棚田再生事業の企画運営を担うグループ農夫の会が中心となり、農作業体
験や支援団体からの協力を得てのイベント活動、棚田米の販売など地域内外と協力して、棚
田再生と地域活性化を進めている。

そば処 弁天

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

山形県東村山郡山辺町大字畑谷685番地
023-687-0265

大蕨の棚田 全体写真

モンテディオ山形
選手との脱穀作業

田植え体験
イベント

雪中棚田サッカー大会

山形県
山辺町

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 山形県東村山郡山辺町大字大蕨地内



14ha

土羽

「みんなの財産「椹平の棚田」を守る活動から」

朝日町土地改良区の指導の下、営農集団や地元の能中集落が中心となって耕作しており、ま
た地域ぐるみで維持管理を行うなどして、日々の営農活動の継続により土砂の浸食や流出の
未然防止に大きな役割を果たしている。

道の駅あさひまち「りんごの森」

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

山形県西村山郡朝日町大字和合2724
0237-85-0623

山形県西村山郡朝日町大字白倉745-1
0237-83-7111

椹平の棚田と町の花「ヒメサユリ」 棚田周辺(第二展望台)環境美化活動(草刈)

農家と保全隊協働による稲刈と杭掛の様子 棚田保全会による収穫感謝祭の餅つきの様子

山形県
朝日町

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 山形県西村山郡朝日町

Asahi自然観



120ha

土羽

「つなぐ棚田、暮らしを支える「生業」としての農業」

四ヶ村の棚田は、水源の上流部に住家や工場などがなく、生活雑排水等が一切混入しない河川を水源とし
ており、安心安全な米を生産している。このような米をより多くの皆様に届けたいと日々努力している。
また、棚田に灯る1,200本にも及ぶ蝋燭の中で、優しいオカリナの音色を堪能できる四ヶ村棚田ほたる火
コンサートは、時間とともに暮れていく日の光に対して蝋燭の光が浮かび上がり、その幻想的な雰囲気を
一度は体感してもらいたい。

肘折温泉（大蔵村観光協会）

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

山形県最上郡大蔵村大字南山肘折地内
0233-34-6106

山形県最上郡大蔵村大字南山967-9
0233-34-6001

四ヶ村の棚田ほたる火コンサートの模様 山形エクセレントデザイン2017大賞受賞

畦畔管理軽減のためのラジコン草刈機の導入 棚田オーナーと中学生による農業体験事業

山形県
大蔵村

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 山形県最上郡大蔵村大字南山地内

郷土料理伝承施設ふるさと味来館



250ha

土羽

「みんなで楽しむ白鷹の棚田づくり」

個人では大変な農作業もやり方を少し変え、地域が協力してイベントのように楽しく実施し
ていきたい。

353KUROGAMO

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

山形県西置賜郡白鷹町大字黒鴨353
090-4273-3423

山形県西置賜郡白鷹町大字中山830-1
0238-87-3770

鮎貝清流棚田（深山地区） 白鷹丘陵棚田（中山地区）

自走式草刈機の実演 湧水を活用した根わさびの栽培

山形県
白鷹町

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 山形県西置賜郡白鷹町大字深山地内
白鷹町大字中山地内

くらしnoie蔟mabushi



102ha

土羽

「ひまわりが彩る日本海を一望する絶景棚田」

藤井の棚田は、日本海と庄内平野を一望する景観に加え、約30aの圃場に2万本のひまわりが
咲き誇るたぐいまれな棚田景観を生み出しており、SNSを中心に話題を呼び、町内外から多
くの観光客を集めている。

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

藤井の棚田と鳥海山

棚田からの眺望とひまわり

夕映えのひまわり

山形県
遊佐町

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 山形県飽海郡遊佐町白井新田

棚田から打ち上がる花火（藤夢花火）



6.17ha

土羽

「ボランティアと共につなぐ本木上堰と棚田」

堰さらいボランティア活動を核とし、棚田オーナー制の実施及び棚田米や棚田米を活用した
日本酒を製造、ブランド化することで地域住民の耕作意欲の向上、関係人口の増加に繋がり
地域活性化に大きく寄与している。

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

棚田の風景

棚田米
（コシヒカリ）
で造る日本酒

堰さらいボランティア

棚田米（コシヒカリ）

福島県
喜多方市

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 福島県喜多方市山都町相川地区
及び早稲谷地区



13.6ha

土羽

「「天女の里」の棚田を活かした地域づくり」

「天女舞う棚田の里」として地域の歴史・文化を継承し、棚田の保全、景観整備を行い、農
業体験イベント等での都市農村交流による関係人口の創出・拡大や、純米酒、しめ縄等の加
工品で地域活性化

道の駅ふくしま東和

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

二本松市太田字下田２番地３
0243-46-2113

布沢の棚田の様子 民話に伝わる井戸の復元

味噌づくり ビオトープ生き物観察会

福島県
二本松市

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 福島県二本松市太田字布沢



3ha

土羽

「龍泉寺と棚田・桜で魅力ある地域づくり」

日本型直払事業を活用した棚田周辺の環境保全活動及び河津桜の維持管理活動のほか、菜の
花植栽作業、「ペットボタル」の棚田設置によるイルミネーション実施、棚田内の生き物観
察会等の各種取り組みを行っています。

国史跡二本松城/県立霞ヶ城公園

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

二本松市郭内三丁目 二本松市二伊滝一丁目８１番地
0243-22-0423

西谷の棚田の様子 二合田用水清掃作業の様子

植物観察会の様子 「ペットボタル」設置の様子

福島県
二本松市

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 福島県二本松市郭内三丁目
二伊滝一丁目

龍泉寺



4.9ha

土羽

「「オーナーが主役」の都市農村交流」

「オーナーが主役」を信条として、オーナーは「お客様」ではなく、共に棚田を守っていく
「仲間・家族」であるという考えのもと、持続可能な棚田保全の取り組みを実践している。

道の駅もてぎ

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

栃木県芳賀郡茂木町大字茂木1090-1
0285-63-5671

栃木県芳賀郡茂木町大字牧野249
0285-62-0333

棚田全景 棚田オーナー制 田植え

棚田オーナー制 おだ掛け
イベント後に発行する
「棚田ニュース」

栃木県
茂木町

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 栃木県芳賀郡茂木町大字入郷239

そばの里まぎの



9.38ha

土羽

「棚田オーナークラブで地域の活性化」

ＮＰＯ法人「日本で最も美しい村」連合に加盟し、美しい里山の資源を活かした「芸術と文
化の里づくり」に取組む。「棚田オーナークラブ」では、棚田や里山環境保全による交流人
口の増加に寄与している。

藤田製陶所

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

栃木県那須郡那珂川町小砂2710
0287-93-0703

栃木県那須郡那珂川町小砂1085
0287-93-0954

小砂の棚田風景 棚田オーナークラブ昼食風景

棚田オーナークラブ稲刈り 棚田オーナークラブ田植え

栃木県
那珂川町

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 栃木県那珂川町小砂

農家民泊施設「腰巻」



1.68ha

土羽

「石墨棚田の再生とホタルの復活が合言葉」

棚田オーナー制度を活用し、「石墨棚田の再生とホタルの復活」を合言葉に、棚田の保全を
図り都市住民との交流を進めている。地元住民の参加者も増え顔見知りとなり、オーナーも
リピーターが多く交流が深まっている。

くわのみハウス

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

群馬県沼田市石墨町800
080-7445-0734

群馬県沼田市下沼田町762
0278-23-1203

三峰山からの水で育った棚田米を天日干し ビオトープにカワニナを放流する地元小学生

自然を活かした形状の再生棚田 都市と農村の交流（収穫祭）

群馬県
沼田市

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 群馬県沼田市石墨町

やさいの杜



5.2ha

石積みと土羽の複合

「アクセス良好！眺めも良好！寺坂棚田」

農業体験交流(米作り体験「棚田学校」、米作りを自分で行う「棚田オーナーの会」、野菜
作り体験「ふれあい農園」等)とイベント(ホタルかがり火まつり、彼岸花まつり)により、地
域の活性化や地元経済に大きく貢献

チャレンジキッチン ENgaWA

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

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬2006-3
0494-25-0112

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4067
0494-25-0305

田植イベントの風景 ホタルかがり火まつり風景

復活した寺坂棚田の風景 復活した寺坂棚田の風景

埼玉県
横瀬町

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 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬1868

横瀬駅前食堂



9ha

土羽

「都市と農村が結束した地域活性化活動」

東京から一番近い棚田として多くの来訪者があり、棚田オーナー制度に代表される様々な体
験活動を通して都市農村交流を行い、地域活性化、自然環境の保全、地域の農地の保全につ
なげている。

古民家レストラン 棚田カフェ「ごんべい」

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

千葉県鴨川市平塚546-1
04-7099-9052

大山千枚田 棚田トラスト制度による田植え作業

自然観察会 家づくり体験

千葉県
鴨川市

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 千葉県鴨川市釜沼



19ha

土羽

「棚田オーナー制度を通じた都市農村交流」

棚田オーナー制度を通じて田植えから稲刈りまでの農作業や、収穫祭での地元食材を活かし
た料理や神楽の披露を行うことで、地元農業・伝統文化の素晴らしさを伝えている。

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

川代棚田

棚田オーナー制度による田植え作業

収穫祭

千葉県
鴨川市

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 千葉県鴨川市川代



1.75ha

土羽

「棚田の風景・生き物を今と未来の子供達へ！」

地域の農業者とＮＰＯ法人が連携のもと、棚田の維持・保全や「丹沢自然塾」による農業体
験、自然体験など都市住民等との交流事業を通じて、生物多様性に富んだ農村の原風景を次
世代につなぐ活動を実施

秦野市田原ふるさと公園

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

神奈川県秦野市東田原999番地
0463-84-1281

神奈川県秦野市蓑毛269番地
0463-82-9618

緑に色づく棚田 収穫の秋、黄金色に輝く稲穂が風に揺れる

手作りの田植え定規で田植え 会員、地域の支援者が参加する収穫祭

神奈川県
秦野市

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 神奈川県秦野市名古木670-1外

秦野市緑水庵



27.02ha

「𣇃𣇃米の地名にこだわり、棚田で地域おこし」

富士川町𣇃𣇃米の棚田では、「𣇃𣇃米酒米づくりの会」を中心に、遊休田を活用して酒米(玉栄)
をつくり、商品名を地区名でもある「清酒 𣇃𣇃米」と名付け、「𣇃𣇃米」の文字を後世に伝
える活動に取り組んでいる。

力をいれている取組

取組の内容

面積

石積み法面の構造

下から見上げた棚田 棚田から望む甲府盆地

棚田に咲く彼岸花 𣇃𣇃米の棚田米の袋・棚田米を原料とした清酒𣇃𣇃米

山梨県
富士川町

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 山梨県南巨摩郡富士川町𣇃𣇃米地内



15.7ha

「櫛形山の麓に抱かれた富士山を眺める棚田」

棚田オーナー制度は、地元農家の指導のもと、田植え、草取り、稲刈りなど「富士山を見な
がらの農作業」を通じて、地元農家と都市住民、また、都市住民同士の交流できる場を提供
しています。

平林交流の里 みさき耕舎

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

石積みと土羽の複合法面の構造

富士川町平林2335番地1
0556-22-0168

棚田から見える富士山（秋）

棚田から見える富士山（冬）

石積み修復作業 棚田オーナー制度の
田植え作業

山梨県
富士川町

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 山梨県南巨摩郡富士川町平林地内



2.3ha

「比礼カカシ・プロジェクト」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

比礼カカシアートの棚田 全景 カカシコンクールにて製作者が作品についてプレゼンテーションを行う様子

新潟県
長岡市

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 新潟県長岡市比礼大字諏訪平

2009年にスタートした比礼カカシプロジェクトは、長岡造形大学の学生と地域住民の共同作業で実施されている取組。学生
にとってのメリットは作品の公開や地域住民との交流による社会性の醸成、地域にとっては交流人口の増加と地域のアイデ
ンティティの向上がある。カカシプロジェクトは単に作品展示ではなく、棚田という景観価値に対する関心を高める効果と
地域社会の維持、活性化という、より普遍的な課題に対する実践的活動である。

区民と学生が協力して、カカシを設置している様子 区民と学生の交流会時の集合写真

土羽



9.5ha

「新潟県の名水で作る棚田米で地域おこし」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

秋の北五百川棚田 棚田オーナーによる田植え

新潟県
三条市

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 新潟県三条市北五百川

新潟県の名水で作る北五百川の棚田は、棚田オーナー・米フェス等各種体験イベントを通じ
て、おいしい棚田米を広くＰＲすることで地域おこしを実施している。

棚田保全活動 北五百川の棚田米

いい湯らてい

周辺施設情報

新潟県三条市南五百川16番地1
0256-41-3011

土羽

道の駅「漢学の里しただ」

新潟県三条市庭月451-1
0256-47-2230



4.2ha

「山間の急傾斜地を切り拓いた雄大な棚田」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

夏の花坂の棚田 秋の花坂の棚田

新潟県
柏崎市

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 新潟県柏崎市高柳町石黒

山間の急傾斜地を切り拓いた雄大な棚田を守るため、地元有志が設立したＮＰＯが動き出し
ました。

ECHIGO棚田サポーター ブナの森学習会

農家民宿たなか
周辺施設情報

新潟県柏崎市高柳町石黒1454

土羽



3.8ha

「黒姫山の湧水が潤す梨ノ木田の棚田」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

春の梨ノ木田の棚田 刈取りを終えた梨ノ木田の棚田

新潟県
柏崎市

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 新潟県柏崎市高柳町高尾

出身者が市内から通いで耕作を続けています。米のほか、ニンジンやトマトなどの野菜を作
りながら棚田を守り続けています。

長～い磯之辺ニンジン 磯之辺トマト

門出かやぶきの里

周辺施設情報

新潟県柏崎市高柳町門出5237
0257-41-3370

土羽

荻ノ島かやぶきの里

新潟県柏崎市高柳町荻ノ島1090-2
0257-41-3252



9.7ha

「海へと続く上輪新田の棚田」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

棚田と日本海 棚田と日本海

新潟県
柏崎市

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 新潟県柏崎市大字上輪新田

日本海に続く棚田は柏崎でもここだけです。集落と生産者が一致協力して美しい風景を残し
ています。

ほ場の名前を冠した日本酒 保全活動（山腹水路清掃）の様子

gallery tanne (ギャラリータンネ)

周辺施設情報

新潟県柏崎市大字谷根3179
0257-35-7922

土羽

Good Grind Farm

新潟県柏崎市大字谷根3186-4



4.7ha

「新潟と世界と未来を「繋ぐ」米づくり」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

飯寺の棚田 中通小学校の田植え体験授業

新潟県
柏崎市

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 新潟県柏崎市大字矢田

生産条件の厳しい棚田も含め、集落の農地を守っていこうと活動している。また、学校との
連携、地域おこし協力隊の受入れなど集落の活性化に力を入れている。

保全活動（草刈り）の様子 マコモタケの刈り取り体験授業

矢田営農組合
周辺施設情報

柏崎市大字矢田184
0257-35-7555

土羽



1.6ha

「交流から移住求む！蒲生の棚田を守り抜く！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

蒲生の棚田（一社）十日町市観光協会

地元住民による草刈り

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 新潟県十日町市蒲生

棚田の隅々まで管理していた以前の棚田と同様、田及び景色を復元したく模索する。早稲田
大学生との繋がりを今後の交流人口の創出に繋げていく等の活動を計画中。

ごみの不法投棄禁止
看板設置

トロノキハウス（農泊施設）

周辺施設情報

新潟県十日町蒲生708番地１
公表なし

新潟県十日町市松代5570番地１
025-594-7555

松代棚田ハウス

展望台
棚田周辺の整備は
集落住民で実施

土羽



1.1ha

「価値をカタチに・たからをチカラに」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

儀明の棚田

トロノキファーム・都市部及び地元ボランティアによる稲刈り

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 新潟県十日町市儀明

農泊と棚田の活動を一体化した拠点「トロノキハウス」には、観光や農体験の縁から地元と
都市住民や都市部の大学生などが集い、棚田の保全や文化継承に関する・研究・イベント・
ワークショップなどの活動や計画を日々行っている。

△区長・協力隊・新潟大学生による稲刈り

トロノキハウス（農泊施設）

周辺施設情報

新潟県十日町蒲生708番地１
公表なし

新潟県十日町市松代5570番地１
025-594-7555

松代棚田ハウス

←子供と料理人で稲刈り飯を作るイベント実施

土羽



1.9ha

「小荒戸のゲッタ街道にこらっしゃい！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

小荒戸の棚田

林道「ゲッタ街道」と名付け石碑を運ぶ

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 新潟県十日町市小荒戸

集落内を流れる「源太川」（げったがわ）から「ゲッタ」の愛称を活動に名付け親しむ。住
民主体の環境整備や農産物の生産販売等に地域おこし協力隊が加わるなど、維持継承に向け
今後を見据えた活動を実施。

国道沿いの地元の農産物販売所保全活動（草刈り）の様子

松代棚田ハウス

周辺施設情報

新潟県十日町市松代5570番地１
025-594-7555

土羽

越後まつだい里山食堂Photo by Yanagi Ayumi

新潟県十日町市松代3743番地１
025-594-7181



14.6ha

「棚田と田毎の月を守り集落存続へ」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

三ツ山の棚田全景

田毎の月

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 新潟県十日町市新座乙

３世帯６名という限界集落を地元だけではなく、ボランティアや来訪者と共に棚田を守る活
動を継続していく。

棚田ボラによる田植え風景
田毎の月が写る棚田で毎年実施

展望台で月の出を待つ

農家民宿 茅屋や
周辺施設情報

新潟県十日町市新座乙764（三ツ山）
025-755-5676

土羽



6ha

「若いしょ求む！菅刈の棚田を守り抜く！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

菅刈の棚田 地元による草刈り

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 新潟県十日町市菅刈

住民主体の活動に地域おこし協力隊や、休耕地の耕作に意欲のある移住者が加わるなど隅々
まで管理していた以前の棚田と同様、田及び景色を復元したく活動中。維持継承に向け今後
を見据えた活動を実施。

地元による棚田周辺保全活動 国道沿いの地元の農産物販売所

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

土羽

松代棚田ハウス

新潟県十日町市松代5570番地１
025-594-7555



30ha

「日本の棚田の原風景を守り抜き後世へ！ 」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

星峠の棚田（一社）十日町市観光協会

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 新潟県十日町市峠

「まつだい棚田バンク」によりNPO法人越後妻有里山協働機構が保全活動に参加。これらの
活動や大地の芸術祭の縁から創出される関係人口及び交流あり。また学術研究の場として、
つくば大学等への提供実績あり。

田植えをする女子サッカー
「FC越後妻有」Photo by Yanagi Ayumi

日本大学芸術学部が
制作した米袋

松代棚田ハウス

周辺施設情報

新潟県十日町市松代5570番地１
025-594-7555

新潟県十日町市蓬平11番地１
025-597-3939

まつだい芝峠温泉 雲海

土羽

「まつだい棚田バンク」
による棚田の保全活動



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



1.3ha

「棚田で育む、人と地域の学び合い」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

田植え後（6月）の角間の棚田 初秋（8月下旬）の角間の棚田

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 新潟県上越市大字中ノ俣字角間

一年を通して自分で棚田を耕作することのできる技術を身に着けることに主眼を置いた「棚
田学校」の開催を軸に、参加者と地域住民とがともに棚田の維持、ひいては地域コミュニ
ティそのものの維持を行っています。

棚田学校参加者に地域住民が水稲技術を伝承 江戸時代から続く「角間用水」の清掃作業

霧山荘（きりやまそう）

周辺施設情報

新潟県上越市大字中ノ俣3612-1
025-541-2602

土羽

上越市地球環境学校

新潟県上越市大字中ノ俣4652-2
025-541-2310



51.3ha

「安全・安心で美味しい「おぐろ棚田米」」

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 ブランド米の米袋の作成

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 新潟県上越市安塚区

棚田の天水田のため、冬季湛水と田植えから稲刈りまでの草刈り、水管理を徹底し美味しい
米づくりに向けた肥料管理や減農薬に努めるとともに休耕田などに「柳葉ひまわり」を植栽
し良好な景観づくりにも努めている。

柳葉ひまわりの植栽管理について話し合い 冬季湛水の状況（11月上旬）

雪だるま物産館

周辺施設情報

上越市安塚区樽田140
025-595-1010

雪むろそば 小さな空

上越市安塚区樽田156
025-592-3877

土羽



34.7ha

「川谷もより百年百笑物語」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

日の光に輝く「川谷もより地区の棚田」 販路の開拓（庭先集荷及び直売所への出荷）

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 新潟県上越市吉川区

地域住民が助け合い、また、都市住民や移住者などに支えられながら、豊かな自然や文化を
守り、きれいな水と空気と棚田が育むおいしい米づくりを続けていく。そして、百年先も、
みんなが笑ってくらせる村を目指す。

交流イベント（冬祭りの様子） 農道・水路の整備（住民と棚田サポーター）

静山荘（宿泊可能）
周辺施設情報

新潟県上越市吉川区川谷3212
川谷もより会事務局（025-547-2343）

土羽



16.7ha

「あきらめてはならない、なくしてはならない」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

岩首昇竜棚田の朝日 棚田米を活用した6次産業化を目指す「龍のめぐみ」

新潟県
佐渡市

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 新潟県佐渡市岩首

2007年より岩首昇竜棚田を拠点に島外の大学生やスノーピークをはじめとした民間企業との
交流事業を積極的に行なっているほか、棚田米のブランド化や6次産業化にも取り組んでい
ます。

稲刈りイベントの様子 保全活動（草刈り等）の様子

サンライズ城が浜

周辺施設情報

佐渡市三川2915
0259-87-3215

土羽

ぐるり竹とたらい湯の宿 カラふるカネモ

佐渡市松ケ崎1006
03-3527-2678



11.6ha

「私たちの日常を米と魚と共に」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

両津湾を見下ろせる棚田 バーチャル稲刈り

新潟県
佐渡市

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 新潟県佐渡市歌見

外部の人にあまり知られることのなかった、農業者の日常を消費者と共有し、食単体ではな
く食を生み出している地域そのものも含めて味わっていただける取り組みを行っています。

地元の民話をモチーフとした「鬼の田植え」 保全活動（草刈り）の様子

民宿「長助」

周辺施設情報

佐渡市虫崎243-1
080-9481-0931

土羽



1.5ha

「離島の棚田オーナーになりませんか？」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

オーナーによる田植えの様子 千枚田へ水を供給するための水路掃除の様子

新潟県
佐渡市

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 新潟県佐渡市小倉

小倉千枚田は島内で唯一オーナー制度を導入している棚田です。オーナー特典として、千枚
田で収穫したお米の進呈に加え、田植えや稲刈りなどの農作業体験や地元住民との交流イベ
ントにご参加いただけます。

畔草刈の様子 オーナーによる稲刈りの様子

ロハスの館こがね荘
周辺施設情報

佐渡市栗野江1810-2
0259-66-2545

土羽



30.7ha

「トキと生きる歌舞伎の里」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

片野尾棚田 明治時代から受け継がれている片野尾歌舞伎

新潟県
佐渡市

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 新潟県佐渡市片野尾

トキとの共生を目指した餌場環境整備と島内で唯一残されている農村歌舞伎の継承に精力的
に取り組んでいます。

棚田での生きもの調査 片野尾棚田でのトキ放鳥

民宿かねご
周辺施設情報

佐渡市片野尾17
0259-29-2115

土羽



26.4ha

「令和の“おひょう”と“おつう”が守る棚田」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

夕鶴の里に広がる棚田 農業用水確保作業の様子

新潟県
佐渡市

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 新潟県佐渡市北片辺

「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」の取り組みを通じて、佐渡最高峰の金北山の麓に広がっ
ている生物多様性豊かな里山環境を守っています。

水路の維持管理作業の様子 休耕田の草刈作業の様子

旅荘 みなと

周辺施設情報

佐渡市高千1006-1
0259-78-2020

土羽



44.1ha

「「お互いに達者でいましょう」が合言葉」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

名勝尖閣湾が見下ろせる棚田 山の清流と汐風で育った「お達者米」

新潟県
佐渡市

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 新潟県佐渡市達者

安寿と厨子王ゆかりの里では、江の設置やふゆみずたんぼの取組みを通じて生物多様性豊か
な里山環境を守っています。

江の設置とふゆみずたんぼ 保全活動（草刈り）の様子

民宿岩百合荘

周辺施設情報

佐渡市達者430-4
0259-75-2300

土羽

尖閣荘

佐渡市姫津1431-2
0259-75-2226



5.7ha

「トキ舞い降りる棚田を目指して」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

地域内に散在している小さな棚田 1700年代から続く厄払い神事「ドウ押し」

新潟県
佐渡市

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 新潟県佐渡市月布施

トキとの共生を目指し、耕作放棄地のビオトープ化を通じて、野生復帰の絶対条件である餌
場環境整備に精力的に取り組んでいます。

耕作放棄地のビオトープ化 日本画のモチーフとなった月布施の助三郎棚田

周辺施設情報

土羽

民宿かねご

佐渡市片野尾17
0259-29-2115



18.4ha

「棚田と里山をつなぎ、里山資源で地域活性化」

ロイヤル胎内パークホテル

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

新潟県胎内市夏井1191番地3
0254-48-2211

棚田の全景 都市住民を招いた稲刈り体験

新潟県
胎内市

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 新潟県胎内市鍬江地内

棚田から蔵王山塊西山へと続く登山道は、里山保全のため集落の方々が地域おこし協力隊と
ともに整備し復活させました。登山道からは、棚田・ブナの木々・天然の湧き水といった里
山の風景を眺めることが出来ます。

棚田を巡る縦走登山 秋の大祭での神楽舞の演舞

ロイヤル胎内パークホテル敷地内
0254-48-3818

そば処 みゆき庵



5.7ha

「住民全員で守り抜く歴史と美の石垣田」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

結東石垣田全景 イベント「けっとのほかげ」

新潟県
津南町

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 新潟県津南町結東地内

明治初期にかつての火山噴火で石だらけだった場所を切り開くという苦労の末に作られた石
垣田を、住民総出でのこまめな草刈りや補修作業により、歴史深く美しい風景のまま保って
います。

住民によるイベント準備 住民総出で取組を行っている様子

秋山郷結東温泉 かたくりの宿

周辺施設情報

新潟県中魚沼郡津南町大字結東子450-1
025-761-5205

石積み

秋山郷 萌木の里

新潟県中魚沼郡津南町大字結東子984-9
025-767-2000



20ha

「地域で守る河西棚田の原風景」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

河西集落の棚田風景 エゴマの播種作業

富山県
富山市

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 富山県富山市八尾町

中山間地域直接支払制度を活用して持続的な農地の維持管理や鳥獣害対策を徹底して行って
います。ブルーベリーやエゴマの栽培で荒廃農地の発生防止と特産品開発にも取り組んでい
ます。

土羽



24.3ha

「絆で育んだ実り（三乗）豊かな美しい棚田」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

三乗の棚田の風景 集落協定参加者による草刈り

富山県
富山市

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 富山県富山市八尾町

中山間地域等直接支払制度を活用して、集落協定参加者で草刈り等の農地の維持管理を行う。

土羽



18ha

「海山棚田！絶景で生徒と伝統的な農業体験！ 」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

胡桃の棚田全景（棚田から望む立山連峰） 氷見高校生による「春陽」の田植え体験

富山県
氷見市

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 富山県氷見市胡桃

生活廃水のない自然の湧き水を使った低たんぱく米「春陽」と減農薬・減肥料の「特別栽培
米コシヒカリ」の栽培をしています。
また、氷見高校生へ農作業体験の場を提供し、古き良き農業の伝承に貢献しています。

氷見高校生による「春陽」稲刈り体験 江ざらい作業

胡桃の桜並木
周辺施設情報

土羽



18.6ha

「絶景！棚田からの雲海と立山連峰」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

長坂棚田全景 棚田オーナーによる田植え

富山県
氷見市

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 富山県氷見市長坂

棚田オーナー事業による棚田保全に、集落一体で取り組んでおり、今後は名所旧跡・自然を
紹介した冊子を作成し、滞在型観光の検討も予定しています。

棚田オーナーによる稲刈り 棚田オーナーによるはさ掛け

長坂農村交流センター

周辺施設情報

氷見市長坂1509番地
0766-79-1488

土羽

長坂棚田作業小屋

氷見市長坂



0.5ha

「日本の原風景がかおる世界遺産合掌集落の棚田」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

相倉集落の棚田の風景 棚田オーナー事業 田植の様子

富山県
南砺市

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 富山県南砺市相倉

棚田オーナー事業を通して、世界遺産である相倉合掌造り集落の美しい棚田の原風景を守る
とともに、「世界遺産の中にある田んぼ」というロケーションでの農作業を多くの方々に体
験していただきたいと考えています。

棚田オーナー事業 稲刈りの様子 相倉集落の棚田でのはさかけ風景

石積み



4ha

「昔ながらの手作業によるお米づくり」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

田植えの様子

稲刈りの様子

石川県
輪島市

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 石川県輪島市白米町

白米千枚田は能登の厳しい地形や自然を克服しようとした先祖の努力、執念が結晶したものであり、こ
れを多くの人の手で継承保存しようとすることは、奥能登の伝統文化を保存するうえで意味深いことと言
える。水あて（畦の一部を切り込み上方の田より順次下方の田へ水を導く方法）や、水苗代と呼ばれる種
もみをまき、苗を水から育てる方法やハザかけ等の伝統的耕作方法の保存・伝承を続けている。

イルミネーションイベント「あぜのきらめき」 千枚田風景

道の駅千枚田ポケットパーク

周辺施設情報

石川県輪島市白米町ハ部99番地5
0768-34-1004

土羽

千枚田珈琲

石川県輪島市白米町ホ部50番地
080-3749-6008



178ha

「神子原米をローマ法王に献上し地域おこし!」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

県内最大級の棚田を有する神子原地区 ローマ法王に献上した「神子原米」

石川県
羽咋市

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 石川県羽咋市 神子原町、千石町、
菅池町

神子原地区で生産した米を「神子原米」としてローマ法王に献上し、ブランド化に成功。
また、神子原米を使用した純米大吟醸酒「神子-Son of God-」を製造し、神子原米の魅力を
さらに向上させている。

神子原米を使用した純米大吟醸酒「神子」 住民による保全活動（草刈）

神子原農林水産物加工販売施設

周辺施設情報

石川県羽咋市神子原町は190番地
0767-26-3580

土羽

神音 -kanon kaffee-

石川県羽咋市菅池町カ54番地
0767-26-1128



22.5ha

「河と山につどい、ともに未来をつくる集落（まち）」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

棚田群の風景 学生との鳥獣害防止柵修繕 / 農村ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱと草刈り

石川県
白山市

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 石川県白山市河原山町

棚田の保全やまちづくりを地域で完結させず、様々な訪問者が地域住民と共に地域課題に対
して協働しながら、次世代への継承につながる新しいまちの在り方を目指している。

かわらやま山里の市 / かあちゃんの駅カフェ 大学と連携したまちづくりﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ/河原山町の将来像イメージ図

そば処 にわか工房

周辺施設情報

石川県白山市三ツ屋野町ト3-7
076-255-5930

土羽

天然温泉が湧く、研修・交流の里 白山里

石川県白山市瀬波51-5
076-255-5998



2.9ha

「棚田から見下ろす日本海側の景色がイイです！！ 」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

全景

棚田の畦畔及び法面の草刈り

石川県
津幡町

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 石川県河北郡津幡町字笠池ケ原

棚田を保全するために、笠池ケ原集落協定の40代から80代の構成員が農用地等の維持管理活
動を行っている。中原棚田の頂上からの眺望は見晴らしが非常に良く、日本海側まで見渡す
ことができる。

おすすめのビュースポット

道の駅 倶利伽羅塾

周辺施設情報

石川県河北郡津幡町字竹橋西270
076-288-8668

土羽

宿泊体験交流施設 河愛の里キンシューレ

石川県河北郡津幡町字下河合チ55
076-287-1086



25.9ha

「規則性のある棚田と日本海の絶景‼」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

棚田ビュースポットから望む景色 棚田米のパッケージ

石川県
志賀町

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 石川県羽咋郡志賀町笹波

継続的な耕作と景観維持に取り組み、災害の未然防止に大きな役割を果たしている。
日本海と集落が周辺の山々とよく調和し、世界農業遺産「能登の里山里海」らしい景観を
作っている。

「能登ウエストコースト志賀町ささなみ」究極体験プロジェクト
学生による農業体験の様子

地域住民による棚田の保全管理作業

ヤセの断崖

周辺施設情報

石川県羽咋郡志賀町笹波
0767-32-1111（志賀町商工観光課）

土羽



14.9ha

「能登天領庄屋を活かす棚田保全と地域活性化」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

丸の内朝大学の田植え風景 丸の内朝大学「よばれ」風景

石川県
能登町

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 石川県鳳珠郡能登町黒川

有志団体「黒川創生会」が江戸期の能登天領庄屋「中谷家」を核として「黒川天領米」のブ
ランド化や地域活性化に取り組む。

棚田風景／黒川天領米 保全活動の様子

セミナーハウス山びこ

周辺施設情報

石川県鳳珠郡能登町黒川33-61
0768-76-1611

土羽

天領庄屋 中谷家

石川県鳳珠郡能登町黒川



17.1ha

「当目千石棚田で生産した米で地域活性化」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

田植え体験後、東京の社会人グループと石川県立大学生が「ほうば
飯」を食べている風景

石川県立大学生に「あえのこと」の実演を披露

石川県
能登町

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 石川県能登町 当目蓮花坊、当目甲地、
当目中組、当目極楽寺、当目田代

当目地区は、中山間地域特有の気候で昼夜の寒暖差が激しく、奥能登の主要３河川の町野川、
河原田川、山田川の源流地でもあることから、源流水栽培「当目の米」をブランド化し販売
している。

昔の農機具や生活用具等を展示する「里山稲作農林資料館」で金沢
大学生に展示説明している様子

棚田風景／当目の米・当目のなれずし

セミナーハウス山びこ

周辺施設情報

石川県鳳珠郡能登町黒川33-61
0768-76-1611

土羽

天領庄屋 中谷家

石川県鳳珠郡能登町黒川



2.53ha

「「棚田を彩るキャンドルのにぎわい」」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

棚田の風景 棚田キャンドル（2500個のろうそくを点灯）

福井県
小浜市

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 福井県小浜市田烏集落

優美な絶景・安らぎの一刻を創出する棚田キャンドルと棚田米を用いた伝統食「へしこなれ
ずし」の継承

棚田米コシヒカリ・おにぎりの販売の様子 芝桜の植栽（令和3年度まで約7000株）

SABAR 鯖街道小浜田烏店

周辺施設情報

小浜市田烏63-14-1
0770-54-3338

土羽

レストラン内外海

小浜市志積15-3
0770-54-3531



26.6ha

「いつも「和・輪・話・わっ」のある菅浜づくり」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

菅浜棚田の風景

「はーぶ＆れもん園」

福井県
美浜町

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 福井県美浜町旧山東村菅浜地区

菅浜集落のまちづくりを進める「菅浜わくわく協働体」と連携し、菅浜棚田の農地を維持し
ながら、菅浜棚田に隣接する「はーぶ＆れもん園」への植付を行い良好な景観を形成する。
また、食堂や直売所を整備することで、地域の繋がりや観光客の集客を目指す。

保全活動（草刈）

だれでもウエルカム食堂

周辺施設情報

福井県三方郡美浜町菅浜100-14
0770-32-1164

土羽



3.16ha

「協定参加者全員による棚田の保全活動」

中山間地域等直接支払制度及び多面的機能支払交付金を活用しての棚田である農地、水路、
農道等の地域資源の維持管理活動と中山間地域における農業生産活動。

芦ノ尻道祖神

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

長野県長野市大岡
026-266-2121

春の根越下沖棚田の全景 棚田の景観保全のための隣地の草刈り活動

棚田米のはぜ掛け 棚田水路の泥上げ作業

長野県
長野市

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 長野県長野市大岡乙

大岡から望む北アルプス



1.4ha

「大西の田んぼと美しい景観を守る」

長野県内外の方に農作業体験の場を提供し、心の交流を通じて中条の棚田など、信州の田ん
ぼと美しい景観を守ることを目的とした棚田オーナー制度の実施。

やきもち家

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

長野県長野市大字中条日下野5286
026-267-2641

長野県長野市大字中条日下野

大西の棚田全景 田植え（植え直し）作業（棚田オーナー）

稲刈り作業（棚田オーナー） 稲刈り作業（棚田オーナー）

長野県
長野市

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 長野県長野市中条御山里（大西）

日下野のスギ（大内山神社）



1.1ha

「田沢の棚田をみんなで守り、次代に残す」

中条から望む北アルプス

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

長野県長野市大字中条御山里

田沢沖の棚田全景 棚田周囲への電気柵設置作業

棚田の水路整備作業 棚田の景観整備作業

長野県
長野市

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 長野県長野市中条御山里（田沢沖）

不動滝

中山間地域等直接支払制度を活用しての棚田を含めた農地・水路・農道等の地域資源の維持
管理活動と中山間地域での農業生産活動。



4.5ha

「伊折の棚田をみんなで守り、次代に残す」

中山間地域等直接支払制度を活用しての棚田を含めた農地・水路・農道等の地域資源の維持
管理活動と中山間地域での農業生産活動。

虫倉山（信州百名山）

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

長野県長野市中条御山里 長野県長野市中条御山里

栃倉の棚田の全景

棚田の景観整備作業

棚田の農道整備作業 棚田の水路整備作業

長野県
長野市

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 長野県長野市中条御山里（栃倉）

星のきらめく公園



14.78ha

「絶景の棚田で米作りと農村文化を体験」

稲倉の棚田では米作りを体験するオーナー制度をはじめ、棚田キャンプや農村文化を体験で
きる各種行事など、一年を通じて棚田を満喫できるイベントが盛りだくさんです。

信州上田クラインガルテン眺望の郷岩清水

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

石積みと土羽の複合法面の構造

長野県上田市殿城3400番地4
0268-21-0053

稲倉の棚田から広がる信州の大自然

米作りと農村文化を体験

棚田の地形を活かしたキャンプ

令和2年初開催
「ししおどし」

長野県
上田市

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 長野県上田市殿城2889-1
（稲倉の里農村交流館）



3ha

「農村の原風景を守り、地域を活性化させる！」

継続的な保全活動を通して、農村と都市部の交流、景観の保全、伝統文化の継承（畦ぬりな
ど）、安らぎの場所の提供など、魅力的なまちづくりを構築するとともに、棚田地域の活性
化に取り組んでいる。

秘境万古渓谷

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

長野県飯田市千代
0265-59-2003

長野県飯田市千代
0265-59-2003

地元小中学生の田植え体験 稲刈り体験イベントに参加したオーナーの皆さん

第22回よこね田んぼ案山子コンテスト 棚田で収穫したコシヒカリ

長野県
飯田市

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 長野県飯田市千代

野池親水公園



26.9ha

「皆が参加する、あり続ける農村つくり！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

土羽法面の構造

酒米を育む力強い棚田

棚田ｵｰﾅｰによる
田植え体験会

長野県
伊那市

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 長野県伊那市高遠町山室

ここに住む皆が出来ることを分担して農村として地域を維持して行こうという取り組みを通
して、農地農業を守り地理的な多面的機能と都市部との交流の中で田舎という多面的機能を
発揮することで、地域のポテンシャル向上と持続性を作って行く。

山室区集落単位での
猪鹿柵管理作業

三義農業振興ｾﾝﾀｰによる
棚田畦畔草焼き



6.1ha

「棚田からニューヨークへ届ける米作り」

力をいれている取組

取組の内容

面積

土羽法面の構造

地域住民と密な関係を構築しながら営農を行っている。 優れた景観の棚田を活かした「棚田祭」を運営企画した。

長野県
伊那市

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 長野県伊那市長谷中尾

①清廉な農業用水、②昼夜の寒暖差、③冷涼故に低い病害虫リスク等の棚田の特徴をフルに
活用し、健康意識が高い海外市場に特化した無肥料・無農薬による高付加価値な米の生産・
輸出を行っている。

品種選定・栽培方法・加工品製造にこだわり高付加価値化を実現。 生産米の大部分をニューヨーク等の海外大都市圏に輸出している。



18ha

「日本のふるさとの原風景を未来へつなぐ」

地元小学生による農業体験（田植え、稲刈り）では、福島棚田保存会が中心となり、機械を
使わない昔ながらの農業の方法を伝えている。
火祭りでは、ペットボトルランタンを点灯させ、福島棚田の活用とＰＲをしている。

道の駅「花の駅千曲川」

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

石積みと土羽の複合法面の構造

長野県飯山市大字常盤7425
0269-62-1887

長野県飯山市大字瑞穂7332-2
0269-65-3121

石垣の棚田

農業体験（田植え）

火祭り

棚田の草刈り

長野県
飯山市

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 長野県飯山市大字瑞穂

いいやま北竜温泉 文化北竜館



64.3ha

「都市と農村の交流で守る日本遺産姨捨の棚田」

「棚田貸します制度」や保全団体による活動を充実させ、また、農業体験などの次世代に向
けた活動を拡充していくことで、姨捨の棚田の景観維持や保全活動の取組を行っていきたい。

日本遺産センター

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

長野県千曲市大字八幡4993-1
026-273-4170

長野県千曲市大字八幡4947
無人駅のため連絡先等なし

令和２年度に「月の都 千曲」で日本遺産に認定された。

「長楽寺」古人の遊び心である
文学碑が45基建てられている。

棚田貸します制度
「田植えイベント」の様子

（例年５月下旬実施）
児童主体による棚田農作業体験の様子

長野県
千曲市

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 長野県千曲市八幡

姨捨駅



2.6ha

「アルプスを望む絶景の棚田で日本酒づくり」

信州ふるさとの宿 望岳荘

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

石積みと土羽の複合法面の構造

長野県上伊那郡中川村大草4489
0265-88-2033

棚田に映える中央アルプスと河岸段丘 協議会員による田植え作業

長野県
中川村

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 長野県上伊那郡中川村大草

棚田の背景となる中央アルプスや天竜川の河岸段丘が見せる雄大な自然のもとで、地域で取
り組む酒米づくりを中心に、棚田の永続的な保全と地域の活性化に取り組み、飯沼の棚田と
特産品のブランド化を図る。

稲刈機と手刈りの稲刈り作業 稲刈り後に関係者で記念撮影

長野県上伊那郡中川村大草4182-1
0265-88-3012

米澤酒造(株)



19.7ha

「次世代につなぐ棚田管理を目指す！」

シェーンガルテンおみ

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

長野県東筑摩郡麻績村日3434
0263-67-2800

市野川棚田 市野川棚田

長野県
麻績村

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 長野県東筑摩郡麻績村市野川

農業体験交流と、リモコン式畦畔草刈機の導入により、次世代の棚田管理を目指す市野川棚田

リモコン式田畦畔草刈機 子どもたちの田植え体験

長野県東筑摩郡麻績村麻5889-1 
0263-67-3511

聖レイクサイド館



4.7ha

「北アルプスの絶景が広がる日本の原風景」

青鬼（あおに）地区は、集落全体が重要伝統的建造物群保存地区に選定されており、石垣に
より形成された美しい「青鬼の棚田」です。雄大な北アルプスを背景に伝統と歴史を感じる
ことができる日本の原風景が広がります。

道の駅白馬

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

石積み法面の構造

長野県北安曇郡白馬村大字神城21462
0261-75-3880

長野県北安曇郡白馬村大字北城4133
0261-72-7611 

北アルプスを望む青鬼の棚田

青鬼堰の清掃作業の様子

白馬村特産品古代米「紫舞」

長野県
白馬村

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

白馬ジャンプ競技場

長野県北安曇郡白馬村大字北城青鬼



162ha

「棚田＝農地として保全していく」

道の駅おたり

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

石積みと土羽の複合法面の構造

長野県北安曇郡小谷村大字北小谷1861-1
0261-71-6000

棚田の全景（小谷村平間地区） 棚田の全景（坪山地区）

長野県
小谷村

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 長野県北安曇郡小谷村内一円

本村は全域が中山間地域となっているため、一つの地域に限定せずに、村全域で取り組んで
いる。棚田の維持管理だけでなく、法面や水路の維持管理も併せて行っているため、農業活
動が全て棚田保全につながっている。

（田んぼオーナーの様子） （雪中キャベツの様子）



76ha

「住民協働による積極的な維持・保存活動」

中山間地域等直接支払制度の集落協定を６地区に分け、草刈や水路の維持等に積極的に取り
組んでいる。また、年に一度各地区の代表者が出席し、活動の状況報告や問題となっている
事項について意見交換を行っている。

道の駅野沢温泉

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

長野県下高井郡野沢温泉村大字虫生2375番地
0269-67-0767

全景 住民協働による水源の保全活動

地元小・中学生による田植え体験 野沢温泉村産限定村の御用達米

長野県
野沢温泉村

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 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷

道の駅野沢温泉で提供されている村の御用達米



3.5ha

「天空の棚田『滝町棚田』」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

晩春、田植え前の代掻きの様子

全景

岐阜県
高山市

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 岐阜県高山市滝町地内

滝町棚田保存会を中心とした地域一体での徹底した保全管理が行われている。
現在は、Ｒ２年豪雨災害の被災箇所の復旧と、中山間直接支払事業等を利用して農地を保全
し、「天空の棚田」の景観保全に取り組んでいる。

飛騨高山スキー場

周辺施設情報

岐阜県高山市岩井町914
0577-31-1020

土羽

乗鞍スカイライン

岐阜県高山市丹生川町久手地内ほか
0577-78-2345

丘の頂きの田



37.7ha

「はちたか地域棚田は羨望のまなざし」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

はちたか地域棚田 生き物多様性調査

岐阜県
中津川市

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 岐阜県中津川市福岡字高之巣、
西八布施、中八布施、横手

「自分達の地域は自分達で守る」をモットーに農事組合法人はちたかと連携し、農産物の生
産基盤となる農地の維持管理から自然環境の保全、水源のかん養につなげ、農産物の高生産、
持続可能な棚田地域を目指す。

農地の維持管理 水源のかん養森林整備

土羽



170.5ha

「地域の財産、棚田を活かしてみんな生き生き」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

坂折棚田なごみの家から中野方町を望む 石積みの技法を伝承する石積み塾

岐阜県
恵那市

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 岐阜県恵那市中野方町

棚田を代表とする里山の恵みを活かした特産品の開発や売場づくりによる持続可能なまちづ
くりを行う。日本の棚田百選「坂折棚田」を町のシンボルとして盛り上げブランド化する。

豊作を願い感謝を祈る、田の神様灯祭り 棚田オーナーによる稲刈り

中野方町の農泊施設

周辺施設情報

中野方町内に5軒
0573-23-2032（恵那市坂折棚田保存会）

石積みと土羽の複合

なかのほう不動滝やさいの会直売所

恵那市中野方町41-1
0573-23-2166



3.4ha

「未来へ繋ぐ「守りたい故郷・残したい風景」」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

「みょうが」を活用した体験イベントの実施 崩落した石積みを空積み工法により修復

岐阜県
飛騨市

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 岐阜県飛騨市宮川町種蔵

将来的に減少を止められないマンパワーを関係人口の拡大により補充して、歴史ある貴重な
景観を保全していく。この地を訪れていた
だく価値ある体験講座の実施と季節ごとの賑わいを創出するためのイベントを実施する。

春を迎えた板倉と棚田の様子 棚田集落での声楽や器楽を活用したイベントの開催

板倉の宿 種蔵

周辺施設情報

岐阜県飛騨市宮川町種蔵３７番地２
0577-63-2888

石積み

飛騨まんが王国

岐阜県飛騨市宮川町杉原
0577-62-3259



3.6ha

「正ケ洞棚⽥の景観を守るため、農地の再⽣を⽬指す。」

⼒をいれている取組

取組の内容

⾯積

法⾯の構造

⼦供会による⽥植え体験 農業ボランティア組織による農道補修

岐⾩県
郡上市

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 岐⾩県郡上市⽩⿃町前⾕

棚⽥地域の景観を守るため前⾕棚⽥を守る会が主体となり、地域内の草刈り、⽯積みの保全
を⾏いつつ、耕作放棄地の解消を⾏っています。

⽯積周辺の草刈り 全景写真

⽯積み

清流⻑良川あゆパーク

周辺施設情報

岐⾩県郡上市⽩⿃町⻑滝420番10
0575-85-2115

阿弥陀ヶ滝（⽇本の滝百選、岐⾩県の名⽔50選）

岐⾩県郡上市⽩⿃町前⾕



19.74ha

「六ノ里棚田の保全と棚田を核とした地域振興を図る。」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

イラスト田んぼ 六ノ里棚田（畑ヶ谷） 六の里棚田米

岐阜県
郡上市

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 岐阜県郡上市白鳥町六ノ里

毎年1筆以上のイラスト田んぼを実施し都市農村交流人口の創出、拡大を図ると共に、棚田
看板等を通じ、棚田保全等の取り組みを周知し保全活動への参加協力者の増加を図る。また、
棚田米の販売に取り組みます。

棚田案内看板設置

石積みと土羽の複合

六ノ里棚田（三ヶ村）



8.05ha

「鳥獣害を山の恵みとして活用。地域を元気に！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

旧消防団詰所を営農組合集会所とジビエ解体施設へ住民の手で改修の様子 獣害防止柵設置の様子

岐阜県
郡上市

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 岐阜県郡上市明宝奥住

営農組合が中心となってジビエ活用のための研究会を設立し、法人として地域資源の活用を
行っている。定期的に畦畔保持活動を実施すると共に、地域伝統の伊勢神楽を継承し、毎年
奉納や高齢者施設の慰問も行っている。

伊勢神楽継承メンバー 棚田写真

ジビエ工房めいほう

周辺施設情報

郡上市明宝奥住1782-2
0575-87-2020

石積みと土羽の複合



5ha

「棚田を利用して、昔ながらの農業体験！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

棚田オーナー制度で手作業での田植え体験！ 棚田オーナー制度で手作業での稲刈り体験！

岐阜県
八百津町

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 岐阜県加茂郡八百津町八百津北山地内

棚田オーナー制度を活用し、都市住民の方々に、手作業での田植え・稲刈り体験をしても
らっています。また、収穫した棚田米や地元の特産品のプレゼント、受入農家とのバーベ
キューなど思い出作りにも最適です。

棚田オーナー制度ではざ掛け体験！

石積み

棚田の様子



10.1ha

「地域の伝統や祭礼の継続による郷土づくり」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

稲刈り 花桃

岐阜県
下呂市

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 岐阜県下呂市乗政3695

三ツ石棚田については町内会、高齢者、母親組織、子供会を交え、季節ごとの祭礼を執り行
うなど、集落全体で棚田由来の伝統行事の伝承を実施している。

土羽

棚田の全景



3.7ha

「竜宮小僧伝説と米作りを伝える棚田」

てんてんゴーしぶ川

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

石積みと土羽の複合法面の構造

静岡県浜松市北区引佐町渋川237-1
053-545-0452

大河ドラマ「おんな城主直虎」の撮影地 稲作体験会を定期的に開催

静岡県
浜松市

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 静岡県浜松市北区引佐町東久留女木
西久留女木

サポーターから耕作者へ！、関わり方をステップアップさせ、次世代耕作者の発掘、育成を
図る棚田保全の取組み

不二総合コンサルと地元農家による草刈り サポーターや地元農家が集う収穫祭

静岡県浜松市北区引佐町的場365
090-8673-1644

ログハウスあきら



2ha

「汗の力で蘇った白橿の棚田をこれからもずっと」

竜ケ岩洞

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

石積みと土羽の複合法面の構造

静岡県浜松市北区引佐町田畑193
053-543-0108

浜松市中心地まで見渡せる白橿の棚田 棚田風景、歴史を体感。竜ケ石山ハイキング

静岡県
浜松市

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 静岡県浜松市北区引佐町西四村

復田した棚田を守るため、草刈りや水路補修などの維持管理、水量や水温などの水管理をし
保全に努めている。

里山元気もりもり隊による復田作業 小さい棚田ならでは。手植えによる田植え

静岡県浜松市北区引佐町田畑193八角堂2階
053-543-1155

竜ケ岩洞食堂ふるさと



8.6ha

「守りたい風景、伝えたい心」

道の駅くんま水車の里

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

石積みと土羽の複合法面の構造

静岡県浜松市天竜区熊1976-1
0539-29-0636

民家と隣接している大栗安の棚田 草刈りなどの日常管理

静岡県
浜松市

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 静岡県浜松市天竜区大栗安

棚田がある集落の風景を守るべく、企業等外部参加者の協力も得て、草刈りや清掃など当た
り前のことを一生懸命行い、景観を保全している。

11月下旬に開催される棚田ウォーキング 一社一村しずおか運動の棚田管理

静岡県浜松市天竜区熊1976-1
0539-29-0636

食事処かあさんの店



1.2ha

「農業体験・イベントで棚田を守ろう！」

農家民宿 奥田

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

石積み法面の構造

沼津市戸田新田2172
0558-80-9030

棚田の様子1 棚田の様子２

静岡県
沼津市

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 静岡県沼津市戸田

過去に棚田の基盤整備に取り組むとともに、元地域おこし協力隊の農家民宿で、草刈り・稲
刈りなどのボランティアの募集や、イベント、農業体験などを通して都市交流を図っている。

棚田の様子２ 近隣の農家民宿主導で棚田の水路の管理を行っている。

静岡県沼津市戸田1294－3
0558-94-5151

道の駅 くるら戸田



6.3ha

「地域で守る、富士山に一番近い平成棚田」

富士山白糸庵

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

富士宮市原1199-12
0544-54-3050

富士山白糸平成棚田竹灯籠祭り 圃場整備により地域の中心となった平成棚田

静岡県
富士宮市

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 静岡県富士宮市原地区

次世代に繋ぐため地域住民の協働力により美しい棚田を守り、白糸コシヒカリ・水かけ菜の
ブランド化を進める

心を込めた手作りの「白糸水かけ菜」 地域で守る原川一斉清掃

富士宮市原436-1

白糸自然公園



2ha

「未来へ残そう 荒原の棚田」

道の駅 天城越え

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

静岡県伊豆市湯ヶ島892-6
0558-85-1110

活動写真

静岡県
伊豆市

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 静岡県伊豆市湯ヶ島

中山間地域等直接支払制度を活用し、共同活動による草刈りや水路の土砂上げのほか、鳥獣
害防護柵の共同設置などに取り組み、美しい棚田景観が保全され、多くの人が訪れるととも
に、そこで作られる自然農法棚田米等の消費者との交流も図られている。

棚田

棚田

静岡県伊豆市月ケ瀬78-2
0558-79-3977

道の駅 伊豆月ヶ瀬

棚田

活動写真



3ha

「未来へ残そう 茅野の棚田」

ファーマーズヒル

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

静岡県伊豆市湯ヶ島892-66
0558-85-2104

全景写真 棚田での交流活動（田植え体験）

静岡県
伊豆市

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 静岡県伊豆市湯ヶ島

中山間地域等直接支払制度を活用し、草刈りや水路の土砂上げ、鳥獣害防護柵の共同設置な
ど共同活動に取り組むとともに、静岡大学理学部や早稲田大学社会科学部等と連携し、棚田
地域の振興に努めている。

保全活動①（田植えの様子） 保全活動②（法面の草刈り作業の様子）

静岡県伊豆市湯ヶ島892-6
0558-85-1110

道の駅 天城越え



3ha

「棚田オーナーと紡ぐ棚田の未来！」

ふじのくに茶の都ミュージアム

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

静岡県島田市金谷富士見町3053番地の2
0547-46-5588

千框棚田全景 田植え作業の様子

静岡県
菊川市

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 静岡県菊川市上倉沢

棚田オーナー制度を活用で地域住民と都市部住民の交流を図り、世界農業遺産静岡の茶草場
農法と一体となった自然環境を保全し、棚田地域の振興に繋げている。

棚田オーナー集合写真 あぜ道アート



4.2ha

「多様な主体で多彩に取組み 石部棚田を振興！」

石部棚田展望台

力をいれている取組

周辺施設情報

取組の内容

面積

石積み法面の構造

静岡県賀茂郡松崎町雲見
0558-42-3964

棚田全景（夏の棚田） オーナー制度会員による稲刈り（収穫祭）

静岡県
松崎町

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 静岡県賀茂郡松崎町石部

棚田オーナー制度、地域おこし協力隊、企業・大学、地域の学校と連携した活動により、関
係人口や地域活性化に取り組むことで、棚田を含む地域の振興を図っています。

常葉大学による作業協力（畦塗り） ダイドードリンコ㈱による「棚田応援自販機」設置

静岡県賀茂郡松崎町石部

石部海水浴場



5.8ha

「魅力たっぷり「山里交流の場」千万町」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

黄金色に染まった秋の千万町棚田 棚田とミツマタを巡るウォーキングイベント

愛知県
岡崎市

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 愛知県岡崎市千万町町

地域住民が主体となり棚田とミツマタというお宝を活かしたウォーキングイベントの開催や
閉校となった小学校を拠点に都市住民との交流事業を行うことで、農村の魅力を発信すると
ともに地域活性化を進めている。

千万町楽校で実施する餅つき大会 愛知県無形民俗文化財指定の千万町神楽

千万町楽校

周辺施設情報

愛知県岡崎市千万町町字宮西８

土羽

愛知県野外教育センター

愛知県岡崎市千万町町字大平田17-5
0564-83-2221



3.6ha

「「継続は力なり」、地域の宝「四谷の千枚田」の保全を継承」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

収穫を持ち望む四谷の千枚田の風景 収穫感謝祭

愛知県
新城市

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 愛知県新城市四谷

四谷の千枚田を地域の宝としてこれまで各種活動を行ってきており、今では「四谷の千枚
田」は新城市や愛知県の顔、また国の宝（財産）である。「継続は力なり」をキャッチフ
レーズに、これまで行ってきた活動を今後も継続して行い保全管理を継承していく。

モリアオガエルの卵 地元小学生による稲刈り体験

道の駅 鳳来三河三石

周辺施設情報

愛知県新城市下吉田字田中106-1
0536ｰ34ｰ0139

石積み

道の駅 もっくる新城

愛知県新城市八束穂五反田329-7
0536-24-3005



35ha

「里山の棚田を観光資源とした地域振興!」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

幾重もの石積みが織りなす、特徴的な棚田 『深野 棚田まつり』の幻想的な世界

三重県
松阪市

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 三重県松阪市飯南町深野

棚田の美しい景観を観光資源としてPRするイベントの開催は、地域振興に大きな役割を果た
しており、地域資源としての棚田の再認識により主催者をはじめ、地域の棚田保全のモチ
ベーションにもつながっている。

地域のブランド棚田米『夏明かり』 かつての姿のまま保全されている棚田と水路

松阪市リバーサイド茶倉

周辺施設情報

三重県松阪市飯南町粥見1084番地1
0598-32-3223

石積み

道の駅 茶倉駅

三重県松阪市飯南町粥見452番地1
0598-32-2555



7.2ha

「皆で残そう！１０年、１００年、千枚田」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

丸山千枚田 伝統行事『丸山千枚田の虫おくり』（6月）

三重県
熊野市

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 三重県熊野市紀和町丸山

平成8年度からオーナー制度を開始し、都市住民との交流が図られている。
平成12年度から『守る会』を発足した。
平成17年度、地域の伝統行事『丸山千枚田の虫おくり』を復活。

『田植えの集い』（5月中旬） 『稲刈りの集い』（9月初旬）

道の駅 熊野・板屋九郎兵衛の里

周辺施設情報

三重県熊野市紀和町板屋82
0597-97-0968

石積みと土羽の複合

湯元山荘 湯ノ口温泉

熊野市紀和町湯ノ口10 
0597-97-1126



26.1ha

「味で勝負！ 西山棚田米で村おこし」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

西山の棚田の風景 「くさかり隊」の活動の様子

三重県
伊賀市

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 三重県伊賀市西山

西山の棚田では、背後の高旗山からの清流と粘土質の土壌、寒暖差の大きい気候で良質なお
米が生産されます。さらなる品質向上のため色彩選別機の導入、共通パッケージ作成で棚田
米をブランド化しPRしていきます。

展望公園整備の様子 伝統行事に使うしめ縄用のもちわら

徳川家康の伊賀越えの道といわれる御斎峠

周辺施設情報

伊賀市西山地内

土羽

伊賀市のシンボル伊賀上野城

伊賀市上野丸之内



90ha

「１２００年続く棚田～楽しみながら守る～」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

上仰木棚田より望む琵琶湖と田植え 成安造形大学フィールドワーク：稲刈り・稲の天日干し

滋賀県
大津市

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 滋賀県大津市仰木一丁目、二丁目

高齢で耕作できない圃場を棚田オーナー制度で活用し都市住民の方々と地域住民の交流の場
としている地元の学校の学習田として利用し、地元大学と連携し、棚田をフィールドとした
学習の中で地域活性のヒントを得ている

仰木小学校田んぼの学校：稲刈り 北大津高校・北大津養護学校田植え教室

わさいな～仰木

周辺施設情報

滋賀県大津市仰木4丁目2-25
077-573-0339

土羽

大津市おごと温泉観光公園

滋賀県大津市雄琴1丁目2-17
077-578-3750



48ha

「リンクする棚田～千二百年の刻をあなたへ～」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

平尾のほぼ東端にある馬蹄の形をした棚田 守り人の会オーナー制度参加者による田植え

滋賀県
大津市

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 滋賀県大津市仰木町

仰木平尾の棚田はほ場整備をしていない昔ながらの田んぼが残る希少な棚田群です。天智天
皇の時代から今に受け継ぐこの棚田を多角的に活用することで保全に繋げています。

「仰木大収穫祭」恒例、餅まき 地元農家による稲刈り指導

わさいな～仰木

周辺施設情報

滋賀県大津市仰木4丁目2-25
077-573-0339

土羽

里山のDaidoco Lulu

大津市仰木2丁目3-40
077-572-2224



10.6ha

「みんなで創る走井の里」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

走井棚田 田植え体験（98名の参加)稲刈体験（74名の参加）

滋賀県
栗東市

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 滋賀県栗東市荒張

１．田植、稲刈り体験と収穫祭を通じた体験と農・食への理解。
２．走井アジサイロードの維持と拡張を通じた地域の美化と安らぎの提供。
３．一般参加者や大学・民間企業等外部との交流を通してWinWinの実現。

ハーベスタイン走井（182名参加） 走井アジサイロード

フォレストアドベンチャー・栗東

周辺施設情報

〒520-3002 滋賀県栗東市観音寺459
090-5794-0420

土羽

金勝アルプス（近江湖南アルプス）

滋賀県栗東市荒張地先
栗東市観光協会（077-551-0126観光案内のみ）



4.7ha

「オニグルミを活用した加工品で地域おこし！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

棚田の全貌 棚田ボランティア活動参加者(R3.5.23)

滋賀県
甲賀市

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 滋賀県甲賀市土山町山女原

山女原地区では、県内企業としがのふるさと支え合いプロジェクトの連携協定を締結して棚田法面
の草刈り作業などの棚田保全活動に取り組んでいます。復田した遊休農地にはヒマワリ等を植栽し景
観形成を図ったり、オニグルミを植栽し食材として活用し地域内外の人々の交流を深めています。

棚田ボランティア活動（法面の草刈り作業） 棚田ボランティア活動（クルミの殻剝き作業）

山女原 かぶとむしの里

周辺施設情報

滋賀県甲賀市土山町山女原
090-3355-8843

土羽



46ha

「今郷棚田の自然を学び豊かな自然を守ろう！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

今郷の棚田（1/20以上の一団の棚田） 近江地元学研修、旧東海道のまち歩き

滋賀県
甲賀市

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 滋賀県甲賀市水口町今郷

県内の博物館等との連携による生態系保全活動で、自然の素晴らしさを学び大切にする心を
育てるとともに、集落ぐるみによる持続可能な棚田保全の仕組みを構築します。

棚田の自然観察 甲賀市の花ササユリ 希少生物の産卵観察

土羽



15.4ha

「・棚田オーナー制度で耕作放棄地を復活！
・耕作放棄地で果樹栽培して地域活性化！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

鵜川の棚田 棚田オーナー制度

滋賀県
高島市

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 滋賀県高島市鵜川 地先

・棚田オーナー制度により都市住民の協力を受けて3,800㎡の耕作放棄地を復活。
・耕作放棄地で果樹栽培し、観光農園や果樹オーナー制度で地域活性化を計画。

耕作放棄地での果樹栽培 企業連携によるイベント開催

鵜川ふれあい交流館 うかわファームマート
周辺施設情報

滋賀県高島市鵜川817-1
0740-36-1443

石積み



13.77ha

「都市住民と地域住民が共に棚田を守る！」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

畑の棚田 棚田オーナー制度

滋賀県
高島市

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 滋賀県高島市畑 地先

・棚田オーナー制度、棚田ボランティアにより都市住民の協力を受けて棚田を保全管理。
・棚田保全を目的とした地域団体「せぎなお会」を設立し、SNS等を通じて保全活動の協力
者を募集。

棚田保全団体せぎなお会 農家民宿「棚田ハウス」

石積み



52.7ha

「～夕日に映える美しい棚田を次世代へ！～」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

宕陰 越畑・樒原の棚田 全景 棚田で行われる宕陰竹灯籠（8月）

京都府
京都市

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 京都市右京区嵯峨 越畑・樒原

都市農村交流として，毎年「宕陰竹灯籠(8月)」「ハロウィン祭(10月)」「宕陰ファンクラブ
(通年)」を開催し，美しい棚田をPR。また，農家レストラン「まつばら」でそばやブドウ，
リンゴ，地酒を提供。

ハロウィン祭でカボチャのランタン作り（１０月） 宕陰ファンクラブ会員による収穫体験（通年）

越畑フレンドパーク「まつばら」

周辺施設情報

京都市右京区嵯峨越畑鍋浦109ｰ1
0771ー44－2700

土羽

「まつばら」一番人気の『天ざるそば』



9ha

「あなたに「忘れ物をお届けする里！」毛原」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

毛原の棚田景観図 田植え体験会

京都府
福知山市

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 京都府福知山市大江町毛原

平成２９年に、女性の活躍する場づくりで、集会所を食品加工所に改修する資金をクラウド
ファンディングで募集。目標金額１００万円を達成し、｢毛楽里｣を建設し、返礼品として棚
田米等を進呈。｢黒豆の粕漬け｣を復刻し、商品化する。

田植え体験会 稲刈り体験会

土羽



18ha

「ナリワウ棚田」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

上世屋の棚田 松尾の棚田と「松尾の一本桜」

京都府
宮津市

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 京都府宮津市字上世屋
京都府宮津市字松尾

上世屋棚田において、有機栽培の棚田米のインターネット等による販路拡大を図り、棚田米
の供給促進を行う。
松尾棚田において、棚田米のブランド化を行い、棚田米の供給促進を行う。

左：稲木干し、中央：上世屋の棚田米「風の粒々」、
右：松尾の棚田米「ゆうすい」の看板

左上：ジビエ加工、右下：在来種のメダカの調査

丹後海と星の見える丘公園

周辺施設情報

京都府宮津市字里波見
0772-28-9111

土羽

移住体験施設「セヤハウス」

京都府宮津市字上世屋543番地
―



11.8ha

「棚田米や米ぬかを使ったスイーツで地域振興」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

丹後町袖志の棚田 耕作放棄地の共同管理

京都府
京丹後市

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 京都府京丹後市丹後町袖志

地元宇川地域の女性グループで結成された宇川加工所で、棚田米を活用した加工品「はった
い粉クッキー」や米ぬかを活用した「米ぬかケーキ」を販売することで地域の活性化に取り
組んでいる。

宇川加工所 棚田米の米ぬかを活用した「米ぬかケーキ」

宇川温泉 よし野の里

周辺施設情報

京都府京丹後市丹後町久僧1562
0772-76-1000

石積みと土羽の複合

キッチン高嶋（宇川温泉 よし野の里内）

京都府京丹後市丹後町久僧1562



10.5ha

「～まもり、次世代につなげる惣代の農空間～」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

惣代の棚田 田植え体験

大阪府
河内長野市

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 大阪府河内長野市清水地内

近隣小学校向けの農業体験学習、企業と連携して一般市民向けの農業体験事業、市内業者と
連携して６次産業化事業など地区内外問わず棚田の持つ多面的機能や魅力の発信を行い、地
域の農空間保全活動に取組んでいる。

小麦種まき体験 農地維持活動

道の駅 奥河内くろまろの郷

周辺施設情報

大阪府河内長野市高向1218-1
0721-56-9606

石積みと土羽の複合

販売している小麦



30ha

「伝統文化の継承 長谷八坂神社の御田（おんだ）祭り」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

長谷の棚田風景

棚田水路の維持・管理

大阪府
能勢町

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 大阪府豊能郡能勢町長谷

長谷地区の八坂神社では、毎年5月8日に、「ようかび」という「今年も達者で豊作でありま
すように」と祈願する「御田（おんだ）祭り」が行われている。

長谷八坂神社の御田（おんだ）祭り

道の駅「能勢（くりの郷）」能勢町観光物産センター
周辺施設情報

能勢町平野535
072-731-2626

石積み



14.8ha

「棚田から広げる農地保全」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

平石の棚田 全景 水路の維持管理

大阪府
河南町

農産物の供給の促進 ー 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 ー 棚田を核とした地域の振興 ―

所在地 大阪府南河内郡河南町大字平石
2002番地 他

農業従事者の高齢化や後継者不足などによる遊休農地や耕作放棄地増加の課題解消に向け、
農道、水路の修繕や有害鳥獣による農作物被害の防止対策など、棚田を中心とした地区全域
の農地の保全を目指す。

草刈り作業 保存会会員相互の共同作業

道の駅かなん

周辺施設情報

石積みと土羽の複合

大阪府南河内郡河南町大字神山523番地の1
0721-90-3911



1.99ha

「耕作放棄地解消へ！守る、私たちの棚田」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

持尾の棚田 全景 田植え作業

大阪府
河南町

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 大阪府南河内郡河南町大字持尾361
番地 他

農地労働力の流出や農業従事者の高齢化などによる遊休農地や耕作放棄地の増加を課題と捉
え、有害鳥獣による農作物被害の防止や不作付地への援農など、棚田を中心とした農地の保
全を目指した活動を行っている。

畦畔作業 草刈作業
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6.1ha

「唯一に出会える棚田百選の農空間を次世代へ」

力をいれている取組

取組の内容

面積

法面の構造

収穫期を迎えた黄金の棚田 草刈り様子

大阪府
千早赤坂村

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 大阪府千早赤阪村大字東阪25

農業者は水稲栽培を行い、保存会は、借受け農地の草刈りを行っています。
保存会の保全活動の参加は会員の一部のに集中していますが、遊休化を防ぐため、棚田の景
観の維持のために活動をしています。

草刈りの様子 草刈りの様子
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