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＜集落や地域でマスタープランを作成している事例＞

○理想郷「タシロピア」の実現をめざして

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県三 戸 郡 階 上 町 田代
さんのへぐんはしかみちょう たしろ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
27ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
285万円 共同取組活動分 多面的機能増進活動（景観作物、集落祭り） 44％

（50％） その他（共同利用施設） 6％
協定参加者 農業者 35人

２．活動内容の概要

田代地区は、固有の文化、地形、歴史などの特色を背景とした地域づくりの目標を

定めるため、平成12年度に「田代地区振興計画書 （理想郷「タシロピア」の実現をめ」

ざして）を策定した。

これは、自らの故郷の未来は自分たちがその方向性を示そうということであり、む

らづくりを通じて地区と町が役割分担しながら連携を図るものである。当初からこの

ような計画があったため、集落協定を締結する際には、計画実現のために共同活動費

、 。分を自主財源に活用することが話し合われ 協定参加者から同意を得ることができた

以前から地区の環境整備には力を入れてきたが、交付金に取り組んだ平成13年度か

らは、さらに取組を充実させ、渓流や里山を巡る「せせらぎ遊歩道」や階上岳西登山

道を開設し、平成14年度には、幹線道沿いや遊歩道に草木を植栽 して景観整備を実

施した。

、 、この他にも 子どもたちや他地域の人たちが田代地区に定住していくことを目的に

「カジカと蛍の里づくり」や「せせらぎ公園夏祭り」など盛りだくさんの取組みを展

開している。

＜田代地区振興計画書＞ ＜せせらぎ遊歩道歩こう会の様子＞
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動

①水田等の耕作・管理 ①景観作物作付け ③夏祭りの開催(帰省都市住民との交
（田27ha） (道路沿い１kmにプランター 流を目的に集落主催の夏祭りを実施)

を設置、農村公園や遊歩道沿 ④歩こう会の開催(遊歩道の散策会）
個別対応 いにあじさいを植栽) ⑤ホタルの生息調査

共同取組活動 共同取組活動

②水路・作業道の管理 ②農村公園の整備 その他の活動
(水路1.5km、年２回 ・農村公園沿い1.0km の河川
道路５km、年２回) 流域の清掃 ①農作業の受委託

・刈払等を実施 (高齢農業者の田1.5haを担い手農家
共同取組活動 ・案内板の設置 に全面作業委託して耕作放棄を防止)

・遊歩道の整備
・公園周辺林地整備 共同取組活動

(水管理は各戸)
共同取組活動

田代町内会（タシロピア実行委員会）との連携（協定外参加者４５名、うち非農家２５名参加）

中山間地域総合整備事業で整備した農村公園や、自然資源を有効活用した都市農村の交流推進な
ど各種活動

集落外との連携
○田代集落が策定した「田代振興計画」の実現に対して町が各種支援を実施。
○協定参加者の了解のもと直接支払交付金の共同取組活動分を充当して、各種活動の

、 。集落負担分や補完活動に有効活用し 田代地区住民全戸が参加して活動しています

３．地域でマスタープランを作成

「タシロピア」振興計画に基づき、次の各種取り組みを行っている。

農村公園である「せせらぎ公園」を中心とした遊歩道・河川を整備し、田代地区の

夏祭りを復活させ、地区内だけでなく、他市町村住民との交流が生まれた。

遊歩道の整備がほぼ完了したことにあわせ 「せせらぎ遊歩道歩こう会」を開催した、

ところ、町内外から170人以上の参加があった。また、同時に地元で収穫された無農薬

の農畜産物を使った「いも煮会 、田代地区の農家の一部を開放し、昔ながらの民具・」

農具の展示を行うなど、町内外の住民との交流推進を図っている。

計画段階のものが多いが、これらの活動は新聞等にも取り上げられ、田代集落の魅

力を都市部へ発信している。

今後、都市部との交流が盛んになることによって、集落の活性化が図られ、現在の

過疎化が解消されることが期待されている。

［平成16年度までの主な効果］
○担い手農家と連携し、高齢者の農作業を委託 １．５ha

（ 、○農村公園を中心とした周辺林地・河川の整備や夏祭り実施による都市農村交流の推進 将来目標は
グリーン・ツーリズム活動への発展）

○ホタルの生息調査
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＜集落や地域でマスタープランを作成している事例＞

○集落の自立を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県本吉郡津山町 沢田
もとよしぐんつやまちょう さわだ

協 定 面 積 田（97%） 畑(3%) 草地 採草放牧地
7ha 水稲 トウモロコシ － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
143万円 共同取組活動分 農道・水路の管理・点検等 30％

(50％） 生産性向上・担い手定着 6％
リーダー育成、その他 14％

協定参加者 農業者 19人

２．活動内容の概要

沢田集落の農地は、農道の狭隘、湿

田等作業効率の悪い急傾斜の農地がほ

とんどを占め、年々耕作放棄地が増加

していた。この現状を何とかしなけれ

ばならないと話し合っていたところ、

平成12年度より本制度がスタートし、

荒れ果てていた遊休農地を解消するた

め、本制度に取り組むこととなった。

制度２年目にモデル構築推進指導事

（ ） 、業 県単 のモデル集落の指定を受け

平成14年度から共同取組活動の一環と

〈集落活性化計画〉して、協定内遊休農地を活用したトウ

モロコシの共同栽培を試み、町内の道

の駅で消費者へ直売を実施したところ

即日完売となった。これにより手応え

をつかみ、作付面積を増やすなど遊休

農地の解消を目標に農地の有効利用を

進め、更にはトウモロコシに続く次の

作物を検討し始めている。

、 、また 集落における就労の場の確保

消費者との交流なども進めている。

〈女性も含めたマップ作成状況〉
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 集落活性化計画書の作成
（ ）（田6.8ha 畑0.2ha） (約３ha 年1回） 沢田集落自立への道しるべ

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

水路・農道の管理 生産性･収益向上活動 集落による複合経営を実現
・水路 １km、年2回 （ﾄｳﾓﾛｺｼを道の駅にて販売）

清掃、草刈り 農作業の共同化
・農道１km、年3回 草刈り (遊休農地の復旧からトウモ 共同取組活動

ロコシ栽培の各作業)
共同取組活動

共同取組活動
担い手の定着等

農地法面の定期的な点検
（年2回及び随時） 農業機械の共同利用 農業後継者の育成

(機械･噴霧器) (集落組織設立等への話合い)
共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動

３．集落でのマスタープランを作成した取組

遊休農地を共同作業で管理し景観が良くなると、次第に隣接する遊休農地の管理も

行き届くようになり、競い合うかの様に農地の手入れを徹底するようになった。

さらに共同栽培したトウモロコシ等を直接販売する共同活動等を通じて、地域の仲

間と語った夢を実践しながら将来の営農に対する悩みを共有することができ、課題解

決へのアイデアを出し合うことができた。

これらにより集落の「和」が改善され 「集落の財産を守る」という共通意識が強く、

なり、農地の活用に止まらず、道路・排水路等の生産基盤の整備や若年から高齢者ま

で住みよい生活環境の実現、さらには集落の機能を発展させる集落組織の設立に向け

た話し合いまでが行われ、集落活性化計画書「沢田集落自立への道しるべ」を策定す

ることができた。

この「地域の力」を結集できたのは、もともとコミュニティー活動が活発な地区で

あっただけでなく、本制度が契機となり、互いの理解を深め、女性の参加による女性

、 、 、の視点からの提言も受け入れ 集落の現状と課題を全員でとことん話し合い ５年先

10年先の地域の農業や集落の将来像を集落全員で考えた成果である。

[平成16年度までの主な効果]
○耕作放棄地の復旧と遊休農地を活用し、共同作業でトウモロコシを栽培 （平成16年度約70a)。
○道の駅「津山」において、トウモロコシ祭りを開催、消費者へ直売 （平成16年度 2,500本 。。 ）
○トウモロコシ栽培による就労の場の確保及び直売所での販売による収益の向上。
○集落の自立に向けた「沢田集落集落活性化計画書」の策定。
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＜集落や地域でマスタープランを作成している事例＞

○機械利用受委託組合による集落営農を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 熊本県 人吉市 大畑麓
ひとよしし おこばふもと

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

20.1ha 20.1 － － －

交 付 金 額 個人配分分 40％

300万円 共同取組活動分 共同利用機械の購入 45％

60％ 農道・水路管理費 5％

景観作物の導入 10％

協定参加者 農業者 33人

２．活動内容の概要

大畑麓集落は、人吉市の南部、宮崎県えびの市との境に位置し、市の中心から車で

約15分のところにある。集落の総農地面積は約24ｈａで80％を水田が占めており、平

成元年に圃場整備が完了している。総農家戸数は27戸で第２種兼業農家が多い。主な

農産物は水稲であるが、近年は生産調整に伴う飼料作物の作付けが増えている。

本集落では、農家の高齢化・後継者不足等の問題から、農地を維持していくための

方策を模索していたところ、この制度の始まりを契機に集落協定の締結を図った。

平成14年に集落営農組織を設立し、農作業の省力化を図るとともに、タマネギなど

の新規作物導入に向けた試験栽培に取り組んでいる。

また、平成16年度には今後の目標と具体的な活動方策を集落ビジョンとして取りま

とめた。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理（田20ha） 周辺林地の下草刈り 農業機械の共同購入･共同利用

（0.4ha） （トラクター、田植機、コン

個別対応 バイン、ドライブハロー）

共同取組活動

共同取組活動

水路･農道の管理(清掃､草刈)年3回

景観作物作付け

共同取組活動 (レンゲ2ha) 農作業の受委託の推進

(延べ54ha)

共同取組活動

農地法面の定期的な点検(年3回) 共同取組活動

共同取組活動
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３．マスタープラン作成の取組

集落全員で地区の農業や暮らしについて点検するとともに、10年後の地域のあるべ

、 「 」 。き姿について話し合い 平成16年３月に 大畑麓集落ビジョン として取りまとめた

「大畑麓集落ビジョン」では、集落の農業の担い手として「大畑機械利用受委託組

合」を位置づけ同組合に農地を集積していく、新規作物としてサラダ用タマネギ、採

種用タマネギ、採種用ダイコン、大麦等の栽培を進めるなどを掲げ、作業受託面積を

現在の36haから60haに拡大するなどの農業振興策を盛り込むとともに、文化財の保存

と観光地づくりなどにも取り組むこととしている。

４．高付加価値型農業の取組

新規作物の試験圃として農地30aを借り上げ、共同作業でサラダ用タマネギの栽培、

採種用タマネギ、だいこん及び菜っ葉の栽培を展開している。

５．集落営農組織の設立及び育成の取組

将来の農家の高齢化と後継者不足による耕作放棄地の発生や、農業機械への過剰投

資を防止するとともに農業経営の安定を図るため、33戸で平成14年９月に「大畑機械
おこ ば

利用受委託組合」を設立。直接支払交付金等を活用して共同利用農業機械を購入し、

農作業の受託を行っている。

〈新規導入作物の玉ねぎの収穫状況〉 〈機械利用受委託組合による収穫作業〉

［平成16年度までの主な効果］

○ 集落座談会とアンケートを通して、集落の現状把握とビジョンの作成ができた。

○ 機械利用受委託組合の組織化により、水稲作業の省力化と飼料作物や大麦等の新規作物導入が図

られた。

大麦の作付面積：3.2ha（H16）

作業受託面積：田植え8.5ha、稲刈り10.5ha、麦3.2ha、飼料作物37.8ha

○ 共同作業を行うことで集落機能の回復が図られ、集落美化等の取組も始まった。
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＜農地の保全管理に特徴のある事例＞

○土地改良区との連携による県内最大級の協定活動

１．集落協定の概要

市町村･協定名 青森県三戸郡五戸町 倉石西部
さんのへぐんごのへまち くらいしせいぶ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
186ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
1,487万円 共同取組活動分 農地法面、農道、水路の点検等 38％

（50％） 多面的機能増進活動 2％
その他 10％

協定参加者 農業者 345人

２．活動内容の概要

（１）本制度は土地改良区にとってもメリットがあることから、当初から土地改良区職

。 、員が事務を担当することになった 土地改良区とのつながりを活かしたこともあり

集落協定は比較的スムーズに締結された。

（２）参加者数、対象農地ともに大規模な集落協定であり、大変なこともあるがみんな

の知恵を絞って創意あふれる活動を実施している。

（３）集落協定を締結した平成13年度から早速、用水路の改修工事を始めた。昭和40年

代にほ場整備事業を実施したため、施設が老朽化したり一部土水路のままの箇所が

あり、地域からは改善を求める声が挙がっていた。

（４）そこで、交付金を活用して改修工事を行い、現在までに200ｍ余りの用水路が整備

され、地域農業に大きく貢献している。

（５）集落協定では、地域に300年近く前から伝わる、伝統芸能の鶏舞の保存にも取り組

み、衣装提供や踊りの指導などの協力をしている。従来、踊り子は小学生以上の男

子のみが参加していたが、話し合いの結果、女性にも門戸を開放しようということ

となり、幼稚園以上の女子も参加することになった。

＜川辺の清掃作業＞ ＜伝統芸能の鶏舞＞
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動

①水田等の耕作・管理 ①景観作物作付け （ﾍﾞｺﾞﾆｱ、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ）
（田186ha） ②集落環境美化活動 (川辺の清掃)

③白鳥の保護（餌付け）
個別対応 ④伝統芸能「鶏舞」の継承活動

共同取組活動
②水路・作業道の管理
(水路95km、年２回、道路48km、年２回)
･出役に応じた報酬配分
③用水路200mの整備

共同取組活動

倉石土地改良区と連携
○水路等の管理（補修、改修） 川辺の清掃等

３．土地改良区との連携による特徴ある取組

（ ） 、 。１ 土地改良区単位で協定を締結したことにより 集落を超えた活動に発展している

事務作業は土地改良区職員が担当している。

（２）用水路の改修工事により、泥上げ作業の軽減や排水効果の向上により湿田がかな

り解消された。長年休耕していた水田で、水稲の作付けを再開したところもある。

３ 伝統芸能の 鶏舞 の継承活動では 世代や集落を超えた交流が生まれてきた 鶏（ ） 「 」 、 。「

舞」は長年地域で愛されてきており、今後もみんなで協力して盛り上げていく。

（４）農業者の高齢化により耕作放棄されそうな農用地については、営農組合や担い手

等と連携し、担い手等への農作業委託や農地の利用集積を進める方向で検討してい

る。

（５）担い手育成のための研修や、オペレーター育成のための講習会などに対して有効

に交付金を活用し、担い手等の生産技術の向上に努めていきたい。

（６）営農組合が担い手の中心的存在になると想定し、農業機械の共同利用や農作業受

委託が推進されるよう、機械購入の支援をマスタープランに規定する。

（７）水路・農道の管理については、協定参加者による浚渫・草刈の共同作業や整備補

修を実施し、病害虫発生防止や転作田（大豆や飼料作物の作付け）の有効活用を図

る。

［平成16年度までの主な効果］

○土地改良区単位での協定締結により、共同取組活動が集落を超えた活動に発展

○用水路の改修工事により、泥上作業の軽減や排水効果が高まったことで湿田が解消

○伝統芸能継承活動等により世代を超えた交流が創出
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＜農地の保全管理に特徴のある事例＞

○農作業受委託図を活用して農地の集積化を推進

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県和賀郡沢内村 前郷
わがぐんさわうちむら まえごう

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
46.7ha 水稲、花卉、牧草 － － －

交 付 金 額 個人配分分 54％
373万円 共同取組活動分 会議 10％

（46％） ﾘｰﾀﾞｰ育成及び事務費 21％
用排水路維持補修費 9％
農道維持管理費 2％
担い手育成費 2％
多面的機能増進費 1％
不耕作・休耕作地等解消及び復旧費 1％

協定参加者 農業者 54人、水利組合 1

２．活動内容の概要

当集落は沢内村の南部に位置し、対象農用地はすべて緩傾斜である。協定参加者の

大半は兼業農家である。経営規模は、平均で1.7haであり、多い者で3～4haである。

高齢化等による農地の荒廃の防止、農作業受委託の推進等、農地の保全と生産性の

向上を図るため、集落営農体制の確立を目指し、協定を締結した。

共同取組活動とし農用地の管理では、高齢化により耕作が困難になった農地等（約

１ha）を共同で維持管理している。景観形成等の取り組みとして、近隣集落と連携し

てフラワーロード事業に取り組み、県道及び村道沿線にマリーゴールド、ベゴニア、

サルビアを植栽し、景観の向上に資している。

、 、 （ ）水路 道路の維持管理への取り組みとして 農業用水路 ベンチフリューム250mm等

８０ｍを自力施工している。

協定の活動は、代表、副代表２名、１２名の団地代表者及び事務局（事務担当及び

会計担当）をもって推進委員会（役員会）を構成し、定期的な会議を実施するととも

に協定全体の意志把握と統一に努めている。

〈耕作が困難になった農地の維持管理〉 〈農作業受委託図〉
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 田46.7ha 周辺林地の下草刈り 農業機械の共同購入･共同利用（ ）

（約0.4ha 年1回） （機械の共同購入・共同利用

個別対応 推進の説明会開催 年１回 )（ ）

共同取組活動

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 年2回 清掃、草刈り 景観作物作付け

・道路 年2回 草刈り （県道、村道にフラワーロ 農作業の受委託の推進（15ha)

（ ）ード(約2km）を設置） 協定内9.3ha 協定外5.7ha

共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（年２回及び随時）

個別対応

隣接する集落と連携して、地域の農村景観への取り組み集落外との連携：

３．特徴ある農地の保全管理の取組

農用地の管理等について協定締結面積が広範囲にわたるため、協定地を１２団地に

編成し、それぞれの団地ごとに責任者を置いており、農用地の維持管理等通常の活動

は、団地単位に共同で作業をしている。

対象農用地は、土地利用現況図及び農作業受託図を作成し、計画的に受委託に活用

しており、平成１６年度では協定面積の内９．３ｈａを受託し、協定外の面積も５．

７ｈａ作業受託している。

今後は、認定農業者８名を主とした農地の受委託等を活用し、計画している目標達

成に向け取り組んでいる。

［平成16年度までの主たる効果］

○高齢化により耕作が困難になった農地等の維持管理（約１ha）

○土地利用現況図及び農作業受委託図の作成し、受委託の推進

作業受託面積１５ｈａ（協定内９．３ｈａ 協定外５．７ｈａ）

○隣接集落と連携してフラワーロード（約2km)の取り組み

○農業用水路の自力施工（ベンチフリューム250mm等：８０ｍ）
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＜農地の保全管理に特徴のある事例＞

景観形成による集落のコミュニティーづくり○

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県栗原郡花山村 北ノ前
くりはらぐんはなやまむら きたのまえ

協 定 面 積 田 畑 草地 採草放牧地
1.6ha 水稲，ﾊｽ，菖蒲，野菜 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
34万円 共同取組活動分 農道・水路の管理・点検等 30％

(50％） 生産性向上・担い手定着 15％
リーダー育成 5％

協定参加者 農業者 4人

２．活動の内容の概要

北ノ前集落は、全12世帯のうち小規

模で営農している農家が４戸ある集落

である。農地の８割が平泉時代の花山

寺跡（村指定文化財）遺跡上にあるこ

とから、ほ場の整備が進められない状

況となっている。小面積の水田で、し

かも排水不良であることから将来耕作

放棄地となるのではと心配されていた

が、平成12年度より本制度が発足した

ことを契機に、集落協定を締結し、集

落全体を巻き込む農地を活用した景観

〈畦畔に水仙を植裁〉づくりに取り組むこととした。

制度２年目に県のモデル集落として指定を受け、集落に自生している「野ハナショ

ウブ」の増殖に努めたほか、集落を走る国道沿いにプランターを置く活動にも交付金

を活用した。さらには集落にどのような植物が生育しているのか、またどのような植

物が生育に適するのかについて、集落の点検作業を兼ねながら集落ウオッチングマッ

プ及び保全マップを作成した。

将来の集落の農地等の保全や景観の形成について、地域の人々による目標（保全マ

ップ）ができ、共同活動や話し合いが制度発足時よりもスムーズに行われるようにな

った結果、水田畦畔への「水仙 「彼岸花」の植栽・増殖に取り組んでいる。また周辺」

の林地の草刈を実施し、文化財に配慮した農地の保全に向け作業を進めている。

将来は文化財を中心とした公園化も考え、集落を訪れる人達にうるおいの場を提供

しながら、山菜等を栽培することにより交流を図りたいと考えている。
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 担い手定着活動

農地の耕作・管理 田1.6ha 周辺林地の下草刈り 農地の面的集積(話合いの実施)（ ）
(約0.1ha 年3回）

個別対応 共同取組活動
（野花菖蒲箇所は共同） 共同取組活動

その他の活動
水路の管理 ・花植栽地の除草
・水路2.5km、年2回 ・畦畔への景観作物植栽 ・花山寺跡地清掃管理

清掃、草刈り ・集落に生息する植物の名称や
共同取組活動 案内板の設置

共同取組活動
共同取組活動

生産性･収益向上活動
農地法面の定期的な点検
（年2回及び随時） 農作業の受委託推進

(話合いの実施）
共同取組活動

共同取組活動

３．ふるさと保全マップの作成・実践

地域の人々による目標（保全マップ）

作成時には、集落の長所を見つけ集落全

体で共有を図り、具体的な将来の集落の

姿をイメージしながら、集落の文化遺産

に配慮した農地の保全に向け作業を進め

。 、た 個人の思いを保全マップに集約させ

。集落全体の合意形成がより良く図られた

保全マップの作成・実践により植栽した

花や永年性草木は、地域の人にとっても

〈ふるさと保全マップ〉毎年花の咲く時期が楽しみとなり、交

流活動が活性化してきている。

こうした活動を通して、みやぎ地域おこしマイスター（三島氏）を介し、亘理

町称名寺より大賀ハスと椎の木（天然記念物）の実生より育てた苗木の提供を受

けることとなった。今後さらに、周辺整備を進め、イベントの企画等で都市との

交流促進を図って行くこととしている。

これまでの活動の成果が形となって現れた結果、少しずつではあるが保全マッ

プの実践に向け、地域がまとまり作業を進めていくこととしている。

[平成16年度までの主な効果]

○地域の人々の目標を集約し、集落ウォッチングマップ及び保全マップを作成

○集落に生育している植物の名称や案内板の設置

○多面的機能増進活動に伴う景観の保全(H16は、亘理町称名寺より大賀蓮･椎の苗木を譲り受け植栽)
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＜農地の保全管理に特徴のある事例＞

○農業施設の共同管理、農用地利用集積の推進

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県由利本荘市 上川内第２
ゆりほんじょうし かみかわうちだい

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
71ha 水稲、ソバ － － －

交 付 金 額 個人配分分 32.0％
608万円 共同取組活動分 農地法面、農道、水路の点検等 20.2％

68.0％ 多面的機能増進活動（景観形成作物作付） 5.9％（ ）
生産性向上・担い手定着（会議） 11.9％
リーダー育成 2.3％
農用地に関する事項（畦畔の除草） 22.7％
その他（事務費・水路改修基金積立） 5.0％

協定参加者 農業者 79人

２．活動内容の概要

当地域の４集落において、集落を越え農用地を持つ農家や農業従事者の高齢化、離

農等から、農道・水路等施設の維持や農用地の荒廃が懸念され、各集落や集落合同で

の話し合いを重ねた。複数集落によって構成されることで共同取組に支障がないか等

の意見もあったが、将来的には地域人口の減少も予想されることから、地域全体が相

互に支え合って農用地保全と集落維持を推進するため、合意が形成され協定締結に至

った。

当地域は、交付対象地・非対象地が混在しており、関連する水路・農道等の施設の

規模や管理形態も広域に渡るなど、平等な同一管理が難しい面もあるが、集落の互助

体制の強化を目的として対象外農用地にも管理費用を支払うことで、地域が一体とな

った取組を実施している。取組を具体化するため、各集落ごとの事業計画と広域的な

計画とを持ち寄って相談し、段階的な実現を図っている。

また、認定農業者の確保など担い手育成の呼びかけを行い、将来的には協定地域で

の作業集団等の設立を目標に、地域を支える体制整備の環境作りをしている。

〈環境美化運動（ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞの植栽 〉 〈水路の補修〉）
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[活 動 内 容]

農業生産活動 多面的機能増進活動 その他の活動

水田等の耕作･管理(田71ha) 団地周辺草刈り(5カ所、7ha） 農用地情報管理

（パソコン１台購入）

個別対応 共同取組活動

共同取組活動

水路・農道等の管理 景観形成作物作付け

(水路農道補修60m､水路農道草刈 （公共施設周辺２箇所、町道

り4.5km､農業用水ため池補修) 沿い500mにｺｽﾓｽ・ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ等

の植栽）

共同取組活動

共同取組活動

野ネズミ被害防止

(畦畔等への駆除薬設置）

共同取組活動

老人クラブ・子供会も参加し、ゴミステーションや町道沿線に花を植栽する等、集落集落外との連携：

全体で環境美化に取り組んでいる

３．農地の保全管理に係る取組

交付金配分を共同取組活動に多く充てることにより、非対象農用地についても病害

虫防除の草刈り（一斉作業）を行い、集落全体での連携した管理作業の効率化や、農

業者間の協調性と互助的意識の向上が図られた。

また、パソコンの購入により、集落内農用地等の情報整理が容易となり、農用地の

利用集積に向けた体制を整えることができた。

集落の課題として、将来的に担い手不足に陥ることが懸念されており、基幹的農作

業（田植、収穫等）の効率化を図るため、農作業の受委託、担い手への利用集積を推

進するとともに、集落営農組織の設立に向けた農業機械の共同利用等を今後の目標と

位置づけ、集落マスタープランを作成することとしている。

［平成16年度までの主な効果］

○認定農業者の新規確保 ２名

○水路農道管理（草刈り） 4.5km

○景観形成（コスモス・ひまわり植栽） 施設周辺２カ所、町道沿い500m
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＜農地の保全管理に特徴のある事例＞

○農道整備の実施

１．集落協定の概要

市町村･協定名 愛媛県西予市三瓶町 津布理
せいよしみかめちょう つ ぶ り

協 定 面 積 田（0％） 畑(100％) 草地 採草放牧地

47ha － かんきつ類 － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

545万円 共同取組活動分 リーダー育成 4％

50％ 集落会合費 2％（ ）

鳥獣害駆除設備費 1％

水路･農道管理費 11％

農用地管理費 29％

研修費 3％

協定参加者 農業者 80人

２．活動内容の概要

、 、当地区は 中央に河川が流れ左右に山の急斜面を切り開いた樹園地での温州みかん

中晩柑を中心とする柑橘地帯である。かんきつ栽培のための灌漑施設の整備、共同利

用、病害虫防除の共同作業等の必要性から、集落において連帯意識が高まりつつあっ

た。このような集落の機運と地元の農業委員の働きかけにより集落協定の締結に至っ

た。

そして、集落で農地の耕作・管理、水路・農道の管理、鳥獣害対策として柵や電気

柵の設置、農業機械の共同購入・共同利用等に取り組んだ。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理（畑47ha） 周辺林地の下草刈り 農業機械の共同購入･共同利用
（約0.5ha、年1回） （機械の共同購入・共同利用

個別対応 推進の説明会開催 年１回 )（ ）
個別対応

共同取組活動
水路・作業道の管理
･水路2.9km、年2回 清掃､草刈 景観作物作付け
･道路5.6km、年4回 草刈 (菜の花を県道脇に作付け 農作業の受委託の推進）

（農作業受委託についての説
共同取組活動 共同取組活動 明会開催（年１回 ））

共同取組活動
農地法面の定期的な点検 （水管理は各農家）
（年２回及び随時） 農業構造改善事業で整備

した直売施設との連携に
共同取組活動 よるｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑの推進
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３．農用地の保全管理の取組

重機の使用や積極的な集落協定者の参加により、農道の管理がなされ、車両の乗り

入れがスムーズになっている。重機により農道法面の草を一気に刈り取り、その後を

参加者が刈り取られた草を掃いて、農道の路面や斜面をきれいに整備している。刈り

取れなかった草は、参加者が持ち寄った草刈機で丁寧に刈り取っている。共同機械の

利用により、手作業のときの半分の人数、半分の時間で、作業を行うことが出来、格

段に効率化が進んでいる。また、作業が同時に大勢で行われるので、天候や通行車両

の影響を受けにくく、また作業後は参加者が一同に会し、情報交換などのコミュニケ

ーションの時間に当てている。

また、その他の活動として、当集落では、農作物の鳥獣被害に悩まされており、イ

ノシシ防止用の柵や電気柵を設置している。

右の写真は捕獲用檻で捕らえたイノシシの写真である。今年度においては、子供の

イノシシを二匹と、体重60㎏を超えるイノシシを三匹捕まえることが出来た。

しかし、捕獲檻に対するイノシシの学習性のため捕獲数が年々減少しており、電気

柵や鉄筋柵の整備が急がれている。園地毎に柵を設置したのでは効果が薄いため、現

在集落間で柵の設置範囲について、熱心に協議を進めているところである。

〈農道の補修・清掃活動〉 〈鳥獣害対策におけるイノシシの捕獲〉

［平成16年度までの主な効果］

○集落の農用地の管理体制について地図を用い、管理方法、担当者等を明記し、協定者の余暇が以前

の1.1倍に増加するなど効率的な体制を実現

、 、○集落での大型機械の共同利用による農道整備の効率化・低コスト化により 機械導入以前と比べて

半分の人数、半分の時間で作業をすることが出来た。

○イノシシ防止用の柵及び電気柵の設置により鳥獣被害を防止し例年の被害に対して％の減少となっ

た。
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＜農地の保全管理に特徴のある事例＞

○景観作物の作付や農道のコンクリート舗装を実施

１．集落協定の概要

市町村･協定名 愛媛県東温市 下 林
とうおんし しもはやし

協 定 面 積 田（99％） 畑（1％） 草地 採草放牧地
57.9ha 水稲・麦・野菜 野菜 － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
1,029万円 共同取組活動分 農道水路の維持管理 5％

（50％） 農道改修（舗装） 8％
多面的機能増進活動（約6ha） 3％
積立金等 34％

協定参加者 農業者 128人、2土地改良区（構成員321人）

２．活動内容の概要

当地区は近年の厳しい農業情勢に加え、少子高齢化により農業後継者不足が懸念さ

れていたが、平成４年度から施行されていたほ場整備事業が平成12年度竣工されたこ

とにより、安定した農業経営の確立や地域の活性化が期待されるようになった。

このほ場整備事業の推進母体となっていた地元土地改良区が中心となり、耕作放棄

地の発生防止や多面的機能を確保しつつ、安定した農業生産活動の維持を目指して協

定を締結した。

当集落では、多面的機能増進のための景観作物（レンゲ）の作付推進や、農作物の

品質保持及び農作業の効率化を図るため、ほ場整備内の農道（砂利舗装）をコンクリ

ート舗装に改修するなどの活動に取り組んできた。また、機械コストを低減し、生産

性の高い農業経営の実現を図るため、共同利用機械購入に向けた集落内での話し合い

や先進地視察研修を毎年実施するなど、活発な取り組みが行われるようになった。

［活 動 内 容］

農業生産活動 多面的機能増進活動 その他活動

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り ・農道舗装（約400ｍ）

（57.9ha） (毎年)1回） 砂利をｺﾝｸﾘｰﾄ舗装へ改修

個別対応 ・協同利用機械購入に向けた

共同取組活動 先進地視察研修を毎年実施

農道：4月（清掃、草刈り） 共同取組活動

水路：4．9月（簡易舗装） 景観作物の作付け

4 7月 清掃 草刈り レンゲを約6ha作付け． （ 、 ）

共同取組活動 共同取組活動
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３．特徴ある農地の保全管理の取組

集落内の農道は砂利舗装が多く、耕作車等が通るたびに粉塵が舞い上がり周辺農作

物に付着し品質や生産性の低下を引き起こしたり、運搬中の振動が激しく荷傷みが生

じていたが、農道をコンクリート舗装に改修したことにより、農作物の品質向上と生

産性が向上した。また、大雨による農道の流亡がなくなり農道補修にかかる労力と維

持管理費の節減を図ることができた。この舗装作業には協定参加者のほか集落内の非

農家も参加し、生コン等原材料費は市からの補助を受け今年度までに約400ｍの舗装を

行なうことができた。

このほか、農用地の持つ多面的機能の維持及び景観形成保全のため、地力増進につ

ながるレンゲの作付けを推奨し、適正な農用地の維持管理を呼びかけた結果、集落内

の農用地約６haに作付けされ、地域ぐるみで農用地保全や景観形成の意識が芽生える

ようになった。

〈非農家も参加し農道を改修〉 〈景観作物（レンゲ）の作付〉

[平成16年度までの主な効果]

○景観作物（レンゲ）を約６ha作付し、多面的機能の増進を図った。

○ほ場整備内の農道（約400ｍ）をｺﾝｸﾘｰﾄ舗装に改修したことで、農作物の品質向上及び農道の維持管

理経費の節減等、農業生産活動の向上が図られた。

○協同利用機械購入に向けた先進地視察研修（約30人が参加）を実施し、集落営農に向けた集落内での

話し合いが活発になった （16年度までの積立金：約1,300万円）。
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＜農地の保全管理に特徴のある事例＞

○花いっぱい運動とイベントの開催で地域の活性化

１．協定締結の概要

市町村･協定名 佐賀県 鳥栖市 神辺地区上の車
と す し こうのえちくうえのくるま

協 定 面 積 田(100％) 畑 草地 採草放牧地

5.4ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 48％

113万円 共同取組活動分 道路水路管理費 24％

52％ 多面的機能増進活動 19％（ ）

リーダー育成 9％

協定参加者 農業者 14人

２．活動内容の概要

農業生産活動として、農地の法面の点検、柵等の設置等による鳥獣被害防止対策、農

道、水路の維持管理を行っている。

今回の集落協定締結を機に、共同活動の一環として、急傾斜の法面に景観作物を植栽

、 「 」 。するなど 集落を花でいっぱいにしようと 花いっぱい運動 に取り組むようになった

また、水田を活用して都市住民や地元の幼稚園児を対象としたイベントを開催し、都

市と農村との交流に取り組んでいる。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 田5.4ha 景観作物等作付け 鯉やうなぎのつかみ取り大会（ ）

（転作作物等としてあじさ を開催

個別対応 い、れんげ等を約800㎡作 （小学生を中心に毎年７月に

付け、れんげの開花時期 田に水を張り鯉やうなぎの

には幼稚園児を招き自然 つかみ取り大会を開催）

水路・作業道の管理 に親しむイベントを開催）

・水路0.8km、年2回、清掃、 共同取組活動

草刈り

・道路0.4km、年4回、草刈り 共同取組活動

共同取組活動

農地法面の定期的な点検 鳥獣害適正防止

（年５回） （防護柵1,150mの設置）

共同取組活動 共同取組活動
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３．農地の保全管理の取組

当集落は、昭和56年度にほ場整備を実施したが、近年、法面や水路等の老朽化が進ん

でおり、特に必要なところについては共同作業により修復を行ってきた。

地域内の農業従事者は他の中山間地域と同様に高齢化が進んでおり、後継者不足で耕

作者の確保も難しい中、農用地の保全管理を第一の目標として本制度を導入した。農地

の法面崩壊を未然に防止するための定期的な点検、協定農用地への柵・ネット等の設置

による鳥獣被害防止対策等を行うとともに、急傾斜の法面に、あじさいやつつじ、桜等

の景観作物を植えて農地の保全を図っている。

また、次世代を担う子供たちに土に親しんでもらうことを目的に、田に水張りし、鯉

やうなぎなどの「つかみどり大会」等のイベントを開催し、都市と農村との交流に取り

組むなど、農地の多面的機能の増進を図っている。

〈景観作物の植栽作業〉 〈鯉・鰻つかみどり大会の開催〉

［平成１６年度までの主な効果］

○ 鳥獣害による被害の減少（防止柵1,150ｍの設置）

○ 水路・農業道の継続的な維持管理 年２～４回

○ 農地の法面崩壊を未然に防止するための定期的な点検 年５回

○ 「花いっぱい運動」の展開

景観作物(あじさい､つつじ､桜等)、緑肥作物(れんげ)の作付け 計800㎡（300本）

○ 水田を利用した鯉・鰻つかみどり大会の実施 総参加数80名
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＜農地の保全管理に特徴のある事例＞

○集落まるごと囲んで獣害防護柵設置

１．集落協定の概要

市町村･協定名 大分県宇佐郡院内町羽馬礼
うさぐんいんないまち は ば れ

協 定 面 積 田（99％） 畑 草地 採草放牧地

16.7ha 水稲 野菜等 － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

351万円 共同取組活動分 獣害防止柵の共同設置 50％

（50％）

協定参加者 農業者 15人

２．活動内容の概要

院内町羽馬礼集落は院内町の南端、恵良川の最上流にあり、標高470ｍ～540ｍの山間

地に位置している。

主産業は農業（水稲作）と林業であるが、担い手の高齢化に伴い、生産活動の継続が

困難になることが懸念されており、山林に囲まれた立地条件からイノシシやシカによる

農作物への被害が大きく、生産活動意欲の低下を招いていた。

このような状況の中、獣害の被害を減少させ、集落の農地保全、生産意欲の向上を図

ることを目的として協定締結を行った。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 文化の伝承活動

（田16.7ha） （0.4ｈａ） ・観音様祭り

・おせったい（弘法様）

個別対応 個別対応 ・盆踊り

共同取組活動

水路・作業道の管理

清掃、草刈り（年２回）

共同取組活動

獣害対策：防護柵の管理

5,150ｍ

共同取組活動
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３．特徴ある農用地の維持管理の取組

本集落ではイノシシやシカによる農作物の被害が年々増加し、一夜にして農作物が

壊滅するなど集落住民は大きな被害を被っていた。そこで、平成13年度から協定を締

結し、県が推進する「誇りと活力ある村づくり1000プロジェクト」の取り組みと連携

した獣害対策用の柵を設置することとした。

イノシシやシカは夜行性であるため、駆除が困難であるとともに、従来の電気柵で

は電線への草の接触によるショートを防止するための草刈りが必要などの保守・管理

作業が大変であることから、電気柵より管理が容易で丈夫な鉄製のフェンスを用いて

防護柵を設置した。防護柵として鉄製のフェンスを用い、農用地だけでなく集落全体

を囲むよう設置した。

防護柵の総延長距離は 5,150ｍになり、集落そのものを囲い込んだため、農作物へ

、 。の被害が激減し 農用地の保全が図られるとともに生産意欲の向上につながっている

〈防護柵の設置状況〉 〈集落入口道路への防護策設置（開閉式 〉）

［平成16年度までの主な効果］

○鉄製フェンス防護柵の設置：5,150ｍ

○防護柵の設置によるイノシシ、シカの農作物被害の減少

被害面積：10ha(取組前) → ３ha（H16）



- 23 -

＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○無人ヘリコプターによる共同購入・共同防除の取組

１．集落協定の概要

北海道芦別市 新 城３市町村･協定名
あしべつし しんじょう

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

76ha 水稲、そば等 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

1,563万円 共同取組活動分 農地法面、農道、水路管理 19％

50％ 多面的機能増進活動 1％（ ）

生産性・収益性の向上、担い手定着等 30％

協定参加者 農業者 19人

２．活動内容の概要

傾斜地の多い本地域では、農作業による労働加重等による問題が発生し、離農や耕

作放棄地の発生が懸念されるため、対象農地に係る法面の点検・草刈りも共同取組活

動として位置付け、非交付対象者も参加し集落全体で実施している。

特に主要農作業の一つである防除作業は、無人ヘリコプターの導入によって、適期

防除や作業の軽減が図られた。

また、休耕する畑地帯には、土壌流亡や雑草を抑制する効果も期待できる緑肥作物

（アンジェリア）を作付けし、年々面積を増加しながら景観作物としても利用してい

る。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・法面草刈点 景観作物の作付け 農業機械・施設の共同購入
検（田76ha） ・休耕の畑地に景観緑肥 ア ・無人ヘリコプター１台（

ンジェリア を作付 5ha ・集会所建設１棟） （ ）
個別・共同取組活動

共同取組活動
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路の草刈り（年１回） 農作業受委託・共同作業
・水路補修工事 ・無人ヘリコプター共同防除
（トラフ設置1.5㎞等） （60ha×3回）
・農道の草刈り（年２回） 担い手育成、確保 ・土壌改良資材の共同購入・

・農業法人視察研修（13名） 共同散布（10ha）
共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動

集落会館の建設により、他地域からの交流の場（農作物の作付体験、収穫等の拠点）集落外との連携：
として開放している。
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３．機械農作業の共同化の取組

当時、芦別市でも無人ヘリコプターで防除する組織があったが、機体の更新や適期

防除など不安な面も多々あり、また、新城地域は傾斜地が多いため防除作業が大変で

あった。このため、新城地域全体で購入を考えたが、比較的平坦地の集落で参加はな

く、隣接する１集落との共同購入となった （Ｒ－ＭＡＸ：１機）。

導入後は、集落の全域を防除する結果となったため、水稲防除の省力化が図られ、

他の作物への労力分散につながった。また、適期防除が可能となり集落内の米の製品

仕上がりが概ね均一となった。今後は、規模拡大に向けた若手オペレータの育成を図

り、畑作への適用も視野に入れている。

しかし、機体のメンテナンスや保険などの維持管理コストが予想以上の負担（約600

千円／年）となり、既存の防除組織との協力体制が必要と感じている。

〈無人ヘリコプター（Ｒ－ＭＡＸ）による農薬散布状況〉

４．認定農業者育成の取組

本制度の共同取組活動を通じて、集落営農への意識向上を図るとともに、更なる生

産に係る労力やコスト削減を図るため、法人化を視野に入れた類似地域への訪問研修

や農業経営改善支援センターの指導を受けている。

［平成16年度までの主な効果］

○対象農用地をはじめとする水路・農道の適正な管理

○水路補修工事（土水路からトラフ装工への整備：1.5㎞）

○景観作物の作付けによる雑草抑制効果（アンジェリア5ha）

○集会所建設による他地域との交流促進（体験農園に20人参加）

○無人ヘリコプターによる共同防除（60haで実施（協定農用地面積の79％ ））

○認定農業者の育成（３名）
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○コントラクター組織の設立・運営による農作業の効率化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 北海道広尾郡忠類村 忠 類
ひろおぐんちゅうるいむら ちゅうるい

協 定 面 積 田 畑 草地（100％） 採草放牧地
3,027ha － 牧 草 －－

交 付 金 額 個人配分分 20％
4,738万円 共同取組活動分 多面的機能増進活動 10％

（80％） 生産性・担い手の定着 60％
その他 10％

協定参加者 農業者 114人

２．活動内容の概要

忠類村では、一部地域で共同作業が実施されているほかは、村全体で事業を実施す

るような共同化の意識はあまり高くなく個別作業が主流であった。

しかし、農業労働不足、高齢化等の問題が少しずつ表面化していることもあり、長

年の検討事項であったコントラクター事業（飼料生産受託事業）の実施が可能となっ

たことから、集落協定を締結した。

集落の考え方を尊重し、農業者自身で構成された「集落代表者会議」を設立し、広

域な協定を締結するための合意形成が進められた。

また、集落内においても共同取組活動などを勉強するため、北海道が実施する集落

代表者会議への積極的な参加、他市町村への先進的事例調査等を実施した。

その他、集落協定の会計経理などを適正に行うため、集落代表者会議に事務局を設

置し、専従職員２名で事務に当たっている。

また、農業用廃棄物等の処理により環境美化の意識向上など、全村的に今後の農村

環境整備に対する取組が浸透してきている。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 農業用廃棄物の処理(92ｔ) コントラクター事業の実施
(3,027ha） (381ha)

共同取組活動
個別対応 共同取組活動

景観作物の栽培（3,107ｍ）
水路・農道等の管理 土壌改良剤の散布等
・確認、調査 共同取組活動 （222,060㎏）

共同取組活動 共同取組活動
農村環境整備
・花壇設置等（91箇所）

共同取組活動
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３．機械・農作業の共同化の取組

平成１３年度の協定締結を契機に交付金を活用して農作業機一式を購入し、労働力

不足・労働負担軽減対策としてコントラクター組織を設立した。

スタートしたコントラクター事業の作業内容は、平成１６年度には、１番牧草収穫

作業（３８１ｈａ 、２番草収穫作業（１６６ｈａ 、コーン収穫作業（８７ｈａ 、堆） ） ）

肥散布作業（９戸 、尿散布作業（１５戸 、堆肥移動作業（２戸）等を実施した。） ）

集落の地区代表が集まり、具体的な活動事例などの情報交換により、共同取組活動

推進の意識向上につながったことやコントラクター組織が設立されたことにより、農

作業の負担軽減が図られたことと農家個々の所有作業機械の削減が図られるなどの効

果があった。

なお、協定を締結することにより、薄れがちだった「話し合い」が復活し、将来の

ことを話し合える気運がでてきたことにより、集落協定を締結している農業者のみの

話し合いではなく、全村的な意識改革が図られたことにより、平成１７年度からＪＡ

においてもコントラクター事業を取り組むまでに至った。

〈コントラクター事業による牧草収穫・尿散布作業〉

［平成16年度までの主な効果］

○コントラクター事業の実施による営農の効率化・低コスト化381ha）

○集落での農業用廃棄物等の処理による環境美化の意識向上（処分量92ｔ）

○集落の農用地の管理について計画的に土壌改良剤(222,060㎏)、草地更新(159ha)を行い、協定地の

土壌健全化を実現
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○機械の共同利用及び共同作業による効率化

１．集落協定の概要

市町村・協定名 岩手県岩手郡葛巻町 上外川－１
いわてぐんくずまきまち かみそでがわ

協 定 面 積 田 畑 草地（100％） 採草放牧地

35ha － － 牧草 －

交 付 金 額 個人配分分 0％

136万円 共同取組活動分 農業機械の共同利用 100％

（ ）100％

協 定 参 加 者 農業者 6人

２．活動内容の概要

上外川－１集落（６戸）の対象農用地は、標高1,000mに位置する急傾斜と緩傾斜地か

らなる草地である。本制度発足以前から、農業用機械施設の共同購入及び共同利用を実

施していたが、既存の集落活動の強化及び新たな共同作業の推進を図るため、集落協定

を締結した。

共同取組活動としては、共同機械を利用した共同作業や地力の増進と堆きゅう肥の

有効活用を図るため、畜産農家と耕種農家との連携により、堆きゅう肥の施用を実施

し、良質な牧草の生育に努めている。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作･管理 草地35ha 堆きゅう肥の施肥(草地35ha) 共同機械の購入・利用（ ）

（ﾄﾗｸﾀｰ2台､ﾃｯﾀﾞｰ1台）

共同取組活動 共同取組活動

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 年１回 清掃･草刈り オペレーターの技術向上

・道路 年１回 清掃･草刈り 認定農業者の育成 (農業後継者3名の研修会

(5名→6名：協定参加者全員) （年1回）への参加)

共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動
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３．機械、農作業の共同化の取組

機械・農作業の共同化の取り組みの主な内容は、乳牛の飼料となる牧草の刈り取り

作業である。本制度を活用して、トラクター２台、テッダー１台を共同購入し、既存

、 、のロールべーラー１基と含めて共同利用したことにより 作業時間の短縮化が図られ

効率良く共同作業が行われるようになった。

作業の効率化が図られたことによって、人件費の節約と無駄なく牧草の刈り取りが

できるようになったことから、生産性・収益性の向上につながっている。

また、良質な牧草を生育するため、カウコンフォートに係る研修会へ農業後継者３

名の参加などオペレーターの技術及び知識向上を目的とした研修会に派遣している。

この当地域は、本制度発足以前から、受け皿としての採草搾乳組合が存在したこと

から、共同作業を実施してきたが、作業時間の短縮等、効率的な共同作業が一層推進

されるようになった。

今後は、農業後継者（３名）も定着してきていることから、農業後継者の育成とし

て技術及び知識向上に努め、作業の共同化、機械の共同利用を一層推進し、将来にわ

たり持続可能な集落の活動を目指すこととしている。

〈牧草の共同作業〉 〈共同購入したテッダー〉

[平成16年度までの主な効果]

○認定農業者の育成（６経営体）集落協定者全員が認定

○トラクター２台、テッダー１台の共同購入及び共同利用

○地力向上の取組及び堆きゅう肥の有効活用（草地35haに施肥）

○技術向上のため研修会へ農業後継者３名参加（カウコンフォート研修会）

○道水路の清掃及び草刈りの定期的な実施（年１回）
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○機械利用組合を核とした共同機械利用の取組

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県山形市 上野中山間管理組合
やまがたし うわのちゅうさんかんかんりくみあい

協定面積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

53．3ha 水稲 － － －

交付金額 個人配分分 ４７％

1,119万円 共同取組活動分 共同利用機械購入費 ３６％

592万円 ５３％ 多面的機能増進活動費 １１％（ ）

研修会費・その他 ６％

協定参加者 農業者112人､上野町内会､上野活性化協議会､龍湖土地改良区､上野農事実行組合､上野機械

利用組合､ＺＡＯスカイワーク(防除組合)､ＵＡ育苗(上野育苗)

２．活動内容の概要

当集落は山形市の南東部名峰蔵王山麓に位置し、戸数200戸余り、平均50ａ程の小面

積を耕作する第２種兼業農家が中心の農業集落である。

各農家の耕作面積も少なく，高齢化が進行する中、地域の多くの農家が参加している

機械利用組合や防除組合を中心に、制度対象の有無に係わらず地域保全は全員でとの考

えから、既存の営農集落の範囲で協定を締結した。また、近隣の集落協定（上野若瀬）

と｢上野中山間直接支払制度運営委員会｣を結成し、活動方針や今後のあり方等について

話し合いを実施している。

共同取組活動として、共同機械の購入や

オペレーター研修、担い手育成、機械の共

同利用化、作業の受委託や共同化を図って

おり、他にも道水路管理、畦畔等の農地管

理や多面的機能増進活動として、景観作物

の作付や花壇造り、流しそうめん祭りやそ

ば祭り等イベントを通しての都市住民との

交流(グリーン・ツーリズム)に取り組んで

〈児童との花壇環境整備〉いる。

〈代掻きの共同作業〉
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［活動内容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 田53.3ha 景観作物作付け 共同利用機械の購入・共同利用（ ）
（コスモスを約１ha作付） （協定参加の機械利用組合によ

、 、個別対応 るコンバイン フォークリフト
、 ）共同取組活動 軽トラック ラジコンヘリ購入

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路、春に点検整備 沿道の花壇造り・管理
稲作期間は水管理常時 （蔵王第２小学校、児童養護施
・道路、春に点検整備 設山形学園、やすらぎの里（特 農作業オペレーターの養成
(機械による刈払い) 老）なども参加。ﾅｽﾀﾁｭｰﾑ,ｻﾙﾋﾞ （後継者育成のため研修参加，

ｱ,ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ等6000株を定植） 免許取得への助成）
共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動

農地法面の定期的な点検(随
時） 流し素麺祭り（約1200人の入 農作業の受委託

場 、蕎麦祭り、豆腐・味噌作 （機械利用組合による委託）
共同取組活動 り等のイベントによるグリーン の他参加団体による共同防除，

・ツーリズムの推進 水稲苗の供給などを実施 ）。

共同取組活動 共同取組活動

３．機械・農作業の共同化に係る取組

、 、 、機械・農作業の共同化に係る取組として 機械利用組合と連携して コンバイン４台

フォークリフト１台、ラジコンヘリ１機、ヘリ運搬用軽トラック１台、草刈のインプ

ルメント１基、トラクター４台、軽トラ１台、ライスセンター（50ha）などの共同機

械の購入や、オペレーター研修、担い手育成、

機械の共同利用化、作業の受委託や共同化を行

っている。耕耘・代掻き作業は約30ha、ラジコ

ンヘリ等による共同防除(病害虫防除)は約50ha、

刈り取り収穫作業は約35ha、籾乾燥・調製は約4

0haを受託し、毎年増加している。今後は、さら

に農用地の集積化を図ることとしている。

〈ラジコンヘリの共同購入〉

［平成16年度までの主な効果］
○ 共同利用の機械購入による機械利用組合の活動が充実。
○ 大型機械の共同利用による営農の効率化･低コスト化｡(協定面積の50％以上で実施)
○ そば祭り等のイベントを通じて地域の交流が図られ、協力体制が確立。
○ 景観作物の作付け、花壇の整備等で学校や福祉施設，都市住民との交流により、地域の環境形成が
図られ地域が活性化。

○地元で収穫した大豆を使って、豆腐や味噌を作る講習会を実施。(国民文化祭H15年)
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○地域農業の自立を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県東田川郡朝日村 中 村
ひがしたがわぐんあさひむら なかむら

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
57ha 水稲・ソバ － － －

交 付 金 額 個人配分分 47％
1,200万円 共同取組活動分 リーダー育成費 7％

53％ 農道、水路の補修 16％（ ）
共同機械購入 10％
その他 20％

協定参加者 農業者 29人

２．活動内容の概要

中村集落は朝日村の中心部より北約８㎞に位置し、月山や湯殿山に近い中山間地域で

あり、冬期には積雪が３ｍ以上にもなる豪雪地帯である。集落内の農地は、傾斜が大き

く作業効率の悪い農地がほとんどであることから、耕作放棄地が増加し、将来の集落の

農業が懸念されていた。

このため、遊休農地の解消と生産コストの軽減の必要性から集落協定を締結し、本制

度に取り組むこととなった。

共同取組活動としては、対象とならない集落内の農地や周辺の林地の維持管理につい

ても、参加者総出により共同作業等を実施している。

また、集落に残る伝統芸能「中村神楽」を今後も保存していくため、共同取組活動費

で衣装やノボリの購入も行っている。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理（田57ha） 周辺林地の下草刈り 農業機械の共同購入･共同利用
（約6ha、年1回） (コンバイン3台､トラクター2台)

個別対応
共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路8km､年3回 清掃､草刈 伝統芸能の保存活動(中村神楽)
・道路10km､年2回 草刈

新規就農者の確保･育成 共同取組活動
共同取組活動 (新規作物の苗の無償支援)

共同取組活動
（ ）農地法面の点検 年２回､随時

共同取組活動

集落内の連携:２つの共同機械利用組合との共同機械の共同利用
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３．機械・農作業の共同化に係る取組

制度開始以前より集落内で組織化が行われていた３つの共同機械利用組合があり、そ

の組合を中心にコンバイン（３台）やトラクター（２台）などの大型農業用機械を共同

購入し、共同利用している。

集落の将来の担い手を育成するため、新規就農者に対しての支援として、行者ニンニ

ク、うるい、みょうが、りんどう等の特色ある転作作物にも取り組みやすいように、苗

を無償で提供している。

〈共同機械による共同作業〉

〈水路の共同作業〉

［平成16年度までの主な効果］
○ 農家集落の農用地の管理体制について地図を用い、管理方法、担当者等を明記し、効率的な体制
を実現

○ ３つの機械利用組合が２つに統合され、稲刈り等の作業受委託等共同化への意識が高まり、農業
生産法人化を目指している。

○ 新規就農者の確保（１名）
○ 共同機械（コンバイン３台）の共同利用による収穫面積（47.9ha）
○ 受託組合への農作業受委託（1.4ha)


