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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○機械の共同利用によるソバを中心とした地域づくり

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県天童市 田麦野
てんどうし たむぎの

協定面積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

－ － －33.8ha 水稲､ソバ、ネギ

交付金額 個人配分分 50％

583万円 共同取組活動分 水路・農道の維持管理費 11％

(50％) 共同利用機械購入費 23％

多面的機能増進活動費 10％

その他 6％

協定参加者 農業者46人、田麦野そば栽培組合（構成員4名 、山口・田麦野土地改良区田麦野維持管理）

委員会

２．活動内容の概要

協定以前は、山村振興等農林漁業特別対策事業等

により、農道や集落公園の整備等のハード事業に取

り組んでいたが、小規模経営、農業者の高齢化など

地域農業が抱える課題の解決や、農業者個人の経営

状況を改善するまでには至っていなかった。

こうした状況を踏まえ、集落営農や目指すべき集

落の将来像を実現するため、田麦野地区山村振興協

〈ネギの栽培〉議会、田麦野地区地域づくり委員会の委員が中心と

なり、合意形成を図り、協定の締結に至った。

交付金を有効活用するため、集落営農や集落の将

来像について、話し合いを行いながら活動に取り組

んでいる。具体的には、水路・農道の管理や整備、

農村景観を醸成するための稲杭掛け等を実施してい

る。

また、転作田を利用したネギ等の生産による高収

益型農業の推進や、ソバ用コンバイン等の共同利用

〈稲杭掛け〉機械の導入により労力の軽減を図っている。

新規作物として導入したソバについては、田麦野

そば栽培組合が地域農業の担い手となって機械の共

同利 用を推進し、栽培面積の増加や地域の特産品

化を実施 している。更に、ソバを中心とした地域

づくりを目指 して、ソバを活用したイベント「１

日そば屋」等により都市住民との交流を促進し、地

域の活性化を図っている。

〈コスモスの植栽〉
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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33.8ha 景観作物の作付け 農業機械の共同購入・共同利用（ ）

（道路沿いにコスモス （そば用コンバイン1台・畦塗

個別対応 を植栽約0.1ha） 機1台・ロールベーラー1台）

共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路10km､年2回 清掃､草刈

・道路10km､年1回 草刈 農村景観の醸成 高付加価値型農業の推進

砂利敷700m/年 （稲杭掛けの実施） （ネギ2.9ha・食用菊0.1ha）

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）

共同取組活動 田麦野そば栽培組合による農業受委託

（収穫作業:25ha）

１日そば屋の開催による都市住民との交流促進（参加者約300人）集落外との連携：

３．機械・農作業の共同化の取組

田麦野集落では、田麦野そば栽培組合を中心として集落の環境に適合する新規作物の

ソバを導入し、地域の特産品として振興している。ソバを特産品化するためには、栽培

面積の拡大による生産量の増加を図る必要があることから、機械化による労働力の軽減

と作業の効率化を図るためソバ用コンバインを導入した。コンバインの共同利用を推進

することで設備投資の抑制による経費の削減を実現し、高収益型農業を確立している。

さらに、資源の有効活用が叫ばれる中、ロールベーラーを導入し、積極的に資源循環

型農業の展開を実施している。

また、中山間地域の農地については、畦畔が崩壊する危険性が高いことから、畦塗機

を導入し、共同利用を進め、畦畔の補修による農地の保全を図っている。

このように、共同利用機械の整備により、高収益型・資源循環型農業を展開するとと

もに、農地の保全を進めることで地域農業の振興を図っている。

［平成16年度までの主な効果］

○高付加価値型農業の推進としてねぎの栽培（2.9ha 、食用菊の栽培（0.1ha））

○農村景観の醸成として稲杭掛けの実施（5.3ha）

○多面的機能増進活動として景観作物であるコスモスの植栽（0.1ha）

○機械の共同利用（ソバ用コンバインの利用面積 2.5ha）

○１日そば屋の開催による都市住民との交流促進（参加者 約300人）
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○共同機械の購入で農作業の省力化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 静岡県掛川市 原田久居島
かけがわし はらだひさいじま

協 定 面 積 田 畑（100％） 草地 採草放牧地

7.5ha － 茶 － －

交 付 金 額 個人配分分 0％

87万円 共同取組活動分 共同機械購入費 100％

（100％）

協定参加者 農業者 10人

２．活動内容の概要

(1)協定締結の経緯

農地の大部分を茶畑が占める当地区では、急傾斜地の中山間地域という厳しい条件の

ため機械化が思うように進まず、特に茶木の更新作業等、茶園管理に伴う作業が著しく

負担となっていた。また、農家人口の減少・農業従事者の高齢化による担い手不足も進

行していた。

このような背景のもと、現状を打破すべく、若手農家が中心となって地区内の農地を

集落で維持・管理していくとともに、作業負担の軽減を図ることを目的とした集落協定

が締結された。

(2)取り組みの内容

農家10戸が共同使用する茶園の更新（中切り）用機械（フリーハンマー：乗用型茶園

剪枝機）を導入するとともに、高齢化等により機械の操作が困難な農家のため、オペレ

ーターの養成を行っている。

また、地域内における共同利用機械の格納庫等の共同管理を実施し、定期的に農業用

水路の清掃や周辺の草刈り等を全員で行っている。

〈購入したフリーハンマーと協定参加者〉
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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(畑7.5ha) 周辺林地の下草刈り(年3回) 農業機械の共同購入･共同利用

・フリーハンマー(乗用型茶園

個別対応 個別対応 剪枝機)

共同取組活動

水路・作業道の管理

年6回(清掃､草刈り)

共同利用機械の格納庫の建設

共同取組活動

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

(年1回及び随時)

共同取組活動

３．機械・農作業の共同化に関する取組

剪枝作業は、茶葉や枝を含めて一度全部刈り取る作業であり、機械を導入しなければ

相当な重労働であるが、常時使用する機械ではなく、個人で購入するには高価な機械で

あるため導入に至らず苦慮していた。そこで、交付金を活用して共同利用する乗用型茶

園剪枝機を導入したことにより全協定面積（7.5ha）の作業の機械化が実現した。当機

械の導入により、機械の進入路整備が必要な茶園では、自主的に段差解消の整備が行わ

れ、農作業の機械化がさらに促進された。

また、乗用型茶園剪枝機を格納する倉庫が必要と考え、集落の話し合いにより、材料

費を交付金で対応し、建築自体は協定員全員で行った。これにより、集落の団結が一層

強くなるなど集落機能が強化された。

さらに、オペレーターの育成事業に若手後継者が興味を示し、積極的に参加するなど

の動きもあり、今後、地域の担い手不足の解消にも繋がるのではないかと期待される。

［平成16年度までの主な効果］

○重労働であった剪枝作業の大幅な省力化 （7.5haで実施（協定面積の100％ ）。 ）

○乗用型茶園剪枝機の導入により新たに進入路の整備が促進され、機械化が一層促進された。

○乗用型茶園剪枝機の格納倉庫を協定員全員で建築するなど、団結が一層強固になった。
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○営農組織による機械の共同利用

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岐阜県恵那市(旧明智町)野志
え な し の し

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
26ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 0％
353万円 共同取組活動分 集会施設建設（積立） 100％

（ ）100％
協定参加者 農業者 39人 （うち営農組合加入者 38人）、

２．活動内容の概要

平成５年にほ場整備が実施され、これを契機に地区内の38名により、野志営農組合

が組織され、地区内においてコンバインによる農作業の受委託を行っていた。

過疎化が進み、町の高齢化率28％という問題を抱えるなか、さらに共同作業を推進

し、農地を保全するために営農組合を主体とした集落協定を締結した。

平成12年度に本交付金を利用して協定参加者全員を対象に草刈機を購入し、畦畔、

水路、農道の草刈りなどの管理を行っている。高低差があり、作業が困難な農地や農

道の法面等においては、共同で助け合って管理作業を行っている。

また、多面的機能増進活動として水田0.1haに景観作物としてコスモスの植栽を行っ

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26ha 周辺林地の下草刈り 農業機械の共同購入･共同利用（ ）
（約0.2ha、年1回） （協定者全員に草刈機を購入

個別対応 39台 引き続き農業機械 コ（ ）、 （
ンバインの共同利用を図る。)

個別対応
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路1.0km、年4回 景観作物作付け

清掃、草刈り （景観作物としてｺｽﾓｽ 農作業の受委託の推進
・道路1.0km、年4回 草刈り を約0.1ha植栽） （20ha）

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動
（水管理は各農家）

農地法面の定期的な点検
（年２回及び随時） 定年帰農者の受け入れ

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

本交付金によって草刈機を購入したことで、農地、道路、水路の管理作業の効率化

が図られ、共同作業の回数も年２回から４回に増加した。

また、集落内の話し合いの回数も増え、集落の活性化や農作業に関することなどに

ついて活発な話し合いがもたれるようになった。営農組合が組織された当時からコン

バインによる農作業の受委託（20ha）が行われており、今後、さらなる農作業の受委

託を推進するための話し合いを進めている。

将来的には、トラクターを共同で購入するなど効率的な営農が一層推進されること

が期待される。

〈 畦畔、水路、農道の適正な管理 〉

［平成16年度までの主な効果］
○農業機械共同利用の推進
農業機械（コンバイン）を共同利用することによる低コスト化

○共同作業の推進
協定参加者全員に草刈機を購入し、共同作業の推進
（協定締結前２回／年 現在４回／年）

○集落での話し合いの活発化
・集落での話し合い回数が増加（話し合い活動協定締結前２回／年→現在４回／年）
集会施設の建設（積立中 、トラクターの購入今後の集落の活性化や営農方法などについて活発な）

話し合いを実施
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○共同利用機械施設の設置を行った取組

1．集落協定の概要

市町村･協定名 奈良県奈良市阪原町
ならしさかはらちょう

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
33ha 水稲、小麦、コスモス － － －

交 付 金 額 個人配分分 0％
690万円 共同取組活動分 ミニライスセンター建設資金、共同機械購入等 100％

（100％）
協定参加者 農業者108人、生産組織 1、水利組合 7

２．活動内容の概要

阪原町は第２種兼業農家の割合が高いが、農業には積極的に取り組んでおり、耕作

放棄地も少なく広範囲にわたり面的な団地性を有した地区である。平成２年度に１区

画20～30ａ程度の県営ほ場整備事業に取り組み、平成６年１月には阪原営農組合を結

成した。当該地域は担い手組織や営農組合が密接に地域の農業に携わっており、農地

の集積を推進している地域であり、営農組合が中心となり協定締結に至った。地域の

農地は集落全員で守るべきとの観点に立った活動に取り組み協定内に農地を所有して

いない農家も集落協定に参加している。

［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・管理 田33ha 周辺林地の下草刈り 担い手への集積（ ）
年1回 面積17ha

個別対応 個別対応 営農組合活動

水路・作業道の管理 直売所の運営 オペレーターの育成
3月・9月簡易補修 （毎週土日開設） 目標 5名
7月草刈り 体験農場（イモ掘り）
水路清掃
5・7月草刈り 営農組合活動 共同取組活動

4月清掃

コスモス･レンゲの 共同利用施設の設置
共同取組活動 植え付け ライスセンター

10月コスモス花祭り 200㎡ 1棟

農地法面の定期点検 営農組合活動
随時 共同取組活動

営農組合活動

共同取組活動
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３．機械・農作業の共同化の取組

共同利用施設として、地域農業の発展

を図るべく交付金全額を積み立て、その

大半を充てて建設に至ったミニライスセ

ンターが平成16年８月末より稼働を開始

し、担い手農家をはじめ地域農家全員の

負担軽減を図る体制づくりが進んだ。

〈ライスセンター〉

４．農作業の効率化推進の取組

営農組合結成当初から担い手農家への全面委託･基幹作業受委託による農地利用集積

を進め、平成16年度において集積面積は約17haとなっている。

５．都市住民との交流の取組

景観形成作物の作付としてコスモスの集団栽培を継続実施し、これを利用して毎年

秋に地域イベントとして「コスモス花祭り」を行い、都市住民との交流を図っている

〈コスモス花祭り〉 〈地域農産物直売所「コスモスの里 〉」

［平成16年度までの主な効果］

○景観作物の作付よる地域の活性化

・コスモスの作付（150ａ）

・ コスモス花祭り」の開催「

○体験農園等による都市農村交流と推進

・10月 保育園児によるサツマイモ掘り（226名）

・農産物直売所（2月～12月 計92回営業）

○共同利用機械施設の設置

・ミニライスセンター竣工（8月28日、同29日稼働開始）

16年度利用実績 乾燥調整（玄米）1818袋

○担い手への集積（17ha）
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○農業機械の共同化で営農活動の維持存続

１．集落協定の概要

市町村･協定名 島根県大田市 飯 谷
おおだし いいだに

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

12ha 水稲、大豆、ソバ他 － － －

交 付 金 額 個人配分分 30％

246万円 共同取組活動分 水路・農道等の維持管理、事務費その他 23％

（70％） 多面的機能増進活動（景観作物作付け等） 13％

農業機械の共同購入・利用 34％

協定参加者 農業者 30人

２．活動内容の概要

、 、 。当地区は 急傾斜田が協定面積の８割を占める地域で 農作業の困難な地域である

また、農業従事者の深刻な高齢化、担い手・後継者不足という問題を抱え、農地維

持管理が難しく、従事者にかなりの負担を強いられていた。中山間地域等直接支払制

度の導入を契機に、農業機械の共同購入、共同利用を行っている。さらに、耕作放棄

田を利用してソバや大豆を耕作し、ブランド蕎麦の原材料、手づくり豆腐として地元

に供給している。

［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・管理（田12ha） 周辺地域･道路の清掃､草 農業機械の共同購入･共同
刈（年２回 実施） 利用

個別対応
共同取組活動 共同取組活動

水路・農道の清掃、草刈り、補修
等管理 収穫した大豆で豆腐作り 無人ヘリコプター等によ

る防除作業
共同取組活動 共同取組活動

共同取組活動

転作作物として大豆を作付け(10a) 景観作物作付け(ソバ20ａ)

共同取組活動 共同取組活動

（ ）農地法面の定期的な点検 年５回

共同取組活動 地元会員に安価で販売

地域の「高山蕎麦の店」と連携し、地場産農産物として販売。
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３．農作業の共同化に向けた取り組み

、 。 、交付金の約４割を農業機械の共同購入 利用に充てている 高齢者でも扱いやすく

個人ではなかなか取得できない乗用タイプのものを購入し、協定農用地面積のほぼ３

割の田の耕起・整地に使用している。また、無人ヘリコプター等を用いて、集落全体

の耕作田の農薬散布を共同で行っている。これにより、農家の経済的負担や農作業に

係る労力が軽減され、生産費の削減につながっている。来年度は、収穫調整用農業機

械としてコンバインを購入する予定である。

４．地場産農産物の加工販売の取組

耕作放棄田を利用してソバや大豆を耕作しており、集落の景観維持や農地の活用を

行っている 収穫したソバは 会社を定年退職した有志が生きがいの場として営む 高。 、 「

山蕎麦の店」と連携し、この地域のブランド蕎麦として、近隣だけでなく、噂を耳に

した都市部の客で味わわれている。また、大豆は、水のきれいな土地柄もあり、豆腐

として加工し、地域住民に安価な値段で販売している。

現在の取り組みは、集落活性化に有効であるものの、非常に規模が小さい。そのた

め今後、生産規模や販路の拡大を目指し、市や農協等関係機関と連携し、検討してい

くこととしている。

〈共同購入した機械で転作田の整地〉 〈大豆の調整作業〉

［平成16年度までの主な効果］

○乗用トラクター等の共同利用による営農の効率化・低コスト化

（約3haで実施（協定農用地面積の30％）無人ヘリコプタ―については耕作田全域）

○水路、農道の適正管理による農地保全と良好な景観の形成（景観作物0.2ha作付け）

○転作作物のソバ、大豆を使った地場産加工品を販売 （ソバは連携店で販売）。

○代表者を中心とした定期的な会議を持ち、地域ぐるみでの農地保全と景観形成の意識が芽生えた。
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○機械の共同利用を核とした集落活動のステップアップ

１．集落協定の概要

市町村･協定名 香川県香川郡香川町 天 神
かがわぐんかがわちょう てんじん

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

12.5ha 水稲、小麦、大豆 － － －

交 付 金 額 個人配分分 51％

263万円 共同取組活動分 先進地視察研修 4％

49％ 獣害対策 10％（ ）

共同利用機械経費 35％

協定参加者 農業者 27人、生産組合 １

２．活動内容の概要

当集落は、基盤整備を契機に設立した「天神農業生産組合」の活動のステップアッ

プを図るため協定を締結した。

生産組合が中心となりブロックローテーションによる小麦の集団転作の推進、農作

、 。業機械の共同化 集落を中心とした地元小学生の体験農園の実施などを行なっている

また、農地の管理体制の効率化を図るマップ作成、集落の継続的な農業生産活動等

のためのマスタープランを作成している。

［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

農地の耕作管理(水田12.6ha) 周辺林地の下草刈り 農作業の受委託(3.6ha)

(年1回)

個別または生産組合対応 生産組合対応

共同取組活動

水路・作業道の管理 農業機械共同利用(22.33ha)

・水路、年2回、清掃･草刈り 堆肥の施用 ｺﾝﾊﾞｲﾝ2台､麦踏み機､ﾄﾗｸﾀｰ2台

・道路、年2回、草刈り

個別対応 生産組合対応

共同取組活動

体験農園の開設（5a） ブロックローテーションの実施

農地法面の定期的な点検(年2回)

共同取組活動 生産組合対応

共同取組活動

マスタープランの作成

鳥獣害防止策設置(囲い罠2箇所) 農地の管理マップの作成

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

生産組合の共同利用機械を強化するために、交付金を活用して自脱型コンバイン1台

を購入した。また、個人所有機械の更新を行なわないことにして、共同利用機械の利

用を推進している。オペレーターの専門化を図り機械の耐用年数の延長、生産組合に

「機械施設班」を設置し維持管理の強

化を図っている。さらに将来の機械の

更新を見据えて利用料の１部を積み立

てている。

こうした共同利用機械の利用システ

ムにより、土地利用型作物の生産コス

トの低減と多様な担い手育成確保につ

ながっている。

〈共同利用機械による小麦の収穫〉

４．学校等教育機関との連携の取組

平成12年度に近隣の小学生を対象に、

地域の特産物である大根の収穫やこん

にゃくの加工体験を実施し、将来を担

う子供たちに対して農業･農村が持つ多

面的機能等の理解促進に努めた。

〈小学生に対する農作業体験学習〉

５．集落マスタープラン等作成の取組

毎年度当初に農業機械や農作業受委託を効率的に実施するため、生産組合の機械施

設班において組合員からの要望を調整した農作業管理マップを作成している。

さらに、平成13年度に生産組合活動の一層のステップアップを目指し、既存の生産

組合の特定農業法人化を柱としたマスタープランを作成し、現在、話し合いを進めて

いる。

［平成16年度までの主な効果］

○生産組合活動のステップアップ

・大型機械の共同利用による営農の効率化･低コスト化(12haで実施(協定農用地面積の96％))

・農作業受委託(共同利用面積に含む)：16件、3.6ha

・小麦の栽培：3.6ha

○自分達で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

○小学生に対する農作業体験農園の開設(平成12年度)

○集落の継続的な農業生産活動等のためのマスタープランを作成
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○機械の共同購入による多面的機能増進に向けた取り組み

１．集落協定の概要

市町村･協定名 愛媛県北宇和郡吉田町 河内上
きたうわぐんよしだちょう かわうちかみ

協 定 面 積 田 畑（100％） 草地 採草放牧地

58ha － 柑橘 － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

672万円 共同取組活動分 生産性・収益向上 16％

（50％） 水路・農道管理費等 18％

多面的増進活動 11％

リーダー育成、その他 5％

協 定 参 加 者 農業者 87人

２．活動内容の概要

当地区は吉田町の西部に位置しており、樹園地は真ん中に平地を挟んだ２つの山であ

り、急傾斜山成、及び段畑で構成されている。

また、当地区は国営南予用水事業の受益であり県営畑地帯総合整備事業でスプリンク

ラーの自動化施設が（平成１２年度～１４年度）整備され、現在共同利用施設として管

理されている。しかし、近年は、みかん価格の低迷や高齢化、後継者不足等大変厳しい

状況の中で、柑橘産地の生き残りを欠けて、品種不良園、老木園等を高品質果実生産の

基本である優良品種への改植や急傾斜地農業の作業効率を高めるための生産基盤の整備

を行なうことを目的として、本制度を導入することとなった。

当集落では、水路、道路の共同管理や堆きゅう肥の施肥や共同利用機械の購入、担い

手への農地の集積などの活動を行なっている。

［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

水田等の耕作・管理(畑58ha) 堆きゅう肥の施肥(年1回) 高付加価値型農業の推進
共同機械の購入、視察研修等

個別対応 共同取組活動
共同取組活動

水路・作業道の管理
道路5.7km 年2回 利用権設定による面的集積
･出役に応じた日当配分 (2.9ha）

共同取組活動 共同取組活動

農地法面の定期的な点検(定
期的に実施)

共同取組活動
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３．機械・農作業の共同化の取組

柑橘産地としての高品質かつ高付加価値な品種への移行を目的として交付金を活用

し共同利用機械を購入することとした。

１５年度はユンボ２台を購入し、集落ぐるみで優良品種への改植を積極的に行って

いる。また、今年度は枝葉粉砕機を購入し改植から出る廃材の有効利用に取り組んで

いる。

枝葉粉砕機の購入で廃材をチップにし、樹木の周辺にまくことで雑草の発生を抑え、

湿度を保ち、良質な堆肥として利用し樹勢維持・回復・強化が期待でき、高品質ミカ

ンの生産につながった。

今後も高品質果実の安定生産を行うため、さらなる共同利用機械の導入を積極的に取

り組む見込みである。

〈共同利用の機械（枝葉粉砕機 〉）

［平成16年度までの主な効果］

○共同機械を購入することで作業効率を図ることができた。

○多面的機能の増進する活動で堆肥配布（5ha）を行い、樹勢維持・回復・強化が図れた。

○担い手への農地の集積を推進し、利用権設定により0.8haの農地が集積された。
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○機械の共同購入による農作業受委託に向けた取り組み

１．集落協定の概要

市町村･協定名 高知県吾川郡いの町 栃ノ瀬
あがわぐんいのちょう とちのせ

協 定 面 積 田（59％） 畑（41％） 草地 採草放牧地

6.5ha 水稲 花木、栗、野菜 － －

交 付 金 額 個人配分分 100％

110万円 共同取組活動分 ％

（0％） ％

協定参加者 農業者 25人

２．活動内容の概要

当地区は、基盤整備が完了し、比較的優良な農地が整備されており、生産性をより

高めていくことを目標としていた。そのため、若い農業後継者等による受託集団組織

である「ごほくもぐらクラブ （H12～）を中心として農地の生産性向上を目的に集落」

協定を締結することとなった。

協定締結後は、共同購入したコンバイン、乗用田植機等を利用して農作業の共同化

、「 」 、 。を図るとともに ごほくもぐらクラブ を活用して 農作業の受委託を推進している

［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・管理 周辺林地の下草刈り 農業機械の共同購入･共同利用

（ 、 、(田3.8ha、畑2.7ha） （約1ha、年1回） コンバイン1台 乾燥機1台

マニアロード1台、乗用田植機

個別対応 個別対応 1台購入）

共同取組活動

水路・作業道の管理

（ ）水路0.9km､道路0.3km､年2回

農作業の受委託

（ ）共同取組活動 もぐらクラブで農業の受託

共同取組活動

鳥獣害対策(防護策の設置) （水管理は各農家）

個別対応

集落外との連携

、 。○もぐらクラブは集落外の農地についても農作業を受託し 地区内外で活躍している
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３．機械・農作業の共同化の取組

平成12年度にコンバイン１台と乾燥機１台、平成13年度にマニアローダ１台と乗用

田植機１台を共同利用機械として購入し、効率的に活用している。

また、農作業の受託については 「ごほくもぐらクラブ」が中心となって集落内の高、

、 、 。齢者等の農作業を積極的に受託し 作業の効率化 遊休農地増加の抑制に努めている

集落協定を締結することによって地域の連携が密になり、農作業の共同化によって

農家の負担が大幅に軽減されている。

今後は、新しい取り組みとしてアイガモ米栽培に取り組み、環境・人に優しい米作

りを目指すこととしている。

〈農業機械の共同利用状況〉

［平成16年度までの主な効果］

○農作業の効率化、遊休農地の増加抑制

○地域間の連携の強化

○農家の負担軽減 → アイガモ米栽培等の環境保全型農業への取り組み

○農作業受託実績（H16 ：耕起 351a、田植え259a、稲刈り 630a、乾燥 1,144袋、籾摺り 250袋）
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○共有機械で作業の効率化を図る

１．集落協定の概要

市町村･協定名 福岡県三池郡高田町 飯田
みいけぐんたかたまち いいだ

協 定 面 積 田（47％） 畑（53％） 草地 採草放牧地

28ha 米 みかん・筍 － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

302万円 共同取組活動分 農業生産活動 9％

（50％） リーダー育成 4％

ポンプ場維持管理費 18％

共有機械取得費 19％

協定参加者 農業者 33人

２．活動内容の概要

高田町は県の最南端大牟田市の北部に位置し、有明海沿岸の温暖な気候と、山あり

谷あり、海ありの豊かな自然環境と農業資源に恵まれた町である。

、 。 、本集落は 町の東部の山間部に位置している この飯田集落は急傾斜地が多いため

作業効率や生産性が低く、また、農業従事者の高齢化も進んでいることから、農業は

農地の保全も含めて活動継続が厳しい状況であった。

、 、 。こうした状況にあって 集落の農地を守るため この制度を導入することとなった

協定での活動内容としては、多面的機能を増進する活動の一環として、レンゲ種を共

同購入して、協定参加農地一面にレンゲを咲かせており、また土壌流亡に配慮した営農

（等高線栽培）にも取組んでいる。そして、近年増加しているイノシシによる農作物へ

の被害を防止するため、集落で話し合い対策を検討している。さらに、共有機械（ミニ

バックホウ、樹木粉砕機）を購入し作業の効率化を図っている。

これらの効果として、以前は高齢化、後継者不足、農産物の価格低迷による耕作意欲

の低下等により耕作放棄地の増加が懸念されていたが、制度導入後、耕作意欲が湧き、

耕作放棄の防止につながっている。さらに、集落での話し合いが活発に行われるように

なり、地域が活性化した。

〈飯田集落のみかん園地〉 〈共同利用機械（ﾊﾞｯｸﾎｰ、樹木粉砕機 〉）
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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 景観作物作付け 農業機械の共同購入・共

(田13.8ha 畑14.8ha (レンゲを約9.5ha作付) 同利用（ミニバックホウ）

１台、樹木粉砕機１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 年2回

清掃、草刈り

・道路 年2回 草刈り

共同取組活動

３．機械・農作業の共同化の取組

本集落では、協定の当初の参加者17人で共同取組活動費の使い方を検討した結果、

排水機能の強化など農作業の効率化を図ることに決定し、そのために必要なミニバッ

クホウと樹木粉砕機を平成13年７月に購入した。

ミニバックホウについては、園地整備や水田の暗渠排水などに利用し、利用人数は1

0名程度で、年間数十回の利用がある。樹木粉砕機については、ミカンやスモモの剪定

クズを粉砕して処理している。利用者は10名程度で、一人当たりミカンで年間１回、

スモモで年間１回の利用がある。

［平成16年度までの主な効果］

○水路・作業道の清掃・草刈り回数の増加（年１回→年２回）

○集落の話し合い回数の増加（年１回→年２回）

○農業機械の共同利用（約2.9haで実施(協定農用地面積の10％)）
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○ミカン園の灌漑施設の整備

１．集落協定の概要

市町村･協定名 熊本県熊本市 東門寺
くまもとし とうもんじ

協 定 面 積 田 畑（100％） 草地 採草放牧地
76ha ﾐｶﾝ､ﾅｼ､ﾀｹﾉｺ

交 付 金 額 個人配分分 12％
724万円 共同取組活動分 共同利用施設整備（灌漑施設整備） 68％

（88％） リーダ育成、その他 10％
団体助成（国際交流団体等へ）研修会費 4％
道路・水路管理費、農地管理費 6％

協定参加者 農業者 52人

２．活動内容の概要

熊本市の北西部に位置する当地区は、標高100ｍから300ｍの傾斜地を利用した果樹栽

培（ミカン、ナシ等）が盛んな地域で、集落毎に農家組合が組織されており、本制度の

取り組みもこの農家組合を単位として行われている。

これまで、園内作業道の整備やスピードスプレイヤーの導入など農作業の省力化に向

けた取り組みが行われてきたが、山の中腹に広がる当地区の果樹園は、河川から離れて

おり灌漑・防除用水の確保が大きな問題となっていた。

そのため、本交付金を活用し、まず畑地灌漑施設の整備を行った。

また、集落のさらなる活性化のため、国際交流事業、優良品種や新技術の導入に伴う

知識の取得のための研修事業、効果的な農薬散布を行なうための害虫（カメムシ）の生

態調査、若手後継者の会や国際交流団体等への助成、地域内にある遺跡の保全管理のた

め草刈り・清掃等など様々な活動を行なっている。

３．共同利用施設の整備の取組

本集落のある熊本市芳野地域はミカン、ナシ等の生産が盛んな地域であるが、果樹園

の防除、灌漑用の水源確保が困難な地域であり、本集落においても離れた場所に共同の

小規模ボーリング施設しか無く、各々の畑まで運搬する作業効率も悪く、十分な水量も

確保できていなかった。

そのため、本交付金を活用し畑地灌漑施設

の整備を行なった。

既存のボーリング施設から用水をポンプア

ップし、給水できる畑灌漑施設を整備するこ

とになり、平成１４年度１月から工事に着手

し、同年４月に完成した。工事に際しては、

立木の伐採、整地等は自分たちで行い、事業

費の節減に努めた。

畑地灌漑施設〉〈
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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(畑76ha 周辺林地の下草刈り(20a､年2回) 生産基盤の整備(ミカン園の）
灌漑施設を整備（揚水配管:

個別対応 共同取組活動(集落農家全戸) 1,370m、貯水槽:300t ））

共同取組活動
水路・作業道の管理(ため 景観作物作付け(ﾂﾂｼﾞ10a植栽）
池1箇所､農道2.5km 年2回)

共同取組活動(集落全戸） 認定農業者の育成(農業後継
共同取組活動(非参加者含) 者クラブへの研究費助成)

共同取組活動
鳥獣被害防止対策（ｲﾉｼｼ
防護柵の設置、20a） 簡易基盤整備(果樹園内作業道路整

備：25ha(目標50ha)) 各種団体への助成(国際交流
共同取組活動 団体等への活動費助成)

グループ又は個別対応
共同取組活動

害虫対策（ｶﾒﾑｼ誘殺灯の
設置及び連絡体制整備）

共同取組活動

４．都市住民等との交流の取組

本集落の農業に対する理解の促進を図

るため、熊本市が受け入れているＡＬＴ

（外国語指導助手）や大学生など約300人

を対象に、農業体験や地元の食文化、子

どもたちとのふれあいなどを通して地区

の国際交流を進めた。

今後は、この事業をさらに発展させ、

一般の方にも参加してもらえる交流事業

にしていく予定である。

〈みかんの収穫体験〉

［平成16年度までの主な効果］

○ミカン園の灌漑、防除用水が確保され、作業の効率化、生産の安定、品質の向上につながった（受

益面積：45ha）

○基盤整備等の実施により生産性の向上を図られた （農道整備：25ha）。

○高品質果樹の生産により収益の向上が図られた （柑橘多孔性資材の敷設：20ha）。

○認定農業者の育成（14経営体）
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＜高付加価値型農業を実施している事例＞

○魅力ある集落づくりを目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 宮城県加美郡加美町 芋 沢
かみぐんかみちょう いもさわ

協 定 面 積 田（100%） 畑 草地 採草放牧地
25ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
461万円 共同取組活動分 農道・水路の管理・点検等（堰改修負担金含む） 33％

(50％） 目標達成活動・担い手定着 8％
その他（自然薯栽培・炭焼き） 9％

協定参加者 農業者 26人（対象24人・生産組織4団体）

２．活動の内容の概要

芋沢集落は、薬莱山の北麓、鳴瀬

川とに囲まれた自然豊かな集落であ

る。平成12年度から本制度がスター

トしたが、集落では既にその時点か

ら農地の保全意識が高く、耕作放棄

地は無かった。集落では本制度を多

面的機能増進のためとして位置づけ

取り組んだ。

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、共同取組活動を一層積極的に

〈炭焼き窯で造った炭を老人ホームへ寄贈〉行うべく、役員会等の話し合いを行

ってきた。

平成14年度には集落の名称にちなんだ自然薯栽培と集落が町から借りている山林を

活用した炭焼き窯作りを試みた。焼き上げた炭を地域に役立てるため、近くの老人ホ

ーム「やくらいサンホーム」へ寄贈している。

平成16年度は自然薯栽培について、前年の約３倍の作付け拡大を行い、栽培技術に

おいても向上が見られ、直売所（土産センター）での販売を行った。炭焼きの体制も

整備され、地元直売所での販売や社会福祉施設「ふれあいハウスわかば」との連携に

より、炭による室内用アクセサリーを制作し、地元直売所において販売を実施した。

協定締結を機に、協定参加者による共同活動や話し合いが増加し、自然薯栽培によ

り集落における就労の場を確保することができた。

今後は、直売所（土産センター）に芋沢の自然薯として出荷し、高付加価値農業の

実践や消費者との交流を推進していくとともに、炭焼き窯造りを通じた技術の伝承や

体験学習、グリーン・ツーリズム等に積極的に取り組む構想である。
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［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理(水田25ha 町借用山林の管理 自然薯栽培）
(年2回)

個別対応 共同取組活動
共同取組活動

水路・農道の管理 炭窯づくり（2回窯出し）
(江払い､草刈り 年3回) 生産性･収益向上活動

共同取組活動
共同取組活動 作業受委託の推進

(米:基幹3作業
A=1.7ha) 担い手定着等の活動

農地法面の維持管理
（年３回及び随時） 共同取組活動 認定農業者の育成(2名→7名)

共同取組活動 共同取組活動

３．高付加価値型農業の実践

自然薯栽培は 「芋沢集落」の名前の由来，

ともなっていたことから、平成15年度から

栽培に取り組んでいる。平成15年度は、自

然薯栽培の技術を確立させるため、農業改

良普及センターの指導・連携のもと、自然

薯栽培研修会を実施し、種芋の選定・土壌

・栽培手法等についての比較検討を実施し

た。

また、自然薯の収穫に併せて「収穫祭」

〈自然薯の収穫〉を実施し、集落の連帯感やコミュニケーシ

ョン向上にも繋がった。

平成16年度は、前年の成果をもとに約３倍の作付けを実施し、地域における作付け

面積拡大に努めた。また、栽培技術においても向上が見られたため、直売所での販売

を行った。

今後は、直売所（土産センター）に芋沢の自然薯として出荷し、高付加価値型農業

の実践や消費者との交流を推進していく予定であり 「集落の和」を大きく広げ「明る、

く楽しい芋沢集落」を目指すこととしている。

［平成16年度までの主な効果］
○農地等、農道・水路の維持管理の共同活動。
○自然薯栽培：芋沢という地名の由来を利用した自然薯栽培への取り組み。

将来は、加工して販売することを検討。
○炭焼窯作り：老人ホーム「やくらいサンホーム」や町のイベントへの提供

子供達への伝承と都市との交流の一環に組み込みを検討。今後は、県単の水浄化事業
への資材提供や、社会ふれあいハウス若葉への提供を行う予定。
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＜高付加価値型農業を実施している事例＞

○共同作業で国道の道路花壇整備、農道補修

１．集落協定の概要

市町村･協定名 秋田県仙北郡西木村 十 二 峠
せんぼくぐんにしきむら じゅうにとうげ

協 定 面 積 田(100%) 畑 草地 採草放牧地

3.15ha 水稲、そば － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％

66.1万円 共同取組活動分 農地法面、農道、水路の点検補修等 34％

（50％） 多面的機能増進活動（周辺林地の草刈） 10％

リーダー育成 6％

協定参加者 農業者 4人

２．活動内容の概要

十二峠集落協定は、山沿いの高低差の大きい農地を所有する農家４戸により平成12

年度に締結された。１戸当たりの農地は約78aで稲作中心の営農となっているが、山沿

いの農地のため生産効率は良くない。最近ではそばの栽培が盛んで、村内の物産販売

。 、施設等へ供給している また協定内でもそば打ちの技術を習得している参加者がおり

将来は自前で蕎麦屋の経営をしていきたいとしている。

農地は高低差が大きいため畦畔の法面も大きく、大雨の際は農道を雨水が流れるた

め洗掘され、崩壊が著しい。このため法面の草刈り、水路の泥あげ、道路の補修は個

々には対応しきれなかったが、協定を締結したことにより共同で作業を行ない、大規

模な補修にも協力体制が整った。また、対象地に接する国道105号線沿いにマリーゴー

ルドを植栽し、通行するドライバーの目を楽しませている。

〈雨水により洗掘された農道の補修〉 〈国道沿いに植えられたマリーゴールド〉
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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3.15ha 周辺林地の下草刈り 山振で整備した直売施設内で村（ ）
（約0.3ha、年1回） 内産のそばを提供しているそば

個別対応 研究会に玄そばを供給している
共同取組活動

個別対応
水路・作業道の管理
･水路500m､年2回 清掃､草刈り 景観作物作付け
･道路500m、年2回 草刈り (ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞを国道沿い 首都圏の森林ボランティアとの
洗掘箇所(ｱｽﾌｧﾙﾄ補修） に植栽） 林業体験交流

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動

３．高付加価値型農業への取組

、 、高付加価値型農業への取組としては ほうれん草とそばの栽培に取り組んできたが

ほうれん草栽培については後継者不足等からあまり伸びなかったが、比較的労力の掛

からないそばの栽培は順調に栽培面積を増やしている。その結果、平成12年度山村振

「 」興等農林漁業特別対策事業で建設した直売施設において提供されている 手打ちそば

の原料として、玄そばが供給されている。この直売施設でそば打ちをしている西木村

そば研究会の会長は本協定集落の隣接協定集落の協定者であり、将来は一緒に村内産

のそばを提供できる施設運営を目指すこととしている。

〈 〉 〈 〉都市の森林ボランティア等による体験交流 耕作放棄になりそうな山間部の農地へのそば栽培

［平成16年度までの主な効果］
○洗掘された農道のアスファルトによる補修（330ｍ）
○大規模な水路の補修（ヒューム管や木材による補強:300ｍ）
○景観作物の作付け（国道105号沿いにマリーゴールドを150ｍ植栽 。）
○首都圏からの森林ボランティアを招き、集落全体で林業交流体験を実施。
○そばの栽培（70a(協定全体の22%)→約112a(同36%)）
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＜高付加価値型農業を実施している事例＞

○有機肥料で良質茶の栽培

１．集落協定の概要

市町村･協定名 静岡県磐 田 郡 水 窪 町 大野
いわたぐんみさくぼちょう おおの

協 定 面 積 田 畑（ 88％） 草地 採草放牧地 (12％ )

4.2ha － 茶 － 牧草

交 付 金 額 個人配分分 50％

42万円 共同取組活動分 有機肥料の共同購入費等 50％

（ 50％）

協定参加者 農業者 13人

２．活動内容の概要

(1) 協定締結の経緯

大野集落は、お茶を中心とした農業経営を営んでいるが、茶園のほとんどが20度を超

す急傾斜地で、大型機械が入ることができないことから生産効率は低く、労働コストが

高い地域である。このため、付加価値を高めるため、一部農家では有機肥料による栽培

に取り組んでいたものの、さらに高付加価値農業を進めるには集落が一体となった取組

みが必要となっていた。

そのため、集落協定締結を契機に、当地域で農業を営む13戸の農家で、有機肥料の共

同購入による環境にやさしい良質なお茶の栽培に取り組むこととなった。

(2) 取り組みの内容

① 共同取組活動として毎年８月に水路の清掃と草刈りを実施。

② 当番制で毎週水道の点検、台風等の降雨時には見回りの実施。

③ 年に１回道路の簡易補修と草刈りの実施。

④ 有機肥料の共同購入による良質茶栽培の実施。

⑤ お茶摘み体験などのグリーン・ツーリズムの実施。

⑥ 町外からの新規就農者への支援。

〈お茶摘みの様子〉 〈協定集落の様子〉
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３．高付加価値型農業の取組

有機肥料の共同購入により、茶畑の全協定面積（3.6ha）において有機肥料による栽

培が実現したほか、農作業の受委託により茶園の遊休化対策が進められた。また、山

間地茶園の景観形成にもつながり、町外からの新規就農者が誕生した。さらに、最近

の取り組みとして、町の中核農業者協議会との協働により新規農作物のブルーベリー

栽培を始めるなどさらなる高付加価値型農業の推進を図っている。

今後に向けては、農業法人みさくぼアグリ倶楽部との連携により、集落一体となっ

たお茶摘み体験によるグリーン・ツーリズムの取り組みの模索を始めるなど、集落の

将来を見越した次への戦略に意欲が高まっている。

［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(畑4.2ha) 周辺林地の下草刈り(約1ha､ ・高付加価値型農業の推進

年1回) （有機肥料による良質茶､

個別対応 ブルーベリー）

個別対応 ・有機肥料の共同購入

水路・作業道の管理 共同取組活動

･水路1㎞ 年2回 清掃､草刈 茶摘み体験によるグリーン･

･道路3㎞ 年1回 簡易舗装､草刈 ツーリズムの実施

農作業の効率化推進のため

共同取組活動 個別対応 農作業の受委託(茶葉畑70a)

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

共同取組活動 柵、ネット等の設置による

鳥獣被害防止対策

個別対応

農業法人みさくぼアグリ倶楽部や水窪町中核農業者協議会、山振事業で整備した直売所との連携

［平成16年度までの主な効果］

○集落での有機肥料の共同購入により高付加価値型農業（3.6haで実施（協定面積の88％ ））

○他組織との連携による、グリーン・ツーリズム（茶摘み体験）の実施に向けた取組みがはじまった。

○農作業の効率化を推進するため農作業の受委託（70aで実施（協定面積の16％ ））

○水路、道路の共同管理（約3㎞）

○新規農作物のブルーベリーの導入（200㎡）

○新規就農者の確保（１名）
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＜高付加価値型農業を実施している事例＞

○シークヮーサーの生産振興に向けた取組

１．集落協定の概要

市町村･協定名 沖縄県名護市 勝 山
な ご し かつやま

協 定 面 積 田 畑（100％） 草地 採草放牧地
17ha シークヮーサー

交 付 金 額 個人配分分 0％
184万円 共同取組活動分 農産物宣伝活動費 27％

100％ 研修費・環境美化費 16％（ ）
その他（積立、リーダー育成等） 57％

協定参加者 農業者 33人、出荷組合（構成員32人）

２．活動内容の概要

① 協定締結の経緯

当集落は沖縄県本島北部の嘉津宇岳のふもとに位置し、古くからシークヮーサーの

栽培で有名なところであるが、農産物の価格低迷や農家の高齢化による不十分な肥培

管理等により、生産量は、最盛期の約600ｔから50ｔ前後にまで落ち込んでいた。

近年、健康ブームから、シークヮーサーが一躍注目を集めることとなり、県内外か

ら集落の特産品であるシークヮーサーに引き合いが殺到したが、集落内で若年層の農

業離れや遊休農地の発生等が顕在化する中、十分な対応を取ることができず、シーク

ヮーサーの生産振興に努めることで、協定を締結することにした。

② 取組内容

シークヮーサー生産農家を中心に集落の有志の話し合いをもとにして、シークヮー

サーの生産振興の様々な取組を行なった。さらに、集落活性化の取組として、草刈り

機の替刃や草刈鎌を無償で配布するとともに、集落道の清掃を住民総出で行った。

現在は 「花が咲き誇り蝶が舞う集落の創造」をコンセプトにトックリキワタ等の、

景観作物や蝶の幼虫の食草等も栽培している。

また、平成17年３月下旬「第１回勝山・シークヮーサー花香り祭」を開催し、安和

岳から嘉津宇岳一体に広がるシークヮーサーの畑をくぐり抜けられるように設定した

花見コースや、シークヮーサーのさわやかな花の香りが漂う新緑登山を楽しもうと市

内外から述べ1,500人が訪れ賑わった。

集落道の清掃作業〉 〈花香り祭新緑登山の様子〉〈
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［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 その他の活動

農地の耕作・管理 景観作物(ﾄｯｸﾘｷﾜﾀ)及び蝶 シークヮーサー出荷組合の設立

（畑17ｈa） (幼虫)の食草の植裁

土づくりの励行・摘果の奨励

個別対応 共同取組活動

青物を酢みかん用としての販売

集落総出での集落道の 産地産原料100%果汁の直接販売

清掃（年３回）

シークヮサーの積極的なPR 先進地視察(県内･県外)

共同取組活動

共同取組活動 共同取組活動

３．高付加価値型農業の取組

シークヮーサーの出荷組合を立ち上げ、直接支払交付金を原資に様々な活動を展開し

た。１年ごとに豊作と不作を繰り返す隔年結果を軽減するため、交付金で堆肥を購入、

無償配布し、土づくりを励行した。また、未だ青い酸味の強い時期の果実を、料理用の

酢みかんとして販売し、収益向上を図った。さらに、付加価値を高めるため、従来果汁

用原料として出荷していた果実の一部を外部委託し、産地産原料100％の果汁として直

接県内外への販売を開始した。また、健康食品としてのシークヮーサーをＰＲするため

広報活動も積極的に行った。

集落活性化のヒントを得るため、県内、県外の先進地視察を行い、村づくりのノウハ

ウも学んだ。

土づくり運動と酢みかん用の青物の収穫は、安定した収量をもたらすとともに、酢

みかん用の青物が予想以上に市場の反応がよく、単価の安い果汁原料用のみを出荷し

ていたころに比べ農家収益の向上につながった。

シークヮーサーの高付加価値化は、生産意欲の向上、適切な肥培管理の実施等につ

ながり、若い人たちも農業に関心を持つようになった。

交付金を活用したシークヮーサーの生産振興は、一時期最盛期の10％前後まで落ち

込んだ当集落の基幹作物であるシークヮーサーの生産量を、最盛期の60％程度にまで

回復させ集落の活性化に弾みをつけた。また、生産者自らによる生産から販売までの

取組は、地域の活性化という誇りと自信につながり、自然豊かな村づくりへと進行し

ている。

［平成16年度までの主な効果］

○ 農家所得の向上（酢みかん用の青物の出荷）

○ シークヮーサーの生産量の増加（約50t→300t(最盛期の10％→60％)）
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＜農産物の加工・販売、加工施設の利用を行っている事例＞

○山菜の栽培・加工と地元学による地域おこし

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岩手県下閉伊郡川井村 夏屋
しもへいぐんかわいむら なつや

協 定 面 積 田（64％） 畑（8％） 草地（28％） 採草放牧地
7.6 ha 水稲、リンドウ等 大豆、野菜、山菜 ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ、牧草 －

交 付 金 額 個人配分分 50％
124万円 共同取組活動分 農地・水路・農道等の管理 4％

（50％） 多面的機能増進活動 16％
生産性向上・担い手定着 9％
リーダー育成・その他 21％

協定参加者 農業者 11人

２．活動内容の概要

「 （ ）」 「 」地域全体で構成する 夏屋集会施設運営委員会 夏屋ろばた塾 を中心に 地元学

を通じて、地域住民が地域資源を再認識し、地元への愛着を深めるとともに、地域住

民の意識がひとつにまとまり集落の合意形成が図られている。

［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4.9ha 堆きゅう肥の施肥等（田4.9 高付加価値型農業の推進（ 、
畑0.6ha、草地2.1ha） ha 畑0.6ha 年1回 2t/10ａ ・花卉（リンドウ0.3ha）、 ）

（ ）・山菜 ｳﾄﾞ･行者ﾆﾝﾆｸ･ｳﾙｲ等
個別対応 共同取組活動

共同取組活動

水路・作業道の管理 地域づくりの推進
・水路2.9km、年2回 ・伝承文化の保存等 担い手の定着

清掃、草刈り ・地元学への取り組み ・認定農業者の育成（研修会
・道路3.0km、年2回 草刈り への参加）
橋梁補修（2箇所） 共同取組活動

共同取組活動
共同取組活動

集落内の組織との連携
農地法面の定期的な点検 （共同取組活動）
（年２回及び随時） ・地産地消型生産販売強化事業

・集会施設運営委員会（夏屋 による山菜の栽培･加工･販売
共同取組活動 ろばた塾） システムの実証

・夏屋鹿踊り郷土芸能保存会

集落外との連携
○川井村及び宮古農業改良普及センターとの連携（地産地消型生産販売強化事業）
○山菜等を「川井村やまびこ産直館」で販売（新山村振興等農林漁業特別対策事業）
○地域づくり団体との交流によるグリーン・ツーリズムの推進
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３．農産物の加工・販売による高付加価値型農業の取組

当地区には、川沿いに点在するわずかな農用地しかなく、農業従事者の高齢化が進

んでおり、高収益作物の導入が課題となっていた。

集落内で話し合いを重ねた結果、近隣に産直施設があることから、地域の特産物で

ある山菜を活かし、多品目少量生産及び高付加価値型農業に取り組むことにした。山

菜（ｳﾄﾞ、行者ﾆﾝﾆｸ、ｳﾙｲ等）の苗を購入するため、交付金を活用して各農家に配布し

山菜栽培を始めた。平成15年度には山菜加工施設を建設し、農業改良普及センターの

指導を受けて山菜の生産・加工・販売システムの実証を行い、商品化された山菜の加

工品が「夏屋ろばた工房」ブランドとして、近隣の産直施設やイベント等で販売され

ている。

今後は、山菜採り（観光ワラビ園）や、イワナ釣り等の体験受け入れについて検討

しており、グリーン・ツーリズムへの発展が期待される。

＜左 ：山菜（行者ﾆﾝﾆｸ）栽培状況＞

＜左下：加工状況＞

＜右下：山菜加工品＞

［平成16年度までの主な効果］
○地域づくりの推進（風の人派遣事業（県単事業）の活用による「地元学」の開催）
・屋号看板及び集落案内板の設置

○高付加価値型農業の推進（宮古農業普及センターとの連携）
・新規作物の導入…花卉（ﾘﾝﾄﾞｳ26a 、山菜（ｳﾄﾞ、行者ﾆﾝﾆｸ、ｳﾙｲ 50a））
・山菜の生産・加工・販売システムの実証（地産地消型販売強化事業）
・山菜加工施設の整備（村単事業）…１棟（A=50㎡)
・第25回岩手県ふるさと食品コンクール優良賞受賞

○橋梁の補修による耕作放棄地の防止…２箇所
○担い手の育成…認定農業者２名→４名
○体験農業への取り組み…山菜採り（観光わらび園）及びイワナ釣りの提供
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＜農産物の加工・販売、加工施設の利用を行っている事例＞

○地域渓流資源の活用｢ヤマメの加工販売｣で地域づくり

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山形県最上郡戸沢村 上台（開田）
もがみぐんとざわむら うわだい（かいでん）

協定面積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

16.2 ha そば、大豆ほか － － －

交付金額 個人配分分 50％

341万円 共同取組活動分 農道、水路管理費 17％

（50％） 共同利用機械購入費 10％

多面的機能増進活動費、その他 23％

協定参加者 農業者 22人、上台開田組合（構成員23人）渓流の里推進協議会(構成員7名)

２．活動内容の概要

当地域は、戸沢村の南部地区に位置する３集落43戸の地域である。

信仰の霊域である今神山自然環境保全区域の山裾にあることから、今熊山、浄の滝、

今神温泉、お池など熊野信仰の行場が特異な民俗的自然地域として保全されている。こ

れら地域資源の活用と交流を目的とした「南部民宿の里づくり」計画に合わせた「渓流

の里推進協議会」を平成12年に設立し、集落協定＝農業生産活動、渓流の里＝地域づく

り、としてスタ－トした。

協定活動内容として、既耕作放棄地の解消と農地の利用調整、畦畔の漏水対策、排水

不良田の解消、急傾斜農道の舗装など保全条件の整備が課題となり合意形成に至るまで

に多くの時間を要したものの、１・２年目にハ－ド整備、３年目に生産活動(集団転作

と共同作業化)などの年次計画による合意が図られ、協定締結となった。

〈ヤマメの燻製〉 〈リンドウの収穫体験〉
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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16.2ha 周辺林地の下草刈(約65a､年2回) ･共同機械の導入、利用（ ）

･畦畔漏水対策（9.9km） (トラクター1台、畦塗機1台)

･排水不良対策(水田明渠50a） 共同取組活動 ･汎用型コンバイン管理運営の受託

･既耕作放棄地の解消 49.35a (そば8.3ha、大豆0.4ha)（ ）

個別対応 ・里山体験グリーン・ツーリズ 共同取組活動

共同取組活動 ムの推進

原木ナメコ･リンドウ収穫体験

(参加者25人×2回) 渓流資源活用

水路、農道の管理 ・ﾔﾏﾒの養殖と販売燻製加工品づくり

・水路(4.6km)年2回 共同取組活動

・農道(4.2km)年2回 共同取組活動

共同取組活動

集落内の連携：渓流の里推進協議会」と連携し、地域づくりへの取組「

３．農産物の加工･販売の取組

渓流資源の活用は、地域にとって長年の懸案であり、キャッチアンドリリ－ス

の管理釣り場の設置等がされていたことから、サクラマスをなんとか特産にして

地域づくりに役立てたいとの思いから、協定の締結に合わせ平成 年に「渓流の12
里推進協議会」を設立した。

渓流の里推進協議会との連携により、協定参加者による親水公園を利用した渓

流魚ヤマメの養魚の実施や、村農産物直売組織との連携により女性たちの協力で

渓流まつり等において焼魚販売や簡易プ－ルでのつかみ取り等が行われた。さら

に、平成 年には販売量増加を図るため自前で加工施設を建築し、魚の調理や甘15
露煮、燻製商品に取り組み、年間５千匹程度の販売ができるようになった。

また、平成 年から「里山体験ツア－」を開催。原木なめこの収穫や協定団地での15
リンドウ摘みなどを実施し、１回あたり 名ほどの参加者があり、高齢農業者が指導25
役として活躍している。平成 年度からは、年２回の開催を計画している。17

［平成16年度までの主な効果］

○ 既耕作放棄地の解消（49.35a）

○ 漏水対策（畦畔9.9km）及び排水（水田明渠30a）対策の実施

○ 作物の栽培の団地化による作業の共同化と効率化

（そば8.3ha、大豆0.4ha、リンドウ0.3ha、ウルイ0.6ha）

○ 渓流魚の養魚、加工、販売で地域が活性化

（養魚数 15,000匹／年、加工販売数 5,000匹／年、釣り堀入込み客数 50人／年）



- 65 -

＜農産物の加工・販売、加工施設の利用を行っている事例＞

○紅そばを使った地域振興

１．集落協定の概要

市町村･協定名 岡山県久米郡美咲町 境
くめぐんみさきちょう さかい

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
47.9ha 水稲、そば等 － － －

交 付 金 額 個人配分分 50％
1,006万円 共同取組活動分 農業生産活動 25％

（50％） 多面的機能増進活動 5％
その他 20％

協定参加者 農業者 51人

２．活動内容の概要

境地区は、近隣に日本の棚田百選「大垪和西（おおはがにし）の棚田」がある典型的

な棚田地帯であり、過疎化・高齢化・担い手不足は深刻な問題となっている。

このような中、少しでも地域の活性化につながればと、平成12年度から制度に取り組

み、現在、境地区の４つの小集落の51人の農業者で活動している。

農業生産活動の継続や水路・農道の維持管理以外に、交付金を利用して鳥獣害対策と

、 。（ ）して 協定農用地の周辺に共同でイノシシ防護用電気柵を設置している 境地内12km

また、協定締結等を契機として、ソバ・コンニャク芋の栽培や、景観作物としてザク

ロ、姫リンゴ、ミカン、柿、イチジク、ユズ等を作付けしている。

さらに、ソバやコンニャクなどの地元農産物を原料とした加工販売に取り組み、農

産物の高付加価値化や地域の活性化に積極的に取り組んでいます。

加えて、協定を締結することで集落住民が“家族”となり、集まる機会が増え、様々な発想が生ま

れ、農業を中心に集落が活性化してきている。

［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 集落内環境整備 ・紅そば亭の運営
(田47.9ha) ・こんにゃく･豆腐の加工施設の運営

個別対応 共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理 景観作物作付け 農作業の受委託の推進
ｻﾞｸﾛ､姫ﾘﾝｺﾞ､みかん､（

共同取組活動 柿､ｲﾁｼﾞｸ､ゆず､そば 共同取組活動
(高嶺ﾙﾋﾞｰ ））

農地法面の定期的な点検 共同取組活動 境神社秋祭り（獅子舞、棒術）そば
(随時) まつり、もち投げ等のイベント実施

共同取組活動 共同取組活動
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３．都市住民等との交流の取組

以前の当地域は、水稲が主でこれといった特産物はなかったが、当制度への取組を契

、 、機として紅そばを栽培したところ 綺麗な花が咲き

収穫もできた。

これを契機に、ソバを題材とした「そば祭り」を

企画し、収穫したソバで、以前、地元で作られてい

たそばを再現して「境そば」として振舞ったり、加

工品（手作りコンニャク、豆腐、オコワ、漬物等）

、 （ 、 、 ）の販売 手芸作品 木工製品 竹細工 棚田写真等

の展示等を行ったところ、町内外からの多くの参加

者が訪れ、盛大に開催でき、今後も毎年開催する予

〈そば打ち体験の模様〉定となっている。

また、地元の境地区農業生産者組合が管理運営す

る“棚田のそば屋「紅そば亭 （平成１５年度県補」”

助事業により境地区に建設）では、そば打ち体験が

できることから、多くの都市住民等が体験に訪れて

いる。祭りやそば打ち体験等により、都市住民等と

地元住民との交流も活発化し、集落の活性化につ

ながっている。

〈交流の拠点となっている棚田のそば屋「紅そば亭」〉

４．農産物の加工・販売の取組

協定締結等を契機として取り組んだソバ栽培は “棚田のそば屋「紅そば亭 ”で手、 」

打ちそばの原料として使用し、販売されている。

また、平成１６年度には町の補助を受け、加工施設を整備し、そば粉を使ったそば

クッキー、そばカリントをはじめ、地元農産物の加工販売も行うこととなった。

また、手作りコンニャク等の加工品は、原料持ち寄りの試行錯誤から始まり、当初

は、コミュニケーションを兼ね楽しみ半分

で作っていたが、最近では、紅そば亭での

販売も行っている。

これらの取組により、農産物の高付加価

値化を進めるとともに、今まで保全管理だ

けが行われてきた農地へ、ソバの他、そば

の具に必要なネギ、シイタケや加工用のコ

ンニャク芋などの栽培が行われるようにな

り、農地利用が活発化し、耕作放棄の防止

に役立っている。

〈棚田でのそばの栽培風景〉

［平成16年度までの主な効果］
○直接支払制度により、重労働を強いられる棚田の維持に集落全体で取り組まなければならないとい
う意識が集落に浸透しました。
○ 交付金で導入した電気柵（12km）は鳥獣害対策に効果がありました。
○棚田のそば屋「紅そば亭」のオープン以来、地元の人や観光客の人気を呼び、平成16 年8月には、
来客１万人を達成しました。また、集落外の人々との交流の拠点となっています。
○保全管理となっていた田へのソバ等作物栽培が進んでおり、耕作放棄の防止に繋がっています。
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＜農産物の加工・販売、加工施設の利用を行っている事例＞

○集落営農に向けた取組を展開

１．集落協定の概要

市町村･協定名 長崎県 壱岐市 片山触仲田
い き し かたやまふれなかた

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

8.6ha 水稲、飼料作物

交 付 金 額 個人配分分 48％

180万円 共同取組活動分 農地法面、農道、水路の点検等 41％

52％ 多面的機能増進活動(堆きゅう肥の施肥等) 2％（ ）

リーダー育成 5％

研修会等 4％

協定参加者 農業者 20人

２．活動内容の概要

集落内の耕作放棄地の防止と農作業の省力化を図るため、平成12年度に本制度を導入

し、機械利用組合を中心として大型機械による作業受託に取り組んでおり、転作の農地

、 。利用集積による農用地の効率的な利用を図るなど 地域農業の担い手と期待されている

また、耕種農家と畜産農家が連携し堆肥を投入する取り組みにより、化学肥料の軽減

につながっている。

さらに 地域の女性による地元産大豆を利用した農産加工 納豆 の取り組みは 食、 「 」 、「

の安全・安心」が求められる今日の情勢に則しており、期待されている。

［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8.6ha） 景観作物作付け 農業機械の共同購入･共同利用

（菜の花を11.7a作付） （機械の共同購入・共同利用

個別対応 推進の説明会開催 年２回 )（ ）

共同取組活動

共同取組活動

水路・作業道の管理

･水路2.5km､年1回 清掃､草刈り

･道路2.5km､年3回 草刈り 農作業の受委託の推進

農地法面の定期的な点検 （農作業受委託についての説

共同取組活動 （随時） 明会開催（年２回 ））

共同取組活動 共同取組活動

（水管理は各農家）
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３．認定農業者の育成及び新規就農者の確保の取組

機械利用組合を組織し機械利用を共同化したことにより、生産コストの低減につなが

るとともに、水稲部門の労力が軽減されたことにより施設野菜（アスパラガス）の導入

など複合経営化が図られ、認定農業者の育成につながった。

また、地域の施設園芸（アスパラガス）導入の動きは経営の安定化につながり、新規

就農者１名（Ｕターン）の確保を図ることができた。

４．農産物加工・販売の取組

地元産の大豆を利用した納豆は、地域内の農産物加工施設を利用して女性７名によっ

て製造され、福岡市をはじめとする近隣都市の大手スーパーへ出荷されている。その販

売は好調で、平成15年度は９百万円、平成16年度は１千万円を売り上げた。

〈機械利用組合による飼料作物の収穫〉 〈女性グループによって製造された納豆〉

［平成16年度までの主な効果］

○ 集落での大型機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化

労働時間の短縮：2.56hr／10a → 2.1hr／10a）（

（生産コストの低減：2,761円／10a → 1,265円／10a）

○ 集落営農への利用集積

（作業受託面積の増加：1.29ha（Ｈ12）→ 2.99ha（Ｈ16 ））

○ 新規就農者の確保（平成12年以降に１名が就農）

Ａ氏：両親とともに家族経営（肉用牛41頭、水稲1.76ha、飼料作物4.67ha）を営む傍ら施設園

芸(ｱｽﾊﾟﾗ)５ａを主宰

○ 認定農業者の育成（平成12年以降に２名の認定農業者を確保）

Ｂ氏：水稲1.1ha、肉用牛５頭、施設園芸(ｱｽﾊﾟﾗ)25a

Ｃ氏：水稲0.9ha、肉用牛11頭

○ 農産物の加工・販売（納豆の製造販売）

加工を行う女性：７名

納豆の販売額：840万円（H14 、890万円（H15 、1,000万円（H16）） ）


