
平成 24 年度 

＜機械・農作業の共同化に取り組む事例＞ 

○基盤整備と農作業共同化を進め営農の組織化を目指す 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 茨城県常陸太田市
ひたちおおたし

 町屋
まちや

協定面積
12.1ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲    

交付金額
97万円

個人配分                                                        60％

共同取組活動
        （40％）

役員報酬       4％
農地管理費                     35％
その他                        1％

協定参加者 農業者 48人 開始：平成13年度

人･農地プランの作成状況 集落全域で作成済 

２．取組に至る経緯 

町屋集落は、湿田が多く農作業に大変な労力が必要であり、高齢化に伴い耕作放棄

地が増加していた。 

また、農用地の維持管理は、もっぱら個人で行っていたほか、農道や水路等の維持

管理の話合いなども希薄になっていた。 

このような状況のもと、集落において、地域の将来について話合いを行い、平成

13 年度から中山間地域等直接支払制度に取り組むこととなった。 

３．取組の内容 

集落で刈払機６台を所有し共同利用しており、農作業ができなくなった高齢者の農

用地や協定農用地に隣接する耕作放棄地を保全管理している。 

また、耕作放棄地の保全管理として、約 50a の農地において幅２～３mの範囲で草

刈を実施し、葦の拡大防止や防虫対策に効果を上げている。 

現在、集落において基盤整備事業が進められているが、事業完了後には、機械・農

作業の共同化を発展させる形で集落営農組織を立ち上げることとしており、当該組織

が高付加価値型農業を展開するため、常陸大黒や、そば等の試作に取り組んでいると

ころである。 

【景観作物アヤメの作付け】 【刈払機の共同利用】



［集落の将来像]
○ 定年帰農者等を活かした継続的な営農体制を整備する。

  基盤整備事業の完成後には、集落営農組織として農業の継続に努める。 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 基盤整備事業と併せて集落営農組織の結成、定年者等へ就農の呼びかけ、農業継続が困難な農地が生
じた場合に備えたサポート体制整備を実施する。 

集落外との連携 
○ 非農家６名が農作業サポーターとして、共同活動に参加している。 

４．今後の課題等

中山間地域等直接支払制度に取り組んだことにより、役員会や総会、共同活動等の

機会を通じ、集落の将来について、話し合うことができた。 

また、非農家６名が農作業サポーターとして共同活動の草刈り等に参加することに

より、集落ぐるみの交流が図られたほか、農業の持つ多面的機能への理解が深まった。 

今後は新規就農者の確保、集落営農組織結成などにより、農業の継続に努めていく。 

［第２期対策の主な成果］
○ 担い手の確保 

基盤整備事業を実施するため、９名の担い手を確保した。（H21実績）

農地の耕作・管理（田 11.8ha）
個別対応

景観作物作付け

（景観作物としてアヤメや

コスモスを約 2a 作付けた。）

共同取組活動

機械農作業の共同化

（刈払機の共同利用を 0.5ha
（4％）実施、目標 集落営農

組織の結成) 
共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 2.0km、年 2 回

清掃、草刈り

・道路 1.2km、年 2 回草刈り

共同取組活動

新規就農者の確保

（実績 0 名、目標 1 名）

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（随時）

共同取組活動・個別対応

農業の継続が困難となった農

用地が生じた場合に備えたサ

ポート体制整備

共同取組活動

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備



平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○ホタルとコスモスで地域おこし 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 栃木県芳賀郡
は が ぐ ん

茂木町
もてぎまち

飯野
いいの

南
みなみ

協定面積
4.0ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲  

交付金額
32万円

個人配分                                10％

共同取組活動
（90％）

共同活動（農道・水路管理）費等            55％ 
減農薬推進費                     11％ 
景観作物管理費                    11％ 
役員報酬                        3％ 
その他                        10％

協定参加者 農業者 14人、非農業者 ４人 開始：平成12年度

人･農地プランの作成状況 集落全域で作成済 

２．取組に至る経緯 

当集落では、コンニャク農家を中心とした担い手により農用地の保全が

行なわれてきたが、農業従事者の高齢化が進んでおり、休耕地が増加して

いた。こうしたなか、平成12年度から中山間地域等直接支払制度に取り組

み、交付金を活用して休耕地の利活用やホタルの保護に取り組んでいるほ

か、各種イベントを通じた交流活動に力を入れて活動している。 

３．取組の内容 

平成13年度から休耕地にコスモスを栽培し、毎年、育成会の子どもた

ちも参加して「コスモス祭り」を開催している。また、水路に生息して

いるホタルの保護活動も15年前から続いており、毎年６月に開催する「ホ

タル観賞会」には、町内外から大勢のお客様が訪れ、田んぼの上を変幻

自在に飛び回るホタルの幻想的な姿を楽しんでいる。 

平成23年度は、休耕地に隣接する場所にあずまやを整備し、コスモス

祭りやホタル観賞会以外にも、地域住民が散策や農作業時の休憩の場と

して活用している。 

【コスモス畑の草刈作業】 【コスモスを囲んでの交流】



［集落の将来像]
 集落協定参加者がともに協力し合いながら、地域コミュニティ形成のために農用地の保全管理を行う
ことで、耕作放棄地の発生を防ぐとともに魅力ある地域づくりを実現する。

［将来像を実現するための活動目標] 
・農用地の定期的な点検と保全管理活動の実施 

  ・景観作物（コスモス）の栽培、コスモス祭りとホタル観賞会の開催 

４．今後の課題等

自然生態系の保全と地域コミュニティの形成を目標にしたホタル観賞会やコスモ

ス祭りの実施により、集落協定参加者や地域住民の農地保全への意識が高まってきて

おり、今後とも保全活動を継続して取り組んでゆくことが望まれる。 

また、担い手不足による耕作放棄地の増加や農業の質の低下が懸念されることから、

農地や景観の保全活動、鳥獣害防止対策を通じて地域のつながりを強化し、住民全体

で農地を守るという意識の醸成とその体制の整備を目指す。 

［第２期対策の主な成果］
 ・役員で定期的な点検を行い、耕作放棄地の発生防止に努めた。 
 ・定期的な水路の管理により、ホタルが生息できる環境を維持保全し、毎年ホタル観賞会を開催した。
・休耕田にコスモスを栽培して景観形成に努めた（７a）。 

 ・耕作放棄されそうな農用地を、集落内の担い手農家が委託を受けて管理した（0.5ha） 

農地の耕作・管理（田 4.0ha）
個別対応

景観作物作付け

（景観作物としてコスモ

スを約７a 作付けた）

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

農業生産活動等 多面的機能増進活動

水路・農道の管理

水路 1.7 ㎞、農道 1.8 ㎞の

年３回以上の清掃、草刈

共同取組活動

多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

機械農作業の共同化

（共同防除を3.9ha実施）

共同取組活動

高付加価値型農業の実践

（美土里たい肥料を利用

した減農薬栽培 ２ha）
共同取組活動

担い手への農作業委託

（集落の若手農業者に作

業委託 0.5ha）
共同取組活動

電気柵の定期的な点検・管理

（年２回及び随時）

共同取組活動



＜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農作業の効率化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 群馬県 利根郡 みなかみ町 田中
と ね ぐん み な か み ま ち たなか

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
12.5ha 水稲、野菜、枝豆

交 付 金 額 個人配分 50％
223万円 共同取組活動 ・農道、水路の維持管理 30％

50％ ・会議費、活動経費 20％（ ）

協定参加者 農業者 44人、水利組合 １組合
集落全域で作成済人･農地プランの作成状況

２．取組に至る経緯

当地区では、農業従事者の高齢化や担い手不足による農地の遊休化が懸念されたこと

から、農業生産条件の改善及び地域の活性化を図るべく、平成12年度より集落協定を

締結し、取組を開始した。

第２期対策からは、機械・農作業の共同化を図り、農作業の効率化とともに高齢化に

よる労働力不足の解消に取り組んでいる。

３．取組の内容

農道については、年３回の除草点検、水路については、年２回の除草と泥あげ、ため

池の施設整備と土砂処理を行っている。

また、機械・農作業の共同化を実施したことにより、高齢農業者の労働力軽減を図る

ことができたほか、耕作放棄地も未然に防止され、集落内における協力体制を構築す

ることができた。

【農道のコンクリート舗装（自己施工 】 【共同機械による畦塗り作業】）



［集落の将来像]
協定内耕地の耕作放棄地の発生を防止し、地域の活性化と生産性の向上を図る。

［将来像を実現するための活動目標]
農道・水路の管理、整備、点検及び畦の除草を行い機械の共同作業により、集落全体で耕作放棄地

の防止に努める。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 機械・農作業の共同化
（田12.6ha） （0.1ha、年１回） （畦塗り機等の共同利用を４ha

実施、目標４ha）
個別対応 共同取組作業

共同取組活動

水路・農道の管理
（水路3.0㎞、年２回 農道舗装、水路の補修

（ 、 ）清掃・草刈り） 農道舗装75m実施 目標130m
（農道0.5㎞、年３回

草刈り） 共同取組活動

共同取組活動
農業の継続が困難な農用地が発
生した場合の支援体制の構築

農地法面の定期的な点検
（随時） 共同取組活動

共同取組活動

鳥獣害防護柵の設置
（４月～７月）

共同取組活動

４．今後の課題等

中山間地域等直接支払制度に取り組んだことにより、集落全体で農地の保全管理に対

する意識が高まったほか、集落内の協力体制が強化され、集落営農活動が活性化した。

今後は、担い手の育成を行い、将来の集落営農で中心的な役割を果たせるよう、集落

内で連携しながら積極的に本制度に取り組んでいきたい。

［第２期対策の主な成果］
、 。○機械・農作業の共同化により 高齢農業者の労働力軽減を図ることができ農業継続の意欲が高まった

（当初０ha、H21実績４ha）
○共同作業による、ため池のゲート修繕及び水路・道路修繕。



平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○企業と連携した中山間地域の活性化 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 埼玉県鳩山
はとやま

町竹本
たけもと

協定面積
2.0ha

田（96％） 畑（4%） 草地 採草放牧地

水稲・ジャガイモ・白菜・大根等 ジャガイモ・白菜・大根等

交付金額
15万円

個人配分                                                         0％

共同取組活動
        （100％）

 道・水路管理費                   72％
 多面的機能増進活動費                28％

協定参加者 農業者16人 開始：平成19年度

人･農地プランの作成状況 集落全域で作成済 

２．取組に至る経緯 

当集落は、鳩山町の北西部、ときがわ町との境の山間に位置し、都心からの距離の

割には都市化が進んでおらず、山村の風景が残っている地域である。

集落内の農地は、以前は田に渡り板を敷いて田植えを行ったり、農耕馬が泥にはま

り処分せざるを得なかったという話が伝わるほどの強湿田で、特に米の減反政策の開

始以降は農地の荒廃が進んでいたが、平成４、５年頃に、農地改良と暗渠排水の敷設

を行って、農地の一部は農業機械の使用が可能となった。しかしながら、基盤整備を

行っていないため、農業機械の利用に限界があるなど営農条件が悪いことから、徐々

に耕作放棄地が拡がっていった。 

このような状況のもと、平成 19 年に町役場から制度説明を受けて、非農家を含む

集落の全戸が集まり検討した結果、集落における農地等の農業基盤を集落全体で維持

していこうということになり、中山間地域等直接支払制度に取り組むことになった。 

３．取組の内容 

第３期対策からは、農地の維持・管理に留まらず耕作まで行うよう、町や県から指

導があったことから、協定参加者のうちの一人が以前勤務していたアトミクス(株)と

連携して、野菜栽培を開始し、集落住民と都市住民との交流を通じた農地等の活用と

地域の活性化に取り組んでいる。 

この取組では、アトミクス(株)の社員やＯＢなどの約 20 家族、30～40 人ほどがタ

ケノコ掘り、ジャガイモ、タマネギ、カボチャ等の季節野菜の作付や収穫を体験し、

集落住民が自己施工で造営したあずま屋で収穫祭を行っている。 

【農作業体験】 【収穫祭の様子】



［集落の将来像]
○ 営農組織（任意組合、法人、ＮＰＯなど）を組織し、地域の農地を維持する仕組みを作るとともに、 
協定外の農地も維持していきたい。 

  小規模な基盤整備や機械購入を図る等、営農条件を良くしたい。

［将来像を実現するための活動目標]  
○多様な担い手の確保、担い手への農作業委託 

○集落外との連携 
アトミクス(株)の社員や家族の営農体験の場として活用。 
協定外の荒廃しそうな農地の管理を協定役員が引き受ける。 

４．今後の課題等

  簡易な基盤整備を行い、営農条件を改善する。 

  また、協定周辺の農地（傾斜がない、農振白地等）の荒廃が進んでいることから、

周辺農地も含めた維持管理が必要となっている。 

［第２期対策の主な成果］
地域の水路、道路、畦畔の管理をするという意識が芽生え、農村環境が守られた。 

 集落内のつながりが希薄になっていたが、本交付金への取組を契機に田畑での農作業中の日常会話
も頻繁となり、集落内の絆も強まって、地域コミュニティの再構築に大きな成果があった。 
集落に集落外から小さな子供を含むたくさんの人が入ってきたことにより、地域に活気が呼び戻さ

れ、地域の活性化に大きな成果があった。

農地の耕作・管理（田 1.9ha、
畑 0.1ha）

個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.2ha、年 2 回）

共同取組対応

認定農業者の育成

（目標 1 人：現在 0 人）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 350m、年 2 回

・道路 500m、年 2 回草刈り

共同取組活動

市民農園 4,000 ㎡

企業の受入 6,000 ㎡

共同取組活動

多様な担い手の確保

企業 6,000 ㎡

保全マップで位置づけ

共同取組活動

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備



平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○サポート体制の確実な実施による活動の安定化 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 神奈川県足柄上郡
あしがらかみぐん

山北町
やまきたまち

 安洞
やすぼら

協定面積 
9.5ha 

田（1％） 畑（99%） 草地 採草放牧地

水稲  みかん  

交付金額
110万円

個人配分                                                         ％

共同取組活動
        （100％）

農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費     36％
集団サポート体制に要する費用            22％
その他（事務用品、切手、パソコン、剪定ハサミ等）  42％

協定参加者 農業者 34人、農用地保全組合 １組合 開始：平成12年度

人･農地プランの作成状況 作成していない 

２．取組に至る経緯 

山北町は、静岡県との県境に位置し、町内の大部分が丹沢大山国定公園に指定され

ており、観光やレジャーを目的に年間 150 万人が訪れる風光明媚な町である。当町の

みかん栽培は、明治中頃に埼玉県の安行（現川口市）などから温州みかん苗木を導入

して始まり、昭和 40 年頃の往時には山肌に 400 町歩のみかん畑が拡がり、輸出を行

うほど盛んであった。 

安洞集落は、同町南部の市街地から程ない距離に位置し、山肌を切り拓いたミカン

畑が拡がる地域で、昔はソリや背に負ってみかんを運んでいたが、昭和 44 年に農道

組合を設立して農道を整備し、集落でこの農道の管理を行ってきたことから、集落の

結びつきが強く、平成 12 年の集落協定の締結もスムーズに行うことができた。 

３．取組の内容 

第３期対策以前から、互いにサポートしあう体制づくりに取り組んでおり、高齢者

や病気等で手入れが行き届かない場合には、農地の管理を応援するとともに、共同の

農道清掃や台風被害復旧作業を行ってきた。特に最近は、女性だけの世帯が増えてき

ているため、このサポート体制が役立っている。 

共同活動では、協定参加者が農道の維持管理や草刈りを行っているほか、役員を中

心に農道の見回りや土砂の嵩上げなどの仕事をやっているが、集落住民も「ごくろう

さん」と声掛けをしてくれるようになり、集落内の意識が改革された。 

 また、この農道は、高松山ハイキングコースとしても利用されており、景観作物を

植えてハイカーの目を楽しませている。 

【景観作物の作付け】 【拡がるみかん畑】



［集落の将来像]
○ 集落ぐるみの農業生産活動等体制整備

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 総会や役員会による話し合いの活発化を図り、定期的な会合を開く 

集落外との連携 
○ 農用地保全組合のみで協定に参加していない農業者とも連携して農道の管理を行っ
ている。 

４．今後の課題等 

若い人の農業への算入や農地の継続的な保全のためには、温州みかん単一経営から、

キノコや山菜などの生産にも取り組んでゆく必要がある。 

 昨年から鳥獣害（シカ、イノシシ、ハクビシン、タヌキなど）が問題となっており、

このための対策が必要。 

［第２期対策の主な成果］
 ○ 老朽化した農道や水路等の不具合について、簡易なものは自分たちで補修する意識づけができた。 

農地の耕作・管理（田 0.1ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（年１回）

個別対応

集団的かつ持続可能な体制整

備【集落ぐるみ型】

・女性や高齢農家の草刈等を

年５，６回、手伝っている。

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 年１回

清掃、草刈り

・道路年１回及び随時草刈り

共同取組活動

景観作物の植付

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

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制



平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○意欲的に農業に取組み地域活性化へ繋ぐ農業を実践 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 山梨県大月市
おおつきし

賑岡町
にぎおかまち

奥
おく

山
やま

 遅
おそ

能
のう

戸
と

地区
ち く

中山間
ちゅうさんかん

耕作者
こうさくしゃ

組合
くみあい

協定面積
1.5ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

米・そば・野菜  

交付金額
31万円

個人配分                                                         50％

共同取組活動
        （50％）

集落マスタープランの将来像を実現する為の活動     10％
鳥獣害対防護柵の維持管理               10％
農用地・農道・水路の維持管理・補修          30％

協定参加者 農業者 11人 開始：平成12年度

人･農地プランの作成状況 作成していない（話合いを実施中） 

２．取組に至る経緯 

遅能戸地区は、相模川の上流域に位置し、傾斜地が多い。農業生産活動等を通じ農

地の保全、水源のかん養、良好な景観形成等、多面的機能が発揮されているが、担い

手の高齢化や農業従事者の減少、獣害の発生等を原因とした耕作放棄地等の増加によ

り、これら多面的機能の維持が懸念されていた。 

  そこで、中山間地域等直接支払制度を活用し、適正な農業生産活動等を通じて、地

域の経済活動や生活環境等の改善を図るため、第２期対策に引き続き、協定を締結し

た。 

３．取組の内容 

当地区では、イノシシ・サルによる獣害が多いことから、本制度の取り組みの一環

として、まず、耕作放棄地発生防止対策として電気柵を設置した。 

その後、獣害が減少したことで、従来から景観作物として取り組んできたそば栽培

等、農業生産活動等に意欲の高まりがみられたほか、そば打ち体験や収穫祭等がより

活発化し、集落全体の活性化に繋がっている。 

【集落の全景】 【共同作業によるそば撒き】



［集落の将来像]
○ 集落ぐるみの農業生産活動等体制整備を行うため、農用地や農道、水路、鳥獣害防止柵の維持管理
を集落全体で継続して行っていく。 

○ また、農業の継続が困難となった農地が生じた場合に備え、サポート体制（Ｃ要件：集落ぐるみ型
）を維持する 

［将来像を実現するための活動目標]  
・景観作物としてそばの作付けを行い、収穫祭やそば打ち体験を通して地域の活性化を図る 

・集落内の絆を維持し、水路や農道、鳥獣外防止柵の維持管理などの共同作業を継続実施する 

・耕作や維持管理の継続が困難となった農地が生じた場合に備え、サポート体制（Ｃ要件：集落ぐるみ

型）を維持する 

４．今後の課題等

収穫祭やそば打ち体験を行うことにより、農業への意欲の高まりがみられた。

集落での共同活動の実施により、集落全体の農地を守っていこうという意識の変化

があった。

  当該制度の仕組みが複雑で事務が煩雑であることもあって、次の代表者のなり手が

いないことが今後の課題としてあげられる。 

［第２期対策の主な成果］
○ 共同活動により農地の維持管理がより適正に実施されるようになった。 
○ そば打ち体験や収穫祭を実施することにより地域内の交流が促進された。 

農地の耕作・管理（田 1.5ha）
個別対応

水路・作業道の管理

・水路 150m、年２回

  清掃、草刈り

・道路 85m、年２回草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてそばを

約 0.05ha 作付け）

共同取組活動

担い手への農作業の委託

（集落の農業者に耕作を

0.9ha 委託）

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 そば打ち体験や収穫祭など

地域の活性化につながる

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

鳥獣害防止柵（電気柵）の維

持管理 年１回

共同取組活動



平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○協定参加者全員で取り組む、農地と法面の徹底管理 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 山梨県北杜
ほ く と

市
し

明野町
あけのまち

 原
はら

協定面積 
13.6ha 

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 

米       

交付金額 
230万円 

個人配分                               50％ 

共同取組活動 
        （50％） 

役員活動に対する報酬、会議費、事務費        7％ 
水路・農道・草刈・芝焼等の維持管理         5％ 
積立等                      38％ 

協定参加者 農業者  33人 開始：平成12年度 

人･農地プランの作成状況 集落全域で作成済 

２．取組に至る経緯 

当地区は、茅ケ岳山麓に広がる塩川左岸河岸段丘上の緩やかな傾斜地に位置し、日

照時間年間 2,500 時間以上、日照率 50％以上という日照時間日本一の地域であり、日

照時間と気候を活かした景観作物の栽培を「21 年間 ひまわり日本一」と称して実施

し、本制度には第１期対策の当初から取り組んでいる。 

協定締結に当たっては、先祖代々から受け継いだ土地を自らの手で守り抜くことと

し、農地や法面景観の管理徹底を協定参加者の全員で取り組むこととした。 

３．取組の内容 

協定参加者全員が協力し、次のとおり計画的に実施した。 

○ 協定農用地と協定農用地外の管理の徹底把握と年間作業の検討 

○ 法面景観作物の維持管理の検討（継続的な実施） 

【水路・農道管理状況】【農地法面の定期点検状況】



［集落の将来像] 

○ 集落ぐるみの農業生産活動等体制整備 

農道や水路の改修を積極的に実施し、協定全員が安全に農作業を実施できる環境を整える。 

景観作物の維持管理を継続的に実施し、強い地域環境を整える。 

農地の保全を積極的に行う体制を現状以上に構築し、美しい農村環境を後世に残していく。

［将来像を実現するための活動目標]  

○ 共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備 

［活動内容］ 

集落外との連携 

○ 隣接集落協定と景観作物の種別の検討、耕作放棄地発生状況に関する情報交換、上流・下

流水路境の補修確認 

４．今後の課題等

持続的にすべての農地が維持管理されるよう協定者による情報交換を密に行う。 

今後とも協同取組活動の回数を増やしながら、協定参加者全員が一丸となって農地の

維持管理を図る。 

［第２期対策の主な成果］ 

○ 高齢者の増加や後継者不足のため、農地の維持管理に不安を抱えていたが、先祖伝来の農地を協定参加
者（所有者）が水路や法面とともに維持管理することで不安や心配が解消された。 

○ こうした活動により、協定農用地内で荒廃した農地がなくなり、法面には観光客にも喜ばれる景観作物
が咲き、集落機能も活性化した。

景観作物の作付 

（約 0．1ha、年 1回及び随時） 

共同取組活動 

農地法面、水路、農道等の 

補修・改修（６ヶ所） 

共同取組活動 

水路・作業道の管理 

・水路約 3.9km、年４回 

清掃、草刈り 

・道路約 2.7km、年４回草刈り 

その他 焼き 

・5Km、年 1回 

共同取組活動 

農業生産活動等が困難な農用

地が発生した場合の支援 

（共同取組活動により農業生

産活動の維持を図る） 

共同取組活動 

農業生産活動の体制多面的機能増進活動

農地法面の定期的な点検 

（定期的） 

共同取組活動 

農業生産活動等



平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○棚田を地域資源に交流と担い手育成に取り組む 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 長野県飯田市
い い だ し

 千代
ち よ

協定面積
51.1ha

田（51％） 畑(49％) 草地 採草放牧地

米等 野菜等  

交付金額
743万円

個人配分                                                          34％

共同取組活動
      （66％）

役員報酬、旅費交通費                  6％
鳥獣害対策、景観保全、農産加工検討、学校連携農地管理 
システム、受託組織育成                 2％ 
鳥獣害防護策管理、水路・農道管理等           16％ 
耕作放棄地復元・管理                  2％ 
積み立て（鳥獣害対策柵等導入）             40％ 

協定参加者 農業者 135人、農業生産組織 ２組織、非農業者 ３人、自治会 １ 開始：平成22年度

人･農地プランの作成状況 集落全域で作成済 

２．取組に至る経緯 

長野県飯田市の千代地区は、南アルプスの西前山に散らばる小集落からなる山間地域

で、谷間に小さな棚田が広がります。平成 10 年に、同地区の中でも特に維持管理が望

まれる芋平・野池地籍の「よこね田んぼ」を地域の重要な農村文化遺産として維持する

ため、自治会協議会が中心となり保護・維持活動の取組を開始した。 

その後、地域外の都市住民のボランティア「守り隊」も組織され、活動の輪が広がっ

ている。 

３．取組の内容 

 平成 19 年には、「保全委員会」が当時の自治会長の呼びかけで発足し、荒廃農地化

しそうな田の復田、農道の草刈りの活動を始めた。この保全委員会では、水田の維持管

理作業を請け負うほか、利用権設定による積極的な農地の維持管理も担っており、特に

景観に優れた「よこね田んぼ」を荒廃から守る活動は中心的な取組であり、現在、同地

区の住民を中心に 139 名が構成員として参加している。 

中山間地域等直接支払制度の共同取組活動では、水路・農道の維持管理のほか、都市

からの援農活動（ワーキングホリデー）参加者による畦づくり、中学生の体験教育旅行

の受入れ、地元小中学生による田植えや保育園児のどろんこ遊び、一般企業の新人教育

研修会等、多種多様な交流に取り組んでいる。 

また、鳥獣害の進入防止柵の設置についても共同活動として取り組んでいる。 

【修学旅行田植え体験】 【よこね田んぼ秋の様子】



［集落の将来像]
○ 現在、活動の中心となっている「保全委員会」へ消防団員など新たな若い構成員の加入を勧め、あ
ぜ塗りの技術、農業機械の使用方法など技術の伝承も併せて行ってゆく。 

  今後の活動としては、若者の参加を考えたイベントの「泥んこバレー」、棚田での竹宵祭り（ロウ
ソクなどを棚田に配した夜のイベント）、棚田保全オーナー制度などを考案中で、基本的な協定の取
り組み以外に地域以外（都市部含む）の住民との交流を進め、定住化人口を増加させたい。 

  現在、都市部から当地区へ移り住み農家民宿を始めたIターン者が、棚田の保全活動へも積極的に参
加するなどの事例もあり、さらにこの輪が拡がってゆくことを期待したい。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 地域に新規集農者、中核的担い手となる認定農業者をそれぞれ１人ずつ育成し、地域農業を守りま
す。

集落外との連携 
外部の組織として援農ボランティア「守り隊」の登録が50人ほどおり、活動を支援す

る取組が広がっている 

４．今後の課題等

棚田を地域の重要な農村文化遺産として維持する機運が高まり、保全活動やイベン

トを通し地域住民の絆が強まったほか、都市住民等との交流も活発となり情報の発信

も行えるようになった。こうした活動が評価され、「よこね田んぼ」は平成 11 年に

「日本の棚田 100 選」の認定を受けた。今後は棚田オーナー制度の導入やイベント開

催機会の増加、外部から担い手の受入れを進めるとともに、若手の参加を増やし、技

術の伝承や世代間の交流にも取り組むこととしている。 

［第２期対策の主な成果］
○ 荒廃する棚田（農地）の保全ができ地域の資源を守ることができた。 
○ 「保全委員会」の設立による棚田保全が始まり、担い手組織の育成ができた。 
○ 都市住民との交流が活発化した。

農地の耕作・管理（田 24.6ha）
       （畑 25.2ha）

個別対応

水路・作業道の管理 年１回

・水路・農道清掃、草刈り

年６回

共同取組活動

景観作物作付け

100 ㎡

フジバカマ植栽による

希少昆虫アサギマダラの増殖

への取り組み

棚田オーナー制度の実施

体験民泊の実施

＜体験内容＞

あぜ塗り、田植え、稲刈り体

験、案山子コンテスト、フォ

トコンテスト、（泥んこバレ

ー、竹宵祭り）

共同取組活動

担い手への農作業の委託

（保全委員会への管理

1.4ha、45 筆 委託。）

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

あぜ塗り作業漏水防止作業

３回

共同取組活動

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備



平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

集落ぐるみで取り組む農地保全 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 長野県上伊那郡
か み い な ぐ ん

宮田村
みやたむら

 南割
みなみわり

地区
ち く

協定面積
8.0ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

米など 

交付金額
167万円

個人配分                                                        0％

共同取組活動
        （100％）

交付金の積立   100％

協定参加者 農業者17人、壮連有志の会（構成員12人）、南割営農組合土地利用
部（構成員10人）

開始：平成12年度

人･農地プランの作成状況 集落全域で作成済 

２．取組に至る経緯 

当地区は個別の農業者による稲作経営と、農業者グループを中心とした転作作物の作

付けが行われてきた地域で、あわせて農地の流動化と農業機械の共同利用に従来から取

り組んでいる。近年、農業者の高齢化による委託農地が増加する中で、新たな担い手の

育成と集落ぐるみによる農地保全への取組が必要となっている。 

３．取組の内容 

従来から耕作放棄地は無かったが、近年の農業者の高齢化により委託農地が増加し、

新たな担い手の育成強化と担い手が受託する農地の作業性の向上が必要となっている。

そのため、担い手の育成については、集落営農組織の法人化の検討を進めるとともに、

若手の担い手グループを立ち上げ農地集積を進めてきた。農地の作業性向上について

は、共同利用機械の更新や、湿地田における排水対策、畦畔管理の省力化と景観形成を

図る水仙の植え付けを行ってきた。 

将来の農業担い手づくりと農地の多面的機能の維持のために、一部の農地をビオトー

プとし、地元育成会や環境保護団体と連携して、自然環境の維持に努めてきた。 

【集落営農による農業機械の共同利用】 【ビオトープの管理】



［集落の将来像]
○ 集落内の農業者の高齢化が進んでいるため、担い手グループの育成や地区営農組合の法人化などに
よる担い手の確保育成と、農業機械の共同利用による農業経費の削減を行い、農地保全と農業生産活
動の維持継続を図る。 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 担い手グループの育成や集落営農組合の法人化の検討を進め、農業機械の共同利用を拡大しながら
、集落ぐるみの農業生産体制を整備する。 

集落外との連携 
○ 協定参加者以外の農業者や地域住民と連携して、水路や作業道の草刈や土砂上げを
実施している。 

４．今後の課題等

 農業者が高齢化していく中で、畦畔が大きいほ場や湿地田などの条件不利ほ場の担い

手の確保と農作業の軽減策が急務となっている。 

［第２期対策の主な成果］
 ○ 協定締結時点で耕作放棄地は発生しておらず、対策終了時点でも耕作放棄地は発生しなかった。 
 ○ 集団耕作組合と農地利用委員会を統合した営農組合を組織し、機械利用と農地の流動化を進める体

制が一本化された。 

農地の耕作・管理（田８ha）
個別対応

ビオトープの確保

（約 0.2ha、年２回）

共同取組活動

機械農作業の共同化

（農業機械の共同利用を５

ha（63％）実施、目標 6ha) 
共同取組活動水路・作業道の管理

・水路 2.1km、年２回

  清掃、草刈り

・道路 2.2km、年２回草刈り

共同取組活動

景観作物の植付

（景観作物として水仙を約

130ｍの畦畔に植付。）

共同取組活動

担い手への農地委託

（地域内の農業者に３ha 利

用権設定。目標４ha）
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

高付加価値型農業として農薬

の成分を減らした米の作付け

（現状 3.9ha、目標 4.4ha）
個別対応

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制



平成 24 年度 

＜高付加価値型農業に取り組む事例＞ 

○景観や生態系の維持を通じて東山茶のＰＲを目指す 
１．集落協定の概要 

市町村･協定名  静岡県掛川市
か け が わ し

 東山
ひがしやま

協定面積
54.4ha

田 畑（100%） 草地 採草放牧地

  茶

交付金額
626万円

個人配分                                                         50％

共同取組活動
        （50％）

 道・水路管理費                    7％
 鳥獣害防止対策費                  23％ 
共同利用施設等整備費                16％ 
積立                         4％

協定参加者 農業者89人 開始：平成12年度

人･農地プランの作成状況 集落全域で作成済 

２．取組に至る経緯 

当地区は、掛川市の北東部、島田市との境の山間地で、掛川駅から車で 30 分ほど

の距離に位置する粟ヶ岳山麓を中心に、茶畑が拡がる地域である。 

東山地区では、古くは江戸時代から茶の栽培が行われていたが、昭和 40 年代から、

国営かんがい排水事業や構造改善事業等を実施し、スプリンクラー等の潅漑設備、荒

茶工場などの茶生産の基盤が整備された。 

しかしながら、生産条件の悪い中山間地域で、茶園を維持し、茶の生産地として活

性化するためには、地域全体で販売や交流等に取り組んで東山茶のブランド化を推進

していくことが必要であることから、平成 12 年に、９つの集落に跨がる大規模な協

定として中山間地域等直接支払制度に取り組むことになった。 

３．取組の内容 

第３期対策では、機械・農作業の共同化や第２期対策当時（平成 18 年３月）に交

付金を活用して整備した「東山いっぷく処」を拠点にして、販売や交流等の活動に取

り組んでいるところであり、緑茶ようかん等の新商品開発も行っている。 

また、東山茶ブランドをＰＲするために、粟ヶ岳の中腹の急傾斜地に檜でつくった

「茶」文字を、集落全体の活動として美しく維持管理している。 

平成 25 年５月には、粟ヶ岳やその周辺にある茶草場の草を茶畑にすき込む循環型

の農法が、窒素成分の貯留化や絶滅危惧種のカワラナデシコ、カケガワフキバッタ等

の動植物の生存に資する事例であるとして、熊本県の阿蘇、大分県の国東半島宇佐と

ともに世界農業遺産に認定された。 

【東山いっぷく処】 【茶文字（檜）】



［集落の将来像]
○ 担い手を確保し、これからも掛川茶の産地としてＰＲし、地域を活性化させる。 
○ 平成25年５月、本地域の農法が世界農業遺産に登録された。これを活用し、農家民宿などに取り組み
、一層の経済効果をねらう。

［将来像を実現するための活動目標]  
○機械農作業の共同化等営農組織の育成、地場産農産物の加工・販売、都市住民との交流の促進 

○集落外との連携 
「東山地域塾」（農業者、ＪＡ、行政が連携して農業振興に取り組む連合体の活動組
織）の活動拠点として「東山いっぷく処」を会場に特別ツアーが開催されている。 
（闘茶体験会、手揉み茶体験、茶摘み体験、茶工場見学等） 

４．今後の課題等

  茶価の低迷や、茶生産農家の高齢化により協定への参加に尻込みするケースも出て

きているが、東山茶ブランドをさらに発展・確立させることにより、魅力ある農業経

営を実現し、農家子弟などの担い手を確保する。 

世界農業遺産に登録されたことをきっかけに、地域により一層の経済的効果がもた

らされるよう、来訪者の滞留をねらい、農家民宿などの取組を検討していく。 

［第２期対策の主な成果］
 活動に取り組んだことにより協定農用地の維持が図られ、鳥獣害対策や道水路の整備、茶草場の草刈及
び茶畑へのすき込み等の共同取組活動が積極的に行われた。また、「東山いっぷく処」を拠点とした農業
体験や、体験農園を舞台とした学校教育との連携等に取り組んだことにより、茶生産農家間の情報交換や
都市住民等との交流が進み、これまで茶園と茶工場の往復であった茶生産農家の日常に変化をもたらし、
地域の活性化にもつながった。

農地の耕作・管理

（茶 54.4ha）
個別対応

土壌流亡に配慮した営農

（等高線栽培 等）

共同取組対応

機械農作業の共同化

（目標 54,409 ㎡

：現在 34,000 ㎡）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 2,000m 年４回 

・農道 7,000m 年８回

共同取組活動

茶文字の管理

（草刈、簡易補修）

茶草場の草刈と茶畑へのす

き込み

共同取組活動

地場産農産物の加工販売

「東山いっぷく処」での茶、

羊羹等の加工販売

共同取組活動

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

鳥獣害防止対策

（電気柵、檻）

共同取組活動


