
平成 24 年度 

＜農業生産条件の強化（自己施工）に取り組む事例＞ 

○自己施工による持続可能な地域（農業）づくり 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 岐阜県下呂市
げ ろ し

 中村
なかむら

協定面積 
7.3ha 

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 

水稲       

交付金額 
102万円 

個人配分                                                         50％ 

共同取組活動 
      50（％） 

水路・農道等の維持管理等              41％ 
 共同機械の購入                    5％ 
 事務費等                       4％ 

協定参加者 農業者 26人 開始：平成17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 

  当地域は、兼業農家を中心に稲作に取り組んできたが、農家の７割を 60 歳以上 

が占める高齢化や後継者不足等の理由から、農業生産活動の低下や耕作放棄地の発

生が懸念されていた。 

平成 17 年度から中山間地域等直接支払制度に取り組み、特に水路・農道等の管

理に重点を置き、参加者において話合いを重ね、協力しながら自分たちの手で取組

を実施している。 

  また、第３期対策からは高齢者も安心して農業に取り組める体制づくりを後押し

すべく、集団的かつ持続可能な体制整備にも取り組むこととなった。 

３．取組の内容 

県や市で採択してもらえない水路・農道等の修繕を協定参加者の話合いで計画的

に、かつ、自己施工により実施し、営農条件の改善を図り、生産条件の強化に努め

ている。 

また、集落内における協定農用地の拡大にも積極的に取り組んでいる。 

 今後は、年々深刻化している獣害の対策を集落全体で一丸となって取り組むこと 

で、被害防止に努めていくことが必要不可欠である。 

【既設水路撤去作業】 【布設替作業】



［集落の将来像]
○ 農村文化の伝承を通じ、協定参加者間の人間関係の構築、高齢者からの技術の教訓を得ることで、 
  荒廃農地対策、農村環境の保全を推進していく。 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 水路・農道等の草刈り、泥上げ等の維持管理を協定参加者により実施する。 
○ 水路・農道等の整備を実施し、持続的な農業生産活動をするための環境整備を図る。 

○ 獣害対策への地域一丸となった取り組みを行う。 

４．今後の課題等

  中山間地域等直接支払制度に取り組むことで協定参加者による話合いの場が多く

なり、農業生産活動や集落活動がこれまで以上に活性化し、住民との繋がりが深まり、

意識の向上が見受けられるようになった。 

  今後は営農組合、新規就農者、農地所有者等が連携しながら、将来にわたって持続 

可能な農業生産活動及び地域づくりを目指していく。 

［第２期対策の主な成果］ 

・水路・農道等の適正な維持管理の推進、補修による生産条件の向上が図られた。 
・維持管理農用地を展示圃として活用し、景観作物（アヤメ、スイレン等）を作付けることにより、農村
機能や自然環境の維持・保全が図られた。 

・獣害防止対策として協定農用地に電気牧柵を設置することにより、耕作意欲の向上が図られた。 
【共同作業参加者数】  

H17 27名、H18 37名、H19 56名、H20 40名、H21 42名 

農地の耕作・管理（田７ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.34km 年１回）

個別対応

農業生産条件の強化

（軽微な水路・農道等の補修

による生産基盤の強化）

共同取組活動水路・作業道の管理

・水路 0.15km 年２回

  清掃、草刈り等

・農道 0.10km 年２回

草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物として睡蓮を

約 0.2ha 作付け。）

共同取組活動

農業生産活動等の継続が困難

な農用地が発生した場合の支

援体制の構築

（集落ぐるみ型）

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
獣害防止対策の実施

（集落一帯における獣害防止

柵の設置）

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＞ 

○女性の積極的な参加による共同取組活動 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 岐阜県高山市
たかやまし

荘 川 町
しょうかわちょう

 寺河戸
てらかわど

協定面積 
7.3ha 

田（76％） 畑（24％） 草地 採草放牧地 

水稲・そば ほうれんそう等     

交付金額 
82万円 

個人配分                                                        50％ 

共同取組活動 
        （50％） 

鳥獣害対策費                    31％ 
農地管理費                     11％ 
役員報酬・その他                   8％ 

協定参加者 農業者15人、水路組合1（寺河戸・黒谷水路組合） 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 

 寺河戸地区は 16 戸の小さな集落で、山裾に沿った急傾斜に 7.3ha の小規模な農地

があり、家族経営による水稲・ほうれんそう等の兼業農家が存在する。 

 地区では、女性のみで組織された「二十日会」があり、毎月 20 日に地区公民館に

て会合等を開催し、地域の活性化及び日々の生活についての語り合い活動を行ってい

る。 

 その活動の一環として、平成 15 年までは地域のイベントにおいて、「御番所もち」

を調理、出店していた。しかし、近年は後継者不足で活動がままならなくなり、毎月

の会合のみとなっていたが、平成 19 年より、それまで男性中心であった中山間地域

等直接支払制度における共同取組活動など、地区の共同作業にも、女性が積極的に参

加するようになった。 

３．取組の内容 

 「二十日会」は、地域活動に積極的に参加し、本制度の共同取組活動である農道や

水路、里山周辺の下草刈りや獣害対策、また、地区の共同作業である花壇の整備、神

社・広場等の除草等を行っており、地区の共同作業及び環境整備には欠くことのでき

ない存在となっている。 

【共同作業参加者（右側８名が女性）】 【電気柵設置作業の様子】



［集落の将来像] 
○水稲栽培における農作業受託組合による農作業委託を推進するとともに耕作放棄地の減少を図る。  

○地域の担い手による農地の利用集積を推進し、高齢農家の持つ農地の遊休化を抑制する。 

○電気柵を設置・管理することによる鳥獣害対策により、生産性の向上及び農業所得の向上を図る。

［将来像を実現するための活動目標]  
○担い手への農地集積 

○集落協定参加者による草刈りの実施 

○集落協定参加者による用排水路・農道の維持管理 

○鳥獣害防止電気柵の設置および維持管理 

４．今後の課題等

 今後は、ますます進行するであろう少子高齢化により、生活住環境すら維持管理が

難しくなる状況を踏まえ、男女の区別なくすべての協定参加者により意見を語り合

い、合意し、的確な判断を行い、意欲を持って実践する「主体」「絆」「結い」によ

る組織の再編を行っていく。 

［第２期対策の主な成果］
○農事組合法人による農地の利用集積（約1.5ha） 

 ○協定締結による意識の向上により、草刈りや維持管理等の共同作業や寄り合いの回数が増加 
 ○集落全体での電気柵設置および維持管理による鳥獣害被害の減少 

農地の耕作・管理

（田 5.5ha、畑 1.8ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.3ha、年２回）

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

景観作物作付け

（景観作物としてそばを約

1.5ha 作付けた。）

共同取組活動

担い手への農作業の委託

（農作業受託組合への水稲栽

培にかかる作業委託）

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

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

・協定農用地への電気柵の

設置・管理

共同取組活動

担い手への農地の利用集積

（農事組合法人への遊休農地

の利用集積）

共同取組活動



平成 24 年度 

＜他の集落等との連携、高齢農家等への支援に取り組む事例＞ 

○集落合併による農業生産活動の維持 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 愛知県豊田市石
せき

楠
なん

町
ちょう

 石
せき

楠
なん

協定面積 
5.7 ha 

田（96％） 畑(4%) 草地 採草放牧地 

水稲  野菜     

交付金額 
127 万円 

個人配分                                                        45 ％ 

共同取組活動 
       （ 55 ％）

役員手当                       5 ％ 
水路、農道等の維持管理活動費用           16 ％ 
農用地の維持管理活動費用               8 ％ 
水路補修のための積立金                              26 ％ 

協定参加者 農業者 18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 

 第２期対策までは、隣接する所石集落と大楠集落で別々の協定を結んでいたが、大

楠集落が高齢化のため、農業生産活動等の実施が困難となった。そこで、２つの集落

が連携して農業生産活動等の維持を図るため、第３期対策当初（平成 22 年度）に所

石集落協定と大楠集落協定を合併し、石楠集落協定となることとなった。 

３．取組の内容 

協定の合併にあたり、耕作放棄地の発生防止・解消といった農業振興を視野に入れ

た活動を行うために、集落営農組織『石楠集落営農組合』を設立し、高齢により農業

生産活動ができなくなった人の農地を営農組合が引き受け、農業生産活動を行ってい

る。また、所石、大楠の各集落に農協の任意組織である農事組合があったが、集落協

定と同じ構成員であったこともあり、この農事組合についても、平成 24 年度に合併

し、石楠農事組合とすることで、更に集落間の連携を強めている。 

農業機械の共同化については、本交付金と市補助事業を活用し、平成 23 年度に籾

摺り・乾燥機、平成 24 年度にコンバインを導入した。今後は、育苗施設の導入を検

討し、農業機械の共同化を進めていくこととしている。 

【平成 23年度導入乾燥機】 【平成 24年度導入コンバイン】



［集落の将来像]
○ 農業機械共同化を推進するための体制整備を行う。 
○ 協定未加入農地の発掘を行うことにより、協定農用地の拡大を図る。 
○ 農産物の共同販売に取り組み、組合経営の多角化を目指す。 

［将来像を実現するための活動目標]  

４．今後の課題等

 農業機械の共同化により、設備投資額の軽減が図られたが、籾摺り・乾燥機について

は、作業ローテーションが上手くいかず、処理が間に合わなかった。今後は、田植えの

時期をずらすなど、集落として営農計画を検討していくことにより、適正な作業体制を

構築し、共同利用機械を効率的に利用していく必要がある。 

［第２期対策の主な成果］
集落で共同作業を行うことにより、農用地の荒廃を防ぐことができた。 

周辺林地の下草刈り

（約 1.8  、年 2 回）

個別対応

機械農作業の共同化

（コンバインの共同利用を

1.9  （60％）実施、目標 5
 （地区外含む））

（籾すり・乾燥機の共同利

用を 3.0  （100％）実施、

目標 5  （地区外含む））

共同取組活動

水路・作業道の管理

・地域内用排水路

1.3 ㎞、年 2 回

清掃、草刈り

・地域内農道

1.4 ㎞、年 2 回

草刈り

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

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

（田 5.5ha）
個別対応



平成24年度

＜集団的かつ持続可能な支援体制の構築に積極的に取り組む事例＞

○集落ぐるみで甘夏産地を守る

１．集落協定の概要

市町村･協定名 三重県尾鷲市 天満
お わ せし てんま

協 定 面 積 田 畑（100％） 草地 採草放牧地
23.1ha 柑橘

交 付 金 額 個人配分 50％
213万円 共同取組活動 農用地、水路・農道等の維持管理活動 37％

50％ マスタープランの将来像を実現するための活動 13％（ ）

協定参加者 農業者 16人、農業生産法人 １組合（構成員10人） 開始：平成13年度
作成していない人･農地プランの作成状況

２．取組に至る経緯

尾鷲市天満集落は、50年以上の歴史がある全国でも有数の甘夏の産地であるが、山

腹を切り拓いて開墾された樹園地は急傾斜で作業効率の悪い不利な農地環境にありなが

ら、生産組織を中心に各戸が生産活動を継続し農地保全に努めてきた。

しかし、農業者の高齢化や後継者不足が進んでいることから、耕作放棄を未然に防止

し、産地としての規模を維持していくことが課題となっている。

このため、地域の農業者が協力して農地を保全し、産地としての生産体制を守ること

を目的に集落協定を締結した。

３．取組の内容

高齢化等により維持管理が困難になってきている農地については、協定参加者がサポ

ートし、保全管理に取り組んでおり、一部の園地では環境保全型農業を導入するなど、

共選共販体制を核としつつも、新たな販路開拓にも取り組んでいる。

また、集落共同の取組として、定期的に区域内の水路・農道の点検、維持管理作業を

実施するとともに、高台の農道沿いに景観作物を作付けるなど集落景観の向上や多面的

機能の保全に集落ぐるみで努めている。

【南向きの急峻な樹園地】 【集落内農道と獣害対策を講じた園地】



［集落の将来像]
○ 農地を維持管理することが困難になってきている農家へのサポート体制を構築し 「尾鷲甘夏の里」、

として、将来にわたり甘夏の生産を維持・継続できる集落を目指す。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 良好な営農環境が継続されるよう、集落活動体制を維持するとともに、農地管理が困難となってき

ている農家へのサポート体制を構築する。
〇 景観作物の作付けや管理により集落景観を維持する。

［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 畑23.1ha 景観作物作付け 遊休農地の維持管理（ ）
（景観作物としてあじさ （農業者で草刈等を実施)

個別対応 い等を約0.02 植栽）
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の点検・管理
・水路･･･4.3㎞、(随時)

清掃、草刈り
・道路･･･2.7㎞、(随時)

草刈り、簡易補修

共同取組活動

農業用飲雑用水施設の管理・
清掃
（随時）

共同取組活動

４．今後の課題等

高齢化の進行により、ますます管理が困難となる農地が増加することが予想される

が、環境保全型農業など特色ある栽培方法の導入や直売ルートの開拓により、営農意

欲を維持しつつ、集落ぐるみで地域農業を担う経営体を育成していくことが課題であ

る。

［第２期対策の主な成果］
水路管理、農道管理の適正な維持管理・
耕作放棄地の発生防止と景観作物作付による集落景観の向上・
ウォーキングイベントへの参加による都市住民との交流・



平成 24 年度 

＜その他、取組に特徴のある事例＞ 

○鳥獣害対策による農地の保全 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 三重県南牟婁郡
みなみむろぐん

紀宝町
きほうちょう

 平尾
ひ ら お

井
い

－２ 

協定面積 
2.0ha 

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 

水稲       

交付金額 
42万円 

個人配分                                50％ 

共同取組活動 
（50％） 

農業生産活動費                    40％ 
鳥獣害防護柵管理                   10％ 

協定参加者 農業者 ４人 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 

  当地域は、周囲を山に囲まれており、以前から鳥獣による被害が深刻だった。近

年、農業者の高齢化や農家人口の減少により草地が増え、更に鳥獣による被害が広

がりをみせている。そこで、金銭的な負担を軽減させながら農地を保全することが

できる中山間地域等直接支払制度に取り組むこととした。 

３．取組の内容 

協定に基づき、畦畔や周辺の草刈、用排水路の清掃を協定参加者で実施している。

今後については、イノシシによる農地への被害が年々多くなっているため、協定農

用地を囲んでいる電気柵を共同で管理し、また、高齢化に伴う耕作放棄を防止する

ため、中核となる農業者への農地集積を進めていくこととしている。

【集落の風景】                 【電柵の管理】 



［集落の将来像]
○ 本集落については、現在、高齢化に伴い、耕作放棄の発生が危惧されることから、耕作放棄されそう
な農用地については農家組合等で管理・調整をおこない、中核となる農家に農地を集積していく。

［将来像を実現するための活動目標] 
○ 獣害対策として、協定農地を囲むように電気柵を設置し、農地を保全していく。 

○ 畦畔や周辺の草刈、用排水路の清掃を協定参加者で実施し、農地を保全していく。 

集落外との連携 
○ 集落内の農家に農作業委託等ができない場合には、水稲農家組合等との連携を図り、
耕作放棄地等が発生しないよう調整する。 

４．今後の課題等

この制度に取り組んだことにより、農作業・管理への意欲がより高まり、農業者

間のコミュニケーションも増え、農地のサポート体制も整ってきている。高齢化が

進んできており、集落内農家が減少していることから、今後は、集落外農家との連

携を密に図り、町内の主要な水田地区である相野谷川流域全体でサポート体制を整

えていきたい。 

農地法面の定期的な点検

（年２回及び随時）

共同取組活動

電気柵設置による鳥獣害

防止対策

共同取組活動・個別対応

農地の耕作・管理（田２ha）

個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.2ha、年１回） 

個別対応

水路・作業道の管理

・水路１km、年１回

  清掃、草刈り

・道路１km、年２回草刈り

共同取組活動

共同で支え合う集団的かつ

持続可能な体制整備

（中核となる農業者へ耕

作・管理を依頼）

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


