
平成 24 年度 

＜新規就農者の確保又は認定農業者の育成に取り組む事例＞ 

○ひまわりの里で規模拡大を目指す若き後継者を育成 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 兵庫県佐用郡
さようぐん

佐用町
さようちょう

 東徳久
ひがしとくさ

協定面積
44.5ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲,小麦,大豆,ひまわり 

交付金額
538万円

個人配分                                                        0 ％

共同取組活動
        （100％） 共同利用機械購入等費                 100 ％

協定参加者 農業者  92人、農業生産法人 １、土地改良区 １ 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 

 平成４年度から実施されたほ場整備を契機に、平成８年、集落全戸が加入する営農

組織が設立され、平成 12 年から中山間地域等直接支払制度に取り組んでいる。 

 大型機械の共同利用や農地集積を図るとともに、平成 14 年には、東徳久農事組合

法人を設立。農地の経営受託や安定的な組織運営に取り組んでいる。 

本集落においても、農業従事者の高齢化や兼業化が進行し、担い手不足の問題が深

刻化してきており、担い手の確保等が課題となっている。 

３．取組の内容 

 集落では、本交付金等を活用して共同利用機械を整備し、機械・農作業の共同化を

実現。農事組合法人を中心とした集落全体での生産体系を維持しており、離農者等か

らの農地集積に取り組み、規模の拡大を図っている。 

 また、化学肥料、化学合成農薬を低減した環境保全効果の高い営農活動に取り組み、

エコファーマーの認定を受けるなど、高付加価値型作物の生産拡大を実践している。 

 一方、休耕田にひまわり（景観形成作物）を作付け、開花時期には、県下一の規模

を誇る「ひまわり祭り」を開催しており、県外から集落を訪れる人も多く、農産物の

直売所や小中学校の体験農園等を通じ、都市農村交流にも取り組んでいる。 

 集落の課題について、これまで何度も話合いが行われ、若年層の受け入れが重要と

の結論が導き出された。この様な機会を通じ、24 年５月には、県下２番目となる人・

農地プランの認定までこぎつけている。 

【景観形成作物ひまわり】 【共同利用機械による麦の刈取り】



［集落の将来像]
○ 農事組合法人を地域の担い手として農業生産活動を展開 
○ 転作田にひまわりを集団栽培し、農村景観等、農用地の有効利用 
○ 農事組合法人への利用権設定を推進し、集落完結型の農業を目指す

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 農業の継続が困難となった場合に備え、共同作業等のサポート体制を確立 

○ ひまわり栽培を通じた都市との交流 

○ 農地の維持管理や農作業を軽減化するための利用権設定の拡大 

４．今後の課題等

 集落の高齢化が進行し、耕作が難しくなった農地が多くなってきた。集落の農地を守

っていくためには、若い人を受け入れ、後継者として育成していくことが必要である。 

若手農業者の中には、今後、果樹栽培も取り組み、加工を通じた経営拡大にも取り組

みたいなど、意欲的な者もいるが、過去には、就農したものの長続きしなかった者もお

り、若者だけでは、経験も乏しいことから、定年帰農者を迎え入れることも重要である。 

 今後、更なる集落の高齢化を見越して、後継者一人あたり 10ha の経営規模を目指し、

隣接する集落も含めて、最終的には、後継者 10 人で 100ha 規模まで拡大していきたい

が、その中核となる若者が必要となることから、当面は、農業大学校や農業高校の卒業

生を雇用し、法人経営の中心となる後継者を１名は確保していきたい。 

［第２期対策の主な成果］
農業用機械の大型化 （トラクター10台、田植機２台、播種機３台、コンバイン４台ほか） 

 法人の常時雇用   （雇用者４名、事務員２名） 

農地の耕作・管理（田 45ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り(バッフ

ァゾーンの設置) 
（約 24.5ha、年２回）

個別対応

集団的かつ持続可能な体制整

備

（農事組合法人を中心とした

集落ぐるみ型による農業生

産活動の維持）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 10.8km、年２回

  清掃、草刈り

・道路 6.4km、年２回

草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてひまわり 

を約 4.1ha 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

土地利用調整加算

（利用権設定及び作業受委託

面積 28ha、目標 30%以上増

加）

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

農業生産活動の体制整備



平成 24 年度 

＜地場産農産物の加工・販売に取り組む事例＞ 

○蛇
じ ゃ

綱
づ な

の里に舞い落ちる地域資源を活かした村づくり 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 京都府宮津市
み や づ し

 今福
いまぶく

協定面積
8.7ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲、野菜等  

交付金額
173万円

個人配分                                                          0％

共同取組活動
        （100％）

集落の各担当者の活動                  3％ 
集落マスタープランの将来像を実現するための活動    36％ 
水路、農道等の維持・管理等集落の共同取組活動      1％ 
集落協定に基づき農用地の維持・管理活動        38％ 
その他（農村景観の保持）               22％

協定参加者 農業者 22人、非農業者 13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 

２．取組に至る経緯 

 蛇綱と呼ばれる稲藁で作った全長５mの大蛇をかつぎ、家々を清めて回る伝統行事が

江戸時代より受け継がれ「蛇綱の里」として知られる宮津市今福集落では、高齢化と

後継者不足等の困難に直面する農村集落を維持し守るため、平成７年 11 月に「今福地

区・村づくり委員会」を設立。平成９年には「村づくり計画」を策定し、地区住民の

総意のもと、絆を深め、力を合わせて、計画的な村づくりを進めている。 

 集落の農地と農業を守り育てるため、平成 11 年には、営農組合を立ち上げ、平成 12

年からは、中山間地域等直接支払制度を活用。荒廃防止のために営農組合で直接農地

を管理し、また、女性を中心に農産加工グループを立ち上げている。 

３．取組の内容  

 本交付金を活用して、地域の資源である「今福の滝」の周辺整備や地域の農林産物

を活用した加工グループ（農産加工グループ、野菜生産組合、キノコクラブなど）を

つくり、活動している。 

また、地域の景観を形成するとともに市民との交流を深めるため、毎年、「今福げ

んき村・ふれあい滝まつり」を開催しており、とれとれ農産物市場、野外コンサート、

キノコ汁で大昼食会、焼き芋のふるまい、カカシコンテストなど地域外からの誘客を

行い、地域の農産物、加工品を販売して、観光資源（今福の滝）とともに農村の魅力

を発信するなど、地域活性化に努めている。 

なお、「今福の滝」については、平成 25 年 3 月に「宮津市今福の滝 ～蛇綱の里が

誇る七段の名瀑」として京都府景観資産に登録された。 

【「今福の滝」周辺整備 】          【地元産品の販売】     



［集落の将来像]
○ 集落ぐるみの農業生産活動等の体制整備

○ 地域の実情に即した持続的な農業生産活動等の体制整備 

［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 
  機械・農作業の共同利用面積（田植・刈取り・乾燥・調製等）を現状の1haから10%程度増加。 
○ 高付加価値型農業 
  特別栽培米（レンゲ米）の栽培に挑戦。 
○ 地場産農産物等の加工・販売 
  農産加工グループの育成強化と今福で採れたコメにブランド名を付け、白米にして販売。 
○ 担い手への農作業の委託 
  高齢化の中でも自作を追求し、一部の作業の委託を進める。 
○ 共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備 
  農業の継続が困難な農用地が発生した場合に備えサポート体制を維持する。 

集落外との連携 
○ 集落連携組織「上宮津地域会議（営農持続部会）」による取組 

集落営農や助け合いの仕組みづくりの研究（農業懇談会、視察研修）、ワサビ栽培
の実証など 

４．今後の課題等

 農業者の高齢化・後継者不足等により、農地の荒廃が懸念されるが、営農組合が受

け皿となり、機械・収納庫等設備の充実を図り、耕作放棄地の解消に努めていきたい。 

また、地域資源「今福の滝」の景観整備や地域イベント「今福げんき村・ふれあい

滝まつり」を継続して地域の活性化を行うとともに、今福で採れたコメにブランド名

を付け白米にして販売するなど、実践グループによる農産物や農産加工品の販売もさ

らに進めていきたい。 

今後は、特別栽培米（レンゲ米）の栽培にも挑戦し、高付加価値型農業にも取り組

んでいきたい。 

［第２期対策の主な成果］
水路改修工事、共同機械（コンバイン、草刈機）の購入、実践グループの育成（野菜生産、農産加工、

キノコクラブ）、「今福の滝」周辺整備、農地遮蔽木伐採、有害鳥獣防護柵の設置など

農地の耕作・管理（8.7ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（年 2 回及び随時）

個別対応

C 要件

集落ぐるみ型、組織対応型

共同取組活動
水路・作業道の管理

・水路 2.5 ㎞、年 2 回

  清掃、草刈り

・道路 1.1 ㎞、年 2 回

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてレンゲを

作付け）

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（年 2 回及び随時）

柵、ネット等の設置等

（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



平成 24 年度 

＜多様な担い手（棚田オーナー等）の確保に取り組む事例＞ 

○雲の上の集落で新たな担い手を確保し活性化を図る 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 京都府舞鶴市
まいづるし

 西方寺
さいほうじ

協定面積
8.3ha

田（99％） 畑（１％） 草地 採草放牧地

水稲、野菜  野菜

交付金額
165万円

個人配分                                                         50％

共同取組活動
         （50％）

棚田オーナー制対策                  30％ 
都市農村交流対策                    0％ 
獣害対策                       20％

協定参加者 農業者  18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 

赤岩山麓の西方寺集落は、舞鶴市西部に位置し、集落では、農家以外にも農業に関心

を持っている人が存在していることに早くから着目し、将来的には、集落の人口が減少

してくことを見据え、昭和 40 年代より、新たな人材を受け入れることを目標に様々な

活動に取り組んできた。 

しかしながら、集落の高齢化が進み、地域活動や条件の悪い農地での草刈り作業等が

難しくなってきたことから、更なる取組を進めるため、西方寺集落として、平成 12 年

から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 

若年層の地域への定着を促すためには、各施策が一体的に取り組むことが必要である

ことから、本交付金により受け入れ環境の整備として、共同利用機械購入、シカやイノ

シシなどの獣害対策に取り組んできた。 

一方、集落を訪れてもらうことが、人材呼び込みの裾野を広げることにもつながるこ

とから、都市住民に田舎暮らしや農業体験をしてもらうため、棚田オーナー制や農作業

体験、地域資源である赤岩山の登山口にあたる立地条件を活かし、都市農村交流にも取

り組んでいる。 

このような取組を通じ、集落外からの新規就農者や帰農した人の数は、着実に増えて

きている。 

【棚田オーナーによる収穫】 【獣害防護柵の設置】



［集落の将来像]
○楽しい村づくりの実践

○新しい住人を通じて集落の活性化

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 協定農用地の拡大（協定農用地面積２ha増加）、 機械の共同利用の増加（取組面積１ha増加） 
  高付加価値型農業の実践（有機農業取組面積50a増加）、 新規就農者の確保（集落内・外） 
  多様な担い手の確保（就農希望研修者の受け入れ） 

集落外との連携 
○京都府立大学（中村ゼミ）と田植え・稲刈り等を実施 30名 
○棚田オーナー（都市住民）と田植え・稲刈り等を実施 30名  

４．今後の課題等

 集落では、交付金を活用して獣害対策等に取り組み、新規就農者や農業後継者の数も

着実に増えてきた。 

一方、集落内の条件の良い農地の数は限られており、新たに集落外の農地を求めざる

を得ない問題も生じている。 

集落の高齢化が進行し、営農が困難となる農業者も増えていくことが懸念されるが、

耕作者をどのように確保していくかが今後の課題。 

［第２期対策の主な成果］ 
共同機械の購入（H14）※１期 

 案内看板の設置（H14）※１期 
 集会所の整備 （H22）※３期 
 防護柵の設置 （H23）※３期

農地の耕作・管理

（田 8.1ha、畑 0.1ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 1ha、年 1 回）

個別対応

協定農用地の拡大化

（6.8ha の協定農用地を

1.4ha の増加。目標 2ha 増加）

共同取組活動
水路・作業道の管理

・水路 3km、年 1 回

  清掃、草刈り

・道路 2.5km、年 5 回

草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてレンゲ、約

0.5ha の作付け。）

共同取組活動

高付加価値型農業の実践

（有機農業の取組面積 80aの

増加。目標 50a の増加と技術

向上）

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

新規就農者の更なる確保

（現状 8 名、目標 10 名）

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

棚田オーナー制度の実施

（約 4a）
共同取組活動



平成 24 年度 

＜農業生産法人、集落営農組織の育成に取り組む事例＞ 

○協定参加者以外も含め集落ぐるみで共同活動を実施 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 滋賀県大津市
お お つ し

 伊香
い か

立
だち

向在地
むかいざいじ

町
ちょう

集落
しゅうらく

協定
きょうてい

推進会
すいしんかい

協定面積
16.3ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲、麦、大豆       

交付金額
273万円

個人配分                                                       48 ％

共同取組活動
        （52％）

役員報酬                      5 ％
景観形成活動、共同防除、担い手定着活動       7 ％ 
揚水管理、ため池管理、道路管理          11 ％ 
地力増進活動、耕作放棄対策             5 ％ 
共同利用機械購入積立金              21 ％ 
その他                       3 ％

協定参加者 農業者 45人、農業組合 １、土地改良区 １、自治会 １ 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 

伊香立向在地町集落では、平成元年から 10 年にかけてほ場整備が行われ、米を中

心とする営農を展開しているが、兼業農家の増加、高齢化の進行、米価の低迷等の課

題を抱え、営農意欲の減退や集落活力の低下が見られてきたことから、将来に渡り集

落の維持発展を図っていくため、平成 12 年から中山間地域等直接支払制度に取り組

むことになった。 

ほ場整備によって整備された優良な農地を担い手へ引き渡してくため、現在の営農

組織を発展させ継続的な営農体制を確立し、また、生産の中心である米のブランド（伊

香立ブランド）を立ち上げることを目指し、活動に取り組んでいる。 

３．取組の内容 

集落ぐるみの農業生産活動体制の整備に取り組み、共同利用機械の整備を行った。

農地は所有農家が耕作・管理し、農道・水路の維持管理は協定対象外農家も一緒に参

加して、集落ぐるみで農業活動を実践している。 

また、近年は、イノシシ、シカ、サルによる農作物被害が深刻化してきたことから、

電気柵の設置を行うなど、獣害対策にも取り組んでいる。 

集落づくりの一環として、休耕田にコスモスを植え、コスモス田作り等の活動を行

うとともに、自治会活動(夏祭り)にも協賛し、多面的機能増進活動を自治会と協同し

て実施している。また、開花時期には、集落外からも多くの人が訪れ、住民との交流

を図っている。 

【向在地集落】 【法面の草刈り作業】



［集落の将来像]
○ 生産性の向上 
○ 住みよい集落づくり

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 営農組織のオペレーターを育成し、農作業の受委託による効率化 

○ 機械施設の共同利用を通じ、後継者の育成 

４．今後の課題等

集落の課題としては、リーダーの確保、高齢化の進行、担い手の育成等があげられ

るが、「いかにして鳥獣害の被害を防いでいくか。」が当面の課題。 

また、伊香立向在地町集落は、他集落に比べ比較的条件が揃っていることから、危

機感をもっている農業者が少ないため、今後、集落内の意識を共有し、集落全体で地

域を守るという更なる意識の向上が必要。 

［第２期対策の主な成果］
当該事業を取り組むことにより、集落全体で農業に取り組むことができ、農業活動の継続が図られて

いる。

農地の耕作・管理（田 16ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.4ha、年２回）

個別対応

機械農作業の共同化

（営農組合のオペレーター

育成、目標 10名) 
共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 5.4km、年２回

  清掃、草刈り

・道路 4.0km、年３回

法面等草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてコスモス

 を約 0.2ha 作付けた。）

共同取組活動

地場産農産物等の加工販売

（野菜の栽培の促進。自己消

費から生産直売を目指す）

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

多様な担い手の確保

（機械の共同利用を通じた

後継者の育成。目標 15名）

共同取組活動

共同で支え合う集団的かつ持

続可能な体制の整備

（農業の継続が困難となった

農地が生じた場合、営農組

合を位置付け）

共同取組活動

協

定

参

加

者

以

外

自 治 会



平成 24 年度 

＜その他（その他、取組に特徴のある事例）＞ 

○歴史街道が残る集落の景観・自然生態系に配慮した取組 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 滋賀県長浜市
ながはまし

 相撲庭
すまいにわ

町
ちょう

山田
や ま だ

地区
ち く

協定面積
2.9 ha

田（100%） 畑 草地 採草放牧地

水稲
交付金額
61万円

個人配分                                                         0％

共同取組活動
    （100％）

水路、農道、電気柵の維持管理、整備費         100％

協定参加者 農業者 13人 開始：平成23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 

 伊吹山を源流とする姉川中流域に位置する相撲庭町は、山裾に北国脇往還が通り、

古い街道の名残を残している。 

集落の耕地は約 55ha。作物は水稲が中心で、小規模の兼業農家が多い。昭和 60

年頃、ほ場整備を実施して、区画を整理。大半は平場に位置するが、山裾に位置す

る山田地区では、急傾斜の田が約 3ha 存在し、イノシシなどの獣害被害に悩む中、

農用地の保全が必要と考え、平成 23 年度より中山間地域等直接支払交付金に取り組

むこととした。 

３．取組の内容 

集落が抱える一番の課題である獣害被害に対応するため、共同取組活動で電気誘導

柵を設置。従来の電気誘導柵の更新を図ると共に、田園風景の景観保持も目的とした

周辺森林の雑木処分、草刈りの維持管理の徹底を協定者で取り決め、実施している。 

草刈り機での作業が困難な柵の周辺部では、これまでは、除草剤を散布していたが、

現在は、不織布を張って草の生育を抑えており、維持管理の低減が図れたうえに、除

草剤を使用しないため、一時は見かけなくなったイモリも戻ってきた。協定参加者全

員で草を刈ることで、集落の環境も良くなり、集落の意識も変わってきている。 

【電気誘導柵設置】 【周辺林地の管理】



［集落の将来像]
○ 当農用地の管理者は13名の協定者と少ないが、地道ではあるが、良好な維持管理、景観保全を向上す
ることで、担い手の育成、集落内の協定参加者増を目標に、この中山間地域等直接支払交付金をステ
ップとして、集落ぐるみの生産活動体制を構築していく。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 耕作放棄地とならないように、特に獣害対策の充実を図り、常に耕作可能な良好な農用地として維持
管理の徹底を図る。 

集落外との連携 
○ 当協定農用地以外の集落住人にも普及、啓発を図り、集落内の協定参加者増を目標と
する。 

４．今後の課題等

  集落の高齢化が進み、今後、耕作が難しくなる農地が発生していくと思われる。 

 今の対策中は、何とか踏ん張れるものの、次の対策の時は、どうなるか分からない。 

  後継者の育成が必要であり、当面、定年後の帰農者を後継者として位置付けていき

たいが、若年層は、農業に採算性が見込まれないと、確保が難しい。 

  主産物である米をブランド化し、所得の向上につなげていきたいが、一方で、昔か

ら言い伝えられてきた「弘法さんの不思議な水」を地域の資源として何とか活かせな

いかと、集落では模索している。 

  また、同じ相撲庭町の農業者とも何ら連携が出来ないかと検討している。 

［第２期対策の主な成果］
 取り組みなし 

農地の耕作・管理（田 2.9ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.3ha、年１回）

協働取り組み対応

獣害防止柵の新設設置

（L=1,222m）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 2.3km、年２回草刈

       年３回泥上

・道路 1.0km、年２回草刈り

共同取組活動

集団的かつ持続可能な体制整

備（協定者等集落ぐるみでの

農業生産活動の維持）

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

獣害対策の電気誘導柵と連

動による獣害被害防止の徹

底

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 

＜担い手への農地集積等（協定農用地の拡大を含む）に取り組む事例＞ 

○温暖気候を活かした三毛作で農家の体質強化を目指す 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 兵庫県南あわじ市
み な み あ わ じ し

 馬
うま

回
まわり

協定面積
13.8ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲,玉葱,ﾚﾀｽ,ｷｬﾍﾞﾂ 

交付金額
290万円

個人配分                                                        0 ％

共同取組活動
        （100％）

役員報酬                       1 ％ 
共同利用機械購入、災害補完工事            54 ％ 
獣害防止柵維持管理、水路等水利施設草刈作業、 
農道等維持管理                    17 ％ 
利用集積補助、作業受委託補助             14 ％ 
景観整備                       14 ％

協定参加者 農業者  29人、水利組合 １ 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 

「国生み神伝説」で有名な淡路島の南部に位置する南あわじ市では、温暖で肥沃な

風土を活かし、「淡路島たまねぎ」をはじめとする水田多毛作栽培が行われている。 

市東部の馬回集落では、平成４年から担い手育成型ほ場整備事業を実施し、担い手

への農地の集約化が可能となったが、イノシシやシカなどによる鳥獣被害に悩まされ

ており、その解決策が望まれていた。 

平成 12 年、中山間地域等直接支払交付金が創設され、特認地域での取組が認めら

れた。第１期対策から 10 年以上が経過し、実践的な取組が進められている。 

３．取組の内容 

課題である獣害対策には、共同で防止柵を設置。担い手農家への集積を図るため、

農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費の補助も行っている。 

集落の畜産農家４戸と連携し、酪農循環型の農業を実践。平成 16 年からは、ブル

ーベリー栽培にも取り組み、20 年には、市内の観光施設と連携して、鉢植えブルーベ

リーの摘み取り体験を実施している。今後は、高齢者でも取り組みやすい省労力化が

可能な新規作物を導入し、地域の特性を活かした高付加価値型農業の実現を目指して

いる。 

【温暖な気候を活かしたレタス栽培】【獣害防止柵の設置】



［集落の将来像]
○ 畜産農家と連携した有機堆肥供給の体制づくりを維持し、高付加価値型の生産を推進 
○ 効率のよいほ場の賃貸による担い手農家への集積、自己消費用の小区画ほ場の管理 
○ 担い手による相互利用を推進し、共同作業や共同利用機械の推進 
○ 柿等の果樹を植樹し、農村景観の充実 
○ ブルーベリー栽培に加え、高齢者でも管理が可能な新規作物を導入 
○ 古刹成相寺の維持管理 
○ 鳥獣害対策 
○ 視察研修の実施により、農業意欲の向上、集落内の交流を深める

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 前協定と比べ協定農用地面積を増加 

○ フェロモントラップの集落全域での実施 

○ 農業の継続が困難となった農地が生じた場合に備え、サポート体制を維持 

集落外との連携 
○ （株）うずのくに南あわじ（大鳴門橋記念館）を通じた農業体験、加工・販売の提供

４．今後の課題等

 高齢化が進んでおり、高齢者でも取り組める作物を導入して、人材活用を進めるとと

もに、後継者の確保が必要である。 

粘土質の土壌を活かし、品質の良い米を作ることは可能であり、また、温暖な気候を

活かして、三毛作に取り組めば、収入は確保出来るので、本業主体で生産性を向上し、

個々の農家の体質を強化して、後継者の確保を目指す。 

一方で、温暖な気候が故、草刈りも年３回以上は実施。傾斜が急で面積的には１ha

の田に法面が 20ａ程度もあり、草刈りが大変で農地集積の大きな負担となっている。 

［第２期対策の主な成果］
 獣害対策（防止柵の設置） 延長４km、250万円 
 集落の景観保全      スイセン（１km）、サクラ（200本）、モミジ（50本）の植樹 

農地の耕作・管理（田 14ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.1ha、年３回）

個別対応

集団的かつ持続可能な体制整

備

（役員を中心とした集落ぐる

み型による農業生産活動の

維持）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 1.5km、年３回

  清掃、草刈り

・道路 0.7km、年３回草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてスイセンを

約１km に植え付けた。）

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（年３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

堆肥きゅう肥の施肥

（畜産農家と連携した有機堆

肥供給の体制づくり）

共同取組活動



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＞ 

○持続的・効率的な農業生産活動に向けて参加者自ら整備 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 和歌山県橋本市
はしもとし

 杉尾
す ぎ お

協定面積 
13.1ha 

田（32％） 畑（68％） 草地 採草放牧地 

水稲 柿     

交付金額 
190万円 

個人配分                                                          50％ 

共同取組活動
        （50％）

役員報酬                       4％ 
共同農機具の購入費                  30％ 
水路・農道等の整備費                 10％ 
共同作業（草刈等）日当                5％
事務費・会議費                    1％

協定参加者 農業者  17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 

杉尾集落は、小規模な兼業農家によって構成されており、若年層の流出により高齢化

が進行して、耕作放棄地も顕著になり、後継者の確保が必要となっていたことから、集

落の話合いの中で合意形成が図られ、平成 12 年から中山間地域等直接支払制度に取り

組むこととした。 

第１期対策では、消費地に近い立地条件を活かし、イベント等を通じた都市と農村の

交流を進め、地域の活性化を目指すこととした。 

また、杉尾集落は、傾斜のきつい山間部に位置しており、農業生産活動を維持してい

くためには、農道の整備が急務となっていたことから、第２期対策からは、農道、水路

の整備を重点的に行っていくこととした。 

３．取組の内容 

農業の効率化を図るためには基盤整備を行う必要があることから、水路、農道の整備

計画を立て、交付金を活用して、生コン等の材料を購入し、協定参加者自ら農道の舗装

を行い、計画的に農業生産活動の強化に努めている。 

第２期対策で、要望のあった箇所をほぼ整備したことから、第３期対策では、農道や

水路の補修に重点をおくとともに、機械の共同化を図るため、共同使用農機具の購入を

行うこととしている。 

【杉尾集落】 【集落での話合い】



［集落の将来像]

○ 定年帰農者を農業の担い手として位置付ける。 

○ 集落の実情に即した持続的かつ効率的な農業生産活動を行えるように基盤整備を行う。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 共同使用農機具の購入 

○ 農道等の基盤整備を行う 

４．今後の課題等 

協定参加者に生コン等の現物を支給し、各自で農道や水路の補修を進めているが、協

定参加者の考え方に温度差があり進捗の度合いが異なるため、足並みを揃えた事業の推

進が必要。 

イノシシによる被害が多いため、捕獲用の檻や電気柵を設置しているが、鳥獣害の被

害を完全に防ぎきれていない。 

都市・農村の交流を通じて、少なからず杉尾集落に興味を持っている者もおり、集落

には何軒かの空き家があるので居住は可能であるが、権利関係が難しい。 

［第２期対策の主な成果］
・古代米等の有機栽培を通じて作物の販売及びイベントを開催し、都市・農村の交流を図った。 

（H17：約60名、H21：約70名） 
・認定農業者の新規育成（Ｈ17：0名、H22：1名） 
・農道の整備（H17：0m、H18：130m、H19：237m、H20：45m、H21：750m、合計1,162m） 
・水路の改修（H17：0m、H18：427.6m、H19：56m、H20：0m、H21：0m、合計483.6m） 

農地の耕作・管理

（田 4.1ha 畑 9.0ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.5ha、随時）

個別対応

機械農作業の共同化

（共同利用面積を 10%増加、

目標 1.4ha
共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 1.0km、年 2 回

  清掃、草刈り

・道路 1.5km、年 2 回

草刈り

共同取組活動

農地法面の点検

・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

農業生産条件の強化

農道、水路の改良目標

水路 145m
農道 250m 

共同取組活動



平成 24 年度 

＜高付加価値型農業の実践に取り組む事例＞ 

○高付加価値型農業を通じて新規就農者の確保を目指す 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 和歌山県紀
き

の川市
か わ し

 麻生津
お お づ

協定面積
211.1ha

田 畑（100％） 草地 採草放牧地

果樹（蜜柑、八朔、 
柿、桃、梅）

交付金額
2,428万円

個人配分                                                        50 ％

共同取組活動
        （50％）

役員報酬                       1 ％ 
研修会費                        1 ％ 
共同取組活動費（水路・農道等の維持管理等）      46 ％
積立金（水路・農道等の維持管理等）           2 ％

協定参加者 農業者 187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 

平成 17 年に誕生した紀の川市は、その名を日本最多雨地帯の大台ヶ原を源流とする

紀ノ川に由来し、麻生津は紀ノ川から高野山へと至る古くから交通の要地であった。 

麻生津では、各集落がそれぞれに協定を締結し、中山間地域等直接支払制度に取り組

んでいたが、個々の協定で取り組むよりも日常的に一体感のある麻生津全体で取り組ん

だ方が効果的との判断から、各集落の農業委員が中心的な役割を果たして統合を進め、

平成 17 年、旧麻生津村単位の広域協定が誕生した。  

本協定は、紀の川市 50 協定の中でも、最大の面積を持つ広域協定となっている。 

３．取組の内容 

集落の課題である農業従事者の高齢化・後継者不足、イノシシ・アライグマ等による

鳥獣被害など、地域の課題の解消に向けた話合いが進められ、第２期対策では、獣害対

策として、アライグマ捕獲用の檻を全戸に配布した。 

また、有機農業や特別栽培にも積極的に取り組み、県特別栽培農産物ガイドラインに

も則った農用地を新たに１ha 以上確保し、高付加価値型農業の実践に取り組んでいる。 

今後、農業の継続が困難となった場合に備え、認定農業者を新たに１名確保し、集落

外からの就農者を確保することを目標に、現在、取組を進めている。 

【眼下に臨む紀ノ川】 【みかんの特別栽培】



［集落の将来像]
○ 集落ぐるみの農業生産活動等の体制整備 
○ 地域の実情に応じた持続的な農業生産活動等の体制整備 

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 高付加価値型農業の実践（県特別栽培農産物ガイドラインに則った農用地を新たに１ha以上確保） 
○ 新規就農者の確保（１名以上の新規就農者を確保） 
○ 認定農業者の育成（新たな認定農業者を１名以上育成） 

４．今後の課題等

 耕作放棄を発生させないことは、集落にイノシシ等の鳥獣を居座らせないことにもつ

ながり、また、農道の草刈りなどこれまで手が回らなかったところにまで取り組むこと

ができるようになり、集落の意識が向上している。 

 現在、農作業の主流を占めている 70 歳代の農業者からの世代交代が課題であり、具

体的には、外部から若い就農者を確保し、また、集落の後継者には積極的に認定農業者

になってもらうことが必要であるが、新規就農者の受け入れは、住居などの問題があり、

課題も多い。 

 本協定は、複数の協定が統合してできた広域協定であるが、日常的な活動は、字単位

で行っている。広域協定は、スケールメリットが享受できる一方で、小回りが難しいな

どのデメリットもあり、今後、協定の見直しも含めた議論が必要になるかもしれない。 

［第２期対策の主な成果］
 ・鳥獣害対策（アライグマ捕獲檻 210個設置） 
 ・高付加価値型農業の実践 （和歌山県特別栽培農産物の認証 当初0.0ha→実施4.0ha） 

農地の耕作・管理（畑 211ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 5.0ha、年１回）

個別対応

高付加価値型農業の実践

（県特別栽培農産物ガイド

ラインに則った農用地を新

たに１ha 以上確保）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 1.0km 年１回

  清掃、草刈り

・道路 12.7km 年２回

草刈り

共同取組活動

新規就農者の確保

（現在 0 名、目標１名以上）

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

認定農業者の育成

（現在 15 名、目標１名以上）

共同取組活動


