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6．多面的機能支払交付金活動組織と連携した
企業参入の事例－CSVに向けて－
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社会価値と経済価値の両方を追求する



○ 不整形で営農の利便性が悪く耕作放棄
地が拡大したため、ほ場整備事業を実施。

○ 生産基盤が整ったことから、整備後の営
農組織の構築・充実と農業生産体制に合
わせた「地域ぐるみの保全管理」が必要
となった。

○ 埼玉県西部の農村地帯。不整形で営農の利便性が悪く耕作放棄地が拡大したため、ほ場整備事業を実
施。生産基盤が整ったことから、整備後の営農組織の構築・充実と農業生産体制に合わせた「地域ぐるみ
の保全管理」が必要となっている。

○ 農地や景観保全のため、非農業者を含む地域ぐるみで、水路等の保全管理活動を実施。また、農地の借
り受けを希望する企業や新規就農者に対して、土地改良組合等関係機関との橋渡しを行い、企業参入・新
規就農者確保への支援・後押しをしている。

○ 地域ぐるみの保全管理が始まったことで、環境保全への意識向上と共に企業の農業参入や新規就農者な
ど意欲的な地域農業の担い手が現れている。

活動開始前の状況や課題

○ 農地や景観保全のため、非農業者を含
む地域ぐるみで、農道・水路・ため池等の
保全管理活動を実施。

○ ほ場整備事業の実施を契機に、市、農業
委員会、ＪＡ等と連携を図り、営農体制の
確立、担い手の育成・就農といった取組を
支援するため生産組合を設立

○ 耕作放棄地の発生を防止するため、地
域農業者等とのコミュニティ強化を図ると
ともに、農地の借り受けを希望する企業
や新規就農者と、土地改良組合等関係機
関との橋渡しを行い、営農者確保への支
援・後押しをしている。

取組内容

【環境保全への意識向上】
・非農業者を含む地域ぐるみの保全管理活動に

より、地域で環境保全に取り組む意識が向上。
【新たな作物への挑戦】

・地場産ウィスキーの原料「二条大麦」、ワイン
用ぶどう

【企業の農業参入】
・３社

取組の効果

活動組織が中心となった企業や地権者との連携 中間農業地域

【地区概要】
・取組面積 18ha（田３ha、畑15ha）
・資源量 開水路1.9km

パイプライン1.6km
排水路1.9km
農道5.5km、ため池２箇所

・主な構成員 自治会、農業者
・交付金 約60万円（R２）

関兎田暮坪環境保全協議会（埼玉県秩父市）
せきうさぎだくれつぼ ちちぶし

【整備前】
耕作放棄された畑

【整備後】
生産基盤 整備完了

開水路の泥上げ
作業の様子

ワイン用「ぶどう」

ウィスキー用「二条大麦」

農地維持支払
資源向上支払（共同）
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○農業生産性の向上や
地域農業の活性化を図
るため、区画整理や用
排水路、暗渠、農道な
どを整備。

Ｓｔｅｐ１（H18～25）

基盤整備

○ほ場整備事業にて整
備された地区において
「地域ぐるみの保全管
理」を行うことを目的に
協議会を設立し、取組
をスタート。

Ｓｔｅｐ２（H２１～）

地域共同活動の開始

○協議会が市、農業委
員会、JA、土地改良組
合等と連携し「秩父在
来大豆借金なし生産組
合」を設立し、秩父在来
大豆「借金なし」、ウイ
スキー用二条大麦の作
付け開始

Ｓｔｅｐ３（H21）

生産組合の設立

○協議会が中心となって企業の誘致や地権者とのマッ
チングを図り、企業や起業者が新規参入

Ｓｔｅｐ４（H22～）

企業の新規参入
○ 特産物の活用や観光事業と連携した

地域の更なる活性化

○ 直売所、小売店や地産地消型の飲
食店舗の運営や観光周遊事業などとの
連携や協同による更なる展開

将来に向けて

きっかけ

不整形で営農の
利便性が悪く耕
作放棄地が拡大

今
後
の
展
望

ほ場整備事業の実施を契機とし、営農組
織の構築、農業生産体制の整備にあわ
せて、「地域ぐるみの保全管理」を行うこ
とで意見がまとまった。

(株)ﾍﾞﾝﾁｬｰｳｨｽｷｰ (株)秩父ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾌｧｸﾄﾘｰ (株)ﾓﾘｼｹﾞ物産

・近隣に蒸留所を持つ
ｳｲｽｷｰ専業ﾒｰｶｰ
・地区内の農地2.4haで
栽培された二条大麦を
使用しｳｲｽｷｰを製造

・兎田地区にワイナリー
と併設のﾚｽﾄﾗﾝを開設
・地区内の農地1.5haで
ぶどうを栽培し、ﾜｲﾝを
製造

・東日本大震災により
福島県から農場を移転
・借受けた農地2.5haで
エゴマを栽培し、エゴマ
油などへ加工・販売

(株)ベンチャーウイスキーは、イチロー
ズモルトのブランドで、ウイスキーを販
売し、ワ－ルドウィスキーアワード２０２
１で世界最高賞を受賞（５年連続）

(株)秩父ファーマーズファクトリーは、平
成27年にワイナリー及び農園レストラン
をオープンし、地域の特産物も販売し
地域の活性化に貢献しています。
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○ 田園風景が広がる中山間地域であり、
ブランド化に力を入れている「天野米」を中
心に高原野菜の栽培も行われている

○ 農業者の高齢化や若者の流出などによ
り後継者不足となっており、将来的に農地
維持や地域資源の保全管理が困難

○ 約20年前に行われたほ場整備等により、
水不足の解消と作業効率の向上が図られ
たが、当時整備した水路や農道等の農業
用施設が老朽化し、放置すれば営農活動
や農村環境に支障がでる

○ 和歌山県北東部、高野山のふもと標高約450ｍに位置し、田園風景が広がる天野地域は『にほんの里100

選』、『ふるさといきものの里100選』に選定されている。世界遺産「丹生都比売神社・高野山町石道」を有し、

観光客も訪れることから、農地等の草刈りや水路の泥上げ、植栽活動などを通じて良好な景観を保持。

○ 中山間地域等直接支払（H17～）、農地・水・環境保全向上対策（H19～）、多面的機能支払（H27～)、過疎

地域等自立活性化推進対策（H28）などを活用し、農地を含めた地域資源の保全等を展開。

○ 高齢化に伴う遊休農地等の増加や農業用施設の老朽化などを防ぐため、地域の担い手によるフォロー体

制の整備や地域内での様々な共同活動を実施。

活動開始前の状況や課題

○ 農地維持のため、農地・農道の草刈りや
水路の泥上、点検、老朽箇所の補修を実施

○ 地域内の景観向上を図るため、婦人会
やボーイスカウト、育成会、子育てサークル
の協力を得た植栽活動や地域資源の保全
管理を通した地域内外との交流活動を実施

○ 消防団と連携し、農業用施設を活用した
防災訓練を実施

○ 生産活動の向上を図るため、老朽化した
農道の舗装（延べ600m）を実施

取組内容

○ 草刈りや植栽活動等により、地域の景観が
保全され、地域資源の保養（田園風景、ホタル
の観賞スポットなど）にもつながり、訪れる観光
客等に対して魅力ある地域であることをＰＲ

【観光客数】
H26 ： 47,028人 → R2 ： 50,260人

○ 施設の補修を行うことで、生産活動の向上
と農業の持続的な発展に寄与

【農道舗装】（H30） 90m （H31） 110m
（R2） 70m

【水路補修】（H30） 1箇所 （H31） 2箇所
（R2） 2箇所

取組の効果

地域内外との交流活動による地域環境と農業の維持２ 山間農業地域

あまの ちょう

【地区概要】

・取組面積56.34ha （田56.34ha）

・資源量 開水路 13.8km、農道 13.1km

ため池 22箇所

・主な構成員 農業者、自治会、

婦人会、消防団

・交付金 約4百万円（R2）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

天野多面的集落機能維持活動部会 （和歌山県かつらぎ町）

天野盆地の景観

共同活動（植栽）

農道の舗装 ホタルの観賞スポット
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ほ場整備61ha、用排水
路20km、農道2,236m、
用地整備9,500㎡など

○ 県営中山間地域
総合整備事業でほ
場整備や用水管路
整備等を実施

○ 整備後は、作業
効率が大幅に向上
及び水不足解消

Ｓｔｅｐ１（H8～H14）

ほ場整備の実施

○ 県・町の補助及び
住民等の出資金をもと
に、手作りで建設し、
H15.4に開店

○ 地元で生産され、朝
収穫した農産物や加
工品を販売

Ｓｔｅｐ２（H15～）

物産販売所の開店

○ ほ場整備後の水
路や農道等の維持
管理（機能診断、補
修等）を推進

○ 中山間直払と併
せて環境整備や生
態系保全、地域の
共同体制を推進

（H27から多面的機
能支払に取組）

Ｓｔｅｐ４（H19～）

農地・水の取組

○ 無人ヘリを活用した共同防
除による省力化を実施

○ 消防団と連携し、ため池を
活用した放水訓練を実施

○ 担い手となる新たな人材の
育成と確保、地域内での農地
維持のフォロー体制を強化

Ｓｔｅｐ６（H27～）

地域内の共同活動を強化

○ H21.5に和歌山県「企業
のふるさと」第1号として、
伊藤忠商事㈱・天野の里
づくりの会・県・町の4者間
で協働交流活動に調印

○ 米作りによる交流体験、
環境保全活動等を実施

Ｓｔｅｐ５（H21～）

企業のふるさと調印○ 共同活動により地域の一体感が生ま
れたが、担い手不足の問題は顕在して
いるため、農地中間管理機構の活用推
進や作業受託体制を確立

○ U・Iターンの担い手や新規就農者に
対する営農指導などの育成体制を確立

○ 共同活動の継続による地域環境の
維持向上と観光客のさらなる増加

将来に向けて

きっかけ

担い手不足に
よる農地維持と
歴史ある郷土継
承への危機感

今
後
の
展
望

○ 営農環境を向上させ
るため中山間直払制度
に取組（第2期～）

○ 共同機械作業や鳥獣
対策、担い手確保、農業
者間のサポート体制な
どを推進

Ｓｔｅｐ３（H17～）

中山間直払の取組

その他、農家民泊の実施、田
舎暮らしフェアへの参加、田舎
暮らし体験施設を活用した移
住促進、地域おこし協力隊の
受入などにも取り組んでいる

交流体験の風景（田植え）

物
産
販
売
所

「
よ
う
よ
っ
て
」

農家民泊（ノースセントラル大学）

H16「紀伊山地の霊場と参詣
道」の世界遺産登録を契機に
地区を訪れる観光客が増加。

無
人
ヘ
リ
に
よ
る

共
同
防
除
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○ 本地区は、益田地区国営総合農地開発事業（S49～S63）で造成された畑団地であり、本制度の取組
（H19）前は、全域でパイプラインの老朽化による漏水等が頻発。また、入植者の高齢化により、営農組合
が行う幹線農道の草刈は、一部農業者に負担が集中し、十分に行えない区間が見られる状況。

○ 本制度の取組に同意した５つの団地（営農組合）と土地改良区、JA、企業が連携し、弱体化しつつある協
働活動を企業と協力しながら地域ぐるみで行うとともに、緊急を要する施設の補修・更新等を土地改良区
の調整の下、適切に実施。

大学や企業、NPO法人等の多様な主体との連携

企業の経営農地の状況 取組体制と企業との連携

高津工区 益田工区
※緑に着色
している農地
は、企業の経
営農地の㈱
ｷｭｰｻｲﾌｧｰﾑ
島根（72.8ha）

・ 国営事業受益地382haのうち、同意を得た５つの団地（198ha）が本制度
に取組

・ そのうち、12企業の経営農地は約123ha（国営事業受益地の約４割）

○ 取組体制

○ 企業との連携による効果

✓ 活動組織の運営は、各営農組合から選出された運営委
員16名と、益田市土地改良区、ＪＡで構成される運営委員
会による。

✓ 全体の事務は土地改良区が受託し、各営農組合の事務
はJAが必要に応じてサポート。

✓ 共同活動は、各営農組合で年度活動計画を策定し、面
積や組合員数を基準に運営委員会で調整し、各団地の関
連企業の協力を得ながら、営農組合が主体で作業。

✓長寿命化活動は、各営農組合からの要望を基に土地改
良区が補修箇所を選定し、運営委員会と調整し実施。

✓ 取組前は、主に各団地の限られた農業者のみで行っていた基礎的保全管理
活動を、企業の協力を得ながら地域ぐるみで取り組むことで合意形成した結果、
地域資源の適切な保全管理が行われるようになった。

✓ 今後、広大な畑景観を活かし、企業と連携した農業と観光ツアー（キューサイ
ファーム島根と連携した青汁産地ツアー）などの取組を模索中。

✓ 企業は、協働活動を通じて地域に溶け込み、地域住民の信頼感を獲得し、今
後、高齢化等により離農した農地への円滑な参入・農地集積を図りやすくなった。

＜主な農産物＞

ケール

トマト ぶどう

柿

【地区概要】
・取組面積 198ha

（畑：189ha、草地：10ha）
・資源量 開水路 117.1km、

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 155.2km、農道 175.7km
・主な構成員 農業者、土地改良区、

企業（ｷｭｰｻｲﾌｧｰﾑ島根、ｱｸﾞﾘみと、
大久保養鶏等）、JA 等

・交付金 約10百万円（R2）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

国営カイパイ地区広域協定（島根県益田市）
ますだし

３
都市的地域・
中間農業地域
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ご清聴ありがとうございました
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多面的機能支払交付金制度に関する資料・スライドについては、
農村振興局整備部農地資源課（多面的機能支払推進室）の
全面的な支援をいただきました。
ここに記して感謝申し上げます。


