
令和２年度 豊かなむらづくり全国表彰事業

東北ブロック受賞事例の概要

【農林水産大臣賞】

源流と農業を守る ザ・ワンチーム★

○団 体 名 湯原集落協定 （代表 山田 益広）
ゆのはらしゆうらくきようてい やま だ ますひろ

○所 在 地 宮城県刈田郡七ヶ宿町
みや ぎ けんかつ た ぐんしち か しゆくまち

○むらづくりの背景・経緯
七ヶ宿町は宮城県南西部、山形・福島両県境に位置する県内有数の豪雪地帯で、山林が

９割以上を占める山間地域である。

湯原集落の主産業は農業であるが、世帯数の減少や高齢化が進み後継者も少なく、将来

的な農地の維持管理と集落機能の維持が危惧されている状況であった。これらの課題に対

応するため、湯原自治会の全面的な協力のもと、中山間地域等直接支払交付金の活動母体

である湯原集落協定を中心に、集落の認定農業者、農業法人、多面的機能支払交付金活用

した活動組織である湯原集落農業協力隊及び七ヶ宿町との連携体制により運営されてい

る。

なお、活動に当たっては、中山間地域所得向上支援事業交付金や宮城県単独の集落体制

づくり事業等の支援制度を活用しているほか、企業との連携や集落外の若手農業者を巻き

込むなど、外部人材とも連携してむらづくりを推進している。

 むらづくりの内容

（１）農業生産面
担い手への農地集積を進めるため集落協定を締結し、ま

た、集落内の非農家も参加して農業協力隊を立ち上げ、耕

作放棄地の発生防止と多面的機能の維持、鳥獣被害防止対

策に取り組み、平成12年以降作付面積約47haを維持してい

る。

米づくりでは、「七ヶ宿源流米ネットワーク」が組織化

され、土壌改良や水質浄化により、全国食味コンクールで

金賞を受賞した良食味米を栽培している。また、そば栽培

においては、播種時期の分散による気象リスクの回避や開

花期間中の放蜂による結実率向上を図るなど、そばの栽培

方法を工夫し多収量を実現している。

（２）生活・環境整備面

ボランティアによる鳥獣害防護柵設置や除排雪により、
農地の維持・管理、生活環境を維持している。
集落協定では、来訪するボランティア等と集落住民と

の交流の場を積極的に作り出すとともに、地区の夏祭り
等を通して非農家との交流にも取り組んでいる。
地元企業社員とその家族が湯原集落を訪問、七ヶ宿源

流米ネットワークと共同で農作業体験を行うイベントが
開催されている。
また、農業法人が町内そば屋とともに「新そばまつり」

を開催し、毎年2,000人を超える人出で賑わっている。
女性は景観づくりや交流時における食事提供などに加え、

女性中心の自治会組織や女性のみで構成された郷土芸能組織もあり、集落では多くの場で
女性の活躍が発揮されている。

七ヶ宿源流米のパッケージ

新そばまつりの様子

別　紙　３



令和２年度 豊かなむらづくり全国表彰事業

東北ブロック受賞事例の概要
【農林水産大臣賞】

「夢を語り」「人を育て」「地域を創る」どりいむ農園構想 ～次世代へ～

○団 体 名 町下地区集落営農実践会議 （代表 田中 惠治）
まちした ち く しゆうらくえいのうじつせんかい ぎ た なか け い じ

○所 在 地 山形県西置賜郡白鷹町
やまがたけんにしおきたまぐんしらたかまち

○むらづくりの背景・経緯

白鷹町は、山形県の南部、置賜盆地の北端に位置し、町下地区は、町の中心部と隣接、

最上川の右岸に位置する比較的平坦な地域である。

集落の主産業は農業であるが、一戸当たりの経営面積が少ない個別完結型農業を営む農

家がほとんどで、養蚕業の衰退による農家所得の減少、荒廃桑園地の拡大、営農者の高齢

化、担い手不足など多くの課題を抱えていた。一方、水田の汎用化の進展とともに野菜類

のハウス栽培に取り組むなど町内農業をリードする先進的な地域でもある。

こうした地域が抱える様々な課題について、地域住民を巻き込み解決するため、平成元

年「町下地区集落営農推進協議会」を設立、「町下地区営農ビジョン」を策定し課題解決

に取り組み始めた。なお、むらづくり体制や営農ビジョンは、情勢変化にあわせて「町下

地区集落営農実践会議」、「どりいむ農園構想」に形を替え、着実に実践されている。

○むらづくりの内容

（１）農業生産面

基盤整備を契機として、平成16 年度に作業受託協業

組織「土里夢ファーム」を設立、水稲育苗の作業受託、

協業経営を行っている。翌17年度には町への働きかけが

実現し「白鷹町産直市場どりいむ農園直売所」が建設さ

れ、管理運営の指定を受ける形で営業を開始した。直売

所の開設により施設園芸作物に取り組む農家も増加し、

当初は30 名だった会員も、令和元年度には250名を超え、

品ぞろえ、品質、対応等の良さから口コミで白鷹町内外

に評判が広がり、販売額は増大している。また、地域外

からの新規就農希望者を受入れ、世襲にこだわらない経営継承の仕組みづくりの実践とと

もに、毎年１～３名の研修生を受入れ、これまでに多くの新規就農者を育成してきている。

（２）生活・環境整備面

地区民の集会所である「土里夢（ どりいむ） 館」で

は、地区民のふれあいと話合いの場だけでなく、三鷹市

民や海外から嫁いだ花嫁との交流会など様々なイベント

が開催されるとともに、子ども会の学習活動、農業者の

技術交流や農産加工（ ジュース加工）が行われている。

また、直売所が設置されたことで、農産加工に取り組

む女性が飛躍的に増加している。

これらの取組は、農家だけが先導して企画・開催する

のではなく、非農家や女性が積極的に立案や企画に参加

し、互いに協働した形で行われている。

直売所の開店町の行列

地域のイベントは女性や非農家が活躍



令和２年度 豊かなむらづくり全国表彰事業

東北ブロック受賞事例の概要
【農林水産大臣賞】

みんなの力で地域を活性化！如活禅師ゆかりの里 中荒井区
じよかつぜんじ

○団 体 名 中荒井区 （代表 渡部 雅俊）
なかあら い く わたな べ まさとし

○所 在 地 福島県南会津郡南会津町
ふくしまけんみなみあい づ ぐんみなみあい づ まち

○むらづくりの背景・経緯

南会津町は福島県の南西部、栃木県境に位置する山間豪雪地帯で、中荒井区は、町の中

心部より南方４ｋｍに位置し、国道121号に沿って形成される集落で、会津と関東を結ぶ

交通の要所にあり、集落内には私鉄の駅も設置されている。

集落では以前より「集落でできることは集落で」の精神があったが、少子高齢化による

人口減少で空き家や独居老人の増加による集落機能の低下、鳥獣被害による遊休農地の増

加、優良農地の維持管理等が課題となっていた。一方で、中荒井区には江戸時代に禅を広

め、優れた医術で人々を救ったとされる「如活（じょかつ）禅師（ぜんじ）」の墳墓・仏

塔があり、かつては禅師の命日近くに供養のための墓前まつり「如活祭」が行われていた。

この祭りを区の役員が中心となり、平成21年に区民総参加で復活させた。

これをきっかけに集落内外の人たちの交流が広がり、地域づくりの機運が高まった。ま

た、集落の活性化を図るため、集落の実態・課題把握を行い、手作りマップの作成など「な

かあらい地域活性化（元気づくり）計画書」を作成し、集落運営に関する諸課題に対処す

る再生計画を示した。

○むらづくりの内容

（１）農業生産面

平成25年に多面的機能支払交付金制度を活用して、農地

の維持管理・保全等を行う「なかあらい大地を育む会」を

設立。ワークショップ等を通じ、鳥獣による農作物の被害

状況と対策について理解を深めつつ、区民総出で電気柵の

設置や管理、里山林整備等に取組み、被害を減少させた。

また、遊休農地の増加や優良農地の荒廃を防ぐため、刈

払いや耕起の代行作業に取組み、地域の農業法人が再生し

た農地を有効活用し、そばを栽培している。

（２）生活・環境整備面

平成29年に東武鉄道の特急列車リバティが運行を開始し

たのに合わせ、停車駅（中荒井駅）周辺の遊休農地を整備、

ザル菊やアジサイ等を植栽し、景観づくりを行っている。

また、組織体制を整備したうえで、集落の課題（除雪作

業、災害対策等）解決に取り組み、その状況を会報で区民

に情報提供するとともに、様々な伝統行事やイベント開催

により世代間交流を促進し、集落の活性化を図っている。

さらに、NPO法人との農福連携や森林保全のための間伐体

験を行うとともに、福島大学の学生と連携して集落をＰＲす

るなど、様々な組織の協力を得ながらむらづくりに取り組ん

でいる。

住民による電気柵設置作業

中荒井駅沿線のザル菊



令和２年度 豊かなむらづくり全国表彰事業

東北ブロック受賞事例の概要

【東北農政局長賞】

Sustainable Farming（食と共に環境を守る）

○団 体 名 農事組合法人 門崎ファーム （代表 藤江 修）
かんざき ふじ え おさむ

○所 在 地 岩手県一関市
いわ て けんいちのせき し

○むらづくりの背景・経緯

一関市は、岩手県の南端に位置している。門崎地区は、一関市のほぼ中央に位置する川

崎町の西北部にあり、東西に国道284号及び南北に県道が走り、内陸部と沿岸部を結ぶ交通

の要衝となっている。

門崎地区内の水田は、昭和20年代に10アール区画に整備されたものの、農道も狭小で用

排水路は兼用の土水路であった。さらに地下水が高く、ほとんどが湿田であったため、効

率的営農の展開や農地の集積が進まない状況となっていた。

また、農家の状況は、農業従事者の高齢化と担い手不足、ほ場条件が悪く労働生産性が

著しく低いなどの問題点が存在していた。このような情勢の中、河川改修とあわせて基盤

整備事業が進められることとなった。平成19年には具体的な営農推進組織として門崎ファ

ームの前身となる門崎地区農地管理組合が設立され、その後、メダカの保護のための「メ

ダカ水路」などの様々な施設を整備しながら、基盤整備事業は平成25年に完了し、同年、

従来の個別営農から法人化による集落営農を実現すべく農事組合法人門崎ファームが設立

された。

○むらづくりの内容

（１）農業生産面

水稲の60kg当り生産コストは、事業前と比較し57%も削減

され、同法人が当地区の担い手となることにより、門崎地

区の受益面積の81%が集積され、そのうち90%が集約化され

た。これにより、担い手への管理作業委託で生じた余剰労

働力を活用して野菜栽培による農家所得の向上を図るとと

もに水田の環境整備などを実施している。

また、メダカを核とした「門崎めだか米」等の各種製品

の開発及びオンラインショップの開設などを通して、生産だ

けでなく販売活動も積極的に展開し販路を拡大している。

（２）生活・環境整備面

同法人が中心となり、地元住民をはじめ、一関市、一関

東部土地改良区、JAいわて平泉、そして岩手大学の教員・

学生からの協力を得て設立された「門崎メダカファンクラ

ブ」により、「お田植会」、「メダカ観察会」及び「収穫祭」

などのイベントが毎年開催され、地域住民と全国のファン

が一体となり、メダカと農村環境保全に対する理解を深め

つつ、地域全体が保全活動に積極的に取り組んでいる。

オール岩手にこだわった日本酒

お田植会



令和２年度 豊かなむらづくり全国表彰事業

東北ブロック受賞事例の概要

【東北農政局長賞】

日本の原風景残る清流の里を生かした村づくり

○団 体 名 清流の会 （会長 金澤 幸則）
せいりゆう かい かなざわ ゆきのり

○所 在 地 秋田県南秋田郡五城目町
あき た けんみなみあき た ぐん ご じよう め まち

○むらづくりの背景・経緯

五城目町は、秋田県の中央部に位置する豪雪地帯で、馬場目杉沢地域は、太平山県立自

然公園内の馬場目岳を源流とする馬場目川の上流域に位置し、豊かな自然や森林資源に恵

まれた地域である。

馬場目杉沢地域は、基幹産業であった林業の衰退により、人口減少や、過疎化が進行し

た。さらに、平成18年３月末に地域唯一の小中学校が閉校になり、地域住民のショックは大

きく、地域が疲弊してしまうのではないかという危機感が生まれ、コミュニティの存続に

不安を募らせていた。しかし、校舎が新しく、十分活用できるものだったことから、地域

の全戸が加入する組織「杉沢地区コミュニティ」が、旧校舎を拠点として、周辺の草刈り

や掃除を始めた。この活動から、より地域のためにできることをしようと有志が集まり、

平成18年に、馬場目川の「清流」にちなんで、地域住民による村おこしグループ「清流の

会」が設立された。

なお、旧杉沢小中学校校舎は、杉沢交流センター「友愛館」となり、現在も会の活動拠

点となっている。

○むらづくりの内容

（１）農業生産面

個別農家が作付けしていた山間地域の農地を、農業法人

に集約・集積化し、効率的な管理を行うことで、農地の維

持・保全に努めている。

また、閉業したスキー場跡地を活用して「恋地ときめき農

園」を運営、野菜の栽培を行っている。高齢者でも作業がで

きる品目を選定し、地域の高齢者が活躍できる体制を整備し

た。農園で生産された行者ニンニクは、「清流の森」で利用・

販売している。

（２）生活・環境整備面

廃校舎を活用した農家レストラン「清流の森」の管理・運

営を行っており、山菜やイワナなど地場産の食材を使った料

理を提供している。

４名の女性会員が働いており、女性の感性を生かしたメニ

ュー開発により、誘客に貢献している。年間3 , 0 0 0 人以

上が訪れており、観光・交流活動の拠点としての役割を果

たしているほか、地域の山菜や野菜、川魚などの食材を使

用することで、地元農家や高齢者の収入確保・やりがい創

出にもつながっている。また、高等学校の生徒と協働での

環境整備活動やイベント開催のほか、町の交流事業により、

都市部の住民が当地域へ訪れ、交流人口・関係人口の増加にも貢献している。

農家レストラン「清流の森」

高等学校生と協働での美化活動


