
- 1 -

東海農政局長賞

柿とバラの町農地・水・環境保全組織（岐阜県揖斐郡大野町）

『柿とバラの町で全住民一体で農村環境を保全』

受賞者のことば

柿とバラの町農地・水・環境保全組織 運営委員会会長 加納 凖一

このたび、私たち「柿とバラの町農地・水・環境保全組織」へ東海農政局賞をいただ

き、誠にありがとうございます。

私たちの組織は、平成19年3月に「農地・水・環境保全向上対策事業」に取り組む組

織として活動を開始しました。大野町は、総面積34k㎡のうち1,200haの農地を有してい

ます。一方で、昨今の農業は高齢化が進み、担い手の減少や後継者不足など、大変厳し

い時代を迎えさまざまな問題が生じています。このような中で、ＪＡいび川、行政と一

体となって国が進めている農地の集積に取り組んできました。しかしながら農地は守れ

ても、地域の農業用排水路や農道等の農業施設が放任される等の問題が生じてきました。

私たちの組織では、大野町全48集落が一体となり「自分達の地域は自分達で守る」を

スローガンに、区長が役員となって取組を進めています。大野町の人口は23,500人です

が農家がどんどん減っています。非農家を含めて全住民で事業に取り組むにはどうして

いくか、それぞれの地区で知恵を絞り出して取り組んでいます。発足当初は、非農家の

方から「なぜ私たちが農地を守らなければいけないのか」という意見も聞かれましたが、

現在では、住んでいる環境を良くしよう、景観を良くしようとの思いで参加されていま

す。また、地域住民が一体となって取り組むことにより地域の連帯感が芽生え、老人ク

ラブ、子ども会等の組織からも期待を頂きながら各種の取組を進めております。

行政と一体となって取り組むに当たり、地域がよくわかる土地改良区が事務局となっ

て取り組んでまいりました。活動が進む中で、「柿とバラといえば大野町」と住民の誰

しもが子どもまでもが言えるようになっています。こうした立派な賞を頂いたのを契機

に更なる努力をいたしまして、私どもの町をより一層磨いていきたいと考えております。

このたびはこの賞を頂きましたことに心よりお礼申し上げます。
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１ むらづくりの内容及び成果

（１）地域の沿革と概要

大野町は、岐阜県の南西部、濃尾平野のほぼ西北

端に位置し、緑豊かな自然と豊富な水に恵まれた平

坦地域で、総人口は約23,500人、総面積は34.2k㎡

である。農用地面積は12.1k㎡で、町全体の約35％

を占めており、昭和46年から実施されたほ場整備に

より営農条件は整っており、各地域の水系ごとにブ

ロックローテーション方式で水稲・小麦・大豆が生

産されているほか、柿、バラ、いちごなどの生産も

盛んである。特に、柿は県内共販量の48％を占める

県内屈指の産地であり、バラ苗の生産は全国の約24

％のシェアを誇る日本一の産地となっている。

一方、名古屋市まで60分、県内主要都市の岐阜市や大垣市までは30分でアクセス

できるなど町外への通勤が可能で、非農家の転入が多く、混住化が進んでいる。

（２） むらづくりの動機、背景、経過

大野町では、混住化の進展や農業者の高齢化等により、集落で慣例的に行ってき

た水路の泥上げや草刈りなどの活動への参加者が減少し、施設管理者の土地改良区

は危機感を募らせていた。また、混住化等の影響で、地域住民間の交流が疎遠にな

り、地域活動への参加者も少なくなり、施設管理の問題のみならず、集落機能の低

下も懸念されていた。

こうした中、平成19年度に創設された「農地・水・環境保全向上対策事業（現在

：多面的機能支払交付金）」に取り組むこととし、大野町ほぼ全域の農業用用排水

施設を管理している揖東土地改良区が組織立ち上げの中心となって、大野町の全自
いとう

治会（48集落）を対象にワークショップを開催し、取り組み内容や運営方法の協議

を重ねた。

その結果、活動組織が行政（大野町）と同一単位

であれば、行政との協力・連携が得やすいこと、町

民全員の意識向上が図られること、地区ごとの取組

も統一感を持って行えるなどのメリットがあること

から、平成19年3月に町内全域を活動エリアとする

県下最大の広域活動組織「柿とバラの町農地・水・

環境保全組織(以下「保全組織」という。)」を立ち

上げた。また、設立と同時に大野町と協定を締結し、

柿とバラの町農地・水・環境保全組織

大野町の位置

ワークショップ
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活動計画等を明文化するなど、地域づくりに取り組む体制を整備した。なお、名称

の「柿とバラ」は町の特産品で「柿とバラといえば大野町」というイメージが湧く

ような、地域資源を活用した特徴のある活動ができるようにしたいとの思いから名

付けたものである。

（３）むらづくりの推進体制

ア 柿とバラの町農地・水・環境保全組織の組織体制、構成員の状況

保全組織は、大野町内の自治会（48集落）を地区ごとにまとめた６地区、老人ク

ラブ連合会、ＰＴＡ連合会、子ども会育成指導者連絡協議会、揖東土地改良区、揖

東井水土地改良区、西郡井水土地改良区、農業委員会、農事改良組合連合会、営農

組合連絡協議会及びＪＡいび川大野支店の１６団体で構成されている。

大野町内の全自治会が構成団体のため、住民のほぼ全員が構成員となっている。

保全組織では、各構成団体の代表者16名で構成される運営委員会により、効率的

な運営を図っている。運営委員会では、地域の実情に沿った多様な取り組みが実施

できるよう、各地区の代表が地域（集落）で集約した要望・意見等を取りまとめて

運営方針を協議している。

運営委員会は、毎年、運営方針を決定する総会（１回）と、その年の運営方針を

説明する地区ごとの説明会のほか、他の活動組織の優良事例視察を行う研修会（１

～２回）を実施しており、各地区が自らの地域をより良くしようという意識の向上

柿とバラの町農地・水・環境保全組織 構成図

大野町老人クラブ連合会

大野町ＰＴＡ連合会

子ども会育成指導連絡協議会

大野町の住民(農家・非農家）

柿とバラの町農地・水・環境保全組織

揖東土地改良区

大野町営農組合連絡協議会

大野町農業委員会

大野町農事改良組合連合会

ＪＡいび川大野支店

揖東井水土地改良区

西郡井水土地改良区

第２地区（旧豊木村７集落）

第３地区（旧冨秋村５集落）

第４地区（旧西郡村５集落）

第６地区（旧川合村10集落）

第５地区（旧鴬村10集落）

< 構成団体（16団体）>

第１地区（旧大野町11集落）

大野町
大野町教育委員会

協力
連携

連携
ＮＰＯ法人くろの
大野町かき振興会
大野町バラ苗生産組合

※ 柿とバラの町農地水環境保全組織の効率的な運営を図るため、運営委員会を組織。

※ 運営委員会のメンバーは、構成団体の代表16名で構成。

※ 運営委員会メンバーの互選により、会長（1名）、副会長（２名）、監査役（２名）を選出。

※ 組織の公平な運営を図るため、大野町監査委員から外部監査役（1名）を委嘱。

※ 事務局は、揖東土地改良区職員（２名）が兼任。
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につなげている。

また、保全組織は地区ごとの農事改良組合、営農組合、老人クラブ及び子ども会

の代表者等とも連携をして、地区の住民が一体となった地域活動を展開している。

イ 連携する組織、行政との関係

保全組織は、大野町住民のほぼ全員が構成員であるため、行政との協力・連携を

得やすい状況にあり、大野町や大野町教育委員会（町内の各小中学校）と連携して

「環境啓発コンクール」等の活動を展開している。

また、名古屋鉄道廃線跡地の利活用を通じて町の活性化を目指す「ＮＰＯ法人く

ろの」、町の特産品である柿の振興を図る生産者団体「大野町かき振興会」、バラ

苗の品種改良など振興を図る生産者団体「大野町バラ苗生産組合」と連携して、地

域特産品の開発や「田んぼアート」等のイベントに取り組んでいる。

（４）むらづくりの農林漁業生産面への寄与状況

ア 農林漁業生産、流通面の取組状況

大野町では、昭和46年からの土地改良事業により生産基盤が整備された以後、水

稲からの転作に取り組み、柿、バラ苗、いちご、たまねぎなどの生産が盛んになっ

た。加えて、農産物直売所（ＪＡいび川ファーマーズマーケット、Ｒ303 グリーン

ハウス）の開設により、直売所での消費者のニーズに合わせた、野菜等の少量多品

目生産にも取り組んでいる。

また、平成30年に開設予定の道の駅「パレットピアおおの」には、特産市場「大

野マルシェ」が整備予定で、大野町内で生産された野菜・果物のほか、「大野町の

太鼓判認定品」等の町の特産品が販売され、地域の農業振興に寄与すると期待され

ている。

※ 大野町の太鼓判認定品：大野町らしさを感じられる優良な特産物として大野町が認定している。

① 柿

大野町は県内系統共販量の約48%を占める産地

で、９月上旬から12月中旬にかけて、労力分散で

きるよう主要品種の西村早生柿、松本早生富有柿、
にしむら わ せ まつ もと わ せ ふ ゆう

富有柿を時期ごとに出荷している。また、有利な

販売のため消費者のニーズに合わせて、早秋柿、
そう しゅう

太秋柿等の新しい品種や袋かけ富有柿などの生産
たいしゅう

に取り組んでおり、特に袋かけ富有柿の中でも味

や外観など選び抜かれた最上級品の「特選袋かけ
大野町の柿
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富有柿」は、「大野の太鼓判」に認定されて、大野町の柿の知名度を向上させて

いる。

また、大野町かき振興会では、県が認証するぎふクリーン農業に生産登録し、

性フェロモンの利用、草生栽培による除草剤使用削減、発生予察に基づく適期防

除等の技術導入など、減化学肥料減農薬栽培に取り組んでおり、安全・安心で環

境にやさしい柿栽培を行っているほか、保全組織が実施している畦畔の草刈り等

の活動が、安全・安心な柿生産の栽培環境づくりに寄与している。

※ ぎふクリーン農業：県が進める登録制度で化学合成農薬と化学肥料を慣行栽培の30％以

上削減した環境保全型農業の実践と、環境への配慮、食の安全・安心の確保を推進している。

平成26年には、柿の有効活用と産地ＰＲを目的に、大野町かき振興会、県揖斐

農林事務所、大野町、大野町商工会及びＪＡいび川が「柿加工品開発プロジェク

トチーム」を結成し、規格外品を活用した１次加工品（柿ピューレ）を開発して、

それを活用したカレーやドレッシング等の商品のほか、学校給食への利用、菓子

店での｢柿ろまんワッフル」「柿氷」等の地域特産品が開発されている。また、大

野町かき振興会婦人部では、柿チップ・柿ジャムの生産・加工に取り組むほか、

食農教育に力を入れており、親子料理教室や町内小学生への柿栽培や干し柿づく

りの指導を行い、柿の魅力や産地を次世代につなぐ取組を行っている。

② バラ苗

大野町はバラ苗の生産日本一を誇り、保全組織

は大野町バラ苗生産組合と連携してバラを活かし

たまちづくりを推進している。平成９年に開園し

た大野町バラ公園は、5,750㎡の敷地に国内外の

バラ 150種 、2,000本が植栽されており、毎年５

月に開催される「バラまつり」には、町内のバラ

苗生産者が品種改良したバラの花が咲き、色や形

・香りを満喫することができる。イベント期間中

には、生産者から直接バラ苗が購入でき、ガーデニング愛好家を中心に県内外か

ら毎年約４万人が来場し、地域のイベントとして定着している。また町内のバラ

苗生産者は、品種改良にも熱心で、新品種「夜来香」は、「第６回国際香りのバ
いえらいしゃん

ラ新品種コンクール」のハイブリッド・ティ部門で最高賞の国土交通大臣賞に輝

いている。その他にも数多くのバラの品種が作出されており、「バラのまち大野」

の認知度向上につながっている。

イ 生産力の向上、生産基盤の整備等の取組

保全組織では、水路の泥上げ、畦畔の草刈りなどの基礎活動のほか、資源向上活

動として農道、水路等の補修などを直営施工で行い、農業用排水路を常に適切に維

バラまつり
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持管理しており、大規模農家や営農組合への農地集積に貢献している。

また、シカやカラスなど野生鳥獣による農作物被

害への対応として、町の支援により侵入防止柵を整

備したが、柵の破損や雑草の繁茂への対応等の維持

管理作業に苦慮していた。このため保全組織では、

環境保全活動に併せて、侵入防止柵の修復や定期的

な草刈りなどの維持管理を行い、鳥獣被害額は平成

３年の1,520万円から平成28年には402万円に減少

し、地域農業者の営農意欲の向上につながっている。

ウ 耕作放棄解消の取組

柿の主要産地の当地であっても、高齢化等の理由で管理ができなくなる柿園が増

えている。保全組織では、各集落から放任園の情報収集を行い、特に問題のある園

地については農業委員会、かき振興会及び県農林事務所が巡回調査し、地元集落の

協力で伐採を行ってきた。

しかし、放任園になる前の対策が重要であることから、平成26年に保全組織の構

成員であるＪＡいび川が主体となり、作業労力を補完するための作業受託体制を整

備した。大野町かき振興会はこの取組に対し、技術部員・婦人部員を中心に作業受

託者に登録し、技術力が必要な選定作業等において連携・協力している。

また、農地中間管理機構に預けられた園地の再生では、作業受託のほか、若手生

産者の技術力向上のための剪定研修や地元中学生のインターンシップ研修に活用し

て、次世代担い手の育成や地元産業を学習する場としている。

エ 子どもたちの農業体験学習の実施

保全組織では、地元集落が中心となって管理でき

なくなった農地（水田、畑）を無償で借り受けて、

子どもたちの農業体験の場として活用している。

また、地元集落、ＰＴＡ連合会及び子ども会育成

指導連絡協議会が協力して、小学校の授業の一環と

して地域の農業者を講師に招き、子どもたちに田植

や稲刈りなどの米作り体験、ジャガイモやサツマイ

モの植え付けや収穫の体験など、様々な農業体験を

実施しているほか、用水施設見学会、田んぼや川の生き物調査などを行い、地域の

将来を担う子どもたちの農業や農村を大切にする意識を育てている。

水路清掃作業

農業体験（さつまいも掘り）
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（５）むらづくりの生活・環境整備面への寄与状況

ア 生活・環境整備の取組

① 農村環境の保全と景観形成の取組

保全組織では、草刈機などの清掃作業に必要な

道具類を整備したことで、水路の泥上げ作業や草

刈り等への非農家の積極的な参加が促進されてい

る。当初は清掃活動（クリーン活動）への参加が

中心であったが、他の共同作業への参加者が増加

したことで、新しい取組活動についても積極的な

意見が出されるようになった。

古川地区では、平成19年に県内の先駆けで、農業施設を法面浸食から保護する

ため、浸食防止ために道路法面で利用されていた防草シートを、試験的に畦畔法

面へ設置した。結果はたいへん好評で、すぐに各地区でも設置が広まった。防草

シートの設置は、業者委託することなく保全組織の活動で取り組まれており、現

在の総延長距離は16㎞となっている。

道路沿いの畦畔では、防草シートとシバザクラやイワダレソウなどカバープラ

ンツを組み合わせた法面管理を行っており、これにより用水路への土砂の流入が

少なくなり用水路管理の省力化が図れるほか、ごみ等のポイ捨ても少なくなるな

ど環境保全意識が高まっている。花の見ごろには道を歩く人が足を止めて美しい

景観を楽しんでおり、景観形成にも大きく寄与している。

② 環境啓発コンクールの実施

保全組織では、平成20年から町教育委員会と連

携して、町内の全小中学校の生徒・児童を対象に、

環境保全に関するポスター・標語コンクールを毎

年実施している。優秀者に対して表彰を行うとと

もに、町内各地に優秀作品の看板を設置するなど

環境保全の大切さを啓発し、この活動を通じて子

供たちが積極的にクリーン活動へ参加するなどの

効果が表れている。

③ ホタルの勉強会の実施

保全組織の黒野集落、中之元集落、牛洞集落では、毎年５月から６月に大野町

内でホタルの保全活動を行っている人を講師に招き、ホタル勉強会を実施してお

り、ホタルを通じて自然環境、生態系を学習し、子供たちと農村環境の大切さを

学んでいる。

道沿いのカバープランツ

ポスター・標語コンクール表彰式
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④ 田んぼアートの実施

保全組織では、平成28年から「ＮＰＯ法人くろ

の」や「農事組合法人西黒野」などと連携して、

大野町の特産である柿のマスコットを水田に描く

「田んぼアート」に取り組んでおり、平成28年に

は約100人（子供20人、大人80人）の参加があり、

大野町の柿のＰＲに一役買っている。

⑤ かかし祭りの開催

保全組織では、農事組合法人西黒野と連携して、「かかし」を沿道に展示する

「かかし祭り」を開催しており、沿道に並んだ創意工夫をこらしたユニークなか

かしが地域住民を楽しませている。

イ コミュニティ活動の強化の取組、女性の参画状況

保全組織が実施する、水路の泥上げや草刈り等の

保全活動を契機として、農家・非農家を問わず地域

住民同士の顔を合わせる機会が増加し、地域コミュ

ニテイの活性化につながっている。

また、カバープランツの植栽などの楽しんで出来

る活動が地域に定着したことで、女性や子供の地域

活動への参加が多くなるなど、参加人数の増加に繋

がっている。

２ むらづくりに関する所見

大野町は、昔ながらの田園風景を残しながらも、岐阜市や大垣市といった都市への

アクセスの良さから、非農家の転入も多く、地域の連帯感が失われていく不安が生ま

れていた。このような懸念がある中、町内全域を活動エリアとして、農家、非農家に

関わらず全住民が参加する「柿とバラの町農地・水・環境保全組織」を設立したこと

で、地域の新しいつながりを作り上げ、地域ぐるみの活動を可能としている。岐阜県

の多面的機能支払交付金活動組織の非農家参加割合の平均が42％であるのに対し、本

保全組織は75％であり、非農家を含めた町全体で農村環境の保全に取り組む意識の高

さが表れている。

また、活動を通じて地域コミュニティが醸成されたことで、田んぼアートやかかし

祭りの開催など新しい取組が始まったほか、町の各種行事への参加者も増加するなど、

元気で魅力ある地域づくりに繋がっている。

保全組織では、組織名の由来である「柿」と「バラ」のような地域資源を取り入れ、

今後の活動を進めることとしており、さらなる活動の発展が期待されている。

子供たち主体の植栽

田んぼアート田植え


