多面的機能支払交付金
取組事例集

平成26年８月

注記：
・ 本事例集は、農地・水保全管理支払交付金第三者委員会等の資料を基に作成して
おります。

・ 本事例に掲載されている活動事例は、農地・水保全管理支払からの移行地区に係る
ものであることから、資料中に、農地・水・環境保全向上対策または農地・水保全管理
支払交付金関連の名称を使用している箇所があります。
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1

2

3

多様な地域での取組
1-1 近江新環境保全隊

新潟県

胎内市

水田地帯における基礎的な保全活動

1-2 グリーンネット生越

群馬県

昭和村

普通畑地帯における基礎的な保全活動

1-3 新丹谷地区環境保全隊

静岡県

静岡市

樹園地帯における基礎的な保全活動

1-4 標茶西地区農地・水保全隊

北海道

標茶町

草地帯における基礎的な保全活動

1-5 御保内みどり会

北海道

真狩村

大規模畑地帯における取組

1-6 鹿田山環境保全ネットワーク

群馬県

みどり市

畑地帯における取組

1-7 米納津農地を守る会

福井県

坂井市

砂丘地における防風林の保全管理

1-8 日下部地域環境保全委員会

山梨県

山梨市

樹園地における農村環境保全活動

1-9 村山牧野環境保全組合

熊本県

高森町

野焼きによる草地の保全管理

1-10 南横川環境保全会

千葉県

大網白里町

混住化が進む都市近郊地域における取組

1-11 宜野座村農地・水・環境保全組織

沖縄県

宜野座村

美しい海を守る耕土流出防止の取組

1-12 奥池地域保全隊

愛知県

大府市

ため池を中心とした非農家との共同活動

1-13 下横野農地・水・環境向上を図る会

岡山県

津山市

中山間地域等直接支払制度との連携

1-14 農地・水・環 根知なから隊

新潟県

糸魚川市

中山間地域等直接支払制度との連携

2-1 おおくさ水土里の会

愛知県

小牧市

都市化が進む地域における遊休農地解消の取組

2-2 大原里づくりトライアングル

京都府

京都市

地域活性化に向けて遊休農地を梅園に再生

2-3 藤沢市宮原地域保全活動組織

神奈川県 藤沢市

耕作放棄地を復旧し、地域活性化につなげる取組

3-1 白王町鳰の会

滋賀県

近江八幡市

集落営農やNPOと連携した水田地域における取組

3-2 宮口農地を守る会

新潟県

上越市

将来を見据えた営農体制の構築（人・農地プランの作成）

3-3 聖和・聖台西神楽地区資源保全活動グループ

北海道

旭川市

集落間の連携強化による農地利用集積の取組

3-4 上世屋農地保全会

京都府

宮津市

集落と企業の協働による棚田保全

遊休農地（耕作放棄地）の解消

地域資源の管理体制の強化
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農村環境保全活動
4-1 徳光町集落資源保全隊

福井県

福井市

けなるい（うらやましい）町「徳光」を目指して美化活動を展開

4-2 乃美エコクラブ

広島県

東広島市

畦畔管理を兼ねた「シバザクラの里」で集落活性化

4-3 柏町みのり会

三重県

伊勢市

町全体で自然環境の再生・保全への取組

4-4 榎前環境保全会

愛知県

安城市

水田魚道の設置を通じた活動の展開

4-5 木浜の資源環境を守る会

滋賀県

守山市

琵琶湖沿岸における水質の浄化、循環かんがいの取組

4-6 美郷町千畑地域農地・水・環境保全組織

秋田県

美郷町

菜の花ネットワークで地域資源循環

4-7 松原地区保全協議会

山形県

飯豊町

小水力発電を通じた地域活性化

多面的機能の増進を図る活動（高度な保全活動）
5-1 尉ヶ畑環境保全組合

京都府

京丹後市

生き物が棲みやすい石積水路の直営施工

5-2 チームエコ美な美がた

新潟県

上越市

用途廃止された水路を活用したビオトープの造成

5-3 山室保全会

滋賀県

米原市

農業用水源の湿原の生態系に配慮した保全

6-1 弓削弓つくりの郷

滋賀県

竜王町

集落の手による水路等施設の長寿命化への取組

6-2 音金農地・水環境保全組合

福島県

下郷町

廃棄処分の資材を用水ゲートなどに有効活用

6-3 真田地区資源保全組合

島根県

吉賀町

自主施工による農道、水路の補修

6-4 枝野８区資源保全隊

宮城県

角田市

自主施工による計画的な保全管理

6-5 文殊農地・水・環境保全管理協定

福井県

福井市

広域活動組織における計画的な補修・更新の実施

熊本県

阿蘇市

豪雨災害への対応

7-2 農地・水・環境保全組織いなばエコフィールド協議会 山形県

鶴岡市

田んぼダムによる防災・減災の取組

7-3 川内地域農地・水・環境保全組織管理協定運営委員会 徳島県

徳島市

低平地における防災・減災の取組

7-4 元気な美しい里新名爪

宮崎市

ため池の適切な管理による防災・減災の取組

施設の補修、長寿命化のための活動

防災・減災の取組
7-1 一の宮地域農地・水・環境保全組織

宮崎県
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8

9

組織の広域化・体制強化
8-1 農地・水・環境保全組織窪田ふるさと会管理協定 島根県

出雲市

広域エリア（旧村単位）で活動に取り組む事例

8-2 山田五ヶ村地域農地・水・環境保全管理組織

湯沢市

広域化による相互扶助体制の強化

8-3 みやき町三根西地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会 佐賀県

みやき町

広域化による効率的な活動の実施

8-4 樽見内地域農地・水・環境保全組織

秋田県

横手市

社会的信用と透明性確保に向けた活動組織のNPO法人化

8-5 NPO法人関北農・水・環境保全会

福島県

福島市

NPO法人化による組織体制の強化

9-1 境地区協議会

岡山県

美咲町

遊休農地等の活用で地産地消

9-2 せせらぎの郷

滋賀県

野洲市

魚のゆりかご水田を活用した多用な取組による地域活性化

9-3 宇良地区環境保全の会

長崎県

諫早市

地域の特産品のブランド化

秋田県

６次産業化等の取組との連携

10 多様な主体の参画による地域コミュニティの活性化
10-1 濁池地域環境保全の会

愛知県

尾張旭市

世代を超えてため池、農業用水を守ろう！

10-2 緑ゆたかな北小松をまもる会

三重県

四日市市

「三世代交流水田での米づくり」で住民交流

10-3 粟田川流域農地・水・環境を守る会

広島県

庄原市

子供達との農業体験等を通じた活動の展開

10-4 元泉地域農地・水・環境保全組織

山形県

河北町

地域の目指す方向性を話し合い多様な取組を展開

10-5 ながむろ水辺ミュージアム

兵庫県

加古川市

ジュンサイ採りを活用した都市住民との交流

10-6 三箇牧地区農空間保全協議会

大阪府

高槻市

イベントや景観形成による地域のつながりの構築

10-7 草田地域を守る会

鹿児島県 日置市

地域商品券の活用で、みんなで楽しみながら環境づくり

10-8 岡崎地区保全協議会

群馬県

吾妻町

女性グループを中心とした活動で活性化

10-9 東境地域資源保全隊

愛知県

刈谷市

環境保全活動を通じて地域企業と交流

10-10 三区町環境保全隊

栃木県

那須塩原市

人と人のつながりによる多様な取組の展開

水田地帯における基礎的な保全活動

１―１

近江新環境保全隊（新潟県胎内市）
【地区概要】
・取組面積 48.0 ha （田 48.0 ha）

・対象施設 開水路 6.2 km、農道 6.6 km

・主な構成員 農業者、営農組合、自治会等

・交付金 約2.3百万円（H26） （農地維持支払、資源向上支払（共同））
農道砂利の補充（年１～２回）

地区全景
農用地
開水路
農道

水路、農道側溝の泥上げ（年１回）
水路等の草刈り（年５回）

全景撮影方向

ゲート類の保守管理（年１～２回）
施設周りの清掃（年２回）

普通畑地帯における基礎的な保全活動

１―２

グリーンネット生越（群馬県昭和村）
【地区概要】
・取組面積 127.7 ha （田 2.9 ha、畑 124.8 ha （こんにゃく、レタス等） ） ・対象施設 開水路 12.0 km、農道 3.0 km
・主な構成員 農業者、営農組合、自治会等

地区全景

・交付金 約７百万円（H26） （農地維持支払、資源向上支払（共同、長寿命化））
農道・水路のこさ切り（年５回）

全景撮影方向

農道・水路の草刈（年５～６回）

水路の泥上げ（年５～６回）

鳥獣害防護柵の管理（年２回）

農道の砂利補充（年１回）
農用地
農道
開水路

農道側溝の泥上げ（年５～６回）

樹園地帯における基礎的な保全活動

１―３

新丹谷地区環境保全隊（静岡県静岡市）
【地区概要】
・取組面積 32.0ha （畑（みかん） 32.0ha）

・対象施設 パイプライン 2.3km、農道 7.3km、ため池 ２箇所

・主な構成員 農業者、土地改良区等

・交付金 約３４万円（H26） （農地維持支払、資源向上支払（共同））

地区全景

防塵ネットの管理（年１回）

農地法面の草刈（年２回）

ため池の草刈（年２回）

農道の側溝泥上げ（年２回）

パイプライン通水試験（年１回）

全景撮影方向
農道路肩の草刈（年２回）
農用地
農道
ため池

草地帯における基礎的な保全活動

１―４

標茶西地区農地・水保全隊（北海道標茶町）
【地区概要】
・取組面積 1,544.4ha （草地 1544.4ha）

・対象施設 排水路 13.1km、農道 9.7km

・主な構成員 農業者、非農業者、ＪＡ標茶

・交付金 約３百万円（H26） （農地維持支払、資源向上支払（共同））
排水路法面の草刈（年１回）

地区全景

農道の草刈（年１回）

沈砂池の泥上げ
（３年に１回（沈砂池数７））

沈砂池
草地からの土砂を沈殿させて、
写真奥側下流の釧路湿原へ排水
農道のゴミ拾い（年１回）

沈砂池撮影方向
農用地
農道
排水路

１―５

大規模畑地帯における取組
【地区概要】

御保内みどり会（北海道真狩村）
○ 農地・水保全管理支払の活動を契機として、地域共同による農地・農業用水等
の保全管理体制を構築。これにより、農地や農道法面の草刈りなどの作業を共同
で行う意識が強まり、地域資源が適切に保全。
○ また、非農家も含む集落共同の活動により景観作物の作付などが行われ、良好
な農村景観を創出。

・取組面積 753ha
（田 3ha、畑 706ha、草地44ha）
・資源量
農道 48.6km
・主な構成員
農業者、自治会、女性会、その他
・交付金 約10百万円（H26）

○ さらに、地域の水田において小学校と連携し、伝統的農法による景観形成を目
的に田植えから刈り取りまで実施する取組を実施。小学校においても食育のプロ
グラムとして取り組んでいることから、今後も連携活動を継続する意向。

農地維持支払
資源向上支払（共同）

主な取組内容

農道の補修・更新

・地区の9割以上を占める畑地において、
特産のゆり根を中心とした営農を展開。

砂利の補充、側溝の泥上、路肩、
法面の草刈り等

景観形成活動

ひまわり等の植栽による景観形
成活動

小学校との連携

田植え、稲刈、はさかけの体
験による伝統農法の保全

１―６

畑地帯における取組

鹿田山環境保全ネットワーク（群馬県みどり市）
○

群馬県東南部、渡良瀬川の大間々扇状地中央に位置する鹿田山中腹に広がる標高100
～200mの畑地帯である。

○

近年、混住化や高齢化の進行により地域資源の保全管理に係る共同活動が低調化。

○

多面的機能支払（農地・水保全管理支払）において、荒れた畦道（通作道路）のフッ
トパス整備と耕作放棄地への菜の花の植栽を行うことにより、集落の共同意識を醸成。

地域の状況

【地区概要】
・取組面積
174.0ha
（田47.0ha、畑127.0ha）
・資源量 開水路
21.0km
パイプライン 40.0km
農道
77.0km
ため池
5箇所
・主な構成員
農業者、非農業者、水利組合、
自治会、JA、土地改良区、老人会等
・交付金 約11百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

主な取組内容

○ 元々は桑畑地帯であり、県営かんが
い排水事業を契機に畑地転換が進ん
だが、施設園芸のウエイトが高まり近年
では農地余りの傾向が見られる。
○ 急傾斜地など耕作条件の悪い桑畑
は、伐根されないまま耕作放棄され、荒
れ地化していたため、ゴミの不法投棄
が頻発するなど耕作放棄地の解消が地
域の緊急課題となっていた。
フットパスの整備
○ 荒れ果てた畦道（通作道路）のフット
パス整備により、集落の共同意識を高
めることを第一段階とし、それから景観
植物の植栽による耕作放棄地の解消と
鹿田山の景観保全に繋げることとした。

○ かつて農家同士がお茶休みや
話し合う場として利用していた畦
道を復活し、集落コミュニケーショ
ンの形成に貢献。

菜の花畑
○ 耕作放棄解消後の農地に、菜の
花や蕎麦等を植えて、農村景観形成
と表土流亡を防いでいる。

１―７

【地区概要】
・取組面積
86.4ha
（畑 86.4ha）

砂丘地における防風林の保全管理

米納津農地を守る会（福井県坂井市）
○

福井県北部の三里浜砂丘地に位置し、畑地帯総合整備事業により整備された畑でハウ
スや露地野菜等が栽培されている。

○

砂丘地であることから、水路等への飛砂対策が地域の課題であり、水路の泥上げ等に
ついて、多面的機能支払（農地・水保全管理支払）を活用して取り組んでいる。

○

また、本地区においては、農地の表土の飛散や作物の風害の緩和のため、防風林の存
在が重要であり、ほ場に隣接する防風林の管理についても本交付金を活用している。

地域の状況

砂丘地の様子

・資源量 開水路
農道

11.3km
8.7km

・主な構成員
農業者、非農業者、自治会、老人会、
農家組長会、女性部、子供会、その他
・交付金 約２百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同）

主な取組内容

水路の泥上げ

防風林の保全管理

○ 砂丘地であることから、らっきょう、大
根、メロン、スイカ、かんしょ等の水はけ
が良く砂地に適した作物が栽培。

○ 水路や農道側溝に、砂丘地から
の飛砂が堆積し、水路の通水機能
が低下。

○ ほ場に隣接する防風林について、
多面的機能支払を活用し、枝払いや
下草の草刈り等を実施。

○ 砂地であることから、農地の風食を守
る防風林は、地域の重要な施設となって
いるが、近年、松食い虫による「マツ枯
れ」の被害が増加。

○ このため、多面的機能支払を活用
し、地域共同の活動により、水路の
泥上げを実施。

○ また、これら防風林について、松食
い虫の被害軽減のため、被害木の調
査、伐採、搬出、焼却、防除薬散布等
を実施。

１―８

樹園地における農村環境保全活動

日下部地域環境保全委員会（山梨県山梨市）
○

日下部地区は、山梨市の中でもJRや国道・県道等の主要交通機関の沿線の商業地や住
宅地の周辺に農用地が混在している地域である。

○

地域の耕作地の９割程度が果樹園でぶどう、桃、柿等が栽培されているが、高齢化の
進行によって離農が進んでおり、地域の共同活動も参加者が減少傾向にあった。

○

果樹主体地域で区画整理もされておらず、水路が自然石の空石積みであることから、
生態系に配慮したホタル保護地域を設定し、環境活動を実施するなど、地域の環境向上
を図っている。

取組内容

地域の状況

○ 昭和30年代まで水稲と麦の二毛作地帯で
あったが、その頃の農地がそのまま果樹主
体の営農に変化していったため、農地の区
画形状は不揃いで、農道は曲がりくねって幅
員は狭く、水路は自然石の空石積みの地域
である。
○ 水路・農道の草刈り、泥上げは、農地・水
保全管理支払に取り組む以前から地域の共
同活動として定着しており、農家・非農家を問
わず水利組合費が徴収されている。

農地維持支払
資源向上支払（共同 ）

今後の課題

自然石の
空石積み水路
と道路補修

樹園地の様子

【地区概要】
・取組面積
27.2ha
（畑27.2ha）
・資源量 開水路
4.4km
農道
2.5km
・主な構成員
農業者、非農業者
・交付金 約80万円（H26）

ホタル水路の
維持管理

地区内の水路は、昔からの用排兼用水路で、
空石積み水路が多いことから、これを活用し
た環境配慮として、ホタル保護地域を設定し、
当該地域における水路の維持管理を実施して
いる。

○ 本地域でも高齢化によって離農
による耕作放棄が増加しており、
山梨市でも全耕地の15％が耕作
放棄されている状況。
○ 果樹は水田と異なり作物転換
が困難であることから、営農放棄
された農地では、果樹がそのまま
放置されている場合が多い。
○ 今後も増加し続ける耕作放棄
地への対策に対して、重点的に事
業展開を図っていく。

１―９

【地区概要】
・取組面積
170ha
（草地 170ha）

野焼きによる草地の保全管理

村山牧野環境保全組合（熊本県高森町）
○

・資源量 農道

本地区は、昭和40年代に農地開発公団により造成された草地地帯。

○

本地域では、従来より、草地を維持するための野焼きが行われているが、近年、高齢
化や兼業化による人手不足の影響で、野焼きの実施が困難となってきている状況。

○

このため、本地区では、野焼き支援を行っているＮＰＯ法人や自治会を構成員として
活動組織を立ち上げ、継続的に草地を保全管理する体制を構築。

2.0km

・主な構成員
農業者、非農家、農業協同組合、
畜産協同組合、自治会、
阿蘇グリーンストック（NPO）
・交付金 約1百万円（H26）

※「野焼き」に対する支援は、基本方針において各都道府県が活動項目に追加することにより実施可能。

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

主な取組内容

地域の状況

輪地切り

輪地切り
○ 昭和40年代に農地開発公団により造成さ
れた草地地帯。
○ 地元農家が畜産共同組合を結成し、肉牛
の放牧を実施。
○ 地域住民の協力を得ながら野焼きを実施
していたが、高齢化や兼業化により実施が
困難となってきている状況。

野焼き

○ これまで野焼きを草地の保全管理を行ってきた畜産共同組合のほか、野焼き支援を行っ
ているＮＰＯ法人「阿蘇グリーンストック」や自治会を構成員として活動組織を立ち上げ。
○ 輪地切り（野焼き時の防火帯の作成）、野焼きを年２回ずつ実施。
○ 多面的機能支払（農地・水保全管理支払）を活用し、輪地切り機械のリース等を実施。
○ 活動を通じて、活動組織の構成員である畜産農家、自治会、ＮＰＯ法人、市民ボランティ
ア間の交流が促進され、結果として作業参加者の意欲が高まった。

１―１０

混住化が進む都市近郊地域における取組

【地区概要】

南横川環境保全会（千葉県大網白里町）
○ 本地域は、東京への通勤圏内にあり、混住化が進んでいる。共同活動の実施に当たっては、
新規入居者（非農業者）の活動参加への理解を得ることに苦慮していた。
○ このため、本地区では、耕作放棄地の解消活動に取り組み、平成20年度～22年度には、毎年
30aを解消。また、これら農地の一部にコスモスを植栽したところ、新聞にもとりあげられ、開花
時期には遠方から多くの見学者が来訪するなどの成果もみられた。
○ そのほか、地域の児童やその親たちの参加のもと、生き物調査などの農村環境保全活動（生
態系保全）を実施しており、これらの活動は、共同活動に非農業者の参画を促すきっかけとなっ
ている。

・取組面積 132ha
（田 71ha、畑 61ha）
・資源量
開水路 29.1km、
パイプライン 2.3km、
農道 38.6km
・構成集落数：２
・主な構成員
農業者、非農業者、１団体
・交付金 約４百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同）

主な取組内容

東京への通勤圏内にあり、新規
入居者が増加。

遊休農地の再生

生き物調査の実施

水路の補修・更新

再生した耕作放棄地にコスモス
を植栽。耕作放棄解消と景観の
向上を図る。

生き物調査への親子での参加
が、本対策への非農家（新規
入居者）の参画のきっかけに
なっている。

昭和44～53年度に整備された
水路の老朽化が進行。また、地
盤沈下（年間1.5～2cm）により、
水路に不陸が発生していること
から、布設替えを実施。

１―１１

美しい海を守る耕土流出防止の取組

ぎのざそん

宜野座村農地・水・環境保全組織（沖縄県宜野座村）
○ 当地域は、こう配が急なほ場において、大雨のたびに土壌が流出し、耕土が減少しており、また、この耕土
が海に流出することで、貴重な珊瑚の生息地となっている美しい海が赤色に染まり、自然環境や水産業に悪
影響を及ぼしている。
○ このため、農業者及び地域住民が危機意識を持ち、地域で定期的に農地パトロールを行い、排水路や沈砂
池の土砂を農地に還元している。また、亜熱帯地域に生える月桃（げっとう）によるグリーンベルトの植栽・管理
も行っている。総面積は６３０m2であり、県内の約３割を占めている。
○ 加えて、グリーンベルトの管理作業で発生した刈草は、チップにしてマルチング材として活用し、これにより
ほ場が保護され、赤土流出防止に更なる効果が発揮されている。

排水路・沈砂池の土砂を
農地へ還元
降雨後の海の様子（赤土流出）

【地区概要】
・取組面積 471.8ha
（畑 451.4ha、草地 20.4ha）
・資源量
開水路 13.7km、農道 53.6km
ため池 ２箇所
・主な構成員
農業者、非農業者、自治会、
青年会、婦人会、子供育成会 等
・交付金 約10百万円（H26）
資源向上支払（共同）

グリーンベルトの設置による耕土流出防止の取組で「美しい海へ」
①グリーンベルトの設置

月桃（げっとう）の植栽

②刈草をチップにして
マルチング材として活用

月桃（げっとう）のチップ加工

排水路の土砂の浚渫
梅雨入前や、台風前などに巡回をし、優先順位を
つけて浚渫作業を実施。

月桃（げっとう）によるｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ
（総面積６３０m2）

耕土流出防止のため
ほ場末端部にマルチング

１―１２

ため池を中心とした非農家との共同活動

奥池地域保全隊（愛知県大府市）
○

大府市は、名古屋市に隣接しており、野菜、ぶどう、乳用牛、鶏を中心とした都市近
郊型農業が営まれている。

○

本地区においては、住宅団地の造成等、非農業者が増加傾向にあり、農業者と非農業
者とが連携した地域資源や農村環境の保全活動の実施体制の構築が課題であった。

○

このような中、地区内のため池に親水公園が整備されたことを契機として、活動組織
を立ち上げ、地域共同による地域資源や農村環境の保全活動を開始。

地域の状況

ため池（奥池）

【地区概要】
・取組面積
47.0ha
（田15ha、畑32ha）
・資源量 開水路
9.0km
パイプライン 7.4km
農道
9.9km
ため池
1箇所
・主な構成員
農業者、非農業者、自治会、
土地改良区、まちづくり協議会、
老人会
・交付金
約２百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同）

主な取組内容

ため池堤体の草刈り

ため池の生き物調査

○ 名古屋市の隣接地域であり、都市住民の
流入が増加している状況。

○ 農業者のほか、活動組織の設立以前から地域の環境保全等の活動を行っていた「まち
づくり協議会」、自治会等を構成員として活動組織を設立。

○ 地域の環境保全を図るため、農業者と非
農業者が連携した保全管理体制の構築が課
題。

○ 農業者と非農業者では活動時間が異なるため、地域全体の活動を行う際には調整が必
要となるものの、ため池堤体の草刈りといった基礎的保全管理活動のみならず、ため池周
辺における植栽、生き物調査等の農村環境保全活動のほか、地域内の農家、非農家およ
び都市住民との間の交流活動を活発に行っている。

○ 水環境整備事業によりため池の親水公園
が整備され、これを契機として活動を開始。

【地区概要】
・取組面積93.6ha
（田88.8 ha、畑4.8ha）

中山間地域等直接支払制度との連携

１―１３
しもよこの

［中山間地域等直払重複面積 9ha］

下横野農地・水・環境向上を図る会（岡山県津山市）
○ 当地域は、水田単作地帯であり、農地の荒廃が心配されていた。将来に不安を感じていた当地域で
は、平成１７年から、農業生産条件の不利補正を行う中山間地域等直接支払制度に取り組み。
○ また、平成１９年度からは、農地・水・保全管理支払にも取り組んでおり、構成員間の役割分担のもと、
両制度を活用した幅広い活動を展開しているところ。

中山間直払制度からの発展

人と村をつくる

それぞれの役割分担を決めたうえで、各自の得意
分野の活動を行うということで説明をし、８つの団体
から参画を得ることができた。

【農業者】
点検、機能診断、計画策定

【女性部・老人会・
青壮年部】
農村環境向上活動

話合い、そして実行

・資源量 開水路20.3 km、農道7.3 km、
ため池9箇所
・主な構成員
農業者、町内会、青壮年部、老人会、
女性会、子供会、消防団など
・交付金 約７百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

【子供会】
清掃活動、ポスター作り、
生き物調査

約1.5aの遊休農
地の復旧を行った。
よみがえった農地
の一部に水稲を作
付け収穫に至った。

農村リーダー育成
研修に参加

小学校との連携による水
路等の機能についての
「水の学習」

【消防団】

【町内会】

農業者以外
５０％
中山間５集落協定

農業者：５０％
遊休農地の復元、
自主施工による補修、法面管理
総会：年１回、定例会：月に１回以上（対策導入前はほぼ無し）
地域づくりの話し合い：４回（対策導入前は１回）

女性の視点で地
域の未来像を描く
ワークショップを行
い、結果を活動に
取り入れている。
活動開始当初は、農用地・水路・農道等の草刈
や破損箇所の補修、堆肥散布等、営農活動に関係
することしか行えていなかったが、農地・水保全管
理支払の導入後は、地域住民全体で地域の農村
景観保全等に取り組み、地域の活性化につながっ
ている。

重機を使用した改修

「瓦版・しもよこの」の作成、発行

将来に向けて

○市街地との交流・農業体験や親睦行事の発展
○ワークショップの提言を実現し、ホタルの住める環境づ
くりや水質浄化の実施
○本対策の活動を通じての地域リーダー育成
○草刈り作業を軽減できるような対策を実施

中山間地域等直接支払制度との連携

１―１４

[中山間地域等直払重複面積 55.6ha]

農地・水・環 根知なから隊（新潟県糸魚川市）
○ 本地区では、洪水・渇水時の施設保全管理活動及び担い手農家の地先管理活動の労力低下等が課題
○ 耕作放棄地を増やさないために、地元企業の農業参入による担い手づくり、遊休農地を活用した付加価
値農産物の作付けと販売、離農農地の引き受け手の斡旋を行う農地銀行的システムの構築が目標
○ 事務の省力化のため１３集落を１組織に統合し、平地地区と山間地区の活動時期の違いを調整できるよ
うに７つのブロックに分けて活動を開始
○ 本対策の協定区域は県営ほ場整備区域が中心、中山間地域等直接支払制度の協定区域も区域内とし
て設定し、活動エリアを決め、作業を分担

本地区の課題と目標
～本地区の課題～
本地区では、洪水・渇水時の施設保全管理活動及
び担い手農家の地先管理活動の労力低下
耕作放棄地の増加等

【地区概要】
・取組面積 185.6ha（田183.9ha、畑1.7ha）

活動体制

・資源量
開水路54.3km 農道48.5km
ため池1箇所 ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ34.0km
・主な構成員 農業者、自治会、
老人クラブ、PTA他
・交付金 約13百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

活動内容

事務の省力化のため１３集落を１組織に統合し、平地
地区と山間地区の活動時期の違いを調整できるように
７つのブロックに分けて活動を開始

～本地区の目標～
耕作放棄地を増やさないために、地元企業の農業
参入による担い手づくり、遊休農地を活用した付加
価値農産物の作付けと販売、離農農地の引き受け
手の斡旋を行う農地銀行的システムの構築が目標

ため池周囲に防草シートの
敷設
（きめ細やかな雑草対策）

山寺地区ため池
周囲に芝桜を植栽し管理

２―１

都市化が進む地域における遊休農地解消の取組

おおくさ水土里の会（愛知県小牧市）
○ 農地・水・環境保全向上対策により再生した遊休農地については、教育・交流の
場として活用するとともに、地主と協力して、当該農地にて営農を希望する者を募
集。これらの活動が、遊休農地の解消に大きく役立っている。
○ これまで遊休農地の解消は、個々の農家と行政が行うものと考えていたが、本対
策により地域がその一翼を担うことで、自分たちの地域を自分たちで守るという機
運が醸成された。

【地区概要】
・取組面積 94ha
（田 85ha、畑 9ha）
・資源量
開水路 4.2km、パイプライン 17.3km、
農道 21km、ため池 9箇所
・主な構成員
農業者、非農業者、自治会、子供会、婦人会
・交付金 約４百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同）

主な取組

【遊休農地の草刈り】

地域の大学との連携（餅つき等）
【田んぼに変身】

【地域住民による田植え】

遊休農地を再生し、教育・交流の場として活用

微生物液（EM菌）を活用した水質保全

・本対策により地区内の遊休農地4.5haのうち2.6haを再生できたが、地区外の地主の同意が得られず、取組が進められないケースがある。

２―２

地域活性化に向けて遊休農地を梅園に再生

おおはら

大原里づくりトライアングル（京都府京都市）
○三千院や寂光院などの歴史・文化資源や豊かな自然環境と調和した田園風景を後世に残していくため、
土地改良区、農業団体及びNPOのトライアングル体制を核として、地域が一体となって、希少種オオムラ
サキの保護活動、生き物調査等の様々な活動に取り組んでいる。
○また、近年、農業者の高齢化や生産基盤整備の遅れなどの影響により、農地が荒廃し、遊休農地が増加
しつつあり、それによって長年守り続けられてきた農村景観が悪化してきている。
○そこで、農家を主体とする地元住民が危機感を強め、農村環境の保全のため、長年放置されてきた遊休
農地を再生し、観光梅園づくりに取り組んでいる。

地域一体となって
環境保全

遊休農地を再生

【地区概要】
・取組面積 46.5ha
（田 46.1ha、畑 0.4ha）
・資源量
開水路 12.7km、農道 1.8km
・主な構成員
営農組織、土地改良区、ＪＡ、
ＮＰＯ法人
・交付金 約２百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同）

遊休農地を観光梅園に

土地改良区、農業団体、ＮＰＯのト
ライアングル体制を核として様々な
活動に取り組む。

長年放置されてきた遊休農地

共同活動で梅を植栽。活動には４日間
で延べ３３名が参加

専門家の指導のもと高野川で調査に取り組み、
約３６種の水生生物を確認

希少種オオムラサキの保護活動

地域ぐるみで遊休農地を再生。小型の重機
も使用。１０日間で延べ８１名が参加

約３０アールに梅を１２０本植栽

２―３

【地区概要】

耕作放棄地を復旧し、地域活性化につなげる取組

・取組面積 39 ha
（田 20.5 ha、畑 18.5 ha）

みやはら

藤沢市宮原地域保全活動組織（神奈川県藤沢市）
○本地域は、東京からのアクセスの良さと工場立地に適した平坦な地形が多いことから、多くの企業が進出し、
市街地が農業地帯まで拡大。都市化に伴い農業者の多くは他産業に流出し、農業用施設の保全管理が課題。
○特に、耕作放棄地の発生が問題となっており、農地・水・環境保全向上対策を活用し、耕作放棄地の復旧に積
極的に取り組んだ結果、宮原地域内に平成16年に約19haあった耕作放棄地が、平成20年には約８haに減少。
○ 復旧した農地には、地域の小学生がレンゲを播種し、レンゲの里祭りを開催。地元産の野菜、花き等の販売
や自治会による太鼓演奏会などを催し、市内外への地場野菜のPRや地域活性化に成果をあげている。
○ また、復旧した農地を活用し、地域の活性化を目的とした観光農園を視野にブルーベリー栽培を開始。

都市化に伴う耕作放棄地の
発生が課題

耕作放棄地の復旧に
積極的に取り組む

・資源量
開水路 3.6 km、農道 6.8 km、
パイプライン 0.6 km
・主な構成員
農業者、自治会
・交付金 約３百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

レンゲの里祭り

【宮原地域内の農地所有状況】
宮原地域在住者所有

32.4%

21.5%

市内他地域在住者所有

46.1%

市外在住者所有

市街地の拡大により
混住化が進行

混住化が進み、農地の管理が行き届かない現状

復旧した農地に地域
の小学生がレンゲを
播種
毎年開催するレンゲの里祭
りには、市内外から多くの人
が集まった

農地・水・環境保全
向上対策を活用し、
耕作放棄地を復旧。

【宮原地域内の耕作放棄地面積】
約１９ha

農地の１／３は
水田利用、
１／３は畑利用、
残り１／３は、
未利用・荒廃地等。

地場野菜の販売

６割減
約８ha

平成16年

平成20年

活動組織の取組を
展示パネルでPR

３－１

【地区概要】
・取組面積 59ha （田 56ha , 畑 3ha）

集落営農やNPOと連携した水田地帯における取組

白王町鳰の会（滋賀県近江八幡市）
○ 多面的機能支払（農地・水保全管理支払）の活動組織と集落営農の組織とが連携し、施
設の保全管理、濁水防止・節水管理、景観保全等の活動を効率的に実施。 また、これら
活動により良好に保全されている農村環境を活用して、農産物のブランド化を推進。
○ また、農村環境保全活動については、ＮＰＯと連携して実施。これにより、活動組織にとっ
ては、農家だけでは思いつかない知恵が得られるほか、ＮＰＯから情報発信が行われるた
め、非常に効果的。
○ 地域において、「自らの手で資源を保全する」という意識が強まったことが最大の効果。

・対象施設
開水路 7.0km、パイプライン 4.0km、
農道 5.0km
・主な構成員
農業者、非農業者、営農組合、自治会、
女性会、子供会、土地改良区、その他1
・交付金 約２百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同）

主な取組
琵琶湖

・湖上の飛地「権座」の農地では、田船を利用した稲作や水田魚道設置、景観保全活動、さらには農産物ブランド
化に取り組む。
・地域資源を保全する共同活動と集落営農等の環境こだわり農産物の栽培が相乗効果を発揮し、地域が活性化。

白王町鳰の会

権座（ごんざ）

ＮＰＯと連携し水田魚道を設置

景観形成活動

環境こだわり酒米の栽培

環境学習の実施

３－２

将来を見据えた営農体制の構築（人・農地プランの作成）

宮口農地を守る会（新潟県上越市）
○ 当地域は昭和50年に県営ほ場整備事業が実施されてから35年以上が経過し施設の老朽化、営農者の
高齢化が進んでいる。
○ 上越市全体として集落営農、農業生産法人へ集積することで農業の体質強化を進めてきた。
○ 農地・水保全活動の取組により、話し合いの機会が増えたこと、活動を通して営農者間の繋がりが強まっ
たことも関与して人・農地プランが円滑に作成できた。

地域の現状

【地区概要】
・取組面積 20ha（田 20ha ）
・資源量
開水路 8.1km、農道 2.8km、
ため池 1カ所
・主な構成員
農業者、町内会、老人会、溜池組合
・交付金 約２百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

活動の効果

○昭和50年のほ場整備後、35年以上が経過し、施設の老朽化が進み、営農者の高齢化も
進んでいる。
○営農は水田の単作で、耕作放棄地はない状況である。

団体営ほ場整備事業
実施箇所
（昭和49年度～54年度

人・農地プランを
作成した区域

人・農地プランの作成
人・農地プランに基づく農地の流れ
白紙委任

農地の出し手

農事組合法人

農地利用集積
円滑化団体
‖
(公財)牧農林業
振興公社

宮口
利用権設定

活動組織の
合意形成
共同活動
○ 市全体の取組として集落営農や農業生産
法人への集積をすることにより体質強化を
進めてきた。
○ 農地・水保全管理支払の取組を行ってき
た当地区では、地域の繋がりが強まったこ
ともあり、円滑に人・農地プランの作成に
至った。

○ 共同活動により地域の景観が良くなったこ
とで自分たちの農地は自分たちで守ろうとい
う意識が醸成された。
○ 農地・水保全管理支払の取組により、集落
の話し合いの機会が増え、人・農地プラン作
成にきっかけとなった。

３－３

集落間の連携強化による農地利用集積の取組

【地区概要】
・取組面積 997.8ha
（田 902.0ha、畑95.8ha）
・資源量
開水路 187.9km、農道 117.7km
・主な構成員
農業者、非農業者、町内会、ＪＡ、
小学校ＰＴＡ、消防団、水土里ﾈｯﾄ
・交付金 約34百万円（H26）

せいわ ・ せいだいにしかぐら

聖和・聖台西神楽地区資源保全活動グループ（北海道旭川市）
○ 当組織は、北海道の上川盆地の中央に位置する地域にあり、４集落で構成されている。昭和40年代に
は、一体的にほ場整備がなされたが、集落間のつながりが薄く、経営規模の拡大等を図る上での課題と
なっていた。
○ また、基盤整備後40年以上が経過し、施設の老朽化が進行しており、施設の維持管理に大きな労力や
経費を要するため、適切な維持管理が困難な状況であった。
○ 農地・水保全管理支払に取り組むことによって、集落間の連携強化や適切な農業用施設の維持管理が
なされるようになり、農地の利用集積促進への機運が高まり、高い水準での集積が図られるようになった。

地域の営農状況

農地・水による取組と効果

○ 地域内の基盤は、整備後40年以上が経過
し、施設の老朽化が進行。また、区画形状
は30a程度で、かつ排水不良なため、効率
的な機械化作業を行うことが困難。
○ また、農業者の高齢化等による農業者の減
少に伴い、労働力不足により土地利用率は
低下傾向で将来の耕作放棄地化を懸念。

○ 共同活動により強化された集落間の結びつ
きを土台に、地域が一体となって農業の在り
方の話し合いが進められ、結果、農地の利
用集積が進展。（Ｈ24年度時点で72％を集積）
農地利用集積率の動向

75%
70%

農地・水の取組により、
高い水準で集積が進展

60%
55%

61%

～H19 H20

30a区画程度のほ場

排水不良なほ場

○ 一方、地域では将来の地域農業の在り方を
模索し、営農条件が厳しい中で、農地の利
用集積を促進。（H19年度時点で取組面積
の約60％）
○ しかしながら、集落間のつながりが薄く、ま
た、施設の維持管理に対する課題が顕在化
し、更なる農地集積の進展に支障。

62%

H21

H22

○ 耕作条件を整えるため、国営事業を実施し
ていく等、引き続き、農業生産法人「夢民村」
など地域における中心経営体へ農地利用集
積を進め、効率的な作業体系を確立させ、
地域特産物のブランド化に向けた取組を拡
大。
ムーミンむら

■国営緊急農地再編事業

65%
60%

地域農業の展開方策

72%
69%

65%

農地維持支払
資源向上支払（共同）

H23

H24

～旭東地区（H25～29年度地区調査）～
高生産性農業の展開を実現するため、ほ場の
大区画化、用排水路改修などの基盤整備を計画

○ また、共同活動により従来よりも丁寧な施
設の保全管理を行うことで、安定した営農活
動に寄与。

水路の目地補修

水路の泥上げ

■今後の地域の課題点
農業者の高齢化の進行や農地集積の進展に
伴い、畦畔管理・水管理の粗放化を懸念

地域の中心経営体
農業生産法人「夢民村」

大型機械での営農状況

３－４

集落と企業の協働による棚田保全

【地区概要】

かみせや

・取組面積

上世屋農地保全会（京都府宮津市）
○ 上世屋地域は、丹後天橋立大江山国定公園に属し、棚田と笹葺き民家が織りなす里山の景観は、
「にほんの里１００選」の他、京都府景観資産、京都府の文化的景観に選定されている。
○ 宮津市内の(株)飯尾醸造は、酢づくりに使用する米の無農薬栽培にこだわり、約３０年前から上世屋
集落の農家に栽培を委託している。
○ 上世屋地区は過疎化・高齢化から離農が進んでおり、（株）飯尾醸造では、酢の原材料確保のため、
耕作放棄地の棚田を借りて社員自らが耕作等を行い、棚田を保全している。また、水路や農道の草
刈り、泥上げや補修などの共同活動を集落と連携して行っている。

地域の現状

企業との活動の広がり
上世屋集落と(株)飯尾醸造との
共同活動の取組状況

農地の法面の草刈り

青：現在耕作されている棚田
緑：かって耕作されていた棚田

昭和50年代より耕作
放棄地が著しく拡大

出典元：上世屋の棚田 合力の会

・資源量
開水路 １km、農道 １km
・主な構成員
農業者、非農業者、自治会、地元企業、
宮津市エコツーリズム推進協議会、
・交付金 約50万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

活動の効果
(株)飯尾醸造の取組が
上世屋の棚田保全に
大きな役割を果たして
おり、田植えや稲刈り
イベント等、都市住民を
巻き込んだ棚田保全の
活動が広がっている

みんなで稲刈り
（株）飯尾醸造では、無農薬
米の農法を研究され、再生
紙黒マルチ農法での無農
薬米栽培が実施されている

上世屋地区の棚田の分布

先祖から受け継いだ
田んぼをなんとか守っ
ていきたいが・・・

５ha （田 ５ha）

鳥獣害防護柵の管理
（株）飯尾醸造を発信源と
して棚田保全の活動は都
市部の消費者や大学生
にも拡大

こだわりの地元産無農薬米から
醸造した酢

４―１

けなるい（うらやましい）町「徳光」を目指して美化活動を展開

とくみつ

徳光町集落資源保全隊（福井県福井市）
○ 当地区では、地域内の非農業者数が半数となっており、農業者のみで地域資源を継続的に守っていくこ
とが困難となってきた。
○ 自治体と一体となり、景観保全のための植栽活動やゴミ対策の徹底、地区内美化運動などを推進するこ
とにより、共同活動を通じた集落機能の活性化を目指している。
○ けなるい町「徳光」をキャッチフレーズに、「美しい環境をどのように守っていくか」という課題について、集
落内で話し合い、身近な活動から始めることにした。このため、地域内美化運動の一環として、地域住民
が集落内水路に竹プランターによる植栽活動を実施。さらに、水路法面にシバザクラによるカバープランツ
の植栽活動の取組へと拡大。

地域ぐるみの資源保全活動
幹線水路の草刈

【地区概要】
・取組面積 71.7ha （田71.7ha）
・資源量
開水路 22.2km、農道7.4km
・主な構成員
農業者、自治会、農家組合、
子供会、水土里ネット、
親水施設整備事業委員会
・交付金 約７百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

身近な活動からの取組

活動の取組拡大に向けて

－手作り竹プランターの植栽－

－シバザクラの植栽－

地区内の竹林から竹
を調達し、竹プランター
を制作。地域住民一体
となって、集落内水路
に設置する活動に取り
組んでいる。

シバザクラを地区内でも一番目立つ水路沿い
に植栽。

幹線水路の清掃

地域内美化運動

活動を続けて５年目には、地区内のプランターは５５
個から９５個に増加。住宅近辺の活動ということもあり、
農家・非農家が一体となり取り組んでいる。

専門家からの助言も受け、防草シートを併用したシバ
ザクラによるカバープランツの植栽を実施。
景観形成と併せて畦の草刈り作業の省力化にもつな
がることから、特に防草シートの選定には各地をまわり、
スギナやチガヤにも負けない耐久性のあるシートを選定。
けなるい（うらやましい）町「徳光」をモットーに、質的向
上を図り取組拡大に繋げている。

４―２

畦畔管理を兼ねた「シバザクラの里」で集落活性化

のみ

乃美エコクラブ（広島県東広島市）
○ 活動地域である東広島市豊栄町乃美地区は、人口の約34％が65歳以上で、農作業に携わる者も高齢
化により畦の草刈もままならない状態になっていた。
○ 当クラブの代表を中心として、(独)農研機構の難防除雑草の防除技術と広島県立農業技術センターの
防草シートにシバザクラを組み合わせる技術を集積させ、草刈作業の不要化を試みた。特に平成19年度
には、高さが16ｍもの法面へシバザクラを植栽し、法面の省力管理と景観形成の向上を図った。
○ イベント（シバザクラ祭り）や育苗・植栽技術講習会を開催し、当地域の活性化と他地域での技術の伝播
も進めている。
○ さらに、田んぼの生き物調査や、多数存在するため池を活用した新しいイベントの開催、特産物の開発
等を計画しており、集落活性化に向け前進している。

防草シートを使った畦の管
理作業の負担軽減

被覆植物（シバザクラ）に
よる地域の活性化

図、グラフ、写真等

図、グラフ、写真等

○マルチ被覆とシバザクラを組み合わせた大規模畦畔
管理技術と、難防除雑草を根まで枯らす技術をあわ
せた技術をもって施工。定植したシバザクラが法面
を全面覆うまで約３年かかるが、覆い茂った後は法
面を草刈する必要が無くなる。また、法面を被覆す
ること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。

シバザクラ植栽面積1.6㏊
（うちH19年度の農地・水・環境保
全向上対策で施工14ａ）

○４月頃、植えつけられたシバザクラの花が満開とな
り、きれいな花と甘い香りで見学に訪れる人が次第
に多くなってきたことから、「乃美シバザクラ祭
り」を開催。
○平成２０年の開催で４回目だが盛況。地元観光協会
やマスコミと連携し、“シバザクラの里”として
広くＰＲするとともに、シバザクラの販売や栽培技
術相談も受け付けている。
《乃美シバザクラ祭り来場者数》
第１回（１７年度） １２６０人
↓
第４回（２０年度） ２２００人
※開花時期(３０日間)には述べ１万人余りが来場。

【地区概要】
・取組面積 64.4ha
（田 59.9ha、畑 2.3ha、草地 2.3ha）
・資源量
開水路 24.3km
農道 14.6km、ため池30箇所
・主な構成員
農業者、県立高校、自治協議会、
シバザクラ愛好会 等
・交付金 約３百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同）

活動を通じて更に次のス
テップへ

○シバザクラで敷き詰められた法面は、防草や景
観美化の効果に加え、稲の虫害を抑制し、米の
品質向上と減農薬栽培に繋がることが期待。
《平成20年度以降の取組》
・自主施工による水路の補修等
・田んぼの生き物調査、水質調査
・大学、県立高校と共同で外来雑草の調査・まん
延防止対策
○さらに、ため池を利用した新し
いイベントの開催や特産物の開
発など、地域住民の繋がりや都
市住民との交流を深めていく計
画。

４―３

町全体で自然環境の再生・保全への取組

かしわちょう

柏町みのり会（三重県伊勢市）
○ 「地域農業は、農家・非農家問わず大人から子供まで全体で町内を明るくする基礎」をモットーに取組。
○ 各種団体（構成員）が連携して地域の農地・農業用水等の資源や環境を保全。
○ 老人会が中心となって遊休農地を活用したルピナス、花菖蒲及びひまわりの植栽及び管理を実施。
○ 親子会では生態系を守るため、排水路へ竹炭設置による水質浄化、簡易水質調査による状況把握、清
掃活動による水質保全への取組を実施。また、食育の一環としてもち米づくりと餅つき体験を実施。

地域農業は、農家・非農家問わず
大人から子供まで全体で町内を
明るくする基礎

遊休農地を活用した美しい
農村景観の形成
・老人会が中心になって遊休農地
を活用した景観形成への取組。
・ルピナス、花菖蒲やひまわりを植
栽・管理。

【地区概要】
・取組面積 49.1 ha
（田 48.5 ha、畑 0.6 ha）
・資源量
開水路3.3 km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 3.5 km、
農道9.4 km
・主な構成員
農業者、柏町会、老人会、
親子会、自主防災隊、消防団
・交付金 約４百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

親子会を中心とした基幹
排水路の水質保全活動
・竹炭の設置による水質浄化
・年2回、ＣＯＤ、アンモニア態窒素の
濃度及びPHの調査を3箇所で実施
・排水路周りの清掃活動
・食育の一環として遊休農地を活用し
たもち米づくりと餅つき体験を実施

ルピナス播種の様子 ルピナス田の風景
水路泥上げ作業

開水路補修作業

農道砂利補修作業

開水路補修完成

花菖蒲の風景

水質調査の様子

竹炭設置の様子

清掃活動の様子

稲刈りの様子

ひまわりの風景
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水田魚道の設置を通じた活動の展開

【地区概要】

えのきまえ

榎前環境保全会（愛知県安城市）
○ 本保全会は、平成19年度より農地・水保全管理支払に取り組んでおり、近年の環境配慮に係る意識の高ま
りなどを受けて、愛知県農業総合試験場等との連携のもと、地区内の水田に水田魚道を設置。
○ 水田魚道と魚道を設置した観察水田において、生物の観察や伝統的農機具を用いた農作業体験など、
子どもが農業や環境の大切さを再認識し、地域や農業への理解を深める活動を実施。
○ また、地元の保育園・学校・子供会等との連携のもと地域資源の保全活動を実施しており、景観保
全のために植栽したヒマワリを活用したイベント等を開催。更に、地元農協は、水田魚道を設置した
水田で栽培した減農薬米を「どじょうの育み米」として販売。

研究機関との連携による
水田魚道の設置

水田魚道を活かした活動

ドジョウ等が遡上

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

更なる活動の展開
○ 水田魚道を設置した水
田で、節減対象農薬を地
域慣行の５割低減して栽
培した米を「どじょうの育
み米」として販売

○ 水田魚道での
生き物調査を実
施する事で環境
に対する意識を
醸成

○ また、地元製パン工場
とも連携し、米粉パンとし
ても販売

○ 魚道を設置した水
田を観察水田として
も活用

○ 水田の生物多様性を確保するため、構
成員、耕作者等の関係者が話し合い、水
田と排水路を結ぶ水田魚道を設置
○ 水田魚道は、愛知県農業総合試験場に
おいて開発されたものであり、保全会では、
遡上する魚類等の観察・調査を週２回程度
の頻度で定期的に実施

・取組面積 85ha
（田 80ha、畑5ha）
・資源量 水路 33km、農道 9km
・主な構成員
農業者 、非農業者、町内会、
榎前農用地利用改善組合 等
・交付金 約７百万円（H26）

○ 多様な主体によ

る取組
（中学生によるゴミ拾い）

○ 観察水田で伝統
的農機具を用いた
農業体験を実施

○ ヒマワリの植栽
（活動組織が主体となっ
てヒマワリ祭りも開催）

４―５

琵琶湖沿岸における水質の浄化、循環かんがいの取組

このはま

木浜の資源環境を守る会（滋賀県守山市）
○ 本地区は、滋賀県南部の琵琶湖沿岸で地形的特性から水の流れが停滞しやすく、水質の悪化が危惧され
ている赤野井湾に隣接している。
○ 水田から流出した農業排水は、排水路を経て幹線排水路である浄化型水路に流入し、浄化池から循環ポン
プで再び農業用水として利用することにより、琵琶湖への農業排水からの負荷を削減している。
○ 浄化型水路には、水質の浄化と景観を考慮した植物を植えている。また、子供を含む多くの地域住民が参
加するウォーキングを開催し、浄化型水路から浄化池までの区間を歩きながら、水生植物・生き物の観察や
施設の果たす役割を紹介。

水田からの濁水流出抑制

循環かんがい施設

【地区概要】
・取組面積 140.8ha
（田 137.2ha、畑 3.6ha）
・資源量
開水路 22.0km、農道 15.2km
パイプライン 2.0km
・主な構成員
農業者、自治会ほか６団体
・交付金 約12百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

地域住民への啓発

地域全体で各筆の排水口に止水板を設置
し、濁水の流出を抑制。約280箇所設置。

浄化型水路

循環ポンプ

適正な水管理に必要なポンプ操作は、
重要な作業。

南部浄化池

排水は浄化型水路に流入し、浄化池から
循環ポンプで再び農業用水として利用。

地域住民が参加するウォーキングを行い、
循環かんがい施設が果たす役割などにつ
いて説明。１５４名が参加。

菜の花ネットワークで地域資源循環
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【地区概要】
・取組面積 2,540.4ha （田 2,540.4ha）
・資源量
開水路663.9km、農道471.9km、
ため池43箇所
・主な構成員
農業者、非農業者、自治会、ＪＡ、
生産組合、水土里ネット 等
・交付金 約122百万円（H26）

美郷町千畑地域農地・水・環境保全組織（秋田県美郷町）
こあらかわ

○ 本組織区域内の小荒川集落においては、集落内の食用廃油の回収、食用廃油のＢＤＦ（バイオ
ディーゼル燃料）化等、以前から、地域資源の活用、資源循環の取組を実施。
○ 農地・水保全管理支払の取組を契機に、地域内の休耕田１．３６ｈａに菜の花の播種を行い、良好な
農村景観を形成。
○ 刈取り後の菜種から製造した菜種油をＢＤＦ化し、これを景観形成活動に必要な作業機械の燃料と
して使用する等、今後は、地域資源の循環を一層進めることが目標。

資源循環の進め方

農地維持支払
資源向上支払（共同）

休耕田への菜の花植生

下水の終末処理場の機器類に油がこびりつき
維持管理に多額の費用がかかる。

家庭から廃油を
流さなければ終末
処理場の維持管
理費が低減できる。

公民館にドラム缶
を設置し、廃食油
の回収を呼びかけ。

＝
水質汚濁を軽減

BDFとして再利用
し、ＣＯ２排出を抑
制

耕起作業のトラクターは、菜種油から
製造されたBDFを燃料としている。
9月に播種した菜の花
が、翌5月に見頃に。
搾油量
30㍑/10a

菜の花の循環プロセス

費

ＢＤＦ化

消

油

廃油回収

搾

BDF（作業機械燃料）

刈 取 り

副産物

菜種

種

菜の花⇔菜種

公民館に廃食油回収缶を設置し、廃油の回収を
呼びかける。

植生管理

程

播

工

耕起・
土づくり

環境負荷の低減（農村環境保全）

廃油→BDF
精製率90%

菜種

菜の花
食用油

廃油

BDF

小水力発電を通じた地域活性化
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【地区概要】

まつばら

・取組面積 54.0 ha
（田 50.5 ha 畑3.5 ha）

松原地区保全協議会 （山形県飯豊町）
○本地域では、農地・水・環境保全向上対策の活動を通じた地域の活性化を考え、川の水を利用した小水力発電
の事例から、地域にある水を利用し電力を得ることを検討。
○NPO法人（東北エネルギー開発機構）からの助言及び協力を得て、地域内の公園にある水車を水力発電の候
補地とし、電力技術を地元工業高校（山形県立長井工業高校）の協力を得て発電条件を整えた。
○シンボルであるイルミネーション看板は、活動組織の子供会が「活かそう！水のちから」としてデザイン。地域資
源から生まれたクリーンエネルギーを利用したもので地元で話題となり、地域の活性化に繋がり、道行く人への
啓発の一翼を担っている。
○今後は、地域内に存在する水路にある大きな落差を利用した水力発電を行い、水路周辺の街灯や公民館等の
施設電力として利用し、新たな農村環境づくりを目指した取組を行っていく方向。

地域にある水を利用した
発電の検討

小水力発電の実現までに

・資源量
開水路 13.4 km、農道 1.6 km
・主な構成員
農業者、自治会、子供会
土地改良区、消防団
・交付金 約３百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（長寿命化）

水を活かし新たな農村環境
活かそう！水の力

電力普及に取り組
むNPO法人の協力
を得て、電力化に
向けての現地指導

【花の植栽】

【装置の取付作業】

【水路の点検】

電力装置について
地元工業高校に
協力を依頼

最上川の源流地域であり、地域には水に
関する資源が多い。これを活用できないか
思案。
川を利用した小水
力発電の事例から

松原地区保全協議会
【看板をデザインした子供達とＰＲ看板】

【活動組織役員と地元工業高校との打合せ】

【発電装置の取付作業】

発電により、ＰＲ看板のイルミネーションが点灯。
地域で話題となり、地域活性化に貢献。

⇒

装置の取付けも
地元高校の協力に
より高校生が実施

⇒
活動組織として発
電化を検討

LED照明

今後も、地域にある水を利用した水力発電に
より、水路周辺の街灯や公民館等の電力を供
給できる新たな農村環境づくりを目指す。

生き物が棲みやすい石積水路の直営施工

５－１
じょうがはた

尉ヶ畑環境保全組合（京都府京丹後市）
○ 絶滅危惧Ⅱ種で日本固有の魚類であるアカザが生息する自然環境豊かな水路は、本地域の水源として
最も重要な役割を担っている。
○ 本組織では、農道の草刈り、水路や田んぼの生きもの調査、農道の舗装（自主施工）等の取り組みや、
老朽化した水路の補修等を実施している。
○ また、高度な農地・水の保全活動として、地域住民の自主施工による石積み護岸水路の整備を行い、ア
カザやその他の生きものが棲みやすい環境保全活動に取り組んでいる。

水辺の生きもの調査

自主施工による高度な
農地・水の保全活動
○工事着手前の状況
大雨による増水で、
水路の生き物は河川
に流下する。また、水
路に隣接する農道法
面も雨の度に洗掘さ
れていた

【地区概要】
・取組面積 １８ha （田１８ha）
・資源量
開水路 １７km、農道 ６km
・主な構成員
農業者、自治会、ふるさと会、
若尉会、婦人会、老人会、子供会
・交付金 約２百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

課題および今後の展開
○絶滅危惧Ⅱ種のアカザなどが急流で河川に
流れ込まないように、ワンドの設置を計画

○自主施工の風景
ワンド予定地

集落の子ども達による生き物調査
近隣国道の拡幅工事で
発生した石を石積護岸水
路の材料として使用

○今後は集落の憩いの場や子ども達の生き物
観察の場としての活用を計画中
アカザ

カワムツ

○完成した石積護岸水路

５カ年で１０７ｍを施工
予定
ドジョウ
サワガニ
たくさんの生きものを発見！

用途廃止された水路を活用したビオトープの造成

５－２
み

み

チームエコ美な美がた（新潟県上越市）
○ 地域の生態系を回復させるため、用途廃止された用水路をビオトープとして活用することとし、専門家の
指導のもと、自主施工により造成した。
○ 今後、更に２箇所のビオトープを造成することとし、造成したビオトープは多面的機能支払を活用して維持
管理していく。

取組経緯

【地区概要】 ※面積等はＨ25年度時点のもの
・取組面積 34.2ha
（田 33.8ha、畑 0.32ha）
・資源量 開水路 9km、農道 2km
・主な構成員
農業者、非農業者、
町内会、子ども会、消防部 等
・交付金 約５百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

高度な農地・水の保全活動によるビオトープの造成

・昭和48年のほ場整備以
前、本地域にはホトケド
ジョウ、タナゴ、ホタル
等の多様な生物が生息
していた。

（財）上越環境科学センターによる現
地調査を実施し、これを踏まえた整
備計画を策定、自主施工によりビオ
トープ（延長：180m、幅：2m、深さ：
0.3m）を造成した。

・近年、集落営農により
特別栽培米・有機栽培
米の生産を開始以降、
化学肥料や農薬に頼っ
た農業を、環境に配慮
した農業を実施したいと
いう気運が高まった。

施工後
施工状況

保全対象生物
ホトケドジョウ、メダカ、
トノサマガエル、イモリ、タニシ 等

今後の展開
・設置したビオトープに、花ハス、スイレン、アヤメ等を植栽し、保全対象生物の自然定着を図り、定期的にモニタ
リングしていきたい。
・トビ・モズ・鷹類のホバリングや滞留が促進するよう桜木を植栽し、ヒバリの高鳴き、キジバトの太鳴きがさらに高
まる、より良き共生の‘農舞台’を作っていきたい。
・今後、更に2箇所のビオトープを造成する計画となっている。
・将来的には、ホタルの里となるような地域としたい。

５－３

農業用水源の湿原の生態系に配慮した保全

山室保全会（滋賀県米原市）
○ ラン科の多年草であるサギソウ等の希少性の高い植物を有する山室湿原は、農業用水の水源としても
重要な役割を果たしている。
○ 自治会が母体となり、平成24年度に山室保全会を設立。地域の草刈や泥上げ等の共同活動のほか、高
度な農地・水の保全活動として、
・琵琶湖の水質保全に資する循環かんがい施設の保全等
・山室湿原における管理・観測用の歩道（木道）の補修
を実施した。

木道の補修

現状

a

b

・昭和60年頃のほ場整備によりポンプ場を設置した。
・排水を揚水機場 Ｐ からa～ｇ地点までポンプアッ
プし、循環かんがいを実施している。
・農業管理組合により管理していたが、高齢化等の
進行により吸水槽の土砂上げ等に苦慮している。

c

・管理用の木道は、
湿原の生態系へ
の配慮から防腐剤
を使用していない
ため、劣化が早く、
補修等の保全管
理が課題となって
いる。

農地維持支払
資源向上支払（共同）

循環かんがい施設の保全

山室湿原

現状
・地域住民の生活の変容により、湿地の利用
が減少し、人的管理が行き届かなくなった
ことから、湿地の陸地化が進行している。

【地区概要】
・取組面積 29.0ha
（田 28.9ha、畑 0.1ha）
・資源量 水路 7.7km、農道 4.4km、
ため池 2箇所
・主な構成員
農業者、自治会、老人会、婦人会
・交付金 約１百万円（H26）

d
e

循環かんがい
施設
f

高度な農地・水の保全活動による
循環かんがい施設の保全

Ｐ

真空ポンプの更新

劣化の進行した木道
高度な農地・水の保全活動による
木道の補修

g

山室集落

循環かんがい施設内部

取組における課題および今後の展開
補修状況

・ 山室湿原の管理で年３回の伐採を実施しているが、伐採後に発生する残材の処分が課題となっている。
・ 地域資源の保全管理を恒久的な活動としてくため、より参加しやすい環境づくりが必要と感じている。
将来的には、山室湿原の保全を通して、サギソウの村として地域活性化を図りたい。
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集落の手による水路等施設の長寿命化への取組

ゆげ

弓削弓つくりの郷（滋賀県竜王町）
○ 建設から３５年以上経過した水路の老朽化が進み、その機能維持が地域の大きな課題となっていた。
○ 平成１９年度から開始された共同活動支援により、用水路の目地詰め、排水路の側壁の補修（現場打ち
水路）等に直営で取り組む。
○ さらに、向上活動支援交付金を活用して、これまで予算的・技術的に取り組めなかった水路の補修・更新
等を実施。このように、集落が主体的に水路の維持・保全を実施し、将来に亘る農業生産基盤を維持。
○ また、濁水防止に関する活動を通じて、地域における節水等の意識が向上。

地域における課題

集落による水路の補修・更新の取組
○ 老朽化した水路において、施設の点検結果を踏まえ、簡易
な側壁の補修や目地補修を直営施工で実施。
○ 老朽化が著しい水路においては、向上活動支援交付金等
を活用して、計画的に一部更新。

【地区概要】
・取組面積 70ha
（田 68.8ha、畑 1.2ha）
・資源量
開水路 9.8km 農道 4.0km
・主な構成員
農業者、自治会、老人会、婦人会、
子供会、農村保全会、ＯＢ会
・交付金 約５百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

水質保全への取組
○琵琶湖の水質保全に資する濁水
防止のための活動を通じて、地域
における節水等の意識が向上。

○ 本取組により集落が主体的に水路の維持・保全を実施。

濁水防止のための啓発活動

○ ほ場整備から３５年以上が経過し、水路等
施設の老朽化が顕著となっており、ほとんど
の水路で水漏れ等が発生していた。
○ 老朽化した水路の補修・更新等について
は今後さらに対応が困難になることが想定
され、これらにどう対応していくかが大きな
課題となっていた。

水質保全活動
（透視度調査）

排水路の側壁の補修
（現場打ち水路の直営施工）

用水路の目地補修

濁水防止のための水路溝畔等の補強

持続的な地域活動
○ 琵琶湖の水質保全のため、濁水防止の取
組を進める必要性があった。
○ 災害対応等を含め、地域のつながりがもと
もと強い地域だが、高齢化等が進む中、こ
れをどう維持していくかが課題となっていた。

排水路の補修
（土のうによる補強）

老朽化が著しい水路の一部更新

○もともとつながりが強い地域であっ
たが、本対策により、災害対応等
も含め、継続的な地域活動が可能
になった。
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廃棄処分の資材を用水ゲートなどに有効活用

おとかね

音金農地・水環境保全組合（福島県下郷町）
○ 本地区内の水路は、造成後約30年が経過しており、老朽化が進行中。多面的機能支払（農地・水保全
管理支払）により水路の補修等を行うに当たり、廃材を活用することで経費を大幅に節減。
○ 例えば、活動組織が管理している分水工は、古い木板等で造られた各落とし構造であり、分水工の操作
に手間取ることもあった。このため、ハンドルで操作可能な鋼製ゲートの製作・据付を行ったが、廃棄予定
の葉たばこ梱包機の部品を有効活用することにより、改修費用を大幅に節減。
○ また,、雨水時に溢水していた水路の補修等において、国道の改修工事の後に払い下げを請けたｺﾝｸﾘｰﾄ
二次製品を活用。

維持管理の課題

創意工夫・経費削減

＋

【地区概要】
・取組面積 78.7 ha
（田 73.6 ha、畑 5.1 ha）
・資源量
開水路23.0 km、農道13.0 km
・主な構成員
農業者、自治会、老人会、
消防団、土地改良区 等

・交付金 約４百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同）

施設の補修等

ゲート４箇所の実質
経費は計１１万円
（万円）

100

１００万円
必要
経費節減額
８９万円

50

【上流分水工】
分水工は、老朽化した木板や
角材利用の角落構造であり、
操作等に不測の時間を要す

【葉たばこ梱包機】
廃棄予定の梱包
機のスピンドル、
ハンドルを活用

＋

【完成後の通水状況】

【施工中】
溶接工、土建業、佐官等経
験した農業者である構成員
が中心となり１箇所およそ２
日間で完成
（全4箇所を短期間で実施）

１１万円

0
メーカ請負の場合

水路は、急流であり大雨
の度に溢水が発生。この
ため、土のうを積んで応
急的に対処。

廃棄処分される機械の
部品を活用したゲート
の設置により、操作性
が向上
【完成後に操作を確認】

スピンドル

【急流の水路】

自主施工

ハンドル

【ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品水路】

払い下げを受けた
コンクリート二次
製品水路を活用

【施工中】
水路改修を実施
（地域住民は、より高度な技術を習得）

【完成後の通水状況】
溢水などの心配が不要となった水路
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【地区概要】

自主施工による農道、水路の補修

真田地区資源保全組合（島根県吉賀町）

・取組面積 42.3ha
（田 33.9ha、畑 8.4ha）

○ 本地区は、国土交通省の水質調査で全国一となった高津川の右岸の平坦な農地を対象に活動を展開。

・資源量
開水路15.3km 農道16.0km

○ 地区内の農道、水路は、老朽化が進行し、漏水等が発生している状況。このため、施設の補修等に当
たっては、計画的に実施することとし、緊急性の高い農道の舗装・補修と水路の補修を優先的に実施。

・主な構成員
農業者、自治会、婦人会、子供会
青年団、壮年会

○ 地域住民は、自主施工によって、地域の問題は、自分たちで解決することができることを実感。

・交付金

さなだ

地域の現状

自主施工の実施

廃アスファルトで農道舗装。

清流に恵まれた土地
改修してから２０年程度だ
が地盤が悪いため、水路
底と側壁の隙間が生じ漏
水が発生している。

狭く未舗装の農
道と老朽化に
よって壊れてい
る石積水路

約４百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

活動の効果

日報や支払いのチェックも含め、
年に２０回もの話し合いを実施。
自主施工により、地
域の構成員がもつ
技能を十分に活用
し、水路・農道など
施設の長寿命化を
図ることができた。

７０才以上の石積経験
がある人を中心に水路を
改修。今後、技術の伝承
も。

地域協議会の技術研修
会で紹介された、ガラス繊
維モルタルでの補修を実施。
漏水がなくなる。
完成した練り石積
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【地区概要】
・取組面積
75.7ha
（田畑 75.7ha）
・資源量 開水路 12.8km

自主施工による計画的な保全管理

枝野８区資源保全隊（宮城県角田市）
○

本地区内の水路は、施設の造成後50年以上が経過し、磨耗により水路内面の骨材が露
出する等、老朽化が進んでいる状況。また、東日本大震災の影響により、一部水路にお
いて目地の破損や不同沈下が生じるなど、施設の機能低下が一層進行。

・主な構成員 農業者、自治会、
ＰＴＡ、土地改良区等

○

このため、本組織では、施設の機能診断を行い、施設の機能低下状況に応じて、目地
詰めや水路内面のライニング（舗装材の被覆）を自主施工により実施。

・交付金

○

取組を開始した当時は慣れない作業に苦労したが、現在では、施工延長が増加するな
ど技術力が向上。また、これらの経験の蓄積が、活動組織の自信に繋がっている。

水路の状況（補修前）

機能診断、軽微な補修

約４百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

水路の補修（自主施工）

水路内面のライニング

機能低下状況の調査、評価
既設水路の劣化状況
○ 地区内の水路は、造成後50年以
上経過しており、摩耗により骨材が露
出するなど老朽化が進行。
○ また、東日本大震災により、目地
の破損や水路の不同沈下が発生。

補修工事の経験者を中心に自主施工
水路の目地詰め（自主施工）

※ライニング・・・表面を保護するため、他の
材料を被覆すること。

広域活動組織における計画的な補修・更新の実施

○

本地区内の水路は、造成後約50年が経過しており、老朽化に伴う漏水、不同沈下、
水路法面の崩壊等が発生。

○

このため、広域活動組織を設立し、老朽化が著しい水路への重点的な活動を可能と
するとともに、施設の機能診断を行い、計画的に施設の補修・更新が行えるよう、保
全計画を策定。

【地区概要】
・取組面積
330.8ha
（田 330.1ha、畑 0.7ha）
・資源量 開水路
68.0km
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 34.9km
農道
26.9km
・主な構成員 農業者、自治会、
土地改良区
・交付金 約29百万円（H26）

○

具体的には、広域活動組織の運営委員会が施工箇所の調整を行い、施工内容等に応
じて、自主施工又は外部委託を選択。

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）
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文殊農地・水・環境保全管理協定（福井県福井市）

水路の状況（補修前）

施設の軽微な補修

施設の長寿命化

施工状況
（床堀）

既設水路の劣化状況
○ 地区内の水路は、造成後約50年が経
過し、水路の老朽化が進行。
○ 用水路は破損部からの漏水や不同沈
下、排水路はアーム柵渠の破損による
法面崩壊や背面土の吸い出しが発生
○ 広域活動組織を設立し、保全計画に
基づく計画的な補修・更新等を実施。
（施工箇所は運営委員会で調整）

目地補修
（自主施工）

○ 水路の目地補修等について、自主施
工により実施。

二次製品
水路敷設

○ 末端水路の更新を、外注により実施。
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豪雨災害への対応

一の宮地域農地・水・環境保全組織（熊本県阿蘇市）
○ 本地域では、平成19年度から９の活動組織において農地・水・環境保全向上対策に取り組み始め、平成
24年度からは農地・水・環境保全組織となり、取り組みを実施。
○ 平成24年７月11日から14日にかけて、九州北部を中心に発生した集中豪雨（九州北部豪雨）により、農
地や水路への土砂の流入や揚水機場の冠水、水路堰の破損等甚大な被害を受けたが、活動組織が対応
することで、水路の土砂上げ等速やかに復旧作業を実施することができたことから、再度の降雨による被
害の防止や用水の確保に寄与した。

被災概要

【地区概要】
・取組面積 1,164.6ha
（田 1,089.4ha、畑 75.2ha）
・資源量
開水路 227.3km、
パイプライン 26.2klm、農道 101km
・主な構成員
農業者、自治会、営農組合、
その他48団体
・交付金 約104百万円（H26)
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

被災状況

○九州北部豪雨の概要
・熊本県阿蘇乙姫における降水量
１時間降水量 １０８．０mm
２４時間降水量 ５０７．５mm
（共に観測史上１位）
期間総雨量 ８１６．５mm
※「これまでに観測したことのないような大雨」
と表現され、福岡県、熊本県、大分県では河川
の氾濫や土砂崩れ等で甚大な被害を受けた。
（平成２４年７月３１日激甚災害指定）

水路への土砂流出

復旧作業の状況

○活動組織における農地の被害
農地への土砂流入 約４００ｈａ
揚水機場の冠水
２８機場
転倒堰破損
４箇所
その他、用・排水路への土砂の堆積
※経費が１３万円以上の施設の復旧については、
災害復旧事業等で対応することとし、主に用水
路や農道の土砂撤去作業を本事業により実施

農地への土砂流出

復旧後の状況

←農地の土砂撤去状況

農地の土砂撤去状
況写真
水路の土砂撤去状
況写真
農地の土砂撤去状況→
水路の泥上げ
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田んぼダムによる防災・減災の取組

農地・水・環境保全組織いなばエコフィールド協議会（山形県鶴岡市）
○

当地区は、ほ場整備後35年程度が経過し、施設の老朽化等から、豪雨時の排水対策に
苦慮している状況にあった。

○

豪雨による水害等の対策として「田んぼダム」に着目し、平成23年度から一部のエリ
ア（43ha）においてモデル的に取組を実施。

○

この取組により、水害対策への地域住民の理解が深まり、農家組織と各集落の自主防
災組織との連携による新たな防災管理体制の構築のきっかけとなっている。

取組の経緯

【地区概要】
・取組面積
1,190ha
（田 1,183ha、畑 7ha）
・資源量 開水路 144.5km
パイプライン 34.9km
農道
59.7km
・主な構成員 農業者、非農業者、
農業団体、自治会
その他68団体
・交付金 約109百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

田んぼダムによる防災・減災の取組
田んぼダムのイメージ

水路法面の崩壊

出口を絞る
５cm

田んぼ

パイプの直径
15cm

湛水状況
水路側壁の倒壊

○ 水路の老朽化に加え、集中豪雨により排水路側
壁の倒壊や法面崩壊が度々発生していた。
○ 排水路等の施設の保全のために、農地・水保全
管理支払で取り組める「田んぼダム」により改善を図
ることとした。
○ 取組当初は田んぼダムの基礎資料も少なく、模
索しながらの活動に苦慮。

水戸板設置状況

設置後の効果
○ 田んぼに降った雨を、排水口を絞り、ゆっくり排水。豪雨時に雨水が一時的に田んぼ
に貯留され、洪水被害を軽減。
○ 田んぼダムの取組がきっかけとなり、農家組織、各集落、消防団等とで自主防災組織
が結成されるなど、新たな防災管理体制が整備された。
○ 今後は、行政、土地改良区等と一体となって田んぼダムの取り組み範囲を拡大してい
き、地域において更なる防災・減災への意識醸成を目指す。

７―３

低平地における防災・減災の取組

川内地域農地・水・環境保全組織管理協定運営委員会（徳島県徳島市）
○

当地域は、昭和19年の東南海地震により津波、地盤沈下の被害を受け、昭和36年の第
２室戸台風により吉野川の堤防が破堤し全域が浸水被害を受けており、防災に関する意
識が高い。

○

地盤標高が海抜０～１ｍの地帯であり常時機械排水が必要なため、多面的機能支払の
活動において排水機場に接続する排水路の点検、保全管理を実施。

○

都市化・混住化が進み、新規入居者は防災意識、農業用施設への関心が薄い。多面的
機能支払の活動を紹介することで、新規入居者の防災意識の醸成を図っている。

施設の点検・保全管理

防災・減災力の取組

降雨後の水路の
見回り

排水路の泥上げ

【地区概要】
・取組面積
445ha
（田335ha、畑110ha）
・資源量
開水路 100km、
パイプライン 107km
・主な構成員
農業者、土地改良区、その他
・交付金 約25百万円（H26）

排水路沿線への
植栽

広報誌への
取組掲載

○地域住民が活動へ参加することで、施設の
保全管理に対する地域の理解が深まった。

○排水路に隣接する余剰地を利用して花壇
を設置し、柳の木やパンジーを植えることに
より、地域住民の水路への関心を促す。

○排水路は常時水位が高く、人力では泥上げ
作業が困難であるため、各地域で業者と協
力して実施している。

○広報誌に多面的機能支払の取組を掲載し、
防災に関する地域の意識醸成を図る。

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

今後の活動
○行政（巡視避難指示）と土
地改良区（内水排除）の連
絡調整体制が整備されて
いない状況であり、今後は
連携を強化。
○豪雨時の内水ハザード
マップを整備し、市や集落
住民、消防団との情報共有
を図ると共に、排水機場の
運転状況や内水位情報の
収集システムを整備してい
く。
○農業用施設の重要性、防
災上の役割について、地域
に対して更なる意識の醸成
を図る。

７―４

ため池の適切な管理による防災・減災の取組

元気な美しい里新名爪（宮崎県宮崎市）
○

本地区は、昭和30年代にほ場整備された地区で、ため池を水源とする水田地帯となっ
ている。また、ため池の造成時期は明治・大正期と古く、施設の老朽化が進んでおり適
切な管理が求められている。

○

ため池は老朽化が著しく、下流には住宅や店舗が広がり、ため池の堤防決壊に備え、
市や消防団の働きかけもあり防災意識の高い地区である。

○

主に住宅街の上流部に位置するため池に対する取組が行われており、地域の意識醸成、
ため池の施設整備、降雨時等の見回り、排水管理の活動等を実施している。

施設の点検・見回り

○ 宮崎市では防災計画に基づく農業用
ため池危機管理マニュアルが作成され
ており、活動組織と市とが連携した防災
体制を整備している。
○ 豪雨時には、市からＦＡＸによりため
池管理者である活動組織代表者に情
報伝達がされる。
○ 活動組織独自の取組として、早場米
のかんがい期間が終了した時点で、大
雨等に備えてため池の水位を50％とす
るほか、法面等の破損箇所を早期発見
できるよう、月2回の監視を行っている。

防災・減災の取組

【地区概要】
・取組面積 71ha
（田40.3ha、畑30.1ha、草地0.6ha）
・資源量
開水路 14.1km、農道 4.8km、
ため池 4箇所
・主な構成員
農業者、自治会、子供会 等
・交付金 約４百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

今後の課題

○ ため池や農地の多
面的機能を集落とし
て意識付けできた。
○ 自分たちの地域を知
り、自分たちで地域を
守る意識が高まった。
○ 平成24年度の豪雨では、ため池の排水操作に加え、ため
池を水源とするパイプラインの末端の排水操作を実施。
○ 台風に備えて、年に１回、消防団と連携してため池の池干
しを行い、法面や付帯施設の点検を実施することで、災害が
起こりにくい体制を整備。
○ ため池の池干しの際にウナギ等を放流し、地域住民等を対
象につかみ取りを行い楽しんでもらうとともに、ため池に溜
まった泥を撹拌することで円滑な排泥を促す。
また、地域にため池があることを認識してもらい、豪雨時の
リスクの認識に繋げる。

○ ため池の多い地域
であり、引き続き、防
災意識を持って点検、
補修や維持管理に取
り組む。

広域エリア(旧村単位）で活動に取り組む事例

８－１

農地・水・環境保全組織窪田ふるさと会管理協定（島根県出雲市）

○ 約８割が急峻な山林である出雲市旧窪田村地区では、農地の荒廃は集落の崩壊につながるとの認識から、多くの集落が１集
落単位で中山間地域等直接支払制度を活用して、集落内の農用地の保全活動等に取り組み。
○ 農地・水・環境保全向上対策の導入に当たり、推進本部をコミュニティーセンターに置き、７つの振興協議会を運営母体に広域
エリア（旧村単位）で「窪田ふるさと会」を設立。水路等の施設の機能維持活動等を重点的に、地区全体で優先度の高い活動か
ら取り組むなど効率的な活動を実施。
活動の概要

組織の概要
①広域エリアで組織化した経緯
・平成19年度の本対策の導入に当たり、島根県出雲市の旧窪田村
地区の集落間において、どの単位で組織化するか議論。集落に
よっては事務手続きの困難さから、本対策には取り組まない意向。
・市の担当者が自主的な地域運営と地域の活性化の観点から、本
対策の導入と広域エリアでの組織の設立を誘導。旧窪田村全域を
対象とする「窪田ふるさと会」を設立。
②組織の構成と役割
・「窪田ふるさと会」は、窪田コミュニティーセンターに事務局を置き、
旧佐田町のコミュニティーブロック整備事業により29自治会を７つ
にまとめた振興協議会、２つの農業法人を運営母体に地域のＪＡ、
小学校、農業者から構成。旧窪田村全域を対象として、484世帯が
７つの振興協議会の会員として本対策に参画。
ＪＡいずも佐田
営農センター

農事組合法人
橋波ｱｸﾞﾘｻﾝｼｬｲﾝ

特定農業法人
㈲グリーンワーク

窪田小学校

（水路等施設の機能維持活動について）
・ 水路、農道の補修等、施設の機能維持に資する活動については、７つの振興協議会
が地区内集落のニーズを集約し、補修が必要な施設を事務局に申請。
・事務局は各振興協議会からの申請内容を老朽度、利用度、危険性、実施可能性など
の観点から重要度を点数化。
・各振興協議会会長等から成る役員が現地確認を行い、振興協議会間で共通の視点に
立った優先度の確認と合意形成を図り、地区全体で重要度の高いものから取り組みを
実施。

広域エリアで組織化したことによる効果
・ 事務的な作業面、技術的な面で集落単位では人材の確保が困難であったが、広域
化を図ることにより、各分野で何かしら得意な人がいるなど、人材が確保された。
・ 活動区域を広域化することにより、ある程度まとまった額の交付金を、地区全体で優
先度の高い活動に効果的に活用できた。

連携、協力

窪田コミュニティーセンター
（事務局）
連絡調整

活動内容の申請

橋波地区
振興協議会

佐津目地区
振興協議会

窪田中央地区
振興協議会

窪田町地区
振興協議会

毛津地区
振興協議会

飯栗東村地区
振興協議会

八幡原川地区
振興協議会

（４自治会）

（２自治会）

（６自治会）

（４自治会）

（３自治会）

（５自治会）

（４自治会）

農道のコンクリート舗装

配水パイプの設置

開水路の水漏箇所を目地詰め

（参考）農地・水・環境保全組織窪田ふるさと会管理協定実施位置図 （島根県出雲市旧窪田村地区）
【地区概要】
・取組面積 173ha
（田：166ha、畑7ha）
・資源量
開水路74.5ｋｍ、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ4.5km､
農道49.1km、ため池23箇所
・交付金 約16百万円（H26）

【旧窪田村地区データ】
・総面積 ：約４２ｋｍ2
・世帯数 ：５６６世帯（２３年４月末）
・人口
：１，７１４人（男８１８人、女８９６人）
⑦八幡原川地区

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）
⑥飯栗東村地区

③窪田中央地区
①橋波地区
⑤毛津地区

④窪田町地区
②佐津目地区

振興協議会名

取組面積

自治
会数

人口
(農業者数)

資源量

①

橋波地区

37.4ha

４

249人(65人)

開水路16km、農道8km

②

佐津目地区

15.3ha

２

133人(28人)

開水路7km、農道2km

③

窪田中央地区

32.2ha

６

408人(71人)

開水路19km、農道10km、
ため池9箇所

④

窪田町地区

15.5ha

４

118人(33人)

開水路4km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ1km､
農道2km、ため池1箇所

⑤

毛津地区

14.2ha

３

161人(38人)

開水路2km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ0.5km､
農道10km、ため池1箇所

⑥

飯栗東村地区

34.3ha

５

309人(66人)

開水路11km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ3km､
農道11km、ため池8箇所

⑦

八幡原川地区

24.9ha

４

336人(70人)

開水路11km、農道6km、
ため池2箇所

広域化による相互扶助体制の強化

８－２

山田五ヶ村地域農地・水・環境保全管理組織（秋田県湯沢市）
○

当地区では昭和46年から平成３年にかけて県営ほ場整備事業による整備が行われ、水
系単位を基本として農業水利施設の保全管理を実施してきた。

○

規模が小さく高齢化が進行している活動組織においては、事務処理が困難となり農
地・水保全管理支払の第２期対策の申請を見合わせることも考えていたが、広域化する
ことにより事務の簡素化が図られ、活動の継続が可能となった。

○

【地区概要】
・取組面積
1,262ha
（田 1,262ha）
・資源量
開水路 401km、農道

150km

・主な構成員
農業者、自治会、その他66団体
・交付金

約61百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

また、農地・水・環境保全管理協定運営委員会を設立することで地区間の扶助体制が
強化され、個別地区の問題についての助言や、他地区における水路の泥上げ等の手伝い
を実施している。

広域化の効果

活動組織の広域化
⑲
⑳
⑪

水路の泥上げ

⑮
⑫

⑧
③

⑥

①

⑦
②

⑯
⑬

湯沢市

雄勝郡
羽後町
⑱

④

⑭
⑤

⑨
⑩

⑰

広域化前（20組織）
○ 規模が小さい組織では、事務処理が
困難である等の理由により活動取り止
めの恐れがあったことから、土地改良
区のサポートを受けながら活動組織の
広域化を実施。これにより活動の継続
が可能となった。

景観形成

○ 農地・水・保全管理協定運営委員会が地区をまとめること
で扶助体制が強化され、活動が効率的に行えるようになった。
・水路の泥上げを他地区が手伝う
・個別地区の問題について他地区が助言
・個別地区で行っていた事務処理を運営委員会が一括で行う
ことにより、共同活動に専念することが可能

広域化による効率的な活動の実施

【地区概要】
・取組面積
329ha
みやき町三根西地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会（佐賀県みやき町） （田 314ha、畑 15ha ）

８－３

○

平成19年度から農地・水の取組を開始し、当初は８地区の活動組織で取組を実施して
いたが、地区間の施設の保全・管理について責任分界が曖昧で問題となっていた。

○

平成23年度からの施設の長寿命化の取組を契機に、組織を広域化することで効率的な
取組を開始。集落間の問題となっていた施設の保全・管理の責任分界を明確にすると共
に、施設の長寿命化の取組に関する予算の効率的な配分が可能となった。

○

集落間の調整等について役場のサポートを受けることにより、円滑に広域化を進める
ことができた。

・資源量
開水路 90.1km、農道 24.4km
・主な構成員
農業者、自治会、婦人会、
その他24団体
・交付金

16百万円（H26）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

広域化の効果

活動組織の広域化

老朽化の著しいクリークの整備
広域化前（８組織）
①新町農村環境保全会
②市武・六田農村環境保全会
③大坂間農村環境保全会
④直代農村環境保全会
⑤続命農村環境保全会
⑥東津農村環境保全会
⑦松枝農村環境保全会
⑧向島農村環境保全会

18.9ha
64.8ha
27.1ha
22.0ha
23.7ha
51.8ha
59.0ha
61.2ha

総会の様子
○ 広域化後の各集落の活動内容を決定する調整役として、役場が
サポートを実施。従来、別々に活動していた８組織がほ場整備を実
施している範囲で広域化。
○ 広域活動組織での合意形成は、集落内で決定されたものをそれ
ぞれの地区の代表者が持ち寄り、委員会で決定。

○ 集落間の水路は責任分界が曖昧で、保全管理が不十分であった。
○ 集落間で話し合い、「組織を広域化し、保全管理が不十分である施
設について組織内で相談・対応する」ことに対して合意形成を図り、
問題を解消。
○ 施設の長寿命化については、老朽化の著しい箇所等へ重点配分
することにより、効率的な活動が可能となった。

８－４

社会的信用と透明性確保に向けた活動組織のNPO法人化

樽見内地域農地・水・環境保全組織
（秋田県横手市）

○ 本地区は、活動組織の構成員数や事業規模が大規模であることから、社会的な信用と透明性を確保した組織とするため、
設立当初からNPO法人化を目指し、平成１９年１２月に農地・水・環境保全向上対策の組織として秋田県で初のNPO法人化。
○ 農地・農業用水等の資源の適切な保全管理（多面的機能支払の活動）に加え、豊かで明るい地域づくり活動に取り組む。
地区概要 ・取組面積 258.5ｈａ

組織の概要
①法人化の目的・経緯
脱サラ後、専業農家をしているW副理事長が一念発起。相互扶助の精神で
ある「結い」をテーマとして、
・法人格を持つことで、社会的信用が高まる
・より広範な内容で、より幅のある活動ができる
・寄付金や公的な援助が受けやすい 等
を考慮し、NPO法人化。

②法人化を提案した者
③法人設立年月日
平成１９年１２月３日

④組織の構成と役割

会員
（２７６人団体）

農家
非農家

多面的機能支払交付金の活動

○団体会員 ２６団体

２０５人
４５人

活動の概要
①農業用水路等の資源の適切な保全管理を図る活動
②農村における生態系保全や景観形成などの農村環境の向上を図る活動
③環境保全型農業を推進する活動
④食育、農村伝統や慣習の継承に関する活動 等

W副理事長（元JA職員、現在、農事組合法人理事）

○個人会員：２５０人

・対象施設 開水路78.9km、農道36.5km
・構成自治会数 １１
・主な構成員 農業者、非農業者、営農組合、土地改良区、女性会、
子供会、保育園、小学校、その他
・交付金 約17百万円（H26）
（農地維持支払、資源向上支払（共同、長寿命化））

民間企業、老人会、婦人会、子ども
会、小学校、消防団、営農組合、土
地改良区など

理事会 ２１人
四役会議
（理事長、副理事長、営農組合長、事務局長）

劣化した用水路の
補完工事

水路の泥上げ

交付金を活用しない活動
○まちづくり、子どもの育成交流
活動等
（会費・寄付金等による活動）

景観形成

活動の企画・立案
水の学び

交流活動

運営委員会 ５５人

NPO法人化の効果、課題
横手市広域協定 ・ 樽見内地域農地・水・環境保全組織
広域協定運営委員会

農地維持管理会議

長寿命化運営委員会

世話人会議

①法人のテーマである「結い」、相互扶助、ボランティアの心が育まれる
②農村の様々な課題、将来を地域で話し合える場を提供
③多くの市民が参加できる体制づくり、地域から信頼される組織づくり
④情報の公開と情報の発信・ホームページ「かしま梨」

８－５

ＮＰＯ法人化による組織体制の強化
せきほくのう すい かんきょう

ＮＰＯ法人関北農・水・環境保全会（福島県福島市）
○ 当地域では、長期間放置された桑園や老朽用排水路の保全管理活動を行う必要性を感じていた住民が、
農地・水・環境保全向上対策の導入を契機に、農事組合、自治会を中心に組織体制を構築。
○ 組織を安定的なものとし、長い期間にわたって活動を続けられるようにするため、早期にＮＰＯ法人化し、
効果的に水路補修技術の習得等の活動を実施。
○ 農村環境の保全整備はもとより、食料や農業への関心の高まりに対応するため都市と農村の交流活動
の促進を目差す。

資源保全管理体制の構築

技術の習得・蓄積

農地維持支払
資源向上支払（共同）

これからの活動
（鋼材加工）

ＮＰＯ法人関北農・水・環境保全会の目的
この法人は広く県民に対して、食糧供給に係る
農業生産環境の保全や憩いの場の提供に繋が
る農村環境の維持向上に関する広範な事業を
行い、農業生産の持続的発展と多面的機能を
持つ農村環境の永続的改善をとおして県民生
活の向上に寄与することを目的とする。

（水路側壁の補修）

遊休桑園の存在、用排水路の老朽化が
地区の課題に

【地区概要】
・取組面積 35.7ha
（田 24.4ha、畑 11.3ha）
・資源量
開水路10.3km、農道7.6km
・主な構成員
農業者、農事実行組合、
婦人会、老人会、ＰＴＡなど
・交付金 約２百万円（H26）

建設業者などの指導を受け補修技術等の
ノウハウを学ぶ。
これからは自らの手で可能なように・・・。

○ 荒廃した桑園をいつでも耕作可能な状態に
整備し、農業生産基盤を確保する。
○ 地域住民の交流のみならず、都市の人達が
訪れやすいような環境の保全を展開。

ＮＰＯ法人化

対策の導入により、地域ぐるみで保全管理
に取り組むこととなった。
同時に、組織体制をより確固たるものと
すべく、ＮＰＯ法人化を検討

将来的には、地域内のみならず都市部や
周辺地域の人々を包含しながら活動する
必要性が生ずることが予想され、その受け
皿となる体制を構築することが必要
平成20年3月4日に福島県知事より認証
を受け、3月7日に法人登記と同時に設立。

食料・農業への関心に応えるための“場”として
地区内の遊休農地を実習畑に提供
団塊世代や若者を
新規就農者として育成
する「農のマスターズ
大学」（福島市主催）に
おける実習畑

９―１

遊休農地等の活用で地産地消

境地区協議会（岡山県美咲町）
○ 当地域は昭和58年に団体営でほ場整備事業が実施され30年が経過し、施設の老朽化が進んでいる状
況にあり、また地域の高齢化も問題となっている。
○ 農地・水の取組をきっかけに、水田を転換し景観作物として蕎麦の栽培、手作りこんにゃくの加工販売、
栽培した蕎麦（紅そば）を利用し、境地区生産者組合が蕎麦屋「紅そば亭」の経営を開始。（地産地消の取
組）
○ また、この取組では遊休農地や耕作放棄地での景観作物（そば）の作付けと、それを利用した集客、地域
のＰＲ活動の一環としても活用している。

地域の現状

遊休農地を活用した取組

【地区概要】
・取組面積 48ha （田 48ha）
・資源量
開水路 3.8km、農道 10.8km、
ため池 5カ所
・主な構成員
境地区生産者組合、自治会
・交付金 約４百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同）

取組を契機とした活動の広がり
そば屋の経営

紅そばの栽培
（品種：
高嶺ルビー）
そばの開花

6次化産業

棚田での営農で日常管理に苦慮
○平地部では、ほ場整備後30年が経過、用
配水施設の老朽化が進んでいる。
○整備されていない棚田も含まれる地域で
は日常の管理に苦慮する現状にある。
○遊休農地、耕作放棄地が30ａ程度あり、地
区の共同活動で、そば栽培に取り組むこと
となった。

地域を盛り上
げる
“そばまつり”
○遊休農地を利用した蕎麦の栽培により,開
花の時期はカメラマンや見学者が訪れたり、
報道関係にも取り上げられるなど地域の
PRとなっている。
○そばの栽培は景観作物としてだけではなく
収穫の時期にはそば祭りも開催し盛況。

そばのクッキー

そばのかりんとう

紅そば饅頭

○生産組合の「紅そば亭」の運営では年間1
万人の集客効果があった。
○地元でとれた野菜、そば等を加工販売す
ると共に特産品の開発も進めている。
○他の地区と共同の植樹では3,000本の桜
の木を植樹し桜の会から表彰もされてい
る。

９―２

魚のゆりかご水田を活用した多様な取組による地域活性化

せせらぎの郷（滋賀県野洲市）
○ 本対策取組前は、地域において環境に関する意識が薄れており、ニゴロブナは絶滅寸前になっていた。
○「魚のゆりかご水田プロジェクト（田んぼと琵琶湖との連続性を保つために排水路に魚道を設置し、田ん
ぼに魚が上ってくる取組）」を実施するとともに、これを活用して地域活性化に向けて取組。
○ 教育機関と連携し、出前授業や勉強会を開催。琵琶湖の環境や湖魚を守り育てる環境、環境に優しい
米作りの重要性と生き物の魅力などを伝えている。また、 都市農村交流の取組にも積極的でオーナー
田における田植えや、生き物観察会、稲刈りなどのイベントも開催し幅広く展開。
○ 魚のゆりかご水田米（商標登録済）を活用した6次化産業にも取り組む。
地域における課題

魚のゆりかご水田プロジェクト
○ 地域ぐるみの自主施工により魚道を
設置。これによりニゴロブナが復活。
○ 魚のゆりかご水田において、地域の
子供たちと魚の観察会を実施。
○地域活性化や、地域をつなげるシン
ボル的な存在に。

【地区概要】
・取組面積 46ha （田 46ha）
・資源量
開水路 5.0km、農道 4.3km
・主な構成員
農業者、自治会、憩いの会、
消防団、幼稚園PTA、小学校PTA、
子供会
・交付金 約４百万円（H26）

教育機関との連携
都市農村交流

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

産品のブランド化への取組

○魚のゆりかご水田において、オー
ナー田制度を導入し、田植えや稲
刈り体験を実施。

○環境と経済の両立を目指して、
魚のゆりかご水田米を活用した
６次産業化に取組。

○ 小学校の出前講座や他地域の
高校の研修、琵琶湖とゆりかご水
田ツアー等も実施。

○東京ＪＡマルシェでの啓発・普
及等を実施。

写真のような整備済水田では
魚は田んぼに遡上出来ない

○ 本対策取り組み前は、地域の環境
に関する意識が薄れており、ニゴロ
ブナは絶滅寸前になっていた。
○ 排水路の浚渫等にも取り組むこと
ができず、暗渠排水も機能を維持
することが出来なくなっていた。

魚のゆりかご水田

オーナー田における田植え

魚のゆりかご水田米の販売

○ 地域において、田んぼでの様々な
経験を次世代に伝えていきたいと
いう思いがあった。
○ 持続可能な取組とするため、環境
と経済を両立させることが課題と考
えていた。
地域ぐるみで魚道づくり

出前授業、高校の研修

東京ＪＡマルシェでの啓発・普及

地域の特産品のブランド化

９―３
う ら

宇良地区環境保全の会（長崎県諫早市）
○ 当地域は50年前に県営ほ場整備事業が実施されてから施設の老朽化が著しく、地域で用水を巡って、も
め事が度々起こっていた。
○ 平成19年度から農地・水保全管理支払の取組を行う事で話し合いの場が増え、用水の問題も、市の補助
事業等を活用し給水施設や用水路の分水施設を補修することで、用水を公平に配水出来るようになり問
題を解決できた。
○ また、取組を通じて地域間の繋がりが深まったこともあり、平野部のほ場では中心経営体に農地を集積。
棚田で栽培する水稲は「名水米 とどろき」というブランドを立ち上げ、裏作のそばでも生産・加工・販促に
より農業の体質強化を目指す。

地域の状況

施設の整備

給水施設や分水
施設の整備
棚田で
ブランド米の栽培

平地では農地を
集積する取組

農地・水の活動で
耕作放棄地を解消
し、そばを栽培

【地区概要】
・取組面積 60ha
（田 43ha、畑 17ha ）
・資源量
開水路 13.4km、農道 2.3km、
ため池 1カ所
・主な構成員
農業者、土地水利組合、自治会、
婦人会
・交付金 約５百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

活動の効果

ブランド米
「名水米
とどろき」

蕎麦を使っての6次産業化
○ 水稲のブランド化「名水米とどろき」

○ 棚田と平地の地区が混在した地区で上
流の棚田では用水不足、耕作放棄、下流
では施設の老朽化が問題となっている。

○ 施設の老朽化を農地・水の取組とその
他事業により整備。
○ 耕作放棄地に繁茂した竹等を除去し
耕作放棄地を解消。

○ 耕作放棄地も含めそばの植栽範囲の拡大。
○ 蕎麦は製粉業者との連携により、地域性
のある性状の蕎麦であることを前面に出し６
次産業化の取組を開始。

１０－１

世代を越えたため池、農業用水を守る取組

にごりいけ

濁池地域環境保全の会（愛知県尾張旭市）
○ 当会の位置する尾張旭市は、名古屋市に隣接する住宅都市で、農家数は総世帯数の１％程度。江戸時代から伝
わる農業用ため池の「濁池」や用水路の江ざらいは４つの農業者組合で行い、農地周辺の草刈り等は地元自治会
やボランティアグループが実施してきたところ、農業者と非農業者が連携し、濁池を次世代に伝えていきたいとの地
域住民の思いが一致し、活動組織を設立。
○ 市民ボランティア団体や自治会がスクールボランティアとして色々な学校行事に関わっていたこと、平成１８年に
愛知県が実施した「学童によるため池調査」で、小学校の児童から濁池に対して「水をきれいにしてほしい」、「ゴミ
をなくしてほしい」などの意見が寄せられていたことから、濁池を農業用ため池としての歴史や役割を学ぶ教材とし
て児童を対象に出前講座を開催。
○ また、小学校や通学路近くの遊休農地にコスモスを植栽し、子供たちを招待。子供たちを巻き込んだ活動を展開し、
濁池や農業用水を守る。

「濁池」や農業用水を中心
とした活動

遊休農地にコスモスを
植栽
小学校や通学路の
近くの遊休農地
９．５aを復旧し、
コスモスの種蒔き。
（３リットルの種）
３０名の住民が活動
に参加。

【地区概要】
・取組面積12ha
（田8ha、畑4ha）
・資源量
開水路6.0km ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ1.2km、
ため池1箇所
・主な構成員
農業者、非農業者、農業者組合、
自治会、JA、市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体、
土地改良区
・交付金 約50万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同）

子供たち・地域住民に
活動等を紹介
本地区では、中学校祭や市民祭でパネル展示を行うなど
積極的に広報活動に取り組んでおり、さらに多くの学校や
地元の人々と連携をしていきたいと考えている。

地元の公民館祭に出展
【濁池の草刈作業】
「濁池を次世代に伝えていきたい」という地域住民の思いが
一致。
満開のコスモス
畑に子供たちを
招待。

農業祭に出展

また、出前講座については、平成19年度は小学４年生
を対象に実施。２０年度は校長が活動組織に出前講座の
開催を呼びかけて、４年生と５年生を対象に実施。５年生
は２年目の受講であり、水源涵養などより高度な内容
の授業を受けた。

出前講座受講学童人数（人）の推移

172

200
150
100

79

50

【小学４年生を対象に行った出前講座】
木曽川上流にある牧尾ダムから木曽川を経由して濁池に通
水されるまでの愛知用水の役割や水の大切さについて講義。

0

平成19年度

平成20年度

１０－２

「三世代交流水田での米づくり」で住民交流

【地区概要】
・取組面積 17.0 ha
（田 16.7 ha、畑 0.3 ha）

きたこまつ

緑ゆたかな北小松をまもる会（三重県四日市市）
○ 三重県四日市市の北小松町では、地域住民の世代間の交流を深めたいとの想いから、Ｈ１７年より「三世
代交流水田」での米づくりを実施。
○ Ｈ１９年に農地・水・環境保全向上対策に取り組むに当たっても、この三世代交流水田での米づくりを農村
景観向上活動の「景観形成・生活環境保全」として位置付け、継続的な活動が展開されている。
○ 三世代交流水田での米づくりは、地域の子供会（児童と父兄）と老人会が連携し、手植え、鎌による刈取り、
足踏み式脱穀機による精米といった旧来の農法を用い実施している。
○ 活動組織では、この活動を通じて地域住民の世代間交流が深まるとともに、子供達を含む地域住民に農
業や環境の大切さを伝えていきたいと考えている。

・資源量
開水路2.8 km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ1.9 km、
農道11.5 km
・主な構成員
農業者、農事組合法人、自治会、
女性会、子供会、他７団体
・交付金 約80万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同）

稲刈り・脱穀 ［９月］

餅つき大会 ［１０月］

子供会の児童と老人会総勢５５名
が一緒になって、昔ながらの手植
えにより田植え

子供会の児童ら４５名が老人会の
指導のもと、鎌により手刈した稲
を足踏み式脱穀機により精米

秋の大祭で、収穫した餅米を使い
交流餅つき大会

世代間交流で、豊かな農村
環境と文化を伝承

田 植 ［５月］

１０－３

子供達との農業体験等を通じた活動の展開

あわたがわ

粟田川流域農地・水・環境を守る会（広島県庄原市）
○ 本地域では、平成19年から活動組織を立ち上げ、アイガモ農法による稲作体験、広島市や大阪府の子ど
もたちも交えた田植え交流会や収穫祭、小学校低学年・保育園を対象としたサツマイモの苗植え・芋掘り
体験等、子どもを巻き込んだ様々な取組を実施している。

【地区概要】
・取組面積 66ha（田 66ha）
・資源量
開水路 19.5km、農道 6km
・主な構成員
農業者、非農業者、PTA、
その他７団体
・交付金 約６百万円（H26）

○ 今後も本取組を通じて、地域の伝統的な農業を伝承していくとともに、地域コミュニティの活性化を図って
いくこととしている。

取組の経緯

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

子どもが参画する地域活動

活動の効果

地域の伝統農業・アイガモ農法体験
・アイガモ農法に取り組む
藤本農園は、小学校で
の農業体験や学校給食
へのアイガモ米等の提
供等の取組を実施。
・地域の環境を集落全体
で守っていきたいとの思
いから、平成19年に粟
田川流域農地・水・環境
を守る会を設立。

地域の子ども会や老人会に加え、広島市
や大阪府からの子どもたちも参加し、約400
人規模のアイガモ農法による田植え交流
会を開催。
地元のお年寄りが太鼓をたたき、田植え
歌を歌う中、子どもたちが、手植えやアイガ
モの放鳥を行った。
収穫祭では、稲刈り、はぜ干し等の体験を実施。
収穫した米の一部は、東日本大震災の被災地へ、子どもたち
自らが支援先を探し送っている。
地域住民を招いた学習発表会を開催。
アイガモ農法を題材として、子どもたちが
演劇を実施。（平成24年11月）
遊休農地を活用し、
地元小学校1～2年
生と保育園児を対象
に、サツマイモの苗
植え・芋掘り体験を
実施。

水路泥上げの様子

サツマイモの苗植え・芋掘り体験

これらの体験を通
して子ども達が自発
的にアイガモの世話
を始める。（アイガモの
小屋は学校のすぐ隣）

・子どもが農作業に参
加することに反対す
る親もいたが、この取
組が地元テレビで放
送されたことをきっか
けに、徐々に理解が
得られるようになった。
・田植え交流会や収穫
祭への参加者が増え
ている。
・今後も、本取組を通じ
て、伝統芸能を伝承
するとともに、地域コ
ミュニティの維持・発
展を図っていきたい。

１０－４

地域の目指す方向性を話し合い多様な取組を展開

元泉地域農地・水・環境保全組織（山形県河北町）
○ 本地域においては、農家数の減少や高齢化により地域資源の保全管理が年々困難となってきていること
や、将来を担う子ども達と若い後継者の農村環境への関心の低下が課題であったことから取組を開始。
○ 本組織には、地域の各団体（農業者、自治会、婦人会、子供会、老人会、消防団、青年団）が参加すると
ともに、国の研究機関、環境調査機関、大学、NPO法人等が活動を支える応援団を形成し、活動を支援。
○

GIS（地理情報システム）を活用した地域資源の記録・管理・活用のほか、「めだかの放流会」
等の環境活動、地域外の都市住民との交流活動等、幅広い取組を実施。

地域の活動内容
～元泉地区「いい田園の定義」～

GISシステムの活用

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

活動の効果
～「地域力の向上」～

○「多面的機能支払交付金」をベース
とした「地域振興策としての５つの元
泉地区流儀」
①田園地域資源を活かした地域振興への取組
②地域の子ども達を参加に導く「橋渡し役」の取組
③最強指導支援組織を活かした自信活動の推進
④自前活動へのこだわりの取組
⑤地域独自の都市生活者との交流組織「おやきま
き会」を基盤にした交流活動
（「おやきまき」は方言で「親戚」のこと）

【地区概要】
・取組面積 102.2ha
（田 95.1ha、畑 7.1ha）
・資源量
開水路 23.8km、農道 8.6km
・主な構成員
農業者、自治会、老人会、婦人会、
育成会、自警団、水土里ネット
・交付金 約６百万円（H26）

GISデータ
（農地基盤情報）

めだかの放流会

モバイル端末を
活用した
施設点検状況
田んぼの学校

美田伝承システム

自然環境再生コンクール
受賞

地域資源を活かした地
域づくり研修会

リビングマルチ大豆
栽培

フォトコンテスト

○ 農村工学研究所が開発したGISシステムを利
用し、施設情報、作物、景観、生物等の地域資源
情報を一元管理。
○ モバイル端末でシステムを動作させ、現場にお
ける施設の点検等に活用することで、適切な資
源の維持管理を行い、農地の維持による多面的
機能の発揮に貢献。

水田観察用木道

○ 事務処理等の委託も出来るが地域の自
立のため全て自前にこだわった。
○ 青年会、婦人会等の地域活動の場をつ
くり、繋がりを深めた。
○ 「おやきまき会」によって都市住民との
交流が深まった。
○ 自らの活動について外部に評価しても
らうことで成果と課題の抽出ができた。

１０－５

ジュンサイ採りを活用した都市住民との交流

ながむろ水辺ミュージアム（兵庫県加古川市）
○ 本地域では、ため池とそれらをつなぐ水路を舞台として、そこに育まれる自然、歴史、文化、人々の生活
などをまるごと展示しようとする「いなみ野ため池ミュージアム」の取組を展開してきた。
○ その母体となる組織体制をベースとして、新旧地域住民のコミュニティーづくりを図りながら、ため池に生
息する希少な生物など地域のかけがえのない財産を次世代へ引き継いでいく。
○ その一環として、都市部の小学生と地元小学生との農業体験交流やジュンサイ採り、新旧地域住民が一
体となったため池の草刈りやかい掘りによる清掃等を実施している。

遊休農地の活用

ため池の保全

【地区概要】
・取組面積 28.9 ha
（田 28.0 ha、畑 0.9 ha）
・資源量
開水路 13.5 km、農道 2.9 km、
ため池 4箇所
・主な構成員
農業者、自治会、女性会、子供会、
老人会、婦人会、消防団 等
・交付金 約３百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

都市住民との交流

コスモス
地域住民が一体となり、ため池の草
刈りやため池内の清掃を実施。

そば・コスモス祭り
遊休農地を活用し景観形成を図るため、
コスモスと赤ソバを植栽。コスモス鑑賞会
を開催し、地域住民の交流を行った。
また、交流会では地域で採れた農産物や
竹炭の販売も行った。

ジュンサイは、ハゴ
ロモモ科の多年生
水草で、若い茎や葉
は寒天質の粘液に
覆われ、日本料理
の食材として使われ
ている。

「中の池」に自生しているジュンサイを活
用した「ジュンサイ祭り」を開催し、地域内
外の約３００名が参加。ため池に生きる生
物・植物の学習会を行い、ため池などの
地域資源の大切さを子供達等参加者に
伝えた。

１０－６

イベントや景観形成による地域のつながりの構築

さんがまき

三箇牧地区農空間保全協議会（大阪府高槻市）
○ 当地域は京都から大阪の中間地点に位置し、地域との交流促進を目的としたイベントや景観形成、小学
校と連携した農業体験、大阪府内の他の活動組織との交流等により、様々なつながりを構築。
○ 「農地・水」の制度が始まるまでは、地域機能増進事業をきっかけに、幹線水路の空き地を利用したポ
ケットパークや緑道を整備する環境保全の活動に取り組んでいた。
○

地域機能増進事業が終了した時点で農地・水の取組が始まり、これまで取り組んできた景観の取
組も継続することができ、地域の繋がりの醸成をさらに深めることができた。

地域の活動内容

活動の広がり

○地域の交流の場として、レンゲの里やコス
モス栽培の場を一般開放することで、自然
のふれあいを求めて訪れる人に好評。
○ホームページにより地域の紹介を行って
いる。
○環境保全活動として、春に「チューリップ
フェスタ」、秋には「緑化フェスタ」を毎年開
催している。

【地区概要】
・取組面積 98.7ha
（田 97.4ha、畑 1.3ha）
・資源量
開水路 34.5km、農道 14km
・主な構成員
農業者、自治会、老人会、子供会、
小学校、高槻レンゲ振興会 等
・交付金 約３百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同）

活動での効果

農地・水の他地
区と積極的に交
流し情報交換
緑化フェスタ

レンゲウォーク

花一杯運動

菜の花観察

小学校との連携
により農業体験
等を開催
路肩・法面の草刈り

チューリップの植栽

レンゲ祭

地域を彩る花植え

○大阪府の組織と交流の場を設けるこ
とで情報発信、情報の入手。
○小学校へ農業体験の場を提供するこ
とで、小学校からもイベントの際はフォ
ローがあり、更なる展開をのぞむ。

○地域の景観に関する意識が上がったこと
で地域ではゴミが出なくなった。
○色々な取組において小学校と連携するこ
とで、子どもが参加する機会が増え、子ど
も達も元気になった。
○今後は、子ども達が将来農家になってみ
たいと思える環境、取組を行っていきたい。

１０－７
くさ

地域商品券の活用で、みんなで楽しみながら環境づくり

【地区概要】
・取組面積 29.8 ha
（田 29.8 ha）

た

草田地域を守る会（鹿児島県日置市）
○ 本地域は、太田川左岸沿いに開けた水田の広がる農村地域である。大区画ほ場整備を平成１２年に終
え、農地や用排水路、農道の維持管理は、農家、水利組合を中心に行っているが、年々地域の高齢化が
進んでいる。
○ 本地域では、農地・水・環境保全向上対策を契機に、農業者、非農業者を問わず、みんなで地域を美しく
保全したい、活動に気軽に参加したいという気持ちに応えるもの、農業者以外の住民に広く参加を呼びか
けやすくするものがないか等、話し合った結果、「商品券」の導入に至った。
○ 商品券の導入は、口コミ等により多くの地域住民が知ることとなり、花壇づくりや空き缶・ゴミ拾いなど、
楽しく活動を行うことで地域の環境向上活動への参加の促進が図られ、更には、参加者同士の交流が広
がり、農業者と地域住民との距離を縮めるとともに、地域商店等の活性化にも寄与している。

・資源量
開水路 7.9 km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 6.9 km、
農道 7.3 km、ため池 2カ所
・主な構成員
農業者、ｱｸﾞﾘｻﾎﾟｰﾄ吹上
水利組合、自治会、土地改良区 等
・交付金 約３百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

地域住民が一体となって地域を守る取組
地域が抱える課題
○年々進む地域の高齢化等に伴う
地域の課題
【主要な課題】
・地域の高齢化
日置市の高齢者率
（65歳以上）の推移
平成２０年（２９％） (国勢調査）
平成２６年（３０％） (市統計係）
・農業後継者がいない

農地・水・環境保全向上
対策の取組
○地域の話し合い活動
○実践活動
・施設周辺草刈り、水路泥上げ、農道補修 他
・施設点検や異常気象後の見回り
・景観保全活動
地域ぐるみで花壇づくり、
ｺｽﾓｽの植栽等を実施

創意工夫を活かした
独自の取組
○商品券の導入
地元３店舗で使用できる「250円商品券」
を発行 【農村環境向上活動等へ参加】
・花壇作りや手入れ
・空き缶やゴミ拾い
・施設点検 他

写真

【地域でみんなで楽しく植栽】

活動参加の促進効果
Ｈ19活動：271枚発行(非農業者336名)
↓ 207枚増 （52名増）
H20活動：478枚発行（非農業者388名）
H25活動：413枚発行（非農業者348名）

・２時間の活動の場合：１枚発行
・半日の活動の場合 ：２枚発行

○にこにこサロン
地域のお年寄りを中心に
ｺｽﾓｽを見ながらのお茶会

○七夕つくり
親子会やにこにこサロンが
協力し合ってみんなで七夕
飾りつくり

参加者の拡大が図られた

【みんなで楽しみ、楽しみながら地域づくり】

１０－８

女性グループを中心とした活動で活性化

岡崎地区保全協議会（群馬県東吾妻町）
○ 当地域は榛名山と吾妻川の間、前橋市の北西に位置した田園地帯で、北西部にある吾妻渓谷に代表さ
れる景勝地への副道として車両通行があり、農地における道路沿いではゴミの不法投棄、ゴミの投げ捨て
による環境悪化が問題となっていた。
○ 平成20年度から農地・水保全活動組織の岡崎地区保全協議会が発足。１構成員として女性の活動組織
「じろべえ会」も取り組みに参画。
○ 活動組織の構成員で女性の組織は、取組のＰＲ活動、地域との交流会を主体となって取り組んでおり、
地域振興の一助となっている。

女性の役割
○女性だけで構成する「じろべえ会」は
地域の新田開発に尽力のあった代
官の遺徳をしのび、その屋敷跡周辺
の清掃活動等を30年以上継続して
いる組織。
○農地・水の活動組織の設立にあたっ
て、「じろべえ会」との活動目的が一
致したことで、組織の１構成員となり、
活動組織等が行うＰＲ活動等では主
体となって活動を進めている。

活動の広がり

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

活動の効果

女性部の結束は強く会
員も増え続けている

農地・水回りの
環境美化活動

地域の祭礼での
餅つき大会

代官屋敷跡周辺 清掃活動

【地区概要】
・取組面積 90.0ha
（田 37.9ha、畑 52.1ha）
・資源量
開水路 7.6km、パイプライン 20.1km、
農道 20.2km、ため池6カ所
・主な構成員
農業者、自治会、女性会、
小中PTA等
・交付金 約６百万円（H26）

花の植栽活動
イベントでは、女性が主体と
なって取り組んでいる

農業用パイプラインを
利用しての消防訓練
（餅つき大会時）

○祭礼等のイベントの際は活動組織のPR
として「じろべえ会」が主体となって餅つ
き大会を開催。
○地域の活気を増進して、地域の活性化
にも貢献。

○地域のイベントの際は、女性が主体で実
施していることもあり、非農家も含む地域
住民が気軽に参加しやすい環境が形成さ
れている。
○「じろべえ会」では毎年1回は会員で旅行
に行くなど、つながりを深めることも行って
おり、現在でも会員は増え続けている。活
動組織の活気にも繋がっている。

１０－９

【地区概要】

環境保全活動を通じて地域企業と交流

・取組面積 63.0 ha
（田 63.0 ha）

ひがしざかい

東境地域資源保全隊（愛知県刈谷市）

・資源量
開水路 13.0 km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 13.3 km
農道 11.2 km、ため池 6カ所

○ 本地域は、大型郊外店の進出等急速に都市化が発展しており、非農家の割合が９割を超える都市近郊
の農業地域。県営経営体育成基盤整備事業（H16～H21年度）を契機に維持管理体制の再構築を含めた
組織づくりを図り、集落営農を核とした地域農業の継続的な発展を地域一体となって目指している。
○ 地域企業トヨタ車体の環境社会貢献事業と連携。地域内でケナフの植栽・管理・収穫作業によりケナフ紙
を幼稚園、小学校へ還元（企業より寄贈）
○ 地域企業デンソーと共催で清掃活動を実施。（デンソーハートフルデー、DECOウォーク刈谷）
○ 平成１９年度からクリーン大作戦を展開しており、地域の約２２の各ボランティア団体、企業が参加。アン
ケートとクイズも実施。

土地改良管理区が中心となっ
て維持管理体制の構築

ケナフ栽培で地球に
やさしい「まちづくり」

・主な構成員
農業者、自治会、同志会、
土地改良東境管理区
・交付金 約６百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

クリーン大作戦に
約２２団体４５０名が参加

トヨタ車体と連携したケナフ栽培に
よる環境保全活動への取組

ケナフの植栽状況

年間活動計画作成

ケナフ栽培啓発看板

ため池周辺の草刈り

クリーン作業状況

アンケート調査

団体参加状況

ケナフの収穫状況

ケナフ紙寄贈

ケナフ画用紙
にお絵かきを
する幼稚園児
水路の泥上げ

中学生分別作業

アンケートでは、約６割の方が参加経験
あり、約８割の方が次回も参加したいと回
答（回収３５９名）。

１０－１０

人と人のつながりによる多様な取組の展開

さんくちょう

三区町環境保全隊（栃木県那須塩原市）
○ 当地域では40年ほど前から混住化が進み、それまでの純農村地帯から現在は約750戸の85％が非農家
となり、人と人との繋がりが希薄、伝統行事の衰退化が進んでいた。
○ 問題を解決する一助となればと、農地・水の事業紹介を受け、農業者7名が発起となり、「人と人のつなが
りをどう構築していくか」を大きなテーマとして農業者と非農業者が一体となった地域づくりをスタートした。
○ 農業者と非農業者、都市住民と「人と人のつながり」を構築し「地域の協働力」を一歩一歩着実に高める
活動として以下の取組を実施している。

取組の目的

活動の広がり

○「人と人とのつながり」を構築し、「地
域の協働力」を一歩一歩高める活動
として、農業者と非農業者のバラン
スのとれた取組を推進。
取組の例
・生き物調査
・田園ウォーク
・地域イベントに協賛しての広報活動
・環境等の啓発活動
・景観形成のための植栽
・子供会育成会との連携（見学会等）
※活動に当たっては非農家や都市住民との
交流を図っている

【地区概要】
・取組面積 159.1ha
（田 149.4ha、畑 9.7ha）
・資源量
開水路 18.3km、農道30.0km
・主な構成員
農業者、自治会、老人会、消防団、
農協女性会、子供会育成会、NPO等
・交付金 約９百万円（H26）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

新たな展開

ＮＰＯと保全隊の取
組状況
（歴史公園の清掃活
動）
地域住民等へのｱﾝｹｰﾄ

活動をホームペー
ジで広くアピール
全国環境保全型農業
コンクール大賞(大臣賞)

生き物調査

花植えによる景観形成

啓発看板の設置

田園ウォーク

「三区ど～すっ会」

○ 農地・水の取組をきっかけにＮＰＯ法人三
区町地域資源・環境保全会を設立し、活動
組織では取り組めなかった歴史的施設の保
全や地域の環境保全の取り組みを開始。
○ 三区町環境保全隊やＮＰＯ法人三区町地
域資源・環境保全会ではＨＰを作成し広くア
ピールを始めた。

「三区女性の集い」

○地域の農業・農村を誰が担っていくのか協議
する30代～40代の若者の「三区ど～すっ会」
を中心に将来に向けて話合いを進めている。
○取組に重要な役割を果たしている、女性の感
性を活かす「三区町女性の集い」を立ち上げ
様々な活動に取り組んでいる。
○取組の成果として、各種コンクールにエント
リーし受賞。これが自信に繋がる。

