中山間地域等直接支払制度 集落協定情報誌

集落協定

か わ ら 版

（第２７号）

（平成２１年３月２７日

山口県農業経営課）

〈周南市片山集落協定〉
● 面積／田 急傾斜
緩傾斜

０．３ｈａ
７．８ｈａ

●参加者 23 人
(農業者 15 人、法人 1 人、非対象農家 7 人)

★

● 交付金 ３３０万円

が７人と集落のほとんどが参加していま
山口県中山間地域等直接支払検討会委
員である山口大学農学部の糸原義人教授
が、周南市片山協定集落を取材しました。

す。
集落内の農業生産活動は、60 歳から 70
歳の農業者が中心と なって行って いま
す。元気なうちは、自分たちで何とか集
落内の農地は守ろうと考えています。
●若い後継者はいますか。
集落内には、後継者はほとんど住んで
いません。でも、集落外ではありますが、
旧鹿野町内に住んでいる後継者は何人か

・・・周南市片山(かたやま)
協定集落・・・

います。
毎年、８月７日に、集落にある神社の

今回は、周南市片山協定集落の代表

夏祭りを行ってきましたが、昨年から８

の石川光生さん（69 歳）、会計の三浦

月の第一日曜日に日程を変更し、他出し

昌之さん（69 歳）と女性部の森弘福ヱ

た人達に声をかけたところ、７家族が帰

さん（70 歳）に聞きました。

ってきて、一緒に祭りをすることができ

●協定集落の状況は。

ました。

片山集落の協定農用地の面積は、8.1

その機会に、呑みながら将来の集落の

ｈａと小さいですが、集落協定への参

農地保全についても話し合いができ、変

加者は、農業者が 15 人で、非対象農家

更して本当に良かったと思います。
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●現在の農業生産活動は。

いこともありますが、年間４回行ってい

高齢化は進んでいますが、元気なう

る農道・水路の管理の日当は、これまで、

ちは、自分たちで、何とか集落内の農

自分たちが住んでいるところであるし、

地を守ろうと、平成 19 年 10 月に近隣

集落の当然の取組として、払っていませ

の３集落で、営農組合を立ち上げまし

んでした。しかし今年度から、農地・水・

た。

環境保全向上対策に取り組むこととなり

機械の共同利用と作業委託もすすめ

ましたが、そちらの世話も大変です。

ていけたらと考えています。

●その他の共同取組活動は。

その他に協定農用地内には、旧鹿野

集落の景観を良くするために、法面に

町を活動エリアとする有限会社鹿野ア

彼岸花、菜の花や水仙を植えています。

グリに利用権設定している農地もあり

川土手には、みんなで桜の木も植えまし

ます。

た。景観を良くすることで、住民の憩い
や、都市との交流の場になれば思います。

（片山集落 協定代表 の石川さ ん）

●交付金の使い方は。

（法面の彼 岸花）

協定面積が、8.1ｈａとそれほど大き

●体制整備単価の取組項目は。

くなく、急傾斜農用地も少ないため、

「地場産農産物の加工販売」と「多面

69 万円と少額である交付金は、45％を

的機能の持続的発揮に向けた非農家・他

個人配分、55％を共同取組活動に充て

集落との連携」に取り組んでいます。

ています。

（ここからは、森弘さんの話）

共同取組活動費の使途としては、大

片山集落がある大潮地区には、７集落

部分を協定農用地への堆肥施用に使っ

で取り組んでいる直売所の「大潮田舎の

ています。近くにある鹿野ファームの

店」があります。平成元年に地元の女性

堆肥を 10ａあたり 1.5ｔ施用していま

有志でスタートした取り組みが、平成 14

す。

年に現在の形になりました。

そのためのストックヤードも、ＪＡ

店には朝市部会、加工部会、交流部会

の別事業で作りました。

があり、私たち加工部会員は週に２、３

共同取組活動に充てる交付金が少な

回ほど当番が回ってきます。当番の日は、
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朝、２時に起きて、豆腐、お餅、寿司、

〜〜取材を終えて〜〜

かしわ餅、豆乳ババロアなど、盛りだ

糸原

義人

片山地区は周南市の最北部旧鹿野町に位
置しており、過疎化が深刻と聞いていまし
た。
しかし、お会い した皆さ んはとて もお元気
でした。
地区では３集落が集まって過剰投資を抑
えるために「 集落営農 組合」が創 られ、現 在
は作業受託を中心に営農活動が行われてい
ます。地区の 耕作面積 は 8.1ha、全て水田 と
して利用されており、このうち急傾斜地は
26a という ことでし た。交付金は 堆肥散布 や
農地の維持管理など農業生産関連に利用さ
れる一方、草 刈りや彼 岸花の植 え付け、菜 の
花栽培など 、地 区の景観 を良くす るために 使
われていま す。
またここ には「大潮 田舎の店」があり、女
性が中心に なって朝 市、加工、交 流事業が 活
発に行われ ています。交流事業 では「そば 打
ち」や「餅つ き」な ど、様々なイ ベントを 通
じて、町 の人と の交流活 動が行わ れていま す
が、女性 部のこ うした様 々な活動 にも交付 金
が利用され ています 。
現在、60〜70 代の世 代が地区 を守り、 綺
麗に環境整 備がされ ています 。お 米の生産 も
エコファー マーとし て「こだわ り米」が生 産
され、少 し高め の値段で ＪＡが購 入してい る
とのことで した 。地区の 皆さんは 本当にお 元
気で、充 実した 毎日を送 っておら れるのを 実
感しました 。
ところで、少し気に なりまし た。若い人 が
地区にいな くて大丈 夫だろう かと。
８月、７人の若 者が中心 になっ て「夏祭り」
が開催され ました。日 頃は疎遠 な若者が、お
年を召した 父母の呼 びかけに 応えて 、故郷 の
夏祭りを開 催された のです 。若者 パワーが 満
ち溢れた様 子が手に 取るよう に分かり ます 。
すばらし い若者達 ではあり ませんか 。
お聞きすると６〜７人の若者が町中で働
いておられ るご様子 、呼 びかけに 応えてす ぐ
行動に 移さ れる 若者の お話 を聞 き、「 これ な
ら片山地区 は大丈夫 ！！ 」という 思いを強 く
しました。
皆さんの頑張っておられる姿を拝見させ
て頂き、逆に私 はパワー をいただ いたよう な
気がします。これから も、益々の ご発展を 心
から祈念し たいと思 います。

くさんのものを作ります。
材料の米は、会員さん達が作ったも
ので、豆腐の材料の大豆は、鹿野産で
す。集落内のほ場で栽培しているそば
を収穫（11 月頃）したら、それも加工
して販売します。
55 歳の会員が一番若いですが、非常
に楽しくやっています。

(都市住民と の交流よ もぎ摘み )

●今後、集落の農地保全はどうします
か。
他出した子供たちが帰ってきて集ま
る夏祭りの時に、自分たちで農地保全
が大変になってきたときには、お前た
ちに任せるぞと言っています。幸い、
他出した子供たちも、あまり遠くへは
行っておらず、同じ旧鹿野町内に住ん
でいる者も何人かいるので期待してい
ます。そうはいっても、私たちもまだ
まだ、やるつもりですよ。

〜〜〜編集後記〜〜〜
他出後継者を含め、集落の人達の仲
の良さが伝わってくる事例を紹介しま
した。
県農業経営課 徳永
電話 083-933-3350
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県内の集落協定には、都市住民の皆さんと交流できる活動を行っているところがたく
さんあります。集落協定かわら版 2 ６号に引き続き紹介します。

萩 市 平蕨 台の
「 わ らび 摘み フ ェス タ」 と
「 芋 掘り フェ ス タ」 の様 子
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