
山口県の集落協定取組事例（平成１９年度）

農業経営課

第二期対策では、法人の設立や機械・農作業の共同化による集落営農の継続への取組

や、女性・高齢者を始め非農家の参加や都市住民との交流により集落を活性化させる取

組など様々な活動が展開されています。

○機械・農作業の共同化を実施している事例 頁

・岩国市(旧由宇町)出合集落協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

平成１８年に集落協定を締結し、集落内で共同防除を実施している。また、地

元小学校と連携し、ホタルの幼虫放流のための環境整備も実施している。

・周南市(旧新南陽市)大谷集落協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

第二期対策から、リースした田植機を共同化し、低コスト化に取り組んでいる。

また、非農家を含む集落全員で水路・農道の維持管理を実施している。

○農業生産法人、集落営農組織の育成を実施している事例

・岩国市(旧美和町)志谷集落協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

平成１７年度から制度に取り組み、当初の基礎単価から２年目に集落営農育成

を目指し体制整備単価へ移行し、３年目には農地の約８割を集約した特定農業法

人を設立した。また、女性を中心に地場産農産物の加工・販売を実施している。

・山口市(旧徳地町)船路西集落協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

平成１３年度より２集落がひとつの協定を締結し、農地の保全に努めてきた。

第二期対策では、農事組合法人を設立し、協定農用地の７０％以上の利用権設定

を行うとともに、牛糞たい肥を使用したおいしい米づくりを実施している。

・宇部市来見集落協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

集落内の認定農業者等の担い手に、利用権設定による農地の集積を行うことで

農業生産活動を継続できる体制を整備するとともに、非農家も水路・農道管理に

参加している。

・阿武町上笹尾、下笹尾集落協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

農地が細長く連なっているため、農作業を共同で行う方が効率的であるため、

２集落にまたがる特定農業団体を設立した。水稲栽培において、機械・施設及び

農作業の共同化を実施している。

○集落営農と耕畜連携による集落の活性化を図っている事例

・美祢市９区協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

農業機械の共同化をすすめ、経費の削減を図るために平成１８年４月に協定参

加者全員で営農組合を設立し、交付金で購入したコンバイン等での農作業や飼料

作物の作付け及びやまぐち型放牧を実施している。

○農作業受託組織との連携を実施している事例

・下関市(旧豊北町)河原協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

地域内の担い手である受託組織への防除作業の委託を行い、農作業の効率化、

省力化を図っている。また、毎年８月には夏祭りを開催し、帰省者等都市部に住

んでいる人との交流活動も実施している。
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○あたたかい集落づくりをめざして

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山 口 県岩国市由宇町・出合
やまぐちけんいわくにしゆうちよう であい

協 定 面 積 田(85%) 畑(15%) 草地 採草放牧地
2.6ha 水稲 野菜

交 付 金 額 個人配分 40％
49万円 共同取組活動 役員報酬・会議費 6％

（60％） マスタープランに基づく活動 10％
鳥獣害防止・農道・水路の維持管理 30％
集落協定に基づく維持管理 12％
管理活動経費 2％

協 定参 加 者 農業者 9人、非農業者 8人

２．集落マスタープランの概要

・平成１８年度から中山間直接支払制度への取り組みを開始。集落内の農作業の受委

託や共同作業を拡大して、いつまでも安心して農業に取り組むことの出来る、また地

域の行事を協力して行えるあたたかい集落にする。更に、非農家との連携を深めなが

ら活動を展開していく。

・由西小学校と連携し、蛍の幼虫放流の環境整備を実施し地域の青少年の健全育成を

目指していく。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 景観作物作付け 機械農作業の共同化
(農地 2.6ha) （年 1回） （共同防除を0.5ha（％）実施、

目標0.5ha)
個別対応、共同取組

個別対応
共同取組活動

水路・農道の管理
・水路清掃 年2回 景観作物作付け
・農道草刈 年 2回 （コスモス・ひまわりを 6 自然生態系の保全に関する学校

a 作つけた。） 教育等との連携
個別対応、共同取組

個別対応、 共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（随時、法面管理担当者1名 地元小学校のホタル増殖 非農家(8戸)と水路・農道管理

活動への協力・支援 での連携
共同取組活動

共同取組活動
共同取組作業
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３．取組の経緯及び内容

出合集落の特徴は、役員を中心に非農家を含めた関係者の協力体制にある。集落道

などの定期的な清掃・草刈・補修等、地域で一体となった活動を展開している。

また、地元由西小学校と連携し、ホタルの幼虫時の餌になるカワニナの生育環境の

改善・維持を実施しており、環境整備にも力を注いでいる。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

猪等による農作物の被害を防止するた

め新設箇所及び共同機械利用箇所並び

に耕作放棄防止の為の耕畜連携箇所を

マップで示すことで、集落の誰が見て

もわかり、進捗状況も確認出来るマッ

プとなっている。

農道補修作業風景 地元小学校・PTA主催ほたるの夕べ

［平成19年度までの主な効果］

○共同作業0.5ha・水稲防除共同防除を0.5ha実施
○自然生態系の保全に関する学校教育との連携

○非農家８戸との連携
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○活発な集落活動の維持、発展を目指す

１．集落協定の概要

市町村・協定名 山 口 県周 南 市（旧新南陽市）・大 谷
やまぐちけんしゆうなんし おおたに

協定面積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
4ｈａ 水稲

交 付 金 個人配分 48％
85万円 共同取組活動 役員・報酬・会議費 4％

（52％） 鳥獣害対策費 12％
景観作物等関係費 18％
その他（集落行事費等） 18％

協 定 参 加 者 農業者18人、非農家3人、

２．集落マスタープランの概要

高齢化・後継者不足が進行している当集落では、制度を活かし、非農家と連携し

農道・水路の維持管理や景観作物の作付けを行うこととしている。

5 年間の活動目標として、耕作放棄防止活動で鳥獣害対策を行い、多面的機能の
増進・発揮活動として周辺林地の下草刈や景観作物の作付けを非農家とともに行う。

又、田植機を共同機械として位置付け、0.5ha以上実施を目標にしている。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地耕作・管理（４ ha） 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化

個別対応 （0.2ha、年 2回） （田植機（リース）の共同

共同取組活動 利用 0.2ha 実施、目標 0.5ha）
水路・農道の管理 共同取組活動

年2回（草刈り、清掃） 景観作物作付け

共同取組活動 （コスモスを約0.1ha 地場農産物の加工販売

作付けた）

鳥獣害防止のための防護柵 共同取組活動 共同取組活動

・わなの設置

共同取組活動 非対象農家・非農家を含

む集落全員で水路農道の

管理

共同取組活動



- 4 -

３．取組の経緯及び内容

当集落では、以前から集落の花見、盆踊り等の行事を活発に行っている。また、集

落内の国道沿いに朝市（やまびこ店）を設置して集落内の野菜・加工品を通行する都

市住民等に販売している。そうした中で当集落も高齢化が進み、集落行事や朝市の存

続も危ぶまれ耕作放棄地の拡大が懸念されたため、第 1期から集落協定を締結し活動
を行ってきた。

第 2期対策からは、集落で共同機械（田植機）をリースして低コスト化と耕作放棄
地防止に取り組んでいる。また、鳥獣害の対策として狩猟のわな免許を取得した農家

を中心に鳥獣害防止柵やわなの設置を推進している。さらに、非対象農家・非農家を

含む集落集落全員で水路・農道水路の管理活動も実施している。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

鳥獣害防止柵の範囲やわな設置

場所を表示している。

鳥獣害防護柵の設置 集落全員での水路農道維持管理

［平成19年度までの主な効果］

○鳥獣害防止対策（防護策設置農地面積１ha、わな設置1箇所）

○田植機の共同利用（当初０ha、目標0.5ha、実績0.2ha）

○多面的機能の持続的発揮に向けた非農家等との連携（集落全員で水路・農道管理を年２回実施）
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＜農業生産法人、集落営農組織の育成を実施している事例＞

○農業生産法人設立～農地集積、作業受託の拡大発展～

１．集落協定の概要

市町村・協定名 山口県岩国市美和町・志谷
みわまち しつたに

協定面積 田（90％） 畑（10％） 草地 採草放牧地
10ｈａ 水稲 野菜、栗

交 付 金 個人配分 25％
115万円 共同取組活動 役員・報酬・会議費 8％

（75％） 水路農道・林地・獣害対策費 23％
機械積立金 44％

協 定 参 加 者 農業者12人、いきいきファーム美和（構成員33人）、非農家・非対象者3人

２．集落マスタープランの概要

・平成 17 年度から新たに制度へ取組み、当初の基礎単価から、２年目に集落営農育
成・確保緊急支援事業による話合いから体制整備単価へ移行し、３年目には、農地

の約８割を集積した特定農業法人の設立へとステップアップした。

・今後は、地場農産物の加工・販売で農業経営の多角化を図り、女性の活躍する集

落を目指す。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地耕作・管理（10ha） 周辺林地の下草刈り 担い手集積化

共同取組、一部個別対応 （0.05ha、年 1回） ・8haの集積、目標 8ha

共同取組活動

水路・農道の管理 共同取組活動

年2回

共同取組活動 地場農産物の加工販売

イノシシ防護柵設置 共同取組活動

共同取組活動 加算措置としての取組

・法人設立加算（特定）

・土地利用加算 8ha の集積
共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

過疎・高齢化の中、第 1期対策に取り組まなかった集落が、Ｕターンした男性を中
心に話し合いを進め、第２期対策では、平成１７年に基礎単価に取り組むこととした。

集落では、その後も高齢者や女性を交えて話し合いを深め、平成１８年に集落営農組

織を育成することとし、体制整備単価にステップアップした。さらに営農講座や法人

経営等の各種研修会への積極的な参加や先進地視察を実施し、集落を守り次世代へ繋

ぐため、特定農業法人「いきいきファーム美和」を設立した。

水稲栽培だけでは、将来の経営に不安があり、また、将来独居になる可能性が高い

女性の生き甲斐づくりや法人への参加も促すため、水稲との両輪となる農産加工に取

り組むため、自動餅つき器や菓子の加工設備を整備した。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

協定の範囲や加工所の位置及び、獣害

防止柵の範囲や林地の草刈りの範囲を

表示している。

法人の設立 加工所の整備

［平成19年度までの主な効果］

○担い手である法人に、協定参加農用地面積を集積した。（当初０ha、目標８ha、実績８ha）

○周辺林地の下草刈り、鳥獣害被害防止柵の設置。

○地場農産物の加工場を整備し、加工・販売を開始した。

災害復旧

災害復旧
災害復旧

災害復旧

協定の範囲

水路の管理

農道の管理

市道

県道

周辺 林地の 下草刈り の範囲

鳥獣 害被害 防止対 策の範囲 保全マッ プ

凡例

農産物加工所予定

周辺林地の下草刈り
１
P
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＜農業生産法人、集落営農組織の育成を実施している事例＞

○人が豊かに住める稔りある集落を目指して

１．集落協定の概要

市町村・協定名 山 口 県山口市徳地・船路西
やまぐちけんやまぐちしとくち ふなじにし

協定面積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
27ｈａ 水稲

交 付 金 個人配分 42％
278万円 共同取組活動 役員・報酬・会議費 7％

（58％） 鳥獣害対策費 21％
簡易な基盤整備費 4％
積立金 17％
研修費 5％
事務・会議費 4％

協 定 参 加 者 農業者29人、(農）れんげの里(構成員42人）

２．集落マスタープランの概要

近年、集落では、高齢化・後継者不足が進行しているため、この制度を生かし農業

生産活動を継続し、更には、法人を設立することにより組織強化を図りながら、集落

の目標である「人が豊かに住める稔りのある集落づくり」を目指す。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地耕作・管理（27ha） 堆きゅう肥の施用 担い手への農地集積

個別対応 個別対応 （地区の担い手である法人

へ 19haの利用権設定を実

施、目標 14ha）

水路・農道の管理 共同取組活動

・水路（年3回草刈り、清掃）

・農道(年2回草刈り）

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（年2回及び随時）

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

船路西集落協定を締結している上河内集落と下庄集落は、高齢化と農業後継者不足

が進行しているため、現状のままでは農業を継続していくのが困難な状況になってきつつ

ある。そのため、平成１３年度より、この制度を活用し、集落で農地の保全に努めて

きた。第２期対策では、第１期対策に加え、牛糞堆肥を使用した美味しい米作りの実

施や農事組合法人の設立を中心に取組みを行っている。

法人を設立するにあたり、集落内の人に法人設立の理解を得ること等課題はあった

が、先進地視察や話し合いを重ねていき、２集落42人の農業者で（農）船路れんげの

里を設立した。そのうち協定農用地がある農業者は、29名である。設立後は、農地の

集積化を図り、70％以上の協定農用地で利用権設定を実施している。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・補修が必要な農道箇所

・鳥獣害対策の電柵設置箇所

・堆きゅう肥施用ほ場

・水路土堀上実施箇所

農道・水路の共同作業の様子 農事組合法人船路れんげの里設立

［平成19年度までの主な効果］

○担い手への農地集積による体質強化

(当初：船路西営農組合へ 3.3ha、目標：同営農組合へ 13.6ha、H19 年実績：特定農業法人へ
19.1ha）
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＜農業生産法人、集落営農組織の育成を実施している事例＞

○担い手への農地集積を目指す取組

１．集落協定の概要

市町村・協定名 山 口 県宇部市・来見
やまぐちけんう べ し くるみ

協定面積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
7.4ｈａ 水稲

交 付 金 個人配分 50％
156万円 共同取組活動 水路農道維持経費 6％

（50％） 周辺林地維持経費 14％
鳥獣害対策費 4％
共同利用施設整備経費 26％

協 定 参 加 者 農業者8人、非農業者1人

２．集落マスタープランの概要

核となる担い手に対し、利用権設定による農地の集積を行うことで、集落内で農業

生産活動等を継続できる体制を整備するとともに、非農家にも協定参加を要請し、水

路・農道等の草刈り等の共同作業を実施する。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地耕作・管理（田 7.4ha） 周辺林地の下草刈り 担い手への農地集積

個別対応 共同取組活動 （地区の担い手へ 0.4ha の

利用権設定を実施、目標

0.4ha）

水路・農道の管理 個別対応

・水路（年2回草刈り、清掃）

・農道(年2回草刈り） 多面的機能の持続的発揮に

共同取組活動 向けた非農家・他集落との

連携（非農家1人と水路・

農地法面の定期的な点検 道の管理等

（年2回及び随時） 共同取組活動

共同取組活動

鳥獣害防止対策

電気柵の設置・撤去(3km)

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

本集落協定は、第１期対策から担い手の育成等を目標に活動を行い、地域の水田農

業ビジョンに位置づけられた担い手（３人）に対し、約１．８ｈａの農地集積を行っ

た。・第２期対策では、担い手のひとりが平成１８年６月に認定農業者となり、さら

に０．４ｈａの農地集積を行い、第１期対策での集落の方向性を維持・発展させ、農

業生産活動のより強固な体制整備を主眼とした取組を実施している。

水稲栽培期間中に、イノシシ進入防止のための電気柵を、約３ｋｍ設置し、栽培後

に撤去する作業を毎年共同で行っている。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・毎年行う、電気柵の設置・撤去実施

箇 所（約３ｋｍ）を表示している。

電気柵撤去作業１ 電気柵撤去作業２

［平成19年度までの主な効果］

○担い手への農地集積による農業生産活動の体制整備

(当初：1.8ha、目標：0.46ha追加、H19年実績：0.4ha追加）

○電気柵の共同設置・維持管理・撤去作業による集落ぐるみでの取組（３ km)

○非農家の集落協定への参加による共同取組活動体制の構築（目標 1人、H19年実績 1人）
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〈農業生産法人、集落営農組織の育成を目標としている事例〉

○継続的な営農体制を作る

１．集落協定の概要

市町村・協定名 山口県阿武郡阿武町 上笹尾・下笹尾
あぶぐんあぶちょう かみささお しもささお

協 定 面 積 田(100%) 畑 草地 採草放牧地
26ha 水稲、野菜 ― ― ―

交 付 金 額 個人配分分 50％
228 万円 共同取組活動分 農業生産活動等 13％

(50％） 多面的機能増進活動等 25％
その他の活動 12％

協 定 参 加 者 農業者 27人 水利組合 １人

２．集落マスタープランの概要

・集落では今後益々高齢化と後継者不足が進展していくため、農用地の集積化、農作

業の共同化を進め、継続的な営農体制を図る。

・５年間の目標は、担い手への農作業委託を促進させ、労力の軽減と効率的な農地管

理を行う。そのために２つの集落協定を横断する特定農業団体を設立して、近隣集落

の農用地を含めた形での、法人化を目指す。

【活動内容】

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 集落を基礎とした営農組
（田 26ｈａ） （年 1回） 織の育成

（特定農業団体が基幹的
特定農業団体、個別 個別対応 主要３作業を８ ha 以上

を受託、目標 8ha）

水路・農道の管理 景観作物の作付け 共同取組活動
・水路 年 2回 （コスモス 1ha）
清掃、草刈

・農道 年 2回 共同取組活動
草刈 加算措置としての取組

共同取組活動 土地利用調整加算
（協定農用地の内約 8ｈ
ａを団体へ委託）

共同取組活動

集落外との連携

基幹的農作業のうち、防除作業については、阿武町農業公社の斡旋により㈲ﾄﾞﾘｰﾑﾌｧ

ｰﾑ阿武に委託する。



- 12 -

３．取組の経緯及び内容

当集落はこれまで、全て自己完結型農業経営を行っていた。しかし、農業従事者の

高齢化と後継者不足が年々深刻化していた。平成12年度からの第１期対策により、集

落内での話し合いの場が設定され、農業生産活動や共同作業が継続的に行われるよう

になり、鳥獣害防護フェンスの設置や水路農道の維持管理などを行っていく中で、徐

々に集落営農への関心が高まり、先進地への視察研修なども実施した。その後継続的

に集落内で検討会が開催され、第２期対策が始まると同時に町内の他集落で組織化の

取組が始まる中で、集落協定は、別々であるが、農用地は細長くひとつに連なってい

るため、農作業を共同で行う方が効率的であること、人的交流も盛んで気心も知れて

いることから、平成19年２月に２集落にまたがる特定農業団体「笹尾営農生産組合」

を設立した。

平成19年度から、先ず水稲で、施肥、耕起、田植え、収穫、乾燥・調整において農

業機械・施設の共同利用や農作業の共同化の推進を図っていく。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・保全する農道、水路、鳥獣外防止柵を明確に

表示。

平成19年２月12日笹尾営農生産組合設立総会の様子

【平成19年度までの主な効果】

○ ２つの中山間地域等直接支払集落を基礎とした営農組織の設立、協定内農用地及び協定外農用地（平

坦地）合わせて共同管理を行う。

（当初０ ha、目標８ ha、実績８ ha）
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＜集落営農と耕畜連携による集落の活性化を図っている事例＞

○集落営農と耕畜連携による集落の活性化

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県美祢市豊田前町 9 区
みねしとよたまえちよう きゆうく

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
24ha 水稲等

交 付 金 額 個人配分 49％
355万円 共同取組活動 役員報酬・会議費 8％

（51％） 研修費（法人化講習会等） 7％
鳥獣害対策費 9％
農地・水路・農道管理費 6％
共同機械購入費・施設管理費 21％

協 定参 加 者 農業者 19人、水利組合

２．集落マスタープランの概要

農業生産活動において、刈取（コンバイン）を共同機械利用とし、平成 21 年度に
は目標面積である 2.5ha の実施を行う。また、耕作放棄されそうな農地については、
やまぐち型放牧（保々営農組合実施）等耕畜連携し維持管理していく。尚、集落協定

に参加する農業者で農業生産法人の設立を視野に入れる。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理（田２４ 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化
ha） （年 1回） （刈取コンバインの共同利用を

2．9ha（12％）実施、目標2．5
個別対応 ha)

やまぐち型放牧等 個別対応

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路12路線、随時 景観作物作付け

点検、清掃、草刈り （コスモス・ひまわり） 多面的機能の持続的発揮に向
・道路 6路線、随時 けた非農家・他集落との連携

草刈、補修 個別対応 (非農家 5人と水路・農道の管
理等、目標 2人）

共同取組活動
粗放的畜産 共同取組活動
（やまぐち型放牧・耕畜

農地法面の定期的な点検 連携）
（随時、法面管理担当者1名）

保々営農組合
共同取組活動

集落外との連携
○協定者以外と市道（ほ場隣接地）並びに集落内景観整備草刈作業を実施

○ゴルフ場への農産物販売
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３．取組の経緯及び内容

平成12年から制度に取り組んできたが、過疎化・高齢化が進み耕作が困難になる可

能性のある農地が出てきた。そこで耕作できなくなった農地の受け皿になるとともに、

農業機械の共同化を進め経費の削減を図るために、平成18年４月に協定参加者19人全

員で、保々営農組合を設立した。組合では、専業農家を中心に交付金で購入したコン

バイン等で集落内農地の農作業や飼料作物作付け及びやまぐち型放牧（水田放牧）を

実施し、耕作放棄の防止に努めている。

また、農地・水・環境保全向上対策を利用し、河川の清掃によるほたる生息地確保

や、農地を利用して生態系保全（メダカの生息）などにも取り組んでいる。

今後の活動として、地域特産物（翠王）の栽培とゴルフ場への農産物販売の更なる

拡大並びに保々営農組合の法人化（法人講習会受講中）を検討している。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

猪等による農作物の被害を

防止するため新設箇所及び共

同機械利用箇所並びに耕作放

棄防止の為の耕畜連携箇所を

マップで示すことで、集落の

どなたが見られてもわかり、

進捗状況も確認出来るマップ

となっている。

共同機械（コンバイン）利用状況 やまぐち型放牧状況

［平成19年度までの主な効果］

○ 集落での大型機械（コンバイン）の共同利用による営農の効率化・低コスト化
（当初0ha、目標2．5ha、H18実績2．9ha）

○ 非対象農家との連携（当初0名、目標2名、H18実績5名）
・市道（ほ場隣接法面）草刈作業・集落内景観整備草刈作業

○やまぐち型放牧（飼料作物作付）による耕作放棄の防止（当初0ha、2ha(H18)、4ha(H19)
○農産物の販路（隣接ゴルフ場へ）

・米、野菜等（食堂、賞品用）
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＜農作業受託組織との連携を実施している事例＞

○農作業受託組織との連携による体制整備に向けた取組

１．集落協定の概要

市町村・協定名 山 口 県下 関 市（旧豊北町）・河原
やまぐちけんしものせきし かわら

協定面積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
12ｈａ 水稲・野菜

交 付 金 個人配分 50％
77万円 共同取組活動 担当者活動費 5％

（50％） 農業生産活動等の体制整備に向けた活動等の経費 7％
鳥獣害防止対策及び水路等共同活動に要する経費 15％
農用地の維持・管理活動に関する経費 10％
共同機械購入に係る積立 10％
その他 3％

協 定 参 加 者 農業者15人、非農業者4人

２．集落マスタープランの概要

・過疎・高齢化が進む中で、生活環境を良好に保つため、多面的機能を持つ地域内農

地の保全、集落全体の環境浄化、地域住民の連帯意識の高揚に努める。

・５年目の目標としては、多面的機能増進による耕作放棄の防止、作付け品種の統合

や担い手への防除作業委託により農作業の効率化・省力化を図る。

［活 動 内 容］

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地耕作・管理（田 11.6ha） 景観作物の作付け 担い手への農作業委託

個別対応 (コスモス） （受託組織へ病害虫防除作

共同取組活動 業を 0.5ha 委託。目標 2ha）

共同取組活動

水路・農道の管理

・水路（年1回草刈り、清掃）

・農道(年1回草刈り） 多面的機能の持続的発揮に

共同取組活動 向けた非農家（4人）との連

携

農道の簡易補修 ・水路・農道の管理

（随時） 共同取組活動

共同取組活動

鳥獣害防止対策

鳥獣防護策の設置・管理

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

河原集落は狭隘な山間地に位置し、生産の不利、野猪等による鳥獣害、農業従事者

の高齢化と後継者不足といった諸問題を抱える地域である。

そのような条件下にありながらも、集落内農地を守っていくため、平成１２年度から

本制度に取り組み、平成１６年度には基盤整備事業による農地整備、平成１７年度に

は協定農地全体を囲む電気柵を設置するなど、集落ぐるみで農地保全、農業推進に努

めている。また、８月には夏祭りを開催し、帰省者等都市部に住んでいる方々との交

流活動も実施している。しかし、高齢化による労力不足は深刻であり、地域内の担い

手である受託組織への防除作業委託を推進していくとともに、集落内では農作業機械

の共同利用化や集落組織育成についても検討・協議し、農地保全活動や集落活動が継

続できるよう努めている。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・管理する農道・水路

・５年後も管理可能な農地と５年後の管理

に調整が必要と予想される農地を表示し

ている。

夏祭り ヘリ防除作業

［平成19年度までの主な効果］

○担い手への農作業の委託（当初：0.5ha、目標：２ ha 追加、H19年実績：ha）

○多面的機能の持続的発揮に向けた非農家との連携（目標２人、H19年実績４人）


