
山口県の集落協定取組事例（平成１８年度）

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。

○集落間の連携による集落機能を維持する事例 頁

・岩国市（錦町）宇佐地区集落協定 １

第一期対策での６集落の７協定が統合して新協定を締結。受委託組織の設立により

過疎化、高齢化する集落の農地保全と農作業の効率化を進めている。

○法人化による集落営農の継続の事例

・下関市（菊川町）久野集落協定 ３

第一期対策で、機械の共同化を通じ集落内の意識を醸成した。

第二期対策では、農事組合法人「久野ファーム」を設立（平成１８年７月）し、集

落機能の維持・農地の管理体制の整備を進めている。

・美祢市梅香集落協定 ５

共同取組の実績を積み重ね、１９年１月に農用地利用改善団体「梅香生産組合」を

設立。今後、農作業の共同化を進め、５年以内に法人化に取り組む計画としている。

○機械・農作業の共同化により集落営農の効率化を進める事例

・岩国市（周東町）平畑集落協定 ７

「平畑営農組合」による農作業の受委託を進め、２１年度までに協定面積の３０％

以上の農地集積と農業生産法人を設立をめざす。

・岩国市（美和町）長野集落協定 ９

第一期対策でコンバインを導入し、農作業の共同化を進めれ、今後は協定面積の

２０％以上の集積を行い、定年帰農者が参加できる営農体制の整備を目指す。

また、集落内の美和西小学校と連携した農作業体験など次世代に繋げる取組も実施

されている。

・宇部市中宇内集落協定 11

農家９戸の小規模な集落の農業生産活動を持続可能にするため、共同取組活動分を

第一期の５０％から第二期では８１％とし、集落共同で農道や水路の整備を実施。

また、各戸で所有する機械は共同利用として登録し、農作業の共同化を進めている。

・下関市内日集落協定 13

地区内１６集落の一本化により、「内日地区中山間振興協議会」を設立し、地域内

の連携を図るとともに、大型機械の導入により、農作業の共同化を進めるなど、地区

ぐるみでの集落営農の組織体制を整備している。（７６ｈａ、協定参加者１３５人）

○都市住民との連携を促進し集落を活性化する事例

・長門市大畠集落協定 15

集落内の廃校を拠点とする「ゆや棚田景観保存会」との連携による、グリーンツー



リズムの推進により都市農村交流を展開。

○多様な主体の参加による集落の活性化の事例

・岩国市（由宇町）西区集落協定 17

第二期対策から取組を開始し、集落内の非農家の参加による、地域一体となった農

地保全活動を展開するなど、安心して農業に取り組める、温かい集落環境の整備を進

めている。

・平生町小郡集落協定 19

高齢化等による耕作放棄地の増加が進展する中、非農家を含めた集落全戸での農地

の保全活動に取り組み、営農活動の継続可能な集落環境の整備を進めている。

また、深刻化する後継者不足に対応するため、新規就農者の育成を行うこととして

いる。

・阿武町福田中集落協定 21

平成１５年に設立した農事組合法人「福の里」の経営安定を図るため、もち米やミ

ネラル米など売れる米づくりに取り組んでいる。また、平成１８年１１月には、地場

農産物の加工・販売施設を整備し、女性や高齢者が中心となり餅の加工・販売などを

行っている。

○高付加価値型農業を実践する事例

・山口市西村集落協定 23

農産物の安定した生産体制を構築するため、消費者に好まれる、安心安全な売れる

米づくりをめざし、高付加価値なエコ農法による水稲栽培（1ha）に取り組んでいる。

・長門市樅の木集落協定 25

継続的な農業生産体制の整備を進めるため、協定参加農家の共同で、県オリジナル

野菜「はなっこりー」の栽培(1ha)に取り組むほか、地域の担い手として、平成２０

年までに農業生産法人の設立を目指している。

○基礎単価から体制整備単価へ移行した事例

・山口市小鯖５区集落協定 27

第一期対策では、バックホーとトラクターを購入し農作業の省力化を進めた。しか

し、高齢化の進展などにより、年々、個別での営農が困難になってきた。

第二期対策では、トラクターによる共同作業の拡大や非農家の参加による農道や水

路の保全活動の取組を開始した。

・阿東町渡川集落協定 30

集落の現状と将来像の把握についての議論が深まり、今後の農業生産体制の維持発

展のために、担い手への農作業の委託、非農家との連携による農用地周辺の下草刈り

活動の取組を開始した。

・美東町山田集落協定 32

戸数１１戸の小規模な集落で、高齢化や後継者不足により、農地の維持・管理が困

難な状況を解消するため、農業生産法人の設立を行い集落内の２／３以上の農地集積

を進めることとした。
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＜NPO法人等の非農家等との連携を目標としている事例（協定の統合含む）＞

○７集落共同による農地保全と農作業の効率化への挑戦

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県岩国市錦 町宇佐
いわくにしにしきちようう さ

協 定 面 積 田（９７％） 畑（３％） 草地 採草放牧地
24ha 水稲 野菜

交 付 金 額 個人配分分 ４０ ％
487万円 共同取組活動分 マスタープランの奨励像を実現するための活動 ２１ ％

（６０％） 鳥獣害防止、水路農道等の維持管理のための活動 ２２ ％
集落協定に基づく農用地の維持のための活動 １４ ％
集落の各担当者の活動のための経費 ３ ％

協 定参 加 者 農業者 ３３人

２．集落マスタープランの概要

①集落における将来像

・集落を基礎とした営農組織を構築し、担い手を中心とした農業生産活動の体制を整

備する。

・景観作物の作付けされた美しい集落。

・集落の話し合いにより、協同・協力・合意に基づく活動が行われる集落。

②５年間の目標

・7集落共同利用の田植機で協定農用地の植え付けをする。

当初 4.8ha → 目標 9.6ha（新たに10％以上増）

・担い手への農作業の委託により、協定農用地の刈り取りを行う。
当初 1.0ha → 目標 5.0ha（新たに10％以上増）

・草刈り、維持管理田に景観作物の菜の花、コスモスを作付ける。

［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23.2ha 景観作物の作付け 機械農作業の共同化
畑0.8ha） （菜の花を0.2ha作付け （田植えの共同利用を10％以上

た。） 増、目標9.6ha)
個別対応・共同取組活動

共同取組活動
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路10km、年2回

清掃、草刈り 担い手への農作業の委託
・道路5km、年2回 草刈り （集落の担い手に収穫作業を

10%以上増、目標5.0ha）
共同取組活動

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

・岩国市錦町宇佐地区では、前期対策においては７つの集落で６つの小規模な集落協

定が締結されていた。

・本対策の推進にあたり、集落内の高齢化や担い手不足が深刻化していることから、

より広域な規模の集落協定の締結によって担い手を確保し、集落を越えた地区全体

で農地の保全と地区の活性化を図ることを目的として集落協定の統合を試み、大き

な１つの集落協定として発足した。

・集落協定では、平成１８年度中に、協定参加者の有志により「宇佐農作物受託組織」

を設立するとともに、協定参加者全員が委託者となる「農作業委託組合」も併せて

設立し、「やまぐち型担い手組織」の認定を目指している。

○農用地保全マップ

【保全マップの解説】

協定参加者の活動が具体化するように活動項

目を記入。

・防護柵を設置する箇所

・景観作物作付け箇所

・共同利用機械（田植え）

の範囲

・農作業委託（刈り取り） 等

（左図面は、協定範囲の一部抜粋）

集落代表者による話し合いの様子 農道・水路の共同管理作業の様子

［平成21年度までの取組目標］

○ 集落での機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化

（当初4.8ha、目標9.6ha（協定農用地面積の10％以上増））

○ 担い手への利用集積

（当初1.0ha、目標5.0ha（協定農用地面積の10％以上増））

○ 鳥獣害対策を実施する



- 3 -

＜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＞

○集落の営農継続を目指し、農事組合法人を設立！！

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県下 関 市 久野
しものせきし く の

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
19.6h 水稲・転作

a
交 付 金 額 個人配分 24％

431万 共同取組活動 担当者活動経費 8％
円 （76％） 農業生産活動等の体制整備に向けた活動等の経費 8％

鳥獣被害防止対策及び水路等共同取組活動に要する経費 6％
農用地の維持・管理活動に対する経費 11％
共同機械購入にかかる積立・繰越 41％
その他 2％

協 定参 加 者 農業者75人・生産組織1組織・水利組合18組織・非農業者10名

２．集落マスタープランの概要

・地域の担い手の核として農事組合法人を育成し、農業を継続していく体制を整備し、

みんなが元気で安心して暮らせる、住みよい久野集落を創る。

・５年間の具体的な取組

①集落営農の確立と営農組織の充実・・・農事組合法人｢久野ファーム｣の設立と機

械農作業の共同化を推進。（目標１１．２ｈａ、１０％増）

②農用地周辺の整備・・・農用地周辺の鳥獣被害対策や水路・農道の整備を積極的

に行い、集落内の農業と生活が行いやすい環境を整備する。

③非農家及び都市住民との交流促進・・・直売施設を設置し、農産加工品を販売す

る。また、非農家と連携し、共同取組活動を実施する。（目標１０人の参画）

［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20ha） 景観作物の作付け 機械・農作業の共同化
（景観作物として紫陽花 （目標11.2ha)
を作付）

個別対応 共同取組活動
共同取組活動

水路・作業道の管理 多面的機能の持続的発揮に向
・水路 年1回 清掃 草刈り けた非農家・他集落等との連
・道路 年2回 草刈り 携（非農業者10名）

共同取組活動 共同取組活動

鳥獣害防止対策（防護策の設 加算措置としての取組等
置 1,195m）

土地利用調整加算
共同取組活動 （特定農業法人による利用権

設定を6.2ha行う）
法人設立加算
（特定農業法人を設立する）

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

・前期対策の平成１３年度から制度に取組み、地元の生産組織（営農組合）との協力

で、対象農地を含む地区内農地の管理（鳥獣害防止対策・ブロックローテーション

による農地の有効活用）に努めている。また、本制度で交付される交付金の一部を

活用し、機械設備の購入などを積極的に活用してきた。

・本対策では、地区内農地を将来的に守り継承していくための方法として、営農組合

の法人化を目標に協定を締結することとなった。

・協定では、農地の保全・農作業の共同化を進める一方、将来像の実現のため様々な

機会を通じて話し合いを行ってきた。その結果、平成１８年７月に農事組合法人｢久

野ファーム｣を設立、また平成１８年９月２５日には特定農業法人となった。併せ

て認定農業者についても平成１８年８月３日に認定を受けた。

・今後は、本制度を活用し、地区内農地を活かしていくための取組を一層加速させ、

集落一体となった活動を継続し、｢久野ファーム｣の育成に努める。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・営農組織の委託範囲（五

年後の作業委託面積・

三カ年の平均作業委託面

積）及び鳥獣害防止柵設

置予定箇所を記載。

・その他、農地作付状況図

も作成している。

防護柵の補修・設置作業 共同機械（コンバイン）

［平成21年度までの取組目標］

○ 機械・農作業の共同化

（当初 9.1ha 目標 11.2ha（協定農用地面積の10％以上増加する））

○ 多面的機能の持続的発揮に向けた非農家・他集落等との連携

（農業者 ７５名 非農業者 １０名（協定参加農業者の10％以上の非農業者の参加）

○ 土地利用調整加算
（当初 0ha 目標 6.2ha(協定農用地面積の30％以上増加する)）

○ 法人設立加算

(当初 任意の営農組合 目標 新たに特定農業法人を設立する)
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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＞

○制度を活かし、みんなの参加で担い手組織づくり

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県美祢市西厚保町 梅香
み ね しにしあつちよう うめが

協 定 面 積 田（９３％） 畑（７％） 草地 採草放牧地
31h ２９ha水稲等 ２ha栗

a
交 付 金 額 個人配分 ４９％

453万 共同取組活動 役員報酬・総会 ５％
円 （５１％） 研修視察 ３％

共同利用施設補修（共同機械倉庫） ８％
鳥獣害対策（猪柵設置） １２％
共同機械購入積立 ２３％

協 定参 加 者 農業者 ２９人

２．集落マスタープランの概要

(1)集落マスタープラン

集積対象者を核とした農業生産活動等の体制整備をすすめる。現在、協定者２９

名による梅香営農組合(任意組合）が田植機並びにコンバインを所有し田植え、刈

り取りの２農作業の共同化を進めているが、今後は、防除や耕起等も含めて３種

類以上の共同化を目指し更なる集落営農に向けて努力する。

(2)５年間の目標

３種類以上の農作業を各年２割程度増加させる。

目標：９．４haの実施。

［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29ha） 周辺林地の下草刈り 集落を基礎とした営農組織の育
（畑2ha） （年1回） 成

（田植、刈取り、耕起、病害虫
個別対応 共同取組活動 防除を営農組合を中心として作

営農組合作業受委託 業受委託し目標面積９．４ha実
施（協定農地の３０％）)

水路・作業道の管理 営農組合(担い手）
・水路13路線、随時

点検、清掃、草刈り
・農道10路線、随時

草刈り、補修

管理作業者を中心に共同取組
活動

農地法面の定期的な点検
（随時、法面管理担当２名）

共同取組活動



- 6 -

３．取組の経緯及び内容

・集落の農業生産活動を継続していくため話し合いを重ね、既存の任意組合である梅

香営農組合を発展させていくことを集落協定の目標として、協定締結が合意された。

・協定では、集落全体での集落営農を考える研修視察（農事組合法人しもくみ）を行

うなど、積極的な取組を実施している。

・現在までに、田植え・刈取り作業は各９ｈａ、耕起作業は１．７ｈａの活動を実施

し、３作業の実施し実績は１．７ｈａとなっている。

・集落全体の合意が形成され、平成１９年１月２１日には梅香生産組合（農用地利用

改善団体）を設立し、既存の梅香営農組合を特定農業団体と位置づけ、５年後の法

人化を目指す事を決定している。

・今後は、梅香営農組合を中心に基幹的農作業３種類、目標面積９．４ｈａを目指す。

○農用地等保全マップ 梅香農用地保全マップ

【マップの解説】

イノシシによる農作物

の被害防止のため防護策

の新設、補強箇所、また

集落を基礎とした営農組

織の育成要件である基幹

的農作業３作業以上実施

する予定圃場をマップに

示している。集落のどな

たが見られてもわかり、

進捗状況も確認できるマ

ップとなるよう工夫して

いる。

女性を交えての研修視察を実施 梅香生産組合（利用改善団体）設立総会

［平成21年度までの取組目標］

○ 集落内の営農組織を担い手とし、作業受委託の推進並びに機械の共同利用による営農の効率化を

図 り継続出来る農業を目指す。
（当初３作業０ha(２作業のみ）目標９.４ha（協定農用地面積の30％））
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＜機械・農作業の共同化を目標としている事例＞

○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 山口県岩国市周 東 町・平 畑
いわくにししゆうとうちよう ひらはた

協 定 面 積 田（99％） 畑（1％） 草地 採草放牧地

37ｈａ 水稲、麦

交 付 金 個人配分 50％

642万円 共同取組活動 役員・報酬・会議費 6％

（50％） 水路農道・林地・獣害対策・景観作物管理費 17％

担い手育成経費 研修視察経費 6％

共同機械購入費 7％

機械積立金 14％

協 定 参 加 者 53名、平畑営農組合（53）

２．集落マスタープランの概要

・平成１２年度から中山間直接支払制度への取り組みをしており、平畑営農組合を

主体として農作業の受委託が進められている。また、水路、農道管理、林地管理

等を日常的に行っている。今後、耕作放棄地を解消し、将来にわたって、多面的

機能を確保するため、農業生産法人「虹の里」を立上げ、集落農用地の利用集積、

作業受委託を行っていくこととしている。

・５年間の具体的な取組として、法人の活動を強化する。麦栽培の省力化のため、

共同作業機械を整備し、法人と集落が連携し農地の集積を図り、協定面積の30％

以上の利用権設定等を目指す。

［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（田37ha） 景観作物作付け 利用権設定及び農作業

個別対応、共同取組 彼岸花・菜の花等 ・受委託の締結30%以上

共同取組活動 ・麦栽培の農地集積

獣害防護柵の設置 共同取組活動

イノシシ防護柵設置 都市農村交流

共同取組活動 どんど焼き 加算措置としての取組

共同取組活動 ・農業生産法人設立加算

水路・農道の管理 ・土地利用加算

・水路、草刈、泥上げ 共同取組活動

・農道、草刈、補修

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

・当地域では、地形的な条件から平前と平本の２集落の範囲で、前期対策に取り組

んできた。また過去、ほ場整備についても２集落で実施し、任意の営農組合であ

る｢平畑営農組合｣が設立されていた。

・現対策の実施にあたって、協定では５年～１０年後にも現在の集落環境や美しい

景観、伝統行事や人の輪が後世にまで引き継げるよう、｢平畑営農組合｣を発展さ

せ、農業生産法人「虹の里」を２１年度までに設立することが必要であることが

合意され、共同取組活動に取り組んでいる。

・今後５年間の共同活動を通じて、法人を平畑地区の農業の担い手として体制整備

を進め、耕作放棄地の発生防止・多面的機能の維持・増進を目指す。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・役場が提供したオルソ図

面を活用し、関係する箇

所を色分けして図示して

いる。

赤：鳥獣防止対策

桃：５年後までに草刈り等の共同

作業が必要

黒：法面、水路、農道の改良実施

茶：３作業集積農地

青：麦栽培農地

法人登記のための会議 共同作業による麦収穫

［平成21年度までの取組目標］

○ 農作業の受委託面積を3作業（耕転、田植、収穫）を合わせて、協定参加農用地面積30％を目標。

○ 市道、農道沿いの崩落防止や景観形成のため、花の植え付け。

○ 転作田を使って、麦栽培の拡大。
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＜機械・農作業の共同化を目標としている事例＞

○定年帰農者をよぶ機械・農作業の共同化、
学校教育との連携～

１．集落協定の概要

市町村・協定名 山口県岩国市美和町・長野
いわくにし みわちよう な が の

協定面積 田（99％） 畑（ 1％） 草地 採草放牧地

10ha 水稲 水稲

交 付 金 個人配分 23％
136万円 共同取組活動 役員報酬・研修費・パトロール 12％

（ 77％） 水路農道管理費・溜池管理 6％

学校教育関連経費・景観作物管理費 6％

共同機械購入費 49％

事務・会議費他 4％

協 定 参 加 者 農業者43名、水利組合1、非農業者（ 5）

２．集落マスタープランの概要

・現在、集落では前対策において購入したコンバインを活用した農作業の共同

利用が進められている。今後は、定年帰農者等を活かした継続的な営農体

制を整備し、農地の保全を図るとともに、集落内にある美和西小学校と連携

して、田植え・稲刈りを中心とした体験農業を継続的に実施することによ

り、食文化学習の高揚を図る。

・５年間の具体的な目標

○購入した共同機械等を利用し、協定面積の 20 ％以上で共同化を行う。
○美和西小学校と連携した農業体験の取組を定着させる。

【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 景観作物作付け 利用権設定及び農作業
（田 10ha） （景 観作物と してコ ス （コンバインの共同利用

モス等0.1ha植栽） 0ha から目標 20％の 2ha）
個別対応、共同取組

共同取組活動 共同取組活動

水路・農道の管理
・ 水 路 年 2回 の 草 刈 学校教育と連携した

清掃 農業体験活動の定着
・農道 年 2回の草刈
・溜池 年 1回の草刈 共同取組活動

共同取組活動

学校との連携

・美和西小学校と連携し農業体験の実施



- 10 -

３．取組の経緯及び内容

・当地区は、平成 12 年度から中山間直接支払制度へ取り組んできており、水
稲栽培中心の個別完結型がほとんどであったが、前期対策で購入したコン

バインを活用した農作業の共同利用が進められていた。しかし、数年先に

は高齢化による耕作放棄地の発生が心配されていた。

・本期対策に取り組むに当たり、話し合いを行った結果、集落の生活環境や

農地の保全を図ることが合意された。

・協定では、５年間の具体的な取組として、農業への定年帰農者等の参加誘

導、共同機械による農作業の共同利用の拡大、集落内にある統合小学校と

の連携を行うこととし、非農業者や児童、その保護者に農業の体験学習を

実施することで、次世代に繋げる集落を目指している。

○農用地等保全マップ 【マップの解説】
協同取組活動をスムーズ
に行うため以下の項目を
記入している。
・機械の共同化の範囲

・学校との連携学習農地

・ポンプ改修予定箇所

美和西小学校の体験学習の記事 管理する溜池と整備した共同機械

［平成21年度までの取組目標］

○ 機械・農作業の共同利用面積を1作業（収穫）、協定参加農用地面積 20 ％を目標。

○ 学校教育との連携 市道・学校沿いの景観形成のため、花の植え付け。
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＜機械・農作業の共同化を目標としている事例＞

○既存の機械を活用した共同化と水路農道の整備を推進

１ 集落協定の概要

市町村・協定名 山口県宇部市 中宇内
う べ し なかうない

協定面積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
7.5 水 稲

ha
交付金額 個人配分 19％

共同取組活動 役員報酬 7％
157万円 （81％） 水路農道整備経費（資材費等） 48％

周辺林地管理経費（作業日当） 25％
事務費 1％

協定参加者 農業者９人、非農業者２人

２ 集落協定マスタープランの概要

(1)集落における将来像

・農作業共同化へ向けて体制を整備するとともに、水路・農道などの生産基盤の整備

を図る。併せて、非農家にも協定参加を要請し、将来的に農業生産活動等の持続可

能な体制を構築する。

(2)５年間での活動目標

・機械・農作業の共同化を０．７５ｈａ（１０％）以上増加させ、２名以上の非農業

者と連携した活動を定着させることとしている。

[ 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

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 農道の拡幅及び路面整備

（田7.5ha） 並びに水路の整備

個別対応 個別対応 共同取組活動

水路・作業道の管理 機械・農作業の共同化

・水路：年２回清掃・ （0.75ha（協定農用地面

草刈り 積の10％）以上の増加）

・農道：年２回草刈り

共同取組活動 共同取組活動

農地法面の定期的な点 非農家との連携

検（年２回及び随時） （目標２名）

共同取組活動 共同取組活動
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３ 取組の経緯及び内容

本集落協定は前対策から農作業の共同化などを目標に活動を行ってきたが、本対策

においても、前対策での方向性を維持・発展させ、農業生産活動等を将来的に持続可

能なものとするための、より強固な体制整備を主眼とした取組を実施している。

(1) 農作業の共同化

各農家で所有する機械を、共同利用のための機械として提供・登録し、農作業の

共同化を推進している。

(2) 水路・農道の基盤整備

第１期対策では、交付金の個人配分割合を５０％としていたが、第２期対策から

は１９％に減少させ、水路・農道の基盤整備費用に充てている。業者に依頼するの

ではなく、必要な資材等を交付金で購入し、集落の共同取組活動として農道の拡幅

及び路面整備並びに水路基盤の整備を実施している。

(3) 非農家の集落協定への参加

第１期対策での参加はなかったが、第２期対策では２名の参加が実現している。

○ 農用地等保全マップ 【保全マップの解説】

農道の拡幅及び路面整備に

係る計画箇所の記載

農作業機械の共同化 水路・農道の基盤整備

（共同機械には登録標を貼付） （集落の共同取組活動として整備）

[平成21年度までの取組目標]

○ 機械・農作業の共同化：目標0.75ha（協定農用地面積の10％）以上での実施

○ 農道の拡幅及び路面整備並びに水路基盤の整備

○ 非農家の集落協定への参加：目標２名
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＜機械・農作業の共同化を目標としている事例＞

○１６集落の地区協議会による広域協定と営農組織育成

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県下 関 市 内日
しものせきし うつい

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
76h 水稲・野菜

a
交 付 金 額 個人配分 50％
1, 602万 共同取組活動 担当者活動経費 2％

円 （50％） 農業生産活動等の体制整備に向けた活動等の経費 2％
共同機械購入にかかる積立・繰越 46％

協 定参 加 者 農業者135人

２．集落マスタープランの概要

・内日地区が抱える高齢化及び担い手不足等の諸問題に対応するため、本制度が第二

期対策へ移行したことを機に、内日地区１６集落が一本化し、内日地区中山間振興

協議会を設立し、地域の連携を図るとともに内日地区全体の農用地維持管理と作業

受委託組織の構築を目指すこととしている。

・五年間の目標

生産性・収益向上に向け、共同利用機械を購入し、農作業の共同化を推進する。

協定の農地７．６ｈａの共同化（１０％の増加）

地域の担い手である｢豊田あぐりサービス｣（第三セクター）へ病害虫防除作業の委

託を進める。

協定の農地７．６ｈａの農作業委託（１０％の増加）

また、耕作放棄地の防止、水路・農道の管理、周辺林地の下草刈り、景観作物の作

付を集落単位で活動を継続し、維持管理が困難な農用地等が発生した場合には、地

域が連携して維持管理を実施する。

［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

農地の耕作・管理（田76ha） 周辺林地の下草刈り 機械・農作業の共同化
（年1回，3集落） （目標7.6ha)

個別対応
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路 年1回 清掃 草刈り 景観作物作付け
・道路 年1回 草刈り （景観作物としてコスモ 担い手への農作業の委託

ス・ヒマワリ・レンゲを （第三セクターに病害虫防除作
作付，13集落） 業を30.7ha委託。目標38.3ha）

共同取組活動
共同取組活動

共同取組活動
農地法面の定期的な点検
（年1回及び随時）
鳥獣害防止対策（防護柵の維
持管理）

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

・下関市内日地区は、前期対策では１４集落（１５協定）が個々に協定を締結し、制

度に取り組んでいたが、農業従事者の高齢化の進行、担い手不足等の諸問題を抱え

ていた。そのような中、新たな対策からは内日全体での大型共同機械購入による農

作業共同化に向けた取り組みを行う気運が高まり、前期対策の未実施集落も加わり、

１６集落が一本で協定を締結し、｢内日地区中山間振興協議会｣を設立している。

・現在、共同取組活動である農地の保全や農作業の集積、委託を進めつつ、設立した

｢内日地区中山間振興協議会｣で営農体制の整備や共同機械の導入などについての協

議を重ねている。

・今後、内日地区全体でのフォロー活動や、営農組織育成に向けた活動をさらに充実

したものとし、内日地区ぐるみでの集落営農組織の構築に向け、尽力していくこと

としている。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・農地の作付状況及び鳥獣

害防止柵設置予定箇所を

記載。

・本マップを活用し、共同

機械の利用計画、担い手

への農作業委託箇所を検

討。

共同作業（農道の草刈り） 共同作業（水路の草刈り）

［平成21年度までの取組目標］

○ 大型機械の購入・共同利用による刈り取り作業の共同化

（当初 実績なし 目標 7.6ha（協定農用地面積の10％））

○ 担い手への農作業委託

（当初 30.7ha 目標 38.3ha（新たに取組面積を協定農用地面積の10％以上増加する））



- 15 -

＜ＮＰＯ法人等の非農家等との連携を目標としている事例＞

○棚田の景観保存活動を通じて地域の活性化を！！

１．集落協定の概要

市町村・協定名 山口県長門市・大 畠
ながとし おおばたけ

協 定 面 積 田（99％） 畑（1％） 草地 採草放牧地

29ha 水稲、麦

交 付 金 個人配分 50％

610万円 共同取組活動 役員・報酬 3％

（50％） 事務・会議費 3％

体制整備に向けた活動費等 6％

多面的機能を増進する活動 9％

水路農道の維持管理費 29％

協 定 参 加 者 農業者27名、NPO法人1

２．集落マスタープランの概要

・高齢化等により農業活動が今後衰退することが予想されるなか、持続的な農業生産
活動の体制整備を図るため当集落内にある廃校を拠点としたＮＰＯ法人「ゆや棚田
景観保存会」が設立された。今後、法人と連携して、棚田等の農村景観を活用した
グリーン・ツーリズムの推進と併せ地域外との交流を深めていく。

・５年間の具体的な取組
○機械農作業の共同化：防除機の共同利用面積５．０ｈａ（１７．２％増）
○自然生態系の保全に関する活動の実施：ＮＰＯ法人と連携した活動を実施

［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 周辺林地の下草刈り 機械農業の共同化
（田29ha） （年２回） （防除機の共同利用）
共同取組対応 共同取組活動 現状0.0ha（0.0%)

目標5.0ha(17.2%)
水路・作業道の管理 NPO法人と連携した 共同取組活動
・水路 2.0km年3回 ｢花いっぱい運動｣により
清掃、草刈り 景観作物の作付け実施 自然生態系の保全に関するNPO
・道路 3.2km年２回 共同取組活動 法人との連携
・草刈り・簡易補修 NPO法人｢ゆや棚田景観保存

共同取組活動 会｣と連携した活動
・米づくり隊・芋づくり隊、

農地法面の定期的な点検 コスモス隊の作業判別の活動
（年２回及び随時） ・｢食農教育に関する事業

共同取組活動 （地域特産を活かした試
食会）｣の開催

共同取組活動

集落外との連携

○ 集落外とも交流を促進し、集落の景観、農業生産体制の整備を促進する。

まず、都市住民に、棚田空間のアピールを行い、集落の活動への参加を呼びかけていく。



- 16 -

３．取組の経緯及び内容

・向津具半島の上域に位置する大畠集落は、急傾斜農用地が広がる棚田地域で、高
齢化・過疎化が進行している油谷地区においても、特にその傾向が顕著に現れて
いる地域でもある。また、老朽ため池・用排水路・農道など生産基盤の整備が遅
れており、水不足などのため農作業に多大な労力を費やしている。そのような状
況で、前期対策では生産基盤の補修・整備を重点的に取り組み、現対策にも継続
して取り組むこととした。
・現対策では、高齢化による離農や耕作放棄を防止するため、機械・農作業の共同
化（防除機）に取り組み、共同機械の格納庫を建設。
・２年目には、持続的な農業生産活動の体制整備を図るため当集落内にある廃校を
拠点としたＮＰＯ法人「ゆや棚田景観保存会」が設立され、当集落と連携した活
動として、棚田等の農村景観を活用したグリーン・ツーリズムの推進と併せ地域
外との交流を深めていく。
・１８年度は、特産を生かした試食会、稲刈りや芋掘りなどの活動を実施する。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・保全管理する水路等施設については、

赤色で図示。

・共同作業を実施するほ場、共同管理す

る農業施設等は青色で図示。

・棚田地帯であるため、保全予定箇所が

多くなっているが、計画的に実施よる

予定としている。

NPO法人と連携して栽培したコスモス 地域特産を活かした試食会の開催風景

［平成21年度までの取組目標］

○ 機械農作業の共同化：防除機の共同利用（現状0.0haを5.0haに増加（17．2％増））

○ 自然生態系の保全に関するNPO法人との連携

（NPO法人｢ゆや棚田景観保全会｣と連携した活動の定着）
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＜NPO法人等の非農家等との連携を目標としている事例＞

○温かい集落作りを目指して
１．集落協定の概要

市町村・協定名 山口県岩国市由宇町・西区
いわくにしゆうちよう にしく

協定面積 田（95％） 畑（5％） 草地 採草放牧地

9.6ｈａ 水稲 野菜等
交付金 個人配分 50％

198万円 共同取組活動 役員・報酬・会議費 5％

（50％） 景観作物植付け・水稲の共同防除 18％

市道・農道の簡易補修 25％

管理活動経費 2％

協定参加者 21名、農業者（18）非農業者（3）

２．集落マスタープランの概要

・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。

・西区集落は由宇町内で唯一ほ場整備がされた場所であり、農業整備基盤が整っている。

今後、耕作放棄地を解消し、将来にわたって多面的機能を確保するため、農作業の受

委託や農道・水路の基盤整備を行っていくことを目指す。

・５年間の目標として、機械の共同化として防除機の共同化1ha、非農業者１０％の参

画の定着を目指す。

［活 動 内 容］

農業生産活動 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 景観作物作付け 機械農作業の共同化

（田9ha） レンゲ・コスモス等 共同防除機設置

利用権設定・農作業受託 目標１ha

個別対応 協同取組活動 協同取組活動

・協同取組活動

水路・農道の管理 非農家との連携

・水路清掃 年２回

見回り 共同取組活動

・農道草刈 年2回

・農道補修 年１回

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

・平成１７年度に本対策が開始され、制度の対象となる面積が増えたことから、集落

での合意がされ、集落協定を行うこととなった。

・西区集落では、制度に取り組むに当たって、集落内の非農家も含め活動を行うこと

であたたかな集落を創っていくことを目指している。

・協定は、役員を中心に非農家を含めた関係者の協力体制が構築されるようになった。

集会施設や集落道などの定期的な清掃・草刈・補修の実施の他、農道・水路につい

ての舗装・補修工事に非農家を取り組んだ、地域で一体となった活動を展開してい

る。

・今後は、集落営農組織としての立ち上げの準備をすることとしている。

○農用地保全マップ

【マップの解説】

・ほ場整備された農道・水路のみ

ならず、周辺農地に係る農道・

水路についても改良・改善し、

地域全体の農地の保全を図る。

協定参加者による舗装作業 協定参加者による舗装作業

［平成21年度までの取組目標］

○ 水稲防除共同作業を1ha以上を実施。

○ 非農家３戸と共同で集会施設や停留所、農地周辺の景観を向上させる。



- 19 -

＜ＮＰＯ法人等の非農家等との連携を目標としている事例＞

○新規就農者の育成と集落全員で農地を守る取組

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県熊毛郡平 生 町・小郡
くまげぐんひらおちょう おぐに

協 定 面 積 田（60％） 畑（40％） 草地 採草放牧地
9.5ha 水稲 みかん ― ―

交 付 金 額 個人配分 45％
145万円 共同取組活動 役員手当 3％

（55％） 集落会合費 2％
水路・農道管理費 18％
景観作物作付費 2％
事務費 1％
工事費 29％

協 定参 加 者 農業者16人、非農家2人

２．集落マスタープランの概要

・集落マスタープラン

新たな担い手として新規就農者を育て、高齢者農家等の連携を図ることにより、農

業生産活動等の体制整備を進める。

・５年間の目標

後継者の育成（１人以上の新規就農者の育成）をする。

高齢者農家等集落内の他の農家との連携を図り、農道、町道、用排水路の草刈り作

業等の多面的機能増進活動の共同化を定着させる（非対象農家２名以上の参加）。

［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 後継者の育成
（田5.7ha、畑3.8ha） （約0.2ha、年1回） （1人以上新規就農者の育成）

個別対応 個別対応 共同取組活動

水路・作業道の管理 景観作物作付け
・水路1.1km、年2回 （景観作物としてひまわ 非対象農家との連携
清掃、草刈り りを約0.1ha作付け） （10％以上の参加）

・道路2.1km、年2回 草刈
り 共同取組活動 共同取組活動

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

・前期対策において、集落協定を締結し農業生産活動を行ってきた。しかしながら、

高齢化や後継者不足が深刻化するなか、協定外の地域では耕作放棄地や放任園が増

加することにより集落の良好な景観が失われつつあった。

・本対策については、まず集落関係者で十分な話し合い行うこととした。

・その結果、集落の良好な景観を維持・改善するため、非農家を含めた集落全戸で農

地の保全活動と景観維持に取り組むこととし、集落協定が締結された。

・協定では、農道、町道、用排水路の草刈り作業は全戸で行ない、景観作物も作付け

るなど、営農活動が継続できるよう良好な環境整備に努めている。

・今後は、新規就農者の育成を行うこととしている。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・水路、農道の補修箇所を

記入し、実施箇所に関す

る情報を共有化している。

（箇所数は４箇所となっ

ている。）

共同作業（水路清掃） 共同作業（農道清掃、草刈り）

［平成21年度までの取組目標］

○ 後継者の育成（１人以上の新規就農者の育成）

○ 集落全体での共同作業による維持管理労力の軽減（非対象農家の参加２人以上）



- 21 -

＜その他 女性や高齢者が共同取組活動へ参画する協定の事例＞

○女性や高齢者も主役！！みんなで取り組む集落協定

１．集落協定の概要

市町村・協定名 山口県阿武郡阿武町・福 田 中
あぶぐんあぶちょう ふくだなか

協 定 面 積 田(100.0%) 畑 草 地 採草放牧地

75.5ha 水稲､大豆､野菜 ― ― ―

交 付 金 額 個人配分分 １５％

792 万円 共同取組活動分 農業生産活動等 ６０％

８５％ 多面的機能増進活動等 ２０％

その他の活動 ５％

協 定 参 加 者 農業者 102人 特定農業法人 2 非農家 － 人

２．集落マスタープランの概要

① 集落の将来像

１期対策において設立した農事組合法人を中心に、農地の集積を進めながら経営

の安定化を図るためもち米やミネラル米など売れる米づくりへの取り組みを進める

とともに大豆の面積を拡大する。また、女性や高齢者の積極的な参画を求め女性が

活躍できる場を提供し野菜の栽培、加工技術を後継者に伝授し、加工・販売施設を

拠点に地区内他集落と連携しながら都市との交流に力を入れていく。

② ５年間の目標

ア、法人への集積を８０％以上にする。また、売れる米づくりへの挑戦としてミネ

ラル米の栽培に取り組む。

イ、地場農産物の加工・販売施設を整備し、定期的な加工・販売を実施する。

【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

農地の耕作・管理（田75.5ｈａ） 景観作物の作付け 地場農産物の加工・販売施設整備
加工・販売施設周辺の花壇整備 （加工所 １棟、販売所 １棟）

特定農業法人、個人
共同取組活動 共同取組活動

水路・農道の管理
・水路 周辺林地の下草刈等 担い手への農地集積

草刈、溝さらえを集落毎に実施 年３回 利用権設定（８０％以上）
・農道

法面の草刈を集落毎に実施 共同取組活動 特定農業法人

共同取組活動
↓

鳥獣害防止対策 加工・販売施設を拠点とした都市との交流
電気牧柵の設置（１０００ｍ） 農産物、加工品の定期販売（土、日）、イベントの開催

共同取組活動 共同取組活動（女性、高齢者）
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３．取組の経緯及び内容

・当協定は、１期対策で５集落からなる大規模な協定を立ち上げ、大豆及びレンゲの

団地化を実施し大豆においては管理機・コンバインを共同購入。機械の共同利用と

共同作業等を実施する中で集落営農の組織化への関心が高まり、中山間の役員が中

心となって検討を続けた結果、平成１５年１０月に農事組合法人福の里を設立した。

・本対策では、この農事組合法人福の里が中心となって一期対策で実施した諸活動を

継続実施するとともに、農地の集積を進めながらミネラル米の栽培、大豆面積の拡

大に取り組むなど経営の安定化を図る。また、女性や高齢者の積極的な活動への参

画を求め、特に高齢者の経験を活かし野菜の加工技術を伝授してもらい加工品の開

発を行い、地場農産物の加工・販売を行うための拠点として平成１８年１１月に加

工・販売施設を整備した。この施設では、法人女性部が中心となり餅の加工・販売

を開始している。

・今後は、法人の経営安定はもちろん、加工・販売施設の経営安定を図るため、女性

や高齢者に積極的に関わってもらい加工・販売を定期的に開催できるようにすると

ともに地区内他集落とも連携し、農産物・加工品を消費者に安定供給し、定期的な

イベント開催など都市との交流を進めることとしている。

○農用地保全マップ 【保全マップの解説】

鳥獣害防止柵の設置範囲
（既設分と新規分を色分けし、どこを補修
し、どこを新設するのかをわかりやすく
する工夫をしている。）

管理水路と関連するため池を図示
（協定関係者の協同の意識を醸成）

（左図は、保全マップの一部を抜粋）

交付金を活用した農産物加工・ 協定参加者による餅加工の様子

販売施設全景

【平成２１年度までの取組目標】
○ 法人への農地の集積を推進（利用権８０％以上）
○ 地場農産物の加工・販売施設の経営安定及び同地区内他集落との連携による

都市との交流の推進
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＜５年間の農業生産活動の維持を目標としている事例＞

○消費者に好まれる農産物の生産を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県山口市・西 村
やまぐちし にしむら

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
5.8h 米、他野菜5.8ha

a
交 付 金 額 個人配分 50％

7 5万 共同取組活動 役員報酬 20％
円 （50％） 鳥獣被害防止対策費 32％

水路農道維持管理費 32％
事務・会議費 16％

協 定参 加 者 農業者 21人

２．集落マスタープランの概要

・農産物の安定生産と、安全な農産物を生産することができる集落を目指す。

消費者に好まれ、生産者も栽培したくなる農産物の生産が行える環境を整える。

・５年間の具体的な取組

○農業者、消費者共に望む安全な農産物の生産を拡大する。

高付加価値型農業の実践（エコ農産物基準に沿った水稲栽培１ha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（田21ha） 景観作物の作付け 高付加価値型農業の実践
（そばの栽培） （JA 等の水稲栽培暦による農

薬
・肥培管理 エコ栽培 1ha）

個別対応
共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理と補修
・水路 年2回 周辺林地の下草刈り等の
清掃、草刈り 作業を、地区外非農家の その他

・道路 年2回 協力を得て実施。
清掃、草刈り （約1ha、年3回） 消費者に好まれる農産物の生産

の推進
共同取組活動 共同取組活動

共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（随時）

共同取組活動

集落外との連携
○集落外の非農家と連携して、水路・農道等の草刈り等の多面的機能増進のための活
動を実施する。
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３．取組の経緯及び内容

・西村集落は、個別完結型の農業で、多大な労力とコストがかかっていたため、ほ場
整備を実施した。ほ場整備後は営農組合を立ち上げ、労力やコストも軽減されたが、
ここ数年高齢化と農業後継者不足の問題が深刻に進んでいる。そのため、現状のま
までは将来農業を継続していくのが困難な状況になってきているため、平成１２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。

・本対策では、全対策で取り組んできた共同取組活動による農地保全の活動に加え、
集落で深刻な問題になっている鳥獣被害（野猪による被害）の防止と、エコ農法の
実施を中心に協定を締結した。

・現在、基礎単価の取組となっている。今後、更に集落協定の取組を充実していき、
協定参加者の参加意識を向上させ、体制整備単価の取組の検討を進める。

集落の全景 安全な農産物生産（JAこよみ抜粋）

景観作物の作付（そば） 猪の電気柵

［平成21年度までの取組目標］

○ 高付加価値型農業の実施 （エコ50農産物のを協定内農地で実施 目標 エコ50 1ha）

○ 鳥獣害被害防止対策の実施 （被害地全域への猪の電気柵の設置 目標面積 ２ha）
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＜高付加価値型農業の実践を目標としている協定の事例＞

○高付加価値作物｢はなっこりー※｣の栽培と担い手 の育成

１．集落協定の概要
市町村・協定名 山口県長門市 樅の木

ながとし もみ き

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地

18.5ha 水稲、麦

交 付 金 個人配分 50％

176万円 共同取組活動 役員・報酬・会議費 10％

（50％） 体制整備に向けた活動等の経費 5％

鳥獣害防止対策及び水路、農道等の管理経費 20％

農用地の維持・管理活動経費 10％

その他 5％

協定参加者 農業者 ３４名

２．集落マスタープランの概要

・地域の担い手として、集落法人を育成し自律的かつ継続的な農業生産体制の整備を

目指す。

・5年間の具体的な活動として、以下の取組を実施する。

①高付加価値型農業の取組として｢はなっこりー｣（県育成のオリジナル野菜）の栽

培を１ｈａ以上に増加する。

②任意の組織である営農組織｢三隅上地区機械利用組合｣に３ｈａ以上の農作業委託
を目指す。

③第１農区の担い手として、平成２０年頃までに法人設立を目指す。

［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 景観作物作付け 担い手への農作業委託

（田18.5ha） （コスモスを約 0.５ ha （目標３ｈａ以上）

共同取組対応 作付ける。） （集落営農の体制づくり）

水管理は個人 共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理 高付加価値型農業

・井堰の管理 県オリジナル野菜｢はなっ
・水路 年１回 こりーの集団栽培を目指
清掃、草刈り す｣
・道路 年２回 ５年間で１ｈａ

共同取組活動 共同取組活動

鳥獣害防止対策 加算措置としての取組

・猪柵の設置 農業生産法人の設立

（電気柵の設置） 第１農区を主体として平成

２０年頃に特定農業法人設立

共同取組活動 を推進する。

共同取組活動

※｢はなっこりー｣は、ブロッコリーと中国野菜サイシンの交配から生まれた、山口県オリ

ジナル野菜です。
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３．取組の経緯及び内容

・前対策から、協定を実施している。前対策では、担い手として｢三隅上地区機械利

用組合｣を位置づけ、やまぐち型担い手組織の認定を受けて農作業の受委託を進め

てきた。

・本対策では、前対策の成果を踏まえ、一層の体制整備をめざして取組を強化するこ

とに合意がされた。

・具体的な取組内容

○高付加価値型農業

協定農用地を活用し、協定参加農家が共同で県オリジナル野菜｢はなっこりー｣の

生産に取り組む。

○機械の協同所有化への取組

｢三隅上地区機械利用組合｣への農作業委託を更に促進していくため、オペレー

ター育成に取り組む。

○一集落一農場方式を目指す営農組織の設立に向けた取組

｢三隅上地区機械利用組合｣を母体に、地域全体の水田農業を担っていく体制づ

くりを確立するため、農事組合法人の設立を計画している。

○農用地等保全マップ

【保全 マップの解説】

・地区のほ場、水路を区分し、責任体制を

明確にしている。

・はなっこりー栽培予定面ほ場を年次別

に図示。

・イノシシ対策箇所、方法が詳細に示さ

れている。

・農作業委託集積についても別途作成。

共同での栽培状況 はなっこりーの共同出荷調整作業

［平成21年度までの取組目標］

○ 高付加価値型農業に取り組み農業収入のアップを目指す。

○ 平成２０年ごろまでには第１農区で農事組合法人の設立を目指す。
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＜基礎単価から体制整備単価へ移行した事例＞

○共同使用機械の有効活用で営農の能率化を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県山口市・小鯖５区
やまぐちし お さば

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
19.4h 米、他野菜

a
交 付 金 額 個人配分 50％

23 3万 共同取組活動 水路・農道維持管理費、鳥獣害防止対策費 10％
円 （50％） 共同使用機械管理保管庫建設の為の積立 30％

その他 10％
協 定参 加 者 農業者 27人、 その他10人（うち、非農家７人）

２．集落マスタープランの概要

○集落マスタープラン

・今後見込まれる定年退職者の就農と協定への参加を誘導し、兼業農家主体の営農

組織を充実させていく。さらに、農地の耕作放棄防止のため、安定した農業経営を

めざし、明るい集落の構築を図りたい。

○５年間の取組

・交付金を活用し、共同機械のトラクターを装備する。

協定農用地のうち、10.0ha以上を耕起。（協定開始時0ha）

・多面的機能の発揮に取り組む。

非農家４人以上の参画を得て共同取組活動を実施。

［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19ha） 鳥獣害防止対策 機械農作業の共同化
（トタクターの共同利用を平成

個別対応 共同取組活動 18年度から開始した。目標10ha)

共同取組活動
水路・作業道の管理と補修 周辺林地の下草刈り等の
・水路 2.5 km、年2回 作業を、地区外非農家の
清掃、草刈りと適時補修 協力を得て実施。 共同利用保管庫建設予定地の維
工事 （約1ha、年3回） 持管理活動
（補修にはバックホーと ・現状は草刈（年１回）
手製ブロックを使用） 共同取組活動 ・将来はバックホーを利用して

・道路約1.5km、年2回 草 整地作業も予定
刈り

共同取組活動
共同取組活動

多面的機能の発揮
農地法面の定期的な点検 協定参加農家の１０％以上の
（年２回及び随時） 非農家の参画を得て活動を行

う。
共同取組活動

共同取組活動

集落外との連携
○集落外の非農家と連携して、水路・農道等の草刈り等の多面的機能増進のための活
動を実施する。
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３．基礎単価に留まっていた理由

・集落協定役員の中では二期対策が始まった時の説明会で、基礎単価、体制整備単価

の違いを正しく認識し、持ち帰って何度も地区内での説明や協議を行っていたが、

誤解等もあり、集落協定の参加者全員の理解が得られなかった。

このため、平成１７年度の集落協定締結期限までには、協定参加者全員からの理

解を得ることが出来ず、協議は継続することとして、やむなく基礎単価で協定を締

結した。

４．体制整備単価に移行した経緯

・小鯖５区集落協定は、平成１２年度から平成１７年度までの交付金を積み立てて、

地区内で共同使用するバックホー（中古）とトラクターを購入した。このバックホ

ーとトラクターには保管庫がなく、現状では地区内農家の納屋等を転々として保管

されている。使用状況によっては露天で整備作業等をすることもあり、せっかく購

入したバックホーとトラクターを末永く使用するために、専用の保管庫が是非とも

必要であるということは役員を始め、協定参加者の多くが考えていた。そこで役員

達は、保管庫を１日も早く建設するためには、体制整備単価に移行させることが早

道であるとの認識から、平成１８年３月末までに協定内で協議を続け、ようやく協

定参加者全員からの賛成を得ることが出来た。

・当地区は平成１１年にほ場整備が完成し、農作業全般で省力化することが出来た。

しかし、地区内の高齢化は止まらず、多面的機能の持続的発揮活動も、少しずつだ

が困難になってきていた。そこで役員は、２期制度において非農家との連携を行う

ことを提案していたが、協定参加者達からは、自分達の水路・農道等は自分達で守

るべきという考え方や、個人配分分の交付金が集落外の新しい参加者に支払われる

ことになるのではないかという誤解があったことから、全員の理解を得ることに時

間を要していた。しかし、農業や多面的機能を増進する活動等を永続的に実施して

いくためには、参加者を集落以外からも集めなければならないことを協定参加者全

員に説明し続け、平成１８年３月に、ようやく賛成を得ることが出来た。

５．今後の取組

・共同利用機械の保管庫を建設するために、これまでに場所の選定を行い、その後、

その建設用地を賃借するための手続き（分筆登記）等を行ってきた。

今後、交付金の積立を続け、平成２１年度末までに共同利用機械（バックホーとト

ラクター各１台）の保管庫を建築する。保管庫建築後は機械の整備作業等も保管庫

内で実施出来るため、悪天候時の作業が効率良く出来ることが期待できる。

・現在はトラクターを自己所有しているため、共同利用機械を使用しない農家が存在

する。この農家に対して、所有機械が老朽化した際等は新たに購入をしないように

呼びかけを行い、共同機械の利用面積を更に拡大させる。
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○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・鳥獣害防止対策で設置されている電

気柵について、一部増設を行い、効

果の拡大を目指す。

・共同利用機械の使用を予定している

10.0haについて、図面上に表示して

いる。

共同利用機械の反復作業実習 地区外非農家と共同で草刈作業

［平成21年度までの取組目標］

○ 集落でのトラクターの共同利用による営農の効率化・低コスト化
（当初0ha目標10.0ha（協定農用地面積の51％））

○ 多面的機能の持続的発揮に向けた非農家との連携

（当初0人 目標4人（協定参加者の14％））

○ 共同利用機械の保管庫を平成21年度末までに建設する
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＜基礎単価から体制整備単価へ移行した事例＞

○集落の現状把握と集落の将来像を実現する

体制整備への取組

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県阿武郡阿東町 渡 川
あぶぐんあとうちよう わたりがわ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
6.3h 水稲

a
交 付 金 額 個人配分 40％

50万 共同取組活動 水路・農道維持管理費、担い手への作業委託費 42％
円 （60％） 景観形成費 6％

その他 12％
協 定参 加 者 農業者 21人、その他 13（内非農家10人、内水利組合３）

２．集落マスタープランの概要

○集落マスタープラン

・非農家との連携による多面的機能増進活動と担い手への農作業の委託を行うこと

で耕作放棄地を出さずに、今ある優良農地を次世代に引き継いでいく。

○5年間の目標

・多面的機能増進活動について、集落協定に参加する農業者の総数の１０％以上の

非農家との共同取組活動を定着させる。（目標3人以上の参加）

・地域の農作業の担い手である（社）ふるさと振興公社への農作業の委託を１０％

以上集積する。 （目標0.7ha以上の集積）

［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6ha） 農地の周辺地の下草刈り 多面的機能の持続的発揮に向け
集落環境向上活動 た非農家との連携

個別対応 （非農家と連携を図り農地の周
辺地等の草刈りをするとともに
集落環境の向上に努める)

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路600m、年2回 共同取組活動

清掃、草刈り
・農道 随時草刈り、

農道補修（随時） 担い手への農作業の委託
（ヘリ防除作業の委託を進める

共同取組活動 協定農地の10％以上増加）

農地法面の定期的な点検 共同取組活動
（随時）

共同取組活動

集落外との連携
○担い手である（社）ふるさと振興公社へ無人ヘリによる防除作業の委託を行う。
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３．基礎単価に留まっていた理由
・本対策説明会の際に、基礎単価、体制整備単価の違いについては、内容がなかなか
協定参加者全員に理解してもらえずに、集落内では現状の活動を継続していくこと
で合意し、それ以上の話し合いの進展ができず協定締結期限が到来した。

・集落代表者は、やむなく基礎単価での協定を締結することとなった。

４．体制整備単価に移行した経緯
・役場では、平成17年度に基礎単価に留まった協定については、集落の将来像やそれ
を実現するために、何に取り組んでいくのかを集落で話し合うことが重要と考えて
いた。

・平成18年度に、再度、本集落協定に対して説明会を開催することとなり、以下のよ
うに話し合いを行うよう推進した。

・具体的には、集落には｢集落協定参加者による集落の現状把握｣、｢集落の将来像を実
現するための課題｣について、話し合いを行うよう薦める一方、役場からは体制整備
単価の要件に沿って、取り組める項目を具体的に示すこととした。

・集落協定の役員は、協定参加者全員に内容の理解を図ることに努め、集落協定役員
の積極的な呼びかけで集会を繰り返した結果、ようやく協定参加者全員の理解も得
られ体制整備単価に取り組むことが合意された。

５．今後の取組
・集落内の非農家と連携を図り農地の周辺の草刈りをするとともに集落環境の向上に
努める。平成18年度末には、10人の非農業者が集落協定に参画している。

・担い手への作業委託として（社）ふるさと振興公社へ無人ヘリによる防除作業の
委託を進める。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・水路補修・改良が必要となる

範囲の表示

・草刈り・排水路清掃活動を行

う範囲の表示

非農家と共同で草刈作業 本年から実施した防除作業の委託

［平成21年度までの取組目標］

○ 多面的機能の持続的発揮に向けた非農家との連携

（当初０人目標３人（協定参加者の10％））

○ 担い手への農作業の委託（当初０ha、目標0.7ha以上（協定農用地面積の10％以上））
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＜基礎単価から体制整備単価へ移行した事例＞

○特定農業法人化に向けて

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県美祢郡美東町・山田
みねぐんみとうちょう やまだ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
9.2h 米、景観作物

a
交 付 金 額 個人配分 ４７％

78万 共同取組活動 鳥獣害防止対策及び・水路・農道の維持管理 ２５％
円 （５３％） 周辺林地の下草刈り ２０％

農業者 １１人
協 定参 加 者

２．集落マスタープランの概要

○集落マスタープラン
・本協定の参加者は６０歳以上が５５％を占め後継者不足による農業の弱体化が進
み農地の維持・管理が困難な状態となっている。交付金を有効活用し、鳥獣害防止
及び多面的機能の発揮を図りつつ、集落の農地は集落で守っていくため、特定農業
法人化も進め、法人を核とした体制を整備する。

○５年間の具体的取組
・集落の合意のもと、法人を設立する。（特定農業生産法人設立）
・法人の農地を集積し、効率的な農業生産体制を整備する。
（目標６．３ha）

［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9.2ha) 周辺林地の下草刈り 鳥獣害防止対策
（約0.5ha、年1回） 防護柵設置 L=2.8㎞

個別対応
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路2.9km、年1回清掃 景観作物作付け

年2回草刈り （景観作物としてコスモ 担い手集積化
・道路3.0km、年1回簡易補修 スを約0.2ha作付けた。） （特定農業法人に農地を集積す

年1回草刈り る。目標面積6.3ha）

共同取組活動 共同取組活動
共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（随時） 加算措置としての取組等

共同取組活動 法人設立加算【特定農業法人】
（平成18年度において特定農業
法人として認定を受ける。）

共同取組活動
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３．基礎単価に留まっていた理由

平成17年の協定締結時、土地改良施設については、集落の申し合わせにより共同活動

で施設の維持・管理を実施していたが、営農については自己完結型農家が全戸を占めて

おり、組織的営農の確立と自己完結型農業からの脱却の啓蒙・普及が不十分であった。

４．体制整備単価に移行した経緯

平成17年協定締結時、協定内に地域農業の核となる農家は皆無であった。しかし、

平成18年に集落内において、担い手の育成への動きが高まった結果、農業生産法人を

設立することとなった。しかし、多数の農家において、自己の農地を他人（組織）が

耕作するということに抵抗があったが、説明会等で集落の農地は集落関係者で守って

いく啓蒙・普及活動を行った結果、協定内の農家の合意を得て法人を設立することと

なった。

５．今後の取組

平成18年度においては、特定農業法人化と経基法による農地集積活動を行う。翌年

度以降は、生産性を向上させるため、中山間地域等直接支払交付金により農業機械の

導入の検討を行い、麦・大豆を積極的に栽培していく。

また、土地改良施設・鳥獣防護施設については協定参加者を中心に、中山間地域等直

接支払交付金により維持管理を行っていく。

長期的には、耕作放棄・遊休農地の発生を防止するため、特定農業法人の経営の安

定を最優先課題として取り組みを行っていく。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・法人に集積する予定の協

定農地を着色し、図示して

いる。

・町が提供した、｢オルソ図｣

を活用し、集落で予定を作

成。

・オルソ図を活用すること

で、わかりやすくなってい

る。
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設立総会 協定で植栽した景観作物コスモス

［平成21年度までの取組目標］
○ 担い手への利用集積（当初－、目標6.3ha（協定農用地面積の68％））


