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＜Ａ要件に取り組んでいる事例＞

○ 高付加価値農業の実践と学校教育との連携を目指す取組

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県宇部市・宮尾
う べ し み や お

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
１４．６ha 水稲
交 付 金 額 個人配分分 50％

２１７万円 共同取組活動分 役員報酬 7％
（50％） 共同機械施設費 2％

水路・農道管理費、獣害防止費（積立含む） 38％
農用地維持管理費 2％
その他 1％

協 定参 加 者 農業者 １９人

２．集落マスタープランの概要

①集落における将来像

一部農家で取り組んでいた「エコやまぐち認証制度」による水稲作を協定農用地で拡

大し、統一した栽培形態を確立し農業生産活動を継続できる体制を整備する。

②５年間の目標（今後５年間で実践する活動内容）

ＪＡ等関係機関と協力し、協定農用地で平成１７年度の作付けより「エコやまぐち認

証制度（エコ５０取得）」水稲作を 74a以上増やし高付加価値型農業生産活動を実践する。

［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 14.6ha） 周辺林地の下草刈り 高付加価値型農業の実践
・エコやまぐち農産物認証制度

個別対応 個別対応 の認証を受ける水稲作圃場を 74
ａ以上増加させる。

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路 年2回
清掃、草刈り

・道路 年2回 草刈り 自然生態系の保全に関する学校
教育等との連携

共同取組活動 ・協定地区内の万倉小学校と連
携し、圃場にレンゲ等を播種す
るとともに小学校低学年に対し
圃場を解放して自然観察会を実
施し、農業に対する児童の愛着
心の涵養を図る。

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

第１期制度で行った獣害対策等により耕作放棄地防止の効果が集落内で共有されたこ

とから引き続き、獣害対策や集落 営農を継続するための経費に充てることを協定参加

者で合意し協定を締結した。

交付金については、平成２１年度に集落を囲む獣害防護柵（約１．０ｋｍ）の設置を

予定しており、その経費等のために一部を積み立てる。

高付加価値農業の実践（エコやまぐち認証５０取得）については５％（74a)以上の増
加を目標としていたが、積極的に活動を行った結果５．５ haの増加をみた。
また、地区内の小学校と協定を結び、レンゲ等を播種した圃場を小学校低学年に対し

て解放して自然観察会を開催することにより、地域の主産業である農業に関心をもたせ

るとともに児童の農業愛着心の涵養を目的とする活動を行う。

○ 農用地等保全マップ

・エコ栽培を実施する予定ほ場、レンゲ栽培予定ほ場

を記入。

・鳥獣対策として、イノシシ柵の設置計画箇所を記入。

○エコやまぐち５０ ○自然生態系の保

取り組み 全に関する

生産組織内容認証書 学校教育との連携

計画書

［平成21年度までの取組目標］

○集落での高付加価値農業（エコ農産物の水稲栽培）74a以上の増加

○学校と連携した自然観察会の実施
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＜Ｂ要件を目標としている事例＞

○一集落一農場をめざして活動

１．集落協定の概要

市町村・協定名 山口県長門市 二条窪
やまぐちけんながとし にじょうくぼ

協 定 面 積 田(100%) 畑 草 地 採草放牧地

11.1ha 水稲 ― ― ―

交 付 金 額 個人配分分 10％

137万円 共同取組活動分 担当者活動経費 13％

(90％) 農業生産活動等の体制整備に向けた活動等の経費 32％

鳥獣害防止対策及び水路、農道等の管理経費 21％

農用地の維持・管理活動経費 10％

交付金の積立・繰越 11％

その他 3％

協 定 参 加 者 農業者 １７人

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、二条窪営農組合を主

体として、農作業の受委託が進められている。日常の水管理・畦畔の管理を全員で行い、

鳥獣害防止対策として、猪防護柵を設置している。こうした現状から現在の営農組合を

平成17年度には、特定農業団体の申請、また、水稲については、すべての作業・経理に

つき一元化を協議決定をしており、5年後には農事組合法人を立ち上げて、一集落一農

場を目指したいと考えている。そのため、11haの農作業集積を進めることとしている。

【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（田 11.1ha） 景観作物作付け 農作業の協同化

(コスモス:約0.5ha) （平成１７年度から一元化に

協同取組対応 て作業を実施、目標 11.1ha)
水管理は個人対応 共同取組活動

共同取組活動

水路・作業道の管理 加算措置としての取組

･水路:年2回､清掃､草刈 作付面積 9ha ｴｺﾌｧｰﾏｰとして
･道路:年2回 土地利用調整加算 の認識を全員がもち、積極的

（地区の担い手となる法人へ に生産・販売を行う。

共同取組活動 73.5％の利用権設定を実施）
特定農業法人設立加算

鳥獣被害防止対策 共同取組活動

電気牧柵の設置､猪の柵

協同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

○経緯
平成１７年度の対策開始にあたって、だんだんと高齢世帯が多くなる集落では、これ

まで以上に機械の共同化や米の共同出荷を進め、生産組織の強化を目指すため制度を活

用することとなった。
○機械の協同所有化とオペレーターの育成への取組み

既存の共同機械の活用を促進するため、現在のオペレーター技術の向上や、必要な免

許の取得、研修会への積極的な参加をする。また、新たな機械装備も実施する。
○作業受委託や転作作物の団地化

作業受委託については、組合員の理解のもと、一集落一農場を目指す。転作について
は、地形や気候、自然条件を考慮した結果不可能であることから、蛍舞う、清流の二条
窪川の名水を利用して、稲作（コシヒカリ）の良質米の生産に取り組む。

○営農組織の設立に向けた取組み
若い人材が集落内の水田農業を担っていく体制づくりの合意をし、、前項の諸問題を

解決して、農事組合法人｢二条窪｣を立ち上げる。

○農用地等保全マップ

・二条窪地区における利用権設定予定図面

・色分けによって地域農家の年齢別ほ場が一目で分かり今

後の農地集積協議を進める。

・組合が営農しやすいように農地の集積を図る。

集会所でのたび重なる協議（月１回） 共同作業風景（田植）

[平成 21年度までの取組目標]
○鳥獣対策を実施する。
○共同機械の整備とオペレータの育成をする。
○婦人部の活動強化（景観作物の栽培を計画）する。
○平成 17年度に特定農業団体の認定をうけ、５年後に農事組合法人の設立を目指す。
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＜土地利用調整加算を目標としている事例＞

○自分たちの農地を自分たちで守ろう
１．集落協定の概要

市町村・協定名 山口県阿武町・宇久
あぶちょう う く

協 定 面 積 田(100.0%) 畑 草 地 採草放牧地

11.0ha 水稲、野菜 ― ― ―

交 付 金 額 個人配分分 ４０％

155 万円 共同取組活動分 農業生産活動等 ３９％

６０％ 多面的機能増進活動等 ９％

その他の活動 １２％

協 定 参 加 者 農業者 ３７人 非農家 ５人

２．集落マスタープランの概要

①集落の将来像

農業従事者の高齢化と後継者不足等による農地の荒廃化を防止するため、農用地の集

団化・作業の共同化を進めるため集落営農組織を立ち上げ、集落内の健康な者（高齢者、

女性も含む）が協力し農用地を維持しながら、地域の活力を高め、将来的には、農業面

だけでなく経済面、生活面も含め集落全体が活性化することを目指す。

②５年間の目標

１年目に、集落内で十分な話し合いを行い集落営農組織を立ち上げ、２年目に稲作

の共同作業を開始。合わせて餅の加工・販売や畑作物の計画的な生産活動にも取り組む。

そして、農業機械も当初は個人所有の機械を利用しながら、順次共同機械へ更新し作業

の効率化を図り、組織運営を軌道にのせ、最終的には協定全面積の土地利用調整を目標

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(田11ha) 景観作物の作付け 共同作業所兼事務所の建設
(菜の花:約 1．0ha) (ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 1棟)

特定農業団体、個人
個別対応 共同取組活動

水路・農道の管理
･水路:清掃5月､草刈1月､4月 加算措置としての取組
･農道:簡易補修12月､草刈3月､6
月 土地利用調整加算(協定農用地の内約8haを団体へ委託)

共同取組活動 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
㈲ドリームファーム阿武に委託する。
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３．取組の経緯及び内容

当集落は、全４３戸の内農家戸数が３８戸で、集落内の農地約２２ｈａを管理してお

り、中山間地域等直接支払制度が始まるまでは、共同作業や営農組織はなく全て自己完

結型農業経営をおこなっていた。しかし、他の中山間地域と同様、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。

それが、平成１２年度から始まった第１期対策により、集落内での話し合い活動や共

同作業が継続的に行われるようになり、猪防護フェンスの設置、共同利用機械の購入、

農道の改修などを実施した外、徐々に集落営農への関心が高まり先進地への視察研修も

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、

集落内での組織化への取組が進み、平成１７年１２月に集落内外３６名の参加により特

定農業団体「宇久集落営農生産組合」が設立された。

そして、平成１８年よりまず稲作について共同作業化するとともに、女性や高齢者の

方にも積極的に活動に参加してもらうため、順次餅の加工・販売をおこなう。また転作

田等の団地化により野菜等の畑作物の計画的栽培をおこない野菜の加工・販売にも取り

組んでいく。協定全面積の土地利用調整も目標としている。

○農用地等

保全マップ

・集落営農組

織の活動範囲

と 重 ね て 作

成。

H17.12.18宇久集落営農生産組合設立総会の様子

【平成２１年度までの取組目標】
○ 集落を基礎とした営農組織の育成

落営農組織を立ち上げ、協定内農用地及び協定外農用地（平坦地）合わせて

１５ｈａについて共同管理を行う。（協定内の約７割、全体でも約７割）
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＜耕作放棄地復旧加算を目標としている協定の事例＞

○４集落共同による農地の復旧、維持管理

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県下 関 市 川久保集落協定
しものせきし かわく ぼ

協 定 面 積 田（１００％） 畑 草地 採草放牧地

２０ha 水稲・野菜

交 付 金 額 個人配分分 ４４％

４２３万円 共同取組活動分 役員報酬 ３％

（５６％） 会議費・研修費等 ８％

鳥獣害防止対策及び水路、農道等の維持管理等

集落の共同取組活動に要する労務費等必要経費 １２％

耕作放棄地復旧に要する労務費等必要経費 ２４％

共同機械購入にかかる積立・繰越 ９％

協 定参 加 者 農業者 ３１人

２．集落マスタープランの概要

○集落の将来像

川久保集落（金ヶ峠、大上、向河内、下川久保集落）は、農業従事者の高齢化が
進んでおり、今後の農地の管理が不十分となり後継者のいない農地が増加し、耕作
放棄地も現状より広がる危険性がある。このような状況の中、当集落においては農

業従事者の高齢化、担い手不足から生じる諸問題に対応していくため、集落ぐるみ
の農業生産活動を行うこととした。

○五年間での活動目標
①鳥獣害対策と並行して協定農用地内の既耕作放棄地１３，６８６㎡を復旧する。
②エコファーマー認証者による農産物の栽培面積を新たに 10,000㎡以上増加する。
⑤第三セクター「豊田あぐりサービス」に対し協定農用地の 10 ％（20,058 ㎡）以
上の農作業委託（病害虫防除）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 20ha） 周辺林地の下草刈り 高付加価値型農業の実践
（年1回） （エコファーマー認証者による

個別対応 農産物の栽培を新たに1ha以上
増加する。)

個別対応
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路 年２回清掃、草刈り 景観作物作付け
・道路 年２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

年１回簡易舗装 スを約0.3ha作付けた。） （第三セクター「豊田あぐりサ
ービス」に病害虫防除作業を2h
a以上委託。目標2ha）

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） 加算措置としての取組等

共同取組活動 耕作放棄地復旧加算
（集落に点在している耕作放棄
地 1.3ha を復旧し、景観作物を
植え付ける）

共同取組活動



8

３．取組の経緯及び内容

○協定締結の経緯

地区が中山間地域等直接支払制度第二期対策から特認地域として県知事の認定を受

け、対象地域となったことを機会に、本地区においても耕作放棄地発生の防止、復旧、

担い手育成等の趣旨から 4集落が一本化して集落協定を結ぶことで合意した。
○取り組みの内容

水路、農道、農地法面の管理、景観作物の作付けによる多面的機能増進活動の他、

集落内で発生している既耕作放棄地の復旧に向けた取り組み、高付加価値型農業の実

践としてエコファーマー認証者による農産物（米、ナス）の栽培に取り組んでいる。

また、担い手育成に係る取組として、第３セクター「豊田あぐりサービス」へ、無

人ヘリによる病害虫防除作業の委託を促進するための協議、検討を行っている。

○今後検討している活動の内容

高付加価値型農業の実践の取組面積の拡大、担い手への農作業委託に向けた協議を

進めていく。

○農用地等保全マップ

・農用地等保全マップ（左図）及び、集

落の五年後の予想図（右図）。保全マッ

プについては、農道、水路、農地の現況

等を色、記号により区別した。特に耕作

放棄地については黄色で示し、集落全体

で衆知してもらうように作成した。また、

選択用件の達成目標についても具体的数

値を記載した。

農道・水路の共同管理作業の様子 中山間地域における鳥獣害防止対策

［平成21年度までの取組目標］
○高付加価値型農業の実践。エコファーマー認証者による農産物（米、ナス）の栽培。

（当初3.3ha 目標4.3ha（協定農用地面積の21％））

○担い手への農作業の委託（現状なし、目標2ha（協定農用地面積の10％））。

○既耕作放棄地の復旧（協定農用地13,686㎡の復旧）
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＜耕作放棄地復旧加算を目標としている事例＞

○非農業者との連携や耕作放棄地解消による集落環境整備

１．集落協定の概要

市町村・協定名 山口県柳井市 尾崎原
やまぐちけんやないし おさきばら

協 定 面 積 田(96.6%) 畑(3.4%) 草 地 採草放牧地

9.4ha 水稲 野菜・果樹 ― ―
交 付 金 額 個人配分分 40％
154 万円 共同取組活動分 担当者活動経費 5％

(60％) 農業生産活動等の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％
多面的機能増進活動経費 20％

協 定 参 加 者 農業者 18人 農業生産法人 1組織 非農業者 3人

２．集落マスタープランの概要

①集落の将来像

非農業者等との連携による多面的機能増進活動と集落の実情に即した持続的な農業生

産活動等を行う

②５年間の目標

・農業者と非農業者が連携し、多面的機能増進活動である景観作物の作付けを行う。

・地区の担い手である農事組合法人に利用権設定を５％行う。

・耕作放棄地を復旧し、担い手である法人へ農作業委託を行う。

【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 多面的機能の持続的発揮
(田9.1ha、畑0.3ha) (菜の花:約0.3ha) に向けた非農家との連携

(非農業者と連携し､景観
個別対応 共同取組活動 作物を作付)

共同取組活動
水路・作業道の管理 粗放的畜産(水田放牧0.26ha）
･水路､年2回

清掃､草刈 共同取組活動 担い手への農地集積
･道路 年2回 （地区の担い手となる法

人に0.5ha（5％）実施)
共同取組活動 加算措置としての取組

共同取組活動
耕作放棄地復旧加算

農地法面の定期的点検 （集落の中心にある耕放棄地
(随時) 0.3haを復旧し担い手である

法人へ農業委託を行う）
個別対応

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

○当地区は経営体育成基盤整備事業の大里地区で基盤整備に取り組んでいる集落であり、

協定面積のほとんどが基盤整備を行ったばかりである。しかしながら、傾斜を有する地

形条件のため畦畔が広く残ることとなり生産条件の不利を補うため、本制度に引き続き

取り組むこととなった。

○制度を活用し、基盤整備後の体制整備を進めるとともに既耕作放棄地についても、山口

型放牧を活用し耕作可能な状況に復旧し、担い手への集積をする。

○地区の担い手である農事組合法人と連携して農地を守っていくとともに、集落に在住す

る非農業者とも連携し、景観作物の作付け等を行い、集落の環境を良くしていくことと

している。

○農用地等保全マップ
・基盤整備の地区外の水路についても、補修を行う箇所を記す他、非農業者と連携して
多面的機能増進活動を行う箇所を示すなど、詳細な記述。
・集落協定として、将来的に地区の担い手である農事組合法人へ農地集積する箇所を明
確に示した。（協定面積の５％）

放牧前 放牧後

［平成21年度までの取組目標］
○集落の中心にある耕放棄地 0.3haを復旧し担い手である法人への農業委託を実施。
○担い手への農地集積（当初 0ha、目標 0.5ha（協定農用地面積の 5％））を実施。
○集落協定への10%の非農家の参画を達成する。
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＜法人設立加算を目標としている事例＞

○法人と地元でつくる里づくり

１．集落協定の概要

市町村・協定名 山口県柳井市 伊陸西部
やまぐちけんやないし いかちせいぶ

協 定 面 積 田(97.5%) 畑(2.5%) 草 地 採草放牧地
48.6ha 水稲 野菜・果樹 ― ―

交 付 金 額 個人配分分 50％
588 万円 共同取組活動分 担当者活動経費 5％

(50％) 農業生産活動等の体制整備に向けた活動等の経費 25％
鳥獣害防止対策及び水路、農道等の管理経費 8％
農用地の維持・管理活動経費 5％
交付金の積立・繰越 5％
多面的機能増進活動経費 2％

協定参加者 農業者 79人

２．集落マスタープランの概要

法人を基礎とした営農組織の構築・充実による農業生産活動等の体制整備を目指す。

伊陸西部地区の基盤整備が行われ、第二期対策に取り組むに当たって、農事組合法人を

設立し、集落が連携して、利用権設定、農作業受委託を推進していくこととしている。

17年度、18年度で基盤整備の面工事が終了するので、年度毎に利用権設定を増やしてい

き、５年後には協定面積の30％以上の利用権設定を行う。

【活動内容】
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動等の体制整備

農地の耕作･管理 景観作物作付け（菜の花 担い手集積化
(田 47ha、畑 1ha) 約0.7ha） (地区の担い手となる法人に

実施:15ha(30％)目標:15ha)
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2回､清掃､草刈り

･道路:年2回 加算措置としての取組等

共同取組活動 土地利用調整加算、特定農業法人設

立加算

（地区の担い手となる法人へ15h
農地法面の定期的な点検(随時) aの利用権設定を実施）

個別対応 共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

○伊陸西部地区において、基盤整備事業を行う為の話し合いが平成13年度から始まってお

り、平成16年度に経営体育成基盤整備事業として採択され、現在、工事を行っている。

○当時、伊陸西部地区には１集落しか協定がなかったが、基盤整備の話が進むにつれ、平

成15年度に２集落が新規に協定締結を行った。

○新たな制度になったことをきっかけに、より効率的な取組を実施するため、この３集落

と新たに１集落を加え４集落が合併した伊陸西部集落協定となった。

○本集落協定は、新たな対策に取り組むに当たって、農事組合法人を設立し、集落が連携

して、利用権設定、農作業受委託を推進していくこととしている。

○法人と集落が連携して農地の集積を図り、協定面積の30％以上の利用権設定を行ってい

くことを5年間の目標としている。

○農用地等保全マップ

・伊陸西部地区における利用権設定予定図面

・赤く色をつけてある所が、法人の集積予定箇所

で、協定面積の３０％を集積する予定

・法人が営農しやすいように農地の集積を図る

基盤整備中のほ場

[平成21年度までの取組目標]

○ 法人の設立を目指す。

○ 担い手となる法人への利用集積（当初０ ha、目標 15ha（協定農用地面積の 30％））を実施。
○ 景観作物の栽培（を行うなど、土地の有効活用の検討を行う。
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＜協定間等の連携、統合に特徴のある協定の事例＞

○担い手育成協議会を母体とした28集落からなる広域な集落協定

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県阿武郡郡阿東町・生雲地区集落協定
あぶぐんぐんあとうちょう いく も ちく

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
345ha 水稲・大豆 － － －

交 付 金 額 個人配分分 44％
4,606万円 共同取組活動分 役員報酬 5％

（56％） 農業生産活動費 10％
水路･農道管理費 18％

農用地管理経費 4％
共同機械購入費 16％
事務委託費 3％

協 定参 加 者 農業者 316人、生産組織 1、非農家 23人

２．集落マスタープランの概要

阿東町生雲地区では将来に向け、地域の連携を深め、機械の共同化を進めるとともに、高齢化

に悩む農家を支援するため、生雲地区全域をカバーする担い手協議会を設置し、将来の生雲地区

全域の集落営農組織の育成や法人化も検討していかなければならない。

今後、５年間の活動目標としては、耕作放棄地の防止、水路・農道の管理、周辺林地の下草刈

りを生雲地区全域で連携して行う。また、担い手への育成目標として、現在、水稲の防除作業は

ほとんどが個人による防除または委託による防除であるため、生雲地区単独で無人防除ヘリコプ

ターを購入して地区内の適期防除、及び、農業コスト削減を考える。また、認定農業者の育成に

努め、５年間に１名以上の育成を行う。多面的機能の持続的発揮に向けた他集落等との連携とし

て、生雲地区担い手協議会を発足させ、水稲の作業協力等を行うと共に、水路・農道等の管理に

ついても日程を決め、連携して行う。

［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 345ha） 周辺林地の下草刈り 認定農業者の育成
（年1回） (新たに１名以上の認定農業者

の確保)
個別対応

担い手への農作業の委託
共同取組活動 （無人防除ヘリを購入し担い手

水路・作業道の管理 協議会が作業を行う）
水路 年２回

清掃、草刈り 共同取組活動
農道 年２回 草刈り

共同取組活動

加算措置としての取組等
多面的機能の持続的発揮に向け
た他集落等との連携

農地法面の定期的な点検 規模拡大加算 （担い手協議会を発足し、水稲
（随時） （認定農業者による利用 の作業協力等を行う。水路・農
鳥獣害防止対策 権の設定） 道等の管理を連携して行う）

（防護柵の維持管理）

共同取組活動 個別対応
共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

阿東町生雲地区では、前期対策においては５つの複数集落協定と１５の単独集落協定が存在し

ていた。しかし、地区全体的に高齢化が進む中、担い手不足によりこれから先の農業経営に不安

を感じる農家が増加してきており、将来に向け、生雲地区全体で高齢化等に悩む農家を支援する

担い手協議会を設置した。その中で、中山間の交付金を活用して将来の生雲地区全域の集落営農

組織の育成を図っていくことに合意した結果、１つの複数集落協定が締結された。

現在の活動としては、生雲地区中山間地域等直接支払運営協議会を立ち上げ、総括事務（総括

会計事務、申請・報告事務）については、同協議会が行い、会計事務の一部を委託により山口中

央農協が行うこととしている。また、農業生産活動のうち、水路・農道の維持管理を関係集落で

連携し、共同作業として実施している。今後の活動として無人防除ヘリコプターを購入し、農業

経費の削減を図る。また、認定農業者を新たに１名以上確保する。

○農用地等保全マップ

・猪 防護柵の設置区域

・排水路清掃区域につい

ての範囲記載一例

無人防除ヘリコプター 中山間生雲地区説明会

［平成21年度までの取組目標］
○認定農業者の育成
（新たに１名以上の認定農業者の確保に努める）

○担い手への農作業の委託
（無人防除ヘリを購入し、担い手協議会が作業を行う）

○多面的機能の持続的発揮に向けた他集落等との連携
（担い手協議会を発足し、水稲の作業協力等を行う
水路・農道等の管理を連携して行う）
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＜協定間等の連携、統合に特徴のある事例＞

○28集落と農業生産法人（有限）による589haの広域な集落協定

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山口県阿武郡郡阿東町・徳佐地区
あぶぐんぐんあとうちょう とく さ ちく

協 定 面 積 田（99％） 畑 草地（1％） 採草放牧地
589ha 水稲・大豆・そば － 牧草 －

交 付 金 額 個人配分分 42％
5,209万円 共同取組活動分 農業生産活動費 10％

（58％） 水路･農道管理費 6％
農用地維持管理活動費 3％
共同機械購入費 31％
事務委託費 1％
その他 7％

協 定参 加 者 農業者 435人、生産組織 11、農業生産法人 2、加工販売グループ 1、非農家 59人

２．集落マスタープランの概要

徳佐地区にある集落の内、合意が得られた２８集落が協定を締結し、農業生産法人も交

えて、相互に連携しながら、耕作放棄地の発生防止や農地の有効利用に努める。そのため、

各集落の実態に応じて営農の目標等は尊重しつつ、水路・農道については一体的管理を行

うとともに、地域にあるそば加工等を行うグループのゆめ工房「十種」へのそば粉の安定

供給とグループを通じたそばの提供を行うこととする。将来的には、２８集落以外の集落

も含む徳佐地区全体の集落の連携のもと、営農はもとより、グリーン・ツーリズムやコミ

ュニティー活動等を地域ぐるみで実践し、地域の活性化に努める。

［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589ha） 周辺林地の下草刈り 地場産農産物等の加工･販売
(年1回) （そば供給グループとの連携に

個別対応 よる地場産そばの生産･加工･販
共同取組活動 売を実施)

水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路 年1回 清掃、草刈り 景観作物作付け
・農道 年1回 草刈り （ツツジ等の作付け）

多面的機能の持続的発揮に向け
共同取組活動 共同取組活動 た他集落との連携

（協定参加集落が水路・農道作
業を連携して行う）

農地法面の定期的な点検
（年２回及び随時） 共同取組活動
鳥獣害防止対策
（防護柵の維持管理）

加算措置としての取組等
共同取組活動

規模拡大加算
(認定農業者による利用権の設
定)

個別対応
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３．取組の経緯及び内容

阿東町徳佐地区では、前期対策において１５の集落協定があったが、新たな中山間制

度が始まるにあたり、地区全体で連携をとることにより、高齢化の進んでいる集落の農

地の保全を他の協定参加集落によって守っていくと共に、コミュニティー活動等も実践

していくことで地域の活性化を図っていき、将来的には徳佐地区全体が連携を取れるよ

うにとの思いで、１５集落協定の内の２つの複数集落協定と１１の単独集落協定が再編

統合した。

現在の活動としては、徳佐地区中山間地域等直接支払運営協議会を立ち上げ、総括事

務（総括会計、申請・報告事務）については、山口中央農協に委託し事務の円滑化を図

っている。また、農業生産活動のうち、水路の維持管理を関係集落で連携し、共同作業

として実施している。今後の活動として、そばの安定供給に向けた体制を整備していく。

また、農業経費の削減を目的に共同機械を購入し、利用率の向上に努め体制を整えてい

かなければならない。更に、後継者となる担い手の確保や認定農業者の育成、集落営農

組織の設立を行う事を目標とする。

○農用地等保全マップ

・猪防除柵の維持・補修

・農作業の受委託及び共同化

を要する範囲について記載

農産加工へ供給するそばの団地 オペによる田植え作業

［平成21年度までの取組目標］

○地場産農産物等の加工・販売としてそばの安定供給及び提供

（そば作付け 安定供給を行う）

○多面的機能の持続的発揮に向けた他集落との連携

（全参加集落の協力のもと耕作放棄地の防止並びに水路・農道等を共同管理していく）

○共同機械利用

（田植機、コンバイン、牧草採草機の利用率向上に努める）
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＜ＮＰＯ法人等の非農家等と特徴ある連携を行っている事例＞

○大切なこの土地を次世代へ（都市に他出している次世代と協力し協定を実施）

１．集落協定の概要

市町村･協定名 山 口 県 岩国市錦町三分一
やまぐちけんに し き ち ょ うさんぶいち

協 定 面 積 田（８４％） 畑（１６％） 草地 採草放牧地
３．１ha 水稲 野菜

交 付 金 額 個人配分分 ４０ ％
３６万円 共同取組活動分 マスタープランの将来像を実現するための活動 １４ ％

（６０％） 鳥獣害防止、水路農道等の維持管理のための活動 １４ ％
集落協定の基づく農用地の維持管理のための活動 １５ ％
集落の各担当者の活動のための経費 １７ ％

協 定参 加 者 農業者 ４人、 非農業者 ４人

２．集落マスタープランの概要

①集落における将来像

・集落ぐるみの農業生産組織を立ち上げ生産体制基盤強化を図る。

・集落内に景観作物を導入し郷地区と連携を図りながら明るい集落を目指す。

・集落全体の話し合いにより、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

・共同利用の田植機で協定農用地の約20％植え付けをしているが、目標は40％以上。

・農用地の保全、農道、水路等についても協定内の申し合わせにより管理をする。

・郷集落と連携し、景観形成のため、町道農用地周辺に毎年度アジサイを植え付ける。

［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 2.6ha、 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化
畑 0.5ha） (約0.5ha､年1回) (田植えの共同利用を0.5ha（20％）

実施、目標1ha)
個別対応・共同取組活動

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1km､年2回､清掃､草 景観作物作付け
刈 （あじさい：約0.2ha） 多面的機能の持続的発揮に向けた非
･道路2km､年2回､草刈 農家・他集落との連携

(景観形成作物としてあじさいの苗作
共同取組活動 共同取組活動 り～植付～管理を実施､目標600m)

農地法面の定期的な点検 共同取組活動
（年２回及び随時）

共同取組活動

集落外との連携
○集落内の農家と都市に住む次世代が連携をし、共同の農作業を推進する。
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３．取組の経緯及び内容

かつては２０世帯あった三分一集落協定も現在は４世帯になった。このままでは集落

はもとより、農地も荒廃してしまう状態であった。しかし、平成12年度からの直接支払

制度を契機に集落をみんなで守っていこうという意思統一がなされ集落協定を結結し協

力して農業生産活動を行うこととした。

前期対策の取り組みでは、機械を導入し、集落みんなによる農作業の共同化、機械の

共同化が始まった。

新たな対策では、隣の集落との連携をマスタープランに掲げ、景観作物の苗作りから

植え付け・管理まで共同で行うこととした。

また、現在は町外で生活しているが、当集落で育った若者たちとの話し合いの場を設

け、現在の集落の現状を報告した。時間をみつけては帰省しみんなで三分一集落を守ろ

うという思いを確認し、若者たちと一緒に農業を行うこととなった。早速、秋の収穫時

期の稲刈りを実施した。

若者たちとの話し合いを通じて、集落に対する思いを改めて認識し、今後は次世代と

の共働による集落活動や農業生産活動に一緒に取り組むこととなった。

○農用地等保全マップ

・補修が必要な農道

・共同利用機械（田植機）

・景観作物作付け位置も示す。

共同作業（防除） 都市に他出している次世代たちとの話し合い

（協定に参画）

［平成21年度までの取組目標］
○ 共同利用機械（田植機）で協定農用地の４０％実施する。
○ 景観形成作物（あじさい）の苗作り～植え付け（600㍍）～管理を行う。（郷集落との連携を実施）
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＜ＮＰＯ法人等の非農家等と特徴ある連携を行っている事例＞

○元気なふるさとをみんなで守ろう
１．集落協定の概要

市町村･協定名 山 口 県 周 南 市大 字 大 潮倉 谷
やまぐちけんしゅうなんしおおあざおおしおくらたに

協 定 面 積 田 畑 草地 採草放牧地
8.0ha 水稲 － － －

交 付 金 額 個人配分分 0％
110万円 共同取組活動分 集落活動事務経費 5％

（100％） 集落営農用共同機械、施設整備費 27％

農道維持管理経費（農道舗装）等 68％
協 定参 加 者 農業者 13人

２．集落マスタープランの概要

①将来像

心豊かに暮らすため、集落を基礎とした営農組織の構築と地区出身者などの都市住民

との交流促進により、集落機能の維持と農用地等保全体制の整備された集落とする。

②５年間の目標

・集落内の未整備田をほ場整備し、生産基盤の確立と効率化・低コスト化を図る

・地場産農作物等の加工・販売の促進（わさび、野菜の加工販売）

・集落営農組合の設立（農業機械の共同化、農作業受託）

当初０ｈａ、０戸→目標３．５ｈａ、７戸（協定農用地面積の４３％）

・地域保全サポーターの登録と活動促進 （登録者数 ２０人）

［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8ha) 河川水路の環境美化 機械農作業の共同化(耕起､田植え､刈
うち3haは集落営農組織化を 河川内草刈りとホタル 取 3ha(37%)実施､目標 4ha)
推進 生息環境整備:L=1.0km 集落営農組織を設立 H18年

共同取組活動 共同取組活動 共同取組活動

水路・農道の管理 景観作物作付け 担い手への農作業の委託
･水路15km､年2回､清掃､草刈 ほ場整備区域3haの畦 (農業生産法人かのアグリへの農作業
･道路3·5km､年2回草刈 板法面に農作業省力化 委託。目標1ha)

舗装工事 0.4km と景観形成を兼ね法面
植生を実施 共同取組活動

共同取組活動
共同取組活動

鳥獣害防止対策として防止
柵を設置 山村振興事業で整備した田舎の店へのわさび等の出荷と定期的イ

ベント開催による都市住民との交流をさらに推進する週３回の開
共同取組活動 店、年２回の集中イベント開催

集落出身者を地域保全ｻﾎﾟｰﾀｰとして､農作業支援､体験交流を実施

集落外との連携
○都市に在住する後継者がサポーターを組織し、集落との連携を推進する。
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３．取組の経緯及び内容

前期対策では２集落が別々に集落協定を締結して、活動を行ってきた。

芋掘地区集落協定では、個別配分は行わず、鳥獣害防止対策や、「大潮田舎の店」への

農業生産物等の出荷とイベント参加の他、集落営農組織の設立準備等を実施し、亀尾尻

地区集落協定では、延長４００ｍの農道舗装を実施するなど、各々、積極的な取組を実

施していた。

新たな対策に取り組むに当たって、高齢化の進行、農業政策の改革等農業経営の環境

が大きく変わる中、自分たちの集落を全住民で継続的に守り、次世代に引き継ぐため、

２つの集落が力を合わせ共同取組を行うことで合意できたことから従前の協定を充実し

て取り組むことととした。

新しい協定では、地域出身者に呼びかけをおこない「地域のサポーター」として登録

を行い、地域の保全体制の構築と都市農村交流に取り組むほか、集落営農に向けた機械

の共同化、担い手への農作業委託体制の整備に取り組む。

○農用地等保全マップ

・ほ場整備位置を図示、生産性の向上を目指す。

畦畔法面の植栽施工を実施。

・農道舗装工事箇所及び鳥獣対策のための柵設置箇所を図示。

２集落の全員での話し合い 都市との交流（大潮田舎の店）

集落協定サポーター参加申込書

［平成21年度までの取組目標］
○ 集落内の未整備田をほ場整備するとともに、鳥獣害防止柵設置、農道舗装工事実施
○ わさび、野菜の加工販売に取り組む
○ 集落営農組合の設立（農業機械の共同化、農作業受託）目標3.5ha、7戸（協定農用地面積の43％）
○ 地域保全サポーターの登録と活動促進 登録者数２０人のべ活動参加者数 ６０人
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＜その他、取組に特徴のある事例＞

○集落で進める機械の共同化と集落の結束を進める境川歴史マップの作成

１．集落協定の概要

市町村・協定名 山口県長門市 境川
やまぐちけんながとし さかいがわ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
34ha 水稲

交 付 金 額 個人配分分 47.5％
万円 共同取組活動分 活動経費 13.0％

（52.5％） 事務費 9.1％
将来像実現のための経費 13.8％
施設の維持・管理等の共同取組みに要する経費 11.1％

農用地の維持・管理を行う者への経費 5.5％
協 定 参 加 者 農業者３８人、非農業者４名

２．集落マスタープランの概要

兼業農家が主体の集落であり、今後高齢化になり担い手育成が困難なため、まず機

械・農作業の基幹的農作業の共同化に取り組み、農地の保全を図る。また多面的機能の

発揮に向けた非農家との連携に向けたふるさと・歴史・伝統行事の継承・新しいものへ

の掘り起こしに挑戦して、子供、老人が元気に遊ぶ境川、みんな生き生きと暮らす境川、

好きな場所と遊び場のある境川、歴史と文化を活用する境川、都市との交流、特産品の

ある境川、最終処分場との融和・共同・共生を目指し、田園空間をアピールする。

５年間の工程表にフロー図を用いて詳細に記載し、協定参加者の合意形成を行った。

【 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:34ha) 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化
（年3回） (防除機:現状0.0ha( 0.0%)､目標3.5ha

個別対応 (10.2%))
共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理

・水路2.2km､年2回､草刈 非農家の参画による

り 境川地蔵祭りと境川 非農家・他集落等との連携
・道路2.5km､年2回､草刈 景観作物作付け ・祭り前の非農家を含めた準備作業等
り により周囲景観の向上

・非農家・子供等の参加人員の増員
共同取組活動 ・間伐材を利用した立て看板の設置

共同取組活動 ・境川歴史・散歩マップ又は先人が残
した歴史綴りの再発行

農地法面の定期的な点検
（年２回及び随時）

共同取組活動 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、田園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。
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３．取組みの経緯及び内容

○ 前期対策より引き続き継続しての協定締結である。
特に境川集落はほ場がいくつもの浴に分かれており共同作業をすることが困難であ

るが引き続き協定を締結することによって将来の集落の活性化と共同作業の意識の醸

成と礎を創ることを目的とし、第一期をベースにさらに前向きに進めていこうとして
いる。

○ 集落マスタープランの集落の将来像、５年間の工程表、農地保全マップの作成につ

いて積極的な話し合いがされている。
○ 農業生産活動の体制整備として、病害虫防除機の共同化と多面的機能の持続的発揮
に向けた非農家・他集落等との連携に取り組む。

○ 病害虫防除機械の共同化については現状は０であるが、５年後には集落の１０％以
上を実施する予定。

○ また、多面的機能の持続的発揮に向けた非農家・他集落等との連携では、集落行事

に加え、集落の資源を再発見する「境川歴史・散歩マップ（仮称）」の作成を行う。

○農用地保全マッ

プ

オルソ画像を利

用。農道舗装予定

箇所、今後検討し

ていく未 舗装箇

所を記すなど 具

体的な内容となっ

ている。

（農道マップ） （水系マップ）

作成中の歴史・文化マップ 共同取り組み活動

［平成21年度までの取組目標］

○集落での病害虫防除機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化
（当初０ha、目標３．５ha（協定農用地面積の10.5％））

○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、歴史・文化マップを作成
（１割の協定参加者を確保）


