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田植えも一段落した６月、今回は宇

部市東吉部(旧楠町)の伊佐地集落協定

にお邪魔しました。協定代表の中村さ

ん（83 歳）、協定役員の松田さん（62

歳）、井上さん（72 歳）、夛谷（たが

や）さん（72 歳）の４名の方にお話を

聞きました。 

 

●集落協定が第1 期対策から 12 年続

いていますが、その要因は？ 

第 1 期対策時に、集落協定の共同取 

組活動分で農道を舗装したことがとて

も大きいです。舗装ができるまでは、

道路の凸凹を解消するために、バラス

を何度もまくのが本当に大変でした。

初代の協定代表者は見る目が違う（先

見の明があった）と思います。 

当集落協定は農家12 戸、非農家 2 戸

で構成されています。集落活動（＝協

定活動）には非農家も参加しています。

年４回の全員集会や共同取組活動後の

懇親会で交流を深めてきました(笑)。 

当集落には、非農家を含めた集落の

まとまりがあるので、これまで集落協

定が続いてきたのだと思います。 

 

＜構造改善ｾﾝﾀｰからの風景＞ 

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３７号） 

（平成 24 年７月４日 山口県農業経営課） 

〈伊佐地集落協定〉 

●面 積 12.5ha 

     田の急傾斜地のみ  

●参加者  農業者 12 人 

非農家 2 人 

●交付金  2,634 千円 

共同取組活動 52.4％ 

第 1期対策からの継続協定をご紹介します。 

「山口県中山間地域等直接支払制度

検討会」（県の第三者委員会）の委

員である山口大学農学部の糸原義人

教授が、宇部市の伊佐地集落協定を

取材しました。 

綺麗な集落環境には 

協力・まとまりの歴史あり 
・・・宇部市東吉部・伊佐地 

(いさじ)集落協定・・・ 
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●この集落で農業生産活動が持続して

いる要因は？ 

農道の舗装効果が大きいのですが、

併せて、田への進入路がしっかりして

いて、田の中まで車を乗り入れること

ができるのも大きな要因です。 

また、減反があった時代でも、表作

では加工用米作りを推進して、田を田

として維持するよう呼びかけました。

田を 1 年間でも作らないと、水田機能

が低下して、水稲を作り続け難くなり

ますからね。 

 
＜取材の様子＞ 

 

●直支集落協定取組までの活動状況

は？ 

昭和 60 年代に、旧楠町域で最初の基

盤整備(ほ場整備)をしています。基盤

整備した当時は、機械利用組合を作り、

ブロックローテーションを組んで裏作

に麦を作ったりとか色々やりました

(笑)。 

直支集落協定に取り組む前から、集

落の皆の協力があって、まとまって活

動してきました。集落のこの様な歴史

があるので、今日の集落（協定活動）

があると思います。 

 

 

●直支交付金の使い方で特徴は？ 

第 1 期対策から共同利用機械として、

田植機を導入しています。ちょうど今

年更新し、通算で直支制度導入 3 台目

になりました。昔は勤め人が多かった

ので田植機利用が週末に集中していま

したが、今は（勤め人が減ったので）

いつでも利用できるようになりました

(笑)。1 回当たり、原則半日の使用が決

まりになっています。直支交付金は役

立っています。協定参加者の皆で大事

に使っています。 

 

＜川周りの管理の様子＞ 

 

●その他の協定活動は？ 

農道や水路・川の維持管理が主な作

業です。水路・川周辺の草刈り等はい

つもしています。水路・川の上には雑

草のトンネルはありません。お陰様で

水路をきれいに管理し始めてから、ホ

タルが年々多く出るようになっていま

す。 

平成 21 年の豪雨災害では、水路が壊

れましたが、すぐに皆総出で泥上げし
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修理することができました。これも中

山間直支に取り組んでいるお陰です。 

 
＜ホタルが出る付近の様子＞ 

 

●第４期対策があるとしたら？ 

これからの集落・農業はこのままじ

わーっと自然に先細りしていくのかも

しれません。 

第 3 期対策の終了時期となる3 年先

もわかりません。万年青年ですが(笑)、

第 4 期対策があるとして、自分達は手

がたう(手が届く)だろうか、農業が続

けられるのだろうかとも思います。し

かし、ひっくり返らんと農業はやめれ

ん（倒れるまでは農業をやめられない）

です。第 4 期対策があるならやりたい

と思います。 

 

●若い方への期待は？ 

集落の若い人は勤め人ばかりで、農

業に熱を入れてくれません。我々(親)

も、「農業は儲からん」とこれまで言

ってきたので、若い人は農業はやらな

い、やっても手を抜こうという考えに

なりますね。 

今は十分な段取り(準備)をしておい

て、機械に乗ってやる作業を若い人に

やらせるようにはしています。農業を

やるように勧めてはいますが、集落外

へ他出した子供達には、そこでの生活

があるので、帰ってこいと強うも言え

ません。 

しかし、親に負担がかかるのが心配

なのでしょうか、最近は週末に手伝い

がてら、草刈りしに若い人が帰ってき

だしたご家庭もありますね。 

 

●このような若い方でも農業は出来ま

すよね？ 

農業のスケジュール、例えばこの時

期には何をするとかを知っていて、後

は農業へのやる気が十分にあるかどう

かの問題になりますね。まあ非農家出

身の私でも、退職後は農業をやってき

たんだから、他の皆も普通に農業をや

りよるん（やっているの）だから、こ

れまで農業をしてこなかった若い人で

もできるいゃ～と思います(笑)。 

 

●直支制度がなかったら？ 

ほ場整備された条件の良い農地でも

荒れた(管理されない)田が出ていたこ

とでしょう。また、こんなにも集落環

境がきれいになっていないだろうとも

思います。 

直支制度のお陰で、集落の皆の協力

しようとする気持ちがずっと継続して

きています。今は、恥ずかしくないと

ても感じのいい集落になっています。 
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後列左から中村代表、松田さん、前列

左から井上さん、糸原委員、夛谷さん 

～取材を終えて～ 

山口大学農学部 糸原義人 

宇部市の伊佐地集落を尋ねたので

すが、あいにくの雨でした。しかし、

地区の集会所から眺める眼前の風景

は雑草がよく刈り込まれており、緑

のジュウタンよろしく、私の幼い頃

の懐かしい風景そのものでした。 

 伊佐地では現在、水稲エコ 50や各

種野菜が作られ JA、直売所に出荷さ

れています。集落協定は平成 12年、

第 1期から続いており、水田 12.5ha

を対象として「中山間直支」が利用

され、農道や水路、農地の管理、下

草刈り、河川清掃等が農家 12戸、非

農家2戸の協力によって行われてい

ます。 

 ここに来て思ったのは、皆さんの

協力姿勢がとてもすばらしく、その

協力姿勢があればこそ、集落が守ら

れているということの実感でした。

そして、こうした協力の潤滑油とし 

て「中山間直支」があり、「中山間

直支」の重要性を改めて実感するこ

とができました。 

 「荒神祭り」や「災害の協同復旧

活動」等で培われた協同という強い

絆で結ばれた「集落」の上に様々な

コミュニティが作られ、「ホタル祭

り」や「そうめん流し」、また周辺

の団地の子供達への「農業体験」と、

その活動は地域の暮らし、文化、教

育に、とても大きな影響を与えてい

ます。 

 これからも、強い絆で集落が堅持

され、皆様が先祖から受け継がれて

きた農地や村の文化の維持、発展に

活躍されることを祈念する次第で

す。 

 ただ、これからは地域を担う若者

をどうするかが大きな問題です。伊

佐地に魅力を感じて移住される方、

町からの通い農家、また非農家を含

めて、皆さんで英知を結集されて地

域の存続・発展が適うことを心から

願ってやみません。 

編集後記 
 協定の皆さんのお話しから、集落

のまとまり・協力しようとする気持

ちが大切だと改めて感じました。 

取材では大変お世話になり、どう 

もありがとうございました。 

山口県農業経営課 中野・石川 

電話：083-933-3350 
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今回は、萩市大字佐々並の大下集落
協定にお邪魔しました。
当協定は、佐々並地区の東端にあり、

佐々並川の下流に位置しています。
協定代表の藤本勝利さん（70 歳）、

書記担当の山本俊夫さん（64 歳）、会
計担当の竹本昇さん（61 歳）、監査担
当の山本辰夫さん（72 歳）、土地改良
施設担当の有冨寛さん（76 歳）の５名
の方にお話を聞きました。

《取材風景》

●協定の概要について教えて下さい。
当協定は、第１期対策初年度から活

動を始め、今年度で13年目となります。
現在の協定参加者は、農業者８名と

１農業生産法人です。
協定面積は、未整備田を含む約 22ha

で、そのうち法人の集積面積は、18ha
（ほ場整備田のみ）となっています。

主な作物は、米と大豆で、裏作とし
て、タマネギを少し作っています。

協定役員については、当協定の特色
である「集落ぐるみの農業生産活動」

中山間地域等直接支払制度 集落協定情報誌

（第３８号）
（平成 24 年８月１日 山口県農業経営課）

〈大下集落協定〉
●面 積 21.9ha（田のみ）
急傾斜 5.6ha 緩傾斜 16.3ha

●参加者 農業者 ８人、
特定農業法人 １

●交付金 2,491 千円
共同取組活動 60％

直支制度初年度から取り組んでいます！

「山口県中山間地域等直接支払制度
検討会」（県の第三者委員会）の委
員である（財）やまぐち農林振興公
社理事長の中川一さんが、萩市佐々
並の大下集落協定を取材しました。

法人（おおじもファーム）
設立に歴史あり

・・・萩市大下(おおじも)
集落協定・・・
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がスムーズに行えるよう、法人役員と
同じ者が就任しています。

《作付面積の状況》

●直支制度の取組経緯を教えて下さい。
当該地区は、直接支払制度が始まる

10 年以上前から集落で営農を行ってい
ました。農道や水路の草刈りについて
も、集落の皆で行っており、直接支払
制度に取り組む素地が元々あったとい
うのが大きいと思います。

●第２期対策では法人（おおじもファ
ーム）も設立されていますね。
平成元年からのほ場整備を契機に、

大豆を中心に集落営農が始まりました。
共同機械組合を組織し、その後、平成
18 年に特定農業団体へと発展し、平成
22 年に農業生産法人設立の運びとなり
ました。
先程も申しましたが、当地区は、20

年以上も前から集落で営農を行ってお
り、法人の構成員も地元の方ばかりだ
ったので、農地の集積はスムーズにい
きました。
農地を集積することにより、格段に

作業効率が上がりました。

《ほ場整備完成記念の石碑》

●協定における女性の参画の状況はど
うですか。

特定農業団体の頃の参加者は、男性
のみでしたが、法人設立をきっかけに
女性の参加が増えました。

田植えは、夫婦で参加するというル
ールにしていますし、タマネギの栽培
は女性を中心に行うようにしています。

近頃では、農道や水路の草刈りにも
多くの女性の参加があり、法人化して
よかったと思います。

●交付金の使途について教えて下さい。
主に共同取組活動に使用しています。
具体的には、共同機械の購入、農道

や水路の維持補修工事及び鳥獣害防止
対策などです。
集落で営農していくことが非常に大

切だと考えているので、個人がそれぞ
れで所有していた機械を法人が買取り、
それを皆で共同使用するようにしてい
ます。

今後、可動堰の修繕が予定されてい
ます。大きな費用がかかりますので、
第三期対策から、その積立金にも使用
しています。
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●鳥獣被害防止対策について、お聞き
します。

イノシシ対策として、集落の農地を
ぐるりとフェンスで囲っています。延
長は、10km くらいになります。

今後、設置したフェンスをどうメン
テナンスしていくかが課題です。
また、道や川、谷については、囲い

ようがなく、対策に苦慮しています。
最近、サルの被害も出てきました。

サルは、防ぎようがないので大変困っ
ています。サル対策も今後の課題の１
つです。

●後継者対策も今後の課題だと思いま
すが、どのような状況ですか。
今のメンバーがいなくなったら、後

が続かない状態で、非常に心配してい
ます。
農業大学校の卒業生や新規就農者の

受入れなども検討していますが、秋以
降の半年間、仕事がないこともあり、
受入れに慎重になっています。
どのような対策があるか、皆で知恵

を出し合っているところです。

●具体的には、どのようなことをお考
えですか。
経営の多角化や６次産業化等につい

て、検討しています。
実際、椎茸の栽培や養豚を行ったり、

野草茶の販売を行ったりと様々なこと
に取り組んできました。
そこから学んだことを、大下のやり

方として、地域資源を組み合わせて、
発展させていくことが重要だと思って
います。
前へ進む意欲（勇気）を持つことが

必要で、何事にも前向きに取り組んで

いくことが対策の１つだと考えていま
す。

《協定風景》

●集落にとって、直接支払制度とは。
個人では対応出来ない大型機械の購

入や施設整備など、直支制度があった
からこそ実現できたことが多くありま
す。また、集落の財産である農地を荒
らさずに守れていることが最大の成果
ではないでしょうか。
我々にとっては、農地だけでなく集

落を守っていく上で、大変ありがたい
制度です。
第４期対策があるとしたら、前向き

に取り組んでいきたいと考えています。

《中川委員(一番右)と協定の皆さん》
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 編集後記 

協定の皆さんから、農地だけでな
く、集落も守っていこうという強い
想いを聞くことができました。
これからも、おおじもファームを

中心とした集落ぐるみの農業生産
活動が行われ、集落が活性化してい
くことを期待しています。
取材では大変お世話になり、どう

もありがとうございました。

お知らせ 

集落協定かわら版バックナンバー
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp
/cms/a17200/chiikiagri/otasukes
iryoushu.html

山口県農業経営課 中野・石川
電話：083-933-3350



～取材を終えて～

（財）やまぐち農林振興公社
中川 一

まずは、当日お忙しい中を対応
いただいた藤本代表をはじめ役員
の皆様に感謝申し上げます。

私からは、現在の大きな悩みを
お尋ねしたところ、地域の跡継ぎ
問題とのこと。状況を伺うと、制
度導入時以降 10名以上の方々が亡
くなったこと、萩市が独自に創設
した「集落営農支援員制度」を断
らざるを得なかったこと、現在共
同で取り組んでいる栽培作物は、
米、大豆、タマネギであり、前記
３品目以外は冬場が寒くて取組が
難しいなどの課題を伺うことがで
きました。

地域を活性化し、子孫に地域、
営農を引き継ぐには、魅力ある新
たな取組を興すことと女性のパワ
ーを活用することが重要であると
の思いから、女性の活動状況や道
の駅「あさひ」の活用、さらには
過去取り組まれた作物などをお尋
ねしました。幸いに、営農組合で
は、出役に応じて賃金を支払うこ
とで女性が自由に使えるお金がで
き、活動が活発になったこと、今
は数量が少なくなったものの「健
康茶」を売り出し、成功を収めた
こと、過去導入した作物が採算に

合わず止めてしまったことなど
を伺うことができました。
話す間にも皆さんの意見も活

発化し、組織としてやってみよ
うとの意見も出始めましたの
で、「地域の資源を活用して１
年中何かを販売できる体制を皆
さんで是非検討してみて下さ
い。そうすれば、きっと跡を継
ぐ人が現れますよ。」と提案し、
大下集落を後にしました。
今後とも、自然豊かな大下の

景観、営農を是非とも守ってく
ださるようお願いします。
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今回は、防府市の久兼中村集落協定

にお邪魔しました。 

 当協定は、防府市役所から車で25分、

交通の便の良い所に位置しています。 

協定代表の佐々木さん（79歳）、副

代表兼班長の山本さん（65歳）、会計

担当の重村さん（70歳）、担い手担当

兼班長の石川さん（79歳）、班長の松

永さん（84歳）、協定の元代表で監査

担当の徳満さん(84歳)の６名の方から

お話を聞きました。 

 

《協定役員の皆さんと吉冨委員(右)》 

 

●協定の概要について教えて下さい。 

当協定は、第１期対策２年目の平成

13年度から活動を始め、今年度で12年

目となります。 

現在は、久兼地区中村集落の田16ha

を守っています。主な協定共同作業は、

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３９号） 

（平成 24 年８月 30 日 山口県農業経営課） 

〈久兼中村集落協定〉 

●面 積 16ha（田のみ） 

急傾斜 11ha 緩傾斜 5ha 

●参加者  農業者 43 人 

●交付金  2,766 千円 

共同取組活動 50.6％ 

今回は都市近郊の集落協定をご紹介します。 

「山口県中山間地域等直接支払制度

検討会」（県の第三者委員会）の委

員である山口県地域消費者団体連絡

協議会の吉冨崇子さんが、防府市の

久兼中村集落協定を取材しました。 

日々の営農作業は協定で！  
 
・・・防府市久兼中村 

(ひさかねなかむら)集落協定・・・ 
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水路、道路、水田畦畔の草刈り、共同

防除となっています。 

 

《水稲作付の状況》 

 

●共同活動の特徴はありますか。 

 昔は協定参加者全員で、放棄田とな

って荒れそうなところと道路や水路、

水田畦畔の草刈りをしていましたが、

高齢化等のため、共同活動への全戸参

加も難しくなり、今では協定役員7戸で

共同利用機械を使ってそれら作業をし

ています。草刈りは、年２回はしてい

ますね。 

役員７戸の内、親子で活動している

家もあります。親子一緒に協定活動が

出来るように、土日祝の午前中で作業

するようにし、作業後は、話合いをす

るようにして、若い方の勉強を兼ねた

交流の場を作っています。 

 

●え？協定役員の７戸だけが協定の共

同活動を請け負って活動しているので

すか？ 

そうです。協定の総会で、協定役員

の７戸が決まり、今の協定期間中はこ

の役員で「共同作業」をすることにな

っています。 

協定参加者は全部で43戸あり、耕

起・代かき、田植え、収穫等原則各自

でしていますが、特に放棄田となって

荒れそうなところの草刈り等日々の営

農では賄えない作業については、各自

でせずに、役員でやる仕組みにしてい

ます。 

役員７戸の入れ替えは、今後の課題

になりますが、もし役員の欠員があれ

ば、奥さんや息子さんが代わりをする

か、他の方を探すようになります。 

役員による共同作業範囲はあくまで

協定農用地に関する放棄田となって荒

れそうなところと道・水路、水田畦畔

です。川の清掃は、久兼地区自治会に

よる全戸参加で行っています。 

 

《ある日の協定役員の面々》 

●なぜこのような形態で協定の運営を

しているのですか？ 

 協定に参加する各戸には、後継者が
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一緒に住んでいますが、皆街に勤めに

出ています。若い人は農業のみでの生

活は無理で、（土日を含めて）農業に

重きをおけません。そこで協定の共同

活動は、これら各戸の日々の営農(草刈

り等) では賄いきれないところを代わ

りに手助けする今の営農補助形態に落

ち着いています。協定参加者と協定と

は、出過ぎず、やらなさすぎずの関係

を保つことで長く続いています。 

 

●この仕組みの評判はどうですか？ 

この協定（草刈等を肩代わりする仕

組み）があることは、役員以外は大歓

迎！です(笑)。一方、作業を請け負う

役員は１日中働いても、わずかな日当

にしかならないんですが・・(苦笑)。 

集落への「使命感」や「想い」が、

協定役員の活動を支えています。正直、

その気持ちがないと（協定活動・協定

役員を続けていくのは）しんどいです

ね。 

 

《薬剤防除も共同で実施中》 

●鳥獣被害対策はしていますか？ 

 イノシシの被害が大きかったので、

協定で電気柵約1,800ｍを集落の周囲

に張りました。お陰様で、当集落のイ

ノシシ被害は昔よりは減りました。 

ただ、電気柵の下の草刈りは大変で

すね。稲の穂がでたら、イノシシが出

始めるので、今後はしっかり、電気柵

周辺を見回らんとね（笑）。 

 

●集落での暮らしはどうですか？ 

 集落の各戸は、２世代、３世代で暮

らしています。市街地まで25分、通勤

できる距離に集落があります。どの家

でも息子さんは、退職後は帰農するの

ではないでしょうか。 

若い奥様方は働きに出ているようで

す。小さい子供さんは、昔に比べると

今は多少は増えているようです。近く

の小学校へはスクールバスで通ってい

ますね。 

 

●農業法人化の話はありませんか？ 

田植えや収穫は、若い人がいますか

ら、各自(戸)でやることになっていま

す。田植え等の作業を委託したいとい

う話はないです。当集落は、基盤整備

をしていないため、大型機械での作業

は難しいので、集落営農法人化の話も

ありません。  

 

●直接支払制度への評価は？ 

 今、直支制度の協定活動をやめたら、

耕作放棄田が出て、集落は大変なこと

になると思います。 

直支制度の協定をはなえた(始めた)

からには、第４期対策があれば、次も

やる方向にしていきたいですね。 

 

《集落への想いが美しい風景に》 
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守りたい、そしてつなげたい 

 

山口県地域消費者団体連絡協議会 

  吉冨 崇子 

 

 防府市久兼地区の中村集落に伺

って感じたことは、“自分たちで

守りたい、そして次世代へつなげ

たい”という熱い想いでした。代

表者の佐々木さんやご出席いただ

いたみなさま方から、そのことが

ひしひしと伝わってまいりまし

た。 

 中村集落は傾斜地にあり、どこ

かなつかしい風景が目の前にあり

ました。しかしここで暮らすのに

は、いろいろなご苦労があること

は、想像できました。みなさんの

表情は穏やかで、集落のつながり

の確かさが感じられました。防府

市内から車で25分ぐらいの所に位

置し、若い世代は外に働きに出て

おり、何世代かで暮らしている人

が多いということでした。他の中

山間地域の集落とは、その点では

少々異なっておりました。若い世

代の方は、今は専業ではないけれ

ども、退職すれば全面的に関わる

ことが期待できる状況にありま

す。だからこそ、“ここを守りた

い、そしてつなげたい”という想

いが強いのではないかと思いまし

た。 

 “できる人がする”というやり

方で、５年任期の役員さんが中心

になり、草刈りや防除作業が行わ

れていますが、“おまかせ”とい 

 

 編集後記  

久兼中村集落協定では、最近の集

落営農方法とは一線を画す、特徴あ

る協定活動をしていました。都市近

郊の農業集落ならではの、この取組

方法は「なるほど、この手も十分に

有り！」と感心しました。今後も直

支協定を核に、集落・農地・農家・

笑顔を保っていただきたいと思い

ました。 

取材では大変お世話になり、どう 

もありがとうございました。 

お知らせ  

集落協定かわら版バックナンバー 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp

/cms/a17200/chiikiagri/otasukes

iryoushu.html 

山口県農業経営課 中野・石川 

電話：083-933-3350 

  

うことになる恐れがあります。

協定に参加している役員以外の

みなさんが、強力なサポーター、

時には応援部隊として、一緒に

やっていくという姿勢が強く求

められます。協定のみなさんが

一人ひとり役割をきちんと把握

し、実行していくことがポイン

トではないでしょうか。 
 「集落のことは集落で守る」

という共助の精神が中村集落に

十分に育っていることを実感で

きた一日でした。 
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今回は、田布施町大字大波野の小行
司集落協定にお邪魔しました。
当協定は、地理的に田布施町の飛び

地であり、岩国市及び柳井市に囲まれ
た場所に位置しています。
現協定代表の國重太郎さん（76歳）、

前協定代表の坂本廣明さん（79歳）、
他６名の方々からお話を伺いました。

《取材風景》

●協定の概要について教えて下さい。
当協定は、第１期対策の２年目から

活動を始め、今年度で 12年目です。
現在の協定参加者は、農業者４名と

１農業生産法人です。
本年度から、緩傾斜農用地でも直支

制度に取り組めることになり、協定農
用地は、10ha 増の 25ha となります。
主な作物は、米です。今年度から取

り組む緩傾斜農用地では、地下灌漑シ
ステム（FOEAS）が整備されており、麦、
大豆、タマネギなど土地利用型作物

中山間地域等直接支払制度 集落協定情報誌

（第４０号）
（平成 24 年 10 月１日 山口県農業経営課）

〈小行司集落協定〉
●面 積 25ha
急傾斜 15ha 緩傾斜 10ha

●参加者 農業者 ４人
特定農業法人 １

●交付金 3,151 千円
共同取組活動 50％

飛び地の集落協定をご紹介します！

「山口県中山間地域等直接支払制
度検討会」（県の第三者委員会）の
委員である山口県消費者団体連絡
協議会の若崎智子さんが、田布施町
大波野の小行司集落協定を取材し
ました。

法人は、町域を越えて
直支制度に取り組む

・・・田布施町小行司
(こぎょうじ)集落協定・・・
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を栽培しています。
また主な共同作業は、草刈りです。

草刈りは重労働ですので、少しでも楽
をするため、水田畦畔に芝（カバープ
ランツ）を植えたりしています。

《協定風景》

●直支制度の取組経緯を教えて下さい。
ほ場整備をきっかけとして、「この

優良農地をどう守っていくか」という
ことを考えるようになりました。
そこで、平成 10年に法人（（農）小

行司）を設立し、地域の農地の９割以
上を法人に集めるようにしました。
そうした中、平成 12年度から直接支

払制度が始まり、知事特認地域の指定
の関係で、１年遅れの平成 13年度から
制度に取り組むことになりました。

●ほ場整備はスムーズにいきましたか。
田布施町にある農地だけでは、事業

対象にならなかったので、隣接してい
る岩国市や柳井市の農地を取り込んで
ほ場整備を行うことになりました。

都市部にいる農地所有者に対しては、
「必ず農地を守る」という約束をして
ほ場整備への理解を得ました。
２市１町での事業でしたので、換地

処分後の対応に苦慮した思い出があり
ます。今となっては良い思い出です。

●隣接市との繋がりが強いようですね。
地理的に飛び地で、ほ場整備も同じ

換地区で実施したこともあり、（農）
小行司は、町域を越えて農地を集積し
ています。

そのため、岩国市や柳井市の集落協
定にも協定メンバーとして参加してい
ます。

《中山間直支に係る簿冊》

●交付金の使途について教えて下さい。
この小行司で農業を行うにあたり、

水の確保は、避けて通ることのできな
い問題です。

水問題解消のため、直支交付金を活
用し、ボーリングを行いました。その
結果、地下水を確保することができ、
安心して計画的に農業に取り組むこと
ができるようになりました。

また、近年、鳥獣被害が目立つよう
になりましたので、その対策にも交付
金を活用しています。具体的には、鳥
獣防護フェンスの設置です。浴（谷間）
ごとに上手く囲うよう、被害が拡大し
ないような工夫もしています。
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●後継者対策も今後の課題だと思いま
すが、どのような状況ですか。

跡取りが見つからない状態で、正直
困っています。

待っていても仕方がないので、草刈
り作業に参加してもらったり、イベン
トを開催したりして、若者が、農業に
接する機会を増やすような取組を行っ
ています。

また、他地区から小行司に来たいと
思ってもらえるよう、地区景観の形成
についてもアイディアを出し合ってい
ます。

●イベントはどのようなものですか。
毎年４月29日に開催するイチゴ祭り

です。このイベントには、500 人くらい
の参加があり、毎年、大盛況です。

小行司のイチゴは、糖度が高く、大
変美味しいと評判です。

《イチゴ育苗ハウス》

●にこにこパーク小行司との関係を教
えて下さい。

一言で言えば、良きライバルです。
にこにこパークは、小行司の女性が

運営しているお店で、味噌やイチゴジ
ャムなどの加工品を販売しています。

お互いで張り合いながら、利益を上

げるため、一生懸命取り組んでいます。
小行司には、それぞれの立場を活か

した就労の場が確保されており、いつ
までも現役でいられます。

それが、小行司集落の元気の源なの
かもしれません。

●今後の協定活動の方向性を聞かせて
下さい。

生産から加工まで行うという考え方
もありますが、まずは、現在のほ場の
確実な維持（耕作放棄地ゼロ）を行い、
単位面積当たりの収益の増加を目指し
ていきたいと考えています。

水稲、麦、大豆等を作付けしていま
すが、各作物ごとに収益を上げる余地
はまだまだあります。

●集落にとって、直接支払制度とは。
集落の農地を守っていく上で、必要

不可欠な制度です。この制度がないと
農業をやっていけないと言っても過言
ではありません。

第４期対策があれば、当然、取り組
みます。我々だけでなく、直支制度の
継続を希望している農業者は沢山いる
と思います。

《若崎委員(一番右)と協定の皆さん》
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 編集後記 

小行司の農地を守りたいという
強い気持ちを持ち続けていること
に感動しました。
これからも、３市１町での取組を

継続され、元気な小行司集落が更に
活性化していくことを期待してい
ます。
取材では大変お世話になり、どう

もありがとうございました。

お知らせ 

集落協定かわら版バックナンバー
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp
/cms/a17200/chiikiagri/otasukes
iryoushu.html

山口県農業経営課 中野・石川
電話：083-933-3350



～取材を終えて～

山口県消費者団体連絡協議会
若 崎 智 子

残暑が厳しい９月、田布施町に
ある小行司集落を訪問させていた
だきました。
光市・岩国市・柳井市に隣接し

山に囲まれた場所にあります。知
事特認地域の指定等、立ち上げに
は大変な苦労があったようです。

交付金の一番の使い方はボーリ
ングを２箇所し、100 メートル以上
堀り地下水を確保していることで
す。この地域は水不足に悩むこと
も多かったそうですが、この水が
あることで安定した作業計画をた
てられるとの事、本当に役に立っ
ていることを実感しました。イノ
シシよけの柵も初年度２キロメー
トルつくり作物を守っています。
米は 10月いっぱい収穫し、その

後に麦を植えます。草刈りも大変
きつい作業です。
作業場の近くの育苗ハウスには

イチゴの苗がありました。イチゴ
苗の生産は９月までで、その後は
ビオラやパンジーなどの花の苗も
育てます。１年中何らかの仕事が
あるのもこの法人の特徴です。糖
度が高くて美味しいイチゴが目当
てで４月のイチゴ祭りには 500 人
もの人が集まるそうです。

また、女性の方は近くの“にこ
にこパーク”で、小行司でできた

大豆で味噌を作ったり、イチゴジ
ャムの販売などもしています。男
性は生産、女性は加工とそれぞれ
の立場で働ける場があります。
今回お話を聞かせていただき

皆さんが「協力してこの土地を守
っていこう」という気持ちがとて
もよく伝わりました。後継者の問
題など考えていかなくてはいけ
ないことも多くありますが、皆さ
んのステキな笑顔を見ていると
私も元気になりました。
これからの活躍もおおいに期

待しています。
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今回は、光市大字塩田の入野集落協定

にお邪魔しました。 

 入野集落協定は、平成24 年度に新規

に設立された出来たてホヤホヤの集落

協定です。 

協定代表の重近さん（69 歳）、担い

手リーダー清水さん（68 歳）、書記高

橋さん（69 歳(農)石城の里代表）、小

山さん（70 歳）からお話を伺いました。 

 

 

≪取材風景≫ 

●皆さんの営農状況は？ 

 ここにいる協定役員の多くが、以前

は会社勤めで、農業は土日に手伝う程

度でしたが、定年を機に専業で農業を

しています。 

 

●協定は今年度からですよね？ 

 当協定は、平成 24 年度に新たに設立

しました。県周南農林事務所の研修会

で知事特認の要件緩和があることがわ

かり、市役所からの投げかけもあり、

取り組むことになりました。 

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４１号） 

（平成 25 年 1 月 16 日 山口県農業経営課） 

〈入野集落協定〉 

●面 積 6.5ha 

急傾斜 5ha 緩傾斜 1.5ha 

●参加者  農業者７人、非農業者

2 人、特定農業法人１ 

●交付金  1,169 千円 

共同取組活動 50.1％ 

平成 24年度新規締結協定をご紹介します！ 

「山口県中山間地域等直接支払制

度検討会」（県の第三者委員会）の

委員である山口県連合青年団の金

子嵩史さんが、光市塩田の入野集落

協定を取材しました。 

自治会＋新規協定で 

集落環境の美化促進！ 

・・・光市入野(いりの) 

集落協定・・・ 
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入野集落は田を荒らさないでこれま

でやってきていたので、中山間直支制

度に取組んでいくことは難しくないと

思って、やり始めています。 

 

≪協定全景を示す重近代表≫ 

 

●取組を始めてどうですか？ 

隣の集落からは、「最近（この集落

は）きれいになったね」と言われます。 

これは、自治会で行う清掃等の取組

範囲外の場所について、新たに直支協

定が共同取組活動として、管理し始め

たためだと思います。自治会長も非農

家として、協定に参加しています（笑）。

自治会＋直支集落協定で集落環境がよ

り良くなってきています。 

 

●活動の特色は？ 

共同取組活動で「行者社（ぎょうじ

ゃしゃ）」周辺の整備をしました。行

者社は、昔、集落に火災が多発してい

たのを鎮めるために山の上に設けられ

たものだそうです。近年お参りしやす

いように集落内に移設しています。 

また、体制整備単価(10 割単価)をＣ

要件で取り組んでいます。サポート者

として、法人の(農)石城の里が入って

いるのが強みです。 

 

≪移設した行者社周辺を整備≫ 

 

●法人の活動を教えてください。 

 組合員は 110 人です。県周南農林事

務所の指導で、平成 23年 2 月に法人を

立ち上げました。地区全体の農地 77ha

の内、今は約 25ha を経営していますが、

今後はまだまだ増える予定です。 

 

●鳥獣被害はありますか？ 

 イノシシとサルがいます。近年被害

が拡大してきています。 

集落内の道路は、夜、イノシシ銀座

通りと化し、その辺を散歩しています

（笑）。集落全体を囲うのは、道があ

って難しいので、個々の農地を柵で囲

って防いでいます。箱ワナもあります

が、農地内の設置ではうまく入らない

ので、少し山の中に入ったイノシシの

通り道に設置するようにしています。 

 サルは 3 群程度で合計 90 頭近くいる

かと思います。猟銃装備の駆除隊がい

るのですが、あのオレンジ色の服（狩

猟用ベスト）を着ていくとサルはすぐ

に逃げて山の中でじっとしてしまいま

す。反対に普段着の人だと、サルは安

心して良く出てきます(笑)。我々は、

ロケット花火を打ち込んで追っ払うの
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ですが、すぐまた出てくるので、こち

らも負けずにまたロケット花火を打ち

込みます。人とサルの根比べです（笑）。 

 

≪協定風景≫ 

 

●集落や協定の後継者は？ 

 息子が帰ってきて、農作業を手伝う

ことはありますが、自分がリタイアし

た後は、息子達は農業をしないだろう

と思います。集落の後継者対策は、法

人に若い人を入れることだと思います。

60 歳でも十分に若い方ですよ(笑)。 

 

●法人としての後継者対策は？ 

法人に定年後の人を誘って、仲間に

なってもられればいいと思います。本

音では農業の経験者が欲しいですけど、

贅沢は言えません。農業機械の扱い方

などを教えて、オペレーターを育てて

いきたいと思います。法人はボランテ

ィア精神がないとやっていけないので

すが、地域の荒廃を防ぐ砦となりがん

ばりたいと思います！ 

 

●ところで、集落協定の代表はどうや

って決めたのですか？ 

 私（重近代表）が、集落で唯一の認

定農業者だから、みんながやれという

ので・・・（笑）。皆がよく協力して

くれるので、安心しています。私がや

るのは、毎月会合日を決めて、それを

開いて皆で意思疎通することです。大

体が、すんなりと決まります（笑）。 

 

●今後の抱負を聞かせてください。 

 これからも入野集落の農地が荒れな

いように、秋には黄金の絨毯を作って

いきたいです。限界集落になっていか

ないよう、集落を活性化させたいです。

将来は、共同取組の活動範囲を広げた

いです。 

 

●中山間直支制度への要望は？ 

立ち上げには苦労しているので、制

度の第４期対策も続けて欲しいです。

制度がなくならんようにお願いします。 

 

≪金子委員(一番右)と協定の皆さん≫ 
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～取材を終えて～  

 

山口県連合青年団 金子嵩史 

 

今回は、光市の入野集落協定

にお伺いし、いろいろなお話を

聞かせていただき、大変勉強に

なりました。 

入野集落協定は、自治会の総

会で直支制度に取り組むことが

決まり誕生しました。協定の共

同取組活動範囲は、自治会で手

の届かないところを担当してい

ます。 

協定の共同取組活動をしてい

くと、最近、前よりはきれいに

なったなど、集落外の人から言

われるようになり、草刈りの回

数が増えたり、また隣がやっと

るから我が家でもということが

あったりして、集落環境がどん

どん良くなる相乗効果もあるそ

うです。協定では、共同取組活

動で他にもっと何かできないか

と、動き出しているようです。 

 その一方で、都市に近くパー

トなどの仕事先が多くあるた

め、地元の女性に農作業の協力

をお願いしにくかったり、30～

40 代の息子さんなどとの同居例

が少ないため、若い担い手がい

なかったりと課題もあるようで

す。集落では、定年された方々

を仲間に引き入れたり、息子さ

ん世代の人たちにも田植えや稲

刈りの時期には帰郷し、手伝っ 

てもらうなどの働きかけもして

います。 

 私は萩市の田舎の方に住んで

いますが、職場は山口市です。

実家は農家ですが、田植えや稲

刈りなどの時期しか手伝うこと

ができません。みんなが集まれ

る時期を使って２世代もしくは

３世代で何かできれば、地域が

活性化し、より住みよい地域づ

くりへと発展し、農業などとも

連携をはかりながら取り組める

ようになるではないかな、と思

いました。 

 

 

 編集後記  

 これからも、自治会との連携活動

を継続され、入野集落が更に活性化

していくことを期待しています。 

取材では大変お世話になり、どう 

もありがとうございました。

お知らせ  

集落協定かわら版バックナンバー 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp

/cms/a17200/chiikiagri/otasukes

iryoushu.html 

山口県農業経営課 中野・石川 

電話：083-933-3350 
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東中原集落協定は、第三期対策の２

年目（平成 23年度）から中山間地域等

直接支払制度に取り組み始めた新規協

定です。 

 本日は、集落協定代表の藤井さん（71

歳）ご夫妻からお話を伺いました。 

 

●集落協定参加者の状況は？ 

 農業者３名、非農業者３名の計６名

で協定を結んでいます。 

 平均年齢は、70 歳代後半になると思

います。 

 

≪協定風景１≫ 

●皆さん、地元の方ですか？ 

 徳山市街から参加されている方が１

名います。 

 ちなみに、私達も定年までは徳山市

街に住んでおり、休日に農業を手伝う

程度でした。本格的に農業を始めたの

はここ数年です。 

 農業を始めて、私は農業向きの人間

なんだと気づきました（笑）。毎日が

すごく楽しいです！ 

 

●第三期対策の途中から取り組むこと

になったきっかけは？ 

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 42 号） 

（平成 25 年 12 月 24 日 山口県農業振興課） 

〈東中原集落協定〉 

●面 積 1.6ha 

急傾斜 1.6ha 

●参加者 農業者３人 

●参加者 非農業者３人 

●交付金 279 千円 

共同取組活動 100％ 

山口型放牧を実践している協定をご紹介します！ 

今回は、周南市金峰地区にある東

中原集落協定にお邪魔しました。 

もーちゃんと二人三脚 

で制度に取り組む！ 

・・周南市東中原（ひがし 

なかはら）集落協定・・ 
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 直接のきっかけは、市役所からの投

げかけです。 

 現在協定農用地である場所は、中山 

間地域等直接支払制度に取り組むまで

は、竹が生い茂った耕作放棄地で、イ

ノシシの絶好の住み処となっていまし

た。 

 そこへ「牛を放してはどうか。」と

市役所の方から提案があり、山口型放

牧と中山間地域等直接支払制度の両方

に取り組むこととなりました。 

 

≪放牧の様子１≫ 

 

●取組を始めてどうですか？ 

効果絶大！中山間地域等直接支払制

度に取り組まなければ、現在の協定農

用地は耕作放棄地のままで、イノシシ

などの被害が拡大していたと思います。 

 取り組んだことで、現地は、田とし

て復活できましたし、集落の景観も非

常に良くなりました。 

 今では、近所の方の散歩コースにな

っています。 

 

●共同取組活動の具体的な内容は？ 

 主な活動としては、周辺林地の下草

刈り、河川清掃及び鳥獣被害防止のた

めの電柵等の設置です。 

 参加者全員で、集落の農地や景観を

守っていこうという思いを共有してい

ます。 

 

≪協定風景２≫ 

 

●鳥獣被害はひどかったのですか？ 

ひどかったです。一応、電柵等はし

ていたのですが、個人個人で対応して

いましたので、被害を防止するには至 

りませんでした。 

 今では、中山間地域等直接支払制度

の交付金を活用して、協定農用地全体

を電柵などで囲っています。今年は、

被害「０」です！ 

また、牛を放牧することで、サルも

近寄らなくなり、制度に取り組み始め

てからは良いことばかりです。 

 

≪鳥獣被害防止柵設置の様子≫ 
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●放牧について聞かせてください 

 岩国市周東町にある牧場から牛を２

頭借りて山口型放牧に取り組んでいま

す。 

 牛たちが可愛くてたまりません。放

牧中は、毎日朝夕２回、必ず「もーち

ゃん」と声かけをしています。 

 もーちゃん達もなついてくれて、今

では軽トラックの音も聞き分けること 

ができるほどです。 

 家族の一員として接していますので、

もーちゃんを牧場へ返すときは、寂し

くて寂しくて・・・ 

もーちゃん達も人間と同じで好き嫌

いがあり、食べ残しの草は、私達が刈

るといった形になります。もーちゃん

と私達の二人三脚で農地を管理してい

ます。 

 来年度からは、もう１頭増やし、３

頭体制で事業に取り組んでいこうと考

えています。 

 

≪放牧の様子２≫ 

 

●集落や協定の後継者は？ 

 いません。参加者の子供達は、地元

を離れ都会で働いています。休日の手

伝いも期待できない状態です。 

●対策はありますか？ 

私達の子供に、空気のきれいな地元

に戻っておいでと伝えています。 

 休日には、孫にも農業を手伝っても

らっています。小さい頃から農業に接

することが、地元や農業への愛着を持

つことに繋がるとの考えからです。 

 

●今後の抱負を聞かせてください。 

 遠くにいる方々に、ふるさとに帰り

たいと思っていただけるように、集落

の景観整備をどんどんやっていきたい

です。 

 また、先祖代々受け継がれてきた農

地ですから、その農地を誰かが継いで

くれると信じて、いつまでもキレイに

守っていきます。 

 

●中山間直支制度への要望は？ 

今後、制度が大きく変わると聞いて

います。 

中山間地域等直接支払制度が無くな

ると、集落自体も無くなってしまうの

ではないかという不安があります。 

できれば、今のままの形で制度が存

続していくことを望みます。 

 

≪集落協定代表の藤井さん≫ 
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～周南市担当者の声～  

 

東中原地区は、市が山口型放牧を

活用した耕作放棄地の解消に取り

組んでいた際に候補地としていた

地区でした。そこで、中山間地域等

直接支払制度の対象地域だったこ

ともあり、制度への取り組みを提案

した結果、猿やイノシシによる被害

のこともあり、耕作放棄地の復旧と

鳥獣被害防止のために平成２３年

度より東中原集落協定として協定

を締結されました。 
自分が農林課に配属されたのは

平成２４年度からでしたので、取組

当初のことについては伝聞となり

ますが、耕作放棄地の草刈等に相当

の労力を必要とされたと伺ってい

ます。初めて現地を確認した時は、

それまで農政に関わった経験が無

かったこともあり、綺麗に管理され

た農地が防護柵で囲まれているの

を見て、ある種のテーマパークを想

像させられ感動しました。 

 そして、耕作放棄地の復旧の手段

として導入した山口型放牧ですが、

代表者の奥さんが牛に大変愛情を

持って接しておられて、呼びかける

と、「モー」の鳴き声とともに寄っ

てくるのに驚かされました。牛を放

牧している間は、猿による被害が無

くなり、一石二鳥の効果もありまし

た。 

 鳥獣被害防止としては、交付金を

活用した防護柵の設置や、県の竹繁

茂防止緊急対策事業を活用し、猿や 

イノシシの住処となっていた法

面や周辺林地の竹を伐採していま

す。 
また、農地を管理することによ

って景観が良くなったため、地域

の方の憩いの場となっており、多

面的機能の増進における中山間地

域等直接支払制度の役割を改めて

実感しています。 
このように、本協定は中山間地

域等直接支払制度を上手く活用さ

れた、農地の管理だけでなく、地

域の活性化にも繋がる優良事例と

なっています。代表者の方からも

是非活動を継続したいと伺ってお

りますので、より効果的な活動を

していただけるよう支援していき

たいと考えています。 

 編集後記  
 集落協定代表の藤井さんご夫妻

が、生き生きした表情で「農業はす

ごく楽しい！」と話されたことが印

象に残っています。 

これからも、もーちゃんと二人三

脚で農地を守り、集落の景観が更に

よくなることを期待しています。 

取材では大変お世話になり、どう 

もありがとうございました。 

お知らせ  

集落協定かわら版バックナンバー 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/

cms/a17300/chokushi/otasuke.html 

山口県農業振興課：石川 

電話：083-933-3375 
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今回は、岩国市本郷町にある波野集落

協定にお邪魔しました。当協定は、本

郷町の波野地区に位置しています。 

本日は、協定代表の中本さん（68歳）、

会計担当の竹中さん（71 歳）、書記担

当の隅さん（35 歳）の３名の方にお話

を聞きました。 

 

●協定の概要について教えてください 

当協定は、参加者が農業者14名です。

急傾斜地で主な作物は米で、その他、

施設野菜などです。 

≪取材風景≫ 

 

平成 25年から新たに設立して制度に

取り組むこととなりました。設立して

まだ１年ぐらいですよ。 

 

●第 3 期の途中から取り組もうとした

きっかけは？ 

 イノシシの防護柵の設置に関する取

り組みを国の事業を活用する際に、地

元でまとまったのがきっかけです。 

それまで制度があることは知ってい

たのですが、やりきることができるか

心配で取り組んできませんでした。 

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 43 号） 

（平成 26 年８月 21 日 山口県農業振興課） 

〈波野集落協定〉 

●面 積 4.2ha 

急傾斜 4.2ha 

●参加者 農業者 14 人 

●交付金 874 千円 

共同取組活動 40％ 

平成 25年度の新規締結協定をご紹介します！ 

今回は、岩国市本郷町波野にある

波野集落協定にお邪魔しました。 

アイガモたちが大活躍！ 

・・岩国市波野（はの） 

集落協定・・ 
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こうした集まりをきっかけにして、

市役所の担当の方の後押しもあって、

制度に取り組むこととしました。 

≪協定風景≫ 

 

●イノシシ被害はひどかったのですか。 

 それまでは個人で対応していたので、

どうしても防ぐことができませんでし

た。 

しかし、協定農用地をぐるりと一面

を防護柵で囲んだおかげで、被害はな

くなりました。 

今は、この設置した防護柵の維持管

理に当制度を利用していますよ。 

≪設置された防護柵≫ 

 

●共同取組活動の内容は？ 

 防護柵の管理の他、草刈りや農道の

舗装にも取り組んでいます。また、景

観作物でレンゲを植えています。でも、

やっぱり特徴的なのは、アイガモ農法

ですかね・・・。 

 

●アイガモ農法ですか？ 

 隅さんのところの田んぼですけれど

も、40匹ぐらいのアイガモを田んぼに

放して害虫駆除をしています。草取り

不要で、肥料不要です。 

≪お仕事中のアイガモたち≫ 

 

●苦労はありましたか？ 

アイガモたちが襲われました。“カ

ラス”に狙われないよう田に糸を張り

巡らせ、また、“イタチ”や“テン”

などの小動物が田に入ってこないよう

にトタンを設置したりと大変でした。 

≪田に張り巡らされた糸≫ 
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●なぜ、アイガモ農法を始めたのです

か？ 

アイガモ農法は僕（隅さん）の父親

が始めました。僕の計画の中には入っ

ていなくて・・・。 

アイガモの後処理も大変で、また、

意外とエサ代もかかりますし、採算

が・・・(笑)。 

でも、完全無農薬のおいしいお米を

頑張って作っていますよ！ 

≪人が近付くと寄ってくる≫ 

 

●集落や協定の後継者は？ 

 当協定は、本郷地区では担い手がい

る方ではないかと思います。隅さんが、

この集落へ来てくれて本当に助かって

います。 

隅さんは認定農業者で、本郷の中で

1.5ha ぐらいを耕作しています。貢献は

大きいですよ！ 

 

●なぜ、波野へ来たのですか？ 

僕（隅さん）は美川町出身なのです

が、地元に希望している農地が無かっ

たので、市を通じて農地を探してもら

いました。 

今は本郷に住んでますが、当時は実

家から通勤ができる範囲で探していま

した。 

 

●他の地域の人が集落へやってくるこ

とへの抵抗感は？ 

抵抗感はありませんでした。「隅さ

んが田んぼ貸してくれんか」と話があ

ったとき、一つ返事で「ええよ」と。 

 

●ところで、集落協定の代表者はどう

やって決まったのですか？ 

 自分（中本さん）が最初に皆に声を

かけたので・・・（笑）。でも、集落

のまとまりは良いですよ。皆、忙しい

中、よく協力してくれます。 

≪集落協定の中本代表≫ 

 

●今後の抱負を聞かせてください 

スタートしたばかりの協定です。こ

れからの集落の話し合いの中でしっか

りと今後を考えていきたいですね。 

また、農地がこれからもずっと守ら

れるよう、制度を利用してしっかり取

り組んでいきます。 
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～岩国市担当者の声～  

 

波野地区は、毎年イノシシによる

被害で悩まされていた地区でした。 

そこで、平成 24 年度に鳥獣被害

防止総合対策事業交付金（国庫事

業）を活用した 1,559ｍの防護柵の

設置に取り組んだことをきっかけ

に、現代表者の中本氏が代表者とな

り、平成 25 年度より「波野集落協

定」として協定を締結されました。 

 協定農用地をくるりと防護柵で

囲まれ草刈等の農地管理が行き届

いた当地区は他の集落協定の模範

となるのは間違いないと考えてい

ます。 

 協定参加者の中には、人・農地プ

ランの中心経営体に位置づけられ

ている認定農業者が妻と家族協定

の締結をして、施設野菜を主体に、

夏秋野菜と地域の特産であるワサ

ビを組み合わせた複合経営を行う

ことで、周年栽培を行い安定した所

得確保を図っている方もいらっし

ゃいます。 

 また、その方のお父様が「アイガ

モ農法」を取り入れ、農薬の代わり

に、水田にアイガモを放して雑草取

りや害虫退治をさせる、人と自然に

やさしい農法にも取り組んでいま

す。アイガモを放す前には田んぼの

周りに小動物の侵入を防ぐネット

やトタンの設置など一苦労も二苦

労もありますが、安全でクリーンな

お米が収穫できることが、楽しく生

きがいみたいです（笑）。 

この他にも、日本でもめずらし

い楮
こうぞ

（和紙の原料）の神様を祭っ

た楮
ちょ

祖
そ

神社に向かう参道を兼ねた

農道を氏子と共に管理するなど、

中山間地域等直接支払い制度を上

手く活用し、農地の管理だけでな

く地域住民と積極的に交流する協

定となっています。 
今年度は、新たに協定に１名の

仲間も増え、多面的機能支払にも

取り組む予定にしているなど、

益々発展的な活動を継続したい意

向もありますので、我々行政とし

ても、より一層、積極的に支援し

ていきたいと考えています。 
 



 編集後記  
 アイガモ農法で、完全無農薬の安

心・安全なお米を作っている姿に感

動しました。アイガモたちも一生懸

命仕事をしていましたよ。 

こうした取り組みがもっと広が

って、波野集落がさらに活性化して

いくことを期待しています。 

取材では大変お世話になり、どう

もありがとうございました。 

 

お知らせ  

集落協定かわら版バックナンバー 
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
cms/a17300/chokushi/otasuke.html 
 
山口県農業振興課：政岡 

電話：083-933-3375 

 




