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今回は、美祢市美東町綾木の大石集

落協定を訪ねました。協定代表の藤井

明男さん（70 歳）、宮崎昭治さん（82

歳）、井上正巳さん（64 歳）、藤井

春正さん（66 歳）、楠成雄さん（64

歳）の 5 名からお話を聞きました。 

 

 

●協定の概要について教えて下さい。 

大石集落協定は、大石地区のほ場整

備を契機に、第 1 期の平成 12 年から10

年間、協定活動を続けてきています。 

協定参加者は全戸の 34 人（うち農業

者 30 人）と１営農組合となっています。

協定参加者の平均年齢は 68 歳くらいで

す。女性の参画もあり、集落環境整備

を中心に行っています。 

平成 22 年度の協定面積はすべて田で

19.5ha、うち急傾斜16.1ha、緩傾斜3.4ha

となっています。 

 

●急傾斜農用地は、「やまぐちの棚田

20 選」にも選定され、美しいですね。

維持が大変ではありませんか？ 

棚田守りは大変です。昔は石垣造り

の棚田でした。よく崩れたものですが、

その度に人力で修復してきました。今

はほ場整備したので石垣はなくなり大

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３０号） 

（平成２２年１１月８日 山口県農業経営課） 

「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

と山口県連合青年団の川田真子さん

が、美祢市美東町の大石集落協定を取

材しました。 

 
・・・美祢市美東町大石(おおいし) 

協定集落・・・ 

〈美祢市美東町大石集落協定〉 

●面積／田  急傾斜   １６．１ｈａ 

         緩傾斜    ３．４ｈａ 

●参加者  ３４人、1 営農組合 

●交付金  ３，６４８千円 

★ 

第 3期対策が始まりました！ 
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きな法面となっています。法面には雑

草が生えますが、それを人が定期的に

刈ることで、法面の崩壊を未然に防い

でいます。昔も今も人手がかかること

に、変わりはありません。 

 
（美しい棚田、やまぐち棚田 20 選） 

 

●立派な倉庫に、大きな農業用作業機

械が整然と並んでいますが、これらは

中山間地域等直接支払制度の交付金

で整備したのですか？ 

その通りです！行政の指導通りに

お金を使ってきた結果です（笑）。 

当集落協定では、交付金のうち共同

取組活動分を 60%としていて、これま

での 10 年間で、共同利用機械（トラ

クター、田植機、コンバイン他）や農

業用倉庫を計画的に整備してきまし

た。平成 23 年度には、トラクターの

更新を予定しています。 

この制度があるので機械も整備出

来ましたし、集落は大変助かっていま

す。この制度がなくなれば、集落は終

わると思います（一同納得）。 

 

 

（田植機とトラクター、他） 

 

●集落協定の活動内容について教えて

下さい。 

基礎活動としては、道路・水路の整

備、周辺林地の下草刈り、鳥獣被害防

止対策等を行っています。鳥獣被害対

策は、他の協定がしているお金をかけ

た防護柵の設置も検討しましたが、数

年たつと被害が復活すると聞きました

ので、従来通り個人で設置した防護柵

等に対して協定が経費を補助する方法

を取っています。営農活動については、

大石営農組合による受託作業が主力と

なっています。 

 

●大石営農組合の活動について教えて

下さい。 

現在大石営農組合では、10ha強の面

積で、受託作業（耕起、代かき、田植

え、収穫）を行っていますが、個人所

有機械のリタイヤ等により、この面積

は年々増えてきています。受託作業費

は、市の基準の半額でやっているので、

収支はトントンで、機械の償却費もで

ません（笑）。 
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●本制度も第 3 期対策になりました

が、協定内容の変更点は？ 

第 2 期対策に比べると、協定面積は

若干減りました。農地所有者本人の意

志を尊重し、今後 5 年間確実に耕作で

きる農地を選定した結果です。 

体制整備活動（10割単価）は、Ｃ

要件（誰が協定農用地を守っていくか、

事前に取り決める）による取り組みと

なっています。当然引き受け手は大石

営農組合になっています。 

 

●協定活動の特色を教えて下さい。 

世話をする人が「えらい目をみる」

ので、代表者は固定せずに持ち回るこ

とにしていますが、代表者の年齢は関

係ありません。やる気のある人がやる

しかないです。 

行政単位としての「大石区」と、大

石集落協定・大石営農組合は、必要に

応じて上手に使い分けて活動してい

ます。各組織の役員については、不測

の事態が起こっても困らないように、

例えば大石区の区長が営農組合の副

部長を兼任する等、意識的な役員体制

を取っています。この結果、各組織の

意思疎通が十分に出来ていることが

自慢です。 

大石集落には、いざとなったときの

結束力・団結力があります！（一同大

きくうなずく） 

 

●集落や協定の懸案事項は何です

か？ 

 集落協定参加者の高齢化で、草刈り

等の共同作業が難しくなってきては

いますが、助け合い精神で、人が減っ

てきていても、今は何とか作業が出来

ています。 

 問題は、独身者が結構多くいること

と、後継者が不足していることです。 

独身者に対しては、お嫁さん探しの

婚活のお世話を行政からしてもらえれ

ば・・、彼らが世帯を持って本気にな

ったら・・と思います。これら後継者

候補の方が、集落での営農活動に入っ

てきやすいようにしてあげることも今

後考えていきたいと思います。 

 定年退職して大石集落に帰ってくる

人が、これからも続くのかどうかはわ

かりませんが、もし帰ってこられるよ

うになったら、いつでも集落・協定に

入ってこられる準備はしています。 

 

●最後に一言 

私たちに出来ることは、今を一生懸

命やるだけです！（キッパリ） 

 

 
（左から、糸原委員、井上さん、宮崎

さん、川田委員、藤井代表、藤井さん、

楠さん） 
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～～～編集後記～～～ 

企業を退職されまだ若く元気な役員が

協定を引っ張り、気持ちが一つになった大

石集落協定は、なんてうらやましい集団な

んだろうと思いました。中山間直払制度が

あるから集落が助かっている、なくなれば

集落は終わる、の発言が印象的で、本制度

を推進する立場として、後押しをもらうと

同時に、また責任の重さも感じました。 

県農業経営課 中野・縄田  

電話 083-933-3350 

  

～～取材を終えて～～ 

 

糸原義人 
稲刈りが終わり、切り株も初々しい１０

月１９日、集落協定のお話しを聞くために

美東町の大石営農組合を訪れた。大石地区

は「やまぐちの棚田２０選」対象地区に選

ばれるだけあって、美しい棚田が眼前に広

がっている。 
大石地区で集落協定が結ばれたのは平

成 12 年、“中山間直支”と共に歩んできた

その後の 10 年と言える。参加者 34 人の

意思疎通は十分で、大石営農組合の組合長

と地区の区長はいつも話し合いをせざる

を得ない状況にあり、営農組合と自治組織

は一体的な働きをするように仕組まれて

いる。“むら”に起こった様々な課題に対

して、臨機応変な対応を取ることができる

ように組織編成がされている所に大石地

区の特徴、最大の強みがあるように思われ

る。 
“中山間直支”によって整備された倉庫

には、大型コンバイン、田植機、トラクタ

ー等が鎮座し、出番を待っている。平成

23 年には、新しいトラクターが“直支”

によって購入され、“むら”を支える予定

になっている。“中山間直支”の働きは大

きい。 
大石営農組合は受託組織であり、個々の

経営からの委託作業を一般価格のほぼ半

値で請け負い、農家負担を軽減しながら、

下草刈り、道路・水路整備等を行って地域

に貢献している。また、地区の女性たちは、

コスモス等の景観作物を植えたりして、景

観保全に努めている。 
中山間地域の農業は鳥獣の害や棚田で

生産性が悪く、決して喜んで農業ができる

所ではない。しかし、景観を保全し、地域

の暮らしを支えている大石営農組合の皆

さんには、“頑張れ！！”と声を大にして

エールを送ると共に、これからも大石地区

の皆さんが、共に手を携えながら心豊かな

生活を送られるように、心から祈念してい

きたい。 
 

 

～～初取材～～ 
 
             川田真子 
10 月 19 日（火）、美祢市美東町綾木の

大石集落へ、委員になって初めての取材に

行きました。 
現地について真っ先に目に入ったのが、

倉庫の中にあった大きなコンバインでし

た。近くで見たのは初めてで、つい「これ

って、いくらぐらいするもんなんです

か？」といきなり質問をしてしまいまし

た。農機具は高い!!とは聞いていましたが

…想像以上のお値段に驚きました。 
お邪魔した大石集落の協定参加者は 34

名で、平均年齢は約 68 歳。下は 22 歳か

ら最高齢はなんと 90 歳だそうです。今回

は代表者の藤井さんをはじめ 5 名の協定

参加者の方にお話しを伺いました。 
市の担当の方から概要説明があり、質疑

応答といった形で取材が進んでいきまし

た。実家は農家ではないので農業の知識は

ほとんどありませんでしたが、話を聞けば

聞くほど、その大変さや厳しさなど農業に

対する思いがひしひしと伝わってきまし

た。「後継者問題」という悩みでは、まさ

に今、青年団も同じ悩みを抱えているので

他人事とは思えず、何かできないものかと

考えずにはいられませんでした。 
 今回、実際に現場へ行き、現状を生で見、

聞くことができ、とても貴重な時間となり

ました。この「出会い」を大切に、これか

ら委員として、そして、若者代表として何

かお手伝いが出来たらと思います。 
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「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、平生町の三反

田集落協定を取材しました。 

 

 

 

 
・・・平生町三反田(さんたんだ) 

集落協定・・・ 
 

 

今回は平生町（かわら版初登場）の

三反田集落協定にお邪魔しました。 

当協定は、農家 7人、非農家1 人、

協定面積 2.2ha のこぢんまりした、オ

ーソドックスな協定です。取材には、

協定代表の天尾（あまお）さん（61 歳）、

河内さん（88歳）、坪金さん（54 歳）、

山田さん（62歳）、稲場さん（60 歳）、

土谷さん（69歳）、佐中さん（72 歳）、

松田さん（78 歳）に集まっていただき

ました。 

 

●三反田協定は、第 1 期対策から 10年 

継続しているそうですが？ 

代表はずっと私がやっています。皆

が協力的なので、誰でもできます（笑）。

今日も、取材があると一声かけたら、

全員が集まってくれました。（天尾さ

ん） 

 

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３１号） 

（平成２３年１月１１日 山口県農業経営課） 

〈平生町三反田集落協定〉 

●面積    田  急傾斜    

２．２ｈａ  

●参加者  ８人 

（内非農家１人） 
●交付金  ３７４千円 

★ 

第 3期対策に取り組んでいます！ 
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●協定の参加者はずっと変わってい

ないのですか？ 

 途中で 1 名退会されてはいます。ま

た代替わりした家もありますが、ここ

にいる全員は 10 年ずっと一緒にやって

います。（松田さん） 

 

●皆さんお若い感じですが、もし誰か

が、営農が継続できない事態になった

らどうしますか？ 

 決して若くはありません。最高齢は、

河内さんの 88 歳です！この先どうなる

のかは、５年たってみないとわかりま

せん。でももしそんな農地が出れば、

皆が共同してカバーしていきたいと思

います。 

 

●共同取組活動はどうやっているので

すか？ 

 共同取組活動は交付金の５１％を活

用しています。農地に隣接した法面等

の草刈りは、協定参加者毎に作業担当

場所を決めて実施しています。河川の

草刈りは、自治会と一緒に年2 回やっ

ています。 

 

●自治会と一緒の活動とは？ 

 自治会は我々も含め 27 戸になります。

農地・水・環境保全向上対策の「地方

下（ぢほうしも）集落環境保全会」の

活動として位置づけ、河川の草刈りを

しています。河川の草刈りは昔から自

治会でやっていたことですが、農地・

水・環境保全向上対策のお陰で、年 1

回から年 2 回へと、より濃く活動でき

るようになっています（笑）。河川を

きれいにした方がホタルやオニヤンマ

（大型のトンボ）も多く出るようです

ね。（地方下集落環境保全会代表の佐

中さん） 

 

 

●多面的機能増進活動としてコスモス

を栽培されたそうですが・・。 

 コスモスは種を毎年播かないとダメ

なようですね。放っておくと、次第に

花が少なくなる。コスモスがきれいに

見えるように草刈りに気をつけていま

す。（稲場さん） 
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●機械の共同化の予定はありますか？ 

 考えていません。めいめい（各自）

の機械を使うのみです。機械が壊れた

ら修理して使います。もし仮に機械の

共同化をしたら、ここ（三反田集落協

定農用地）の農家は１人でよいかもし

れませんが、現在そのような担い手は

いません。 

 

●担い手がいない理由がありますか？ 

米価格が安定しないのが問題です。

儲けが良ければ、農業をする人も出て

くるだろうけど、米を作っても赤字で

す。もし仮に作ってもらえるとしたら、

無償で貸すことになります。反対に草

刈りぐらいはしてあげないといけない

か、とも思います。（ここでする）農

業は、他の仕事を持っていないといけ

ない（できない）と思います。 

 

●ここで出来るお米の評判はどうです

か？ 

 平生町の中では、ここのお米はおい

しいと言われます。皆で管理している

河川がきれいなことにも関係があると

思います。 

●中山間地域等直接支払制度は役立っ

ていますか？ 

 この制度はとても役に立っています。

この制度がないと農地は守れませんし、

農地管理はえらい（つらい）ばかりに

なってしまいます。 

 

●協定を 10 年継続する秘訣は？ 

 仲がいいことです。特別な事はして

いません。一声かけると集まる、そん

なまとまりがあることです。強いて言

えば、難しい人がいない、じらもん（文

句を言う人）がいないことでしょうか。 

 

 

●協定農用地を見させて頂きましたが、

きれいに草刈り等管理されていますね。 

協定農地が一つきれいになると、周

りの農地もどんどんきれいになってい

きます。「あそこが刈るなら私も」と

いう良い循環がこの協定内にはありま

す。皆が言います「なかなかこねえに

ゃあ、やれんよ」（なかなか、こんな

に草刈り等して農地をきれいに管理す

ることは出来ないですよ）。 

 

協定活動の内

容がぎっしり

書き込まれた

作 業 日 誌 で

す。 
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後列左から、山田さん、坪金さん、天

尾代表、前列左から、吉冨委員、松田

さん、佐中さん、河内さん、稲場さん 

 

～～～編集後記～～～ 

皆仲が良いことは、暮らしやすい

ことにつながっていました。かつて

日本の農村で普通に見られていた

であろう「集落コミュニティ」の雰

囲気が残っていたのだと思いまし

た。代表の天尾さんをはじめ、集落

協定参加者全員が、皆で気持ち良く

活動出来るようにと、いつも心がけ

ておられる様子が伝わってきて、心

が癒されました。お世話になりどう

もありがとうございました。 

県農業経営課 中野・縄田  

電話 083-933-3350 

 

～～取材を終えて～～ 

 

山口県地域消費者団体連絡協議会  

吉冨崇子 

 

周囲の山々がなだらかな陵線を描

き、北側の峰には、風力発電のプロ

ペラがゆっくりと回っていました。

きちんと手入れの行き届いた田は、

収穫を終えて一休みの状態でした。

小さな集落協定とはいえ、段差のあ

る田の管理は、体力的にも厳しいも

のがあるように思えました。 

 会場には協定に入っていらっしゃ

るみなさんがお揃いでした。お話の

中で、取りたてて特別に取り組んで

いることはないとのことでした。し

かし私が強く印象を受けたのは、率

先してやろうと仲間の人が提案した

時に、みなさんがその気持ちに添い、

協力する、助けあうということが自

然になされていることでした。また

地元の自治会との協力体制も確立さ

れていて、暮らしやすさにつながっ

ていることが伝わってきました。草

を刈ったり、水路を清掃したり、お

米を育てたりしながらの地道な営み

が、山や田、畑を守り、そして海を

守るという循環の中で、大切な部分

を占めているということを改めて感

じました。 

 農業の大切さをもっと私たちが理

解し、具体的に支援すること、そし

て農地の有る人も無い人も農業に積

極的に携わる人が増えることが望ま

れています。生業として成り立つ農

業、外国に対抗できる強い農業へと

転換できることを願って止みませ

ん。 

 今後も消費者団体として、さらに

農業の現場を知り、交流を図りなが

ら、やるべきことを明確にして活動

してまいりたいと思います。 
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「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

の山岡智恵子さんが、下関市の貞恒集

落協定を取材しました。 

 

 

 

 
・・・下関市貞恒(さだつね) 

集落協定・・・ 
 

 

今回は下関市吉田の貞恒集落協定に

お邪魔しました。 

当協定は、農家２４人、非農家２人、

協定面積は知事特認地域のため急傾斜

農用地のみの 3.9ha で、これまで中山

間直払の取組はなく、第 3 期対策にな

って初めて締結された新協定です。取

材には、協定代表の吉野さん（77 歳）、

川岡さん（64歳）、村田さん（61 歳）、

田辺さん（58 歳）に集まっていただき

ました。 

 

●貞恒集落協定は、第３期対策からの

新協定だそうですが、とても珍しい事

例だと思います。協定締結の経緯は？ 

私は昨年仕事を退職してこちらに戻

ってきました。中山間直払の制度があ

ることは以前から知っていましたが、

当地区で取り組んでいないことを知り、

農業で生活できる仕組みを作っていか

なければならないという想いから、下

関市農政課にお願いして、すぐに農地

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３２号） 

（平成２３年３月１４日 山口県農業経営課） 

〈貞恒集落協定〉 

●面積    田  急傾斜    

３．９ｈａ  

●参加者  ２６人 

（内非農家２人） 

●交付金  ９６万５千円 

今回は新規締結協定をご紹介します！ 
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の傾斜を測ってもらいました。その結

果、当地区には集落協定に取り組むの

に十分な急傾斜農用地面積があること

がわかりました。地区一番の篤農家の

吉野さんの所に行き、会計事務等面倒

なことは全部私が引き受けるので、集

落協定の代表を引き受けてくださいと

お願いに行き、貞恒協定としての活動

が始まりました。（川岡さん） 

 

 

●昨年帰ってきて、すぐに農業を始

められたのですか？ 

 こちらに帰ってきて、先輩農家に習

いながら徐々に農業を始めました。ま

ずは地区で私の顔を覚えてもらうこと

が大切で、こちらから地区の方に声を

かけるようにしましたし、今では反対

に声をかけられるようになりました。

退職してすぐに上手に農業を始めるこ

とは難しいと思いますよ。（川岡さん） 

 

●今現在在職中なのに、すでに協定に

参加されているとか。 

 私は定年退職後、農業を本格的に始

める予定です。年をとってみると、故

郷に土地があるっていいなと思います。

ホッとしますね。 

でも今までは、出来るだけ実家の農

業に近づかないようにしていました。

サラリーマンにとって土日は休養日な

ので、農業の手伝いをしたら休みにな

らないですからね(笑)。（田辺さん） 

 

●交付金の配分は、共同取組活動が  

100％だそうですが、使途の予定は？ 

 今まで自治会や水利組合でやってい

た水路や農道の補修等の維持活動につ

いて、出役費等が出せるようになった

ので、直払交付金はとてもありがたい

です。歩行型の草刈り機等の共同利用

機械を買って、少しでも農業が楽にで

きるようにしたいと思います。（川岡

さん） 

 

●体制整備単価取得要件としてＣ要件

を取得されていますね。 

 当協定の農地はほとんどがほ場整備

田となっています。下関市吉田地区に

新たにできた農事組合法人「吉田ファ

ーム」に、来年度から当協定農用地の

一部について、利用権設定をお願いす
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ることにしています。農地の管理を受

けてくれる法人があるので安心ですね。

（川岡さん） 

 

●吉田ファームについてもう少し教え

て下さい。 

 私は吉田ファームの理事もしていま

すが、平成２２年１２月に登記が完了

しました。平成２３年度からは、当集

落の農地を含めて利用権設定し、営農

を開始します。法人のオペレーターが

順次若返れば、当集落の農地は今後荒

れないと思いますよ。(川岡さん) 

 

●法人への利用権設定について、農地

を貸したがらない方が多かったのでは

ないですか。 

 当地の農地を買う人はいません。だ

から、高齢化で耕作が出来なくなった

ら農地を貸したいので、法人を早く作

れという意見も多かったんですよ。法

人による農地の利用権設定については、

「所有権はあなたやご子息が継続しま

す。法人が土地を取りあげるとか、法

人に土地を取られるとかは決してあり

ません」としっかり説明して了解を取

りました。（川岡さん） 

 

●個人農家の経営はどうですか？ 

 米は儲かりませんが、ナス（吉田な

す）は良い収入になります。ナスが沢

山できたらとてもうれしいです。ナス

にかける労力は多い時で１日１２時間

にもなりますが、労力をつぎ込むこと

は惜しみません。植物は正直です。手

をかけてやればやるだけ、答えてくれ

ます。(吉野代表) 

 

 

 

（サトイモの種イモほ場にて） 

 

●中山間地域等直接支払制度は役立っ

ていますか？ 

 この制度は自治会活動等にとても役

に立っています。また積立できること

や使途が自由なのもいいですね。当地

区の風土・環境の維持にとても貢献し

ています。（川岡さん） 

 

 
貞恒集落協定の役員の皆さん 

左から、田辺さん、川岡さん、吉野

代表、村田さん 
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●新規に集落協定が締結できた理由を

ズバリ言うと？ 

 川岡さんが良いタイミングで帰って

きてくれて、集落協定の中心になって

がんばってもらっているからだと思い

ます。（村田さん） 

 

～～～編集後記～～～ 

貞恒集落協定の役員は、フレッシュ

な顔ぶれで、活力にあふれていました。       

仕事を定年退職して集落に帰って来

られた方が熱を持った核となり、集落

が元気になる熱い篤い風を吹かせてい

ました。60代の退職帰農者は、農村部

ではバリバリの現役です！どんどん帰

ってきて欲しいです。新規締結協定大

歓迎します(途中入学可)。 

取材ではこちらも元気をもらいまし

た。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・縄田  

電話 083-933-3350 

 

～～貞恒集落協定を訪問して～～ 

 山口県消費者団体連絡協議会  
山岡智恵子 

2月22日、それまでの寒さとは打って

変わって春を思わせるような暖かい日

に下関市の吉田地区を訪問しました。 
 代表の吉野さんと川岡さん、村田さ

ん、田辺さんたちが待っておられた貞

恒町民館へお邪魔してお話をお伺いし

ました。貞恒町民館は周りをぐるりと

山に囲まれ、高速道路と県道に挟まれ

た所にあります。 
 集落協定の数が減っていく中、こち

らの貞恒集落協定は、第 3期対策から

新たに始まった協定です。協定を締結

するに当たっては、時期や条件、良い

タイミング等が重なったことと川岡さ

んのご尽力によって立ちあがったとい

うことでした。 

 地域の環境を守るということでは、

それまでも、地域の皆さんで水路や法

面の補修等しておられたのですが、協

定が始まったことで、4人を中心にもっ

と地域のまとまりが良くなったのでは

ないでしょうか。交付金は個人配分を

せずに、春夏秋冬、水路の補修や草刈

りなど全て農地の管理に活用し、いず

れは農機具を購入したいということで

した。また、吉田地区に「（農）吉田フ

ァーム」が創立され、地域全体で農地

を守り、農業に取り組んでいこうとす

る力強さを感じました。 
 「中山間では、農業・林業では生活

の基盤が持てない。基盤を持てる仕組

みを作っていかなくてはならない。地

域の環境を維持して少しでも持続でき

れば・・」と熱く語って下さいました。 
 吉田地区は、水田が中心で、その他

にもなす（大成）、里芋、ミニカボチャ

（坊っちゃんかぼちゃ）を主に栽培し

ており、特になすは「吉田のなす」と

して有名で、北九州や地元の下関へ出

荷しているということでした。 
 町民館を出てみると、あたりは協定

の対象地域で傾斜のある土手はきれい

に草が刈られていました。畑は収穫後

の里芋の親がごろごろと、また違う畝

にはこれから植えるための準備がなさ

れていました。傾斜のある土手は見た

目は歩きやすいように見えたのです

が、実際歩いてみると歩きにくく、草

刈りも大変だろうと思いました。また

イノシシやシカによる被害もあるとい

うことで、電柵は管理が大変なので箱

ワナをかけているということでした。 
 これからも吉田地区の皆さんが元気

でイキイキと農業に携わり、お米やな

す作り等に頑張っていただきたいと思

います。 
 私たち消費者も農業生産の現場を知

ること、関心を持つことが大切だと思

います。そしてもっと「ご飯を食べる

こと！！」ですね。 
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「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事務局長の

川田真子さんが、阿武町の福田下集落

協定を取材しました。 

 

 

 

 
・・・阿武町福田下(ふくだしも) 

集落協定・・・ 
 

 

今回は、阿武町の福田下集落協定を

訪ねました。協定代表の水津満夫さん

（72 歳、写真右）、協定に参加してい

る特定農業法人（農）あぶの郷の副組

合長の長嶺吉家さん（56 歳、写真左）

からお話を聞きました。 

 

●協定の概要について教えてください。 

福田下集落協定は、中山間直支第１

期対策では４つの集落協定でしたが、

平成 15 年の（農）あぶの郷の設立を契

機に、第２期対策（平成 17 年度～）以

降、これら４集落で１つの集落協定を

締結して活動してきています。第３期

対策初年度である平成 22 年度の協定面

積は、50ha を越えています。 

 

●協定の共同取組活動の特徴は？ 

協定農用地の地目は全て田で、主に、

水稲（コシヒカリ）、飼料稲、ソルゴ

ーを栽培しています。飼料稲は収穫が

最後となるため、特にイノシシの被害

が集中しやすくなります。協定の共同

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３３号） 

（平成２３年７月２５日 山口県農業経営課） 

〈福田下集落協定〉 

●面積    田 51.2ha 

●参加者  19 人、 

１特定農業法人 

●交付金  7,015 千円 

(体制整備単価、小規模・高齢 

化集落支援加算取得) 

今回は 50ha の大規模協定をご紹介します！ 
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取組活動では、ほ場を電気牧柵やトタ

ン板で囲み、ほ場周辺にワナを設置す

るイノシシの被害防止対策や道・水路

や畦畔の管理を主に行っています。阿

武町農業公社が斡旋するヘリ防除(集

落単位、年２回程度)も、協定共同取組

活動として位置づけ、協定として補助

することにしています。 

 

●小規模・高齢化集落支援加算にも取

り組んでいますね。 

当協定を構成する４つの集落のうち、

３集落が小規模・高齢化集落に該当し

ます。協定では、小規模・高齢化集落

支援加算 4,500 円/10a のうち、3,000

円は共同取組活動分とし、残りの 1,500

円は、個人に分配しています。 

 

●協定の会計事務は法人が行っている

のですか？ 

 当協定では交付金を配分する会計事

務を法人に依頼していません。当協定

は４つの集落で構成する協定であり、

対策初年度に各集落への配分方針を決

定する協議を行いました。共同取組活

動分の一部を含めて各集落の責任者へ

一次配分し、その後各集落内で２次配

分する仕組みを取っているので、協定

の会計担当者への過度の負担はありま

せん。 

  

●共同取組活動への参加状況は？ 

道・水路や畦畔の管理、周辺林地の

下草刈り等については、各戸２人役（面

積に関係なし）出してもらっています。

これらは、元々からある集落活動の延

長でもあるので、各戸の参加意欲も高

く、出席率はとても高くなっています。 

 

 

 

●法人(農)あぶの郷の活動・経営につ

いて教えてください。 

法人の設立は平成15 年です。現在の

全経営耕地面積は40.8ha（うち福田下

集落協定分 37.0ha）で、主にエコ 50米

（コシヒカリ）を作っています。また、

転作作物として、飼料稲とソルゴーを

作っています。飼料稲は、わらを刈り

取って、ホールクロップサイレージ（Ｗ

ＣＳ）とし、阿武町の無角和種振興公

社等に出荷し、牛の飼料となっており、

品質は高く評価されています。 

 

●法人への参加条件は？ 

法人に参加する組合員要件としては、

法人設立時、法人が行う農作業に実際

に出られる者がいること、地区内に農

地を有する者であること、出資金が出

せること、等でした。 

 

●法人組合員でなくても、法人に農作

業委託することはできますか？ 
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出来ますが、法人に主な農作業を委

託して米を作ってもらうとなると、現

在は米価が安いので、委託者の懐から

お金が出ていくことになります。現在

の情勢では、主な農作業を委託に出し

ていては、農業はやれない（営利目的

での農業はできない）と思います。 

 

●法人の経営はどうですか？ 

 過去、水稲作部門の経営内容を試算

した結果、1俵作るのに 7,000 円の赤字

でした。法人経営は、収入の内の約３

割を占める補助金・助成金で成り立っ

ているのが現状です。 

 

●法人の作業員確保の状況は？ 

 （農）あぶの郷の組合員の年齢は、

40～80 代で構成されています。専従の

農作業員はいません。当法人は兼業農

業者を組合員とする「兼業の法人」で

す。作業員の実働は 12～13 人位でしょ

うか。法人の作業は、水稲作はほぼコ

シヒカリ単作で、作業が短期間に集中

します。作業に出られる組合員が限ら

れていますので、あらかじめシフト表

を組んでいって、確実に作業をこなす

ようにしています。今年は、トラクタ

ーの故障もあり、作業員のシフトのや

り繰りが本当に大変でした。皆さん兼

業ですから・・、毎回拝み倒して必ず

出て貰うようにしています (笑)。 

 

●作業員確保での課題は？ 

技術を持たない 40～50代の兼業農業

者が増えていることが課題です。年配

の方はそれぞれ技術を持っていますが、

皆我流で様々で、どの方のやり方も正

しいのです。40～50 代の兼業農業者が

複数の年配の方から技術を習うと混乱

します(笑)。○○の事なら□□さんに

聞くとか、分野別に先生を一人に決め、

その方が元気なうちに、習っておかな

ければいけないと思っています。 

 一方で、体系的な学習も必要と感じ

ているので、法人の中で自主的に、機

械使用等の講習会を持つことも今後は

考えたいと思います。 

 

●将来法人に専従者を置くことは検討

されていますか？ 

(農)あぶの郷では、年間を通じて仕

事があるわけではないので、専従者を

置く検討はしていません。もし専従者

を置くとすれば、法人作業が少ない時

には、他の法人へ手伝いに行くなどの

「法人同士の人材のやりとりの体制」

ができれば検討しやすくなると思いま

す。 

 

(飼料稲栽培状況) 

 

●最後に一言 

 中山間直支の共同取組活動（従来か

らあった「集落作業」の位置づけ)があ

るので、集落協定参加者と集落内の法
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人参加組合員とが一緒に作業でき、交

流できています。当集落では、助け合

いの精神がまだかろうじて残っていて、

中山間直支の共同活動は、地域コミュ

ニティの形成・維持に役立っています。 

 

 

（写真左から、川田委員、矢次阿武町

中山間直支担当、長嶺(農)あぶの郷副

組合長、前列、水津協定代表） 

 

～～～編集後記～～～ 
福田下集落協定は、(農)あぶの郷と二

人三脚で活動していました。今、その活

動体制は、近隣集落からうらやましがら

れる状況となっていました。協定活動の

核となる法人の活動は、集落の将来を想

う参加組合員個々人や法人役員の献身的

な活動によって支えられていました。よ

く手入れされた美しい農地を見ると、８

年前の法人設立時の地域を想う純粋な気

持ちが今も生き続けていると感じられ、

心が癒されました。 

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 

～～取材を終えて～～ 

 山口県連合青年団    
川田真子 

平成 23 年７月８日（金）、山口市から

車に乗ること１時間弱。今回、取材でお

邪魔した阿武町の福田下集落協定は４つ

の集落（宇田地集落、金社集落、開作集

落、栃原集落）からなる、県内でも比較

的大きな集落協定です。 
特定農業法人あぶの郷事務所で、協定

代表者の水津さんをはじめ関係者のみな

さんからお話を伺いました。活動の内容

や農業への熱い思いなどを伺う中、やは

り多くの集落協定で問題となっている

「人材」の面では苦労も多く、特に田植

え時期や収穫時期などのスケジュール調

整では、兼業農家の方が多いことから、

何の作業をするにも常に人手が足りず、

大変苦労されておられました。将来的に

は、他の法人との連携などといった、集

落を越えての人材派遣ができれば！な

ど、いろいろ考えていらっしゃいました

が、現実は厳しく、なかなか未来を見据

えて作業をすることが難しく、今は現状

を維持することが目標であり、希望だそ

うです。 
農業は自然を相手にしているから、そ

の年その年で作業も少しずつ違ってくる

というお話から、近い将来訪れる世代交

代のため、農業のプロから、ノウハウ（ち

ょっとした気候の変化を見極める力な

ど）を教わる、農業技術の伝承にも力を

入れていることを聞きました。現状維持

をしつつも少しでも変えていこうと頑張

っておられる話を聞き、私は変化を恐れ、

居心地のよさを求めにいっている自分に

なってしまっていることに気づきまし

た。 
今回の取材を通して感じた、「一歩踏

み出すことの勇気」。集落協定に参加され

ているみなさんにはこれからも新たなこ

とにどんどんチャレンジしていってもら

えたらと思います。私も、青年団活動や

これからの人生、失敗を恐れず、勇気を

もっていろいろなことに挑戦していきた

いと思います!! 
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「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、山陽小野田市
の川上集落協定を取材しました。

・・・山陽小野田市大字厚狭
川上(かわかみ)集落協定・・・

今回は山陽小野田市大字厚狭の川上
集落協定にお邪魔しました。

協定代表の田中覚さん（64歳）と篠田
迪男さん（71歳）からお話を聞きまし
た。

●協定の概要について教えて下さい。
川上集落協定は、平成 23年度から宗

末集落協定と奥の浴集落協定が合併し
てできた協定です。
協定参加者は、農家 12人と１集落営

農法人となっています。協定参加者の
平均年齢は 72歳くらいで、女性の参画
もあります。
２協定を合わせた平成22年度の協定

中山間地域等直接支払制度 集落協定情報誌

（第３４号）
（平成２３年１０月１２日 山口県農業経営課）

〈川上集落協定〉

（宗末集落）
●面積 田 急傾斜

４．８ｈａ
●参加者 ８人（内法人１）
●交付金 106 万６千円

（奥の浴集落）
●面積 田 急傾斜

２．４ｈａ
畑 急傾斜
０．０５ｈａ

●参加者 ６人（内法人１）
●交付金 53 万３千円

今回は、合併した協定をご紹介します！
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面積は、知事特認地域のため急傾斜農
用地のみの約 7.3ha で、田 7.2ha、畑
0.05ha となっています。

●合併に至った経緯を教えて下さい。
ずばり、農事組合法人川上営農組合

の設立です。
正直、奥の浴集落協定は、小規模・

高齢化集落に該当し、第３期対策に取
り組める体力はありませんでした。
しかし、第３期対策からは、他から

のサポートがあればよい（Ｃ要件）と
いう制度になり、そのサポート役とな
る法人も立ち上がりました。
そして、農事組合法人川上営農組合

を中心として農業を担う体制を整備し、
集落を守っていくという将来像が描け
たことが大きかったです。
今では、奥の浴の草刈りにも宗末の

方が入ってくれています。
「１つの集団としてやっていく！」

という思いが、日に日に強くなってい
ます。

●農事組合法人川上営農組合について、
もう少し詳しく教えて下さい。

平成４年に任意団体である「川上地
域営農組合」として設立しました。

「川上」とは、随光、松ヶ瀬、宗末、
奥の浴の４集落の総称です。
法人設立にあたり、負担割合など、

４集落の意見が一致せず、なかなかま
とまりませんでした。
「とにかく４集落でまとまろう！」、
「細かいことを言わず、ゼロからスタ
ートしよう！」と説得し、今年度中の
特定農業法人設立の運びとなりました。
農事組合法人川上営農組合は、「１

つの集落としてまとまっていくために、
必要不可欠な法人」です。
法人への参加人数は 45名で、平均年

齢は 64歳くらいです。
ほ場整備田を 21ha 管理しており、そ

のうち直支対象は、5.8ha です。
水稲を中心に、ブロッコリー、大豆、

かぼちゃなどを作っています。

●話は変わりますが、鳥獣被害対策に
ついて、聞かせて下さい。
被害が一番大きいのは、イノシシで

す。他に、シカもおり、この対策も大
変です。
野菜産地ではないので、鳥の被害は

少ないと思います。
今年、初めてサルの軍団が、奥の浴

に来ました。１軍団 60頭くらいの集団
で、かぼちゃが大きな被害に遭いまし
た。
被害対策としては、ネットを 1.3km、

電柵を 13台設置しており、効果はあり
ます。個人でも、山の奥まできっちり
と網を張っており、被害を最小限に食
い止める努力をしています。
今後も、中山間地域等直接支払制度

だけでなく、国庫補助事業を上手く活
用しながら、しっかりと対応していき
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たいと考えています。

●耕作放棄地の状況はどうですか？
奥の浴には、斜面が 10ｍくらいあっ

て、ほ場整備が入っていない箇所があ
ります。これらの農地を守っていく対
策を講じなければならないと思ってい
ます。

●耕作放棄地があると周囲の農地に悪
影響を及ぼしませんか？

ここは、あまり隣に影響はありませ
ん。ただし、放っておくとイノシシの
巣になってしまいますので、順次、対
策を講じているところです。

今年は、奥の浴の耕作放棄地をきれ
いにしました。

対策活動には、集落の方だけではな
く、法人も積極的に参加しています。
法人では、何かやろうと言うと、若い
人が 12人くらい来てくれるので、大変
助かっています。

●若い人がいるということですが、担
い手の確保ができているということで
すか？
はい。法人の後継者については、心

配していません。ただし、宗末地区や

奥の浴地区は、後継者不足ですので、
そのあたりは、法人がしっかりフォロ
ーして農地を守っていきたいと思いま
す。

●最後に、田中新代表に聞きます。
将来、どのような協定にしていきたい
ですか？初代代表としての思いを聞か
せて下さい。
まずは、協定参加者との対話を大切

にしつつ、強いリーダーシップを発揮
して、協定の土台作りをしっかりした
いと考えています。

具体的には、鳥獣被害対策や農道・
水路の基盤整備です。

鳥獣被害対策は、イノシシ対策を重
点的に行う予定です。１回協定内すべ
ての点検を行い、対策方針を皆で決め
たいと思っています。

農道については、舗装していないと
ころが多くあり、毎年修復しなければ
ならない状態です。効果的な方策を考
えながら取り組んでいきたいです。

後４、５年のうちに、何とか形にし
たいです。そこまで頑張れば、若い担
い手が帰ってきます。彼らのために、
営農しやすい環境を整備し、基礎をし
っかり作って、バトンタッチしたいと
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いう強い気持ちを持っています。
それから、意識改革にも取り組みた

いです。「もらえる物はもらっておけ」、
「交付金対象農用地だけ管理すればよ
い。」という考え方ではいけないと思
います。

中山間地域等直接支払制度は、集落
を守るための制度であり、交付金は、
水田を守るためのお金です。

この思いを協定参加者全員が共有し、
常に集落を守るためにどうすべきかを
考えて、制度に取り組んでいけるよう
な協定にしたいです。

左から篠田さん、田中代表、吉冨委員

～～～編集後記～～～

集落への思いの強さと実行力！

川上集落協定は、「思いを形にす
る力」を持った協定でした。
田中新代表を中心に、地域の将来

をしっかりと見据えた取組に感動
しました。

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

～～取材を終えて～～

山口県地域消費者団体連絡協議会
吉 冨 崇 子

秋の一日、宗末と奥の浴の集落を
訪ねました。この地域は、別々に協
定を結んでいましたが、平成23年度
より合併し、共に農事組合法人川上
営農組合を核として、集落を守って
いくことにしたという説明を受け
ました。また、限られた予算の中で、
いかに効果的に、効率的に取り組む
ことができるのかという、前向きな
お話を伺うことができ、とてもうれ
しく思いました。
ともすれば、与えられた要件だけ

を消化するという方向になりがち
ではありますが、ここでは、そこに
踏みとどまることなく、長いスパン
で、どのように取り組んでいくのか
という、広い視点に立った活動に共
感しました。
現地は、労働作業の困難さをひし

ひしと感じるところではありまし
たが、いずれの地域もきちんと手入
れされ、頭の下がる思いでした。し
かし、鳥獣の被害も大きく、自然保
護、環境保護の一方で、人々の生活
を守るということは、人の英知が結
集されなければなりません。難しい
問題ではありますが、全てにおいて
実りある農業にと願わずにはいら
れない訪問となりました。
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今回は山口市阿東徳佐中の上下宇津

根・丸山集落協定にお邪魔しました。 

協定代表の吉松敬祐さん（70歳）から

農業に賭ける熱いお話を聞きました。 

 

 

●中山間直支協定取組のきっかけは？ 

当集落協定は、上宇津根、下宇津根、

丸山の３集落から構成されています。

３集落共有のため池（福谷ため池）の

補修があったため、第 1 期対策の平成

12 年度から、３集落共同で中山間地域

等直接支払制度（以下、中山間直支と

いう。）の集落協定に取り組んでいま

す。 

当地区は大きな河川がなく、潅漑水

が不足するため、ため池とその水路(福

谷水路、総延長４ｋｍ以上)の維持・補

修が重要な課題となっています。ため

池の水が無くなれば営農に困るので、

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３５号） 

（平成２３年１２月２１日 山口県農業経営課） 

〈上下宇津根・丸山集落協定〉 

●面積    田  ５９ｈａ 

 内急傾斜 14ha、緩傾斜 45ha  

●参加者  農業者 43 人、 

非農家 8 人、法人１ 

●交付金  718 万 8 千円 

共同取組活動63.5％(H22実績) 

今回は、大型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、山口市阿

東徳佐中の上下宇津根・丸山集落協

定を取材しました。 

 

・・・山口市阿東徳佐中 

上下宇津根・丸山(かみしもうづ

ね・まるやま)集落協定・・・ 
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用水期には毎日二人の当番で、必要量

を流すようにしています。各農地に水

を回していくのにも手間と経費をかけ

ています。 

 

＜福谷ため池＞ 

また、今年は、多雨時の被害を低減

する目的で、ため池からの水路の取水

口に開閉ゲートを設置しています。 

 

＜福谷ため池取水口＞ 

 

●農地の維持管理はどのようにしてい

ますか？ 

昭和 62 年に当地区の基盤整備が終わ

り、集落毎に営農組合ができています。

組合には大型の田植機があるので、個

人農家は田植機を持っていません。各

自がその田植機を借りて、自分で田植

えをしています。田植えは雨天でもで

きるので、田植機は計画的な運用がし

やすいです。一方収穫用のコンバイン

は、使用時期が天候に左右され、計画

的に運用しにくいため、各農家が持っ

ています。 

営農基盤や営農体制が整っているの

で、今でも農地は維持出来ています。

ほ場整備はやれる時にやっておかない

といけないな、と思いますね。 

 

●交付金は鳥獣被害防止対策に多く使

っていますね 

中山間直支交付金の共同取組分を活

用して、イノシシよけの金網フェンス

を設置しています。今年で取組３年目

になります。昔は個々の農地を個人で

囲って防いでいましたが、囲わなかっ

た所が集中的に被害に遭っていました。 

今では、地区の農地を長いフェンス

で大きくぐるりと囲んでおり、地区全

体でイノシシの被害を防げています。

フェンス設置位置にも工夫し、山の中

(林間)に設置しています。田と山との

境に設置するよりも、草刈り労力が少

なくて済み、大変省力的です。 

 

●協定活動で他に特徴は？ 

昔は協定の活動費で運動会のような

収穫祭をしていましたが、高齢化が進

んだ今は、草履やしめ縄作りの活動を

しています。 

また、田の冬期湛水管理を実施して

います。エサがあるんでしょうね、タ

シギやオシドリもやってくるんです。

夏には田の生き物観察会もしています。

水生昆虫のゲンゴロウも見ることもで

きます。今年はアキアカネ(トンボ)も

戻ってきました。これらの活動は、都
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市の方からは大変喜ばれていて、もう

来年の申込も受けています。 

今後は、都会の方に支持してもらえ

る農業しか残らないと思います。そし

て努力している所しか支持を得られな

いと思いますね。 

 

＜協定風景、遠くに十種ヶ峰を臨む＞ 

 

●将来はどうなりますか？ 

農業をする人がほとんど増えません

ので、営農組合の活動は次第に行き詰

まっていくと思います。農業者を勧誘

するなら、退職直後がチャンスですね。

あと 10 年は元気に農業をやれますから

ね。 

今後の農地管理については、畦畔法

面の草刈りが最大のネックになると思

います。地区外の営農法人にこの作業

を外注できないか、という話が出てい

るくらいです。 

当地区には難しい水利慣行、特に水

を無駄に流さないという習慣があるた

め、他地区の方が営農するために入っ

て来にくいようです。田に水をあてて

流しっぱなしにすると、「水を無駄に

使っている」と文句が出ますからね。

しかしながら、当地区では高齢化が進

んで来ているので、農地を守るために

は、当面は地区外の方の農地集積に頼

ることになります。将来的には、地区

内に法人等の組織を作らざるを得ない

状況になると思います。 

 

●賢い中山間直支交付金の使い方は？ 

共同取組活動のお金の使い方につい

ては、溝掃除の人夫賃などでばらまい

ても役に立ちにくいと思います。お金

がまとまったら良い仕事ができます。

当地区では、ため池や水路の補修、共

同利用機械の購入、イノシシ被害防止

用フェンスの設置等をしてきました。

次は、山の中を貫く水路の隧道を改修

したいと考えています。 

 

●中山間直支の役割は？ 

これがないと（中山間地域の農業は）

やっちゃおれん（やってられない）！

と思います。共同農機の所有は、地域

農業の延命策にもなっています。中山

間直支がなければ、水田農業は維持困

難となり、行き詰まっていただろうと

思います。本当に助かっています。 

 

若崎委員(左)と吉松代表(右) 
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 編集後記  
 協定代表の吉松さんからは前向

きな農業への取り組みの話を聞く

ことができました。生態系に配慮し

た農業をするためには努力が必要

なのですが、支持される農業を目指

して、引き続き中山間地域等直接支

払制度を活用していただきたいと

思いました。お世話になりどうもあ

りがとうございました。 

お知らせ  

過去の集落協定かわら版バック

ナンバーについては、当課ＨＰ 

「中間間直払お助け資料集」に掲載

中です。どうぞご利用ください。 

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 

私がお伺いした日は、道端に雪

の残る肌寒い日でした。十種ヶ峰

にはうっすら雪が積もり、遠くに

は国道やＪＲ山口線が見えます。

交付金は、ため池の管理や水路の

整備に使っているとのこと。この

地域には大きな河川がないので、

水をとても大切にしています。夏

場きちんと管理しておかないと水

が足りなくなると聞き、稲作の苦

労が伺えました。 

また、イノシシ被害防止のフェ

ンスを、４ｋｍにわたって取り付

けているとのこと、その長さにビ

ックリ。熊にも５回出会ったこと

があるよ、と話されたのは代表の

吉松さん。 

吉松さんは、この交付金があっ

てとても助かっている、これがあ

るから農業が続けていけると話さ

れました。この制度でため池や水

路の整備、あぜ道の草刈を委託し

農家の負担が少なくなったとのこ

と、またトラクターや大型の田植

え機を所有。高齢化が進んでいる

集落を支えているのだなと感じま

した。 

しかし後継者問題は深刻で、す

ぐにでも考えていかなくてはなり

ません。 

十種ヶ峰にはスキー場があり、

それだけ気温が低くなる厳しい土

地です。そこで農業を続けること

はとても苦労も多く、大変な作

業だと思います。少しでも長く

農業が続けていけるよう私たち

消費者も考えていかなくてはい

けないと思った 1日でした。 
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今回は、柳井市伊陸の伊陸西部集落 

協定にお邪魔しました。 

協定代表の村岡信保さん（83歳）、

協定役員の山近芳雄さん（64歳）、半

田博昭さん（75歳）、藤本幸一さん（62

歳）の４名の方にお話を聞きました。 

 四角囲いの中の言葉は、法人事務所 

に貼ってあったものです。協定の想い 

が伝わる言葉でしたので、紹介させて 

いただきました。 

 

 

●協定の概要について教えて下さい。 

当集落協定は、ほ場整備等を契機に 

第２期対策の平成 17 年度から４地区合 

同で活動を始めています。 

現在の協定参加者は、農業者 27 名と 

１特定農業法人となっています。 

協定役員に３名の女性を登用するな 

ど、様々な意見を取り入れながら協定 

の運営をするように心掛けています。 

協定活動の中心は、「農事組合法人 

ウエスト・いかち」です。当法人は、 

「農地を守る」ことに主眼を置いて活 

動しており、現在の農地集積率は 81％ 

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 36 号） 

（平成 24 年３月 16 日 山口県農業経営課） 

〈伊陸西部集落協定〉 

●面 積 43.9ha 

   うち田 43.1ha、畑 0.8ha  

●参加者  農業者 27 人、 

特定農業法人 １ 

●交付金  3,906 千円 

共同取組活動 50％ 

法人を中心とした活動をしている協定です！ 

「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、柳井市伊陸の伊陸西部集

落協定を取材しました。 

今やらねば 何時できる 

俺がやらねば 誰がやる 

 
・・・柳井市伊陸・伊陸西部 

(いかちせいぶ)集落協定・・・ 
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になっています。 

 最終目標は、法人への農地集積率 

100％です。 

 

＜法人の経営理念＞ 

 

●共同取組活動の使途を教えて下さい。 

 主には、籾摺機や草刈機等の共同機

械の購入です。他は、鳥獣被害防止対

策やわな免許の取得等に活用していま

す。 

 また、パソコンやデジタルカメラを 

購入し、会計処理等の効率化、活動記 

録の保存・情報発信に努めています。 

 

●鳥獣被害防止対策について、お聞き

します。 

 電気柵とトタン柵での対応がほとん 

どですが、わなにも力を入れています。 

 わな設置箇所の点検は、毎日、行う 

ようにし、わなを効果的に活用できる 

よう、設置箇所やエサの研究を行って 

います。 

 わなでの年間捕獲数は、イノシシ 10

頭程度です。 

昨年は、わな１箇所で、イノシシが

５頭捕獲できるなど、徐々に効果が現

れていると思います。 

 

●農地法面、農道、水路の管理は、ど

のようにされていますか？ 

協定を、基盤整備地区ごとに４つに

分け、それぞれに責任者（世話役）を 

決めています。 

その者の号令のもと、農道の草刈り

など、共同取組活動を実施しています。 

 

●地区ごとにバラツキが生じてしまう

のでは？ 

そのようなことはありません。 

 隣がきれいに管理していれば、その

隣も自然ときれいになる。その繰り返

しです。 

 法人の基本理念の中に、「協業」と

いう言葉があります。これは、お互い

に助け合い、皆で集落や農地を守って

いこうという意味です。 

 集落を守っていくためには、そこに

住んでいる者だけの都合を考えていて

はダメですから、土日に、共同取組活

動を行うなど、そこに住んでいない若

者も参加しやすい環境づくりをしてい

ます。 

 

●中山間地域等直接支払制度が集落に

及ぼす影響は？ 

 毎年、共同作業を数回行うが、集落 
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の全員が顔を出してくれます。 

 また、遠方にいる人も帰って来て、 

作業を手伝ってくれたりと、集落のコ 

ミュニケーションの維持に非常に役立 

っています。 

 中山間地域等直接支払制度があるか 

ら、共同取組活動が、スムーズにでき 

るようになりました。 

 今では、この集落になくてはならな 

い制度です。 

 

＜協定風景＞ 

 

●話は変わりますが、農事組合法人ウ

エスト・いかちについて教えて下さい。 

 平成 18 年４月、４つの地区の農業者 

の出資により設立された法人です。 

 86 名の組合員がおり、県内でも大き 

い法人だと思います。 

 伊陸にある農地をしっかり守ること

が法人の役目だと考えています。５年

後、法人への農地集積率を 100％にする

ことが目標です。 

 我が法人は、人材が豊富であり、適 

材適所の配置が可能で、皆が活躍しや 

すい環境が整っているので、目標は達 

成できると信じています。 

 主要な作物は、水稲、大豆、タマネ 

ギ、キャベツで、エコ 50 米も作ってい 

ます。エコ 50米は、四つ葉グループに 

お願いし、青空市場で販売してもらっ 

ています。四つ葉グループとは、組合 

員の女性 11 名で構成され、主に加工品

の販売や野菜栽培を行うグループです。

先日開催したキャベツ祭は、大盛況で

した。 

 

＜青空市場販売物＞ 

 
昨年、BSC に取組み、過去５年間の反

省と今後５年間のあり方について話し 
合いを行いました。 
 ホームページの立ち上げ、加工所・ 

直売所の設置等を行い、法人と四つ葉 

グループがより協力して、地域特産品 

作りを推進し、集落を盛り上げていく 

ことを確認しました。 

 

●最後に、協定・法人の代表としての

想いを聞かせて下さい。 

 失敗を恐れず、いろいろなことに挑 

戦していきたいです。 

これまで実施していない外部との交 

流も取り入れていきたいです。そうす 

ることで、この集落はもっともっと盛 

り上がっていくと思います。 

 「今やらねば、何時できる！俺がや 

らねば、誰がやる！」の精神で、今後 
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も取り組んでいきたいです。 

 

金子委員(一番左)と協定の皆さん 

 

 編集後記  
 協定の皆さんから、農業だけでな 

く、集落の維持・発展への強い想い 

を聞くことができました。 

中山間地域等直接支払制度の趣 

旨を踏まえた活動が行われており、 

大変感動しました。今後の更なる活 

躍を期待しています。 

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～ 

山口県連合青年団  金子嵩史 

委員として初めての取材です

が、実家が農家ということもあり、

どのような取組が行われているの

か、興味を持ちながら取材するこ

とができました。 

 この協定の中心は、「農事組合

法人ウエスト・いかち」です。法

人では、米や大豆などの耕作の他、

年に数回の草刈りや鳥獣被害対

策、加工品の販売の手伝いなど、

様々な取組を行っています。法人

の取組の多様さに驚くとともに、

非常に感心しました。中でも、個

人の能力に応じた役割分担を行っ

ていることや、自らが率先して行

動すること、共同作業には、集落

全員が参加し、必ず顔を合わせる

ことが印象に残っています。この

ことは、集落内の士気の高揚、連

携強化に役立っていると思いまし

た。 

今後の取組として、情報発信

の強化が大切だと思います。ホ

ームページの開設、学生向けの

見学、体験、実習の受け入れな

ど、外との連携を図っていくこ

とが重要だと思います。相手を

招く、又は、自分から出向き顔

を合わせ話をする。そうするこ

とで、人と人との関わりができ

コミュニティも広がり、一つの

活動や取組にも繋がっていくと

思います。 

 今回、取材に行かせていただ

き、改めて人との関わり、自ら

やっていくという意志が大切だ

と学ぶことが出来ました。実り

ある取材でした。 




