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今回は、集落協定による農業生産活動

を持続するための前向きな取組によっ

て多面的機能の維持・増進が図られてい

るなど、中山間地域等直接支払制度が、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山間地域において果たしている役割

について消費者に理解を深めてもらう

ことと、都市住民の人達との意見交換

を集落で行う交流などの取組に役立て

てもらうために、協定集落の人と消費

者の意見交換会を開催しました。 

対応していただいたのは、協定代表

の中尾智さん（61歳）と協定役員であ

り、この地域の農地を集積している農

事組合法人むつみの代表である山田和

男さん（50 歳）です。そして、その集

落を訪れたのは、山陽小野田消費者の

会山陽支部のメンバー１０名の方々で

した。 

先ず、萩市むつみ総合事務所の２階 

にあるむつみ農村環境改善センター

で、萩市の津田主任が地域の概要につ

いて説明を行った後、山田さんがパワ

ーポイントを使って、協定活動につい

説明を行いました。 

●麻生・三戸原集落協定での活動概要 
麻生・三戸原集落協定を締結している

麻生集落、三戸原集落に殿川集落を加え

〈萩市麻生・三戸原集落協定〉 

● 面積  田／急傾斜    ８．８ha 

      緩傾斜 ４２．７ha 

●参加者   ３８人 

● 交付金   ５９８万円 

★ 

〈山陽小野田消費者の会〉 

  会長：名和田伴江、会員：約 120 名 

会員のほとんどは、非農家の方々で、主

な取組のひとつとして、毎年、県内の農産

物の生産地に出かけ、農業体験や意見交換

をとおして、地産地消を推進する活動を行

っています。 

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２５号） 
（平成２０年１１月２６日 山口県農業経営課） 

 

 

・・萩市麻生・三戸原（あそうみとばら） 

           集落・・・ 

 山口県中山間地域等直接支払検討会

委員である山口県地域消費者団体連絡

協議会副会長の名和田伴江さんと、今

回、消費者団体として初めて参加された

山陽小野田消費者の会山陽支部のメン

バーが訪ねられ、中山間地域の現状や、

農道・水路保全の共同活動などの協定活

動についての話を聞きました。 
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た３集落の農業者で、農事組合法人むつ

みを平成１８年に設立し、３集落内のほ

とんどの農地の農業生産活動は、法人が

行っています。 
農地保全に係る協定活動として、２１

歳～８５歳までの協定参加者全員で、農

道・水路の管理、ため池周辺の草刈りを

行っています。山の中にある田んぼは、

法面も高く、夏場は、雑草との戦いで、

草刈りが大変だということです。 
また、急勾配にある舗装されていない

農道は、激しい雨が降ると、雨水で削ら

れるということで、そのたびに農道を補

修することも手間がかかるので、計画的

に舗装しているということです。       
また、農業生産活動以外に、色々な交

流活動が行われています。 
平成１２年から復活した盆踊り、同じ

く平成１２年から始めたコスモス祭り

（この取組は平成１７年から収穫祭に発

展しました）、平成１３年から始めたあじ

さい祭り、それに平成１９年には、市民

農園も開設するなど、盛りだくさんの内

容に、消費者の会のメンバーもびっくり

しておられました。 

 

（意見交換会の様子：説明者山田さん） 

パワーポイントでの説明の後、参加

者全員でフリートーキングを行いまし

た。 

●意見交換の内容 

①集落に関すること 

Ｑ：集落に若い人は、いるんですか。 
Ａ：あまり、いません。成人した多数の

子供達は、旧萩市や山口市に住んで

います。 
Ｑ：集落の課題は、何ですか。 
Ａ：高齢化が進んでいることです。その

ような状況で、特に急傾斜地にある

田んぼを高齢者が維持管理するのは

困難な状態です。それを解消するこ

とも、法人設立の理由のひとつです。 
Ｑ：農事組合法人とは。 
Ａ：個人ではなく、みんなで農業生産活

動を行っている会社と思ったらよい

と思います。農作業した人には、賃

金がでます。 

  （共同での水路の掃除の様子） 

②イベントに関すること 

Ｑ：イベントの日時は決まっていますか。 
Ａ：あじさい祭りは６月第４週の日曜日

盆踊りは８月１３日、収穫祭は１１

月中旬です。 
Ｑ：あじさい祭りなどのイベントの目的

は。 
Ａ：むつみ地域の空気のおいしさや、そ

こで作られたお米のおいしさ等、直

接、地域を訪ねてもらって、実感し

てもらいたいと考えています。あじ
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さい祭りでは、綺麗に咲いたあじさ

いも観賞してもらいます。 
Ｑ：イベントで気をつけていることは。 
Ａ：お客さんと食事する時には、スタッ

フは、一箇所に集まらず、積極的に

お客さんの間に入っていき、もてな

すことにしています。お客さんと親

睦を深めた上で、地元産の米や肉

（スタッフの中に豚を飼っている

人がいます）、野菜等のＰＲをする

ようにしています。 
Ｑ：参加費を集めるのですか。 
Ａ：参加費を払った方が、気兼ねなく来

れるという意見も確かにあリます

が、今は、招待という形をとってい

ます。来てくださる方は、志を包ん

でくれますので、あじさい祭りで直

支の交付金を使うのは、１０万円程

度です。ただ、今までのやり方でい

くか、参加費をもらうかは、今後の

検討課題です。 
Ｑ：イベントでお米を買うことができま

すか。 
Ａ：できます。ただ、イベントで米の販

売を伸ばそうとは思っていません。 
Ｑ：トイレの準備は。 
Ａ：近くの公会堂のトイレを利用してい

ます。 
Ｑ：イベントへの小学生等の参加は。 

（山陽小野田では、幼稚園や小学校

の児童達が七草を採取し七草がゆ

を食べるところがあります） 
Ａ：小学校に農園があり、２０数年前か

ら田植えなどを行っています。地域

内に特別養護老人ホームがあり、そ

この入居者もバスで来られます。そ

のため、特養の研修生が、イベント

前の草刈りなどの手伝いに来てく

れます。 
Ｑ：県庁のホームページにイベント情報

として掲載する等、インターネット

でＰＲしたら、もっとたくさんの人

が来てくれるのでは。 
Ａ：たくさんの人が来てくれるのは、う

れしいことですが、受け入れに無理

が生じる可能性があります。この取

組は、直支の協定活動が徐々に大き

くなって来たのですが、みんながで

きる範囲でやっていこうと思って

います。 

    （あじさい祭りの様子） 
●意見交換会を終えての消費者の会の皆

さんの感想 
 「中山間地域の実情と、農地管理の大

変さが、わかりました。」 
 「手作りのイベントならではの、暖か 

さを感じました。イベントへ来てみた

と思いました。」 
「リーダーの存在の大きさを感じまし 
た。」 

●中尾さん、山田さんの感想 
「山陽小野田市の周辺にも中山間地

域があるとは思いますが、むつみ地

域のような都市部から離れた、真の

中山間地域の実情や、そこで工夫し
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ながら何とかがんばっている、私達

の姿を伝えることができて、よかっ

たと思います。」 

 

(前列左から中尾さん、山田さん、名

和田委員と消費者の会の皆さん) 

意見交換会の後、むつみ地域で棚田 

が連なる佐波木地区に立ち寄りました。 

綺麗に手入れされている棚田を眺め

ながら、「１枚の田んぼが荒れると病

害虫の発生源となり、それが原因で荒

廃が進んでいく」ことや「まとめて管

理されることで、その多面的機能が発

揮される」等の説明を受けた消費者の

会の皆さんは、その管理の大切さ、大

変さを再認識されたみたいです。 

棚田の下に流れる川の両側に、さら

に水田が連なり、その先の千石台につ

ながる景色は、決して荒らすことなく

未来へつなげなければならないものだ

と全員が感じられたことでしょう。 

 

～～～編集後記～～～ 

 工夫した交流によって、中山間地域

の良さと大切さを伝えている事例を紹

介しました。 

 徳永 

県農業経営課 電話 083-933-3350 

～～取材を終えて～～  名和田 伴江 
 車から降りると「わぁ～、空気がおいし

い！」と、思わず感動するグループの皆さ

ん。このむつみ地域は自然の恵みがいっぱ

いの典型的な中山間地域です。今回萩市吉

部上（旧むつみ村）の麻生・三戸原集落を

私たちグループ１０名が訪ねました。 
早速、むつみ総合事務所で集落協定代表

の中尾さん、法人代表の山田さんにお話を

伺いながら意見交換をさせていただきまし

た。 
 協定は麻生・三戸原の２集落で結ばれ 38
人が参加されているそうです。（各集落は

お米づくりが主体）また、隣接する他の集

落と一緒になって特定農業法人を平成１８

年に設立し、協定の９割の農家が加入され

ていると伺いました。年間の取組状況はパ

ワーポイントを使って写真で紹介され様子

が良く分りました。 
年に何回かの共同作業をして農道・水路

の整備清掃、祭り広場の草刈り、共同機械

の購入、景観作物の作付け、また市民農園

や都市住民との交流イベント等、前向きで

多彩な活動を展開されています。ここでも

活力ある“むら”の活動に交付金が生かさ

れ直接支払制度の果たす役割の大切さを知

ることができました。急傾斜地での草刈り

は大変なご苦労があると思います。高齢化

による担い手の問題など課題も多いと思い

ます。61 歳の協定代表の中尾さん、明るく

元気で力強いリーダーさんであり、パワー

をいただきました。交流行事のあじさい祭

りや収穫祭は手づくりのもてなしが人気を

呼び、多くの人がこの地に集まって来られ

るそうです。その時に振るまわれるむつみ

の天然水で作る「こしひかり」はさぞかし

おいしいだろうと推察します。 
 最後に、現地に向かい標高３８０ｍという

山頂から見る棚田は素晴しい景観でした。

農地の維持管理が良くできていて驚きまし

た。一つでも荒廃地があると他の水田に害

虫被害を及ぼすということも初めて知りま

した。この美しい棚田を守り続けていただ

きたいと参加者一同願うばかりです。この

交流を通じてより多くの人が相互の理解を

深め、消費者の視点で多くの学びが出来た

と思います。協定の皆さんありがとうござ

いました。  
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今回は、長門市黄波戸口協定集落の

代表の藤川喜久雄さん（60 歳）、書記

の山﨑正一さん（60 歳）と会計の木村

優さん（54 歳）に聞きました。 

●協定集落の状況は。 

黄波戸口集落で、ひとつの協定を締

結しています。集落内の農家は全員、

交付対象となっています。また、非農

家の方、１２人が協定活動に参加してい

ます。 

参加農家の年齢構成は、４９歳から 

７８歳で、平均年齢は６０歳程度です。

後継者がいる農家も何戸かあります。そ

の農家からは、共同作業に、後継者が出

てこられます。 

●共同で取り組んでいることは。 

 農道・水路とため池の掃除や草刈り、 

イノシシ柵の設置などを行っています。

農道・水路の掃除には、参加者全員に出

てもらうこととし、日当を交付金から支

払うことにしています。 

また、交付金で購入した草刈り機を農

家に、手伝ってもらう非農家には、鎌な

どをそれぞれ配布しています。 

●その他の交付金の使途は。 

肥料を散布する動噴と田んぼの中の排

水を良くするための溝切り機を購入して

います。それらの機械は、集会所に併設

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２６号） 
（平成２１年１月３０日 山口県農業経営課） 

山口県中山間地域等直接支払検討会委

員である山口県青年団監事の池田和弘さ

んが、長門市黄波戸口集落協定を取材しま

した。 

 

 
・・・長門市黄波戸口(きわどぐち) 

協定集落・・・ 

〈長門市黄波戸口集落協定〉 
● 面積／田 急傾斜   ４．６ｈａ  
         緩傾斜 ２９．２ｈａ 
●参加者  ４１人 
 (農業者 28 人、法人１、非農家 12 人) 
● 交付金  ３３０万円 

★ 
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した転作センターに保管してあり、必

要な時に必要な人が使えるようにして

います。 

また、昔発生した、大干ばつの時か

ら続いているという、集落で行う伝統

的な雨乞いの行事の経費も伝統行事の

継承費として、交付金から支出してい

ます。 

 
（右から代表の藤川さんと書記の山﨑さん） 

●農業生産活動は。 

 自分で、農作業ができる人は、各人

で農地管理を行っていますが、高齢な

どにより、困難になった農作業につい

ては、集落内で、将来の頼もしい担い

手として期待している認定農業者に作

業委託を行っています。 

また、協定農地の約３ｈａは、広域

で農作業の受託や利用権を設定してい

る法人のアグリサポート大津に管理を

任せているところもあります。アグリ

サポート大津の構成員に協定メンバー

が参加している関係で、受委託契約が

結ばれています。 

 このように、できるだけ集落と関係

が深い担い手に、農地が集積できれば

と工夫しています。 

●例えばどんな工夫をしていますか。 

 受け手だけでなく、出し手にも助成

金として、交付金から支出しています。 

 具体的には、受け手への助成として、

集落内の認定農業者とアグリサポート大

津に対しては、受託助成金として一律 1

万 5 千円を支払っています。 

 また、出し手に対しては、耕起、荒代

かき、田植え、稲刈りおよび乾燥・調整

を受け手に委託した場合、その作業内容

や作業量に応じて、委託助成金を支払っ

ています。 

共同取組活動費は、集落全体の交付金

総額の半額の約１６０万円ですが、その

内の約２０万円をこの受委託の助成金に

あてています。 

このことで、集落内の担い手への農作

業委託が促進され、何らかの農作業を委

託したほ場面積が、１０ｈａ以上になり

ました。 

 

（集落内の傾斜農地） 

●次期対策があるとしたら。 

 是非継続して欲しいと思います。 

第一期対策から第二期対策になり、交付

要件が変わった時、交付金が８割交付の

の基礎単価に取り組むか、10 割交付の体

制整備単価に取り組むか迷いました。 

 集落での話し合いの時などに、ＪＡの

支援センター、県の農林事務所や長門市
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日置総合支所の担当者に相談にのって

もらい、達成できそうな体制整備単価

の取組項目を決めていきました。 

体制整備単価の取組項目は、「担い

手への農作業の委託」と「多面的機能

の持続的発揮に向けた非農家・他集落

との連携」を選択していますが、集落

の皆さんの協力のおかげで目標を達成

できそうなことから、体制整備単価へ

取り組んで良かったと思います。 

幸いに、黄波戸口集落は、他集落に

比べて、平均年齢もそれほど高くなく、

後継者がいる農家もあることから、こ

れまでと同じ内容であれば、次期対策

の５年間も、継続できるのではないか

思います。 

●今後、集落がどのようになれば良い

と思いますか。 

集落内の担い手への農地集積をスピ

ードアップできたらと思います。集落

の中での農地集積が、確実な農地保全

に繋がると思うし、この集落では、そ

れができると考えるからです。 

協定の役員会は、頻繁に行っていま

す。第二期対策が終わる 21 年度まで

に、農地を誰に任せるか、それともみ

んなで組織を立ち上げるか考えていき

たいと思います。 

 

～～～編集後記～～～ 
  集落の農地を集落の担い手に守って

もらうために工夫されている事例を紹

介しました。 
 
県農業経営課 徳永  
電話 083-933-3350 

～～取材を終えて～～ 
池田 和弘 

稲穂が頭を垂れ、黄金色に色づく

９月初頭、長門市日置の黄波戸口地

区にある黄波戸口協定集落を取材し

ました。当地区は、山陰本線や県道

長門油谷線に沿ったところにあり、

取材当日は天気もよく、話をうかが

った建物の前の田んぼでは稲刈りを

していました。 
取材には、黄波戸口集落協定の代

表者の藤川さん、書記の山﨑さんと

会計の木村さんの役員３人に対応い

ただき、地区のことや集落協定の話

しをうかがうことができました。 
黄波戸口集落協定は、農家のほか

１法人と１２人の非農家の方が協定

参加者となり、担い手への農地集積

をするため受託者や委託者に助成す

る制度を設定し、受委託の促進を図

るなど独自のアイデアを出しながら

取り組まれていることに感心しまし

た。 
 この制度に取り組むことで、農地

が守られていることや、水路・農道

の草刈、溜池の清掃などの共同作業

に参加する人が増えたこと、「黄波

戸口の田や農地をどうするのか」な

どのテーマが少しずつ出てきている

など意識が前向きとなっていること

が感じ取れました。 
 燃料をはじめ肥料などの価格が上

昇し、農業を続けていくことが厳し

くなっている中、地域や協定内の農

地、水路・農道の維持管理をされ、

荒廃地を出さないように頑張られて

いる姿を見て、その努力が必ず実る

と確信しました。 
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県内の集落協定には、都市住民の皆さんと交流できる活動を行っているところがたく

さんあります。集落協定かわら版 24 号に引き続き紹介します。 
 

  
 
長門市俵山での水田オーナー制度によるイベントの様子  
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今回は、周南市片山協定集落の代表

の石川光生さん（69 歳）、会計の三浦

昌之さん（69 歳）と女性部の森弘福ヱ

さん（70 歳）に聞きました。 

●協定集落の状況は。 

片山集落の協定農用地の面積は、8.1

ｈａと小さいですが、集落協定への参

加者は、農業者が 15 人で、非対象農家

が７人と集落のほとんどが参加していま

す。 

集落内の農業生産活動は、60 歳から 70

歳の農業者が中心となって行っていま

す。元気なうちは、自分たちで何とか集

落内の農地は守ろうと考えています。 

●若い後継者はいますか。 

集落内には、後継者はほとんど住んで

いません。でも、集落外ではありますが、

旧鹿野町内に住んでいる後継者は何人か

います。 

 毎年、８月７日に、集落にある神社の

夏祭りを行ってきましたが、昨年から８

月の第一日曜日に日程を変更し、他出し

た人達に声をかけたところ、７家族が帰

ってきて、一緒に祭りをすることができ

ました。 

 その機会に、呑みながら将来の集落の

農地保全についても話し合いができ、変

更して本当に良かったと思います。 

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２７号） 
（平成２１年３月２７日 山口県農業経営課） 

山口県中山間地域等直接支払検討会委

員である山口大学農学部の糸原義人教授

が、周南市片山協定集落を取材しました。 

 

 
・・・周南市片山(かたやま) 

協定集落・・・ 

〈周南市片山集落協定〉 
● 面積／田 急傾斜   ０．３ｈａ  
         緩傾斜  ７．８ｈａ 
●参加者  23 人 
 (農業者 15人、法人 1人、非対象農家 7人) 

● 交付金  ３３０万円 
★ 
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●現在の農業生産活動は。 

高齢化は進んでいますが、元気なう

ちは、自分たちで、何とか集落内の農

地を守ろうと、平成 19 年 10 月に近隣

の３集落で、営農組合を立ち上げまし

た。 

機械の共同利用と作業委託もすすめ

ていけたらと考えています。 

その他に協定農用地内には、旧鹿野

町を活動エリアとする有限会社鹿野ア

グリに利用権設定している農地もあり

ます。 

 

（片山集落協定代表の石川さん） 

●交付金の使い方は。 

 協定面積が、8.1ｈａとそれほど大き

くなく、急傾斜農用地も少ないため、

69 万円と少額である交付金は、45％を

個人配分、55％を共同取組活動に充て

ています。 

共同取組活動費の使途としては、大

部分を協定農用地への堆肥施用に使っ

ています。近くにある鹿野ファームの

堆肥を 10ａあたり 1.5ｔ施用していま

す。 

そのためのストックヤードも、ＪＡ

の別事業で作りました。 

共同取組活動に充てる交付金が少な

いこともありますが、年間４回行ってい

る農道・水路の管理の日当は、これまで、

自分たちが住んでいるところであるし、

集落の当然の取組として、払っていませ

んでした。しかし今年度から、農地・水・

環境保全向上対策に取り組むこととなり

ましたが、そちらの世話も大変です。 

●その他の共同取組活動は。 

集落の景観を良くするために、法面に

彼岸花、菜の花や水仙を植えています。

川土手には、みんなで桜の木も植えまし

た。景観を良くすることで、住民の憩い

や、都市との交流の場になれば思います。 

 

（法面の彼岸花） 

●体制整備単価の取組項目は。 

 「地場産農産物の加工販売」と「多面

的機能の持続的発揮に向けた非農家・他

集落との連携」に取り組んでいます。 

（ここからは、森弘さんの話） 

片山集落がある大潮地区には、７集落

で取り組んでいる直売所の「大潮田舎の

店」があります。平成元年に地元の女性

有志でスタートした取り組みが、平成 14

年に現在の形になりました。 

店には朝市部会、加工部会、交流部会

があり、私たち加工部会員は週に２、３

回ほど当番が回ってきます。当番の日は、
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朝、２時に起きて、豆腐、お餅、寿司、

かしわ餅、豆乳ババロアなど、盛りだ

くさんのものを作ります。 

材料の米は、会員さん達が作ったも

ので、豆腐の材料の大豆は、鹿野産で

す。集落内のほ場で栽培しているそば

を収穫（11 月頃）したら、それも加工

して販売します。 

55 歳の会員が一番若いですが、非常

に楽しくやっています。 

 
(都市住民との交流よもぎ摘み) 

●今後、集落の農地保全はどうします

か。 

他出した子供たちが帰ってきて集ま

る夏祭りの時に、自分たちで農地保全

が大変になってきたときには、お前た

ちに任せるぞと言っています。幸い、

他出した子供たちも、あまり遠くへは

行っておらず、同じ旧鹿野町内に住ん

でいる者も何人かいるので期待してい

ます。そうはいっても、私たちもまだ

まだ、やるつもりですよ。 

 

 

～～～編集後記～～～ 
  他出後継者を含め、集落の人達の仲

の良さが伝わってくる事例を紹介しま

した。 
県農業経営課 徳永  
電話 083-933-3350 

～～取材を終えて～～ 
糸原 義人 

片山地区は周南市の最北部旧鹿野町に位

置しており、過疎化が深刻と聞いていまし

た。   
しかし、お会いした皆さんはとてもお元気

でした。 
 地区では３集落が集まって過剰投資を抑

えるために「集落営農組合」が創られ、現在

は作業受託を中心に営農活動が行われてい

ます。地区の耕作面積は 8.1ha、全て水田と

して利用されており、このうち急傾斜地は

26a ということでした。交付金は堆肥散布や

農地の維持管理など農業生産関連に利用さ

れる一方、草刈りや彼岸花の植え付け、菜の

花栽培など、地区の景観を良くするために使

われています。 
 またここには「大潮田舎の店」があり、女

性が中心になって朝市、加工、交流事業が活

発に行われています。交流事業では「そば打

ち」や「餅つき」など、様々なイベントを通

じて、町の人との交流活動が行われています

が、女性部のこうした様々な活動にも交付金

が利用されています。 
 現在、60～70 代の世代が地区を守り、綺

麗に環境整備がされています。お米の生産も

エコファーマーとして「こだわり米」が生産

され、少し高めの値段でＪＡが購入している

とのことでした。地区の皆さんは本当にお元

気で、充実した毎日を送っておられるのを実

感しました。 
 ところで、少し気になりました。若い人が

地区にいなくて大丈夫だろうかと。 
８月、７人の若者が中心になって「夏祭り」

が開催されました。日頃は疎遠な若者が、お

年を召した父母の呼びかけに応えて、故郷の

夏祭りを開催されたのです。若者パワーが満

ち溢れた様子が手に取るように分かります。 
 すばらしい若者達ではありませんか。 

お聞きすると６～７人の若者が町中で働

いておられるご様子、呼びかけに応えてすぐ

行動に移される若者のお話を聞き、「これな

ら片山地区は大丈夫！！」という思いを強く

しました。 
皆さんの頑張っておられる姿を拝見させ

て頂き、逆に私はパワーをいただいたような

気がします。これからも、益々のご発展を心

から祈念したいと思います。 
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県内の集落協定には、都市住民の皆さんと交流できる活動を行っているところがたく

さんあります。集落協定かわら版 2 ６号に引き続き紹介します。 
 

  
                                    

萩市平蕨台の  
「わらび摘みフェスタ」と  
「芋掘りフェスタ」の様子  
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今回は、昨年の集落協定かわら版 25 

 

 

 

 

 

号に引き続き、協定集落の人と消費者の

意見交換会を実施しました。 

３集落の取組の特徴は、平成 19 年度か

ら、上安田集落及び下安田集落で、水田

オーナー制度をスタートさせ、平成 20 年

度からは、上政集落も加えた３集落連携

に発展させるとともに、田植え・そばは

種・稲刈り・収穫祭・そば打ち・しめ縄

づくり体験などの活動も実施するなど、

都市農村交流に積極的に取り組んでいる

ことで、年々参加者も増加しているとの

ことです。 

対応していただいたのは、下安田集落

協定代表の三浦辰美さん（57 歳）と上政

集落協定会計の藤永義彦さん（47 歳）。

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２８号） 
（平成２１年１０月２３日 山口県農業経営課）  

 
・ ・・長門市俵山地区 

上安田（かみあんだ）集落 

下安田（しもあんだ）集落 

上 政（かんまさ） 集落・・・ 

  「山口県中山間地域等直接支払制度検討

会」（県の第三者機関）の委員である「山

口県地域消費者団体連絡協議会」副会長の

名和田伴江さんが、山陽小野田消費者の会

山陽支部のメンバーと協定集落を訪ねら

れ、中山間地域の現状や、協定活動につい

ての話を聞きました。 

〈山陽小野田消費者の会〉 

会長 ：名和田伴江 

会員数：約１２０人 

 会員のほとんどは、非農家の方々で、

主な取組のひとつとして、毎年、県内の

農産物の生産地での農業体験や意見交換

をとおして、地産地消を推進する活動を

行っています。  

長門市俵山地区 
（上安田集落協定） 
● 面積／田 急傾斜   ６．６ｈａ  
         緩傾斜  ９．４ｈａ 
    畑 緩傾斜  ０．２ｈａ 

●参加者  １０人 
● 交付金  ２１４万円 

（下安田集落協定） 
● 面積／田 急傾斜   ０．４ｈａ  
         緩傾斜 １７．０ｈａ 
●参加者  １４人 

● 交付金  １４５万円 

（上政集落協定） 
● 面積／田 急傾斜   ７．０ｈａ  

         緩傾斜 １９．６ｈａ 
●参加者  ２３人 
● 交付金  ３０４万円 

★ 
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そして、俵山地区を訪れたのは、山陽小

野田消費者の会山陽支部の７名の方々で

した。 

ＪＡ長門大津俵山支所の会議室で、先

ず、長門市の岩本主事が地域の概要につ

いて説明を行った後、藤永さんが、パワ

ーポイントを使って、協定活動について

説明を行いました。 

（意見交換会の様子） 

●集落の状況及び活動概要 

長門市俵山地区は、俵山温泉街を手の

ひらとすると、各集落は、指のように伸

びたえき（山あいの比較的平坦地）に点

在しているとのことで、上安田、下安田

集落は、ひとつのえきにあるが、上政集

落は、ひと山越えたえきの集落だという

ことです。 

農地は狭く、法面が非常に広いとのこ

と、また、山が迫っているので、イノシ

シやシカなどの被害も多く、農地管理が

厳しいとのことでした。 

直支制度の第二期対策で、体制整備単

価が設けられた時、上安田集落と下安田

集落で、２集落の連携について話し合わ

れ、選択要件のひとつとして水田オーナ

ー制度に取り組むことが提案されたとの

ことです。 

もともと俵山地区では、俵山発展促進

協議会の青年部が中心になってグリーン

ツーリズムによる町おこしをすすめてき

た中で、仕事を持つ青年部に協力する形

で集落単位での都市農村交流の話し合い

がされていたそうです。 

平成 20年度からは、上政集落も加わっ

て、合計 10組の水田オーナー制度に発展

しています。 

●意見交換の内容 

①農地保全に関すること 

Ｑ：中山間地域は、草刈りが大変と聞く       

が。 

Ａ：広い法面が多いが、今のところは、

各人で何とか管理できています。それ

よりは、獣害がひどい。夜、車で走る

とよくシカを見かけます。シカには、

そばを食べられます。防護柵にも交付

金を使っています。 

Ｑ：水路・農道管理の賃金は。 

Ａ：下安田集落では、農地・水・環境保

全向上対策で支払っています。上政集

落では、直支で払い、農地・水は、全

て改修工事に使っています。 

Ｑ：作業には、女性も出てもらうのか。 

Ａ：強制ではないが、出てもらったら、

賃金は、同じ。 

Ｑ：耕作放棄地は、多いか。 

Ａ：ほとんどありません。俵山地区では

化学肥料や農薬の使用量を慣行栽培の

半分以下に抑えた特別栽培米「穂垂米

（ほたれまい）」を栽培していて、こ

れがすぐ売れます。そのため、俵山地

区には、ほとんど減反がありません。 

Ｑ：集落の高齢化は。 

Ａ：下安田集落と上政集落には若い人が

多いのですが、上安田集落は、高齢化 
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が進んでいます。ただ、若い人がいる

といっても将来的には、不安がありま

す。集落営農について１年以上話し合

ったこともありますが、最終的には、

うまくいきませんでした。俵山地区全

体で集落営農や法人化ができたら理想

的です。 

（オーナー田の田植え風景） 

②都市農村交流に関すること 

Ｑ：水田オーナーはどこから来られるか。 

Ａ：下関市や宇部市など市外の人が多い

ですが、長門市仙崎の方もおられます。 

Ｑ：オーナーの会費は。 

Ａ：会費は、１ａで 32,000 円です。オー

ナーには、田植えや稲刈りに参加して

もらって、不作であっても最低 30ｋｇ

は保障しています。去年は 50ｋｇ収穫

できました。はぜかけ米なのでとって

もおいしいと評判です。その他年２回

（夏と冬）季節の野菜を送っています

し、温泉券も 10 枚ついています。12

月には収穫感謝祭を開き、10組のオー

ナーが一堂に会します。餅つき、そば

打ち、しめ縄づくりやわらじづくりな

どで楽しく交流しています。 

上政集落にはゆうゆうグリーン俵山

青年部が始めたさつま芋オーナー制度

を行っているワイワイ農園もありま

す。また、農園の余った場所では、水

田オーナーや芋オーナーに呼びかけて

そばの種まきや、枝豆、落花生の収穫

なども体験してもらうとともに、イベ

ントの度に 100 円市も開いています。 

Ｑ：32,000 円の根拠は。 

Ａ：先進地である山口市仁保地区の料金

を参考にしました。 

Ｑ：受け入れに余裕はあるか、 

Ａ：上政集落では、もう少し余裕があり

ます。 

Ｑ：女性の力が必要ですね。 

Ａ：イベントの時には、女性の力は、絶

対必要です。良いアイデアも女性から

出てきます。若い後継者もイベント時

には、手伝ってくれます。 

Ｑ：イベントだけでは、もったいない。 

加工品を販売することも考えては。 

Ａ：まだそこまでの取組には至っていま

せんが、俵山温泉・白猿の湯の 1 階部

分に「湯久里（ゆっくり）倶楽部」と

いう直売所があって、そこの会員にな

っている人は、地元産の野菜、米、長

門ゆずきち、加工品等を販売していま

す。 

 

(オーナー田：オーナーの看板あり) 

このように意見交換は、活発に行われ、
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その他にも参加者から、「俵山にはいい

温泉もあり、地産地消の美味しい食事処

もある。女性や若い人は、グルメが充実

しているところに集まるから、この立地

条件を活かして、何か仕掛けられるか

も」、「落花生の収穫は、子供が喜びそ

う」とか「男女問わず、若者を巻き込ん

だら、さらに発展する可能性がある」な

どの意見が出ました。 

意見交換の後は、上政集落から安田集

落を車で移動しながら、オーナー水田や

ワイワイ農園などの様子を見て回りまし

た。 

オーナー水田では、収穫の秋には、は

ぜかけを待つコシヒカリが、心地よいそ

よ風に揺れていました。 

 

（ワイワイ農園で記念写真） 

 

 

～～～編集後記～～～ 
  水田オーナー＋芋オーナー、それに

そばや落花生などを加えて、趣向を凝

らした活発な都市農村交流が展開され

ていました。 
 
県農業経営課 徳永  
電話 083-933-3350 

～～取材を終えて～～ 
名和田 伴江 

８月の終わりに長門市俵地区の中山間地

域上安田、下安田、上政集落をグループ７名

が訪ねました。 
この地域は、自然豊かな比較的温暖なとこ

ろで気象条件にも恵まれているそうです。 
集落の中央には俵山温泉があり、昔から多く

の人が利用しているところです。 
農業生産は水稲を中心として、畜産、施設、

園芸との複合経営が展開されており、日置

牛、スイカ、長門ゆずきちなどが知られてい

ます。 
ＪＡ俵山支所で集落協定代表の三浦さん、

協定役員の藤永さんにパワーポイントによ

る協定活動の取組、現状等についてお話しを

伺い意見交換をさせていただきました。 
また、長門市の担当課岩本さんより長門市

の農業、中山間直支の状況について説明をし

ていただきました。 
協定は上安田、下安田、上政の３集落で結

ばれ、４８人が参加されています。各集落は

お米づくりが主体で、平成１９年度から水田

オーナー制度を実施され、最初は４組からは

じまり、今年は下関、宇部、長門方面から、

１０組（限度枠）が参加されているそうです。

田植・そば播種・稲刈・収穫祭・しめ縄づく

り・そば打ちなどの体験もでき、参加者が増

えていると聞きました。 
また、“ワイワイ農園”開設でさつまいも

のオーナー制で植付けから収穫まで２０組

のオーナーが取組んでいるそうです。 
収穫は楽しく、年一回の収穫感謝祭では多く

の人が集まるなど、都市住民との交流活動が

盛んで地域の活性化につながっているそう

です。地域ブランド米“穂垂米”をいつか食

べたいな～と思っています。 
この地区でも地域住民の高齢化が進んで

いるそうですが、年数回の水路掃除、農道な

ど共同作業を行い、しっかりと農地が管理さ

れています。また、イノシシやシカの被害が

ひどく、獣害防止対策として柵やネットが設

置されていました。 
現地を見学した時｢ここでは人間が柵の中

にいるようですよ｣と話された言葉が印象的

でした。 
高齢化・後継者問題や獣害問題など中山間

地域での大変さが伝わってきましたが、それ

以上に、農地を荒らすまい、守っていきたい

という意気込みが強く感じられるとともに、

制度の役割が果たされていることを一同感

じることができました。 
おいしい俵山まんじゅう、足湯、ひまわり

の景観、満足した一日となりました。 
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今回は、周防大島町土居東協定集落

の中原惣治さん（77 歳）に話を聞きま

した。 

●協定集落の状況は。 

土居集落全体では、約 80戸有ります

が、傾斜のあるミカン畑は、２カ所に

分かれています。そのため、協定集落

も２つ有ります。私たち土居東協定の

協定農用地の面積は、2.8ｈａです。協定

参加者は、４人で何とかやっています。

この協定は、第１期対策の２年目（平成

13 年）から取り組みました。第２期対策

へは、高齢化のため何人か離脱しました

が、残った人数で継続することにしまし

た。もう一つの協定は、土居西協定で、

協定面積は 5.7ｈａで参加者は 15 人で

す。 

●協定参加者の年齢構成は。 

４人全員が、70 歳代後半です。 

周防大島町内のミカン栽培者のほとん

どが 70歳代だと思います。この年代が若

い頃は、集落の半分以上の農家が専業で

ミカンを栽培していました。今では、ミ

カン専業の後継者はほとんどいなくな

り、兼業でやるか、そのまま年をとった

者が、何とかがんばっている状況です。 

●交付金の使途は。 

交付金の半額を共同取組活動に使って

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２９号） 
（平成２２年２月１９日 山口県農業経営課）  

「山口県中山間地域等直接支払検討会」

（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事務局長の山岡智

恵子さんが、周防大島町土居東協定集落を

取材しました。 

 

 
・・・周防大島町土居東(どいひがし) 

協定集落・・・ 

〈周防大島町土居東集落協定〉 
● 面積／畑  急傾斜   ０．４ｈａ  

          緩傾斜  ２．４ｈａ 
●参加者  ４人 
●交付金  １３．２万円 

★ 
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います。交付金額が少ないので、ほと

んどを農道の補修や草刈り、農道にせ

りだした木の枝の剪定など、農道管理

に使っています。集落内の非農家で土

木工事の経験がある人に、農道補修を

お願いしています。 

その他は、ミカンを食べるタヌキの

進入を防ぐための電気柵の設置に使っ

ています。みかん園全体はカバーでき

ませんが、特に被害がひどいところに

設置しています。これは、非常に効果

があります。 

 

   (中原さんと山岡委員) 

●どんなミカンを栽培していますか。 

 今の時期は、温州ミカンの「大津」

という品種を収穫しています。その他、

極早生の「ひなのひめ」や晩柑類の「せ

とみ」等を栽培しています。「せとみ」

は、「ゆめほっぺ」という商品名で販

売されています。 

体制整備単価の要件である「高付加

価値型農業」を実践することとし、ミ

カンのマルチ栽培を行っています。樹

の根元に雨水を通さないマルチを敷い

て、水の吸収を抑え、糖度を高める栽

培です。今収穫している「大津」では、

８月頃にマルチを敷きます。これによ

り糖度が 12 度以上になりますから、非

常に甘くなります。 

●ミカン栽培の大変なところは。 

段々畑に、樹が植えてあるところは、

よいのですが、山の斜面にミカンが植え

てあるところは、全ての作業が大変です。

中でも防除作業が、一番大変です。ミカ

ン栽培が全盛期だった私達の若い頃に

は、集落内にポンプ小屋を設置し、そこ

からほとんどの樹園地まで配管していま

した。配管の先端のバルブに、ノズルの

ついたホースを取り付けるだけで簡単に

防除ができようにしていました。しかし、

生産者数の減少に伴い、施設が老朽化し、

使用できなくなった後は、以前のように、

各人が軽トラにタンクとポンプを積んで

防除しています。   

●援農サポーターを活用されているとい 

 うことですが。 

 はい、５年ぐらい前から、援農サポー

ターを頼んでいます。今日も、ミカンの

収穫作業に２人来てもらっています。 

ひとりは周南市から、もうひとりは岩国

市周東町からです。２人とも３～４年の

ベテランで非常に助かっています。 

 交通費 2,000 円とミカン 10ｋｇを負担

します。 

（ミカンの収穫を体験、右はサポーター） 
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●今後、集落の農地保全はどうします

か。 

現行の４人で、できるだけがんばっ

ていきたい。他の仕事に就いている同

居の後継者はいるので、ミカン栽培は、

続けられると思います。更に協定も継

続できたらなと考えています。 

 

  (マルチ栽培と傾斜地にあるミカン園) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～～編集後記～～～ 
  手入れの行き届いたみかん園をみる

と、大変だけれどもミカン作りはやめ

られない気持ちが伝わってきました。 
県農業経営課 徳永  
電話 083-933-3350 

～～取材を終えて～～ 
山岡 智恵子 

11 月 30 日、山口市を 10:30 分頃出発した

頃は暗く曇って、今にも雨がポツポツしそう

なお天気でしたが、玖珂インターを過ぎる頃

から明るくなり、進んでいくうち青空が見

え、太陽も見え隠れするようになり、さすが

山陽だなと感じました。 
 周防大島町の橋本主幹さんの案内で、中原

さんの畑にお邪魔しました。 
土居東協定は４人で構成されていて、協定

農用地は、ミカン園ということでした。 
１期目に１年遅れで参加し、１期から２期

に移る時に人数が減って４人になったそう

です。 
４人とも 70 歳代後半で、農道の管理をし

たり、狸の被害に遭わないよう、電柵で進入

を防いでいるということでした。狸はみかん

の皮を上手にむいて食べるとか。朝、行くと

皮がいっぱい落ちているのを見るとホント

にガッカリするそうです。そうですよね・・・

収穫しようと思っていくと皮の山なんて。 
私達が訪ねた園のミカンは 15 年くらいの

樹で、元気一杯。実が鈴なりについました。

マルチシートというのが敷かれていて、その

シートを敷けば、糖度１２度以上になるそう

です。取材の日は二人のサポーターさんが周

東と徳山から来られていました。サポーター

制度を５～６年前から活用し、サポーターの

調整は役場がしてくれるので、安心だという

ことでした。 
今年はみかんの表作ということで、ミカン

を全て大きくしてしまうと、来年実らなくな

ってしまうということです。そうならないた

めに、９月ごろ実を全部落とす樹もあるそう

です。なかなか大変！ 
来年も、沢山実がなると良いですね。 
段々畑を想像していたのですが、協定集落

のみかん園は、段々畑だけでなく、想像以上

の急斜面にミカンが植えてあるところもあ

りました。車は入らず、脚立も思うように立

てられないだろうと思います。収穫には、袋

を肩からかけてその中に入れていくのです

が、一杯になれば平らなところに置いてある

カゴに移すため移動しなくてはなりません。

足もしっかり踏みしめてないと滑るかもし

れません。平坦地に比べると倍も３倍も、い

えそれ以上のご苦労があるだろうと思いま

した。ビタミンＣが豊富なみかんを私たちが

食べられるのもこのような方々がおられる

からです。これからも元気でみかん作りに頑

張ってほしいと思います。 
もぎたてミカンはとても美味しかったで

す！！ 

援農サポーター制度 

周防大島町でミカン栽培作業等を支援するボ

ランティアの紹介・斡旋を行う制度 

○窓口 

 周防大島担い手支援センター 

○作業内容 

 ・ミカンの収穫、摘果、マルチ張り等 

 ・梅の収穫 

 ・タマネギ苗の植付 

○必要経費（農家負担） 

 ・交通費 2,000 円 

 ・弁当または 500 円 

 ・ミカン 10kg または 2,000 円 

 ・ボランティア保険掛金 

○登録者数（平成 21 年） 

 ・農家     39 人 

 ・サポーター 164 人（ほとんどが町外者） 

 


