
 
第20号発行に寄せて 
 中山間地域等直接支払制度が始まって第一期から通算して7年が経過しました。 
 平成14年（第一期の3年目）に第1号を発行した集落協定かわら版も今回で、第20号となりました。これ

まで県内各地の40の集落協定の取組を参加者の生の声を織り交ぜながら皆さんの所にお届けしてきました。 
 各地の事例の中から活動のヒントやアイデアを探り、皆さんの協定の活動に活かしていただけたとしたら幸

いです。 
 さて、第 2期対策も3年目に入りました。これからもユニークな取組や、少人数でもがんばっておられる協

定等を紹介し、皆さんの活動を刺激・応援できたらと考えています。 
山口県農業経営課長 堀信雄 

 
 
 
 
 
 
 
 

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２０号） 

（平成１９年９月２０日 山口県農業経営課） 



 

 

今回は、萩市見島本村集落協定の代表

者多田一馬（ただかずま）さん（５９歳）

をたずねました。 

●第二期対策から６集落を統合して集落

協定を結ばれたとか。 

面積７．８ｋｍ２の見島は、本村地区と

宇津地区に分かれていますが、第一期対

策から第二期対策に移行する際、市の働

きかけもあり、本村地区の６集落でひと

つの協定を結ぶ話し合いを進め、６集落

合同の本村協定を締結しました。現在、

ひとつの集落から２名ずつ役員になって

もらっています。協定参加者の年齢構成

は、３０歳代がいなくて、５０、６０歳

代が中心です。今年からは各参加農家か

ら２１名の女性が協定に参加し、みんな

で活動について考えるようにしました。 

 

（萩市の 45km 沖に浮かぶ見島） 

●一本化したメリットは。 

協定面積が大きくなり、共同取組活動

に使える交付金も多くなりました。その

ため、小さな協定だった時は、農道の舗

装や大雨等で崩れた農道や水路の補修を

するのに、お金が貯まるまで待たなけれ

ばならなかったのですが、統合して優先

的にすぐにできるようになりました。 

 

（本村協定の棚田） 

県地域消費者団体連絡協議会副会長で

山口県中山間地域等直接支払検討会委員

でもある名和田伴江さんが、萩市見島本

村集落協定を取材しました。 

 

 

 
 

・・・萩市見島本村(ほんむら) 

集落協定・・・ 

〈萩市見島本村集落協定〉 
● 面積  田／急傾斜  ３７．２ha 

            緩傾斜  １．１ha 
    畑／緩傾斜  ２．９ha 
● 参加者   ６５人 

● 交付金  ８００万円 

★ 



 

● 見島では、どのような農業が展開され

ていますか。 

見島の農家の人達は、もともと米づ

くりの意識が強く、平地部や棚田で昔

から稲作に取り組んできています。島

内には、八町八反と呼ばれる広大な田

園地帯があり、平成１３年に完成した

見島ダムが農業用水を安定的に供給し

ています。 

さらに、傾斜地の棚田等への農業用

水を確保するため、ダムだけでなく各

集落は、地下水をくみ上げるポンプを

整備しています。その維持管理にも交

付金が役立っています。しかし、軽微

な補修は、できるだけ自分達の手で行

うように心がけています。 

見島では、対馬海流の影響による温

暖な気候を利用して、早期コシヒカリ

の栽培に取り組んでおり、お盆過ぎに

は収穫します。それを「鬼楊子（おに

ようず）米」のブランド名で出荷して

います。 

 

（地下水を汲み上げるポンプ） 

● 見島牛も有名ですね。 

和牛の原型といわれる牛で、昭和の初

めは、見島牛が島に６００頭近くいまし

たが、激減してしまいました。今は、国

指定天然記念物となり、種の保存に取組

んでおり、島内８戸の農家で８０頭が飼

われています。種の保存のために１００

頭を目標にして、それ以上は経済牛とし

て活用できるので、それを目指してがん

ばりたいと考えています。 

 

（見島牛の運動場で、多田代表（左）

と名和田委員（右）） 

● キュウリも栽培されていますね。 

見島では、二つの作型でキュウリを栽

培しています。３月終わりから７月上旬

に収穫する無加温半促成栽培と、９月上

旬から１２月上旬にかけて収穫する無加

温抑制栽培です。温暖な気候を活かして、

県内の中山間地に比べ、早い時期から収

穫が始まり、遅くまで収穫できます。 

 

（ハウスで育つキュウリ） 

本村協定の体制整備単価の要件とし

て、認定農業者の育成をあげていますが、

キュウリ栽培農家がすでに認定農業者と

なっています。また、キュウリ栽培農家

は、エコファーマーにも認定されました。 

● 観光地としても有名ですが。 

見島観光協会や島おこし会が主催する

様々なイベントが開催され、都市住民と



 

の交流も盛んに行われています。協定と

して単独にイベントは開催しませんが、

島おこし会が開催するゴールデンウィー

クの島びらきまつりや７月の海の祭典、

見島観光協会のおにようずたこ揚げ大会

等には、協定参加者も協力しています。

もちろん地元の特産品として米、キュウ

リや見島たくあんが、海産物に加えて提

供されます。 

●今後の展開などは。 

 後継者をどのようにして確保するかが

大きな課題です。半農半漁の宇津地区に

比べ、本村地区で農業を行う人は、農業

に主体的に取り組んでいます。米とキュ

ウリもしくは、米と見島牛の複合経営に

よって安定した収入が得られるようにな

れたら、後継者も確保できると思うので

すが。そのためにも見島牛の頭数を増や

して、早く経済出荷ができるようにした

いと考えています。 

また、高齢農家で大型機械を更新する

時期が来たら個人で更新せずに、交付金

を利用して共同機械として利用すること

も考えています。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

～♪本土から約 50km 離れた離島でも交付

金を有効に活用した、元気な農業づくり活

動が展開されていることを実感しました。 

（徳永） 

 

～～取材を終えて～～ 

名和田 伴江 

 暑い暑い夏の日、萩市見島本村集落を

訪ねました。 

見島は山口県最北端にあり、雄大な

景観を持つ秘島と呼ばれています。萩

港から高速船“おにようず”で 70分、

初めて渡る島で心も躍りました。島に

着くと早速見島支所で、今回お世話に

なる集落協定代表の多田さんから取組

状況や活動、島のお話を伺いました。 

本村協定は、６集落をひとつにまと

め（各集落では、米づくりが主体）、

共同作業として、農道・水路の整備、

共同機械の購入整備、ポンプや配管の

管理等です。 

また、キュウリのハウス栽培や見島

牛保全のための認定農業者の育成に積

極的に取り組んでおられます。 

お話の後、棚田、見島牛の放牧の様

子、キュウリハウス、ポンプ小屋を視

察しました。このポンプで高い農地ま

で水が汲み上げられ整備が進み、米づ

くりやキュウリ栽培の活性化につなが

ったと話された多田さん。ここでもこ

の制度が有効活用されていることがわ

かりました。 

また、課題も多く、江戸時代から続

く米づくりですが、後継者育成が難し

いこと、ガソリン、肥料、飼料等の経

費に船代が嵩む等、離島での悪条件の

中での農業は、大変ご苦労も多いと思

いました。 

最後に「何としてでも農地を守り、

島を守るためにがんばる。」と話され

た言葉が、心に残りました。 

今度は、見島の文化にふれ、おいし

い食べ物と島巡りを楽しみにグループ

の仲間と訪れたいと思います。 
 



 

 

今回は、美祢市９区集落協定の代表者村上

英雄さん（71 歳）を始め、集落協定関係者

の方々にお話を聞きました。 

●第二期対策に取り組まれたころの状況は。 

９区協定として第一期に取り組み、続けて

第二期に取り組むことを集落内農家で決定

しました。もちろん体制整備単価で取り組む

こととし、要件として、協定農用地面積の２

０％以上において基幹的３作業を共同で行

うことと、多面的機能の持続的発揮に向けて 

 

非対象農家との連携を行うこととしました。 

●営農組合もありますね。 

９区協定は、保々（ほうほう）集落の農家

が結んでいる協定です。集落の１９戸の農家

で水田約 24ha を管理していますが、現状は、

過疎化・高齢化が進み、担い手不足が深刻な

問題となっています。制度開始後も 3戸の農

家が高齢化により耕作できなくなりました。 

そこで、平成 18 年度に保々営農組合を設

立し、耕作できなくなった農家の受け皿とな

るとともに、農業機械の共有化を進め経費の

節減を図ることとしました。 

現在は、専業農家の６名が中心となって水

田の管理を行っています。 

また、近い将来、法人化することも検討し

ています。 

●共同機械は何がありますか。 

トラクター、畦塗り機、グランドソワー、

溝切り機、ハンマーモア、コンバインがあり

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２１号） 
（平成１９年１０月４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、美

祢市９区集落協定を取材しました。 

 

 
・・・美祢市９区(きゅうく) 

集落協定・・・ 

〈美祢市９区集落協定〉 
● 面積  田／急傾斜  １２．１ha 

            緩傾斜 １２．５ha 
● 参加者  ２５人 
● 交付金  ３５５万円 

★ 



 

ます。そのうち、コンバインは平成 18年に

交付金を活用して購入しました。集落内の稲

の収穫は、ほとんどこのコンバインを使用し

ています。格納庫も平成 17年に交付金で建

てました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  農業機械格納庫とコンバイン   

●個人の機械の所有状況は、どうですか。 

稲作のための機械は、個人でも所有してい

ますが、今後、新規の購入は控えることとし

ています。農家の中には、既に機械を処分し

た人もいますし、徐々に法人化に向けて体制

を整えていこうとしています。 

●協定参加者の年齢構成は。 

40 歳代がひとり、50歳代が 2人で残りは、

60歳以上です。集落内には、後継者がいる

農家も数戸あるので、将来的にはその後継者

全員を、集落協定や営農組合に参加するよう

誘導できたらと思います。 

●山口型放牧にも取り組んでいますね。 

集落内に２戸の畜産農家があります。その

うち１戸は、平成 16年に新規就農し、繁殖

牛 28頭を飼養しています。それらの農家の

牛を利用できることもあり、農地の省力管

理、景観保全を目的に平成 17年に「ｍｏ－

ｍｏ－牧場」を開設し、山口型放牧に取り組

んでいます。営農組合が放牧のための耕耘、

牧草の播種、放牧及び施設管理等を行ってい

ます。現在、２頭１組の繁殖牛２組を合計約

2.5ha の３箇所のほ場に、ローテーションで

放牧しています。 

また、約 1.5ha の飼料作物の栽培も２箇所に

まとめています。 

 

ｍｏ－ｍｏ－牧場内で 

（左から糸原委員、保々営農組合枝重組合

長、集落協定村上代表、集落協定枝村会計、

保々営農組合村上副組合長） 

●集落外の人たちとも交流しているとか。 

 集落内外の子供達を対象に、鮎つかみどり

大会を開催しています。また、集落には、ホ

タル鑑賞地もあります。畦畔に曼珠沙華（彼

岸花）を植えた場所もあります。集落外のた

くさんの人に保々集落に来てもらい、保々を

知ってもらいたいと色々工夫しています。 

将来的に保々営農組合が法人化した時、この

山あいの自然にあふれたところでとれたお

いしいお米や野菜をたくさん買ってもらい、

法人の健全経営に繋げたいと考えるからで

す。 

●直接支払制度に取り組んで良かった点は。 

共同機械を購入することができ、その機械

を共同利用する体制が整ったことです。また

畦畔や法面等の管理に労賃を払えるので、管

理する人数を確保でき、適切な管理が継続で

きていることです。 



 

 

９区協定の水田 

●今後の展開は、 

集落内の若い世代が取り組んでいる畜産

を後押しする意味でも、集落全体で耕畜連携

を積極的に進めたいと考えています。一方

で、下がり続ける米価は最大の悩みです。こ

のことは、法人設立後の経営安定にかなり影

響を与えることが考えられます。ひとつの対

策として、集落の隣にあるゴルフ場に、お米

を販売しています。食堂で利用されるのはも

ちろんですが、コンペの賞品にも利用されて

います。このような営業努力は、今後一層必

要になってくると思います。また、米以外の

特産品を作りたいと考えています。関係機関

の方には、良いアイデアがあったら、是非紹

介してもらいたいと思います。 

今後は、法人化がひとつの大きな課題です

が、婦人や若い世代が参加できるような仕組

みにし、将来にわたる夢のある地域を作って

いきたいと考えています。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

♪～♪集落の人々が協力し合って、地域の農

業を継続させたい意欲が伝わってきました。 

（徳永） 

農業経営課 電話 083-933-3350 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
 

～取材を終えて～～ 
              糸原 義人 
これまで多くの“むら”で「うちの土地を守

るにはどうすればいい」、「年寄りばかりで“む

ら”の将来が心配だ」という声を耳にしてきま

した。 
今回お会いした皆さんはとても明るく前向

きの方々ばかりで、お話を聞きながらこちらが

楽しくなってきました。 
9 区集落協定、保々組合は交付金を使って

様々な活動を展開されていました。格納庫、機

械装備の充実で稲作労働の軽減化、全農家の協

力の下に景観作物の導入やイノシシ対策、水路、

畦畔の草刈り、また耕作放棄地での畜産農家と

連携しての水田年間放牧（山口型放牧）等々を

通じて、“むら”のさまざまな活動に果たしてい

る交付金の大切さをよく知ることができました

（耕作放棄地対策として水田年間放牧の仕組み

はおもしろいと思いました。水田放牧で稲作農

家は水田を雑草から守り景観を維持できるとと

もに、畜産農家は水田放牧で餌代は無料となり、

低コスト経営が可能になっています。勿論水田

に放し飼いになっている牛の貸与料は無料で、

耕種農家の負担はありません。耕畜農家双方に

メリット、メリット！）。 
組合を法人化しますかとの問いには、現在思

案中との答えがかえってきましたが、若者（後

継者）（と言っても 52 才の青年）代表の枝村さ

んからは、「4～5 年先には若者が中心になって

法人化し、地区の稲作を引き受ける」という心

強い意思表明を伺うことができました。 
「それでは“むら”の問題は何ですか」との

質問には、即座に「“むら”の特産品がない」と

いう答えがかえってきました。 
現在ゴルフ場との連携（新たな販路開拓）で、

100 俵の米をゴルフ場に納めているとのことで

したが、米以外の特産品を創ることで、より付

加価値の高い農業展開が可能になるものと思わ

れます。 
今後、直接支払制度の利点を生かして、これ

までの活動を更に充実してさまざまな活動を展

開されると共に、“むら”のご婦人方の力をお借

りになって“むらづくり”に励まれたら更に“む

ら”に活気が出るのでは、と思っています。 
女性のスーパーパワーを拝借しながら、組合

を中心に、“むら”が子供達や“むら”に住む人

達にとって、ますます夢あるものへと発展する

ことを切に願う次第です。 
 



山口型放牧を活用して耕作放棄地防止に取り組みましょう

【山口型放牧の定義】

中山間地域等の急傾斜、小区画、管理道未整備、排水不良等の条件不利農地において、

現地形を大幅に改変することなく、電気牧柵器等の簡易な器機を用いて、広範囲な農

地で低コストかつ効率的に放牧を行い、地域農地を有効に活用する放牧手法

【イメ－ジ】 放 牧 前 放 牧 後

［畜産農家・集団］ ［耕種農家・地域集落］

－レンタカウ－ －移動放牧の実施－

○放牧牛貸出し ○条件不利地での省力放牧

○放牧技術指導 ○耕作放棄地の解消

［サポ－ト体制］

畜産振興協会－→○放牧の斡旋・調整 ○放牧牛バンクの管理運営 ○施設貸出

県畜産試験場－→○放牧技術指導 ○放牧牛のトレ－ニング ○放牧牛の広域派遣

県農林事務所－→○農地の集積調整 ○環境配慮 ○システム化・定着指導

【県内の山口型放牧事例】

市町 農家・組織名 内 容

名

秋 芳 町 千人塚放牧利組合 ほ場整備田での集団（耕種農家 21戸）放牧
地区水田面積 18haの内 7.6haで放牧実施

長 門市 肉用牛振興協議会 条件不利地域における共同放牧への取り組み

共同放牧農家 8戸、11箇所、12ha
向津國十牛放牧組合 特区制度を活用した条件不利地共同放牧

組合員 8戸、特区区域 15haの内 5haで放牧実施
周 防 大谷 正樹 荒廃みかん園(1.2ha)における放牧
大島町 園地の再生、畜産農家として新たに経営拡大

防 府市 ふるさと牧場 耕畜林複合経営

山本喜行 15haの林間放牧＋稲作＋林業経営
放牧面積の推移

年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

面積(ha) 12.35 15.50 52.17 104.62 136.20 162.70 229.49
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まず１箇所目は、岩国市三瀬川集落協

定をたずねました。協定代表の中嶋良和

（なかしまよしかず）さん（７４歳）、

國永さん、蕗さん、國本さん、手嶋さん

の５名でお出迎えいただきました。 

●第一期対策から取り組まれています

が、始める時の様子はどうでしたか。 

当集落では、制度の開始直後は「５年

間続けられるか」という不安などで集落

内が中々まとまりませんでした。何度も

話し合いを続けて、ようやく、平成１４

年度から“途中入学”という形でスター

トしました。 

この辺りは、ほ場整備も進んでいない

条件の悪い農地が多いので、この交付金

を活用して是非、地域の農業を継続して

いきたいという皆の熱意があったから、

まとまったのだと思います。

 

（左から：蕗さん、國永さん、池田委員、

協定代表の中嶋さん、國本さん、手嶋さ

ん：共同圃場をバックに） 

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２２号） 
（平成１９年１１月１３日 山口県農業経営課） 

 今回は、山口県中山間地域等直接支払

検討会委員で県の連合青年団役員の池田

和弘さんが岩国市の三瀬川（旧周東町）

と東谷（旧美川町）の２つの集落協定を

取材しました。 

 

 
・・・岩国市周東町三瀬川(さんぜがわ) 

集落協定・・・ 

〈岩国市周東町三瀬川集落協定〉 
● 面積  田／急傾斜 １４．４ha 

      緩傾斜  ６．５ha 
    畑／急傾斜   ０．４ｈａ 
● 参加者  ４２人 

● 交付金  ３５５万円 

★ 

〈岩国市美川町東谷集落協定〉 
● 面積  田／急傾斜  １．４ha 

    畑／急傾斜 ０．２ha 
● 参加者   ５人 
● 交付金  ３１万円 

★ 



 

●協定参加者の構成は。女性の参加が多

いようですね。 

協定のメンバーは、最年長が９０歳、

最年少でも６４歳で、７０代～８０代が

中心となっています。 

超高齢化とも言える集落ですが、皆元

気で頑張ってやっています。 

女性も１７名協定に参加し、集落内の

農産加工所で、柏餅などを作り、毎週日

曜日の朝市に出したり、活発に取り組ん

でいます。 

（三瀬川農産加工所内：バックは餅つき

機、「各家庭とも、主人の理解があるの

で活動がスムーズに出来ます。」と國本

さん） 

●交付金はどのように活用されています

か。 

 ５０％以上は、共同取組活動に使って

います。 

 水路・農道の草刈り、イノシシの防護

柵、景観作物の植え付け、共同機械の購

入などに充てています。 

●体制整備の取組は。 

生産条件の厳しい農地が多いので、大

規模化は中々難しいですが、トラクター

の共同化に取り組んでおり、少しづつで

すが、皆でやっていこうとの意識も出て

きています。 

もう一つは、地区内の周北小学校の生

徒が参加して、そば畑で収穫したそばの

粉引きやそば打ちなどの体験を実施して

います。 

こうした交流活動を通じて、子供たち

が食糧の大切さや、作る苦労を実感して 

くれればと思っています。自分たちも、 

生き甲斐や元気をもらって、また、がん

ばろうという気持ちにもなります。 

●今後の集落活動について。 

高齢化も益々進んで、若い人も皆外に

出ているので、耕作放棄地の増加が大き

な課題です。 

こうした中でもやはり、人と人のつな

がり、話し合いが一番大事、集落の「む

らおこし会」は２０年欠かしたことがあ

りません。 

ほ場の共同管理や、現在４頭の牛の放

牧をしていますが、こうした省力化など、

皆で続けていけるしくみを考えていく必

要があると考えています。 

 

（体験農園となっている「そば畑」） 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

～♪厳しい環境だからこそ、皆の話し合

いが重要だと改めて感じました。（日高） 



 

 

 

 
・・・岩国市美川町東谷(ひがしたに) 

集落協定・・・ 

 

２箇所目は、岩国市東谷集落協定をた

ずねました。協定代表の三浦篤（みうら 

あつし）さん（６４歳）にお話を伺いま

した。 

●協定の取組のきっかけは。 

第一期対策の２年目から取り組みまし

た。当時は、現在の半分ぐらいは耕作を

止めていましたが、このままではいけな

いと思い、発起して耕作放棄地の復旧に

取り組みました。 

 かなり荒れていましたが、先ず、木や

草を焼いて、役場の指導もあり、そこに

そばを植えることにしました。 

そうした時に、この交付金があること

を聞き、皆で話し合い活用することにし

ました。 

 
（左から：池田委員、協定代表の三浦篤

さん、三浦重雄さん、三浦槌男さん：集

落の農地をバックに。東谷集落は、全員

「三浦」性とのことです。） 

●５人の協定ですが、苦労などは。 

一番若いのが、代表の自分です。 

ほかは皆７０歳以上ですが、少ない人

数、年齢なりに、気負わずにやれること

をやっていこうと考えています。 

 

（復旧した農地、体験農園としても活用

されています。） 

●交付金は集落の維持に役だっています

か。 

折角再生した農地ですので、再び荒れ

た時は、集落も終わる時かなと思ってい

ます。続けていくためにも、体制整備単

価に取り組んでいます。 

全体的に傾斜が急な農地が多いです

が、トラクターの共同化に取り組んでい

ます。 

また、地区内の美川小学校の生徒が参

加して、そばの収穫などの農作業体験や

しめ縄作りなども実施しています。 

とにかくやれることを続けています。 

●交付金の使い道は。 

 ５０％以上を共同取組活動に充ててい

ます。主に農道の草刈りやイノシシの防

護柵などに使っています。 

 交付金がないとやはり耕作を続けてい

くことは厳しいと感じています。 

●大変厳しい集落環境ですが。 

最奥部の集落で、まさに限界集落とも



 

言える地域ですが、当集落からは、遙か

四国の讃岐が見渡せることから「東谷さ

ぬきパーク」と呼んでおり、皆、集落に

愛着を持っています。 

●今後の集落活動の見通しなどは。 

 はっきり言って、自分にもわかりませ

んが、体力の続く限りはやろうと思って

います。 

だからこそ、色々な人に集落に入って

もらって、工夫していくことが必要だと

思っています。皆で考えれば、やれるこ

とはあります。 

 

（集落内の急傾斜田） 

～♪集落への愛着が、力を生むのだと感

じました。（日高） 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

～～～編集後記～～～ 
  今回は、厳しい条件化でも、集落協定を

話し合いのきっかけとして、共同活動の継

続のための、「元気のもと」として活用さ

れている事例を紹介しました。 
徳永、日高 

県農業経営課  電話 083-933-3350 

～～取材を終えて～～ 

池田 和弘 

秋の刈り取りが始まる９月の初旬、

岩国市の三瀬川地区と東谷地区の２箇

所を訪れました。はじめに訪問した三

瀬川地区では、代表者の中島さんのほ

か４人の役員の方が私たちを迎えてく

れました。山間部の急傾斜地にある三

瀬川地区は、棚田に大豆やソバなどを

植え、牛の放牧にも取り組まれ、また、

女性が中心となって「日曜市」も行っ

ており、直接支払いの交付金で購入し

た機械を使い味噌・柏餅・総菜などを

製造・販売しています。しかし、この

地区も当初「５年続けていけるだろう

か」とか「出来なければ交付金を返還

しないといけない」といった不安があ

り、取組に慎重とのことでしたが、「何

とかしてここを守らないといけない」

という強い思いが直接支払いの利用を

後押ししたようです。今では、集会所

を拠点にさまざまな活動に取り組まれ

ていました。 

次に訪問した東谷地区は、山道を車

で登ること１０数分のところにあり、

山間の小さな集落というのが第一印象

でした。また、集落協定者はみな 

さん同じ「三浦」の苗字であることに驚 

きましたが、この苗字が多い地区という 

ことでした。直接支払制度で１０年くら

い耕作を放棄していた土地に重機を入

れて耕したそうですが、その大変さは想

像以上のものでしょう。厳しい条件のも

と、５人で協定内の土地を守っているこ

とに感動しました。代表者の三浦さんは

「５人でやれることをやっている」と言

われましたが、共同作業以外にも「体験

農園」を実施されており、世代間交流の

役目を果たされています。両地区とも、 

高齢化と後継者の問題を抱えています

が、この制度が土地の荒廃防止と人間の

交流に大きく役立っていることは間違

いなく、「協定内の農地は荒らすまいと

思っている」という言葉が重く感じられ

ました。 



 

 

 

今回は、周防大島町坂本集落協定の

代表者江本靖夫さん（67歳）と、書記

の砂本勘哉さん（45歳）に聞きました。 

●協定農用地は、急傾斜畑ということ

ですが 

周防大島町は、山口県最大のみかん

産地です。これは昭和 40年頃に山の斜

面や棚田にみかんが作付けされたのが

始まりです。坂本集落の協定農用地も

同じように改植されたみかん園で、全

ての園がかなり勾配のきつい急傾斜地

にあります。 

 

急傾斜にあるみかん園 

●協定参加者の年齢構成は、 

協定参加者は１１人で、４０歳代が

１人、５０歳代が２人でその他は、６

０歳以上です。高齢者にとって、急傾

斜地での農作業は、かなりの重労働で

す。 

●集落協定で取り組んでいることは。 

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２３号） 
（平成２０年１月２９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

である山口県消費者団体連絡協議会事務局

長の小林眞由美さんが、周防大島町坂本集落

協定を取材しました。 

 

 
・・・周防大島町坂本(さかもと) 

集落協定・・・ 

〈周防大島町坂本集落協定〉 
● 面積  畑／急傾斜  ５．７ha 
●参加者  １１人 
● 交付金  ６６万円 

★ 



 

農道や水路の管理を共同で行ってい

ますが、この取組はみかん園を維持す

るのに非常に役に立っています。共同

作業は、年に数回行いますが、共同で

行うことにより連帯感が根付いていま

す。除草や道まではみ出した立ち木の

枝を切ることにより、農園までの農道

が確保できれば、特に高齢の農業者に

みかん栽培を継続する意欲が湧いてき

ます。作業後の休憩時には、協定のこ

とやみかん栽培のこと等が話題にな

り、コミュニケーションも図られてい

ます。 

また、特定の人が除草剤散布を行う

時に、よそのほ場や農道まで散布して

もらうような取り決めも行っていま

す。もちろんその時の労賃等は、交付

金を活用しています。農薬を散布した

人には、労賃が入るし、農薬を散布し

てもらった人は、省力化が図られてい

ます。 

第 1 期から第 2 期へ移行する際に、

要件が複雑で、体制整備単価に取組む

のが難しいのではと言う人もいまし

た。しかし、集落協定の書記である砂

本さんが観光農園を営んでいること

や、シートマルチ栽培での高糖度みか

ん生産による高付加価値型農業の取組

と併せて体制整備単価に取り組んでい

ます。 

●観光農園の状況は。 

 （観光農園を開園している、坂本集

落協定書記の砂本さんに話を聞きまし

た。） 

 現在、協定農地３０ａでぶどうのハ

ウス栽培をしています。そこを観光農

園用のぶどう園として利用していま

す。事務所は、平場の自宅の敷地にあ

ります。そこに、農園もありますが、

協定農地にぶどうハウスをつくり、規

模を大きくしました。農園内には、８

品種のぶどうを栽培しています。穫れ

たての新鮮なぶどうは、とてもおいし

いですよ。おかげさまで、８月の収穫

最盛期には、たくさんお客さんがきて

くれます。協定農地に、今年改植した

みかん園がありますが、それも観光農

園にしたいと考えています。平成 18年

には、認定農業者にも認定されました。 

 

左から小林委員、砂本書記、江本代表 

（於：砂本さんのぶどう園） 

●まとめ役として協定代表の苦労は。 

それほど大変だと感じたことはあり

ません。ただ、協定参加者には高齢者

が多いので、前向きな施策といっても、

新しい取組となると、なかなか動こう

としませんでした。それを動かそうと

するのは、大変でしたが、若い人と話

をしながら、前進してきました。今で

は、協定活動を通して、若い人と話が

できるだけでも良かったと思っている

人もいます。砂本さんの話や取組も刺

激になっていると思います。 

 



 

●今後、坂本協定をどのようにしてい

きたいですか。 

 平成 16 年に大雨で山が崩れ、土砂が

農道を塞いだ時、協定参加者が夫婦２

人だけで大量の土砂を取り除こうとし

ていました。結局、その後状況を知っ

た他の協定参加者が、重機を使って手

伝いました。このようなことは、何時

起こるかわかりません。その時、最も

頼りになり、迅速に対応できるのは、

協定メンバーです。突発的な事故に対

して、協定のメンバーが、すぐに集ま

ることができ、集まって作業してくれ

た人に賃金を払えるような体制ができ

たらと考えています。 

また、個人的には、できるだけみか

ん園を維持して欲しいと考えていま

す。大島地域のみかんの発展のために

高齢になった今でも、新品種の栽培に

取組んでいる人もいます。全国的にみ

かん栽培が減っていっていますが、何

とかがんばって継続していきたいと思

います。 

 さらに、みかんだけでなく、ぶどう

や、いちじくを栽培している若手も出

てきました。これも発展してもらいた

いと思います。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

♪厳しい急傾斜の協定だけに、集落の協 

力が不可欠だと感じました（徳永） 

～～～編集後記～～～ 
  今回は、傾斜が厳しい樹園地で、み

んなの協力や若い人の取組が、集落を

元気にしている事例を紹介しました。 
徳永、日高 

県農業経営課  電話 083-933-3350 
 

～～取材を終えて～～ 
小林 眞由美 

 「この制度はすごくええんよ」と、

開口一番おっしゃるのは代表の江本さ

ん。協定の参加者全員で、年に何回か

水路・農道整備や草刈りに取組、終わ

った後は、「ご苦労さん」と労いなが

ら毎回色々な話で盛り上がるそうで

す。 
 「いろんな事を教えてもらってすご

く助かるし、仲間同士で助け合ってい

くことが励みになる」とおっしゃるの

は、書記でもあり集落内で観光農園を

営んでいる砂本さん。４５才、若い！ 
この観光農園では、２０年になるとい

う大きなぶどうの木が枝を長く伸ば

し、根元では４羽のアヒルたちが草を

食べながら仲良く園内を歩き回ってい

ます。お父さんの代から始められたと

いうぶどう栽培は、栽培方法や販売の

仕方に様々な工夫と苦労を重ね、今で

は口コミでお客さんも増え、農園での

販売や注文を受けての宅配もしておら

れます。「どんな果物も実際に産地に

行ってみると、本当に新鮮でおいしい

ものに遭える。良いものを見極めて選

んでください」という砂本さん。試食

させていただいた宮島という品種のぶ

どうは、本当にジューシーでおいしか

った！ 
 坂本集落では、品質の高いみかん作

りにも積極的に取り組んでおられま

す。急斜面にたくさんのみかんの木が

植えられた小高い山を見上げると、高

齢化や担い手の問題を抱えた中山間地

域の大変さが想像できます。それでも

「将来のために苗木を植え続け、色々

なことにチャレンジして、みんなで新

しい道を切り拓いていきたい」という

江本さんの言葉がとても力強く印象的

でした。 
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今回は、相島スイカ作りオーナー収

穫祭の日に、相島集落協定の書記兼会

計の坂倉政之さん（63 歳）と、収穫祭

の責任者西村藤一さん（60 歳）にお話

を聞きました。 

●今日は、非常ににぎわっていますね。 
スイカオーナーの収穫祭で、午前と午

後あわせて１５０組以上のスイカオーナ

ーさんが、島にやってきます。 

協定内の２５a の畑で、大きく甘ーく育
ったスイカを収穫してもらいます。 

 

    (相島の段々畑) 

●相島はどんなところですか 

相島は、面積が２．４ｋｍ2 で、島全

体でひとつの集落です。 
そこに７４世帯、２１０人が暮らしてい

ます。漁業専業や半農半漁の世帯もあり

ますが、農業が中心の島といえます。島

の農地は、すべて畑で、そこにスイカや

タバコ、焼酎用の芋等を植えています。 
直支の協定には、７１人が参加してい

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２４号）
（平成２０年８月１８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

である山口県消費者団体連絡協議会事務局

長の山岡智恵子さんが、萩市相島集落協定を

取材しました。 

 
・・・萩市相島(あいしま) 

集落協定・・・ 

〈萩市相島集落協定〉 
● 面積  畑／急傾斜    ８．１ha 

      緩傾斜 ２３．２ha 

●参加者  ７１人 

● 交付金  １７４万円 

★ 
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●直支制度よって集落内で変わったこ

とは。 

農道の草刈や、排水路の掃除を共同で

行っていますが、共同意識が芽生え、団

結力が高まりました。農道の草刈りの距

離は、合計で 3,500ｍになります。 

 

 （坂倉さん(右)と山岡委員） 

●他に共同で行っていることは。 

 一時的に作付けをしていない畑が荒

れないように 藪を刈るなど共同で管理

しています。 
 平成１７年からは、島の特産物を育成

しようと焼酎用の芋の栽培をはじめまし

た。今では、共同精神旺盛な１４世帯が、

作業に取り組んでいます。今年も９月下

旬から収穫をはじめ、萩芋焼酎「あいし

ま」を作っています。 
また、島には、水田がありませんし、

麦も植えていないので、スイカの敷き藁

の材料がありませんでした。そこで、島

に自生しているカヤを、スイカ農家で利

用できるように共同で管理しています。

これは、畑への有機物の供給にもなりま

す。 
さらに今後は、見通しの悪い農道の拡

幅もボランティアを募って行う予定です。

（実際、島には対向車と出くわすと立ち

往生しなければならない道が多くありま

した） 
●集落での話し合いは。 

 協定の役員と集落の上、中、下地区か

らそれぞれ選ばれた推進委員が話し合い

の母体となり、月 1 回推進会議を開いて
います。その会議で、交付金の使い方や、

集落活動等いろいろなことを話し合いま

す。 
●交付金の使途は。 

 第一期対策から、交付金の 100％を共
同活動に使っています。協定農用地が、

すべて畑ですので、交付金は、174 万円
とそれほど多くありません。使途として

は、共同作業の日当や経費、共同で使う

機械の修理代、出張代などです。 
 第一期対策では、バックホーを購入し

ました。 
●スイカ作りオーナー制度の取組につ

いて 

（オーナー用のスイカ畑を提供してお

られる西村藤一さん（60 歳）に話を聞き
ました。） 

 この取組は、平成 17 年からはじめま

した。発端は、スイカ部会の女性の間か

ら、「ただスイカを出荷するだけでなく、

相島をもっと島以外の人に知ってもらい

たい、もっと島に来てもらいたい」とい

う声があがりました。最初は、日ごろの

仕事だけでも忙しいところを、プラスア

ルファーの仕事が増えるということで、

負担感が大きかったのですが、実際やっ

てみたら、何とかやれるということが、

わかりました。部会も盛り上がりますし、

オーナーの方も喜んでくれ、やってよか

ったと思いますし、これからも続けてい

きたいと思います。ただ、相島のような 
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小さな島の連絡船は小さく、招待できる

オーナーの数も限られます。このため、

オーナー制度の実施面積は、協定面積の

5％以上の規模が必要という面積要件が
クリアできていないのが、残念なところ

です。 

 
 (スイカオーナの収穫風景) 

●今後、相島が良くなるためには。 

農家の後継者を増やしたいし、リー

ダーの後継者も育成したいと思いま

す。島の農業の主体であるスイカとた

ばこで、ある程度の収入は得られると

思いますが、儲かる農業を実現しなけ

ればなりません。それにまとまった休

暇があれば、若い人も戻ってくると思

います。実際、何人かは、帰って来て

います。 

それに交流人口を増やしたい。連絡

船の便数が夏だけでも増えたらと思い

ます。もちろん、スイカのオーナー制

度は、続けていきたいと思います。 

 

～～～編集後記～～～ 

 今回は、もてなし上手な、島の人達

が、都市住民との交流により、集落を

元気にしている事例を紹介しました。

 徳永、縄田 

県農業経営課 電話 083-933-3350 

～～取材を終えて～～  山岡 智恵子 
 相島は、萩港から「つばき２号」という

連絡船で、約４０分のところにあり、港か

らちょっと上に登った辺りにひとつの集

落がありました。「協定は一期から始め、

当初は全員でなかったが、二期目からは全

員が入っており、団結力・共同精神が高ま

った」と言われておりました。 
 私たちが取材に行った日は、スイカ作り

オーナーの収穫交流イベントの日で、島が

一番賑わう日だとかで、朝８時の船に乗れ

ない人もでるほどでした。船から降りたら

すぐそこが交流会場で、実行委員会の皆さ

んは準備に大忙しでした。 
 坂倉さんに案内されて、オーナーに交じ

ってスイカ畑に行きました。スイカは段々

畑でビックリするほどの大きな実をつけ

ており、参加者は自分の名札がつけられて

いるスイカを愛しそうに収穫していまし

た。段々畑だから水はけがよく、それが「相

島スイカ」の美味しさの秘密だとか・・。

 ４月にオーナーと共に植え付けをし、そ

の後は、スイカ部会の女性が自分の家の仕

事と並行して、当番を組んで手入れをして

いるそうです。段々畑の道は、トップカー

がぎりぎり通れるほどの狭い幅しかあり

ません。西村さんがオーナー用の畑を提供

しており、直支で排水路整備や草刈をして

いるということでした。交付金は個人には

使わず、機械購入や排水路・道の整備など

１００％協定地域に使っているというこ

とです。 
 スイカの他にも葉タバコや、やめた人の

農地を利用して焼酎用の芋を栽培してお

られます。また、水田がないので、わらの

代わりになる「かや」も共同で管理してい

るということで青々と茂っていました。

「耕作放棄地は３年経つとだめになる。管

理のためにも、直支は続けて欲しい」とも

言われておられました。 
 Ｕターンしてくる人で、後継者も増えて

きているとか・・・。 
 「儲かる農業」を目指さなくては・・と、

そのためには、後継者を育て、島に人を呼

び、宿泊施設や診療所、船便など次の計画

や夢を語る坂倉さんは青年のようにキラ

キラと輝いていました。離島で頑張ってお

られる皆さんに、たくさんの元気を頂いて

帰路につきました。 
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県内の集落協定には、都市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。集落協定かわら版で数回に分けて紹介します。 

 
 
まちとむら・自然ふれあい教室 
(岩国市二鹿：写真右) 
 
農業体験交流 
（周南市中須：写真下） 


