
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

.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１４号） 
（平成１７年８月２日 山口県農村振興課） 

 
 
 
中山間地域等では傾斜地が多く、まとまった耕地が少ないことから、零細な農

家が大半を占め、生産性が低い農業構造となっています。このため農業所得は、

平坦な地域に比べて少なく、高齢化の進行が著しいことなどから、農業を営む人

も減少しています。 
 本県にも多くの中山間地域がありますが、将来とも健全な農地を維持し、県土

を発展させていくためには、耕作放棄の発生を防止し多面的機能の維持・増進を

図ることが課題となっています。中山間地域等直接支払制度は、県民全員の財産

である農業・農村が持つ多面的機能を守るために、「中山間地域等で農業をしてい

る人達を支援しましょう！」という制度です。 
 

 具体的には、「今後も中山間地域で農業を続けていきます。」と協定を結んだ人

達に交付金を払うことで支援します。もちろん、支援するのに使われるのは、み

なさんの税金です。ただ「中山間地域だから」払うというわけではありません。

交付金を受け取るためには様々な条件があります。 

   

 具体的な仕組みは、中山間地域という対象地域のうち、農作業を行う上で特に

不利な条件にある農用地において、集落協定又は個別協定に基づき５年間以上継

続して農業生産活動などを行う農業者等に対して、交付金を交付します。 

 

一人当たりの交付金はわずかなものです。しかし、継続して、集落単位で上手

に活用すれば、地域の活性化にも繋がる活動ができるはずです。 

具体的には、 

 ・集落全体で農業機械を買う。 ・農道や水路の維持管理費に充てる。 

 ・法人を設立するための経費に充てる。・農道整備の地元負担金として使う。 

 ・体験農園や自然観察園の運営の経営に充てる。 

 ・周辺の林の下草刈りを行う。など 
集落協定参加者の皆様には、主体性をもって集落の 

話し合いでよりよく活用してもらうことを願っています。 
  消費者の皆様には、中山間地域において管理された 
農地を目にされた時には、そこに住む農家の人たちの 
取組に思いを馳せていただければと思います。  

中山間地域等直接支払制度ってなあに 



 

  第二期対策への継続取組を決定した集落協定について、山口県中山間地域等総合対策検

討会の名和田委員さん（山口県地域消費者団体連絡協議会常任理事）と小林委員さん（山

口県消費者団体連絡協議会事務局長）に、集落協定の取材をお願いしました。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

名和田委員さんが、萩市山田沖集落協定

に協定代表者の小国治光（７４歳）さんを

訪ねました。    

 

-（協定代表小国さん（右）とのスナップ） 

●集落協定でどんなことを行っているのか

を教えてください。 

  集落協定では、協定に定めた農地の管理、 

 

営農組合での機械の共同利用、農地の受委

託、景観作物栽培などに取り組んでいます。 

●営農組合と集落協定との関係はどうなっ

ているのですか。 

旧福栄村では、水田に必要な水利毎に合

理的に農業を行う体制を整備する「農区」

があります。 
山田沖集落は第１３農区に属していま 

す。堂ヶ市、山田沖、向山、壇今木の集落 
で第１３農区営農組合「至福の里」を運営

してきました。実は私は、この営農組合の

組合長もやっているんですよ。 
●平成１７年度からの取組は。 
  いま、集落でいろいろ話し合いを行って

いる最中です。この辺で農業生産を継続し

ていくためにみんなでなんとか工夫して

いく必要があると考えています。 
●具体的にはどのように考えていますか。 
  やはり、これまで取り組んできた集落協

定を基本に、「農区」全体での協定を考え

ています。その核となる担い手は第１３農

・・・萩市紫福 

山田沖（やまだおき）集落協定・・・ 

〈阿東町井戸・火打原・市場集

落協定〉※ 

●面積   田/急傾斜 26.8ha 
          田/緩傾斜 50.9ha 
●参加者 69 人・１組織 
●交付金 ９７０万円 
※平成１６年度の協定概要 

★ 

〈萩市山田沖集落協定〉※ 

●面積   田/急傾斜  2.9 ha 

          田/緩傾斜 14.0ha 
●参加者 26  人・１組織 
●交付金 １７８万円 

※平成１６年度の協定概要 

★ 



 

区営農組合「至福の里」になります。また、

今後は集落に人を呼び込むことをしたい

と思います。交流にも力を入れて、集落を

元気にしていきたいと思っています。 
●担い手としての集落営農組織の育成と集

落の連携を目指されるのですね。ところで、

サツマイモ栽培のほ場を始めたとか。 

  今年からの取組ですが、協定の農地への

作付を予定しています。 

 

（サツマイモの作付を体験しました。） 

●本日はありがとうございました。 

♪♪♪♪取材を終えて（名和田）♪♪♪♪ 

当地は、三方を山に囲まれ急傾斜の多い場

所です。あぜの草刈りなど整備が行き届い

てすばらしい景観にまず感動しました。こ

こでは、水路、農道の整備管理、共同機械

の整備、イノシシ対策など積極的に取り組

まれています。中山間地域等直接支払制度

の交付金はここでも有効に活用されてい

ました。また、協定代表者小国さんの案内

でサツマイモの苗の作付を実体験しまし

た。収穫期には都市部の人との交流なども

計画されているようで、楽しみにしていま

す。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

小林委員さんが、阿東町嘉年の井戸・火

打原・市場集落協定に協定代表者の斉藤博

巳（６６歳 ）さんを訪ねました。 

 

-（共同機械の前で、集落代表斉藤さん

（右）とのスナップ） 

●ここの集落協定は、複数の集落で協定を

結ばれているそうですが。 

そうです。平成１２年に町から話があっ

た時にはいろいろな意見が出てきました。

でも、いつまでも１集落だけではやってい

けないとのみんなの思いで井戸、火打原、

市場上、市場中、市場下の各集落がまとま

って一つの協定を結びました。 

●協定の取組を教えて下さい。 

自由な制度だけに、５年間しっかり活動

しないと差がつくのではないか。それぞれ

の集落が頑張っていこうということを考え

ました。役員がしっかり話し合った上で、

参加者の合意を得ながら活動しています。

協定全体で取り組む水路、農道、鳥獣対策

に加え、各集落では、農舎や機械整備、イ

ベントの取組を行ってきました。 

・・・阿東町嘉年 

井戸・火打原・市場（いど・ひうちば

ら・いちば）集落協定・・・ 



 

●耕作できなくなった農家のほ場の管理も

されてきたとか。 

コストはかかりますが、協定として取り

組むことにしました。おかげでまとまりが

出てきたと感じています。 

●協定に、新規就農者もいるとか。 

ここの地域も高齢化が進んでいます。し

かし、スキー場があるくらいに冷涼な気候

なのでホウレンソウやトマトの栽培に向い

ています。今、Ｉターンの青年が一名取り

組んでいます。もちろん、集落協定にも入

っています。 

● 今後の取組は。 

ほ場整備は完了しましたが、競争力のあ

る農業と食料の安定生産を考えると、担い

手を育てていくことです。今、５集落の協

定ですが、隣の集落協定から参加する担い

手もいますので、もう少し広域な協定にす

ることも必要かなと感じています。 それに

毎年、確実に年を取っていきますし、都会

に出ている子供がすぐに帰れる状況でも無

いので、省力的に、あまりコストをかけず

に農業を続ける取組を強化するつもりで

す。それから、集落が元気になればいいと

思います。 

 
（祭りでは、たくさんのかかしが出品さ

れるそうですよ。） 

７月末から８月にある恒例のかかし祭り

については、協定としても集落の参加を応

援していき、地域での交流や都市との交流

にも力を入れていきたいと考えています。 

●本日はありがとうございました。 

♪♪♪♪取材を終えて（小林）♪♪♪♪ 

  「これからは、１集落だけで農業を行っ

ていける時代ではない。」とおっしゃる代

表の斉藤さんは、競争力のある農業と食料

の安定供給をめざして、共同機械の購入と

利用を積極的に進めています。また、農業

機械倉庫の建設など、できることはみんな

で参加してやることを大切にしています。 

  協定の様々な活動には、なるべく多くの

人が関わること、何か協議するときにはま

ず役員がしっかりした案を示した上でみ

んなと話し合うことなど、私たち消費者団

体の活動を進める上でもとても参考とな

るお話しをうかがうことができました。 

  きれいな空気と手入れの行き届いた田

んぼ、嘉年地区のユニークな案山子（かか

し）などを見に皆さんも阿東町を訪れてみ

ませんか。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

～♪名和田委員さん、小林委員さん、お忙

しい中の取材、ありがとうございました。 

    ～～～編集後記～～～ 
中山間地域等直接支払制度第二期対策

が始まりました。 
第二期対策では、農業を継続していく

ための前向きな取組をより一層推進する

こととなります。 
集落の実情に合わせながら、取組可能

な内容を選択し、取り組んでいきましょ

う。 
消費者の方々も是非応援して下さい。 
                             井上 



 

 

 

ＮＨＫ山口支局長の藤浪さんと、周東

町別所畑集落協定の代表者篠田省三（し

のだしょうぞう）さん（６９歳）、役員

の行田博次（ゆきたひろつぐ）さん（６

９歳）をたずねました。 

（左から役員の行田さん、NHK の藤浪さ

ん、代表の篠田さん、別所畑集落の全景） 

●第２期対策の始まりですが、どのよう

な印象ですか。 

農村の厳しい状況の中、平成１２年度

に制度導入があり、取り組んできました。 

今回の制度は、条件が厳しいとの説明

でしたが、その条件は、私たちが前から

取り組まないといけないと考えていた内

容でした。常々個人では駄目だと言うこ

とはわかっていたのですが、何せ田舎で

すから、個人プレーが強くて、なかなか

難しいものもあります。 

●通常単価の目標は、 

  別所畑には、やまぐち型担い手組織に

認定された営農組合があります。協定で

は、営農組合が協定農用地の２０％以上

において基幹的３作業を行うことを目標

にしています。 

●ほ場整備で担い手も育成するようです

ね。 

平成４年からほ場整備事業を行い、事

業の要件もありますから数人の集積者も

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１５号） 
（平成１７年１２月２０日 山口県農村振興課） 

 
・・・周東町別所畑(べっしょばた) 

集落協定・・・ 

★ 
★ 

〈宇部市棯小野集落協定〉 
● 面積  田/急傾斜 22.1ha 

● 参加者    29 人 
● 交付金  460 万円 

〈周東町 別所畑集落協定〉 

●面積 田/急傾斜 35.2ha 

田/緩傾斜 13.9ha 
●参加者 76 人 １営農組合 
●交付金 840 万円 



 

育ってきています。しかし彼らだけで地

域を守ることは難しいと思っています。 

（営農組合の共同利用機械、倉庫） 

●営農組合にも期待がされますね。 

地区の人口も５年後には減っていくと

考えられます。その際、やはり営農組合

で考えていく必要があります。現在、担

い手に利用増進契約を結んでくれている

田が１０ｈａあります。集落全体の作付

面積４０ｈａのうち、１０ｈａは担い手

で植え付けがされている訳です。彼らは、

地域外とも利用契約がありますから、や

はり限界があります。当地域では、少な

い担い手だけで将来的にも管理可能であ

ると考えるのは問題で、やはり、小さな

労力を出してもらえる人の集まりが重要

です。定年で取り組んでくれる人にも協

力をしてもらうのが重要ですね。稲作で

１０ｈａを１農家で担えるのかを考えた

時、平坦な広い地域と当地域は違う訳で

すから、なかなか難しいのですよ。 

やはり、１０ａ、２０ａの農家の人に

も、その人に労力があるのであれば、提

供してもらうようにしなければだめです。  

そのような意味で、営農組合による農

作業受託体制も整備したいと考えました。 

●目標達成のためには、協定参加者みん

なの協力が必要ですね。 

この集落では、役員を中心に県営ほ場

整備事業で、集落全体の農地の権利を動

かして成功させてきたベースがあります。

役員には、まとめていく自信があります。 

マスタープランに定めた内容もいろい

ろあります。環境整備をはじめ、月に１

回の定例会を行っていき、また、私とし

てはそれぞれの専門部会を設置していっ

ていきたい。ひとり１世話をお願いして

いきたいのです。組合長１人がやってい

ればみんなできているというようなこと

をやっていたのでは、結局みんなはつい

てきませんから。それぞれが世話をする

ことを考えています。 

●協定参加者の意識はどうですか。 

５年間で、意識がずいぶん変化してき

たと思います。それは、共同の取り組み

をすることは大切ですね。みんなでの話

し合いが進んできたのもそのおかげです。 

●役員の行田さんは、定年で東京からＵ

ターンされたそうですが、この制度につ

いての感想は。 

やはりこの制度があるので、執行部は

月に数回、話し合いをします。 

食料の安全保障を考えたとき、食料は

日本で支えていくことが大切でしょう。

農業は、多少の犠牲になっても大切な産

業ではないかと思う、またこの制度は、

将来ともに地域を守っていくための歯止

めとなる制度と感じています。 

♪♪♪♪取材を終えて（藤浪）♪♪♪♪ 

制度の効能としてもこの５年が非常に

大切な時期と感じています。地域の多く

の方に活動に参加してもらうことが重要

ですね。 



 

代表者の強い統率力と気概で何としてで

も自らの農地を守ろうという意志が伝わっ

てきました。一方で、従事者の高年齢化と

且つ後継者不在という先行き不安の払拭の

具体的な対応策をいち早く講じる必要性を

感じました。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

山口市消費生活研究会会長吉冨崇子さ

んと、宇部市上棯小野集落協定の山田一

夫（やまだかずお）さん（６４歳）をた

ずねました。 

（左から、宇部市役所の宮島さんと冨田

さん、吉冨さん、代表の山田さん、上棯

小野集落の全景） 

●第２期対策では、協定参加者が増えた

そうですね。 

第一期では参加者１１人だったのです

が、第２期では２９人に増加しました。 

●どのような方が増えたのですか。 

この地域では、ほ場整備を行っている

のですが、第一期は、北側の地区だけで

制度実施の話し合いがまとまって協定を

行いました。 

第２期対策が始まったということで、

再度傾斜農地を耕作する関係者が話し合

いました。その結果、地区全体で協定を

結ぶことになりました。ほ場整備を行って

いる範囲これは３９人ですが、制度に該当

する場所の全員２９人が参加することにな

りました。 
●制度の良さが理解されたのですか。 

もちろん補助は参加の呼び水となって

いますが、みんながまじめに取り組んでき

たことが、第二期対策への継続と参加者の

増加になっていると思います。 
前の時は、年齢や勤めの関係で、５年

間の期間に不安を持つ方は参加への躊躇

があったようです。５年間で、制度の良

さが認識されたのではないかと思いま

す。 

●通常単価の目標は、 

協定では、担い手への土地集積を行う

ことにしています。ほ場整備では３名の

担い手への集積が要件にもなっています

が、交付金の対象となっている地区にお

いてもやはり担い手を育成する視点は必

要と考えています。地区では、この３名

に加えて合計４名の担い手への農地集積

を考えています。 

●ここには、営農組合もあるそうですが。 

  営農組合は、ほ場整備を契機に設立し

ました。トラクターと大豆の種子を作っ

ていることから大豆の選粒機を所有して

います。私は、営農組合の組合長でもあ

るのですが、協定と組合とは一緒になっ

て地区の農業の仕組みを良くしていける

と考えています。 

 

 

 
 
・・・宇部市上棯小野(かみうつぎおの) 

集落協定・・・ 



 

（鳥獣害対策のための柵） 

●交付金の使途は。 

１／２を共同取組活動に使います。第

二期では、全地域の鳥獣対策、それから

農道の舗装も計画しています。将来は、

作業場や加工所の整備なども考えていま

す。特に、鳥獣害は当地区では深刻です

から、是非やっていく必要があります。

担い手に農地を集積しても、担い手の経

営が成り立たなくては意味がありませ

ん。鳥獣対策のためには補助事業も活用

するのですが、地元負担をどうするのか

といった問題もあります。交付金を活用

することができたので合意形成もスムー

ズでした。交付金を全体のために使った

ことが良かったと思います。鳥獣柵の設

置のための立木伐採にも交付金を当てる

予定です。 

●集落の将来像は 

今は、女性部を中心に、タマネギの苗、

キュウリ、ソバ等の栽培に取り組んでいま

す。キュウリの一部は、宇部の農産物加

工品の「輿割漬け」（こしわりづけ）の

材料にもなっていますが、都市に遠くな

い立地を活かして地産地消をもっとやっ

ていけばいいなと思っています。ＪＡの

朝市なんかにもっと農産物を出していっ

たらいいなと話しています。 

♪♪♪♪取材を終えて（吉冨）♪♪♪♪ 

♪♪営農の条件整備が進んでいます♪♪ 

山口県では、農山漁村の女性起業家グ

ループブランドができていますが、そう

いう意味でも女性ががんばって取り組ん

でほしいと感じました。 

中山間地域等直接支払制度の第一期の

取組の報告と第２期に当たり５年間の展

望についてお話しを伺いました。私は食

料を生産する農業の大切さを、折りに触

れて感じていても、生産現場の取組につ

いてはほとんど知りません。お話しの中

から農業を維持する、ご苦労、ご努力、

そして喜びを、私は知ることができまし

た。今後は、生産者の方々と交流を深め

ながら、食の大切さ、農業の大切さを肌

に感じ、消費者として何ができるかを考

え、伝えていきたいと思います。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

 

～♪藤浪さん、吉冨さん、お忙しい中の

取材、ありがとうございました。 

 

 

 
～～～編集後記～～～ 
 

 中山間地域等直接支払制度は、農業生産

活動を通じて中山間地域の多面的機能を

維持増進していく制度です。 
  今回は、周東町と宇部市での事例を紹

介しました。 
  協定代表、役員の方の真剣な取り組み

が印象に残りました。            
井上 

 



 

 

集落協定の代表者池永達夫（いけなが

たつお）さん（５３歳）と役員の三村建

治（みむらけんじ）さん（６０歳）をた

ずねました。 

●第二期対策の始まりですが、どのよう

な印象ですか。 

集落協定には２０戸が参加しています。

第二期対策の初めに地域の関係者が全員

参加するように考えたのですが、高齢者

で、継続を断念したものや５年間の自信

がなかったりで、数名の不参加者が出ま

した。そのときには、協定には営農組合

や受委託のしくみもできていませんでし

たので、最終的に耕作を継続する農家だ

けが協定に取り組んだ形です。やはり、

初めの合意が大切と考えたのです。 

  （東後畑集落の棚田の様子。 

左：委員の小林さん、中央：協定役

員の三村さん、右：代表の池永さん） 

●棚田で有名な場所ですね。 

集落は、棚田百選にも選ばれた場所で

す。田植えが始まる５月～７月にかけて

は、アマ～プロまで写真を撮りに来ます。 

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１６号） 
（平成１８年７月３日 山口県農林水産部農業経営課） 

県消費者団体連絡協議会事務局長で、県

中山間地域等直接支払制度検討会の委員

でもある小林眞由美さんが、長門市油谷東

後畑集落協定の取材をしました。 

 
・・・長門市油谷東後畑(ひがしうしろばた) 

集落協定・・・ 

★ 

〈長門市油谷東後畑集落協定〉 
● 面積  田/急傾斜４０．０ha 
● 参加者    ２４人 

● 交付金  ８３９万円 



●農業の現状はどうですか。 

高齢者も増えており農作業ができない

人が出てきています。その一方、個別完

結の農家がいます。また、当地は半島の

棚田地帯で水の問題もありますので、

個々の農家が規模拡大するのは難しい面

もあります。協定参加の個人の家には、

各人の機械がありますから、すぐに、作

業の共同化、機械の共同化とかも難しい

状況です。 

●マスタープランの内容は。 

  協定は、集落を基礎とした営農組織育

成を目指しています。将来的には、この

組織を育成して農地を集積し、法人設立

も考えています。   

●５年間の目標は。 

Ａ要件で、機械・農作業の共同化と担

い手への農地集積を目指すよう協定に定

めました。 

●目標に対する取り組みは。 

協定の面積は約４０ｈａありますが、

第一期対策では協定の農地を大きく囲む

ように電気柵の設置をやってきました。 

第二期対策では、電気柵の太陽光発電

機補充と修理を考えています。鳥獣対策

を行ったことで、耕作放棄地の対策につ

いても話し合うようになってきました。 

耕作放棄地が増えるとみんなが安心し

て農業に取り組むことができません。そ

れにここは生活の場でもあるのです。そ

こで、協定の役員が話し合って、耕作放

棄地を出さないために、共同で取り組も

うということになったのです。 

●どんな活動をしているのですか。 

いま、協定参加者の内、動ける１５人 

で活動を始めました。高齢化などで耕作

できなくなり、協定に参加しなかった農

地の管理に取り組み始めました。   

管理ができるようになった農地を、協

定に追加しています。しかし、管理した

だけではお金になりません。交付金が無

くなったら終わりと言うことになってし

まいます。そこで、今年から、稲の作付

を始めました。 

（集落協定で整備したイノシシの檻と

今年、営農組織で耕作をはじめた水田） 

●機械は。 

個人が持っている機械を使っています。

トラクター、草刈り機などそれぞれの機

械の利用料金を決めております。 

●組合の設立も考えているのですか。 

今は、とにかく作業をやってみようと

いうところです。今年、１．３ｈａくら

い田植えができほっとしているところで

す。形だけの組合の設立ならいつでもで

きると思いますが、やはりみんなが納得

しないといけないと考えています。 

集落リーダー事業にも登録をすませま

した。 

●役員さんはたいへんですね。 

毎週土曜日に役員が集まって話し合い

を続けています。世話をする者は初めは

大変でした。でもそのかいがあって、役

員みんなが、この制度を使って地域をよ

くしていこうという気持ちになってきま



した。今後は、集落協定で耕作が難しく

なる水田全体に広げていきたいと思って

います。 

●棚田で、急な斜面もありますが困って

いることはありませんか。 

協定内は段々の棚田で農道、水路は未整

備ですから、農機具、農作物の移動や水田

管理などに労力が多くかかり困ります。 

●新しい施設が整備されたとか。  

そうですね、棚田が有名ですから都市か

ら来られる方が多いので、トイレ，駐車場

の問題があり困っておりました。ところが

昨年、県の事業でトイレ、駐車場、作業道

の整備ができました。都市から来られる方

も便利になりましたし、地元にとってもよ

かったと思います。 

●消費者に望むことは。 

今、地元の女性グループの活動を活発

にして、消費者との交流を進めていきた

いと考えているところです。 

実は、地区の保育所が廃止されました。 

この施設には、炊事をする施設もあり

ますので、農産物の加工などするといい

のではないかと話しているところです。

●棚田を保全するＮＰＯもあるとか。 

ＮＰＯ「油谷棚田景観保存会」（代表；

村岡 富士夫さん）は協定の対象地域の

外で活動をしています。今後は、ＮＰＯ

との協力も大切です。しかし、まだ協定

の方の受け入れができないと思います。

営農組合もそうですけど、みんなの気持

ちが一緒にならないと長続きしないと思

っています。まず集落協定の活動を充実

して、受け入れ態勢を整えていきたいと

思います。 

～～東後畑集落協定をたずねて～～ 

小林  眞由美 

「わあ、すばらしい」東後畑集落の

ほぼ頂上から棚田を見下ろした瞬間、

思わずつぶやきました。 

当日は降り続いた大雨がやっと上が

ったものの、どんよりとした雲に覆わ

れて視界の悪い日でした。それでも海

に続く美しい棚田と、遠くの岬や風力

発電の風車がゆったりと回るのが見え

ました。お天気がよければさぞか し良

い眺めでしょう。このような所で農業

をされる方々はきっと大らかな方が多

いのではないかと思います。 

しかし、この棚田を維持していくた

めに、さまざまなご苦労をされている

こともまた想像できます。いろいろな

事情があって耕作ができない田はすぐ

荒れてしまいます。それらを、放置せ

ず、集落協定の参加者が協力して毎年

少しずつ植えていこうと努力されてい

る取り組みの様子が伺えました。水の

問題など、私たちにはわからない細か

な事情もあるかと思われますが、田を

植えてみたいという消費者を募集して

みるのもひとつの試みとして有効なの

ではないでしょうか。 

集落協定のメンバーも代表の池永さ

んをはじめ若い方々もいらっしゃるよ

うで、今後は女性のメンバーに呼びか

けて消費者との交流の場を考えてみた

いとのことです。この地域は全国棚田

百選に認定され、駐車場やトイレなど

も整備されていました。 

雄大な景色と田んぼの様子を見に、

また訪れてみたいと思いました。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

～♪小林さん、お忙しい中の取材、あり

がとうございました。 

～～～編集後記～～～ 
  棚田地帯の東後畑集落で体制整備の取

り組みが進んでいました。 
井上、日高 
県農業経営課  電話 083-933-3350 



 

 

 

(※区民館：黒川区の集会所の名称) 

今回は、長門市俵山黒川集落協定の代

表者藤井正雄（ふじいまさお）さん（５

４歳）と役員の宍村龍夫（ししむらたつ

お）さん（５４歳）を訪ねました。 

●第一期対策から第二期対策にかけて意

識されたことは。 

現在、集落協定には２１戸が参加して

いますが、高齢化や人口の減少が当集落

にもじわじわ押し寄せて来ています。こ

のまま放っておけば、集落の元気が失わ

れていくばかりなので、第二期では、既

存の区民館を拠点として、集落外の子供

や都市住民との交流を深め、集落に元気

を取り戻そうということを目標に取り組

んでいます。 

 

  （黒川集落の様子：代表の藤井さん） 

●今後の活動について教えてください。 

交付金のお陰で、区民館を中心とした

活動ができて、集落内も活性化してきま

した。 

 今後は、機械の共同化や集落営農の組

織づくりが必要です。 

●具体的な進行については。 

黒川集落「夢プラン」を作成し、プラ

ンを実行する委員会を立ち上げました。 

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１７号） 
（平成１８年８月２１日 山口県農業経営課） 

 

 
・・・長門市俵山黒川(くろがわ) 

集落協定・・・ 

★ 

〈長門市俵山黒川集落協定〉 
● 面積  田／急傾斜１８．７ha 
    田／緩傾斜 ９．０ha 
● 参加者    ２２人 
● 交付金  ４６４万円 

〈下関市吉田 川久保集落協定〉 
● 面積  田／急傾斜２０．１ha 
● 参加者    ３１人 

● 交付金  ４２３万円 

★ 



 

大きく分けますと、農作業受託組合、

都市交流班、農産物加工班の３つになり

ます。 

●どういった活動をされていますか。 

 農作業の受託については、現時点では、

３人の個人所有のトラクターなどを受託

組合に登録して活用しています。交付金

があるから機械を買うのではなく、先ず、

共同利用の受け皿をつくって、それから、

無駄にならないよう本当に必要な機械の

導入を検討しようということです。 

●都市との交流の内容は。 

 市内の親子や都市部の方々を対象に

「自然薯収穫」や「トラクター作業」、

「炭焼き」などの交流体験をしています。 

また、俵山の青年部がグリーンツーリ

ズムに取り組んでいますが、東京の大学

生も参加しており、当黒川集落にも宿泊

して農作業体験などもしてもらっていま

す。   

●女性パワーの活用は考えておられます

か。 

特産品の開発が急務ですが、菓子か総

菜が良いいのではと思案中です。 

現在、婦人会を中心に加工場設置準備委

員会を立ち上げていますが、こうした部分

は女性のアイデアが是非必要です。 
加工場所は、現在、保健所に相談中で

すが、集落の拠点となっている区民館を

活用しようと考えています。 

市の俵山小学校の前にある日置農高の

分校跡地に農産物販売所や農家レストラ

ンの整備計画があり、完成すれば、そこ

で販売したいと考えています。 

●生涯現役で働ける集落にしたいとの目

標を掲げておられますが。 

ちぎり絵や折り紙などを集落のお年寄

りが子供たちに教える場も設けています。 

高齢者がいきいきと活躍できる場にな

ればと思っています。  

（集落活動の拠点となっている区民館の

外観） 

●区民館は正に「集落づくりの学びの館」

となっていますね。新規の就農者がおら

れるとか。 

当地区の出身者で大阪に出ていた人で

すが、定年帰農という形で、集落内に家

を建てて、今年から夫婦で新規に農業を

始めています。 

 今後の新規就農の受入の拠点としては、

空き家の利用なども考えられますが、現

在使えるのは１軒もありません。どのよ

うに受け入れていくのかが今後の課題で

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（黒川集落の情報誌） 



 

●他に課題は。 

もっと、集落の中で、組織づくりの意

識を盛り上げていかなければいけない。

そのための勉強会の開催などが必要と感

じています。 

何事も、よく理解した上でやっていか

ないと続かないと思います。 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

～♪当日は、大雨の降る中、ありがとう

ございました。区民館で取材させていた

だきましたが、中は大変広く、厨房や宿

泊できる部屋もあり、今後も「集落の拠

点」として益々賑やかになれば良いです

ね。（日高） 

今回は、下関市吉田川久保集落協定の

代表者浦上哲之（うらかみてつゆき）さ

ん（７８歳）を訪ねました。 

●第二期対策からの取組ですね。 

この地域は、平成１７年度の第二期対

策から、特認地域ということになりまし

たので、取組を始めました。 

 

（集落の全景と協定代表者の浦上さん）

●協定を始める時の集落の様子はどうで

したか。 

昨年の春、市が集落の代表者を集め説

明会を開催しました。私が説明を聞いて

集落に持ち帰りました。 

集落のみんなに話したところ、農地を

守っていくことを支援してもらえる制度

だということで集落協定を締結すること

を決めました。 

●集落マスタープランは。 

  中山間地域等直接支払制度は初めての

取組ですが、まずは、集落の共同取組活

動として農道、水路の管理、鳥獣対策を

基本に、将来的には集落ぐるみの農業生

産活動を行うよう考えています。それか

らエコ農産物の栽培拡大をするなども将

来像に入っています。 

●体制整備の取組は。 

  担い手の農作業委託として、地区の第

三セクター「豊田あぐりサービス」への

作業委託を増やすことにしました。 

  もう一つは、高付加価値型農業の推進

として、エコ農産物の栽培を増やすこと

にしています。 

この地区はナスの産地です。ナスを栽

培するのは、比較的若い方がやっていま

す。消費者のニーズなどから、このナス

を栽培する農家がエコファーマーの認証

を受けています。 

それから、米についても農薬を少なく

する栽培に取り組んでいます。今後は、

エコ農産物を増やしていくことも目標と

しています。 

●みんなの取組はどうですか。 

集落の全員で取り組んでいます。 

 

 
・・・下関市吉田川久保(かわくぼ) 

集落協定・・・ 



 

ここの集落は、自治会長を定年から７

０歳までのものが輪番で受け持ち集落の

みんなが集落の役員を経験するようにし

ています。また、集落の若者は「同好会」

を結成しコミュニティー組織の活動を行

ってきました。このような下地があった

ので、集落協定の取組もスムーズに導入

できていると思います。 

（エコファーマーが管理する  

ナスほ場） 

●５年間の目標達成の取組は。 
  水田の防除作業については、「豊田あ

ぐりサービス」への作業委託を始めてい

ます。今年も増える見込みです。ただ、

エコ農産物のナス栽培ほ場のまわりは気

をつけていくようにしています。 

エコ農産物のナス栽培についても、ナ

スを栽培している役員から、作付を増や

す働きかけをする予定と聞いています。 

●交付金の使途は。 

昨年は、初めてということだったので

すが、交付金の１／２以上を共同取組活

動に使っています。 

水路・農道の草刈り、耕作放棄地の復

旧、共同機械購入のための積立、役員の

手当、研修費に使っています。 

●研修の内容は。 

  集落協定は初めての取組ですので、研修

をすることにしました。昨年は、他地域

の取組を参考とするため、県が１２月に

開催した「山口県農村活性化推進大会」

に参加しました。 

●耕作放棄地の復旧をしているとか。 

集落は吉田地区でも端の位置にありま

す。吉田の中心部を結ぶ道の峠のほ場や、

集落のところどころに耕作をしないほ場

が増えています。ここの集落は兼業の人

が多いのですが、若い人が都市部に出て

いく家もあってだんだんと高齢化が進ん

でいます。 

これまでは、集落の若い人が、奉仕で

草刈りをやったりもしたのですが、交付

金がこうした活動に使えるということで

交付金の一部を耕作放棄地の復旧の経費

として使っています。 

●今後の予定は。 

  今後は、共同機械の購入について検討

していきたいと考えています。 

  ただ、昔は農業といえば、助け合いで

やっていましたが、いまは、それぞれの

家に機械があって、個別完結のやり方が

定着しています。ですから、共同機械を

購入しても置く場所もありませんし、共

同で使うことにも慣れていません。市の

制度担当者とも相談しながら、草刈り機

などから始めていきたいと考えていま

す。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

～♪集落の世代を越えた活動が発展して

いるようです。（井上） 

～～～編集後記～～～ 
  集落協定が、集落の元気を呼び起こし

ていました。 
井上、日高 
県農業経営課  電話 083-933-3350 



 

 

今回は、防府市久兼野ノ下集落協定の

代表者山本喜行（やまもとのぶゆき）さ

ん（６１歳）をたずねました。 

●第一期対策から第二期対策にかけて意

識されたことは。 

第一期対策では、私自身も都市との交

流を始めた時期で、いろいろな取り組み

を考え試してきました。 

おかげで、都市の人、大学関係者、学

生、マスコミ関係者などいろいろな人と

の繋がりができたと思っています。 

第二期対策が始まったわけですが、協

定参加者の高齢化もじわじわと進むわけ

です。将来を見越すと、やはりだれかに

田んぼの管理をまかすことができるしく

みを考える必要があると考えています。 

（左：名和田委員さん、右：協定代表者

の山本さん、棚田をバックにしました。） 

●交付金の使途は。 

共同機械の購入を考えています。現在、

ふるさと牧場を中心に都市と農村との交

流を行っていますが、この交流を地域全

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１８号） 
（平成１８年  ９月２７日 山口県農業経営課） 

 県消費者連絡協議会役員で山口県中山

間地域等直接支払検討会委員の委員でも

ある名和田伴江さんが防府市久兼野ノ下

集落協定を取材しました。 

 

 
・・・防府市久兼野ノ下(ひさかねののした) 

集落協定・・・ 

〈防府市久兼野ノ下集落協定〉 
● 面積  田／急傾斜  ２．０ha 
● 参加者   ８人 
● 交付金  ４１万円 

★ 



 

体に広げていくにはやはり時間がかかる

と思います。一方で、高齢化や耕作放棄

の課題も出てきます。そのため、交流の

取組を進め、また、農業に係る経費の節

減にも努めながら、共同機械の購入を計

画することにしました。 

●里山の管理に牛を活用しているとか。 

今、里山に８頭の牛を放しています。

「林間放牧」と言われますが、私が平成

３年から放牧を始めました。平成１２年

からは日本草地畜産種子協会より「持続

型草地畜産展示牧場」に指定されていま

す。 

●地域の資源を活かされているとか。 

牛を利用した里山の管理ができるよう

になると、今度は積極的に「コブシ」、

「ヤブツバキ」、「ヤマザクラ」を残す

ように管理するようにしました。 

徐々に山には、これらの花々がすばら

しい景観を創ってくれるようになりまし

た。やがて、蝶々が花に集まるように、

いろいろな人が集まって来るようになり

ました。 

（放牧されている牛） 

●都市との交流の始まりですね。 

人が集まるようになり、「こぶしの花

見会」が、牧場の毎年の恒例行事となっ

てきました。    

平成１２年８月には林間放牧を中心と

した耕・畜・林による里山の整備、景観

の形成、人材の育成を目的としたボラン

ティア組織「こぶしの里牧場交遊会（こ

ぶしの会）」が発足しました。 

●交流の拠点づくりをはじめられたと

か。 

都市の人と協力して全くの手作りで、

「交流ハウス」の建設に取りかかってい

ます。柱、梁などの材料も全て自分達で

調達しています。 

まだまだ、時間はかかりますが、楽し

みながら取り組むことが良いと思いま

す。 

（建設中の交流施設） 

●どのような方が参加しているのです

か。 

これから農村を維持・発展させていく

には都市の人を巻き込んでいくことが重

要と考えています。「こぶしの里牧場交

遊会」には、主に中国地方の方々ですが

会社員、大学関係者、学生、マスコミ関

係者などなどいろいろな人が参加してい

ます。 

●交遊会の展望は 

交遊会が、地域に根付いていくよう活

動を行っていきたいと考えています。 



 

中山間地域等直接支払制度を活用しな

がら、だんだんと広がっていくことを願

っています。将来的には、交遊会がＮＰ

Ｏ法人になることも考えています。 

●学生が体験にこられるとか。 

農業体験には、小学生から大学生まで

が来ています。交遊会の活動に大学教授

が参加するためか、大学生が自ら体験し

たいとの希望も出ています。最近も、東

京の大学から数名が来られました。 

やはり、ここへ来て実際にここを感じ

てほしいと思っています。体験と言って

も特別なことはしません。自分たちで役

割を見つけて、ここの中山間地域や農を

感じてほしいと思っています。五感で、

地域を感じてほしいと考えています。 

●ここで農業を体験した人の感想は。 

学生には、農業について絵を描いても

らっています。若い人には、農業や中山

間地域での生活を通して何かを感じてほ

しいと思っています。特別なものは求め

ていません。そういえば、学生さんが、

自分の出身の地域の郷土料理をごちそう

してくれる機会があり、そのときは、学

生は大いに語り、こちらも大いに元気を

もらいました。 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

～♪中山間地域の多面的機能が発揮され

る活動が展開されているようです。 

（井上） 
 

～～～編集後記～～～ 
  里山での放牧と都市農村交流が地域の

資源を輝かせ、都市生活者の元気をも呼

び起こそうとしていました。 
井上、日高 
県農業経営課  電話 083-933-3350 

～～取材を終えて～～ 

名和田  伴江 

昨夜から降り続いた雨で取材が心配

されましたが、当日は雨も上がり、防

府市久兼野々下集落を訪ねることがで

きました。 

当地域は、大平山の北側に位置し、

険しい地形の中、急傾斜の棚田が耕作

されていました。防府市街から車でお

よそ３０分、奥へ奥へと入っていくと

「ふるさと牧場」があります。牧場へ

登っていく道は「日光のいろは坂」を

思わせるような急傾斜です。 

悪い条件の中での農作業ですので、

大変なご苦労だと思いました。 

私たちが到着すると、山の中腹から、

二頭の牛が出迎えてくれました。 

集落協定代表の山本さんにいろいろ

な話を伺った中で、「牛が里山の下草

を食べて、里山を守っている。」と言

う言葉が強く心に残りました。 

集落の棚田の石垣は江戸時代に組ま

れたそうで、人々の昔からの営みを感

じました。 

土地を守り、地域を守り環境保全の

農業を目指しておられる熱い思いが伝

わってきました。 

他にも、小、中、高、大学生の体験

学習を受け入れるなどして、都市と農

村との交流を広げていきたいと、日々

努力されています。 

「こぶしの花」が咲く頃、是非また

訪ねたいと思います。 

時折、小鳥のさえずりが聞かれ、い

やしの里での元気をいただいた一日で

した。 
 



 

 

今回は、美祢市植柳集落協定の代表者

田中豊策（たなかほうさく）さん（６８  

歳）をたずねました。 

●集落協定をはじめたころの様子はどう

でしたか。 

昭和５９年に、ほ場整備に着手し、こ

れまで地域の行事などを一緒に行ってい

た関係３集落で、全戸参加の植柳地区営

農組合（以下、営農組合）を立ち上げ大

豆の団地転作に取り組みました。 

当初は順調に行きましたが、自然災害

などで大豆転作が行きづまり、営農組合

の活動は休止状態となり、集落の高齢化

も進む中で、どうやって集落の営農を守

っていくかが大きな課題となっていまし

た。そのような中、平成１２年度に本制

度への取組の話がありました。

 

（集落をバックに協定代表者の田中さん

（左）、委員の春原さん（右）） 

● ３つの集落での協定ですね。 

地形的な条件もあって、植松一区、植

松二区、柳井川の３集落での植柳集落協

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１９号） 
（平成１８年１１月２２日 山口県農業経営課） 

ＮＨＫ（日本放送協会）山口放送局長で

山口県中山間地域等直接支払制度検討会

委員でもある春原秀一郎さんが、美祢市

植柳集落協定を取材しました。 

 

・・・美祢市植柳(しょくりゅう) 

集落協定・・・ 

〈美祢市植柳集落協定〉 
● 面積  田／急傾斜  ２５．６ha 

            緩傾斜  ６．７ha 
    畑／急傾斜  １．３ha 
● 参加者   ３０人 

● 交付金  ６０６万円 

★ 



 

定としています。 

●今では、法人化されていますが、集落

協定を始めたのが法人立ち上げのきっか

けとか。 

農事組合法人植柳ファームの設立は、

平成１２年からの直接支払制度への取組

がきっかけとなりました。 

当時は営農組合の活動も停止していた

ので、協定の活動を行っていくためには、

農地の保全や農道、水路、畦畔の管理、

交付金の使い方など様々な話し合いを行

っていく必要がありました。 

●どのように活動されたのですか。 

集落協定でこのようなことを話し合っ

て解決していくうちに、営農の継続や農

業以外にも生活の場として地域の維持を

どうするかなど、幅広い課題解決が必要

との気運が醸成されました。そのため、

共同取組と交付金の受け皿として、協定

２年目の平成１３年６月に「植柳地域振

興協議会」を立ち上げました。 

● 振興協議会の活動は。 

集落の活動は、まず話し合う場が大事

ですので、集落の活動拠点である植柳集

落センターの補修や備品を整えることに

充てました。それから、集落の存在感を

示して、住んでいることに誇りを持って

もらうため、県道の３ヶ所に集落への道

路標識を設置しました。 

ほ場整備後の水田の排水やイノシシ防護

柵の補助事業にも取り組んできました。 

●法人化された理由は。 

営農組合の運営が中々うまく行かなか

ったこともありますが、やはり経営権を

持たない組織だと農地集積など活動に限

界があります。 

５年～１０年先を見据えた対応をしな

いと、農地が荒廃し、集落に人が住めな

い状態になってしまいます。  

そうなると、残った者にしわ寄せがい

くことになります。なんとか、集落全体

をよい方向にしたいと考えたのです。 

 
（集落への道しるべ：植柳地区は、植松

一区、二区、柳井川との集落です。） 

●法人化により集落の定住条件を維持す

るということですね。法人設立で工夫さ

れたことは。 

 県の農業試験場の集落実態調査の実施

や先進地事例調査等を通じて経営試算な

どの法人化案を集落全戸に提示し、集落

の皆さんに理解をしてもらったことです

ね。 

 当集落は、１０年前にほ場整備はした

のですが、複雑な地形や地盤の問題もあ

って排水が悪く、法人経営をしていくた

めにも、早急に改善する必要がありまし

た。また、イノシシの被害も年々大きく

なっていましたので、基盤整備促進事業

や被害防止事業を行政に要望し、導入す

ることで、営農条件の整備が出来ました。 

● 法人化についてどのくらいの期間、検

討されたのですか。 

法人化に向けて本腰を入れての検討を

始めてから、足かけ３年の期間が必要で



 

した。 

平成１６年５月に集落の２／３の参加

を得ることが出来まして、「農事組合法

人植柳ファーム」の設立となりました。

●第二期の交付金の使途はどうなってい

ますか。 

５割を共同取組活動分として振興協議

会での活動費に充てています。また、個

人配分のうち２０％相当を法人の活動に

充てています。 

やはり大きいのは、道路・水路の管理

費、鳥獣対策の費用ですが、機械の装備

のために積み立てもしています。 

●法人と営農組合の関係は。 

 集落内のみんなが参加する集落営農を

進めることが当法人の理念です。   

営農組合は、土地利用調整団体に衣が

えしました。 

法人は、水稲、大豆の栽培管理を行い、

畦畔や水管理などの作業は、原則として

水田所有者委託を行っています。現在オ

ペレータは４名で、補助員が１４名いま

す。 

●今後の取組は。 

法人化で、各人の体力に見合った仕事

を協力し合って出来ることが大きなメリ

ットですが、やはり、後継者の育成が課

題です。 

集落から出ている者も、定年後は仕事

はあるので帰って来いと呼びかけていま

す。女性にもどんどん関わってもらいた

いと思っています。         

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

～♪集落ぐるみで元気な地域農業づくり

の活動が展開されているようです。 

（井上、日高） 
 

～～取材を終えて～～ 

春原 秀一郎 

 
「交付金を受けて、まずやったことは、植

柳地区への案内標識の設置です。自分たち

の住む集落に誇りを持つことが大切だと

考えました。」 
こう話してくれた田中さんの言葉通

り、県道には集落案内の標識が立てられて

いました。総戸数 31 戸の植柳地区は、こ

の標識を目印に県道から脇道に入り、とこ

ろどころ急な坂を登って、車で 10 分とい

う典型的な中山間集落でした。 
田中さんが、県庁を退職して故郷に戻

った 8 年前、それまであった営農組合は活

動を停止し、高齢化のために水田耕作がで

きない家も出始めていました。「何とかし

なければ」という思いが、田中さんに振興

協議会のリーダーとなり、直接支払いの制

度を利用して集落の維持・整備をはかる決

意を固めさせたということです。この制度

による交付金で、これまで水田の排水対策

やイノシシ防護柵の設置などをすすめ、ま

た営農法人組合を作ったことで、勤めに出

ている農家を含め集落全体が共同で農業

に取り組む体制ができたと、淡々と語って

くれた田中さんでしたが、「次の担い手

は？」という質問には、それが最大の課題

という答えが返ってきました。 
「団塊の世代が退職時期を迎え、一人

でも二人でも故郷に戻ってくれる人が出

てきてくれれば」とのことでした。 
集落の維持・整備には、地元の意欲と

担い手の存在が大切だと痛感させられま

した。この直接支払いの制度を生かして、

田中さんに続いて熱意あふれるリーダー

が誕生することを期待しています。取材

を終えて戻る道すがら、自転車を押して

坂を登り家に帰る中学生たちの姿が見ら

れました。将来、大きくなった子供たち

が、田中さん始め集落の皆さんの奮闘ぶ

りに思いを馳せ、誇りに思ってくれるよ

うになることを願っています。 

 


