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阿東町生雲の本郷協定、 渡辺俊行さん

（６５）と若者会の皆さんを訪ねました。 

●集落協定の状況を教えてください。 

－「対象農地３０ｈａ、交付金３５０万円、

３集落２１人からなる協定です。一戸平均

で１．４ha 参加しています。比較的規模が

大きいですね。」「それから、町の方針で

もありますが、国の制度の３０ha の他にゼ

ロ円農地７ha も一緒にして集落全体で協定

を結んでいます。」 

●ゼロ円農地というのは何ですか？ 

－「国の制度の対象にならない平坦な農地

のことです。町の方針で、傾斜農地と平坦

農地を一体的に守っていくようにしている

んです。」 

平坦農地を協定に追加した場合は、追加

面積 10a 当たり 1000 円(田)が町から集落に

交付されるそうです。 

 
（本郷地区の風景） 

●さて、協定締結後、変わったことはあり

ますか。 

－「協定締結までは、水路管理や草刈りな

どは各自の守備範囲だけといった傾向があ

りましたが、今は日当を出すようにして集

落全員で分担して効率的に行うようにしま

した。圃場整備が平成１０年度に完了し用

排水路が別々になって管理箇所が増えてい

たので、集落全体で取組めたのはよかった

ですね。それに景観も良くなりましたし。」 

●今日は「若者会」の皆さんにも集まって

いただいていますが、どんな組織ですか。 

－「若者会は子ども会の活動を後押しした

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８号） 
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・・・阿東町生雲（いくも） 

本郷（ほんごう)協定・・・ 

〈油谷町向津具 中ノ森協定〉 

● 面積 田/急傾斜 38.6ha 

田/緩傾斜 2.7ha 
畑/急傾斜 0.7ha 

● 参加者 ３０人 

● 交付金 ８４２万円 

〈阿東町生雲 本郷協定〉 

●面積 田/急傾斜 8.1ha 

田/緩傾斜 21.7ha 
●参加者 ２１人 
●交付金 ３４６万円 

★ ★ 

〈阿東町地福 葉ッ久協定〉 

●面積 田/急傾斜 2.9ha 

田/緩傾斜 35.6ha 
●参加者 ２６人・組織 
●交付金 ２４６万円 

★ 
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いとの思いから、昭和６２年頃に２０～３

０歳代の若者が集まって結成しました。少

し歳をとりましたけど、今は地域に目を向

けた活動を心掛けています。」 

●「若者会」ではどんな活動をされていま

すか。 

－「主な活動は、子供から年輩者までみん

なが参加できる行事として、盆踊りやグラ

ンドゴルフがあります。１３年には地域づ

くりの先進地視察もしました。農業面では、

若者会が率先して水路農道管理など共同取

組活動の担い手として頑張っていますよ。

最近は狂言にも取り組んでいて、『ルネッ

サながと』に野村萬斎を見に行くほど熱を

入れていて、生雲地区のふれあいフェスタ

では９回公演しています。」 

－「それから地元で鳥インフルエンザが発

生したので、終息後に慰霊祭も行いました

よ。」 

なるほど。若者会は、すばらしい行動力

の持ち主が多いようですね。 

 
（協定代表の渡辺さん(前列右)と 

若者会メンバー） 

●集落の今後の取組はいかがですか。 

－「各戸が営農機械を一式持っているので、

機械の共同利用など集落営農に向けた取組

が進みにくいのですが、高齢化は避けて通

れません。先日も町の協定連絡会が企画し

た先進地視察に参加したんですが、徐々に

ですが集落営農への取組を検討していくこ

とも必要と考えています。」 

 

 ♪若者会のメンバーはそろそろ壮年期に

差し掛かっていますが、地域に欠かせない

存在になっているようです。今後の活躍が

期待されます。（田中） 

 

阿東町地福の葉ッ久協定、山本恵奎（やす

ふみ）さん（６２）と協定の皆さんにお話

を聞きました。 

●協定の締結はスムーズに行きましたか。 

－「役場から自治会に話があったので委員

を選出して内容を検討しました。話は比較

的早くまとまりましたよ。水路、農道の管

理は定期的に共同で行うようになりまし

た。」 

●協定をきっかけにして活動が活発になっ

たと聞きましたが。 

－「確かに活発になってきました。地元を

見ると４～５年後には放棄地が出始め、将

来は、多くの農家が耕作を続けることが難

しくなってくるだろうとの思いがありまし

た。農業が継続できるようなシステムが必

要だと皆が感じ始めていたんです。」 

●営農組合を作られたとか。 

－「今、営農組合の規約を考えているとこ

ろです。一足早く平成１４年には共同の機

械（ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀｰ、トラクター）を購入し、

昨年末(12 月)には倉庫が完成しました。」 

－「もちろん交付金を活用しています。初

 
・・・阿東町地福（じふく） 

葉ッ久（はっく）協定・・・ 
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めは個人配分を５０％にしていたのです

が、平成１５年からは全額共同に変更しま

した。」 

－「今は動き始めたばかりで、地盤づくり

の段階ですね。月１回以上の役員会を開催

して色々と検討していますよ。」 

 

(購入したﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀｰ(右奥)とトラクター) 

●米作りにも工夫があるとか。 

－「平成１６年からは、米は過去の販売状

況をもとにして生産数量が配分されるよう

になりました。農家も販売のことを考えて

売れる米作りをする必要があります。ちょ

うど今、集落内で加工に向いた米の試作を

してみないかと提案しているところなんで

す。」 

－「圃場整備の工事費の支払いが平成１４

年から始まっています。少しでも経済的に

プラスになるように、そして農業に魅力を

持てるようにしたいですね。」 

 
（新築の倉庫の前で(中央が山本さん)） 

－「幸い集落内に米作りの上手な先生がい

ますので、いろいろと研究をしていきたい

ですね。とにかくチャレンジしないと何も

始まらないと思うんです。」 

 

♪営農組織活動、販売を考えた売れる米づ

くりへのチャレンジなど、新たな活動が動

き始めています。（西村） 

 

油谷町向津具、中ノ森協定の代表者、中村

一志（ひとし）さん（６７）に話を聞きま

した。 

●協定締結当時のことを教えていただけま

すか。 

－「中ノ森には３つの班があるので各班１

人と自治会長、農事組合長の５人で役員を

することになりました。５年間は長いとい

う意見もありましたが、皆賛成の方向で話

が進みました。」 

 
（中村さん） 

●どんな活動をされていますか。 

－「水路・農道の管理やイノシシ対策など

をしています。」 

－「年４回の草刈りの他に、ここは海のそ

・・・油谷町向津具（むかつく） 

中ノ森（なかのもり）協定・・・ 
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ばで風が強いので防風林の剪定もしていま

すよ。」 

●農地が大変きれいですね。 

－「みんな熱心に管理していますからね。

最近では２月に草刈りをしました。それに

ここでは刈った草や畑の野菜くずは、全部

牛のエサにしていますから、なおのことき

れいなんですよ。」 

－「牛を飼う農家が３戸ありますが、刈っ

た草はまとめておいて、畜産農家に連絡し

て取りに来てもらうようにしているんで

す。だから捨てるものはありません。」 

●最近イノシシが出始めたそうですね。 

－「４～５年前から出るようになってきま

した。そこで交付金を活用して捕獲柵を３

年前から２箇所に設置したんです。なかな

か獲れなかったんですが、２月に初めて獲

れましたよ。親子で４頭。」 

 

（イノシシの捕獲柵） 

●山口型放牧(水田放牧)をされているとか。 

－「畜産農家がいますからね。道に近くて

放棄地になっているところを中心に、放牧

をしています。電気牧柵を設置する場所の

草刈りはみんなでやります。牛が草を食べ

てきれいになったら協定に入れるんです。」 

●それにしてもこの地区は傾斜が急なんで

すね。 

－「私は、４.８ha１００枚以上の田を管理

しています。田も狭いけど、実は田の中よ

りも農道を農機で移動する方が大変で技術

がいるんです。狭いし坂道ですから、機械

がひっくり返るんです。２人１組でバラン

スを取りながら移動する場所も多いんです

よ。」 

 
（農地管理をしてくれる牛(中村さんの牛)） 

●将来の農地管理はどうしますか。 

－「実は、管理ができなくなった農家の田

を、同じ水掛かりの人が作っているところ

があります。しばらくはそんな対応も可能

ですが、地域全体を見渡せば、いずれでき

なくなる時が来るかもしれません。集落で

話し合いをしましたけど、牛の放牧を増や

して管理していくようになると思っている

んです。」 

 

♪イノシシ対策、牛を活用した農地管理。

着実な活動が進んでいる協定ですね。（西

村） 

 

 

～～～ 編集後記 ～～～ 

♪♪ 

制度も残り１年となりました。あなたの地

域では、新しい活動が始まりましたか。 

これまでの活動を振り返って、最後の１年

の新たな挑戦に期待しています。（西村） 
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周南市中須の東山集落協定の佐伯伴章さん

（45）を訪ねました。    

 

（協定代表の佐伯さん、後ろの白い部分は

棚田の石垣を補修した様子）     

● 東山集落協定は中須地区でも棚田の多

い協定ですね。 

―「この地区は、棚田が多く、地滑りが頻

繁に起こる地滑り地帯なのですよ。」 

 

● 協定の活動内容を教えてください。 

―「地域に暮らしていくための条件を整え

ていくことを基本に、生活の環境を良くす

ることをメインに考えています。」 

―「私たちの協定でも交付金の内、１／２

を共同取組活動に使っていますが、集落全

体での活用を図っています。」 

 
（東山集落の棚田の様子） 

● 具体的な活用方法を教えてください。 

―「ここでは、棚田の石垣の補修や水路の

補修が恒常的に必要で、制度がはじまるま

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９号） 
（平成１６年７月１２日 山口県農村振興課） 

・・・周南市中須北（なかすきた） 

東山（ひがしやま)集落協定・・・ 

〈周南市東山集落協定〉 

● 面積 田/急傾斜  10.1ha 
● 参加者   ２１人・組織 
● 交付金 ２１２万円 

〈大畠町大久保北集落協定〉 

● 面積  田/急傾斜 5.8ha   /緩傾斜 0.1ha 

畑/急傾斜 0.9ha   /緩傾斜 0.5ha    
●参加者   １６人・組織 
●交付金 １３３万円 

★ 

★ 

直接支払制度も今年

で５年目を迎えます。

今回は共同取組活動

を中心にお話を伺い

ました。 
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では、少しぐらい崩れてもほったらかしの

人も出てきていました。そのために、大き

な災害となることも少なくなかったように

思います。協定ができて、管理者が見回り

を行ったり、必要な補修に対して、わずか

ですが交付金を活用できるようにしたこと

で、農地を守っていこうという意識が強く

なったと思います。」     

 
（交付金を活用し補修した水路と景観作物

アークトセカ） 

● そうやって、棚田が維持されるのです

ね。景観の保全では、他にも取組を行っ

ているのですか。 

―「景観作物として、「アークトセカ」を

法面に作付けています。将来、花がいっぱ

い咲くのが楽しみです。この地域は、都市

から訪れる人も多い地域です。訪れる人が

いいなと思う地域になればと思っていま

す。結構、法面の補強にもなるんですよ。」 

● 棚田で農業を続けていくのは大変です

ね。その他には。   

―「イノシシの対策として、電気柵を設置

しました。」 

―「東山集落も高齢化してきています。若

い人に残ってもらって田を預かって欲しい

と考えています。でも、トラクターが入ら

ない田も少なくありません。ですから、田

に機械が入るように、田の入り口を改修す

る事を進めています。また、トラックが離

合できる作業道の確保も今後の課題です。」 

● 地域づくり活動も盛んに行われている

とか。 

―「東山集落を含めた５集落９９戸で『棚

田清流の会』ができています。清流の会で

は、地域づくり活動を中心に活動をしてい

ます。」 

● 具体的な活動は。 

―「竹やぶの除去や地域の環境整備、棚田

オーナー制度などの都市農村交流も行って

います。」 

―「竹やぶの除去は、地域の住民に大きな

インパクトがあったようです。地域が良く

なる実感が出たと言われます。」 

―「棚田オーナー制度の取組は、地域と都

市の人達を結びつける活動です。今では、

私より熱心に田の管理をするオーナーの方

もいらっしゃるほどで、どしどし都市の人

も地域に入ってもらいたい。地域の様々な

活動が活発になることはうれしいことで

す。」 

● 東山集落協定の今後の計画を教えてく

ださい。 

―「担い手の定着や育成を考えています。

そのためにも、生活環境にも配慮した交付

金の活用が必要です。例えば、農道の道幅

の確保などです。」 

―「大きくなると舵取りが難しいと思いま

すが、地域活動と集落協定の範囲について

も、検討が必要と考えています。」 

―「集落協定がはじまってから、自分が住

んでいるところがどんなところなのか。み

んなが見つめ直しはじめた気がします。こ

れから協定の活動計画を実現したいと思い
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ます。」 

● 最後に協定や集落の活動を行うに当た

ってのモットーを教えてください。 

―「協定の話し合いを行う時に、集落内の

女性や長老にも意見を聞くことでしょう

ね。ある程度の案は、世話役で決めますが、

決定は、集落全体の合意を基本としていま

す。また、次世代への引き継ぎとか、棚田

を維持していくとか目的を持って活動する

ことですかね。」 

♪＊＊＊＊＊農地の保全をベースに、地域

全体の活動にも役だっているようです。生

活環境の整備が中山間地域では大切です

ね。                           （井上） 

大畠町の大久保北集落協定の中元茂雄さん

（57）を訪ねました。      

 
（代表の中元さん） 

●ここでは、年２回の畦草刈り、集落の農

道管理、春と秋の荒神まつり、夏まつりと

秋まつり、三世代で取り組んでいる盆おど

り、８月の『やまびこセンター』の清掃、

墓所の草刈り、泥落とし行事、研修会の開

催と多くの活動をされています。今回は、

「かわら版第６号」で紹介しました共同取

組活動で行った景観作物（菜の花）を活用

したイベントの続編をお伝えします。 

● 周辺の協定とも協力し『三つ葉春まつ

り』を開催されたそうですね。まつりの

目的と内容を教えてください。 

 
（三つ葉春まつり（やまびこセンター）） 

―「協定を進めていくうちに、集落協定の

取組を、都市住民に理解してもらう事がで

きないかと考えるようになりました。役場

からの支援もあって、近隣の坂川、西畑、

大久保南の協定とも話し合い、連携するこ

とで、まつりを開催しました。これがその

時の『春まつり』の様子です。」 

―「はじめての試みでしたが、大変にぎわ

いました。３００人用のジャンボ鍋を用意

したのですが、スタッフの分は足りなかっ

た状況でした。」 

● 盛況だったようですね。     

―「まつりには、集落のみんなが参加して

くれました。子供会は、２週間ぐらいかけ

てマップを作成したんですよ。以前に、集

落の点検をしていたんですけど、子供の目

から見た集落の様子をマップにまとめまし

た。」   

● 集落の宝物ですね。ところで、イベント

の費用は。 

 
・・・大畠町 

大久保北（おおくぼきた）集落協定・・・ 
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―「３つの地区で、公平に負担しました。

地域にあるものを上手に活用して手作りで

実施しました。交付金も役に立ちましたが、

金額的なもの以上に、動機付けとしての効

果が大きいと思います。」      

 
（子供会で作った地域のマップ） 

● イベントのスタッフは。 

―「集落のみんなが関わっています。協定

関係者はもちろん、消防団、子供会、生活

改善グループもスタッフとして参加してく

れています。」 

―「みなさん、前向きに取り組んでくれま

した。打ち上げも盛り上がりました。」 

● イベントのやり方はいかがでしたか。 

―「役場に指導してもらいました。また、

消防団にも協力してもらっています。やは

り、人数を扱うのは、協定だけでは難しい

面もあります。」 

―「大畠教育委員会の『歩け、歩け大会』

のイベントも重ねて実施したんです。です

から、いろいろな方面からの協力をもらい

ました。」 

● イベント参加者の反応は。 

―「こんな棚田が、身近にあったことに気

が付かなかったとか、これからも地域の活

動に参加したい。また、訪れたいなどの意

見がありました。」 

●イベントに関わった方の反応は。 

―「協定関係者はもちろん、消防団、子供

会、生活改善グループ、スタッフとして参

加した方すべてが、やって良かったと言っ

ていますよ。」 

●これからの予定は。 

―「協定の活動は、これからも続けていき

たいと思います。中山間地域では、いまの

協定が絶対必要だと思っています。」 

―「水路の保全は今後も必要ですね。それ

から、竹林の問題もあります。」 

―「都市住民との交流イベントは、近隣の

協定とも協力して、今後もやっていくつも

りです。」 

● 協定で地域は変わりましたか。 

―「なにごとについてもみんなが協力的に

なりました。集落や地域がまとまってきた

と思います。」 

● 協定での共同取組活動や交付金を上手

に使うこつはなんでしょう。 

―「協定参加者、集落のみなさんが何をし

てほしいのかについて、十分に話をし、意

見を聞くことだと思います。集落の中には、

老人会、子供会、消防団、その他いろいろ

な人材がいます。また、様々な集会もあり

ます。私たち協定の役員は、なにごとにつ

いてもみんなの意見をくみ上げるようにし

ています。役員の情報網がキーポイントで

す。もちろん難しい時もあります。でも、

話合いが大切ですね。」 

♪＊＊＊＊＊共同取組活動を行うに当たっ

て、協定関係者はもちろん、消防団、子供

会、生活改善グループなどのみなさんとの

意志疎通ができているんですね。（井上） 

～～～編集後記～～～ 

制度の最終年となりました。話し合いを行

い、協定の目的を達成しましょう。 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

県では、制度の継続、充実・強化に向けた

要望を行っています。（制度担当者） 
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豊浦町、大河内集落協定の代表者、寺岡

弘之さん(62)、営農組合の代表者、田村和男

さん(63)、大河内集落の自治会長、川崎敏昭

さん(64)を訪ねました。 

 
（左から、田村さん、寺岡さん、川崎さん） 

● 協定の共同取組活動を教えてください。 

―「だいたい半分を共同取組活動に使って

います。耕作や草刈り等を営農組合に頼ん

だ場合の費用やイベント開催費などです。」 

● 営農組合の活動が１つの柱になってい

るのですね。 

―「ここでは、大河内の農地は集落で守ろ

う。そう言ったことで、農地を持っている

人は営農組合に入ってもらう。もし、管理

ができない人がいれば、営農組合が支援す

ることを考えています。」と川崎さん。 

―「営農組合は、ほ場整備を行った時に始

めました。大河内全体の方たちが営農組合

に入っています。ですから、協定をするに

当たっては、守るほ場としてほ場整備田を

中心に考えました。」 

と川崎さん。 

―「また、今年から、追加で協定に参加す

る農地もあります。」と寺岡さん。 

● 営農組合の取組内容を教えてください。 

―「営農組合に欠かせない農機具として、

田植機、トラクター、播種機等と格納庫を

計画的に整備しています。」 

―「それから、水路の補修とかも行ってい

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 10 号） 
（平成１６年７月１２日 山口県農村振興課） 

・・・豊浦町宇賀（うか） 

大河内（おおかわち）集落協定・・・ 

〈豊浦町大河内集落協定〉 

● 面積 田/急傾斜  14.0ha 

    田/緩傾斜   3.0ha 
● 参加者   ２６人・組織 
● 交付金 ３１８万円 

〈菊川町屋敷集落協定〉 

●面積   田/急傾斜 20.8ha 
●参加者   １３０人・組織 

●交付金  ４３８万円 

★ 
★ 

直接支払制度も今年

で５年目を迎えます。

今回は共同取組活動

を中心にお話を伺い

ました。 
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―「この地域も年寄りが多いんですよ。き

ちんと農地を守っていく事になるといろい

ろ制約もあります。」と川崎さん。 

―「ですからなるべく、営農組合の役務費

を交付金で賄えるよう考えています。」 

―「組合員の要望にはなるべく答えていき

たいと思っています。ただ、委託者の負担

が大きくなるとだんだん田が荒れることも

予想されます。制度の継続が必要です。」 

と田村さん。 

 
（酒米の田植えの様子） 

● 酒米のオーナー制を行って、田植え等の

体験を実施しているそうですね。 

―「そうです。町の職員からの誘いもあっ

て昨年から始めました。中山間の取組を発

展させようということで、自治会長も交え

て検討し、取り組むことにしました。」 

―「体験として、田植えと稲刈りをお願い

しています。また、参加者を集落の関係者

みんなで歓迎しています。参加者は都会か

ら来られるので、自然の中での食事も喜ば

れます。食器も竹を活用したりします。シ

シ鍋も好評です。来た人にも料理に参加し

てもらったり、餅つきも行いました。」 

と寺岡さん。 

● オーナーはお酒がもらえるとか。 

―「４合瓶を数本差し上げています。多少

赤字になっても、ふれあいができれば良い

と思っていますが・・・」と寺岡さん。 

―「永く続けていくためにも、工夫しなが

らやっていきたいと思います。」と川崎さ

ん。 

● 共同取組活動は、どのように進めていま

すか。 

―「集落に班があって、活動は、各班、婦

人会の方、みんなに参加してもらいます。」

と寺岡さん。 

● 何事も、集落全体で考えていこうという

ことですね。 

―「昨年交流の場として県の『元気な農村

しっかりサポート事業』を活用して、大河

内交流センターを建てましたので、その地

元の負担分にも充てる予定です。」 

● これから先、共同取組活動が持続するし

くみが大切ですね。 

―「中山間地域等直接支払制度が始まって、

営農組合もしっかりしてきましたし、農地

を守っていく『しくみ』ができてきました。

組合のオペレーターも１０人ぐらい確保で

きました。」と田村さん。 

―「ＪＡとの協力も考えられます。」と寺

岡さん。 

―「機械作業は、ＪＡでも何とかなるかも

しれないですね。でも、水路の管理、畦の

草刈りなど手がかかる作業があるんです。

ですから、地域の中で持続できる『しくみ』

が必要と考えています。」と川崎さん。 

 

♪＊＊＊＊＊集落の農地を、集落みんなで

守っていく取組が進んでいますね。協定、

営農組合、自治会、三位一体の取組がすば

らしい。酒米のオーナー制度が、集落の活

性化に発展していくようです。（井上） 
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協定代表の平井弘さん(64)、営農組合長の平

井義昭さん(64)、営農組合事務局長の吉村元

久さん(51)を訪ねました。 

 
（左から、平井弘さん、吉村元久さん、 

平井義昭さん） 

● 集落協定での共同取組活動の特色を教

えてください。 
―「一つは、参加者です。ここでは、非農

家や協定内に協定農地を持たない農家も参

加しています。集落全体で活用していく考

え方ですよ。二つ目は、交付金の配分です。

交付金の半分は、集落活動に使い、残りの

１／４を営農組合で活用し、担い手の育成

を目指しています。」と平井弘さん。 

● 集落活動分と営農組合分を区分して使

っているんですね。それぞれの活動内容

を教えてください。 
―「集落の集会所の整備に１／４、共同取

組活動としての農道の整備、草刈り等に１

／４を利用しています。」と平井弘さん。 

―「この地域は、水のない地域で、機械の

洗浄にも困っていました。組合では、まず

ボーリングをし、水の確保を行いました。」 

―「それから、共同機械の整備としてトラ

クターを購入、農機具庫の費用をお願いし

ました。」と平井義昭さん。 

● 今後の営農組合の活動は。 
―「ありがたいことで、この制度が導入さ

れて随分助かりました。今後とも計画的に

営農条件の整備を進めたいと思います。具

体的には、作業場の舗装や法面の整備を進

めたいと考えています。」と吉村さん。 

● 集落協定と営農組合の関係は。 
―「営農組合として、必要な整備を中山間

の協定にお願いしている訳ですが、１／４

という制度を設けて交付金を使わせてもら

っています。」と平井義昭さん。 

―「協定の範囲が、営農組合やほ場整備の

範囲と重なっていません。そのため、営農

組合への交付金の活用はバランスも必要だ

と思っていますので。」と平井弘さん。 

● 営農組合ができて、集落のみなさんも安

心ですね。 
―「やはり、営農組合ができて、担い手へ

の集積は進んだと思います。」と吉村さん。 

● 集落全体で、交付金を有効に活用してい

るようですが、決め手は何だったんです

か。 

―「集落協定を結ぶにあたって、はじめか

ら自治会の代表、婦人会の代表、老人会の

代表が出て、交付金をどう使うか十分話し

合い、案を作りました。その案を自治会の

各班に持ち帰って集落全体で検討してもら

いました。」と平井弘さん。 

● 集落全体で、考えるしくみですね。 

―「そうです、自治会、老人会、婦人会が

みんなで話し合っています。集落の総意を

形成していったのが、今、考えれば大きか

ったですね。 

 
・・・菊川町久野（くの） 

屋敷（やしき）集落協定・・・ 
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● 最初から、みんなでやる素地みたいなも

のがあったのですか。 

―「実は、この地域には、『２１世紀の会』

という組織があるんですよ。」と吉村さん。 

―「地域の活性化のために何かしようと若

い人が集まって活動がはじまりました（今

は、決して若いとはいえませんが。）。」

と吉村さん。 

―「当初は、年一回の環境整備、夏祭り、

海水浴など、地域の活性化、子供の育成な

どを目的に会費制で活動が始まりました。

それが続いているのです。もうできて２０

数年になりますね。」と吉村さん。 

―「今ではこの人達が、世帯主になってい

ます。集落の活動の原動力ですね。」と平

井弘さん。 

● 頼もしい会ですね。 
● さて、交付金を上手に使っているこつは

何ですか。 
―「これも、集落のみなさんに、理解して

もらっているからだと思います。」と平井

弘さん。 

 

（法面の整備の様子） 

―「例えば、協定では、多面的機能増進活

動として景観作物、あじさいの作付け、空

き缶ひろい、草刈り作業を行っています。

出役された方には、日当を支払うのですが、

支払は、各班に行っています。」と吉村さ

ん。 

―「ここには、５つの班があるのですが、

協定から支払う交付金について、それぞれ

話し合った結果、各班とも班全体で使用し

ていこうということになった様です。交付

金が２倍になったように見えませんか。」

と平井弘さん。 

 今後の方向性について 

―「今年で、４年目です。協定の活動は、

今後も是非続けていきたいですね。」と平

井さん。 

―「協定が主体となって、ふれあいバザー

も始めています。このようなものは、都市

との交流としても発展させたいですね。」

と吉村さん。 

 交付金の有効活用についてメッセージ

をお願いします。 

―「相手を信じて、話し合いの場を持つこ

とです。」と平井義昭さん。 

―「世代を幅広く考えて、活動し、活用し

ていくことです。」と吉村さん。 

―「制度の対象農地の人だけでなく、幅広

く考えていくことが大切」と平井弘さん。 

 

♪＊＊＊＊＊集落全体で、しっかり話し合

うことで交付金を上手に活用しています。

協定、営農組合、２１世紀の会、子供会、

婦人会、集落関係者の合意形成がベースで

すね。            （井上） 

～～～編集後記～～～ 

国の第三者委員会｢中山間地域等総合対策

検討会｣による制度の検証が進んでいます。

検討会の状況は、農林水産省のホームページ

に掲載されています。 

http://www.maff.go.jp/www/counsil 

/counsil_cont/nouson_sinkou 

/tyusankansogo.htm 
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徳地町蔵場集落協定の原田保太（７６）

さんをおたずねしました。 

 
（代表の原田さん、後ろに畦畔に作付けた

「つつじ」が見えます。） 

●この地域は、急傾斜が多いですね。 

－はい、この地域は、ほ場整備がされてい

るものの急傾斜が多い地域です。 

●協定の範囲と参加者は。 

－平成３年からほ場整備を行いました。そ

の参加者が主に協定に入っています。ほ場

整備は、地形の関係もあり蔵場集落と上村

集落の一部が取り組んでいます。協定の範

囲も２集落にまたがっています。 

●集落協定の話し合いは。 

－班が６班あります。また、上村集落の人

が一部いますから７班ぐらいになります。

班から一人ずつ委員を出してもらっていま

す。各参加者の意見は、委員の人を通じて

上げてもらい、毎月委員会を開いて話し合

っています。 

●交付金の使途を教えてください。 

－共同取組については、集落全体で考えて

います。交付金で、農道の草刈り、水路清

掃、景観作物としてのそばの播種など共同

作業に活用しています。 

－それから、共同機械の購入のための積み

立てを行っています。基盤整備を実施した

ときに営農組合を設立していますが、営農

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１１号） 
（平成１６年１０月１２日 山口県農村振興課） 

・・・徳地町島地（しまぢ） 

蔵場（くらば）集落協定・・・ 

〈山口市（仁保）坂本集落協定〉 

● 面積 田/緩傾斜  7.1ha 
● 参加者   21 人・組織 

● 交付金   57 万円 

〈徳地町蔵場集落協定〉 

●面積   田/急傾斜 21.3ha 
          田/緩傾斜  0.2ha 
●参加者   32 人・組織 

●交付金  449 万円 

★ 

直接支払制度も今年で５年目を迎えます。今回

は共同取組活動を中心にお話を伺いました。 

★ 
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組合では、田植機を所有して共同で田植え

を行っています。積み立ては、「今後とも、

共同作業を行っていく上で、必要な機械を

整備していこう」ということで行うことに

なりました。今年は、田植機を購入するこ

とにしています 

－急傾斜の農地が多くある関係で、法面が

多く草刈りをするところがものすごく多い

んです。それで、協定で草刈機を購入して、

農家に貸与して平素から草刈りをするよう

にお願いしています。 

－農作業の環境整備にも使用しています。

農道で、鋭角に曲がった場所などは、軽ト

ラックでも切り返さないと曲がれません。

もちろん生活する上でも不便でした。交付

金を活用して、農道カーブの補修工事を行

っています。 

 

（鋭角なカーブを補修） 

－ほ場整備時に舗装はしたのですが、どう

しても笹とか雑草がはびこってくると農道

が傷むわけですから、除草剤の散布の経費

も支出しています。 

●イノシシ対策も行っているとか。 

－ここは、山も近いしイノシシの被害があ

ります。ここは地形的に入り組んでいて電

気サクや囲い柵は、総延長が長くなかなか

難しいので、捕獲オリの設置を考えました。

昨年から集落協定で、捕獲オリを二つ購入

し、猟友会のオリを一つ借りて、計三つの

オリで、猟友会にイノシシの捕獲を委託し

ています。 

昨年は５頭の捕獲ができました。 

●イノシシの処分は、 

－猟友会にまかせています。 

●営農組合の活動について教えてくださ

い。 

－今のところ田植機の共同だけです。ほ場

整備を契機に始めました。当時、各農家に

も機械がありましたが、田が広くなれば田

植機はすぐに買い換える必要があるという

ことで、まず田植機から始めました。それ

も１０年になります。田植機の更新もしな

ければいけません。営農組合ですから、田

植えの受託料金も安くやっています。 

●オペの皆さんは、どのような方ですか。 

－中心になっているのは、５０代の認定農

業者（藤田定さん）です。その人が中心に

なって、定年退職された方、休日は手伝え

る方などが参加しています。全部で６～７

名です。 

●認定農業者の規模拡大は。 

－今でもかなりの土地を預かっています

が、勾配が急なので預かるのにも限界があ

ります。水田を預かれば、畦畔の「草刈り

作業」がついてきます。限度があるわけで

すから、部分受託になります。 

－預ける方はやはり、草刈りが自分ででき

ないから頼むのです。でも、受ける方も、

だんだんと難しくなっています。 

●これからの取組は。 

－将来についても手探り状態です。こうす

ればという内容はまだ見つかりませんし、

すぐの答は出ていません。 

－今後、個人の機械の更新時が一つの機会
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と思います。やはり高齢化しますので、個

人での機械更新も限界ですし、営農組合の

機械の装備を考える必要があると思ってい

ます。 

－農地を維持していこうということになれ

ば、定年退職者を主に考えてやってもらう

ことが必要と思います。営農組合にしても

やはり、地形的な草刈りの問題があります。 

●継続できるしくみへの取組ですね。 

－次期制度への期待もありますが、そのあ

り方によっては引き続き取り組みたいと考

えています。 

－制度が始まったときに、阿武町の「うも

れ木の郷」に視察に行きましたが参考にな

りました。 

－また、「有機栽培」や「エコ農法」の話

も集落で出てきます。 

●畦畔対策に取り組んでいるとか。 

－草刈りが重労働になるので、ツツジの植

付をためしています。ただ、やはり苗作り

が大変ですね。費用が多くかかるようでは、

問題です。 

♪＊＊＊＊＊交付金を様々な活動に活用し

ています。今後の将来計画が大切ですね。 

山口市と徳地町の市町境の集落に水津弘

美さん（６３歳）を訪ねました。 

●坂本集落協定について教えてください。 

－ここの集落は、山口市仁保の中でも一番

奥で、山に囲まれた地域です。規模は１６

戸、７ｈａぐらいです。左官さん、大工さ

んとか５戸の非農家も協定に参加していま

す。また、三鬼社、祇園、観音様の清掃と

か花見等の集落行事が多いところです。都

市農村交流にも取り組んでいます。 

（代表の水津さん、後ろは協定で整備した

ビオトープ） 

●交付金の使い道は 

－交付金の半分を共同取組活動に活用して

います。その内半分を水路、農道の管理、

残りを都市農村交流として、田植え、収穫

祭、自然観察とかを行っています。休耕田

を活用したビオトープや桟橋を整備してい

ます。ビオトープでメダカを飼って、配布

もしましたよ。平成１２年から、外部の先

生たちも協力して県内では一番最初の田ん

ぼの学校も開校しています。 

●交流は、自然に優しい米づくりから始ま

ったそうですね。 

－ここでは「のんたはぜかけ米（品種：あ

きたこまち）」を栽培しています。はじめ

は、元仁保農協（現ＪＡ山口中央）末永組

合長の所へ都市部の人から、「安心なお米

が食べたい」との話があったそうです。そ

の後、末永組合長から集落へ相談があり、

平成４年から地区の５人が、本田に農薬を

使用しない米づくりを始めました。平成５

年は、「いもち病」で収量がほとんど無く

困りましたが、そのとき消費者から「支援

をするから何とか続けてくれ」という声が

 
・・・山口市仁保（にほ） 

坂本（さかもと）集落協定・・・ 
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あがり継続することになりました。 

－今では、集落全体が取り組んでいます。

この安全な米を消費者にＰＲしたいと考え

ていました。ちょうどそのときに「制度」

の話があり、交付金をＰＲに活用すること

を検討しました。 

●非農家も参加しているとのことですが。 

－きれいな環境を作ろう。また、農薬に頼

らない稲作をしようと言うことで何回も話

し合いました。この地域は、川と生活が結

びついているところで、川岸の草刈りに集

落のみんなが参加するなど、非農家の方も

協定に参加しています。 

●集落協定を始めてからの変化は。 

－集落全体で国道や河川のまわり、畦畔の

まわり、農道の整備を行うようになりまし

た。また、イベントもみんなが協力して行

っています。環境も良くなってきました。

草刈りを良くすれば、今年大発生したカメ

ムシなどの害虫も少ないです。 

－自然にやさしい米づくりをする方も着実

に増えてきていますよ。取組はいろいろあ

りますが、仁保全体で８ｈａぐらい作付け

され、販売も５００俵近くになっています。 

 
（管理された国道の土手と桜並木） 

●「のんたはぜかけ米」について教えてく

ださい。 

－農薬は、できるだけ使いません。また、

堆肥で土づくりを行っています。 

－私たちは、はぜ干し・脱穀してＪＡへ籾

出荷しています。 

●ＪＡの役割は。 

－販売は、ＪＡでお願いしています。消費

者の好みも様々です。受注、発送はＪＡで

す。 

－ＪＡは、販売、ＰＲ、米の栽培基準の設

定、栽培指導を行ってくれます。特に販売

では、消費者の要望は「玄米がいい、２分

づき、５分づきがいい、白米がいい。」と

多様です。多様ですからＪＡに販売は任せ

た方がメリットがあります。 

●今後の予定は。 

－今後とも、顔が見える農産物づくりをし

たいと考えています。消費者にもほ場を見

てもらうために、看板の設置など「のんた

街道（農道）」を充実したいと思っていま

す。そのために、協定を続け、交付金を活

用していこうと考えています。 

－将来的には、除草剤の代替えなどの技術

開発も考えていきたいと思います。 

●後継者は。 

－これから１０年たてばやはり高齢化しま

す。その時には、「はぜかけ」は無理かも

しれません。 

－このような栽培方法ですから、規模の拡

大は難しいので、仲間を広げていきたいと

考えています。 

～♪＊＊＊＊＊交付金の活用で、消費者と

の交流も弾みがついています。～ 

～～～編集後記～～～ 

平成 16 年度も折り返しです。協定の話し

合いを充分行いましょう。また、共同活動取

組分の交付金を有効に活用していきましょ

う。 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   錦町府谷集落協定に協定代表者の坂根

幸雄（７３）さんと会計の野村 泰（７６）

さんを訪ねました。    

 

（左 坂根さん、右 野村さん） 

● 府谷集落協定について教えてください 

府谷地区には、３つの集落が集まって何事

も取り組んでいこうという「府谷グリーン

山里会」という任意の組織が、平成５年か

ら活動を始めていました。地区のみんなで

やろうという素地があったので３集落で集

落協定に取り組むことも違和感なく受け入

れられました。協定には、９８戸が参加し

ています。と坂根さん。 

● 「府谷グリーン山里会」と協定の関係は 

－協定は、あくまで制度上の組織ですので、

「府谷グリーン山里会」とは別にしていま

す。実際には、役員の重なりは多いですが

ね。と坂根さん。 

●交付金の使い道は 

－交付金の１／２を共同取組活動に使用し

ています。取組内容は、１６名の役員で検

討し、全員にはかっています。と坂根さん。 

－ここでは、県道も農道のようなものなの

で年２回の草刈りをしています。それから、

耕作放棄田の草刈り（放棄田の管理）をし

ています。これは「荒廃感」をなくすため

です。 

－畦畔管理の省力化試験も行っています。

.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１２号） 
（平成１６年１０月１２日 山口県農村振興課） 

・・・錦町 

府谷（ふのたに）集落協定・・・ 

〈錦町府谷集落協定〉 

●面積   田/急傾斜 11.7ha 
          田/緩傾斜 8.7ha 

          畑/急傾斜 0.3ha 
          畑/緩傾斜 0.3ha 
●参加者   98 人・1 組織 

●交付金 319 万円 

★ 

共同取組活動のお話を伺いまし

た。 

国の第三者委員会の検証と課題

の評価の概要を掲載しました。 
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と坂根さん。 

－平成 14 年と 15 年は、防草シート（アグ

リシート）とシバザクラを畦畔に植えまし

た。（Ｈ１４：畦畔延長 1６０ｍ、６４０

ｍ
2
。Ｈ１５：畦畔延長５３１ｍ、１４８７

ｍ
2 。）植え方とかは検討の余地がまだま

だあります。と野村さん。 

－また、協定から助成し、放棄田での大豆

栽培も行っています。他には、景観作物の

栽培やイノシシ対策も行っています。大き

な事業としては、平成１３年に動力散布機

を購入し、共同の防除作業を進めてきまし

た。と野村さん。 

 

（大豆ほ場の様子） 

●積極的な取組ですね。 

－個人に全て配ると、共同取組活動はうま

くいかないと思います。みんな集落の維持

への気持ちは強いものを持っています。そ

のことで、共同の取組が進んでいると思い

ます。と野村さん。 

－この辺では、米の代金だけでの経営はな

かなか難しいと思いますから、制度は大変

助かっています。と坂根さん。 

●この地域には、営農組合があるのですね。 

－平成８年に営農組合ができ、平成９年に

受託組合となりました。当時は、営農組合

にはまだまだ早い状況でした。しかし、ア

ンケートでは、「１０年後は難しい」との

意見もあり、作業を部分受託する体制を急

いだ訳です。９人が出資をして体制を作り

ました。経営の苦労もありますが、今は一

応順調です。と野村さん。 

●最近、新たにアンケートを実施したそう

ですが、反応はどうですか。 

－去年、再度アンケートをしましたが、農

業経営については厳しい見方でした。今か

ら５年後について、撤退せざるをえないも

のが５０％程度。その内、受託組合に頼み

たいものは８０％となっています。しかし、

「受託組合も高齢化、また機械も老朽化す

るだろう」との意見もあります。これから、

１０年後の絵を描く訳ですが、いろいろな

人の知恵も借りたいものです。と野村さん。 

－アンケートでは、後継者が年をとったら

帰るという話を期待しましたが、どうもみ

んな迷っているようです。と坂根さん。    

●今後の取組について。 

－受託組合との連携も考えていますが、受

託組合も高齢化します。協定の会議でも、

「協定が受託組合に支援してはどうか」と

の意見もあります。今後、作業班について

も、ＪＡ、建設業者などとの連携を考える

ことも重要ですね。と野村さん。 

－制度のしくみが変わるのかとも話してい

ますが。やはり、真剣に取り組む場所に手

厚くしてほしいと思います。制度の精神を

踏みにじるようなことはしてはいけないと

考えています。多くの人が、理想を抱いて

います。しかし、机上のプランで、物事を

考えるのと実際は大きく違う訳です。と坂

根さん。 

～♪＊＊＊＊＊高齢化と向き合い、真剣に

取り組まれています。～ 
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  錦町野谷三分一集落協定に協定代表者の

中村利郎（８０）さんを訪ねました。    

 

-（集落代表中村さんと整備した畦畔の

ゼンマイとイノシシの柵） 

●協定の参加者について教えてください。 

この集落は野谷地区で最初に協定を行い

ました。参加者は六名です。内一名はこの 

地区から他出した外の方です。残念ながら、 

 

若い人がいません。 

●交付金の使途を教えて下さい。 
交付金は、半分を共同取組活動に使って

います。イノシシの被害防止柵、共同防除

機械（動力噴霧器）、景観の保全を兼ねた畦

畔管理、研修会の経費などです。 
●共同防除について教えて下さい。 

ほ場が整備され、田も広くなったという

ことで動力噴霧機を導入し取組を始めまし

た。購入では、クレジットに保証人が必要

でした。しかし、高齢化のため集落に保証

人になる資格者がいません。高齢化は深刻

です。また、作業時も傷害の保険をかける

のですが、人数が少ないとこれも割高です。 
●畦畔の管理にも様々な取り組み行ってい

るとか。 
ほ場整備をしたのですが、ここは砂地な

ため、畦畔を維持するのが大変です。畦畔

を守るために何を栽培したらいいか、いろ

いろ試しています。カヤもありましたが後

.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１３号） 
（平成１６年１２月１日 山口県農村振興課） 

・・・錦町 

三分一（さんぶいち）集落協定・・・ 

〈錦町三分一集落協定〉 

●面積   田/急傾斜 2.0ha 

          田/緩傾斜 1.1ha 
          畑/緩傾斜 0.5ha 
●参加者   6 人 

●交付金  52 万円 
★ 

〈三隅町二条窪集落協定〉 

●面積   田/急傾斜 2.5ha 
          田/緩傾斜 9.1ha 

●参加者   15 人・2 組織 
●交付金 125 万円 

★ 
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の処理が大変です。今、「ゼンマイ」を試

しています。この根は非常に堅く、岩盤の

ようになります。５年目になりますが、「ゼ

ンマイ」も大きくなり、収穫できるように

なりました。岩国市のスーパーから引き合

いもあります。 

  ９月になったら、雑草と一緒に刈り払い

ます。それがまた肥料として活用できます。 

そのほかに、お茶、アジサイの栽培も行

っています。その研修会も開催しました。 
●研修会について教えてください。 

交付金を活用して大字野谷地区の５集落

の住民がいっしょに、防府市、周南市高瀬

にアジサイとお茶の栽培の学習に行きまし

た。 大字の人が集まるのは久しぶりだった

こともあり、大変盛り上がりました。 

●研修会の効果はいかがですか。 

みんなが、アジサイの苗を作るようにな

りました。「集落に入って、花があれば気持

ちもいいじゃないか。」「無理をせず、やれ

ることからやっていけばいい。」ということ

で取り組んでいます。２，３年すれば品評

会もできるようになります。新しい物に取

り組んで、集落が元気になればと思ってい

ます。 

（イノシシの柵と水田） 

●地域の活性化の資源ですね。 

高齢化していく中で、アジサイの栽培、

お茶の栽培によって、「生き甲斐 」みたい

なものが出てくるといいと考えています。  

●将来のお考えを聞かせてください。 

だんだん高齢化していきますが、荒れ地

を出さないような協業体に育てていく必要

があると思います。 

●集落協定の今後について 

中山間の制度は、交付金だけでなくて、

共同取組活動でみんなが生き甲斐を感じる

ということもあります。 

次の５年新たに、取り組むのであれば裏

付けが必要です。お互いが真剣に考えてい

きたいと思います。 

  次期対策では、まず地域から出ている息

子たちも含め、集落ゆかりの関係者が集ま

って話し合いを行うべきと考えています。 

～♪＊＊＊集落在住者、出身者、後継者と

の真剣な話し合いを期待しています。(井上) 

 

三隅町二条窪集落協定に、協定代表者の

槌田（５２才）さんを訪ねました。 

 
（協定代表者槌田さんと共同機械） 

●協定の取組について教えてください。 

・・・三隅町 

二条窪（にじょうくぼ）集落協定・・・ 
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  協定の範囲は、集落です。また、営農組

合がありますので、集落全体の農地を念頭

に取り組んでいます。 

  交付金は全額共同取組活動にあてていま

す。組合員に還元するのは、人夫賃のみで

す。交付金を個人に分けるのは良くないと

思います。 

●交付金の使途を教えてください。、 

  交付金は、集落全体で計画的に活用しま

す。人夫賃の他に役員手当、景観形成作物

の栽培、営農組合の共同機械（トラクタ－、

コンバイン）の購入の経費、また集落のお

祭りの経費、畦畔の法面作業の省力化の試

験にも使っています。 

（法面作業の省力試験の様子） 

●人夫賃の支払にも工夫があるとか。 

作業をする畦畔面積をもとに人夫賃を算

出しています。畦畔の面積は、役場の測量

をもとに、台帳面積から作付面積の差とし

ています。その際、交付対象でない農地に

ついても経費は同様に考え支出します。 

●営農組合について教えてください。 

設立は、昭和５８年に完了したほ場整備

がきっかけです。その後、大変な苦労をし

て現在、「やまぐち型担い手組織」にも認

定されるまでになりました。 

本制度も、営農組合でしか受けられない

ということを初めから決めていました。 

●制度に取り組んで何か変わりましたか。 

これまでは、共同で何かを購入しようと

すると、負担の割合などがネックでした、

しかし、制度のおかげで取組がスムーズに

なっています。 

  一番変わったのは、みんなの意識かもし

れません。目標があって、それをクリアす

れば何かが進んでいくような気がしていま

す。交付金使ってどうなったのかでなく、

それをいかに有意義に使ったかが重要では

ないでしょうか。この制度がなければ、高

齢者を助けることも進まないと思います。

耕作放棄地もない状況です。みんながそん

な考え方にさせてもらった意義は大きいと

思います。 

●今後の計画は。 

ここは、農地も広くありません。しかし、

きれいな水、自然があります。今、堆肥で土

づくりを行うようにしていますし、平成１６

年度から、エコファーマーの取組を実施して

おり、地域の米を直接、消費者に届けること

を考えています。 

今後、営農組合はますますしっかりして

いく必要があります。そのために、交付金

を活用していきたいとも考えています。 

●集落協定についてどう思いますか。 

ハードルを越えるために努力することも

必要ではないかと思います。 

  私たちもこの５年間、目的をもって頑張

ってきました。協定は大いに役だったと感

じています。今後、法人化をなんとか進め

ないといけない。 

～♪＊＊＊＊直接支払制度も活用した法人

化をぜひ進めてほしいですね（井上）～ 

    ～～～編集後記～～～ 
制度の継続が決定しました。 
現行制度での成果を生かしましょう 


