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第１号発行に寄せて 

 中山間地域等直接支払制度が始まって、２年が経過しました。 

 制度の実施期間は５年間のため、今年度はちょうど中間の年になります。 

 １年目、２年目は、集落協定を締結することや、活動を実際に行ってみることが中心

だったと思いますが、今後は活動内容の一層の充実に向けた取組が必要となります。 

 そこで、県では、各地の集落協定の取組のヒントを参加者の生の声を織り交ぜながら

みなさんのところにお届けする「集落協定かわら版」を発行することにしました。 

 各地の事例の中から活動のヒントやアイデアを探り、あなたの協定の活動に生かして

いただくことを願っています。        山口県農村振興課長 高木邦生 
 

 

①女性からの提案、男性からの提案 

 「主人の都合が悪かったので私が集会

に代理出席しました。その場で女性グル

ープからも協定のメンバーに１人入れて

くださいってお願いしたんです。そした

ら、１人だけだと話にくいこともあるだ

ろうから２人に参加してもらったらどう

だろうかと逆に提案があったんです。」

豊田町庭田の下村ユワコさんは２年前を

振り返りそう話してくださいました。 

 （下村さん） 

②圃場整備と営農組合の設立 

 庭田地区では、昭和５９年から６２年

にかけて行われた圃場整備を契機に営農

組合が設立され、今では代掻き、田植え、

収穫などの水稲の主要作業を受託し、一

斉防除も営農組合の仕事になっていま

す。最近では後継者が地区外に出てしま

った高齢農家の農作業を営農組合で引き

受けることも多いそうです。 

 
（営農組合倉庫 兼 加工所の入り口） 
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・・・豊田町庭田（にわた）・・・ 
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③営農組合婦人部「のぞみ会」の活動 

 営農組合の婦人部「のぞみ会」は、平

成元年からは加工活動にも取り組んでい

ます。加工品は、もち、あんこ餅、コン

ニャク、きな粉、うこんなど。現在では、

年末の輪飾りなどの消費者との交流活動

も盛んに行っています。下村さんの提案

が男性に受け入れられた背景はこんなと

ころにあったのかもしれません。 

④女性からの発言 

 輪飾りのワラは、ちょうど出穂前の稲

を刈り取り、雨に当てずに乾かして準備

するそうです。そのころの田はまだまだ

柔らかく、そのうえ暑い夏の作業のため、

刈り取り作業はふつうの稲刈り以上に重

労働ですが、こうして準備したワラは、

色ツヤとも秋に収穫したワラとは比べも

のにならないといいます。このことを集

会で話したところ、「そんなにしてまで

ワラを確保していたなんて知らなかっ

た。今度は我々も手伝うことにしよう。」

そんな声が男性からあがり、今年は男性

にも協力してもらうことになりました。 
 「日頃男性と話をする機会がない訳じ

ゃあないんですけど、正式な場所で話を

したからこそ伝わるものなんですね。」 

 

 私たちの身近にも、こんな事例はたく

さんあるのかもしれません。せっかくの

集落協定。話し合いの輪の中に女性の声

を聞く場、発言する機会を積極的に作り

出していく必要がありそうです。 

 

 

 

 
・・・岩国市二鹿（ふたしか）・・・ 

①岩国市の協定決定第一号 

 「集落協定に取り組むことを決めたの

が、市内で一番早かったんですよ。」岩

国市農林課で直接支払制度を担当してい

る石井さんは、そういって二鹿地区を紹

介してくれました。協定役員の中津井博

昭さん、石井博文さん、福田邦彦さんに

お話を聞きました。 

 

（ふれあい農園(24 区画)では田植、稲刈、

しめ縄づくりなどの交流会も行う） 
②昭和会、しゃくなげ会の活動 

 「昭和４４年だったかな。昭和生まれ

の若手が集まって昭和会というのを作っ

た。女性の集まりはしゃくなげ会。川沿

いに桜を植えたり、毎年５月のシャクナ

ゲマラソンを企画・運営したり、まあ地
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域づくりのボランティア活動みたいなも

のかな。」 
「ふれあい農園（市民農園）は１１年

前に市役所から声がかかったものだが、

それ以前にも独自にやっていたし、錦町

から岩国市までを駅伝する岩日駅伝に今

でも参加するほどみんな元気なんだ。年

はとったけど。」 

③協定締結、営農組合の設立 

 集落協定の話が来たときには、これま

での昭和会の活動の延長ということで、

すんなり決まったそうです。 
「協定と同時に営農組合もできた。ト

ラクター作業や田植えなどの受委託斡旋

をしている。地区外に出てしまった人の

農地の保全管理は１５００円の手当で受

けている。おかげで二鹿には荒廃した農

地が見あたらないよ。」 

 
（営農組合でビオトープの管理を行う） 
④交付金は全額共同取組活動へ 

 交付金は全額共同取組活動にあてるた

め積み立てられています。「『お金は個

人に配り、責任は全員で』というのはお

かしいのではないか。」「せっかくの交

付金を集落のために使わなければ意味が

ない。」との理由からです。 

 交付金の使途は参加者で協議中。地区

内に共同乾燥施設を整備する案もありま

すが、「急がず、参加者の意見を聞きな

がら決めていきたい。」「高齢化で今後

増加しそうな作業委託に応えていくこと

も考える必要がありそうだ。」の声も。 

 昭和会の活動は無償を基本に運営して

きただけに、今後行うアンケートも参考

にしながら、全員の納得が得られるよう

にしていくとのこと。「あとに残ること

をしたい。」そんな気持ちで、交付金の

使い道を検討中です。 

 

 県内の協定では１／２を共同に充てて

いる例がほとんど。金額は少なくても交

付金を将来の投資として使う。そんな使

い方も考えてみる必要がありそうです。 
 

新たなアイデアを求めて 

・・・岩国市行正（ゆきまさ）・・・ 

①手作りのまつり 

 「去年の４月にかかし祭りのことを提

案したら、反対はなかった。どのくらい

かかしの出品があるか、そっちが心配だ

った。」そう話すのは岩国市行正協定の

代表者、廣崎章さん。 
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１５体のかかしが出品され、もちつき、

そうめん流し、かき氷、抽選会、そして

かかしコンテストが行われました。南河

内の朝市などでのＰＲだけで、まつり当

日(９月)は２５０人もの人が集まりまし

た。 
 「すべてが手作りのまつりだった。」 
②新たなアイデアを探して 

 「課税問題で、支出が経費として認め

られないけど、今年もかかし祭りはやる

計画。１年でやめるのもどうかと思うし。

そのかわり経費は抑えて。」「秋には菜

の花をまいてみたい。春に迷路でも作っ

て幼稚園を招待しようかなあ。」「その

うち花田植えでもできるようになるとい

いなあ。昔は牛を使って耕していたけど

今やろうとすれば、人間と牛の両方を訓

練しないといけないなあ。」廣崎さんは

いろいろ思いを巡らせている。 
 「やってる自分たちが楽しかった。」

「ＰＲすればもっとたくさんの人にきて

もらえる。」そんな気持ちが自信と新た

なアイデア探しにつながっています。

 

 

 全国的に、制度発足当初は多面的機能

増進活動は何をすればいいのかわからな

いとの意見が多くみられましたが、地域

を良くしていこうとする活動と考えれば

とりつきやすいのではないでしょうか。

県内では、景観形成作物の栽培に多くの

集落が取り組んでいます。よく見える道

路沿いに花を植える、集落内で写真コン

クールをするなど、ちょっとした工夫で

活動が充実するのではないでしょうか。 

 

 

 

おしらせ 

★ 集落協定の変更届、変更申請、新

規締結の締め切りは６月３０日で

す。詳しくは市町村まで。 

 
★ あなたのすてきな集落・風景を写真

に撮って、応募してみませんか。 
●最優秀賞は賞金１０万円 
（小中学生は 3,000 円分の図書券） 
●募集期間は１２月３１日まで 
●写真のサイズは、縁なしＬサイズ 
●問い合わせ先 

山口県土地改良事業団体連合会

（TEL 083-933-0033 吉末） 
山口県農村振興課 

(TEL 083-933-3353 田中） 

 

データ紹介 

直接支払制度の実施状況（概数値） 

・協定面積    １２,５００ｈａ 

 ・集落協定数    １,０２８協定 

 ・交付金額       １６億円 

 ・参加者数    １８,０００人 
・１協定あたり 面積  １２ｈａ 

              交付金額１５５万円 
        参加者  １８人 
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①交付金で共同機械（田植機）を購入 

 「今年の春に６条植えの田植機を購入し、

４ｈａで田植えをした。」「地区の水稲作

付面積は１０ｈａ。１年目にしては、まず

まずの利用だった。」そう話してくれたの

は、柳井市木部協定代表の松村清巳さん。 

②きっ かけは圃場整備 

 木部集落では隣の２集落とともに、平成

１０年から圃場整備に取り組み、今年で完

了します。整備後は農作業を担い手農家に

集積していく計画です。 

 一緒に圃場整備を行った３集落で「伊陸

北部営農組合」を設立し、木部集落は営農

組合の支部として活動を開始。担い手に農

作業を効率的に集積していくための調整活

動が主な活動です。 

 そんな時に集落協定の話がありました。 

 

 

 

 
③若手を 中 心に 協定内容を 検討、交付金

は全額共同 で使用 

 集落協定に取り組むためには、制度の周

知のほか対象農地の選定、共同活動の検討

などが必要ですが、営農組合の活動が開始

されたばかりだったこともあり、初めはま

とめ役になる人がいませんでした。そのた

め、集落協定は見送る予定でしたが、松村

さんが４０・５０代の人に呼びかけて話し

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２号） 
（平成１４年９月１３日 山口県農村振興課） 

 
・・・柳井市伊陸(いかち) 

         木部(きべ)協定・・・ 

★ 

★ 
★ 

〈宇部市 
来見協定〉 

● 面積 

田/急傾斜 
6.5ha 

● 参加者 

８人 
● 交付金 

135 万円 

〈柳井市 木部協定〉 

●面積 田/急傾斜 4.2ha 

田/緩傾斜 10.1ha 
●参加者 28 人 
●交付金 167 万円 

〈橘町 松田協定〉 
● 面積  

畑/急傾斜 2.5ha 

畑/緩傾斜 2.4ha 
● 参加者  25 人 
● 交付金  37 万円 

木部協定代表の松村さん 

市内全協定で設置されている看板と 

大豆畑の前で 
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合い「せっかくの機会だ」と営農組合の専

門部会として協定に取組むことを決めまし

た。 

 交付金は全額共同で使います。「この点

は圃場整備をきっかけに何年も前から話し

合いを重ねてきた成果かもしれない。」 

「協定に取り組んで良かった。今後は機

械の格納庫も必要になるし、交付金を有効

に活用したい。」と夢がふくらみます。 

④ 近隣地域と も連携し て 

 木部支部には、田植機のほか、別に購入

したトラクターがあります。転作では大豆

を栽培していますが、播種などの機械作業

は近くの営農組織「(農）ファーマー日積(ひ

づみ)」に頼みました。「近くに同じように

集落営農に取り組む地区があると、お互い

に参考になるし、助け合うこともできる。」 

それぞれの集落で営農を考え、更にもう

少し広い範囲でも営農を考える。そんな活

動が進んでいます 

⑤集落営農で農地を守る 

 ４ｈａの田植えをした春以降、集落内に

「若い者もやるじゃないか」といった雰囲

気が出てきたことを松村さんは感じていま

す。今後とも営農組合で担い手を育て、農

地を守っていく考えです。 

木部集落では、圃場整備、集落営農組合

の設立、集落協定と、タイミング良く取組

が進んできました。話し合いの素地があっ

たことが交付金の有効活用にもつながりま

した。 

 

♪ 制度は今年が３年目。県内にはようや

くスタートした感のある協定も多いと聞き

ますが、せっかくの交付金です。有効に使

いたいものです。（西村） 

・・・宇部市小野 来見(くるみ）協定・・・ 

①鳥獣被害は中山間地域共通の悩み 

中山間地域では、高齢化や担い手不足の

ほか、鳥獣被害という課題も抱えています。

県内の被害額は年間９億円近く。イノシシ

被害は群を抜いており、田畑をトタンで囲

むイノシシ防護柵は中山間地域の景観にな

ってしまった感さえあり、共通の悩みです。 

交付金で電気柵を設置し、イノシシ被害

を無くした宇部市来見協定を訪ねました。 

②試行錯誤のイ ノ シシ対策 

来見集落は、宇部市北部の小野地区にあ 

り、８戸のうち５戸が農家です。協定代表

者の藤本孝二さんを訪ねました。 

「４、５年ぐらい前から、イノシシが出

るようになった。タイヤを燃やしたりカン

テラをつけたり、海苔網も張ってみたりし

たが、いずれもすぐ慣れて全くダメ。そこ

で目をつけたのが電気柵。少々高いし除草

の見回りもあるが、みんなでやらないと効

果があがらないと感じていた時に、協定の

話しがあったんだ。」 

 

③地区内４ ブロ ッ ク を電気柵で囲う  

「集落協定は渡りに舟だった。すぐ手を

来見協定代表

の藤本さん 
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挙げて、平成１２年に電気柵の設置を始め、

１３年には集落全体に張りめぐらした。そ

れからはイノシシ被害は全くない。」 

「平地も含めて集落の全農地を対象に、

地区を４ブロックに分けて張った。総延長

は３ｋｍ、張るのに２日かかるし、雑草や

枝葉で漏電しないよう見回りも必要だ。途

中の管理も含め、集落みんなの協力が欠か

せない。」 

 

 

④協定の効果 

「電気柵は今のところ効果がある。交付

金で荒神様の整備はしたけど、他にも集会

所の改修などやりたいことはいろいろある。

防除を共同でやればという話もある。交付

金は取組みを進めるために大変ありがたい。

この地区は戸数が少なくまとまりやすいが、

協定により対話がより濃密になった。」 

⑤将来を見通し て 

藤本さんには一方で一抹の不安もあると

いいます。 

「５戸で１２ｈａを耕作して、荒廃地が

出ないようにやってきたが、高齢化が進み

将来には不安がある。近隣集落と連携して

守っていくことも考えざるを得ないのでは

ないか。個人のエゴが出ると話しがまとま

らない。集落という単位で大きなメリット

を求めてまとまらないと。でも、酒をかわ

して腹を割って話す機会もいるけどね。」 

 

♪ そんな藤本さんの笑顔が集落をまとめ

ているのかも。 多彩な年間行事をはじめ、

何事にも集落一体で取り組む来見協定でし

た。（柳田） 

 

 
・・・橘町日前（ひくま）松田協定・・・ 

①協定の効果 

 「息子が５年後に定年で帰ってくるけど、

それまで誰かみかん園を管理してくれんか

の～。」共同作業の時の誰かの声がきっか

けで、預かってくれる人が見つかりました。 

 「そんな効果もあるんだねえ。」橘町の

松田協定代表、山根聡さんはそう言って協

定の効果を話してくださいました。 

②共同活動は農道の草刈り  

 協定面積８ｈａ、参加者２５人、みかん

園は畑地の単価が適用されるので交付金は

３７万円。１／２が共同活動に使われます。 

 共同活動は、農道の草刈りで、協定周辺

の廃園も一部を草刈りしています。これま

でも草刈りは行っていましたが、協定締結

後は、共同活動として行っています。 

「大きな農道は全員で、それぞれの畑に

通じる小さな農道は受け持ちを決めて」管

理しているそうです。 

③話し 合いが活発に、そし て課題も 

農家の２／３は６５歳以上です。「お互

いに知らない仲ではないけど、年寄りは若

者と話す機会が減っていた。最近は祭りが

無くなっていたからね。共同活動をきっか

電気柵のそばで 
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けに、年代を超えた話し合いのきっかけが

できてよかったよ。」 

協定をきっかけに、話し合いの機会が生

まれ、世代を越えた交流がよみがえり、み

かん園の管理の話し合いもできるようにな

ってきました。山根さんは最近、協定に「手

応え」を感じています。 

 「農道を挟んで２つの協定があるけど、

一緒にしておけば良かったなあ。」隣の協

定とは農家の半数が重なっているだけに、

足並みをそろえた活動を行うことが今後の

課題のようです。 

 
 

④優良園の団地化を目指し て 

 「高齢化が進み荒廃園はこれから急速に

広がると思う。このままでは、虫食い状に

農地が荒れていく。」そんな状況の中、「品

質が良く、生産効率の良い場所に果樹園を

集約していきたい。」と意欲を語ります。

「人や農地のことをよく知っている地元の

人間が、受委託などの情報を交換し、優良

園を荒廃させないことが大切だ。」 

 

♪ みかんなどの果樹では水田と比べて共

同活動が少ないことから、活動内容や交付

金の使途で悩む協定も多くあります。 

 松田協定では、活動をきっかけに皆が営

農について話し合うようになってきまし

た。みかん園の将来について、話し合いが

深まることを期待したいものです。（西村） 

～ お し ら せ ～ 
 
★中山間地域活性化シンポジウム 

期日：１１月３０日（土） 
場所：山口県セミナーパーク講堂 
内容：直接支払制度の効果や課題につ

いて 

 

★補助事業の紹介 

がんばる「やまぐち中山間地域づくり」

支援事業について 

 

集落協定は、農地保全が第一目的ですが、

協定の活動をきっかけに地域づくり活動に

取り組む地区も多くあります。 

 この事業は、そのような地域（集落）を

応援する補助事業です。 

 これまで６５の集落や組織がこの事業を

活用し、新たな直売活動や都市農村交流な

どに取り組んでいます。 

 事業にはいくつかの条件がありますが、

「こんなことをしたい」、「あんなことをし

たい」という意欲のある集落の皆さんは、

この事業の活用を検討してみては如何でし

ょうか。 

※ 詳しくは、最寄りの市町村役場にお問

い合わせください。 
 

 
～ 編 集 後 記 ～ 

取材した３協定とも、農地保全や営農活

動に直接支払制度を活用したいという気

持ちがいっぱいでした。 

９月４～６日に秋吉台で開催された「山

口ツーリズムスクール」（農村をわかりや

すく案内し地域の楽しみ方を紹介する交

流エスコーター養成コース）には、集落協

定役員の参加もありました。 

 制度への取組みをきっかけに、各地で農

業・農村を活気あるものにと意欲やパワー

が高まっていることを感じています。（西

村） 

 

松田協定代表の山根さん 
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①５集落で協定を締結、出入作問題を解消 

阿武町福賀地区の福田中協定代表の市河

憲良さん（５４）にお話を聞きました。 

福田中協定は、５集落からなります。参

加者は約１００人。 

はじめは、集落ごとに協定締結の話を進

めていたのですが、出入作が多いため境界

を決めることが難しかったそうです。 

「農家もいくつもの協定に参加するよう

になるし、複数の集落が同一水系に依存し

ていることもあって、結局５集落でまとま

った」そうです。 

協定面積は約７６ｈａ、交付金約８００

万円。農家ごとの協定参加面積を各集落で

集計し、それを元に各集落に共同分を配分

しています。 

出入り作の問題がうまく解決されていま

した。 

 
（福田中協定代表の市河さん） 

②営農機械を整備し、大豆栽培に取り組む 

福田中協定の地区内にはため池に頼った

水田が多くありますが、平成１４年からた

め池が改修されることになったことから、

その地区の水田２５ｈａは２年間水稲の作

付けができなくなりました。 

そこで話し合いを進め、大豆６ｈａとレ

ンゲを栽培することになりました。 

大豆を栽培するには、専用の機械が必要

であり、今後とも転作を大豆で推進してい

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３号） 
（平成１４年１２月２０日 山口県農村振興課） 

 
・・・阿武町福賀(ふくが) 

福田中(ふくだなか)協定・・・ 

★ 
★ 

〈阿武町 

大刈協定〉 

● 面積 

田/急傾斜 
4.4ha 

● 参加者 
７人 

● 交付金 

92 万円 

〈阿武町 福田中協定〉 

●面積 田/急傾斜 14.4ha 

田/緩傾斜 61.9ha 
●参加者 103 人 
●交付金 798 万円 
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くために、交付金と県の補助事業を活用し

て、大豆コンバインと乗用管理機（播種、

中耕、培土）を購入しました。事業費は約

８５０万円でした。 

「５集落ごとに、協定面積と今後の大豆

作付けの見通しを立てて、それに応じて交

付金から資金を出し合ったんだ。」 

今年初めて栽培しましたが、結果は「収

量約３俵、品質もまずます」とか。 

③オペレーター組合で大豆栽培を支援 

大豆の機械を購入するに当たっては、機

械操作を行うオペレーターの確保も課題で

した。５集落から５人ずつを出し、オペレ

ーター組合を作りました。 

「兼業者が多いし操作が水稲作業と比べ

てやや難しいので実際に操作するのは３～

４人だけど、補助作業者が確保できて助か

っている。」ということでした。 

 
   （大豆管理機と一緒に） 
④水稲作業の改善が今後の課題 

５集落には、以前から水稲の収穫作業や

乾燥作業を行う組合が２集落にあります。 

組合の無い集落では個人で作業を行うほ

かは、ＪＡ、３セクの有限会社に委託して

います。 

個々の農家の状況を見ると、水稲作業を

農家毎に行うことが困難となることが予想

され、集落の話し合いでも話題に出るそう

です。 

「大豆の主要作業は、５集落の共同化が

一歩進んだけど、水稲についても近い将来

検討が必要になりそうだ。」とか。 

⑤共同活動を通じた話し合いの充実を目

指して 

福田中協定では、水路や農道の管理の他、

花壇づくりや地域のイベントへの参加な

ど、地域活動が活発化しているそうですが、

「共同活動を行うことで農業の話をする機

会が生まれたことがよかった。将来の農業

や集落について、話し合う環境は整ってき

た。」とのことでした。 

 

♪ 協定をきっかけにして、大豆の栽培が

軌道にのろうとしています。水稲も含めた

地域の農業の姿について、話し合いが進む

ことが期待されます。（西村） 

・・・阿武町宇田郷（うたごう） 
     大刈（おおがり）協定・・・ 

①高齢化、そして農地荒廃 

阿武町宇田郷地区の大刈協定代表の茂刈

繁雄さん（７４）と地区外から協定に参加

している池田博さん（５１）を訪ねました。 

大刈集落は６戸１０人、最年少の人の年

齢が６０代後半の集落です。 

 

（大刈協定代表の茂刈さん(右)と池田さん） 
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農地面積は約４．４ｈａで、昭和５８年

に圃場整備が行われました。それまで３～

４ａだった水田が１０ａ以上の農地に生ま

れ変わりましたが、後継者が無いことから、

高齢化に伴い耕作できない農地が次第に出

てくるようになっていました。 

②地区外農家との連携を模索 

大刈集落では町などと協議を行い、農地

を団地化し地区外の農家（池田さんのこと

です）の協力を得て農地保全を進めること

にしました。 

そのために、いくつかの対応を検討しま

した。 

農地を団地化して預ける、畦畔管理など

の作業を地元農家が手伝う、転作対応が円

滑になるように栽培作物を検討し営農機械

は共同で準備する、といった内容です。 

そんな話を進めている中で、直接支払制

度が始まりました。 

③農地の出し手と受け手が連携して農地を

保全する 

制度に取り組むための話し合いは円滑に

進みました。 

自分で管理できる農地は残して、他の農

地を預けることにしました。その面積は約

２．６ｈａ。地区の農地の約６割になりま

す。 

茂刈さんは「自分の農地は自分で管理し

たい気持ちはあるが、現実には荒廃が進ん

でいくので、昔から知っている池田さんに

頼むことにしたんです。」 

しかし、農地を預けても、畦畔の草刈り

は地元農家が手伝いをしています。畦畔管

理費として４０００円／１０ａで請け負い

ます。 

「歳はとったけど、自分達の農地は出来

る限り自分で管理していくべきだと考えて

います。体力の続く限りがんばっていきた

い。」と茂刈さん。 

「畦畔の管理などは人手が必要。お互い

協力して管理できるので、助かっている。」

と池田さん。 

④３セクの畜産公社と連携して飼料作物を

栽培 

池田さんは、平成１２年から、預かった

農地で飼料作物を栽培しています。 

飼料作物用の営農機械は、協定参加者で

営農組合を設立し、交付金を活用して購入

しました。 

収穫物は３セクの畜産公社に販売してい

ます。「どんな作物でも栽培は何とかなる

けど、販売が難しい。畜産公社との取引は

営農計画を立てる上で大変助かる。」とい

うことでした。 

 

   （飼料作物の刈り取り作業） 

♪ 若い人や後継者が減少していることは、

阿武町にとどまらず中山間地域全体に言え

ることです。 

そのような中で、農地の出し手と受け手

が協力していく姿や、交付金を活用した営

農機械の整備、転作作物の安定生産のため

の販売先の確保、町などの仲介など、農地

保全に向けた新たな取り組みに接すること

が出来た取材でした。（西村） 
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～ トピックス ～ 

★牛の舌刈りで耕作放棄地を復旧 

（水田等放牧の取組） 
県内の耕作放棄地は３３７４ｈａ。９５年

と比べ８７７ｈａ(３５％)の増加です。 

 そのような中、耕作放棄地に牛を放牧し、

農地を復旧する取組が各地で見られます。 

２０ａに牛２頭を放せば、２ヶ月で雑草も

無くなり、農地が蘇ってきます。 

 もともと、油谷町などで畜産農家が荒廃地

を放牧利用したのが始まりですが、耕作放棄

地の復旧対策としても注目されています。 

平成１４年度は周東､美和､錦､東和､柳井､

平生､徳山､新南陽､鹿野､秋芳､豊田､豊北､日

置､油谷､むつみ､須佐､福栄の各地で取組が

行われています。 

牛２頭の他、必要資材として電器牧柵（約

１７万円）や給水施設（水飲み場）などが必

要です。 

 糞などによる環境への影響も無く、耕作放

棄地の復旧とともに畜産振興にもなり、一石

二鳥。あなたの地区でも検討してみません

か。 

詳しくは、県農林事務所畜産部まで。 

 
（放牧開始：牛の姿が草に隠れている） 

 

 
（放牧終了：これなら耕作可能） 

 

★集落協定による共同取組活動の評価を

行いました。 
 
 今年は直接支払制度が始まって３年

目。ちょうど中間年にあたります。 
そこで、県下各協定の皆さんによる自

己評価を中心に、共同取組活動などの実

施状況の評価（把握）を行いました。 
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やや不十分 不十分

 
 
【結果の概要】 

・農業生産活動等は良好な評価でした。 
・多面的機能増進活動も良好な評価です

が、役員中心の活動になるなど、付随

的な活動になっているようです。 
・生産性･収益向上に関しては、やや評価

が下がり、担い手定着に関しては評価

が分かれています。 
・今後は、生産性･収益向上や、担い手定

着などの活動実践が求められていま

す。 
・なお、集落営農に関する話し合いや取

組が４割の協定で始まっています。今

後の共同活動の充実が期待されていま

す。 
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徳地町船東協定は、町中心部から北へ８

ｋｍ、国道４８９号線から山間に少し入っ

た所にあります。代表の井原英夫さん(６

９)から、ソバを使った都市との交流を紹介

していただきました。 

●平成１２年に協定を締結されたとか。 

－「ちょうど基盤整備が完成する頃でした

から、これは良いと思いましたね。ただ、

誰が役員をするかなかなか決まらなかった

ので、決断したのは町内で一番最後でしょ

う。基盤整備の延長で制度に取り組んだと

いう感じですね。」 

●基盤整備という下地があったわけですね。

役員はどうなっていますか？ 

－「代表者が正副２人います。会計係、水

路農道係、オペレーター係、イベント係、

その他の役員をあわせて１０人です。」 

（代表の井原さん ほだ場にて） 

●イベント係とはユニークですね。ソバを

通した都市との交流をされているとか？ 

－「平成１２年に景観作物としてソバをま

きました。収穫せず鋤込んだところ、友人

が『もったいない。こんど収穫する時は、

一緒にやらせてくれ』というんです。それ

で２年目からは、友人が防府市から１５人

くらいの仲間を集めてくるので、播種や収

穫、収穫祭までやるようになりました。収

穫祭では、男性ははぜかけ、女性はおにぎ

りやきのこ汁をつくり収穫を祝うんです。」 

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４号） 
（平成１５年３月３１日 山口県農村振興課） 

・・・徳地町船東（ふなとう)協定・・・ 

★ 
★ 

〈長門市 

境川協定〉 

● 面積 

田/急傾斜  7.7ha 
田/緩傾斜 28.5ha 
● 参加者 

３８人 
● 交付金 

３８９万円 

〈徳地町 船東協定〉 

●面積 田/急傾斜  4.2ha 

田/緩傾斜 11.8ha 
●参加者  ２０人 
●交付金 １８３万円 

〈鹿野町 今井協定〉 

●面積 田/急傾斜   0ha 

田/緩傾斜 21.0ha 
●参加者 ３７人・１組織 
●交付金 １６８万円 

★ 
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●立派な都市農村交流ですね。”見る”だけ

になりそうな景観作物が、交流に発展した

んですね。他にも取組があるとか？ 

－「基盤整備の関係でトラクターと田植機

を共同購入しました。オペレーターを決め

て作業をします。貸し出し用の防除機もあ

ります。」 

●なるほど、農業生産活動も順調のようで

すね。交付金の使い途はどうでしょう？ 

－「貸し出し用の草刈機を年間４台ずつ買

っています。他には景観作物作付けの借地

料、ソバの種代や収穫祭経費、協定参加者

の傷害保険にも入っています。」 

 「今年は、桜の苗木や植付け費にも使い

ます。蛍が舞うような地域にしたらどうか

とか、あじさいを植えてもいいといったア

イデアが出るので、今年は手始めに、桜を

５０本植えたんです。」 

●傷害保険の加入など、他の協定にも参考

になりそうです。さて、このパワーはどこ

から出てくるのでしょう？ 

－「道端で話をしたり、一杯やる時にこう

いう話が出てきます。今年は研修旅行にも

行きました。昔、椎茸が良かった頃はそう

いうこともよくありましたけど。」 

なるほど道沿いには、あちこちに椎茸の

ほだ場が見えます。船東は昔から林業が盛

んで、生産グループの活動も長いとか。椎

茸グループの活動があり、基盤整備の取組

みがあり、そして集落協定があるんですね。 

●最後に制度への思いや今後のことについ

て聞いてみました。 

－「役員は大変だが、皆よくやってくれる

し、役場の人もいろいろと世話してくれま

す。本当に良い制度で十分活かさせてもら

っています。長く住むところですから、良

い環境にしたいし、都市農村交流で都会の

人に田舎を満喫してもらうようなイベント

がこれからもできればと思っています。」 

 

♪ソバの小さな花が咲かせた、大きなプレ

ゼント。ふるさとへの思いはこれからも変

わることなく息づいていくでしょう。（柳

田） 

長門市境川協定は、国道１９１号線沿い、

市の中心部から油谷町方面へ向かう途中に

あります。しっかりした運営体制と計画的

な事業実施の状況について、ご紹介をいた

だきました。 

代表の岡崎俊夫さん(７１)と事務担当の

辻野史郎さん(５４）を訪ねました。 

●集落協定の話があった時、５年間の責任

が出てくるので慎重な意見もあったそうで

すが、ほどなくとりくむことになったとか。 

－「圃場整備はしていましたが、ため池や

水路の改修、農道舗装など、まだまだやる

ことが多くありました。経費的な問題から

思うようにできなかった事業を、協定でや

ることにしたんです。」 

（活動写真がいっぱい） 

・・・長門市境川（さかいがわ)協定・・・ 
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●協定では、初めに、役員体制をしっかり

つくることに力を注いだそうですね。 

－「交付金は公金だし、参加者の納得が得

られるような運営をしようと思いました。 

昔の経緯をよく知る人に顧問になってもら

ったほか、農事組合とも連携ができるよう

に役員を兼ねてもいるんですよ。」 

●協定の運営について、もう少し教えてい

ただけますか？ 

－「年間の集会は、総会が１回、役員会が

６回ぐらいです。ＪＡの座談会（２回）も

活用しています。」 

「水路改修や農道舗装などの事業は事前

に要望調査を行い、検討結果はきちんと回

答するようにしています。集会での説明の

他に、情報は全て班毎に回覧しています。

もちろん『かわら版』も回覧していますよ。」 

●農道舗装は、協定参加者の皆さんで実施

されたと聞きましたが。 

－「５年間に水路改修２０００ｍ、農道舗

装６００ｍを計画していますが、経費節減

のために農道舗装は業者に頼まずに出役方

式でやっています。素人とは思えない出来

でしょう。」 

 

（代表の岡崎さん（右）事務担当の辻野さ

ん（左） 舗装した農道にて） 

●農道の出来もすばらしいですが、参加者

の皆さんの協力体制もすばらしいですね。 

－「将来の投資には躊躇しがちな農家です

が、この制度は、農家に生きる力を与えて

くれましたね。荒廃地で耕作を再開したと

ころもあります。地区内に耕作放棄地は無

くなりましたよ。」 

 公金をもらっているということと、お互

いが協力しようという気持ちが重なって、

意識に大きな変化が見られるそうです。 

●制度を十分活用されているようですが、

将来に向けての課題はありますか？ 

－「制度終了後に不安もあります。地区内

には比較的後継者が多く残っているので、

今のところ安心ですが、『若い担い手の育

成』が今後の課題になりますね。」 

 

♪ ５年間を見通したの事業計画や情報の

共有などのしっかりした運営体制は、大変

参考になりました。（西村） 

鹿野町今井協定は、町中心部から西に約

２ｋｍ、中国縦貫道の鹿野サービスエリア

周辺にあります。１年前に営農組合を設立

されたということで、代表の白井賢さん(５

７)を訪ねご紹介を頂きました。 

●協定を締結された当時は圃場整備中だっ

たそうですね。 

－「当時は圃場整備（Ｈ11から面工事開始）

が進行中だったこともあり取組を見送るよ

うな雰囲気だったのですが、締結期間が延

長されたので、その時に決断しました。」 

「取組みを決めたのは遅かったのですが、

その後は早かったですよ。決断と同時に役

員も決めました。それまで、圃場整備の話

・・・鹿野町今井（いまい)協定・・・ 
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し合いを続けていたので、体制づくりの苦

労はなかったですね。」 

 
（代表の白井さん） 

●今井集落では、営農組合を設立されたと

聞きましたが？ 

－「平成１４年３月に営農組合を設立しま

した。この話は圃場整備を始める頃から出

ていたのですが、集落協定の締結などを通

じて、内容が固まってきました。」 

「営農組合は機械は持っていません。ア

ンケートをしたらみんな機械を持っている

ので、今は、使える物は使おうということ

になっています。」 

●営農組合では、どのような活動をしてお

られるのですか？ 

－「個人の機械やＪＡの機械を使って、地

元オペレーターが受託作業を行っています。

オペレーターは今のところ３人ぐらいです

が、予備軍を入れるともう少し多くなりま

す。みんなよく協力してくれるので、助か

っています。」 

●集落協定では、どのような活動をしてお

られますか？ 

－「草刈りや水路の管理を行う他に、防除

の効率化を進めるために、集落協定から外

れた農地も含めて、ＪＡ営農センターが行

う無人ヘリ防除の利用をすすめています。」 

散布経費は、全額共同活動用に充当した

交付金からいったん支出し、後で集める個

人負担金は営農組合の積み立てに回してい

るそうです。 

「営農組合の運転経費も必要だし、将来、

機械を購入すればその資金にもなります。」 

大豆振興のために独自の助成もしている

とか。営農組合と集落協定は、まさに一心

同体といったところです。 

●その他に共同取組活動がありますか？ 

－「ＪＡが肥料農薬の大口の予約注文者に

対して割引を行っているので、営農組合の

活動の一環として参加者の注文をまとめて

います。」 

田植えや稲刈りなどの機械作業の共同化

はよく聞きますが、肥料農薬の共同注文と

は参考になります。 

 

（今井集落） 

♪ 「年をとっても営農組合がやってくれ

るから安心」という声も聞こえてくるそう

です。集落全体を見渡した営農活動がしっ

かりと根付こうとしています。発展への息

吹を感じました。（西村） 

 

～～～ 編集後記 ～～～ 

協定締結をきっかけに、各地で様々な活動

が行われています。 

制度が４年目を迎えた今年は、各地の活動

の情報交換会を開催し、一層の活動充実を目

指したいと思っています。（西村） 
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美和町長野協定は、美和町役場の近く、

南向きの小高い場所にあります。 

坂本豊さん（６８）と西洋二さん（６０）

のお二人から活動状況の話を伺いました。 

●長野集落は、昔は畑作中心の農業だった

と聞きましたが。 

 「ここは山道に入る途中の小高いところ

にあるのでため池のわずかな水しかありま

せんでした。桑畑が中心でした。」 

 「昭和６年に近くの生見（いきみ）川か

らの５０ｍを揚水する事業が完成して、今

の長野があるんです。近くに石碑も立って

います。先人の苦労のお陰ですね。」 

●ポンプで揚水しているとは知りませんで

した。 

「揚水のおかげで桑畑が水田に変わりま

した。そのかわり、維持経費として１０ａ

あたり１５０００円の水代がかかります。

経費を節減するのはなかなか難しく、先日

も揚水管の補修があったんですよ。個人の

負担を軽くするために交付金から水利組合

に補助をしています。」 

 

（代表の坂本さん(右）西さん(左) 揚水事

業の記念石碑の前で） 

●集落協定ではどのような活動をされてい

ますか。 

 「水路や農道の管理の他に、休耕田の活

用を進めています。人目に付きやすいとこ

ろではコスモスやひまわりなどを植え、人

目に付きにくい所は草刈をします。昨年は

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５号） 
（平成１５年６月３０日 山口県農村振興課） 

 
・・・美和町長野（ながの)協定・・・ 

★ 
★ 

〈豊田町 稲見中協定〉 

● 面積 田/急傾斜  7.0ha 

田/緩傾斜 10.7ha 
● 参加者 １６人 
● 交付金 ２３３万円 

〈豊北町 細井協定〉 

●面積 田/急傾斜  0.2ha 

田/緩傾斜 10.6ha 
●参加者  １６人 
●交付金 ９０万円 

〈美和町 長野協定〉 

●面積 田/急傾斜 4.3 ha 

田/緩傾斜 6.0ha 
畑/緩傾斜 0.4ha 

●参加者 ５５人 

●交付金 １３９万円 ★ 
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モチ米を４０ａで作り、お餅にして八幡宮

の秋の祭典でまきました。また、余ったモ

チ米は希望者に配布しました。荒廃地を出

さずに、参加者にも喜ばれたので良かった

と思っています。」 

●農地管理と実益を兼ねた取組ですね。 

 「最近はモチ米を自分で栽培する人が少

なくなっていましたからね。単に草刈りを

するだけでなく、実益を兼ねた活動だとみ

んなの関心も自然と高まりますね。」 

●その他にも活動があるそうですね。 

 「今年は、草刈用のモーアを購入しまし

た。草刈りの省力化を進めたいと思ってい

ます。それから、荒廃地を出してはいけな

いので、受委託の仲介を行うこともあるん

ですよ。おかげで、荒廃地は見あたりませ

んよ。」 

●地域の皆さんの協力は良さそうですね。 

「やはり、水の確保にお互い協力してき

た歴史や、圃場整備（平成１０～１１年度）

に取り組んだことが関係していると思いま

す。圃場整備は取り組むかどうか何年も話

し合いをしましたからね。」 

「この制度は、初めは５年間ということ

で世話係がなかなか決まらなかったのです

が、みんなで役割分担したのも良かったと

思います。」 

●将来に向けて抱負がありますか。 

「高齢化が進んでいますが長野はまだま

だ人は多いほうです。御輿の担ぎ手に２０

人必要なんですが、大丈夫です。」 

「ただ将来に対する不安もあります。小

学生が昔に比べて大幅に少なくなっていま

す。最近、旧生見小学校で子供神楽の伝承

活動が始まったので、協定も活動を応援す

ることにしました。住むだけの地域ではな

く、よりよく暮らせるように、みんなで取

り組んでいきたいですね。」 

 

♪ 揚水事業を行った先人の苦労、圃場整

備への取組、花やモチ米づくりを通じた地

域の融和。住みたくなる地域でした（田中） 

豊北町細井協定は、国道１９１号沿いに

あります。地区では圃場整備を控え、今後

の営農を検討していくなかで、麦の共同栽

培に取り組んだとか。 

その状況を、協定代表者の山縣正誠さん

（５５）に聞きました。 

●圃場整備を計画されているそうですね。 

「夏から工事が始まります。完成は来年

の春になります。」 

●圃場整備前に麦の栽培に取り組まれたと

聞きましたが。 

「工事中は米が作れないので、少しでも

収入を得るために、町やＪＡ､農林事務所の

勧めもあって、５.３ha で麦を作りました。」 

（代表の山縣さん） 

●麦を栽培するのは始めてだったのです

か。 

「昭和３０年代には栽培されていました

・・・豊北町細井（ほそい)協定・・・ 
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けどね。今は品種も替わっているし麦栽培

のわかる人はいませんでしたよ。」 

「取り組むに当たっては、効率的な栽培

ができるように圃場の団地化を進めました

が、栽培面では麦用の機械が無いので、主

な作業は「(有)ほうほくファーマーズサポー

ト」に頼みました。」 

●「ほうほくファーマーズサポート」とい

うのは？ 

「農作業を受けてくれる有限会社で、平

成１４年に設立されたんです。荒起こしは

農家が行い、播種・収穫・途中の防除作業

はファーマーズサポートに依頼しました。」 

 

（収穫後の麦の圃場） 

●安心して栽培に取り組めたんですね 

「そうですね。その他にも、排水溝の設

置などは溝掘りの日程表を作って、農家は

自分の圃場で作業がある日や、都合の良い

日に出てきて作業を手伝うようにしたんで

す。」 

「最終的な精算は個人毎ですが、途中の

作業を共同化したりファーマーズサポート

に依頼した点は良かったと思います。」 

「毎月栽培管理情報が農林事務所から届

くのですが、これも助かりましたね。」 

●協定の締結は１３年からだとか。 

「制度開始当初は圃場整備の話し合いが

中心でしたが、お互いに協力したり助け合

うような雰囲気が高まってきたので、平成

１３年度から集落協定に取り組むことにな

りました。」 

●コスモスをまいているそうですね。 

「昨年はコスモスを播きました。祭りの

計画があったんですが、播くのが遅くて稲

刈り時期に満開になったので結局出来ませ

んでした。」 

「今年は稲がお休みなので、コスモス畑

で祭りをしたいですね。」 

 

♪ 圃場整備の話し合いを契機に動き出し

た細井集落。圃場整備後の活動が期待され

ます。（西村） 

 

豊田町稲見中協定は、町中心部から北に

約５ｋｍの所にあります。 

農村を騒がすイノシシ、シカの被害防止

対策を行っているということで、おじゃま

しました。 

代表の玉木保行さん（６４）と、福永正

春さん（６５）にお話を伺いました。 

（代表の玉木さん(右)と福永さん(左)） 

 
・・・豊田町稲見中（いなみなか)協定・・・ 
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●計画的に鳥獣被害対策をしていると聞き

ましたが。 

「イノシシやシカの被害に悩まされてい

た頃に制度の話を聞いたんです。いろいろ

意見は出ましたが平成１２年の８月下旬に

は、防護柵の設置を決めました。」 

「それまで、個人が対策をしていました

が、５年計画で設置していくことにしたん

です。」 

●大変早い決定ですね。それだけ、被害に

悩まされていたということですね。これま

での防護柵の設置状況を教えてください。 

「まず平成１２年度に１６００ｍ、１３

～１４年度に２７００ｍを行いました。今

年は７００ｍを予定しています。」 

「できるだけ早く完成させたかったの

で、設置の労務費はその時は払わず、役員

手当以外は全額資材の購入費にあてていま

す。」 

「おかげで４年目で、予定していた箇所

の設置が終了します。」 

●防護柵は大変頑丈に出来ていますね。 

「防護柵は、一箇所壊れただけでも被害

は全体に広がります。耐用年数の長いしっ

かりしたものをつくりたかったんです。」 

「２ｍ間隔で５０ｃｍの穴を掘ってそこ

に２．５ｍの支柱を立ててコンクリートで

固定します。支柱の下のほうに波トタンと

鉄のメッシュ（網）、上はネット（金網）

を張っています。これなら１０年は持つと

思います。」 

●設置作業も大変ですね。 

「夏の暑い時に作業を行うのは重労働で

す。決めるまでは意見もいろいろありまし

たが、決まってからは、みんなよく協力し

てくれています。」 

 
（防護柵の様子） 

●被害は減りましたか。 

 「被害は無くなりました。」 

「他の地区からよく見学に来られるの

で、困っている地域は多いんでしょうね。

やはり根本的な解決策が必要だと思いま

す。」 

 

♪ ５年間を見通した計画的な活動が、地

域の財産として残る。大変参考になりまし

た。（西村） 

 
 

～～～ 編集後記 ～～～ 

取材を通じて、協定毎に課題や対策に個性

があることを感じました。 

制度も４年目。将来を見通して、交付金の

有効活用をしていきましょう。（西村） 
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秋芳町の中辺協定を訪ねました。書記の

秋山芳幸さん（５１）にお話を聞きました。 

●平成１２年から集落協定に取り組んでお

られるんですね。 

－「役場から話があったのは６月でした。

７月には実行委員会を開いて各地区から世

話人を出して、その中から役員を選出しま

した。まとまりはいいほうですね。」 

 
（秋山さん） 

●交付金を活用して機械を購入されたと聞

きましたが。 

－「昨年購入しました。３３馬力のトラク

ター、畦ぬり機、ディスクプラウ、格納庫。

約６００万円でした。」 

「料金は利用しやすいように低くしてい

ます。１０ａあたりオペレーター代を含ん

で２０００円です。将来に備えて毎年交付

金の１／１０を積み立てています。」 

 

（共同機械と格納庫） 

「昨年は６月からの利用で約４ｈａの作

業をしました。今後は、機械作業を頼む人

が次第に増えてくると思いますよ。」 

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６号） 
（平成１５年９月２６日 山口県農村振興課） 

・・・秋芳町嘉万（かま） 

中辺（なかへん)協定・・・ 

★ 

★ 

〈柳井市 北畑溝手協定〉 

● 面積 田/急傾斜  4.7ha 

田/緩傾斜  － ha 
● 参加者 １５人 
● 交付金 ９８万円 

〈秋芳町 

 中辺協定〉 

●面積 

田/急傾斜 27.3ha 
田/緩傾斜 4.1ha 
●参加者 
  ３７人 
●交付金 

 ６０６万円 

〈大畠町 大久保北協定〉 

●面積 田/急傾斜 5.8ha 

田/緩傾斜 0.1ha 
   畑/急･緩  1.4ha 
●参加者  １６人 

●交付金 １３３万円 

★ 
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「田植機、コンバインは、経費的に整備

できなかったのですが、今後はその辺りの

対策も必要になってくると思います。」 

●ところで、地区ではソバの栽培を勧めて

いると聞きましたが。 

－「昔は捨てづくりもありましたが、観光

交流資源にしていこうということで、平成

１２年から取り組んでいます。町などの勧

めもあったし、町内にソバを作るグループ

があるのも参考になりました。」 

「今年は約１０ｈａを播きましたが、夏

に雨が多かったので、発芽や生育が悪いの

がちょっと残念です。やっぱり排水対策が

大切ですね。」 

「今ちょうど花盛り、早い所は実を着け

始めています。ゆくゆくは、ソバの里にで

きればと思っています。」 

１０月１８，１９日に阿知須町きらら公

園で開催される県の物産フェアで、ソバ打

ちの実演をされるそうです。 

 
（ソバの栽培研修会を開催） 

●地域の祭りの応援もしているとか。 

－「毎年６月に、近隣集落と一緒にホタル

祭りを行います。テントや照明器具なども

揃えました。」 

「今年は１５００人もの人で賑わいまし

たが、わさび漬けなどの特産品の販売の他、

『ホタルかご』づくりの指導など、それぞ

れ、特技を生かしたまつりになっていると

思いますよ。」 

 
（そばの花） 

♪ 営農の取り組み、ソバの里づくり、祭り

を通じた地区のまとまりを感じました。 

柳井市北畑溝手協定を訪ねました。 

代表の山本郁男さん（７８）と、生産振

興対策担当の田村嗣男さん（６８）に話を

聞きました。 

●ここは干ばつ常習地だと聞きましたが。 

－「雨の直後は水が多いけど、すぐに枯れ

るんです。山は深いようですが、この地区

の水源となる山は実は浅いんです。」 

 
(前日は雨だったが、水路の水は少ない） 

 
・・・柳井市伊陸（いかち） 

   北畑溝手（きたばたみぞて)協定・・・ 
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●そこでボーリングをされたんですね。 

－「平成１４年１２月にボーリングをしま

した。もちろん、交付金を活用して。」 

「交付金の個人配分は、平成１２年分は

５０％でしたが、平成１３年分は３０％、

平成１４年分は４０％でした。共同で何か

をすれば、どうしても個人配分は少なくな

ります。ただ、水問題は共通の課題なので、

参加者の理解はありました。」 

「使用者の自己負担は使った電気代のみ

です。基本料は交付金から出しています。」 

「毎分７０リットル程度のわずかな水量

で、継ぎ水のようなものですが、安心です。」 

 

（代表の山本さん（右）と田村さん） 

●トタンが見えますが、イノシシ対策です

か？ 

－「昔は殆ど出なかったけど、ここ４、５

年出てくるようになりました。今年の７月

に７００ｍほど共同で設置しました。」 

 「被害地区が広がるようだと、トタンを

もっと広げないといけなくなります。なか

なかやっかいなことです。」 

●圃場整備をされていますが、営農はどの

ようになっていますか。 

－「伊陸北部地区の圃場整備に参加してい

ます。この地区は２０筆が１筆になった感

じですね。今年で作付け３年目になりま

す。」 

「第２、３換地区で一緒に営農組合を設

立しているので、ここに機械作業を頼んで

います。トラクター作業、田植え作業、コ

ンバイン作業です。」 

「最近は、栽培管理全てを委託したい人

が増えていますが、オペレーターも全員兼

業農家なので、お互いに助け合う方式でな

いとやっていけないと思いますよ。」 

「いろいろ意見も出ましたが、作業受委

託方式で、若い人と年輩者の役割分担が必

要ですね。」 

 

（圃場整備後の田と４段の法面） 

♪ 水とイノシシ対策。共通の課題に共同で

取り組むという集落協定の原点ですね。 
 

大畠町大久保北協定を訪ねました。 

代表の中元茂雄さん（５６）に話を聞き

ました。 

●急な谷あいに農地がありますね。傾斜は、

殆どが１／１０よりも急で、最大は１／４

ですね。 

－「圃場整備をしていないので、大型機械

は入りません。集落道が完備しているので、

・・・大畠町大久保北（おおくぼきた)協定・・・ 
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その点は助かります。自分たちで集落道を

舗装したところもあるんですよ。」 

 

（中元さん） 

●制度への取り組みは、すぐに決まりまし

たか。 

－「やはり体力的な不安を持つ人がありま

した。ただ、後継者と同居している家が多

いので、『無理のない範囲の農地で参加し

ましょう』、ということになりました。」 

●どんな活動をしていますか 

－「地区一斉の草刈りを、６月と８月の第

二日曜に行います。水路掃除は出水（でみ

ず）単位の班毎に行っています。」 

「活動は大久保北協定と大久保南協定は

一緒です。たまたま協定が分かれていると

いう感じでしょうか。」 

●その他にどんな活動がありますか 

－「菜の花
、、、

を各地に播いています。田圃は

自分で耕しますが、そのあとの、種と肥料

はみんなで播いて歩きます。」 

「何も作付けしていなかった田がきれい

になったので、よかったと思っています。」 

「その他にレンゲもありますよ。それか

ら今年は畦畔にスイセンを植えてみまし

た。昭和３８年に国体があった時に子供会

で『かんな』を植えたんですが、今でも残

っていてその時のことを思い出すんです。

この活動が、そんな感じになればいいです

ね。」 

●三世代交流をしておられるとか。 

－「大久保北・南、坂川、西畑の３地区の

みんなで、草刈り、掃除、墓地清掃、手作

り会食などを行っています。」 

「地区のふれあいセンターの横で枝豆や

タマネギを栽培して会食に利用したり、年

末には輪飾りを作ったりしています。」 

「夏祭り、秋祭り、８年に１度のかぐら

など、世代を越えた活動は盛んですね。」 

「これからは、人を呼び込めるような活

動が必要ですね。来年の菜の花
、、、

が咲く頃に、

ここに来てもらうためにどうするか、近々

話し合いをするんですよ。」 

 
（棚田の様子） 

♪ 背伸びをしない普通の活動が、次第に発

展している様子を感じた取材でした。 

 
 

 

～～～ 編集後記 ～～～ 

今回の取材先は三箇所とも急傾斜地の協

定でした。大規模農家による営農形態は、特

に難しいと感じました。 

地域が一体となって取り組む集落協定の

考え方が山口県には合っていると感じた取

材でした。（西村） 
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周南市鹿野の西河内西協定の河西幾雄さん

（７７）を訪ねました。 

●西河内は鹿野地域で最大の協定ですね。 

―「４０ｈａで３７０万円、５２人の協定

です。農地はまとまっている方ですね。」

「この地区の農業の特徴は、水稲種子の生

産が多いと言う点です。隣の協定まで入れ

ると、町内の種子生産面積の約７割の３０

ｈａの作付けがあるんですよ。」 

●さて、集落協定の話し合いはどのように

進みましたか。 

―「平成１２年の７月頃に、井出、水路の

改修の話が出ていたので、ちょうど良かっ

たという感じでした。実施したい事業があ

ったので比較的スムーズに協定の締結がで

きたと思いますよ。」 

●圃場整備がしてあるので改修は不要だと

思いましたが 

―「昭和５１年から圃場整備を行ったので

一応の整備は出来ていますが、水路改修な

どは定期的に必要になってくるんです。」 

（代表の河西さん） 

●協定ではどのような活動をしています

か。 

―「水路改修の他に農道舗装をしています。

やはり経費がかかりますから３年計画で実

施しています。」「特に急傾斜地の舗装を

重点的に行っています。傾斜があると言う

ことはそれだけ条件が悪いし、勿論それに

よって交付金も沢山交付されますから。」 

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７号） 
（平成１５年１２月２６日 山口県農村振興課） 

・・・周南市鹿野（かの） 

西河内西（にしがわちにし)協定・・・ 

〈田万川町小川 友信協定〉 

● 面積 田/急傾斜  5.4ha 

田/緩傾斜 11.4ha 
● 参加者 １９人・組織 
● 交付金 ２０５万円 

〈周南市鹿野 西河内西

協定〉 

●面積 田/急傾斜 3.7ha 
田/緩傾斜 36.0ha 

●参加者 ５２人・組織 

●交付金 ３７０万円 
★ 

★ 
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（舗装された農道） 

●その他に無人ヘリの防除を推進している

と聞きましたが。 

―「平成１２年に種子生産者を対象にして

無人ヘリ防除を進めてきました。翌年から

は協定締結を契機にもっと広く推進してき

ました。ヘリ防除の効果もあるし、交付金

は全額共同活動に配分していることもあっ

たので、経費は共同分から支出することに

しました。１０ａあたり２回の防除で 6,400

円です。今では、ほとんどの農家が無人ヘ

リを活用しています。」 

●全額共同経費から出しているんですね。 

―「初めは、無人ヘリのオペレーター育成

を検討していたんですが、人材不足で、思

うようにいきませんでした。交付金は全額

共同配分ということにしていましたから、

みんなが足並みを揃えてヘリ防除に取り組

めるようにと思って、全額共同配分から出

すことにしたんです。」 

●多面的機能増進活動は何を行っておられ

ますか。 

―「景観作物の栽培をしています。春にコ

スモスを播き、夏にはソバを播きました。

先日は夫婦同伴で忘年会を兼ねてソバうち

もしました。１１月には菜の花を播いたの

で、春には黄色い花が楽しめそうです。た

だ、地域全体に活動の輪が広がっていない

点は課題ですね。」 

「その他に、老人会の花壇整備などもあり

ます。」 

●話は変わりますが、採種組合の法人化を

検討しているそうですね。 

―「採種組合は３９人と１法人がメンバー

です。組合ではこれまでコンバインなどの

機械の共同化をしてきています。今は機械

はＪＡ所有となっていますが、共同組織と

しての体制は良くできていると思います。」 

「採種組合では、法人化して作業受託を始

め、将来的には農業経営も視野に入れて現

在検討中です。平成１６年３月頃には設立

したいですね。」 

「やはり高齢化が進んでくると、組織作り

をしていかないと、中山間地域の農地は守

っていけませんから。」 

「西河内は種子生産を中心とする営農が行

われているので、採種組合の組織充実は、

西河内の営農体制の充実にも貢献すると思

いますよ。」 

「農業生産法人の『有限会社鹿野アグリ』

が地元の農地１０ｈａを耕作しています

が、こういった組織との連携も必要になっ

て来ますね。」 

（無人ヘリ作業） 

♪計画的な農道舗装、採種組合の法人化な
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どの組織づくり。コスモスやソバの作付け

とソバうち忘年会。着実に取り組みが進ん

でいますね。（田中） 

 

 

田万川町小川、友信協定の青木慶司さん

（６５）を訪ねました。 

（代表の青木さん） 

●友信は畜産農家が多いと聞きましたが。 

―「そうです。２２戸のうち６戸が畜産農

家（繁殖、肥育）です。ですから、転作作

物は飼料作物の栽培が多いんですよ。栽培

は耕種農家が行い、刈り取りは畜産農家が

行う方式です。」 

なるほど。耕畜連携が自然と出来ている

んですね。 

●さて協定締結までの状況を教えてくださ

い。 

―「役場から初めに話があったのは自治会

を通じてでした。ただ、農事組合や農業生

産組合があるので、一緒に検討しました。」 

「地区内には色々と組織があるので、集落

協定については若い人に役員を頼もうと思

ったんですが、勤めがあるので無理でした。

それに返還規定があったので、みな尻込み

したようなところもあったかなあ。」 

「でも、メリットのある制度だったので、

最終的には生産組合の主要メンバーが役員

になって取り組むことになりました。」 

●協定ではどんな活動をしていますか。 

―「イノシシの被害があるので、防護柵設

置の助成をしています。トタンや電牧など

の設置・補修を行うようにしています。」 

「それから草刈機を購入しています。」 

「水路掃除はこれまで各自で行っていまし

たが、協定を契機に４班体制で共同作業を

行うようになりました。」 

●多面的機能増進活動は何をしておられま

すか。 

―「周辺林地の草刈りをしています。それ

ぞれの農地に隣接した山ぎわをきれいに刈

るようにしました。」 

「山が迫ってきていましたが、結構綺麗に

なりました。それに、昔から畜産農家が多

かったせいか、この地区の農家はみんな草

刈りは丁寧なんですよね。」 

（山ぎわがきれいに刈られている） 

●神楽があるそうですね。 

―「友信神楽保存会があります。県の重要

無形文化財の指定を受けています。出かけ

ていって公演をすることもあるんですよ。

子供神楽がありますが、子供１３人のうち

 
・・・田万川町小川（おがわ） 

友信（とものぶ）協定・・・ 
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地元は２人だけです。ちょっと寂しいけ

ど。」 

●生産組合があるということですが。 

―「友信農業生産組合があります。コンバ

イン、ディスクプラウ、サブソイラーを持

っています。」 

「協定締結後２人が農業を辞めたので、農

地は別の人が管理していますが、今後は

益々このような事が想定されるので、生産

組合でも話をするようになってきていま

す。」 

「田植えや収穫作業は作業委託が出来ます

が、途中の管理や草刈りなどは人海戦術の      

ような所があるので、ここが課題ですね。」

「最近では、シルバー人材センターに頼む

例もあるんですよ。」 

 
（友信集落） 

●なんでも自分たちで作ってしまうそうで

すね。 

―「組合の機械の格納庫も、みんなで作り

ました。電柱を買ってきて地区内の大工か

ら指導を受けながらみんなで作りました

よ。」 

「他にも、鎮守の鳥居もコンクリートでみ

んなで作りました。山まで運ぶのは重かっ

たよ。みんな器用だし結束力があるからね。

地形的にまとまった集落だからかなあ。」 

（機械の格納庫をみんなで建設 S59 年） 

 
♪イノシシ被害対策は中山間地域共通の悩

みです。格納庫を自分たちで作ると言うの

には驚きました。 
生産組合を中心に地域の将来について検

討が進むことを願っています。（西村） 
 
 

 

 

～～～ 編集後記 ～～～ 

 

♪♪ 

６月から、直接支払制度研究会を設置し、

現行制度の問題点や課題について研究を行

ってきました。 

集落協定の活動を協定農地だけに限定し

てしまうと、地域全体の営農の発展を阻害す

るのではないかという問題点を感じていま

す。 

あなたの協定はいかがでしょうか。 

 

 

♪♪ 

国では、平成１６年１月から、制度の実施

状況の評価や制度の課題を検討開始する予

定です。８月頃には、次期制度に関する動き

がわかってくると思います。 

県では、制度継続とともに、制度内容の改

善に向けて要望活動をしていく予定です。 

 

（西村） 


