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＜耕作放棄地等の復旧・林地化に取り組んでいる事例＞  

集落営農組織による耕作放棄地の復旧 

１．集落協定の概要 

市町村・協定名 島根県雲南市
うんなんし

 三刀屋
み と や

六重
む え

 

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 協定面積 
32ha 水稲・野菜等    

個人配分  0％ 交付金額 
622 万円 共同取組活動 

（100％） 
積立（農機具庫・事務所建設費） 100％ 

協定参加者 農業者 23人、農作業受委託組織 1 

 

２．集落マスタープランの概要 

   基幹作物である水稲について、エコ米、有機米など売れる米づくりに積極的に取り

組み、集落産米のブランド化を進め、安定した販売先を確保する。 

そのために堆肥の施用等を進めるとともに、比較的冷涼な地の利を活かした生産管

理を行う。 

   現在は任意の営農組合だが組織存続を考え、将来は法人化によるコストダウンや農

地の利用権設定や作業受託を進めて農地を集積するとともに、専従者及び住民の雇用

の場を確保しながら魅力ある集落を目指す。 

 

農業生産活動等 多面的機能増進活動 

 

農業生産活動の体制整備 

 

活動内容 

○農地の耕作・管理 
（田 30.3ha） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動・個別対応 

○水路・作業道の管理 
水路 41km：清掃（4月）、

草刈（4,6,8 月） 
道路 35km：草刈 

（4,6,8 月） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○周辺林地の下草刈り 
 （0.5ha） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○粗放的畜産の実施 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○機械・農作業の共同化 
現状：各戸で作業 
目標：3ha の共同化 
（乾燥・籾擦り） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○集落を基礎とした営農組
織の育成 
現状：3ha を共同作業 
目標：15ha を共同作業 
（田植え、防除、収穫） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○堆きゅう肥の施肥 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○農地法面、水路等の補修
・改良、防護柵設置等 

必要に応じて実施 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

個別対応 

加算措置 

 ○耕作放棄地の復旧 
 （1.5ha を田に復旧） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 
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３．取組の経緯及び内容 

本集落は、平成１２年度に協定を締結して活動を行ってきたが、平成１７年度から

の新対策への取組を契機に耕作放棄地を含めて協定を締結した。 

復旧する耕作放棄地は協定の中でも不便な谷あいや、鳥獣被害が多発する場所にあ

るが、これらを放置すると下流への土砂流出や水路への悪影響等がある。集落に住む

からには集落の農地を守っていきたいという想いから、耕作放棄地を復旧することと

した。 

現在、耕作放棄地０．９haを田に復旧し、協定の参加者が管理している。 

平成２１年度までに１．５haを復旧する。 

○農用地等保全マップ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マップの解説】 

・島根県中山間地域研究センター

が提供している「農地一筆マッ

プ」を利用し、一筆ごとに管理

している。 

・マップは、協定で管理している

農用地、復旧する耕作放棄地等

をインターネット上で、集落が

自由に入力できる。 

・印刷したマップには、鳥獣被害

対策を講じる場所等、集落が取

り組む内容を記入。 

  

 
 

  

耕作放棄地の復旧作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

復旧後の田 

 

［平成19年度までの主な効果］ 
○16.9haを集落営農組織で作業受託。 
○耕作放棄地0.9haを復旧。 
○鳥獣害対策として防止柵の設置、捕獲檻の管理を実施。 

○集落内の畜産農家と連携して放牧を実施し、農地の管理と集落内の畜産振興。 
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＜耕作放棄地等の復旧・林地化に取り組んでいる事例＞  

限界的農地の林地化により下流を守る取り組み   

１．集落協定の概要 

市町村・協定名 島根県仁多郡
に た ぐ ん

奥出雲町
おくいずもちょう

 馬馳
ま ば せ

  

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 協定面積 
25ha 水稲    

交付金額 
 

個人配分  40％ 

452 万円 役員手当 4％ 

 共同防除助成 7％ 

 共同機械購入、燃料費 35％ 

 

共同取組活動 
（60％） 

積立等 14％ 

協定参加者 農業者 42人、非農業者 8人 

 

２．集落マスタープランの概要 

集落は、一部の平坦地を除いて、ほとんどが谷地田であることから、農業経営を継

続するためには集落の共同作業は必要不可欠である。 

農家はもとより、非農家との協力関係による集落環境の保全維持に努めるとともに、

現有の農業機械を共同で有効利用し、労働力の配分を平準化する取り組みを行う。 

 

 

農業生産活動等 多面的機能増進活動 

 

農業生産活動の体制整備 

 

活動内容 

○農地の耕作・管理 
（田 25ha） 

○限界的農地の林地化 
 （田 0.4ha を林地化） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動・個別対応 

○水路・作業道の管理 
水路：清掃（4月）、 

草刈（6,8 月）、見回り（梅
雨、台風等降雨後） 
農道：草刈（6,8 月）、

路面補修（8月） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○農地法面の定期的な点検 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

集落内の担い手が中心 

 

 平成１７年度からの新対策では、２自治会（４集落）が統合し、連携するようになった。 

集落外との連携 

○周辺林地の下草刈り 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○農家・非農家の一体的活動 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○機械・農作業の共同化 
現状：共同利用 5ha 
目標：共同利用 10.1ha 
（動力噴霧器） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○多面的機能の持続的発揮
に向けた非農家との連携 
非農家 8人と連携して、

道路・水路の草刈り(10.4km） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○担い手への農作業の委託 
 現状：15.6ha 
 目標：17.6ha（収穫作業） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 
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３．取組の経緯及び内容 

軽トラックも入らない細い道の奥の谷沿いにある、勾配が急な棚田に、平成５年頃

からイノシシ被害が出始めた。対策を講じても条件が悪いため他の農家も耕作を希望

せず、農地としての利用は限界となった。この棚田の下流には農業用のため池があり、

ため池の周囲及び下流には住宅地がある。   

棚田が荒れてため池に土砂が流れ込み、ため池の貯水量が低下すると、住宅地が危

険にさらされる。また、防火水利の確保も困難になるため、この土地が水源涵養機能

を持つよう林地化に取り組んだ。 

   また、本協定は、平成１２年度からの前期対策では、馬馳上協定と馬馳下協定がそ

れぞれ協定を締結して活動を行っていたが、平成１７年度からは協定を統合するとと

もに非農家を交えて協定を締結して、活動を継続している。 
 

○農用地等保全マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マップの解説】 

・共同管理する農道は茶色、水路

は青で区分け。 

・延長を記載した農道もある。 

・限界的農地の林地化についても

記載。 

  

 

 

 

 

  

植林後の棚田 

 

 

 

 

 

 

 

 

下流にある農業用のため池 
 
［平成19年度までの主な効果］ 

○限界的農地0.4haの林地化。 

○共同活動によるため池の浄化…下流部にある住宅地への洪水調整及び防火水利としての役割。 
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＜耕作放棄地等の復旧・林地化に取り組んでいる事例＞  

耕作放棄地の復旧に取り組む集落 

１．集落協定の概要 

市町村・協定名 島根県大田市
お お だ し

 入
いり

石
こく

  

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 協定面積 
18ha 水稲・野菜    

交付金額 個人配分  50％ 

379 万円 役員手当 3％ 

 共同作業場建設費 46％ 

 

共同取組活動 
（50％） 

鳥獣害防止対策・水路、道路管理費 1％ 

協定参加者 農業者 22人、非農業者 7人 

 

２．集落マスタープランの概要 

入石集落では昭和５３年に圃場整備が終了した。しかし、急傾斜地にある棚田のた

め営農条件は厳しい。 

   現在、農作業の主力は７５歳前後の高齢者である。若者の農業離れもあり、年々高

齢化が進み、将来は農地の管理に支障をきたす時期が来ると考えられる。そこで、後

継者の育成と農作業の集約化により農地の保全を図るとともに、高齢者の労働力を活

用する農業・農業生産体制を確立していく。 

 

農業生産活動等 多面的機能増進活動 

 

農業生産活動の体制整備 

 

活動内容 

○農地の耕作・管理 
（田 17.5ha） 

○耕作放棄地の復旧 
 （0.5ha を田に復旧） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動・個別対応 

○水路・作業道の管理 
水路 3km：清掃（年 1回）、

草刈 
道路 2.5km：草刈（年 1

回）、簡易補修 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○農地法面の定期的な点検 
 豪雨後等 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動・個別対応 

 

 制度で購入した共同機械を活用して、他集落からの受託について、今後検討する。 

集落外との連携 

○周辺林地の下草刈り 
（0.5ha、年 1回） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○景観作物の作付け 
0.2ha の協定外農用地に

ブルーベリーを作付けて、
ブルーベリーの里づくり 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○機械・農作業の共同化 
現状：個別対応 
目標：3ha の共同化 
（乾燥・籾擦り） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○多面的機能の持続的発揮
に向けた非農家との連携 
協定外参加者３人以上に

農作業体験、交流会等によ
る地産地消  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 
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３．取組の経緯及び内容 

入石集落協定は、本制度が始まった平成１２年度から制度に取り組んでおり、前期

対策の交付金を活用してパワーショベルを購入し、簡易な田直しや災害復旧等で活用

している。 

集落の耕作放棄地では害虫の発生や、イノシシが潜伏するなどの問題が生じていた

たため、新対策では耕作放棄地の復旧に取り組むこととし、パワーショベルにより排

水不良田への溝の新設や萱の除去など行い、目標としていた０．５ｈａの耕作放棄地

を全て水田に復旧した。 

復旧しても儲けにはつながらないが、「せっかくの農地を、集落を守る、この気持

ちになるしかないんです。皆で少しずつ－頑張りながらやっていきましょう」と地域

の保全に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
［平成19年度までの主な効果］ 
○耕作放棄地0.5haの復旧。 
○パワーショベル、乗用田植機、乾燥機、籾摺り機、ホークリフトなどを共同機械として購入し、将来
の組織立ち上げに備えている。 

 

○農用地等保全マップ 

【マップの解説】 

・耕作放棄地の復旧に取り組む場所を記載。 

・ブルーベリーの里づくりを実施する場所

を記載。 

  

 

 

手前のＵ字溝は排水が悪いため溝を新設 

 

刈り取った草を燃やす。周辺へは十分に配慮する 
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＜耕作放棄地等の復旧・林地化に取り組んでいる事例＞         

耕作放棄地はもう出しちゃー やれんのー!! 

１．集落協定の概要 
市町村・協定名 島根県浜田市

は ま だ し

 後
うしろ

谷
だに

  

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 協定面積 
4ha 水稲・野菜等    

交付金額 個人配分  46％ 

83 万円 役員手当 3％ 

 鳥獣害防止対策・水路、道路管理費 29％ 

 

共同取組活動 
（54％） 

農用地の維持・管理費 22％ 

協定参加者 農業者 7人 

 
２．集落マスタープランの概要 

農業従事者が比較的同じ年代の高齢者に集中しているため、その年代がリタイア

すると農地の維持管理が極端に困難になる恐れがある。このため、数名の若者を中

心に防除をはじめ、日常の草刈りも少しずつ引き受けてもらい、農地の荒廃を防ぐ

とともに、集落内の耕作放棄地も復旧する。 

また、「どろ落とし」の復活により若者や女性との交流を図ったり、集落内の親

子が農作業体験を実施するなど、集落が一体となって後継者の育成を進めていきた

い。 

 

  

 

 

 
 
 

農業生産活動等 多面的機能増進活動 

 

農業生産活動の体制整備 

 

活動内容 

○農地の耕作・管理 
（田 4ha） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

個別対応 

○水路・作業道の管理 
水路：清掃（年 1回）、草

刈（年 2回）、改修（100ｍ） 
農道：草刈（年 2回） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○農地法面の定期的な点検 
 随時 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○景観作物の作付け 
（コスモス 0.3ha） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○機械・農作業の共同化 
現状：個別対応 
目標：2ha の共同化 
（防除） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○多面的機能の持続的発揮
に向けた非農家との連携 
１人以上の非農業者を交

えてコスモスを植栽  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

加算措置 

 ○耕作放棄地の復旧 
（0.3ha を田に復旧） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

「どろ落とし」とは、田植えなどの農作業で体についた泥を落とすため、集落の皆で温泉に入

ったり食事をするなどして親睦を深め、慰労すること。 
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３．取組の経緯及び内容 
平成１３年度に、農家６名で協定を締結し制度に取り組んでいる。平成 1７年度

からの新対策では、圃場整備をしていながら耕作放棄されていた田の復旧に取り組

むこととした。 
しかし、耕作放棄地の復旧を強く望み、活動の中心人物だった代表者が平成１８

年に突然他界。一時は復旧を断念する声もあったが、「耕作放棄地を復旧して、農家

だけでなく地域住民でコスモスを植え、この地域を活性化しよう」という代表者の

遺志を受け継ぎ、当初の計画よりも１年早く、平成１８年に全ての耕作放棄地を復

旧し、コスモスを植付けることが出来た。 
これにより、協定内の耕作放棄地は解消され、今後、二度と耕作放棄地が発生し

ないようにすることが集落の願いでもあり、取り組みでもある。 
○農用地等保全マップ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【マップの解説】 

・耕作放棄地の復旧を記載。 

（田に復旧 復旧面積：0.3ha） 

・景観作物の作付けを記載。 

（非農業者との取組み：0.3ha） 

・主要水路の改修を記載。 

（延長：100ｍ） 

 
 

 

 
［平成19年度までの主な効果］ 
○圃場整備済みの耕作放棄田、0.3haを平成18年度に復旧。これにより、一層協定内の連帯感が強まり、
新たな取り組みも芽生え始めている（集落内の協力体制等について検討）。 

○耕作放棄地を復旧後の田に、継続的にコスモス等の植栽を行った。 

 

   
耕作放棄地 

 

復旧作業 

 

復旧後 
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＜耕作放棄地等の復旧・林地化に取り組んでいる事例＞         

法人化をきっかけに耕作放棄地を解消 

１．集落協定の概要 
市町村・協定名 島根県益田市

ま す だ し

 中・横尾
な か よ こ お

  

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 協定面積 
17ha 水稲・野菜等    

交付金額 個人配分  0％ 

213 万円 鳥獣害防止・水路、道路管理費 40％ 

 農用地の維持・管理費 48％ 

 

共同取組活動 
（100％） 

積立（機械購入） 12％ 

協定参加者 農業者 23人、特定農業法人 1 

 

２．集落マスタープランの概要 
高齢化が進む中、農事組合法人横尾衛門

よ こ お え も ん

を設立し、集落内で結束を固め、法人を

中心として集落一体となって鳥獣害対策や畦畔や道路の草刈に取り組んでいる。集

落内の農地の集積と作業受託にも積極的に取り組み、耕作放棄地ゼロを目指してい

る。 
また、厄介者の猪対策にも力を入れ、電気牧柵で集落を囲む作業を進めており、

わなや檻で捕獲した猪は集落での焼肉パーティーで食べ、親睦を図っている。 
赤土、粘土質という土壌の性質上、米作からの脱却は困難だが、転作作物の大豆

の団地化や飼料稲等の生産にも前向きに取り組むとともに、農産物の付加価値を付

けるため加工にも力を注ぎたい。    

 

農業生産活動等 多面的機能増進活動 

 

農業生産活動の体制整備 

 

活動内容 

○農地の耕作・管理 
（田 17ha） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○水路・作業道の管理 
水路：清掃（年 1回）、草

刈（年 2回） 
農道：草刈（年 2回） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
共同取組活動 

○農地法面の定期的な点検 
 随時 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○景観作物の作付け 
（ひまわり 0.3ha） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
共同取組活動 

○機械・農作業の共同化 
現状：個別対応 
目標：6.8ha の共同化 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

加算措置 

 ○耕作放棄地の復旧 
（2.3ha を田に復旧） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
共同取組活動 

○周辺林地の下草刈り 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○ビオトープの確保 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○担い手集積化 
現状：実績なし 
目標：8ha の集積 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

 
 中学校区の４組織と連携について協議している。 
 中学校区域外との作業受委託や農地の賃貸借も実施している。 

集落外との連携 
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３．取組の経緯及び内容 
平成１７年に、農事組合法人の設立をきっかけとして、中集落と横尾集落が一体

となった活動を開始した。中山間地域等直接支払制度の新対策では、この法人が中

心となって集落をまとめ、制度に取り組み、交付金も全て法人の活動資金に充てて

いる。 
法人の活動は多岐に渡る。集落には、不在地主と減反政策の影響により耕作放

棄されていた田があった。排水条件が悪い田もあれば、逆に水が不足する田もあ

ったが、法人の設立をきっかけとして耕作放棄地の解消に取り組んだ。水路や暗

渠を設置して排水条件を改良したり、復旧後、大豆への転作と団地化を実施する

などの取り組みにより、２．３ｈａの耕作放棄地を復旧し、集落の耕作放棄地は、

残りわずかとなった。 

また、地元産の大豆による加工品の生産・販売、遊休ハウスを活用したホウレ

ンソウの実証栽培などによる女性・高齢者の雇用の場の創設、西いわみヘルシー

元氣米の生産・品質向上などにも取り組み、平成１８年下期には、しまね農業・

農村「がんばっている地域の活動」顕彰事業の知事表彰を受賞した。 

法人は、農地・水・環境保全向上対策、品目横断的経営安定対策にも取り組んで

いる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［平成19年度までの主な効果］ 
○機械・農作業の共同化3.2ha。 
○耕作放棄地2.3haの復旧。復旧後の田には飼料用の稲を植えたり、団地化して大豆を植えた。大豆は 
集落での味噌作りに利用している。 

○法人が7.7haの協定農用地を集積。 

 

 

耕作放棄地の復旧。伐採した竹を束にして埋め
ると、竹と竹の隙間から水が抜けて暗渠になる
のではと試みている。 

 

地元の直売所「こびら市」 
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＜農地・水・環境保全向上対策と連携して効果的な取組を実施している事例＞         

何でも取り組んでみようやー!! 

１．集落協定の概要 
市町村・協定名 島根県浜田市

は ま だ し

 本郷
ほんごう

  

田（99％） 畑（1％） 草地 採草放牧地 協定面積 
28ha 水稲・野菜等 野菜等   

個人配分  20％ 

役員手当 4％ 

研修会等 19％ 

鳥獣害防止・水路、農道等の維持等 7％ 

農用地の維持・管理活動 1％ 

交付金額 
486 万円 共同取組活動 

（80％） 

積立（格納庫整備、無人ヘリ等） 49％ 

協定参加者 農業者 49人 

 
２．集落マスタープランの概要 

集落協定に参加する農家のうち、６０歳以上の高齢農家の割合が７０％を超える

状況で、農地の維持管理さえ悲鳴を上げる農家が出始めている。今後は、耕起、田

植、稲刈など基幹的農作業は、担い手農家に集中（委託）し、草刈りや水路管理な

どの維持作業は、協定での共同作業体制を一層強化し、集落の農地の荒廃を防ぎた

い。とりわけ、高齢農家にとって重荷となっている防除は、機械・作業の共同化を

進め、個々の農家の負担を軽減するとともに、これらの共同作業を効率的に行える

よう、稲の品種(早期、中期、晩期)別に団地化して作付け計画を立てたい。 
また、猿、猪等による農作物被害が年々深刻になってきており、被害防止のため

の有効策を模索している。 

 

農業生産活動等 多面的機能増進活動 

 

農業生産活動の体制整備 

 

活動内容 

○農地の耕作・管理 
（田 27.8ha、畑 0.1ha） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

個別対応 

○水路・作業道の管理 
水路 1km：清掃（4 月）、

草刈(6,8 月) 
農道：草刈（6,8 月）、 

簡易補修（8月） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○農地法面の定期的な点検 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

 
 非農家とひまわりの植栽を実施。 
集落外との連携 

○景観作物の作付け 
非農家と連携してひまわ

りを作付け（0.1ha） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○機械・農作業の共同化 
無人ヘリによる共同防除

（20ha） 
将来、無人ヘリの購入を

検討 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○担い手への農地集積 
2 人の担い手へ 7.6ha を

集積 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○鳥獣被害の防止 
 集落全域を猪防護フェン
スで囲む（3.5km） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

その他の活動 

○先進地視察 
無人ヘリ防除視察 
集落営農組織視察 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 
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３．取組の経緯及び内容 
平成１２年度には本郷地区で７つの集落がそれぞれ協定を締結していたが、平成

１７年度からの新対策では一つに統合し、担い手を中心とした将来的なビジョンの

下で制度に取り組んでいる。 

限界的な集落を抱える当地区では、約２ｈａの耕作放棄地が存在するが、協定の

統合を契機として集落営農組織を設立する機運も芽生え、耕作放棄地の復旧、農地

の利用集積の拡大、作業受託の推進を目指して活動を展開している。 

また、平成１９年度からは農地・水・環境保全向上対策事業にも積極的に取り組

んでいる。中山間地域等直接支払制度では鳥獣害対策、共同防除、基幹的農作業の

受託等を中心に交付金を活用し、農地・水・環境保全向上対策事業は水路整備に活

用し、特定中山間保全整備事業では、暗渠排水、客土等の面整備、用排水等の農業

用施設整備を実施するなど、各種事業を活用して地域全体で営農活動を継続するよ

うに取組んでいる。 

○農用地等保全マップ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【マップの解説】 

・基幹的農作業の受託計画を記載。 

（事前作業・耕起・田植・刈取り） 

・猪防護フェンス設置を記載。 
（延長約3.5kｍ） 

・景観作物の作付けを記載。 
（非農業者との取組み 約0.1ha） 

・主要水路の改修を記載。 

（延長約1kｍ） 
 

 
［平成19年度までの主な効果］ 
○集落営農組織設立へ向けた取組 
  共同で実施することへの第一段階として、無人ヘリによる共同防除（20ha）を実施。 
    これにより、共同取組への意識高揚が図られ、集落営農組織設立への足がかりが確立できた。 
○各種事業による営農活動の継続 

農地・水・環境保全向上対策事業、特定中山間保全整備事業を積極的に導入し、それぞれの事業を
活かしながら、総合的に地域の活性化を図っている。 
・中山間地域等直接支払制度：鳥獣害対策、共同防除、基幹的農作業の受託等 
・農地・水・環境保全向上対策事業：水路整備 
・特定中山間保全整備事業：暗渠排水、客土等の面整備、用排水等の農業用施設整備 

○今後の課題 
現存する耕作放棄地の復旧を目指す (約 2.0ha) 

 

 

無人ヘリによる共同防除 猪防護フェンス 
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＜都市住民等との交流を実施している事例＞  

都市住民との交流活動を支援する集落 

１．集落協定の概要 

市町村・協定名 島根県飯石郡
いいしぐん

飯南町
いいなんちょう

 宇山
う や ま

 

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 協定面積 
16ha 水稲    

交付金額 個人配分  9％ 

253 万円 役員手当 9％ 

 道路・水路管理費 12％ 

 農地管理費 32％ 

 

共同取組活動 
（91％） 

積立等 38％ 

協定参加者 農業者 16人、生産組織 1 

 

２．集落マスタープランの概要 

集落では昭和６０年に宇山機械利用組合を立ち上げ、経営の合理化を図ってきた。 

平成８年には宇山振興組合を組織したことをきっかけとして、機械の共同利用、大

阪府伊丹市の住民との交流や水仙の植付けによる景観保全等、様々な活動に取り組ん

でいる。１０～１５年後には水仙の郷として多くの都市住民が訪れ、住民との活発な

交流が行われる集落を目指している。 

また、集落の基幹作物である水稲栽培については、次の世代のオペレーターの育成

が重要課題である。隣接している集落でもオペレーターの高齢化が進んでいることか

ら、連携を進める必要がある。 

  

 

農業生産活動等 多面的機能増進活動 

 

農業生産活動の体制整備 

 

活動内容 

○農地の耕作・管理 
（田 16ha） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

個別対応 

○水路・作業道の管理 
水路 2km：清掃、草刈（年

1回） 
道路 1m：草刈（年 1回） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動・個別対応 

○農地法面の定期的な点検 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

個別対応 

 

 制度への取り組みの母体となっている宇山地区振興組合で、様々な積極的な活動を実施。 

集落外との連携 

○周辺林地の下草刈り 
（約 5ha） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○景観作物の作付け 
水仙（0.6ha） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○集落を基礎とした営農 
組織の育成 
現状：16ha 
目標：16ha 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 
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３．取組の経緯及び内容 

   宇山地区の中山間地域等直接支払制度への取り組みは、平成８年に立ち上げた「宇

山地区振興組合」がその母体となっている。組合では、「営農部会」、「都市交流部

会」、「生活環境部会」を設置し、それぞれが担当業務において積極的な活動を行っ

ており、近年は特に都市住民との交流に力を入れ、旧頓原町（現飯南町）が大阪府伊

丹市と姉妹都市であったことから、伊丹市の住民との交流を行っている。 

   また、地域では「草
くさ

の 城
じょう

」という組織を立ち上げ、広島県の「里山の自然を愛する

会」と交流し、ヤマメのつかみどり、カブトムシのつかみどりと販売など子ども向け

の行事から、わさび畑の復活、植林、竹やぶ・川の整備、酒蔵の蔵出し体験等の大人

向けの行事まで幅広く活動している。宇山地区振興組合のメンバーは、得意分野や好

きな分野を活かして、「草の城」の活動を支援している。 

集落協定ではこの取り組みに参加する構成員を支援するために、現地視察や研修等

の活動費を支援することを検討している。 

   交流先の「里山の自然を愛する会」は、退職者の方々が「企業戦士の時には環境破

壊をしてきた。その罪滅ぼしに活動をしたい」と結成された。活動の場を考えていた

ところ、飯南町在住者と仕事上の縁があり、町内に活動の場を提供することになった。

「飯南町の米１０ｋｇを購入すること」が同会の入会条件で、現在、大阪府の方が６

名、広島県の方が４名、出雲市の方が１名が会員となっている。 

   このような交流事業は地域の環境保全にも役立っているだけでなく、都市住民が訪

れることによって地場産品の消費が行われ、人口減という深刻な事態に、外部からの

交流人口を増やすことで対応し、地域の活性化を図っている。 

 

 

都会の小学生がヤマメのつかみ取りに挑戦！ 
 

 

都市住民を交えて蕎麦打ち教室 

 

水仙の植え付け 
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＜都市住民等との交流を実施している事例＞  

地元の小学校との連携に取り組む集落 

１．集落協定の概要 

市町村・協定名 島根県隠岐郡
お き ぐ ん

隠岐の島町
おきのしまちょう

 湊
みなと

 

田（100％） 畑 草地 採草放牧地 協定面積 
5ha 水稲・牧草・そば    

交付金額 個人配分  70％ 

104 万円 役員手当 2％ 

 研修会等 18％ 

 

共同取組活動 
（30％） 

道・水路管理費 10％ 

協定参加者 農業者 21人 

 

２．集落マスタープランの概要 

これまで引き継いできた美しい水田環境を守り、これを次世代へ残し伝えるための

集落づくりを推進している。集落の高齢化が進む中、新規就農者を確保し、農作業に

かかる機械・施設の共同利用を推進することで将来も営農が継続できるように取り組

んでいる。 

 

 

農業生産活動等 多面的機能増進活動 

 

農業生産活動の体制整備 

 

活動内容 

○農地の耕作・管理 
田 5ha 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動・個別対応 

○水路・作業道の管理 
水路800m：定期的な清掃、

草刈 
道路500m：定期的な草刈、

簡易補修 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○農地法面の定期的な点検 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

個別対応 

 

 体験水田を設け、地元の小学校児童（３～６年生２５名程度）等が学習する。 

集落外との連携 

○景観作物の作付け 
約 0.2ha：そばを作付け 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○機械・農作業の共同化 
（播種及び育苗） 
現状：各戸で作業 
目標：0.5ha の共同化 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 

○自然生態系の保全に関す
る学校教育等との連携 
体験水田を設け地元の小
学校児童（３～６年生２
５名程度）等が学習する。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

共同取組活動 
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３．取組の経緯及び内容 

地域の学校と連携し、子ども達に水田づくりを通して、「ものづくりの難しさや、

収穫の喜び」、「農家の人々の苦労や工夫」そして「自然のすばらしさ」を学ぶ機会

を創出している。 

当地域も、他の中山間地域と同様、過疎化・高齢化の波が押し寄せている。これら

の活動を通し、「ものを大切にする子ども」、「人を大切にする子ども」そして「地

域を大切にする子ども」がひとりでも増え、過疎化に歯止めがかかればと願っている。  

また、子どもたちにとって、「環境問題」や「食の安全」について考えるきっかけ

になればと願っている。 

○農用地等保全マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マップの解説】 

・基幹的農作業の共同化を実施す

る農地を記載。 

・作業道で補修を必要とする可能

性がある範囲を記載。 

・共同利用する育苗ハウスを設置

する予定箇所を記載。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［平成19年度までの主な効果］ 

○機械・農作業の共同化0.5haの実施。 

○小学校と連携した活動を年３回実施している。 

 

 

収穫に喜ぶ子どもたち 

 

機械の使い方を教わる 
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＜市町村全域での取組＞  

市内の集落協定が推進連絡会議を設立（益田市内の集落協定） 

 
１．取組の経緯 

  中山間直接支払制度（前期対策）の２年目が終了しようとしている平成１３年度に
なり、多くの集落協定が、耕作放棄の防止や集落の活性化のため、より有効に交付金

を活用するためにはどうしたら良いかという悩みを抱えるようになっていた。 
また、市でも、交付金が農業生産活動のみに使われるのではなく、集落が現在直面

している問題や、将来予想される問題を解決するために交付金が活用されたり、地域
の活性化など、交付金がより有効かつ適正に活用されることが必要と感じていた。 

このような課題を解決するためには、各協定の活動内容を多数の協定が共有するこ
とが有効と考え、市は、先進地の取り組みの調査、研究に取り組んだ。 

平成１３年１１月に、「市内の中山間地域の問題解決のため、集落協定の交流の場
を設けること」について、全集落協定に相談したところ、多くの協定から賛同を得た。

これを受け、平成１４年２月に、集落協定の代表者を役員とし、市農林水産課が事務
局となって推進連絡会議を設立した。推進連絡会議では、集落が交流して知識を深め

るなど様々な活動を行ってきた。 
 
２．主な取り組み 

○ 情報誌「山恵通信」の発行（隔月） 
○ 先進地等の視察 

・ 牛の棚田放牧（山口県油谷町） 
・ 集落協定の取り組み（山口県むつみ村） 

・ ヤギによる除草（日原町） 
・ 奥出雲まるごとフェア（奥出雲町） 

・ エコミュージアム川根（広島県安芸高田市高宮町） 
・ 雲井の里ふれあい市場（三刀屋町） 

・ 中山間地域研究センター研究内容、施設等の視察 
○ 講演会、研修 

・ 食と農を考える（木次乳業） 
・ 食品加工による地域づくり（香木の森）  

  ・ ふれあいを大切に（ 匹見町温泉朝市グループ） 
・ 夢を持てる農業へ（（農）ひじきドリーム） 

・ 町ぐるみでのイノシシ駆除（美郷町） 
・ あらためて「地域の時代」へ（中国・地域づくり交流会） 

・ 「みんなの元気が地域を変える」特産品作りのアドバイスや地域起こしの 
ポイントの説明（広島県東城町 農村女性起業サポーター） 

・ 「集落あげての地域づくり」萩の会や雪舟山荘の活動紹介（匹見町 萩の会） 
○ 調査・研究事業 

  ・ しまね型放牧の実施（市内の集落協定）及び研修会の実施 
 
３．益田市合併後の取り組み 

益田市は平成１６年１１月に、美都町、匹見町と合併し、現在の益田市になった。 
制度の前期対策は平成１６年度で終了し、推進連絡会議も解散したが、集落の代表

者の思いは強く、それを受けて市が合併後の益田市全域の集落協定に呼び掛け、推進
連絡会議を再度設立した。

現在、市内の９割以上の協定が、この推進連絡会議に参加している。
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中山間地域等直接支払協定集落推進連絡会議  

会長  和田 久人 

事務局  農林水産部農林水産課 

連絡先 (農林水産課) 

ＴＥＬ ０８５６－３１－０３１６ 

ＦＡＸ ０８５６－２４－０４５２ 

 
 

目 的   益田市における中山間地域等直接支払事業の円滑な推進と事業効果を図ること 

を目的とする。 

事 業  １）協定集落の取組状況の情報交換事業  ２）先進地等の視察研修事業 

      ３）集落営農の推進のための調査研究事業 ４）その他目的達成のため必要な事業 

会 費  １協定集落あたり年額２千円と直払年額の０．５％を加えた額 

活動実績 ○情報誌「山恵通信」の発刊 

（協定者同士の連携を深め、相互に学びあいながら明るい展望を切り開くため） 

       ○先進地への視察 

         （他地区、他集落の取組事例の参考及び協定参加者相互の交流を図るため） 

         エコミュージアム川根（広島県安芸高田市） 

         雲井の里ふれあい市場（三刀屋町）等 

       ○協定集落の活動内容の推進等調査研究事業 

         講師  ひじきドリーム 代表理事 西嶋 二郎 氏 

講演  「夢を持てる農業へ」（農）ひじきドリームの紹介 

     ○地域づくりのための調査研究事業 

      講師  東城町 農村女性起業サポーター 小林 富子 氏 

  講演  「みんなの元気が地域を変える」 特産品作りのアドバイスや地域起こ 

  しのポイント説明 

 



 
 

 

創刊のあいさつ 
中山間地域等直接支払協定集落推進連絡会議 
 会 長  和 田 久 人 
 
 立春の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 さて、益田市では、平成 12 年から直接支払制度による協定が締結され、現時点で 68 地区において取

り組みが行なわれ、協定面積 407ha、協定参加者 788 名、交付金額が約 5,400 万円となっています。高

齢化・少子化が進む中でそれぞれの工夫をしながら集落の活性化、持続を目指してがんばっておられま

すが、現実は大変厳しいものがあります。 
 協定者がさらに連携をし、相互に学びあいながら明るい展望を切り開いていくため、この度、本連絡

会議では情報誌の発行を行うこととしました。この情報誌では、市内・市外の取組み活動の紹介や、そ

の他様々な情報の提供を行ない、各集落での活動の参考になればと思っております。 
 この度紹介します益田市の２集落では、集落の活性化のため地区外の人との交流を行うなど、様々な

取り組みをされています。他集落においても、より一層直接支払事業が積極的に活用されるよう、皆様

と連携を取りながら活動していきたいと考えております。 
 終わりに、皆様の益々のご発展と、ご多幸をお祈り申し上げましてご挨拶とさせていただきます。 
 

益田市長 牛 尾 郁 夫 
 
「中山間地域等直接支払協定集落推進連絡会議」情報誌の創刊に対しまして、関係者各位のご努力に対

し敬意を表し、一言ごあいさつ申し上げます。 
 さて、中山間地域の振興につきましては、平成11年に制定された「食料・農業・農村基本法」の基本

理念に基づき「農業の多面的な機能」が挙げられ、中山間地域の持つ意義が改めて認識されています。 
また、都会では自然回帰、田舎志向が高くなってきていると言われており、益田圏域へＵ・Ｉターン

を希望する声もあります。しかし、中山間地域のおかれている状況は高齢化が一層進み、耕作放棄地の

増加等から、地域の環境維持すら困難となっています。 

 このような中で、皆様自身が地域の良さを再認識し、地域資源を活用して自らの創意・工夫から活路

を切り開くため、各集落同士の情報交換の場として、本情報誌を有効に活用していかれますことを期待

しております。 
中山間地域の特色を活かし、経済性だけではなく健康と命を守る食の大切さに重点をおき、自給自足

の実践から健康な生活のいきがいづくり、地域住民との交流を通して「地産・地消」に取組み、地域全

体の活性化につなげていただければと思います。 
 最後に、貴協議会の連携を強化し、ますますのご発展を祈念しごあいさつといたします。 

発行／中山間地域等直接支払協定集落推進連絡会議 
   事務局：益田市経済部農林水産課 
    ＴＥＬ０８５６－３１－０３１２  

 ＦＡＸ０８５６－２４－０４５２ 

山 恵

さんけい

通 信

つうしん

(仮)  VOL．１ 



美しい棚田風景の保全に向けて 
～集落をあげた取り組みで地域の活性化を 

 
 

 
 

 
 
耕作放棄地の復旧に向けて 

中垣内町中間集落は、かつては美しい棚田景観の見られた集落で

した。しかし、作業条件の不利性、著しい高齢化に伴い耕作放棄地

が年々増加してきていました。 

集落での話合いの結果、「中山間地域等直接支払制度」を活用して、

この耕作放棄地を復旧し、美しい棚田景観を取り戻そうという事に

なりました。そこで、農家１７戸、農地８ｈａで中間集落協定を締

結しました。この時点で耕作復旧面積は４ｈａ（この内 10 年以上前から耕作放棄地となり、竹林化し

ている箇所３．７ｈａ）となっており、農家のみでの復旧は困難と判断し、地元森林組合へ委託を行う

事としました。 

その結果、現在では美しい棚田景観を取り戻しています。 
 
 
 
 

 
現在の取り組みの状況 
 中間集落では、平成１３年１１月に行われた講演会をきっかけに、

休耕田の除草を目的としたヤギの飼育を思いつき、現在２頭のヤギ

を飼育しています。 
 また、協定農用地でソバの作付をしており、当初は中間集落のみ

での取り組みでしたが、平成１４年には、下平集落、三谷集落でも

ソバの作付を行っています。秋には収穫祭を行い、子供からお年寄、ライオンズクラブなどからもたく

さんの人が来られ、にぎわいを見せました。最近では、協定者、他協定集落の有志と共に、炭釜を製作

し、炭作りにも挑戦しています。 
今後に向けて 
 直接支払制度に取組んでいる今、中間の美しい棚田を守りたいという気持ちは農家それぞれがもって

おり、その思いは取組む前よりも確実に強くなっています。しかし、現実には高齢化による担い手の不

足などにより集落の農家だけでは維持が難しい状況です。 
 直接支払制度の活用で復旧した棚田、農家同士のつながりを大切にし、守ってくために、棚田のオー

ナー制度などに取組み、棚田の維持だけでなく地区外の住民との交流を行うなど、集落の活性化につな

げていこうと思います。 

集落名 中間集落協定 代表者 岩本弘樹 協定面積 81,148㎡ 参加者数 17 名 

〈地元森林組合への委託内容〉
ランク設定（作業内容） 作業単価 復旧面積

Ｂランク（保全管理地及び5年未満の休耕田） 10千円／ｈａ ２．４ｈａ
Ｃランク（5年以上10年未満の休耕田） 20千円／ｈａ ２．２ｈａ
Ｄランク（10年以上の休耕田） 50千円／ｈａ １．６ｈａ

 

集落自慢コーナー 
その１ 



みんなの力で集落の活性化を！ 
～米どころ真砂地域における取組み事例 

 
 

 
 
 

 
 
 
下波田集落の様子 
 下波田集落は、益田一おいしいといわれている米の産地である真砂地区の下流に位置しています。24

戸の農家が協定を結び、協定対象面積は14.5haです。対象農地のほとんどは団体営によるほ場整備事

業（平成元年度に完了）が行われた水田です。また、集落内には、集落内全農家で組織した「下波田営

農組合」があり農作業の受委託に大きな役割を果たしています。 

 

集落協定の内容 
 集落協定による取組みの中で特徴的なものと言えば、波

田上、波田下集落と一緒に取り組んでいるリモコンヘリに

よる薬剤散布です。中山間地域直接支払制度が始まる以前

から「高齢者が増えて農作業がきつくなってきた」という

声があったため、少しでも負担を軽減しようということか

ら平成13年度に始まりました。散布作業は、津和野町中

山のヘリコプター組合に委託していて、下波田全体の農地

を散布するのに１日で終わります。費用は農薬代込みで三

十数万円かかりました。 

 このほか交付金の使途としては、草刈機の購入費用にあてています。 

 また、協定書で作物の生産に関する目標を掲げていますが、㈱真砂で豆腐の製造に使用する大豆の生

産にも取り組んでいます。 

 
今後に向けて 
 中山間地域直接支払制度は、５年間の事業として始まりましたが、この間にも徐々に労働力の確保が

難しくなってきています。既述のように集落内には農作業受託組合がありますが、みんなが協力して農

地の管理に努めていきたいと思います。仮に制度が終わると薬剤散布の費用を始め幾つかの課題が残り

ますが、これまでの取り組みは続けていきたいと思います。 

 また、真砂には、真砂神楽保存会があり会員の３分の２は下波田集落の出身者です。神楽をきっかけ

に都市との交流を図っていきたいと思っています。さらに、平成10年には真砂全体の将来について考

え・実行する組織として「真砂の未来をつくる会」が結成されました。こうした活動と連携を取りなが

ら真砂の活性化へつなげていこうと思います。 

 

集落名 下波田集落協定 代表者 大庭博文 協定面積 145,106 ㎡ 参加者数 ２５名 

集落自慢コーナー 
その２ 



～みみより情報～  

～事務局からのお知らせ～  

 
 

島根県中山間地域研究センターの紹介 

 島根県では、中山間地域の総合的な研究を目指し、中山間地域の振興をテーマにした国

内唯一の研究施設を設置しています。地域研究部門・総合技術部門・森林林業部門の 3 部

門で構成されており、総合技術部門では全国でもめずらしい鳥獣対策科を設けるなど地域

密着型の研究を進めています。 

 今回は、「島根県中山間地域づくり支援ブレーンバンク事業」について紹介します。 

 

 島根県中山間地域づくり支援ブレーンバンク事業 

① 事業の概要 

島根県内の中山間地域において地域づくり活動や地域振興に関する活動を行っている

団体等が、専門家（中山間地域づくり支援ブレーン）の派遣を受けて、具体的な助言を

受けることができる制度です。 

② 派遣を受けることができる団体は？ 

集落組織、自治会、商工会、高齢者グループ、女性グループ、地域づくりグループ等（島

根県内の団体を原則としています） 

③ 助言活動の内容は？ 

地域づくりやイベント企画運営方法への助言。 

地域づくりやプランの企画・立案への助言。 

地域づくりや地域振興のための講演など。 

④ 派遣期間は？ 

原則として１０日以内です。 

⑤ 経費負担は？ 

派遣に要する経費は島根県が負担し、申込者の負担はありません。 

⑥ 派遣申込先 

中山間地域研究センター地域研究課 

〒６９０－３４０５ 島根県飯石郡赤来町上来島１２０７ 

TEL0854-76-3833 FAX0854-76-3840 

 

 
 
 この度、情報誌の創刊をいたしましたが、現在名称が（仮）となっています。そこで、

みなさんからのアイデアを募集いたします。発行は 2 ヶ月に 1 度程度を予定しており、よ

り充実した情報誌にする為のアイデア、ご要望などがありましたら、下記の連絡先にご連

絡ください。 

 また、みなさんの集落へ取材の際はご協力をよろしくお願いいたします。 

 

連絡先 益田市経済部農林水産課 農村企画係 TEL３１－０３１２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この制度に関する問い合わせ先 

 

各市町村の農業担当課または島根県農業経営課農地利用促進 
グループへお問い合わせください。 
 

 

島根県農林水産部農業経営課農地利用促進グループ 

 

      （住 所） 〒６９０－８５０１ 松江市殿町１番地 

      （電 話） ０８５２－２２－６４１８ 

      （ＦＡＸ） ０８５２－２２－５９６８ 
 

 




