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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○法人化を目指して営農の効率化・低コスト化をはかる
１．集落協定の概要
おおちぐんおおなんちょうおくかめだに

市町村･協定名
協 定 面 積
10.6ha
交 付 金 額
155万円
協定参加者

島根県邑 智 郡 邑 南 町 奥 亀 谷
田（100％）
畑
水稲
個人配分
共同取組活動
共同機械購入
（100％） 水路・農道の管理
土壌改良材散布
農業者 17人、奥亀谷生産組合(構成員10人)

草地

採草放牧地
0％
81％
6％
13％

２．取組に至る経緯
奥亀谷集落においては、平成７年に組織化した生産組合において、集落全耕作地の共
同防除、耕作作業ができない農家の受託耕作をしている。
現在、生産組合への作業委託面積は7.4haであり、現状を維持しつつ、今後、個人で
の耕作不可能な耕地が発生した場合にも生産組合が受託できる環境をつくりあげていく
ため、中山間地域等直接支払制度に取り組むこととした。
３．取組の内容
共同機械・・・田植機・トラクター・防除機
（今後は収穫、乾燥調整を検討）

共同機械による田植え作業

共同防除作業
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［集落の将来像]
今後は生産組合の組織をさらに充実させ、特定農業団体または法人設立へ向けた取組を行いたい。
また、高齢者や女性へも積極的な参加を呼びかけ、集落内の労務を協力してやっていくことを考えて
いきたい。
現在、営農において一番苦慮していることに、秋の収穫時期における刈取りと乾燥、調整がある。も
ち米の適作地として農協と契約しているが、他地区のうるち米と収穫時期が重なり、もち米の刈取り時
期の調整をしなければならない状況があり、乾燥、調整施設の整備が急務と考えている。
また乾燥施設の整備に併せ、コンバインの共同購入を検討したい。

［将来像を実現するための活動目標]
・機械・農作業の共同化による効率化・低コスト化の推進
・担い手への農作業の委託
［活

動 内 容］
農業生産活動等

農地の耕作・管理（田10.6ha）

多面的機能増進活動
周辺林地の下草刈り
（約5a、年1回）

共同取組活動、個別対応
共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路3.8km 年1回清掃,草刈
・道路3.6km 随時草刈り

農業生産活動の体制整備
機械・農作業の共同化
・田植機、トラクター、防除機、
の共同化（8.8ha（83％）実
施、目標8.8ha)
共同取組活動

共同取組活動、個別対応

担い手への農作業の委託
・生産組合で7.5ha耕作受託

農地の裏面の定期的な点検
随時

共同取組活動

共同取組活動、個別対応

集落外との連携
○集落内の農家に農作業委託等ができない場合には、集落外の農家との連携を図り、
農作業委託等を推進する。

４．取組による変化と今後の課題等
集落協定を締結したことを契機に、交付金を活用し共同機械の整備等を行ってきた結
果、奥亀谷生産組合を中心とした集落での農業生産活動の基盤がより強化されてきた。
耕作放棄地を出さず、管理することができており、今後も農用地の適切な管理を維持
していく。
田植機、トラクターを共同購入して利用しているが、機械の保全、使用日程の調整の
為にも専属オペレーターの育成を考えていきたい。また、コンバイン、乾燥調整施設の
共同化も検討していきたい。
［平成20年度までの主な成果］

○集落での機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化
（当初7.4ha、目標7.4ha、H19実績8.3ha）
○担い手への作業受託による体質強化（当初7.4ha、目標7.4ha、H19実績8.3ha）
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＜機械・農作業の共同化を実施している事例＞

○小原ライスセンターをつくろうか
１．集落協定の概要
ますだしこばら

市町村･協定名
協 定 面 積
9.7ha
交 付 金 額
132万円

協定参加者

島根県益田市小原
田（100％）
畑
水稲
個人配分
共同取組活動
役員手当
（74％） 水路・道路管理費
積立金（機械購入費）
農業者 15人

草地

採草放牧地
26％
2％
10％
62％

２．取組に至る経緯
小原集落協定は、農業者15名からなり協定耕作面積は、9.7ｈaを抱えている。協定者
も6割以上が65歳を超える高齢化の中で、担い手組織の問題と農地を保全していくため
に米の籾摺り、乾燥作業を集落から4キロ離れた町中心部の施設に委託しており、経費
と時間がかかり作業効果が悪い状態であった。近年、米の価格が下がり続け、原油価格
は高騰し将来の環境が不透明な中、何か集落でできるものがないか検討した結果、乾燥
施設の建設と農作業にかかる機械・施設の共同利用を推進するとともに、施設運営の母
体としての担い手組織を立ち上げ、その組織による耕作放棄地の防止と小原地域のさら
なる振興を図ることを目的として集落協定に取り組むこととした。
３．取組の内容
集落内に乾燥機施設を設置し、作業効率の改善、経費の削減を図る。
５年、１０年後の集落の状況を見据えた農業担い手組織をつくり、施設の運営･管理
を行い、集落協定内で中心的な役割を担うことにより耕作放棄地を出すことなく地域の
活性化につなげる。

小原ライスセンター（外観）

小原ライスセンター（内部）
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［集落の将来像]
当集落は、農作業の中核となる担い手を育成し、農用地の集積を推進するとともに、集落内の他の高
齢農家等との役割分担により、担い手が中心となった安定的な農業の継続と一人一人が役割を担い、生
涯いきいきと暮らせる集落づくりを推進します。

［将来像を実現するための活動目標]
集落内の美しい農用地を将来的に守り続けていくために以下の目標を持って積極的に取組む。
○ 担い手へ農地を集積する
○ 高齢者はできる範囲で担い手をフォローする
○ 耕作放棄地を出さないため、集落全体で景観作物に取り組む
［活 動 内 容］
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
農地の耕作・管理（田9.6ha）

周辺林地の下草刈り
（約0.3ha、年1回）

個別対応

機械農作業の共同化
（トラクターの共同利用を1ha
（10％）実施、目標1ha)

共同取組活動
共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路2.2km、年1回清掃
年2回草刈り
・道路0.1km、年2回草刈り
簡易補修

景観作物作付け
（紫陽花1ha、タラ0.4ha
を作付）

共同取組活動

担い手への農作業の委託
(集落の認定農業者に田植、稲
刈作業を2.5ha委託。目標2ha)
(乾燥作業を6ha委託)

共同取組活動
共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（随時）

堆きゅう肥の施肥
共同取組活動

共同取組活動

鳥獣害防止対策
共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等
今年度、ライスセンターを設置したことで、今までかかっていた農作業の時間・経費
が削減でき、農作業活動が簡素化できた。
小さな集落で、最初から全部をまとめてやろうと思えば無理もあるので背伸びをせず
に一歩一歩進んで行き将来的には種まきから刈りとりまでを一貫して出来る体制にした
い。また小原集落のお米を少しづつでも直販していきたいと考えている。
［平成20年度までの主な成果］
○ 担い手への作業委託(田植、稲刈)による体質強化（当初0ha、目標1ha、H20実績1ha）
○ 共同利用施設(ライスセンター)の設置による生産性の向上
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＜高付加価値型農業を実施している事例＞

○地域と一体となった農業を目指して
１．集落協定の概要
おおちぐんおおなんちょうたもと

市町村･協定名
協 定 面 積
9.1ha
交 付 金 額
73万円
協定参加者

島根県邑 智 郡 邑 南 町 田 本
田（100％）
畑
草地
水稲
個人配分
共同取組活動
役員報酬
（60％） 水路・農道の管理
共同防除オペレーター賃金及び薬剤
農業者 18人、田本特定農業団体(構成員13人)

採草放牧地
40％
10％
6％
44％

２．取組に至る経緯
田本集落は平成１６年当時に集落営農として田植機・トラクター・コンバインの共同
化が50％程度されていたが、今後、高齢化が進み耕作不可な耕地を防ぐため、特定農業
団体を設立し、集落内の認定農家と連携して農機具の効率化・合理化に取り組んだ。
また、特定農業団体で高付加価値の「ハーブ米」の共同栽培に取り組んだ。
３．取組の内容
特定農業団体として田植機、トラクター、防除機、コンバイン、乾燥調整を共同化し、
作付面積6.6haの集荷分のほぼ100％でハーブ米を作付している。
その他、将来の担い手育成することも視野にいれ、地元の小学校・保育園と協力して、
農業体験などを通して、食の大切さと農業への理解を深める。

共同機械によるハーブ鋤き込み作業

共同機械によるハーブ米刈り取り作業

共同防除作業

地元小学生と体験農業
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［集落の将来像]
田本集落は高齢化が進み後継者のいない農家が想定されているため、集落営農をさらに充実させて法人
化を目指し、集落内の認定農家と連携して隣接集落の受託作業を行い、大型農機具の効率化、合理化も
さらにめざす。米の需給対策としての「ハーブ米栽培」を継続し、これと栽培実績のある「タデ」「葉た
ばこ」「白ネギ」「広島菜」の栽培拡大を図る。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化
○ 担い手への農作業委託
○ハーブ米、タデ、葉たばこ、白ネギ、広島菜の作付け拡大
［活 動 内 容］
農業生産活動等
多面的機能増進活動
農地の耕作・管理（田9.1ha）

周辺林地の下草刈り
（約9a、年1回）

共同取組活動、個別対応
共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路3.5km 年1回清掃,草刈
・水路補修工事を実施
・道路4.1km 年3回草刈り

景観作物の作付け
・コ スモス、 菜種、レン
ゲ、ひまわりを作付け

共同取組活動

共同取組活動

鳥獣害防止対策
・協定農地を囲む電柵を設置

農業生産活動の体制整備
機械・農作業の共同化
・田植機、トラクター、防除機、
コンバイン、乾燥調整の共同
化（5.6ha（94％）実施、目
標8ha)
共同取組活動
担い手への農作業の委託
・認定農業者と特定農業団体で
作付け面積のほぼ100%実施
共同取組活動

共同取組活動

集落外との連携
○小学校、幼稚園と連携して『ふれあい米つくり』と題して、田植・稲刈・景観作物
の摘み取りなどの農業体験学習を実施

４．取組による変化と今後の課題等
耕作放棄地を発生させることなく、水田の管理をすることができ、協定参加者の耕作
意識の向上がはかられた。
今後、法人化を進め安定的に経営を行っていくため、集落内だけでは不足する受託面
積を補うため、近隣集落と連携し農地の集積または作業受託面積を増加させていくこと
が課題である。

［平成20年度までの主な成果］
○集落での機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化
（当初5.9ha、目標8.0ha、H19実績9.1ha）
○ 担い手への農作業委託
（当初3.0ha、目標4.0ha、H19実績6.6ha）
○ハーブ米作付け面積 6.6ha
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＜担い手への農地集積等を実施している事例＞

○担い手を核とし、集落をあげて農地を守る
１．集落協定の概要
おきぐんおきのしまちょうとうごう

市町村･協定名
協 定 面 積
10.6ha
交 付 金 額
90万円

協定参加者

島根県隠岐郡隠岐の島町東郷
田（100％）
畑
水稲
個人配分
共同取組活動
役員報酬
（20％） 会議費
共同作業賃金・燃料費
農業者 26人

草地

採草放牧地
80％
1％
11％
8％

２．取組に至る経緯
当地区は平成13年度から中山間地域等直接支払制度に取組み、個々の農家で農地の管
理を行ってきた。平成17年度からの新対策を迎えるにあたり、当時、地域の高齢化率は、
約50％と島後地域においては、比較的低いものの、今後の若返りや、農業従事者が増え
る見込みはまったく無い状況であった。また、当地区の水田は県道に面しており、農業
従事者の高齢化とともに、耕作放棄地が発生するようになり、景観上の問題も発生しつ
つあった。
地域の農地を守りたいという気持ちは住民の中に根強くあるものの、個々の農家での
対応は極めて厳しい状況であった。そこで、地域内の担い手に基幹的農作業を委託する
ことにより、農地の荒廃を防ぎ、また高齢者もできる限り農作業に関わりを持つことで、
地域内の農地を地域全体で守る活動を行うこととした。
３．取組の内容
取組みに当たっては地域内での話し合いを基調とし、地区内の担い手に基幹的農作業
の受委託を進めるとともに、高齢者もできる限り農作業に関わりを持ち、地域全体で農
地の荒廃を防ぐ。
また、担い手にのみに頼ることなく、地域内の畜産農家が中心となり、飼料作物の作
付や、自己保全農地の管理を行い、担い手の負担を軽減することで、取り組みの継続を
図る。

基幹的作業受委託：乾燥調整

基幹的作業受委託：稲刈り
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［集落の将来像]
当集落では、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
落づくりを推進します。
担い手への農地集積を図ることで安定的な営農の実現を目指します。

［将来像を実現するための活動目標]
１．認定農業者へ基幹的農作業の受委託を推進
２．認定農業者へ利用権設定を推進
３．高齢者も、できる範囲で農作業に関わりを持つ形での営農を推進
４．自分の農地は自分で守るという気持ちを大切にしながらも、一人で抱え込まずに集落内での話し
合いや情報交換などによる解決を基調とした集落全体での営農を推進
［活 動 内 容］
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
農地の耕作・管理（田10.6ha）

堆きゅう肥の施肥
（約0.5ha、年1回）

個別対応

担い手への集積
（3.7ha（35％）実施、目標4.2
ha)

個別対応
共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路2km 年1回清掃,草刈
・道路2km 年1回草刈り

東郷 公民館産 業文化祭で
農産物品評会を開催

共同取組活動

共同取組活動

加算措置としての取組等
土地利用調整加算
（3.7haで実施、目標4.2ha）

農地法面の定期的な点検
（随時）

共同取組活動

個別対応

４．取組による変化と今後の課題等
「地域の農地を守りたい」という住民の思いは、取り組みとともに、より強いものと
なり、担い手への集積も年々増加している。しかし、農業従事者の高齢化は年々進む一
方、新たな農業従事者は見つかっていない。今後、農地を守る取組みを継続するうえで、
現在の担い手に頼るだけでは、限界が生じる恐れがあるため、その対応に向け、集落全
体での取り組みを強化するとともに、新たな農業従事者の発掘に向け集落をあげて取り
組む必要がある。
［平成20年度までの主な成果］

○担い手への農地集積

（当初1.0ha、目標4.2ha、H19実績3.7ha）
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＜農業生産法人、集落営農組織の育成を実施している事例＞

○地域の土地は地域で守っていく
１．集落協定の概要
いいしぐんいいなんちょうせと

市町村･協定名
協 定 面 積
10.2ha
交 付 金 額
180万円
協定参加者

島根県飯石郡飯南町瀬戸
田（100％）
畑
草地
水稲
個人配分
共同取組活動
共同機械の購入（特定農業法人）
（100％）
農業者 8人、特定農業法人(構成員8人)1組織

採草放牧地
0％
100％

２．取組に至る経緯
小区画、不整形な圃場を解消するため、平成３年度から圃場整備事業を開始したこと
をきっかけに、地域での話し合いが始まった。
この中で、農業機械の個別保有による経営コスト、高齢化、米価の下落などの課題が
浮き彫りとなり、一集落一農場の考えを基本に任意の営農組合の設立に向けた取組が始
まった。
平成４年度から共同利用機械の整備を順次行うとともに、
共同作業による農業を開始、
平成５年度には任意組合組織である「瀬戸営農組合」が設立され構成員による機械の共
同利用、経営の合理化を図ってきた。
平成１２年度から中山間地域等直接支払制度が始まり、瀬戸集落での取り組みについ
て話し合いが持たれ集落全体で取り組むこととした。
３．取組の内容
高齢化、後継者不足が予測される中、全ての農作業を共同化することを目標に話し合
いを重ね、将来的には隣接の協定集落との統合による法人組織を見据えて平成２０年２
月に農事組合法人「晴雲」を設立し、集落の協定農用地のほとんどを法人に集積した。

特定農業法人による稲刈り作業

和牛飼育農家による稲わら収集作業
（法人所有の収集機械を利用）
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［集落の将来像]
本集落は、平成５年度に立ち上げた瀬戸営農組合により、機械の共同利用及び経営の合理化を図って
きた。今後１０～１５年後には、高齢化もすすみ、後継者の見込みのない農家が出ることも予想される。
このため、特定農業法人を設立し、地域の農地を地域で守っていく体制整備を図って行く。
また、将来的には、花栗地区で一本の集落組織を見据えての法人化への検討をする。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 集落を基礎とした営農組織の構築・充実
○ 営農組織への集積
［活

動 内 容］
農業生産活動等

農地の耕作・管理
・田10.2ha

多面的機能増進活動
周辺林地の下草刈り
・約1ha、年1回

集積
9.6ha
個別対応 0.6ha

水路・作業道の管理
・水路2km 年2回清掃,草刈
・道路2km 年3回草刈り

農業生産活動の体制整備
担い手への集積
・9.6ha（94%）実施、目標10ha

個別対応

堆きゅう肥の施肥
・牛の堆肥を散布
共同取組活動

共同取組活動

加算措置としての取組等
規模拡大加算
・特定農業法人の規模拡大9.6ha

共同取組活動

共同取組活動

農地法面の定期的な点検
・年3回、随時

法人設立加算
・特定農業法人の設立 H20.2月

個別対応

共同取組活動

鳥獣被害防止対策
・電気牧柵の設置(2.5km)
共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等
話し合いを継続することにより、当初の目的であった特定農業法人の設立を行った。
農業の効率化や共同の意識を共有する事が出来、法人の設立となった。
水稲に代わる作物を模索することにより、法人経営の安定化を目指す。
［平成20年度までの主な成果］
○ 集落での大型機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化
H12まで 田植え機、トラクター、コンバイン、乾燥機、格納庫を共同利用
H16
格納庫を追加
H17
コンバインを追加
H18
乾燥調整機器を追加
○ 担い手への利用集積による体質強化（当初0ha、目標10ha、H20実績9.6ha）
○ 特定農業法人の設立
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＜農業生産法人、集落営農組織の育成を実施している事例＞

○特定農業法人を設立し、農地の集積を図る
１．集落協定の概要
おおちぐんかわもとまち

市町村･協定名
協 定 面 積
20.5ha
交 付 金 額
265万円

協定参加者

こやぐち

島根県邑 智 郡 川 本 町 古屋口
田（100％）
畑
水稲、大豆
個人配分
共同取組活動
会議費、事務費
（55％） 農地、農道、水路管理費
生産活動費
鳥獣害対策費
機械整備費
農業者29人、古屋口営農組合（構成員21人）

草地

採草放牧地
45％
2％
10％
10％
3％
30％

２．取組に至る経緯
前期対策において行ってきた集落での取組を更に発展させるため、集落営農組織の法
人化を目指し、平成１７年度以降の新対策に取り組んできた。集落内で農事組合法人設
立に向けた話し合いやアンケート調査など、平成１８年度の法人設立に向けた取組を行
ってきた。法人設立後は農地集積約１０haを目標に利用権設定を行っている。
３．取組の内容
平成１９年１月に農事組合法人古屋口営農組合を設立し、農地集積約１０haを目標に
利用権設定を行っている
また、集落内にある味噌加工施設を活用し、地元で栽培した大豆による味噌加工を行
い、地場農産物加工品の販売に併せ、地域の活性化に繋げている。

農事組合法人 古屋口営農組合設立

法人設立に向けた集落での話し合い
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［集落の将来像]
古屋口地区を一つの農場と考え、現在の集落組織を平成18年度に法人化し、農地の集約と効率的な
活用によりコストの削減を図り、組織として地域内農地の維持管理を図る。
また、集落内で栽培している大豆により味噌加工を行い、地場産農産加工品として販売を目指し、
地域の活性化を図る。

［将来像を実現するための活動目標]
○農事組合法人の設立
○担い手への農地の集積
○農作物の生産と農産加工品づくり
［活 動 内 容］
農業生産活動等
農地の耕作・管理（田20.5ha）

多面的機能増進活動

周辺林地の下草刈り
（年2回）

個別対応
（法人設立後、利用権設定）

農業生産活動の体制整備
担い手への農地集積
（特定農業法人を設立し、利用
権設定：目標10ha)

個別対応
共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路4.9km 年数回清掃、草
刈
・道路5.7km 年2回 草刈

栽培した大豆により味噌加工を
行い、地場農産加工品として販
売 目標1,000㎏

共同取組活動
共同取組活動
農地法面の定期的な点検
（随時）

加算措置としての取組等

共同取組活動

法人設立加算
（先進地視察、研修会等により
特定農業法人を設立）
共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等
農事組合法人を設立したことにより、集落全体で地域内農地を守っていこうという意
識がより明確化した。
今後は、農地集積の拡大及びオペレーターの育成と、農産物の生産拡大し、それを活
用した農産加工品の開発に取り組んでいく。
［平成20年度までの主な成果］
○ 平成19年1月特定農業法人古屋口営農組合設立
○ 担い手への利用集積による体質強化（当初1ha、目標10ha、H20実績8ha）
○ 転作田を活用した大豆の生産と集落内加工施設での味噌加工（目標1,000㎏
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H20実績600㎏）

＜体験農園や観光農園を実施している事例＞

○児童に収穫の喜びを
１．集落協定の概要
い ず もし けづ

市町村･協定名
協 定 面 積
16.3ha
交 付 金 額
263万円

協定参加者

島根県出雲市毛津
田（84％）
畑（16％）
水稲
果樹等
個人配分
共同取組活動
共同利用機械購入費
（81％） 多面的機能増進活動費
農地管理費
その他
農業者 32人

草地

採草放牧地
19％
42％
21％
2％
16％

２．取組に至る経緯
当集落には小規模・不整形の圃場が数多く存在し、構成員の高齢化や後継者不足、
鳥獣害等により農地の減少が懸念されている。
集落協定には前期対策から取り組んでおり、交付金を活用し農地保全に努めてきた
が、平成１７年度からの今期対策においては更なる集落の高齢化の進行が予想される
ため、機械の共同利用等、農作業の省力化や地域外住民との交流人口拡大（体験農園）
を目標とし、協定を締結した。
３．取組の内容
交付金でコンバインを購入し、稲刈り作業の共同化を図っている。平成１９年には協
定面積の約２０％で共同化しており、２１年度までには２５％になる見込みである。
湿田での機械作業効率向上のため、湿田への真砂土投入等、土壌改良を行っている。
また、鳥獣害防止のための電気牧柵の設置を行なった。
協定内にある果樹園を体験農園として整備し、地元の児童による収穫体験を行なって
いる。児童による収穫体験は好評を博しているため、今後も引き続き開催する予定であ
る。

収穫体験(ブルーベリー）

収穫体験（プルーン）
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［集落の将来像]
交付金を活用し農地保全に努めてきたが、更なる集落の高齢化の進行が予想されるため、機械の共同
利用等を推進し農作業の省力化を進めるとともに、体験農園の開設により地域外住民との交流人口を拡
大していく。

［将来像を実現するための活動目標]
○農作業受委託組織の設立
○機械、農作業の共同化
○湿田の改善
○鳥獣害防止対策
○体験農園の開設
［活 動 内 容］
農業生産活動等
農地の耕作・管理
（田13.7ha、畑2.6ha）

多面的機能増進活動
周辺林地の下草刈り
（約0.2ha、年1回）

農業生産活動の体制整備
機械・農作業の共同化
・コンバインの共同化
（3ha(20％)実施、目標4ha)

共同取組活動・個別対応
共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路1.6km 年2回清掃,草刈
・道路6.5km 年2回草刈り

堆きゅう肥の施肥
・エコ堆肥1,000袋散布

共同取組活動
体験農園の実施
・学校教育機関との連携活動

共同取組活動

共同取組活動

共同取組活動・個別対応
農地法面の点検(随時)
個別対応

集落外との連携
○ 地元保育所の園児によるプルーン、ブルーベリー収穫体験の実施。

４．取組による変化と今後の課題等
共同利用コンバインによる稲刈り作業の共同化で、作業効率が向上した。
集落外の人が来ることで、集落の農地保全意識（美化活動）が醸成された。
今後は、もっと多くの人たちと触れ合える集落づくりを目指す。
［平成20年度までの主な成果］

○コンバインの共同利用による営農効率化・低コスト化（当初0ha、目標4ha、実績3ha）
○学校教育機関との連携による収穫体験実施（H19実績：44名受け入れ）
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＜景観や自然生態系の維持・向上に向けた取組を実施している事例＞

○畦畔管理の省力化から美しい集落づくり
１．集落協定の概要
やすぎしどうじょうやまね

市町村･協定名
協 定 面 積
11.7ha
交 付 金 額
196万円

協定参加者

島根県安来市道城山根
田（99％）
畑(1%)
草地
水稲
野菜
個人配分
共同取組活動
農地、道・水路管理に要する経費
（50％） 多面的機能増進活動
その他
農業者 13人

採草放牧地
50％
17％
25％
8％

２．取組に至る経緯
当集落は、協定参加メンバーのほとんどが５０歳以上の兼業農家が大半を占め、若い
後継者もそのほとんどが集落外へ転出、転居している。将来集落に戻り営農する保証も
なく、１０年後・１５年後の集落そのものの存続が危ぶまれている。
そのような状況の中、中山間地域等直接支払制度に取り組み、農用地の保全・管理活
動を行う中で、中山間地域特有の広大な畦畔管理（とりわけ除草対策）に多くの労力を
費やさなければならず、高齢化が進む中、その省力化が急務となっていた。
そのような中、近年普及しつつあるセンチピードグラスによる畦畔の芝生化を新対策
協定の活動に明記し、芝生化による除草作業の省力化を目指すこととした。
３．取組の内容
平成１８年度より交付金を活用して事業を開始し、県の普及員の指導を仰ぎながら取
組を行った。
開始当初は育苗作業が上手くいかなかったが、翌年より近隣の先進地である全農岡山
より苗を購入することによってその手間が省かれ、取組も軌道に乗った。
年次計画でエリアを設定し、毎年２０aずつ芝生化の面積を増やしており、今後も順
次面積を拡大する予定である。

定植作業（除草後、一定間隔に苗を植える）
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定植後の畦畔の様子

［集落の将来像]
集落そのものの維持存続が危ぶまれる中、現在の自然環境に恵まれた美しい集落を後世に残す為、農
用地を適正に保全・管理する。
また、いつまでも生き生きと暮らせる集落を再構築し、後に続いてくれる若者達への農業に対する負
担を軽減し、積極的に参加できるよう体制を整備する。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 農用地の適切な保全管理
○ 畦畔の芝生化による管理作業の省力化
［活 動 内 容］
農業生産活動等
多面的機能増進活動
農地の耕作・管理
・田11.6ha、畑0.1ha

周辺林地の下草刈り
・約1ha、年1回

個別対応

個別対応

水路・作業道の管理
・水路3.5km 年3回清掃,草刈
・道路2km 適宜草刈り

土壌流出防止対策
・セ ンチピー ドグラスに
よる畦畔の芝生化60a

共同取組活動

共同取組活動

農業生産活動の体制整備
機械・作業の共同化
・ヘリによる共同防除
共同取組活動

農地法面の定期的な点検
・随時
個別対応

４．取組による変化と今後の課題等
取組開始より３年間で６０ａの芝生化を行った。未実施の畦畔に比べあきらかに除草
作業が簡略化され省力化が達成された。芝生化に対する協定者の意欲も年々高まり、協
定農用地内の芝生化率のさらなる向上を目指している。
今後の取り組み課題として以下の内容を検討する必要がある。
①集落での育苗技術が確立しておらず、苗を外部から購入するため、コスト面の課題
が大きい。継続的な取組とするためにも再度育苗への挑戦が必要。
②既存畦畔に生息する雑草の事前処理技術も短期間での全面繁茂に直結した課題であ
り対策を急ぎたい。
③畦畔の向きによって日照条件が異なり生育にも大きな影響があるため、現在取り組
んでいるセンチピードグラスだけでなく他品種の検討も必要。
④畦畔の芝生化ノウハウを、集落内に留まらず近隣地域全体の活動に寄与できる活動
も視野に入れ取組を進めていきたい。
［平成20年度までの主な成果］

○ 共同作業への意識向上（制度取組後は全農家での参加が実現）
○ 集落景観美化への意識向上（ 営農だけでなく畦畔や道・水路管理が徹底され、美しい集落
景観に対する意識が向上した。（協定には位置づけていない景観作物の自発的作付等））
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＜景観や自然生態系の維持・向上に向けた取組を実施している事例＞

○ホタルの生息地を集落で守れ
１．集落協定の概要
ますだしみたに

市町村･協定名
協 定 面 積
19.2ha
交 付 金 額
162万円

協定参加者

島根県益田市三谷
田（100％）
畑
草地
水稲
個人配分
共同取組活動
役員手当
（60％） 研修会等経費
水路・農道の維持管理
鳥獣害防止対策費・機械整備費
共同施設修繕費積立金
事務費
農業者 32人、(有)ほたるの郷三谷(構成員40人)

採草放牧地
40％
9％
9％
6％
25％
10％
1％

２．取組に至る経緯
平成６年から圃場整備と集落営農について検討を始め、アンケート調査や先進地視察
などを重ねながら、平成８年には機械利用組合を設立し共同機械などの整備を行った。
平成１２年から法人化の検討に入り、農地を維持していくためのコスト削減、担い手
の確保といった課題の解決を図るため中山間直接支払制度に取り組むことになった。
平成１４年には、法人組織（有限会社ほたるの郷三谷）が立ち上がり、集落と連携し
た取組が進んでいる。
特に三谷地区は、ホタルの生息地として地元や県内外からの観光スポットである。将
来に渡って農村の自然とホタルを大切に守っていくための農業を進めていく必要があ
り、集落一体となって本制度を活用した取組を行うことにした。
３．取組の内容
特定農業法人(有)ほたるの郷三谷を担い手の中心として農地の集積や共同機械の活用
により効率的に生産活動を行っている。
安全で安心できる農産物を生産するため、低農薬栽培による西いわみヘルシー元気米
や一部では合鴨農法などの自然環境を守る農業生産を進めている。
また、農村環境を将来に渡って守っていく取組みを子供会などの地域と一体となって
進めている。カワニナや川エビなどが生息できる環境保全型の農業を進めている。

子供仲良し会とのホタル生息保護事業

環境にやさしく高付加価値な有機米生産
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［集落の将来像]
今後、高齢化が進み、10～15年後には管理できない農家が2割以上出ると考えられるため、担い手への
農用地の集積を進めるとともに、集落の協力・助け合いによる農業の安定的な継続と農地保全を図り、
安心して生き生きと暮らせる集落づくりを目指す。
また、初夏の夜に乱舞するホタルをはじめ美しい農村計画を将来にわたって守り育て、誇りを持って
都会の人たちに宣伝できる集落にしていく。

［将来像を実現するための活動目標]
○「(有)ほたるの郷三谷」を中心に農地の集積、機械の共同利用による生産活動の効率化
○自然環境を守る環境保全型農業の推進
［活 動 内 容］
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
農地の耕作・管理（田16.6ha）

周辺林地の下草刈り
（約0.5ha、年2回）

個別対応
共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路2.1km 年2回清掃,草刈
・道路4.5km 年2回草刈り

魚類・昆虫類の保護

機械・農作業の共同化
・トラクタ、田植機、コンバイ
ン、防除機、播種機、マニュ
アスプレッダの共同化
（5ha(26％)実施、目標31ha)
共同取組活動

共同取組活動
共同取組活動
農地法面の点検(随時)
個別対応

担い手への農地の集積
・3.6ha(22%)。目標4ha
堆 き ゅ う 肥 の 施 肥 、合 鴨
利用

共同取組活動

共同取組活動
高付加価値農業の実践
・合鴨・ヘルシー元気米
（4ha実施。目標6ha）

集落外との連携
○ 集落内の農家に農作業委託等ができない場合には、集落外の農家との連携を図り、農作業委託
等を推進する。

４．取組による変化と今後の課題等
平成１４年度に特定農業法人(有)ほたるの郷三谷を設立し、集落と連携し農業生産活
動を行ってきた。平成１７年度からは、ホタル生息地を守る取組として無農薬の合ガモ
農法や低農薬栽培の水稲の作付面積の拡大に積極的に取り組んだ。また、担い手不在農
地の管理や農地集積、農道水路の管理などの幅広い協力関係ができた。
今後は、低農薬栽培で生産した特色ある米の独自販売による高付加価値をを検討して
いる。また高齢化が急速に進んでおり農業者人口の減少を防ぐための担い手対策とイノ
シシなどの有害鳥獣対策の解決を早急に図る必要がある。
［平成20年度までの主な成果］

○担い手への利用集積、作業受委託による体質強化（集積:4.4ha、田植え・防除・収穫作業
14.8ha）
○自然生態系の保全活動の継続（ホタル生息数・観光客数の増）
○女性活動の活発化（女性協定参加者5名））
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＜景観や自然生態系の維持・向上に向けた取組を実施している事例＞

○みんな一緒にハナミズキの里づくり
１．集落協定の概要
かのあしぐんつわのちょうすもうがはらしも

市町村･協定名
協 定 面 積
7.5ha
交 付 金 額
125万円

協定参加者

島根県鹿足郡津和野町相撲ヶ原下
田（100％）
畑
草地
水稲、野菜等
個人配分
共同取組活動
鳥獣被害対策
（100％） 景観作物植栽
水路・農道等維持管理、共同作業経費
役員報酬ほか
農業者 22人

採草放牧地
0％
44％
13％
36％
7％

２．取組に至る経緯
当集落は戸数22戸で、全戸農業者である。世帯は１世代10戸、２世代８戸、３世代４
戸で比較的40代50代の後継者が多く、11戸ある。平成4年より集落営農組織を立ち上げ、
機械の共同化に取り組んできた。当初の参加は15戸であったが、今期より全22戸の参加
となり、女性も役員となり集落全体で取り組んでいる。
３．取組の内容
平成14年度より集落の樹木をハナミズキと定め、毎年50～80本程度植栽し、ハナミズ
キの里づくりを推進している。
機械の共同利用を広げていき、転作田を活用して共同で大豆栽培を行い、加工施設を
利用して味噌作りをすすめている。
有害鳥獣対策は、集落の大きな問題であり課題であったが、個別では労力的に限界の
農家もあり、集落の周辺に２メートル程度の管理道を開設し、集落を防護柵で取り囲み
(万里の長城作戦）、防護柵で対応できない農地には電気牧柵を設置して、集落全体とし
て取り組んでいる。

ハナミズキの植栽

万里の長城作戦
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［集落の将来像]
ハナミズキの里づくりを継承し、隣の集落と連携して多くの人が訪れる美しい村づくり

［将来像を実現するための活動目標]
１．ハナミズキの里づくり
２．機械の共同利用を推進
３．味噌作りへの取組
４．防護柵の設置（万里の長城作戦）
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
農地の耕作・管理（田7.5ha）

周辺林地の下草刈り
（約0.7ha、年1回）

共同取組活動

機械・農作業の共同化
・トラクター等の共同利用
（5.2ha(70%)実施、目標5.2ha)

共同取組活動
共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路2.4km 年1回清掃
2回草刈
・道路2.6km 年1回草刈り

景観作物の栽培
・ハナミズキを現在約500
本植栽

共同取組活動

他集落との連携
・隣接集落と協力して防護柵を
設置 延長7.3km

共同取組活動
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

集落外との連携
○ 機械の共同利用、ハナミズキの里づくり、有害鳥獣対策については、隣接集落と連携して取り
組む。

４．取組による変化と今後の課題等
女性に「女性代表、景観担当、加工担当」として役員に入ってもらい、隣接する集落
とも連携して積極的に取り組んでおり、今後もより広域的な取組をすすめていき、将来
的には高齢会の進行、後継者不足の訪れを考慮し、農業生産法人の検討もしている。
［平成20年度までの主な成果］
○ 機械の共同利用 （当初4.5ha、目標5.2ha、H20実績5.2ha）
○ 隣接集落との連携による防護柵の設置（万里の長城作戦）については完了
○ ハナミズキの植栽５００本と看板「ハナミズキの里」を設置
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＜農地・水・環境保全向上対策事業と連携して効果的な取組を実施している事例＞

○みんなで守ろう地域の財産
１．集落協定の概要
ちぶむら お き

市町村･協定名
協 定 面 積
54.7ha
交付金額 55万円

島根県知夫村隠岐どうぜん農業協同組合
田
畑

草地

採草放牧地（100％）
放牧
個別協定であるが、交付金は全て雑潅木除去作業及び牧柵管理経費で活用

２．取組に至る経緯
知夫村における採草放牧地は、そのほとんどが急傾斜地であり、放牧を通じ国土の保
全、水源の涵養、また景勝地である本村の景観形成等の多面的機能を発揮してきた。
しかしながら、放牧を担ってきた畜産農家の高齢化・減少等により今後の管理継続に
懸念があったため、耕作放棄地の発生防止と多面的機能を維持していくため、隠岐どう
ぜん農協の個別協定により、交付金を活用した採草放牧地の保全に取り組むこととした。
また、平成１９年度から取り組む農地・水環境向上対策で、同農協が活動組織の事務
局を担うことで、個別協定と連携した保全活動を行うこととした。
３．取組の内容
個別協定の活動で対象農用地内の雑潅木除去作業及び牧柵管理を行い、農地・水環境
向上対策では、この農用地以外の雑潅木除去と牧柵管理、農道・側溝の清掃、景観保全
のための植栽活動等を行っている。JA単体での個別協定と学校や畜産農家が参加する地
域を挙げての活動を連動させることで保全する範囲を拡大し、充実した活動が行えるよ
うになった。

小学生・PTAも参加した雑草除去作業

協定農用地周辺の雑潅木除去作業

４．取組による変化と今後の課題等
農用地内にあった雑潅木等を除去し、採草放牧地として活用できるようになり、協定
農用地内に蔓延していた牛馬が食べない雑草も僅かずつであるが除去されている。
また、協定農用地周辺の雑潅木を農地・水環境向上対策の活動により除去し、採草放
牧地として活用できる農用地が増加しつつある。
［平成20年度までの主な成果］
○ 採草放牧地の拡大と維持管理
○ 国土の保全、水源の涵養、景観形成等の多面的機能の確保
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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） ０８５２－２２－６４１７
（ＦＡＸ） ０８５２－２２－５９６８

