はじめに
県土の約８５％を占める中山間地域は、河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地
条件から、森林の整備や農業生産活動等を通じて、洪水や土砂崩れの防止等国土保全や水
源の涵養、良好な景観の形成等の多面的機能を発揮しており、県民の生活基盤を守る重要
な役割を果たしています。また、これらに加えて、食料の安定供給、都市住民に対する保
健休養の場、子どもたちの学習や体験の場の提供等の機能も有しており、県民のニーズの
多様化とともに、今後一層、地域の特性に応じた維持・振興を図っていくことが求められ
ています。
しかしながら、中山間地域では、過疎化、高齢化が進行する中、平地に比べ自然的、社
会的条件が不利な地域であることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により、農業
生産活動や多面的機能が低下し、県民全体の大きな経済的損失が生じることが懸念されて
います。
このため、国と県、市町村が連携し、農業の生産条件が不利な中山間地域等において適
切な農業生産活動が継続的に行われ、多面的機能の確保が図られるよう、その条件不利性
を補正するための支援を行う「中山間地域等直接支払制度」を平成１２年度から実施して
います。平成１７年度からの第２期対策では、集落営農の育成や担い手への農用地集積な
どの積極的な取り組みを推進する制度となり、本県においても多くの集落でこれらの取組
が行われました。
本県では、対象農用地のあるすべての市町村において取り組まれ、農業者の皆様の継続
した営農活動により耕作放棄地の発生防止や多面的機能の維持が図られるとともに、地域
の活性化にも大きく貢献しています。本制度は本年度が１，２期合わせて１０年間の対策
期間の最終年度ですが、その重要性から来年度以降も一部改正の上、さらに継続実施され
る予定です。
この度、今後とも県民の豊かな生活を維持する上で、各集落において本制度が継続して
実施されるとともに将来に向けた前向きな取組を進めていくため、今年度までに県下各地
で先進的に取り組まれている協定の活動事例をとりまとめました。
本書が、中山間地域等の振興のために日々御活躍されている皆様に活用されるとともに、
県民の皆様の中山間地域等に対する理解の促進のお役に立てれば幸いです。
末筆になりましたが、本事例の収集にあたり、多大な御協力をいただきました集落及び
市町村担当者の方々に厚くお礼申し上げます。
平成２１年１０月
島根県農林水産部長

石垣

英司

守り続けよう島根の農村
中山間地域等直接支払制度１０年間の歩み
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＜集落営農による効率化と生産性の向上を行っている事例＞

○

みんなで力を合わせてイノシシ被害の防止対策

１．集落協定の概要
ま つ え し やくもちょうべっしょ

市町村･協定名

島根県松江市八雲町別所

協 定 面 積
4.1 ha
交 付 金 額
68.7万円

田（98％）
水稲
個人配分分
共同取組活動分
（50％）

協定参加者

農業者 19人

畑(2％)
野菜
水路・農道等の維持管理経費
農用地の維持管理経費
農業生産活動等に対する経費
集落の各担当者の活動経費、他

草地

採草放牧地
50％
19％
15％
7％
9％

２．取組に至る経緯
イノシシによる被害が深刻であり、農家の営農意欲を減退させる要因となっていた。ま
た高齢化した集落の活性化を促し、農業振興を図るために集落協定に取り組むこととした。
３．取組の内容
イノシシ被害に対しては、被害防止用「柵」や「檻」の設置を共同作業で行い、地域農
業の活性化に資する取組として行っている。また高齢化した集落の活性化については、毎
年、グランドゴルフ大会やソフトボール大会を開催し、子供からお年寄の参加により異世
代間の交流を深め、雰囲気作りを行っている。

景観作物の作付
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［集落の将来像］
高齢化が進み、農業後継者問題は深刻な問題となっている。このため当面は集落内の担い手に集積をし、
農協の施設を利用した集落営農組織化を考えていく。

［将来像を実現するための活動目標］
○担い手に集積をし、農協の施設を利用した集落営農組織化
［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 4ha）

周辺林地の下草刈り
・約 0.5ha、年１回

個別対応

水路・作業道の管理
・水路 年１回清掃、年 2
回草刈り
・道路 年２回草刈り

農業生産活動の体制整備

堆きゅう肥の施肥
共同取組活動

共同取組活動

景観作物の作付け
（パンジー）

共同取組活動

共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（年 1 回）
共同取組活動

鳥獣害防止柵、檻の設置
共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等
イノシシの被害防止対策により、皆で農地を守り、耕作放棄地を出さない結果につなが
っている。しかし高齢化により農業後継者については、予想以上に深刻化しており、今後
の見通しが予測出来ない状況である。
［平成20年度までの主な効果］
○土壌の改善により良質の米が生産可能。
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＜集落営農による効率化と生産性の向上を行っている事例＞

○集落営農による効率化と生産性の向上
１．集落協定の概要
や す ぎ し ふくどめ

市町村･協定名
協 定 面 積
21ha
交 付 金 額
315万円

協定参加者

島根県安来市福 留
田（100％）
畑
草地
水稲・花卉
メロン・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
（48％） 多面的機能増進活動
その他
農業者 22人

採草放牧地

52％
37％
5％
6％

２．取組に至る経緯
当集落は、ほ場整備の完了を契機にモデル農業地域育成事業に取組み、福留東部農業
振興協議会を中心として大型農業機械の導入やその共同利用を図り、無人ヘリによる病
害虫集団防除を開始するなど、集落ぐるみで生産コストの低減を図ってきた。
しかし、協定参加者の大半が５０歳以上の兼業農家であり、多くの後継者も集落外へ
転出しており、少子高齢化が進行する中で、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、洪水の防止や水源涵養、美しい景観の提供など農村の役割と性
格を再認識し、農地の保全活動をもとにして豊かな自然と調和のとれた素朴で美しい村
（集落）づくりを目指して、「わが村（集落）は美しく」を基本理念に中山間地域等直
接支払制度を活用して集落ぐるみの活動を行うこととした。
とりわけ二期対策では、体制整備単価を選択することによって、水路・農道、農地、
農地法面等の補修、基幹的農業者への利用集積、鳥獣害防止対策を始め、農業機械の共
同利用、共同防除のさらなる推進を行い、集落営農組織や協定参加者が一丸となって将
来にわたって継続できる農業生産活動体制の構築を図ることとした。
３．取組の内容
①トラクター、田植機、コンバインの共同利用率の向上
②共同防除を市農林公社へ作業委託
③イノシシ捕獲檻の共同設置と集落内狩猟免許取得者の育成
④農村美化活動の推進
・多面的機能増進活動として「あじさい」の共同植栽
⑤集落活性化事業として収穫祭や夏祭り等を開催

あじさいの植栽風景

水路を共同で補修
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［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]
○ 集落ぐるみの農業生産活動等の体制整備
○ 「わが村（集落）は美しく」の理念に基づく農村美化活動
［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21ha

景観作物の作付け
・あじさい植栽（200本）
共同取組活動

個別対応

農業生産活動の体制整備
機械・作業の共同化
・ﾄﾗｸﾀｰ、田植機、ｺﾝﾊﾞｲﾝの共
同利用
・無人ﾍﾘ、動噴による共同防除
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路3.8km 年6回清掃,草刈
・道路1.6km 年16回草刈
共同取組活動

農地法面の定期的な点検
・随時
個別対応

収穫祭を開催し集落の活性化に繋げる

４．取組による変化と今後の課題等
取組開始より機械の共同利用率が向上し、生産コスト低減に繋がり、集落ぐるみの農
業生産活動等への体制整備が図られつつある。
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少子高齢化が益々進行する中で、空き家、高齢独居世帯が増えることが予想され、
集落の自治機能が維持できるか不安である。
②高齢化により耕作が不可能になった場合、個人への利用集積による営農には限界が
あり、農業生産法人等の組織化によって利用集積し、耕地の維持管理にあたること
が望まれる。
③現在担い手農家２戸が、企業的な農業経営に取り組んでいるが、さらにＵ・Ｉター
ン等による担い手農業者の育成が待たれる。
［平成20年度までの主な成果］

○ 機械の共同利用率の向上による生産コストの低減（当初5.6ha、目標7.7ha、H20実績6.7ha）
○ 集落景観美化への意識向上
○ 伝統文化や行事の開催により農村コミュニティの醸成

- 4 -

＜集落営農による効率性と生産性の向上を行っている事例＞

○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、調製がある。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
期の調製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

農地法面の定期的な点検
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、乾燥調製施設の
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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＜集落営農による効率化と生産性の向上を行っている事例＞

○小原集落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

島根県益田市小原

協 定 面 積
96,947ha

田（100％）
水稲
個人配分分

交 付 金 額
1,320,055

協定参加者

共同取組活動分
（74.2％）

畑

草地

採草放牧地
26%
2%
5%
5%
62%

役員手当
水路管理費
農道管理費
積立金（機械購入費）

農業者 １５人

２．取組に至る経緯
小原集落協定は１５名で構成されており、協定耕作面積９.６ｈa を抱えている。協定
者の 6 割超が６５歳以上という高齢化が進む集落である。
当初は米の籾摺り、乾燥施設を４ｋｍ離れた町中心部へ委託していたが、これらの機
能は効率化を図るためにも集落に必要ではないかと話し合い、5 年前より計画してきた。
機械・施設の共同利用を推進することで、施設運営の母体としての担い手組織立ち上
げ、その組織による耕作放棄地の防止、及び小原地域のさらなる振興を図ることを目的
とした。
３．取組の内容
当時は集落協定内には乾燥施設がなく、４キロも離れた乾燥施設まで搬送するしか
ない状況にあった。これでは作業効率が悪く経費と時間がかかる。また、近年は米価
が低迷し続ける一方で原油価格は高騰し、この先の経済情勢も不透明な中で、集落で
何かできることはないのか・・と協議を続けた。幾度かの協議の結果、作業効率の改
善及び経費削減にもつながる乾燥施設を建設することとなった。また、併せて５年後
～１０年後の集落の状況を見据えた「農業担い手支援組織」を設立し、その組織を乾
燥施設の運営･管理の受け皿とした。
集落協定内において農作業の中心的役割を担う組織が育成されたことにより、今後
は耕作放棄地を出すことなく、地域の活性化につながることを期待している。
◆

小原ライスセンターの様子

小原ライスセンター

乾燥機
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4台

籾摺り調整機 1 台
フォークリフト 1 台

［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。あわせて、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みます。

[将来像を実現するための活動目標]
○担い手に農地を集積します。
○高齢者はできる範囲で担い手をフォローします。
○耕作放棄地を出さないように集落全体で景観作物を作付ける。
[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

周辺林地の下草刈り

鳥獣害防止対策が必要と

鳥獣被害防止対策

景観作物の作付け

なる位置（７,6ha）

共同取組活動

（紫陽花・１ｈa）

共同取組活動

（タラ 4,000 ㎡）

７,6ha

水路・作業道の管理

堆きゅう肥の施肥

機械･農作業の共同化

水路清掃→毎年３月

共同取組活動

草刈
農道

→５月・７月

目 標 ： １ ha の 共 同 化
トラクター
共同取組活動

簡昜補修
毎年 3 月実施

共同取組活動

担い手への農作業の委託
目標：２ha

必要に応じて適宜行う

（植付け・刈取り）

共同取組活動

（今現在→6ha の乾燥）
共同取組活動

４．取組による変化と今後の抱負
２０年度にライスセンターを設立したことで、今までかかっていた農作業の時間・
経費の削減と農作業の植付～収穫、乾燥までができ、農作業活動が簡素化された。
小さな集落で、最初から最後まで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、将来的には播種から収穫、乾燥までを一貫して出来る
体制を整えたい。また小原集落のお米を少しずつでも直販したいと考えている。

小原ライスセンターの 1 年を振返って・・・小原集落協定代表者
昨年、小原ライスセンターを建設し 1 年を振り返ってみると順調にスタートを切るこ
とができました。
結果として今までもまとまりがありましたが、１つの目標に向かって結果を出すこと
で、さらに結束が深まったように思います。ライスセンターの作業で各自が手伝いに出
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てくれ、米の供出時には軽トラックを持っている人が集まり、スムーズに作業が進みま
した。
経費面でも、乾燥籾摺りにかかった経費も作業に出た人には賃金として出せたので、
一応の経費削減になったのではないかと思います。
問題点としては昨年の燃料価格の高騰があり、今後もこのようなことがないとも考え
られません。また近い将来マンパワーの問題が出ると思われる小原ライセンスセンター
も、１０年くらいは何とか維持出来ると思われますが、将来地域をどのようにしていく
のか、真剣に考える時期に来ていると思います。
［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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＜交付加価値型農業を実施している事例＞

○シニアパワーによる農産物加工施設の運営
１．集落協定の概要
市町村･協定名
協 定 面 積
16.2ha

う ん な ん し だいとうちょうみなみむら

島根県雲南市 大 東 町 南 村
田（97％）
水稲

畑（3％）
野菜等

草地
－

個人配分分

交 付 金 額
188万円

協定参加者

共同取組活動分
（50％）

採草放牧地
－
50％

役員報酬
研修会費
道水路管理費
鳥獣防止対策費
共同利用機械購入
多面的機能増進活動費（たい肥散布）
糸瓜加工運営補助
法人設立経費
事務費

7％
3％
3％
0％
0％
15％
15％
6％
1％

農業者 ３７人、特定農業法人１組織、水利組合 ５組織

２．取組に至る経緯
協定締結前は、農作業は個人での耕作管理が主であり、その上高齢化が進み、条件のよい
農地においても耕作者の意欲が低下しつつあった。協定締結後は、集落全体による農地の管
理はもとより、農業に対する意欲が向上し、自発的に高齢者が中心となり、漬物加工販売に
取組み、地域の活性化を図っている。Ｈ２０年度には特定農業法人「農事組合法人みなみ村」
を設立した。
３．取組の内容
（１）平成１６年度までの活動状況
平成１５年度に高齢者グループの活動として、糸瓜の粕漬けの特産加工を行う加工施設を
建設し、年間１５～２０ｔの生産販売を行っているが、今後も好調な製品販売が予想できる。
原料となる糸瓜は、集落の調整水田等で栽培し使用している。
○共同購入した機械を集落の小グループで利用、共同化
（営農の効率化、低コスト化 ０．２ｈａ）
○交付金を利用して、加工施設を運営、糸瓜の粕漬け２０ｔを生産販売
（糸瓜の作付け面積 １．０ｈａ）
（２）平成１７年度以降の通常単価への取り組み
加工施設を活用した加工販売を中山間地域等直接支払制度の中心的活動の一つとして位
置づけ、協定農家３７人に加え、非農家、非協定参加農家と共同取組みを行う。
○加工施設の取り組み 協定農家３７人
○交付金を加工施設の運営などに活用し、年間３０ｔ、１，０００万円の糸瓜加工販売を
目指す。
（３）平成２０年度には水稲経営を中心に共同で行う特定農業法人「農事組合法人みなみ村」を
設立、水稲経営の運営が軌道に乗り次第、糸瓜についても法人経営とする計画。
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粕漬け作業

法人設立

[集落の将来像］
水稲経営の運営を軌道に乗せ、糸瓜についても法人経営し、さらに集落を活性化していきたい。

[将来像を実現するための活動目標]
○水稲経営の運営を軌道に乗せること
○糸瓜加工グループの法人化
[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

堆肥散布（4.0ha）

個別対応

共同取組活動

農業生産活動の体制整備

農事組合法人設立
特定農業法人（農）みな
み村設立
共同取組活動

水路・作業道の管理

加工処理する粕漬け用
加工処理する粕漬け用

水路清掃→年２回（草刈

糸瓜を栽培(0.5ha)
糸瓜を栽培（0.5ha）

り、清掃）

個別対応
個別対応

道路→年２回草刈り

糸瓜粕漬けの加工・販売
共同取組活動

共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（年２回及び随時）
共同取組活動

【平成 20 年度までの主な効果】
○農地管理及び農業に対する意欲が高まった。
○高齢者グループによる加工施設建設、加工品の生産販売が始まった。
○機械の共同購入、共同利用により、営農の効率化と生産コストの低減が図られた。
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＜高付加価値型農業を実施している事例＞

○地元米の販路開拓と高付加価値化に向けた取り組み
１．集落協定の概要
市町村･協定名
協 定 面 積
12.2ha
交 付 金 額
156万円

おおちぐんかわもとちようなかごく

島根県邑智郡川 本 町中 石
田（100％）
水稲

畑

他

－

草地
－

個人配分分

－
27％

共同取組活動分

役員報酬

7％

（73％） 水路・農道管理
農地管理・農業生産活動・研修費
協定参加者

採草放牧地

4％
62％

農業者 18人

２．取組に至る経緯
中石地区は川本町有数の米産地であり、ほとんどの世帯が水稲を中心とした農家である。
平成１３年度に参加農家数18戸で集落協定を締結し、以来、対象協定農地１２ｈaの保全
管理や農業生産力の向上に取り組んでいる。特に、共同作業・協同化による農業生産活動
の省力化・効率化と米を中心とした地元農産物の販売に努めている。
３．取組の内容
本協定は特に、水稲生産については力を入れており、動力噴霧器や乗用田植機を集落で
整備し、共同作業・協業化を図ることにより、農業生産活動の省力化・効率化に努めてき
た。
一方、生産力向上とともに、独自の販路を開拓するため、平成１４年度から都市部にお
けるイベントに出店し、米を中心とした地元農産物の販売をとおし、顧客の確保に努めた
り、都市住民との交流の一環での米づくり農業体験を実施している。
また、集落営農組織の設立に向けた研修会の開催や、畦畔管理の省力化と農村美化に向
けた取り組みとしてセンチピードグラスの活用についての先進地視察研修会を開催するな
ど、協定目標の実現に向け様々な活動を行っている。

米づくり農業体験交流（田植え）
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［集落の将来像］
本集落は６５歳以上の割合が４５％、６５歳以上の後継者のない世帯が５世帯と高齢化が進み
個人営農を継続することが困難になっている。このため集落での協業型農業への転換と組織の法
人化をめざし、年齢・体力に応じた役割分担を行うことによって、農地の荒廃化を防止し美しい
農村環境の保全を図る。
また、低農薬、有機肥料などを使用した付加価値の高い農産物の生産を図り、魅力ある産地と
しての地位を確保する。

［将来像を実現するための活動目標]
○集落営農を推進し、機械の共同利用・農地の集積を図り組織の法人化を行う。
○付加価値の高い農産物の生産拡大を行う。
（レンゲ米など）
○畦畔の被覆植物の植え付けや景観作物の作付けによる農村景観の保全を行う。

〔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12ha）

周辺林地の下草刈り
（約0.5ha、年1回）

個別対応

その他の活動
農業機械の共同購入･共同利用
（機械の共同購入・共同利用
動力噴霧器による共同防除
乗用田植機の整備

個別対応
水路・農道の管理
・水路
年2回
清掃、草刈り
・農道2km、年2回 草刈り

共同取組活動
景観作物作付け
（レンゲ等の作付）

共同取組活動

農作業の受委託の推進
（地区内外における農作業受
委託について推進）

共同取組活動
共同取組活動
（水管理は各農家）

農地法面の定期的な点検
（年２回及び随時）
共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等
今後は、顧客の確保に努めるとともに、受注に対応するため計画的な作付により生産量
を増やすこと、そして、協業型農業を進め、地区内すべての生産過程及び品質を統一する
ことにより、年間を通して米を供給できる体制づくりを進めていきたい。
また、米のブランド力を高めるため、新たにレンゲ米（レンゲを圃場に鋤き込み、化学
肥料を抑えた米）の作付を行う予定である。

［平成20年度までの主な効果］
○協業化の推進
・共同防除,共同機械利用面積 当初１ｈａ、目標３ｈａ、Ｈ20実績 ２ｈａ
○水稲生産高の向上

目標水稲作付面積 9.5ｈａ Ｈ20実績 9.0ｈａ
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＜高付加価値型農業を実施している事例＞

○特別栽培米による農産物の高付加価値化
１．集落協定の概要
ま す だ し や ま もとごう

市町村･協定名

島根県益田市山本郷

協 定 面 積
6.1ha
交 付 金 額
49万円

田（100％）
水稲
個人配分分
共同取組活動分
（100％）

協定参加者

農業者 ３１人

畑
－
道・水路管理
多面的機能増進活動
研修会等
共同利用施設整備
その他

草地
－

採草放牧地
－
40％
7％
3％
24％
0％
26％

２．取組に至る経緯
中山間地域等直接支払制度１期対策時に中山間地域総合整備事業により圃場整備事業
が完了し、平成１５年には地域の農地の維持と農業振興を目指し「農事組合法人ゆいの
里美都」を設立しました。その後は特定農業法人として農用地の利用集積を積極的に取
り組んできます。
特に水稲では特別栽培米に力を入れており、「合鴨農法」「西いわみヘルシー米」の
生産や環境に優しく付加価値の高い酒米の生産など、特色ある米づくりや農業用共同機
械の整備など農家負担の低減を図っています。
３．取組の内容
当集落では平成６年度から水田の一部で合鴨を使った無農薬・無化学肥料栽培を行っ
ていましたが、それは集落内の消費を目的としたものでした。
年々米価が低下する中、圃場整備及び交付金の効果を最大限に発揮させ、地域の農業を
守っていくには、旧来の営農を見直していく必要があると判断し、近隣の畜産農家とも
連携を図りながら環境にやさしい取組として水田における堆肥の有効活用を行ってきま
した。
合鴨を使った無農薬・無化学肥料栽培や、減農薬・減化学肥料栽培に積極的に取り組
み、特別栽培米の生産面積が、平成２０年度作付け面積で西いわみヘルシー米を２ｈａ
・合鴨米を２.２ｈａの全体面積４．２ha となっています。
今後は全協定農用地において、特別栽培米（合鴨米・西いわみヘルシー米・酒米）の
栽培を拡大していく予定です。
今後は農用地利用改善団体「山料営農組合」と特定農業法人「ゆいの里美都」が連携
して、周辺地区の農用地の有効活用に向けた農地集積に取り組んでいます。
（平成２０年度末４．７ha の利用集積実績）
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合鴨栽培風景

除草剤ゼロ栽培圃場

［集落の将来像］
直接支払集落と特定農業法人「ゆいの里美都」と連携し、農地の保全と付加価値の高い農産物の生産
で農業収益を高めていく取り組みを進めていく。
自然の豊かな圃場の景観を保ちつつ、化学肥料や農薬を使わない農業を推進し、魅力ある集落営農を
進めていきたいと考えています。今後は、女性や高齢者の生き甲斐を高めるため転作田にお茶の原料の
栽培やお茶の生産加工など新しい農産物の生産にチャレンジを行っていきます。

[将来像を実現するための活動目標]
○特定農業法人「ゆいの里美都」と連携し、お茶の生産・加工の取り組みに協定集落が協力して新たな作
物の取り組みを進めていく
○農薬や科学肥料の低減を図る取り組みを推進する
○高齢化に伴い管理できなくなった農地を農業法人への集積の推進を図る。
○女性の積極的な参加と高齢者の生き甲斐対策として新たな農産物の生産加工を推進する。
［活 動 内 容］
農業生産活動等
農地の耕作･管理（田6.1ha）
個別対応及び（農）ゆいの里美都

多面的機能増進活動
周辺農地の下草刈り
（約１ha、年3回）

その他の活動
農業機械の共同購入･共同利用
(機械の共同購入･共同利用推
進の説明会開催(年1回))

共同取組活動
苗づくり(5.3ha)
水路・作業道の管理
･水路2.2km､年2回 清掃､草刈
･道路1.3km､年2回 草刈

共同取組活動
農作業の受委託の推進
（農作業受委託についての説
明会開催（年１回））

共同取組活動

共同取組活動
（水管理は各農家）

農地法面の定期的な点検
（年１回及び随時）
共同取組活動
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４．取組による変化と今後の課題等
● 集落の農業者が高齢化しており、人材が不足していくため団塊の世代の確保を含めて
新規後継者の確保育成が必要となる。
●付加価値の高い米づくりや新たな作物の流通を含めて販路の拡充が重要になる。
●環境や人にやさしい農業の推進のために、低農薬や低化肥料の水稲やお茶の原料栽培な
どの作付面積の拡大
［平成２０年度までの主な効果］
○高付加価値型農業（特別栽培米）への取り組み（４．２haで実施（協定農用地面積の６７％））
○担い手への利用集積（４．７haで実施（協定農用地面積の７６％））
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＜高付加価値型農業の実践を行っている事例＞

○アスパラガス栽培を導入
１．集落協定の概要
市町村･協定名

ひかわぐんひかわちょう

島根県簸川郡斐川町みはらし

協 定 面 積
田（100％）
畑
草地
採草放牧地
1.4 ha
水稲、ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ
交 付 金 額 個人配分分
49.49
31 万円 共同取組活動分
役員手当
19.16
（50.51 ％）会議費
2.30
鳥獣害防止対策、水路・農道等維持管理活動出役賃金 29.05
協 定 参 加 者 農業者 ２人

％
％
％
％

２．取組に至る経緯
斐川町は平地が多く、基盤整備が進んでいる。そのため、大型機械による省力化などが
進んでおり、担い手も育成されている。しかし、当集落は山間部に位置し、担い手が育成
されていなかった。集落内で協議し、多目的機能を有する農地を維持管理するためには、
将来の農作業の中核となる担い手を育成することや農家の農業所得向上が必要であると考
えた。このため、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
新対策の取り組みは、担い手育成及び高付加価値型農業に取り組むこととした。
３．取組の内容
農地の法面管理や鳥獣被害防止対策を行い、耕作放棄地の発生防止に努めている。また、
協定内の農道、水路なども管理し農地保全に努めている。
集落内で話し合い、将来集落の農業の中核となる認定農業者を平成 20 年度に育成するこ
とができた。
また、高付加価値型農業を推進し、前対策までは園芸作物は作付けしていなかった、新
規作物として「アスパラガス」を導入した。収穫されたアスパラガスは学校給食などに利
用されている。
今後は担い手への農地集積に向け、また、担い手が中心となった安定的な農業の継続な
ど地域活性化に向け、集落内で話し合う。

新規作物「アスパラガス」の栽培

共同活動として周辺林地の下草刈り
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［集落の将来像］
農作業の中核となる認定農業者を育成し、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。あわせて、集落内の美しい農用地を将来的に守り続けていく。

[将来像を実現するための活動目標]
○認定農業者の育成
○集落内で話し合い、担い手への農用地の利用集積
［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 1.4ha）
個別対応
水路・作業道の管理
・水路 0.59km 年 4 回清
掃、草刈り
・道路 0.36km を年４回 草
刈り

周辺林地の下草刈り
・約 0.56ha、年 1 回
共同取組活動

農業生産活動の体制整備
高付加価値型農業の実践
・新規作物ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽを約
0.13ha 作付けた。
個別対応

景観作物作付け
・景観作物としてひまわ
りを約 0.05ha 作付けた。
共同取組活動

共同取組活動

認定農業者の育成
・平成 20 年度 1 名認定農
業者となる。
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

４．取組による変化と今後の課題等
農地の法面管理、鳥獣被害防止対策などにより耕作放棄地の発生防止となった。また、
地域集落の活性化を促し、多面的機能の維持により環境などが守られた。
今後は、集落の農地を管理維持していくために農作業の中核となる担い手を育成し、
将来的には農用地の集積をしていく。また、アスパラガスなど園芸作物の導入で所得の
向上を図る。
［平成20年度までの主な効果］
○新規作物としてアスパラガスを作付け
（当初0ha、目標0.27ha、H20実績0.13ha）
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＜担い手への農地集積等を実施している事例＞

○営農組合による農作業受託の推進
１．集落協定の概要
いずもしみみくちょう

み

み

く

市町村･協定名

島根県出雲市見々久町 見々久営農組合

協 定 面 積
25.0ha
交 付 金 額
438万円

田（84％）
米・そば
個人配分分
共同取組活動分
（55％）

協定参加者

農業者 ５１人

畑（16%）
小豆・柿
共同作業機械購入
出役費（川辺の葦草刈り等）
その他

草地

採草放牧地
45％
9％
2％
44％

２．取組に至る経緯
本集落は、出雲市の南東部に位置し、急峻な農地が多い立地条件であるため、以前か
ら農作業の不便性を感じていた。土地改良はしたものの、地域の高齢化等から個人での
農作業が困難になってきている農家が増えてきたため、平成７年度に見々久営農組合を
設立し、農作業の受委託を行うこととした。
そのような状況の中、営農組織の強化や共同作業機械の導入を目的に、営農組織を中
心とした集落協定を締結した。
３．取組の内容
集落営農組織設立当初は、オペレーターによる農作業の受委託を主な活動としていた
が、集落営農の活動を本制度の取組の一つとして位置付けることにより、協定参加者一
人一人が“自分の集落”といった意識を持つようになり、制度で購入した自走草刈り機
や大型機械をオペレーターだけでなく農家が自発的に共同利用するようになった。
また、この制度に取り組んでいくうち、集落内での話し合いが活発になり、以前は農
家個人で行っていた転作等による代替作物の作付けを集落全体での話し合いで効率よく
行うことができるようになり、協定内で「そば」の作付け等の取組も行われている。
［集落の将来像］
集落の高齢化が進む中で、営農組織への依存度が高くなることから、将来は水稲の作業委託を栽培面積
の６０％以上としたい。
また、今後団塊の世代が退職、帰農することが予想されるので、それら定年帰農者による継続的な農業
生産活動の構築を図る。さらに、地域特性を活かした農産物の生産を行い、朝市等での直販を推進してい
きたい。今後、効率よく営農活動や有害鳥獣対策を行うため、Ｗｅｂ－ＧＩＳを有効活用していく。
[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充実強化
地域営農マップベースの作成（Ｗｅｂ－ＧＩＳ）
共同利用機械、施設の更新、整備
①米の生産、収穫、調製機械、施設等の整備
（田植機、栽培管理機、収穫調製機械、乾燥調製施設等）
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②農地管理、環境保全にかかる機械の整備
（草刈機、土木作業機械の整備）
③共同利用機械、施設の点検整備機材、機械の整備
・定年帰農者等による継続的な営農体制の整備
①新たな主体的農業従事者（準備を含む）５名以上の確保
②協定参加者別営農従事予定者の把握と営農の類型化
③農地管理マップによる適地適作の推進
・地域特性を活かした農産物の生産と販売体制の構築
①地域特産物の販売政略の構築
②生産地マーク、シールの作成
・有害鳥獣害対策による被害防止
①Web－GISによる農地管理マップの作成
②直接駆除対策：駆除免許所有者の確保と猟友会との連携
③間接駆除対策：協定農用地の７０％以上に防護柵、電牧を設置
［活

動 内 容］

農業生産活動等
農地の耕作・管理（25.0ha）

多面的機能増進活動
周辺林地の下草刈り
年1回

その他の活動
農業機械の共同購入･共同利用
(機械の共同購入･オペレーターの
育成）

個別対応
個別対応
水路・作業道の管理
･水路､年2回 清掃、草刈り
･道路､年2回 草刈り
共同取組活動

共同取組活動
川辺の葦刈り(ホタル
の保護・繁殖のため、
葦刈りを徹底して行
った。)

農作業受託の推進
営農組合による農作業受託:約20ha

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
農用地マップの利用（Web-GISマッ

共同取組活動

プを導入）

集落外との連携
○本集落内だけでなく、隣接する他集落の農作業受託の推進も行う。

４．取組による変化と今後の課題等
しかし、今後も集落の高齢化が進み、農家個人では管理できない農地が更に増加する
ことが懸念され、将来的には当該組織の充実、共同育苗等の作業の共同一元化等を視野
に入れ、より一層の組織強化を目指している。
さらに、本集落では、平成１６年度に Web-GIS マップ利用のモデル地区として指定さ
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れ、当該マップが試験的に導入・作成された。このマップが集落の現状把握や将来の集
落営農の活動計画が容易にできるよう、段階的に整備が進められており、より一層問題
解決や集落営農組織による農用地の農作業受委託等が効率的に行えるものと期待してい
る。

〈集落の農用地の様子〉
［平成20年度までの主な効果］
○営農組織による農作業の受託（約２０ｈａ）を行い、耕作放棄地発生を防止した。
○川辺の葦刈りによるホタルの生育環境の改善の結果、徐々にホタルの生息数が増加している。
○イノシシ防護柵（約５ｋｍ）の設置を行った。
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＜担い手への農地集積等を実施している事例＞

○地域遺産を保存し豊かな自然と共存した集落を形成する。
１．集落協定の概要
かのあしぐんつわのちょういけむら・つつみだ

市町村･協定名 島根県鹿足郡津和野町池村・堤田
協 定 面 積
31.5 ha
交 付 金 額
654万円

田（１００％）
水稲
個人配分分
共同取組活動分
（100％）

畑

草地

協定参加者

農業者 ５０人、農事組合法人（構成員５８人）

採草放牧地
０％
共同活動 １００％

２．取組に至る経緯
当集落は大方の方々が農業とかかわりを持ちながら集落を形成し、水稲及び畜産を中心とした
営農体型で集落が成り立っていたが、米価の低下等で農業経営が不安定なことから、近年は周辺
の市町村への賃金労働者が増加し、集落では数名の専業農業者と女性・高齢者が営農の中心とな
っていた。そのような中で山地周辺の田んぼからイノシシなどの鳥獣被害が出始め、集落で一致
団結してこれらの諸問題に対決していかなければと集落全戸が加入した営農委員会を発足し、対
応することとした。その後圃場整備に併せ整備した個人の農業機械も耐用年数を越え始め、農業
機械の更新の選択に迫られていた。
平成 6 年、集落の農業だけでなく生活環境等を含めた｢明るく住みよい堤田｣を目指し、「営農
委員会」から｢堤田営農研究会｣へと名称を変え自治会、婦人会、老人会、若者会（くすのき会、
ひまわり会）などの団体も話し合いに加わり、更に他にも当集落内の農地に関係する隣接集落の
方々も加入し発足した。以後話し合いを進めて現在に至る。

３．取組の内容
・農事組合法人「つつみだファーム」の設立
・共同機械の購入（農事組合法人つつみだファームへ委託管理）
・農事組合法人つつみだファーム経営安定増資
・中山間地域総合整備事業（山間パイプライン化への地元負担金の配分）
・電気牧柵の更新
・老朽畦畔の修繕助成
・農道の簡易舗装（コンクリート舗装）
・農地及び公共部分への草刈助成
・担い手育成研修助成
・構成員相互の交流促進

整備した乾燥施設

集落のシンボル大楠（県下1の巨木）
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［集落の将来像］
・循環型の農業を推進する
・担い手育成、年間雇用
・地域遺産の保存、豊かな自然と共存した集落形成

[将来像を実現するための活動目標]
○ 機械農作業の農事組合法人への受委託
○ 担い手への農作業委託
［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 32ha 内水稲 22ha、そ
の他 10ha））
共同取組活動・個別対応
水路・作業道の管理
・水路 5km 年 1 回清掃、年
２回草刈り
・作業道 5km 年 2 回草刈り

周辺林地の下草刈り
・約1ha、年2回
共同取組活動・個別対応
景観作物作付け
・景観作物としてハス約0.1
ha作付けた。
個別対応

共同取組活動・個別対応
農地法面の定期的な点検
・随時

農業生産活動の体制整備
機械農作業の農事組合法人
受委託
・法人20ha（90％）実施、目
標20ha
共同取組活動・個別対応
担い手への農作業の委託
・集落の認定農業者（農事組
合法人）に収穫作業を20ha委
託。目標20ha
共同取組活動・個別対応
農業構造改善事業で整備し
た直売施設との連携に原材
料の提供
共同取組活動・個別対応

個別対応
鳥獣被害防止対策
・平成 8 年に設置した電気
牧柵（4.2 ㎞）の再整備を、
平成 18 年から 19 年にかけ
て中山間地域等直接支払交
付金を活用し地元施行で行
った。
共同取組活動

集落外との連携
○農地及び林地境界の草刈作業においては、一部をシルバー人材センターに委託している。
○加工施設の従業員では、一部を集落外から雇い入れをしている。

４．取組による変化と今後の課題等
以前と較べ、同様な事業（農地・水・環境保全向上対策）の導入により管理運営がし
易くなり助かっている。しかし、構成員の高齢化が進み今まで以上に農事組合法人の負
担が大きくなり、作業員の確保が懸念される。
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［平成20年度までの主な効果］
○作放棄地が無くなったこと
○農家は法人化したことにより、農地の集積により安心できる。
○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
（当初1.6ha、目標20ha、H20実績16ha）
○担い手への利用集積による体質強化（当初1ha、目標20ha、H20実績16ha）
○地場産農産物の加工・販売による地域経済の活性化
・農産物（米、麦、そば等の売り上げ（842 万円(H17)、1,178 万円(H18)、1,056 万円(H20)）
・パン加工の売上高（2,336万円(H17)、1,968万円(H18)、1,901万円(H20)）
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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 島根県隠岐郡隠岐の 島 町 東郷
協 定 面 積
10.6ha
交 付 金 額
90万円
協定参加者

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：稲刈り

基幹的作業受委託：乾燥調製
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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]
○認定農業者へ基幹的農作業の受委託を推進
○認定農業者へ利用権設定を推進
○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
○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
農地の耕作・管理(田10.6ha)

多面的機能増進活動
堆きゅう肥の施肥
（約0.5ha、年1回）

個別対応

農業生産活動の体制整備
担い手への集積
（4.0ha（38％）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,草刈り
・道路2km 年1回草刈り
共同取組活動

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

加算措置としての取組等
土地利用調整加算
(4.0haで実施、目標4.2ha）

農地法面の定期的な点検

共同取組活動

（随時）
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、H20実績4.0ha）
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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＞

○法人への農地集積で遊休農地の発生を防ぐ
１．集落協定の概要
市町村･協定名
協 定 面 積
24.5ha
交 付 金 額
85.8万円

協定参加者

ご う つ し た

づ

島根県江津市田津
田

畑（100％）
野菜・桑・ゴボウ

個人配分分
共同取組活動分
（100％）

共同作業日当代
共同作業経費
事務経費
水路・農道等補修への積立
農業者 50人、法人2

草地

採草放牧地
0％
22％
2％
1％
75％

２．取組に至る経緯
当集落は、江の川の肥沃な土砂が堆積して形成された優良畑地帯である。また、全国で
も有数な養蚕地帯でもあったが、価格の低迷と高齢化等により遊休農地や耕作放棄地が次
第に目立ち始めていた。
３．取組の内容
現在、２法人による協定農用地内の集積率は 65％まで増加し、遊休農地や耕作放棄地の
抑制・防止に大きな役割を果たしている。有機ＪＡＳの認証面積についても増加している。
また、各個人においては、担い手が中心となり、耕作放棄地の発生防止への努力はもち
ろん、集落内の鳥獣被害に対する防護体制を検討し、被害の減少を図っており、集落内の
環境美化のために農道や農地周辺の草刈りを定期的に行い、協定農用地に影響を及ぼして
いる周辺の耕作放棄地の復旧作業を行っている。
また、有機堆肥の施肥を集落内のできるだけ多くの範囲で実施し、個人でも環境にやさ
しい農業を目指している。

法人による「桑」の作付け風景

周辺耕作放棄地の復旧作業
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[集落の将来像]
平成 10 年より農業生産法人を、平成 16 年にはリース特区を利用し、建設業者の法人をそれぞれ担い手
として位置づけ、協定面積の約 60％が集積された。
非集積農地は、今後も個人での野菜等の栽培が行われるが、高齢化等により耕作が困難になった場合は、
担い手への集積を検討し、集落内での効率的な土地利用を行っていく。
また、それぞれの法人により集積された農地については、有機ＪＡＳの認証を取得しているが、今後の
集積農地についても有機ＪＡＳの認証を受け、環境にやさしい農業を行う。
そして、農地や農道及び周辺の草刈り等を実施することで農村環境の保全・美化に努める。

[将来像を実現するための活動目標]
○担い手への集積
○有機ＪＡＳの認証取得

［活動内容］
農業生産活動等
農 地 の 耕 作 ・ 管 理
（畑 24.5ha）
個別対応
水路・作業道の管理
・水路 年 2 回清掃、草刈
り
・作業道 年 2 回草刈り

多面的機能増進活動

景観作物の作付け
共同取組活動

農業生産活動の体制整備
担い手の２法人への利用権
設定農地について、有機Ｊ
ＡＳ認定を受ける。

堆きゅう肥の施肥
個別対応

共同取組活動

個人営農が困難な農地の
遊休農地化の防止、また法

共同取組活動

人の規模拡大のため、利用
集積を行う。
共同取組活動

担い手への集積
（現在、２法人による協
定農用地の集積率６０％
となっており、今後も６
０％以上の集積率を維持
する。）
共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等
今後とも、現在の集積率６０％以上を維持し、遊休農地発生の防止及び法人の規模拡大
のため集積を進める。
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［平成20年度までの主な効果］
○担い手への利用集積による体質強化
（当初15ha、目標16.2ha、H20実績15.9ha）
○集落での高付加価値型農業の実践（有機ＪＡＳの認証）
（当初15ha、目標16ha、H20実績15.9ha）
○農道・作業道の共同補修
（協定地内の農作業道の補修を、担い手が中心となり共同で実施するようになった。）
○協定農用地周辺の耕作放棄地復旧作業
（協定農用地周辺の耕作放棄地を、担い手が中心となり復旧作業を行うようになった。）
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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

- 31 -

＜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 こ や ぐ 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

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㎏）

＜農業生産法人・集落営農組織の育成を実施している事例＞

○営農の効率化・低コスト化を図るため法人化を目指す
１．集落協定の概要
市町村･協定名
協 定 面 積
34ha
交 付 金 額
514万円

協定参加者

おおちぐんおおなんちょうな か の き た く

島根県県邑 智 郡 邑 南 町中野北区
田（100％）
畑
草地
水稲
個人配分
共同取組活動
共同機械購入（積み立て）
（81％） 水路・農道の維持管理
鳥獣害対策
農用地の維持管理
その他
農業者 11人、水利組合４、非農業者16人、特定農業法人1組織

採草放牧地
19％
58％
3％
11％
3％
6％

２．取組に至る経緯
当協定は、前期対策の４つの集落協定が統合した集落協定である。当地区は、この
４集落で構成する自治会で活動することが多く、前期活動経験を踏まえ、効率的に農
業生産活動を行うべく協定を統合することとなった。
３．取組の内容
猪防護柵（檻）の維持管理
機械の共同利用（トラクター、田植機、動噴、コンバイン、乾燥調製施設の共同化）
平成19年に特定農業法人北の郷ファーム設立し、協定農地のうち約２９haを集積

共同防除の実施

猪防護柵の共同設置
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［集落の将来像]
高齢化が進み、１０年～１５年後は後継者の見込みがない農家が数戸考えられる。農業の効率化を図
るため、現在の個人の機械の買い換えは控え、田植機、動噴、コンバイン、トラクターの共同利用、共
同作業を行いつつ、法人の設立を目指す。また、転作田には、白ねぎの作付けや景観作物(菊・レッドク
ローバー）の植え付けを行い、集落全体で管理し、集落環境の向上に努める。

［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
○特定農業法人の設立（農地の利用集積）
○景観作物の植え付けや、土壌改良剤の散布
［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34ha）

周辺林地の下草刈り
（約0.5ha、年1回）

共同取組活動、個別対応

農業生産活動の体制整備
機械農作業の共同化
（トラクター、田植機、コンバ
インの共同利用を約29ha（85.8
％）実施、目標15ha)

個別対応
共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路11.6km、年2回
清掃、草刈り
・道路6.9km、年2回 草刈り

景観作物作付け
（蓮、レンゲ、菊）

加算措置としての取組
土地利用調整加算
（協定農用地11haを法人へ利用
集積する。）

共同取組活動

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）

法人設立加算
（先進地視察、研修会等を重ね
法人を設立する）

個別対応

共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等
旧４協定が統合し交付金を活用し共同機械の整備を行ってきた。共同作業を実施
する中で、地区内協定参加者のほぼすべての参加を得て平成19年に特定農業法人を
設立することができた。また、将来の営農の継続に対する危機感からか目標を大き
く上回る農地を法人に集積することができた。
今後も、法人を中心に農地の利用集積をすすめ、水稲だけでなく野菜等の栽培に
も取り組んでいきたい。
［平成20年度までの主な成果］
○猪防護柵（2.2km）の共同設置、維持管理の継続。
○機械の共同利用・共同作業（当初0ha、目標10.2ha、H20実績29ha）
○特定農業法人北の郷ファームの設立（平成19年）
○担い手への利用集積による体質強化（当初0ha、目標15ha、H20実績29ha）
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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＞

○集落営農組織の立ち上げで地域づくりを誓う
１．集落協定の概要
市町村･協定名
協 定 面 積
8 ha
交 付 金 額
69万円

協定参加者

おきぐんあまちょうおおあざうづか

島根県隠岐郡海士町大字宇受賀
田(100%)

畑（100％）

草地

採草放牧地

8
個人配分分
共同取組活動分
（56％）

44％
20％
35％

水路・農道の管理
農業生産活動等の経費

農業者 9人

２．取組に至る経緯
宇受賀集落は、従来からの中山間地域農村総合整備事業により集落の圃場整備が計画
されていたことをきっかけにして、平成 12 年 12 月に集落営農組織「サンライズうづか」
を設立した。この設立に関しては、地域の水田農業を守るために集落全体で取り組んでき
た成果が現れたものであると考える。また、この集落営農組織は島前地域においては初め
ての組織である。そして、平成 19 年 1 月には農事組合法人「サンライズうづか」を設立さ
せ生産・加工販売への販売強化を目指して取り組んでいる。
３．取組の内容
① レンゲの種付け
春先にピンクの花が咲くレンゲは、景観形成という意味においても緑肥効果という
意味においても有効である。
② アイガモによる有機米栽培
宇受賀集落の中心メンバーが、数年前から有志を募りアイガモ米栽培を進めてきて
いる。今後も、島根県エコロジー農産物の認証を受けるなど耕作面積の拡大を図って
いる。

田んぼから戻ってくるアイガモ

レンゲ
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［集落の将来像］
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に集落作りを推進します。
集落の高齢化が進む中、以下の目標をもって取り組みます。
1． 集落内の農地を守るため、集落担い手へ農地の集積を推進します。
2． 水路、農道等において集落で共同利用している施設の管理については、農業者を越えた話し合いを行い、
集落全体の問題として進める。
農地周辺における農村景観を阻害する雑草・雑木の除去について水路、農道等の管理と同様に進める。

［活動内容］
農業生産活動等
農 地 の 耕 作 ・ 管 理
（田 8ha）

多面的機能増進活動

農業生産活動の体制整備

景観作物の作付け

機械農作業の共同化

（レンゲ 1ha）

（共同利用を 6ha）

共同取組活動
共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路 3.8km 年２回清掃、
草刈り
・道路 1.5km 年２回草
刈り
共同取組活動

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収
穫作業を 2ha 委託）
共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（年２回及び随時）
共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等
当交付金の交付により集落内の農村環境整備について話し合いが行われるようにな
り、協定対象農用地内の施設について集落共同活動として取り入れられる部分が増えて
きたと考えます。また、農業者が行っている水路・道路の管理に加え、集落全体活動も
行うようになり農村環境の維持につながるという効果が見られてきたと考えます。さら
に、法人化を目指す動きへと組織としての活動はより活発化していると考えます。今後
は、高齢化に伴う離農者の受け皿としての役割を果たしていくと考えられます。その他
に、他の集落協定に対しても集落共同活動としての波及効果が見られているのではない
かと考えます。
[平成 20 年度までの主な成果]
○ 耕作者数：12 人（H17）→8 人（H21）
○ 作付面積（集落内）：3.76ha（H17）→5.63ha（H21）、全体：4.78ha（H17）→14ha（H21）
○ 売上高：330 万円（H17）→約 1,050 万円（H20）
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＜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
市町村･協定名

い ず も し さ

だ ちょう け づ

島根県出雲市佐田 町 毛津

協 定 面 積
田（８４％）
16.3 ha
水稲
交 付 金 額 個人配分分
共同取組活動分
263万円
（81％）
協定参加者

畑（１６％）
果樹 等

草地

採草放牧地
19％
42％
21％
2％

共同利用機械購入費
多面的機能増進活動費
農地管理費

農業者 ３２人

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。
集落協定は前期対策から締結しており、交付金を活用し農地保全に努めてきたが、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 20 年には協定面
積の約 20％で共同化がされており、21 年度には 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］
当集落は農地の小区画・不整備が多く、実質的構成員の高齢化、後継者の耕作意欲衰退、獣害等の理由に
より農用地の減少が懸念されている。
そこで当集落では一番困難な秋作業の改良の為、湿田に於ける排水工事及び土質改善を図ると共に、獣害
防止に努める。更に、耕作困難な構成員との利用権設定により農用地の集積、受委託組織の立ち上げ、機械
・農作業の共同化を推進し荒廃を防止する。又、須佐・窪田保育所との締結により体験農場での収穫体験の
実施する。

［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

多面的機能増進活動

農 地 の 耕 作 ・ 管 理
（田 13.7ha、畑 2.6ha）

周辺林地の下草刈り
・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 年 2 回清掃、草刈
り
・作業道 年 2 回草刈り

農業生産活動の体制整備
機械農作業の共同化
・コンバインの共同利用を
3ha（20％）実施、目標 4ha
（25％）
共同取組活動

堆きゅう肥の施肥
・エコ堆肥 1,000 袋散布。
共同取組活動

共同取組活動・個別対応

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

農地法面の点検（随時）
個別対応

集落外との連携
○地元保育所の児童によるプルーン、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。また集落外
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年度までの主な効果］
○集落でのコンバインの共同利用による営農の効率化・低コスト化
（当初0ha、目標4ha、H20実績3ha）
○学校教育機関との連携による、児童の収穫体験実施
・平成 20 年実施実績：46 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＞

○ホタルの保護活動
１．集落協定の概要
う ん な ん しだいとうなかや

市町村･協定名 島根県雲南市大東中屋
協定面積
12.27ha
交付金額
193万円

協定参加者

田（97.8％）
水稲
個人配分
共同取組活動
（50％）

畑（2.2％）
かぼちゃ、なす

草地

道・水路の維持管理
会議費、役員報酬
積立金(耕作放棄地の保全管理)
ホタルの保護活動
共同利用機械
農業者17人、非農業者３人、非対象農家14人、中屋水利組合

採草放牧地
50％
18％
13％
9％
7％
3％

２．取組に至る経緯
当集落は、旧制度では取り組んでいなかったため、平成 17 年度からの新制度におけ
る協定締結について集落で話し合うために、市の職員に何度も参加してもらい、協定
締結に至った。
協定書を作成する際、集落内で以前から取り組みのある「ホタルの保護活動」を盛
り込み、この活動を協定参加者、非農業者、非対象農業者共同で取り組んでいくこと
となった。
３．取組の内容
また、当集落の抱える問題である「後継者不足」「耕作者の高齢化」による耕作放
棄地の増加を防ぐため、集落内で機械の共同利用を進め、農作業の効率化、コストダ
ウンを図ることも協定書に記載した。

ホタル時期に並べる竹灯篭づくり
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[集落の将来像］
農地の荒廃を防ぎ、活気のある集落を維持するため、集落で機械の共同利用をすすめ、作業の効率化、
コストダウンをはかるとともに、農道、水路の共同管理をし、集落を基礎とした営農組織を目指す。また、
集落共同でのホタルの保護活動をとおして自然環境の保護と集落住民の連携を図っていく。

[将来像を実現するための活動目標］
○ 農作業の共同化
○ 集落共同での農道、水路の整備
○ 非農業者・非協定対象農家を加えた集落共同でのホタルの環境整備
［活

動 内 容］
農業生産活動等

農地の耕作・管理（田12ha）
個別対応

多面的機能増進活動

農業生産活動の体制整備

魚類・昆虫類の保護（ビオ
トープの確保）
・ホタル保護のため川の清
掃を年１回及び随時

機械農作業の共同化
・育苗機と田植機の共同利用 当
初０ha、目標1.4ha
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路 年１回清掃、２回草刈
り
・道路 毎年８月に簡易補修、
年２回 草刈り

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
・共同利用施設環境の整備、集落
農道の草刈り、集落花壇の整
備、ホタル環境の整備、ホタ
ル祭の開催を非対象農家、非
農家17人と共同で取り組む

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

共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等
ほたるの保護活動のなかで、竹灯篭をつくったり、環境整備に取り組むことにより、以
前よりも集落の中でのつながりが強まった。また、共同作業をする際にも、以前より活気
が出るようになった。今後も、一層ほたるが住みやすい環境を整えながら集落内での活動
を活発化していきたい。
［平成20年度までの取組目標］
○ 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０ha、目標1.4ha(協定面積の11%)）
○ 非協定農家、非農家との共同作業による集落環境の維持。
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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＞

○ひまわりの里づくり
１．集落協定の概要
は ま だ し あまつだに

市町村･協定名
協 定 面 積
9ha
交 付 金 額
143万円

協定参加者

島根県浜田市天津谷
田（95.4％）
畑（4.6％）
草地
水稲
桃、野菜
個人配分
共同取組活動
共同作業機械購入費及び共同防除費用
（100％） 水路補修経費
その他
農業者13人、非農家2人

採草放牧地
0％
82％
10％
8％

２．取組に至る経緯
平成１２年度に協定締結（締結当初 田：約9.3ha 参加農家13名）。平成1７年度に
は、イノシシ防護フェンスを協定内全ての農用地を囲うように設置（延長約1,000ｍ）。
平成１８年度には、新たに防除機を購入し、共同防除を実施している（1ha 10.6％）。
３．取組の内容
非農業者とひまわりの植栽を行い、後継者を育成する面で、都会で暮らす子供達（家
族）と集落との交流を目的に「ひまわり交流鑑賞会」を実施し、将来的には、都市住民
（都会で暮らす子供達（家族）の友人・知人からの広がり）を対象とした交流を図るた
め、１８年度にひまわりの植栽を行った。（約0.1ha）

景観作物の作付

協定所有の防除機による共同防除
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[集落の将来像］

10年後には、半数の農家が農地の管理が困難になると思われるが、数人の若者による共同防除
をはじめとした基幹的農作業の受託（田植・稲刈）を行い、日常の管理である草刈については、
将来的には農外参入企業等への委託も検討しながら農地の荒廃を防いでいく。
また、非農業者とともにひまわりの植栽を行い、後継者を育成する面で、都会で暮らす子供達
（家族）と集落との交流を目的に「ひまわり交流鑑賞会」を実施し、将来的には、都市住民（都
で暮らす子供達（家族）の友人・知人からの広がり）を対象とした交流を図りたい。

［活 動 内 容］
農業生産活動等
農地の耕作・管理（田 8.9ha）
共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路 年1回清掃、2回草刈
・道路 年2回 草刈
共同取組活動

多面的機能増進活動
景観作物作付け
・景観作物としてひまわ
りを約0.1ha作付け

農業生産活動の体制整備
機械農作業の共同化
・防除機の共同利用
（1ha 実施 目標 1ha）
共同取組活動

共同取組活動
担い手への農地集積
・若者中心にオペレーターと
して基幹的農作業(田植・稲
刈)を引き受け(面積は高齢
等による耕作不能者の状況
を考慮し4年目に協議）
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
イノシシ防護柵の補修点検
主要耕作道進入路へ開閉扉併設
共同取組活動

非農家・他集落との連携
・非農家とひまわりの植栽
共同取組活動

集落外との連携
○ 非農業者とひまわりの植栽を行い、後継者を育成する面で、都会で暮らす子供達（家族）と集
落との交流を目的に「ひまわり交流鑑賞会」を実施し、将来的には、都市住民（都会で暮らす
子供達（家族）の友人・知人からの広がり）を対象とした交流を図る。

４．取組による変化と今後の課題等
2 期の共同取組活動で得た、集落の共同で活動することへの「気づき」を大切にし、集落
営農組織設立へ向けた協議も必要となってくる。また中山間地域へ対する農業施策を有効に活
用し、効率的な営農活動を目指す。
担い手不足は否めない状況下の中、高齢者は高齢者なりの健康づくりと併せた営農活動を展開
し、「生涯現役・ピンピンころり」の集落づくりを実施する。
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平成20年度までの主な成果］
（参考；下記は、平成21年度までの取組目標）
○ 若者を中心とした共同所有の防除機による共同防除の実施
（当初0ha、目標1ha（協定農用地面積の10.6％）
）
○ ひまわりの植栽を行い、非農業者を交えた「ひまわり鑑賞会」を実施

（非農業者 2 名、協定参加者数 15%)
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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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＜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
協定面積
4ha
交付金額
83 万円

協定参加者

は ま だ し うしろだに

島根県浜田市 後 谷
田（100％）
水稲・野菜等

畑

草地

採草放牧地

個人配分
共同取組活動
（54％）

46％
3％
29％
22％

役員手当
鳥獣害防止対策・水路、道路管理費
農用地の維持・管理費

農業者 7 人

２．取組に至る経緯
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。
３．取組の内容
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。

耕作放棄地

復旧作業
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復旧後

[集落の将来像］
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。

「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。

[将来像を実現するための活動目標]
○個人所有の防除機を借り上げ、共同防除の強化を図る。
○耕作放棄地を田に復旧し、景観形成作物を植え付け管理する。
○施設の長寿命化を図るため、水路の補修を実施する。
○親子での農作業の推進を図る。(基幹的農作業のうち、できる範囲から取り組む)

［活動内容］
農業生産活動等
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）、
草刈り（年２回）、改修
（100m）
・農道：草刈（年２回）
共同取組活動

多面的機能増進活動
景観作物の作付け

機械・農作業の共同化

（コスモス 0.3ha）

現状：個別対応

共同取組活動

目標：2ha の共同化
（防除）

加算措置

共同取組活動

多面的機能の持続的発揮
耕作放棄地の復旧
（0.3ha を田に復旧）
共同取組活動

農地の裏面の定期的な点
検

農業生産活動の体制整備

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

随時
共同取組活動

３．取り組みによる変化と今後の課題等
後期の制度が平成２１年度で終了することとなるが、制度の継続は別とし、２期の
対策で得た共同取組活動への参加意識の高揚を「集落の基礎体力アップ」と捉え、様々
な地域活動、営農活動へと結び付けていきたい。
また制度創設時に比べ、高齢化に拍車が係る状態が続いていることに加え、農産物
価格の低迷など農業を取り巻く情勢は一層厳しくなることが予想されるため、特に小
規模な本協定集落等は他協定との統合、連携を視野に入れた活動を展開するとが必要
となってくる。
［平成20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。
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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
協 定 面 積
25ha
交 付 金 額
461万円

協定参加者

に た ぐ ん おくいずもちようま ば せ

島根県仁多郡奥 出 雲 町馬馳
田（100％）
畑
水稲
個人配分
共同取組活動
役員手当
（60％） 共同防除費用
共同機械購入・燃料費等
積立等
農業者 42人、 非農業者8人

草地

採草放牧地
40％
4％
7％
35％
14％

２．取組に至る経緯
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、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年度からの２期対策では協定を統合する
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。
３．取組の内容
・限界的農地0.4haについて、平成19年に共同活動として林地化作業を行った。
また、下流部にあるため池の浄化作業も合わせて実施し、林地化による水源涵養機
能の強化及びため池の洪水調整及び防火水利としての機能回復を図った。

植林後の棚田

下流域にある農業用ため池
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［集落の将来像]
○山間部の谷地田が大部分を占める集落であり、今後農業を継続するには集落での共同作業が必要不可
欠であり、農家、非農家との連携による集落環境の維持保全に努めるとともに共同機械を有効活用する
ことによって労働力配分の平準化を目指す。

［将来像を実現するための活動目標]
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。
［活

動 内 容］
農業生産活動等

農地の耕作・管理（田25ha）
限界的農地の林地化(0.4ha)

多面的機能増進活動
周辺林地の下草刈り
個別対応

共同取組活動･個別対応
農家･非農家の一体的活動
水路・作業道の管理
水路：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)

農業生産活動の体制整備
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

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

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(10.4km)

農地法面の定期的な点検
集落内担い手を中心

共同取組活動

集落外との連携
○２期対策から２自治会（４集落）が統合して協定に取組み、連携を行っている。

４．取組による変化と今後の課題等
・限界的農地の林地化による水源涵養機能により下流域への土砂流出を防止し、下
流にあるため池の貯水量が増えることにより農用水が安定して確保できる。
［平成20年度までの主な成果］
○ 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槽としての役割
○ 担い手への作業委託（収穫:当初15ha、目標17ha、H20実績18ha）
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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
お お だ し いりこく

市町村･協定名 島根県大田市入石
協 定 面 積
田（100％）
18ha
水稲・野菜
交 付 金 額 個人配分分
379万円 共同取組活動分
（50％）
協定参加者

畑

草地

役員手当
農業生産活動体制整備費
鳥獣害防止対策・水路、道路管理費
農業者23人、非農業者7人

採草放牧地
50％
1％
47％
2％

２．取組に至る経緯
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
条件が厳しい。
こうした厳しい営農条件を克服し、農業の担い手の確保や農作業の共同化、農地の集積
等を進め、農作業の効率化を図るため中山間地域等直接支払制度に取り組むこととなった。
３．取組の内容
耕作放棄地の復旧に取り組み、再生された農地でもち米の栽培を行っている他、平成 20
年度の実績で交付対象農用地約 18ha のうちおよそ 22％にあたる 4ha において農作業や機
械の共同化を進めるなど、集落の共同取組活動を活発に行っている。
また、毎年４月さくら祭りを開催し、バーベキューをするなどして協定参加者と非農業
者との交流を図っている。

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。周辺は十分注意す
る。

［集落の将来像］
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。
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［将来像を実現するための活動目標]
○ 後継者の育成と農作業の集約化による農地の保全。
○ 高齢者の労働力を活用する農業・農業生産体制の確立。
［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 18.0ha）
共同取組活動、個別対応

周辺林地の下草刈り

機械・農作業の共同化

・約 0.5ha、年１回

（農業用機械の共同利用を

共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路 3.0km 年１回清掃、
草刈り
・道路 2.5km 年１回草
刈り
共同取組活動

農業生産活動の体制整備

4.1ha 実施、目標 3.0ha）
共同取組活動

景観作物の作付け

非農家との連携

（コスモス 0.1ha）

（協定外参加者 42 名が参

共同取組活動

加し、交流会を実施）
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、個別対応

加算措置としての取組等
耕作放棄地復旧加算
・ 耕作放棄地 0.5ha を復旧し
もち米を栽培

集落外との連携
○４月に桜祭りを開催し、バーベキューを行うなどして協定参加者と協定外参加者との交流を図っている。

４．取組による変化と今後の課題等
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め、現
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。
今後は担い手の育成や機械の共同化を進めつつ、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。
［平成20年度までの主な効果］
○堆きゅう肥の施肥
○無人ヘリ防除（H20実績0.6ha）
○担い手への農地集積（H20 実績 1.0ha）
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＜基礎単価（８割単価）協定の事例＞

○身の丈にあった活動で集落の現状維持を
１．集落協定の概要
お お ち ぐ ん みさとちょう む ら の ご う ２ しゅうらく

市町村･協定名 島根県邑智郡美郷町村之郷２ 集 落
協 定 面 積
田（100％）
14ha
水稲
交 付 金 額 個人配分分
246.4万円 共同取組活動分
（70.9％）

畑

草地

採草放牧地

集落各担当の活動に対する経費
研修費
耕作放棄対策費
事務費

0.5％

多面的活動費（共同防除費）
協定参加者

農業者

29.1％
1.8％
0.8％
31.1％
36.7％

２６人、生産組織 １組織（共同防除組合）

２．取組に至る経緯
集落内において高齢化が進み、また後継者不足のなみが押しよせ、農業生産活動の維持
が困難となったことから、まずは現状の活動を維持することに重点を置き、将来的にこれ
らの諸問題の解決策を模索することを目的とした。
３．取組の内容
高齢化・後継者不在等の理由により防除を行うことが困難な農家が多くなったため防除
組合を結成した。今までばらばらであった品種の確定（ｺｼﾋｶﾘ･ﾊﾅｴﾁｾﾞﾝ・ﾓﾁ）をし、品種に
おける団地化・田植え時期の統一をはかり、一斉に同時期に行うことにより経費（移動時
間・労力）の節減・良質米の向上を図った。
不在地主農地・既耕作放棄地の管理のため、農地をはじめ隣接する道水路の草刈り耕起
を行うことにより荒廃する事を守る事ができた。また景観作物としてそばを栽培し、可憐
なそばの花を楽しみ、さらには集落全体でそば打ち体験・餅つき大会として収穫祭を行い、
独居世帯・集落出身者（の関係者・知人を含む）との交流を図った。
前述したように個人では水稲の作付けは勿論のこと転作を行っていくこともおぼつかな
くなり、これまでの体制では荒廃地は増え続け、さらに鳥獣害を避けるためには人間が檻
（電柵）の中で生活する事になり、Ｕ・Ｉターンを望むどころか集落そのものが消滅して
いくのではないかと危惧されたため全戸に呼びかけ集落営農に対する先進地視察を始め・
各種研修を行った。そして平成２０年１１月には農事組合法人を発足させた。
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［集落の将来像］
当集落は美郷町の最端部の山間地に位置しています。農家は点在し、かつ、高齢化は進みＵ・Ｉターンも
望めない地域であり、日常生活はもとよりこれからの農業維持・農地保全に誰もが不安を抱えていることか
ら地理的条件等の理由から集落全戸には至らなかったが１８戸が参加する農事組合法人が２０年１１月に発
足した。法人では儲かる農業を目指すというよりも第１に農地を守る。第２に特に女性・高齢者の働き場所
づくり第３に法人に加入した農家、しなかった農家とも今まで通りのつきあい・他集落（出身者）都市交流
のコミュニティを目指している。

[将来像を実現するための活動目標]
○集落協定の確認
集落協定締結により、集落全体が活性化すべく話し合いを進め集落内活動を継続していく。
○ 耕作放棄地発生地の防止対策
Ｈ１７年から５年間は、不在地主農地については協定事業として草刈り・耕起を行う。個人分については、
各人が努力を行う。やむを得ない事情が発生した場合には、不在地主と同様に協定事業として取り組む。
○農業施設（農道・水路）の管理
農道の管理は関係者で管理を行う。水路については春先及び定期的に関係者全員で草刈り・土砂上等を行う。
農道・水路ともに小規模改修については関係者で、大規模改修及び災害の場合には関係機関の指導・協力を
得、実施する。
○特に猪による被害防止のため、関係者で電気柵の設置を行い農地を守る。
○良質米の生産
７月を中心に（集落）一斉草刈り期間と定めカメムシ対策を行う。共同防除を進め、特にカメムシ防除が適
切な時期に行えるよう、田植え時期の統一及び防除班員の安定確保に努める。
［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 14ha）
共同取組活動

景観作物作付け
・景観作物としてそばを約
１ha 作付けた

水路・作業道の管理
・水路 年 1 回清掃、草刈
り
・作業道 年 1 回草刈り

機械農作業の共同化
・共同利用を9.5ha実施、目
標12ha
共同取組活動

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収穫
作業を9.5ha委託。目標12h
a

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回及び随時
共同取組活動

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
話し合いの場が増え、何事にも欠席がちであった高齢者世帯も積極的に参加するよう
になりコミュケーションを図ることができるようになり集落内が活性化してきた。また、
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出身者（不在農家や後継予定者）から農地を守って貰えると感謝の声が聞かれるように
なった。(しかしながら出身後継予定者は帰農し、家の面倒を見なければならないという
義務感はさらに薄れてきているのでは・・・)
しかし、依然として新規就農者は見あたらず、現加入者のままで進むことが想定され
ることからますます高齢化は進み現役員（50 代前半～60 代前半）よりも若者はいないた
め如何にして後継者作りを行うかが最大の課題である。

集落内の諸問題解決に向けた話し合い
及び取組
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遊休農地の有効活用（そばの作付け）

＜多面的機能の増進活動に特徴がある事例＞

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
協定面積
16ha
交付金額
253 万円

協定参加者

い い し ぐ ん いいなんちょう

うやま

島根県飯石郡 飯 南 町 宇山
田（100％）
畑
水稲
個人配分
役員手当
道路・水路管理費
共同取組活動
（91％） 農地管理費
積立等
農業者 16 人、生産組織 1

草地

採草放牧地
9％
9％
12％
32％
38％

２．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）が兵庫県伊
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。
くさ

じょう

また、地域では「草の 城 」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、近畿圏で３０名、
広島県で１５名、東京で６名が会員となっており、各地域に世話人もいるため、今後
も拡大が見込まれている。
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。
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都市住民を交えて蕎麦打ち教室

水仙の植え付け

[集落の将来像]
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。

［将来像を実現するための活動目標］
○耕作放棄地防止活動
○水路・農道等の管理
○多面的機能増進活動
○共同機械・施設利用
［活動内容］
農業生産活動等
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

多面的機能増進活動

農業生産活動の体制整備

特定農地貸付事業等に

集落を基礎とした営農

よる都市住民との交流

組織の育成

（約 77a）

現状：16ha

共同取組活動

目標：16ha
共同取組活動

景観作物の作付け
水仙（0.6ha）
共同取組活動

農地法面の定期的な点検
個別対応
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[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。

３．取組による変化と今後の課題等
第二期対策の途中において広島県の「里山の自然を愛する会」との交流が始まった。こ
の取組は主に「草の城」が主体となって、取組んでいる。今年の交流は新聞に取り上げら
れるなどされ、米の購入についても各地に世話人が出来、ますます販路の拡大が見込まれ、
さらに交流に広がりが出来る見込である。
宇山集落は水稲の採種面積が約９ｈａあり、そのことが農業法人化への関心希薄化に繋
がっている。
この集落では早くから機械の共同利用等の取組がなされているが、法人化への気運が高
まっていない。これからも話合いを進めて農業所得の安定を目指される予定である。
［平成 20 年度までの主な成果］
○伊丹市民との民間レベルでの交流。
○里山の自然を愛する会との交流。
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＜多面的機能の増進活動に特徴がある事例＞

○棚田を活かした地域づくり
１．集落協定の概要
かのあしぐん よ し か ちょう お お い だ に

市町村･協定名

島根県鹿足郡吉賀 町 大井谷

協 定 面 積
7.4ha
交 付 金 額
143万円

田（１００％）
畑
水稲
個人配分分
多面機能増進活動
共同取組活動分
（50％） その他
農業者１５人
非農家６人

協定参加者

草地

採草放牧地
50％
44％
6％

２．取組に至る経緯
平成１０年に棚田地域振興座談会（棚田を考える会）が開催され、これを契機に棚田
たすけ

保全を含めた地域振興を行うため地元住民による「助 はんどうの会」が結成された。
平成１１年度からは棚田オーナー制度を導入し、都市住民との交流を積極的に行い、
平成１２年度には棚田トラスト制度も実施するようになった。
こうした中、集落では協定を締結し、これまで実施してきた多面的機能の増進と地域
の活性化をさらに進めることとした。
３．取組の内容
棚田オーナー・トラスト制度と「大井谷棚田まつり」の取り組みによる都市住民との
交流を深めている。特に協定参加者全員が運営等に携わり、集落一体化した取り組みと
なっている。
また、棚田で栽培された米についてはその味に定評があり、独自の基準を設定した特
色ある栽培米を「大井谷棚田米」として販売している。
棚田オーナー・トラスト制度に参加している都市住民に対しては「大井谷たなだだよ
り」を発行するなど、大井谷の棚田を通して農業に対する理解を深めてもらい、棚田保
全や農業をはじめ森や川などの環境について一緒に考え、都市と農村がともに力を合わ
せていけたらという活動を行っている。

棚田まつりでの新米すくい取り

棚田オーナーによる収穫作業
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［集落の将来像］
大井谷の宝は、６００年前から営々と築かれてきた棚田であり、その美しさは日本の「棚田百選」にも認
定された。棚田の保全には、地域住民のみならず、棚田オーナーをはじめとして地域外からも強い関心と期
待が寄せられており、大井谷集落の将来は棚田保全を抜きに語ることが出来ない。周囲の里山の豊かな自然
と水を生かしながら、限られた土地で持続的な生産の営みを続けてきた棚田。地域内外の人々の協働により、
棚田の美しさ・尊さを守り、受け継ぎ、広め歩み続けていく集落づくりを推進していきます。

［将来像を実現するための活動目標]
○総合的な農地保全活動
○都市及び学校との交流
○集落営農による農地の管理
［活 動 内 容］
農業生産活動等
農地の耕作・管理（田6.8ha）
個別対応

多面的機能増進活動
周辺林地の下草刈り
（年1回）
個別対応

農業生産活動の体制整備
高付加価値型農業の実践
・特別栽培米
・地場農産物等の加工・販売
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路 年３回
清掃、草刈り
・道路 年３回 草刈り

棚田オーナー制の実施
（２５区画・２５組）

共同取組活動

共同取組活動

都市との交流
・棚田まつりの開催
・非農家との連携
共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（随時）
個別対応

集落外との連携
○小学校との連携により、毎年児童がオーナーとなり総合学習の一環として農業体験を行いながら、自然
生態系の保全を含めた学習を行い、交流を深めている。

４．取組による変化と今後の課題等
オーナー制度の実施により定期的に集落を訪れる都市住民があり、交流人口の創出と
地域の活性化が図られている。特にこの取り組みにより、農産物生産と地域の財産（農
地・棚田）を守る意識の向上につながり、また都市住民にとっても農業などに対する理
解や意識の向上が図られている。
また、棚田保全などの活動が評価され、「美しい日本のむら景観コンテスト」はじめ
様々な賞を受賞している。
［平成20年度までの主な効果］
○棚田オーナー制度の充実による地域の活性化
・都市住民との連携、小学校との連携
○都市住民との交流による地域の活性化
・棚田まつりの開催の定着化（非農家との連携）
○ 地場産農産物の加工・販売による地域の活性化
・大井谷棚田工房を設立し、地域の農産物の加工販売に取り組む
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＜多面的機能の増進活動に特徴がある事例＞

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

お き ぐ ん お き の し ま ち ょ う みなと

島根県隠岐郡隠岐の島町 湊

協定面積
4.9ha

田（100％）
水稲・牧草・そば

交付金額
103 万円

個人配分

協定参加者

共同取組活動
（10％）

畑

草地

採草放牧地
90％
3％
1％
6％

役員手当
研修会等
道・水路管理費

農業者 21 人

２．取組に至る経緯及び内容
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。

収穫に喜ぶ子どもたち

機械の使い方を教わる

[集落の将来像]
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。
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[将来像を実現するための活動目標]
○地元の中村小学校と連携し、子ども達に農業生産活動を通じて学ぶ機会を設ける
○機械・施設の共同利用の推進
○担い手への農作業受委託の推進
○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
○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
農地の耕作・管理
田 4.9ha
共同取組活動・個別対応

多面的機能増進活動
景観作物の作付け
約 0.2ha：そばを作付け
共同取組活動

農業生産活動の体制整備
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

水路・作業道の管理
・水路 800m：定期的な清
掃、草刈り
・道路 500m：定期的な草
刈、簡易補修
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小学校
児童（３～６年生２５名程
度）等が学習する。
共同取組活動

農地法面の定期的な点検
個別対応

[集落外との連携]
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。

３．取組による変化と今後の課題等
地域の学校と連携した取り組みを継続してきたことで、学校の年中行事の一つとし
て稲作の体験学習が行われている。高齢化の進む集落ではあるが、子ども達と一緒に
農作業を行うことで、子どもたちからパワーをもらい営農を続けている。
今後は、「地域を大切にする子ども」が一人でも増え、次世代に美しい水田環境を
残し伝えていくために、この様な取り組みを継続・発展させていく必要がある。
［平成20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。
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＜多面的機能の増進活動に特徴がある事例＞

○地域の交流の場をめざして＜アイガモが愛らしい田園風景＞
１．集落協定の概要
お き ぐ ん あ ま ち ょ う ひがし

市町村･協定名

島根県隠岐郡海士町 東

協 定 面 積
43 ha

田(88%)
38

交 付 金 額
258万円

個人配分分
共同取組活動分
（56％）

協定参加者

農業者

畑（12％）
5

草地

水路・農道の管理
農業生産活動等の経費
集落協定の管理体制における担当者の活動報酬

採草放牧地
44％
19％
33％
4％

56人

２．取組に至る経緯
東集落は、海士町の中央部にある穀倉地域であり、多くの耕作者が他地域からも入って
いるため、集落協定を結ぶにあたっては、他地区の農業者とも連携を取る必要があった。
３．取組の内容
① アイガモ有機栽培の拡充
海士町有機米研究会のメンバーが耕作している圃場が多くあり、子供やお年寄りが
散歩コースや交流の場としていることから微笑ましい姿が見られる。
② レンゲの種付け
従来から緑肥としてレンゲの種付けをしており（約１ha）、今後もそれを継続して
いくように取り組んでいく。また、この景観は望ましい景観形成として住民や来訪者
の心を和ます役割もある。

一面に広がるレンゲ

田んぼへ広がっていくアイガモたち
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［集落の将来像］
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に集落作りを推進します。
集落の高齢化が進む中、以下の目標をもって取り組みます。
1． 集落内の農地を守るため、集落担い手へ農地の集積を推進します。
2． 水路、農道等において集落で共同利用している施設の管理については、農業者を越えた話し合いを行い、
集落全体の問題として進める。
3． 農地周辺における農村景観を阻害する雑草・雑木の除去について水路、農道等の管理と同様に進める。

[将来像を実現するための活動目標]
○集落担い手へ農地の集積
○施設の共同化
［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38ha）

景観作物作付け
（レンゲ1ha）

共同取組活動

共同取組活動
水路・作業道の管理
･水路6.7kmを年２回清掃・
草刈り
･道路2.4kmを年２回 草刈
り
共同取組活動
農地法面の定期的な点検
（年２回及び随時）
共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等
昨今の燃油・肥料・飼料の高騰から、農家所得の減少に伴う農業経営維持が深刻化し
生産意欲が減退している中、当交付金は生産意欲の持続ということに多大な効果を発揮
している。当交付金の交付により集落内の農村環境整備について話し合いが行われるよ
うになり、協定対象農用地内の施設について集落共同活動として取り入れられる部分が
増えてきた。また、農業者が行っている水路・道路の管理に加え、集落全体活動も行う
ようになり農村環境の維持につながるという効果が見られてきた。本町における離島で
の限られた農用地の中で、単に農地を守るということだけでなく農業者の生産意欲の向
上に併せて、農村環境の維持にも効果が発揮されてきたのではないかと思う。今後町と
して、農業者の高齢化に伴う離農者が増加していく見通しであることから、協定集落内
の担い手集積化が進んでいくものと思われる。それにあわせて、新規就農者による担い
手の確保についても必要だと考える。
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[平成 20 年度までの主な成果]
○水路・作業道の管理
（水路6.7kmを年2回清掃、草刈り、道路2.4kmを年2回 草刈り）
○景観作物としてレンゲを約1ha作付けた。

- 66 -

＜集落間の連携、統合に特徴のある協定の事例＞

○自治会組織の枠を越えて協定締結
１．集落協定の概要
市町村･協定名
協 定 面 積
44ha
交 付 金 額

604万円

協定参加者

に た ぐんおくいずもちようしもあいほ んごう

島根県仁多郡奥出雲 町 下阿井本郷
田（100％）
畑
草地
水稲
個人配分
共同取組活動
○役員報酬等
（52％）
○ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ実現のための活動
○鳥獣被害防止、水路・農道の維持管理活動
○農用地の維持管理活動
○その他（研修会・会議費等）
農業者 50人、水利組合 4組織 農業生産法人 １組織

採草放牧地
48％
8％
48％
16％
14％
14％

２．取組に至る経緯
中山間直接支払事業では属地主義的な団地設定が要件であったが、この地区では既
存の６自治会の農家の耕作地が複雑に混在しており、自治会単位を維持したまま協定
を締結することは困難であった。このため、関係者で協議のうえ、自治会の枠を越え
て複数集落で一つの集落協定を結ぶことになった。
取り組みの協定参加面積が４４ha、参加農家戸数が５０戸と非常に大きくなってお
り、多面的機能増進活動については画一的に１項目に限定するのではなく、幹線道路
沿いの転作田を利用した景観作物を作付けなど団地毎の個性を活かしつつ多様な取り
組みを行うことにした。
３．直接支払い制度実施を契機に農事組合法人の設立
構成自治会の一つである堀集落には直払制度実施以前から機械利用組合があり、平
成８年度には共同作業場を建設するなど積極的に集落営農を推進してきたところであ
る。また、組織の法人化についても検討されていたが、直接支払制度の実施を契機に
集落の話し合い活動が活発になったことで、Ｈ１３年３月には「農事組合法人

ほり」

として発足することになった。
発足当初は従来の活動エリア内で受託作業を中心に行っていたが、２期対策では徐
々に利用権設定による規模拡大を行ってきており、今後は農業生産法人としての更な
る体制整備を図り、協定内エリア全域での利用権設定による業務拡大を行う方針であ
る。

（農）ほりによる収穫作業
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［集落の将来像]
○ 将来予想される農家の高齢化、後継者不足に対応するため平成１３年に農事組合法人ほりを設立した。
今後集落の農地保全策として一層の集落営農の推進が必要であることから「農事組合法人ほり」を基
軸として、受託作業及び農地利用集積の拡大を図り本郷集落全体として持続的な農業生産活動を展開
する。

［将来像を実現するための活動目標]
○ 「農事組合法人ほり」を中心として集落営農の一層の推進を図り利用権の設定、作業受託の拡大を
行っていく。
○ 団地ごとに共同で防護柵を設置し農地を守る
○ 団地ごとに水路・農道の維持管理、補修を行い施設の保全を図る
［活

動 内 容］
農業生産活動等

農地の耕作・管理（44ha）

多面的機能増進活動
周辺林地の下草刈り
（約0.5ha、年1回）

個別対応
共同取組活動・個別対応
水路・作業道の管理
・水路2.9km、年3回
点検、清掃、草刈り
・道路3.0km、年3回 草刈り

集落環境美化活動
幹線道路沿いに景観作
物の植えつけ

農業生産活動の体制整備
担い手への集積化
（担い手：農事組合法人ほり）
利用集積・作業受託
2,668a（60％）実施
目標(2,849ha)
共同取組活動

加算措置としての取組等
共同取組活動

共同取組活動
土地利用調整加算(44ha)

農地法面の定期的な点検
（随時）

共同取組活動

共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等
・集落内にもう１つ集落営農組織を立ち上げ既存の農事組合法人との連携を図り、
基幹的農作業の分担化を行っていく。
・作業オペレータ等の後継者育成、高齢者や女性を含めた役割分担等により、全員
参加型の集落営農体制を展開する。
［平成20年度までの主な成果］
○ 担い手への利用集積（当初12ha、目標28ha、H20実績27ha）
○鳥獣被害防止活動 （目標1,800m、H20実績1,800m）
○環境美化活動（幹線道路沿いに景観作物の植え付け）
○耕作放棄防止活動として、集落内の遊休農地を利用した牛の放牧
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＜集落間の連携、統合に特徴のある協定の事例＞

○隣接集落と統合した集落の取組
１．集落協定の概要
市町村･協定名

ご う つ し は づ み ほんごう

島根県江津市波積本郷

協 定 面 積
田（100％）
13.1ha
水稲・野菜
交 付 金 額 個人配分分
104.8万円 共同取組活動分
（100％）

協定参加者

畑

草地

採草放牧地
0％
19％
57％
19％

役員報酬
電気柵購入経費
共同利用機械購入費
会議・研修費

2％

事務費

3％

農業者 22人、非農家5人

２．取組に至る経緯
波積本郷地区では、前期対策においては３集落協定で事業を実施してきたが、統合した
方が大きな金額となり取組の幅が広がるということで集落間の意志統一が図られ、合併を
した。
３．取組の内容
合併を機に個人配分をやめて全てを共同取組活動に充てることにした。特に高齢化で困
難になりそうな防除について大型防除機の購入を目的として行動を行うこととし、将来的
には作業受委託を主体とした集落営農組織の設立を目指している。
また、農地の有効利用を図るため、野菜等の栽培や担い手への農地の集積を行い、保全
管理地はできるだけ無くしていく。

景観作物（チューリップ）の作付け風景
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堆きゅう肥の施肥作業風景

[集落の将来像]
新協定を機に、隣接の集落と合併して事業を行っていくことにした。高齢化に伴い農作業が困難になっ
た農家の農地については、維持管理を行うだけでなく、できるだけ集落の担い手等への集積を進め、有効
利用を図っていく。
農業収入を高めるために、個人での機械の更新は避け、集落での機械の共同化について今後検討をし、
農業コストの削減を行う。特に、高齢化に伴い作業が困難になってくる防除作業については、大型の防除
機を購入し共同防除等を検討する。将来的には、農作業の受委託を主体とした営農組織の設立を考えてい
く。
また、集落内の非農家や協定外の農家とともに、農道・水路の維持管理や景観作物の作付け等を行い、
集落環境の維持管理に努める。

[将来像を実現するための活動目標]
○集落の担い手等への集積
○機械・農作業の共同化による効率化・低コスト化の推進
○集落環境の維持管理

［活動内容］
農業生産活動等
農地の耕作・維持管理
（田 13.1ha）
個別対応
水路・作業道の管理
・水路
年 2 回清掃、草
刈り
・作業道 年 2 回草刈り

多面的機能増進活動

農業生産活動の体制整備

景観作物の作付け

機械農作業の共同化

（チューリップ等）

（防除機の共同利用を今後

共同取組活動

も継続し、その他の機械に
ついても検討する。）

堆きゅう肥の施肥

共同取組活動

（希望者を中心に）

個別対応

個別対応

農地法面の定期的な点
検
（年２回及び随時）
共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等
今後とも、遊休農地発生の防止のため、共同機械・農作業の共同化を維持し、担い手へ
の集積及び農作業の委託を進める。
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［平成20年度までの主な効果］
○集落での機械の共同利用（防除）による営農の効率化・低コスト化
（当初0ha、目標1.3以上ha、H20実績5.8ha）
○耕作が困難になった農地について、担い手への集積
（当初0ha、目標1ha以上、H20実績1.8ha）
○耕作が困難になった農地について、担い手へ農作業の委託を行う。
（当初0ha、目標1.3ha以上、H20実績2.5ha）
○共同利用機械（防除機）の購入による共同防除体制の整備
○有害鳥獣防護柵（電気柵・鉄柵）を共同作業により設置
○除草作業軽減のため、防草シートへの取組み
○堆きゅう肥の施肥への取組面積の増加
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＜集落間等の連携、統合に特徴のある協定の事例＞

○集落の活性化や農業振興に向けて協定の推進
１．集落協定の概要
ま つ え し たまゆちょうおおだに

市町村･協定名

島根県松江市玉湯町大谷Ｃ

協 定 面 積
3.0ha
交 付 金 額
40万円

田（７７％）
水稲
個人配分分
共同取組活動分
（70％）

協定参加者

農業者 ５人

畑（２３％）
野菜

草地

採草放牧地

水路・農道等の維持管理、共同作業経費

30%
57%

役員報酬、その他

13%

２．取組に至る経緯
本集落は松江市の中心部より南西の方角に位置し、周囲を城床の山々に囲まれた地域
で、以前は棚田が多かったが、新島根方式を導入して圃場整備や用排水路整備を行って
きた。
平成１２年に、少子高齢化が進み担い手の減少や農地の耕作放棄が予想される将来の
集落を鑑み、評判の良い本制度を導入し、農地の荒廃防止、景観保全、農業生産の向上
等に集落あげて取り組み現在に至る。
３．取組の内容
本集落は、これまでに圃場整備や総面積 4,620 ㎡「城床ふるさと公園」が地区内に完
成して展望台、グラウンドゴルフ場、多目的広場、バーベキューが出来る休憩棟等の公
園整備に向け自治会をあげて協力するなど、様々な活動を通じて地域の強い連帯感を育
んできていたことから、本制度への取組にあたっても、集落が一体となって協定等を推
進している。
また、交付金についても、集落協定での話し合いの結果、出来るだけこれを有
効に活用するために交付額の 7 割を集落の共同取組活動に支出して、更に農業振興を図
っている。

景観作物の管理

共同取組活動で草刈り
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［集落の将来像］
・当集落では、農作業のリーダーを中心に、農用地の集積等を推進するため、農業者それぞれが積極的に
取組み、集落内農用地を将来的に守り続けていくため、以下の目標について将来も引続き取り組みます。
１．耕作放棄地の発生防止
２．共同作業の推進と農作業の助け合い
３．環境保全型農業の推進

［将来像を実現するための活動目標]
○ 耕作放棄地の発生防止
○ 共同作業の推進と農作業の助け合い
○ 環境保全型農業の推進
［活動内容］
農業生産活動等

農 地 の 耕 作 ・ 管 理
（田 2.4ha、畑 0.6ha）
個別対応
水路・作業道の管理
・水路 1.1km 年２回清掃、
草刈り
・道路 2.2km 年２回草
刈り
共同取組活動

多面的機能増進活動

周辺林地の下草刈り
・約 1.0ha、年１回
共同取組活動

農業生産活動の体制整備

機械の共同化
共同取組活動

先進地視察
共同取組活動
景観作物の作付け
（コスモス 0.1ha）
共同取組活動

農地法面の定期的な点検
（年２回及び随時）
共同取組活動

集落外との連携
○城床ウォークと言うイベントや城床公園を活用して、来園者との交流を深める。

４．取組による変化と今後の課題等
・この制度による効果は、高齢者の生きがいとしての農業への取組みや、多面的機
能の確保に大変役立っている。
・今後の課題としては、この高原地帯の良い農業環境を生かし、離農者を出すことな
く集落一体となって助け合いの農業を更に推進する事である。
［平成20年度までの主な効果］
○農道・水路の維持管理活動
○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
○耕作放棄地の発生防止や景観作物の作付け
○城床ふるさと公園等を活用して農業者と来園者の交流
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＜その他特徴のある取り組みを行っている事例＞

○小学校と連携し、アジア・アフリカへ救援米を
１．集落協定の概要
市町村･協定名
協 定 面 積
7.1ha
交 付 金 額
112万円

協定参加者

お お だ し く どせ

島根県大田市久年
田（73％）
水稲等

畑（27％）
西条柿・千両

草地

採草放牧地

個人配分分
水路・農道・ため池管理費
共同取組活動分
（100％） 堆きゅう肥施肥
稲作体験学習
事務費・役員費
積立
農業者
18人

0%
70%
10%
4%
4%
12%

２．取組に至る経緯
当地区は高齢化が進み、経営規模の小さい農家がほとんどであることから、水路・農
道の適切な管理や耕作放棄地や鳥獣被害の抑制が課題となっていた。
これらの課題に取り組む農業従事者の負担を軽減し、地域の農地を共同で守るため中
山間地域等直接支払制度に取り組むこととなった。
３．取組の内容
平成 14 年から集落内の 6.4ａの水田でアジア・アフリカ地域への支援米を作付けして
いる。これは、仁摩小学校、食・みどり・水ネットワーク、フォーラム「平和・人権・
環境」しまね、近畿中国四国農業研究センター、中国四国農政局島根農政事務所と連携
し、この活動を通じて、『食糧の重要性』や泥の感触を肌で感じながら自然と触れ合い
『農業への関心』を持ってもらうことを目的としている。
また、高齢農家が多く、防除作業が大きな負担となるため、無人ヘリコプターでの防
除作業を集落外の担い手へ委託しており、労力の省力化を図っている。今後、共同防除
面積を増やしていく予定である。

仁摩小学校と連携した稲作体験学習

担い手への防除作業の委託
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［集落の将来像］
当集落では高齢化が進み、経営規模も小さい農家がほとんどである。しかしながら、集落の農地を守るた
め、以下の活動に取り組んでいる。

[将来像を実現するための活動目標]
○イノシシ被害を防ぐため、共同で電気牧柵を設置する。
○食味向上を図るため、堆きゅう肥等散布による有機栽培を行う。
○ため池等の草刈り・清掃を他集落と連携し、維持管理を行う。

［活動内容］
農業生産活動等
農 地 の 耕 作 ・ 管 理
（田 5.2ha、畑 1.9ha）
個別対応

多面的機能増進活動
堆きゅう肥の施肥
・約 6.6ha
共同取組活動

農業生産活動の体制整備
担い手への農作業の委託
・集落外無人ヘリ防除オペ
レーターに防除作業を
3.7ha 委託

水路・作業道の管理
・水路 年 2 回清掃、草刈
り
・作業道 年 2 回清掃草刈
り

共同取組活動

共同取組活動

ため池の管理
・清掃
共同取組活動

鳥獣害防止対策
・イノシシ電気牧柵設置
（約 7.2ha）
共同取組活動

集落外との連携
○仁摩小学校と連携して、稲作体験学習を指導し、農地の提供を行う。
○食・みどり・水ネットワーク等と連携し、アジア・アフリカ地域へ救援米を送る。
○ため池の維持管理を周辺集落と行う。

４．取組による変化と今後の課題等
今後、高齢化が進み、後継者のいない農家が出てくるおそれがあることから、現在耕
作している協定農用地を守るため、協定参加者全員で水路や農道の維持管理等の共同取
組活動を進めていくができるかが課題となる。
［平成20年度までの主な効果］
○集落外無人ヘリ防除オペレーターに防除作業を3.7ha委託
○仁摩小学校５年生及び教員、保護者による稲作体験学習（田植え、稲刈り）
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＜その他特徴のある取り組みを行っている事例＞

協同活動で歩む「農地保全」対策
１．集落協定の概要
お お ち ぐ ん みさとちょう つ

が にし

市町村･協定名

島根県邑智郡美郷町都賀西

協 定 面 積
8.3ha
交 付 金 額

田（100％）
8.3
個人配分分
共同取組活動分
（100％）

146万円
協定参加者

畑

草地

役員会等会議費及び事務費
共同防除経費並びに栽培管理費並びに交流経費
水路の維持管理費及び鳥獣害防止対策経費他
農業者 ４２ 人、都賀西水路組合（構成員４５人）

採草放牧地
0
5
48
47

％
％
％
％

２．取組に至る経緯
現、都賀西集落は昔に遡ると江の川沿いに拓けた農用地がありながら灌漑用水の乏し
い土地柄で、養蚕や麦栽培等の畑作が中心でした。昭和初期に耕地の基盤整備と延長４
km 以上もの用水路が建設され稲作地帯へと変貌した土地柄です。なお、昭和５４年には
団体営ほ場整備や老朽化した水路のパイプライン化などにも取り組んできました。しか
し、近年は農業者の減少や高齢化の進行が加速化しつつあります。
また、農家の８割が 20a～30a 程度の零細規模農家で生産性の向上が望めない現状にあ
り、将来的な課題となっています。こうした現状の中で本制度の取組は、大動脈（水路）
が１本であることから地域のまとまりも良く非対象農地の農家にも均等に交付金を活用
することが話し合われ、地域全体の共同取り組み活動にのみ交付金が有効に活用されて
きています。
３．取組の内容
現在は、主に次のような取組を行ってきています。
１）共同防除に係る経費
制度の対象農用地、非対象農用地の区別なく地域全体の水稲（約 7ha）に対して、各
農家からの費用負担は一切徴収せずに共同防除作業を行っています。なお、防除員につ
いては各自治会から漏れなく選任されています。
２）水路補修等に係る経費
水路組合は、全農家が構成員であることから水路補修の大・小を問わず交付金を活用
して、毎年その補修を行ってきています。
３）実証栽培による交流活動
遊休農地を活用して、地域のイベントや保育園等の交流活動に役立てることを目的と
して、協同活動による野菜（スィートコーン、スイカなど）の実証栽培を行いイベント
等に提供してきています。
４）農用地マップの作成
島根県中山間地域研究センターが実施している「農地一筆マップ」も初期に導入し、
共同防除作業や遊休農地対策に役立てています。
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スイートコーンの栽培と園児との収穫交流

地域全体のカメムシ一斉防除

［集落の将来像］
・農地の保全を通じて女性や高齢者を活用した儲かる農業を目指した実践活動展開する。また、人的交流活
動を活発化させてコミュニティに満ちた潤いのある集落を目指す。

[将来像を実現するための活動目標]
○共同防除の継続
○生産性・収益の向上
○農業を通じた交流活動の活発化
○農地一筆マップを導入し、共同防除計画や遊休農地対策に活用する。誰もが地域の耕作状況が分かり易く
する。
［活動内容］
農業生産活動等
農 地 の 耕 作 ・ 管 理
（田 8.3ha）
共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路 8km 年 1 回清掃、
草刈り
・作業道 1km 年 1 回草刈
り

多面的機能増進活動
景観作物作付け
・景観作物としてそばを約
0.8ha 作付けた
共同取組活動

共同取組活動

農地法面の定期的な点検
・年１回及び随時
共同取組活動

鳥獣被害防止対策
・県営中山間地域総合整備
事業による鳥獣害防止柵
4.5km を平成 20～21 年度
において地元施工で整備
している。
共同取組活動
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農業生産活動の体制整備
機械農作業の共同化
・防除機の共同利用
共同取組活動

４．取組による変化と今後の課題等
交付金を戸別配分をしないで共同取り組み活動に充ててきたことは、経費の共同化に
よる理想的な運用が継続できている。その経費は共同実践活動や水路の補修費等に全額
投入され、地域全体の生産活動や交流活動に大きく貢献している。
しかし農家の減少と高齢化は避けられず年々農地の保全対策も厳しくなってきてい
る現状下で、営農組合の設立などを視野に入れる必要があるが、零細規模の飯米農家が
多いだけに高いハードルとなってくることが危惧される。
［平成20年度までの主な効果］
獣被害対策のイノシシ柵設置工事は、4.5kmの設置は個々の電気牧柵等の毎年の設置に必要な労力の軽
減化と水田を囲う防護柵の除去は農地の景観を保持する意味で特筆できる。
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＜その他特徴のある取り組みを行っている事例＞

○景勝地と調和した公共牧場の整備に向けた取り組み
１．集落協定の概要
お

き ぐんにし の しまちょう お

き

のうぎょうきょうどうくみあい

市町村・協定名 島根県隠岐郡西ノ島 町 隠岐どうぜん 農 業 協 同 組合
田

畑

草地

採草放牧地（100％）
放牧

協

定

面 積
316ha

交

付

金 額 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
316万円 活用

２．取組に至る経緯
当町では、以前より農家戸数の減少及び高齢化等により、旧来からの畜産農家による
牧野の維持・管理が難しくなってきていることから、隠岐どうぜん農業協同組合に維持
管理を委託していた。
この管理に直接支払交付金を用いて、より一層の牧場整備を行うことが、当町の重点
的課題解消の一助となると考え、直接支払制度を導入することとした。
なお、放牧風景は、格好の観光スポットでもあることから、農用地の保全を目的とし
た当該制度と利害が合致することも制度導入の要因となった。
３．取組の内容
当町は、約 2,300ha の公共牧場を有しており、これらの牧道・牧柵等の整備を積極的
に行い、生産性の高い畜産経営の育成と低コストかつ安定的な畜産物供給体制の確立を
目指している。
直接支払交付金を活用することによって、従来から使用されていて老朽化した牧柵
の補修及び新規牧柵の設置作業、雑灌木や牛馬の食べない雑草の除去などを積極的に行
い、効率的な牧野管理が可能となった。

景勝地を維持する牛馬の放牧

景勝地を維持する牛馬の放牧

［平成20年度までの主な成果］
○牧柵の補修等による牧区整備（4,900m）
○雑草・雑木等の除去による荒廃地の復旧（12.5ha）
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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） ０８５２－２２－６４１８
（ＦＡＸ） ０８５２－２２－５９６８

