
○ 当地域は昭和58年に団体営でほ場整備事業が実施され30年が経過し、施設の老朽化が進んでいる状
況にあり、また地域の高齢化も問題となっている。

○ 地域の特産品としてそばを栽培していたことから、遊休農地を活用し、景観作物としてそばを作付け。そ
ばの開花時期には見学者が訪れるなど、地域のＰＲ活動の一環となっている。

○ 地域でとれたそばを境地区生産者組合が経営する蕎麦屋「紅そば亭」で提供したり、加工販売するなど、
地産地消や６次産業化の取組も広がっている。

境地区協議会（岡山県美咲町）

地域の現状 遊休農地を活用した取組 取組の広がり

【地区概要】
・取組面積 48ha （田 48ha）
・資源量

開水路 3.8km、農道 10.8km、
ため池 5カ所

・主な構成員
境地区生産者組合、自治会

・交付金 約４百万円（H26）

棚田での営農で日常管理に苦慮

○平地部では、ほ場整備後30年が経過、用
配水施設の老朽化が進んでいる。

○整備されていない棚田も含まれる地域で
は日常の管理に苦慮する現状にある。

○活動開始前には遊休農地等が30ａ程度あ

り、地区の共同活動で、そば栽培に取り組
むこととなった。

○遊休農地を利用した蕎麦の栽培により,開
花の時期はカメラマンや見学者が訪れたり、
報道関係にも取り上げられるなど地域の
PRとなっている。

○そばの栽培は景観作物としてだけではなく
収穫の時期にはそば祭りも開催し盛況。

○生産組合の「紅そば亭」の運営では年間1
万人の集客効果があった。

○地元でとれたそば、野菜等を加工販売す
ると共に特産品の開発も進めている。

○他の地区と共同の植樹では3,000本の桜

の木を植樹し桜の会から表彰もされてい
る。

紅そばの栽培
（品種：

高嶺ルビー）

そばの加工品

そばのかりんとうそばのクッキー 紅そば饅頭

地域を盛り上
げる
“そばまつり”

そば屋の経営

そばの開花

農地維持支払
資源向上支払（共同）

遊休農地等の活用で地産地消９―１



 
   

     
 

  
 

  
  

 
  
  

○ 本対策取組前は、地域において環境に関する意識が薄れており、ニゴロブナは絶滅寸前になっていた。 
○「魚のゆりかご水田プロジェクト（田んぼと琵琶湖との連続性を保つために排水路に魚道を設置し、田ん
ぼに魚が上ってくる取組）」を実施するとともに、これを活用して地域活性化に向けて取組。 

○ 教育機関と連携し、出前授業や勉強会を開催。琵琶湖の環境や湖魚を守り育てる環境、環境に優しい
米作りの重要性と生き物の魅力などを伝えている。また、 都市農村交流の取組にも積極的でオーナー
田における田植えや、生き物観察会、稲刈りなどのイベントも開催し幅広く展開。 

○ 魚のゆりかご水田米（商標登録済）を活用した6次化産業にも取り組む。 

せせらぎの郷（滋賀県野洲市） 

魚のゆりかご水田プロジェクト 地域における課題 

○ 本対策取り組み前は、地域の環境

に関する意識が薄れており、ニゴロ
ブナは絶滅寸前になっていた。 

  

○ 排水路の浚渫等にも取り組むこと

ができず、暗渠排水も機能を維持
することが出来なくなっていた。 

  

○ 地域において、田んぼでの様々な

経験を次世代に伝えていきたいと
いう思いがあった。 

  

○ 持続可能な取組とするため、環境

と経済を両立させることが課題と考
えていた。 

産品のブランド化への取組 教育機関との連携 
都市農村交流 

 

 

 

○ 地域ぐるみの自主施工により魚道を
設置。これによりニゴロブナが復活。 

  

○ 魚のゆりかご水田において、地域の
子供たちと魚の観察会を実施。 

  

○地域活性化や、地域をつなげるシン
ボル的な存在に。 

○魚のゆりかご水田において、オー
ナー田制度を導入し、田植えや稲
刈り体験を実施。 

 
○ 小学校の出前講座や他地域の

高校の研修、琵琶湖とゆりかご水
田ツアー等も実施。 

○環境と経済の両立を目指して、
魚のゆりかご水田米を活用した
６次産業化に取組。 

 
○東京ＪＡマルシェでの啓発・普
及等を実施。 

東京ＪＡマルシェでの啓発・普及 

魚のゆりかご水田米の販売 
オーナー田における田植え 

出前授業、高校の研修 地域ぐるみで魚道づくり 

魚のゆりかご水田 

【地区概要】 
 

・取組面積 46ha （田 46ha） 
 

・資源量 
   開水路 5.0km、農道 4.3km 
 

・主な構成員 
   農業者、自治会、憩いの会、 
  消防団、幼稚園PTA、小学校PTA、 
  子供会 
 

・交付金 約４百万円（H26） 
  

写真のような整備済水田では
魚は田んぼに遡上出来ない 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

   魚のゆりかご水田を活用した多様な取組による地域活性化 ９―２ 



○ 当地域は50年前に県営ほ場整備事業が実施されてから施設の老朽化が著しく、地域で用水を巡って、も
め事が度々起こっていた。 

○ 平成19年度から農地・水保全管理支払の取組を行う事で話し合いの場が増え、用水の問題も、市の補助
事業等を活用し給水施設や用水路の分水施設を補修することで、用水を公平に配水出来るようになり問
題を解決できた。 

○ また、取組を通じて地域間の繋がりが深まったこともあり、平野部のほ場では中心経営体に農地を集積。
棚田で栽培する水稲は「名水米 とどろき」というブランドを立ち上げ、裏作のそばでも生産・加工・販促に
より農業の体質強化を目指す。 

宇良地区環境保全の会（長崎県諫早市） 

地域の状況 施設の整備 活動の効果 

【地区概要】 
・取組面積  60ha 
  （田 43ha、畑 17ha ） 
・資源量 
   開水路 13.4km、農道 2.3km、 
      ため池 1カ所 
・主な構成員 
    農業者、土地水利組合、自治会、 
     婦人会 
・交付金 約５百万円（H26） 
  

棚田で 
ブランド米の栽培 

○ 棚田と平地の地区が混在した地区で上
流の棚田では用水不足、耕作放棄、下流
では施設の老朽化が問題となっている。 

○ 施設の老朽化を農地・水の取組とその
他事業により整備。 

 
○ 耕作放棄地に繁茂した竹等を除去し
耕作放棄地を解消。 

○ 水稲のブランド化「名水米とどろき」 
 

○ 耕作放棄地も含めそばの植栽範囲の拡大。 
 

○ 蕎麦は製粉業者との連携により、地域性
のある性状の蕎麦であることを前面に出し６
次産業化の取組を開始。 

給水施設や分水
施設の整備 

農地・水の活動で
耕作放棄地を解消
し、そばを栽培  蕎麦を使っての6次産業化 

ブランド米 
「名水米 
   とどろき」 

平地では農地を 
集積する取組 

う ら 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

地域の特産品のブランド化 ９―３ 



○ 当会の位置する尾張旭市は、名古屋市に隣接する住宅都市で、農家数は総世帯数の１％程度。江戸時代から伝
わる農業用ため池の「濁池」や用水路の江ざらいは４つの農業者組合で行い、農地周辺の草刈り等は地元自治会
やボランティアグループが実施してきたところ、農業者と非農業者が連携し、濁池を次世代に伝えていきたいとの地
域住民の思いが一致し、活動組織を設立。 

○ 市民ボランティア団体や自治会がスクールボランティアとして色々な学校行事に関わっていたこと、平成１８年に
愛知県が実施した「学童によるため池調査」で、小学校の児童から濁池に対して「水をきれいにしてほしい」、「ゴミ
をなくしてほしい」などの意見が寄せられていたことから、濁池を農業用ため池としての歴史や役割を学ぶ教材とし
て児童を対象に出前講座を開催。 

○ また、小学校や通学路近くの遊休農地にコスモスを植栽し、子供たちを招待。子供たちを巻き込んだ活動を展開し、
濁池や農業用水を守る。 

濁池地域環境保全の会（愛知県尾張旭市） 

「濁池」や農業用水を中心
とした活動 

遊休農地にコスモスを 
植栽 

子供たち・地域住民に 
活動等を紹介 

【地区概要】 
・取組面積12ha 
  （田8ha、畑4ha） 
・資源量 
   開水路6.0km ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ1.2km、 
   ため池1箇所 
・主な構成員 
    農業者、非農業者、農業者組合、 
   自治会、JA、市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体、 
   土地改良区 
・交付金 約50万円（H26） 
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出前講座受講学童人数（人）の推移 

小学校や通学路の 
近くの遊休農地 
９．５aを復旧し、 
コスモスの種蒔き。 
（３リットルの種） 
３０名の住民が活動 
に参加。 

 また、出前講座については、平成19年度は小学４年生 
を対象に実施。２０年度は校長が活動組織に出前講座の 
開催を呼びかけて、４年生と５年生を対象に実施。５年生 
は２年目の受講であり、水源涵養などより高度な内容 
の授業を受けた。 

【小学４年生を対象に行った出前講座】 
木曽川上流にある牧尾ダムから木曽川を経由して濁池に通
水されるまでの愛知用水の役割や水の大切さについて講義。 

満開のコスモス 
畑に子供たちを 
招待。 

 本地区では、中学校祭や市民祭でパネル展示を行うなど 
積極的に広報活動に取り組んでおり、さらに多くの学校や 
地元の人々と連携をしていきたいと考えている。 

農業祭に出展 地元の公民館祭に出展 
【濁池の草刈作業】 
「濁池を次世代に伝えていきたい」という地域住民の思いが
一致。 

にごりいけ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 

     世代を越えたため池、農業用水を守る取組 １０－１ 



○ 三重県四日市市の北小松町では、地域住民の世代間の交流を深めたいとの想いから、Ｈ１７年より「三世
代交流水田」での米づくりを実施。 

○ Ｈ１９年に農地・水・環境保全向上対策に取り組むに当たっても、この三世代交流水田での米づくりを農村
景観向上活動の「景観形成・生活環境保全」として位置付け、継続的な活動が展開されている。 

○ 三世代交流水田での米づくりは、地域の子供会（児童と父兄）と老人会が連携し、手植え、鎌による刈取り、
足踏み式脱穀機による精米といった旧来の農法を用い実施している。 

○ 活動組織では、この活動を通じて地域住民の世代間交流が深まるとともに、子供達を含む地域住民に農
業や環境の大切さを伝えていきたいと考えている。 

緑ゆたかな北小松をまもる会（三重県四日市市） 

田 植 ［５月］ 稲刈り・脱穀 ［９月］ 餅つき大会 ［１０月］ 

【地区概要】 
・取組面積 17.0 ha 
  （田 16.7 ha、畑 0.3 ha） 

・資源量 
   開水路2.8 km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ1.9 km、 
   農道11.5 km 

・主な構成員 
   農業者、農事組合法人、自治会、 
   女性会、子供会、他７団体 

・交付金 約80万円（H26） 
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子供会の児童と老人会総勢５５名
が一緒になって、昔ながらの手植
えにより田植え 

子供会の児童ら４５名が老人会の
指導のもと、鎌により手刈した稲
を足踏み式脱穀機により精米 

秋の大祭で、収穫した餅米を使い
交流餅つき大会 

きたこまつ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 

     「三世代交流水田での米づくり」で住民交流 １０－２ 



○ 本地域では、平成19年から活動組織を立ち上げ、アイガモ農法による稲作体験、広島市や大阪府の子ど
もたちも交えた田植え交流会や収穫祭、小学校低学年・保育園を対象としたサツマイモの苗植え・芋掘り
体験等、子どもを巻き込んだ様々な取組を実施している。 

○ 今後も本取組を通じて、地域の伝統的な農業を伝承していくとともに、地域コミュニティの活性化を図って
いくこととしている。 

粟田川流域農地・水・環境を守る会（広島県庄原市） 

取組の経緯 子どもが参画する地域活動 活動の効果 

【地区概要】 
・取組面積 66ha（田 66ha） 
・資源量  
   開水路 19.5km、農道 6km 
・主な構成員 
   農業者、非農業者、PTA、  
   その他７団体 
・交付金 約６百万円（H26） 
   

・アイガモ農法に取り組む
藤本農園は、小学校で
の農業体験や学校給食
へのアイガモ米等の提
供等の取組を実施。 

 

・地域の環境を集落全体
で守っていきたいとの思
いから、平成19年に粟

田川流域農地・水・環境
を守る会を設立。 

 収穫祭では、稲刈り、はぜ干し等の体験を実施。 
 収穫した米の一部は、東日本大震災の被災地へ、子どもたち
自らが支援先を探し送っている。 

 地域住民を招いた学習発表会を開催。
アイガモ農法を題材として、子どもたちが
演劇を実施。（平成24年11月） 

・子どもが農作業に参
加することに反対す
る親もいたが、この取
組が地元テレビで放
送されたことをきっか
けに、徐々に理解が
得られるようになった。 

 

・田植え交流会や収穫
祭への参加者が増え
ている。 

 

・今後も、本取組を通じ
て、伝統芸能を伝承
するとともに、地域コ
ミュニティの維持・発
展を図っていきたい。 

 地域の子ども会や老人会に加え、広島市
や大阪府からの子どもたちも参加し、約400
人規模のアイガモ農法による田植え交流
会を開催。 
 地元のお年寄りが太鼓をたたき、田植え
歌を歌う中、子どもたちが、手植えやアイガ
モの放鳥を行った。 

地域の伝統農業・アイガモ農法体験 

サツマイモの苗植え・芋掘り体験 

 遊休農地を活用し、
地元小学校1～2年
生と保育園児を対象
に、サツマイモの苗
植え・芋掘り体験を
実施。 

 水路泥上げの様子 

 これらの体験を通
して子ども達が自発
的にアイガモの世話
を始める。（アイガモの
小屋は学校のすぐ隣） 

あわたがわ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

     子供達との農業体験等を通じた活動の展開 １０－３ 



○ 本地域においては、農家数の減少や高齢化により地域資源の保全管理が年々困難となってきていること
や、将来を担う子ども達と若い後継者の農村環境への関心の低下が課題であったことから取組を開始。 

○ 本組織には、地域の各団体（農業者、自治会、婦人会、子供会、老人会、消防団、青年団）が参加すると
ともに、国の研究機関、環境調査機関、大学、NPO法人等が活動を支える応援団を形成し、活動を支援。 

○ GIS（地理情報システム）を活用した地域資源の記録・管理・活用のほか、「めだかの放流会」
等の環境活動、地域外の都市住民との交流活動等、幅広い取組を実施。  

元泉地域農地・水・環境保全組織（山形県河北町） 

【地区概要】 
・取組面積  102.2ha   
  （田 95.1ha、畑 7.1ha） 
・資源量 
    開水路 23.8km、農道 8.6km 
・主な構成員 
    農業者、自治会、老人会、婦人会、 
     育成会、自警団、水土里ネット 
・交付金   約６百万円（H26） 
              

地域の活動内容 
～元泉地区「いい田園の定義」～ 

活動の効果 
～「地域力の向上」～ 

めだかの放流会 

 美田伝承システム 

○「多面的機能支払交付金」をベース
とした「地域振興策としての５つの元
泉地区流儀」 

 ①田園地域資源を活かした地域振興への取組 
 ②地域の子ども達を参加に導く「橋渡し役」の取組 
 ③最強指導支援組織を活かした自信活動の推進 
 ④自前活動へのこだわりの取組 
 ⑤地域独自の都市生活者との交流組織「おやきま

き会」を基盤にした交流活動 
    （「おやきまき」は方言で「親戚」のこと） 

○ 事務処理等の委託も出来るが地域の自
立のため全て自前にこだわった。 

○ 青年会、婦人会等の地域活動の場をつ
くり、繋がりを深めた。 

○ 「おやきまき会」によって都市住民との
交流が深まった。 

○ 自らの活動について外部に評価しても
らうことで成果と課題の抽出ができた。 

 地域資源を活かした地
域づくり研修会 

自然環境再生コンクール
受賞 

リビングマルチ大豆
栽培 

フォトコンテスト 

田んぼの学校 水田観察用木道 

GISシステムの活用 

○ 農村工学研究所が開発したGISシステムを利
用し、施設情報、作物、景観、生物等の地域資源
情報を一元管理。 

○ モバイル端末でシステムを動作させ、現場にお
ける施設の点検等に活用することで、適切な資
源の維持管理を行い、農地の維持による多面的
機能の発揮に貢献。 

GISデータ 
（農地基盤情報） 

モバイル端末を
活用した 
施設点検状況 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

     地域の目指す方向性を話し合い多様な取組を展開 １０－４ 
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