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注記：

・ 本事例集は、多面的機能支払交付金第三者委員会の資料等を基に作成しております。

・ 本事例に掲載されている活動事例は、農地・水保全管理支払からの移行地区に係るも
のも含まれることから、資料中に、農地・水・環境保全向上対策または農地・水保全管理
支払交付金関連の名称を使用している箇所があります。



番号

1

1-1 近江新環境保全隊 新潟県 胎内市 水田地帯における基礎的な保全活動

1-2 グリーンネット生越 群馬県 昭和村 普通畑地帯における基礎的な保全活動

1-3 新丹谷地区環境保全隊 静岡県 静岡市 樹園地帯における基礎的な保全活動

1-4 標茶西地区農地・水保全隊 北海道 標茶町 草地帯における基礎的な保全活動

1-5 御保内みどり会 北海道 真狩村 大規模畑地帯における取組

1-6 鹿田山環境保全ネットワーク 群馬県 みどり市 畑地帯における取組

1-7 米納津農地を守る会 福井県 坂井市 砂丘地における防風林の保全管理

1-8 日下部地域環境保全委員会 山梨県 山梨市 樹園地における農村環境保全活動

1-9 村山牧野環境保全組合 熊本県 高森町 野焼きによる草地の保全管理

1-10 南横川環境保全会 千葉県 大網白里市 混住化が進む都市近郊地域における取組

1-11 宜野座村農地・水・環境保全組織 沖縄県 宜野座村 美しい海を守る耕土流出防止の取組

1-12 奥池地域保全隊 愛知県 大府市 ため池を中心とした非農家との共同活動

1-13 下横野農地・水・環境向上を図る会 岡山県 津山市 中山間地域等直接支払制度との連携

1-14 農地・水・環 根知なから隊 新潟県 糸魚川市 中山間地域等直接支払制度との連携

1-15 農地・水にししま水土里会 宮崎県 宮崎市 混住化が進む地域における取組（26年度 新規取組地区）

1-16 矢吹町中野目地域資源保全会 福島県 矢吹町 施設の老朽化が進む水田地帯における取組（26年度 新規取組地区）

1-17 滝４地域資源保全会 北海道 壮瞥町 樹園地帯における取組（26年度 新規取組地区）

1-18 朝立揚環境保全会 愛媛県 西予市 中山間地域等直接支払制度と連携した樹園地帯における取組

2

2-1 おおくさ水土里の会 愛知県 小牧市 都市化が進む地域における遊休農地解消の取組

2-2 大原里づくりトライアングル 京都府 京都市 地域活性化に向けて遊休農地を梅園に再生

2-3 藤沢市宮原地域保全活動組織 神奈川県 藤沢市 耕作放棄地を復旧し、地域活性化につなげる取組

多面的機能支払交付金　取組事例集　目次
事例テーマ

多様な地域での取組

遊休農地（耕作放棄地）の解消



番号
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事例テーマ

3

3-1 白王町鳰の会 滋賀県 近江八幡市 集落営農やNPOと連携した水田地域における取組

3-2 宮口農地を守る会 新潟県 上越市 将来を見据えた営農体制の構築（人・農地プランの作成）

3-3 聖和・聖台西神楽地区資源保全活動グループ 北海道 旭川市 集落間の連携強化による農地利用集積の取組

3-4 上世屋農地保全会 京都府 宮津市 集落と企業の協働による棚田保全

4

4-1 徳光町集落資源保全隊 福井県 福井市 けなるい（うらやましい）町「徳光」を目指して美化活動を展開

4-2 乃美エコクラブ 広島県 東広島市 畦畔管理を兼ねた「シバザクラの里」で集落活性化

4-3 柏町みのり会 三重県 伊勢市 町全体で自然環境の再生・保全への取組

4-4 榎前環境保全会 愛知県 安城市 水田魚道の設置を通じた活動の展開

4-5 木浜の資源環境を守る会 滋賀県 守山市 琵琶湖沿岸における水質の浄化、循環かんがいの取組

4-6 美郷町千畑地域農地・水・環境保全組織 秋田県 美郷町 菜の花ネットワークで地域資源循環

4-7 松原地区保全協議会 山形県 飯豊町 小水力発電を通じた地域活性化

4-8 摩周ノースネットワーク 北海道 弟子屈町 畑・草地地帯における農村環境保全活動と鳥獣害防護柵管理の取組

5

5-1 尉ヶ畑環境保全組合 京都府 京丹後市 生き物が棲みやすい石積水路の直営施工

5-2 チームエコ美な美がた 新潟県 上越市 用途廃止された水路を活用したビオトープの造成

5-3 山室保全会 滋賀県 米原市 農業用水源の湿原の生態系に配慮した保全

6

6-1 弓削弓つくりの郷 滋賀県 竜王町 集落の手による水路等施設の長寿命化への取組

6-2 音金農地・水環境保全組合 福島県 下郷町 廃棄処分の資材を用水ゲートなどに有効活用

6-3 真田地区資源保全組合 島根県 吉賀町 自主施工による農道、水路の補修

6-4 枝野８区資源保全隊 宮城県 角田市 自主施工による計画的な保全管理

6-5 文殊農地・水・環境保全管理協定 福井県 福井市 広域活動組織における計画的な補修・更新の実施

6-6 赤沢水土里の会 新潟県 津南町 畑地帯における直営施工の取組

多面的機能の増進を図る活動（高度な保全活動）

施設の補修、長寿命化のための活動

農村環境保全活動

地域資源の管理体制の強化
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7

7-1 一の宮地域農地・水・環境保全組織 熊本県 阿蘇市 豪雨災害への対応

7-2 農地・水・環境保全組織いなばエコフィールド協議会 山形県 鶴岡市 田んぼダムによる防災・減災の取組

7-3 川内地域農地・水・環境保全組織管理協定運営委員会 徳島県 徳島市 低平地における防災・減災の取組

7-4 元気な美しい里新名爪 宮崎県 宮崎市 ため池の適切な管理による防災・減災の取組　

7-5 伊是名村農地・水・環境保全管理協定運営委員会 沖縄県 伊是名村 頻発する台風や豪雨に対応した取組

7-6 多気町勢和地域資源保全・活用協議会 三重県 多気町 農業用水を活用した防災力強化の取組

8

8-1 農地・水・環境保全組織窪田ふるさと会管理協定 島根県 出雲市 広域エリア（旧村単位）で活動に取り組む事例

8-2 山田五ヶ村地域農地・水・環境保全管理組織 秋田県 湯沢市 広域化による相互扶助体制の強化

8-3 みやき町三根西地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会 佐賀県 みやき町 広域化による効率的な活動の実施

8-4 樽見内地域農地・水・環境保全組織 秋田県 横手市 社会的信用と透明性確保に向けた活動組織のNPO法人化

8-5 NPO法人関北農・水・環境保全会 福島県 福島市 NPO法人化による組織体制の強化

8-6 見附市広域協定 新潟県 見附市 市全域を対象とした組織の広域化の取組

8-7 農地・水・環境保全組織西郷地区砂丘畑保全組合 山形県 鶴岡市 JAを核とした広域活動組織の設立

8-8 糸満市地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会 沖縄県 糸満市 土地改良区が中心となった畑地帯における取組

9

9-1 境地区協議会 岡山県 美咲町 遊休農地等の活用で地産地消

9-2 せせらぎの郷 滋賀県 野洲市 魚のゆりかご水田を活用した多用な取組による地域活性化

9-3 宇良地区環境保全の会 長崎県 諫早市 地域の特産品のブランド化

防災・減災の取組

組織の広域化・体制強化

６次産業化等の取組との連携
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多面的機能支払交付金　取組事例集　目次
事例テーマ

10

10-1 濁池地域環境保全の会 愛知県 尾張旭市 世代を超えてため池、農業用水を守ろう！

10-2 緑ゆたかな北小松をまもる会 三重県 四日市市 「三世代交流水田での米づくり」で住民交流

10-3 粟田川流域農地・水・環境を守る会 広島県 庄原市 子供達との農業体験等を通じた活動の展開

10-4 元泉地域農地・水・環境保全組織 山形県 河北町 地域の目指す方向性を話し合い多様な取組を展開

10-5 ながむろ水辺ミュージアム 兵庫県 加古川市 ジュンサイ採りを活用した都市住民との交流

10-6 三箇牧地区農空間保全協議会 大阪府 高槻市 イベントや景観形成による地域のつながりの構築

10-7 草田地域を守る会 鹿児島県 日置市 地域商品券の活用で、みんなで楽しみながら環境づくり

10-8 岡崎地区保全協議会 群馬県 吾妻町 女性グループを中心とした活動で活性化

10-9 東境地域資源保全隊 愛知県 刈谷市 環境保全活動を通じて地域企業と交流

10-10 三区町環境保全隊 栃木県 那須塩原市 人と人のつながりによる多様な取組の展開

11

11-1 湯沢中央地域広域協定活動組織 秋田県 湯沢市 土地改良区への事務処理委託による事務負担の軽減

11-2 徳下地区環境を守る会 青森県 藤崎町 JAへの事務処理委託による事務負担の軽減

11-3 日高村水と環境を守る会 高知県 日高村 事務員の確保による事務負担の軽減

12

12-1 久田農地多面的機能保全会 山口県 岩国市 農業用施設の保全管理と一体となった農振農用地区域外における取組

12-2 比布南地区環境保全活動組織 北海道 比布町 農振農用地区域外の農地との一体的な取組（水田貯留機能増進）

12-3 阿弥陀地区地域資源保全会 兵庫県 高砂市 ため池の保全管理と一体となった農振農用地区域外における取組（26年度 新規取組地区）

事務負担の軽減

農振農用地以外を含む取組

多様な主体の参画による地域コミュニティの活性化



全景撮影方向 

農道砂利の補充（年１～２回） 

水路、農道側溝の泥上げ（年１回） 

ゲート類の保守管理（年１～２回） 
施設周りの清掃（年２回） 

地区全景 

水路等の草刈り（年５回） 

農用地

開水路

農道

【地区概要】  
・取組面積 48.0 ha （田 48.0 ha）           ・対象施設 開水路 6.2 km、農道 6.6 km 
 

・主な構成員 農業者、営農組合、自治会等         ・交付金 約2.3百万円（H26） （農地維持支払、資源向上支払（共同）） 
   

            水田地帯における基礎的な保全活動 

近江新環境保全隊（新潟県胎内市） 

１―１ 



地区全景 

全景撮影方向 

農道・水路のこさ切り（年５回） 

農道側溝の泥上げ（年５～６回） 

鳥獣害防護柵の管理（年２回） 

水路の泥上げ（年５～６回） 

農道・水路の草刈（年５～６回） 

農道の砂利補充（年１回） 

農道 

農用地 

開水路 

【地区概要】  
・取組面積 127.7 ha （田 2.9 ha、畑 124.8 ha （こんにゃく、レタス等） ）   ・対象施設 開水路 12.0 km、農道 3.0 km 
 

・主な構成員 農業者、営農組合、自治会等                   ・交付金 約７百万円（H26） （農地維持支払、資源向上支払（共同、長寿命化）） 
   

            普通畑地帯における基礎的な保全活動 

グリーンネット生越（群馬県昭和村） 

１―２ 



地区全景 

全景撮影方向 

農道の側溝泥上げ（年２回） 

農地法面の草刈（年２回） 

農道路肩の草刈（年２回） 

パイプライン通水試験（年１回） 

ため池の草刈（年２回） 
防塵ネットの管理（年１回） 

農道 

農用地 

ため池 

【地区概要】  
・取組面積 32.0ha （畑（みかん） 32.0ha）                     ・対象施設 パイプライン 2.3km、農道 7.3km、ため池 ２箇所 
 

・主な構成員 農業者、土地改良区等                     ・交付金 約３４万円（H26） （農地維持支払、資源向上支払（共同）） 
   

            樹園地帯における基礎的な保全活動 

新丹谷地区環境保全隊（静岡県静岡市） 

１―３ 



排水路法面の草刈（年１回） 

農道のゴミ拾い（年１回） 

農道の草刈（年１回） 

沈砂池の泥上げ 

（３年に１回（沈砂池数７）） 

沈砂池 

 草地からの土砂を沈殿させて、 

 写真奥側下流の釧路湿原へ排水 

沈砂池撮影方向 

地区全景 

農道 

排水路 

農用地 

            草地帯における基礎的な保全活動 
標茶西地区農地・水保全隊（北海道標茶町） 

１―４ 

【地区概要】  
・取組面積 1,544.4ha （草地 1544.4ha）     ・対象施設 排水路 13.1km、農道 9.7km 
 

・主な構成員 農業者、非農業者、ＪＡ標茶         ・交付金 約３百万円（H26） （農地維持支払、資源向上支払（共同）） 
   



【地区概要】  
・取組面積 753ha  
 （田 3ha、畑 706ha、草地44ha） 
 

・資源量 
 農道 48.6km 
 

・主な構成員 
農業者、自治会、女性会、その他 
 

・交付金 約10百万円（H26） 
   

主な取組内容 

            大規模畑地帯における取組 

○ 農地・水保全管理支払の活動を契機として、地域共同による農地・農業用水等
の保全管理体制を構築。これにより、農地や農道法面の草刈りなどの作業を共同
で行う意識が強まり、地域資源が適切に保全。 

○ また、非農家も含む集落共同の活動により景観作物の作付などが行われ、良好
な農村景観を創出。 

○ さらに、地域の水田において小学校と連携し、伝統的農法による景観形成を目
的に田植えから刈り取りまで実施する取組を実施。小学校においても食育のプロ
グラムとして取り組んでいることから、今後も連携活動を継続する意向。 

ひまわり等の植栽による景観形
成活動 

砂利の補充、側溝の泥上、路肩、
法面の草刈り等 

景観形成活動 農道の補修・更新 小学校との連携 

田植え、稲刈、はさかけの体
験による伝統農法の保全 

・地区の9割以上を占める畑地において、
特産のゆり根を中心とした営農を展開。 

御保内みどり会（北海道真狩村） 

１―５ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 
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	1-9 村山牧野環境保全組合（熊本県高森町）最終
	スライド番号 1

	1-10 南横川環境保全会（千葉県大網白里町）最終
	スライド番号 1

	1-11 宜野座村地域資源保全の会（沖縄県宜野座村）最終
	スライド番号 1

	1-12 奥池地域保全隊（愛知県大府市）最終
	スライド番号 1

	1-13 下横野農地・水・環境向上を図る会（岡山県津山市）最終
	スライド番号 1

	1-14_農地・水・環_根知なから隊（新潟県糸魚川市）最終
	スライド番号 1

	2-1 おおくさ水土里の会（愛知県小牧市）最終
	スライド番号 1

	2-2 大原里づくりトライアングル（京都府京都市）最終
	スライド番号 1

	2-3 藤沢市宮原地域保全活動組織（神奈川県藤沢市）最終 
	スライド番号 1

	3-1 白王町鳰の会（滋賀県近江八幡市）最終
	スライド番号 1

	3-2 宮口農地を守る会（新潟県上越市）最終
	スライド番号 1

	3-3 聖和・聖台西神楽地区資源保全活動グループ（北海道旭川市）最終
	スライド番号 1

	3-4 上世屋農地保全会（京都府宮津市）最終
	スライド番号 1

	4-1 徳光町集落資源保全隊（福井県福井市）最終
	スライド番号 1

	4-2 乃美エコクラブ（広島県東広島市）最終
	スライド番号 1

	4-3 柏町みのりの会（三重県伊勢市）最終
	スライド番号 1

	4-4 榎前環境保全会（愛知県安城市）最終
	スライド番号 1

	4-5 木浜の資源環境を守る会（滋賀県守山市）最終
	スライド番号 1

	4-6 美郷町千畑地域農地・水・環境保全組織（秋田県美郷町）最終
	スライド番号 1

	4-7 松原地区保全協議会（山形県飯豊町）最終
	スライド番号 1

	5-1 慰ヶ畑環境保全組合（京都府京丹後市）最終
	スライド番号 1

	5-2 チームエコ美な美がた（新潟県上越市）最終
	スライド番号 1

	5-3 山室保全会（滋賀県米原市）最終
	スライド番号 1

	6-1 弓削弓つくりの郷（滋賀県竜王町）最終
	スライド番号 1

	6-2 音金農地・水環境保全組合（福島県下郷町）最終
	スライド番号 1

	6-3 真田地区資源保全隊（島根県吉賀町）最終
	スライド番号 1

	6-4 枝野８区資源保全隊（宮城県角田市）最終
	スライド番号 1

	6-5 文殊農地・水・環境保全管理協定（福井県福井市）最終
	スライド番号 1

	7-1 一の宮地域農地・水・環境保全組織（熊本県阿蘇市）最終2
	スライド番号 1

	7-2 いなばエコフィールド協議会（山形県鶴岡市）最終
	スライド番号 1

	7-3 川内地域農地・水・環境保全組織（徳島県徳島市）最終
	スライド番号 1

	7-4 元気な美しい里新名爪（宮崎県宮崎市）最終
	スライド番号 1

	8-1 窪田ふるさと会（島根県出雲市）最終
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	8-2 山田五ヶ村地域（秋田県湯沢市）最終
	スライド番号 1

	8-3 みやき町三根西地域（広域化）（佐賀県みやき町）最終
	スライド番号 1

	8-4 樽見内地域農地・水・環境保全組織（秋田県横手市）最終
	スライド番号 1

	8-5 NPO法人関北農・水・環境保全会（福島県福島市）最終
	スライド番号 1

	9-1 境地区協議会（岡山県美咲町）最終
	スライド番号 1

	9-2 せせらぎの郷（滋賀県野洲市）最終
	スライド番号 1

	9-3 宇良地区環境保全の会（長崎県諫早市）最終
	スライド番号 1

	10-1 濁池地域環境保全の会（愛知県尾張旭市）最終
	スライド番号 1

	10-2 緑ゆたかな北小松をまもる会（三重県四日市市）最終
	スライド番号 1

	10-3 粟田川流域農地・水・環境を守る会（広島県庄原市）最終
	スライド番号 1

	10-4 元泉地域農地・水・環境保全組織（山形県河北町）最終2
	スライド番号 1

	10-5 ながむろ水辺ミュージアム（兵庫県加古川市）最終
	スライド番号 1

	10-6 三箇牧地区農空間保全協議会（大阪府高槻市）最終
	スライド番号 1

	10-7 草田地域を守る会（鹿児島県日置市）最終
	スライド番号 1

	10-8 岡崎地区保全協議会（群馬県吾妻町）最終
	スライド番号 1

	10-9 東境地域資源保全隊（愛知県刈谷市）最終
	スライド番号 1

	10-10 三区町環境保全隊（栃木県那須塩原市）最終
	スライド番号 1




