
○ 群馬県東南部、渡良瀬川の大間々扇状地中央に位置する鹿田山中腹に広がる標高100
～200mの畑地帯である。 

○ 近年、混住化や高齢化の進行により地域資源の保全管理に係る共同活動が低調化。 

○ 多面的機能支払（農地・水保全管理支払）において、荒れた畦道（通作道路）のフッ
トパス整備と耕作放棄地への菜の花の植栽を行うことにより、集落の共同意識を醸成。 

鹿田山環境保全ネットワーク（群馬県みどり市） 

地域の状況 主な取組内容 

     畑地帯における取組 【地区概要】 
・取組面積  174.0ha 
 （田47.0ha、畑127.0ha） 
・資源量 開水路    21.0km 
     パイプライン 40.0km 
     農道     77.0km 
     ため池    5箇所 
・主な構成員 
  農業者、非農業者、水利組合、 
  自治会、JA、土地改良区、老人会等 
・交付金 約11百万円（H26） 
  

○ かつて農家同士がお茶休みや
話し合う場として利用していた畦
道を復活し、集落コミュニケーショ
ンの形成に貢献。 

フットパスの整備 菜の花畑 

○ 元々は桑畑地帯であり、県営かんが
い排水事業を契機に畑地転換が進ん
だが、施設園芸のウエイトが高まり近年
では農地余りの傾向が見られる。 

 
○ 急傾斜地など耕作条件の悪い桑畑
は、伐根されないまま耕作放棄され、荒
れ地化していたため、ゴミの不法投棄
が頻発するなど耕作放棄地の解消が地
域の緊急課題となっていた。 

 
 
 
○ 荒れ果てた畦道（通作道路）のフット
パス整備により、集落の共同意識を高
めることを第一段階とし、それから景観
植物の植栽による耕作放棄地の解消と
鹿田山の景観保全に繋げることとした。 

○ 耕作放棄解消後の農地に、菜の
花や蕎麦等を植えて、農村景観形成
と表土流亡を防いでいる。 
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 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 



○ 福井県北部の三里浜砂丘地に位置し、畑地帯総合整備事業により整備された畑でハウ
スや露地野菜等が栽培されている。 

○ 砂丘地であることから、水路等への飛砂対策が地域の課題であり、水路の泥上げ等に
ついて、多面的機能支払（農地・水保全管理支払）を活用して取り組んでいる。 

○ また、本地区においては、農地の表土の飛散や作物の風害の緩和のため、防風林の存
在が重要であり、ほ場に隣接する防風林の管理についても本交付金を活用している。 

米納津農地を守る会（福井県坂井市） 

地域の状況 主な取組内容 
 

    砂丘地における防風林の保全管理 【地区概要】 
・取組面積  86.4ha 
    （畑 86.4ha） 
 

・資源量 開水路  11.3km 
     農道    8.7km 
 

・主な構成員  
 農業者、非農業者、自治会、老人会、 
 農家組長会、女性部、子供会、その他 
 

・交付金 約２百万円（H26） 

 

 
 

 

 

○ 水路や農道側溝に、砂丘地から
の飛砂が堆積し、水路の通水機能
が低下。 

 
○ このため、多面的機能支払を活用
し、地域共同の活動により、水路の
泥上げを実施。 

 

水路の泥上げ 防風林の保全管理 砂丘地の様子 

○ 砂丘地であることから、らっきょう、大
根、メロン、スイカ、かんしょ等の水はけ
が良く砂地に適した作物が栽培。 

 
 

○ 砂地であることから、農地の風食を守
る防風林は、地域の重要な施設となって
いるが、近年、松食い虫による「マツ枯
れ」の被害が増加。 

○ ほ場に隣接する防風林について、
多面的機能支払を活用し、枝払いや
下草の草刈り等を実施。 

 
○ また、これら防風林について、松食
い虫の被害軽減のため、被害木の調
査、伐採、搬出、焼却、防除薬散布等
を実施。 
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 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 



○ 日下部地区は、山梨市の中でもJRや国道・県道等の主要交通機関の沿線の商業地や住
宅地の周辺に農用地が混在している地域である。 

○ 地域の耕作地の９割程度が果樹園でぶどう、桃、柿等が栽培されているが、高齢化の
進行によって離農が進んでおり、地域の共同活動も参加者が減少傾向にあった。 

○ 果樹主体地域で区画整理もされておらず、水路が自然石の空石積みであることから、
生態系に配慮したホタル保護地域を設定し、環境活動を実施するなど、地域の環境向上
を図っている。 

日下部地域環境保全委員会（山梨県山梨市） 

地域の状況 取組内容 今後の課題 

   樹園地における農村環境保全活動 
【地区概要】 
・取組面積  27.2ha 
     （畑27.2ha） 
・資源量 開水路    4.4km 
     農道      2.5km 
・主な構成員  
  農業者、非農業者 
・交付金 約80万円（H26） 

○ 本地域でも高齢化によって離農
による耕作放棄が増加しており、
山梨市でも全耕地の15％が耕作
放棄されている状況。 

 
○ 果樹は水田と異なり作物転換
が困難であることから、営農放棄
された農地では、果樹がそのまま
放置されている場合が多い。 

 
○ 今後も増加し続ける耕作放棄
地への対策に対して、重点的に事
業展開を図っていく。 

  地区内の水路は、昔からの用排兼用水路で、
空石積み水路が多いことから、これを活用し
た環境配慮として、ホタル保護地域を設定し、
当該地域における水路の維持管理を実施して
いる。 

自然石の 
空石積み水路
と道路補修 

樹園地の様子 

○ 昭和30年代まで水稲と麦の二毛作地帯で
あったが、その頃の農地がそのまま果樹主
体の営農に変化していったため、農地の区
画形状は不揃いで、農道は曲がりくねって幅
員は狭く、水路は自然石の空石積みの地域
である。 

 

○ 水路・農道の草刈り、泥上げは、農地・水
保全管理支払に取り組む以前から地域の共
同活動として定着しており、農家・非農家を問
わず水利組合費が徴収されている。 

 

ホタル水路の 
維持管理 
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 農地維持支払 
 資源向上支払（共同 ） 



○ 本地区は、昭和40年代に農地開発公団により造成された草地地帯。 

○ 本地域では、従来より、草地を維持するための野焼きが行われているが、近年、高齢
化や兼業化による人手不足の影響で、野焼きの実施が困難となってきている状況。 

○ このため、本地区では、野焼き支援を行っているＮＰＯ法人や自治会を構成員として
活動組織を立ち上げ、継続的に草地を保全管理する体制を構築。 

※「野焼き」に対する支援は、基本方針において各都道府県が活動項目に追加することにより実施可能。 

村山牧野環境保全組合（熊本県高森町） 

地域の状況 主な取組内容  

   野焼きによる草地の保全管理 【地区概要】 
・取組面積  170ha 
   （草地 170ha） 
 

・資源量 農道  2.0km 
     
・主な構成員 
  農業者、非農家、農業協同組合、 
  畜産協同組合、自治会、 
  阿蘇グリーンストック（NPO） 
 

・交付金 約1百万円（H26） 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

輪地切り 

野焼き 
○ 昭和40年代に農地開発公団により造成さ
れた草地地帯。 

 
○ 地元農家が畜産共同組合を結成し、肉牛
の放牧を実施。 

 
○ 地域住民の協力を得ながら野焼きを実施
していたが、高齢化や兼業化により実施が
困難となってきている状況。 
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 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

輪地切り 

○ これまで野焼きを草地の保全管理を行ってきた畜産共同組合のほか、野焼き支援を行っ
ているＮＰＯ法人「阿蘇グリーンストック」や自治会を構成員として活動組織を立ち上げ。 

 

○ 輪地切り（野焼き時の防火帯の作成）、野焼きを年２回ずつ実施。 
 

○ 多面的機能支払（農地・水保全管理支払）を活用し、輪地切り機械のリース等を実施。 
 

○ 活動を通じて、活動組織の構成員である畜産農家、自治会、ＮＰＯ法人、市民ボランティ
ア間の交流が促進され、結果として作業参加者の意欲が高まった。 



【地区概要】
・取組面積 132ha

（田 71ha、畑 61ha）
・資源量 開水路 29.1km、

パイプライン 2.3km、
農道 38.6km

・構成集落数：２
・主な構成員
農業者、非農業者、１団体

・交付金 約８百万円（H26）

主な取組内容

混住化が進む都市近郊地域における取組

○ 本地域は、東京への通勤圏内にあり、混住化が進んでいる。共同活動の実施に当たっては、
新規入居者（非農業者）の活動参加への理解を得ることに苦慮していた。

○ このため、本地区では、耕作放棄地の解消活動に取り組み、平成20年度～22年度には、毎年
30aを解消。また、これら農地の一部にコスモスを植栽したところ、新聞にもとりあげられ、開花
時期には遠方から多くの見学者が来訪するなどの成果もみられた。

○ そのほか、地域の児童やその親たちの参加のもと、生き物調査などの農村環境保全活動（生
態系保全）を実施しており、これらの活動は、共同活動に非農業者の参画を促すきっかけとなっ
ている。

遊休農地の再生 生き物調査の実施 水路の補修・更新

再生した耕作放棄地にコスモス
を植栽。耕作放棄解消と景観の
向上を図る。

生き物調査への親子での参加
が、本対策への非農家（新規
入居者）の参画のきっかけに
なっている。

昭和44～53年度に整備された
水路の老朽化が進行。また、地
盤沈下（年間1.5～2cm）により、
水路に不陸が発生していること
から、布設替えを実施。

東京への通勤圏内にあり、新規
入居者が増加。

南横川環境保全会（千葉県大網白里市）
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農地維持支払
資源向上支払（長寿命化）



宜野座村農地・水・環境保全組織（沖縄県宜野座村） 

排水路・沈砂池の土砂を
農地へ還元 グリーンベルトの設置による耕土流出防止の取組で「美しい海へ」 

○ 当地域は、こう配が急なほ場において、大雨のたびに土壌が流出し、耕土が減少しており、また、この耕土 
 が海に流出することで、貴重な珊瑚の生息地となっている美しい海が赤色に染まり、自然環境や水産業に悪 
 影響を及ぼしている。 
○ このため、農業者及び地域住民が危機意識を持ち、地域で定期的に農地パトロールを行い、排水路や沈砂 
 池の土砂を農地に還元している。また、亜熱帯地域に生える月桃（げっとう）によるグリーンベルトの植栽・管理 
 も行っている。総面積は６３０m2であり、県内の約３割を占めている。 
○ 加えて、グリーンベルトの管理作業で発生した刈草は、チップにしてマルチング材として活用し、これにより 
 ほ場が保護され、赤土流出防止に更なる効果が発揮されている。 

梅雨入前や、台風前などに巡回をし、優先順位を
つけて浚渫作業を実施。 

【地区概要】 
・取組面積  471.8ha 
   （畑 451.4ha、草地 20.4ha） 
・資源量 
    開水路 13.7km、農道 53.6km 
    ため池 ２箇所 
・主な構成員 
    農業者、非農業者、自治会、 
    青年会、婦人会、子供育成会 等 
・交付金 約10百万円（H26） 
 

①グリーンベルトの設置 ②刈草をチップにして 
 マルチング材として活用 

降雨後の海の様子（赤土流出） 

排水路の土砂の浚渫 

月桃（げっとう）の植栽 

月桃（げっとう）によるｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ
（総面積６３０m2） 

月桃（げっとう）のチップ加工 

ぎのざそん 

資源向上支払（共同） 

耕土流出防止のため 
ほ場末端部にマルチング 

         美しい海を守る耕土流出防止の取組 １―１１ 



○ 大府市は、名古屋市に隣接しており、野菜、ぶどう、乳用牛、鶏を中心とした都市近
郊型農業が営まれている。 

○ 本地区においては、住宅団地の造成等、非農業者が増加傾向にあり、農業者と非農業
者とが連携した地域資源や農村環境の保全活動の実施体制の構築が課題であった。 

○ このような中、地区内のため池に親水公園が整備されたことを契機として、活動組織
を立ち上げ、地域共同による地域資源や農村環境の保全活動を開始。 

奥池地域保全隊（愛知県大府市） 

地域の状況 主な取組内容 

    ため池を中心とした非農家との共同活動 
【地区概要】 
・取組面積  47.0ha 
 （田15ha、畑32ha） 
・資源量 開水路    9.0km 
     パイプライン 7.4km 
     農道      9.9km 
     ため池    1箇所 
・主な構成員  
  農業者、非農業者、自治会、 
  土地改良区、まちづくり協議会、 
  老人会 
・交付金  約２百万円（H26） 
  

○ 農業者のほか、活動組織の設立以前から地域の環境保全等の活動を行っていた「まち
づくり協議会」、自治会等を構成員として活動組織を設立。 

 
○ 農業者と非農業者では活動時間が異なるため、地域全体の活動を行う際には調整が必
要となるものの、ため池堤体の草刈りといった基礎的保全管理活動のみならず、ため池周
辺における植栽、生き物調査等の農村環境保全活動のほか、地域内の農家、非農家およ
び都市住民との間の交流活動を活発に行っている。 

ため池堤体の草刈り ため池（奥池） 

○ 名古屋市の隣接地域であり、都市住民の
流入が増加している状況。 

 
○ 地域の環境保全を図るため、農業者と非
農業者が連携した保全管理体制の構築が課
題。 

 
○ 水環境整備事業によりため池の親水公園
が整備され、これを契機として活動を開始。 

ため池の生き物調査 
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 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 



○ 当地域は、水田単作地帯であり、農地の荒廃が心配されていた。将来に不安を感じていた当地域では、
平成１７年から、農業生産条件の不利補正を行う中山間地域等直接支払制度に取り組み。

○ また、平成１９年度からは、農地・水・保全管理支払にも取り組んでおり、構成員間の役割分担のもと、
両制度を活用した幅広い活動を展開しているところ。

下横野農地・水・環境向上を図る会（岡山県津山市）

中山間直払制度からの発展 話合い、そして実行 人と村をつくる

【地区概要】
・取組面積93.6ha

（田88.8 ha、畑4.8ha）
［中山間地域等直払重複面積 3.9ha］

・資源量 開水路20.3 km、農道7.3 km、
ため池9箇所

・主な構成員
農業者、町内会、青壮年部、老人会、
女性会、子供会、消防団など

・交付金 約７百万円（H26）

約1.5aの遊休農
地の復旧を行った。
よみがえった農地
の一部に水稲を作
付け収穫に至った。

○市街地との交流・農業体験や親睦行事の発展
○ワークショップの提言を実現し、ホタルの住める環境づ

くりや水質浄化の実施
○本対策の活動を通じての地域リーダー育成
○草刈り作業を軽減できるような対策を実施

それぞれの役割分担を決めたうえで、各自の得意
分野の活動を行うということで説明をし、８つの団体か
ら参画を得ることができた。

農業者：５０％
遊休農地の復元、

自主施工による補修、法面管理

農業者以外
５０％

中山間５集落協定

【農業者】
点検、機能診断、計画策定

【女性部・老人会・
青壮年部】

農村環境向上活動

【子供会】
清掃活動、ポスター作り、

生き物調査

総会：年１回、定例会：月に１回以上（対策導入前はほぼ無し）
地域づくりの話し合い：４回（対策導入前は１回）

活動開始当初は、農用地・水路・農道等の草刈や
破損箇所の補修、堆肥散布等、営農活動に関係す
ることしか行えていなかったが、農地・水保全管理支
払の導入後は、地域住民全体で地域の農村景観保
全等に取り組み、地域の活性化につながっている。

女性の視点で地
域の未来像を描く
ワークショップを行
い、結果を活動に
取り入れている。

農村リーダー育成
研修に参加

小学校との連携による水
路等の機能についての
「水の学習」

重機を使用した改修

「瓦版・しもよこの」の作成、発行 将来に向けて

【町内会】 【消防団】

しもよこの

中山間地域等直接支払制度との連携

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）
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○ 本地区では、洪水・渇水時の施設保全管理活動及び担い手農家の地先管理活動の労力低下等が課題  

○ 耕作放棄地を増やさないために、地元企業の農業参入による担い手づくり、遊休農地を活用した付加価
値農産物の作付けと販売、離農農地の引き受け手の斡旋を行う農地銀行的システムの構築が目標  

○ 事務の省力化のため１３集落を１組織に統合し、平地地区と山間地区の活動時期の違いを調整できるよ
うに７つのブロックに分けて活動を開始  

○ 本対策の協定区域は県営ほ場整備区域が中心、中山間地域等直接支払制度の協定区域も区域内とし
て設定し、活動エリアを決め、作業を分担 

農地・水・環 根知なから隊（新潟県糸魚川市） 

本地区の課題と目標 活動内容 

【地区概要】 
・取組面積 185.6ha（田183.9ha、畑1.7ha） 
     [中山間地域等直払重複面積 55.6ha] 

・資源量 
    開水路54.3km 農道48.5km 
    ため池1箇所 ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ34.0km 
・主な構成員 農業者、自治会、 
     老人クラブ、PTA他 
・交付金 約13百万円（H26） 

活動体制 

本地区では、洪水・渇水時の施設保全管理活動及
び担い手農家の地先管理活動の労力低下 
耕作放棄地の増加等 

事務の省力化のため１３集落を１組織に統合し、平地
地区と山間地区の活動時期の違いを調整できるように
７つのブロックに分けて活動を開始 

耕作放棄地を増やさないために、地元企業の農業
参入による担い手づくり、遊休農地を活用した付加
価値農産物の作付けと販売、離農農地の引き受け
手の斡旋を行う農地銀行的システムの構築が目標 

～本地区の課題～ 

～本地区の目標～ 

山寺地区ため池 
周囲に芝桜を植栽し管理 

中山間地域等直接支払制度との連携 

 農地維持支払 

 資源向上支払（共同、長寿命化） 

ため池周囲に防草シートの
敷設 

（きめ細やかな雑草対策） 
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