
○ 当地区では、地域内の非農業者数が半数となっており、農業者のみで地域資源を継続的に守っていくこ
とが困難となってきた。 

○ 自治体と一体となり、景観保全のための植栽活動やゴミ対策の徹底、地区内美化運動などを推進するこ
とにより、共同活動を通じた集落機能の活性化を目指している。  

○ けなるい町「徳光」をキャッチフレーズに、「美しい環境をどのように守っていくか」という課題について、集
落内で話し合い、身近な活動から始めることにした。このため、地域内美化運動の一環として、地域住民
が集落内水路に竹プランターによる植栽活動を実施。さらに、水路法面にシバザクラによるカバープランツ
の植栽活動の取組へと拡大。 

徳光町集落資源保全隊（福井県福井市） 

地域ぐるみの資源保全活動 身近な活動からの取組 
－手作り竹プランターの植栽－ 

【地区概要】 
・取組面積 71.7ha （田71.7ha） 
・資源量 
    開水路  22.2km、農道7.4km 
・主な構成員 
   農業者、自治会、農家組合、 
      子供会、水土里ネット、 
      親水施設整備事業委員会 
 ・交付金 約７百万円（H26） 
 

 専門家からの助言も受け、防草シートを併用したシバ
ザクラによるカバープランツの植栽を実施。 
 景観形成と併せて畦の草刈り作業の省力化にもつな
がることから、特に防草シートの選定には各地をまわり、
スギナやチガヤにも負けない耐久性のあるシートを選定。 
 けなるい（うらやましい）町「徳光」をモットーに、質的向
上を図り取組拡大に繋げている。 

 地区内の竹林から竹
を調達し、竹プランター
を制作。地域住民一体
となって、集落内水路
に設置する活動に取り
組んでいる。 

幹線水路の草刈 

地域内美化運動 

幹線水路の清掃 

 活動を続けて５年目には、地区内のプランターは５５
個から９５個に増加。住宅近辺の活動ということもあり、
農家・非農家が一体となり取り組んでいる。 

シバザクラを地区内でも一番目立つ水路沿い
に植栽。 

活動の取組拡大に向けて 
－シバザクラの植栽－ 

とくみつ 

     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―１ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 



○ 活動地域である東広島市豊栄町乃美地区は、人口の約34％が65歳以上で、農作業に携わる者も高齢
化により畦の草刈もままならない状態になっていた。 

○ 当クラブの代表を中心として、(独)農研機構の難防除雑草の防除技術と広島県立農業技術センターの
防草シートにシバザクラを組み合わせる技術を集積させ、草刈作業の不要化を試みた。特に平成19年度
には、高さが16ｍもの法面へシバザクラを植栽し、法面の省力管理と景観形成の向上を図った。 

○ イベント（シバザクラ祭り）や育苗・植栽技術講習会を開催し、当地域の活性化と他地域での技術の伝播
も進めている。 

○ さらに、田んぼの生き物調査や、多数存在するため池を活用した新しいイベントの開催、特産物の開発
等を計画しており、集落活性化に向け前進している。 

乃美エコクラブ（広島県東広島市） 

防草シートを使った畦の管
理作業の負担軽減 

被覆植物（シバザクラ）に
よる地域の活性化 

活動を通じて更に次のス
テップへ 

図、グラフ、写真等 図、グラフ、写真等 

【地区概要】 
・取組面積  64.4ha 
 （田 59.9ha、畑 2.3ha、草地 2.3ha） 
・資源量 
   開水路 24.3km 
   農道 14.6km、ため池30箇所 
・主な構成員 
   農業者、県立高校、自治協議会、 
   シバザクラ愛好会 等 
・交付金 約３百万円（H26） 
 

○マルチ被覆とシバザクラを組み合わせた大規模畦畔 
 管理技術と、難防除雑草を根まで枯らす技術をあわ 
 せた技術をもって施工。定植したシバザクラが法面 
 を全面覆うまで約３年かかるが、覆い茂った後は法 
 面を草刈する必要が無くなる。また、法面を被覆す 
 ることにより用水路への土砂の流入が少なくなり、 
 用水路管理の省力化が図れる。 

○４月頃、植えつけられたシバザクラの花が満開とな 
 り、きれいな花と甘い香りで見学に訪れる人が次第 
 に多くなってきたことから、「乃美シバザクラ祭 
 り」を開催。 
○平成２０年の開催で４回目だが盛況。地元観光協会  
 やマスコミと連携し、“シバザクラの里”として 
 広くＰＲするとともに、シバザクラの販売や栽培技 
 術相談も受け付けている。 

○シバザクラで敷き詰められた法面は、防草や景 
 観美化の効果に加え、稲の虫害を抑制し、米の 
 品質向上と減農薬栽培に繋がることが期待。 

《乃美シバザクラ祭り来場者数》 
第１回（１７年度） １２６０人 
           ↓ 
第４回（２０年度） ２２００人 
※開花時期(３０日間)には述べ１万人余りが来場。 

○さらに、ため池を利用した新し 
 いイベントの開催や特産物の開 
 発など、地域住民の繋がりや都 
 市住民との交流を深めていく計 
 画。 

シバザクラ植栽面積1.6㏊ 
（うちH19年度の農地・水・環境保
全向上対策で施工14ａ）  

《平成20年度以降の取組》 
・自主施工による水路の補修等 
・田んぼの生き物調査、水質調査 
・大学、県立高校と共同で外来雑草の調査・まん 
 延防止対策 

のみ 

        畦畔管理を兼ねた「シバザクラの里」で集落活性化 ４―２ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 



○ 「地域農業は、農家・非農家問わず大人から子供まで全体で町内を明るくする基礎」をモットーに取組。 

○ 各種団体（構成員）が連携して地域の農地・農業用水等の資源や環境を保全。 

○ 老人会が中心となって遊休農地を活用したルピナス、花菖蒲及びひまわりの植栽及び管理を実施。 

○ 親子会では生態系を守るため、排水路へ竹炭設置による水質浄化、簡易水質調査による状況把握、清
掃活動による水質保全への取組を実施。また、食育の一環としてもち米づくりと餅つき体験を実施。 

柏町みのり会（三重県伊勢市） 

地域農業は、農家・非農家問わず
大人から子供まで全体で町内を

明るくする基礎 

遊休農地を活用した美しい
農村景観の形成 

親子会を中心とした基幹 
排水路の水質保全活動 

【地区概要】 
・取組面積 49.1 ha 
  （田 48.5 ha、畑 0.6 ha） 
・資源量 
   開水路3.3 km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 3.5 km、 
    農道9.4 km 
・主な構成員 
    農業者、柏町会、老人会、 
    親子会、自主防災隊、消防団 
・交付金 約４百万円（H26） 
 

            町全体で自然環境の再生・保全への取組 

・竹炭の設置による水質浄化 

・年2回、ＣＯＤ、アンモニア態窒素の
濃度及びPHの調査を3箇所で実施 

・排水路周りの清掃活動 

・食育の一環として遊休農地を活用し
たもち米づくりと餅つき体験を実施 

・老人会が中心になって遊休農地
を活用した景観形成への取組。 

・ルピナス、花菖蒲やひまわりを植
栽・管理。 

ルピナス播種の様子 ルピナス田の風景 

花菖蒲の風景 ひまわりの風景 

水質調査の様子 竹炭設置の様子 
水路泥上げ作業 

農道砂利補修作業 

開水路補修作業 

開水路補修完成 清掃活動の様子 稲刈りの様子 

かしわちょう 

４―３ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 



○ 本保全会は、平成19年度より農地・水保全管理支払に取り組んでおり、近年の環境配慮に係る意識の高ま
りなどを受けて、愛知県農業総合試験場等との連携のもと、地区内の水田に水田魚道を設置。  

○ 水田魚道と魚道を設置した観察水田において、生物の観察や伝統的農機具を用いた農作業体験など、
子どもが農業や環境の大切さを再認識し、地域や農業への理解を深める活動を実施。 

○ また、地元の保育園・学校・子供会等との連携のもと地域資源の保全活動を実施しており、景観保
全のために植栽したヒマワリを活用したイベント等を開催。更に、地元農協は、水田魚道を設置した
水田で栽培した減農薬米を「どじょうの育み米」として販売。 

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 【地区概要】 
 
・取組面積  85ha   
  （田 80ha、畑5ha） 
・資源量 水路 33km、農道 9km 
・主な構成員 
    農業者 、非農業者、町内会、 
   榎前農用地利用改善組合 等 
・交付金 約７百万円（H26） 
 
 

研究機関との連携による
水田魚道の設置 水田魚道を活かした活動 更なる活動の展開 

○ 水田の生物多様性を確保するため、構
成員、耕作者等の関係者が話し合い、水
田と排水路を結ぶ水田魚道を設置 

 
○ 水田魚道は、愛知県農業総合試験場に
おいて開発されたものであり、保全会では、
遡上する魚類等の観察・調査を週２回程度
の頻度で定期的に実施 

○ 水田魚道での
生き物調査を実
施する事で環境
に対する意識を
醸成 

○ 魚道を設置した水
田を観察水田として
も活用 

○ 観察水田で伝統
的農機具を用いた
農業体験を実施 

○ 水田魚道を設置した水
田で、節減対象農薬を地
域慣行の５割低減して栽
培した米を「どじょうの育
み米」として販売 

 
○ また、地元製パン工場
とも連携し、米粉パンとし
ても販売 

○ 多様な主体によ
る取組 

（中学生によるゴミ拾い） 

○ ヒマワリの植栽 
（活動組織が主体となっ
てヒマワリ祭りも開催） 

 

えのきまえ 

 ドジョウ等が遡上 

４―４ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 



○ 本地区は、滋賀県南部の琵琶湖沿岸で地形的特性から水の流れが停滞しやすく、水質の悪化が危惧され
ている赤野井湾に隣接している。 

○ 水田から流出した農業排水は、排水路を経て幹線排水路である浄化型水路に流入し、浄化池から循環ポン
プで再び農業用水として利用することにより、琵琶湖への農業排水からの負荷を削減している。 

○ 浄化型水路には、水質の浄化と景観を考慮した植物を植えている。また、子供を含む多くの地域住民が参
加するウォーキングを開催し、浄化型水路から浄化池までの区間を歩きながら、水生植物・生き物の観察や
施設の果たす役割を紹介。 

このはま 

木浜の資源環境を守る会（滋賀県守山市） 

水田からの濁水流出抑制 循環かんがい施設 地域住民への啓発 

【地区概要】 
・取組面積 140.8ha 
  （田 137.2ha、畑 3.6ha） 
・資源量 
  開水路 22.0km、農道 15.2km 
  パイプライン 2.0km 
・主な構成員 
  農業者、自治会ほか６団体 
・交付金 約12百万円（H26） 

適正な水管理に必要なポンプ操作は、
重要な作業。 排水は浄化型水路に流入し、浄化池から

循環ポンプで再び農業用水として利用。 

地域住民が参加するウォーキングを行い、
循環かんがい施設が果たす役割などにつ
いて説明。１５４名が参加。 

南部浄化池 
循環ポンプ 

浄化型水路 

地域全体で各筆の排水口に止水板を設置
し、濁水の流出を抑制。約280箇所設置。 

    琵琶湖沿岸における水質の浄化、循環かんがいの取組 ４―５ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 



○ 本組織区域内の小荒川集落においては、集落内の食用廃油の回収、食用廃油のＢＤＦ（バイオ
ディーゼル燃料）化等、以前から、地域資源の活用、資源循環の取組を実施。 

○ 農地・水保全管理支払の取組を契機に、地域内の休耕田１．３６ｈａに菜の花の播種を行い、良好な
農村景観を形成。 

○ 刈取り後の菜種から製造した菜種油をＢＤＦ化し、これを景観形成活動に必要な作業機械の燃料と
して使用する等、今後は、地域資源の循環を一層進めることが目標。 

美郷町千畑地域農地・水・環境保全組織（秋田県美郷町） 

資源循環の進め方 
休耕田への菜の花植生 

【地区概要】 
・取組面積 2,540.4ha （田  2,540.4ha） 
・資源量 
   開水路663.9km、農道471.9km、  
   ため池43箇所 
・主な構成員 
   農業者、非農業者、自治会、ＪＡ、 
   生産組合、水土里ネット 等 
・交付金 約122百万円（H26） 

家庭から廃油を
流さなければ終末
処理場の維持管
理費が低減できる。 

公民館にドラム缶
を設置し、廃食油
の回収を呼びかけ。 

下水の終末処理場の機器類に油がこびりつき
維持管理に多額の費用がかかる。 
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費 

菜種 
BDF（作業機械燃料） 食用油 

      菜種 
廃油 BDF 

菜の花 

耕起作業のトラクターは、菜種油から
製造されたBDFを燃料としている。 

9月に播種した菜の花
が、翌5月に見頃に。 

BDFとして再利用

し、ＣＯ２排出を抑
制 

菜の花の循環プロセス 

水質汚濁を軽減 

＝
 

環境負荷の低減（農村環境保全） 

公民館に廃食油回収缶を設置し、廃油の回収を
呼びかける。 

工  程 

菜の花⇔菜種 

副産物 

搾油量 
30㍑/10a 

廃油→BDF 
精製率90% 

菜の花ネットワークで地域資源循環 ４―６ 

こあらかわ 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 



○本地域では、農地・水・環境保全向上対策の活動を通じた地域の活性化を考え、川の水を利用した小水力発電
の事例から、地域にある水を利用し電力を得ることを検討。 

○NPO法人（東北エネルギー開発機構）からの助言及び協力を得て、地域内の公園にある水車を水力発電の候
補地とし、電力技術を地元工業高校（山形県立長井工業高校）の協力を得て発電条件を整えた。 

○シンボルであるイルミネーション看板は、活動組織の子供会が「活かそう！水のちから」としてデザイン。地域資
源から生まれたクリーンエネルギーを利用したもので地元で話題となり、地域の活性化に繋がり、道行く人への
啓発の一翼を担っている。  

○今後は、地域内に存在する水路にある大きな落差を利用した水力発電を行い、水路周辺の街灯や公民館等の
施設電力として利用し、新たな農村環境づくりを目指した取組を行っていく方向。  

松原地区保全協議会 （山形県飯豊町）  

 
地域にある水を利用した 

発電の検討 
 

小水力発電の実現までに 水を活かし新たな農村環境 

【地区概要】   
 
・取組面積  54.0 ha 
  （田 50.5 ha 畑3.5 ha） 
 

・資源量 
   開水路 13.4 km、農道  1.6 km    
 

・主な構成員 
   農業者、自治会、子供会  
      土地改良区、消防団   
 

・交付金 約３百万円（H26） 
 
       

小水力発電を通じた地域活性化 

【花の植栽】         【水路の点検】 

最上川の源流地域であり、地域には水に
関する資源が多い。これを活用できないか
思案。  
                
 
 
 

川を利用した小水
力発電の事例から 

⇒
 

活動組織として発
電化を検討 

電力普及に取り組
むNPO法人の協力

を得て、電力化に
向けての現地指導 

【装置の取付作業】 

【活動組織役員と地元工業高校との打合せ】 

【発電装置の取付作業】 

電力装置について
地元工業高校に 
協力を依頼 
 
 

装置の取付けも 
地元高校の協力に 
より高校生が実施 
 
 

【看板をデザインした子供達とＰＲ看板】 
 
 
 

発電により、ＰＲ看板のイルミネーションが点灯。
地域で話題となり、地域活性化に貢献。 

⇒
 

今後も、地域にある水を利用した水力発電に
より、水路周辺の街灯や公民館等の電力を供
給できる新たな農村環境づくりを目指す。 

活かそう！水の力 

LED照明 

松原地区保全協議会 

まつばら 
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