
○ 平成19年度から農地・水の取組を開始し、当初は８地区の活動組織で取組を実施して
いたが、地区間の施設の保全・管理について責任分界が曖昧で問題となっていた。 

○ 平成23年度からの施設の長寿命化の取組を契機に、組織を広域化することで効率的な
取組を開始。集落間の問題となっていた施設の保全・管理の責任分界を明確にすると共
に、施設の長寿命化の取組に関する予算の効率的な配分が可能となった。 

○ 集落間の調整等について役場のサポートを受けることにより、円滑に広域化を進める
ことができた。 

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） 

広域化の効果 

【地区概要】 
・取組面積  329ha 
 （田 314ha、畑 15ha ） 
 

・資源量 
  開水路 90.1km、農道 24.4km 
 

・主な構成員 
  農業者、自治会、婦人会、 
  その他24団体 
 

・交付金 16百万円（H26） 
  

○ 集落間の水路は責任分界が曖昧で、保全管理が不十分であった。 
 

○ 集落間で話し合い、「組織を広域化し、保全管理が不十分である施
設について組織内で相談・対応する」ことに対して合意形成を図り、
問題を解消。 

 

○ 施設の長寿命化については、老朽化の著しい箇所等へ重点配分
することにより、効率的な活動が可能となった。 

○ 広域化後の各集落の活動内容を決定する調整役として、役場が
サポートを実施。従来、別々に活動していた８組織がほ場整備を実
施している範囲で広域化。 

 
○ 広域活動組織での合意形成は、集落内で決定されたものをそれ
ぞれの地区の代表者が持ち寄り、委員会で決定。 

広域化前（８組織） 
①新町農村環境保全会    18.9ha 
②市武・六田農村環境保全会 64.8ha 
③大坂間農村環境保全会   27.1ha 
④直代農村環境保全会    22.0ha 
⑤続命農村環境保全会    23.7ha 
⑥東津農村環境保全会    51.8ha 
⑦松枝農村環境保全会    59.0ha 
⑧向島農村環境保全会    61.2ha 

活動組織の広域化 

老朽化の著しいクリークの整備 

総会の様子 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同、長寿命化） 

広域化による効率的な活動の実施 ８－３ 



○ 本地区は、活動組織の構成員数や事業規模が大規模であることから、社会的な信用と透明性を確保した組織とするため、
設立当初からNPO法人化を目指し、平成１９年１２月に農地・水・環境保全向上対策の組織として秋田県で初のNPO法人化。 

○ 農地・農業用水等の資源の適切な保全管理（多面的機能支払の活動）に加え、豊かで明るい地域づくり活動に取り組む。 

④組織の構成と役割 

活動の企画・立案 

会員 
（２７６人団体） 

○団体会員 ２６団体 
 
民間企業、老人会、婦人会、子ども
会、小学校、消防団、営農組合、土
地改良区など 

  

○個人会員：２５０人 
 
  農家    ２０５人 
 非農家    ４５人 
 

理事会 ２１人 

運営委員会 ５５人 

四役会議 
（理事長、副理事長、営農組合長、事務局長） 

農地維持管理会議 広域協定運営委員会 

世話人会議 

長寿命化運営委員会 

 組織の概要  

 活動の概要  

①農業用水路等の資源の適切な保全管理を図る活動 
②農村における生態系保全や景観形成などの農村環境の向上を図る活動 
③環境保全型農業を推進する活動 
④食育、農村伝統や慣習の継承に関する活動 等 

①法人化の目的・経緯 
脱サラ後、専業農家をしているW副理事長が一念発起。相互扶助の精神で

ある「結い」をテーマとして、 
・法人格を持つことで、社会的信用が高まる 
・より広範な内容で、より幅のある活動ができる 
・寄付金や公的な援助が受けやすい 等 
を考慮し、NPO法人化。 

②法人化を提案した者 
   W副理事長（元JA職員、現在、農事組合法人理事）  

  

③法人設立年月日 
   平成１９年１２月３日  

樽見内地域農地・水・環境保全組織 
（秋田県横手市） 

地区概要 ・取組面積  258.5ｈａ 
・対象施設  開水路78.9km、農道36.5km 
・構成自治会数   １１ 
・主な構成員  農業者、非農業者、営農組合、土地改良区、女性会、 
                     子供会、保育園、小学校、その他 
・交付金   約17百万円（H26） 
       （農地維持支払、資源向上支払（共同、長寿命化）） 
 

 
 
  

NPO法人化の効果、課題 

①法人のテーマである「結い」、相互扶助、ボランティアの心が育まれる 
②農村の様々な課題、将来を地域で話し合える場を提供 
③多くの市民が参加できる体制づくり、地域から信頼される組織づくり 
④情報の公開と情報の発信・ホームページ「かしま梨」 

 
 
 

横手市広域協定 ・ 樽見内地域農地・水・環境保全組織 

 
 
 

多面的機能支払交付金の活動 

水路の泥上げ 

劣化した用水路の
補完工事 

  交流活動 

交付金を活用しない活動 

○まちづくり、子どもの育成交流 
  活動等 
 （会費・寄付金等による活動）  
 

景観形成 

水の学び 

  社会的信用と透明性確保に向けた活動組織のNPO法人化 ８－４ 



○ 当地域では、長期間放置された桑園や老朽用排水路の保全管理活動を行う必要性を感じていた住民が、
農地・水・環境保全向上対策の導入を契機に、農事組合、自治会を中心に組織体制を構築。 

○ 組織を安定的なものとし、長い期間にわたって活動を続けられるようにするため、早期にＮＰＯ法人化し、
効果的に水路補修技術の習得等の活動を実施。 

○ 農村環境の保全整備はもとより、食料や農業への関心の高まりに対応するため都市と農村の交流活動
の促進を目差す。 

ＮＰＯ法人関北農・水・環境保全会（福島県福島市） 

資源保全管理体制の構築 技術の習得・蓄積 これからの活動 

遊休桑園の存在、用排水路の老朽化が
地区の課題に 

【地区概要】 
・取組面積 35.7ha 
  （田 24.4ha、畑 11.3ha） 
・資源量 
   開水路10.3km、農道7.6km 
・主な構成員 
   農業者、農事実行組合、 
      婦人会、老人会、ＰＴＡなど 
・交付金 約２百万円（H26） 

せきほくのう すい かんきょう 

対策の導入により、地域ぐるみで保全管理
に取り組むこととなった。 

建設業者などの指導を受け補修技術等の
ノウハウを学ぶ。 

同時に、組織体制をより確固たるものと
すべく、ＮＰＯ法人化を検討 

これからは自らの手で可能なように・・・。 

 
この法人は広く県民に対して、食糧供給に係る
農業生産環境の保全や憩いの場の提供に繋が
る農村環境の維持向上に関する広範な事業を
行い、農業生産の持続的発展と多面的機能を
持つ農村環境の永続的改善をとおして県民生
活の向上に寄与することを目的とする。 

平成20年3月4日に福島県知事より認証
を受け、3月7日に法人登記と同時に設立。 

ＮＰＯ法人化 

（水路側壁の補修） 

（鋼材加工） ＮＰＯ法人関北農・水・環境保全会の目的 

○ 荒廃した桑園をいつでも耕作可能な状態に
整備し、農業生産基盤を確保する。 

○ 地域住民の交流のみならず、都市の人達が
訪れやすいような環境の保全を展開。 

団塊世代や若者を 
新規就農者として育成
する「農のマスターズ
大学」（福島市主催）に
おける実習畑 

食料・農業への関心に応えるための“場”として 
地区内の遊休農地を実習畑に提供 

将来的には、地域内のみならず都市部や
周辺地域の人々を包含しながら活動する
必要性が生ずることが予想され、その受け
皿となる体制を構築することが必要 

 農地維持支払 
 資源向上支払（共同） 

ＮＰＯ法人化による組織体制の強化 ８－５ 



○ 農地・水保全管理支払での第1期対策時には見附市全体でわずか3集落の取組であったが、平成24年度
からの第2期対策においては、加盟を要望する集落が30集落と大幅に増加したため、各種事務の煩雑化
が懸念された。そこで、組織と行政の負担を軽減し、双方がそれぞれの役割に専念できるよう、1市1組織
である「見附市農地・水・環境保全組織」を市主導により設立した。

○ 平成26年度からの「多面的機能支払」では、市内で未加盟であった残り35集落が新たに加盟し、名称も
「見附市広域協定」に改め、市内の全地域を１組織によりカバーし活動している。

○ 専任事務局を設置し、各集落間の活動の調整や事務作業等を行っている。

見附市広域協定（新潟県見附市）

広域協定の組織体制 広域協定の重点活動 広域協定の効果

【地区概要】
・取組面積 2,506ha

（田2,368ha 畑138 ha）

・資源量 水路752.4km、農道285km、
ため池57箇所

・主な構成員
農業者、非農業者、自治会、
老人会等

・交付金 約138百万円（H26）

○広域協定の運営委員会は各集落の代表
及び副代表、土地改良区等の団体の長が
運営委員となり構成されている。

○委員の中から、会長1名、副会長2名、
会計1名、監事2名、地区監事7名を選任し
ている。

○活動のルールや活動費等は全て運営委
員会で決定され、それに基づき各集落が
活動を実施している。

○年間2～3回の運営委員会に加え、春、夏、
秋３回の研修会を開催している。

○事務所を旧ＪＡ支所に設置し、事務局
長1名と事務員1名で運営にあたっている。

○採択・交付申請・報告等の煩雑であった
事務負担が軽減される。

○資材や物品の購入、補修委託の発注等
は共同で実施することで経費の節減が図
られる。

○各集落間、地域間等での活動費の調整
や大型機械を共同で活用し合う等、効果
的・効率的な活動の実施が可能。

平成26年度
第1回協定
運営委員会

○見附市広域協定では、「多面的機能の増
進を図る活動」として、「田んぼダム」
に積極的に取り組んでいる。

○協定面積の約50％となる1200haの水田
の排水口に、貯留機能を高める「水位調
整管」を設置することで、地域の防災・減
災対策を補完する役割を担っている。

○広域協定統一独自様式による書類作成

会計処理と活動記録の整理は各集落が行う
が（事務局委託も可能）、簡単に処理ができる
よう独自の自動作成ファイルを配布。

会計伝票類作成ファイル 活動記録作成ファイル

田んぼダム
用水位調整
管の設置

みつけしみつけし

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

大型機械等を
集落・地域間
共同で活用

市全域を対象とした組織の広域化の取組８－６



○ 本地区は、日本海沿いに沿って伸びる庄内砂丘の南端に位置し、地区の1/3はかんがい施設が整備
されており、鶴岡市のブランド品種である鶴姫メロンやミニトマト等の栽培が営まれている。

○ 戦後自主開墾された畑地帯で、関係集落数も多い地区であり、取組を開始するに当たり、本地区の農
家とのつながりが強く、かんがい施設の修繕工事等の事務を担ってきたＪＡ支所内に事務局を置くこと
とした。

○ ポンプの部品交換やパイプラインの補修、防砂林の管理や農道補修など、安定的な営農環境の保全
のための活動に取り組んでいる。

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
広域組織の設立

活動内容

【地区概要】
・取組面積 312ha （畑312ha）
・資源量 開水路 3.5km

パイプライン 111.4km
農道 95.8km

・主な構成員
連絡協議会(4)、西郷地区自治会、
ＪＡ、農用地利用調整委員会

・交付金 約15百万円（H26）

防砂林内に外来種であるニセアカシアが繁殖しており、本
来のクロマツの防砂機能の保全を図るとともに、農地への侵
入やミツバチを利用したメロンの受粉への影響を防ぐため、
ニセアカシアの伐採、除草剤の散布を定期的に実施。

○本地区は、関係集落が16集落と多いことから、
取組を開始するに当たり、本地区のＪＡは、

①地区の出荷するメロンの大部分を担うなど、関
係農家とのつながりが強い

②水利施設修繕工事の事務作業を代行している

ことなどから、ＪＡ鶴岡西郷支所内に事務局を設
置し、活動の調整や事務作業を行う体制を整え、
広域組織を設立した。

○安定的な営農環境を保全するため、農道の補
修等の従来からの管理活動に加え、これまで十
分に対応できなかった水利施設の補修、防砂林
の管理などの活動を展開している。

老朽化により、水利施設の補修に苦慮していたが、揚水機
場の部品交換や、農家の直営施工によるパイプラインの補修
等を計画的に実施。

○揚水機場等の水利施設の補修

○防砂林の保全活動

農道の敷砂利補充や不陸整正などの補修を農家の直営施
工により実施。

○直営施工により農道補修

農地維持支払
資源向上支払（共同）
資源向上支払（長寿命化）

にしごう さきゅうはた

ＪＡを核とした広域活動組織の設立８－７



○ 本地域は、国営沖縄本島南部地区の受益地で、サトウキビをはじめ、ゴーヤ、レタス、にんじん、小菊
の栽培が盛んな地域である。

○ 活動組織は、市内の20土地改良区に関係する26集落が参画する広域活動組織であり、糸満市土地
改良区合同事務所内に事務局を設置し、各土地改良区の区域単位で実施される保全活動等の調整や
事務作業を行い、集落の負担を軽減している。

○ 海域の環境保全のため、土壌流出防止用の沈砂池の適正管理を行うとともに、農道や排水路の点
検・補修等の取組や地元大学等と連携した保全活動を実施している。

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）

組織体制 活動内容 大学等との連携

【地区概要】
・取組面積 721ha

（畑721ha）
・資源量 開水路 48km

農道 143.7km
沈砂池 115箇所

・主な構成員
自治会(26)、土地改良区(20)

・交付金 約15百万円（H26）

○活動を通じて、地域を担うリーダー育成や幅広い地域住民の
参加の促進、地域への貢献を図るため、平成25年度より琉球
大学農学部等と連携した現地検討会やワークショップの開催、
地元建設業の団体の協力による保全活動実施などに取り組
んでいる。

○活動区域内には土壌流出防止のた
めの沈砂池が115箇所あり、海域の
環境保全のため、堆積物の撤去等の
適正管理に取り組んでいる。

糸満市地域農地・水・環境保全
管理協定運営委員会

事務局（合同事務所内）

土地改良区 土地改良区 土地改良区

集落

沈砂池の土砂上げ

○農道の草刈・補修（砂利補充）や
排水路の点検･補修を実施している。

集落 集落 集落

いとまんしいとまんし

農地維持支払
資源向上支払（共同）

○平成24年度までに土地改良区単位の活動組織
（20改良区・26集落）が順次合併・広域化。

○各土地改良区から選出される運営委員によ
り、活動計画を策定。

○広域化を契機に、糸満市土地改良合同事
務所内に事務局を設置し、活動の調整や事
務作業を実施。

農道の砂利補充

放送大学
沖縄学習センター

琉球大学 農学部

糸満市地域農地・水
環境保全組織

自らの意思と知恵で地

域社会をリードする

未来対応型リーダー
の人材を育成！

連

携

建設業関連団体

糸満市地域農地・水
環境保全組織

保
全
活
動
の

共
同
実
施

施設の保全管理や

景観保全により

地域への貢献

土地改良区が中心となった畑地帯における取組８－８
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