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守っていきたい島根の農村 
集 落 協 定 活 動 マ ッ プ

～中山間地域直接支払制度を活用した集落の活動事例～ 
 
中山間地域には、島根県の貴重な財産といえる農地が数多くあります。これを適切に守っ

ていくことは、農地がある地域のみならず、県土全体を守り、県民全体を守っていくことに

つながります。 
 
・なぜ中山間地域を？ 

中山間地域は、大きな河川の上～中流部に位置しています。中山間地域にある農用地を

適切に管理していくことで、下流部の災害防止・国土保全、そして水源の確保に大きな役

割を果たしています。 
また、美しい農村景観は日本の原風景とも言われ、人の心をなごませる効果があります。 
このように中山間地域で行われる農業は、単なる産業としての面にとどまらず、多面的

な機能を果たしているのです。 
 

・中山間地域等直接支払制度を活用した取り組み 

中山間地域等直接支払制度は、集落で 5 年間の活動を定めた協定を締結して行

われる農用地を守り、多面的機能を増進する活動に対して交付金が支払われるも

のです。 

 

・ようこそ中山間地域へ！ 

中山間地域の農村では、都市部の方にお越しいただき交流を

行いながら、より元気な集落の実現を目指しています。皆様の

来訪をお待ちしています。 
「農作業を体験してみませんか」 
「.美しい農村景観をまもる取り組みをご覧ください」 



集落協定における都市住民向け活動一覧

市町村 協定集落 作物名 作付け場所 面積 見頃

安来市 福留団地 あじさい 畦畔等 22a 5月下旬～6月

大田市 多根
シバザクラ、アジュラ、アー
クトセカ、タイム

畦畔 200a 5月上旬～6月上旬

大田市 溝熊 芝桜、ツツジ 畦畔等 20a 4月下旬～5月下旬

大田市 長原 ベゴニア、ソバ 畦畔等 25a 4月上旬～11月上旬

大田市 東上山 菖蒲 管理田 20a 5月中旬～6月中旬

大田市 加渕 菖蒲、ハス 管理田 50a 6月中旬～7月初旬

大田市 池田上 そば 管理田 25a 9月下旬

大田市 小屋原宮の前 そば、コスモス 管理田 25a 9月下旬～10月上旬

大田市 水滝 そば 管理田 25a 9月下旬

大田市 佐津目 桜、あじさい、レンゲツツジ 畦畔等 20a 4月上旬～10月上旬

大田市 獺越 そば 畦畔等 40a 9月下旬

大田市 出岡 レンゲ 管理田 35a 5月中旬

大田市 野田原 コスモス 管理田 20a 9月下旬～10月中旬

大田市 本谷・市 コスモス、水芭蕉 管理田 70a 5月上旬～10月中旬

大田市 堀越溜池 ヒマワリ、ポピー 管理田 20a 5月下旬～8月下旬

大田市 徳田 あじさい 畦畔等 20a 5月下旬～7月下旬

大田市 高原 ヒマワリ、ポピー 畦畔等 20a 5月下旬～8月下旬

大田市 あすなろ 菜の花、コスモス 管理田 85a 4月上旬～10月中旬

大田市 大暮 菖蒲、そば 管理田 30a 5月中旬～9月中旬

大田市 上谷 そば、コスモス 管理田 20a 9月下旬～10月上旬

大田市 今市 彼岸花 畦畔等 20a 9月上旬～下旬

大田市 一丁代 彼岸花、菖蒲 畦畔等 20a 5月中旬～9月下旬

大田市 赤波 そば、ヒマワリ 畦畔等 20a 8月中旬～9月下旬

大田市 大原農事研究会 そば、ヒマワリ 管理田 30a 8月中旬～9月下旬

大田市 山中東 コスモス 管理田 20a 9月下旬～10月中旬

大田市 飯谷 そば 管理田 20a 9月下旬

大田市 柿田 そば 管理田 70a 9月下旬

大田市 草木原 そば、菜の花 管理田等 25a 9月中旬～10月中旬

大田市 上井田 そば、ヒマワリ 管理田等 25a 8月中旬～9月下旬

大田市 津淵 そば 管理田 1ha 9月中旬

大田市 殿村 そば、ヒマワリ 管理田 50a 8月中旬～9月下旬

大田市 福田 そば 管理田 35a 9月中旬

大田市 横道 そば 管理田 1ha 9月中旬

川本町 上石 そば 耕作放棄地 20a 9月下旬

川本町 中石 レンゲ 水田 50a 4月中旬

川本町 照栄 菖蒲、カキツバタ、水連 耕作放棄地 90a 6月下旬

川本町 木屋原 そば 耕作放棄地 65a 9月下旬

邑南町 馬の原下 各種花 県道7号線沿い 1～2km 春～秋

邑南町 荻原 あじさい
雲海ロード～香木の森までの道路
脇および田の畦畔に植栽。

1～2km 6月

浜田市 長見町1 あじさい 協定に含めない耕作放棄地・遊休農地 34a 5月

浜田市 横山町上 葉鶏頭・ひまわり 協定農地(耕作放棄地復活) 42a 7・8月

浜田市 上城ＡＢ コスモス 協定農用地 30a 10月

浜田市 木田2 コスモス 協定農用地 50a 10月

浜田市 木田8 コスモス 協定農用地 20a 10月

浜田市 戸　川 コスモス 協定農用地 30a 10月

浜田市 都川7 菜の花 協定農用地 30a 4月

浜田市 久佐川 レンゲ・ソバ 協定農用地 54a 4月

浜田市 植松 レンゲ・菜種 協定農用地 73a 4月

浜田市 東 コスモス・ヒマワリ 協定農用地 64a 10月

浜田市 金田 クローバー・レンゲ 協定農用地 70a 4月

浜田市 伊木 レンゲ・コスモス 協定農用地 30a 10月

浜田市 東下久佐 コスモス 協定農用地 30a 10月

浜田市 小国郷 菖蒲 協定農用地 20a 6月

津和野町 麓耕 つつじ 法面全域 100a 5月上旬

海士町 東 レンゲ 水田 100a

隠岐の島町 上三里 そば 上三里集落内 57a 9月中旬～10月

景観作物の作付けへの取り組み（20アール以上）
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市町村 集落名 内容 連絡先

雲南市 三刀屋神代
１組あたり水田１aを借りて、田植えと稲刈りを体験。その他の管理作業は
地元農家が行い、参加者はリース料と管理費を支払い、秋の収穫時には
玄米30kgを受け取る。

フレッシュファーム神代
0854-45-5160
http://www1.ocn.ne.jp/~koujiro/

米原 市街地居住世帯にそばの栽培の体験をしてもらう。 酒井吉義　tel:0854-56-0443

木屋谷
転作田を利用したそばオーナー制度。50aで、種まきから刈り取りまでを
オーナーと共同作業。収穫祭にそば打ち体験など。

原田二朗　tel:0854-53-0247

川西
そばオーナー制度により種蒔きからそば打ち体験の交流事業
6月20日くらいまで一般募集

中村憲一　tel:0854-52-2158

飯南町 志津見 クラインガルデンの入居者と、年中行事を行い、都市住民との交流を図る。
(有)志都の里（志津見振興組合）
http://fish.miracle.ne.jp/shitsumi/

出雲市 山寄
椎茸、蕎麦のオーナー制度による都市部住民との交流
稗原やまびこ農園80区画で、野菜や花を栽培

高野 義徳　tel:0853-48-0912
http://www.geocities.jp/izumo_yamabiko/
index.html

今西 夏休み中、田舎体験（鮎つかみ取りや農産物もぎとり等）ツアー実施
邑南町役場羽須美支所　農業係　0855-
87-0224

上田

平佐

浜田市 門田 枝豆のオーナー制度(10a)。１区画15㎡で、受付、草刈り、収穫体験。 http://www.iwami.or.jp/bigoru-k/

江津市 千田後谷
綿の栽培を行い、体験農園を開設。集落景観を維持し都市住民との交流を図る。
また小学校等と連携して、作付や収穫等の農業体験を行う。

益田市 中間
田植え～稲刈り、収穫祭等農作業以外にも中間集落のイベントを体験。日常の管
理作業は中垣内中間の棚田を守る会が行う。（地元農家の組織）参加者は年会費
を年度当初に支払う。

中垣内中間の棚田を守る会事務局　武内
tel:090-4651-0701
http://www.iwami.or.jp/masudasi/top/kurashi
/map/nousui/ninaite/tanada/tanada.htm

吉賀町 大井谷

H11年から棚田での米づくりを通して棚田の保全を一緒に考えようとオーナー制度
を開始。
１組あたり田んぼ１枚（基準100㎡）を借りて、田植え、草取り、収穫を行う。その他
の管理はオーナーの受入農家が行う。収穫米はすべて持ち帰り出来る。
オーナー料金　36,000円/100㎡

吉賀町役場産業課
0856-79-2213
http://www.iwami.or.jp/xichiro/

市町村 協定集落 内容 連絡先

東上山
稲作、炭焼体験、田舎料理作り等農林漁業体験学習。８月頃（里山インターンシッ
プ）開催。対象：18～25才の学生。

NPO法人水と緑の連絡会議
http://www.iwami.or.jp/ohgreen/

中組
稲作等農業体験、農山漁村の生活体験。春夏冬休み（山村留学短期事業）実施
対象：小中学生

大田市山村留学センター　「三瓶こだま学園」
http://www.iwamigin.jp/ohda/sanryu/

佐津目
稲作等農業体験、農山漁村の生活体験。春夏冬休み（山村留学短期事業）実施
対象：小中学生

大田市山村留学センター　「三瓶こだま学園」
http://www.iwamigin.jp/ohda/sanryu/

邑南町 観音寺原 四季を通じて農業体験できます。秋にはソバ打ち体験も。 農家民宿「日高」 tel:0855-85-0031

田橋町上 春のお茶摘み体験（年1回）
(有)ふれあい総合農場しまね
http://www.chovi.net/fureai/

八ツ木
田植え・稲刈りの体験（高齢者世帯での農作業の手伝い）及び民泊
春秋の農繁期

協定担当者：村武正行
0855-47-0517

益田市 中金

民泊遊裕は、体験型農村民泊。農村ならではのスローライフが体験できます。
周りは自然がいっぱい。施設は築百年以上の古民家。 囲炉裏端での食事。隣接
する遊裕工房では、ご希望により人形作り・竹細工・かずら工芸なども体験できま
す。

tel&fax　0856-29-0322
http://www.iwami.or.jp/fukai_01/

益田市 野中
民泊「いわみの藁屋」は体験型農村民泊で、農家の暮らしに触れ、カズラで籠を
作ったり、ワラ細工や畑仕事をしてゆっくりとした休日を過ごすことができます。
対応可能時期:1月～11月

tel&fax　0856-29-0921
http://www.iwami.or.jp/siroyama/

　　　その他の活動
市町村 集落名 内容 備考

大東小河内

大東小河内
なぎ

大東中屋
ホタルが舞う時期には竹を使った灯篭を並べ、訪れる人々にお茶をサービ
ス。またホタルの守り育てるためビオトープの作成を計画中。

出雲市 橋波
食文化をテーマとした「農家レストラン」を開設し、都市との交流を実施して
いる。

大田市 草木原
取水河川にカジカガエルや蛍等ビオトープの保護を行い、水辺ゾーンを整
備する。

邑南町 田所上 ハンザケ観察舎と連携し、自然保護

諸谷
上室谷
下室谷

江津市 羽代
集落環境の保全・美化を行い、蛍が生育できる環境を維持して、小学校等と連携し
て自然観察会などを行う。

津和野町 白井･木尾谷 会員制農業小学校「なよし農業小学校」、年間を通じて農業体験やキャンプを行う http://www.iwami.or.jp/dai/school/

奥出雲町

ホタルを守り、自然環境の保護と集落内外の交流活動を行っている。ホタ
ルの時期にホタル観賞に訪れた人々に神楽を見てもらう企画を行い、おに
ぎり、お茶等がふるまわれる。あわせて、赤川沿いの県道でつながった近
隣市町との交流会も行っている。

雲南市

当地は棚田地帯であり、大学のサークルや福祉施設の児童等が地域の人と棚田
米づくりを実施、またイベントとして、棚田まつりや棚田をめぐるウオークを実施。

浜田市

大田市

浜田市

　　　農作業体験・棚田オーナー制度

　　　体験民宿（グリーン・ツーリズム）

邑南町役場　0855-95-1114 　永井
http://www.town.ohnan.lg.jp/kanko/g_tou
rism/tanada.html

邑南町
棚田オーナー制度の実施。
詳細は邑南町ホームページ　を参照。
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＜都市部住民との交流活動に取り組んでいる協定の事例＞

○ホタルの保護活動

１．集落協定の概要

市町村･協定名 島根県雲南市 大東中屋
うんなんし だいとうなかや

協 定 面 積 田（97.8％） 畑（2.2％） 草地 採草放牧地
12.27ha 水稲 かぼちゃ、なす

交 付 金 額 個人配分 50％
193万円 共同取組活動 道・水路の維持管理 18％

（50％） 会議費、役員報酬 13％
積立金(耕作放棄地の保全管理) 9％
ホタルの保護活動 7％
共同利用機械 3％

協 定 参 加者 農業者17人、非農業者３人、非対象農家14人、中屋水利組合

２．集落マスタープランの概要

農地の荒廃を防ぎ、活気のある集落を維持するため、集落で機械の共同利用をすすめ、

作業の効率化、コストダウンをはかるとともに、農道、水路の共同管理をし、集落を基

礎とした営農組織を目指す。また、集落共同でのホタルの保護活動をとおして自然環境

の保護と集落住民の連携を図っていく。

マスタープランを実現するため、1）農作業の共同化、2）集落共同での農道、水路の

整備、3）非農業者・非協定対象農家を加えた集落共同でのホタルの環境整備を５年間

での活動目標としている。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理（田 12ha） 魚類・昆虫類の保護（ビ 機械農作業の共同化
オトープの確保） ・育苗機と田植機の共同利用

個別対応 ・ホタル保護のため川の 当初０ ha、目標 1.4ha
清掃を年１回及び随時

共同取組活動
水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路 年１回清掃、２回草

刈り 多面的機能の持続的発揮に向け
・道路 毎年８月に簡易補修、 た非農家との連携

年２回 草刈り ・共同利用施設環境の整備、集
落農道の草刈り、集落花壇の

共同取組活動 整備、ホタル環境の整備、ホ
タル祭の開催を非協定農家、
非農家 17 人と共同で取り組

農地法面の定期的な点検 む
・随時

共同取組活動
共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

当集落は、旧制度では取り組んでいなかったため、平成17年度からの新制度における

協定締結について集落で話し合うために、市の職員にも何度も参加してもらい、協定締

結に至った。

協定書を作成する際、集落内で以前から取り組みのある「ホタルの保護活動」を盛り

込み、この活動を協定参加者、非農業者、非対象農業者共同で取り組んでいくこととな

った。

また、当集落の抱える問題である「後継者不足」「耕作者の高齢化」による耕作放棄

地の増加を防ぐため、集落内で機械の共同利用を進め、農作業の効率化、コストダウン

を図ることも協定書に記載した。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・図面左を縦に流れる川（中屋川）を中心にホタル

の保護を行っている

・農作業の共同化が必要となる範囲を記載

・水路、農道等の補修、改良が必要な箇所を記載

ホタル時期に並べる竹灯篭づくり

［平成21年度までの取組目標］

○ 集落での機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化（当初０ha、目標1.4ha(協定面積の11%)）

○ 非協定農家、非農家との共同作業による集落環境の維持。
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＜都市部住民との交流活動に取り組んでいる協定の事例＞

○都市住民との交流活動

１．集落協定の概要

市町村･協定名 島根県雲南市 三刀屋神代
うんなんし みとやこうじろ

協 定 面 積 田（89.5％） 畑（10.5％） 草地 採草放牧地
17.2ha 水稲 大豆

交 付 金 額 個人配分 49％
282万円 共同取組活動 会議費、役員報酬 10％

（51％） 農道・水路の管理 15％
鳥獣対策 15％
都市住民との交流事業 11％

協 定 参 加者 農業者３人、(農)フレッシュファーム神代(構成員18人)、非農家３人

２．集落マスタープランの概要

農地の荒廃を防ぎ、活力のある集落を維持するため、農事組合法人の作業・経営効率
を図る。また、法人と構成員外の農業者の機械・作業を共同化し、コストダウンと労働
時間の短縮を目指し、潤いのある真に豊かな日本の原風景的な集落づくりを目指す。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理（田 15.3ha） 体験農園の開設・運営 地場産農産物等の加工・販売
・オーナー制度を導入し、 ・味噌の加工販売

田植、稲刈体験を行う
共同取組活動 (一区画 100 ㎡)

共同取組活動 共同取組活動
水路・作業道の管理
・水路 年３回清掃、草刈り
・道路 年２回 草刈り ・花壇の整備 多面的機能の持続的発揮に向け

・祭りの実施 た非農家・他集落等との連携
・花壇の整備、農道の草刈り、

共同取組活動 共同取組活動 共同利用施設の整備、祭りの
実施

農地法面の定期的な点検 共同取組活動
・随時

共同取組活動

集落外との連携
○ 多面的機能の持続的発揮に向けた非農家・他集落等との連携
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３．取組の経緯及び内容

旧制度から継続して取組を行っている当集落は、平成10年に設立した農事組合法人フ

レッシュファーム神代を中心に取組を行ってきた。

平成12年度の直接支払制度導入を契機に、「三刀屋町の神代に都会の人を呼び込むた

めにはどうすればよいか!?中山間という特性を生かしながら（自然をそのままに）実際

に来てもらえることは？」と考えた中から、『ふれあい体験農業』を開始した。子供や

若い世代の交流、神代の良さや農産物のＰＲにもつながり、若者も活動に参加し全員で

地域を守ることにもつながっている。

しかしながら、高齢化が進むこの集落において、今後は後継者の育成が非常に重要な

課題になっており、集落全員参加による耕作の役割分担やオペレータの育成などが必要

となっている。

「都市住民との交流」収穫祭での一こま

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・水路、農道を管理する担当者を明記

・体験農場の位置を明記

・共同作業及び共同防除を行う場所を色分

けし記載

「ふれあい体験農業」食事の準備風景

［平成21年度までの取組目標］

○ 神代ブランドの確立をめざし、農産加工に力を入れる。又、非農家の参加を促し、全員参加の集

落づくりを目指す。

○ 集落環境の整備のため参加者で役割分担を行い、非農家と共に集落環境の整備・改善を目指す。
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＜都市部住民との交流活動に取り組んでいる協定の事例＞

○田舎の良さを伝える活動に取り組む集落

１．集落協定の概要

市町村･協定名 島根県大田市 加渕
おお だ し かぶち

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
15ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 25％
117万円 共同取組活動 多面的機能取組活動費 13％

（75％） 農道等整備費 45％
農用地の維持管理活動費 17％

協 定 参 加者 農業者 21人

２．集落マスタープランの概要

当集落においても、高齢化が進み、保全管理田が増加している。このため、高齢者で
も栽培等できるよう、水稲だけでなく、その土地の条件に適応する作物等を模索し、試
験栽培する。（高付加価値作物である、古代米等も試験栽培）

また、景観作物の作付け、タニシの飼育等を行い、集落内の景観形成に取組み、近隣
の中学校と連携した米作り体験活動等も行い、田舎の良さを広める活動を行う。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 魚類・昆虫類の保護 担い手への農作業の委託
・田 15ha （約0.7ha、冬期の湛水化、 ・無人ヘリオペレーターに防除

鳥類の餌場の確保） 作業を12ha委託。目標12ha
個別対応

共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路 年2回清掃、草刈り 景観作物作付け 自然生態系の保全に関する学校
・道路 年 2 回 草刈り ・ソバ、菖蒲、蓮根等を 教育等との連携
・定期的な点検を行い、補修 約12ha作付け ・地元中学校と連携し、生徒の

を行う 米作り体験学習の指導及び農
地の提供を行う。

共同取組活動 共同取組活動
共同取組活動

鳥獣害防止対策

共同取組活動

集落外との連携
○ 地元中学校と連携し、生徒の米作り体験学習の指導及び農地の提供を行う。
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３．取組の経緯及び内容

本集落は、国立公園である三瓶山のふもとに位置し、観光客等の通行も多いため、景

観形成活動に重点を置き、保全管理田の活用を模索してきた。活動の結果、４年前から

集落に蛍が多く見られるようになり、観光客も訪れるようになった。

この結果が発端となり、「田舎の良さ」、「加渕集落の良さ」を、三瓶山に訪れた都市

住民等に伝えていこうと、保全管理田にタニシを放流し、また三瓶山近隣の池に自生す

る菖蒲を植え付けするなど、保全管理田の活用と多面的機能の増進を図っている。

また、地元の中学校と連携して、生徒に米作り体験活動等を指導しており、生徒達に

農業のすばらしさ、必要性を伝えている。

今後も、都市住民と地元中学校生徒など、市内外に向けて「田舎の良さ」、「加渕集落

の良さ」を伝えていく活動に励み、新しい景観形成活動を模索していく。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・担い手への防除作業委託範囲

・景観形成に取組む位置

景観作物として菖蒲の作付け

蛍の生息地の清掃活動

［平成21年度までの取組目標］

○ 担い手への農作業委託（12ha、目標12ha（協定農用地面積の80％））

○ 多面的機能の持続的発展に向けた地元中学校との連携（米作り体験７a実施）
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＜集落の活動において女性が輝いている協定の事例＞

○地域の食文化を伝えていきたい ～夢工房寺沢～

１．集落協定の概要

市町村･協定名 島根県飯石郡飯南町 寺 沢
いいしぐんいいなんちよう てらざわ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
30.4ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 0％
325万円 共同取組活動 共同利用機械の購入 47％

（100％） 水路道路管理・鳥獣対策 39％
青空市 共同出荷 施設野菜の取り組み 6％
環境美化、伝統芸能文化取り組み 8％

協 定 参 加者 農業者 25人

２．集落マスタープランの概要

本集落は、平成３年に寺沢営農組合を結成し、稲作では平成５年からトラクター、田植
機、共同防除、そして平成６年度からコンバインの共同利用に取り組んできた。現在利用
状況は70～80％であり今後さらに利用拡大を目指す。また共同育苗、ライスセンターの利
用を拡大し作付けの効率化と米の品質向上を目指す。
稲作に替わる高収益作目として施設野菜、青空市、農産加工販売に取り組んできたが、

高齢化により労力が不足しており共同管理、共同出荷に取り組む。
環境美化、伝統芸能文化、都市交流事業を推進し生活環境の整備と住民の定住条件整備

に取り組む。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理（田 29ha） 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化
（約0.5ha、年1回） （トラクター、田植機、防除、

個別対応 コンバインの共同利用を22ha（7
5％）実施、目標26ha)

個別対応
水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路6km、年2回

清掃、草刈り 景観作物作付け
・道路 5km、年 2 回 草刈り ・サクラの管理 集落内で高齢化等耕作が出来な

伝統芸能・都市交流 くなった場合、集積し、農用地
共同取組活動 ・盆踊り、蛍鑑賞、七夕 の保全を図る。

行事を通じて次世代の
担い手育成と都市住民 共同取組活動

農地法面の定期的な点検 との交流に取り組）
（年２回及び随時）

共同取組活動
個別対応

集落外との連携
○集落内の農家に農作業委託等ができない場合には、集落外の農家との連携を図り、
農作業委託等を推進する。
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３．取組の経緯及び内容

近年、この地域でもインスタント食品等が食生活に浸透してきたが、当地区の女性の

「元来この地域に伝わる食文化を住民に楽しんでもらおう」との発想から、平成１１年

３月に「夢工房寺沢」を１２名のメンバーで設立した。

地区内で生産された餅米を使って、餅、山菜おこわ、おはぎ、さくら餅など高付加価

値型の商品生産に取り組み、町内の産直市場、ショッピングセンターを中心に販売を行

っていた。年々販売額も増え地域における女性の収入の場となっていたが、中心人物の

高齢化により運営の継続が危ぶまれ、１８年春には製造用機械等の処分を考えるまでに

至っていた。

そこで、中山間地域直接支払を中心としたグループで話し合いが行われ、１８年１２

月に寺沢営農組合の生産部会に属する組織として、新たな再スタートすることとなった。

寺沢営農組合は地区全戸の参加であるが、そのうち女性２５名の賛同があり、当初のリ

ーダーも後継者も増え、より積極的な活動が続くことに安堵している。

新たな組織となり、１８年１２月には餅米５０袋分の餅を生産・完売するなど、活発

な活動が行われている。

１２月２６日の会合にて 夢工房寺沢

［平成21年度までの取組目標］

○ 集落での大型機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化

（当初22ha目標26ha（協定農用地面積の90％））

○ 施設野菜、青空市、農産加工販売に取り組んできたが、高齢化により労力が不足してきており、共

同管理、共同出荷に取り組み、今後につなげたい。

○ 環境美化、伝統芸能文化、都市交流事業を推進し、生活環境の整備と住民の安定条件整備に取り組

む。
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＜小さいながらも農業生産活動の継続に努力している協定の事例＞

○小規模でもハデ干しを続け農用地を守る

１．集落協定の概要

市町村･協定名 島根県隠岐郡隠岐の島町 西村池田
おきぐんおきのしまちよう にしむらいけだ

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
2.8ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 76％
47万円 共同取組活動 水路・農道等の維持管理、共同作業経費 16％

（30％） 役員報酬、その他 8％
協 定 参 加者 農業者 12人

２．集落マスタープランの概要

当集落では、これまで引き継いできた美しい水田環境を守り、これを次世代へ残

し伝えるために集落づくりを推進する。集落の高齢化が進む中、集落外の担い手等

への農地集積を図ることで安定的な営農の実現を目指す。

１．集落外の担い手又は農業公社に基幹的農作業の受委託を推進します。

２．高齢者も、できる範囲で農作業に係りを持つ形での営農を推進します。

３．自分の農地は自分で守るという気持ちを大切にしながらも、１人で抱え込ま

ずに集落内での話し合いや情報交換などによる解決を基調とした、集落全体

での営農を進めます。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理(田 2.8ha) 景観作物の作付（約 40a） 担い手等への受委託の推進
・集落座談会の開催

個別対応 個別対応
共同活動

水路・作業道の管理
・水路 1.5kmを年２回清掃、

草刈り
・道路 1.5kmを年２回 草刈り

共同取組活動

農地法面の定期的な点検
・年２回及び随時

共同取組活動

集落外との連携
○ 集落内の農家に農作業委託等ができない場合には、集落外の担い手又は農業公社等
と連携し農作業委託等を推進する。
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３．取組の経緯及び内容

農家の高齢化等が進む当地区では、将来に向けて農地を維持していくことが難しい状

況になることが予想されるため、集落全体での農地維持や営農について対応していくこ

とが求められていた。このため、集落協定に取り組むことで、それぞれの農家の課題を

集落全体の課題として捉え活動を進めることとなった。

集落の目指すべき方向性は、集落外の担い手又は農業公社等へ基幹的農作業の受委託

の推進をできるだけ図りながら、高齢者も農業に係りをもつ形を目指すものである。

小さいながらも、ハデ干しを続ける集落

耕転後の農地 水路・農道の管理作業

［平成21年度までの取組目標］

○ 集落外の担い手又は農業公社へ農作業委託を推進する。

○ 集落座談会の開催（毎年）

○ 農道・水路の維持管理活動
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＜小さいながらも農業生産活動の継続に努力している協定の事例＞

○稲作体験学習と農作業の共同化に取り組む

１．集落協定の概要

市町村･協定名 島根県隠岐郡隠岐の島町 湊
おきぐんおきのしまちよう みなと

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
5.03ha 水稲

交 付 金 額 個人配分 70％
105万円 共同取組活動 農業生産活動の体制整備に向けた活動の経費 20％

（30％） 水路・農道等の維持管理、共同作業経費 10％
協 定 参 加者 農業者 22人

２．集落マスタープランの概要

当集落では、これまで引き継いできた美しい水田環境を守り、これを次世代に残し伝
えるために集落づくりを推進する。集落の高齢化が進む中、農作業にかかる機械・施設
の共同利用を推進し、将来も営農が継続できるように取り組む。

また、地域の学校と連携し子ども達に水田づくりを通して農業生産活動や景観保
全を学ぶ機会を創出する。

１．機械・施設の共同利用を進めます。

２．担い手又は農業公社に基幹的農作業の受委託を推進します。

３．高齢者も、できる範囲で農作業に関わりを持つ形での営農を推進します。

４．小学校と連携し子どもたちに農業生産活動等を通じて学ぶ機会を設けます。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理(田 5.03ha) 堆きゅう肥の施肥（約 10a） 機械・農作業の共同化
・共同ハウスを設置し播種育苗

個別対応 個別対応 を共同化 42a(8%)実施、目標
50.4a(10%増加)

水路・作業道の管理 学校教育と連携 共同取組活動
・水路 ２kmを年２回清掃、 ・体験水田を設け稲作体

草刈 験学習を実施
・道路 1.5kmを年２回 草刈 生態系の保全に関する学校教育

共同取組活動 等との連携
共同取組活動 ・地元小学校と連携し、年間を

通じ体験水田18aを設け稲作
体験学習活動を行う

農地法面の定期的な点検
・年２回及び随時 共同取組活動

共同取組活動

集落外との連携
○ 地元小学校と連携し、生徒の米作り体験学習の指導及び農地の提供を行う。
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３．取組の経緯及び内容

農家の高齢化等が進む当地区では、将来に向けて農地を維持していくことが難しい状

況になることが予想されるため、集落全体での農地維持や営農について対応していくこ

とが求められていた。このため、集落協定に取り組むことで、それぞれの農家の課題を

集落全体の課題として捉え活動を進めることとした。

集落の目指すべき方向性は、取り組みが出来ていなかった機械・農作業の共同化の推

進を図りながら、高齢者も農業に関わりをもつ形を目指すものである。

また、集落内児童が通う中村小学校と連携し、地域の子どもたちが稲作体験学習を通

じて学ぶ機会を設けることで、子どもから高齢者までが関わりを持つ活動を通じて地域

の活力を育んでいくこととした。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

このマップでは、次の点を示しています。

①機械・農作業の共同化を進めたい範囲

（黄土色）

②作業道の修繕を要すると思われる範囲

（茶色）

③共同利用ハウス設置予定箇所（黒矢印）

中村小学校４～６年児童が稲作学習 共同利用ハウスを設置し播種育苗の共同化

集落協定代表者による秋の稲刈り指導

［平成21年度までの取組目標］

○ 機械・農作業の共同化（当初０ｈａ、目標50.4ａ（協定農用地面積の10％））

○ 学校教育と連携し稲作体験学習を実施（毎年）

○ 集落座談会の開催（毎年）
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＜その他、特色のある活動を行っている協定の事例＞

○小学校と連携し、アジア・アフリカへ救援米を

１．集落協定の概要

市町村･協定名 島根県大田市 久年
おお だ し くどせ

協 定 面 積 田（73％） 畑（27％） 草地 採草放牧地
7.1ha 水稲等 西条柿・千両

交 付 金 額 個人配分 0％
117万円 共同取組活動 水路・農道・ため池管理費 50％

（75％） 堆きゅう肥施肥 40％
鳥獣被害対策 5％
事務費・役員費 5％

協 定 参 加者 農業者 18人

２．集落マスタープランの概要

当集落では、高齢化が進み、経営規模も小さい農家がほとんどである。しかしながら、

集落の農地を守るため、以下の活動に取組んでいる。

・ イノシシ被害を防ぐため、共同で電気牧柵を設置する。

・ 食味向上を図るため、堆きゅう肥等散布による有機栽培を行う。

・ ため池等の草刈り・清掃を他集落と連携し、維持管理を行う。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 堆きゅう肥の施肥 担い手への農作業の委託
（田 5.2ha、畑 1.9ha） （約5.5ha） ・集落外無人ヘリ防除オペレータ

ーに防除作業を3.7ha委託。目
個別対応 標3.7ha

共同取組活動
水路・農道の管理 共同取組活動
・年2回 清掃、草刈り
ため池の管理
・他集落と連携し、清掃等 多面的機能の持続的発揮に向けた

管理 非農家・他集落等との連携
農地法面の点検
・随時

共同取組活動
共同取組活動

鳥獣害防止対策

共同取組活動

集落外との連携
○ 仁摩小学校と連携して、稲作体験学習を指導し、農地の提供を行う。
○ 食・みどり・水ネットワーク等と連携し、アジア・アフリカ地域へ救援米を送る。
○ ため池の維持管理を周辺集落と共同で行う。
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３．取組の経緯及び内容

平成１４年から集落内の 6.4 ａの水田でアジア・アフリカ地域への支援米を作付けし

ている。これは、仁摩小学校、食・みどり・水ネットワーク、フォーラム「平和・人権

・環境」しまね、近中四農研センター、農政事務所と連携し、この活動を通じて、『食

糧の重要性』や泥の感触を肌で感じながら自然と触れ合い『農業への関心』を持っても

らうこと等を目的としている。

また、高齢農家が多く、防除作業が大きな負担となるため、無人ヘリコプターでの防

除作業を集落外の担い手へ委託しており、労力の省力化を図っている。今後、共同防除

面積を増やしていく予定である。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

記載内容

・担い手への農作業委託範囲

・小学校と連携して稲作体験を行う箇所

仁摩小学校と連携した稲作体験学習 担い手への防除作業の委託

［平成21年度までの取組目標］

○ 担い手への無人ヘリコプターによる防除作業委託（当初０ha、目標3.7ha（協定農用地面積の52％））

○ 学校教育と連携し、稲作体験学習の実施（６a作付け）

○ 食・みどり・水ネットワーク等と連携し、救援米を送付

○ 他集落と連携し、ため池の清掃等管理
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＜その他、特色のある活動を行っている協定の事例＞

○地域と一体となった農業を目指して

１．集落協定の概要

市町村･協定名 島根県邑智郡邑南町 山根谷
おおちぐんおおなんちよう やまねだに

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
21.1ha 水稲、油菜

交 付 金 額 個人配分 50％
375万円 共同取組活動 転作田の活用 10％

（50％） 農業体験学習関連 5％
共同機械の推進 30％
その他 5％

協 定 参 加者 農業者 28人、生産組織1(構成員25人)、非農家5人、学校1

２．集落マスタープランの概要

高齢化に伴う農地の荒廃が懸念されるため、集落営農組織を主体とした機械・農作業
の共同化を推進する。
地域の酪農家と連携し、有機質資材の活用、安全安心な農産物の生産を目指す。
将来の担い手を育成することも視野に入れ、小学校と協力し農業体験を行い、食の大

切さと農業への理解を深める。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化
・田 21.1ha ・年２回 （乾燥調整機の共同利用を 2ha

（10 ％）実施、目標 4ha)
個別対応

共同取組活動 共同取組活動

水路・作業道の管理 自然生態系の保全に関する学校
・水路4.1km、年２回 景観作物作付け 教育等との連携

清掃、草刈り （転作田を利用した油菜 ・地元小学校と連携し、稲作・
・道路 3.9km、年２回 の作付けを0.3haで実施） さつまいもづくり等の農業体

草刈り 験学習。
共同取組活動

共同取組活動、個別対応 共同取組活動

加算措置としての取組等
規模拡大加算

農地法面の定期的な点検 ・生産組織による３作業以上の
・草刈り実施時 作業受委託

個別対応、共同取組活動

集落外との連携
○ 小学校との農業体験交流

地元の小学校と連携し、稲作・さつまいもづくり等の農業体験の実施
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３．取組の経緯及び内容

協定活動を検討する中で、食育への取り組みや将来の担い手を育成したいとの思いか

ら学校教育と連携した活動について、地元小学校に話を持ちかけたところ賛同が得られ

たことから農業体験の実施に取り組むこととした。また、有機質堆肥を使った土づくり

や環境に優しい農業への取り組みを検討していたところ、地域の酪農家では堆肥の供給

先を求めてたところであり、これらと連携した形で環境問題、安全･安心な農産物、食

育等について地域参加型農業を推進している。

併せて、農作業の受託や農業機械の共同化などによる効率化を目指している。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

水路、農道について、維持管理の

対象となる施設を示している。

鳥獣害対策については猪わなや電

気柵の設置が必要な箇所を示してい

る。

農作業の共同化や作業受委託の必

要な箇所を示している。

小学校と連携した農業体験を実施 転作田に作付けた油菜より食用油を採取

［平成21年度までの取組目標］

○ 集落での機械の共同利用による営農の効率化・低コスト化

(当初2ha目標4ha(協定農用地面積の20％))

○ 小学校と連携し農業体験活動を実施する

○ 担い手への農作業の受託の規模拡大（当初0ha）
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＜その他、特色のある活動を行っている協定の事例＞

○ひまわりの里づくり

１．集落協定の概要

市町村･協定名 島根県浜田市 天津谷
はま だ し あまつだに

協 定 面 積 田（95.4％） 畑（％） 草地 採草放牧地
9ha 水稲 桃、野菜

交 付 金 額 個人配分 0％
143万円 共同取組活動 共同作業機械購入費及び共同防除費用 82％

（100％） 水路補修経費 10％
その他 8％

協 定 参 加者 農業者13人、非農家2人

２．集落マスタープランの概要

10年後には、半数の農家が農地の管理が困難になると思われるが、数人の若者による
共同防除をはじめとした基幹的農作業の受託（田植・稲刈）を行い、日常の管理である
草刈については、将来的には農外参入企業等への委託も検討しながら農地の荒廃を防い
でいく。
また、非農業者とともにひまわりの植栽を行い、後継者を育成する面で、都会で暮ら

す子供達（家族）と集落との交流を目的に「ひまわり交流鑑賞会」を実施し、将来的に

は、都市住民（都会で暮らす子供達（家族）の友人・知人からの広がり）を対象とした

交流を図りたい。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理（田 8.9ha） 景観作物作付け 機械農作業の共同化
共同取組活動 ・景観作物としてひまわ ・防除機の共同利用

りを約0.1ha作付け （1ha 実施 目標 1ha）
水路・作業道の管理 共同取組活動
・水路 年1回清掃、2回草刈 共同取組活動
・道路 年2回 草刈 担い手への農地集積

共同取組活動 ・若者中心にオペレーターと
して基幹的農作業(田植・稲

農地法面の定期的な点検 刈)を引き受け(面積は高齢
・随時 等による耕作不能者の状況

共同取組活動 を考慮し4年目に協議）
共同取組活動

イノシシ防護柵の補修点検
主要耕作道進入路へ開閉扉併設 非農家・他集落との連携

共同取組活動 ・非農家とひまわりの植栽
共同取組活動

集落外との連携
○ 非農業者とひまわりの植栽を行い、後継者を育成する面で、都会で暮らす子供達（家族）と集

落との交流を目的に「ひまわり交流鑑賞会」を実施し、将来的には、都市住民（都会で暮らす

子供達（家族）の友人・知人からの広がり）を対象とした交流を図る。
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３．取組の経緯及び内容

平成１２年度に協定締結（締結当初 田：約9.3ha 参加農家13名）。平成1７年度に

は、いのしし防護フェンスを協定内全ての農用地を囲うように設置（延長約1,000ｍ）。

平成１８年度には、新たに防除機を購入し、共同防除を実施している（1ha 10.6％）。

非農業者とひまわりの植栽を行い、後継者を育成する面で、都会で暮らす子供達（家

族）と集落との交流を目的に「ひまわり交流鑑賞会」を実施し、将来的には、都市住民

（都会で暮らす子供達（家族）の友人・知人からの広がり）を対象とした交流を図るた

め、１８年度にひまわりの植栽を行った。（約0.1ha）

○農用地等保全マップ

景観作物の作付

協定所有の防除機による共同防除

［平成21年度までの取組目標］

○ 若者を中心とした共同所有の防除機による共同防除の実施

（当初0ha、目標1ha（協定農用地面積の10.6％））

○ ひまわりの植栽を行い、非農業者を交えた「ひまわり鑑賞会」を実施

（非農業者2名：協定参加者数の15％）
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＜その他、特色のある活動を行っている協定の事例＞

○多面的機能発揮による集落の活性化／土・水に親しみを

１．集落協定の概要

市町村･協定名 島根県浜田市 上 今 明
はま だ し かみいまあけ

協 定 面 積 田（91％） 畑（9％） 草地 採草放牧地
24.3ha 水稲、コスモス 西条柿

交 付 金 額 個人配分 70％
472万円 共同取組活動 共同作業機械購入費 6％

（30％） 道水路維持、草刈りに要する経費 19％
泥んこ祭等集落活性化費 5％

協 定 参 加者 農業者36人、非農家3人

２．集落マスタープランの概要

・集落の環境美化として、高齢により作付け出来ない水田について花（コスモス等）の
植え付けを実施、また集落の婦人部活動として、道路沿い花いっぱい運動に取り組む、

・集落に活気と共同意識高揚のため、どろんこ祭りを毎年開催する。
・高齢化に対応するため共同機械導入により共同防除と担い手への農地集積を進める。
・協定活動と一体的に農業支援センターとの連携により、農地保全活動に取り組む。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化
（田 22.1ha、畑 2.2ha） ・約0.4ha 年1回 ・防除機の共同利用

（3ha 目標 7ha）
一部共同取組活動 共同取組活動

共同取組活動

水路・作業道の管理 景観作物作付け
・水路 8.2km 年2回清掃、 ・景観作物としてコスモスを 担い手への農地集積

草刈り 約0.3ha作付け ・集落の担い手に利用権設
・道路 7.4km年3回 草刈り （3ha 目標6ha(協定面積の 25

補修、修繕 共同取組活動 ％)）

共同取組活動による見回り 共同取組活動
と個別対応

農地法面の定期的な点検
・年3回以上実施 集落に活気と共同活動取り組

みの強化を図るため集落一丸
共同取組活動による見回り となって実施するどろんこま

と個別対応 つりを実施する。

集落外との連携
○ 防除等作業が集中する場合、三隅町農業支援センターとの連携により農作業の委託等作業を実
施する。
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３．取組の経緯及び内容

上今明集落は前期対策において、集落内で３つの協定に分かれていた。新対策移行に

当たり、活動を一本化するため統合した。統合により、静かな山村集落において何が出

来るか、土・水資源を活用し、集落住民と他集落の人達に来てもらう交流活動を起爆剤

に協定取り組み活動をより強固なものとし、実践活動にあたることとした。

○農用地等保全マップ

【マップの解説】

・農作業の共同化

目標7.0ha

・担い手への利用集積

目標6.0ha

周辺集落との連携による「どろんこ祭り」の開催 協定参加者及び青年団(伸友会)による周辺林地の草刈作業

［平成21年度までの取組目標］

○ 青年団(伸友会)が草刈に積極的に参加協力、集落内農地の荒廃防止

○ 不在地主農地の共同管理、周辺林地・雑地の草刈り管理、景観作物の作付け

○ 防除作業の共同化（0ha、目標7ha（協定農用地面積の28.8％））

○ 担い手への利用権設定（3ha、目標6ha（協定農用地面積の24.7％））

○ 非農家・他集落と連携し、どろんこ祭(どろんこバレーボール、田囃子)を実施、集落を活性化
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＜その他、特色のある活動を行っている協定の事例＞

○がんばるでー野坂は！

１．集落協定の概要

市町村･協定名 島根県浜田市 野坂
はま だ し のさか

協 定 面 積 田（95.7％） 畑（4.3％） 草地 採草放牧地
28.2ha 水稲,ほうれん草等 野菜、牧草

交 付 金 額 個人配分 50％
571万円 共同取組活動 集落の各担当者の活動に対する経費 9％

（50％） マスタープランの将来像実現に向けた活動経費 2％
鳥獣害防止対策、水路、農道等の維持管理活動経費 5％
農用地の維持管理活動経費 2％
積立・繰越 32％

協 定 参 加者 農業者37人

２．集落マスタープランの概要

本集落は高齢化が進み、10～15年後には後継者の見込みがない農家が80％になる事が

考えられる。

このため農地の集積は、作物別及び集積にあたる者の利便性、耕作意欲、その他諸々

の調整、調和を常に行いながら長期的に安定した利用方法を検討し集積を行う。

基幹作物は水稲を主体とするものであるが、その他の農地の利用度を高めながら集落

の活性化を図るため、野菜、豆類、特用作物を積極的に生産販売を行い、耕作放棄地を

出さないようにしていく。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理 周辺林地の下草刈り 機械農作業の共同化
（田 26.9ha、畑 1.2ha） ・農地と一体となった周 ・共同利用機械の計画的購入

個別対応 辺林地の下草刈り等を （1ha 実施 目標 1ha）
行う

水路・作業道の管理 共同取組活動
・慣行により管理する 個別対応

共同取組活動・個別対応 景観作物作付け
・他集落との連携による

農地法面の定期的な点検 管理
・慣行により管理する 共同取組活動

共同取組活動・個別対応

鳥獣害防止対策
・柵、ネット等の設置

共同取組活動

集落外との連携
○ 景観作物の植栽・管理について他集落との話合いにより、4月～10月の間においては月一回の割

合で実施し環境保全に努めている。
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３．取組の経緯及び内容

野坂集落は、弥栄町への玄関口に位置しており、以前より道路の草刈、四季を通して

の景観作物の植栽や管理等農村環境の保全には集落一体となった取組が成されていた。

また、昭和60年に農業機械の共同利用を目的とした利用組合を設立し、農業機械費の軽

減化を図ってきた。

本事業の導入により、農村環境保全はもとより年次計画に基づいた農業機械の導入、

鳥獣被害対策として電気牧柵の設置、乾田化を図るための暗渠排水工事の負担金等に活

用している。

今後は、農業の担い手の減少や高齢化が進むなか、一集落一農業組織として機械の共

同利用組合から農業生産法人へのレベルアップを検討する必要がある。

○農用地等保全マップ

・鳥獣害防止区域を表示 ・暗渠排水工事箇所を表示 ・作業受委託農地を表示

共同利用機械の購入 乾田化のための暗渠排水工事

［平成21年度までの取組目標］

○ 担い手不足及び高齢化が進むことから、集落を基礎とした営農組織の育成を行う必要があり、機械

利用組合から農業法人化へのレベルアップを進める。
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＜その他、特色のある活動を行っている協定の事例＞

○集落全体でエコファーマーに取り組む

１．集落協定の概要

市町村･協定名
島根県江津市 本 明 谷

ごう つ し ほんみようだに

協 定 面 積 田（100％） 畑 草地 採草放牧地
2.72 ha 水稲・野菜等

交 付 金 額 個人配分分 50.0 ％
36.5万円 共同取組活動分 農道や水路の維持管理費用 6.3 ％

（50％） 共同利用機械購入のための積立 43.7 ％
協 定 参 加者 農業者 3人 非農業者 1人

２．集落マスタープランの概要
集落内の戸数は少ないが、主に５０代後半の年齢構成であり比較的若い集落である。

現在、機械の共同利用を検討しており経費節減を行う反面で、集落を挙げてエコファー

マーになり水稲の生産を行うことを検討している。

山間部であり鳥獣被害を防ぐため、協定参加者で協力し団地の周囲をトタンと電気柵

で囲む対策をとっている。

［活 動 内 容］
農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制整備

農地の耕作・管理（田 2.72ha） 堆きゅう肥の施肥 機械・農作業の共同化
・共同防除

個別対応 個別対応
共同取組活動

水路・作業道の管理
・水路、年2回 高付加価値型農業の実践

清掃、草刈り ・エコファーマー
・道路、年 2 回 草刈り

個別対応
共同取組活動

多面的機能の持続的発揮
農地法面の点検及び管理 に向けた非農家との連携
・随時 ・草刈り等による景観保

全活動

共同取組活動 共同取組活動

鳥獣防護柵の設置
・維持管理

共同取組活動
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３．取組の経緯及び内容

昭和60年代にほ場整備を行い、農業経営を行ってきた。集落の戸数が少ないが、平均

年齢が若いため集落の農業経営に意欲的に取り組んでいる。農業機械の共同化を検討す

る一方で、集落を挙げてエコファーマーになり、水稲の高付加価値型農業を検討してお

り環境にやさしい農業を行っていく予定である。また、集落内の基盤整備未実施地につ

いて、交付金を利用した基盤整備等も検討しており耕作のしやすい環境作りも行いたい

と考えている。

交付金は現在、電気柵の補修や水路等の補修の費用に充てる一方で、防除機の購入等

のために積立を実施しており、今後有効利用を図る。

○農用地等保全マップ

・鳥獣害防止電気牧柵の設置

箇所を表示

・水路の補修箇所を表示

防護柵の設置状況

［平成21年度までの取組目標］

○ 耕作放棄地の発生を防ぐ。

○ 水路等の維持管理を協定参加者で共同作業を行う。

○ エコロジー農産物の栽培面積を 15a 以上とする。

○ 機械の共同利用面積を 50a 以上とする。



都市住民との交流「ふれあい体験農業」

（雲南市 三刀屋神代集落）

この制度に関する問い合わせ先

各市町村の農業担当課または島根県農業経営課農地利用促進

グループへお問い合わせください。

島根県農林水産部農業経営課農地利用促進グループ

（住 所） 〒６９０－８５０１ 松江市殿町１番地

（電 話） ０８５２－２２－６４１８

（ＦＡＸ） ０８５２－２２－５９６８
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