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　平成27年2月27日（金）午前11時より「ふれあい福寿会館3階中会議室（県民ふれあい会館）」
において本会第8回通常総会開催しました。議事として「平成25年度事業報告、収支決算並
びに財産目録の承認について、平成26年度収支補正予算の承認について、平成27年度事業計
画並びに収支予算の議決について」が上程され、すべて可決決定されました。
　総会では、渡辺信行会長が「市町村などの事務支援の強化や保全活動の推進指導など、地域
の円滑な事業推進に支援していく」とあいさつされました。また、地域資源の保全管理活動に
多大な効果を挙げた5つの優良組織を表彰しました。

　優良表彰組織　

入方ふれあい結（安八郡安八町）
馬目地域保全管理組合（海津市）
西田原農地・水・環境を守る会（関市）
美佐野水土里サポートクラブ活動組織（可児郡御嵩町）
北方地域資源保全隊（揖斐郡揖斐川町）

岐阜県農地・水・環境保全推進協議会
第8回通常総会開催

通常総会の様子
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平成
26年度

多面的機能支払交付金
優良地区表彰

景観形成活動等による地域との協力体制づくり
活動組織名 入方ふれあい結
協定農用地面積 22.58ha 水路

農道 ため池

交付対象面積 19.13ha
開水路 パイプライン

3.1km ─ km 6.0km ─ 箇所

活動の概要

　平成19年度から実施している組織であり、景観形成のため、ヒマワリや芝
桜の植栽、外来種（ジャンボタニシ）の駆除等を行い、環境保全活動に積極
的な取り組みが行われている。また、広報誌の定期発行を行い、地域コミュ
ニティ形成に努力しており活動が定着して、他地域への模範となっている。

安八町

外来種の駆除

受賞者を代表し賞状を受ける

「入方ふれあい結」の小川代表

芝桜の植栽
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ビオトープ等による生態系保全で自然を守る
活動組織名 西田原農地・水・環境を守る会
協定農用地面積 106.34ha 水路

農道 ため池

交付対象面積 84.28ha
開水路 パイプライン

19.2km ─ km 12.1km 7箇所

活動の概要

　平成19年度から実施している組織であり、平成23年度から、共同活動に加
え、向上活動を実施しており活動も定着している。本活動組織は、西田原地
域にある3つの自治会や子供会、老人会、さらには近くの田原小学校など、
広く参加を呼び掛けて、ため池などの維持管理活動だけでなく施設周りの清
掃活動、ビオトープによる生態系活動なども行っている。

参加したくなる地域活動を目指して
活動組織名 馬目地域保全管理組合
協定農用地面積 49.7ha 水路

農道 ため池

交付対象面積 49.7ha
開水路 パイプライン

12.4km 8.0km 15.2km ─ 箇所

活動の概要

　平成19年度から実施している組織であり、活動が定着している。遊休農地
を子供達の農業体験の場として活用し、地域住民との交流活動の場として、
利用されている。また、水田魚道の設置を行い、生態系保全に努めるなど、
地域内で活発な活動が行われている。

関　市

海津市

防草シート張り

農業体験の場

生きもの観察会

水田魚道の実施
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多面的機能支払と中山間地域等直接支払の連携
活動組織名 北方地域資源保全隊
協定農用地面積 102.08ha 水路

農道 ため池

交付対象面積 93.33ha
開水路 パイプライン

10.8km 4.1km 12.9km ─ 箇所

活動の概要

　平成19年度から活動している組織であり、平成24年度から共同活動に加え、
向上活動を実施しており活動が定着している。多面的機能支払・中山間地域等直
接支払両制度を相互連携して活動を実施しており、各交付金を有効に活用してい
る。地元小学校と連携し、農作業を通じて農用地、農業用水等の重要性を子ども
達に伝えていく体験学習を実施しているなど、地域ぐるみで活動を展開している。

外来植物の繁殖分布調査等による農村環境の保全
活動組織名 美佐野水土里サポートクラブ活動組織
協定農用地面積 16.68ha 水路

農道 ため池

交付対象面積 16.36ha
開水路 パイプライン

9.3km ─ km 8.4km 2箇所

活動の概要

　平成19年度から実施している組織であり、活動が定着している。本活動組織
は、外来植物（アレチウリ）の繁殖分布調査による農村環境保全の取り組みが
行われている。また、農道の法面にセンチピードグラスとヒメイワダレソウを
植栽するなど、きめ細やかな雑草対策等に重点を置いた活動が展開されている。

揖斐川町

御嵩町

稲刈り体験

外来種の駆除

生き物調査

水路の泥上げ



6

　岐阜市は、平成20年度から農林水産業の振興に貢献された方々を表彰しております。本年度は「農地・水
保全管理活動」に参加されている「福富をよくする会」が団体の部で表彰されました。

日時：平成27年2月23日（月）
場所：岐阜市役所　市長応接室にて

　当活動組織は、岐阜市下福富地内に存する農地・農業用水などの資源の保全管理と質的向上を図るため、
平成19年度より「農地・水保全管理活動（共同活動）」（平成26年度より多面的機能支払制度　農地維持活動、
資源向上〈共同活動〉に創設・組替）に参加し、農地・農業用水等の保全活動が円滑に実施できるよう努め
られました。
　また、平成23年度より施設の長寿命化のための活動である「農地・水保全管理活動（向上活動）」（平成26
年度より多面的機能支払制度　資源向上活動〈長寿命化〉に名称変更）にも参加し、限られた予算の中で、
水路の補修工事等に積極的に取り組み、農業資源の健全化に尽力されました。
　活動組織の構成員には農業者のみならず、自治会、老人会、子供会等の非農業者組織も多く参画し、農地
の除草や水路清掃活動を通して地域の結束力を高め、農村環境の質的向上及び多面的機能の維持・発揮のた
めに大きく貢献されています。

表彰された「福富をよくする会」会長　後藤宗夫様

防草シートを敷いて雑草の発生を防止

平成
26年度

岐阜市優良農林水産
事業者表彰授与式

活動中のみなさん
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水路目地補修講習会の開催
　本年度も、多面的機能支払交付金の活動組織を対象に、保全技術分野に係る地域への組織的支援の取り組
みとして、地域内用水路において、水路目地の簡易補修方法に関する講習会を東海農政局土地改良技術事務
所主催で開催しました。 この講習会では多種材料（シーリング：3タイプ、モルタル：2タイプ、テープ：
1タイプ）を使用した施工を実施しました。参加者に目地補修箇所を見たり触れたりしてもらった後、実際
に目地補修の施工をしていただきました。

本年度の講習会の組織

開催日 組織名 市町村名 参加組織（組織） 参加人数（人）

平成26年
9月18日 

グループ桜井  養老町 7 33

平成26年
10月8日  

上野・面平地域保全協議会 美濃市 8 26

平成26年
10月23日 

茂立農地・水保全管理組織  恵那市 7 28

平成26年
10月29日

串原地域保全管理協議会 恵那市串原 7 33

平成26年
11月6日

小川環境保全の会 郡上市小川 18 37

平成26年
11月18日  

山田地域農地・水環境保全会  御嵩町 4 27

美濃市地内 恵那市串原地内

　参加者からは、目地材料の価格や施工の容易さ・耐久性、使用機材の価格等の質問があり、今後の農地・
水保全管理活動の長寿命化対策に役立つとの声を頂きました。
　今後も技術力の向上のため、関係機関及び活動組織等地域に密着した活動を継続していきます。
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あなたの年齢を教えて下さい。

養老町 御嵩町郡上市小川恵那市串原恵那市美濃市
■40歳未満 ■40歳～50歳未満 ■50歳～60歳未満 ■60歳～70歳未満 ■70歳以上
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目地補修研修は参考になりましたか？

養老町 美濃市 恵那市 恵那市串原 郡上市小川 御嵩町
■大変参考になった ■どちらかといえば参考になった ■どちらかといえば参考にならなかった
■参考にならなかった ■その他
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参考になった工法は？（複数回答）

養老町 美濃市 恵那市 恵那市串原 郡上市小川 御嵩町

■シーリング材 ■ガラス繊維入りモルタル ■接着型

目地補修アンケート集計表
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　平成26年8月19日〜 10月22日に平成25年度の実績の抽出検査（共同活動、向上活動）が25組織に対して実
施されました。（高山市は災害の為中止）
　東海農政局岐阜地域センターからその中でも特に多かった指摘事項を整理してもらいましたので、今後の
業務に活用いただけますようお願い致します。

【全　体】
実施内容の不整合
・活動記録（様式第1−6号）と金銭出納簿（様式第1−7号）における、活動内容とその実施日の記載内容
の不整合。
（金銭の動きが無い場合は金銭出納簿には記載されない。しかし金銭出納簿に実施日が記載されているの
に、活動記録に該当する記載が無いケースがあった。）
（特に共同活動の実地状況報告書には活動日欄を記載する箇所があるが、その他の書類と不整合となるケー
スが多かった。）

【実施状況報告書】
文章表現の修正
・実施状況報告書と併せて、変更活動計画書や変更規約等を提出している場合は、本文の表現を変える必要
がある。（報告します。　→　関係書類を添えて報告します。）

事業の成果
◎今後の活動については、「岐阜県基本方針」における
（別紙1）　岐阜県　地域活動指針及び同指針に基づく要件　（農地維持活動）
（別紙2）　岐阜県　地域活動指針及び同指針に基づく要件　
　　　　　（資源向上活動　（地域資源の質的向上を図る共同活動）
（別紙3）　岐阜県　施設の長寿命化のための活動の対象施設・対象活動に関する指針
　　　　　（資源向上活動　（施設の長寿命化のための活動）

以上の基本方針の記載事項を参考として下さい。

【金銭出納簿】
収支実績の確認方法
・金銭出納簿（様式第1−7号）の内容を確認した上で、実施状況報告書（様式第1−8号）と金銭出納簿の
記載内容が整合しているか確認。
・金銭出納簿、領収書及び活動記録（様式第1−6号）の整合性についても確認。

内容欄
・○○工事という表現だけでは、自主施工したのか、業者へ委託したのか不明瞭であるため、業者へ委託し
た場合はその旨がわかるような記載とする。（例：農道舗装委託）

領収書等番号
・支出を伴っているのに当該欄が空欄となっているケースがあった。領収書の綴り等と整合がとれるように
双方に番号をつける。

平成26年度 東海農政局の抽出検査
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【活動記録】
活動実施時間欄
・時間帯と実施時間の計算が合わないケースがあった。
　また、お昼休みを挟む場合は、午前の分と午後の分というように分けて記載する。

活動参加人数欄
・総参加人数の合計が、農業者と農業者以外の合計と会わないケースがあった。

多面的支払交付金の活動の手順
活動の手順は以下のとおりです。

① 組織の設立（規約の作成）

② 計画の策定（事業計画）

③ 市町村に事業計画の認定申請

④  活 動 の 実 施

⑤  活 動 の 記 録 ・ 報 告

活動を実施する組織を設立します。

市町村から事業計画の認定を受けます

市町村へ交付金の交付を申請し、交付金を受け、事業計画に基づく活動を実施します。

日々の活動の作業内容や金銭の収支等を記録します。
当該年度の記録をとりまとめて報告書を作成し、市町村に提出します。

交付ルート

国費 国費
県費

国
（地方農政局等） 都道府県 市町村 活動組織

国費
＋
県費
＋

市町村費

【新規組織】

平成 27 年度からの制度変更のおもな流れ

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」
に基づき作成することが必要。……（記載例P11参照）
地域で取り組むそれぞれの活動の計画（原則5年間）
を策定し総会に諮ってください。

　農地維持支払・資源向上支払（共同活動、長寿命化）ともに、国から県、県から市町村に交付され、組
織には市町村から交付されます。



11

◎ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画について
＊　平成27年度から農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（多面的機能発揮促進事業）の一号
事業を実施する場合、当該促進に関する事業計画を定め、原則5年間の活動計画を添付し、市町村長へ認
定申請を行うこととなります。このため、今回新設された促進に関する事業計画の記載例を掲載しました
ので、ご活用下さい。

1 
 

（様式第６－６号）  
 

年   月   日   
 

市町村長  殿  
 
                                             農業者団体等の名称  
                                             代表者の氏名      印  
 
 

多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定の申請について  
 
 このことについて、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平

成 26 年法律第 78 号）第７条第１項の規定に基づき、下記関係書類を添えて認

定を申請する。  
 
 

記  
 
 

１  事業計画  
 
２  農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する活動計画書  

■ １号事業（多面的機能支払交付金）  

□ ２号事業（中山間地域等直接支払交付金）  

□ ３号事業（環境保全型農業直接支払交付金）  

 
３  その他  

□ 都道府県の同意書の写し（都道府県営土地改良施設の管理）  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

（様式第６－５号）  

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画（記載例）  

 

平成○○年○月○日  

○○○活動組織   印  

１  多面的機能発揮促進事業の目標  

 

１．現況  

 

本地域は、水資源に恵まれ、良質な米を生産している。今後とも農業振興を図る

ためには、農業用用排水路を適切に保全管理することが必要である。 

 

本地域は、○○山麓に位置し、米麦二毛作が展開されている。今後とも農業振

興を図るために、農業用水路、農道、ため池等を保全管理することが必要である。 

 

本地域は、都市近郊に位置し、多くの野菜が栽培されている。今後とも農業振興

を図るために、農道、パイプライン等を適切に保全管理することが必要である。 

 

本地域は、農業者の減少と高齢化が進んでいる。地域農業を維持していくため

には地域住民と協力し、農地、農業水路、農道の保全管理をしていくことが必要で

ある。 

 

本地域は、都市化が進んでおり、共同活動の継続が困難となってきているので、

共同活動の実施体制を整え対応することが必要である。 

 

本地域は、ほ場整備が実施され、大規模農業が展開されているので、農地周りの

保全管理体制を整え対応することが必要である。 

 

 本地域は、○○山を背後に、農村らしい景観が広がっている。この景観を維持して

いくために、農地周りの保全管理活動を継続していく必要がある。 

 

 

２．目標  

１を踏まえ、本地域では、地域住民と協力して、農業用用排水路の清掃等を行う

ことにより、多面的機能の発揮の促進を図ることとする。 

 

１を踏まえ、本地域では、農業者で体制を整え、農業用水路、農道、ため池の草

刈り等を行うことにより、多面的機能の発揮の促進を図ることとする。 

 

１を踏まえ、本地域では、地域住民と協力して、集落内で草刈りや清掃、植栽活

動を実施し、多面的機能の発揮の促進を図ることとする。 

 

１を踏まえ、本地域では、地域住民と協力して、農業水路、農道、ため池の保全

管理や生き物調査といった環境活動を行うことで、地域住民の交流、多面的機能

の発揮の促進を図ることとする。 

 

 

該当する文章をアレンジ  

該当する文章をアレンジ  
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２ 多面的機能発揮促進事業の内容  

(1) 多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域  

① 種類（実施するものに○を付すこと。） 

 

１号事業（多面的機能支払交付金） 

 

○ 

法第３条第３項第１号イに掲げる施設の維持その他の主として当  

該施設の機能の保持を図る活動（以下「イの活動」という。） 

（農地維持支払交付金） 

○ 

法第３条第３項第１号ロに掲げる施設の改良その他の主として当  

該施設の機能の増進を図る活動（以下「ロの活動」という。） 

（資源向上支払交付金） 

 ２号事業（中山間地域等直接支払交付金）  

 ３号事業（環境保全型農業直接支払交付金）  

 
４号事業（その他農業の有する多面的機能の発揮の促進に資する事

業） 

 

 

② 実施区域  

別添の○○活動組織の多面的機能支払交付金に係る活動計画書（以下

「活動計画書」という。）「（別紙）協定対象区域図面」のとおり。 

 

 

(2) 活動の内容等  

   ①１号事業  

１）事業に係る施設の所在及び施設の種類、活動の別  

 

 

活動計画書「Ⅰ .地区の概要」の「１ .活動期間」及び「２ .保全管理する区域

内の農用地、施設」並びに「（別紙）協定対象区域図面」のとおり。 

 

 

 

 

追加活動申請書「Ⅰ .地区の概要」の「１ .活動期間」及び、活動計画書「２ .

保全管理する区域内の農用地、施設」、「（別紙）協定対象区域図面」のとお

り。 

 

 

 

 

 

 

追加活動申請書を提出した組織  

H27 新規組織、 H26 新規組織、 H26、 H27 の活動計画書変更組織  
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２）活動の内容  

イ  イの活動  

活動計画書「Ⅲ.活動の計画」の「１.農地維持支払」に記載のとおり。 

 

ロ  ロの活動  

活動計画書「Ⅲ.活動の計画」の「２.資源向上支払」に記載のとおり。 

 

 

 

 

イ、ロ  イ、ロの活動  

活動計画書「Ⅱ.活動の計画」及び、追加活動申請書「Ⅲ.活動の計画」に記

載のとおり。 

 

 

 

３ 多面的機能発揮促進事業の実施期間  

 

活動計画書「Ⅰ．地区の概要」の「１．活動期間」のとおり。 

 

 

 

 

追加活動申請書「Ⅰ．地区の概要」の「１．活動期間」のとおり。 

 

 

 

４ 農業者団体等の構成員に係る事項  

 

 

多面的機能支払実施要領「別記６－１活動組織規約」の「別紙○○活動組織

参加同意書」に記載のとおり。 

 

多面的機能支払実施要領「別記５－１○○広域協定書」の「別紙○○広域協

定参加同意書」に記載のとおり。 （広域組織の場合） 

 

 

 

 

実施要領「別記６－１活動組織規約」の「別紙○○活動組織参加同意書」に記

載のとおり。 

 

実施要領「別記５－１○○保全管理協定書」の「別紙○○保全管理協定参加

同意書」に記載のとおり。 （広域組織の場合） 

 

追加活動申請書を提出した組織  

追加活動申請書を提出した組織  

H27 新規組織、 H26 新規組織、 H26、 H27 の活動計画書変更組織  

H27 新規組織、 H26 新規組織、 H26、 H27 の活動計画書変更組織  

追加活動申請書を提出した組織  

H27 新規組織、 H26 新規組織、 H26、 H27 の活動計画書変更組織  

該当する文章を選択  
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平成27年度から多面的機能支払交付金が
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」

に基づいた制度になります。

皆様からの「地域の活動状況」「地元の声」などの投稿をお待ちしております。
〔投稿先〕〒500-8385 岐阜市下奈良2-13-1　岐阜県農地・水・環境保全推進協議会

TEL.058-271-1326　 FAX.058-275-0143
E-mail:nouchi-mizu@gifudoren.or.jp　URL:http://www.gifu-nouchimizu.jp/

◆お知らせ◆
　「多面的機能支払交付金」は来年度から法
律に基づいた制度となります。
　更にこの制度を啓発普及するため、のぼり
を作成しました。共同活動の際に、活動時の
集合場所の目印や、活動区域のお知らせに使
用するなど、各組織での活動時に利用してい
ただき、活動の広がりや定着につなげていけ
ればと思っております。
　なお、配布の際には市町村の皆様方に大変
お世話になりました。我々事務局といたしま
してもとても助かりました。ありがとうござ
いました。

○活動時の注意事項等について
　啓発活動として「のぼり旗」を設置する場合は、
風等で倒れないようしっかりと固定し、車両等の
通行の妨げにならないよう注意しましょう。

◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆

　近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同活動等によって支えられている多面的機能の発
揮に支障が生じつつあります。このため、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の
共同活動への支援を行い、多面的機能が今後ともに適切にされるように「多面的機能支払交付金」が創設さ
れ、この交付金の啓発を促すため新聞に広告を掲載しました。

◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆

（2月2日付けの岐阜新聞） （2月13日付けの中日新聞）


