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農地や農業用水は、農業生産の役割だけでなく、魅力的な農村にとってかけがえのない
大切な財産（資源）です。この資源を支えてきたのは「地域の共同活動」。これなくして、
農村の環境を守ることはできません。
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平成27年度「清流の国ぎふ」農地・水保全フォーラム

〜日本型直接支払を活用した地域活性化〜
日 時：平成27年11月18日（水）13：00〜16：30
会

場：わかくさ・プラザ

多目的ホール（関市）

主

催：岐阜県、岐阜県農地・水・環境保全推進協議会

後

援：農林水産省東海農政局

参加者：約２４０名

プログラム
◎ 基調講演
「コミュニティ・ビジネスによる活力ある農村づくり」
講師 （有）
コミュニティビジネス総合研究所
代表取締役所長 細内 信孝

コミュニティ・ビジネスとは、地域に眠っている資源(自然、伝統技術、原材料等)
を経営資源として地域を活性化する、モノ・サービスを生み出す事業活動である。
今後の地域活性化のカギを握るのは、地縁コミュニティ(農村住民)と好縁コミュニ
ティ(その地域のコミュニティ・ビジネスに興味を持つ都市住民)との融合・ネットワー
ク化である。

◎ 事例発表
〇特色ある環境保全の取組
輪之内町南部地域農地・水・環境保全組織（輪之内町）
輪之内町産業課 課長補佐

辻

稔

※平成19年度から環境に配慮した取り組みとして、田んぼや水路の生き物調査
を実施しており、希少種の「カワバタモロコ」の保全にも取り組んでいる。また、平
成22年度からは、農用地を活用した景観形成として田んぼアートに取り組んでい
る。

〇「しおやもも」を核としたむらづくり塩谷集落協定（高山市）
塩谷集落協定

代表

谷口

達郎

※地域の貴重な資源である
「しおやもも」の復興を、元気な地域づくりのシンボル
として目標に掲げ、中山間地域等直接支払制度を活用し、
「しおやもも」を核とし
た地域ぐるみの活動へと展開していった。
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〇移住定住を進めるための地域の環境づくり
郡上市交流・移住推進協議会（郡上市）
清流の国ぎふ移住定住コンシェルジュ
小林 謙一

※「移住推進」とは、これらの地域に必要な「地域のかたち」を地域で考えること
であり、移住を受け入れる地域に対しては、
「ヨソ者、ようこそ！」の姿勢や新しい価
値観を面白がる度量といったものを期待する。

◎ パネルディスカッションでは、コーディネーターに国立大学法人岐阜大学の松本康夫名誉
教授を迎え今後の農村ビジネスの可能性について討論し、会場からも活発な意見があり多い
に盛り上がった。
【パネリスト】
・
（有）
コミュニティビジネス総合研究所
代表取締役所長 細内
・郡上市交流・移住推進協議会

・岐阜県

農政部

農村振興課
課長

【コーディネーター】
国立大学法人岐阜大学

名誉教授

小林

信孝

謙一

桂川 直人

松本

康夫

とても活発な意見交換が繰り広げられました。
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平成２７年度

農村振興リーダー研修

全国農村振興技術連盟では、地域協議会のリーダーや
活動組織のまとめ役等の皆様を対象に本年度も研修会が開催されました。
日 時：平成27年11月18日（水）
〜20日（金）
場

所：大津橋会館（名古屋市中区丸の内）

今回の研修では「住民参加」をキーワードに、新たな制度の概要、変更点や手続き等、地域リーダー
の持つべき資質や役割の確認、またそのような人材の育成方法の検討、ならびにその運営方法の演
習を行いました。また、交付金制度について東海農政局の担当者から直接説明を受けることができま
した。最終日には、本県から先進的な活動組織として、
「古川町気多の水と土を守る会」
（飛騨市）の
野中代表が事例発表を行いました。

■ 事例発表を行う、古川町気多の水と土を守る会（飛騨市）の野中代表
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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、水路目地の簡易補修方法に関する講習会
が東海農政局土地改良技術事務所主催で、郡上市で２か所、加茂郡八百津町で１か所、計３ヶ所にお
いて開催されました。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

・西乙原農地活動組織
平成27年10月15日

参加人数
（人）

6

22

11

22

5

20

郡上市
・初音二区農地活動組織

平成27年11月27日

参加組織
（組織）

・上牧野農地・水・環境保全活動組織

八百津町

【郡上市会場】
●西乙原農地活動組織

■ 受付の様子

■ 東海農政局による講義

■ 参加者の皆さんで実際に体験しました。
■ 完了！
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●初音二区農地活動組織

■ 練り混ぜたガラス繊維モルタルを目地
に詰める

■ 乾いた後マスキングテープを剥がす

■ ガムテープによるマスキングした後
補修範囲にプライマーを塗布する

■ 仕上げにプライマーでモルタルとの段
差を処理し完了

【八百津町会場】
●上牧野農地・水・環境保全活動組織

■ 概要説明

■ 現地で実施方法の説明

■ 体験の様子
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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平成２７年度 目地補修現地研修 アンケート集計結果
問１ あなたの年齢を教えてください。
40歳未満

40歳〜50歳未満

60歳〜70歳未満

70歳以上

50歳〜60歳未満
0%

20%

40%

60%

80%

100%

問2 目地補修研修は参考になりましたかお聞かせください。
どちらかといえば参考になった。

大変参考になった。

0%

問3

20%

40%

60%

80%

100%

参考になった工法は？工法名とその内容（複数回答）
接着型テープ

シーリング材

0%

問4

20%

ガラス繊維入りモルタル

40%

60%

80%

100%

本日実施された工法で今後、補修等に取組みたいと思われますか。
是非実施したい

実施しない

実施に向け検討したい

0%

問5

20%

40%

60%

100%

今後、参加したい研修（複数回答）
多面的機能支払交付金の概要

工事発注に係る事務研修

各種事務手続き研修
0%

問6

80%

20%

40%

他活動組織との意見交換会

安全管理研修
60%

その他
80%

100%

その他お気づきの点があればご記入ください。
◇毎年一回はやってほしい
◇工法がよくわかってよかった
◇シーリングでの講習を受けましたが、今までセメダインを使わず実施していたため、たて面が1～2年で
たれてしまっていた。参考になりました。		
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下長瀬環境保全協議会（揖斐川町）によるコスモス植栽
岐阜県農地・水・環境保全推進協議会揖斐分会では、第39回全国育樹祭の来場者を、沿道の田んぼ
に植えた季節の花でお出迎えし、同時に地元の気運を高める目的で、平成27年7月19日
（日）
に下長瀬環
境保全協議会（揖斐川町）
の休耕田を利用したコスモス播種及び、コスモス植栽に係る研修会を実施しま
した。当日は急に雨が降り出し、子供たちによるコスモスの種まきは中止になりましたが、コスモスの育て方
や種まきのポイント等の説明に熱心に耳を傾けていました。後日協議会のみなさんで、県道山東本巣線沿
いの約２万平方メートルの休耕田に播種が行われ、
３〜４日後、芽が出た頃にもう一度、発芽の薄いところ
を重点的に蒔き直しをされたそうです。秋になって色とりどりのコスモスが満開に咲き、10月18日には、子供
たちを招いて鑑賞会が開かれました。
11月になり、協議会で刈り取り作業が行われ、耕起をして本年度の農村環境保全活動は終了しました。

■ 研修会当日（7月19日）

■ コスモスの種
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★コスモス植栽の主な流れ★
① 田耕運作業
② 田畦草刈作業
③ 田肥料散布作業
④ 田スジ切り作業
⑤ 種子蒔き作業
⑥ 開化途中畦草刈作業
⑦ 開化時畦草刈他作業
⑧ 田鋤き込み作業
■ 播種作業（7月25日）

■ 満開になったコスモス（10月16日）

■ コスモスの刈り取り作業（11月1日）

■ コスモス田の耕起及び鋤き込み作業（11月6日）
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平成27年度 東海農政局の抽出検査について
本年度も8月31日〜11月11日にかけて、多面的機能支払交付金に係る抽出検査が21市町村、
44組織で行われました。農地維持活動や資源向上支払の共同部分、長寿命化については書類検査
と現地検査を行いました。

【検査における視点】
１ 交付金の繰越
○活動組織において今後の使用計画が明確になっているか。
○無計画な中で繰越している場合、単に不要額なのか？交付金の使用方法に疑問（悩み）があるのか？
その内容を把握した上で適時助言。

２ 高額な物品等の購入
○高額な物品のリース又は購入等において、複数者から見積を徴取するなど、経済的な比較検討を行っ
ているか。

３ 遊休農地発生防止のための保全管理
○遊休農地発生防止のための保全管理が適切に実施されているか。
○遊休農地解消が適切に実施されているか。

４ 財産管理台帳の整備と財産譲渡
○更新施設や機器等の財産について、財産管理台帳の整備や財産譲渡が適切に実施されているか。

５ その他
○活動記録の諸資料（総会資料、研修資料等）
が適切か、
また保存されているか。
などに視点を置き、各市町村ごとに検査を行いました。

■ 海津市
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■ 垂井町

■ 大野町

■ 郡上市

■ 白川町

【検査結果について】
抽出検査をした全組織について、是正等必要な個所は見受けられませんでした。
以下は指導助言等があった内容です。
今後の活動については十分な注意をお願いします。
１． 見積もり等のルールは、市町村の基準を基に行う。
2． 総会の成立要件である、出席者数の記録を整理しておく。
3． 財産管理台帳に記載された更新施設については速やかに市町村等に譲渡する。
4． 完成検査等の際には安全管理としてヘルメット等の着用をするようにする。
５． 活動作業中における、安全管理の徹底と傷害保険等の加入について
６． 資源向上（共同）
での補修と資源向上（長寿命化）
で行う補修、更新との棲み分けを整理する。
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水田魚道とは、水田と農業排水路をつな
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〜活動組織の皆様へのお願いです〜
全国で、多面的機能支払交付金の活動作業中の事故が多発しています。
活動時には事故を未然に防ぐ安全管理の徹底や損害保険等への加入等をお願いします。尚、損害
保険等の加入に係る経費は、多面的機能支払交付金を充当することが可能です。
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多面的機能支払交付金に係る Q & A
Q

A

Q

A

農地維持・資源向上（共同）が30年度、資源向上（長寿命化）が27年度で終了の組織が、
次年度から資源向上（長寿命化）を30年度まで活動したい場合の手続きについて活動計
画書（様式1-3号）で資源向上（長寿命化）を新規で追加すればいいのか。また、記載につ
いては、資源向上（長寿命化）の箇所のみでいいのか。

農地維持資源向上（長寿命化）が27年度で終了の組織が、次年度から資源向上（長寿
命化）を30年度まで活動したい場合の手続きについては、新規で平成28年度から平成
30年度までの3年間を活動期間として市町村長の認定を受けるか、又は、資源向上（長寿
命化）の活動期間を平成28年度から平成30年度までの8年間として期間延長し、市町村
長の変更認定を受けることとなる。
（要綱別紙２第６の５）
どちらの方法で対応することも可能であるが、市町村長の認定（新規の場合）又は変更
認定（期間延長の場合）が必要となる。
ただし、活動期間を延長する場合は、農地転用等による交付対象面積の減少等による
遡及返還が発生した場合、最大で８年間遡及されることを考慮され、市町村と相談をされ
たうえでどちらを選ばれるか決定されたい。

面積100ha以上の規模で広域組織としたい場合、農地・水保全管理支払交付金（第１
期）からではなく２期の多面的機能支払から始めた活動組織は、岐阜県の基本方針に該当
しないため、広域活動組織とすることはできないのか。

岐阜県が追加した１００ｈａ規模での広域活動組織では、１期の農地・水保全管理支払交
付金制度から継続要件により広域活動組織にすることはできませんが、国の要件である
２００ｈａ以上の面積であれば岐阜県が追加した要件にはあたらないので、広域活動組織と
することは可能です。
広域化のメリットは、
「地域資源保全プラン」 策定に対する交付金（５０万円）又は「組織
の広域化・体制強化」の交付金（４０万円）が通常の交付金とは別に交付されることです。
２期対策実施に当たっては広域化の検討を踏まえて活動エリアの設定を行っていただき
たい旨の指導を実施しており、その指導を踏まえ、１期対策から継続して実施している組
織であることを謳っているところです。
ただ、広域組織という言葉にとらわれず、地域として事務負担の軽減を目指し、面積に
こだわらず合併するという手段はあります。
地域でメリット、デメリットを含め話し合いをされ、地元の意向を踏まえた上で合併、広
域化を進める必要があります。
・・・
（参考）活動計画に定めている地域資源保全プランの策定、広域活動組織の設立又は
対象組織の特定非営利活動法人化を実施しても残額が生じた場合には、農地維持活動又
は資源向上活動（共同活動又は長寿命化）に活用できることとなっています。
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岐阜県農業フェスティバルで多面的機能支払交付金をPR
田ケローもいっしょに大活躍
１０月２４日と２５日の岐阜県農業フェスティバルでは、水土里ネットぎふのブースを開設。
多面的機能支払交付金のPRで、東海タナゴ研究会の牧野暁世さんに、里川を守るための魚
の紙芝居で子ども達に生物調査の話をしてもらいました。また、景観形成を守るため農業集落
排水処理施設により処理された汚泥肥料を説明し、植栽体験としてパンジーを移植してもらい
ました。もちろん、田ケローも大活躍。

■ 生態系保全などの紙芝居

■ 汚泥肥料を使った花の植栽

■ 田ケロー

また、田ケローは県内の各地のイベントでも大人気
どこの会場でも引っ張りだこ
多面的機能支払交付金のPRに一役買っています。
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岐阜県内で大活躍の田ケロー
● 下呂市馬瀬川花火大会にて 平成27年8月29日

● 高山市謝肉祭にて 平成27年10月18日

平成２７年度から多面的機能支払交付金は
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」
に基づいた制度となりました。

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

E-mail:nouti-mizu@gifudoren.or.jp
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FAX.058-275-0143

URL:http://www.gifudoren.or.jp/kyogikai/

