
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。

　平成28年2月28、29日において、岐阜県主催に
よる「水田魚道設置研修会」を、宮城県から「伊豆
沼・内沼ドジョウ・ナマズ研究会」の三塚牧夫会長
を講師に迎え実施しました。

（下池地域農地・水・環境保全管理組合：海津市）2/29（月）

（川口活動組織：大垣市）2/28（日）
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平成２７年度「日本型直接支払シンポジウム」が開催されました！

日　時：平成２７年１２月２２日（火）１３：００～１７：００
会　場：名古屋市中川文化小劇場
主　催：東海農政局
参加者：約４００名

　平成２７年度東海農政局「日本型直接支払シンポジウム」は、農業・農村の有する多面的機能を維持・
発揮することの大切さを再認識してもらうことを目的として開催されました。

　優良表彰の表彰式では、本県から大垣市の「川口活動組織」と、
輪之内町の「輪之内町南部地域農地・水・環境保全管理協定」の２
組織が、「中日新聞社賞」を受賞されました。

「中日新聞社賞」受賞
　　　・ 川口活動組織（大垣市）
　　　・ 輪之内町南部地域農地・水・環境保全管理協定（輪之内町）

・東海農政局長賞 ： 依那具の環境を守る会（三重県伊賀市）
・全国農村振興 ： 西尾市吉良地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会（愛知県西尾市）
　　 技術連盟賞 ： 冨岡の土と水、環境を守る会（三重県玉城町）

・中日新聞社賞 ： 川口活動組織（岐阜県大垣市）
： 輪之内町南部地域農地・水・環境保全管理協定（岐阜県輪之内町）

　「ローマ法王に米を食べさせた男」の著者であり、ＴＶドラマ「ナポレオンの村」
（主演：唐沢寿明）のモデルとなった高野誠鮮氏が、「可能性の無視は最大の
悪策」～限界集落からの脱却～というテーマで羽咋市神子原（みこはら）地区を
様々なアイデアによりわずか数年で限界集落から脱却させた実体験をもとに講演
されました。

〇「可能性の無視は最大の悪策」～限界集落からの脱却～

プログラム

◎ 優良活動組織の表彰式

◎ 基調講演

講師 石川県羽咋市教育委員会文化財室

室長 高
た か の

野 誠
じょうせん

鮮 氏

【受賞者と関係者のみなさん】

【川口活動組織】

【高野 誠鮮氏による基調講演】

【輪之内町南部地域農地・水・環境保全管理協定】
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　岐阜県恵那市の中野方集落の代表 鈴村今衛氏が中野方集落について、６つ
の集落を一本化し、中山間地域等直接支払制度の効果で、営農組織を立ち上
げ協定加入者の拡大と活性化について紹介されました。

　土地改良法が平成１３年に改正され、土地改良事業の実施に際し、「環境と調
和への配慮」をすることが原則化されたことを説明、このことにより、農業農村整
備における環境保全の取組や景観配慮について情報提供されました。

　施設の長寿命化対策及び農道のコンクリート舗装や水路の目地補修について
の施工手順や補修材料の特徴及び作業前の安全対策等の説明がありました。

日本の農業水利施設
（＊全国の農業用水路の延長が約４０万ｋｍ）

　三重県多気町の多気町勢和地域資源保全・活用協議会の事務局長の高橋幸照氏は、広域活動と女性の参加について、
広域組織として取り組むことにより、集落の枠を超えて助け合える仕組みを構築、また女性の参加により、新たな活動や農業
６次産業化にも繋がるようにしていきたいと発表されました。

〇中野方（なかのほう）集落の取り組み
　中野方集落（中山間地域等直接支払：岐阜県恵那市）

〇「環境と調和への配慮について」

〇「農業用施設の機能診断及び補修について」

〇「広域活動と女性の参加」
 多気町勢和地域資源保全・活用協議会（多面的機能支払：三重県多気町）

◎ 環境保全情報

中野方集落代表 鈴
すず

村
むら

 今
いま

衛
え

 氏

東海農政局農村振興部事業計画課 

横
よこやま

山 清
きよふみ

文 氏

東海農政局土地改良技術事務所 

岡
おかもと

本 進
すすむ

 氏

事務局長 高
たかはし

橋 幸
ゆき

照
てる

 氏

◎ 事例発表

【中野方集落 鈴村 今衛 代表】

【東海農政局 横山 清文 氏】

【東海農政局 岡本 進 氏】
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多面的な活動を通して地域住民の絆が深化
中日新聞社賞　大垣市

　川口活動組織がある大垣地域は、中央に水門川、西に杭瀬川、大谷川、相川、東に
揖斐川など１３河川が南流し、大垣市一帯の用水源となっている。豊富な地下水と肥沃
な土壌に恵まれるが、低地であるために豪雨時には農地の湛水に悩まされる地域でもあ
る。
　本地域は純粋な農業地帯であり、かつては互いに励ましあい深い絆で結ばれた地域
であったが、近年、若者の都市への流出や農業者の高齢化により、その繋がりが弱まる
ことが危惧されていた。こうしたことから、平成19年度から始まった「農地・水・環境保全
向上対策事業」を契機に伝統的な農業・農村の継承に努める活動を開始した。

 

 

 

  

【親子三世代ふれあい夏祭り】

【環境美化活動】

① 地域づくりのための話し合い （どの様な単位、具体的な運営方法・組織）

② 多様な者（団体）の参加 （参加団体の役割、連携方法等）

川口活動組織

地域の概要

活動内容

・認定農用地面積： 田 38.83ha、畑 0.07ha、草地 －ha
・対象農用地面積： 田 38.83ha、畑 0.07ha、草地 －ha
・農業用施設 ： 開水路 7.5km、パイプライン －km、農道 11.7km
・農業者 ： 農業者数 5人、団体数 －団体
・農業者以外 ： 個人数　 8人、団体数  8団体

●役員会の定期的な開催
　組織の活動内容をより良いものにするとともに、伝統的な農業・農村活動を子どもたちに
継承していくため、組織を構成している自治会、婦人会、子供・福祉会などの役員が集まり、
年間の計画や成果について定期的な話し合いを行っている。

●自治会、婦人会、子供会等の連携
　毎年、春から秋にかけて開催している田んぼの学校や親子三世代ふれあい夏祭り、秋の収穫祭などでは組織を構成する
様 な々世代の団体が参加して、地域の交流を深めている。
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○婦人会の活躍から地域活性化へ

⑤ 活動の広がり

④ ユニークさ、先駆性や工夫

③ 養った技術の活用 （具体的な活動状況）

●樋門等の補修
　地域内に約３０か所ある樋門の錆や腐食が著しい箇所について、役員と水利
委員が協力し、錆落とし、錆塗り、グリスの補充など維持補修を行っている。また、
水路のコンクリート柵板の固定、目地補修なども手がけ、より専門的な農業用施
設補修の研修参加に意欲を見せている。

●畦塗り機で補修
　田んぼの保水力を向上させるため、農事改良組合から派生した畦塗り組合を
結成し、毎年、地域内の畦畔法面約６キロメートルを排水管（水落とし管）に注意
しながら畦塗り機で土留め整備をしている。

●田んぼアートを披露
　田んぼの学校の一環で、参加者約６０人が６月の田植え時期にハツシモと古代米（紫
稲）の苗を植え、田んぼアートに挑戦し俳聖・松尾芭蕉を浮かび上がらせている。また、収
穫時期には、手刈り、足踏み脱穀機、ハサ架けなど昔ながらの作業を体験している。

●水質浄化をねらったマコモタケの栽培
　自然にやさしく、地域の水質浄化に効果があるといわれるマコモタケを栽培している。

●マコモタケ料理の開発
　地産地消の推進のために、婦人会がマコモタケを活用した料理の開発に取り組んでいる。

●毎月１回のクリーン活動
　地域環境の美化活動の一環として月に１回、婦人会が中心となり構成員全体で
クリーン活動を実施している。

●植栽活動による美化意識の向上
　毎年、婦人会が植栽しているプランターは住民に好評であり、地域全体の美化
意識の向上につながっている。

●地域の食文化の伝承
　三世代ふれあい夏祭りや、秋の収穫祭では婦人会
が中心となり、地元食材を使用した料理をふるまって
いる。これをきっかけに世代間交流が生まれるとともに、
地域の食文化を伝承する機会にもなっている。

　これらの活動を続けることで理解者が増え、活動の参加者の増加につながり、地域活性化
の重要な役割を担っているといえる。
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多様な参加者による幅広い活動の展開
中日新聞社賞　輪之内町

　輪之内町は、岐阜県の南西部に位置し、東は長良川、西は揖斐川に囲まれ、長きにわたり水と闘い続けてきた輪中地帯である。
当地区は小区画ほ場や用排兼用水路など条件も悪く、零細兼業農家が中心で集落の将来が心配される状態であった。しかし、
県営ほ場整備事業を契機に将来に向けた話し合いがなされ、営農組織が設立されるなど、地域にまとまりが生まれ、活性化に向
けた意欲が高まっていった。
　また、平成17年1月のほ場整備着工前に生き物調査において絶滅危惧種とされている「カワバタモロコ」の生息が確認されたこ
とから、町で「カワバタモロコ保護条例」が制定されるなど、地域における環境保全に対する意識が高い地域である。 

 

 

【日常の維持管理（水路の泥上げ）】 【生き物調査】

① 地域づくりのための話し合い （どの様な単位、具体的な運営方法・組織）

② 多様な者（団体）の参加 （参加団体の役割、連携方法等）

輪之内町南部地域農地・水・環境保全管理協定

地域の概要

活動内容

・認定農用地面積： 田 421.53ha、畑 43.28ha、草地 －ha
・対象農用地面積： 田 408.26ha、畑 38.49ha、草地 －ha
・農業用施設 ： 開水路 85.8km、パイプライン 58.9km、農道 106.3km
・農業者 ： 農業者数 22人、団体数 17団体
・農業者以外 ： 個人数　 51人、団体数 17団体

●岐阜大学との連携
　毎年夏に、岐阜大学の伊藤准教授を講師に招き、大学生とともに地域の
大人から子供まで参加した生き物調査を行っている。
　カワバタモロコ保全協議会とも連携し、各地区の保護員の働きかけで、
南部地域のみならず、北部地域でも生態系保全に取り組み、生き物調査を
行う保全会が増加している。

●組織内に運営委員会を設置
　本組織は、８つの集落で構成されている。組織の円滑な運営のため、組織内に輪之内町南部地域農地・水・環境保全管理
協定運営委員会を設置し定期的に委員会を開催している。運営委員会において活動の状況の確認や交付金の管理を行って
いる。
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 ⑤ 活動の広がり

④ ユニークさ、先駆性や工夫

③ 養った技術の活用 （具体的な活動状況）

●ゲート操作・点検研修
　施設の施工業者を招き、地域住民に対して、施設の操作方法や点検・
管理に関する研修を行い、住民自らが日常的に適切に管理が行われるよう
取り組みがなされている。パイプラインのバルブ補修の講習も受け水管橋の
さび止め補修なども積極的に行っている。

●田んぼアート、あじさい祭りの実施
　毎年6月にあじさい祭りを開催しており、それとともに田んぼアートを実施している。活動には大人からお年寄りまで地域全体
が参加し、活動を通じた地域の絆を深めるとともに、作品の内容や催し物に工夫を凝らし地域外へのPR活動を展開している。

●県内外の地域との交流
　田んぼアート用の稲を青森県から譲り受けるなど、活動を通じて他県との
交流が深められている。
　また、本地区への視察を希望している組織を積極的に受け入れており、
お互いの組織の活動の幅を広げるきっかけとなっている。

●女性の参画
　生き物調査やあじさい祭り等には地元の女性組織が積極的に参加し、地域
に伝わる炊き込みご飯や、地元食材を使用したおからドーナツ・スイートポテト
などの調理・販売を行うことで、地域の食文化を伝えるとともに、地元農産物の
PR活動を行うなど、地域活性化の大きな役割を果たしている。
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生態系保全（水田魚道）の新たな取り組み

活動事例の紹介

　「千疋環境保全委員会」は、関市役所から西へ約５kmに位置し、地域の東側から南側にかけては長良
川、西側には武儀川が流れており、水の豊かな地域にあります。また、多面的機能支払の活動には数多く
の方が参加しています。
　千疋地域は、長良川が源である中濃用水が主に農地への補給水となっており昭和５０年代～６０年代に
土地改良整備事業が完了しています。
　現在も施設の点検や除草等の維持管理作業など活動が盛んですが、今後新たな取り組みとして、水田
魚道設置の計画を進めており、更なる活動の発展が期待されるところです。

 
 

【水路などの点検作業】 【水田魚道設置に向けて】

① 地域づくりのための話し合い （どの様な単位、具体的な運営方法・組織）

千
せんびき

疋環境保全委員会

地域の概要

活動概要

活動内容

・認定農用地面積： 田 38.20 ha、畑 9.28 ha、草地 －a
・対象農用地面積： 田 36.12 ha、畑 3.42 ha、草地 －a
・農業用施設 ： 開水路 9.3km、農道 3.7km
・農業者 ： 農業者数 26 人
・農業者以外 ： 団体数 5 団体

　「千疋環境保全委員会」は、平成１８年度末に組織を設立し活動計画や規約を策定、翌１９年度より共
同活動に取り組み、２４年度からは向上活動（長寿命化活動）にも取り組み、２６年度から多面的機能支払
交付金事業へ事業名が変わりましたが、移行手続きを行い、引き続き農地維持、資源向上（共同活動）及
び（長寿命化）の活動を実施しています。

●役員会の定期的な開催
　役員会や委員会を定期的に行い、主に活動の計画や報告、活動に対しての問題点を話し合い、最近
では現在計画中の水田魚道設置について、関係機関と調整を図りながら進めています。

関市
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④ 活動の広がり

③ ユニークさ、先駆性や工夫

② 多様な者（団体）の参加 （参加団体の役割、連携方法等）

●自治会、子ども会、婦人会、長寿会、消防団等の参加
　各作業や行事には役員・農業者を中心に、千疋地域
にある各自治会や子ども会、婦人会、長寿会、消防団等、
広く参加を呼び掛けて、水路周りの除草、泥上げや施
設周りの清掃など農業施設管理活動や、環境活動とし
て花壇の花植えも行っています。

●非農業者の複数の団体で活動している植栽活動
　パンジーなど花壇の手入れや植栽を、主に非農業者
の老人会や子ども会などの団体が行っています。施設
の維持だけでなく環境活動にも数多くの方が参加され
ています。

●水田魚道設置に向けての取り組みについて
　生態系保全活動の一環として、現在、千疋地域では
西側を流れる武儀川へ注ぐ農業用排水路の水田魚道
設置に向けての活動を計画中であり、対策本部を立ち
上げ、関係機関と調整中です。平成28年3月に武儀川
へ注ぐ排水路の最下流部の段差改良を推進部会の一
員として行い、状況を見ながら上流部へも拡大していく
計画です。
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担い手の負担軽減と地域一体の活動を

　本地域は、一級河川根尾川、犀川及び五六川に挟まれた肥沃な土壌に恵まれた地域で、昭和44年から昭和53年にかけてほ
場整備事業が実施され、土地基盤整備もほぼ完了しており、汎用水田として、既に用排水条件の整備も進んでいます。また、昔
から水稲中心の農業ですが、富有柿発祥の地でもあることから、特産品としての柿の生産も盛んに行われています。しかし、近
年では農業従事者の高齢化及び後継者不足などから、農事組合法人巣南営農組合によって農地の集積・集約化が進んでおり
大型機械化体系による農業が主体となってきています。
　本組織は、「川崎西区」、「川崎東区」、「川崎南・鷺田区」、「船木区」の4地区から成り立っているため、認定農用地面積も
480haとかなり広い状況にあります。当初は今後の農業振興地域の在り方を瑞穂市と各集落の代表者が調整を図り用水系統を
基準にして4地区に分けて農地・水の取り組みを開始しました。しかし、農地、農業水路及び農道などの保全管理に関して計画
を策定・実施するにあたり、地区間で整備水準の格差や用排水管理の責任分界、出入り作等の問題が出てきました。事業制度
の変更により、平成23年度からの施設の長寿命化の取り組みを契機に、組織を広域化することで地域全体を把握した中での問
題点解消に向け効率的な施設の長寿命化の計画策定及び活動を実施しています。  

【水路の長寿命化工事】 【施設点検・機能診断 】

① 地域づくりのための話し合い （どの様な単位、具体的な運営方法・組織）

みずほ資源環境組合農地・水・環境保全組織

地域の概要

活動内容

・認定農用地面積： 田 350.0ha、畑 130.0ha、草地 －ha
・対象農用地面積： 田 310.0ha、畑   96.0ha、草地 －ha
・農業用施設 ： 開水路 109.4km、パイプライン 3.0km、農道 133.0km
・農業者 ： 農業者数 16人、団体数 42団体
・農業者以外 ： 個人数　  －人、団体数 41団体

　広域組織の円滑な運営のため、事務局を設置するとともに、運営委員会規則に基づき、地区ごとに7～10名の運営委員会委
員を選出しています。この運営委員会において、地域全体に係る長期（5年間）の施設長寿命化計画の策定、毎年度の事業計
画の協議・検討、予算・決算状況の報告等を行い、その後、年１回の総会にて承認を受けています。
　また、毎年5月に実施している農用地や施設の点検、施設補修などは、地区ごとの状況を把握し検討するため、事務局と当
該地区代表者、地区運営委員にて行っています。
　このように、地域全体に係ることは運営委員会にて協議・検討し、地区ごとに検討・対応すべき内容は地区組織にて行うなど、
内容に応じて参加者や会議規模を変更して話し合いを行っています。

 
 

瑞穂市
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② 多様な者（団体）の参加 （参加団体の役割、連携方法等）

⑤ 活動の広がり

④ ユニークさ、先駆性や工夫

③ 養った技術の活用 （具体的な活動状況）

　構成員として農業者、農事改良組合、自治会、子ども会、ＰＴＡなど幅広い団体が参加し
ています。農業用水路の泥上げや草刈りなどは農業関係者が主となり行っていますが、生
活環境保全の向上のための集落地内を含めた周辺水路や農道などの定期的な巡回点検
やクリーン活動は自治会や子ども会、ＰＴＡも参加し、地域一体となって行っています。

　農地の適切な保全管理を推進する上で、毎年、水路や農地の法面、畦畔などの草刈りを行うことが必要不可欠ですが、防
草シートを設置することでこのような労力の負担軽減を図っています。また、住宅地周辺などでは、防草シートだけではなく、セン
チピートグラス苗を植え、景観形成にも配慮した防草対策を行っています。

　毎年、農業用水路等において、生態系保全に影響し、水稲に被害を及ぼす外来種（ジャンボタニシ）の駆除を適正に実施し
ています。地区ごとに多くの方々が参加して実施をしていますが、繁殖力があるため駆除対応が大変難しく、生息数の減少が
なかなか見込めない状況にあります。

　農地の持つ多面的機能を発揮させるには、将来に向けて持続的に良好な農村環境の保全
に取り組む必要があります。そのため、大人だけではなく次世代を担う子ども達にも関心を持っ
てもらうことが重要であり、毎年、小学校4、5年生を対象として農村環境保全についてどのように
思っているのかを題材にポスター募集をしています。
　応募された作品については役員等で審査を行い、優秀な作品は展示をするとともに、広報紙
に掲載させて頂いています。

　地域農業の担い手農家の育成・確保の目標、農地の利用集積の現状と課題、地域で保全管理していく用排水路や道路の
管理についての現状と課題など、地域農業の現状と将来像についてアンケートを実施し、その結果を報告するなど、地域住民
の意識改革と組織づくりの充実を進めています。
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各組織間の連携と交付金の有効活用

　本地域は、揖斐川町の西端、伊吹山の麓に位置し急峻な地形であることから、狭小な農地で耕作を行っ
ています。このため、平地の農業と比較すると機械化が困難であり生産性は低く、また、近年は高齢化や若
者の人口流出が多く、有害鳥獣の被害も増加し、農業生産活動は逼迫した状態となっています。
　そのような情勢の中、本事業を活用し農業生産活動を継続することにより、多面的機能の発揮と促進を
図っています。

 
 

【共同草刈り 棚田】 【獣害対策】

美
み つ か

束環境保全委員会

地域の概要

活動内容

・認定農用地面積： 田13.10ha、畑 －ha、草地 －ha
・対象農用地面積： 田13.10ha、畑 －ha、草地 －ha
・農業用施設 ： 開水路 3.7km、パイプライン 1.0km、農道 4.1km
・農業者 ： 農業者数１１人、団体数 －団体
・農業者以外 ： 個人数　  －人、団体数  4団体

　水路、農道等の維持管理においては、定期的に共同で草刈り、泥上げ等を実施しています。また、資源
向上活動として簡易な農道舗装や水路修繕は自主施工により実施し、交付金を少しでも有効活用するた
めに努力しています。

揖斐川町
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⑤ 活動の広がり

③ 養った技術の活用 （具体的な活動状況）

② 多様な者（団体）の参加 （参加団体の役割、連携方法等）

　棚田保存会、（株）サンシャイン春日と連携し、岐阜県
棚田１００選に選定されている「貝原棚田」の保全のた
め、草刈り、田植え、稲刈り体験ツアーなどを企画し実施
しています。また、棚田オーナー制度の募集を（株）サン
シャイン春日で毎年募集しています。

　元建設作業員の方の指導により、農道のコンクリート舗装（砕石敷き、型枠作り、転圧）を専門的な技術
を活用し、実施しています。

 ④ ユニークさ、先駆性や工夫

　農道の舗装に代表されるように、請負工事ではなく自
主施工による活動を実施し、余裕のできた交付金を水路
補修に充てるなど、有効に活用しています。

■自主施工実績
　　Ｈ２４　コンクリート舗装　   ３ｍ
　　　　　塩ビ管敷設 　　  ７８ｍ
　　Ｈ２５　コンクリート舗装　 ２９ｍ
　　Ｈ２６　コンクリート舗装  １９７ｍ

　棚田オーナー制度による参加者や、保存会が周知する一般公募での田植え、稲刈り体験等、県内外か
ら参加いただいています。

① 地域づくりのための話し合い （どの様な単位、具体的な運営方法・組織）

総会及び定期的な区会（４集落）等により活動状況の確認や、活動の実施日を決定しています。
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【１】農地維持支払交付金

ア．活動要件⇒活動計画書に位置付けた活動は毎年度必ず実施することが要件。
　１．点検…各施設について毎年度必ず行い、当該年度の活動計画書に反映させる。
　２．計画策定…点検結果を踏まえて毎年度必ず策定し、組織内の合意を得る。
　３．実践活動…活動計画書に位置付けた活動を毎年度必ず実施する。
　４．研修…事務・組織運営等の研修を５年間に１回以上実施する。
　５．地域資源の適切な保全管理のための推進活動…活動計画書に位置付けた取り組みを毎年度必ず実施するとともに、活動期間中に「地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　域資源保全管理構想」を策定する。

　上記３．の実践活動において、岐阜県が定めた基本方針の取組に下線が引いてある取組については点検結果に基づき必要となる取組を実施
する。

◆実施状況報告書（様式第１－８号）の記載について
　（例）農道の「側溝の泥上げ」…点検の結果、側溝に泥の堆積が確認出来なかった場合の記載方法について。
　① 計画欄には「○」を記入、実施欄に「●」を記入し、備考欄に「点検の結果、泥の堆積が認められない」等と未実施となった理由を記載する。
　②他の下線が引いてある取組の一部を紹介
　・農用地…鳥獣害防護柵の適正管理、防風林の枝払い・下草の草刈り
　・水路等…ポンプ吸水槽等の泥上げ、かんがい期前の注油
　・農道…側溝の泥上げ、路面の維持
　・ため池…ため池の泥上げ、管理道路の管理　など
　※実績においては、下線以外の活動は必ず行い、実施欄は必ず「○」となる。 

イ．遊休農地発生防止のための保全管理について
　・遊休農地等を耕作可能な状態に農用地を保全管理すること。
　※遊休農地等

・
とは…現在は耕作されているものの、高齢化の進行等諸般の情勢からから見て、今後「遊休農地となるおそれがあるような

農地」をいう。
　・既に遊休農地となっている農用地を活動計画書に位置付けている場合は、活動期間内（５年間）に遊休農地を解消する必要がある。もし活

動期間中に遊休農地の解消ができなかった場合は、その面積部分（解消できなかった部分が一部であればその部分）に相当する交付額を
認定年度に遡って返還することとなる。（実施要綱別紙１の第10の１）

◆実施状況報告書（様式第１－８号）の記載について
　①備考欄にある遊休農地解消面積については、活動計画書に遊休農地を位置付けている組織が報告する必要がある。 

ウ．事務・組織運営の研修について
　①５年間に１回以上実施する。

◆実施状況報告書（様式第１－８号）の記載について
　既に実施済の場合又は次年度以降に実施予定の場合は、実施欄を「●」とし、備考欄に実施した時期又は実施予定年度を記載する。

エ．地域資源の適切な保全管理のための推進活動について
　・毎年度、必ず実施する必要がある。
　・活動を実施した内容の活動記録についても整理する必要があるので忘れないようにして下さい。

実施状況報告書の取りまとめポイント（様式第１－８号：活動報告部分）
●実施状況報告書（様式第１－８号）を取りまとめる際のポイントとして、活動報告部分について取りまとめて
みました。実施状況報告書作成時の参考として下さい。
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【2】資源向上支払交付金（共同）

ア．活動要件は、以下による。
　１．機能診断…毎年度必ず行い、診断結果の記録管理を行う。これらの結果を踏まえて年度活動計画を策定する。
　２．計画策定…診断結果を踏まえて毎年度必ず策定し、組織内の合意を得る。
　３．実践活動…活動計画書に位置付けた活動を毎年度必ず実施する。
　４．研修…機能診断・補修技術等の研修を５年間に１回以上実施する。
　５．農村環境保全活動…選択したテーマについて以下の内容（①②③のワンセット）を毎年度行う。
　　　　　　　　　　  ①計画策定 ②啓発・普及 ③実践活動、を実施する。
　６．多面的機能の増進を図る活動…活動計画に実施すると位置付けた場合、その位置付けた活動を毎年度行う。（交付単価６/６組織が該当）
　注意！　「農村環境保全活動の幅広い展開」を選んだ場合は、地域資源の質的向上を図る共同活動において取り組まれる農村環境保全活動

に加えて当該農村環境保全活動とは異なる１テーマ以上（①活動計画②啓発普及③実践活動のワンセット）の農村環境保全活動
を選択し実施する必要がある。

　　（例）①質的向上を図る共同活動（１テーマ選択）
　　　　　・生態系保全…計画策定・啓発普及（生態系保全の専門家等の意見を伺う）・実践活動（生き物調査）
　　　　②多面的機能の増進を活動（異なる１テーマ以上を選択）
　　　　　・景観形成・生活環境保全…計画策定・啓発普及（学校教育等の連携）・実践活動（伝統的施設や農法の保全・実施）など。

◆実施状況報告書（様式第１－８号）の記載について
　ア）．「●」とすることができる場合。 
　　・施設の軽微な補修の実践活動に限り、機能診断の結果、実施する必要がない場合のみ未実施となり、実施欄に「●」を記入し，備考欄に
　　　未実施となった理由を記載する。
注意1：農村環境保全活動は活動計画書に位置付けた活動を毎年度必ず実施する必要があり、「●」はありえない。

　イ）．農村環境保全活動について、活動計画と違う活動を行う場合。
　　（例）計画では「生き物調査」であるが、実際の活動は「花などの施設等への植栽」を実施。
　　・活動計画と違う活動を実施する場合は、当該年度の計画を立てる際に実施予定の活動を年度計画に位置付け、組織内で合意の上、市町
　　  村に活動計画書の変更手続きを行う必要がある。

　ウ）．上記６．多面的機能の増進を図る活動について、活動計画と違う活動を行う場合。
　　・上記 イ．） と同様、当該年度の計画を立てる際に実施予定の活動を年度計画に位置付け、組織内で合意の上、市町村に活動計画書の変
　　  更手続きを行う必要がある。

【3】資源向上支払交付金（長寿命化）

　ア）．述べ数量、暫定数量、完成数量、累積完成数量、進捗率について当該年度の実績のみを記載する。単位は○．○㎞（キロメートル）及び
○箇所とする

　イ）．提出済の活動計画書と違う内容を実施した場合には、組織内の合意を得た上で、活動計画書の変更手続きを行うこと。その時期は変更
があった年度の実施状況報告書の提出時又は、翌年度の交付申請時のいずれか早い期日に行う必要がある。

　ウ）．更新メニューを行った場合には財産管理台帳を作成し市町村等への譲渡手続きを行う必要がある。その手続きは工事完了後速やかに行
うようにすること。
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活動組織の広域化について

　岐阜県の多面的機能支払交付金の活動組織は、平成27年度現在で664組織、認定農用地面積は約
25,700haで、県下の農振農用地（約47,200ha）の約54％で本交付金を活用した活動が行われています。
　県下各地で幅広く活動が展開されていますが、広域活動組織は12組織で全組織の1.8％に留まってい
ます。

【問い合わせ先】　県農政部農村振興課
電話 ： 058－272－8460（直通）

○平成27年度から法律に基づいた安定的な制度
○活動組織及び取組面積の増加による、地域資源の維持・保全活動が活発化

　しかしながら
○活動組織及び取組面積の増加に対応する予算確保が不十分
○活動組織及び取組面積の増加による市町村の業務量の増加

○限られた財源の配分、効果確認等の業務量が増え続けるなか、どのように効率的に事業を実施してい
くかが求められています。

その一つの方策が活動組織の広域化です。
下記に、広域化のメリットを示しますので、今後活動を実施する際の参考としてください。

【活動組織及び市町村共通】
　○様式作成の統合、交付金交付事務の効率化

【活動組織】
　○予算面での広域活動組織に対する優遇措置…下記参照
　○予算規模が大きくなることによる活動範囲の拡大及び持続可能な組織体制の確立

【市町村】
　○活動組織が少数になることによる事務量の減

【平成28年度からの優遇措置】
　資源向上支払（長寿命化）の新規認定の際、広域活動組織に対して以下の優遇措置が図ら
れる予定。
　○１集落当たりの認定額上限なし
　　（広域活動組織以外は１集落当たり200万円未満）
　○上限額の減額措置なし
　　（広域活動組織以外で、かつ直営施工を行わない活動組織の単価の上限額は5/6）

岐阜県の多面的機能支払交付金の概況

事業を取り巻く状況

活動組織の広域化によるメリット

岐阜県より
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活動にかける思い（活動組織の役員さんに聞いてみました）①
　平成２７年度から新たに多面的機能支払交付金に取り組み、活動されている活動組織の役員さんにお話
を伺いました。

■  活動を実施するきっかけは？

■  何に苦労していますか？ 

■  今後の活動の展開として考えていることは？

■  制度の趣旨等について思うことは？

　団塊の世代の方々の協力が得られると思ったことが大きいです。１期対策の頃
はまだ皆さんが現役世代でしたので難しかったと思います。本交付金に取り組み、
まずは５年間活動することで今後への道筋を付けたいと考えて取り組むことにし
ました。

　活動は共同活動で行いますが、一戸で一人の参加ではなく、祖父母世代、親世
代、子ども世代の三世代が活動に携われるような仕組みが出来ないものかと思案
しているところです。それぞれの役割を分担して皆で活動できるようにしたいと
思っています。

　広報活動として、中学生や高校生、大学生等に役割を持ってもらい地域の活動状況や景観風景など日々の状況をフェイスブック
等のＳＮＳを活用して広報していきたい。若者の発信力と感性を生かした書き込みなどが出来ると思っています。それをきっかけ
にその輪を中高年層まで広げて地域のみんなが発信できるようにしたいと思っています。

　活動に関連する研修会をもっと幅広く出来るといいと思う。例えば、遊休農地
に生えた雑木などはとても人力だけでは伐採できない。伐採にはチェンソーや
抜根するための重機が必要で、そういった機器を使用するにはライセンスが必
要なものもあります。ライセンスの取得に向けた研修会が出来るといいと思い
ます。特に若い世代が「多面的活動に参加すると自分たちのスキルがアップす
る」、「技術が磨ける」といったメリットが生じることで、活動にも参加しやすくなる
し、ライセンス取得にもつながる。結果として、自分たちの地域にいろいろな機
器が使用できる人材が増え、今後の継続的な活動につながるものと信じていま
す。

●恵那市の多面的機能山足活動組織の伊佐地恒男代表と、女性の書記としてまた、地元の山足農事
改良組合の組合長としても活躍する曽我佳奈子さんに伺いました。

■  何に苦労していますか？ また、その対応はどのようにしていますか？

■  活動では何に重点を置いていますか？

■  自主性をどのように育てていますか？

■  制度の趣旨等について思うことは？

　組織立ち上げ前と後で何も変わっていない地区があること。一部の地区では、
新たな活動として、除草作業に積極的に取り組んでいますが、全体的に低調であ
ることです。

浚渫と除草作業です。

　これまでのところ、役員会の開催と研修会の開催です。これからの取り組みとし
て広報の発信とのぼりの作成を予定しています。また、新年度から長寿命化に取
り組むこととしています。これにより、参加者の意識が高まるのを期待しています。

　農地の集積が進み、担い手ができないところをカバーする私たちの活動はそれなりに意味があると思いますが、今後はさらに土
地持ち非農家が増えていきます。今はまだ浚渫にも参加していただいていますが、今後どうなっていくか心配です。

●岐阜市の芥見地域環境保全協議会の篠田悦利代表に伺いました。

【活動の様子】

【活動の様子】

【曽我（書記）さんと伊佐地（代表）さん】
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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:nouti-mizu@gifudoren.or.jp    URL:http://www.gifudoren.or.jp/kyogikai/

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。

お知らせ

　活動組織の皆さまの今後の活動に参考にし
て頂きたく、右の書籍について市町村を通じて
配布させていただきましたので、実践活動等で
ご活用下さい。
　なお、活動の際には、活動前の安全確認や、
傷害保険に加入するなど、安全管理を徹底して
怪我など十分に注意して活動されるようにお願
いします。

■  何に苦労していますか？ また、その対応はどのようにしていますか？

■  活動では何に重点を置いていますか？

■  自主性をどのように育てていますか？

■  制度の趣旨等について思うことは？

会員の方々がとても協力的であり苦労はありません。
感謝があるのみです。

初期の目的を完遂する活動をすること。

地域性を尊重すること。
従来から行われていることを尊重し、それに活動をプラスしていくこと。

良い事ではあるが耕作放棄地対策について方針、施策が必要と考える。

●各務原市の蘇原北部地域保全会の横山隆一郎代表に伺いました。

【草刈りの様子】【泥上げの様子】

活動にかける思い（活動組織の役員さんに聞いてみました）②
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