
令和３年度 多面的機能支払

鳥取県
農林水産部農業振興監農地・水保全課

係長 大坪宏文

令和４年2月

鳥取県の活動状況及び活動事例について



○ 農業農村の多面的機能(国土保全,水源かん養,環境保全,景観形成等)は、国民全体に恩恵。
○ 高齢化や人口減少に伴い地域の共同活動が困難に。 多面的機能喪失の恐れ。
○ 担い手は農地を借り受けると、水路や農道の維持管理負担の増大を懸念。
○ 共同活動や営農の継続に対して支援を行うことで、地域と担い手が互いに支え合い、農業農村
の多面的機能が継続的に発揮されるよう後押し。
また、流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で災害に備える「流域治水」の取組を推進する
ため、「田んぼダム」の取組を推進。

土砂崩れを防ぐ機能

土の流出を防ぐ機能
地下水をつくる機能

農村の景観を保全する機能

文化を伝承する機能

暑さをやわらげる機能

体験学習と教育の機能
生きもののすみかになる機能

川の流れを安定させる機能

癒しや安らぎを
もたらす機能

洪水を防ぐ機能

農村の多面的機能のイメージ図

〇多面的機能支払交付金の取組拡大
農振農用地区域面積に対する
農地維持支払取組面積カバー率
現在(R2年度） 令和７年度
５２%    →     ６０％

〇田んぼダムの推進
田んぼダム取り組み面積
現在(R2年度） 令和７年度
５８ha →   ５００ha

【鳥取県農業生産
１千億円達成プランの目標】



・令和2年度時点、19市町村において、622組織が約16千haの農用地で、約4.7千kmの水路、約3.0千㎞
の農道、約3百箇所のため池を対象に地域の共同活動による保全管理を実施。
・本交付金創設前の平成25年度から取組面積は右肩上がり増加していたが、平成30年度をピークに横ば
いで推移している。理由として新たな隣接農地の取込や新規組織の立ち上げなど増加がある中、令和元
年度は平成26年度から開始した組織の再認定、令和2年度は中山間地域等直接支払の期の変わり目に当
たり、解散組織による面積減があったことが影響している。
・活動組織数については平成27年度より広域化の進展により、平成28年度をピークに減少している。
・令和7年度にカバー率60％に向けて、取組を推進。
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～取組面積と組織数（農地維持支払）～

多面的機能支払農地・水
保全管理支払

農地・水・環境
保全向上対策

※取組面積には農振農用地外を含む

R7

18,500取組面積
（ha）



中山間地域等直接支払
７，５９５ha

多面的機能支払
１５，７２８a

重複除く
９，５１７ha 重複除く

１，３８４ha
重複
６，２１１ha

多面的機能支払 ＋ 中山間地域等直接支払
１７，１１２ha

※農地維持支払～多面的機能支払※と中山間地域等直接支払との重複関係～

～保全管理している対象施設（農地維持支払）～ （令和２年度時点）

水路(km) 農道(km) ため池(箇所)

鳥取県 4,683 2,951 325

・多面的機能支払と中山間地域等直接支払の取組面積について、併せて約17千haの農用地で地域共同
の取組により保全されている。
・中山間地域等直接支払に取り組む組織のうち、約８割の農用地で多面的機能支払と重複して活動が
実施されている。今後、中山間地域等直接支払のみを活動されている地域でも多面的機能支払の活
動を推進する。

（令和２年度時点）



鳥取県 全国

・県内活動組織の取組面積は、平均26haとなっており、50ha以下の規模での活動が95％
を占めており、多くの組織が集落単位で組織されている。
・平成27年度より広域組織化が始まり、令和2年度の広域活動組織数は20組織で、保全管
理する面積は4.4千ha（県内取組面積の27％）となっており、年々増加している。

20～50ha
201組織
32％

20～50ha
9500組織
36％

～20ha
395組織
63％

～20ha
9148組織
35％

50～100ha
4294組織
16％

50～100ha
26組織
4％ 100～200ha

1715組織
7％

200ha～
1576組織
6％

100～200ha
0組織
0％

200ha～
7組織
1％

～認定農用地の規模～ （令和２年度時点）
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・岩美町、三朝町、北栄町、日南町では町一本の広域組織として活動しており、広域組織へ
の合併が進んでいる。
・また、倉吉市や琴浦町では土地改良区単位の広域化が進んでいる。
・活動が困難な隣接活動組織との合併・取込による、複数集落合併型の広域化も進んでいる。
・引き続き、事務作業の外部委託を含め、広域化を推進していく。

広域組織の形態 市名 広域協定名

１市町１組織型

岩美町 岩美町農地環境保全活動組織

三朝町 三朝町農地環境保全活動組織

北栄町 北栄町多面広域協定

日南町 日南町農地・水・環境保全広域協定

土地改良区型

倉吉市

南谷環境保全対策協議会
久米ヶ原地域農地・水・環境保全組織
四王寺地区資源保全会
上北条農地保全協議会
大鴨環境保全会

湯梨浜町みどりの保全会

琴浦町
東伯水土里保全会
赤碕水土里の会

複数集落合併型

鳥取市

瑞穂地区環境を守る会
西郷農地水まもり隊
日置谷おむすび隊

智頭町 三月田資源保全会

日南町

笠木福万来集落保全会運営委員会
いばら活動組織
多里広域協定
花口広域協定

～広域組織の推移～
組織数

面積
(ha)

※取組面積には農振農用地外を含む



・取組面積は全国34位、カバー率は全国20位となっている。中国地方において、島根県の
56％（全国15位）に次いで2番目である。
・取組組織数は全国18位で、取組面積規模は全国44位と活動面積が小さいことがみられ
る。ただし、広域組織数は全国15位と高く、組織の広域化が進んでいる。
～取組面積の全国順位～ ～カバー率の全国順位～

～組織数の全国順位～ ～広域組織数の全国順位～～取組面積規模の全国順位～

順位 都道府県名 取組面積(ha)
1 北海道 782,482
2 新潟 124,716
3 秋田 97,012
4 山形 83,469
5 岩手 76,472
34 鳥取 16,070
全国平均 48,741
中国平均 18,767

順位 都道府県名 農用地面積 認定農用地面積 カバー率
1 兵庫 50,604 61,800 81.9%
2 福井 38,400 31,333 81.6%
3 富山 55,900 41434 74.1%
4 新潟 168,700 124,716 73.9%
5 滋賀 50,300 36,466 72.5%
20 鳥取 30,800 16,070 52.2%
全国平均 4,146,100 2,290,820 55.3%
中国平均 93,835 142,483 43.2%

順位 都道府県名 取組面積規模
（ha)

1 北海道 1,056
2 沖縄 408
3 熊本 163
4 新潟 127
5 山形 102
44 鳥取 26

全国平均 87
中国平均 33

順位 都道府県名 組織数
1 兵庫 1,788
2 福島 1,367
3 岩手 1,025
4 富山 1,010
5 秋田 985
18 鳥取 622
全国平均 558
中国平均 571

順位 都道府県名 広域組織数
1 新潟 147
2 山形 68
3 秋田 58
4 岩手 55
5 熊本 54
15 鳥取 20
全国平均 21
中国平均 18

※取組面積には農振農用地外を含む



天神地区
淀江地区

印賀地区

○流域治水対策（田んぼダム）に取り組む水田を組織で管理する場合、防災施
設として位置付け、畦畔補強を長寿命化活動で実施可能とした。

○田んぼダムに取り組む組織へ計画的な活動実施できるよう、国の予算配分状
況にかかわらず優先配分を実施。

令和３年度取組地区 １０組織
鳥取市 ９組織
琴浦町 １組織

検討地区 １２組織
鳥取市 １組織、智頭町 １組織
倉吉市 ２組織、湯梨浜町２組織、北栄町 １組織
米子市 １組織、南部町 ３組織、日南町 １組織

R3実施地区
検討地区

令和３年度取組地区（10組織）の
令和5年度取組目標面積 157ha

長砂町内会農地・水・環境保全会
古郡家環境保全隊
祢宜谷地区農地・水保全会

東大路緑会 桜谷農地水環境保全会国信地区農地・水・環境
保全向上活動組織

掛相区多面的機能支払交付金管理組合

南部町A

南部町B
南部町C

日南町

米子市

倉吉市A
倉吉市B

湯梨浜町A
湯梨浜町B

湯梨浜町C

北栄町 鳥取市

智頭町



「田んぼダムが分からない」という声を受けて、田んぼダムをどのよう
に実施するのか、どのような効果があるのかをモデルほ場で実際に田んぼダムを実施
し、実施方法、効果を知り、感じていた不安を解消するための見学会を来年度予定し
ています。詳細については、今後ファームランドなどを通じて報告させていただきま
すので、ぜひ見学会へご参加ください。

○実証展示の内容 ※R5も実施予定
【開催時期】令和4年6月～11月 （5回開催予定）

各1時間程度を想定しています。
【展示内容】
・田んぼダム用の堰板を設置した区画と通常の営農での区画でのほ場に降った雨を
ほ場内に一時貯留する状況や下流への排水を調整する状況を確認。
・様々な落水工の形状に対し、田んぼダムの実施方法を展示。
・隣接する区画にて、通常よりほ場に水を貯めることによる生育への影響や畦畔へ
の影響を検証。

【実施場所】鳥取県農業試験場周辺（鳥取市橋本）
田んぼダム実施区画 田んぼダム未実施区画

ほ場内の水位が高い
→一時貯留効果：有

下流への排水量少
→排水量調整効果：有

水位が低い
→一時貯留効果：小



組織名 市町村 活動事例
東伯水土里保全会 （琴浦町） 土地改良区単位での広域化
久米ヶ原地域農地・水・環境保全組織 （倉吉市） 土地改良区単位での広域化
門田区農地・水・環境保全会 （湯梨浜

町）
農村環境の保全・向上

清水川農地・水・環境保全向上対策協
議会

（南部町） 構造改革の後押し等地域農業
への貢献

奥屋堂羅地域資源保全会 （若桜町） 農村の地域コミュニティの維
持・強化への貢献

下安井集落農地・水保全管理活動組織 （江府町） 農業用施設の機能増進
北栄町多面広域協定
（うち、下種地域ふるさと保全会）

（北栄町） 農村環境の保全・向上

木梨地域環境保全組合 （鳥取市） 地域資源の適切な保全管理の
推進

赤碕水土里の会 （琴浦町） 農村の地域コミュニティの維
持・強化への貢献

吉谷農地保全会 （米子市） 施設の定期的な点検・清掃



【地区概要】
・認定農用地面積 296ha
（田205.7ha、畑89.9ha）

・管理施設 水路74.0km
農道39.8km
ため池1箇所

・主な構成員
農業者、自治会、土地改良区、
女性会、子供会

・活動内容
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

東伯水土里保全会（琴浦町） 土地改良区単位での広域化（先進事例）
とうはく

土地改良区による農業水利施設の整備・管理に加え、地域住民を巻き込んだ農村協働力を支える

【連携前】
（集落） 高齢化により事務を担うリーダーの後継者がいないため、

交付金の活動継続が困難
（土地改良区）農業用施設が老朽化し、管理費の増加に苦慮

【土地改良区との連携の効果】
・土地改良区が事務を担うことで、集落は活動を継続できた
・集落は事務にかけていた時間を活動に集中できることで、子供会
や女性会との活動により世代間を超えた農村コミュニティの強化
が図られた。

・土地改良区は交付金を活用し、農業用施設整備を計画的に実施す
ることが可能になった。

設立前 設立
H29.6 H30 R3 将来

目標

集落数 １ ４ ５ 11 36

取組面積
(ha) 53 107 168 183 879

農業者 73人 120人 143人 240人 －

非農家 ４団体 59人
５団体

59人
５団体

131人
21団体 －

【取組集落の広がり】

【土地改良区の想い】
改良区エリアで一つの組織として、改良区による保全管理
と一体的に多面の活動により地域農業を守って行きたい。

農道への植栽活動（女性会との連携）

餅つき会（子供会との連携）



○ 広大な久米ヶ原台地は複数の集
落にまたがっているため、草刈り
や泥上げ等の維持活動を実施する
際に各集落の連携が必要。

○ 水源としてパイプラインが広範
囲に設置されているため、定期的
な更新が必要。

○ 未舗装農道や土水路が多いため
保全管理に苦慮しており、計画的
に農道や水路の更新が必要。

○ 営農条件の悪い農地では、継続
した営農が困難で 耕作放棄地が点
在している。

久米ヶ原地域農地・水・環境保全組織（倉吉市）

活動開始前の状況や課題 取組内容

○ 広域組織のため、各集落との連携を図る
ことができ、効率的な共同作業が可能とな
り、荒廃農地にならないよう、豊かな環境
が守られている。また、農業用施設が守ら
れることにより、突発的な事故をいる。
○ 土地改良区が事務局をすることで、計画
的に施設の改修を実施出来ている。
○ 施設の改修により農地の耕作条件も良く
なり、新規就農者も増え、継続した営農が
可能となった。
○ 安定した農業用施設の管理により、生産
者の意欲が向上し、生産性や収益性も向上
し、特にスイカは「倉吉スイカ１６億円達
成プロジェクト」に繋がっている。

取組の効果

土地改良区単位での広域化
【地区概要】
・認定農用地面積 269ha
（田1.8ha、畑242.4ha、草地24.6ha）

・管理施設 水路46.6km
農道49.2km
ため池2箇所

・主な構成員
農業者、自治公民館、土地改良区

・活動内容
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

○ 農地、農道、水路の維持管理
（草刈り・泥上げ等を年2～3回実施）

くめがはら

○肥沃な畑地帯である久米ヶ原台地では大山山麓から流れる清涼な水を使用し、
倉吉市の特産物である「倉吉スイカ」を中心に野菜や飼料作物が生産されてい
る。
○久米ヶ原地域農地・水・環境保全組織は、豊かな久米ヶ原台地とかんがい施設
を次世代へ繋ぐため、平成1９年（農地・水・環境保全向上対策事業）に１１
集落からなる広域組織として設立し、多面的機能支払制度の創設後も引き続き
活動を続けている。
○本地域の水系を管理する久米ヶ原土地改良区に事務委託することにより、広範
囲且つ長期的な施設の整備計画を進めている。

○ パイプラインの老朽化部分の補修、制
水弁・減圧弁等の更新

○ 未舗装農道のコンクリー ト舗装、素掘
り水路からコンクリート水路へ更新



○ 地区の農業者の減少や
高齢化により農家の負担
が大きくなっている。

〇既存の農業施設が、経年
により機能の低下が問題
となっており、補助事業
の利用を試みるも、地元
負担や農家負担が伴い、
維持管理が難しい。

〇外来種（ジャンボタニシ)
の食害被害が生じており、
営農に支障を来している。

門田区農地・水・環境保全会（湯梨浜町）

活動開始前の
状況や課題

取組内容

○ ジャンボタニシの駆除活動に延べ63人が
参加。用排水路に生息する卵を水の中に落と
して食害を防いだ。

〇 「田んぼの学校」と称し、小学生や保護者
も加わった生き物調査を行った。延べ18人が
参加し、生体系に関する関心や理解を深める
ことができた。

〇 景観形成が図られ、植栽場所を散歩する人
が増えた。地域のふれあいの場として効果
を発揮している。

〇 地域の総事として行っているクリーン活動
を共同活動の対象とすることで、参加者の環
境保全に対する意識が高めることができた。

取組の効果

農村環境の保全・向上
【地区概要】
・認定農用地面積 52ha

（田42.2ha、畑10.2ha）
・管理施設 水路11.5km

農道10.2km
・主な構成員

農業者個人、自治会、子供会、
学校・PTA、土地改良区

・活動内容
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

生態系保全活動
○外来種の駆除（ジャンボタニシ) 【写真左上】
○生き物調査（田んぼの学校) 【写真右上】

○門田地区農地・水・環境保全会は、農地、農業用施設の保全管理、農村環境
の保全を目的として平成20年に設立された。
○本地域（組織）は、東郷池周辺に開けた農村地帯であり、平坦地の水田では
水稲・大豆の集団栽培に取組んでおり、傾斜地では梨の栽培が盛んである。
○農家だけではなく、地区内の多様な組織や幅広い年代の参加者と活動を行う
ことで、地区全体で環境保全についての理解を深めることができ、取組に対
する協力意識が高まった。

景観形成・生活環境保全活動
○花の植栽活動（ビオラの花植え) 【写真左下】
○クリーン活動（ゴミ拾い) 【写真右下】

かどた



○ 本地域は、人口減少や高齢化によ
り農業従事者が減少傾向にあり、将
来、地域の農地が維持管理できなく
なるのではないかとの不安があった。

○ また、地域内のほ場は比較的小規
模なものがおおく、効率性に乏しい
ことから、担い手を育成し、農地の
集積を図る必要があった。

清水川農地・水・環境保全向上対策協議会（南部町）

活動開始前の状況や課題 取組内容 取組の効果

構造改革の後押し等地域農業への貢献
【地区概要
・認定農用地面積 8ha

（田7.6ha）
・管理施設 水路1.8km

農道3.2km
・主な構成員
自治会、子供会、農業法人

・活動内容
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

○ 交付金の活用により、地域で農地等を保全
管理するだけでなく、地域のコミュニティ強
化の取組みを通じて、２０戸ある農業をされ
ない世帯をはじめ、大学生、地域内外で活躍
する団体とのつながりを広げることができた。

○ 中心経営体として活躍する合同会社清水川
が、水稲のほか、古代米を栽培、清酒に加工
販売し、農地の有効活用と多角的な経営を行
っている。

○女性が活動組織代表者となり、女
性が活動に積極的に参画している。

○ 子供会（小学生）に水棲生物の
生育状況の把握活動を実施してい
る。

○ 地域住民とともにボランティア
の大学生が「古代米」を栽培に携
わっている。

しみずがわ

○清水川農地・水・保全環境向上対策協議会は、地域の美しい農村環境を守
ることを目的に平成２０年度より本交付金の前身である農地・水・環境保
全向上対策交付金による取組を実施し、平成２６年度から本交付金に移行
し、集落全体で取り組みを実施
○本地域（組織）の特徴として、農地維持活動を実践するとともに、地域内
外の住民連携して、古代米（黒米）の作付けを行うなど、地域の繋がりを
より活発にする活動が盛んに行われている。
○地域の中心経営体である「合同会社清水川」を中心として、地域全体で農
地及び地域を守るという高い志をもって活動を行っている。

清水川地区の農地 古代米の田植作業 古代米酒の新聞記事



○ 本地域は、農業従事者の高齢化が進
み、担い手への集積を推進したが、未
舗装農道、畦畔の草刈り作業が支障と
なり、集積が進まない。

奥屋堂羅地域資源保全会（若桜町）

活動開始前の状況や課題

○ 担い手への集積促進のため、畦畔
へのセンチピード、未舗装農道の舗装
を実施しました。

○ 山際にヤマボウシを植樹し、日照条
件の改善と、景観形成を行いました。

取組内容

○ センチピードの被覆により、草刈りの
回数や1回当たりの作業時間が減ること
で、地域外のボランティア活動に参加す
る余裕がもて、活動の幅が広がった。

取組の効果

農村の地域コミュニティの維持・強化への貢献

【地区概要】
・認定農用地面積 6ha

（田6.4ha）
・管理施設 水路3.3km

農道0.9km
・主な構成員

自治会、女性会、ヤマボウシの会
・活動内容
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

○中山間地であるため畦畔率が高く、急勾配であり、地域の高齢化により、
草刈り作業の負担が刈草が農業生産に支障となっており、畦畔にセンチ
ピードを播種し、草刈りの労力軽減と安全が確保した。
○地域が山林に囲まれており、圃場の外側の日照条件を良好にするため枝払
いを行い、景観の良いヤマボウシを植樹し、地域の景観保全を行った。

おくやどうら

八東川クリーンアップ作戦に参加

農道舗装

センチピード被覆後の草刈作業

センチピード被覆前の草刈作業



○ 本地域は、未舗装の農道があり通
行障害が発生し、耕作に支障をき
たしている。

○ また、水路に関しても老朽化によ
り、漏水等が発生している。

農業用施設の点検

下安井集落農地・水保全管理活動組織（江府町）

活動開始前の状況や課題 取組内容

補修完了した水路

取組の効果

農業用施設の機能増進
【地区概要】
・認定農用地面積 10ha

（田6.4ha、畑3.2ha）
・管理施設 水路3.4km

農道2.4km
・主な構成員
農業者、農業者以外、自治会代表

・活動内容
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

○ 水路補修約0.13㎞の活動により施設の
長寿命化を図り、組織内の共同使用に
対する意識の向上にもつながった。

しもやすい

○下安井集落農地・水保全管理活動組織は、平成２６年より本交付金による
取組を実施している。
○本地域は、県西部を流れる日野川の左岸に位置する農地を対象として活動
している。
〇施設の老朽化により漏水等の被害が増加しているため、施設の補修に取組
んでいる
○この活動により、農業用施設の長寿命化を図った。また、組織内の共同使
用に対する意識の向上にもつながった。

○ 農業用施設の機能診断を行い水路
の補修箇所の選定、補修を行い農
地の保全を図った。

水路の補修



○下種地域ふるさと保全会は、平成１９年度行政からの声掛けを契機に平成２
０年より本交付金による取組を実施している。
○令和元年度より北栄町多面広域協定として活動。
○本組織の特徴として、他集落に比べて田畑とも出入り作が多く、まとまって
作業を行う認識はなかった。今では各人がバラバラに行っていた草刈り・水路
泥上げを総事として取り組んでいる。
○少子高齢化による農業後継者不足が懸念される中、田においては集落営農の
話が出始めてきている。

○ 本地域は、少子化・高齢化が進み、
以前と比べて全体的に賑やかさが
失われているような気がしていた。

○ また、周辺集落との間で出入り作
が多かったためか、地域でまとま
って作業を行うという意識が薄か
った。

〇 施設については個人に管理を任せ
ていたため、２０年を経過したこ
ろから徐々に老朽化などが現れだ
していた。

北栄町多面広域協定のうち、

下種地域ふるさと保全会（北栄町）

活動開始前の状況や課題 取組内容

農村環境の保全・向上
【地区概要】
・認定農用地面積 55ha

（田24.9ha、畑30.1ha）
・管理施設 水路11.5km

農道11.0km
ため池 1箇所

・主な構成員
自治会、女性会、
子供会、交流福祉センター 等

・活動内容
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

○ 組織として施設管理に取り組むようになったことで、役員に集中していた負担が解消された。また、一番の効果は、地域の子ど
もが積極的に参加してくれるようになった。

○ 活動の体制強化により、地域としての一体感が高まった。

○ ２名の女性役員が、書記、会計を担っている。また、景観形成につい
ては女性会にも参画してもらっている。

○ ひまわり、コスモスの景観作物の植栽により、近くのデイサービス施
設の憩いの場となっている。また、地域住民はもとより通行人も足を
止め、写真撮影をしている。

○ 地区上流に埋め立て処分場ができ、川の水質が懸念されるため、毎年
講師を迎えて、子ども中心で水の中の生き物調査を行っている。

○ 農業体験として田植えから稲刈り・稲こきまで一連の作業を子どもた
ちに体験させている。

○ 外来生物の農地・農業施設への進入を阻止するため、通年でヌートリ
アの捕獲を行っている。

しもだね

取組の効果



木梨地域環境保全組合（鳥取市）

活動開始前の状況や課題 取組内容
取組の効果

地域資源の適切な保全管理の推進
【地区概要】
・認定農用地面積 21ha
（田19.6ha、畑1.7ha）

・管理施設 水路7.1km
農道4.2km

・主な構成員
農業者、木梨自治会、
農事実行組合 等

・活動内容
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

きなし

○木梨地域環境保全組合は、圃場整備から年月が経過した圃場・施設を維持す
ることを目的に平成19年より本交付金による取組を実施
○本地域（組織）の特徴として、地域の若い力を活かし、遊休農地発生防止に
取り組んでいる。
○この活動により、活動開始以前は老朽化した水路が多くあったものが、年次
的に更新できたことで、農村維持が図られた。
○これにより、新たに施設整備計画や担い手の確保について模索している。

○ 地域の一員である女性会や子ど
も会を構成員とし、地域全体で活
動を実施

○ 地域全体で農村環境保全活動の
景観形成活動を実施

○ 毎月の定例会で活動報告や普及
啓発を実施

○ 施設等の定期的な巡回点検・清
掃を実施

○ 本地域は、高齢化により担い手
が減少し、将来における担い手確保
が課題。
○ これから増加が見込まれる、ふ
るさと鹿野等の外部からの担い手と
の連携やほ場管理が課題。
○老朽化した水路・農道や未整備の
施設が多くあり、将来への設備維持
が課題

○ 毎年景観形成活動に20人程度が参加し、
農村維持・環境の保全に係る理解が増進。

○ また、協定農地において、水路修理を
行ったことで、漏水が減り一定の水量が
確保され協定農地において、安定した農業
生産を持続することができた。

○ 施設の整備計画や担い手確保について
模索を開始した。

景観形成活動

土水路からCo水路へ整備
施設の点検

子供会との普及啓発活動
水路が未整備

保全管理に苦慮



○ 本地域は、組織の高齢化に伴い
平成30年度から3集落の広域協定
による活動を行っている。

○ 湯坂集落では広域組織設立前
から植栽活動に取り組んでいたが、
広域組織の設立により、未取組で
あった向原集落にも活動が波及。
現在は向原集落でも地域内の
植栽による景観形成活動に取り
組んでいる。

赤碕水土里の会（琴浦町）

活動開始前の状況や課題 取組内容 取組の効果

農村の地域コミュニティの維持・強化への貢献
【地区概要】
・認定農用地面積 51ha

（田41.0ha、畑10.4ha）
・管理施設 水路14.2km

農道4.2km
・主な構成員

自治会、女性会、土地改良区 等
・活動内容

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

○ 植栽活動には、湯坂集落22人、向原集落20人
が参加（令和2年度実績）。
湯坂では子ども4人、女性9人が参加。向原で

は女性11人が参加。
○ それぞれの集落で、子ども会、女性会による
年間の行事として毎年実施しており、地域住民
の交流の場にもなった。

○ また、子どもや非農家も関わることができる
活動を実施することにより、役員や農家中心だ
った活動に幅広い理解や協力が得られるように
なった。

○ 施設への植栽による景観形成活動
○ 上記活動に子どもや女性が参加す
ることによる地域内の啓発・普及
（それぞれ2集落で実施）

あかさき

★・・・植栽実施箇所

○赤碕水土里の会は、前身組織である湯坂農地保全会の活動期間満了を契機に
平成30年度より本交付金による取組を実施。平成30年度設立時の広域協定に
は湯坂集落のほか、新たに向原集落、光集落も参加し、3集落で活動を開始
した。
○湯坂集落では、広域組織設立以前から子ども会、女性会と共同で施設への植
栽活動を行っていたが、広域組織設立後は向原集落でも同様の取組を開始。
○非農家を含む地域住民へ農業、農村の多面的機能を維持することについて啓
発を行うとともに、住民同士の交流の場となっている。

湯坂集落での植栽活動 向原集落での植栽活動



○ 本地域は、年２回集落でため池
を中心とした草刈り作業を各担当
者中心にそれぞれ実施していたが、
作業者の高齢化により負担が増大
し、保全管理の作業を行うことが
難しくなってきた。

○ 畦畔の草刈りや水路の清掃の回
数が少なく、害虫が発生している
ところがあった。また、道路から
のポイ捨てが度々見受けられた。

吉谷農地保全会（米子市）

活動開始前の状況や課題 取組内容 取組の効果

施設の定期的な点検・清掃
【地区概要】
・認定農用地面積 13ha

（田12.6ha、畑0.6ha）
・管理施設 水路5.2km

農道2.5km
ため池 4箇所

・主な構成員
農業者

・活動内容
農地維持支払

○ ため池を中心とした保全活動に１７
人が参加し、各担当での草刈は年３回
以上行い、地域全体での保全管理の意
識も高まってきた。

○ 年に１度ため池内の倒木の除去や周
辺のゴミ拾いを行い、日頃より施設の
管理を行うようになった。

○ため池内の清掃
○農道・水路の草刈、泥上げ
○施設の定期的な巡回・点検

よしたに

○吉谷農地保全会は、平成２７年度より本交付金による取組を実施。
○本地域（組織）の特徴として、地域のため池により農地を灌漑し、良質な米を
主に生産している。
○この活動により、年２回集落全体で実施するため池を中心とした草刈やため池
内の清掃を行い、環境美化に努めている。
○これにより、ため池の管理、点検を集落全体で行うようになった。

ため池の清掃

水路の泥上げ

ため池周辺の草刈


