
農村の協働力によって、将来にわたって適切に保全管理されることで、
持続的農業の発展と多面的機能が発揮されます。

農地・水保全管理支払交付金

農地・水保全管理支払交付金

～水土里の資源を次世代へ～

■地域協議会　大分県農地・水・環境保全活動地域協議会 TEL 097-536-6631
■県 の 機 関　大分県農林水産部　農村整備計画課　農村環境保全班 TEL 097-506-3713

お問い合わせ

水田は、雨水を一時的に貯えることができるた
め、一気に川に流れ込むことはなく、洪水の危険
を減らしてくれます。

水田に貯められた水は、徐々に浸透して地下水に
なり、生活用水や工業用水として利用されます。

農業・農村は、私たちが生きていくのに必要な米や野菜を作るだけで
なく、洪水を防ぎ、地下水を養い、やすらぎの場となるなど大切な
様々な恵み（多面的機能）をもたらしています。

農業・農村の多面的機能

洪水防止機能…ダムの役割 水資源かん養機能…水の浄化と地下水をつくる

土砂崩壊防止機能…土砂崩れを防ぐ 生物多様性保全機能…生き物のすみかになる

　水田として活用することにより、降雨による法
面の崩壊など災害の発生の抑止となります。

　農業生産活動を行うことで、水生生物などの生
きものを保全することとなります。

市町村の機関については農政担当窓口に、お問い合わせください。

農地や農業用施設の保全 農 村 環 境 の 保 全
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共同活動

水路やため池

田んぼや畑

農 村

の資源を次世代へ

向上活動
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「共同活動」について
農地や農業用水路、農道などの草刈りや耕作可能な状態への農地の保全管
理、施設の補修などの保全管理と農村環境の保全に多様な主体が参画する
地域ぐるみで取り組む活動を支援します。

ゲートの更新水路の更新 高度な取組

「向上活動」について
老朽化が進む農地周りの農業用水路、農道などの施設の長寿命化のため
の、補修や更新などに地域ぐるみで取り組む活動を支援します。

地域での取り組み内容

地域での取り組み内容

④施設の保全

⑥地域ぐるみの連携

①農地の保全 ②施設の保全

⑤地域ぐるみの環境活動

③施設の保全

草刈り

異常気象等後の応急措置

地域住民との交流

水路の泥上げ

地域住民による景観形成

水路の目地補修

支援の仕組み
市町村と協定を結んだ活動計画に基づき、
地域協議会から交付金が交付されます。

カバープランツ※

※カバープランツ：背丈が低く地を覆うように育つ植物のことで、草刈り作業の省力化が図られます。
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横手地域環境保全組合
よこ て ち いき かん きょう ほ ぜん くみ あい

国東市

対 象 資 源

農地
農業用施設

組織の構成

●各農業者
●横手区
●婦人会
●子供会
●国東町土地改良区

水田 37.5ha
用排水路 14.2km
農道 6.9km
ため池 3ヶ所

連携して守る地域の環境
　この活動組織では、耕作者不在農地を次の耕作者が見つか
るまでの間、草刈りを実施し農地の適正管理に努めていま
す。
　子供会と連携し、昔の農作業の体験学習として手刈りによ

る稲刈り体験を実施した
り、婦人会と一緒に年２回
のプランターへの花植えを
行って地域の景観向上を図
るなど、みんなで地域環境
を守っています。

共同活動支援とは、多様な主
体が参画し、市町村と協定を
締結した組織等が、地域共同
で行う農地・水路等の資源の
日常の管理と農村環境の保全
のための活動に対しての支援
です。

佐伯市

対 象 資 源

農地

農業用施設

組織の構成

●各農業者
●波当津地区自治会

水田 4.5ha
畑 3.8ha
用排水路 4.8km
農道 1.7km

営農組織と共に行う地域の活性化
　本地域は、高齢者をはじめと
する地域住民の地域を守る意識
が高く、自治会をあげて草刈り
や水路、農道の管理に取り組ん
でいます。
　また、本対策をきっかけとし
農地利用組合による、地域内作

物の栽培管理をすることによって、農地の有効利用が図られ
ています。なお、将来的には農産物直売所を通じて６次産業化
による販路拡大を図ることとしています。
　地区で開催するお祭りでは地域外の人も加わって多くの人
でにぎわっており、今後も高速道路の全面開通によるさらな
る都市住民との交流が見込まれています。

臼杵市

対 象 資 源

農地

農業用施設

組織の構成

●各農業者
●各農業者以外

水田 16.7ha
畑 24.2ha
用排水路 14.2km
農道 7.0km
ため池 2ヶ所

地区の将来・歴史を守る活動
　本地域では、代々引き継がれ
てきた農地や農業用施設の保全
管理に対する意識が非常に高
く、農家のみならず、非農家を
含めた地域の草刈り活動が実施
されています。
　草刈りや施設の適正管理と
いった基礎活動に加え、地区内の子どもたちとツツジの植栽を
行い、景観形成を図っています。
　また、向上活動として約200年の歴史をもつ「岩崎井路」
の長寿命化に取り組むなど、地域の将来・歴史を守る活動を実
施しており、活力ある地域と位置付けられています。

家野七菜天尽活動組織
いえ の な な てん じん かつ どう そ しき

宇佐市

対 象 資 源

農地
農業用施設

組織の構成

●各農業者　　　　　　●下森山子供会
●下森山自治会
●下森山長寿会
●下森山ソフトボールクラブ

水田 28.7ha
用排水路 12.8km
農道 6.4km

休耕田を利用した美しい地域づくり
　この地域は、混住化に伴い
本対策に取り組む地域合意ま
で年数を要したが、平成24
年度から地域一丸となった活
動を展開しています。
　農村環境の向上の一環とし
て、休耕田を利用し子どもた
ちによるヒマワリの鑑賞会や地域住民への配布によって
「潤い」を提供しています。今後はヒマワリの他にコスモ
スの植栽も計画しています。
　このような取組が地域内の交流を深め、美しい村づく
りが活動の源泉になっており、他の地域からも関心を持
たれています。

豊後大野市

対 象 資 源

農地
農業用施設

組織の構成

●各農業者
●小原老人クラブ
●小原自治会

水田 11.5ha
用排水路 3.2km
農道 1.8km
ため池 1ヶ所

「絆・和・親睦」
　本地域では、過疎化・高齢化が深刻な問題となっている
中、本対策によって地域住民が協力して草刈りやゴミ拾
い、彼岸花の植栽などの活動に参加し、これを契機に地区
住民が声を掛け合うなど地域の一体化が図られています。
　また、地域住民への活動
記録の広報配布や、手作り
の環境美化啓発看板の設置
などを行いながら、地域の
「絆・和・親睦」を深め、
地域コミュニティの強化や
集落機能の維持に取り組ん
でいます。

波当津地区保全管理組合
は とう ちづ く ほ ぜん かん り くみ あい

九重町

対 象 資 源

農地

農業用施設

組織の構成

●各農業者
●川西自治会
●川東上自治会
●川東下自治会

●引治富迫自治会
●長寿会
●消防団

水田 16.8ha
畑 0.4ha
用排水路 8.1km
農道 1.4km

まとまりで守る地域の環境
　この活動組織では、本対策に取り組む以前は農家のみで
農地や農業用施設の維持管理を実施しており、非農家との
繋がりは希薄なものでしたが、本対策により地域の一体化
が図られ、草刈りや空缶拾いなどの活動に地域内外から多

くの人も参加するよう
になりました。
　現在では「美化デー」
を年２回設定し、地域
全体での清掃活動を通
じて住民の景観に対す
る意識の高揚に取り組
んでいます。

小原農地・水・環境対策協議会
お はる のう ち みず かん きょう たい さく きょう ぎ かい

町田地区資源保全組合
まち だ ち く し ぜん くみ あいげん ほ

下森山環境保全組合
しも もり やま かん ほ ぜんきょう くみ あい

私たちのふるさと、
　私たちの手で守ろう。
私たちのふるさと、
　私たちの手で守ろう。

制度内訳

　農地や農業用水路など農村の資源は県民共有の財産であり、次の世代

に良好な状態で引き継いでいくことが必要です。しかし、高齢化や非農

家との混住化が進み、農村の「まとまり」が弱まってきています。

　このような中、地域ぐるみで良好な農村環境の保全や農業用水路など

の長寿命化を図る「農地・水保全管理支払交付金」が平成19年度より

スタートし、６年が経過しました。これまで県下の504活動組織がそ

れぞれの地域で農地や農業用施設の保全管理など「ふるさとを守る」取

り組みを進めており、地域コミュニティーの強化や集落機能の維持に

も効果を発揮しています。

　これらの中から６つの活動組織を紹介します。

向上活動支援
（広域・体制強化）

共同活動支援

向上活動支援とは、集落の手
による農地周りの水路等施設
の長寿命化の取組や水管理・
畦畔管理の省力化や地域環境
の保全等に資する高度な取組
などに対しての支援です。

向上活動支援

向上活動支援
（高度な取組）

共同活動支援
草刈りや泥上げ、施設の補修

農地の適正管理、異常気象後の応急措置

向上活動支援
（長寿命化）

初校
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横手地域環境保全組合
よこ て ち いき かん きょう ほ ぜん くみ あい

国東市

対 象 資 源

農地
農業用施設

組織の構成

●各農業者
●横手区
●婦人会
●子供会
●国東町土地改良区

水田 37.5ha
用排水路 14.2km
農道 6.9km
ため池 3ヶ所

連携して守る地域の環境
　この活動組織では、耕作者不在農地を次の耕作者が見つか
るまでの間、草刈りを実施し農地の適正管理に努めていま
す。
　子供会と連携し、昔の農作業の体験学習として手刈りによ

る稲刈り体験を実施した
り、婦人会と一緒に年２回
のプランターへの花植えを
行って地域の景観向上を図
るなど、みんなで地域環境
を守っています。

共同活動支援とは、多様な主
体が参画し、市町村と協定を
締結した組織等が、地域共同
で行う農地・水路等の資源の
日常の管理と農村環境の保全
のための活動に対しての支援
です。

佐伯市

対 象 資 源

農地

農業用施設

組織の構成

●各農業者
●波当津地区自治会

水田 4.5ha
畑 3.8ha
用排水路 4.8km
農道 1.7km

営農組織と共に行う地域の活性化
　本地域は、高齢者をはじめと
する地域住民の地域を守る意識
が高く、自治会をあげて草刈り
や水路、農道の管理に取り組ん
でいます。
　また、本対策をきっかけとし
農地利用組合による、地域内作

物の栽培管理をすることによって、農地の有効利用が図られ
ています。なお、将来的には農産物直売所を通じて６次産業化
による販路拡大を図ることとしています。
　地区で開催するお祭りでは地域外の人も加わって多くの人
でにぎわっており、今後も高速道路の全面開通によるさらな
る都市住民との交流が見込まれています。

臼杵市

対 象 資 源

農地

農業用施設

組織の構成

●各農業者
●各農業者以外

水田 16.7ha
畑 24.2ha
用排水路 14.2km
農道 7.0km
ため池 2ヶ所

地区の将来・歴史を守る活動
　本地域では、代々引き継がれ
てきた農地や農業用施設の保全
管理に対する意識が非常に高
く、農家のみならず、非農家を
含めた地域の草刈り活動が実施
されています。
　草刈りや施設の適正管理と
いった基礎活動に加え、地区内の子どもたちとツツジの植栽を
行い、景観形成を図っています。
　また、向上活動として約200年の歴史をもつ「岩崎井路」
の長寿命化に取り組むなど、地域の将来・歴史を守る活動を実
施しており、活力ある地域と位置付けられています。

家野七菜天尽活動組織
いえ の な な てん じん かつ どう そ しき

宇佐市

対 象 資 源

農地
農業用施設

組織の構成

●各農業者　　　　　　●下森山子供会
●下森山自治会
●下森山長寿会
●下森山ソフトボールクラブ

水田 28.7ha
用排水路 12.8km
農道 6.4km

休耕田を利用した美しい地域づくり
　この地域は、混住化に伴い
本対策に取り組む地域合意ま
で年数を要したが、平成24
年度から地域一丸となった活
動を展開しています。
　農村環境の向上の一環とし
て、休耕田を利用し子どもた
ちによるヒマワリの鑑賞会や地域住民への配布によって
「潤い」を提供しています。今後はヒマワリの他にコスモ
スの植栽も計画しています。
　このような取組が地域内の交流を深め、美しい村づく
りが活動の源泉になっており、他の地域からも関心を持
たれています。

豊後大野市

対 象 資 源

農地
農業用施設

組織の構成

●各農業者
●小原老人クラブ
●小原自治会

水田 11.5ha
用排水路 3.2km
農道 1.8km
ため池 1ヶ所

「絆・和・親睦」
　本地域では、過疎化・高齢化が深刻な問題となっている
中、本対策によって地域住民が協力して草刈りやゴミ拾
い、彼岸花の植栽などの活動に参加し、これを契機に地区
住民が声を掛け合うなど地域の一体化が図られています。
　また、地域住民への活動
記録の広報配布や、手作り
の環境美化啓発看板の設置
などを行いながら、地域の
「絆・和・親睦」を深め、
地域コミュニティの強化や
集落機能の維持に取り組ん
でいます。

波当津地区保全管理組合
は とう ちづ く ほ ぜん かん り くみ あい

九重町

対 象 資 源

農地

農業用施設

組織の構成

●各農業者
●川西自治会
●川東上自治会
●川東下自治会

●引治富迫自治会
●長寿会
●消防団

水田 16.8ha
畑 0.4ha
用排水路 8.1km
農道 1.4km

まとまりで守る地域の環境
　この活動組織では、本対策に取り組む以前は農家のみで
農地や農業用施設の維持管理を実施しており、非農家との
繋がりは希薄なものでしたが、本対策により地域の一体化
が図られ、草刈りや空缶拾いなどの活動に地域内外から多

くの人も参加するよう
になりました。
　現在では「美化デー」
を年２回設定し、地域
全体での清掃活動を通
じて住民の景観に対す
る意識の高揚に取り組
んでいます。

小原農地・水・環境対策協議会
お はる のう ち みず かん きょう たい さく きょう ぎ かい

町田地区資源保全組合
まち だ ち く し ぜん くみ あいげん ほ

下森山環境保全組合
しも もり やま かん ほ ぜんきょう くみ あい

私たちのふるさと、
　私たちの手で守ろう。
私たちのふるさと、
　私たちの手で守ろう。

制度内訳

　農地や農業用水路など農村の資源は県民共有の財産であり、次の世代

に良好な状態で引き継いでいくことが必要です。しかし、高齢化や非農

家との混住化が進み、農村の「まとまり」が弱まってきています。

　このような中、地域ぐるみで良好な農村環境の保全や農業用水路など

の長寿命化を図る「農地・水保全管理支払交付金」が平成19年度より

スタートし、６年が経過しました。これまで県下の504活動組織がそ

れぞれの地域で農地や農業用施設の保全管理など「ふるさとを守る」取

り組みを進めており、地域コミュニティーの強化や集落機能の維持に

も効果を発揮しています。

　これらの中から６つの活動組織を紹介します。

向上活動支援
（広域・体制強化）

共同活動支援

向上活動支援とは、集落の手
による農地周りの水路等施設
の長寿命化の取組や水管理・
畦畔管理の省力化や地域環境
の保全等に資する高度な取組
などに対しての支援です。

向上活動支援

向上活動支援
（高度な取組）

共同活動支援
草刈りや泥上げ、施設の補修

農地の適正管理、異常気象後の応急措置

向上活動支援
（長寿命化）

初校
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横手地域環境保全組合
よこ て ち いき かん きょう ほ ぜん くみ あい

国東市

対 象 資 源

農地
農業用施設

組織の構成

●各農業者
●横手区
●婦人会
●子供会
●国東町土地改良区

水田 37.5ha
用排水路 14.2km
農道 6.9km
ため池 3ヶ所

連携して守る地域の環境
　この活動組織では、耕作者不在農地を次の耕作者が見つか
るまでの間、草刈りを実施し農地の適正管理に努めていま
す。
　子供会と連携し、昔の農作業の体験学習として手刈りによ

る稲刈り体験を実施した
り、婦人会と一緒に年２回
のプランターへの花植えを
行って地域の景観向上を図
るなど、みんなで地域環境
を守っています。

共同活動支援とは、多様な主
体が参画し、市町村と協定を
締結した組織等が、地域共同
で行う農地・水路等の資源の
日常の管理と農村環境の保全
のための活動に対しての支援
です。

佐伯市

対 象 資 源

農地

農業用施設

組織の構成

●各農業者
●波当津地区自治会

水田 4.5ha
畑 3.8ha
用排水路 4.8km
農道 1.7km

営農組織と共に行う地域の活性化
　本地域は、高齢者をはじめと
する地域住民の地域を守る意識
が高く、自治会をあげて草刈り
や水路、農道の管理に取り組ん
でいます。
　また、本対策をきっかけとし
農地利用組合による、地域内作

物の栽培管理をすることによって、農地の有効利用が図られ
ています。なお、将来的には農産物直売所を通じて６次産業化
による販路拡大を図ることとしています。
　地区で開催するお祭りでは地域外の人も加わって多くの人
でにぎわっており、今後も高速道路の全面開通によるさらな
る都市住民との交流が見込まれています。

臼杵市

対 象 資 源

農地

農業用施設

組織の構成

●各農業者
●各農業者以外

水田 16.7ha
畑 24.2ha
用排水路 14.2km
農道 7.0km
ため池 2ヶ所

地区の将来・歴史を守る活動
　本地域では、代々引き継がれ
てきた農地や農業用施設の保全
管理に対する意識が非常に高
く、農家のみならず、非農家を
含めた地域の草刈り活動が実施
されています。
　草刈りや施設の適正管理と
いった基礎活動に加え、地区内の子どもたちとツツジの植栽を
行い、景観形成を図っています。
　また、向上活動として約200年の歴史をもつ「岩崎井路」
の長寿命化に取り組むなど、地域の将来・歴史を守る活動を実
施しており、活力ある地域と位置付けられています。

家野七菜天尽活動組織
いえ の な な てん じん かつ どう そ しき

宇佐市

対 象 資 源

農地
農業用施設

組織の構成

●各農業者　　　　　　●下森山子供会
●下森山自治会
●下森山長寿会
●下森山ソフトボールクラブ

水田 28.7ha
用排水路 12.8km
農道 6.4km

休耕田を利用した美しい地域づくり
　この地域は、混住化に伴い
本対策に取り組む地域合意ま
で年数を要したが、平成24
年度から地域一丸となった活
動を展開しています。
　農村環境の向上の一環とし
て、休耕田を利用し子どもた
ちによるヒマワリの鑑賞会や地域住民への配布によって
「潤い」を提供しています。今後はヒマワリの他にコスモ
スの植栽も計画しています。
　このような取組が地域内の交流を深め、美しい村づく
りが活動の源泉になっており、他の地域からも関心を持
たれています。

豊後大野市

対 象 資 源

農地
農業用施設

組織の構成

●各農業者
●小原老人クラブ
●小原自治会

水田 11.5ha
用排水路 3.2km
農道 1.8km
ため池 1ヶ所

「絆・和・親睦」
　本地域では、過疎化・高齢化が深刻な問題となっている
中、本対策によって地域住民が協力して草刈りやゴミ拾
い、彼岸花の植栽などの活動に参加し、これを契機に地区
住民が声を掛け合うなど地域の一体化が図られています。
　また、地域住民への活動
記録の広報配布や、手作り
の環境美化啓発看板の設置
などを行いながら、地域の
「絆・和・親睦」を深め、
地域コミュニティの強化や
集落機能の維持に取り組ん
でいます。

波当津地区保全管理組合
は とう ちづ く ほ ぜん かん り くみ あい

九重町

対 象 資 源

農地

農業用施設

組織の構成

●各農業者
●川西自治会
●川東上自治会
●川東下自治会

●引治富迫自治会
●長寿会
●消防団

水田 16.8ha
畑 0.4ha
用排水路 8.1km
農道 1.4km

まとまりで守る地域の環境
　この活動組織では、本対策に取り組む以前は農家のみで
農地や農業用施設の維持管理を実施しており、非農家との
繋がりは希薄なものでしたが、本対策により地域の一体化
が図られ、草刈りや空缶拾いなどの活動に地域内外から多

くの人も参加するよう
になりました。
　現在では「美化デー」
を年２回設定し、地域
全体での清掃活動を通
じて住民の景観に対す
る意識の高揚に取り組
んでいます。

小原農地・水・環境対策協議会
お はる のう ち みず かん きょう たい さく きょう ぎ かい

町田地区資源保全組合
まち だ ち く し ぜん くみ あいげん ほ

下森山環境保全組合
しも もり やま かん ほ ぜんきょう くみ あい

私たちのふるさと、
　私たちの手で守ろう。
私たちのふるさと、
　私たちの手で守ろう。

制度内訳

　農地や農業用水路など農村の資源は県民共有の財産であり、次の世代

に良好な状態で引き継いでいくことが必要です。しかし、高齢化や非農

家との混住化が進み、農村の「まとまり」が弱まってきています。

　このような中、地域ぐるみで良好な農村環境の保全や農業用水路など

の長寿命化を図る「農地・水保全管理支払交付金」が平成19年度より

スタートし、６年が経過しました。これまで県下の504活動組織がそ

れぞれの地域で農地や農業用施設の保全管理など「ふるさとを守る」取

り組みを進めており、地域コミュニティーの強化や集落機能の維持に

も効果を発揮しています。

　これらの中から６つの活動組織を紹介します。

向上活動支援
（広域・体制強化）

共同活動支援

向上活動支援とは、集落の手
による農地周りの水路等施設
の長寿命化の取組や水管理・
畦畔管理の省力化や地域環境
の保全等に資する高度な取組
などに対しての支援です。

向上活動支援

向上活動支援
（高度な取組）

共同活動支援
草刈りや泥上げ、施設の補修

農地の適正管理、異常気象後の応急措置

向上活動支援
（長寿命化）
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横手地域環境保全組合
よこ て ち いき かん きょう ほ ぜん くみ あい

国東市

対 象 資 源

農地
農業用施設

組織の構成

●各農業者
●横手区
●婦人会
●子供会
●国東町土地改良区

水田 37.5ha
用排水路 14.2km
農道 6.9km
ため池 3ヶ所

連携して守る地域の環境
　この活動組織では、耕作者不在農地を次の耕作者が見つか
るまでの間、草刈りを実施し農地の適正管理に努めていま
す。
　子供会と連携し、昔の農作業の体験学習として手刈りによ

る稲刈り体験を実施した
り、婦人会と一緒に年２回
のプランターへの花植えを
行って地域の景観向上を図
るなど、みんなで地域環境
を守っています。

共同活動支援とは、多様な主
体が参画し、市町村と協定を
締結した組織等が、地域共同
で行う農地・水路等の資源の
日常の管理と農村環境の保全
のための活動に対しての支援
です。

佐伯市

対 象 資 源

農地

農業用施設

組織の構成

●各農業者
●波当津地区自治会

水田 4.5ha
畑 3.8ha
用排水路 4.8km
農道 1.7km

営農組織と共に行う地域の活性化
　本地域は、高齢者をはじめと
する地域住民の地域を守る意識
が高く、自治会をあげて草刈り
や水路、農道の管理に取り組ん
でいます。
　また、本対策をきっかけとし
農地利用組合による、地域内作

物の栽培管理をすることによって、農地の有効利用が図られ
ています。なお、将来的には農産物直売所を通じて６次産業化
による販路拡大を図ることとしています。
　地区で開催するお祭りでは地域外の人も加わって多くの人
でにぎわっており、今後も高速道路の全面開通によるさらな
る都市住民との交流が見込まれています。

臼杵市

対 象 資 源

農地

農業用施設

組織の構成

●各農業者
●各農業者以外

水田 16.7ha
畑 24.2ha
用排水路 14.2km
農道 7.0km
ため池 2ヶ所

地区の将来・歴史を守る活動
　本地域では、代々引き継がれ
てきた農地や農業用施設の保全
管理に対する意識が非常に高
く、農家のみならず、非農家を
含めた地域の草刈り活動が実施
されています。
　草刈りや施設の適正管理と
いった基礎活動に加え、地区内の子どもたちとツツジの植栽を
行い、景観形成を図っています。
　また、向上活動として約200年の歴史をもつ「岩崎井路」
の長寿命化に取り組むなど、地域の将来・歴史を守る活動を実
施しており、活力ある地域と位置付けられています。

家野七菜天尽活動組織
いえ の な な てん じん かつ どう そ しき

宇佐市

対 象 資 源

農地
農業用施設

組織の構成

●各農業者　　　　　　●下森山子供会
●下森山自治会
●下森山長寿会
●下森山ソフトボールクラブ

水田 28.7ha
用排水路 12.8km
農道 6.4km

休耕田を利用した美しい地域づくり
　この地域は、混住化に伴い
本対策に取り組む地域合意ま
で年数を要したが、平成24
年度から地域一丸となった活
動を展開しています。
　農村環境の向上の一環とし
て、休耕田を利用し子どもた
ちによるヒマワリの鑑賞会や地域住民への配布によって
「潤い」を提供しています。今後はヒマワリの他にコスモ
スの植栽も計画しています。
　このような取組が地域内の交流を深め、美しい村づく
りが活動の源泉になっており、他の地域からも関心を持
たれています。

豊後大野市

対 象 資 源

農地
農業用施設

組織の構成

●各農業者
●小原老人クラブ
●小原自治会

水田 11.5ha
用排水路 3.2km
農道 1.8km
ため池 1ヶ所

「絆・和・親睦」
　本地域では、過疎化・高齢化が深刻な問題となっている
中、本対策によって地域住民が協力して草刈りやゴミ拾
い、彼岸花の植栽などの活動に参加し、これを契機に地区
住民が声を掛け合うなど地域の一体化が図られています。
　また、地域住民への活動
記録の広報配布や、手作り
の環境美化啓発看板の設置
などを行いながら、地域の
「絆・和・親睦」を深め、
地域コミュニティの強化や
集落機能の維持に取り組ん
でいます。

波当津地区保全管理組合
は とう ちづ く ほ ぜん かん り くみ あい

九重町

対 象 資 源

農地

農業用施設

組織の構成

●各農業者
●川西自治会
●川東上自治会
●川東下自治会

●引治富迫自治会
●長寿会
●消防団

水田 16.8ha
畑 0.4ha
用排水路 8.1km
農道 1.4km

まとまりで守る地域の環境
　この活動組織では、本対策に取り組む以前は農家のみで
農地や農業用施設の維持管理を実施しており、非農家との
繋がりは希薄なものでしたが、本対策により地域の一体化
が図られ、草刈りや空缶拾いなどの活動に地域内外から多

くの人も参加するよう
になりました。
　現在では「美化デー」
を年２回設定し、地域
全体での清掃活動を通
じて住民の景観に対す
る意識の高揚に取り組
んでいます。

小原農地・水・環境対策協議会
お はる のう ち みず かん きょう たい さく きょう ぎ かい

町田地区資源保全組合
まち だ ち く し ぜん くみ あいげん ほ

下森山環境保全組合
しも もり やま かん ほ ぜんきょう くみ あい

私たちのふるさと、
　私たちの手で守ろう。
私たちのふるさと、
　私たちの手で守ろう。

制度内訳

　農地や農業用水路など農村の資源は県民共有の財産であり、次の世代

に良好な状態で引き継いでいくことが必要です。しかし、高齢化や非農

家との混住化が進み、農村の「まとまり」が弱まってきています。

　このような中、地域ぐるみで良好な農村環境の保全や農業用水路など

の長寿命化を図る「農地・水保全管理支払交付金」が平成19年度より

スタートし、６年が経過しました。これまで県下の504活動組織がそ

れぞれの地域で農地や農業用施設の保全管理など「ふるさとを守る」取

り組みを進めており、地域コミュニティーの強化や集落機能の維持に

も効果を発揮しています。

　これらの中から６つの活動組織を紹介します。

向上活動支援
（広域・体制強化）

共同活動支援

向上活動支援とは、集落の手
による農地周りの水路等施設
の長寿命化の取組や水管理・
畦畔管理の省力化や地域環境
の保全等に資する高度な取組
などに対しての支援です。

向上活動支援

向上活動支援
（高度な取組）

共同活動支援
草刈りや泥上げ、施設の補修

農地の適正管理、異常気象後の応急措置

向上活動支援
（長寿命化）

初校



農村の協働力によって、将来にわたって適切に保全管理されることで、
持続的農業の発展と多面的機能が発揮されます。

農地・水保全管理支払交付金

農地・水保全管理支払交付金

～水土里の資源を次世代へ～

■地域協議会　大分県農地・水・環境保全活動地域協議会 TEL 097-536-6631
■県 の 機 関　大分県農林水産部　農村整備計画課　農村環境保全班 TEL 097-506-3713

お問い合わせ

水田は、雨水を一時的に貯えることができるた
め、一気に川に流れ込むことはなく、洪水の危険
を減らしてくれます。

水田に貯められた水は、徐々に浸透して地下水に
なり、生活用水や工業用水として利用されます。

農業・農村は、私たちが生きていくのに必要な米や野菜を作るだけで
なく、洪水を防ぎ、地下水を養い、やすらぎの場となるなど大切な
様々な恵み（多面的機能）をもたらしています。

農業・農村の多面的機能

洪水防止機能…ダムの役割 水資源かん養機能…水の浄化と地下水をつくる

土砂崩壊防止機能…土砂崩れを防ぐ 生物多様性保全機能…生き物のすみかになる

　水田として活用することにより、降雨による法
面の崩壊など災害の発生の抑止となります。

　農業生産活動を行うことで、水生生物などの生
きものを保全することとなります。

市町村の機関については農政担当窓口に、お問い合わせください。

農地や農業用施設の保全 農 村 環 境 の 保 全

2013活動レポート
み ど り

共同活動

水路やため池

田んぼや畑

農 村

の資源を次世代へ

向上活動

水 土里

水

土
里

「共同活動」について
農地や農業用水路、農道などの草刈りや耕作可能な状態への農地の保全管
理、施設の補修などの保全管理と農村環境の保全に多様な主体が参画する
地域ぐるみで取り組む活動を支援します。

ゲートの更新水路の更新 高度な取組

「向上活動」について
老朽化が進む農地周りの農業用水路、農道などの施設の長寿命化のため
の、補修や更新などに地域ぐるみで取り組む活動を支援します。

地域での取り組み内容

地域での取り組み内容

④施設の保全

⑥地域ぐるみの連携

①農地の保全 ②施設の保全

⑤地域ぐるみの環境活動

③施設の保全

草刈り

異常気象等後の応急措置

地域住民との交流

水路の泥上げ

地域住民による景観形成

水路の目地補修

支援の仕組み
市町村と協定を結んだ活動計画に基づき、
地域協議会から交付金が交付されます。

カバープランツ※

※カバープランツ：背丈が低く地を覆うように育つ植物のことで、草刈り作業の省力化が図られます。

農業者

消防団

自治会

水土里ネット、
JAなど

学校
PTA

都市住民

事業協力

協定締結

活動支援

交
付
金
の
申
請

交
付
金
の
交
付

活動組織

地域協議会

市 町 村

大分県農地・水・環境保全活動地域協議会

初校




