
―地域の手で農用地、水路等や農村環境を守る取組を支援します―

令和４年４月



はじめに

農業・農村は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等

の多面的機能を有しており、その利益は広く国民が享受しています。

かん

１．多面的機能支払交付金の構成

多面的機能支払交付金は、以下に示す農地維持支払交付金と資源向上支払交付金
から構成されます。

多面的機能を支える共同活動を支援します。
※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、農地集積を後押しします。

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動

・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成 等
支援対象

農地維持支払交付金

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動を支援します。

・水路、農道、ため池の軽微な補修

・外来種の駆除、ビオトープづくり

・施設の長寿命化のための活動 等

支援対象

資源向上支払交付金

■はじめに/交付金の構成

１

しかしながら、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機

能の低下により、地域の共同活動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。また、共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地

域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されています。

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

活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進します。また、これによ

り、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるとともに、

担い手農家への農地集積という構造改革を後押しします。

このパンフレットは、地域の皆様が「多面的機能支払交付金」を活用して、共同

活動に取り組んでいただけるよう、その仕組みを解説するものです。



■ 交付金の構成
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１)地域資源の質的向上を図る共同活動（P５）

①施設の軽微な補修

②農村環境保全活動

③多面的機能の増進を図る活動

３)組織の広域化・体制強化（P７）

２)施設の長寿命化のための活動（P６）

未舗装農道の舗装 素堀り水路からの更新

①地域資源の基礎的な保全活動（P４）

②地域資源の適切な保全管理のための推進活動（P４）

農道の路面維持

年度活動計画の策定施設の点検

【活動例】

水路の泥上げ

【活動例】

ひび割れの補修 農道の部分補修

【活動例】

【活動例】

多面的機能支払交付金の構成

生きもの調査
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外来種駆除



２．支援の対象となる組織

■対象組織

多面的機能支払交付金を活用した取組を行うためには、以下に示す活動組織、又は
広域活動組織※のいずれかを設立する必要があります。

３

① 農業者のみで構成される活動組織
② 農業者及びその他の者(地域住民、

団体など)で構成される活動組織

※広域活動組織

農地維持支払交付金

資源向上支払交付金

地域
住民

水土里ﾈｯﾄ
ＪＡ等

地域住民
参加型

農業者

生産
法人

農業者
農業者農業者

○共同活動

集落Ａ 集落Ｂ

広域活動組織の例
（農業者のみで構成）

集落C 集落D

生産法人

農業者

生産法人

農業者農業者

農業者

農業者 生産法人生産法人

農業者

生産法人

生産法人

① 農業者のみで構成される広域活動組織
② 農業者及びその他の者(地域住民、団体など)で構成される広域活動組織

集落Ａ 集落Ｂ

農業者

自治会

婦人会
水土里
ネット

ＮＰＯ農業者

自治会

消防団

集落C

農業者

自治会

PTA

集落D

農業者

自治会

老人会

旧市区町村単位等の広域エリアにおいて、集落(活動組織)、土地改良区、地域の関係団体

など、地域の実情に応じた者から構成される、構成員間の協定に基づく組織です。なお、

広域活動組織の設立にあたり、支援を受けることができます。(組織の広域化・体制強化

4～16万円/年・組織)

協定の対象とする区域が、昭和25年２月１日時点の市区町村区域程度、又は協定の対象

とする区域内の農用地面積が200ha以上(北海道にあっては、3,000ha以上)を有している

ことが基本ですが、都道府県が別途、対象区域の条件を定めている場合があります。

地域
住民

農業者

地域住民
参加型

自治会

水土里ﾈｯﾄ
ＪＡ等

地域
住民

農業者

自治会

ＰＴＡ消防団

都市
住民

ＮＰＯ
都市・農村

交流型

水土里ﾈｯﾄ
ＪＡ等

活動組織の例

農業者及びその他の者（地域住民、団体など）で構成される
活動組織又は広域活動組織

○施設の長寿命化、組織の広域化・体制強化

農地維持支払交付金と同様の活動組織又は広域活動組織

広域活動組織の例
（農業者及びその他の者で構成）

活動組織

広域活動組織
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■ 対象活動（農地維持支払）

４

多面的機能支払では、以下に示す活動が対象となります。

３．対象活動

① 地域資源の基礎的な保全活動
活動計画書に位置づけた農用地、水路、農道等について、点検・計画策定、実践活動

を毎年度実施します。（実践活動の一部は、点検の結果に基づき、実施の必要性を判断
します。）

② 地域資源の適切な保全管理のための推進活動
地域での話し合いにより地域資源の保全管理の目標を定め、目標に即した取組を

実施しながら、将来にわたる地域資源の保全管理に関する構想を策定します。

農村の構造変化に対応した
保全管理の目標の設定

保全管理の内容
や方向の設定

推進活動※１

の実践
地域資源保全管理
構想※2の策定

※１ 推進活動の例（毎年度実施）

・ 農業者(入り作農家、土地持ち非農家を含む)による検討会
・ 不在村地主との連絡体制の整備、調整、それに必要な調査
・ 地域住民等との意見交換・ワークショップ・交流会 等

※２ 推進活動を通じて、目指すべき地域資源の保全管理の姿、取り組むべき活
動・方策をとりまとめたものになります。なお、活動期間中に本構想を策定
する必要があります。

点検・計画策定

施設の点検 年度活動計画の策定

農地維持支払交付金

※研修は、活動期間中に組織運営に関するものと
機械の安全な使用に関するものを各１回以上実施

実践活動(例)

農地法面の草刈り

ため池の草刈り 農道の路面維持

水路の泥上げ

組織運営に関する研修

研修（例）

作業安全に関する研修



■ 対象活動（資源向上支払）

５

①施設の軽微な補修
活動計画書に位置づけた農用地、水路、農道等の機能診断や補修等を毎年度実施します。

「計画策定・機能診断」「実践活動」「研修」から構成されます。

②農村環境保全活動
生態系保全、景観形成などの農村環境の保全を図るための活動を、テーマを選択し

て毎年度実施します。「計画策定」「啓発・普及」「実践活動」から構成されます。

外来種の駆除水質調査地域住民との交流活動年度計画の策定 グリーンベルトの設置

計画策定 啓発・普及(例) 実践活動(例)

③多面的機能の増進を図る活動
地域の創意工夫に基づく下記のa～hの活動を毎年度実施※１します。
なお、多面的機能の増進を図る活動に取り組む場合は、

a～hの選択した活動に加え、ｉの広報活動も毎年度実施※２します。

水路のひび割れ補修

機能診断

施設の機能診断

実践活動(例)

補修等に関する研修

研修(例)計画策定

年度計画の策定 農道の部分補修

※１ 直ちにa～hのいずれかの活動に取り組めない地区については、資源向上支払（共同）の交付単価は基本

単価に5/6を乗じた額になります。

※２ 対象農用地に中山間地域等が含まれる場合は、広報活動の実施を任意としています。

資源向上支払交付金（共同）

※研修は活動期間中に１回以上実施

a：遊休農地の有効活用

地域内外からの営農者の確保、地域住民による活用、
企業と連携した特産物の作付等、遊休農地の有効活用
のための活動

b：鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の強化

鳥獣被害防止のための対策施設の設置や鳥獣緩衝帯
の整備・保全管理、農地周りの藪等の伐採、農地への
侵入竹等の防止等、農地利用や地域環境の改善のため
の活動

c：地域住民による直営施工

農業者・地域住民が直接参加した施設の補修や環境
保全施設の設置、そのための技術習得等、地域住民が
参加した直営施工による活動

d：防災・減災力の強化

水田やため池の雨水貯留機能の活用、危険ため池の
管理体制の整備・強化、災害時における応急体制の整
備等、地域が一体となった防災・減災力の強化活動

e：農村環境保全活動の幅広い展開

農地等の環境資源としての役割を活かした、景観の
形成、生態系の保全・再生等、農村環境の良好な保全
に向けた幅広い活動

f  : やすらぎ・福祉及び教育機能の活用

地域の医療・福祉施設等との連携を強化する活動や、
地域内外の法人、専門家等と連携した、地域資源の有
するやすらぎや教育の場としての機能増進を図る活動

g：農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化

農村特有の景観や文化を形成してきた伝統的な農業技術、農業に由来する
行事の継承等、文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化に資する活動

i：広報活動・農的関係人口の拡大

h： a～gのほか、都道府県が実施要綱に基づく基本方針において対象活動とすることとした活動

令和４年度改正



資源向上支払交付金（施設の長寿命化）

■ 対象活動（資源向上支払）

老朽化が進む農地周りの農業用用排水路、農道などの施設の長寿命化のための補修・

更新等の活動を支援します。

６

※令和元年度から、交付金の効率的かつ効果的な執行の観点から、原則として「工

事１件当たりの費用は２００万円未満」とします。

200万円以上の工事を実施する場合には、「長寿命化整備計画書※」を策定し、

活動計画書に添付し、市町村へ提出して審査を受ける必要があります。

なお、200万円以上の工事については、ほかの長寿命化対策に係る事業の活用

を検討し、適切に事業の選択を行ってください。

※長寿命化整備計画書とは、長寿命化対策を行おうとする施設の名称、機能診断結果、活動内容、
概算事業費、位置等を記載したもの。

活動計画書の申請

長寿命化計画書も申請

200万円
未満のみ

200万円以上
がある場合

都道府県等の技術的指導を
受けながら長寿命化対策の実施

要綱基本方針※１

に基づき判断活動計画書の認定
協議が必要
な場合

都道府県との
協議

長寿命化対策の実施

認定された
場合

都道府県
営事業等
で実施

認定されない
場合

活動計画書の認定

整備内容等の
見直しを指示

協議が不要
な場合

活
動
組
織

市
町
村

※１ 長寿命化対策を行う際に都道府県と協議を行う場合の要件や、都道府県等の技術的指導の内容などを
都道府県が定めるもの。

※２ 活動計画書の認定後、新たに工事１件当たり200万円を超えることが判明した場合、改めて活動計画
書と長寿命化計画書を申請すること。

想定する工事の
１件当たり工事費

○長寿命化対策の実施フロー図

修正が必要
な場合

※２ ※２

摩耗した水路壁への
表面被覆材の塗布

コンクリート水路の更新未舗装農道の舗装

補修(例) 更新等(例)

漏水箇所の補修 ゲート、バルブの更新



■ 対象活動（資源向上支払）/対象農用地/交付単価

組織の広域化・体制強化

① 広域活動組織の設立
② 活動組織の特定非営利活動法人化

７

４．対象となる農用地

交付金の算定対象となる農用地は以下のとおりです。

農地維持支払及び資源向上支払交付金の算定対象

① 農振農用地区域内の農用地

② 都道府県知事が多面的機能の発揮の観点から必要と認める農用地※

※ ②については、以下の(a)、(b)、(c)を参考とし、農業生産の継続性、多面的機能の発揮の促進を図ることの効果や必

要性等を踏まえて、都道府県知事が定める要綱基本方針にその考え方を記載することができます。

(a) 生産緑地法に定められた生産緑地地区内に存する農用地

(b) 地方自治体との契約、条例等により、多面的機能の発揮の観点から適正な保全管理が図られている農用地

(c) 多面的機能の発揮を図るための取組を、農振農用地区域内農用地と一体的に取り組む必要があると認められる農用地

②の詳細については、最寄りの市町村にお問い合わせください。

という場合には、支援が受けられます。

「大きな組織にして効率的に活動したり、組織をＮＰＯ化したい」

①農地維持支払※８ ②資源向上支払
(共同※１、２、３)

①と②に取り組む
場合

田 3,000 2,400 5,400

畑※９ 2,000 1,440 3,440

草地 250 240 490

都府県

① ②※１、２、３ ①＋②

田 2,300 1,920 4,220

畑※９ 1,000 480 1,480

草地 130 120 250

北海道

※１：農地・水保全管理支払の取組を含め５年間以上実施した地区は、②の単価に0.75を乗じた額になります。

※２：②の資源向上支払(共同)は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが基本になります。

※３：多面的機能の増進を図る活動に取り組めない地区は、単価は5/6を乗じた額になります。

※４：水路や農道などの施設の補修や更新を実施します。

※５：本単価は交付上限額になります。

なお、広域活動組織（P３）の規模を満たさず、かつ直営施工を実施しない地区は、単価は5/6を乗じた額になります。

※６：広域活動組織の規模を満たさない場合、③の交付上限額は、保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じた

額と上記単価に対象農用地面積を乗じた額の小さい額となります。

※７：②及び③に一緒に取り組む地区は、②の単価は0.75を乗じた額になります。

したがって、①、②及び③に一緒に取り組む場合、都府県・田では合計で9,200円/10aになります。

※８：事業計画期間中に畑地化する場合、当該期間中においては、農地維持支払の交付単価は地目変更前の単価を適用します。

※９：畑には樹園地を含みます。

③資源向上支払
(長寿命化※４、５、６)

①、②及び③に取り組
む場合※７

4,400 9,200

2,000 5,080

400 830

③※４、５、６ ①＋②＋③※７

3,400 7,140

600 1,960

400 620

５．多面的機能支払交付金の交付単価 (円/10a)



■ 交付単価

８

加算措置 ①多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援

多面的機能の増進を図る活動（P５）に取り組んでいる活動組織が、新たに活動項
目を選択し、１活動項目以上追加する場合又は初めて多面的機能の増進を図る活動に
取り組む組織が２活動項目以上選択して取り組む場合、資源向上支払（共同）に単価
の加算を行います。

都府県 北海道

田 400 320

畑 240 80

草地 40 20

資源向上支払（共同）の加算単価（円/10a）

直近の活動計画
活動項目 ０

新たな活動計画
活動項目 ２以上

直近の活動計画
活動項目 １

直近の活動計画
活動項目 ２

新たな活動計画
活動項目 ２以上

新たな活動計画
活動項目 ３以上

等

※農地・水保全管理支払の取組を含め５年間以上実施、
または長寿命化のための活動に取り組む地区は加算
単価に0.75を乗じた額になります。

※加算措置の適用期間は、本加算措置を受けた年度か
ら、当該活動期間の最終年度までに限ります。

直近の活動計画
活動項目 ０

新たな活動計画
活動項目 １

基本単価
（A）

2,400円

①多面的機能の
更なる増進

加算単価（B）
400円

多面的機能の
増進活動に
取り組むか

５年継続
地区か

長寿命化に
取り組むか

②農村協働力の
深化加算単価

（C）
400円

増進活動の
活動項目を
増やすか

多様な人材の
参画が行われるか

（A+B+C）×75%

多面的機能の
増進活動に
取り組むか

1,800円 2,100円
【4,800円】【5,100円】

2,400円 2,700円
【5,400円】【5,700円】

資源向上支払の単価
【農地維持支払と合わせた単価】

Yes

No

Yes

Yes

YesYes YesYes

No

No

No

No

増進活動の
活動項目を
増やすか

（A+B）×75%

A×75%

A×75%×5/6

多様な人材の
参画が行われるか

Yes

A+B+C

A+B

A

A×5/6

No No
No

多面的機能支払 資源向上支払（共同）の交付単価フロー
都府県・田の場合（10a当たりの単価）

2,100円 2,400円
【5,100円】【5,400円】

1,500円 1,800円
【4,500円】【4,800円】

2,400円 2,800円
【5,400円】【5,800円】

2,800円 3,200円
【5,800円】【6,200円】

3,200円 3,600円
【6,200円】【6,600円】

2,000円 2,400円
【5,000円】【5,400円】

※

※
③田んぼダム
に取り組む場
合の加算単価

400円



■ 交付単価

９

加算措置 ②農村協働力の深化に向けた活動への支援

加算措置「①多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援」を受ける活動組織
において、農業者以外の者の構成比率が高く、また多くの参加を得た共同活動が毎
年度行われる場合、①に更に単価の加算を行います。

都府県 北海道

田 400 320

畑 240 80

草地 40 20

①に更に加算する単価（円/10a）
①加算措置「①多面的機能の更なる増進に向けた

活動への支援」を受けること
②構成員（人・団体）のうち、農業者以外の者が

占める割合が４割以上であること
③共同活動に参加する構成員の総人数※１の８割

（役員に女性が２名以上参画している場合は
６割※2）以上が参加する実践活動を毎年度行う
こと

＜条件＞ ※全て満たす場合

※1 構成員の総人数とは、活動に参加する人数として活動計画書
に添付する名簿（様式自由）に位置付けた構成員の人数。

※２ 役員とは、規約記載例第５条及び規約別紙にある活動組織構
成員一覧の１．代表および２．役員を指します。また、２種
以上の「実践活動」をそれぞれ別の日に行う必要があります。

※農地・水保全管理支払の取組を含め５年間以上実施、
または長寿命化のための活動に取り組む地区は単価に
0.75を乗じた額になります。

※加算措置の適用期間は、本加算措置を受けた年度か
ら、当該活動期間の最終年度までに限ります。

加算措置 活動の広域化・体制強化への支援

都府県 北海道
交付額

（年・組織）
総額

（５年間）

３集落以上または
50ha以上200ha未満

３集落以上または
1,500ha以上3,000ha未満

４万円 ２０万円

200ha以上1,000ha未満
または特定非営利活動法人

3,000ha以上15,000ha未満
または特定非営利活動法人

８万円 ４０万円

1,000ha以上 15,000ha以上 １６万円 ８０万円

活動組織の広域化・体制強化への支援を強化するために、広域活動組織（P3）の
面積規模等に応じた交付額とするとともに、最長５年間（当該活動期間中）にわ
たって継続的に支援することとします。

※ 上記面積は認定農用地面積です。
※ 活動期間中に面積が拡大した場合、活動計画書の変更が認定された時点で交付額が変更となります。
※ これまでに、本支援を受けた活動組織が新たに設立する広域活動組織の認定農用地面積の20%以

下である場合は、さらに本支援を受けることができます。

○段階的に広域化する場合の適用例（都府県の場合）

４万円

１年目

８万円

２年目

８万円

３年目

16万円

４年目

16万円

５年目

広域組織設立
100ha

近隣の集落を取り込み
200ha

市町村単位まで拡大
1,200ha

交付額
（組織当たり）

交付額合計
５２万円/組織



都府県 北海道

田 400 320

※農地・水保全管理支払の取組を含め５年間以上実施、
または長寿命化のための活動に取り組む地区は単価に
0.75を乗じた額になります。

※要件を満たす限り、加算措置は次期の事業計画期間に
おいても適用されます。

1０

■ 交付単価

加算措置 ③水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活動への支援

大雨時に河川や水路の水位の急上昇を抑えることで下流域の湛水被害リスク
を低減させることを目的に、水田の落水口に流出量を抑制するための排水調整
板を設置する等して雨水貯留能力を人為的に高める取組である「田んぼダム」
に一定の要件を満たして取り組む場合、資源向上支払（共同）に単価の加算を行
います。

加算措置の要件①及び②を満たす場合、この加算措置に取り組む初年度から、当
該活動を実施する活動組織の対象農用地面積のうち田面積全体を加算対象面積と
します。

。

①事業計画の作成・変更
・市町村が策定する水田貯留機能強化計画に基づき、田んぼダムの実施面積、
年度別計画及び位置図を様式第１－３号の事業計画書に記載する必要があります。
・農村環境保全活動のうち「水田貯留機能増進・地下水かん養」または多面的機能
の増進を図る活動のうち「防災・減災力の強化」のいずれかを活動項目に位置付け
て取り組む必要があります。

②実施面積の考え方
事業計画期間中に次のいずれかの条件を満たす必要があります。

（a）資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積全体のうち５割以上で活動に取
り組むこと

（b）広域活動組織にあっては、加算措置に取り組む集落毎に、交付を受ける田面
積全体のうち５割以上で活動に取り組むこと

流出を抑制する落水量調整装置の例

＜加算措置の要件＞

資源向上支払（共同）

400円/10a

（北海道：320円/10a）

事業計画期間5年

田んぼダムの
加算単価

2,400円/10a

（北海道：1,920円/10a） ：従来の単価

資源向上支払（共同）の加算単価（円/10a）

＜加算対象面積の考え方＞

田んぼダム実施

田んぼダム
未実施

写真：新潟市



6．活動の手順

活動の手順は以下のとおりです。

④ 活動の実施・交付金の交付

⑤ 活動の記録・報告

毎年度、市町村に交付金の交付を申請して交付を受け、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。

■ 活動の手順/交付ルート

7．交付ルート

交付金は国から都道府県、都道府県から市町村に交付され、活動組織又は広域活
動組織には市町村から交付されます。

国費国
(地方農政局等)

都道府県
活動組織

広域活動組織
市町村

国費
＋

都道府県費

国費
＋

都道府県費
＋

市町村費
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③ 申請書類の提出

事業計画の認定を受けるため、市町村に申請を行います。
事業計画の申請書の提出は６月３０日までです。
なお、市町村により提出期限が異なる場合がありますので、詳細は市町村に
お問い合わせください。

・ 広域協定書
・ 事業計画書
・ 活動計画書
・ 運営委員会規則
・ 工事に関する確認書（※１）
・ 長寿命化整備計画書（※２）

申請の際は、以下の書類を提出します。

・ 事業計画書
・ 活動計画書
・ 活動組織規約
・ 工事に関する確認書（※１）
・ 長寿命化整備計画書（※２）

① 組織の設立

② 事業計画の作成

活動を実施する活動組織又は広域活動組織を設立します。

地域共同で取り組む活動について、事業計画（原則５年間）を作成します。

（※１）資源向上支払において、土地改良区等市町村以外の者が所有または管理する
施設を活動の対象とする場合は提出する必要があります。

（※２）活動組織が資源向上支払（長寿命化）を行う際に、工事１件当たり200万円
以上の活動を実施する場合、長寿命化整備計画書の申請が必要になります。

活動組織 広域活動組織

市町村へ提出する書類への押印は原則
省略可能です。

市町村へ提出する書類への押印は原則
省略可能です。



8．交付金の弾力的な活用について

多面的機能支払交付金は、弾力的な活用が可能となっています。

① 必須活動を実施した上での交付金の弾力的な活用

② 交付金の計画的な活用

○ 必須活動（活動計画書に定められた活動）の実施を前提に、

農地維持支払交付金による資源向上支払（共同）及び資源向上支払（長寿命化）の活動実

施や、資源向上支払交付金（共同）による農地維持支払及び資源向上支払（長寿命化）の活

動実施が可能です。ただし、資源向上支払交付金（長寿命化）による農地維持支払や資源向

上支払（共同）の活動は実施できません。

■ 弾力的な活用

○ 計画的な活動のため、組織において、活動期間内は交付金の持越が可能です。

○ 活動期間終了年度の翌年度を始期とし、新たに事業計画の認定を受ける組織については、

交付金の残額を翌年度の経理に含めることができます。

○ ただし、組織において、活動期間内及び新たに事業計画の認定を受ける場合のどちらにお

いても、交付金の持越を行う場合には、必要額を精査し、活動の円滑な継続のために必要最

低限の金額とする必要があります。なお、持越額が年交付額の３割を超え、かつ100万円以

上となる場合は、持ち越し金の使用予定表の提出が必要となりますのでご注意ください。
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③ 甚大な災害時の交付金の弾力的な活用

○ 甚大な自然災害が発生した場合、被災した対象農用地周りの施設の応急措置や補修・更

新等に取り組むことができます。

○ また、甚大な自然災害により、活動計画書に定めた活動が困難な場合は、地方農政局長

等の承認を受け、活動要件を満たすものとみなす特例を受けられます。

〇 さらに、上記の特例を受けた活動組織は、他の活動組織から予算の融通を受けることが

できますので、活用したい場合は、市町村とご相談ください。

災害発生

異常気象時の対応

A組織

支
出
済
み

災
害
対
応

自
己
資
金

200 300 350

通常

交付金の融通

B組織 C組織

支
出
済
み

余
剰
金

200 250

支
出
済
み

災
害
対
応

200 300 350

融通を受ける場合

災害発生

＜年交付額が300万円の組織における予算融通の具体例＞



多 面 的 機 能 支 払 交 付 金 に 関 す る Ｑ ＆ Ａ

■Q＆A

(Q２) 活動組織の行う事務を土地改良区等に委託できるのでしょうか。

(A) 活動組織が行う本交付金に係る経理や活動記録の整理等の事務については、Ｊ

Ａ、土地改良区、農業生産法人等の団体や、地方公共団体、農業団体の職員ＯＢ

等の当該事務処理を適切に行える者に委託することができます。
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(Q５) 「田んぼダムの取り組みに向けた支援」の加算措置に取り組まない場合
は、「水田の貯留機能向上活動」や「防災・減災力の強化」には取り組
めないのでしょうか。

(A) 加算措置に取り組まない場合、例えば加算措置対象となる面積要件を満
たさない場合や、田んぼダム以外の「水田の貯留機能向上活動」に取り組
む場合でも、従来どおり「水田の貯留機能向上」や「防災・減災力の強
化」として取り組むことが可能です。

(Q３) 農地維持支払、資源向上支払と中山間地域等直接支払交付金を同一地区で取

り組むことはできますか。

(A) 同一地区で取り組むことは可能です。この場合、多面的機能支払交付金の活動

計画書に位置付けられた農地、水路、農道等の保全に係る活動については、多面

的機能支払交付金により行っていただきたいと考えております。

(Ｑ４) 活動期間中に、活動計画書に定める活動ができなくなった場合、交付金の返

還は必要でしょうか。

(A) 活動計画書に定めた活動が行われていないことが確認された場合、交付金の全

部または一部を、事業計画（原則５年間）の認定年度に遡って返還することにな

ります。ただし、自然災害その他やむを得ない理由（農業者の死亡、高齢又は農

業者本人若しくはその家族の病気その他これらに類する場合に伴う認定農用地又

は対象農用地の減少等）が認められる場合は、交付金の返還を免除しています。

(Q１) 新たに活動組織を立ち上げる場合、いつ時点の活動から交付金による支援の

対象になるのでしょうか。

(A) 活動組織が年度途中に交付申請を行った場合でも、交付決定前に実施していた

活動も対象となるよう、交付年度の４月１日以降に実施した共同活動を支援の対

象としています。ただし、交付決定前の活動についても、活動記録や領収書等を

残しておいていただくことが必要です。



多面的機能支払交付金 × SDGs
エスディージーズ

多面的機能支払交付金の活動は、農業・農村の維持・発展
を通じて、SDGｓの実現に貢献しています。

SDGsの目標にどんな活動が関わっているか考えてみましょう！

生物の生息状況の把握

提出／保管書類の見直しについて
①実施要綱・要領において提出を義務づけていない書類は、市町村での保管は義務ではあ
りません。ただし、対象組織において作成・保管が必要な場合があります。

書類名 作成・
組織保管

提出・
市町村保管

財産管理台帳 ○ ×
領収書 ○ ×
総会資料 ○ ×
総会議事録 ○ ×
通帳の写し ○ ×
活動写真 × ×

提出を義務づけて
いる書類

提出を義務づけて
いない書類

書類の比較

「○」･･･義務あり、「×」･･･義務ではない

・市町村での
保管は必要なし

・必要なら組織から
預かり、返却

・市町村での
保管が必要

②法人登記した組織（NPO法人や一般社団法人など）は、金銭出納簿の市町村への提出が
不要です。

オンライン申請について

ため池堤体の草刈り

スマホやタブレット、パソコンなどから補助金申
請が行えるよう、共通申請サービス（eMAFF）に
よる行政手続きのオンライン化を推進します。

令和７年度までに60％のオンライン利用率を目
標にしています。



お問い合わせ先 対象都道府県

北海道農政部農村振興局農村設計課
日本型直接支払グループ
011-231-4111（内線27-876）

北海道

東北農政局農村振興部農地整備課
022-263-1111
（内線4491/4349）

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島
県

関東農政局農村振興部農地整備課
048-600-0600（内線3565）

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、
山梨県、長野県、静岡県

北陸農政局農村振興部農地整備課
076-263-2161（内線3561）

新潟県、富山県、石川県、福井県

東海農政局農村振興部農地整備課
052-201-7271（内線2658）

岐阜県、愛知県、三重県

近畿農政局農村振興部農地整備課
075-451-9161（内線2567）

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌
山県

中国四国農政局農村振興部農地整備課
086-224-4511（内線2671）

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島
県、香川県、愛媛県、高知県

九州農政局農村振興部農地整備課
096-211-9111
（内線4613/4779）

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎
県、鹿児島県

沖縄総合事務局農林水産部農村振興課
098-866-0031（内線83334）

沖縄県

お問い合わせ先

農林水産省 農村振興局 整備部 農地資源課 多面的機能支払推進室
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1  
（電話）03-3502-8111（内線5618）
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kanri/tamen_siharai.html

本パンフレットや多面的機能支払交付金に関するお問い合わせは、最寄りの
地方農政局等にご相談ください。

多面的機能支払の活動組織の紹介や、制度情報、活動に役立つ技術など、活動

組織や自治体、推進組織等の皆様にとって有益となる情報を配信しています。

【配信申し込み】
配信を希望される方は、以下のアドレスからご登録ください。

https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/reg.html

月１～２回程度配信しています。
ぜひ、登録してください！



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 6.38 ha 0 ha 16,100 m 0 m 0 km 2 箇所 16,900 m

【活動組織の構成員】

89 人

0 人

25.61

農業者　　： 　主な構成
　団体名

板井自治会、板井子供会、板井釣り愛好会、板井祭り囃子保存
会、板井コスモス会、板井若人連合会非農業者 ：

　今後も引き続き、これらの施設の基礎活動を行いつつ、他の必要とする個所への活動に
取り組んでいきたいと思います。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 895,900 441,570 1,044,833

　当地区は、和田川上流沿いの東西に広がる水田を中心とした農村地域です。
　平成12年から13年に大里農林振興センターにより「彩の国ふれあいの里整備事業」で和
田川・谷ツ田沼（ため池）・ふれあいロード15号線が整備され、その後、これらの管理等が
地元に移管されました。
　こうしたことから、自治会、活動組織とが連携して河川、ため池、水田、排水路等の草刈
り・土砂上げ、植栽樹等の手入れやきめ細やかな雑草対策を年間数回程度に分けて取り
組んでいます。

　　　　（河川の草刈り） （ため池の草刈り） （土砂上げ）

ふりがな くまがやしいたいちく
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市板井地区

※交付金額は、交付単価に基づいて記入しています。

令和元年度作成

ふりがな いたいちくかつどうそしき 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 板井地区活動組織

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について

hidemi
テキストボックス
監修：熊谷市立江南文化財センター　山下祐樹



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 2.6 ha ha 3,000 m m m 箇所 2,100 m

【活動組織の構成員】

17 人

7 人

令和３年度作成

ふりがな きしょしきちくかんきょうほぜんかい 活動開始
年度

令和３年度
活動組織名 吉所敷地区環境保全会

　当地区は、熊谷市の南東部に位置する平坦な水田地帯で、米・麦を中心とした農業経営
が行われております。

　吉所敷地区環境保全会は令和３年度に発足し、用水路及び農道の維持管理を中心とし
た保全活動を行っています。

　また、自治会と協力し、地域の清掃活動等を行いながら農村環境の保全を図っていま
す。

ふりがな くまがやしきしょしきちない
現活動期間 令和３～７

所在地 熊谷市吉所敷地内

交付金額（基本） 316,000 207,200 ―

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

　(　水路の清掃活動　) （　農道の砂利敷き補修　） （　作業前の安全確認　）

　今後も引き続き農道の整備や水路の泥上げ等の基礎活動を継続し、多面的機能支払に
よる地域の農業用資源を保全する活動が継続できるよう努力します。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

8.8

農業者　　： 　主な構成
　団体名

吉所敷自治会

非農業者 ：

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 0 ha 0 ha 43,000 m 8,200 m m 2 箇所 33,200 m

【活動組織の構成員】

58 人

人

80

農業者　　： 　主な構成
　団体名

万吉自治会、楊井自治会、平塚新田自治会、村岡自治会
非農業者 ：

　基礎的活動である用排水路の草刈り・堀さらい及び農道等の地域清掃活動を実施し、今
後も景観形成作物としてコスモス他を植栽し、地域住民との交流を図っていきたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 2,400,000 1,200,000 ―

　当地区は旧森林公園有料道路と国道４０７号線に隣接する区域を中心に活動を実施し区
域内農地は一部を除き、ほ場整備が完了している地域である。
　草刈りや堀さらい等の基礎活動を行う一方で、特色ある活動として地元自治会、用水、生
産組織等の役員を中心に女性部の協力のもと、景観形成作物であるコスモスを休耕地に
植栽し、農地の管理と地力増進を図るとともに、地域住民との交流を強める為、コスモス祭
りを実施した。

（水路の堀さらい） （水路の草刈り） （景観植物の植栽）

ふりがな くまがやしむらおか、まげち、ひらつかしんでん、やぎいちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市村岡、万吉、平塚新田、楊井地内

※交付額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

令和元年度作成

ふりがな よしおかちくしげんほぜんこうじょうかつどうそしき 活動開始
年度

平成１９年度
活動組織名 吉岡地区資源保全向上活動組織

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 89.5 ha ha 66,700 m 28,100 m m 箇所 22,600 m

【活動組織の構成員】

197 人

1 人

令和３年度作成

ふりがな ならこういききょうてい 活動開始
年度

平成１９年度
活動組織名 奈良広域協定

　私たちの奈良地区は、熊谷市のほぼ中央に位置した二毛作地帯、米麦のほか露地野菜
を組み入れた複合経営者も多い地域です。
　主体は水田ですが、西部地帯は昭和４０年代後半に農業構造改善事業により、東部地帯
は、昭和の終盤から平成初期にかけての県営圃場整備事業により圃場整備が行われ、現
在は大規模経営による大型機械等が導入等されている反面、導水路等の公共空間は経
年劣化が著しく地域の問題となっています。
　平成１９年度から農地・水・環境保全向上対策に取り組み、用排水路の補修・更新の実施
のほか要所に草花等の植栽を行い、農・住環境の保全向上に向けた取組みもしています。

ふりがな くまがやしかみなら、なかなら、しもなら、ならしんでん、しほうじちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市上奈良、中奈良、下奈良、奈良新田、四方寺地内

交付金額（基本） 10,016,000 4,918,500 13,854,800

※交付額は交付単価に基づいた金額を記入しています。

（ヒマワリの植栽） （コスモスの栽培）　 （農地の復元作業）

今後も基礎的な保全活動に地域資源である用排水路・農道及び遊休農地等の点検を実施
し、農地利用改善の取組み及び農村環境の保全向上を図るとともに、施設の長寿命化活
動により、地域農業の維持・持続と、農村環境の保全を実施します。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

274.2

農業者　　： 　主な構成
　団体名

上奈良自治会、中奈良自治会、下奈良自治会
非農業者 ：

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 26.3 ha 0 ha 45,200 m 7,200 m m 箇所 7,100 m

【活動組織の構成員】

12 人

2 人

熊谷市大麻生、小島、広瀬、武体、川原明戸地内

令和元年度作成

ふりがな おおあそうちくしげんほぜんこうじょうかつどうそしき 活動開始
年度

平成１９年度
活動組織名 大麻生地区資源保全向上活動組織

交付金額（基本） 1,582,000 842,210 ―

　１）用水路と市道との間の空き地に対し、地元自治会の会員の方々が草花を移植し、会
員管理の上、雑草繁茂しない様雑草の除去を実施。
　２）何の植物を移植するかの計画も会員の意向が反映された作業を実施。

ふりがな くまがやしおおあそう、こじま、ひろせ、ぶたい、かわはらあけどちない
現活動期間 令和元～５

所在地

草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

※交付額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

35.2

農業者　　： 　主な構成
　団体名

広瀬東自治会、広瀬西自治会、広瀬中自治会、小島自治会、
赤城自治会、川原明戸自治会、野鳥の森自治会非農業者 ：

（地域住民との花の植栽）

地域自治会会員の相互親睦がはかれる植栽に心かける活動を続けていきたい。

田 畑

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 0 ha 0 ha 54,100 m 25,200 m m 箇所 18,500 m

【活動組織の構成員】

48 人

6 人

令和元年度作成

ふりがな くまがやしべっぷちいきのうち・みず・かんきょうほぜんかんりきょうてい 活動開始
年度

平成１９年度
活動組織名 熊谷市別府地域農地・水・環境保全管理協定

（堀さらい） （地域の清掃活動）

ふりがな くまがやしひがしべっぷ、にしべっぷ、しもますだ
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市東別府、西別府、下増田

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

用水路
（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 6,900,000 3,450,000 10,120,000

　当地区は国道１７号熊谷バイパスの南北及び籠原～間々田県道の東西に広がる地区で
昭和３０年代に西別府、下増田地区そして昭和４０年～４２年にかけて東別府地区のほ場
整備が実施され、その水田には増田堀幹線水路と奈良堰幹線水路がありますが、西別
府、下増田地区には地下水機場が多く見られます。草刈りや泥上げの基礎活動を行う他、
施設への植栽や水路の目地詰め等の活動も実施し、関係者の皆様に大変喜んでいただ
いています。また、施設の長寿命化のための活動にも取り組んでいます。

（水路の草刈り）

230

農業者　　： 　主な構成
　団体名

東別府自治会、西別府自治会、下増田自治会、別府4丁目自治会、別
府自治会連合会、東別府長寿会、西別府長寿会、下増田長寿会、西別
府子供会、熊谷市別府ホタル愛好会、大里用水土地改良区非農業者 ：

　今後も引き続き草刈り、泥さらい等の基礎活動を行いながら遊休農地の発生防止を目指
した取り組みを更に続きて行きたいたいと思います。

田 畑 草地
用水路

（開水路）

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 23 ha ha 5,800 m 3,100 m m 箇所 7,200 m

【活動組織の構成員】

98 人

40 人

48.46

農業者　　： 　主な構成
　団体名

津田自治会、向谷自治会、一本橋堰用水組合

非農業者 ：

用水路
（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 1,913,800 933,900 ―

　(地域清掃活動) （農道の砂利敷き）

　
　今後も引き続き農道の整備、水路の補修・泥上げ等地域住民が協力して、農地の整備や地域環
境の整備をしていきたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）

（水路の泥上げ）

　当地区は東に荒川、南に和田吉野川、西に通殿川という三つの一級河川に挟まれた平
坦で水稲、小麦を中心とした水田地域である。活動としては、構成員による農道の砂利敷
き、水路の補修、地域の清掃活動等を実施しています。

令和元年度作成

ふりがな つだむこうやちくしげんほぜんこうじょうかつどうそしき 活動開始
年度

平成１９年度
活動組織名 津田向谷地区資源保全向上活動組織

大里農林振興センター管内

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

ふりがな くまがやしつだ ・ むこうやちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市津田 ・向谷地内

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 23.84 ha 0 ha 9,900 m 5,700 m m 箇所 7,500 m

【活動組織の構成員】

120 人

8 人

29.8

農業者　　： 　主な構成
　団体名

善ヶ島東部自治会、善ヶ島中部自治会、善ヶ島西部自治会、
善ヶ島西部第二自治会非農業者 ：

　引き続き、排水路泥上げ、草刈り、農道の砂利入れ等の基礎的活動に力を入れたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 1,370,800 661,560 ―

自治会による排水路の清掃活動。
老人会によるカンとゴミ拾い。
事業主体の基礎的活動の草刈りや排水路泥上げ実施。

（水路の浚渫） （地域住民による堀さらい） （ヒューム管清掃）

ふりがな くまがやしぜんがしまちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市善ヶ島地内

※交付額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

令和元年度作成

ふりがな ぜんがしげんほぜんかい 活動開始
年度

平成１９年度
活動組織名 善ヶ島資源保全会

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha ha 0 ha 12,000 m 8,100 m m 箇所 21,600 m

【活動組織の構成員】

32 人

17 人

52

農業者　　： 　主な構成
　団体名

市ノ坪自治会、古江原自治会、道ヶ谷戸自治会
非農業者 ：

　今後も、重機を使用しての泥さらい、法面に防草シートの着装の他、設置した防草シート
の経年による劣化部分の修繕作業もあわせて行っていきたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 1,560,000 780,000 ―

　当地区は、旧妻沼町の西部、太田地区の中部に位置し、福川の北側に連なる３地区で組
織されている。ほ場整備後３０年を経過しており、開水路の多くが泥さらいに重機を使用し
なければならない。
 今後の事を考え、泥さらい後、法面に防草シートを着装し、その上に法面保護のための植
栽をしている。

（堀さらい） （草刈り） （防草シートの設置）

ふりがな くまがやしいちのつぼ、いいづか、どうがやとちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市市ノ坪、飯塚、道ヶ谷戸地内

※交付額は交付単価に基づいた金額を記入しています。

令和元年度作成

ふりがな おおたちゅうぶちくしげんほぜんこうじょうかつどうそしき 活動開始
年度

平成１９年度
活動組織名 太田中部地区資源保全向上活動組織

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 7.0 ha 0 ha 10.2 km 0 km 0 km 10 箇所 12.3 km

【活動組織の構成員】

75 人

0 人

ふりがな くまがやしおえがわちく

令和元年度作成

ふりがな おえがわちくかつどうそしき 活動開始
年度

平成１９年度
活動組織名 小江川地区活動組織

現活動期間 令和元～５
所在地 熊谷市小江川地区

※交付金額は、交付単価に基づいて記入しています。

用水路
（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

排水路 ため池 農道

交付金額（基本） ―

　小江川地区の丘陵地、谷津という谷合には稲作のために谷を堰き止めた、ため池が多数
点在します。こうしたため池が長年放置され荒れ果てている現状がありました。それによっ
て貯水量も不十分となり、伝統の稲作から転作を考える農家も多くなっていました。
　10年間の活動を通して、これら改善に向けて活動を行い、昨年度は堤に無秩序に生い
茂った樹木を伐採し、約3,000㎡に新たに40本の木を植樹しました。湖面に近い斜面の木
の伐採は危険を伴うので細心の注意を払って作業しました。
　その他にも、落ちた枝葉が流れや堰板の開閉の障害となっていた樹木を伐採し、少しず
つ課題を解消しています。

33.41

農業者　　： 　主な構成
　団体名

小江川自治会、江南南部小江川用水維持管理組合、小江川西部
老人会、小江川子供会非農業者 ：

　今後はこれまでに整備したエリアの維持管理が主な活動となる見込みですが、引き続き
地域の課題の解決に尽力していきたいと考えています。

ため池周辺の維持管理（雑木伐採等）の様子　　

田 畑 草地
用水路

（開水路）

1,142,700 567,390

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha ha ha 10,200 m 9,500 m m 2 箇所 4,500 m

【活動組織の構成員】

100 人

1 人

46

農業者　　： 　主な構成
　団体名

上江袋南自治会、江北自治会、原井自治会
非農業者 ：

　引き続き地域の清掃活動を行う一方で、排水路の浚渫を行っていきたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 1,380,000 690,000 ―

　当地区は、旧妻沼町の西部、太田地区の南部に位置し、福川の南側に連なる２地区で組
織されている
　用水を確保するために、江袋沼の浚渫やほ場整備で製作された柵渠排水路の浚渫の他
に地域の清掃活動にも取り組んでいる。

（農用地の草刈り） （水路の堀さらい） （地域の清掃活動）

ふりがな くまがやしかみえぶくろ、ばらいちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市上江袋、原井地内

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

令和元年度作成

ふりがな おおたなんぶちくしげんほぜんこうじょうかつどうそしき 活動開始
年度

平成１９年度
活動組織名 太田南部地区資源保全向上活動組織

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 0.3 ha ha 10,600 m 5,900 m m 箇所 13,700 m

【活動組織の構成員】

87 人

6 人

75.78

農業者　　： 　主な構成
　団体名

下川上自治会
非農業者 ：

　農用地・開水路・パイプライン・農道などの農業施設は地域の景観を保全する重要な資
源であります。
　今後も、多面的機能支払の取り組みを機に、地域の基礎的な農業資源を保全する活動
を継続できるようさらに努力する。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 2,273,400 1,136,700 ―

　当地区は、熊谷市の北東部、一級河川　「星川」　の北側に位置するとともに、熊谷ス
ポーツ文化公園の東側に位置し、平地農業地域として米と麦が主な産業である。
　事業のＰＲと遊休農地の解消のため隣接する「池上活動組織」と共同で星宮コスモス祭り
を開催し、地区内外から大勢の参加者があり、当日は星宮産のお米「キヌヒカリ」を使用し
た、おにぎりや星宮小の児童が収穫したジャガイモのポテトフライを来場者に無料で振る
舞って事業のＰＲをした。
　また、星宮小学校の全児童を対象にジャガイモの植え付けから収穫までの体験を行って
いる。
　このことにより、今では「多面的機能支払」と「ジャガイモ」「星宮コスモス祭り」をセットで認
めてもらえる事業となっている。

（農地の草刈り） （満開のコスモス） （星宮小児童のジャガイモの収穫）

ふりがな くまがやししもかわかみ
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市下川上地内

※交付金は、交付単価に基づいた金額を交付しています。

令和元年度作成

ふりがな しもかわかみのうぎょうしげんほぜんかい 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 下川上農業資源保全会

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 0.7 ha ha 10,500 m m m 箇所 10,100 m

【活動組織の構成員】

51 人

0 人

令和元年度作成

ふりがな いけがみかつどうそしき 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 池上活動組織

（コスモス祭り） （農道の補修）

ふりがな くまがやしいけがみ
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市池上

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

用水路
（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 1,820,000 959,900 ―

　当地区は、県道熊谷羽生線を中心に東西に広がる地区であり、125号バイパスより熊谷
スポーツ文化公園方面への道路が交差している水田地域です。この交差点付近の休耕田
を借りて熊谷スポーツ文化公園に訪れる、市内、外の人達や地域住民に安らぎを提供す
べく、景観植物（コスモス）を栽培している。又、会員全員による排水路の草刈を行い水路
の水流の改善を図ると共に、会員同士の環境保全に対する士気を高め、農地環境保全向
上に努めている。下川上活動組織と合同によるコスモス祭りを開催し、大勢の参加者に事
業の趣旨を理解して頂きました。

（水路の草刈）

60.2

農業者　　： 　主な構成
　団体名

池上自治会、星宮小PTA、星宮健全育成会、池上長寿会、
獅子舞保存会非農業者 ：

　ほ場整備のしていない地域なので農道、水路等の改修・補修を主体に、農作業のしやす
い環境整備に重点を置くと共に、景観植物の栽培も併せて行っていく。また、大勢のみなさ
んに参加して頂いたコスモス祭りのイベント等を通じて地域の活性化、地域住民の協調性
を促し、多面的機能支払への理解、協力を頂き特色ある地域づくりを計るとともに、大規模
農家（認定農家）の育成を目指す。

田 畑 草地
用水路

（開水路）

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 9.42 ha ha 11,000 m 4,000 m m 箇所 15,000 m

【活動組織の構成員】

4 人

27 人

令和元年度作成

ふりがな くぼじまちくのうちみずかんきょうほぜんかい 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 久保島地区農地・水・環境保全会

（ホタル観察会の子供たち） （曼珠沙華の里まつり）

ふりがな くまがやしくぼじまちない
現活動期間 令和元年～５

所在地 熊谷市久保島地内

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

用水路
（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 808,800 394,980 ―

　久保島地区は、ＪＲ篭原駅から２～３ｋｍに位置し、地区内をＪＲ高崎線が横断し、鉄道北
側は市街化区域、南側はほ場整備が行われた農村地区である。
  特色ある活動としては、久保島地区ホタル会と連携したホタルの再生活動と地区内に自
生している曼珠沙華の観察・曼珠沙華の里まつりの開催等が挙げられる。
　また、会員同士の排水路の草刈り・泥上げに努めている。
  これらの活動を通じて、地域の環境美化の向上とともに農家と非農家との一体感が生ま
れ、農村地区の活性化が更に図られている

（水路の泥上げ・伐採）

20.68

農業者　　： 　主な構成
　団体名

久保島第一自治会、久保島第二自治会、大里用水土地改良区、
久保島子供会、明星会非農業者 ：

　今後も引き続き、草刈り・泥さらい等の基礎活動を行うとともに、畦道や用水路のり面の
管理を適切に行い、久保島地区にホタルを再生させるともに畦道・用水路脇に真紅に彩る
曼珠沙華を咲き誇らせ、引き続き地域の美化活動の推進を進めてまいりたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 0 ha 0 ha 29,200 m 27,200 m m 箇所 7,300 m

【活動組織の構成員】

30 人

3 人

133

農業者　　： 　主な構成
　団体名

三尻自治連合会、三尻中学校PTA、三尻小学校PTA
非農業者 ：

　居住地から離れている水田地帯の景観維持と、病害虫防除等を農業者のみでなく、広く地域自
治会の皆さんに協力を呼びかけ、不法投棄物の回収も含めて事業を積極的に推進したい。
　作業場所が全て傾斜地で足場が滑りやすく危険性が高いので、傷害保険の加入と高齢化を考慮
し事故防止に努めたい。
　埋設設備が重量車両の通行等による損傷、経年劣化での耐久性に不安を感じており、今後点
検、機能診断方法、改修についての検討課題と考えている。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 3,990,000 1,995,000 ―

　三尻地区は、平成５年に圃場整備事業が竣工し、奈良堰用水から荒川の清流を農業用
水として５ケ所の揚水機場に取り入れ、パイプラインを経由して肥沃の水田に給水してい
る。
　雑木伐採、雑草刈払い作業は、県道熊谷～児玉線を境に南北に区分し、年間作業計画
を設定し、構成員の協力で耕地保全に努めている。
　休耕田にコスモスを播種し、通学の子供、自治会、構成員の皆さんに観賞と切花を贈呈
すると共に環境美化に努め喜ばれている。
　今後は多くの方に安らぎを与えられる様、植栽場所の選定と、栽培方法を見直して継続し
ていきたい。

（樹木伐採） （開、排水路土砂除去） （コスモス栽培）

ふりがな くまがやしみかじり、にいぼりしんでん、じゅうろっけんちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市三ヶ尻、新堀新田、拾六間地内

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

令和元年度作成

ふりがな みしりちくのうち・みずほぜんかんりかつどうそしき 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 三尻地区農地・水保全管理活動組織

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 20 ha ha 12,400 m 12,500 m m 箇所 9,400 m

【活動組織の構成員】

79 人

7 人

43

農業者　　： 　主な構成
　団体名

杉之道王子自治会、弥藤吾新田自治会、弥藤吾中口自治会、
北口自治会、浅見自治会、年代自治会、妻沼長寿会、
妻沼南小学校区連絡会非農業者 ：

・水路法面へ、イワダレ草を植栽し、法面の適正管理と地域全体の景観や環境保全等の
活動を実施していきたい。
・今後も引き続き、水路・農道の補修に努め、良好な農村環境を維持していきたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 1,690,000 825,000 ―

　当地区は、南北を備前渠用水と福川に挟まれ、東西を県道太田熊谷線と国道407号線が
通る水田・畑作地域である。地区内には7自治会があり、協力的に活動をしている。
特色ある活動
・地域の清掃活動　～　　春秋年2回自治会全員によるゴミ拾い。南小学校児童と父兄によ
る通学路を年2回ゴミ拾い。老人会会員による407号国道沿いをゴミ拾い等地区民全体が
積極的に美化活動をしている。
・堀さらい・草刈り　～　用水路の草刈り、泥上げ等実践活動に力を入れ頑張っている。

（妻沼南小子供達とゴミ拾い） （自治会でゴミ拾い） （水路の草刈り、泥上げ）

ふりがな くまがやしやとうご、やぎたちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市弥藤吾、八木田地内

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

令和元年度作成

ふりがな やとうごかんきょうほぜんそしき 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 弥藤吾環境保全組織

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 0.47 ha 0 ha 3,600 m 0 m 0 m 1 箇所 3,100 m

【活動組織の構成員】

12 人

1 人

令和元年度作成

ふりがな しばちくかつどうそしき 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 柴地区活動組織

（ゴミの清掃活動） （ため池の堤の草刈り）

ふりがな くまがやししばちく
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市柴地区

※交付金額は、交付単価に基づいて記入しています。

用水路
（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 219,400 109,230 ―

　当地区は、山里景観がコンパクトにまとまっている地域です。
　小丘陵の最上部には、屋敷林が存在し、防風効果を高めていると共に、山里景観構成の
重要な役割を果たしています。これらの保存と合わせて、最下部に位置する田圃の用排水
路には、大量のゲンジボタルの自然発生が定着してきました。
　このように恵まれた自然環境を後世に伝えるためにも、活動組織では、水路やため池の
法面の草刈りや清掃、花木・草花の植栽を実施しています。

　　　　　（木障切り）

7.0

農業者　　： 　主な構成
　団体名

柴自治会、江南南部柴用水維持管理組合、柴長寿クラブ、柴婦人
会非農業者 ：

　今後も、永続的なホタルの発生が見込まれる自然環境の保全に鋭意努力すると共に、居
住環境のステップアップを図るため、花木や草花の植栽を地域全体の目標として活動を展
開していきたいと思います。

田 畑 草地
用水路

（開水路）

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 1.72 ha 0 ha 6,400 m 0 m 0 m 3 箇所 8,800 m

【活動組織の構成員】

19 人

0 人

10.0

農業者　　： 　主な構成
　団体名

須賀広自治会
非農業者 ：

　用水路の草刈り、泥上げによる水質保全、また、緑豊かな環境を維持するため、地元の
子供たちの通学路にも指定されている農道脇の草刈りなどを定期的に実施し、安全な地域
づくりと環境教育にも貢献したいと思います。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 334,400 165,480 ―

　当地区は、荒川を背にし南側に位置する洪積層台地で、周囲は山に囲まれ緑豊かな農
村地域です。
　活動組織としては、機能診断にそって、用水路・農道・ため池の草刈り、泥上げ等基礎的
な実践活動に力を入れて頑張っています。

　　　　（農道の草刈り） （用水路の泥上げ） 　（除草と害虫駆除）

ふりがな くまがやしすがひろちく
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市須賀広地区

※交付金額は、交付単価に基づいて記入しています。

令和元年度作成

ふりがな すがひろちくかつどうそしき 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 須賀広地区活動組織

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 1 ha ha 5,000 m m m 箇所 4,300 m

【活動組織の構成員】

26 人

8 人

　　当地区は、国道４０７号線の東側に広がり、昭和３０年代に土地改良をおこなった１７ｈａ
程の優良な水田の地区です。
 　主な活動は、非農業者を含む地元自治会員も活動組織の構成員となっているため、農
道補修などの基礎活動のほかに、地域住民総出による地域清掃やコスモスの栽培を行っ
ています。

令和元年度作成

ふりがな かみおんだちくほぜんかつどうそしき 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 上恩田地区保全活動組織

大里農林振興センター管内

※交付金額は、交付単価に基づいて記入しています。

ふりがな くまがやしかみおんだちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市上恩田地内

用水路
（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 452,900 225,450 ―

　    (地域の清掃活動) （コスモスの栽培）

　　今後も引き続き農道補修や水路の泥上げなどの基礎活動を行いながら、地域住民総
出による取り組みによって、活動の輪を広げていきたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）

（農道の砂利補充）

14.43

農業者　　： 　主な構成
　団体名

上恩田自治会

非農業者 ：

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 0.50 ha ha 8,200 m 400 m m 箇所 5,400 m

【活動組織の構成員】

23 人

37 人

11.14

農業者　　： 　主な構成
　団体名

中恩田自治会

非農業者 ：

　　今後も引き続き全住民が一体となって良好な農村環境の維持に努めたい。また、子ども
達には、積極的に土にふれてもらいたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

　(レンゲ) （レンゲの種まき） （ジャガイモの収穫）

ふりがな くまがやしなかおんだちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市中恩田地内

交付金額（基本） 344,200 171,600 ―

　　当地区内では、河川等のほとんどは農業用水路であるが、農家の減少と高齢化に伴
い、その維持管理が大変むずかしくになっている現状では、水田を貸し耕作してもらってい
るが、何年か先の見通しは分からない状態です。

　字の子ども達と児童養護施設の子ども達に、2,300㎡の田んぼにレンゲの種まきをしても
らい、満開のレンゲの中で遊びを楽しんでもらっている。また、ジャガイモを植え付け、収穫
を楽しんでもらっている。

※交付金は、交付単価に基づいて記入しています。

令和元年度作成

ふりがな なかおんだかつどうそしき 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 中恩田活動組織

大里農林振興センター管内

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 12.46 ha ha 4,300 m m m 箇所 3,300 m

【活動組織の構成員】

51 人

0 人

農業者　　： 　主な構成
　団体名

手島自治会

非農業者 ：

　今後も引き続き、用水の堀さらい・畔の草刈等を実施していきます。
　また、休耕地については、地域の住民と農閑期のより良い交流ができる様なものを相談
しながら実施していきたいと思っています。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

　　　　(水路の草刈)　　 (地域清掃) (アジサイの植栽）

ふりがな くまがやしてしまちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市手島地内

交付金額（基本） 249,200 112,140 ―

　　当地区は熊谷市南部に位置し、荒川と大里比企広域農道に挟まれた地域です。
　　日々の農作業の合間に色々な草花等を植栽して農作業の合間に、花を観賞しながらみ
なさんと一緒に一時の憩いの場を創造しています。

※交付金額は、交付単価に基づいて記入しています。

令和元年度作成

ふりがな てしまちくかつどうそしき 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 手島地区活動組織

大里農林振興センター管内

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 2.12 ha ha 10,900 m m m 箇所 8,500 m

【活動組織の構成員】

44 人

0 人

　　凸凹が多くなってきている農道から順次砂利補充を行い、その際にはロードローラーを
使い充分に転圧をし砂利の飛散防止を行いたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

28.23

農業者　　： 　主な構成
　団体名

小泉自治会

非農業者 ：

(砂利補充）

ふりがな くまがやしこいずみちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市小泉地内

交付金額（基本） 889,300 442,530 ―

　草刈りや水路の泥上げを行う他、農道の砂利敷きの際には、ロードローラーで転圧しトラ
クター等の通行によるほ場への砂利の飛散を減らすことが出来た。

交付金額は、交付単価に基づいて記入しています。

　(水路の泥上げ) （法面の草刈）

令和元年度作成

ふりがな こいずみのうぎょうかんきょうほぜんくみあい 活動開始
年度

平成20年度
活動組織名 小泉農業環境保全組合

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 0.40 ha ha 6,300 m m m 箇所 5,800 m

【活動組織の構成員】

32 人

0 人

令和元年度作成

ふりがな くっとかつどうそしき 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 屈戸活動組織

　(屈戸活動組織農地風景) （自治会との清掃活動） (蓮華の種蒔き）

ふりがな くまがやしくっとちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市屈戸地内

交付金額（基本） 368,000 183,600 ―

　　当地区は熊谷市街地の南に位置し荒川を隔てた広大な水田が広がるのどかな田園地
帯であります。
近年、県道２５７号線「冑山・熊谷線」の久下橋開通により農耕地の中央を通過し耕作面で
は少し不便になりました。
特色ある活動としては、自治会と農業者が相互に協力し、より良い地域つくりをおこなって
おります。具体例といたしましては、自治会は、集会所の管理運営・公園や空き地等の管
理などを行い、農業者は、農道や用水路の管理を行っています。
また、活動組織の事業として休耕農地へ景観植物としてレンゲの播種もいたしました。

※交付金は、交付単価に基づいて記入しています。

　　今後も引き続き農地・水路・農道・農村環境の改善のため、きめ細かな事業を実施して
行きます。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

12

農業者　　： 　主な構成
　団体名

屈戸自治会

非農業者 ：

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 7.12 ha ha 9,600 m m m 箇所 5,600 m

【活動組織の構成員】

68 人

2 人

令和元年度作成

ふりがな つだしんでんほぜんかい 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 津田新田保全会

大里農林振興センター管内

(　芝桜の手入れ　) (用水路の泥上げ） (地域清掃）

ふりがな くまがやしつだしんでんちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市津田新田地内

交付金額（基本） 1,106,600 546,180 ―

　　当地区は大里比企広域農道と荒川の堤防に挟まれた久下橋の南に広がる田園地帯で
す。
　　主な活動は、用水路の泥上げ、農道の砂利敷き、地域清掃（ゴミ拾い）などを行うととも
に景観形成のためにハナミズキ・芝桜の手入れ、花壇の除草を行いました。

※交付金額は、交付単価に基づいて記入しています。

　　今後も、用水路の維持管理（泥上げ・除草）、農道の維持管理（砂利敷き・補修）、地域
の清掃活動、景観形成のためのハナミズキ・芝桜の手入れ、花壇の除草等を行います。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

32.14

農業者　　： 　主な構成
　団体名

津田新田自治会

非農業者 ：

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 3.87 ha ha 5,800 m m m 箇所 4,000 m

【活動組織の構成員】

15 人

5 人

令和元年度作成

ふりがな ぬまぐろのうちみずかんきょうほぜんかい 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 沼黒・農地・水・環境保全会

　(耕作放棄地にポピーを植栽) (雨天のため屋内で交流会） （植栽箇所の草取り）

ふりがな くまがやしぬまぐろちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市沼黒地内

交付金額（基本） 583,800 288,030 ―

　　　当地区は、熊谷市大里地区のほぼ中央に位置し集落の西側にS58年に土地改良が
完了した、比較的に整理された水田が広がる麦作と稲作中心の地域である。特色ある活
動としては、草取り、植え付けなどの植栽活動を行っている。今年も１０月には、交流会を
地区全世帯を対象に多数の参加を得て実施した。こうした活動を通じて「保全」活動の定着
と地域づくりに貢献できたと確信している。

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

　　今後も、草刈り、堀さらいなどの基礎活動を行いつつ、耕作放棄の予防や、景観形成活
動を通じて協力・共同の風土づくり、地域づくりを引き続き進めていきたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

16.88

農業者　　： 　主な構成
　団体名

沼黒自治会、沼黒婦人部

非農業者 ：

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 5.94 ha ha 5,500 m m m 箇所 6,100 m

【活動組織の構成員】

28 人

7 人

15.16

農業者　　： 　主な構成
　団体名

高本自治会

非農業者 ：

用水路
（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 573,600 280,860 ―

　　当地区は、和田吉野川をはさんで東松山市に接し、これといった特色もない地域で、目
の前に墓地があり殺風景なところに集会所があります。ここ数年は集会所周辺にマリー
ゴールド・クレオメ・葉牡丹などの景観植物を植える活動を行い、季節ごとの植栽が地区の
みなさんのやすらぎの場となっています。

　(植栽管理)

　　今後も引き続き、用水の管理、農道の管理、排水路（泥の水路）の管理、遊休地の管理
などの基礎活動と、花壇の植栽管理等を続けていきたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）

（花の植え替え） （花の植え替え）

ふりがな くまがやしたかもとちく
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市高本地区

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

令和元年度作成

ふりがな たかもとちくかつどうそしき 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 高本地区活動組織

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 48.24 ha ha 25,400 m 14,300 m m 1 箇所 9,900 m

【活動組織の構成員】

251 人

1 人

141.15

農業者　　： 　主な構成
　団体名

上平自治会、北間自治会、永東自治会、薬西自治会、新前田自
治会、福王寺自治会、飯塚自治会、八木田自治会非農業者 ：

　今後も、草刈りや堀さらいなどの基礎的な活動を行っていく一方で、地域の交流活動とし
て景観形成植物の植栽を行っていきたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 5,199,300 2,551,410 ―

　当地区は、熊谷市の北西部に位置し、県営ほ場整備事業の妻沼西南地区で整備された
地区を中心としている。ほ場整備が完了して、約３０年が経過し、水路等の農業用施設の
適切な維持管理が困難となってきているため、それらの解消を目的として本事業の取り組
みを開始した。
　草刈りや堀さらいの他、地域住民と協力した清掃活動などを行っている。

（地域の清掃活動）

ふりがな くまがやしながいおおた、いいづか、やぎたちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市永井太田、飯塚、八木田地内

※交付金額は、交付単価を基にした金額を記入しています。

令和元年度作成

ふりがな おおたほくぶちくしげんほぜんこうじょうかつどうそしき 活動開始
年度

平成２４年度
活動組織名 太田北部地区資源保全向上活動

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 10.3 ha ha 14,800 m m m 箇所 9,000 m

【活動組織の構成員】

38 人

人

令和元年度作成

ふりがな たまいちくかつどうそしき 活動開始
年度

平成２４年度
活動組織名 玉井地区活動組織

（地域の草刈り） （清掃活動）

ふりがな くまがやしたまいちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市玉井地内

※交付金額は、交付単価に基づいて記入しています。

用水路
（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 2,231,000 1,248,600 ―

　当地区は、熊谷市西部に位置し、国道１７号と国道１７号バイパスに囲まれた水田を主と
した農業振興地域である。
　農業者の高齢化に伴い、農業用施設等の適切な維持管理が困難となってきていることか
ら、本事業で、それらの適切な管理と地域コミュニティの強化を目的として取り組みを開始
した。
　堀さらいや草刈りの基礎的な活動を中心に行い、地域の交流活動として清掃活動を行う
他、景観形成のためコスモスの植栽を行った。

（現地診断）

67.5

農業者　　： 　主な構成
　団体名

ＪＡくまがや玉井、玉井麦バラ出荷組合、玉井営農組合、玉声会、
久友会、玉井明星会、熊谷中央土地改良区非農業者 ：

　今後も引き続き草刈りや堀さらい等の基礎的活動を中心として、地域のコミュティ強化も
含めて清掃活動等の地域交流活動も行っていく。

田 畑 草地
用水路

（開水路）

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

（水路の浚渫・草刈りの状況）

【認定の対象となる資源の状況】

ha 8 ha ha 30,300 m m m 箇所 12,900 m

【活動組織の構成員】

181 人

2 人

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

農道

35

農業者　　： 　主な構成
　団体名

柿沼自治会、新島自治会、代自治会、原島自治会、
大幡小学校区連絡会非農業者 ：

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路

交付金額（基本） 1,210,000 597,000 ―

　当地区は、熊谷駅からおおよそ５ｋｍ程度に位置し、地区の南北方向に国道４０７号、東
西方向に国道１７号バイパスがそれぞれ横断している。ほ場整備未実施地区であり、市街
化区域とも隣接することから、農業資源の適切な保全が困難となってきている。それらの解
消のため本事業の取り組みを開始した。
　草刈りや堀さらいを農業者が中心となって行う一方で、景観形成のための植栽活動や地
域清掃活動で自治会等と協力して活動を進めている。

　今後も引き続き、草刈り・泥さらい等の基礎的な活動を行うとともに、地域への周知を図
り、事業を進めていきたい。

ため池

ふりがな くまがやしだい、かきぬま、にいじま、はらじまちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市代、柿沼、新島、原島地内

令和元年度作成

ふりがな おおはたちくかつどうそしき 活動開始
年度

平成２４年度
活動組織名 大幡地区活動組織

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha ha ha 6,500 m m m 箇所 5,300 m

【活動組織の構成員】

52 人

37 人

15.20

農業者　　： 　主な構成
　団体名

下恩田自治会

非農業者 ：

　（地域清掃活動） （会議の様子） （地域の清掃活動）

　今後の取り組みにおいても草刈り、泥上げ、農道保全の基礎活動に力を入れる他、地域
の清掃活動も継続的に実施し、地域住民の協力の基、農村環境の保全を図っていきま
す。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 456,000 228,000 ―

　基礎活動では、農業者を中心に草刈りや泥上げの他、緊急度を考慮しながら農道の砂
利補充を実施し、農業用施設の保全管理に努めています。
　また、地域住民が協力し、地域の清掃活動に取り組み、農村環境の保全を図っていま
す。

※交付金額は、交付単価に基づいて記入しています。

ふりがな くまがやししもおんだちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市下恩田地内

大里農林振興センター管内 令和元年度作成

ふりがな しもおんだちくかんきょうほぜんかい 活動開始
年度

平成24年度
活動組織名 下恩田地区環境保全会

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 15.4 ha ha 30,400 m 16,600 m m 箇所 29,500 m

【活動組織の構成員】

33 人

4 人

令和３年度作成

ふりがな ながいなんぶちくしげんほぜんこうじょうかつどうそしき 活動開始
年度

平成２４年度
活動組織名 長井南部地区資源保全向上活動組織

（浚渫作業） （地域の清掃活動）

ふりがな くまがやしにしの、かみね、たじま、にしじょう、かみすどちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市西野、上根、田島、西城、上須戸地内

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

用水路
（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 3,461,000 1,715,100 4,108,325

　当地区は、高崎線熊谷駅より北方７ｋｍに位置し、熊谷市西野、上根、田島、西城、上須
戸の全部及び一部区域とする。
　当地区北方約２ｋｍ先を一級河川利根川が流下し、南側は奈良川及び奈良地区に接し、
北部一部は旧福川に囲まれ、地区中央を一級河川福川が貫流する概ね長方形をなした水
田地域である。
　特色ある活動としては、地元自治会と共同による地域の清掃活動、堀さらいの作業協力
及び上根地区入口への植栽活動を進めています。
　平成27年度からは施設の長寿命化のための活動にも取り組み、農業用施設の更新を
行っています。

（水路の草刈り）

105.1

農業者　　： 　主な構成
　団体名

上根自治会、西野西部自治会、西野中部自治会、西野東部自治
会、田島自治会、西城自治会、西城台自治会、上須戸自治会非農業者 ：

 今後引き続き、草刈り、泥さらい等の基礎活動やパイプラインの保守・点検・修理等を行い
つつ、農村環境の保全を進めていきます。

田 畑 草地
用水路

（開水路）

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 9 ha ha 13,500 m 13,400 m m 箇所 1,900 m

【活動組織の構成員】

85 人

0 人

令和元年度作成

ふりがな ながいほくぶかつどうそしき 活動開始
年度

平成２４年度
活動組織名 長井北部活動組織

（堀さらい後の水路）　　 （計画策定・現地診断）

ふりがな くまがやしかみすど、えなみ、やつくちちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市上須戸、江波、八ツ口地内

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

用水路
（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 1,512,000 747,000 ―

　当地区は、南側は福川、北側は道閑堀に挟まれた場所に位置し、県営ほ場整備事業の
福川沿岸地区の第一換地区を中心に組織している。土地改良完了後、約３０年が経過し、
開水路の深さの約半分程度が土砂の堆積があるため、それらの解消を目的として事業の
取り組みを開始した。
　草刈りや堀さらい、地域住民と協力した清掃活動などを行いつつ、重機による開水路の
浚渫を実施している。

（水路の堀さらい）　　

44.4

農業者　　： 　主な構成
　団体名

上須戸東部自治会、上須戸西部自治会、上須戸中部自治会、
江波自治会、八ツ口自治会非農業者 ：

　引き続き、草刈りや堀さらい等の基礎的活動の他、地域住民と協力した清掃活動や花の
植栽等を実施していきたい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha ha ha 33,400 m m m 4 箇所 7,100 m

【活動組織の構成員】

254 人

516 人

大里農林振興センター管内 令和元年度作成

ふりがな ごあざしげんほぜんこうじょうかつどうそしき 活動開始
年度

平成19年度
活動組織名 五字資源保全向上活動組織

ふりがな くまがやしあいあげ・たまつくり・みのわ・かぶとやま・こやつばやしちない
現活動期間 令和元～５

所在地 　熊谷市相上・玉作・箕輪・冑山・小八林地内

交付金額（基本） 3,891,000 1,945,500 4,753,505

　荒れた竹林の竹を間伐して炭を作り、ネットに入れてため池（真澄沼、下沼）に沈め、池の
水質向上に努めている。
　竹林の美観と水質浄化の一石二鳥の事業である。

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

          　(竹の伐採) （竹炭作成） （竹炭のため池投入）

　
　　今後も継続して竹炭を作り、ため池の浄化に取り組んでいくとともに、ため池周辺の草
刈り、倒木の片付け、植樹等を定期的に実施し、環境美化やビオトープの育成に努めてい
く。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

129.70

農業者　　： 　主な構成
　団体名

相上自治会、玉作自治会、箕輪自治会、冑山自治会、小八林自
治会、五大字水利組合

非農業者 ：

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 124 ha ha 32,500 m m m 箇所 34,600 m

【活動組織の構成員】

232 人

4 人

25

農業者　　： 　主な構成
　団体名

男沼自治会、出来島自治会、間々田自治会、妻沼台自治会、
男沼門樋排水組合非農業者 ：

　　今後も土砂の蓄積が深刻な水路の泥上げを重点的に実施する予定である。
　　また、地域の清掃活動や景観形成のための植栽活動も引き続き実施する。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

交付金額（金額） 3,230,000 1,491,000 ―

　当地区は利根川流域の南に位置する畑作地帯である。
　農業者の高齢化等により、水路等の農業用施設の適切な維持管理が困難になってきて
いるため、本事業の取り組みを開始した。
　草刈りの他、基礎活動では特に土砂の蓄積が深刻な水路の泥上げに力を入れて取り組
んでいる。
　また、地域の清掃活動や景観形成のためベゴニア等の植栽を実施し、農村環境の保全
に取り組んでいる。

　(　水路の泥上げ作業　　　) （　地域の清掃活動　　） （　水路の清掃作業　）

ふりがな くまがやしおぬま、できじま、ままだ、めぬまだいちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市男沼、出来島、間々田、妻沼台地内

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

令和元年度作成

ふりがな おぬまちいきしげんほぜんかい 活動開始
年度

平成２６年度
活動組織名 男沼地域資源保全会

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について

写 真 写 真 写 真



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 5 ha 0 ha 67,100 m 1,000 m － m 0 箇所 54,800 m

【活動組織の構成員】

363 人

2 人

令和元年度作成

ふりがな くまがやしみしょうぜきちいきのうち・みず・かんきょうほぜんかんりきょうていうんえいいいんかい 活動開始
年度

平成１９年度
活動組織名 熊谷市御正堰地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会

(排水路の補修作業) （用水路の目地補修作業）

ふりがな くまがやしかみしんでん、みつもと、おしきり、なりさわ、ひはる、みしょうしんでんのいちぶ

現活動期間 令和元～５
所在地 熊谷市上新田、三本、押切、成沢、樋春、御正新田の一部

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

用水路
（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 7,040,800 3,515,400 10,279,840

　当地区は、旧江南町北部に位置し、232haに及ぶな広大な田畑地帯であり、昭和47年度
から58年度にわたり、県営ほ場整備事業及び団体営ほ場整備事業により30a区画に整備
された生産基盤条件の良好な地域である。当地区の活動は、地元自治会を中心とした組
織で基礎的な活動を主に行なっており、用排水路の泥上げ、きめ細やかな雑草対策などを
行なっている。
　また、施設の老朽化が進み、特に用水路の目地からの漏水が深刻な問題となっていたた
め、特殊ラミネートシート（HBテープ）を使用した目地補修作業を重点的に行ない、施設の
長寿命化に努めている。

（用水路の泥上げ作業）　　

231.36

農業者　　： 　主な構成
　団体名

自治会（10自治会）・長寿クラブ（４クラブ）・子供会・グラウンドゴル
フ会・JAくまがや江南支店非農業者 ：

　高齢化や混住化の進行により失われつつある地域活動を活発化させるため、今後も地
域住民全体で積極的に活動を行ない、農村地域の振興や環境保全に努めていきたい。

水田 畑 草地
用水路

（開水路）

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 88.3 ha ha 31,300 m 12,700 m m 箇所 50,500 m

【活動組織の構成員】

40 人

13 人

138.7

農業者　　： 　主な構
成

　団体名

秦第二土地改良区、秦土地改良区、ＪＡくまがや秦支店、日向子供会、上入自治会、中宿自治
会、下宿自治会、西島自治会、向野自治会、荒宿自治会、葛和田団地自治会、日向上自治会、
日向中自治会、日向下自治会、日向団地自治会、弁財自治会、大野下自治会、俵瀬自治会非農業者 ：

　今後も引き続き、草刈り・泥さらい・清掃農村環境向上を行いつつ各排水路の法面雑草
防除清掃および景観形成等を目指した取り組みを各地区に呼びかけてさらに続けていき
たい。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

交付金額（基本） 5,927,000 2,875,200 7,868,800

　当地区（俵瀬）は、県内北東に位置し、福川東南は行田市、利根川対岸は群馬県千代田
町で東西に細長く広がった田園地帯、野菜と米麦栽培で兼業農家地域である。
　草刈り、泥上げ等の基礎活動を重点的に実施し、農業用施設の維持管理を行っている。

（水路の堀さらい） （草刈り） （地域の清掃活動）

ふりがな くまがやしたわらせ、くずわだ、ひなた、おおの、べんざいちない
現活動期間 令和元～５

所在地 熊谷市俵瀬、葛和田、日向、大野、弁財地内

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

令和３年度作成

ふりがな はたこういききょうてい 活動開始
年度

平成２０年度
活動組織名 秦広域協定

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 2.1 ha ha 12,800 m m m 箇所 7,100 m

【活動組織の構成員】

36 人

53 人

31.2

農業者　　： 　主な構成
　団体名

中曽根自治会

非農業者 ：

　(　水路草刈り清掃　) （　農道補修維持　） （　コスモス祭り　）

・農業施設の老朽化、経年劣化に伴い機能診断を実施し、補修等に取り組みます。

・コスモス祭り等を通して地域住民への啓発と農村環境の保全に努めます。

・活動中の安全作業、事故防止を徹底し、傷害保険の加入も考慮検討します。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

　当地区は熊谷市の南東部、荒川の南側の地域で大里用水（吉見堰用水）末端に位置し、
米麦を生産しています。
　近年は農業者の高齢化や後継者不足により、水路の草刈り、泥上げ、農道等の管理が
難しくなっているため、当事業に取り組み地域資源の保全に取り組んでいます。
　草刈り、泥上げ、農道補修等の基礎活動は、地域主水路の上流・中流・下流に区分した
計画を基に進めています。
　農村環境保全活動では主に通学路脇の休耕地を利用したコスモス栽培をし、地域全体
への啓発普及をしています。また、自治会等、組織構成員や地元小学生に協力をいただき
コスモス祭りを実施し、地域住民との交流、PRが図られました。
　今後も本活動を継続、普及できるよう地域資源の保全の意識向上に努めます。

ふりがな くまがやしなかぞねちない
現活動期間 令和３～７

所在地 熊谷市中曽根地内

交付金額（基本） 978,000 486,900 ―

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

令和３年度作成

ふりがな なかぞねちいきしげんほぜんかい 活動開始
年度

平成２８年度
活動組織名 中曽根地域資源保全会

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 21.6 ha ha 4,300 m m m 4 箇所 12,700 m

【活動組織の構成員】

43 人

49 人非農業者 ：

活動開始
年度

平成２８年度

現活動期間 令和３～７

　当地域は山林が多くあるため、農道等の通行の妨げとなるような雑木等の伐採をするこ
とで景観維持にもつなげていきたいと考えています。

　「住み良い農村環境を次世代に引き継ぐ」ことをスローガンとして活動に取り組みます。

　主な構成
　団体名

塩自治会、小江川自治会船川班、江南中部塩用水維持管理組
合、江南南部塩用水維持管理組合、農事組合法人「小原営農」、
塩地区営農集団

　塩・船川地区は、西は嵐山町吉田地区と川を境に接し、地区を東西に県道熊谷小川線が
通っています。

　活動組織の各構成団体が協力し、年間の活動計画に位置付けた春の泥上げ堀さらい、
夏の草刈り、清掃活動等を実施しています。

　地区には、ため池が４ヶ所あり、各沼から引いた水で水田に給水しています。
　各沼の堤の草刈りは、受益地の地主を4班に分け、５月と８月の年２回実施しています。

排水路 ため池 農道

10.5

農業者　　：

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

―

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

　(　ため池の草刈り　) （　水路の泥上げ　） （　地域の清掃活動　）

ふりがな くまがやししお、おえがわちない

所在地 熊谷市塩、小江川地内

交付金額（基本） 747,000 351,900

令和3年度作成

ふりがな しお・ふなかわちくかつどうそしき

活動組織名 塩・船川地区活動組織

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 1.7 ha ha 1,100 m m m 箇所 4,700 m

【活動組織の構成員】

9 人

0 人

3.1

農業者　　： 　主な構成
　団体名

北肥塚自治会

非農業者 ：

　(　水路の浚渫作業　　) （　施設の清掃作業　）

　農用地、農業用水路、農道などの農業用施設は農村地域の景観を形成する重要な資源
です。
　今後も、多面的機能支払による地域の農業用資源を保全する活動を継続できるよう努力
します。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

　肥塚地区活動組織は平成２８年度に発足し、用水路等農業用施設の保全のために活動
しています。

　水路の清掃等の活動により、農村環境の保全を図っています。

　農村環境・景観の保全の活動を行うため、埼玉県多面的機能支援推進会議研修会等に
積極的に参加しています。

ふりがな くまがやしこいづかちない
現活動期間 令和３～７

所在地 熊谷市肥塚地内

交付金額（基本） 127,000 61,800 ―

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

令和３年度作成

ふりがな こいづかちくかつどうそしき 活動開始
年度

平成２８年度
活動組織名 肥塚地区活動組織

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向

上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 0 ha 0 ha 80,700 m 72,100 m 1 箇所 16,000 m

【活動組織の構成員】

47 人

13 人

227.62

農業者　　： 　主な構成
　団体名

中条川南自治会、小曽根自治会、中条川北自治会、大塚自治
会、今井自治会、老人会、第一松葉会、第二松葉会、長寿会、大
里用水土地改良区非農業者 ：

　今後も用排水路の浚渫作業と草刈り、春・秋の地域清掃活動等を続けるとともに、イワダ
レソウの植栽範囲を広げます。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
ため池 農道

交付金額（基本） 6,828,600 3,414,300 10,015,280

　当地区は、県道熊谷・館林線の家並の周辺に広大な水田が広がる水田地帯であり、農
村基盤総合整備パイロット事業により、農地整備された地域と未整備の地域が広がってい
ます。
　このような状況の中、自治会・長寿会・婦人会・青年会・ＰＴＡ等を中心に積極的な取り組
みを行っています。
　水路の堀さらいや草刈り等の基礎的な活動の他、地域の清掃活動等を行い、地域の
人々に事業の成果や趣旨を知っていただきました。
　特に、水路法面へのイワダレソウの植栽は、除草作業の軽減や法面保護だけでなく、良
好な景観づくりや交差点の見通しが良くなることで交通の安全にも寄与しています。

（水路法面のカバープランツ） （水路の浚渫） （地域の清掃活動）

ふりがな くまがやしおぞね、かみちゅうじょう、いまい、おおつかちない
現活動期間 ２９～令和３

所在地 熊谷市小曽根、上中条、今井、大塚地内

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

令和元年度作成

ふりがな くまがやしちゅうじょうちいきのうち・みず・かんきょうほぜんかんりきょうてい 活動開始
年度

平成１９年度
活動組織名 熊谷市中条地域農地・水・環境保全管理協定

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について



大里農林振興センター管内

農地維持 円
資源向上
（共同）

円
資源向上
(長寿命化)

円

【認定の対象となる資源の状況】

ha 33.2 ha ha 3,900 m m m 箇所 16,300 m

【活動組織の構成員】

46 人

131 人

令和３年度作成

ふりがな のはらちくかんきょうほぜんかつどうそしき 活動開始
年度

平成２８年度
活動組織名 野原地区環境保全活動組織

　当地区は旧江南町の南東部に位置し、一級河川和田川の北側に広がる水田による米作
りと水田北部の畑地帯での栗等の生産が主な産業である。

　近年、農業者の高齢化に伴い、農事組合法人「小原営農」に農地を賃貸している農家が
ほとんどの中、農村環境の保全を目的として、主に堀さらいや農道の法面の草刈りを行っ
ている。

ふりがな くまがやしのはらちない
現活動期間 令和３～７

所在地 熊谷市野原地内

交付金額（基本） 961,000 596,400 ―

※交付金額は、交付単価に基づいた金額を記入しています。

　(　　　　草刈り　　　　　) （　　　　泥上げ　　　　　） （　　活動開始前　　）

　堀さらいや草刈り等の農地維持活動を引き続き実施するとともに、今後は自治会等に更
なる参加を呼びかけ、地域全体で農村環境の保全に取り組みたいと考えています。

田 畑 草地
用水路

（開水路）
用水路

（ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）
排水路 ため池 農道

9.9

農業者　　： 　主な構成
　団体名

和田川用水維持管理組合、農事組合法人「小原営農」、野原自治
会

非農業者 ：

主な活動 又は 特色ある活動

今後の取組について
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