
・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ ■ ■

・組織の構成員数　約 人

構成員 19活動組織（農家、集落営農組合、自治会、水利組合、松川村消防団、子ども育成会)高瀬川右岸土地改良区など

1318 取組開始年度 平成２８年～ 平成２８年～ 平成２８年～

組織形態

松川村すずむしの里保全組織委員会（松川村）

　　　　　　 まつかわむらすずむしのさとほぜんそしきいいんかい

926 資源向上(共同）
資源向上

(長寿命化）
農地維持

・松川村すずむしの里保全組織委員会は、村内19の活動組織と構成団体
に高瀬川右岸土地改良区を加え、平成28年度に広域組織として発足致し
ました。

28年度の目標は、広域事務局による長寿命化事業の一元化により、各
組織の事務負担の軽減、及び事業の効率化を推進していきます。

また、29年度以降から農地維持、共同活動（長寿命化を除く）に関しても、
各組織の負担を軽減出来るよう調整に取り組んでいきます。

事務負担減らし充実の保全管理

広域組織認定対象区域 現地調査の様子

・長寿命化事業に関して、28年度は広域組織の
事務局で20の工事発注業務を行い、各活動組織
の契約等の事務作業の負担軽減が図られました。

・広域化しても活動組織の枠は残してあるが、水
路によっては組織を跨いだものもあるため、広域
化することにより枠を超えての計画を立てられるよ
うになりました。



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

組織形態

細野地区環境保全の会（松川村）
                                    ほそのちくかんきょうほぜんのかい

174.4 中山間直接支払 向上活動共同活動

構成員 　細野集落営農組合、25自治組合、子供育成会、松川村消防団第一分団、高瀬川右岸土地改良区

310 取組開始年度 平成１９年～ － 平成２３年～

・細野地区は松川村の最南部に位置し安曇野市と隣接していて、北アルプスを
はじめとする四季折々の景観や乳川(ちがわ)の清流など、素晴らしい自然環境
に恵まれています。

・また、農用地の約半分は圃場整備されていて、主に生産される米は、長年の

努力もあって、食味で認められる松川米としてのﾌﾞﾗﾝﾄﾞも確立しています。
・細野地区環境保全の会は、これまでの取組の成果を生かし、さらに環境の保
全向上を図るため構成員全員で活動に取り組んで行きます。

藪の刈り払い 赤土を敷く 歩道脇のﾁｭｰﾘｯﾌﾟ畑

道路補修作業 河川清掃 育成会の清掃活動

点検作業 補修作業 現在の状態平成24年度、新たな取組として
水路の補修工事を、地区内の左
官職の指導を受けて試験的に
行った。
水路 BF 600   L=180m 
工期 ５日間 (5人/d)
工費 1,800円/m
来年まで補修箇所に異常が起こ
らなければ、継続して工事を行っ
ていきたい。

約3年を掛けて、乳川(ちがわ)
の堤防に遊歩道 1.5kmを完成
させた。
ここから見る北アルプスなどの
景観は素晴らしく、地域の人
たちの健康づくりに利用されて
いると共に、今では県内外か
ら訪れる人も多い。

構成組織は下記の様な取組
も行っている

・自治組合ごと、春秋年2回の
道路補修作業
・自治組合ごと、春の河川清
掃作業
・子供育成会の清掃活動

農地や水路を守り、細野地区の環境を向上させる



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人 平成２３年～

構成員 　鼠穴区、パイロット水利組合、開田水利組合、中房川水利組合、芦間川水利組合、鼠穴育成会、鼠穴農家組合

78 取組開始年度 平成１９年～ －

                                    ねずみあなのうちほぜんくみあい

鼠穴農地保全組合（松川村）

44,57 組織形態 共同活動 中山間直接支払 向上活動

・鼠穴地区は松川村の南西部に位置し安曇野市と隣接していて、北アルプスを
はじめとする四季折々の景観や中房川,芦間川を水源とし、年間を通じ、水便、
自然環境に恵まれています。

・また農用地の大方は、圃場整備されていて、主に生産される米は、水の豊富

な立地条件に恵まれ、良食味米として販売されています。
・鼠穴農地保全組合は、これまでの取組の成果を生かし、さらに環境の保全向
上を図るため構成員全員で活動に取り組んで行きます。

◎史跡・鼠石[不寝見石] ◎史跡（鼠石）の管理 ◎水路の整備活動

◎水路補修 ◎ホタル生殖河川

◎中房川水源 ◎子供とのコミュニケション ◎歩道脇のヒマワリ平成24年度は、道路景観
美化及び子供とのコミュニ
ケションを図るため、ヒマ
ワリ、コスモス、ケイトウを
歩道の脇に植え付けた。
平成25年度は、老人クラブ
より引き継いだ史跡（鼠
石）の管理、整備を図って
いく。

平成24年度は、50年以
上経過した水路（含む
排水路）、土側溝の整
備、嵩上げを行った。
25年度も引き続き整備
を行っていきたい。

構成組織は下記の取組も行っ
て行きたい。

・中房川河川清掃により,ホタ
ルの繁殖を図っていきたい。

農地や水路を守り、鼠穴地区の環境を向上させる



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ □

・組織の構成員数　約 人

水路清掃 道路補修 水路の草刈

道路清掃 そば蒔き 三九郎

施設への植栽 プランターの設置 地元食材の試食

構成員 　農家、６自治会、南神戸水利組合、地区育成会、農家組合、集落営農組合など

78 取組開始年度 平成１９年～ － 平成２３年～

組織形態

南神戸地域農地・水・環境を守る会（松川村）

　　　　　　　みなみごうどちいきのうち・みず・かんきょうをまもるかい

36.8 中山間直接支払 向上活動共同活動

松川村最南端中央に位置し、北アルプス麓からなる2つの扇状地に囲まれ、戦後に開
拓された水田経営主体の地域です。北アルプスからの清流水は生産される米の食味を
より一層際だたせ松川米としてのブランドが確立されています。水田は圃場整備はなさ
れていないものの、整然とした区画での生産体制が確立しています。農業用水路及び農
道等は、長年にわたる地域住民の努力により維持管理が行われてきましたが、さらに南
神戸地域農地・水・環境を守る会構成員全員の協力を得る中で農道・水路の保全管理
や、地域の環境保全に努めると共に、混住化する地域住民のコミュニケーションの向上
に努めていきます。

水路等の維持管理と環境保全並びに地域住民の触れ合い向

共同活動

基礎活動
・地域内の水路清掃
・道路の補修（春・秋）
・水路際の草刈作業を、住
民の協力で行う。

共同活動

農村環境保全活動
・地域育成会と共に道路清
掃、休耕田にそばの種蒔
き、三九郎を行う。

共同活動

農村環境保全活動
・地域住民と育成会の子
供会が、協力して主要道
路へ花のプランターを設
置を行う。

・地元で作付けした、そば
の試食会を構成員全員
の参加で行う。



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

組織形態

神戸の里農地保全組合（松川村）

                               ごうどのさとのうちほぜんくみあい

53.9 中山間直接支払 向上活動共同活動

構成員 　神戸区会・農家組合・集落営農組合・3組織の水利委員会・右岸土地改良区・子供育成会・消防団第二分団

90 取組開始年度 平成１９年～ － 平成２３年～

松川村神戸原扇状地の先端に位置する集落で、水田を中心とする地区です

が、近年は宅地開発もあり非農家との混在化も進みつつあります。

まとまりのある集落ではありますが高齢化や若者に農業委託、離農化が進み、

農道、農業用水、美しい田園風景を維持していくことに心配な面があります。こ

うした中、水・環境保全事業は地域の子供から高齢者まで、個々の力で活動に

参加し、大切な美しいふる里を次の世代に残す「保全活動で地域と人作り」に効

果を上げていけるよう取り組んでいます。

平成25年度は新たな取り組み、毎年雨水で
荒れる農道をコンクリート舗装で改修、構成
員の参加協力と地元業者の指導を仰ぎ工事
を行った。

コンクリート舗装 巾2m   全長 41m
工期 8日間 延参加者 35名
工費 73万円

毎年の維持管理費低減、宅地内への雨水
流入防止、農業の大型機械の通行が安全と
なった。次年度も継続して実施予定。

平成23年度の発足時より主要村道脇
の法面に景観形成で芝生の育成と花の
植栽を行った。

ここはちひろ美術館・すずむし荘と安曇
野の連絡道路で芝の緑と水仙の黄色が
北アルプスの雪景色に彩りを添えている。
この活動は地域の非農家・子供・高齢者
の参加活動で地域の輪を作り上げる役
割を果たしている。今後も継続拡大して
いく。

構成組織の取組活動状況

・神戸区会 ： 春秋年二回の道路補修と清掃

・水利委員会 ： 春秋二回の水路清掃と草刈管理

・営農組合 ： 不耕作地の除草と荒廃防止管理

・子供育成会 ： 花壇植栽と花の育成活動

・土地改良区 ： 地区内水路管理と活動の支援

各組織が美しいふる里を作り、次の世代へ残そうと

水・環境保全活動を支えている。今後も構成員が幅

広く参加する活動に取組んでいく。

美しいふる里を次の世代に !

点検・計画作業 舗装改修作業 完成状況

水路清掃作業道路清掃作業 花壇の花植作業

春四月の水仙水仙の球根植



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ □

・組織の構成員数　約 人

組織形態

ひこばえの里 農地保全組合（松川村）
                                 ひこばえのさと のうちほぜんくみあい

35.5 中山間直接支払 向上活動共同活動

構成員 　自治組合、子供育成会、松川村消防団第4分団、高瀬川右岸土地改良区、みどりネット､管内耕作者

84 取組開始年度 平成１９年～ － －

・板取地区は松川村の中央部に位置し､北アルプスをはじめとする四季折々の
景観や自然豊かな田園風景､屋敷林を含めた、素晴らしい自然環境に恵まれて
います。
・現在の主な活動として、中央部を南北に流れる前川沿い約500メートルに渡る
沿道に「アジサイ街道」を整備したり、子供達との共同で「ホタルの育成」に取り
組んでいます｡今後もさらに環境の保全向上を図るため構成員全員で活動に取
り組んで行きます。

アジサイ街道･整備 景観重点路線･沿道の花植え

中央花壇整備･子供達との共同作業 管内点検活動･役員

ホタル育成･先進地視察[池田町] 子供達による･･幼虫放流･･平成22年度から、新たな取組とし
てホタルの舞う､ふるさと造りを目
標に子供達と先進地の研修を行
い、餌となるカワニナの育成から､
ホタルの幼虫飼育を行い、ホタル
水路に放流するまでを行った｡
25年度には､「源氏ホタル」が20
匹以上が舞い､今後も自然を取り
巻く､生態系の保持に対する活動
を続けていきたい。

平成24年度から前川沿いの
散策路の沿道に「アジサイ」を
植え､又景観重点路線に「チュ
ウリップ･水仙」等を植栽し､管
内地域の景観保持に努めた｡

構成組織は下記の様な取組も
行っている。

・こども育成会との「中央花壇
の植栽･管理」

・役員による､定期的な巡回｡

田園風景と蛍舞う ふるさと･･日本の原風景を夢見て･･



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

構成員 　板取西部営農組合、農家、板取区、育成会、消防団第四分団、高瀬川右岸土地改良区、村支援センター

57 取組開始年度 平成１９年～ － 平成２３年～

組織形態

乳川の里（松川村）

                                            ちがわのさと

36.9 中山間直接支払 向上活動共同活動

乳川の里は村の中西部に位置し、ちひろ美術館の東を流れる清流乳川の対岸

に広がる、安曇野の田園風景の自然環境に恵まれた水田農業地域です。
農用地の全体が圃場整備が終わり、生産活動が整う中で本事業の共同活動と

ともに営農活動にも取組み、土づくりを基本に大半を特別栽培米「松川村鈴ひか
りのブランド米」として出荷しています。

育成会の皆さんと水源地視察、都市との交流で植栽等の景観形成事業、アレチ
ウリの駆除、水路の補修・ゲートの保守等構成員全員で取組んでいます。

写真左 自分たちの
川の源流を区の育成
会と水源地視察 きれ
いでビックリ
写真左 水路ゲートの
保守

写真左 堆肥に
よる土づくり実施
写真右 北アルプ
ス山麓ブランド認

定米農場

写真左 生きもの
調査

写真右 美術大
学生と花の植栽

地域資源を守り環境にやさしい農業の持続を



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

構成員 　川西区自治会、青少年育成会、集落営農組合、高瀬川右岸土地改良区など

150 取組開始年度 平成１９年～ － 平成２３年～

組織形態

川西環境保全組合　（松川村）

　　　　　　　　　　　　　　かわにしかんきょうほぜんくみあい

101.2 中山間直接支払 向上活動共同活動

区民の協力による住み良い環境づくりを行っています。

・ ここ川西地区は、松川村の北西に位置し、西に山林、東を乳川に挟まれた自

然豊な地区で、平成１２年には、長野県と川西区景観形成住民協定を結び環境

との調和に配慮した魅力あふれる地域づくりを推進してきました。

・ 青少年育成活動もさかんで、子供会とＰＴＡが中心となり４０年以上続く清掃

活動が今もなお続いています。

・ 今後も本事業を通じて田園環境・生活環境の更なる向上を図り、魅力あふれ

る地域づくりを推進して行きます。

春と秋の二回の区民による

道普請と、春の村内一斉河

川清掃の時に、水路、農道

の機能診断をおこなう。

集落営農の農業者により、水路の入れ替え工

事と水門の整備を行った。

乳川の堤防の草刈りを病害虫駆除を兼ね年二回行

い、河川清掃に水路にはみ出した草を削り取る。

青少年育成会の協力によ

り、子供たちが夏休みに地

区内のごみ拾い、春には

沿道への花の苗の植栽を

毎年行っています。沿道

の花も夏から秋に掛け、き

れいに咲き揃います。



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

構成員 　自治組合、中部集落営農組合、高瀬川右岸土地改良区、こども会育成会、花が咲いている村づくりの会　など

100 取組開始年度 平成１９年～ － 平成２３年～

組織形態

かぶろの里農地保全組合（松川村）

                              かぶろのさとのうちほぜんくみあい

50.3 中山間直接支払 向上活動共同活動

松川村の中心に位置し、安曇野の原風景といわれる、豊かな田園風景と屋敷

林に囲まれた集落です。

地域内に存在する県道沿線へ、カバープランツを利用した花の植栽活動に力

を入れており、景観形成に努めています。

農家・非農家を問わず、積極的な活動への参加を促進し、地域の絆を深めつ

つ、より良い農村環境を後世に残していけるよう取り組んでいきます。

安曇野の原風景と「かぶろの里」を守る

子供会育成会との 県道沿いへの花の植栽

花プランター設置

水路沿いの草刈り 道路沿い草刈り

道路の点検作業 水路の清掃（泥上げ）【共同活動】

・道路の点検作業

・道路の補修作業

・水路の点検作業

・水路の清掃

・路肩の草刈り作業

・水路際の草刈り作業

・農用地の草刈り作業

・花の植栽、清掃活動

県道矢地赤芝線の道路脇を
利用して花の植栽活動を実
施している。近年はカバープ
ランツを兼ねた取り組みとし
て、防草シートを活用や、芝
桜などの植栽を行っている。
子供会育成会と連携した花
プランターの設置を実施。

道路及び水路沿い、農用地
の草刈り作業を年２回実施。
集落の協力によって例年作
業を行っている。
草刈り作業を行うことによっ
て、地域の景観形成と農用
地の維持管理に努めている。



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

構成員 　東部集落営農組合、自治組合、ＪＡ農家組合、子供育成会、松川村消防団第三分団、高瀬川右岸土地改良区他

84 取組開始年度 平成２０年～ － 平成２３年～

組織形態

東部環境保全組合  （松川村）
                                  とうぶかんきょうほぜんくみあい

106.3 中山間直接支払 向上活動共同活動

・東部地区は、松川村の東部に位置し、大町市と隣接していて、北アルプスをはじめと
した四季がはっきりしている景観や高瀬川・乳川の清流などの素晴らしい自然環境に
恵まれています。
・圃場整備されている農用地の主生産は水稲で、食味検定でも認められる松川米（鈴
ひかり）としてブランド確立しています。減反田は、果樹（新Ｙ化・リンゴ三兄弟）・そ菜
（長ネギ、加工トマト）・田鯉（北アルプスブランド）などの生産基盤環境整備。
・東部環境保全組合は、これまでの取組成果を生かし、さらに環境（水質・土壌）保全
向上を図るため活動を強化して行きます。

東部環境保全組合
の本部を中心に各
部を設け活動展開

構成組織全体活動

「瑞穂の里めざして」東部地区の環境を向上させる

植栽部

環境保全部

水路保全部（共同から向上へ展開中）

農道保全部

１.各役員会

2.各種点検活動

3.研修会・講演会

4.共同作業

5.環境美化

水門のペンキ塗り 水路目詰め 嵩上げ工事 水路補修工事

花壇づくり 菊の定植 菊の除草作業 プランター植栽

農道の修復 路肩の補修 農道路肩の復帰 農道周辺の草刈

子供育成会の田んぼ
の学校

ニセアカシア駆除 ビオトープ作業 日蔭林の伐採・枝打

◎地区ごと、春秋年2回の
道路補修作業

◎地区ごと、春の河川清
掃作業

◎子供育成会の清掃活
動(ゴミ・空き缶拾い)

◎地区ごとの一斉草刈



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ □ ■ ■

・組織の構成員数　約 人

網の補修作業 　　　　　通電作業 　　　草刈、除草作業

　　

　電気柵を山沿いに設置
　しイノシシ、サルなどの
　被害防止を図る。

　　　農道改良 　　　捕獲檻設置

　　　　　　　　　　　　
　　　

　　　　　　　　　　　 　　　水路嵩上げ

 農家、松川村農業生産組合、松川村営農支援センター

37 取組開始年度 平成１２年～ 平成２３年～

農道補修、捕獲檻の設置、水
路の改良・嵩上げなど継続して
行い、環境の保全、施設の長
寿命化を図っていきたい。

　　　水路の改良U字フリューム再布設　

組織形態

川西中部集落協定(松川村)

                                 かわにしちゅうぶしゅうらくきょうてい

16.5 中山間直接支払 向上活動共同活動

構成員

・川西中部集落は松川村の西部に位置し大町市に隣接していて、四季
折々の景観や乳川、芦間川の清流など、素晴らしい自然環境に恵まれて
いる。
・当地区は、平成１２年度から導入された「中山間地域等直接支払事業」
により農道、水路の改修をするなど農地の保全に努めてきている。
・今までの取り組みを継続すると共に、高齢化により耕作放棄されそうな
農用地を農作業の受委託などにより保全して行く。

農地を守り、水路・農道補修などにより施設の長寿命化を図る



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ □ ■ ■

・組織の構成員数　約 人

構成員  農家、青崎開田組合、川西開田組合、李沢水利組合

35 取組開始年度 平成２２年～ 平成２３年～

組織形態

川西南部集落協定（松川村）

                               かわにしなんぶしゅうらくきょうてい

14.9 中山間直接支払 向上活動共同活動

組織 概要組織の概要
・中山間地川西南部集落は松川村西部に位置する川西地区南部中山間
地の耕作者および各水利組合により構成している。
・地域は稲作、果樹（りんご）栽培を中心とした耕作地で傾斜地であるため
水利の確保や畔草刈り等耕作地管理には大変苦労を要する地域である。
・また耕作地が山林に隣接しているため鳥獣被害にも悩まされている。

農地・農業用水等の資源確保と農村環境の保全を図る

水路の点検、清掃作業

・各組合毎に４月の耕作開始前に
水路点検、清掃を実施している。

有害鳥獣侵入防止柵の新設・管理

・平成２３～２４年度に村の協力により耕作
地と山林の境に有害鳥獣侵入防止柵約６０
０ｍを新設した。またその管理を定期的に実
施している。
柵 効果は絶大 猿や小動物による農作・柵の効果は絶大で猿や小動物による農作

物被害は激減した。

向上活動による水路補修工事の実施

・平成２３年度より向上活動による老朽化した
水路の補修工事を実施し水路設備の維持管
理に努めている。



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ □ ■ ■

・組織の構成員数　約 人

                                     にしはらほくぶしゅうらくきょうてい

西原北部集落協定（松川村）

28.1 組織形態 共同活動 中山間直接支払 向上活動

60 取組開始年度 平成１３年～ 平成２３年～

構成員 中山間地西原北部集落、芦間川北部水利組合、西原第1ポンプ組合、西原第2ポンプ組合、西原南林ポンプ組合

・西原北部集落は、全国的に有名な神戸原扇状地裾野の北寄りに位置し、終戦後か

ら昭和３０年代の食糧増産計画による緊急開拓事業や開田事業、更に昭和４０年代

の第1次農業構造改善事業によって山林原野から農地へと転換された集落である。

・また、開田後４０数年経過した、用水路や排水路の整備、未舗装道路による生産物

の荷傷みなど課題も多い。

・西原北部集落では、構成員による水路清掃や、道路の補修、草刈作業等により環

境保全の活動に取り組んでいく。

山際の水路清掃 ポンプ揚水の水路清掃 山中水路の草刈作業

山際に電気柵設置 電気柵用ソーラパネル 道路横断電気柵設置

集水桝新設工事 集水桝ゲート補修工事 道路舗装平成23,24年度事業として、未舗装農道

舗装工事、集水桝新設工事、集水桝

ゲート補修工事などを行った。

道路舗装・・・80m(23年）、84m（24年）

集水桝新設工事・・・１ヶ所(23年）

集水桝ゲート補修工事・・・１ヶ所(23年）

Ｕ字溝購入・・・21本（24年）

今後も道路舗装や水路の補修工事を継

続して行う予定です。

毎年定期の水路清掃や草刈

り作業により、農地の環境保

全に取り組んでいる。

水路清掃・・・４月

草刈作業・・・７月

構成組織は下記の様な取組も

行っている

近年山際にてサル・イノシシ等によ

る農作物被害が増加していること

から、平成２３年度鳥獣害防止総

合対策交付金を活用して、侵入防

止柵を設置致しました。

電気柵・・・山際に約１０００m設置

西原北部地域に存する水路・農道等の施設の長寿命化を図る
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