
・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ ■■■■

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

組織形態組織形態組織形態組織形態

下之郷水土里まもり隊　（上田市）下之郷水土里まもり隊　（上田市）下之郷水土里まもり隊　（上田市）下之郷水土里まもり隊　（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　 しものごうみどりまもりたい　　　　　　　　　　　　　　 しものごうみどりまもりたい　　　　　　　　　　　　　　 しものごうみどりまもりたい　　　　　　　　　　　　　　 しものごうみどりまもりたい

92.4892.4892.4892.48 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

構成員構成員構成員構成員
　農業者、下之郷自治会、子供育成会、マダラヤンマ保護の会、ＪＡ信州うえだ塩田支所、新池耕地整理組合　農業者、下之郷自治会、子供育成会、マダラヤンマ保護の会、ＪＡ信州うえだ塩田支所、新池耕地整理組合　農業者、下之郷自治会、子供育成会、マダラヤンマ保護の会、ＪＡ信州うえだ塩田支所、新池耕地整理組合　農業者、下之郷自治会、子供育成会、マダラヤンマ保護の会、ＪＡ信州うえだ塩田支所、新池耕地整理組合
　下之郷耕地整理組合、笹塚耕地整理組合、源方沖耕作者組合、生島足島神社総代会　下之郷耕地整理組合、笹塚耕地整理組合、源方沖耕作者組合、生島足島神社総代会　下之郷耕地整理組合、笹塚耕地整理組合、源方沖耕作者組合、生島足島神社総代会　下之郷耕地整理組合、笹塚耕地整理組合、源方沖耕作者組合、生島足島神社総代会

120120120120 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成１９年～平成１９年～平成１９年～平成１９年～ －－－－ 平成２４年～平成２４年～平成２４年～平成２４年～

○組織の概要

塩田地区の東方に位置し、日本の中央とされる生島足島神社を中心に、南に新池（91,000㎥）、東

に浅間池（65,000㎥）をはじめ多数のため池を擁している「のどかな田園風景」の広がる地域です。

共同活動では、ため池、水路の保全管理を中心に、地域住民との交流活動も活発に行っています。

隣接する富士山（奈良尾）「砂原池」から下之郷「瓢箪池」までの ‛ 東山ため池群 ‚ の池沼には、「ト

ンボの宝石」と称される上田市指定のマダラヤンマが生息し、下之郷水土里まもり隊も保護・監視活

動に参加しています。

みんなで下之郷地区の農村環境をまもりたいみんなで下之郷地区の農村環境をまもりたいみんなで下之郷地区の農村環境をまもりたいみんなで下之郷地区の農村環境をまもりたい！！！！

共同活動が始まってから、地
域住民参加による、大鳥居周
辺の農道の草刈り、清掃活動
がスタートしました。

定期的に機関紙を発行して、
地域の皆様に活動報告をして
います。

浅間池の法面を利用し、「花
桃」を植栽しました。

子供育成会では、毎年、地元
の方の指導により「しめ縄教
室」を開催して、地域の交流活
動の場になっています。

【マダラヤンマ保護の会

【マダラヤンマ保護の会【マダラヤンマ保護の会

【マダラヤンマ保護の会】

】】

】【源方沖耕作者組合

【源方沖耕作者組合【源方沖耕作者組合

【源方沖耕作者組合】

】】

】

【子供育成会

【子供育成会【子供育成会

【子供育成会】

】】

】

【農村環境保全活動

【農村環境保全活動【農村環境保全活動

【農村環境保全活動】

】】

】

毎年の堰払いではやらない

毎年の堰払いではやらない毎年の堰払いではやらない

毎年の堰払いではやらない

排水路の泥上げは、機械力も

排水路の泥上げは、機械力も排水路の泥上げは、機械力も

排水路の泥上げは、機械力も

使えず、大変苦労しました。

使えず、大変苦労しました。使えず、大変苦労しました。

使えず、大変苦労しました。

【農村環境保全活動

【農村環境保全活動【農村環境保全活動

【農村環境保全活動】

】】

】

８月下旬から１０月中旬まで、毎日
当番制でマダラヤンマの保護・監視
活動を実施しています。



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ ■■■■

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

箱畳池（丸子八景の一つ）箱畳池（丸子八景の一つ）箱畳池（丸子八景の一つ）箱畳池（丸子八景の一つ） 裏原池から浅間山方面を望む裏原池から浅間山方面を望む裏原池から浅間山方面を望む裏原池から浅間山方面を望む 赤そばの花（10月上旬）赤そばの花（10月上旬）赤そばの花（10月上旬）赤そばの花（10月上旬）

　花の植栽（花と緑の会）　花の植栽（花と緑の会）　花の植栽（花と緑の会）　花の植栽（花と緑の会） 　　　花の植栽（花と緑の会の小学生と保護者）　　　花の植栽（花と緑の会の小学生と保護者）　　　花の植栽（花と緑の会の小学生と保護者）　　　花の植栽（花と緑の会の小学生と保護者）

　水田の「はぜ掛け」風景（９月下旬)　水田の「はぜ掛け」風景（９月下旬)　水田の「はぜ掛け」風景（９月下旬)　水田の「はぜ掛け」風景（９月下旬)

堰の草刈り堰の草刈り堰の草刈り堰の草刈り 箱畳池の草刈り箱畳池の草刈り箱畳池の草刈り箱畳池の草刈り

組織形態組織形態組織形態組織形態

藤原田水土里会　（上田市）藤原田水土里会　（上田市）藤原田水土里会　（上田市）藤原田水土里会　（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　ふじわらだみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　ふじわらだみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　ふじわらだみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　ふじわらだみどりかい

32.9732.9732.9732.97 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

毎年相当毎年相当毎年相当毎年相当
数の倒木数の倒木数の倒木数の倒木
が発生、が発生、が発生、が発生、
70本ほど70本ほど70本ほど70本ほど
倒れた年倒れた年倒れた年倒れた年
もありまもありまもありまもありま
した。した。した。した。

構成員構成員構成員構成員 　農業者、藤原田自治会、藤原田水利組合、藤原田花と緑の会　農業者、藤原田自治会、藤原田水利組合、藤原田花と緑の会　農業者、藤原田自治会、藤原田水利組合、藤原田花と緑の会　農業者、藤原田自治会、藤原田水利組合、藤原田花と緑の会

平成２４年～平成２４年～平成２４年～平成２４年～110110110110 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成１９年～平成１９年～平成１９年～平成１９年～ －－－－

○組織の概要
台地にある当地域は、蓼科山からの灌漑用水により米作りを行っています。この用水の総延長は４０ｋｍにもおよび、

水の確保や維持管理には大変な苦労が伴います。このため当地域において、水は非常に大切なものであり、個人の

自由にはなりません。すべて自治会（水利組合）の共同管理下におかれ、公平で合理的な運用がなされています。

堰及びため池の管理は特に重要で、自治会員による毎年３月の堰浚い、農業者による６月と８月の草刈り、役員に

よる定期的な見回りと補修など、地域一体となって保全活動に取り組んでいます。また、遊休農地に「赤そば」を蒔く、

水路沿いに花の植栽を行うなど、地域の環境保全活動にも積極的に取り組んでいます。

組織の役員には、自治会及び水利組合の役員も就いており、年間活動計画も自治会の事業計画と一体的に作成

できるなど活動を行う上での意思決定が非常にスムーズです。農業者だけに限らず、自治会員総参加型の組織と

なっています。

悠久の里 藤原田 この景観！残そう未来の子どもらに

○広報誌○広報誌○広報誌○広報誌

【藤原田水土里会通信（年1回）】
平成19年から平成23年まで発行

【藤原田水土里会だより（年1回）】
平成24年から発行



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ ■■■■

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

　春　水路の泥上げ 　　　ため池土手の草刈り省力化と美化 （芝桜の植栽）

　　機能診断 ため池　土手の草刈り 　用水路　破損箇所の補修

富士山水土里会だより 協定対象区域図

　　　（ №８ ）

組織形態組織形態組織形態組織形態

平成１９年～平成１９年～平成１９年～平成１９年～ －－－－

富士山水土里会　（上田市）富士山水土里会　（上田市）富士山水土里会　（上田市）富士山水土里会　（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　 ふじやまみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　 ふじやまみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　 ふじやまみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　 ふじやまみどりかい

76.1076.1076.1076.10 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

構成員構成員構成員構成員
　農業者、信州うえだファーム、奈良尾･中組･下組自治会、上田市塩田平土地改良区　農業者、信州うえだファーム、奈良尾･中組･下組自治会、上田市塩田平土地改良区　農業者、信州うえだファーム、奈良尾･中組･下組自治会、上田市塩田平土地改良区　農業者、信州うえだファーム、奈良尾･中組･下組自治会、上田市塩田平土地改良区
　富士山営農活性化推進組合、富士山財産管理組合、依田川導水管理委員会、北線水路管理委員会　富士山営農活性化推進組合、富士山財産管理組合、依田川導水管理委員会、北線水路管理委員会　富士山営農活性化推進組合、富士山財産管理組合、依田川導水管理委員会、北線水路管理委員会　富士山営農活性化推進組合、富士山財産管理組合、依田川導水管理委員会、北線水路管理委員会
　東塩田小学校ＰＴＡ、奈良尾チェアアップ会、東山観光農園、夕市の会　東塩田小学校ＰＴＡ、奈良尾チェアアップ会、東山観光農園、夕市の会　東塩田小学校ＰＴＡ、奈良尾チェアアップ会、東山観光農園、夕市の会　東塩田小学校ＰＴＡ、奈良尾チェアアップ会、東山観光農園、夕市の会

平成２３年～平成２３年～平成２３年～平成２３年～500500500500 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度

みんなで守ろう 郷土の農業を

○組織の概要

上田市塩田平の東南に位置し、稲作、果樹、花卉栽培の盛んな地域です。

年間降水量1000㎜以下の寡雨地帯であることから、古くから潅漑用ため池、用水路の整

備が進められてきましたが、これら施設の老朽化が最大の課題であり、延命措置が強く求

められています。

第１期に引き続き、第２期も当会の活動の重点課題として、より一層の活動の充実が期

待されていますが、営農者の高齢化が最大の悩みとなっています。



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ □□□□

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

地域の皆さんとの交流地域の皆さんとの交流地域の皆さんとの交流地域の皆さんとの交流
毎年国分保育園の園児の皆さんと一緒にあいがもの放鳥を

行っています。７年間続いています。

初めてあいがもに触れ大歓声です。この光景は毎年同じです。

休耕田を活用してひまわりを栽培してきました。

地域のおじいさん、おばあさん、国分保育園の園児の皆さんに

自由に摘み取って頂き、家に持ち帰って飾っていただきます。

⇒ あいがもの放鳥、ひまわり交流会

環境保全看板を製作 　⇒

　　　　ほ場整備事業が完了してから四十数年が過ぎ、活動地域の

　　　中には、補修が必要な施設が多数存在します。

　　　　上沖水土里会役員と上沖管理委員会が共同して、施設の機

　　　能診断を徹底して行い、施設の保全に努めます。

施設の機能診断、補修作業（写真上下）　 ⇒

組織形態組織形態組織形態組織形態

上沖水土里会　（上田市）上沖水土里会　（上田市）上沖水土里会　（上田市）上沖水土里会　（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　うわおきみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　うわおきみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　うわおきみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　うわおきみどりかい

33.1433.1433.1433.14 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

構成員構成員構成員構成員 　農業者、国分自治会、黒坪自治会、上沖管理委員会、上沖援農隊　農業者、国分自治会、黒坪自治会、上沖管理委員会、上沖援農隊　農業者、国分自治会、黒坪自治会、上沖管理委員会、上沖援農隊　農業者、国分自治会、黒坪自治会、上沖管理委員会、上沖援農隊

100100100100 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成１９年～平成１９年～平成１９年～平成１９年～ －－－－ －－－－

お い し い お 米 の 里 作 り

○組織の概要
上沖水土里会の活動エリアは、上田市国分、信濃国分寺北側５００ｍの高台、一面平坦な水田耕作地帯です。こ

の一帯は、超強度の粘土土壌で、昔からおいしいお米の生産地として有名でした。

昭和４１年に県営ほ場整備事業の第１号として整備されてから四十数年にわたり、地域においしい米を生産、供給

してきました。最近は、地域内に上田市立第一中学校の建設やＪＡ信州うえだの産地直売センター、大手家電量販

店等の出店が相次いでいます。また、上田バイパスの第二期計画道路の用地買収も進み、昭和４１年当時と比べる

と耕作面積は減少しましたが、隣接する地域の皆さんと協力しながら活動を進めています。共同活動が始まってか

ら、あいがも農法、ＥＭ菌の無農薬農法などの耕作面積も増えています。

今後も広報活動に力を入れ、地域の皆さんとの交流活動を盛んに進めていきます。



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ ■■■■

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

　中野・水・みどりの活動範囲には、ため池が１か所あります。この

ため池は、農業用水として使われていますが、自治会の防災ため

池としても位置づけられています。そこで、７月下旬の日曜日午前

６時から自治会全員で草刈りを行っています。参加者が４００人く

らいになるので、危険な草刈機は使わず、鎌による手刈りで実施

しています。

　このような活動を通して、中野のため池は、農業者だけでなく自

治会全員の物であり、今後も管理していかなければならないとい

う意識が芽生えています。

７月下旬　ため池の草刈り

　景観形成のための施設への植栽活動と農用地を活用した景観

形成活動を行っています。

　農用地へティフ・ブレアを植栽し、景観と草刈りの省力化に役立

てています。

　また、遊休農地を活用し、菜の花の植栽をしています。毎年５月

の連休には見頃を迎え、農業者だけでなく地域住民にも黄色の

菜の花を楽しんでもらっています。

2,000㎡の菜の花植栽地

　中野地区は、ほ場整備された水田が少なく、しかも、白地農地が

多く存在しています。

　混住化率が８０％という地域で、非農家の皆さんとの人間関係を

良好に保つためにも、この事業が大きく貢献していると思っていま

す。

構成員構成員構成員構成員 　農業者、中野自治会、中野農家組合　農業者、中野自治会、中野農家組合　農業者、中野自治会、中野農家組合　農業者、中野自治会、中野農家組合

100100100100 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成１９年～平成１９年～平成１９年～平成１９年～ －－－－ 平成２４年～平成２４年～平成２４年～平成２４年～

組織形態組織形態組織形態組織形態

中野・水・みどり　（上田市）中野・水・みどり　（上田市）中野・水・みどり　（上田市）中野・水・みどり　（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　なかの・みず・みどり　　　　　　　　　　　　　　　　なかの・みず・みどり　　　　　　　　　　　　　　　　なかの・みず・みどり　　　　　　　　　　　　　　　　なかの・みず・みどり

19.5119.5119.5119.51 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

○組織の概要

中野自治会は、混住化率８０％という典型的な混住化自治会です。あわせて、土地改良

事業面積は極めて少なく、集落に点在する未整備農地は一筆面積も必然的に少なくなっ

ています。したがって、合理的な営農活動が困難な地域となっています。しかし、農地をは

じめとし、農業用施設が集落内にありますので、その保全に頭を悩ましています。

農家組合は、遊休農地の解消や遊休農地を活用した活動を行っており、農業用施設の

保全にも自治会の皆さんの協力を得て活動しています。

美しい農村の景観をみんなの手で創造しよう

協定対象区域



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ ■■■■

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

構成員構成員構成員構成員
　農業者、平井寺・鈴子・石神・柳沢自治会、上田市塩田平土地改良区　農業者、平井寺・鈴子・石神・柳沢自治会、上田市塩田平土地改良区　農業者、平井寺・鈴子・石神・柳沢自治会、上田市塩田平土地改良区　農業者、平井寺・鈴子・石神・柳沢自治会、上田市塩田平土地改良区
　東塩田地区営農活性化推進組合、鈴子活性化実行委員会　東塩田地区営農活性化推進組合、鈴子活性化実行委員会　東塩田地区営農活性化推進組合、鈴子活性化実行委員会　東塩田地区営農活性化推進組合、鈴子活性化実行委員会

250250250250 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成１９年～平成１９年～平成１９年～平成１９年～ －－－－ 平成２４年～平成２４年～平成２４年～平成２４年～

組織形態組織形態組織形態組織形態

古安曽水土里会 　（上田市）古安曽水土里会 　（上田市）古安曽水土里会 　（上田市）古安曽水土里会 　（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　こあそみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　こあそみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　こあそみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　こあそみどりかい

76.9676.9676.9676.96 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

ふるさとのため池と美田を次世代へ！

平井寺池底樋の泥上げ 三ヶ沖排水路の補修 花壇への植栽

協定対象区域 広報誌

○組織の概要

東塩田地区の４自治会が主な構成団体となり、古安曽水土里会として活動しています。

ほとんどの農地は、三ヶ沖と柳沢沖にあり、来光寺池を中心に平井寺池、清水池、手洗

池も利用しているため、その維持管理も行っています。

高齢化が進み、遊休荒廃農地の発生が危惧されています。また、四十年ほど前に整備

された水路の傷みがひどいため、農地の保全管理や水路の補修等の活動を中心に行っ

ています。



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ □□□□

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

【活動の状況】【活動の状況】【活動の状況】【活動の状況】

【協定対象区域】【協定対象区域】【協定対象区域】【協定対象区域】【荻窪水土里会だより　第２1号】【荻窪水土里会だより　第２1号】【荻窪水土里会だより　第２1号】【荻窪水土里会だより　第２1号】

80808080 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成２０年～平成２０年～平成２０年～平成２０年～

構成員構成員構成員構成員
　農業者、荻窪自治会、上・沓形・柏木・畦田・窪海戸・日影田水利組合、荻窪花の会　農業者、荻窪自治会、上・沓形・柏木・畦田・窪海戸・日影田水利組合、荻窪花の会　農業者、荻窪自治会、上・沓形・柏木・畦田・窪海戸・日影田水利組合、荻窪花の会　農業者、荻窪自治会、上・沓形・柏木・畦田・窪海戸・日影田水利組合、荻窪花の会
　丸子中央小学校ＰＴＡ、丸子中学校ＰＴＡ　丸子中央小学校ＰＴＡ、丸子中学校ＰＴＡ　丸子中央小学校ＰＴＡ、丸子中学校ＰＴＡ　丸子中央小学校ＰＴＡ、丸子中学校ＰＴＡ

－－－－ －－－－

　　　　　　　　　　　　　　　　　おぎくぼみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　おぎくぼみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　おぎくぼみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　おぎくぼみどりかい

荻窪水土里会　（上田市）荻窪水土里会　（上田市）荻窪水土里会　（上田市）荻窪水土里会　（上田市）

29.5529.5529.5529.55 組織形態組織形態組織形態組織形態 共同活動共同活動共同活動共同活動 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動

みんなで創ろう 住みよい荻窪！

○組織の概要

荻窪地域は、清流内村川に沿った谷あいの小集落ですが、昔から地域のまとまりがあり、伝統を重

んじる気風があります。

近年は高齢化が進み、将来を心配する声も聞かれ、この事業による活動で希望ある地域にしようと

「荻窪水土里会」を立ち上げ、多様な活動に取り組んでいます。

用水は、一級河川内村川にある６か所の頭首工から取水し、水利組合毎に管理をしています。ほぼ

全域、ほ場整備が実施されてから２０年以上を経過しているため、老朽化した施設の長寿命化を図り、

また鳥獣害の被害も多く、４ｋｍ近くある防護柵の適切な管理も重要な活動となっています。

上道花壇上道花壇上道花壇上道花壇 内村川の生物観察会内村川の生物観察会内村川の生物観察会内村川の生物観察会 外来種の駆除外来種の駆除外来種の駆除外来種の駆除

水路の目地詰め水路の目地詰め水路の目地詰め水路の目地詰め 沓形花壇の植栽沓形花壇の植栽沓形花壇の植栽沓形花壇の植栽 鳥獣防護柵の補修鳥獣防護柵の補修鳥獣防護柵の補修鳥獣防護柵の補修



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ ■■■■

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

構成員構成員構成員構成員 　農業者、自治会員、吉田堰管理組合、林之郷堰組合、吉田池管理組合、下吉田ほ場管理委員会　農業者、自治会員、吉田堰管理組合、林之郷堰組合、吉田池管理組合、下吉田ほ場管理委員会　農業者、自治会員、吉田堰管理組合、林之郷堰組合、吉田池管理組合、下吉田ほ場管理委員会　農業者、自治会員、吉田堰管理組合、林之郷堰組合、吉田池管理組合、下吉田ほ場管理委員会

700700700700 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成２４年～平成２４年～平成２４年～平成２４年～ －－－－ 平成２４年～平成２４年～平成２４年～平成２４年～

組織形態組織形態組織形態組織形態

豊里環境保全水土里会　（上田市）豊里環境保全水土里会　（上田市）豊里環境保全水土里会　（上田市）豊里環境保全水土里会　（上田市）

　　　　　　　　　　ゆたかなさとかんきょうほぜんみどりかい　　　　　　　　　　ゆたかなさとかんきょうほぜんみどりかい　　　　　　　　　　ゆたかなさとかんきょうほぜんみどりかい　　　　　　　　　　ゆたかなさとかんきょうほぜんみどりかい

128.62128.62128.62128.62 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

豊かな田園風景を守り 恵まれた自然環境を後世に残す

水路の大きな法面の草刈りを行い、きれ

いにしています。

構成員の手により、老朽化した水路の補
修工事をしています。

草刈りを容易にするため、畦畔に小段を

設置しています。

私たちの使っている水が

どこから流れてきている

のか、豊殿小学校の子

供たちに見てもらうため、

神川上流の「菅平ダム」

や「吉田堰」を見学して

勉強会を行いました。

沈砂池に溜まった土砂の放出の見学

沈砂池に溜まった土砂の放出の見学沈砂池に溜まった土砂の放出の見学

沈砂池に溜まった土砂の放出の見学

吉田堰頭首工の見学

吉田堰頭首工の見学吉田堰頭首工の見学

吉田堰頭首工の見学

菅平ダム管理所での勉強会

菅平ダム管理所での勉強会菅平ダム管理所での勉強会

菅平ダム管理所での勉強会

○組織の概要
豊里地区は、上田市の東部に位置し、豊かな田園地帯で、稲作はもとより良質な土壌を生かし、美味しい果物（り

んご、ぶどう）の産地です。

豊里は、古来から水に恵まれない土地のため、養老年間（７１０年頃）に、日本百名山に選ばれている「四阿山」を

源とする神川より水を引いた「吉田堰」が掘削され、その後同じく神川より水を引いた「林之郷堰」、また新田開発の

ため江戸中期に作られた「吉田池」により、現在のような豊かな農地が作られました。

昭和になり、ほ場整備により水路やほ場が整備されましたが、整備後二十数年経ち水路等もかなり老朽化し、漏

水等により農作業に支障をきたすようになってきています。

本組織は、立ち上げ当初から向上活動にも取り組み、精力的に農地の保全活動に取り組んでいます。

協定対象区域

協定対象区域協定対象区域

協定対象区域



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ □□□□

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

　　　　　　　　　　　　　　　　ふくたごうみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　ふくたごうみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　ふくたごうみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　ふくたごうみどりかい

24.9824.9824.9824.98 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

各団体と共同で、中学生に地元農業についての校外学習 育成会と共同で小学生の農業体験。収穫後は焼き芋大会です！

組織形態組織形態組織形態組織形態

福田郷みどり会　（上田市）福田郷みどり会　（上田市）福田郷みどり会　（上田市）福田郷みどり会　（上田市）

－－－－ －－－－

宝池 福池

構成員構成員構成員構成員 　農業者、福田営農組合、福田自治会、福寿会、福田ファーマーズクラブ　農業者、福田営農組合、福田自治会、福寿会、福田ファーマーズクラブ　農業者、福田営農組合、福田自治会、福寿会、福田ファーマーズクラブ　農業者、福田営農組合、福田自治会、福寿会、福田ファーマーズクラブ

60606060 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成２４年～平成２４年～平成２４年～平成２４年～

子供から大人まで子供から大人まで子供から大人まで子供から大人まで みんなで作るみんなで作るみんなで作るみんなで作る みどりの郷みどりの郷みどりの郷みどりの郷

○組織の概要

福田郷は、小県八郷の一つとして、その名は古く平安時代に由来しています（和名抄）。

上田市の西部に位置し、浦野川と湯川の間に広がる粘土質の水田地帯であり、古来より旱魃の常

襲地でもありました。そのため、１６３５年築造の灌漑用ため池（宝池）と六ヶ村堰からの用水により稲

作の栽培が行われてきました。

また、５０年以上前の昭和４３年度に構造改善事業が実施され今日に至っていますが、用排水路の

老朽化等が進んでいます。この水田地帯の自然環境を維持し、小学生から高齢者まで地域の方々と

農業への関心を深めながら、環境保全活動に取り組んでいます。

力を合わせて水路工事中です 宝池を中心に花の溢れる景観を目指します



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ □□□□

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

　水路の目地補修 イベントでの啓発活動（田んぼの生き物の紹介）

　農道沿いに植えられた桜並木の草刈り ため池での外来魚駆除

　下室賀水土里会だよりの発行 【協定対象区域】

構成員構成員構成員構成員 　農業者、下室賀自治会、川西公民館下室賀分館、川西地区土地改良区、水辺の会、和夢会、趣欄会　農業者、下室賀自治会、川西公民館下室賀分館、川西地区土地改良区、水辺の会、和夢会、趣欄会　農業者、下室賀自治会、川西公民館下室賀分館、川西地区土地改良区、水辺の会、和夢会、趣欄会　農業者、下室賀自治会、川西公民館下室賀分館、川西地区土地改良区、水辺の会、和夢会、趣欄会

170170170170 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成２４年～平成２４年～平成２４年～平成２４年～ －－－－ －－－－

組織形態組織形態組織形態組織形態

下室賀水土里会　（上田市）下室賀水土里会　（上田市）下室賀水土里会　（上田市）下室賀水土里会　（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　しもむろがみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　しもむろがみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　しもむろがみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　しもむろがみどりかい

37.1937.1937.1937.19 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

豊 か な 農 村 環 境 を 目 指 し て

○組織の概要

本地域は、上田市川西地域の北西に位置し、大林山をはじめとした山麓に囲まれた扇状地で、東西

に細長く南東に傾斜した標高450ｍから500ｍの農村地帯です。

ほ場整備事業により42haの農地が整備されましたが、集落戸数222戸に対して農家は163戸であり、

兼業農家がほとんどを占めています。

下室賀水土里会は、整備されたほ場や一部の畑を対象区域として、平成24年度から共同活動を始

めており、地域内の豊かな自然を保全していくため、地域ぐるみで基礎活動や農村環境保全活動に

取り組んでいます。



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ □□□□

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

構成員構成員構成員構成員
　農業者、半過自治会、下半過・上半過・山口農家組合、山口水利組合、下半過耕地整理組合　農業者、半過自治会、下半過・上半過・山口農家組合、山口水利組合、下半過耕地整理組合　農業者、半過自治会、下半過・上半過・山口農家組合、山口水利組合、下半過耕地整理組合　農業者、半過自治会、下半過・上半過・山口農家組合、山口水利組合、下半過耕地整理組合
　南小学校ＰＴＡ、第四中学校ＰＴＡ、上田市消防団第７分団　南小学校ＰＴＡ、第四中学校ＰＴＡ、上田市消防団第７分団　南小学校ＰＴＡ、第四中学校ＰＴＡ、上田市消防団第７分団　南小学校ＰＴＡ、第四中学校ＰＴＡ、上田市消防団第７分団

70707070 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成２４年～平成２４年～平成２４年～平成２４年～ －－－－ －－－－

組織形態組織形態組織形態組織形態

半過水土里会　（上田市）半過水土里会　（上田市）半過水土里会　（上田市）半過水土里会　（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 はんがみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　 はんがみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　 はんがみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　 はんがみどりかい

11.9911.9911.9911.99 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

○組織の概要
半過地区は、東西約３km、南北約２kmと広い地域ですが、千曲川と浦野川に挟まれ、大部分が山林で優良農地

は多くありません。人口は約４００人で、高齢化率も年々高くなっています。

近年、上田坂城バイパスが完成し、旧県道のように落石の危険を感じることなく往来ができるようになりました。バ

イパスには、｢上田道と川の駅」もでき、新しい変化も見え始めています。また、岩鼻の景観は絶景であり、その頂上

の千曲公園もハイキングコースとして人気が高まっています。

しかし、高齢化が進む中、農業を維持できない世帯もあり、地域の課題となっています。そこで、農地の維持、農村

環境の保全には協働・協力が欠かせないと考え、半過水土里会を設立し活動することとしました。

水土里会には、農業者をはじめとして、協力いただける住民が参加し、自治会やＰＴＡも加わり、地域の全住民に

呼びかけて活動しています。

岩鼻（頂上が千曲公園）

水路の泥上げ

上田道と川の駅（手前）

旧県道の下を通る水路の沈砂池の泥上げ

半過地区は、三つの集落で構成され、それらはすべて約１ｋｍずつ離れており、生活習慣等も微妙に違

うところがあります。水田耕作では、集落に関係なくそれぞれの集団（山口水利組合、下半過耕地整理組

合）で水管理等を行っています。
しかし、高齢化が進む中、耕作者だけでは活動に支障も出かねないことから、既存の組織はそのままに
しながら、「半過水土里会」が調整役も担いつつ活動しています。

岩鼻の里の田園風景を豊かに



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ □□□□

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

組織形態組織形態組織形態組織形態

手塚農水保全会　（上田市）手塚農水保全会　（上田市）手塚農水保全会　（上田市）手塚農水保全会　（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　てづかのうすいほぜんかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てづかのうすいほぜんかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てづかのうすいほぜんかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てづかのうすいほぜんかい　　　　　　　　　　　　　　

45.0245.0245.0245.02 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

構成員構成員構成員構成員 　農業者、手塚自治会、手塚農家組合、さくら国際高等学校　農業者、手塚自治会、手塚農家組合、さくら国際高等学校　農業者、手塚自治会、手塚農家組合、さくら国際高等学校　農業者、手塚自治会、手塚農家組合、さくら国際高等学校

100100100100 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成１９年～平成１９年～平成１９年～平成１９年～ －－－－ －－－－

さくら国際高校さくら国際高校さくら国際高校さくら国際高校 101101101101名参加で名参加で名参加で名参加で

地域環境保全地域環境保全地域環境保全地域環境保全 点検・清掃点検・清掃点検・清掃点検・清掃

水路の嵩上げ水路の嵩上げ水路の嵩上げ水路の嵩上げ

芝芝芝芝 桜桜桜桜

舌喰池

（協定対象区域）（協定対象区域）（協定対象区域）（協定対象区域）

手塚農水保全会手塚農水保全会手塚農水保全会手塚農水保全会 創刊号創刊号創刊号創刊号

舌喰池舌喰池舌喰池舌喰池

○組織の概要

平成１７年、舌喰池ワークショップ（延人員３６０人）でキャッチフレーズが決まりました。５

年間の活動を経験し、平成２５年から活動を再開しました。

基礎活動、農村環境保全活動に住民全員で取り組んでいます。平成２５年１０月、舌喰

池にコウノトリが飛来し、舌喰池の環境が特に注目されました。また、塩田平のため池では、

地域ため池総合整備事業が計画されています。地域ため池の利水及び防災両面からの

さらなるグレードアップを目指します。

いきものと ひととのオアシス いのちの大地 舌喰池



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ □□□□

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

組織形態組織形態組織形態組織形態

仁古田水土里会　（上田市）仁古田水土里会　（上田市）仁古田水土里会　（上田市）仁古田水土里会　（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 にこだみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　 にこだみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　 にこだみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　 にこだみどりかい

42.8342.8342.8342.83 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

構成員構成員構成員構成員
　農業者、仁古田自治会、仁古田農家組合、川西地区土地改良区、ＪＡ信州うえだ、上田市農業委員会　農業者、仁古田自治会、仁古田農家組合、川西地区土地改良区、ＪＡ信州うえだ、上田市農業委員会　農業者、仁古田自治会、仁古田農家組合、川西地区土地改良区、ＪＡ信州うえだ、上田市農業委員会　農業者、仁古田自治会、仁古田農家組合、川西地区土地改良区、ＪＡ信州うえだ、上田市農業委員会
　川西公民館仁古田分館、川西小学校ＰＴＡ、第六中学校ＰＴＡ、上田市消防団第１８分団　川西公民館仁古田分館、川西小学校ＰＴＡ、第六中学校ＰＴＡ、上田市消防団第１８分団　川西公民館仁古田分館、川西小学校ＰＴＡ、第六中学校ＰＴＡ、上田市消防団第１８分団　川西公民館仁古田分館、川西小学校ＰＴＡ、第六中学校ＰＴＡ、上田市消防団第１８分団
　愛宕山遊歩道実行委員会　愛宕山遊歩道実行委員会　愛宕山遊歩道実行委員会　愛宕山遊歩道実行委員会

170170170170 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成２５年～平成２５年～平成２５年～平成２５年～ －－－－ －－－－

仁古田地域の農業資源と農村環境を守る

＜農道等の草刈り（ＰＴＡも共に）＞
自治会や農家組合はもとより、小・中学校のＰＴＡ

も水土里会の構成員に加わり実践しています。

機能維持に景観保全も兼ね、春と秋の２回行って

います。

＜ため池の草刈り＞
ため池は、寡雨地帯には欠くことのできない貴

重な農業資源です。

西洞池、新池の草刈りを行うとともに、老朽化

して危険なフェンスの補修を行っています。

＜台風に伴う緊急対応＞
平成２５年９月、台風１８号に伴う大雨により水路

が溢れ、稲刈り直前の水田等にも影響が及びまし

た。

応急対策として土のうを積み、農地と農業資源の

被害を最小限に食い止める措置を講じました。

○組織の概要

仁古田水土里会は、小県郡青木村と接する上田市の西端、川西地域の一部を活動範囲

としています。全国有数の寡雨地帯ですが、粘土質の土壌に加え、灌漑の源となる浦野

川及びため池は、美味しさ際立つ「仁古田米」として恩恵をもたらせてくれます。

昭和４０年代前半に実施したほ場整備地域とこれに隣接する農地を加え、水路、農道な

どの農業資源を維持するとともに、これらが形成する農村らしい原風景を後世に守り伝え

ようと、小・中学校ＰＴＡも構成員に加わっています。



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ □□□□

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

構成員構成員構成員構成員
　農業者、浦野自治会、川西公民館浦野分館、浦里小学校ＰＴＡ、上田市消防団第１８分団　農業者、浦野自治会、川西公民館浦野分館、浦里小学校ＰＴＡ、上田市消防団第１８分団　農業者、浦野自治会、川西公民館浦野分館、浦里小学校ＰＴＡ、上田市消防団第１８分団　農業者、浦野自治会、川西公民館浦野分館、浦里小学校ＰＴＡ、上田市消防団第１８分団
　荒廃農地利用組合、浦野そばの会、阿鳥川コスモスの会　荒廃農地利用組合、浦野そばの会、阿鳥川コスモスの会　荒廃農地利用組合、浦野そばの会、阿鳥川コスモスの会　荒廃農地利用組合、浦野そばの会、阿鳥川コスモスの会

100100100100 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成２５年～平成２５年～平成２５年～平成２５年～ －－－－ －－－－

組織形態組織形態組織形態組織形態

浦野水土里会　（上田市）浦野水土里会　（上田市）浦野水土里会　（上田市）浦野水土里会　（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　うらのみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　うらのみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　うらのみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　うらのみどりかい

24.8624.8624.8624.86 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

○組織の概要

浦野地域は、上田市の西部で青木村と隣接しており、江戸時代には東山道の浦野宿として栄え、歴

史ある寺社や史跡など伝統ある文化が現在も残る、自然環境に恵まれた田園地域です。

地域内の農用地は、昭和５３年から昭和５５年にかけてほ場整備と畑地かんがい事業が行われ、阿

鳥川の水利による水田を中心に水路や農道、農用地等を保全する活動を行っています。

また、地域内には創立１４０周年の浦里小学校があり、阿鳥川コスモスの会では、ＰＴＡと連携を図り

ながら平成５年から児童たちと川沿いにコスモスを植える景観形成活動を続けています。

設立総会

みんなで自然豊かな故郷を守ろう！

運営委員会（活動計画策定） 阿鳥川農道の砂利敷き

農道の草刈り 台風による大雨後の見回り 阿鳥川取水口の土砂撤去

コスモス植付交流会（浦里小３年生）

・阿鳥川コスモス街道
（農村環境保全活動）

６月に浦里小の児童と
阿鳥川の農道沿いに
コスモスを植え付け

夏には会員が草取り
秋には花見会を実施

協定対象区域



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ □□□□

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

構成員構成員構成員構成員
　農業者、菅平自治会、菅平高原観光協会、菅平高原旅館組合、菅平小中学校、上田市農業委員会　農業者、菅平自治会、菅平高原観光協会、菅平高原旅館組合、菅平小中学校、上田市農業委員会　農業者、菅平自治会、菅平高原観光協会、菅平高原旅館組合、菅平小中学校、上田市農業委員会　農業者、菅平自治会、菅平高原観光協会、菅平高原旅館組合、菅平小中学校、上田市農業委員会
　真田地区農事振興組合、筑波大学菅平高原実験センター、環境省万座自然保護官事務所　真田地区農事振興組合、筑波大学菅平高原実験センター、環境省万座自然保護官事務所　真田地区農事振興組合、筑波大学菅平高原実験センター、環境省万座自然保護官事務所　真田地区農事振興組合、筑波大学菅平高原実験センター、環境省万座自然保護官事務所

90909090 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成２５年～平成２５年～平成２５年～平成２５年～ －－－－ －－－－

組織形態組織形態組織形態組織形態

菅平水土里会　（上田市）菅平水土里会　（上田市）菅平水土里会　（上田市）菅平水土里会　（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　すがだいらみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　すがだいらみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　すがだいらみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　すがだいらみどりかい

34.8734.8734.8734.87 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

○組織の概要

標高１３００ｍの「菅平高原」にある菅平湿原を取り囲んだ農地の保全を目的に結成された「菅平水

土里会」です。近年の温暖化現象で、集中豪雨が連続的に起き、畑や道路が冠水するという被害が

起こっています。菅平湿原の水位が上がり、高原野菜の耕作環境が悪化しているため、周辺水路を

中心に改善を図りたいと計画しています。

集中して流れる雨をスムーズに流すことで、菅平湿原の貴重な自然と、生き生きとした菅平の環境

を守り、農家、住民、学校、自治会、経済団体、知識人、環境行政の方たちと共同して研究し、地域環

境を保全していくことを目的にしています。

自然と農業の調和で、災害のない地域づくりめざして

■活動の状況■活動の状況■活動の状況■活動の状況

水路の現況調査・・・水路の法面が崩れ、水が対流し上流

からの水を堰き止め、水害をもたらした箇所
極寒の中、堆積した土砂を取り除く作業

【協定対象区域】

農地と湿原の間の除草作業



・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａｈａｈａｈａ ■■■■ □□□□ □□□□

・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約・組織の構成員数　約 人人人人

組織形態組織形態組織形態組織形態

平井水土里会　（上田市）平井水土里会　（上田市）平井水土里会　（上田市）平井水土里会　（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひらいみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひらいみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひらいみどりかい　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひらいみどりかい

13.0513.0513.0513.05 中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払中山間直接支払 向上活動向上活動向上活動向上活動共同活動共同活動共同活動共同活動

構成員構成員構成員構成員 　農業者、平井自治会、平井紅葉会（老人クラブ）、西内小学校ＰＴＡ、上田市消防団第１分団　農業者、平井自治会、平井紅葉会（老人クラブ）、西内小学校ＰＴＡ、上田市消防団第１分団　農業者、平井自治会、平井紅葉会（老人クラブ）、西内小学校ＰＴＡ、上田市消防団第１分団　農業者、平井自治会、平井紅葉会（老人クラブ）、西内小学校ＰＴＡ、上田市消防団第１分団

90909090 取組開始年度取組開始年度取組開始年度取組開始年度 平成２５年～平成２５年～平成２５年～平成２５年～ －－－－ －－－－

ずく出してみんなでやろう 清流のもと

戸羽用水の土砂上げ（宮沢）

赤岩用水の草刈り（穴沢）
平井紅葉会による植栽（茂沢）

○組織の概要

平井地域は、長野県の中央にあり、安福寺峠、猛峠、身狭山峠に源流をもつ内村川に

沿った警告の地ですが、諏訪神社を中心として開田をしてきた歴史の深い土地でもありま

す。この地を東西に走る国道２５４号は、中信と東信の最も短い連絡道路にもなっていま

す。

近年、他に漏れず少子高齢化が進み、農地・水管理ができなくなる心配が出てきました。

この対策として、地域の皆で力を合わせ、活力ある地域づくり、美しい環境を守るため「平

井水土里会」を立ち上げました。

獣害防止柵の補修（中川原）

赤岩用水の土砂上げ（中村）



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ ■ □

・組織の構成員数　約 人

■活動の状況

　　自然観察会 　　　　総合的な学習「稲づくり」の手伝い 　畦畔の草刈り

    

　　　

　　水路の泥上げ 　　　　　　水路の補修 　　「野芝」について研修:京都府立桂高校

　　【対象区域】

　　　　　農道の補修 　　住民と共に外来種駆除

構成員
農業者、上塩尻集落営農組合、ＪＡファーム、上塩尻自治会、上塩尻営農推進委員会、上田市桝網土地改良区、上田市坂城町欠口
土地改良区、堀越堰水利組合、上塩尻基盤整備組合、上塩尻第2基盤整備組合、ゆうすげと蝶の里

120 取組開始年度 平成２６年～ 平成２６年～ ―

組織形態

上塩尻水土里会（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　かみしおじりみどりかい

18.93 資源向上(共同）
資源向上
(長寿命化）

農地維持

○組織の概要
上塩尻地域は上田市北西部に位置し、市街地に近く交通の利便が良いことから宅地化が進みました。
かつては蚕種で栄え、戦後は酪農に取組、花卉や蔬菜栽培も盛んな地域でした。30有余年続く小麦
（10ha）と大豆（8ｈａ）の採種栽培は、集団化・団地化が整い、主要作物となっています。1960年前半から
始まったトラクターの共同利用は、集落営農組合の法人化につながり、農地の集積と地域農業を担ってい
ます。
持続可能な農業と新たな地域づくりを目指して、上塩尻水土里会を立ち上げました。荒廃農地を生まな
い、地域住民による環境の整備、伝統文化の継承などを主題に掲げています。会が催す研修会・先進地
視察は、新技術の習得や課題を見出し、魅力と関心に触れながら、活動への参加と担い手としての度合
いを深める機会となっています。

持続可能な農業と新たな地域づくりを目指して

対象となる資源

農用地

開水路

パイプライ

農道

ため池

遊休農地

農村環境



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ □

・組織の構成員数　約 人

650m隧道に堆積した土砂の搬出 水路土手の竹やぶの伐採     春に実施する築地ため池の野焼き

構成員                              上田市六ヶ村堰土地改良区、西沖水利組合、築地農家組合

292 取組開始年度 平成２６年～ ― ―

組織形態

上田城南みどり会（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　  うえだじょうなんみどりかい

45 資源向上(共同）
資源向上

(長寿命化）
農地維持

組織の概要

六ヶ村堰は、小牧の千曲川新幹線ハーブ橋下にある頭首工から取水し、650mの隧道を

経て城下地区・神畑・築地ため池へ、そして、干ばつ時には、小島揚水機場で塩田平のた

め池まで通水している。また、農業用水と共に、ゲリラ豪雨・台風時には小牧山側住宅地

から流れ込む雨水の排水路となり、非かんがい期には住宅地の雑排水路の異臭を防ぐ

生活環境用水としても利用されています。
延長約10Kmにおよぶ水路を守るため、土砂上げ、管理道路・水路草刈、異常気象時の

取排水門操作・巡視などを沿線の自治会と連携して活動を進めております。

沿線の自治会と連携しながら守る、農業水路・ため池

「千曲川の頭首工」

(左側) 沿線自治会長による
主要な水路施設の見学会

樹木伐採と草刈作業 (右側)

「異常気象時の対応」

ゲリラ豪雨・雨台風時、千曲
川からの取水を止める。

しかし、数ある山側水路の雨
水で下流堰が危険水位に増
水するため、分水門・排水門
などの緊急操作に奔走する。



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ □

・組織の構成員数　約 人

小島水土里会（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　   こじまみどりかい

31.2 資源向上(共同）
資源向上

(長寿命化）
農地維持組織形態

満水の小島大池

構成員 小島水系管理組合、上小島農家組合、下小島農家組合、上小島自治会、下小島自治会

120 取組開始年度 平成２６年～

塩田の里交流館（とっこ館）ため池の昔話より

「江戸時代、猪が小島村の大池

に飛び込んで5匹が死んでしま

い大騒ぎになった」という民話

がある小島大池

― ―

施設点検作業 　　自治会総出の堰ばらい 　　　　　用水路の草刈

小島大池 春の土手焼 　小島大池 土手草刈（年２回） 　　　　草刈DVDの上映会

組織の概要

当地域は上田市の塩田平北部に位置する田園地帯であるが、地域内を上田都市環状道路が貫
いていることから、沿線の大規模開発も懸念されている。しかしながら、当地域の米は食味がよく生
産者も熱心に米作りに取り組んでいる。

小島水土里会は、上小島、下小島両自治会にまたがっており、小島大池に係る水系を管理する小
島水系管理組合が中心となって設立された。活動としては、小島大池及び用排水路の維持管理が
主なものとなっている。

小島の田園風景を守り、豊かな恵みを



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ □

・組織の構成員数　約 人

▴ 水路の泥上げ ▴ ため池の土手焼き

◀ 甲田池での
雨乞い

▴ ため池土手の草刈り ▴ 稲を生育する泥を御神体として祀る泥宮と上窪池

組織形態

上本郷地域資源保全会（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　かみほんごうちいきしげんほぜんかい

16.5 資源向上(共同）
資源向上
(長寿命化）

農地維持

構成員 農業従事者、上本郷農家組合

65 取組開始年度 平成２６年～ ― ―

組織の概要
上田の米所、塩田平の中央に位置する上本郷地域は、年間降水量が900mm未満と少なく、水の確
保で古来より多くの先達が苦労を重ねてきました。現在は、沢山水系の産川から取水、甲田池（貯水
量96,000㎥）や上窪池（同25,000㎥）を経て、約35haの水田に水を供給しています。しかし、農業従事
者の減少や高齢化により、こうした水利施設の維持管理が課題となっています。
一方、歴史的に形成された農業用水施設や農用地を、景観や防災の観点から地域資源として再評
価する動きがあり、また、農法なども環境配慮や調和を求める声も大きくなっています。こうした変化
に対応すべく、当会では近隣地域と共に地域資源の保全管理方法の確立に取り組んでいます。

地域が支える上本郷の農村環境の保全と継承



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ ■ □

・組織の構成員数　約 人

構成員 農業者、塩田新町自治会、新町農家組合、新町分館、ひさご会（老人会）

180 取組開始年度 平成２６年～ 平成２８年～ ―

組織形態

新町農水保全会（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　 　 　しんまちのうすいほぜんかい

38.3 資源向上(共同）
資源向上

(長寿命化）
農地維持

組織の概要

「信州の鎌倉」と呼ばれる塩田の西部、西塩田地区のほぼ中央に位置す

る穀倉地帯であり、近年は２年続けてオオハクチョウが飛来するなど、豊か

な自然に恵まれた地域でもあります。
施設の老朽化、農業の担い手の高齢化が進む中、共同活動で新町沖の用水
路や農道の維持管理を通して環境を守り、農地の荒廃を防ぎ、担い手の負担
を少しでも軽減できるよう活動しています。

塩田新町の美しい農地を次世代につなぐ

三の堰作業 堰払い作業

農道法面の草刈り作業

総会の様子



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ □

・組織の構成員数　約 人

用水流域の宅地化と道路整備が進み、流入する土砂、ゴミ等が、特に取水口近辺に堆積。定期的に泥上げ作業をしています。

幹線となっている水路は、宅地開発された団地内を通るため、周辺の環境美化活動を兼ねて作業をしています。

流入するゴミが、用水路の流れを阻害。河川や用水路へのゴミ等

の投棄増加の対応で、清掃・除去に相当の労力が必要です。

　後継者不在の休耕田が荒廃地化しないよう草刈作業をし

　水田耕作の受託者を斡旋する活動もしています。

構成員 　農家（水利組合員）５４人

54 取組開始年度 平成２６年～ ― ―

組織形態

篭田堰地域資源保全会（上田市）

　　　　　　　　　　　　 　かごたせき ちいきしげん ほぜんかい

8.8 資源向上(共同）
資源向上

(長寿命化）
農地維持

都市化と共生しながら豊かな農地をまもる

組織の概要
当保全会は、太郎山、砥石米山城跡、烏帽子岳を望む、上信越道上田インターに近接した、国道144

号神科バイパス、国道18号上田バイパス及び矢出沢川に囲まれた上田市の神科地区北西部に位置
します。昭和30年代までは、のどかな田園地帯でしたが、経済成長と道路整備により宅地化が進み、
これらの住宅団地等から流出する雨水排水が、ゴミ類と共に全て用水路に流入してきます。この清掃、
泥上げ等の維持管理に苦慮しています。更に、雷雨等豪雨時には、道路からの雨水も流入するため、
越水による浸水、施設の損壊が発生しています。また、構成員の高齢化と後継者不在が顕著になって
きています。保全地域全体の用水路・農道等の維持管理の効率化・省力化を図り、構成員個々の労力
軽減を目途に、定期的な施設の清掃・草刈等の活動をしています。



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

構成員 　農業者、　五加自治会農家組合、ファーム五加、塩田平土地改良区

32 取組開始年度 平成２６年～ ― 平成２６年～

組織形態

五加水土里会（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ごかみどりかい

33.71 資源向上(共同）
資源向上

(長寿命化）
農地維持

組織の概要
・ 上田市五加は、塩田平のほぼ中央に位置し、稲作栽培の盛んな田園風景の綺麗な地域です。
日本有数の寡雨地帯で大きな川もないことから昔からため池が多く点在し、ため池百選にも認
定されています。本地区にも３か所のため池があり、五加水土里会では保全活動を通して後生
に繋げる活動をしています。ため池の草刈りは年２回の構成員全員による草刈りを実施し、先人
から受け継がれた大切な水の管理活動をしています。高齢化が進み荒廃農地が発生しないよう
保全管理の推進活動にも力を入れています。近年異常気象が多く、その後の役員による見回り
を行い保全活動も万全を期しています。

併せて、長寿命化活動では古くなった水路の改修・補修の保全管理に取り組んでいます。今後
は、定期総会での年間作業計画に沿って活動の趣旨に沿った環境保全活動に取組み、共同活
動に参加して現在行っている子ども達の農業体験等の充実を計っていきます。

五加地区の田園風景を後生に残したい

定期総会の参加者 ポンプ給水槽の泥上げ ため池の草刈り(構成員全員)

異常気象後の見回り 長寿命で改修された水路 子ども達の農業体験

水利部員による土嚢積み、水路の草刈り、水路の泥上げ作業



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ ■ □

・組織の構成員数　約 人

構成員 　農家、北原自治会、ひまわりクラブ（老人会）、灌水組合など

80 取組開始年度 平成２６年～ 平成２６年～ ―

組織形態

北原水無月会（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　きたはらみなつきかい

12 資源向上(共同）
資源向上
(長寿命化）

農地維持

組織の概要
北原水無月会は、上田市丸子地域の北側に位置する飯沼自治会の北原地区において
約80戸で活動する組織です。昔から用水の確保には非常な苦労があり、先人たちは、2か
所の溜池や灌水施設などを整備を行うため、多額の費用と労力を費やし、水稲などを耕
作できる環境を造り上げてきました。その施設の維持管理については、現在も農家以外の
住民も参加し、地域全体で行っていますが、他地区同様に農業従事者の高齢化や若年層
の流失などにより、今後の農地維持が課題となっている状況です。

地域全体で維持活動や災害対応、施設修繕など行っています。
災害対応

被災状況

環境整備
ポケットパークの整備

施設修繕
傾いた水路の修繕

着工前

竣 工作業中

着工前
竣 工

資源向上活動

農地維持活動 溜池草刈り

北原大池

北原新池

北原地区と活動区域

1

1

溜池導水路

2

2

3

3

4

4

復旧作業 復旧完了

道普請（農道草刈）

5

5



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ ■ □

・組織の構成員数　約 人

構成員 農家、横沢自治会、法性寺堰管理組合

30 取組開始年度 平成２６年～ 平成２６年～ ―

組織形態

横沢水土里会（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　  よこさわみどりかい

8.45 資源向上(共同）
資源向上

(長寿命化）
農地維持

組織の概要

本地域は、角間渓谷への入口にあり、標高800メートルの純高地に位置

しています。自治会名「横沢」の由来とも言われています。雲雀沢・葦ノ沢・

大道源の沢・古坊の沢と大きな沢を東に、西向きの農地で角間川・各沢水

を利用して農業を行っています。

近年、急速に進む高齢化・農業離れによって耕作放棄地の増加、水路・

農道等の維持管理が難しくなってきました。その為にも、横沢水土里会の

活動により地域活性化の一役を担えればと活動を続けています。

諦めるな 守ろう 我がふる里

法性寺堰 水路の補修 耕作放棄地の解消作業（草刈り）



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ ■ □

・組織の構成員数　約 人

構成員 真田自治会全世帯・十林寺自治会有志１０世帯

156 取組開始年度 平成２６年～ 平成２６年～ ―

組織形態

真田水土里会（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　さなだみどりかい

12.33 資源向上(共同）
資源向上
(長寿命化）

農地維持

組織の概要
上田市真田町長の『真田自治会』全世帯と『十林寺自治会』１０世帯で組織。農家・非農家を問わず、
自治会が実施する（環境整備事業・鳥獣防護柵管理）作業に対応。長寿会・真田本家花植隊などの
活動組織を巻き込んでの取り組みを実施
主な活動内容
① 農道・水路の管理（草刈り、泥上げ他）
② 鳥獣防護柵の管理（補修・除草他）
③ 美化活動（植栽・手入）
④ 全会員対象に事業希望アンケートにより個々の事業実施

真田水土里会活動の紹介

点検パトロール
適時

役員対応

有害鳥獣防護柵補修管理
年２回

全会員対象

用水路泥上げ作業
年３箇所

受益者

環境整備事業協力（草刈り）
年３回

全会員対象

花木植栽
年２回

真田本家花植え隊



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ □

・組織の構成員数　約 人

組織形態

下之条水土里会（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 しものじょうみどりかい

20 資源向上(共同）
資源向上

(長寿命化）
農地維持

構成員
農業者…下之条・半過・上田原・中之条、地区住民…下之条・上田原、
団体 …二ヶ村堰土地改良区、下之条農家組合、株)高山ドリーム

130 取組開始年度 平成２６年～ ― ―

組織の概要
・下之条地区は上田市の北西、浦野川・産川の千曲川への合流地点に位置している。県道上田上山田線の両側に広が

る、岩鼻山間からの強風が吹き抜ける地域。地区の北には葦原淵神社、西には須々木山神社が村を見守り、春と秋に祭

りをする。戦国時代には合戦があり、板垣信方をはじめ名武将の遺跡が残る。西側に古くからの住宅地があり、東側には

新興住宅が急速に広がり農地は大幅減少、地区全体での農地や施設の利活用や維持管理が難しくなりつつある。

・農地は、平成１0年に県営圃場整備事業が完成し、約２０ｈａの整備田が確保され、それに合わせて建設された県営野球

場がある。整備田が主体の農地構成で、水田を活用した農業、米や果樹・野菜・花卉栽培が営まれている。

・未利用農地や荒廃農地の増加が危惧されつつあるが、土地改良区や自治会が行ってきた農道、用水路等の維持管理

活動を下之条水土里会中心となって行い、更なる推進を図って活動の活性化を目指している。

・農地維持活動は、夏と秋の道路維持活動（農道草刈）、春に行われる８箇所の堰での水路維持活動。それに、管内農地

にかかわる管理が行き届かない所の草刈作業などを行い、水路、農道、圃場の健全化を目指している。

千曲公園から下之条を望む

公民館で作業前の打ち合わせ

購入した草刈機の運転

農道の草刈作業 農道の草刈作業 役員による草刈作業の現地下見 農道の草刈作業

県営圃場整備記念碑
天下やどり之碑

鎮守の森神社と戦国の武将の遺跡

【下之条地区の圃場整備

南部下水道処理場→

太線は農道→

緑会対象(実践

下之条地域の歴史や文化を育む農地を次世代に



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ ■ □

・組織の構成員数　約 人

設立総会 点検・機能診断花壇の整備作業

農地法面の草刈り 水路の土砂上げ 水路の目地詰め

構成員 　農家、西内自治会、大堰水利組合、大塩部落、高梨部落など

50 取組開始年度 平成２６年～ 平成２６年～ ―

組織形態

西内水土里会（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　にしうちみどりかい

6.84 資源向上(共同）
資源向上
(長寿命化）

農地維持

組織の概要
当地域は、県の中央部に位置し東西に細長く集落が点在し中心に内村川が流れ、国道２５

４号が通り農地は主にその両側にあります。また、国民保養温泉地に指定された鹿教湯温泉、

大塩温泉があり自然豊かな山間の温泉地として古くから地域住民に親しまれております。更

に平成17年度には中山間地域総合整備事業として大塩沖地区約８ｈａの水田の圃場整備を

完了しております。

当地域も近年少子高齢化が進み農地の維持管理が大変になってきております。このような

状況の中後世にこの自然豊かな地域と農地を守るべく「西内水土里会」を立ち上げました。

豊かな田園風景をみんなの手で後世に残そう



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ ■ ■

・組織の構成員数　約 人

共同活動としての自治会員による 　　山間部の水路整備作業 資源向上（長寿命化）としての暗渠埋設工事

環境整備作業

　　　

　　　整備作業終了後の風景

対象区域図面 大きな法面と水路周辺の整備作業

　　　法面への小段の設置作業風景 　　　　　　　　　小段設置後の法面

勉強会後の食事風景

組織形態

赤坂美野里の郷（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　あかさかみのりのさと　

２３，４ 資源向上(共同）
資源向上
(長寿命化）

農地維持

夏の「水の勉強会」風景

構成員 農家、赤坂自治会、上田水利組合、上田直接支払管理組合、下田直接支払管理組合、住民自治組織

110 取組開始年度 平成２７年～ 平成２７年～ 平成２７年～

組織の概要

本地域は、中山間地に位置し、貴重な水源を利用した水稲・畑作・果樹栽培などが営ま

れてきた地域です。

古くからの農村風景を保ちながら、農地の維持管理・遊休農地の荒廃化を防ぐことを、最

重要課題として精力的に取り組んでいます。

赤坂の自然豊かな、農村風景を後世につなぐ。



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ □ □ □

・組織の構成員数　約 人

構成員 下本郷自治会・農家組合・平成の会（自治会員）・自治会以外（委託耕作者・学校法人）

130 取組開始年度 平成２７年～ 平成２７年～ ―

組織形態

下本郷水土里会（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　しもほんごうみどりかい

16,51 資源向上(共同）
資源向上
(長寿命化）

農地維持

組織の概要
・狭山水系の一番下流にある上原池の水で田を潤し米を作り、地域の東北方面に集中し
ている畑では野菜等を作っています。
少子高齢化の流れの中、個人で田を耕作している人は約10人ほどで、約80％の田は専
門業者に委託して耕作してもらっているのが現状です。
自治会が中心となって、水路泥上げ・ため池の草刈を実施。また、平成の会（次代の下
本郷を背負う若者の会）の会員だけによる池の草刈等をすることで、地域全体で農業や
景観に関心を持つ様に意識付けをしています。

下本郷の美しい景観を守ろう

年2回上原池の草刈を実施しています。春は自治会員全員
で、秋は平成の会員と数名の役員で草刈をしています。
70％の自治会員（非農家も含む）がビーバーを持っていま
す。そこで全参加者分のビーバーの替え刃か鎌のいずれ
かを会として購入し、活動で使用しています。このことを通
じて地域住民に水土里会の目的・作業を意識してもらうこと
ができました。

この日は小雨の降る日でした。自治会員が公民館に集
合し挨拶・活動諸注意の後、各班ごと割り当てられた
水路に向かい、鋤簾・鎌等水路の泥上げを実施しまし
た。

28年度にハンマー式草刈機を購入しました。上原池の
土手の平らな面の草刈が出来ます。草刈の作業軽減
に役立っています。

池の土手下の草の対応と景観向上のため、平成
の会で土づくり・植付け・除草等をしています。次年
度からはもっと広い花壇をつくるつもりです。



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ □

・組織の構成員数　約 人

構成員 農家組合、自治会

61 取組開始年度 平成２７年～ ― ―

組織形態

舞田地域資源保全会（上田市）

　　　　　　　　　　　　　　 まいたちいきしげんほぜんかい

33.7 資源向上(共同）
資源向上

(長寿命化）
農地維持

組織の概要
・”舞田地域資源保全会は”２７年６月に設立し、国の制度が法制化されたのを機に多面的機能の
農地維持に取り組みました。管内の農地は９５％が圃場整備されており、特にうち８８％を占める水
田の土壌は粘土質が強く良質で、自称ブランド”うまいコメ＝舞田米”として名をはせています。

管内には「上平池」と「共有池」があり、灌漑用水としての利用活用はもとより、ため池の歴史的文
化を継承しつつ、 保全管理に努めています。

今後の課題として、農業者の高齢化に伴い、耕作を担い手に委託する農家がほとんどを占め、畦
畔・農用地法面の草刈等環境整備が困難化。保全会の役割は一層大きくなっており、地域住民の
協力のもと新たな事業に向け取り組んでまいります。

舞田の豊かな農地と史跡を維持し後生に

ため池の泥流し

ため池の下草焼き

対象地域遊休地草刈 水路等の点検作業

上平池

共有池

ため池の草刈用水路の泥上げは毎年春先に
自治会全員で行っています

県宝石造金王五輪塔



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ ■ ■

・組織の構成員数　約 人

　　　　　　　　　　　　　 しもごうかんきょうほぜんみどりかい

下郷環境保全水土里会（上田市）

43 組織形態 農地維持 資源向上(共同）
資源向上

(長寿命化）

構成員 　殿城地区(下郷･漆戸･宮之上自治会に存在する農用地所有)の農家、非農家

120 取組開始年度 平成２７年～ 平成２７年～ 平成２７年～

組織の概要

活動地域は、上田市東部の浅間サンラインを南端、上信越自動車道のアーチ橋を北端とした範

囲で、稲作を中心とした蔬菜類の生産が盛んな地域です。平成８年に県営ほ場整備事業殿城地区

（神川左岸台地）事業が完了しています。

｢日常生活の中に存在する農地は、自分たちの手で維持、管理して行かなければ｣の理念・心情を

共有し、農業を前向きに従事している構成員が多いことも当組織の強みです。

今後、益々高齢化・後継者不足が深刻化して行く中で、本活動の継続・進展を展望しつつ、地道

な活動を行っています。

くらしの中の農用地は、自分たちの手で守り、未来に引き継ごう

「あやめの植替作業」

景観形成・環境保全

地元自治会連合会と共同

で「あやめの里」作りに力

を入れています。

「畦畔法面へのステップ設置作業」

これで草刈り作業も安心・安全。

「長寿命化事業」

農道のコンクリート舗装

素人集団の割には仕上

がりはプロ並みです。

対象区域図



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ ■ ■

・組織の構成員数　約 人

構成員 岩清水自治会　長入自治会　殿城南部りんご生産組合　出作菅平レタス生産者　豊殿地区協力者

130 取組開始年度 平成27年～ 平成27年～ 平成27年～

組織形態

岩清水穂田瑠美の里（上田市）

　　　　　　　　　　　　　 　いわしみず ほたるびのさと

38.3 資源向上(共同）
資源向上

(長寿命化）
農地維持

岩清水は上田市東部の豊殿地区で最も標高の高い中山間地であり、稲倉の棚田、麻蒔リン

ゴ園、入作の菅平レタス畑を中心に構成される、風光明媚でとりわけ自然が美しい地域です。

特に稲倉の棚田は、石積みと土で巧みにつくられ自然と調和した約780枚の田んぼが稲倉川

沿いの谷合の約2.5km・標高差260mにわたって広がっており、日本の棚田百選に選定されて

います。

岩清水穂田瑠美の里では、多面的機能支払交付金を利用し、地域住民、都市住民、JA 、行

政等と協力して、地区の農地・水路・農道等の地域資源及び農村環境を保全し、水路・農道等

の施設の長寿命化を図りながら、棚田や農村環境を未来への遺産にしたいと考えます。

稲倉の棚田を未来への遺産に！

棚田の風景 年度計画会議 雪景色

まつりで豚汁をふるまい活動をPR 草刈 ほたる火まつり

案山子まつり 花壇作り

稲倉棚田保全委員会を中心に、豊殿小学校や県外学校の農業体験、ほたる火まつり・案山子まつり・
冬の棚田のイルミネーション等の文化活動、都市住民のための棚田オーナー制度、長野大学と連携した
地域デザイン化、岡崎酒造提携の酒米生産等振興策、通年にわたる保全・保存活動に取り組んでいます。

区域航空写真


