
・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

　営農組合・久保田自治会・久保田公民館・育成会・ボランティア会・老人クラブ・開田組合
　JA支所・小学校　など

110 取組開始年度 平成１９年～ － 平成２４年～

農村公園の草刈り

田んぼの学校の田植え

組織形態

みどりの久保田（安曇野市）

                                         みどりのくぼた

58.28 中山間直接支払 向上活動共同活動

構成員

〇組織の概要
北アルプス常念岳の麓田園地帯、人口約1,000人の久保田地区。
農地・水の事業7年間を通して、久保田公園の草刈り・整備を年4回。オオルリシジミチョウの食草

クララの植栽と、アゲハチョウの食草カラタチの木を地区内へ植栽をして、チョウの舞う、又ヘイケ
ホタルの復活を目指した活動で、チョウとホタルの乱舞する昔の地区の姿に。

小学生に田んぼの学校で、田植え・稲刈り・脱穀と体験させる。
農地・農道・水路の整備で、農村環境の向上に地区住民小学生から高齢者まで地域を上げて活

動しています。

自分たちの地域は自分達で守ろう！



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

組織形態

島新田地域農地・水・環境保全会（安曇野市）

                 しましんでんちいきのうち・みず・かんきょうほぜんかい

44.50 中山間直接支払 向上活動共同活動

構成員 　農家・島新田区自治会・こども育成会・北穂高水利組合

250 取組開始年度 平成２４年～ － 平成２４年～

〇組織の概要

当地域は、北アルプス山麓の扇状地に位置し、地域の両側は穂高川及び高
瀬川に囲まれ、豊かな清流に恵まれた水田地帯です。全国に先がけ昭和４０年
頃構造改善事業が実施されましたが、近年その構造物の老朽化が激しく営農活
動に支障をきたしています。又、農家戸数の減少に伴い水路の維持管理が難し
く、地域住民が一体となった保全活動に取り組んでいます。

みんなで守ろう・育てよう・ふるさとの川！

 
 
 
 
 
 

平成２４年６月２０日 

                編集発行 島新田地域農地・水・環境保全会 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島新田



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

組織形態

牧巾下農地・水保全管理部会（安曇野市）

                      まきはばしたのうち・みずほぜんかんりぶかい

8.45 中山間直接支払 向上活動共同活動

構成員 　農家、非農家、牧巾下水利組合

17 取組開始年度 平成２４年～ - 平成２４年～

〇組織の概要
安曇野市穂高牧地区の東(烏川左岸）にある、半世紀以上前の開田を主とした

活動面積で、開田当時の先輩方の水の保全に対する苦労を引き継ぎ、その当

時からの組織(水利組合)を母体として、水路整備を主体に近隣住民と協力し、農

道整備、圃場周辺の環境の維持のため共同活動及び向上活動を進めています。

水利の維持は農地の命、環境保全と共に継承を進める。

水路及び農道の保全
水路、農道の草刈

農道の保全、作業は共同活動
農道への砂利補充

環境保全活動
水路法面にあじさいを植栽

環境保全活動
道路法面に芝桜を植栽



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ □

・組織の構成員数　約 人

組織形態

等々力町環境保全会（安曇野市）

                            とどろきまちかんきょうほぜんかい

15.38 中山間直接支払 向上活動共同活動

取組開始年度 平成２５年～ － －

構成員 　農家　区民　地区ボランティア会

30

〇組織の概要
当会の所在地は、安曇野市穂高のほぼ中央にあり、古くからの家屋、新たな住宅地、その外に

広がる農地とが一体となった地区です。遠くにはアルプスの峰々を眺望でき、曽てはここに現れる
雪形を見て、田植えの時期を判断していたということも伝わっています。

地区内にある碌山美術館は観光コースになっており、四季折々の風情を提供してくれています。
また近くにある穂高神社に因んだ行事、伝統が息づいている地域でもあります。

会では、こういった環境、歴史、地元の繋がりを守っていくと同時に、近年話題になっているアレ
チウリなどの外来種の駆除を通して、よりよい景観を作り出すよう活動を実践しています。

写真Ｂ

図面Ａ

写真Ａ

農業用水路を取水堰まで
辿ってみる

近年問題になっているアレ
チウリの駆除作業

水田のすぐ向こうには
ウォーキングコース
遠くにはアルプスの
山々を臨む

すぐそばにある風景、感じてみませんか？



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

組織形態

柏原豊穣環境保全協議会（安曇野市）

構成員 　農家、柏原営農組合、柏原区、あづみ農業共同組合西穂高支所など

150 取組開始年度 平成２５年～ －

                   かしわばらほうじょうかんきょうほぜんきょうぎかい

52.33 中山間直接支払 向上活動共同活動

平成２５年～

〇組織の概要

柏原区南部にあるこの地域は、圃場整備事業により優良農地が集約されてい
る平坦な地域で、美しい田園風景が広がっています。この地域は、昔から米作り
が盛んで豊かです。また、景観が良いため朝夕は散歩のコースになっています。

昔からの豊かな田園風景や環境を守るために豊穣環境保全協議会は組織さ
れました。

作業は、道路沿いの草刈をしているところです。
障害物が殆ど無く、遠くまで見渡せる田園地帯で
す。朝夕は、多くの人が散歩で行き交うこの道路
は、写真の絶好の撮影スポットでもあります。

以前は、この辺りに芝桜やコスモスを植えた農
家がありましたが、現在は花などの植栽はされて
いません。来年は、協議会で花などを植える計
画をしたい沿線です。

この日は、荒れている農地の草刈を構成員が
行いました。ここまで草が伸びると、トラクターで
は起こせません。この地域でも、農地の荒廃は
他人事ではなくなりました。土地の所有者が、仕
事の関係で遠くに住んでいるためです。この日
は、朝から天気が良く、みんなで気持ちの良い
汗をかきました。

みんなで守る豊かな田園風景



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

構成員 　農家、非農家、子供育成会

40 取組開始年度 平成２５年～ － 平成２５年～

組織形態

倉平地域環境保全会（安曇野市）

                            くらだいらちいきかんきょうほぜんかい

20.61 中山間直接支払 向上活動共同活動

○組織の概要
倉平耕地は北アルプスの常念岳（２，８５７m）に源を発する烏川の扇状地に位置していますが、拾ケ堰の用

水により、安曇野市を代表する風光明媚な田園風景の一部を呈しています。

過去においては、典型的な農家主体の集落で構成されていましたが、現在は、半数以下の３０％台となり、

更に兼業農家が殆どとなっています。このため”川普請””道普請”は過去の行事となり、地域のつながりが少

なくなるとともに、自然への関心も薄くれてきておりました。

この度「倉平環境保全会」を発足させ、忘れられた農地や農業施設の維持管理と農村環境の保全向上を図
るために、耕地住民が一体となった保全活動を開始しました。

安曇野の田園環境を農地・水に目を向け将来に残しましょう

平成25年１０月8日の設立総会により発

足しました。構成員は39名で耕地戸数の

約５５％を占め、そのうち農家参加者は約

４６％、他は非農家で構成されています。

設立総会後に参加者全員でパッチリ
活動開始前「耕地の守り神」道祖神の前

で参加者の安全祈願。

活動対象となる、農用地は約２０ha、
用水路が約4kmほどあり拾ケ堰より5
箇所の分水口により、農地への用水
の供給がされています。

更に農道等は、約1km程度あります
が、以前は農地耕作者の協力により
単独に作業が行わていました。この
活動により、地域内の除草等が一斉
に行われ、景観保全に貢献します。

子供達の「故郷の思い出」作りとして、

れんげそう田での遊びや、小川での

かに探し、蛍の舞う田舎が思い出され

るように、現在の環境を維持しながら

保全します。

さらに活動状況を住民の皆さんに理

解していただくために広報活動も行い

ます。【保全会だより１号】

【子ども会れんげ畑】

【石積水路の保全】



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

構成員
　農家、農家以外、青木花見水利組合、青木花見子ども育成会、青木花見公民館、
　安曇野北穂高生産組合、青木花見老人クラブ親睦会、青木花見ボランティア会

340 取組開始年度 平成２５年～ － 平成２５年～

組織形態

青木花見環境保全会（安曇野市）

                              あおけみかんきょうほぜんかい

32.04 中山間直接支払 向上活動共同活動

〇組織の概要
北穂高青木花見集落は、北アルプスを一望する安曇野市の北部に位置し、高

瀬川・穂高川・乳川の三川に囲まれ、信濃富士（有明山）を正面に見る、水と緑
に恵まれた田園地区です。

早くから農業構造改善事業に取組み、区画整理を行い農地基盤の整備に努
め、米と野菜生産の盛んな地区です。

先人のすばらしい取組みを次代につなぐために環境保全、景観形成に取組ん

でいます。

安曇野の豊かな自然を次代へつなぐために

北穂高保育園児を迎えて老人
クラブ親睦会、ボランティア会、
区各団体役員のご協力で「さつ
ま芋会」を実施、植付け、掘り
取り、焼き芋会に園児が参加、
みんなで楽しみました。

子ども会育成会とタイアップ
しての「水中昆虫観察会」を
実施しました。



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

構成員 　狐島区、地域住民、農事組合法人北穂高農業生産組合、狐島水利組合、狐島育成会

190 取組開始年度 平成２５年～ － 平成２５年～

組織形態

コンコン島環境保全会（安曇野市）

                             こんこんじまかんきょうほぜんかい

59.99 中山間直接支払 向上活動共同活動

〇組織の概要

当組織は、穂高地域の北東、高瀬川と穂高川に囲まれた北穂高地区の下流

域に位置し、農業用水は両河川から取水し、水量は豊富です。
組織の活動域は、昭和30年台から40年台にかけて行われた農業構造改善事

業により、ほ場、用・排水路が整備されました。
以降、住民の手により清掃等管理を行ってきましたが、既に半世紀が過ぎよう

とする中、水路の老朽化が大きな課題となっています。

今年は事業開始初年度です。まずは、情報提供から

「コンコン島環境保全会通信」第1号 平成25年8月31日発行 A4判両面です。
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