
・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

組織形態

上鳥羽地域農地・水・環境保全会（安曇野市）

                   かみとばちいきのうちみずかんきょうほぜんかい

43.73 中山間直接支払 向上活動共同活動

構成員 　上鳥羽全住民、上鳥羽育成会

36 取組開始年度 平成１９年～ － 平成２３年～

みんなで守る“おらほ”の農・水・環

いたんだ水路は石積み工法で補修します。 凹んだ畦畔をＬアングルを使って補修します。

一斉堰ざらいを通じて、区全員で水路の整備・清掃を行っ
ています。

農道の凹みを補修します。小砂利は地域の皆さんから提
供していただきました。

水路改修と環境整備を進めています。ホタルの発生も少
しずつ増えてきました。

〇組織の概要
上鳥羽地域は小さな集落で、地域内の農家の高齢化が進み、専業農家も減少しています。
地域内を流れる農業用水路や農道・農地には、補修を必要とする箇所がいくつもありますが、住

民みんなで“おらほ”の農地や農業用水路を維持管理し、豊かな農村環境を良好に保つことを目
的として活動しています。

また地区育成会と連携を図り、農用地を活用した豊かな景観形成活動や水路改修で発生が増
えてきたホタルの勉強会を通じ、自然に親しむ活動にも取り組んでいます。



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

　２月の初旬に、熊倉環境保全会役員
と圃場地権者により、排水路の泥上げ
作業を行います。

構成員 　熊倉区自治会、農用地利用改善組合、営農組合、公民館、老人クラブ、社会福祉協議会、小中学校ＰＴＡ

315 取組開始年度 平成１９年～ －

　６，７，８月の年３回、熊倉環境保全会
役員とボランティアの人達で、熊倉全域
のアレチウリの駆除を行います。

　　７，３月の年２回、熊倉全域の用水路
　を熊倉の全区民で一斉に草刈、清掃を
　行います。

平成２４年～

                               くまぐらかんきょうほぜんかい

44.08 中山間直接支払 向上活動共同活動

熊倉環境保全会（安曇野市）

組織形態

〇組織の概要

東には梓川と犀川、西を見れば雄大な北アルプスが見渡せる緑豊かな
農村地帯です。又、田植えの時期には、水を張った水田に北アルプスが映り
夏には、湧水地帯にほたるが舞います。

そんなすばらしい環境を守るために熊倉環境保全会が設立されました。

光と水と緑輝く熊倉の郷



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

施設の点検・機能診断 景観形成のための施設への植栽等

外来種の駆除 きめ細やかな雑草対策

水路の泥上げ 法面ブロックの布設

構成員
　農家、重柳区、安曇野の里重柳地区の景観形成を進める会、子ども育成会、重光堰土地改良区、農家組合、
　重柳農村振興委員会、カリン部会、重柳地区社会福祉協議会、重柳区小学校ＰＴＡ、重柳区中学校ＰＴＡなど

                            しげやなぎかんきょうほぜんきょうぎかい

重柳環境保全協議会（安曇野市）

52.27 組織形態 共同活動 中山間直接支払 向上活動

250 取組開始年度 平成１９年～ － 平成２４年～

〇組織の概要

重柳地区では、安曇野の里を核とした農地・水環境の保全活動が図られてきま

した。 しかし、高齢化や担い手不足により継続が危ぶまれつつあります。けれど、

一方では地域住民の環境への関心が高まり、環境を重視した農業生産への取り

組みが求められています。当地区では、地域住民全てで共同活動を実践し、質

的向上はもとより農地、農業用水路などの資源の現状を把握し、よりよい環境保

全への意識向上を図っています。

美しい自然と調和する農村環境



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ □

・組織の構成員数　約 人 取組開始年度 平成１９年～ － －

構成員 　下飯田区全世帯、下飯田区、下飯田公民館、豊科南小・中学校ＰＴＡ、下飯田農家組合ほか

110

組織形態

下飯田地域保全会（安曇野市）

                               しもいいだちいきほぜんかい

46.40 中山間直接支払 向上活動共同活動

〇組織の概要
下飯田地域保全会は、地域全体で農地の保全や農道・用排水路の維持管理、水環境

の保全、 地域の生活環境向上活動を行う目的で設立されました。

この地域は、昭和５６年から始まった県営ほ場整備事業（高家地区）により、ほぼ全域

が区画整理され３０年以上が経過していますので、施設の老朽化が心配されています。
地域内には、拾ケ堰や勘左衛門堰が流れ豊富な用水を供給するとともに、日常生活に

必要なやすらぎを与えてくれます。

写真Ａ
農道・用排水路の整備状況

清らかな水、光かがやく緑、おいしい空気、そんなふ
るさとの保全をめざして、全会員が全体役員会で事前
に決めた農道・用排水路を集中的に作業をしている。

用水路に親しむ事業

私たちの地域の未来を託す子供たちと一緒に、虹鱒
のつかみ取り大会を行いながら、用水路の重要性を
理解し、地域で経験した楽しい思い出をもって社会へ
はばたいていってほしい。

用水路の生物調査を全域で実施

地域環境資源センターの指導により、主に魚類の調
査をしたところ多数の魚種が観察されました。特筆す
べきはブラウントラウトが多数採取されたこと、アブラ
ハヤとカジカやどじょうがいっぱいいたこと。

水と緑に光かがやけ下飯田



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

　素掘り水路にＵ字溝敷設

　崩壊が進む素掘り水路 ⇒ 　　　　Ｕ字溝敷設工事 ⇒ 竣工

　農道法面、水路、畦畔の草刈り

組織形態

真々部地域農地・水・環境保全会（安曇野市）

                    ままべちいきのうち・みず・かんきょうほぜんかい

54.02 中山間直接支払 向上活動共同活動

構成員 　区長、区総代、農業委員、道路委員、水利委員、営農生産組合、公民館、子ども会育成会、農家・非農家全戸

520 取組開始年度 平成１９年～ － 平成２３年～

〇組織の概要

安曇野市の南東端に位置する「真々部」は、常念岳をはじめとした北アルプスが一望
でき、田園風景が広がる自然災害もほとんどない暮らし良い地域です。 農地の99％を
水田が占める稲作地帯ですが、平成3～5年にかけて行われた圃場整備事業の対象外
であった部分では、素掘り水路の崩壊・木の根の張り出し、農道を横断する（橋代わり
の）水路管の破損、法面の崩落、農道の幅が狭いため大型農機が農地に入れない、等
の問題が随所に生じて来ていましたので、これらの課題を解決すべく活動を進めていま

農業資源の維持管理と農村環境の向上



・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、（農）踏入ゆい生産組合

170 取組開始年度 平成１９年～ － 平成２４年～

組織形態

踏入農環共同活動組織（安曇野市）

                        ふみいりのうかんきょうどうかつどうそしき

46.00 中山間直接支払 向上活動共同活動

〇組織の概要

「踏入」という地名には、湧水を集めた川や堰が集まる湿地帯に、先人たちが「踏み込
んで」水田化を行った、という由来があります。

そこに環状型の集落が生まれ、その中と外側の農地において、今も盛んに水田農業が

営まれています。
この歴史ある農地と水資源を後世に残すために、区民全員で自然豊かな田園環境を

守っています。

みんなの力が未来のために

私たちは、農業・農村環境の維持と向上に向けた、様々な活動に
取り組んでいます。

基礎活動として、畦畔や遊休農地の除草、給排水路の点検・泥上
げ、農道の砂利補修など、区民全戸の参加で行っています。

また、農村環境保全活動としては、外来植物アレチウリの駆除や、
老人会や子どもたちと一緒に、花壇づくりによる地域の美しい景観
形成に取り組んでいます。

さらに、地区ＰＴＡと子どもたちは、区内主要道路のごみ、空き缶拾

いを年２回行っています。

アレチウリの駆除

沿道の花壇づくり

農道の砂利補修

水路ゲートの点検

遊休農地の草刈り

水路の泥上

水田畦畔の補修



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

構成員 　農家９４戸、非農家１９６戸、区自治会、区公民館、敬老会、子ども育成会、区社協、区ＰＴＡ

296 取組開始年度 平成２０年～ － 平成２３年～

組織形態

飯田環境保全会（安曇野市）

                                いいだかんきょうほぜんかい

66.77 中山間直接支払 向上活動共同活動

〇組織の概要

・地域

梓川のかつての氾濫原に広がるここ飯田地域（現・安曇野市/飯田区）は、その清冽

な水の恵みによって中世に成立した農村集落。現代においては、市街化調整区域で

あったため、古く懐かしい田舎の景観をそこかしこにとどめている。

・組織の特徴など

農家はもちろんのこと非農家も含む地域住民全員参加で取組んでいます。

美しく住みよい飯田区のために

飯田花街道では、冬から春はパン
ジーとビオラを（左写真）、夏か
ら秋はマリーゴールド（右写真）
を育てるのが恒例。平成23年には
約50ｍのあじさい部分を造成（下
写真）。

左は水路、農道、
農地といった施設
の点検、および機
能診断の様子。毎
年６～７月に行う。
その結果に基づい
て、補修や泥上げ
作業を行っている。
右は漏水箇所の補
修、下は泥上げ作
業の様子。共に11
月頃。



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

　　水田の排水路における泥上げ作業の様子 　　外来植物群の刈り払い作業の様子

用水路、水止め用加工ﾌﾞﾛｯｸ作成の様子 水止め用ブロック設置（各田水口）

構成員 　農家、区民、小瀬幅区、小瀬幅耕作組合、小瀬幅農家組合、小瀬幅育成会

57 取組開始年度 平成２４年～ － 平成２４年～

組織形態

小瀬幅区・水・環境保全会（安曇野市）

                          こせはばく・みず・かんきょうほぜんかい

12.18 中山間直接支払 向上活動共同活動

〇組織の概要

年々農業者の高齢化が進むなかで、地域の農業を守り、かつ自然豊かな農村

環境を守り育てるために、非農家も含めた地区員全員参加の活動を展開してい

ます。自然豊かな農村を未来に残し伝えるため、農業用水の修繕や農道の舗装

や施設の補修や外来種の駆除、地域が一体となり今後の世代に継承すべきも

のを再認識し施設と環境の保全に努めています。

特色ある地域づくりを目指し取り組む



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ □

・組織の構成員数　約 人160 取組開始年度 平成２４年～ － －

構成員 農家、下鳥羽堰上耕地自治会、農業委員、上手地区小学校ＰＴＡ、梓川土地改良区

          しもとばせぎうえこうち・ちいきかんきょうほぜんのかい

下鳥羽堰上耕地・地域環境保全の会（安曇野市）

41.87 組織形態 共同活動 中山間直接支払 向上活動

〇組織の概要

当地域（耕地）は、古い歴史のある安曇野市豊科下鳥羽地区を流れる「勘左衛門堰」
が、江戸時代に開削されてから南側を堰上耕地、北側を堰下耕地と呼んできました。会
名が「下鳥羽堰上耕地・地域環境保全の会」はその所以です。当時は農地が殆んどで
土地の面積を基準にして、諸費用を分担して堰や道路の維持管理を行ってきました。

水に不自由であった歴史があり、用水（路）の維持管理などについて住民の意識や理
解がある土地柄です。先祖代々受け継がれてきたこの素晴らしい文化を次世代につな
げて行くために、住民が一丸となって取り組んでいます。

共有地の草刈り

水路の泥ごみの仕分け作業皆で花植え作業（とよ里西側）

皆で打合せ

頭首工視察研修会
目地修復作業

PTAの協力を得て花植作業（上手集会所）

「保全の会通信」を
発行し皆さんに広

報しています

美しくすみやすいふるさとは、みんなで守りつくろう



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人208 取組開始年度 平成２４年～ － 平成２４年～

構成員 　区民、寺所区、水利委員会、区環境部、ひさご会、寺所公民館、寺所子ども会育成会、地区社会福祉協議会

                    てらどこのうち・すいろ・かんきょうをまもるかい

寺所農地・水路・環境を守る会（安曇野市）

40.00 組織形態 共同活動 中山間直接支払 向上活動

〇組織の概要
安曇野インター西方に位置し地域開発が進む中での、稲作中心の農業地域ですが、農地転用

や高齢化、離農により農地・水路の保全管理も個々では難しくなってきています。 当組織では、
年2回の泥上げ作業や水利委員を中心に水路等で困っていることのアンケートを実施、現地確
認により優先順位を設け技術研修会実施の後、関係者共同による目地補修等を行っています。
また、景観形成として、矢原堰沿いの花壇の植栽活動を関係団体と連携して実施しています。
個々の力を結集し、農地・水路・環境を守る活動に取組んでいます。

基礎活動として、水路の泥上げ、補修の実施
(水路等の補修に当たっては、要望調査を行い、その後現地を確認のう
え申出者説明会を 開催し、補修技術の研修会を行ったうえで関係者に
よるＵ字溝の目地詰め作業などを行っています。)

個々の力を結集し、農地・水路・環境を守る取組みを！

景観形成活動として、花壇の植栽活動の実践
(関係団体と連携する中、夏花壇や冬花壇を造成し定期
的に草取等の管理を実施することで、地域内の交流、絆
も生まれてきています。

泥上げ作業

現地確認

花壇の耕土入り替

夏花壇

技術研修
補修作業 補修作業

植栽作業

冬花壇



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

基礎活動

構成員 　農家103戸、非農家29戸、区、営農組合、公民館、社協、さわやかｸﾗﾌﾞ、子供育成会（小・中PTA）、氏子

132 取組開始年度 平成２４年～ － 平成２４年～

組織形態

中曽根地区農地・水・環境保全会（安曇野市）

                    なかぞねちくのうち・みず・かんきょうほぜんかい

42.29 中山間直接支払 向上活動共同活動

〇組織の概要

私たちの地域は、県立こども病院の東部に位置し、東西に約６００ｍ、南北に
約２７００ｍの田園風と景観に恵まれた稲作地帯です。

「中曽根農水保全会」は、圃場整備事業後３０年以上経過し水路・施設等のい
たる箇所に不具合が見られることから、農業用水路・農村環境の保全管理と長
寿命化を図るために地域が一体となり取り組んでいます。

農水保全活動で深める地域の「連携」

点検診断

水路泥上

水路目地詰

異常気象対応花壇花苗植

水路ゲ－トペンキ塗水路草刈

花壇草取



・組織の活動面積　Ａ＝ ｈａ ■ □ ■

・組織の構成員数　約 人

組織形態

徳治郎環境保全会（安曇野市）

                                とくじろうかんきょうほぜんかい

53.52 中山間直接支払 向上活動共同活動

構成員 　徳治郎区民、農家、徳治郎生産組合、豊科北中-北小-東小の各ＰＴＡ、徳治郎こども育成会など

160 取組開始年度 平成２５年～ － 平成２５年～

〇組織の概要

徳治郎？ 人の名前のようですが、安曇野市徳治郎地区は犀川の西に位置し、

白鳥の飛来地として有名な地域です。 北アルプスの槍ヶ岳から流れ出る清流

は梓川、犀川、千曲川、信濃川となって日本海にそそぎます。日本一の川の源

流に近いこの地は、日本有数な米どころでもあります。
この恵まれた水資源と環境を守るのは私たちの使命だと感じています。

この地域の環境は私たちで守る。

設立総会風景
ここから活動が始まりました。

水路補修講習会に参加しました。
これで水漏れ補修はバッチリです。

今年２回目の共同

作業で排水路の泥

上げを行いました。

重機を活用、効率

よく作業し約２時

間で完了です。

環境保全いつやるの？

今でしょ！
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