


ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 5 平成19年度～

農業者、自治会、JA
畑 14 平成26年度～

草地 ー 平成27年度～

合計 19

小坂環境保全協議会（静岡市）

水路の清掃活動

そば打ち体験での地域住民との交

流

～駿河湾、富士山を望むみかん園～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、南に駿河湾を望み、北西を山が囲み強風が吹かず温暖でみかんやぶどう、いちじくなど、おいし

い農産物が生産されています。みかん園からの富士山、駿河湾の眺望はすばらしく人の心を和ませます。将来

にわたりこの環境を維持していくため農道の維持管理を地域住民との交流を行いながら楽しく活動しています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成19年度～

農業者、自治会、その他(清沢塾、清沢
クラブ)

畑 70 平成26年度～

草地 ー ー

合計 70

清沢まもり隊（静岡市）
～緑豊かな山々と清流に囲まれた農地～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
毎年６月に小学生と田植えを行っています。

遊休農地を利用して地域住民とそばの種撒きから収穫、そば打ち体験を行っています。
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小学生との田植え体験の様子

草刈り作業風景



ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 0 平成19年度～

農業者、自治会、小学校
畑 18 平成26年度～

草地 ー 平成24年度～

合計 18

俵峰地域保全会（静岡市）
～山と茶畑に囲まれた標高５００メートルの霞の里～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、お茶を中心に農業が行なわれて来ました。

茶価の低迷と高齢化によって茶畑が減少することは止められませんが、地域を愛する住民の気持ちは変わり

ません。
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農道の路肩法面の草刈りのの

地元企業の方を招いたお茶の収

穫体験



ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成19年度～

農業者、自治会、子供会、土地改良区、
老人会

畑 50 平成26年度～

草地 ー 平成24年度～

合計 50

茂畑みどり保全会（静岡市）

子供会、老人会みんなでそばの収

穫を行いました。

農業者、自治会と協力して農地周

りの放置竹林を伐採します。

～清水港・日本平を見渡す温暖な農村地帯～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、急傾斜地が多いが農道を整備してミカンとお茶を主に生産してきましたが、販売価格の低迷と後継者

不足で最近は、年々農業者が減少しています。大切な農地と農道を守るために皆で協力して作業しています。

耕作放棄地にアーモンドを植栽して有効活用をしています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成19年度～

農業者、自治会
畑 19 平成26年度～

草地 ー 平成26年度～

合計 19

八木間地域保全会（静岡市）

毎年、11月上旬に農道の傷んだ

箇所の路面補修を行います。

興津北こども園の園児が遊休農

地に隣接した花壇に花を植えます。

～興津川と駿河湾から伊豆半島を望む中山間地域～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、興津川の西岸、国道５２号が貫く地域で、山間傾斜地が農家の生産基盤となっています。この

山間地域での農業の生産環境の維持活動として、農道等各施設の維持管理を通して、農用地及び農業環境

を保全する活動を行っています。遊休農地対策として、園児による花壇作りやオリーブの栽培も行っています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成19年度～

農業者、自治会
畑 19 平成26年度～

草地 ー ー

合計 19

布沢地域資源保全隊（静岡市）

毎年4月第2土曜、日曜にたけの

こ祭りを開催しています。

作業風景（たけのこ祭り）

～彩り豊かな 自然あふれる 竹の子とお茶の里～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
放置竹林の伐採、植栽活動を定期的に行っています。

毎年4月第2土曜、日曜にたけのこ祭りを開催しています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成19年度～

農業者、土地改良区
畑 32 平成26年度～

草地 ー 平成30年度～

合計 32

新丹谷地区環境保全隊（静岡市）

畑総とひまわり

ひまわりコンテスト開催

航空写真(H30.10.8撮影)

地区全体の様子

～ヒバリ鳴き 四季の花咲く ミカンの丘～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、清水区庵原地域に位置し、平坦で陽当たりのよい土地で高品質なミカンを作っています。

農地の保全と景観形成につとめ、ひまわりコンテストなどのイベントを開催しています。

静
07



ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成19年度～

農業者、土地改良区
畑 40 平成26年度～

草地 ー ー

合計 40

花の吉原緑の会（静岡市）

地元小学校によるお茶の体験学

習を実施

航空写真(R1.10.27撮影)

地区全体の様子

～清水を眼下に望む茶園地帯～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、清水区吉原に位置し、平坦な農地で主作物のお茶や、ミカンなどを生産しています。

標高が高いため空が近く、晴れた日には抜けるような青空と一面のお茶畑とのコントラストが楽しめます。

お茶畑では地元小学生によるお茶の体験学習も開催しています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成19年度～

農業者、NPO法人、土地改良区、自治会
畑 12 平成26年度～

草地 ー 平成26年度～

合計 12

興津東町水土里の会（静岡市）

万城姫が、観応の擾乱期（1351
年11～12月）にこの地で舞を披
露した紹介看板。

航空写真(H30.10.8撮影)

地区全体の様子

～山の神、さった峠の風景は、三下り半に書きも尽くせじ(蜀山人)と枇杷の里～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、東海自然歩道が横断し、さった峠へのハイキング客や隣接するきよみの里への見参と人の往来

が多いので、農地周りの環境向上・里の紹介などの活動に頑張っています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成19年度～

農業者、土地改良区
畑 29 平成26年度～

草地 ー ー

合計 29

尾羽農地保全会（静岡市）

畑地帯総合整備事業の様子

平坦な農地が広がります。

航空写真(R1.10.27撮影)

地区全体の様子

～多様な作物を生産する樹園地帯～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、土地改良事業により平坦で陽当たりの良い農地が広がっています。

良好な環境を活かして、柑橘を中心とし、野菜やお茶などの様々な種類の作物を生産しています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

水田 ー 平成19年度～

農業者、土地改良区、自治会
畑 68 平成26年度～

草地 ー 平成24年度～

合計 68

原農地保全会（静岡市）
～基盤整備された農地で清水港を望み高品質なみかん栽培に励んでいます～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、東名、新東名、中部横断自動車道のインフラ整備された地域で、都市と農村の連携された農業

経営を目指し、併せて観光や景観に配慮した活動に取り組んでいます。
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景観形成のため植樹

「みかんの丘」

航空写真（H30.10.8撮影）

地区全体の様子



ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成19年度～

農業者、土地改良区、自治会、女性会
畑 37 平成26年度～

草地 ー ー

合計 37

二本松農地保全会（静岡市）
～庵原で一番高いミカンの里～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、平坦なみかん畑が一面に広がるミカン地帯です。

地区内には、静岡県農林技術研究所果樹研究センターもあり、柑橘生産にとても適した良い環境です。
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航空写真（Ｈ29.8.31撮影）

地区全体の様子

Ｈ29.11.8コスモス畑（景観形成）

地元の小学生を招く準備作業中



ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成19年度～

土地改良区、農業者、自治会、その他
(浜石を愛する会)

畑 28 平成26年度～

草地 ー 平成24年度～

合計 28

オレンジ・浜石”Ｓ（静岡市）

毎年2月中下旬に開催される
由比『八千代桜まつり』第４回のイ
ベント

浜石岳からの眺望
毎年1月1日元旦『初日の出』を開
催します。

～南には駿河湾・北には富士山を望み、景観に恵まれた地域です～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
旧庵原郡由比町の中心に位置し、畑総事業で整備された圃場にて柑橘類を中心に栽培している地域です。

地元主催の各イベントには大勢の来訪者があり都市農村交流が盛んです。毎年1月1日は『初日の出』GW中は

『浜石岳ハイキング』、2月末頃は由比『八千代桜まつり』などのおもてなしを準備してお待ちしております。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 17 平成20年度～

農業者、自治会
畑 17 平成26年度～

草地 ー 平成29年度～

合計 34

大原の里を守る会（静岡市）
～農山村風景を次世代に残すため～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
自治会とタッグを組んで4月にはクリーン作戦（用水路の泥上げと苔の除去・道路法面の草取りと側溝の泥上

げ。7月に土手の草刈り。１0月末頃に中学校裏付近の草刈り。年２回花苗の支給)をしてもらい植樹等活動し

ています。資源向上支払（長寿命化）の活動として水漏れ水路の目詰め。土側溝の改修を行っています。
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用水路の泥上げと苔の除去。

資源向上支払（長寿命化）にて直

営工事で、土側溝を改修。



ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成20年度～

農業者、土地改良区、自治会
畑 43 平成26年度～

草地 ー ー

合計 43

矢部農地保全会（静岡市）

みかんの収穫風景と富士山

農用地の点検巡回作業中

～清水港と富士山を臨む畑地帯～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、日本平中腹に位置しています。

とても景色が良く、日当たり良好な立地であることから、美味しいミカンが作れます。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 0.8 平成20年度～

農業者、自治会
畑 11.6 平成26年度～

草地 ー ー

合計 12

有東木資源保全隊（静岡市）

地域の清掃作業をしています。

農道の草刈りをしています。

～きれいな湧水の恵みにより生まれしわさびの里～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
きれいな湧き水がもたらす良質なわさびが自慢の地域です。

将来にわたって保全活動を行い、環境を維持していきます。

静
16



ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成20年度～

農業者、自治会、子供会
畑 32 平成26年度～

草地 ー 平成27年度～

合計 32

蒲原農地保全協議会（静岡市）

対象地区の自治会・子供会と花

ポット苗の植栽

地域内の共同施設の草刈り、除草

剤散布作業

～奥駿河湾を囲むように西伊豆・三保が一望できる畑総地域～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
活動地域は、静岡市最東部の山あいにある蒲原畑総（県営畑地帯総合整備事業)内となります。活動内容と

しては、当協議会役員による台風や大雨警報時の点検・見回り、道路・畑潅水路・調整池等共同施設の草刈り

や清掃の維持管理、畑地法面・幹線の側溝・潅水栓回り等の補修工事を行っています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 3 平成20年度～

農業者、自治会
畑 57 平成26年度～

草地 ー ー

合計 60

玉川振興会（静岡市）

地域住民が集まって、ひまわりの

種まきを行います。

約4万のひまわり畑。この時期にな

るとたくさんの人が訪れます。

～４万本のひまわりが咲き誇る街～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
玉川では、毎年耕作放棄地の活用と景観形成を目的にひまわりの種まきを行っています。種まきには、地域の

子供から大人に加え、街からの参加者もお越しいただいております。夏になると約4万本のひまわりが咲き、最

近では県外からもたくさんのお客さんが訪れようになりました！
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 4 平成20年度～

農業者、自治会
畑 43 平成26年度～

草地 ー 平成25年度～

合計 47

はばたけ大川（静岡市）

農用地の法面の草刈り及び保全

管理

農用地を活用した景観形成活動

在来そばの栽培

～奥藁の美しく品格のある邑として～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、茶祖・聖一国師生家のお膝元として品質のよいお茶づくりに取り組むと共に、春には、「大川お

茶まつり」を地域全体で継続的に開催しています。

組織では、遊休農地を活用して稲作、そば栽培にも力を入れています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 3 平成20年度～

農業者、自治会、NPO、その他(婦人部)
畑 19 平成26年度～

草地 ー ー

合計 22

西里コミュニティーサークル（静岡市）

森林公園の小公園の花植栽(婦

人部)

放置水田を水田に戻す、NPOとの

共同田植。

～清水森林公園地域にあり、景観保持に注力して活動しています～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
清水森林公園の活性化で地域の賑わいを取り戻すため、地域外の人々の協力も得て、自治会の全面協力の

もと活動しています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成20年度～

農業者、土地改良区
畑 15 平成26年度～

草地 ー 平成26年度～

合計 15

日本平いちご地区環境保全会（静岡市）

水路の清掃の様子

航空写真(R1.10.27撮影)

地区全体の様子

～駿河湾に面した石垣イチゴの生産地～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、日本平の傾斜を利用した石垣イチゴの生産地として全国的に有名です。

石垣イチゴが実る頃には、全国から多くの観光客が訪れ地区全体ががにぎわいます。

高品質なイチゴ生産のため、地元農業者や土地改良区が一丸となって施設の維持管理に取り組んでいます。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成21年度～

農業者、土地改良区、自治会、消防団
畑 18 平成26年度～

草地 ー 平成26年度～

合計 18

村松滝川農地保全会（静岡市）

富士山が望めます。

作業風景(草刈り)

～日本平を背に富士山を眺望できる景勝地～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
日本平スタジアムから静岡市駿河己への周回ルートを中心とした砂利採集事業による園地と土地改良事業

による園地の18ha園地に、温州ミカンが植栽されています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成23年度～

農業者、自治会
畑 12 平成26年度～

草地 ー ー

合計 12

まりこ里山保全会（静岡市）

遊休農地（水田）

親子で楽しむ田植え作業

農道の清掃、草刈り作業

～歴史ある宿場町（丸子）の環境保全は自らの手で～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、人と人との出会いを大切にしています。

また、住民の手による地域の環境保全、街づくりに励んでおります。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

水田 ー 平成24年度～

農業者、土地改良区、自治会
畑 33 平成26年度～

草地 ー ー

合計 33

加瀬沢農地を守る会（静岡市）

施設の点検・補修の様子

航空写真（Ｈ30.10.8撮影）

地区全体の様子

～新東名ネオパーサー清水周辺の畑地帯～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、鳥獣害被害防止対策の電気柵の点検・管理や、地元小学生3～4年生を対象に農業体験教室

を行っています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成20年度～

農業者、自治会、老人会
畑 14 平成26年度～

草地 ー ー

合計 14

平山農地保全の会（静岡市）

＜ 施設の周辺の景観形成 ＞
みんなの憩いの場にするべく、芝

生育成・樹木植栽、造成中です。

＜ 竜爪フェスタ ・ 竜爪太鼓 ＞

ちょっと自慢 このロケーション !! 

静岡市街、御前崎、清水港、天気が良

ければ、伊豆まで見える。 鷹も飛んるョ。

～平山 家の上公園 《 天空のグリーングラス 造成中 》～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇

私たちの地区は、竜爪山のふもとの集落です。 静岡市街、清水市街からも近く気軽に登山やドライブが楽し

める所です。農道を登ると他にも絶景が見える所があります。私達の主な活動内容は農業経営に欠かせない農

道・他施設の整備です。昨今、何かと困った事もありますが農地・施設を大事にしながら皆で頑張っていきます。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成26年度～

農業者
畑 7 ー

草地 ー ー

合計 7

入山夕野環境保全会（静岡市）

毎年１０月全会員による農地保全

のための管理作業を実施。

まずは全員による農道の清掃作業

から始まる。

～伝統ある、みかんの生産地～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、古くよりみかん栽培が盛んで、現在も「青島みかん」を中心に農業経営が行われています。

近年、後継者不足による高齢化が進み、耕作放棄地が目立ってきましたが、会員相互の協力により農地の保

全に取り組んでいます。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成27年度～

農業者
畑 24 ー

草地 ー 平成27年度～

合計 24

興津中本町農地環境保全会（静岡市）

最近の異常気象対策として隣地
の日陰改善も兼ね、農道沿いの樹
木を伐採。

毎年一回実施している全農家対
象の農道整備作業(開始時の注
意事項等説明時)。

～海山川 風光明媚な 我らが農地～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
当地区は日当たりがよく昔から柑橘産地の一画を占めてきました。昨今、高齢化もあるが新規就農者や入作者も

出てきており、加えて共同作業には参加者も変わらずに推移しています。風光明媚は自慢のひとつでこれを求めての

散歩者には幼稚園児の一団もあります。農耕のみならず、これらの人々への環境提供も、今後とも目指したいです。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成27年度～

農業者
畑 11 ー

草地 ー ー

合計 11

梅ヶ谷農地保全会（静岡市）

水路周りの草刈作業風景

草刈作業集合写真

～ 富士山を望む農地 ～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
農道、水路の維持活動として、草刈り、泥上げを行っています。

また、台風の後の見回り、点検を行っています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成27年度～

農業者
畑 35 平成27年度～

草地 ー ー

合計 35

久能環境保全推進協議会（静岡市）

地元の小学校で、久能発祥の「石

垣いちご」の栽培を行っています。

農作物の食害対策としてイノシシ
除けフェンスの補修点検や周りの
草刈りをしています。

～海岸沿いに広がる石垣苺発祥の地、久能の環境をまもる～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇

久能地域特有の環境と、先人たちによって確立された石垣苺栽培を地元の子供達に伝える活動をしています。

農業後継者も少なくなってきましたが、魅力ある久能の農業を地域の仲間と維持していきたいと考えています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 0.2 平成27年度～

農業者、非農業者、子供会
畑 10 平成27年度～

草地 ー ー

合計 10

善福寺緑の会（静岡市）
～ほのぼの農業体験 じゃかいも採ったどー ～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
善福寺では、高齢化が進み世襲でもサラリーマン化が進み次世代の農業担い手がいない現状です。

このような農業体験を通じて、子供たちに少しでも農業の楽しさを伝え、その父兄さんたちにも興味が持てる

よう地域住民との交流を深め、常に情報等を発信していきます。
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体験」

子供会農業体験 「じゃがいも植え
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 8 平成27年度～

農業者、その他(地域組織)
畑 7 平成27年度～

草地 ー ー

合計 15

あさはた東農地保全会（静岡市）

あさはた幼稚園児によるさつま芋

つる挿し作業

農道・水路の維持管理の草刈り

作業

～三方山に囲まれた農業振興地域の田園地帯～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、農業振興地域として田園地帯が広がっています。田園地帯を守ろうと少ない会員で一生懸命頑

張っています。毎年春には、幼稚園児に、蓮華の花摘み、田んぼで泥んこ遊び、遊休農地でさつま芋の苗挿し

から収穫までを体験してもらい、食育に少しでも役立てればと活動しています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

写真を貼付

水田 ー 平成27年度～

農業者、自治会、JA
畑 9 平成27年度～

草地 ー ー

合計 9

長田農地保全会（静岡市）

皆様が安心して利用できる農道の

保全を進めています。

イノシシなどの有害鳥獣対策の柵
も点検・補修し、農産物を被害か
ら守ります。

～農業者にも、地域住民にも愛される「長田」を目指して～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真

〇活動組織からのメッセージ〇
この地域は、古くから果樹栽培が盛んで、特にみかんの生産地として知られています。しかし、高齢化が進み、

農業者は年々減り続けています。また、イノシシ、ハクビシンなどの有害鳥獣による食害や園地荒らしも増えて
います。地域の農業を守るため、長田農地保全会は、農道整備を中心に活動し、地域貢献と農業をしやすい環
境づくりを行っています。
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ha 農地維持

ha 資源向上支払（共同）

ha 資源向上支払（長寿命化）

ha

水田 5 平成28年度～

農業者、部農会、その他(町内会)
畑 6 平成28年度～

草地 ー 平成28年度～

合計 11

飯間農地保全会（静岡市）

遊休農地にコスモスを栽培し、毎
年10月に「コスモス祭り」を開催し
ています。

約2アールの農地にコスモスを栽

培、今年もきれいに咲きました。

～安倍川の支流藁科川水系の恵みを受ける中山間地域～

１．取組面積 ２．活動内容 ３．主な構成員

４．主な取組内容、活動写真
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〇活動組織からのメッセージ〇
飯間農地保全会は、平成28年度に設立した新しい組織です。農村環境保全活動の一環として、遊休農地に

コスモスを種から育て、10月には「コスモス祭り」を開催し、150人～２００人の方が訪れてくれています。既存

の農地や農業施設の管理も含め、健全な農業環境の保全に努めています。
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