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対策の概要

【施策の背景】

農業・農村を取り巻く情勢は、農業従事者の減少や高齢化の進行に伴う、耕作放棄地の増加

や、ため池や水路など農業用施設の保全管理の粗放化等により、農村が本来持っている食

料を生産する営農基盤としての機能の低下だけでなく、住民間の相互扶助といった集落機能

や、自然環境の保全や良好な景観の形成といった多面的機能についても低下が懸念されて

います。 

このような中、農業の持続的発展と農業・農村が有する多面的機能の発揮を図るためには、

その基盤となる農地や水、環境の保全と質的向上を図るとともに、自然循環機能を維持・増進

することが必要になっています。 

このため、農地や農業用水等の資源及び環境の保全と質的な向上を図る「地域ぐるみでの効

果の高い共同活動」と「計画的な施設の補修・更新等を行う向上活動」を一体的かつ総合的

に支援する「農地・水保全管理支払交付金」を実施しています。

【対策の概要】

１．地域ぐるみでの効果の高い共同活動への支援【共同活動支援交付金】

個人の農業者に加え、地域住民、自治会、関係団体などの多様な主体が参画する活動組

織を設立し、市町と平成28年度までの協定を結びます。農地や水路、農道など農業用施設

の基礎的な保全管理活動（①基礎活動）と、生物多様性保全、景観形成などの農村環境の

保全のための活動（②農村環境保全活動）に対し、対象となる農用地面積に応じた支援を

受けることができます。

２．計画的な施設の補修・更新等を行う向上活動への支援【向上活動支援交付金】

　 共同活動を実施する組織において、農地周りの農業用用排水路、農道などの老朽化が進む農業用施設の長寿命化のための補修・更新等の

活動（①施設の長寿命化のための活動）と、水質、土壌、生物多様性等の地域環境の保全に資する高度な保全活動（②高度な農地・水の保全活

動）に対し、対象となる農地面積に応じた支援を受けることができます。 



【交付金額】

区　　分

共同活動支援 向上活動支援

新規地区 継続地区
施設の長寿命化の

ための活動
高度な農地・水 

保全活動

水田 4,400 3,300 4,400 2,000～500

畑（樹園地含む） 2,800 2,100 2,000 1,500～500

草地 400 300 400 －

（10aあたり）

※　高度な農地・水保全活動については取組内容により交付単価が変動します。

【共同活動の例】

＜基礎部分の活動＞

「水路の草刈り・泥上げ」、「農道の草刈・砂利の補充」など資源の維持管理に係る活動

　　 

＜資源向上のための活動＞

「水路の目地詰め」や「ゲートの塗装等の管理」など施設の長寿命化に係る活動

＜農村環境向上のための活動＞

「生物の生息地の確保」や「景観植物の植付け」など農村環境の保全向上に係る活動

【向上活動の例】

＜施設の長寿命化のための活動＞



水路の補修・更新 農道舗装の補修 洪水吐（ため池）の補修

＜高度な農地・水保全活動＞

自動給水栓の設置 カバープランツの設置 法面の小段設置

【地方の裁量として】

香川県では、本対策が各地域が抱える課題に即して効果的に実施できるように、ため池の

適切な保全管理の促進や水質の保全、井戸や出水の管理など渇水への備え、遍路道など

特色ある地域資源を活かした環境向上活動などに関する活動項目の追加等を行い、地域

の創意工夫を活かした活動を推進しています。

【実施体制】

　 この対策においては、交付金の交付、活動組織の指導などを行う組

織として、市町をはじめ県や土地改良事業団体連合会、農協などで構

成する「地域協議会」を設置することが義務づけられています。 

本県では、東讃（小豆地域を含む）、中讃、西讃の3ヶ所に地域協議会を

設置し、活動を実施する組織への支援を行っています。

△上へ戻る

ＮＥＷＳ

＜西讃地域協議会＞

【設立総会】 平成19年4月11日

議題：役員の選任、規約の制定等

【Ｈ20総会】 平成20年4月8日



議題：予算の収支決算、構成員の改選等

【Ｈ2１総会】 平成21年4月8日

議題：予算の収支決算、構成員の改選等

【Ｈ2１臨時総会】 平成21年10月1日

議題：役員の補欠選任等

【Ｈ22総会】 平成22年4月8日

議題：予算の収支決算、構成員の改選等

【H23総会】平成23年４月８日

議題：予算の収支決算、規約の改正等

【H23臨時総会】平成23年７月19日 

議題：補正予算について、役員の補欠選任等

【H24総会】平成24年４月20日 

議題：予算の収支決算、規約の一部改正等

【H25総会】平成25年４月18日 

議題：予算の収支決算、規約の一部改正等

＜中讃地域協議会＞

【設立総会】 平成19年4月12日

議題：役員の選任、規約の制定等

【Ｈ20総会】 平成20年4月9日

議題：予算の収支決算、構成員の改選等

【Ｈ21総会】 平成21年4月7日

議題：予算の収支決算、構成員の改選等

【Ｈ2１臨時総会】 平成21年8月21日

議題：役員の補欠選任等

【Ｈ22総会】 平成22年4月12日

議題：予算の収支決算、構成員の改選等 

【H23総会】平成23年４月11日

議題：予算の収支決算、役員の補欠選任等

【H23臨時総会】平成23年７月11日 

議題：補正予算について、業務方法書等の一部改正等

【H24総会】平成24年４月17日

議題：予算の収支決算、規約の一部改正等

【H25総会】平成25年４月18日 

議題：予算の収支決算、規約の一部改正等

＜東讃地域協議会＞

【設立総会】 平成19年4月13日

議題：役員の選任、規約の制定等

【Ｈ20総会】 平成20年4月10日

議題：予算の収支決算、構成員の改選等

【Ｈ21総会】 平成21年4月6日

議題：予算の収支決算、構成員の改選等



【Ｈ22総会】 平成22年4月9日

議題：予算の収支決算、構成員の改選等 

【H23総会】平成23年４月13日

議題：予算の収支決算、役員の補欠選任等

【H23臨時総会】平成23年７月15日 

議題：補正予算について、業務方法書等の一部改正等

【H24総会】平成24年４月20日

議題：予算の収支決算、規約の一部改正等

【H25総会】平成25年４月16日

議題：予算の収支決算、規約の一部改正等

○県内の取組状況

平成19年度　農地・水・環境保全向上対策取組状況　（PDF272KB）

平成20年度 農地・水・環境保全向上対策取組状況 （PDF333KB）

平成21年度 農地・水・環境保全向上対策取組状況 （PDF525KB）

平成22年度　農地・水・環境保全向上対策取組状況 （PDF5301KB）

平成23年度　農地・水・環境保全向上対策取組状況 （PDF506KB）

（NEW）平成24年度　農地・水保全管理支払交付金取組状況 （PDF3035KB）

○香川県内の活動事例集

農地・水・環境保全向上対策　活動事例集　（PDF5850KB） 

農地・水・環境保全向上対策　平成20年度活動事例集　（PDF6820KB）

農地・水・環境保全向上対策　平成21年度活動事例集　（PDF11707KB）

農地・水・環境保全向上対策　平成22年度活動事例集　（PDF25568KB）

農地・水・環境保全向上対策　平成23年度活動事例集　（PDF159737KB）

（NEW）農地・水保全管理支払交付金　平成24年度活動事例集　（PDF15480KB）

○農地・水・保全管理支払事業　パンフレット

平成25年度　県作成パンフレット　（PDF2281KB）

△上へ戻る

第三者委員会

　香川県では、農地・水保全管理支払交付金を計画的かつ効率的に実施するため、活動の点検・評価を行い、地域協議会に対する適切な指導・

助言を行う中立的な第三者機関、「香川県農地・水・環境保全向上対策推進委員会」を設置しています。

○委員の紹介

（平成25年８月27日現在）

氏名 所属等 摘要

猪熊　由利子 香川県農協女性部副部長  

大山　茂樹 さぬき市長  

角道　弘文 香川大学工学部准教授 副委員長

柴田　潤子 香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授  

早川　茂 香川大学農学部長 委員長

平地　正宜 NHK高松放送局副局長  

宮井　三智子 高松家庭裁判所　参与員  

（五十音順　敬称略）

○委員会の開催状況

◆第1回　平成19年11月14日

（議事）

1. 委員会の公開

http://www.pref.kagawa.jp/nosonseibi/noutimizu/katudoujirei01.pdf
http://www.pref.kagawa.jp/nosonseibi/noutimizu/pdf/h22torikumijyoukyou.pdf
http://www.pref.kagawa.jp/nosonseibi/noutimizu/pdf/h23katudoujirei.pdf
http://www.pref.kagawa.jp/nosonseibi/noutimizu/pdf/h24torikumijyoukyou.pdf
http://www.pref.kagawa.jp/nosonseibi/noutimizu/pdf/h21jireishuu.pdf
http://www.pref.kagawa.jp/nosonseibi/noutimizu/pdf/h22katudoujirei.pdf
http://www.pref.kagawa.jp/nosonseibi/noutimizu/pdf/h23torikumijyoukyou.pdf
http://www.pref.kagawa.jp/nosonseibi/noutimizu/pdf/h20jireishuu.pdf
http://www.pref.kagawa.jp/nosonseibi/noutimizu/pdf/h24katudoujirei.pdf#zoom=100
http://www.pref.kagawa.jp/nosonseibi/noutimizu/pdf/h25_pamphlet.pdf#zoom=100
http://www.pref.kagawa.jp/nosonseibi/noutimizu/pdf/h21torikumijyoukyou.pdf
http://www.pref.kagawa.jp/nosonseibi/noutimizu/torikumijyokyo.pdf
http://www.pref.kagawa.jp/nosonseibi/noutimizu/pdf/H20jissijyoukyou.pdf


2. 農地・水・環境保全向上対策の概要について

3. 県の基本方針、推進体制について

4. 平成19年度実施状況について

5. 平成20年度推進方策について

◆第2回　平成20年9月2日

（議事）

1. 平成19年度の実施状況について

2. 平成20年度の取組状況について

3. 平成20年度以降の推進について

4. その他（意見交換）

◆第3回　平成20年10月28日

（議事）

○現地視察

木田郡三木町 井上川西さりげなクラブ

さぬき市寒川町 中村宮西活動組織

◆第4回　平成21年7月24日

（議事）

1.平成20年度の取組実績について

2.平成21年度の取組状況について

◆第5回　平成21年11月4日

（議事）

○現地視察

1.勝田池比地大地域保全活動組織（三豊市） 2.油井水土里保全組合（観音寺市）

◆第6回　平成22年3月5日

（議事）

○中間年評価について

◆第７回　平成23年１月13日

（議事） 

○現地視察

1. 宝憧寺池地区農地・水・環境保全会（丸亀市）

2. 五反地地区農地・水・環境保全会（丸亀市）

◆第８回　平成23年７月29日

（議事） 

1. 平成23年度からの事業制度の見直しについて

2. 平成22年度の取組実績について

3. 平成23年度の取組状況について

4. 前回の推進委員会の意見・提言について

◆第９回　平成23年11月15日

（議事） 

○現地視察

1. 住蓮寺池地区資源保全組合（高松市）

2. 野間田東環境保全組合（さぬき市）

◆第10回　平成24年８月29日

（議事） 

1. 平成23年度の取組実績について

2. 平成24年度の取組状況について

3. 事業制度の変更について

4. 最終年評価について

◆第11回　平成25年８月27日

（議事） 



1. 平成24年度の取組実績について

2. 事業制度の変更について

3. 平成25年度の取組状況について

○現地視察

鴨部東活動組織（さぬき市）

△上へ戻る

リンク集

【最新情報】

農林水産省ホームページ：http://www.maff.go.jp/nouti_mizu/index.html

【全国の事例・各県のホームページ等の紹介】

全国水土里ネットホームページ：http://www.inakajin.or.jp/midorihozen/

水土里ネット香川ホームページ：http://www.midorinet-kagawa.or.jp/

お問い合わせ先

　 現在、平成26年度からの実施について相談を受け付けています。実施地域の設定から活動組織づくり活動計画書の策定等には長期間の調

整が必要ですので、早めに市町または下記窓口までご相談ください。 

名称 連　絡　先

香川県農政水産部 農村整備課 TEL　087-832-3449

農地・水・環境保全向上対策

　 東讃地域協議会
事務局：水土里ネット香川 中部支所 TEL　087-813-3006

農地・水・環境保全向上対策

　 中讃地域協議会
事務局：水土里ネット香川 仲多度支所 TEL　0877-62-0816

農地・水・環境保全向上対策

　 西讃地域協議会
事務局：水土里ネット香川 三豊支所 TEL　0875-25-1446

 

△上へ戻る

http://www.midorinet-kagawa.or.jp/
http://www.maff.go.jp/nouti_mizu/index.html
http://www.inakajin.or.jp/midorihozen/

