
朝市や直売所

特産品づくり

簡易な整備

（農道 ・水路）

都市住民や

地域住民との交流

農業用施設の

点検 ・補修

鳥獣害対策

農空間づくりプランの手引き
あなたの地区の農空間を守り、活かすための

「農空間づくりプラン」のつくり方を紹介します

地域の営農体制や

担い手を補強



不在地主も増えてきて、遊休農地がぽつ

ぽつ出だして困ってます！

山に近いので獣害で困ってます。

シカやイノシシが畑を荒しに来る。

ため池や水路の

管理をするもんが

減ってきた。

今後の水利が心配だ！

今の農業では儲からへん。何か、みんなで

地域のブランド産品とか

つくられへんやろか？

遊休農地があったら、都市住民や

企業に農地を使ってもらう手もあるかな？

貸し農園とか…

子どもの時には、

めだかやカエル、トンボなど

いっぱいおったなあ。あんな農空間に

もういっぺんしてみたいなあ！

周りに住宅や工場があって、

耕作にも気を使うし、ごみを

ほられる時もあって困る。

農道がないから

田越しで入らん

とあかん。機械

も入れにくい。

細い通路でもで

きたらなあ。

担い手が少なくなって困っています！

今の担い手はみんな年をとって、

後継者もおらん。

農機具代が高い。地区のみんなで

共同で使えたらな！

そんな時は

農空間づくりプラン
取り組んでみよう

に
！

農空間づくりプランとは？
Q1

今後も農空間を活用し
守っていくための、
地域ぐるみの取り組みです。

A1

地域のみなさんが、 農空間を中心としたまち

づくりに向けて地域の課題や将来のあり方に

ついて話し合い、 意見やアイディアをまとめた

「農空間づくりプラン」に基づいて、 地域ぐる

みの取り組みを行います。

どのような場所で
つくることができるんですか？

Q2
集落や小学校区など、対象とする地域を設定します。
A2

取り組む地域の範囲は決まっていません。 対象とするエリアを地域ごとに定

めます。

だれがつくることが
できるのですか？

Q3
各地域の『農空間づくり協議会』※がつくります。
A3

『農空間づくり協議会』 は、農家の方をはじめ、自治会や学校、地域活動団体

など、地域に関わるさまざまな団体で構成する協議会です。

つくるのに、
どれぐらい時間が
かかるのですか？

Q4
各地域に合ったペースで進めます。
A4

地域のみなさんで話し合いや現地調査などを行いながらプランをつくってい

きます。

プランができてからも、 取り組みを進めながら随時プランの見直しを行います。

「農空間づくりプラン」に
取り組めば、
何かメリットはあるのですか？

Q5
個人での対応が難しい農空間の課題に地域ぐるみで取り組むことができます。
A5

『農空間づくり協議会』 の取り組みに、補助金等を活用することができます。

（詳しくは裏表紙をご覧下さい。）

「農空間づくりプラン」の
策定はだれか
手伝ってくれるのですか？

Q6
大阪府がお手伝いします。
A6

大阪府や市町村、 支援団体など関係機関が各地域の取り組みを支援します。

補助金等を活用して、プランをつくるために調査を行ったり、専門家の支援を

受けることもできます。

まずは裏表紙の大阪府窓口にご相談下さい。

※農空間づくりプランは、「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」
に基づき進めるもので、農空間づくりプランに取り組む各地域の団体を「農空間づくり
協議会」として大阪府が認定、支援します。※「農空間」とは、農地やため池、水路などの農業用施設、集落や里山が一体となった地域のことをいいます。
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写真提供 /滋賀県

POINT
!

「農空間づくりプラン」取り組みテーマ例
テーマ 地域で農地を守る仕組みを作ろう1

テーマ
農業用施設を点検・補修して
長持ちさせよう5 テーマ

地域ぐるみで鳥獣害対策に
取り組もう6

テーマ 地域らしい農産物を作ろう・売ろう3

テーマ 都市住民や地域住民との交流によりにぎわいをつくろう4

キーワード

地域ぐるみの営農体制作り

○共同作業の実施

○農業用機械の共同利用化

○作業受委託の仕組み作り

○農道・水路等の整備

○地元施工

農産物のブランド化・

高付加価値化

地域特産品、伝統野菜、

環境・生態系配慮

６次産業化

（加工品づくり）
飲食店・スーパー等との提携、

学校給食との連携、

インターネット販売

販路の確保

新たな担い手（新規就農者・農業参入企業・

準農家など）の受け入れによる担い手確保、

遊休農地の解消・発生防止

担い手確保・遊休農地対策

事例 農業を通じて地域を活性化

準農家４名が農業参入

農事組合法人田尻農産（能勢町）

事例 ボランティアによるぶどう農家支援 ぶどう塾援農隊（太子町）

太平寺農空間保全活性化協議会
（堺市）

事例

道普請により遊休農地を解消 箱作西農業活性化協議会（阪南市）事例

遊休農地を市民農園として整備
箕面市新稲地区農空間保全協議会（箕面市）

事例

生きものブランド米の生産と都市との交流
せせらぎの郷（滋賀県野洲市）

事例

・田尻地区活性化のための活動を行う地域住

民組織「田尻おお杉の会」と連携し、農業

を通じた地域活性化活動に特化して取り組

む組織として平成 19年 2月に設立。

・地域活性化の一方策として、準農家が遊休農地等を貸借

し農業へ参入することを受け入れ。

・準農家は地域の共同活動に参加し、地域の方々は準農家

の耕作に協力するなど、相互に連携。

・今後、道普請により、さらに準農家の規模拡大や新規受

入れ等も活発化。

水田の作業受託による遊休農地の発生防止や、

新規就農希望者への研修農地の提供による担い

手育成支援に取り組むほか、直売所の開設や近

隣都市部での農産物の販売など販路の拡大や、

地域の子どもたちの食農教育、体験農園による

都市農村交流等も実施。

・

・水田を魚の産卵・育成の場として再生

するため、水路へ魚道を設置する等、

生態系に配慮して栽培した米を「魚の

ゆりかご水田米」として販売。

・ブランド米の販売とあわせて、販路拡大

に向けた取り組みを実施。（京阪神の消

費者を対象とした水田のオーナー制度、

生きもの観察会、地元小学校への水田米

の供給、学校への食育講座等）

加工品づくりと郷土料理の伝承活動
農業法人いずみの里（和泉市）

事例

・和泉市内の農家女性 50人が出資してできた大阪府内初の農家女性に

よる農業法人で、手づくりジャム、味噌、米粉パン、かやくご飯、

お漬け物などを製造し、道の駅「いずみ山愛の里」等で販売。

地域の小学校等での食育活動や、郷土料理教室など地域の食を伝え

る様々な取り組みも実施。

・

・

・

農家の高齢化等により、町内のぶどう園が毎年減少。

太子町等が主催する「ぶどう塾」を修了した都市住民が、ボランティアグループ（援農隊）を組織し、

ぶどう農家の支援を展開（支援面積約3ha）。

より充実した支援体制を目指して、NPO法人による支援組織を設立。

・高齢化等により利便性の低い農地の遊休化が進みつつあったが、地元施工で水路蓋掛け等に

よる農道整備を行うことで農業用機械の搬入が可能となり、自己耕作の再開につながった。

・地域住民の農への期待や関

心の高まりを受けて、都市

農村交流による地域活性化

を図るため、国の交付金を

活用して遊休農地を市民農

園として整備。

キーワード

○貸し農園 

○オーナー制度

○農業体験イベント

○学習農園

○景観作物の栽培

キーワード

○農業用施設の点検　

○簡易な維持補修による長寿命化

○地域住民、ＪＡ等多様な主体との連携

キーワード

○集落環境点検 ○防護柵の設置・点検

○緩衝帯（竹林、雑木等）の整備・管理

キーワード

2テーマ 簡易な整備をして営農しやすい環境にしよう

朝市・直売所の

開設

地域ぐるみの

取り組みで

元気な農空間に！

援農ボランティアの

受け入れ

学習農園などに最初に取り組んだこ
とで、会員同士や地域とのつながり
が深まり、道普請や準農家の受け入
れなど取り組みの輪の拡大につなが
りました。

POINT
!

農道の拡幅などのハード整備をはじ
め、地域の子どもの農業体験、朝市
への出荷など、都市に近い立地を活
かした取り組みを幅広く展開してい
ます。地域をあげた取り組みで遊休
農地は大きく減少しました。

POINT
! 道普請を実施した近くの遊休農地から解消が進み、地区
内の遊休農地は大きく減少しました。

キ
ー
ワ
ー
ド

地域協働の継続的な取り組みにより、自己耕作再開の機
運が生まれ、道普請作業への若い世代の参加も進んでい
ます。

整備前 地元による水路蓋掛け作業 整備後
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農村交流による地域活性化

を図るため、国の交付金を

活用して遊休農地を市民農

園として整備。

キーワード

○貸し農園 

○オーナー制度

○農業体験イベント

○学習農園

○景観作物の栽培

キーワード
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2テーマ 簡易な整備をして営農しやすい環境にしよう

朝市・直売所の

開設

地域ぐるみの

取り組みで

元気な農空間に！

援農ボランティアの

受け入れ

学習農園などに最初に取り組んだこ
とで、会員同士や地域とのつながり
が深まり、道普請や準農家の受け入
れなど取り組みの輪の拡大につなが
りました。

POINT
!

農道の拡幅などのハード整備をはじ
め、地域の子どもの農業体験、朝市
への出荷など、都市に近い立地を活
かした取り組みを幅広く展開してい
ます。地域をあげた取り組みで遊休
農地は大きく減少しました。

POINT
! 道普請を実施した近くの遊休農地から解消が進み、地区
内の遊休農地は大きく減少しました。

キ
ー
ワ
ー
ド

地域協働の継続的な取り組みにより、自己耕作再開の機
運が生まれ、道普請作業への若い世代の参加も進んでい
ます。

整備前 地元による水路蓋掛け作業 整備後



地域や農空間の魅力は？

（農産物、料理、季節の風景、花や樹木、

生き物、祭りや行事、歴史等）

地域で困っていること、心配なことは？

（遊休農地、水路や農道が不十分、獣害、災害、

儲からない、担い手不足等）

「農空間を何か変えたいな！」と
思ったらまずは相談しよう

ステップ1

・ あなたが思っていることを、 地域の知り合いに相談しよう。

・ 農空間づくりに一緒に取り組む仲間を増やそう。

・ 近くの大阪府の窓口に相談し、「農空間づくりプラン」 について教えても

らおう。

「農空間づくり協議会」設立に向けた準備をしよう
ステップ2

・ 自治会や実行組合などの役員に相談しよう。

（農空間に対する思いや問題意識、 農空間づくりプランで取り組みたい

こと 等）

・

・

「農空間づくり協議会」を立ち上げよう
ステップ３

協議会の構成メンバーを決めよう。

農業者だけでなく、 自治会やＮＰОなど地域に関係するいろいろな団

体に入ってもらおう。

規約を作って 「農空間づくり協議会」 を立ち上げよう。

　（規約の項目例 ： 目的、 会員、 事業内容　等）

みんなで検討し、プランをまとめよう
ステップ４

・ 現地をみんなで見てみよう （良い点、 悪い点、 気づいた点）

・ 世帯主だけでなく、 女性や若者、 子どもなど地域のいろいろな人に参

加してもらおう。

・ このままいくと 10 年後の農空間はどうなっているか想像しよう

・ 住民や農家の意向調査をしよう （アンケート、 聞き取り等）

・ 具体的な取り組みのアイディアを出そう

・ 勉強会や事例視察をしよう

・ 取り組みの輪を広げるため、 「協議会だより」 を発行するなど、 取り

組み内容を地域の人たちに知ってもらおう。

・ 取り組みを進めながら、 随時プランの見直しをしよう。

プランを実施しよう
ステップ５

・自治会　　・実行組合

・水利組合　・学校

・ＮＰＯ等地域活動団体

・農業団体 (土地改良区、ＪＡ、

 農業委員会 等 )

・婦人会　　・子ども会　等

協議会の構成メンバーの例

「農空間づくりプラン」の構成例

現地に行って農空間を点検し、

みんなで地図に書き込もう！

アイデアを出し合って、

取り組み内容をまとめよう

地域のみんなの意向調査をしよう

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

お名前、農地の位置（地図に記入）

年代、性別、農地の規模、遊休農地の規模

農業への取り組み方（販売、自給、休耕・借地）

作業委託等の状況

10年先に農業を継続しているか？

農業後継者の有無

10年先の農地規模（拡大、縮小、貸す、売る）

農空間整備の希望（面整備、水路・道路などの線の整備、個別の整備）

地区全体としての将来の農地利用のあり方（直売用の農産物づくり、

貸し農園、学校農園、オーナー制度、農産物ブランドづくり、花畑

づくり、加工品づくり等）

地区での機械の共同化、農作業受委託の仕組みづくり等の希望

1

2

3

○○地区の農空間のあらまし１

・位置、面積、地域の人口・世帯数等

魅力と困っていること2

・現地で見たこと

・意向調査でわかったこと

・話し合ったこと

10年後にこんな農空間にしたい！3

・こんなことがしたい

・こんな地域にしたい

みんなで取り組むこと4

・ハードの取組

・ソフトの取組

・取組の体制

「農空間づくりプラン」の進め方プランを

つくろう！

農空間の現状点検マップのイメージ

農家対象のアンケートの項目例

農空間づくりプランのまとめの図の例
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「農空間づくりプラン」を応援します！
支援制度 「農空間づくりプラン」を支援する主な制度(府単独補助事業 )をご紹介します

農空間づくりプラン事業

農空間をまもろう事業

問い合わせ・相談先

○事業内容 農業用施設の長寿命化のための

簡易な補修・改修、景観作物の栽培 等

○補助率 １／２以内（100 ～ 200 万円以上）

○補助率 １／２以内（事業費 100 万円以上）

○事業内容 農空間づくりプランの策定

農空間づくりプランに基づく取り組みにかかる経費

例）道普請・水路普請、市民農園整備、景観作物などの栽培にかかる経費　等

農空間を活かそう事業

○事業内容 農道・水路・土壌改良などの

簡易な基盤整備、市民農園整備　等

○補助率 １／２以内（100 万円以上）

農空間を再生しよう事業

○事業内容 遊休農地化を防ぐための簡易な基盤整備、

復田にかかる経費の補助　等

○補助率 １／２以内（100 万円以上）

安全・安心な農空間事業

○事業内容 老朽化等による災害防止、湛水被害防除、

防護柵等の安全施設整備　等

○補助率 １／２以内（100 万円以上）

「農空間づくりプラン」に関するご相談、各事業の詳細や、その他国の支援制度等については、下記大阪府窓口にお問い合わせ下さい。

■全般的な問い合わせ・相談先

大阪府環境農林水産部 農政室 整備課 計画指導グループ

〒559-8555 大阪市住之江区南港北 1-14-16 大阪府咲州庁舎 22 階

TEL　06-6941-0351（代） Fax  06-6210-9599

大阪府北部農と緑の総合事務所 耕地課

〒567-0034　茨木市中穂積 1-3-43　三島府民センタービル内

TEL　072-627-1121(代） Fax  072-623-4321

豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、

箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町
■

大阪府中部農と緑の総合事務所 耕地課

〒581-0005　八尾市荘内町 2-1-36 中河内府民センタービル内

TEL　072-994-1515(代） Fax  072-991-9223

大阪市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、

大東市、柏原市、門真市、東大阪市、四條畷市、交野市
■

大阪府南河内農と緑の総合事務所 耕地課

〒584-0031　富田林市寿町 2-6-1 南河内府民センタービル内

TEL　0721-25-1131(代） Fax  0721-24-3231

富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、

大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
■

大阪府泉州農と緑の総合事務所 耕地課

〒596-0076　岸和田市野田町 3-13-2 泉南府民センタービル内

TEL　072-439-3601(代） Fax  072-438-2069

堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、

高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
■

平成25年3月発行環境農林水産部農政室
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
 ＴＥＬ 06（6941）0351 / ファックス 06（6210）9599
ホームページ　http://www.pref.osaka.jp/nosei_seibi/
このパンフレットは企画から印刷までを外注して作成しています。
（１，０００部作成、１部あたり単価３４３円）
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