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【第７回みやぎのふるさと農美里
の ん び り

フォトコンテスト(Ｒ１)】 

－宮城県中山間地域活性化推進協議会長賞「田植え準備中」(蔵王町)－ 

 

宮城県農政部農山漁村なりわい課 



みやぎの地域資源保全活用支援事業  

 

１．令和２年度の実績（見込み）について【補正後 11,852千円（当初 16,000千円）】 

   みやぎの地域資源保全活用支援事業（国事業名：ふるさと・水と土保全対策事

業）は，中山間地域等の農地や土地改良施設の有する多面的機能の良好な発揮と

地域住民活動の活性化を図るため，活動を推進する人材の育成や農地・施設の保

全及び利活用の促進に対する支援を実施しているもの。 

なお，令和２年度の実績（見込み）は以下のとおり。 

  

（１） 基金運用見込み                          

（単位：千円） 

 Ｒ１年度 

実績 

Ｒ２年度 

実績（見込） 
増 減 対前年比 

基金元本（年度末） 678,797 672,225 ▲6,572      99％ 

基金積立          0          0      －  － 

基金戻し入れ       －        622       622 皆 増 

基金取崩      7,478      7,194     ▲284 96% 

基金運用益 

※H29～R1平均 

5,770千円 

     5,837      4,657    ▲1,180 80％ 

 

（２） 主な取り組み（事業費１１，８５２千円） 

   ① ふるさと水と土指導員・保全隊に対する補助 

県内１１の保全隊等の保全活動に対し補助金を交付 

・事業費 １，９４０千円 

    

② 第８回みやぎのふるさと農美里
の ん び り

フォトコンテストの開催（別紙１） 

農業農村の魅力を広く紹介するため，フォトコンテストを開催（宮城県中

山間地域活性化推進協議会，宮城県土地改良事業団体連合会と共催） 

・事業費 ３００千円 

・募集期間 令和２年８月３日（月）から１２月２８日（月）まで実施 

    ・審査日 令和３年２月９日（火） 

         ※応募状況 一般の部    １０４点（前年度 ９７点） 

               中・高校生の部   ６点（前年度 ２２点） 

               合  計    １１０点（前年度１１９点） 



③ ふるさと水と土指導員・保全隊研修会の中止 

ふるさと水と土指導員等の交流を兼ねた研修会を開催する予定であった

が，新型コロナウイルス感染症の拡大防止を踏まえ，前年度に引き続き研修

会を中止することにした。 

なお，指導員及び県内市町村に対し，同様の理由で中止された「令和２年

度ふるさと水と土基金全国研修会」資料を送付し，情報の共有を図ったもの。 

     

   ④ 地域住民活動促進事業 

・事業費 ７，９７９千円 

ア 地域資源等保全活用支援事業（事務所提案事業の実施） 

 ・事業費 ６，９５０千円（気仙沼１，６５０千円，北部５，３００千円） 

・気仙沼市赤岩・八瀬地域（事業実施主体：気仙沼地方振興事務所） 

当該２地域は，農地や土地改良施設の維持管理に取り組んでいるが，

施設の老朽化が進んでおり，改修が必要な施設もある。今後の保全・管

理方法を検討するため，ワークショップを実施し，地域の合意形成を図る

もの。 

・大崎地域（１市４町）（事業実施主体：北部地方振興事務所） 

       大崎地域世界農業遺産の巧みな水管理システムを構成する水管理基

盤において，施設の由来や歴史等の調査によりデータベース化を構築し，

また，啓発資料を作成するもの。 

     

    イ 地域文化等継承活動支援事業 

・事業費 １，０２９千円 

     ・大崎市鳴子温泉鬼首地域（事業実施主体：農山漁村なりわい課） 

農村コミュニティ活性化による支援を行うため，鬼首神楽活動の支援

を行うため，ワークショップ等を開催した。 

 

   ⑤ 国の事業実施計画における成果目標 

・地域住民活動を通じた地域づくり支援 【目標２地区】⇒３地区実施 

    ・ふるさと水と土指導員の育成（全国研修会参加者） 【目標３人】⇒０人 

    ・第三者検討委員会の開催 【目標２回】⇒２回実施 

 

 

 

 



２．令和３年度の計画について 

【当初予算 16,000千円（前年当初 16,000千円）】（別紙２） 

 令和３年度みやぎの地域資源保全活用支援事業（国事業名：ふるさと・水と土

保全対策事業）を実施し，中山間地域等の農地や土地改良施設の有する多面的機

能の良好な発揮と地域住民活動の活性化を図るため，活動を推進する人材の育成

や農地・施設の保全及び利活用の促進に対する支援を実施するもの。 

なお，令和３年度の計画は以下のとおり。 

 

（１） 基金運用計画                          

（単位：千円） 

 Ｒ２年度 

実績（見込） 

Ｒ３年度 

計画 
増 減 対前年比 

基金元本（年度末） 672,225 660,203 ▲12,022      98％ 

基金積立          0          0      －  － 

基金戻し入れ        622          0      ▲622 皆 減 

基金取崩      7,194     12,022      4,828 167% 

基金運用益 

※H30～R2平均 

5,410千円 

     4,657      3,977      ▲680 85％ 

     基金運用益は上表のとおりであるが，平成３０年度～令和２年度（実績見

込）の平均運用益額は，５，４１０千円である。令和３年度の運用益は，減

少が見込まれており，平均運用益額に比べ１，４３３千円下回る見込み。 

 

（２） 主な取り組み（事業費１６，０００千円） 

   ① ふるさと水と土指導員・保全隊に対する補助 

県内１１と新規２見込の保全隊等の保全活動に対し補助金を交付予定

（今後要望量調査を実施） 

・事業費 ２，７４０千円 

    

② 第９回みやぎのふるさと農美里
の ん び り

フォトコンテストの開催 

農業農村の魅力を広く紹介することを目的にフォトコンテストを開催予

定（宮城県中山間地域活性化推進協議会，宮城県土地改良事業団体連合会と

共催） 

・事業費 ３００千円 

          



③ ふるさと水と土指導員・保全隊研修会の開催 

ふるさと水と土指導員等の交流を兼ねた研修会を開催予定 

・事業費 ５９６千円 

 

   ④ 地域住民活動促進事業 

・事業費 ９，３００千円 

ア 地域資源等保全活用支援事業（事務所提案事業の実施） 

   地域資源の保全活用について，各地域の特徴ある保全・活用を図るた

め，各地方振興事務所からの提案事業を実施するもの。  

・事業費 ７，９００千円 

     ・気仙沼市赤岩・八瀬地域（事業実施主体：気仙沼地方振興事務所） 

・大崎地域（１市４町）（事業実施主体：北部地方振興事務所） 

     ・新規地域見込み（今後要望量調査を実施） 

      

イ 地域文化等継承活動支援事業 

農耕儀礼や民族芸能，郷土食等の継承などによる地域住民活動の活性化

を図る活動等の支援事業を実施するもの。 

・事業費 １，４００千円 

     ・大崎市鳴子温泉鬼首地域（事業実施主体：農山漁村なりわい課） 

 

   ⑤ 地域住民活動の人材育成（農業大学校との連携事業） 

農業大学校と連携し，大崎地域世界農業遺産の巧みな水管理システムの

維持継承に向けた人材育成を図るもの。 

・事業費 ５７５千円 

    

⑥ 国の事業実施計画における成果目標 

・地域住民活動を通じた地域づくり支援 【目標２地区】 

    ・ふるさと水と土指導員の育成（全国研修会参加者） 【目標３人】 

    ・第三者検討委員会の開催 【目標２回】 



募 集 期 間

令和2年8月3日～令和2年12月28日（当日消印有効）

募集テーマ

みやぎの農村の美しい景観・伝統行事・暮らしを再発見

・農村の美しい景観（土地改良施設も含む）
・農村での伝統行事
・農村での暮らし（農作業も含む）

各 賞

宮城県知事賞 １点（表彰状、商品券 50,000円分）

宮城県中山間地域活性化推進協議会長賞

１点（表彰状、商品券 30,000円分）

水土里ネットみやぎ会長賞

１点（表彰状、商品券 30,000円分）

部門賞

学生優秀賞 １点（表彰状、図書カード 10,000円分）

女性優秀賞 １点（表彰状、ギフトカタログ 10,000円相当）

ふるさと賞 ３点（表彰状、ギフトカタログ 10,000円相当）

入 選 ５点（表彰状、ギフトカタログ 5,000円相当）

主 催：宮城県／宮城県中山間地域活性化推進協議会／宮城県土地改良事業団体連合会
後 援：みやぎグリーン・ツーリズム推進協議会／宮城県多面的機能支払推進協議会／宮城県写真連盟

第７回みやぎのふるさと農美里フォトコンテスト入賞作品
宮城県知事賞「沢尻の田を守る人」 撮影地：丸森町

Administrator
テキストボックス
別紙１



第７回みやぎのふるさと農美里
の ん び り

フォトコンテスト受賞作品の一部を紹介します。（入選作品５点除く） 

 

宮城県知事賞 
作品の題名 

（撮影地） 
応募者の作品に関するコメント 

  

 

 

【沢尻の田を守る人】 

（丸森町） 

 

 

 

江戸時代から続く棚田の美し

い風景を未来につなぐため，

努力されている方です。 

宮城県中山間地域活性化推進協議会長賞 
作品の題名 

（撮影地） 
応募者の作品に関するコメント 

  

 

 

【田植え準備中】 

（蔵王町） 

 

 

 

 

雲一つ無い早朝，田植えの準

備（代掻き作業）中を撮らせて

いただきました。 

 

水土里ネットみやぎ会長賞 
作品の題名 

（撮影地） 
応募者の作品に関するコメント 

  

 

 

【入谷打囃子】 

（南三陸町） 

 

 

 

南三陸町入谷地区で毎年行わ

れる，五穀豊穣を祈願して奉

納される打囃子の一コマ。今

年は，晴天に恵まれ多くの人

で賑わった。 

 



学生優秀賞 作品の題名（撮影地） 応募者の作品に関するコメント 

  

 

【初めてのサトイモ栽培】

（色麻町） 

 

 

初めてサトイモを栽培している所。 

女性優秀賞 作品の題名（撮影地） 応募者の作品に関するコメント 

  

 

【収穫の喜び】 

（加美町） 

 

 

 

収穫を迎えた喜びが写真から伝わ

りますように。 

ふるさと賞 作品の題名（撮影地） 応募者の作品に関するコメント 

  

 

【晩秋の高原】 

（蔵王町） 

 

 

 

深まる秋空の下で牧草を食べてい

る山羊と羊の光景 

  

 

【枠回し】 

（加美町） 

 

 

 

初めてヌルリとした田んぼでの枠

回しをする子供たち。 

  

 

【笑顔のもちつき】 

（大崎市） 

 

 

 

雪の中，地区民が集まりもちつき。

寒い中，みんなの笑顔がすばらし

い。 

 



ぎの魅力ある農山漁 

村づくりに向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みやぎの地域資源保全活用支援事業概要（令和３年度） 

 

 ・歴史や文化，環境，生態系，景観など保全すべき資源調査による地域特有の資源が再発見され，６次産業化 

などの新たな起業が創設される。 

 ・地域住民活動による農村に伝わる伝統文化及び伝統食の継承等により，コミュニティの維持及び農村地域の 

活性化が図られる。 

事業効果 

 

・中山間地域等農村活性化基金条例（H31,3改正） 

 

・みやぎの地域資源保全活用支援事業実施要綱 

（R2.4.1 施行） 

 

・みやぎの地域資源保全活用支援事業補助金交付要綱 

（R2.4.1 施行） 

              予算額：１６，０００千円（内７，９００千円事務所提案枠） 

（１）地域資源に係る調査研究事業【８，７４２千円】 

  地域住民活動による土地改良施設や農地等の維持，補修，保全などの農山漁村振興に 

関わる調査や資源活用の検討を支援 

（２）ふるさと・水と土指導員等研修事業【２，８８８千円】 

  地域住民活動の活性化を図る指導員やリーダーの人材育成・確保 

（３）地域資源の保全活用推進事業【４，３７０千円】 

地域資源を活用した地域住民活動を実践する組織の構想化，設立支援及び活動への支援 

①農村振興施策検討委員会の開催 

②歴史的価値がある施設や環境配慮，親水施設等の地域住民が参画した保全活動等を支 

援 

③農耕儀礼や民族芸能，郷土食等の継承などによる農村コミュニティの維持向上を図る 

活動等を支援 

事業内容 

県 

 

・地意識源

（農地，土地

改良施設等）

の維持保全に

係る調査 

・地域資源の

保全，活用 

地域資源とは 

自然環境，特産物，伝統的技術，文

化財，歴史的・文化的施設，人材，

コミュニティ等 

 

  中山間地域等は，過疎化，高齢化等の著しい進行により，地域の活力が低下しつつある。農地や土

地改良施設等の地域資源の利活用を基本とし，地域住民活動の多様な展開を促進することにより地域

の活性化を図り，地域住民活動を推進する人材の育成，地域資源の利活用及び保全整備等を促進する

ものである。 

【基金】・Ｈ５～９年度基金造成  ６６０，０００千円（拠出割合：国１／３，県２／３） 

    ・Ｒ２年度末基金残高   ６７２，２２５千円（見込み） 

【根拠】・（国）中山間ふるさと・水と土保全対策事業実施要綱 

    ・(国) 中山間ふるさと・水と土保全対策事業実施要領 

事業の流れ 

市町村 

土地 

改良区 

住民活動 

 

ふるさと・水

と土指導員 

ふるさと・水

と土保全隊 

地域住民 

地域資源 事務所 

事業目的 県要綱・要領等 

別
紙
２
 


