
あけましておめでとうございます。日頃より「多面的機能支払交付金」の活動にご尽力
いただき感謝申し上げます。

本年も、群馬県水土里保全協議会をよろしくお願いします。

Ｒ０２.１ ＮＯ.１８

多面的機能支払交付金

新聞掲載されました。
新聞社への投げ込み協力をさせていただいているところですが、２組織から情報提供

があり、投げ込みしたところ、どちらの活動も新聞掲載となりました。
また、昨年は、皆様の活動を紹介する記事が１７件新聞に掲載されました。今年も引

き続き新聞社への情報提供をお願いします。
協議会でも、皆様の情報提供をお待ちしています。

（※投げ込みにより取材が決まるわけではないことを御了承ください。）

投げ込みしたい活動があれば、同封の用紙に必要事項を記入して協議会へ
FAX又は同内容をメールしてください。新聞社に投げ込みます。

（投げ込み協力で掲載された記事
／上毛新聞、日本農業新聞）

水土里保全協議会フェイスブックでも活動情報を
募集してます！！

・田んぼ、水路の生き物調査
・学校、保育園との農業体験
・耕作放棄地の解消活動
・ため池の安全点検
・地域との交流活動
・増進活動、推進活動
など。

是非、情報をください。

ＵＲＬ: 
https://www.facebook.com/gunmamidori2018/
水土里保全協議会代表メールアドレス
midorihozen@nouti-mizu-gnm.jp



ＨＰに詳しい情報がありますので、ご覧ください。

■発行 群馬県水土里保全協議会
〒371-0844
前橋市古市町二丁目６番地４(群馬県土地改良事業団体連合会)
Tel:027-251-4105 Fax:027-251-4139
URL ｈｔｔｐ://www.nouti-mizu-gnm.jp/

活動事例紹介、資材展示会を開催しました。

活動報告は新様式になります。

9月19日に、栃木県那須塩原市から「三区
町環境保全隊」をお招きして活動事例紹介を
していただきました。草刈り隊など専門部隊
を組織しており大変参考となりました。

同時に水路の補修材などの活動資材の展示
会を行いました。

皆様から好評をいただきましたので、今年
も継続して開催したいと考えています。展示
の要望がなにかありましたら、ご連絡くださ
い。

活動をとりまとめる時期となってまいりました。令和元年度の
活動報告は新様式となりますのでご注意ください。

新様式は群馬県水土里保全協議会保全協議会HPでダウンロード
できます。ご不明な点があれば協議会までお問い合わせください。

活動記録

（様式第１－６号） 組織名：

平成 ○○ 年度　多面的機能支払交付金　活動記録 ぐんま活動組織

開始時刻 実施時間

例 4/1 9:00 3.5時間 3人 20人 23人 7 10
農地維持
,農地維持

水路
,農道

7 水路の草刈り
,10 農道の草刈り ○○水路、△△農道

この線より上に行を挿入してください。

農業者 農業者
以外 合計

3人 20人 23人   活動に参加した最大人数

活動実施日時 活動参加人数 活動内容

備考（具体的な活動内容を記入）
日付

実施時間
農業者 農業者

以外
総参加
人数

支払区分 活動項目 取組
取組番号（左詰め）

★「実施時間」には休憩時間を含めず、実働時間を記入してください。

1 点検 4 遊休農地管理 7 水路草刈 10 農道草刈 13 ため池草刈り 39 生き物調査 3 事務研修 61 水路の補修 62 水 路の更新等
5 農地草刈 8 水路泥上げ 11 側溝泥上げ 14 ため池泥上げ 45 景観形成活動 29 技術研修 63 農道の補修 64 農 道の更新等

24 農用地 6 鳥獣柵管理 9 保守管理 12 路面の維持 15 保守管理 46 清掃活動 65 た め池の補修 66 た め池 の更 新等

25 水路 16 異常気象対応 16 異常気象対応 16 異常気象対応 16 異常気象対応 51 啓発・普及活動
26 農道 30 軽微な補修 31 軽微な補修 32 軽微な補修 33 軽微な補修
27 ため池 100 配水操作 100 配水操作 200 事務処理 300 会議等

【ため池】 【環境保全】

【増進活動】
52～60

県独自

★主な取組番号
【点検】

【診断】

【農地】 【水路】 【農道】 【研修】

17~22
【事務】

【長寿命化】

2、28、34～38
【推進活動】

【計画策定】
102~116

令和元年度関東農政局長表彰最優秀賞を
明和地域広域協定が受賞しました。
昨年度に引き続き、群馬県の組織が関東農政局長表彰最優秀

賞を受賞しました。
２月20日（木）に関東農政局で授賞式と事例発表がありま

す。多くの方の参加をお待ちしております。

明和地域広域協定

資材展示会の様子

事例発表の様子



群馬県水土里保全協議会 中川、金井 あて

題 名 遊休農地を利用して、○○保育園と農業体験を実施。

内 容

日 時 令和○年○月○日 ○○時○○分～○○時○○分

場 所 ○○市○○町○○-○

参加者 地元農家○○人、保育園○○人 （予定）

備 考 雨天の場合は○日に延期。

※問合せ先は活動の内容を説明できる方にしてください。

フリガナ

組織名 ○○環境保全会

フリガナ

名前 □□ □□

電話番号 ０９０－１２３４－５６７８

E-mail ○○＠net.jp

※取材される場合は、新聞社と直接のやりとりとなります。

問い合わせ先

投げ込みする活動

FAX番号 ０２７－２５１－４１３９

この活動は、多面的機能支払交付金事業を利用し、遊休農地の活用を目的と
して、○○保育園の近くにある遊休農地○○aを利用してＨ○○年から実施して

いる。

例年20名ほどが参加してサツマイモの植付けを園児と一緒におこなっている。
その後の栽培管理は○○環境保全会で実施しているが、秋には園児と一緒に収

穫体験を行い、保護者に収穫したサツマイモを配っている。

・取材するかどうかは
新聞社の判断となりま
す。
・取材の連絡調整は、
新聞社と、組織の方で
直接行うことになりま
す。

（できるだけ具体的に書いてください。）

（記入例）



群馬県水土里保全協議会 中川、金井 あて

題 名

内 容

日 時

場 所

参加者

備 考

※問合せ先は活動の内容を説明できる方にしてください。

フリガナ

組織名

フリガナ

名前

電話番号

E-mail

※取材される場合は、新聞社と直接のやりとりとなります。

FAX番号 ０２７－２５１－４１３９

投げ込みする活動

問い合わせ先


