
第9回『みえの農村風景』写真コンテスト最優秀賞作品「一休み」（熊野市）鈴木丈夫

農業農村整備事業（平成24年度補正及び平成25年度当初予算）に
関する説明会･意見交換会開催される

平成25年度 国における農業農村整備事業関係予算の概要
平成25年度 三重県農業農村整備事業予算の概要
「農業農村整備の集い」を開催
農地･水･環境保全向上対策「みえのつどい“2012”」開催
伊勢管内 農地･水保全活動事例発表会が開催されました

三重の土地改良アラカルト
三重の里レポート
土地改良のあしあと（芸濃北部土地改良区）
事務局だより
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注1．（　）は、平成24年度補正額を含む。
注2．東日本大震災復興特別会計への繰入れ分（津波対策33億円）を含む

Ⅰ.平成25年度農林水産関係予算の概要
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農林水産予算総額
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  Ⅱ.公共事業費一覧

農業農村整備

林野公共

水産基盤整備

海　　岸

農山漁村地域整備交付金

一般公共事業費計

災害復旧等

公共事業費計

2，129

1，748

690

39

96

4，703

193

4，896

（4，267）
	 2，627
（3，067）
	 1，796
（1，206）
	 721
				（50）

	 40
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（649）
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	 6，506

区　　　分 平成24年度予算 平成25年度予算 対前年比

億円 億円 ％
	（200.4）
	 123.4
	（175.4）
	 102.8
	（174.7）
	 104.5
	（129.3）
	 103.6
	（2，889.8）
	1，173.6

	（241.7）
	 134.2
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	 100.0
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	 132.9

注1．（　）は、平成24年度補正額を含む。
注2．東日本大震災復興特別会計への繰入れ分（津波対策33億円）を含む
注3．林野公共には、国有林野事業特別会計の一般会計化に伴い増加する経費を含む

平成25年度
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  Ⅲ.農業農村整備事業関係予算の概要

農業農村整備事業費
	 2，627億円	 （2，129億円、補正1，640億円）
農山漁村地域整備交付金　　　
	 1，128億円	 （96億円、補正1，650億円）
農地・水保全管理支払交付金　　　
	 282億円	 （247億円）
中山間地域等直接支払い交付金　　　
	 285億円	 （259億円）
農山漁村再生可能エネルギー導入等促進対策
（小水力等再生可能エネルギー導入推進）　　　
	 10億円	 （7億円、補正1億円）
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金　　　
	 62億円	 （41億円、補正60億円）

平成２５年度予算
（平成２４年度当初、平成２４年度補正）の主な事業

1．基本的な考え方
農林水産関係予算については、平成25年度を「攻めの農
林水産業」の展開に向けた第一歩として、高付加価値化等
を積極的に進める現場の前向きな取組を推進することとし
ている。このため、輸出拡大対策や競争力強化対策に加え、
農林水産業の基盤整備や施設整備に関する予算を確保し
ているほか、新規就業者の確保のための施策等に要する経
費を計上している。また、戸別所得補償制度については、
「経営所得安定対策」に名称を変更し、所要額の精査を行う
とともに、新たな仕組みを検討するための調査に必要な経
費を計上している。
農業農村整備事業については、「攻めの農林水産業」の
展開に向け、3つの重点項目の一つに位置づけ、国土強靭
化・競争力強化等を図ることとしている。農業農村整備事
業関係予算は、基幹的な農業水利施設の老朽化の進行や、
集中豪雨・地震等の自然災害の激甚化に対応し、老朽化し
た農業水利施設の長寿命化・耐震対策や、農地集積の加速
化、農業の高付加価値化等のための水田の大区画化・汎用
化や畑地かんがい等の整備を推進することとし、平成25年
度当初予算と平成24年度補正予算を合わせ、平成21年度
予算を上回る額を計上している。

2．農業農村整備事業の施策目標
○基幹水利施設の機能診断済みの割合
　　約4割（平成22年度）　→　約7割（平成28年度）
○国営造成施設における重要構造物の耐震設計・照査の
実施率
　　約2割（平成23年度）　→　約6割（平成28年度）
○基盤整備実施地区における担い手への農地集積率
　　約8割以上（平成28年度）

3．主要事項
①農業水利施設の長寿命化対策等
・老朽化した農業水利施設の機能診断や補修・更新、
集中豪雨による農村地域の湛水防止対策等を実施
します
【国営かんがい排水事業

1，168（1，162）億円の内数】
【国営総合農地防災事業

167（167）億円の内数】
【水資源機構かんがい排水事業

57（55）億円の内数】
【地すべり対策事業	 29（29）億円】

②農業水利施設等の耐震対策
・基幹的な農業水利施設やため池等について耐震診
断やハザードマップの作成、耐震化工事等を実施し
ます
【国営かんがい排水事業

1，168（1，162）億円の内数】
【国営総合農地防災事業	 167（167）億円の内数】
【震災対策農業水利施設整備事業	 70（24）億円】

③農業の基盤強化対策
・担い手への農地集積の加速化や農業の高付加価値
化等を図る水田の大区画化・汎用化や畑地かんが
い、用水路のパイプライン化等を実施します
【国営かんがい排水事業

1，168（1，162）億円の内数】
【国営農地再編整備事業	 140（86）億円】
【農業競争力強化基盤整備事業	 324（－）億円】
【農業基盤整備促進事業	 220（－）億円】
【農業水利施設保全合理化事業	 44（－）億円】
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1．農業競争力強化基盤整備事業（新規）

対策のポイント

農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の整備等
を行うとともに、担い手への農地集積の加速化や農
業の高付加価値化等を推進します。

【主な内容】
国営事業等によって形成された大規模農業地区、担い手
への農地集積の加速化に取り組む地区、または、農業の高
付加価値化等に取り組む地区を対象として、農地・農業水
利施設の整備を実施します。　
・農地整備
・草地畜産基盤整備
・水利施設整備
・農地防災

（補助率：50％等）
（事業実施主体：都道府県、事業指定法人）

政策目標

基盤整備実施地区の担い手への農地集積率
8割以上(28年度)

基盤整備実施地区の対象農地の耕地利用率
108％以上(27年度)

2．農業基盤整備促進事業（新規）

対策のポイント

畦畔除去等による区画拡大や暗渠排水等の農地の整
備、老朽施設の更新等の農業水利施設等の整備を地
域の実情に応じて実施します。

【主な内容】
1	地域の実情に応じた基盤整備による農業の競争力強化
すでに農地の区画が整備されている地域等において、
農地・農業水利施設の整備を地域のニーズを踏まえ実施
①	畦畔除去等による区画拡大や暗渠排水等の農地の整備
②	老朽施設の更新、用排水機の増設等の農業水利施設
の整備　　　　

2	整備済み農地の高度利用を迅速・安価に図るための簡
易な整備(定額助成)
自力施工等による農地の区画拡大や暗渠管の設置と
いった簡易な二次的整備を実施
①	簡易な区画拡大：10万円/10ａ
	 (水路の管路化を伴う場合20万円/10ａ)
②	標準的な暗渠排水(本暗渠管の間隔10ｍ以下)：
	 15万円/10ａ）

（補助率：定額、1／ 2等）

（事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区等）

政策目標

基盤整備実施地区の担い手への農地集積率
8割以上（28年度）

基盤整備実施地区の対象農地の耕地利用率
108％以上（27年度）

3．農業水利施設保全合理化事業（新規）　

対策のポイント

水利用・水管理の効率化・省力化、水利施設の安全性
向上を図り、農業の競争力を強化します。

【主な内容】
1	農業水利施設等整備事業
農業水利施設の補修・更新等の保全整備、水路のパイ
プライン化やゲートの自動化等の合理化整備等を支援し
ます。
2	農地集積促進事業
土地の利用調整、農地集積に必要な調査・調整活動等
を支援します。
3	水利用再編促進事業
水利用調整・高度化推進、機能保全計画、合理化整備
計画の策定を支援します。

（補助率：50％、定額等）
（事業実施主体：都道府県等）

政策目標

基盤整備実施地区の担い手への農地集積率
8割以上（28年度）

4．震災対策農業水利施設整備事業

対策のポイント

土地改良施設の現況把握のための一斉点検や耐震
性点検・調査を実施するとともに、ハザードマップの
作成や地震により損壊のおそれのある土地改良施設
の整備を実施することで災害の未然防止や被害の軽
減を図ります。

【主な内容】
1	地震等への災害対策の検討に必要な土地改良施設の
一斉点検や大規模地震発生のおそれのある地域におい
て、地震による被災の影響が大きい土地改良施設の耐
震性の点検・調査、ハザードマップの作成を実施します。
2	地震により施設の損壊のおそれがあるなど必要な耐震
性を有していない土地改良施設の整備を実施します。

　　　（補助率：1／ 2、55％
（但し、27年度までの点検・調査は定額））

  Ⅳ.公共事業
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（事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区等）

政策目標

湛水被害等の災害のおそれの解消
約10万ha以上（28年度）

5．農村地域防災減災事業（新規）

対策のポイント

集中豪雨等による災害を防止し、農村地域の防災力
の向上を図るため、農村地域の防災・減災対策にかか
る計画の策定やハード整備、ハザードマップの作成
等のソフト対策など総合的な防災・減災対策を実施
します。

【主な内容】
1	防災・減災対策にかかる計画の策定
農村地域の防災・減災対策にかかる計画の策定と計画
策定に必要な調査等を実施します。
2	農業用施設等の整備
自然的、社会的要因で生じた農地及び農業用施設の機
能低下等を回復するための整備を実施します。(ため池
整備、湛水防除、農村防災施設の整備等)
3	災害時の被害を軽減するためのソフト対策
ハザードマップの作成や防災情報連絡体制等の整備
を実施します。
　　　（補助率：1／ 2、55％等

（但し、27年度までの計画策定は定額））
（事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区等）

政策目標

湛水被害等の災害のおそれの解消
約10万ha以上（28年度）

　　　　
6．国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型） 

（拡充）

対策のポイント

食料の安定的な生産の基礎となる基幹的水利施設に
おいて、地域農業の構造改革に対応しつつ、水管理の
担い手の育成・確保をはじめ、適切な管理水準を確保
するための体制の整備・強化を図ります。

【主な内容】（下線部は拡充内容）
地域の農業構造の変化に対応した基幹的水利施設の
管理体制の整備を図っていくため、次に掲げる活動に対
する助成を行います。
1	管理体制の整備・強化に対する支援（水管理の担い手
の育成・確保に係る経費を含む）
2	高度化対策、予防保全対策、地域防災対策の実施

3	技術支援対策(専門家による施設管理の現地指導等
の技術支援）の実施

（補助率：1／ 2）
（事業実施主体：都道府県、市町村）

政策目標

安定的な用水供給と良好な排水条件の確保

7．国営施設応急対策事業（拡充）

対策のポイント

国が造成した基幹的水利施設を対象に、突発事故等
の不測の事態に対する対策に併せて、施設の老朽化
対策と耐震対策を国営土地改良事業として一体的に
実施します。

【主な内容】（下線部は拡充内容）
国が造成した基幹的水利施設を対象に、不測の事態へ
の対応として
（ア）	原因究明、施設全体のリスク把握調査、耐震性の点

検・調査を実施
（イ）	都道府県からの申請に基づき、二次被害の防止等、

最低限必要な範囲・内容を応急対策として実施
（ウ）	原因究明の結果、耐震性の点検・調査の結果等を踏

まえ、耐震対策を含む施設の補修・補強を国営土地
改良事業として実施します。　

（国庫負担率：①10／ 10、②、③（基本）農林水産省2／ 3、
北海道・離島75％、沖縄・奄美90％）

（事業実施主体：国）

政策目標

国営造成施設の機能診断済み施設の割合
約6割(22年度)→約9割(28年度)

機能診断に基づく適時・適切な更新等を通じ、安定的
な用水供給と良好な排水を確保

8．農山漁村地域整備交付金

対策のポイント

自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策
定し、地域の自主性と創意工夫による農山漁村地域
の整備を推進します。

【主な内容】
1	都道府県又は市町村は、農山漁村地域整備の目標等を
記載した農山漁村地域整備計画を策定し、これに基づ
き事業を実施します。
2	農業農村、森林、水産の各分野において、以下の整備の
うち、競争力強化につながる農林水産業の基盤整備に
よる地域の活性化、農山漁村地域の防災力の向上に寄
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与度の大きい事業を選択することが出来ます。
	 　また、これと一体となって事業効果を高めるために
必要な効果促進事業を実施することができます。
	 農業農村分野：農用地整備、農業用用排水施設整備等
	 森林分野　　：予防治山、路網整備等
	 水産分野　　：漁港漁場整備、海岸保全施設整備等
3	国から都道府県に交付金を交付し、都道府県は自らの
裁量により地区毎に配分できます。また、都道府県の
裁量で地区間の融通が可能です。
	 (水産分野の一部事業については、市町村への直接交
付も可能。)

政策目標

基盤整備実施地区の対象農地の耕地利用率
108％以上（27年度）

森林吸収量3.5％の確保等に必要な路網の整備等
海岸堤防等の整備率　66％ (28年度)

1．農地・水保全管理支払交付金

対策のポイント

地域共同による農地・農業用水等の資源の基礎的な
保全管理活動や、施設の長寿命化のための活動等に
対して支援します。
農地集積が進展していく中、農地・水の管理作業を集
落で持続的に担うための環境を整備する取組に対し
て追加的に支援します。

【主な内容】
1	地域共同による農地・農業用水等の資源の基礎的な保
全管理活動への支援
農地・農業用水等の資源について、地域共同で行う、水
路の草刈り、泥上げ、農道の砂利補充などの農地、水路等
の資源の日常の管理と、水質保全、生態系保全などの農
村環境の保全のための活動を支援します。　
　　　（共同活動支援交付金　補助率：定額（注）

（事業実施主体：地域協議会等）
（注）基本単価：都府県の水田4，400円/10ａ等
　　継続地区の単価：基本単価の7.5割を上限

2	施設の長寿命化のための活動や高度な農地・水の保全
活動等への支援
集落の手による農業用用排水路等の長寿命化の取組
等を推進するとともに、水利施設の自動化、カバープラン
ツの植栽など水管理・畦畔管理の省力化等に資する集落
の取組を追加的に支援します。また、東日本大震災の被
災地における施設の復旧の取組を支援します。

　　　（向上活動支援交付金、復旧活動支援交付金
【復興特会計上】）

　　　（補助率：定額(単価：都府県の水田4,400円/10a、
1,000円/10a、2,000円/10a等）

（事業実施主体：農業者等の組織する団体等）
3	農地・水保全管理支払の推進
農地・水保全管理支払の適切な実施等に向けて、現場
における事業の推進や履行確認など、地方公共団体等に
よる集落への支援体制を構築します。
　　　（農地・水保全管理支払推進交付金

（復興特会計上分を含む）補助率：定額）
（事業実施主体：地方公共団体、地域協議会）

政策目標

非農家等の多様な主体の参加による地域共同活動へ
の参加者数：延べ1，000万人・団体以上（Ｈ24～Ｈ28）

2．中山間地域等直接支払交付金

対策のポイント

高齢化により耕作放棄地の増加等が懸念されている
中山間地域等において、農業生産の維持を図りなが
ら、多面的機能を確保するため、直接支払いを実施し
ます。

【主な内容】
1	中山間地域等直接支払交付金
中山間地域等において、地目や傾斜等の条件に応じた
単価の交付金を、協定に基づき農業生産活動を継続して
行う農業者等に農用地面積に応じて交付します。
また、本制度の実施集落が、未実施集落等と連携して
当該地域の活性化を担う人材の確保等に向けた取組を
行う場合に、交付額を加算します。
　　　（補助率：定額（田（急傾斜）：21,000円/10a、

畑（急傾斜）:11,500円/10a等）
（事業実施主体：地方公共団体）

2	中山間地域等直接支払推進交付金
都道府県及び市町村が行う直接支払いの適正かつ円
滑な実施を確保します。

（補助率：定額）
（事業実施主体：地方公共団体）

政策目標

耕作放棄地の発生を防止し、中山間地域等の農用地
7.7万haの減少を防止
（平成22年度～26年度）

  Ⅴ.非公共事業
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3．都市農村共生・対流総合対策交付金（新規）

対策のポイント

農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康
等に活用する、集落連合体による地域の手づくり活
動を支援し、都市と農山漁村の共生・対流を推進しま
す。

【主な内容】
1	集落連携推進対策
中山間地域や平場農業地域を中心に、集落連合体が
取り組む「食」を活用したグリーン・ツーリズム、子どもか
ら社会人までを対象とした農山漁村の体験教育、「農」を
活用した健康づくりなど、農山漁村の持つ豊かな自然や
「食」を観光、教育、健康等に活用する地域の手づくり活
動を支援します。

（補助率：定額（1地区当たり上限800万円等））
（事業実施主体：地域協議会、農業法人、ＮＰＯ等）

2	人材活用対策
農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康
等に活用する地域の手づくり活動の推進のため、地域外
の人材や意欲ある都市の若者を長期的に受け入れる取
組を支援します。

（補助率：定額（1地区当たり250万円）
（事業実施主体：地域協議会、農業法人、ＮＰＯ等）

3	施設等整備対策
農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康
等に活用する地域の手づくり活動に必要な拠点施設の
確保のため、空き家、廃校等の補修等を支援します。

（補助率：1/2等（1地区当たり上限2，000万円等）
　　　（事業実施主体：地域協議会、農業法人、

地域協議会の構成員（市町村等）等）
4	広域ネットワーク推進対策
都市と農山漁村の共生・対流を広域的に推進するた
め、全国及び都道府県単位で人と情報のネットワークを
構築し、関係省庁の連携の下、都市と農山漁村のニーズ
のマッチング、アドバイザー等の派遣、情報の受発信等の
取組を支援します。

（補助率：定額）
（事業実施主体：都道府県、民間団体、ＮＰＯ等）

政策目標

全国300地域において、都市と農村の共生・対流を通
じた所得・雇用の増大を実現
（平成25年～29年度）

4．「農」のある暮らしづくり交付金

対策のポイント

都市及び都市近接地域において、「農」を楽しめる暮
らしづくりを推進します。

【主な内容】
1	「農」のある暮らしづくり推進対策
都市の住民が「農」と触れあう機会を増やしていくた
め、住民、ＮＰＯ、農業者等が取り組む多様な活動や付随
する簡易な施設の整備を支援します。

（補助率：定額（1地区当たり上限400万円））
（事業実施主体：民間団体、ＮＰＯ、市町村等）

2	「農」のある暮らしづくり整備対策
「農」を楽しめる暮らしづくりに必要な①市民が多様な
目的で「農」と関わるための施設(市民農園、屋上・河川敷
菜園、障害者雇用農園等)、②地元産農産物の生産・加工・
流通を促進するための施設、③「農」の持つ公益的機能を
維持増進するための施設等について、その整備に要する
経費を支援します。

（補助率：1／ 2以内）
　　（事業実施主体：農園開設予定者、ＮＰＯ、特例子会社、

社会福祉法人、農業法人、認定農業者等、市町村等）
3	「農」のある暮らしづくり支援対策
「農」を楽しめる暮らしづくりを全国で推進するため、
専門家の派遣、都市農業関係情報の整備、効果的な情報
提供手法の開発等の活動を支援します。

（補助率：定額（1件当たり上限1，000万円））
（事業実施主体：民間団体、ＮＰＯ等）

政策目標

都市的地域における市民農園の区画数を、平成29年
度までに20万区画に拡大

5．小水力等再生可能エネルギー導入推進事業（拡充）

対策のポイント

農業水利施設の適正な維持管理を確保するため、用
水路の落差等を活用した小水力等発電の導入を促進
します。

【主な内容】
1	県別マスタープランへの支援
小水力等発電施設の計画的整備を促進するため、都道
府県単位でポテンシャルの高い地点を明らかにした基
本整備計画（マスタープラン）の策定等を支援します。

（補助率：定額）
（事業実施主体：都道府県）

2	小水力等発電の調査設計等への支援
小水力等発電施設の整備に係る概略設計、各種法令
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に基づく協議等の取組への支援を行います。
（補助率：定額）

（事業実施主体：地方共団体、民間団体等）
3	発電効率向上等のための実証への支援
発電効率向上や地域資源活用に係る実証の取組への
支援を行います。

（補助率：定額）
（事業実施主体：民間団体）

政策目標

小水力等発電の再生可能エネルギーの導入に向けた
計画作成を平成28年度までに約1，000地域で着手
する。

6．農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

対策のポイント

農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定
住・交流促進のための活性化計画の実現に必要な施
設整備を中心とした総合的な取組を支援します。

【主な内容】
1	農山漁村活性化のための施設整備への支援
（1）生産基盤及び施設の整備
定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るための
農業用用排水施設等の生産基盤及び農林水産物処
理加工施設等の生産施設の整備等を支援します。

（2）定住環境の整備
定住等を促進するための集落における簡易給排水施
設等の生活環境施設の整備等を支援します。

（3）地域間交流の促進
地域間交流の拠点となる地域資源活用総合交流促進
施設、自然環境等活用交流学習施設の整備等を支援
します。

2	活性化施設等の防災・減災対策への支援
安心・安全な農山漁村づくりを推進するため、災害時
の避難所として活用される地域間交流拠点施設等の補
強、機能強化を支援します。

（補助率：定額（定額、1/2等））
　　　（事業実施主体：都道府県、市町村、

農林漁業者等の組織する団体等）

政策目標

全国250市町村で定住、交流に資する農山漁村の活
性化に向けた新たな取組を創出
（平成24～ 28年度）

7．農家負担金軽減支援対策事業のうち経営安定対策基
盤整備緊急支援事業

対策のポイント

土地改良事業等の農家負担金の利子助成を行うこと
により、農家負担金の軽減を図り、農地の利用集積等
を促進します。

【主な内容】
担い手への農地利用集積や面的集積に取り組む地域
において、土地改良事業等の受益者負担償還支援を充
実することにより、国内農業の競争力強化を図り、食料供
給力の確保に資するため、担い手に対する一定以上の農
用地利用集積等の要件を達成できると見込まれる地域
に対し、償還金の利子相当額を平成27年度まで助成し
ます。
また、平成25年度より事業に取り組む地域に対して、
農地利用集積や面的集積等の要件を緩和する対策を行
うことで、より対象地域を拡大して償還金助成を実施し
ます。

（補助率：定額）
（事業実施主体：民間団体）

政策目標

平成27年度までに対象地域の農地利用集積率を一
定以上向上
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三重県の平成25年度当初予算は、「みえ県民力ビジョン・
行動計画」の2年目として、行動計画に掲げた目標の実現
に向けた取組を着実に推進することを基本方針とし、「平
成25年度三重県経営方針（案）」を踏まえて、編成しました。
あわせて、国の緊急経済対策を活用し、緊急かつ集中的に
取り組むべき防災対策等を積極的に実施するため、平成24
年度2月補正予算と一体的にとらえた14ヶ月予算として
編成しました。

農業については、農林水産物の安定供給への支障や農
林水産業の活力低下への危惧、及び消費者や食品事業者
等のニーズの多様化など社会情勢に的確に対応するため
に、「もうかる農林水産業」の実現をめざして、生産体制・生
産基盤の整備、担い手の育成・確保や新商品の開発・販路
開拓への支援などに取り組みます。
また、集中豪雨が多発するなど自然災害への脅威が高
まっていることから、紀伊半島大水害等により被災した農
地・農業用施設の復旧整備を進めるとともに、施設の耐震
化や老朽化に備えた計画的な維持改修に取り組むことに
より、農山漁村における防災・減災機能の強化を図ります。

このような中、農業農村整備事業については、基幹であ
る水田農業において、経営規模の拡大や、集落営農の推進
などに力を入れることが重要であることから、農業生産力
を支える生産基盤の整備に向け、用水路のパイプライン化
や長寿命化などを進めていきます。
また、大規模地震に備え、平成24年度補正予算で、ため
池の一斉点検および地震により損壊のおそれのある土地
改良施設（排水機場等）の調査を実施し、必要な箇所から耐
震補強などの施設整備を進め、施設の安全性や地域の安
全度の向上を図ってまいります。

県の財政は極めて深刻な状況ですが、更なるコスト縮減
に取り組み“安全・安心な農村づくり”、“大規模農業経営を
推進する高度な水利機能の確保”、“維持管理の適正化と
多面的機能の強化”、“中山間地域への支援”を積極的に推
進していきます。

（1）安全・安心な農村づくり
大規模地震や集中豪雨等による農業・農村の被害を
防止し、安全で安心な農村と安定した農業生産の確保
を実現するため、ため池の耐震対策や、洪水排除用の排
水機の整備、地すべり対策、農地海岸保全施設の整備な
どの事業を重点的に実施します。
また、紀伊半島大水害により被害を受けた農地や農
業用施設等の完全復旧に向けて必要な予算を確実に確
保します。

（2）大規模農業経営を推進する高度な水利機能の確保
消費者のニーズに応え、安全で安心な食料を安定的
に供給できる戦略的な農業経営をめざして、大規模営
農に取り組む担い手や集落営農組織の確保・育成を進
めるため、水利施設の維持管理労力を大幅に削減し、担
い手や営農組織への農地集積を図る用水路のパイプラ
イン化等の事業を着実に進めるとともに、競争力の強化
に向けた整備を重点的に進めます。

（3）維持管理の適正化と多面的機能の強化
農業用水利施設の老朽化が進んでおり、適切な維持
管理と補修により施設の長寿命化を図ることが重要で
あることから、総合的な診断に基づく補修による施設の
長寿命化を進めます。
また、様々な主体の参画による農業用施設の維持・保
全活動や農村環境の向上を図るための活動を支援す
ることにより、適切な維持管理体制の確立を図るととも
に、地域活動を支える担い手を育成します。

（4）中山間地域への支援
中山間地域の社会経済活動の活性化と集落機能の維
持、強化を図るため、生活排水処理施設や、集落道路等
の農村生活環境整備と、農業用排水施設や農道等の生
産基盤整備を総合的かつ重点的に整備することで、中
山間地域を支援します。

平成25年度
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区分 事        業        別  H ２４年度当初予算  H ２５年度当初予算 
 

対前年度率 

国
補
公
共

かんがい排水事業
(1,532,613) (240.9%)

636,250 1,104,263 173.6%

県営かんがい排水事業費
(992,863) 189.1%

525,000 877,363 167.1%

基幹農業水利施設ストックマネジメント事業費
(399,850) (400.9%)

　 99,750 156,900 157.3%

団体営かんがい排水事業費
(139,900) (1216.5%)

11,500 70,000 608.7%

農道整備事業
(428,808) (56.1%)

764,400 356,475 46.6%

基幹農道整備事業費
(192,558) (59.5%)

323,400 120,225 37.2%

広域農道整備事業費（緊急輸送路）（震災枠） 441,000 0皆減

 広域農道整備事業費 0 236,250皆増

担い手育成基盤整備事業（旧：ほ場整備事業）
(2,481,585) (133.6%)

1,857,467 2,041,895 109.9%

高度水利機能確保基盤整備事業費
(1,944,071) (159.1%)

1,221,573 1,776,071 145.4%

販路拡大モデル担い手育成基盤整備事業費（成長産業化）
(227,325) (65.8%)

　 345,450 0皆減

　 地域ｺﾐｭﾆﾃｨ向上型農地・水・環境保全向上対策事業費（農山漁村再生）（特別枠） 91,500 0皆減

□ 地域ｺﾐｭﾆﾃｨ向上型農地・水・環境保全向上対策事業費（農山漁村再生） 0 91,500皆増

　 社会的経済活動促進型農地・水・環境保全向上対策事業費（農山漁村再生） 91,500 91,500 100.0%

基盤整備促進事業費
(22,939) (97.8%)

23,444 9,324 39.8%

畑地帯総合農地整備事業費
(104,250) 124.1%

　 84,000 73,500 (87.5%)

環境整備事業
(1,898,645) (143.4%)

1,324,287 1,506,696 113.8%

団体営農業集落排水整備促進事業費
(322,623) (115.4%)

279,600 140,174 50.1%

□ 農村地域自然エネルギー活用推進事業費 3,500 75,500 2157.1%

県営中山間地域総合整備事業費
(1,170,735) (173.4%)

675,000 1,055,735 156.4%

県営水環境整備事業費
(161,700) (102.7%)

157,500 119,700 76.0%

団体営農村振興総合整備事業費 82,687 63,087 76.3%

県営農村振興総合整備事業費
(105,000) (83.3%)

126,000 52,500 41.7%

農地防災事業
(1,950,495) (154.2%)

1,264,508 997,695 78.9%

県営ため池等整備事業費 196,350 231,525 117.9%

団体営ため池等整備事業費
(19,500) (200.0%)

9,750 0 0.0%

地すべり対策事業費 73,500 0 皆減

地すべり対策事業費（異常気象対策）【特定政策課題枠】
(62,200) 皆増

＊ 0 25,200 皆増

 海岸保全施設整備事業費（地震対策）（特別枠） 42,660 0 皆減

海岸保全施設整備事業費（地震対策）【特定政策課題枠】
(56,850) 皆増

◇＊ 0 38,850 皆増

農業用施設アスベスト対策事業費
(84,000) (216.2%)

38,850 21,000 54.1%

 地震対策ため池緊急整備事業費（地震対策）（震災枠） 306,600 0 皆減

地震対策ため池緊急整備事業費（異常気象対策）
(269,400) 皆増

 0 157,500 皆増

 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費（異常気象対策） （震災枠） 596,798 0 皆減

基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費（異常気象対策） 
 【特定政策課題枠】

(1,227,020) 皆増

＊ 0 523,620 皆増

施設管理事業 57,039 60,735 106.5%

安濃ダム緊急施設整備事業費 57,039 60,735 106.5%

国補公共    計
(8,352,881) (141.5%)

5,903,951 6,067,759 102.8%

県
単
公
共

県単土地基盤整備事業費 135,453 125,563 92.7%

国営等関連特別県単事業費 2,050 2,050 100.0%

県単耕地施設管理事業費 9,000 8,588 95.4%

県単基幹水利施設緊急調査・補修事業費 26,152 19,715 75.4%

ふるさと農道緊急整備事業費 626,200 0 皆減

 ふるさと農道緊急整備事業費（緊急避難路）（震災枠） 329,260 0 皆減

団体営農業集落排水整備支援事業費 130,102 176,696 135.8%

農業・農村における生物多様性保全対策事業費 2,785 2,785 100.0%

田んぼの生きもの復活プロジェクト推進事業費 1,265 265 20.9%

県単土地改良施設整備事業費 13,679 12,174 89.0%

県単公共    計 1,275,946 347,836 27.3%

総　　計
(8,700,717) (121.2%)

7,179,897 6,415,595 89.4%

平成25年度　農業農村整備関係県予算（公共分）

◇はH25「選択集中Pのうち緊急課題解決プロジェクト」、□はH25「選択集中Pのうち新しい豊かさ協創プロジェクト」、	 	 	 	
＊はH25「特定政策課題枠」	 	 	 	
上段カッコはH24.2月補正含み事業費	
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全国水土里ネット及び都道府県
水土里ネット共催により、去る平成
25年1月17日（木）、東京都千代田区
平河町のシェーンバッハ・サボーに
おいて、林		芳正農林水産大臣、江
藤　拓農林水産副大臣、實重	重実
農村振興局長をはじめ、農林水産省

の幹部、衆参の国会議員を来賓としてお招きし、全国から参
加した農業農村整備関係者を合わせて約900名が参集し、
「農業農村整備の集い」が開催された。三重県からは、土地
改良区の理事長、事務局長と県、水土里ネットみえの計18
名が参加した。
はじめに、眞野	弘全国水土里ネット副会長より開会宣言
が行われ、その後、野中	広務全国水土里ネット会長の挨拶
につづき、来賓を代表して林	農林水産大臣が祝辞を述べら
れ、次に、林田	農村振興局次長より、農業農村整備事業を
取り巻く最近の情勢と今後の展開方向、そして平成24年度

水土里ネットみえ
中山専務理事	要請案文朗読

水土里ネットおきなわ
古謝会長	ガンバロウ三唱

林	農林水産大臣祝辞

野中	全国水土里ネット
会長挨拶

補正予算と平成25年度概算要求
の入替についての報告があった。
要請案文は、全国を代表して水
土里ネットみえの中山専務理事
が朗読し、満場一致で採択され最
後に、水土里ネットおきなわ　古
謝会長から、活力ある農業農村の
実現への決意、水土里ネットの役
割と関係者の更なる結束を図る
ため「ガンバロウ三唱」が行われ、
「農業農村整備の集い」は盛会の
うちに終了した。
閉会後、財務省、農林水産省、
復興庁に対して要請活動を行う
とともに、国会議員に対して要請
書を手渡し、農業農村整備の推
進を訴えた。

要　請　書

農業･農村は、国の大
おおもと

本であり、日本の豊かな国土や自然環境も、農業･農村が健全であって初めて維持されるものである。
このため先人達は、農業･農村の健全な発展のために、農地や農業用水路などの維持、向上に向け、献身的な努力を続けてきた。
しかしながら、平成22年度における農業農村整備予算の大幅な削減によって、我が国の農業･農村は将来に大きな不安を
抱えることとなった。
さらに、東日本大震災は、先人達の努力の結晶を破壊し、被災地域の農業･農村に大きな爪痕を残した。現地では、一刻も
早い復旧、復興を強く望んでいる。農業水利施設の老朽化も進行しており、食料生産の増大、転作作物への転換に影響を及
ぼし、食料自給率の向上に支障を来すばかりでなく、農村地域における災害の増加をもたらすのではないかと危惧されるとこ
ろである。
全国の農業･農村においては、過疎化、高齢化、担い手不足に加え、地域活力の低下などの課題が山積している。また、環太

平洋経済連携協定（TPP）交渉如何によっては、日本の食と農業、美しい農村に甚大な影響を与えることが懸念されるところ
である。今こそ、集落営農を含む担い手への農地集積の加速化、経営規模拡大の実現によって、新たな地域農業を切り開いて
いく必要がある。
更には、自然再生エネルギーへの国民の関心が高まり、農村の土地･水資源を活用した小水力発電等への期待が大きくなっ

ている。
現下の農業農村整備を巡る厳しい現状と課題を踏まえ、全国各地からの要望である下記事項の実現を強く要請する。

記

25年度当初予算において、大幅に削減された公共予算としての農業農村整備予算を復活させること。その上で、以下の政
策を実現すること。

一　国民の命を守り、我が国の食と農林漁業を再生するため、老朽化した農業水利施設の保全整備や耐震化の推進等の事
前防災に万全の対策を講じること。

二　東日本大震災を始めとする災害からの復旧･復興に向け、農業用施設、農地海岸保全施設等の復旧や農地の瓦礫除去、
除塩、除染等の対策を加速的に進めること。

三　食料自給率の向上と担い手への農地集積の加速化を実現し、攻めの農業を展開するため、水田の大区画化や汎用化、
畑地かんがい施設の整備をはじめとした各種の対策を、国が責任をもって推進すること。

四　TPP交渉により、日本の食の安全･安心を担い、多面的機能を発揮している農業･農村とこれを支える農家の生産意欲
に、悪影響を及ぼすようなことは断固行わないこと。

五　農業水利施設を活用した小水力発電等の再生可能エネルギーの普及に向け、国の支援の充実を図ること。

平成25年1月17日
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座談交流会の様子

平成25年1月14日(月・
祝)三重県総合文化セン
ターにおいて、「農地・水・
環境保全向上対策」に取
り組んでいる活動組織及
び県内外の関係者約500
名が一同に介し「～深めよ
う、地域のきずな！　発信
しよう、地域の魅力！～」を
テーマに農地・水・環境保
全向上対策「みえのつどい

“2012”」を開催した。
本つどいも今回で5回目を迎え、活動組織が農地・水・環
境の良好な保全とその質的向上を図る活動を、より一層活
発に取り組んでもらえるよう、前回好評だった座談交流会
による参加者の活動意見交換等の参加型イベントや、これ
までの５年間の実績をより多くの人々へ情報発信し、様々
な方々と交流し情報交換の場を提供し、併せて農村きずな
力を都市へ発信する新しい試みとして都市住民へ農産物
無料配布を盛り込み開催された。
今回は2部構成で、第1部の中ホールでは、400名の参加
者を得て開会にあたり鈴木英敬三重県知事と農地・水・環
境保全向上対策協議会長の梶田郁郎農林水産部長が紹介
され、代表として鈴木英敬知事が「活動に携わられた皆さ
ん、それをサポートしていただいた地域の関係者の方々に
お礼と感謝の意を述べられ、三重県の農業、日本の農業を
支える非常に重要な活動であると認識している、6年目を
迎え県内2，000集落の内、4分の1の502集落で現在315組
織、約15，000haの農地をこの事業で支えていただいてい

る、年々続け質も
上がってきた、自
らの手で地域を良
くし絆をつくって
行くことが大事で
ある。」との挨拶が
あり開会を宣言さ
れた。
来賓としてご臨
席された橋本晃東海農政局整備部長と吉川新三重県議会
議員から挨拶を頂いた。
引き続き、優秀活動団体の表彰に移り表彰を受ける4団
体の活動内容と受賞理由が映像等で紹介され、審査員の
講評の後、鈴木知事より施設部門、農村環境部門、コミュニ
ティ部門、パブリシティ部門の賞状と記念品が授与され、鈴
木知事、梶田会長を囲んで受賞者代表の記念撮影が行わ
れた。
その後、基調講演に移り「みえの田舎は宝の山」と題して

「ＮＰＯ法人えがおつなげて」代表理事	曽根原久司氏によ
り講演があり、都会の若者ボランティアと耕作放棄地を開
拓したこと、大手企業の社会貢献事業と連携して荒れた棚
田を再生した話をされ、農村資源を都市のニーズと結びつ
ければ大きな産業や雇用を生み出す事ができる。三重県
は日本一生産量を誇れる物が有り、観光客も多く新しい芽
が有る等、都会と田舎を結びつけるノウハウを自らの体験
や実績に基づき講演された。
終了後、参加者は中ホールエントランスの関連企業PR
コーナーで新しい情報を得たり、レセプションルームで表
彰を受けた組織や、優秀活動賞推薦を受けられた組織のパ
ネル展示をはじめ、宮城県内の東日本大震災からの農業・
農村復旧・復興状況パネル全国リレー展示等を見学した。
第2部の座談交流会では、4会場に分かれワールドカフェ

方式で活動組織の
メンバーにより約
240名が班ごとに
活動の良い事や悪
い事、今後の展開に
ついて提案を出し
合い、その後各班で
発表を行った。

〜深めよう、地域のきずな！　発信しよう、地域の魅力！〜

農地・水・環境保全向上対策「みえのつどい“2012”」 開催

鈴木三重県知事挨拶

表彰された活動組織

講演会の様子
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平成24年12月19日（水）に三重県伊勢庁舎401会議室
において、伊勢管内（伊勢市、玉城町、度会町、大紀町、南伊
勢町）で農地・水・環境保全向上対策に取り組む活動組織や
三重県、管内市町、水土里ネットみえの関係者など120名余
りが参加して「伊勢管内　農地・水保全活動事例発表会」が
開催された。
この「事例発表会」は、本年度から平成28年度までの対
策として一部がリニューアルされた「農地・水・環境保全向
上対策」に取り組む活動組織が日頃の地域における農地保
全活動や農村環境保全活動の事例発表を通じて、各活動
組織の質的向上を図り地域振興に一層活発に取り組んで
いただくことを目的に1期対策の平成21年度から開催され
ているものです。
主催者である三重県伊勢農林水産商工環境事務所の久
保　勝所長の挨拶に続き、伊勢管内の5つの活動組織より
それぞれの取り組みについて発表があった。
その後、休憩を挟み参加者と三重県、協議会との意見交
換が行われ様々な質疑応答がなされた。
最後に三重県より「みえの緑と森のきずな税（仮称）」の説
明があり、有意義な発表会を終了した。

①中須町農地・水保全会（伊勢市）
ヒメイワダレ
ソウの植栽、遊休
農地の解消に取
組み、5年間で地
域を花いっぱい
にすることを目
指して活動中。

④立花の農地・水・環境を未来に紡ぐ会（度会町）
ため池の水を抜き、
池狩り大作戦と命名
しブラックバス等の
外来種の駆除を実施。
景観活動としてコスモ
スを植栽し標語を募
集、その標語を看板に
して設置した。農道の
砂利敷、頭首工の整備、ため池の補修等を実施。

⑤道方みどりグループ（南伊勢町）
高齢化が問
題で若い人が
いない。水路
保全で樋門の
改修を実施、
獣害対策にも
取組んでいる。

②冨岡の土と水、環境を守る会（玉城町）
田畑、道路、用水路を
きちんと管理し守ってい
く、みんなでまとまりの
ある地域づくりに取組ん
でいく方針のもと、景観
形成と経済活動を両立
させるものとして食用ひまわりを栽培、また生物の生
息状況の把握のため昆虫の観察会を行い、昆虫の紙
の標本を作るなど独自の活動を実施。

③清し有田佐田沖環境保全会（玉城町）
11集落3団体で
構成するスーパー
組織。水路の補
修、ホタルの保全
活動に取組む。遊
休農地を利用しコ
スモス等の景観形
成活動を実施。

伊勢管内 農地・水保全活動事例発表会が開催されました

久保　勝伊勢農林水産商工環境事務所長挨拶



14

去る2月13日（水）農林水産省主催による農業農村整備
事業に関する説明会・意見交換会が、三重県・市町・土地改
良区の関係者約130名の出席を得て、津市栄町の三重県勤
労者福祉会館6階講堂において開催された。
東海農政局整備部設計課　豊課長の進行により説明会
が始まり、冒頭、農林水産省農村振興局整備部設計課　松
本調査官の挨拶に続き、三重県農林水産部　福岡次長の
挨拶があり、その後平成25年度農村振興局関係予算の概
要と個別事業の概要についての説明があった。農業農村
整備事業予算激減前の平成21年度予算を上回る予算（平

成24年度補正と平成25年度当初予算の合計）が組まれて
おり、「攻めの農林水産業」や「国土強靭化」に基づき事業の
再編・拡充や採択要件の緩和がなされ、きめ細やかな基盤
整備の取組みができるようになっている。
休憩後、三重県、市町、水土里ネットの代表者12名と農林
水産省との意見交換が行われ、地域が抱えている農地・農
業水利施設や防災・減災に関する課題や国土強靭化・競争
力強化に向けて国が行うべき施策に関する意見等予定の
時間が足らなくなるほど闊達な意見が出され有意義な会議
となった。

農業農村整備事業(平成24年度補正及び平成25年度当初予算）に
関する説明会・意見交換会開催される

農業農村整備事業(平成24年度補正及び平成25年度当初予算）に
関する説明会・意見交換会開催される

説明会の様子

意見交換会の様子
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1．地すべり対策事業府中地区の概要
地すべり対策事業府中（6期）地区は、伊賀盆地の北部、
淀川水系柘植川の右岸に位置し、脇にはＪＲ関西本線が走
る、東西約3.5km、南北約1.5km、429.2haに及ぶ区域で、木津
川断層が東西に横断し、複雑な地質を呈しています。
昭和28年の豪雨により、地すべりが発生し、家屋・農地・
鉄道に甚大な被害が及んだことから、昭和38年に「地すべ
り防止区域」に県が指定し、昭和43年より事業を実施して
います。これまでに水抜きボーリング工、渓流工、堰堤工、
擁壁工等が実施されてきました。

2．紹介工事の概要
今回紹介する工事は堰堤工事で、主に現場条件を考慮し
た工法選定について述べます。
工事名：府中（6期）地区　県営地すべり対策事業　坂之下
堰堤（S6）工事　工事概要：鋼製枠堰堤（水通高H=7.0m）1
基、木柵工L=118.6m（平成23年度実施）

3．現場状況
現場は農業用ため池上流の谷部で、小規模な表層崩落
が確認されており、大規模な地すべりが発生した場合、ため
池が決壊して下流に甚大な被害を及ぼす可能性があるた
め、早急に整備が必要と判断しました。

4．対策工法の選定
地すべり対策工法には、地すべり誘因の軽減・除去を行

う「抑制工」と、地すべりに対する抵抗力を付加する「抑止
工」があります。
当工区では、降雨による浸食・土砂流出を防止するため
の「木柵工＋植生工」（浸食防止）、土砂を捕捉し、抑え盛土
効果により不安定斜面の安定化を図る「堰堤工」（浸食防

止・斜面改良）を施工することとしました。これらは抑制工
に当たります。

5．施工方法の検討
堰堤工の設計に当り、最初に現
場の状況を確認したところ、現場
への搬入路が狭いため、大型ポン
プ車・ミキサ車・クレーン車等の侵
入が不可能で、仮に小型車であっ
てもため池堤体、現場斜面を通行
することは困難です。また堤体
上を通行すると、ため池底樋管を損傷する恐れもあります。
さらに、ため池には希少生物の生息が確認されており、ため
池内に仮設道路を設置することは好ましくありません。
次に堰堤工の工法について検討しました。一般的なコ

ンクリート堰堤の場合、①基礎を岩着させる必要があるこ
とから、掘削量が多くなり、②掘削斜面がコンクリート養生
中に不安定となる、という懸念があり、すでに小規模な滑落
が見られる当工区においては危険が伴います。
このような状況から、鋼製枠堰堤工法について検討した
ところ、①必ずしも岩着を必要とせず、基礎の掘削量が抑え
られ、②外枠が現地で組立て可能で、組立てが終われば中
詰（栗石）の施工中に埋戻が可能なことから、掘削斜面の養
生が短期間となり、さらに③構造自体によるメリット（透水
性、地盤追随性）も期待できます。また、資材の運搬につい
ては、ため池を避ける形でモノレールを設置することで解
決できます。
以上の理由より総合的に判断し、鋼製枠堰堤の採用に至

りました。
実際の工事では、モノレールによる資材運搬に若干時間
を要したものの、ため池機能を損なうことなく無事工事が
完了しました。

6．おわりに
事業の円滑な推進と、住民の避
難体制の強化を図るため、地域で
は「府中地すべり防止対策事業委
員会」が組織され、県と地域が一
丸となって事業を進めています。
住民の方からは、県の青い作業服
を見かけると「ご苦労様です」と声をかけていただくことも
あり、地元から期待されている事業なのだと実感します。
今後も住民の生命や農地・財産を守り、安全で安心な地
域づくりのために、事業推進を図っていきたいと思います。

県営地すべり対策事業工事事例の紹介
伊賀農林商工環境事務所農村基盤室
技師　長谷川智史

三重の土地改良アラカルト

モノレールによる資材運搬
写真奥が下流のため池

鋼製枠堰堤と木柵工（奥）
完成

事業位置図
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■尾鷲からすぐ！
ここ三木里は海水浴場としては有名なところ。アクセス
に関して、以前は尾鷲から一旦九鬼に出てから、海岸沿い
に進むので、少し遠い印象がありました。しかし、今は尾鷲
熊野道路が一部開通し、尾鷲からは約15分程度で到着し
ます。
お伺いした日はなかなかの上天気。海水浴場のある海も
美しく、背後の山も自然林が多く残されていて、「なんとまぁ
綺麗なところがこんな近くにあったなんて」というのが第一
印象。海水浴では何度か訪れていますが、実は三木里の美
しさを一番感じる事ができるのはこの晩秋かもしれません。
今回お世話になったのは、「三木里グリーンツーリズム推
進会議」の会長やご案内頂いた平山さんなど5名の方々で
した。

■三木里のここが美しい
なんといってもロケーションが絶品。美しい砂浜と海岸
の松林、両岸に岬が迫ってきて、そのむこうに広がる澄んだ
海。振り返ると自然林の多く残る山がこんもりとしていて、
思わずにっこりしてしまいます。グルっと一回り歩いても
半日あれば回れそうな感じがするほど、こぢんまりとした
中に静かな雰囲気と佇まいがあって落ち着けます。私はレ
ポートの取材で、今まで県内の色んなところを見てきまし
たが、この雰囲気はどこにもありません。三木里地区外の
建造物や高速道路なども見えず、まるで物凄く遠くまで旅

シリーズでお届けします

三重の里
レポート

シリーズでお届けします

三重の里
レポート

こんな素晴らしいところがあったなんて！
～三木里地区グリーンツーリズム推進会議

をしてきた気分になれます。聞こえるのは野鳥の鳴き声と
波の音、時々聞こえる紀勢本線を走る鉄道の音。海辺のい
なかの美しさをぎゅっと纏めた感じでした。

■地域の宝
三木里は熊野古道「八鬼山越え」の麓の集落ですが、多く
の方はここの魅力を見逃しているのではないでしょうか？
私もお伺いするまで、「三木里＝海水浴場」のイメージが強
く、主に海のお話をお伺いする事になるだろうと思ってい
ました。しかし実際は異なり、溢れ出てくる地域の宝に嬉々
としてしまいました。予定時間を大幅にオーバーしたもの
の、時間不足の感は否めず、次回はプライベートでもう一度
と思っています。

三木里地区

名柄海岸でのシーカヤック体験
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◆三木里地区グリーンツーリズム推進会議
三重県尾鷲市三木里町275-10
TEL　0597-28-2079（代表：浜口）
尾鷲市まちかどHOTセンター
TEL　0597-23-8221
駐車場／有
（海岸の駐車場は海水浴シーズンのみ有料）

■現役！木造小学校
16人の子供たちが通う三木里小学校は、なんと屋根は瓦
の懐かしい木造2階建て校舎で、海と山が両方望める絶景
の中に建っています。校長先生にもお会いできましたが、
他の地区から異動されてきた校長先生も、赴任するまでは
この独特の雰囲気や美しさをご存知なかったそうです。県
内の現役木造校舎は残り少なくなってきており、今では貴
重な建物です。ご案内頂いた平山さんお勧めのポイントは
山側にある「農道」から見る景色。ノスタルジックな木造校
舎を挟んで臨んだ海の景色は圧巻で、思わずため息が出る
ほどでした。

■額縁付きの景色
学校隣りのお寺「法念寺」にもお伺いしました。境内に
入ってから振り返ると…山門から海！まるで山門が額縁の
ようになり、美しい海の一部を切り取ったように見えてこれ
も秀逸。法念寺境内の池には、天然記念物の「鉄魚（フナの
変種）」が棲んでいます。ご覧になる際はご住職に一言声
をお掛け下さいね。

■鉄っちゃん鉄子の写真ポイント
鉄道写真が好きな方にもお勧めポイントが。「農道」と「小
学校」の間をＪＲ紀勢本線が走っていますが、2か所ほど跨
線橋があり、その上から列車を撮影できます。勿論この紀
勢本線は非電化区間で、撮影の際に架線が邪魔にならず、
車両の姿が美しく撮影できるのではないでしょうか？

■バードウォッチング
町の東側には沓川という小さな川が流れています。八鬼
山から三木里へ下ると、最初に出会うのがこの小さな川で
すが、この川には多くの野鳥が見られます。お聞きしたとこ
ろだと、カワセミ、セキレイ、カワガラス、カワラヒワ、イソヒヨ
ドリ、イワツバメ、サシバ、サギ類など海・山・川・野から、もっ
と多くの野鳥たちがやってくるそう。川沿いの道から野鳥
たちを見つけるのも楽しみです。また、町内には「野鳥の小
径」という整備された散歩道もあり、三木里を一望できる展
望台まで登りながらの野鳥観察もおすすめです。
また、6月頃には八鬼山から沓川沿いを下りてきたところ
にある「名柄一里塚」付近で、ホタルの大群が飛び交う様子
が見られます。地元にはホタルの保全活動ボランティアが
あり、毎年多くのホタルが観察できます。

■海の熊野古道
熊野古道と言えば、石畳の山道を思い浮かべますよね。
確かにほとんどが陸を徒歩で行くのですが、ここ三木里は
その昔、海の道となる「海の熊野古道」が通っていたそうで
す。旅人たちは三木里の浜から船に乗っていたそうです
が、会長さん曰く「昔はお金持ちだけが使えたセレブなルー

トだった」とのこと。確かに徒歩に比べて船賃が余分に必
要ですもんね。でもハードな八鬼山を越えて来ての船旅は
さぞや気持ちが良かったのだろうなと思います。
実はこの日、シーカヤックを出して頂きました。スイスイ
海の上を進むシーカヤックは本当に気持ちよさそうでした。
私も乗せて頂くつもりでしたが、カメラの万一を考慮し、写
真撮影に専念する為、防波堤の先端へ移動し、漕ぎだすカ
ヤックを眺めていました。いつかは海の熊野古道を復活さ
せたいとの想いがあるとのこと。現在は夏場に限り、三木
里地区名柄海岸でシーカヤック体験を開催しています。

■古道歩きの新スポットに
今回紹介した以外にも室町後期から桃山時代の物と言
われる「三鬼新八郎宅地跡」の石垣、三木里の家屋に多く取
り付けられていた「ガン木」という風雨をよける為の造作の
残る家、海岸にある「吉宗松」など見どころが沢山あります。
また会の皆さんは地域の為に色んな企画を計画されてい
て、海沿いの広い空を活かした星空観察会やシーカヤック
体験、エゴマ料理、草履作り、苔玉作りなどの体験などおよ
そ30本もの体験イベントを計画しています。
八鬼山越えの熊野古道歩きで疲れたら、三木里に3件あ
る民宿で一泊し、翌日はのんびりと今回ご紹介した三木里
の風景を楽しんだり、地元の皆さんが企画した三木里のイ
ベントに参加してみてはいかがでしょうか。きっと旅の疲
れも癒され、近頃忘れかけていたのんびりとした時間を、こ
の三木里で過ごす事ができるでしょう。

木造の三木里小学校
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本地区は、三重県のほぼ中央部に位置する津市の西部
で、西は鈴鹿山系を隔てて伊賀地域に接する芸濃町の中央
部に位置し、安濃川と志登茂川に沿って展開する水田農業
を主流としている地域です。
地形は沖積平野で、水利状況は安濃ダムからの用水が大
部分で、ため池3ヶ所（東奥の谷池、三谷池、横山池）から取
水しています。
本事業地域は、耕地は狭隘にして不整形、道路網は極端
に悪く用排水路は兼用であり、近代農業には程遠く、かねて
より念願のほ場整備事業の機運は高まり、平成元年8月に
土地改良区（受益面積171ｈａ、組合員数310名）を設立し、
同年9月から県営ほ場整備事業に着手し、平成15年3月に
完了しました。
耕地区画は3,000～ 6,000㎡区画形状で、横山池からの 用排水整備（パイプライン化）や農道網の整備により経営

規模の拡大や合理化が進められ、労働生産性の向上、維持
管理の節減も行い地域農業の向上も図られました。
平成21年度から地震対策ため池緊急整備事業として東
奥の谷池の堤体、取水施設等の改修が実施され、完了もま
じかで防災機能強化による生活の安心安全、農業経営の安
定が図られると期待しております。
地区内には、農産物直売所（ムクムクマルシェ）も出来、農
産物の地産地消に貢献しています。
高齢化による担い手不足のため耕作放棄地農地が増え
る傾向にある中、担い手組合（クリエイトファーム）が中心と
なって農作業を実施しており、農地の荒廃を防いでいます。
また、平成24年度には、農地・農業用水等の保全管理活
動組織として椋本農地水保全管理組合も立ち上げられ、地
域農業の活性化に寄与しています。

地区内農産物直売所

取水源である東奥の谷池

芸濃北部全景

シリーズ 芸濃北部土地改良区（津市）
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優 秀 賞

「一休み」（熊野市）鈴木丈夫
　観光名所としての努力が続く千枚田は、次の世代へと着実に引き継がれて
います。ハザ掛けに忙しいご年配の方、カメラを持った壮年の方などを背景
に、未来を担う子どもたちに焦点を当てたこの一枚は、それらの歩みを象徴し
ているかのような素晴らしい作品となっています。

「太陽の子」（鈴鹿市）
酒井房子
　自分たちの背丈より高い向日
葵畑を、こちらに目を向けつつ、
子どもたちが駆け抜けます。夕
立が来そうな空ですが、きっと
雨宿りもせずに全力で走るので
しょう。短い物語の挿絵のよう
な状況に、想像力が掻き立てら
れる一作です。

「ワァーイ今年も豊作だ」
（明和町）松本征夫

　鎌を持った手を一休みさせて
ポーズをとっている女の子の一
瞬を切り取った作品です。稲束
の持ち方や鎌を持っている（また
は地面に置いている）場所が全員
違っていて、ありきたりな構図を
打破しているように思われます。

「豊作で笑顔」（松阪市）藤高文男
　飛び交うトンボに麦わら帽、首に巻いた薄手
のタオル、何本もの稲穂を抱える元気なおばあ
ちゃん、全てが一枚に収まっている見事な秋の
作業風景です。曇りと帽子のため、おばあちゃ
んの笑顔が影になってしまったことだけは少し
残念です

　整地のための代かきも、子ども
たちにかかれば泥遊びの権利書
になっています。ズボンもスカー
トも関係なし、後ろの子は顔まで
遠慮なし、親の苦労もお構いなし、
存分に暴れまわる子どもたちの躍
動感を切り取った作品です。

「伝統の注連縄作り」
（玉城町）中世古健吾
　この地方特有の注連縄を作っ
ている伝統的な姿が、段ボールや
カレンダーのある日常を背景に
写っています。日常に生きる伝
統を写した、報道写真のような一
枚です。

「春」（南伊勢町）山本幸平

　今咲き誇る桜の
下で、秋に広がる実
りの準備が始まっ
ています。赤い農
機のコントラスト
が、春の象徴と見え
ない秋の稲穂の間
に入り、しっかりと
した存在感を示し
ています。単純な
春ののどかな一日
に、時の流れが加
わった秀作です。

みえの農村にスポットをあてた写真を募集して、農業・農
村に対する関心を高めていただき、さらに広報冊子、その他
の広報資料にこの写真を活用する事を目的とした写真コン
テストを実施した。69点の力作が寄せられ、平成25年1月
31日に6名の審査委員により厳正な審査の結果、最優秀賞
1点、優秀賞2点、特別賞4点、伊勢新聞社賞1点が選ばれた。

「田植前の遊び」（多気町）澤田静子

　毎年恒例、代かき
兼泥遊びの画です。
泥だらけになって
いるので全体的に
は茶色が強いので
すが、まだ辛うじて
汚れていない部分
のシャツと、背景の
紫陽花がいいアク
セントになっていま
す。

「楽しい代かき」（明和町）松本冨美子

特 別 賞最 優 秀 賞

伊勢新聞社賞
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支部活動報告

伊賀・名張支部
研修会 開催

去る2月8日（金）伊賀市の上野フレックスホテル萩の間
において、東海農政局の担当者を講師に招き、支部活動の
一環として「土地改良区の運営基盤強化」をテーマに、平成
24年度三重県土地改良事業団体連合会　伊賀・名張支部
研修会を開催し29名が受講した。
山下支部長（名張市土地改良区理事長）より開催の挨拶
の後、東海農政局土地改良管理課の杉原課長により土地
改良区の運営について、「組織運営編」、「会計経理編」、「土
地改良区検査の指摘事項」と題して講義をしていただい
た。
組織運営編では実際に発生した事案を例に挙げ、「土地
改良区は金魚鉢のようなものであり、周りから何時も見ら
れている事を認識し適正な業務運営を心がけること」など
モラルを含め、不祥事発生防止対策としての「規範」が紹介
された。
引き続き土地改良管理課農地集団化係の伊藤係長より

「交換分合について」の講義を受けた。パンフレットに沿っ
て事業の要件、地域の実情、事業の効果等「選べる交換分
合」が紹介され、活用の推進が図られた。
今回の研修は、会員にとって土地改良区の運営・会計な
ど身近な研修科目や、あまり知られていない交換分合の活
用方法についての講義であったため、たいへん有意義な研
修となった。

山下支部長　挨拶

研修会の様子

研修会の様子
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津支部では、平成25年
2月18日（月）に支部事業
計画の一環として研修会
を開催し、当管内の市、土
地改良区役職員、県の担
当者　30名が参加した。

午前の研修は、多気郡多気町波
多瀬にある「立梅用水型小水力発
電」と6次産業の元丈の里「ゆめ工
房」で研修を行った。
立梅用水土地改良区　高橋事
務局長、営農組合　深田組合長、
ゆめ工房　薗井加工部長と大須
賀研究員から、土地改良区と地域
の人達が取組まれている地産地消
型の小水力発電の電力利用、6次
産業施設に関わる活動の説明を受
けた。
小水力発電は、櫛田川から取水

している「立梅用水」を利用し、50
センチの落差をつけ発電機（愛称
「彦電」）を設置しており、障害にな
るような騒音は少なく、設置につい

ても費用はほとんどかからないという。
ゆめ工房は、平成23年8月に設立し、米粉や地元の農産
物、薬草などを利用して商品開発している。
この農業用水を使った小水力発電の電気は売電はせず、
全て地元で消費し、地域・農業の活性化につなげ、人と自然

がつながる町づくりを目指してい
るとのことであった。
地産地消型エネルギー利用の
取組、地元で生産された製品も紹
介され、参加者も関心が深く地域
振興の取組みを楽しく学べ、有意
義な研修となった。

午後から多気郡多気町野中地
内　経営体育成基盤整備事業　野中・成川地区の現場に
おいて、用水路（パイプライン）施工について研修を行った。
松阪農林商工環境事務所　農村基盤室基盤整備２課　
大川課長外2名から、あいにくの雨のため休工であったが、
現在工事中の現地で概要内容と農業用用排水施設整備(パ
イプライン)	等の工事内容の説明を受けた。
事業は平成19年度から着工され、生産基盤を整備し、維
持管理の省力化と農地集積を図るため、用水路のパイプラ
イン化を図り、用水量の節約等に大きく寄与している。
栃ヶ池と桧皮池から取水し、補給水として国営宮川用水
第二期土地改良事業から受けている。
また、三重県独自のパイプライン工法で費用節減となる
等の説明を聞き、参加者から種々多彩な質問もあり、大いに
理解を深めることが出来た研修会となった。

高橋事務局長による説明

支部活動報告

平成２４年度 津支部
現地研修の開催

研修風景

ゆめ工房　大須賀研究員

ゆめ工房　薗井加工部長

深田営農組合長

野中･成川地区現地研修風景

野中･成川地区現地研修風景
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三重県農業集落排水事業連絡協議会（会長　末松則子
鈴鹿市長）は、去る2月19日（火）～20（水）に県内市町の集
排担当職員を対象に「農業集落排水資源循環統合補助事
業」２地区の視察研修を行った。
初日は、滋賀県蒲生郡日野町において機能強化対策の

「原第２地区」、２日目は、福井県福井市において「文殊地区」

滋賀県蒲生郡日野町「原第2地区」

について研修し、それぞれ会議室で１時間程度管内の農排
事業を含む下水整備状況や事業の概要説明を受けた後、
工事施工中の処理施設の見学も行った。
参加者からは、両市町の担当者に対し、熱心な質問が
なされ、今後の施設の維持管理に大変参考となる研修で
あった。

滋賀県蒲生郡日野町「原第2地区」

福井県福井市「文殊地区」

福井県福井市「文殊地区」



23

また、三重県では、年間を通し獣害対策の研修会を実施
しており、今回は平成24年度で3回目の研修となる「平成
24年度獣害対策研修会」を去る平成25年2月22日に開催
しました。ＪＡ健保会館（津市）を会場に、市町・県職員、Ｊ
Ａ、森林組合、農業共済から41名の参加がありました。
講師には、長崎県から農林水産省の鳥獣被害対策アドバ
イザーでもある平田滋樹氏をお迎えし、主に、イノシシを中
心にした獣害対策の基本的な考え方と関係機関の役割や

「家族・恋人に食べさせたいっ！猪肉フレンチ教室」の開催

近年、野生獣による農林産物への被害が深刻になって
おり、人の生活にも被害が及んでいるため、県では、被害対
策と併せ、個体数管理のための捕獲を進めています。捕獲
したニホンジカやイノシシについては、利活用を進めてお
り、ご家庭でも安全においしく食べていただくため、去る平
成24年12月10日に、いせトピア（伊勢市）にて、「家族・恋人
に食べさせたいっ！猪肉フレンチ教室」を開催し、県内各地

から20名の参加がありました。講師には、フランス料理店
「ミュゼ　ボンヴィヴァン」料理長の出口氏をお迎えし、家
庭でも作れるフランス料理を教えていただきました。
まず、県担当者から、野生獣肉利活用の背景やこれまで
の取組内容について説明し、参加者は時折うなずきながら
聞かれていました。
その後、調理説明では、出口シェフから、野生獣肉を調理
する際のポイントや普段の料理でも使えるテクニックが披
露され、参加者は熱心にメモをとられていました。
実習では、参加者が、真剣に調理に取り組まれており、出
口シェフに質問をする姿も見られました。完成した料理は、
ワインとともに食
べ、参加者からは、
「とてもおいしく、
猪肉のイメージが
変わった。」「勉強に
なり、有意義な時間
だった。」との感想
が聞かれました。

長崎県の獣害対策の取組を紹介いただきました。また、三
重県農業研究所の山端主幹研究員から「三重県の獣害対
策の情勢について」の講演がありました。
今回の研修では、より実践的な部分に踏み込み、生産者
との関係づくりや、生産者にやる気を持っていただき、継続
した獣害対策を実施していくことの重要性など、より現場
に近い方などの熱心な取組姿勢により、被害の減少につな
がることが理解されたと思います。

「平成24年度獣害対策研修会」の開催

講師出口シェフによる調理説明

実習風景

長崎県鳥獣害対策室　平田	滋樹氏による講演

研修会の様子
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柏手を打って頭を垂れ、ある人は誓いを、ある人は抱負を、そしてある人は願い事を、そんな平成25年

が明けて早やもう3ヶ月、桜咲く頃と成ってきました。

この平成25年は、太陽の神「天照大神」、農業の神「豊受大神」、国造りの神「大國主大神」の遷宮を

迎える年なのです。古より受け継がれる二大神事、持統天皇の御代に始まり1300年あまりも続き、20年

に一度の式年遷宮を迎える「伊勢神宮」と、60年ぶりの大遷宮「出雲大社」です、偶然なのか必然なのか、

これこそ神の巡り合わせとしかいいようのない「日の本」の祝年の年でもあります。

そして、この神事が呼び寄せたのか、政治の世界にも変化が見られ、この国が変わろうとしております。

小水力発電や太陽光発電といった再生可能エネルギーの有効活用を図るため、疲弊していた農村地域の

資源に目が向けられ、農林業があらためて見直されようとしてきております、平成25年度予算においても農

林業予算の復活が図られつつあり、食料自給率の向上、集落機能の復活、農村地域の活性化に繋がるの

ではないかと期待されるところです。農業所得の減少、耕作者の高齢化、担い手不足、TPP等 ま々だま

だ課題は山積しておりますが、とりあえずは復活に向けた第一歩、これも遷宮を迎える三大神の御加護

の賜ではと思えてなりません。

このような巡り合わせの年がかつて有ったことでしょうか、全てが整った今年、農村地域の復興と復活を

記念すべき年、「農業復興・復活元年」です。

この記念すべき遷宮の年に「国の大本」とは何か、何が健全で有り続ける事が必要なのか、我 は々主張

し続けるとともに農業農村整備事業に関わることができた事に感謝し、『日本書紀』に詠われたこの神聖

で自然豊かな「この美し国に」の地、三重の農林業と、古き時より受け継がれてきた伝統文化、そしてそれ

らを育んでいくための地域の絆が未来永劫続く事を願ってやみません。

水土里ネットみえ　総務部　山	川		哲
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