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新年のご挨拶 水土里ネットみえ会長 亀井利克
新年に当たって 全国水土里ネット会長 野中広務
攻めの農林水産業実行元年 東海農政局局長 森 多可志
新年のご挨拶 三重県農林水産部部長 橋爪彰男
TPPと土地改良 元三重大学生物資源学部助教授 木本凱夫
「農業農村整備の集い」を開催
平成 25 年度 技術力向上事業技術実践研修会 開催
三重の土地改良アラカルト
農地･水・環境保全の紹介
三重の里レポート
土地改良のあしあと（松阪西黒部土地改良区）
水土里ネットみえの広場
事務局だより
宮川左岸第二土地改良区理事長 中川 堯 氏が第 49 回（平成 25 年度）県民功労者表彰を受章
鈴鹿川沿岸土地改良区理事長代理・三重用水土地改良区副理事長 森 義明 氏が平成 25 年度秋の叙勲を受章

トトツリアイ
（火祭り）志摩市大王町船越（写真提供：志摩市観光協会）
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み ど り

水土里ネットみえ
（三重県土地改良事業団体連合会）

亀井 利克

会長
新年あけましておめでとうございます。

会員の皆様方には希望に満ちた輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
平素より本会の運営全般につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
初めに昨年 9 月、10 月に日本上陸又は接近した台風並びにこれにより発生した前線により、日本各地
で大規模な被害を受けました。
県内におきましても、昨年 8 月 30 日に運用開始された特別警報が初めて発令された台風 18 号での被
害が甚大で、今なお復旧工事最中の地域の皆様方には心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い
復旧を心よりお祈りする次第であります。
さて、農業農村は国民の生活に不可欠な安全・安心な食料を供給するとともに、豊かな自然環境や美し
い景観の保全・形成、伝統文化の継承などの多面的な機能の発揮を通じ、生活に潤いと安らぎをもたら
す空間を提供しております。
しかし、
農村地域では、
農地の減少、
農業者の高齢化、
耕作放棄地の増大等により農業所得の大幅な減少、
担い手不足の深刻化、非効率な農地利用など生産構造が弱体化し、さらに混住化により農業用水の汚濁
など多くの課題を抱えています。
そうしたなか、国の施策である「人・農地プラン」は徐々に進んでおりますが、TPP、減反問題、農地
中間管理機構の設置などさらに我々の前には次から次へと大きな波が押し寄せ、新聞等からの情報に目を
離せない状況となって来ております。
また、
県におきましても「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」に伴う「基本計画」や「み
え県民力ビジョン」の制定により、安全安心な農村づくり、もうかる農業への発展を目指す方向が示され、
これらの計画・数値目標への到達に期待を寄せるところであります。
我々は、安全安心な食料の安定的供給、多面的機能を有する農村を継続的に維持しつつ、国・県の施
策を展開するため基本的要素である農地や農業用水等の生産基盤を整備・継承するほか、農業・農村を
振興していくうえで、先人たちが残してくれた豊かで貴重な地域資源を守り、育み、次世代に継承してい
くことが重要な責務と考えております。そのためにも農業農村整備に対して如何なる対策が講じられるか
否かを絶えず注視することが重要となってきております。
本水土里ネットと致しましても、会員の皆様方の事業実施に支障を来さないよう「三重県食を支える強
い農業・農村づくりを継続するための予算確保」
「安全・安心で安定的な農業を目指すための農業農村整
備事業の創設及び制度拡充」を柱とし、
本年度も関係方面に本部並びに各支部で要請活動を展開しました。
今後なお一層、各地域での様々な状況、課題等を充分認識し、皆様方の相談役・行政との掛け橋として、
土地改良事業を通じて「夢ある農村づくり」の推進に寄与することをお約束するとともに、適正な業務運
営に努め、さらに関係機関と連携を密に図りながら、会員皆様方の付託に沿えるよう役職員一体となり邁
進していく所存でございますので、より一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
最後になりましたが、皆様のご健勝とご多幸を祈念し、新年の挨拶とさせていただきます。
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全国土地改良事業団体連合会

会長

野中 広務

平成 26 年の年頭に当たり、全国の農業農村整備事業の推進に御尽力いただいております皆様に、
謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
農業・農村は、国の大本であり、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ります。このため、先人達は農業・農村が健全に発展していく上で、極め
て重要な役割を担う農地や農業用水などの維持、向上に向け、献身的な努力を続けてきました。
しかしながら、近年の我々を取り巻く環境を振り返りますと、平成 22 年度に土地改良関係予算が
大幅に削減され、我々は農業・農村の将来に大きな不安を抱えることになりました。また、東日本
大震災や台風等による集中豪雨は、先人達の努力の結晶を破壊し、これらの地域の農業・農村に大
きな爪痕を残しました。現地では、一刻も早い復旧、復興に向け、更なる国の力強い支援を強く望
んでいます。
全国の農業・農村においても、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
が山積しています。全国各地で農業水利施設の老朽化も進行しており、食料生産の増大、非主食米
等への転換に支障を来すばかりでなく、国民の生命や財産にも多大な損害をもたらすのではないか
と大変危惧しております。
さらには、TPP 交渉においても、昨年内合意は見送られましたものの、引き続き国益をかけた厳
しい調整が行われております。
こうした内外の厳しい情勢が続いている中、昨年 12 月、政府は「農林水産業・地域の活力創造
プラン」を決定し、農政の大きな転換方針を打ち出しました。
「農地中間管理機構」を活用して 10
年間で全農地の 8 割を大規模農家に集約し、競争力を強化するとともに、
「6 次産業化」の推進や
5 千億円弱で推移している農林水産物・食品の輸出額を 2020 年までに一兆円に増やすことを打ち
出しています。更に、生産調整を 5 年後をめどに廃止するのに伴い、現行の経営所得安定対策の大
幅な見直しと農地・農業用施設を守る取り組みを支援する「日本型直接支払い」の創設が決定され
ました。
我々水土里ネット関係者としても、こうした政府の動きを重く受けとめ、国が目指す方向の実現
に向け、積極的な貢献を果たしていくことが必要です。加えて、水土里ネットの役割や農業・農村
を守り、発展させていくことの重要性・必要性についても、広く国民の皆様にアピールし、共感を
得ていく努力が必要です。幸いにして、農地を集積し、経営規模を拡大することにより、新たな農
業経営を展開すべく、全国各地で高い志を有し、地域農業を主導する若い人たちの取り組みも見ら
れるようになってきております。地域の農業や農業情勢が大きく変貌してゆく中、
「水」
「土」
「里」
を担う中核的な存在である水土里ネットが、長年培ってきた技術と経験を最大限活用し、新たな地
域農業を切り開き、国民の財産である農業・農村を守り、発展させていくことが重要であります。
そのことによって、水土里ネットと農業・農村に対する国民の皆様の幅広い共感が得られ、施策が
安定的に実行されることを強く期待するところであります。
最後になりますが、本年は新しい農政への転換に向け着手する年であります。輝かしい年の出発
に当たり身の引き締まる思いがいたすとともに、私も皆様方とともにこれら農政の転換に積極的に
取り組んで参りますことを、ここに改めてお誓い申し上げたいと存じます。
本年が全国の皆様にとって良き年でありますように、御健勝と御発展を祈念いたしまして、私の
新年の御挨拶と致します。
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東海農政局

森 多可志

局長

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。東海農政局長の森です。平成 26 年を迎え、皆様の
ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
昨年は、相次ぐ台風や集中豪雨等による災害が各地で発生し、東海地域でも農林水産業へ
の被害が発生しました。改めて、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
さて、農林水産省はこの一年、攻めの農林水産業を展開するなかで、農林水産業を産業と
して強くしていく取組と、多面的機能の発揮を図る取組の両者を、一体的に推進してまいり
ました。
また、
「攻めの農林水産業推進本部」や「農林水産業・地域の活力創造本部」等において、
施策の具体化を進め、
昨年 12 月に「農林水産業・地域の活力創造プラン」を取りまとめました。
本プランは、①我が国の食文化・食産業の海外展開など国内外の需要フロンティアの拡大、
②農林漁業成長産業化ファンドの本格展開等による需要と供給をつなぐバリューチェーンの
構築、③農地中間管理機構を通じた農地の集約化などの生産コストの削減の取組や、経営
所得安定対策と米の生産調整の見直しなどの生産現場の強化、④構造改革を後押ししつつ
美しく伝統ある農山漁村を将来世代に継承するための多面的機能の維持・発揮を図る取組、
を進めることを柱としています。
本年は、このプランに基づく「攻めの農林水産業実行元年」と位置付け、施策の総動員に
より、農業・農村全体の所得を倍増させることを目指し、若者たちが希望を持てる「強い農
林水産業」と「美しく活力ある農山漁村」を創り上げていくこととしております。
東海農政局としても、国営事業をはじめとする農業農村整備事業や、老朽化の進む農業水
利施設の保全管理、農村地域の活性化に向けた取組等について、今後とも皆様のご理解と
ご協力を頂きながら推進していくことともに、これまで以上に「現場主義」の視点に立ち、
地域農政を着実に推進してまいる所存であります。
結びに当たり、水土里ネットみえのますますのご発展と関係各位の一層のご活躍を祈念申
し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
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三重県農林水産部

部長

橋爪 彰男

新年あけましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、健やかに新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。旧年
中は、県農政、とりわけ農業農村整備の推進につきまして、格別のご支援とご協力を賜り、厚
くお礼を申し上げます。
県では、現在、戦略計画「みえ県民力ビジョン」などに基づき、
「もうかる農業」の実現に
つなげるためのさまざまな施策を展開しています。
特に、農業農村整備においては、担い手への農地集積を目指した基盤の整備や施設の長寿
命化対策、農地・農業用施設の保全や生態系・景観の維持・保全など地域の取組の持続的な
発展に向けた農地・水・環境保全向上対策事業などに積極的に取り組んでいるところです。
また、大規模災害の発生に備えて、ため池や排水機場・頭首工など基幹的な農業水利施設
の機能診断や耐震調査を推進し、計画的な補強や耐震対策を実施しています。
こうした中、昨年 12 月、国は今後の農政のグランドデザインとなる「農林水産業・地域の
活力創造プラン」を決定しました。
このプランは、農林水産業を産業として強くする「産業政策」と国土保全などの多面的機能
を発揮するための「地域政策」を車の両輪として策定されており、輸出や 6 次産業化の促進、
農地中間管理機構を活用した農地集積の加速化、米の生産調整の見直しなどとともに、日本
型直接支払制度の創設が盛り込まれています。
平成 26 年度の事業実施にあたっては、このような国の新たな制度の創設や対策の見直しな
どに的確に対応していくことが重要になります。このため、地域の皆様方の要請に応えられる
よう必要な予算の確保に努めるとともに、選択と集中の一層の推進とさらなるコスト縮減に取
り組むことにより、計画的かつ効果的な事業の実施に努めていくことが大切になります。
県農林水産部といたしましても、関係機関の支援をいただきながら総力を挙げて農業農村整
備の推進にあたってまいりますので、皆様方におかれましては、
「もうかる農業」の実現に向
けた本県のさまざまな施策が着実に進んでいくよう、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上
げます。
最後に、水土里ネットの益々の発展と皆様方のご健勝、ご多幸を祈念し、新年のご挨拶とい
たします。
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TPP と土地改良
元三重大学生物資源学部

助教授

木本 凱夫
新春三題噺ならぬ二題噺です。屠蘇でも茶でも飲みな

諸々の水田維持費を引けば赤字だと言う。だから耕作放

がら、お付き合い願いたい。新聞やテレビなどのマスメ

棄して米はスーパーで買うようになったと。その耕作放

ディアで、
『TPP』なる見出しが大きく踊る。TPP 太平

棄地（畑地ふくむ）は現在全国で 40 万 ha あり、農地の

洋をはさんだ中堅 4 経済国同士が結んだ、戦略的経済連

1 割にも達する。40 万 ha の内訳は農家が 21 万 ha で、

携協定だった。まずは互に関税を 90％撤廃し、10 年後

土地持ち非農家は 18ha を持つ。大規模化・企業化によっ

にはゼロにしようと。この TPP の経済効果や自国の利

て米価が下落すれば、この傾向にさらなる拍車がかかる

権拡大に目をつけたか、アメリカが割り込んできて、や

だろう。
それと総務省家計調査によれば、昨今、米とパンの世

やこしくなった。他にも参加国が増えたし。
輪をかけたのが動き出した船に飛び乗りした日本であ

帯当たり年間消費額（ともに約 2 万 8 千円）はパンが米

る。これで TPP は居並ぶ中堅経済諸国の肩筋から、日

を抜いたらしい。米は周知のように消費量が大きく落ち

米 2 つの頭が飛び出す構図となってしまった。船頭は多

ている。全国平均で昭和 37 年には一人 2 俵食べていた

いし、漕ぐ船の大きさも違う。太平洋の航路を譲り合う

のが、平成 15 年には 1 俵でしかない。40 年間で半減も

交渉が円滑に進む訳がない。
日米に限っても自動車・医療・

した。40 年後の平成 55 年にはどうなる？推計人口が 1

保険・知的財産など、互に譲るのが難しい項目が目白押

億人で、消費は大甘で 1 俵弱の 50kg としよう。反収は

しである。

5 トン /ha とする。以下に全国消費量と必要水田面積の

中でも農業、とくに水田農業の舵取りがむずかしい。 簡単な計算を示す。
この改 / 変革の論議は、これまでに数度周期的に生じた。
たとえば機械化貧乏を指摘して曰く、農機の耐用年数が

1億人×50kg/ 年・人＝500万トン/ 年

来る時が山だ。跡取りは田を貸し出すか、売りに出すだ

500万トン/ 年÷5トン/ 年・ha ＝100万 ha

ろうと。むろん一部ではそうなったが、年季の入った現
役は自家飯米確保を続け、退職した跡取りは健康農業を

備蓄米は考慮していないが、水田面積は現在の 250 万

楽しむのが大方の現状であろう。また道路など公共事業

ha から半減してしまう。そこに至る道筋では土地利用と

2 個の大きな地雷も待ち伏せている。
による農地転用も、所有者には可能性として期待が残る。 水利費の負担という、
農地の生産性が効率化するのは、土地改良施設の正常

改 / 変革の論議の主眼は農地集積による農家経営の大

規模化と、非農業部門の農地取得・企業経営ではないか。 な維持管理あってこそ実現する。近い将来に水田面積の
激減が見える今、土地改良区も将来像を構築すべきでは

大規模化がいいのか、それとも現況の小規模稲作の進化

改良がベターなのか、これを判断する能力は私にはない。 ないのか。合併だけではしのげないだろう。それでなく
とも足元では、兼業化や経営体の増加で、個々の用水管

根拠はないが企業参加は許容範囲ではあるが…。ともか

く、これまでの改 / 変革は、なんとなく茶を濁したか、 理が粗放化している。稲作に経営体を想定するのか、ま
うやむやで終わった。ところが今回は様相が違う。国内

たは小中農家に依存するのかはともかく、農地集積は進

産業界からの突き上げや、アメリカの自国米輸出を目論

めざるをえない。バラ転ならぬバラ水田では、維持管理

む圧力などでもない。政権与党そのものが TPP 締結に

が立ち行かぬ。そのための圃場整備や用排水系統の再検

向けて、農業部門での譲歩をカードに使う気配がある。 討 / 整備を先送りしていいのか。農地集積を JA や役所
に任せるだけですむのか。水利の立場からは上記二通り

減反政策も近く半世紀に及ぶ頃には見直されそうだし。

の耕作形態を前提に、集積と管理のシミュレーションを

水田農業の大規模化や企業参加は、生産コストを低く

すれば米価も連動して下がるとの筋書きで動いている。 しておくべきではないか。農地集積をしたはいいが、メ
そうかもしれないが、私には名張での以前の見聞が気に

ガソーラーへの転用になるような笑いごとにはしたくな

なる。名張では所有水田面積が少ない農家が多い。そ

い。
（やや酔いが冷めたか、茶が苦くなりましたか）

れで貸し出しても米や現金などの小作料から、水利費や
6

野中 全国水土里ネット会長挨拶

を 取り巻く最 近
の情 勢と今 後の
展 開 方 向、そし
て 平 成 26 年 度
予算概算要求等
についての報 告
と日本 型 直 接 支
払制度の創設に
ついての解説が
あった。

水土里ネットやまなし 加藤専務理事 要請
案文朗読

要請案文は、全国を代表して水土里ネットやまなしの
加藤専務理事が朗読し、満場一致で採択され、最後に、
林 農林水産大臣祝辞

水土里ネットみえの亀井会長から、活力ある農業農村の
実現への決意、予算確保への積極的な活動、水土里ネッ

全国水土里ネット及び都道府県水土里ネット共催によ

トの役割と関係者の更なる結束を図るため「ガンバロウ

り、去る平成 25 年 11 月 26 日（火）
、東京都千代田区平

三唱」が行われ、
「農業農村整備の集い」は盛会のうち

河町のシェーンバッハ・サボーにおいて、林 芳正農林水

に終了した。

産大臣、吉川貴盛農林水産副大臣、横山信一農林水産大

閉会 後、財 務

臣政務官、實重重実農村振興局長をはじめ、農林水産省

省、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

復興庁に対して

ら参加した農業農村整備関係者を合わせて約 1,000 名が

要請活動を行う

参集し、
「農業農村整備の集い」が開催された。三重県

とともに、国会

からは、土地改良区の理事長、事務局長と県、水土里ネッ

議員に対して要

トみえの計 20 名が参加した。

請 書 を 手 渡 し、

はじめに、野中広務全国水土里ネット会長の挨拶につ

農業農村整備の

づき、来賓を代表して林 農林水産大臣が祝辞を述べら

水土里ネットみえ 亀井会長 ガンバロウ三唱

れ、次に、實重 農村振興局長より、農業農村整備事業
7

推進を訴えた。

平成
25年度
き続き東海農政局整備部防災課の丸山災害査定官より

去る 11 月 27 日（水）～ 29 日（金）の 3 日間、津市に

あるアスト津 4 階アストプラザ研修室Ａ他において、東 「災害復旧事業の概要」と題して、災害の発生状況・被
海農政局・三重県他の業務担当者を講師に招き、平成

害額、制度設計について説明を受け、最後に災害が発生

25 年度 技術力向上事業 技術実践研修会が開催され、岐

した場合、適切かつ早期迅速に事業実施することを力説

阜県・三重県の市町・水土里ネットで設計・積算・施工

された。最後に東海農政局整備部設計課の藤井工事検査

管理業務に携わっている担当者延べ 46 名が出席した。

官より「会計検査の動向」と題して、会計検査全般につ

この研修は、水土総合強化推進事業の一環と位置づけ

いて説明を受け、その後会計実地検査での設計・施工・

られ、農業農村整備事業の円滑な実施を図るため、基礎

積算等に項目毎に具体的な指摘事例、その改善策を含め

的、専門的知識の習得を図ることにより技術力の向上を

説明を受けた。

目的に開催されたものである。
3 日目は、研修を現地に移し、2 日目に説明を受けた

三重県農林水産部農業基盤整備課西村課長
挨拶

初日、事務局

多気町勢和地域で実証実験中の「小水力発電」
、さらに

から本会の中山

遠距離で情報管理ができる「圧力水位計による水位等管

専務理事の開会

理システム」と題して、水土里ネット立梅用水の高橋事

挨拶後、来賓と

務局長、
（株）協和コンサルタンツ統括本部新規事業推

して三重県農林

進室の左村氏より説明を受けた。今回、実際設置されて

水産部農業基盤

いる水路が改修工事のため発電機本体は陸揚げされてお

整備課西村課長

り、実際稼働していないため、パネル、資料による説明

から挨拶をいた

であった。
工法についてパネルを用いた詳細な説明と併せ施工時

だいた。その後

の苦労話が披露された。

研修に入り、東
海農政局整備部

3 日間を通して講義では、パワーポイントを用いた説明

設計課の槻瀬課

となり、出席者にとり、非常に分かりやすい研修となった。

長補佐より「農
業農村整備事業

また、アンケートを実施したところ、およそ 70％の出

を取り巻く最新

席者が「概ね達成」以上の評価を得、特に小水力発電を

の動向と施策」
、 含む再生エネルギーについて関心が深く、今後に活用し
研修会の様子

たい更に知識を深めたいとの意見があり、今後の業務に

「農業農村 整 備

事 業 制 度関係」 役立つ実践的な内容であり、有意義な研修となった。

と題して、前半は農業農村整備の必要性・役割・仕組み・
展開方向について説明を受け、後半は農業農村整備事業
の予算状況、各事業の制度設計の説明を受けた。
2 日目は、まず三重県農林水産部農業基盤整備課農村
整備班の森島主幹より「三重県における小水力発電」と
題して、県内で小水力発電の現状、将来展望について説
明を受け、引き続き（株）協和コンサルタンツ統括本部
新規事業推進室の左村氏より「立梅用水型小水力発電
実証実験事業について」と題して、県内多気町勢和地域
の立梅用水での実証実験事業の状況が報告された。昼食
休憩を挟み、東海農政局整備部水利整備課の冨岡係長よ
り「再生可能エネルギーの導入推進について」と題して、
農業水利施設を利用した小水力発電についての方法・規
模・整備状況、事例紹介、制度設計の説明を受けた。引

現地研修の様子
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三重の土地改良アラカルト

台風 18 号災害の被害について

農地の崩落（伊賀市 東湯舟）

【はじめに】

及び机上査定における適用金額の引き上げ等の災害査定

三重県では、台風 18 号の接近に伴い、9 月 15 日から

の事務手続きの簡素化が伊賀市において適用されました。

16 日にかけて伊賀市を中心に長時間にわたって激しい雨
が降りました。

【農地・農業用施設の復旧に向けて】

特に、伊 賀市川北では、15 日 23 時までの 1 時間に

農地・農業用施設の復旧に向けては、11 月 18 日から

62.0 ミリの豪雨となり、降り始めからの総雨量は 620.0

12 月 13 日迄の 4 週間、延べ 10 班体制で国による災害

ミリを観測する記録的な降雨量となりました。

査定が実施されました。
東海農政局及び東海財務局の職員が、箇所ごとに現地

【農地・農業用施設の被害状況】

等において被災事実を確認し、その被災状況に対して申

三重県内における農地・農業用施設の被害は、河川洪

請された復旧事業が法令に定められた採択条件に合致

水による頭首工の決壊や農地の土砂埋没及び畦畔崩落な

し、しかも技術的に妥当な工法であるかどうかを検討し、

ど大きな被害を受けました。
（被害件数 402 件、被害額

適切な事業となるよう査定が行われました。

約 13 億円）

災害査定終了後、増高申請手続等を経て、各市町にお

9 月 19 日には、政府調査団が派遣され、現地視察後の

いて、少しでも多くの農地で来年度の作付けができるよ

意見交換会において、知事から 1 日も早い復旧復興を目

う復旧工事を進めていただくことになります。県としま

指し、国の支援に対する要望がなされました。

しても、国や市町と連携を図り、早期に復旧ができるよ

国は 10 月 4 日、台風 18 号災害の激甚災害指定を閣議

う支援してまいります。

決定し、国の補助率のかさ上げなど農家負担の軽減につ
ながる特別措置を講じました。
また、災害査定事務の迅速な処理を図るため、総合単価

農業集落排水管

農業集落排水管の損壊（伊賀市 国道 422 号）

農業集落排水処理施設の冠水状況（伊賀市 三田）
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田んぼの生きものキャラクターコンクール

審査会

子どもたちが、メダカやホタルなどの田んぼに住む生

年 12 月 21 日 ( 土 ) に三重県総合文化センターで『田ん

きものを身近に感じ、大切な田んぼや畑が生きものの

ぼの生きものキャラクターコンクール表彰式及び作品展

住みかとなっていることを理解してもらうため、小学生

示』を開催し、10 名の子どもたちに表彰状を授与します。

以下の子どもたちを対象に「田んぼの生きものキャラク

また、表彰式と合わせて『メダカのコタローワンダー

ター」を募集しましたところ、106 作品の応募がありま

ランドｉｎ三重』を開催し、
「守ろう地域！～子どもたち

した。

の未来のために～」をテーマにメダカのコタロー劇団に

厳選なる審査により、10 作品の入賞を決定し、平成 25

よる環境アニメ紙芝居や環境クイズを行います。

田んぼの生きものキャラクターコンクール作品紹介
濱口こころさん【キラキラめだか】

まつ毛やうろこもキラキラしてい
るめだかです。
田んぼをおしゃれな 場所にしてく
れます。

奥村希龍さん
【たんぼのゆうしゃざりれんじゃあ】

悪者から田んぼを守るため、久居
農林周辺からやってきた正義の勇
者たち！

奥村怜哉さん【オトンボ】

古屋真太郎さん【どどちゃん】

田んぼの安全を守るお父さん的な
トンボ

どどちゃんは田んぼの水をきれい
にしてくれて、おいしいお米をつく
るお手伝いをしてくれます。

八部野獅堂さん【まもるくん】

丸山千春さん【稲ガメ親子】

元気なお米がそだつように空の上
から見まもります。

沼田芽依さん【みはりんボ】

足がよごれているのは田んぼに住 ん
でいるからです。稲ガメ親子はなえぼ
うしや、なえのしっぽが特長で、特に
こうらは親になると米に変わります。

荒木笙さん【オオスマくん】
虫が 落ちてオオスマくんは食べよ
うとしている。でも、虫は水中でも
がんばって泳いでいる。

田んぼに鳥やけものが入らないよ
うに目を光らせながら守ってくれて
います。
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西村咲紀さん【あおぴょん】

石田光さん【さぎの剣士】

目はアメン ボ、ほっぺ たは お たま
じゃくし。首には田とＯのネックレ
ス、鼻は田。作物がよく育つように
｢ にじ ｣。アメンボの
「あ」
、
おたまじゃ
くしの「お」
、カエルはぴょんぴょん
はねるから
「ぴょん」で
『あおぴょん』

田んぼで一番目だっているさぎは、
田んぼの王様みたい。

（平成 25 年 12 月 13 日現在）

『収穫祭』を開催しました

清し有田佐田沖環境保全会

当保全会は、農地水の活動組織として平成 24 年から

当日は、60 ㎏のもち米を杵と臼を使ってつき、小さな

活動を開始し、約 2 年が経過しました。

子供達にも体験してもらい、その後つきたてのお餅を美

今年は、小学生に農業の大切さを知って、経験しても

味しくいただきました。

らうため、もち米苗の田植えと稲刈り体験を行いました。

また、地元で採れた農産物の直売会も実施し、約 200

そして、収穫したもち米を使って 11 月 24 日（日）に収

名の方で賑わいました。

穫祭を開催しました。

5月

田植え

11 月 24 日

9月

収穫祭の様子
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稲刈り

ほっとひと息森呼吸
松阪市森林公園

本格的な薬膳料理を食べられる食堂『花おこし』は、木材の暖かみのあるモダンな内装

■松阪インターから 5 分！

しっかり山奥まで来た気分です。
美しい紅葉の山。せせらぎの音。気軽に訪れる事ので

松阪市といえば…三重県でもかなりの都市部で、松阪

きる場所です。

牛が名産で…なんてイメージですが、実は自然が豊かな
都市。この松阪市森林公園もそんなところだと聞いて出

■桜の名所でスゴイ！

かけてきました。

園内にはおよそ 200 本の桜が育っています。毎年桜
の季節になると多くの方が訪れます。併設される無料の

秋晴れの気持ちのいい朝、紀勢自動車道松阪インター
チェンジを下りて 5 分のところ。こんなにアクセスが良

BBQ 広場で BBQ と花見を楽しむ方が多く訪れます。市

いのに、周囲はすっかり自然に包まれた場所です。

内ではこれほど多くの桜が楽しめて BBQ ができる場所
はそれほどないでしょう。

今回お世話になったのは、
「松阪市森林公園」の園長で
ある山口さん。とても元気な方で、
とても話が弾みました。

■キャンプ場がスゴイ！
■これはイチオシ！

この森林公園の中核施設はキャンプ場。キャンプ用の

前述しましたが、
高速出口から 5 分
（なんと信号 2 個！）
。 テントサイトは持ち込み 15 張り、設置済みが 5 張り。バ
しかも松阪市中心部に出かけるにも 15 分程。案内看板

ンガローが 7 棟と数も充実しています。しかし、もっと

も出ているので、道中も迷うこよなく一本道で、アクセ

驚くのはその設備の凄さ。
バンガローなんですが、空調・炊事設備・シャワーも

スも便利な立地にありながら、周囲は美しい山並み。美
しく整備された公園と施設の数々。今まで県内の色んな

完備していて室内も明るく広いので、数人で宴会や民宿

ところを見てきましたが、この便利さとゆったり感が両

の代わりに利用する方も多いそう。伊勢神宮への参拝の

立したところはそう多くはないでしょうね。近いと言っ

宿としても最適です。年末年始はもう予約が詰まってき

ても高速道路なども見えず、クルマの音も聞こえません。 ているそうですので、ご利用の方はお早めに！
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■建物がスゴイ！

アクセスが便利でたっぷり楽しめる。そんな松阪市森

この森林公園は設立後 26 年経過しています。近頃な

林公園を訪問した一日でした。

らログ作りの建物は木造でも「集成材」を多用した構造
となるのですが、
「大径木」を使用した本格的な造り。相

◆松阪市森林公園

当コストをかけた立派な構造です。その為現在でもしっ

松阪市伊勢寺町安若1678
TEL : 0598 -58 -0040

かりとしています。BBQ 専用のハウスや七輪長屋と呼ば
れる設備もあって時間貸しでの利用が可能です。仲間と

FAX : 0598 -58 -0040

ワイワイ楽しんではどうでしょうか？

HP：http://www.msk-shirin-kouen.or.jp/

またお風呂も素晴らしく、外観はまるでペンションのよ

火曜日休園（ 祝祭日、
夏休み期間、
年末年始は開園 ）

うなオシャレなお風呂。少し高いところにあるので眺め
も良好です。

◆宿泊料金
・バンガロー
（1棟 /5 名 /1泊）
/10,920 円（7 棟あり）

■森林組合の運営がスゴイ！

・設置テントサイト1張り1泊 /2,730 円（5 張り）

この公園の指定管理者は松阪飯南森林組合ですが、さ

・持込テントサイト1張り1泊 /1,360 円（15 張り）

すが森林組合の運営だけあって、敷地内からスタートす

・近くに宿泊者専用のお風呂（ 森の湯）
、
炊事棟が付いて

る登山コースも綺麗に整備されていますし、木工教室で

ます。

はあらゆる加工機械も充実していて、楽しく木工ができ
そうです。

◆ＢＢＱ施設

■食事がスゴイ！
食事処もありますが、主にご提供しているのは「薬膳
料理」
。その他にも各種メニューが充実しています。オス

・ＢＢＱハウス小

利用料1時間 /2,000 円～

・ＢＢＱハウス大

利用料1時間 /3,000 円～

・七輪長屋

利用料1時間 /1,000 円～

※2 時間からの利用となります。

スメは松阪牛を使ったコロッケ。ブランド牛の味わいが

※その他詳細はホームページをごらんいただくかＴＥＬで

手ごろに楽しめるとあって、人気のコロッケです。地元

ご連絡下さい。

食材を多く使っており安心な食事を楽しめるのもポイン
トですね。

「大径木」の本格的な作りのバンガロー。高台にあるので眺めも楽しめます。
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松阪西黒部土地改良区

シリーズ

（松阪市）

地区の概要

持管理に努めています。

本 地 区は、松 阪 市

水田の高度利用を主体として農業の生産性の向上、農

の北東部で一級河川

業経営の合理化を図るべくほ場整備により、耕地並びに

櫛田川最下流部左岸

農道、農業用排水施設を総合的に整備し、パイプライン

の海岸部に位置し高

による安定用水源の確保、水田の汎用化を達成し営農効

須町、西黒部町の耕

果は計り知れないものであります。

地を対象とした穀倉
今後の改良区

地帯である。
農作物栽培には、気
象条件、交通便ともに

しかしながら、海抜が低い地帯であり、主取水源であ
施工前の西黒部地区

る川に海水が混入し塩が観測される状況でもあります。

恵まれた地域であるが、水田、畑とも大部分の耕地は不整

塩害対策も考慮していかなければならないと考えており

形で、地下水が高く用排水路とも不整備で、稲作転換が

ます。

不可能である。

また、農業情勢は大きく変化し、厳しさを増す一方で

又、農道も巾員が狭く蛇行しており農機具の搬入に苦

あり、農業機械の燃料や肥料価格の高騰、米を始めとし

慮している状況で、農作業に多大な苦労と不便を強いら

た農産物価格の低迷、農業従事者の高齢化や継承者不

されてきた。水確保の為、井戸を掘り地下水の利用を考

足等、どの地区に於きましても、農家戸数が減少してき

えたが、海抜が低く塩水により利用出来ず慢性的な水不

ており、担い手農家に依存する傾向が増えております。

足である。

県営ほ場整備事業が完了し 16 年経過した今日、用排
水施設の老朽化による修理、揚水機等の故障が増加して

地区の沿革

おります。組合員様の負担を考慮し、計画的な補修工事

この様な状況から、

を図り、補助金制度を活用し土地改良施設維持管理適正

昭和 63 年に農業の近

化事業に加入いたしました。揚水機の取替を計画してお

代化を図る事業計画

ります。

を樹立し、快適で魅
力のある農村を創出
するために、平成元

今後において、組合員一丸となり農業生産の効率化か
つ安定化を目指し施設の維持管理に努めていきたいと考

完成後の西黒部地区

えております。今後とも変わらぬご支援を賜ります様お

年に「松阪西黒部土地改良区」を設立し、県営ほ場整備

願い致します。

事業に着手した。
9 年の歳月を経て、平成 9 年 3 月に総工費 17 億 6,100
万円を要し、区画整理 131.0ha、道路工 13.8km、用水路
工 15.1km、排水路工 11.3km の工事を完了しました。現
在組合員 212 名であり、130.0ha の農地に 6 基の調圧水
槽を設置し、給水栓を取り付け安定した配水を供給し維

揚水機場

記念碑

調圧水槽
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県営担い手育成基盤整備事業
櫛田上地区の竣工式典が
開催されました

森坂理事長

役職員一同

挨拶

通り）があり、その他臨席した来賓の紹介及び祝電が披

去る 11 月 12 日、松阪農業協同組合本店大会議室にお

露された。

いて県・市・土地改良区役職員および関係団体より多数

最後に小川副理事長の閉会のことばで締めくくり、盛

の来賓が出席して、櫛田上地区の竣工式典が盛大に開催

会裡に閉会した。

された。
開催にあたり、森坂享司櫛田上土地改良区理事長が、
本事業は平成 8 年に着手し、関係各位のご支援のもと
17 年の歳月をかけ無事完了することが出来ました。
今後は組合員と共に立派に完成した農地を守っていき
たいと挨拶した。

来賓祝辞
衆議院議員

田村憲久（ 秘書代読 ）

三重県議会議員

後藤健一

松阪市長

山中光茂

三重県土地改良事業団体

引き続き、事業主体である三重県より、橋爪農林水産

連合会事業団体連合会

部長（福岡次長代読）が挨拶をおこない、その後、本事

中山雅仁

専務理事

業に功績のあった企業、土地改良区役職員等に感謝状が

松阪農業協同組合

贈呈された。

代表理事 理事長

続いて当日臨席した来賓より祝辞（来賓祝辞は以下の

河井政美

イベント紹介
本会第 57 回通常総会

開催日／平成 26 年 3月9日
（日）

開催日／平成 26 年 3月20日
（ 木）

場

場

所／三重県総合文化センター
（ 大会議室＋中会議室 ）

所／津市「ホテルグリーンパーク津」

基調講演／講師：ふるさと水と土保全事業実践者

第 1 回三重のふるさとシンポジウム（案）
内

参加者／ 1）一般

13：00 ～ 13：10 10 分

2）ふるさと水と土実践者

2）基調講演

13：10 ～ 14：00 50 分

3）ふるさと水と土指導員

3）休憩

14：00 ～ 14：10 10 分

4）中山間地域等直接支払交付金実践者

容／ 1）開会・挨拶

5）コーディネーター養成講座受講者

4）ふるさと水と土活動事例報告会
			

6）ＣＭ作成講座受講者

14：10 ～ 14：40 30 分

7）ＣＭコンテスト応募者

5）中山間地域等直接支払事例報告会
			

8）心豊かな里づくりネットワーク

14：40 ～ 15：10 30 分

6）地域資源を活用したビジネスモデル発表
会等

15：10 ～ 16：00 50 分
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餅まきに集まる参加者

去る 11 月 17 日（日）に立梅用水 通水 190 周年記念

梅用水の有する多くの多面的機能に着眼し、その機能を

行事が開催された。

公共、公益的に役立てるべく地域の人びとと共に機能の
増進を図ってきた。それは、

立梅用水は、江戸時代後期、水に恵まれな
かった村の窮地を見かねた丹生村の地士、西
村彦左衛門為秋翁を中心として紀州藩の財政
支援のもと、大規模な農業用水路と新田開発
を計画され、15 年間の歳月と 24 万 7 千人も
の人力、多額の経費を費やし、全長 30 キロ
にも及ぶ立梅用水を完成された。
この事業により 160 町歩もの村の荒れた土
地が良質の水田となり、米がたくさん採れる
ようになり、農民の窮乏を救ったと言い伝え
られている。
その後も立梅用水は、明治、大正、昭和と
激動の時代を変遷し、運営が大変苦しい時代
もある中、先人たちのたゆまぬ努力により立
派に、現代へと受け継がれてきました。平成
期に入り、立梅用水土地改良区では、近代農
業水利施設として基本整備を進める一方、立

立梅用水の歴史を語る水土里ネット立梅用水高橋事務局長
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紙芝居で立梅用水の歴史を学ぶ子どもたち

一、防災用水として

六、農村環境保全用水として

二、観光・地域活性化用水として

七、生態系保全用水として

三、地域教育・福祉用水として

八、歴史的遺産保全用水として

四、生活維持用水として

九、農村協働力・自治形成用水としての 9 機能である。

五、小水力発電用水として
又、本年度から 4 ヵ年の県営
事業として三重県及び多気町、
中部電力さま、関係機関のご支
援のもと、この多くの多面的機能
を維持しつつ、約 4 億円を投じ、
施設の長寿命化事業である「県
営立梅地区

農業水利施設保全

合理化事業」に着工している。
近年の巨大地震等自然災害も
危惧されることから、これらに対
処すべく水路橋等施設改良工事
にも着手する予定です。
又、国の再生可能エネルギー
政策のもと、
「産・官・学・民」
が連携し、農業・農村の活性化
に寄与すべく、立梅用水型小水
力発電の研究開発とその利用に
ついて実証実験を進めていく予
立梅用水型小水力発電機「彦電」を説明する水土里ネット立梅用水高橋事務局長
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定である。

◎二日目は太陽光発電
（ 米倉山太陽光発電所『ゆめソーラー
館やまなし』について山梨県企業局電気課の担当者から説

支部活動報告

明を受けた。

松阪支部先進地視察
研修報告について

当施設は山梨県と東京電力 ( 株 ) が共同で建設し、県
が用地を提供し、場内道路や敷地の整備を行い、東京電
力（株）が太陽光発電所を建設し、運転・保守管理を行っ
ている施設である。
県では、
「山梨県地球温暖化対策実行計画」に基づき、

去る 11 月 7 日（木）～ 8 日（金）に三重県土地改良
事業団体連合会松阪支部先進地視察研修を実施し、管内

地球温暖化対策を計画的、総合的に推進しており、全国

の県、市町、土地改良区の役職員 37 名が参加した。

有数の日射量を有している地域特性を活かし、太陽光発
電などの再生可能エネルギーの導入や普及に積極的に取
り組んでいる。

◎初日は、夏に実施
し た 支部研修会で

今回視察研修した米倉山太陽光発電所はその中核をな

説明を受けた太田川

すものであり、一般家庭 3,400 軒分の年間使用電力量に

上流部土地改良区

相当する 1,200 万キロワットアワーの電力を一年間に生

の 基幹水利施設ス

み出し、5,100 トンの二酸化炭素排出削減効果を見込ん

トックマネジメント事

でいる。
ＰＲ施設では、地球温暖化の状況の紹介や、太陽光、

業
『スイート天宮地区』

小水力、燃料電池などの実際の装置を展示することより、

の現地に赴き、静岡
県中遠農林事務所

説明を受ける参加者

地球温暖化対策や再生可能エネルギー等について学習す

農地整備課の 望月

る場を提供するとともに次世代エネルギーの情報発信の

課長代理・ 山本技

拠点として活用している。
また、館内で使う電力については、自前の再生可能エ

師から説明を受けた。

ネルギーや地中熱等を利用するなど、エネルギーの自給

当改良区は昭和

自足による CO2 ゼロ運営を行っていた。

39 年 か ら 47 年 か
けて、県 営かんが

参加者は、担当者からの説明に興味深く聞き入ってお

い排水事業によっ
て整備された隧道
および用水路の補

り、質疑応答もなされ、有意義な研修会となった。

説明する望月課長代理（右）
・山本技師（左）

修工事を実施している地区である。
地区では小麦・スイートコーン・レタス等の団地化に
よる栽培を行っているが、一部地域においては地下水位
が高く排水不良の水田のため、収量・品質の低下と併せ
困難な大型機械作業よる安定した土地利用型農業推進へ
の障害となっている。さらに、昭和 40 年代に整備した用
水路も築造後 40 年が経過し、老朽化による漏水等で下
【 太陽光パネル】

流部の水不足を招いており、農家は苦慮していた。

種類

このような状況の下、基幹水利施設ストックマネジメ

ＣＩＳ薄膜化合物

主成分：銅・インジウム・セレン

ント事業『スイート天宮地区』を計画実施し、用水不足

（ 従来型結晶シリコン系と比較して約 8％多く発電 ）

を解消した。さらに平成 25 年度から施設の適切な機能

（155W）
、
を確保し、地区の担い手への農地集積を促進するため、 一枚の大きさ：977mm ×1,257mm ×35mm
経営体育成基盤整備事業『森町とうもろこしの里地区』 設置枚数：78,542 パネル
で整備している。
最後に、静岡県森町農業員会の鈴木会長から水田を 3
倍活用した魅力ある農業の展開について説明を受けた。
参加者はスイートコーンの栽培方法等について興味を持
ち、時間を忘れるほどの活発の質疑応答がなされ、有意
義な研修となった。
ＰＲ施設で担当者から説明に聞く参加者
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支部活動報告

東紀州支部
先進地研修について

1．実施日
平成 25 年 11 月 21 日（木）～ 22 日（金）
2．視察研修先
岐阜県 恵那市

「中井地区」

中津川市 「加子母小郷地区」
下呂市

「上井水用水地区」

3．参加者

恵那農林事務所

東紀州支部管内会員

20 名

関谷技術課長補佐より「加子母小郷地区」の説明

路が流れており有力候補地として、加子母小郷地区が選

4．視察研修内容

ばれた。この地区は、県営事業（総事業費 4 億円で、う

「小水力発電導入促進事業他について」

ち 1 億円ずつを県と中津川市、残る 2 億円を国が負担）
により平成 26 年度当初を目指して発電施設の運転開始

11 月 21 日（木）に恵那市において、県単小水力発電

の施設整備を行っている。この地区を流れる小郷用水は、

導入促進事業「中井地区」を視察。始めに恵那市役所農

中津川にある普通河川「白川」より取水し、農地 64．

業振興課の各務課長より概要説明があり、次に市岡係長

8ha に灌漑する用水路で、急崚な勾配や安定した取水量

より小水力発電導入促進事業について説明を受けた。

などの小水力発電施設に適した施設として選ばれた。効

この地区は、小水力発電施設をモデル的に県単事業で

率よく発電できる水車を設置し、最大出力は 220kw、年

整備し、農業用水路の排水部分（中井用水路の余水を利

間可能発電電力量 1,680mwh で、一般家庭約 400 世帯分

用することにより、一級河川の河川法占用許可が不用） の年間可能発電電力量があるとの説明を受けた。
に低落差発電機を設置し、鳥獣害対策用の電気柵に電力

翌日、11 月 22 日（金）は下呂市において、県単小水

供給している。課題は、落ち葉等が詰まり稼働しなくな

力発電導入促進事業県単小水力発電防災機能強化事業

る事であったが、農地・水の活動組織等の地元の協力を 「上井水用水地区」を視察。始めに下呂農林事務所の田
得て順調に稼働するようになったとの説明を受けた。

中技術課長補佐より概要説明があり、次に原係長より小

次に、中津川市において、県営農村環境整備事業「加子

水力発電について説明を受けた。この地区は、災害時の

母小郷地区」を視察。恵那農林事務所の関谷技術課長補

避難所となる武道館の付近を流れる上井水用水を利用し

佐より概要説明と小水力発電事業について説明を受けた。

て小水力発電施設を設置し、緊急時の非常電源の確保

岐阜県では、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量

や夜間に LED 防犯灯を点灯させている。外灯の無い地

を減らす低酸素社会づくりを目指し、環境に優しい自然

区でしたので大変地元の方々に喜ばれているとの説明が

エネルギーの開発や普及に積極的に取組んでおり、中津

あった。

川市の地形は水力発電施設設置に必要な有効落差を得や

3 地区とも現地では参加者が活発に質疑応答がなされ

すく、また山間部には未利用の小規模河川及び農業用水

有意義な研修となった。

恵那市役所

下呂農林事務所

各務課長より「中井地区」の説明
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原係長より「上井水用水地区」の説明

宮川左岸第二土地改良区理事長

中川

堯 氏

知事表彰の最高位である第 49 回（平成 25 年度）県

卓越した判断力と統率力を発揮し農業委員の先頭に立

民功労者表彰において農業功労で当会副会長で宮川左

ち、地域農業の振興、発展に多大な貢献をなされまし

岸第二土地改良区理事長の中川

た。この間、三重県農業会議会議員にも就任し、平成

堯氏が受章され、平

成 25 年 4 月 13 日（土）に三重県総合文化センター

19 年 3 月からは、三重県農業会議の副会長として、め

中ホールにて中川氏を含む 7 名、1 団体が表彰されま

まぐるしく変化する農業行政に対応するため、県内の

した。

農業委員に対して適切な指導、助言を行い、農業生産

中川 氏は、昭和 44 年 5 月に伊勢市農業委員会の委

力の発展及び農家の安定経営を持続するための指導的

員に就任され、通算 33 年余りの永きにわたり農業委

な役割を担われ、三重県の農業振興・発展に大きく貢

員として積極的な活動を展開し、地域農業の振興や農

献されました。
今も複数の土地改良関係の役職を兼務され、多忙な

業者の地位向上に献身的に尽力されました。

日々を送られていますが、今後もご健康に留意され、

特に、昭和 59 年 7 月には伊勢市農業委員会会長の

益々ご活躍されることを期待申し上げます。

要職に就き、通算 18 年余りの間、会長として、その
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鈴鹿川沿岸土地改良区理事長代理
三重用水土地改良区副理事長

森 義明 氏
質保全を図るため、県営かんがい排水事業に着手し、

平成 25 年秋の叙勲が 11 月 3 日付けで発令され、当
会代表監事で、鈴鹿川沿岸土地改良区理事長代理・三

末端用水路のパイプライン化に取り組むとともに、三

重用水土地改良区副理事長の森

重用水土地改良区副理事長として農業用水確保を目的

義明氏が旭日小綬章

とした三重用水事業にも関わり、事業完了及びその後

を受章されました。

森 氏は、鈴鹿市議会議員を 8 期連続して務められ、 の運営に寄与されており、農業振興・発展に大きく貢
献されています。

産業関係の委員会に属し、鈴鹿市の産業振興に大きく

今も複数の土地改良関係の役職を兼務され、多忙な

貢献されました。

日々を送られていますが、今後もご健康に留意され、

鈴鹿川沿岸土地改良区理事長代理として、ほ場整備

益々ご活躍されることを期待申し上げます。

をはじめとする土地改良事業により、耕地の汎用化を
推進し、更には水の有効利用、維持管理の省力化、水
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あけましておめでとうございます。
本年は、
日本の農業政策が大きく変わろうとしている時期にさしかかっています。
昨年から引き続き行われているＴＰＰ交渉の行方に加え、
米の生産調整の撤廃、
農地中間管理機構を中
間受け皿とした農地の大規模集積化事業の創設など新たな政策が打ち出され、会員の方々も重大な関心
をお持ちのことと思いますので、
本広報誌におきましても時折々に情報発信していきたいと考えております。
さて、本広報誌「みえの土地改良」は、本号で第314号の発刊となり第1号（ 昭和 30 年創刊 ）から 58
年間継続して発刊しています。三重県土地改良事業団体連合会の設立が昭和 32 年ですから県土連の設
立以前から発刊されていたことをご存じでしたか？
第1号は県土連の前身である三重県土地改良協議会時代の昭和 30 年12月15日に会員及び土地改良
関係者に対して土地改良事業の推進に必要な知識や情報を提供するために「土地改良だより」として創
刊されました。以来、
「三重県の土地改良」→「みえの土地改良」と誌名を変更しつつ発信し続けており、
三重県の土地改良史を知る上でも重要な資料となっております。
創刊当時は、
食糧増産の時代でありましたが土地改良事業資金の調達に苦慮しており、
県土連独自の信
用基金創設とその利用について、
昭和 34 年には東海地方に大災害をもたらした伊勢湾台風の被災状況お
よびその復興対策について、昭和 50 年代には「ほ場整備（区画整理 ）事業」がピークとなり、その関連
記事が多く見受けられました。また、平成19 年からは、農地・水・環境保全対策事業の活動状況を記事に
取り上げ、
同活動組織にも本誌を配布させていただいております。
このように長きにわたり、本誌を発刊し続けられたことを感謝すると共に、今後も読者の皆様の厚いご支
援をお願いいたします。
最後になりましたが、
今年一年が幸せでよい年となりますよう祈念し、
編集後記とさせていただきます。

水土里ネットみえ
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事業部

稲垣克哉
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