
2

3

4

5

6

7

9

11

12

13

14

16

第10回『みえの農村風景』写真コンテスト応募作品　「準備」（津市白山町）中村昭輝

着任挨拶　東海農政局長　水間史人

平成26年度水土里ネット役職員研修会 開催

農地中間管理機構では農地の借受者の募集を実施しています。

平成25年度土地改良区検査結果の概要について

三重の土地改良アラカルト

農地・水・環境保全向上対策

三重の里レポート

施設管理に関する留意事項

土地改良のあしあと（山田池土地改良区）

水土里情報導入事例紹介（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
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着任挨拶着任挨拶

東海農政局長 水間史人

8月1日付けで東海農政局長を拝命しました水間と申します。就任に当たり、一言ご挨拶を申し上

げます。

本年は御嶽山の噴火や大型台風の上陸などの自然災害が続き、東海地域においても三重県で

台風11号、18号などが勢力の強い状態のまま上陸したため、農地や農業用施設の破損、水稲の倒

伏等、甚大なる農業被害が発生しております。

被害に遭われた方 に々、心からお見舞いを申し上げるとともに、東海農政局としても、その復旧に

取り組んで参ります。

また、防災・減災の取組については、東海地域で東海地震や南海トラフ巨大地震が発生する懸

念があることから、防災・減災に対する意識が高くなっており、ハザードマップの整備、防災体制の

強化、建築物の耐震化なとが進められております。東海農政局としても震災に強い農業インフラを

構築し、農地・農業用水利施設等の整備を進め、安全・安心な農村づくりに努めて参ります。

さて、農政においては、大きな変換期を迎えております。農林水産業・農山漁村の潜在力を最大

限に引き出し、農林水産業・農村漁村の所得を向上させ、地域の賑わいを取り戻していくため、「農

林水産業・地域の活力創造プラン」に掲げた施策について、現場の実態を重視しながら着実に実

行していくため、本年9月に大臣を本部長とする「攻めの農林水産業実行本部」を設置し、推進に

必要な課題を把握し、その解決策等を検討していくこととしております。

このため、東海農政局としても、これまで以上に「現場主義」の視点に立ち、皆様方よりご意見

をお聞かせいただきながら、地域の実情に即した農政を着実に推進して参りたいと考えております。

最後となりますが、水土里ネットをはじめ関係者皆様の益々のご健勝とご発展を祈願を申し上

げ、就任の挨拶とさせていただきます。
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を設置し、役職員のコンプラ
イアンス意識の向上、内部で
の牽制強化を図ることが重
要であることが力説された。
テキスト内容に比べ講義時間
が短かったが、中身の濃い内
容であった。

午後から（株）日本政策金
融公庫農業食品課の安藤課
長より「土地改良事業におけ
る非補助融資について」と題
して講義を受けた。

今回は、既往借入金があ
る土地改良区に対しての保
証人免除の特例措置につい
て、申請～通知、保証人の確
認など事務手続きについて
説明された。

引き続き、東海農政局経営・
事業支援部経営支援課の
伊東課長補佐より「地域農
業の活性化や 6次産業化に
女性の能力を活かすために」
と題して講義を受けた。

農業就業人口の占める女性の割合、女性農業者を取り巻
く現状と課題、女性が経営に参画する利点（売上げ、収益力
の向上）をデータに基づき説明され、女性の能力を活かしつ
つ開催されたイベント、全国で活躍している女性が紹介され
た。そして、今後女性が農業経営や起業活動へ積極的に参
画することを切望された。さらに土地改良区においても運営
上女性独特の細やかな目線（気配り等）を鑑み、役員への
登用を検討することが提案された。

休憩を挟み、全国水土里ネット中央換地センターの浦山参
与より「賦課金等の滞納処分」と題して講義を受けた。

まず、昨年度全国水土里ネットが実施した土地改良区運
営実態調査のデータ結果を基に賦課金の徴収状況、未納
理由、滞納処分の状況などが報告された。

その後、組合員の公平性を期するために賦課金未納者へ
の滞納処分の必要性を述べられ、土地改良区としてやるべき
未納者への具体的な対策、そして滞納処分の効果を解説さ
れ、その後滞納処分（換価）手続きの流れを詳細に説明さ
れた。パワーポイントを用いた説明であり、非常に分かりやす
く、受講者はスクリーン画面を見つつ、絶えずメモを取っていた。

受講者からのアンケートでは、回収されたアンケートのうち
90％が「大変参考になった」、「参考になった」と高評価を得
て、「賦課金等の滞納処分」は関心が高く、好評であった。

去る7月31日（木）三重
県総合文化センター男女共
同参画センター内1Ｆ多目
的ホールにおいて、東海農
政局、全国水土里ネット等
の担当者を講師に招き、平
成26年度水土里ネット役
職員研修会を開催し、水土
里ネット役職員及び県・市
町の水土里ネット指導担当
者104名が受講した。

今回は、めまぐるしく変
化する農業農村情勢に求
められる土地改良区の位
置付け・役割、賦課金の滞
納処分他について理解を
深めた。

まず、東海農政局農村
計画部土地改良管理課の
杉原課長より「土地改良区
（水土里ネット）のその役
割」と題して講義を受けた。

農村社会、国民意識の
変化による農村を巡る情勢
のなかで、「水（農業用水）」、

「土（農地）」という地域資
源を管理している公的団
体である土地改良区の現
状と土地改良法での位置
付けを明確にされ、これら
を管理している土地改良区
の役割を説明された。

脆弱化している地域農
業への対策として地域での
リーダー的立場にある土地
改良区の機能を充分発揮
し、地域農業の振興活動
にＪＡ、農業委員会、農業
改良普及所等の関係機関

との連携を密にし、寄与することが大切であることを力説され
た。併せ現状の課題からどのように改善されたかを事例をも
とに紹介された。また 21創造運動に積極的に取り組んでい
る土地改良区の成果も紹介された。

引き続き、最近相次いで発生している土地改良区での不
祥事事案が公表された。公共性・公益性に賦与されている
団体として、不祥事の未然防止策として「内部統制委員会」

～水土里ネットの運営基盤の強化を目的に～

亀井会長 挨拶

局・杉原課長 講義

局・伊東課長補佐 講義

全国水土里ネット・浦山参与 講義

講義内容での質疑応答

研修会の様子

公庫・安藤課長 講義

平
成
26
年
度
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本県では、平成26年3月31日に（公財）三重県農林水産支援センターを農地中間管
理機構として指定し、平成26年4月1日から農地中間管理事業を開始しました。

農地中間管理機構は、離農者や規模縮小農家等から農地を借受け、規模拡大や新
たに農業参入を希望する担い手農家・新規就農者等を公募し、まとまった農地を貸付
することとしています。

この度、農業経営の規模拡大等を希望する農業者を対象に農地中間管理機構が農
地の借受者の公募を実施しました。

第1回目の公募は、平成26年5月28日から6月26日まで 4市町で実施し、応募者数
167人、借受希望面積1,552ｈａ、また、平成26年7月2日から7月31日まで 19市町で実
施し、応募者数202人、借受希望面積3,193ｈａの申込がありました。

第2回目の公募は、平成26年10月16日から平成26年11月14日まで実施していますので、
農業経営の規模拡大等を希望する農業者は応募することができます。

なお、次回の公募は平成27年5月に予定しています。

※三重県農地中間管理機構から農地を借り入れるためには公募への応募が必要です。

【お問い合わせ】
公益財団法人三重県農林水産支援センター
農地中間管理課（農地中間管理機構）　　
電話0598-48-1229

三重県農林水産部担い手育成課
電話059-224-2354　
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土地改良法第132条に基づく検査は、県内の全ての土地
改良区及び土地改良区連合を対象に 3年に1回実施してい
ます。

平成25年度は、国（東海農政局）が 3土地改良区・連合、
県が 40土地改良区の合計43土地改良区等の検査を行いま
した。

県が行う検査については、『適正な業務運営の確保』『監
査の充実』『土地改良事業』『土地改良施設の適正管理』
を重点的に検証しました。

検査指摘全体における傾向（項目別の割合）は、下表のと
おりです。

整備し、これに関連する各種補助簿も同時に整備する必要
があります。

諸規程・記録類の改善が必要な事項は、『定款、規約等
の修正』『諸規程（監査細則、会計細則等）の制定』等です。
定款・規約等の諸規程は、役職員が業務を行う上で遵守す
べき事項を定める重要なものですので、適正に整備する必要
があります。

事業関係で改善が必要な事項は、『土地改良事業計画書
（維持管理計画書）が、現状と整合していない』『土地改良
施設台帳の不備』『工事関係書類の不備』等です。維持管
理計画書の変更は時間と費用を要しますが、土地改良区が
管理する施設や維持管理費用等の基本となる重要な計画
書ですので、土地改良法第48条の規定に基づき、適切な整
備に努める必要があります。

役員について改善が必要な事項は、『理事会、監事会の
付議事項』『総代選挙、役員選挙（選任）』『監査』等に関
する不備です。理事・監事は、法令・定款等に従い、土地改
良区を運営する役割がありますので、理事会・監事会を適正
に開催し、規約等で定めのある付議事項を審議し、運営する
必要があります。

議決機関について改善が必要な事項は、『総（代）会の
議決（議長が採決に含まれている）』『総（代）会の付議事
項の不備』等です。土地改良法第32条第3項により、議長
は組合員として議決に加わる権利を有していないことに注意
が必要です。また、採決の結果は、賛否の数を適切に議事
録に記録する必要があります。

地区・組合員について改善が必要な事項は、『土地原簿・
組合員名簿の備え付け、修正事項に関する不備』等です。土
地原簿・組合員名簿については、土地改良区運営の基礎と
なる重要な書類です。組合員に資格得喪事由が生じた場合
は、土地改良法第43条の規定に基づきすみやかに通知を受
け、土地改良法施行規則第25条に基づき遅滞なく修正する
必要があります。

これらの検査結果を参考に、一層適正な土地改良区運営
をお願いします。

検査指摘全体における傾向としては、会計経理に関する事
項が一番多く全体の 32％を占めています。具体的な改善が
必要な事項については、『会計処理の証拠書類』『会計主
計簿・補助簿』『賦課金徴収 』『決済金の管理 』等に関す
る不備です。土地改良区の会計は、組合費の賦課徴収、補
助金受け入れ及び工事費関係の支払など、現金の収入・支
払が多いため、必要な帳簿を備付け、現金の入金及び出金を
正確に記帳、整理することが重要です。そのため、会計細則
に基づき、金銭出納簿を中心に収入整理簿、支出整理簿を

検査指摘全体における傾向

会計経理

諸規程･記録類

事業関係

役員

議決機関

地区･組合員

32％

20％

14％

15％

8％
11％11％
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1．はじめに
平成10年度に着手した、ふるさと農道緊急整備事業小

波田地区（以下、本農道と表記）は、平成26年7月26日に地
域住民の大きな希望に包まれて開通しました。本農道は地
域の活性化や農産物の流通機能の向上など農村地域の振
興に役立つことが期待されます。

開通式

小波田工区

2．事業の概要
本農道は名張市北東部に位置し、国道165号線すずら

ん台口交差点から主要地方道上野名張線を結ぶ 総延長
2.8km、全幅7m の道路です。果樹栽培や農産物の生産・
流通に対する営農の効率化に寄与するとともに、集落内道路
のバイパスとして農村集落の生活環境の向上を目的として事
業を実施しました。

道路沿いには、今から350年以上前の江戸時代に、藤堂
藩により開墾された美旗新田と新田用水があり、近くには並
行して京・大和とお伊勢さんを結ぶ、初瀬街道も通っている
歴史文化が豊かな地域です。

ふるさと農道緊急整備事業
　小波田地区の開通について

三重の土地改良アラカルト

初瀬街道

伊賀農林事務所農村基盤室基盤整備2課
主幹　池本浩弥

新田工区

3．これまでの歩み
本農道は、 平成10年度に 小波田工区と 新田1工区の

L=1.8km にて事業着手し、調査・測量・設計を行ない平成
13年度より用地買収、平成15年度には路体工事を行い平成
19年度に、新田工区の一部 L=0.8kmを供用開始することが
できました。 

小波田工区においては、地権者が行方不明者である等の
理由により、一部路線変更をせざるを得ないなど用地取得が
難航しました。平成20年度には、地元からの強い要望に応
える形で計画変更を行ない、新田2工区 L=1kmを追加し国
道165号線から主要地方道上野名張線と結ぶ道路となりま
した。 

新田2工区では、江戸時代に開墾された美旗新田と新田
用水の 350年前から変わらない伝統的な「用水の掟」と複
雑な用排水系統に悩まされ、設計・施工に知恵をしぼりまし
た。また、一部地権者との用地交渉が難航したり、設計変更
が発生したり、予期せぬ出来事の連続でしたが、平成26年
度に国道165号線の交差点改良を行ない、全線開通するこ
とができました。
4．おわりに

本農道は、幾多の困難を乗り越え、事業着手から開通まで
16年という年月を経て無事開通することが出来ました。

これも伝統ある新田用水水利組合や周辺地域住民の
方々のご理解や、多くの関係者のご尽力の賜物と深く感謝申
し上げます。

美旗新田
新田用水
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7月21日（祝・月）、当守る会の構成員である「智積自然の
会」が、耕作されなくなった田んぼにビオトープ池を開設して
15年の節目になることから、「メダカの学校・開校15周年記
念まつり」イベントを開催し、地域の交流を深めました。

夏場の暑い時期であったことから、ビオトープ池に隣接す
る「健康ランド・ユーユーカイカン」様の協力を得て、屋根付
きフットサルコートを主会場に、約1,000名の来場者がありま
した。

オープニングを飾る太鼓の演奏を皮切りに、関西を中心に
活動しているメダカのコタロー劇団による「環境アニメ紙芝
居」や自然体験の「竹を使った水鉄砲づくり」、子供達に人
気の高かった「ザリガニ釣り」等 目々白押しの内容でした。

水を張った田んぼで催した「泥んこ綱引き大会」には、地
域内外の男女・高校生・小学生を含む11チームが泥だらけ
になりながら綱を引き合い、優勝賞品である智積のお米1俵
を目指し、熱戦が繰り広げられました。

参加してもらった学生のみなさんには夏休みのオープニン
グに良い思い出づくりができた1日であったことと思います。

智積農地水環境を守る会　【四日市市】

環境学習・アニメ紙芝居

活動紹介パネル展示

子供達に人気の「ザリガニ釣り」

水鉄砲づくり体験

一番の盛り上がり「泥んこ綱引き」

綱引き終了後には、「もち米の田植え」体験も行い、毎冬
恒例の餅つき交流会で使えるぐらいの収穫を楽しみにしてい
ます。

智積自然の会メンバーの高齢化が課題となっていますが、
より良い自然を後世に残すこれらの活動を通じ、地域住民み
んなで支え合う智積町となるよう盛り上げていきたいです。
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太田地区環境保全会【津市安濃町】

私たち、津市安濃町太田環境保全会は発足から3年目を
迎えました。活動拠点は伊勢自動車動津インターより西北約
3 キロ、丘陵地帯の裾のに広がる47ヘクタールを有する農村
集落です。近くに住宅団地を控え、良好な農村景観を残した
地域です。高齢化や過疎化、また、獣害など農業を取り巻く
環境は厳しいものがあります。この様な状況の中、私たちは
用排水路の整備補修をしたり地域の生活環境や安全を守
るために、農道及び学校通学路の草刈り、多種多様の活動を
しています。

恒例の最大イベント、「感謝祭 ( 勤労感謝の日）」に地域

太田ファニーズ
○意見交換会○秋の感謝祭○地域住民と子供会によるコラボレーション ! ! ! 

活動団体と子供会また地域住民参加の餅つき大会を行って
います。

また、次世代への夢の架け橋ビオトープ構想を考え、丘陵
地に有るひょうたん池周辺の竹を伐採し、池には鯉に稚魚の
放流、遊歩道をつけ、桜の幼木を植樹しました。今後も憩い
の丘里づくりとなるように整備を重ねていき、将来は眼下に広
がる農村集落、大パノラマを実現するように頑張って活動し
ています。

近くにお越しの際は是非お立ち寄り下さい。いつでも歓迎
致します。

ひょうたん池の自然環境整備と憩いの丘里づくり・用水路の機能整備及び補修作業

自然を守る太田ファニーズ

自然を守る太田ファニーズ
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花の窟とお綱茶屋
～イザナミノミコトの記憶

松阪から紀勢道、国道42号線を利用しながら、一路南下
し熊野市へ。澄み渡る快晴のなかお綱茶屋さんへ取材に伺
いました。

熊野大泊インターチェンジを降りて、世界遺産であり、国
指定天然記念物でもある、景勝地の「鬼ヶ城」を超えて、約
五分。右手に「花の窟（はなのいわや）」と、今回の目的地
である「お綱茶屋」があります。

今回、お相手して下さったのは、NPO 法人有馬の村理事
長の山川さん。

まずはご挨拶のあとお話をお聞きいたしました。

私：「お綱茶屋の成り立ちについて教えてください。」

山川さん：「ここは平成24年4月20日にオープンしました。
花の窟が世界遺産に登録されましたが、それによって多くの
参拝者が訪れていただけるようになりました。そこで参拝者
の為の休憩所と言った意味を込めて整備しました。運営は
指定管理者である、我々NPO が行っています。」

私：「オープン前は何も無かったのですか？」

山川さん：「いえいえ。発端は平成15年に地域住民の出資
で小さな小屋を建てたのです。一服できる所としてね。この
頃は土日に有志がボランティアで、参拝者のお茶の接待をし
ていました。
　その後、地域活性化協議会の設置、熊野市の協力も得て
現在の形になりました。」

私：「なるほど。でも素晴らしい建物ですね。この地にふさわ
しい建築ではないですか？」

山川さん：「そうなんです。この建物は景観にマッチしつつ、
地元貢献もできるようにと地域のヒノキで建てられています。」

私：「そういえば、お綱茶屋という名前ですが、この「お綱」
とはどういう意味ですか？」

山川さん：「花の窟では、毎年2回例大祭が行われますが、

お綱茶屋は参拝客の憩いの場
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これが「お綱かけ神事」と呼ばれ、長い綱をご神体である窟
の上から、張り上げます。この神事は、県の無形民俗文化財
でもあります。この神事にあやかって「お綱茶屋」と名付け
ました。」

私：「花の窟や、お綱かけ神事はどれくらい歴史があるので
すか？」

山川さん：「正しくは花窟神社（はなのいわやじんじゃ）と呼
び、花の窟は日本書紀の「国産みの舞台」として登場します。
祭神はイザナミノミコト、カグツチノカミであり、古来より社殿
はなく、巨大な岩巌をご神体としています。歴史的な神社で
あり、多くの方が参拝に訪れますよ。」

私：「なるほど。なんだか凄そうですね。」

山川さん：「霊感がある人はなにか感じることがあるそうです
よ。」

　と楽しいお話の中に、古くからある霊場、熊野の歴史を感じ
ました。

私：「話は戻りますが、お綱茶屋さんの名物というか、ここに
来たらこれはお勧めしたい！と言うものを教えてください。」

山川さん：「古代米のみたらし団子と、お綱もちです。珍し
いと、とても人気ですよ。他にも古代米を使った商品はい
くつかあります。ここに来ていただけると召しあがっていた
だけます。」

◆お綱茶屋データ　　
三重県熊野市有馬町137
電話 0597-88-1011
URL http://hananoiwaya.com
クルマで…

勢和多気から紀勢自動車道、国道42号などを利用し熊
野大泊 ICから5分

JR で…
熊野市駅から15分　または有井駅から10分

店内には様々な特産品が並びます。

私：「確かに珍しいですね！後で頂きます。でも、何故古代米
を？」

山川さん：「花の窟神社は、イザナミノミコトの墓陵とされて
いますが、イザナミノミコトは稲作を伝えたとされています。
当時の古代米は「黒米」だったらしいのですが、その古事に
あやかった事と、休耕田を少しでも活用したいとの思いで栽
培しました。」

私：「なるほど。深い意味が込められているのですね。」

さて、お話をお伺いした後に、早速「花の窟神社」に向か
いました。鳥居を抜けると参道ですが、参道はうっそうとした
木々のトンネルの中を歩くイメージ。なんとも厳かで、すぐ近く
に国道が通ってるとは思えません。社務所を抜けてご神体で
ある岩巌が目の前に。拝所もあり、なるほど古代人の息吹が
聞こえそうです。

上を見上げると…ありました。窟の頂上から延びる綱が。
綱からはさらに数本の縄が垂れ下がっており、先端に扇のつ
いた縄もあります。聞けば、神事の時には花などの飾り物も
吊っているそうです。

縄や綱にはそれぞれ深い意味がありますが、それは皆さ
んご自身でお確かめくださいね。

さて、人気の古代米を使った「みたらし団子」「お綱もち」
も食べてきました。みたらし団子は、甘さ控えめなタレと、古代
米のプチプチした食感が心地いい感じ。お綱もちは、こしあん、
つぶあんなど種類が選べ、羽二重餅のようなしっとりと柔ら
かな触感。こちらも古代米の食感が楽しめます。

晴天に恵まれて長居をしてしまった今回のレポートですが、
熊野古道世界遺産登録十周年を迎え、高速道路も繋がって
気軽に楽しめる熊野市。ますます目が離せませんね。
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水門は、河川から計画的に分水させるために設けられた「分
流水門」、水位操作や塩害防止を図るために設けられた「調
節水門」、高潮による河川の水位上昇を防ぎ、洪水時に氾濫
を妨げるために設けられた「防潮水門」、支線河川に本線河
川からの逆流を防ぐために設けられた「制水門」など様 な々
用途により分けられます。

そのため、水門の用途によって点検内容に違いはあり、別
表を参考に点検を行うとともに、さらに施設の機能を保持さ
せるために、簡易的な補修（簡易的な表面塗装等）をするこ
とで僅かではありますが、耐用年数を延ばすことができます。

第2回　水門設備編施設管理に関する留意事項

別表

種　別 点　検　内　容

日 常 点 検

　施設の範囲について巡視ルートを定め、そのルートにより各設備の異常の有無や障害発生の予防
を目的とし、見回り点検を行う。
　特に第三者への事故防止のための立入禁止箇所の巡回並びに設備の稼働時、休止時の状態を良
好に維持するため障害物など故障の要因となる事象の除去、構造物自体の変化の有無も併せて行う。
　施設によっては、必要に応じ稼働開始前での支障事象の有無、稼働中・稼働終了後における異常の
有無の点検も併せて行う。

月 点 検
　機能劣化の発見を目的とし、目視等による点検のほか、稼働時での油量チェック、打音チェック等を
主とし、必要に応じては、（定期的に）管理運転を行う。

年 点 検

　総合的な点検（目視、計測機器による測定等）を行うとともに、併せて各細部への給油脂（軸受部
への給油、ワイヤーロープへの油脂塗布等）及び劣化部品交換等の軽微な整備も行う。
　ゲートの開閉操作など可能な限り総合的な管理運転を行い、操作の信頼性の確保及び施設全体
の機能維持に努める。

臨 時 点 検
　異常気象、地震などの天災により設備・機器等に何らかの異常が発生した場合には、速やかに当該
設備の目的、機能、設置環境に応じた適切な処置を行う。

管 理 運 転
　狭開度であっても行うことが望ましいが、管理運転のできない施設においては、個々のシステムごとの
無負荷単独運転等により機能維持に努めるものとする。

設置されている水門（ゲート）の種類

ローラーゲート

起伏ゲート

ラバーゲート



12

山田池土地改良区（津市）

本地区は、津市 ( 旧久居市）の雲出川、長野川の
合流点、雲出川左岸に位置し丘陵地のため、水源は
山田池（貯水面積約3ｈａ、貯水量19.5万ｔ、受益面
積約45ｈａ）より取水している。

本改良区は古文書によれば、1686年 ( 貞享3年）
藩は財政基盤安定のため積極的に農業振興（新田
開発）に努め、新池を造築するを嚆矢とするが、そ
の後の変遷については詳らかではない。その当時か
ら番水制で、「水掛けは、水廻りをつけ依怙贔屓な
く油断なきように」と記している。

昭和50年に県営大規模ため池等整備事業に着
手し、堤体の嵩上げ、グラウト工、コンクリートブロッ
クの貼り付け等の改修工事を行ったが、用水路が未
整備のため水不足の解消には至らなかった。

昭和58年、庄田山田池下土地改良区から組織変
更し、現在の山田池土地改良区 ( 組合員数105名、理事10
名、監事2名、水廻り4名）となる。

昭和59年、県営圃場整備事業　久居地区が緒につき、本
改良区関係区域は昭和62年度で工事が概ね完工し、平成2
年には山田池に隣接する工業団地造成工事に伴い、余水吐
排水路 ( 約370ｍ）が改修完工した。用排水路が整備され、
池の放水期間の短縮、整備田では水持ちがよくなるが、26年
を経過した現在では、排水路、暗渠排水からの漏水が水不
足に拍車をかけている状況である。平成6年、25年の旱魃
では、一滴が万粒を育む瑞雨、喜雨に期待するも、収量が皆
無に近い水田が散見された。

営農状況は、殆んど稲作単一の零細規模で且つ高齢化
( 組合員の平均年齢71歳）、担い手不足、土地持ち非農家が

シリーズ

弁天さん（前川由一さん　撮影）記念碑

増加し、耕作放棄田も見受けられ、近い将来に水稲栽培、水
利施設、農道の維持管理も困難になってくると想定され、改
良区の組織・運営の基盤強化が急務である。

また、水源確保には、山田池の浚渫、井戸掘削、河川から
の取水、灌漑水のパイプライン化等を検討しているが、今次の
農政の転換、厳しい農業情勢のなかで苦慮しているところで
ある。

山田池には、弁財天が鎮座し、毎年8月に七栗産業会館で
「弁天さん」と愛称され豊作祈願の「手踊り」が行われている。
大正初期 ( 一説に大正3年）に始まり、当時は夜店も出て夏
の一大イベントであったが、現在では自治会の夏祭りの一環
として存続しているが、「手踊り」の後継者育成が課題でも
あるが、この文化を伝承したいと考えている。

山田池（前川由一さん　撮影）
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≪導入事例紹介≫
松阪西黒部土地改良区では、県営圃場整備事業が平成

9年3月に区画整理131.0ha、道路工13.8㎞、用水路工15.1
㎞、排水路工11.3㎞、調圧水槽6箇所の工事を完了し16年
経過した現在、用排水施設の老朽化による修理や日常の維
持管理に対して組合員への負担を考慮しつつ、計画的な補

～ 台帳＋設計書＋現場写真＋地図を
まとめて一体管理 ～

安定的な農業経営を展開しな
がら、農地・農業水利施設等の
適正な保全管理に対する機運
が高まっている地区では、まず
現地調査の段階において、モバ
イルＰＣ・カメラ・ＧＰＳ受信機
を使用し、施設の配置や調査箇
所の正確な把握、現地作業の効
率化を考慮した調査をする。そ
の後、農地・農業水利施設等の
保全管理の実態、それに関わる
課題・問題点等について把握・
評価し、適正に保全管理するこ
とと併せ安定的な食料供給力
を確保するためにその基盤となる農地・農業水利施設等を
継続的に保全管理するシステムを確立した。すなわち、ＰＤ
ＣＡ管理サイクル（①計画→②実行→③評価→④改善）に
基づいて継続的にデータを蓄積し、関係機関で情報共有で
きるシステムを確立し、その共有されたデータを整備した保
全管理システムにより関係機関へ情報提供することが可能
となる。このことにより、ストックマネジメント手法による的確
な保全管理対策が可能となり、生産性や品質の向上、維持
管理作業の省力化・効率化等食料安定供給の確保に資す
る効果を見いだすができる。

水土里情報入力システムは、農地と農業水利施設

等の管理情報と地理情報を一体管理出来るシステム

です。このシステムを利用して、水路の通水を止めな

ければならなくなった場合などに、止水位置や影響す

る受益地などを迅速に検索出来る「畑地かんがい管

理」システムを紹介します。 

修工事を樹立し、補助事業である土地改良施設維持管理
適正化事業を活用し、加入した。

この機会に既存施設の情報並びに今後行う施設の更新
情報等の共有化を行い、迅速な対処が行なえるよう「水土
里情報入力システム」を導入した。まず、パイプラインの維持
管理と土地改良区の台帳管理を整合することとなった。

（パイプラインの断水検索機能）
送水管が破断した場合、工事等で一時的に水の供給を

停止した場合等で影響する範囲を検索し、リスト化します。
リスト化されたデータは、Excel（エクセル）により出力するこ
とが可能でまた地図上では各々の施設や影響する受益地を
検索し、強調表示することも可能となり、より分かりやすく確
認することができる。
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賑わいを見せる会場

去る7月25日（土）に水土里ネットタケル（員弁川用水第
二土地改良区）が協賛し、「自然と子供と楽しもう」をテーマ
に「第11回めだか祭り」が、めだかの学校付近で開催され、
地域の親子連れや子供たちで賑わった。

この「めだか祭り」は、農業経営総合対策事業の一環とし
て計画された「子供たちの農業・農村体験学習推進事業」
として、平成16年5月に開校した「めだかの学校」を地域住
民のふれあいの場として提供し、事業に対する理解を深める
ために催された。

この日は、天候にも恵まれ、たくさんの親子連れや子供た
ちが訪れ、楽しい時間を過ごした。

ビオトープ（めだか池）では、子供たちが元気よく泳ぐメダ
カやおたまじゃくしを目で追いつつ、大きな歓声を上げていた。

また、会場付近では地元自治会や漁業組合が中心となり
多数のブースが出展され、さらにいろいろな催し物も行われ、
大いに盛り上げた。

観察する子供たち

メダカ池を散策する来場者

水土里ネットタケルでは、今後も「めだ
か祭り」を地域活動として支援していき、
水土里ネットを地域住民にＰＲしていく予
定である。
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平成26年9月17日、三重県多気郡多
気町勢和地域を流れる歴史的農業水利

施設「立梅用水」が、このほど、世界95カ国が加盟する国
際かんがい排水委員会（ ICID）のかんがい施設遺産に登
録されました。ICID は、かんがいや排水など農業分野での
国際的な研究、開発、交流を目的に1950年（昭和25年）に
インドで設立されました。かんがい施設遺産は、かんがいの
農業史を明らかにし、施設の保全などにもつなげようと、今年
度に創設され、建設後100年以上経過のため池、堰、水車な
どのかんがい施設であるの 2点を満たした上で「設計に技
術的特長がある」、「長期に保全、管理されてきた」など約10
項目の1項目以上に該当することが候補の条件となります。
立梅用水では 10項目の内、かんがい機能に加え、地域用水
として①防災②観光・地域活性③地域教育・福祉④生活

立梅用水が世界「かんがい施設遺産」に登録
維持⑤小水力発電⑥農村環境保全⑦生態系保全⑧歴史
的遺産保全⑨農村協働力・自治形成などの諸機能を有し、
地域の人々の暮らしに役立てられていることを紹介しました。
国際審査の結果、日本、中国、スリランカ、タイ、パキスタンの
17施設が登録され、この内日本からは稲生川（青森県）、雄
川堰（群馬県）、七ヶ用水（石川県）、
深良用水（静岡県）、立梅用水（三
重県）、狭山池（大阪府）、淡山疏
水（兵庫県）、山田堰（福岡県）、通
潤用水（熊本県）の 9施設が登録
されました。水土里ネット立梅用水
では、世界評価を頂いたことを誇り
とし更に地域農業の発展に繋げて
行きたいと考えています。

立梅用水
土地改良区

8月26日（火）新潟県にて開催されました、
農業農村工学会大会に於きまして立梅

用水型小水力発電、実証実験の成果が農業農村工学会・優
秀技術賞を受賞しました。

業績は「地産地消型の小水力発電プロジェクトと地域活
性への取組み」です。左村 公氏（協和コンサルタンツ）・高
橋幸照氏（立梅用水土地改良区）・中村好男氏（東京農
業大学教授）・金元敏明氏（九州工業大学教授）・伊藤隆
幸氏（三重県農林水産部）の共同研究の成果です。

小水力発電プロジェクトが農業農村工学会・優秀技術賞を受賞立梅用水
土地改良区

平成26年9月に三重県多気郡多気町
を潤す立梅用水が、国の登録記念物とし

て新たに登録されました。立梅用水は、松阪市の櫛田川か
ら取水して多気町を流れる28 km 余りの農業用水路で、文
政6年（ 1823）に西村彦左衛門の指導によって建設され、
その後今日まで改修を重ねながら利用されております。当時
の用水路のルートはほぼそのまま残されていて、途中、素掘り
の隧道や山を削った切り通し、谷を渡る場所には空石積み
の築堤など、江戸時代の用水路の建設技術を知る上で貴重
なものとなっています。

立梅用水は、かんがい用
水としての機能に加えて、①
防災 ②観光・地域活性 ③
地域教育・福祉 ④生活維
持 ⑤小水力発電 ⑥農村環
境保全 ⑦生態系保全 ⑧
歴史的遺産保全 ⑨農村協

立梅用水が農業水利施設として我が国初の登録記念物に登録立梅用水
土地改良区

働力・自治形成などの諸機
能を有し、地域の人々の暮ら
しに役立てられています。こ
のような多面的機能を積極
的に活用することにより、地
域の人々の理解が深まり、
地域住民と 土地改良区の
協働による維持管理が図ら
れていることに対して文化的価値が高いとの評価を受け、平
成26年6月20日に国の文化審議会は、国内農業水利施設
では日本初の登録記念物に登録するように文部科学大臣に
答申しました。

今回、立梅用水が登録記念物として登録されるに当たり、
三重県土地改良事業団体連合会ならびに行政、大学、民間
の関係各位のご支援の賜物と深く感謝申し上げますととも
に、今後とも地域が一体となって農業用水の多面的機能の
活用を通した地域づくりに取り組んでいく所存であります。4 代目 立梅井堰（大正10 年完成）

立梅用水を多面的活用した波多瀬発
電所（大正10 年完成）

ICID からの証明書

小水力発電実証実験の様子

左より中村好男氏・左村 公氏・高橋幸
照氏・伊藤隆幸氏
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末松会長 挨拶

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8月19日（火）にメッセウイング・みえ 2Ｆ
会議室において、第24回通常総会を開催しました。会長（末
松会長）挨拶、三重県農林水産部農業基盤整備課 平野課
長の来賓挨拶の後、末松会長を議長に選任し議事に入り、
第1号議案「平成25年度事業報告並びに同収支決算につ

平野農業基盤整備課長 挨拶 

三重県農業集落排水事業連絡協議会
第24回通常総会 開催

岡本会長 挨拶

三重県農道管理協議会（会長 岡本 栄伊賀市長）は、去
る8月29日（金）に三重県総合文化センター男女共同参画セ
ンターのセミナー室Ｂにおいて、第24回通常総会を開催しま
した。会長（岡本会長）挨拶、三重県農林水産部農業基盤
整備課 藤本副参事の来賓挨拶の後、岡本会長を議長に選

藤本農業基盤整備課副参事 挨拶

三重県農道管理協議会
第24回通常総会 開催

任し議事に入り、第1号議案「平成25年度事業報告並びに
同収支決算について」、第2号議案「平成26年度事業計画、
同会費の賦課基準及び徴収方法並びに同収支予算につい
て」が原案どおり承認されました。

いて」、第2号議案「平成26年度事業計画、同会費の賦課
並びに同収支予算について」が原案どおり承認されました。

また、本総会において農業集落排水事業に関する最新版
のパンフレット4部と「農業集落排水事業更新整備の低コス
ト化及び維持管理コストの縮減等取組事例集」の配布を行
いました。
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去る7月29日（火）～ 30日（水）に桑名支部第58回通常
総会並びに視察研修を開催し、32名が参加した。
★通常総会

通常総会は、富山県「宇奈月ニューオータニホテル」の会
議室において、来賓に、桑名農政事務所森本所長、農村基盤
室郡山室長をお迎えし開催した。議事に先立ち加藤支部長
を議長に選任し、2議案が上程され、第1号議案、第2号議案
とも原案どおり承認された。

★視察研修
今年度は、自然エネルギーを活用した小水力発電について

視察研修を行った。
初日は、富山県砺波市「安川発電所」において、農業用水

路の落差を利用して水圧管路で発電所に導水し、発電する
流れ込み式発電所の視察研修を行った。梅基事務局長よ

加藤支部長 挨拶

総会の様子

視察研修の様子「大家庄マイクロ発電所」

視察研修の様子（安川発電所）

り発電所の運転は、少し離れた庄川沿岸用水土地改良区連
合事務所で遠隔で監視制御され、発電所は常時無人である
こと、発生した電力は全量売電されている等の説明を受けた。

引き続き、富山県下新川郡朝日町「大家庄マイクロ発電所」
において、新たに開発されたクロスフロー水車により発電して
いる小水力発電所の視察研修を行った。森野事務局長より
この水車は富山県土連、富山県立大学、石川県立大学、水
利構造物製作会社の共同開発によるもので、農業用の水路
に設置されているが、草刈等のごみが流れ込みを防止するた
め、水車本体に絡まらない構造になっていること、水車本体と
発電機をユニット化し、建設と維持管理のコスト削減したこと
等の説明を受けた。

桑名支部第58回通常総会並びに視察研修支部活動報告

議　案
第1号議案　平成25年度事業報告、同収支決算について
第2号議案　平成26年度事業計画、同支部会費の基準

並びに徴収方法、同収支予算について

2日目は、富山県黒部市「宮野用水発電所」において、視
察研修を行った。宮野用水は元々逆サイホンの管路であり、
発電所も水の上昇する力を利用して発電している。また、ダ
ムから取水しているのでごみの混入が少なく、効率よく発電さ
れている等の説明を受けた。

参加者にはそれぞれ興味深い内容となり、活発な質疑応
答がなされ有意義な視察研修となった。



18

システムによる
用排水の管理
及び農業水利
施設の維持管
理について」に
ついて説明を
受けた。9管理
区51施設を施
設管理棟で一
元的に集中管理を行っており、中でも機器の老朽化が深刻
で更新費用も過大のため、徐 に々更新を進めているとの事で
あった。また、施設管理棟、排水機場、潮止水門の見学では
活発な質疑応答がなされ、有意義な視察研修となった。

2日目（7月25日（金））の、石川県羽咋郡志賀町の農事組
合法人トミヨの里の曽根代表理事より「集落営農の組織化・
経営発展の取組み」について説明を受けた。特に、担い手
育成型の県営ほ場整備事業で 350枚あった水田を30枚に
整備したことで、作業効率アップと耕作放棄地の解消ができ
た。中でも水稲の直播により育苗・代かき・田植えが不要と
なり、冬季耐水により耕起回数を減らすなどの省力化と、組
合の名前の由来にもなっている本地区に生息する絶滅危惧
種の淡水魚・ト
ミヨを核とした
環境保全へ の
取組についても
話された。その
後、活発な意見
交換がなされ、
有意義な研修
となった。

三重県土地改良事業団体連合会四日市支部第57回通
常総会並びに農業農村整備事業現地視察を、去る7月24日
（木）～ 25日（金）に開催し、36名が参加した。

★総 会
総会は服部支部長が議長に選任され、議事は下記の 3議

案が上程され、第1号議案と第2号議案が原案どおり承認さ
れ、第3号議案の補欠役員の選任では桜土地改良区の山中
理事長が選任され、平成28年3月31日までの任期を務めて
いただくことになった。

★現地研修
1日目（ 7月24日（木））は、石川県小松市において加賀三

湖土地改良区の近藤事務局長及び山岸主幹より「集中管理

総会の様子（服部支部長 挨拶）

農事法人トミヨの里での視察の様子

四日市支部第57回通常総会並びに
農業農村整備事業現地研修支部活動報告

議　案
第1号議案　平成25年度事業報告、同収支決算について
第2号議案　平成26年度事業計画、同収支予算について
第3号議案　補欠役員の選任について

加賀三湖土地改良区　近藤事務局長 挨拶

加賀三湖土地改良区の施設管理棟での視察の様子
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を用いて池の改修工事が行われていたことなどを詳しく説明
され、過去から現在までの土木事業の歴史や文化、また、狭
山池がこの地域にとっていかに重要な池だったかを知ること
が出来た。

現在の狭山池は「平成の改修」と呼ばれる工事で主にか
んがい用のため池として利用され、池の周囲は憩いの場とし
て整備されている。

2）秋津野ガルテン
秋津野ガルテンでは、玉井副社長が講師となり「秋津野、

未来への挑戦」と題し講義を受けた。
秋津野ガルテンの建物は、旧木造校舎がそのまま活用され

ており、研修場所も小学生に戻ったような気持ちになる教室
での授業体験であった。

上秋津地区の地域づくりの経緯や秋津野ガルテンの事業
内容について説明をされた。農業で地域を支え、ミカンと梅
との複合経営で秋津野ガルテンが誕生し、平成8年には農
水省主催の豊かなむらづくり表彰事業で天皇杯を受賞した
ことなどその取り組みに対し数々の賞を受賞していることを
お聞きした。

また、農山漁村6次産業化対策事業補助金を活用し、地
域づくり秋津野塾や住民が自ら出資し立ち上げた直売所『き
てら』での地元特産の柑橘を使った果実の加工ジュース販売
や農のある宿舎など、地域経済活動と地域づくりへの挑戦、
地域を活かした農業の関わりを熱く説明された。

地域づくりで大切なこととして、⑴人材を活かすこと、⑵組
織として活かし方も資源となること、⑶地域の歴史や文化の
うえにたった産業
としての農業を活
かすことだと言わ
れた。

研修後、 昼食
を食堂となってい
る別教室でいた
だき、地域の食材
を活かした料理
のランチバイキン
グを美味しく楽し
んだ。

★総　会
去る7月8日（火）

に津支部の第57回
通常総会を「メッセ
ウィング・みえ」で開
催し、来賓として津農
林水産事務所　 久
保所長、辻課長をお
迎えした。

総会の 議長に 松
森支部長を選任して
議事に入り、上程し
た 全議案は 承認さ
れた。

★視察研修
総会終了後、県、市及び土地改良区役職員の 24名が参加

し、大阪府大阪狭山市「大阪府立狭山池博物館」、和歌山
県田辺市「秋津野ガルテン」へ1泊2日（ 7月8日～ 9日）の
視察研修を行った。
1）狭山池博物館

狭山池博物館は、建築家、安藤忠雄さんが設計された白
い建物で、平成13年に開館し、治水灌漑の土木遺産を展示
する博物館で、語り部ボランティアの薄野さんが館内を案内し
て下さった。

時代順に 7 つのゾーンに分けられており、第1ゾーンには、
飛鳥時代に「 敷
葉工法」を用い
て築かれた狭山
池の堤で、改修
を繰り返して出
来た時代ごとの
跡が層になり、
その断層は高さ
15.4ｍ、幅62ｍ
の断面が展示さ
れ、1400年の歴
史を物語ってい
た。他のゾーン
には、飛鳥時代
や江戸時代の樋
管、歴史上著名
な人物により各
時代の土木技術 秋津野ガルテン

総会

狭山池博物館

津支部　通常総会並び視察研修支部活動報告

両視察先とも
共感する参加者
も多く、質疑も出
され、大変満足
のある有意義な
研修となった。
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★研修会
総会終了後、併催の研修会に入り、三重県土地改良事業

団体連合会事業部農地計画課　坪井主幹より「水田魚道
について」、同会業務推進室 大林上席専門員より「農業基
盤整備促進事業について」の説明を受けた。水田魚道の役
割は、水田を産卵・成育に利用する淡水魚の保全が挙げら
れ、近年水田まわりの魚が減少してきている。ほ場整備が完
了した地域での水田と水路の間に落差が生じた水田では、
魚が産卵のために水田に入り込むことができない。そこで、
水田と水路を人工的な水路（水田魚道）で繋いで魚が水路
から水田へ出入りできるようになる取組みが、全国で進めら
れている。様 な々調査結果から、ドジョウ、ナマズ、タマロコ、

三重県土地改良事業団体連合会松阪支部第57回通常
総会並びに土地改良関係者研修会が、去る7月16日（水）
午前9時半より松阪市若葉町の「松阪商工会議所大ホール」
において（出席者52名）開催した。

★総　会
総会は山中支部長の挨拶で始まり、松阪農林事務所　前

川所長と三重県土地改良事業団体連合会　中山専務理事
から祝辞をいただき、その後議長に支部長を選任し進行さ
れた。議事は下記の 3議案が上程され、第1号議案と第2号
議案が原案どおり承認され、第3号議案では評議員に櫛田
上土地改良区の小川理事長、監事に松阪市産業経済部農
村整備課の阪井課長が選任された。

松阪支部第57回通常総会並びに
土地改良関係者研修会支部活動報告

議　案
第1号議案　平成25年度事業報告、同収支決算について
第2号議案　平成26年度事業計画、同収支予算について
第3号議案　役員の補欠選任について

フナ類、コイなどが水田への遡上、流下に対して有効である
ことが報告された。

農業基盤整備促進事業では、事業内容の定率助成・定
額助成について詳細な説明を受けた。定率助成では、基盤
整備である農業用用排水施設、暗渠排水、土層改良、区画
整理、農道、農用地の保全、調査・調整及び対象となる経費、
補助率について説明を受けた。定額助成では、田畑の区画
拡大、暗渠排水、湧水処理、末端畑地かんがい施設で助成
単価は事業種類に応じて定められ、事業完了時までに中心
経営体に集約される農地又は集約されることが確実と見込
まれる農地にあっては、助成単価を2割加算されることを力
説された。

出席者は、熱心に聞き入っており、質疑応答も活発になさ
れ、有意義な研修会となった。
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造物のない小規模
な 河川や 農業用
水路があり、計画
選定に適した地形
である。

今回視察研修し
た 加子母清流発
電所が設置されて
いる小郷用水は、
中津川にある普通河川白川を取水源とし、農地上流部の取
り入れ口までの急峻な勾配（高低差　64.6ｍ）を利用でき、
さらに安定した取水量が得られるため、小水力発電施設設
置には適した水路である。効率よく発電できる水車を設置
し、最大出力は 220kw、年間可能発電電力量1,680Mwhで、
一般的な家庭約400世帯分の年間使用可能な電力量があ
るとの説明を受けた。

 　 
2日目（7月18日）

の 上井水用水地
区では、下呂農林
事務所農地整備
課原係長に対応し
ていただいた。

下呂市にあるこ
の地区は、中津川
市の 加子母小郷

地区とほぼ同様な地形であるために、同様に小水力発電施
設が計画された。特に災害時の避難場所となる武道館付近
を流れる馬瀬上井水用水に発電施設を設置し、緊急時の非
常電源の確保、夜間のＬＥＤ防犯灯に利用されている。特に
今まで防犯上不安のあった地域住民にとって、インフラ整備
の一環として外灯が設置されたことは、わずかでもあるが、
安心感を与え、喜ばれているとの説明を受けた。

今回視察研修した両地区とも、環境に優しい自然エネル
ギーの開発や普
及に積極的に取
組んでいる地区
であったため、参
加者は大変な関
心を持ち、興味
ある有意義な研
修となった。

★視察研修
視察研修は、当管内の県・土地改良区役職員31名が参加

し、中山間地域の未利用エネルギーの有効な活用を研修目
的に岐阜県中津川市にある「加子母清流発電所」、下呂市に
ある「上井水用水地区」で実施した。

初日（7月17日）の加子母清流発電所では、恵那農林事務
所農地整備係今瀬課長補佐、中津川市役所農村整備課水
野課長、基盤整備課丹羽課長補佐に対応していただいた。

岐阜県では、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を
減らす低酸素社会づくりを目指し、環境に優しい自然エネル

ギーの開発や普
及に積極的に取
り組んで おり、
中津川市は 水力
発電に必要な有
効落差が得やす
く、特に山間部に
おいては発電所
設置に適した構

去る7月17日（木）～18日（金）に第8回通常総会及び視
察研修を開催した。

★総　会
総会は、視察研修先の

宿泊地「水明館」会議室
にて開催し、来賓として伊
勢農林水産事務所　 森
山室長、八田課長、そして
当会本部より中山専務理
事をお迎えした。

中川支部長が欠席され
たため、奥山評議員（豊
浜土地改良区理事長）を
議長に選任し、上程された
議案は原案どおり承認さ
れた。

伊勢志摩支部通常総会・視察研修 開催支部活動報告

議　案
第1号議案　平成25年度事業報告及び同収支決算に

ついて
第2号議案　平成26年度事業計画及び同収支予算に

ついて
第3号議案　役員の補欠選任について

奥山議長 挨拶

総会の様子

施設概要の説明を受ける参加者

発電施設の説明を受ける参加者

施設概要の説明を受ける参加者

発電施設
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総会の様子

小浜東部土地改良区研修の様子

伊賀・名張支部にも耐用年数が経過したパイプライン等の
土地改良施設が多数有り、維持管理は今後の重要な課題で
ある。また、土地改良区運営、農村地域の活性化についても
今各地域が直面している課題であり、活発な質疑応答が行
なわれ有意義な視察研修になった。

★視察研修
1日目は大阪市内で、土地改良区が管理するパイプライン

の老朽化問題に対処するため、耐震性に優れ、長寿命化対
策、陥没対策に実績のあるクボタシーアイ株式会社の管路更
生工法の説明を受け、その後更生工法の中でも幅広い施
工条件に対応できるダンビー工法のデモンストレーション及び
工場内見学を行った。

2日目は福井県小浜市で、平成22年度農林水産省大臣
賞を受賞した「小浜東部土地改良区」を視察した。小浜東
部地区では、①儲かる農業への転換　②豊かな自然環境と
農村景観の維持保全　③地域住民の交流活動を通した人
的活性化の三点を柱に小浜東部土地改良区が主体となって
小浜東部営農生産組合、松永川流域の環境を良くする会、
地元小学校、老人会などと協力しながら豊かな村づくりに取
り組んでおり、廣畑理事長より現在に至るまでの苦労話や今
後の展望などの説明を受けた。

去る7月3日（木）から4日（金）に伊賀・名張支部の通常
総会及び先進地視察研修（大阪府・福井県）を開催した。

★総　会
総会は、視察研修先の宿泊地「天橋立ホテル」会議室に

て開催し、来賓として伊賀農林事務所　藤田所長、農村基
盤室農村計画課柴山主幹、当会本部より中山専務理事をお
迎えした。

山下支部長を議長に選任し、上程議案は原案どおり承認
された。

伊賀・名張支部第57回通常総会及び
先進地視察研修支部活動報告

議　案
第1号議案　平成25年度事業報告、同収支決算について
第2号議案　平成26年度事業計画、同収支予算について
第3号議案　規程の一部改正について

クボタシーアイ株式会社 視察

クボタシーアイ株式会社 視察
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議事に入った。
上程された議案（後記1）の第1号議案、第2号議案は原

案どおり承認され、閉会した。

総会の様子

去る 8月7日（木）午後10時30分より「尾鷲市中央公民
館　1階視聴覚室」において第9回通常総会が、全会員の
出席のもと開催された。

総会は支部長である古川御浜町長の開会の挨拶に始ま
り、来賓を代表して尾鷲農林水産事務所　小林所長より祝
辞をいただいた。その後、三ツ矢憲生衆議院議員と吉川ゆう
み参議院議員の祝電を披露し、議長に古川支部長を選出し

古川支部長 挨拶

（後記1）第9回通常総会　議案
第1号議案　平成25年度事業報告・同収支決算について
第2号議案　平成26年度事業計画・同収支予算について

水土里ネットみえ東紀州支部
第9回通常総会 開催支部活動報告

日　時： 平成26年12月13日（土）
 13：00 ～16：00
場　所： 三重県津市一身田上津部田1234
 三重県総合文化センター　中ホール、
 レセプションルーム、セミナー室Ａ他
プログラム（案）

◎全体会・・・・・13：00 ～14：00
・優秀活動表彰、活動紹介
・野良着のファッションショー
◎分科会・・・・・14：30 ～16：00

テーマ別に分科会に分かれていただき、参加
される活動組織の皆様方に参考となる実演研
修・意見交換等を計画しております。

・第1分科会（テーマ：環境啓発、都市交流）
・第2分科会（テーマ：補修メンテナンス）
・第3分科会（テーマ：地域コミュニティ）
・第4分科会（テーマ：農村環境）

※プログラム内容は変更される場合がありますの
で、ご了解下さい。

詳しいことは、市町、各活動組織へ後日案内する
とともに、ホームページ「三重県農地・水・環境保
全向上対策協議会」にアップします。

多面的機能支払（農地・水・環境保全向上）
第 7回みえのつどいが開催されます。
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・ 最優秀賞 1点 副賞 （賞金　5万円）
・ 優秀賞 2点  〃 （賞金　2万円）
・ 特別賞 4点  〃 （賞金　5千円）
・ 伊勢新聞賞 1点  〃 （商品　図書券）　予定　　　　　　　　

平成26年12月12日（金）当日消印有効

応募票を作品の裏面に貼り、下記あてに送付して下さい。
〒514-0006　三重県津市広明町330番地
三重県土地改良事業団体連合会　総務部指導情報課　まで   TEL:059-226-4824

 
水土里ネットみえ

三重県、伊勢新聞社

応

募

票

歳 

撮影場所

住 所

年 齢

撮影年月
年 月

タイトル
（ふりがな）

名 前

電 話

〒 

（ふりがな）

8. 後援

4. 賞

7. 主催者

6. 応募方法

5. 応募締切

「農村地域の風景」、「美しい田んぼ・畑の風景」、「農作業風景」、「農業の歴史と伝統がある祭り
やイベントの様子」、「農業用施設が農業生産活動等に広く利活用されている情景」、「農村公園・
親水公園を中心に地域住民とのふれあいを感じさせる情景」その他の自然環境の写真。
三重県内で撮影された未発表で版権のないもの及びその予定のないもの。
カラープリントのキャビネ版（2L 版可）以上の単写真。（デジタルカメラ可）
・応募は一人3点以内とします。
・入賞は一人1点とします。
・作品1点につき応募票を添付のこと。（記入漏れ・応募票のないものは無効とします。）
・テーマと明らかに逸脱する作品や題材に準じていない作品は審査対象からのぞきます。
・応募作品の使用権は水土里ネットみえ（三重県土地改良事業団体連合会）に帰属するものとします。
・応募作品は返却いたしません。
・応募作品は水土里ネットみえの広報写真として活用させていただきますのでネガ等の提示をお願い

することもあります。
・応募用紙にご記入いただきましたデータは、個人情報保護基本方針に基づき厳重に管理いたします。

第11回『みえの農村風景』写真コンテスト
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の活用を目的として実施します。

1.目的

2. 応募要項

審査委員会を設け厳選し、入賞者については平成27年2月中旬ごろ直接本人に通知いたします。
また、「みえの土地改良」に掲載いたします。

3. 審査及び表彰



27

8月9日から10日に発生しました台風11号に伴う豪雨により、中勢地域をはじめ県内で多数の被害が発生し

ました。農林水産・公共土木施設の被害額が推計80億円、内農林水産の被害額が推計34億円にも上がる

被害があり、現在復旧に向けて手続きが進められています。また、10月に入ってからも台風18号、19号と2週

連続で台風が襲来しました。被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧

をお祈りいたします。

さて、国では国土強靭化基本法が平成25年12月に成立し、また、同法において国土強靭化に係る国の計

画の指針と位置付けられた「国土強靭化基本計画」が本年6月に閣議決定されました。

「国土強靭化基本計画」では、国土強靭化の理念として①人命の保護が最大限図られること②国民の財

産及び公共施設に係る被害の最小化③迅速な復旧復興等を基本目標とし、「「事後対策」の繰り越しを避け、

今一度、大規模災害等の様 な々危機を直視して、平時から大規模自然災害等に対する備えを行うことが重要

である」旨明記されています。本県におきましても激化する自然災害への対応のため、地域の強靭化に重点的

に取り組む必要があると考えています。　

エネルギーをめぐる状況は、平成23年度の東日本大震災以降一変し、大規模集中型の電源供給から、太

陽光や水力・風力などの新エネルギーを利用した自立分散型の電源への注目が集まっています。本県におき

ましても、農業用水を利用した小水力発電施設の整備を安濃ダムで進めています。平成24年7月からスタート

した再生可能エネルギー固定価格買い取り制度（ＦＩＴ）の活用を前提として採算性を検証し、安濃ダムの河

川放流口に小水力発電施設を整備することを決定し、本年度から平成28年度までの 3年間で施設整備工事

を実施し、平成27年度末での発電開始を目指しています。

そのほか、農業用水施設等を活用した小水力発電の導入に関するマスタープラン（基本計画）の策定に向

け、昨年度から県内各地で賦存量調査を実施し、本年度も引き続き調査を行い年度内にマスタープランを策定

したいと考えています。

今後の取り組みとしましては、この結果をもとに案件形成調査を実施し、設置場所、発電形式や活用方法（売

電型、地産地消型等）などを検証し、土地改良区等の維持管理費の低減や防災対策等に寄与できるよう検

討していきたいと考えていますので、今後ともよろしくお願いいたします。

農業基盤整備課　農村整備班　田端啓敏



三重県土地改良事業団体連合会
〒514-0006　津市広明町330番地
FAX.059-225-7332
URL http://www.miedoren.or.jp

業務推進室
TEL.059-226-4824

総務部
企画総務課・指導情報課
TEL.059-226-4824

事業部
農地計画課・農村計画課
TEL.059-226-4825

施設管理課・農地集積課
TEL.059-226-4829

三重県土地改良事業団体連合会建築設計事務所
TEL.059-226-4825


