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就任のご挨拶

東海農政局 農村振興部長

丹羽啓文

10月1日付けをもちまして農村振興部長に就任いたしました丹羽啓文です。よろしくお願いします。
私は、かつて国営宮川用水第二期農業水利事業に勤務したことがあり、中・南勢地域には懐か
しさと親しみを有しています。
さて、農林水産省では、
「 農林水産業・地域の活力創造プラン」
に基づく農政改革を現場で着
実に推進し、地方組織における農林水産行政の積極的な展開をすすめるため、今年10月、地方農
政局の組織再編を行いました。これに伴い、水土里ネットの皆様方と特に関係の深い、旧農村計
画部（ 農村計画課、土地改良管理課、資源課、事業計画課 ）
と旧整備部（ 設計課、用地課、水利
整備課、農地整備課、地域整備課、防災課 ）
は、新たに「 農村振興部」
として統合・再編され、事
業の計画と実施とがより円滑に、効率的になるようにしたいと思いますので、引き続きよろしくお願い
いたします。
農林水産省では、
本年 3月末に閣議決定された「 新たな食料・農業・農村基本計画 」
に基づいて、
8月末には総額 2 兆 6,497億円にのぼる平成 28 年度農林水産予算概算要求をしております。
このなかで、農業農村整備事業については、農業の競争力強化、農村地域の国土強靱化などを
図るため、対前年度比 122.5% となる 3,372 億円を要求し、さらに農地中間管理機構による担い手
への農地の集積・集約化を推進するための基盤整備を行う農地耕作条件改善事業および農山漁
村地域整備交付金の農業農村整備分を合わせ、農業農村整備事業関連予算として、前年度に比
べて 1,000 億円の増額、127.9% 増となる 4,588 億円を要求しております。
東海農政局といたしましても、農業・農村をめぐるさまざまな課題に対処するため、関係機関や農
家の皆様方からの「 現場の声」
をお聞かせいただきながら、地域の実情に即した農政の展開を着
実に推進して参りたいと考えておりますので、今後とも皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いい
たします。
最後になりますが、三重県の農業の振興と「水土里ネットみえ」
の皆様方の益々のご発展とご健
勝を祈念いたしまして、
就任のご挨拶とさせていただきます。
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農林水産省地方農政局の組織が再編されました
〔平成 27 年10 月1日実施〕
「 農林水産業・地域の活力創造プラン」
に基づく農政改革を着実に推進するため、農林水産省の地方
組織について、現場と農政を結ぶための相談業務や輸出促進業務を所掌事務として明示するとともに、
機動的な対応力を高めるための体制を整備する。

改正の概要
・
「 農林水産業・地域の活力創造プラン」
に基づく農政改革を現場で着実に推進するため、地域セ
ンターを見直し、
「 地域農政のコンサルタント」
として、地方農政局長直属の地方参事官を県庁所
在地等に配置することとし、その所掌を明示。
・農林水産物等の輸出拡大を図るため、地方農政局等の所掌事務に、農林水産省の所掌事務に
係る物資の輸出促進に関する事務を明示。

現

行

再

農林水産省（本省）

編

後

農林水産省（本省）

東海農政局

東海農政局
・所掌事務に、輸出促進に関
する事務を明示（ 第18 条第１項、
第 20 条第１項 ）

・所掌事務に、相談に関する事
（ 第18 条１項、
第 20 条１項 ）
務を明示

現場と農政を
結ぶ部門を新設

地域センター※１
・統計調査
・食品表示監視
・経営所得安定対策の
交付事務

地域センターは廃止
（ 改正前第19 条、
第 22 条 ）

等

業務を外部化・合理化

［ 全国103 ヶ所（ 支所を含む）
］
※１ 豊橋、岐阜、高山、津に配置

○ 地方参事官を 各県庁所
在地等に配置※２。現場と農
政を結ぶための相談業務を
担当し、
「 地域農政のコンサ
ルタント」
として、農政改革を
現場で推進
・統計調査
・食品表示監視
・経営所得安定対策の交付事
務 等
※２ 名古屋、岐阜、津に配置

効果
・
「 現場に伝える」
「 現場の声を汲み上げる」
「 現場とともに解決する」
という現場と農政を結ぶ機能を充
実し、
農政改革を着実に推進。
・地方組織における、
農林水産行政の機動的な展開。
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る基本的な視点や食料自給率の目標及び講ずべき施策等

平成 27年 8月5日三重県自由民主党会館において自由民

が示されました。

主党三重県支部連合会に、8月10日三重県議会議事堂にお
いて新政みえに対し、亀井会長、中山専務理事、事務局がと

また、県においても「三重県食を担う農業及び農村の活性

もに、平成 28 年度 国・県の政策・予算に関して次の内容の

化に関する条例 」に伴う「 基本計画 」や「みえ県民力ビジョ

要請を行った。

ン・行動計画 」
の制定により、安全安心な農村づくり、もうか
る農業への転換等目指す方向が示され、これらの計画・数

【要望事項】

値目標の実現にむけ、
政策展開されています。

国の農業政策においては本年 3月に「 新たな食料・農業・

こうした政策を実現するための農地や農業水利施設は、
食

農村基本計画 」
が閣議決定され、農業や食品産業の成長産

料生産の基盤として必要不可欠なものです。従って、農地の

業化を促進する「 産業政策 」と多面的機能の維持・発展を

改良や施設の補修・更新が円滑に推進されなければ、食料

促進する「 地域政策 」
とを車の両輪として農政改革を推進す

の安定供給や食料自給率の向上に支障を来すだけでなく、
農村地域の災害誘発等にも繋がり、
農業・農村が成り立たな
くなるものと危惧されます。
しかし、具体的な政策を推進するために必要な国の平成
27年度農業農村整備事業関係当初予算は、平成 21年度の
65％と低い水準にとどまっており、平成 28 年度予算編成にお
いて当初予算での確保を強く要望し、併せて下記事項を要
請した。
1．三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
(1) 用水路のパイプライン化整備事業の予算確保
パイプライン整備は、実施地区で用水量が節減され、

津田政調会長へ要請文を手渡す亀井会長

農業・農村整備事業の現状や課題について報告を行う亀井会長

農業・農村整備事業の現状や課題について報告を受ける県会議員
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北川幹事長へ要請文を手渡す亀井会長

農業・農村整備事業の現状や課題について報告を行う亀井会長

水管理が容易となる等、
省力化や農地集積に寄与していま
す。今後も県内には、この整備要望地域が多くあることか
ら、
必要な予算確保をお願いします。
(2) 土地改良施設整備補修事業 ( 土地改良施設維持管
理適正化事業 ) の予算確保
本事業は、
農業水利施設管理者が計画的に補修を行う
ことが可能で、施設の耐用年数確保に有効な事業です。
そのため、県内からの要望額も依然として多いことから、前
年度を上回る予算確保をお願いします。
(3) 農業基盤整備促進事業及び農地耕作条件改善事業

農業・農村整備事業の現状や課題について報告を受ける県会議員

の予算確保
本事業は、小規模な土地改良事業を簡易な添付書類
で申請できることから県内では要望量が多くあります。し

告において、各市町で人家や公共施設等に被害を及ぼす

かし、平成 27年度では、要望額の 1割程度の予算しか採

恐れのある防災重点ため池として、現時点で 551池が位

択されていないことから、前年度を大きく上回る予算確保

置づけられました。

をお願いします。

今後このうち、ため池整備に向け要整備地区の選定検

(4) 農村地域防災減災事業の予算確保

討が行われますが、相当数のため池の要整備が必要と思

本県は、
近い将来の発生が危惧される南海トラフ地震や

われます。しかし、
ため池整備は約1億円程度費用を要し、

近年勢力を強める台風や集中豪雨による豪雨災害に直面

未整備のため池は受益者も少なく、受益者負担が高額と

しています。災害を未然に防止するため、老朽化した排水

なるため、地元同意が困難となっています。こうしたことか

機場・頭首工・ため池等、早期の整備が望まれることから

ら、
地域防災に要するため池の整備費用（ 堤体の補強、
洪

事業整備予算の確保をお願いします。

水を池下に流下させる水路整備）
は、国・県・市町での公

(5) 中山間地域総合整備事業の予算確保

共予算で負担する制度に変更をお願いします。

中山間地地域は、農村のインフラ整備が遅れており、若

(2) 農業水利施設保全合理化事業及び 農村地域防災減

者の都会への転出が多く過疎化が進展しています。本事

災事業の調査計画事業定額補助の継続採択

業は、地域が必要とする地域に密着した整備が行えること

農業水利施設合理化事業の施設計画策定事業（ 水利

から、早期の整備を進めるため事業整備予算の確保をお

施設の調査・実施計画 ）や機能保全計画策定事業（ 水

願いします。

利施設の機能診断・機能保全対策策定 ）と農村地域防
災減災事業の調査計画事業（ 防災・減災対策について行

2．安全・安心で安定的な農業を目指すための農業農村整

う調査・計画 ）
の定額助成は、平成 27年度までとなってい

備事業の創設及び制度拡充

ますが、
事業啓発に有効な手段となっていることから、
今後

(1) ため池整備事業の制度拡充

もこれらの調査計画関係事業の定額助成の継続採択を

灌漑面積が 2ha 以上ある農業用ため池で、県下の約

お願いします。

2,500 の池において一斉点検調査がなされ、その結果報
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平成28年度

日置秀彦 技術調査官

農林水産省は、農業農村整備に関し、全国の地方公共団
体、都道府県土地改良事業団体連合会、土地改良区等から

農林水産省

農村振興局

の予算確保等に対する多くの真摯な要請を踏まえ、農業農

樺山大輔 課長補佐

村整備事業の一層の推進に重点を置いた平成 28 年度概算

農林水産省

要求を財務省に提出したところである。

都市農村交流課

農村振興局

整備部設計課
農村政策部

中川昌寿 企画官

会議内容
それを受け、農林水産省は、今回の概算要求の内容を説 （ 5）
第1部

明するとともに、今後の農業農村整備事業の一層の推進等

予算説明会

1） 平成 28 年度農業農村整備事業関係予算概

について関係者と意見交換会を行い、より効果的な事業の

算要求の概要

展開に資することを目的に下記の日程・要領で説明会・意見

2） 新規・拡充事業等の説明

交換会を開催した。

3） その他（ 国からの情報提供等）
1．日程・要領

4） 質疑応答
第2 部

（1）
開 催 日：平成 27年10月5日 ( 月 )・6日 ( 火 )

意見交換会（テーマ）

1） 地域が抱えている農地・農業水利施設や防災
・

（ 2）
開催場所：平成 27年10月5日 ( 月 )

減災に関する課題

松阪商工会議所大ホール（ 松阪市）

2） 国土強靭化・競争力強化のための提案や意見

平成 27年10月6日 ( 火 )

3） 農業農村整備事業予算の大幅削減の影響

三重県勤労者福祉会館講堂（ 津市）

4） その他（日本型直接支払制度等、農村振興

（ 3）
参集機関：三重県・市町・三重県土地改良事業団体連

全般に係るご意見など）

合会・土地改良区
（ 4）
説明者
農林水産省

農村振興局

整備部設計課

10 月 5 日 松阪商工会議所大ホールでの説明会

農林水産省
6

農村振興局

日置 技術調査官

2．第 1 部

予算説明会の概要

農林水産省

農村振興局

とは、
非常にありがたい。
日置 技術調査官は、平成 （ 4）
		 土地改良法における三条資格者は耕作者主義である

28 年度農業農村整備事業関係予算概算要求・要望額を平

が、
事業実施において実際は土地所有者の同意としてい

成 27 年度予算額 3,588 億円より、1,000 億円増額の 4,588

る。このまま担い手への集積を進めると耕作者＝組合

億円で財務省に提出し、農業農村整備事業の一層の推進

員が減少し、土地改良区の運営（ 賦課金の徴収、
事業の

に重点を置いていることを説明する。

実施等）
に支障が出ることとなるなど、さまざまな問題が

農業農村整備事業関係予算は、平成 21年度には 5,772

考えられるので、
土地改良法の改正をお願いしたい。

億円であったが、平成 22 年度に約半分の 2,981億円に激減
され、平成 27年度までに 3,588 億円まで回復してきたが、平

最後に、三重県土連 亀井会長（ 名張市長 ）
より、地方創

成 21年度まで回復するにはあと 2,184 億円必要であり、そ

生において地方が活性化するためには安定就労・安定収入

れを平成 28 年度、
29 年度の 2 ヶ年で回復させる計画である。 がまず第一であり、全国の約1,700 の地方自治体の 7 割が 5
農業農村整備事業関係予算の確保は、老朽化が進む農

万人以下の市町村で、産業が乏しい。全ての地域で取組が

業用用排水路、ため池、揚排水機、頭首工等の基幹的農業

必要であり、地域の提案に対しての予算（ 弾力のある予算）

水利施設の更新整備を計画的かつ着実に進め、
三重県食を

であるべきと考える。地方創生の予算で全国の自治体は農

支える強い農業・農村づくりを継続させるためには必要不可

業の立て直しを図っていくため、農業予算が必要である。更

欠であり、
実現に向け、
国に強く要望するものである。

には、
ＴＰＰの対策予算は、今回の増額予算の別枠でなけれ
ばならない。と国に対し要望され、2日間で開催された予算

3．第 2 部

意見交換会の概要

キャラバンは終了した。

農林水産省 農村振興局の 3 名と東海農政局、三重県、
市町、三重県土地改良事業団体連合会、土地改良区による
意見交換会では、大きくテーマを要領に記載する 4 つに分
け、
各代表者から活発な意見が交わされた。
主な発言内容について記載する。
（1）
		 現在、ほ場整備を実施している朝見上土地改良区と
出江土地改良区からは、予算が減額され進捗が図れな
い。農家からは攻められ、地元は困っているので予算を
お願いしたい。
（ 2）
		 施設の老朽化が進み、
多くが改修の時期を迎えている
が、
予算の見通しが立たず、
将来計画が立てられない。
（ 3）
		 県下約 2,500 のため池において一斉点検調査がなさ
れ、551池が防災重点ため池に位置づけられた。今後、
整備を進めていく必要があるが、
地震対策ため池防災工
事ではガイドラインで農家負担をゼロとしていただいたこ

10 月 5 日 松阪商工会議所大ホールでの意見交換会

10 月 6 日 三重県勤労者福祉会館講堂での説明会

10 月 6 日 三重県勤労者福祉会館講堂での意見交換会
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平成 27 年度

トの
水土里ネット役職員研修会 開催 ～水土里ネッ
運営基盤の強化を目的に～

去る 8月7日（ 金 ）メッセ

それに基づき、
国・県での農地等をめぐる現状や制度の改

ウィング・みえ 2Ｆ大研修

正のポイント・今後の予定について説明を受けた。

室において、東海農政局、

午後から
（株）
日本政策金融公庫農業食品課の石田担当

三重県等の 担当者を講師

より「土地改良事業における公庫融資について」
と題して講

に招き、平成 27 年度水土

義を受けた。

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

今回は、農業基盤整備資金の使途として、集落排水事業
での活用、土地改良区の運営合理化のための活用、災害復

本会中山専務 開会挨拶

旧での活用を紹介された。

ト指導担当者 112 名が 受

引き続き、
東海農政局農村計画部土地改良管理課の藤原

講した。

課長より「土地改良区をめぐる最近の情勢について」
と題し

今回は、めまぐるしく変

て講義を受けた。

化する農業農村情勢のな

まず、平成 27年 3月31日に閣議決定された「 新たな食料・

かで、土地改良区が深く関

農業・農村基本計画について」の施策推進の基本的な視点

与する事項について理解を

のなかで示された「 農業の持続的な発展 」の「女性農業者

県・西久保主幹 講義

深めた。

が能力を最大限発揮できる環境整備 」するために女性への

ま ず、 三重県農林水産

参画を推進する冊子を紹介され、
本題に入った。

部農業基盤整備課国営調

土地改良区の検査は「合法性 」
・
「合目的性 」
・
「合理性 」

整水利班の西久保主幹より

の 3点に基づき実施していることを説明され、昨年度（ 平成

「 基幹農業水利施設ストッ

26 年度）
に実施された検査での主な指摘事例であった「 個

クマネジメントについて」と
題して、パワーポイントを用

人情報保護管理」
、
「 過怠金の減免手続き」
、
「土地原簿の
記載事項 」の 3 項目の具体的な事例が紹介され、それらに

県・長田副参事 講義

いた講義を受けた。

対しての注意点・改善策を分かりやすく説明された。紹介さ

高度成長期に 整備され

れた指摘事項は、土地改良区の日常業務では忘れがちな事

た 土地改良施設は、老朽

項であったため、
出席者は頷きながら、
絶えずメモを取っていた。

化が進み、耐用年数が迎え

休憩を挟み、三重県農林水産部担い手育成課の江藤副

る施設数が 年 々増加しつ

参事より「 県内における農地中間管理事業の推進状況につ

つある。県内においても耐
用年数を超過している施設

いて」
と題して、レジュメを基に参考資料を照らし合わせな
局・藤原課長 講義

がら講義を受けた。

が年々増加し、突発事故の

平成 26 年度からの農業政策の中で農地中間管理機構が

種々な発生状況が報告され

制度化され、今後担い手への農地の集積・集約がどのような

た。地元では、日常の維持

仕組みで変わっていくか、また三重県における農地中間管

管理及び 計画的な 機能診

理機構の設置に向けた推進等の方策について説明された。

断により保全計画を樹立し

さらに、農地中間管理事業を有効に活用するための手段

修繕への 負担増を軽減す
るため、ストックマネジメント

が示された。

県・江藤副参事 講義

今回の研修内容について、受講者へアンケートを実施した

事業を活用し、
施設の長寿命化、リスクの抑制、ライフサイク

ところ、回答を得たアンケートのうち 90％が「大変参考になっ

ルコストの低減が図るよう力説された。

た」
、
「参考になった」
と高評価を得て、特に「土地改良区を

そのため、将来的に地元負担しなければならない費用を把

めぐる最近の情勢について」
、
「 農地制度の改正について」

握し、
必要な資金確保を事前の積立することを勧められた。

は関心が高かった。

引き続き、
三重県農林水産部農地調整課の長田副参事よ
り「 農地制度の改正について」
と題して、パワーポイントを用
いた講義を受けた。
国では地域の自主性及び自立性を高め、改革の推進を図
るための法律「 第 5 次地方分権一括法 」が可決され、農地
制度も農地送料確保の仕組みが市町が参画することや農地
転用許可権限が市町への権限移譲が制度化された。

研修会の様子
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去る 9月1日
（火）
に岡山市で開催されました平成 27年度
農業農村工学会大会講演会で 宮川用水農業水利事業グ
ループ（ 宮川用水土地改良区、三重県土地改良事業団体連
合会、三重県農林水産部、東海農政局整備部 ）
の「 国営か
ら県営に連携継承された「 宮川用水農業水利事業 」おいて
発揮した末端管路更生工法の実現 」が農業農村工学会の
上野賞を受賞しました。
上野賞は、昭和 45 年に創設されたもので、農業農村工学
に関する事業の新しい分野の発展に寄与すると認められる
業績を上げた組織・団体に授与されるものです。
宮川用水管内では、市街地での老朽化した農業用水管路
の更新整備において周辺環境への影響（ 騒音、振動、交通
傷害）
が少なく、大規模な仮設も必要としない有効的な工法
である管路更生工法（ 反転工法、ＳＰＲ工法 ）
を採用し、施
工を行っています。
宮川用水農業水利事業では、国営の基幹施設で培われ
た技術開発の導入手法や施工管理の技術等を県営事業が
継承し、管路更生工法等を取り入れるとともに、フリュームの
中に塩ビ管を敷設する独自の工法「 三重県（ 宮川）パイプ
in フリューム工法 」
を開発するなど、新技術や新工法を積極
的に導入し、効率的、経済的に事業を推進し、農業生産を高
め、
地域農業の発展に寄与しています。
今回の栄誉を励みとして、関係機関と連携してより一層適
切な施設管理に努めていきます。
工法等については、
宮川用水土地改良区管理課（ TEL
0596 28 6155）
まで問合せ下さい。

上野賞とは、
上野英三郎先生（ 三重県出身）
は、明治 28 年に東京農科大学農学科を卒業され、大学院を経て東京帝国
大学に勤められながら、
農商務省、
内務省を兼務されて、
耕地整理、
土地改良事業の計画に参与されました。
先生の功績の第一は「 耕地整理法 」の実施とその技術者の養成が上げられます。教育関係では、まず東京
帝国大学に農業土木の専修コースを創設され、これが現在の東京大学の農業工学科のルーツとなっています。
教育者としてだけでなく，農商務省技師としての行政的手腕も大いに発揮され、河川改修、治水事業、産米増殖
計画など多方面に活躍されました。
先生は、大正14 年 5月に亡くなられました。ご遺骨は三重県の上野家累代の墓に 埋葬されましたが、東京青
山墓地にも分骨が埋蔵されています。 今でもご命日には 毎年門下生が墓参し、この墓地の管理を現在は農業
農村工学会が引受けています。
農業農村工学会では、
先生のご遺徳を偲び、
門下生や会員から募金を行い、
学会賞の一つに
「上野賞」
を設け、
昭和 46 年度から農業土木事業の発展に尽くした事業に授与しています。
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三重の土地改良アラカルト
農業用水専用の利水ダムである
安濃ダムの洪水時の対応について
津農林水産事務所 安濃ダム管理室
1 はじめに
安濃ダムは、農林水産省が 国営中勢用水事業（ S47〜

千m3
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

H3）
の水源として造成した農業用水専用の利水ダムです。
ダムの施設や敷地は国の財産ですが、平成元年12月から
国より委託を受け、
三重県が操作管理を行っています。

安濃ダムの概要
形式

重力式コンク
リートダム

堤高

73.0m

堤長

212.0m

総貯水量

10,500 千 m3

管理水位の設定
による空き容量
実貯水量

6、7 月

8月

9月

6、7 月
管理水位 EL
空き容量
有効貯水量比

10 月

8月

制限水位 EL

9月

10 月

167.5m

168.5m

170.7m
169.0m

165.4m

1,408 千 m3 2,936 千 m3 2,069 千 m3 1,634 千 m3
14.4%

30.0%

21.1%

16.7%

（2）
事前放流（ 試行 ）
の実施

有効貯水量 9,800 千 m3
集水面積

管理水位の設定による空き容量の確保

台風等によって豪雨が予想される際は、更なる空き容量確

27.5km2

保のために管理水位よりも水位を下げる取り組みを行ってい
ます。

安濃ダムは利水のためのダムですので、洪水調整のための

これは、気象情報等によって洪水を予測し、河川に影響の

空き容量は設定されていません。同じ津市内の君ヶ野ダムと

無い範囲（ 最大46m3/s で）
での放流（ 試行）
をおこなうもの

比べると、
目的と規模の違いが判るかと思います。

で、6月から10月の間に農業用水の利用に影響の無いように
配慮しながら行っています。

しかし、ダム下流の安濃川は河川整備計画に基づく改修

（ 3）
降雨量や流出量の予測

事業が進捗していないため、ダムからの洪水放流に注目が
集まっています。このため、ダムでは幾つかの取り組みを行っ

事前放流（ 試行）
の実施にあたっては、適切な降雨予測と

ており、
土地改良施設の地域貢献の一つとして紹介します。

流出解析が重要です。このため日本気象協会に委託し、安
濃ダム流域の降雨予測と流出解析を行うシステムを導入し、

2

安濃ダムの洪水への取り組み

毎年、
精度向上に努めています。

（1）
管理水位の設定
安濃ダムは、県が管理を開始した当初から、操作規程によ
る制限水位よりも低い「 管理水位 」
を設定して運用していま
す。これにより一定の空き容量を確保し、急激な降雨による
ダム操作の遅れに対応しています。
貯水容量の比較
千m

3

23,300 千m3

25,000

治水容量

20,000
15,000

10,500 千m3

10,000
5,000
0

15,800

3

堆砂容量

9,800

3,900

700

3,600

安濃ダム

利水容量

おわりに
安濃ダムの取り組みは、安濃川の洪水軽減に貢献してい

ます。しかしダムだけで洪水を防止することは不可能ですの
で、今後は、県、市、関係団体の更なる取り組みを模索してい

君ヶ野ダム
（津市美杉町）

く必要があります。
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1. 概

要

有効であるが、実態はかなり遅れがちであり、定期整備との

施設名

麻績頭首工（ 松阪市）

関連も大きいため、これらを含めた経済的で効果のある長

管理主体

櫛田川祓川沿岸土地改良区

期的な塗装計画が必要になります。

造成年度

昭和 46 年度

補修実施年度

平成 25 年度

施設規模・構造

洪水吐ゲート 鋼製転倒ゲート
2門

14.5m ×1.4m

土砂吐ゲート 鋼製ローラーゲート
1門
取水ゲート

鋼製スライドゲート
2門

整備内容

5.0m ×2.1m
1.2m ×1.0m

土砂吐ゲート（施工前）

洪水吐ゲート 塗替塗装
土砂吐ゲート 塗替塗装
取水ゲート 扉体の取替・開閉装置取替・

		
補修工事費

戸当たり取替他

約14,000,000 円

2. 塗替塗装仕様 ( 洪水吐ゲート扉体・土砂吐ゲート扉体 )
単位 : μ

工

種

素地調整

仕

様

3 種ケレン

参考膜厚
－

変性エポキシ樹脂塗料下塗り
下塗り
（1）
（ 水中部用）

100

変性エポキシ樹脂塗料下塗り
下塗り
（ 2）
（ 水中部用）

100

中塗り

エポキシ樹脂塗料中塗り

40

上塗り

エポキシ樹脂塗料上塗り

40

3. 所

土砂吐ゲート（施工後）

見

洪水吐ゲート（施工前）

当施設は造成後40 年以上経過し、施設の老朽化も進ん
でおり、洪水吐ゲート、土砂吐ゲート扉体の発錆状態が著し
く、放置していると腐食し損傷するおそれがあるため、塗替塗
装を行い、
取水ゲートについては扉体、
戸当たりの腐食が著し
く、塗替塗装等では対処できないため、交換補修を行うこと
となった。
塗装はその構造物の防食と彩色を目的として行われるが，
洪水吐ゲート（施工後）

塗膜は水分、紫外線等の環境条件及びその他の要因により
劣化する。塗替塗装は、
劣化した塗膜をケレン等にて除去し、
再び塗装することによって構造物の腐食を防止、なおかつ
美観を維持することにより，その構造物の寿命を延ばすこと
を目的として行うものである。
塗替塗装を行う時期については単に美観上のために行う
場合もあるが、
防錆を目的とした塗装をするため、
鉄鋼造物の
重要度より基準板厚を減ずるまでの錆進行や錆面による不
安感を与えないためにも塗膜劣化程度から検討が必要であ
取水ゲート戸当たり取替作業

り、一般に塗膜劣化程度の小さいうちに行うことが防食上、
12

野代村土地改良区（桑名市）

シリーズ

今後も、土地改良事業を活用し、施設の維持管理に努
め用排水改良により水稲の品質向上と取水施設の安全確
保、併せて農業経営の合理化と維持管理費の節減により農
業生産性を向上させ、農家収入を増加させるように、土地改
良区
（ 受益面積198ha、
組合員226人で理事 6人、
監事 4人、
総代 30人 ）
が中心となり、地域農業を守っていきたいと思い
ます。

完工記念碑

本地区の基盤整備は昭和 28 年～昭和 39 年にかけて行
われた団体営区画整理事業であり、
「 野代村土地改良区」
は昭和 28 年 6月17日に県より認可を受け設立されました。
本地区は区画整理後、木曽川水系の一つである揖斐川に
面していることから、揖斐川の洪水水位の上昇や樋門による
自然排水量の減少、堤防からの浸透量の増加、ポンプの排
水能力低下、更には地盤沈下が顕著となり、現況排水施設

野代排水機場

では完全な排水が不可能となりました。
そこで、地区内の完全な排水を目的に、
昭和 42 年度に県営
湛水防除事業により排水機の増設、排水路の改修を行い、
農地の保全化を図りました。
その後、新設された排水機も耐用年数が超過し、形式も古
く、故障時の部品確保も難しくなったことより、平成 8 年度に
土地改良施設修繕保全事業
「 野代地区」
により改修を行い、
排水施設の保全に努めてきました。
また、
用水についても揖斐川から取水していましたが、流量
が少なくなると塩害を生じるため、三重用水事業で用水量を
確保し、
平成 2 年度に団体営かんがい排水事業「 野代地区」
で用水路を改修し、受益全体に均一配分することができるよ

大鳥居排水機場

うに、
用水の有効利用に努めてきました。

野代村地区全景
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平成 年度

27

水土総合強化推進対策事業の一環として、複式簿記会

本会の中山専務理事、

計の理解を深めることを目的とした「 平成 27年度土地改良

主催者として全土連浦

区基盤強化事業会計コース研修会」が、国・全国土地改良

山参与の挨拶で始まり、

事業団体連合会（ 以下「 全土連 」
）の担当者を講師に、平

その後研修に移った。

成 27年10月9日（ 金 ）三重県総合文化センター文化会館内

研修は、
複式簿記の
基礎知識から会計基

2Ｆ大会議室において、
全土連主催で開催された。

準、 資産評価と 減価

当日は、県内の国営・水資源、県営級の水利系土地改良
区、
合併した土地改良区の役職員のみならず愛知県、
岐阜県

償却の 演習など 実務

からの担当者を含め 37人が出席した。

に即した内容でパワー

土地改良区では、これまでの会計処理は単式簿記による

ポイントを用いた分か

現金主義で処理が行われていたが、財産と負債の変動に係

りやすい説明であった

る情報を記録する仕組みでないため、財務状況が把握しに

が、なじみの 薄い 複

くいという欠点があった。近年組合員のコスト意識が高まり、

式簿記であったため出

事業等に要した費用の妥当性についての説明、
役職員による

席者は 真剣な 眼差し

不正の未然防止と併

で講義を聴き入ってお

せ公会計の動向とし

り、科目ごと絶えずメモ

て国民に対する説明

を取っていた。
複式簿記へ の移行

責任を果たすために

農水省土地改良企画課西村補佐 講義

全土連茂木講師 講義

も発生主義である複

を検討している土地改良区の会計担当者にとって、
適正化事

式簿記の 導入が 推

業の拠出金仕訳方法、施設財産台帳に取得原価が登載さ

進されることとなった。 れていない場合の資産価格水系方法など非常に関心の高

時

間

10:00 〜10:30

研

修

受

付

開

会

10:30 〜10:40

科

目

講

師（ 敬称略）

三重県土地改良事業団体連合会
専務理事 中山雅仁
（ 主催者挨拶 ）全国土地改良事業団体連合会
参与 浦山正四

10:40 〜12:00
会計制度、
複式簿記の基本について
(80 分 )
12:00 〜13:00

い内容で有意義な研修となった。

研修会では、まず

全土連浦山参与 講義

昼

全国土地改良事業団体連合会
中央換地センター
参与 浦山正四

食（ 会場内）

13:00 〜14:00
検査指導基準、
会計基準について
(60 分 )

農林水産省農村振興局
土地改良企画課
課長補佐 西村雅裕

14:00 〜14:50
（ 50 分）

全国土地改良事業団体連合会
複式簿記指導グループ
講師 茂木吉成

14:50 〜15:00

土地改良区会計基準に基づく
会計の実際について
休

憩

15:00 〜15:30
資産評価と減価償却の演習
（ 30 分）

全国土地改良事業団体連合会
中央換地センター
参与 浦山正四

15:30 〜16:00
小水力発電会計について
（ 30 分）

全国土地改良事業団体連合会
中央換地センター
参与 浦山正四

16:00 〜

三重県土地改良事業団体連合会
総務部長 加藤 巌

閉

会
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研修会の様子

平成 27年 8月18日三重県総合文化センター内「 男女共同

団体営造成水利施設

参画センター」の特別会議室において第12 回役員会を開催

に関する情報の蓄積

し、その後セミナー室 C に場所を移し、東海農政局農村振

等積極的な活用、並

興部 和田地域整備課長、村瀬中山間整備係長、三重県農

びに水土里ネットみえ

林水産部 平野農業基盤整備課長を招いて第10 回通常総

に対して、情報プラッ

会を開催し、
下記の議案が『 可決 』
されました。

トホームを通じて利

第1号議案 平成 26 年度 事業報告、同収支決算の承認に

活用団体数の増加に

ついて

努めるよう要請があ

第2 号議案 平成 27年度 事業計画、同収支予算の承認に

りました。

ついて

山下様からは、水

第3号議案 その他

土里情報システムを

平野課長挨拶

より使いやすくする
通常総会に続き、東海農政局農村振興部地域整備課 村

新たな機能として、多

瀬中山間整備係長と、
（株）
インフォマティクスの山下様より

面的機能支払交付金

講演をいただきました。

制度で対象農地の確

内容は、村瀬係長から「 情報プラットホームの構築 」につ

認等に利活用できる

いてと題し、
水土里情報システムの概要と今回構築された
「 情 「確認野帳 」システム
報プラットホーム」の概要の説明とともに、
「 食料・農業・農

のオプションが整備さ

村基本計画 」や「インフラ長寿命化基本計画 」の主要な施

れたこと等の説明があ

策の一つとして、
「 地理情報システムを活用した情報の蓄積・

りました。

可視化・ 共有等の

村瀬係長

取組 」
が位置づけら

本協議会は、円滑な地図情報及び農地情報の運用・

れたことや、一般的

管理・提供並びに相互利用を促進するため、会員に共

な 活用事例の 紹介

有情報を運用する体制の構築等を推進しています。

等がありました。

具体的には、農地を取巻く多くの情報が、地区役員・

それを踏まえ、県、

改良区の役職員の皆さんの知見により守られ、また、貴

市町、土地改良区等

重な情報が地図や台帳でそれぞれ管理されています。

に対して、
基幹から末

これらを次世代にわかりやすく引き継げるように、水土

端に至る一連の施設

里情報システムによる地図と情報の一体化を提案してい

の保全管理の充実、
強化に向けた県営・

ます。

和田課長挨拶
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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 8月27日
（ 木）
に三重県総合文化センター
文化会館棟 2Ｆ「大会議室」
において、第25回通常総会を
開催しました。
末松会長挨拶、三重県農林水産部農業基盤整備課 農
村整備班 田端班長の来賓挨拶の後、末松会長を議長に選
任し議事に入り、第1号議案「 平成 26 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 27年度事業計画、
同会費の賦課並びに同収支予算について」は原案どおり承
認され、第3号議案「 役員の選任について」
は、別記の方々

末松会長 挨拶

が選任されました。
［別記］ 役員名簿
職
会

名 氏 名
公 職 名
長 末松則子 鈴鹿市長
三重県土地改良事業団体連合会
副会長 中山雅仁
専務理事
理 事 中井幸充 多気郡明和町長
理 事 辻村修一 度会郡玉城町長
理 事 岡本 栄 伊賀市長
監 事 前葉泰幸 津市長
監 事 大口秀和 志摩市長

総会審議状況

三重県農道管理協議会（ 会長

任期：2 年、平成 29 年 3 月 31日まで

岡本 栄伊賀市長 ）
は、

去る 8月28日
（金）
に三重県総合文化センター文化会館棟 2
Ｆ「中会議室」
において、第25回通常総会を開催しました。
岡本会長挨拶、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、岡本会長を議長に選任し議事に入
り、
第1号議案「 平成 26 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 27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」
は原案ど
おり承認され、
第3号議案「 役員の選任について」
は、
別記の
方々が選任されました。

岡本会長 挨拶

［別記］ 役員名簿
職
会

名 氏 名
長 岡本 栄

公 職 名
伊賀市長
三重県土地改良事業団体連合会
副会長 中山雅仁
専務理事
理 事 末松則子 鈴鹿市長
理 事 前葉泰幸 津市長
理 事 鈴木健一 伊勢市長
理 事 河上敢二 熊野市長
監 事 日沖 靖 いなべ市長
監 事 尾上壽一 北牟婁郡紀北町長
平野農業基盤整備課長 挨拶

任期：2 年、平成 29 年 6 月 30 日まで
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支部活動
報告

桑名支部第 59 回通常総会並びに視察研修

去る 7月22日
（ 水 ）～ 23日
（ 木）に桑名支部第 59 回通常
総会並びに視察研修を開催し、31名が参加した。
★通常総会
通常総会は京都府亀岡市の
「 渓山閣」
の会議室において、
来賓として桑名農政事務所森本所長、保田農村基盤室長の
ご臨席をいただき開催した。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 号議案は

田舟に乗って湖中水田「権座」へ

原案どおり承認された。

湖中水田「 権座 」に渡り現地を視察した。参加者には興味

議

深い内容で活発な質疑応答がされ、大変有意義な視察研修

案

第1号議案
第2 号議案

となった。

平成26年度事業報告、同収支決算について
平成 27年度事業計画、同支部会費の基準

2日目は、
京都府南丹市で水資源機構が管理する「日吉ダ

並びに徴収方法、
同収支予算について

ム」
を視察研修した。
日吉ダムのある桂川を含む淀川沿川では、梅雨前線や台
風により、洪水の被害を受け、そのたびに尊い人命や財産が
奪われた。一方、都市部の急激な人口増加に対処するため
の水資源の確保が問題となり、
日吉ダムは水の需要に対応す
るために計画されたダムで構想発表から 37年の歳月をかけ
て完成し、
現在では沿川の治水や利水に大きく活躍している。
最近では、平成 25 年9月の台風18号が上陸した時はダムの
安全性に支障が出ると考えられる限界まで緊急放流操作を
待ったことで被害が軽減できたと説明を受けた。その後、ダ

総会の様子

ム堤体内の 3 つのテーマゾーンを見学し、活発な質疑応答が

★視察研修

され有意義な研修となった。

1日目は、滋賀県近江八幡市で多面的機能支払交付金事
業を行っている「 権座・水郷を守り育てる会」の活動等につ
いて視察研修を行った。この地区は近江八幡市の中北部
に位置する白王町にあり、琵琶湖最大の内湖である西の湖
に「 権座（ごんざ ）
」
と呼ばれる湖中水田があり、今もなお、田
舟で農業機械や稲モミを運びながら農業を営んでいる。その
「 権座 」
を中心に集落ぐるみでコスモス・ひまわり等の景観作
物の植え付け、幻の酒米「 滋賀渡船六号」
の作付け、主婦層
や子どもの協力で丹波黒豆の枝豆出荷共同作業、水田魚道
の設置など地域の住民が一丸となって取り組んでいると東会
長、大西事務局長より説明を受けた。その後、田舟に乗って

「権座・水郷を守り育てる会」視察研修の様子

「日吉ダム」視察研修の様子
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支部活動
報告

四日市支部第 58 回通常総会並びに
農業農村整備事業現地研修

三重県土地改良事業団体連合会四日市支部第 58 回通

ソバの 半分は出

常総会並びに農業農村整備事業現地視察を、去る 8月3日

資者である製麺

（月）
～ 4日
（火）
に開催し、36 名が参加した。

業者へ 販売し、

★総 会

所やサービスエリ

残り半分は 直売
総会は服部支部長が議長に選任され、議事は下記の 3 議

ア で 直販し、ソ

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

バ 茶等の加工や

れ、第3号議案の補欠役員の選任では川島土地改良区の柳

そば 道場を常設

川理事長が選任され、平成 28 年 3月31日までの任期を務め

するなど 6 次産

ていただくことになった。

業化で 地域との

議

（株）かまくら屋の視察の様子

連携を図られているとの事であった。その後の加工場の見学

案

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。

第1号議案 平成 26 年度事業報告、
同収支決算について
第2 号議案 平成 27年度事業計画、
同収支予算について

2日目
（ 8月4日
（火）
）の、長野県須坂市の長野県日滝原

第3号議案 補欠役員の選任について

土地改良区の本沢事務長より「水管理制御システムによる用
水の管理及び農業水利施設の維持管理」
について説明を受
けた。特に、平成 22 年度から実施した県営基幹水利施設ス
トックマネジメント事業により 540ha の樹園地を潤す畑地か
んがい施設の更新と合わせて施工された水管理制御システ
ムに整備したことで、維持管理の省力化と作業効率がアップ
でき、
今後の計画的な更新の取組についても話された。また、
第1揚水機場の中央コントロール室やポンプ設備等の見学で
は活発な質疑応答がなされ、
有意義な視察研修となった。

総会の様子（服部支部長 挨拶）

★現地研修
1日目
（ 8月3日
（月）
）
は、長野県松本市において農業生産
法人（ 株 ）
かまくら屋の田中代表取締役より「 農業生産法人
による耕作放棄地発生防止・解消活動、6 次産業化の経営
発展の取組み」について説明を受けた。元々自動車販売業
者と製麺業者が連携して設立した農業生産法人で、ソバは
自給率 20％のため「 遊休農地で地場産の国産ソバを生産し
たい」
との熱意と
努力で 地元農家
の 信頼を得て農
地の 規模を拡大
し、現在、耕作放
棄地 35ha と遊休
農地等49ha を含
む 84ha に集積さ
れている。
また、生産した

（株）かまくら屋の視察の様子

長野県日滝原土地改良区の視察の様子
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支部活動
報告
★総

津支部通常総会並び視察研修
の地区は、ＮＨＫドラマ「おひさま」のロケ地でも有名になっ

会

た場所で「 懐かしの風景エリア」
として昔からの棚田の耕作

去る 7月28日（ 火 ）に津支部の第 58 回通常総会を「メッ

地の形状をほぼ変えることなく残っている地域で、里山風景

セウィング・みえ」
で開催し、来賓として津農林水産事務所

の再現として、
水田周りに巡らせた細い堰「ぬるめ」
の再生、

久保所長、
中津室長をお迎えした。

草原再生に配慮した畦畔の修復、生き物の保全等の整備を

総会の議長に松森支部長を選任して議事に入り、上程し

行っている。

た全議案は承認された。

この広大な里山文化ゾーンは、平成 26 年度より整備が進
められ、
平成 28 年度に完成・開園の予定で、失われつつある
安曇野の田園風景の保全・復元等里山風景再生の取組を
お聞きし、
有意義な研修となった。

総会

★視察研修
総会終了後、県、市及び土地改良区役職員の 22 名が参
加し、長野県安曇野市「 国営アルプスあづみの公園 」
、大町
市「 大町市土地改良区 」へ 1泊 2日（ 7月28日～ 29日）の

国営アルプスあづみの公園

視察研修を行った。

2）
大町市土地改良区
大町市の大部分は、北アルプス山岳地に占められ、北アル

1）
国営アルプスあづみの公園

プスを源とする高瀬川、鹿島川等によって形成された扇状地

国営アルプスあづみの公園は、国土交通省管轄で自然環
境を学び、
体験できる国営公園で「 堀金・穂高地区」
と
「大町
・

である。
大町市土地改良区の宮坂事務局長に土地改良区が管理

松川地区」
の 2 地区の公園があり、視察させていただいたの

堰に案内していただいた。越
は、
里山文化ゾーンのある「 堀金・穂高地区」
で研修を行った。 している越荒沢（こしあらさわ）
アルプスあづみの公園工務課の児玉建設監査官から里山 荒沢堰は、大町市西部、北アルプスのふもとを流れる鹿島川
から取水し、
農地を潤した後、
市街地に入って防火・環境・流

風景再生修復工事中の岩原地区を案内していただいた。こ
19

雪・生活の各用水として使われる幹線水路で、平成10 年か

く地域用水として欠かせないものとして地域住民一体となっ

ら17年にかけて、農業用水再編対策事業により整備された

た維持管理を行い、より多くの人たちに清らかな水をいつま

多自然型水路の親水広場を見学し、その後、会議室におい

でも大切に守り、
後世に繋げるような活動を展開している。

て、土地改良区の概要、管理体制や地域用水対策協議会に
より21世紀土地改良区創造運動として住民参加型のイベン

両視察先とも共感する参加者も多く、質疑も出され、大変

ト、
水路清掃等の活動、また、この用水が農業用水だけでな

満足のある有意義な研修となった。

大町市土地改良区

支部活動
報告

松阪支部第 58 回通常総会並びに
土地改良関係者研修会

三重県土地改良事業団体連合会松阪支部第 58 回通常

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

総会並びに土地改良関係者研修会が、去る 7月9日
（ 水）
午

原案どおり承認され、第3号議案では、評議員に櫛田土地改

前 9 時半より松阪市若葉町の「 松阪商工会議所大ホール」

良区の関岡理事長、三雲用水土地改良区の野田理事長にお

において（出席者 54 名）
開催した。

願いすることになった。

★総

議

会

総会は山中支部長の挨拶で始まり、松阪農林事務所
川所長と三重県土地改良事業団体連合会

案

第1号議案

前

中山専務理事

からの祝辞があり、その後支部長が議長に選任された。議
20

平成 26 年度事業報告、
同収支決算について

第2 号議案

平成 27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

総会様子

★研修会

てメリットは作り出されるものであるといえます。
ストックマネジメントへの取組については、ストックマネジメ

総会終了後、併催の研修会に入り、松阪地域農業改良普
磯山主幹より「 農業生産法人への取

ントの定義、ストックマネジメントのねらい（ 効果 ）
、ストック

組について」
また、三重県松阪農林事務所 農村基盤室 基

マネジメントの全体フローについて説明がありました。また、

盤整備1課

上平技師より「ストックマネジメントへの取組

自身が実際に現場監督として担当したストックマネジメント

について」説明を受けた。法人化をするにあたっては、なぜ

事業立梅用水地区の施工事例として水路補修、ひび割れ

法人化をするのか、その意義・目的などについて明確な意思

補修、
目地補修を自身の経験をまじえて説明がありました。

及センター 普及 1課

出席者は、熱心に聞き入っており、質疑応答もなされ、有

を持たなければなりません。法人化をすることによって補助

意義な研修会となった。

金を確保しやすいとか、税制上の優遇措置を受けやすいこ

また、
秋にはさらに知識を深めるため視察研修する予定で

となど、単純に目先の有利性だけを期待するのではなく、将

ある。

来を見極めた上で法人化をきっかけに経営というものの考え
方を正しく理解した上で経営者として自らの経営努力によっ

磯山主幹による研修

支部活動
報告

上平技師による研修

伊勢志摩支部通常総会・視察研修 開催
長、辻宮川用水課長そして当会本部より中山専務理事をお

去る 7月16日
（ 木）
～ 17日
（金）
に第 9 回通常総会及び視

迎えした。

察研修を開催した。

中川支部長が欠席されたため、奥山評議員（ 豊浜土地改
★総

会

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。

総会は、視察研修先の宿泊地「ホテル天坊」会議室にて
開催し、来賓として伊勢農林水産事務所の堤農村基盤室
21

議

国・県・市から支援を得るために土地改良区の重要性をアピー

案

第1号議案

ルしていくことが重要であると力説された。

平成 26 年度事業報告及び同収支決算に
ついて

第2 号議案

平成 27年度事業計画及び 同収支予算に
ついて

明治用水土地改良区神谷理事長歓迎の挨拶

奥山評議員 挨拶

説明を受ける参加者

2日目
（ 7月17日）の「 電業社

三島事業所」では工場見

学を主とした研修を行った。
まず、会議室で青山執行役員から歓迎の挨拶を受け、そ
の後、
会社の概要、
業務内容を紹介したビデオが上映された。
その後、
工場へ移動し見学を行った。
あいにくの天候であっ
たため、屋外での見学は中止となり、屋内のみの見学となっ

総会の様子

た。8人／班で 4 班に分かれ、各班に製造現場の担当者が
説明案内役として付き、
各製造工程において詳細な説明を受

★視察研修
視察研修は、当管内の県・土地改良区役職員32 名が参加
し、
大規模土地改良区の役割と地域との関わりについて愛知
県安城市にある「明治用水土地改良区」
、ポンプの製造を含
めた新技術の紹介、効率的な運転・維持管理方法を研修目
的に「
（株）
電業社三島事業所」
で工場見学を実施した。
初日（ 7月17日）の「 明治用水土地改良区 」では、行程
の都合により座学のみの研修となった。
山田次長の進行のもと、
神谷理事長の歓迎の挨拶があり、
その後明治用水の歴史、概要、役割、地域住民に密着した活
動内容が紹介されたビデオが上映された。引き続き、山田次
長よりビデオ内容に沿った追加説明があり、さらに事前にお
願いした説明要望事項を時間の許す限り項目ごとに説明を
受けた。特に地域住民との密着した活動
（ 関わり）
が大切で、
22

青山執行役員 歓迎の挨拶

けた。排水ポンプを日常維持管理している土地改良区の参
加者は、
各工程において担当者からの説明に耳を傾けつつ、
活発な質疑応答がなされていた。中には次への工程移動時
にも係わらず分からないことがあれば、その都度確認してい
る参加者もおり、
有意義な研修となった。

業務内容の説明を受ける参加者

支部活動
報告

工場見学で説明を受ける参加者

伊賀・名張支部第 58 回通常総会及び
先進地視察研修

総会の様子

猪鹿庁 NPO 法人メタセコイアの森の仲間たち 視察の様子

去る 7月9日
（ 木）から10日
（ 金 ）に伊賀・名張支部の通
常総会及び先進地視察研修（岐阜県・長野県）
を開催した。
★総

議

案

第1号議案 平成 26 年度事業報告、
同収支決算について
第2 号議案 平成 27年度事業計画、
同収支予算について

会

第3号議案 役員の補欠選任について

総会は、来賓として伊賀農林事務所農村基盤室松浦室

★視察研修

長、農村基盤室農村計画課山本課長、当会本部より中山専

視察研修は、管内土地改良区役職員・県市職員38 名が

務理事を来賓にお迎えし、山下支部長を議長に選任し開催

参加した。

した。
議案は、下記 3 議案が上程され第1号、第2 号議案は原案

1日目は岐阜県で、中山間地域の課題である里山の荒廃、

どおり承認された。また、3号議案の役員補欠選任では、阿

野生動物による農作物被害の増加や猟師の担い手不足等

山町土地改良区理事長の吉田具示氏が監事に選任された。

の課題に取組む若者猟師チーム「 猪鹿庁 NPO 法人メタセ
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コイアの森の仲間たち」を視察研修した。安田里山保全部

効率的に農地の活用を図っている組織の「 農事組合法人

長より、事業立上げから現在活動している 6 つの活動のうち

小赤営農 」
を視察した。草間代表理事より営農活動の取組

「 猟師活動」
、
「 解体活動」
、
「 商品開発活動」
を中心に説明

み状況や現在に至るまでの苦労話、
今後の展望についてを、

を受けた。

会計担当の赤羽理事より農事組合法人の会計状況につい

研修前には、活動の中の 1 つ「ジビエ」
を体験するため地

てそれぞれ丁寧な説明を受けた。

元で狩猟された猪・鹿等の昼食をいただき料理方法を学んだ。
今回の研修では苦労している獣害問題について、また、
集
2日目は長野県松本市で、地域の人達が安心して法人組

団組織においての営農の取組みについて活発な質疑応答

織に農地を貸せるようにして利用集積を進め、地域ぐるみで

が行なわれ大変有意義な視察研修になった。

ジビエ料理（猪肉、鹿肉）

農事組合法人 小赤営農 視察の様子

支部活動
報告

水土里ネットみえ東紀州支部
第10 回通常総会 開催

去る 8月24日
（月）午前 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10 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大畑御浜町長の開会の挨拶に始ま
り、来賓を代表して熊野農林事務所

西村所長より祝辞を

いただいた。その後、三ツ矢憲生衆議院議員の祝電を披露
し、
議長に大畑支部長を選出し議事に入った。
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。
（ 後記1）
第10 回通常総会

議案

大畑支部長 挨拶

第1号議案 平成 26 年度事業報告・同収支決算について
第2 号議案 平成 27年度事業計画・同収支予算について

熊野農林事務所

総会の様子
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西村所長 挨拶

12 回
『みえの農村風景』写真コンテスト
第

1. 目的

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。

2. 応募要項

「 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。

3. 審査及び表彰

4. 賞

5. 応募締切
6. 応募方法

審査委員会を設け厳選し、
入賞者については平成 28 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。
・ 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 27年12月11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

7. 主催者

水土里ネットみえ

8. 後援

三重県、
伊勢新聞社

総務部指導情報課

まで

TEL:059-226 -4824

（ ふりがな）

タイトル

応

撮影年月

年

募

（ ふりがな）

票

名

前

住

所

電

話

撮影場所
年

〒

25

月

齢

歳

写真提供：一般財団法人 伊勢志摩国立公園協会

平成28 年5月26日から 27日まで、
主要国首脳会議（サミット）
が三重県・伊勢志摩で開催されます。
伊勢志摩サミットの開催に向けて、サミットを成功させ、地域の活性化につなげるため、伊勢志摩サミッ
ト三重県民会議を中心に、
全県的な取組を展開しています。
これらの事業に県内外の企業、団体、個人の皆さんと共に取り組むことを目的として、協賛、応援、寄附
を募集しています。

1
2
3

1 つ目の「協賛 」
は、サミットＰＲポスター、チラシなどの印刷といった、皆さんから物品やサービス、ノウハウ
をご提供いただく形でのご支援です。
2 つ目の「応援 」
は、サミット応援イベントの開催といった、皆さん自身が主役となって、サミットに関係する取
組を行っていただく形でのご支援です。
3 つ目の「寄附」
は、
皆さんから寄附金をいただく形でのご支援です。いただきまし
た寄附金は、例えば、クリーンアップ活動や花いっぱいおもてなし運動といった、皆さ
んと共に取り組む事業に充てさせていただきます。

三重県にゆかりのある多くの皆さんからご支援をいただきますよう、お願い申し上げます。
詳しくは、
伊勢志摩サミット三重県民会議のホームページをご覧ください。

http://www.pref.mie.lg.jp/miesummit/

申込先

〒514-0004 三重県津市栄町2-380 HOWAビル津 4 階
伊勢志摩サミット三重県民会議事務局 総務課あて
TEL 059-253-5492
FAX 059-253-5498
E-mail
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summit@pref.mie.jp

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.059-230-0594

