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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　全国土地改良事業団体連合会会長　二階俊博
新年のご挨拶　三重県農林水産部部長　𠮷仲繁樹
“ 闘う土地改良 ”の先頭に立って　全国水土里ネット会長会議顧問　進藤かねひこ
第 38 回全国土地改良大会青森大会
「農業農村整備の集い」を開催
玉城地域振興フォーラム
平成 27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
多面的機能支払（農地・水・環境保全向上対策）の紹介
施設の長寿命化事例の紹介
土地改良のあしあと（札場土地改良区）
水土里ネットみえの広場
事務局だより
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新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様方にはお健やかに輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。　
旧年中は、本会の運営並びに農業農村整備事業の推進につきまして、格別のご理解とご支援を賜り厚くお礼

申し上げます。

さて、我が国の農業・農村は、農業従事者の高齢化、減少とともに、高齢者のリタイア等による農地の荒廃、
担い手不足等による農地、農業用水の管理や営農の継続への影響など、多くの課題に直面しています。

農業農村整備は、地方創生、農業の競争力強化、国土強靭化といった政策課題への対応において重要な役
割を果たしており、持続可能な強い農業の実現のために、大区画化やパイプライン化、汎用化等の農地整備、
更には、適時適切な農業水利施設等の維持・更新が必要となります。加えて近年の気候変動による豪雨災害
の多発や排水機やため池、井堰を含む農業水利施設の老朽化が進行する中、防災・減災対策の推進も必要となっ
ています。

また、農林水産業の成長産業化のためには、担い手への農地集積やイノベーション、6 次産業化の戦略的推
進とともに、土地改良事業の計画的・安定的実施が必要不可欠となります。

我々、水土里ネットは、食料の安定供給や農業・農村の多面的機能を発揮させるため、農地・農業用水等の
地域資源を良好な状況で次世代に継続していく責務があります。しかしながら、この責務の遂行に不可欠な土
地改良関係予算は、平成 22 年度に大幅に削減され（H21：5,772 億円→ H22：2,981 億円）、その後徐々に回復
しているものの、平成 27 年度（3,588 億円）においても削減前の 6 割程度にとどまっている状況であります。

農林水産省においては、平成 28 年度の土地改良関係の予算概算要求において、1,000 億円の増額要求（H28：
4,588 億円）がなされていますが、農業・農村施策の改革を加速化するためには、概算決定時に地域の要望を
十分に満たす予算額を確保することが必要であり、更には、TPP 交渉の大筋合意の結果を踏まえ、国内農業
への影響を最小限にとどめるよう、万全の国内対策を一刻も早く講じる必要もあり、その対策予算は上記予算
とは別枠でなければならないと考えております。

私どもと致しましては、土地改良関係予算が地域の要望に十分に応えられる規模となるよう、平成 27 年度
補正予算とこれに続く平成 28 年度当初予算を確保するため、微力ではございますが、5 月 27 日に農林水産
省・財務省、さらには県内選出の国会議員に要請活動を行い、また、6 月 29 日と 11 月 27 日の 2 日においては、
全国土地改良事業団体連合会が音頭をとり、地方から約 800 人が参集して、東京で開催される「農業農村整
備の集い」に参加し、地方の声を農林水産省を始め財務省等へ届けてまいりました。

さらに県内においても平成 28 年度　国・県の政策・予算に関しての要望として「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」と「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」を柱として、8 月に三重県議会の「自民党」「新政みえ」へ要請活動を実施しております。

新年となりましても要望事項実現に向け、関係方面に要請活動を展開していく所存でございます。
私どもは、今後なお一層、各地域におきます様々な状況、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。

水
み

土
ど

里
り

ネットみえ（三重県土地改良事業団体連合会）

会長 亀井 利克
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平成 28 年の年頭に当たり、全国の農業農村整備事業の推進にご尽力をいただいている皆様に、謹んで新
年のご祝詞を申し上げます。

昨年、当会の会長に就任しましてから、関係者の皆様のご支援を受けながら、これまで事業の推進に尽力
して参りました。とりわけ、会長就任時には民主党政権時代に 7 割近く削減された状況であった予算を、ま
ずは復活させようと、予算獲得に向け本気になって取り組んで参りました。各都道府県連合会からは、財源
不足による事業の停滞に対し、悲鳴が上がっておりましたし、1 日も早く予算確保を訴える声が届いており
ました。このため「闘う土地改良」を旗印に、真剣な取り組みを訴えて参りました。おかげさまで、昨年末
には平成 27 年度補正予算と同 28 年度予算とで総額 4,810 億円を政府予算編成案において確保することが
できました。

私は、皆様の要望を実現するためには、いつまでも下を向いているのではなく、本会として具体的な行動
を起こすことが重要である旨申し上げ、次期参議院選挙には候補者を打ち立てて、明確な意思を表明するこ
とが重要であると申しました。おかげさまで、農林水産省から進藤金日子君が現職課長を辞して立候補する
こととなりました。彼は秋田県の農村出身で、土地改良に熱い思いを持っており、是非、土地改良のために
頑張りたいと積極的に活動してくれています。

今、全国の農業農村では、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お
ります。また、コメなどを巡る先行き不安から、状況が一段と厳しくなっております。一方で、全国で農業
水利施設の老朽化が進行しており、食料生産の増大、非食料用米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危惧されております。

さらには、昨年 TPP 交渉が大筋合意されたことを受けて、「総合的な TPP 関連政策大綱」が決定されま
したが、私は農業農村の振興に、支障を来さないように努力をしていかなければならないと思っております。

我々水土里ネット関係者としましては、このような現状をしっかりと受け止め、積極的に役割を果たして
いくことが重要と考えており、加えて、水土里ネットが農業農村を守り、発展させていくことの重要性につ
いて広く国民の皆様にアピールし、共感を得ていく努力も必要と考えます。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るべく全国各地で志の高い取り組みが見られるよう
になってきております。

土地改良は、農業農村の整備や振興を通じて国土を維持し、発展させることを目的としております。その
ためには、自分達の生活は必ずや自らが守り発展させていくという気構えが不可欠です。それを、我々の先
人達が時々の時代背景の中で繰り返し最大限努めてきたことだと思うのです。現代に生きる我々が手をこま
ねいていることは決して許されることではありません。私は全国の土地改良関係者の皆様の協力をいただき
ながら、ひき続き予算の獲得や参議院選挙の勝利に向け真剣に闘う決意を新たにしたところです。

本日、輝かしい年の初めに当たり、本年が全国の皆様にとってよき年でありますように、ご健勝とご発展
を祈念いたしまして、私の新年のご挨拶といたします。

全国土地改良事業団体連合会

会長 二階 俊博
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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。
また、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。

さて、国の新たな「食料・農業・農村基本計画」では、農地中間管理機構による農地集積・
集約化の加速化、グローバルマーケットの戦略的な開拓など、農業の成長産業化を促進するた
めの産業政策と、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を促進するための地域政策を車
の両輪として、食料・農業・農村施策の改革を進めるとしており、今後こうしたことに適確に対
応していくことが求められています。

このような中、県では、「農業農村整備」をグローバル化に立ち向かう日本農業の足元を支え
る要であるとともに、多発する自然災害から農村地域の人命や財産を守る重要な事業と考えて
おり、地域の特性を踏まえた中長期の整備計画の策定や、大規模な津波被害に備えて、農地や
農業用施設の復旧の手順等の考え方をまとめた農業版 BCP の策定を進めているところです。

引き続き、農業の成長産業化、農村地域の防災・減災対策の推進に向けて、しっかりと取り
組んでまいります。

また、昨年 10 月には TPP（環太平洋パートナーシップ）協定が大筋合意しました。新たな国
際環境のもと、農林水産物の高付加価値化や輸出促進など、「もうかる農林水産業」の実現に向
けた取組を加速することにより、農林漁業者が将来展望をもって経営を持続し、競争力を確保
できるよう取り組む必要があります。

TPP への対応については、今後とも、国の動きを注視するとともに、具体化してくる国の施
策に的確に対応し、必要な措置を講じてまいります。

今年は主要国首脳会議（サミット）が伊勢志摩で開催されます。本県にとって「伊勢志摩サミッ
ト」の開催は、国際観光地としてのレベルアップだけでなく、国内外の方々に本県を知っていた
だく絶好の機会となります。このチャンスを活かし、豊かな自然に恵まれた県産農林水産物の販
路や消費の拡大につなげていきたいと考えていますので、改めて皆さまのご協力をお願いします。

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。

三重県農林水産部

部長 　仲 繁樹
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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、良き年をお迎えのことと、
心よりお慶び申し上げます。

私は、昨春、新しく全国土地改良事業団体連合会会長に就任された二階俊博先生が提唱され
た「闘う土地改良」に込められた真義に感銘し、また触発され、政治活動の途を志す決意を固め、
昭和 61 年に入省以来、29 年間勤めてきた農林水産省を昨年の 6 月、中山間地域振興課長を最
後に辞職しました。

その後、7 月 29 日に都道府県土地改良事業団体連合会会長会議（全国水土里ネット会長会議）
顧問を仰せつかり、全国各地を回り、その実情を聞かせて頂きました。移動した距離は約 30 万
km、日本の農業水路の総延長約 40 万 km（地球 10 周分）の 4 分の 3 に達しました。全国を巡
回する中で、我が国の国土には人間の体でいうと動脈と静脈にあたる農業用水路・排水路が隅々
まで張り巡らされ、肉体にあたる 450 万 ha の農地と一体になって国民の食料を支えており、多
面的機能の適切な発揮を通じて、まさに日本の国土を支えていることを改めて実感した次第です。

そして、様々な課題も聞かせて頂きました。農業・農村の現場で聞く声は本当に切実で、心に
響きました。過去・現在・将来とも国民の食料を支える農地と水、それを可能としている土地改
良は「日本の命綱」でありますが、その命綱が切れそうになっていることに強い危機感を禁じ得
ません。

全国各地を回り始めてから約 4 か月経た時点で、私なりに全国の声を集約し、全国水土里ネッ
ト会長会議に報告しました。そして、その報告した内容を私に課せられた 5 つの使命として承り、
その使命を果たすため全身全霊で取り組んでまいります。

1. 土地改良の予算確保に全力
国民の命とくらしは農地と水が健全であってこそ守られているのです。しかしながら、そのた

めに必要な「土地改良」の予算は大幅に不足しており、このままでは日本の農業と地域はその
土台から崩れ、日本の未来は危ういものとなります。安全で安心な食料生産のためにも、必要な
土地改良の予算確保に全力を尽くします。

2.日本型直接支払制度の充実に全力
地下水かん養や洪水防止など農業が有する多面的機能の発揮を支える「多面的機能支払制度」

や中山間地域の維持に重要な「中山間地域等直接支払制度」などについて、地域の皆さんの声
を丁寧に汲み上げ、制度の充実に全力を尽くします。

全国水土里ネット会長会議

顧問 進藤 かねひこ
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3. 災害に強い農山漁村づくりに全力
近年、自然災害が急増し、しかも激しくなっています。日本の農山漁村には、地すべり地帯

や急傾斜地帯が数多くあり、排水ポンプやため池、水路など、その多くの老朽化が進んでおり、
これらの対策には一刻の猶予も許されません。迅速かつ的確な対策に全力を尽くします。

4.自然豊かな美しい農山漁村の継承に全力
山から海に至る日本の“郷（さと）”は、歴史と伝統文化に育まれた、まさに日本の宝です。しかし、

それらの多くの宝が今、危機に瀕しています。農地と水、森林の保全を通じ、地方創生の土台
である美しい農山漁村を、未来の子どもたちに引き継げるよう全力を尽くします。

5. 農業と農山漁村への国民の理解に全力
日本が持続的に成長していくためには、農山漁村が食と生活の拠点として健全に発展していく

ことが必要です。都市農業を含めた国内農業と農山漁村をもっともっと国民に身近なものとし、
その振興を図るために、国民の理解が得られるよう全力を尽くします。

この「5 つの全力」を通じて、「安全で安心な食」、「大切な農地と水」、「美しい農山漁村」、こ
の 3 つを守り抜くことを約束します。

先程、「農業水路の 4 分の 3 を回った」と申し上げましたが、農業水路は単なる土木構造物で
なく、農地を拓き水を引いた先人の辛苦の賜物であり、多くの関係する方々の思いが詰まった
地域の文化財的なものでないかと感じています。今後は、農地や農業水路にこもる先人の不屈
の魂に思いを馳せながら、更に各地域を毛細血管の部分まで含めて可能な限り訪れたいと思い
ます。

そして、貴県の取り組みも十分勉強させて頂きながら、農業・農村の現場と行政・国政の場
とのキャッチボールを主導し、自らがそのボールとなって粘り強く両方の「場」を往復できるよ
うに、果敢な中にも謙虚に自己を研鑽し、更に幅広く深く政治活動を前に進める覚悟です。

最後に、今年は、土地改良にとって剣ヶ峰と言ってよい程の大きな節目の年となります。私は、
幅広い国民の皆さんのご理解と土地改良に関わる私たちの結束を源泉として、「闘う土地改良」
の先頭に立って全力疾走することを改めてお誓いします。

本年が皆様お一人おひとりにとって良き年となることを祈念し、私の年頭のご挨拶と致します。
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去る 10 月 15 日（木）に青森県青森市・新青森県総合
運動公園マエダアリーナにおいて、全国土地改良事業団
体連合会、青森県土地改良事業団体連合会の主催で農
林水産省、青森県、青森県町村会等の後援を受け、「～
あづましの風流れる青森大会～　土地改良の路繋ぎ　明
日への確かな途拓く」をテーマに第 38 回全国土地改良
大会青森大会が開催され、全国から農業農村整備事業関
係者約 3,500 名が（三重県からは 48 名が参加）参集した。

この大会は、「我が国の食料自給率の向上と食料安定
供給の確保」、「農業・農村の多面的機能の発揮」等の必
要性・重要性をより広く国民的理解へと醸成すべきであ
ることを確認し、「水・土・里」を健全な姿で次世代に引
き継いでいくことを高らかに宣言した。さらに、「環境公
共」等の先進的取組、また、豊かな大地の恵みである多
様な農林水産物や悠久の歴史、誇るべき伝統文化など、
青森の魅力を全国の関係者に発信した。

オープニングセレモニーでは、青森の四季折々の自然、
文化などの映像をバックに、冬：津軽三味線、春：津軽
民謡、夏：ねぶた囃子、秋：手踊りと各季節にちなむ郷
土芸能が披露された。

式典は、青森県土地改良事業団体連合会の野上会長に
よる開催挨拶で開幕し、次に主催者を代表し、全国土地
改良事業団体連合会の二階会長より、「全国から一堂に
集まる土地改良関係者にとって土地改良を通じて各地域
の課題を如何に解決し、地域農業の再生にどのような貢
献ができるかについて考える絶好の機会であり、重要な

二階全国土地改良事業団体連合会長挨拶

会場内の様子

土地改良の路繋ぎ　明日への確かな途拓く
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意義がある」また、「新しい時代を拓くため我々は闘い続
けてまいりたい」と力強い挨拶があった。

引き続き、三村青森県知事より「農山漁村を人、食、
文化を育む『ゆりかご』であると例え土地改良を通して
農山漁村を元気にすることで青森県、日本の元気につな
げて繋げていきたい」と歓迎の言葉を頂いた。続いて、
伊東農林水産副大臣より「平成 28 年度予算概算要求に
於いて大幅な増額要求をしており、今後も最大限の予算
確保に努める」との言葉を頂いた。

土地改良事業功績者表彰では、農林水産大臣表彰 6 名、
農村振興局長表彰 16 名、全国土地改良事業団体連合会
長表彰 45 名が表彰された。本県からは、当会理事であ
り青蓮寺用水・名張市土地改良区山下理事長が農林水産
省農村振興局長賞を、上野南部第一土地改良区荒鹿理事
長が全国土地改良事業団体連合会長賞を受賞された。

があり、聞き手役として、進藤金日子都道府県土地改良
事業団体連合会会長会議顧問が進行した。

また、優良事例地区紹介では北三沢土地改良区、鬼沢
　木土地改良区から地区概要と新たな取り組みの報告が
行われた。

最後に、第 17 回全国土地改良大会　青森大会時に青
森県営農大学校生で大会宣言を行った、盛　幸弘さん

（JA 八戸営農センター）、阿部麻貴さん（農家）の 2 人と、
現在青森県営農大学校の中田圭武さん、佐々木ちひろさ
んの 4 人によって、「土地改良の路繋ぎ　明日への確か
な途拓く」に思いを馳せ、魅力ある農業農村の明るい未
来を確かなものにしていくため、農業農村の礎である「水・
土・里」を健全な姿で次世代に引き継いでいくことを宣
言した。

その後、次期開催地である石川県の紹介とともに、石
川県土地改良事業団体連合会の西村会長に大会旗が引き
継がれ閉幕した。

翌日は、ホタテ貝殻を有効活用したりんご園地農道の
畑地帯総合整備事業 野沢 2 期地区と都市近郊型のほ場
整備 経営体育成基盤整備事業 八ツ役地区の視察が行な
われた。

全国土地改良事業団体連合会長賞　荒鹿理事長

経営体育成基盤整備事業　八ツ役地区　現地視察

農林水産省農村振興局長賞　山下理事長

畑地帯総合整備事業　野沢 2 期地区　現地視察

受賞式後に、室本農村振興局次長より「青森の土地改
良に見る国つくりの歴史」と題して青森県の歴史を振り
返り、土地改良の社会的役割・意義について講演された。

基調報告では、東日本大震災地域である岩手・宮城・
福島の各連合会から「東日本大震災、その後の新たな芽
生え」として地域の状況、課題、今後の展望などの報告
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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 27 年 11 月 27 日（金）、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、森山裕農林水
産大臣、末松広行農水省農村振興局長をはじめとする農
林水産省の幹部と、稲田朋美自民党政調会長をはじめと
する大勢の国会議員を来賓としてお招きし、全国から各
都道府県水土里ネットなどの関係者約800名が参集し（三
重県からは、亀井会長を先頭に中山専務、石原理事、森
代表監事、南野監事の 5 名の役員と、三重県農林水産部
より 1 名、宮川用水、中勢用水、青蓮寺用水土地改良区
から 5 名、水土里ネットみえから 5 名の計 16 名が参加）、
今年度 2 回目となる「農業農村整備の集い」が開催され
た（1 回目は、6 月 29 日開催）。

はじめに、二階俊博全国水土里ネット会長が、挨拶に
おいて「闘う土地改良」には予算復活への覚悟と選挙に
向けての決意が込められていると説明し、土地改良関係
者の更なる結束を訴えた。つづいて、来賓を代表して森
山農林水産大臣、稲田自民党政調会長が祝辞を述べられ、
次に、末松農村振興局長より、「総合的な TPP 関連対策

稲田 自民党政調会長　挨拶森山 農林水産大臣　挨拶二階 全国水土里ネット会長　挨拶

三重県からの参加者（亀井会長 他15 名）

大綱」についての説明と、平成 28 年度予算概算要求等
についての報告があった。

この後、要請文を全会一致で採択し、最後に、活力あ
る農業農村の実現と予算確保への積極的な活動、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。
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平成 27 年 11 月 26 日三重県玉城町において国土経営
研究会主催による「玉城地域振興フォーラム」が町内、
県内の住民や行政関係者およそ 250 名が参加し開催され
ました。

このフォーラムでは、「農業農村の振興」を主題とした
調査研究として、「農業」、「環境」、「観光」、「教育」、「雇用」
という視点から、全国の数市町村をモデルとし、幅広く
現状を歴史的な履歴を含めて分析するとともに、それら
の現状をふまえた今後の地域振興につながる展開方向に
ついて、地域住民と共に考え、取りまとめ、情報発信を行っ
ており、この度、東海地方では初めての開催地に古来よ
り伊勢神宮の宿場町、熊野古道の街道起点をなす要衝と

玉城地域振興フォーラム

して栄え、実り豊かな田園が広がる「玉城町」が選ばれ
ました。
「地域の振興と活性化の視点」をテーマに塚本一郎 明
治大学教授、益田兼房 元立命館大学教授、桑野和泉 由
布院玉の湯社長、岩崎澄雄 玉城町文化財調査委員会委
員長の講演が行われ、ひきつづき、森田昌史 国土経営
研究会長をコーディネーターに講演者 4 名の検討委員及
び辻村修一 玉城町長、福岡重栄 三重県農林水産部次長、
中山雅仁 三重県土地改良事業団体連合会専務理事をオ
ブザーバーに迎え全体検討会が開催され、地域住民も参
加する活発な意見交換会となりました。

農 村 振 興と国 土 経 営 ル ーラルミーティング
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玉城地域振興フォーラム

技術力向上事業 技術実践研修会 開催
去る 11 月 18 日（水）～ 20 日（金）の 3 日間、津市に

ある三重県総合文化センター内男女共同参画センターセ
ミナー室Ｂ他において、東海農政局・三重県の担当者を
講師に招き、平成 27 年度 技術力向上事業 技術実践研
修会が開催され、岐阜県・三重県の市町・水土里ネット
で設計・積算・施工管理業務に携わっている担当者延べ
42 名が出席した。

この研修は、水土総合強化推進事業の一環と位置づけ
られ、農業農村整備事業の円滑な実施を図るため、基礎
的、専門的知識の習得を図ることにより技術力の向上を
目的に開催されたものである。

初日、事務局から本会中山専務理事より開講挨拶後、
来賓として三重県農林水産部農業基盤整備課平野課長か
ら挨拶をいただいた。その後研修に入り、東海農政局農
村振興部整備部設計課の杉本農業土木専門官より「農業
農村整備事業を取り巻く最新の動向と施策」と題して講

義があった。前半は農村地域が取りまく現状・課題の報
告があり、今後の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た。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、管内で事業実
施している事例地区の紹介があった。

引き続き、東海農政局企画調整室の赤松室長補佐より
「新たな食料・農業・農村基本計画に基づく今後の展開」
と題して講義があった。食料・農業・農村基本法に基づ
き決定された「基本計画」は今回で 4 回目となり、基本
計画の構成、主なポイントについて提示され、各ポイン
トの策定された経緯と今後の展望について説明を受けた。

三重県農林水産部農業基盤整備課　平野課長　挨拶

東海農政局農村振興部整備部設計課　杉本農業土木専門官　講義

東海農政局企画調整室　赤松室長補佐　講義

東海農政局農村振興部水利整備課　天野施設機能保全係長　講義

平 成 年 度

2 日目は、まず東海農政局農村振興部水利整備課の天
野施設機能保全係長より「ストックマネジメントの取り
組み」と題して講義を受けた。農業水利施設を巡る状況
～関連する計画の位置付けまでの説明を受け、平成 19
年に策定された「農業水利施設の機能保全の手引き」が
策定後 7 年も経過し、諸情勢の変化に伴い改訂された事
項ポイントを解説され、その後、管内で事業実施してい
る地区が紹介された。
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青蓮寺ダムでの現地研修

青蓮寺用水土地改良区管理事務所での今澤氏の説明

引き続き、三重県農林水産部農業基盤整備課農地防災
班の南部班長より「三重県版農業業務継続計画（BCP）」
と題して講義を受けた。農業版 BCP の必要性から、策
定の目的・内容の説明があり、今後のスケジュールが提
示された。　　

三重県農林水産部農業基盤整備課　農地防災班　南部班長　講義

東海農政局農村振興部防災課　田中災害係長　講義

東海農政局農村振興部設計課　西川工事検査官　講義

また、甚大な被害に見舞われた宮城県へ現地視察され
た時の報告があり、経験上の初動対応の課題や反省点、
土地改良区での現場対応及び課題について説明を受け
た。本県も南海トラフ地震の発生が危惧されており、非
常に参考となった。

昼食休憩を挟み、東海農政局農村振興部防災課田中
災害係長より「土地改良管理者における業務継続計画

（BCP）」と題して講義を受けた。午前中の南部班長と講
義内容が重複する箇所もあったが、さらに重要性と今後
の方向性について説明を受けた。また策定マニュアル（案）
が提示され、実際策定された西濃用水土地改良区連合の
事例が紹介された。危機管理の意識を高めるためには訓
練が必要であるから、簡易的なものでも策定することが
重要であると力説された。

検査の概要、平成 27 年次の検査結果並びに平成 28 年次
の検査状況、実地検査での設計・施工・積算等に項目毎
に具体的な指摘事例、その改善策を含め説明を受けた。

3 日目は、研修を現地に移し、午前は国営施設応急対
策事業（青蓮寺用水地区）の研修を行った。青蓮寺用水
土地改良区の事務所で講師にお願いした東海農政局木曽

引き続き、東海農政局農村振興部設計課の西川工事検
査官より「会計検査の動向」と題して講義を受けた。会計
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川水系土地改良調査管理事務所青蓮寺支所の浅田支所
長に同乗していただき、現地研修先の青蓮寺ダムまでの
道程途中に詳細な事業概要の説明を受け、現地到着後、
工事中の施設を見学した。その後土地改良区事務所に戻
り、青蓮寺用水土地改良区の今澤氏より管理事務所での
日常の管理方法について説明や苦労話を聞き、午前中研
修は終了した。

午後より場所を移し、国営施設機能保全事業（中勢用
水地区）を安濃ダムで東海農政局木曽川水系土地改良

研修会の様子

東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所中勢支所
中瀬支所長　説明

安濃ダム会議室での現地研修三重県津農林水産事務所安濃ダム管理室　辻上室長　説明

調査管理事務所中勢支所の中瀬支所長を講師に研修を
行った。到着後、安濃ダム管理棟の 2 Ｆ会議室で事業の
詳細な概要説明を受け、その後現場状況を見学する予定
であったが、あいにくダムが貯水されていたため現場で
の進捗状況を確認することはできなかった。また平成 28
年度予算概算要求として「国営地域防災対策一体型かん
がい排水事業」が要望され、安濃ダムを目的とした制度
設計であることが紹介された。引き続き県津農林水産事
務所安濃ダム管理室の辻上室長より農業用水専用ダムで
ある安濃ダムの取り組み紹介（津市の広報誌抜粋）や小
水力発電事業の取り組みの説明を受けた。また、ダムを
日常管理するのに重要なツールである気象情報サイトの
検索方法が紹介され、知られていないツールもあり、早
速活用できると納得していた出席者もいた。

3 日間を通して講義では、ほとんどの科目がパワーポイ
ントを用いた説明となり、出席者にとり非常に分かりや
すい研修となった。

また、アンケートを実施したところ、およそ 70％の出
席者が「概ね達成」以上の評価を得、すべての科目につ
いて内容・レベルが適当以上の評価を得て、有意義な研
修となった。
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三重の土地改良アラカルト
中山間地域総合整備事業　営農飲雑用水施設整備

利用度向上取組について
1．はじめに

三重県の最南端に位置する紀宝町の浅里地区は、熊野
川を挟み和歌山県と接しています。川沿いの水田、斜面
の石垣に立ち並ぶ民家の景観は、「にほんの里 100 選」
にも選ばれ、懐かしい風情を保っています。

地区内の「飛雪の滝」に注ぐ川は、浅里の上水道と農
業用水の源であり、滝は地域を象徴する景観にとどまら
ず、土地の恵みを生み出す源です。その滝の知名度を活
かし、浅里で収穫される米を「『飛雪の滝』の水が育ん
だ米」＝「飛雪米」としてブランド化し生産を行ってい
ます。

しかし、水道が引かれていない地域でした。

2．中山間地域総合整備事業の営農飲雑用水施設整備の
目的

まず「営農雑用水」とは、家畜の飼育 ､ 園芸作物等の
栽培 ( かんがいを除く )､ 農産物の洗浄等を行うもので、

「飲雑用水」とは、飲用水 ､ 生活用水、集落雑用水等です。
これらをあわせて供給することを目的として施設の整備
を行うのが営農飲雑用水施設整備です。

営農飲雑用水施設の整備により、育苗や施設園芸にお
いて生産量の増加を目的の一つとしています。

3．NN事業に置き換えたPDCAサイクルについて
PDCA サイクルという言葉は、よく聞くと思いますが、

私たちの行っている農業農村整備事業に置き換えた場合
どうなのでしょうか。

農業農村整備事業は、（一部を除く事業以外は）土地
改良法に基づき申請が行われ、事業計画を策定、その後
事業を進めていきます。

私たちの仕事は、Demand,Plan,Do で終わっているので
はないでしょうか。

それでは、私たちの目的が達成しないのではないでしょ
うか。

そこで熊野農林事務所では、それに調査を加えた
DPDCA（五角形）で取り組んでいます。

4．取水口改修工事背景（Demand,Plan）
本工事に至った経緯と

して、取水口のある西の
谷川は、度重なる大雨等
の影響で河床が下がり水
位が低いときには、仮設
で設置したコルゲート水
路から取水できない状況
に陥りました。

取水できないということは、営農飲雑用水が利用でき
ないため、早急に対策工事を行う必要がありました。

対策工事を行うにあたり、測量・設計・河川管理者と
の協議を行い工事着手しました。

5．取水口改修工事内容（Do）
対策工事内容は、必要取水量を確保するため河床の下

がりを護床石にて復旧します。
さらに、再び河床が下がることが無いよう、コンクリー

ト帯工を施工し、取水路も仮水路から現場打ち水路で施
工します。

工事完了後現場を確認すると、上手に取水しているこ
とが確認できました。

6．次期事業に向けて（Check,Action）
営農飲雑用水施設がほぼ完成し利用されているため、

施設の利用状況、満足度を調べることを目的とし、利用
者へアンケート調査を実施したところ、整備前と比べて
現在の営農用水、生活用水そして集落雑用水、全てにお
いて利用満足度が向上しており、特に安定した水の供給
について良い評価を受けていることがわかりました。

反面維持管理の軽減要望もあり、2 年後に計画してい
る次期事業計画策定に反映していきたい。

赤○：仮水路　矢印：流水方向

コンクリート帯工 完成後

（上流側）

（下流側）

三重県熊野農林事務所　基盤整備課　技師　水谷秀晃
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平成 27 年 12 月 12 日（土）三重県総合文化センター
において、県内の活動組織や県内外の関係者約 1, １00
名が一堂に会して、「守ろう水！護ろう土！～我ら生き活
きサポーター～」をテーマに、第 8 回みえのつどいが三
重県・三重県農地・水・環境向上対策協議会の主催で開
催された。

まず、全体会を中ホールで開催し、その後同センター内
の 3 会場に場所を移し、3 つのテーマに分かれて分科会
が開催された。

全体会では、まず主催者から挨拶があり、引き続き来
賓の挨拶、紹介があった。その後、本年度で受賞された
優秀活動組織の概要がスクリーンで紹介され、表彰式に
移り、優秀活動に選ばれた 4 組織の代表に賞状と記念品
が主催者より授与された。受賞記念として、優秀活動組
織の代表者と主催者代表、来賓を囲み記念写真の撮影を
行った。

三重県副知事　石垣英一氏　主催者挨拶

参加された活動組織の皆さま

引き続き、基調講演に移り、「多面的機能支払を活用し
た魅力ある農村づくり」と題して、農林水産省農村振興
局多面的機能支払推進室の柵木環（ませぎ　たまき）室
長よりご講演していただき、全体会は終了した。

その後休憩を挟み、分科会に移り、参加者はおのおの
の会場へ移動した。

第 1 分科会では、「活動運営」をテーマとした事例報告
会では、県内外で積極的に活動している 4 組織がパワー
ポイントを駆使し、日ごろの活動成果が発表された。

第 2 分科会では、「実践活動」をテーマに東海農政局担
当者から活動時の安全管理、企業からは活動にかかる製
品等の紹介があった。

第 3 分科会では、「地域コミュニティ」をテーマに、地
域コミュニティ強化に向けた座談会が行われた。

盛会のうち、分科会も終了し、参加者は帰路に着いた。
さらに会館内に優秀活動組織等のパネル、フォトコンテ

スト応募作品等を展示した多面的活動情報コーナーが設
けられ、参加者は時間の合間を見計らって見入っていた。

また、一般の方を対象とした農産物の無料配布も行わ
れ、好評を博していた。

さらに今回より企画された「みえの農村・守っています、
私たちの地域 !!」をテーマとしたフォトコンテストでも 2
部門での最優秀賞 1 作品、優秀賞 2 作品が発表され、賞
状と副賞が事務局より授与されることが報告された。

多面的機能の維持・発揮活動　第８回みえのつどい 開催
守ろう水！ 護ろう土！ 〜我ら生き活きサポーター〜 

「第2回松阪地域　農業の多面的機能向上活動のつどい」を
開催しました！！

平成 27 年 10 月 26 日「第 2 回松阪地域　農業の多面
的機能向上活動のつどい」を農業屋コミュニティ文化セ
ンターで開催しました。本つどいには松阪管内の活動組

織、85 組織 243 名が参加されました。
本つどいでは、「基調講演」、「管内活動組織による事

例発表」、「パネルディスカッション」と「ポスター展示」
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を行いました。
基調講演では松阪市の隣の津市白山町で活動されてい

る「上ノ村環境プロジェクト」の木村正和様に、活動の
内容を中心にご講演いただきました。女性の参画や、後
継者が不足する中での学生や若者を取り入れた活動、企
業と協働の取組等、多岐にわたるお話をしていただき、
大変参考になりました。

次に管内活動組織による事例発表を行いました。
松阪市からは「美濃田環境保全会」、多気町からは「西

池上やまびこ会」、明和町からは「坂本みどりの会」、大
台町からは「新田地区農地水環境保全会」が発表しました。
①「美濃田環境保全会」

地域ぐるみで行っている保全管理について、紹介され
ました。農業者だけでなく土地持ち非農家や地域住民も
含めた体制をつくり、地域が一体となって活動されてい
ます。

組織の活動内容を紹介したポスターによる投票の様子

活発な意見交換の場となったパネルディスカッション

開会の様子

「上ノ村環境プロジェクト」の木村正和様による基調講演

事例発表の様子

②「西池上やまびこ会」
法面へのヒメイワダレソウの植栽活動について、紹介

されました。また地域住民との交流活動として、サツマ
イモの栽培等にも熱心に取組まれています。
③「坂本みどりの会」

地域資源の保全活動や景観形成活動や地域コミュニ
ティ活動、施設の長寿命化への取組等多くの活動を紹介
されました。また、広報活動として広報誌も作成されて
います。
④「新田地区農地水環境保全会」

農業用水路の保全活動と、獣害対策について紹介され
ました。特に、中山間地域は人口減少により担い手が激
減している中でのため池や水路の維持管理の大変さにつ
いて語られました。

パネルディスカッションでは、三重県農村地域資源保
全向上委員会奥山氏がコーディネーターを務められ、各
市町から 1 組織代表の方と県庁担当者伊藤主幹をパネリ
ストに、「女性や若者の登用」、「事務書類の作成の問題
やアイデア」について、会場の参加者も交えての活発な
意見交換の場となりました。

ポスター展示では、本つどい参加者による「ポスター
投票」を行いました。投票の結果「八重田 ･ 農地 ･ 水環
境保全向上委員会」が最優秀賞に選ばれました。

今後も本つどいが松阪地域で多面的機能支払制度に取
組まれている皆様方の交流や情報交換の場となるよう継
続していきたいと思います。
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1. 概　要
施 設 名 村山池
管理主体 深溝土地改良区（鈴鹿市）
設規模・構造 土堰堤　堤長　L=106m　堤高 H=3.0m 
  総貯水量 V=6,400m3　
整備内容 堤体前法面補修　張ブロック工　
補修工事費 約13,000,000円

2.ため池の状況
　ため池とは、流域の大きな河川に恵まれない地域などで、
農業用水を確保するために水を貯え、かんがい期に取水が
できるよう、造成された池のことです。
　村山池は長年の波浪により上流法面が著しく浸食してい
る箇所及び一部破損した箇所があり、堤体断面が減少し、堤
体の安定性が損なわれている状況でありました。

4. 改修方法
　村山池は土堰堤であり、波浪により上流法面が浸食し堤
体が弱体化し、危険な状態であったため、上流法面を張ブ
ロックにより保護することにより、安全性を確保するとともに、
ため池の機能維持を図ることができました。

　近年、農村地域の都市化により、ため池が破堤した場合
の被害拡大が一層懸念されることから、ため池管理者は施
設状態を把握するために、日常の定期的な見回りによる適正
な管理（草刈り、泥上げ等）、さらに台風等の異常気象後の
見回り、応急措置をすることがますます重要となっています。

※改修を必要とする堤体の状況

図1

施工前

施工後

浸食状況

3.ため池改修の判定
　ため池改修にあたっては、現地踏査により下記①～⑧に
ついて詳細に調査点検し、それに基づき、ため池改修の必
要を判断し、ため池の安全性が損なわれないように改修す
る必要があります。

①堤体等からの漏水
②堤体のクラック及び変形
③堤体の余裕高不足
④堤体断面形の変状
⑤高い浸潤線位置
⑥洪水吐の機能低下又は通水断面不足
⑦取水施設の機能低下
⑧安全管理施設の機能低下又は不備

※村山池は「④堤体断面形の変状」が著しい状態であった。
（図1（d）断面変形）

改修状況
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総面積13.6ha、総事業費1億4千9百万円程です。平成18
年3月に換地処分が完了しました。

ほ場整備前の当改良区は、一部昭和 7 年頃に耕地整理
された田がありましたが、大部分が、狭小で、350 筆程
あり、これが 13 区画（1ha 以上 6 区画、0.5ha 以上 6 区画）、
52 筆の大区画ほ場になり、用水もパイプライン配水とな
りました。又、事業開始当初の地主は 40 数名でしたが、
土地を手放す農家が多くあり、（財）三重県農林水産支
援センターの事業協力を得て、土地の処分、集約化を図
ることが出来ました。耕作土の入替等で従来の湿田が、
乾田化され、大型農機での作業が効率良く出来るように
なりました。農地の周囲に整備された農道は、近隣の住
民の散歩、保育園児の生物観察コースとして利用される
ようになりました。

今後の土地改良区
ほ場整備事業が完了して 10 数年経過した今日、農業

従事者の高齢化、農業機械の老朽化による離農、用配水
施設・ポンプ等の更新時期の到来など土地改良区（札場
営農組合が維持管理）の将来の運営に様々な影響が生じ
ております。今後も農地の多面的利用、地域の環境資源
保全のために組合員、地域住民一同が一丸となって努力
していきたいと考えております。

シリーズ 札場土地改良区 （四日市市）

地区の概要
当土地改良区は、四日市市の北部、下野地区に位置し、

隣接地は東員町です。中心部を二級河川朝明川が流れて
おり、当地区は、朝明川の両岸に広がる海抜 28 メートル
程の平坦な田園地帯です。その北西の一角に札場土地改
良区があります。
大部分が稲作地で
あり、用水は 2 系
統あり、区域内を
流れる準用河川古
城 川の 豊 富 な 水
量で大部分を、朝
明川の山鼻井堰か
らの用水で一部を
賄っております。

地区の沿革
本土地改良区は、

平成13年8月に「担
い手育成型」の基
盤整備促進事業の
認可を受け、同年9
月18日に設立総会
が開催されました、

コスモス田

土地改良後

土地改良前　
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参加者全員を集め各工法の詳細な説明、作業に当たって
注意事項の説明を行った後、あらかじめ班分けした班毎
に分かれ各工法に説明者が実演・説明し、その後、参加
者全員が実際にその工法を施工し技術を習得するという
内容でした。

施工後の質問時間では、参加者から施工方法、材料等
について熱心に質問等があり、自分たちの区域はこの工
法が合っているからこの工法で施工しようという声も多く
聞こえ、今回の講習会が今後の活動の参考になったので
はと実感しました。

寒い中、ご参加された活動組織の皆様にはご協力いた
だきありがとうございました。

伊賀市では、ほ場整備後 30 年以上経ち農業用施設もあ
ちらこちらと痛んできている現状の中、自分たちの地域
は自分たちで守っていくという趣旨から伊賀市より三重
県土地改良事業団体連合会が委託を受け、多面的機能支
払交付金の活動に取り組む 99 活動組織を対象に水路目
地補修の補修工法を紹介し、実演することで活動に必要
な知識と技術の向上を図ることを目的とした講習会を開
催しました。

11 月 24 日から 12 月 15 日において伊賀市管内 6 か所
で実施し、約 220 名の参加がありました。

シーリング材注入工法、ガラス繊維入りモルタル充填
工法、粘着型テープ被覆工法の 3 工法の実演に先立ち、

イベント紹介
本会通常総会
開催日／平成28年3月22日（火）
場　所／ホテルグリーンパーク津　6 階「伊勢の間」

多面的機能支払交付金
水路目地補修講習会の開催について

平成27年度

（伊賀市）

挨拶、注意事項の説明 シーリング材注入工法

ガラス繊維入りモルタル工法 粘着型テープ被覆工法



三重県土地改良事業団体連合会松阪支部先進地視察研
修を去る 11 月 12 日（木）～ 13 日（金）に管内県、市町、
土地改良区の役職員 35 名の参加を得て開催した。

一日目の現地視察は、福井県大野市にある「農事組合
法人アバンセ乾側」で農業生産法人等への取組について
代表理事の西川氏より説明を受けた。

乾側地区では平成元年から 5 年度までに 5 集落で大区
画圃場整備が実施され、集落を単位としたトラクター、
田植機の共同利用が進められていたが、大区画圃場であ
るため転作作物に苦慮していた。一方、水稲採種組合
では既に集落を単位としてコンバインと乾燥施設の共同
利用が進められていたものの、営農全体を包括した総合
的な振興計画が未確立であり種子産地の次代を担う後継
者、労働力も脆弱な状態であった。これらを、解消する
ために平成 10 年に広域作業受託組織「アバンセ乾側」

を設立、平成 12 年には集落の枠を越えた営農組織「ア
バンセ乾側」を設立した。今後は、規模メリットを背景
に既存の経営体と競合する事業拡大ではなく、種子籾生
産を核として大規模農家や中山間農業の労働支援等を通
して、「農業、農村生活に貢献できる」事業展開を目指
したいとのことであった。

二日目は、ストックマネジメントへの取組について、福
井県丹南農林総合事務所の菅原課長より越前市の武生承
水路第 2 地区について説明を受けた。

本地域の対象施設は流域に山地、宅地を多く抱えてい
るため常に排水量が多いことや河床が土造であるため、
排水路の泥上げ、洗掘対策等維持管理が困難な状況で
あった。また、造成後 40 年を経過していることや、排水
の流水による洗掘等が著しいことから機能診断をした結
果、ブロック積の目地開き、はらみ、欠損等が局所的に
発生していた。さらに、下流部区間では全体的な排水路
の沈下、施設の能力低下が問題となっていた。このため、
局所的に欠損している区間の補修、不等沈下区間の改修、
河床洗掘の対策を平成26年から28年まで実施している。

参加者は、担当者からの説明を熱心に聞き入っており、
質疑応答もなされ有意義な研修会となった。

松阪支部先進地
視察研修報告について

アバンセ乾側 武生承水路
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1．実施日
平成 27 年 12 月 4 日（金）
2．視察研修先

愛知県蒲郡市豊岡三谷　「とがみ地域資源保全会」
3．参加者

東紀州支部管内会員　20 名

東紀州支部
先進地研修について

組んで 9 年目になり、活動としては 4 班体制で、各班に
調査役員を置き、日常点検をしている。特に台風の前は
地域内を見回りし、危険箇所については修繕を行い、被
害が最小限に抑えられるよう取り組んでいた。

また、啓発普及として学校側との連携を図り小学生自
身が看板を作成し、地域へ活動組織の PR をしている。

そして、農地集積が進んだことから、農地の有効利用
と販路拡大を目指し、地域住民との交流活動として、活
動組織内で砥神山麓収穫体験園グループを発足し野菜や
みかんの収穫体験園やオーナー園、みかんを使ったワイ
ンや缶詰等を作るなど、農業経営の多角化を図っている
と説明された。

説明後、現地研修に移り、現地では活発な質疑応答が
なされ有意義な研修となった。

　12 月 4 日（金）に蒲郡市において、多面的機能支払
交付金事業「とがみ地域資源保全会」を視察研修した。

蒲郡市産業環境部農林水産課の三浦課長補佐より地域
の概要説明を受け、引き続きとがみ地域資源保全会の小
嶋代表より日常の活動内容について説明を受けた。

この地域は、愛知県蒲郡市の中東部に位置し、温暖な
気象条件、恵まれた地理的条件のもと柑橘を中心とした
営農が展開され、「蒲郡みかん」の産地となっている。

豊岡三谷集落は、県営畑地帯総合整備事業により 20a
を標準とした区画整理、用水路、排水路及び農道の整備
を行うとともに、農地の換地による積極的な集団化を行
うことにより、農作業の効率化、安定的な用水の確保、
ブランド品種「箱入娘」の栽培促進が図られるなど、生
産性の向上、農業経営の安定化に寄与している。

とがみ地域資源保全会は、多面的機能支払事業に取り

説明会の様子

蒲郡市役所の三浦課長補佐より概要等の説明

とがみ地域資源保全会の小嶋代表より現地説明

現地の様子
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伊勢志摩サミット
三重県民会議公式ポスター
第４弾のデザインを公募します

その他、詳細は伊勢志摩サミット三重県民会議ホームページをご確認ください。

　伊勢志摩サミット三重県民会議では、多くの方に伊勢志摩サミット開催をＰＲ
するための第１弾ポスター、県民会議の象徴となるシンボルマークの決定を告
知する第２弾ポスターを作成しました。また、「おもてなし」をテーマに県民の
皆さんの意識の啓発を目指す第３弾ポスターを公募し決定しました。
　引き続き第４弾として、県民会議の基本方針の一つである「三重の発信」を
テーマにポスターを作成するため、デザインを広く公募します。

1 募集のテーマ 「三重から世界へ（三重の魅力の発信）」

　国際的な発信に注力する時期に三重の魅力を改めて発信するとともに、世界のメディアが注目する訴求力のあるデザインの作
品を募集します。

2 応募資格
　国籍、年齢、プロ、アマチュアを問いません。また個人、グループ、団体、法人どなたでも応募が可能です。

3 応募方法等
（1）応募点数 1人（1グループ等）3点まで
（2）応募期間 平成28年2月5日（金）まで（必着）
（3）提出物　　
　（ア）応募作品が手書き作成の場合／応募申込書、Ｂ2版サイズのケント紙に描いた「作品原本」
　（イ）応募作品がパソコン作成の場合／応募申込書、作成したデザインをＢ2判の用紙にカラー印刷した「デザイン見本」

（4）提出先
　　〒514－0004 三重県津市栄町2丁目380番地　ＨＯＷＡビル津4Ｆ
　　伊勢志摩サミット三重県民会議事務局事業推進課　「伊勢志摩サミット三重県民会議公式ポスター募集」係
　　ＴＥＬ 059－253－5497

（5）提出方法 「持参」又は「郵送（書留郵便）」に限ります。応募締切りまでに必着するよう提出ください。

第1弾

第2弾

第3弾

伊勢志摩サミット･三重県 検索



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


