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就任のご挨拶

三重県土地改良事業団体連合会 専務理事

福岡

重栄

会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
このたび、4月1日付けをもちまして三重県土地改良事業団体連合会

専務理事に就任しました福岡重

栄でございます。平素は、本会の運営につきまして格別のご理解とご協力を賜っておりますことに対し厚く
お礼申し上げます。
本年 4月に発生した熊本地震から早3 か月が経ちました、尊い人命とともに地域の誇りであった多くの文
化財や、豊かな自然にまで壊滅的な被害をもたらしました、被災地では今も 5,000人弱が避難生活を余儀
なくされていると伺っております。一刻も早い復興・復旧をお祈り申し上げますとともに、被災されました皆
様には改めましてお見舞い申し上げます。
さて、我が国の農業は、TPP 協定交渉の大筋合意を受け、昨年11月に決定された「 総合的な TPP
関連対策大綱 」
に沿い、農業の成長産業化を加速していくことが求められる一方で、農村地域では、農業
者の高齢化、
土地持ち非農家や耕作放棄地の増大、
担い手不足の深刻化、ため池を含む農業水利施設
等の老朽化の進行など、
数多くの課題が山積しております。
このような中、
国においては新たな土地改良長期計画の策定に向け、
本年 6月に案が取りまとめられると
ともに、
三重県では農業農村整備の長期計画として
「三重県農業農村整備計画 」
が本年 3月に策定され、
新たな農業・農村整備に向けた施策展開のスタートを切ろうとしています。
このようなことを踏まえ、我々水土里ネットみえは、これからの農業農村整備事業が果たすべき役割を
改めて見つめ直し、先人たちのたゆまぬ努力により築き、営々と引き継いできた地域資源を未来へ継承し
ていくため、国、県はもとより会員である市町、地域水土里ネットの皆様と連帯を図りながら、地域農業の
発展と、地域活性化のため、時代の変化に対応しながら必要とされる事業を推進していくとともに、農業・
農村が有する多面的機能の役割を広く県民に発信してまいりたいと考えています。
地域の農業・農村が大きく変貌しつつある今こそ、会員の皆様と心を一つにして行動してゆくことが何よ
り重要であり、国民の財産である「水」
「土」
「 里」
を守るため引き続き皆様のご支援、ご協力をお願い申
し上げますとともに、会員の皆様のますますのご健勝とご活躍を祈念申し上げまして、就任のあいさつとさ
せていただきます。
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就任のご挨拶

三重県農林水産部
農業基盤整備・獣害担当 次長

平野

繁

会員の皆さまにおかれましては、ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、三重県の農林水産行政の推進、とりわけ農業農村整備の振興に多大なるご尽力を賜り厚く御
礼申し上げます。
私こと、
この4月の人事異動により三重県農林水産部農業基盤整備・獣害担当次長を拝命いたしました。
はなはだ微力ではございますが、農林水産行政の推進に全力を尽くす所存でございますので、一層のご指
導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
去る 5月26日、27日に開催されました伊勢志摩サミットは、
全日程を無事成功裡に終了することが出来ま
した。サミット開催を通じて三重の自然、食の魅力を世界的に発信できたものと確信しております。これも
皆さま方のご協力の賜物と考えており、この場をお借りしまして、
改めてお礼申し上げます。
さて、皆さまが一翼を担う「 農業農村の基盤整備」
は、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業農村を守る非常に重要な事業であり、
国の「食料・農業・
農村基本計画」
においても、
農業の構造改革や国土強靱化に資する施策の柱として位置づけられています。
三重県としましても、
地域の特性を生かした農業農村整備を計画的に進めるため、
平成 28 年 3月新たに
「三重県農業農村整備計画 」
を策定し、この計画の実現に向けて、ほ場の大区画化や農業用水路のパ
イプライン化など生産基盤の整備、
農業用ため池や排水機場等の耐震対策や長寿命化などに取り組むこ
ととしています。
また、三重県では、発生が懸念されている南海トラフ地震に伴う大規模な津波災害に備えて、被災した
農地及び農業用施設の復旧の手順等を定めた「三重県農業版ＢＣＰ」を平成 28 年 3月に策定し、この
計画に基づき、平成 28 年 3月11日に県と会員の皆さまである市町、水土里ネットみえで構成する「土地改
良施設等ＢＣＰ協議会」
を発足いたしました。今後、
土地改良施設等のＢＣＰにかかる災害時の応急対策
に関する取組をより充実させていくこととしています。
こうした取組を着実に実施していくためには、会員の皆さまのご協力が大変重要でありますので、引き続
き、ご支援ご協力の程、よろしくお願いいたします。
最後になりましたが、会員の皆さまのご健勝を心からお祈り申し上げまして、就任の挨拶とさせていただ
きます。
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県の組織が変わりました

県では、農山漁村の自然・歴史・文化など、地域の魅力を広く発信し、農山漁村地域の基幹産業である農林水

産業をベースとして、多様な雇用機会の創出とともに、生活環境の整備を通じて移住促進につなげるなど農山漁
村地域の持続的な活性化を推進するため、
本年度、
新たに
「 農山漁村づくり課 」
を創設し、
「 農業基盤整備課 」
「農
地調整課 」
と併せて 3 課体制で農業農村整備を推進することになりました。

○農業基盤整備課（15 名）
課長

森

芳宜

経営体の規模拡大と生産経費の低減を図るため、農業用水のパイプライン化、土地改良施設の長寿
命化などの生産基盤整備を推進するとともに、
農地・農村の防災・保全等を計画的・効率的・総合的に
実施します。
農業基盤企画班（6 名）

農地防災班（4 名）

国営調整水利班（4 名）

農業基盤整備事業にかかる企

安全・安心な農村づくりのため

農業用水のパイプライン化、土

画および調整を行うとともに、
「三

に、農地防災、農道整備や災害復

地改良施設の 長寿命化などの農

重県農業農村整備計画 」
における

旧事業に取り組むとともに、ハザー

業生産基盤の整備を推進し、
経営

主要施策の 総合的かつ計画的な

ドマップ作成の促進や土地改良施

体の規模拡大と生産経費の低減

推進を図ります。

設等ＢＣＰ作成を支援します。

を図り、持続性の高い「もうかる農
業」
の実現に繋げます。

○農山漁村づくり課（12 名）
課長

杉井

孝充

農山漁村と都市との交流や農山漁村のくらしの魅力発信、地域資源を活用した観光創出、自然体験
活動の促進などにより、地域の特性を生かした多様な雇用機会の創出の取組や、農業・農村が持つ多
面的機能の維持・発揮に向け、多様な主体の自主的な活動を持続的に発展させていく仕組みづくりを推
進します。
農山漁村活性化班（5 名）

農地水保全班（3 名）

人や 産業が元気な農山漁村づ

農村環境づくり班（3 名）

農業及び 農村の 有する多面的

農業及び 農村の 活性化を 図る

くりに向け、地域資源を活用した付

機能を維持・発揮させるため、地

ため、
地域の多様なニーズに応じた

加価値向上の取組を推進するとと

域資源の 保全や 景観形成などに

農業生産基盤や農村生活環境の

もに、地域資源を活用した高付加

向けた共同活動やその体制づくり

整備を総合的に行うことで地域を

価値化等を通じて雇用の創出に取

を支援します。

支援します。

り組む団体を支援します。

○農地調整課（14 名）
課長

郡山

武司

食料の安定供給や多面的機能の発揮が求められる農用地を良好な状態で確保するため、計画的な土
地利用、農業振興地域の整備計画の適正な管理、土地改良区の組織および施設管理体制の整備を促
進します。
農地班（7 名）

用地班（6 名）

農業振興地域の整備に関する法律及び農地法の

土地改良区等の指導・監督、土地改良事業の法

適正な運用を図り、優良な農地の確保に努めるとと

手続・審査・融資、農用地の交換分合・換地、土地

もに農地の計画的な土地利用の調整を行います。

改良事業等の用に供する土地等の買収・補償等に
関する事務を行っています。
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水土里ネットみえ

亀井会長挨拶

石垣三重県副知事の祝辞

り祝辞を賜り、その他ご臨席をいただいた来賓の紹介及び

水土里ネットみえは、第 59 回通常総会を去る 3月22日午

祝電が披露された。

後1時 30 分より津市の「ホテルグリーンパーク津 6 階伊勢の

続いて、長島町土地改良区の伊藤理事長を議長に選任し

間」
で、
関係官公庁・団体より多数の来賓を迎え開催した。

て議事に入った。上程された議案（ 後記 1）
の第1号議案か

開会に当たって、亀井利克水土里ネットみえ会長は、我が
国の農業・農村が農業従事者の高齢化、減少とともに、高

ら第 4号議案は、原案どおり承認され、第 5号議案

理事、

齢者のリタイヤ等による農地の荒廃、担い手不足等による農

監事の選任においては、まず、
総会で詮衡委員を選任され、

地、農業用水の管理、営農の継続への影響など、多くの課題

暫時総会を休会して詮衡委員会を開催し、新役員の候補者

を抱え、更には、TPP 交渉の大筋合意の結果を踏まえ、国

が決定した。これを受けて総会が再開され詮衡委員会の報

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

告どおり新役員が了承された。引き続き、理事による互選会

を講じる必要があるとし、農業の大きな転換期と重要な局面

で会長、
副会長、
専務理事が、
監事による互選会で代表監事

に直面しているとし、その対策として農業農村整備事業の

を決定し、引き続き会長に亀井名張市長が、代表監事に森

重要性を訴えた。

鈴鹿川沿岸土地改良区理事長代理が選任された。
（ 新役員
については 22 ページ機構図参照 ）

農業農村整備事業は、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においても重要な役割を果た

続いて、
「 決議 」
（ 後記 2）
を中山専務理事が朗読、満場

し、持続可能な強い農業の実現のため、ほ場の大区画化や

一致で採択し、国・県に強く要望することとし、4月の新年度

パイプライン化、汎用化等の農地整備、更には、適時適切な

体制の組織に対し要請活動を行っている。
最後に、中川 堯 副会長から閉会の挨拶があり、盛会裡に

農業水利施設等の維持・更新整備、加えて近年の気候変

閉会した。

動による豪雨災害の多発や排水機、ため池、井堰の老朽化
による防災・減災対策が必要となっている。
本会としては国・県・会員である市町、地域水土里ネットと
連携を図り、地域農業の発展と地域の活性化のため、農業
農村整備事業の重要性・緊急性を広く訴えるとともに、みな
さまから支持される農業農村整備事業の実現に向けその先
頭に立ち努力することを述べ、みなさまの更なる支援と協力
をお願いした。
続いて、土地改良功労者表彰が行われ、土地改良事業に
功績のあった 20 名の方々
（ 後記 3）
が表彰された。
その後、石垣三重県副知事、田辺東海農政局長、中村三
重県議会議長、進藤都道府県水土里ネット会長会議顧問よ
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

総会の様子

（ 後記 1）

平成 26 年度事業報告、
同一般会計収支決算並びに同財産目録の承認について
平成 27年度一般会計収支補正予算の承認について
定款の変更について
平成 28 年度事業計画、同賦課金の賦課基準並びに徴収方法、同一般会計収支予算、同借入金の限
度額並びに借入方法、
同預入金融機関及び同役員報酬の議決について
理事、
監事の選任について
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（ 後記 2）

髙橋

猛 和 有滝土地改良区

理

事

長

みやもと

宮本

ぎんひろ

銀 博 有滝土地改良区

理

やまざき

ひろのぶ

弘 宣 阿山町土地改良区

総 括 監 事

の が み

ま さ お

理

事

理

事

博 名張市土地改良区

事 務 局 長

明 則 市木川沿岸土地改良区

な か の

ひろし

き た じ

あきのり

北 地

代

総

智之 白山町土地改良区

（故）
岩脇

中 野  

代

総

和 人 高野井土地改良区

か ず と

中山

ともゆき

いわわき

正 夫 四十九東部土地改良区

野 上

長

事

なかやま

池山

山﨑

事

ま さ き

理

まさる

理

正 木 菰野町土地改良区

水土里ネットみえ第 59 回通常総会「決議」に基づく要請活動

事

誠 道 鈴鹿川沿岸土地改良区

しまはら

理

長尾

島原

勝 其村土地改良区

いけやま

事

まさみち

理

安 親 中野土地改良区

議

長

淳 明和土地改良区

役職名
所属団体

決

事

な が お

農業・農村は、食料の生産だけでなく、国土の保全、水源のかん養、豊かで美しい景観形成など
多面的機能を有し、人々に多様な恩恵をもたらしている。
しかしながら、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る。
こうした状況の下、国においては、
「 新たな食料・農業・農村基本計画 」が策定され、
「 強い農業 」
と「 美しく活力ある農村 」の創出を目指すことが示された。
農業農村整備は、地方創生、国土強靭化、農業の競争力強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に当たっては、欠くことのできない施
策である。
今こそ、農業・農村施策の改革を加速化するためにも、農業農村整備事業の計画的かつ安定的
な事業実施が必要不可欠となる。
我々水土里ネットは、これまで培ってきた経験と技術を活用し、国や県が目指すべき方向の実
現に向け、積極的な貢献を果たしていく覚悟の下、農業・農村の発展が滞ることのないよう、左記
事項の実現を図り、農業農村整備を推進していくことを総会の名において決議する。

理

たけかず

やすちか

記

伊 助 豊浜土地改良区

たかはし

岩 男 三寺土地改良区

いちかわ
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奥山

事

理

肥田

市川

一、ＴＰＰ交渉の大筋合意の結果を踏まえ、将来にわたって農業者が希望を持てるよう、万全な
対策への取組み
一、安全・安心で快適な農村づくりと定住化を図るため、ため池を含む老朽化した農業水利施
設の長寿命化や耐震化等の防災・減災対策と中山間地域の総合的振興等の推進
一、担い手への農地集積の加速化、経営基盤の強化・拡大を実現し、攻めの農業を展開するため、
水田の大区画化、パイプライン化等の整備をはじめとする各種対策の推進
一、農業・農村のもつ多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払制度の推進
一、農村の資源を有効に活用し、再生可能エネルギーの普及、維持管理費の低減等に資する小水
力発電等の推進
一、右記事業の着実な推進を図るための十分な予算の確保と、農家負担軽減へ向けての一層の取
組み
一、水土里ネットの適正な評価及び位置づけと組織・運営基盤の強化にかかる一層の取組み

平成二十八年三月二十二日
三重県土地改良事業団体連合会
第五十九回通常総会

対し、
右記の日程で要請活動を行っている。

事

い す け

杉山

員

職

要 請 先
自由民主党三重県支部連合会
民進党三重県総支部連合会
東海農政局

採択された「 決議 」
については、4月の新年度体制の組織に

理

おくやま

い わ お

だ

ひ

正 樹 木曽岬町土地改良区

道藤

日
付
平成 28 年 4月20日
平成 28 年 4月20日
平成 28 年 4月21日

水土里ネットみえ第59 回通常総会において、満場一致で

事

あつし

恭 平 明和土地改良区
北山
事
理
直 喜 長島町土地改良区

事

理

すぎやま

ま さ き

どうとう

長

きょうへい

長

きたやま

伊藤

企画工務課長
利 秋 中勢用水土地改良区
横山
長
事
理
友 行 西桑名土地改良区
多賀

な お き

い と う

としあき

よこやま

名
氏
役職名
所属団体
名
氏

ともゆき

が

た

（ 後記 3）

三重県土地改良事業団体連合会会長表彰

平成 27年度事業中間報告・
全国水土里ネット第58 回通常総会が、
去る 3月25日
（ 金 ） 事業追加報告・収入支出決算、
午後1時より東京都千代田区平河町の
「 都市センターホテル」 収入支出補正予算、平成 28 年度事業計画・収入支出予算

T
P
P

記

最後に決議文を総会の名において採択し、
第58 回通常総
出席した。

会が締めくくられた。
二階俊博全国水土里ネット会長の挨拶の後、
平成 26 年度
平成二十八年三月二十五日

議

T
P
P

T
P
P

全国土地改良事業団体連合会 第五十八回通常総会
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決

T
P
P

一 安定的・計画的な事業執行のために、平成二十九年度当初予算においては、現場のニーズに十分応えられる規模の農業農村整備予算を確保すること。
さらに、
対策については、既存の農林水産予算の枠組みに影響を与えないよう、政府全体で毎年度責任を持って必要な予算措置を講ずること。
一 担い手への農地集積、コスト低減、高品質・高収益な作物の生産等、農業の構造改革を加速化するため、水田の大区画化や汎用化、畑地化、畑地・樹
園地の高機能化等の対策を着実に推進すること。その際、中山間地域等においても地域特性を踏まえた基盤の整備により農業経営の持続的な発展が
可能となるよう十分配慮すること。
一 東日本大震災を始めとする災害からの一日も早い復旧・復興を進めるとともに、農村地域の強靱化に資するよう、ため池を含む老朽化した農業水
利施設等の長寿命化や耐震化、洪水被害防止等の防災・減災対策を、国が責任を持って着実に推進すること。
一 多面的機能支払制度の推進に当たっては、地域協議会や水土里ネットがこれまで培った技術、経験などもてる能力を十分発揮し、制度の効率的・効
果的な推進に貢献すること。その際、国において十分な予算確保を図ること。
一 農地中間管理事業の推進に当たっては、水土里ネットが有する技術、経験、地図情報システムを活用し、農地整備事業との連携を始め、担い手の育成
や面的集積、地元調整、行政機能の補完など、制度の円滑な推進に貢献すること。
農村の資源を有効に活用し、再生可能エネルギーの普及、維持管理費の低減に資するため、小水力発電等を推進すること。
構造改革の推進による組合員の減少や電気料金値上げなど、水土里ネットの運営基盤が大きく揺らいでいる中、今後とも担い手等の求める高度な施
設の維持管理が行えるよう、農事用電力の維持など水土里ネットの運営基盤の強化を図ること。
一
一

昨年十月、
協定交渉が大筋合意され、この二月には、参加十二ヶ国が協定文に署名を行ったところである。
協定は、政府の試算によると、
わが国にメリットがある一方、将来的に農産物の価格低下なども想定されている。
協定の締結が予定される中、農業就業者の努力が報われる農業
の実現に向けて、農業の成長産業化を加速することが求められている。
一方、農村では、都市に先駆け高齢化や人口減少が進んでおり、農業就業者の高齢化、減少等による農地の荒廃や、担い手不足等による農地、農業用水
等の管理や営農の継続への影響など、農業・農村に様々な影響をもたらすことが想定されるところである。
水土里ネットは、力強い農業の実現等を 通じた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、先人達のたゆまぬ努力により 維持・
活用さ れ て き た 農地・ 農業用水等の 地域資源を 良好な 状態で 次世代に 継承し てい く 責務が あ る。この 責務の 遂行に 不可欠な 農業農村整備予算は、
昨年、「 闘う土地改良 」の旗印の下、組織を挙げて様々な活動を行った結果、平成二十七年度補正予算と平成二十八年度当初予算を合わせ、前年度より
一千二百二十二億円の増額を実現することが出来た。それでも、予算は大幅削減前の水準に未だ達しておらず、引き続き、当初予算の増額などを要求し
ていく必要がある。
一方、農業・農村は、土地持ち非農家や耕作放棄地の増加、資源管理の粗放化等の多くの課題に直面しており、持続可能な強い農業を実現するためには、
農地の大区画化、汎用化等の農地の整備や適時適切な農業水利施設等の維持・更新が必要となっている。加えて、気候変動による豪雨災害の多発や全国
各地でため池を含む農業水利施設等の老朽化が進行する中、国民の生命と財産を守るためにも、農村地域の防災 減
･ 災対策の推進が重要な課題となって
いる。
こうした状況の下、政府は総合的な
関連政策大綱を策定し、平成二十七年度補正予算に
対策費を措置するとともに、農林水産業・地域
の活力創造プランや国土強靱化基本計画、さらには、地方創生や一億総活躍社会の実現に向けて、各種施策に積極的に取り組んでいるところである。
水土里ネットは、農業・農村、更には、我々自身が抱える課題をも直視し、国が示した農政の方向を踏まえ、女性の能力も活用しつつ積極的な貢献を果
たしていく覚悟である。
以上のことを踏まえ、ここに参集した同志が「 闘う土地改良 」の旗印の下に一致団結して、次の事項の実現を図り、農業農村整備を推進していくこと
を総会の名において決議する。
T
P
P

T
P
P

等11議案が審議され原案どおり承認された。
で開催され、全国の各水土里ネットの代表者及び関係者が

来賓挨拶「森山農林水産大臣」

二階全国水土里ネット会長挨拶

第 57 回全国土地改良功労者表彰式、農業農村整備優

三重県1 地区 ）
、金章 34 地区（ 内三重県1 地区 ）
、銀章 64

良地区コンクール 表彰式、21世紀土地改良区創造運動表

地区（ 内三重県2 地区 ）
、銅章 21地区、個人表彰として 107

彰式が、3月25日
（ 金 ）午後 2 時 30 分から東京都千代田区

名（ 内三重県2 名）
が受賞した。

平河町のシェーンバッハ・サボーで開催された。

平成 27年度農業農村整備優良地区コンクール表彰式に

表彰式には、農林水産省より森山農林水産大臣をはじ

おいては、農業生産基盤整備部門として農林水産大臣賞 2

め、
末松農村振興局長、
室本農村振興局次長ら幹部が来賓

地区、農村振興局長賞4 地区、全国水土里ネット会長賞6 地

として出席し、全国より受賞者をはじめ多数の関係者が参集

区、農村振興整備部門として農林水産大臣賞 2 地区、農村

した。

振興局長賞4 地区、全国水土里ネット会長賞 1地区が表彰さ

式典では、主催者を代表して二階全国水土里ネット会長

れた。

が式辞を述べ、次に来賓挨拶として森山農林水産大臣が祝

21世紀土地改良区創造運動表彰式においては、大賞 2

辞を述べ、次いで、進藤都道府県水土里ネット会長会議顧

地区、
部門賞 2 地区、さなえ賞 2 地区が表彰された。

問が祝辞を述べた後、
表彰に入った。

受賞された関係機関並びに関係者の方々には、あらため

第 57回全国土地改良功労者表彰式においては、団体表

て心からお祝い申し上げます。

彰として農林水産大臣賞5地区、
農村振興局長賞4地区
（内

【三重県内受賞団体並びに受賞者】
農村振興 くしだがわはらいがわえんがん
櫛田川祓川沿岸土地改良区
局長賞
団体表彰

金 章

ひがしおいず

東大淀土地改良区
はたどの

機殿土地改良区
銀 章

まつさかにしくろべ

松阪西黒部土地改良区
中村豊實（ 丹生土地改良区理事長）

職 員

奥野幹彦（宮川用水土地改良区事務局長）

個人表彰
本県で受賞されたみなさん
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なかむらとよみ

役 員

おくのみきひこ

農業農村整備の集い

－ 農を守り、地方を創る予算の確保に向けて －
復興と、支援体制の確立のため全国の会員に支援・協力要
請があった。また現在農林水産省が策定を進めている土地
改良長期計画においても社会資本の継承・新たな価値の
創出と農村協働力を掲げ、
「 強くて豊かな農業 」
、
「 美しく活
力ある農村」
、
「 強くてしなやかな農業・農村」
目指し検討さ
二階全国水土里ネット会長

挨拶

加藤農林水産大臣政務官

れている事が報告され、これらの政策実現のため、我々土

祝辞

地改良の願いを国民に知ってもらうため、土地改良の代表
者が必要であり、皆さんも力を尽くしていただきたいと力強い
挨拶があった。
次に、来賓を代表して加藤農林水産大臣政務官、稲田政
務調査会長、石田政務会長が祝辞を述べられ、その後、全
国水土里ネット会長会議の進藤金日子顧問より情勢報告が

稲田自由民主党
祝辞

政務調査会長

あった。

西村水土里ネット石川会長による
ガンバロウ三唱

事例発表の後、要請案文朗読となり、
「 平成 29 年度当初

全国水土里ネット及び 都道府県水土里ネット共催によ

予算において、地域の要望に十分応えられる規模を確保す

り、去る平成 28 年 5月30日（ 月）
、東京都千代田区平河町

ること」
、
「 平成 28 年度予算においても、現場のニーズに十

のシェーンバッハ・サボーにおいて、加藤農林水産大臣政

分対応できるよう、
速やかに追加的な予算措置を講ずること」

務官、稲田朋美自由民主党政務調査会長をはじめ、多数の

の要請書の案文を全会一致で採択した。

国会議員、農林水産省の幹部を来賓としてお招きし、全国

最後に、水土里ネット石川の西村会長による「ガンバロウ

から参加した農業農村整備関係者を合わせて約 1,000 名

三唱 」が行われ、
「 農業農村整備の集い」は盛会のうちに

が参集し、
「 農業農村整備の集い」が開催された。

終了した。
閉会後、県選出国会議員に対して要請書を手渡し、農業

開会にあたり二階俊博全国水土里ネット会長は、この 4

農村整備の予算の確保を訴えた。

月に発生した熊本地震で被災された農家の方々への今後の

農業農村整備事業関係予算の確保を要請
去る 4月27日
（ 水）
、三重県農林水産部農業基盤整備課
辻森課長に同行を願い、農業農村整備事業関係予算の確
保を求め、農林水産省並びに三重県選出国会議員に対し要
請活動を実施しました。
農林水産省では、森山農林水産大臣をはじめ、末松農村
振興局長、室本農村振興局次長、印藤整備部長にはそれぞ
れ時間をとっていただき、平成 27年度補正予算と平成 28 年
度当初予算を合わせ 1,222 億円の増額を実現できたことに

森山農林水産大臣（右から二人目）

対するお礼と三重県の農業農村を取り巻く現状とその課題
に解決に向けて①農業の競争力強化に向けて必要となる生
産基盤の整備を計画的に進めるため、農業農村整備事業に
係る予算を十分確保すること。また、ＴＰＰ関連予算につい
ても継続して十分な額を確保すること。②大規模災害に備
え、老朽化が進む農業用ため池や排水機場及び頭首工等の
基幹的農業水利施設の整備を計画的かつ着実に進めるた
め、必要な予算を十分に確保することの 2 項目について要請
し、
その後、
議員会館へ出向き三重県選出国会議員に対し、
同内容の要請をしました。

大臣に要請する亀井会長
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1 はじめに

三重県農業版ＢＣＰの概要

ＢＣＰ
（ 事業継続計画 ）をご存じでしょうか。ＢＣＰとは

第1章

Business Continuty Plan の略で、災害などのリスクが発生

＜目的＞
津波による被災農地および農業用施設の速やかな復旧と
円滑な営農再開につながる体制整備や対策を構築する考え
方を示す
＜想定事象＞
南海トラフ地震に伴う津波が発生した場合を想定。
＜計画のステージと業務継続の基本方針＞
事前対策、
応急業務、
復旧・復興業務の取組を整理

したときに重要業務が中断しない、また中断した場合でも、
目標許容時間内に重要な機能を再開させリスクを抑えるため
に、あらかじめ被害想定や被災時の対応などを定めた計画
です。
東日本大震災で受けた甚大な被害や南海トラフ地震が発
生した場合の被害想定などによって、ＢＣＰの重要性が再認

第2章

識されており、多くの企業やインフラ管理者がＢＣＰの策定に
三重県でも、南海トラフ地震に伴う津波被害からの農地お
よび農業用施設の復旧や営農再開に向けた考えを示すた
め、
平成 27年度に三重県農業版ＢＣＰを策定しています。
三重県農業版ＢＣＰの概要

第3章

三重県農業版ＢＣＰは、
津波による被災から速やかな復旧

被災から営農再開までの行程

1 災害発生時における体制の整備

と円滑な営農再開を目的として、体制整備や対策を構築する
考えを示しており、
「 過去最大クラス」
の津波浸水予測を基に、

＜農地・農業用施設等の復旧に向けた体制の整備＞
「三重県農業復旧・復興本部（ 仮称 ）
」
を設置
2 発災時の応急業務
＜農作物の応急業務＞
＜家畜等の応急措置＞
＜用水供給に関する応急措置＞

農地や農業用施設等の被害想定を行っています。
災害発生時には、農業復旧・復興本部（ 仮称 ）
を設置す
るとともに、農作物の応急業務や家畜等の応急措置、用水
供給に関する応急措置などを定めています。

3 農地・農業用施設復旧までの行程

また、農業用施設復旧までの手順を整理して、応急対策の

＜農地・農業用施設等の復旧に向けた流れ＞
津波等による農地及び農業用施設に被害が発生した際の
対応の流れを整理

優先順位の選定を行うことや、
営農再開に向けた体制整備、
除塩手法や生産技術情報の提供について記載するととも

1 災害発生
2 被害状況の把握
3 農業用施設のダメージを把握
4 排水作業の実施 （ 実施順位の確認 ）
5 がれき除去、土地改良施設の復旧
6 営農再開に向けた取組

に、事前対策として土地改良区やＪＡ等によるＢＣＰ策定の促
進や関係団体連携などを記載しています。
3

被害想定主要施設

＜前提となる被害想定＞
津波浸水予測の「 過去最大クラス」津波を想定
＜浸水区域における主な農業用施設等＞
①農地
7,037ha
②排水機場122 か所
③揚水機場 31 か所
④樋門、
樋管 8 か所
⑤ため池 24 か所

取り組んでいます。

2

総則

土地改良施設等ＢＣＰの策定について

4 営農再開までの支援

土地改良施設は、平時は用水供給や農業被害の防止な

＜営農再開・農業振興に向けた体制の整備＞
＜浸水農地における除塩＞
＜生産に関する技術情報の提供＞
①水稲品種の耐塩性情報の提供
②安定生産に向けた技術支援

どの機能を発揮していますが、大規模な津波災害などが発
生した場合には、円滑な救助作業のための排水機の運転な
ど、公共的な役割も期待されており、県内では国営土地改良
施設等を管理する 4 つの土地改良区でＢＣＰが策定されて

第4章

います。

事前に行う対策

1 農業関係施設等におけるＢＣＰの策定

県では、三重県農業版Ｂ

＜農業関係施設等におけるＢＣＰの策定推進＞
土地改良区やＪＡ等に対して、
ＢＣＰの策定を促進
＜県版ＢＣＰと関係団体ＢＣＰの連携＞
県版ＢＣＰやそれぞれのＢＣＰ間での協力体制等の構築を
推進
＜国、
関係企業・団体等との協議＞
被災した農業用施設の復旧および営農の再開や継続等を
円滑に進められる体制をあらかじめ整備

ＣＰと各土地改良施設のＢ
ＣＰとの連携強化と、さらな
る防災意識の向上が重要な
ことから、土地改良区等のＢ
ＣＰ作成に支援していくこと
としています。

2 その他事前対策
＜農地等の復旧に関する考え方の共有＞
農業者、
関係団体等が復旧手順などを認識共有
行政、
＜農業用施設等の施設台帳のバックアップ＞
＜災害時における情報収集手順の整理＞
＜被災農家等の相談窓口設置の体制整備＞
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国営施設応急対策事業
『宮川用水地区』の開所式が行われました。

平成 28 年 5月12日
（ 木）
に国営施設応急対策事業「 宮

改良事業（ 昭和 32 年度～ 41年度）
などにより造成されま

川用水地区」
の開所式が行われました。

したが、取水工である粟生頭首工では、近年ゲートの開閉

開所式には、
伊勢市、
多気町、
明和町、大台町、玉城町、

動作不良など不測の事態が発生し、農業用水の安定供給

宮川用水土地改良区などの来賓及び東海農政局、
三重県

に支障を来しているとともに、維持管理に多大な費用と労

の関係者ら約 40 名が出席しました。

力を要しています。

この開所式では、丹羽東海農政局農村振興部長の挨

このため、本事業では不測の事態が発生している粟生

拶、鈴木宮川用水連絡協議会会長（ 伊勢市長 ）
、奥山宮

頭首工のゲート設備等の整備を行ない、施設の機能を保

川用水土地改良区理事長及び平野三重県農林水産部農

全することにより、農業用水の安定供給と維持管理の費用

業基盤整備・獣害担当次長の祝辞のあと、
岡部宮川支所

及び労力の軽減を図り、農業生産性の維持及び農業経営

長からの事業計画概要の説明がありました。

の安定につなげていくものです。

本地区は、三重県の中・南西地域に位置し、一級河川

東海農政局をはじめ、関係市町、宮川用水土地改良区

宮川沿いに広がる伊勢市他４町にまたがる農業地帯で、

関係者の御尽力のもと、事業が実施されることは、三重県

水稲を中心に、水田の畑利用による小麦、大豆、野菜等を

農政にとっても大変喜ばしいことです。宮川用水土地改良

組み合わせた農業経営のほか、畑での野菜、果樹の専作

区及び関係者の皆様の益々の御発展を祈念し、紹介させ

等による農業経営が展開されています。

ていただきました。

本地域の基幹的農業水利施設は、国営宮川用水土地
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三重の土地改良アラカルト
「中勢用水小水力発電所」運転開始式を開催
津農林水産事務所 安濃ダム管理室長 南部正臣

来賓によるテープカット

3月27日
（日）
、三重県が津市芸濃町の安濃ダムにおいて

521ｔの二酸化炭素を削減することとしています。

建設を進めていた農村地域自然エネルギー活用推進事業中

また、当事業は、本年度に周辺整備を実施し、完了する予

勢用水地区の小水力発電所が完成し、中勢用水土地改良区

定です。

主催の運転開始式が開催されました。
安濃ダムは、国営かんがい排水事業中勢用水地区にて建
設され、平成元年12月より三重県が管理を行っている有効
貯水量 9,800 千 m3の農業用水専用の利水ダムで、小水力発
電所は、その放流水のエネルギーによって最大出力338kW
を発電するものです。
施設は 4月より中勢用水土地改良区が管理し、発電され
た電力は全量を電力会社に売却し、収益は農業水利施設の
維持管理に充当することとしています。
式典は、桜の開花の中、主催者を代表して中勢用水土地
改良区理事長の挨拶で始まり、運転開始セレモニーとして知
事や市長ら来賓によるテープカットが行われました。
三重県では、農業用水を活用した小水力発電施設の整備
を行うことにより、年間で 93万8千ｋWh の発電を行い、約

水車及び発電機
12

【須賀環境保全会】平成27年度の活動を報告します！！ 松阪市
施しています。

須賀環境保全会では平成 27年度には、次の 3点をテーマ

この活動を通して、
子ども、
親、
祖父母の世代間交流が図ら

に活動を推進してきました。

れ、
有意義な時間を過ごすことが出来ました。

①地域資源の基礎的保全活動

③施設の長寿命化のための活動

農地、水路、農道の保全が中心ですが、特に共用部分であ

長年の使用で、老朽化した

る水路・農道の草刈や水路の泥上げ等を対象としています

水路やその付帯設備である農

が、
軽微な修理等も実施しています。

今年度は、
水門の錆止め処理
（ペンキ塗装）
を実施しました。 業用ポンプの更新工事を計画
しました。
水路の底コンクリートの剥が
れや割れによる漏水が進み、
水資源の確保が困難となるこ
とが予想され、コンクリート底
打ちを実施しています。昨年
度 232ｍ、今年度 78ｍを完成

水門の錆止め処理（ペンキ塗装）

させましたが、予定の 42％にし
か達していません。

ポンプの更新工事

また、
農業用ポンプの汲み上げ能力が極端に低下していま
す。今後、
順次更新することとし今年度1 基を更新しました。

水路の泥上げ等

須賀環境保全会は、本事業を通して地域が変わることを
願っています。今日までの良い慣習を引き継ぎながら、農村

②地域資源の質的向上を図る

環境の 急激な 変

共同作業

化に対応するため

農村環境保全に着目し、遊休農

に、果敢に変える

地を組織が借り受け、景観植物を

勇気を持ち続け、

栽培しています。
作業者はボランティ

新たな挑戦を始め

アで、全会員および地域の子どもた

なければならない

ちとその保護者です。

と考えています。

春から夏にかけてヒマワリ栽培、
スイセン

夏から秋にかけてコスモス栽培を実

コンクリート打ち

農地に咲き乱れるヒマワリ

農地一面を覆うコスモス
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施設補修工法の事例紹介 （ため池底樋管）
①ダンビー管更生工法 ( Ａ社 )

構造物を保護しパネル 表

多様化する農水パイプ

面が滑らかで 粗度係数が

ラインのリハビリに適用。

0.010 以下と小さいため、

農業用水管路は重要な役

所定の流量を確保する事

割を 果たし、ここ近年管

が 出来る。下水処理施設

路の老朽化に伴い漏水や

など硫化水素を起因とした

損傷などの機能低下が確
認される中、非掘削工法で

硫酸腐食環境下で補修材

概要図

料として使用し、高い耐久

レジンコンクリート設置

スピーディに更生し既設管

性を有しているので、ライフサイクルコストの低減に寄与して

の強度が無くても、鋼製の

います。

補強リング等を用いること
で、内水圧に抵抗させるこ
とが可能である。
管内作業で 必要な、す
べ て の 機材及び 施工機

施工風景

械は、既設分水工及び 既
設マンホールより搬入可能
で、施工の為のマンホール
等を改良する土木工事は
不要。破壊した 管をダン

養生中

完成

ビー工法で更生した場合、
新管と同等以上の 耐荷能

③ QP2 工法 ( Ｃ社 )

施工前

力を有し管梁の内空断面

老朽化した 農業用水路

積の 縮小を最小限で押さ

及び排水路等のコンクリー

え、内面粗度も改善されて

ト水路の表面を補修する更

内水圧に対して 0.3Mpa の

生工法で、
老朽化したコンク

水密性を有します。

リート水路を取り壊すことな
く、水路の内面に緩衝材を
挟んで FRPM 板をアンカー

施工後

ボルトで固定し、板同士の
繋ぎ目部に目地材をシーリ

② AS モルタル・AS フォーム工法 ( Ｂ社 )

ングするだけの簡便な工法

AS モ ルタル工法は 繊

です。

維混入型の高炉スラグ 系
再乳化型粉末アクリルポリ

FRPM 板の 重量は、コ

マーセメントモルタルを用い

ンクリート板の約1/3〜1/4

た補修方法で、小規模な

と非常に 軽量であるため

断面から大規模な断面ま

に、人力での運搬が可能で

で左管工・吹き付け工にて
対応可能である。耐摩耗

FRPM 板貼付（側面）

FRPM 板貼付（底面）

す。表面が滑らかで水利性

ポリマーセメント塗布

に優れており、更生後に水

性、
凍結融解抵抗性、
遮断性に優れる材料であり長期にわた

路断面が縮小されても、既

り耐久性を発揮し、夏場における可使時間が長く、材料ロス

設と同様の水量が確保でき

が少ない。

る。紫外線による強度劣化
が小さく、水路ライニング材

AS フォーム工法は耐酸性、遮塩性、耐摩耗性に優れ、コ

完成

ンクリート構造物の耐久性が飛躍的に向上し、物質透過性が

に適しコンクリートに比べて耐摩耗性に優れており滑らかな

極めて低いため、寒冷地での凍結融解作用からコンクリート

表面を保つことが可能です。
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比較表
工法名

概

要

ダンビー管更生工法

AS モルタル工法

ＱＰ 2 工法

AS フォーム工法

既設躯体と FRPM 板と隙間

硬質塩化ビニル製の帯板を

AS モルタル工法は、特殊繊

既設管の内側に密着させなが

維を混入した高炉スラグ系再乳

に緩衝材を設置し、FRPM 板

ら、接合用嵌合部材を使って

化型粉末アクリルポリマーセメン

を金属アンカーで固定し完了す

スパイラル状に製管する。

トモルタルを用い、劣化構造物

る。
モルタルを注入しないため、

こうして作られたストリップ管

の断面修復及び表面保護を行

と埋設管の隙間に、施工性に

うことにより、構造物の機能を

工期短縮とコスト縮減が可能で

優れた高強度な充填材を注入

回復させる無機系表面被覆工

ある。

し、既設管・充填材・ストリップ

法である。ＡＳフォーム工法は、

管の三つが一体化した複合管を

高耐久性レジンコンクリートの

形成する。

様々な優れた特性を生かした補
修工法である。耐摩耗性が大き
く求められる底面にＡＳフォーム
工法を適用し、上面・壁に安価
なＡＳモルタル工法を適用する
など、コストバランスを図れる。
耐摩耗性、平滑性に優れる。

表面材に工場二次製品を使

パネル裏 面に突 起 があり、

用しており耐用年数が長く、工

裏 込め材との付 着 性が密で、

事費も有機系材料や無機系材

も、鋼製の補強リング等を用い

塩害・中性化・凍害・腐食性等

料の補修工法と同等以上であ

ることで、内水圧に抵抗させる

に対する耐久性に優れる。

り、ライフサイクルコストでは最も

従来の開削工法から非開削
工法で作業が出来る。
また、既設管の強度がなくて

特

徴

ことが可能。
施工範囲としては、呼び径

埋設型枠なので施工時に型

安価となる。
使用工具は市販品で対応が

枠が不要である。

800 ～ 3,000mm までの中・大

でき、簡便な工法であるために

口径管路、短形、馬蹄形及び

特殊作業員を必要としない。

非円形断面に適用できる。
50 年を想定する。

無機系被覆工法

20 年

約 40 年を想定する。

但し、原則非圧送の自然硫

パネル工法

40 年

促進試 験では、6,000 時間

化管路（下水道の使用基準に

後で FRPM 板の曲げ強 度の

耐用

準ずる）が対象で、ポンプ圧送

低下はほぼ無し。またシーリン

年数

や水撃圧がかかる恐れのある

グ材も外観に異常はない。
施工実績が 1989 年で最も古

管路に適用させる場合は検討

く現在で約 22 年経過している

を要する。

が、異常はない。
φ1,000 管水路
（複合管標準タイプ：
直接
工事費

延長 100m の場合）
130,600 円／m

AS モルタル工法
天井面 14,300 円／㎡
側底面 11,000 円／㎡
AS フォーム工法
天井面 38,900 円／㎡
側底面 29,900 円／㎡
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12,000 円／㎡ ～

シリーズ

土地改良のあしあと

青蓮寺用水土地改良区（名張市・伊賀市）
青蓮寺用水 土 地改

国営施設応急対策事業について

良区は、
昭和 43 年設立

国が造成した基幹的水利施設を対象に、
不測の事故

認可を受け、本年度50

が発生した場合に、

周年を迎えることとなり
ます。

① 原因究明、
施設全体のリスク把握調査を実施

昭和61年完工以来、
当時は最先端だったと
いえる全線パイプライン

② 都道府県からの申請に基づき、２次被害の防止等、

記念碑

最低限必要な範囲・内容を応急対策として実施

工法の採用により地区
内全域の農地に安定し

③ 原因究明の結果等を踏まえ、施設の補修・補強を

た 農業用水の 補給を

国営土地改良事業として実施します。

行ってきましたが、経年
と共に施設の老朽化が

平成 25 年度より木曽

進み、近年パイプライン

川水系土地改良調査管

の破損、漏水事故等が

土地改良区事務所

理事務所に 協力して い

玄関

多く発生している状況です。

ただきながら、国営青蓮

幹線水路は国よりの管理委託、その他は改良区有の施

寺用水土地改良 ( 国営

設で、補修をするにしても、幹線水路、支線水路とも多大な費

施設応急対策 ) 事業の

用が必要になってきていました。

施行申請の 手続きを行

そこで、平成 20 年度より県営の基幹水利施設ストックマネ

い、平成 26 年度より事

ジメント事業が採択され幹線水路の補修工事を実施してい

小水力発電機器

業に着手していただいております。

ただいておりましたが、整備を要する内容や箇所数、また事

また、
本事業のなかには、
小水力発電設備の建設が含まれ

業費等の関係から県営事業のみでは効果の発揮が難しく、

ており発電された電力を売却することで、今後の維持管理費

不測の事態には受給者の多大な影響が懸念されることか

の軽減に大いに期待しております。

ら、
国の補助事業でどうにかならないものか模索いたしており

現在は、支線水路及び揚水機場の補修改修を引き続き県

ました。

営水利施設ストックマネジメント事業で、幹線水路の補修、改

このままでは、用水路網の維持管理が近い将来不可能

修を国営施設応急対策事業で行っております。

になる恐れがありましたので、この実情を知っていただくた
め、東海農政局に要望陳情を行ってまいりました。今まで、

事業内容は以下のとおりです。

3,000ha 以上の 受益
面積がなけれ ば 事業

国営施設応急対策事業 ( 青蓮寺用水地区 ) の概要

採択は 非常に 厳し い

（1）
関係市：三重県名張市、
伊賀市

状況（ 面積要件）であ

（ 2）
受益面積：1,066ha

り、同じ国営の事業で

（ 3）
総事業費：12.７億円

ありながら矛盾も感じ

（ 4）
事業工期：平成 26 年度〜平成 30 年度

ておりました。全国の

（ 5）
事業内容：取水施設 ( 改修 ) １箇所

国営事業に かかる改

取水施設改修 ( 小水量バイパス化 ) に併せ

良区でも同じように感

て小水力発電設備を設置

じておられたと思われ

幹線水路 ( 改修 )

ま す。 陳情の 結果か

補強区間

どうかはわかりません

              ( 布設替1.8ｋｍ

が、平成 24 年度に国

補修区間

営施設応急対策事業

10.4ｋｍ ( 全長18.6ｋｍ）

2.2ｋｍ
管更生0.4ｋｍ)

8.2ｋｍ
( 内面バンド、シート補修、断面

が創設されました。

修復、
外面補修 [ 塗装 ])

管布設替え
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〜ふる里の水と土に感謝して〜

大師の里・彦左衛門の
あじさいまつり 開催
多気町、
水土里ネット立梅用水、
多気町勢和地域資源保全・活用協議会が協賛
去る 6月12日
（日）にあじさいが咲き
誇る多気郡多気町丹生のふれあいの森
を中心に「第20 回大師の里・彦左衛門
のあじさいまつり」
が開催された。
「ふるさとの水と土に感謝して」
をテー
マに平成 9 年にスタートしたこのイベント
も 20 回目となり、併せ多気町合併10 周
年記念の節目となり盛大に行われた。
時折り小雨の降るあいにくの天候で

盛況な水土里ネットみえのブース

花ポットを選ぶ参加者

あったが、町内外から10,000人余りの来
場者があり、あじさいの咲き乱れる散策道は老若男女問わ

ブースを後にした。

ず終日賑わっていた。

また、小学生以下の子どもたちには、枚数に限りがあったた

オープニングセレモニーに続いて、あじさい姫の紹介、恒例

め先着順で「田んぼの生きもの調査 」
の下敷きをプレゼントし

の田んぼの綱引き、田んぼのコンサートなどがいろいろな催し

た。思わぬプレゼントを得た子どもたちは破顔一笑であった。

が繰り広げられた。

また、
「田んぼの綱引き大会」では参加したチームの士気

広い会場には 70余りの出展ブースが設けられ、
来場者は各

を高めようと本年度も引き続き本会より優勝チームから 3位ま

ブースに立ち寄りながら、散策を楽しんでいた。特に途中手堀

でのチームに副賞を準備し、
栄誉を称えた。

りのノミ跡が残るトンネルを抜ける立梅用水路の「ボート下り」

試合は、
海外からのチームも含め 20 チームが戦いに臨み、

では、
順番待ちの長蛇の列ができ、
大人気であった。

大勢の観客が見守るなか、全身泥だらけになりながら熱戦が

我が水土里ネットみえも会場入口付近にブースを設け、会

繰り広げられ、
大いに盛り上がっていた。

場内の散策道沿いに 3 ケ所のポイント場所を設け、そこで各

我が水土里ネットみえも昨年は 4位に入賞したため、
今年は

自スタンプを押し、本会の愛称「みどりねっとみえ」
を完成さ

さらに上位を狙おうとの強い意気込みでのもと戦いに臨んだ。

せることで、本会愛称を啓発する「あじさいの小径スタンプラ

しかし、対戦チームに恵まれず、1回戦を突破したもののベスト

リー」
を行った。850人余りの家族連れやカップルが参加し、

4 を狙う2 回戦では今回優勝の栄冠を手にした「多気町消

汗を滲ませ、咲き誇った色の違ったあじさいを眺めながら散

防団」に力の差を見せられ完敗したが、観客からは惜しみな

策を楽しみ、指定されたポイント場所を回り、最後に本ブース

い拍手で健闘を称えられていた。

に戻り、答え合わせをし、声に出して「みどりねっとみえ」
と読
んでもらい「水土里ネットみえ」
の愛称を覚えてもらった。
その後、スタンプラリーに参加した者にはもれなく花のポッ
トがプレゼントされ、
眼を凝らしながらポットを選び、
満足そうに

スタンプを押す
スタンプラリー参加者

綱引きで奮闘する我が水土里ネットみえ
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平成 27年度小水力等発電導入
技術力向上地方研修開催される

机上研修の様子

二日目の現地研修は、
奈良県天理市へ出向き、ヒライ池太

三重県農業用水小水力発電推進協議会（ 会長：田村宗
博

現地研修（天理市ヒライ池発電所）

陽光発電所を見学しました。

中勢用水土地改良区理事長 ）
は、去る 3月16日
（ 水）
、

参加者からは、ため池の水質や周辺の住宅への影響等

17日
（ 木）
の両日にわたり、
「小水力等発電導入技術力向上

積極的な質問がなされ、
大変有意義な研修となりました。

地方研修」
を開催しました。
初日の机上研修では、
地産地消型の小水力【マイクロ（ピ

平成 28 年度も協議会会員を対象に地方研修を実施しま

コ）
】
発電とため池の水上太陽光発電について、それぞれ専

す。カリキュラム等詳細が決まりましたらご案内しますので、
是

門の講師を招き概要説明を受けました。

非ご出席下さい。

第

13 回

1. 目的
2. 応募要項

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。
「 農村地域の風景」
、
「 美しい田んぼ・畑の風景」
、
「 農作業風景」
、
「 農村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
7. 主催者

審査委員会を設け厳選し、
入賞者については平成 29 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

5千円）
／伊勢新聞賞 1点

副賞（ 商品

副賞（ 賞金 2万円）
／特別賞4 点

副賞（ 賞金

図書券）
予定

平成 28 年12月9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
地

三重県土地改良事業団体連合会

水土里ネットみえ

総務部指導情報課まで

8. 後援
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三重県津市広明町330 番
TEL:059-226 -4824

三重県、
伊勢新聞社

ふるさとの田んぼと水子ども絵画展2016 作品募集
●賞（昨年実績）／農林水産大臣賞、文部科学大臣賞、環境
大臣賞、全国水土里ネット会長賞、協賛企業賞、水の路賞、ふ
るさと水と土優秀賞など
※ 入賞者は、
授賞式に招待し、
表彰します。
●審査員／真室佳武（ 東京都美術館長 ）
、浅野康則（ 画家 ）
、布

テーマ
「新発見！ぼくのわたしのふるさと」
❶入賞者本人と保護者は授賞式に招待し、表彰します。
❷入賞・入選者には記念品が、応募者全員には参加賞が

井 剛（ 画家 ）
、
岸ユキ（ 女優 ）
、
塚田有香（ライター）
ほか
●アドバイザー／伊能 洋（ 画家 ）
●主催／全国水土里ネット
（ 全国土地改良事業団体連合会）
、
都道府県水土里ネット
（ 都道府県土地改良事業団体連合会）
★詳しくはホームページを  http://www.inakajin.or.jp

贈られます。
❸入賞・入選作品は、東京都美術館で展示されます。
●応募資格／小学生以下
●応募締め切り／ 9 月 12 日（月）必着

全国土地改良大会（石川大会）
【 大会式典】土地改良事業功績者表彰、基調講演、基調報

【開催日及び会場】
■式

典

告、
優良活動事例、
大会宣言、
次期開催県引き継ぎ等

平成 28 年10月25日
（火）
13：00
※12：20 よりオープニングセレモニー

【 記念行事】大会オープニングセレモニー、石川県紹介ビデ
オ放映、
交歓会（ 歓迎レセプション）

会場：いしかわ総合スポーツセンター
■交歓会

平成 28 年10月25日
（火）
17：00

【 併催行事】農業・農村のパネル展、
石川県の特産品の展示
・
販売コーナー他、
次期開催地「 静岡県」
コーナー

会場：ホテル日航金沢
■事業視察 平成 28 年10月26日
（ 水）

【事業視察】平成 28 年10月26日
（ 水）
県内の先進的な国営、
県営事業等の事業視察

会場：石川県内
【 参加者】全国の農業農村整備事業関係者等

【お問い合わせ先】
全国土地改良大会石川大会

約 3,000 名（ 予定 ）
【 主催 】全国土地改良事業団体連合会、石川県土地改良事

大会事務局
TEL

076-249-9910
（ 直通 ）

【 後援 】農林水産省、
石川県、
石川県議会、
金沢市、
石川県市

FAX

076-249-9912

長会、
石川県町長会、
石川県農業農村整備事業推進協議会

mail

業団体連合会

去る 5月26日から 27日に三重県で開催されました伊勢志

39ishikawa@midori-net.jp

ろ、県下における事務所をもつ 44 の土地改良区で掲示して

摩サミットは大きな成果とともに、
無事閉幕いたしました。

いただき、広く伊勢志摩サミット開催をピーアールしていただき

開催にあたり、事前準備として、三重県から平成 27年11月

ましたことを略儀ながら書中をもってお礼申し上げます。

に「 伊勢志摩サミット開催ポスター」の掲示を依頼されたとこ

「三重の里いなか旅のススメ 2016」を発行しました
いなかをのんびり旅して 【入手方法】
「三重の里ファン倶楽部」
（ 会員無料）
へご入会いただくと、

みたい方や、これから里づ

最新刊

くりに取り組んでみたい方に

登録住所へ送付いたします。ＦＡＸ、
電子メールなどで、
氏名、

ご利用いただけるよう、県内

性別、
住所、
電話番号、
電子メールアドレスをご連絡ください。

で地域を元気にする活動に

三重県農林水産部

取り組んでいる施設を掲載

農山漁村活性化班

し、農山漁村の魅力を広く

ＦＡＸ：059－224－3153

発信する情報誌「三重の里

電子メール：nozukuri@pref.mie.jp

いなか旅のススメ 2016」を

〒514－8570

発行しました。

農山漁村づくり課

三重県津市広明町13

「いなか旅のススメ」
ＨＰ：http://www.sato.pref.mie.lg.jp/
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元立梅用水土地改良区理事長

北川薫氏

第５２回（平成２８年）
県民功労者表彰を受章されました

受章された北川夫妻

表彰を受ける北川薫元立梅用水土地改良区理事長

三重県の各界において県民の模範となり、県の

り組み、地域農業の振興と発展に多大な貢献をさ

発展に貢献した人を称える「 県民功労者表彰」の

れました。

農業功労で、元立梅用水土地改良区理事長の北

特に人と地域資源を繋ぐ役割を担い、農村コ

川薫氏が受章されました。

ミュニティの醸成と土地改良区と地域住民の協働

表彰式は４月１４日、
津市の県庁講堂で行われ、

による心豊かな里づくりに大きく寄与され、さらに

鈴木英敬知事より表彰状と県民功労者章が授与

旧勢和村及び多気町農業委員会委員を務めるな

されました。

ど、広い視野から地域農業に尽力され、地域農業
の振興発展に寄与されました。

北川氏は、昭和 40 年に立梅用水土地改良区の
理事に就任して以来、
副理事長、
理事長を歴任し、

北川氏におきましては、今も多忙な日々を送られ

平成 27年 8月に退任されるまでの 50 年間の永き

ており、今後もご健康に留意され、益々ご活躍され

にわたり、土地改良区の運営のみならず、歴史ある

ることを期待申し上げます。

農業用水路である立梅用水の保全及び活用に取
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み

ど

り

水土里ネットみえ機構図（三重県土地改良事業団体連合会）
平成 28 年 4 月 1 日現在

役
会長理事
副会長理事
専務理事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
理
事
代表監事
監
事
監
事

員
（名張市長）
（度会郡玉城町長）
（学識経験者）
（桑名郡木曽岬町長）
（員弁川用水第一土地改良区理事長）
（三重郡菰野町長）
（札場土地改良区理事長）
（津市長）
（中勢用水土地改良区理事長）
（松阪市長）
（多気郡明和町長）
（宮川用水土地改良区理事長）
（志摩市長）
（青蓮寺用水土地改良区理事長）
（南牟婁郡御浜町長）
（鈴鹿川沿岸土地改良区理事長代理）
（雲出井土地改良区理事長）
（明和土地改良区理事長）

事務局
事務局長

部長
次長

TEL：059-226-4824

TEL：059-226-4824

加藤
山川

巌
（経理主任）
哲

宮﨑敏弘
稲垣克哉
貝増 悟

農地計画課 （2F）
課長
課長補佐
課長補佐
課長補佐
上席専門員
主査
主任
主任
技師

松島晴義
中野重春
奥山佳章
（GIS 担当）
坪井浩晃
佐藤幸宏
玉置 健
大北浩史
石川達人
津村太一

西村四郎
岡 秀樹
勝田 篤
今井充孝
上島康史
森永秀樹
宮尻頼明
平松和直
宇田朋央

農村計画課（2F）

企画総務課
課長
課長補佐
課長補佐
主幹

部長
次長
次長

課長
課長補佐
課長補佐
課長補佐
課長補佐
上席専門員
主幹
専門員
技師補

室長
（事務取扱） 瀧川正之
上席専門員
大林茂生

総務部 （3F）

TEL：059-226-4825
TEL：059-226-4829

施設管理課 （4F）

瀧川正之

業務推進室 （3F）

事業部 （2F）
（4F）

課長
課長補佐
上席専門員
主幹
専門員

本田浩和
田端幹生
山田浩子
奥山ゆかり

森下敦司
中村浩也
谷口正明
伊藤雅敏
中西好一郎

建築設計事務所 （2F）

財務会計室
室長
（事務取扱） 庄村晃一
専門員
前川栄子
主任
髙沖恭臣

所長
（事務取扱） 宮﨑敏弘
室長
（事務取扱） 森下敦司
技師
赤塚信郎

農地集積課 （4F）

指導情報課

課長
（事務取扱）
副調整監
課長補佐
上席専門員
主査

課長
庄村晃一
課長補佐
廣瀬有司
（統合整備）
課長補佐
山口剛久
上席専門員 ( 兼務）大林茂生
主査
山下俊夫
（農地・水担当）
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稲垣克哉
高橋正俊
（農地集積担当）
前田靖彦
大西清隆
亀井智広

平成 28 年度、
編集委員を担当させていただくこととなりました。
昨年度までの 5 年間は水産基盤関係の業務に従事していたことから、農業基盤関係の業務は久しぶりと
なります。いろいろご迷惑をおかけすることも多いと思いますがどうぞよろしくお願いします。

5月に開催された伊勢志摩サミットは、県民の皆様をはじめ、関係者の皆様の努力のおかげで成功裏に終
了し、三重の食と自然の魅力を世界に発信することができました。本年度は、サミットのレガシーを生かして、
県産農林水産物の販売や、
県内への集客・交流の拡大などにつなげて行く新たなスタートの年となります。
また、県庁農山漁村づくり課も本年度新たにスタートした課です。三重には、サミットでも改めて発信された
豊かな自然、
美しい景観、
魅力的な歴史文化等の地域資源があります。当課ではこれらを活用し、
都市住民と
の交流など、
多様な雇用機会の創出につなげていくとともに、
地域の皆様の取組を支援して、
農山漁村の有す
る多面的機能の維持・発揮、
農山漁村の生活環境の改善を図っていきます。
新たなメンバーで、
農山漁村地域の持続的な活性化の推進に向け、
力を合わせてがんばっていきますので、
ご指導よろしくお願いします。

農山漁村づくり課

農地水保全班

大野直司

平成 28 年度『みえの土地改良』編集委員名簿
所
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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

