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平成 29 年 1 月 1 日

新年のご挨拶 水土里ネットみえ会長 亀井利克
新年にあたって 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
本年も
「闘う土地改良」
で全力 参議院議員 進藤金日子
第39回全国土地改良大会石川大会
「農業農村整備の集い」を開催
農業農村の振興施策に関する説明会･意見交換会の開催
農業農村整備事業推進懇話会を開催
平成28年度 土地改良区体制強化事業統合整備推進研修会
（東日本ブロック）
が開催
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
施設補修工法の事例紹介
土地改良のあしあと
（七取土地改良区）
水土里ネットみえの広場
事務局だより
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み ど り

水土里ネットみえ（三重県土地改良事業団体連合会）

会長

亀井 利克

明けましておめでとうございます。
会員の皆様方におかれましては、
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。
まずはじめに、昨年の７月10日に行われました参議院選挙におきまして、土地改良の代表として「進藤か
ねひこ」
氏に多大なるご支援・ご協力をいただき、
ありがとうございました。
おかげさまをもちまして、
皆さまのお力添えをもって、
無事当選させていただくことができました。
当選させていただいたことにより、皆様方の声がより一層国へ届くこととなり、全国4,800余りの土地改良
区はより強固に団結し、
農業農村の更なる躍進を確信しております。
さて、
我が国の農業は、
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化、
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、
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が必要とされていま
す。
更には、農業を営む基盤である基幹的農業水利施設の約4割が標準耐用年数を経過し、老朽化の進展によ
り更新整備が必要となってきており、
また、
持続可能な強い農業の実現のため、
生産性の向上を図るべくほ場
の大区画化やパイプライン化、
汎用化等の農地整備も求められています。
このように我が国の農業は重要な転換期を向かえており、この危機的状況を乗り切るには、まず、土地改良
関係予算の確保が必要となります。平成22年度に大幅に削減された予算を早急に平成21年度以上に回復
させることが必要であり、
国・県に対し、
強く要望していくものであります。
また、担い手への農地集積を進める中、土地改良事業を実施するのに必要となる受益者負担金に対する同
意については、国において土地改良制度の見直しにより、農地中間管理機構が借り入れている農地について
は、農業者からの申請によらず、都道府県営事業として、農業者の費用負担や同意を求めない基盤整備事業
を実施できる制度を創設する動きがありますが、更なる要望として、全ての土地改良事業において受益者負
担金が軽減されるような取組みをお願いするものであります。
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。
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全国土地改良事業団体連合会

会長

二階 俊博

平成二十九年の年頭に当たり、
土地改良に携わる全国の皆様に、
謹んで新年のご祝詞を申し上げます。
昨年は、
多くの災害に見舞われました。四月には熊本県と大分県で、
また、
十月には鳥取県で大規模な地震が複
数回発生しました。現地では復旧作業が急ピッチで行われておりますが、今なお避難生活を余儀無くされている
方々が多数おられます。また、
八月末から九月には東北・北海道に、
十月には南九州にそれぞれ台風が襲来し、
洪
水による被害が発生しました。これらの自然災害は、予期せぬ形で発生し、いずれも多大な被害をもたらしてお
ります。被災された方々には心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧が出来ますよう、私どもとし
ても一体となって全力を尽くしたいと思います。
さて、私は会長に就任以来、民主党政権時代に七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、
「闘う土地改良」
の重要性を訴え、予算獲得に向け本気になって取り組んで参りました。これまで各都道府県連合
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、一日も早く予算確保を訴える声が届
いておりましたが、この度、全国の皆様の熱心な要請活動によって、平成二十八年度補正予算で一七五二億円を
確保するなど、平成二十九年度当初予算も含め、ようやく以前の水準に近いところにまで漕ぎ着けることが出来
ました。
また、
土地改良の代表を再び国会へ送り込むとの強い決意のもと、
昨年の参議院選挙では、
見事進藤さんが当選
を果たされました。この選挙活動を通じて、地方のすみずみまで「闘う土地改良」
の精神が浸透したと実感いた
しております。今後は、
進藤さんの活動と連携して、
更に一層の浸透が図られるよう念じております。
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。
このような状況の中、農林水産省では、昨年八月に新たな土地改良長期計画を策定されました。その中で、産業
政策として「豊かで競争力ある農業」
、地域政策として「美しく活力ある農村」
、さらに産業政策と地域政策を支
える土台として「強くてしなやかな農業農村」
の三つの政策課題を掲げられております。また、昨年十一月には、
政府の「農林水産業・地域の活力創造本部」
において、
「農業競争力強化プログラム」
が決定され、
「農林水産業・
地域の活力創造プラン」
の中に位置づけられました。このプログラムには、農業生産・流通の構造改革とともに、
真に必要な基盤整備を円滑に行うための土地改良制度の見直しも謳われております。農地の集積・集約化を進
めるため、農地中間管理機構が借りている農地のほ場整備事業について、農地所有者等の費用負担を無くし、事
業実施への同意を不要とすること、
また、
土地改良区の体制強化等についても検討を進めることとされています。
私たち土地改良担当者としましては、
これら政府の動きと軌を一にして、
これまで培ってきた技術と蓄積された
経験を活用し、
「闘う土地改良」
を活動の基本におきつつ積極的に貢献していくことが重要であると考えており、
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
感を得ていく努力が必要と考えます。皆様と一体となって取り組み、所期の成果が得られますよう、引き続き奮
闘して参りたいと思います。
最後になりますが、本日、輝かしい年の初めに当たり、本年も農業農村が活力を得て、一層発展しますようご期
待申し上げますとともに、
本年が全国の皆様にとってよき年であり、
日々健やかに過ごされますようご祈念申し上
げまして、
私の新年のご挨拶といたします。
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三重県農林水産部

部長

仲 繁樹

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、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、グローバル化や情報化が進展する中、現在、国においては、攻めの農林水産業への転換と
して、
「次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成」
、
「国際競争力のある産地イノベーションの
促進」
等に向けた体質強化対策が集中的に講じられています。
また、
昨年 11月に改訂された「農林水産業・地域の活力創造プラン」
には、
農業者が自由に経営
展開できる環境を整備するとともに、農業者の努力だけでは解決できない構造的な問題を解決し
ていくための計画として「農業競争力強化プログラム」
が新たに盛り込まれています。プログラ
ムには、土地改良制度の見直しに関して、農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業
者からの申請によらず、都道府県営事業として、農業者の費用負担や同意を求めない基盤整備事
業を実施できる制度を創設することのほか、引き続き、土地改良区の体制強化等について検討し
ていくことなどが示されました。こうした土地改良制度の見直しに係る情報については、いち早
く収集し、
皆様に提供してまいります。
このような中、県では、
「もうかる農業」
の実現に向け、多様な担い手の確保・育成、6 次産業化の
促進、
成長を支える生産基盤の整備などに取り組んでいるところです。
とりわけ、
農業農村整備においては、
担い手への農地集積・集約化、
企業の農業参入や高収益作
物の生産拡大を促進するため、中長期的な視点に立って平成 28 年 3月に策定した「三重県農業
農村整備計画」
に基づき、
農地の大区画化や農業用水のパイプライン化などを推進しています。
また、県全域が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定され、地震発生の緊迫性が高まってき
ていることから、排水機場とともに、損壊により甚大な被害が懸念される農業用ため池等の老朽
化・耐震対策を計画的に進めているところです。今後も、災害に強い安全・安心な農村づくりに
向けて、
ハード、
ソフトの両面から対策を実施していきます。
こうした取組の推進には、関係機関との連携が不可決です。県農林水産部も、総力をあげて農
業農村整備の推進にあたってまいりますので、今後とも「もうかる農業」
の実現に向け、関係機関
の皆様のご理解やご協力を賜りますよう、
お願い申し上げます。
結びにあたり、
水土里ネットの益々の発展と、
皆様方のご健勝、
ご多幸を祈念し、
新年のご挨拶と
いたします。
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し ん ど う かね ひ

参議院議員

こ

進藤 金日子

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、皆様のご支援をいただき、現在、参議院議員として国政に参画いたしております。土地改
良に関係する方々が心を一つにしていただいた昨夏の結果を胸に刻み、今年も皆様のご期待に着
実に応えることができるよう努力してまいります。
昨年は、本当に災害の多い年でした。4月の熊本地震被害、8月の北海道・東北を中心とした台
風被害などがありました。被災された方々には心からお見舞い申し上げますとともに、早期の復
旧・復興に全力を尽していく必要があります。勿論、東日本大震災や原子力災害への対応につい
ても、引き続きしっかりと対応していくことが重要です。また、気候変動等に起因すると思われる
豪雨災害等が頻発していることを踏まえ、防災減災対策の早期かつ着実な実施が喫緊の課題と
なっており、
各地域の実情や特性を踏まえて機動的に対応していく必要があります。
土地改良にとって本年は、
制度的にも予算的にも極めて重要な年となります。
まず制度です。第一に昨年 8月に閣議決定された土地改良長期計画実動の初年であり、目標達
成に向けて確実に所要の成果を確保していく必要があります。第二に昨年11月に改訂された「農
林水産業・地域の活力創造プラン」
と新たに策定された「農業競争力強化プログラム」
に基づき、
着実に施策を実施していく必要があります。特に、
「農業競争力強化プログラム」
は、
農業者が自由
に経営展開できる環境を整備するとともに、農業者の努力のみでは解決できない構造的な問題を
解決するため、13 項目にわたる課題に対する取組みの道筋を示し、その実行により農業者の所得
向上を図ろうとするものです。土地改良については、土地改良制度の見直しとして、農地中間管
理機構が借り入れしている農地について農業者の費用負担や同意を求めない基盤整備事業制度
創設の他、国・都道府県営土地改良事業に係る申請人数要件（15 人以上）
の廃止、突発事故に係
る事業やため池等の耐震化事業について原則農業者の費用負担や同意なしに事業実施が可能と
なる仕組みの創設、一定の機能向上を伴う更新事業について同意徴集手続を簡素化する見直しな
どが盛り込まれています。これらは、
今後、
土地改良法を改正した上で順次実行されていくことに
なります。
次に予算です。今年度補正予算で大幅な追加がなされ、更に平成 29 年度予算政府案において
も着実に予算が回復してまいりました。補正予算は、基本的に予算不足による継続地区の工期遅
延を正常化する予算であり、当初予算は順番待をしている新規地区の早期の着工と完了に必要な
安定的な予算です。
往々にして課題の大きさと重さに伏し目がちになりますが、
是非とも頭を上げ、
目を見開き、
微笑
みをもって前に進みましょう。どんな困難も一人でなく皆で立ち向かいましょう。私も、
引き続き
「闘う土地改良」
の先頭に立って全力を尽くし、皆様と一緒になって諸課題の解決に向けて専心努
力してまいる覚悟です。今年が皆様にとってご家族共々素晴らしい一年となりますよう心からお
祈り申し上げ、
新年の挨拶といたします。
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第 39 回全国土地改良大会

石 川 大 会

水土里の明日を築く土地改良 今こそ未来へつなぐ

—伝えよう水土里の歴史 あえの風にのせて—
会場内の様子

去る10月25日（火）
に石川県金沢市・い
しかわ総合スポーツセンターにおいて、全
国土地改良事業団体連合会、石川県土地改
良事業団体連合会の主催で「水土里の明
日を築く土地改良

今こそ未来へつなぐ―

伝えよう水土里の歴史を あえの風にのせ
て―」
をテーマに第 39 回全国土地改良大会
石川大会が開催され、全国から農業農村整
備事業関係者約 4,300 名が（三重県からは
58 名が参加）
参集した。
この大会は、
「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」
「
、農業の持続的発展と農村の振興」
などの必要性・重要性をこれまで以上に
国民的理解の醸成を図っていくことを確認
し、大切な農地・農業用施設を次世代に確
実に引き継いでいくと高らかに宣言し、さ

二階全国土地改良事業団体連合会長挨拶
6

流」
についての報告が行われた。
最後に、石川県立大学の金平健世さんと川向七海さん
によって「活力のある豊かな農業・農村を目指し、
水土里
の明日を築く土地改良

今こそ未来へつなぐ」
を宣言し

た。
その後、次期開催地である静岡県土地改良事業団体連
合会の伊東会長より県の紹介と大会旗の引き継ぎが行わ
れ閉幕した。
翌日は、農業用水の効率的な利用を促進するとともに地
域用水機能の増進を図ることを目的に事業化に取り組ん
だ「県営農業用水再編対策事業 宮竹地区」
と魚類の遡上
全国土地改良事業団体連合会長賞

伊藤前理事長

に配慮した魚道の整備を行うとともに、施設の素材や色

らに、世界農業遺産に認定された能登の里山里海、また、 彩についても周辺環境との調和に考慮している「国営か
藩政時代に育まれ、現代に華やかさと雅やかさを伝える、 んがい排水事業

手取川流域地区」
の視察が行なわれた。

加賀に息づく伝統文化など石川県の魅力を全国の関係者
に発信した。
式典は、石川県土地改良事業団体連合会の西村会長に
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「これまで培ってきた
技術と蓄積された経験を活用し、闘う土地改良を活動の
基本におきつつ積極的に貢献していくことが重要であり、
新しい時代の農業に前進していかなければなりません」
と
力強い挨拶があった。
引き続き、
谷本石川県知事より「全国の土地改良関係者
が一堂に会し、土地改良事業の重要性を広く国民に発信
されますことは誠に意義深いことです。本大会を契機に
更なる農業の成長産業化につなげていただくことを期待
しております」
と歓迎の言葉があり、
続いて、
礒崎農林水産
副大臣より大会の御祝と平成 29 年度予算概算要求の報
告、また、農業の基礎であるほ場整備、水路整備を維持発
展させることの必要性について言葉を頂いた。
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 46 名が表彰された。本県からは、嘉例川土地改良区
伊藤直枝前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。
授賞式終了後の基調講演では、農村振興局室本次長よ

県営農業用水再編対策事業

宮竹地区

現地視察

り「土地改良が果たしてきた役割とこれからの土地改良
が目指すべき姿について」
また、京都大学名誉教授で石川
県参与の丸山利輔氏より歴史の重要性を表現した孔子の
言葉『温故知新』
（故きを温ねて新しきを知れば、以って
師と為るべし）
を踏まえ、石川県の歴史上重要な役割を果
たした4 人「土屋又三郎」
「
、枝権兵衛」
「
、高多久兵衛」
「
、八
田與一」
の功績について講演された。
北陸の優良地区事例紹介では、柏崎土地改良区武田事
務局長より「柏崎刈羽地域の農業農村整備」
について、黒
部川左岸土地改良区尾山工務管理課長より「土地改良区
が取り組む小水力発電」
について、九頭竜川鳴鹿堰堤土地
改良区連合高嶋事務局長より「未来を潤す九頭竜川の清

国営かんがい排水事業
7

手取川流域地区

現地視察

－ 農を守り、
地方を創る予算の確保にむけて －

の計 15 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、
5月30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、これからの安定的な予算獲得のためには、なんと
言っても当初予算での予算枠の獲得が大変重要だと強調

要

請

書

全国の水土里ネットは、農業・農村の振興に向け積極的に貢献し
ていく所存であり、「闘う土地改良」
のスローガンの下、次の事項の実
現を国に強く要請する。

記
一 		土地改良関係予算を可及的速やかに平成 年度の水準に復活
すること。特に、安定的・計画的な事業執行のため、平成 年度
当初予算においては、
概算要求額の満額を確保すること。
二 		担い手への農地集積、生産コストの低減、高収益作物の生産等、
農業の構造改革を加速化するため、農地の大区画化、水田の畑地
化・汎用化、畑地・樹園地の高機能化等の対策を一層推進するこ
と。その際、中山間地域等においても、農業経営の持続的な発展
に向けて、地域特性を踏まえた基盤の整備が可能となるよう措置
すること。
また、農地中間管理事業による担い手への農地の集積・集約の
推進に当たっては、農地整備事業との連携を強化するとともに、
水土里ネットが有する技術、
経験、
水土里情報システムなど持てる
能力を十分発揮できるよう配慮すること。
三 		東日本大震災をはじめとする未曾有の災害からの復旧・復興
を早急かつ加速度的に進めること。
併せて、農村地域の強靱化に資するよう、ため池を含む農業水
利施設等の更新・長寿命化や耐震化、洪水被害防止等の防災・減
災対策についても国が責任を持って着実に推進すること。
四 		これまで水土里ネットでは、地域の合意形成や共同管理を通じて
「農村協働力」
を強化し、農村の地域資源を支えてきた。このため、
多面的機能支払制度による農地や水路、農道等の保全活動の推進
に当たっては、十分な予算の確保を図るとともに、水土里ネットが
有する技術、
経験など持てる能力を十分活用し進めること。
五 		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
等のニーズに応える高度な施設の維持管理が行えるよう、地域資
源を有効に活用した小水力発電等による施設の維持管理費の軽
減など、水土里ネットの運営基盤を強化できる仕組みを取り入れ
ること。
平成 年 月 日

21

29

全国土地改良事業団体連合会
都道府県土地改良事業団体連合会
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閉会後、農林水産省に対して要請活動を行うとともに、
頭に福岡専務、石原理事、種村理事、藤谷理事、奥山理事、

28

11

28

挨拶
進藤都道府県土連会長会議顧問
挨拶
山本 農林水産大臣
挨拶
二階 全国水土里ネット会長

来賓を代表して山本農林水産大臣、西川農林水産戦略調
挨拶
二階 全国水土里ネット会長

され、土地改良関係者の更なる結束を訴えた。つづいて、
全国水土里ネット及び都道府県水土里ネット共催によ

査会長、
宮腰食料産業調査会長、
今村復興大臣、
そして、
進
り、
去る平成 28 年 11月28日（月）
、
東京都千代田区平河町

藤都道府県土連会長会議顧問が祝辞を述べられ、次に、3
のシェーンバッハ・サボーにおいて、
山本有二農林水産大

つの土地改良区からの各地域の現状や課題についての報
臣、佐藤速水農水省農村振興局長をはじめとする農林水

告があった。
産省の幹部と、西川公也農林水産戦略調査会長をはじめ

この後、
要請文を全会一致で採択し、
最後に、
活力ある農
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

業農村の実現と予算確保への積極的な活動、関係者の更
都道府県水土里ネットなどの関係者約 1,200 名を超える

なる結束を図るため「ガンバロウ三唱」
が行われ、
「農業農
土地改良関係者が参集し（三重県からは、亀井会長を先

村整備の集い」
は盛会のうちに終了した。
山下理事、森代表監事、木下監事、南野監事の10 名の役員

国会議員に対して要請書を手渡し、農業農村整備の推進
と、
三重県農林水産部より1 名、
水土里ネットみえから4 名

を訴えた。

農 業 農 村の振 興 施 策に関する
説明会・意 見交 換会の開催
去る平成 28 年 10 月4日（火）
三重県津市・プラザ洞津

事業等、3）
農地中間管理機構との連携、また、第 2 部は、行

において、農林水産省による「農業農村の振興施策に関

政及び主として土地改良区、土地改良事業団体連合会の

する説明会・意見交換会」
が農林水産省

担当者を対象に、農業農村整備等の説明会で、
1）
新たな土

農地資源課

農村振興局

柵木多面的機能支払推進室長、地域整備課

松本課長補佐、経営局

農地政策課

地改良長期計画、2）
平成 29 年度当初予算概算要求及び平

押切農地集積促進

成 28 年度補正予算案、3）
新規・拡充事業等について説明

室長、また、東海農政局より丹羽農村振興部長をはじめ各

があった。第 3 部は、首長、行政及び農業関係団体の幹部

課幹部職員が出席し開催された。

職員を対象に農業農村整備等に関する意見交換会が行わ

この説明会は、3 部構成で開催され、地方公共団体や土

れ、土地改良の参加資格者問題、事業採択時の要件の緩

地改良区、
農業関係者およそ170 人の参加が有った。

和、農村を守るため小規模農家を無くさない施策、事業負

第1 部は、行政及び主として県農業会議、農業委員会、
Ｊ

担金の軽減、近年多発する豪雨等による海岸部の災害に

Ａ関係者、農地中間管理機構等の担当者を対象に、中山間

対応できる排水基準の見直し及び、老朽施設の更新等地

地域対策等の説明会で 3 つの内容が説明された。1）
平成

域々の実情に関する切実な要望が示され、活発な意見交

29 年度当初予算概算要求及び平成 28 年度補正予算案、 換が行われた。
2）
中山間地域所得向上支援対策及びその他新規・拡充

全体会の様子

全体会の様子

意見交換会の様子

意見交換会の様子
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農業農村整備事業推進懇話会を開催
農業農村整備事業推進懇話会を開催

会場を埋める出席者

平成 28 年 11月19日（土）
三重県勤労者福祉会館 6 階講

の概要や今国で議論されている「農林水産業・地域の活

堂において、都道府県水土里ネット会長会議顧問の進藤

力創造プラン」
の改訂、真に必要な基盤整備を円滑に行う

金日子（しんどう かねひこ）
氏をお招きし、
「農業農村整

ための土地改良制度の見直し等々について講演され、出

備事業推進懇話会」
を開催しました。

席者はメモを取るなど熱心に聞き入っていました。

県内各地より土地改良関係者 170 名を超える出席者で

その後、排水対策問題や TPP 対策、中山間地域の農業

会場を埋め尽くすなか、冒頭亀井会長は、この度の参議院

振興策等について、出席者との意見交換が行われ、大変有

議員選挙のご当選の御祝並びにご支援願った関係者への

意義な懇話会となりました。

御礼と進藤顧問の今後益々のご活躍を期待すると挨拶し
ました。
続いて進藤顧問は、
皆様の期待に応えるべく「土地改良
は日本の命綱」
であるとの固い決意の下、3 つの約束（①
安全で安心な食を守り抜く②大切な農地と水を守り抜く
③美しい農山漁村を守り抜く）
と6 つの全力（①土地改良
の予算確保②日本型直接支払制度の充実③災害に強い農
山漁村づくり④自然豊かな美しい農山漁村の継承⑤女性
の視点を大切にした農山漁村政策の展開⑥農業と農山漁
村への国民の理解）
を皆様とともに頑張っていくので、今
後ともご理解とご支援を賜りたいと挨拶された後、
今年度
第 2 次補正予算の概要並びに平成 29 年度予算概算要求

亀井会長挨拶

進藤顧問の講演

意見交換の様子
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平成 28 年度

最後に、全体討論会として浦山所長をコーディネーター
に、講師をお願いした方と東海農政局の深見課長をパネ
ラーとして質疑応答があり講義内容だけでなく、昨今のＴ
ＰＰ関連含みの農政問題、耕作放棄地の解消への打開策、
さらに土地改良に関する国への要望など積極的な意見交
換がなされた。
◆研修会カリキュラム◆

本会福岡専務

①土地改良区合併･滞納処分･複式簿記･消費税･個人情報
保護法 関係
		 全国水土里ネット
			
中央換地センター所長 浦山正四
			
管理システム研究部主査 田中克哉

挨拶

②土地改良区の現状･課題･展開方向
		 全国水土里ネット中央換地センター所長

浦山正四

③農業農村情勢･農政の展開方向
		 農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課
			
団体指導･利用調整班係長 岡本政典
④土地改良区の合併事例発表
		 秋田県雄物川筋土地改良区財務課長
⑤全体討論
		 コーディネーター
		 全国水土里ネット中央換地センター所長

全体討論会

去る11月4日（金）
三重県総合文化センター生涯学習セ
ンター内大研修室において、全土連主催による平成 28 年
度土地改良区体制強化事業統合整備推進研修会が開催さ
れ、県内を含めた全国（北海道～大阪府）
の道府県・市町
の土地改良担当者、
土地改良区役職員97 名が受講した。
この研修会は、土地改良区体制強化事業の一環として、
国・全国水土里ネット等の担当者を講師に、
統合再編を含
む組織運営の基盤強化、事業実施の体制強化を図るため
の研修会で、毎年東日本ブロックと西日本ブロックに分け
実施されており、今回は東日本ブロックの当番県として三
重県で実施された。
研修は、全国水土里ネット中央換地センターの浦山所
長、管理システム研究部の田中主査より「土地改良区合
併、
滞納処分他について」
、
同センターの浦山所長より「土
地改良区の現状・課題・展開方向」
と題して講義を受けた。
その後、
農林水産省土地改良企画課の岡本係長より「農
業農村情勢・農政の展開方向」
と題しての講義、秋田県雄
物川筋土地改良区の阿部財務課長より土地改良区の合併
事例の発表があった。

研修会の様子
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阿部

収

浦山正四

三重の土地改良アラカルト 三重県農業基盤整備課

は、耐震性能が不足しているため池の
うち、主に下流被害の大きい 23か所の
耐震対策と定めて、計画的に整備して
いくこととしています。
4

ソフト対策
ため池の点検調査については、市町

が主体となって、
主に目視調査による一
斉点検や地質調査と堤体安定を確認す
る詳細調査が順次進められています。
また、ため池が決壊するおそれがある
場合または決壊した場合に、迅速・安
全に避難するためのハザードマップの
作成も多くの市町で進められており、
地
域の方々に危険区域や避難所などの情
報が提供され避難訓練などに活用され
ています。

ため池改修

5

1 はじめに

今後の取組

農業用ため池は、
農業用水を貯える重要な施設であると

今後も、安全・安心な農村づくりに向けて、ため池管理

ともに、生物の生息・成育や住民の憩いの場を提供する

者や市町等の関係者と連携し、ハード対策とソフト対策を

などの多様な役割を担っています。

併せた防災・減災対策を進めてまいります。またソフト

一方で、ため池が集中豪雨や地震によって決壊した場

対策については、地域の状況に精通した市町の取組が特

合、甚大な被害を及ぼすおそれがあるため、県では昭和 30

に重要です。県としても支援させていただきますので、ハ

年代から老朽化したため池の改修を行ってきました。

ザードマップの作成や公表をさらに進めていただきます
ようお願いいたします。

しかし、県内約 3,000か所のため池の多くは江戸時代に
造られたもので、
その改修には多額の費用を要することか
ら、
未改修のままのため池も数多く存在しています。
2

三重県農業農村整備計画
近年では集中豪雨の発生が増加傾向のうえ、近い将来

南海トラフ地震の発生が危惧されていることから、大規模
災害に備えた防災減災対策が重要となっています。
そのため、県は平成 27 年度に｢ 三重県農業農村整備計
画 ｣を策定し、
老朽度や県民への影響等を踏まえた優先度
を設定して、計画的なため池のハード対策を進めるととも
に、被害軽減と防災意識の向上のためのソフト対策に取
り組むこととしました。
3

ハード対策
三重県農業農村整備計画 10 か年でのため池整備目標

ハザードマップの例

12

「津市多面的機能活動のつどい」
を開催しました

受賞された組織の皆様の記念撮影

平成 28 年 10月12日（水）
に、津市白山町の津市白山総

表彰を受けられた各組織から取組事例の発表を頂いた

合文化センター「しらさぎホール」
で「津市多面的機能活

後、優良活動表彰の審査をお願いした三重県農村地域資

動のつどい」
を開催しました。

源向上委員会委員を務められる三重大学生物資源学部の

津市内で多面的機能支払交付金事業に取り組む活動組

大野研先生、
伊藤良栄先生にも加わって頂き、
「先駆性があ

織の中から他の組織の模範となるような優れた活動を表

る活動、地域特性を活かした活動」
をテーマにパネルディ

彰するとともに、活動組織間の情報交換や意見交換を行う

スカッションを行いました。大野先生のコーディネートの

ことでより一層活発な活動に取り組むための機会を提供

もと、活動内容に対する質疑応答なども含めながら、意見

することを目的に開催しました。津地域で初めての開催
であったにもかかわらず、81組織から242 名の参加があっ
たほか、土地改良区、農業委員会、市、県等関係団体からの
参加も含めると、
300 名を超える参加者となりました。
本つどいでは、主催者を代表して津市の前葉市長のあい
さつの後、津市内で多面的機能支払交付金事業に取り組
む活動組織のうち応募のあった11組織の中から、他の組
織の模範となる優れた活動を行っている次の4 組織に、優
良活動表彰として市長賞が贈呈されました。
・神戸山田環境保全会（津市神戸）
・中瀬地区農地・水・環境保全会（津市河芸町）
・足坂農地・水保全組織（津市美里町）
・二本木地区環境保全会（津市白山町）

前葉市長のあいさつ
13

交換をして頂きました。

や担い手不足、耕作放棄地の拡大、土地改良施設の老朽化

最後に、津農林水産事務所の田中所長のあいさつで閉会

など多くの意見があがっており、これらの課題解決に向け

しました。

た取組が期待されていることが伺えました。

参加者の皆様にご協力頂いたアンケートでも、約 9 割の

津地域で初めてのつどいの開催でしたが、このような高

方から「興味深かった」
「
、役に立った」
との回答を頂き、
「素

い評価を頂き、今後も継続して欲しいという要望も多く頂

晴らしい活動に感動した」
、
「今後の活動の参考にしていき

いたことからも、多面的機能支払交付金事業に取り組む活

たい」
といった前向きな感想が目立ちました。また、
自由記

動組織の皆さんの交流と情報交換の場となるよう、今後も

入の意見欄には、直面している地域の課題として、高齢化

継続していきたいと考えています。

事例発表

パネルディスカッション

パネルディスカッション

受付の様子

会場内の様子

受付ホールのパネル展示
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「第3回松阪つどい ～ネットワークを活用した
多面的な取組による地域の活性化方法を学ぶ～」
が
開催されました。
全向上対策協議会の山下さんに講演して頂きました。参
加者の中でも事務を担当されている方の大変なことをみ
んなに判ってもらうことと、基礎的なことを再度確認して
もらうために講演して頂きました。時間の関係上、質問の
時間を取ることができなかったのが残念です。
参加された皆さんに今回の松阪のつどいの感想のアン
ケートを取りました。参加者のうち男性は152 名、女性13
名と圧倒的に男性が多くなっています。市町別では松阪
市からは100 名が、
多気町、
明和町、
大台町から各々約20 名
が参加しました。年齢層は60 代が102 名と圧倒的に多く、
次に70 代が41名とその次に50 代、40 代となり、80 代の方
も2 名参加されています。多面的の活動の主力は60、
70 代
であることがよく判ります。また今回の松阪のつどいの各

畦地履正氏の講演

講演が今後の活動の参考になったかといった質問には回
平成 28 年 10 月21日に大台町グリーンプラザおおだい

答のほとんどの160 名以上の方が参考になると回答して

で「第 3 回松阪のつどい～ネットワークを活用した多面

頂きました。この結果を見る限り、参加者の皆さんに満足

的な取組による地域の活性化方法を学ぶ～」
が開催され

して頂いた内容であったと思われ、主催者として大変あり

ました。松阪市、
多気町、
明和町、
大台町の管内の４市町や

がたい結果となりました。さらに、今後もこのようなイベ

管外からも見学者があり、合計 94 組織 240 名の人が参加

ントに参加したいかという質問にはこちらも多くの方が参

しました。

加したいと回答されましたので、来年もさらにパワーアッ

今回は大台町の伊藤主幹の働きかけで ( 株 ) 四万十ドラ

プして松阪のつどいを開催したいと考えています。

マ代表取締役社長の畦地履正さんを講師にお招きするこ

来年は明和町での開催を予定しており、
松阪管内の参加

とができました。畦地さんには 90 分間という大学の講義

者のみならず三重県全域からの皆さんの参加をお待ちし

並みの時間の講演をして頂き、四万十ドラマの商品の紹

ております。

介を交えた、参加者を飽きさせない講演をして頂きまし
た。前日の東京出張から戻られ三重県に来て夜遅くまで
飲んでいたにもかかわらず、講演中は全く疲れを感じさせ
ない畦地さんのパワーに恐れ入りました。
管内の取り組み事例発表では多気町の牧・集落営農部
会、
地域資源保全会の逵井代表、
村川書記兼会計が草刈や
泥上げ、用排水路・道路の補修、パンジーやコスモスの植
栽などの活動について発表されました。聞きやすい話し
方をして頂きましたので主催者側としても見ていて安心
できるありがたい発表でした。
事務手続きの注意点について三重県農地・水・環境保

『第1回多面的機能活動
『伊賀・名張のつどい』
を開催しました!!
平成 28 年 11月18日（金）
ふるさと会館 いが 大ホール

賀・名張のつどい』
を開催しました。

において伊賀管内の活動組織約 81組織や関係者 320 名が

本つどいでは、基調講演・事例発表会・講習会・ポス

参加して、
伊賀地域で初となる第1回多面的機能活動『伊

ター展示を行いました。
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基調講演では多気町勢和地域で活躍されている「多気
町勢和地域資源保全・活用協議会」
の高橋幸照様に勢和
地域 10 集落で共同活動から始まった多面的活動の経緯
を含めて、広域で多面的活動を行うメリット、さらにそこ
から広がる農村福祉の充実を目指して、生活サポートサー
ビスを行う一般社団法人「ふるさと屋」
の設立等のお話を
頂き大変参考になりました。つどい終了後のアンケート
についても、参加した方から感銘を受けた、感動したとの
お声を頂きました。
次に、管内活動組織 3 組織による事例発表会を行いま
した。伊賀市から「上友生農地水保全会」
と「コスモス
の里比自岐保全協議会」
、名張市から「矢川環境保全会」

開会挨拶

とそれぞれスライドを活用しながら発表をしていただき
ました。
① 「上友生農地水保全会」
小学生・幼稚園児・老人クラブを交えての環境保
全に取り組んでいる活動や施設の補修状況や獣
害柵設置について紹介されました。
② 「矢川環境保全会」
矢川地域ではまず地域を知ることから始まり、農
地・非農家が参加して地域に生息する蛍の生育
環境「ホタルの里」
づくり整備に取り組んでいる様

多気町勢和地域資源保全・活用協議会の高橋氏による講演

子や、
世代間交流事業として「花いっぱい運動」
等
の環境活動などが紹介されました。
③ 「コスモスの里比自岐保全協議会」
伊賀市内の100を超える組織の中でも活動面積
が13,376ａと最も広く、交付金を有効に活用し、地
域に点在する地域資源の保全長寿命化を行う様
子や、秋には答志島の子供達との交流会で春に
撒いたコスモスが咲いてコスモス祭りを行う様子
を、
ビデオを通して紹介されました。
休憩を挟み、東海農政局農地整備課多面的機能支払推
進室

東海農政局

安里室長から「多面的機能支払のポイント」
と題し

安里室長による講演

て、年度活動計画の策定のポイントや資源向上活動にお
ける機能診断等のポイントについての内容の講習会でし
た。参加者からは大変参考になったとの声も聞くことが
出来ました。
ポスター展示では、ロビーに伊賀市、名張市の活動組織
からたくさんのポスターや地域で配布する広報誌などが
展示され、
とても見応えがありました。
最後に次回開催地になる名張市農林資源室

吉岡室

長の閉会の挨拶で、
つどいは盛会に終えました。

展示を見入る参加者
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施設補修工法の事例紹介
弾性ゴムカップリング継手 (KE 継手 ) のメンテナンスに

弾性ゴムカップリング
継手の交換時期について

◎簡易クリープ量計測用指針及び目盛板

ついての項目です。
①表面検査・観察
②ゴム表面硬度計測
③クリープ量計測
①表面検査・観察 ( 目視 )
・目視により深さ2mm 以上のオゾンクラックの発生・有害な
キズ・油等による膨潤等の有無の確認。
②ゴム表面硬度 ( デュロメータ ) 計測
・KE 継手は内外輪金属円盤の間にドーナツ状にゴムを接合
( 加硫 )した製品です。
・ゴム部は天然ゴムを採用し、新造時は硬度57度前後の最
適な硬度を有している。
・KE 継手がエンジンに装備され移動すると、ゴムには通常駆

◎捩じり方向のクリープ量計測（下図参照）
内外輪のノックピン穴の左側にあるボルト穴のずれ
（Ｓ）
を計測する。

動伝達力及び不規則な変動トルクを受け、
ゴムは発熱し長時
間をかけて少しずつ劣化すると共にゴム硬度が上昇する。
・更にエンジン停止状態でも経年による大気中のオゾンの影
響によってゴム硬度が上昇する。
・このゴム硬度は比較的容易に測定出来る事から品質の評価
(ゴムエレメントの寿命判定)に利用され、
KE 継手ではゴム硬
度が新造時から15度上昇した時 (57+15=72度 )をゴムエレメ
ント取替推奨値、新造時から17度上昇した時 (57+17=74度)
をゴムエレメント使用限度値と規定されている。
③継手部捩じりクリープ量計測
・取替推奨の捩じりクリープ量は14.0mmと規定されている。
・使用限度の捩じりクリープ量は16.5mmと規定されている。
ゴムエレメントの取替基準
検査項目
取替推奨値
使用限度値
型式
KE26Na-SP1
捩じり
S
14.0mm
16.5mm
クリープ量
ゴム表面硬度
新造時より
新造時より
（デュロメータ）
Hs 15度 上昇
Hs 17度 上昇
（ＪＩＳ・Ｋ6253） （計画値：72 度） （計画値：74 度）
・深さ2mm 以上のオゾンクラックの発生
・クラックの発生
ゴム表面の状態
・有害なキズ
・油等による膨潤

①弾性ゴムカップリング継手
（エンジン⇔減速機間）

②新旧対象交換部品
弾性ゴムカップリング継ぎ手

簡易クリープ量測定用指針及び目盛盤の取付を行う事でメンテナンス
を簡易に行う事ができます。( 写真③参照 )

③簡易クリープ量計測用指針
及び目盛板設置状況
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弾性ゴムカップリング継ぎ手の
破損状況写真（例）

七取土地改良区（桑名市）

シリーズ

大区画ほ場での営農状況
上之郷地区

【地区の概要】

濃・愛知県西部へのアクセスに重要な路線となっている。
受益面積は、田 200ha

当土地改良区は桑名市多度町の東部に位置し、揖斐川

畑 21ha の計 221ha で、組合員数

右岸沿いに広がる七郷輪中にあり、南北に細長い平坦な

は 311 名であり、揚水機 2 ヶ所と樋門 4 ヶ所を擁し、一部

湿田地帯で、気候条件も良く、昔ながらの穀倉地帯であ

三重用水を補給水として利用している。

る。地区には県道北方・多度線が東西に走り、岐阜県西
【地区の沿革】
昭和29年1月13日認可を受け設立され、事業実施となり
ました。輪中内6地区（香取・上之郷・東福永・西福永・
平賀・古敷）
の池沼・不要水路等を埋め立てる区画整理事
業として、
水田一反歩区割りと、
54ｍ間に農道・用排水路を
設置し、
昭和32年5月に事業完了しました。
その後、上之郷地区で平成9年度より大区画ほ場整備事
業に取り組み、約40haにおいて一区画を1.5haから3haへ、
同時に用水路のパイプライン化と農道幅員を5ｍとする再
区画整理を平成14年度に完成させました。
【今後の計画】
上之郷地区竣工記念碑

農業従事者の高齢化・後継者不足により、大区画ほ場
整備事業を行った上之郷地区を除く水田一反歩区割りに
おいては、農業機械の大型化による作業効率が充分発揮
できないことから、担い手農家への委託も難しく、耕作放
棄地の増加から環境悪化、水路の崩壊による機能低下が
問題となっています。
その為には、作業効率の良い農業基盤にして、担い手農
家が優良農地として利用でき、維持し易い様に整備する
必要があり、上之郷地区以外でも再区画整理への機運が
高まり計画達成に向けスタートを切ったところです。
将来に繋げていくため組合員一同、
一致団結していきた
いと考えております。

上之郷揚水機場
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みなみいえきかわぐちゆすい

「南家城川口井水」
世界かんがい施設遺産に登録
津市白山町の農業用水「南家城川口井水」
が、国際かん
がい排水委員会（ICID、本部・ニューデリー）
が認定する
世界かんがい施設遺産に登録されることとなった。県内
では多気町の「立梅用水」
に続いて2 例目となる。

松森 理事長 への
登録証伝達

南家城川口井水は、同市を
南家城川口井頭首工
堰長 82m、堰高 2.4m、
最大取水量 1.55m3/S の石張り
固定堰

流れる一級河川雲出川を水
源とした全長 7キロの用水路
で、
1190 年に開設された南家
城井と1664 年にできた川口
井の二つの用水路が 1729 年
となった。地域の水田 (360

登 録され た 施 設 管
理 者 他 による記 念
撮影

ヘクタール ) に水を供給して

価値のある施設の保全と広報を目的に2014 年度に創設さ

きたほか、生活用水や防火用

れたもので、
今回、
南家城川口井水を含む14 施設が新たに

につながり、南家城川口井水

①景観に配慮した石張り固定堰

これで国内の同遺産登録は計 27 施設となった。
水としても利用されており、 選ばれ、
今回の登録遺産に対し、昨年 12月14日に世界かんがい

2006 年には「疏水百選」
にも

施設遺産登録証伝達式が東京の農林水産省の講堂（本館

認定されている。

7 階）
で行われ、白山町土地改良区の松森理事長と岩脇事

施設を管理する白山町土

務長に登録証と盾が授与された。

地改良区が ICID国内委員会
②川の先住生物に配慮した魚道

③雲出川に残る岩盤を鑿で削って
造った水路跡

に登録を申請し、平成 27 年 6

白山町土地改良区の松森理事長（92）
は、地域の活性の

月、国内候補に選ばれ、平成

礎である南家城川口井水の恩恵ならびに先人や先輩諸氏

28 年 11 月 8 日にタイ・チェ

の功績に深く感謝し、この井水が育んできた「地域づく

ンマイで開催された ICID 国

り」
を後世に伝え、受け継がれるよう、これまで年 1回、町

際執行理事会で登録が決定

内小学校に出向き、出前講座を行い、子供達に歴史を伝承

したものである。

してきたが、これからも引き続き行っていきたいとのこと

④松森理事長の小学校への出前講座

で、
今回の登録を大変喜ばれた。

同遺産は歴史的・技術的

⑤歴史伝承のため作られた川口井灌漑水路資料

イベント紹介
本会第 60 回通常総会
開催日／平成 29 年 3月21日
（火）
場
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所／ホテルグリーンパーク津

6 階「伊勢の間」

現在は波田堰土地改良区が維持管理しており、発電し
た電力は全量を電力会社に売電して今後設置予定の監視
カメラの電気料や、波田堰土地改良区が管理する水利施

支部活動報告

設の維持管理費に充当しているとのことであった。
二日目は、六次産業への取組について、長野県下伊那郡

松阪支部先進地視察
研修報告について

松川町にある「農業生産法人 株式会社なかひら農場」
の
中平専務より説明を受けた。
なかひら農場はリンゴ農家としてリンゴ園 2 ヘクタール
からスタートし事業内容として、農園部門では、リンゴ園
6 ヘクタールの経営、
生産販売を行い、
販売部門では、
生食
用リンゴ約 100ｔの卸、小売り、自社生産ジュースの卸、小
売りを行っている。加工部門では、日産 10,000ℓの搾取
処理できる機器により、
リンゴ、
うめ、
洋ナシ、
人参、
トマト、
ぶどう等国内外の果物・野菜飲料を生産。2012 年には国
の六次産業化推進事業によりジャム製造も開始した。現
在はリンゴの新品種 2 種類を開発中である。

小水力発電施設の説明の様子

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。

なかひら農場の説明の様子

小水力発電施設の視察の様子

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10月13日（木）
～ 14日（金）
に管内県、市町、土
地改良区の役職員33 名の参加を得て開催した。
一日目の現地視察は、長野県松本市にある「東筑摩郡
波田堰土地改良区」
で小水力発電について事務局長の大
月氏より説明を受けた。
長野県は、平成 24 ～ 26 年度に県営かんがい排水事業
（国の予算は地域用水環境整備事業）
により、段丘から波
田堰に流下する農業排水の流量と落差を利用した小水力
発電施設を建設しました。

なかひら農場の視察の様子
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支部活動報告

他の部では、ミディトマト等の新品種育成や作物の育成栽

東紀州支部
先進地研修について

培、病害虫の研究や土・肥料等の研究、防除器具の改良や戦
略作物の販売戦略の策定等しているとの説明を受けた。
引き続き高岡主任研究員により、
「積雪前の除草剤散布

1．実施日

で斑点米が激減」
と題して、県内のカメムシ優占種・発生
量や DBN 剤の散布時期と効果等の説明を受けた。

11月17日（木）
～ 18日（金）
2．視察研修先

斑点米の発生率は、
無処理時 0.33％で 0.1％を越えると2
等米になるので除草剤として DBN 剤を散布しているが、

福井県福井市 「福井県農業試験場」

散布時期は、研究の結果 11月中旬以降から2月頃までの

「一乗谷あさくら水の駅」
3．参加者

平均気温が12℃以下に散布すると効果が高く、越冬世代

東紀州支部管内会員

にダメージを与え発生率が低下し、雑草が再生してもカメ

21 名

ムシ類はほとんどみられず、高い発生抑制効果が現われ

（県・市町担当者及び土地改良区役職員）

たとの説明後、研究に対しての苦労点や散布剤の費用に
関して活発な意見交換がなされた。

研修は、当管内の県・市町の担当者及び土地改良区役
職員が参加し福井県福井市にて、コシヒカリを育成開発

その後、コシヒカリの生みの親である石墨博士展示コー

し、現在水稲や作物の育成栽培や栽培環境の研究と普及

ナーに移り、水上主査よりコシヒカリ育成の軌跡について

指導を行っている「福井県農業試験場」
と三連水車やビ

説明を受けた。
石墨博士は、いもち病に強く早生で良質な品質を作るこ

オトープを活用し、農業用水での地域の活性化を図って
いる「道の駅

とを目的に「農林 22 号」
を母に「農林 1 号」
を父に人工交

一乗谷あさくら水の駅」
で実施した。

配したが、背が高く倒れやすく、いもち病に弱い大きな欠

1日目（11月17日）
福井県農業試験場では、高岡主任研

点があったが、熟成と米質が良いことから「越南 17 号」
の

究員と水上主査に対応していただいた。

系統名で試験場から全国 22 県に配布し試作を経て、1944

水上主査から農業試験場の概要と各部の研究について

年「農林 100 号」
（初代コシヒカリ）
として品種登録され、

説明を受けた。

米であってほしいと言う願いを込め
農業試験場は、
1893 年に松平試験場として設立し、
1900 「越の国に光り輝く」
と命名されたと力説された。
年に福井県農会農事試験場（福井市町屋）
として発足し、 て『コシヒカリ』
説明後外へ移動し、高岡主任研究員からDBN 散布機

1965 年に現在地（福井市寮町）
に移転し福井県農業試験
場となった。

（スプレイヤー）
及び試作機（自動噴霧器）
の説明がありそ
の後、参加者は興味深くDBN 散布機の実践をしながら質

各部の紹介として、平成 23 年度に新規部としてポスト

疑応答が行われた。

コシヒカリ開発部を発足し、
「おいしい」
「環境にやさしい
（病気に強い、有機的な栽培向き）
「
」つくりやすい（高温に

2日目（11月18日）
の「道

強い、倒れにくい）
」
を目標に栽培法を確立し全国ブランド

の駅一乗谷あさくら水の

化を推進して、コシヒカリを越える品種『ポストコシヒカ

駅」
では、福井市農村整備課

リ』
を開発中で、平成 29 年度には品種登録出願を予定して

の宮崎主査、一乗谷あさく

いるとの説明があった。

ら水の駅の山村副駅長に対
応していただき、
「一乗谷あ
さくら水の駅」
の概要の説
明を受けた。頭首工より取
水した水を利用した三連水

福井市農 村整 備課 の宮崎主 査と一
乗谷あさくら水の駅の山村副駅長よ
り概要等の説明

車での粉ひきやビオトープに水を供給している状況の報告
を受け、特にビオトープを通過させることにより水質の汚

福井県 農業試験場の水上主査より 福井県農業試験場での研修の様子
概要等の説明

濁防止を図り、再び河川へ戻し、下流域への環境に配慮し
ている点を力説された。
また、TV の CM で一乗谷あさくらが紹介されたのを契
機に来場者も大幅に増加し、地域が活性化されたとのこ
とであった。
その後現地にて説明を受けながら、ビオトープ、三連水
車、
粉ひき小屋、
交流施設等を見学し、
研修を終了した。

福井県 農業試験場の高岡主任研究 参加者による散布の様子
員によるＤＢＮ剤の散布指導

2か所とも質疑応答が絶えない有意義な研修となった。
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あけましておめでとうございます。
昨年の 12月17日には三重県総合文化センター中ホール他に於いて『多面的機能の維持・発揮活動

第9

回みえのつどい』
が開催されました。日ごろ県内外各地で活動されている 264 組織、
約1,000人の方が参加され、
つどいは成功裏に終えることができました。つどいに参加して下さった活動組織の皆様をはじめ、関係者の方々
に心からお礼申し上げます。また、今年は第10 回の記念すべき節目の年となりますので会場は大ホール他を予
定しております。例年より更に盛大に開催したいと考えておりますので引き続き、皆様のご支援とご協力をお願
い申し上げます。

さて、つどいでは優秀活動組織へ、それぞれの部門ごとに表彰がおこなわれましたが、その内パブリシティ
部門で表彰されました伊賀市の「 小天狗の里やまで」という組織は私の実家がある集落で活動されている組
織です。実家は兄が継いでおりますので、集落の活動には疎く恥ずかしながら最近まで活動していることは知り
ませんでした。組織名に付けられている「小天狗」という名前には聞き覚えがあり、実家の敷地の傍らに、老人
クラブによって建立された「小天狗清蔵大徳生誕の地」という記念碑があることを思い出しました。記念碑は昭
和 30 年代に建てられたもので、
『 小天狗清蔵』という人物はどんな方なのかも知りませんでしたが、今回の受賞
で江戸時代に治水事業に尽力された僧侶であることを初めて知りました。これも何かの縁であると感じ、今後は
実家の集落活動へも興味をもって、
何らかの形で係わって行ければと考えております。

最後になりましたが、
今年1年が皆様にとってすばらしい年になることを祈念し編集後記とさせていただきます。

農山漁村づくり課
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農村環境づくり班

松島登志夫
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