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「土地改良法等の一部を改正する法律」
が、
平成 29 年 5 月 26 日に公布され、
平成 29 年 9 月 25 日に施行されました。
（ただし、
「除塩事業を土地改良法上の災害復旧事業として位置付け」は平成 29 年 5 月 26 日に施行されました。
）

背

景

○

今後、
高齢化の進行に伴い、
農地中間管理機構への貸付けは増加する見込み。その際、基盤整備が十分に行われ
ていない農地については、
担い手が借り受けないおそれ。
一方、農地中間管理機構に貸し付けた所有者は基盤整備のための費用を負担する用意はなく、このままでは基盤
整備が滞り、
結果として、
担い手への農地の集積・集約化が進まなくなる可能性。
○ 国土強靱化基本法を踏まえ、国・地方公共団体の判断による、農業用用排水施設の耐震化事業の迅速な実施が
求められている状況。土地改良施設の突発事故が年々増加。
⇒ 農用地の利用集積の促進、
防災・減災対策の強化等に資するよう、
土地改良制度の仕組みを見直すことが必要。

概

要
農用地の利用の集積の
促進に関する措置

防災及び減災対策の
強化に関する措置

事業実施手続の
合理化に関する措置

（土地改良法・農地中間管理事業法）

（土地改良法）

（土地改良法・水資源機構法）

農地中間管理機構が借り入れて

○農業用用排水施設の耐震化を目的

○国又は都道府県が行う土地改良事

いる農地について、農業者からの

として国又は地方公共団体が急速

業の申請人数の要件（15人以上 ）

申請によらず、都道府県営事業とし

に行う土地改良事業の創設

の廃止

○

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
第 87条の 3 、
第 91条、
第 91条の 2及び第 92 条の 2

（ 第 87条の 4 ）
事業参加資格者の申請なく実施でき
ることとし、その費用負担・同意は原
則として不要

（ 第 85 条 ）

○技術革新等に起因する機能向上を
伴う土地改良施設の更新事業にお
ける手続の簡素化

公共性・公益性の観点から、
①農地中間管理機構が借り受けてい
る農地で、かつ、一定規模以上の
面的まとまりがあること
②農地中間管理機構の 借入期間が
相当程度あること
③担い 手への農用地の集団化が相
当程度図られること
④事業実施地域の 収益性が 相当程
度向上すること
を要件とする。
併せて、農用地区域からの除外
規制強化のための措置等を講ずる。

○土地改良施設の 突発事故被害の
復旧事業に係る手続の簡素化

第 48 条、
第 85 条の 3及び第 87条の 2

第2 条、
第 49 条及び
第 87条の 5

○土地に共有者がある場合等、合わ
せて一人の事業参加資格者とみな
○除塩事業を 土地改良法上の 災害

等の措置

復旧事業として位置付け
（ 第2 条 ）
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すとともに、代表者一人を選任する
（ 第113 条の 2）

「農を守り、
地方を創る予算の確保に向けて」

平成 29 年 6月26日、東京都千代田区平河町の「シェー

を図り、平成 30 年度に向けて予算獲得を目指す大きな節目

ンバッハ・サボー」において、全国水土里ネット・都道府県

の年となる。引き続き「 闘う土地改良 」
の旗を高くして、土地

水土里ネット共催による「 農業農村整備の集い」が開催さ

改良問題、農業問題が本当に前に向かって進んでいる姿が

れた。

確認できるまで力を尽くそう」
との挨拶があった。

来賓として、農林水産省からは、山本有二農林水産大

続いて、
山本農林水産大臣の祝辞をいただき、
その後、
西川

臣、磯崎陽輔農林水産副大臣、齋藤健農林水産副大臣、

農林・食料戦略調査会長、宮腰食料産業調査会長、進藤都

細田健一農林水産大臣政務官、矢倉克夫農林水産大臣

道府県水土里ネット会長会議顧問から挨拶をいただいた。

政務官、佐藤速水農村振興局長、室本隆司次長、奥田透

進藤顧問からは、
「 農業の競争力強化と美しく活力ある

整備部長が出席。また、自由民主党の西川公也農林・食

農山村の形成を図るために、土地改良事業による現場の

料戦略調査会長、宮越光寛食料産業調査会長、進藤金日

効果をしっかりと国民の皆様に説明をしていく、そして必要

子都道府県水土里ネット会長会議顧問をはじめ国会議員

な予算をしっかり確保していくことが重要である」とのこと

90 名の出席をいただき、全国から参集の土地改良関係者

であった。

を含め約 1,200 名が一堂に会し、農業農村整備事業の推

北海道の 富良野土地改良区と静岡県の 新丹谷土地改

進を訴えた。

良区からの事例発表の後、水土里ネット北海道の加藤専務

開会にあたり、二階全国水土里ネット会長から「
「 闘う土地

理事が要請文案を朗読し、全会一致で採択され、最後に水

改良 」を掲げて組織一丸となって闘った結果、土地改良代

土里ネット静岡の伊東会長の音頭によりガンバロウ三唱が

表の進藤金日子参議院議員が誕生し、予算についても補正

行われ、盛会裏に終了した。

予算を含め大幅削減前の水準を確保することができた。本

なお、閉会後、県内選出国会議員に対して要請活動を行

年度は、先月交付された改正土地改良法を基に新たな展開

山本農林水産大臣

い、農業農村整備事業の推進を訴えた。

西川農林・食料戦略調査会長
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進藤都道府県水土里ネット会長会議顧問

国・県への農業農村整備事業関係予算の確保等を要請
当会

亀井利克会長は、
去る 7月12日
（ 水）
から13日
（ 木）

にかけて、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、自由民主党並びに三重県選出国会議員、進藤金
日子参議院議員に対し要請活動を実施しました。

進藤金日子参議院議員

山本有二農林水産大臣

二階俊博自由民主党幹事長

12日は、田村憲久衆議院議員同行のもと山本有二農林

西川公也自由民主党農林・食料戦略調査会長

水産大臣、進藤金日子参議院議員同行のもと二階俊博自
室本隆司農村振興局次長

平成 29 年 8月10日三重県自由民主党会館において「自

及び奥田透整備部長に、13日は、進藤金日子参議院議員、

由民主党三重県支部連合会」に、また、8月17日には三重

西川公也自由民主党農林・食料戦略調査会長にそれぞれ

県議会議事堂において「 新政みえ」に亀井会長、福岡専務

時間をとっていただき、三重県の農業農村を取り巻く現状と

理事、事務局が平成 30 年度国・県の予算及び政策に関して

その課題を説明の後、①農業の競争力強化と農村の防災減

下記内容の要請を行いました。

由民主党幹事長、農林水産省

災対策を着実に推進するため、
平成 30 年度当初予算におい
て、地域の要望に十分応えられる農業農村整備事業予算を
確保すること②本年 5月26日に公布された改正土地改良法
を積極的に活用した現場適合性の高い柔軟な事業の創設
と現場への普及を図ること③農業用ため池等の老朽化・耐
震対策の推進に向けて、農村地域防災減災事業のうち平成
30 年度までとなっている調査・計画策定等の国定額補助に
ついて、その期限を延長すること④農業・農村の有する多
面的機能の維持・発揮を図る地域の共同活動に係る支援
を行う多面的機能支払制度において、共同活動の質的向上
を図る指導を行うための推進交付金を増額することの 4 項
目について要請しました。
その後、議員会館へ出向き、県内選出国会議員に対し同
内容の要請をしました。

自民党青木政務調査会長へ要請書を手渡す亀井会長
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基盤の整備 」
、
「 重要度や社会的・経済的な影響を考慮し
た生産基盤の整備」
、
「 地域内外の多様な人材が地域資源
を維持・保全し活用していく体制づくり」の 3 つを基本視点
として、
限られた予算をより一層効果的・効率的に活用すると
ともに、計画の実現に向けた主要施策の推進に取り組んで
います。
また、本年 5月26日に改正土地改良法が公布され、農地
中間管理機構と連携した農業者の費用負担を求めないほ
場整備事業やため池等の耐震化を急速に進める事業の創

新政みえ中村副代表へ要請書を手渡す亀井会長

本県の農村では、農業従事者の高齢化や減少等により農

設、機能向上を伴う施設更新の事業手続きの簡素化等が盛

地、農業用水等の管理や営農の継続への影響など、多くの

り込まれました。

課題に直面しています。

財政状況の厳しい折ではありますが、農業農村整備の現

農業を次世代の担い手にとって魅力ある産業とするため、 場を取り巻く状況をご理解いただき、下記事項について特段
農地の集積・集約、大区画化、汎用化等の農地整備や適時 のご高配を賜りますようお願いします。
適切な農業水利施設等の維持・更新が必要となっています。

  

加えて、県内各地でため池を含む農業水利施設等の老朽化

1

農業の競争力強化と農村の防災減災対策を着実に推

が進行する中、当地域では南海トラフ地震の発生が危惧され

進するため、
平成 30 年度当初予算において、
地域の要望に

るとともに、台風や局地的豪雨の発生頻度が高まるなど、住

十分応えられる農業農村整備事業予算を確保すること

民の生命と財産を守るためにも、ため池等の耐震化や洪水
被害防止対策などの農村地域の防災・減災対策の推進が 【現状と課題】
重要な課題となっています。
（1）
国の農業農村整備事業関係予算の推移（ 国費）
国の農業農村整備事業関係予算は、平成 22 年度に前
こうした中、農業農村整備は、地方創生、農業の競争力強

年比約 5 割と大幅に削減され、平成 24 年度には最低の予

化、国土強靭化といった政策目標の達成に重要な役割を果

算額となりましたが、平成 29 年度予算は、平成 28 年度補

たすとともに、農業の成長産業化を加速するなど、農業・農

正予算と合わせ 5,772 億円を確保し、大幅削減前の水準

村の健全な発展を図るうえで極めて重要な事業であります。

を実現することができました。

三重県では、
「みえ県民力ビジョン・行動計画 」や「三重

しかしながら、平成 29 年度当初予算は、平成 21年度予

県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例 」
に伴う
「基

算の約 7 割に留まっており、計画的かつ着実な事業実施の

本計画 」
を踏まえ、魅力ある農業と活力ある農村を未来につ

ために、
当初予算での農業農村整備事業関係予算の確保

なげるために平成 28 年 3月「三重県農業農村整備計画 」が

をお願いします。

策定されました。この計画は、
「 地域の特性を生かした生産
（2）
農業の競争力強化に向けた収益性の高い農業を実現す
自民党

るため、生産性の向上や農地中間管理事業等を活用した
担い手への農地集積を加速化するうえで有効なパイプライ
ン化や農地の大区画化・汎用化などの生産基盤の計画的
かつ継続的な整備が必要です。
○平成 28 年度末三重県のパイプライン化率：30.0％
今後5 年間で 14 地区1,190ha の要望地区があり、計
画的な事業実施が必要です。

新政みえ

（ 3）南海トラフ地震の発生が危惧されるとともに、台風や局
地的豪雨の発生頻度が高まるなど、
防災減災対策として災
害リスクに対応した農業用ため池や排水機場及び頭首工
の基幹的農業水利施設の機能診断、整備補修の計画的
な推進が必要です。
※10年後には耐用年数を超過する施設の割合が 90％となる
2

農業・農村整備事業の現状や課題についての報告と予算及び政策に関し
て要望を行う亀井会長

本年 5月26日に公布された改正土地改良法を積極的に
活用した現場適合性の高い柔軟な事業の創設と現場へ

5

198 施設ありますが、平成 28 年度末での機能保全計画策

の普及を図ること。

定は 53 施設（ 27％）
であり、平成 30 年度末でも110 施設
農地中間管理機構と連携した新事業が検討されています

（ 56％）
にとどまってしまいます。今後、平成 32 年度完了を

が、
意欲ある地域が積極的に事業に取り組めるよう制度設計

目指し、
策定する計画でありますので機能保全計画策定に

をお願いするとともに、付帯決議の順守や担い手への集積を

要する経費の国定額補助の継続をお願いします。

促進するための大区画化・汎用化と併せ、ほ場の再整備や
5

用排水施設整備事業への適応もお願いします。

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図る地
域の共同活動に係る支援を行う多面的機能支払制度にお

3

いて、共同活動の質的向上を図る指導を行うための推進交

農業用ため池等の老朽化・耐震対策の推進に向けて、

付金を増額すること。

農村地域防災減災事業のうち平成 30 年度までとなってい
る調査・計画策定等の国定額補助について、その期限を

【現状と課題】

延長すること。

（ 1）多面的機能支払制度に取り組む活動組織は年々増加
【現状と課題】

し、三重県では平成 29 年 3月末時点で 659 組織、取組面

（1）
三重県では、一斉点検を実施したため池は 2,647 ケ所、

積は 27,177ha で、農振農用地の約 5 割の地域で活動を展

この内防災重点ため池は 540 ケ所と、全国的にみてため

開しています。

池数は非常に多く、しかも、この多くのため池は、老朽化

※ 平成 26 年度から多面的機能支払制度に変更

が進んでおり耐震面での安定性にかけています。
（ 2）
平成 26 年度から多面的支払制度に変更され、農地維持
（ 2）
特に三重県は、南海トラフ地震の影響を受ける地域であ

支払が新たに追加されたことにより、
組織数で 342 組織、

ることから、十分な安全対策のためにも、最低限防災重点

取組面積で 10,170ha と大幅に増加しました。これらの組

ため池である 540 ケ所については、ハザードマップ作成と

織の中には草刈りや泥上げ等の農地維持活動を中心とす

併せて耐震調査の実施が急務となっています。

る組織がみられ、地域資源を保全しその質的向上を図る
活動に取り組む組織の拡大が必要であります。

（ 3）
三重県での防災重点ため池におけるハザードマップ作成
このため、
多面的機能支払を推進する協議会が中心とな
等ソフト対策の実施状況は、次のとおりとなっており、定額 （ 3）
補助のある平成 30 年度まででは、ハザードマップ作成で

り、共同活動の質的向上を図る指導を行うため、推進交付

約7割、
耐震調査においては約4割しか進まない状況です。

金の増額をお願いします。
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（ 4）現在の市町の財政状況では、定額補助が無くなった時

県事業名：土地改良施設整備補修事業（国事業名：土
地改良施設維持管理適正化事業）
の年度要望量の採択に

点でソフト対策の進捗は大幅に遅れると想定されます。

向け、
十分な予算の確保と国補助率の嵩上げ等を行うこと。
4

補修・更新が必要な農業水利施設等が数多く存在する
【 現状と課題 】

ことから、平成 30 年度までとなっている農業水利施設保全

昭和 52 年に制定された本事業は、市町、土地改良区が
合理化事業の採択期間を延長するなど、水管理の省力化 （1）
事業主体となり、農業水利施設の経年変化や老朽化に対

や水利施設の安全性向上等に向けた事業を継続すること。

して機能診断を行い、計画的な維持・補修が行えることか
【現状と課題】

ら要望が非常に多く、また、近年、水利施設の老朽化が著

（ 1）県内には、標準耐用年数を超過するなど老朽化した農

しく進展していることから一段と要望も強くなっています。

業水利施設等（ 用水路・排水路等 ）が数多く存在するこ
とから、今後も、補修・更新等の保全・合理化整備の計画 （ 2）本事業の補助率は、国 30％、県 30％で地元負担率が
40％となっています。

的な実施が必要となります。

県におかれましては、財政状況の厳しい折ではあります
が、要望量に見合う予算確保をお願いします。
（ 過去10 ヶ

（ 2）
計画的な保全・合理化整備に向け、施設の劣化予測や

年 平均採択率 62％）

対策工法等をとりまとめる機能保全計画の早急かつ着実
な策定が必要となります。

（ 3）
国におかれましては、県負担軽減のため、現在の国の補
助率 30％を一般団体営事業に準じて 50％への引き上げ

（ 3）
三重県では、県営事業で造成された基幹的農業水利施

と起債対象事業となるよう制度の見直しをお願いします。

設（ 受益 100ha 以上の揚排水機場、頭首工、ダム等 ）が
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平成 29 年度

～水土里ネットの運営基盤の強化を目的に～

本会亀井会長

開会挨拶

（株）日本政策金融公庫農業食品課
高木上席課長代理

三重県農林水産総務課

磯部主査

東海農政局農村計画部土地改良管理課
石田課長補佐

三重県獣害対策課

山本主幹

東海農政局農村計画部土地改良管理課
浦井係長

講義を受けた。

去る 8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、東海農政局、県等の担当者並び

昨今、獣害は広域にわたり、さらに交通事故、家屋侵入な

に進藤金日子参議院議員を講師に招き、平成 29 年度水土

ど生活被害が発生し社会問題に発展してきているのが現状

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

である。
講義では、県内における鳥獣による農林水産業被害の現

県・市町の水土里ネット指導担当者137名が受講した。

状、被害金額の推移、獣種別の被害状況が報告された。そ

今回は、土地改良事業の根源となる制度の改正を含み、
日

主な害となる「ニホンジカ」
・
「イノシシ」
・
「ニホンザル」
頃の土地改良区業務に関係する内容について理解を深めた。 の後、
の生態や特徴が説明され、増加する獣害をいかに軽減する

始めに本会亀井会長の開会挨拶があり、その後研修会

かを定めた獣害対策 5箇条が紹介された。

に入った。
まず、
三重県農林水産部農林水産総務課の磯部主査より

引き続き、
（ 株 ）日本政策金融公庫農業食品課の高木上

「
「三重県農業版 BCP」
早期復旧に向けた考え方と体制づく

席課長代理より「土地改良事業における非補助融資につい

りについて」
と題して講義を受けた。

て」
と題して講義を受けた。

BCPとは何か、そしてその必要性を説明され、さらに策定

再生可能エネルギーである太陽光パネル、小水力発電で

された三重県農業版 BCPについての基本方針、
被害想定、

の売電収入により農家（ 組合員）の財的負担が軽減された

復旧復興スケジュール、
体制整備などを詳細に説明された。
施設を維持管理している土地改良区としては、
営農再開に

土地改良区の事例が紹介され、また太陽光パネル・小水力

向け、施設を機能復旧するために事前に行っておくべき対策

発電装置を設置するための資金調達として活用された農業

について詳細に説明され、
特に地元の関係機関（ 市町・JA ） 基盤整備資金の融資について説明を受けた。
との連携を密にし、発生時に迅速に対応できるよう指導され
た。また、県として農業関係者の防災意識を向上させ、土地

午後からは、東海農政局農村計画部土地改良管理課の

改良施設管理者に対し、迅速に対応できるように図上訓練

石田課長補佐より「 土地改良制度の在り方の見直しについ

などの普及啓発活動を継続的に実施し、課題を整理修正す

て」
と題して講義を受けた。
昨年、国で決定されました「 農業競争力強化プログラム」

るなどの支援状況が報告された。

で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
次に、三重県農林水産部獣害対策課の山本主幹より「 獣

見直しが掲げられ、それに基づき 5月26日には土地改良法

害対策について」
と題して、獣害の現状と県の対応について

の一部改正する法案が公布され、11月に施行される予定で
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ある。

地改良区の役割を

具体的な改正案では、

十分認識されたこ

・
「 農地中間管理機構と関連した農業者の費用負担・同

とが 紹介された。

意を求めない基盤整備を実施できる制度の創設 」

引き続き、日本とＥ

・
「 突発事故への対応について災害復旧事業と同様の手

Ｕの 関連性から世

続きで実施できる制度の創設 」

界からみた日本の

・
「 国・県の自らの判断により、
農業者の費用負担・同意を

食料自給率の状況

求めずにできる『ため池 』
等の耐震化事業の創設 」
などを説

から判断できる食

明された。

料供給の内訳等を

さらに機構関連事業の 5 要件、事業実施手続きの流れや

データにより分かり

費用負担について現行事業と比較しつつ説明され、改正さ

やすく説明され、ま

れた土地改良法により農業者からの申請を必要とせず、
負担

た主食である米の

も求めない耐震化事業の創設や農業者からの申請が不要

流通と生産につい

な突発事故対応事業の創設などが紹介された。

ての状況とこれに

引き続き、同課の浦井係長より「 監事の職務について」
と

都道府県水土里ネット会長会議顧問
参議院議員 進藤金日子

基づく国の施策に

題して講義を受けた。

ついて裏話を交え

公法人としての性格の強い土地改良区において、全国で発

ながら紹介された。

生している不祥事件の報告を交え、これらの不詳事を防止

その後、意見交換

するため土地改良区がどのような運営をすれば良いか具体的

に移り、出席者より

な取組みを示し、理事会の補助機関として内部統制委員会

老朽化し機能を発

本会福岡専務

閉会挨拶

を設置することが事故予防には重要であることを説明された。 揮できない土地改良施設の更新するための事務手続きの簡
しかし、国より発出された文書以降も不祥事が多発しており、

素化や運営の厳しい土地改良区へ財的補助、また多面的機

再度国より文書が発出され、公的法人である土地改良区とし

能支払制度を活用している土地改良区からは長寿命化予算

て強い意識を徹底することが大切であると説明された。

の上乗せの要望があった。

特に理事と監事の牽制機能を十分働かせ、
法令の遵守に

最後に本会福岡専務の閉会挨拶により終了した。

努めることが組織をより有効に運営でき、かつ体制強化でき
ると力説された。

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
ところ、回答を得たアンケートのうち 97％が「大変参考になっ

休憩を挟み、都道府県水土里ネット会長会議顧問
院議員

参議

た」
、
「参考になった」
と高評価を得、また研修科目では「土

進藤金日子氏より「 我国の食料と農業について」

地改良制度の在り方の見直しについて」
、
「 監事の職務につ

と題して、
講演を受けた。

いて」
の関心が高かった。

まずは、自ら現地視察された九州北部地方での豪雨被害
や生まれ故郷である秋田県での大雨被害の状況が報告さ

事務局としても、会員からの要望に応えられるようなカリ

れ、そのなかで、土地改良区のある地域では災害に対して迅

キュラムを検討し、
今後も開催していく予定である。

速な復旧作業が進められており、地域での公法人である土

研修会の様子
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寺井土地改良区の設立総会が開催されました

竹上市長祝辞

錦理事長挨拶

議事状況

去る 7月30日
（日）
、松阪市笹川町の JA 松阪笹川支店2

に錦秀一氏、副理事長に長島昶氏、阿保隆司氏の両名、総

階会議室において関係者 50 名余りが出席し、寺井土地改良

括監事に山本勲氏が選ばれた。

区の設立総会が開催された。

設立総会は、錦理事長の挨拶を皮切りに、竹上松阪市長 （寺井土地改良区の概要）
ほか多数の来賓の方々より祝辞をいただき、引き続き出席さ
寺井土地改良区は松阪市笹川町地内の谷地田を含む農
れた来賓の紹介、
祝電が披露された。

地約 30 ヘクタールを受益地としており、本年度より着手され

その後、
議長に松本亮氏を選出し議事に入った。

た県営ほ場整備事業 寺井地区の円滑な事業推進並びに整

上程された議案は 17 議案あり、それらは全て満場一致で

備後の土地改良施設の維持管理を目的に設立された土地

可決され設立総会は幕を閉じた。

改良区で、
組合員数約 40 名を擁する。

設立総会終了後、新役員により理事会が行われ、理事長

歴史文化賞を受賞して

水土里ネット立梅用水

立梅用水は、櫛田川を水源として文政 6 年（1823）
に地域
の地士・西村彦左衛門らの努力によって建設され、平成 26
年に 190 周年を迎えた。用水路は櫛田川右岸地域に広が
る山地の裾を縫うように約 30km にわたって開削され、三重
県多気郡多気町勢和地域及び津田地域の水田 436ha を潤
している。今回の歴史文化賞の受賞では、立梅用水の建設
技術や地域用水機能を暮らしに役立てる利用・管理システ
ムが高く評価頂けた。

※ あじさいまつりとボート下りの船頭役を務める中学生ボランティア

立梅用水は、平成 26 年に文部科学省よりわが国の水利

また、あじさいまつりでは、立梅用水ボート下りのイベントで

施設としては初の「 登録記念物」に認定され、同年に ICID

中学生に船頭役を受け持たせ、乗船者に対して立梅用水の

より世界「かんがい施設遺産 」
にも認定・登録された。水土

歴史紹介を体験させている。近年では、平成 25 年度より勢

里ネット立梅用水では立梅用水の歴史的水利遺産としての

和小・中学校を対象に、
土地改良区と地域住民が共同し「 学

価値を活用して、
農村文化や教育の向上のために様々な活動

校教育との連携」
に参加し、年間 55 時間程度の単元を受け

を展開してきた。農村文化の向上活動としては、土地改良区

持ち、地域教育に貢献している。こうした土地改良区の諸活

が主導して地域住民と共に用水路や水田の周りに植栽した

動は、190 年にわたって築かれた郷土の誇りを地域の人々が

約 3万本のあじさいの咲く6月に、平成 9 年より毎年あじさい

再認識することに役立ち、
地域づくりの原動力となっているこ

まつりを開催し、期間中約1万人の来訪者によって西村氏の

とが高く評価して頂けた。

偉業をたたえながら地域の文化交流を深めている。また、
教育の向上面では、
小学校の社会科地域学習の単元におい

この度、農業農村工学会より「 歴史文化賞」
を受賞致しま

て、
土地改良区の指導によって
「 彦左衛門と立梅用水」
のジャ

したことは、誠に名誉なことであり、今後もこれを励みに土地

ンボ紙芝居を子ども達自らに演じてもらい用水の歴史を学ば

改良区と地域住民が協働し、立梅用水を活用して歴史文化

せている。

の向上と地域づくりに精進してまいる所存であります。
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三重の土地改良アラカルト
県営湛水防除事業

源緑輪中地区について

源緑排水機場（右端が新しい排水機場）

除塵設備

1

100ha の被害を防止することとしています。

経緯
湛水防除事業の源緑輪中（げんろくわじゅう）地区は、木

3

曽岬町の南部、
一級河川木曽川の最下流に位置しています。

事業の実施

当地域は、木曽川と鍋田川に囲まれた輪中地帯であり、いわ

新しい排水機場の工事では、非常に狭い工事区域内で、

ゆる海抜ゼロメートル地帯［ 標高は約マイナス 1.5ｍ程度］
の

軟弱地盤対策を行う必要があったため、現場条件に見合う

平坦な水田地域です。また、大消費地の名古屋市近郊とい

工法選定と建設機械の配置計画等に苦慮しました。また、

う特徴を生かして、トマトをはじめとする野菜のハウス栽培も

バックホウなどの重機作業、コンクリート打設やポンプ機械

さかんに行われています。

の搬入・設置などを行うため、周辺住民への情報提供を行

当地域は、地盤沈下等により機械排水に依存しなければ

いつつ、工事業者との綿密な打ち合わせによる事故防止や

ならないことから、昭和 46 年に湛水防除事業で横軸斜流 φ

工事中の汚濁を防止することで周辺の環境配慮を心がけま

900mm の排水機が設置され、さらに昭和 56 年には横軸斜

した。特に旧機場の撤去に伴う周辺環境への負荷軽減等

流 φ1,000mm と立軸斜流 φ500mm の排水機が増設されま

には注意する必要がありました。

した。
4

以来、
当地区の排水機場は、
平時の排水に加え、集中豪雨
などによる洪水時の湛水を排除する重要な施設として、農地

おわりに
新しい排水機場は、
平成24年4月から運転を開始しており、

および周辺の宅地や公共施設等の湛水被害を未然に防止

その後の集中豪雨や台風接近時には、木曽岬町土地改良区

する役割を果たしてきましたが、老朽化の進行や機器類の損

の適切な運転・管理により、
地域の排水を安全に流下するこ

耗などによって能力が低下してきました。平成12 年 9月の東

とで、
湛水被害を防止することができました。

海豪雨では農作物等に大きな被害が発生しました。

最後になりましたが、当地区が無事完了できましたのは、木

このような状況の中、近年はゲリラ豪雨が各地で頻発してい

曽岬町、木曽岬町土地改良区や地元関係者のご協力の賜物

ることもあり、平成20 年度から平成28 年度にかけて、湛水防

と深く感謝申しあげます。

除事業源緑輪中地区として、
排水施設の整備を行いました。
2

事業の概要
事業計画においては、老朽化、機能低下が著しい横軸

斜流 φ900mm の 排水機は 廃止したうえで、横軸斜流 φ
1,000mm と立軸斜流 φ500mm の能力低下をカバーできる
規模の排水機を新たに整備することとしました。
新しい排水機の規模は、近年の降雨データを基にして、流
域開発による状況変化や地盤沈下、外水位の変化も考慮し
て、
立軸斜流φ800mmと立軸斜流φ500mm に決定しました。
当地区では、安全・安心な農村づくりに向けて、これらの
排水機、下部工、上屋工、除塵設備、旧排水機場の撤去を
行い、流域面積約180ha の降雨を排水し、受益面積として約

排水機（ポンプ本体）
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活動報告「第２回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

前葉市長のあいさつ

いただき、今後の活動の参考になったのではないかと感じて

平成 29 年10月2日（ 月）
、
津市大門の津市センターパレス

います。

ホールで、
「 第 2 回津市多面的機能活動のつどい」を開催

休憩をはさんで、ワールドカフェスタイルでの意見交換会と

しました。
津市内で多面的機能支払交付金事業に取り組む活動組

して「 津のつどいカフェ」
を行いました。参加者の皆さんには

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彰

26 のテーブルに分かれていただき、
「多面的機能活動を通し

するとともに、
活動組織間の情報交換や意見交換を行うこと

て、自慢となるような地域における変化や、地域の活動におい

で、より一層活発な活動に取り組むための機会を提供する

て苦労していることや悩んでいること」
をテーマに、自慢話大

ことを目的に、昨年に引き続き開催しました。今回は、68 組

会、お悩み相談会として盛り上がっていただきました。ワール

織から149 名の参加があったほか、土地改良区、市、県等関

ドカフェスタイルとして初めての試みでしたので、県、市職員を

係団体からの参加も含めると、200 名を超える参加がありま

ファシリテーターとして各テーブルに1名ずつ配置したものの、

した。

うまく意見交換が進められるだろうかと不安もありましたが、
終わってみれば、参加者の皆さんからは、
「 他地域の活動組

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
動組織から応募のあった 10 組織のなかから、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。
・片田長谷地区農地保全環境部会（ 津市片田長谷町 ）
・片田久保町地域資源・環境保全会（ 津市片田久保町 ）
・緑のネットワークにのみ（ 津市久居新家町 ）
・足坂農地・水保全組織（ 津市美里町 ）
審査をお願いした審査員を代表して、三重県農村地域資
源向上委員会委員で三重大学の大野研先生から講評をい
ただいた後、
東海農政局土地改良技術事務所の亀蔦係長よ
り、
「 農業用施設の機能診断および補修について」講演をい
ただきました。水路やため池の機能診断のポイントや補修工
法の手順、補修後の維持管理など、具体的な内容の講演を

東海農政局土地改良技術事務所
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亀蔦係長による講演

織の取組を今後の取組に活かしたい」
、
「お茶やお菓子で場
が和んで話すことが出来た」
、
「 地区内の他組織との連携を
考えたい」などの感想をいただき、ワールドカフェを試みてよ
かったと安堵したところです。
三重県農村地域資源向上委員会委員で三重大学の伊藤
良栄先生に「 津のつどいカフェ」
の講評をいただいた後、
津農
林水産事務所の西村所長の閉会のあいさつで閉会しました。
参加者の皆様にご協力いただいたアンケートでも、約 9 割
の方から
「 興味深かった」
「
、役に立った」
との回答をいただき、
「 素晴らしい活動に感動した」
、
「今後の活動の参考にしてい
きたい」
といった前向きな感想が目立ちました。また、津のつ
どいカフェでも、
「地域でのコミュニティの向上や交流の拡大」
、
「 草刈などの農地維持活動や水路等の補修技術の取得、向
上」
など、多面的機能活動に取り組んだ成果が紹介され、今
後の活動に対する期待の高さがうかがえました。
津地域での 2 回目のつどいの開催でしたが、このような高
評価をいただき、継続してほしいという要望も多くいただいた
ことからも、多面的機能支払交付金事業に取り組む活動組
織の皆さんの交流、情報交換の場となるよう、今後も継続し
ていきたいと考えています。

津のつどいカフェ

「多面的機能の維持・発揮活動 第10回 みえのつどい」
が開催されます。
日

時：平成 29 年12月16日（ 土 ）12：30 〜16：15

◆分会会

【 開場 11：45 〜】
場

第1分科会

所：三重県津市一身田上津部田1234
三重県総合文化センター

14：30 〜 16：15

「テーマ：県内の取組事例、
獣害関係企業 PR ブース」

大ホール他

第2分科会

プログラム

「テーマ：むらの応援企業を呼び込もう！

◆全体会【大ホール】12：30 〜 14：10

〜企業と連携したむらづくり〜」

開会挨拶

第3分科会

優秀活動の表彰及びフォトコンテスト受賞作品紹介

「テーマ：より良い地域づくりに向けて

基調講演「これからの地域社会のための獣害対策 」
兵庫県立大学

〜次世代リーダーへの継承〜」

山端直人氏

第 4分科会
「テーマ：実践活動（ 安全対策・畦畔保全・補修メンテナ
ンスの説明等」
12

りだし、そこで暮らす人、
訪れる人の心を和ませます。
⑥「 文化を伝える」… お祭りや年中行事など、
農業と深く

ため池 編

結びついた伝統文化を伝え守ります。
■ 堤体

ため池

ため池の改修の堤体改修型式には、堤体の全断面で遮

ため池とは、降水量が少なく、流域の大きな河川に恵まれ

水する均一型、土質材料が遮水性材料と透水性材料による

ない地域などで、農業用水を確保するために水を貯え取水が

ゾーン型、
表面遮水型（シート）
、グラウト型があります。一般

できるよう、人工的に造成された池のことです。ため池は全

的に、下図のような現況の堤体を効率的に利用する「 傾斜

国に約 20万箇所存在し、西日本を中心に全国的に分布して

遮水ゾーン型 」
が用いられています。

います。
■ ため池の歴史
水田を主体とするわが国の農業にとって、水源の確保と取
水方法は、
民族の歴史とともに発達し、その最も確実な方法
として農業用ため池が数多く築造されました。
その約 70％は江戸時代以前に築造され、築造にあたって

■ 取水施設

は各地域において試行錯誤を繰り返して得られた経験をも

取水施設は、た め 池の

とに造られたものと推測されます。

貯水を取水するための斜樋
または堅樋と導水するため

■ ため池の種類

の底樋から構成されます。
ため池はその形態により
「谷池 」
と
「皿池 」
に区分されます。 一般的には 堤体の前法面
◯谷池…山間や丘陵地で谷を堰き止めて造られたため池
に沿って埋設された斜樋管
に取水孔を設け、これから取り入れた用水を堤体底部に埋
設する底樋管に導いて取水します。
■ 洪水吐
ため池の安全のために、
大雨時、池に流入する流水
を下流に安全に流下させる
◯皿池…平野の窪地周囲に堤防を築いて造られたため池

ための施設で す。堤防の
盛土部分を避けて、堅固な
地山部分に 施工する 例が
多く、
水路流入型、越流堰、ラビリンス堰、
側水路型などの構
造があります。
■ ため池の災害
ため池の被害原因の約 9 割は豪雨によるものではありま
すが、東日本大震災ではため池の決壊により尊い生命が失

■ ため池の多面的機能

われるとともに人家や農地が被害を受けました。よって、近

ため池は、農業水利や地域防災としての役割を果たす以

年多発している大規模地震や南海トラフの巨大地震に対す

外にも以下の様な「多面的機能 」
を有しています。

る検討からも、
大規模地震に備えた対策が急務であります。

①「災害を防ぐ」… 雨水を一時的にため、洪水や土砂く
ずれなどの自然災害を防ぎます。

■ ため池の防災減災

②「水を育む」… 水をゆっくりと地面にしみこませて、川

全国に多数のため池が存在するため、各地方自治体が平

の水や地下水の量を安定させます。

成 25 年度から
「 豪雨及び地震に対する一斉点検 」
を実施し、

③「 環境を守る」… 生ゴミを分解したり、空気や水をきれ

優先順位を決定しました。その中で、ため池の規模や下流

いにしたり、
夏の暑さをやわらげます。

域における被害が大きいため池を「 防災重点ため池 」と位

④「 生き物を育む」… 植物やトンボ、メダカ、カエル、鳥

置付け、優先に対策を進めるとともに、ハザードマップ等の

など、
色々な生き物のいのちを育てます。

減災対策を推進しています。

⑤「 美しい風景を保つ」… 季節ごとの美しい風景をつく
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名張市土地改良区（名張市）

シリーズ

宇陀川頭首工

青蓮寺ダム

新田円形分水

平成 23 年度

～ 10 組織を 1 つに統合～

向け取り組んできました。

全土連金章受賞

平成 20 年 8月に市内10 改良区が統合したことにより、
「名

名張市は三重県の西部に位置し、近畿・中部両圏の接点
にあることから、古くは万葉の時代から東西往来の要所、宿

張市土地改良区 」として現

駅として栄えてきました。

在、受益面積 681.3ha、組合

国直轄河川木津川上流域で、名張川、宇陀川上流には青

員1,514 名、理事25 名、監

蓮寺ダム、比奈知ダム、室生ダムがあり又、県河川等により利

事3名で構成されています。

水が確保され、かんがい用水には恵まれています。

このように、土地改良区

以前、
本市では土地改良区が 10 組織あり、
「 宇陀川用水」
、 が事務統合し、規模の大き
「名張市北部」
、
「赤目」
の 3 つの土地改良区は組合員が 300

な運営基盤のしっかりした

名以上いましたが、
「 滝の原」は約150 名、その他 6 つの土

組織となったことにより、効

地改良区（ 布生、
八幡、
蔵持、
国津、
短野・下三谷、
鵜山）
は全

率的な事務が行え、また県・

て 100 名以下の小さな組織であったため、今後組合員の高齢

市との連携も強化され、老

化や後継者不足、農業収益の低下等による土地改良区組織

朽化した 施設の 改修や 更

の弱体化や財政基盤の脆弱化が危惧されていました。

新についても広範囲で一括

こうした情勢を受け、市内10 改良区により「名張市土地改

して補助申請することがで

良区統合整備推進協議会」
を平成17年1月に設立し、改良

き、補助率の高い事業に採

区の統合整備について具体的な協議を進めてきました。
また、 択されるなど大きな効果を
「 合同事務所」
を開設し、土地や組合員情報のデータベース

得ています。

化、経理など事務処理の電算化等事務の合理化・効率化に

収穫間際の伊賀山田錦
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農山漁村における
「農泊」
実現に
向けた取り組みについて
なって新たな農村観光モデルである体験型観光事業の創出
に取り組んでいます。特に、農林漁業体験民宿や農林漁業
者、商工業者等、地域の関係者等が連携して地域一丸とな
り、
国内外の教育旅行の受け入れ拡大に力を入れています。
その結果、農林漁業体験民宿が増加するとともに、海外から
は、
米国や中国、オーストラリア、パプアニューギニア、
台湾等、
たくさんの学生が訪れ、言葉は通じなくても様々な体験を通
して多くの感動が生まれています。

写真 -1

農林漁業体験民宿の外観

1．概要
「 農泊 」とは、農林漁業体験民宿や古民家を活用した宿
泊施設等に滞在し、日本ならではの伝統的な生活体験や農
山漁村地域の人々との交流を楽しみ、地域の魅力を知って
もらう滞在型旅行のことを指します。農林水産省では、平成
29 年度農山漁村振興交付金に「 農泊推進対策 」を新設し
支援を始めました。本交付金では、地域資源を観光コンテン

写真‐3

和菓子作り体験を行う海外の学生

ツとして磨き上げる取組等のソフト対策と古民家等を活用し
た滞在型施設の整備等のハード対策を一体的に支援できる

3．今後について

内容となっています。

人口減少、
少子高齢化が進む中で、
「 農山漁村の持続 」
と
いう観点から交流人口の拡大は重要です。
「農泊」
の取組は、

2．三重県での取組

訪日外国人旅行者を含む観光客を農山漁村に呼び込み、
農

三重県では、平成 29 年度農山漁村振興交付金（ 農泊推

山漁村の所得向上や地域活性化に結びつけられる可能性

進対策 ）
を活用した農泊地域推進事業計画として「 太郎生

があります。三重県では、農山漁村振興交付金（ 農泊推進

の美しい棚田・里山等を生かした地域づくり
（ 津市）
」
、
「鳥

対策 ）の活用に向けての計画策定の支援や農林漁業体験

羽渚泊推進協議会（ 鳥羽市）
」
「
、 大紀町地域活性化協議会

民宿の開業セミナーの開催等を通じて、三重県における「 農

（ 大紀町 ）
」
「
、 相差地域海女文化活性化協議会（ 鳥羽市）
」 泊」
の推進を支援していきます。
の 4件が計画採択され、
「 農泊 」実現に向けた取組が進ん
でいます。
例えば、大紀町では、大紀町地域活性化協議会が中心と

写真‐4

海外の学生とのお別れ会の様子

担当：三重県農林水産部農山漁村づくり課
農山漁村活性化班
写真‐2

着付け体験を行う海外の学生
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TEL：059-224-2518

水土里ネット立梅用水が後援しました

みんなで楽しもう
農村体験を開催！
！
用水が出来上がるまでを紙芝居で学び、その後、海草と井

戸水で作ったカフェフルサトヤ特製のところてん突きを体験・
試食しました。子どもたちもスル～リと出てくるところてん突き
に大喜び。少し大人の味がするところてんでしたが初めての
楽しい体験になりました。
そして、地元の方からシュロの葉っぱでバッタ作りを教えて
頂きました。シュロの葉っぱ 1枚でバッタができるなんてビッ
クリです。なかなか難しいけど、コツさえつかめれば大丈夫
です。一人で何匹も作る子もいたり、
帰ってからお母さんと作っ
て夏休みの親子作品に出品したよ！というお話も聞きました。
最後はお待ちかねの立梅用水のボート下りです。紙芝居で
勉強した素掘りのトンネルを実際にボートで下り、
昔の人がノミ
で掘って造ったトンネルを見たり触ったりし、学んだことを実際
に体で感じる事が出来ました。
何度来ても楽しいなと思っ
てもらえるような“みんなで楽
多気町勢和地域資源保全・活用協議会では、
多面的機能

しもう農村体験 ”をこれから

支払交付金を活用した取り組みとして、毎年 8月1日の「水の

も続けていきたいと思ってい

日」
に“みんなで楽しもう農村体験 ”
を開催しています。

ます。ぜひ、8月1日は多気町
にお越しください。

今年は、13 家族 34 名の方が参加され、西村彦左衛門生
家も朝から子どもたちの楽しそうな声で大賑わいです。立梅

中勢用水土地改良区は、毎年地元の三重大学と協力して
農業の知識を深めてもらおう、とサマーセミナーを開催して
いる。
今年も 8月上旬に予定していたが、
台風の到来で開催出来
ず平成 29 年 9月28日午後1時半から同改良区二階会議室
で第14回サマーセミナーを開催した。
今回は三重大学生物資源学部四回生・薗田敦之さんが
「自動給水栓の効果について」
、同大学生物資源学部の近
藤雅秋助教が「ヒシ群落を有する農業用ため池における渇
水年灌漑期の水質変化 」と題して講演。本改良区の理事
のほか、東海農政局・中勢支所や三重県、三重県土地改
良事業団体連合会、宮川用水と青蓮寺用水土地改良区の

セミナーの様子

職員等関係者 22 名が出席して熱心に聞き入った。

で判断することが重要」
との意見があり、今後自動給水栓と
手作業での水管理の比較検討の研究をお願いしていた。

自動給水栓の効果については、給水量と降水量の関係を
調査して自動給水栓の効果を説明したあと、かけ流しや畔

ヒシ群落を有するため池の水質変化では、渇水年灌漑期

の崩壊により無駄水の発生を確認したことや、ポンプの稼

においてヒシが発生しているため池は、ＣＯＤ（ 化学的酸素

働時間から減水深を特定したことを発表した。出席者は一

要求量 ）の数値が悪かった等の調査データが報告された。

応に自動給水栓の効果については理解を示していたが、
「稲

出席者の中からは「 半世紀前と比べると池の水は透明度が

は生き物である。手作業での水管理により、その時の状況

悪い。原因を究明してほしい」等の意見があった。
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クするだけで情報（ 施設基本情報、
写真等）
が表示でき、そ
の情報も簡単に修正・更新ができることから、常に最新の情
報が保持し管理することが可能となります。さらに今後施設
の改修・更新に必要な診断情報等も蓄積し、水土里情報シ
ステムに一元化を図ることで、データの可視及び管理者の業
務の軽減が図れます。

後藤課長挨拶

辻森課長挨拶

平成 29 年 8月1日三重県総合文化センター内「 男女共同
参画センター」の特別会議室において第14 回役員会を開催
し、その後セミナー室 C に場所を移し、東海農政局農村振
興部 後藤地域整備課長、三重県農林水産部 辻森農業基
盤整備課長を招いて第12 回通常総会を開催し下記の議案
が承認されました。
第1号議案

平成 28 年度事業報告、同収支決算の承認
について

第2 号議案

総会の様子

平成 29 年度事業計画、
同収支予算の承認に
ついて

第3号議案

役員の補欠選任について

第 4号議案

その他

通常総会に続き、水土里ネットみえ事業部農地計画課 津
「水土里情報システムの利用について－施設台帳・
村技師より
維持管理計画書作成事例－」
と題し次の内容の説明を行い
ました。
1．施設台帳・維持管理計画書作成手順
2．施設台帳・維持管理計画書作成においての水土里情
報システムの利用
3．施設の維持管理における水土里情報システムの利用

津村技師説明

本協議会は、
円滑な地図情報及び農地情報の運用・

県内の土地改良区が保有する維持管理計画書（ 施設台

管理・提供並びに相互利用を促進するため、会員に共

帳）
は、ほとんどが紙ベースであり、情報の追加・修正が困

有情報を運用する体制の構築等を推進しています。

難で最新の情報になっていないことが多い。このことから、

具体的には、農地を取巻く多くの情報が、地区役員・

水土里情報システムを利用した現地調査、施設台帳（ 施設

改良区の役職員の皆さんの知見により守られ、また、

情報、
施設位置 ）
を提案いたします。

貴重な情報が地図や台帳でそれぞれ管理されています。

水土里情報システムは、現地の調査にも使用でき GPS 受

これらを次世代にわかりやすく引き継げるように、水

信機を用いて施設位置情報を地図上に表示し、その場で施

土里情報システムによる地図と情報の一体化を提案し

設情報を入力することが可能となります。また、地図上に表

ています。

示した施設（アイコン「点データ」
・
「 線データ」
）
をダブルクリッ
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三重県農道管理協議会 第27回通常総会開催
方々が選任されました。
また、今年の 3月の会計実施検査で指摘された農道の維
持管理について三重県農林水産部農業基盤整備課農地防
災班 堀江班長から説明があり、農道における主要構造物で
ある橋梁、トンネルの安全性の確認と確保について改めて
岡本会長挨拶

その重要性を再認識させられました。

辻森農業基盤整備課長挨拶

三重県農道管理協議会（ 会長

岡本 栄伊賀市長 ）
は、

【別記】役員名簿
職 名
会 長
副会長
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
監 事
監 事

去る 8月25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27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 辻森
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 28 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 29 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

支部活動報 告

氏 名
岡本 栄
福岡重栄
末松則子
前葉泰幸
竹上真人
鈴木健一
河上敢二
日沖 靖
尾上壽一

公 職 名
伊賀市長
三重県土地改良事業団体連合会専務理事
鈴鹿市長
津市長
松阪市長
伊勢市長
熊野市長
いなべ市長
北牟婁郡紀北町長
任 期：2 年、平成 31 年 6 月 30 日まで

桑名支部第61回通常総会並びに視察研修
に先立ち加藤支部長を議長に選任し、2 議案が上程され原
案どおり承認された。
議

案

第1号議案

平成 28 年度事業報告、
同収支決算について

第2 号議案

平成 29 年度事業計画、同支部会費の基準並
びに徴収方法、同収支予算について

★視察研修
1日目は静岡県周智郡森町「 太田川上流部土地改良区 」
において、
土地改良事業を契機に高収益農業の実現に向け
た取組みについて視察研修を行った。
この地域は、扇状に広がる水田地帯で不整形な区画で用
水不足や排水不足に悩まされ、不安定な農業経営を余儀な

通常総会の様子

去る 7月20日
（ 木）～ 21日
（ 金 ）に桑名支部第 61回通常
総会並びに視察研修を開催し、27名が参加した。
★通常総会
通常総会は静岡県焼津市「 焼津グランドホテル」の会議
室において、来賓として桑名農政事務所の保田農村基盤室
長、増井農村計画課長のご臨席をいただき開催した。議事

「太田川上流部土地改良区」視察の様子
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くされていた。そこで、かんがい排水事業、
圃場整備事業等

していたが、洪水時に施設が流されるなどし取水には大変

により順次に基盤整備を行い、さらに排水不良地域の改善

な労力と費用がかかり、維持管理に大変苦慮していた。さら

や維持管理の軽減を図るために県営排水対策特別事業に

にこの地域の水田は、
「ザル田」
と呼ばれ、砂礫層で大量の

より基幹排水路を含む用排水路の整備や暗渠排水を実施

用水を必要とするため、
水争いが絶え間なく起こっていた。

し生産性を高めた。

このような状況のもと、国営事業に着手し付帯する下流部

営農においても、稲作転換と水田での畑作を推進し、水

は県営事業等により、
現在のような用排水路が整備された。

稲に加えレタスやとうもろこしを栽培し、年間でこの 3 品目を

近年急速な都市化の進展や地域環境の変化により水質の

作付ける「 水田 3 倍活用」
を発案・実現し、規模拡大を図る

汚濁やゴミの流入が進んでおり、地域用水機能を維持する

とともに安定した雇用体系を創出し、
町全体に普及させた。

ためにはより一層の管理が必要となっていることから、再整

特に、とうもろこしは糖度が高く、高品質であるため『 甘々

備事業に併せて地域住民により守り育てるための組織づく

娘』
・
『 甘太郎』
のブランド名で人気も高く、
全国的に評価され

りを行っている等の説明を受けた。

ている。農家にとっても、地元直売所で直接販売することに

その後、土地改良区が維持管理している栃山頭首工を見

より流通経費を軽減し、
収益を上げていることが報告された。 学し説明を受けた。熱心に質疑がなされ、大変有意義な視
また、若手後継者も自らのブランド力を向上させるための研

察研修となった。

修会や小学生を対象とした農業体験学習会を開催し、地域
ブランドを確立するため日夜精進していることが紹介された。
参加者には興味深い内容で活発な質疑応答がなされ、
大
変有意義な視察研修となった。

「太田川上流部土地改良区」視察の様子

2日目は静岡県島田市「 大井川土地改良区 」
において、土
地改良施設の維持管理、土地改良区の活動について視察
研修を行った。
大井川流域では、両岸に設けられた 12 箇所の水門より
かんがい用水を取水しており、当時は本流まで川床を掘りさ
げ、石を積み上げたりして水門まで導水する方法により取水

支部活動
報 告

「大井川土地改良区」 視察の様子

四日市支部第 60 回通常総会並びに
農業農村整備事業現地研修の報告

三重県土地改良事業団体連合会四日市支部第 60 回通

桐生理事長が選任され、平成 31年 3月31日までの任期を務

常総会並びに農業農村整備事業現地視察を、
去る 7月27日

めていただくことになった。

～ 28日
（ 木）
（金）
に開催し、39 名が参加した。

議

★総会
総会は服部支部長が議長に選任され、議事は下記の 3 議
案が上程され、第1号議案と第2 号議案が原案どおり承認さ
れ、第3号議案の補欠役員の選任では白江野土地改良区の
19

案

第1号議案

平成 28 年度事業報告、
同収支決算について

第2 号議案

平成 29 年度事業計画、同収支予算について

第3号議案

補欠役員の選任について

の後、法人化により本格的に大規模営農を展開し、現在は従
来の水稲単作から、水稲－小麦－大豆の 2 年 3作輪作体系
にシフトし、品種構成と作業分散等により安定した高収益経
営を得ているなどの説明を受けた。
また、
米の籾殻を「田んぼ産エコ燃料」
として粉砕・加圧し
た「モミガライト」
と、
それを炭化させた「もみ炭郎」
の販売と、
自社米（ハツシモ）
を使ったおにぎり等の販売を三重県内で
「おにぎり屋ｎｏｃｃａ
（のっか）
」
を出店するなど 6 次産業化を
図られているとの事であった。その後の施設の見学では活発
な質疑応答がなされ、
有意義な視察研修となった。
2日目
（ 7月28日
（金）
）
の、静岡県浜松市の浜松土地改良
区の刑部常務理事及び大石課長より「 農業水利施設の維

総会の様子（服部支部長挨拶）

持管理の取組み」
について説明を受けた。特に、平成19 年

★現地研修

に天竜川明善土地改良区と三方原用水土地改良区が新設
合併して設立され、
東西約20km、
南北 22.5km の区域となり、

1日目
（ 7月27日
（ 木）
）
は、岐阜県海津市において有限会
社福江営農の 後藤代表取締役より「 水田の高度利用・省

幹線の用水路 41 路線、排水路15 路線、揚水機場 4 箇所、排

力化による大規模経営と 6 次産業化への取組み」について

水機場 2 箇所を主として集中水管理制御システムにて、平野

説明を受けた。特に、木曽、長良、揖斐の三大河川が合流す

部の水田地帯には開渠水路、台地部の畑地へはパイプライ

る海抜が 0 ～ 4ｍの地域で、以前は、土を盛り上げて作った

ンで配水を行い、末端施設については各地元土地改良区及

「 堀田」
と呼ばれる田で、田舟を利用した米づくりが行われて

び水利組合が、水利調整、維持管理、経費の徴収業務をそ

おり、
昭和 20 年代から排水施設整備が進められ、
昭和 55 年

れぞれで分業化することで、省力化と作業効率の向上が図ら

度からの大規模区画ほ場整備事業を契機に昭和 58 年に農

れており、今後の計画的な更新の取組についても話された。

家全員の合意形成により地域営農組合として設立され、そ

また、その後のファームポンド施設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。

有限会社福江営農の視察の様子

浜松土地改良区の視察の様子
20

支部活動報 告

津支部 通常総会並び視察研修

田村支部長挨拶

★総

西村所長祝辞

総会の様子

会

な生産管理、年間を通して高品質なみつばの生産が可能で

去る 7月18日
（火）
に津支部の第 60 回通常総会を
「メッ
セウィング・みえ」で、来賓として津農林水産事務所

ある。

西村

猛暑の中、谷野太加夫理事より丁寧なる説明を受け、有意

所長、江藤農村基盤室長、山本副参事、本会福岡専務理

義な研修となった。

事の臨席をいただき開催した。
総会の議長に田村支部長を選任し議事に入り、上程した
2 議案（ ①平成 28 年度事業報告並びに同収支決算②平成
29 年度事業計画、
同会費徴収基準及び方法、
同収支予算）
は原案どおり承認された。
★視察研修
総会終了後、
県、
市及び土地改良区役職員の 23 名が参加
し、静岡県浜松市「 農事組合法人

大久保園芸 」
、袋井市

「 磐田用水東部土地改良区 」へ 1泊 2日（ 7月18日～ 19日）
の視察研修を行った。
1）農事組合法人

大久保園芸

静岡県西部の浜松市の恵まれた自然環境の下、農業農村

水耕栽培システム

整備事業を契機とし、施設園芸による品質・数量の安定した
「糸みつば」
等の栽培を行っている、
大久保園芸を視察した。
同法人は昭和 49 年に設立され、第一期工事（ 昭和 50 年
4月竣工 ）
から第四期工事（ 平成 2 年12月竣工 ）
を実施し、
現在構成員5 名で運営している。全国トップクラスの日照時
間を活かし、ガラス温室 21棟を備え、
総面積 46.998 平方メー
トルという広大な広さの栽培面積で、高度に管理された水耕
栽培システムを採用しており、自動制御によりクリーンで安全

冷温貯蔵庫前

2）磐田用水東部土地改良区
静岡県中遠農林事務所農村整備課の三浦主査、田崎技
師、磐田用水東部土地改良区の小池主任にお世話いただい
た。
まずは三浦主査から、
中遠農林事務所管内の農業農村整
備事業の説明を受け、土地改良区が作成した天竜川下流用
水についての DVD を鑑賞した。
天竜川下流部は、静岡県西部の穀倉地帯として古くから

谷野理事による説明
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三浦主査による説明

多くの用水事

上水・工水共用の船明（ふなきら）
ダムを設置し、
用水を確保

業が 行わ れ

した。

てきたが、上

しかし、完成から 30 年が経過して老朽化が激しく、
平成 28

流部に多くの

年度より「 天竜川下流二期地区 」として国営土地改良事業

ダムができた

地区調査が始まっている。

ことにより天

続いて小池主任より、磐田用水東部土地改良区の GIS シ

竜 川下流 部

ステム、賦課徴収システム、農地転用・多目的利用システム、

では、河床低

会計システムや水管理システムについての説明を受けた後、

下が激しく、

事務所を出て、不法投棄、安全防災対策のため設置された

安定し た 取 「アーチ形ネットフェンス」
、
「 浅羽揚水機場」
を現地見学した。

水ができなくなるという問題が発生した。そこで、昭和 42 年

猛暑の中、参加者は熱心に説明を聞き、質疑も多く、有意

度より
「 国営天竜川下流農業水利事業」
に着手し、
農業・発電
・

水管理システム

支部活動
報 告

竹上支部長挨拶

義な研修となった。

アーチ形ネットフェンス

浅羽揚水機場

松阪支部第 60 回通常総会並びに
土地改良関係者研修会

吉川所長挨拶

福岡専務挨拶

前 10 時より松阪市若葉町の「 松阪商工会議所大ホール」に
おいて（出席者 56 名）
開催した。
★総会
総会は竹上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

吉

福岡専務理事

から来賓祝辞があり、その後支部長が議長に選任された。
議事は下記の 3 議案が上程され、第1号議案と第2 号議案
が原案どおり承認され、第3号議案では、評議員に立梅用水
土地改良区の野呂理事長を選任した。
議
総会の様子

三重県土地改良事業団体連合会松阪支部第 60 回通常
総会並びに土地改良関係者研修会が、去る 7月5日
（ 水）
午
22

案

第1号議案

平成 28 年度事業報告、
同収支決算について

第2 号議案

平成 29 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

てはいけなかったものが撤廃され規制が緩和されたこと、費
用負担においても農家負担分12.5％を国が負担することに
なった等の説明があった。
出席者は、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。
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
ある。

研修会の様子

★研修会
総会終了後、併催の研修会に入り、三重県農林水産部 農
業基盤課 国営調整水利班

山越主幹より「 農地中間管理

機構と連携したほ場整備事業について」
の説明を受けた。
土地改良法が改正されたことを受けほ場整備で受益面積
20ha 以上が対象であったが 10ha 以上で認可が下りること
になったことや、
農用地の集団化では 15人以上で申請しなく

支部活動報 告

山越主幹による研修

伊勢志摩支部通常総会・視察研修 開催

去る 7月3日（ 月）～ 4日（ 火 ）に

協定運営委員会」が取り組んでいる活動状況、徳島県徳島

第 11回通常総会及び 視察研修を開

市にある「川内土地改良区 」が管理する太陽光発電の稼働

催しました。

状況等について研修しました。

★総

会

初日
（ 7月3日）の「 阿南市那賀川北岸地域広域保全協

総会は、初日の車中にて開催しまし

定運営委員会」
では、
岡本会長を始めとする役員の方並びに

た。

事務局の方に対応していただきました。

奥山支部長（ 宮川用水土地改良

まず、母体となる那賀川北岸土地改良区の児島理事長よ

車中での奥山支部長挨拶

区理事長・豊浜土地改良区理事長 ）
に議長をお願いし、上

り管内の説明があり、その後阿南市那賀川北岸地域広域

程した第1号議案、
第2号議案は原案どおり承認されました。
議

保全協定運営委員会（ 川北保全協）の岡本会長よりパワー
ポイントを用いて活動状況を説明していただきました。川北

案

第1号議案

保全協では 15 の活動組織で構成され、土地改良区で管理

平成 28 年度事業報告及び同収支決算に

できない末端水路の維持管理を実施していましたが、環境

ついて
第2 号議案

保全活動は地域で活動の格差があり、婦人会、子供会等の

平成 29 年度事業計画及び同収支予算に

他団体にも協力を求め活動に取り組んでいました。

ついて

特徴的な活動としては、地主不在の耕作放棄地が隣接農

★視察研修

地への日照問題やゴミ捨て場と化し環境悪化を招いている

視察研修は、管内の県担当者及び土地改良区役職員35

ので、活動組織が主となり県・土地改良区等の協力により地

名が参加し、
都市の混住化が進む徳島県阿南市の那賀川北

域の憩いの場として活用していました。また、事務所の隣接

岸域で農地保全や環境保全を目的に設立された広域的な

地に舟のある「シンボル広場」を自ら手作りにより造成し、

多面的機能支払組織「 阿南市那賀川北岸地域広域保全

その舟を活用し、絶滅危惧種である「コウホネ」
、
「アサザ」

川北保全協での研修（岡本会長 説明）

川北保全協での研修（意見交換）
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川北保全協での研修（意見交換）

や菖蒲を栽培し、地域

まず、坂東理事長から歓迎の挨拶をいただき、三木事務局

の憩い・ふれあいの場

長より地区概要の説明を受け、その後理事長よりこれまで

を提供していました。

の経緯を含めた苦労話をされました。

最後に、岡本会長よ

土地改良区は吉野川最下流の三角州のゼロメートル地域

り広域な活動組織であ

であるため、地区内 8 箇所に排水機場が設置されており、そ

るため地域全域にわた

の維持管理を主業務としていました。その排水機は農家だ

るシンボル的な環境保
全活動（イベント等の

けでなく、非農家も益を受けており、非農家の方も排水機の
必要性に十分理解を示しており、土地改良区として他目的使

川北保全協「シンボル広場」での現地研修

開催 ）が実施できたこ

用料を徴収していました（ 土地改良区収入の 30％を占めて

と、さらに長寿命化予算を効率的に執行できたことにより地

います。
）
。

域の活性化が図られたことを力説されました。

地区内は近年宅地化が進んでおり、農地が減少しつつあり

座学研修の後、隣接の「シンボル広場」へ移動し、各自散

ますが、農地がある以上土地改良区を存続していかなければ

策し、
研修は終了しました。

ならないという強い意志のもと、その運営財源を賄うために太
陽光発電事業に取り組み、
収入源が確保することとしました。

2日目
（ 7月4日）
の川内土地改良区では、坂東理事長並び

最後に、理事長という立場上、この地域を良くするために

に三木事務局長を始めとする事務局の方に対応していただ

は自ら地域の構想を描き、やる気と覚悟を持って国・県へ訴

きました。

えれば事業は必ず実現すると力説されました。

川内土地改良区での研修（坂東理事長 歓迎挨拶）川内土地改良区での研修
（三木事務局長 概要説明） 川内土地改良区での研修

支部活動
報 告

伊賀・名張支部第 60 回通常総会並びに
先進地視察研修
議案は、下記 2 議案が上程され第1号、第2 号議案は原案
どおり承認された。
議

案

第1号議案

平成 28 年度事業報告、同収支決算について

第2 号議案

平成 29 年度事業計画、同収支予算について

★視察研修
視察研修は、管内土地改良区役職員、県、市職員42 名が
参加した。
1日目は、兵庫県豊岡市中谷地区で 33 軒の農家が一つに

総会の様子

なって農業に取組む「一集落一農場方式 」という県内初の

三重県土地改良事業団体連合会伊賀・ 名張支部第 60

試みで経営を行っている「中谷営農生産組合」
に伺った。

回通常総会並びに先進地視察研修（ 兵庫県）を去る 7月6

松井、福本両理事より農地約 65ha を二年三作で運用管理

日
（ 木）
・7日
（金）
に開催した。

し、常勤者が経営、事務、管理、オペレーターを行い、繁忙期
★総

には、集落の皆んなで手伝うなどの運営方法や経営状況の

会

説明を受けた。

総会は、来賓として伊賀農林事務所農村基盤室福田室
長、農村基盤室基盤整備1課北村課長、当会本部より福岡

また、豊岡市では安全・安心な農産物を供給するため「コ

専務理事を来賓にお迎えし、山岡支部長を議長に選任し開

ウノトリ舞」
農産物生産団体認定制度を創設しており、組合で

催した。

は認定を受け「コウノトリ大豆」
、
「 減農薬特別栽培コシヒカリ
24

六方銀米」の生産・販売にも取組み、平成 25 年度よりは大

活動支援、平成 24 年度からは集落営農組織を農事組合法

型灌漑システムの完成により、コスト低減と経営規模拡大を

人に移行し、集落内で減農薬、無化学肥料を利用した安全・

図ことができた灌漑システムの視察を行った。

安心な水稲、黒大豆の栽培など「みんなで取り組む！環境に
やさしい農業」
をキャッチフレーズに、多面的活動の立ち上げ
当初から現在に至るまでの苦労話など詳細な説明を受けた。
今回の視察研修では、先進農業（ 灌漑システム）
や集団組
織においての営農の取り組みなどについて活発な質疑応答
が行なわれ大変有意義な視察研修になった。

中谷農事組合 視察の様子

営農組合法人ファームくだわ

中谷農事組合

視察の様子

大型灌漑システム

2日目は、兵庫県朝来市で平成元年に立ち上げた「営農組
合法人ファームくだわ」
の視察研修を行った。
畠山、
清田両代表理事から平成19年度より取り組んだ農地
・
水の活動組織「久田和環境保全会」
、平成21年度より営農

支部活動
報 告

大畑支部長

組合法人ファームくだわ

視察の様子

水土里ネットみえ東紀州支部
第12 回通常総会 開催

挨拶

熊野農林事務所

早川所長

去る 7月24日
（月）
午後1時 30 分より「 御浜町役場 3 階く

総会の様子

事に入った。

ろしおホール」
において第12 回通常総会が、
全会員の出席の

上程された議案（ 後記 1）
の第1号議案、第2 号議案は原

もと開催された。

案どおり承認され、
閉会した。

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

挨拶

（ 後記1）
第12 回通常総会

早川所長より祝辞を

議案

第1号議案 平成 28 年度事業報告・同収支決算について

いただいた。その後、三ツ矢憲生衆議院議員と吉川ゆうみ

第2 号議案 平成 29 年度事業計画・同収支予算について

参議院議員の祝電を披露し、議長に大畑支部長を選出し議
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『みえの農村風景』
第14 回
写真コンテスト
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

審査委員会を設け厳選し、
入賞者については平成 30 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

・ 優秀賞

2点

副賞 （ 賞金

5 万円）

〃

（ 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

5. 応募締切

平成 29 年12月8日
（金）
当日消印有効

6. 応募方法

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

月

撮影場所
年

〒
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齢

歳

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

