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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。

初めに昨年10月21日から23日にかけて三重県各地に豪雨、暴風を引き起こした台風第21号により、甚
大な被害が発生しました。

今なお復旧工事最中の地域の皆様方には心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よ
りお祈りする次第であります。

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ています。

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、農地の集積・集約、大区画化、汎用化等の農
地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・減災対策の推進が重要な課題となっています。

また、昨年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り込まれました。

さらに、7月に日ＥＵ経済連携協定の大枠合意がなされ、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」の改訂に向けて
の検討が進められていますが、将来にわたって意欲ある農業者が希望を持って経営に取り組めるよう、万
全な国内対策を積極的に講じる必要があります。

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ためには、土地改
良関係予算の確保が必要となります。平成29年度当初予算が増額確保され、平成28年度補正予算を含
め平成22年度の大幅削減前の水準に回復したものの、全国各地の予算を求める切実な声は依然として大
きく、事業を計画的に実施するためには、当初予算による安定的な予算確保が不可欠であり、国・県に対
し、強く要望していくものであります。

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。

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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新年にあたって新年にあたって

平成三十年の年頭に当たり、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。

昨年もまた、多くの災害に見舞われました。七月には九州北部地方を中心として集中豪雨が、また、八月

には台風五号が和歌山県に上陸、九月には台風十八号が鹿児島県、高知県、兵庫県に上陸しました。さらに

十月になって台風二十一号、二十二号と続けて発生し、沿岸部を中心に非常に大きな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。全国の皆様

の大きな力によって、平成三十年度当初予算は三百二十八億円の増の四千三百四十八億円、平成二十九年

度の補正予算を合わせると、五千八百億円と平成二十二年度の大幅削減を上回る水準となりました。ひと

えに皆様方のご尽力の賜であると、心から感謝致します。

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、一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、昨年の通常国会では改正土地改良法が成立し、担い手への農地の集積・集約の加

速化に向け、農地中間管理機構と連携した新たな基盤整備事業を実施できる制度が創設されました。また、

防災・減災対策の強化や事業実施手続の簡素化といった使い勝手の良い事業制度も整えられました。

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。

全国土地改良事業団体連合会

会長 二階 俊博
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謹んで、新年のご挨拶を申し上げます。昨年10月1日付けで東海農政局長を拝命しました。平
成30年を迎え皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

昨年は、東海地方を含む全国各地で集中豪雨や台風による災害が発生しました。10月の台風21
号では、三重県内において尊い人命が失われ、農業に関しても、農地や農業用施設の損壊、水稲の
倒伏といった大きな被害が発生しました。被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。東
海農政局としても、災害復旧を全力で支援して参ります。

東海地域においては、農村地域の防災・減災に向けて、ため池のハザードマップ作成や管理体
制の強化、農業用用排水施設の耐震化などが積極的に進められています。東海農政局としても、
震災に強い農村インフラの構築や安全・安心な農村づくりにしっかりと取り組んで参ります。

農林水産省では、農林水産業を活力ある産業へと展開していくため、総合的な政策を強力に推
進していくこととしています。とりわけ、農業の発展基盤を強化していくためには、農業競争力の
強化や国土の強靭化に向けた農業生産基盤の整備を着実に進めていくことが重要です。

昨年5月には、農用地の利用集積や防災・減災対策を促進するため、土地改良法が大幅に改正
されました。これにより、農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者からの申請に
よらず、都道府県が、農業者の費用負担や同意を求めずに基盤整備事業を実施できる制度や、ため
池等の農業用用排水施設の耐震化について、農業者の費用負担や同意を求めずに事業を実施で
きる制度などが創設されました。本年は、このような改正土地改良法に基づく新たな仕組みに対
して、必要な予算を確保し、運用を開始していく重要な年になります。水田の畑地化や畑地の高
機能化による高収益作物の導入も引き続き大きな課題です。

東海農政局としましても、中勢用水地区、青蓮寺用水地区及び宮川用水地区をはじめとする国
営土地改良事業や各種補助事業といった農業農村整備事業に加え、農村地域の活性化に向けた
支援策等について、「現場主義」の視点に立ち、地域の皆様の声に耳を傾けながら、適切かつ強力に
推進していく所存です。地域の皆様と一丸となって、農業の持続的な発展と農業者の皆様の所得
の向上を実現し、豊かな食と良好な環境を守り、活力ある地域社会を維持していきたいと考えて
います。今後とも皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

結びに当たり、水土里ネットみえの今後のますますのご発展と関係各位の一層のご活躍を祈念
申し上げて、新年の挨拶とさせていただきます。

東海農政局 局長 幸田 淳
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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、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。

昨年は、台風第21号等の襲来により県内の農地、農業用施設に甚大な被害が生じました。被害を受け
られた地域の皆さまが、一刻も早くこれまで同様の営農が再開できるよう、県としましても全力で復旧
支援に取り組んでまいります。

さて、消費者・食品事業者のニーズの多様化やグローバル化が進展する中、国においては、環太平洋
パートナーシップ協定（ＴＰＰ11）及び日ＥＵ経済連携協定（ＥＰＡ）に係る2つの大きな合意を受け、
これらを見据えた政策を体系的に整理した「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」が策定されました。

本政策大綱では、土地改良制度の見直し等が含まれる「農業競争力強化プログラム」を着実に実施し、
生産者の努力では対応できない分野の環境を整え、それにより、農林水産業の持つ様々な価値や魅力、
日本の食の潜在力や安定供給の重要性などに対する理解や信頼を高めるとしています。

本政策大綱に基づき、努力が報われる農林水産業の実現に向けた体質強化対策が集中的に講じられ
ていることから、今後も引き続き、国の動向を注視しながら、必要な情報をいち早く収集し、適確に対応
してまいります。

このような中、県では、農業者の収益力の向上を図り、「もうかる農業」の実現に向け、生産体制・生産
基盤の整備、多様な担い手の確保・育成、新商品の開発・国内外への販路開拓の支援などに取り組んで
います。

とりわけ、農業農村整備においては、農業の持続的な発展と農村の振興を支える生産基盤整備および
農業・農村を取り巻く情勢変化を踏まえた基盤づくりを計画的に進めるため、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、担い手への農地集積・集約化の加速
化を図るための農地の大区画化・汎用化、水路のパイプライン化や、中山間地域の生産基盤・生活環境
の整備、農業農村の多面的機能の維持・発揮に向けた地域活動への支援などを推進しています。

また、発生の緊迫度が高まっている南海トラフ地震等の大規模地震や、激甚化し頻発している集中豪
雨などの自然災害に備え、老朽化が進む農業用ため池・排水機場の長寿命化や耐震対策を計画的に進
め、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。

県農林水産部といたしましても、関係機関と連携を図りながら総力を挙げて農業農村整備の推進にあ
たってまいりますので、皆様方におかれましては、「もうかる農業」の実現に向けた本県のさまざまな施
策が着実に進んでいくよう、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

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 岡村 昌和
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引き続き「闘う土地改良」で全力

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、佳い年をお迎えのこととお慶び申し上げ
ます。

私も参議院議員として国政に参画して2回目の新年
を迎えました。新年に当たり、常日頃からの皆様のご協
力とご理解に心より感謝申し上げますとともに、心を新
たにして皆様のご期待に着実に応えることができるよ
う努力してまいる覚悟です。

昨年も災害の多い年でした。7月の九州北部豪雨災
害や秋田の洪水被害をはじめ各地で豪雨や台風による
被害がありました。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、昨年に引き続き重要な年と
なります。

まず米政策大転換元年に対する取組です。第一に、
本年から国が米の生産数量目標の各都道府県への配分
を廃止することに対する取組です。本年からは、地方
の再生協議会が独自に米の生産数量目標を定めること
になります。これに応じて、水田における飼料米、麦、大
豆等の作付け目標を定め、市場動向等を睨みながら農
家や地域の所得確保の最大化に挑むことになります。
この挑戦が成果として結実するには、水田の大区画化
や施設管理の省力化等による生産コストの削減を基本
として、戦略作物（麦、大豆等）や高収益作物（野菜等）
の生産に欠かせない排水改良等の土地改良が不可欠で
あり、その役割は益々増大していきます。第二に、米の
直接支払交付金（10a当たり7,500円の交付）が平成29
年度限りで廃止されることに対する取組です。これに
関しては、基本的にここ3年の間で回復した米価の安定
が最重要課題ですが、あくまでも一律の米価でなく、産
地・銘柄ごとに消費者の需要動向に応じた生産を行う
ことが大切です。不足している業務用米に対して低米
価で供給しつつ、更なる生産コストの削減を進め、総体
として農家の所得が増加する取組が欠かせません。こ
れについても、土地改良の果たす役割が極めて大きい

参議院議員　進
し ん ど う

藤 金
かね

日
ひ

子
こ

ものがあります。
そうした中で、水田作、畑作双方とも生産コストの削

減を徹底することが必要となりますが、その削減分が農
家の所得に確実に還元される仕組みの構築が重要とな
ります。その一環として農家負担の少ない土地改良事
業の実施が挙げられます。事業実施時の農家負担金を
抑制するとともに、施設管理時の農家賦課金を節減す
る取組、これらは農家個々人の努力のみでは実現でき
ないことであり、政策技術と現場技術の双方から、官民
挙げてその知見を総動員する必要があると考えます。
こうした視点から、新たに制度化された農地中間管理
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の活用など、昨年見
直された土地改良制度等を有効に活用していく必要が
あります。

次に予算です。今年度補正予算で昨年に引き続き
1,452億円の追加がなされ、更に平成30年度当初予算
政府案においても4,348億円(対前年328億円増)が計
上され、補正と当初を合わせて5,800億円を確保するな
ど着実に予算が回復してまいりました。これは、まさに

「闘う土地改良」の成果であります。私は、再三強調し
ていますが、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。こうした予算の性格と現場の適
応性を踏まえた的確な予算要請も重要だと考えていま
す。いずれにしても土地改良は、政策目標を達成する
ための手段です。その手段が予算不足により機能しな
ければ目標が達成できないのは自明なのであり、今後の
予算要請に当たっては、目標を明らかにしつつ、予算不
足がもたらす目標達成への影響を分かりやすく訴えて
いくことも必要と考えます。

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。私自身、今年も引き続き「闘う土地改
良」の先頭に立たせていただき、全力投球で皆様と一緒
になって諸課題の解決に向けて専心努力してまいる覚
悟を新たにしているところです。本年が皆様にとって
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。

引き続き「闘う土地改良」で全力
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参議院議員　

全国土地改良事業団体連合会、静岡県土地改良事業団
体連合会の主催で、「“ふじのくに”で語ろう 土地改良が
創る豊かな水土里を」をテーマに10月25日（水）に静岡
県沼津市・ふじのくに千本松 フォーラム プラサ ヴェル
デにおいて、第40回全国土地改良大会静岡大会が開催さ
れ、全国から農業農村整備事業関係者約4，200名が（三
重県からは57名が参加）参集した。

式典では、静岡県土地改良事業団体連合会の伊藤会長
による開催挨拶で開幕し、次に主催者を代表して全国土
地改良事業団体連合会の二階会長より、「永年に亘るご功
績により、晴れの表彰を受けられます方々に敬意を表しま
すと共に、心よりお慶び申し上げます。」と功績者に祝辞を
述べられた後、「16年ぶりに改正した新しい土地改良法を
基軸に、新たな展開を図る大きな節目の年となります。こ
の年を実りあるものとするためには、やはり我々は更に闘
いを続けていかなければなりません。我々の土地改良と
いう崇高な仕事を前進させていくためには、『闘う土地改
良』はこれからも続く」と力強い挨拶があり、続いて川勝静

“ふじのくに”で語ろう土地改良が創る豊かな水土里を

第40回全国土地改良大会

岡県知事、大沼沼津市長から歓迎の言葉があった。
来賓挨拶では、谷合農林水産副大臣より大会の御祝と

土地改良法の改正、土地改良関係予算の報告など次世代
の担い手が誇りを持ち、安心して活躍することのできる農
業者の生産基盤の確立の必要性について、また、都道府県
土地改良事業団体連合会会長会議の進藤顧問より「私は
全国を回る中で、『土地改良は日本の命綱』だと訴えてい
ます。現在、輸入に頼っている我が国の食料の構造に対
し、供給体制をしっかり整えていかねばなりません。それ
は、『食料安全保障』という点から極めて重要であります。
この命綱をしっかりとしたものとして後世に繋いでいく
のが予算です。そのためには、皆様方とともに、一緒に連
携して予算確保と制度改正を成し遂げなければなりませ
ん」と言葉を頂いた。

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、員弁川用水第一土
地改良区種村正巳理事長が全国土地改良事業団体連合

二階全国土地改良事業団体連合会長挨拶 進藤都道府県土地改良団体連合会会長会議顧問挨拶
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国営牧之原農業水利事業　牧之原台地　現地視察

会長賞を受賞された。
授賞式終了後は、沼津出身の「語り部」平野啓子氏と飛

龍高等学校和太鼓部のコラボレーションで、静岡ゆかりの
物語の講演、また、農林水産省農村振興局室本次長より「次
世代につなぐ資産づくり」について基調講演がなされた。

静岡県の優良事例紹介では、清水農業協同組合代表理
事柴田組合長より「JAしみずにおける農業農村整備取
組」について、農業生産法人遠州鈴木農園株式会社鈴木会
長による「水田を3倍活用した魅力ある農業の展開」につ
いての事例報告が行われた。

土地改良応援講演として、女優の工藤夕貴氏より「身
土不二のすすめ―食と農が作る健康寿命―」をテーマに、
自ら富士山の見える農場で自然農法を取り入れた野菜栽
培や米作りに取り組む経験が語られた。

続いて、東部稲作研究会会長・J A御殿場青壮年部横山
委員長によって「若い担い手が夢や希望を持てる新たな
日本の農業を築くためには、競争力を備え、消費者ニーズ
に合致した質の高い農業を支援する産業政策と併せて、

畑地帯総合整備事業　庵原地域　現地視察

会場内の様子 会場内の様子

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を促進する
地域政策が相乗的に効果を発揮する必要がある。そのた
めに、農山地域の基幹産業として成長を続ける農業であ
る『経済』、人と自然との共生により創造・継承される自
然景観等である『環境』、自立と多様な主体の協働力に支
えられた地域コミュニティである『社会』の、それぞれに
持続性が確保された「強く、美しく、活力のある農業農村
の創造に努めることの必要性と、農山村の土台を創る「土
地改良」にしっかりと取り組んでいく」ことを高らかに宣
言した。

最後に、次期土地改良大会開催県である宮城県の紹介
とともに大会旗が宮城県土地改良事業団体連合会亀谷副
会長に手渡され閉幕した。

翌日は、耕作条件の不利な急傾斜樹園地を平坦化にす
るために、新東名の建設残土を活用し樹園地造成された

『畑地帯総合整備事業　庵原地域』と、伝統的な茶草場農
法により平成25年に世界農業遺産に認定された『国営牧
之原農業水利事業　牧之原台地』の視察を行った。
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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29年11月15日千代田区平河町のシェーン
バッハ・サボーにおいて、国会議員120名と、農林水産省
から齋藤農林水産大臣、礒崎農林水産副大臣、野中、上月
両農林水産大臣政務官をはじめ、荒川農村振興局長、室本
同局次長ら幹部を来賓としてお招きし、全国から参加した
農業農村整備関係者を合わせて約1,300名が参集し、「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―」が開催された。

主催者あいさつで二階全土連会長は、第40回全国土地
改良大会が多くの方の参加により盛大に開催されたこと
への感謝と、あらためて「闘う土地改良」を宣言されＮＮ
予算確保への団結を訴えられた。

また、齋藤農林水産大臣からは、「改正土地改良法により

使い勝手の良い
事業制度の整備
を行った、また、
予算の獲得に全
力で取り組んで
行く」、自民党の
竹下総務会長か
らは、「農業を強
くして、食料の安全保障、自給率から考えた安全保障を日
本国として守っていかなければならない、それと中山間地
域の重要性、地方が無くなれば都会は簡単に壊れる」、塩
谷選挙対策委員長、農林・食料戦略調査会長からは、「農
業・農村整備が国の基である、農業予算確保に向けしっ
かり頑張っていく」、森山国会対策委員長、ＴＰＰ・日ＥＵ
等経済対策本部長からは、「農業農村整備予算は農村を維
持発展させるためにはどうしても必要である、安定的に予
算を獲得できるよう頑張る」、進藤都道府県土連会長会議
顧問からは、「土地改良は日本の命綱である、今日ご来賓の
国会議員の先生方のお力をお借りし予算確保に頑張って
いく」、公明党の井上幹事長からは、「土地改良には終わり
がない、維持管理も必要だ、新しいニーズにも応えなけれ
ばならない、闘いの結果が出るよう頑張る」などの祝辞を
述べられた。

事例発表として、「ほ場整備を機に法人化、高収益な園
芸に取り組む」農事組合法人平根ファーム、「ほ場整備に
より重労働から解放、加工販売に夢描く」上詰農産加工所
どりーむ、「南紀用水の紹介・うめ産地の魅力を発信」水
土里ネット南紀用水・梅生産農家の紹介があった。

要請文提案・採択では、先に第40回全国土地改良大会
を開催した水土里ネット静岡の小松専務理事により朗読
され、これを全会一致で採択した。

最後に、来年第41回全国土地改良大会を開催する水土
里ネット宮城の伊藤会長による「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、県選出国会議員に対して要請書を手渡し、農業
農村整備の予算の確保を訴えた。

－ 農を守り、地方を創る予算の確保に向けて －

二階全国水土里ネット会長　挨拶　

齋藤農林水産大臣　挨拶

水土里ネット宮城・伊藤会長による
ガンバロウ三唱

当会　亀井利克会長は、去る11月15日（水）から16日
（木）にかけて、三重県農林水産部農業基盤整備課　森課
長に同行を願い、農業農村整備事業関係予算の確保等を
求め、農林水産省、財務省、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。

15日は、農林水産省　室本隆司農村振興局次長、田村憲
久衆議院議員同行のもと財務省　大鹿行宏主計局次長及
び前田　努主計官に、翌16日は、田村憲久衆議院議員同
行のもと齋藤　健農林水産大臣にそれぞれ時間をとって

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。また、ＴＰＰ並びに日ＥＵ・ＥＰＡ関連対策及
び防災対策として、事業執行を加速化するための十分な
規模の補正予算を確保すること②国土強靭化に資する農
業用ため池・排水機場等の老朽化・耐震対策の着実な推
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、
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齋藤　健農林水産大臣（右から二人目）

第１部　説明会 第２部　意見交換会

平成29年11月6日三重県勤労者福祉会館において、農
林水産省による「農業農村整備に関する説明会・意見交
換会」が農林水産省　農村振興局　整備部　農地資源課
横井績課長、同部、水資源課　高阪快児課長補佐をはじめ
東海農政局　農村振興部　皆川猛部長ほか局幹部職員
10数名、水資源機構　三重用水管理所　落井康裕所長が
出席し開催された。

この説明会は、農業農村整備について平成30年度当初
予算概算決定の概要及び新規・拡充事業等や改正土地改
良法についての説明会と、農業農村整備に関する意見交
換会の2部で構成され、農業農村事業関係の地方公共団
体担当者や土地改良関係者およそ180名が参集した。

農村振興局横井課長、県農林水産部平野次長の挨拶の
後、高阪課長補佐により、「平成30年度当初予算決定の概
要」の説明と、「改正土地改良法について」また、「新規・拡
充事業」の説明が行われた。

第2部「意見交換会」においては、東海農政局　農村振
興部　設計課　渡部課長の進行により、本省横井課長よ
り「農業農村整備をめぐる情勢」に関する情報提供があ

農林水産省 農村振興局 整備部
農地資源課 横井課長挨拶

平成 30 年度農林水産予算概算要求の骨子 

区　　分 29年度
予算額

30年度
要求・
要望額

対前年度比

農林水産
　　　予算総額 23,071 26,525 115.0%

1.公共事業費 6,833 8,222 120.3%
　一般公共
　　　　事業費 6,641 8,030 120.9%

　災害復旧等
　　　　事業費 193 193 100.0%

2.非公共事業費 16,238 18,303 112.7%

( 億円 )総　括　表

り、その後各土地改良区代表者及び市町担当者も参加し
「農業農村整備予算の確保」、「土地改良制度の見直し」、
「土地改良区の運営」、「土地改良施設の維持管理」、「農地
中間管理機構」、「多面的機能支払制度」、「農業教育・人材
育成」、「水源涵養」、「現行制度の要件緩和」、「農村地域防
災減災事業の助成期間延長」等幅広い分野で活発な意見
交換が行われた。

平成30年度

その期限を延長すること③農業の競争力強化に資する用
水路のパイプライン化や老朽化した農業水利施設等の補
修・更新の着実な推進に向けて、水利施設等保全高度化
事業のうち平成30年度までとなっている施設計画策定等
の国定額補助について、その期限を延長すること④農地
中間管理機構と連携した基盤整備事業にあたっては、意
欲ある地域が積極的に事業に取り組めるよう現場適合性

大鹿行宏財務省主計局次長（左から二人目）

の高い柔軟な制度設計と現場への普及を図ることの4項
目について要請しました。

その後、自由民主党本部へ出向き、二階俊博幹事長並び
に塩谷　立農林・食料戦略調査会長に要請の後、議員会
館で県内選出国会議員並びに進藤金日子参議院議員に対
し同内容の要請をしました。
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三重の土地改良アラカルト

【はじめに】
三重県では、台風21号の接近に伴い、

平成29年10月22日から23日にかけて
三重県南部を中心に長時間にわたって
激しい雨が降りました。

特に、紀宝町では、22日22時までの1
時間に80.0ミリの豪雨となり、最大24時
間雨量は589.0ミリを観測する記録的な
降雨量となりました。

また、記録的な豪雨により、県内で2名
の方が亡くなられたほか、家屋の浸水被
害が伊勢市を中心に県内で2,000件を超
えるなど、県民生活に非常に大きな影響
を及ぼしました。被害が甚大であった伊
勢市と玉城町について、三重県において
は平成23年の紀伊半島大水害以来とな
る災害救助法及び被災者生活再建支援
法の適用が、発災後速やかに決定されま
した。

　
【農地・農業用施設の被害状況】

三重県内における農地・農業用施設は、計画基準を大き
く上回る集中豪雨による排水機場の浸水や、ため池堤体
法面の崩落など大きな被害を受けました。（被害件数398
件、被害額約25億円）

10月28日には、知事が現地調査を行い、1日も早い復旧
復興を目指し全力をあげるよう指示がありました。

国は11月21日、台風21号災害の激甚災害指定を閣議決
定し、国の補助率のかさ上げなど農家負担の軽減につな
がる特別措置を講じました。

豪雨による湛水状況（伊勢市小俣町）

山腹崩落による農地への土砂流入（多気町長谷）

【農地・農業用施設の復旧に向けて】
農地・農業用施設の復旧に向けて、11月27日から国に

よる災害査定が実施されました。
東海農政局及び東海財務局の職員が、箇所毎に現地等

において被災事実を確認し、その被災状況に対して申請
された復旧事業が法令に定められた採択条件に合致し、
しかも技術的に妥当な工法であるかどうかを検討し、適切
な事業となるよう査定が行われました。

災害査定終了後、増高申請手続等を経て、各市町におい
て、少しでも多くの農地で来年度の作付けができるよう復
旧工事を進めていただくことになります。県としまして
も、国や市町と連携を図り、早期に復旧ができるよう支援
してまいります。

台風21号災害の被害について

ため池堤体法面の崩落（松阪市伊勢寺町） 
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平成29年12月16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1,500名が一堂
に会して、「ふるさとの未来を担う、それは地域力！！」を
テーマに、第10回みえのつどいが三重県、三重県農地・水・
環境保全向上対策協議会の主催で開催されました。

今回は、地域での活動をより一層活発に取り組むことと
ともに地域ぐるみで実践する獣害につよい地域づくりの
推進を目的とした「獣害につよい三重づくりフォーラム」
との同時開催となりました。

まず、全体会を大ホールで、その後同センター内で4つ
のテーマに分けた分科会を開催しました。

鈴木三重県知事　挨拶

全体会では、まず主催者を代表して鈴木三重県知事よ
り挨拶があり、引き続き来賓の挨拶、紹介がありました。
その後、本年度に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5
組織の代表に賞状と記念品が授与された後、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
行いました。

さらに「みんなで守ろう三重の大地、よりよい地域づく
りに向けて！」をテーマとしたフォトコンテストでは、2部
門で最優秀賞1作品、優秀賞1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ました。

引き続き、基調講演に移り、「これからの地域社会のため
の獣害対策」と題して、兵庫県立大学教授　山端直人氏よ
りご講演していただき、全体会は終了しました。

その後休憩を挟み、参加者はおのおの希望したテーマの
分科会会場へ移動しました。

第1分科会では、「県内の取組事例、獣害関係企業ＰＲ
ブース」をテーマに、県内でこの事業を期に地域活性化に
取り組んだり、農村環境活動において特徴的な活動をし
ている2組織、さらに獣害対策に取り組む優良活動の事例
紹介がありました。また、別会場では獣害対策資材・製
品展示、パネル展示ブースを設けました。

「多面的機能の維持・発揮活動　第10回みえのつどい」が
開催されました

〜ふるさとの未来を担う、それは地域力！！〜

優秀活動に選ばれた５組織のみなさんと鈴木三重県知事、福岡三重県農
地・水・環境保全向上対策協議会副会長、水谷三重県議会副議長との記
念撮影

全体会の様子
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第１分科会の様子

第2分科会では、「むらに応援企業を呼び込もう！〜企
業と連携したむらづくり〜」をテーマに、農村を応援する
企業との連携により、地域を活性化させる道筋を考える
ワークショップを実施しました。

第3分科会では、「より良い地域づくりに向けて〜次世
代リーダーへの継承〜」をテーマに、活動の継続のために
必要なこと、また若い世代・農業者以外・女性を巻き込ん
だ活動を展開していくための方法についてワークショッ
プを実施しました。

第4分科会では、「実践活動（安全対策・畦畔保全・補
修メンテナンスの説明等）」をテーマに東海農政局担当者
からは、活動における安全対策についての報告を、全共連
の担当者からは、活動にかかる保障についての案内を、企
業からは活動に必要となる製品等の紹介をしました。説

第２分科会の様子

第３分科会の様子 第４分科会の様子

明終了後の意見交換では、参加者は興味あるブースに自
由に移動し、担当者からおのおの疑問点等の説明を受け
ていました。

盛会のうち、分科会も終了し、参加者は帰路に着きました。
　
また、会館内ではフォトコンテスト応募作品の展示、三

重県ＰＲブース等が設けられ、参加者は時間の合間を見
計らって見入っていました。

また、一般の方を対象とした農産物の無料配布も行わ
れ、好評を博していました。

部門名 活動組織名 市町名
施設部門 清し有田佐田沖環境保全会 玉城町
農村環境部門 矢川環境保全会 名張市
コミュニティ部門 大野木環境保全会 伊賀市
パブリシティ部門 東大淀を守る会 伊勢市
地域共同活動部門 田尻町農地管理会 伊勢市

優秀活動組織

部門名 作品名 活動組織名 市町名
維持保全活動部門

最優秀賞 そんなに寄ってったら危ないっちゅうに 清流の里　山口 いなべ市
優秀賞 獣害対策　車座の協議 牧・集落営農部会、地域資源保全会 多気町

農村環境活動部門
最優秀賞 真夏の掃除は、びしょ濡れが楽しいね！ 智積農地水環境を守る会 四日市市

優秀賞 どんな魚がいるかな？ 三郷の土と水を守る会 玉城町

フォトコンテスト入賞作品
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 ■ 止水壁
止水壁は、浸透水によるパイピングの防止及び浸透水

量の抑制を図り、取水堰全体の安全性を確保するために
設置します。

 ■ 護床工
護床工は、河床の洗掘を防止するために下流エプロン

に連続して設置します。

 ■ 魚道
平成13年度の土地改良法改正により「環境との調和へ

の配慮」が規定されました。魚類等が速やかに容易かつ安
全に移動できるように魚道を設置する必要があります。

 ■ エプロン
エプロンは、(1)越流水による堰体上下流部の洗掘防止

(2)浸透水によるパイピング防止の二つの機能を発揮する
ために設置する施設です。エプロンは作用する揚圧力に
対して安全で、流水等に対する摩耗等に対し耐久性を有
した構造とする必要があります。

 ■ 取水堰
取水堰の種類には、固定堰と可動堰とがあり、頭首工の

取水堰の形態としては、全固定堰・複合堰・全可動堰の3
種類が考えられます。

また、取水堰の形式は、堰の本体を直接岩盤に築造する
フィックスドタイプと、浸透性地盤上に築造するフロー
ティングタイプに区分されます。

 ■ 頭首工の構成
頭首工は、一般的に以下に示すような施設で構成され

ます。

頭首工 編
頭首工

頭首工とは、河川から必要な農業用水を用水路に引き入
れる目的で設置する施設の総称です。

頭首工という用語は、明治末期以来用いられており、河
川から取水する場合に、用水路の頭首部(Head)に設けら
れる水門、堰堤等の施設を総称して頭首工と呼んでいた
ようです。

 ■ 取水口 
取水口は、かんがいに必要な用水量を河川から確実に

取入れ、用水路へ導くための施設です。取水口には、取水
量の調節が容易であること、土砂や浮遊物の流入を防止
する機能が求められます。

 ■ 阻壁
阻壁は、取水堰下流部の河床洗掘に対して堰体の安全

を確保するため、エプロンの下流端に設置します。

頭首工の構成

 ■ 頭首工ゲート
頭首工のゲートには、ローラゲート、スライドゲート、起

伏ゲート、ゴム引布製ゲート等の種類があります。
使用目的、安全性、経済性等を勘案してゲートの種類を

選定します。

取水堰（フローティングタイプ）

堰体

エプロン

護床工

止水壁

阻壁

取水堰 ( フィックスドタイプ )

堰体
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れ、地域農業は活性化されました。
しかしながら、近年農業者の高齢化・減少に加え、地域

の更なる混住化により農家の財産である農地や施設の管
理水準が低下し、大きな課題となってきました。

そのため、平成24年度に土地改良区、自治会が中心とな
り、農業を基盤となる農業生産体制の整備、地域ぐるみで
施設保全を図るため、多面的機能支払に取り組む活動組
織「有滝の自然を守る会」を立上げ、現在も活動を継続し
ております。

主な活動としては、春・秋の出会い作業です。基幹排
水路の草刈り、環境保全、作業も大切ですが、出会いの場、
交流の場、地域の情報交換の場となっています。これが
一番大切なことで将来起こるであろう災害時の協力、連
携、共助（町の力）になると思います。

地域内の農地を有効に活用するため、点在する遊休農
地に実えんどう、アレッタ（ブロッコリーとケールを掛け
合わせた新しい野菜）、カボチャなどを栽培し、限られた農
地を有効に活用しています。

また、将来を担う子供たちに学ぶ機会を提供しようと地
元の保育園児にイモほり体験の場を提供したり、地域住
民へ野菜作りの研修会に積極的な参加を求めるなど農業
農村の重要性を推進しております。

土地改良区・町内会・有滝の自然を守る会の構成員が
全て町民であることから、排水機の除塵用門扉の格子目
に付着するカキ貝を定期的に除去するなどの施設点検や
機能診断の中心的な役割を担っております。

また環境保全活動として、堤防沿いにサクラ、サルスベ
リを植栽管理し環境美化に努め、さらに地域内にあるク
リーンセンターからの放流水の水質検査にも協力し、環境
保全にも関与しております。

今後、組合員一同、自分たちが暮らす地域環境を守りた
いという思いを持ちつつ、地域農業のリーダー的な役割を
担っていく所存でございます。

シリーズ 有滝土地改良区 （伊勢市）

本地区は、伊勢市北部
の伊勢湾海岸沿いに位
置し、二級河川外城田川
河口左岸に広がる地域
です。

また、山田奉行所発祥
の地でもあります。

徳川家康の一行が本
能寺の変に遭い難を逃

れるため白子浦から脱出した際、伊勢湾入り口で海上警
備、取り締まりに適した有滝に幕府を置き、八代目からは
現伊勢市御薗町小林に移りました。

本地区の農地は、海岸沿いのため平坦ですが、地盤が低
く（海抜ゼロメートル）、地下水も高く、狭小で不整形なほ
場で、農道の幅員や水路断面も狭く、曲折が多かったため
営農に大変苦慮していました。

このような状況のもと、生産性の向上及び農業経営の改
善を実現するために区画整理が実施されたと同時に昭和
27年8月1日に土地改良区が設立されました。現在は、受
益面積27ha、組合員数157人で、理事5人、監事2人で運営
されております。

昨今、地形形状だけでなく、地域の開発、混住化を起因と
した流域の変更やそれに伴う排水能力低下により、洪水
時には流下が阻まれ、また受益地内の排水路での断面不
足も重なり、周辺では農地ばかりでなく地域全域にその
都度多大な被害を及ぼしていました。

それらを解消するために、県営かんがい排水事業（排水
対策特別事業）「有滝地区」が昭和55年に採択され、排水
機場が2 ヶ所新設され、幹線排水路も改修されました。さ
らに転作できるように農地の地下水位を下げ、排水不良
を解消することを目的に小規模排水対策特別事業「広山
地区」が昭和55年に、同じく「有滝里前地区」が昭和57年
に採択され、排水路の改修と併せ区画整理（暗渠排水、客
土）も行われました。

これらの事業によ
り、水田の湛水が解
消され、地下水の低
下も図られ、転作が
定着し、農地の汎用
化・乾田化につな
がりました。さらに
基幹作物である水
稲は機械化による
効率化により営農
効果の安定が図ら

山田奉行所発祥の地
（後方は津波避難タワー）

有滝（社護神）排水機場 排水機場すぐ裏
豊北漁港（有滝漁港）穏やかで昼操業に船は出て行っている。
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宮崎主査より「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
た。特にビオトープを通過させることにより水質の汚濁
防止を図り、再び河川へ戻し下流域への環境に配慮して
いることであった。

二日目は、石川県小松市で行われている農地中間管理
機構と連携した「県営ほ場整備事業 野田地区」で石川県
南加賀農林総合事務所小谷主幹、小松市　森主査、野田
町ほ場整備組合東組合長より説明を受けた。

宮川用水土地改良区では毎年、次世代を担う子どもたち
のために中学生を対象とした職場体験学習を受け入れて
います。

平成29年度は伊勢市立城田中学校の2年生4名を受け
入れ、GISを利用した地図作成、測量実践、基幹施設の草
刈、揚水機の点検整備、水質調査を3日間にわたって学習
しました。

慣れないなか、はじめは緊張感やとまどいがあります
が、後半では積極的に取り組んでいく姿に中学生の柔軟
かつ若いエネルギーを感じる事ができます。

土地改良区の仕事を理解し、働くことについて考えても
らいながら、貴重な体験となるように体験学習のお手伝い
をしています。

イベント紹介
開催日／平成30年3月22日（木）
場　所／ホテルグリーンパーク津
　　　　6階「伊勢の間」

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12日（木）〜 13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。

初日の現地視察は、福井県福井市にある「道の駅 一乗
谷あさくら水の駅」で足羽川堰堤土地改良区連合の吉川理
事長、福井市農村計画課の宮崎主査より説明を受けた。

まず、頭首工管理事務所で吉川理事長より事業概要と
取水した用水を防火・環境用水等の地域用水に利用され
ていることを説明された。頭首工は周辺の自然景観に調
和するとともに、社会景観、歴史を反映した景観となるよ
うに整備されており、頭首工自体を管理棟からの遠隔操
作により日常運転していた。近年、維持管理の面において
特にパソコン等のソフト面での更新が必要となってきて
おり、役員として組合員に負担を掛けない様に経費を生
み出すことに苦慮しているとのことであった。引き続き、

松阪支部先進地視察
研修報告について

支 部 活 動 報 告

本会第61回通常総会

施設見学 測量実践

水質調査揚水機点検

宮川用水土地改良区

足羽川頭首工、一乗谷あさくら水の駅の説明の様子



開催日／平成30年3月22日（木）
場　所／ホテルグリーンパーク津
　　　　6階「伊勢の間」

まず、市の　森主査より事業概要、工事の進捗状況につ
いて、次に県の小谷主幹より事業と中間管理機構との関
連、引き続き地元の東組合長より事業に対しての対応状
況、今後の地域展望について説明を受けた。

この地区は平成28年度に着工し、受益面積25.5ha、権利
者56名で事業実施を契機に農業法人を設立して、昨年度、
中間管理機構に99％の農地が貸付されている。土地改良
区を設立せず事業を実施したため、受益者には不安が広
がり当初の苦労話を東組合長はユーモアを交えて話され
た。

参加者は、将来の地域農業のあり方であったため熱心に
聞き入っており、質疑応答も活発になされ有意義な研修
会となった。

1．実施日
　平成29年11月28日（火）
2．視察研修先
　岐阜県中津川市　「（株）サラダコスモ」
3．参加者
　東紀州支部管内会員　19名

11月28日（火）に岐阜県中津川市において、6次産業化
の「（株）サラダコスモ」を視察研修した。

研究開発本部研究開発部の中田部長や職員の方々より
会社概要や食品市場、現代人の課題や農業の現状と活路
についての説明と施設の紹介等を受けた。

この地域は、岐阜県の東南端に位置し、中央アルプスの
美しい雄大な自然を背景とする地方都市で、本社は、中津
川市の南側を東西に走る中央自動車道の中津川インター
チェンジの出口からすぐで、交通の便が良い場所に位置し
ている。

会社の取組概要は、栃木県、長野県、兵庫県に生産工場

東紀州支部
先進地研修について

支 部 活 動 報 告

を構え、主にもやしやかいわれ大根などのスプラウト野菜
（発芽）を生産している。

平成18年度より、「ちこり」というヨーロッパ原産の野菜
を生産しており、ちこり工場の見学、焼酎の製造工場、地
元農家さんが採れた食材で手作り家庭料理のレストラン、
売店、通信販売が一体となった事業になっている教育型・
観光生産施設「ちこり村」を
オープンし、平成28年度は
年商121億円で年間30万人
が訪れ地域活性化の拠点と
なっている。

この事業の目的は、日本の
食糧自給率が40％と先進国
でも非常に低いことと、遊休
農地が沢山あること、そして
農家は後継者不足など、諸

一乗谷あさくら水の駅の視察の様子

足羽川頭首工の視察の様子 県営ほ場整備野田地区の説明の様子

説明会の様子

研究開発本部研究開発部の
中田部長の説明
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問題が多々あり、課題
を解決できる野菜と
して「ちこり」の国産
化をした。当時ほぼ
100％輸入野菜だった
ちこりを国産化する
ことで、食料自給率を
高め、ちこりの原料と
なる種芋（ちこり芋）
を栽培することで遊
休農地を解消された。

中津川市は3人に1人が60歳以上で、仕事をもっていな
い方が多いので高齢者を優先的に雇用し高齢者への生き
がいをつくるなど、ちこり生産やちこり村の運営を通して
地域社会活動に貢献している。

また、「機能性表示食品（ものづくり補助金）」では、社長
から「もやし事業はスーパー等で安く売られているが、も
やしに付加価値を付けてもっと売れるように」との指示が
あり難しいなと思っていたところ、消費者庁から機能性表
示が始るという情報により、この補助金を活用して新商品
を開発しようと思ったのがきっかけで、「大豆イソフラボ
ン子大豆もやし」の機能性表示食品第1号が生まれた。ま
ず、マスコミやメディアでも取り上げられ平成29年度に
は、日経POSセレクションでゴールド賞（販売実績デー
タで売上高を大きく伸ばした商品を選出する企画）に選定
された。

大豆イソフラボンは主に大豆の胚芽に多く含まれる「フ
ラノイド」の一種で、この化学構造が女性ホルモン（エス
トロゲン）に似ているため、同じような働きをすることが
分かり、加齢などで女性ホルモンが減少することによって
おこる症状を大豆イソフラボンを摂取することによって
緩和・改善される。

また、骨を溶かす「破骨細胞」の活動を弱める働きや骨
を作る「形成細胞」を活性化する働きの機能を持ってい

る。また、イソフラボンサプリメント以上に身体の健康を
保つために必要な栄養素が豊富に含まれる。さらに、袋の
ままレンジで調理できる画期的なパッケージを採用し簡
単に調理ができる食品になっている。

機能性表示食品とは、これまで国が個別に許可した特定
保健用食品（トクホ）と国の規格基準に適合した栄養機
能食品に限られていたが、消費者が商品の正しい情報を
得て選択できるよう（お腹の調子を整えたり、脂肪の吸収
をおだやかにしたり特定の保健の目的が期待できるとい
う食品の機能性を表示することができる選択技）機能性
表示制度を増やした。

また、O-157事件の時には、売上げが10分の1になり会社
の存続危機の大打撃を受けたが、もやし事業で回復した。

当初は、いたみを防ぐために防腐剤、色をより白くする
ため漂白剤と薬品漬けが主流であったが、身体にやさし
い、健康に良い物を作りたい一心から、種の選別から良質
なもので栽培し、徹底した無農薬栽培技術を開発し、現在
は1日100万パックを製造し、業界ではトップクラスまで
成長した。

水耕栽培では、日本初の有機JASオーガニック緑豆も
やし、有機JASオーガニック大豆もやしを開発した。

今回視察した（株）サラダコスモは、無添加・無農薬に
こだわり、安全安心な
だけでなく、健康に良
い物や消費者が必要
な物を考え、薬効の高
いものは商品化して
いこうというのが方針
で、常に新しい商品を
考え消費者ニーズに
合わせていく企業で、
説明後も活発な質疑
応答がなされ有意義
な研修となった。

施設見学 施設説明

「ちこり」というヨーロッパ原産の野菜

「大豆イソフラボン子大豆もやし」の機能性
表示食品第１号
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