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令和2 年度

令和 2 年度における国・県の予算及び政策に関しての要

１ 農業の競争力強化及び農村の防災減災対策を着実に推

請活動を令和元年 8月6日に三重県自由民主党会館におい

進するため、令和２年度当初予算及び令和元年度補正予算

て「自由民主党三重県支部連合会」に、また、9月3日に三

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

重県議会議事堂において「 新政みえ」に亀井会長、福岡専

予算を確保すること。

務理事、事務局で下記の内容の要請書を提出し、令和 2 年
２ 三重県の防災重点ため池は、選定基準が見直されたこと

度の予算及び政策について要請を行った。

により約３倍に増加した。その大半で耐震強度が不足する
【要請書】

ことが想定され、早急に耐震補強を進めていく必要がある

三重県の農村は、農業従事者の高齢化や減少等によ

ことから、
「防災・減災、
国土強靭化のための 3 か年緊急対策」

り、農地、農業用水等の維持管理のみならず営農の継続

に基づく臨時・特別措置と同様の財政措置を継続すること。
また、ハザードマップ作成・耐震調査などのソフト対策を

への影響など、
多くの課題に直面している。
農業を次世代の担い手にとって魅力ある産業とするた

必要とするため池がさらに増加することから、農村地域防災

めには、農地の集積・集約、大区画化、汎用化等の農地

減災事業の定額補助の期限（令和 2 年度まで）を再度延

整備や将来を見越した適時適切な農業水利施設等の補

長すること。

修・更新が必要となっている。加えて、県内各地でため池
３ 区画整理が完了した地域において、水管理や維持管理の

を含む農業水利施設等の老朽化が進行する中、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

省力化を図ることにより、担い手への農地の集積・集約化

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

を推進するため、農地中間管理機構関連農地整備事業に

も、ため池等の耐震化や洪水被害防止対策など、農村地

ついて、用水路のパイプライン単独の整備を対象工種に追

域の防災・減災対策の推進が重要な課題となっている。

加すること。

また、本年 4月に土地改良区の適正な業務運営の確保
４ 本年４月に施行された改正土地改良法の適切な運用を

を図るため、土地改良法が改正され、新たな事務処理を強

図るため、その普及啓発に努めると共に、複式簿記の導入

いられることとなった。

など土地改良区の運営基盤の強化に対する支援を推進す

今後、これらのことに対応するためには、市町及び土地

ること。

改良区において、国・県の支援が必要不可欠であることを
前置きし、
右記の 4 つの事項を強く要請した。
【自由民主党三重県支部連合会への要請活動】

【新政みえへの要請活動】

新政みえ 舟橋裕幸議員へ要請書を提出する亀井会長、福岡専務理事（三重県
議会議事堂にて）

自由民主党三重県支部連合会 青木謙順 幹事長、石田成生政調会長へ要請書
を提出する亀井会長、福岡専務理事（三重県自由民主党会館にて）
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令和元年度

複式簿記導入促進特別研修会 開催

去る 7月31日
（水）
三重県総合文化センター男女共同参画
センター内１Ｆ多目的ホール、
8月1日
（ 木）
同 生涯学習センター
内４Ｆ大研修室において、三重県内の土地改良区を北と南に
分け、令和元年度複式簿記導入促進研修会が全国水土里
ネットの主催で開催された。
今回の研修会は、平成 30 年 6月に成立した土地改良法の
一部改正事項として土地改良区の貸借対照表の作成が令
和４年度までに義務化されることに伴い実施するもので、国・
全国水土里ネット・水土里ネットみえの担当者を講師に土地
改良区の円滑な会計移行を実現することを目的に開催された。

本会福岡専務理事挨拶（7 月 31日）

7月31日
（ 水）
は県、松阪、伊勢志摩、伊賀・名張、東紀州
管内の土地改良区の役職員を対象に 96名が出席、
翌8月１日
（ 木）
県、桑名、四日市、津管内の土地改良区の役職員を対
象に 90 名の出席があり、土地改良区の皆さんの関心の深さ
が伝わってきた。
7月31日は、まず本会の福岡専務理事の挨拶、8月1日は
本会の加藤事務局長の挨拶があり、その後研修に移った。
研修は、全国水土里ネット支援部の宮本講師と田中主幹
から複式簿記の基礎知識、会計記帳実務、土地改良区特有
の勘定科目と仕訳、開始貸借対照表の作成方法について、
水土里ネットみえ

研修会プログラム
時

間

研

修

科

9:30~10:00

受

付

10:00~10:05

開

会

庄村会計指導員（7 月 31日）

講

目

師（敬称略）

三重県土地改良事業団体連合会
専務理事 福岡重栄

10:05〜 10:40（35 分）

土地改良区複式簿記の基礎知識

全国土地改良事業団体連合会
支援部複式簿記チーム
講 師 宮本

10:40〜 11:10（30 分）

土地改良区における基本的な
勘定料目と仕訳について

三重県土地改良事業団体連合会
会計指導員 庄村晃一

11:10〜12:00（50 分）

新たな土地改良区会計基準に
ついて

東海農政局 土地改良管理課
土地改良指導官 田中卓也

12:00 〜13:00

（昼休憩）

13:00〜13:50 (50 分）

土地改良施設の資産評価マニュ
アルの紹介と減価償却の実務

東海農政局 土地改良管理課
課長補佐 鈴木康功

13:50〜14:40 (50 分）

土地改良会計基準に基づく
会計記帳実務

全国土地改良事業団体連合会 支援部
主 幹 田中克哉

14:40〜14:50

（休憩）

14:50〜15:30 (40 分）

土地改良区特有の勘定科目
及び仕訳について

全国土地改良事業団体連合会 支援部
主 幹 田中克哉

15:30〜16:20 (50 分）

開始貸借対照表の作成方法に
ついて

全国土地改良事業団体連合会
支援部複式簿記チーム
講 師 宮本

16:20〜

閉

会
3

修

修

水土里ネットみえの庄村会計指導員から基本的な勘定科目
と仕訳について、
東海農政局土地改良管理課鈴木課長補佐
と田中土地改良指導官から新たな土地改良区会計基準、資
産評価マニュアルと減価償却の実務について講義があった。
研修は複式簿記の基礎知識から会計基準、資産評価と
減価償却に関することまで実務に即した内容でパワーポイン
トを用いた分かりやすい説明であった。
土地改良区の会計担当員にとって、
貸借対照表の作成、
複
式簿記の導入は今回の土地改良法の一部改正に伴う身近
な課題であったので、
出席者は真剣な眼差しで講義を聴き入
り、科目ごとに絶えずメモを取ったりし非常に関心の高い有意
義な研修となった。

本会加藤事務局長挨拶（8 月 1日）

東海農政局農村振興部土地改良管理課
田中土地改良指導官 (7 月 31日 )

全国水土里ネット

全国水土里ネット

指導部

支援部

田中主幹 (7 月 31日）

研修会の様子（8 月 1日）

研修会の様子（7 月 31日）
4

宮本講師 (8 月 1日）

三重の土地改良アラカルト
安濃ダムの洪水対策について

津農林水産事務所安濃ダム管理室 室長 松浦 司
４．行政の連携した取り組み
国、県、市および土地改良区が協力・連携して、洪水対策
を行っています。
国は、平成 24 年度からダム湖に貯まった土砂の撤去、ダ
ムの老朽化した設備の補修・更新を行うなど、洪水対応にも
寄与する事業を実施しています。
安濃ダムでは、
放流を遅滞なく安全に行えるよう、
市役所、
土地改良区、消防署との連絡体制を構築するとともに、降雨
予測システムの精度向上を図っています。また、放流の情報
が住民に確実に伝わるよう警報パトロールやアナウンスの要

安濃ダムの洪水放流（平成 23 年 9 月）

１．はじめに

領の改良などに取り組んでいます。

近年、全国各地で豪雨災害が頻発しています。昨年７月の

河川管理者の三重県は、毎年河川の土砂撤去や河川改

西日本豪雨では、
幾つかのダムが満水となり、
河川も氾濫しま

修、
簡易水位計の設置などを行っています。

したが、
「はたして自分が住んでいる地域は大丈夫だろうか」

津市は、想定される最大規模の洪水を対象にしたハザード

と思われた方も多いかと思います。

マップを平成 30 年度に作成し、広報・啓発を行っています。

これらの災害を受けて、
全国的に洪水対策が強化されてい

また、県と河川の水位や安濃ダムの放流状況を情報共有

ますが、この稿では、津市の中心市街地の川上に位置する

し、適切な避難勧告等の発令を行うとともに、情報がより的

安濃ダムの洪水対策について報告します。

確に伝わるよう、
基準の改正などに取り組んでいます。

２．安濃ダムの概要

５．おわりに

安濃ダムは、
農業用水専用の利水ダムとして農林水産省の

行政は様々な対策を講じ洪水の被害防止に努めています

国営かんがい排水事業により建設され、平成元年12月から

が、それでも絶対安全ということはありません。国は、
「 住民

三重県が管理しています。

が自らの命は自らが守る。行政はそれを全力で支援する」と

ダムの最大有効貯水量は

980万ｍ３
（ 東京ドーム約 8 個分）

いう方針です。このことから、安濃ダムでは、視察・見学に来

で、１年間に約 2.5 杯分の水を中勢用水土地改良区の受益

られた方に、安濃ダムの機能や役割を説明するとともに、個人

地 3,183ha に補給しています。

個人が行うべき洪水対策として次の行動を呼びかけています。

３．治水に配慮した水位調節

①平時にハザードマップで自分が住んでいる地域の状況

安濃ダムは「 洪水調節容量 」
をもたないダムですが、次の

を把握し、
安全な避難先や避難方法を決めておく。

ような運用により洪水調節を行っています。

②天気予報や市から発表される警戒レベル情報をチェッ

洪水期（ 6 ～ 10月）
には、利水に支障のない範囲で、貯め

クし、レベルに応じた行動をとる。

ることができる水位（ 制限水位 ）
よりも低い水位（ 管理水位 ）
で運用しています。
管理水位の設定による空き容量の確保
6 , 7月

8月

9月

10月

空き容量

141万㎥

294万㎥

207 万㎥

163万㎥

有効貯水量比

14.4%

30.0%

21.1%

16.7%

特に、
夏の終わりにはダムの水を使い切り、
大きな空き容量
ができますので、台風などの大雨の際には貯留して洪水を軽
減することができます。
台風や大雨が予測される場合には、関係機関と調整して
洪水ハザードマップと警戒レベル情報

事前放流を行い、
水位を下げます。
しかし、この様な水位調節等の対応を行っても限界があり

安濃ダムは、予約いただければ、どなたでも視察・見学が

ます。ダムが満水に近い状態の時に豪雨があると、多量の水

できます。お気軽にお越しください。

を放流しなければなりません。

（ 安濃ダム管理事務所
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TEL

059-265-4133）

榊原みずすまし会

令和元年のテーマ

のご協力により測量、ピン

は、
今、熱戦が繰り広

打ちされたラインに従いチー

げられている『ラグ

ムに分かれ手植えをします。

ビー』
。ゴールポスト

「田んぼが、グニュグニュ
でおもしろい。
」

にキックする少年の

キックする少年の絵柄

田植えの様子

デザインは、榊原小

「 泥あそびが楽しかった。
」
と、全身どろんこになって田の中

学校 6 年生の 脇田

を走り回る子供の光景も見られ普段の生活では味わえない

凌翼君の作品。

体験になったことと思います。

多面的 機 能 支 払

絵柄や文字が浮かび上がりアートの見ごろをむかえた7月、

交付金を活用した榊原温泉田んぼアートの田植えイベント

県道沿いの小高い丘に立ち全景を眺めた多くの方々からゴー

は、
今年で 10回を重ね 6月9日に開催され、
親子連れやグルー

ルキックへの声援がおくられたと思います。
収穫されたお米は、イベント参加者に些少ですが送付いた

プなどで約 350人の賑わいでした。

します。榊原温泉田んぼアート米をおいしく味わっていただく

約 2,900㎡の田に『ゆきあそび』
、
『 紫大黒 』
など古代米と

頃は、
来年のアートデザインを考える時季でもあります。

うるち米の 6 種類の苗で白、赤、べに、黄、紫、緑色でアート

さ～て、
来年のデザインテーマは？

を描きます。前日までに安濃町のシ―エスコンサルタントさん

水土里プロジェクトおばた

備、絵柄の田へ転写方法、田ん
ぼ大きさに対しての必要人数、作
付け時間を質問させていただき、
適切な回答をいただいて第一歩
を踏み出すことができました。
その後、飛鳥地域まちづくり協

みんなで田植え

議会（ 熊野田んぼアート）
の小畑
会長とも交流をさせていただき、

田んぼに描いた伊勢えび

品種の異なる稲で水田に絵を描く
「田んぼアート」
を手掛

三重県での田んぼアートとしてお

けたのは、
平成 27年です。

互い助け合いながら続けていき

種をどこで手にいれるか、どのようにして育てるのか、多面

たいと思います。

的機能支払事業として、どう枠組み中にいれるのか、大変難

自分たちで稲刈り

今年は、
明野小学五年生と共に。
「 伊勢えび」
を田んぼに描

しい問題がありました。

くことができました。

先ず、やるべきことは、
現地へ行って学び指導をいただくこ

9月には、昔の農作業体験をさせて、鎌で稲を刈取り、足踏

とからと思い、三重県にて先駆者として取組んでいる活動組

み脱穀機にかけて、収穫しました。取れたもち米は 12月に餅

織にお願いをすることだと考えました。

つきをして食べます。

榊原みずすまし会（ 榊原田んぼアート）
崎様に、絵柄をい

泥に足を踏み入れると子供たちの笑顔や笑い声を励み

つ募集するのか、誰に書いてもらうのか、作付け前に、苗の準

に、
今後もスタッフ一同頑張っていきたいと思います。

「多面的機能の維持・発揮活動
第12 回みえのつどい」が開催されます。
『世代を超えて地域の“きずな”を育もう、
それは未来への種まき』

三重県では、農作業等の人材確保等の課題を持つ活動
組織と新たなビジネスやＣＳＲ活動を求めている企業を掘り
起こし、情報提供して、活動組織と企業との具体的なマッチ

日時：令和元年12月14日
（土）
12：30～16：00

企業との連携・交流を希望している
多面的機能の活動組織を探しています。

ングの支援を行っています。興味がある方は三重県農地・水
・

開場11：30 ～

環境保全向上対策協議会に相談してください。

場所：三重県総合文化センター
（津市一身田上津部田1234）

Tel.059-226-4824
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漕代土地改良区

シリーズ

（松阪市、多気郡明和町）

事

地区の概要
１ 地

業

県営低コスト化水田農業大区画圃場整備事業で造成され

域

本地域は、
三重県松阪市の東部に位置する一級河川櫛田

た、地区全域にわたる農道及び用排水施設の維持管理、施

川右岸の穀倉地帯で、稲作を中心とした農業地域である。

設の管理委託の場合の受託、同事業に係る換地業務委託

温暖な気候に恵まれ、松阪市高木町・稲木町・早馬瀬町・

の場合の受託、
事業に付帯する業務委託等をされた場合は、

目田町・伊勢場町・横地町・法田町及び多気郡明和町大字

これを受託できる。とあり、当時の水利状況は櫛田川を水源

竹川・大字坂本が対象地区である。

とする県営櫛田川沿岸農業水利改良事業の受益地であっ

又、平成 8 年（ 1996 年）
11月に第2 換地工区に地区編入
した稲木町字惣作及び字伊勢ケ前の面積約 9 ヘクタールに
ついても、これに含まれる。
２

地

積

受益地の市町別・郡町大字別・地目別の地積は下に示す
とおりである。
３

地

形

本地域は、櫛田川の右岸であると共にその支流である祓川
の左岸として、両河川の間に形成された沖積平野の最上流
部に位置しており、傾斜は南から北に 1/1900 程度であり、標

早馬瀬・目田揚水機場

高は 6 ～ 15ｍの比較的平坦な地形である。

地区の沿革
漕代地区及び明和町の坂本・竹川の耕地を対象とする約
342ｈａの範囲であるが、水田・畑とも不整形でかつ狭小であ
り、農道・用排水路とも未整備で、機械の搬出入に苦慮して
いる他、
多大な維持管理を要しており、営農に支障をきたして
いた。
このような状況から漕代地区では、
水田の高度利用を主体
とした農業生産性の向上、農業経営の合理化を図るために
まず、圃場整備により大区画の圃場をつくり、農道及び用排
水路網の整備を行うこととした。
地積の表

市 名
郡町名

幹線取水口（大井手分水）

町 名
大字名

多気郡
明和町
合

田

積
畑

( 単位：ha)
その他

計

高木町

62.89

3.45

―

66.340

稲木町

55.80

4.25

0.003

60.053

6.92

0.40

―

目田町

21.32

1.61

―

22.930

伊勢場町

34.30

3.52

0.007

37.827

横地町

37.49

2.01

―

39.500

法田町

30.85

2.09

―

32.940

竹川

5.39

3.13

―

8.520

坂本

2.97

1.64

―

4.610

257.93

22.10

0.01

早馬瀬町
松阪市

地

計

考

7.320

280.040

上記地積は、2017 年 4 月 1 日基準の平成 29 年度経常賦課金の賦課面積による。
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備

組合員は不在

たが、用排兼用の水路であった関係で、幹線水路からの取水

保全管理のための推進活動」
という取り組み対象として、離

に労力を費やしている他、
老朽化が目立ち維持管理がたいへ

農するのであろう予想ができた。
これが、後発のいわゆる「多面的機能支払い移行に伴う

んな状況であった。
又、営農状況では、受益者の平均１戸当たり耕作面積は、

追加活動」というのに該当する。整備事業による農業生産

1.0ｈａ程で、主要作物は水稲であった。機械利用体系は小

性向上のみを考えたグループの中で、担い手として成長する

型で、農家所得は、7,100 千円、うち農外所得は 6,600 千円

自己完結型の農家以外の農家は、昭和二桁（ 20 年代 ）
まで

程であった。

もが離農「土地持ち非農家 」
になろうとしている。

基本計画

土改法の一部改正等
組合員の資格交替の円滑化等

整地工・道路工・用水路工・排水路工

②土地改良区は、貸借

地の所有又は耕作者で事業参加資格がないものを準組合員

農業集落道に於いては、全幅員5.0ｍのアスフアルト舗装

とすることができる。準組合員は組合員との間で賦課金・夫

で、
延長8,106ｍとした。

役の一部を分割して負担する事が出来る。とあるが、土地持

農業集落排水路に於いては、
構造は組立棚渠及び有孔フ

ち非農家が出役を嫌がる現状に於いて、準組合員が夫役の

リュームで、
延長は 1,356ｍとした。

一部を負担する事など考えられない。

換地計画の要領

遠からず担い手で、改良区排水路等の維持管理を行う
か、若しくは他の事業者にアウトソーシングすることしか考えら

・土地評価・清算の方法

れなくなる。

標準地比準方式及び比例地積清算方式とした。

平成 7年（ 1995 年）
当時、農地集積が進めばやがて昭和

・換地交付率の算出

一桁が卒業、昭和二桁（ 20 年代 ）
迄もが、そのうち離農する
事後の地区の総地積
−（機能交換とする工事後の道路等の地積＋創設換地等の地積 ）

と予想できた。それが国の施策であったはずだ。

従前の地区の総面積
−（機能交換とする従前の道路等の地積＋不換地等の地積 ）

国の方針に適応した営農形態でないと生き残りは難しく、補

又、担い手として成長する自己完結型の農家に於いても、
助金頼りの中農家の域を出ることは不可能に近いとおもわ
れる。

・配分調整のための余裕率
理事の資格要件の見直し

当初は 3％程度を考え、
機能交換・特殊地の取扱等で

土改区の理事の定数の 5 分

3 以上は、原則として耕作者たる組合員とする。とあるが、経

5％の減歩とした。

年的変化により「土地持ち非農家 」が全て消えることになる

完了地区調書

と予測できる。
それほど、
離農した「土地持ち非農家 」
に改良区の維持管

本土地改良区は事業中、
県営経営体育成基盤事業と名前

理等に興味は示さない。

を変え、変更計画で工事費 5,350,000 千円、事務費 262,000

将来、
土改区の理事の定数の 5分2 は、
「土地持ち非農家」

千円、
合計 5,612,000 千円、
完了全体で 5,636,718千円となっ

でなければならないと、土改法の一部改正が無いよう願いた

た。

い。

今後の土地改良区

営農活動

土地改良法の一部改正等による

今後の課題

組合員の高齢化による離農や農地集積の進展に伴い、土
農業用水の利用等に係る課題

地改良区の中で土地持ち非農家が増加し、土地改良区施設
の維持管理や更新等が行えなくなるおそれがある等について。
平成 5 年（ 1993 年）に県営低コスト化水田農業大区画圃

営農変化と農業用水の需要変化による
・農地集積と作期の変化

場整備事業を行うと決定した段階で、先見の明がある農家と

漕代土地改良区管内では、この 11年間で総農家戸数

資金不足の農家グループ、整備事業による農業生産性向上

が５減、経営耕地面積は、1.27 ヘクタール増、借入耕地

のみを考えたグループに別れ、
今日に至った。

面積は、69.10 ヘクタールへ増加している。

当時、2 町連担・50％の生産調整・ブロックローテーション

効率的な農業経営には、地域の中心となる「 担い手」へ

をノルマとし、2 年連続の転作を強いれば、先見の明がある農

の農地集積が必要であり、
又、そのように進めてきた。た

家と資金不足の農家は離農するに至った。

だ、
その結果「 担い手」の営農作業やリスクの分散等の為、

そして、高齢化の進行に伴う高齢農家の農用地に係る管

作期の後倒しが見られるようになった。

理等、あとのグループの担い手以外は「 地域資源の適切な

水利権内での利水が不可能になった原因でもある。
8

「みんなで楽しもう農村体験」
が開催されました
水土里ネット立梅用水が後援しました
多面的機能支払交付金を活用した活動の 一環として、
8月1日の「 水の日」に 豊か な 農村の 自然に 触れ て み よ
う！ 立梅用水の 歴史を 学び「 水 」
「 土」
「 里」の 大切さ
を感じてもらおう！と毎年、農村体験を開催しています。
今年も、紙芝居で立梅用水の歴史を学んだあとボート下り
をし、
実際に昔の人が苦労をして作り上げた用水（ 素掘りのト
ンネル）
を見て触って感じてもらう事が出来ました。
ワークショップでは、勢和地域で拾った木や実、植物の種
を使って、マグネットをつくりました。子どもらしさ溢れる個性
的な作品から、かわいい作品までたくさん出来ました。

ボート下り

紙芝居を楽しむ紙芝居

第 16回

マグネットつくりの様子

サマーセミナーの開催

令和元年 8月2日午後１時 30 分から当改
良区二階会議室で第16 回サマーセミナーを
開催しました。
これまでの講演内容は、主に農業土木に
重点を置いた講演を三重大学に行って頂い
ていましたが、中勢用水管内で急速に担い
手への集積が進んでいることから、より経営
に役立つ内容を大学側に依頼し、三重大学
大学院生物学研究科国際資源植物学研究
室・関谷准教授に「おいしい米にまつわる
最近の話題：消費者の求める商品を生産し
続けるには？」
と題した講演と、三重大学大

セミナー講演の様子

学院生物資源学研究科・飯島准教授には「 UASリモートセ
ンシングによる水稲の生育環境診断と地域づくり」について
の講演を、当改良区理事、東海農政局中勢支所、三重県、津
市、三重県土地改良事業団体連合会、宮川用水、三重用水
土地改良区の職員及び、中勢用水管内の担い手の方々約 30
名で聴講しました。
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出来上がったマグネット

中勢用水土地改良区

関谷准教授の講演では、国内で行われている米の食味コ

を上から観察、生育状況をモニタリングし、
営農に役立てる実

ンクールや、
学生による国産 8品種の試食結果、
国産米（コシ

験をされており、講演では、圃場を上空から撮影、稲の葉の

ヒカリ）
と外国産米（ 米国産米 2 種、豪州米 ）
の試食結果な

色を確認し肥料の散布を見直し、冬季の肥料散布方法を改

どを報告された。また、
担い手の営農規模が増加する中で、

善した事例などを発表された。
参加された方々から多くの質問もあり、今後の生産や経営

どのように消費者の求める商品を生産するかなどについて講

に役立てて頂ければと思っております。

演された。
飯島准教授は、
稲の葉の色に注目し、ドローンを使い水田

〜水土里ネット立梅用水がサポート〜
頂きました。

9月14日。天気予報では曇りでしたが、秋らしい素敵な天

観察員さんにたくさん質問する子どもたちや、親子で生き物

気となりました。

を見つけるほのぼのとした姿は、見ている私たちも嬉しくなり

メダカ池で開催した「 第3 回メダカ池をのぞいてみよう！」

ます。

という生きもの観察会は、町内外からたくさんの方に参加して

今年はメダカの少なさに驚きや危機感を感じまし
たが、まだまだメダカ池には素晴らしい生きものがた
くさんいる事もわかりました。
毎年、観察会を楽しみに待っていてくれる方も多
く、今後もメダカ池の管理や周辺の環境保全にも力
を入れていきたいと思っています。

生き物を探す親子連れ

生き物を探す親子連れ

観察員から説明を受ける子ども

生き物を観察する様子
10

三重県水土里情報利活用推進協議会
（GIS）
令和元年10月1日、三重県総合文化センター内「 生涯学習

報、賦課情報、賃借情報、作付情報、水利施設諸元等）
の更

センター」
の 2 階小研修室において第16 回役員会を開催し、

新を行い、そのデータをエクセル及びアクセスに変換し、水土

その後4 階中研修室に場所を移し、東海農政局農村振興部

里情報システム（ GIS）
へ接続し筆情報の更新を行い、耕作

志田地域整備課長、三重県農林水産部 藤本農業基盤整

者別や作付別の着色による識別する手法を採用しており、さ

備課長を招いて第１４回通常総会を開催し、
下記の議案が承

らにデモにより詳細に分かりやすく説明していただきました。

認されました。
第1号議案

台帳システムの更新から水土里情報システム（ GIS）の更
新、色での識別までの更新がスピーディーにでき、併せて筆情

平成 30 年度事業報告、同収支決算の承認

報ごとの着色の切り替えもスピーディーにできます。

について
第2 号議案

台帳システムと水土里情報システムを接続することにより、

令和元年度事業計画、同収支予算の承認

最新データを保ち、
視覚的にも明確となり管理することができ

について
第3号議案

ます。

規約の改正について

志田課長挨拶

台帳と水土里情報システムの突合
藤本課長挨拶

総会の様子

通常総会後に、昨年度に引き続き、宮川用水土地改良区
総務課 岡山主事様より「水土里情報システム (GIS) の利用
方法について」
【台帳との突合について】
と題し、
講演してい
筆情報ごとの着色による識別表示

ただきました。
今年度は、昨年度の応用編として受益地の筆情報更新の

本協議会は、円滑な地図情報及び農地情報の運用・

手順及び着色による識

管理・提供並びに相互利用を促進するため、会員に共

別の手順について説明

有情報を運用する体制の構築等を推進しています。

を受けました。

具体的には、農地を取巻く多くの情報が、地区役員・

宮 川用 水 土 地 改 良

改良区の役職員の皆さんの知見により守られ、また、貴

区では、台帳システムと

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を

これらを次世代にわかりやすく引き継げるように、水土

別々のシステムで 運用

里情報システムによる地図と情報の一体化を提案して

しています。台帳システ
岡山主事講演

います。

ムでは筆情報（ 農地情
11

支部活動
報 告

四日市支部第 62 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 62 回通

2日目
（ 8月8日
（ 木）
）
は、石川県河北郡の河北潟沿岸土

常総会並びに農業農村整備事業現地視察を、去る 8月7日

地改良区の長原事務局長より「 干拓事業と併せて造成され

（ 水）
～ 8日
（ 木）
に開催し、22 名が参加した。

た排水機場等の維持管理の取組み」について説明を受け
た。昭和 27年に河北潟周辺の客土を対象防水堤の築立、

○総

排水路の改修及び大野川逆水門の管理を目的に設立され、

会

総会は藤谷支部長が議長に選任され、議事は下記の 3 議

特に、
この河北潟周辺は、
昔から湛水被害が頻発しており
「水

案が上程され、第1号議案から第2 号議案が原案どおり承認

害とぬかるみのような湿田との戦い」
の地域で、国営河北潟

され、第3号議案の役員の選任では任期満了に伴う役員改

干拓と併せて行われた土地改良事業完了後の昭和 49 年か

選により新役員が選任され、令和 4 年 3月31日までの任期を

らは、国・県営造成の排水機場等の維持管理を主体に行っ

務めていただくことになった。

ている。近年では、大雨の時に、排水ポンプの運転により農
地はもとより住宅地の浸水防止に努め、地域の暮らしを守っ

議

ているなどの説明を受けた。

案

今後は、地盤沈下などで排水機場が低下し、湛水被害が

第１号議案 平成３０年度事業報告、同収支決算について
第２号議案 令和元年度事業計画、同収支予算について

頻発のしているため、防潮水門や排水機等の大改修と耐震

第３号議案 役員の選任について

化対策を行う予定との事であった。その後の排水機場の見
学では質疑応答がなされ、
有意義な視察研修となった。

農事組合法人

轟木クリエイトの視察の様子

総会の様子（藤谷支部長挨拶）

○現地研修
1日目（ 8月7日（ 水）
）
は、福井県あわら市において農事組合
法人轟木クリエイトの安父正之組合長と藤崎恒美副組合長
より「 農事組合法人の農業経営と取組み」について説明を受
けた。元々 2 つの集落で集落営農の必要性を提起し平成
12 年 9月に設立後、平成18 年 9月に法人化、平成 29 年1月
に農地中間管理機構を活用した利用権設定を行っている。
組合員のほとんどが兼業農家であるため、多様な業種で技
術を持っていることから、農機具の整備から土木工事まで組
合員が実施し、
主に水稲を生産しており、うち 80％が飯米で、
その他は関西、九州への契約栽培を行っている。特に、平成
23 年からは、
緑肥（クリムソンクローバー）
の導入により化学肥
料を一切使用しない安全・安心な特別栽培米の生産など、
安定した経営を行っているなどの説明を受けた。その後は活
発な質疑応答がなされ、
有意義な視察研修となった。

河北潟沿岸土地改良区の視察の様子
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支部活動
報 告

松阪支部先進地視察研修報告

三重県土地改良事業団体連合会松阪支部先進地視察

二日目は、農業農村整備事業により大茶園に発展した取

研修を去る10月3日（ 木）
～ 4日（ 金 ）
に管内県、
市町、
土地

組について静岡県島田市にある「 牧之原畑地総合整備土

改良区の役職員25 名の参加を得て開催した。

地改良区 」
で説明を受けた。

初日の現地視察は、
高収益な農業の取組について静岡県

三浦事務局長より牧之原地区の概要説明があり、茶栽培

周智郡森町にある「 鈴木農園株式会社 」
で鈴木会長より説

は台地上ゆえに水が乏しく、一旦干ばつが続くと幼木は枯死

明を受けた。

し、成木園では減収や品質低下などの被害があり、これらを

「 鈴木農園株式会社 」
では、水稲、レタス、スイートコーン

解消するために「 国営牧之原農業水利事業 」
、
「 県営畑地

の年間作付体系を発案・実現し、規模拡大を図るとともに、

帯総合整備事業 」を実施したことにより現在の大茶園があ

労働の通年化及び平準化に努め、
安定した周年雇用体系の

ることや改良区内の配管路を第1 ステージ、第2 ステージ、第

実現やスイートコーンの直売所を通じて地域への集客増加に

3 ステージと 3 エリアに区分して効率よく維持管理を行って

貢献すると同時に、顧客ニーズをつかむことで市況に左右さ

いると話された。
その後、
牧之原揚水機場の現地視察を行っ

れない利益率の高い販売を実現していること、また今後、目

た。

指すものとして、売上高は２億円を目標とし、経営規模拡大

参加者は、担当者からの説明を熱心に聞き入っており、質

に伴い、変動費、固定費は増加するが、増加割合を極力抑え

疑応答も活発になされ有意義な研修会となった。

ることで、経常利益 7 千万円、利益率 35％を目指すなどユー
モアを交えて話された。

鈴木農園の説明の様子

牧之原畑地総合整備土地改良区の説明の様子

説明される鈴木会長

現地視察の様子
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第

16 回『みえの農村風景』写真コンテスト
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

1. 目的

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」
、
「 農村地域の正月風景」
、
「 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」
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。
（ ただし、
平成 29 年以降に撮影されたものとする。
）
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、
入賞者については令和２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

〃

（ 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

令和元年12月6日
（金）
当日消印有効

6. 応募方法

（ ふりがな）

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

研修会の
ご 案 内

票

総務部企画総務課 まで
TEL:059-226 -4824

撮影年月

年

月

撮影場所

（ ふりがな）

募

付して下さい。
〒514-0006 三重県津市広明町330 番地

タイトル

応

応募票を作品の裏面に貼り、下記あてに送

名

前

住

所

電

話

年

齢

歳

〒

土地改良区の

複式簿記導入に向けた研修会を開催します

改正土地改良法が、平成 31年 4月１日に施行され、原則と

内容と致しましては、国が開発中（ 本年12月に開発完了予

して、土地改良施設を管理・所有する全ての土地改良区で

定）
のソフト並びに民間で開発されたソフトを紹介（デモを含

は、令和４年度までに貸借対照表を作成し、公表することが

む）
する予定です。また、出展されたソフトに対して皆様の相

義務化されたところです。

談にも対応させていただく予定です。
日時：令和２年１月１０日（ 金 ）

このことを踏まえ、
本会では、
貸借対照表を作成するため、
複式簿記の円滑な導入に役立てていただくために、
「水土里

場所：三重県総合文化センター

ネット役職員研修会」
を右記のとおり開催します。

※ 詳細内容は、
後日案内させていただきます。
14

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（３F)
TEL.059-226-4824

総務部（３F)

企画総務課
TEL.059-226-4824

事業部 （2F・4F )

農村整備課
（2F)
施設管理課
（4F)
TEL.059-226-4825
（2F)
TEL.059-226-4829
（4F)

