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り、眞野会長の開催挨拶、野中全国土地改良事業団体連合
会長の主催者挨拶と続き、高橋北海道知事及び上田札幌市
長の歓迎の言葉の後、来賓を代表して江藤農林水産副大臣
が「北海道は我が国最大の食料供給基地として、安全・安
心な農産物の安定供給に重要な役割を果たしている。しか
し積雪寒冷な気象条件や軟弱な泥炭土や火山灰土等の特
殊土壌が広く分布しており、豊かな農業を支えていくために
は、大区画ほ場整備や排水対策等の基盤整備が不可欠で
ある」としたうえで、これまでの農地・農業水利施設の整備
に対する努力に敬意を表すとともに、引き続いての尽力に期
待を寄せた。

その後行われた「土地改良事業功績者表彰」では農林水
産大臣賞6名、農村振興局長表彰16名、全国土地改良事業
団体連合会表彰44名が表彰された。本県からは、川島土地
改良区（四日市市）青木　實理事長が農村振興局長賞を、
伊賀町土地改良区（伊賀市）山岡耕道理事長が全国土地
改良事業団体連合会長表彰をそれぞれ受賞された。

受賞式後に行われた基調講演では、小林農村振興次長
による、東日本大震災からの復旧・復興の状況や北海道内
における優良事例地区の報告が行われた。

最後に JA 道央青年部中島崇裕さんと太田淳子さんが
「明日を担う土地改良の意
味するものを噛みしめて、食
と農業・農村の 未来を確
かなものにしていくことが
重大な使命と認識し、我が
国の農業・農村の礎である

『水・土・里 』を守り、さら
に発展させ、次世代に引き
継いでいく」ことを宣言した。

その後、次期開催地の山
梨県土地改良事業団体連
合会の白倉会長に大会旗
が引き継がれ閉幕した。

翌日からは、現地視察に
入り、国営かんがい排水事
業 石狩川頭首工（月形町）、
国営農地再編整備事業 中
樹林地区（南幌町）、農業
体験交流館サッポロさとら
んど（札幌市）、メガソーラー
施設（大規模太陽光発電所）
（札幌市）を視察した。

～食と農業・農村の未来を確かなものに～

去る 9月11日（水）北
海道札幌市・ 北海道立
総合体育センター「北海き
たえーる」において、全国
土地改良事業団体連合
会、北海道土地改良事業
団体連合会の 主催で 農

林水産省、国土交通省、北海道等の後援を受け、「水・土・
里かがやく北の大地　明日を担う土地改良～食と農業・農
村の未来を確かなものに～」をテーマに第36回全国土地改
良大会北海道大会が開催され全国から土地改良関係者約
3,000名が（三重県からは 47名参加）参集した。

この大会は、「農業・農村の重要性」とそれを支える「農
業農村整備事業の役割」
を広くアピールするととも
に、新たな農業の展開方
向に即して、改めて農業
農村整備の使命を再確
認し、関係者の総力をあ
げて我が国の農業・農村
をさらに発展させることを
目的として開催された。

北海道を代表する郷
土民謡として唄い続けら
れている「江差追分」を
はじめ 3曲を披露した後
に開幕した式典では、
北海道土地改良事業団
体連合会の 宮谷内副会
長による開会宣言に始ま

全国土地改良事業団体連合会　野中会長の主催者挨拶

大会開催宣言の様子

次期開催県 山梨県土地改良事業団体
連合会への引継ぎ

来賓

国営かんがい排水事業
石狩川頭首工

石狩川頭首工 現地視察

農業体験交流館サッポロさとらんど 
現地視察

第36回全国土地改良大会　北海道大会
水・土・里かがやく北の大地　明日を担う土地改良
み ど り あ す
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去る7月30日（火）メッセウィング・みえ大研修室において、
東海農政局、三重県等の担当者を講師に招き、平成25年度
水土里ネット役職員研修会を開催し、水土里ネット役職員及
び県・市町の水土里ネット指導担当者120名が受講した。

今回は、水土里ネットの更なる運営基盤強化を目的に土地
改良区で保管する個人情報の扱い、国が推進している「人・
農地プラン」、土地改良区の会計等について知識を深めた。

まず、三重県農林水産部農地調整課の荒川主査より「個
人情報について」の説明を受けた。

土地改良区では組合員個人の情報を保有しており、内部
はもとより外部からも組合員の情報開示を求められることが
多 あ々り、土地改良区としてその都度どう扱うかが大きな課題
となってきている。そのため、今回要望の強かった個人情報
の扱いについて土地改良区がいろいろ直面している事由の
対応策についてパワーポイントを用い、分かりやすい説明を受
けた。さらに配付されたテキストのガイドライン、規程（例）を
基に詳細に補足説明され、今後の組合員情報の扱いに対し
て非常に参考となった。

亀井会長挨拶

休憩を挟み、（株）日本政策金融公庫の松本担当より「土
地改良事業における非補助融資について」の説明を受けた。

本会が作成した推進用パンフレットをテキストに、農業基
盤整備関係資金とは何かから始まり、資金使途の具体例、利
用可能者、融資限度額、資金の種類、申込みの手続き等の
分かりやすく説明された。

午後からは、まず東海農政局経営・事業支援部担い手
育成課大浦課長より「人・農地プラン」の説明を受けた。

現状の農業状況の背景から如何に農業を守っていくかの
説明を受け、そのためには地域での人（農業者）と農地の
問題を解決することが第一で、地域農業に対して意識改革を
持った話し合いの場を持つことが重要であると力説された。
土地改良区においても内部会議等で話し合いの場を持って

「人・農地プラン」に基づき、地域農業を守っていくように要
望された。

休憩を挟み、三重県農林水産部団体検査室検査2グルー
プの橋本主査より「土地改良区の会計経理について」の説
明を受けた。

まず、土地改良区会計の構成から日頃の会計事務での重
要な点、見落としやすい点までの幅広い説明を受けた。各科
目の収入支出の扱い方について実際に業務で勘違いしそう
なポイントごとに分かりやすい説明を受けた。パワーポイント
を用いた説明であり、非常に分かりやすく、受講者はスクリー
ン画面を見つつ、絶えずメモを取っていた。

併せ、今後の業務に必要とされる参考資料も各土地改良
区1式ずつ配付された。

受講者からのアンケートでは、回収されたアンケートの 95％
が「大変参考になった」、「参考になった」と高評価を得て、

「個人情報保護について」「人・農地プランについて」「土地
改良区の会計について」は関心が高く、特に好評であった。

～水土里ネットの運営基盤の強化を目的に～
水土里ネット役職員研修会 開催平成25年度

大浦課長講義

研修会の様子
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県会議員、国会議員秘書による聴取状況

平成25年8月26日三重県議会議事堂において新政みえ
県会議員5名及び国会議員秘書に対して亀井会長、中山専
務理事、事務局が農業・農村整備事業に関する現状や課題
について報告を行うとともに、平成26年度国・県の政策等に
関する要請文を亀井会長より中村県会議員へ手渡した。

農業・農村整備事業の現状・課題を報告する亀井会長

中村県会議員へ要請文を手渡す亀井会長

要望事項
近年、農業の体質強化が求められているなかで、基幹用水

施設等の多くが、標準耐用年数を経過し老朽化が進行して
おり、これらの施設の補修や更新も進んでいない状況であっ
た。また、農業農村地域整備予算については、平成21年度
に予算が半額となり、ほぼこの予算が平成24年度当初予
算まで続いた。そのようななかで、平成24年度補正で多額
の予算の上乗せを頂き、平成21年度予算以上の予算額確保
をしていただいたことに対して謝意を述べ、平成26年度は当
初予算での確保を要請した。

1．三重県食を支える強い農業・農村づくりを継続するため
の予算確保に関して

（1）用水路のパイプライン化整備事業の予算確保
強い農業・もうかる農業を実現するためには、地域農

業の発展を促し、担い手の確保に貢献が大きく、用水量
の節約・農作業の省力化に大きく寄与する用水路のパイ
プライン化が必要である。

（ 2）土地改良施設整備補修事業 ( 土地改良施設維持管理
適正化事業 ) の予算確保

農業施設の機能保持を図るためには、適時修理補修
が必要である。

（3）農地・水・保全管理支払交付金の予算確保
本対策は、農村環境の保全のための活動が取組地域

において定着し、衰退しつつあった地域活動も活性化し
てきた、新たな取組地域拡大を図る必要がある。

2．安全・安心で安定的な農業を目指すための農業農村整
備事業の創設及び制度拡充に関して

（1）危険ため池保全整備事業の創設
本年度に、県下の多くのため池において一斉点検や耐震調

査等がなされ、その結果、民家や公共施設に被害を及ぼす
恐れある危険ため池が相当個所見込まれる。しかし、溜池
の堤体補強等には多額の予算を要し、受益者負担も多く、法
手続きを必要とするため整備補修が困難な状況となってい
る。そこで、この防災にかかる事業費は公的な費用で整備
ができ、手続きの簡素化が必要である。

（ 2）農業基盤整備事業における担い手負担軽減対策制度
の創設

強い農業を実現するためには、一定水準以上の農業基盤
整備がなされた農地を担い手等に集積する必要がある。そ
こで、この水準に満たない未整備地域の農業基盤整備を
実現するためには、担い手農家等の負担額に対する助成制
度の創設を要請した。

平成26年度
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○用地選定と耕作放棄地再生経過
自然農業の普及や持続可能な農村開発の海外協力（ NG

O）から帰国した 2002年から福島県飯館村で農業を始め、
有機無農薬栽培の農業を中心に、農家レストランや農家民宿
を営んできました。

2011年農業が軌道に乗ってきたときに震災に遭遇し、学生
時代を過ごした三重県伊賀市に避難してきました。

被災から1年を経過した頃に三重県で営農再開を決意
し、用地選定を開始しました。

○被災者営農継続支援耕作放棄地活用事業とは
東日本大震災により農地や農業用施設及び機械等の事

業用資産を喪失するなどの甚大な被害を受けた被災農家等
の営農活動の継続及び再開に資するよう、農地利用調整、
耕作放棄地を再生・利用する取組やこれに附帯して行う施
設等の整備、営農開始後のフォローアップ等の地域の取組を
総合的・包括的に支援する事業です。

○取組概要
この事業を活用して津市美杉太郎生で、福島県からの被

災農家が耕作放棄地を再生し、営農を再開しました。
所　　在　津市美杉町太郎生
解消面積　A=1.37ha
取組内容
　再生作業　A=1.37ha
　土壌改良　A=1.37ha
　営農定着　A=0.77ha
　施設等整備
　　集出荷乾燥施設　1棟　130m2

　　パイプハウス　　　1棟　300m2

支援金額　10,842,094円
営農計画

 ブルーベリー　70a、トマト　4a 他
 豆類、葉菜類、果菜類、等多種

整備されたパイプハウス

集出荷乾燥施設

ネットの地図情報などで目星をつけて現地調査を重ね、美
杉の当地に絞り込んでいました。

その後、知人の紹介で地元農業委員や自治会関係者に相
談し、福島での取り組み内容や、美杉でも同じように農業やり
たいと説明したところ、荒れた農地を復旧して使ってもらえる
ならと、快く農地を貸してもらえることとなり、この事業を活用
して農地の再生と併せて施設等整備として、集出荷乾燥施
設やパイプハウスを整備しました。

○今後の予定
農地再生後、2013年は初めての夏作でしたが、自然食品

を扱う小売店や、福島時代の顧客への宅配など、問題なく出
荷できました。土壌条件や気候条件も、福島とほぼ同じよう
に栽培できたため、今後はパン用の小麦生産農地の拡大を
検討しています。

また、生産した農産物の加工施設や、農家レストラン、体験
農業なども再開できるよう考えています。

○村上真平氏　プロフィール
1959年、福島県田村市生まれ。
82年、インドに渡りガンジー・アシュラムに1年間滞

在したのをきっかけに海外協力の道に入る。
85年からバングラデシュに 6年間、96年からタイに

5年間、民間海外協力団体（NGO）を通して自然農業
の普及と持続可能な農村開発の活動に関わる。

2002年、日本に帰国し、福島県飯館村に入植、「自
然を収奪しない農の在り方と、第三世界の人 を々搾取
しない生活の在り方」の探求、持続可能な生き方を目
指し、自然農業、自給自足をベースにしたエコビレッジ
づくりを始める。

2011年3月11日深夜、福島原発1号機のメルトダウ
ンを知り、12日早朝、飯舘村から避難。現在、三重県
津市に在住。
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鳥獣害対策資材・製品展示会

三重県では、野生鳥獣による農林水産物への被害だけで
なく、自然環境の喪失や、車両等への衝突事故及び人的被
害が発生する等、農林水産業者だけでなく県民全体の問題
として認識する必要があります。

そこで、いかに野生鳥獣と共存しながら被害を軽減し
ていけばよいのかを、より多くの県民とともに考えるた
め、9月を「野生鳥獣による農林水産物への被害につい
て考える月間」と定め、その一環として、伊勢市二見町に
ある伊勢安土桃山文化村にて、「野生獣による農林産物
への被害について考えるフォーラム」を開催いたしまし
た。当初は、9月16日（月）、17日（火）の 2日間の開催
予定でしたが、初日は、台風の影響で中止になり17日（火）
のみの開催となりました。そのようななか、県内外から約
450名の参加があり、多くの方にご来場いただきました。

フォーラムでは、講演会に加え、全国獣害対策関連資材・
製品展示会＆相談会、獣害対策相談会、獣害対策スタンプ
ラリー、狩猟免許模擬試験等も開催いたしました。

講演会では、主催者である三重県の鈴木知事が挨拶を
行った後、いがまち山里の幸利活用組合「かじか」から「獣
肉の利活用」について、中部電力株式会社から「産学官によ
る獣害につよい集落づくり」、宮川森林組合から「森林にお
ける被害状況及び対策について」、県環境学習情報センター

講演会

三重県鈴木知事の挨拶

から「人と野生獣との共存について」のご講演をいただきま
した。午後からは、特別講演として、長野県より「長野県の
獣害対策の取り組み」として広域連携によるニホンジカの捕
獲についてご講演いただきました。さらに、県担当者より三
重県の獣害対策の取り組みや、農業被害の現状と対策につ
いての報告をいたしました。

また、屋外の会場では、鳥獣害対策資材・製品展示会を
開催し、北海道から九州までの 33企業が資材・製品の PR
や実演が行われ、来場者との真剣なやりとりが見受けられま
した。
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宮城県では、震災から3年目を迎え、全国からの支援によ
り進んだ復興の成果の報告と感謝の意を伝えるため、「農
業農村復旧復興セミナー」を全国で開催しています。本県に
おいても平成25年8月23日（金）、三重県総合文化センター
において、三重県との共催により開催しました。宮城県から
は、菅原農林水産部次長を始め、本県からの派遣職員2名
が駆けつけ、復興の進捗状況や現状の課題などについて、
報告がありました。

セミナーへは、県職員・水土里ネットなど約80名が参加し
ました。

冒頭に 菅原次長
から派遣に対する三
重県への御礼の言
葉がありました。

復旧の 進捗状況
について、復旧が必
要な 農地13,000ha
に 対し て 11,000ha
で工事に着手しているものの、平成25年6月で工事完了面

セミナー参加者

宮城県菅原次長

奥主任主査の報告

積は 7,766ha（60％）であり、まだまだこれからが本番であると
の報告がありました。また、今後の課題として、技術的な課題
の他、マンパワー不足が大きな問題となっており、今後も引き
続き支援をいただきたいとの依頼がありました。

仙台地方振興事務所へ本年度から派遣されている奥主
任主査は、宮城県の南部方面の農地整備に携わっています。
担当する業務として、除塩を実施しており、大量の水が必要と
なるため、水の確保に苦慮しているとの報告がありました。

また、大規模災害の場合は、全てが埋没し現況がわからな
くなるため、復旧には航空写真が役立っているとのことでした。

西久保主任主査については、農林水産部漁港復興推進
室へ派遣されており、農業土木技師として漁港の復旧に携
わっています。今回は漁港の復旧における現状や課題の報
告がありました。

漁港被害としては、4,339億円であり、復旧状況（着手率）
は 86％とのことでした。また、防潮堤整備においては、地元
要望などを踏まえた「まちづくり」の調整に苦労しているなど、
整備が遅れている報告がありました。

セミナーと並行して、平成25年8月19日から一週間、県民
ホールにて、全国28都道県と連携した復旧復興パネルリレー
の展示を行いました。

23 パネルの展示の他、みやぎへの応援メッセージの寄せ
書きを設置したところ、多数の応援メッセージをいただきまし
た。ありがとうございました。

「みやぎの農業農村復旧復興
セミナー」の開催及び
全国パネルリレーについて

三重の土地改良アラカルト

県民ホールでのパネル展示

西久保主任主査の報告
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また、例年子どもたちに人気のあ
る「メダカのコタローワンダーランド
ｉｎ三重」も内容に含まれ、地域住
民ばかりでなく、都市住民の方にも
楽しめる内容となっております。

是非多くの皆さんで参加して下さい。    
　
内容が決まり次第、三重県農地・水・環境保全向上対

策協議会ホームページ（ http://www.miedoren.or.jp/home/
kyogikai/index.html）に掲載させていただきます。

三重県農地・水・環境保全向上対策
“ 第６回みえのつどい ”の案内

毎年開催しています“みえのつどい 2013”を平成25年12
月21日（土）に三重県総合文化センター　中ホール、レセプ
ションルーム他で“第6回みえのつどい”とネーミングを改め、
開催します。

このイベントは、活動組織の皆さん一同に集まっていただ
き、活動の質的向上を図る目的で実施しており、今回は、優秀
活動表彰（施設部門、農村環境部門、コミュニティ部門、パ
ブリシティ部門）、パネル展示、愛称募集などいろいろとプロ
グラムを企画しておりますので、是非多くの皆さんで参加して
下さい。    

今年で 4回目となる『田んぼアート』の田植えを 6月16日に
行いました。

今年は「花」をテーマに榊原小学校の児童からデザインを
募集した、チューリップとヒマワリを3色の稲で表現します。

久居農林高校の生徒に測量や田植えに協力していただ
き、地元住民や親子づ
れなど約240名の参
加者が泥だらけになり
ながら田植えを楽しん
でいました。

みんなで田植え

田んぼアートの『のぼり』

昨年の生育状況

〜田んぼアートに取り組んでいます〜
榊原みずすまし会（津市）

県内の活動紹介
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故郷に帰った気持ちになれる！
農林漁家民宿おかあさん100選の宿

体験民泊「川原」
■風光明媚な景色に包まれた大台町栗谷地区

多気郡大台町は日本屈指の清流・宮川が流れる美しい場
所ですが、栗谷地区は大台町の中でも特に自然豊かな場所。

紀勢道の大台大宮インターを下り、宮川を見ながら30分ほ
ど上流に上って行くと、今回お世話になる、体験民泊川原へ。

■とびっきりの笑顔で迎えてくれる！
でこぼこした細い道を少し上ると、優しい笑顔のお母さんと

愛犬のマロンが、途中まで迎えに来てくれていました。
川原ご夫妻は、共通の趣味だった山登りでこの地を訪れた

ことが縁となり、素晴らしい景色と土地の人々の優しさに触
れ、住み慣れた大阪から大台町栗谷へＩターンで住まいを移
して来られたとのこと。

築100年の古民家を譲り受け、約7年前に三重県では初
めての、農林漁業体験民宿を開業することになったそうです。

娘さん夫妻の手によって、離れを改装したという宿泊用の
和室は 3室あり、真ん中の部屋には囲炉裏が作られていて、

落ち着きと温もりがありました。
少し休んだ後、ちょうど良いタイミングで「お風呂が沸いて

いますよ！」と声をかけてもらい、薪で沸かした立派な手作り
の岩風呂にゆったりと浸かると“ほお～っ”と一日の疲れも飛
んでいきました。

■お母さんが畑で育てた食材で、美味しい手作り料理の
　数 ！々

畑は目の前にあり、収穫したばかりの季節のお野菜と山菜
がふんだんに使われた御馳走がいっぱい。ふきの皮はお父
さんが剥いてくれたそうで、下処理に手間のかかる山菜も、お
父さんの隠れたお手伝いのおかげで美味しくできていました。

新鮮なアユの塩焼きに鹿肉、お膳に入りきれない程の心
づくしのお料理は、量もたっぷり。さらに無農薬米と綺麗な
山水で炊かれたご飯も、お替りして頂きました！

暮れゆく夕日を眺めながら中庭での夕食は、ふんわりとし
た幸せが体中に沁みわたっていくようでした。

笑顔で迎えてくださる『お母さん』
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やがて、空は満点の星へと移っていき、夜空を見上げなが
ら散歩へと出かけてみました。

■毎年訪れるというリピーターさんや、口コミで広がる人気の
　秘密！
「何もないですが、自分の田舎に帰ってきたつもりで肩ひじ

張らんと、ゆっくりしていって」「お客さんは、ほおっておくの」っ
て言いながらも、きめ細やかな心遣いは、嬉しい。

民泊の“旅の思い出の記入帳“には、お客様の数々の思
い出と感謝の言葉がびっしりと書かれていて、もう5冊目にも
なっていました。

都会のご家族連れに人気の山や川遊び、野菜の収穫体験
は野菜嫌いの子供でもその場で食べられるようになったり、
薪割りやお風呂を沸かしたりする田舎暮らしそのままを体験
しながら過ごせることこそが、人気の秘密のようです。

ご家族連れはもちろん、男性グループや女子会、お一人で
も、どのような方でも受け入れてくれる、懐の深いもてなしをし
てくれる、体験民泊川原へ、皆さんも出かけてみませんか。

■年間を通して、飽きない田舎暮らし体験
春…季節の野菜の収穫体験。ヨモギ、土筆、ふき、椎茸、

ふき、山菜採り
夏…ホタルが飛び交い、川遊びや川釣りが人気。採れたて

野菜でバーベキュー
秋…紅葉も美しく、登山口がすぐ近くなので山登りにも

◆体験民泊川原　　
〒515－2507　三重県多気郡大台町栗谷635
電話　0598－76－0598
携帯　090－5030－5682
農家民宿とは、都市と農山漁村の架け橋となる農林漁業
体験民《田舎体験の宿》

（詳しくは http://www.kouryu.or.jp/gt/inn/か
http://www.sato.pref.mie.lg.jp/member/info.php?id=31
まで）

開放的なテラスでのんびりと

冬…囲炉裏を囲んで、温かな牡丹鍋、ジビエ料理など

■交通
車でお越しの場合… 紀勢道、大台大宮インターを下車
 国道422号線を約30分
公共交通機関… ＪＲ三瀬谷駅下車
 （車でお迎えいたします）

■宿泊料金
素泊まり… 大人3,000円　一泊二日
 （子供・幼児はお問い合わせください）　
調理体験… 夕食　1,500円・朝食　500円
 （畑で無農薬野菜の収穫体験など）
一日につき1グループまで宿泊可能
チェックイン・チェックアウト時間は自由
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〈農地水の活動〉松林の除草作業

運営面では平成22年度から、理事9人、監事2人、総代30
人体制の中、更なる合理化を図るため、平成23年度より伊勢
市北部地域の近隣4土地改良区と合併を目指して、協議を
重ねております。

また、近年農業者の高齢化・減少に加え、地域の混住化に
より施設の管理水準が低下しつつありました。

そのため、平成18年度に自治会、土地改良区が中心とな
り、施設の保全管理と併せて施設の持つ重要な働きについ
て、将来を担う子供たちに学ぶ機会を提供しょうと、農地水
の活動組織「村松資源等保全協議会」が設立されました。

土地改良区は、構成員の一員として、施設の点検や機能診
断を中心とした生産資源向上活動に加え、小学生への施設
の見学会・田植え・稲刈りの体験学習の環境資源向上活動
の指導、支援等を行いました。

農地水の二期事業では、活動組織名を「村松ふるさと保
全会」と改め、中学校と連携した森林再生活動を通じて、次
世代を担う子供たちの育成に取り組んでいます。

また、産直市〈ふるさと産直まつり〉を開催し、農家と非農
家の交流の場を提供しました。

村松土地改良区（伊勢市）

本地区は、伊勢市北部の伊勢湾臨海部に
位置し、一級河川宮川の左岸に展開する扇状
型の穀倉地域です。

当初より、狭小で不正形なほ場が多く、農道の幅員も狭く
曲折が多かったため、大正末期から昭和40年代にかけて、
数回部分的な耕地整理が行われました。

その後、昭和56年に洪水対策のため県営排水対策特別
事業を着工するにあたり、昭和57年2月12日に県より認可を
受け、村松土地改良区が誕生しました。
（地区面積 175ha、組合員 530人　平成25年3月31日現

在）
この県営排水対策特別事業により、耕地の汎用化・乾田

化につながる基盤が整備され、これを契機にほ場の区画整
理の気運が高まり、昭和59年に県営ほ場整備事業の着手と
なりました。

その結果、基幹作物である水稲に対して、大型機械の導入
による効率化が図られ、農業収入は増加し、ほ場整備によ
る営農効果は多大なものとなりました。

しかしながら、近年では農業者の高齢化・減少による担い
手不足が課題となっておりましたが、地元の土木業者が農業
生産法人を設立し、農耕の拡大・遊休農地の発生防止に貢
献しています。

シリーズ

日常維持管理している村松排水機場と見学児童

日常維持管理しているＣ揚水機場

地区内全景

〈農地水の活動〉産直まつり
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ブースで楽しむ来場者

き物が大きいと大喜びで結果を待っていた。午後4時から
結果発表が行われ、メダカ3.7cm、ヤゴ 5cm、タガメ6.6cm
という大物を捕獲した 3人の子どもが表彰をし、このイベント
を終了した。

主催者は、このイベントを通じ水や土の大切さに大きな関
心が寄せられ、今後もこの水と土と里を大切に守り続けたい
と抱負を語っていた。

本部で捕獲した生き物の大きさを確認してもらっている子どもたち

～水土里ネット立梅用水が後援～

平成25年9月22日（日）多気町丹生の「大師の里メダカ
池」において、農地・水・環境保全向上活動の一環として、
ふるさとの水と土をいつまでも大切に！立梅用水通水190周
年をテーマに第18回大師の里メダカまつりが開催されました。

当日は、秋晴れのもと汗ばむ陽気であったが、町内外から
約1,000人の親子連れ、友達同士らが訪れ、秋風のなか、自
然とのふれあいを楽しんでいた。

遊休農地を活用して作った「メダカ池」には現在、メダカ
やタガメ、ヤゴなど豊富な生き物が生息している。
「メダカ池」では近隣地域で活躍するアマチュアバンドによ

る「田んぼのコンサート」が開かれ、池の中の特設ステージで
日頃の成果を披露していた。散策に訪れた人たちは時折心
地よい風が吹き抜ける木陰にたたずんだり、ベンチに腰をお
ろして熱心に聞き入っていた。中には、歌に合わせて手拍子
を打ったり、口ずさんだりして楽しんでいる人もいた。

また、メダカ池周辺ではゆめ工房の米粉を使ったお菓子
やまめやの豆料理などが販売され、竹細工作り、似顔絵、水
彩画、メダカの俳句などのブースが設けられた。

今年は、小さい子どもがゆっくり遊べる田んぼの生き物ぬり
え、おりがみコーナーも設けられ、たくさんの親子がぬりえや
おりがみでメダカやカエル作りに取り組んで楽しい時間を過
ごしていた。
「メダカの観察会」が始まる午後2時前には、にぎわいを

増し、約300人が観察会に参加し、「おおもの賞争奪戦」で
は小さな子どもから大人までがタモやバケツを持って、遊歩道
や田んぼのあぜ道から身を乗り出し水面に目を凝らし、必死
に水中の生き物を探していた。メダカ、ヤゴ、タガメの三種
類の大きさを競うイベントでは、子どもたちが大物を捕らえるた
びに本部に持ってきて大きさを測ってもらい、自分が捕った生

会場中央に飾られた横断幕

メダカの観察会

立梅用水通水190周年
ふるさとの水と土をいつまでも大切に！
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三重県構造改革推進ほ場整備研究会
定期総会及び研究会開催

定期総会

研究会「最近の農業情勢とほ場整備について」

三重県構造改革推進ほ場整備研究会（会長　前田行正
漕代土地改良区理事長）は、去る8月8日（木）に三重県総
合文化センター 中研修室において、平成25年度定期総会を
開催しました。前田会長挨拶、東海農政局整備部農地整備
課諸岡課長、三重県農林水産部農業基盤整備課西村課長
の来賓挨拶の後、前田会長を議長に選任し議事に入り、第1
号議案「平成24年度事業報告、同収支決算について」、第2
号議案「平成25年度事業計画、同賦課金の賦課基準及び
徴収方法、同収支予算について」、第3号議案「規約の一部
改正について」は原案どおり承認され、第4号議案「役員の
選任について」は、別記の方々が選任され、続いて第5号議案

「本会の活動休止について」は、所期の目的の達成により、本
会の活動を平成25年度事業完了後休止することで承認さ
れました。

また、午後からは東海農政局整備部農地整備課長　諸
岡弘文氏、三重県農林水産部農業戦略課班長　竹内正氏
を講師にお招きし、各 「々最近の農業情勢とほ場整備につい
て」、「地域活性化プランの推進状況について」をテーマとし

研究会「地域活性化プランの推進状況について」

て研究会を行いました。
参加者は終始熱心に聴講され、有意義な研究会となりま

した。

［別記］役員名簿
所　　属

漕代土地改良区理事長

櫛田上土地改良区理事長

上野土地改良区理事長

嘉例川土地改良区理事長

桃園西部土地改良区理事長

氏　　名

前田　行正

森坂　享司

葛原　香積

伊藤　直枝

眞弓　正郎

役　　員

会　　長

副 会 長

幹　　事

会計監事

備　　考
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三重県農道管理協議会 第23回通常総会 開催

三重県農業集落排水事業連絡協議会（会長　末松則子鈴鹿市長）は、
去る8月22日（木）に三重県文化会館2F 大会議室において、第23回通
常総会を開催しました。会長（末松会長）挨拶、三重県農林水産部農業
基盤整備課 西村課長の来賓挨拶の後、末松会長を議長に選任し議事に
入り、第1号議案「平成24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25年度事業計画、同会費の賦課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
の方々が選任されました。 

末松会長挨拶

西村農業基盤整備課長挨拶

三重県農道管理協議会は、去る 8月21日（水）に三重県文化会館2F
大会議室において、第23回通常総会を開催しました。中山副会長挨拶、
三重県農林水産部農業基盤整備課 西村課長の来賓挨拶の後、中山副
会長を議長に選任し議事に入り、第1号議案「平成24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25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、別記の方々が選任されました。

中山副会長挨拶

西村農業基盤整備課長挨拶

職　名
会　長
副会長
理　事
理　事
理　事
理　事
監　事
監　事

氏　名
岡本　栄
中山雅仁
末松則子
前葉泰幸
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
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 27 年 6 月 30 日まで

 ［別記］　役員名簿 

三重県農業集落排水事業連絡協議会
第23回通常総会 開催

職　名
会　長
副会長
理　事
理　事
理　事
監　事
監　事

氏　名
末松則子
中山雅仁
中井幸充
辻村修一
岡本　栄
前葉泰幸
大口秀和

公　職　名
鈴鹿市長
三重県土地改良事業団体連合会専務理事
多気郡明和町長
度会郡玉城町長
伊賀市長
津市長
志摩市長

任期 ： 2 年、平成 27 年 3 月 31日まで

 ［別記］　役員名簿 
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去る8月6日（火）～ 7日（水）に桑名支部第57回通常総
会並びに視察研修を開催した。
★総　会

通常総会は視察研修の宿泊地「海月館」会議室において、
来賓に桑名農政事務所 北村副所長、田端農村計画課長を
お迎えし開催した。

加藤支部長を議長に選任し、下記の 3議案が上程され、
第1号議案、第2号議案は原案どおり、第3号議案については、
全員留任で承認された。

★視察研修
第1日目　大阪府大阪狭山市「大阪府立狭山池博物館」

日本最古のため池である狭山池の改修で出土された遺

加藤支部長挨拶

総会の様子

さくらの郷ファームでの視察研修

大阪府立狭山池博物館に展示されている堤の断面を見入る参加者

桑名支部第57回通常総会並びに視察研修
支
部
活
動
報
告

議　案
第1号議案 平成24年度事業報告、同収支決算について
第2号議案 平成25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
第3号議案 役員の選任について

跡、堤などが展示され、過去から現代までの土木事業の歴史
や内容を後世に伝えていく博物館を見学した。飛鳥時代に
築かれ改修されてきた堤の断面の移築展示や飛鳥時代の
東樋、江戸時代の東樋の展示等歴史的空間が創り出されて
いた。語り部同行のもと、館内の展示物をわかり易く説明さ
れ、参加者は興味深いのかその都度質疑応答がなされ有意
義な視察研修となった。

第2日目　兵庫県淡路市「株式会社　さくらの郷ファーム」
農業の効率的な生産活動や農地の有効利用を図るため

に圃場整備を開始し、営農組合を設立、法人化へと拡大され
た経緯や農地の保全と地域の活性化を目指し、安全・安心
な農産物の生産への取組みについての苦労話を交えながら
森本社長、森下総務長、溝下常務取締役より説明を受けた。

参加者は熱心に耳をかたむけ、活発な質疑応答もなされ
有意義な視察研修となった。



16

佐より「県営農村
環境整備事業に
おける小水力発電
（ 加子母小郷地
区）の取組み」に
ついて説明を受け
た。中でも小水力
発電を実施するた
めの必要な条件

である既設水路、道路に併せ売電に必要な電気施設が整っ
ている地区であり、今後更に近隣地区における積極的な事業
推進の取組状況についても話された。また、現在工事中の
発電所（最大出力220ＫＷ）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（8月2日（金））の、岐阜県高山市の農事組合法
人ミレット・ガイヤコーポレーションの三島氏及び荘川
観光協会の三島事務長より「新たな村おこしと自然環境
に配慮した取組み」について説明を受けた。中でも休耕
田などを利用し栽培した荘川そばを施設内の五連の水車
を動力に石臼による製粉工程や滞在型のそば道場を見学
し、オープンから
の 取組み 話や 苦
労話が紹介され、
その後、活発な意
見交換がなされ、
有意義な 研修と
なった。

三重県土地改良事業団体連合会四日市支部第56回通
常総会並びに農業農村整備事業現地視察を、去る8月1日
（木）～ 2日（金）に開催し、39名が参加した。
★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号議案の任期満了に伴う役員改選では新役員が選
任され、平成28年3月31日までの任期を務めていただくこと
になった。

★現地研修
1日目（8月1日（木））は、岐阜県中津川市において岐阜県

恵那農林事務所農地整備課の西村課長及び 関谷課長補

総会の様子（服部支部長挨拶）

加子母発電所の視察の様子 そばの里荘川の視察の様子

四日市支部第56回通常総会並びに
農業農村整備事業現地研修の報告

支
部
活
動
報
告

議　案
第1号議案 平成24年度事業報告、同収支決算について
第2号議案 平成25年度事業計画、同収支予算について
第3号議案 役員の選任について

加子母発電所の視察の様子
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研究展示室では、コシヒカリを育成した石墨博士の功績、
県が育成した水稲35品種の標本やポストコシヒカリの開発
経過、研究成果が展示されている。また、平成29年までに
新品種誕生に向け、美味しいお米の開発を目指し、オリジナ
ル品種を育成しブランド化を進めている。

説明後、場内の水田に移動し、色 な々品種の育苗を見学
し、食味の良さ、いもち病等の病気に強く、高温耐性、環境へ
の負荷が少ないエコ農業環境に優しい品種開発を研究して
いるとのことであった。

両視察先とも共感する参加者も多く、熱心に質疑も出さ
れ、有意義な研修となった。

★総　会
去る7月24日（水）に津

支部の第56回通常総会を
「メッセウィング・みえ」で開
催し、来賓として津農林水
産事務所　久保所長、堤
室長をお迎えした。

総会の議長に松森支部
長を選任して議事に入り、上程した全議案は承認された。

★視察研修
総会終了後、県、市及び土地改良区役職員の18名が参加

し、滋賀県近江八幡市の白王町集落営農組合、福井県福井
市の福井県農業試験場へ1泊2日（ 7月24日～ 25日）の視
察研修を行った。

1）白王町集落営農組合
琵琶湖東岸、近江八幡市の北部に位置する白王町にある

農村集落地区の集落営農組合で、東組合長、大西事務局長
から、農と環境のむらづくりについて説明を受けた。

平成2年に生産組合を設立して以降、平成6年に営農組
合、平成18年に集落営農組合として組織化し、農地を守るた
め地域の担い手となり町内一丸となって水郷を活かした農業
を展開している。また、組合の取り組みが認められ、数々の
賞も受賞されている。

説明後、田舟に分乗して西の湖にぽっかり浮かぶ石垣が積
まれた湖中水田の権座（ごんざ）に渡り、現地研修を受けた。

権座には、地元ブランド酒米「滋賀渡船6号」の1.5ha の
白王町集落営農組
合大西事務局長に
よる説明

総会の様子

福井県農業試験場
の玄関に設置され
た記念碑　

福井県 農 業 試 験 場の
研究展示室での説明

白王町集 落営農 組
合での視察研修

津支部　通常総会並び視察研修
支
部
活
動
報
告

水田や大豆、カボチャ
を作付けしており、周り
にはヨシが群生し、生態
系保全、浄化の役目に
なっている。

活気に満ちあふれた
組合で、水郷を活かした
農と環境の地域づくり
の実行力に感動した。

2）福井県農業試験場
農業試験場の企画指導部の木下主査から、コシヒカリの

育成についての軌跡、試験場の概要や水稲育種のあらまし
について説明を受けた。

福井県がコシヒカリ育成発祥の地で、コシヒカリはこの農
業試験場で育成され、越（こし）の国に光り輝くことを願い命
名された。

田舟に分乗した参加者
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★研修会
総会終了後、併催の研

修会に入り、土地改良技
術事務所保全技術課小
島課長よ り「農業水利
施設のストックマネジメン
トについて」、引き続き東
海農政局整備部水利整
備課坂本課長補佐より

「ストックマネジメント事業
制度の紹介について」説
明を受けた。
「ストックマネジメント」

とは、施設の機能診断に基づく機能保全対策の実施を通じ
て、既存施設の有効活用や長寿命化を図り、ライフサイクルコ
ストを低減するための技術体系及び管理手法の総称である。

今回は、農業水利施設を有する機能を最大限に発揮する
ために、その性能を最適な手法によって一定の範囲に維持
することの重要性の説明を受け、その後補助事業メニューの
紹介があった。

支部管内にも耐用年数が過ぎている施設が多 あ々り、今
後重要な課題となっているためか出席者は、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。

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。

松阪支部第56回通常総会並びに
土地改良関係者研修会

支
部
活
動
報
告

三重県土地改良事業団体連合会松阪支部第56回通常
総会並びに土地改良関係者研修会が、去る7月3日（水）午
前9時半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55名）開催した。
★総　会

総会は、まず山中支部長の開会の挨拶、引き続き松阪農
林事務所　深田所長と三重県土地改良事業団体連合会　
中山専務理事から祝辞が頂き、その後、議事に入り支部長
を議長に選任し議事を進めた。議事は 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
では現役員が引き続き選任された。

総会の様子

議　案
第1号議案 平成24年度事業報告、同収支決算について
第2号議案 平成25年度事業計画、同収支予算について
第3号議案 役員の選任について

説明を聴講する出席者

去る7月9日（火）～10日（水）に第7回通常総会及び視
察研修を開催した。
★総　会

総会は、視察研修先の宿泊地「びわこ緑水亭」会議室に

中川支部長 挨拶 総会の様子

伊勢志摩支部通常総会・視察研修 開催
支
部
活
動
報
告

議　案
第1号議案 平成24年度事業報告及び同収支決算につ

いて
第2号議案 平成25年度事業計画及び同収支予算につ

いて
第3号議案 役員の選任について

て開催し、来賓として伊勢農林水産事務所　玉田副参事、
安藤主幹、そして当会本部より中山専務理事をお迎えした。

中川支部長を議長に選任し、上程議案は原案どおり承認
された。
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常に参考になったとの意見が多数占めていた。
参加者にとり、新技術の紹介と併せ日頃入ることのできな

い加工製造現場であったため、大変参考となり有意義な研
修となった。

2日目（ 7月10日）の犬上川沿岸土地改良区では、濱野理
事長、新谷事務局長、上野総務課長に対応していただいた。

濱野理事長から歓迎の挨拶を受け、その後事前にお願い
した質問事項を基に、概要書等の参考資料を交えて詳細な
説明を受けた。

まず、土地改良区の概要と沿革の説明を受け、その後現
土地改良区になるまでの合併の経緯について、苦労話を交
えながら説明された。特に組合員に対して、如何に人的財的
な負担軽減することを重点を置くとともに、事務局への負担
増を如何に減らすかをも検討しつつ進められた。そのために
は、各地域と土地改良区が情報連携を密にすることが、人的
な負担軽減となり、併せ財的軽減に繋がることを力説された。

説明後、意見交換がなされ、昨今土地改良区の運営が厳し
いためか如何に収入増を図れば良いか、また伊勢管内でも
土地改良区合併を進めているためか、合併後の運営状況（特
に経費・人件面）について参加者は細かく確認していた。

★視察研修
視察研修は、当管内の県・土地改良区役職員31名が参

加し、「大口径パイプの補修工法の新技術紹介、維持管理
方法」を研修目的に滋賀県栗東市にある積水化学工業（株）
滋賀栗東工場、「地域での土地改良区の役割について」を
研修目的に犬上郡甲良町にある犬上川沿岸土地改良区で
実施した。

初日（ 7月9日）の 積
水化学工業（株）滋賀
栗東工場では、管更正
管理技術課の 担当者
の皆様に対応していた
だいた。

まず、会議室で、同課
松本課長より歓迎の挨拶、そして工場紹介の説明を受けた。

その後参加者は 2班に分かれて、各班担当者同行のもと、
工場内の各ブースで塩ビパイプ管等の製品の加工製造工
程、品質管理（各種試験）、施工技術等についてその都度事
細かく説明を受けた。

見学途中の施工技術ブースでは、最新の技術紹介があり、
参加者は真剣な眼差しで見入っていた。再び会議室に戻り、

濱野理事長 挨拶 研修の様子

松本課長 挨拶

工場内見学

質疑応答となり、特に経費面の質疑が多かったが、担当者か
らは現場状況により相当な格差があるので明確な回答が得
られなかったので参加者は落胆していた。

土地改良区では耐用年数が来ている施設が多いため、非

去る7月4日（木）から
5日（金）に伊賀・名張
支部の通常総会及び先
進地視察研修（山梨県）
を開催した。
★総　会

総会は、視察研修先
の宿泊地「ホテルふじ」
会議室にて開催し、来賓

議　案
第1号議案 平成24年度事業報告、同収支決算について
第2号議案 平成25年度事業計画、同収支予算について
第3号議案 役員の選任について

伊賀・名張支部第56回通常総会及び
平成25年度先進地視察研修

支
部
活
動
報
告

として伊賀農林事務所　藤田所長、保田農村基盤室長、当
会本部より中山専務理事をお迎えした。

山下支部長を議長に選任し、上程議案は原案どおり承認
された。

総会の様子
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「元気くん 2号」、らせん式水車「元気くん 3号」の稼働
している 3基の小水
力市民発電機所を 2
グループに分かれて
見学し、それぞれの
担当者か ら 小水力
発電機の 概要・ 詳
細な情報やここで作
られ た 電気の 使用
方法等に つ い て 詳
しい説明を受けた。

参加者にとってこ
の 視察研修を 通し
て、土地改良区が支
援する農業経営方法
の事例、再生可能エ
ネルギーとして期待さ
れる小水力発電を取
組んでいる事例を視
察することにより今後
の農業活動の参考に
なり有意義な研修に
なった。

★視察研修
先進地視察研修では総勢43名が参加した。
1日目の山梨県山梨市では、平成の名水百選「西沢渓谷」

を源流とする笛吹川名水を利用して育った農作物を「笛
吹川名水ブランド」として位置づけ、組合員の販売促進や
収益アップを図っている笛吹川沿岸土地改良区で畑地か
んがい施設の多面的機能の紹介、土地改良施設の維持管
理協定、土地改良区の新たな取り組み等について専務理
事 横田達夫様、事務局長 菊島好彦様、総務課 窪川公大
様他職員の方々から対応して頂き説明を受けた。

2日目の山梨県都留市では、市内を流れる家中川（か
ちゅうかわ）を利用して、市民参加型で実施された小水
力発電機 木製下掛け水車「元気くん 1号」、上掛け水車

笛吹川沿岸土地改良区視察

都留市家中川小水力市民発電所
「元気くん 3 号」視察

都留市家中川小水力市民発電所
「元気くん 2 号」視察

都留市家中川小水力市民発電所
「元気くん1号」視察

去る 8月20日（火）午後10時30分より「尾鷲市中央公
民館　1階視聴覚室」において第8回通常総会が、全会員
の出席のもと開催された。

総会は支部長である古川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前田所長より祝辞をい
ただき、その後議長に古川支部長を選出し、議事に入った。

総会の様子

水土里ネットみえ東紀州支部第８回通常総会 開催
支
部
活
動
報
告

議　案（後記1）
第1号議案 平成24年度事業報告・同収支決算について
第2号議案 平成25年度事業計画・同収支予算について
第3号議案 役員の選任について

古川支部長　挨拶

上程された議案（後記1）の第1号議案、第2号議案、第3
号議案は原案どおり承認され、閉会した。
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第10回

「農村地域の風景」、「美しい田んぼ・畑の風景」、「農作業風景」、「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。

『みえの農村風景』写真コンテスト

審査委員会を設け厳選し、入賞者については平成26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　　　　　　　　

平成25年12月13日（金）当日消印有効

応募票を作品の裏面に貼り、下記あてに送付して下さい。
〒514-0006　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　総務部指導情報課　まで   TEL:059-226-4824

 
水土里ネットみえ

三重県、
伊勢新聞社

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。
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9月16日に襲来した台風18号が本県に残した爪痕は甚大なもので、伊賀地域を中心に農地・農業用施設被害の

件数は 400を上回る状況です。復旧に向け、災害査定など事務手続きを進めていきますが、まずもって被害に遭わ

れた皆さまにお見舞い申し上げます。

暦の上では二十四節気の秋分を過ぎましたが、日中に汗ばむ陽気の日がたびたびあり、秋とは思えない陽気が続い

ています。また、今年の夏も例年にも増してとても暑い夏で、8月12日には、高知県四万十市で日本歴代最高の 41.0度

を記録するなど、お盆前後の猛暑は大変なもので、県内においても桑名で 39.2度の最高気温を記録しました。さらに、

この暑さと同時に少雨傾向も顕著で、7月から8月の雨量は平年値の半分程度しかなく、県内のいくつかの水源でも取

水制限を行うなど、水稲など農業にとっては、厳しい状況でした。

このような状況でしたが、9月末に発表された水稲の作柄状況を見ると、県内平均で予想収量517kg、作況指数103

と平年を上回る値となっています。これもひとえに、厳しい渇水状況下での用水施設管理者の方をはじめ、皆さまのご

苦労の賜であると敬服いたします。本当にお疲れ様でした。

さて、国では、「脱デフレ・日本経済再生」を柱に、「経済財政の運営と改革の基本方針」が 6月に閣議決定され、

平成26年度予算編成に向けた基本的な考え方で、「社会資本整備については、国際競争力の強化、地域の活性化、

国土強靭化（ナショナル・レジリエンス）、防災・減災等の諸課題に対し、ソフト対策と連携しつつ、投資効果の高い事

業への重点化を図る」とされています。

また、閣議決定を受けた関係府省庁連絡会議において、「国土強靭化（ナショナル・レジリエンス（防災・減災））

の推進に向けたプログラムの対応方針と重点化について」が 8月に発表され、排水施設・農業水利施設等の管理体

制の強化や農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化といった、農業農村整備にかかわる内容もたくさん盛

り込まれており、農林水産省において対応方針に基づき概算要求が行われているところです。

こうしたことを踏まえて、本県においても、戦略計画「みえ県民力ビジョン」に即して、「もうかる農業」の実現に向け

た生産基盤の着実な整備や農村の防災・減災機能の強化に取り組むべく、県予算が非常に厳しい状況ではあります

が、平成26年度の予算編成に取りかかっているところです。

農地中間管理機構（仮称）の枠組みがどのようになっていくのか、ＴＰＰ交渉の行方など不透明な部分も多くあり

ますが、農業農村整備の取り組みについては、関係者の皆さまのご支援・ご協力があってのことと考えておりますので、

今後ともよろしくお願いいたします。

農業基盤整備課　農村整備班　水谷勝則
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