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注1．（　）は、平成25年度補正額を含む。
注2．25年度予算額は、東日本大震災復興特別会計への繰入れ分（津波対策33億円）を含む。

Ⅰ.平成26年度農林水産関係予算の概要
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  Ⅱ.公共事業費一覧

農業農村整備

林野公共

水産基盤整備

海　　岸

農山漁村地域整備交付金

一般公共事業費計

災害復旧等
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注1．（　）は、平成25年度補正額を含む。
注2．25年度予算額は、東日本大震災復興特別会計への繰入れ分（津波対策33億円）を含む。
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  Ⅲ.農業農村整備事業関係予算の概要

1．基本的な考え方
農林水産関係予算については、「農林水産業・地域の活力
創造プラン」に基づき、農業・農村の所得を今後10年間で倍
増させることを目指し、「強い農林水産業」、「美しく活力あ
る農山漁村」の実現に向けた施策を展開することとしてい
ます。このため、担い手への農地集積・集約化、担い手の育
成等による構造改革の推進に加え、強い農林水産業のため
の基盤づくりや活力ある農山漁村の構築に関する予算を
計上しています。また、農業・農村の多面的機能の維持・発
展を図るため、それを支える地域活動、農業生産活動の継
続、環境保全に効果の高い営農を支援するための日本型直
接支払を計上しています。
農業農村整備事業予算については、農地中間管理機構
に農地の借受け・貸付けとの連携等による農地の大区画
化・汎用化や、農業水利施設の長寿命化・耐震化や洪水被
害防止対策、地域の創意工夫を活かした農村地域の整備を
推進することとし平成25年度予算を上回る額を計上して
います。

2．農業農村整備事業の施策目標
○	担い手が利用する面積が今後10年間で全農地面積の
8割となるよう農地集積を推進

○	国営造成施設における重要構造物の耐震設計・照査
の実施率

	 	 （約2割（平成23年度）→約6割（平成28年度））
○	基幹水利施設の機能診断済みの割合
	 	 （約4割（平成22年度）→約7割（平成28年度））

3．主要事項
①	担い手への農地集積・集約化、担い手育成等による構
造改革の推進
・農地中間管理機構による農地の借受け・貸付けと	

の連携等により、農地の大区画化・汎用化等を推進
	 	 	 【農地の大区画化等の推進＜公共＞
	 	 	 	 1，064（1，035）億円】
・荒廃した耕作放棄地を再生利用するための雑草・
雑木除去や土づくり等の取組を支援

	 	 	 【耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
	 	 	 	 19（19）億円（所要額）】

②	強い農林水産業のための基盤づくり
・農地の大区画化・汎用化、畑地かんがい、農業水利
施設の長寿命化・耐震化や洪水被害防止対策等を
推進

	 	 	 【農業農村整備事業＜公共＞	2，689（2，627）億円】
・地域の創意工夫を活かした農山漁村地域の整備の
推進

	 	 	 【農山漁村地域整備交付金	 1，122（1，128）億円】

③	日本型直接支払の創設
・農業・農村の多面的機能の維持・発展を図るため、
それを支える地域活動、農業生産活動の継続、環境
保全に効果の高い営農を支援

	 	 	 【多面的機能支援交付金［新規］	 483（－）億円】
	 	 	 【中山間地域等直接支払交付金	 285（285）億円】
	 	 	 【環境保全型農業直接支援対策	 26（26）億円】

④	活力ある農山漁村の構築
　・子どもの農山漁村宿泊体験や福祉農園の開設、空き
家・廃校を活用した滞在型交流農園の整備等を支援

	 	 	 【都市農村共生・対流総合対策交付金	
	 	 	 	 21（20）億円】
・都市における交流農園・福祉農園等の整備、地元農産
物の提供等を支援

	 	 	 【「農」のある暮らしづくり交付金	 6（6）億円】
・農山漁村活性化に向けた施設等の整備を支援
		 【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
		 	 65（62）億円】
・農村が有する美しい農村景観や資源の保全・復元・継
承を支援

	 	 	 【美しい農村再生支援事業［新規］　	10（－）億円】
・農林漁業者・団体が主導する再エネ発電事業の構想
作成から運転開始までの取組や農業水利施設を活用
した小水力等発電に係る調査設計等を支援

	 	 	 【農山漁村活性化再生可能エネルギー導入等
	 	 	 	促進対策	 11（12）億円】

農業農村整備事業費
	 3，489億円	 （2，689億円、補正800億円）
農山漁村地域整備交付金
	 1，122億円	 （1，122億円）
多面的機能支払交付金
	 483億円	 （483億円）
中山間地域等直接支払交付金
	 285億円	 （285億円）
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
	 80億円	 （65億円、補正15億円）

平成26年度予算
（平成26年度当初、平成25年度補正）の主な事業
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1．日本型直接支払［新規］

対策のポイント
農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、そ
れを支える地域活動、農業生産活動の継続、環境保
全に効果の高い営農を支援します。

【主な内容】
1．多面的機能支払交付金（新規）
（1）	 農地維持支払

農業者等による組織が取り組む、水路の泥上げや農
道の砂利補充等の地域資源の基礎的保全活動や農村
の構造変化に対応した体制の拡充・強化等、多面的機
能を支える共同活動を支援します。

（補助率：定額）
（事業実施主体：地域協議会　等）

（2）	資源向上支払
地域住民を含む組織が取り組む、水路、農道等の軽
微な補修や植栽による景観形成等の農村環境の良好
な保全といった地域資源の質的向上を図る共同活動
や、施設の長寿命化のための活動を支援します。

※農地・水保全管理支払を組換え・名称変更
（補助率：定額）

（事業実施主体：地域協議会　等）
2．中山間地域等直接支払交付金
中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正
することにより、耕作放棄地の発生防止や機械・農作
業の共同化等、農業生産活動を将来に向けて維持する
ための活動を支援します。

（補助率：定額）
（事業実施主体：地方公共団体）

3．環境保全型農業直接支援対策
農業者等が実施する化学肥料・化学合成農薬を原
則5割以上低減する取組とセットで、地球温暖化防止
や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む
場合に支援します。

（補助率：定額）
（事業実施主体：農業者等）

政策目標
市町村との協定に基づく地域活動、農業生産活動の
継続、環境保全に効果の高い営農による農業・農村
の多面的機能の発揮に向けた取組（平成24年度：約
200万ha）の大幅な拡大（平成26年度）

2．美しい農村再生支援事業［新規］

対策のポイント
農村の棚田や疏水等の有する美しい景観や伝統等
の総合的な価値を農村の付加価値として新たに蘇ら
せ、農業・農村の活性化を図る取組を支援します。

【主な内容】
日本の棚田百選、疏水百選のうち法律に基づく景観保全
等に取り組む地区や国際機関が認定した世界農業遺産を
対象に以下の支援を行います。

1．農村の価値の向上・継承（ソフト）
農村の有する景観や伝統等に着目し、地域住民を巻

き込みながら、農村の総合的な価値を向上・継承するた
めの活動計画づくり・体制整備等に向けた取組や、地域
産品のブランド化等の地域活性化の取組の立ち上げに
対して支援します。

（補助率：定額）
（事業実施主体：市町村等）

2．残したい農村資源の保全・復元（ハード）
体制整備や活動立ち上げ等のソフト活動に合わせ
て必要となる棚田や疏水等の農村資源の整備を支援
します。

（補助率：1／ 2等）
（事業実施主体：市町村等）

政策目標
年間60地域で、農村の総合的な価値の再生・継承に
向けた取組を実施（平成26年度～29年度）

  Ⅳ.新規事業
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三重県の平成26年度当初予算は、「みえ県民力ビジョン・
行動計画」の3年目として、行動計画に掲げた目標達成に向
けた取組を一層推進することを基本方針とし、「平成26年
度三重県経営方針（案）」を踏まえて、編成されました。
農業については、農林水産物の安定供給への支障や農
林水産業の活力低下への危惧、消費者や食品事業者等の
ニーズの多様化など社会情勢に的確に対応するために、
「もうかる農林水産業」の実現をめざすことが重要です。
このような中、農業農村整備事業については、県民に安
全で安心な食料を安定的に供給できる持続的な農業を実
現や水源のかん養などの多面的機能発揮のために、農業農
村整備事業を計画的に進め、創意工夫を生かした多様な農
業経営の確立と、それを支える農地や農業用水などの資源
の確保を図っていきたいと考えています。
平成26年度の予算については、紀伊半島大水害をはじ
め、平成25年9月の台風18号により農業・農村が大きな被
害を受けたことから、農村地域の防災対策のより一層の推
進が強く求められており、“安全・安心な農村づくり”を着実
に進めてまいります。
また、県の財政は極めて深刻な状況ですが、更なるコスト
縮減に取り組むことにより“大規模農業経営を推進する高
度な水利機能の確保”、“維持管理の適正化と多面的機能
の強化”、“中山間地域への支援”を積極的に推進していき
ます。

（1）	 安全・安心な農村づくり
台風や局地的な集中豪雨等による農業・農村の被害
を防止し、安全で安心な農村と安定した農業生産の確
保を実現するため、ため池の補強対策や、洪水排除用
の排水機の整備、地すべり対策、農地海岸保全施設の
整備などの事業を重点的に実施します。
また、平成25年の台風18号により被害を受けた農

地や農業用施設等の完全復旧に向けて必要な予算を
確実に確保します。

（2）	大規模農業経営を推進する高度な水利機能の確保
消費者のニーズに応え、安全で安心な食料を安定的
に供給できる戦略的な農業経営をめざして、大規模営
農に取り組む担い手や集落営農組織の確保・育成を進
めるため、水利施設の維持管理労力を大幅に削減し、
担い手や営農組織への農地集積を図る用水路のパイ
プライン化等の事業を着実に進めるとともに、競争力
の強化に向けた整備を重点的に進めます。

（3）	維持管理の適正化と多面的機能の強化
農業用水利施設の老朽化が進んでおり、適切な維持
管理と補修により施設の長寿命化を図ることが重要で
あることから、総合的な診断に基づく補修による施設
の長寿命化を進めます。
また、農村地域特有の緑豊かな自然環境を基盤と
し、居住快適性の確保に配慮した農村地域の整備や魅
力ある農村景観の保全と改良等、農業水利施設を活用
した快適環境の整備を行い、多面的機能の維持増進を
図ります。様々な主体の参画による農業用施設の維
持・保全活動や農村環境の向上を図るための活動を支
援することにより、適切な維持管理体制の確立を図る
とともに、地域活動を支える担い手を育成します。

（4）	中山間地域への支援
中山間地域の社会経済活動の活性化と集落機能の
維持、強化を図るため、生活排水処理施設や、集落道路
等の農村生活環境整備と、農業用用排水施設や農道
等の生産基盤整備を総合的かつ重点的に整備するこ
とで、中山間地域を支援します。
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区
分 事								業								別 	H25年度当初予算 	H26年度当初予算 対前年度率

国
補
公
共

かんがい排水事業 （1,766,115） （159.9%）
1,104,263 1,356,615 122.9%

県営かんがい排水事業費 （1,019,232） （116.2%）
877,363 693,732 79.1%

基幹農業水利施設ストックマネジメント事業費 （509,783） （324.9%）
　 156,900 425,783 271.4%

団体営かんがい排水事業費 （237,100） （338.7%）
70,000 237,100 338.7%

農道整備事業 356,475 557,600 156.4%

基幹農道整備事業費 120,225 256,250 213.1%

広域農道整備事業費 236,250 143,850 60.9%

	 広域農道整備事業費（保全対策） 0 157,500 皆増

担い手育成基盤整備事業（旧：ほ場整備事業） （2,079,480） （101.8%）
2,041,895 1,329,105 65.1%

高度水利機能確保基盤整備事業費 （1,921,980） （108.2%）
1,776,071 1,171,605 66.0%

　 地域コミュニティ向上型農地・水・環境保全向上対策事業費（農山漁村再生） 91,500 0 皆減

　 社会的経済活動促進型農地・水・環境保全向上対策事業費（農山漁村再生） 91,500 0 皆減

基盤整備促進事業費 9,324 0 皆減

畑地帯総合農地整備事業費 73,500 157,500 （214.3％）

環境整備事業 1,506,696 1,365,827 90.7%

団体営農業集落排水整備促進事業費 140,174 322,474 230.1%

農村地域自然エネルギー活用推進事業費 75,500 161,000 213.2%

県営中山間地域総合整備事業費 1,055,735 656,078 62.1%

県営水環境整備事業費 119,700 108,150 90.4%

団体営農村振興総合整備事業費 63,087 55,125 87.4%

県営農村振興総合整備事業費 52,500 63,000 120.0%

農地防災事業 （1,794,198） （179.8%）
997,695 1,418,413 142.2%

県営ため池等整備事業費 231,525
（273,610）
162,200

（118.2%）
70.1%

団体営ため池等整備事業費 0 68,000 皆増

地すべり対策事業費（異常気象対策） （136,000） （539.7%）
25,200 63,000 250.0%

	 海岸保全施設整備事業費（地震対策） 38,850 78,750 202.7%

農業用施設アスベスト対策事業費 （147,000） （700.0%）
21,000 73,500 350.0%

地震対策ため池緊急整備事業費（異常気象対策） （36,500） （23.2%）
	 157,500 0 皆減

基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費（異常気象対策）
（1,054,338） （201.4%）

523,620 972,963 185.8%

施設管理事業 60,735 62,417 102.8%

安濃ダム緊急施設整備事業費 60,735 62,417 102.8%

国補公共				計 （7,625,637） （125.7%）
6,067,759 6,089,977 100.4%

県
単
公
共

県単土地基盤整備事業費 125,563 142,573 113.5%

国営等関連特別県単事業費 2,050 3,050 148.8%

県単耕地施設管理事業費 8,588 9,000 104.8%

県単基幹水利施設緊急調査・補修事業費 19,715 15,546 78.9%

団体営農業集落排水整備支援事業費 176,696 176,363 99.8%

農業・農村における生物多様性保全対策事業費 2,785 1,500 53.9%

田んぼの生きもの復活プロジェクト推進事業費 265 265 100.0%

県単土地改良施設整備事業費 12,174 9,993 82.1%

県単公共				計 347,836 358,290 103.0%

総　　計 （7,983,927） （124.4%）
6,415,595 6,448,267 100.5%

平成26年度　農業農村整備関係県予算（公共分）

上段カッコはH25.2月補正含み事業費

単位（千円・％）
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農業の多面的機能の維持・発展のための地域活動や営農
活動に対して支援する「日本型直接支払制度」が平成26年
度より創設されます。

この制度は、農地･水保全管理支払が見直された「多面的
機能支払」と、「中山間地域等直接支払」、「環境保全型農業
直接支払」から構成されます。

「多面的機能支払」は、新たに創設される「農地維持支払」
と、現行制度の「農地・水保全管理支払」が組替えられた「資

制度等紹介

※詳しくは、	 農林水産省ホームページをご覧下さい。
	 www.maff.go.jp/j/kanbo/saisei/minaoshi/pdf/siryou1_01.pdf	

源向上支払」で構成されています。

【農地維持支払】は、農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農
道の路面補修等の基礎的保全活動や、農村の構造変化に
対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成等の多面
的機能を支える共同活動を支援します。
【資源向上支払】は、水路、農道、ため池等の施設の軽微な
補修や植栽による景観形成、ビオトープづくり及び、長寿命
化のための施設の改修・更新など、地域資源の質的向上を
図る共同活動を支援します。

日本型直接支払制度が創設されます
～農地･水保全管理支払制度が見直されます！！～

農地維持支払

多面的機能を支える共同活動を支援します。
※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、農地集積を後押し

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成　等

支援対象

創 設

資源向上支払

地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動を支援します。

・水路、農道、ため池の軽微な補修
・植栽による景観形成、ビオトープづくり
・施設の長寿命化のための活動　等

組 替

※現行の農地・水保全管理支払を組替え・名称変更します

中山間地域等直接支払

中山間地域等の条件不利地域（傾斜地等）と平地とのコスト差（生産費）を支援
します。

現行制度
維持

環境保全型農業直接支援

環境保全効果の高い営農活動を行うことに伴う追加的コストを支援します。
現行制度
維持

※5年後に支払の効果や取組の定着状況等を検証し、施策に反映します。

制度の全体像

支援対象



8

国は、平成25年12月に農政改革のグランドデザインとし
て「農林水産業・地域の活力創造プラン」を決定しました。
このプランでは、農業を足腰の強い産業としていくための
産業政策と、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を
図るための地域政策を両輪とする農政改革を推進すると
しています。
農地集積については、今後10年間で、担い手の農地利用
が全農地の8割を占める農業構造の実現を目標に掲げ、平
成25年12月に公布された「農地中間管理事業の推進に関
する法律」第4条に基づき各都道府県に1つの「農地中間管
理機構」を整備し、農地の有効利用の継続や農業経営の効
率化を進める担い手への農地利用の集積・集約化を推進す
るとともに、耕作放棄地の発生防止・解消に取り組むことと

しています。
農地中間管理機構は、離農者や規模縮小農家等から農
地を借受け、規模拡大や新たに農業参入を希望する担い手
農家・新規就農者等を公募し、まとまった農地を貸付けする
こととしています。また、必要に応じて、農地の条件整備（基
盤整備等）を行い、より効率的な農業経営ができる農地状
態にして、公募による担い手農家等へ貸し付けることもで
きることとなっています。
三重県では、平成26年4月から農地中間管理事業が効果
的に実施できるよう、関係機関が一体となった推進体制を
構築するとともに、（公財）三重県農林水産支援センターを
農地中間管理機構の候補として体制の整備など準備を進
めているところです。

農地中間管理事業が始まります。

【お問い合わせ】
三重県農林水産部	担い手・育成課経営体支援班　電話059-224-2354

※国資料抜粋
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平成25年12月21日(土)三重県総合文化センターにお
いて、活動組織及び県内外の関係者約560名が一同に介し、
「守ろう地域！～子どもたちの未来のために！～」をテーマ
に農地・水・環境保全向上対策「第6回みえのつどい」を開催
しました。

〈メダカのコタローワンダーランドin三重〉
子供達に自然豊かな
農村に住んでいる生き
物を大切にし、農村を身
近に感じてもらうため
「田んぼの生きものキャ
ラクター」の作品を募集
しました。県内外の子ど
もたちから応募いただい
た106通の作品から、入
賞者10名に賞状と記念
品を贈呈しました。
また、「メダカのコタ
ロー劇団」によるアニ
メ紙芝居「地域で農地・
水・環境を守ろう　くちびる城が外来生物にうばわれたっ
て！？」の公演を行いました。

〈セレモニー〉
開会式では、農地・水・環境
保全向上対策協議会長の橋爪
彰男農林水産部長より「新た
に創設される日本型直接支払
制度を有効活用していただく
とともに、こうした活動を持続的に発展させていくため、地
域の食品関係企業などと連携し、地域資源を生かした新た

な商品の開発・販売
など経済活動の創出
に取り組んでいただ
きたい」とあいさつさ
せていただき、引き
続き、優秀活動組織
の紹介と表彰を行い
ました。

〈分科会〉
第1分科会は、「よりよい
地域づくりに向けて」と題
して「ＮＰＯ法人ＴＥＡＭ
田援」の筒井義冨氏の講演
と、座談会形式の意見交換
会を行いました。

第2分科会は、「景観作
物の栽培について」と題し
て「福花園種苗株式会社美
里農場」の藤田和義氏の講
演と、座談会形式の意見交
換会を行いました。

第3分科会は、「小規模
水路の診断と補修」と題し
て「土地改良技術事務所」
の小島康宏氏の講演と、企
業4者から水路補修の方
法等の紹介を行いました。

〈優秀活動組織の紹介〉
◎施設部門・・・西池上やまびこ会（多気町）
農道、水路の草刈りや泥上げなどの保全管理活動に加
え、老朽化した施設の補修を地域の皆さんで創意工夫しな
がら行っています。「やまびこ会通信」の発行や、活動記録
ＤＶＤの作成により、この活動を次世代へ継承を図ってい
ます。
◎農村環境部門・・・榊原みずすまし会（津市）
農村景観形成の一環として、「田んぼアート」を、平成22
年度から計4回実施しています。地元の久居農林高校の
学生も測量作業に参加するとともに、田植えには都市部か
らの参加を含めた約350名が参加し大いに賑わいました。
◎コミュニティ部門・・・べこじ倶楽部（多気町）
「花づくり」、子どもたちの「芋づくり」の取組は、コミュニ
ティに欠かせないイベントとして定着し、子ども達の歓声や
活動参加者の笑顔が、事業展開の要となっています。多く
の方に活動を知ってもらうため、ＷＥＢアルバムや広報誌
による情報提供を行っています。

守ろう地域！〜子どもたちの未来のために！〜

農地・水・環境保全向上対策「第6回みえのつどい」

コンクール表彰式

アニメ紙芝居LIVE

協議会会長挨拶

優秀活動表彰式

会場の様子

第1分科会の様子

第3分科会の様子

第2分科会の様子
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活動内容の説明を受ける参加者

農産物の配布ブース

去る1月24日（金）に名古屋市中区の東建ホールにおいて、
東海三県の農地・水の関係者約320名が参加し、「農地・水シ
ンポジウム」が開催されました。

農村地域では、地域共同による農地・農業用水等の資源
の保全管理と農村環境の保全向上の取組を推進するため
「農地・水保全管理支払交付金」を活用しています。さらに、
地域資源の保全と併せて農村の自然環境を保全していく
には、豊かな農村空間を創造するとともに子供たちが地域
を守って行くようなコミュニティが重要です。そのため東
海農政局が主催となり、農村が有する多面的機能の大切さ
を再認識してもらうことを目的にシンポジウムが開催され
ました。

東海農政局森多可志局長の開催挨拶の後、宇都宮大学
農学部の守山拓弥講師より「農地水活動を通じた農村環境

表彰式の後、「農村地域における環境活動とその相乗効
果」と題して、パネルディスカッションが伊藤健吾准教授を
コーディネーターに、「日本型直接支払制度の創設」と題し

て、東海農政局整備部農地整備課諸岡課長の講演があり、
その後東海農政局清家英貴局次長の閉会の挨拶があり、盛
会裡に閉会した。

賞　名 組織名 県　名 市町村名

東海農政局長賞

笠郷地区環境保全対策協議会農地・水環境保全組織 岐阜県 養老郡養老町

早尾資源保全会 愛知県 愛西市

伊勢寺地域環境保全向上活動をする会 三重県 松阪市

全国農村振興技術連盟賞
うがわら自然を守る会農地・水・環境保全組織 三重県 菰野町

田光資源と環境を守る会 三重県 菰野町

中日新聞社賞 どじょっ子くらぶ 三重県 いなべ市

の保全と地域振興」と題しての基調講演があり、引き続き表
彰式に移り東海農政局長賞、農村振興技術連盟賞、中日新
聞社賞の受賞団体の発表と活動内容が映像等で紹介され
た後、受賞された6つの活動組織が壇上に上がり表彰状が
授与された。

順位	 活　　動　　組　　織 市　町　名

1位 むらおこし・かみみいと	 明　和　町

2位 菰野町水土里の郷の会 菰　野　町

3位 コスモスの里比自岐保全協議会	 伊　賀　市

〈活動紹介パネル〉
「活動紹介パネル」を募集し、第6回みえのつどいにおい
て展示しました。来場者投票を行った結果、以下の活動組
織の活動パネルの投票数が上位となりましたので紹介し
ます。
応募いただいた活動組織の皆さん、おめでとうござい
ます。

〈みえのふるさと交流フェア〉
活動紹介パネルと田んぼの生きものキャラクタ－作品の
展示、各活動組織のＰＲブース、農村のきずなから生まれた
農産物の配布を行いました。

東海農政局「農地・水シンポジウム」開催
〜農村地域における環境活動と相乗効果〜

受賞された活動組織の記念撮影
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三重県における農業用水を活用した小水力発
電推進し、再生可能エネルギーの利用促進を図る
とともに、農村の活性化と持続可能な社会の実現
に資することを目的に、平成26年2月24日（月）午
後2時から津市北河路町のメッセウィング・みえ
で設立総会が開催されました。
今年度、三重県においてマスタープランを作成
するための小水力発電賦存量調査を実施してい
ただいており、その調査対象となった施設の管理
者で本協議会の趣旨に賛同をいただいた市町、

土地改良区と三重県及び三重県土地改良事業
団体連合会を会員（36団体）として発足しました。
水土里ネットみえ中山専務理事の挨拶の後、
東海農政局整備部水利整備課八木課長、三重県
農林水産部農業基盤整備課西村課長の祝辞を
賜り、中山専務理事を議長に選任し①規約・規程
の制定②平成26年度事業計画並びに収支予算
については原案のとおり承認され、③役員の選
任については、次の方々が選任されました。

今後、小水力発電に関する中央研修への参加・
地方研修の開催等実施する予定をしており、当協
議会への積極的な加入をお願いします。

なお、当協議会に関することは、水土里ネット
みえにお問合わせ下さい。

会　長 　　中勢用水土地改良区　理事長 田村　宗博　氏

副会長 　　三重県土地改良事業団体連合会　専務理事 中山　雅仁　氏

監　事 　　名張市産業部農林資源室　農村整備担当室長 松井　　保　氏

同 　　立梅用水土地改良区　理事長 北川　　薫　氏

総会の様子

三重県農業用水小水力発電推進協議会
設立される
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青蓮寺用水地区における
国営施設応急対策事業の取組について三重の土地改良アラカルト

写真－2　PC管電磁波調査状況

写真－1　富貴ヶ丘サイホン破裂による道路陥没状況
（H21.8.11発生）

1　はじめに
青蓮寺用水地区は、名張市及び伊賀市にまたがる
1,066haの農業地帯であり、国営総合農地開発事業（昭和43
年度～昭和60年度）により基幹的な農業水利施設が造成
されたが、施設の老朽化が進行し、安全性低下により農業
用水の安定供給に支障を来している。
施設管理者の青蓮寺用水土地改良区は、漏水事故への
復旧の対応など、維持管理費用、労力ともに大きな負担を
強いられていたが、平成24年度に国営施設応急対策事業
が創設されたため、平成26年度より施設機能保全のための
恒久対策を国が実施することとなった。

2　施設の現状と課題
本地区の農業用水は、青蓮寺ダム（水資源機構が管理）か

らトンネル、暗渠、パイプラインで構成される幹線水路（複
合型水路）により受益地の開畑地や水田に届けられてい
る。特にパイプライン部は、PC管を主体に構成され、他に
もFRPM管、鋼管、ダクタイル鋳鉄管、鉄筋コンクリート管
と多種多様な管が使用されている。
幹線水路は、上流部の富貴ヶ丘サイホン（昭和45年度造
成）や美旗サイホン（昭和47年度造成）において宅地化が進
み、周辺環境が大きく変化している。住宅地内の道路では、
漏水事故に伴う陥没が発生し、住民生活に多大な影響が発
生している。

このため平成15～ 23年にかけて、国営造成水利施設保
全対策指導事業により、幹線水路の施設機能診断を実施
し、施設内部の目視調査、コンクリート強度・中性化試験、
管水路の継目測定などを行った結果、経年劣化等による腐
食、摩耗、ひび割れ発生などの変状が確認された。

平成24年度には、過去の漏水事故発生箇所について、原
因究明等調査を実施し、水質調査、土質調査、ボーリング調
査、試掘調査等を行った。

3　対策優先度の評価とその結果
限られた事業費で最大限のリスク軽減を図り、農業用水
の安定供給を確保するため、事業対象の選定に当たって
は、事故の発生確率（過去の漏水事故の発生状況及び機能
診断結果）に加え、施設の重要度（漏水事故発生時の二次被
害、第三者被害等）に着目し、対策優先度の評価を行った。
評価を行った結果、幹線水路18.6kmのうち、「重要度Ⅰ：
1.7km」、「重要度Ⅱ：0.5km」、「重要度Ⅲ：8.6km」、「重要度Ⅳ：
7.8km」となり、課題となっている住宅化が進行している区
間や事故多発箇所については対策優先度が高く、事業対象
区間となった。

4　おわりに
これらの調査結果を踏まえ、次の内容で国営事業として
事業着手する予定となった。
	 総事業費	 12億7，000万円（H25時点）
	 工　期	 平成26年度～30年度（予定）
	 主要工事	 取水施設改修	 1式
　		 幹線水路改修	 L=10.4km

今後は、地域の農業や農業水利施設を継続的に守ってい
くため、必要最小限の事業費で最大の効果が発揮できる様
に取り組まれることとなっている。
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当土地改良区は、町屋川最下流に農業用水の取水施設
である町屋川頭首工を有し、受益面積（桑名市・三重郡川越
町・朝日町）約310ha、組合員数825名で理事20名、監事4名、
事務員1名で運営されている。

本地区は、町屋川下流沿岸地域で桑名市の南部平坦地
と朝日町、川越町の北部平坦地の耕地であり、従来は町屋
川より11ケ所の井堰または樋管と3ケ所の揚水機により取
水していたが、取水施設の不完全及び河床低下のため取水
が困難で、毎年水不足の状態であったため、14ケ所の取水
施設を1ケ所に統合し、近鉄線町屋川鉄橋下流に頭首工を
新設し、左右両岸の用水路5278mを新設及び改修した。昭

和28年に県営事業として総工費約1億円（当時）で着工し、
昭和32年に完成をみた。頭首工でせき止められた町屋川
の水は、取水口から取り入れられ調整池で貯められた後、
桑名市と対岸の朝日町、川越町の幹線水路に送られ、地域
の農業用水の安定供給に大きな役割を担ってきた。

50年以上の歴史を持つ当土地改良区も市街地化の進行
によって、アパート建設や宅地分譲などの転用による農地
の減少や、組合員の高齢化や後継者不足といった問題をか
かえており、将来に不安を抱かえている。また、施設の老朽
化も懸念されているが、土地改良施設維持管理適正化事業
に加入し、計画的な施設の管理補修を行いながら安定した
配水を行うべく、維持管理に努力していきたい。

町屋川左岸にある貯水槽町屋川頭首工

記念碑

地区の概要

地区の沿革 今後の課題

シリーズ 町屋川沿岸土地改良区（桑名市）
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■鈴鹿と言えば、もちろん「○○」。
皆さんは「鈴鹿」と聞いてどんなイメージを持たれます
か？多くの方が真っ先に「Ｆ1」という言葉を思い浮かべる
のかもしれません。自動車・電機など大手企業の工場もあ
り、他地域の住民にとっては工業系のイメージが強い鈴鹿
市。ところが、あまり知られていませんが鈴鹿は農業生産
額が三重県でＮＯ1の農業の街。
鈴鹿と言えば、実は〝農業〟なんです。今回ご紹介するの
は、その鈴鹿の農業をさらに盛り上げていこうと奮闘する、
直売所＆レストラン「みどりのだいち」さんです。

■地元、鈴鹿産品への愛着を多くの人に！
穏やかに晴れ渡った11月下旬の土曜日、市内の休耕田に
多くの鈴鹿市民が集まりました。この日行われるのは「ＮＰ
Ｏ法人　ファームランド鈴鹿」が主催する小麦の種まきイ
ベントです。このイベントは、小麦の「種播き」・「収穫」・「料
理」という3回構成。自分達が暮らす鈴鹿の土地で、作物の
育つ過程を実感し収穫の喜びを体験してもらう事により、
地元産品への愛着を深めてもらいたいと開催されました。
商工会議所会頭や鈴鹿市長も参加するこのイベント、回を
重ね今年は5回目だそうです。

シリーズでお届けします

三重の里
レポート

シリーズでお届けします

三重の里
レポート

地域にこだわり、鈴鹿ブランドを育成中！
～鈴鹿　みどりのだいち～

■目指すは〝生産者と消費者の懸け橋〟。
「鈴鹿の農業を何とかしたいんです。」と言うのは、このイ
ベントの仕掛け人の1人で、今回ご紹介する「みどりのだい
ち」の後藤社長。以前は県職員の立場で地域の農業振興
に深くかかわってこられた後藤社長。「地元生産者の想い
を消費者に伝えたい」と有志の農家の方々と立ち上がり、
2010年、「株式会社　鈴鹿みどりの大地」を設立。直売所と
レストランの経営に取り組みはじめました。
　
■内容充実！驚きの高コスパ　レストラン！
東名阪の鈴鹿インターチャンジから車で約10分。遠方
からもアクセス良好な幹線道路沿いに、「みどりのだいち」
はあります。訪れる皆さんにぜひチェックして頂きたいの
が、直場所に併設された「農家レストラン　大地」です。こ
ちらは直売所によくある「おふくろの味」系の料理ではなく、
街のちょっとしたレストラン以上のおいしい料理がいただ
けると評判のお店。「お食事に来られたお客様が、直売所に
も寄って頂けたら嬉しいんで…」と言う後藤社長の言葉か
らもわかるように、コストパフォーマンスの高さは並大抵で
はありません。この日のランチメニュー（日替わりプレート）
は豚の串カツ、季節の野菜のてんぷら、鳥肉のクリーム煮、

小さな子供も大活躍。鈴鹿小麦の種まきイベント
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★鈴鹿　みどりのだいち
三重県鈴鹿市広瀬町2722
TEL　059-375-3388
HP　http://m-daichi.com/
◆営業時間
直売所	 9：30～19：00
農家レストラン	 9：00～17：00
	 モーニング	 9：00～11：00
	 ランチ	 11：00～14：00
	 ティー	 15：00～17：00

◆定休日
　直売所、レストランともに年中無休

青菜の煮びたし、大根・こんにゃく等の炊き合わせ。さらに
根菜たっぷりのみそ汁に炊きたてご飯（カレーもあり）とい
う多彩な内容。これだけでも充分なのに、獲れたて新鮮野
菜やポテトサラダ、マリネ、フルーツなど、バラエティー豊富
なサラダバー付き。この充実度には驚くばかりです。

■レストランは、食材の素晴らしさを体験してもらう場
店内のメニューブックに、お店のミッションとも言える言
葉がありましたので、ぜひご紹介したいと思います。
「当店では地元で生産・製造されている食材にこだわり、
お客様においしい食事を提供するとともに地域の良さを
再発見して頂く事を目指しております。食材はすべて直
売所で販売しております。ぜひお立ち寄り頂き、生産者が
育ててきた食材を実際に手にとってみて下さい。」このお店
は、レストランとして単に食事を提供するだけでなく、「地域
の良さ」や「生産者が心をこめた食材の素晴らしさ」を実際
に味わい、知ってもらう場として位置付けられているので
す。こんな素晴らしいミッションの元で提供される料理、
美味しくない訳がありません。

■こんな食材が日々の食卓に並ぶ贅沢
ここで、レストランで提供され、直売所でも販売されてい
る「みどりのだいち」イチオシの商品をいくつかご紹介した
いと思います。まずは小林ファームの「豚肉」。広さや温度
などの環境に細心の注意を払い、徹底した健康管理のもと
飼育。一度も冷凍処理することなく店頭に並びます。そし
て、みくわみそグループの「みそ」。もちろん、地元で育った
大豆とお米100％。じっくり・ゆっくり熟成させた安心・安
全のお味噌です。それ以外にも10年以上前から化学肥料
を使っていない土地で有機肥料のみで栽培された、もちも
ちで甘味のあるお米「ながいち一番」や、鈴鹿産大豆100％

でつくられた豆腐や納豆など、どこ
の家庭でも毎日のように食卓に並ぶ
食材が、高いこだわりレベルでライン
ナップされています。

■キーワードは「消費者目線」と「ブラ
ンド化」
鈴鹿の農業をもっともっと盛り上げ
ていきたいと言う後藤社長。そのた
めのキーワードは「消費者目線」と「ブ
ランド化」と考えています。「農家の思
いを消費者に伝えるのと同様、消費者
の思いを生産者に伝えるのも私たち
の大事な役割。消費者ニーズに沿っ
た品質の商品を生産すれば、当然評価
され、よく売れる。そのことは生産者
の喜びとなり、さらにより良い商品を
生み出すモチベーションになります」

と後藤社長。そうして生み出されていく地域の農産品は価
格競争に巻き込まれず、高い価値を維持。ひいては「鈴鹿
ブランド」を形成していくという訳です。

■みどりのだいち発、〝鈴鹿ブランド〟の誕生へ！
実際、「みどりのだいち」で販売している商品にはスー
パーの特売品のような目を引く安さはありません。生鮮品
の中には近隣の他の直売所より、若干高いものもあるそう
です。しかし売上は毎年右肩あがりで上昇中。これは消
費者の思いを的確に反映した商品が並んでいる、何よりの
証しです。商品構成も農産品、畜産品だけでなく海産品や
調味料、スィーツ等、どんどん幅を広げ、みどりのだいちオ
リジナル商品の開発も次々に進行中とのこと。三重県ナン
バーワンの農業市「鈴鹿」を、県内いや全国でもオンリーワ
ンの「鈴鹿ブランド」の街にするべく邁進する「みどりのだ
いち」。その奮闘ぶりをあなたもぜひ、その目・その舌で体
験してはいかがでしょうか？

鈴鹿地区の産品満載！大満足の日替わりプレート
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優 秀 賞

「大根畑の初体験」（明和町）松本征夫
　大人の人と一緒に、青々と茂った大きな葉を引っ
張り、力いっぱい引き抜いた、腕よりも太い御薗大
根。ちょっと重いけど、両手で高々と持ち上げてパ
チリ。伊勢たくあんの原料となる伝統野菜の産地
で、次代を受け継ぐ子どもたちの力強さを表現した
秀作です。

　豊作と村の安全を願って
地域に伝わる行事。太鼓
を持ってポーズを決める男
性の生き生きとした表情が
印象的です。太鼓を叩きな
がらにぎやかに練り歩く姿
が思い浮かびます。色鮮や
かな吹流しがアクセントに
なっています。

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を活用する事を目的とした写真コンテストを実施し
た。66点の力作が寄せられ、平成26年2月5日に5名の審査委員により厳正な審査の結果、最優
秀賞1点、優秀賞2点、特別賞4点、伊勢新聞社賞1点が選ばれた。

「村の幸せ願って」（南伊勢町）小山美すゞ

特 別 賞最 優 秀 賞

伊勢新聞社賞

「どろんこ遊び」
（明和町）松本冨美子

　服はもちろん、顔や口の中ま
で泥だらけになって遊ぶ様子を
描いた作品。泥水を跳ね上げ
て、元気に飛び込む様子が躍動
的に写し出されています。子ど
もの表情と水しぶきがうまく収
められています。

「はざがけたいけん」（松阪市）山脇陸祐

　自分 の 背より高
い稲架に向かって、
懸命に手を伸ばし、
稲を架けようとする
女の子。落ちそうに
なるとお母さんやお
姉さんも駆け寄りま
す。作業の一員とし
てがんばる小さな姿
に、手を差し伸べる
瞬間をとらえた、心
温まる作品です。

「協同作業」（熊野市）藤高文男

　さわやかな秋空の
もとで行う稲刈りの
一場面。老夫婦の
表情がよく表れてお
り、心を合わせた作
業風景が描かれて
います。緑の山々と
金色の稲穂が風景
画のような色合いを
醸し出した背景も美
しいです。

「春来」
（熊野市）中村昭夫

　丸山千枚田に春を告げる田植
え。水面が光る整備された棚田
に、順に植えられていく苗の線が
印象的な作品です。秋の収穫に
向けて、黙々と作業をする男性の
力強さもうかがえます。

「田植え」
（熊野市）海野賢一

　手作業で稲を植える祖父と幼
い兄弟。子どもたちなりに真剣
に、苗を一つひとつ丁寧に植え
ていく様子が感じられます。孫
に手を添えてやさしく教える姿
がほほえましく、世代を超えて共
感できる作品です。

「田植の日」
（多気町）澤田静子

　昔ながらの衣装とすげ笠での
田植え。田んぼの中を裸足でお
そるおそる進む子どもたちの様
子がよく撮れています。笠に付
けた花のピンク色が水面にも写
り、田んぼに華を添えています。

みえの農村風景写真コンテスト
受賞作品

第10回
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中川支部長　挨拶

東海農政局経営支援課　半田女性・高齢者係長

伊勢志摩支部研修会
　開催

去る1月17日（金）伊勢市の「伊勢シティホテル」の白鳳の
間において、東海農政局の担当者を講師に招き、支部事業
計画の一環として平成25年度三重県土地改良事業団体連
合会伊勢志摩支部研修会を開催し、管内の土地改良区・Ｊ
Ａの役職員31名が受講した。

今回は、国が推進している「男女共同参画について」、今
後の農業農村に対して重要な位置づけとなる「農地中間管
理機構について」の理解を深めた。

まず、中川支部長（宮川左岸第二土地改良区理事長）より
開会の挨拶があり、引き続き研修に入り、まず東海農政局
経営支援課の半田女性・高齢者係長より「男女共同参画に
ついて」の説明を受けた。
男性だから女性だからという社会から男女問わず能力に
あった社会へと改善し、魅力ある地域づくりを目指してほ
しいと力説された。
また、農業経営面においても女性が企業活動へ参画する
ことにより、女性独特の細やかな気配り等により売上げが
増加したことが報告された。そのためにも地域事情もある
が、経済的自立・社会的自立を目指しお互いの環境構築が
重要となってくる。女性もただ参加するのではなく、参画

支
部
活
動
報
告

東海農政局農地政策推進課　稲葉課長補佐

研修会の様子

（内容を決めつつ参加していく）することを切望された。

休憩を挟み、東海農政局農地政策推進課の稲葉課長補
佐より「農地中間管理機構について」の説明を受けた。
農業が著しく低迷している現状に、国として今般の政策
の見直しを図り、担い手への集積、競争力の向上を目指す
ため農地の借受け・貸付け、農地の管理、土地改良その他利
用条件の改善を目的とした農地中間管理機構が設置され
た。今回は、その機構について設置された背景、経緯、関連
した予算内容等について幅広く説明を受けた。
出席者には、地域で担い手として活躍されている方も
多々おり、今後の農業情勢に不安を抱いているためか活発
な質疑応答がなされ、講師よりその都度丁寧な説明を受け、
非常に有意義な内容となった。
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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2月27日（木）～28（金）に県内市町の集
排担当職員を対象に岐阜県の農業集落排水事業	2地区の
視察研修を行った。	
初日は、岐阜県本巣市の真正地区（計画人口	9,980人、処
理方式	JARUS-ODH型、供用開始Ｈ20）を、2日目は岐阜県
郡上市の相生地区（計画人口950人、処理方式	JARUS-Ⅹ
ⅣGP型、供用開始Ｈ24）を研修し、それぞれ会議室で1時

岐阜県本巣市 「真正地区」

間程度、管内の集排施設における維持管理状況について説
明を受けた後、汚水処理施設と真正地区においてはコンポ
スト施設の見学も行った。三重県においても集排施設が
149施設も造られ、造る時代から施設を適正に維持管理し
なければならない時代に移行している。
参加者からは、両市の担当者に対し、熱心に維持管理に
関する質問がなされ、今後の施設の管理に大変参考となる
研修であった。

岐阜県郡上市 「相生地区」
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現行制度の「農地・水・環境保全向上対策」が平成26年
度より「多面的機能支払」に組替創設されます。
「多面的面的機能支払」は、「農地維持支払」と「資源向
上支払」に分かれます。

「農地維持支払」は、地域資源の基礎的保全活動（農地
法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の砂利補充等の基礎
的保全活動）や地域資源の適切な保全管理のための推
進活動（農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、
保全管理構想の作成等）があり、交付対象者は農業者の
みで構成される活動組織でも取組みができます。

「資源向上支払」は、地域資源の質的向上を図る共同作
業（水路、農道、ため池の軽微な補修、植栽による景観形

成、ビオトープづくり等）、さらに施設の長寿命化のため
の活動で、地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図
る共同活動で、交付対象者は地域住民を含めた活動組
織や活動中の農地・水・環境保全向上対策に取り組まれ
ている組織でも取り組むことができます。

そこで、水土里ネットみえでは、「農地維持支払」、「資源
向上支払」に取組み活動される組織の皆さんに対して、
必要な事務手続き（実施状況報告書、活動記録（写真整
理を含む）、金銭出納簿等の作成）の支援を行いますので
ご利用下さい。
なお、事務支援の内容、費用等については本会へご相
談下さい。
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2月14日を中心にした大雪による県内の被害は、降り積もった雪の重みによるビニールハウスや果樹の倒

壊等で、雪害による農業被害額としては過去最大規模の推計4億4千万円にも上がるようです。被害に

遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。また、今回の大雪は、本州の広い範囲で被害をもたらし

た影響から、復旧作業に必要なビニールやハウス用資材が既に品薄になり、復旧作業もままならないともお

聞きしています。一日も早い復旧をお祈りいたします。

みなさんの地域では農地･水･環境保全向上対策に取組まれていますか？

私の地元でも農地･水･･･の取組が行われています。私も、生まれ育った地域で少しでも役に立てれば

と思い、地元の活動組織の一員として活動に参加させてもらっています。参加するたびに「言うは易く行う

は難し」を痛感しながら、地域の方 と々ほ場整備後30年を経過し老朽化しつつある施設の維持補修や、

施設周辺部への草花の植栽、ゴミ拾いなどの共同活動を行っています。これらの活動により、地域の環

境が良くなってきたと感じています。

農地･水･環境保全向上対策事業は、平成19年度に創設され既に7年目となり多くの地域で活発に

活動され、「農地･水･･･」も市民権を得て来たように思いますが、紙面の中でもお知らせしているように、

平成26年度からは、日本型直接支払制度の中の多面的機能支払に見直されることとなりました。

活動組織の皆様方には、2年前に2期対策に掛かる手続き等を行っていただいたところですが、今回、

制度見直しにより移行手続き（今回は簡単）が必要となるようです。国の制度設計等の遅れから、説明

会の開催が遅れていて大変ご迷惑をお掛けしています。また、今後新たに取組を考えている地域向けの

説明会も開催いたしますので、積極的にご参加いただき多面的機能支払の取組についてご検討いただき

たいと思います。

なお、この取組に関する書類作成等の支援について、紙面の中でも掲載されていますが、事務が支障と

思われるなら「水土里ネットみえ」に、ご相談ください。

多面的機能支払の取組みは、将来にわたって持続可能な農地･農業用施設の維持管理の仕組みづく

りを行うものと期待しています。多くの地域で取り組んでいただきたいと思っています。不明な点等ありま

したら、ご連絡をお願いいたします。

農業基盤整備課　農地･水保全班　永井章公
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