
2
3
4
5
6
8
10
11
12
15
16
17
18
19
20
22

新年のご挨拶　水土里ネットみえ会長　亀井利克
新年に当たって　全国土地改良事業団体連合会会長　野中広務
新年のご挨拶　東海農政局局長　水間史人
新年のご挨拶　三重県農林水産部部長　橋爪彰男
新しい手帳　元三重大学生物資源学部助教授　木本凱夫
第37回全国土地改良大会山梨大会
「農業農村整備の集い」を開催
農地の総量確保の取り組みについて
農地・水・環境保全の紹介
三重の土地改良アラカルト
施設管理に関する留意事項
三重の里レポート
土地改良のあしあと（四十九東部土地改良区）
第1回いなかビジネス実践者大会～宝物は足元に、見つめ直そう地域資源～開催！！
水土里ネットみえの広場
事務局だより

３１５

318No. 平成27年1月1日

新年号



2

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様方には希望に満ちた輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。　
平素より本会の運営全般につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

初めに昨年 8 月 9 日に上陸した台風 11 号では、三重県に特別警戒警報が発令され、県下各地で甚大なる被
害を受けました。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、農業農村は国民に安全・安心な食料を供給するとともに、豊かな自然環境や美しい景観の保全・形成、
伝統文化の継承などの多面的な機能の発揮を通じて、国民の命を守り、生活に潤いと安らぎをもたらしており
ます。

そうしたなか、国の平成 26 年度農林水産省予算は、「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
に向けた施策が展開されています。

その施策は「国内外の需要拡大」「農林水産物の付加価値向上」「生産現場の強化」「農村の多面的機能の維持・
発揮」の 4 本柱を軸に政策を再構築し、創意工夫に富んだ農業経営者が存分にチャレンジできる環境を整備
するとともに、地域一帯となって農業・農村の多面的機能を維持・発揮し、食料自給率の向上と食料安全保障
を確立し、強い農林水産業を創り上げることとしています。

特に、農業・農村の持つ多面的機能の発揮に対しては、地域政策として日本型直接支払制度（多面的機能支払）
を創設し、集落コミュニティの共同管理等により、農地が農地として維持され、将来にわたって多面的機能が
十分に発揮されることを確保するとともに、規模拡大に取り組む担い手の負担を軽減し、構造改革を後押しし
ております。

また、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・集約化を加速させ
るため、農地中間管理機構も制度化されました。

本年は、農政の大転換の年であります。農家にとっては自立に向けての第一歩の年でもあり、土地改良区に
おいては、期待が大きい反面、これから規模拡大に取り組む担い手と著しく減少する小規模農家及び非農家
の間に立ち、水利調整の複雑化や維持管理、賦課金の徴収などの業務負担の拡大が予想され、不安も大きい
のではないかと推察されます。

本水土里ネットと致しましては、会員の皆様方の事業実施に支障を来さないよう「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」「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」を柱とし、今後も関係方面に本部並びに各支部から要請活動を展開してまいります。

今後なお一層、各地域での様々な状況、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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平成 27 年の年頭に当たり、全国の農業農村整備事業の推進に御尽力いただいております皆様に、謹んで新年
のご挨拶を申し上げます。

昨年末は衆議院議員選挙が行われ与党の大勝となり、慌ただしいままに補正予算や次年度予算の編成作業が越
年することとなりました。農業農村整備事業に携わられる皆様には、何かと心休まらない年の瀬となったのでは
ないでしょうか。

改めて申し上げるまでもなく、農業・農村は国の大
おおもと

本であり、日本の豊かな国土や自然環境も、農業・農村が
健全であって初めて維持されるものであります。このため、先人達は農業・農村が健全に発展していく上で、極
めて重要な役割を担う農地や農業用水などの維持、更新に向け、献身的な努力を続けてきました。最近は、気候
変動により、全国各地に台風やゲリラ豪雨が襲来してきておりますし、火山の噴火、地震等により甚大な被害も
発生しております。災害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げますとともに、復旧にあたられた方々
に対しまして、心から感謝申し上げます。さらには、東日本大震災から 3 年 10 ヶ月が経ちますが、被災地では、
一日も早い復旧・復興を望んでおります。

全国の農業・農村におきましては、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
ています。また、昨年は減反政策からの転換に加え、コメの仮払金の低迷など、コメを巡る状況が一段と厳しさ
を増してきました。一方で、全国各地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、非主食米等へ
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大変危惧してお
ります。さらには、TPP 交渉においても、昨年内合意は見送られましたものの、引き続き国益をかけた厳しい調
整が行われております。

こうした内外の厳しい情勢が続く中、政府におかれましては、農業・農村の所得倍増を目指すとともに、美し
く伝統ある農山村の継承と食料自給率・自給力の向上に向け、「農林水産業・地域の活力創造プラン」を策定し、
農地中間管理事業や日本型直接支払制度を積極的に展開されているところであります。また、我が国の国土を維
持保全する観点から、「国土強靱化基本計画」を決定し、種々の施策も展開されています。更に、昨年 9月には、「まち・
ひと・しごと創生本部」が立ち上げられ、石破大臣がご就任されて、地方を中心として人口急減・超高齢化が急
速に進行していくという課題に対し、魅力あふれる地方を創生していくべく積極的に取り組まれております。

先の衆議院選挙では、与党の公約にも「農地の大区画化、汎用化、畑地かんがい等を加速化し、農業の生産性
の向上、高付加価値化を図るため、農業農村整備事業を推進します」と書いて頂いたところであります。我々水
土里ネット関係者としましては、こうした政府等の動きを重く受けとめ、その目指す方向に沿って、積極的な貢献
を果たしていくことが必要と考えます。加えて、水土里ネットが農業・農村を守り、発展させていく役割の重要性・
必要性についても、広く国民の皆様にアピールし、共感を得ていく努力も必要です。幸いにして、農地を集積し、
経営規模を拡大することにより、新たな農業経営を展開すべく、全国各地で志の高い取り組みが見られるように
なってきております。

地域の農業や農村が大きく変貌しつつある今、「水」「土」「里」を担う中核的な存在である水土里ネットが、長年培っ
てきた技術と経験を最大限に活用し、新たな地域農業を切り開き、国民の財産である農業・農村を守り、発展さ
せていくことが重要であります。そのことによって、水土里ネットと農業・農村に対する国民の皆様の幅広い共
感が得られ、施策が安定的に実行されるものと確信しております。

本日、輝かしい年の初めに当たり、私も改めて皆様とともに、これら農政の課題に積極的に取り組んで参りま
すことを、ここにお誓い申し上げたいと存じます。

本年が全国の皆様にとって良き年でありますように、御健勝と御発展を祈念いたしまして、私の新年の御挨拶
と致します。

全国土地改良事業団体連合会

会長 野中 広務
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謹んで、新年のご挨拶を申し上げます。東海農政局長の水間です。平成 27 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、相次ぐ台風の上陸や集中豪雨等による災害が各地で発生し、東海地域でも農林水

産業への被害が発生しました。被災された皆様に対し心よりお見舞い申し上げます。

他方、東海管内では、約 200 年の歴史を持つ三重県多気町の立梅用水が、地域用水とし

ての多面的機能が認められ、文化財保護法に基づく国の天然記念物として登録されるととも

に、国際かんがい排水委員会（ＩＣＩＤ）において日本のかんがい施設遺産の一つに登録さ

れました。東海農政局としても大変喜ばしいかぎりです。

さて、農業の多面的機能を維持するとともに、競争力を強化していくためには、基盤と農

業農村整備による農地の大区画化・汎用化や畑地かんがい施設の整備等を着実に推進して

いくことが重要です。東海農政局としても、国営青蓮寺用水地区、国営中勢用水地区をはじ

めとする農業農村整備事業、農業水利施設の保全管理、農村地域の活性化に向けた取組等

について、今後とも皆様のご理解とご協力をいただきながら推進していくとともに、これま

で以上に「現場主義」の視点に立ち地域農政を着実に推進してまいる所存です。

結びに当たり、水土里ネットみえの今後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、新年の挨拶とさせていただきます。

東海農政局

局長 水間 史人
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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。旧年中は、県農政、

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。
　
さて、国においては、新たに「まち・ひと・しごと創生法」が施行され、東京圏への人口集中を是正し、

少子高齢化に伴う人口減少に歯止めをかけていく地方創生の取組が進められています。
こうした中、地方創生の目的である「魅力あふれる地方を創生し、地方への人の流れをつくる」ためには、

三重県の気候や風土、地理的条件などを踏まえれば、農業・農村の振興に取り組むことを抜きにして語
ることはできません。

農業・農村を取り巻く情勢には大変厳しいものがありますが、これらを乗り越え、成長していくため、
国の成長戦略である「日本再興戦略」に基づいて、昨年 4 月から農地中間管理機構による農地集積を促
進する取組が始まっているほか、農業委員会や農協等の改革、6 次産業化や輸出など国内外における農
林水産物のバリューチェーンの構築など、攻めの農林水産業を展開していくための施策が進められてきて
います。

 また、東日本大震災を契機として「強くしなやかな国づくり」の重要性が改めて認識され、平成 25 年
12 月に施行された国土強靱化基本法のもと、大規模自然災害発生時における人命の保護 、国家・社会の
重要な機能の維持、国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化、迅速な復旧復興をめざした総合的な
対策が進められています。

本県におきましても、こうした国の施策展開に的確に対応していくこととしており、とりわけ農業農村
整備においては、攻めの農業を展開していく上で不可欠となる生産基盤の整備や長寿命化対策、大規模
災害への備えとしてのため池、基幹的農業水利施設の耐震等対策、かけがえのない農村を守り、将来に
継承していくための取組などを着実に進めていかなければなりません。

このため、農林水産部では、農業農村整備を着実に進めるための指針となる中長期的な計画を平成 27
年度に策定することとして、昨年から、市町や土地改良区の皆様から地域の課題やお考えをお伺いさせ
ていただいております。

さらに、平成 27 年度は、みえ県民力ビジョン・行動計画の最終年になります。ビジョンに位置づけた
目標の達成に向けて、必要な予算の確保や、さらなる選択と集中、コスト縮減に取り組むことにより効果
的な事業実施を図ってまいりたいと考えておりますので、水土里ネットをはじめとする地域の皆様方にお
かれましては、引き続きのご理解、ご協力を賜りますよう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 橋爪 彰男
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新年の手帳は求められましたか。それとも職場用が配
布されたでしょうか。今はもう見かけませんが、昔は「農
業土木手帳」だったか、薄っぺらで胸のポケットへ楽に
入るのがあったと記憶します。縦綴じ横書きで会議や出
張の日程だけ書けるようなの。薄いながらも後ろには、
構造改善局や都道府県耕地課関連の住所に電話一覧も載
せて。

仕事と私事の予定管理だけならば、あの手帳のような
規格で十分です。そこに自己管理が加わりますと、手帳
は厚くならざるをえません。自己管理といっても色々で
すが、まずは次のようなメモでしょう。

・仕事や生活の目標
・当面すること、今様の言葉では ToDo リスト
・思い付きや情報保存

さらに仕事に私事の行動記録、たとえば会議・出張や
家計・健康などともなれば、手帳も厚さが増してきます。
究極は日記風になりますが、そこまで凝る人たちは簡易
版と記録版の 2 冊併用が多いはずです。

それらを踏まえて私の手帳観と、手書きかキー打ちか
との悩みを綴ってみます。昭和ハイティーンである私は、
今や物忘れが特技になりました。このままでは息をする
のも忘れる恐れありです。したがって何事についてもメ
モを取らねばなりません。そのようなメモ書きの極意を、
ずぼらな私に教えてくれた先達を紹介しておきましょう。
懐かしの映画『モロッコ』はマレーネ・ディートリッヒ
とゲーリー・クーパーでしたね（古い！）。別れを告げず
独り去るクーパーが、ディートリッヒの大きな化粧鏡に
…Good Luck! と口紅で墨痕？鮮やかに印しておりました

（シューベルト「冬の旅」、GuteNacht がヒントだったかも）。
ドボルザーク、交響曲“新世界”を生み出す原風景で

あったのか、彼は故郷の広大な草原を歩くのが好きでし
た。パイプをくゆらせ行く道で、急に楽想が湧くとカフ
スに音符を書きとめたそうです（洗濯代は…）。アイデア
や情報の保存は、かくも瞬時が大事なのがお分かりでしょ
う。だから筆に紙を常時身の回りに置くか、手帳を携え
るべきです。後で思いだそう、思いだせるはずだと間を
おけば、閃きはすぐに消えてしまいます。予定はともかく、
アイデアは単語だけではなく簡単で読める文でないとダ
メ。日時が経ち見返すと、なにを書いたのか分からなく
なっているので。

…とすれば取り出しやすい、書きやすい、保存しやす
いといった手帳が望まれます。ところが大手出版社の手
帳は万民向けで、カバーのデザインや機能、ページの区
割に工夫を凝らすだけでした。間隙を突いたのが竹村健
一の『これだけ手帳』。話しのネタや数字を自分で仕込ん
で記入し、必要あれば確認できる小さな手帳だったのを
覚えておられますか（私は使いませんでしたが）。今で言
うアーカイブ、保存記録／情報の先駆けです。『これだけ
手帳』を切っ掛けに、有名人の自作手帳を出版社が売り
始めました。竹村氏（見かけんな、賞味期限切れか）か
ら飛んで、野口悠紀夫の『超整理手帳』。蛇腹で年間予
定が一覧でき、4 つ折りＡ 4 サイズの細長に新聞・雑誌
の切抜きが挟めるが売りです。もっともバラバラと蛇腹
を引き出したり、あれこれの切抜きを挟むほどの、超多
忙の御人向きかもしれません。（暇な私は買わなかった）。
野口手帳はともかく、売らんかなの手帳は押し付け細工
が多く、使う者の気ままが許されません。だからかえっ
て続かないのじゃないでしょうか。値も高いし。

私といえば学生時代は野帳の左に週間予定線を引き、
右はメモにしていました。職に就くと鹿島建設から恵贈

木本 凱夫
元三重大学生物資源学部　助教授

新しい手帳
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に与り、この手帳は便利でした。退職後は息子の勤務会
社でのン周年記念品、ダビンチ・ポケットサイズを横取
りしたのも面目ない。小さな書面なので常 / 多用の語は
記号 / 簡略化し、たくさん詰め込めるようにしています。
誕生日は B-day とか、デートは♥とか。それと公私など
の分類は 4 色のボールペンです。“ToDo”がすめば黒で
グイと消すのも、ささやかな達成感が得られます（女の
人は何故か赤が多い）。4 色ペンは大昔、県庁の新人研修
講師を務めた際に推奨しましたが、今は当然の手帳ツー
ルのようです。そうそう“仕事や生活の目標”は最初のペー
ジや月間予定の頭に書きますが、これは皆さんも同じで
しょう。私の反省ですが文言だけではなくて、目標値と
経過チェック欄を加えねばなりません。でないと選挙公
約と変わらぬ、言うだけ書くだけなので。流行りの見え
る化を導入しましょう。

手帳も使い慣れると“思い付きメモや情報保存”が多
くなります。思い付きはページの備考欄や欄外に書きま
すが、溢れて余白不足になるのは間違いありません。そ
れでご多聞に漏れず、私もメモパッド代りの大きなシー
ルを手帳に挟んでます（嵩張らないバンドエイドなども）。
シールは移せるし、しかも大小多色なので工夫次第で魔
法の杖になるかもしれません。保存情報となる切り取り
などはどうしましょう。私は大きさを加工して余ったペー
ジに貼付けたり、ダビンチはバインダーなのでパンチし
て綴じてます。ここいらの手間を惜しまないのが手帳活
用の勝負どころです。それでも記入事項が多くなれば、
大きな手帳が必要になってきます。そこで代わりに携帯
にスマホの登場。これらへは手帳末尾の常連であった電
話に住所、その他諸々を大量に移せます。誕生日や暗証
番号、時刻表などの記入も問題なし。（トイレなどに落と
さねば）携帯・スマホとの併用で手帳にはゆとりができ
ます。

その携帯にスマホ。昭和ハイティーンの泣き所です。
私のはガラケーではなく、タッチ操作ができるのでスマ
ホの走りかな。両指打ちのキーボードが欲しかったので、
高額をものともせずに買った次第。ところが解説書を読
んでも、散らばり煌めくＩＣＴ単語に茫然。ゲームとは
無縁。音楽や音読配信を聴きたいが、どう接続するのか

分からん。そもそも解説書が分厚く字も小さい。今、ス
マホ全盛でのアプリを取り込もうにも、i モードでは入り
ませんと DoCoMo 美人は冷たい。せめてカレンダー機能
で予定管理し、できれば机のＰＣと同期させたい・・・。
なんてのは夢のまた夢。それに携帯でもスマホでも、打
ち込むのに存外と時間がかかる。メモ用撮影など機能が
たくさんあるようだが、使いこなせないし不要なのも多
い。月額料金も嵩む。手帳の方が書きやすいし電池切れ
もない。タブレットもデモで試したが、展示のための移動・
携帯性が優先され、キーボード操作は二の次なのではな
いだろうか。圃場現場や飲み屋で浮かんだ思い付きなど、
やおらボードを膝に広げて打ち始めるなんて、そんな気
なんぞ私には更々ありません。野帳や手帳ならば即書け
る。努力不足は重々承知ですが、クラシック伯父さんに
似合うのは、やはり手帳かな。

それでも携帯にスマホの便利さは捨て難い。私好みで、
かつ操作が簡単な機種が出れば乗り換えてもいい。私好
みとは…。数年前に私はドキュメント・スキャナーを購
入しました。資料をスキャンしてＰＣに項目別書棚とし
て保管できるので。おかげで部屋二つを半分に狭めてい
た本や書類が、徐々にですが減りだし終活にもなってい
ます。本は世にいう“自炊”です。赤線を引くようなペー
ジを破り取り、それをスキャンしてＰＣ書棚へ保管がで
きます。破る勿体なさに目をつぶらせたのは、自分にとっ
ての得難い機能です。保管ページの必要な箇所をワード
文に変換でき、自由に引用できるので。風景やショット
などの写真とともに、引用資料を作文に貼付けられる魅
力には勝てませんでした。そしてサイバー雲海にできつ
つある巨大貸倉庫の“クラウド”。この倉庫会社から携帯・
スマホに、諸々を配信してもらえないだろうか。米国製
で文字を記憶するペンとノートは、クラウド経由でスマ
ホに文章を落とせるそうです。そんな上の空の話しより
も、せめて私の携帯と私のドキュメント・スキャナーと
が連動できればな。…との独り善がりの好みはどうでも
ヨロシ。手帳活用の極意は、なんといってもメモを繰り
返して読み考える習慣です。これなくして自己管理なし。
予定管理だけならば冒頭の農業土木手帳のようなので十
分です。
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業団体連合会、山梨県土地改良事業団体連合会の主催で
農林水産省、山梨県、山梨県町村会等の後援を受け、「富
士の国やまなし発　～かけがえのない農業を次世代へ　
水土里育む土地改良～」をテーマに第 37 回全国土地改
良大会山梨大会が開催され全国から農業農村整備事業関
係者約 3,800 名が（三重県からは 51 名参加）参集した。

この大会では、「食料自給率の向上と食料安定供給の
確保」、「農業・農村の多面的機能の発揮」、などの必要性・
重要性と「農業農村整備事業の役割」をアピールすると
ともに、農業・農村を次世代へ引き続ぐため、水土里を
守り育てる土地改良の力が重要だというメッセージを国
内外に発信した。また、「果樹王国やまなし」の農産物や「世
界文化遺産富士山」など多くの観光資源等、山梨の魅力
を PR した。

富士山をバックに「天野宣と阿羅漢」の和太鼓演奏の
後に開幕した式典では、山梨県土地改良事業団体連合会

去る 10 月 30 日（木）山梨県甲府市・山梨県立産業展
示交流館（アイメッセ山梨）において、全国土地改良事

～かけがえのない農業を次世代へ
水
み

土
ど

里
り

育む土地改良～

歓迎アトラクション　「天野宣と阿羅漢」の和太鼓演奏 野中全国土地改良事業団体連合会長挨拶

大会開催宣言の様子

富士の国やまなし発

第37回
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の保坂副会長による開会宣言に始まり、白倉会長の開催
挨拶、野中全国土地改良事業団体連合会長の主催者挨
拶及び棚本山梨県議会議長歓迎の言葉と続き、司会より
安倍内閣総理大臣からの大会開催にあたってのお祝いの
メッセージが紹介された。その後来賓を代表して小林農
林水産副大臣より「山梨県は、果樹王国山梨として全国
にその名が知れわたっており、特にぶどう、ももは、日
本一の生産量を誇っておられます。県土の約八割を森林
が占め、中山間地域が多い上に、年間降水量が少ないな
ど、農業生産には不利な条件が多い中で、耕地面積あた
りの生産農業所得が常に全国上位にランクされるなど、
生産性の高い農業が展開されております。このような農
業の実現に当たり、畑地かんがい施設をはじめとする生
産基盤の整備が果たす役割は極めて大きいと認識してい
るところであります。農地や農業水利施設の整備に対す
る皆様のこれまでの御努力に敬意を表するとともに、引
き続いての御尽力に御期待申し上げる次第です。我が国
の農業を取り巻く状況が年々厳しくなっている中、安倍
内閣として急ぎ着手すべき政策改革の内容を示す「農林
水産業・地域の活力創造プラン」が策定され、本年 6 月
に改訂されました。今後は、現場の声を丁寧に聴きながら、
関係者が一体となってプランを着実に実行していくこと
が重要であると考えております。皆様におかれましては、
地域のとりまとめ役として土地改良に関わる永年に御経
験と御意見を活かしていただき、農業の競争力強化、国
土強靭化、農村の活性化の基礎となる農業農村整備の推
進に、引き続き御尽力をお願いいたします。」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
水産大臣表彰 6 名、農村振興局長表彰 15 名、全国土地
改良事業団体連合会長表彰 45 名に表彰された。本県か
らは、芸濃北部土地改良区（津市）松田　実理事長が全
国土地改良事業団体連合会長賞を受賞された。

受賞式後に、小林農村振興次長の基調講演、東日本大
震災地域である岩手県土地改良事業団体連合会、宮城県
土地改良事業団体連合会、福島県土地改良事業団体連合
会から復旧・復興状況の紹介と、これまで復旧に尽力い
ただいた関係者に対しての御礼の言葉が述べられた。ま
た、優良事例地区紹介では笹笛川沿岸土地改良区、明野
茅ヶ岳土地改良区から地区概要と新たな取り組みの報告
が行われた。

最後に専門学校山梨県立農業大学校 2 年の石原晃平さ
んと窪田千香さんによって、「水土里ネットの人々」は、「水
土里育む土地改良」を合い言葉に先人達から受け継がれ
てきた、かけがえのない農業・農村を次世代に引き継い
でいくことを宣言した。

その後、次期開催地である青森県の紹介とともに、青
森県土地改良事業団体連合会の野上会長に大会旗が引き
継がれ閉幕した。

翌日は、畑地帯総合整備事業（明野地区）、農村地域
新エネルギー利活用推進事業（永井原地区）、耕作放棄
地解消・発生防止基盤整備事業（白州地区）などの視察
が行なわれた。

耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業　白州地区　現地視察

畑地帯総合整備事業　明野地区　
農村地域新エネルギー利活用推進事業永井原地区　現地視察

全国土地改良事業団体連合会長表彰　松田理事長
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「農業農村整備の集い」を開催

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 26 年 11 月 25 日（火）、東京都千代田区平
河町のシェーンバッハ・サボーにおいて、小泉昭男農林
水産副大臣、三浦進農村振興局長をはじめ、農林水産省
の幹部、国会議員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 800 名が参集し、

「農業農村整備の集い」が開催された。
はじめに、野中広務全国水土里ネット会長の挨拶につ

づき、来賓を代表して小泉農林水産副大臣が祝辞を述べ
られ、次に、三浦農村振興局長より、農業農村整備事業
を取り巻く最近の情勢と今後の展開方向、そして平成 27
年度予算概算要求等についての報告があった。

補正予算編成に係る緊急要請を含む要請案文は、全
国を代表して水土里ネットいわての田山専務理事が朗読
し、満場一致で採択され、最後に、水土里ネット熊本の
荒木会長から、活力ある農業農村の実現への決意、予算
確保への積極的な活動、水土里ネットの役割と関係者の
更なる結束を図るため「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、財務省、農林水産省、復興庁に対して要請活
動を行うとともに、国会議員に対して要請書を手渡し、
農業農村整備の推進を訴えた。 三浦農村振興局長から情勢報告

小泉農林水産副大臣祝辞

野中全国水土里ネット会長挨拶

「農業農村整備の集い」を開催
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○農地の目標面積と減少を続ける農地面積
国の食料自給率 50％の目標を達成するための基礎とし

て、確保される農地面積を 461 万ヘクタール（平成 32 年）
としています。

日本の農地面積は、昭和 36 年に 609 万ヘクタールと
ピークをむかえました。その後も農地開発や干拓等によ
り拡張された一方、工場用地や宅地への転用、耕作放棄
などにより 262 万ヘクタールが改廃されたため、平成 25
年では、ピーク時と比べ 155 万ヘクタール減少し、454
万ヘクタールとなっています。

このため、平成 21 年にこれ以上の農地の減少を食い
止め、農地を確保するため農地制度の改正等を行い、農
地面積確保の取り組みをより積極的に行うこととなりま
した。

○農地面積確保のための取り組み
①農地転用基準の見直しによる優良農地の転用抑制

目標達成のための取り組みとしては、まず、農地転用
基準を厳しくし優良農地の転用を抑制することとしまし
た。優良農地の一つである集団的農地の基準の変更（20
ヘクタール→ 10 ヘクタール）等です。
②耕作放棄地の発生抑制や再生

農林業センサスによると平成 22 年の耕作放棄地面積
は滋賀県の面積と同程度の約 39.6 万ヘクタールに増加し
ています（市町村や農業委員会を通じて調査した荒廃農
地は平成 24 年で 27.2 万へクタール）。このため、日本型

直接支払制度の多面的機能支払（旧：農地・水・環境保
全向上対策）や中山間地域等直接支払、あるいは耕作放
棄地再生のための交付金等を通じ耕作放棄地の発生抑制
や再生に取り組んでいます。

○農地確保目標の現状
しかしながら、農地面積の実績をみると、農地転用許

可基準の厳格化による優良農地の転用抑制は、ほぼ見通
し通りであるのに対して、耕作放棄地の発生抑制や耕作
放棄地の再生は、見通しとの乖離が見られます。　　

その結果、平成 25 年の農地面積は、前述のとおり 454
万ヘクタールとなっています。（図 1）

まとめ
農地は、食料生産の場であるとともに、国土の保全、

水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観等多面的機能
を有している限りのある貴重な資源です。このため、農
作業や地域における共同作業を通じて適切に維持管理さ
れる一方、用排水施設やほ場整備等の基盤整備を進め、
農業生産性の向上にも取り組んできました。

現在、食料自給率目標の見直しが行われるともに、農
地制度についても検討がなされています。

今後とも、農地の確保を図っていくためには、国と地
方が責任を分かち合いつつ互いに協力して、実行性のあ
る目標を持つと共に、目標の実現に向け取り組むことが
必要です。

出典：農林水産省大臣官房統計部　『耕地及び作付面積統計』

（単位：万 ha）図１農地面積の推移（全国）
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平成 26 年 12 月 13 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 1,000 名
が一堂に会して、「みんなで取り組もう！ 更なる多面的
機能の発揮を求めて」をテーマに、第 7 回みえのつどい
が三重県 ･ 三重県農地 ･ 水 ･ 環境向上対策協議会の主催
で開催された。

つどいの内容は、全体会を中ホールで開催し、その後
同センター内のセミナー室等に会場を移し、4 つのテー
マに分かれて分科会が開催された。

全体会では、主催者を代表して三重県副知事 石垣英
一氏より挨拶があり、引き続き来賓を代表して東海農政
局整備部長 下舞寿郎氏、三重県議会議長 永田正巳氏よ
り挨拶をいただいた。

 
その後、優秀活動組織紹介並びに表彰に移り、優秀活

動組織に選ばれた 4 組織の取組がスクリーンで紹介され

多面的機能支払（農地・水・環境保全向上）
第７回みえのつどい 開催

～みんなで取り組もう！　更なる多面的機能の発揮を求めて～

た後、賞状と記念品が石垣副知事より授与された。受賞
記念として、優秀活動組織の代表者が石垣副知事、永田
議長、橋爪会長を囲み記念写真の撮影を行った。

 
セレモニー終了後、アトラクションとして、「何コレ ･

みえコレ 野良着のファッションショー」が開催され、音
楽に合わせて舞台狭しとスポットを浴びながら歩いたり
パフォーマンスしたりして、趣向を凝らした手作りの野
良着を披露した。会場内は、笑い声や拍手で盛り上がる
なか全体会は終了した。

開会の挨拶（石垣副知事）

石垣副知事、永田議長、橋爪会長、受賞された活動組織の代表者との記
念写真

休憩を挟み、参加者はそれぞれ参加する分科会の会場
へ移動した。

第 1 分科会では、「環境啓発、都市住民との交流」をテー
マに、一般参加の子供たちと一緒に、関西を中心に活動
している「メダカのコタロー劇団」によるアニメ紙芝居

「生態を乱す外来生物 『くちびる城が外来生物にうばわれ

野良着のファッションショーに出演された皆さん

「メダカのコタロー劇団」によるアニメ紙芝居
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第 4 分科会では、「農村環境」をテーマに、カネコ種
苗（株）伊東悟氏及び福花園種苗 （株）藤田和義氏に講
師をお願いし、景観形成作物の栽培ポイントと活用事例
を紹介していただき、参加者は熱心に聞き入っていた。
また、活発な意見交換が行われた 。

たって！？』」を鑑賞し生態系保全について学んだ。その
後、活動組織から提供のあった農産物の抽選が行われ、
当選した方は、嬉しいお土産を貰って満足そうであった。

抽選に当たり、事務局から土産を貰う参加者

第 2 分科会では、「補修メンテナンス、工法説明等」
をテーマに、積水化学工業（株）、（株）ホクコン、（株）
エフイーエス、フロンテエンジニア（株）、（有）シンエ
イ測器の 5 業者の担当者より、それぞれ特徴のある補修
工法等をパワーポイントや、実演を通じて説明を受けた。
その後、参加者がそれぞれの企業ブースを見て回り、日
頃苦労している補修工法等の説明に聞き入っていた。

第 2 分科会の様子

第 3 分科会の様子

各分科会とも予想を迄かに超える参加者申し込みがあ
り、第 1 希望の分科会に参加できるよう調整を行ったが、
会場の関係で第 2 希望、第 3 希望の分科会に変更をお
願いした組織もあったため、ご迷惑をお掛けしました。

第 4 分科会の様子

優秀活動組織の紹介

【施設部門】『こころ豊かなあわの村』（伊勢市）

この組織は、伊勢市粟
あわのちょう

野町で活動しています。
組織の結成は平成 19 年で、平成 23 年からは、交付

金を活用して施設の長寿命化に取り組んできました。
この地域には、素

す ぼ

掘りの農業排水路がたくさんあ
り、安全性や維持管理の負担が問題になっていまし
た。そこで、地域のみなさんが話し合って排水路を
施工しました。

施工に当たっては、地域を守る意識を高めるため
に、測量や設計、現場の交通整理など、自分たちで
できることは自分たちで取り組んでいます。

【農村環境部門】
『富

とみおか

岡の土と水、環境を守る会』（玉城町）

平成 19 年から活動を続けるこの組織は、子どもか
らお年寄りまで、地域ぐるみで参加できる体制づく
りに取り組んでいます。特に女性を役員に登用した
ことから、より活動の幅が広がりました。
「ひまわり栽培」や「ひまわり油作り」、「地域の昆
虫調査」などの取組により、笑顔の絶えない富岡地
区を目指した活動をしています。このような活動に
より、地域のみなさんの農村環境への理解が深まっ
ています。

第 3 分科会では、「地域コミュニティ」をテーマに、
NPO法人TEAM田援の筒井義冨氏の講演後、地域コミュ
ニティの強化に向けた意見交換を各テーブル別に行い、
話し合った内容を発表し、講師から講評をいただいて終
了した。
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去る 12 月 1 日（月）に名古屋市中区の東建ホールにお
いて、東海三県の多面的機能支払の関係者約 300 名が参
加し、「多面的機能支払　シンポジウム」が開催された。

農業・農村は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、
良好な景観の形成等の多面的機能を有している。しかし、
近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等が進み、集
落機能の低下による地域の共同活動の困難化に伴い、用
水路、水路、農道等の重要な地域資源の保全管理に支障
を来している。多面的機能支払交付金は、この様な状況
に鑑み、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を
図るための地域活動に係る支援を行っている。

このことから、農業・農村の有する多面的機能を維持・
発揮することの大切さを再認識してもらうために、多面
的機能支払シンポジウムが開催された。

東海農政局「多面的機能支払 シンポジウム」開催
～農村地域における多面的機能の増進活動～

東海農政局水間史人局長の開催挨拶の後、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 3 つの活動組織が壇上に上がり表彰状が授与
された。

表彰式の後、農村振興局農地・水保全管理室の野原弘
彦室長より「活力ある農村づくりに向けた多面的機能支
払の活用」と題しての基調講演があり、その後、「全国
取組事例発表」と題して、県外の 3 組織（山形県：元
泉地域農地・水・環境保全組織、栃木県：逆面エコ・ア
グリの里、兵庫県：久田和環境保全会）がそれぞれ発表
し、その後伊藤健吾准教授をコーディネーターとしパネ
ルディスカッションが行われた。
「事務の簡素化に向けた取組」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
政局本郷秀毅局次長の閉会の挨拶があり、盛会裡に閉会
した。

【パブリシティ部門】　
『依

い な ぐ

那具の環境を守る会』（伊賀市）

平成 20 年から活動を続けるこの組織では、A3 用紙
両面というボリュームの「依那具環境通信」を毎月発
行しています。この通信では、組織が取り組む花作り
の話題など、活動組織の情報をお伝えしています。

地元のみなさんは、毎月、この通信を楽しみにして
おり、地域の重要なコミュニケーションツールになっ
ています。また、ケーブルテレビなどマスコミへの情
報提供や、パネル展示による広報など、積極的なパブ
リシティにも取り組んでいます。

【コミュニティ部門】
『むらおこし・かみみいと』（明和町）

平成 19 年から活動するこの組織は、地域の 11 の地
区がそれぞれ計画を立てて農道や施設の補修を行って
います。

その一方で、地域全体の活動として、地元の小学校
4年生が地域を流れる祓

はらいがわ

川で水生生物調査を行ったり、
3 年生と 5 年生が昔ながらの農法で稲作体験をする活
動に取り組んでいます。

この活動をとおして、子どもたちからお年寄りまで、
世代を超えて地域を守る取組を続けています。

賞　名 組織名 県　名 市町村名
東海農政局長賞 大野木環境保全会 三重県 伊賀市

全国農村振興技術連盟賞 下池地域農地・水・環境保全管理組合 岐阜県 海津市
中日新聞社賞 有脇の農地・水・環境を守る会 愛知県 半田市

局長賞を授与される大野木環境保全会の豊田会長

受賞された活動組織の記念撮影
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三重の土地改良アラカルト Ｈ26年台風11号災害の被害について

【はじめに】
三重県では、台風 11 号の接近に伴い、平

成 26 年 8 月 9 日から 10 日にかけて三重県
北中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、津市美里町では、9 日 16 時までの
1 時間に 86.0 ミリの豪雨となり、最大 24 時
間雨量は 495.0 ミリを観測する記録的な降雨
量となりました。また、東海地方で初めて大
雨特別警報が発令されました。

【農地・農業用施設の被害状況】
三重県内における農地・農業用施設の被

害は、河川洪水による頭首工の損壊や、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 441 件、被害額約 24 億円）

8 月 20 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 9 月 5 日、台風 11 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。

【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は、10

月 20 日から 11 月 21 日迄の間の 4 週間、延
べ 12 班体制で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
所ごと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。

ため池堤体法面の崩落（松阪市 伊勢寺町）

農業用水路の被災（津市 白山町）

頭首工の損壊（津市 芸濃町）
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補修工事は、施設の正常な機能を
維持し、施設全体の高い信頼度の確
保及び設備の性能維持等により、維
持管理の効率化・労力節減を図るた
め、施設の更新、機器・部品の交換、
修理を実施するものです。施設管理
者は日常の定期的な点検により施設
の状態に応じ、補修時期や補修方法
を判断することが求められます。

水路施設の漏水、ゲートの腐蝕、
塗装状態等の目視・打音等で確認で
きる箇所については比較的容易に判
断することが可能ですが、目視・打
音等で確認できない摩耗部品や劣化
部品については、定期的な補修整備
が必要となります。

特に、ポンプ設備の補修について
は使用目的、運転状況、管理状況、
水質等の現場条件により大幅に異な
り、一概に補修周期を定めることは
困難です。

補修の目安として下記の表を参考
にして下さい。

第 3 回　補修工事編 施設管理に関する留意事項

種　別
常用

（年間稼働運転 500 時間以上）
非常用

（年間稼働運転 500 時間以下）

立軸ポンプ

横軸ポンプ

水中ポンプ

主エンジン 10年又は 2,000時間

ポンプオーバーホール　

ポンプ設備オーバーホール周期表
ため池補修工事

5年～7年

8年～13年

4年～7年

10年～13年

13年～20年

 9年～13年
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「一儲けより人儲け」で
農家民宿を楽しむ

「一儲けより人儲け」で
農家民宿を楽しむ

■築100 年近い古民家を改修して終の棲家に
榊原温泉がある津市榊原町の山間にある農家民宿「い

ち庵」は、築 100 年近い古民家を改修した宿です。ご主
人の赤羽一郎さんは、4 年前まで東京の都立高校で教師
をしていました。将来は田舎で暮らそうと、同じ教師の
奥さんと田舎の古民家を探していたなか、9 年前にこの
古民家と出会い、購入。当初は年 3、4 回ほど夫婦で泊
りに来ていましたが、58 歳のときに退職し、奥さんが定
年を迎えるまで先に移り住むことにしました。

赤羽さんの趣味は渓流釣り。教師のかたわら渓流釣り
のトーナメンターとして 20 年ほど全国の川を渡り歩き、
釣り具メーカーにも所属する腕前です。渓流釣りに加え
て畑での野菜作りや里の人々との交流などを楽しんでい
ましたが、高校時代に指導していたバドミントン部の教
え子たちがよく遊びにきては古民家での宿泊を満喫して
帰っていくことから、一昨年 7 月に農家民宿を始めました。
「今は高校時代の教え子やその家族たち、また渓流釣り
の仲間たちが宿泊の中心です。でも、田舎暮らしに興味
がある方は大歓迎ですよ」と赤羽さん。

移り住んだ一之坂の集落は榊原川の最上流域にあり、
自然が豊か。春は山菜採り、春から秋にかけては畑での
野菜作りや、榊原川での天然のアマゴ釣りなどが楽しめ
ます。釣ったアマゴや収穫した野菜は、そのまま囲炉裏
で焼いたり調理したりして味わいます。夏は窓を開けっ
放しにして蚊帳の中で眠り、冬は薪ストーブのまろやか

な温もりに包まれながら穏やかな時間を楽しむ……。「ノ
スタルジックな田舎暮らしをしたくて移り住んだので、
好きなことしかしていません。その楽しさを分かち合え
たら」と赤羽さんはにっこりほほ笑みます。

■里人との交流があって成り立つ理想の田舎暮らし
赤羽さんの田舎暮らしを豊かにしているのは、里の人

たちとの交流です。畑で野菜を作っていたら、通りかかっ
たおじいちゃんやおばあちゃんが教えてくれます。また、
猪や鹿などを撃つ猟師たちとも知り合い、彼らがよく集
まる山の上の作業小屋にも呼ばれて一緒に酒を飲むよう
になりました。
「ぼくは教員のときに神津島や小笠原諸島にも赴任しま
したから経験的に知ったのですが、よそから来た人間は
自分から里に入らなければ始まりません。その基本は、
あいさつです」と赤羽さん。いつも自分からあいさつを
して、相手の話を聞こうと心がけるうちに親しくなって、
大小のイベントや飲みに呼ばれるようになったそうです。

「元々、里の人は新しい人が来てくれることはうれしいん
ですよ。特にこういう限界集落みたいな里では。ぼくみ
たいな 60 ぐらいの人間だって『すごく若いやつが来た』
と思われていたぐらいです」。

農家民宿も「一儲けより人儲け」を楽しむことが赤羽
さんの信条。「農家民宿に泊まりに来た人も、野菜作りな
どを通してぜひ里の人と交流してほしいです。それが地
元の活性化にもつながりますから」。

作業小屋に集まる人たちは 70 歳前後の方が多いそうで
すが、手にいろんな職を持つ元気な方ばかり。みんなで、
榊原川を昔のようにたくさんのホタルが飛ぶ川に戻すこ
とや「いち庵」の庭に露天風呂を作ることなどの計画を
語り合っているそうです。里の人たちと楽しむ赤羽さん
の田舎暮らしには、たくさんの夢がつまっています。

鹿肉やアマゴなどが夕食の食卓に

◆いち庵
場　所：津市榊原町3892
宿泊費：素泊まり 4000円
 共同調理費（朝夕）1000円～ 3000円 
TEL : 059-261-4933（赤羽）

田舎暮らしを
楽しむ赤羽さん
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ます。
今後の目標は、人・農地プランの作成及び認定農業者

の取得、多面的機能支払制度の活用、地域における営農
組合の設立であります。

シリーズ 四十九東部土地改良区
（伊賀市）

本地区は、伊賀市（旧上野市）の
市街地南端に位置し、東端を久米
川が、流れている。標高 146 ｍ～
161 ｍで地質は、第 3 紀層から形成
された粘質壌土である。又、気候条
件にも恵まれ、その上用水源にも事
欠かず、交通網は、地区の北側 500
ｍ以内の地点を名阪国道が、西側を
県道上野～青山線が通じ極めて良
い条件の地域である。

当改良区は、昭和 50 年工事着工、
昭和 53 年度完成。又、平成 18 年
には、用水源（四十九新池）の改修
工事が完成を見ました。

農道、用排水路の整備及び農地の
集団化を行い、大型機械の導入に
より営農労力を節減し、労働生産性
の向上を図ると共にこれにより生み
出される余動労力を汎用耕地において合理的に活用し農
業経営の安定を図ることを目的としました。

完成後の地積は、田　26.2ha、畑　2.4ha の計　28.6ha
です。

結果、基幹作物の水稲に対し大型機械の導入による効
率化が図れ、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、近年では、農業者の高齢化・減少による担い
手不足と獣害（しか・イノシシ）による減少が、課題となっ
ております。高齢化・減少による担い手不足に対しては、
近隣の担い手及び認定農業者によりかろうじて行える状
況です。

地域の営農組合設立も難しいのが現状です。本年より、
多面的機能支払制度の利用を図るため 11 月に設立総会
を開催しました。獣害対策は、本年 12 月より国・県・市
の補助事業で設置が（柵）開始しました。期待をしてい

受益地図（黄色着色部）

県伊賀庁舎を望む受益地

四十九新池
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いなかビジネス実践者大会

去る10月21日（火）に、三重県総合文化センターにて『第
1 回いなかビジネス実践者大会～宝物は足元に、見つめ
直そう地域資源～』が開催されました。

農山漁村地域の高齢化・人口減少が進むなか、地域の
豊かな資源を活用し、雇用や就業機会を創出する「いな
かビジネス（経済活動）」が、地域の活性化を図るうえで、
重要となっています。この大会は、農山漁村地域でいな
かビジネスに関わる方々の取組拡大や質的向上を図るた
め、情報交換や研修の場として開催されました。

秋の繁忙期にもかかわらず、159 名もの方が集まり、
皆様の関心の高さが伺えました。

三重県知事鈴木英敬氏からのあいさつの後、基調講演
として、松﨑了三氏（田舎まるごと販売研究家、松﨑地
域計画本舗代表）より、『活かそう！三重の地域資源、ま
ずは足元を見つめて』と題して、いかに地域資源の売っ
ていくかということについて、馬路村のゆずブランドを
引き合いにご説明をいただきました。

講演後、以下の 3 つの分科会に分かれて研修会が行わ
れました。

第1分科会
テーマ リピーターを増やすための直売所魅力アップ

セミナー

三重県知事鈴木英敬氏からのあいさつ

松﨑氏による講演 第 3 分科会、奥田氏による講演

第 1分科会、野口氏による講演

第 2 分科会、北川氏による講演

講　師 野口好久氏
 （（有）玉城アクトファーム代表取締）
第 2 分科会

テーマ 『せいわの里まめや』に学ぶ！地域を巻き込ん
だ農村ビジネスの運営術

講　師 北川静子氏（（有）せいわの里代表取締役）
第 3分科会

テーマ 集客力アップ講座「ホームページ・ＳＮＳを
活用して話題をつくる・人を集める・儲ける」

講　師 奥田裕久氏（ＮＰＯ法人サルシカ代表理事）

～宝物は足元に、見つめ直そう地域資源～開催！！
第 1 回
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テーマ･･･多面的機能の更なる保全と活用

当日は、田村憲久衆議院議員、久保行央町長など 80
人の来賓が出席し登録記念を祝った。又、同土地改良区
では、これを期に国「登録記念物」・世界「かんがい施
設遺産」登録記念誌「立梅用水」を発刊した。記念誌を
有料でお分けすることが出来ます。ご要望の方は、立梅
用水土地改良区（TEL 0598-49-4522）までご連絡下さい。

多気郡多気町勢和地域にめぐらされた歴史的農業用水
「立梅用水」が、国「登録記念物」と世界 95 カ国が加盟
する国際かんがい排水委員会（ICID）の世界「かんがい
施設遺産」に登録されたのを受け、同用水を管理する立
梅用水土地改良区（北川薫理事長）は 11月8 日（土）松阪
市中央町のフレックスホテルで登録記念報告会を行った。

イベント紹介
本会通常総会
開催日／平成27年3月20日（金）
場　所／ホテルグリーンパーク津　６階「伊勢の間」

立梅用水 国「登録記念物」・
世界「かんがい施設遺産」

登録記念報告会立梅用水
土地改良区

11 月 27 日（木）立梅用水土地改良区の北川
薫理事長らは、県庁を訪れ、立梅用水が 10 月
に国「登録記念物」と 10 月に世界「かんがい
施設遺産」に登録されたことを鈴木英敬知事に
報告した。

立梅用水は、かんがいのほか地域用水として
防災や地域活性化など多面的に活用されている
点が評価され、登録に至った。北川理事長は「地
域にとっても嬉しいことで、これからこの称号
を活かし更に地域づくりに繋げたい」と抱負を
述べた。

立梅用水
土地改良区

立梅用水 国「登録記念物」・
世界「かんがい施設遺産」登録を知事に報告

北川理事長　挨拶 国「登録記念物」・世界「かんがい施設遺産」登録記念誌「立梅用水」

左より　野呂副理事長、鈴木知事、北川理事長、高橋事務局長
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去る 11 月 13 日、員弁郡東員町中上　員弁川用水第二
土地改良区において三重県・桑名市・東員町・土地改良
区役職員及び関係団体より多数の来賓が出席して、員弁
川用水第 2 地区太陽光発電施設の竣工式典が盛大に開催
された。

開催にあたり、平野賢男員弁川用水第二土地改良区理
事長が、本事業は平成 24 年に計画策定、平成 26 年度に
工事着手を行い本年 10 月末で工事が完成し、11 月 1 日
より運用開始を始めたことが報告され、また関係各位の
ご支援のもと地球環境にやさしい再生可能エネルギー施
設が出来たことは誠に喜ばしいことと挨拶されました。

事 　 業 　 名
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

（県事業名：農村地域エネルギー活用推進事
業）

発 電 施 設 名 員弁川用水第2地区太陽光発電施設
再生可能エネルギー
発 電 設 備 I D

Ａ706651Ｄ24
（認定日：平成25年2月26日）

パ 　 ネ 　 ル 242(w)×209枚　多結晶シリコン太陽電池
パワーコンデショナー 10kw×5台
定 格 発 電 量 49.852ＫＷ（最大値）
年間予想発電電力量 56,193kwh/ 年
運 用 開 始 平成26年11月1日

【員弁川用水第 2地区太陽光発電施設の概要】

式典への出席者

平野理事長　挨拶



三重県土地改良事業団体連合会松阪支部先進地視察研
修が、去る 10 月 15 日（水）～ 16 日（木）に管内の県、
市町、土地改良区の役職員 37 名の参加を得て開催した。

初日の現地視察は、滋賀県近江八幡市にある「びわこ
揚水土地改良区」でかんがい排水事業（循環かんがい）
及び 21 世紀土地改良区創造運動について水土里ネット
びわこ揚水の事務局の川端氏よりパワーポイントを用い、
説明を受けた。

びわこ揚水土地改良区では、安土地区の用水施設の大
半を管理している。地域では用水の有効利用しようと積
極的に循環かんがいも実施しており、琵琶湖から用水と
して取水し、高低差約 30m 上流域まで 4 台のポンプによ
り農地へのかんがいを行っている。

無駄のない水管理が必要となっている昨今、農業用水
の管理状況が重要であると力説された。

また、琵琶湖では、昭和 52 年に初めて赤潮が発生し、
富栄養化が進行し、その後もアオコの大量発生や更に水

道水までも異臭し、周辺地域の環境は急速に悪化して
いった。

そのため、地域環境を改善させるために土地改良区も
一役を担おうと、「きれいな西の湖を取り戻そう」と 21
世紀土地改良区創造運動でアピールしている。松阪支部先進地視察

研修報告について

支部活動
報
告

二日目は、支部総会に併せて実施した研修会で説明を
受けた水田魚道について、兵庫県豊岡市の戸島地区他で
現地研修を実施し、当日兵庫県但馬県民局豊岡土地改良
センターの柱谷所長補佐より説明を受けた。

本地域内は、豊岡盆地北部に位置し、コウノトリの生
息地で近隣には「兵庫県立コウノトリの郷公園」があり、
コウノトリの野生復帰を目的とした保護・増殖が進めら
れている。

現在、兵庫県としてはコウノトリの野生復帰という目
的を通じて地域全体の環境向上を図る活動を推進してお
り、コウノトリの餌場となる地域の生物調査の実施、転
作田を利用したビオトーブ整備等の環境整備に取り組ん
でいる。

平成 19 年度より「田園自然環境保全整備事業」で計
画された戸島地区は、日本海に注ぐ円山川下流域の豊岡
市城崎町に位置している。平成 16 年の台風 23 号によっ
て甚大な被害を受けたこの地域は、平成 17 年初夏から
野生のコウノトリ（ハチゴロウ）が頻繁に飛来するよう
になり、湿田環境が注目されるようになった。この地区
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事業」で計画された赤石地区も、メダカ、ドジョウなど
多くの生物が生息しており、魚道の設置など多自然型工
法を積極的に取り組み、自然生態系に配慮したほ場整備
がなされていた。

参加者は、担当
者からの説明を
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。

一帯の海・潟・川・湿地・排水路・水田・里山が近距離
で一体的に存在する地形的特性を活かし、コウノトリの
野生復帰のための田園自然環境づくりを目的として、海
水・汽水・淡水の連続性を確保することを基本に、楽々
浦湾と戸島湿地を結ぶ排水路と戸島湿地の基盤整備が実
施された。

特に排水路には、ドジョウなどの水生生物の繁殖場所
として、水田へとつながる魚道を数カ所に設置し、水生
生物の保護に対する配慮がなされていた。

また、平成 12 年度より「経営体育成基盤整備事業」と
併せて平成 13 年度より「生態系保全型水田整備推進事
業」を、平成 15 年度より「地域環境保全創造活動推進

1．実施日
平成 26 年 11 月 20 日（木）～ 21 日（金）
2．視察研修先

滋賀県近江八幡市　「権座・水郷を守り育てる会」
京都府南丹市　　　「日吉ダム」　
3．参加者

　東紀州支部管内会員　19 名
　
11 月 20 日（木）に近江八幡市において、多面的機能

支払交付金事業「権座・水郷を守り育てる会」を視察。
権座・水郷を守り育てる会の東代表より概要説明と活動
について説明を受けた。

この地区は、近江八幡市の北部に位置する白王町にあ
り、琵琶湖東岸の内湖の西の湖にぽっかり浮かぶ飛び地
の石垣が積まれた湖中水田で、平成 2 年に生産組合を設
立して以降、平成18年度に集落営農組合として組織化し、
平成 19 年度から農地・水・環境保全向上対策事業へ移行、
農地を守るため育てる会が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との代表の
熱き思いがつまった説明を受けた後、田舟に乗って湖中
水田の権座に渡り現地研修を受けた。

権座では、地元ブランド酒米「滋賀渡船 6 号」の 1.5ha

東紀州支部
先進地研修について

支部活動
報
告

権座・水郷を守り育てる会の東代表

東代表より活動内容の説明を受ける参加者
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ダムの模型を見入る参加者日吉ダム管理所の加藤氏より説明を受ける参加者

ダム内部の様子

の水田や大豆、カボチャを作っており、周りにはヨシが
群生し、生態系保全、浄化の役目をしている。権座は組
織の魅力もあり後継者が I ターンで戻ってきており、活
気に満ちあふれ、水郷を活かした農と環境の地域づくり
に取り組んでおり、東紀州管内としても、多面的機能支
払交付金事業に平成 26 年度から紀北町 6 組織が新たに
取り組み、御浜町では御浜土地改良区を事務局として町
全体で取り組む予定である。今回の視察は新規組織発足
のためにとても参考になった。

壊したとしたら、約
13,000 戸の浸水、約
1.2 兆円の被害が生じ
たと推定され、ダム
としての存在意義を
存分に見せつけた「頑
張っているダム」で
あった。

また、日吉ダムと
スプリングひよし（複合温泉施設）を一体的に整備し、
優れた景観を創出したとして、日本建築学会から「1999
年日本建築学会賞」を授与された。土木の分野と建築の
分野が協力して一つの景観づくりを行った例は少なく、
ダム自体は重厚な作りから軍艦ダムとも言われている。
さらに地域に開かれたダムとして、ビジターセンターな
どもあり、周辺には公園や温泉・プール・キャンプ場な
どいろいろな施設が整備され、地域の活性化に役立つと
ともに憩いの場を提供している。そして、日本で初めて
ダム内部を見学できる施設「インフォギャラリー」があり、
参加者は、提体内の 3 つのテーマゾーンを見学し、ダム
関係者の説明を受けた後、活発な質疑応答がなされ有意
義な研修となった。

湖中水田の権座にて説明を受ける参加者

翌日 11 月 21 日（金）には、南丹市において、水資源
機構「日吉ダム」を視察。日吉ダム管理所の加藤氏より
日吉ダムについて説明を受けた。

日吉ダムは、淀川の総合開発の一環として淀川水系桂
川に建設された多目的ダムで、桂川のほぼ中間、三川合
流地点から 55km 上流の京都府南丹市日吉町に位置して
いる。平成 25 年度 9 月 16 日未明から日本列島を縦断し
た台風 18 号に関するニュースで桂川の氾濫の様子が映
像で流れたが、実はその上流の日吉ダムが被害を最小限
に食い止めるべく、下流へ流す水量を最大約 9 割低減し、
その効果により渡月橋の損傷の拡大を防止し、浸水戸数
をほぼ半減できたと推定される。下流の京都市の鴨川合
流点付近では、水位が堤防天端まで上昇したが、日吉
ダムの洪水調整などにより堤防の決壊を免れた。仮に決

日吉ダムの堤体
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あけましておめでとうございます。

昨年を振り返りますと平成19年度から7年間多くの地域で活動されてきた「農地・水・環境保全向上

対策事業」が日本型直接支払制度の中の多面的機能支払と見直され、農業者のみで活動に取組むことが

できる農地維持支払が創設されたことにより、より取組みやすい活動となりこの県内でも従来の倍の活動

組織さんが地域の農業施設、環境を守るため活発に取組んでいただくことになりました。本年もさらにこの

活動が広まりますようご支援させていただきますのでよろしくお願いいたします。

また、昨年8月9日には台風11号による大雨特別警報が津市に発令されました。この特別警報は台風や

集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想されるときに発令されるもので、結果、津市内でも

大雨による甚大な被害がもたらされ、激震災害として復旧作業に取組まれております。被災された方 に々は

心よりお見舞い申し上げます。

更に、昨年末に実施された衆議院の解散総選挙により自民・公明与党が 3分の 2を超え、解散前を上

回る議席を確保したことは、安倍政権しいてはアベノミクスが承認

されたものとして今後、益々経済が前進していくことを予感させる

もので、この未年が活気あるすばらしい1年になりますよう祈念し、

編集後記とさせていただきます。

水土里ネットみえ　庄村晃一
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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.059-226-4825


