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注．（　）は、平成26年度補正額を含む。

Ⅰ.平成27年度農林水産関係予算の概要
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農林水産予算総額

1.　公共事業費

	 一般公共事業費

	 災害復旧等事業費

2.　非公共事業費
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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

公共事業費計

2，689

1,813

721

40

1，122

6，386

193

6，578

（2，910）
	 2，753
（1，924）
	 1，819
（762）

	 721
				（40）

	 40
（1，117）
	 1，067

（6，753）
	 6，399

（506）
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区　　　分 平成26年度予算 平成27年度予算 対前年比

億円 億円 ％
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	 95.0

	（105.7）
	 100.2

	（263.0）
	 100.0

	（110.3）
	 100.2

注．（　）は、平成26年度補正額を含む。
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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、農林水産業を成長産業化して、農林
漁業者の所得向上と農山漁村のにぎわいの創出を目指す
とともに、食料自給率・自給力の維持向上に向けた施策を展
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「人口減少社会における農山漁村の活性化」に関する予
算を計上しています。
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・汎用化等の推進や、老朽化した農業水利施設の長寿
命化・耐震化対策、地域の創意工夫を活かした農林水産業
の基盤整備、農山漁村における防災・減災対策等を推進す
ることとし平成26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＞
	 	 	 	 1，089（1，064）億円】
・農地中間管理機構による担い手への農地の集積・
集約化を加速化するため、区画拡大等の農地整備
を機動的に行う取組を支援

	 	 	 【農地耕作条件改善事業［新規］	 100（－）億円】

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、水路のパイプライン化、老
朽化した農業水利施設の長寿命化・耐震化対策等
を推進

	 	 	 【農業農村整備事業＜公共＞	2，753（2，689）億円】
・地域の創意工夫を活かした農林水産業の基盤整
備、農山漁村における防災・減災対策を推進

	 	 	 【農山漁村地域整備交付金	 1，067（1，122）億円】

③	人口減少社会における農山漁村の活性化
・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、自然
環境の保全に資する農業生産活動を支援

	 	 	 【多面的機能支援交付金	 483（483）億円】
	 	 	 【中山間地域等直接支払交付金	 290（285）億円】
	 	 	 【環境保全型農業直接支払交付金	 26（26）億円】
・地域住民が主体となった将来ビジョンづくりや、集
落営農組織等を活用した集落間のネットワーク化
により地域の維持・活性化を図る取組を支援

	 	 	 【農村集落活性化支援事業［新規］	 6（－）億円】
・薪炭・山菜など未利用資源の活用等を図るための
取組を支援

	 	 	 【山村活性化支援交付金［新規］	 8（－）億円】
・地域外の人材の活用等による、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
た交流、観光需要の開拓等を支援

	 	 	 【都市農村共生・対流総合対策	 27（21）億円】
・農山漁村の活性化に向けた生産基盤、農産物加工・
販売施設、地域間交流拠点等の整備を支援

	 	 	 【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
	 	 	 	 62（65）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	 3（10）億円】
・都市農業に関する制度の検討等を実施

	 	 	 【都市農業機能発揮対策事業［新規］		2（－）億円】
・農林漁業者・団体が主導する再生可能エネルギー
発電事業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　10（11）億円】

農業農村整備事業費
	 2,910億円	 （2,753億円、補正158億円）
農山漁村地域整備交付金
	 735億円	
多面的機能支払交付金
	 483億円
中山間地域等直接支払交付金
	 290億円
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
	 80億円	 （62億円、補正19億円）
農地耕作条件改善事業（新規）
	 100億円

平成27年度予算
（平成27年度当初、平成26年度補正）の主な事業

※別途、平成26年度補正とし
て農林水産省全体で50億円

（注）計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものが
ある。
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2．農地耕作条件改善事業［新規］

  Ⅳ.新規事業及び拡充事業

1．水利施設整備事業（農地集積促進型）［新規］

対策のポイント

既存の施設を活用しつつパイプライン化やＩＣＴ化
等の整備を行うことにより、徹底した水管理の省力化
を図ります。

〈主な内容〉
（1）農業水利施設等整備事業

水路のパイプライン化、水管理のＩＣＴ化、ゲートの
自動化等の水管理の省力化整備等への支援。
【採択要件】
　・担い手への農地集積率　50％以上
　・受益面積　20ha以上
　・末端支配面積　5ha以上　等

（2）主な附帯事業
　・中心経営体農地集積促進事業（促進費）
都道府県、市町村、土地改良区が事業実施主体とな

り、国営水利システム再編事業（農地集積促進型）及び
水利施設整備事業（農地集積促進型）の実施地区を対
象とし、中心経営体への農地集積率に応じて事業費の
最大8.5％（※最大12.5%）を交付。
※中心経営体に集積する農地面積の80％以上を集約
化（面的集積）する場合

［補助率：50％等］

政策目標

担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年ま
で）で全農地面積の8割となるよう農地集積を推進

〈主な内容〉
（1）整備済み農地の簡易な整備

農業者の自力施工も活用した農地の区画拡大や暗
渠管の設置といった簡易な整備を実施します。

1）農地（田・畑）の簡易な区画拡大：10万円／10a
（水路の管水路化等を伴う場合、20万円／10a）

2）標準的な暗渠排水
（本暗渠管の間隔10m以下）：15万円／10a

3）湧水処理：15万円／100m
4）末端の畑地かんがい施設整備：20万円／10a

（樹園地の場合30万円／10a）
※中心経営体に集約化（面的集積）する農地について
は、定額助成の単価を2割加算

（2）きめこまかな基盤整備
農地・農業水利施設の整備等をきめ細かく実施し
ます。

※　事業の特徴
1）事業実施区域は、農振農用地のうち農地中間管理事
業の重点実施区域

対策のポイント

農業の競争力強化に向けて、農地中間管理機構によ
る担い手への農地の集積・集約化を加速するため、区
画拡大や暗渠排水等の耕作条件の改善を機動的に進
めることが必要です。
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2）事業実施年度に入ってからの採択申請が可能（複数
回受付）、農地中間管理機構から国への直接申請も
可能

補助率：（1）については定額、（2）について
は1／ 2等
事業実施主体：農地中間管理機構、都道
府県、市町村、土地改良区等

3．ため池緊急防災体制整備促進事業の創設
～農村地域防災減災事業（拡充）～

（1）事業内容
1）監視・管理体制の強化
災害の発生を未然に防止するため、雨量計や水位計
等の観測機器の設置、監視・管理に必要な技術習得の
ための研修の開催等により、監視・管理体制を強化。
2）緊急的な防災対策の実施
施設の軽微な補修、洪水調整のための水位低下の実
施、緊急時に対応するための排水ポンプの設置等によ
り、ため池の防災機能を確保。
3）減災対策の実施
ハザードマップの作成等により、地域における減災
の意識を醸成。

4）ハード整備の着手促進
整備着手前に整理すべき権利関係を調整すること
により、ハード整備の着手を促進。
5）地域防災上のリスク除去
ため池の廃止（切開や切り下げ等）を定額助成により
緊急的に実施。

（2）採択要件
1）（1）1）から3）及び4）（廃止に係るものを除く）は、次に
該当するもの
（ア）施設が決壊した場合、下流の人家や公共施設等

へ影響を与えるおそれがある等のため池であっ
て、受益面積2ha以上

（イ）調査計画事業の「実施計画策定」又は「耐震性点
検・耐震化対策整備計画策定」のうち耐震化対
策整備計画の策定を実施する見込みのあるも
の

2）（1）4）（廃止に係るもの）及び5）は、次に該当するもの
（ア）施設が決壊した場合、下流の人家や公共施設等

へ影響を与えるおそれがある等のため池である
こと

（3）事業実施主体等
1）事業実施主体：都道府県、市町村等
2）補助率：50％、55％、定額
3）事業期間：平成27年度から平成31年度まで（但し、
（1）5）は平成29年度まで）
4）事業実施期間：5年間又はハード整備の完了までの
期間のいずれか短い期間

政策目標

○担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年ま
で）で全農地面積の8割となるよう農地集積を推進

○基盤整備実施地区の対象農地の耕地利用率108%
以上（平成27年度）
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三重県の平成27年度当初予算は、「みえ県民力ビジョン・
行動計画」の最終年として、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27
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の実
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27年度の予算については、平成26年8月の台風11
号により農業・農村が大きな被害を受けたことなどから、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26年の台風11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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平成27年度　農業農村整備関係県予算（公共分）

上段カッコは2月補正含み事業費

区
分 事								業								別 H26 年度当初予算 H27 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） （1,411,424） （79.9%）
1,356,615 1,411,424 104.0%

県営かんがい排水事業費 （1,019,232） （970,391） （95.2%）
693,732 970,391 139.9%

基幹農業水利施設ストックマネジメント事業費 （509,783） （407,826） （80.0%）
　 425,783 407,826 95.8%

団体営かんがい排水事業費 （237,100） （33,207） （14.0%）
237,100 33,207 14.0%

農道整備事業 （557,600） （372,612） （66.8%）
557,600 316,128 56.7%

基幹農道整備事業費 （256,250） （232,750） （90.8%）
256,250 232,750 90.8%

広域農道整備事業費 143,850 61,950 43.1%

広域農道整備事業費（保全対策） （157,500） （62,162） （39.5%）
157,500 5,678 3.6%

	 一般農道整備事業費（保全対策） 0 15,750 皆増

担い手育成基盤整備事業（旧：ほ場整備事業） （2,079,480） （1,749,964） （84.2%）
1,329,105 1,512,244 113.8%

高度水利機能確保基盤整備事業費 （1,921,980） (1,623,964） （84.5%）
1,171,605 1,386,244 118.3%

畑地帯総合農地整備事業費 （157,500） （126,000） （80.0%）
　 157,500 126,000 80.0%

環境整備事業 （1,365,827） （1,223,562） （89.6%）
1,365,827 1,187,062 86.9%

団体営農業集落排水整備促進事業費 （322,474） （254,600） （79.0%）
322,474 254,600 79.0%

農村地域自然エネルギー活用推進事業費 161,000 132,800 82.5%

県営中山間地域総合整備事業費 （656,078） （561,000） （85.5%）
656,078 524,500 79.9%

県営水環境整備事業費 （108,150） （152,000） （140.5%）
108,150 152,000 140.5%

団体営農村振興総合整備事業費 55,125 60,162 109.1%

県営農村振興総合整備事業費 （63,000） （63,000） （100.0%）
63,000 63,000 100.0%

農地防災事業 （1,794,198） （1,292,548） （72.0%）
1,418,413 1,216,730 85.8%

県営ため池等整備事業費 （273,610） （366,418） （133.9%）
162,200 290,600 179.2%

団体営ため池等整備事業費 （68,000） （87,220） （128.3%）
68,000 87,220 128.3%

地すべり対策事業費（異常気象対策） （136,000） （31,500） （23.2%）
63,000 31,500 50.0%

海岸保全施設整備事業費（地震対策） （78,750） （73,945） （93.9%）
78,750 73,945 93.9%

農業用施設アスベスト対策事業費 （147,000） （109,200） （74.3%）
73,500 109,200 148.6%

地震対策ため池緊急整備事業費（異常気象対策） （36,500） （0） （0.0%）
	 0 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） （624,265） （59.2%）
972,963 624,265 64.2%

施設管理事業 62,417 50,400 80.7%
安濃ダム緊急施設整備事業費 62,417 50,400 80.7%

国補公共				計 （7,625,637） （6,100,510） （80.0%）
6,089,977 5,693,988 93.5%

県
単
公
共

県単土地基盤整備事業費 142,573 142,573 100.0%
国営等関連特別県単事業費 3,050 2,440 80.0%
県単耕地施設管理事業費 9,000 8,100 90.0%
県単基幹水利施設緊急調査・補修事業費 15,546 12,436 80.0%
団体営農業集落排水整備支援事業費 176,363 111,677 63.3%
農業・農村における生物多様性保全対策事業費 1,500 1,200 80.0%
田んぼの生きもの復活プロジェクト推進事業費 265 212 80.0%
県単土地改良施設整備事業費 9,993 7,994 80.0%

県単公共				計 358,290 286,632 80.0%

総　　計 （7,983,927） （6,387,142） （80.0%）
6,448,267 5,980,620 92.7%

H27年度当初予算は、「骨格的予算」として編成

単位（千円・％）
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多面的機能支払（農地･水･環境保全向上対策） 年度別取組状況

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

活動組織数
（組織）

234 292 308 315 315 315 317 546

集落数
（集落）

316 395 417 424 424 502 510 728

協定面積
（ha）

11,295 14,077 14,737 15,128 15,127 16,689 17,007 24,328

対象面積
（ha）

10,125 12,634 13,209 13,524 13,503 14,908 15,071 22,110

平成27年	1月末時点　

取組集落数及び組織数 協定面積及び対象面積

「農地・水保全管理支払交付金」から「多面的機能支払交付金」へ制度が変更されたため、県内各地で説明会を開催し、
啓発普及を図ったところ、平成25年度に比べ、県内の取組活動組織数は約1.7倍の546組織に、取組協定面積は約1.4
倍の24,328haに増加しました。

平成26年度取組状況

農地維持活動に取り組んでいる組織 25市町 546組織

資源向上活動（共同活動）に取り組んでいる組織 23市町 434組織

資源向上活動（施設の長寿命化）に取り組んでいる組織 16市町 	83組織
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去る2月3日（火）に玉城町で活動する「清し有田佐田沖
環境保全会」の世古地区で収穫したそばの実を使用したそ
ば打ち体験と試食会を開催した。

平成26年度に景観形成を目的に栽培したそばの実は、昨
年8月17日に播種を行い、12月6日に収穫されたものを使い、
世代を超えた地域住民の交流を図るために企画された。

当日は、9時より会場となった「世古区公民館」でそば屋
のご主人を講師に招き、各テーブル2人1組となり、木のこ
ね鉢を用い、そば粉を水でかき混ぜて（水まわし）、それを練
り、両手とめん棒で力強くこね、形（だし）を整え、最後にめ
ん棒を使って生地を均一に伸ばして、伸ばした生地をめん
棒でうまく折りたたみ、最後に包丁とこま板を使い、生地が
同じ幅になるように繰り返し、繰り返し切っていた。
参加者は、生地を乾燥させないようにするため、講師の手

さばきを見つ
つ、アドバイス
を受けつつ、
休む暇もなく
悪戦苦闘しな
がら次から次
への工程をこ
なしていた。
出来上がっ
たそばで、15
時から一般住民を対象に試食会を開催した。

清し有田佐田沖環境保全会では、昨年度からそば打ち体
験と試食会を実施しており、来年度も実施する予定である。

そば打ち体験と試食会を開催
【清し有田佐田沖環境保全会】（度会郡玉城町）

形（だし）を整える参加者

講師の練りを真剣に見守る参加者

会場内に展示されたパネル（そばの播種～収穫）

木のこね鉢を用いたそば粉と水のかき混ぜ（水まわし）

包丁とこま板を使った生地切り
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1.宮川用水事業の概要
本地区は三重県の南西部に位置し、一級河川宮川を中心

とした伊勢平野にある伊勢市他4町に跨る優良農業地帯で
あり、国営宮川用水事業にて、多気郡大台町にある粟生頭
首工から宮川の水を最大10.438m3/s取水し、受益地4,681ha
へ灌漑する為の農業用水路整備が行われました。その内、
県営事業では受益地である伊勢市、玉城町、多気町、明和町
にわたり、農業用水路の整備をしております。
　
2．紹介工事の概要
今回紹介する工事は、上記事業の中で多気町を中心に幹
線水路を整備している県営かんがい排水事業「宮川1工区
地区」で実施した推進工事です。

	 ：宮川1工区地区　県営かんがい排水事業
	 	多気線用水路その5工事
	 ：多気郡多気町五佐奈地内（fig.1）
	 ：施工延長　L=67.9ｍ　φ800㎜
	 	（平成25年度施工）

宮川用水事業における管水路工事の
一例（推進工法）について三重の土地改良アラカルト

施工箇所位置図　（fig.1）

開放型の刃口推進工法は、管列の先端に刃口を装着し、
開放状態の最先端面の切羽を人力で掘削する工法で、切羽
地山の自立が必須条件です。切羽からの湧水がある場合
や、自立が困難な場合には、薬液注入工法等の補助工法が
必要となりますが、密閉式より設備が簡易であり、短距離の
施工に適しています。
密閉型は、設備が比較的大規模になりますが、幅広い土
質に適用できます。また、切羽の安定方法、土砂の搬出方
法等によって泥水式推進工法、土圧式推進工法及び泥濃
式推進工法に分かれます。泥水式推進工法は、推進機の
前部に泥水を圧送し、その圧力により切羽を安定させます。
土圧式推進工法は、掘削土砂と混合剤との混合土により、
切羽を安定させます。泥濃式推進工法は、高濃度の泥水を
圧送し、推進機内の排土バルブを開閉調整することにより
切羽を安定させます。
各推進工法の選定にお
いては、推進延長や管径、
地盤条件、補助工法の有
無、作業ヤードの確保、振
動騒音対策、経済性を総
合的に判断し、選定する

伊勢農林水産事務所　宮川用水室　宮川用水課
技師　中口　航

3．工法の検討
本工事で施工の管水路は、口径φ800㎜を計画していま
すが、地下埋設状況図のとおり、計画路線付近に上水道や
下水道、横断暗渠、更には企業庁　南勢水道φ800mmの管
も埋設されており、各関係機関と協議を重ねた結果、開削
工法での施工は非常に難しく、危険であると判断し、推進工
法を採用する事としました。
推進工法には、様々な工法があり、体系的にはφ800mm
以上が中大口径、φ800mm未満が小口径に分類されます。
本工事での施工はφ800mmなため、今回は中大口径の工法
についてご紹介致します。（fig.4）
まず、推進工施工時に、切羽（掘削先端面）が開放状態に
なっているか否かで、開放型と密閉型に大別されます。

地下埋設物状況図　（fig.2）

縦断図　（fig.3）

中大口径推進工法の種類　（fig.4）

工 事 名

場　 所
工事概要
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必要があり、今回は土圧式推進工法を採用しました。

4．工事の手順
今回の推進工事の手順は
fig.5のようになります。
準備が終わったら、推進機
を入れて掘削していく側の
「発進側立坑」、作業終了後推
進機を取り出す「到達側立坑」
を設置します。
立坑には鋼矢板で設置す
る方法、ライナープレートで設置する方法、鋼製ケーシン
グで設置する方法などいろいろあり、土質状態や湧水の有
無、周辺家屋への影響等を考慮し選定する必要がありま
す。本工事では、発進側にライナープレートを、到達側に鋼
製ケーシングを採用しております。（fig.6）

推進工の作業はすべてコンピュータ管理されており、挿
入時には計画どおりの線形で推進していくよう管内をレー
ザー照射して監視しています。（fig.8）

推進工法の手順　（fig.5）

発進側立坑（ライナープレート）　（fig.6）

立坑完成後、推進台設備を設置し、推進機により掘進し
ていきます。この推進機の先端には面板があり、これが回
転する事により推進していきます。（fig.7）

面板　（fig.7）

推進機を掘進後、推進機の後ろに写真のような推進管を
セットしていきます。
推進管は継手部が加工されており、ある程度の曲りにで

も対応出来るようになっております。これらを一本一本
セットし、ゆっくりと推進していきます。（1cm～ 2cm/min）

推進機が、到達側立坑に到達した後、推進機を撤去し、管
の裏側と地盤との間に空隙があると地面の陥没の原因に
なるため、空隙を埋めるために管内から裏込注入を行い、立
坑を埋めて完成となります。

5．おわりに
推進工事を行なう際、様々なポイントがあります。
まずは用地です。工事を行なう際は、借地、地上権設定、
用地買収が必要な場合は地権者の承諾が必須となります。
これらの交渉が困難な場合、計画路線や立坑の位置を再検
討する必要が生じてきます。
2番目に事前調査です。推進を進めていく途中で土質が
変化して、まっすぐ掘り進むことが難しくなったり、埋設物
で事前調査を行なっていたにもかかわらず、試掘してみた
ら位置が異なっており、立坑の位置を変更する必要が生じ
たりすることも考えられます。
3番目に工法選定です。推進工事は既に一般的な工法
となっており、特に下水道工事では主流となっております。
だからこそ、一口に推進工法と言っても、工法が多種多彩に
わたっており、経済性や土質や周辺環境、施工実績により
最適な工法を選定するのが非常に重要となっております。
最後に維持管理です。事業が完成してもその後維持管
理を行っていく必要があるため、維持管理を念頭に入れた
施設作りを心がけていく必要があります。例えば立坑埋
設時に人孔（人が内部に入れるような施設）を設ける事によ
り、管内部より点検補修が容易に出来るようにする等、管理
者と相談しながら施設を作っていく事も大切であると思い
ます。
現在、県営宮川用水事業では、農業用水の確保や用水管
理の省力化・用水の有効利用などを目的に、幹線・支線用水
路のパイプライン化や水管理システムの構築など様々な施
設の整備や更新を行なっています。今後も安定した農業
用水を確保し、農業生産性の向上に繋がるよう、事業推進
を図っていきたいと思います。

推進管掘進状況　（fig.8）
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種　別 点　検　内　容 点　検　周　期

日 常 点 検
設備・機器の設置場所等を主として目視で見回っ
たり、または試運転をする。

月1回以上実施する。

月	 点	 検
目視、聴診、打診、触診及び計器等の確認、主に、
各部の油量・給油・ボルトの緩み等のチェックを
行う。

運転期間中実施する。（月１回）

休止期間中実施する。（２ヶ月に１回）

年	 点	 検
設備の全体的機能を確認するもので、分解点
検、機器による計測及び軽微な整備も併せて実
施する。

年１回実施する。

運転前点検
実運転にあたって事前に運転準備として、始動・操
作条件の確認と異常の有無を点検し、即時に運転
できる状態にしておく。

運転操作する前に実施する。

運転中点検
設備・機器の異常・損傷を早期に発見するため運
転中に目視等により実施する。

日１回以上実施する。

運転後点検 運転終了後、設備・機器の異常の有無を確認する。 運転が完全に終了した段階時に実施する。

臨 時 点 検
異常気象、地震等の自然災害により設備・機器等
に何らかの異常が生じたと懸念された場合に適切
な処置で実施する。

発生後即時に実施する。

農業用用水ポンプ設備の運転パターンには、設置目的に
より連続運転（水田用水）及び断続運転（畑地用水）に分け
られます。農地に必要な用水量を確実にかつ効率的に送
水する必要がある設備であり、そのため保守管理には充分
注意を払わなければなりません。必要時にポンプが稼働し
なかったり、突発的な事故・故障等による緊急停止は、水管
理に重大な影響を及ぼすので、十分な点検・整備計画を樹
立し、設備機器の機能を常時良好な状態を維持しなければ

第4回　用水ポンプ設備編施設管理に関する留意事項

別表

用水ポンプ場内 水土里ネットみえによる用水ポンプ点検

なりません。
別表に記載した点検内容と点検周期を参考に点検を実
施していただき、点検時に異常が認められた場合は、軽微
なものは即時修理を行い、また設備機器の機能、寿命等に
重大な影響を及ぼすと判断されるものについては、専門技
術者による詳細な点検（分解・部品交換等）を出来るだけ早
く実施し、具体的な処置をとることが重要です。
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爽やかな好天のなか、今回訪問するのは「こうちく男爵」
という、イチゴ狩りが楽しめる観光農園が目的地です。

■交通
伊勢自動車道「芸濃インターチェンジ」を下りて突き当り
を右折、コンビニのある信号を左折…おやおや？住宅街で
は？さては道を間違えた？
すると「こうちく男爵」と書いた看板があり、そこを左折す
ると「こうちく男爵」さんはありました。立地は名古屋から
も大阪からも立ち寄り易い好立地。

■人気のイチゴ園
取材日は平日。なのに…大型観光バスが何台も止まって
お客様を下しているではありませんか。大人気の農園なの
でしょうね。これは期待できますよ！
この取材中もひっきりなしのお客様。こうちく男爵さん
の高い品質のいちごが支持されているのがわかります。

■こうちく男爵って？
今回取材に応じていただいたのは、増井さん。受け答え
の爽やかな方でした。

あま～い世界へようこそ！！
～こうちく男爵～

さてまずは受付を通過し、園内を見渡すと、あたりまえで
すが一面イチゴ！あま～い香りがハウスの中いっぱいに充
満しています。特に女性には堪えられない香りでは？
陽気も手伝ってハウスの中はポカポカです。それにして
も広い。聞けば面積はおよそ1ヘクタールほどあるとのこ
と。県内でも最大級。
この広い面積一杯に育てられるイチゴの世話は大変な
のでは？とお聞きすると、笑顔で「こまめに管理する事で良
いイチゴができます。そしてお客様に喜んで頂けますので、
楽しいですよ」とお答えいただきました。

こうちく男爵というちょっと変わった名前の由来もお聞
きしました。「こうちく」とは頑固者のこと。でもこれだけ
だとちょっとイメージが堅いかな？ということで「男爵」を
ひっつけたそうです。「公爵」だと偉そうだし、「男爵」なら少
し柔らかでオシャレなイメージではないかということです。
確かに！

■美味しいいちごの秘密
ここのイチゴの品種は「かおりの」と言い、三重特産で特
に香りの強い品種とのこと。でも色艶と言い大きさといい

香り豊かな三重特産の品種「かおりの」
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★こうちく男爵いちご園
津市高野尾町字西大谷2275-3	
TEL	059-230-2833
HP	 http://www.koutiku-dansyaku.com/index.html
◆営業時間
10：00～16：00

※イチゴ狩りの料金は時期によって変わりますの
で、予約の際にお確かめください。

甘さといい…どれも絶品！でした。
増井さんによると品質（味）には特に注意しているそう
で、お客様がまた食べたくなる品質を維持しつづけている
そうです。また、［人と自然にやさしいみえの安心食材表示
制度］の認定を受けていますので、安全面でも高い品質を
誇ります。
安心なイチゴを栽培しより多くのお客様にお楽しみ頂く
ために、こちらでは水耕栽培に近い栽培形態を採用してい
ます。露地物では収穫期は1～ 2回程度ですが、明るく暖
かなハウス内で、清潔で栄養分の多い水を与えることで、な
んと同じ株から5回程度も収穫できるのです。
これによってイチゴ狩りができる時期は、1月から翌年の
5月末ごろまでと長期間楽しめます。
（なお販売は11月頃からおこなっています）

このイチゴが実るには花粉を受粉させなければなりませ
ん。この受粉作業にはミツバチが大活躍！暖かなハウスの
中でミツバチたちが忙しそうに飛んでいます。でも安心く
ださいね。
ミツバチは非常におとなしくそっと見守ってやれば刺す

事はありません。むしろ花から花へ飛びまわって蜜を集め
る姿は可愛らしいですよ。イチゴの花も楽しめて一石二鳥
です。

■イチゴ狩りとイチゴ製品
イチゴ狩りの時間は50分間。たっぷり楽しめます。但し、
予約をしてからお越し下さいね。そうすればスムーズに最
も良い状態のイチゴをご提供いただけるそうです。
また園内での販売や、市場にも出荷していますので、手軽
に入手ができます。もちろん地元の人も直接買いに来ます。
商品開発も進めており、スタッフ手作りの大人気の「イチ
ゴばっか」は、イチゴがたっぷり詰まったロールケーキ。す
ぐに予約が一杯になってしまうくらいの人気ぶり。
もう一つおすすめなのが「イチゴジャム」。イチゴと砂
糖とレモンだけという甘さ控えめなジャム。こちらも人気
です。

甘い香りに包まれながら摘みたてのイチゴ、是非味わっ
てみて下さい。

とても広いハウスの中はイチゴの甘いにおいで充満。

低糖度のイチゴジャム。手作り無添加です。 
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シリーズ

本土地改良区は、伊勢市鹿海町、通町、一色町の伊勢神
宮林の流域をもつ宮川水系五十鈴川左岸沿いを受益地と
しております。

旧来の木出頭首工は、災害復旧事業によりコンクリート
固定堰、土砂吐ゲート、取入れ樋管が昭和29年度に築造
されたものです。当時は五十鈴川水利組合が①年1～ 2
回の堰上流の堆砂の除去、②取水樋門呑み口の補修の除
去、③土砂吐ゲートの堰柱の補修及び扉体部の補修等の
日常の維持管理を行い、施設の長寿命化を図っておりま
した。
しかし、その後たびたび発生する洪水等により施設全体
が脆弱化し、危険な状態となってきておりました。さらに
流域開発に伴い洪水量が増大し、流失した土砂が扉体部へ
堆積し、徐々に機能低下させ、上流側農地へも湛水被害を
もたらし、営農に支障を来たすこともありました。また農地
へ取水するための土砂吐ゲートの損傷も著しく、取水時の
ゲート操作も困難となり、受益地内への安定的な用水を確
保することが困難な状況にありました。

このような状況のもと、平成元年度に県営ため池等整備
事業（用排水施設整備）により、①自動転倒化による扉全体
の改修、②土砂吐ゲートの改修、③取水樋門の改修などの
整備により洪水時での被害を未然に防止し、受益地への安
定した用水量確保するための計画が持ち上がり、鋼製可動
堰、土砂吐ゲート、取付水路（樋管）に改修され、平成6年度
に完了しました。

しかし、取水施設本体は改修され、安定的な用水が確保
されましたが、受益地内の水路は木出頭首工の鹿海地区よ
り山尻に沿って、末端通町、一色町に導水する用排兼用水
路でありました。水路は土水路で緩勾配であるため、水路
内は土砂の堆砂により断面が狭小となり、また度重なる洪
水により水路法面が崩壊するなど、通水が阻害され、水の
有効利用に支障が生じる状況にありました。さらに日常の
維持管理の人手不足も重なり、水路より越流した水が農地
へ吸入し、農地災害を起こす要因にもなっておりました。

地元では生産の向上、経営の効率化を図るため改修計
画が持ち上がり、平成3年度県営かんがい排水事業「鹿海
地区」として用水路工（パイプライVU･DCIPφ600mm）
L=2,808.9ｍ、加圧ポンプ（φ350×2台）、排水路工2,534.1m

耕地整理工事中の現場

明治40年耕地整理着工以前の地区（公民館より旧五十鈴川を望む）

五十鈴川用水土地改良区
　　（伊勢市）
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耕地整理完了後の地区（公民館より地区を望む　平成16年10月28日撮影）

（プレハブ水路600×600～ 1,800、900×1,200～ 2,500）が
計画採択され、同時に五十鈴川用水土地改良区（地区面積
218ha、組合員355人）が平成4年3月19日に設立され、工事
は平成17年度に完了しました。
本事業による用水改良により
水稲の品質向上と取水施設の
安全確保、併せて農業経営の合
理化と維持管理費の節減によ
り農業生産性が向上し、農家収
入を増加させることができ、現
在に至っております。

現在は土地改良区（受益面積
218ha、組合員335人で理事16
人、監事2人、総代34人）、地元
自治会（鹿海町）、農家組合（一
色町）が協働して施設の維持管
理を行っています。

なお、鹿海地区は耕地整理の
竣工が大正3年でしたので、平

〈記念碑文〉
鹿海村は、東鹿海、西鹿海の2地区からなっています。
昔は両地区の間を五十鈴川が流れ、大雨となれば洪水
となり、地区を結ぶ板橋が流され、弱い堤防が決壊し、
作物が泥水におかされ、低地の家には水が浸入し、住民
の被害が多く困り果て、長い間苦しんできた。
明治32年8月耕地整理法が公布され、明治36年6月、

時の村長、糀谷松吉さん他に要職に就いている方たち
が、他県の先進地を視察され、農家の方たちと協議を進
めてきた。
明治37年、またもや大洪水に見舞われ、水田に植え
た稲は泥水で腐って大被害を受けた。そこで、数人の
先覚者が熱心に農家の人々と改善の道へと相談し、県
に明治39年に耕地整理のお願い（耕地整理発起許可
申請）をし、その後の明治40年11月27日に耕地整理施
行認可申請書を出し、12月には着工した。このことは
同時に、五十鈴川の改修、すなわち流れを変えることで
もあった。
工事にあたっては、ショベル、つる首、モッコ、パイス
ケ、唐鍬、天秤棒、人力で押すトロッコ等で運ぶなどす
べて人の動力、村民一意専心、予定の川筋である土を
運び出し、岩を砕き、田の予定地を埋め立て、想像を絶
する作業となった。
大正2年6月に竣工し、工事費総額64,000円（今の金
額約6億4000万円）、80町歩から85町歩へ5町歩増歩し、
水害もなくなった。

また、この耕地整理の大事業を後世に伝えるため、
大正6年4月に耕地整理記念碑が耕地の中央に立て
られた。
なお、県道館町通線拡幅のため、平成15年7月に現
在のところに移転された。

成25年に耕地整理竣工100周年を迎えました。一色地区
の竣工は大正10年ですので、平成32年が100周年となり
ます。

耕地整理記念碑
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「お手伝い」（志摩市）山本幸平
　家族で稲刈りをしているところでしょうか。刈り取ったばかりの稲を運ぶ
女の子のあどけない姿が印象的な秀逸作品です。タイトル通りちゃんと「お
手伝い」できたでしょうか？美しい山並みと稲穂が実った田んぼを背景にし
た、のどかな農村風景のひとコマです。

  農村の「はさかけ」という日常を撮った1
枚。思わず「今年も農村ではさかけが始
まった」と新聞ニュースにしたくなるよう
な1枚です。日常の風景でありながら作業
風景を的確にとらえ、今にも動き出しそう
な、まさに絵になる秀作です。

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。
61点の力作が寄せられ、平成27年2月4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。

「はさかけ」（松阪市）城田清延

最 優 秀 賞

優 秀 賞

特 別 賞

伊勢新聞社賞

「私も刈ったよ」
（四日市市）中村昭夫

　刈り取ったばかりの稲穂を持っ
て、お母さんと姉妹が語りかけて
いる風景写真。鉄道線路を背景
にした構図は非常に素晴らしいの
ですが、カメラの方を向いている
人がいないためか、表情をうまく
とらえきれなかったのが残念。

「田植のガッコウ」（熊野市）海野賢一

　熊野市丸山千枚田
での田植え体験の風
景写真。真っ黒に日焼
けした農家の方に教わ
りながら、慣れない手
つきで1本ずつ稲を植
えていく色白の若い女
性たち。農村文化を都
会の人たちに「伝える」
ひとときを写した一作
です。

「収穫」（四日市市）伊藤孝司

　夫婦でカブの収穫
をしている風景写真。
収穫前・後の葉っぱの
緑が美しい上に、背景
の赤枯れた針葉樹との
コントラストが美しい
作品です。表情が分か
るくらい人物が大きく
写っていればなおいい
写真になっただけに惜
しいの一言。

「実りの秋」（伊賀市）
山脇陸祐
　伊賀市の田んぼで稲刈りをし
ている若者たちをとらえた写真。
田植えが終わった後の喜びの表
情でしょうか、みんなの笑顔が素
晴らしいです。作業中をとらえた
写真であったらもっと面白い写真
になったかな、という点が悔やま
れます。

「手渡し」（伊勢市）
澤田芳一
　収穫したばかりの大量の大根
を、みんなで協力してトラックに乗
せる、農村の共同作業を撮ったひ
とコマ。この後すべて乗せること
が出来たのでしょうか？写真コン
テストではあまり見かけない、まさ
しく日常作業を写した一作です。

「実る豊穣の秋」
（多気町）中世古健吾

　多気町長谷の車田での収穫
風景でしょうか。花笠に野良
着をまとった女の子たちが丸
い田んぼの外側から順々に刈
り取っていく作業風景を写し
た1枚です。周りにはカメラマ
ンも多くかけつけ、同じように
稲刈りの風景を写真に収めて
います。

みえの農村風景
写真コンテスト受賞作品

第
11
回
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中川支部長　挨拶

去る1月23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、事業計画
の一環として平成26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、管内の市町・土地改良区役
職員35名が受講した。
今回は、土地改良区の運営基盤強化を目的に「土地改良
区について」と題して、土地改良区に関する全般について
理解を深めた。

東海農政局土地改良管理課　杉原課長

研修会の様子

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、引き続き講師をお願いした東海農政局
土地改良管理課の杉原課長より、前半と後半に分け、説明
を受けた。

前半では、まず公益法人であり、地縁団体である土地改
良区が如何に国民から見られているかをテキスト内の「土
地改良区を見るたくさんの目」と題した金魚鉢の図をもと
に、分かりやすく説明を受けた。

さらに農村社会、国民意識の変化による農村を巡る情勢
のなかで、「水（農業用水）」、「土（農地）」という地域資源を管
理している土地改良区の現状とそれに対しての課題が提
示され、今後土地改良区が如何に基盤強化することが重要
であるかを説明された。
後半では、最近相次いで全国で発生している土地改良区
での不祥事事案が紹介され、不祥事を未然防止するために
内部統制委員会の設置が提案され、お互いに牽制し合うこ
とが重要であることを力説された。

休憩を挟み、意見交換では国の土地改良区検査の今後の
方針が説明され、国の実施している土地改良区検査が現在
地方局単位で実施されているが、平成27年10月から組織
変更に伴い検査が一元化され、本省検査に統一されること
になり、より詳細な検査になるとの情報提供があった。

今回の研修は、公共性の強い団体として対外的に評価を
得るために今後の土地改良区の運営に対し再認識できる
内容であり、出席者は熱心に聴講しメモを取っていた。

伊勢志摩支部研修会
　開催

支部活動
報
告
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本会では、県内を7支部（桑名、四日市、津、松阪、伊勢志摩、伊賀・名張、東紀州）に分けております。土

地改良区は、そのいずれかの支部に属しております。各支部では、毎年開催される総会や視察研修等で、同

世代のみならず年齢の離れた他土地改良区の役職員の方と交流することができ、併せ本会の役員や支部担

当者との交流もでき、我 も々繋がりを実感することができます。また、自ら運営等に対して同じような悩みを抱え

ている土地改良区も少なくなく、相談もしやすいはずです。しかし、このような事業の出席率は必ずしも高くな

く、特に土地改良区数の多い支部におかれましては、その傾向は顕著であろうかと推察されます。出席されな

い土地改良区にとっては、この広報誌が本会、他支部を含む土地改良区との繋がりを示す数少ない存在の

一つになっています。

本会では、県内の土地改良区の紐帯として、通常総会、県内全域を対象とした水土里ネット役職員研修会を

実施しておりますが、少なからず課題はあるのではないかと思われます。

自らの土地改良区と管内外問わず他の土地改良区をつなぐものは？と考えてみますと広報誌が大きな存在

であると思います。皆さんがお住まいの市町の中には土地改良協議会等を設置し、交流・情報交換の場になっ

ている市町もあると聞いております。しかし、県内の支部（管内）以外の土地改良区との交流・情報交換の

場を作る機会はないと思われます。そのため、本会が季刊的に発刊している広報誌が直接的な交流ではあり

ませんが、情報共有のツールの一つと考えております。

その広報誌ですが、県と本会の職員で構成された編集委員11名による編集会議で内容を充分吟味し、そ

の後各関係機関（担当者）へ投稿を依頼します。依頼された担当者もなにぶん本来の業務をこなしつつ、

執筆していただくためか原稿締切り日間際での投稿が多く、たいへん苦労なされていることが想像されます。

その後、事務局と業者間で短期間のうちに内容構成などを繰り返し調整し、やっとのことで広報誌（案）

が出来上がり、決裁後印刷製本、納品を経て、皆様のお手元に届くこととなります。

　

編集後記としては若干脱線気味な内容となりましたが、今後とも双方向交流の一つのツールとしてご愛読し

て下さるようお願い致します。

水土里ネットみえ　廣瀬有司




