
平成２ ８ 年５ 月３ ０ 日シェ ーンバッ ハ・ サボ－（ 東京都） において「 農業農村整備の集い」
が、 全国土地改良事業団体連合会及び都道府県土地改良事業団体連合会の共催で開催さ れま
し た。 当日は、 全国から約１ ， ０ ０ ０ 名の水土里ネッ ト 関係者が参集し まし た。

集いでは、 二階俊博全土連会長の主催者挨拶、 来賓祝辞に続き、 進藤かねひこ都道府県土

地改良事業団体連合会長顧問より 農業農村の情勢報告が行われ、 最後に「 土地改良は日本の

命綱である。 こ の綱をし っかり 守っている農家や土地改良区の皆様の声をお聞きし 、 国政に

お届けする。 まさ にキャッ チボールの強靭なボールの役目と なって、 農業農村を巡る課題を

一つでも多く 解決できるよう 、 これからも全身全霊で頑張っていく 」 と 述べられまし た。

その後、『 平成２ ９ 年度当初予算の十分な確保』 と 『 平成２ ８ 年度予算の追加的な予算措

置を講じ ること 』 と する要請書が提案さ れ、 満場一致で採択し 、 最後に、 参加者全員による

ガンバロウ三唱が力強く 唱和さ れ、 幕を閉じ まし た。

平成２ ８ 年７ 月１ １ 日（ 月）、 なら 土連会館大会
議室において臨時総会を開催し まし た。 奥野信亮会
長の開会の挨拶の後、 来賓の中から上月良吾近畿農
政局農村振興部長、 福谷健夫奈良県農林部長より 祝
辞を賜り まし た。

引き続いて小城利重斑鳩町長を議長に選任し 議事
に入り 、 下記の案件について審議いただき議決承認
を得まし た。

第１ 号議案平成２ ７ 年度事業報告について
第２ 号議案平成２ ７ 年度会計収支決算並びに財産目録について
第３ 号議案定款の一部変更について
第４ 号議案任期満了に伴う 役員の選任について
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「 農業農村整備の集い」 ～農を守り 、 地方を創る予算の確保に向けて～
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平成２ ８ 年５ 月１ ３ 日（ 金）、 なら土連会館大会議室において県内土地改良区約８ ０ 名の
出席を得て「 県内土地改良区役職員研修会」 を開催し まし た。

研修会は、 小城副会長（ 斑鳩町長） の開会の挨拶に始まり 、 来賓と し て奈良県農林部農村
振興課小林健二課長より 挨拶いただき、 奈良県の農業農村整備事業の概要について説明し て
いただきまし た。

続いて、 全国土地改良事業団体連合会中央換地センタ ー浦山正四所長による「 土地改良区
による農業水利施設の管理について」 と 題し て、 土地改良区の現状課題また施設管理につい
ての講義を受け、その重要性を再認識し まし た。次に日本金融公庫奈良支店石井氏による「 公
庫資金制度の概要について」 を、 又農事組合法人多集落営農組合大倉組合長による「 田原本
町多地区における集落営農と 地域づく り について」 講義をう けまし た。 集落が生き残るため
またさ らに活性化するための努力さ れている活動について聞かせて頂きまし た。 最後に奈良
県土地改良事業団体連合会農業農村技術課今西課長による「 水土里ネッ ト 奈良からの情報提
供」 と し て、 土地改良施設維持管理適正化事業について説明し まし た。

参加さ れた方々は熱心に耳を傾け講義を受けられまし た。

近畿水土里ネッ ト 連合協議会は、 農業農村振興に関する政策提案について平成２ ８ 年７ 月
１ ９ 日（ 火） に近畿農政局に対し て、 また、 平成２ ８ 年７ 月２ ６ 日（ 火） に国会議員、 農林
水産省、 財務省等に対し て、 提案要望活動を行い政策を提案し まし た。

（ １ ） 農業農村整備事業の積極的な推進と 農家負担への配慮
（ ２ ） 農業農村整備事業関係予算の確保
（ ３ ） 土地改良区の役割増大に伴う 運営基盤強化について
（ ４ ） 土地改良施設等の管理に対する支援制度の充実
（ ５ ） 水土里情報システムの利活用促進施策の整備
（ ６ ） 土地改良事業団体連合会の運営基盤の強化

平成２ ８ 年度県内土地改良区役職員研修会

研修会の様子

近畿の農業・ 農村の振興に関する政策提案・ 要望活動

稲田政調会長



農地（畦畔）・農業用施設を

災害から守りましょう

梅雨・台風シーズンを迎えて、農地や農業用施設の災害の発生が心配されます。

農地や農業用施設を災害から守るためには、日頃からの管理が重要となります。

気象情報に注意し、大雨等が予想されるときには､早めに次のことを十分に注意して

下さい。

・降雨時は危険ですので、事前に行動してください。

・刈り草を放置すれば、水路や道路の路面水の流れを

阻害し災害を招く恐れがありますので、集積撤去して

ください。

・災害が発生した場合は、地元代表の方を通じて速やか

に市町村担当課に連絡してください。

・災害復旧事業の採択には基準があり、また、工事施工

に当たり負担金が必要となります。

お問い合わせは、 奈良県土地改良事業団体連合会 農業農村技術課 まで

◆農地（畦畔）を守る

・用水の取入口は閉まっていますか。

・排水口は十分な断面を確保して

いますか。

◆農道を守る

・道路側溝、横断水路に土砂等が堆

積していませんか。

◆水路を守る

・刈り草、土砂等で水の流れを阻害して

いませんか。

◆ため池を守る

・余水吐に土のう等を積み上げ、貯水量を増やし

ていませんか。

・ため池の堤体に陥没又は、ひび割れ、漏水等異

常があった場合は、速やかに連絡してください。



平成２ ８ 年３ 月２ ５ 日（ 金） に、 全国水土里ネッ ト 第５ ８ 回通常総会の後、 東京都千代田
区「 シェ ーンバッ ハ・ サボ－」 において全国水土里ネッ ト 表彰式が開催さ れ、 全国土地改良
功労者表彰、 農業農村整備優良地区コンクール表彰、 ２ １ 世紀土地改良区創造運動表彰が行
われ、 全国の受賞団体・ 受賞者及び関係者が出席し まし た。

奈良県からは第５ ７ 回土地改良功労者表彰「 個人賞」 に大和平野土地改良区寳満美津子総
務課係長、「 団体賞・ 銀賞」 に田原土地改良区が受賞さ れまし た。

また、 田原土地改良区上田晃司理事長は、 全国の受賞者を代表し て代表受賞さ れまし た。

平成２ ８ 年５ 月２ ３ 日（ 月）、 桜井市「 三輪神社大神神社大礼記念館」 において、『 平成２
８ 年度奈良県農業振興功績者表彰受賞者会総会』 を開催し まし た。

先進地研修は、 桜井市の農事組合法人アグリ 大泉（ 平成２ ５ 年度受賞）、 森岡氏果樹園（ 平
成２ ０ 年度受賞）、 国営造成地区山本氏ほ場（ 平成２ ４ 年度受賞） を視察し まし た。 参加者
は、 農業・ 農村の現状について、 意見交換をかわし ながら 、 有意義な研修と なり まし た。 な
お、 来年度は田原本町で開催さ れます。

平成２ ８ 年３ 月２ ８ 日に農業振興功績者表彰式が開催さ れまし た。

〇吉田義一(五條市) ： 果樹

〇竹田芳弘（ 大和高田市）： 畜産

〇𠮷川宗隆（ 田原本町） 花卉

〇大畑営農組合（ 葛城市）： 集落営農
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