
全国水土里ネット表彰

３月２７日(月）、なら土連会館大会議室において第５７回通常総会を開催しました。
奥野信亮会長(衆議院議員)の開会挨拶の後、来賓のなかから厨秀俊近畿農政局次長、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て議事
にはいり、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28年度会計収支補正予算の専決の承認について
第２号議案 平成29年度事業計画について
第３号議案 平成29年度経費の賦課徴収について
第４号議案 平成29年度会計収支予算について
第５号議案 平成29年度役員報酬について
第６号議案 平成29年度一時借入金の限度額及び借入方法について
第７号議案 平成29年度金銭の預入先について

土地連の通常総会に引き続いて、農業振興功績者
表彰式が行われました。この顕彰は奈良県下の農業
技術の開発、農村環境の整備等に努め、その普及教
育に功績のあった個人、団体に授与されます。本年
度から優秀賞・奨励賞の２部門が設けられ優秀賞に
は個人１名、１団体が、奨励賞は個人１名、１団体が受
賞しました。
【優秀賞】

藤本 俊彦 氏（桜井市）［部門 水稲・野菜］
信貴山のどか村（三郷町）［部門 土地利用］

【奨励賞】
安田 淑子 氏（田原本町）［部門 野菜］
山陰土地改良区（五條市）［部門 土地改良］

３月２4日(金)に、全国水土里ネット第59回通常総
会の後、東京都千代田区「シェーンバッハ・サボー」
において全国水土里ネット表彰式が開催されました。
全国土地改良功労者表彰（第58回）は、永年にわ
たり土地改良事業に尽力され、功績がみとめられた
土地改良関係者(優良団体･個人)が表彰されるもの
で、本県からは、【団体表彰・金賞】に西和土地改
良区が、【団体表彰・銅賞】には山陰土地改良区が
受賞されました。
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平成29年2月21日（火）、なら土連会館4階大会議室において、奈良県土地改良区連絡協

議会設立総会並びに県内土地改良区役職員研修会を開催しました。はじめに、設立発起

人代表として中筋西和土地改良区理事長の挨拶の後、福谷県農林部長より祝辞を賜りまし

た。

設立総会では、中筋西和土地改良区理事長を

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 奈良県土地改良区連絡協議会設立について
第2号議案 奈良県土地改良区連絡協議会規約(案)について
第3号議案 役員の選任について
第4号議案 平成２９年度の事業計画(案)について
第5号議案 平成２９年度の予算(案)について

設立総会に引き続いて、県内土地改良区役職員研修会を開催しました。研修会では、近
畿農政局土地改良技術事務所 平野専門技術指導員より「水路の簡易補修と機能診断につい
て」、奈良気象台 横田気象台長より「近年の気象状況と短時間から長時間までの予測情報」
について講義いただきました。

その後の特別講演では、荒井正吾奈良県知
事を迎えて「奈良県の農地を活用し県土全体
活性化するため”農地マネジメントの推進に取
り組もう！！”」と題して講演いただきました。
参加された方々は熱心に耳を傾け講義を受

け、意見交換されました。
研修会の後、「飛鳥荘」において荒井奈良県

知事にもご出席いただき、情報交換会を開催し
ました。

本県の農業農村は農業従事者の高齢化、減少とともに兼業化の進行、高齢者のリタイア等による農地の

荒廃、担い手不足による農地や農業用水の適切な維持管理に支障が生じていること、農業所得の減少によ

る農村地域の活力の低下など課題が山積しています。

このような状況の中、農業者にとって、農地の活用・維持、農業用水の確保、ため池、水路・頭首工等

の農業水利施設の維持管理が大きな負担となっていること、その上、県内の農業水利施設は、老朽化が進

み機能が低下している施設が多いこと等、これらの施設を適期・適切に管理することが非常に困難になって

います。

これらのことから、健全な農業農村の維持発展を図ること及び農業農村の持つ多面的機能の発揮を図る

ためには、今後も引き続き農業農村に係る農業政策(産業政策と地域政策)の基盤(根幹)である土地改良事

業及び農村整備を推進していくことが必要不可欠であります。

そこで、県内の土地改良区の総力を結集し、研修会、情報交換会等の実施と各土地改良区間はもちろん、

県・市町村・農業関係者との連携を図ることにより、各土地改良区が今まで以上に地域農業の発展に寄与

していく目的で、県内の土地改良区が集まる、「奈良県土地改良区連絡協議会」を設立するものであります。

奈良県土地改良区連絡協議会設立総会並びに

県内土地改良区役職員研修会の開催

奈良県土地改良区連絡協議会設立趣旨書(要約)



◎「農業農村整備事業発注者支援機関」に認定
水土里ネット奈良は､｢公共工事の品質確保の促進に関する法律｣第１５条第１項に定める発注

者関係事務を公正･適切に支援できる機関として､｢近畿地域農業農村整備事業に係る公共工事の

品質確保に関する協議会｣から｢農業農村整備事業発注者支援機関｣に認定されました。

業 務 区 分 業 務 内 容

・構想計画、調査・地元調整、説明調査・計画補助
・意向調査・関係機関との調整、協議

・設計図書（仕様書、図面等）の作成設計・積算補助
・積算書の作成（積算・積算参考資料）

・入札・契約方法の算定・必要書類の作成技術審査補助
・技術資料の審査業務

・工事監督監 督 補 助
・工事中の施工段階確認、施工状況・体制の評価

・中間技師・既済部分、完成時の検査検 査 補 助
・施工者、担当技術者の評価

○ 本会では、この制度に基づき農業農村整備事業に係る

発注者支援を積極的に行っていきますので、ぜひご活用

いただきますようお願いいたします。

〇多面的機能支払交付金制度とは
多面的機能支払制度とは､地域の共同活動に係る支援を行い､地域資源の適切な保全管理を推進する

ことにより､農業･農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持･発揮されるようにするものです。
多面的機能支払交付金には、

１．「農地維持支払交付金」 ①地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保
全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動に取り組む活動組織に対してす
る交付する交付金。

２．「資源向上支払交付金」 ②地域共同による施設の軽微な補修及び農村環境の保全のための
活動等の地域資源の質的向上を図る共同活動及び、③老朽化が進む農業用用排水路等の長寿
命化のための補修・更新等を行う組織に対して交付する交付金があります。

〇制度のポイント
農地維持支払交付金に取り組む活動組織は、

１．農業者のみの活動組織でもＯＫ（非農業者の参加を要件としない）。
２．農業生産を営むために不可欠な基礎的な保全活動（農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面

維持等）を支援するなど、農業者が取り組みやすい制度です。
〇交付単価

（国と地方公共団体の合計額） （単位：円/１０ａ）

都府県 ①農地維持支払 ②資源向上支払 ①と②に取り ③資源向上支払 ①、②及び③に

（共同活動） 組む場合 （長寿命化） 取り組む場合

（１,８００） (４,８００)
田 ３,０００ ４,４００ ９,２００

２,４００ ５,４００
（１,０８０） (３,０８０)

畑 ２,０００ ２,０００ ５,０８０
１,４４０ ３,４４０
（１８０） (４８０)

草地 ２５０ ４００ ８３０
２４０ ４９０

（注）単価については、取組内容等により異なります。（ ）内は継続組織。

多面的機能支払の実施に関する基本方針(奈良県)より。

〇業務支援の問い合わせ先

奈良県土地改良事業団体連合会では、多面的機能支払の業務支援を行いま
す。

業務支援の内容（現地確認等）

なお業務支援の内容、費用等についてはご相談ください。（℡ 0742-26-1310）

発注者

市町村
土地改良区等

水土里ネット

奈 良

要 請支 援

本会は発注者支援機関に認定されています

◆多面的機能支払交付金制度のご案内◆



所属・役職 氏 名 E-mailアドレス 兼務

常務理事 藤永 和生 k-fujinaga＠naradoren.or.jp

事務局長 道具 弘伸 h-dougu＠naradoren.or.jp

事務局次長 東 安彦 y-higashi＠naradoren.or.jp

事務局参事 乙木 孝 t-otogi＠naradoren.or.jp

総務換地課 課 長 道具 弘伸 h-dougu＠naradoren.or.jp ○

主 幹 安田 尚央 h-yasuda＠naradoren.or.jp

主 査 清水 淳子 j-shimizu＠naradoren.or.jp

主 査 植村 彰夫 t-uemura＠naradoren.or.jp

主 事 南 朱美 a-minami＠naradoren.or.jp

農業農村技術課 課 長 今西 敏文 t-imanishi＠naradoren.or.jp

課 長 補 佐 今出 靖 y-imade＠naradoren.or.jp

課 長 補 佐 草間 資之 m-kusama＠naradoren.or.jp

技 師 米田 佳史 ｙ-yoneda＠naradoren.or.jp

農地地図情報ｾﾝﾀｰ センター長 東 安彦 y-higashi＠naradoren.or.jp ○

課 長 今西 敏文 t-imanishi＠naradoren.or.jp ○

主 幹 安田 尚央 h-yasuda＠naradoren.or.jp ○

課 長 補 佐 草間 資之 m-kusama＠naradoren.or.jp ○

技 師 池田 健一郎 k-ikeda＠naradoren.or.jp

事務局参与 蘆村 好高 y-ashimura＠naradoren.or.jp

技 術 顧 問 下川 博続 m-shimokawa＠naradoren.or.jp

奈良県土地改良事業団体連合会 (代表) na-doren＠hyper.ocn.ne.jp

農地地図情報ｾﾝﾀｰ (水土里ﾈｯﾄ奈良内) gis＠naradoren.com

平成２８年度の土地改良区体制強化事業として実施された、「会計指導員育成研修」におい
て、本会総務換地課課長の道具弘伸が、会計指導員に認定されました。
この会計指導員は、土地改良区等の外部監査の実施、土地改良区等の事業運営の透明化

やガバナンスの強化に関する啓発・指導を行うことができますのでご相談下さい。
今後も本会は技術力向上の為、職員全員が資格取得に向け取り組んでいきま

す。

開催時期 行事予定 開催場所
６月 ９日（金） 第１回理事会 なら土連会館
６月３０日（金） 奈良県農業農村整備事業推進協議会総会 なら土連会館
７月予定 奈良県土地改良区連絡協議会総会並びに研修会 なら土連会館
１０月２５日（水） 第４０回全国土地改良大会in静岡 静岡県

奈良県土地改良事業団体連合会（水土里ネット奈良）
〒630-8301 奈良市高畑町1116番地の6 なら土連会館１階
URL http://www.naradoren.com
E-mail na-doren@hyper.ocn.ne.jp

TEL ０７４２－２６－１３１０
FAX ０７４２－２６－１２８８

平成２９年度 水土里ネット奈良の組織図及びメールアドレス

行事予定（６月～１０月）

新たな資格取得者について

http://www.naradoren.co
mailto:E-mailna-doren@hyper.ocn.ne.jp

