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⽔⼟⾥ネット奈良 授与式
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令和２年７⽉１９⽇（⽇）、⽔⼟⾥ネット奈良 会⻑室において⽔⼟⾥ネット奈良授与式を開催しました。
この式典は、全国⽔⼟⾥ネット表彰式として令和２年３⽉２６⽇に砂防会館において開催が予定されていまし
たが、新型コロナウイルス感染予防のため、東京都での開催は中⽌となり、⽔⼟⾥ネット奈良で開催すること
になりました。式では、奥野信亮会⻑から各賞受賞者に表彰状の授与を⾏いました。

奈良県⼤和郡⼭市の北東の９町（⼤字）を区域とする改良区で、各町
毎にそれぞれ⼟地改良区の⽀部を設けており、各⽀部ごとに井堰、農道、
⽔路等の維持管理を⾏い、平成２７年度より、⼟地改良施設維持管理適
正化事業により⽼朽化した⽔路について各⽀部順次改修を⾏っている。

また、地域内のため池を各⽀部ごとに、草刈り、⽔路の泥上げ等清掃を
⾏い農地維持活動や、⽣き物調査を実施し、環境改善運動にも取り組んで
いる。平和地区「ふれあい祭」に⼟地改良区として協⼒参加し、花咲かそ
うキャンペーンを⾏い、花のポット苗を配布し、環境美化運動を⾏ってい

る。農産物の販売、ミニ運動会にも積極的に参加し、地域住⺠とふれあい地域の活性化に繋がっている。
耕作放棄地対策として、⼤和郡⼭市農業委員会と連携し、区域内の農地の巡回を⾏い、耕作放棄地が

あれば解消のため所有者に指導と草刈り等を協
⼒して⾏う。耕作放棄地を利⽤し酒⽶作り（⼭
⽥錦)を実践している。

おめでとうございます。

・令和元年度 農業農村整備優良地区コンクール・
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【農事組合法⼈多集落営農組合】
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⽥原本町多集落営農組合を近畿農政局地⽅参事官が視察されました。

令和２年７⽉１７⽇（⾦）、近畿農政局 ⾕⼝地⽅参事官、井上統括農政推進官、⼩⼭主任農政推進官が
⽥原本町多集落営農組合の視察をされました。梅嵜(うめざき)多集落営農組合総務部⻑がプロジェクターで
概要（パワーポイント資料）を説明されました。
【⼤倉代表】
・担い⼿の確保が⼤きな課題である。我々の集落営農組合においても、次の世代の担い⼿が限られており、近い将来、

例えば、担い⼿を農業先進地の次男、三男さんにお願いする事も⼤いにありえると思っている。
・新規就農者⽀援については、実際に就農希望者を預かって感じた事がある。就農希望者に対して経済⾯その他の⽀

援制度をもう少し⻑いスパンでフォローしていただき、就農希望者の定着を図って欲しい。
・国の農業施策にだけ頼るのではなく、⾃ら農業経営の安定に努めなければと考えている。 業務を受託し、ハウスで

⽔稲苗の硬化作業を３⽉から６⽉にかけて⾏っている。資産運⽤の⾯から、
この時期以外の硬化ハウス利⽤を計画したいが、何か栽培する品種がある
か知恵を貸していただきたい。

【近畿農政局】
・滋賀県内には、300以上の集落営農組合がある。担い⼿確保の⽬的で統合する

集落営農組合もある。
・硬化ハウスの利⽤として、リーフレタスを栽培しているところがある。

おめでとうございます。
・令和元年度 農業農村整備優良地区コンクール・

農事組合法⼈多集落営農組合は平成１６年任意組織として設⽴、その後、法⼈化を推進し、平成
２６年に農事組合法⼈となった。現在、多集落内の農地を７０％集積している。

多地区では平成２１年度から３ヶ年間、農⼭漁村活性化プロジェクト⽀援交付⾦事業に取り組み、
暗渠排⽔、⽤⽔路、排⽔路⼯事を実施し、⽤⽔の安定供給・⽔管理の省⼒化、乾⽥化が図られた。
事業により、⽔⽥での畑作利⽤が可能となり、農作物の品質向上・収量増を実現し、表作として、
⽔稲（主⾷⽤⽶、WCS⽤稲、⽶粉⽤⽶、飼料⽤⽶等）を栽培、裏作として、⼩⻨を栽培する⼆⽑作体
系を確⽴した。

また、⽔稲苗育成のためビニールハウスを10棟建設し、JＡ奈良県より⽔稲苗硬化作業を受託し収益
向上を実現しているほか、地元産⼩⻨粉の全粒粉を使⽤した乾麺、せんべい、地元産⽶粉を使⽤した
菓⼦類等の開発に取り組み、県内製麺所や製菓店と連携して商品化を
⾏い道の駅等で販売し、更なる収益の改善と経営安定を図っている。
多集落営農組合は今後も農地集積を図るとともに、新規需要⽶栽培の
拡⼤と地元産⼩⻨の加⼯商品の拡⼤に⼒を⼊れるなど、国が推進する
⽔⽥フル活⽤を実践する先進地区として、⽔⽥営農における県内のモ
デルとなっている。また、法⼈が⺟体となり組織された農村活性化を
⽬的とする活動団体「美しい多地区の⽥園⾵景を楽しむ会」は、奈良
県農村地域づくり協議会の中⼼的メンバーとなっている。
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全国⽔⼟⾥ネット会⻑会議顧問 宮崎まさお⽒ 来県、現地視察

令和２年８⽉１２⽇（⽔）宮崎議員が現地視察意⾒交換に来県されました。五條吉野⼟地改良区ではスマー
ト農業の取り組み、⼤和⾼原南部⼟地改良区では改修予定の貯⽔池など現場も視察されました。⼤和平野⼟地
改良区では意⾒交換会を⾏われ、この春オープンした吉野川分⽔歴史展⽰館も⾒学されました。

【 ⼤和平野⼟地改良区との意⾒交換会 】

【 『吉野川分⽔歴史展⽰館』⾒学の様⼦ 】

【 五條吉野⼟地改良区 現地視察 】

【 国中県議との意⾒交換会 】 【 ⼤和⾼原南部⼟地改良区 現場視察 】
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令和２年度 奈良県多⾯的機能⽀払推進協議会通常総会 開催

令和２年９⽉２９⽇（⽕）、⼤和平野⼟地改良区 ⼤会議室において、奈良県多⾯的機能⽀払推
進協議会通常総会を開催しました。

奈良県多⾯的機能⽀払推進協議会とは・・・
推進協議会は、農業の多⾯的機能の維持・発揮を図るため、

地域共同による農⽤地、⽔路、農道等の地域資源及び農村環境
の保全活動並びに農業⽤⽤排⽔路等の施設の⻑寿命化のための
活動の推進及びこれらの活動の啓発・普及を通じた地域振興等
に資することを⽬的とする。
推進協議会は、この⽬的を達成するため、次の各号に掲げる事
業を⾏う。
（１）多⾯的機能⽀払推進交付⾦に関すること
（２）その他この⽬的を達成するために必要なこと
奈良県⼟地改良事業団体連合会は奈良県多⾯的機能⽀払推進協
議会より委託を受けて、事業に関する事務の⼀部を実施してお
ります。

議 事

第１号議案 令和元年度事業報告及び会計収⽀決算に関する件
第２号議案 規約の⼀部変更に関する件
第３号議案 令和２年度事業計画及び会計収⽀予算に関する件

会⻑挨拶

議⻑選出

監査報告

副会⻑（JA理事）挨拶

奈良県課⻑（代理）質疑事務局説明奈良県担当説明

参集状況

協議会会⻑、菅⾕常務(奈良⼟連）より開会の挨拶、
議事進⾏の下、議案が審議され、原案どおりに承認
を得ました。
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令和２年度 奈良県農業農村整備事業推進協議会総会 開催

令和２年１０⽉３０⽇（⾦）、⼤和平野⼟地改良区 ⼤会議室において、令和２年度 奈良県農業
農村整備事業推進協議会総会を開催しました。

協議会会⻑、上⽥⼤和郡⼭市⻑より開会の挨拶、農林⽔産省 近畿農政局 前⽥農村振興部⻑、奈良
県 杉⼭⾷と農の振興部⻑のご祝辞に続き、⼤和郡⼭市上⽥議⻑の下、議案が審議され原案どおりに承
認を得ました。

議 事

第１号議案 令和元年度事業報告並びに
収⽀決算について

第２号議案 令和２年度事業計画（案）
について

第３号議案 令和２年度会費の徴収（案）
について

第４号議案 令和２年度収⽀予算（案）
について

その他 要望活動について

総会終了後、農業農村整備事業等に関する意⾒交換会が開催されました。

奈良県農業農村整備事業推進協議会とは・・

『平成１７年に奈良東部広域営農団地農道整
備事業推進協議会』をはじめとする７つの推
進協議会が合併され設⽴されたものであり、
奈良県の「農業⽣産基盤整備」「農村⽣活改
善整備」「農地等の保全管理」を実施する農
業農村整備事業の円滑な推進を図ることを⽬
的とする。会員は３１市町村の代表者をもっ
て構成されている。

【内容】

① 令和３年度農村振興関連概算要求
ため池⼯事特措法
新たな基本計画に基づく農村振興施策

② 奈良県農村振興課主要施策
特定農業振興ゾーンでの取り組み
ため池等防災減災対策
農村地域振興対策

③ 意⾒交換会
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令和２年度 奈良県農村振興技術連盟功労者表彰式
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農業農村整備事業に関する説明会

令和２年１０⽉１６⽇（⾦）、令和２年度奈良県農村振興技術連盟功労者表彰式（⼤和平野⼟地改良
区 ⼤会議室）が⾏われました。下市町地域づくり推進課 堀内浩史 主幹、奈良県北部農林振興事務
所 有⽥博保 農村地域振興課⻑、奈良県東部農林振興事務所 上⽥耕治 農村地域振興課⻑、奈良県
⼟地改良事業団体連合会 安⽥尚央 総務企画課兼⽀援業務課⻑が表彰されました。

【内容】

１．R３予算要求について
・県 主要施設について
・農林⽔産省農村振興局 概算要求について

２．ため池対策について
・ため池法とため池特措法について
・流域治⽔とため池管理について

３．特定農業振興ゾーンについて

４．農村地域振興について
・棚⽥地域振興対策について
・多⾯的機能⽀払、中⼭間地域等直接⽀払と

⼈・農地プランの実質化について

５．その他
・災害復旧事業について

令和２年１０⽉１６⽇（⾦）、令和２年度奈良県農村振興技術連盟功労者表彰式終了後、県⾷と農の
振興部農村振興課による農業農村整備事業に関する説明会（⼤和平野⼟地改良区 ⼤会議室）が⾏われ
ました。

⻑⾕川委員⻑より賞状を受け取る
安⽥尚央 総務企画課兼⽀援業務課⻑

おめでとうございます。
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令和２年度 近畿⽔⼟⾥ネット連合協議会 活動 ①

要望活動 〜近畿の農業・農村の振興に関する提案〜

提
案
事
項

要
望
活
動

意
⾒
交
換
会

場所︓ホテルルビノ京都堀川 『銀閣の間』

◇近畿の農業・農村の振興に関する提案書説明
近畿⽔⼟⾥ネット連合協議会
（当番県）奈良県⼟地改良事業団体連合会

◇各府県⽔⼟⾥ネット提案・要望説明
①⽔⼟⾥ネット 滋賀
② 〃 京都
③ 〃 ⼤阪
④ 〃 兵庫
⑤ 〃 和歌⼭
⑥ 〃 奈良

◇意⾒交換会
提案・要望について近畿農政局と意⾒交換会

１ 農業農村整備事業の着実かつ円滑な推進ならびに関係予算の確保
２ ⼟地改良施設等の管理に対する⽀援制度の充実
３ ⽇本型直接⽀払制度の円滑な推進
４ 役割増⼤に伴う⼟地改良区の運営基盤の強化
５ ⼟地改良事業団体連合会の運営基盤の強化
６ 新型コロナ感染症の拡⼤防⽌に係る⼟地改良区等への⽀援

令和２年７⽉１５⽇（⽔）、近畿⽔⼟⾥ネット連合協議会は、令和３年度農業農村整備関係予算の確
保等を⽬的として近畿農政局への提案活動を⾏いました。

近畿農政局 前田農村振興部長

令和２年度において、奈良県⼟地改良事業団体連合会は、近畿６府県の⼟地改良事業団体連合会の相
互連絡、事業の普及および発展に寄与することを⽬的とする、近畿⽔⼟⾥ネット連合協議会の当番県を
担っています。
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令和２年度 近畿⽔⼟⾥ネット連合協議会 活動 ②

令和２年度 近畿⽔⼟⾥ネット連合協議会総務担当者会議 開催

令和２年度 近畿⽔⼟⾥ネット連合協議会事務責任者・事務局⻑合同会議 開催

令和２年１０⽉７⽇（⽔）、⼤和平野⼟地改良区 会議室において、今年度新たな試みとして、近畿
管内⽔⼟⾥ネットの総務関係の業務に関わる担当職員がそれぞれの業務に関わる上で、問題や悩み等
を協議し、今後の業務遂⾏に活かす事を⽬的として令和２年度近畿⽔⼟⾥ネット連合協議会総務担当
者会議を開催しました。

６府県事務局を含め１１名でそれぞれの懸案事項を持ち寄り話し合いました。
まず、⾃分⾃⾝の業務の中から聞いてみたいことを考えるという作業の中で、通常業務を掘り下げ

て考えることができた点、他府県の懸案事項に答える為にベテラン職員の⽅々のお話を伺ったのが勉
強になり、その上で当⽇のそれぞれのご意⾒を伺えたのがとても参考になりました。

奈良県⼟地改良事業団体連合会は、総務企画課５名が参加し、弘⽥主事が業務、南主査が会計、⻄
⼝主査が広報活動について、それぞれ質問回答をしました。

令和２年１０⽉２２⽇（⽊）、T H E   K A S H I H A R A   (旧橿原ロイヤルホテル)２階「⼋重」
の間において、令和２年度近畿⽔⼟⾥ネット連合協議会事務責任者・事務局⻑合同会議を開催しまし
た。

先⽴って、令和２年９⽉２４⽇（⽊） 京王プラザホテル札幌 ３階
「扇の間」で開催された『都道府県⽔⼟⾥ネットブロック代表事務責
任者会議』について全⼟連 室本専務理事、星野事務局⻑より説明が
あり、続いて協議に⼊りました。

【都道府県⽔⼟⾥ネットブロック代表事務責任者会議協議事項】

（１）多⾯的機能⽀払の取組推進の連携強化について
（２）全⼟連賦課⾦について
（３）優良⼟地改良区表彰（合併後改良区の再表彰等）について
（４）全⼟連の会員資格要件（⼟地改良区）について
（５）農林中央⾦庫の総代選挙について
（６）「新⽥舎⼈」の編集⽅針について
（７）その他

全⼟連 室本専務理事 星野事務局⻑
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令和２年度 近畿⽔⼟⾥ネット連合協議会 活動 ③－1

令和２年度 近畿⽔⼟⾥ネット連合協議会職員研修会 開催

令和２年１０⽉２７⽇（⽕）、⼤和平野⼟地改良区 会議室において、令和２年度近畿⽔⼟⾥
ネット連合協議会職員研修会を開催しました。

【研修内容】

１．オリエンテーション及び⾃⼰紹介

２．奈良県内における農業地域作り最新情報
・『なら⾷と農の魅⼒創造国際⼤学校（NAFIC）（桜井市）を巡るアグリーツーリズム』
・なら⾷と農の魅⼒創造国際⼤学校（NAFIC）外観⾒学

〈奈良県 豊かな⾷と農の振興課〉

〜 昼⾷（菜の花キッチン︓桜井市⽣⽥２４３）〜
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令和２年度 近畿⽔⼟⾥ネット連合協議会 活動 ③－2
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３．⼟地改良制度 及び 会計指導員試験の必須⼟地改良法項⽬
〈近畿農政局 ⼟地改良管理課〉

4．キャリアデザインに関する研修
〈有限会社ディー・ベース 品⼭ 耕⼀⽒〉

研修の中で、⾃分⾃⾝の強みを
探すプロセスとして、２⼈１組
となり、１つの問いに対して、
⽚⽅の⼈がインタビューを⾏う
ハイポイントインタビューを体
験しました。

Q.これまでで最もやりがいを
感じた仕事の話を聞かせて
ください

などの「最も(ハイポイント)」
というキーワードを共通に質問
を⾏い、これまでで最も良かっ
た経験を振り返ることで「ポジ
ティブ・コア」と呼ばれる「強
み・重視している価値観」など
を発⾒し、お互いのポジティブ
コアを探索しました。

（研修の１コマ）
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回
1
2
4

12
14
17
18
19
25
26

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
46
49
53
57
58
59
60
61

銀章 銅章
平和⼟地改良区

北倭⼟地改良区

倉橋溜池⼟地改良区
治道北部⼟地改良区

興留⼟地改良区
勢野⼟地改良区

治道南部⼟地改良区
北倭⼟地改良区

⽩川溜池⼟地改良区連合

五條吉野⼟地改良区
⼤和平野⼟地改良区

⼤和⾼原北部⼟地改良区

27
治道北部⼟地改良区 いかるが溜池⼟地改良区

昭和61

平成3
平成4

倉橋溜池⼟地改良区
⼤和⾼原南部⼟地改良区

富雄川筋字⼗ヶ⼟地改良区

平成元
平成2

⼤和平野⼟地改良区
五條吉野⼟地改良区

平成5
平成6
平成7
平成8

⽩川溜池⼟地改良区連合
五條吉野⼟地改良区
⼤和平野⼟地改良区

平成9
平成10
平成12
平成13

⼤和⾼原北部⼟地改良区
⼤和⾼原南部⼟地改良区

平成27
平成28
平成29
平成30
令和元

⻄和⼟地改良区

平和⼟地改良区

倉橋溜池⼟地改良区 いかるが溜池⼟地改良区

平成14
平成16
平成19
平成23

治道北部⼟地改良区
⼤和平野⼟地改良区

治道南部⼟地改良区

⾦章

昭和62
昭和63

北倭⼟地改良区

農林⽔産⼤⾂賞

奈良県⼟地改良事業団体連合会 60周年 メモリアル ①

昭和60

昭和34
年度

昭和35
昭和37
昭和45
昭和47
昭和50
昭和51
昭和52
昭和58
昭和59 倉橋溜池⼟地改良区  ⽩川溜池⼟地改良区連合

治道南部⼟地改良区

櫟本⼟地改良区

平和⼟地改良区

⼤和⾼原南部⼟地改良区
⼤和⾼原北部⼟地改良区

⻄和⼟地改良区
富雄川筋字⼗ヶ⼟地改良区

⻄和⼟地改良区

⽥原⼟地改良区

⼭陰⼟地改良区

いかるが溜池⼟地改良区

⽥原⼟地改良区

11

全国土地改良事業団体連合会土地改良功労者表彰（団体）

奈良県⼟地改良事業団体連合会は、創⽴６０周年を迎えました。この６０年の間に、全国⼟地改良事
業団体連合会⼟地改良功労者表彰を受賞された⽅々の記録を改めて掲載いたします。
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回 回
3 ⼩⾕ 周太郎 ⻄⾕⼟地改良区 垣内 博義 奈良県果樹振興ｾﾝﾀｰ嘱記
9 中野 朝⼀郎 五条北⼭⼟地改良区 向井 明男 奈良県農業振興公社技術課⻑
10 ⼭川 敏治 北倭⼟地改良区 藪内 源弘 ⽩川溜池⼟地改良区連合理事
11 福井 勇達 向渕⼟地改良区 ⼩堀 嘉⾠ ⼟地改良連合会参与
12 坂上 ⻑治郎 南⽥原⼟地改良区 川端 友⼦ ⼤和⾼原北部⼟地改良区主任
13 上武 重次 北倭⼟地改良区 ⼸場 博⽂ ⼟地改良連合会参与
14 吉本 利達 櫟本⼟地改良区 森⽥ 好彦 倉橋溜池⼟地改良区理事⻑
15 ⿊川 重太郎 ⼤宇陀⻄部⼟地改良区 ⽶⽥ 弘 ⽩川溜池⼟地改良区連合理事
16 上武 正信 北倭⼟地改良区 福⽥ 昌範 ⽩川溜池⼟地改良区連合理事
17 酒井 定男 ⽩川溜池⼟地改良区連合 細井 ⼤治 奈良県農業振興公社職員
18 清⽔ ⻑治郎 いかるが溜池⼟地改良区 吉⽥ 嘉美 奈良県郡⼭⼟地改良区理事⻑
19 倉本 奈良⼀ 櫛羅⼟地改良区 奥⽥ 貞⼀ 櫟本⼟地改良区理事⻑

北森 房雄 深野⼟地改良区 中嶋 清⾏ 治道南部⼟地改良区理事⻑
中川 勝喜 倉橋溜池⼟地改良区 今⻄ 忠敏 ⼟地改良連合会参与

21 奥⽥ 安治 信貴畑久安寺⼟地改良区 ⽵本 脩 筒井⼟地改良区副理事⻑
22 加護野 義⼀ ⼩泉⻄⽥中⼟地改良区 ⽣野 典夫 新庄町⼟地改良区協議会⻑
23 前⽥ 光治 倉橋溜池⼟地改良区 ⼩中 松四郎 ⼤和郡⼭九条⼟地改良区理事⻑
24 相沢 正信 ⼤和⾼原北部⼟地改良区 福井 昌美 ⼤和⾼原北部⼟地改良区専務理事
25 ⻄久保 忠勝 ⼤和⾼原北部⼟地改良区 ⼭⼝ 岩松 いかるが溜池⼟地改良区理事

仲  定 治道北部⼟地改良区 中⻄ 俊⼆ 倉橋溜池⼟地改良区職員
森⽥ 純司 ⼤和平野⼟地改良区 48 上室 利⾏ ⼤和⾼原南部⼟地改良区理事
中川 雅勇 ⽩川溜池⼟地改良区連合 49 ⿊松 宏允 旗尾⼟地改良区理事⻑
⻄村 肇 ⼤和⾼原南部⼟地改良区 50 松浦 貞夫 奈良県郡⼭⼟地改良区理事⻑
中野 富雄 いかるが溜池⼟地改良区 51 福本 博明 五條吉野⼟地改良区事務局⻑
森北 正治 奈良県農業振興公社 ⼤井 徳雄 元⼟地改良連合会常務
⽶⽥ 彦治 椎⽊⼟地改良区 乾  義明 ⼤和平野⼟地改良区 事務局⻑
吉川 武男 北倭⼟地改良区 53 藤本 栄治 ⼤和平野⼟地改良区 事務局⻑
⼤⻄ 富夫  ⼤和平野⼟地改良区 奥⽥ 勝康 ⼤和平野⼟地改良区 事務局次⻑
宮⽥ 治平 奈良県農業振興公社 滝北 博⽂ ⼤和平野⼟地改良区 事務局次⻑

31 ⽊村 繁雄 ⼤和平野⼟地改良区総代 伊東 和昌 ⼤和⾼原北部⼟地改良区 管理課⻑
宮城 茂 ⻄和⼟地改良区 樫岡 理弘 倉橋溜池⼟地改良区 管理係⻑
藤⽥ 尚三郎 奈良県農業振興公社 清⽔ 淳⼦ ⽔⼟⾥ネット奈良 主幹  
家郷 勇 ⼩泉市場⼟地改良区理事⻑ 新⾕ 登司之 ⼤和平野⼟地改良区
福井 康夫 ⼤和⾼原南部⼟地改良区 駒⽥ 勝治 ⼤和平野⼟地改良区
上室 利⾏ ⼤和⾼原南部⼟地改良区理事 57 寶満 美津⼦ ⼤和平野⼟地改良区 総務課係⻑ 
勝本 好⼀ ⼟地改良連合会 ⼄⽊ 孝 ⽔⼟⾥ネット奈良 事務局⻑ 
藤井 義明 野原湯川⼟地改良区理事 植村 彰夫 ⽔⼟⾥ネット奈良 主幹  
菅⽥ 庸男 ⼟地改良連合会技術課⻑ 59 東  安彦 ⽔⼟⾥ネット奈良 次⻑  
⼩林 陽⼀ 旗尾⼟地改良区理事⻑ 60 藤永 和⽣ ⽔⼟⾥ネット奈良 元常務理事  
林本 孝男 奈良県農業振興公社技術課⻑ 道具 弘伸 ⽔⼟⾥ネット奈良 事務局⻑ 
川⼝ 素之 ⼤和平野⼟地改良区事務局⻑ 今⻄ 敏⽂ ⽔⼟⾥ネット奈良 事務局次⻑ 
安村 和郎 ⼤和平野⼟地改良区事務局次⻑

団体年度 ⽒名 団体 年度 ⽒名
昭和36 38 平成8昭和42
昭和43 39 平成9昭和44

43 平成13昭和52

昭和45 40 平成10昭和46
昭和47 41 平成11昭和48

20 昭和53 44 平成14

昭和54 45 平成15昭和55

29 昭和62

28 昭和61

昭和56
昭和57
昭和58

26 昭和59

27 昭和60

32 平成2

平成元

30 昭和63

34 平成4

35

33 平成3

36 平成6 平成30

61 令和元
37 平成7

奈良県⼟地改良事業団体連合会 60周年 メモリアル ②

47 平成17

12

平成5 平成29

46 平成16

平成18
平成19
平成20

昭和49 42 平成12昭和50
昭和51

平成21

平成2252

平成23

54 平成24

58 平成28

55 平成25

56 平成26

平成27

感謝の気持ちを

ここに

the 60th anniversary

全国土地改良事業団体連合会土地改良功労者表彰（個人）

受賞された先輩⽅の⼟地改良事業に対するご尽⼒に厚く御礼申し上げます。
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防災重点農業用ため池に係る
防災工事等の推進に関する特別措置法が成立

令和２年６月、議員立法による「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法案」

が成立しました。本法律は、令和元年７月に施工された「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に続く

ため池関連法であり、豪雨や地震が頻発している中にあって、国土強靱化を図っていくうえで、重要な役割を

果たすことが期待されています。
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ため池管理保全法とため池工事特措法との違い

【ため池の強化対策】
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● 編 集 後 記 ●

「コロナと共存」、「ｗｉｔｈコロナ」と⾔われる中、いかに感染対策をしながら、ＱＯＬ（⽣活の質）を保てるか、
向上させることができるのかが⽇常の課題となっております。そんな、２０２０年が終わろうとしています。
令和２年度最初の「奈良の⼟地改良NO.66」の編集後記では、『また、取材などでお⽬にかかれることを楽しみに
しています。』と書かせて頂きましたがどれだけの⼈にお会いできたのでしょうか。６０周年の式典では、たくさんの⽅にご
臨席賜りましたが私がそのお声をこの紙⾯に反映させられたのは、ほんの数⾏でした。
その後、巡回指導や会議、研修を通じて会員の⽅々、他府県の職員の⽅々と少しずつお会いする機会がありまし
た。私⾃⾝、まだまだ歩み出したばかりではありますがこの様な機会での繋がりを⼤切にしていきたいと思っております。
今後ともよろしくお願い致します。
くれぐれもお⾝体に気をつけてお過ごしください。 （⻄⼝）

奈良県土地改良事業団体連合会（水土里ネット奈良）

〒634-0033 奈良県橿原市城殿町４５９番地 大和平野土地改良区４階

TEL：0744-29-1310 FAX：0744-29-1312 http://www.naradoren.or.jp

携帯電話のQRコードは↓

コロナ対策
私達の
取り組み

手洗い、消毒、
マスクの着用、

検温の徹底

ご協力を

お願い

いたします。

アクリル板
（パーテーション）

による飛沫感
染予防の実施

事務所内、廊下の

窓を開け、送風機

２台を使用して風を

循環させる。

ドアノブ、窓の取っ手、電気のスイッチ、

エレベーターのボタン、共用機器の操作盤、

卓上、椅子の肘掛けなど人が触れるところ

を消毒する。


