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農業はさまざまな政策の応援によって⽀えられています。
これからの奈良県の農政は何が焦点になるのでしょうか。

令和3年度 奈良県⾷と農の振興部⻑に就任された乾 新弥(いぬい しんや)部⻑に奈良県⼟地改良
事業団体連合会常務理事の菅⾕義寛がお伺いしました。

『 乾 新 部 長 に 聞 く ❕❕ 』

対談日：令和３年６月１６日（水） 場所：奈良県食と農の振興部長室

菅 谷 早速ですが、令和３年４月から⾷と農の振興部⻑に就任されましたが、これまでのご経歴や⾷と農
に関わるようなことがあればお聞かせください。
乾部⻑ 平成元年に奈良県庁へ⼊庁し、今年で３３年目となり、農の分野は３回目になります。前回は、
菅⾕常務が農林部次⻑時代にご⼀緒し、１回目の農政課にいたときには、農村振興課の⻑⾕川課⻑と⼀
緒でした。
農政課のときは、２年間は県中央卸売市場の担当で残りの２年間は「奈良のうまいもの」の黎明期を担当し
ておりました。その後、⼈事課や環境政策課などに異動した後、農林部マーケティング課⻑として「奈良のうまい
もの」を引き続き担当させていただき、県農産物を東京市場に売り込むために「奈良まほろば館」で⼤和野菜
をＰＲしたり、県産⾷材を使うレストランを東京に開設いたしました。
今回、部⻑として着任し、現在、県中央卸売市場の再整備に取り組んでおり、今年の夏には「奈良まほろば
館」移設に伴い、レストランを新設する節目なので、何か非常に関わりが深い部署です。
菅 谷 マーケティング課⻑をされていた時をよく知っていましたので、「奈良まほろば館」が⽇本橋から新橋に
移転し、レストランを併設して新たにスタートする年に、丁度ふさわしい⽅が部⻑に就任されたと思ってましたが、
その前に中央卸売市場も担当されていたわけですね。
乾部⻑ 当時の卸売市場は、国の⽅針で自由化を進めだした頃で、県中央卸売市場の業務規程である条
例の⼤幅改正を⾏いました。現在取り組んでいる県中央卸売市場の再整備は重責ですが、やりがいのある仕
事に就かせてもらえたと思っております。
菅 谷 奈良の⾷、農産物を、どう売り出したらいいかというイメージや施策展開などについてお伺いします。



奈良の⼟地改良　NO.71

2

乾部⻑ ⾷につながる農の体系を昨年度「奈良県豊かな⾷
と農の振興条例」で定め、今年４月からその基本計画に沿っ
て具現化するのが⼀番のミッションだと思っております。⾷を⽀
えるのが農で、その農を⽀えるのが担い手で、それぞれが繋が
っているので、最後は担い手が⼤きな課題になりますね。
菅 谷 ⾷を⽀える農産物、⾷材づくりが農の役割の中で、
担い手の確保にかかるお考えをお聞かせ下さい。
乾部⻑ 昔は、「学校を出て就職してマイホームを持って定住
する」という考え⽅が⼀般的なイメージだったと思うのですが、

今の若い⼈たちは、私たちが思っている定着するような考えだけでなく、ユーチューバ－が⼈気職種になるなど
働くことへのイメージがだいぶ変わってきており、コロナ禍でさらに加速していくように思います。
有機農業をしたいとか、イチゴ農家になりたいという若者も現れると思います。仕事や住む場所が流動化し
て、若者の選択肢が広がっていると思いますので、担い手像を広げて取り組むことが必要ではないでしょうか。
菅 谷 そうですね。⾊々な若者が様々なことにチャレンジする
中で、こんな珍しい農産物を作ってみたいって言う⼈もいるだろ
うし、⾷と農に関わる活動が拡がって、それぞれに⾊々な担い
手が出て来て欲しいですね。
新たな⼈達が就農するにしても、中山間地域など条件の不利
なところの農業のあり⽅も課題だと思いますがいかがでしょうか。
乾部⻑ 中山間地域での水稲作は手間がかかるので条件不
利になりますが、⽤水や耕作道の作業条件を解決すれば、中
山間にあう作物があると思いますので、収益性の高い農業が
展開できるように取り組みたいと思っています。
菅 谷 それぞれの地域特性に応じた作物の生産を伸ばしていく必要があるということですね。
話は変わりますが、「ため池特措法」が出来て、本県でも防災重点ため池が指定されました。⽇頃の点検な
どの管理がこれまで以上に⼤切になってくると思いますが、ため池対策についてお伺いします。
乾部⻑ 管理する⽅々の減少、高齢化でため池管理が難しくなってきていることは認識しております。ため池
の被害を軽減するために県、市町村、ため池管理者が⼀体となり、ため池対策に取り組んでいかねばなりま
せん。
県では、この度、ため池管理者を⽀援するために、「ため池⽀援センター」を開設いたします。県⼟連さんの
協⼒が無くては運営できませんのでよろしくお願いします。
菅 谷 ため池管理者や市町村のお役に⽴てるよう、私共もしっかり取り組んで参ります。
最後にその他、奈良県⼟地改良事業団体連合会や⼟地改良区に期待されることをお聞かせください。
乾部⻑ 県では技術職員の確保、育成に取り組んで
おりますが、市町村では農業⼟木専門職員はおられな
いと伺っています。⾏政の機能を補完し、技術⽀援して
いただく団体があるのは、非常に助かり、感謝しておりま
す。また、⼟地改良区の皆さま⽅には、農地や農業⽤
水の管理を通じて、各農家の農地の利⽤状況を把握
いただいており、県で進めている農地マネジメントに重要
な役割を担っていただけると期待しております。
今後ともよろしくお願いします。

菅 谷 私共も今後とも努⼒して参りますので、さらなるご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

本⽇は、お時間を取って頂きありがとうございました。
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予算額

（令和2年度補正含）

・補助公共事業
2,201百万円

・県単独公共事業
120百万円

・直轄事業負担⾦
200百万円

食と農の振興部

農村振興課

主要な対策

■１．特定農業振興ゾーンの整備

各ゾーンの目標達成のために高収益作物実証、農地中間管理事業、
スマート農業、新技術導⼊などと併せ必要な基盤整備を県が事業
主体となり実施。

■２．主要産地（リーディング品目など）の発展

柿、茶、高原野菜、⼩菊などの主要産地のさらなる発展に向けての
基盤整備を実施。

■３．ため池等防災減災対策

ため池管理法（H31.7）、ため池整備特措法（R2.10）により
防災重点ため池（県内969箇所）を対象に管理体制の⽀援、
改修整備を進める。

■４．農業⽤⽔利施設の⻑寿命化対策

吉野川分水や⼀の木ダムなど、基幹水利施設の⻑寿命化による
ライフサイクルコストの低減や適切な維持管理を⾏う。

■５．魅⼒ある農村地域づくり

⽇本型直接⽀払い制度、ふるさと水と⼟保全基⾦などを活⽤し、
地域の活動組織を⽀援し、⼈農地プランの実質化、六次産業化や
都市農村交流等による魅⼒ある農村づくりに取り組む。
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主な取組

〇県営ほ場整備事業
百済川向地区（広陵町）20.8ha
丹原地区（五條市） 10.8ha
区画整理、⽤排水路、農道整備、
高収益作物導⼊施設など

〇農業⽔利施設整備・診断事業
法貴寺地区（田原本町） 73.4ha

〇奈良らしい農村基盤モデル事業
伊那佐東部地区（宇陀市）51.5ha
営農、農地集積、基盤整備の調査計画

〇畑地帯総合整備事業
【柿】湯塩地区（五條市）78.2ha

栃原地区（下市町）71.2ha
パイプライン整備による⽤水供給

【高原野菜など】
⼤和高原南部地区（宇陀市・桜井市）85.7ha
貯水池、ポンプの改修整備

〇基幹⽔利施設管理事業 ⼤和高原北部地区、五条吉野地区

〇県営ため池整備事業
葛城山麓地区（葛城市） 高山地区（生駒市）
水位低下管理により治水利⽤

〇ため池防災対策調査計画事業
ため池管理体制⽀援調査（県）
ため池パトロール、ハザードマップ策定（五條市ほか）
ため池耐震調査（奈良市ほか83箇所）

〇基幹⽔利施設ストックマネジメント事業
⽩川地区（⼤和郡山市・天理市）

〇農業⽔利施設整備・整備診断事業
農業⽤取水堰調査（平群町ほか）

〇国営農業⽔利管理事業 ⼤和平野地区
〇国営施設応急対策事業 五条吉野地区

〇農村資源を活⽤した地域づくり事業
〇中⼭間地域活⼒アップ事業
〇多⾯的機能⽀払い交付⾦ ２３市町村２７３組織
〇中⼭間地域直接⽀払い交付⾦ １３市町村２９６組織

【現状】
条⾥制10ａ区画
個別経営
水稲単作

【計画】
区画拡⼤30a区画、
営農組織化、
新規就農、
高収益作物

百済川向地区（イメージ）

〇一般農道整備事業 ⼤野向渕地区、⻄吉野賀北地区
〇県営ほ場整備事業 北村地区（奈良市）
〇県営農地環境整備事業 曽爾地区

貯水池の整備 給水スタンドの設置

仁王門池（葛城山麓地区） 余水吐の改良

漏水状況
（五条吉野地区）

水管理システムの更新
（⽩川地区）

田んぼの水族館
生きもの観察会

柿の木オーナー園

継手部
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農地で困っていませんか︖困っている⼈いませんか︖
こんな悩みありませんか︖サポセンに相談してみませんか︖
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・おじいちゃん、おばあちゃんが農業をやっている
　んだけれども、もう来年からは出来ない。
・規模を縮⼩したい。
・農業を⾏わない。
・農地を相続したけど、どうしよう・・・
・管理が⼤変。
・後継者がいない。
・経営転換やリタイヤ
・耕作放棄地となって荒れてしまう。
　　　　等で農地を貸したい

出し手（地主） 受け手（借受希望者）
・農業をやってみたい。
・農地を拡⼤したい。
・農業参⼊（企業）をする。
・借りた農地が分散して
　いるから、作業や移動
　を効率化したい。

　　　　等で農地を探している
・公的な機関から借り受けるので安心
・⻑期に安定してまとまった農地を
　借⼊れできる。
・賃借料はサポセンに⽀払うことで事務が
　⼀本化できる。
・新規参⼊にあたり貸借にすることで初期投資を
　抑えられる。

・公的な機関が預かるので安心
・契約期間が終われば、確実に農地は出し手に
　返還
・受け手とのマッチング
・要件を満たせば、機構集積協⼒⾦が
　受けられる。

メ
リ
ッ
ト

正式名称
「公益財団法⼈ なら担い手・農地サポートセンター」

農地を貸したい⼈（出し手）と
農地を借りたい⼈（受け手）を つなぎます。

『農地の管理でお困りの皆さまへ』(P5)を掲載するにあたり、なら担い手・農地サポートセンターについて取材し、まとめてみました。

サポセンを活⽤する事業について

農地中間管理機構関連農地整備事業があります。
⼀定の条件を満たすと農家の⽅々の負担⾦がゼロで農地の基盤整備が可能な事業です。

〈事業内容〉 区画整理、農⽤地造成
〈事業要件〉 ①農地中間管理権

②受益面積
③設定期間
④集団化等 ほか

まずは、お電話を︕
出し手、受け手のどちらもお互いに登録するとのことで、
サポセンのスタッフがお話を聞いて下さいます。
ご近所さまで、お困りの方がいらっしゃいましたら、紹
介のお電話でも大丈夫。相談にのって下さるそうです。
スタッフが現地を確認。
何より、公的機関なのが安心。

詳しくは・・・
奈良県⼟地改良事業団体連合会
技術第２課
(℡:0744-29-1310） まで
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近年、自然災害の激甚化、頻発化等から農業⽤
ため池の決壊等による甚⼤な被害が全国的に多発
しています。
このような状況のなか、国の施策として令和元年７

月には「農業⽤ため池の管理及び保全に関する法律」
が施⾏され、更に令和２年１０月には「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」が施⾏され、これらの法律において、農業⽤ため
池の適正な管理や防災工事等を実施する者に対し、
技術的な指導、助言その他の援助に務めることが規定
されました。
そのためには、農業⽤ため池に関する情報を把握す

るとともに、農業⽤ため池管理者等にその情報を提供
し、また、技術的指導により農業⽤ため池管理者の能
⼒や知識の向上、当該防災工事等の確実かつ効果
的な実施を図っていく必要があります。
このことから、
・市町村等が実施する農業⽤ため池の現地調査・点検や管理状況の確認結果のデータベース整理（情報管理）
・農業⽤ため池管理者や防災⼯事等を実施する者からの相談に対する指導（相談対応）
・研修の開催（普及啓発）
などの業務を⾏う「奈良県ため池⽀援センター」を開設しました。
これらにより、これまで取り組んできた⽼朽化対策工事・耐震対策工事等のハード対策やハザードマップ作成等のソ

フト対策に加え、ため池の管理・監視体制の強化に向けて、同センターがため池管理者を強⼒に⽀え、ため池の防災・
減災対策を推進させることとしています。

◆受付⽇時︓毎週 火・木 曜⽇
（午前）１０︓００〜１２︓００（午後）１︓００〜４︓００
※祝⽇、休⽇、年末年始は除く

◆相談⽅法︓電話または来所（来所の場合、要予約）
◆連絡先︓☎０７４４－２９－１３１０
※管理者以外の⽅は、お住まいの市町村へご相談願います。

奈良県ため池⽀援センター
開設のお知らせ

防災重点ため池管理者 相談窓口

防災重点ため池を
管理されている方へ
専門のスタッフが

ため池の管理・保全に関する
相談を承ります

奈良県ため池⽀援センター
〒634-0033 奈良県橿原市城殿町４５９番地

（大和平野⼟地改良区４F）
TEL:0744-29-1310 FAX:0744-29-1312

設置者:奈良県 運営主体:奈良県⼟地改良事業団体連合会

看板をかける乾 奈良県⾷と農の振興部⻑と菅⾕常務
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複式簿記導⼊に伴う巡回指導を⾏っています
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⼟地改良法の改正に伴い、⼟地改良施設を管理するすべての⼟地改良区において、令和４年度から決算関係書
類として、貸借対照表の作成及び公表が義務づけられました。
このことを踏まえ、本会では、⼟地改良区が貸借対照表の作成を円滑に進めるために、令和元年度から巡回指導

を実施しております。本年度は25⼟地改良区の訪問を予定しています。

複式簿記会計を導⼊し、⼟地改良区等の財務状況の明確化・透明化を図るため、本年度も、全国⼟地改良事
業団体連合会主催の複式簿記導⼊促進特別研修を開催予定です。会計ソフトのご紹介もさせていただきますので、
ぜひご参加ください。⽇程等決まりましたら改めてご案内いたします。

お問い合わせは、
奈良県⼟地改良事業団体連合会 総務企画課へ
TEL︓0744-29-1310 FAX : 0744-29-1312

会計指導員および会計専門家による巡回指導の様子

※本年度は、新たに、会計処理に関
する相談指導⽇を設け、⼟地改良区
の⽀援を⾏う予定ですので、 ⽇程等
詳細が決まりましたら改めてご連絡い
たします。

巡回指導では、 ⼟地改良区の皆さんから、「⼟地改
良区に会計事務に詳しい⽅がいない。」「複式簿記にす
る場合の科目の設定をどうしたらいいのか。」等のご相談
を受けます。そのような不安を解消できるよう、各⼟地改
良区に合わせた⽀援に努めてまいりたいと思います。
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令和３年度　奈良県農村地域づくり協議会総会　開催
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令和３年５月26⽇(水)、⼤和平野⼟地改良区3階会議室において、奈良県農村地域づくり協議会総会を開催
しました。新型コロナウィルスの感染症の状況を鑑み、書面議決書の有効活⽤を⾏う等、参集者についても正会員の
みといたしました。議事については、いずれも出席者全員賛成により、原案通り議決されました。

【 設⽴趣旨 】
農村資源を活かし、地域の活性化を目指し、農村地域づくり活動を実践している集落等の団体（会員）及

びその団体をサポートする市町村等から構成される「奈良県農村地域づくり協議会」を平成28年に設⽴しました。
奈良県⼟地改良事業団体連合会が事務局を務めています。

【 基本⽅針 】
本県の農村地域は、美しい景観や豊かな自然環境、美味しい農産物、郷⼟料理、伝統⽂化などの農村資

源を豊富に有する反面、高齢化等によりそれらの維持管理が困難となっている地域も⾒られる。⼀⽅で、農業体
験や農村散策、特産品購⼊等、都市住⺠の農村に対するニーズは高い。これらのことから、本協議会は、農村
資源を活かした魅⼒と賑わいのある農村地域づくりのために、農村の魅⼒向上活動や都市農村交流などの賑わ
いづくりを推進するとともに、地域間連携を促進し、農村の活性化に資することを目的としています。

議 事

第１号議案 令和２年度事業報告及び会計収⽀決算に関する件について
第２号議案 令和３年度事業計画及び会計収⽀予算に関する件について

議⻑を務める農村地域づくり協議会
明⾒会⻑
(高取町ワークシェアリング
地域づくり協議会)

農村地域づくり協議会
⼤倉監事による監査報告
(美しい多地区の田園風景を楽しむ会)

参集の様子

農村地域づくり協議会
⻄岡監事

（天ノ香具山南協議会〉

明⽇香村
えいのうキトラ協議会

山本会⻑

事務局

（当⽇出席４団体、書面議決書による出席１１団体）
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奈良県農村地域づくり協議会 正会員のご紹介

天ノ香具⼭南協議会
(橿原市)
橿原市昆虫館のすぐそばの地域の休
耕田でフジバカマを栽培、アサギマダラ
(蝶)を呼ぶ
プロジェクトに
参加。夏の終
りから秋にかけ
て紫⾊の花が
満開に。

美しい多地区の田園風景を
楽しむ会(田原本町)
集落で⼩⻨栽培に取り組み、収穫した
⻨の全粒粉を使ったうどんやおせんべい
を商品化。
稲刈りや田植
えイベントも実
施。次は農家
⾷堂を目指し
ています︕

葛城⼭麓地域協議会
(葛城市)
葛城山麓の7⼤字が集まり、毎年､
｢葛城山麓ウォーク｣を開催。ウォークで
は、地域の農
産物や、農産
加工品を販売
し、都市農村
交流を深めて
います。

下市町平原区
むらづくり委員会(下市町)
遊休農地でレモングラスを栽培し、特
産品としてお茶や飴、⼊浴剤を商品化。
2年前には直
営のピザハウス
をオープン。地
域の賑わいの
場となっていま
す。

農ある高取推進協議会
(高取町)
夏休みを利⽤し､｢高取どろんこファー
ム｣を開催。どろんこ遊びと農業体験を
堪能したあとは、
夜空にランタン
飛ばし、お子
様から⼤⼈ま
でゆったり楽し
い⼀時を︕

⼭添村波多野地区
活性化協議会(山添村)
｢⼤和茶｣の生産地、山添村は、昔、
国産の紅茶の産地でした。波多野地
区では残されてい
た当時の品種を
復活(べにほまれ
復活プロジェクト)
し、交流イベント
を開催しています。

⼭の辺の道周辺農村づくり
ネットワーク(天理市・桜井市)
作り手のいなくなった柿園を利⽤した
「柿の木オーナー制｣､農産物直売所
｢柳本マルシェ｣､
地元農産物を
使ったジャムづ
くり､収穫体験
などを実施して
います。

南檜垣地域協議会(天理市)

地域の農産物として⻘⼤⾖を栽培し、
味噌、きな粉、⾖乳などの特産品づくり
に取り組んでいます。
⾊々な野菜の収穫
体験付きのサイクリン
グイベントも実施して
います。

ゆめ野⼭地域協議会
(五條市)
農事組合法⼈を設⽴し、皆で⼒を合
わせて米、シソ、キャベツ等を栽培し、
地域の農地を管
理。通りに花
を植え、景観
づくりに取り組
んでいます。

十市町地域協議会(橿原市)

田植え･稲刈りや収穫体験を実施し、
地域住⺠､また近隣地域との交流を深
めています。10月の伝統⾏事｢だんじり
祭｣では稲穂が
垂れる自慢の田
園風景を、7台
のだんじりがゆっ
たりと進みます。

高取町ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞ
地域づくり協議会(高取町)
⼈材不⾜に悩む当地域と地域に所在
する３つの福祉事業所が連携し、地
域の農業におい
て障がいを持つ
⼈々が活躍で
きる場面づくり
に取り組んで
います。

栃原柿の⾥
地域づくり協議会(下市町)
地域の遊休農地をなくすためにシャクヤ
クを栽培。花の季節にイベントを開催。
また柿の産地
ならではを活か
して、柿の葉
寿司に使われ
る柿葉を栽培
しています。

ロマントピア月ヶ瀬
管理運営組合(奈良市)
｢⼤和茶｣と｢月ヶ瀬梅林｣で名高い
月ヶ瀬。茶摘み･手もみ茶、梅⼲しづく
り他、こんにゃく
づくりなどの体
験講座を開
いています。

町思会(奈良市)

耕作放棄地の増加に頭を悩ませる高
樋町。風光明媚な景観を守るため、住
⺠が⼒を合わ
せて農作業や
景観づくりに
取り組んでい
ます。

明日香村えいのうキトラ
協議会(明⽇香村)
これまで栽培してきた⼤和トウキやミシ
マサイコ等の薬草に加え、新たに整備さ
れた農地でシャクヤク栽培を始めました。
満開の花が⾒
事な春に、都
市農村交流
イベントを開催
します。
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作品募集のお知らせ
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「ふるさとの田んぼと⽔」子ども絵画展２０２１
「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展は、農村の豊かな自然や美しい風景、歴史的な遺産や伝統などを守り次世代

へと引き継いでゆくため、子どもたちに田んぼや農村に関心を持ってもらい、「田んぼ」「ため池」「農業⽤水路」などの風
景や、⼤切な水路を守っている⼈たちの姿を通して、水の循環や環境保全への理解をうながし、⼤⼈たちへのメッセー
ジとして子どもたちのまなざしを届けることを目的として開催します。

2020農林水産⼤⾂賞『みのりの秋』

2020⽂部科学⼤⾂賞『たけのこほりに挑戦だ︕』

2020環境⼤⾂賞
『ピクニックへＬｅｔʼｓ Ｇｏ!!』

【応募のきまり】

①作品のテーマ︓「新発⾒︕わたしたちのふるさと自慢」
・「田んぼ」「ため池」「農業⽤水路」などの風景や、⼤切な水路を
守っている⼈たち、農村や農業に古くから伝わる祭りや風習、
郷⼟料理、様々な農作業風景など。

・題材の選択に作者ひとりひとりの発⾒や感動が表現されるよう、
グループで応募される場合には、題材や構図の統⼀はなるべく
避け、各自が自由に選択するよう心がけて下さい。

②応募作品︓⼩学生以下
（クラスや学校単位での共同作品も可）

③四つ切り画⽤紙サイズ（38cm×54cm）
⼤型作品、工作物は選定の対象となりません。

④応募作品は未発表のものに限ります。

⑤応募作品には、応募⽤紙に必要事項を⼊⼒（記⼊）し、１
点ずつ作品の裏面、 右下スミにはがれないように貼り付けて下
さい。応募⽤紙は、奈良県⼟地改良事業団体連合会ホーム
ページ https://www.naradoren.or.jp をご利⽤下さい。

⑥応募期間︓令和３年８月２⽇(月)〜９月１０⽇(⾦)

⑦応募先︓〒６３４－００３３ 橿原市城殿町４５９
奈良県⼟地改良事業団体連合会 総務企画課
TEL:0744-29-1310  FAX:0744-29-1312

2020全国水⼟⾥ネット会⻑賞
『たのしく、きれいな本祭り』

2020ふるさと水と⼟優秀賞
『ザリガニとったよ︕さわれたよ︕』

2020水の路賞
『ぼくの好きな田んぼの風けい』

https://www.naradoren.or.jp
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「水のつながりプロジェクト」とは
⼤和平野地域及び水源地域（川上村）の⼩学生がそれぞれの地域で⾒学、体験を⾏い、交流することで、水源

地域と⼤和平野地域が吉野川分水で繋がっていることを感じて⼤和平野地域の地理、歴史、そして、水源地の役割
を学習することを目的とした活動。
主催︓⼤和平野⼟地改良区・奈良県川上村 協⼒︓奈良県農村振興課・水⼟⾥の会（橿原市田中町）

水源地域の川上村⽴川上⼩学校、５年生２名と水を利⽤する地域の橿原市⽴香久山⼩学校、５年生２７名
が参加し、橿原市田中町水⼟⾥の会の⽅の指導の下、田植え体験が⾏われました。
平成２３年、⼤和平野⼟地改良区の組合員のみなさまより川上村に「おかげ米」が贈呈されました。これは水源地

域で育まれた吉野川の水が、吉野川分水として⼤和平野に導水され、その安定的に供給される農業⽤水で営農で
きていることに感謝し、その気持ちを形に表そうと企画されたものです。この「おかげ米」贈呈をきっかけに、⼤和平野と水
源地域との間にさらなる友好関係を育もうと平成２４年度から「水のつながりプロジェクト」がスタートしました。

【開会式】 ⻲田 橿原市⻑挨拶 栗⼭ 川上村⻑挨拶

水と木でつながる川上村と
橿原市。農業の勉強と学校
同⼠の交流で楽しい体験をしてほしい。

令和３年６月１５⽇(火)快晴☀

１０年目の節目の年を迎えられたことが感慨深く感謝。
水がどうしてお米になるのか⾒えづらい。その⾒えづらい
ことを⼀生懸命考える。そうすれば、つながっていることが
わかる。仲良くしっかり勉強して欲しい。

児童挨拶
川上小学校 香久山小学校

⻘空の下、田んぼに⾜を踏み⼊れる
ことに⼾惑っていた子ども達は、田中町
水⼟⾥の会の⼈達に温かく⾒守られな
がら、だんだん慣れてきたのか、上手に
苗を植えるようになりました。
楽しそうな声が響く中、取材に⾏った

私も嬉しくなりました。水に映る太陽が
まぶしく、子ども達に癒やされた梅雨晴
れのひとときでした。（⻄⼝）

【田植え】
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新型コロナウィルス感染症に対する対応について
(主催者からの通知文引⽤)

１．参加者の条件
６５歳以上の参加者については、原則⼤会⽇までにワクチン接種（２回）を終了した⽅とします。また６４

歳以下の⽅は、ワクチン接種について可能な限り努めていただくことをお願いします。ただし、アレルギー反応その他
によりワクチン接種を受けることが出来ない⼈等はこの限りではありません。

2．開催⽅法の決定
コロナ禍の開催となり、開催⽇の状況が⾒通せないため、開催⽇における新型コロナウイルス感染症の状況に

応じた対応として、開催の可否および開催の⽅法(無観客開催を含む)について、8月末に決定します。
なお、8月末に通常開催と決定した場合でも、9月以降の感染状況等により、無観客開催に変更する場合が

あります。また、無観客開催の場合は、⼤会式典以外のその他の⾏事(事業視察を含む)は実施しません。

※全国⼟地改良大会群⾺大会の参加募集につきましては、別途、奈良県⼟地改良事業団体連合会から会員の
皆様にご案内させていただきます。奈良⼟連では10月５日(火)〜７日(木)の日程での活動を予定しております。
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● 職 員 紹 介 ●

今回、総務企画課の業務内容を紹介をしました、弘田真裕です。
私は、令和元年度に奈良県⼟地改良事業団体連合会に採⽤され、3年目を

迎えました。
初めは連合会の業務についてはわからないことばかりでしたが、少しずつ⼟地改良

事業についても理解していき、ようやく⼀歩が踏み出せたかなと思っています。
私はこの２年間、連合会や各種協議会の経理事務、また総会や理事会・研修

会の開催準備や広報誌の作成などの業務を、先輩⽅に教えていただきながら⾏って
きました。本年度からは、新たに(公財)農業振興会館の経理事務や、理事会・評

議員会、農業振興功績者表彰受賞者会、各種研修会の開催等に携わることとなりました。
今後皆様にお会いできる機会が増えるかと思いますのでお気軽に声をかけて下さい。笑顔で明るく対応させ

ていただきます。
まだまだ至らぬ点ばかりですが、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

・総務企画課・

●総務企画課 業務内容●

奈良県⼟地改良事業団体連合会は、会員の⾏う⼟地改良
事業に関する技術的な指導その他の援助をはじめ、⼟地改良事
業に関する教育及び情報の提供並びに調査及び研究、国又は
県の⾏う⼟地改良事業に対する協⼒を⾏っています。

本会は４つの課により編成されており、今回は総務企画課のご
紹介をさせていただきます。総務企画課は、現在8⼈体制で業務
を⾏っています。
本課は、定款・規約その他諸規程に関すること、会の組織運営、

予算の編成・執⾏並びに会計経理に関すること、総会・理事会・
監事会及びその他の会議・研修の企画・運営に関すること、会員
への情報提供としての広報誌の発⾏に関すること、各種協議会
（奈良県農業農村整備事業推進協議会、奈良県⼟地改良
区連絡協議会）の事務局運営に関すること、農業農村整備事
業の予算に関する国（農林水産省、財務省）への政策提案活
動（陳情・要望）などを⾏っています。

また、⼟地改良法の改正により、令和４年度から、資産
として評価すべき⼟地改良施設を管理する⼟地改良区は、
貸借対照表の作成が義務づけられたことにより、⼟地改良
区を対象に会計に係わる巡回指導業務を⾏っています。

本年度は、巡回指導業務に加え、会計専門家の同席に
よる会計指導相談会も予定しております。
その他、「公益財団法⼈ 農業振興会館」への協⼒として、

農業振興功績者表彰、美アップ・農村レディセミナー、最先端
農業を学ぶセミナーの公益事業の運営及び法⼈運営業務を
⾏っています。

今後も、会員の皆様に対し、きめ細やかな⽀援を⾏う為、⽇々努⼒してまいりますのでご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願いいたします。
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● 編 集 後 記 ●

先⽇、会計指導員に随⾏し、⼟地改良区へ巡回指導に訪問させていただきました。⼟地改良区
の皆様から、⼟地改良区の会計細則や貸借対照表を作成する際の科目について質問がありましたが、
的確にお答えできず、自分の勉強不⾜を痛感しました。⼟地改良法や⼟地改良区の決算関係書類
等についてさらに勉強し、皆様のお役に⽴てるために頑張りたいと思います。

また、本年度から携わることとなった農業振興会館の理事会・評議員会が書面による議決となり、
農業振興功績者表彰受賞者会が延期されました。様々な⾏事が中⽌や⼈数縮⼩などとなり、皆様
にはご迷惑をおかけしておりますが、⼀⽇も早く新型コロナウイルスが収まり、元気に皆様とお会いできる
のを楽しみにしております。(弘田）

https://www.naradoren.or.jp

