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奈良の土地改良　NO.75

令和５年度　政策提案・要望活動

令和5年度の政策提案・要望活動を、奈良県土地改良事業団体連合会、 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3者合同で、令和4年6月13日(月)、14日(火)に行いました。 進藤金日子
参議院議員、宮崎雅夫農林水産大臣政務官、高市早苗自由民主党政務調査会長はじめ奈良県選出の国会議
員及び農林水産省・財務省 に、地域の実情を説明するとともに、予算確保に向けての要望活動を行いました。

進

宮崎雅夫 農林水産大臣政務官

農水省 川合規史 整備部長田野瀬太道 衆議院議員

財務省 野村宗成 主計官高市早苗 政務調査会長

堀井巌 参議院議員

奥野信亮 衆議院議員
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提案書の表紙に五條吉野地区（下市町栃原）
のシャクヤクガーデンの写真を使用させていただきました。

奈良の土地改良　NO.75

【奈良県の農業・農村の振興に関する提案書】

１．産地の競争力強化と、農家の維持管理負担軽減のため、水利施設の整備や更新、長寿命化
対策にかかる支援と必要な予算の確保

２．農地集積・集約化、高収益作物への転換、スマート農業の導入をはじめ、地域の実情に応じた、
きめ細かな農地整備への支援と必要な予算の確保

３．防災重点ため池の整備や水利施設の機能診断調査など、農村地域の国土強靱化対策にかかる
十分な予算を確保すると共に、ため池の治水利用や田んぼダム等、流域治水対策の推進に貢献
する土地改良施設の管理負担軽減のための支援

４．土地改良施設の保全・管理体制強化を図るため、
（１）ため池管理サポートに対する支援の強化
（２）土地改良区における複式簿記の定着や土地改良施設の診断・指導の充実に向けて、

土地改良区体制強化事業に対する支援の強化
（３）人・農地プランの実質化や土地改良施設管理の省力化・高度化に資する水土里情報の

充実活用に向けた支援の強化
（４）小規模な土地改良区が管理する農業水利施設の維持管理に対する支援制度の創設

5．土地改良区等から県土連への業務委託や、災害復旧事業へ対応するため、県土連の体制強化
及び安定的な事業量確保への支援

６．農業・農村の持つ多面的機能が継続的に発揮されるよう日本型直接支払制度
（多面的機能支払交付金及び推進交付金、中山間地域等直接支払交付金）の充実と予算の確保

進

田
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奈良の土地改良　NO.75

『農業農村整備の集い』に参加
令和５年度当初予算の確保に向けた 『農業農村整備の集い』 が、令和４年６月１４日（火）に、東京都千代田区

シェーンバッハ・サボーにおいて、全国土地改良事業団体連合会、都道府県土地改良事業団体連合会の主催により開催
されました。

昨年度と同様に新型コロナウイルス感染防止対策を考慮した開催となり、全国から土地改良関係者約６５５名（うち
女性５５名）の参加者となりました。

主な出席者として金子原二郎農林水産大臣、森山裕TPP・日EU・日米TAG等経済協定対策本部長、宮崎雅夫農林
水産大臣政務官をはじめ農林水産省幹部と多数の国会議員の方々が来賓として駆けつけ、力強いご祝辞をいただきました。

はじめに、二階俊博全国土地改良事業団体連合会長より令和５年度当初予算の確保についての協力と、男女共同参
画については、土地改良において大事であり、今後しっかりと取り組んでいかなければならないと主催者挨拶がありました。

続いて来賓祝辞のあと、水土里ネットおきなわ知念副会長が要請書を朗読し、全会一致で採択されました。

○○ 開催目的 ○○
全国の農業・農村においては、過疎化、高齢化、担い手の不足、人口減少に伴う地域の活力の低下、さらに

昨今のコメをはじめとする農産物価格の低下など課題が山積みしている。
このような中、新たな食料・農業・農村基本計画に揚げられた、農業に従事する若者たちが自信を持てる「強い

農業」と「美しく活力ある農村」の創出を実現していくためには、農業生産基盤の整備により農業の競争力を高め
るとともに、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮、農業の持続的発展と農村の振興などに取り組むこと
が喫緊の課題となっている。

「農業農村整備の集い」は、農業農村整備に携わる全国の関係者が一堂に会し、それぞれの現場で直面して
いる喫緊の課題を再確認し、これらの諸課題に緊急に対応すべく農業農村整備事業の一層の充実と推進を期
することを目的に開催するものである。

また、進藤金日子全国水土里ネット会長会議顧問より情勢
報告がありました。

最後に男女共同参画を推進するため、女性の会会長（秋
田県 かづの土地改良区 根本事務局長）及び全土連若手
職員による力強い「ガンバロウ」の発声と盛大な拍手で「農業農
村整備の集い」は盛会のうちに終了しました。

次回10月20日（木）に「農業農村整備の集い」が開催さ
れる予定ですので、ご参加ご協力よろしくお願いいたします。

二階会長

金子農水大臣

森山議員 進藤顧問
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奈良の土地改良　NO.75

全国水土里ネット会長会議顧問　参議院議員　進藤金日子氏　来県
国会はもちろん、全国各地の現場を訪問し多忙を極める進藤金日子参議院議員が5月9日(月)来県し、北は

生駒市から南は黒滝村に至るまで精力的に県内各地を訪問されました。
午前中は五條市で太田五條市長、寺本五條吉野土地改良区理事長との意見交換を皮切りに(株)桝忠銘木、

(株)大紀を順次訪問、会長・社長はじめ社員や関係会社の皆様への国政報告や意見交換を行い、黒滝村役場
では辻村村長はじめ村議会議員、森林組合専務と面談し林業・山村振興にかかる意見交換を行いました。午後
からは田原本町で吉野川分水関係者と、天理市和爾町において自治会・土地改良区の方々と、生駒市では北
倭土地改良区の皆様と国政報告や意見交換を行い、最後はJAならけん平和支店において上田大和郡山市長、
飯田大和郡山市耕地協会会長はじめ土地改良関係者の方々と「土地改良」「担い手」「国土強靱化」などについ
て意見交換をされました。

五條市役所 ㈱桝忠銘木 (五條市) ㈱太紀 （大淀町)

黒滝村役場 田原本町唐古 和爾町天奈会館 (天理市)

北倭土地改良区 (生駒市) JAならけん平和支店 (大和郡山市)

進藤金日子氏１日の動き
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奈良の⼟地改良　NO.75

「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展2021 受賞作品

「田植え」
橿原市⽴⾹久⼭⼩学校 ５年 杉本 アン さん

昨年度開催された「ふるさとの田んぼと⽔」⼦ども絵画展2021には、全国から４１１７点の作品応募があり
ました。入賞３３点、入選１５０点（全国選考）、地域団体賞４５点（地域別選考）が選考されました。
奈良県内⼩学校からは３８点の応募があり、その中から⽔⼟⾥ネット奈良会⻑賞１作品、入選1作品、佳

作１作品が選ばれました。
後⽇、橿原市⽴⾹久⼭⼩学校にて、⽔⼟⾥ネット会⻑賞の⻄岡くんに表彰状が⼿渡されました。

ご応募をいただきありがとうございました。今年度もみなさまの挑戦をお待ちしております。

「⽣き物発⾒︕田植え体験」
橿原市⽴⾹久⼭⼩学校 ５年 ⻄岡 優斗 くん

⻄岡くんに表彰状が⼿渡されました。

水⼟⾥ネット奈良会⻑賞

佳 作

受 賞 作 品
（全国）

農林水産⼤⾂賞 文部科学⼤⾂賞 環境⼤⾂賞

入 選

「田んぼとトンボ」
宇陀市⽴⼤宇陀⼩学校 ５年 森岡 千尋 さん

※学年は受賞当時
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奈良の土地改良　NO.75

未来へつなごう！ふるさとの水土里子ども絵画展　作品募集
「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展は、今年度「未来へつなごう！ふるさとの水土里子ども絵画展」という名称

に、リニューアルされました。日本の農業は、生きるために必要な食料を生産する場所であるとともに、自然環境を守り
多様な生き物を育む場所でもあります。さらには、洪水を防止したり大気や水質の浄化などの多面的機能を待ち、人
が安心して暮らすために欠くことのできない多くの役割を果たしています。また、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は、そこに住み暮らす人々にとって貴重な文化であるとともに、そこを訪れる都会の人々に安らぎ
を与え、未来を担うこどもたちの心の中に豊かな感情を育ませるなど、かけがえのない財産でもあります。

この絵画展は、この私たちの財産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。

み ど り

○○ 応募のきまり ○○

ふるさと水と土優秀賞 水の路賞全国水土里ネット会長賞

ら せお し

➀ 作品テーマ ○「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 応募資格 奈良県内小学校以下 （クラスや学校単位での共同作品も可）

③ 応募作品 四つ切り画用紙サイズ（38cm×54cm）
・大型作品、工作物及び共同作品は選定の対象となりません。
・応募作品は未発表のものに限ります。
・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 「お知らせ」欄

https://www.naradoren.or.jp/news 　をご利用下さい。

④ 応募期間 令和４年８月１日(月)～９月８日(木)必着

⑤ 参 加 賞 あり

⑤ 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
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奈良の土地改良　NO.75

公益財団法人農業振興会館　理事会　開催

公益財団法人農業振興会館　評議員会　開催

令和４年5月３０日(月)、大和平野土地改良区3階 第5会議室において、令和4年度 (公財)農業振興会
館 理事会を開催しました。福井議長の下、議案が審議され、原案通りに承認を得ました。

【 議 事 】
第１号議案 令和３年度事業報告、計算書類及び財産目録について
第２号議案 任期満了に伴う理事、監事の選任について
第３号議案 任期満了に伴う評議員の選任について

奥野信亮 理事長(リモート参加)

【 議 事 】
第１号議案 令和３年度事業報告、計算書類及び財産目録について
第２号議案 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項について

議長 福井常夫 副理事長

令和４年６月２4日(金)、大和平野土地改良区3階 第5会議室において、令和4年度 公益財団法人 農業
振興会館 評議員会を開催しました。松井議長（桜井市長）の下、議案が審議され、原案通りに承認を得ました。

第2号議案・第3号議案では、任期満了に伴う理事9名、監事2名、評議員6名が選任されました。

監査報告 東川裕 御所市長

【 就任の挨拶 】
理事 清水淳子

令和４年３月まで奈良県土連に
勤め、(公財)農業振興会館の業務に
携わっておりました。

その経験を活かし、(公財)農業振
興会館 初の女性理事 として、本財
団の適正な運営に努めて参りますので、
今後ともよろしくお願いいたします。

評議員会の様子

役職名 氏名 その他の役職 備考
理事長 奥野  信亮 衆議院議員

副理事長 福井  常夫 元天理市副市長
常務理事 菅谷  義寛 学識経験者

理事 乾　 　新弥 県食と農の振興部長
〃 増井 　  勲 県農業会議会長
〃 別所  矩佳 元県花き植木農業協同組合代表理事組合長
〃 藤永　和生 元農業振興会館常務理事
〃 福谷　健夫 県知事特命参与
〃 清水　淳子 学識経験者 新任

監事 東川     裕 御所市長
〃 戸田 　　衛 元農業振興会館常務理事 新任

評議員 松井　正剛 桜井市長
〃 長谷川憲生 県食と農の振興部農村振興課長
〃 大井　德雄 北倭土地改良区顧問
〃 川端　 　修 元県市長会・町村会事務局長
〃 吉村　増雄 旗尾土地改良区理事長
〃 中筋　 　弘 西和土地改良区理事長
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明見 美代子
東 寛明
大倉 康至
西岡 良恵

奈良の土地改良　NO.75

令和４年度 奈良県農村地域づくり協議会通常総会 開催

会 長
副 会 長
監 事
監 事

令和４年５月３１日(火)、大和平野土地改良区大会議室において、奈良県農村地域づくり協議会総会を開
催しました。議事については、いずれも出席者（当日出席１３正会員、委任状による出席３正会員）全員賛成に
より、原案通り議決されました。

【 議 事 】

第１号議案 令和３年度事業報告及び会計収支決算について
第２号議案 令和４年度事業計画及び会計収支予算（案）について
第３号議案 役員改選について

【 新役員 】

明見 農村地域づくり協議会会長 挨拶

奈良県食と農の振興部農村振興課 長谷川課長 挨拶 議長を務める
明見会長

大倉監事による
監査報告

新役員挨拶（左から西岡監事・明見会長・東副会長・大倉監事）

参集の様子
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進藤金日子 参議院議員　２期目の当選を果たされました！！

7月10日(日)に行われた第26回参議院通常選挙の比例区
において、全国水土里ネット会長会議顧問の進藤金日子氏
（自民党）が『安心安全な「食」の未来を切り拓く』、『大切な
「農林水産業」の未来を切り拓く』、『強靱で美しい 「農山漁村」
の未来を切り拓く』の３つの闘いを進めるとして選挙戦に臨まれ、
全国で15万票余り（奈良県で1,602票）を獲得し、２期目の
当選を果たされました。

進藤氏は「土地改良」、「農山漁村」、「食」は日本の命綱を
政治信条として、かねてより現場主義を第一に全国の農山漁村
を訪問し、土地改良区はじめ農山村に暮らす関係者の声を聞い
て、施策に反映してこられ、土地改良事業関係予算をはじめ、森
林整備・治山事業関係予算等をかつての政権交代前以上に回
復された他、ため池決壊による災害から国民の生命・財産を守る
ため、防災重点ため池の指定、防災工事推進計画の策定等を
定めた「防災重点ため池工事特措法」の制定を議員立法により
実現されるなど、実績を上げてこられたことが見事な結果に繋がっ
たと思われます。
今後とも、農林水産業を営む者や農山漁村地域で暮らす人々

の代表として、国政の場において益々活躍されることを期待します。
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非補助農業基盤整備資金のご案内
国の補助を受けない小規模な土地改良事業や生活環境整備事業等に融資を活用しませんか。

奈良の土地改良　NO.75

＜お問い合わせ＞
日本政策金融公庫奈良支店 農林水産事業 TEL：0742-32-2270

〒630-8115 奈良市大宮町7-1-33 奈良センタービルディング５階

農業基盤整備資金(非補助)は土地改良区の行う維持管理事業や農村における集落排水事業などにご利用いただけます。

※農業基盤整備資金は、用排水路の改良、ほ場整備、農道整備などの生産基盤を整備して農業生産力の増大
及び生産性の向上を図るための資金です。
また、農業集落排水施設の整備など生産基盤と一体として行う生産基盤の改善に必要な資金も対象となります。

＜資金の使いみち＞
（１）維持管理の例

（２）集落排水施設の例 宅内排水管・屋内排水管、集水ます・合接ますの設置
（３）災害復旧の例 地震・台風により被災した農地や土地改良施設の復旧

＜利用できる者＞
①土地改良区、土地改良区連合（事業主体になる場合に限る）、農業協同組合、農業協同組合連合会、

農業を営む者
②５割法人・団体（農業を営む者及び上記①の法人がその構成員又はその資本金などの過半数を占めるか

又は過半数の出資等をしている法人・団体）

＜集落営農法人への融資事例（農業経営基盤強化資金）＞
日本政策金融公庫奈良支店農林水産事業は、奈良市上深川地区（旧都祁村）で集落営農に取り組んでいる
有限会社上深川営農（今谷善一代表）に対するミニライスセンター設備等の設備投資について、奈良県農協を
代理店とする農業経営基盤強化（スーパーL）資金にて支援しました。

事業内容： ミニライスセンターの設置（米の乾燥調整施設）、農機具取得

今回設置したミニライスセンター（米の乾燥調整施設）
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● 編 集 後 記 ●
事務所の周辺の田んぼの苗が順調に成長しています。小麦など穀物の値段が高騰するなか、主食である

お米を食べるようにしたいので、台風や害虫の被害がなく豊作になるよう願っています。コロナがなかなか収まりま
せんが、「農業農村整備の集い」がほぼコロナ前の規模で開催されました。徐々にいろんな行事がコロナ対策を
しながらもとに戻りつつあります。本会としましてもできるだけ研修会等を開催していきたいと考えておりますので、
ご協力よろしくお願いします。 （編集部）

※詳細が決まり次第、ご案内します（９月頃）
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