Vol .57

H26.1

文部科学大臣賞

こども神楽
氷川町立竜北東小学校

年生

「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展について

まえむら

よしき

前村

純輝 くんの作品

コメント
毎年、高塚地区の熊野神社で豊作をいのる「稚児舞」があります。ぼくは雨ごいだいこをたたきました。
はじめて参加できて、本番はとてもきんちょうしましたが、いい思い出になりました。

●主催は、水土里ネット。子どもたちに田んぼや農村に関心をもって
もらうことを目的に平成12年から開催しており、今年で14回目です。
●今年の応募数は、全国から 8,650 点、熊本県からは 120 点。熊本県
からは、他にも「カナディアン・ソーラー賞」の入賞と、 点の作
品が入選しています。

Contents

Action

Information

●新年のご挨拶 ･････････････････････････････････････
●土地改良区キャラバンの実施結果についてご報告 ･････
●農業農村整備予算の要望活動特集 ･･･････････････････
九州各県が団結し、要望活動を実施 ･･････････････････
農業農村整備の集いが開催 ･････････････････････････

1
1
1
1
2

●平成25年度水土里ネット役職員研修会を開催 ･････････
●
「2013 農業フェア」
に出展 ･･･････････････････････････
●会員お役立ち情報「事業のご紹介」･･･････････････････
●水土里レポーターの委嘱状交付式を実施 ･････････････
●水土里レポートの一部をご紹介！ ･･･････････････････
●平成25年度水土里サークル研修会が開催！ ･･･････････
●第36回全国土地改良大会in北海道 ･･･････････････････
●全国土地改良事業功績者表彰を受賞 ･････････････････
（水土里ネットてんめいの村上義博理事長

3
3
4
5
5
6
7
7

お喜びの声）
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水土里ネット熊本
（熊本県土地改良事業団体連合会）
新しい農業農村を目指して
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水土里ネット熊本

会長

荒木

泰臣

新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては、清々しい
新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、日頃から本会の業務運営並
びに農業農村整備事業の推進につきまして、特段のご理解とご協力を賜わり厚
く御礼申し上げます。
さて、昨年は農業農村整備予算が増加し、本会の経営も少しずつ好転して参りました。このことは、
会員である市町村や土地改良区の皆様をはじめ、関係機関の皆様のお陰であり心から感謝申し上げま
す。本年もこのような良い状況が持続できるよう平成 26 年度当初予算を見守りたいと思います。
今年の仕事始め式の年頭挨拶では職員に対し、本会の仕事を愛し、誇りを持って一所懸命業務に励
むよう話をしました。職員皆の団結によって、なお一層将来にわたり発展していけるような組織作り
を行い、農業農村整備推進のために貢献していきたいと思っています。
本年も引き続き、会員各位並びに関係機関の皆様方のご支援、ご協力を賜わりますようお願い申し
あげまして新年のご挨拶と致します。

土地改良区キャラバンの実施結果についてご報告
例年、土地改良区との意見交換会を行ってきましたが、平成 25 年度より農業農村整備の更なる継続的な
推進を図るため、土地改良区の工事スケジュ−ルや役職員研修会への要望、合併に対する意見等の情報提
供と意見聞き取りを目的とした土地改良区キャラバンを実施しました。
キャラバンの日程は 回に分割し、第 回目を 月 日〜 月 日の 日間で 47 土地改良区を対象に、
第 回目を 月 17 日〜 月 19 日の 日間で 14 土地改良区を対象に実施しました。
情報提供としては、平成 24 年度実施の大型予算補正、平成 25 年度実施の緊急経済対策等の事業制度及び
予算の概要の説明を行いました。各土地改良区と意見交換を行うなかで、事業制度に対する情報にかなり
の温度差があることが感じられました。
土地改良区の代表的な意見としては、研修会に対しては、役員と職員向けの分割した研修会の開催と、賦
課金徴収等の事例発表などの意見交換会を望んでいる土地改良区が多く見受けられました。
合併に対しては、ほとんどの土地改良区が具体化しておらず、まず手始めとして合同事務所を設立し経
費節減を考えているとの意見もありました。
その他の意見としましては、土地改良施設維持管理計画書の更新の問題や、賦課金の徴収に対しての問
題等の意見が短い時間のなかで多く聞き取れました。
今回のキャラバンについては、平成 25 年度が初めての試みでしたが、会議式の意見交換会と違い貴重な
意見が聞き取れたと感じています。また、本会としても、円滑な事業推進を行うため情報提供に努力すると
共に、皆様の意見を業務推進に反映させるためキャラバンを今後とも継続したいと考えています。

農業農村整備予算の要望活動特集
●九州各県が団結し、要望活動を実施
本会は、九州農業農村整備事業推進協議会及び土地改良事業団体連合会九州協議会の副会長県として各
県と共に、①農業農村整備事業当初予算の確保。②農業農村整備事業における地元負担金の軽減。③水土里
情報の利活用を促進する事業制度の創設。④再生可能エネルギ−の普及に向けた支援の充実。の つの項
目について九州農政局、農林水産省、熊本県選出国会議員へ合同要望活動を行いました。
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Midori Net Kumamoto

平成 25 年 月 24 日（水）
、本会副会長の坂田孝志氏（八代平野北部
土地改良区理事長）に出席頂き、九州農政局の吉村馨局長をはじめ、
幹部の方々と対面形式により合同要望活動・意見交換を行いました。
これに対し九州農政局からは、提案内容については十分理解して
おり、本省にも確実に繋ぐ。本省に対しても提案活動を行って欲し
いとの回答を頂きました。
平成 25 年 月 31 日（水）
、本会副会長の中嶋憲正氏（山鹿市長）に
農林水産副大臣の江藤拓代議士へ
出席頂き、農林水産副大臣の江藤拓代議士へ提案書の手交を行い、
提案書を手交
九州地域における農業農村整備の実状を訴え予算の確保について要
望しました。
これに対し江藤副大臣からは、九州の宮崎県出身者として九州の
実情は理解しているつもり。地方の農業農村の発展に力を注ぎたい
との回答を頂きました。
その後、農村振興局の實重重実局長へ提案書の手交や、熊本県選
出国会議員の方々に必要予算の確保についての要望を行い、九州へ
の更なる支援について申し入れました。
農村振興局の實重重実局長へ
平成 25 年 11 月 27 日（水）、平成 26 年度の予算編成期を迎え「攻め
提案書を手交
の農林水産業」にかかせない農業農村整備予算を確保するため、土
地改良事業団体連合会九州協議会及び九州農業農村整備事業推進協議会は、九州協議会の『要望書』と前日
の集いで採択された『要請書』
により要望活動を行いました。
本県からは本会副会長の坂田孝志氏（八代平野北部土地改良区理事長）が参加され、林芳正農林水産大臣
をはじめ農林水産省幹部の方々へ要請活動を実施しました。
また、熊本県選出の国会議員の方々には、本会が独自に作成した『国の新たな農業政策に対する提案書』
と先の要望書を持参し熊本県下の農業・農村の現状を説明し新たな施策に対する配慮と予算確保等につい
て要望しました。

●農業農村整備の集いが開催
平成 25 年 11 月 26 日（火）
、
『農業農村整備の集い』が東京都千代田
区のシェーンバッハ・砂防において開催されました。この集いは、平
成 26 年度の予算編成期を迎え農業農村整備予算を確保することを
目的に開催され、林芳正農林水産大臣をはじめ政党を超えた 120 名
の衆参国会議員、農林水産省農村振興局幹部、全国から土地改良関
係者約 750 名が参集しました。
冒頭、挨拶に立った全国水土里ネットの野中広務会長は「土地改
良関係者として農地中間管理事業や日本型直接支払制度等をはじめ 全国水土里ネットの野中広務会長 挨拶
とした政府の動きを重く受け止めなければならない。農地・農業用
水はもちろん、農村地域を守り繋ぐ組織としての使命を再認識し、国が目指す方向の実現に向け、これまで
培ってきた技術と経験を活用し、積極的な貢献を果たしていく覚悟である。
」と述べられました。
続いて来賓として臨席された林芳正農林水産大臣から「農業生産の基盤は農地と水である。先人たちが
長きに亘り、連綿と農地と水に手を加え守り抜いてこられた。国民に食料が安定供給されているのは、土地
改良に携わってこられた方々の絶え間ない努力によるものであり、今後も農地と水を将来に亘って整備・
保全し、子孫へ継承していくことが我々の世代の責務である。
」
と祝辞を述べられました。
続いて、實重重実農村振興局長からの「情勢報告」や事例発表の後に、提案された要請書を全会一致で採
択し、水土里ネットみえ亀井利克会長の音頭で農業農村整備のより一層の推進に向けて「ガンバロー」を三
唱し、集いは閉会しました。
Midori Net Kumamoto
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平成 25 年度水土里ネット役職員研修会を開催
熊本市にて 11 月 日（水）
、水土里ネットの運営基盤の強化を目的に、本会と熊本県との共催で「平成 25
年度水土里ネット役職員研修会」を開催しました。研修会には、県内 60 の水土里ネットから 291 名に参加し
て頂きました。研修内容については下記のとおりです。
（敬称略）
1）講演「元気な農業と活力ある地域社会をどうつくるか」
〜地域営農組織（集落営農法人）の大きな可能性と土地改良区の役割〜
農山村地域経済研究所 所長 楠本 雅弘
2）
「新時代を生き抜く営農の拠点を目指して」
ネットワーク大津
（株）
代表取締役社長 徳永 浩二

❶県内の維持管理計画書の整備状況
県内61土地改良区調べ
その都度更新している
4%
維持管理計画書を
作成していない
36%

維持管理計画書（施設台帳）や図面などの情報をパソコン 1 台に登録することにより、情報が一元化
でき、施設維持管理業務の効率化に繋がります。
楠本 雅弘所長

講演の様子

維持管理計画書
（施設台帳）

補修履歴

様々な情報を登録することで、簡単に検索・色分け・印刷ができるようになります
「賦課金徴収・滞納処分」研修の様子

「農地・水保全管理支払」から「日本型直接支払制度（多面的機能支払）
」へ
農地・水保全管理支払
平成 23 年度まで

Midori Net Kumamoto

日常点検

管理図

「2013 農業フェア」に出展
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維持管理計画書に基づき、施設の維持管理を行うこととなってい
るため、適正に整備されていないことで、色々な問題が生じます。
●施設整備の管理権限が不明確。
●位置・造成日時・補修履歴等の情報が不明確で適切な維持管理
ができない。
●合併時に全体を網羅した維持管理計画書を作成する必要がある。
このことからも、維持管理計画書は適切に整備、保管しなければ
いけません。

❷ GIS を用いた施設管理

http://www.higosanae.or.jp/

熊本県合志市の農業公園にて、11 月 日（土）〜 10 日
（日）の 日間にわたり「2013 くまもと農業フェア」が開
催され、 日間で約 万 千人が訪れました。本会及び
熊本県は、農業農村整備事業や土地改良施設、
水土里ネッ
トの役割、農業が果たす多面的機能などに対する県民の
理解を醸成するため毎年共催で出展しています。
今年の出展では、上記について紹介するパネルの他、
平成 24 年 月 11 日に発生した豪雨災害の復旧状況パネ
ルを設置した事により、多くの方々に興味をもって来場
して頂きました。

「維持管理計画書」が適切に整備されていないことによってお
きる課題

その都度更新している
更新していない
維持管理計画書を作成していない

4）
「21 世紀土地改良区創造運動事例発表」
水土里ネット馬場楠堰 事務職員 内山 智美

また、今年度からの取り組みとして、土地改良区の適
正な運営の確保と土地改良区役職員の資質の向上を目的
に、熊本県の農村計画課と共催で新たな研修会を企画し、
開催しました。
研修は、土地改良区理事の役割や責任、基礎的な知識
等の習得を目的とした新任理事向けの「土地改良区新任
理事研修」と、
「賦課金徴収・滞納処分」
、
「土地改良施設の
維持管理」、
「土地改良区合併・解散」をテーマとした「土
地改良区役職員専門研修」
に分けて実施しました。
新任理事研修に使用した資料の一部は、本会 HP に掲
載しておりますので、ぜひ内部研修等にご利用ください。

「水土里情報システム」のご紹介

更新していない
60%

3）
「くまもとの農業農村整備をめぐる情勢について」
熊本県農林水産部農村振興局農村計画課
課長 荻野 憲一

5）
「農業基盤整備資金について」
日本政策金融公庫 熊本支店 農業食品第二課
岡田 桃子

会員お役立ち情報

基礎部分
草刈・泥上げ等
農地・水向上活動
施設の補修等

日本型直接支払

平成 25 年度まで
基礎活動
草刈・泥上げ等
施設の補修等

農村環境向上活動
植栽や水質保全の活動

農村環境保全活動
植栽や水質保全の活動

向上活動支援交付金

向上活動支援交付金

平成 26 年度から
施設の補修等
草刈・泥上げ等
資源向上支払
施設の補修等
植栽や水質保全の活動
向上活動支援交付金

●交付金の支払ルートが地域協議会に 本化されます。
●詳細については、下記までお問い合わせください。
パネルを見学する様子

会員支援課

TEL：０９６‑３４８‑８８０２
Midori Net Kumamoto

4

Information
こちら 21創造運動応援隊 〜我々、水土里ネット熊本は、 21創造運動を応援します。〜
収穫したお米は、後日、参加者に配布され、残りを学校給食に納入し地産地消を PR します。
※「あ・さ・ひ・ば」
とは秋津小、桜木小、桜木東小、若葉小の 校区の略称です。

水土里レポーターの委嘱状交付式を実施
平成 25 年 月 19 日（木）
、本会の役員室にて水土里レポーターの委嘱状交付式を執り行いました。
水土里レポーター制度は、平成 16 年度から全土連主催のもと実施されてきましたが、平成 25 年度に本
会版の水土里レポーターを新設。県振興局の管内毎に 名ずつ委嘱し、21 創造運動や広報活動の情報の他、
地域農政や農業の状況、取り組みに関わる情報を集め、広く発
信していくことを目的としています。
交付式当日は、 名の水土里レポーターの方に参加して頂き
ました。お忙しいなか、ご出席頂きましてありがとうございま
した。
水土里レポーターの方々からご提供頂きました水土里レポー
トの抜粋記事を掲載しておりますが、紙面の都合で全ての記事
は掲載できておりません。水土里レポートについては、本会 HP
に掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

http://www.higosanae.or.jp/

水土里レポーターの方々
（中央は、田上常務理事）

ご提供頂いた水土里レポートの一部をご紹介！

「玉名平野の森」の下草刈を行いました（水土里ネット玉名平野）
■ 開催日
■ ご提供

月 26 日（木）
水土里レポーター

■ 場
所 大津町矢護川地区「玉名平野の森」
下田 桂士さん（水土里ネット玉名平野）

21 世紀土地改良区創造運動の一環として植樹した「玉名平野の森（2.3ha）
」の下草刈を行いました。当日
は、水土里ネット玉名平野の役員・総代並びに行政、企業、各種団体の皆様方総勢 104 名が参加し、下草刈の
作業に汗を流しました。天候にも恵まれ、ケガ人も出ずに無事作業を終える事ができました。
今後も平成 32 年度まで毎年 回植林の維持管理（下草刈）
等を実施し、水の恩恵を受けている下流地域の
農業者や地域住民等にも深く関わる水源地域の森林環境や水源かん養の課題など現状を把握し、水源保全
について理解を深め普及促進並びに環境保全活動を推進していきたいとのことです。

稲刈り体験

唐箕（とうみ）

足踏み脱穀機

地区子供会の農業体験（レタス作付）を実施（水土里ネット苓北）
■ 開 催 日 10 月 27 日（日）
■ ご 提 供 水土里レポーター

■ 場
所 天草郡苓北町
阪本 博之さん（水土里ネット苓北）

地域の特産野菜である、レタスの作付け体験を通じて、親子のふれあいを深め、子供たちや保護者に農
業を理解してもらおうと、城下地区農業体験活動がさわやかな秋空の下行われました。この活動は、水土
里ネット苓北が事務局を委託されている、農地・水環境保全組織「志岐地区活動組織」の活動として行われ、
小学生や保護者、先生など 30 名が参加しました。
この日は、朝からお父さん達が畑を耕し、肥料をふり、畝立てを行いました。日頃農業に関わりのない保
護者にとって、農業への関心を持っていただく良い機会になったと思います。
午後から子供達と一緒にレタス苗を植え、土に触れることで親子の関係が深まったように感じました。
夜は、反省会（保護者の飲み会）
があり、地域の絆が強く結ばれていました。

トラクターに初めて乗ってみました（父）

大きなレタスに育ってほしいと願いながら

月には収穫作業と収穫祭を行います

平成 25 年度水土里サークル研修会が開催！
急斜面での下草刈りの様子

植樹 年目で メートルの高さまで育っています

参加者で集合写真を撮りました

第7回『
「あ・さ・ひ・ば」田んぼの学校』
（水土里ネット秋津飯野）
■ 開催日
■ ご提供

10 月 20 日（日）
水土里レポーター

■ 場
所 熊本市東区秋津町
米村 政隆さん（水土里ネットてんめい）

『「あ・さ・ひ・ば」田んぼの学校』実行委員会（あさひば事務局、秋津地域農地 ･ 水環境保全組織、秋津小
PTA、青少協、JA、水土里ネット秋津飯野）
の主催で開催されました。
地域の交流・連携を図り、地域の財産である農村環境を地域住民で一体となって保全し、食の大切さを学
ぶことを目的に毎年実施されています。
当日は地元の小学生とその保護者約 200 名の参加があり、稲刈りや昔の農機具を使った脱穀・籾すり等
の体験学習会が行われ、農家の方の指導により、親子で真剣な表情で慣れない作業を行い、食の大切さや環
境について学び、理解を深めました。

5

Midori Net Kumamoto

平成 25 年 11 月 22 日（金）
、土地改良区や土地改良区連合、県、本会の計 23 団体から 42 名が出席し、
「水土
里サークル」
の発足式が執り行われました。
この「水土里サークル」は、県内水土里ネット 50 団体以上で組織する「熊本県土地改良区及び連合事務局
連絡協議会」の青年部・婦人部として設立。水土里ネットの次世代を担う若手職員間の交流を深めるため定
期的に研修会を開催することで、他団体と事業情報の交換や業
務の相談を気軽に行ない、日々変化していく農業情勢に対応し
ていくことを目的にしています。
第 回目の研修会では、
「熊本県土地改良区及び連合事務局
連絡協議会」の会長永井幸人氏（水土里ネットてんめい事務局
長）からの挨拶のほか、土地改良区の問題点や解決方法につい
ての意見交換、県の農村計画課からは、今後の農業政策につい
て情報の提供がありました。なお、本会もオブザーバーとして
参加し、意見交換に参加しました。
研修会の様子
Midori Net Kumamoto
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●第 36 回全国土地改良大会 in 北海道
平成 25 年 月 11 日（水）
、北海道札幌市において「水・土・里かがやく北の大地 明日を担う土地改良」を大会テー
マに「第 36 回全国土地改良大会 in 北海道」が開催され、本県からは 53 名が参加しました。
大会は、全国から土地改良関係者約 3,000 名が参集し、関係者のより一層の連携を深める事と、また、
『「農業・農村
の重要性」とそれを支える「農業農村整備事業の役割」を広く国民にアピールするとともに、新たな農業の展開方向
に即し、改めて農業農村整備の使命を再認識し、関係者の総力をあげて我が国の農業・農村をさらに発展させる事』
を目的に盛大に開催されました。
式典では、水土里ネット北海道の宮谷内留雄副会長の開会宣言の後、同水土里ネットの眞野弘会長の開会挨拶、全
国の主催者挨拶に続き、北海道庁の高橋はるみ知事及び札幌市の上田文雄市長の歓迎のことばの後、来賓を代表し
て江藤拓農林水産副大臣による祝辞が述べられました。
続いて、土地改良功績者表彰に移り、本県から水土里ネットてんめいの村上義博理事長が全国土地改良事業団体
連合会会長表彰の栄に浴され永年にわたる功績が称えられました。
次に、小林祐一農村振興局次長による、東日本大震災からの復
旧・復興の状況、農業農村整備事業の展開方向について基調講演
が行われたほか、東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島県によ
る農地復旧・復興への取り組みの報告が行われました。
その後、
『食と農業・農村の未来を確かなものにしていくことが
重要な使命と認識し、我が国の農業・農村の礎である「水・土・里」
を守り、さらに発展させ、次世代に引き継いでいく』との大会宣言
に続き、次期開催地の水土里ネット山梨の白倉会長に大会旗が引
き継がれ閉会となりました。
熊本県からの参加者 53 名

●全国土地改良事業功績者表彰を受賞
永年にわたり農業農村の発展に多大な貢献をされた功績を称えられ、全土連会長表彰を水土里ネットてんめいの
村上義博理事長が受賞されました。誠におめでとうございます。
むらかみ よしひろ

〜水土里ネットてんめい 村上 義博 理事長 お喜びの声〜
全国土地改良大会北海道大会において、全土連会長表彰を受賞することができ
ました。私は、水土里ネットの組織が元気でなければ、農業農村の整備や農村の振
興はないと考えております。
この受賞を契機に、水土里ネットが行政機関や農業団体と連携して社会情勢に遅
れない新たな農業振興や地域づくりを実施していきたいと思いを強く致しました。
また、県下の水土里ネットは一つと言う考えに立ち、農地や水資源を守り、次世
代に引き継ぐためにさらに精進していきたいと思います。
皆様方のご指導をよろしくお願い致します。有り難うございました。

左
右

全国水土里ネット
野中 広務 会長
水土里ネットてんめい
村上 義博 理事長

●土地改良相談Ｑ＆Ａのホームページ掲載について
本会では、土地改良事業に関する苦情・紛争等を弁護士に相談して、法的紛争の解決に努めています。平成 23 年
度〜 24 年度の相談内容について、その実例を本会ホームページに掲載しております。ぜひ業務の参考にされてく
ださい。
●編集後記
毎日寒い日が続いております。東京では先日20年振りの大雪が降ったとか…
そんな寒さにめげず、小生、経済性と健康を考えしばらくやめていた自転車通
勤を復活させました。片道 キロ、約30分の道のりですが、季節の移り変わり
を肌で感じることができます。今は梅の花が満開です。
M.N.
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