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新年明けましておめでとうございます。皆様方には健やかな新春をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
会員の皆様方には、何かとご高配を賜り、農業農村整備事業の推進に大変なご貢献を頂
きましたこと心から感謝申し上げます。
土地改良予算に関しては、二階会長の下で、大きく削減された予算の復活に向けて、昨
年もしっかりと取り組んでまいりました。その結果、昨年の平成 27 年度補正予算と平成
28 年度当初予算を合わせた 4,810 億円と比較すると、平成 28 年度補正予算においては
1,752 億円、平成 29 年度当初予算においては 4,020 億円、合わせて 5,772 億円を確保す
るという大きな成果をあげることができました。これも関係者の皆様と一丸となって「闘
った」成果であり、改めて御礼申し上げます。
また、昨年秋の臨時国会において TPP 関連法の成立に関連し、平成 28 年度第二次補正
予算において、TPP 関連予算として、農地の大区画化・汎用化の推進に 370 億円、産地パ
ワーアップ事業に 570 億円、水田の畑地化、畑地・樹園地の高機能化推進に 496 億円とい
った、体質強化対策に資する事業として確保し、生産者の不安払拭や生産者の応援等に資
する継続的な施策を推進して参りました。
土地改良予算に関しては、平成 28 年度補正予算と平成 29 年度当初予算を合わせると、
平成 21 年度の土地改良関係予算 5,772 億円にようやく回復することができる状況となり
ました。引き続き計画的な事業の実施が行えるよう、土地改良予算の増額を目指し、全力
で頑張ってまいります。
兵庫県の農業の発展のために、土地改良事業の果たすべき役割は大きなものがありま
す。その責任と使命を果たすべく、本年も会員の皆様と共に心一つに頑張ってまいりたい
と思います。
昨年８月の内閣改造・党役員人事において、自民党総裁特別補佐、筆頭幹事長に就任し、
政府・与党の一体的・安定的な政権運営を支える要として、また、与野党の立場を越えて
建設的な議論となるよう、しっかりと司令塔・調整役としての任務を果たしてまいります。
兵庫県土地改良事業団体連合会会長として、農業農村整備事業の推進に全力で取り組んで
まいります。
結びに、本年が皆様方にとって実り多き年でありますようお祈り申し上げ、新年のご挨
拶といたします。
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～兵庫の未来を切り拓く～
兵庫県知事

新年あけましておめでとうございます。
近年の世界協調の流れが、今年、大きく変わる可能性があります。特にアメリカの新体
制の動きやイギリスのＥＵ離脱交渉、原油等資源価格の動向、これらに伴う為替の不安定
化などが懸念されます。先行きの不透明感が高まる中、いかなる情勢の変化にも対応でき
るよう、足元を固めなければなりません。
国内では、少子高齢化に対応した社会システムの構築が待ったなしの課題です。日本全
体の活力を低下させる東京一極集中にも歯止めをかける必要があります。
人口が減少し、少子高齢化が進もうとも、安定し、活力を保ち続ける地域を創っていか
なければなりません。地域創生の取組を軌道に乗せていくことが今年の県政の大きな課題
です。
第一は、安全安心の確保。福祉、医療の更なる充実により、2025 年問題に挑み、安心
して暮らし続けられる地域を創りましょう。防災・減災対策を着実に推進し、来るべき災
害への備えに万全を期しましょう。
第二は、県民の活躍促進。高齢者、障害者、女性、若者などすべての県民が能力を発揮
できる環境を整えるとともに、教育の質を高め、ふるさと人材の確保を進めましょう。
第三は、産業の活力増進。更なる企業集積に取り組み、新事業展開や起業を後押ししま
しょう。また、農林水産業を成長産業と位置づけ、イノベーションを興しましょう。
第四は、交流の拡大。交流人口の増加で地域に賑わいを生み出しましょう。兵庫五国の
多様な資源に磨きをかけ、国内外から人が集う地域を創りましょう。
1868 年の兵庫県発足から 150 年の節目の年が近づいてきました。
今こそ、これまでの兵庫の歩みを振り返り、次の一歩の足がかりとなる新たなビジョン
を描くときです。そして、県民の皆さんの夢と地域への思いを結集し、兵庫の未来を切り
拓く。さあ、新しい地域づくりのステージへ、ともに一歩を踏み出しましょう。

ふるさとの 発展めざす 地域づくり 一人ひとりの 決意に依らん
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今年も「闘う土地改良」で全力
全国水土里ネット会長会議 顧 問
かね ひ

参議院議員

こ

日子
進 藤 金
かねひこ

新年あ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、良き年をお迎えのことと、
心よりお慶び申し上げます。
私は、皆様のご支援をいただき、現在、参議院議員として国政に参画いたしております。土地
改良に関係する方々が心を一つにしていただいた昨夏の結果を胸に刻み、今年も皆様のご期待に
着実に応えることができるよう努力してまいります。
昨年は、本当に災害の多い年でした。４月の熊本地震被害、８月の北海道・東北を中心とした
台風被害などがありました。被災された方々には心からお見舞い申し上げますとともに、早期の
復旧・復興に全力を尽していく必要があります。勿論、東日本大震災や原子力災害への対応につ
いても、引き続きしっかりと対応していくことが重要です。また、気候変動等に起因すると思わ
れる豪雨災害等が頻発していることを踏まえ、防災減災対策の早期かつ着実な実施が喫緊の課題
となっており、各地域の実情や特性を踏まえて機動的に対応していく必要があります。
土地改良にとって本年は、制度的にも予算的にも極めて重要な年となります。
まず制度です。第一に昨年８月に閣議決定された土地改良長期計画実動の初年であり、目標達
成に向けて確実に所要の成果を確保していく必要があります。第二に昨年１１月に改訂された「農
林水産業・地域の活力創造プラン」と新たに策定された「農業競争力強化プログラム」に基づき、
着実に施策を実施していく必要があります。特に、
「農業競争力強化プログラム」は、農業者が自
由に経営展開できる環境を整備するとともに、農業者の努力のみでは解決できない構造的な問題
を解決するため、１３項目にわたる課題に対する取組みの道筋を示し、その実行により農業者の
所得向上を図ろうとするものです。土地改良については、土地改良制度の見直しとして、農地中
間管理機構が借り入れしている農地について農業者の費用負担や同意を求めない基盤整備事業制
度創設の他、国・都道府県営土地改良事業に係る申請人数要件（１５人以上）の廃止、突発事故
に係る事業やため池等の耐震化事業について原則農業者の費用負担や同意なしに事業実施が可能
となる仕組みの創設、一定の機能向上を伴う更新事業について同意徴集手続を簡素化する見直し
などが盛り込まれています。これらは、今後、土地改良法を改正した上で順次実行されていくこ
とになります。
次に予算です。今年度補正予算で大幅な追加がなされ、更に平成２９年度予算政府案において
も着実に予算が回復してまいりました。補正予算は、基本的に予算不足による継続地区の工期遅
延を正常化する予算であり、当初予算は順番待をしている新規地区の早期の着工と完了に必要な
安定的な予算です。
往々にして課題の大きさと重さに伏し目がちになりますが、是非とも頭を上げ、目を見開き、
微笑みをもって前に進みましょう。どんな困難も一人でなく皆で立ち向かいましょう。私も、引
き続き「闘う土地改良」の先頭に立って全力を尽くし、皆様と一緒になって諸課題の解決に向け
て専心努力してまいる覚悟です。今年が皆様にとってご家族共々素晴らしい一年となりますよう
心からお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。
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第３９回全国土地改良大会

石川大会の開催

平成 28 年 10 月 26 日、第３９回全国
土地改良大会 石川大会 が、
「水土里の明
日を築く土地改良、今こそ未来へつなぐ

水土里ネット石川

西村 会長挨拶

―伝えよう水土里の歴史を あえの風にのせて―」をテーマに金沢市の『いしかわ総合スポー
ツセンター（メインアリーナ）』で開催され、約 4,300 人が参加されました。
主催者の水土里ネット石川 西村会長、全国水土里ネット 二階会長の挨拶に続き、谷本 石
川県知事、山野 金沢市長、磯崎 農林水産副大臣、進藤 参議院議員より挨拶がありました。
土地改良事業功績者表彰（農林水産大臣表彰
6 名、農村振興局長表彰
名、全国水土里
土地改良事業功績者表彰（農林水産大臣表彰
6 名、農村振興局長表彰
1616
名、全国水土里
ネット会長表彰 46
ネット会長表彰
46名）が行われ、本県からは全国水土里ネット会長表彰に、庵迫典章氏（
名）が行われ、本県からは全国水土里ネット会長表彰に、庵逧典章氏
佐用町長）が受賞の栄に浴されました。
（佐用町長）が受賞の栄に浴されました。
室本農村振興局次長・丸山石川県立大学参与の基調講演、また、北陸地区の優良地区として、
新潟県柏崎土地改良区、富山県黒部川左岸土地改良区、福井県九頭竜川鳴鹿堰堤土地改良区連
合の３地区が事例紹介されました。石川県立大学の金平健世さんと川向七海さんが『「食料自
給率の向上と食料安定供給の確保」
「農業・農村の多面的機能の発揮」
「農業の持続的発展と農
村の振興」などの必要性・重要
性について、これまで以上に国
民的理解の醸成を図っていくこ
とを確認し、大切な農地・農業
用施設を次世代に確実に引き継
いでいく』と力強く大会宣言が
行われました。
最後に、次期開催県の静岡県
が紹介され、石川大会の幕が閉
（進藤参議院議員を囲み兵庫県参加者のみなさん）

５
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財務省・農林水産省への予算要望
本会は、平成 28 年 10 月 31 日に、29 年度国費予算概算要求に向けて、本県の農業生産基
盤の計画的な整備に必要な当初予算の確保を求め財務省、農林水産省に対し要望活動を
実施しました。
農業農村整備予算及び農山漁村地域整備交付金の所要額の確保・農業農村整備事業の着
実かつ円滑な推進・日本型直接支払制度（多面的機能支払）の円滑な推進・土地改良区の
運営基盤の強化などについて強く求めました。

（茶谷栄治 主計局次長へ要望する本会代表者） （室本隆司

農村振興局次長室 要望風景）

農業農村整備の集い
平成 28 年 11 月 28 日、砂防会館（東京都）
において「農業農村整備の集い」が盛大に開
催催されました。
会場には、農業農村整備の関係者約 1,100
人、多数の国会議員が参集し、予算の復活を
切実に訴える二階俊博全土連会長の開会挨拶
を皮切りに、山本有二農林水産大臣、西川公
全国水土里ネット

也自民党農林・食料戦略調査会長、宮腰光寛

二階会長

進藤 金日子
自民党食料産業調査会長、今村雅弘復興大臣、進藤かねひこ参議院議員が祝辞を述べられ
た。続いて、３県（秋田県、群馬県、熊本県）からの事例発表があり、最後に農業農村整
備関係予算の確保と農業の構造改革の加速化に向けた対策等の要請文が提案され、全会一
致で採択し集いを終了した。引き続き、兵庫県選出の衆参両議院議員に対して農業農村整
備の一層の推進について、本会参加者による要請活動も実施されました。
６
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平成２８年度土地改良区役職員研修会（技術実践向上研修）
本会は平成 28 年 11 月 25 日、30 日、12 月 5 日、
6 日に、土地改良区役職員を対象とした研修会を、
豊岡市日高農村環境整備センター及び兵庫県立姫
路労働会館、兵庫県土地改良会館で開催し、延べ
263 人の参加がありました。
この事業は、土地改良区体制強化事業の一環とし
て、農業農村整備事業に関する技術実践向上研修を
行い、あわせ土地改良区の役職員等の資質の向上を
図るため実施。

開会の挨拶

梶村常務理事

研修内容は、近畿農政局土地改良管理課の山田課長（鈴木課長補佐）より「土地改良区
規約一部改正、体制強化について」、土地改良技術事務所の平野保全技術指導官（舘野保全
技術第１係長）より「水路の維持補修について」、東 社会保険労務士・兵庫県土地改良事
業団体連合会 総務課西山係長より「個人情報の保護に関する法律について」、兵庫県土地
改良事業団体連合会の坪田課長補佐・串崎係長より「土地改良施設の補修と更新工事につ
いて」の講義を受け、事務局より「農業基盤整備資金の活用について」説明があり閉会し
た。

平成２８年度土地改良区会計研修会
本会は平成 28 年 11 月 7 日、8 日、17 日、18 日
に、土地改良区役職員を対象とした研修会を、豊
岡市日高農村環境整備センター及び兵庫県土地改
良会館、兵庫県立姫路労会館、淡路建設会館で開
催し、134 人の参加をいただきました。
この事業は、土地改良区体制強化事業の一環と
して土地改良区等の財務状況の明確化・透明化を
（水土里ネット兵庫の顧問税理士 白井政敏先生）

図り、財務強化に資するため実施。

研修内容は、兵庫県 農地整備課の湯田班長（奥村職員）より「土地改良区体制強化につ
いて」、兵庫県土地改良事業団体連合会 池内総務課長（森下主査）より「土地改良区会計
処理の現状と課題について」、本会 顧問税理士の白井先生より「会計と仕組とあり方につ
いて」、を講義いただきました。参加者は熱心に耳を傾け、概ね理解できたと好評をいただ
きました。来年も同様の研修会を予定していますので、参加をお願いいたします。
７
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春の叙勲で杉本 修一郎 副会長 が瑞宝小綬章受章
昨年 4 月 29 日｢昭和の日｣、政府から春の叙勲の受章者が発表され、
本会 杉本 修一郎 副会長が、多年にわたる地方行政の発展に尽力された
功績により瑞宝小綬章の栄誉に輝いた。
氏は平成 17 年 3 月兵庫県立農林水産技術総合センター所長を最後に県
を退職、平成 20 年 4 月から本会の理事、常務理事、を経て 26 年から副会
長。

土地改良換地士資格試験合格者の公表
平成 28 年度土地改良換地士資格試験の合格発表が 11 月 21 日にありました。
本県では兵庫県の藤平課長と研修職員の加茂
さん・青木さんの三人が合格率 18.9％の難関
を突破され、見事に合格されました。
誠におめでとうございます。
氏

名

藤平 昇

加茂 正樹

青木

真人

所 属 ・ 役 職

兵庫県 姫路土地改良センター
農村整備課長
兵庫県 洲本土地改良事務所
研修職員（淡路市職員）
兵庫県 姫路土地改良センター

青木研修職員

藤平課長

加茂研修職員

研修職員（市川町職員）

土地改良の代表として進藤 金日子氏が参議院議員に
土地改良の代表として進藤かねひこ氏が参議院議員に
平成２８年７月１０日に行われた第２４回参議院選挙において進藤かねひこ氏(自民・比例代
進藤 金日子
表)が１８２，４６７票の得票をもって見事に当選されました。
土地改良の代表として約１年の短い期間で土地改良の必要性を訴え地元の声を聴き国政に
反映できるよう全国を駆け巡られました。土地改良関係者を中心に支援の輪が広がり国会での
土地改良の空席が６年ぶりに埋まりました。これから農業農村発展のため大いに活躍していた
だくため皆で応援しましょう。
進藤 金日子
なお、進藤かねひこ事務所は、参議院議員会館７階７１９号室ですので上京の折には、是非
お立ち寄りくださいとのことです。
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岩見用水川まつり
兵庫県揖保川岩浦土地改良区は７月 23 日に地域自治
会等の協力のもと、12 回目となる「岩見用水川まつり」
を太子町宮本で開催しました。
「岩見用水」（たつの市～太子町）は古くから農業用
のみならず、地域用水としても親しまれてい
ます。当日は、約 250 人の参加者が、「アユつ
かみ」「流しそうめん」「ｺﾀﾛｰ劇団による環境学
習」などで交流し、「岩見用水」への理解を深め
ました。

“東条川疏水の日“シンポジュウム
加東、小野、三木市に農業用水などを供給する「東条川疏水」の記念日に合わせたシン
ポジュウムが昨年 11 月 23 日、小野市福住町の下東条体育館で開かれた。地元の小学生に
よる発表や、建築や芸術の専門家らによる討議に、約 200 人が耳を傾けた。

（兵庫県東播土地改良区 小池理事）

（会場風景）

全国初ため池保全のサポートセンター

（芸術活動を通じて学ぶ体験教室）

淡路に開所

兵庫県と淡路島内 3 市は30
5月
30 日、ため池の適正
兵庫県と淡路島内３市は
日、ため池の適正な管
な管理を支援する「淡路島ため池保全サポートセン
理を支援する「淡路島ため池保全サポートセンター」
ター」を淡路市津名第
2 庁舎（淡路市志筑）に開設
を淡路市津名第２庁舎（淡路市志筑）に開設した。
した。
県内には全国最多約 3 万 8 千のため池があり、そ
の約
6 割（約 2 万 3 千）が島内に集中している。
県内には全国最多約
3 万 8 千のため池があり、そ
の約業務は、兵庫県土地改良事業団体連合会が受け、
6 割（約 2 万 3 千）が島内に集中している。
業務は、兵庫県土地改良事業団体連合会が受け、
ため池管理についての相談やパトロール、適正管理
ため池管理についての相談やパトロール、適正管理
（左から）竹内
（左から）竹内 洲本市長、尾原
洲本市長、尾原 県民局長、
県民局長、 をするための助言や技術指導、啓発などを行う。
門 淡路市長、中田 南あわじ市長

をするための助言や技術指導、啓発などを行う。
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支部めぐり

土地改良連合会の支部活動を紹介するコーナーです。

～～兵庫県土地改良事業団体連合会

神戸支部～～

神戸支部は神戸・阪神地域内の土地改良事業の推進にかかる
関連業務の実施や会員の資質向上のための研修・講習会等の開
催、会員土地改良区の活性化のための支援を目的に昭和 33 年
に設立されました。平成 28 年 4 月時点で５市１町、４２土地
改良区、１土地改良区連合、４農業協同組合が会員で、会員数
は５３となっています。
支部の主な活動として、管内の土地改良事業の発展に資する
ため、支部研修会や会員土地改良区への支援、国への要望活動

神戸支部長

藤本弘繁

（神戸市神出土地改良区 理事長）

や関連事業への協賛等を行うとともに、会員相互の情報交換や
交流を行っています。
昨年には、会員土地改良区において適正かつ永続的な運営が図れるよう土地改良区運営
適正化支援事業を創設し、土地改良区の事務事業について助成しています。
また、都市住民との交流事業やため池の管理講習会についても神戸土地改良センターや
阪神農林振興事務所と協力して実施しています。
昨年 10 月 8 日には、支部視察研修会として、「東播
用水源流ミニツアー」の仲間に入り、東播用水の最上
流の取水源である川代ダム及び管理施設を見学しまし
た。その後には、丹波篠山味まつりを訪れ、会員相互
の懇親も深まりました。
支部としましては、
今後も、神戸・阪神な
らではの都市に近い地
の利を生かし、会員の
土地改良区等が益々発
展するよう、継続して
積極的に支部活動を行
って参りますので、ご
支援のほどよろしくお
願いします。

支部視察研修会

１０
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「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展２０１６
◎ 入賞作品３点

今年で 17 回目となる全国水土
里ネット・水土里ネット兵庫、主
催の「ふるさとの田んぼと水」子
ども絵画展 2016 が開催されまし
た。全国から 7,879 点の応募があ
り、兵庫県からは、農林水産大
臣賞をはじめ入賞 3 点・入選 6 点
が選ばれました。
来年も「子ども絵画展 2017」
が行われますので、たくさんの応
募をお待ちしております。

点が選ばれました。

農林水産大臣賞 小学校４年
（みんなでかいぼり）

ＪＡ全中会長賞 小学校２年
（おじいちゃんと農作業）

協賛企業賞 小学校４年
（水車と田んぼ）

◎ 入選作品６点

小学校

１年
（わたしの田うえ）

小学校

５年
（きれいな田と水）

小学校 ２年
（魚とともだちとぼく）

小学校

６年
（奉納）
１１
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小学校

５年
（田んぼ）

団体賞 小学校 ５年
（自然豊かなぼくの町）
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主な会務の状況（H28.4.1～12.31）
ひょうごの土地改良
vol.194 ひょうごの土地改良 vol.176
主な会務の状況（H27.1.1～4.30）
月 日
内
４月２６日

月
５月３０日

２月

容

場

都道府県土地改良事業団体連合会長・事務責任者合同会議

日

内

４日

東京都

容

農業農村整備の集い（予算要望活動）

ため池表彰審査会

７月１４日

兵庫県土地改良事業団体連合会

監事会・中間監査

２月１６日
９月６日～７日

平成２６年度第３回水土里ネット兵庫監事会
ＩＳＯ定期審査

１０月２４日～２６日 第３９回全国土地改良大会（石川大会）

所

場

所

東京都
兵庫県土地改良会館
神戸市
兵庫県土地改良会館
神戸市

７日

平成２８年度土地改良区会計研修会（豊岡会場）

石川県
兵庫県土地改良会館
東京都
東京都
豊岡市

３月 ６日
１１月
８日

兵庫県換地士部会総会
平成２８年度土地改良区会計研修会（神戸会場）

兵庫県土地改良会館
神戸市

１１月１４日

兵庫県土地改良事業団体連合会

２月１６日

１０月３１日

２月２６日

１１月

平成２６年度第２回水土里ネット兵庫理事会

財務省・農林水産省への予算要望活動

都道府県水土里ネット事務責任者会議

１１月１７日

神戸市
兵庫県土地改良会館
平成２８年度 土地改良換地士部会研修会
滋賀県
近畿水土里ネット事務責任者・事務局長合同会議 奈良市
平成２８年度土地改良区会計研修会（姫路会場）
姫路市

３月１１日
１１月１８日

農地利用集積推進対策会議
平成２８年度土地改良区会計研修会（淡路会場）

兵庫県土地改良会館
洲本市

１１月２５日

平成２８年度 土地改良区役職員研修会（豊岡会場）

１１月２８日

農業農村整備の集い（予算要望活動）

３月

６日

１１月１５日

３月

９日

理事会

換地計画実務研修会

監事会・中間監査

１１月３０日

平成２８年度 土地改良区役職員研修会（姫路会場）

豊岡市
兵庫県土地改良会館
東京都
兵庫県土地改良会館
姫路市

３月２４日
１２月
３日

第５７回水土里ネット兵庫通常総会
第１４回 銀の馬車道ため池ウォーキング

兵庫県土地改良会館
福崎町

１２月５日～６日

平成２８年度 土地改良区役職員研修会（神戸会場）

３月２０日
３月２０日

３月２５日

１２月１０日

３月２５日

兵庫県管理円滑化事業推進委員会
兵庫県換地等強化事業推進委員会

神戸市
東京都
第９回ひょうご水土里のふるさとフォーラム
神戸市
第５６回全国土地改良功労者・農業農村整備優良 東京都

第５７回全国水土里ネット通常総会
地区コンクール表彰式

土地改良区等の組織運営面にも積極的に係わります。
土地改良区等の組織運営面にも積極的に係わります。
なんでもご相談ください。(相談日・毎週月曜日)
なんでもご相談ください。(相談日・毎週月曜日)
み

ど

り

「水」「土」「里」
「水」「土」「里」
の未来を創造し働きます。
み

ど

り

の未来を創造し働きます。

新しい農業農村を目指して
新しい農業農村を目指して

「水」・・・・農業用水や地域用水
「土」・・・・土地や農地
「水」・・・・農業用水や地域用水
「里」・・・・農村空間、農家や地域住民が一体となった生活空間
「土」・・・・土地や農地

「里」・・・・農村空間、農家や地域住民が一体となった生活空間

水土里ネット兵庫
水土里ネット兵庫
〒650-0012

兵庫県土地改良事業団体連合会
兵庫県土地改良事業団体連合会
神戸市中央区北長狭通５－５－１２ 兵庫県土地改良会館

TEL 078-341-0500 兵庫県土地改良会館
FAX 078-341-0507
〒650-0012 神戸市中央区北長狭通５－５－１２
http://www.hdrnet.or.jp/
TEL 078-341-0500 FAX 078-341-0507
http://www.hdrnet.or.jp/
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