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ひょうごの土地改良
「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展 2019

全国農業協同組合中央会会長賞「かぼちゃ」

農林水産大臣賞「かかしさんお米を守ってね」

自然環境豊かな兵庫の水土里 約 130 名が応募！
自分たちの地域に誇りと愛着を感じます。
誇りと愛着を未来に！
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新年を迎えて
水土里ネット兵庫（兵庫県土地改良事業団体連合会）
会長職務代理者（副会長） 井上 英俊

新年あけましておめでとうございます。輝かしい新春を迎え、謹んで御
挨拶を申し上げます。
会員並びに関係の皆様方には、日頃より当会の運営並びに農業農村整備
の推進に、大変なご支援とご協力を頂いておりますこと、心より感謝と敬
意を表します。
さて、我が国の農業農村は、高齢化の進展・農業者の減少など、取り巻
く情勢は厳しいものがあり、体質強化が急務であります。このような状況
の中、昨年 4 月には改正土地改良法が施行され、決算関係書類に貸借対照
表の作成の義務化や理事及び監事の資格要件の見直し、準組合員制度など
土地改良区の組織運営体制が強化されようとしています。
農業・農村整備の今後については、農地の大区画化・汎用化や水路のパ
イプライン化、老朽化した農業水利施設の長寿命化や豪雨・耐震化対策を
推進するとともに ICT を用いた水管理省力化技術の導入等、農業・農村イ
ンフラの持続性・強靭性の強化を進めながら、人口減少下で展開する農業、
多様な主体が住み続けられる農村を展開していくことが求められておりま
す。
土地改良区においては、安全管理対策、維持管理や更新を適切に行って
いく事業運営体制の整備に努めていく必要がありますが、本会も組織体制
を充実させ精一杯支援してまいります。
さて、西村康稔会長におかれましては、昨年 9 月に経済再生担当大臣、
全世代型社会保障改革担当大臣、TPP 担当大臣に就任され、宮崎雅夫全土
連顧問におかれましては、めでたく参議院議員選挙に当選され 8 月より国
政でご活躍されており、兵庫にとっては大変心強い限りです。
令和 2 年の新春を迎え、西村大臣、進藤参議院議員、宮崎参議院議員の
益々のご活躍をご期待申し上げるとともに、役職員一丸となって、会員の
支援に努めてまいりたいと考えておりますので、引き続きご理解とご協力
を賜りますようお願い申し上げます。
本県農業農村の発展と、会員並びに関係の皆様方のご健勝とご多幸をお
祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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令和新時代

復興の、その先へ
兵庫県知事

新年あけましておめでとうございます。
阪神・淡路大震災から間もなく 25 年を迎えます。この間、国内外の人々が驚くほどの
創造的復興をなしとげました。しかし、危機に陥った財政の建て直しに取り組まざるを
得ないなど、苦難の連続でした。令和の時代の到来とともに、新たなステージへのスタ
ートを切る環境が整いました。
25 年の節目を機に改めて原点に立ち返り、震災の経験や教訓を忘れず、伝え、これを
活かし、しっかりと備えていきます。
この安全安心の基盤の上に、2030 年の展望の具体化を図り、すこやか兵庫づくりに取
り組み、未来へのシナリオをしっかりと進めていきます。

第１は、安全安心な兵庫の構築。南海トラフ地震や風水害へ備え、安全な県土を築き
ます。2025 年問題に対応するための在宅医療・介護体制の充実や地域医療の確保など、
安心して暮らせる基盤をつくります。
第２は、地域の元気づくり。人口流出に歯止めをかけ、社会減を解消し、自然減を縮
小する人口対策に取り組みます。次世代産業の創出を支援し、起業しやすい環境を整え
ます。農林水産業の基幹産業化も推進し、活力ある兵庫をつくります。
第３は、交流・環流の促進。五国の魅力を活かし、観光交流、スポーツツーリズムを
推進し、交通インフラの整備を加速させます。三宮再整備や県庁舎の建替などまちの再
生を急ぎます。

私たち兵庫は、震災という誰も経験したことのない試練を一丸となって乗り越えてき
ました。復興のその先の新たなステージでも、課題に対して果敢に挑み、ともに手を携
え、すこやかな兵庫の実現をめざしましょう。

平成から令和へ 新たな時代に すこやか兵庫を めざし歩まん
4
3

ひょうごの土地改良
R2.R2.1
1
vol.204
ひょうごの土地改良vol.204

新

春

を

迎

え

て

衆議院議員
経済再生担当大臣
全世代型社会保障改革担当大臣
ＴＰＰ担当大臣
西 村 康 稔
(水土里ネット兵庫会長休職中)
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
いていること、心から感謝申し上げます。
私は、昨年 9 月の第 4 次安倍第 2 次改造内閣で、経済再生担当大臣・ＴＰＰ担当大臣を
拝命しました。本年 10 月には日米貿易協定が署名されましたが、これに対応し、早速、
総合的なＴＰＰ等関連政策大綱を改訂し、なお残る農家の皆さんの不安にもしっかりと寄
り添い、万全の対策を講じてゆくことにしています。その中で、ドローンや自動運転トラ
クターの活用など、未来の農業を切り拓く取り組みを応援するとともに、そういったチャ
レンジを支える土地改良などの生産基盤を強化し、攻めの姿勢で、強い農林水産業・農山
漁村の構築にしっかりと取り組んでまいります。
土地改良関係予算に関しては、大きく削減された予算の復活に向けて、全国水土里ネッ
ト会長の二階自民党幹事長と連携し、昨年も引き続きしっかりと取り組んでまいりまし
た。
その結果、4,433 億円の当初予算に加え、「防災・減災・国土強靭化のための 3 か年緊
急対策」に係る経費や「総合的な TPP 等関連政策大綱を踏まえた経費についても予算編成
過程で検討し、令和 2 年度予算については、元年度補正と合わせ、6,515 億円を確保する
見込みとなりました。
さて、改正土地改良法が昨年 4 月に施行され、准組合員制度が創設されるなど、また、
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、土地改良区が地域に果た
す役割は益々重要なものになってきており、その体制強化に万全を期していかなければな
りません。
初心忘れず、謙虚に丁寧に、気を引き締めて責任を果たしてまいります。大臣規範によ
り、兵庫県土地改良事業団体連合会長の職は休職が継続しますが、よろしくお願いいたし
ます。
宮崎雅夫全国水土里ネット顧問は、昨年の参議院議員選挙で見事に当選されました。ま
た進藤金日子参議院議員は、総務大臣政務官兼内閣府大臣政務官に就任されました。
会員の皆様と国政を繋ぐパイプが 12 年ぶりに土地改良二人体制となりました。いずれ
にしましても、兵庫県の農業農村の発展のために土地改良の果たすべき役割は大きなもの
があります。令和の時代の新年を迎え、会員の皆様と共に心一つにしっかり頑張ってまい
りたいと思っております。
結びに、令和２年が皆様方にとって夢とチャンスが満ち溢れた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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新年のご挨拶
都道府県水土里ネット会長会議顧問
参議院議員 進 藤 金日子

新年明けましておめでとうございます。皆様には輝かしい新年を迎えられたことと心
からお慶び申し上げます。昨年は、「令和」の御代に移り、多くの国民が寿ぐ中で天皇
陛下が御即位されました。「令和」の時代が平和で穏やかであるようにあらためてご祈
念申し上げる次第です。他方、昨年も多くの自然災害が発生しました。被災された全て
の方々に心からお見舞い申し上げます。今年こそは災害の無い年になるように祈念して
止みません。
今年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、総務大臣政務官としての私
の担務である「国勢調査」（初回開始後百周年）も行われます。多くの国家的な行事の
成功に向けて、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
さて、昨年末に令和元年度補正予算と令和２年度当初予算の政府原案が閣議決定され
ました。土地改良予算としては、総額で 6,515 億円（対前年度比 64 億円増）を確保で
きました。これも偏に、農業の競争力強化と美しい農山村の形成に不可欠な土地改良の
実施に向けての現場からの強い要請と関係者の皆様の熱意を政府と与党にしっかりと
受け止めていただいた結果です。貴重な予算が一日も早く現場に届くよう、今次通常国
会で早期成立に向けて努力してまいります。
今回の予算の特徴は、引き続き「国土強靭化」に重点が置かれたこと、水田の高度利
用対策が更に重点化されたこと、農業の競争力強化に加えて中山間地域等の条件不利地
域の振興対策が手厚く措置されたことだと捉えています。予算の増額措置により土地改
良が更に促進されますが、貴重な予算を効率的、効果的に執行し、土地改良に対する国
民の皆様の期待に応えていくことが重要です。
昨年末、自民党農村基盤整備議員連盟総会において、ため池の整備促進を図る特別措
置法を議員立法として検討することが提案・了承されました。ため池の保全管理を図る
法律は、昨年制定・施行されましたが、整備促進に関する多くの課題が現場から提起さ
れています。現場の実態に真摯に耳目を集めつつ検討を深め、与野党問わず多くの国会
議員のご理解を得るべく努力してまいる所存です。
皆様、ご案内のとおり私の同志である宮崎雅夫さんも参議院議員として活躍しており
ます。これも皆様方のご理解とご支援の賜物です。宮崎議員と私とが水鳥の強固な水掻
きとしてフル稼働して、皆様と連携しながら「闘う土地改良」を共闘し、引き続き諸課
題の解決とともに令和の新たな時代を切り拓くべく専心努力してまいる覚悟ですので、
ご指導とご支援を宜しくお願い申し上げます。
貴会の益々のご発展と本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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～未来への礎を築くために～
全国水土里ネット会長会議顧問
参議院議員 宮 崎 雅 夫
新年明けましておめでとうございます。
兵庫県の土地改良関係の皆様におかれましては、穏やかな新春をお迎
えのこととお慶び申し上げます。
さて、私にとっての昨年は大きな前進の年でありました。一昨年の 1
月から、土地改良の推進、農山漁村の振興のため、地球８周分に当たる３０万キロ以上
を移動しながら全国各地をお伺いし、地域の状況を自分の目で見て、皆様からのご意見
を自分の耳で聞き、私の考えを自分の口で話をさせていただくなどの政治活動を行って
まいりました。兵庫県の皆様をはじめ全国の皆様からご支援をいただき、お陰様をもち
まして昨年７月末の参議院議員通常選挙において当選の栄に浴することができました。
当選後、８月１日に召集された臨時国会で初登院し、１０月４日に召集された臨時国
会では、農林水産委員会、決算委員会、地方創生及び消費者問題に関する特別委員会、
資源エネルギーに関する調査会に所属しております。農林水産委員会等で３度質問に立
たせていただき、土地改良の推進や予算の確保などこれまでの活動中皆様から頂いたご
意見を私の質問として農林水産大臣等にしっかり伝えました。党での各種部会での発言
なども含め、皆様と国政を繋ぐパイプとしての役割を果たせるよう日々努力してまいり
ます。
昨年も残念ながら台風１９号をはじめ一連の自然災害により、農地や農業用施設も全
国各地で大きな被害が広範囲で発生いたしました。早期の復旧はもちろんですが、土地
改良の農村で果たす大きな役割で踏まえ、防災・減災、国土強靭化の取り組みを強力に
進めていかなければなりません。
これらの計画的な実施には、土地改良予算の安定的な確保が必要不可欠です。皆様か
らの大変大きなご支援により、令和２年度は、
（当初 4,433 億円、臨時・特別の措置 540
億円、補正 1,542 億円、の計）6,515 億円を確保することができました。今後ともこの
流れを止めることのないよう尽力してまいります。
私は「土地改良、農山漁村は未来への礎」と訴えてまいりました。令和の新しい時代
に皆様のご意見を伺いながら土地改良を推進することにより、世界に誇る我が国のすば
らしい農山漁村を子供たち孫たちに引き継げるよう、先輩の進藤金日子参議院議員と力
を合わせて努力をしてまいります。１２年ぶりに土地改良二人体制となり、人口減少社
会に突入した我が国の状況を踏まえ、土地改良も必要な見直しも大胆に進めていきたい
と考えております。また、農村女性の創造力や企画力、行動力などは、これからの農村
振興を加速する重要な原動力と考えています。昨年 12 月には「全国水土里ネット女性
の会」が設立されたところであり、今後の活発な活動に私もお手伝いをさせていただき
たいと思っています。引き続き進藤議員と私にご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお
願いいたします。
最後に、本年が皆様にとってよりよい一年となりますようお祈り申し上げ、年頭のあ
いさつといたします。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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第 25 回参議院議員選挙で宮崎雅夫氏初当選
第 25 回参議院議員選挙で宮崎雅夫氏初当選
第 25 回参議院議員通常選挙が令和元年
7 月 21 日投開票されました。全国土地改良政治
連盟などの推薦を受け、自民党参議院比例代表の公認候補として出馬した宮崎雅夫氏は、
第 25 回参議院議員通常選挙が令和元年 7 月 21 日投開票されました。全国土地改良政治
見事初当選を果たされました。
連盟などの推薦を受け、自民党参議院比例代表の公認候補として出馬した宮崎雅夫氏は、
厳しい戦いではあったが、全国の土地改良関係者などの支援でなんとか勝ち抜くことが
見事初当選を果たされました。
できたと、謝意を表されました。写真は、西村大臣との意見交換会(R1.11.30)で未来への
厳しい戦いではあったが、全国の土地改良関係者などの支援でなんとか勝ち抜くことが
礎を築く決意を新たにしておられる雄姿です。
できたと、謝意を表されました。写真は、西村大臣との意見交換会(R1.11.30)で未来への
宮崎雅夫氏は、神戸市生まれの農家育ち、市内の小中学校を卒業、高校、大学に進学、
礎を築く決意を新たにしておられる雄姿です。
近畿農政局での学生実習体験が国家公務員を目指すきっかけになり、昭和 62 年農林水産
宮崎雅夫氏は、神戸市生まれの農家育ち、市内の小中学校を卒業、高校、大学に進学、
省に入省、関東農政局を皮切りに、海外勤務を経て平成 29 年 12 月に農林水産省を退職、
近畿農政局での学生実習体験が国家公務員を目指すきっかけになり、昭和 62 年農林水産
政治活動に邁進されていました。
省に入省、関東農政局を皮切りに、海外勤務を経て平成 29 年 12 月に農林水産省を退職、
兵庫県出身の国会議員として、農山漁村の未来を拓くため、現場や地域と国政をつなぐ
政治活動に邁進されていました。
パイプ役が大いに期待されるところです。
兵庫県出身の国会議員として、農山漁村の未来を拓くため、現場や地域と国政をつなぐ
パイプ役が大いに期待されるところです。

宮崎参議院議員 西村大臣 加田参議院議員

金澤副知事 宮崎議員 井戸知事 井上副会長 杉本副会長

宮崎参議院議員 西村大臣 加田参議院議員

金澤副知事 宮崎議員 井戸知事 井上副会長 杉本副会長
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西村康稔大臣との意見交換会

主催 兵庫県土地改良事業団体連合会

平成 20 年 4 月から当連合会 4 代目会長に 11 年以上就任していただいている西村康稔
会長におかれましては、平成 15 年衆議院議員総選挙において初当選、平成 29 年 10 月、
6 期目の当選。引き続き、内閣官房副長官を務めておられました。昨年 9 月 11 日、
「経済
再生担当大臣」
、
「全世代型社会保障改革担当大臣」
、
「TPP 担当大臣」を拝命され、経済財
政政策全般を担当されておられます。
令和元年 11 月 30 日（土）17 時から兵庫県土地改良会館 6 階会議室において、西村康
稔大臣就任をお祝いし、意見交換会を開催しました。
ご来賓として、井戸俊三兵庫県知事をはじめ、国会、県議会の先生方、県下の市町長
様など、多数の皆様方のご臨席を賜りました。また、昨年夏の参議院議員選挙で見事初
当選を果たされました宮崎雅夫参議院議員、加田裕之参議院議員も駆けつけていただき、
会はささやかながらも、熱心かつ盛大な雰囲気に包まれました。
〇井戸知事挨拶
我々が今、力を入れているのが公共施設のツーリズム、公共施設を見ていただくこと
によって観光客や交流人口を増やそうということを考えている、土地改良には一杯見せ
る場所がある。ため池の安全対策をしっかりやるためには公共事業費を増やさなければ
ならない。国債活用にも果敢に対応していただきたい。
マクロ経済担当大臣として経済対策を打ち出していただくようお願い申し上げたい、
体調に目配せしながら職務にご邁進いただきご活躍をご期待申し上げ、激励と、お祝い
のご挨拶とさせていただきます。
〇西村大臣講演
梶木又三先生に呼ばれ、将来に向かってしっかりやってくれる人がいいと、兵庫県土
地改良事業団体連合会の会長を引き受けました。私の選挙区は淡路島、明石市、農業を
守りつつしかし攻めるところはせめて、世界がどんどん動いている中で、地域の文化を、
地域を守りながら、二階会長はじめ、皆様方に守っていただいている。公共事業もしっ
かり、土地改良の予算もしっかり確保します。ぜひ、皆さん方の要望に応えられるよう
に、地域の農山漁村の維持、最近は若者ものびのびとしている、地方が活力を維持でき
るように、古民家や商店街、地方が元気になるように頑張っていきたいと思っている。
経済対策、社会保障改革をまとめて、来年に向かって力をつけて、宮崎さんは兵庫の
出身で全国の土地改良代表として頑張っていますし、加田さんは、経験をつけていくと
き、土地改良事業がしっかりと農家のみなさに信頼されて、基盤をしっかり整備してい
けるように頑張っていく、頑張ります。
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西村康稔経済再生担当大臣 全世代型社会保障改革担当大臣の講演

代型社会保障改革担当大臣の講演

西村康稔経済再生担当大臣 全世代型社会保障改革担当大臣の講演

井戸俊三兵庫県知事

西村康稔大臣へ花束贈呈

主催者挨拶 井上英俊副会長

井戸敏三兵庫県知事
主催者挨拶 井上英俊副会長
井戸俊三兵庫県知事

臣へ花束贈呈

西村康稔大臣へ花束贈呈

主催者挨拶 井上英俊副会長

農業農村整備事業関係予算 概算決定の概要
（単位：億円）
令和２年度概算決定額

令和元年度 「臨時・特別の「臨時・特別の
当初予算額 措置」を除く
措置」
Ａ
Ｂ
農業農村整備事業（公共）
農業農村整備関連事業（非公共）
⎧農地耕作条件改善事業
⎫
⎜
⎜
農業水路等長寿命化・防災減災事業
⎩
⎭

農山漁村地域整備交付金（公共）
（農業農村整備分）

3,260
508

650
4,418

計

（注）１
２
３
４

3,264

511

508

−

661

29

（100.1％）
（100.1％）

（101.7％）

4,433
（100.3％）

540

概算決定額

令和元年度
補正追加額

合計

Ｃ＝Ａ＋Ｂ

Ｄ

Ｃ＋Ｄ

3,775

1,466

508

14

690

62

4,973

1,542

（115.8％）
（100.1％）

（106.2％）
（112.6％）

「臨時・特別の措置」を除く

5,241

（160.8％）

522

（102.8％）

752

（115.7％）

6,515

（147.5％）

5,975

（135.3％）

計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しない場合がある。
下段（）書きは令和元年度予算額（「臨時・特別の措置」を除く）との比率である。
令和元年度補正額は TPP 等関連対策及び防災・減災、国土強靭化の更なる推進のための対策が対象。
農業農村整備関連事業（非公共）における令和元年度補正額は、中山間地域所得向上支援事業の基盤整備分である。
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第４２回全国土地改良大会 岐阜大会の開催

清流で未来をうるおす土地改良
～水土里の恵みを新たな世代へ～

第 42 回全国土地改良大会岐阜大会は令和元年 10 月 16 日に岐阜市で開催され、全国
から 4,000 名を超える農業農村整備関係者が参集しました。
先人たちから受け継がれてきた農地・農業施設・農村、この大切な財産は、新たな世
代へ確実に引き継いでいかなければなりません。大会テーマを「清流で未来をうるおす
土地改良～水土里の恵みを新たな世代へ～」とし、土地改良は未来への懸け橋であり、
清流の水、農地の土、農村の里、この「水土里」の恵みを新たな世代へ引き継いでいく
ことを、「清流の国ぎふ」から高らかに宣言、農業を魅力ある産業としていくために、
土地改良事業が果たす役割の重要性を全国にアピールし、また、水土里ネットが目指す、
「道しるべ」について語り合う場となりました。
また、全国から選ばれた土地改良事業功績者の方々の表彰（農林水産大臣表彰 6 名・
農村振興局長表彰 16 名・全国土地改良事業団体連合会長表彰 41 名）が行われました。
本県からは農村振興局長表彰に小池敏氏、全国土地改良事業団体連合会長表彰に久下
秀和氏がこれまでの永年に亘る功績により、晴れの表彰を受けられました。
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全国土地改良事業団体連合会長表彰

農村振興局長表彰
小池 敏

兵庫県東播土地改良区理事長

久下 秀和

兵庫県土連理事
11
11

池谷連合土地改良区理事長
兵庫県土連代表監事

ひょうごの土地改良 vol.204 R2.1

令和元年度

換地委員等実務研修会

換地業務を実施中又はほ場整備事業を実施予定の地元役員・換地委員・土地改良区・市町・
県職員を対象とした換地委員等実務研修会を４会場で開催しました。参加者は神戸会場
(7.25)25 名・豊岡会場(7.17)23 名・太子会場(7.25)86 名・洲本会場(7.11)86 名の計 220 名で
した。
研修内容は、１時限目は兵庫県農地整備課基盤整備班 松田班長、藤尾主幹による「換地業
務の全体の流れ」
、２時限目は「一時利用地の指定、税制等」
、３時限目を水土里ネット兵庫事
業部地籍換地課植田係長による「土地の評価と清算の例等」の研修を行いました。
この換地実務研修では専門的な用語や手続きが多く、理解し難いとの意見もあることから、
研修では、より分かりやすい資料や事例を交えた説明に留意しました。
また、受講者も地区の進捗状況において、関心のある箇所に重点をおいての受講や、あるい
は毎年受講されている人もおり、様々な形でこの研修を利用していただき、換地事務の適切な
処理及び促進に役立てて下さい。
洲本会場

令和元年度

太子会場

土地改良換地士資格試験合格者の発表

令和元年 11 月 19 日に土地改良換地士合格者が発表され、兵庫県からは三名の方々が見事に
合格されました。12 月 19 日に近畿農政局長より合格証書が授与され、農地整備課長に報告さ
れました。誠におめでとうございます。
篠木

力 近畿農政局長より授与
丸一調査設計㈱
水田英志

洲本市役所

住田聡一
姫路土地改良センター
農地整備課長に報告

姫路土地改良 洲本市役所
丸一調査設計㈱
【水田英志】
センター 農地整備課長に報告
【篠木 力】
【住田聡一】

近畿農政局長より授与
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令和元年度 複式簿記導入促進研修会
令和元年度の土地改良区会計研修会は、養父市・姫路市・神戸市の３会場で、それ
ぞれ 10 月 31 日、11 月 1 日、11 月 15 日に開催されました。
この研修会は土地改良区の役職員等に対して、新会計基準やそれに基づく会計処理
の方法などを解説するもので、今年度より全国土地改良事業団体連合会主催で、延
べ 296 名の方にご参加をいただきました。
本年度は、土地改良法改正に伴う諸規程の整備、新土地改良区会計基準、土地改
良区複式簿記の基礎知識及び貸借対照表、資産評価について等をテーマに講義を行
いました。
昨今の土地改良法の改正、施行に伴い土地改良区を巡る状況は目まぐるしく変化
をしています。貸借対照表作成義務に関しては令和 4 年度まで猶予はありますが、
今後も研修等を通じて土地改良区の方々にいち早く情報がお届けできるよう、努め
てまいります。

養父会場：但馬長寿の郷

姫路会場：姫路労働会館

講 義

神戸会場：兵庫県土地改良会館

講 師

土地改良法改正に伴う諸規程の整備について

兵庫県農地整備課 管理指導班

土地改良区複式簿記の基礎知識、
土地改良区における基本的な勘定科目及び仕訳について

全国土地改良事業団体連合会 支援部

開始貸借対照表の作成方法について
新たな土地改良区会計基準について
土地改良施設の資産評価マニュアルの紹介と減価償却
の実務
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近畿農政局土地改良管理課、
全国土地改良事業団体連合会 支援部
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令和元年度

土地改良区役職員研修会（技術実践向上研修）

令和元年 11 月 20 日（洲本）
・21 日（姫路）
・27 日（神戸）
・28 日（日高）に、土地改良区役
職員研修会を開催しました。
この研修会は土地改良区体制強化事業の一環として土地改良区の役職員等を対象とした研修
会で、4 回の開催で延べ 135 の団体から 308 名の参加がありました。
研修の目的は、土地改良法の一部を改正する法律の施行を踏まえ、土地改良区の役職員等に対
し組織運営、維持管理、会計、農業農村整備事業に関する基礎的、専門的知識に関する研修を行
い、習得を図ることにより、土地改良区の業務運営の適正化を図ることにあり、農地の所有と耕
作の分離が進む中、土地改良施設の老朽化が年ごとに進み、地域の土地改良区等が施設管理に苦
慮している現状に対し、多くの土地改良関係の方々が熱心に受講されました。
来年度も改正法による事務手続き期間中でもあり、当連合会としても助言、相談に応じると共
に、適宜・適切なテーマを選定し、引き続き本土地改良区役職員研修会を行う予定にしています。
多くの方々のご参加をお待ちしています。
なお今回の講師は、近畿農政局土地改良管理課島尾政司課長、楠本和也課長補佐、全国土地改
良事業団体連合会市村和寿部長、トライボテックス株式会社川畑雅彦代表取締役社長の方々に努
めていただきました。
- 研 修 内 容 島尾課長、楠本課長補佐

農業農村整備事業を取り巻く最新の施策動向と土地改良区運営

市村部長

土地改良区の合併について

川畑代表取締役社長

農業用機械設備に適用するアグリトライボロジー(摩擦工学)と診断事例

-

研 修 状 況 -

令和元年 11 月 20 日(水) 45 名

洲本
会場

洲本総合庁舎 3 階会議室

神戸
会場

兵庫県土地改良会館 6 階会議室

姫路
会場

令和元年 11 月 27 日(水) 82 名

日高
会場
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令和元年 11 月 21 日(木) 88 名
姫路労働会館 多目的ホール

令和元年 11 月 28 日(木) 93 名
農村環境改善センター ホール
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「農業用機械設備に適用するアグリトライボロジー（摩擦工学）と簡易潤滑油診断事例」
１ 設備の劣化が進行する前にその兆候を検出し、定期的な保全（時間計画保全）から劣化・状
態に応じた保全（状態監視保全）を検討するため、設備（自家発電装置、排水ポンプのディー
ゼルエンジン、土砂吐ゲートなどの減速機など）を分解せずに、採取した潤滑剤を分析するこ
とで内部の状況を簡易的に診断評価（簡易潤滑油診断装置で、性状（劣化）、汚染、摩耗の三
つの装置でそれぞれの劣化モードを評価）することにより状態監視保全に応じた整備に役立て
るものです。
２ 簡易潤滑油診断装置の構成は次のとおりとなっており、３項目の分析評価は、〇（良好）、
△（注意）、×（異常）の３段階で表示され、簡易に診断が可能です。
（１） 劣化簡易診断装置 潤滑油の物理性状のうち、水分と酸化劣化を分析評価する。
（２） 汚染度簡易診断装置 潤滑油の汚染状態のうち、計数汚染度を分析評価する。
（３） 摩耗簡易診断装置 危機の摩耗状態のうち、摩耗粒子を分析評価する。
３ この簡易潤滑油診断装置を使用し定期的に診断することにより次の効果が期待できます。
・機械設備を分解することなく状態診断が可能
・適切な時期に潤滑剤を交換することが可能
・早期に機械設備の異常を発見することが可能
４ 診断事例の状況は次のとおりです。
兵庫県鮎屋川
土地改良区
鮎屋川ダム
R1.10.11 採油
経過年数 19 年
赤穂
土地改良区
中広取水堰
R1.10.7 採油
経過年数 38 年
赤穂
土地改良区
中山頭首工
R1.10.7 採油
経過年数 55 年
小野市三井堰
土地改良区
河合頭首工
R1.10.7 採油
経過年数 23 年
田鶴野東部
土地改良区
田鶴野第 2
排水機場
R1.10.25
経過年数 12 年

洪水吐ゲート
減速機
取水ゲート
減速機
発電機
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ
上段扉
減速機
下段扉
減速機
No.1
土砂吐ゲート
減速機
No.2
土砂吐ゲート
減速機
No.1
土砂吐ゲート
No.2
土砂吐ゲート
油圧ユニット
作動油タンク
主ポンプ
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ
主ポンプ
減速機
発電機
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ
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農業農村整備の集い －農を守り、地方を創る予算の確保に向けて－
令和元年 11 月 11 日、砂防会館別館シェーンバッハ・サボーで「農業農村整備の集い」
（主催：全国水土里ネット、都道府県水土里ネット）が開催され、駆け付けた多数の国
会議員を含め 1,300 名を超える土地改良関係者が全国から参集しました。
二階俊博全土連会長は、
「今年も前線に伴う大雨や台風の暴風雨などにより、多くの災
害が発生した。被災地の一日も早い回復を目指し、我々は怠りがないように対応してま
いりたい。私は、本会の会長に就任して以来、
「闘う土地改良」を掲げてきたが、なにも
けんかをしろと言っているのではなく、闘うだけの決意がなければ勝負にはならないと
言いたいのである。参議院議員選挙は厳しい選挙戦であったが、宮崎雅夫先生は見事に
勝ち抜かれた。進藤金日子参議院議員とともに、12 年ぶりの「車の両輪体制」が実現し
た。来年度の予算編成作業が進められているが、さらなる高みを目指していくためには、
やはり「闘っていく」決意が、姿勢が大事である。皆様方のさらなるご協力・ご尽力を
期待し、皆様と一緒に闘い抜くことをお誓い申し上げる。
」と主催者として挨拶されまし
た。
閉会後、要請実現に向け、本連合会参加者は政府、兵庫県選出の衆参両議院議員へ強
力な要請活動を行いました。
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< 第 4 回ひょうごため池保全推進フォーラム >2019.11.14

加東市滝野文化会館

ため池の適正な管理と多面的、機能の発揮の促進
～これからのため池保全～
「ため池の保全等に関する条例」の理念である適正な管理や多面的機能の発揮の促
進の実現に向け、県民一人ひとりがそれぞれの立場で実践する取組を平成 27 年度よ
り「ため池保全県民運動」として促進しています。
この運動の一環として、ため池管理者や県民のため池保全意識の醸成を図り、地
域の貴重な財産であるため池を次世代につなぐためのフォーラムが開催されました。

パネルディスカッション
み

< 第 12 回ひょうご

ど

宮崎参議院議員の講演

り

水 土 里

のふるさとフォーラム >2019.11.28 兵庫県公館

2019 年で 12 回目を迎えたひょうご水土里のふるさとフォーラムは、知事賞を受賞
した内町環境保全組合の事例発表に続き、
「草刈りも新時代へ！」をテーマにパネル
ディスカッションが行われ、これからの「草刈り」もっとラクになれる、をみんな
で考えました。

参加者の皆さん

< 西播磨

みどり豊かなふるさと大賞

疏水フォーラム

>2019.12.14

事例発表

たつの市総合文化会館アクアホール

みんなで守ろう！ 西播磨の疏水 ～疏水の保全・利活用の展開方向～
疏水へ興味を持ち、疏水の多面的な機能を学習するなど、疏水への理解を深める
ことにより、地域ぐるみで疏水に関わる気持ちを高めることを目的とし、メダカの
コタロウ劇団による岩浦用水物語より「大雨よふるな！」で開幕し、農業者と地域
住民がともに、疏水を守り、豊かな水の流れる風景を後世へ伝えていくため、体験
をきっかけに「つどう」、疏水の多面的な機能を「まなぶ」
、地域ぐるみで疏水に「か
かわる」気持ちが高められ、疏水の保全・利活用の展開方向を指し示す有意義なフ
ォーラムとなりました。

八木理事長
三輪理事長

参加者の皆さん
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R2. 1
ひょうごの土地改良 vol.204 R2.1

「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展 2019
主 催：全国水土里ネット・都道府県水土里ネット
授賞式：令和元年 12 月 7 日 東京都美術館

今回で 20 回目となる「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展 2019 は、
「新発見！ぼく
のわたしのふるさと」をテーマに全国各地から 5,224 点の作品応募があり、兵庫県から
は農林水産大臣賞、全国農業協同組合中央会会長賞の 2 作品が入賞（全国 24 作品）
、水
土里ネット兵庫会長賞、入選 3 作品（全国 129 作品）が選定されました。
田んぼや水路、そこに棲む生き物、子ども達一人ひとりの素直な目で見て、心で感じ
たふるさとの風景、農作業の様子、祭りや風習、家族とのふれあいなどが生き生きと描
かれています。

く ぼ た

ゆ づき

はまぐち こうだい

農林水産大臣賞 久保田 弓 月

ヤンマー賞

濱口 昂 大

全国農業協同組合中央会会長賞
さこ

あゆみ

迫 歩美
えのもと りゅうのすけ

水土里ネット兵庫 会長賞
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ひょうごの土地改良
1

たなか

か な み

入選 田中 華菜実
えぐち

り お

きりはら

あまね

入選 江口 莉央
入選 桐原 天音
～兵庫県から入賞・入選に選定された方々～
農林水産大臣賞「かかしさんお米を守ってね」

洲本市立 洲本第二小学校

3年

久保田 弓月

全国農業協同組合中央会会長賞「かぼちゃ」

加古川市立 平岡東小学校

5年

迫 歩美

ヤンマー賞「田んぼに水が入ったよ。」

洲本市立 大野小学校

1年

濱口 昂大

水土里ネット兵庫会長賞「春祭り 神輿」

南あわじ市立 賀集小学校

6年

榎本 琉之介

入選「ひまわり畑へおさんぽ」

佐用町立 三日月保育園

3歳

江口 莉央

入選「淡路島の名産品たまねぎ」

南あわじ市立 賀集小学校

1年

桐原 天音

入選「はじめてやった稲刈り」

加古川市立 平岡東小学校

3年

田中 華菜実

北淡路はなはなウォーク 2019.11.10 参加者 92 名 花さじき～常盤ダム 5.2km
2018 は「北淡路土地改良区 50 周年記念ウォーキング大会」を 2019 は「北淡路はなはなウォーク」開催

集合写真
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ひょうごの土地改良 vol.204
vol.204 R2.1
ひょうごの土地改良

ひょうごの土地改良 vol.194 ひょうごの土地改良 vol.176
第 1 回岩浦疏水まつり「ボート・オン・ザ・水路」

主な会務の状況（H27.1.1～4.30）

2019.5.26

参加者 60 名 450ｍ

兵庫県揖保川岩浦土地改良区創立 70 年記念事業として企画開催、岩浦用水の歴史は古く弥生時代に遡
る、揖保川井堰絵図（1593
年）には、現土地改良区の元になる岩見井堰、浦上井堰が記されている。
月 日
内
容
場
所

２月

４日

ため池表彰審査会

兵庫県土地改良会館

２月１６日

平成２６年度第３回水土里ネット兵庫監事会

兵庫県土地改良会館

２月１６日

平成２６年度第２回水土里ネット兵庫理事会

兵庫県土地改良会館

２月２６日

都道府県水土里ネット事務責任者会議

東京都

３月

６日

兵庫県換地士部会総会

兵庫県土地改良会館

３月

６日

換地計画実務研修会

兵庫県土地改良会館

３月

９日

近畿水土里ネット事務責任者・事務局長合同会議 奈良市

３月１１日
３月２０日

農地利用集積推進対策会議

主な会務の状況（R1.5.1～12.27）
兵庫県管理円滑化事業推進委員会

兵庫県土地改良会館
兵庫県土地改良会館

月

日
内 容
場 所
東京都
３月２０日 ６月 ５日 農業農村整備の集い（予算要望活動）
兵庫県換地等強化事業推進委員会
兵庫県土地改良会館
７月２６日 兵庫県土地改良事業団体連合会 監事会・決算監査
神戸市
神戸市
３月２４日 ９月５,６日 ＩＳＯ外部審査
第５７回水土里ネット兵庫通常総会
兵庫県土地改良会館
９月１０日 都道府県土地改良事業団体連合会事務責任者会議
東京都
理事会 監事会・中間監査 東京都
神戸市
３月２５日１０月１１日 兵庫県土地改良事業団体連合会
第５７回全国水土里ネット通常総会
10 月 15～17 日 第４２回全国土地改良大会（岐阜大会）
岐阜県
第５６回全国土地改良功労者・農業農村整備優良
10 月 31 日 11 月 1,15 日 令和元年度複式簿記導入促進研修会（養父,姫路,神戸会場） 東京都
神戸市他
３月２５日
地区コンクール表彰式
11 月 20,21,27,28 日 令和元年度
土地改良区役職員研修会(洲本,姫路,神戸,日高)
神戸市他
１１月１１日 農業農村整備の集い（予算要望活動）
東京都
１１月１２日
令和元年度
土地改良換地士部会研修会
岸和田市
土地改良区等の組織運営面にも積極的に係わります。
１１月１４日 第４回ひょうごため池保全推進フォーラム
神戸市
なんでもご相談ください。(相談日・毎週月曜日)
１１月２８日 第１２回ひょうご水土里のふるさとフォーラム
神戸市

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)
みみ

どど

りり

「水」「土」「里」
「水」「土」「里」
の未来を創造し働きます。
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
用水
「水」・・・・農業用水や地域用水
「土」・・・・土地や農地
「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
「里」・・・・農村空間、農家や
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

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

〒650-0012神戸市中央区北長狭通５－５－１２
神戸市中央区北長狭通５－５－１２ 兵庫県土地改良会館
〒650-0012
兵庫県土地改良会館
TEL 078-341-0500
078-341-0500 FAX
TEL
FAX078-341-0507
078-341-0507
http://www.hdrnet.or.jp/
http://www.hdrnet.or.jp/
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