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　本会は、２月 19 日（月）、
岡山プラザホテルにおいて、
会員及び関係者 134 名出席
のもと、第 61 回通常総会並
びに第 59 回土地改良功労者
表彰式を開催した。
　石井正弘会長の開会挨拶
に続き、土地改良功労者表
彰式が執り行われ、農業農
村整備事業の推進等に功績
のあった個人５名に賞状と
記念品が、県、県土連退職
者３名に感謝状と記念品が
それぞれ贈られた。
　続いて、進藤金日子参議
院議員の代理として都道府
県水土里ネット会長会議顧
問の宮崎雅夫氏、伊原木隆太岡山県知事の代理として農林水産部柏原直樹参与、上大田光成中国四国農政局
次長、伊藤文夫岡山県議会議長の代理として小林孝一郎農林水産委員長、岡山県農業協同組合中央会青江伯
夫会長より来賓祝辞を頂いた。来賓紹介及び祝電披露の後、武久顕也瀬戸内市長を議長に選任し議事に入り、
平成 28 年度事業報告・収支決算及び財産目録等９議案について上程し、慎重審議の結果全て承認された。
議案審議の後、県土連中西晃奈技師が要請事項の決議文を朗読し、満場一致で採択され、最後に井原市長の
瀧本豊文副会長の挨拶により閉会した。

岡山県土地改良事業団体連合会　第61回通常総会
� 並びに第59回土地改良功労者表彰式開催

議  事
議案第 １ 号 平成28年度事業報告・収支決算及び財産目録について
議案第 ２ 号 平成29年度一般会計収支補正予算について
議案第 ３ 号 平成30年度事業計画について
議案第 ４ 号 平成30年度賦課金の算出・徴収方法及び時期について
議案第 ５ 号 平成30年度一般会計・特別会計収支予算について
議案第 ６ 号 積立金の一時充当について
議案第 ７ 号 資金並びに積立金等の預入先について
議案第 ８ 号 役員の報酬について
議案第 ９ 号 役員の選任について

石井会長挨拶

（都道府県水土里ネット会長会議顧問　宮崎雅夫）
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第59回土地改良功労者表彰 個人表彰

中　川　裕　敏　　赤磐市

木　元　道　能　　津山市

浮　田　孝　允　　山南土地改良区

久　永　　　茂　　前那岐池土地改良区

岩　本　洋　逸　　前那岐池土地改良区

感 謝 状

辻　　　俊　治　　前岡山県農林水産部

福　森　孝　宏　　前県土連審査室

石　田　昌　徳　　前県土連審査室

岡山県土地改良事業団体連合会役員名簿
【任期：平成 30 年４月１日～平成 33 年３月 31 日】

役　　職 氏　　名 他の主な役職等 役　　職 氏　　名 他の主な役職等

会長理事 石　井　正　弘 参議院議員 理　　事 近　藤　隆　則 高梁市長

副会長理事 瀧　本　豊　文 井原市長 理　　事 山　野　通　彦 矢掛町長

副会長理事 山　崎　親　男 鏡野町長 理　　事 太　田　　　昇 真庭市長

副会長常務理事 田　窪　行　雄 理　　事 萩　原　誠　司 美作市長

理　　事 大　森　雅　夫 岡山市長 理　　事 定　本　一　友 美咲町長

理　　事 黒　田　　　晋 玉野市長 代表監事 武　久　顕　也 瀬戸内市長

理　　事 友　實　武　則 赤磐市長 監　　事 矢　野　秀　典 高梁川用水土地改良区理事長

理　　事 山　本　雅　則 吉備中央町長 監　　事 水　嶋　淳　治 勝央町長

理　　事 伊　東　香　織 倉敷市長

笠岡湾干拓土地改良区　河崎理事長が旭日単光章を受章
　笠岡湾干拓土地改良区の河崎勉理事長（75 才）が平成 29 年秋の叙勲において旭
日単光章を受章した。
　河崎理事長は笠岡湾干拓地に入植後、園芸組合長として作付品目の選定や土づく
りを進めるなどリーダーシップを発揮し、平成 10 年からは土地改良区の理事長を
務め、広大な 873ha の農地や 98km の用排水路の管理に尽力し、組合員からの人望
も厚い存在である。
　中でも、農業経営に支障を来している揚水機場と監視施設の改修を提案し、県営
かんがい排水事業 （笠岡湾干拓地区（平成 18 年～ 23 年　総事業費約２億円））の
実現を図るなど、土地改良事業の推進に積極的に取り組んできた。
　また、土地改良事業だけではなく地元笠岡市の協力を得ながら近隣の企業やボラ
ンティア、NPO など、様々な団体が維持管理に参加する機会を作ったり、笠岡市
及び井笠地域認定農業者協議会会長を務めるなど、笠岡湾干拓地域の農業経営の安
定と農業の振興に寄与した功績が認められた。

河崎理事長
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　平成 30 年２月 27 日～ 28 日、備前県民局管内農
業土木研究会の先進地視察研修が会員団体より 18
名参加のもと行われた。
　備前県民局管内農業土木研究会は備前県民局管内
の市町、土地改良区等により構成され、今年度は山
口県阿武町にある農事組合法人福の里を訪問した。
　福の里は山口県北西部の標高 400 ｍに位置する中
山間地域にあり、平成 12 年に中山間地域等直接支
払制度を５集落で取り組むことから始まった組織で
ある。栽培品種を価格上昇の見込みがたたないコシ
ヒカリから需要の高い酒米の山田錦に転換したり、
限られたほ場面積で最大限の収量を確保するため、
FOEAS（フォアス）を実施するなど、組合員が一体
となって営農を行っている。
　また、農地面積の 96% にあたる 109ha を農地中
間管理機構を通し平成 30 年から 10 年間の契約を
締結した。
　参加者達は、農業競争力向上のための、さまざ

平成２９年度備前県民局管内農業土木研究会先進地視察研修

岡山県土地改良事業団体連合会平成２９年度第２回役員会

岡山県土地改良事業団体連合会平成29年度第２回監事会及び
平成29年度中間監査

　平成 30 年１月 15 日（月）、岡山プラザホテルにおいて岡山
県土地改良事業団体連合会平成 29 年度第２回役員会が開催さ
れた。
　石井会長（参議院議員）の開会挨拶に続き、第 61 回通常総
会の開催や第 59 回土地改良功労者表彰の決定など 12 議案につ
いて事務局より説明があり審議の結果、原案は全て承認された。

　平成 30 年１月 15 日（月）、岡山プラザホテルにおいて岡山
県土地改良事業団体連合会平成 29 年度第２回監事会及び中間
監査が開催された。
　監事会は監事と理事との契約状況、及び平成 29 年 11 月 27
日～ 12 月１日に行われた農林水産省による連合会検査につい
て実施状況の報告があったのち、平成29年度中間監査を行った。
　平成 29 年度中間監査結果については「改善整理事項無し」
として処理され平成 30 年度の理事会、総会にて報告されるこ
ととなった。

まな取り組みに感服し、農業農村の活性化には新
たな事業への取り組みと集落の結束が不可欠であ
ると感じさせられた。
　視察２日目には広島県尾道市にある万田発酵（株）
の工場及び農場を見学した。工場で作られる万田酵
素は自然原料を元に作られる発酵性の健康食品であ
るが、植物用の活性酵素もあり、酵素を使って栽培
した巨大な大根やキャベツを見ることができた。



本社／〒703-8244 岡山市中区藤原西町2丁目7-34
☎（086）271-1221　FAX（086）273-4005

本　　　 社 岡山県真庭市開田 630-1　〒719-3192
 TEL 0867-52-1141　FAX 0867-52-3515
 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www.landes.co.jp
本社営業所 0867-52-1021 ㈹　岡山営業所　086-287-7777 ㈹
営業所／本社・岡山・山陰・広島・東広島・山口・四国・大阪・東京・仙台
工場／落合・久米南・鏡野・西原・倉敷・広島・山口・エクステリア

岡山営業所／ 〒703-8244 岡山市中区藤原西町2丁目7-34
 ☎（086）271-1003　FAX（086）271-1456

津山営業所／ 〒708-1125 津山市高野本郷1693-10
 ☎（0868）26-5155　FAX（0868）26-5241

長 船 工 場／ 〒701-4625 瀬戸内市長船町福岡1508
 ☎（0869）26-2040　FAX（0869）26-4409

英 田 工 場／ 〒701-2623 美作市英田青野75-1
 ☎（0868）74-3125　FAX（0868）74-3126

営業所

工　場

大阪・和歌山出張所・兵庫・広島・尾道・山口・四国・松山

豊栄・河内・兵庫・久万

コンクリート二次製品　製造・販売

□水路関連製品　□環境保全型製品　□ボックス関連製品　□道路用製品　
□擁壁製品　□下水道用製品

地域のみなさまに
信頼され愛される企業をめざして

岡山コンクリート工業株式会社
本社 〒703-8213 岡山市東区藤井288-1

TEL:086-279-0551
FAX:086-279-2918
http://www.okacon21.co.jp

コンクリート2次製品製造販売

津山工場／TEL:0868-29-0237
〒708-1244 岡山県津山市上村677-1

総社工場／TEL:0866-92-4666
〒719-1142 岡山県総社市秦974

熊山工場／TEL:086-995-2737
〒709-0704 岡山県赤磐市沢原795-1

MSA-QS-1178

本　　　 社 岡山県真庭市開田 630-1　〒719-3192
 TEL 0867-52-1141　FAX 0867-52-3515
 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www.landes.co.jp
本社営業所 0867-52-1021 ㈹　岡山営業所　086-287-7777 ㈹
営業所／本社・岡山・山陰・広島・東広島・山口・四国・大阪・東京・仙台
工場／落合・久米南・鏡野・西原・倉敷・広島・山口・エクステリア

「緑の募金」
ご協力をお願いします

募集期間

春のみどりの月間
　　4月1日〜5月31日
秋のみどりの月間
　　10月1日〜10月31日

緑の募金でふせごう地球温暖化
口座振込はこちらへ

ゆうちょ銀行　　01270-0-5225
中国銀行岡山駅前支店　　1852041
トマト銀行岡山駅前支店　1027972

公益社団法人 岡山県緑化推進協会
岡山市北区錦町1-8 TEL・FAX（086）221-9511

MSA-QS-3268
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