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「農業農村整備の集い」が開催される。

１月17日（木）に東京都千代田区砂防会館別館シエーンバッハ・サボーで農業農村整備の集いが開催され、農林水
産省から林芳正農林水産大臣をはじめ、江藤拓副大臣、長島忠美政務官、農村振興局幹部、また111名の衆・参両議
院の国会議員、全国から県土連関係者など約700名が参集して行われた。
集いは、眞野全土連副会長の開会宣言に続き、野中全土連会長の挨拶、林農林水産大臣の祝辞があった。
続いて、
「農業農村整備事業の動向について」と題し、農林水産省農村振興局林田次長より我が国の食料をめぐる
状況や農業農村整備予算、今後の農業農村整備事業の展開などについて情勢報告が行われた。その後、～国営農地
再編整備事業「上士別地区」の目指す姿～ 北海道てしおがわ土地改良区、～食の創造拠点かごしまを支える南薩
台地の現状～ 水土里ネット南薩、～再生可能エネルギーの取組み（農業水利施設を利用した小水力発電事業）～
青森県土地改良事業団体連合会、～東日本大震災による石巻圏域の被災状況～ 水土里ネット河南矢本より事例報
告が行われた。
その後、農業農村整備予算の復活と実現すべき政策を強く訴えた要請書を全会一致で採択した。
最後に、古謝沖縄県土連会長の音頭で農業農村整備の一層の推進に向けて“ガンバロー三唱”を唱和した。
農業農村整備の集い終了後には、農林水産省他各関係方面や、各県ごとに地元選出の国会議員に対して、要
請活動を行った。
要請書は次のとおり。
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要 請 書
おおもと

農業・農村は、国の大本であり、日本の豊かな国土や自然環境も、農業・農村が健全であって初めて維持される
ものである。このため先人達は、農業・農村の健全な発展のために、農地や農業用水路などの維持、向上に向け、
献身的な努力を続けてきた。
しかしながら、平成22年度における農業農村整備予算の大幅な削減によって、我が国の農業・農村は将来に大
きな不安を抱えることとなった。
さらに、東日本大震災は、先人達の努力の結晶を破壊し、被災地域の農業・農村に大きな爪痕を残した。現地
では、一刻も早い復旧、復興を強く望んでいる。農業水利施設の老朽化も進行しており、食料生産の増大、転作
作物への転換に影響を及ぼし、食料自給率の向上に支障を来すばかりでなく、農村地域における災害の増加をも
たらすのではないかと危惧されるところである。
全国の農業・農村においては、過疎化、高齢化、担い手不足に加え、地域活力の低下などの課題が山積してい
る。また、環太平洋経済連携協定（TPP）交渉如何によっては、日本の食と農業、美しい農村に甚大な影響を与え
ることが懸念されるところである。今こそ、集落営農を含む担い手への農地集積の加速化、経営規模拡大の実現
によって、新たな地域農業を切り開いていく必要がある。
更には、自然再生エネルギーへの国民の関心が高まり、農村の土地・水資源を活用した小水力発電等への期待
が大きくなっている。
現下の農業農村整備を巡る厳しい現状と課題を踏まえ、全国各地からの要望である下記事項の実現を強く要
望する。
記
25年度当初予算において、大幅に削減された公共予算としての農業農村整備予算を復活させること。その上で、
以下の政策を実現すること。
一 国民の命を守り、我が国の食と農林漁業を再生するため、老朽化した農業水利施設の保全整備や耐震化の
推進等の事前防災に万全の対策を講じること。
二 東日本大震災を始めとする災害からの復旧・復興に向け、農業用施設、農地海岸保全施設等の復旧や農地
の瓦礫除去、除塩、防染等の対策を加速的に進めること。
三 食料自給率の向上と担い手への農地集積の加速化を実現し、攻めの農業を展開するため、水田の大区画化
や汎用化、畑地かんがい施設の整備をはじめとした各種の対策を、国が責任をもって推進すること。
四 TPP交渉により、日本の食の安全・安心を担い、多面的機能を発揮している農業・農村とこれを支える農家
の生産意欲に、悪影響を及ぼすようなことは断固行わないこと。
五 農業水利施設を活用した小水力発電等の再生可能エネルギーの普及に向け、国の支援の充実を図る事。
平成25年１月17日
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
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岡山県土地改良事業団体連合会監事会
及び平成 24 年度第２回監査開催

１月 25 日（金）、岡山市中区浜岡山プラザホテル会
１月 25 日（金）、岡山市中区浜岡山プラザホテル会
議室において岡山県土地改良事業団体連合会役員会
議室において岡山県土地改良事業団体連合会監事会
（第２回）が開催された。
（第２回）及び平成 24 年度第２回監査が開催された。
石井会長の挨拶に続き、田窪県土連参事から業務
国の指導により、監事会と監査は分けて行うことと
報告が行われ、大森理事（和気町長）、河島理事（久
されているので、監事会を途中で中断し、監査を行い、
米南町長）を議事録署名人に選任し、審議の結果、 監査終了後、監事会を再開した。
すべて原案どおり承認された。
田窪県土連参事の挨拶に続き、黒田代表監事（玉
野市長）、水嶋監事（勝央町長）を議事録署名人に選
議 事
任し、審議の結果、原案どおり承認された。
理事会承認事項

議案第 １号

諸規程の改正について

議案第２号

第56回通常総会の開催について

議案第３号

第54回土地改良功労者表彰について

議 事
（１）平成25年度監査計画について
｛中

理事会承認総会付議事項
議案第４号

平成24年度一般会計収支補正予算につい
て

議案第５号

規約の改正について

議案第６号

平成25年度事業計画について

議案第７号

平成25年度賦課金の算出・徴収方法及び
時期について

議案第 ８号

平成25年度一般会計・特別会計収支予算
について

議案第 ９号

積立金の一時充当について

議案第10号

資金並びに積立金の預入先について

議案第11号

役員の報酬について

議案第12号

役員の補選について

断｝
：平成24年度第２回監査

①平成24年度収支計算書
（平成24年4月1日から平成24年12月31日）
平成24年度正味財産増減計算書
（平成24年4月1日から平成24年12月31日）
平成24年度貸借対照表
（平成24年12月31日現在）
平成24年度キャッシュ・フロー計算書
（平成24年4月1日から平成24年12月31日）
各預金残高証明書
（平成24年12月31日現在）
②質疑
｛監事会再開｝
（２）監査結果の処理方法について

平成 25 年度 岡山県土地改良事業団体連合会

職員採用試験のお知らせ

平成 26 年 4 月 1 日の採用の職員採用試験について
採用予定４名（内高卒２名）程度
採用試験は９月予定
okadoren
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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
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

本

社 岡山県真庭市開田
630-1 630-1
〒719-3192
本
社 岡山県真庭市開田
〒719-3192
TEL 0867-52-1141
FAX 0867-52-3515
TEL 0867-52-1141
FAX 0867-52-3515
http://www.landes.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.landes.co.jp
本社営業所 0867-52-1021 ㈹ 岡山営業所 086-287-7777 ㈹
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・三次出張所
営業所／本社・岡山・山陰・広島・東広島・山口・三次出張所
工場／落合・久米南・高梁・鏡野・西原・倉敷・広島・山口・エクステリア
工場／落合・久米南・高梁・鏡野・西原・倉敷・広島・山口・エクステリア

営業所

大阪・和歌山出張所・兵庫・広島・尾道・山口・四国・松山

工

豊栄・河内・兵庫・久万

場

コンクリート二次製品
□水路関連製品 □環境保全型製品
□擁壁製品 □下水道用製品

製造・販売

□ボックス関連製品

□道路用製品

地域のみなさまに
信頼され愛される企業をめざして
コンクリート2次製品製造販売

「緑の募金」
ご協力をお願いします

岡山コンクリート工業株式会社
本社

MSA-QS-1178

〒703-8213

緑の募金でふせごう地球温暖化

岡山市東区藤井288-1

TEL:086-279-0551

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

FAX:086-279-2918

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

http://www.okacon21.co.jp

口座振込はこちらへ

募集期間
春のみどりの月間
4月1日〜5月31日

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

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

秋のみどりの月間
10月1日〜10月31日

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

毎月10日は岡山の「米の日」です
1 日 3 食をごはんにしてみませんか

「晴れの国おかやま」の温暖な大地で豊かな水と太陽の光を浴びて育った
おいしい岡山米を味わってください。ごはん中心の「日本型食生活」は、
健康な体づくりやダイエットにも効果的です。ごはんに魚や野菜などを組み
合わせた栄養バランスのとれた食事を心がけてください。

岡山県の土地改良

題字：長野士郎書

第563号

ごはんぼうや
岡山県米消費拡大推進協議会

平成25年2月15日発行

発行所●岡山県土地改良事業団体連合会 〒700-0824 岡山市北区内山下1丁目3番7号 県土連ビル
☎086-225-0921 fax086-226-0068 e-mail：info@okadoren.or.jp http://www.okadoren.or.jp
事 業 部 〒703-8292 岡山市中区中納言町1-6 岡山県土地改良会館 ☎086-273-2110 fax086-272-3937
事業部津山 〒709-4603 津山市中北下1300 津山市久米支所2F
☎0868-57-7661 fax0868-57-7664
印刷所●友野印刷株式会社 ☎
（086）
255-1101
MSA-QS-3268
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