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　第 43 回全国土地改良大会群馬大会が 10 月６日、高崎
市の G メッセ群馬で無観客（オンライン）開催された。
昨年開催予定だった大会は、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため開催を一年延期。今回も新型コロナウ
イルス感染症の影響を踏まえ、プログラムの一部と併催
行事を中止し、規模を縮小して開催。会場の出席者は約
90 人にとどめられ、大会の模様は「YouTube」による
オンラインで配信された。
　土地改良功績者表彰では、農林水産大臣表彰６名、農
林水産省農村振興局長表彰 16 名、全国土地改良事業団
体連合会長表彰 45 名が紹介され、岡山県からは水嶋淳
治勝央町長が全土連会長表彰を受賞した。後日表彰状と
記念品が岡山県土連を通じて贈られた。
　次回大会は、来年沖縄県で開催される。

鶴舞う形 群馬の大地 水土里の未来へ ここから羽ばたいて
第43回全国土地改良大会群馬大会が無観客開催

大 会 宣 言
　私たちが住む群馬県は、大空を舞う鶴の形に似ていることから「鶴舞う形の群馬県」として広く県民に親しまれてきました。
赤城山・榛名山・妙義山の上毛三山を始めとする雄大な山々から発した水は、流域面積日本最大の「坂東太郎」の異名を持つ利
根川に集まり、関東平野を潤しています。
　豊富な水、標高差のある大地、長い日照時間などの豊かな自然により、キャベツ・ナス・キュウリ・ホウレンソウ・コンニャ
クなどの野菜、リンゴ・梨などの果樹、上州牛・上州麦豚といったブランド肉、本州一の生産量を誇る小麦など、一年を通じ多
彩で多様な農畜産物が生産されています。
　いま、全国の農村では、都市に先駆け高齢化や人口減少が進み、農地、農業用水等の管理や、営農の継続が困難になるなどの
課題に直面しています。また、令和に入ってから、元年の東日本台風を始め、２年・３年の豪雨など、大きな災害が相次いでい
ます。そしてパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症の影響により、経済、社会、人々の生命や生活が脅かされ、食料
安全保障の確立が強く求められています。
　一方、令和３年３月に新しい時代に向け、新たな土地改良長期計画が閣議決定され、生産基盤の強化による農業の成長産業化、
地方移住など農村に人が住み続けるための条件整備、そして頻発化・激甚化する災害に対応した、排水施設整備やため池の防災
対策による農業・農村の強靭化を目標とし、「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、持続的に発展する農業と多様な人が住み
続けられる農村の実現を目指しています。
　私たち上州人は、昔から仲間達と糸をつむぎ、鶴舞う形のこの大地を耕してきました。
　私たちには、今ある美しい農村を守っていく義務があります。
　先人達から引き継いだ「水・土・里」の農村の宝を、後世にもしっかり引き継いでいきます。
　本日は、全国の仲間と共に歴史をつむぎ、新しい時代の土地改良へ向け進んでいくことを、「鶴舞う形 群馬の大地 水土里の未
来へ ここから羽ばたいて」のスローガンのもと、ここ上州の地、群馬から高らかに宣言します。



　岡山県土地改良事業団体連合会は、令和３年
７月 12 日、岡山プラザホテルにおいて令和３
年度第１回監事会及び令和２年度決算監査を開
催した。
　田窪行雄副会長常務理事、武久顕也代表監
事（瀬戸内市長）の挨拶に続き、武久代表監事、
青野高陽監事（美咲町長）を議事録署名人に選
任し議事に入った。
　議事第１号で令和３年度の監事会及び監査の
計画が決定された後、監事会を一時中断し、令
和２年度の決算監査を実施。適正に処理されて
いる旨了承された。
　その後、監事会が再開され、議事第２号で監
査結果の今後の取扱いについて説明を行い、議
事第３号として業務受託契約のうち双方代理と
なる契約について令和２年度の状況報告を行っ
た。

　岡山県土地改良事業団体連合会は、令和３年
８月 16 日、岡山プラザホテルにおいて令和３
年度第１回理事会を開催した。
　石井正弘会長の開会挨拶に続き、友實武則理
事（赤磐市長）、矢野秀典理事（高梁川用水土
地改良区理事長）を議事録署名人に選任し議事
に入った。
　理事会承認事項の議案第１号は、諸規程の一
部改正５項目、廃止３項目について説明を行い、
原案どおり承認された。
　理事会承認総会付議事項の議案第３号は、令
和２年度事業報告・貸借対照表・収支決算及び
財産目録について説明を行い、青野高陽監事（美
咲町長）の監査報告の後、原案どおり承認された。
　議案第４号の令和３年度一般会計収支補正予
算については、一部修正の上承認となった。

岡山県土地改良事業団体連合会
令和３年度第１回監事会及び令和２年度決算監査

岡山県土地改良事業団体連合会
令和３年度第１回理事会開催

■監事会議事
　議事第１号　令和３年度監査の実施計画について
　議事第２号　監査結果の今後の取扱いについて
　議事第３号　理事と代表監事との契約について（報告）
■監査
　令和２年度決算監査
　（令和２年４月１日から令和３年３月31日）

■理事会承認事項
　議案第１号　諸規程の一部改正及び廃止について
■理事会承認総会付議事項
　議案第３号　令和２年度事業報告・貸借対照表
� ・収支決算及び財産目録について
　議案第４号　令和３年度一般会計収支補正予算について
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　令和３年７月 30 日、岡山県土地改良事業団体連
合会及び岡山県農業農村整備事業推進協議会は、中
国四国農政局に対して、令和４年度農業農村整備事
業関係予算確保に向けた要請活動を行った。
　なお、自由民主党、県選出国会議員、財務省、総
務省及び農林水産省へは、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により郵送にて行った。

令和４年度農業農村整備事業関係予算確保に向け要請活動
－岡山県土地改良事業団体連合会・岡山県農業農村整備事業推進協議会合同－

■議事
　議案第１号　令和２年度事業報告について
　議案第２号　令和３年度事業計画について
　議案第３号　役員の選任について

【提案・要望項目】
１　�現場ニーズに応えられる農業農村整備事業関係
予算の確保について

２　ため池の防災・減災対策の推進について

　岡山県内における農業農村整備事業の円滑な推進
を通して地域農業の持続的な発展を図ることを目的
とした岡山県農業農村整備事業推進協議会の総会
が、新型コロナ感染症拡大の影響を考慮し、書面議
決書の提出により開催され、令和３年６月９日付け
ですべての議案について、原案どおり承認され、農

業農村整備事業関係予算の確保等を関係省庁等に要
望していくことを決定した。

令和３年度岡山県農業農村整備事業推進協議会総会開催

令和３年度岡山県農業農村整備事業推進協議会会員名簿（26会員） 令和３年６月９日現在

所　属 代表者 備　考 所　属 代表者 備　考
玉 野 市 市　長 黒田　　晋 会　長 総 社 市 市　長 片岡　聡一
矢 掛 町 町　長 山野　通彦 副会長 高 梁 市 市　長 近藤　隆則
勝 央 町 町　長 水嶋　淳治 副会長 新 見 市 市　長 戎　　　斉
県 土 連 副会長常務理事 田窪　行雄 副会長 浅 口 市 市　長 栗山　康彦
岡 山 市 市　長 大森　雅夫 早 島 町 町　長 中川真寿男
備 前 市 市　長 吉村　武司 里 庄 町 町　長 加藤　泰久
瀬 戸 内 市 市　長 武久　顕也 津 山 市 市　長 谷口　圭三
赤 磐 市 市　長 友實　武則 真 庭 市 市　長 太田　　昇
和 気 町 町　長 草加　信義 美 作 市 市　長 萩原　誠司
吉備中央町 町　長 山本　雅則 鏡 野 町 町　長 山崎　親男
倉 敷 市 市　長 伊東　香織 奈 義 町 町　長 奥　　正親
笠 岡 市 市　長 小林　嘉文 久 米 南 町 町　長 山　　篤
井 原 市 市　長 大舌　　勲 美 咲 町 町　長 青野　高陽

髙橋農政局次長へ提案書を提出

提案内容の説明
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　農林水産省は８月 31 日、総額２兆 6,842 億円の令和４年度農林水産予算概算要求を財務省に提出した。
競争力強化・国土強靭化のための農業農村整備を計画的に推進するための農業農村整備事業関係予算の概算
要求額は、令和３年度当初予算比 18.4％増の 5,263 億円を計上した。
　内訳は、農業農村整備事業（公共）が同 18.4％増の 3,946 億円、農業農村整備関連事業（非公共）が
20.6％増の 625 億円、農山漁村地域整備交付金（公共・同 16.5％増の 940 億円）のうち農業農村整備分が同
16.5％増の 693 億円となっている。
　これにより、農地の大区画化や汎用化・畑地化、新たな農業水利システムの構築、また、農業水利施設の
適切な更新・長寿命化、省エネ化・再エネ利用、ため池の防災・減災対策や農業用ダムの洪水調節機能強化、
集落排水や農道等の生活インフラの整備を推進する。

令和４年度農業農村整備事業関係予算概算要求額内訳� （単位：億円）

事　　項
令和３年度
当初予算額

令和４年度
概算要求額

前年度比

農業農村整備事業【公共】 3,333 3,946 118.4％

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

　　　農山漁村振興交付金

518 625 120.6％

農山漁村地域整備交付金【公共】（農業農村整備分） 595 693 116.5％

計 4,445 5,263 118.4％

農業農村整備事業の概要� （単位：億円）

事　　項
令和 3年度
当初予算額

令和 4年度
概算要求額

前年度比

国営かんがい排水事業 1,068 1,208 113.1％

国営農地再編整備事業 374 504 135.0％

国営総合農地防災事業 261 313 119.6％

直轄地すべり対策事業 3 4 129.4％

水資源開発事業 75 82 109.8％

農業競争力強化基盤整備事業 682 817 119.9％

中山間地域農業農村総合整備事業 57 68 119.5％

農村地域防災減災事業 449 539 120.0％

農村整備事業 63 79 125.9％

土地改良施設管理事業 172 196 114.0％

その他 129 136 104.9％

計 3,333 3,946 118.4％

令和４年度予算概算要求
農業農村整備事業関係予算5,263億円
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　当会会長石井正弘の経済産業副大臣兼内閣府副大臣就任に伴い、令和 3 年 10 月 6 日から当分の間、副会
長黒田晋が会長の職務を代理しますのでお知らせいたします。　　

　表示の形式　　岡山県土地改良事業団体連合会
　　　　　　　　会長職務代理者　副会長　黒田　　晋

会長の職務代理者について
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　岡山県の農林漁業の振興のために献身的な活動を続け、その功績が特に顕著で優秀な個人又は団体を表彰
する「岡山県農林漁業功労者表彰」の今年度の受賞者が、９月 30 日に岡山県から発表され、土地改良部門
で次の５名の方々が受賞されました。

【知事表彰】
　岡㟢　章二　氏　　　岡山市（西大寺土地改良区　前理事長）
　西大寺土地改良区の理事及び理事長として、長年にわたり組合員の先頭に立ち、土地改良区の健全な運営や土地改良施設の
適切な維持管理に尽力されました。
　また、鴨越堰の長寿命化対策を進めるため、組合員はもとより、上水道や工業用水を含めた利水関係者に対しても、その調
整力を遺憾なく発揮して合意形成を図り、事業着手に向け多大な貢献を果たされました。
 
　岸本　圭介　氏　　　勝央町（勝英土地改良区　前理事長）
　勝英土地改良区の理事長として、土地改良区の健全な運営に努めるとともに、長大なパイプラインの漏水等への迅速な対応
など、施設管理者として自ら先頭に立ち、農業水利施設の適正な維持管理に尽力されました。
　また、パイプライン等の老朽化が進んでおり、施設の機能確保や維持管理の軽減を図るため、組合員や関係機関との調整に
尽力し、計画的な更新整備による長寿命化対策の推進に貢献されました。

【農林水産部長表彰】
　小島　洋征　氏　　　美咲町（滝谷池土地改良区　理事長）
　滝谷池土地改良区の理事及び理事長として、取水の効率化や維持管理の軽減を図るなど、土地改良区の健全な運営に尽力さ
れています。
　また、安定的な農業用水の供給に加え、地域の防災・減災対策の観点からも、水路整備を推進するため、組合員や町との調
整を図り、事業着手に大きく貢献されました。
 
　片岡　榮一　氏　　　岡山市（旭東土地改良区　理事長）
　旭東土地改良区の理事及び理事長として、組合員の先頭に立って優れた指導力を発揮し、土地改良区の健全な運営や農業用
施設の適正な維持管理に尽力されています。
　また、老朽化により機能低下した堰や排水機場の長寿命化対策について、組合員はもとより、地域住民や行政機関との調整
を行い、事業着手に大きく貢献されました。
 
　橋本　博昭　氏　　　井原市（明治土地改良区　前理事長）
　明治土地改良区の理事及び理事長として、土地改良区の健全な運営に努めるとともに、農業用施設の適正な維持管理に尽力
されました。
　また、将来の産地づくりの話合いを深化させ、地域農業の将来像を明らかにすることに努めるとともに、明治ダムの水管理
施設等の長寿命化対策について、行政や組合員との調整に尽力し、事業着手に貢献されました。

第54回岡山県農林漁業功労者表彰



　平成 17 年から津山市久米支所の二
階で業務を行っていた事業部技術第
三課の事務所は、９月 27 日から下記
住所に移転しました。
　新たな場所で、会員の皆様のお役
に立てるよう、職員一同努力してま
いります。今後とも、より一層のご
支援ご指導を賜りますようお願い申
し上げます。
　お近くにお越しの際は、是非お立
ち寄りください。

【新住所】
〒 708-0051　津山市椿高下 128-1
（TEL）0868-35-2178
（FAX）0868-35-2179

事業部技術第三課事務所移転

★

　岡山県土地改良事業団体連合会は、令和３年８月
３日、４日の２日間、岡山市のピュアリティまきび
において、「令和３年度新規担当者研修 ､ 換地計画
実務研修及び換地委員等実務研修」を開催した。
　この研修は、土地改良区体制強化事業実施要綱の
規定により、換地事務担当者の理解促進と事業実施
体制の強化を図るために当会が毎年開催しており、
今年度は県・市町村職員、土地改良区役職員及び地
元換地委員等 44 名が参加した。
　研修では、土地改良法や事業制度、換地理論といっ
た基本的な制度の概要から、土地評価・清算や換地
設計基準・換地選定の方法等、具体的な作業手順ま
で幅広い説明があった。
　研修後には、「もっと具体的な事例や注意すべき

点も多く教えて欲しい」との意見が寄せられるなど、
参加者は、円滑な事業実施に向けて熱心に耳を傾け
ていた。

◆研修カリキュラム◆ 
項　目 講　師

１
日
目

①土地改良法の概要 中国四国農政局 農村振興部土地改良管理課 農地集団化係長　木山 英樹
②交換分合について 中国四国農政局 農村振興部土地改良管理課 農地集団化係長　木山 英樹
③相続について 岡山地方法務局 不動産登記部門 登記調査官　下田　誠
④換地理論 岡山県土地改良事業団体連合会 換地指導課 技師　福島 洋行

２
日
目

①農地中間管理機構関連農地整備事業について 岡山県農林水産部 耕地課 総括副参事　永井 治義
②土地改良換地の実務 岡山県土地改良事業団体連合会 換地指導課 課長　古橋 尚美
③土地評価・清算 岡山県土地改良事業団体連合会 換地指導課 技師　中西 晃奈
④換地設計基準及び換地選定 岡山県土地改良事業団体連合会 換地指導課 課長代理　池本 邦夫

令和３年度新規担当者研修､
換地計画実務研修及び換地委員等実務研修開催
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　岡山県土地改良事業団体連合会は、防災重点農業
用ため池の劣化状況、豪雨耐性を評価するための調
査を岡山県から受託し、現地調査を実施しています。
対象のため池は 3,936 箇所（令和３年４月１日現在）
で、今年度から５年間で実施する計画となっており、
本年度は 725 箇所実施します。
　現地調査時に草木が繁茂している状態では漏水等
堤体の状況確認が困難となるため、例年の草刈り管
理時期以外で草刈りのお願いをすることもあります
ので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ため池の劣化状況等の調査を実施しています

　岡山県土地改良事業団体連合会は、毎年、県下の土地改良関係者を対象に、農業・農村の振興に係る情報
を提供し、関係者の共通認識を深めるとともに、農業振興と地域振興の一層の推進を図ることを目的とした
地域推進会議を開催していますが、昨今の新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、昨年度に引き続き本年
度も開催中止といたしましたので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

令和３年度農業農村整備事業地域推進会議中止のお知らせ

　令和４年度から貸借対照表の作成が義務化されたことにより、本年度中に会計細則の変更や土地改良区会
計基準に対応した会計ソフトの購入など、複式簿記の導入に向けた準備が必要です。
　現在、県内の大半の土地改良区で会計ソフトを導入済または導入予定であり、複式簿記会計への移行準備
が進められているところですが、勘定科目の設定、会計細則の変更等、複式簿記会計への移行に伴う事項に
ついて再度ご確認いただくとともに、不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
 （お問い合わせは　総務企画課　TEL：086-207-2200）

土地改良区の皆様へ

複式簿記会計への移行についてご確認を
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農業基盤整備資金（非補助）のご案内
　農業基盤整備資金は、用排水路の改良、ほ場整備、農道整備など生産基盤を整備して農業生産力の増大及
び生産性の向上を図るための資金です。
　また、農業集落排水施設の整備など生産基盤と一体として行う生活基盤の改善に必要な資金も対象となり
ます。

■資金使途
　�かんがい排水、畑地かんがい、ほ場整備、暗渠排水、客土、農道、畦畔整備、
農地造成、農地保全、防災、維持管理、農業集落排水施設、災害復旧など

■融資条件
　融 資 期 間：25 年以内（うち据置期間 10 年以内）
　融資限度額：地元負担金（最低限度額 50 万円（災害復旧事業は 10 万円））
　金　　　利：0.30％（令和３年 10 月 18 日現在）
　※ 貸付金利は貸付時の金融情勢により変更します。最新の金利は、日本政

策金融公庫にご照会ください。

融資のご相談・お問い合わせ
●水土里ネット岡山
　総務部換地指導課
 （TEL：086-207-2119）
●日本政策金融公庫
　岡山支店農林水産事業
 （TEL：086-232-3611）



　先人のたゆまぬ努力により「疏水（農業用水）｣や「ため池」などの農業水利システムは形づくられ日本人の原風景と
も言うべき見事な農村空間を創り出してきました。現代に至っては、食料生産のみならず生態系保全など様々な意味合
いでの役割が期待されています。
　「疏水」や「ため池」と共に ､四季の織りなす景観や生活の様子など ､身近で大切な農業用水のある風景を題材とした
写真コンテストを開催します。奮ってご応募ください。

　◆題　　材　　�｢ 疏水 ｣ や ｢ ため池 ｣などの農業水利施設、農村の景観や農業水利施設とともに生きる人々や生活の
様子、農業用水を活用した地域づくりなど。農業用水が写っていることが条件です。

　　　　　　　　･疏水部門�用水路、頭首工、スプリンクラー、貯水池（農業用ダム）などの農業用水利施設
　　　　　　　　･ため池部門�農業用ため池（農業用水として貯留水が現に使用されているため池）

　◆応募方法　　サイズは四つ切り又は四つ切りワイド限定。令和２年１月以降に撮影した未発表のもの。
　　　　　　　　応募要領など詳細はチラシ裏面又は全国水土里ネットのホームページでご確認ください。
� http://www.inakajin.or.jp
　◆お問い合わせ・送付先�
　　　　　　　　〒 102-0093�東京都千代田区平河町 2-7-4�砂防会館別館４Ｆ全国土地改良事業団体連合会
　　　　　　　　「水が伝える豊かな農村空間」写真コンテスト～疏水 ･ため池のある風景～ 2022 係
　　　　　　　　TEL 03（3234）5480

主催　疏水ネットワーク ､全国ため池等整備事業推進協議会及び全国土地改良事業団体連合会

 題字：石井正弘書　　 第606号　令和3年11月1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
　　　総　務　部　〒703‒8292　岡山市中区中納言町1‒6　岡山県土地改良会館3F・2F
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　　　岡山ため池保全管理サポートセンター　〒703‒8292　岡山市中区中納言町1‒6　岡山県土地改良会館2F
　　　ため池相談窓口（月、木） ☎086‒207‒2282
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