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　水土里ネット茨城（茨城県土地改良事業団体連

合会）の第５４回通常総会が、さる２月１７日水

戸市「ホテルレイクビュー水戸」において、関係

者約２００名が参集し開催された。

　総会に先立ち山口会長は、「東日本大震災によ

る農地及び農業施設等の被害への対応につきま

しても、多大なるご尽力とご協力を賜り、重ねて

御礼申し上げます。こと震災に関しましては、今

まで経験したことのない大災害となり、本県にお

きましては、九百近くの地区が被害を受けました。

このうち、本会での対応は約七百七十地区を数え

ることになりました。このため、他県の土地連等

十団体の支援を受け、対応処理にあたりました。

被災しました各地域におかれましては、一日も早

い復旧を心より願っております。

　農業農村を取り巻く情勢は、未だ回復の兆しが

見えない予算や、経済連携協定など内憂外患のな

か、農業農村のみならず国民全体の不利益につな

がることも懸念されております。県農地局におか

れましては、新たな「茨城農業改革大綱」と連携

した「第７次土地改良５カ年計画」が先般策定さ

れ、三つの施策が掲げられております。

　本会といたしましても、更なる技術力の向上を

図りながら、各種施策の円滑な推進に貢献してい

くとともに会員の皆様と連携強化を図りながら、

豊かで活力ある農村の創造に向けて積極的に推進

していく所存でございますので、会員各位並びに

関係機関の皆様方のご支援・ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。」と挨拶した。

　引き続き土地改良功労団体及び功労者の表彰が

行われ、４団体と１５名の個人並びに本会の職員

７名に対し、表彰状が授与された。

　続いて橋本昌県知事、磯崎久喜雄県議会議長、

安楽関東農政局次長の祝辞の後、来賓の紹介と祝

電が披露された。

　このあと、伊藤孝一行方市長が議長に就き、議

事に入り、提出された議案第１号〜第８号がすべ

て原案通り可決承認された。

◆土地改良功労（団体）表彰地区

　小原土地改良区　　　　（水戸管内）

　手野土地改良区　　　　（土浦管内）

　関城東部土地改良区　　（筑西管内）

◆土地改良区合併（団体）表彰地区

　江連八間土地改良区　　（筑西管内）

◆土地改良功労者（個人）表彰者

　齋藤　政雄　（千波湖土地改良区事務局次長）

　内田　勝則　（ひぬま川土地改良区事務局長）

　川﨑　一郎　（里屋土地改良区事務員）

　矢幡　早苗　（鹿島海岸土地改良区事務員）

　根本千鶴子　（鰐川土地改良区事務員）　

　平塚　　保　（南筑波土地改良区事務局長）

　栗原　　薫　（天の川上流土地改良区主幹）

　中村　茂勝　（牛久沼土地改良区工事・賦課徴収課長）

　長嶌　益代　（豊田新利根土地改良区総務課係長）

　中山　康弘　（牛久市土地改良区事務運営協議会事務局長）

　高橋　　博　（霞ヶ浦用水土地改良区振興課長）

　鈴木恵美子　（霞ヶ浦用水土地改良区会計課主査）

　間中健一郎　（西総土地改良区事務局長）

　針谷いつ子　（大山沼土地改良区書記・会計）

　細谷とし子　（七郷中川土地改良区書記・会計）

◆連合会永年勤続表彰者（３０年勤続）

　小室　厚博　（本所事業部情報管理課）

　河野　文雄　（県北事業所農村整備２課農村環境係）

　樫村　直樹　（県南事業所農村整備１課　換地係）

　池田　圭一　（県西事業所農村整備１課　換地係）

◆連合会永年勤続表彰者（２０年勤続）

　栗田　　充　（県北事業所農村整備２課　農村環境係）

　高﨑　正美　（県北事業所農村整備２課　農村環境係）

　二川　貴夫　（県北事業所農村整備２課　農村環境係）

連合会第５４回通常総会開催
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　このたび、茨城県農林

水産部長を拝命しました

柴田でございます。

　茨城県土地改良事業団

体連合会の会員の皆様に

は、日頃より本県の農林

水産業の振興に多大なる

ご協力を賜り厚くお礼申

し上げます。

　昨年は、東日本大震災及び東京電力福島第一原

子力発電所事故により、被害額が約２９２億円に

も上る農業生産基盤の損壊に加え、放射性物質に

よる出荷制限や風評被害など、本県の農林水産業

に甚大な被害が発生しました。県といたしまして

は、農林漁業者が一日も早く経営再建できるよう、

今後も引き続き復旧・復興に向けた取り組みを進

めてまいります。原発事故への対応につきまして

は、農林水産物の放射性物質の検査を引き続き徹

底し、本県農林水産物のイメージ回復に取り組ん

でまいります。

　また、本県では、平成 15 年度から消費者のベ

ストパートナーとなる茨城農業を目指す「茨城農

業改革」に取り組んでおりますが、昨年、その

後の状況等を踏まえ、新たな「茨城農業改革大綱

（2011—2015）」を策定いたしました。昨年は震

災対応があったため、実質は今年がスタートの年

と認識しておりますが、本大綱に基づき安全・安

心・高品質な農産物の提供と「エコ農業茨城」の

全県的な推進、農産加工など６次産業化の推進、

「いばらき農林水産物マーケティング戦略」に基

づく販路拡大、「青年就農資金」を最大限活用し

た若い新規就農者の確保・育成など、未来につな

がる改革の取り組みを進めてまいります。

　特に、農業農村整備につきましては、こうした

農業改革の実現を支える基盤づくりを計画的に進

めるため、「第７次土地改良５カ年計画」を同じ

く昨年度に策定しているところでございます。本

計画に基づき、近年、大きな課題となっている県

内の農業水利施設の老朽化対策について、維持管

理体制の強化と計画的な更新整備を進めるととも

に、農村の生活環境整備や農村環境などの保全に

取り組む集落活動への支援など、農村地域の活性

化を図ってまいります。

　今後とも、震災からの復興とともに、日本の食

を支え全国をリードする元気な農林水産業の実現

に向け、全力を挙げて取り組んでまいりたいと考

えておりますので、皆様方のより一層のご理解と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　最後に、茨城県土地改良事業団体連合会の今後

ますますのご発展と会員の皆様のご活躍とご多幸

をお祈り申し上げまして、ご挨拶といたします。

茨城県農林水産部長

柴田　眞幸

就任・新年度のご挨拶
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　茨城県農林水産部農地

局長の飯田でございま

す。昨年度に引き続きま

して、よろしくお願い致

します。

　昨年来、東日本大震災

からの農地や農業用施設

の早期の復旧に対しまし

て、茨城県土地改良事業

団体連合会をはじめ、各

市町村、各土地改良区等

の皆様から、大変なご協力をいただいております

ことに深く感謝を申し上げる次第でございます。

　おかげさまで、昨年、稲の作付けができなかっ

た約 1,000 ｈａにつきましても、今年はほとん

ど作付ができる状況となりました。一部、秋口以

降も、排水路などを中心に復旧工事が続くと思わ

れますので、引き続きよろしくお願い致します。

　さて、本県の農業農村整備事業につきましても、

日頃よりご理解とご協力を賜り、この紙面をお借

りしまして , あらためて厚く御礼申し上げます。

　近年の農業・農村を取り巻く情勢は、農業者の

高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増大、農産物

価格の低迷、地球温暖化等による異常気象など多

くの問題を抱えております。

　県では、こうした情勢の変化に的確に対応して

いくため、昨年度に、新たな農業改革と連携を図

り、茨城農業を着実に発展させていくための「第

７次土地改良５カ年計画（2011 〜 2015）〜い

ばらき農業農村整備プラン〜」を策定しておりま

す。この計画により、現在進めている水田や畑の

基盤整備を引き続き着実に進めていくとともに、

老朽化が進む農業水利施設の長寿命化対策、地域

共同で農地や農業水利施設の保全管理に取り組む

活動の促進など、農業・農村の持続的な発展を図っ

ているところです。

　一方、農業農村整備事業の予算につきましては、

農林水産省において減少した状態が続いていると

ともに、本県財政が依然として厳しい状況にある

中で、以前にも増して効果的かつ効率的な予算執

行が求められる状況にあります。

　県議会におきましては、先の３月の定例会で農

業農村整備事業の十分な予算の復活を含めた農業

政策の立て直しを求める国への意見書が採択され

ました。今後も厳しい予算状況が続くと思われま

すので、皆様からも国等へ地元の声を伝えて頂き

ますよう、お願い申し上げます。

　今後も、県としましては、震災からの復旧を急

ぐとともに、本県の農業者が将来に明るい展望を

持てるよう、日本の食を支え全国をリードする足

腰の強い茨城農業の実現に向けて、全力を挙げて

取り組んで参りたいと考えておりますので、皆様

方には、なお一層のご支援、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げますとともに、皆様方のご活躍

をお祈り申し上げまして、新年度の挨拶といたし

ます。

　茨城県土地改良事業団体連合会の平成２４年

度第１回理事会が、４月３日水戸市宮内町の茨

城県土地改良事業団体連合会会議室で開催され

た。

　まず、県より来賓として出席した飯田農林水産

部農地局長はじめ県農林水産部農地局の幹部が紹

介された。山口会長の挨拶に続いて、来賓挨拶と

して県を代表して飯田農地局長が挨拶した。

　続いて根本専務理事による業務報告の説明の

あと、山口会長を議長として議事に入り、第１

号議案・平成２４年度土地改良推進指導事業計

画（案）について、第２号議案・茨城県土地改

良事業団体連合会処務規程の一部改正（案）に

ついて、第３号議案・管理職手当支給要項の一

部改正（案）について、上程され、何れも全会

一致で可決承認された。

　次に、第２回理事会の日程が、平成２４年７

月１２日（木）に決して理事会は終了した。

茨城県農林水産部
農地局長

飯田　勤

平成 24年度第１回理事会開催
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　全国水土里ネット（全国土地改良事業団体連合

会）の全国水土里ネット表彰式（第 53 回土地改

良功労者表彰式並びに農業農村整備優良地区コン

クール表彰式がさる３月２７日、東京都千代田区平

河町のシェーンバッハ砂防にて開催された。

　全国土地改良功労者表彰では、農林水産大臣表

彰５地区、金章表彰地区３７地区、銀章表彰地区

６０地区、銅章表彰地区３３地区が表彰され、また

個人表彰は１０２名が受賞した。

　農業農村整備優良地区コンクールでは、農業生

産基盤整備部門６地区（農林水産大臣賞２地区、

農村振興局長賞３地区、全国水土里ネット会長賞

では１地区）・農村振興整備部門５地区（農林水

産大臣賞１地区、農村振興局長賞２地区、全国水

土里ネット会長賞２地区）が受賞した。引き続き、

21 世紀土地改良区創造運動表彰が行われ、大賞９

地区、特別賞１地区、さなえ賞４地区が受賞した。

　このうち本県からは千波湖土地改良区が農林水

産大臣表彰を受賞するなど、次の団体・個人が栄

誉に輝いた。

◆団体表彰

◎農林水産大臣表彰

　　千波湖土地改良区（理事長：川又隆雄）

★金章

　　田谷川土地改良区（理事長：瀨畑恒雄）

★銀章

　　久米土地改良区　（理事長：堀江　純）

　　蔵後余郷入土地改良区

　　　　　　　　　　（理事長：坂部　實）

★銅章

　　立花土地改良区　（理事長：坂本瑞夫）

　　長戸北部土地改良区

　　　　　　　　　　（理事長：大徳　豊）

◆個人表彰

★役員の部

　　土浦市外十五ヶ町村土地改良区理事長

　　　　　　　　　　　　　　　　　倉田　　弘

★職員の部

　　茨城県土地改良事業団体連合会事務局長　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　染谷　　薫

　　福岡堰土地改良区事務局長兼工務管理課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　青嶋　武巳

　　（以上、敬称略）

　２０１２年春の叙勲受章者が去る４月２９日付で発表され、本県からは川又隆雄氏が晴れの栄誉に輝きました。

茨城県土地改良事業団体連合会総括監事、

千波湖土地改良区理事長　７１歳

旭 日 単 光 章

川又　隆雄氏

全国水土里ネット表彰式開催

農林水産大臣表彰を受賞する千波湖土地改良区　川又理事長

春の叙勲・褒章

（第350号） 平成24年5月1日　（5）



平成24年 4月 1日

計　77名

平成24年度　茨城県土地改良事業団体連合会事務局機構図

庶務課長
（兼） 髙嶋光雄

企画経理課長
髙嶋光雄

農村整備課長
小室厚博

情報管理課長
（兼） 小室厚博

県北事業所長
横倉一美

県南事業所長
小田木貞夫

県西事業所長
中川照夫

課長補佐
興野　賢

換地室長
柴崎公二

設計室

技術管理室

測量室長
（兼） 柴崎公二

水土里情報室長
（兼） 小室厚博

施設管理室長
村田好一

庶務課長
塙　直喜

農村整備１課長
飯村水男

農村整備２課長
（兼） 飯村水男

庶務課長
小倉　充

農村整備１課長
石塚勝実
農村整備１課課長代理
須長　司

農村整備２課長
（兼） 石塚勝実
農村整備２課課長代理

（兼） 須長　司

庶務課長
中山　茂

農村整備１課長
関井利徳
農村整備１課課長代理
遠藤宗雄

農村整備２課長
（兼） 関井利徳
農村整備 2 課課長代理

（兼） 遠藤宗雄

( 樋口雅也） 
 
 

（髙﨑恵美子　川松秀樹　金子公重）        

（高橋一勝） 
 
 

（渡辺則夫　町島彩美）          
 

（二川貴夫　桐原　修）         
 

（小池忠則　大和田幸男　大畑　 泰　佐藤直行　高安　 隆　杉本潔隆） 
 
 

（栗原浩之　北村允孝）

 
（（兼）栗原浩之　（兼）北村允孝　高橋信雄　飯塚智史） 
 
 
 
 
 
 

　　課長補佐
　　安田明義
　　小澤裕市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

庶務係  
（大場景次　圷　淳一　安藤弘美） 
          
換地係         

（樫村直樹 　小松崎直樹）  
基盤整備係   
農村環境係         

（横田雅志　河野文雄　長洲裕之　高見昌則　栗田　充　髙﨑正美）
（関根宏雄　小瀧雄二　長谷部恵一　山﨑一利　佐藤幸一）
  
庶務係         

（長山一人　墳崎俊子） 
          
換地係         

（池田圭一　関　謙一） 
          
基盤整備係 
農村環境係  

（平井茂男　片岡　誠　山田俊一　貝塚秀男　横島　学　菊地満弘）
         

庶務係         
（山口教夫　関　真一郎　草間里恵）     
          
換地係         

（宇野　進　海老原一夫　兼村昌記　清水　哲）
         
基盤整備係    
農村環境係    

（中村　隆　木村和彦　渡辺　進　遠藤康通　富永則明　大窪翔太）

事務局長
大貫勅俊

　（株）日本政策金融公庫（旧農林漁業金融公庫）が貸し出す農業基盤整備資金の貸付金利が、平
成２４年４月１８日以降下記のとおり改定されました。

記

区　　　分

利 率 一 覧（ 平 成 2 4 年 4 月 1 8 日 現 在 ）
融資期間に

かかわらず

融 資 期 間 別（ 一 例 ）

５ 年 1 0 年 1 5 年 2 0 年

都 道 府 県 営 補 助 残 1 . 5 5 — — — —

団 体 営 補 助 残 1 . 4 0 — — — —

非 補 助 1 . 4 0 — — — —

災 害 復 旧 — 0 . 6 0 0 . 8 5 1 . 2 5 1 . 4 0

農業基盤整備資金の金利改定について

（単位：％）
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○共同活動支援については、過疎化・高齢化等の進行を踏まえ、集落を支える体制の強化や仕組みの簡素

化を図り、平成２４年度〜平成２８年度までの対策として継続。

○水路等の長寿命化の取組や高度な農地・水の保全活動に対し、追加的に支援。

農地・農業用水等の資源の保全管理をめぐる現状と課題

○本対策は、全国２万組織、143 万 haで取り組まれ、農地・農業用施設等の保全や地域環境の保全・向上、

地域コミュニティの活性化などに効果を発揮。

○一方、過疎化・高齢化等が進む地域を中心として、リーダーの確保や多様な主体の参画が困難な地域も存在。

○共同活動への支援を継続し、地域主体の保全管理等の取組の強化・拡大が必要。

農地・水保全管理支払交付金

共同活動支援交付金

・多様な主体が参画し、市町村と協定を締結した活動

組織が支援対象

・地域共同で行う農地・水路等の資源の日常の管理と

農村環境の向上のための活動への支援を、仕組みを

簡素化して継続

　○基本単価：都府県の水田 4,400 円 /10a 等

　○継続地区の単価：基本単価の 7.5 割

　　（茨城県：水田 3,280 円 /10a 等）

向上活動支援交付金

・水路等施設の長寿命化に取り組む活動組織について、引き続き支援

　　（単価：都府県の水田 4,400 円 /10a 等）

・水質、土壌、生物多様性等の地域環境の保全等に

資する高度な保全活動に対し、加算措置

　　（単価：取組内容に応じ 500 円 /10a、1,000 円

　/10a、2,000 円 /10a 等）

・集落を支える体制の強化、広域での取組を強化する

活動組織等を支援

　　（単価：40 万円 / 組織等 )

水路の泥上げ
（基礎活動）

農道脇への花の植栽
（農村環境保全活動）

水路の補修・更新
（施設の長寿命化）

ビオトープの設置
（高度な農地・水保全）

復旧活動支援交付金　（平成２３年度〜平成２５年度）

･東日本大震災等の被災地域における水路等施設の復旧の取組を支援 ( 単価 : 県の水田 4,400 円 /10a 等 )

共同活動：３０４組織、向上活動：１１１組織、対象農用地面積：約１６，５００ｈａ

　　　　【問い合わせ先：茨城県各農林事務所土地改良部門 ､ 各市町村担当課 ､ 各地域協議会】

平成２３年度　茨城県内の取り組み実績

○共同活動支援交付金

・申請書、報告関係、活動状況に関する書類作成等の支援及び点検・機能診断業務の支援

○向上活動支援交付金

・農業用用排水路等の補修、更新のための実施設計書作成及び事務報告書作成等の支援

　　　　【問い合わせ先：県北・県南・県西事業所　庶務課担当】

水土里ネット茨城では活動組織への取り組みを支援しています。

併せて

農地・水保全管理支払交付金の概要
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＜対策のポイント＞

・畦畔除去等による区画拡大や暗渠排水等の農地の整備、老朽施設の更新等農業水利施設の整備を

きめ細かく実施します。

＜背景・課題＞

・「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」（平成 23 年 10 月決定）では、農

地集積の加速化や農業の高付加価値化等によって、我が国農業の体質を強化することを目指して

います。

・このためには、農業者が経営規模の拡大や農作物の高付加価値化・品質向上等に取り組む上で支

障となる農地の区画狭小・排水不良や農業用水の不足等の農業生産基盤の課題について、迅速か

つきめ細かく対応していく必要があります。

＜事業の内容＞

　（１）きめ細かな基盤整備による農業の競争力・体質強化のための定率助成

・農地・農業水利施設の整備をきめ細かく実施し、経営規模拡大や戦略作物・地域振興作物

　　を促進します。

　　　　【農業用用排水施設、暗渠排水、土層改良、区画整理、農作業道等：補助率１／２】

　（２）整備済み農地の高度利用を迅速・安価に推進するための定額助成

・農地区画拡大や暗渠管設置などの簡易な農地整備を定額助成によって促進します。

　【畦畔除去、均平作業等による区画拡大：１０万円／１０ａ】

　　（水路の管水路化を伴う場合は２０万円／１０ａ）

　【標準的な暗渠排水（本暗渠管の間隔１０ｍ以下）：１５万円／１０ａ】

＜事業主体＞

・都道府県、市町村、農業者団体（土地改良区、農業協同組合等）

＜事業の制度＞

　（１）平成２３年度から平成２５年度

　（２）定率助成は国補５０％（６法指定地域等５５％）

　（３）工事費のほか測量試験費、用地買収及び補償費等も補助対象

　（４）申請等の手続きは国と事業主体との直接ルート（本県の場合）

＜採択要件＞

　（１）１地区事業費２００万円以上

　（２）１地区末端受益２戸以上

農業体質強化基盤整備促進事業の概要
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　本会（茨城県水土里情報利活用推進協議会：事務局）は、平成 20 年度〜平成 22 年度に水土里情報利

活用促進事業で整備した県内の農地情報（［表１］参照）の利用推進を目的として、農地地図情報システ

ム（県域統合型ＧＩＳ）の操作説明会を茨城県水土里情報利活用推進協議会の会員（県、市町村、農業委

員会、土地改良区、農業共済等）を対象に県北、県南、県西管内毎に下記日時に開催しました。

【開催日時】

◆県北管内：平成 24 年 2 月 1 日 ( 水 )　水戸市柵町 1-3-1　　「水戸合同庁舎　2F 大会議室」  72 名

◆県南管内：平成 24 年 2 月 3 日 ( 金 )　土浦市下高津 3-14-5「茨城土地連　県南事業所 2F　会議室」 34 名

◆県西管内：平成 24 年 2 月 6 日 ( 月 )　筑西市二木成 621-1 「茨城土地連　県西事業所 2F　会議室」 51 名

農地地図情報システム（県域統合型ＧＩＳ）画面

耕作放棄地区分図

［表１］水土里情報整備データ

分　　　類 属　性　情　報

農　地　筆
市町村名、大字名、小字名、地番、技番、子番、孫番、
管理コード、用途区分、使用区分、地域区分、（農
振区分）、登記簿地目、登記簿面積、事業情報　等

耕　区　図
市町村名、大字名、小字名、地番表示、地目名称、
GIS実測面積、元資料名、作図区分、　等

農　振　図

市町村名、管理番号、農業振興地域名、農振地域
指定年月日、変更年月日、整備計画設定年月日、
整備計画変更年月日、元資料名、用途区分、総面積、
農用地面積　等

耕地土壌図 土壌群　土壌統　等

土地改良区区域図
市町村名、土地改良区コード、土地改良区名称、
地区面積（ha）、関係市町村、代表住所、組合員数、
設立年月日　等

農　　　道

市町村名、路線番号、路線名称、管理番号、枝番（農
道）、道路区分、事業区分、事業実施主体、管理者、
台帳作成年月日、起点地点名、起点路線名、終点
地点名、終点路線名、全幅員、有効幅員、舗装区分、
施行年度、工事完了告示年月日、元資料名、総延長、
　等

た　め　池

施設名、所在地、市町村名、水系区分、河川名、
施設管理者、施設台帳番号、形式、護岸形態、受
益面積（千㎡）、堤高（m）、堤長（m）、貯水面積（千
㎡）、貯水量（千㎥）、活用、造成年度

農業用施設図

施設名、所在地、市町村名、事業区分、事業名、
地区名、事業主体、事業費、完成年度、施設管理
者名、施設名称、施設区分、用排区分、延長、構
造　等

【留意事項】

１）農地筆、耕区図は 39市町村登録（水戸市、東海村、守谷市、古河市、

　　神栖市　登録無）

２）農振図については、下記の 25市町登録

　　結城市、龍ヶ崎市、笠間市、取手市、鹿嶋市、那珂市、筑西市、

　　坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、

　　小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、大子町、美浦村、阿見町、

　　河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町

３）耕地土壌図は県北・県南・県西管内で登録

４）農道は５市町登録（高萩市、北茨城市、笠間市、那珂市、大子町）

５）農業用施設図については、農林事務所管内毎にレイヤ登録

　　未整備地区有り（土地改良区等から H22 年度迄に提供頂いたデータ

　　について登録）

この農地地図情報システムを、今後とも積極的に活用して

いただけますよう、本会としても十分な支援を行って参りま

すので、引続き協議会への参加や運営協力をお願いします。
県西管内　操作説明会　全景

農地地図情報システム操作説明会の開催
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　去る 2 月 2 日（木）午後１時 30 分から県庁

講堂において茨城県・水土里ネット茨城 ( 茨城県

土地改良事業団体連合会 ) の主催により「農業農

村シンポジウム 2011」が土地改良区役職員、市

町村担当職員等約 350 名が参集し開催されまし

た。

　上月副知事、水土里ネット茨城根本専務理事

による主催者挨拶の後、土地改良功労者表彰に

入り、元・東大場土地改良区理事長・本多節蔵氏、

岩間土地改良区理事長・藤枝一弘氏、守谷土地

改良区理事長・飯島重信氏、真壁町土地改良区

理事長・山中聖敏氏の 4 名が茨城県知事賞を受

賞しました。

　また、第 4 回茨城県美しい水土里づくり優良

活動表彰において、（農地・水・環境保全向上対

策部門）で最優秀賞 ( 茨城県知事賞）に茨城町の

「下石崎地域活動組織」、特別賞 ( 県土地改良連合

会長賞 ) には那珂市の「瓜連環境保全クラブ」が

（中山間地域等直接支払制度部門）の特別賞（全

国山村振興連盟茨城県支部長賞）には常陸大宮

市の「千田 D 集落」が表彰されました。さらに

優秀賞は右記の通り。

　続いて、「これからの農業農村〜諸課題の中で

の中長期的展望〜」と題して、関東農政局整備

部設計課長、植野栄治氏より講演が行われ、「国

際化の進展と我が国の農業、農業水利施設をど

のように守っていくか、今後の水田整備の展開

方向、次期土地改良長期計画中間取りまとめ概

要等」など説明をいただきました。

●優秀賞（茨城県農林水産部長賞）

《 農地・水・環境保全向上対策部門 》

●谷原西部活動組織（つくばみらい市）

●長須西部地域資源保全協議会（坂東市）

●武井・志崎資源を守る会（鹿嶋市）

●赤須地区農村保全協議会（下妻市）

●納場地区資源保全活動組織（小美玉市）

●町田自然を守る会（稲敷市）

《 中山間地域等直接支払制度部門 》

●里美地区森久保集落（常陸太田市）

●倉見集落（城里町）

「農業農村シンポジウム 2011」の開催
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　去る３月３日（土）茨城県立図書館視聴覚ホー

ルにおいて、茨城県・水土里ネット茨城 ( 茨城県

土地改良事業団体連合会 ) 主催による「大好き茨

城ミドリン（水土里）子ども絵画コンクール」の

表彰式が行なわれた。

　茨城県の農業は、恵まれた自然環境の中で、大

切なお米や野菜などを作るとともに、農業をとお

して自然環境や伝統文化などを守っています。

　このような農業・農村について次世代を担う子

どもたちの関心を高め、農業・農村の重要性につ

いて理解を深めるため、「農業・農村」を題材と

した絵画コンクールを実施しました。

　応募作品１１６１点の中から、茨城県知事賞、

茨城県議会議長賞、茨城県教育委員会教育長賞、

茨城県土連会長賞をはじめ、計４８作品が選ばれ

ました。

各　賞 氏　　　名 タイトル 学　校　名 学年

県知事賞 野澤　日菜 ねぎのうえかえ 常陸大宮市立世喜小学校 ５年

議会議長賞 染谷　　花 ゴボウの選別 結城市立城南小学校 ４年

土連会長賞 来栖　利奈 梨農園 つくば市立九重小学校 ６年

教育長賞 中島　朱理 命の収かく 筑西市立新治小学校 ６年

農林水産部長賞 水書　悠太 ミドリン（水土里） 八千代町立安静小学校 ６年

優秀賞 濱名　平馬 大根ぬけたよおじいちゃん 筑西市立関城西小学校 ４年

優秀賞 狩野椰々子 日暮れの稲かり ひたちなか市立前渡小学校 ５年

優秀賞 佐藤　南果 夕やけの農村 筑西市立新治小学校 ６年

第３回大好きいばらきミドリン（水土里）
子ども絵画コンクール表彰式の開催

茨城県知事賞

「ねぎのうえかえ」

常陸大宮市立世喜小学校　野澤　日菜

茨城県議会議長賞

「ゴボウの選別」

結城市立城南小学校　染谷　花

入 賞 者 一 覧
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各　賞 氏　　　名 タイトル 学　校　名 学年

入　選 大島りのう おみこしかついで楽しいな 守谷市立大井沢小学校 ４年

入　選 小野　円来 わたしのはじめての田うえ 神栖市立深芝小学校 ４年

入　選 飛田　七星 おじいちゃんの田んぼのホタル ひたちなか市立田彦小学校 ４年

入　選 野田　健祐 土浦夏のレンコン畑 つくば市立東小学校 ４年

入　選 住谷　由惟 畑仕事のおばあちゃんとおじいちゃん 常陸大宮市立世喜小学校 ５年

入　選 笹木まどか ねぎ畑 古河市立駒込小学校 ５年

入　選 染谷　哲明 今年も豊作！ 古河市立古河第三小学校 ５年

入　選 渡辺　京香 はっぱとり 五霞町立五霞西小学校 ５年

入　選 東野　有希 農作業の風景 鉾田市立野友小学校 ６年

入　選 夏井　彩名 じゃんがらおどり 北茨城市立大津小学校 ６年

奨励賞 安藤　　茜 れんこん大好き日本一 古河市立古河第三小学校 ４年

奨励賞 木村　瑠斗 美しい田んぼ 常陸大宮市立世喜小学校 ４年

奨励賞 黒田　琢也 稲刈り 稲敷市立あずま西小学校 ４年

奨励賞 佐野　　豊 おいしいお米がとれたぞ！ 取手市立六郷小学校 ４年

奨励賞 田中菜々羽 ほうさくきがんのお祭 美浦村立木原小学校 ４年

奨励賞 山口　莉佳 楽しい夏祭り 筑西市立城東小学校 ４年

奨励賞 相野谷叶乃 今年も豊作 下妻市立大宝小学校 ４年

奨励賞 大坪　美香 みんなでじゃがいもほり 日立市立坂本小学校 ４年

奨励賞 大幡　彩乃 おいしいとうもろこし 常総市立石下小学校 ４年

奨励賞 澤　　晴香 農作業するおばあちゃん 龍ヶ崎市立川原代小学校 ４年

奨励賞 藤田　聖司 田植 守谷市立大野小学校 ４年

奨励賞 川上　悠大 弟の畑 茨城町立大戸小学校 ５年

奨励賞 川村　桃子 昔の家と、たな田 かすみがうら市下稲吉東小学校 ５年

奨励賞 小林　胡桃 お祭り大好き 古河市立中央小学校 ５年

奨励賞 染谷　秀明 たくさん実れ 古河市立古河第三小学校 ５年

奨励賞 藤倉　帆花 実り 神栖市立深芝小学校 ５年

奨励賞 風野　　寛 子供会のお祭り 桜川市立紫尾小学校 ５年

奨励賞 唐澤　　凜 わたしのふるさと つくば市立島名小学校 ５年

奨励賞 杉山　開人 おいしい梨になあれ 下妻市立騰波ノ江小学校 ５年

奨励賞 滝口　千春 山村堰と田園 古河市立駒羽根小学校 ５年

奨励賞 久松　俊介 栗の選別 かすみがうら市立下稲吉小学校 ５年

奨励賞 大山　　藍 豊かな実り 小美玉市立玉里北小学校 ６年

奨励賞 田村　澪水 おじいちゃんのおいしい野菜 結城市立山川小学校 ６年

奨励賞 福島　未久 田んぼの風景 取手市立桜が丘小学校 ６年

奨励賞 松原　汐里 おばあちゃんの田んぼ 阿見町立本郷小学校 ６年

奨励賞 高橋　俊仁 秋の田 常総市立石下小学校 ６年

奨励賞 田口　麻稀 夏の畑は大収かく 那珂市立芳野小学校 ６年

奨励賞 中野　来夢 大切に育てたやさい 桜川市立羽黒小学校 ６年

奨励賞 人見　直弥 秋の収穫 常総市立飯沼小学校 ６年

奨励賞 湯川　可奈子 楽しい味噌づくり ひたちなか市立勝倉小学校 ６年
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　3 月 10 日 ( 土 ) に第 4 回あぐりサン SUN フェ

アがつくば市のイーアスつくばで開催されまし

た。水土里ネット茨城 ( 茨城県土地改良事業団体

連合会 ) では第 14 回「水と土と農キャンペーン」

として日頃、農業・農村に触れる機会の少ない都

市部在住者を対象にパネル展をとおして、農業農

村のもつ素晴らしさを広く一般県民に感じ取って

いただくと共に農業農村整備事業の役割とこれか

らの食料・農業・農村に関心をもってもらうとい

う目的で出展しました。

　当日は朝から雨が降り風が吹き震えるような寒

い日でしたが、午後になるとだんだん天気も回復

し、会場がつくばエクスプレス筑波研究学園駅前

の大型ショッピングセンターということで沢山の

家族連れが訪れました。パネルを見てもらい農業・

農村には米や野菜をといった食料を生産している

だけではなく、水や土、緑などの自然環境を育み、

山や川など県土を守り、地域の貴重な景観や文化

をささえているという説明に立ち寄った来場者も

納得の様子でした。

　小さな子供には輪投げを、クイズの正解者には

水土里（ミドリン）メモ帳、農業農村整備事業の

パンフレット、田んぼの生き物図鑑を。小学生以

下にはくじを引いてもらいグッズ・アメをプレゼ

ント。用意した 350 セットは午後 3 時には配り

切れてしまうほど好評でした。子供達のなかには

田んぼも見たことがない子もいたので、これから

も農業農村の PR 活動をしていくことの重要性を

感じた 1 日でした。

「水と土と農キャンペーン」の実施
「あぐりサンSUNフェア」に出展参加
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農林水産部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 月 1 日付

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

部長 柴田　眞幸 農林水産部次長

農林水産部農地局農村計画課 　 　

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

技佐兼課長補佐（技術総括） 飯村　　保 農林水産部農地局農地整備課技佐兼課長補佐（技術総括）

課長補佐 高野　　充 県北農林事務所土地改良部門工務課長

課長補佐 枝川　　栄 県西農林事務所土地改良部門工務課長

係長 鈴木　和宏 土木部都市局住宅課係長

主任 皆川　　博 農業総合センター農業研究所主任

技師 工藤　将志 鹿行農林事務所技師

技師 柬理　　裕 鹿行農林事務所技師

農林水産部農地局農地整備課 　 　

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

副参事 若野一二三 農林水産部農地局農地整備課課長補佐（総括）

技佐兼課長補佐（技術総括） 石井　昌広 県西農林事務所土地改良部門技佐兼事業調整課長

課長補佐（総括） 寺田　光夫 農林水産部農地局農地整備課課長補佐

課長補佐 塩畑　　実 土木部土浦土木事務所つくば支所土地販売推進課長

国営事業推進室室長補佐 関口　勝行 県西農林事務所境土地改良事務所工務課長

主査 篠田　直喜 保健福祉部福祉指導課福祉監査監

係長 雨澤　英治 企画部水・土地計画課係長

係長 菊池　智士 県南農林事務所係長

主事 加藤　祐貴 新規採用

農林水産部農地局農村環境課 　 　

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

課長 石井　　仁 県西農林事務所企画調整部門振興・環境室長

技佐兼課長補佐（技術総括） 中山　英治 農林水産部農地局農村計画課技佐兼課長補佐（技術総括）

課長補佐（総括） 森島　　康 商工労働部観光物産課課長補佐（総括）

主査 大塚　弘子 農林水産部農業政策課係長

係長 江口　　忍 農林水産部農地局農村環境課主任

係長 茂木　克之 会計事務局会計管理課係長

係長 栗原　勇司 企業局総務課主任

係長 鈴木　清貴 農林水産部企画員

主任 大貫　範幸 県西農林事務所主任

主任 内田　慎一 土木部道路建設課主任

技師 藤本　裕昭 県西農林事務所技師

技師 鈴木　大輔 土木部検査指導課技師

主事 飯村　聡子 新規採用

県農林水産部農地局の人事異動
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県北農林事務所　土地改良部門 　 　

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

土地改良部門長 小沼　智也 県南農林事務所土地改良部門長

事業調整課長 豊田雄一郎 鹿行農林事務所土地改良部門事業調整課長

工務課長 岡部　弘道 農林水産部農地局農地整備課係長

係長 助川　直人 農林水産部農業経営課主任

技師 渡邊翔香偉 県西農林事務所技師

県北農林事務所　高萩土地改良事務所 　 　

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

所長 佐藤　久司 県南農林事務所稲敷土地改良事務所長

工務課長 佐藤　　潔 県北農林事務所高萩土地改良事務所係長

契約用地課主査 板倉　吉昭 商工労働部職業能力開発課主査

係長 神永　幸子 日立保健所係長

係長 鹿志村　聡 県央農林事務所係長

県央農林事務所　土地改良部門 　 　

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

土地改良部門長 谷津　昭洋 鹿行農林事務所土地改良部門長

検査監 田中　咲枝 県央農林事務所係長

工務課長 永瀬　啓一 県北農林事務所高萩土地改良事務所工務課長

係長 渡部　　洋 水戸県税事務所係長

係長 根本　　修 鉾田工事事務所係長

係長 嶋崎　敏樹 県北農林事務所係長

係長 大賀　真樹 県北農林事務所係長

主任 梶山　伸一 常陸太田県税事務所主任

技師 神原　英明 県南農林事務所技師

主査 菊地　琢一 （再任用）

鹿行農林事務所　土地改良部門 　 　

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

土地改良部門長 根本　　力 県北農林事務所土地改良部門長

技佐兼事業調整課長 西村　俊夫 農林水産部農地局農村計画課課長補佐

用地管理課長 井坂　頼一 保健福祉部厚生総務課医療指導監

係長 與澤久美子 県南農林事務所主任

技師 仲田　尚矢 県西農林事務所技師

技師 三宅　拓也 新規採用

主査 山田　　勉 （再任用）

副主査 久保田芳秀 （再任用）

県南農林事務所　土地改良部門 　 　

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

土地改良部門長 西溪　一男 県央農林事務所土地改良部門長

用地管理課長 植竹　　繁 県南農林事務所土地改良部門用地管理課主査

係長 小野　　修 土浦土木事務所係長
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新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

係長 木村　　徹 県南農林事務所稲敷土地改良事務所係長

主任 増田　隆一 農林水産部農地局農地整備課主任

主任 金澤　大介 農林水産部農地局農村環境課主任

技師 小圷　勝哉 県西農林事務所技師

主事 大賀　智広 新規採用

検査監（稲敷土地改良事務所駐在） 羽生　武雄 （再任用）

県南農林事務所　稲敷土地改良事務所 　 　

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

所長 安見　精造 農林水産部農地局農村環境課技佐兼課長補佐（技術総括）

契約用地課長 渋谷　栄二 竜ヶ崎保健所健康増進課長

契約用地課主査 青柳　悦男 医療大学事務局総務課主査

係長 大久保茂徳 土浦県税事務所係長

係長 谷畑　幸二 県西農林事務所境土地改良事務所係長

技師 石積　　航 農林水産部農地局農村計画課技師

技師 大津　直己 県南農林事務所技師

技師 金塚　千晶 新規採用

主事 塙　　真央 新規採用

県西農林事務所　土地改良部門 　 　

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

技佐兼事業調整課長 草間　清一 農林水産部農地局農村計画課課長補佐

検査監（境土地改良事務所駐在） 井坂　誠博 県央農林事務所係長

工務課長 金　　　徹 農林水産部農地局農地整備課国営事業推進室室長補佐

係長 小坂　正行 土浦土木事務所係長

係長 古川　秀一 県西農林事務所主任

技師 川内　太郎 農林水産部販売流通課技師

技師 内田　太一 県北農林事務所技師

技師 堀江　　渉 県央農林事務所技師

技師 矢口　広視 県南農林事務所稲敷土地改良事務所技師

技師 鏑木　　諒 県南農林事務所稲敷土地改良事務所技師

副主査 小川　博文 （再任用）

県西農林事務所　境土地改良事務所 　 　

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

工務課長 渡辺　邦夫 県央農林事務所土地改良部門工務課長

係長 弘中　貴子 県南農林事務所主任

主任 眞柄　智博 ミュージアムパーク県自然博物館主任

主事 半田　千晃 新規採用

技師 斎藤　　駿 新規採用
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本所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 月 1 日付

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

事務局長 大貫　勅俊 次長兼総務部長兼庶務課長

総務部企画経理課長兼庶務課長 髙嶋　光雄 県西事業所庶務課長

総務部庶務課課長補佐 興野　　賢 県北事業所庶務課庶務係主任係長

事業部農村整備課長兼情報管理課長兼水土里情報室長 小室　厚博 本所事業部情報管理課長兼水土里情報室長

事業部農村整備課換地室長兼測量室長 柴崎　公二 事業部農村整備課換地室長

事業部農村整備課換地室係長 高橋　一勝 事業部農村整備課換地室主任

事業部農村整備課技術管理室係長 二川　貴夫 県北事業所農村整備２課農村環境係係長

事業部農村整備課測量室係長 小池　忠則 事業部農村整備課測量室主任

事業部農村整備課測量室主任 大和田幸男 県北事業所農村整備１課基盤整備係主任

事業部農村整備課測量室副主査 杉本　潔隆 再雇用

事業部情報管理課水土里情報室係長兼施設管理室係長 栗原　浩之 事業部情報管理課水土里情報室係長

事業部情報管理課水土里情報室主任兼施設管理室主任 北村　允孝 事業部情報管理課水土里情報室主任

事業部情報管理課施設管理室主任 高橋　信雄 県南事業所農村整備２課農村環境係主任

県北事業所

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

庶務課長（資源保全班長） 塙　　直喜 庶務課長

庶務課庶務係主任（資源保全係） 圷　　淳一 本所事業部農村整備課測量室主任

庶務課庶務係副主査 安藤　弘美 再雇用

農村整備１課長兼農村整備２課長 飯村　水男 県北事業所農村整備１課長

農村整備１課換地係主任係長 樫村　直樹 県南事業所農村整備１課換地係主任係長

農村整備１課課長補佐兼農村整備２課課長補佐 安田　明義 県北事業所農村整備１課基盤整備係主任係長

農村整備１課課長補佐兼農村整備２課課長補佐 小澤　裕市 県北事業所農村整備１課基盤整備係主任係長

農村整備１課主任係長兼農村整備２課主任係長 横田　雅志 県北事業所農村整備２課農村環境係主任係長

農村整備１課主任係長兼農村整備２課主任係長 河野　文雄 県北事業所農村整備２課農村環境係係長

農村整備１課係長兼農村整備２課係長 長洲　裕之 県北事業所農村整備１課基盤整備係係長

農村整備１課係長兼農村整備２課係長 高見　昌則 県北事業所農村整備２課農村環境係係長

農村整備１課係長兼農村整備２課係長 栗田　　充 県北事業所農村整備２課農村環境係係長

農村整備１課係長兼農村整備２課係長 髙﨑　正美 県北事業所農村整備２課農村環境係係長

農村整備１課係長兼農村整備２課係長 関根　宏雄 県北事業所農村整備２課農村環境係主任

農村整備１課係長兼農村整備２課係長 小瀧　雄二 本所事業部農村整備課技術管理室主任

農村整備１課主任兼農村整備２課主任 長谷部恵一 県北事業所農村整備１課基盤整備係主任

農村整備１課主任兼農村整備２課主任 山﨑　一利 県北事業所農村整備１課基盤整備係主任

農村整備１課副主査兼農村整備２課副主査 佐藤　幸一 再雇用

連合会の人事異動
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県南事業所

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

県南事業所長 小田木貞夫 本所事業部農村整備課長兼測量室長

庶務課長（資源保全班長） 小倉　　充 庶務課長

庶務課庶務係主任（資源保全係） 長山　一人 本所事業部農村整備課測量室主任

農村整備１課長兼農村整備２課長 石塚　勝実 県南事業所農村整備１課長

農村整備１課課長代理兼農村整備２課課長代理 須長　　司 県北事業所農村整備２課長

農村整備１課換地係主任係長 池田　圭一 県西事業所農村整備１課換地係主任係長

農村整備１課換地係係長 関　　謙一 県西事業所農村整備１課換地係主任

農村整備１課主任係長兼農村整備２課主任係長 平井　茂男 県南事業所農村整備１課基盤整備係主任係長

農村整備１課主任係長兼農村整備２課主任係長 片岡　　誠 県北事業所農村整備１課基盤整備係主任係長

農村整備１課主任係長兼農村整備２課主任係長 山田　俊一 県南事業所農村整備１課基盤整備係主任係長

農村整備１課係長兼農村整備２課係長 貝塚　秀男 本所事業部情報管理課施設管理室主任

農村整備１課主任兼農村整備２課主任 横島　　学 県南事業所農村整備１課基盤整備係主任

農村整備１課主任兼農村整備２課主任 菊地　満弘 県南事業所農村整備２課農村環境係主任

県西事業所

新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

県西事業所長 中川　照夫 県南事業所長

庶務課長（資源保全班長） 中山　　茂 県西事業所農村整備１課長

庶務課庶務係係長 山口　教夫 県南事業所庶務課庶務係係長

庶務課庶務係主任（資源保全係） 関　真一郎 県西事業所農村整備１課基盤整備係主任

農村整備１課長兼農村整備２課長 関井　利徳 県西事業所農村整備２課長

農村整備１課課長代理兼農村整備２課課長代理 遠藤　宗雄 県南事業所農村整備２課長

農村整備１課換地係主任係長 宇野　　進 県北事業所農村整備１課換地係主任係長

農村整備１課換地係主任 兼村　昌記 県南事業所農村整備１課換地係主任

農村整備１課主任係長兼農村整備２課主任係長 中村　　隆 県西事業所農村整備１課基盤整備係主任係長

農村整備１課主任係長兼農村整備２課主任係長 木村　和彦 県西事業所農村整備１課基盤整備係係長

農村整備１課係長兼農村整備２課係長 渡辺　　進 県西事業所農村整備２課農村環境係係長

農村整備１課係長兼農村整備２課係長 遠藤　康通 県西事業所農村整備２課農村環境係主任

農村整備１課主任兼農村整備２課主任 富永　則明 県北事業所農村整備２課農村環境係主任

農村整備１課主任兼農村整備２課主任 大窪　翔太 本所事業部情報管理課水土里情報室技師

退職者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月 31 日付

氏　　　名 退職時勤務箇所 氏　　　名 退職時勤務箇所

染谷　　薫 事務局長 宇都野　茂 県西事業所長

今関　和夫 本所事業部長 斉藤　久男 県西事業所農村整備２課副主査

安藤　弘美 本所総務部企画経理課長
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