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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５７回通常総会が、さる２月２０日
水戸市「ホテルレイクビュー水戸」において、関
係者約２００名を参集し開催された。
　総会に先立ち山口会長は、「東日本大震災から
４年が経過しております。おかげをもちまして災
害の復旧に関しては、おおむね終息を迎えたとこ
ろであります。これまで皆様からご支援をいただ
いたことへのお礼をかねまして連合会では、記録
誌を作成いたしましたので、参考にしていただけ
れば幸いと思っております。国では、農林水産業
を成長産業とするため、各種の施策を展開してい
るところでございます。本会といたしましては、
これら施策に会員の皆様と連携を図りながら、豊
かで活力ある農村に向けて推進していく所存です
ので、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、３団体と１２名の個人並びに本会の職員
６名に対し、表彰状が授与された。
　続いて、来賓として橋本昌茨城県知事、細谷典
幸茨城県議会議長、末松農林水産省関東農政局長、
葉梨康弘衆議院議員、永岡桂子衆議院議員、上月
良祐参議院議員の祝辞があり、その後、来賓の紹
介と祝電が披露された。
  このあと、葉梨衛木原土地改良区理事長が議長
に就き、議事に入り、提出された議案第１号～第
７号がすべて原案通り可決承認された。

　また、第８号議案において、本会役員の補欠選
任が行われ、会員の代表理事２名の補欠選任につ
いては高萩市長の小田木真代氏、つくば市筑波土
地改良区理事長の赤田部澄雄氏の両氏が選任され
た。
　さらに学識経験者理事１名の補欠選任について
は、茨城県農林水産部理事兼農地局　飯田勤氏が
平成２７年４月１日より就任する事で選任された。

◆土地改良功労（団体）表彰地区

　　潮来津知土地改良区（鉾田管内）
　　清明川土地改良区　（稲敷管内）
　　中田土地改良区　　（境 管 内）
◆土地改良区合併（団体）表彰地区

　　該当なし
◆土地改良功労者（個人）表彰者

　　宮田　　尚（十四番土地改良区副理事長）
　　飛田　浩一（千波湖土地改良区事務局長）
　　宇留野一成（那珂川統合土地改良区事務局長）
　　谷川　善弘（吉川兼要土地改良区事務局長）
　　富田　 男（馬掛土地改良区理事長）
　　遠藤　　博（岡堰土地改良区会計課長）
　　矢口　　貢（石岡台地土地改良区管理課長)
　　山中　　茂（幸江崎土地改良区理事長）
　　菊池　慕幸（大井口土地改良区次長兼庶務主任）
　　小林　弘幸（霞ヶ浦用水土地改良区総務課主査）
　　上野　和子（桜川市土地改良区係長）
　　海老原　陽（江連八間土地改良区工務課長）
◆連合会永年勤続表彰者（３０年勤続）

　　関井　利徳（県北事業所 庶務課）
　　中村　　隆（県西事業所 農業農村整備課）
◆連合会永年勤続表彰者（２０年勤続）

　　高見　昌則（本所農業農村整備課　整備室）
　　大和田幸男（本所農業農村整備課　測量室）
　　長山　一人（県南事業所 庶務課）
　　長洲　裕之（県西事業所 農業農村整備課）

連合会第５７回通常総会開催
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　この度の人事異動によ

り、茨城県農林水産部農

地局長に就任しました根

本でございます。

　皆様方には、日頃より

本県の農業農村整備事業

の推進に格別のご理解と

ご協力を賜り、この紙面

をお借りしまし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、国際競争

の激化、農業従事者の高齢化、担い手の不足など

の課題を抱えているところでございます。

　国においては、昨年６月に改訂された「農林水

産業・地域の活力創造プラン」を踏まえ、本年３

月に新たな「食料・農業・農村基本計画」を策定

し、若者たちが希望を持てる「強い農業」と「美

しく活力ある農村」の実現を目指していくことと

しております。

　また、本県においても、現在、平成２８年度か

らの農政の基本方針となる新たな茨城農業改革大

綱の策定に向けた検討を進めるとともに、これに

連携して農業農村整備を計画的・効率的に実施し

ていくための指針となる新たな土地改良計画の策

定作業を行っているところでございます。今後、

策定にあたりましては、関係する皆様からのご意

見をいただきながら進めてまいりたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

　さて、農地局の推進施策としましては、昨年度

に引き継き「農業生産を支える基盤づくり」、「地

域の資源である農業水利施設の適切な保全管理」

及び「地域ぐるみで取り組む魅力ある農村づくり」

を進めており、継続中の地区に加え、平成２７年

度の新規採択地区として、県営９地区・団体営１

地区の計１０地区で事業に着手するなど、魅力あ

るいばらきの農業農村づくりに努めるとともに、

効率的かつ安定的な経営体の育成を図ってまいり

ます。

　また、本年度新たに中山間地域の農業・農村の

振興を図るため「中山間地域農業基盤整備促進事

業」に取り組んでいるところであり、これは、中

山間地域において、生産条件が不利な地域におけ

る簡易な基盤整備への支援を行うことにより、地

域の活性化を図るとともに、意欲のある農業者を

育成してまいります。　

　土地改良区の統合整備につきましては、これま

でも土地改良区の運営基盤を強化することを目的

に推進してきており、「第５次茨城県土地改良区

統合整備推進方針」により引き続き推進すること

としております。統合整備は、土地改良事業団体

連合会・県・市町村・土地改良区などが一体と

なって目指すものであります。これにつきまして

も、引き続きご協力のほどお願い申し上げます。

　県といたしましては、今後とも農業農村整備事

業の推進に、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、皆様方におかれましては、

なお一層のご支援、ご協力を賜りますよう、重ね

て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。

茨城県農林水産部
農地局長
根本　　均

就任・新年度のご挨拶
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　 私こと、この度、茨

城県土地改良事業団体連

合会専務理事に就任致し

ました飯田でございます。

就任にあたり一言ご挨拶

申し上げます。

　会員の皆様方には、日

頃から土地改良連合会の

運営につきまして特段の

ご指導ご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

　今日の農業農村を取り巻く情勢は、農業就労者

の高齢化、減少とともに、高齢者のリタイア等に

よる農地の荒廃や、担い手不足等による農地・農

業用水等の管理や営農の継続への影響など、農業

農村に様々な影響をもたらしております。

　また国におきましては、新たな「食料・農業・

農村基本計画」を３月３１日に閣議決定しており

ます。

　その中で、農業や食品産業の成長産業化を促進

する「産業政策」と多面的機能の維持・発揮を促

進する「地域政策」を車の両輪として食料・農業・

農村施策の改革を推進することを基本的な視点と

して掲げ、講ずべき施策を５つ程提示しておりま

す。

　具体的には、多面的機能支払制度・中山間地域

等直接支払制度の着実な実行や地方創生に向けた

取組、国土強靱化に資する農業生産基盤の整備、

農協改革や農業委員会改革、土地改良区及び関連

制度の在り方についての検討を行うとしています。

　連合会といたしましては、国が示したこれらの

農政の方向を踏まえ、土地改良事業の必要性を

PRしつつ、積極的に役割を果たします。

　平成２２年度に大幅削減されました農業農村整

備予算につきましては、県当局と今まで以上に連

携を図りながら、皆様のご支援ご協力を得て、進

めてまいります。

  また、連合会といたしましても業務の効率化を

図り、皆様のご期待に応えられますよう努めてま

いる所存でございます。

　最後になりますが、会員の皆様の益々のご発展

とご健勝をご祈念し、今後とも会員皆様からのな

お一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申

しあげまして、新年度のご挨拶といたします。

　この度、平成２３年３月１１日に発生した「東

日本大震災」の農業農村事業の被災の記録が完成

し、全国土地改良事業団体連合会をはじめ各関係

機関に謹呈しました。

  本誌に掲載された記録が貴重な資料・財産とし

て後世に伝え、今後の土地改良事業の設計や維持

管理する者の参考にして頂くようお願い致します。

  会員の方々及び復旧にお手伝い頂いた関係機関

皆様方のご尽力に対し、また資料の提供や掲載依

頼の御協力に感謝とお礼を申し上げます。

茨城県土地改良事業団体連合会
専務理事
飯田　　勤

全国土地改良事業団体連合会  中條専務理事に謹呈

災害記録誌「土地改良の東日本大震災」の謹呈について
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　茨城県土地改良事業団体連合会の平成２７年度
第１回理事会が、４月２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ました。
　まず、県より来賓として出席されました根本農
林水産部農地局長はじめ県農林水産部農地局の幹
部が紹介されました。
　山口会長に挨拶を頂戴した後、県を代表し根本
農地局長に来賓挨拶をいただきました。
　続いて小室事務局長により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ました。

　議案第１号・専務理事の互選について上程され、
飯田勤理事が専務理事に決定しました。
　続いて議案第２号・平成２７年度土地改良推進
指導事業計画（案）、議案第３号・土地改良会館
耐震補強及びトイレ改修工事について上程され、
全会一致で可決承認されました。
　終わりに、第２回理事会の日程及び場所を、平
成２７年７月３日（金）ホテルレイクビュー水戸
で開催することを決し、理事会は終了しました。

　（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
２７年４月２０日以降下記のとおり改定されました。

記
（単位：％）

区　　　　分
利率一覧（平成２７年４月２０日現在）

融資期間に
かかわらず

融資期間別（一例）
５年 １０年 １５年 ２０年

都 道 府 県 営 補 助 残 0.85 － － － －
団 体 営 補 助 残 0.70 － － － －
非 補 助 0.70 － － － －
災 害 復 旧 － 0.35 0.35 0.55 0.70 

　２０１５年春の叙勲受章者が去る４月２９日付で発表され、本県の土地改良関係者からは谷中清彦氏
が晴れの栄誉に輝きました。

谷中 清彦 氏
河間土地改良区理事長

（７０歳）

平成２７年度第１回理事会開催

農業基盤整備資金の金利改定について

春 の 叙 勲

旭日単光章
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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56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２５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３２地区、銀章表彰地区
５７地区、銅章表彰地区３０地区が表彰され、ま
た個人表彰は１０３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
では２地区）・農村振興整備部門４地区（農林水
産大臣賞１地区、農村振興局長賞１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４地区、部門賞２地区（地域コミュニ
ティ部門１地区、地域資源管理部門１地区）、さ
なえ賞１地区が受賞した。このうち本県からは次
の団体・個人が栄誉に輝いた。

◆団体表彰

★金章

　石岡台地土地改良区（理事長：島田穣一）
★銀章

　八千代土地改良区　（理事長：諏訪洋一）
　つくば市筑波土地改良区（理事長：赤田部澄雄）

◆団体表彰のつづき

★銅章

　新川土地改良区　（理事長：小泉貞夫）
　長田土地改良区　（理事長：佐藤忠彦）
◆個人表彰

　★役員の部

　　村田村外三ヶ村土地改良区理事長
赤城　正德

　★職員の部

　　霞ヶ浦用水土地改良区
　　事務局長兼会計主任 中山　博司
　　大井口土地改良区事務局長 萩野谷　勝
　（ 以上、敬称略　理事長等名は平成２７年３月

２５日現在）
　また、全国水土里ネット表彰式の前の午後１時
から、東京都千代田区平河町「都市センターホテル」
にて、全国水土里ネット第57回通常総会が開催さ
れ、提出された第１号から第12号議案の全てが可
決承認され、決議も採択された。（決議文の内容
は次ページ参照）
　第12号議案において、役員の選任が行われ、下
記のとおり決定した。
○全国土地改良事業団体連合会　第15期役員
　（名誉会長、正副会長、専務・常務理事を掲載）
　名誉会長理事　野中　広務　（京都府土連会長）
　会 長 理 事　二階　俊博　（和歌山県土連会長）
　副 会 長 理 事　高貝　久遠　（秋田県土連会長）
　副 会 長 理 事　中原　正純　（長野県土連会長）
　専 務 理 事　中條　康朗
　常 務 理 事　吉田　秀雄 （以上、敬称略）

総会時に挨拶をする二階俊博新会長

全国水土里ネット総会及び表彰式開催
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　農業・農村は、国の大
おお

本
もと

であり、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。しかし
ながら、農村においては、農業就業者の高齢化、減少とともに、高齢者のリタイア等による農地の 廃や、担い手不足等による農地、
農業用水等の管理や営農の継続への影響など、農業・農村に様々な影響をもたらすことが想定される。更に、大詰めを迎えてい
るＴＰＰ交渉の行方如何によっては、安全な食と健全な農業、美しい農村に甚大な影響を与えることが危惧されるところである。

　水土里ネットは、食料の安定供給や農業・農村の多面的機能を発揮させるため、農地・農業用水等の地域資源を良好な状態で
次世代に継承していく責務がある。しかしながら、この責務の遂行に不可欠な農業農村整備予算は、平成二十二年度に大幅削
減され、着実に回復しつつあるものの、未だ地域のニーズを満たす規 には至っておらず、より一層の充実が喫緊の課題となって
いる。
　一方、農業・農村は、土地持ち非農家や耕作放棄地の増加、資源管理の粗放化等の多くの課題に直面しており、将来に向け
た持続可能な農業を実現するためには、適宜適切な農業水利施設等の維持・更新が必要となっている。加えて、気候変動によ
る豪雨災害の多発や全国各地でため池を含む農業水利施設等の老朽化が進行する中、東日本大震災からの復旧・復興はもちろ
んのこと、国民の生命と財産を守るためにも、農村地域の防災・減災対策の推進が重要な課題となっている。

　こうした状況の下、政府は農業・農村の所得倍増を目指し、農林水産業・地域の活力創造プランや国土強靱化基本計画を策定
し、さらには、農山村地域等の地方創生を進めるため、まち・ひと・しごと総合戦略を決定し、各種施策に積極的に取り組んで
いるところである。
　水土里ネットは、農業・農村、更には、我々自身が抱える課題をも直視し、国が示した農政の方向を踏まえ、女性の能力も活
用しつつ積極的な貢献を果たしていく覚悟である。

　以上のことを踏まえ、ここに参集した同志が一致団結して、次の事項の実現を図り、農業農村整備を推進していくことを総会の
名において決議する。

記

一 　安定的・計画的な事業執行のために、平成二十八年度当初予算においては、平成二十二年度に大幅削減された農業農村整
備予算の着実な回復が実感でき、現場のニーズに応えられる規模を確保すること。さらに、補正予算が編成される場合には、
必要な予算措置を講ずること。

一   ＴＰＰ交渉に当たっては、衆参両院の国会議決を踏まえ、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、国として断固行わないこと。

一 　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、コスト低減や高品質な農作物の生産など力強い農業の展開を
可能とするため、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着実に推進すること。その
際、中山間地域等の地域特性を踏まえた基盤の再整備により農業経営の展開が可能となるよう十分配慮すること。

一 　東日本大震災を始めとする災害からの復旧・復興を加速度的に進めるとともに、農村地域の強靱化に資するよう、ため池を
含む老朽化した農業水利施設等の長寿命化と耐震化、洪水被害防止対策等の防災・減災対策を、国が責任を持って着実に推
進すること。

一 　多面的機能支払制度の推進に当たっては、国において、十分な予算確保に加え、地域協議会や土地改良区がこれまで培っ
た技術、経験などもてる能力を十分発揮できるよう、都道府県を指導すること。

一 　農地中間管理事業の推進に当たっては、水土里ネットが有する技術、経験、地図情報システムを活用し、担い手の育成や面
的集積、行政機能の補完など制度の円滑な推進に貢献すること。  また、その際は、国においても、十分な予算確保を行うこと。

一　農村の資源を有効に活用し、再生可能エネルギーの普及、維持管理費の低減に資するため、小水力発電等を推進すること。

一 　構造改革の推進による組合員の減少や電力料金の値上げ等により運営基盤が大きく揺らぐ一方で、担い手への農地集積等
により高度な維持管理が求められるなど、今後とも構造改革に対応した維持管理が行えるよう、土地改良区の運営基盤の強化
を図ること。

　平成二十七年三月二十五日
 全国土地改良事業団体連合会 第五十七回通常総会

決　　議
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平成２７年度　茨城県土地改良事業団体連合会事務局機構図
平成27年４月１日

総務部総務経理課長
塙　　直喜

事業部農業農村整備課長
石塚　勝実

事 務 局 長
小室　厚博

参与・調査指導監 大貫　勅俊

換 地 室 長
中山　　茂

　高橋　一勝

整 備 室 長
（兼）石塚　勝実

　高見　昌則・佐藤　友紀・桐原　修

情報施設管理室長
小澤　裕市

　栗原　浩之・高橋　信雄・飯塚　智史

測 量 室 長
（兼）中山　　茂

　小池　忠則・大和田幸男・圷　　淳一
　大畑　　泰・佐藤　直行・高安　　隆

総 務 経 理 課 　川松　秀樹・樋口　雅也
　町島　彩美・金子　公重

計　70名

本 所

庶 務 課 長
関井　利徳

農業農村整備課長
安田　明義

課 長 補 佐
樫村　直樹

課 長 補 佐
渡辺　則夫
木村　和彦

庶 務 係
　大場　景次・興野　賢

換 地 係
　海老原一夫・清水　哲・田口竜一朗

整 備 係
　横倉　一美・渡辺　　進・栗田　　充
　二川　貴夫・長谷部恵一・富永　則明
　山﨑　一利

県北事業所長
飯村　水男

庶 務 課 長
村田　好一

農業農村整備課長
須長　　司

課 長 補 佐
池田　圭一

庶 務 係
　長山　一人

換 地 係
　小松崎直樹

県南事業所長
柴﨑　公二

整 備 係
　平井　茂男・片岡　　誠・中村　　隆
　貝塚　秀男・小瀧　雄二

多面的機能支払（農地維持支払・資源向上支払）の概要
多面的機能支払（農地維持支払・資源向上支払）の概要

１　はじめに

２　対象活動

［主な活動例］

（１）地域資源の質的向上を図る共同活動

　［主な活動例］
　　　　　①施設の軽微な補修 　　　②農村環境保全活動

（２）施設の長寿命化のための活動

　　［主な活動例］

３　交付対象者（活動組織）

資源向上支払

４　活動の手順

①活動組織の設立

②活動計画書の策定

③認定の申請

④申請書類の提出

⑤活動の実施

⑥活動の記録・報告

５　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、（仮）茨城県多面的機能推進協議会

○平成２６年度から「農地・水保全管理支払」の制度改正により、新たに「多面的機能支払」制度が始まり、平成２７年度か
ら法制化されました。
○農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保
全管理を推進します。

　地域住民を含む組織が取り組む、水路、農道等の軽微な補修や植裁による景観形成等の農村環境の良好な保全と

いった地域資源の質的向上を図る共同活動を支援

　交付単価　：　田　２，４００円／１０ａ　、　畑　１，４４０円／１０ａ

　　　　　　　　　　※継続地区又は施設の長寿命化の取組地区は、７５％単価を適用

　農業者等による組織が取り組む、水路の泥上げや農道の路面維持等の地域資源の基礎的保全といった多面的機能を

支える共同活動を支援

　交付単価　：　田　３，０００円／１０ａ　、　畑　２，０００円／１０ａ

農地維持支払

資源向上支払

　農地周りの農業用水路、農道などの長寿命化のための補修・更新等の共同活動を支援

　交付単価　：　田　４，４００円／１０ａ　、　畑　２，０００円／１０ａ

○従来の農地・水の活動組織でも、農地維持支払及び資源向上支払に取り組む
ことができます。

○活動組織は、農地維持支払及び資源向上支払で取り組む内容を話し合い、活
動計画書を策定し、市町村の認定を受けます。

○活動計画及び認定の期間は、５年間です。

※農地・水保全管理支払との違い
　活動計画書に次の点を新たに盛り込んで頂きます。
　①農地維持支払
　　・構造変化に対応した保全管理の目標
　　・構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成に向けた活動

　②資源向上支払
　　・多面的機能の増進を図る活動

○農業者のみで構成される活動組織又は農業者及びそ
の他の者（地域住民、団体など）で構成される活動組織
○資源向上支払と同組織でも取組が可能

○地域住民を含む活動組織
○農地・水保全管理支払と同様の組織（農地・水環境保全組
織を含む）で取組が可能

農地維持支払

農地の草刈り 水路の泥上げ ため池の草刈り 農道の砂利補充

水路のひび割れ補修 植裁活動 ため池の外来種駆除

老朽化した水路壁のコーティング 未舗装の農道をアスファルトで舗装

庶 務 課 長
小倉　　充

農業農村整備課長
遠藤　宗雄

課 長 補 佐
宇野　　進

課 長 補 佐
山田　俊一

庶 務 係
　山口　教夫・関　真一郎・草間　里恵

換 地 係
　関　　謙一・兼村　昌記

整 備 係
　横田　雅志・河野　文雄・長洲　裕之
　高崎　正美・関根　宏雄・横島　　学
　菊地　満弘・大窪　翔太

県西事業所長
髙嶋　光雄
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多面的機能支払（農地維持支払・資源向上支払）の概要

１　はじめに

２　対象活動

［主な活動例］

（１）地域資源の質的向上を図る共同活動

　［主な活動例］
　　　　　①施設の軽微な補修 　　　②農村環境保全活動

（２）施設の長寿命化のための活動

　　［主な活動例］

３　交付対象者（活動組織）

資源向上支払

４　活動の手順

①活動組織の設立

②活動計画書の策定

③認定の申請

④申請書類の提出

⑤活動の実施

⑥活動の記録・報告

５　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、（仮）茨城県多面的機能推進協議会

○平成２６年度から「農地・水保全管理支払」の制度改正により、新たに「多面的機能支払」制度が始まり、平成２７年度か
ら法制化されました。
○農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保
全管理を推進します。

　地域住民を含む組織が取り組む、水路、農道等の軽微な補修や植裁による景観形成等の農村環境の良好な保全と

いった地域資源の質的向上を図る共同活動を支援

　交付単価　：　田　２，４００円／１０ａ　、　畑　１，４４０円／１０ａ

　　　　　　　　　　※継続地区又は施設の長寿命化の取組地区は、７５％単価を適用

　農業者等による組織が取り組む、水路の泥上げや農道の路面維持等の地域資源の基礎的保全といった多面的機能を

支える共同活動を支援

　交付単価　：　田　３，０００円／１０ａ　、　畑　２，０００円／１０ａ

農地維持支払

資源向上支払

　農地周りの農業用水路、農道などの長寿命化のための補修・更新等の共同活動を支援

　交付単価　：　田　４，４００円／１０ａ　、　畑　２，０００円／１０ａ

○従来の農地・水の活動組織でも、農地維持支払及び資源向上支払に取り組む
ことができます。

○活動組織は、農地維持支払及び資源向上支払で取り組む内容を話し合い、活
動計画書を策定し、市町村の認定を受けます。

○活動計画及び認定の期間は、５年間です。

※農地・水保全管理支払との違い
　活動計画書に次の点を新たに盛り込んで頂きます。
　①農地維持支払
　　・構造変化に対応した保全管理の目標
　　・構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成に向けた活動

　②資源向上支払
　　・多面的機能の増進を図る活動

○農業者のみで構成される活動組織又は農業者及びそ
の他の者（地域住民、団体など）で構成される活動組織
○資源向上支払と同組織でも取組が可能

○地域住民を含む活動組織
○農地・水保全管理支払と同様の組織（農地・水環境保全組
織を含む）で取組が可能

農地維持支払

農地の草刈り 水路の泥上げ ため池の草刈り 農道の砂利補充

水路のひび割れ補修 植裁活動 ため池の外来種駆除

老朽化した水路壁のコーティング 未舗装の農道をアスファルトで舗装
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　平成２６年度土地改良区統合整備推進研修会が、
全国水土里ネット主催の土地改良区基盤強化事業
研修会（基礎コース）と合同で、去る２月５日（木）
フェリヴェールサンシャインにおいて、県内から
は茨城県農林水産部農地局担当者、農林事務所・
土地改良事務所担当者、市町村担当者、土地改良
区役職員等１９０名、県外からは土地改良区役職
員・県・市町村・土連職員等７５名、合計２６５
名の出席をいただき開催されました。
　研修会は平成１２年度から始まり本年で第１５
回目となりました。まず全国水土里ネット管理シ
ステム研究部の田中主査より土地改良区合併・複
式簿記・滞納処分・消費税・個人情報保護法関係
の説明に始まり、次に農林水産省農村振興局土地
改良企画課、団体指導・利用調整班、鈴木係長よ
り農業農村情勢・農政の展開方向の講演をしてい
ただきました。続いて全国水土里ネット中央換地
センターの浦山参与より土地改良区の現状・課
題・展開方向の説明を、最後に水土里ネット栃木、
総務部の石塚専門官より栃木市の栃木市土地改良
区の先進地区合併事例発表をしていただきました。
　農村振興局土地改良企画課、鈴木係長からは近
年、集中豪雨・洪水・土砂災害･大規模地震・津
波などの大規模災害の発生リスクが高まってきた
ため、防災・減災への取組を強化していかなくて

はならないため、今後の事業の内容としては重点
化・優先順位付けとハード・ソフトの効果的な組
合せ、平常時と非常時における既存施設の効果的
な活用、地域共同力による防災・減災力の強化を
行って行きたいとの講演をしていただきました。
　水土里ネット栃木の石塚専門官には栃木市土地
改良区の概要･受益面積・維持管理施設・土地改
良事業の実施状況・合併の経緯・合併前後の土地
改良区の体制等について説明をしていただきまし
た。合併の効果として、役員の減による報酬・会
議費等及び事務統合による経費削減が図られ、経
常賦課金の単価を引き下げることができ、また災
害・事故等の緊急時に複数職員での対応が可能と
なり、現場対応や事務所支援の充実等、安全とス
ピードアップが図られたとの事でした。
　全体討論は全国水土里ネット・浦山参与、合併
当時の栃木市役所・飯島農林課長、水土里ネット
栃木・石塚専門官がコーディネーターとなり、参
加者の熱心な質問に回答していただきました。
　当日は雪の予報が出される中、県内外から沢山
の参加者があり、一番後ろの席からでは講師の顔
も見えないほど会場は満席になりましたが、今後
の土地改良区合併につながる内容が充実した研修
で盛況のうちに閉会となりました。

土地改良区統合整備推進研修会の開催
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　去る２月１７日（火）午後１時３０分から茨城
県庁９階講堂において茨城県・水土里ネット茨城
の主催により「農業農村シンポジウム２０１４」
が土地改良区役職員、県担当職員、市町村担当職
員、ＪＡ役職員、農地・水活動組識等合計３３０
名が参加し開催されました。
  山口副知事、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、
中妻地区土地改良区理事長・立原昇氏、豊田新利
根土地改良区理事長・増田照樹氏、蔵後余郷入土
地改良区理事長・坂部實氏、岡郷土地改良区理事
長・髙𣘺丈𠮷氏の４名が茨城県知事表彰を受賞し
ました。

　また、第７回茨城県美しい水土里づくり優良活
動表彰（農地・水保全管理支払交付金部門）、（中
山間地域等直接支払制度部門）が行われ右記団体
が表彰されました。
　続いて、「多面的機能支払いと地域づくり～農
村協働力を活かす～」と題して、三重県、立梅用
水土地改良区事務局長・高橋幸照氏より講演が行
われ、『地域のことは地域で守り抜く･人にやる気
と地域に元気！！ そして、水土里ネットの果たす
べき役割とは人と人・人と資源を結びつけるコー
ディネイター』などの説明をいただきました。

「農業農村シンポジウム２０１４」の開催

《農地・水保全管理支払交付金部門》
●茨城県知事賞
　上国井地域保全会（水戸市）

●茨城県土地改良事業団体連合会長賞
　稲荷環境保全協議会（筑西市）
　　
●茨城県農林水産部長賞
　「富岡」里づくりの会（常陸大宮市）
　門部鹿島圷環境保全会（那珂市）
　羽生地区資源を守る会（行方市）　　　　     
　蓮沼･要保全活動組織（つくば市）
　掛馬･島津環境保全活動組織（阿見町）
　長谷地域資源保全委員会（坂東市）

《中山間地域等直接支払制度部門》
●茨城県知事賞
　里見地区笠石集落（常陸太田市）

●全国山村振興連盟茨城県支部長賞
　入郷集落（桜川市）

●茨城県農林水産部長賞
　三ツ掛集落（大子町）
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　去る３月７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「大好きい

ばらきミドリン（水土里）子ども絵画コンクール」

の表彰式が行われました。

　本県の農業・農村について子どもたちの関心を

高め、重要性についての理解を深めてもらうため、

広報活動の一環として農業・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１，２０５点の中から、茨城県知事賞、

茨城県議会議長賞、茨城県土連会長賞、茨城県教

育委員会教育長賞をはじめ計４８作品が選ばれま

した。

　上位入賞者には、作品に関する感想を伺いました。

壇上での発表は緊張した様子でしたが、それぞれ

違った視点からの題材で、工夫を凝らしながら描い

たことが伝わってきました。

入　賞　者　（優秀賞以上）

各　賞 氏　名 タ　イ　ト　ル 学　　校　　名 学年

知 事 賞 太田　悠翔 秋の一日 桜川市立大国小学校 ５年

県 議 会
議 長 賞 大和田千尋 大すきなミニトマト 桜川市立谷貝小学校 ４年

土 連 会 長 賞 吉原　彩優 わたしのすきな夏 守谷市立守谷小学校 ４年

教 育 長 賞 細谷　修平 夏祭り 茨城町立川根小学校 ６年

農 林 水 産
部 長 賞 本間　　陽 ザリガニとり 筑西市立竹島小学校 ４年

優 秀 賞 横山　怜史 うつくしいふるさとの
自然

土浦市立中村小学校 ４年

優 秀 賞 森　　　望 野菜の収穫 城里町立石塚小学校 ５年

優 秀 賞 市塚　　茜
カボチャの収穫をする
おじいちゃん

守谷市立守谷小学校 ５年

第６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
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農林水産部農地局  ４月１日付
新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

局長 根本　　均 農林水産部農地局農村計画課長

農林水産部農地局農村計画課
新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

課長 根本　　力 農林水産部農地局農地整備課国営事業推進室長
技佐兼課長補佐（技術総括） 豊田雄一郎 農林水産部農地局農地整備課技佐兼課長補佐（技術総括）
検査監 塩澤　拓雄 鹿行農林事務所主査
課長補佐 山藤　郁夫 鹿行農林事務所土地改良部門工務課長
主査 殿岡　久志 保健福祉部つくば保健所主査
主任 袖山　悟志 農林水産部農業総合センター農業研究所主任
主任 若生沙智代 県南農林事務所主任
技師 内田　太一 県西農林事務所技師
主事 櫻井　千子 新規採用

農林水産部農地局農地整備課
新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

課長 石塚　義眞 県北農林事務所土地改良部門長
国営事業推進室長 飯岡　輝夫 県南農林事務所土地改良部門長
技佐 栗原　　至 県西農林事務所土地改良部門長
技佐兼課長補佐（技術総括） 山野井浩一 県央農林事務所土地改良部門事業調整課長
課長補佐（総括） 高野　佳樹 商工労働部産業技術課課長補佐
課長補佐 大塚　正美 県央農林事務所土地改良部門那珂川沿岸農業水利事業推進課長
主査 渡辺　勝彦 土木部都市局住宅課係長
係長 寺門　浩之 企画部統計課係長
係長 大貫　範幸 農林水産部農地局農村環境課主任
係長 田村　智行 県北農林事務所主任
係長 田邉　哲洋 企業局県南水道事務所主任
主任 綿引　直哉 県南農林事務所主任
主事 加藤　朕江 総務部土浦県税事務所主事

農林水産部農地局農村環境課
新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

技佐兼課長補佐（技術総括） 檜山　　敦 県南農林事務所土地改良部門事業調整課長
課長補佐 井坂　誠博 県北農林事務所土地改良部門工務課長
係長 大津　　豊 県央農林事務所笠間地域農業改良普及センター専門員
係長 加藤　　潤 県南農林事務所稲敷土地改良事務所係長
係長 関町　　忍 農林水産部農地局農村環境課主任
主任 葛西　直哉 県北農林事務所主任

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 飯村　 　保 鹿行農林事務所土地改良部門長
検査監 生田目正則 農林水産部農業経営課主査
工務課長 嶋﨑　敏樹 県西農林事務所土地改良部門検査監
係長 磯　　伯之 鹿行農林事務所主任
主任 野村　佑紀 県央農林事務所主任
技師 戸田　和里 県北農林事務所高萩土地改良事務所技師
主事 鈴木　拓也 新規採用
技師 遠藤　丈大 新規採用

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

技師 青木　信也 県北農林事務所技師

県央農林事務所　土地改良部門
新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

検査監 古内　　洋 県北農林事務所土地改良部門検査監
事業調整課長 柏木　達陽 県西農林事務所土地改良部門事業調整課長
用地管理課長 吉成　淳一 農林水産部水産試験場管理普及部長
那珂川沿岸農業水利事業推進課長 坂場　祐二 県西農林事務所土地改良部門霞ヶ浦用水推進課長
主査 黒羽　敏彦 県央農林事務所係長
係長 大畠　公夫 保健福祉部福祉相談センター係長
係長 菊池　智士 農林水産部農地局農地整備課係長
係長 山本麻美子 県西農林事務所主任
主任 菱沼　和雄 土木部鉾田工事事務所係長
主任 栗原　龍也 農林水産部農業総合センター主任
主任 村中　健一 農林水産部農地局農村計画課主任
主事 長野　治幸 保健福祉部障害福祉課主事
技師 寺田　勝也 新規採用

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 猪瀬　直哉 農林水産部農地局農村環境課技佐兼課長補佐（技術総括）
工務課長 大内　正光 農林水産部農地局農村環境課課長補佐
主査 雨澤　英治 県央農林事務所主査
係長 渡邉　　彰 土木部水戸土木事務所係長
主任 堀江　　渉 県西農林事務所主任
技師 石積　　航 県南農林事務所稲敷土地改良事務所技師
技師 矢口　広視 県西農林事務所技師
主事 長洲　英輔 新規採用
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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 石井　昌広 県南農林事務所稲敷土地改良事務所長
事業調整課長 深谷　洋二 農林水産部農地局農地整備課課長補佐
係長 飯田　千秋 総務部土浦県税事務所係長
係長 栗田真緒奈 県南農林事務所主任
主任 渡邉　義孝 土木部土浦土木事務所係長
主任 發出　岳司 農林水産部農地局農地整備課主任
主任 佐藤　　稔 農林水産部農地局農地整備課主任
技師 仲田　尚矢 鹿行農林事務所技師
技師 三宅　拓也 鹿行農林事務所技師
主事 峯田　未来 新規採用
技師 灰原　　秀 新規採用

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 中山　英治 鹿行農林事務所土地改良部門技佐
契約用地課長 松浦　昭一 総務部税務課課長補佐
主査 中﨑　恵子 保健福祉部土浦児童相談所主査
係長 澄川　幸子 県央農林事務所係長
主事 深谷　真弘 新規採用
技師 松本瑛実香 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

土地改良部門長 西村　俊夫 農林水産部農地局農村計画課技佐兼課長補佐（技術総括）
検査監 古澤　尚文 県央農林事務所土地改良部門検査監
事業調整課長 関口　勝行 農林水産部農地局農村計画課課長補佐
霞ヶ浦用水推進課長 金　　　徹 農林水産部農業政策課課長補佐
主査 石塚　　強 保健福祉部つくば保健所主査
係長 飯田　英雄 県西農林事務所境土地改良事務所主任
主任 金澤　大介 県南農林事務所主任
技師 斉藤　　駿 県西農林事務所境土地改良事務所技師
技師 矢口　洪一 新規採用

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

契約用地課長 河添　真一 総務部筑西県税事務所課税第一課長
主任 増田　隆一 県南農林事務所主任
主事 島田　翔貴 総務部税務課主事
主事 桐原　大騎 新規採用
技師 東尾　恭詳 新規採用

（第359号） 平成27年５月１日　（15）



本所  ４月１日付
新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

総務部総務経理課長 塙　　直喜 事業部農業農村整備課換地室長兼測量室長
事業部農業農村整備課換地室長兼測量室長 中山　　茂 県北事業所農業農村整備課長
事業部農業農村整備課整備室技師 佐藤　友紀 新規採用
事業部農業農村整備課情報施設管理室長 小澤　裕市 県北事業所農業農村整備課整備係課長補佐
事業部農業農村整備課情報施設管理室主任係長 栗原　浩之 事業部農業農村整備課情報施設管理室係長
事業部農業農村整備課情報施設管理室係長 高橋　信雄 事業部農業農村整備課情報施設管理室主任

県北事業所
新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

県北事業所長 飯村　水男 県南事業所長
庶務課長（資源保全班長） 関井　利徳 県北事業所庶務課長
庶務課庶務係副主査 興野　　賢 本所総務部総務経理課副主査
農業農村整備課長 安田　明義 県北事業所農業農村整備課整備係課長補佐
農業農村整備課換地係主任係長 海老原一夫 県西事業所農業農村整備課換地係主任係長
農業農村整備課換地係主事 田口竜一朗 新規採用
農業農村整備課整備係課長補佐 渡辺　則夫 本所事業部農業農村整備課整備室主任係長
農業農村整備課整備係課長補佐 木村　和彦 県北事業所農業農村整備課整備係主任係長
農業農村整備課整備係主任係長 渡辺　　進 県西事業所農業農村整備課整備係主任係長
農業農村整備課整備係主任 富永　則明 県西事業所農業農村整備課整備係主任

県南事業所
新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

県南事業所長 柴﨑　公二 本所総務部総務経理課長
庶務課長 ( 資源保全班長） 村田　好一 本所事業部農業農村整備課情報施設管理室長
農業農村整備課換地係主任 小松崎直樹 県北事業所農業農村整備課換地係主任
農業農村整備課整備係主査兼主任係長 平井　茂男 県南事業所農業農村整備課整備係主任係長
農業農村整備課整備係主任係長 中村　　隆 県西事業所農業農村整備課整備係主任係長

県西事業所
新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

県西事業所長 高嶋　光雄 県西事業所長兼庶務課長
庶務課長 ( 資源保全班長） 小倉　　充 県南事業所庶務課長
農業農村整備課換地係係長 関　　謙一 県南事業所農業農村整備課換地係係長
農業農村整備課整備係課長補佐 山田　俊一 県南事業所農業農村整備課整備係主任係長
農業農村整備課整備係主任係長 河野　文雄 県北事業所農業農村整備課整備係主任係長
農業農村整備課整備係係長 横島　　学 県西事業所農業農村整備課整備係主任

退職者  ３ 月 31 日付
氏名 退　職　時　勤　務　課　所

小田木貞夫 県北事業所長
遠藤　康通 県北事業所農業農村整備課整備係係長

連 合 会 の 人 事 異 動
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