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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58回通常総会が、去る２月24日水戸市

「ホテルレイクビュー水戸」において、関係者約

220名を参集し開催された。

　総会に先立ち山口会長は、「昨年の９月には、

関東・東北豪雨により、県西管内の農地及び土地

改良施設に、甚大な被害を受けました。被災され

た方には心よりお見舞い申し上げます。現在、本

会でも、関係機関と一緒になってお手伝いさせて

いただいており、さらに一日も早い復旧を願って

おります。又、28年度、国においては、攻めの農

業への転換を図るべく、土地改良予算の増額を行

い、農地の大区画化、汎用化さらには農業の体質

強化を目指しております。本会と致しましても、

会員の皆様、並びに関係機関との連携を図りなが

ら、これからの施策を推進する所存でございます

ので、ご協力をお願いいたします。」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13名の個人並びに本会の職員５

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、舘静馬

県議会農林水産委員長、永嶋農林水産省関東農政

局次長、田所嘉徳衆議院議員、進藤金日子都道府

県土地改良事業団体連合会会長会議顧問（代理：

小林祐一前農林水産省農村振興局次長）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、海野徹那珂市長が議長に就き、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。

　なお、議案第８号においては、任期満了に伴う

役員の改選が行われた。

◆土地改良功労（団体）表彰地区

　　箱田中央土地改良区（水戸管内）

　　桜川土地改良区　　（稲敷管内）

　　立川土地改良区　　（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

　　伊藤　智弘（那珂川沿岸土地改良区事務局次長）

　　髙塚　裕二（玉造南部土地改良区事務局次長）

　　村木　節子（鹿島湖岸北部土地改良区庶務会計）

　　吉川　幸子（牛堀土地改良区会計主任）

　　坂入　　豪（川口土地改良区理事長）

　　潮田　政彦（石岡台地土地改良区管理課長補佐）

　　大野　嘉光（豊田新利根土地改良区会計課会計係長）

　　真仲　良晶（豊田新利根土地改良区管理課水利係長）

　　早瀬多計雄（山王堰土地改良区理事長）

　　中山　　功（入沼土地改良区理事長）

　　渡邉　　昇（便無山下土地改良区理事長）

　　野手　広明（霞ヶ浦用水土地改良区管理課主査）

　　大野　　清（一の谷沼土地改良区書記）

◆連合会永年勤続表彰者（30年勤続）

　　川松　秀樹（本所　総務経理課）

　　須長　　司（県南事業所　農業農村整備課）

◆連合会永年勤続表彰者（20年勤続）

　　高橋　信雄（本所農業農村整備課情報施設管理室）

　　飯塚　智史（本所農業農村整備課情報施設管理室）

　　山口　教夫（県西事業所　庶務課）

連合会第 58 回通常総会開催
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　茨城県土地改良事業団体連合会の平成28年度第
１回理事会が、４月４日（月）水戸市三の丸の「水
戸京成ホテル」で開催された。
　まず、県より来賓として出席した根本農地局長
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
代表して根本農地局長が挨拶されました。
　続いて飯田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・会長・副会長・専務理事の互選について、第
２号議案・平成28年度土地改良推進指導事業計画
（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28年７月14
日（木）に決して理事会は終了した。

（H28. ４．４現在）
役名 氏名 所属役職名 役名 氏名 所属役職名

会　　長 山　口　武　平 前沼土地改良区理事長 同 倉　持　悦　典 福岡堰土地改良区理事長

副 会 長 横　山　忠　市 麻生東部土地改良区理事長 同 飯　田　　　稔 桜川・西ノ洲甘田入土地改良区理事長

同 島　田　穣　一 石岡台地土地改良区理事長・小美玉市長 同 渡　邉　　　登 清明川土地改良区理事長

専務理事 飯　田　　　勤 学識経験者 同 髙　城　　　功 新利根川土地改良区理事長

理　　事 山　口　伸　樹 笠間市長 同 赤　城　正　德 村田村外三ヶ村土地改良区理事長

同 小　林　宣　夫 茨城町長 同 稲　葉　本　治 下妻市長・霞ヶ浦用水土地改良区理事長

同 高　安　　　實 那珂川統合土地改良区理事長 同 谷　中　清　彦 河間土地改良区理事長

同 小田木　真　代 高萩市長 同 下　田　欽　嗣 五霞土地改良区理事長

同 大久保　太　一 常陸太田市長 同 大　貫　勅　俊 学識経験者

同 飯　嶋　　　要 岩崎江堰土地改良区理事長 総括監事 川　又　隆　雄 千波湖土地改良区理事長

同 風　間　裁　司 鹿島湖岸南部土地改良区理事長 監　　事 葉　梨　　　衛 木原土地改良区理事長

同 大　橋　幸　雄 岡堰土地改良区理事長 同 倉　持　泰　仍 菅生沼土地改良区理事長

平成 28 年度第１回理事会開催

　（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28年
５月25日以降下記のとおり改定されました。

記

（単位：％）

農業基盤整備資金の金利改定について

区　　　　分
利率一覧（平成28年５月25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 0.25 － － － －
団 体 営 補 助 残 0.10 － － － －
非 補 助 0.10 － － － －
災 害 復 旧 － 0.10 0.10 0.10 0.10
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　このたび、茨城県農

林水産部長を拝命しま

した井上でございます。

�　茨城県土地改良事業

団体連合会及び会員の

皆様には、日頃より本

県の農林水産業の振興

に多大なる御協力を賜

り厚くお礼申し上げま

す。

　昨年９月の関東・東北豪雨では、県西地域を中

心に、米などの農作物、農業用機械や農地、土地

改良施設等に甚大な被害が発生しました。

　県では、被災農家が一日も早く営農再開できる

よう、浸水した農業用機械等の再取得への支援、

種苗や肥料等の購入、土づくりに要した経費の助

成などを行うとともに、関係市町や土地改良区と

一体となって、農地や用排水機場等の復旧工事に

全力を注いでまいりました。

　お陰様をもちまして、最も被害の大きかった常

総市内の水田におきましても、４月中に復旧工事

が完了し、農業用水が無事に通水開始されました

ので、あらためて、会員の皆様方に深く感謝申し

上げる次第でございます。

　さて、本県では、平成15年度から茨城農業改革

に取り組み、これまで、市場提案による新園芸産

地の育成、高品質米生産運動の展開、エコ農業茨

城の開始などに取り組んできました。その結果、

平成26年の農業産出額が７年連続で全国第２位、

平成27年の東京都中央卸売市場における本県産青

果物取扱高は12年連続で日本一を堅持しておりま

す。

　しかしながら、本県の農業・農村は、農業従事

者の高齢化や減少、耕作放棄地の増大、農地集積

の遅れ、中山間地域の活力低下など、様々な問題

に直面しています。さらに、人口減少や少子高齢

化に伴う国内市場の縮小、環太平洋パートナー

シップ（ＴＰＰ）協定をはじめとする貿易自由化

の影響により、今後、一層厳しい環境に置かれる

ことが予想されます。

　こうした状況を踏まえながら、県では、「人と

産地が輝く、信頼の「いばらきブランド」～消費

者のベストパートナー茨城農業～」を基本方向と

する茨城農業改革大綱（2016-2020）を本年３月

に策定したところであり、これに基づき、６次産

業化や輸出などに取り組む革新的な産地づくり、

産地を支える強い経営体づくり、畜産や水田農業

の国際競争力の強化、地域資源を活用した中山間

地域の活性化、茨城をたべよう運動の推進に重点

的に取り組んでまいります。

　また、農業改革を進める上では、生産基盤づく

りは不可欠であり、これらを計画的に進めていく

ことも重要でございます。このため、農業改革大

綱と併せて、今般「第８次土地改良５カ年計画～

いばらき農業農村整備プラン～」を策定したとこ

ろでございます。

　今後は、この計画に基づき、力強い農業と活気

あふれる農村の実現に向けて、ほ場の大区画化や

農地集積等による水田農業の低コスト化、畑地か

んがい施設整備等による高品質な青果物を安定供

給できる産地づくりを進めますとともに、東日本

大震災や関東・東北豪雨災害等の自然災害を教訓

とした災害に強い農村づくり、さらには、地域資

源を活用した農村の活性化などの取組を進めてま

いります。

　今後とも、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

り組んでまいりますので、皆様方のより一層の御

理解と御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

ますますの御発展と会員の皆様の御活躍をお祈り

申し上げまして、御挨拶といたします。

茨城県農林水産部長
井上　　計

就任・新年度のご挨拶
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　茨城県農林水産部農地

局長の根本でございます。

昨年度に引き続きまして、

よろしくお願いいたしま

す。

　皆様方には、日頃より

本県の農業農村整備事業

の推進に格別の御理解と御協力を賜り、この紙面

をお借りしまして厚くお礼申し上げます。

　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、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を策定

し、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

良計画である「第８次土地改良５カ年計画～いば

らき農業農村整備プラン～」を策定したところで

ございます。

　この計画では、「みんなで創ろう！強く元気な

“いばらきの農業農村”」をスローガンに掲げ、ほ

場の大区画化や農地集積等による水田農業の低コ

スト化、畑地かんがい施設整備等による高品質な

青果物を安定供給できる産地づくりを進めること

により、強い農業を目指すとともに、東日本大震

災や関東・東北豪雨災害等の自然災害を教訓とし

た災害に強い農村づくり、さらには、地域資源を

活用した取組等を進めることで活気あふれる農村

づくりを目指し、農業・農村の持続的な発展を

図ってまいりたいと考えております。

　さて、農地局の平成28年度の推進施策としまし

ては、「農業競争力強化のための基盤づくり」、「農

村地域の強靭化・インフラ長寿命化」及び「美し

く元気な農村づくり」の３本柱で農業農村整備事

業を進めており、継続中の地区に加え、平成28年

度の新規採択地区として、県営８地区・団体営４

地区の計12地区で事業に着手することとしており、

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。

　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、

引き続き御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、

なお一層の御支援、御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、皆様方の御活躍

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
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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57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）が去る３月25日、東京都千代田区
平河町のシェーンバッハ・サボーにて開催された。
　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34地区、銀章表彰地区64
地区、銅章表彰地区21地区が表彰され、また個人
表彰は107名が受賞した。さらに今回の表彰より
農林水産省農村振興局長表彰が新設され、４地区
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12地区（農林水産大臣賞２地区、
農村振興局長賞４地区、全国水土里ネット会長賞
では６地区）・農村振興整備部門７地区（農林水
産大臣賞２地区、農村振興局長賞４地区、全国水
土里ネット会長賞１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２地区、部門賞２地区（組織活性化部
門１地区、地域農業部門１地区）、さなえ賞２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
　小栗用水土地改良区（理事長：荒山重勝）
★銀章
　常北土地改良区　（理事長：江幡　龍夫）
　桜川市土地改良区（理事長：大塚　秀喜）

◆団体表彰のつづき
★銅章
　宍戸土地改良区　（理事長：星野　　登）
　武田土地改良区　（理事長：宮内　　忠）
◆個人表彰
★役員の部
　茨城県土地改良事業団体連合会前専務理事

根本　　進
★職員の部
　茨城県土地改良事業団体連合会事務局長

小室　厚博
　新利根川土地改良区総務課長　　　糸賀　良和
○農業農村整備優良地区コンクール表彰
◆農業生産基盤整備部門
★農林水産省農村振興局長賞
　寺久・三地区（�寺久・三地区畑地帯総合整備事業

推進協議会）【会長：張替　文男】
　（�以上、敬称略　理事長名は平成28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58回通常総会が開
催され、提出された第１号から第11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）

末松農水省農村振興局長より表彰される
寺久・三地区の張替文男会長

全国水土里ネット総会及び表彰式開催
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　昨年十月、ＴＰＰ協定交渉が大筋合意され、この二月には、参加十二ヶ国が協定文に署名を行ったところである。ＴＰ
Ｐ協定は、政府の試算によると、わが国にメリットがある一方、将来的に農産物の価格低下なども想定されている。ＴＰ
Ｐ協定の締結が予定される中、生産者の努力が報われる農業の実現に向けて、農業の成長産業化を加速することが求めら
れている。
　一方、農村では、都市に先駆け高齢化や人口減少が進んでおり、農業従事者の高齢化、減少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すことが想定さ
れる。
　水土里ネットは、力強い農業の実現等を通じた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、先人達の
たゆまぬ努力により維持・活用されてきた農地・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。
この責務の遂行に不可欠な農業農村整備予算は、昨年、「闘う土地改良」の旗印の下、組織を挙げて様々な活動を行った結果、
平成二十七年度補正予算と平成二十八年度当初予算を合わせ、前年度より一千二百二十二億円の増額を実現することが出
来た。それでも、予算は大幅削減前の水準に未だ達しておらず、引き続き、当初予算の増額などを要求していく必要がある。
　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、持続可
能な強い農業を実現するためには、農地の大区画化、汎用化等の農地の整備や適時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、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、政府は総合的なＴＰＰ関連政策大綱を策定し、平成二十七年度補正予算にＴＰＰ対策費を措置する
とともに、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、さらには、地方創生や一億総活躍社会の実現に向
けて、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「闘う土地改良」の旗印の下に、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、平成二十九年度当初予算においては、現場のニーズに十分応えられる規模の農
業農村整備予算を確保すること。さらに、ＴＰＰ対策については、既存の農林水産予算の枠組みに影響を与えないよう、
政府全体で責任を持って毎年度必要な予算措置を講ずること。

一�　担い手への農地集積、コスト低減、高品質・高収益な農作物の生産等、農業の構造改革を加速化するため、水田の大
区画化や汎用化、畑地化、畑地・樹園地の高機能化等の対策を着実に推進すること。その際、中山間地域等においても
地域特性を踏まえた基盤の整備により農業経営の持続的な発展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一日も早い復旧・復興を進めるとともに、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、地域協議会や水土里ネットがこれまで培った技術、経験などもてる能力を
十分発揮し、制度の効率的・効果的な推進に貢献すること。その際、国において十分な予算確保を図ること。

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、農地整備事
業との連携を始め、担い手の育成や面的集積、地元調整、行政機能の補完など、制度の円滑な推進に貢献すること。　

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など、水土里ネットの運営基盤が大きく揺らいでいる中、今
後とも担い手等の求める高度な施設の維持管理が行えるよう、農事用電力の維持など水土里ネットの運営基盤の強化を
図ること。

　平成二十八年三月二十五日
全国土地改良事業団体連合会　第五十八回通常総会

決　　議
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平成２８年度　茨城県土地改良事業団体連合会事務局機構図

平成28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
安田　明義

事 務 局 長
石塚　勝実

参与・技術指導監 小室　厚博

換 地 室 長
池田　圭一

　高橋　一勝

整 備 室 長
（兼）安田　明義

　高見　昌則・（兼）栗田　充・桐原　　修

情報施設管理室長
小澤　裕市

　栗原　浩之・栗田　　充・（兼）高橋　一勝
　飯塚　智史

測 量 室 長
中山　　茂

　小池　忠則・関根　宏雄・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　69名

本 所

庶 務 課 長
（兼）飯村　水男

農業農村整備課長
樫村　直樹

課 長 補 佐
海老原一夫

課 長 補 佐
大場　景次

課 長 補 佐
山田　俊一
木村　和彦

庶 務 係
　関　真一郎・草間　里恵

換 地 係
　清水　　哲・田口竜一朗

整 備 係
　片岡　　誠・渡辺　　進・二川　貴夫
　高橋　信雄・富永　則明・山﨑　一利
　大窪　翔太・阿部　武人

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
渡辺　則夫

庶 務 係
　長山　一人

換 地 係
　柴﨑　公二・小松崎直樹

県南事業所長
遠藤　宗雄

整 備 係
　横田　雅志・平井　茂男・貝塚　秀男
　長谷部恵一・佐藤　友紀

庶 務 課 長
小倉　　充

農業農村整備課長
須長　　司

課 長 補 佐
宇野　　進

課 長 補 佐
中村　　隆

庶 務 係
　関井　利徳・山口　教夫

換 地 係
　関　　謙一・兼村　昌記・髙野　純平

整 備 係
河野　文雄・長洲　裕之・高崎　正美
小瀧　雄二・横島　　学・菊地　満弘

県西事業所長
髙嶋　光雄



　去る２月15日（月）午後１時30分から茨城県庁
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2015」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300名が参集し開催
されました。
　山口副知事、水土里ネット茨城飯田専務理事に
よる主催者挨拶の後、土地改良功労者表彰に入り、
有ヶ池江下土地改良区理事長・梶山榮氏、新利根
川土地改良区理事長・髙城功氏、小栗用水土地改
良区理事長・荒山重勝氏、七郷中川土地改良区理
事長・小川博氏の4名が茨城県知事賞を受賞しま
した。

　また、第８回茨城県美しい水土里づくり優良活
動表彰（多面的機能支払交付金部門）、（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、「東日本大震災や関東・東北豪雨災害
を教訓とした農村地域における今後の防災・減災
対策について」と題して茨城大学農学部地域環境
科学科・毛利栄征教授より講演が行われ『近年の
自然災害例を示した上で、防災から減災への転換、
減災のための技術開発事例を紹介し、地域におけ
るコミュニティー活動の必要性』などの説明をい
ただきました。

《多面的機能支払交付金部門》

◦茨城県知事賞
　瓜連環境保全クラブ（那珂市）

◦茨城県土地改良事業団体連合会長賞
　押辺地区環境保全協議会（笠間市）

　

◆茨城県農林水産部長賞
　酒寄地区環境保全組合（桜川市）

　佐貫本郷環境保全会（大子町）

　広浦・神山地区の農地と環境を守る会（大洗町）

　

《中山間地域等直接支払制度部門》

◦茨城県知事賞
　下宮河内Ａ集落（常陸太田市）

■全国山村振興連盟茨城県支部長賞
　秋山中集落（高萩市）

◆茨城県農林水産部長賞
　鷲子柏木集落（常陸大宮市）

「農業農村シンポジウム 2015 の開催」
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　去る３月５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絵画コンクールを実施しま
した。

　応募作品918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47作品が選ばれました。
　応募資格は小学校４年生～６年生で、上位入賞
者からは、３年間応募しましたというコメントも
あり、毎年工夫を凝らした題材で絵画を通して関
心を持ってくれていることを大変嬉しく感じまし
た。

茨 城 県 知 事 賞 茨 城 県 議 会 議 長 賞

「大好きななし畑」 「じゃがいものしゅうかく」
牛久市立中根小学校　川松　亜澄 桜川市立大国小学校　太田　悠翔

第７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

～　入　賞　作　品　～
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　全国の小学校、幼稚園、保育園から応募総数7,163作品のうち、入賞作品23作品、入選作品111作品、団
体賞作品42作品から、本県では入選作品１作品が選ばれました。
　今回のテーマは、“新発見！ぼくのわたしのふるさと”。
　緑一面の田園風景が印象強く、色分けなど隅々まで細かく描かれており、お父さんのふるさとの美しい
田園風景を多くの人に伝えたいという気持ちが強く感じられる作品でした。

「お父さんのふるさとの田園風景」
山野井　康介（古河市立古河第四小学校　５年）

全国水土里ネット主催
「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展 2015

各　賞 氏　名 タ　イ　ト　ル 学　校　名 学年
知 事 賞 川　松　亜　澄 大好きななし畑 牛久市立中根小学校 ４年
県議会議長賞 太　田　悠　翔 じゃがいものしゅうかく 桜川市立大国小学校 ６年
土 連 会 長 賞 太　田　涼　介 おじいちゃんの稲刈り 桜川市立大国小学校 ４年
教 育 長 賞 関　　　泰　平 みんな仲よく田植え活動 潮来市立牛堀小学校 ５年
農林水産部長賞 大和田　千　尋 おばあちゃんとナス 桜川市立谷貝小学校 ５年
優 秀 賞 長谷川　聖　来 うりを収かくしている祖父 取手市立白山西小学校 ５年
優 秀 賞 菊　地　湧　心 祭りの夜 高萩市立高萩小学校 ６年
優 秀 賞 平　田　成　実 市場へのねぎだし 取手市立白山西小学校 ６年

入　賞　者（優秀賞以上）
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１　はじめに
　○�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。

２　対象活動
農地維持支払
　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
　　［主な活動例］

資源向上支払
⑴地域資源の質的向上を図る共同活動
　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
　　［主な活動例］

⑵施設の長寿命化のための活動
　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
　　［主な活動例］

３　交付対象者（活動組織）
農地維持支払 資源向上支払

○�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

４　活動の手順
①活動組織の設立 ○�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

⬇
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、茨城県ふるさと多面的機能推進協議会

農地の草刈り

老朽化した水路壁のコーティング

水路の泥上げ

未舗装の農道をアスファルトで舗装

ため池の草刈り

ため池の外来種駆除

農道の砂利補充

植裁活動

②農村環境保全活動

水路のひび割れ補修

①施設の軽微な補修

多面的機能支払（農地維持支払・資源向上支払）の概要
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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 井上　　計 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） 髙野　　充 鹿行農林事務所事業調整課長
課長補佐 渡辺　邦夫 県西農林事務所企画調整課長
係長 二重作将雄 農林水産部農地局農村環境課主任
係長 弘中　貴子 県西農林事務所境土地改良事務所係長
主任 長谷川陽子 総務部総務事務センター主任
主任 内村　伸矢 県西農林事務所主任
主任 能登谷祐一 保健福祉部福祉指導課主任
主任 渡邊翔香偉 県北農林事務所主任

農林水産部農地局農地整備課
新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

国営事業推進室長 石井　昌広 県南農林事務所土地改良部門長
課長補佐 倉持　明彦 県西農林事務所工務課長
主査 小松崎　研 土木部監理課主査
係長 菊田　和子 農林水産部農地局農村環境課係長
係長 塚越亜矢子 企画部統計課係長
係長 越川はるか 農林水産部農地局農地整備課主任
主任 小長谷　暁 県南農林事務所稲敷土地改良事務所主任
主任 小松崎　敏 土木部土浦土木事務所主任
主任 新里　　康 総務部県西県民センター主任
主事 大金　祐介 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 関　　武志 生活環境部消防安全課長
課長補佐（技術総括） 大塚　正美 農林水産部農地局農地整備課課長補佐
課長補佐 山本　一紀 女性青少年課課長補佐
係長 猿田　秀一 農林水産部産地振興課エコ農業推進室係長
係長 大羽　孝司 県西農林事務所境土地改良事務所主任
主任 富永　洋史 県南農林事務所主任
技師 野村　直貴 県西農林事務所技師
主事 永野　　愛 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

用地管理課長 井坂　頼一 土木部土浦土木事務所用地課長

事業調整課長 深谷　洋二 県南農林事務所事業調整課長

主査 佐藤　久司 県央農林事務所土地改良部門長

主査 高橋　和男 農林水産部農業政策課主査

主査 大賀　真樹 県央農林事務所係長

主任 武石　敏将 鹿行農林事務所主任

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 檜山　　敦 農林水産部農地局農村環境課技佐兼課長補佐（技術総括）

主査 廣瀬　洋司 土木部水戸土木事務所係長

係長 山田　一成 県北農林事務所係長

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 平石　　昇 県北農林事務所高萩土地改良事務所長

主査 菊池　智士 県央農林事務所係長

係長 川津　久也 土木部茨城港湾事務所係長

係長 藤江　和彦 県西農林事務所係長

係長 荒井　伸之 鹿行農林事務所係長

係長 發出　岳司 県南農林事務所主任

主任 佐藤　正行 保健福祉部県立茨城学園主任

主任 助川　英也 土木部道路建設課主任

主任 藤本　裕昭 農林水産部農地局農村環境課主任

技師 萩原　智恵 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

用地管理課長 板倉　吉昭 県北農林事務所高萩土地改良事務所主査

事業調整課長 滑川　健司 県北農林事務所事業調整課長

係長 鹿志村　聡 県北農林事務所高萩土地改良事務所係長

係長 加藤　美穂 県南農林事務所主任

主任 木村　茂樹 農林水産部農業総合センター主任

主任 磯辺　　忠 農林水産部畜産センター主任

技師 高場　真一 農林水産部農地局農村環境課技師

主事 渡邉　章子 保健福祉部子ども家庭課主事

技師 飯田　　睦 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 飯塚　弘幸 県西農林事務所境土地改良事務所長
用地管理課長 須能　常夫 県北農林事務所専門監
事業調整課長 酒井　敏博 農林水産部農地局農村計画課課長補佐
検査監 草間　清一 県西農林事務所主査
検査監（稲敷土地改良事務所駐在） 小倉　昌幸 農林水産部農地局農村計画課係長
係長 細谷　和広 県央農林事務所係長
主任 柬理　　裕 農林水産部農地局農村計画課主任
主任 吉冨　聡子 県央農林事務所主任

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 豊田雄一郎 農林水産部農地局農村計画課技佐兼課長補佐（技術総括）
係長 三ツ井貴美子 県南農林事務所稲敷地域農業改良普及センター係長
係長 潮見　真澄 県南農林事務所稲敷土地改良事務所主任
技師 中村　祐介 県西農林事務所境土地改良事務所技師
技師 安部　翔吾 新規採用
主事 関根　百香 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

用地管理課長 鈴木　幹人 監査委員事務局監査監
工務課長 谷畑　幸二 県央農林事務所主査（石岡台地土地改良事業推進協議会駐在）
検査監（境土地改良事務所駐在） 佐藤　良一 農林水産部農地局農村計画課係長
副主査 飯島　　薫 県西農林事務所境土地改良事務所工務課長
係長 斉藤　伸之 農林水産部農地局農地整備課係長
係長 日比　正人 鹿行農林事務所係長
主任 堀江　純子 総務部筑西県税事務所主任
主任 小林　　剛 農林水産部農地局農村計画課主任
主事 小園井祐貴 教育庁総務企画部総務課主事
技師 永澤　　充 県南農林事務所稲敷土地改良事務所技師
技師 今川なつみ 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

所長 中山　英治 県南農林事務所稲敷土地改良事務所長
工務課長 光田　　栄 県西農林事務所主査
係長 矢島　良子 商工労働部県立古河産業技術専門学院係長
係長 山口理恵子 県西農林事務所主任
主事 川津　大輔 保健福祉部長寿福祉課主事
技師 谷　　有紗 県北農林事務所技師
技師 原科　剛志 県央農林事務所技師
主事 菊地大二郎 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 石塚　勝実 事業部農業農村整備課長兼整備室長
参与・技術指導監 小室　厚博 再雇用
総務部総務経理課主任係長 樋口　雅也 総務部総務経理課係長
事業部農業農村整備課長兼整備室長 安田　明義 県北事業所農業農村整備課長
事業部農業農村整備課換地室長 池田　圭一 県南事業所農業農村整備課換地係課長補佐
事業部農業農村整備課換地室係長兼情報施設管理室係長 高橋　一勝 事業部農業農村整備課換地室係長
事業部農業農村整備課測量室長 中山　　茂 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測量室係長 関根　宏雄 県西事業所農業農村整備課整備係係長
事業部農業農村整備課情報施設管理室係長兼整備室係長 栗田　　充 県北事業所農業農村整備課整備係係長

県北事業所
新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

県北事業所長兼庶務課長 飯村　水男 県北事業所長
庶務課庶務係課長補佐 大場　景次 県北事業所庶務課庶務係主任係長
庶務課庶務係係長 関　真一郎 県西事業所庶務課庶務係係長
庶務課庶務係主事 草間　里恵 新規採用
農業農村整備課長 樫村　直樹 県北事業所農業農村整備課換地係課長補佐
農業農村整備課換地係課長補佐 海老原一夫 県北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任 清水　　哲 県北事業所農業農村整備課換地係技師
農業農村整備課整備係課長補佐 山田　俊一 県西事業所農業農村整備課整備係課長補佐
農業農村整備課整備係主査兼主任係長 片岡　　誠 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係長 高橋　信雄 本所事業部農業農村整備課情報施設管理室係長
農業農村整備課整備係主任 大窪　翔太 県西事業所農業農村整備課整備係主任
農業農村整備課整備係技師 阿部　武人 新規採用

県南事業所
新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

県南事業所長 遠藤　宗雄 県西事業所農業農村整備課長
農業農村整備課長 渡辺　則夫 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査 柴﨑　公二 再雇用
農業農村整備課整備係主任係長 横田　雅志 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副主査 平井　茂男 再雇用
農業農村整備課整備係主任 長谷部恵一 県北事業所農業農村整備課整備係主任
農業農村整備課整備係技師 佐藤　友紀 本所事業部農業農村整備課整備室技師

県西事業所
新　補　職　名 氏　　　名 旧　勤　務　課　所

庶務課庶務係副主査（猿島駐在） 関井　利徳 再雇用
庶務課庶務係係長 山口　教夫 県西事業所庶務課庶務係係長（猿島駐在）
農業農村整備課長 須長　　司 県南事業所農業農村整備課長
農業農村整備課換地係主事 髙野　純平 新規採用
農業農村整備課整備係課長補佐 中村　　隆 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係長 小瀧　雄二 県南事業所農業農村整備課整備係係長

退職者 � ３ 月 31 日付
氏名 退　職　時　勤　務　課　所

小室　厚博 事務局長
柴﨑　公二 県南事業所長
関井　利徳 県北事業所庶務課長
平井　茂男 県南事業所農業農村整備課整備係主査兼主任係長

連 合 会 の 人 事 異 動
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