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年頭のご挨拶
岐阜県土地改良事業団体連合会
会

長

藤原

勉

あけましておめでとうございます。令和 2 年の年頭に当たり、会員をはじめ、関係の皆様方に、
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
会員の皆様には、昨年中は、本会の運営並びに農業農村整備の推進につきまして、格別のご高
配を賜り、誠にありがとうございました。本年もより一層のご支援、ご協力をお願い申し上げま
す。
さて、昨年の出来事を振り返りますと、5 月に天皇陛下が即位され、
「平成」から新元号「令和」
への改元がありました。そして、令和最初の年として第 42 回全国土地改良大会 岐阜大会を 10 月
16 日に岐阜メモリアルセンターにて開催いたしました。平成 2 年に第 13 回大会を開催以来 29 年
ぶりとなる今大会では、「清流で未来をうるおす土地改良

～水土里の恵みを新たな世代へ～」

を大会テーマとして、伊東農林水産副大臣や古田岐阜県知事等をご来賓に迎え、二階会長を始め
全国各地から 4,000 名余りの土地改良関係者のご出席をいただき、また、翌 17 日と 18 日に実施し
た事業視察も 2,000 名余りの参加を得て、無事成功裏に終えることが出来ました。ご支援とご協
力をいただいた市町村・土地改良区、並びに岐阜県などの皆様方に心から感謝を申し上げます。
また、これに先立ち、7 月の参議院議員選挙において、3 年前に引き続き土地改良職域代表が
当選され、12 年ぶりに 2 名体制となり、土地改良事業の推進や土地改良予算確保に向けて大きな
期待が寄せられております。
一方、昨年 4 月に施行されました改正土地改良法により、土地改良区の業務運営の適正化を図
るため、令和 4 年度までに決算関係書類に貸借対照表の作成が求められており、本会では現在県
内 92 の土地改良区を対象に、複式簿記導入に係る巡回指導、土地改良区が維持管理する土地改良
施設の資産評価を進めているところです。また、昨年 7 月に施行されました農業用ため池の管理
及び保全に関する法律により、所有者等によるため池の適正な管理及び保全を図る必要があるこ
とや、令和 2 年度までに老朽化した農業集落排水施設の機能診断調査等が国により求められてお
り、ため池診断や集落排水施設の機能診断業務の支援を積極的に行っております。これらの業務
に加えて、岐阜県農地中間管理機構と連携して、機構関連農地整備事業の実施に向けた取り組み
も行っており、こうした取り組みに対し、本会といたしましては専任の技術職員等を配置し、複
式簿記導入については会計事務所と連携して相談窓口を設け、会員の皆様方の支援を十分に行っ
ていきたいと考えております。
さらに女性ならではの目線や発想を農業関係事業に生かすことを目指して、全国各地域におい
て女性の会が発足しており、本会においても本年度女性の会立ち上げに向けて準備を行って参り
たいと考えております。
結びになりましたが、今後とも農業農村整備事業の円滑な事業推進に向けて、会員の皆様方の
付託に応えて参る所存でございますので、引き続き、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
会員の皆様のご健勝とご多幸をご祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。
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新年のご挨拶
岐阜県知事

古田

肇

あけましておめでとうございます。
会員の皆様方におかれましては、健やかに令和として初めての新年をお迎えのこととお慶び申
し上げます。
また、日頃から本県の農業行政とりわけ農業農村整備事業の推進につきまして、格別のご理解
とご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。
加えて、昨年は「第 42 回全国土地改良大会

岐阜大会」が盛会のうちに無事開催されました

ことを心よりお祝い申し上げます。
いよいよ東京オリンピック・パラリンピック開催の年となりました。本県でも、年明けからの
ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」の放映に始まり、
「エンジン 01（ゼロワン）in 岐阜」の開催、
「岐
阜関ケ原古戦場記念館」のオープン、
「ねんりんピック岐阜 2020」の開催と全国的に注目を浴び
る行事が数多く予定されています。
県では、最大の魅力である「清流」をキーワードに、世界に誇れる「清流の国ぎふ」づくりを
全力で進めているところですが、観光ビックイヤーである本年、この「清流の国ぎふ」の魅力が
国内外へしっかりと発信できるよう、より一層力を入れて取り組んでまいります。
さて昨年は、
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」、「棚田地域振興法」と農業農村整
備事業に関連した新たな法律が 2 本施行されました。これまでも農業農村整備事業は、ため池の
適正な保全管理による農村地域の強靭化、棚田地域の保全など農業・農村の持つ多面的機能の発
揮などに大きな役割を果たしてきたところですが、先の新たな法律の施行により、農業農村整備
事業に対する社会的な要請は今後ますます強くなるものと思われます。
特に農業用ため池については、平成 30 年 7 月豪雨等を踏まえた基準の見直しにより、防災重点
ため池が大幅に増加したことを受け、防災対策の強化に取り組み始めたところです。昨年も東
日本に記録的な大雨をもたらした台風 19 号で大きな被害が発生するなど、近年異常気象による
災害が多発しています。また南海トラフ地震はいつ発生してもおかしくないといわれています。
こうした中、県としましても、防災重点ため池を中心としたため池の耐震・豪雨対策工事はも
とより、浸水想定区域図の作成支援のほか、定期的な点検や監視といった管理体制の強化など、
ハード・ソフト対策の両輪について、しっかりと取り組んでまいります。
会員の皆様には、今後とも地域のけん引役として、農業農村整備をはじめ、農政の推進に引き
続きご尽力をお願い申し上げるとともに、一層のご活躍とご健勝を心から祈念いたしまして、新
年のご挨拶とさせていただきます。
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新年にあたって
全国土地改良事業団体連合会
会

長

二階

俊博

令和2年の年頭に当たり、土地改良に携わる全国の皆様に、謹んで新年のご祝詞を申し上げます。
昨年は、6 月、8 月の大雨、さらに台風第 15 号、第 19 号による暴風雨等により、全国各地で非
常に多くの災害が発生しました。お亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げ
ますとともに、被災をされた多くの皆様に、衷心よりお見舞いを申し上げます。
また、復旧・復興のために、被災地の最前線に立って日夜ご尽力頂いている多くの土地改良関
係の皆さまに心から敬意を表しますとともに、厚く御礼を申し上げます。
さて私は、本会の会長に就任して以来、「闘う土地改良」を掲げて参りました。そして組織一
丸となって闘った結果、平成から新しい元号「令和」となる大きな節目の年に、補正予算などを
含めまして、大幅削減前を大幅に上回る予算を確保することが出来ました。
令和 2 年度予算につきましては、農業農村整備の着実な推進を求める全国の皆様からの熱意あ
る要請活動により、政府予算案においては、昨年度当初予算を上回る 4,433 億円を確保すること
ができました。さらに、令和元年度の補正予算・臨時特別措置枠を含めると6,515億円となります。
皆さまの活動に深く敬意を表しますと共に、心から御礼を申し上げます。
また、昨年7月の参議院選挙におきましては、宮崎雅夫君が強豪ひしめく厳しい闘いの中、見事、
勝利を勝ち取りました。進藤金日子参議院議員とともに、土地改良にとって実に 12 年ぶりの「車
の両輪体制」が実現したわけです。
このように土地改良は、新しい元号「令和」の幕開けにふさわしいスタートを切ったわけであ
ります。これも一重に「闘う土地改良」の旗印の下、組織一丸となって闘った結果であり、皆様
方の御協力の御陰であります。
いま、全国の農業農村では、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
が山積しております。また、コメなどを巡る先行き不安から、状況が一段と厳しくなっておりま
す。一方で、全国で農業水利施設の老朽化が進行しており、食料生産の増大、非食料用米への転
換に支障を来すばかりでなく、国民の生命や財産にも多大な損害をもたらすのではないかと危惧
されております。特にここ数年は大規模な風水害により、農地・農業用施設でも大変大きな被害
が続いており、平成 30 年の 7 月豪雨では、全国で 32 カ所のため池が決壊し、尊い人命も犠牲にな
るなど未曾有の被害が発生しました。
これらの農業農村の危機的な事態に鑑み、2 年続けて土地改良法が改正されるとともに、老朽
化したため池の整備について抜本的な施策を講ずるため、長年の懸案であった「農業用ため池の
管理及び保全に関する法律」が国会で成立、施行されました。さらにいま、政府・与党では「食料・
農業・農村基本計画」の見直しも議論されているところであります。
私たち土地改良担当者としましては、これら政府の動きと軌を一にして、これまで培ってきた
技術と蓄積された経験を活用し、
「闘う土地改良」を活動の基本におきつつ積極的に貢献してい
くことが重要であると考えており、加えて、水土里ネットが農業農村を守り、発展させていくこ
との重要性について広く国民の皆様にアピールし、共感を得ていく努力が必要と考えます。皆様
と一体となって取り組み、所期の成果が得られますよう、引き続き奮闘して参りたいと思います。
最後になりますが、本日、輝かしい年の初めに当たり、本年も農業農村が活力を得て、一層発
展しますようご期待申し上げますとともに、本年が全国の皆様にとってよき年であり、日々健や
かに過ごされますようご祈念申し上げまして、私の新年のご挨拶といたします。
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新年のご挨拶
都道府県水土里ネット会長会議顧問
参議院議員

進藤

金日子

新年明けましておめでとうございます。皆様には輝かしい新年を迎えられたことと心からお
慶び申し上げます。昨年は、
「令和」の御代に移り、多くの国民が寿ぐ中で天皇陛下が御即位さ
れました。「令和」の時代が平和で穏やかであるようにあらためてご祈念申し上げる次第です。
他方、昨年も多くの自然災害が発生しました。被災された全ての方々に心からお見舞い申し上げ
ます。今年こそは災害の無い年になるように祈念して止みません。
今年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、総務大臣政務官としての私の担務で
ある「国勢調査」
（初回開始後百周年）も行われます。多くの国家的な行事の成功に向けて、皆
様のご理解とご協力をお願い致します。
さて、昨年末に令和元年度補正予算と令和 2 度当初予算の政府原案が閣議決定されました。土
地改良予算としては、総額で 6,515 億円（対前年度比 64 億円増）を確保できました。これも偏に、
農業の競争力強化と美しい農山村の形成に不可欠な土地改良の実施に向けての現場からの強い
要請と関係者の皆様の熱意を政府と与党にしっかりと受け止めていただいた結果です。貴重な
予算が一日も早く現場に届くよう、今次通常国会で早期成立に向けて努力してまいります。
今回の予算の特徴は、引き続き「国土強靭化」に重点が置かれたこと、水田の高度利用対策が
更に重点化されたこと、農業の競争力強化に加えて中山間地域等の条件不利地域の振興対策が手
厚く措置されたことだと捉えています。予算の増額措置により土地改良が更に促進されますが、
貴重な予算を効率的、効果的に執行し、土地改良に対する国民の皆様の期待に応えていくことが
重要です。
昨年末、自民党農村基盤整備議員連盟総会において、ため池の整備促進を図る特別措置法を議
員立法として検討することが提案・了承されました。ため池の保全管理を図る法律は、昨年制定・
施行されましたが、整備促進に関する多くの課題が現場から提起されています。現場の実態に真
摯に耳目を集めつつ検討を深め、与野党問わず多くの国会議員のご理解を得るべく努力してまい
る所存です。
皆様、ご案内のとおり私の同志である宮崎雅夫さんも参議院議員として活躍しております。こ
れも皆様方のご理解とご支援の賜物です。宮崎議員と私とが水鳥の強固な水掻きとしてフル稼
働して、皆様と連携しながら「闘う土地改良」を共闘し、引き続き諸課題の解決とともに令和の
新たな時代を切り拓くべく専心努力してまいる覚悟ですので、ご指導とご支援を宜しくお願い申
し上げます。
貴会の益々のご発展と本年が皆様にとってご家族共々素晴らしい一年となりますよう心から
お祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。
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新年のご挨拶
都道府県水土里ネット会長会議顧問
参議院議員

宮崎

雅夫

新年明けましておめでとうございます。
岐阜県の土地改良関係の皆様におかれましては、穏やかな新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
さて、私にとっての昨年は大きな前進の年でありました。一昨年の 1 月から、土地改良の推進、農山漁
村の振興のため、地球 8 周分に当たる 30 万キロ以上を移動しながら全国各地をお伺いし、地域の状況を
自分の目で見て、皆様からのご意見を自分の耳で聞き、私の考えを自分の口で話をさせていただくなど
の政治活動を行ってまいりました。岐阜県の皆様をはじめ全国の皆様からご支援をいただき、お陰様を
もちまして昨年 7 月末の参議院議員通常選挙において当選の栄に浴することができました。
当選後、8 月 1 日に召集された臨時国会で初登院し、10 月 4 日に召集された臨時国会では、農林水産委
員会、決算委員会、地方創生及び消費者問題に関する特別委員会、資源エネルギーに関する調査会に所
属しております。農林水産委員会等で 3 度質問に立たせていただき、土地改良の推進や予算の確保など
これまでの活動中皆様から頂いたご意見を私の質問として農林水産大臣等にしっかり伝えました。党で
の各種部会での発言なども含め、皆様と国政を繋ぐパイプとしての役割を果たせるよう日々努力してま
いります。
昨年も残念ながら台風 19 号をはじめ一連の自然災害により、農地や農業用施設も全国各地で大きな被
害が広範囲で発生いたしました。早期の復旧はもちろんですが、土地改良の農村で果たす大きな役割で
踏まえ、防災・減災、国土強靭化の取り組みを強力に進めていかなければなりません。
ため池の耐震対策・豪雨対策などのハード面やハザードマップの整備などのソフト面の対策は待った
なしです。政府の「防災・減災、国土強靭化のための 3 カ年緊急対策」による集中的な取り組みが終了
する令和 2 年度以降も更に取り組みが促進するよう全力で取り組んでまいります。
そして、それぞれの地域農業が発展するための基礎となる基盤整備は、着実に進めていかなければな
りません。省力化だけではなく若者の興味も高めるスマート農業は平地のみならず中山間地も推進して
いく必要があります。そのためには情報基盤の整備を含め基盤整備は欠かすことのできないものです。
これらの計画的な実施には、土地改良予算の安定的な確保が必要不可欠です。皆様からの大変大きな
ご支援により、令和 2 年度は 6,515 億円を確保することができました。今後ともこの流れを止めることの
ないよう尽力してまいります。
また、産業政策だけではなく、家族農業や中小規模の農家、兼業農家の役割を再確認しつつ、地域農業、
農村集落自身を守っていくための地域政策をバランスよく実施していかなければなりません。農政の基
本となる食料・農業・農村基本計画の 5 年に一度の見直しが進められていますが、その中にもしっかり
と位置づけられる必要があります。
私は「土地改良、農山漁村は未来への礎」と訴えてまいりました。令和の新しい時代に皆様のご意見
を伺いながら土地改良を推進することにより、世界に誇る我が国のすばらしい農山漁村を子供たち孫た
ちに引き継げるよう、先輩の進藤金日子参議院議員と力を合わせて努力をしてまいります。12 年ぶりに
土地改良二人体制となり、人口減少社会に突入した我が国の状況を踏まえ、土地改良も必要な見直しも
大胆に進めていきたいと考えております。また、農村女性の創造力や企画力、行動力などは、これから
の農村振興を加速する重要な原動力と考えています。昨年 12 月には「全国水土里ネット女性の会」が
設立されたところであり、今後の活発な活動に私もお手伝いをさせていただきたいと思っています。引
き続き進藤議員と私にご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。
今年は、2020 東京オリンピック・パラリンピックが開催され、更に多くの外国人の方が日本に来られ
ることが期待されています。日本の農業、農村のすばらしさを皆様どんどん発信してまいりましょう。
最後に、本年が皆様にとってよりよい一年となりますようお祈り申し上げ、年頭のあいさつといたし
ます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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第 42 回

全国土地改良大会岐阜大会開催

清流で未来をうるおす土地改良 ～水土里の恵みを新たな世代へ～

令和元年 10 月 16 日～18 日に岐阜県において、「清流で未来をうるおす土地改良～水土里の恵
みを新たな世代へ～」をテーマに、
「第 42 回 全国土地改良大会岐阜大会」を開催しました。大
会を通して、農業を魅力ある産業としていくための、土地改良事業が果たす役割、水土里ネット
が目指す道しるべや、「清流の国ぎふ」の魅力を全国津々浦々へ発信することができました。
大会初日の「式典」は「岐阜メモリアルセンター」において、県内外各地から 4,000 名を超え
る農業農村整備事業関係者をお迎えし、盛大に開催しました。

○オープニングセレモニー、○大会旗入場

「式典」は、岐阜県重要無形民俗文化財である「谷汲踊り」
や、日本三大民踊の一つである「郡上おどり」が披露され、
水土里ネットぎふ藤原勉会長による大会旗入場で始まり
ました。開会に先立ち、大会前に東日本を中心に襲った
台風 19 号により犠牲になられた多くの方々に対し、会場
全体で哀悼の意を表し黙祷が捧げられました。
谷汲踊り

藤原 勉 会長による大会旗入場

郡上おどり
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○開会挨拶、○主催者挨拶
水土里ネットぎふ藤墳守副会長による開会宣言に続
いて、シンガーソングライターの佐藤梓さんによる国歌
斉唱が行われ、藤原勉会長による開会挨拶、全国水土里
ネット二階俊博会長の主催者挨拶がありました。藤原
勉会長からは「希望に満ち、明るい農業・農村を実現す
るために総意を結集し、土地改良事業を強力に推進する

開会挨拶
藤原 勉 会長

主催者挨拶 二階 俊博
全国水土里ネット 会長

決意を新たに致したい。
」と挨拶しました。二階俊博会長からは「私たちは『闘う土地改良』の
旗印の下に、組織一丸となって、これからも頑張って参らないといけない。」と挨拶されました。

○歓迎のことば、○来賓祝辞

歓迎のことばを、古田肇岐阜県知事、柴橋正直岐阜市長からいただきました。古田肇知事から
は、
「土地改良区の皆様には、今後とも農業の旗振り役、けん引役として、引き続き、農業政策の
推進にご尽力いただきますようお願い申し上げます。」と挨拶され、柴橋正直市長からは、「全国
土地改良大会を通じて我が国の貴重な資源である農地が一層守られ、農業の発展に繋がることを
心から願っています。」と挨拶されました。
その後に、伊東良孝農林水産副大臣から、「今後は、土地改良予算や制度を最大限に活用し、全
国各地での農村振興の実現のため、より一層邁進してまいります。」と来賓祝辞をいただき、続
いて、野田聖子衆議院議員、水野正敏岐阜県議会副議長、都道府県土地改良事業団体連合会会長
会議顧問である進藤金日子参議院議員（総務大臣政務官兼内閣府大臣政務官）、宮崎雅夫参議院
議員からも来賓祝辞をいただきました。

歓迎のことば

歓迎のことば

来賓祝辞

古田 肇 岐阜県知事

柴橋 正直 岐阜市長

伊東 良孝 農林水産副大臣

○土地改良事業功績者表彰

来賓祝辞の後、土地改良事業功績者表彰が執り行われ、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 41 名の方々が栄誉に浴されました。
本県からは、本会理事の小林ひろし各務用水土地改良区理事長が農林水産大臣表彰、本会副会長
の水野光二瑞浪市長が農林水産省農村振興局長表彰、本会理事の日置敏明郡上市長が全国土地改
良事業団体連合会長表彰を受賞されました。

農林水産大臣表彰を受賞された
各務用水土地改良区 小林 ひろし 理事長
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農林水産省農村振興局長表彰を受賞された

全国水土里ネット会長表彰を受賞された

水土里ネットぎふ 水野 光二 副会長（瑞浪市長） 水土里ネットぎふ 日置 敏明 理事（郡上市長）

○基調講演、○優良地区事例紹介

基調講演は、農林水産省農村振興局次長の奥田透氏から「未来を潤す土地改良」と題し、
「曽
代用水の開発の歴史」の他、
「土地改良制度の変革」、「未来を潤す土地改良」について講演をい
ただきました。優良地区事例紹介としては岐阜県の優良地区として、株式会社寺田農園の代表取
締役寺田真由美氏が「農業のカタチ」
、農事組合法人本戸営農組合の代表理事小林行夫氏が「法
人化による経営の安定とブランド化への展開」と題して、それぞれの地域の取組事例について発
表されました。

基調講演
農林水産省農村振興局 奥田 透 次長

【優良地区事例紹介】寺田 真由美 氏
（株式会社寺田農園 代表取締役）

【優良地区事例紹介】小林 行夫 氏
（農事組合法人 本戸営農組合代表理事）

○大会宣言、○土地改良の歌

大会宣言では、明日の農業を担う岐阜県立恵那農業高等学校環境科学科 3 年の鵜飼太謙さんと
林杏実菜さんの二人により「未来への懸け橋である土地改良を、豊かな恵みである水土里を、新
たな世代へ引き継いでいくことを、
「ここ『清流の国ぎふ』から」と高らかに宣言しました。そ
の後、第 6 回長野大会で制作された「土地改良の歌～土光る～」を、国歌斉唱を歌われたシンガー
ソングライターの佐藤梓さん、大会宣言をされた岐阜県立恵那農業高等学校の鵜飼さんと林さ
ん、岐阜大学コーラスクラブの皆さんが合唱し、会場から盛大な拍手を博しました。

大会宣言 岐阜県立恵那農業高等学校
鵜飼 太謙 さん、林 杏実菜 さん

「土地改良のうた～土光る」の合唱

シンガーソングライターの
佐藤 梓 さん

○大会旗引継ぎ、○閉会挨拶

歴史ある大会旗が本会の藤原会長から全国土地改良事業団体連合会の高貝久遠副会長に、そし
て次期開催県である群馬県土地改良事業団体連合会の熊川栄会長に引き継がれ、熊川栄会長によ
る次期開催県の挨拶がされました。最後に、本会の水野光二副会長による閉会挨拶で幕を閉じま
した。

大会旗を次期開催県（群馬県）へ
引継ぎ

水土里ネット群馬

熊川 栄 会長

による次期開催県（群馬県）挨拶

水野 光二 副会長（瑞浪市長）による
閉会挨拶
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○併催行事の様子

県内各地域の特産品の展示販売「岐阜県物産展」（15 店）

パネル展示（24 ブース）

次期開催県（群馬県）コーナー

企業展示コーナー（18 ブース）

県産食材をふんだんに使った
「おもてなし弁当」

式典会場の「岐阜メモリアルセンター」
（岐阜市）

○事業視察

翌日の 17 日（木）
、18 日（金）の 2 日間に渡り、約 2000 名の参加者が、日帰り（4 コース）、1
泊 2 日（3 コース）に分かれて、県内 20ヶ所の土地改良事業で整備された施設等を視察しました。
◆世界かんがい施設遺産 「曽代用水」（関市・美濃市）

杁之戸分水施設を視察

◆多面的機能支払交付金事業

曽代用水の歴史を紙芝居で紹介

竹原農地・水・環境保全会（下呂市）

芝居処「鳳凰座」にて
地歌舞伎の雰囲気を感じながらの事業説明
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三ツ石公民館で事業説明

農業農村整備事業関係予算の確保を要請
令和元年 11 月 15 日（金）に藤原勉会長（本
巣市長）と藤墳守副会長（垂井町土地改
良区理事長・県議会議員）
、小林ひろし理
事（各務用水土地改良区理事長）
、木野隆
之理事（福束輪中土地改良区理事長・輪
之内町長）他が、武藤容治衆議院議員の案
内により財務省の井上貴博財務大臣政務
官、農林水産省の藤木眞也農林水産大臣政
務官、牧本幸司農村振興局長他、県選出国
会議員に対し、農業農村整備事業関係予算
の確保に関する要請を行いました。

井上 貴博 財務省財務大臣政務官に要請

・要請内容

1．計画的に事業を実施するために、令和 2 年度の農業農村整備事業関係当初予算及び農山漁
村地域整備交付金の当初予算を十分に確保すること。併せて、令和元年度の補正予算も十
分に確保すること。
2．農業農村整備事業における防災・減災、国土強靭化のための 3 か年緊急対策が令和 2 年度で
確実に完了するよう、十分な予算措置を講じること。併せて、令和 3 年度以降も更なる対策
を講じること。
3．
「特定農業用ため池」に対する管理体制について脆弱な組織が多いことから、令和 2 年度ま
でとする保全管理活動に対する定額助成を、令和 3 年度以降も継続して助成すること。
4．土地改良区等が令和 4 事業年度から本格導入する複式簿記方式の決算処理について小規模
な組織が多いことから、導入までの支援と導入後のアフターフォローに対して助成するこ
と。
5．農地の保全や集落の維持に多大な効果が発揮されている多面的機能支払交付金の予算を十
分に確保すること。

藤木 眞也 農林水産大臣政務官に要請

牧本 幸司 農村振興局長に要請
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「農業農村整備の集い」開催
○全国の土地改良事業関係者 約 1200 人が参加！

令 和 元 年 11 月 11 日（ 月 ） 東

京都千代田区の砂防会館別館
「シェーンバッハ・サボー」にお
いて、令和２年度農業農村整備事
業関係の当初予算の確保と、各種
施策の着実な実施に向けて「農
業農村整備の集い ─農を守り、
地方を創る予算の確保に向けて
─」が開催されました。

集いの様子

集いでは、主催者を代表し二階俊博全国水土里ネット会長が
「今年も前線に伴う大雨や台風の暴風雨などにより、多くの災
害が発生しています。被災された多くの皆様に哀心よりお見舞
挨拶（二階 俊博
全国水土里ネット会長）

い申し上げますとともに、被
災地の一日も早い復興、回復
を目指して出来ることはすべ

て行っていく決意をお誓い申し上げます。平成30年度補正予算、
令和元年度当初予算及び臨時・特別の措置を含め 6,451 億円を確
保することができた。令和 2 年度予算の確保も闘う土地改良を
掲げ、農業に従事している多くの皆さんの期待に応えられるよ
う頑張っていく。」と挨拶しました。
また、来賓として江藤拓農林水産大臣、都道府県土地改良事業

祝辞（江藤 拓 農林水産大臣）

団体連合会会長会議顧問である進藤金日子参議院議員、宮崎雅
夫参議院議員から祝辞が述べられました。
優良地区の事例発表の後、当水土里ネットぎふの藤原勉会長
が朗読した令和 2 年度当初予算の十分な確保など 6 項目を求めた
要請案文が全会一致で採択され、参加者一同によるガンバロウ
三唱を行い閉会しました。
要請案文を朗読する
藤原 勉 水土里ネットぎふ会長
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祝辞（進藤 金日子 参議院議員）

祝辞（宮崎 雅夫 参議院議員）

ガンバロウ三唱
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令和 2 年度 国の農業農村整備事業関係予算概算決定の概要
令和 2 年度の国の農業農村整備事業関係予算が概算決定されました。今回も昨年度と同様「臨
時・特別の措置」が盛り込まれ、令和元年度補正予算とあわせて、6,515 億円となりました。
※「臨時・特別の措置」とは、防災・減災・国土強靭化のための 3ヶ年緊急対策に対する予算措置である。
（単位：億円）
2

年

度

概

算

決

定

【参

額

「臨時・特 「臨時・特 概算決定額
別の措置」 別の措置」
を除く
A
B
C=A+B

元年度
補正追加額

合計

D

C+D

考】

元 年 度 概 算 決 定 額
30 年度
「臨時・特 「臨時・特 概算決定額 補正追加額
別の措置」 別の措置」
を除く
D’
A’
B’
C’=A’+B’

合計

C’+D’

農業農村整備事業（公共）

3,264
（100.1％）

511

3,775

1,466

5,241

3,260

511

3,771

1,413

5,184

農業農村整備関連事業（非公共）

508
（100.1％）

─

508

14

522

508

─

508

40

548

661
（101.7％）

29

690

62

752

650

35

685

35

720

540

4,973

1,542

6,515

4,418

546

4,963

1,488

6,451

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
農山漁村地域整備交付金（公共）
（農業農村整備分）

4,433
（100.3％）

計

「臨時・特別の措置」を除く 5,975
（101.2％）

「臨時・特別の措置」を除く

5,905

（注）1 計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。
2 下段（ ）書きは令和元年度予算額（「臨時・特別の措置」を除く）との比率である。
3 令和元年度・平成 30 年度補正額はTPP等関連対策及び防災・減災、国土強靱化の更なる推進のための対策が対象。
4 農業農村整備関連事業（非公共）における令和元年度・平成 30 年度補正額は、中山間地域所得向上支援事業の基盤整備分である。

農業農村整備事業関係予算の推移
（億円）

6,000

5,820
48

当初
補正
臨時・特別の措置

5,000

1,488
5,902

2,540

4,000

3,000

5,772

3,131
150

14

5,975（+70）

6,451

6,515（＋64）

4,810
4,224
3,781
193

1,752

5,800
1,452

TPP
等対策
942

TPP
等対策
946

990

4,418

4,433

緊急
対策②
546
緊急
対策①
546

緊急
対策③
540
防災
減災
596

2,825
523

2,981

─

5,772

800

2,000

1,000

5,905

（臨時・特別の （臨時・特別の
措置以外）
措置以外）

2,187
3,362

2,301

3,424

3,588

3,820

4,020

4,348

2,187

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

R2
決定

1,542

本会からのお知らせ
土地改良事業に関する苦情・紛争対策について
本会では、土地改良に関する定期相談を原則、毎月第 3 水曜日に行っていますので、ご希望があれば事前に相
談依頼書を総務部換地指導課又は、ストックマネジメントセンターまでご提出ください。

「土地改良区役職員運営・経理研修会」を開催します。
と

き：令和 2 年 2 月 10 日（月）午前 10 時より

ところ：岐阜県福祉・農業会館

2階

大会議室（岐阜市下奈良 2 丁目 2 番 1 号）

「岐阜県農地・水・環境保全推進協議会
と

通常総会」を開催します。

き：令和 2 年 3 月 2 日（月） 午前 11 時より

ところ：OKBふれあい会館

3階

中会議室（岐阜市薮田南 5 丁目 14 番 53 号）

「第 62 回本会通常総会」を開催します。
と

き：令和 2 年 3 月 2 日（月） 午後 1 時 30 分より

ところ：OKBふれあい会館

3階

大会議室（岐阜市薮田南 5 丁目 14 番 53 号）

財務管理強化相談について
本会では、財務管理強化相談窓口を開設しています。税理士等の会計の専門家等を配置しておりますので、
複式簿記会計の導入、外部監査の導入、その他会計経理の課題等について総務部総務課までご相談ください。

非補助農業基盤整備資金融資について（問い合わせ：総務部換地指導課、ストックマネジメントセンター）
土地改良区が、国から補助を受けずに施設の補修・更新等の事業に取り組む場合、日本政策金融公庫が長期・
低利で融資します。また、下記についても融資対象となります。
（発電施設の設置費用）
◆発電施設（小水力発電・太陽光発電）の設置費用は、融資対象となります。
◆発電施設を設置し、その発電収入を土地改良施設の維持管理費に充てることにより、土地改良区の負担軽
減に寄与します。
（複式簿記のシステム導入費用）
◆発電事業会計に必要となる複式簿記会計システムの導入費用は、融資対象となります。
◆システム導入を契機とする周辺機器（パソコン、プリンター、コピー機、ファックス等）の更新も融資対象
です。

土地改良区施設賠償責任保険について（問い合わせ：ストックマネジメントセンター）
本保険は、市町村・土地改良区が所有、使用もしくは管理する土地改良施設において、業務上発生した不測か
つ突発的な事故により、他人の生命もしくは身体に障害を与えたり、他人の財産を破損させた場合に、市町村・
土地改良区が法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害について予め定めた保険金額を限度として、て
ん補する保険です。
申込期限：令和 2 年 3 月末
保険期間：令和 2 年 5 月 4 日～1 年間

土地改良区代表者変更届け（お願い）
（問い合わせ：総務部総務課）
役員改選等により代表者が変更となった場合は、総務部総務課宛に代表者変更届けを提出してください。
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循環型社会のフロンティア

岐阜県土地改良事業団体連合会
〒 500-8385

各種業務に関する
お問い合わせは、
各担当課まで
お願いします。

総務部
総務課

換地指導課


岐阜市下奈良 2-13-1

TEL 058-271-8383
FAX 058-275-0143
TEL 058-271-1325
FAX 058-273-7215

業務部
農村整備課


TEL 058-271-4383
FAX 058-273-7215

ストックマネジメントセンター

TEL 058-271-1328（代）

TEL 058-271-1330

FAX 058-273-7215
岐阜県土地改良事業団体連合会建築設計事務所 TEL 058-271-4383
飛騨事業所

ホームページ
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http://www.gifudoren.or.jp

TEL・FAX 0577-78-1133

水土里ネットぎふ

