平成27年7月発行

「家族で花見」

第12回水・土・里ふるさと写真コンクール入賞作品（銅賞）

就任のごあいさつ
京都府農林水産部長
京都府農林水産部技監
京都府農林水産部農村振興課長

松本
山本
伊藤

均…………………………………………………………… 2
英明………………………………………………………… 3
利夫………………………………………………………… 4

本会等の主な活動
京都府土地改良事業団体連合会第58回通常総会… ……………………………………… 5
平成27年度近畿水土里ネット連合協議会総会… ………………………………………… 6
全国水土里ネット第57回通常総会・全国水土里ネット表彰式… ……………………… 7
平成27年度第１回理事会・第１回監事会・第１回支部事務責任者会議… …………… 8
京都府農業農村整備事業推進大会………………………………………………………… 9
農業農村整備の集い・農業農村整備事業の予算確保を求める要望活動…………… 11
農政情報
新たな食料・農業・農村基本計画……………………………………………………… 12
事業紹介
会員支援事業（緊急支援事業）の試行について……………………………………… 13
土地改良施設診断・管理指導業務の実施……………………………………………… 13
研修情報…………………………………………………………………………………… 14
土地改良区等紹介コーナー
京都市洛南土地改良区…………………………………………………………………… 15
その他の活動等
平成27年度地域別会議… ………………………………………………………………… 16
京都府農地・水・環境保全向上対策協議会の取組…………………………………… 16
京都府農業水利施設等再生可能エネルギー利用推進協議会の取組…………………… 17
非補助農業基盤整備資金………………………………………………………………… 17
第12回水・土・里ふるさと写真コンクール入賞作品… ……………………………… 18
事務局だより（平成27年度京都府土地改良事業団体連合会組織機構図・職員採用試験の実施）…… 19

就任のごあいさつ
京都府農林水産部
部長

松

本

均

４月１日付けで、京都府農林水産部長に就任いたしました。連合会会員の皆様のご指導、ご協力
を賜りながら、精一杯取り組んでまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
「農業を京都の成長、先端産業に」というのが、私の大きな目標です。
国は、本年３月に「食料・農業・農村基本計画」を策定しました。私ども京都府でも本年３月に「農
林水産京力（きょうりょく）プラン〜セカンドステージ〜」を策定しました。
この二つの計画に共通している考え方は、
「産業政策」と「地域政策」を一体的に進めようとい
うものです。
周りの環境を見ると、人口減少やＴＰＰ交渉をはじめとするグローバル化の進展、米価の下落や
森林の荒廃、多発する災害など、難しい課題が数多くあります。しかしながら、京都では、府民の
長年の悲願であった京都縦貫自動車道の全線開通、文化学術研究都市における企業集積の進展、外
国人など観光客の増加、お茶の日本遺産認定をはじめ、
「海の京都」
、
「森の京都」
、
「お茶の京都」
といった３つの京都づくりの進展など、未来を展望できる明るい取組みが、実を結びつつあります。
農業の振興を図る上でも、こうしたインフラや企業、そして人や地域とのネットワークをうまく
活用し、ビジネスに繋げていくことが重要です。
このため、京都府では、従来の６次産業化という概念を超え、新規就農者の確保育成をはじめと
する人材育成を、
「４次産業」と位置づけ、これらとセットで「10 次産業」という形で事業を進め
ることとしております。
こうした「10 次産業化」の推進を成功に導くためには、農地、農業用水路をはじめとする基盤整
備をはじめ、更新期を迎えつつある農業用水利施設等の長寿命化の推進など、安心して農業に携わっ
ていただく基盤整備は必要不可欠であり、連合会の皆様のお力添えをいただきながら、積極的な取
組みを展開していきたいと考えております。
また、地域政策の面では、昨年度、いわゆる過疎・農村集落に「里の公共員」という、地域イベ
ントや地域のビジネス活動など地域活動のコーディネート役を担う人材を初めて配置しました。全
国で初めての取組みなだけに、試行錯誤という側面はありますが、農村づくりのモデルとなるよう
成長させていきたいと考えております。
最後に、改めて、京都府土地改良事業団体連合会をはじめ、会員並びに関係者の皆様の一層のご
理解とご協力をいただきながら、施策の推進に邁進する所存でありますので、よろしくお願い申し
上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。
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就任のごあいさつ
京都府農林水産部
技監

山

本

英

明

本年４月１日付け京都府定期人事異動で農林水産部技監を拝命しました。よろしくお願いいたしま
す。会員の皆様方には日頃から農業農村整備事業の推進に格別の御理解、御協力賜りお礼申し上げま
す。
ご承知のとおり、府内の広大な面積を占める森林、農地、ため池等の有する水源涵養や洪水防止機
能などの多面的機能、生活にやすらぎをもたらしている美しい景観は、次世代に確実に引き継いでい
くことが大切な財産です。しかし、過疎化・高齢化の急速な進展や担い手の減少に加え、最近の気象
変動による台風や集中豪雨が、毎年、森林や農地・農業用施設に甚大な被害をもたらしている状況や、
野生鳥獣被害が多発している状況などは農業生産意欲を減退させる要因となっており、これらを解決
することが喫緊の課題となっております。
京都府としてはこれらの課題に対して総合的な治山整備やため池改修等のハード整備の実施、また
平成 25 年度に京都府土地改良事業団体連合会にご協力いただいた、ため池一斉点検の成果を活かし
たため池安心・安全マップの作成や、インターン・マイスター制度による有害鳥獣の安定的な捕獲体
制の維持などのソフト整備の実施を一体的に推進し、オール京都体制による農山漁村の支援を行って
いくこととしております。
こうした中、国においては本年３月に新たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定され、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」
とを車の両輪として施策を展開していくこととされました。
この４月からは多面的機能支払が日本型直接支払制度としてスタートし、農業者のみの活動が可能
となったことにより、土地改良区の皆様が積極的に参画してもらえる環境が整いました。これまでの
「農と環境を守る地域協働活動」で蓄積されてきた京都府土地改良事業団体連合会の指導力を存分に
発揮され農村地域が活性化されるものと大いに期待しております。
今後とも、土地改良区の皆様をはじめ関係の皆様方とともに京都府の農村地域の活性化に向けて取
り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続きご支援、ご協力を賜るようお願いし就任のご挨
拶とさせていただきます。
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就任のごあいさつ
京都府農林水産部
農村振興課長

伊

藤

利

夫

４月１日付け定期人事異動により、農村振興課長を命ぜられました。
昨年度、同じ農村振興課で地域活性化担当課長として一部分野を担当しておりましたが、農村振
興全般の推進を担うこととなり、農業農村整備事業の推進は約 20 年ぶりとなるなど、大変微力で
はございますが水土里ネットの皆様方のご支援を頂いて職責を果たしたいと存じますので、特段の
ご指導ご協力をお願い申し上げます。
京都府では、府政運営の基本計画である「明日の京都」に示されている農林水産関連施策を実現
するため、平成 23 年 3 月に平成 32 年度のめざす姿と農林水産関連施策の展開方向を体系的にとり
まとめた ｢ 農林水産京力プラン」を策定いたしました。さらに、平成 27 年 3 月、ＴＰＰ対策や人
口減少社会突入など喫緊の課題に対応するため、これまでの 4 年間の実践と課題整理を踏まえ、セ
カンドステージ ( 平成 27 年 4 月～ 31 年 3 月 ) となる施策を取りまとめました。
農村振興課は、５分野のうち「地域づくり・絆づくり」と「安心・安全づくり」の２分野を中心
として、ソフト・ハード両面の強みを生かしてその実現に貢献することとしております。
その初年度として、平成 27 年度は、①農林水産業を守り育てる戦略（産業戦略）
、②農山漁村の
交流・創生戦略（地域戦略）
、③暮らしの安心・安全対策を３本の柱として、施策を展開いたします。
具体的には、①農林水産業を守り育てる戦略として、農地中間管理機構と連携し、地域のニーズ
に応える農業農村整備事業の計画的な推進や、多面的機能支払・中山間地域等直接支払制度・ふる
さとボランティア活動等による守り・下支えする農業戦略の推進。②農山漁村の交流・創生戦略と
して、過疎化高齢化集落の再生を支援する「命の里事業」の一層の推進や、
地域に居住し地域の維持・
発展のための再生活動を継続的にサポートする全国初の非常勤公務員「里の公共員」の配置、平成
26 年 10 月に設置した京都移住コンシェルジュの伴走支援等による都市部から農山漁村への移住促
進、戦略的な農山漁村ビジネスの育成を支援する明日の「京都村」づくり、都市農村交流を促進す
る農家民宿の開業支援等の推進。③暮らしの安心・安全対策として、3 年連続の大規模災害に見舞
われた経験を踏まえ頻発する災害に備えるため、平成 25 年度のため池一斉点検に基づくため池の
整備・安心安全マップの作成推進や、京都府農業土木職ＯＢの経験と能力を借り災害発生時の迅速
かつ的確な市町村支援を行うための「京都府農林災害京力隊」の発足、地籍調査の促進などに職員
が一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。
これらの施策を効率的・効果的に推進し、農業農村の振興に寄与するには、関係団体、市町村等
との連携・協働が不可欠ですので、京都府土地改良事業団体連合会をはじめ、会員の皆様、関係者
の皆様のご支援とご協力を賜りますようお願いしまして、就任のご挨拶とさせていただきます。
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京都府土地改良事業団体連合会第５8回通常総会
―功労者表彰、議案審議―

京都府土地改良事業団体連合会（水土里ネット京都）第58回通常総会は、さる３月14日、京都市
上京区「御所西

京都平安ホテル」において、市町村、土地改良区などの会員をはじめ多数の来賓

をお迎えし、盛会に開催されました。
総会では、開会にあたり、野中会長から来賓ならびに会員各位に本会の運営に関わるご理解とご
協力に対し感謝の辞を述べ、提出議案の慎重審議についてお願いした後、永年、京都府の農業農村
整備ならびに土地改良区の運営に多大のご尽力をいただいた方々への土地改良事業功労者表彰を行
いました。
続いて、公務ご多忙のなか、ご臨席をいただいた山下京都府副知事、曾根近畿農政局長、多賀京
都府議会議長から祝辞をいただき、その後、議事に入りました。提出された議案は堀口文昭八幡市
長が議長に選任されて審議が進み、すべて原案どおり承認されました。役員の補充選任では、中小
路健吾長岡京市長が選任されました。

〈議

案〉

第１号議案

平成25年度事業報告の承認について

第２号議案

平成25年度収入支出決算並びに財産目録の承認について

第３号議案

平成26年度収入支出補正予算の理事会専決処分の承認について

第４号議案

役員の補充選任について

第５号議案

平成27年度事業計画について

第６号議案

平成27年度収入支出予算について

第７号議案

平成27年度賦課金の賦課基準並びに徴収について

第８号議案

平成27年度一時借入金について

第９号議案

平成27年度預金取扱銀行について

第１０号議案

平成27年度役員報酬について

5

新役員の紹介
理

事

中小路

健

吾

長岡京市長

土地改良事業功労者
安平治
木 村
港 井
小 田
辻 井
井 辻
北 川
澤 田
田 中
谷 口
藤 田
東 宇
西 村

勝 美
貞 志
大八朗
豊
一 彦
久 雄
清 治
義 一
義 己
公 男
重 行
義 夫
壽

京都市洛南土地改良区
京都市越畑土地改良区
（前）農事組合法人勧修寺樹園地組合事務局長
（前）京都府土地改良事業団体連合会理事
多賀土地改良区
普賢寺土地改良区
大住土地改良区
綴喜西部土地改良区
綴喜西部土地改良区
船井郡園部町大西井堰土地改良区
福知山市土地改良区
丹後土地改良区
（前）京都府土地改良事業団体

連合会事務局長

平成27年度近畿水土里ネット連合協議会総会
平成27年度近畿水土里ネット連合協議会総会は、去る６
月23日（火）、ホテル大阪ベイタワー（大阪市港区）にお
いて、近畿６府県の水土里ネットが出席の下、佐藤勝彦整
備部長をはじめ近畿農政局の幹部の方々、各府県の部課長
等を来賓に迎え開催されました。
総会では、開会にあたり、若林連合協議会長（水土里
ネット大阪会長）から運営に関わるご理解とご協力依頼の
あいさつの後、近畿２府４県が連携して予算獲得に向けて
活動していく決意を述べられ、その後、議事に入り、提出
議案はすべて原案どおり承認されました。
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全国水土里ネット第５７回通常総会
及び 全国水土里ネット表彰式
平成27年３月25日（水）午後１時から、
東京都千代田区の「都市センターホテル」で、
全国水土里ネッ
ト第57回通常総会が開催されました。野中広務全国水土里ネット会長のあいさつで始まり、議事が
進められました。
平成25年度事業報告及び収支決算、平成26年度補正予算、平成27年度事業計画及び収支予算など
が承認されるとともに、新会長に二階俊博氏（水土里ネット和歌山）が、また野中広務氏（水土里
ネット京都）が名誉会長に、そのほか第15期役員が選任されました。最後に、
「農林水産業・地域
の活力創造プラン」など国の示した農政の方向を踏まえ、農業農村整備を推進していくことを決議
し、閉会しました。

野中会長開会あいさつ

二階新会長あいさつ

引き続き午後３時から、同区「シェーンバッハ・サボ－」で全国水土里ネット表彰式が、林農林
水産大臣をはじめ、農村振興局幹部を来賓に迎え、全国から多数の農業農村整備関係者出席の下、
盛大に開催されました。
農林水産大臣からは優良土地改良区及び農業農村整備コンクール優良地区の、農村振興局長から
は農業農村整備コンクール優良地区の、全国水土里ネット会長からは土地改良功労者、農業農村整
備コンクール優良地区及び21世紀土地改良区創造運動大賞の表彰がそれぞれ行われ、京都府から次
の団体と個人の方が受賞されました。

京都府における表彰関係者（敬称略）
土地改良功労者表彰
＜団体表彰＞

＜個人表彰＞

金章

綾部井堰土地改良区

鎌

田

武

司（井手土地改良区理事長）

銀章

京都市東山土地改良区

村

下

勝

雄（園部町土地改良区事務局長）

林農林水産大臣祝辞

京都府受賞者の皆様
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平成２７年度第１回理事会並びに
第１回監事会を開催
以下のとおり理事会並びに監事会を開催し、それぞれ提案どおり承認されました。

第１回理事会
日 時：平成27年５月16日（土）午後３時30分から
場 所：ホテルセントノーム京都（京都市南区）
＜議事事項＞
ア 平成26年度事業報告書の承認について
イ 京都府農業農村整備事業推進大会について
＜報告事項＞
ア 平成27年度事務局体制について
イ 職員の採用予定について
ウ 第38回全国土地改良大会青森大会について
エ 会員支援事業について
オ 積立金の管理状況について
カ 第12回水・土・里ふるさと写真コンクールの審査結果について
キ 今後の行事予定について
ク その他

第１回監事会
日 時：平成27年５月16日（土）午後３時から
場 所：ホテルセントノーム京都（京都市南区）
＜議事事項＞
ア 平成２７年度監査計画について
＜報告事項＞
ア この会と理事との契約についてこの会の代表に
関する事項について
イ 平成26年度事業報告書について
ウ その他

平成２７年度第１回支部事務責任者会議を開催
平成27年５月19日（火）
、京都府自治会館ホール（京
都市上京区）において、京都府土地改良事業団体連合
会第１回支部事務責任者会議を開催しました。
当会議では、本年度の本会及び支部の組織運営と業
務推進、また関連予定行事について協議が行われまし
た。会員の皆様へのサービス向上に向けて、事務の適
正処理や、円滑な事業実施運営について、熱心に意見
が交わされました。
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京都府農業農村整備事業推進大会
平成27年６月20日（土）
、国立京都国際会館において「京都府農業農村整備事業推進大会」を開
催いたしました。
当日は、京都府ならびに会員である市町村、土地改良区等の農業農村整備事業関係者ら約360人
の参加のもと、多数の来賓をお迎えして盛大に開催することができました。

会場の様子

野中会長のあいさつ

まず、第１部では主催者を代表して野中会長より、３年連続となる集中豪雨災害の復旧など、農
業農村整備事業の推進に対する会員の日々の尽力への敬意を表された後、この４月をもって、全国
土地改良事業団体連合会の会長を二階俊博様（和歌山県土連会長）に引き継がれ、名誉会長に就任
されたことを紹介され、その間の支援と協力に対してお礼が述べられました。その後、我々農業農
村整備事業関係者は国、府の施策とも連携し、農地や土地改良施設の整備・保全をはじめとする農
業農村整備を推進し、京都の豊かで美しい水・土・里を次世代への貴重な財産として引き継いでい
く必要がある。当連合会としても、会員の皆様と一体的に取り組んでいくと挨拶がありました。
次に永年、理事として本会の運営に多大のご尽力をいただいた小田豊前長岡京市長の功績に対し、
野中会長から感謝状と記念品が贈呈され、
「水」
「土」
「里」を将来に引き継ぐため行った「第12回水・
土・里ふるさと写真コンクール」受賞者の表彰式を行いました。

小田

豊前理事（右）

山田啓二京都府知事

佐藤勝彦近畿農政局整備部長

その後、公務ご多忙中の中ご出席いただいた京都府山田啓二知事、近畿農政局村上堅治局長、京
都府議会植田喜裕議長からご祝辞をいただきました。
引き続き、近畿農政局整備部佐藤勝彦部長から、
「新たな食料・農業・農村基本計画における農
業農村整備の位置け等について」と題して基調講演をいただきました。
今年３月に閣議決定された新たな食料・農業・農村基本計画は、農業農村整備が社会構造の変化
に対応してその役割が適切に担っていけるように示されたものであること。また、強い農業と美し
い活力ある農村を目指すものであることの説明の後、食料自給率の品目別の目標など、具体的な計
画の詳細について講演をいただきました。
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第１部の最後に、
「国において新たな食料・農業・農村基本計画が決定され、京都府においては
農林水産京力プランセカンドステージがスタートした。農業農村整備は、こうした施策推進の前提
であり、農地や農業用水路などの整備、
保全を着実に推進し、
農業・農村の基盤として「水」
「土」
「里」
を次世代に引き継いでいく活動を行う」決議文が事務局から朗読され、全員一致で採択されました。
第２部では、「農業農村整備事業と今後の展望」と題して、この４月に全土連会長を勇退され、
名誉会長に就任された野中会長から特別講演をいただきました。
講演では、幼少期から現在まで、その時々の思いをエピソードを交えてお話をただきました。最
後に、現在の京都における農業農村整備を支える体制は先輩の方々のご尽力により成しえたもので、
我々はこれを引き継ぐ責任があると締めくく
られ、農業農村整備に対してのこれまでのご
労苦の一端を伺い知る講演をいただきまし
た。
講演の後、野中会長の全土連名誉会長就任
のお祝いとして近畿水土里ネット連合協議会
から「水」にちなんだ縁起物の「かえる」の
置物の贈呈があり、参加者の大きな拍手の中、
藤原副会長から野中会長に手渡されました。
第３部の交流会では、情報交換はもとより、
和やかな雰囲気の中、会員相互の一層の親睦
を図っていただきました。
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全土連名誉会長就任祝の贈呈

「農業農村整備の集い」並びに
「農業農村整備事業の予算確保を求める要望活動」について
平成27年６月29日（月）
、
「シェーンバッハ・サボー」
（東京都千代田区）において、全国土地改
良事業団連合会主催の「農業農村整備の集い」が、林 芳正農林水産大臣をはじめ多くの衆参両院
の国会議員や農林水産省の幹部らを来賓に迎え、各都道府県土連の関係者約800名の参加（京都府
からは12名参加）で盛大に開催されました。
はじめに、二階俊博全土連会長の挨拶があり、農業農村整備は、
地方創生、国土強靱化、農業の競争力強化といった重要な役割
を果たしており、新たな「食料・農業・農村基本計画」の実現
に当たり不可欠なものとし、地域の要望に十分応えられる規模
の平成28年度の当初予算及び平成27年度の追加予算の確保など
現政権への大きな期待を表明されました。
その後、来賓の祝辞、来賓紹介、事例発表、要請文の採択が
行われ、閉会後、政府関係幹部に対し要望活動が展開されました。
また、同日、本会並びに京都府農業農村整備事業推進協議会は、藤原副会長を先頭に農業農村整
備事業予算の確保に向けて、農林水産省、府内選出の国会議員に対し独自の要望活動を併せて行い
ました。この要望活動は、６月20日に開催した「京都府農業農村整備事業推進大会」で採択された
決議に基づき実施したものです。
出席した会員から地域で推進中の土地改良事業など農業農村整備の重要性を訴えるとともに、特
に下記事項について強力に要請しました。
記
１ 地域のニーズに応え、安定的・計画的に事業執行するために必要な農業農村整備事業予算の確
保
２ 災害に強い農業・農村を構築する、ため池を含む農業水利施設の長寿命化の推進
３ 土地改良施設の維持管理と適切な更新整備を計画的に進める取組及び、農地の荒廃防止への積
極的な取組の推進
４ 水土里ネットの行う事業と多面的機能支払活動との積極的な連携による、地域資源の適切な保
全管理の推進
５ 都市部における農業振興と土地改良施設の整備・保全対策の推進
６ 土地改良団体の運営基盤の強化
７ 小水力発電等再生可能エネルギーの利活用の推進

小林農村振興局次長への要望

室本農村振興局整備部長への要望

安藤裕衆議院議員への要望
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平成２７年度農政情報
（新たな食料・農業・農村基本計画について）
平成27年３月31日に、農政の中長期のビジョンとなる、新たな食料・農業・農村基本計画（以下
「基本計画」という。
）が閣議決定されました。この基本計画は、食料・農業・農村基本法（平成11
年７月制定）に基づき決定された４回目の基本計画となります。
この基本計画では、高齢化や人口減少、グローバル化などの観点から、情勢の変化や施策の評価
と課題を整理しています。その上で、現在が施策展開に当たっての大きな転換点であるとの認識に
立ち、基本法に掲げる「食料の安定供給の確保」
「多面的機能の発揮」
、
「農業の持続的発展」及び「農
、
村の振興」という４つの基本理念の実現を図っていくため、施策の基本的な方針として、
「産業政策」
と「地域政策」を車の両輪として進めていくこととしています。
また、食料自給率目標については、計画期間内における実現可能性を重視し、
10年後（平成37年度）
にカロリーベースでは現状39％から45％に、金額ベースでは現状65％から73％に引き上げる目標を
設定しています。さらに、我が国の食料の潜在生産能力を評価する食料自給力指標を新たに提示し、
食料安全保障に関する国民的な議論を深めることを意図しています。
さらに、具体的施策として、①輸出拡大に向けた取組の強化や６次産業化の促進による新たな需
要の取り込み、②農地中間管理機構のフル稼働による担い手への農地集積・集約化や米政策改革の
着実な推進による需要に応じた生産の推進、③農協改革や農業委員会改革による意欲ある農業の担
い手が活躍しやすい環境づくり、④集落機能の「集約とネットワーク化」など地方創生に関する取
組の強化などを進めていくこととしています。
土地改良区については、農業・農村の構造の変化に伴い、その組織運営等に影響が生ずることが
想定されます。このため、合併等によ
る組織運営基盤の強化や技術向上等に
よる事業実施体制の強化を引き続き促
進しつつ、今後、土地改良事業や土地
改良区の現状、組合員の意識やニーズ
等について把握、分析した上で、土地
改良制度の在り方について検証、検討
する中で、土地改良区の在り方につい
ても検討を行うこととしています。
今後、関係者の理解、協力を得なが
ら、本基本計画に基づく施策を着実に
推進していくこととしています。
（基本
計画の詳細については、農林水産省の
ホームページ（http://www.maff.go.jp/
j/keikaku/k_aratana/index.html） に 掲
載されています。
）
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会員支援事業（緊急支援事業）の試行について
１

趣 旨
京都府では、ほ場整備済み地域の内20年以上経過した地域が7割を占め、耐用年数を超過し老
朽化した施設が増加している。本会においても近年、会員から水利施設等の突発的な事故等の不
測の事態に対し、緊急対応の相談が多く寄せられている。
こうした不測の事態に対応するため、会員支援事業の特認の運用を見直し、緊急支援事業として
平成27年度から試行的に実施する。

２ 緊急支援事業（特認）
（１）内容
突発的事故等の不測の事態により、当該年度の作付け等、営農に著しく影響が生じる恐れのあ
る土地改良施設の緊急な整備・補修に対して支援する。
（２）交付率等
整備・補修内容が該当する交付対象事業に準じる。
（３）その他
要綱第４に規定する「事業計画書」の提出日は、要領第４の規定（事業実施前年度の12月28日）
にかかわらず随時とする。

土地改良施設診断・管理指導業務の実施
本会では土地改良施設の円滑かつ適正な管理を図るため、市町村や土地改良区の要望する施設を
対象に土地改良施設の診断・管理指導を実施しています。
この診断・管理指導の結果は地域で施設の管理や整備を考える契機となっているほか、整備補修
が必要な施設が土地改良施設維持管理適正化事業に加入する要件となっており、土地改良施設の適
正管理と長寿命化の推進に寄与しています。

診断状況（頭首工）

本年度は５月から要望施設の照会を行っており、診断・管理指導は、７月から実施してまいります。揚
水機、水路、頭首工など概ね80施設を対象に、２月頃まで実施していきますので、御協力お願いします。
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平成27年度水利施設等技術力強化対策事業
府内の農業水利施設はほ場整備事業において造成されたものが多く、標準的な耐用年数を経過す
るものが今後、急速に増加する見込みであり、施設の長寿命化のためのストックマネジメントにつ
いての技術力向上はもとより、長寿命化につながる適切な維持管理がますます重要となっていま
す。
このため、本年度は水利施設等技術力強化対策事業として水路施設を対象とした研修会を実施し
ました。
【内容、日程、会場】
第1回

南部会場

・土地改良施設の保全管理について
・水路施設の劣化と補修について

7 月 2 日（木）京都府自治会館

・土地改良施設維持管理適正化事業について

京都市上京区
北部会場
7 月 9 日（木）中丹勤労者福祉会館
福知山市

平成２７年度研修計画
本年度連合会で実施を予定している研修は以下のとおりです。
研修内容

開催予定日

開催予定地

平成 27 年８月５日

土地改良技術事務所

・府・市町村
・改良区

換地事務新規担当者研修会

平成 27 年８月下旬

検討中

・市町村
・改良区

小水力導入推進研修会

平成 27 年８月下旬

京都市内

・府・市町村
・改良区

小水力導入推進研修会
（現地研修）

平成 27 年９月下旬

検討中

・府・市町村
・改良区

土地改良区役職員等研修会

平成 27 年 12 月２日

京都市内

・市町村
・改良区

換地計画実務研修会

平成 28 年１月下旬

京都市内

・府・市町村
・改良区

小水力導入推進研修会

平成 28 年３月下旬

京都市内

・府・市町村
・改良区

技術力向上事業研修会（CAD 研修）
（第２回）
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研修対象

土地改良区等紹介コーナー

京都市洛南土地改良区の紹介
関係市：京都市

地区面積：76.0ha

組合員数：357名

本区は、戦後における食料増産をめざし、府営、市営、団体営、京都市補助事業により用排水路
の改良、干拓や湿田改良、排水機、樋門、揚水機等多くの施設整備を行ってきました。
設立当時の昭和27年は、地区面積が630 ha、組合員数が770名でありましたが、農業振興地域の
指定を受けずに、都市化の進行に伴い混住化が進み、農地が年々減少し続けてきました。現在の受
益面積は76.0 ha、組合員数が357名となっており、設立当初の12％の地区面積となり、都市化へと
大きな変貌を続けている地域です。
受益農地の概ね87％が生産緑地の指定を受け、稲作を中心に、都市近郊の地の利を活かし、生鮮
な京野菜の生産が行われております。
水利状況は、琵琶湖疏水、鴨川及び東高瀬川から堰、又は樋門による取水及び地下水を水源とし
た揚水機による取水を行っており、揚水機が約８割を占めます。
平成26年度は、事業費が約１億円を占めました。主な工事は、鴨川の河川改修事業に伴い、40カ所
において打込井戸を打設、市街化区域内における農林水産省交付金を活用した「農のある暮らしづく
り事業（整備対策）」に取組み、伏水の名水を汲上げる地下水ポンプとパイプライン工事を実施、京
都市建設局から負担金100％を活用した松林排水機場における排水機の停電対策として、発動発電機
を設置、既存の300mm排水機の運転自動化、電動機（3,300vから200v）の更新を行いました。
昭和38年から始まった都市区画整理事業や昭和40年の名神高速道路及び平成20年阪神高速道路の
開通に伴い農地が減少し、今日では地区面積の約95％が都市区画整理事業区域となり、現在も工事
が進行中であります。区画整理事業の補償工事により新たな農業用水の工事が行われるなど、これ
まで、諸先輩が築き上げてきた土地改良施設が都市施設へと生まれ変わりつつあります。区画整理
が行われた農地は、農地転用が急速に進み、洪水による流出率が高まって、浸水対策として排水機
場の新規の整備が行われるなど、これまで、かんがい排水事業や湛水防除事業で取り組んだ排水機
場の施設が都市施設へと改修されております。これらにより、排水に係る土地改良区の負担軽減が
図られております。
ソフト事業への取組みとしては、
「農のある暮らしづくり事業（推進対策）
」として、JA京都中央、
当土地改良区、伏見酒造組合の三者（事務局：京都市）により、
「田んぼと酒蔵のあるまちづくり
推進事業組合」を設立し、酒米「祝」の田植え体験・稲刈り体験、酒蔵見学会など日本酒となるま
でを一貫して体験して頂く都市住民向けのイベントを開催しました。参加者の意見は来年も参加し
たいと好評でした。
「祝」米は組合員６名により65aを栽培し、
（株）山本本家により醸造され、
「神聖」で販売されました。

田植え体験

新酒の贈呈式
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地域別会議を開催
平成27年４月20日から24日にわたり、府内５ブロックにおいて地域別会議を開催し、市町村およ
び土地改良区等会員の役職員延べ約111名の出席をいただきました。
本年度の本会の組織や事務分担など事務局体制について説明するとともに、会員支援事業などの
主な事業説明、各グループの取組、また農政に係
る最近の情報などについて説明を行いました。特
に会員支援事業では、支援の拡充として土地改良
施設の突発的事故に対応する緊急支援事業の試行
について説明しました。
出席者との意見交換では、事業内容に係る具体
的な質問や土地改良区等の抱える課題等様々なご
意見をいただきました。７月から実施する水土里
相談推進事業において、個別相談など意見交換を
更に深めていきます。

京都府農地・水・環境保全向上対策協議会の取組
～より円滑な事業推進をめざして～
府内の平成26年度多面的機能支払交付金は、
622活動組織で14,854ha の取組となり、農振農用地に
占める割合は全国トップクラスで、府内の農業農村を支える不可欠な事業となっています。
平成27年４月、
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が施行され、日本型直接
支払制度として位置付けられた多面的機能支払・中山間地域等直接支払・環境保全型農業直接支払
の３つの対策が法律に基づき、安定的・恒久的に実施されることになりました。
京都府農地・水・環境保全向上対策協議会（事務局：本会）では、この３対策を一体的に推進し
ていくこととしており、本年度も次のような活動を通じて事業推進を図って参りますので、会員の
皆様のご理解ご協力をお願いします。
◇活動組織に対する指導及び助言の実施
◇制度推進のための普及啓発活動の実施
◇推進員の配置による相談指導の実施
◇ホームページを活用した情報発信
◇子ども絵画コンクールの実施
◇優良組織表彰の実施
◇技術研修会等の開催
◇市町村等担当者会議の開催
◇ブロック単位の意見交換会の開催
◇国等への提案活動の実施
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平成26年度配付した啓発用「のぼり」

京都府農業水利施設等再生可能エネルギー
利用推進協議会の取組
この協議会（事務局：京都府、本会）では、小水力発電等の再生可能エネルギー導入推進を目的に、次のような
活動を行っています。
◇現地視察研修会
平成27年２月25日に京都府営水道事務所宇治浄水場、久御山広域ポンプ場において、京都府、市町村、土地改良
区等の24人の参加のもと現地研修会を実施しました。研修会では京都府担当者から導入の経緯、設備の概要、運転
状況などについて説明いただきました。

宇治浄水場の水力発電設備

久御山広域ポンプ場の太陽光発電設備

◇通常総会及び研修会
平成27年３月26日に御所西平安ホテルにおいて、協議会会員（京都府、市町村、土地改良区等）出席のもと、平
成26年度の通常総会を開催し平成26年度収支補正予算、平成27年度事業計画及び収支予算について、提案のとおり
承認されました。その後、福井県における小水力発電の取組状況とパイプラインを活用した小水力発電の事例を福
井県土地改良事業団体連合会、改良区の担当者から説明をいただきました。
平成27年度も再生可能エネルギーの導入に必要な研修会を実施しますので、多くの参加をいただくようお願いし
ます。
また、府内で最初となる太陽光発電導入に向けた検討調査を１地区で行うこととしています。

福井県土地改良事業団体連合会の担当者

会場の様子

非補助農業基盤整備資金
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。
■対象となる事業種類
かんがい排水、畑地かんがい、ほ場整備、暗渠排水、客土、農道、索道（軌道等運搬施設を含む。）、畦畔整備、
農地造成、防災、農地保全、維持管理、農業集落排水（宅地内配管、トイレ、浴室、洗面所の改修等）、土地改
良区事務所、事務機器、車両、調査費など。
■ご利用いただける方
土地改良区、土地改良区連合等
■融資条件
償 還 期 限：25年以内（うち据置期間10年以内）
金
利：0.8％（平成２7年6月18日現在）

融資限度額：地元負担金（最低限度額50万円）
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第12回

水・土・里ふるさと写真コンクール入賞作品

「次世代に引き継いでいきたい身近なふるさとを感じる写真」を基本テーマに行われた第12回水・土・
里ふるさと写真コンクールに、55名、212点の応募があり、４月28日の審査委員会において、金賞１点、
銀賞２点、銅賞３点、特別賞２点、佳作６点が決定されました。
６月20日の農業農村整備事業推進大会において表彰が行われました。今後、府民へ広くPRするため府内
各地において展示会を実施します。

金賞 「早苗」坪倉義英
撮影場所 南丹市
銀賞 「五月の風」白木勇治
撮影場所 綾部市

銀賞 「初秋の郷」三浦征志浪
撮影場所 京都市
銅賞 「家族で花見」穐田茂樹
撮影場所 与謝野町

勇
銅賞 「山里の冬花火」堀内
撮影場所 南丹市

忠
銅賞 「茶の香り」吉田
撮影場所 和束町

特別賞

「晩秋」城田祥男
撮影場所

亀岡市

特別賞

「獣害防止柵の設置」
奥村和行
撮影場所

亀岡市

【講評】 「水」「土」の恵みを受けて田植えに精を出す早乙女、水田の上空を泳ぐこいのぼり、豊かな自然に囲ま
れた「里」の棚田。京都の農村の営みが伝わる作品がそろいました。四季を通じてその表情を変える風景、農作
業、日常生活の一こまを切り取って作品に仕上げられています。桜、ヒマワリ、ソバの花、カキツバタなどが農村
に彩りを添え、どの作品にも自然への感謝、地域への愛着が感じられました。
農村を訪れ、ヒマワリ畑で和む家族連れ、田植え体験を楽しむ親子など、農村と都市部住民との交流も格好の被
写体になっています。紅葉に包まれた茶畑など、新しい視点で新鮮さを与える工夫もうかがえました。
「水・土・里ふるさと写真コンクール」が、地域の魅力の再発見につながることを期待します。
（京都新聞社写真部長 蛭多秀和）
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事務局だより
平成27年度京都府土地改良事業団体連合会組織機構図
平成27年４月１日付けの人事異動にともない、今年度の組織体制を以下のとおりとしました。新
たな体制で会員の皆様への技術協力や支援など連合会の事業を進めてまいりますのでよろしくお願
いします。
会

長

野中 広務

副 会 長

藤原 秀夫

副 会 長

中村 安良

常務理事
事務局長
次長・換地指導官
事務取扱

換地グループ

担当課長 山田
主

隆

任 越智 直幸

技術グループ

久田 𠮷治
松井

☎０７５
（４５１）
４１３７

☎０７５
（４４１）
７７５５

担当課長 石原

勝

課長補佐
専 門 官 野々村良彦

崇

矢野 淳夫

主

任 安東 直仁

主

任 垣村 辰男

管理グループ

☎０７５
（４５１）
４１３７

担当課長 藤原 真登
課長補佐 若杉

潤

担当係長 供田 守弘

〒602-8054
京都市上京区出水通油小路東入
丁子風呂町104-2 京都府庁西別館内
TEL 075-451-9633 FAX 075-414-2777
E-mail:info@midorinet-kyoto.jp
URL:http://www.midorinet-kyoto.jp

総 務 担 当

☎０７５
（４５１）
９６３３

担当課長 赤松 義隆
主

事 山本 智子

■本年度の異動内容
矢野 淳夫
次長・換地指導官事務取扱（換地事務指導を併任）
若杉
潤
課長補佐（担当係長から昇任）

平成２7年度職員採用試験の実施について
平成28年４月１日付け採用の職員採用試験を以下のとおり行います。
◇職

種

◇受 験 資 格

農業土木または土木系の技術職

◇人

数

若干名

⑴昭 和60年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた方（学歴は問わない
が、大学卒業程度の学力を必要とする）
⑵平成６年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（短期大学を除
く）を 卒業した方又は平成28年３月末日までに卒業見込みの方

◇第一次試験

平成27年９月26日（土）（於京都市内）

◇受 付 期 間

平成27年７月15日（水）から平成27年９月２日（水）

なお、採用試験の詳細については
本会ホームページ

http://www.midorinet-kyoto.jpをご覧ください。
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