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日本のひなた水土里ネット女子会及びくまもと水土里ネット女性の会が合同研修会を開催
日本のひなた水土里ネット女子会（奥村千扶子会長：水土里ネット大島堰副理事長）と、くまも
と水土里ネット女性の会（山下明子会長：水土里ネット糸田堰事務局長）は、去る 1 月 17 日、メ

ルパルク熊本（熊本市）にて合同研修会を開催し、九州各県の水土里ネット女性職員など 117 名
が出席した。
研修会は、熊本・宮崎両県の女性の会相互のネットワー

ク強化と会員の資質向上を目的に開催された。

はじめに、山下会長が開会挨拶した後、宮崎雅夫都道

府県水土里ネット会長会議顧問、西森英敏熊本県農林水
産部農村振興局長（代読：今田久仁生熊本県技術管理課

長）がそれぞれ来賓挨拶した。その後、くまもと水土里

ネット女性の会と日本のひなた水土里ネット女子会が事例
発表を行った。発表では、会の設立までの経緯やこれま

日本のひなた水土里ネット女子会による事例発表

での活動報告、設立によるメリットや今後の展望などの説
明があった。

続いてパネルディスカッションが行われ、熊本・宮崎両

県特別顧問の進藤優貴子氏が挨拶した後、パネラーと出

席者が、女性の会設立に係る苦労話や運営状況、今後の
活動への期待などについて積極的に意見を交わした。

宮崎顧問

進藤特別顧問

また、情報提供として、森井秀之全国水土里ネット企画研究部長が全国の女性の会の活動事例について、

中村博文九州農政局土地改良管理課長が、土地改良への女性参加についてそれぞれ意見を述べた。
最後に奥村会長が閉会挨拶し、合同研修会は盛会裡に終了した。

※活動の概要は、「全国水土里ネット」ホームページの「水土里ネット広報女性部会」に掲載
（ホームページアドレス：http://www.inakajin.or.jp/）
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水土里ネット大淀川右岸と田野町商工会が大規模災害時における応援訓練を実施
水土里ネット大淀川右岸
（丸目賢一理事長）と田野町商工会
（仲谷岳士会長）は、
去る 1 月 31 日、
水土里ネット大淀川右岸中央管理所にて、関係者 16 名出席のもと、大淀川右岸地区かんがい用
水施設管理協定に基づく大規模災害時における応援訓練を開催した。
訓練は、地区内での大規模災害発生時に即時対応出来るための体制づ

くりを目的に初めて実施された。

はじめに、協定者を代表して丸目理事長と仲谷会長、立会人の壹岐富美

雄宮崎市農政部長がそれぞれ挨拶した。

続いて、水土里ネット職員が、BCP（※）発動時の応援体制、災害発生

時の連絡体制や対応手順などを説明した。

操作方法の確認

説明後は大地震の発生を想定した現地訓練を実施した。訓練では巡回点検と災害時対応で操作する仕

切弁の位置と操作方法を確認した。

※ BCP…Business Continuity Plan（事業継続計画）
。大規模災害などが発生した時にも重要な事業を中
断させない、または中断したとしても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順
を示した計画のこと。

宮崎県7管内の土地改良協議会が現地研修を実施
宮崎県 7 管内（宮崎、南那珂、北諸県、西諸県、児湯、東臼杵、西臼杵）の土地改良協議会は、
昨年の 11 月から 12 月にかけて現地研修を実施した。本研修は土地改良事業に関する調査及び研究
の一環として実施され、県内外の先進地を視察している。
●宮崎地区土地改良協議会

・研 修 地：①佐賀県嬉野市塩田町（水土里ネット塩田東部）

・研 修 目 的：①基盤整備を契機とした農地集積並びに法人化推進とその
・概

取組

要：①平成 25 年度、28 年度と事業を実施し、水田の汎用化や
大区画化がなされ、高収益作物も導入された。近年は ICT

導入による営農効率化や 6 次産業化にも取り組んでいる。

●南那珂地区土地改良協議会

地元代表からの説明（塩田東部）

・研 修 地：①長崎県雲仙市（水土里ネット南串）

・研 修 目 的：①基盤整備を契機とした営農体系の転換と作付面積拡大によ
・概

る農業経営の規模拡大等の取組

要：①畑地帯総合整備事業による区画整理で、機械の大型化と
省力化が進み、高収益作物も導入された。また、農業経営

規模拡大に取り組む農家や認定農業者も増加し、後継者

育成にも繋がった。

現地での見学（南串）

●都城地区土地改良協議会

・研 修 地：①宮崎県高原町祓川地区

②熊本県宇城市豊川南部地区

・研 修 目 的：①農地中間管理機構関連農地整備事業の活用
・概

②基盤整備事業推進における合意形成の図り方

要：①農地中間管理機構の活用率が高く、県内で初めて農地中間
管理機構関連農地整備事業が計画された。

地元役員からの説明（高原町祓川地区）
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また、周辺地域の集落営農組織と協力し、農業生産法人を設立した。

②高額な地元負担金が障壁になり事業に取り組めなかったが、平成 11 年の台風襲来による被

害をきっかけに基盤整備への気運が高まり、同意取得率は 95% を超えた。負担金の問題も、
促進事業の実施によって解消された。

●児湯土地改良協議会

・研 修 地：①長崎県雲仙市（水土里ネット南串）

②長崎県諫早市（諫早湾干拓環境保全型農業推進協議会）

・研 修 目 的：①畑地帯総合整備事業、担い手育成
・概

②諫早湾干拓事業、中央干拓営農

要：①畑地帯総合整備事業により、レタス作付が増加し、純利益

が２倍に伸びた。また、ストックマネジメント事業や多面的
機能支払交付金などを活用し地域保全に取り組んでいる。

②事業で造成された農地は 1 区画３～ 6ha と大きく、法人

のほか入作農家により営農が行われ、干拓地全体で 700

干拓地の見学
(諫早湾干拓環境保全型農業推進
協議会）

人が雇用されている。

●西諸県地区土地改良協議会

・研 修 地：①熊本県熊本市西区梅洞地区（農事組合法人うめどう）
②熊本県荒尾市川登地区

・研 修 目 的：①基盤整備を契機とする集落営農法人の設立
・概

②土地改良事業と農地中間管理事業との連携

要：①平成 23 年度に集落営農組織を設立し、30 年度に法人

化した。営農も飼料作主体に転換され、地域の牧場と契

約を結ぶことで経営安定化を実現した。

現地での説明（川登地区）

②平成 25 年度の基盤整備と同時に農地集積を推進。26 年度末から機構への貸付、27 年度

当初から担い手への貸付を実施。農地集積率 100%、
機構への貸付率は 90% を超えている。

●東臼杵地区土地改良協議会

・研 修 地：①大分県竹田市片ヶ瀬地区
②大分県竹田市城原地区

・研 修 目 的：①集落営農の推進と法人設立
・概

②小水力発電の活用

要：①平成 23 年度に集落営農組織を設立し、26 年度からは法
人化。高収益作物栽培や鳥獣害対策などに取り組む。

②平成 22 年度に、九州で初めて用水を活用した小水力発電
所を設立。電力はハウス栽培等に用いられている。

小水力発電施設の見学
（水土里ネット城原井路）

●西臼杵地区土地改良協議会

・研 修 地：①佐賀県唐津市蕨野集落

②福岡県糸島市（吉井上機械利用組合）

・研 修 目 的：①集落営農及び地域活性化事業の取組
・概

②集落営農及び鳥獣害対策の取組

要：①棚田を活用した水稲作が営まれており、生産した米はブラ
ンド米として販売されている。平成 20 年度に棚田として
全国初の国の重要文化的景観に選定された。

②中山間地域等直接支払制度を活用した農業機械購入を

棚田の見学（蕨野集落）

きっかけに、平成 17 年度から機械利用組合を設立。稲刈りや田植え作業の受託を始めた。
現在は担い手の育成・確保にも取り組んでいる。
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平成31年度 農業農村整備事業関係予算概算決定に係る拡充内容の紹介
農林水産省は、去る 12 月 21 日に、平成 31 年度農林水産関係予算概算決定の概要並びに平
成 30 年度第 2 次補正予算案を公表した。今回は、事業の拡充内容等を一部抜粋して紹介する。
平成 31 年度概算決定 制度拡充のポイント（拡充内容は下線部）
１．国土強靱化関係

◎農村地域防災減災事業（公共）
【事業の内容】

○防災・減災対策にかかる計画の策定（調査
計画事業）

・ため池の諸元等の詳細情報（ため池マップ、
浸水想定区域図の作成を含む）の整備等を
支援

（ため池の諸元等の詳細情報の整備につい

ては定額助成）（平成 32 年度まで延長）

○農業用施設等の整備（整備事業）

・ため池の整備については、豪雨対策、地震
対策、長寿命化対策等の必要な支援対策の
一体的な実施を可能とする。

○ため池の管理体制の強化（防災環境整備事業）

・ため池の状況を速やかに把握するための水位計等の管理施設の整備、代替水源の整備を伴うた
め池の統廃合について定額助成で支援（平成 32 年度まで）

○非常用電源の整備等（農業水利施設に関する緊急対策）

・非常時にも機能を確保するために必要な非常用電源の整備等を支援（平成 32 年度まで）

◎農業水路等長寿命化・防災減災事業（非公共）
【事業の内容】

○機動的な防災減災対策

・小規模なため池を対象として、災害の未然

防止に必要な施設整備、リスク管理のため

の観測器機の設置など、防災減災に資する
対策を支援。また、ため池の統廃合等を実
施可能とする（定額）
。

○ため池の保全・避難対策

・ハザードマップ作成、監視、管理に必要な
研修の開催、都道府県等を単位として行う
パトロールなど監視・保全管理に資する活
動等を支援（平成 32 年度まで定額）
。

〈実施区域〉

農振農用地、生産緑地（拡充）等

〈実施要件〉

１、２の対策：総事業費 200 万円以上、

受益者数２者以上、工事期間３年（ため池の場合は５年以内（拡充）
）以内 等
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２．競争力強化関係

◎農地耕作条件改善事業（非公共）
【事業の内容】

○農地集積推進型

・担い手への農地集積を一層推進するため、推進費（整備費の最

大 5.0%）の交付により農業者の費用負担の軽減を図りつつ、
基盤整備を機動的に支援。

〈機構集積協力金における農地整備・集約協力金の活用〉

・リタイア農家が所有する農地等を、機構を介して担い手に円
滑に集約できるよう、機構集積協力金交付事業に創設され

た農地整備・集約協力金（整備費の最大 12.5%）を活用す

ることによって、
農業者の費用負担の軽減を図ることが可能。

〈実施要件〉

①事業対象地域が農振農用地のうち農地中間管理事業の重点実施区域等、②総事業費 200
万円以上、③受益者数２者以上、④機構との連携概要の策定

※２及び３の型については、上記要件に加え、高収益作物への転換や担い手への農地集積
などの要件あり。

◎農業競争力強化基盤整備事業のうち水利施設等保全高度化事業
【事業の内容】
○特別型

①高収益作物を導入した営農体系への転換に必要な畑地化・汎用化、

②農地集積・集約化に資するパイプライン化や ICT 化による水管理の省力化、
③畑地帯における総合的な整備、等を支援。

〈実施要件〉

受益面積 20ha（中山間地域等 10ha）以上、樹園地については受益面積 5ha 以上（0.5ha 以上
の団地の場合）等
※主な附帯事業

・高収益作物の作付面積増加割合に応じて事業費の最大12.5%を交付
（①の場合に限る）

・中心経営体への農地集積率、
集約化率に応じて事業費の最大12.5%を交付
（②、
③の場合に限る）
３．土地改良法改正関係

◎土地改良区体制強化事業（公共）
○施設・財政管理強化対策

・土地改良区が管理する施設の診断・管理指導のほか、土地改良区の財務状況の明確化・透明化
を図る複式簿記の導入等について支援

・複式簿記導入に係る巡回指導の対象を全土地改良区に拡充（定額助成）

・巡回指導を行う地方連合会に税理士等の会計の専門家を配置（定額助成）
・簡易な会計ソフトの開発（定額助成）

○統合整備強化対策

・土地改良区の合併に当たって必要となる協議会の設置や事務器機等の整備について支援
・土地改良区連合の設立を支援対象に追加

○研修・人材育成

・組織運営や事業に携わる土地改良区等の役職員等の資質向上を図る研修を実施
・複式簿記に関する特別研修を実施（定額助成）

・小水力発電等の導入、維持管理等に関する研修の実施（定額助成）
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土地改良法改正による水土里ネット宮崎会員支援課業務体制

◎農業競争力強化基盤整備事業のうち水利施設等保全高度化事業
○実施計画策定事業

・施設を効率的に活用するための調査・計画策定等を支援。
・資産評価データ整備（採択期間平成 32 年度まで）

○土地改良施設資産評価データ整備に係る補助金の流れと役割分担

・地方連合会は、施設の造成主体から施設データの提供を受け、資産評価に必要なデータを整備。
・造成主体である都道府県・市町村は、受け取ったデータを基に資産評価を確定。
・地方連合会等は、確定させた資産評価結果を土地改良区へ提供
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４．日本型直接支払

平成 31 年 2 月

〈加算される金額〉

◎多面的機能支払交付金

①多面的機能の更
なる増進に向けた
活動への支援

②農村協働力の深
化に向けた活動へ
の支援

都府県

北海道

都府県

北海道

田

400

320

400

320

畑

240

80

240

80

40

20

40

20

○対象農用地の拡大

・多面的機能支払交付金の算定対象となる対象

農用地について、資源向上支払についても農
地維持支払と同様に、農振農用地に加えて都
道府県知事が必要と認める地域を対象農用地
に追加。

・活動の取組数や非農家の参画割合に応じた

（円 /10a）

草地

加算措置の創設

①多面的機能の更なる増進に 〈広域組織への交付額〉
向けた活動への支援（多面的

機能の増進を図る活動の取組
数を新たに１つ以上増加させ
る場合等）

②農村協働力の深化に向けた

活動への支援（①に加えて、
構成員のうち非農業者等が占
める割合が４割以上かつ実践

（円 /10a）

都府県

北海道

交付額（定額）

年間の交付額
合計（参考）

3集落以上
または
50ha以上

3集落以上
または
1,500ha以上

4万円/年・組織

20万円/組織

200ha以上

3,000ha以上

8万円/年・組織

40万円/組織

1,000ha以上

15,000ha以上

16万円/年・組織

80万円/組織

※すでに広域化し、交付を受けた組織は対象外。

活動に構成員の８割以上が毎年度参加する場合）

・組織の広域化に向けた支援の強化

これまで一律であった広域活動組織設立時の交付金（40 万円 / 組織）を、組織の面積規模別
に交付額を分けるとともに、活動計画期間にわたる継続的な支援に見直し。

◎中山間地域等直接支払交付金

・モデル地区における加算措置の創設及び個人受給額の上限緩和（250 万円→ 500 万円）

水土里ネット宮崎 第61回通常総会及び第61回土地改良功労者表彰式開催のご案内
本会は、第 61 回通常総会及び第 61 回土地改良功労者表彰式を下記のとおり開催致します。多
くの会員の皆様のご出席をお願い致します。
〈水土里ネット宮崎

第 61 回通常総会及び第 61 回土地改良功労者表彰式〉

開催日時 : 平成 31 年 3 月 22 日（金） 13:30〜

※通常総会事前説明会

場

所 : 宮崎県土地改良会館 4 階研修室

事前説明会は、毎年通常総会前に会員の皆様に事前に提出議案の詳細を説明させていただくと
ともに、管内毎の会員の皆様が一堂に会し連携を深め、本会の運営について一層のご理解をいた
だく機会としています。
管 内
西諸県
北諸県
西臼杵
東臼杵
児 湯
南那珂
中 部

月 日
2 月 28 日 ( 木 )
〃
3月6日(水)
〃
〃
3月7日(木)
〃

時 間
10:30 ～ 12:00
14:00 ～ 15:30
10:00 ～ 11:30
13:00 ～ 14:30
15:30 ～ 17:00
10:30 ～ 12:00
14:00 ～ 15:30

会 場
宮崎県小林総合庁舎
宮崎県土地改良事業団体連合会南部事務所
宮崎県西臼杵支庁
延岡市土地改良区
宮崎県高鍋総合庁舎
宮崎県日南総合庁舎
宮崎県土地改良会館

