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水土里ネット福島第60回通常総会
　水土里ネット福島の第60回通常総会は、平成30年３月15日（木）に福島市「ベル・カーサ」で開
催され、第59回土地改良功労者等表彰式の後、下記議案の審議が行われ、満場一致で可決承認された。
　最後に決議（案）の朗読があり、満場の拍手で採択された。

第60回通常総会提出議案
議案第１号　平成28年度事業報告・財産目録及び収支決算の承認について
議案第２号　平成29年度事業実施状況及び一般会計・特別会計中間監査の結果報告の承認について
議案第３号　平成29年度一般賦課金の免除会員について
議案第４号　 平成29年度事業変更計画及び一般会計・特別会計収支補正予算の専決処分の承認につ

いて
議案第５号　平成30年度賦課基準及び徴収方法について
議案第６号　平成30年度役員報酬について
議案第７号　平成30年度事業計画及び収支予算について
議案第８号　役員の補欠選任について

第60回通常総会において、理事２名、監事１名が選任されました。

新 役 員 紹 介

挨拶を述べる車田次夫会長 議長の四時川沿岸土地改良区
小野勝彦理事長

監　　事

本　田　一　男　氏

（布藤堰土地改良区理事長）

理　　事

船　生　正　一　氏

（千軒平溜池土地改良区理事長）

理　　事

長　南　 太　一　氏

（福島市土地改良区理事長）
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第59回土地改良功労者等、
農地集積優良地区の表彰式

　第60回通常総会において、永年、土地改良事業に功績があった特別功労者２名、土地改良功労者
16名と特別功労団体、農地集積優良地区に対し、車田次夫会長より表彰状授与及び記念品の贈呈が
行われた。

特別功労者、土地改良功労者及び特別功労団体表彰
１．特別功労者

福島市　　櫻　田　浩　二　氏
いわき市　草　野　弘　嗣　氏

２．土地改良功労者

　（１）役　員

梁川町土地改良区会計担当理事 浦　野　　　茂　氏
安達土地改良区理事長 野　地　久　夫　氏
安達土地改良区理事 宍　戸　貞　之　氏
安達土地改良区理事 遠　藤　金　夫　氏
郡山市東部土地改良区副理事長 橋　本　　　清　氏
母畑地区土地改良区理事 二　瓶　義　雄　氏
阿武隈川上流土地改良区理事長 尾　股　憲　一　氏
白河市土地改良区理事 星　　　一　一　氏
白河市土地改良区理事 秡　川　正　弘　氏
西会津町土地改良区理事長 渡　部　　　修　氏
磐梯西部土地改良区理事長 小　林　嘉　信　氏
いわき市勿来地区土地改良区総括監事 飯　島　守　男　氏

櫻田浩二氏（前 本会専務理事）

草野弘嗣氏（前 本会理事）
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　（２）職　員

社川沿岸土地改良区事務局長 山　寺　　　一　氏
穴堰水系土地改良区会計主任 鈴　木　麗　子　氏
会津宮川土地改良区総務課長補佐 鈴　木　美代子　氏
そうま土地改良区職員 土　屋　良　作　氏

３．特別功労団体

小川町土地改良区

農地集積優良地区表彰

只見町土地改良区　　中朝日　地区

全国水土里ネット第60回通常総会
　平成30年３月26日（月）、全国水土里ネットの第60回通常総会が「都市センターホテル」（東京都
千代田区平河町）において、開催された。
　冒頭、昨年６月に逝去された吹田山口県土連会長、本年１月に逝去された野中全土連名誉会長のご
冥福を祈り、黙祷を捧げた。
　高貝副会長の挨拶後、静岡県土連の伊東会長が議長に選任され議事に入った。
　総会では、上程された13の議案が諮られ、原案通り全会一致で承認可決された。
　今回は役員の補欠選任に伴い、代表監事に本会の車田次夫福島県土連会長が選任された。
　最後に総会決議文（案）が、満場一致で採択された。
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　全国水土里ネット第60回通常総会後、「シェーンバッハ・サボー」 （東京都千代田区平河町）にお
いて、全国水土里ネット表彰式が、全国から受章者並びに各水土里ネットの会員が多数出席して開
催された。
　二階全国水土里ネット会長の式辞と齋藤農林水産大臣、進藤参議院議員等の祝辞の後、表彰式が
行われ、本県からは土地改良功労者表彰の団体の部で３団体、個人では４名の方々が表彰された。

第59回全国土地改良功労者等表彰
■団体表彰
　　【金賞】　西会津町土地改良区　
　　【銀賞】　八沢干拓土地改良区
　　　　　　四時川沿岸土地改良区

■個人表彰
　　【役員】　白河市土地改良区　理事長

　　　　　　　　　　　　　　関　谷　亮　一　氏
　　　　　　南相馬土地改良区　副理事長

　　　　　　　　　　　　　　境　　　勝　明　氏
　　【職員】　会津北部土地改良区　事務局長

　　　　　　　　　　　　　　神　田　弘　行　氏
　　　　　　そうま土地改良区　事務局長

　　　　　　　　　　　　　　遠　藤　喜　雄　氏

全国水土里ネット表彰式

祝辞を述べる齋藤農林水産大臣

そうま土地改良区　遠藤喜雄事務局長

白河市土地改良区　　関谷亮一理事長（左）　
南相馬土地改良区　　境勝明副理事長（中央）
会津北部土地改良区　神田弘行事務局長（右）

八沢干拓土地改良区　　松田文男理事（左）　　
四時川沿岸土地改良区　小野勝彦理事長（中央）

西会津町土地改良区　渡部修理事長

式辞を述べる二階会長
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平成29年度協議会総会及び各委員会の開催
福島県農業水利施設小水力等発電推進協議会　平成29年度通常総会
　平成30年３月20日（火）、福島県土地改良会館（福島市）において、福島県農業水利施設小水力
等発電推進協議会の平成29年度通常総会が開催された。
　総会議事では、まず事務局から報告事項の説明及び質疑がされた後、協議事項に移り提出された
平成30年度事業計画（案）他、４議案について審議され、挙手多数で可決された。

福島県多面的機能支払推進協議会　平成29年度第２回総会
　福島県多面的機能支払推進協議会の平成29年度第２回総会が平成30年３月20日（火）、福島県土
地改良会館（福島市）で開催された。
　総会議事では、協議会規約等の改正をはじめ、平成30年度事業計画（案）、事業予算（案）等の
４議案について審議の結果、総員挙手により可決された。

平成29年度農道台帳管理委員会
　平成30年２月６日（火）、福島県土地改良会館（福島市）において平成29年度農道台帳管理委員
会が行われた。
　議事では、まず報告事項として、平成28年度事業決算について事務局からの説明と質疑がなされ、
続いて協議事項では平成29年度事業決算（中間）、平成30年度事業予算（案）など提出された５議
案について審議され、全て承認された。

（6）土地改良だより



平成29年度福島県管理運営体制強化委員会
　平成29年度福島県管理運営体制強化委員会は
平成30年３月14日（水）、福島県土地改良会館 
（福島市） にて行われた。
　当委員会は地方連合会が行う施設・財務管理
強化対策等の内容の検討を行うものとして設置
され、今回は平成28年度収支決算報告、平成29
年度事業報告、平成30年度事業計画（案）など
の５議題について審議が行われた。

平成29年度福島県受益農地管理強化委員会
　平成29年度福島県受益農地管理強化委員会は
平成30年３月14日（水）、福島県土地改良会館
（福島市）にて行われた。
　当委員会は地方連合会が行う換地事務に関す
る指導、換地技術者等に対する講習及び研修、
農地利用集積に関する指導などの内容の検討を
行うものとして設置され、今回は平成28年度収
支決算報告、平成29年度事業報告、平成30年度
事業計画（案）などの６議題について審議が行
われた。

開 催 日 程：平成30年10月16日（火）～18日（木）
　　　　　　※16日…………大会式典及び交歓会
　　　　　　　17日～18日…事業視察
大会式典会場：宮城県総合運動公園（グランディ21）
交歓会会場：仙台国際センター

平成30年度全国土地改良大会、宮城県で開催
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　非補助農業基盤整備資金は、土地改良区等が国の補助を受けないで、かんがい排水事業やほ場整備、
客土などの農業生産力の増大、生産性の向上を図るための生産基盤の整備や農村環境基盤の整備などに
係る費用に対して長期・低利な融資を行う、株式会社日本政策金融公庫（農林水産事業）の制度資金です。
■融資対象となる事業

資金の使途 事　業　内　容
かんがい排水 頭首工（井堰）、ため池、農業用排水施設、水路、温水施設等（併せ行う安全施設等の設置を含む。）の新設・改良。

しゅんせつ船等の取得
畑地かんがい 畑地かんがい施設（スプリンクラーの立ち上がり、ヘッドを含む。）の新設・改良
ほ場整備 区画整理、かんがい排水施設、客土、暗渠排水、農道等の工種を総合的に実施する事業
暗渠排水 完全暗渠（土管の埋設）、簡易暗渠（朶木、竹、木材、石れきの埋設）、弾丸暗渠（地下穿孔機牽引する方法）

等の新設
客土 搬入客土、流水客土、ポンプ客土
農道 農道（単独舗装や併せ行う安全施設等の設置を含む。）の新設・改良。農道橋の新設・改良
索道 空中ケーブルの新設・改良。軌条（モノラック）の新設・改良
畦畔整備 コンクリート、ブロック、石積畦畔
石れき除去 耕作に支障となる石れきを除去する事業
農地造成 畑（普通畑、樹園地〔地目変換の事業を含む。〕）、田（わさび田等を含む。）の造成
農地保全 シラス等特殊土壌対策、急傾斜地帯対策、水質障害対策等の事業
防災 老朽ため池整備、地盤沈下対策、たん水防除等の事業
維持管理 土地改良施設の補修、更新、しゅんせつ等の事業（水路の補改修、土水路のコンクリート装甲、フリューム設置、

水路や農道の安全施設設置、用排水施設のオーバーホール・塗装、維持管理に必要な建物・施設や機械の取得など）
農村環境基盤施設 農林水産省の補助事業として実施する農業集落道、農業集落排水施設、営農飲雑用水施設及び集落防災安全施

設の新設・改良。なお、農業集落排水施設については、補助事業に係る農業集落排水整備計画に定められた地
域において補助事業を補完して一体的に実施される非補助事業も融資の対象とします。

集落環境基盤施設 農林水産省の補助事業として実施する連絡道の新設・改良
飲雑用水施設 土地改良事業関係補助金交付要綱、農地開発事業補助金交付要綱、農村振興対策事業費補助金等交付要綱及

び農山漁村地域整備交付金実施要綱に基づいて行うもの並びに以上の各事業と一体の計画の下に行う末端支派
線の工事にかかるもの。

調査設計費も融資の対象となります。
上記の他、牧野の造成、改良、保全及び牧野の保全・利用上必要な施設も融資対象となります。

■貸付条件
　償 還 期 限　　最長25年（うち据置期間　10年以内）

 　ただし、一部改正により東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する
法律（平成23年法律第40号）第121条第１項に規定する場合には、平成31年３月31日まで
の間に貸し付けられるものに限り、償還期限は、28年以内（据置期間を含む。）とし、据置
期間は、13年以内とする。 〈平成30年 ４月１日から施行〉

　融資限度額　　負担額の100％まで融資が可能。（ただし、１件当たり最低額は50万円）
　利　　　率　　下記のとおり

非補助農業基盤整備資金について

　株式会社日本政策金融公庫の農業基盤整備資金について、下記のとおり平成30年５月23日付けで
改定されたのでお知らせします。
　問い合わせ先： （株）日本政策金融公庫　福島支店　農林水産事業　農業食品第一課、第二課

TEL：024－521－3328
◎株式会社日本政策金融公庫 （単位：％）

区　　分
改　　定　　前 改　　定　　後

融資期間に
かかわらず

融資期間別（一例） 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 ５年 10年 15年 20年

都道府県営補助残 0.45 － － － － 0.45 － － － －
団体営補助残 0.30 － － － － 0.30 － － － －
非補助一般 0.30 － － － － 0.30 － － － －
非補助利子軽減 0.30 － － － － 0.30 － － － －
災害復旧 0.20 0.20 0.21 0.30 0.20 0.20 0.24 0.30

 （H30.6.1 現在）

農業基盤整備資金の金利改定について
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平成30年　各種功労者知事表彰

金沢調整池・東部森林公園
「さくらと水辺の回廊」ウォーキング
水辺の桜を楽しみながら農業用施設を学ぶ

　平成30年４月14日（土）、国営郡山東部地区管理体制整備推進協議会主催により、郡山市東部土地改良区
が管理する金沢調整池と郡山市東部森林公園を巡る第７回「さくらと水辺の回廊」ウォーキングが行われた。
　今年で７年目を迎え、当日は約50人が参加し、水辺の景観をめでながら約５キロのコースを楽しんだ。
　途中、土地改良区の職員から農業用水利施設の説明を受け、施設が有する景観形成、親水機能、防火用水
機能などの多面的機能について、ウォーキングを通し理解を深めた。
　ウォーキング終了後には参加者に地元の食材で作った、なめこ汁とネギ焼きが振る舞われた。
　また、参加者にはヤグチモモ、ヒガンザクラ、トウカイザクラの枝がプレゼントされた。

　福島県は、５月３日付けで平成30年度　各種功労者知事表彰の受賞者を発表した。
　本会関係者からは、根本唯一郎氏（元広野町土地改良区理事長）、渡辺勝好氏（元井上用水堰土地改良区
理事長）の２名が受賞された。

○土地改良功労

元：広野町土地改良区理事長
根本　唯一郎　氏

元：井上用水堰土地改良区理事長
渡辺　勝好　氏
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平成30年度水土里ネット福島　組織機構

組織機構

事務局機構及び事務分掌

監 事 会

総 会

会 長

土地改良基金管理委員会

土地改良基金融資保証審査委員会

農道台帳管理委員会

土地改良区体制強化事業推進室

管理運営体制強化委員会

受益農地管理強化委員会

農家負担金軽減支援対策審査委員会

副 会 長

専務理事

事 務 局

理 事 会

支部
（７支部）

諸規程の制定改廃、事業計画・事業報告、総会・理事会・監事会その他の会議、各種研修会（CPD含む）、予算の
執行及び会計経理の調整、会計諸帳簿の記帳整理・予算・決算・監査、財産の運用管理、会館保守管理、OA機
器更新管理、人事及び給与に関すること、ホームページ更新管理、個人情報・情報公開に関すること、原子力損害
対策支援、各種要請等業務、被災土地改良区復興支援事業

土地改良区体制強化事業（施設・財務管理強化事業）、土地改良区の統合整備による組織強化への指導事務、
土地改良事業資金、農業施設賠償保険、農家負担金軽減支援対策事業、21世紀土地改良区創造運動、受委
託契約事務、ISO9001：2015運用管理、広報、測量業者・建設コンサル登録更新、図書の販売

土地改良区体制強化事業（施設・財務管理強化事業）、土地改良施設維持管
理適正化事業、農業水利施設ストックマネジメント事業、水土里情報システムの
運用（GIS）、NNCALS／ECに関すること、標準積算システム、耕作放棄地対策
への支援業務、国営造成施設管理体制整備促進事業、経営所得安定対策推
進支援、放射線測定業務への支援、人・農地プランやハザードマップ作成支援、
維持管理計画書作成の支援、再生可能エネルギーに関する業務

経営体育成基盤整備事業の調査・測量・設計、土地改良事業に係わる資料収
集及び事業の効果、土地改良施設台帳の整備、中山間地域総合整備事業、か
んがい排水事業、水利権更新、農道整備事業、農地防災・災害復旧事業、地域
用水環境整備事業、農業基盤整備促進事業、農地耕作条件改善事業、農村災
害ボランティア

農業集落排水事業の計画・実施、農業集落排水施設台帳の整備、農業集落排
水処理施設の設計及び技術管理・保守点検、農業集落排水事業の監理業務、
農業集落排水最適整備構想策定事業、地域バイオマス利活用に関する業務、
農業水利施設保全合理化事業、ため池等放射性物質対策に関する支援、多面
的機能支払交付金事業の支援、水質調査に関する業務、各種計量証明、計量
証明事業所管理更新

土地改良区体制強化事業（受益農地管理強化事業）、換地計画・換地処分事
務、農地集積推進活動の実施、交換分合事業

確定測量、各種測量、農道台帳作成及び管理、国調支援

施設管理課

水質検査状況

ポンプの診断状況

トータルステーションによる観測状況
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水土里ネット福島役員名簿（平成30年６月１日現在）

平成30年度新規採用職員の紹介
　平成30年４月１日付けで、本会に新規採用されました職員をご紹介します。
　これから、どうぞ宜しくお願いいたします。

役職名 氏　　　名 他の役職
会　　長 車田　次夫 母畑地区土地改良区理事長
副 会 長 渡辺　一成 南相馬土地改良区理事長
副 会 長 穴澤　　晃 会津北部土地改良区理事長
専務理事 後藤　庸貴 学識経験者
理　　事 佐藤　源市 東和町土地改良区理事長
理　　事 佐藤　秀雄 伊達西根堰土地改良区理事長
理　　事 長南　太一 福島市土地改良区理事長
理　　事 本田　陸夫 安積疏水土地改良区理事長
理　　事 鈴木　義孝 三春町長、三春町土地改良区理事長
理　　事 野崎　吉郎 矢吹町長、矢吹原・矢吹土地改良区理事長
理　　事 関谷　亮一 白河市土地改良区理事長
理　　事 二瓶　和馬 会津東部土地改良区理事長
理　　事 齋藤　善平 阿賀川土地改良区理事長
理　　事 渡部　英敏 会津美里町長、会津宮川土地改良区理事長
理　　事 大宅　宗吉 南会津町長
理　　事 遠藤　雄幸 川内村長
理　　事 船生　正一 千軒平溜池土地改良区理事長
総括監事 小抜　　勲 須賀川市土地改良区理事長
監　　事 馬場　　有 浪江町長、請戸川土地改良区理事長
監　　事 本田　一男 布藤堰土地改良区理事長

総務企画部　施設管理課　技師　笠
かさ

原
はら

綾
あや

乃
の

　この度、福島県土地改良事業団体連合会の一員として総務企画部施設管理課に配属されました笠原綾乃
です。社会人としての第一歩を連合会の一員として迎えられたこと、そして故郷である福島で働くことが
できることを大変嬉しく思います。すべてが初めての経験で分からないことが多く先輩職員方にはご迷惑
をおかけしていますが、毎日が新鮮でとても充実した日々を送れることをありがたく感じております。今の
私にできることは少ないと思いますが、自分にできることを精一杯頑張りたいと思います。また、一日でも
早く皆様のお役に立てるよう日々精進していく所存ですので、よろしくお願いいたします。

農村振興部　測量課　技師　斎
さい

藤
とう

希
き

理
り

都
と

　この度、福島県土地改良事業団体連合会の一員として、農村振興部測量課に配属されました斎藤希理都
です。社会人としての第一歩をこの土地改良連合会の一員として迎えられたことを大変光栄に思っておりま
す。また、皆様方が温かく迎えてくださり大変感謝しております。日々、業務内容を覚えることに精一杯で、
質問の嵐で周りの方々にはご迷惑をお掛けするばかりですが、一日も早く業務を覚え、会に貢献出来るよ
う一生懸命に努力をしていきますので、ご指導の程宜しくお願い致します。

農村振興部　換地課　技師　半
はん

田
だ

大
だい

樹
き

　農村振興部換地課の半田大樹です。私は、平成27年10月より本会臨時事務員として勤務させて頂き、
昨年は皆様のご指導とお力添えのお陰で土地改良換地士資格を取得いたしました。４月から職員となり、
担当地区を任され、これまで以上に責任感が増しております。新たな気持ちで心機一転、邁進して参りま
すので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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　　　福島県土地改良事業団体連合会
〒960－8502　福島市南中央三丁目36番地

お知らせ：「農家のみなさんへ」の放送内容は、水土里ネット福島のホームページに掲載しております。
　　　　　ホームページアドレス http://www.midorinet-fukushima.jp にて、ご愛読くださるようお願い致します。

農業農村整備の調査測量設計・農業集落排水事業・換地業務・確定測量・その他土地改良事業のご相談は

　

登　録　内　容 登録年月日・登録番号

ISO9001:2015/JISQ9001:2015
マネジメントシステム登録

H30.2.16付更新
登録証番号
JQA-QMA13143

建設コンサルタント H27.12.3付更新
建27第7079号
農業土木部門

計量証明事業登録 H7.7.3付登録
第環34号

測量業者登録 H27.9.7付更新
登録第（2）-032811号

浄化槽保守点検業者登録 H30.5.14付更新
福島県知事登録第1353号
H30.5.14付登録
福島市長登録第26号

農業農村整備事業
発注者支援機関認定

H28.3.31付認定
第1607号

ＮＯ 資　格　名　称 資格人数
測量業者部門 1 測量士 19

2 測量士補 21
3 GIS　1級 1

建設コンサルタント部門 4 技術士（農業部門） 6
5 技術士補（農業部門） 22
6 技術士補（環境部門） 1
7 ＲＣＣＭ（農業土木） 4
8 ＲＣＣＭ（下水道） 1

建築コンサルタント部門 9 ２級建築士 1
計量証明事業部門 10 環境計量士 1
換地部門 11 土地改良換地士 10

12 土地改良補償業務管理者 4
集落排水、維持管理部門 13 上級農業集落排水計画設計士 4

14 農業集落排水計画設計士 1
15 浄化槽技術管理者 13
16 浄化槽管理士 13

各部門関連資格 17 農業水利施設機能総合診断士 1
18 農業水利施設補修工事品質管理士 2
19 農業農村地理情報システム技士 2
20 農業土木技術管理士 １
21 土地改良専門技術者 7
22 １級土木施工管理技士 5
23 ２級土木施工管理技士 1
24 第三種電気主任技術者 1
25 ２級管工事施工管理技士 1
26 浄化槽設備士 2
27 公害防止管理者 1
28 会計指導員 4

土地連の登録内容及び有資格者数
土地連の登録内容（Ｈ30.6.1現在） 各種有資格者数（Ｈ30.6.1現在）

県内の土地改良区ホームページをご紹介いたします。
■  福島市土地改良区 http://fukutokai.web.fc2.com/
■  伊達西根堰土地改良区 http://sky.geocities.jp/datenishine/
■  安積疏水土地改良区 http://www.asakasosui.jp/
■  矢吹原土地改良区 http://yabukihara.org/
■  会津北部土地改良区 http://www.aizuhokubu.or.jp/
■  会津宮川土地改良区 http://www.aizumiyakawa.jp/
■  戸ノ口堰土地改良区 http://www.tonokutiseki-tochikairyouku.com/
■  南相馬土地改良区 http://midorinet-minamisoma.jp/
■  請戸川土地改良区 http://www.ukedogawa.jp/
■  愛谷堰土地改良区 http://www8.plala.or.jp/aiya/
■  鮫川堰土地改良区 http://www.ac.auone-net.jp/~samegawa/


