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　平成３１年３月２２日（金）、福井県自治会館にて「福井県土地

改良事業団体連合会　第６１回通常総会」を開催しました。総会

では全１０議案を上程し、全議案原案通り承認可決されました。

また、任期満了に伴う役員改選があり、理事１７名、監事３名が

選任されました。新役員は以下のとおりです。

福井県土地改良事業団体連合会　第61回通常総会

会　長 　　山﨑 正昭    参議院議員
副会長 　　廣畑 佐一    学識経験者
専務理事　  野坂 雄二    学識経験者
理　事　　  木村 市助    芝原用水土地改良区理事長
　〃　 　　吉川 　强    足羽川堰堤土地改良区連合理事長
　〃　 　　河合 永充    永平寺町長
　〃　 　　山本 文雄    十郷用水土地改良区理事長
　〃　 　　木村 　强    坂井土地改良区理事長
　〃　 　　西川 文人    大野市土地改良区理事長
　〃　 　　山岸 正裕    勝山市長

理　事 　　美濃 美雄    日野川用水土地改良区理事長
　〃　 　　牧野 百男    　江市長
　〃　 　　杉本 博文    池田町長
　〃　 　　松崎 晃治    小浜市長
　〃　 　　森下 　裕    若狭町長
　〃　 　　川合 久利子   学識経験者
　〃　 　　竹内 成子    学識経験者
代表監事　  齊藤 惠治    坂井北部土地改良区理事長
監　事 　　内藤 俊三    越前町長
　〃　 　　中村 春彦    美浜中部土地改良区理事長

　平成３１年３月２６日（火）、都市センターホテル（東京都）にて

「全国土地改良事業団体連合会　第６１回通常総会」が開催さ

れました。総会では全１４議案が審議され、全議案原案通り承

認可決されました。今回は、任期満了に伴う役員改選があり、理

事１４名、監事３名が選任されました。新役員は以下のとおりで

す。

全国土地改良事業団体連合会　第61回通常総会

会　長 　　二階 俊博 　 和歌山県土連会長
副会長 　　髙貝 久遠 　 秋田県土連会長
　〃　 　　義経 賢二 　 大分県土連会長
専務理事　  小林 祐一
常務理事　  加藤 秀樹
理　事 　　尾田 則幸 　 北海道土連会長
　〃　 　　大久保 壽夫    栃木県土連会長
　〃　 　　藤原 忠彦 　 長野県土連会長
　〃　 　　三富 佳一 　 新潟県土連会長

理　事 　　中野 治美 　 愛知県土連会長
　〃　 　　石井 正弘 　 岡山県土連会長
　〃　 　　北村 経夫 　 山口県土連会長
　〃　 　　永吉 弘行 　 鹿児島県土連会長
　〃　 　　武山 絵美 　 愛媛大学大学院農学研究科教授
代表監事　  車田 次夫 　 福島県土連会長
監　事 　　三ツ林 裕己    埼玉県土連会長
　〃　 　　川真田 哲哉    徳島県土連会長

◀挨拶をされる山﨑会長

◀挨拶をされる西村副会長
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　平成３１年３月８日（金）、福井県土地改良会館「５階大会議室」にて、

「福井県水土総合強化センター 土地改良換地士部会」を開催しました。

役員改選があり、部会長、副部会長、幹事が以下のとおり選任されまし

た。この部会では法令の研究、情報交換、技術の向上を図っています。

福井県水土総合強化センター  土地改良換地士部会

部会長 　　竹内 義美 　 福井県土地改良事業団体連合会
副部会長  　中西 佳代子   福井県土地改良事業団体連合会
幹　事 　　室田 法夫 　 丸一調査設計株式会社
　〃　 　　清水 章文 　   福井県土地改良事業団体連合会

　令和元年５月７日(火)１４時から、福井県自治会館「２０１研修室」にて、

「福井県多面的機能発揮推進協議会　通常総会」を開催しました。役員

改選があり、会長、副会長、監事２名が選任されました。

福井県多面的機能発揮推進協議会　通常総会

会　長 　　木戸 敏浩 　 福井県 農林水産部 副部長
副会長　  　林　岳宏         福井市 農林水産部 部長
　〃　 　　野坂 雄二        福井県土地改良事業団体連合会 専務理事
監　事 　　清水 久伸 　 敦賀市 建設部 部長
　〃　 　　田黒 吉之 　   福井県農業協同組合中央会 参事

　令和元年７月５日(金)１５時から、福井県自治会館「２０２・２０３研修室」

にて、「福井県小水力発電推進協議会　通常総会」を開催しました。議案

として、平成３０年度事業報告及び収支決算の承認について、本協議会

の解散について上程し、全会員の承認を頂きました。

福井県小水力発電推進協議会　通常総会

　令和元年６月２７日(木)１４時から「あわらおんせん越路」にて、「平成３０

年度　北陸地区農地集団化促進協議会通常総会」を開催しました。永年

勤続者表彰式の後、総会の議事に入り、役員改選も含め全議案原案通り

承認可決されました。引き続き事例発表等による研究会で担当者同士意

見交換を行い、翌２８日(金)には現地研修を実施しました。

平成30年度　北陸地区農地集団化促進協議会通常総会及び研究会

会　長          三富 佳一         新潟県土地改良事業団体連合会 会長
副会長          堂故　茂          富山県土地改良事業団体連合会 会長
理　事          西村　徹          石川県土地改良事業団体連合会 会長
　〃　          山﨑 正昭         福井県土地改良事業団体連合会 会長
監　事          永森 雅之         富山県土地改良事業団体連合会 専務理事
　〃　          前寺 清一         石川県土地改良事業団体連合会 専務理事
参　与          佐藤　 孝         新潟県農地部農地整備課 課長

▲【表彰式風景】
　勝山市土地改良区の黒田清貴子 様（左）
　と、野坂専務理事(右)



－3－

［令和元年7月　第259号］
ふくいの土地改良

　令和元年５月２２日(水)、富山県土地改良事業団体連合会が当

番県となり、各県事務局と専務理事等が出席し、北陸四県土地改

良事業団体連合会協議会の中央要請活動が実施されました。今

回の要請では、髙鳥修一農林水産副大臣をはじめ農林水産省幹

部、並びに自由民主党二階俊博幹事長、各県選出国会議員に対

して、令和元年度の予算確保の御礼と、引き続きの予算確保をお

願いしました。

北陸四県土地改良事業団体連合会協議会　中央要請活動

　令和元年６月５日(水）午後１時半から、砂防会館別館「シェーン

バッハサボー」にて「農業農村整備の集い」が開催されました。全

国から約９００人の土地改良関係者が参集し、１１６名の国会議員

が参列した中、政府に対する農業農村整備関係予算の増額の要

求を決議しました。集いの後、財務省並びに農林水産省に決議さ

れた要請書を携えて要請を行いました。

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～

　令和元年６月５日(水）、福井県内農林総合事務所ごとの五つの

推進協議会より土地改良区理事長、事務局として福井県農村振

興課、更に当会が出席し、農林水産省幹部、福井県選出国会議

員、進藤金日子参議院議員に対して、令和２年度の農業農村整

備予算の確保、並びに農業水利施設等の維持管理体制強化へ

の支援についてお願いしました。

福井県五推進協議会合同要請

　令和元年７月５日(金)１３時半から、福井県自治会館「２０２・２０３研修

室」にて、「第１１回　福井県農村整備事業推進協議会　通常総会」を開

催しました。総会終了後、令和元年度の農業農村整備事業関係予算に

ついて、福井県農村振興課より説明を頂きました。

第11回　福井県農村整備事業推進協議会　通常総会

要請活動報告
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おめでとうございます！！

　令和元年５月２１日付けで発表されました令和元年春の叙勲では、全国で４，２２５名の方々が、福

井県内からは３５名の方々が受章されました。土地改良関係では、小浜宮川土地改良区の前理事長

である前野満雄様が旭日単光章授章の栄誉に輝いております。

旭日単光章　前野 満雄　様

　平成２年に小浜宮川土地改良区理事に、その後、平成20年に同改良区理事長に
就任され26年間もの長きにわたり、土地改良区の合併、農地の大区画化、パイプライ
ン化等の土地改良事業の発展に貢献されてきました。
　また、営農組織の発足にも積極的に協力され、平成27年の嶺南初のメガファーム
「若狭の恵」設立に取り組まれました。

春の叙勲

　平成３１年３月２２日（金）、福井県自治会館にて「第６１回土地改良功労者表彰式」を開催しました。

土地改良事業の推進にあたり、模範となる土地改良区を団体として、ご尽力いただいている役職員を

個人として表彰しています。また、連合会と県の永年勤続者に感謝状を贈呈します。

福井県土地改良事業団体連合会　第61回土地改良功労者表彰・感謝状

団体表彰
岡保土地改良区
 （理事長　渡邉 幸雄）

感謝状
戸嶋 秀樹
 （元 福井県農村振興課長）

個人表彰
荒井治志（元 麻生津土地改良区 理事）
永田長憲（岡保土地改良区 代表監事）
牧野浩孝（坂井土地改良区 理事）
笹原德行（元 井場土地改良区 理事長）
門前重夫（堀兼土地改良区 理事）
佐々木敏幸（鯖江河端土地改良区 理事長）

三上一夫（清水土地改良区 排水機場管理人）
清水辰男（坂井北部土地改良区 総務課長）
今藤義浩（坂井北部土地改良区 管理課長）
大崎恭範（坂井市土地改良合同事務所 主任）

全国水土里ネット表彰式

　平成３１年３月２６日（火）、シェーンバッハ・サボーにて全国水土里ネット表彰式が開催されました。

福井県内からは各表彰において、その功績が評価された４団体が受賞されております。

■　第60回全国土地改良功労者等表彰　■

■　農業農村整備優良地区コンクール表彰　■　＜農業振興部門＞

金　章　真名川土地改良区連合
銀　章　福井朝日土地改良区
銅　章　高間川土地改良区

農村振興局長表彰　川西中部地区
   （九頭竜川左岸用水土地改良区）

塩害による慢性的な水不足を基盤整備と国営事業による水源転換によって解
消。良質な農業用水と大区画化の推進により米の収量、品質ともに向上。更に、
水田の汎用化も進み、農地の52％を集積したメガファーム誕生に至った。県内
の大規模経営の先駆けである。室本振興局長(左)と長谷川理事長(右)
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お 知 ら せ

土地改良区等に対する相談窓口の設置

　土地所有者の所在不明や、財産相続人の不明など、圃場整備事業内における「財産管理」に関す

る問題や、近年増加傾向を辿る「賦課金の滞納処分」などに関する相談窓口を本会に設置します。

土地改良法相談

お問合せ先  事業部土地改良課  0776-23-7775

お問合せ先  事業部土地改良課  0776-23-7775

　土地改良法の改正により、令和４年度までに貸借対照表の作成・公表が義務づけられたことを受け、

専門家である税理士および会計指導員による会計業務等に関する相談窓口を本会に設置します。

会計相談

お問合せ先  総務部総務課   0776-23-7777

　農林水産省では、維持管理計画の変更手続の合理化を図る観点から、平成３１年４月１日以降、土

地改良区の組合員の同意省略の範囲の見直しを行いました。

　これにより、土地改良区の維持管理計画の変更手続については、施行地域を変更する場合を除

き、組合員の同意手続を省略できることとなりました。総会又は総代会の議決により、都道府県知事の

認可を受けることができます。

維持管理計画の変更手続の見直しについて

　非補助農業基盤整備資金は、土地改良区等が国の補助なしで、かんがい排水や維持管理などの

事業を実施して農業生産基盤整備・保全の推進を図る場合、日本政策金融公庫が農家負担の軽減

を目的に低利で融資する資金です。

　詳細については、日本政策金融公庫福井支店にお問い合わせください。

　最新の利率や、融資対象事業、借入手続など詳細については、下記にお問い合わせください。

非補助農業基盤整備資金について

①利　　　率  返済開始から終了まで、利率が変わらない固定金利。適用金利はご確認ください。   
②償 還 期 間   25年以内（うち据置期間10年以内）
③融資限度額  ＜最高限度額＞当該年度に借入者が負担する額が最高限度。（農集排事業は一部例外）
    ＜最低限度額＞融資1件につき50万円。（災害復旧事業は、1件につき10万円）
④借　入　者  土地改良区、土地改良区連合（事業主体）、農業協同組合、農業協同組合連合会　等

融
資
の
条
件

お問合せ先  日本政策金融公庫福井支店　農林水産事業  0776-33-2385
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フォトコンテストフォトコンテスト

第１回

■ 応募について ■
　・日本国在住の方なら、年齢、プロ、アマ問わず、

　　どなたでもご応募いただけます。

　・一人何点でもご応募いただけます。

　・撮影の際には必ず撮影マナーを守ってください！！

■ 表　　彰 ■
　・最優秀賞  　 １点（賞状と副賞）

　・優秀賞　   ３点以内（賞状と副賞）　　　その他に入選、佳作の選出が

　・優秀賞（投票の部） １点（賞状と副賞）  　あります。

■ 対象とする作品 ■
　・福井県内（県外での撮影は失格）で応募者本人が撮影した未発表のものに限ります。

　・カラー・モノクロを問いません。

　・合成や不自然な加工、処理を施したものは応募対象外です。

■ 審査および発表 ■
　・令和２年９月頃に審査委員会で選考し、その後、入賞者に直接通知します。

　　このほか、福井県農村振興課のHP（http://www.pref.fukui.jp/doc/nouson/）および、

　　福井県土地改良事業団体連合会のHP（http://www.midorinetｰfukui.jp/）でも発表します。

■ 応募方法など ■
　・応募方法等の詳細については、下記のお問合せ先　福井県　農村振興課（「ふくいの農ある風景

　　フォトコンテスト」事務局）のホームページや、最寄りのプリントショップに設置したチラシで

　　ご確認願います。

応 募 締 切 ２０２０年１月３１日(金)まで２０２０年１月３１日(金)まで

お問合せ先

福井県　農村振興課　内
「ふくいの農ある風景フォトコンテスト」事務局

　　ＨＰ：http://www.pref.fukui.jp/doc/nouson/
　　住所：〒910-8580　福井県福井市大手3丁目17番1号
　　　　　　　　　　　 福井県庁８階
　　電話：0776-20-0453　（月～金　10：00～16：00）

審査委員長

風景写真家

佐藤 尚 氏



令和元年7月19日付けの日本政策金融公庫 農林水産事業の農業基盤整備資金貸付利率についてお知らせします。
問い合わせ先：(株)日本政策金融公庫福井支店  TEL:0776-33-2385   HP: http://www.jfc.go.jp/a/

〒910-0014 福井県福井市幾久町８番17号 (FAX) 0776-24-1400   http://www.midorinet-fukui.jp

 総務課、企画開発課  (TEL) 0776-23-7777　　soumu@midorinet-fukui.jp
 土地改良課   
 システム管理課   
 計画設計課　　　　　　　　　　  
 環境計画課
  （農村環境分析センター）   (TEL) 0776-23-8560  
 嶺南事務所　 〒919-1556 福井県三方上中郡若狭町玉置11-58  (TEL/FAX) 0770-57-2727

発行所　福井県土地改良事業団体連合会　　編集兼発行責任者　野坂雄二

水土里ネットふくい（福井県土地改良事業団体連合会）の連絡先

農業基盤整備資金利率のお知らせ
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(TEL) 0776-23-7776　　jigyo3f@midorinet-fukui.jp｝
(TEL) 0776-23-7775　　jigyo4f@midorinet-fukui.jp｝


