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　令和２年３月２１日（土）、福井県自治会館にて「福井県土地改

良事業団体連合会　第６２回通常総会」を開催しました。総会で

は全７議案を上程しました。今回は、新型コロナウィルス感染拡

大防止対策として、定款において定められている書面又は代理

人による議決権を活用することについて、会員の皆様のご理解

とご協力を頂き、少人数での開催となりました。

　毎年、総会時に表彰状等の授与をしておりました土地改良功

労者等表彰（関連記事４頁）についても今回は開催を見合わ

せ、来賓の方々のご臨席もご遠慮いただきました。

　山﨑会長は挨拶の中で、新型コロナウイルスの感染症対策と

して行う、総会の小規模開催への協力並びに日頃からの本会

運営に対する協力への感謝を述べ、国、県はもとより、会員であ

る土地改良区等とこれまで以上に連携を密にして、様々な課題

の解決に取り組んで参る所存である旨を述べられました。

　その後議事に入り、小浜東部土地改良区の西田尚夫理事長が議長に選任され、下記議案につい

ては全議案原案どおり可決いたしました。

福井県土地改良事業団体連合会　第62回通常総会

第１号議案 平成30年度事業報告・一般及び特別会計収支決算並びに財産目録について

第２号議案 令和元年度一般及び特別会計収支補正予算の専決処分に係る報告承認について

第３号議案 令和２年度事業計画並びに一般及び特別会計収支予算について

第４号議案 令和２年度経費の賦課及び徴収の方法について

第５号議案 令和２年度役員報酬について

第６号議案 借入金の限度額及び借入先について

第７号議案 余裕金の預入先及び運用方法について

　令和２年７月２７日（月）、ザ･グランユアーズフクイにて「福井県土地改良事業団体連合会　第２２１

理事会」を開催しました。下記の３議案が審議され、全議案原案通り承認可決されました。

　なお、本理事会に先立って６月２４日（水）に第１３９回監事会を土地改良会館にて開催し、決算監

査が行われ、代表監事より理事会にてご報告いただきました。

福井県土地改良事業団体連合会　第221回理事会

第１号議案 令和元年度　事業報告について

第２号議案 令和元年度　一般及び特別会計収支決算並びに財産目録について

第３号議案 令和２年度　一般会計収支補正予算について

▲挨拶をされる山﨑会長

▲議事風景
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　令和２年３月２６日（木）、都市センターホテルにて「全国土地改良事業団体連合会　第６２回通常

総会」がコロナ禍の中、規模を大幅に縮小して開催されました。総会では全１３議案が審議され、全

議案原案通り承認可決されました。

全国土地改良事業団体連合会　第62回通常総会

　「福井県多面的機能発揮推進協議会　通常総会」は５月の開催を見合わせ、下記議案は書面によ

る議決をもって、原案のとおり承認されました。

福井県多面的機能発揮推進協議会　通常総会

第１号議案 令和元年度　収支補正予算の専決処分に係る報告承認について

第２号議案 令和元年度　事業実績及び収支決算の承認について

第３号議案 令和２年度　事業計画及び収支予算(案)の承認について

第４号議案 福井県多面的機能発揮推進協議会　役員の改選について

　● 令和２年度　新役員

　役 職 名
　会　  長

　副 会 長
 
　監　  事

　　　  　　所　　　　　　　　属  　  氏　名
福井県　農林水産部　副部長   木戸　敏浩
福井市　農林水産部　部長   林　 岳   宏
福井県土地改良事業団体連合会　専務理事  野坂　雄二
敦賀市　産業経済部　部長   吉岡　昌則
福井県農業協同組合中央会　参事   秋田　  実

第１号議案 平成30年度事業追加報告について

第２号議案 平成30年度収入支出決算について

第３号議案 令和元年度事業中間報告について

第４号議案 令和元年度一般会計収入支出補正予算について

第５号議案 令和元年度平準化利子補給積立金特別会計収入支出補正予算について

第６号議案 令和２年度事業計画について

第７号議案 令和２年度経費の賦課について

第８号議案 令和２年度一般会計収入支出予算について

第９号議案 令和２年度平準化利子補給積立金特別会計収入支出予算について

第10号議案 役員の報酬について

第11号議案 一時借入金について

第12号議案 役員の補欠選任について

第13号議案 全国土地改良事業団体連合会第62回通常総会決議について

　「第12回 福井県農村整備事業推進協議会 通常総会」は例年７月の開催を見合わせ、下記議案は

書面による議決をもって、原案のとおり承認されました。

第12回　福井県農村整備事業推進協議会　通常総会

第１号議案 令和元年度　福井県農村整備事業推進協議会事業報告について

第２号議案 令和元年度　福井県農村整備事業推進協議会収支決算について

第３号議案 令和２年度　福井県農村整備事業推進協議会事業計画（案）について

第４号議案 令和２年度　福井県農村整備事業推進協議会収支予算（案）について

第５号議案 令和２年度　会費の分担（案）及び納入時期について
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　「北陸地区農地集団化促進協議会　総会」は例年の８月開催を見合わせ、下記議案は書面による

議決をもって、原案のとおり承認されました。

令和元年度　北陸地区農地集団化促進協議会　総会

第１号議案 令和元年度事業報告並びに収支決算について

第２号議案 令和２年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について

第３号議案 令和２年度会費負担基準（案）について

第４号議案 令和２年度役員の選任について

会　長          堂 故　 茂  　富山県土地改良事業団体連合会 会長
副会長          西 村　 徹 　石川県土地改良事業団体連合会 会長
理　事          山﨑　正昭 　福井県土地改良事業団体連合会 会長
　〃　          三冨　佳一 　新潟県土地改良事業団体連合会 会長
監　事          前寺　清一  　石川県土地改良事業団体連合会 専務理事
　〃　          野坂　雄二 　福井県土地改良事業団体連合会 専務理事
参　与          川島　秀樹 　富山県農林水産部農村整備課 課長

　● 令和２年度新役員

　「福井県管理運営体制強化委員会」は例年６月の開催を見合わせ、下記議案は書面による議決を

もって、原案のとおり承認されました。

福井県管理運営体制強化委員会

第１号議案 令和元年度　土地改良区体制強化事業報告及び収支決算

第２号議案 令和２年度　土地改良区体制強化事業計画及び収支予算（案）

　● 委員名簿（令和２年４月１日～令和４年３月３１日）

　委　  員
　委　  員
　委　  員
　委　  員
　委　  員
　委　  員
　委　  員

北陸農政局農村振興部土地改良管理課長  松本　公一
北陸農政局土地改良技術事務所長   坂 根　 勇
福井県農林水産部副部長（農村振興課長）  木戸　敏浩
福井県農林水産部農村振興課 農地保全活用室農地保全G主任 石田　雄彦
坂井北部土地改良区理事長   齊藤　惠治
福井県土地改良事業団体連合会専務理事  野坂　雄二
福井県土地改良事業団体連合会技監  中野　敬義

　「福井県受益農地管理強化委員会」は例年６月の開催を見合わせ、下記議案は書面による議決を

もって、原案のとおり承認されました。

福井県受益農地管理強化委員会

第１号議案 令和元年度　事業報告及び収支決算

第２号議案 令和２年度　事業計画（案）及び収支予算（案）

　● 委員名簿（令和２年４月１日～令和４年３月３１日）

　委　  員
　委　  員
　委　  員
　委　  員
　委　  員
　委　  員
　委　  員
　委　  員

北陸農政局農村振興部土地改良管理課長  松本　公一
福井地方法務局登記部門首席登記官  中野　尚幸
金井法律事務所　弁護士    金  井 　亨
福井県農林水産部副部長（農村振興課長）  木戸　敏浩
九頭竜川左岸用水土地改良区事務局長  辻岡　金一
福井県土地改良換地士部会長   竹内　義美
福井県土地改良事業団体連合会専務理事  野坂　雄二
福井県土地改良事業団体連合会技監  中野　敬義



－4－

［令和2年7月　第261号］
ふくいの土地改良

土地改良功労者表彰

全国土地改良事業団体連合会　第61回全国土地改良功労者表彰

　例年、全国土地改良事業団体連合会の通常総会と併せて「全国水土里ネット表彰式」として開催さ

れていましたが、通常総会の書面による開催に伴い、本表彰式も残念ながら中止となりました。

　今回の表彰では、福井県内からは土地改良事業に対する功績が評価された３団体、並びに２名の

方が受賞されております。

■　団 体

金　章　勝山市土地改良区
銀　章　清水土地改良区
銅　章　堀兼土地改良区

■　個 人

戸川 昭満 （前 足羽南部第二土地改良区理事長）
福田　 巌 （前 木の本原土地改良区理事長）

　例年、福井県土地改良事業団体連合会の通常総会と併せて土地改良功労者表彰並びに感謝状

の贈呈を行っておりましたが、通常総会の小規模開催に伴い、新型コロナウィルス感染拡大防止の観

点から、本表彰式は残念ながら中止と致しました。

　今回の表彰では、土地改良事業の推進にあたり、模範となる土地改良区１団体、ご尽力いただいて

いる１２名の役職員に表彰状を、また、福井県の永年勤続者２名に感謝状を贈呈しています。

福井県土地改良事業団体連合会　第62回土地改良功労者表彰・感謝状

■　団体表彰

南条土地改良区
（  理事長　今村 政治  ）

■　感謝状

松宮 孝男
（  元 嶺南振興局　技幹  ）

伊藤 隆信
（元 坂井農林総合事務所　所長）

■　個人表彰

小野田 茂一  （河合山室土地改良区理事長）
岩佐 誠一  （元 福井足羽土地改良区理事）
佐藤 岩雄 （福井棗土地改良区監事）
髙橋 幸雄 （元 春江町土地改良区副理事長）
嶋田 明良 （丸岡町土地改良区理事長）
山田 源則   高椋用水土地改良区副理事長
　　　　　九頭竜川鳴鹿土地改良区総括監事
立川 初男 （堀兼土地改良区理事）
城地 豊治 （大野東部土地改良区理事）
近藤久太夫 （元 日野川用水土地改良区理事）
竹原 幸記 （元 白山安養寺土地改良区理事長）
小辻 清孝 （福井宮崎土地改良区理事）
田邉 一馬 （若狭鳥羽土地改良区理事長）

※ 役職等は令和２年３月時点のものとなります。

　また、表彰式は執り行いませんが「令和元年度北陸ブロック永年勤続表彰者」として下記の方々が

農地集団化に対する貢献についてその功績を讃えられています。

新潟県  新潟県土地改良事業団体連合会  高橋　皆平

富山県  常西用水土地改良区   田中　博明

石川県  宝達志水町土地改良区   岡部 真理子

福井県  福井県土地改良事業団体連合会  反保　陽介
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要請活動

「福井県土地改良史平成版」編纂中

　平成２年３月、福井県土地改良事業団体連合会設立３０年の節目に「福井県土地改良史」が編纂さ

れました。この土地改良史では、稲作のはじまりから、大戦後、日本経済の高度成長とともに歩んでき

た農業農村の生産基盤、地域環境、並びに土地改良事業の変遷を見ることができます。

　その後、少子高齢化による担い手不足、平成１１年の新農業基本法（食料・農業・農村基本法）制定

と施策の変化、地球温暖化に伴う異常気象による度重なる災害、県内での大プロジェクト（国営日野

川用水農業水利事業、九頭竜川下流農業水利事業）の実施、更には昭和の時代に建設された土地

改良施設の長寿命化・更新の問題等、平成時代には平成時代に則した土地改良事業のあり方が問

われてきました。

　前回の編纂から３０年。この度、福井県、福井県土地改良事業団体連合会、土地改良専門技術者

協会、福井県元職員（県耕会）の協力の下、令和２年１月２１日に土地改良史平成版編纂委員会を発

足し「福井県土地改良史平成版」の編纂に取り掛かりました。平成時代の社会・経済の変遷、国・県の

施策、土地改良事業の計画、事業の概要等を記載し、後世の参考資料として活用できる物とする予

定です。

　現在、令和２年度中に原稿を仕上げ３年度に発行の予定です。発行が近づきましたら改めてお知ら

せいたします。

　北陸四県土地改良事業団体連合会協議会では例年５月に中央要請を行っておりましたが、感染リ

スクを最小限にとどめるとの観点から、今回は幹事県である石川県土地改良事業団体連合会事務局

が四県を代表して財務省幹部、農林水産省幹部並びに農村振興局担当部署、自由民主党幹部、進

藤金日子参議院議員、宮崎雅夫参議院議員に対して中央要請を実施しました。

　当会は、本県選出国会議員の福井県内事務所に対して要請書を持参し、県内の現状と要請趣旨

を説明し理解と協力をお願いしてまいりました。

　要請書の概要は以下のとおりです。

北陸四県土地改良事業団体連合会協議会　令和２年度中央要請

１　
　　
　
２　
　　
　
３　
　
４

農業競争力の強化を図るため、担い手への農地集積・集約化や農業の高付加価値化を推進する農地の大区画
化・汎用化等の整備をより一層推進すること。また、事業実施に当たっては、水土里ネットが有する技術、知識など
を十分発揮できるよう配慮すること。
「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」と同様の国土強靭化対策を継続すること。併せて、「防災重
点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」の施行に際しては、地域からも幅広く意見を聴
取した上で制度設計をして頂き、令和３年度の新たな事業制度や拡充を行うこと。
改正土地改良法の適切な運用を図るため、その啓発普及に努めるとともに、土地改良区や組合員の声に耳を傾
け、複式簿記の導入など土地改良区の運営基盤の強化に対する支援を強化すること。
新型コロナウィルス感染拡大による世界的な状勢に鑑み、日本の自給率を高めることが必須であり、まずは営農
を支える土地改良事業の継続地区及び新規地区を着実に進捗するため、令和３年度当初予算において、現場の
ニーズに十分応えられる規模の予算を確保すること。
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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



令和2年7月20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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（単位：％）

(TEL) 0776-23-7776　　jigyo3f@midorinet-fukui.jp｝
(TEL) 0776-23-7775　　jigyo4f@midorinet-fukui.jp｝

　令和2年10月14日に開催を予定しておりました 「 第43回全国土地
改良大会（群馬大会） 」 は、新型コロナウイルス感染症の流行によ
り、開催を1年延期して、令和3年10月6日に開催を予定することとな
りました。


