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新年のご挨拶

食料自給率の
向上を目指して

み ど り

水土里ネット千葉
（千葉県土地改良事業団体連合会）
会

長

菅谷 健一

新年あけましておめでとうございます。会員の皆様にはお健やかに新年をお迎えのことと
心からお慶び申し上げます。また昨年は、本会創立５０周年を迎え、記念行事を催しました
ところ、会員の皆様を始め関係各位にはご多忙の折ご臨席いただき、祝意を賜りましたこと
に対し、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
さて、昨年を振り返りますと、世界的には米国発サブプライム問題の余波を受け、巨大企
業が経営破綻するなど、世界経済が低迷。わが国でも株価の暴落や自動車業界の不況に象徴
されるように、著しく景気が後退した激動の１年でありました。明るいニュースとしては、
北京五輪で多くの日本人選手が活躍したこと、中でも平泳ぎの北島選手が世界新で金メダル
を、ソフトボールが米国を破りこれも金メダルを獲得しました。また、ノーベル賞では４人
の日本人が受賞したことでしょうか。
農政分野に目を転じますと、昨年末に来年度予算の一次内示が行われましたが、農業農村
整備事業では５，７７２億円、前年度比８６．４％と依然として厳しい状況であります。
国際的に食料価格が高騰し、食料需給が不透明な状況にある中で、わが国の食料自給率４
０％という低水準に約８割の国民が不安を抱いております。 わが国の食料自給率を高めてい
くためには、意欲と能力のある担い手を育成して、農地の面的集積を進め、その有効利用を
図ることが何よりも重要であります。そのためには、農地情報の共有化を推進するととも
に、農業施設の適切な整備更新を図り、農業用水の安定供給を確保することが求められると
ころです。
安心で安全な食料を安定的に消費者に供給するため、地域農業の発展と活性化のため、さ

丑

らに、美しい景観にあふれた国土の形成など多面的機能を維持するために、水土里ネットが
「水」「土」「里」という地域資源を担うリーダーとして、ご活躍されることを期待してお
ります。

終わりに、今後とも関係機関のなお一層のご指導、ご支援をお願いいたしますとともに、
会員各位の益々のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げ新年のご挨拶とします。
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水土里ネットちば

新年のご挨拶

危機を好機に
とらえる
参議院議員

佐藤 昭郎

水土里ネット千葉の皆様２００９年 新年あけましておめでとうございます。
ご家族ご一緒に穏やかな正月を、あるいは職場の皆様との仕事始めを、それぞれお迎えに
なられたものと拝察申し上げます。
さて、２００９年の我が国経済社会を巡る内外の状況は、極めて複雑多岐であり、土地改
良にとっては、危機を好機にとらえる発想の転換が必要です。
まず、昨年１０月米国発サブプライムローン問題に端を発した１００年に一度の世界規模
の金融経済危機は、特に、地方における今後の景気後退や雇用悪化問題の本格化が懸念され
ますが、公共事業費の思い切った増額による需要の創出が、重要な政策手段となります。
また、地球規模での食料・エネルギー価格の高騰、事故米、冷凍ギョウザ事件など輸入農
産物の安全性問題は、改めて、食料や水の安全保障や国内農業生産の重要性について国民の
理解を深めました。
さらに、昨年から京都議定書第一約束期間（２００８−２０１２）がスタートしました
が、地球温暖化問題への対応は、環境技術立国への「国のかたち」の変革を求めています。
WTOドーハラウンドにつきましても、１０年に及ぶマラソン交渉の大詰めを迎えることと
なりましたが、重要品目、関税割当等の事項で、我が国の主張が成立するかどうか予断を許
さぬ状況です。
ここ何年間かの世界の貿易や地球環境の状況は、国境なき自由貿易を至上とした１０年前
のドーハラウンドのスタート時点と全く様変わりしていますので、閣僚会議の延期は、農業
農村の多面的機能を重視した新しい農産物貿易ルールを主張する好機でもあります。
さて、国政における対応策ですが、政府・与党として、まず、補正予算により、燃油・肥
料高騰対策を行い、さらに、今後二次補正と２１年度予算、及び通常国会提出予定法案等に
より、米価安定対策、水田フル活用、「農地改革プラン」等の政策を打ち出し、実行してま
いります。
中長期的には、平成２０−２４年度をカバーする｢土地改良長期計画」を、また、今後1年
かけて１０年後に自給率５０％を目指す、｢新たな食料・農業・農村基本計画」を策定すべ
く、政府・与党一体となって徹底論議を行う予定であります。
一方で、昨年来、地方分権推進委員会を中心に、地方切り捨てにもつながりかねない拙速
とも思える改革案が地域、受益者の不安を増大していますのでこれへの対応をしっかり行っ
て参ります。
２００９年は、まさに内外ともに激動、激流が予測される１年でありますが、以上述べて
きたように、逆風を利用して、危機を好機に変えるチャンスでもあります。そのためには、
現場・行政・政治の連携、すなわち「情報を共有して、役割分担してことに当たる」基本を
再認識すべきであると考えます。
その一例として昨年１１月に、自民党本部において｢農村基盤整備議員連盟｣の総会が行わ
れ、全国8ブロックから出席された土地改良区代表の意見発表に続いて熱心な質疑が行われ、
①基幹的な水利施設は国が責任を持って整備すること ②地方負担軽減措置を行うこと等5項
目からなる決議を採択し、自民党3役、農水大臣、財務大臣、総務大臣へ要請活動を行いまし
た。１月召集の第１７１国会は残念ながら引き続きネジレ国会でありますが、政治主導の中
で、皆様の地域・土地改良区の声を具体的な政策に反映できるよう私も全力を尽くす所存で
す。 本年が皆様に、またご家族にとりまして、素晴らしい年でありますように。 以上

水土里ネットちば・・・
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農業農村整備１００年・千葉県土連創立５０周
農業農村整備100年・千葉県土地改良事業団体連合会創立50周年記念式典が、昨年11月5日午後4時30
分から、千葉市中央区・京成ホテルミラマーレで開催され、関係者約280名が出席のもと、土地改良功
労者を表彰するとともに、先人の功績を労い農業農村整備の新たな飛躍を誓い合った。
さらに式典終了後には祝賀会が開かれ、苦労話を語り合うなど記念行事にふさわしい盛り上がりを
見せた。
◇平成20年は節目の年
平成20年は農業農村整備にとって、耕地整理法制定110年、水利組合法制定100年の節目の年、ま
た、千葉県土地改良事業団体連合会は創立50周年を迎えた。これを記念して県土連会員はもとより、
県土連ＯＢや県ＯＢ、関東農政局、全国水土里ネット、千葉県、県議会等、広く関係者を招いて記念
行事が盛会に行われた。
◇会長式辞
八角文雄副会長の開会の辞の後、菅谷健一会長の式辞では「発足から半世
紀を振り返ってみると、決して平坦な道ばかりではなかった。今日県土連が
あるのは先人諸賢のたゆまぬ努力と、関係各位の暖かいご支援とご協力の
賜、県土連を代表して敬意と感謝を申し上げる。農業農村を取り巻く環境
は、わが国経済の発展とともに著しく変貌し、その時々の課題に応じて新た
な施策が次々と発表され、これらの実現に向けた多様な事業が展開されてき
た。今日の農業は、米の価格低迷に象徴されるように経営的に厳しい局面を
迎え、農村社会は耕作放棄地の増加、農業者の高齢化・担い手不足に悩み、
菅谷健一 会長
水利施設の多くが一斉に老朽化が進み、更新の時期が集中している。国と地
方の厳しい財政状況と公共事業の抑制の中で、いかに少ない投資で施設の機能を維持し、長寿命化を
図ることができるか、ということが大きな課題となっている。厳しい環境にあるが、農業農村は安全
な食料を消費者に安定的に供給するとともに、豊かな自然、美しい景観にあふれた国土の形成など、
地域社会に計り知れない貢献を果たしている。今日の繁栄を築き上げてきたのは、先人の方々の情熱
と努力の歴史を忘れることはできない。土地改良の歴史を回顧し、本日ここに多数のご来賓や土地改
良にかかわられた皆様にご臨席を賜り、農業農村整備100年・県土連創立50周年の節目の年を迎えるこ
とは、新たな前進の糧として誠に意義深いものがある。」と述べた。
◇土地改良功労者表彰
会長式辞の後、表彰式が行われ、全土連会長の感謝状を佐藤準専務から受賞者代表の千葉県畑地か
んがい地区連合会長中上昭喜氏に授与。また、県土連会長表彰状を菅谷健一会長から代表の夷隅中部
土地改良区理事長吉野勝己氏に授与された。

全土連会長感謝状
千葉県畑地かんがい地区連合会
〃
野田市木野崎土地改良区
山武郡中央土地改良区
茂原市新治土地改良区
袖ヶ浦市平川東部土地改良区
香北土地改良区

顧問
会長
理事長
前理事長
理事長
理事長
総務課長

加藤
和
中上 昭喜
斉藤 正一
（故）小池政信
常泉
仁
注連野昌志
古林 玄一

工区長
理事長
副理事長
理事長
支区長
事務局長
総括監事
理事長
理事長
理事長

平田
鈴木
海保
高木
石上
竒
鴇崎
立石
吉野
吉田
本忠

千葉県土連会長表彰状
市原市加茂土地改良区田代工区
利根土地改良区
千葉県根木名川土地改良区
佐原市石納野間谷原土地改良区
千葉県干潟土地改良区県営ほ場整備事業清滝Ⅱ期支区
両総土地改良区
両総土地改良区管理委員会茂原支部
夷隅中部土地改良区
南房総市千倉町川戸土地改良区
梶山堰土地改良区
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照雄
利男
正
甚一
二郎
勝善
隆
勝己
毅
瑞穂

受賞者のみなさん

（敬称略）

水土里ネットちば

年

＊＊＊

記念式典を開催＊＊＊

森英介 法務大臣

丸山和彦
関東農政局次長

水土里ネット千葉 総務部

◇来賓祝辞
来賓祝辞では、森英介法務大臣（前県土連会長）が、「わが国の食料自給
率は40％という低水準で推移している。世界人口が確実に膨張する中、自国
の食料自給率を高めることは、わが国の安全保障に深くかかわる重要な問
題、土地改良事業はコメ作りや畑作など、農業生産基盤に不可欠な農業用水
の安定供給や維持管理を行うことにより、安全な食料を安定的に供給するわ
が国の農業に大きく貢献している。土地改良関係者の皆様が、土地改良事業
の成果や重要性について、消費者にアピールしていくことは、誠に意義深い
こと。農業・農村を取り巻く環境は厳しい状況が続いているが、菅谷会長の
手腕と、役職員の絶えざる努力により何とかこの難局を乗り切って、千葉県
土連の更なる発展を期待する。」と結んだ。
続いて、丸山和彦関東農政局次長、白戸章雄千葉県副知事、浜田穂積県議
会議長、佐藤準全土連専務理事が祝辞を述べた。

白戸章雄
千葉県副知事

浜田穂積
千葉県議会議長

佐藤準
全土連専務

◇農業農村整備のあゆみ
式典も終盤に近づいたころ、豊川忠幸副会長が、水利開発と耕地整理の歴
史などについて、「総の国の水土とともに」と題したパンフレットにより説
明、「人々は棚田や谷津田を拓き、利根川や江戸川・小櫃・養老・夷隅・小
糸などの川を治め、緑豊かな豊饒の地としてきた。これは、必ずしも天賦の
ものでなく、総の国の人々が英知を尽くして農地や用水開発をおこなった賜
である。」と熱く語られた。
豊川忠幸 副会長

◇閉会
林和雄理事が出席者に対しお礼を述べ閉会の辞で1時間余の式典の幕を閉
じた。

水土里ネットちば・・・
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ー袖ケ浦農地・水・環境保全

地域一体となった
活動組織を目指して！

袖ケ浦市では、平成１９年度からスタートした「農地・水・環境保全向上対策」に
ついて、地域ぐるみでの効果の高い共同活動の推進、また活動組織が行う活動につい
て円滑に実施できるよう市内における活動組織及び市役所、ＪＡを構成員とし、事業
の効果的かつ円滑な推進に資することを目的として、平成１９年１２月に「袖ケ浦市
農地・水・環境保全向上対策協議会」を設立しました。
主な活動としては、各種会議を始め、事業制度の改正等があった場合、合同による勉
強会の実施、活動に関する情報交換を行ってまいりました。
しかしながら、各活動組織では地域を保全するための様々な取組が実施されているに
も係らず、その内容についてはあまり知られていないのが現状であり、協議会で話し
合った結果、この様々な取組みを更に周知することで、農村集落の魅力を広く一般の
方々に伝えていければとの意見で一致しました。
これを受けて、広報啓発事業の一環として、「袖ケ浦農地・水・環境保全ふれあいフ
ェスタ」を去る、平成２０年１１月２２日（土）に開催いたしました。
当日は、雲１つ無い絶好のお天気に恵まれ、１１月にしてはとても暖かい最高の日和
となりました。オープン以来、盛況の続く農畜産物直売所「ゆりの里」の人気にあや
かるべく、隣接する袖ケ浦公園第二駐車場を会場としました。
市長、県議等を初めとするご来賓の皆様方を迎え、午前１０時から開会式を執り行
いました。
美しいふるさとを受け継ぐ子供達を代表して
地元の小学校に通う長谷部智紀くんと、井上一
磨くんの二人による元気な開会宣言で幕を開け
ました。
開会式から、会場内は溢れんばかりの人山と
なり、主催者としてはひと安心といったところ

開会式の様子

でしょうか。
主な催しとして、各地域での取組みを紹介す
ることを目的として、活動組織別ブースを配置
し、各地域での特色ある活動を紹介しました。
また、各地域からは来場者に地域の農産物
や、その農産物を使った食物が振舞われるな
ど、来場者には美味しいと好評でした。
また、農村に伝わる伝統芸能を披露し紹介す
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長谷部くん、井上くんに元気に宣言してもらいました

水土里ネットちば

ふれあいフェスタを開催しましたー

袖ケ浦市農地・水・環境保全向上対策協議会

るために、袖ケ浦市指定文化財である神納神楽
ばやし保存会による、神楽の舞、本事業にも参
加している野里地区から野里太鼓保存会によ
る、お囃子の演奏が行われ、会場は神楽の舞や
太鼓の音により、お祭りムード一色になりまし
た。
市では、米消費拡大のＰＲとして、今話題と
なっている米粉を使った米粉パン及び米粉シチ

来場者は農産物を使った食べ物に
舌鼓を打っていました

ューを来場者に配布しました。
試食された方々は非常に美味しいと好評であ
り、是非、自宅で試してみたいとの声を多く聞
きました。

神納神楽ばやし保存会

米粉パン・米粉シチューには
多くの方が並びました

野里太鼓保全会

米粉シチュー

米粉パン

今回の「袖ケ浦農地・水・環境保全ふれあい
フェスタ」開催に際しましては、千葉県農地・
水・環境保全向上対策協議会のご協力を頂き、
この事業に関する制度を説明するパネル展示、
また来場者に対する意識調査を実施しました。
来場された方々はＰＲパネルを熱心に
見学していただきました。

水土里ネットちば・・・
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ー袖ケ浦農地・水・環境保全ふれあいフェスタのアンケートを実施しましたー

単純なアンケート結果ですが、その結果は非常に興味深く、アンケート総数３４０
件において、以下の結果となりました。

地域みんなで農村環境を保全する活動が
あることを知っていましたか？

このような活動にあなたも参加
してみたいと思いますか？

無回答 1%
↓

「農地・水・環境保全向上対策」は全国で
様々な保全活動が行われておりますが、
あなたはどう思いますか？

無回答 1%
↓

無回答 1%
↓

参加したくない 1%→

推進すべきでない 1%→

どちらとも言えない 6%→
知らなかった
35%

知っていた
41%

どちらとも
言えない
40%
ぜひ参加してみたい
58%

ある程度は
知っていた
23%

推進すべき
92%

まず、最初の質問では、地域みんなで農村環境を保全する活動があることを知って
いましたか？という質問ですが、おおよそ６割以上の方々がこの事業を知っていまし
た。しかしながら、まだ３割以上方が知らないという現実もあることから、今後、更
なる広報、啓発が必要であると思われます。
続いての質問は、この農地・水・環境保全向上対策に参加してみたいですかという
質問ですが、おおよそ６割の方が参加したいと回答されました。
しかしながら、その一方で４割の方がどちらとも言えないと回答しており、地域活
動への参加に迷っているという現実も垣間見えます。
最後の質問は、ずばり「農地・水・環境保全向上対策」の今後について、質問した
ものでありますが、９割とほとんどの方がこの事業を推進すべきという回答いただ
き、保全活動の必要性を感じられているようであります。
このアンケートの結果が全てとは言えませんが、地域で行われている地域保全活動
は確実に地域住民の意識の中に広がり、理解を得ているものであると思いました。
今回の「袖ケ浦農地・水・環境保全ふれあいフェスタ」の開催については、各活動
組織から実行委員を選出し、みんなで考え企画を行う手作り的なフェスタとなったこ
とで、活動組織間の結束がより一層深まる形となりました。
このフェスタの成功を契機に、今後、多くの方が活動に気軽に参加できるような組織
づくりを目指して参ります。
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水土里ネットちば

平成

21年度

千葉県農業大学校の学生及び
受講生・研修生の募集
一

般

入

試

農業のスペシャリストを目指す、千葉県立の農業大学校の学生を募集します。
●募集人員……Ｂ日程 農学科約１０名 研究科若干名
●受験資格……農学科：高等学校を卒業した者又は２１年３月卒業見込みの者
研究科：都道府県の農業大学校の農学科等を卒業した者
又は２１年３月に卒業見込みの者等
●選考期日……Ｂ日程 平成２１年３月２日（月）
●選考場所……千葉県農業大学校
●選考方法……農学科：国語、農業科学基礎・生物Ⅰ・化学Ⅰから１科目、面接
研究科：作物学・園芸学・畜産学・農業経営学から２科目、面接
●願書受付……Ｂ日程 平成２１年２月１３日（金）〜平成２１年２月２３日（月）
（土、日曜日を除く）
●合格発表……Ｂ日程 平成２１年３月１０日（火）
●申込み・問合せ
千葉県農業大学校
〒２８３-０００１ 千葉県東金市家之子１０５９
TEL ０４７５（５２）５１２１ FAX ０４７５（５４）０６３０
ホームページ：http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/

就農準備講座（前期）
土曜日を利用して基礎的な農業知識の習得と
農作業を体験する「就農準備講座（前期）」
の受講生を募集します。
●対象
将来、県内で農業に取り組もうとする方
●日程
５月１６日（土）から７月４日（土）までの
毎週土曜日（研修回数８回）
●場所
千葉県農業大学校
●受講料
無料（教科書代、傷害保険料、校外視察費等は
別途実費が必要です。）
●募集人員
１５名
●募集期間
平成２１年３月２日（月）から４月１０日（金）

就農準備講座・農業者養成研修
についての申込み・問合せ

農業者養成研修
野菜や花きの栽培に関する講義や実習を通じて、
農業技術の習得を目指す農業者養成研修生を募集
します。
●対象
将来、県内で農業に積極的に取り組もうとする方
●日程
基礎コース（３ヶ月）
研修期間
平成２１年４月１０日（金）から６月３０日（火）
専門コース（６ヶ月）
研修期間：
平成２１年４月１０日（金）から９月３０日（水）
●場所
千葉県農業大学校
●受講料
１ヶ月３,３００円（教科書代、傷害保険料、
校外視察費等は別途実費が必要です）
●募集人員
各コース１０名
●募集期間
平成２１年２月２日（月）から２月２７日（金）

千葉県農業大学校研修科（JR東金線 求名駅より徒歩３０分）
〒２８３-０００１ 千葉県東金市家之子１０５９
TEL ０４７５（５２）５１４０／FAX ０４７５（５４）０６３０
ホームページ：http://www.pref.chiba.lg.jp/noudai/

水土里ネットちば・・・
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千葉の水回廊ウォーク＆
疏水百選 印旛沼ウォークの
ご案内

第１２回

花見川−新川−印旛沼の水回廊は、
「美しい日本の歩きたくなるみち５００選」の道筋です。
印旛沼は、私たちの生活や国土を潤す「みずのみち」として先人によって築かれたもので、
日本の「疏水百選」に認定されました。この悠久の道につながる水辺、桜、花木、水田風景、
野鳥の声など心地よい自然に触れながら歩きを楽しみましょう。

（１）実施日… 平成２１年４月５日（日曜日）雨天決行
（２）歩行内容

集合場所
集合時間

（雨具、帽子、昼食、健康保険証などは各自ご持参ください。）

４０ｋｍコース

２０ｋｍコース

１０ｋｍコース

（認定距離４０ｋｍ）

（認定距離２２ｋｍ）

（認定距離１２ｋｍ）

新検見川公園（JR総武線新検見川駅
８時〔出発８時１５分〕

９時〔出発９時１５分〕

京成酒々井駅前
（ＪＲ酒々井駅徒歩９分）

北総線千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ中央駅前☆

◎受付は１３時３０分
〜１７時迄

◎受付は１２時３０分
〜１５時迄

ゴール

歩行方法

徒歩２分）

大和田排水機場
（京成大和田駅徒歩１２分
京成勝田台駅徒歩１５分）
◎受付は１１時３０分
〜１３時３０分迄

コース地図と矢印標識を見ながら各自のペースで歩く自由歩行です。
なお、１０ｋｍコースでは、周辺の農業施設等の解説を聞きながら歩く、
ガイド付き団体歩行の予定もあります。

★コースについては、地図を参照してください。
★大和田排水機場では、農産物の販売（水土里ネット印旛沼）や（独）水資源機構千葉用水総合事業所主催の
「さくら祭」が開催される予定です。
☆北総線千葉ニュータウン中央駅（２０kmコースゴール）から千葉方面へは、新鎌ヶ谷駅で乗換えて
新京成線（津田沼へ）または東武野田線（船橋へ）を利用できます。

（３）参加費・・・５００円（コース地図、完歩証、傷害保険料、飲料水、農産物など）
（４）参加申込・・当日、会場で受付します。
水土里のガイド付き団体歩行の受付も当日、会場で行います。（先着５０名様）
（５）免責範囲・・参加者は事前に健康診断等を受けて、万全の体調のもとに、参加してください。
万一事故が発生した場合、主催者は保険による適用範囲以外の責任は負えません。
（６）問合せ先・・ちば歩こう会
TEL０８０−３４２１−０２６７（担当 田口）
水土里ネット印旛沼
TEL０４３−４８４−１１５５（担当 小倉）
千葉県印旛農林振興センター基盤整備部
TEL０４３−４８３−１１３１（担当 鈴木、宮本）
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白井市

●

しんけみがわ

●

●

スタート（集合地点）
新検見川公園

●

しすい

成田線

なりた

けいせい
なりた

えのきど

●
やちまた

八街市

富里市

４０ｋｍコースゴール
京成酒々井駅

主催：ちば歩こう会
後援（予定含む）：千葉県
（独）水資源機構千葉用水総合事業所
水土里ネット印旛沼、水土里ネット千葉
ＮＰＯ美しい田園２１

東関東自動車道

総武本線

みなみ
しすい

酒々井町

●

四街道市

ものい

けいせいさくら

おおさくら

けいせい
しすい

●

●

●

けみがわ

●

千葉市花見川区

●

さくら

●

印旛放水路
（花見川）

●
しづ

佐倉市

●

●

まくはり

みもみ

●
●

一区画の大きさが
日本一（７.５ha）の水田

中央排水路

こうづのもり

そうごさんどう

●

ゆうかりがおか

京成本線

うすい

オランダ風車

印旛●水路

●

かつただい

１０ｋｍコースゴール
大和田排水機場

印旛沼
（西部調整池）

印旛村

●

おおわだ

八千代市

印西市

第１２回 千葉の水回廊ウォーク
&疏水百選印旛沼ウォーク
2009年4月5日（日）開催

印旛沼
（北部調整池）

●

やちよだい

印旛放水路
（新川）

２０ｋｍコースゴール
千葉ＮＴ中央駅
※ゴール地点検討中につき
変更の可能性有り

北総線

●
●

船橋市

しろい

●
千葉ニュータウン中央

水土里ネットちば

●

●

●

●

●
●

水土里ネットちば・・・
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長

副会長常務理事
外

本年もより一層の

会

ご指導ご支援を

副

長

賜りますよう

千葉県土地改良
事業団体連合会

平成二十一年

会

お願い申し上げます

謹賀新年

丑

菅谷健一
八角文雄
豊川忠幸
役職員一同

第 ５２ 回 通 常 総 会 を 開 催
本会の第５２回通常総会を下記のとおり開催します。
年度末で何かとお忙しいとは存じますが、
会員の皆様のご出席をお願いします。

日時

平成２１年２月２５日（水）１４時〜

場所

千葉県土地改良会館 ４階大会議室
（千葉市美浜区新港２４９番地５）
水土里ネットちば
発

282号（平成21年1月26日発行）

行

水土里ネット千葉（千葉県土地改良事業団体連合会）
〒261-0002 千葉市美浜区新港249番地5
TEL.043-241-1711（代）／FAX.043-248-2563（代）
印

刷

株式会社ニッセイアド
〒264-0026 千葉市若葉区西都賀4-18-3
TEL.043-206-7752／FAX.043-206-7753

