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ちばアクアラインマラソンが開催されました
平成24年10月21日（日）に木更津市、袖ケ浦市にて「ちばアクアラインマラソン」が開
催され、参加してきました。
日本初の 海の上を走れる マラソンということで、1万4千人ものランナーとともに素晴ら
しい景色を堪能しながら、マラソンを楽しみました。また、給水所には地域の特産であるブ
ルーベリーや野菜ジュースなどが用意されており、舌でも楽しめる大会となっていました。
これだけの大規模な大会が成功したのは、スタッフ、地域住民、ボランティア、沿道で応
援してくれた皆さんがいたからこそだと思います。
ほかにはない 海の上を走れる マラソンを地域が一体となって、ぜひ今後も開催していっ
て欲しいと思います。
海匝農業事務所

衛藤

大輔

水土里ネットちば

水土里ネット千葉
（千葉県土地改良事業団体連合会）
会 長

林

和雄

謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
旧年中は、本会の業務運営に会員の皆様をはじめ、関係各位のご理解とご協力を賜りまして
厚く御礼申し上げます。
昨年は、金環日食の観測や東京スカイツリーの開業、
日本勢が過去最高のメダル数を獲得し
たロンドンオリンピック、山中伸弥教授のノーベル生理学・医学賞受賞など、多くの金字塔が打ち
建てられた年でした。世相を表す漢字に「金」が選ばれたことも納得できるような気がします。

新
年
の
ご
挨
拶

一方で、国政に目を転じますと、年の瀬に行われた衆議院選挙で、再び政権が自民党に移り
ました。外交問題、エネルギー政策、景気と雇用対策等、様々な課題が山積していますが、少し
でも国民生活にゆとりと潤いが戻るよう新政権に期待するものです。
さて、東日本大震災で被害を受けた農地・農業用施設の災害復旧も２年目を迎え、復旧工事
が鋭意行われております。
お陰様で千葉県は本年度末に８０％の復旧を終える見込みであり、関
係者の皆様に改めて感謝の意を表する次第です。
最近の農業農村を巡る情勢は、担い手問題、耕作放棄地の増加、農産物価格の低迷による
農家経営の圧迫など、多くの課題を抱えています。
歴史を翻してみれば、農業は私たちの命を支える食料を安定的に供給してきました。
その基
盤である農地や農業水利施設は先人たちの知恵と苦労で整備され、現在まで継承されてきまし
た。言わば命の源でもあり、私たちはこれらを将来に続く子孫に確実に引き継いでいかなければ
なりません。老朽化した農業施設の更新、維持保全が喫緊の課題となっておりますが、東日本大
震災で多くの農業水利施設が損壊した事態を踏まえ、今後は災害に耐えうる施設整備が併せ
て求められていくことになります。
今、農業者の平均年齢は６６歳と言われ、
このような産業が持続可能とは思わない、農業者な
くして土地改良は必要ない、
という意見も聞きますが、農業の衰退は国家の危機であり、世界人
口が膨張する中で、
自国の食料自給率を上げることは重要な課題です。
国では、
「人・農地プラン」を通した地域農業の再生へと大きく舵をきりました。
農業の体質強化を図るためには、行政と連携しつつ、水田の大区画化・汎用化を推進し、農
地集積や地域を担う若い農業経営者を育成することが重要です。
いずれにしましても、
これから
は、今までにも増して農村地域の持つ魅力や、農業農村整備事業の必要性を、
より広く国民に
発信して理解を得ることが重要になってくると思います。
本年も会員の皆様と手を携え、力を結集して農業の再生強化に最大限の努力をしてまいりま
すので、
引き続きましてのご支援とご協力をお願い申し上げます。
むすびに、会員各位の益々のご健勝、
ご多幸をお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

水土里ネットちば・・・
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土地改良事業功労者の紹介
第35回全国土地改良大会（沖縄大会）において、永年、土地改良事業に貢献した方々が表彰さ
れ、千葉県からは天羽土地改良区の渡邊理事長が全国土地改良事業団体連合会長賞を受賞され
ましたので、
ここに紹介させていただきます。
ご功労に対し改めて感謝の意を表しますとともに、今後とも
ますますご健勝でご活躍されますことをお祈り申し上げます。

渡邊

秀夫

（主要経歴） 現
現
現

氏

天羽土地改良区 理事長
君津地域土地改良協会 会長
千葉県土地改良事業団体連合会

理事

平成2年4月、天羽土地改良区総代に就任、平成6年5月には理事に就任、以来温厚誠実にして
責任感が強く、広く関係者の信望を得て平成18年5月より理事長に互選され現在に至ります。
この間、県営ほ場整備事業峰上地区の換地委員を任せられ、その公平・誠実さを買われ工区長
代行も務められました。
理事長に就任後は、土地改良施設の維持管理の重要性を唱え、基幹水利施設についてはストッ
クマネジメント事業を、また、末端施設については農地・水・環境保全向上対策を積極的に取り入
れ、施設の維持管理に努めており、その功績は誠に顕著であります。

第３５回全国土地改良大会
（沖縄大会）に参加して
大会テーマ
み

ど

り

しゅ れい

くに ちゅ

わ

水土里豊かな守禮の邦美らさん真心

おーきな和

君津農業事務所次長

髙橋

逑雄

昨年１１月２０日〜２２日にかけて沖縄大会に参加しました。
沖縄県の歴史は１５世紀に沖縄本島を中心とする統一王朝が形成され独立国家である琉球王
国が誕生しました。周辺諸国
（中国、日本）
との交易によりその後繁栄を築きますが、
１６０９年薩摩
藩の武力侵攻によりその支配下におかれ、江戸時代の日本や中国の文化を吸収し４５０年余り独
立した琉球文化が継承されました。
１８７９年、明治維新の余波をうけた王国は幕を閉じ、沖縄県と
なりましたが日本の制度や改革になじまず政策が立ち後れ、県民の生活が悪化し、特に大正末期
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から昭和初期に
「ソテツ地獄」
と呼ばれる飢饉により沖縄経済が大打撃を受けました。そのため、
出稼ぎや移民に約７万人の県民が本土や海外に出られたとのことです。また、第二次世界大戦で
は本土決戦の防波堤として激戦が繰り広げられ、今でも悲惨な爪痕が残されており、語り部が丁
寧に後世に伝えております。戦後はアメリカの統治下におかれ、今年は沖縄県が本土に復帰して
４０年となる節目の年で、沖縄県民の思いは平和の尊さを訴えております。
沖縄本島は南北に約１００ｋｍで一番狭い箇所が幅４ｋｍ、面積は離島等を合わせ２，
２７５ｋ㎡で
東京都とほぼ同じ面積です。本島は珊瑚岩礁特有の地下は石灰岩が殆どで、農地の耕作土は年
月を経て造られ、亜熱帯性の果物、野菜が中心ですが、水持ちが
悪い土地柄で干ばつに、台風に悩まされています。
大会初日の２０日には、本島南部の糸満市、八重瀬町を受益地
（1,352ha・畑）
とする国営かんがい排水事業沖縄本島南部地区
の慶座(ぎーざ)地下ダムを見学
しました。沖 縄 地 方では、飲 料
水、農業用水の確保が必須であ

国営かんがい排水事業
沖縄本島南部地区
地下ダム2箇所、用水路42.2km、
ファームポンド3箇所、
総事業費373億円、面積1,352ha

ることから、昭和６２年には宮古島で世界初の本格的地下ダムが
建設されました。これは、海岸線に沿う形で地中にコンクリート
ぎーざ

慶座地下ダムの吐水口
堤高
（地下）
53.02m、堤長970m
有効貯水量21万トン

製の壁（柱）
を打ち込み、透水性の石灰岩の地下に水を溜め込
み、揚水機により畑にかんがいするもので、本土では馴染みの
ないものです。これにより、水が安定的に供給され、サトウキビ、

芋、ハウス栽培
（菊、
ピーマン等）
が主力となって、農家の経営が大変良くなっています。
２１日には那覇市内の奥武山総合運動場武道館アリーナ棟にて全国４６道府県より２，
８００余名
が参加し、全国土地改良大会
（沖縄大会）
が開催されました。
開会宣言は、沖縄県土地改良事業団体連合会の仲間副会長より発せられ、開催県の沖縄県土
地改良事業団体連合会の古謝会長、主催者の全国土地改良事業団体連合会の野中会長のご挨
拶があり、
また、来賓として農林水産副大臣からご挨拶がありました。
開催県を代表して沖縄県の仲井眞知事からは、
「沖縄はヤンバルクイナ等の希少動物がいるこ
と、亜熱帯特有の果物が豊富であり、海も大変綺麗で自然の宝庫です。本土復帰の節目４０年を
記念すべきときに、全国土地改良大会が開催されますことを心よ
り感謝申し上げ、沖縄を十二分に堪能して下さい。」
と歓迎のご挨
拶がありました。
その後、全国の永年にわたり土地改良事業に貢献された方々
が表彰され、千葉県からは天羽土地改良区の渡邊理事長が全国
土地改良事業団体連合会長表彰を受けられました。

水土里ネットちば・・・
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引き続き
「新たな長期計画について」農林水産省農村振興局林田次長の基調講演を聴講
したのち、
「 東日本大震災被災地域の復興状況について」宮城県陸前高田市、宮城県気仙沼
市、福島県南相馬市のそれぞれの土地改良区理事長より
「並々ならぬ時間と労力・精神力を
要し、全国から応援、支援を受け感謝申し上げると共に、農業の復興を目指して皆様の期待
に応えるよう頑張るので、今後とも暖かいご支援、ご協力をお願いします。」
との基調報告が
ありました。
式典も終りに近づき、大会宣言では沖縄県農業青年クラブ連絡協議会の２名により
「日本最
南端の沖縄県へ めんそーれ 」
の言葉から沖縄の歴史、沖縄特有の気象、地形、農業の営み、
最近では米軍基地返還用地を農地に再生する整備を積極的に取り組んでいること。沖縄県に
おいても農業農村は過疎化、高齢化、担い手不足等の大きな課題に直面し、農業生産基盤整
備は農業振興の下支えとなっており、全国の農業と農村が直面している共通課題であること。
本土復帰４０年を迎える今、若者たちは未来を見据えた豊かな沖縄にして行きたい。と高らか
に宣言されました。
２２日は事業視察です。沖縄中部読谷村(よみたんそん)で
は飛行場跡地２３０haの国有地
（米軍が使用）
が平成１８年度
に返還され、跡地利用として読谷村役場や総合運動場、農地
造成等の計画が策定され、元々飛行場であったため不発弾
処理（平成２４年度地下３ｍより250kg爆弾摘出）が大変な
作業で、今回研修の県営畑地帯総合整備事業読谷中部地区
の畑地造成も並大抵ではないことが解りました。
また、畑にするには地下

県営かんがい排水事業
読谷中部地区
受益面積110.0ha、パイプライン14.3km
総事業費150億円
平成21年度〜26年度
国80%、県11%、地元9%

の 石 灰 岩 を１ｍ 程 掘り返
し、耕作土を埋め戻すという繰り返しで１０アール当たり１千
８百万円程の費用がかかっており、国75%、県14.5%、地元
10.5%と沖縄県全般に高額補助を受けていることが解りま
した。
県営畑地帯総合整備事業読谷中部地区
受益面積81.3ha、
５法人
総事業費147億円
平成20年度〜28年度
国75%、県14.5%、地元10.5%

今回の大会に参加し、農業を守るためには農業農村整備
事業の役割がいかに重要で、且つ推進する上で農林水産省
を始め、各県の関係機関と全国の土地改良区が横の連携を
保つことが大切であると再認識いたしました。

県営不発弾処理事業読谷中部地区
受益面積103.8ha
総事業費1.5億円
平成22年度〜26年度
国100%
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最後に、本大会の企画・運営をしていただいた沖縄県土地
改良団体連合会はじめ関係者の皆様には、大変お世話にな
りました。誌面をお借りして感謝を申し上げます。

水土里ネットちば

農業用水利施設の自主管理体制の取組について
千葉県耕地課管理調整室

池田

泰浩

（１） 農業水利施設の現状
本県の農業水利施設は、揚水施設などポンプ等の機械・電気設備の占める割合が高く、これらの施
設は耐用年数が短いという特徴を有しています。また、施設の多くが、昭和３０年代から５０年代に整
備され、基幹的水利施設の半分以上、末端施設の大部分が耐用年数を超え、老朽化が著しいのが現
状で、その老朽化は今後、急速に進むことが懸念されています。
これらの施設については、施設管理者が点検や維持補修を行いながら、機能維持を図ってきました
が、近年では機械や電気設備などに突発的な故障が発生しています。
（2） 農業水利施設の保全管理
農業水利施設の保全管理による長寿命化対策としては、①適切な日常管理、②定期的な整備・補
修、③施設の機能診断、④施設の長寿命化を図るための対策が重要であります。
「ストックマネジメントの実施サイクル」
①日常管理

点検情報

・巡回点検
・異常、変状の把握
・軽微な補修

④対策工事
補修
補強
更新

補修等情報

連携

⑤データの蓄積

機能診断調査 ②
施設の立地条件や
重要度に応じ、
・現地調査
・近接目視を中心
とした現地調査

診断情報

機能診断評価
支援

・劣化要因の推定
・健全度の判定

③計画の作成

本県では、県内の農業水利施設の適切な維持管理の推進を図るため、平成２１年度に千葉県耕地
課、千葉県土地改良事業団体連合会及び各農業事務所から構成される千葉県土地改良施設維持管
理協議会
（以下
「協議会」
という。）
を設立しました。
この協議会では、適切な維持管理の推進を図る目的で、①維持管理の情報の交換、②維持管理の
合理化に資する新技術の紹介、③維持管理に係る事業制度の紹介、調整、④緊急時の対応に係る事
業主体間の調整、などを行います。
（3） 日常管理の重要性
農業水利施設は、適切な維持管理が行われない場合と、行った場合とでは、施設の寿命が大きく異
なります。特に、日常管理を怠ると、小さな異変に気づかないままに施設を稼働させ、結果的に故障や
重大な事故につながり、思わぬ補修経費の支出を強いられかねません。

水土里ネットちば・・・
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協議会では、ストックマネジメントの考え方に基づく各種事業制度は、あくまで日常管理を適切に行
った上で農業水利施設の老朽化に対処するものであることから、施設管理者による主体的な管理
（点
検・補修等）
の推進を図るとともに、県内施設の管理状況を統一的に把握し、適切な技術指導等を実
施するため、平成２３年３月、
「 農業水利施設管理マニュアル」
（以下
「管理マニュアル」
という。）
を制定
しました。
（4） 点検・一次診断について
管理マニュアルでは、施設管理者が管理している施設の劣化、老朽化等の状況を把握し、整備・補
修実施の判断材料とすることを目的として、施設管理者が自ら行う
「点検・一次診断」
を実施すること
としております。
「点検・一次診断」
は視覚・聴覚等の五感調査や、機能操作、施設の運転作動状況等に基づき、調査
票により点検・診断を実施し、判定・評価基準により
「施設評価」
を行い、施設補修等の必要性につい
て、施設管理者が判定を行うものです。
特に、用水施設が稼働する毎年３月〜４月を
「農業水利施設管理強化月間」
と定め、一斉点検を推進
しています。平成24年3月は管理マニュアル制定後初めて受益面積200ha以上の土地改良区
（５５）
を対象に、管理施設について
「点検・一次診断」
の実施を依頼し、その結果、
２０６施設 注)1で実施されま
した。

注)1

施設内容 頭首工 21、揚水ポンプ 69、排水ポンプ 9、水中ポンプ 30、除塵機 10、水門
（ゲート）45、
その他 22の計２０６施設。

今回の
「点検・一次診断」
の実施を受け管理マニュアル及び調査票の改善等の参考資料とするため
アンケート調査を実施しました。
このなかで調査票については、概ね半分以上が
「利用しやすかった」
との回答がありましたが、反対
に
「利用しにくかった」
と回答された理由としては、
「記入方法、判断基準が解りにくい」
であり、改善等
が必要な項目についても同様な回答でした。
調査票は点検・診断が簡単に行えるよう、今後とも意見、要望等を参考に見直しなどを行い、利用
しやすい管理マニュアルにしていこうと考えております。
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（5） 計画的な整備・補修
定期的な整備補修を行う事業としては、土地改良施設維持管理適正化事業
（以下
「適正化事業」
と
いう。）
があります。
土地改良施設の整備補修は、施設管理者自ら行うものでありますが、適正化事業は、施設の老朽
化が顕著になるなかで、施設の機能の保持と耐用年数の確保など、維持管理の範疇として行う
「数年
に１回行うような施設の整備補修」
に対して助成する事業です。
適正化事業の加入施設の老朽化の事例としては、
①揚排水機場のポンプ軸受の摩耗
（漏水、振動、ベアリング破損）
②深井戸用水中ポンプの能力低下
（地下水位低下、ポンプの摩耗、堆砂）
③水門
（ゲート）
の動作不良
（ローラ部の損傷、水密ゴムの変形・劣化）
④電気設備の劣化
（発錆び、腐食、異音）
⑤パイプライン
（水管橋）
の漏水
（鋼管の腐食、塗装の劣化）
などがあります。
今後も施設の老朽化、故障等による適正化事業への加入要望が増えることが予想されますが、施
設の老朽化度合いや機能低下の状況、故障した場合の影響度などを勘案し、計画的な整備補修を実
施していくことが重要です。
＜故障事例＞

水管橋からの漏水

土地改良施設維持管理適正化事業
年度
工種

平成19年度
（27-31期生）

ダム
頭首工
用排水機場
水路
扉
（水）
門
ため池
計

ポンプ軸受部の焼傷

年度別実施表（H19−H23）
平成20年度
（28-32期生）

平成21年度
（29-33期生）

平成22年度
（30-34期生）

4,900

0.9

4,000

0.7

21,700

3.8

1

1.3

1

1.3

1

1.4

平成23年度
（31-35期生）
0.0
0.0

44,300

7.9

32,500

5.7

41,700

7.2

12,800

2.2

43,700

7.0

3

4.0

3

3.8

3

4.0

2

2.8

5

6.8

290,300

51.8

266,000

46.7

336,800

58.1

295,540

51.3

255,800

41.3

33

44.0

37

46.3

37

49.3

34

47.2

27

37.0

152,000

27.1

161,300

28.3

145,100

25.0

193,100

33.5

204,900

33.0

30

40.0

26

32.5

29

38.7

29

40.3

32

43.8

45,900

8.2

73,600

12.9

34,200

5.9

14,800

2.6

86,600

14.0

7

9.3

9

11.3

3

4.0

3

4.2

6

8.2

27,500

4.9

31,700

5.6

18,200

3.1

37,700

6.5

29,000

4.7

2

2.7

4

5.0

2

2.7

3

4.2

3

4.1

560,000

100

570,000

100

580,000

100

575,640

100

620,000

100

75

100

80

100

75

100

72

100

73

100

上段：事業費
（千円） 下段：実施施設数
各年度の右欄はその年度での割合
（％）

水土里ネットちば・・・
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（6） おわりに
本県は、用水や排水を機械設備に大きく依存しており、これらの施設が故障等などにより停止し
た場合は農業生産に多大な影響を与えます。
このため、①突発的な故障を防ぐために
・施設の老朽化から維持管理の重要性を認識する。
・毎年定期的な点検を欠かさないことが重要。
・突発的な故障が発生した場合の影響を想定しておくことが重要。
②日常管理は難しいことはない。
・人間の持つ 五感 を働かせて、
「いつもと違うぞ！」
という変化を
見逃さないことが肝要。
・日常管理はとにかく続けることが重要。
と考えています。
今後とも日常管理の徹底と定期的・計画的な整備補修など自主管理体制の強化について、協議
会などを通じて推進を図っていきます。

耕 作 放 棄 地 の 解 消 を 支 援 しま す
千葉県の再生可能な耕作放棄地面積は、平成２３年の調査によると９，
９９０ヘクタールで全国
1位となっています。耕作放棄地は、雑草や病害虫の発生、有害鳥獣のすみかになるなど様々な
問題を生じています。
そこで、国や県では、耕作放棄地を再生する場合、一定の要件を満たせば、その取組に助成金
を交付しています。
その内容は、
● 再生作業（草刈り、抜根、土づくり等）
１０アール当たり７５，
０００円 または かかった経費の２分の１
● 用排水施設・農道などの整備
かかった経費の２分の１
詳しい内容は最寄りの市町村または県農村環境整備課まで問い合わせください。
耕作放棄地再生に土地改良区の皆様の御協力をお願いします。

【問い合わせ先】
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千葉県農村環境整備課耕作放棄地対策推進室
（電話０４３―２２３―２８６２）

水土里ネットちば

平成２４年度

換地計画実務研修会開催
水土里ネット千葉

水土総合推進センター
水土総合推進センタ

昨年の11月20日〜22日の3日間、水土総合強化推進事業実施要綱等に基づき
「換地技術者等
に対する研修」
を千葉県土地改良会館１階会議室で開催しました。
最初に水土総合推進センター所長の挨拶後、下記の科目内容で研修を行いました。

1日目

2日目

［公共測量等について］

［換地手順について］

県農林水産部耕地課基盤整備室

鈴木副主幹

水土里ネット千葉

［農地利用集積に係る年金制度と税制度］
千葉県農業会議

花澤事務局次長

［換地設計・土地評価基準及び清算］
水土里ネット千葉

［換地と利用権等の推進手法について］
水土里ネット千葉

3日目

［相続財産の管理・処分について］

［換地計画原案作成］

水土里ネット千葉

水土里ネット千葉

［一時利用指定・換地計画書作成・換地処分］

［換地に関連した土地及び権利の問題］
全国水土里ネット中央換地センター

浦山所長

水土里ネット千葉

終了後のアンケートでは、実務項目の時間を多くして模擬演習等で実際の作業も体験できる講
習を行ってほしいとのご意見等を頂戴しました。
終わりに、今回の研修会にあたり、講師を引き受けてくださった方々に、
この紙面をお借りして厚
くお礼申し上げます。

お 知 ら せ

第56回
通常総会

本会の第56回通常総会を下記のとおり開催します。
会員の皆様のご出席をお願いします。
日

時

平成２５年２月２７日
（水） 14:00 〜

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・・・
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田んぼで ドジョウ 育ててみませんか！
―平成24年度水田魚道設置指導者全国研修会に参加して―
千葉県農地・水保全管理協議会
事務局
岡嵜一雄

「皆さんはドジョウを食べたことありますか？最近食べましたか？
家の近くでドジョウを捕ったことがありますか？子供の頃、捕まえませんでしたか？」
中茎講師
（メダカ里親の会）
の講義は、こんな問いかけから始まりました。
子供の頃、
ドジョウを捕まえて調理してもらい食べていた、そんな体験を
今の子供たちにも体験してもらいたいと思いませんか。
ドジョウは、水深の浅い流れのない場所で産卵するそうです
（メダカやナ
マズなども）
。ということから、田んぼはドジョウの産卵場所としてうってつけといえます。
り、
ドジョウたちが田んぼに上がれない状
ですが、最近の田んぼは、排水路との高低差があり、
況になってしまっています。
しよ
そこで、田んぼにドジョウたちが上がれるようにしよ
うと工夫したのが、今回紹介する水田魚道です。
階段
魚道というと、河川に付いているコンクリートの階段
せん
のようなものをイメージされる方も多いかもしれません
人の
が、今回の水田魚道は、プラスチック製のもので数人の
人力だけで半日で取り付けられるそうです。

現地研修

魚道組立の説明

は、
三塚講師（ナマズのがっこう事務局長）の講義では、
当初は水田魚道を木の板で製作していたと
すが、簡単に作れるようにプラスチック製
当初は水田魚道を木の板で製作していたとのことですが、
の
今回の水
にな たとの とです
の電線管などを活用してみた結果、
今回の水田魚道になったとのことです。
可
可動式タイプは、排水路の水かさが増したときは、
通水
通水を阻害しないように排水路内の部分が浮き上が
るよ
るように工夫されており、
この可動式タイプで、材料
費
費は15万円位かかるようです。
今後もさらに改良を加えていかれるということで
した
した。
魚道組み立て作業
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水田魚道を設置するに当たっては、
① その水路にどのような魚が住んでいるか調べる必要があります。
② その結果から、どの魚を上げるか決めて魚道の大きさやタイプを選定します。
③ 水田と水路底、水路水面の高低差を測ります。
④ 魚道勾配が、10〜20°
となるよう魚道の長さを決めて材料を手配します。
⑤ 現地で魚道を組み立てます。
⑥ 畦、法面を掘って、高さを確認しながら魚道を据え付けます。
⑦ 魚道周りから水が漏れないように埋め戻してから、通水確認します。

魚道の設置状況
●

固定式魚道

固定式魚道

●

畦掘り作業

固定式魚道 据え付け

固定式魚道 完了

可動式魚道

可動式魚道

高さ確認

可動式魚道

据付台設置作業

可動式魚道

完了

設置後は、魚の遡上確認を実施し、効果を確認して下さい。
（捕った魚は・
・
・）
魚道への通水は、常時行う必要はなく、雨が降った時に流れる程度でも良いとのことです。
生物の生息状況の把握、在来生物の育成など、農地･水保全管理支払交付金の活動に位置
付けることも可能です。
興味を持たれた方は、下記までお問い合わせ下さい。
問い合せ先 ： 水土里ネット千葉

管理指導部
（岡嵜） TEL 043-241-7744

水土里ネットちば・・・
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新年の抱負
｢癸｣は冬になって草が枯れ､木々の葉が落ちて､見渡す限り遮るものも
ない冬枯れの景色の中に､それまで隠れて見えなかった四方の水路がは
っきりと現れてきた､その形をかたどった文字だと言われているそうです｡
「巳」
（み、し）は、胎児の形を表した象形文字で、蛇が冬眠から覚め
て地上にはい出す姿を現しているとも言われ、
「起こる、始まる、定ま
る」などの意味があります。
「巳」を動物に当てはめると「蛇」になり、古来より、蛇は信仰の対象となっており、谷神
（やとのかみ。谷と低湿地を司る。）、豊穣神、天候神などとして崇められて来ました。祭祀、
祀りごとの「祀」に「巳」が用いられているのは、
「祀」とは自然神を祀ることを言い、自然神
の代表的な人格が巳（蛇）だったからです。
また、蛇は脱皮をすることから「復活と再生」を連想させ、餌を食べなくても長く生きるこ
とから「神の使い」として崇められ、全国各地に蛇神を祀っている神社があります。
蛇の抜け殻を財布に入れて蓄財を願うなど、お守りにする風習が今でも見られます。
巳の特徴は、探求心と情熱。蛇は執念深いとされていますが、恩を忘れず、助けてくれた
人には恩返しをすると言われています。

新年の抱負

換地部

香取 裕（1953年生まれ）

新年あけましておめでとうございます。
今年の干支は巳年で、七福神でいうと、
「 弁才天」の年です。
「 弁才天」は水の神であり、水神
の使いは蛇であるため弁才天の年なのです。又、弁才天は水の神、農業の神、蓄財の神、
を意味
しているそうです。蛇と言うと、気持ち悪るがられ、忌み嫌われる生き物ですが、干支では縁起の
いい年になります。
新年を実家で迎えましたが、男同士の酒のつまみになる話題としては、お互いの仕事の現状
や先行きについての話が多くなります。
どこも不景気で赤字続きで、かなり深刻な状況であるこ
とを実感しました。
かつて巳年の年当たりから、好景気にわいた時期があります。いざなぎ景気、いざなみ景気と
いった数年間にわたり好景気の継続した時期がそうです。
昨年末に、政権も代わり、公共事業への投資も見込まれ、今年は、景気回復の足がかりにな
る良い年になるのではと期待されます。
また、
その分仕事も大変になるかもしれませんが、健康に注意し、新たな気持ちで仕事に取り
組み、良い年にしたいと思いますので、本年もよろしくお願いします。
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みずのと・み

年男

2013年の干支は癸巳。

あつ

新年の抱負

まれ

！

技術部

新森 修（1953年生まれ）

皆様新年明けましておめでとうございます。
東北地方太平洋沖地震の影響で、東北地方から千葉県に至る大きな津波が発生し甚大な
災害をもたらしましたが、あれから２年が過ぎようとしてます。
しかし、
まだまだ復旧・復興は進ま
ず、一日も早く安定した生活が取り戻されることを願っております。
『がんばれ日本』
を信じて。
我が連合会も査定から実施・施工管理まで応援させていだだきました地区は、なんとか２４
年度で完成することが出来ます。 関係機関の皆様、
ご指導ありがとうございました。
さて、私も今年で６０歳還暦の年になってしまいました。
これも偏に、連合会の皆様ならびに
関係者の皆様のおかげだと深く感謝申し上げます。
まだ自分自身は若いんだと言う気持ちで、職場では今までどおり部下に厳しく、
そして嫌われ、
しかし思いやりの気持を忘れずに残りを職場で頑張って行こうと思います。
最後に、皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年の抱負

総務部総務課

山崎 哲良（1977年生まれ）

新年明けましておめでとうございます。
私は、平成７年４月に採用されてから技術関係の仕事をしてきましたが、平成２１年４月から
総務部に異動となり、私に勤まるのか？と思っていましたが、早いもので４年が経過しました。
総務部で最初に経理関係の仕事をしましたが、複式簿記で会計処理をすると言われ、
「簿
記」
という言葉は知っていましたが内容は理解しておらず、大変苦労した事を思い出します。
現在は、給与関係の仕事をしていますが、今までは貰うだけでしたので仕事をする側の苦労が
解りました。実際に仕事をして思ったことは、総務の仕事は重要であり、縁の下の力持ちである
ことが解りました。
振り返ると皆様に多大なご迷惑をおかけしたと思います。
（ 今でも………）
今年の目標は、健康に留意し、少しでも皆様の役に立てるように精進していきたいと思います。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

水土里ネットちば・・・
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土地改良会館で消防訓練を実施
水土里ネット千葉 総務部
昨年12月25日、朝から好天に恵まれたものの時折身を切るような寒風が吹くクリスマスの日、土
地改良会館で消防訓練が行われました。当日は日頃当会館の消防設備のメンテナンスをお願いして
いる防災技術センターから職員3名を派遣していただき、
「 消防のプロ」
のご指導のもとで、通報・消
火・避難の
「総合訓練」
を行いました。
午後２時、けたたましく非常ベルが鳴動、
１階厨房で出火、瞬く間に会館内に煙が蔓延し
（実際に発
煙筒を焚いた）
各階の防火シャッターが自動閉鎖、エレベーターは機能停止、
４階大会議室で研修に出
席していた34名の人達が避難路を失った・
・
・という想定です。
水土里ネット千葉の自衛消防隊は、隊長
（根本参事）
以下３班（連絡通報班・消火班・避難誘導班）
で構成さ
れています。火元を確認した①連絡通報班は、直ちに
館内放送で火災の発生を伝達、消火班には消火活動
に当たるよう指示、同時に消防署（仮の消防署員を設
定）へ通報。②消火班は指示を受け、直ちに身近にあ
る消火器を抱えて火元に急行、消火活動に取り組みま
した。③避難誘導班は４階非常階段からの避難組と、
防火シャッターの閉まった通常階段の「くぐり戸」
から

煙にまかれて避難する女性職員

の避難組の２組に分けて避難誘導を行うとともに、逃げ遅れた人がいないか、各部屋の確認を行いま
した。最後にそれぞれの班長が任務を終了したことを自衛消防隊長に報告、マニュアルに沿った一通
りの訓練を終えました。
このあと全員が４階に集合。今まで使ったことの
ない緩降機
「オリロー」
の操作説明を受けたあと、選
ばれた１１人の代表が実際に装置を使って降下体
験。地上に降りてからは、消火器の取扱方法の説明
を受け、水の入った模擬消火器による放射訓練を行
い、
１時間余によるメニューを滞りなく終えることが
できました。
オリローによる降下体験

終わりに、実際の火災のときはパニック状態にな
ることが予想されます。したがって、訓練のようにマ

ニュアルどおりにはいかないと思います。大事なことは毎年繰り返し行うことで、体で覚えていくこと
です。そして何よりも、職員の防災・防火意識が高まっていくことに大きな意義があると思います。
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の皆様に農地等の受⼊情報を提供します
家
農
災
被

農山漁村被災者受入円滑化支援事業
避難先や他地域での営農を希望される農家の皆様へ
地元に戻ることができるまでの間、
●

現在の避難先の近くで、農地を探されてる方

●

出来るだけ元の居住地の近くで農業を再開したい方

●

見通しが立たない中で、悩まれている方 など

お気軽にご相談ください
（以下の連絡先をご参照ください）。

本事業では

■

個別相談等により、移転希望先等の意向の確認を行います。

■

要望に沿った受入れ情報を農林水産省のデータのみならず、関係機関等
からも収集して提供します。

右記のような
支援を

■

農家の方々等の意向を踏まえて、受入れ地域との調整を支援します。

行っています

■

受入れ地域の農地等の事前調査に必要な旅費等を支給します。

■

営農支援の制度活用などを紹介します。

ご相談がありましたら最寄りの窓口までお問い合わせ下さい。
本事業は公募により選定された全国土地改良事業団体連合会が実施主体となり、被災県の土地
改良事業団体連合会及び当該市町村内の土地改良区の協力・支援のもとで実施しています。
●

全体的問合せ
全国土地改良事業団体連合会企画研究部

●

Tel 03-3234-5480

県別問合せ
千葉県土地改良事業団体連合会管理指導部

Tel 043-241-9985

農林水産省では、被災されたり、避難されている皆様に対し、
活用できる農地、農業関係の雇用、住まい等に関する受入情報
を収集・提供しております。
農林水産省ホームページでも、
本支援に関する情報を提供しています。
URL : http://www.maﬀ.go.jp/j/kanbo/joho/
saigai/ukeire̲sien.html
受入情報の
提供数
（9月3日現在）

雇用

農林水産業関係団体 ： 195社・法人626人募集

住まい 空き家・空き室、農家民宿等 ： 2,143戸
農地

農地 ： 約273ha

千葉県で
被災者が営農開始、
または
雇用された件数
福島県の避難者が移転し
営農を開始した …… 2件
福島県の避難者が分場し
営農を開始した …… 1件
福島県の避難者が営農
施設で雇用された … 3件
（現在把握されている情報）

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16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25年4月6日
（土曜日）雨天決行

2 歩行内容 （雨具、帽子、昼食、健康保険証などは各自ご持参ください。）

32kmコース
集合場所
集合時間

京成酒々井駅東口

22kmコース

11kmコース

みなと公園

新検見川公園

（JR京葉線千葉みなと駅 徒歩5分）（JR総武線新検見川駅 徒歩2分）

午前8時

午前9時

ゴ ー ル

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16時迄

歩行方法

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、
１1ｋｍ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。

3 参 加 費
4 参加申込

５００円
（小学生以下無料）
(コース地図、完歩証、傷害保険料、飲料水、農産物など)
当日、各集合場所で受付します。
水土里のガイド付き団体歩行の受付も当日、集合場所で行います。
（先着５０名様・11kmコースのみ）

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

NPO法人ちば歩こう会

TEL 090−1555−1390（担当 石井）

水土里ネット印旛沼

TEL 043−484−1155（担当 小倉）

千葉県印旛農業事務所

TEL 043−483−1131（担当 亀岡）

NPO法人美しい田園21

TEL 090−3347−3932（担当 伊藤、福士）
TEL 080−5481−0915
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ゴール：大和田排水機場

実施日： 平成２５年4月6日
（土）
距 離：３２km・
２２km・
１１km
主 催： ＮＰＯ法人 ちば歩こう会
後 援： 千葉県、
（独）
水資源機構千葉用水総合管理所
水土里ネット印旛沼、印旛郡市土地改良協会
水土里ネット千葉、
ＮＰＯ法人 美しい田園21
ＮＰＯ法人 ちば水土里支援パートナー
スタート：３２km 京成酒々井駅
２２km みなと公園
１１km 新検見川公園
ゴール： 水資源機構大和田排水機場

第16回 千葉の水回廊ウォーク
& 疏水百選 印旛沼ウォーク

22kmコース
集合場所：みなと公園

11kmコース
集合場所：新検見川公園

32kmコース
集合場所：京成酒々井駅

水土里ネットちば

水土里ネットちば・・・
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本 年 も より一層の
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