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平成29年度農業農村整備事業関係予算確保に向けた
要望活動を実施

岡山県下各地域の農業農村整備事業の推進につきましては、平素から格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、農業農村は、食料の安定供給はもとより、農業生産活動を通して、地域の歴史や文化・伝統を育むとともに、水源の涵養、国土の

保全、自然環境や景観の保全など多面的かつ公益的な機能を有しており、その機能の発揮が大いに期待されております。
（中途省略）

こうした状況の下、政府は総合的なTPP関連政策大綱を策定し、平成27年度補正予算にTPP対策費を措置するとともに、農林水産業・
地域の活力創造プランや国土強靭化基本計画、地方創生や一億総活躍社会の実現に向けて、各種施策に積極的に取り組んでいるところ
であります。

また、農業農村整備事業予算は公共事業の中でも高い伸び率を確保していただきましたが、当初予算は従来の水準まで回復しておら
ず、地域の要望に十分応えられる規模には至っておりません。

今後も真に復活したと実感できる予算規模を確保していただくことにより、農業農村整備事業をはじめとした各種の農業農村振興策を
安定的・計画的に推進するとともに、担い手への農地集積の加速化、経営基盤の強化・拡大を実現し、積極的に「攻めの農業」を展開して
いく必要があります。

つきましては、岡山県下各地域の農業農村にかかる事情をご賢察いただき、平成29年度の農業農村整備事業の予算編成にあたり、次の
要望事項について格段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

　１　岡山県下各地域の農業農村整備に必要な財源の確保について
　２　TPP関連対策の実施事業への機能保全対策の追加について
　３　農業基盤整備促進事業及び農地耕作条件改善事業の予算確保について
　４　多面的機能支払交付金の予算確保について

７月26日（火）〜27日（水）、平成29年度農業農
村整備事業関係予算確保に向けた要望活動を岡山
県農業農村整備事業推進協議会と岡山県土地改良
事業団体連合会が共同で行った。本年度は、岡山
県土連の石井会長、水嶋監事（勝央町長）の他、
山南土地改良区 浮田理事長、笠岡市山口土地改良
区 佐内理事長、大江土地改良区 森永理事長、岡山
県農林水産部 堀田耕地課長に参加頂いた。

加藤勝信一億総活躍担当大臣等の岡山県関係国
会議員の他、農林水産省、財務省の担当課へ要
望・提案活動を行った。

今後も継続的な要望活動を行い、岡山県の農業
農村整備事業予算の確保に努め、農業農村の発展
の寄与を目指す。

提案要望書は次のとおり（一部抜粋）
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　平成28年度岡山県農業農村整備事業推進協議会会員・役員名簿

平成28年度岡山県農業農村整備事業推進協議会総会開催
　７月 29 日（金）、ピュアリティまきび（岡山市北
区下石井）において、岡山県農業農村整備事業推進
協議会総会が開催された。
　協議会は農業農村整備事業を実施中の市町村と県
土連で構成されており、事業の推進に努め、地域農
業の持続的な発展を図るとともに、農村環境の改善
に寄与することを目的としている。
　総会は 25 会員中 23 会員が出席。石垣正夫協議
会会長の挨拶に続いて、柏原直樹岡山県農林水産部
参与が来賓祝辞を述べた。来賓の紹介に続いて、石
垣協議会会長が議長に選任され議事に移り、以下の
議案について審議の上、すべて原案どおり承認され
た。
　議事終了後、堀田忠弘岡山県農林水産部耕地課
長より「岡山県の農業農村整備事業の現状と施策」、 

小坂圭一岡山県農林水産部農村振興課長より「岡山
県農地中間管理機構」に関する情報提供があった。

議  事 議案第１号　平成28年度事業計画について
 議案第２号　役員の選任について

所　 属 代　　表　　者 備　考

新見市 市　長　石垣　正夫 会　長

玉野市 市　長　黒田　　晋 副会長

勝央町 町　長　水嶋　淳治 副会長

県土連 常務理事　田窪　行雄 副会長

岡山市 市　長　大森　雅夫

備前市 市　長　吉村　武司

瀬戸内市 市　長　武久　顕也

赤磐市 市　長　友實　武則

和気町 町　長　大森　直徳

所　 属 代　　表　　者 備　考

吉備中央町 町　長　山本　雅則

倉敷市 市　長　伊東　香織

笠岡市 市　長　小林　嘉文

井原市 市　長　瀧本　豊文

総社市 市　長　片岡　聡一

高梁市 市　長　近藤　隆則

里庄町 町　長　大内　恒章

矢掛町 町　長　山野　通彦

津山市 市　長　宮地　昭範

所　 属 代　　表　　者 備　考

真庭市 市　長　太田　　昇

美作市 市　長　萩原　誠司

鏡野町 町　長　山崎　親男

奈義町 町　長　笠木　義孝

西粟倉村 村　長　青木　秀樹

久米南町 町　長　 山　　篤

美咲町 町　長　定本　一友

　

計 25 会員

　７月14日（木）、岡山プラザホテルにおいて岡山
県土地改良事業団体連合会平成28年度第１回監事会
及び平成27年度決算監査が開催された。
　国の指導により、監事会と決算監査は分けて行う
こととされているので、監事会を途中で中断し、決
算監査を行い、決算監査終了後、監事会を再開した。
　田窪行雄県土連副会長常務理事の挨拶に続き、黒
田　晋代表監事（玉野市長）、水嶋淳治監事（勝央
町長）を議事録署名人に選任し、審議の結果、原案
はすべて承認された。

岡山県土地改良事業団体連合会平成28年度第１回監事会
及び平成27年度決算監査開催

議  事
⑴　平成28年度監査の実施について

　 ｛ 中　断 ｝：平成27年度決算監査

　①事務局監査書記による検査報告
　②平成27年度事業報告・収支決算及び財産目録
　　１）事業報告
　　２）収支計算書
　　３）正味財産増減計算書
　　４）貸借対照表
　　５）キャッシュ・フロー計算書
　　６）財務諸表に対する注記
　　７）財産目録
　　８）各預金残高証明書
　③質疑

　 ｛ 監事会再開 ｝

⑵  監査結果の処理方法について
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岡山県土地改良区体制強化事業管理運営体制強化委員会 及び
岡山県土地改良区体制強化事業受益農地管理強化委員会 開催
　７月６日（水）、県土連ビルにおいて、岡山県土
地改良区体制強化事業管理運営体制強化委員会（以
後、管理運営委員会）、及び岡山県土地改良区体制
強化事業受益農地管理強化委員会（以後、受益農地
委員会）が中国四国農政局、岡山県、市町村職員等
出席のもと開催された。
　管理運営委員会では、土地改良施設の点検、診断
の実施計画等について協議を行い、老朽化施設の増
加が目立っている事から、施設の改修に向けて今後、
活用していく事業等について検討を行った。
　また、受益農地委員会においては事務局より平
成 27 年度の換地処分の実施状況等を報告したのち、

未了地区の現状、問題解決や、早期な換地処分の実
現について意見を交わした。

水土里ネット六ヶが「魚のつかみ捕り大会」を開催
　７月 24 日（日）、真庭市惣、富尾地内の六ヶ幹線
水路において、六ヶ水路の学校「魚のつかみ捕り大
会」が開催され、夏休みの思い出づくりにと約 300
名の家族連れで賑わった。
　この催しは、農業用水の大切さや施設の多面的機
能を理解してもらおうと平成 16 年より毎年行われ
ており、水路を管理する六ヶ土地改良区の江田知之
理事長の開会の挨拶に続いて、来賓の
森田一文真庭市議会議員らが挨拶
し、開始の号令とともに子供た
ちが一斉に水路に入った。
　今回放流されたのは、アユ、
アマゴ、ウナギの３種で、水着
姿や、半ズボンの子供たちは逃げ
まどうお目当ての魚に悪戦苦闘し、

びしょ濡れになりながら大きな歓声を上げてい
た。保護者からは「昔はもっと水がきれいで魚も

たくさんいて、休日に水路で水遊びをするのが楽
しみだった」と昔を懐かしむ声も聞かれた。

平成 28 年盛夏
岡山県土地改良事業団体連合会暑中お見舞い申し上げます。

会　　長　石井　正弘

副 会 長　石垣　正夫

副 会 長　河島　建一
副 会 長
常務理事　田窪　行雄

理　　事　大森　雅夫

理　　事　友實　武則

理　　事　大森　直徳

理　　事　山本　雅則

理　　事　瀧本　豊文

理　　事　近藤　隆則

理　　事　山野　通彦

理　　事　太田　　昇

理　　事　萩原　誠司

理　　事　山崎　親男

代表監事　黒田　　晋

監　　事　矢野　秀典

監　　事　水嶋　淳治

ほか職員一同

REPORT
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本社／〒703-8244 岡山市中区藤原西町2丁目7-34
☎（086）271-1221　FAX（086）273-4005

本　　　 社 岡山県真庭市開田 630-1　〒719-3192
 TEL 0867-52-1141　FAX 0867-52-3515
 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www.landes.co.jp
本社営業所 0867-52-1021 ㈹　岡山営業所　086-287-7777 ㈹
営業所／本社・岡山・山陰・広島・東広島・山口・四国・大阪・東京・仙台
工場／落合・久米南・鏡野・西原・倉敷・広島・山口・エクステリア

岡山営業所／ 〒703-8244 岡山市中区藤原西町2丁目7-34
 ☎（086）271-1003　FAX（086）271-1456

津山営業所／ 〒708-1125 津山市高野本郷1693-10
 ☎（0868）26-5155　FAX（0868）26-5241

長 船 工 場／ 〒701-4625 瀬戸内市長船町福岡1508
 ☎（0869）26-2040　FAX（0869）26-4409

英 田 工 場／ 〒701-2623 美作市英田青野75-1
 ☎（0868）74-3125　FAX（0868）74-3126

営業所

工　場

大阪・和歌山出張所・兵庫・広島・尾道・山口・四国・松山

豊栄・河内・兵庫・久万

コンクリート二次製品　製造・販売

□水路関連製品　□環境保全型製品　□ボックス関連製品　□道路用製品　
□擁壁製品　□下水道用製品

地域のみなさまに
信頼され愛される企業をめざして

岡山コンクリート工業株式会社
本社 〒703-8213 岡山市東区藤井288-1

TEL:086-279-0551
FAX:086-279-2918
http://www.okacon21.co.jp

コンクリート2次製品製造販売

津山工場／TEL:0868-29-0237
〒708-1244 岡山県津山市上村677-1

総社工場／TEL:0866-92-4666
〒719-1142 岡山県総社市秦974

熊山工場／TEL:086-995-2737
〒709-0704 岡山県赤磐市沢原795-1

MSA-QS-1178

毎月10日は岡山の「米の日」です

「晴れの国おかやま」の温暖な大地で豊かな水と太陽の光を浴びて育った
おいしい岡山米を味わってください。ごはん中心の「日本型食生活」は、
健康な体づくりやダイエットにも効果的です。ごはんに魚や野菜などを組み
合わせた栄養バランスのとれた食事を心がけてください。

1 日 3 食をごはんにしてみませんか

ごはんぼうや
岡山県米消費拡大推進協議会

本　　　 社 岡山県真庭市開田 630-1　〒719-3192
 TEL 0867-52-1141　FAX 0867-52-3515
 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www.landes.co.jp
本社営業所 0867-52-1021 ㈹　岡山営業所　086-287-7777 ㈹
営業所／本社・岡山・山陰・広島・東広島・山口・四国・大阪・東京・仙台
工場／落合・久米南・鏡野・西原・倉敷・広島・山口・エクステリア

「緑の募金」
ご協力をお願いします

募集期間

春のみどりの月間
　　4月1日〜5月31日
秋のみどりの月間
　　10月1日〜10月31日

緑の募金でふせごう地球温暖化
口座振込はこちらへ

ゆうちょ銀行　　01270-0-5225
中国銀行岡山駅前支店　　1852041
トマト銀行岡山駅前支店　1027972

公益社団法人 岡山県緑化推進協会
岡山市北区錦町1-8 TEL・FAX（086）221-9511

MSA-QS-3268
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