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　令和４年２月７日（月）、岡山プラザホテルにおいて、第 65 回通常総会並びに第 63 回土地改良功労者表
彰式が開催された。今回も昨年に引き続き新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえ、議決方法は書面によ
る議決書又は委任状によるものとした。
　来賓、受賞者、会員、役員など約 50 名の参加のもと、会場内はソーシャルディスタンスを確保するなど
感染拡大防止に十分配慮し開催した。
　黒田晋会長職務代理者副会長の開会
挨拶に続き、土地改良功労者表彰式が
行われ、長年岡山県内の土地改良事業
推進に貢献された個人 10 名に賞状と
記念品が、岡山県・県土連退職者８名
に感謝状と記念品がそれぞれ贈られた。
　続いて、来賓の岡山県農林水産部細
川参与から祝辞をいただき、来賓紹介
の後、議長に足守土地改良区の東原理
事長を選出し、すべての議案が可決承
認された。

岡山県土地改良事業団体連合会　第65回通常総会
� 並びに第63回土地改良功労者表彰式開催

【議　事】
　議案第１号　令和２年度事業報告・収支決算及び財産目録について
　議案第２号　令和３年度一般会計収支補正予算について
　議案第３号　令和４年度事業計画について
　議案第４号　令和４年度賦課金の算出・徴収方法及び時期について
　議案第５号　令和４年度一般会計・特別会計収支予算について
　議案第６号　積立金の一時充当について
　議案第７号　資金並びに積立金等の預入先について
　議案第８号　役員の報酬について
　議案第９号　役員の補欠選任について
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第63回土地改良功労者表彰者
　長年にわたり土地改良事業の推進に貢献された方 に々表彰状又は感謝状が贈られた。

表 彰 状〔個人の部〕

岡　本　一　志　　吉備中央町

横　江　博　通　　岡山市浦安土地改良区

小　林　健　伸　　吉井川下流土地改良区

高　山　　　操　　前近平用水土地改良区

須　田　　　豊　　目木土地改良区

小　橋　裕　子　　岡山市浦安土地改良区

石　田　昌　子　　旭東土地改良区

高　下　くるみ　　児島湾七区土地改良区

岸　本　裕　子　　加茂川土地改良区

山　本　佳緒李　　香々美川土地改良区

感 謝 状〔岡山県退職者〕

横　山　愼　二　　前岡山県農林水産部

安　田　賢　司　　前岡山県農林水産部

平　田　博　通　　前岡山県農林水産部

行　司　富　夫　　前岡山県備前県民局農林水産事業部

金　井　俊　樹　　前岡山県美作県民局農林水産事業部

諸　冨　邦　男　　前岡山県備前県民局農林水産事業部

感 謝 状〔県土連退職者〕

津　下　善　庫　　前岡山県土地改良事業団体連合会事務局

荒　木　美　子　　前岡山県土地改良事業団体連合会総務部
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� 令和４年４月１日現在

岡山県土地改良事業団体連合会　役員名簿　　　（任期：令和３年４月１日～令和６年３月31日）

役　職 氏　名 他の役職 備　考

会長理事
（休職中） 石　井　　正　弘 参議院議員

会長職務代理者�
副会長理事 友　實　　武　則 赤磐市長

副会長理事 山　崎　　親　男 鏡野町長

副会長常務理事 田　窪　　行　雄 学識経験者

理　　事 大　森　　雅　夫 岡山市長

理　　事 武　久　　顕　也 瀬戸内市長 新任

理　　事 山　本　　雅　則 吉備中央町長

理　　事 伊　東　　香　織 倉敷市長

理　　事 近　藤　　隆　則 高梁市長

理　　事 山　野　　通　彦 矢掛町長

理　　事 矢　野　　秀　典 高梁川用水土地改良区理事長

理　　事 太　田　　　　昇 真庭市長

理　　事 萩　原　　誠　司 美作市長

理　　事 水　嶋　　淳　治 勝央町長

代表監事 青　野　　高　陽 美咲町長

監　　事 川　上　　修　一 湯野土地改良区理事長

監　　事 成　本　　一　朗 西大寺土地改良区理事長 新任

理事 14 名・監事３名

　地域農業の振興に尽力し、継続して適正な運営に努めている土地改良区と、長年にわたり土地改良事業関
連業務に貢献された方々に全国土地改良事業団体連合会会長から表彰状が贈られた。
　なお、表彰式は例年３月に開催される全国土地改良事業団体連合会通常総会に合わせて行われるが、今回
は新型コロナウィルス感染症の影響を考慮し中止となり、表彰状の送付のみとなった。

〔団体表彰〕
　　全土連会長賞　　　牛窓町土地改良区
　　　　　　　　　　　神代土地改良区

〔個人表彰〕
　　役員表彰　　　　　石　本　惠　二（吉井川井堰土地改良区　理事長）
　　職員表彰　　　　　宮　本　桂　吾（岡山県土地改良事業団体連合会　事業部長）
　　　　　　　　　　　古　橋　尚　美（岡山県土地改良事業団体連合会　換地指導課長）

第63回全国土地改良功労者表彰
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■令和4年度　岡山県土地改良事業団体連合会人事異動� 令和 4年 4月 1日付

新所属・職 氏名 旧所属・職 備考

ため池サポートセンター　　主幹
（審査室兼務） 加 藤 　 孝 行 ため池サポートセンター　主査 昇任

ため池サポートセンター　　技師 馬 生 　 篤 実 新規採用

総　務　部 総務企画課　課長補佐 小 池 　 忠 良 総　務　部　　総務企画課　主幹

総　務　部 総務企画課付　技師
（岡山県派遣） 後 藤 　 誠 也 事　業　部　　県営業務課　技師

総　務　部 換地指導課　課長 池 本 　 邦 夫 総　務　部　　換地指導課　課長代理

総　務　部 換地指導課　課長補佐 石 井 　 威 子 総　務　部　　換地指導課　主幹

総　務　部 換地指導課　技師 佐 野 　 　 光 総　務　部　　換地指導課　技師 昇任

総　務　部 換地指導課　専門指導員 古 橋 　 尚 美 再任用

総　務　部 水土里情報課　主事 牧 本 　 滉 史 新規採用

事　業　部 　　　　　　部長
　　　　　　（県営業務課長事務取扱） 田 原 　 弘 隆 事　業　部　　県営業務課　課長

事　業　部 　　　　　　専門指導員 宮 本 　 桂 吾 再任用

事　業　部 技術第一課　課長補佐 原 　 　 崇 之 事　業　部　　技術第一課　主幹

事　業　部 技術第二課　課長補佐 齋 藤 　 　 彰 事　業　部　　技術第二課　主幹

事　業　部 技術第二課　課長補佐 吉 田 　 洋 二 事　業　部　　技術第二課　主幹

事　業　部 技術第二課　技師 山 下 　 帆 風 総　務　部　　水土里情報課　技師

事　業　部 技術第二課　技師 岡 田 　 琢 史 事　業　部　　技術第一課　技師

事　業　部 技術第二課　技師 楠 原 　 郁 美 新規採用

事　業　部 土地改良施設課　技師 沼 本 　 雄 樹 ため池サポートセンター　技師
（審査室兼務）

事　業　部 県営業務課　課長
　　　　　　（事業部長事務取扱） 田 原 　 弘 隆 事　業　部　　県営業務課　課長

事　業　部 県営業務課　課長補佐 永 田 　 一 義 事　業　部　　県営業務課　主幹

事　業　部 県営業務課　技師 守 谷 　 晃 輝 事　業　部　　技術第二課　技師

【退　職】 令和４年３月 31日付 宮 本 　 桂 吾 事 業 部 長

古 橋 　 尚 美 換地指導課長

中 村 晋 一 朗 技術第一課

岡 本 　 雄 成 土地改良施設課
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令和4年度　岡山県土地改良事業団体連合会�所属別職員一覧表
� 令和４年４月１日現在

　　副 会 長
　　常務理事　　田窪　行雄

　　参　　事　　小橋　浩二
　　事務局長　　堀田　忠弘
（非）技術顧問　　藤井　弘章

常 勤 役 員　　 1
技 術 顧 問　　 1
職　　　員　　50（参事・事務局長含む）
再任用職員　　 4�
　　計　　　　56

部 �課 所在地等

総
　
務
　
部

部長

光亦�浩一 総務企画課 ７
〒703-8292
岡山市中区中納言町 1-6
岡山県土地改良会館
総務部【３階】
（TEL）086-207-2200
（FAX）086-207-2202課長 妹尾与志久

課長
代理 合木�文子 課長

補佐 小池�忠良 主事 山下�　魁 専　門
指導員 荒木�美子

（岡山市派遣）技師　藤森�契百 （岡山県派遣）技師　後藤�誠也

換地指導課 （ダイヤルイン　086-207-2119） ６
【２階】
（TEL）086-273-2110
（FAX）086-272-3937

課長 池本�邦夫

課長
補佐 石井�威子 技師 中西�晃奈 専　門

指導員 古橋�尚美

技師 福島�洋行 技師 佐野�　光

水土里情報課 （ダイヤルイン　086-207-2203） ５

19
課長
心得 原　�　聡 主査 林田�圭司 技師 原田�和明 主事 河上�瑞希 主事 牧本�滉史

た
め
池
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

センター長

竹原�　始
（審査室長兼務）

岡山ため池保全管理サポートセンター（ダイヤルイン　086-207-2324） ６

課長
井手原善明
（審査室課長兼務）

主幹 加藤�孝行
（審査室兼務）

技師 松山�滉介 主事 中山�涼介 技師 馬生�篤実

７
専　門
指導員

遠藤�和浩
（審査室兼務）

事
　
業
　
部

部長

田原�弘隆

専門指導員

宮本�桂吾

技術第一課 （ダイヤルイン　086-207-2120） ４

課長 米谷�義昭 課長
補佐 難波�崇文 課長

補佐 原　�崇之 主幹 髙谷�智裕

技術第二課 （ダイヤルイン　086-207-2125） ８

課長 劔持�秀行

課長
補佐 齋藤�　彰 技師 北原�陽介 技師 山下�帆風 技師 楠原�郁美

課長
補佐 吉田�洋二 技師 小河原拓哉 技師 岡田�琢史

土地改良施設課 （ダイヤルイン　086-207-2116） ５

課長 廣瀬�晴彦 主幹 矢吹�仁志 主任 本多�弘樹 技師 柴田�直幸 技師 沼本�雄樹

県営業務課 （ダイヤルイン　086-207-2118） ３

（事業部長事務取扱）課長
補佐 永田�一義 主幹 水口�裕介 技師 守谷�晃輝

技術第三課 ４ 〒708-0051
津山市椿高下 128-1
（TEL）0868-35-2178
（FAX）0868-35-217926 課長 難波�俊文 主幹 元成�勝巳 技師 西村�倫仁 専　門

指導員 久常�正人
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■令和４年度　岡山県農業土木職員人事異動� 令和 4年 4月 1 日付

新所属・職 氏名 旧所属・職

農林水産部 参事
（検査担当） 高田　靖弘 備中県民局

農林水産事業部 高梁地域農地農村整備室長

農林水産部 参事
（検査担当・備前県民局） 横山　一孝 農林水産部　 参事（検査担当）

農林水産部 参事
（検査担当・備前県民局） 宇野　誠二 美作県民局

農林水産事業部 農地農村計画課長

農林水産部 参事
（検査担当・備中県民局） 豊福　　真 農林水産部 参事

（検査担当・備前県民局）

農林水産部 参事
（検査担当・備中県民局） 旗田　和幸 備前県民局

農林水産事業部 農地農村整備第二課長

農林水産部 参事
（検査担当・美作県民局） 橋本　裕之 美作県民局

農林水産事業部 勝英地域農地農村整備室長

農林水産部 農政企画課　主任 真鍋健治郎 勝英地域農地農村整備室 主任
農林水産部
耕地課

総括副参事
（ため池対策班長） 谷野　吉春 備中県民局

農地農村整備課 副参事

農林水産部
耕地課 副参事 尾崎　忠正 美作県民局

農地農村整備課 副参事

農林水産部
耕地課 副参事 川上　　潤 備前県民局

農地農村計画課 副参事

農林水産部
耕地課 副参事 田邉　直大 耕地課 主幹

農林水産部
耕地課 主幹 武村光一郎 備前県民局

農地農村計画課 主幹

農林水産部
耕地課 主任 松村　直紀 耕地課 技師

農林水産部
耕地課 技師 蜂谷　拓郎 備前県民局

建設部 技師

農林水産部
耕地課 技師 鳥越　祐充 耕地課 技師

農林水産部
耕地課 技師 摸利　生弥 備前県民局

農地農村整備第二課 技師

農林水産部
耕地課 技師 西村　圭太 井笠地域農地農村整備室 技師

農林水産部
農村振興課 副参事 田中　昌彦 東備地域農地農村整備室 副参事

農林水産部
農村振興課 副参事 小田　浩之 人事課（人吉市派遣） 副参事

農林水産部
農村振興課 副参事 光崎　則昭 美作県民局

農地農村計画課 主幹

農林水産部
農村振興課 技師 磯山香緒里 美作県民局

農地農村整備課 技師

備前県民局
農林水産事業部 副部長 河原　　進 美作県民局

農林水産事業部 副部長

備前県民局
農林水産事業部 農地農村整備第二課長 金光　晶生 備中県民局

農地農村計画課 総括副参事（第一班長）

備前県民局
農林水産事業部

農地農村計画課
総括副参事（第一班長） 岡本　孝行 美作県民局

農地農村計画課 総括副参事（第一班長）

備前県民局
農林水産事業部

農地農村整備第二課
総括副参事（第二班長） 木山　晋一 井笠地域農地農村整備室 総括副参事（第一班長）

備前県民局
農林水産事業部 副参事 大西　俊雄 東備地域農地農村整備室 副参事

備前県民局
農林水産事業部 副参事 小林　勝則 東備地域農地農村整備室 副参事

備前県民局
農林水産事業部 副参事 荻野　朋美 耕地課 主幹

備前県民局
農林水産事業部 副参事 東　　和光 備前県民局

農地農村計画課 主幹

備前県民局
農林水産事業部 主幹 石川　真之 備前県民局

農地農村計画課 主任

備前県民局
農林水産事業部 主幹 樋上　　創 備中県民局

農地農村計画課 主幹

備前県民局
農林水産事業部 主幹 廣安　裕子 備中県民局

農地農村計画課 主任

備前県民局
農林水産事業部 主幹　 大野　泰典 耕地課 主幹

備前県民局
農林水産事業部 技師 竹内　和也 備中県民局

農地農村整備課 技師

備前県民局
農林水産事業部 技師 戸井　裕亮 東備地域農地農村整備室 技師

備前県民局
農林水産事業部 技師 蓮井　瑞季 新規採用

備前県民局
農林水産事業部 主任 菅原　弘雅 再任用
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新所属・職 氏名 旧所属・職

東備地域農地農村整備室 総括副参事（第二班長） 大谷　貴弘 美作県民局
農地農村整備課 総括副参事（第二班長）

東備地域農地農村整備室 副参事 藤井　雅夫 農村振興課 副参事

東備地域農地農村整備室 副参事 小野　和彦 耕地課 副参事

東備地域農地農村整備室 技師 上田　悠生 耕地課 技師

東備地域農地農村整備室 技師 岡本　彩花 東備地域農地農村整備室 技師

東備地域農地農村整備室 技師 太田祐一朗 新規採用
備中県民局
農林水産事業部

農地農村計画課
総括副参事（第一班長） 植月　康夫 農村振興課 副参事

備中県民局
農林水産事業部

農地農村整備課
総括副参事（第二班長） 妹尾　克士 勝英地域農地農村整備室 副参事

備中県民局
農林水産事業部 副参事 藤原　章司 新見地域農地農村整備室 副参事

備中県民局
農林水産事業部 副参事 國冨　真一 備前県民局

農地農村整備第一課 副参事

備中県民局
農林水産事業部 副参事 安本　章雄 耕地課 副参事

備中県民局
農林水産事業部 技師 小林　一陽 新規採用

備中県民局
農林水産事業部 主任 藤原　幸男 再任用

井笠地域農地農村整備室 総括副参事（第一班長） 野畑　昌晴 東備地域農地農村整備室 総括副参事（第二班長）

井笠地域農地農村整備室 副参事 新谷　英之 高梁地域農地農村整備室 副参事

井笠地域農地農村整備室 技師 村田　駿介 耕地課 技師

井笠地域農地農村整備室 技師 黒石　健斗 勝英地域農地農村整備室 技師
備中県民局
農林水産事業部 高梁地域農地農村整備室長 石田　光徳 備前県民局

農地農村整備第二課 総括副参事（第二班長）

高梁地域農地農村整備室 副参事 前田　充洋 東備地域農地農村整備室 副参事

高梁地域農地農村整備室 技師 青江　拓南 高梁地域農地農村整備室 技師

高梁地域農地農村整備室 主任 間野　　智 再任用
美作県民局
農林水産事業部 部長 東原　将彦 備前県民局

農林水産事業部 副部長

美作県民局
農林水産事業部

農地農村計画課長
（黒木ダム管理事務所長） 谷本　浩一 耕地課 総括副参事

（ため池対策班長）
美作県民局
農林水産事業部

農地農村計画課���
総括副参事（第一班長） 春木　元宏 美作県民局

農地農村計画課��� 総括副参事（第二班長）

美作県民局
農林水産事業部

農地農村計画課���
総括副参事（第二班長） 河原　正信 備前県民局

農地農村計画課��� 副参事

美作県民局
農林水産事業部

農地農村整備課�
総括副参事（第二班長） 大崎　浩夫 黒木ダム管理事務所 総括副参事

美作県民局
農林水産事業部 副参事 是近　泰裕 備前県民局

農地農村整備第一課����� 副参事

美作県民局
農林水産事業部 副参事 安井　孝幸 井笠地域農地農村整備室 副参事

美作県民局
農林水産事業部 副参事 原田　　昇 美作県民局

農地農村計画課 主幹

美作県民局
農林水産事業部 技師 中山　　彩 農村振興課 技師

美作県民局
農林水産事業部 技師 近藤　響貴 備前県民局

農地農村整備第一課 技師

美作県民局
農林水産事業部 技師 小野　慶人 新規採用

美作県民局
農林水産事業部 勝英地域農地農村整備室長 杉　　光正 備前県民局

農地農村計画課 総括副参事（第一班長）

勝英地域農地農村整備室 副参事 大賀　道弘 備前県民局
農地農村整備第二課 副参事

勝英地域農地農村整備室 主任 鈴木　　潤 美作県民局
農地農村計画課 主任

勝英地域農地農村整備室 技師 柴川　晃輝 新規採用

黒木ダム管理事務所 総括副参事 大場　康司 美作県民局
農地農村整備課 副参事

黒木ダム管理事務所 副参事 神原　啓年 黒木ダム管理事務所 主幹
熊本県人吉市
（災害派遣） 副参事 小野　　亮 井笠地域農地農村整備室 副参事

備前県民局
建設部 主任 石井　麻子 農村振興課 主任
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　令和４年１月 17 日（月）、岡山プラザホテルにおいて令和３年度第２回理事会を開催した。黒田晋会長職

務代理者副会長の開会挨拶に続き、山本雅則理事（吉備中央町長）、矢野秀典理事（高梁川用水土地改良区

理事長）を議事録署名人に選任し、審議の結果、12 議案について原案のとおり承認された。

　令和４年１月 17 日（月）、岡山プラザホテルにおいて令

和３年度第２回監事会及び令和３年度中間監査を行った。

　武久顕也代表監事（瀬戸内市長）、田窪行雄副会長常務

理事の挨拶に続き、武久顕也代表監事、川上修一監事（湯

野土地改良区理事長）を議事録署名人に選任した後議事に

入り、原案どおり承認された。また、中間監査が滞りなく

実施された。

岡山県土地改良事業団体連合会　令和３年度第２回理事会開催

令和３年度第２回監事会及び令和３年度中間監査

■監事会
　　　　議事第１号　理事と代表監事との契約について（報告）
■監　査
　　　　令和３年度中間監査
　　　　（令和３年４月１日から令和３年12月20日）

■第２回理事会
理事会承認事項
　　　議案第１号　諸規程の制定及び一部改正について
　　　議案第２号　第65回通常総会の開催について
　　　議案第３号　第63回土地改良功労者表彰について
理事会承認総会付議事項
　　　議案第４号　令和２年度事業報告・収支決算及び財産目録について
　　　議案第５号　令和３年度一般会計補正予算について
　　　議案第６号　令和４年度事業計画について
　　　議案第７号　令和４年度賦課金の算出・徴収方法及び時期について
　　　議案第８号　令和４年度一般会計・特別会計収支予算について
　　　議案第９号　積立金の一時充当について
　　　議案第10号　資金並びに積立金等の預入先について
　　　議案第11号　役員の報酬について
　　　議案第12号　役員の補欠選任について
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岡山県土地改良事業団体連合会
令和4年度新規採用職員紹介

①出身地� 岡山市

②趣味・特技� サイクリング

③担当業務� ため池ハザードマップ作成業務、GIS 等受託業務

　鳥取大学出身の牧本滉史です。

　大学では地域学部を専攻し、行政学、地理学等の観点から地域課題について学び

ました。

　社会人としてまだまだ未熟ではありますが、１日でも早く仕事を覚えられるよう

に、一生懸命頑張らせていただきます。

　先輩方にはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご指導のほどよろし

くお願い申し上げます。

牧
まき

　本
もと

　　滉
こう

　史
し

水土里情報課　主事

①出身地� 総社市

②趣味・特技� ゲーム／読書

③担当業務� ため池サポートセンター

　岡山県立高松農業高等学校出身の馬生篤実です。

　高校では農業土木を学びました。また３年間生徒会で活動もしてきました。生徒

会での経験が少しでも仕事に活かせられるよう業務に取り組みたいと思います。

　初めてのことばかりで、迷惑をかけてしまうことが多くあると思いますが、ご指

導のほどよろしくお願いします。馬
ば

　生
しょう

　　篤
あつ

　実
み

岡山ため池保全管理�

サポートセンター　技師

①出身地� 岡山市

②趣味・特技� ご飯屋巡り、野球

③担当業務� 測量・設計・積算資料作成等補助業務

　岡山県立岡山工業高等学校出身の楠原郁美です。

　中学、高校では野球部でプレイヤーやマネージャーをしていたので、培ってきた

力を活かしていきたいと思っています。

　高校時代から測量が好きで学校で出来る範囲は限られていたので、様々な所を測

量してみたいと思っています。更には自分で計画して、具現化したものを見てみた

いです。その為にも、早く仕事を覚えて頑張りたいと思います。

　ご飯屋さん巡りも好きなので、美味しいご飯屋さん教えてください‼

　明るく元気に頑張るのでよろしくお願い致します。

楠
くす

　原
はら

　　郁
いく

　美
み

技術第二課　技師
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　令和２年 12 月に閣議決定された「第５次男女共同参画基本計画」では、地域農業に大きな影響力を持つ

農業委員、農協役員及び土地改良区理事について、女性登用の目標が以下のとおり設定されました。

　①女性理事が登用されていない土地改良区を令和７年度までに０にする

　②土地改良区の理事に占める女性の割合を令和７年度までに 10％以上とする

　今後、理事を改選される土地改良区については、上記の目標が達成されるよう、員外理事制度の活用等、

積極的な取組をお願いいたします。

男女共同参画社会の実現が求められています
～土地改良区理事への女性登用～

土地改良法改正に係る経過措置について
　平成 31 年４月１日に施行された土地改良法改正の経過措置（猶予期間）が令和３年度末で一部終了しま

した。このため、本年度（令和４年度）末の決算においては、収支決算書に加え貸借対照表の作成が義務化

されます。ただし、管理する土地改良施設がない場合は、作成不要です。

　なお、次年度（令和５年度）には、理事及び監事の選任に関する措置の猶予期間が終了し、理事の定数の

５分の３以上は耕作者である組合員であること、また、監事のうち１人以上は原則として員外監事とするこ

ととなりますのでご留意ください。

岡山県からのお知らせ
ため池の役割と安全対策　～梅雨前にため池の管理・点検を～
　県内には、全国で４番目に多い約９千か所のため池があります。
　ため池には農業に使う水を貯めるほか、大雨の時には一時的に水を貯めて洪水を防いだり、様々な生
き物のすみかとなるなど多くの役割があります。
　一方で、小さなお子さんが溺れるといった痛ましい事故も起きています。
　こうした事故を無くすため、お子さんだけでの魚取りや水遊びは絶対にし
ないよう、ご家族や地域の皆さんで十分注意してください。
　次に、ため池を管理されている方へのお願いです。
　住宅に近いため池には、フェンスや危険を知らせる看板を設置するなどの安全対策をお願いします。
　また、日頃の点検や堤防の草刈り、洪水吐などの清掃のほか、大雨や長雨が予想される場合には、事
前に水位を下げるなどの対策をお願いします。
　特に、洪水吐に土のうなどを置いて貯水量を増やすようなことは、決壊の原因となりますので絶対に
しないようお願いします。
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