2015年 第241号

第13回ひろしまの農村フォトコンテスト 最優秀賞
「防蛾灯」 大石 正臣（撮影場所：世羅郡世羅町）

●第56回全国土地改良功労者表彰
平成27年３月25日（ 水 ）、東京都千代田区のシェーンバッハ・
サボーで、第56回全国土地改良功労者表彰が行われました。
広島県からは２団体、１名が受賞され、賞状と記念品が贈られ
ました。
○水土里ネット会長表彰
団体 銀章 甲山町赤屋土地改良区
銅章 甲田町小原土地改良区
個人
久川 葊昭 様
（ 深安郡神辺町土地改良区理事長 ）

受賞された皆さん 写真右側より
甲田町小原土地改良区
重光
清氏
全国水土里ネット
野中 広務 会長
甲山町赤屋土地改良区
木村 輝範 氏
深安郡神辺町土地改良区 久川 葊昭 氏
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広島県土地改良事業団体連合会第57回通常総会
並びに第54回土地改良功労者表彰式開催

羽田会長挨拶

来賓挨拶

仲家農政局長

平成27年２月９日（ 月 ）13時30分から広島市内

賓の方々の祝辞をいただきました。その後、深安

の広島ガーデンパレスにおいて、農林水産省中国

郡神辺町土地改良区の久川理事長が議長に選任さ

四国農政局の仲家農政局長、広島県の寶来農林水

れて議事に入り、すべての議案が原案通り可決さ

産局長をはじめとする来賓の方々を迎え、広島県

れました。

土地改良事業団体連合会第57回通常総会並びに
第54回土地改良功労者表彰式が開催されました。

第１号議案

はじめに、第54回土地改良功労者表彰式が行
われ、広島県知事表彰１名、広島県土地改良事

年度収入支出決算について
第２号議案

業団体連合会長表彰２団体と個人18名の方々に、
表彰状並びに感謝状が贈られました（ 受賞者名簿

平 成25年度事業報告及び平成25
平 成26年度収入支出予算の補正
について

第３号議案

別掲 ）。

平 成27年度事業計画及び平成27
年度収入支出予算について

続いて第57回通常総会が開催されました。

第４号議案

開会にあたり、羽田会長が挨拶で昨年７月から
８月にかけての集中豪雨がもたらした大惨事への

収方法について
第５号議案

お悔やみと「 農業農村整備の予算は、補正予算と
合わせると前年度を下回る状況にある。
『 強い農

平 成27年度賦課金の賦課及び徴
平 成27年度余裕金の預入先の指
定について

第６号議案

平成27年度役員報酬について

林水産業 』、
『 国土強靭化 』を実現するためには、
農業施設等の 長寿命化 や 防災・減災対策 の推

最後に農業・農村整備への継続的な予算の確保

進が、必要不可欠である 」と述べられ、続いて来

をはじめとした４項目を決議し、閉会しました。

●農林水産功労者（農業部門）表彰（広島県知事表彰）
國田

卓男

様（ 山県郡千代田町土地改良区

理事長 ）

国営農地再編整備事業広島北部地区土地改良総合整備事業（特別型）
中山地区等土地改良事業の早期の工事完了に寄与されています。また、
土地改良区の秩序維持と財政運営基盤の健全化を図り、地域環境保全
の推進に向けて農地・水・環境保全向上対策の取り組みに力を注がれ
ています。
2

農林水産功労者表彰を受ける國田氏
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●「土地改良事業功労者表彰（広島県土地改良事業団体連合会長表彰）
●団

体

三原市泉北土地改良区
東広島市豊栄町乃美土地改良区

●個

人

野村

常雄 様（ 山県郡大朝土地改良区 理事長 ）

井上

有香 様（ 安芸高田市土地改良協議会 事務局長 ）

棚多

武司 様（ 三次市土地改良区 理事 ）

曽田

英篤 様（ 比婆郡高野町土地改良区 理事 ）

森田

一生 様（ 比婆郡東城町森田黒土地改良区 理事 ）

村上

孝之 様（ 福山市土地改良区 副理事長 ）

小山

保育 様（ 前福山市土地改良区 常務理事 ）

金島

拓郎 様（ 深安郡神辺町土地改良区湯野工区 顧問 ）

団体表彰 三原市泉北土地改良区

東広島市豊栄町乃美土地改良区

個人表彰を受ける野村氏

●感謝状

石川

輝道 様

上杉

順二 様

風早

松雄 様

北川

省三 様

中田

灰原

信孝 様

藤田

康彦 様

横竹

正輝 様

若林

洋光 様

湧本登美男 様

感謝状を受ける藤田氏

堅治 様

受賞された皆さん

広島県農業農村整備事業推進協議会第67回通常総会開催
平成27年２月９日（ 月 ）15時30分から広島市

第１号議案

平 成25年度事業報告及び平成25年

内の広島ガーデンパレスにおいて、広島県農業農

度収入支出決算並びに財産目録の承

村整備事業推進協議会第67回通常総会が開催さ

認について

れました。

第２号議案

はじめに浜田会長（ 安芸高田市長 ）が、
「 国、県
などの関係機関に対し、農業農村整備事業関係予
算の継続的な確保や事業提案などを積極的に行う
とともに、農業の持続的発展、多面的機能が発揮
できるよう計画的かつ着実な実施を図っていきた

平 成27年度事業計画及び平成27年
度収入支出予算について

第３号議案

総会の議決事項の一部を役員会に委
任することについて

最後に農業農村整備事業の促進に向けた決議案
が可決され、閉会しました。

い。」と挨拶された後、来賓の広島県農林水産局
大本正行基盤整備部長から祝辞をいただきまし
た。
続いて、東広島市土地改良区小池理事長が議長
に選任された後、議事に入り、いずれも原案通り
可決されました。
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「ため池の耐震診断と評価について」
～地震時のため池に関する防災～
１

広島県のため池の概要

〇県内のため池は約２万箇所あり、農業用水の約３割をため
池が担っています。ため池は、農業用水の供給のほか、洪
水調節・地下水涵養・親水空間の提供・生態系の保全など
多面的な機能を有しており、地域の貴重な資源でもありま
す。
〇江戸時代以前に築造されたものも多く、老朽化が進行して
いることから、適正な管理や改修を進めて参りました。
〇近年、局地的な豪雨や大規模地震の発生が懸念される中、
ため池の安全性の検証と対策が必要になっています。

２

天水・渓流水
29.1%

ため池・ダム
31.3%

河川・頭首工
38.8%
図１

農業用水源の割合

表１

健全度評価の結果

ため池耐震診断と評価

⑴評価の対象
〇県 では、国のため池耐震診断の制度化に伴い、平成25年
度に広島県地域防災計画に位置付けた重要ため池（ 503箇
所 ）のうち、貯水量が多く下流への影響の大きいため池（ 貯
水量10万ｔ以上または堤高10m以上 ）80箇所を対象に、
耐震診断を実施しました。
⑵想定した地震動
〇H13の芸予地震を供用期間内に１～２回程度発生する地
震と捉え、県内で広く観測された震度５強程度を想定しま
した。
⑶健全度評価の結果
〇診断の結果「 健全度が高い 」26箇所、
「 健全度がやや低い 」
27箇所、
「 健全度が低い 」27箇所という評価となりました。
⑷調査結果の公表
〇た め池管理者説明会後、ため池名と評価を記者発表し県
ホームページに公表しました。

３

その他 0.8%

表２

評価の指標

浸水想定区域図

〇80箇所について、万が一大地震等により満水状態のため
池が瞬時に決壊した場合に想定される、下流への影響範囲
等を示した「 浸水想定区域図 」を作成しました。
〇この浸水想定区域図は、県民の皆様に、緊急時の避難行動
に繋げてもらえる様に作成したものです。
〇地 域住民と市町で避難方向や避難場所を定めるハザード
マップの作成にも活用して頂きたいと考えています。

図２

浸水想定区域図

★広島県のホームページ「 ため池耐震診断に係る浸水想定区域図について 」で検索！
お問い合わせ先
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広島県農林水産局農業基盤課

TEL：082-513-3650
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平成26年度多面的機能発揮促進事業

中国四国農政局長優秀賞を千足池水利組合が受賞
はじめに

平成26年度多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長優秀

賞に広島県から千足池水利組合が選ばれ、表彰式が平成27年
２月24日東広島市に於いて開催され、千足池水利組合に表彰
状が授与されました。

千足池水利組合の取り組み

受賞された千足池水利組合の皆さん

千足池水利組合は、東広島市の中心部に隣接し、近くに広島大学や運動公園など主要な施設が整い、

美しい景観を残しながらも新たな住宅や団地化の進む都市化の顔を併せ持つ地域に位置しています。混
住化が進むなか、千足池を管理してきた水利組合の組合員を中心に地域住民全体で千足池からの幹線水
路・ため池などの泥上げやゴミ拾いなど定期的な清掃活動に取り組んでいます。平成25年に地域の核
となる農事組合法人ええのう末釜、下三永農事組合法人２組織が設立され、法人が組合員を兼ねている
ことから農地保全も図られ効率的な管理が可能になりました。千足池は古くから主要な水源として重要
な地域資源とされることから、水利組合や担い手農家が連携し農地や水利施設機能診断を毎年行い、診
断結果に基づき補修するなど施設の長寿命化にも取り組んでいます。

草刈り

水路の泥上げ

水路の補修

草刈り作業軽減や景観形成を目的に、農地法面へのシバザクラの植栽に取り組んでおり、現在は地域
内の３割程度の農用地や施設の法面に植栽を行っています。地域内には新幹線の東広島駅や東広島・呉
道路が横断しインターチェンジなど多くの人の目に触れる場所でもあり、訪れる人たちが和める景観づ
くりを目指し、徐々に植栽の拡大を図る計画です。

シバザクラの植栽の準備

シバザクラの植栽

目にも鮮やかな景観

千足池水利組合の概要
■設立年月日：平成24年３月６日（ 規約制定 ）
■所 在 地：東広島市西条町
■農 地 面 積：田111.5ha、畑1.3ha
■活 動 内 容：草刈り、水路の泥上げ、ため池・水路の
補修、シバザクラの植栽等
■農業用施設：水路、農道、ため池
地域ぐるみでゴミ拾い
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農地・水・環境

広島県農地・水・農村環境保全協議会

平成26年度より日本型直接支払の一つ、多面的機能支払交付金がスタートし、制度内容の見直しが図ら
れたことにより、新たに約450組織が採択されました。広島県内に於いては715組織（ 約16,400ha ）で活動
が行われています。
平成27年度から法律に基づく制度になり、日本型直接支払制度として、農業・農村の多面的機能の維持・
発揮のための地域活動や、営農活動に対して支援することになりました。詳細については、各市町にお問い
合わせください。

◆ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（ 事業者編 ）について
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
（ 事業者編 ）
が作成されました。特定個人情報の

適正な取扱いに取り組んでください。

次の掲載先から閲覧、ご確認ください。

ガイドライン掲載先（ 特定個人情報保護委員会ホームページ ）
→URL

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

第13回ひろしまの農村フォトコンテスト
ひろしまの農村フォトコンテスト表彰式を開催
第13回ひろしまの農村フォトコンテスト表彰式が３月23日（ 月 ）広島県土地改良会館内において開催さ
れました。主催者を代表してひろしま農業農村整備広報委員会下垣会長より受賞者に、賞状と副賞の授与、
大村委員から作品の講
評がありました。受賞
された方々は撮影場所
や作品への思い、被写
体となった方との交流
や後日談などを語られ
ました。

最優秀賞の大石さんを表彰

表彰式 下垣広報委員長挨拶
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優秀賞の森原さんを表彰

受賞作品を手に記念写真

（前列手前左から大石さん、森原さん手島さんは都合により欠席）
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第13回「ひろしまの農村フォトコンテスト」特別賞

「棚田の継承」髙橋 孝之

「若者の力」谷岡 郁夫

「収獲の喜び」加島 武

「共同作業」木田 敏忠

「水田と夜汽車」後藤 昭臣

「朝陽に映える」永山 好人

「棚田の稲刈」川崎 修司

「花農園」木田 英子

「タバコ畑」勝部 稔

「余興」冨岡 政行

「豊作を祈って」西村 義雄

「泥まみれの収穫」佐野 克彦

「おっととと！」堂畝 紘子

※入賞作品は、HPに掲載しています。
http://www.hdn.or.jp/main.htm

「田んぼの準備」藤井 克則

「飛び入り」八代 万里子
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●入賞作品決定！
第13回ひろしまの農村フォトコンテストの審査会が３月６日（ 金 ）に開かれ、応募総数167点から厳選な審査に
より入賞３作品、部門賞３作品が選出されました。３月23日（ 月 ）広島県土地改良会館内で開催された表彰式では、
一度は行きたい、観たい農業農村の風景が絶妙なタイミングで切り取られた入賞作品３点が表彰されました。また、
より多くの方に見ていただきたい作品として広報委員会特別
賞を設け15作品を選出しました。

ひろしま農村フォトコンテスト審査委員
所

属

氏

名

中国新聞写真クラブ顧問
中国新聞情報文化センター講師

大村

博

広島県農林水産局基盤整備部長

大本

正行

広島県土地改良事業団体連合会副会長

下垣

雅史

力作揃いの最終選考のようす

第13回「ひろしまの農村フォトコンテスト」入賞・部門賞

※最優秀賞は表紙に掲載

優秀賞

優秀賞

「アグリお嬢さん」臺 和義

地域イベント部門

「苗取り」山口 保子

手島 洋子

「丘のじゃがいも畑」

森原 泰子

「手塩にかけて」

施設・風景部門

ハツラツ女性部門

「笑顔がイイネ」森原 泰子

●作品展示のお知らせ
日
場

時：４月13日（ 月 ）～５月８日（ 金 ）
（ 平日のみ ）８：30～17：00
所：広島県土地改良会館１階ロビー

写真で見るネギもぶどうも、思わず手を出してしまいそうなほど旬な色合いが五感を刺激します。こんな風景あった
んだ！行ってみたい！体験してみたい。この写真との出会いががきっかけで、
ハマるかもしれない。広島県の農業・農村。
【 問い合わせ先 ひろしま農業農村整備広報委員会事務局 水土里ネットひろしま内 ☎082-502-7476 】

■ 平成 27 年４月 15 日
編集：ひろしま農業農村整備広報委員会
発行：広島県土地改良事業団体連合会
〒 730-0017 広島市中区鉄砲町 4-1 広島県土地改良会館
■ TEL（082）502-7470 ■ FAX（082）502-7480
■ http://www.hdn.or.jp
■ 印刷：佐々木印刷株式会社

