2019.1

広報

Vol.187

平成 31 年１⽉

の

〜⼟地改良だより〜

〜佐賀県⼟地改良事業団体連合会〜

迎春

[写真] 凧揚げする⼦どもたちと⼦⽝（⽩⽯町須古地区）

CONTENTS
□年頭あいさつ

□「ふるさとの⽥んぼと⽔」⼦ども絵画展⼊選
・・・・・・・・・・・・P1

□どかいれんの話題

・・・・・・・・・・・・・Ｐ9

□第４１回 全国⼟地改良⼤会（宮城県） ・P5

○共同研究開発協定（⽔⼟⾥情報推進室）

□農業農村の集い

○連合会⼿帳

・・・・・・・・・・・P5

□佐賀県 NN 推進協議会要請活動
□九州ＮＮ推進協議会
⼟地連九州協議会要請活動

・・・・P6
・・・・・P6

□平成３１年度⼟地改良関係予算

・・・・P7

○宮崎まさお顧問情勢報告会

・・・・・・・・・・・Ｐ10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ11

○⾮補助農業基盤整備基⾦
○⼟地改良法律相談
○編集後記

○ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ（職場体験）

○理事会開催

□複式簿記会計導⼊⽀援
□ご案内

・・・Ｐ8

○⼟地改良施設賠償保険

○会員のうごき

2019 年

年頭あいさつ

新年のごあいさつ

新年の御挨拶

佐賀県土地改良事業団体連合会

佐賀県農林水産部

会長

副部長

田島

健一

山口

武彦

新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様方におかれましては、ご家族ともども健やかで希望に満ちた新年を
お迎えになられたことと心からお慶び申し上げます。また、佐賀県土地改良事業団体
連合会の運営につきましては、日頃から格別のご支援をいただき厚くお礼申し
上げます。
昨年は、7 月の西日本豪雨や相次ぐ台風上陸、また、北海道胆振東部地震など甚大
な被害が頻発しました。本県においても山間部を中心に多くの被災ケ所が発生し、
災害の多い 1 年でした。
被災された方々にお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り
いたします。
平成 31 年度の国の農業農村整備関係予算に触れてみますと、予算を確保している
中で概算決定額 4,418 億円と、前年度から 70 億円の増額で伸びており、補正予算や
「臨時・特別の措置」を加えると、6,451 億円という大きな予算となりました。
しかしながら、今後も事業の計画的な推進のためには、当初予算での回復が必要
不可欠であると考えております。
また、昨年 6 月には土地改良区の組織・運営に関する「改正土地改良法」が成立し、
管理する資産評価を踏まえた運営など、体制強化が求められており、当連合会として
もしっかり支援していかなければなりません。
昨年は当連合会にとりまして、6 月 19 日に設立 60 周年を迎える節目の年でもあり
ました。これまで、会員のニーズに適確に応える様に、本県農業農村整備事業の推進
役として尽力してきたところであります。
本年も、会員の皆様と一丸となって「力強い佐賀の農業・農村づくり」をめざし、
邁進したいと思いますので、なお一層のご支援、御協力をいただきますようお願い
申し上げますとともに、皆様方の益々のご健勝とご活躍をご祈念申し上げまして、
新年のごあいさつといたします。

１

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様方におかれましては、輝かしい新年をお迎えのことと心からお慶び申し
上げます。また、日頃から農業・農村の振興に多大な御尽力をいただいております
ことに対しまして、深く感謝を申し上げます。
昨年は、地震、豪雨、台風と全国で多くの災害が発生しました。被災された皆様方
に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。
本県においても 7 月豪雨による被害が大きく、農地、農業用施設の被害額が約 62
億円、被災箇所が約 3,000 箇所にもなっており、市町はじめ関係者の皆様におかれ
ましては復旧に向け尽力いただいているところであります。県といたしましても全力
で支援をさせていただきますので、被災された方々のため引き続きよろしくお願い
いたします。
平成 30 年は、平成 29 年に引き続き土地改良法が改正され、準組合員制度の創設
など土地改良区の体制強化が図られました。また、農業競争力強化基盤整備事業の
整理・統合や農村地域防災・減災事業の拡充、さらには農業水路等長寿命化・防災減
災事業の創設など、農業の競争力強化や農村地域の国土強靭化のための制度整備が
行われました。本県においても、これらの制度を活用し皆様方とともにしっかりと
取り組んでまいります。
平成 31 年度の国の農業農村整備関係予算の概算決定では、当初予算で 4,418 億円
が確保され、平成 30 年度補正予算 1,488 億円と合わせると、当該予算が大幅に落ち
込む前の H21 年度予算を上回る予算が確保されております。これは会員の皆様方に
声をあげていただいた成果であり感謝しております。また、平成 31 年度予算に
加えて臨時・特別の措置として 546 億円が計上されており、これらの予算を有効に
活用し事業効果の早期発現に努めてまいります。
本県では、今年「佐賀県『食』と『農』の振興計画 2015」の見直しを行うことと
しております。農業農村整備事業では、農業用水の安定確保と農業用水利施設の
効率化、平坦地域における圃場の大区画化や汎用化、中山間地域における農地集積や
作業効率化のための基盤整備、クリーク・危険ため池の防災保全対策などを推進し、
本県の農業・農村の振興に向け取り組んでまいりますので、皆様のなお一層の御支援、
御協力をお願いいたします。
最後になりましたが、会員の皆様方の益々の御発展と御多幸を祈念しまして年頭の
挨拶と致します。

２

2019 年

年頭あいさつ
「闘う土地改良」
－未来への礎を築くために

新年を迎えて
全国水土里ネット会長会議顧問

全国水土里ネット会長会議

参議院議員

顧問

進藤

金日子

新年明けましておめでとうございます。昨年は、自然災害が頻発した年でした。被災
された全ての方々に心からお見舞い申し上げます。平成最後の年となる今年も、
「平成」
の由来の如く「地平天成」（地平らかにして天なる：国の内外、天地とも平和が達成
される）の年になることを強く願いたいと思います。

宮崎まさお

新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては、良き年をお迎えのことと心より
お慶び申し上げます。
私にとっては、いよいよ決戦の年となりました。
全国の関係者の皆様の土地改良に対する熱い思いに触発され、全国水土里ネットの二階俊博会長が
提唱された「闘う土地改良」の旗のもと、不退転の覚悟で政治活動に取り組むことを決意し、一昨年末、

さて、昨年末に平成３０年度第２次補正予算と平成３１年度当初予算の政府原案が閣議

30 年間勤めた農林水産省 地域整備課長を最後に退職しました。昨年 1 月には全国水土里ネッ卜会長

決定されました。土地改良予算としては、総額で 6,451 億円（３０年度補正：1,488 億円、

会議顧問を仰せつかり、この一年間、全国各地で地域の実情や意見をつぶさに拝聴させていただいき

３１年度当初：4,963 億円）を確保することができました。これもひとえに、農業改革の
推進に不可欠な土地改良の実施に向けた現場からの強い要請と関係者の皆様の熱意を、

ました。これまでの移動距離は地球 5 周分の 20 万 km になりました。
昨年は、西日本豪雨や北海道胆振東部地震をはじめとする地震、台風、さらには噴火など、全国
各地で自然災害が相次ぎました。被災された方々にお見舞いを申し上げるとともに、被災地の一日も

政府と与党にしっかりと受け止めていただいた結果です。予算は、人任せでは確保でき

早い復旧・復興を願ってやみません。また、被災地の状況をお聞きするたびに、防災・減災対策は一刻

ない、自ら汗をかき実働して確保する、まさに「闘う土地改良」の成果であると言えます。

の猶予も許されないとの思いを強くしています。

この貴重な予算が一日も早く現場に届くよう、今次通常国会で早期成立に向けて努力して

土地改良は、先人が創り上げてきた農地やかんがい排水施設などをそれぞれの時代に応じて整備を
行い、次の世代に引き継いでいくシステムです。つまり、土地改良は、現在の農業の発展はもとより、

まいります。
今回の予算の特徴は、何と言っても「国土強靭化」に重点が置かれたことです。重要

日本の「未来への礎」を築くものであると考えています。
私は、現場でお聞きした様々な課題を解決し、日本のすばらしい農山漁村を「未来への礎」として、

インフラの緊急点検等を踏まえた「防災・減災、国土強靭化のための 3 カ年緊急対策」

子どもや孫たちに引き継いでいくため、「大切な農地と水を守る」「農山漁村を災害から守る」「美しい

として補正と当初を合わせて 1,091 億円計上され、制度的にも防災重点ため池整備等で

農山漁村を守る」という３つの目標のもと、これを実現するため、土地改良の安定的な予算確保や災害

大幅な拡充がなされました。また、ここ２回にわたる土地改良法の大改正を踏まえ、土地

に強い農山漁村づくりなど、７つのチャレンジに全力で取り組んでいく考えです。

改良区の複式簿記の義務化等に対応した土地改良区体制強化事業が整備されるなど、現場
の声に即した具体的な対応策も示されました。農業競争力強化関係でも現場の実態に

とりわけ土地改良予算については、「闘う土地改良」の旗のもと、関係者の努力により回復基調には
ありますが、地域の切実な要望に応えるためには、当初予算の回復・拡大が必要です。国政の場に
おいて、進藤金日子議員が「闘う土地改良」の先陣を担っておられますが、私もその一翼となれるよう、

即した要件設定やハードとソフトの連携強化策などが盛り込まれています。今回の

全身全霊をもって活動に打ち込んでいく考えです。そして、現場と国政の間を、私の好きなテニスの

予算は、土地改良の原点である現場重視の視点が更に強化されたものとなっています。

ボールのように素早く往復し、現場の声を施策に反映していきたいと考えています。

この貴重な予算を効率的、効果的に執行し、土地改良に対する国民の皆様の期待に応えて

今年は天皇陛下が御退位され、元号が変わる大きな節目の年です。新しい時代の始まりの年でもあり、
土地改良にとっても大きく羽ばたく年にしなければなりません。皆様の土地改良に対する熱い思いと

いくことが重要です。

大きな力を、私、宮崎まさおに賜りますようお願いいたします。
むすびに、本年が皆様にとって実り多き年となりますように祈念いたしまして、私の新年のご挨拶と

皆様、ご案内のとおり私の同志である宮崎雅夫（まさお）さん（全国水土里ネット会長
会議顧問）も「土地改良は未来への礎」を訴えて全国各地を精力的に巡回しています。
宮崎さんと私が皆様と連携して「闘う土地改良」を共闘できるようにご指導とご支援を
心からお願い申し上げます。
本年も引き続き皆様と一緒になって諸課題の解決に向けて専心努力してまいる覚悟
です。本年が皆様にとってご家族共々素晴らしい一年となりますよう心からお祈り申し
上げ、新年の挨拶といたします。

３

いたします。
宮崎まさお７つのチャレンジ
１．土地改良の安定的な予算確保にチャレンジ
２．災害に強い農山漁村づくりにチャレンジ
３．農地や水を守り育てる体制の強化にチャレンジ
４．自然豊かな美しい農山漁村の継承にチャレンジ
５．世界に日本の農林水産業と農山漁村のすばらしさの発信にチャレンジ
６．女性の視点を大切にした農山漁村政策の展開にチャレンジ
７．農林水産業と農山漁村への国民の理解づくりにチャレンジ

４

『第 41 回全国土地改良大会(宮城大会)』開催される
第 41 回全国⼟地改良⼤会（宮城⼤会）が平成 30 年 10 ⽉ 16 ⽇、
宮城県利府町の宮城県総合運動公園（グランディ 21）において開催
されました。本⼤会は、農業農村整備に携わる全国の関係者が⼀堂に
会し、農業農村整備事業の着実な推進に向け、事業の重要性と現在の
状況、将来進むべき⽅向を再確認し意思統⼀を図り、共に⾏動してい
くこと⽬的に開催され、会場には全国からこれまでの最多となる
約 6,000 ⼈が参集し、本県からは県・市町・⼟地改良区、総勢 43 名
が参加しました。
式典は、⼩⾥泰弘 農林⽔産副⼤⾂、村井嘉浩 宮城県知事、進藤
⾦⽇⼦・宮崎雅夫の両全国⽔⼟⾥ネット会⻑会議顧問ら多数を来賓
に迎え、⽔⼟⾥ネット宮城の伊藤会⻑による開会宣⾔で開会しました。
主催者を代表し、全国⽔⼟⾥ネット⼆階会⻑が、｢本⼤会は、
『先⼈の
意志を受け継ぐ伊達の地に⽔⼟⾥の絆復興の歩み』をテーマに開催
しておりますが、ここ宮城県では、仙台平野や⼤崎耕⼟に代表される
豊かな穀倉地帯において、⽶、畜産を中⼼とした農業が展開されて
おり、多様な⼟地改良事業を⽀えてきた偉⼤なる先達のご遺徳を偲び、
⼼から敬意を表すところであります。
さて、本年度は補正予算も含めて、⼤幅削減前を上回る予算を確保
することができました。私たちの代表である進藤かねひこ参議院議員
も全国を⾶び回り活躍され、進藤議員と⾞の両輪たらんとする宮崎
まさお⽒も、来るべき闘いに向けて全国を巡っているところであり、
⼟地改良は着実に前進し明るくなってきております。来年度は⼟地
改良にとって、2 年続けて改正された⼟地改良法を基軸に、新たな展開
を図る⼤きな節⽬の年となります。この年を実りあるものにするため
に、
『闘う⼟地改良』をさらに前進させる。」と⼒強く挨拶されました。
⼤会宣⾔では、「ここに集う私たちは、東⽇本⼤震災を始めとする
災害からの早期復旧・復興を実現するとともに、農業農村整備事業の
着実な推進により、先⼈たちの叡智の結集であるかけがえのない農業・
農村を守り、育み、「⽔」と「⼟」と「⾥」をしっかりと未来に引き
継いでいくことを、ここ“伊達の地”宮城から⾼らかに宣⾔します。」
と地元農業⾼校⽣が堂々と宣⾔し、式典は盛会のうちに終了しました。

[写真] 主催者代表挨拶をする全国水土里ネット 二階会長

[写真] 来賓挨拶をする全国水土里ネット会長会議 宮崎顧問

え い ち

[写真] これまで最多の約 6,000 人が集った会場のようす

次期開催（第 42 回⼤会）は、2019 年 10 ⽉ 16 ⽇（⽔）、岐⾩県
「農業農村整備の集い」開催
岐⾩市において「清流で未来をうるおす⼟地改良」をテーマに開催
平成 30 年 11 ⽉ 14 ⽇、東京都千代⽥区の砂防
されます。
会館において全国⽔⼟⾥ネット主催による「農業
農村整備の集い」が開催されました。農業農村整備
事業の推進と 2019 年度当初予算の獲得に向け、
⼟地改良事業功績者表彰
全国から⼟地改良関係者約 900 名が集い、𠮷川農林
全国⼟地改良⼤会において、農業農村整備事業の推進など永年に亘る
⽔産⼤⾂を筆頭に国会議員 121 名が出席され
功績が認められ、本県から２名が受賞されました。
ました。本県からは今村雅弘衆議院議員、古川康衆
議院議員、岩⽥和親衆議院議員、⼭下雄平参議院
◎農村振興局⻑表彰◎
議員が会場に
佐賀県⼟地改良事業団体連合会
駆け付け、また、
副会⻑ 江⾥⼝秀次⽒（⼩城市⻑）
来年夏の参議院
議員選挙に⽴候
補予定の宮崎
まさお全国⽔⼟
⾥ネット会⻑会
議顧問も出席
されました。

◎全⼟連会⻑表彰◎
佐賀県⼟地改良事業団体連合会
監 事 合瀬健⼀⽒
（三⽇⽉⼟地改良区理事⻑）

5

「佐賀県農業農村整備事業推進協議会」が要請活動を実施
平成 30 年 11 ⽉ 13 ⽇、14 ⽇に、佐賀県農業農村整備事業推進協議会の江⾥⼝秀次会⻑（⼩城市⻑）、
末安伸之副会⻑（みやき町⻑）、⽥島健⼀副会⻑（⽩⽯町⻑）と共に、財務省・県選出国会議員・⾃⺠党
本部・農林⽔産省へ、佐賀県の農業農村の現状を説明し、平成 31 年度農業農村整備事業概算要求額の満額
確保や平成 30 年度補正予算の確保などについて、以下の内容に重点を置き要請活動を⾏いました。

１

平成 31 年度農業農村整備事業概算要求額の満額確保

２

平成 30 年度においても、加速的な事業実施が図れるよう十分な規模の補正予算の確保

３

土地改良区の複式簿記導入に向けた支援の拡充

４

農業農村整備事業に係る地方財政措置の充実強化

５

多面的機能支払交付金（推進交付金含む）の必要額の確保

[写真] 財務省への要請

[写真] 自民党本部萩生田幹事長代行への要望書提出

[写真左]
二階俊博自民党幹事長、進藤
金日子議員への説明状況

平成 30 年 11 ⽉ 13 ⽇〜14 ⽇にかけて、「九州農業

[写真下]
九州ＮＮ推進協議会と土地改良九州
協議会の合同による要望書提出

農村整備事業推進協議会」と「⼟地改良事業団体連合会
九州協議会」の合同で、農林⽔産省、財務省、総務省、
⼆階俊博⾃⺠党幹事⻑・江藤拓内閣総理⼤⾂補佐官等関係国会議員へ要望活動を
実施しました。
本会の⽥島健⼀会⻑（⽩⽯町⻑）も出席され、九州・沖縄地域のおける農業
農村整備の強⼒な推進に向けて活動しました。
【要望重点項目】

１

平成 31 年度農業農村整備事業概算要求額の満額確保並びに九州・沖縄地域への重点配分

２

平成 30 年度補正予算における十分な予算措置

３

熊本地震、九州北部豪雨、硫黄山噴火に伴う河川白濁等の自然災害から復旧・復興に係る財源の確保

４

土地改良区の複式簿記導入に向けた支援の拡充

５

農業農村整備事業に係る地方財政措置の充実強化

６

農事用電力について、低圧分野における経過措置を平成 32 年以降も継続すること並びに特別高圧、
高圧分野を含めた農事用電力メニューの継続と料金の据え置き
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平成 30 年度 2 次補正予算案及び平成 31 年度予算案が閣議決定されました。⼟地改良関係は、総額で 6,451 億円
（30 年度補正 1,488 億円、31 年度当初 4,963 億円）と前年を上回る予算確保となりました。
農地集積の加速化・農業の⾼付加価値化のための農地の⼤区画化・汎⽤化に加え、防災・減災、国⼟強靭化
のための緊急対策に重点を置いた内容となっております。

平成 31 年度

農業農村整備事業関係予算 概算決定の概要

（単位：億円）

31 年度 概算決定額
事

30 年度

項

当初予算額

「臨時･特別の
措置」を除く

「臨時･特別

Ａ

Ｂ

3,211

農業農村整備事業(公共)

概算決定額

30 年度
補正追加額
（1 次･2 次）

合計

Ｃ＝Ａ＋Ｂ

Ｄ

Ｃ＋Ｄ

の措置」

3,260

511

3,771

（101.5%）

499

農業農村整備事業関連(非公共)

1,413

5,184

（117.5%）

508

（161.5%）

40

508

-

548

（101.8%）

（101.8%）

（109.9%）

農地耕作条件改善事業
農業水路等長寿命化・防災減災事業

639

農山漁村地域整備交付金(公共)

650

685

35

（101.7%）

（農業農村整備分）

4,348

計

35

720
（112.6%）

（107.1%）

4,418

546

4,963

（101.6%）

1,488

6,451
（148.4%）

（114.1%）

（注）１. 計算は四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。
２．下段( )書きは平成 30 年度予算額との比率である。

（「平成 31 年度農村振興局関係予算 概算決定の概要」
より一部抜粋）

農業農村整備事業関係予算の推移
（億円）
7,000

6,451（+651）

当初

6,000

5,902

補正

5,820
48

5,772

5,800

546

5,905（+651）
（「臨時・特別の
措置」を除く」）

臨時・特別
の措置

4,810

5,000

2,540

1,752

1,452

1,488

4,348

4,418

H30年度

H31年度
概算決定

4,224
990

3,781

4,000

800

193

3,131
3,000

5,772

150

2,825
523

2,187

2,000

3,362

3,424

3,588

H25年度

H26年度

H27年度

3,820

4,020

2,981
1,000

2,301

2,187

H23年度

H24年度

0
H21年度

H22年度

7

H28年度

H29年度

「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展 2018

入選！

全国⽔⼟⾥ネット主催の当絵画展は、『新発⾒！ぼくのわたしのふるさと』をテーマとして、全国の
⼩学⽣以下から 6,284 点（うち県内 54 点）の作品が応募され、厳正なる審査の結果（下段に審査員を
紹介しています）佐賀県内から２点が「⼊選」に選ばれました。
また、全⼊賞作品については「東京都美術館」及び「東京タワーフットタウン」それぞれの会場で 7 ⽇
間展⽰されました。
（現在、展⽰は終了しています。）
たくさんの御応募ありがとうございました。

おめでとうございます！
【入選】

【入選】

「田んぼとへちま畑」

「一苗、一苗」

唐津市立久里小学校（5 年）
はなつみ

花摘 さき

審 査

会

平成 30 年 10 ⽉ 1 ⽇に予備審査、10 ⽉ 5 ⽇

江北町立江北小学校（5 年）
えがしら

ゆう

江頭 優

さん

さん

【入賞作品一例】
農林水産大臣賞

文部科学大臣賞

環境大臣賞

に本審査、10 ⽉ 11 ⽇に地域団体賞の決定と、
3 ⽇間をかけて審査委員会（東京）において
審査会が⾏われました。

「田植え」

【審査員】

(鹿児島県 5 年生)

「ほう作をねがう力強いじゃ祭り」
（兵庫県 4 年生）

「のはら」
（徳島県 5 歳園児）

（「農村だいすき ふるさと子ども美術館」全土連発行より）
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10/19

農地情報収集等の共同研究協定を締結！（水土里情報推進室）

(報道公表⽇)

農林⽔産省公募による「戦略的プロジェクト研究推進事業」
『ドローン
等を活⽤した農地・作物情報の広域収集・可視化及び利活⽤技術の開発』
について、(株)オプティム（佐賀市）を代表とし全８団体（佐賀市、佐賀
市農業再⽣協議会、佐賀農業共済組合、佐賀県⼟地改良事業団体連合会、
佐賀県佐城農業改良普及センター、佐賀県農業技術防除センター、佐賀県
農業試験研究センター）の共同で、ドローン及び AI（⼈⼯知能）等を
活⽤した以下のソフトウエア共同開発協定を締結しました。
○⾃動判別による圃場の作付確認のための調査資料作成⽀援
○圃場の境界測量及び測量図⾯作成⽀援
○被災圃場における⽔稲、⻨等の収穫量推定による農業共済査定に関する⽀援
○災害時の農地や農業⽤施設の被災⾯積及び被災額⾃動算定に関する⽀援

12/11
~14

インターンシップ（職場体験）を実施

佐賀県⽴⾼志館⾼校 2 年⽣の吉武さんと髙倉さんが、当会へ
4 ⽇間インターンシップに来られました。各課の業務内容説明
及び現地での確認作業など実務に触れていただき、職場の雰囲気
や仕事内容にも関⼼を持たれていました。
今後の御活躍を期待しております！

12/20
~21

「宮崎まさお」顧問による

全国⽔⼟⾥ネット会⻑会議顧問
「宮崎まさお」⽒が来佐され、県内６
会場と広範にわたり、⼟地改良関係者
へ農業情勢をはじめ⼟地改良予算及び
農業農村整備事業の実情などについて
情勢報告会が開催されました。
地元農業者からの現場の声を、
⼟地改良事業の施策に反映させていき
たいと強く述べられていました。

2019
1/10

理事会を開催しました

当会理事会を開催
し、「平成 30 年度
⼀般・特別会計収⽀

１⽉

4⽇

１⽉

執務始め

9⽇

都道府県⽔⼟⾥ネット事務責任者会議

東京都

１⽉ 10 ⽇

佐賀県⼟地改良事業団体連合会理事会

佐賀市

１⽉ 19 ⽇

佐賀県農地･⽔･環境フォーラム

佐賀市

１⽉ 28 ⽇

第６１回通常総会議案説明会(佐賀･東部)

神埼市

１⽉ 29 ⽇

第６１回通常総会議案説明会(唐津･伊万⾥･杵藤) 伊万⾥市

１⽉ 31 ⽇

農業農村整備に関する説明会･意⾒交換会

佐賀市

今後の主な⾏事予定

補正予算」及び「第
61 回総会提出議案」
などについて審議、
承認されました。
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２⽉ 14 ⽇

第６１回通常総会

佐賀市

２⽉ 15 ⽇

災害復旧技術向上のための研修

佐賀市

２⽉ 26 ⽇

都道府県⽔⼟⾥ネット事務責任者会議

東京都

３⽉ 26 ⽇

全国⼟地改良事業団体連合会通常総会

東京都

平成 30 年 6 ⽉の⼟地改良法改正により、平成 34 年度までに原則として全ての⼟地改良区で
複式簿記会計を導⼊し、決算関係書類として貸借対照表を作成・公表することが義務付けられます。
佐賀県内の⼟地改良区（45 会員）における複式簿記導⼊状況は、現在（平成 30 年 12 ⽉末）、
４つの⼟地改良区で導⼊済となっており、当会では、⼟地改良区の複式簿記会計導⼊に向けた取組み
をサポートしていきます。

【単式簿記会計の問題点】
現⾦の収⽀という客観的な情報に基づくため、公⾦の適正な出納管理には対応しているが、現⾦の
⽀出を伴わないコスト（減価償却費、退職⼿当引当⾦など）の把握が困難。また、⼟地改良区
所有の⼟地改良資産が財産⽬録にも搭載されていない。

【複式簿記会計の導⼊により期待できる効果】
① ⼟地改良区の資産や負債の額を的確に把握
② 記帳ミスや不正の発⾒が容易
③ 事業ごと（⼩⽔⼒発電事業等）の正確な費⽤（コスト）把握
④ 修繕費や更新事業費を事前積⽴する根拠の説明が容易

（「⼟地改良区複式簿記の基礎知識(全⼟連)」より⼀部抜粋）

複式簿記会計導⼊に向けての流れ
平成 34 年度から貸借対照表の作成が必要
貸借対照表を作成するためには、資産・負債・収⼊・⽀出の各々の増減を記録
（仕訳）することが必要
固定資産の減価償却を⾏い、経年使⽤による価値（資産）減少の把握が必要
減価償却を⾏うためには、⼟地改良施設の資産評価が必要
資産評価は各施設の造成主体が⾏う

資産評価を実施

資産評価結果の提供

各⼟地改良区で
減価償却して貸借
対照表を作成

○国営造成施設：国

○県営造成施設：県

○団体営造成施設：市町、改良区、農協など

○管理者である⼟地改良区に資産評価の結果を提供

○評価対象となる⼟地改良施設は、各⼟地改良区が管理している施設
○管理施設の把握は、⼟地改良事業（維持管理）計画書または⼟地
改良施設台帳等で確認
（「財務・会計実践向上研修会資料(佐賀県)」より⼀部抜粋）

“複式簿記会計処理システム”の導⼊・研修を⽀援します（ご試⽤版もあります）
【総務部 総務企画課】 tel. 0952-24-6268
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非補助農業基盤整備資金のご活用を
ご 案 内

⼟地改良区等が国からの補助を受けないで
実施する⼟地改良事業・⽣産基盤整備事業等
に対して、⽇本政策⾦融公庫等が農家負担の
軽減を⽬的に⼟地改良区等に対し低利で融資
する資⾦です。国の補助事業でない事業（県
⼜は市町単独補助事業）についても融資の
対象となります。
【融資⽤途の例】

利

率

融資時の利率は金融情勢により変動

償 還 期 間

25 年以内（うち措置期間 10 年以内）

貸付限度額

農家負担額（最低額 50 万円）

利率(H30.12.19)

0.30％

●かんがい排⽔やほ場整備、客⼟等の事業を実施し農業基盤整備の整備・保全の推進を図る場合の費⽤
●農業集落排⽔事業の実施において、国等の補助⾦以外の受益者が負担する部分（トイレ、浴室、洗⾯所の改修）
●⼟地改良区等が⾏う⼟地改良施設の維持管理事業に対して、揚排⽔機場・⽤排⽔路・フェンス等の設置⼜、⼟地改良区の事務所の建設、
事務機等の購⼊の費⽤

【資⾦融資】
総務部 換地⽤地課 tel. 0952-24-6474

土地改良施設賠償保険のご案内
施設種別
農

道

用

排

⼟地改良法に定められた⽤排⽔路、ため池及び農道等で思わぬ事故
が発⽣し、⼈が死傷したり物が破損した場合、管理者である国・県・
市町村・⼟地改良区等は、被害者やその遺族から管理ミスを理由に治療
費や慰謝料を請求されることがあります。
このような時に⽣じる損害賠償を保険⾦としてお⽀払いする
ものです。

保険料
60 円/km

水

路

60 円/km

溜池・貯水槽

250 円/箇所

パイプライン

600 円/km

※保険期間 1 年間
※保険料は改定になることがあります

【賠償保険】
総務部 換地⽤地課 tel. 0952-24-6474

土地改良法律相談で問題解決の糸口を！
当会では⼟地改良事業（⼟地改良法）に関する諸問題
に対して、顧問弁護⼠が法律的な観点から問題解決
へと努めています。
相談費⽤は当会が負担しておりますので、まずは
お気軽にお問い合わせください。

【これまでの主な相談内容例】
◎賦課⾦滞納処分に関する相談
◎⼟地改良区運営に関する相談
◎⼟地改良事業を円滑に遂⾏するための相談

【法律相談】
総務部 換地⽤地課 tel. 0952-24-6474

〜会員のうごき〜
改良区
計
代表者が変更される際は
届け出が必要です！
21
24

管内

市町

佐賀中部

3

東部

６

9

15

唐津

２

3

5

伊万⾥

２

3

5

変更があった場合は、遅滞なく

杵藤

７

9

16

当会への届け出が必要となり

計

20

45

65

ます。

広報⼟地改良だより 2019.1

団体の⻑や理事などが代わる

編集・発⾏／佐賀県⼟地改良事業団体連合会

とき、または事務所所在地等に

〒840-0811
佐賀県佐賀市⼤財三丁⽬８番 15 号
tel. 0952-24-6268 ㈹

編集後記

分 ︶。 ⼩ 渕 恵 三

36

﹁ 新しい元号は﹃ へいせい﹄

時

14

であります﹂
。１９８９年１⽉

７ ⽇︵

書 か れ た 額 縁 ⼊ り の ⼆ ⽂字 を

官房⻑官が﹃ 平成 ﹄と 墨で

掲げた。 記者団から⼼境を問

われた⽵下⾸相は﹁ 平静です﹂

あの⼆⽂字を書いたのは

と語った。

総理府⼈事課︵ 当時︶の職員

で書道家でもある河東純⼀

20

分 前 に メモ を

も ら っ て 書 を し た ため た と い

さん。発表の

う。ちなみに、会⾒で﹁ 平成﹂

と書いた紙を掲げたのは、

⼩渕⽒のアイディアだった

とか。

新 し い 元号 は⼀ 体 何 に な る

のか。Ｍ 明治 、Ｔ ⼤正 、

1１

水土里ネットさが

fax. 0952-24-6221

（定款規約第 9 条）

(

Ｓ 昭 和 、 Ｈ 平成 の 頭 ⽂字

(
)

) (
(
)

)

以 外 であ ろ う と の 予 測 くら い

しかつかない。

⼟地改良関係予算に活⼒

を取り戻したことで新元号

とともに希望が膨らむ

このタイミングに肖り、

﹁⽔ Ｍ ﹂
﹁⼟ Ｔ ﹂
﹁⾥ Ｓ ﹂

)
(

)
(
)
(

の ⽂ 字 か ら ひ と つ でも 新 元号

に使われて欲しいと願う

ものの・・・と、思う私は

﹁平静ではいられない﹂

今回号が平成最後の広報

のかも。

発⾏となりました（Ｍ）

（平成 30 年 12 ⽉末時点）
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