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平成１９年１０月６日、稲刈りも終わったというのにまだ残暑の厳しい中、神山っ子を育む会との共催で、阿
賀野市立神山小学校児童や保育園児、保護者等を合せ総勢６０名で毎年恒例の｢ふるさと交流 魚のつかみ取り大
会｣を開催したときの写真です。
「神山っ子を育む会」は、神山小学校区の児童を対象とした健やかな成長の助長・地域の教育振興を図ってい
ます。その一環として「魚のつかみ取り大会」を毎年稲刈り後に、当区施設（長起揚水機場のファームポンド）
に於いて土地改良区と共催という形で開催しています。
つかみ取り前に、土地改良区の役割や仕事、本会場のため池や田んぼに届く阿賀野川用水の仕組み、そして農
業用だけでない土地改良施設の多面的機能についてマンガを用いて説明しました。子供たちは、真剣な眼差しで
話を聞いていました。 今年は地元小学校の野球大会が重なったことで、残念ながら例年より少人数でしたが、
つかみ取りは大成功に終わり、ウグイやニゴイ、フナ、コイ、タ
第６号 平成１９年１２月発行
ナゴ、タモロコ、カワムツ、ドジョウ、ウキゴリなど数種類・数
百匹以上の生き物が生息していることを確認しました。また、数
阿賀野川土地改良区
匹だけ小学校の池や水槽、自宅の水槽で飼う魚だけ持ち帰り、ほ
新潟県阿賀野市学校町3番62号
とんどの魚は「来年もまたたくさん魚がいるといいな」という願
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いを込めて、ため池に帰しました。 閉会時に児童たちは「今年
aganogawa@vega.ocn.ne.jp
も楽しかった。また来年も来たい。」「去年も大きな鯉がとれた
けど、今年も大きな鯉がとれて嬉しかった。」と感想を話してく
平成19年11月1日現在の状況
れました。
組合員数 5,184人
自然を通じて、たくさんのことが勉強できる、いい機会だと思
賦課面積 5,717ha（田5,490ha 畑227ha）
います。

（２）

阿賀野川土地改良区だより

組合員のみなさまへ
阿賀野川土地改良区
理事長
松田昭悦
寒さもひとしお身にしみるころ、組合員の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと存
じます。
日頃、当区の運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、米価の低迷等農業を巡る情勢はかつて我々農業者が経験したことのない厳しいもの
となっていますが、当区は将来の方向付けを見誤ることのないよう、より一層組合員のため
に土地改良区の使命達成に努力する所存であります。
第一に当区は、農地への安定的な用水の供給を行うと共に円滑な排水を行い、農業の生産
性の向上に寄与するものであります。そのためには、施設の適時補修を行い施設の長寿命化
を図ることが重要であり、結果農家負担の軽減につながるものと確信しております。
また、先人たちが営々と守り育んできた農地・農業用施設を国民共有の財産として次世代
に継承することが我々の義務と考えています。
第二には農業基盤の整備であります。作業の効率化による生産コストの削減、生産性の向
上にはほ場整備が最も適した手法であり、長起地区、三ツ森川原地区にて取り組み、継続し
て地区の掘り起こしを行いました。しかし、農業経営が厳しく負担に耐えられないとして新
規地区に取り組むことが難しい状況でありました。今後は、ほ場整備の掘り起こしを行うと
共に未整備の基幹排水路の整備に努力して参ります。
第三には地域の要請に応える土地改良区であると考えます。農地・農業用施設は、水質保
全、洪水調整機能並びに景観形成など多面的な機能を有しており、広く地域住民に快適な農
村空間を提供しており、これを地域住民から理解して頂くことが、施設管理における過重な
農業者負担の解消につながるものです。よって、今後は組合員のみならず地域にも積極的に
情報発信を行って参りたいと考えております。
いずれに致しましても当区は組合員の付託に応え、組合員から必要とされ、地域から信頼
される土地改良区を目指していくものです。
また、合併後は役員定数の６割・職員の２割削減等、運営事務費の圧縮を行って参りまし
たが、今後も役職員一同更なる合理化を図り、組合員皆様の負担軽減を進める所存でありま
すので、組合員皆様のご理解ご協力をお願い申し上げまして挨拶といたします。
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総代会とは、阿賀野川土地改良区の運営を決定する
最高議決機関です

第１０回臨時総代会を開催
平成１９年９月５日（水）、午前９時より阿賀野市農業総合管理センターにおいて平成１８年度の
決算を中心とした第１０回臨時総代会が開催され、笹神地区 阿部宏一 総代を議長に選任し、慎重審
議の結果全議案とも原案どおり承認ならびに可決されました。
土地改良区を取巻く情勢は、年々施設の老朽化が進み深刻化している中で、更に全農の米の仮渡金
が12,300円という状況の中、農業者にとっては、生産費、肥料、農薬、資材費や農機具、保険代、そ
して土地改良費など今年のやりくりはどうして行けばいいのか、非常に懸念されております。
また市の経済状況もすでに暗黒化しつつあり、福祉の問題、
教育の問題、農業の問題等様々懸念されますが、特に地場産業
といわれる農業は特に締め上げられ、市が負担すべき排水の問
題、緊急に整備するべきものをやらないと農業だけでなく一般
市民にも被害が出る場合もあることから、負担金や補助金、助
成金の大幅な減額を強いられ、大変な時代を迎えています。
そんな状況下で、土地改良区は様々な不安・問題を抱えてい
る状況ではありますが、何をおいても役職員一体となり、特に
総代の協力がなくては何もなし得ないことを再認識し、今後も
より一層、組合員の負託に応えていくことを誓い合い、総代会
は閉会いたしました。
▲ 議長 阿部宏一 総代
出席者数

96名中、90名出席（出席率93.7％）

※定員97名、現在総数96名、欠員1名

議決事項は以下のとおりです。
議第1号
地区編入の議定について
議第2号
維持管理計画の一部変更について
議第3号
笹岡土地改良区からの地区編入に伴う事業の
承継について
議第4号
定款の一部変更について
議第5号
県営湛水防除事業に係る地元負担金の一部負
担について
議第6号
平成19年度 新江安田地区特別会計収支予算補正理事会専決の承認について
（嶋瀬新田地区）
議第7号
平成19年度 一般会計収支予算補正について
議第8〜13号
平成19年度各工区・地区特別会計
収支予算補正について（第1、第2、
第3、第10、七島、開田、賀慶、新
江安田（嶋瀬新田・老ヶ池）、京
ヶ瀬（第一・第二2・第二5））
認第1〜16号
平成18年度 一般会計、各特別会
計収支決算について
認第17号
平成18年度 事業報告について
認第18号
平成18年度 財産目録について
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第10回臨時総代会で承認された 認第18号 平成18年度
規約第47条により、組合員皆様へご報告します。

財産目録について、阿賀野川土地改良区

平成18年度 財産目録
資産の部

1,192,647,511円

負債の部

3,223,625,636円

備品
8,626,343円
土地・建物等固定資産
218,458,818円

財政調整基金積立金見返金
354,365,549円

決済金積立金見返金
327,133,576円
退職給与積立金見返金
71,431,260円
現金及び預金
187,567,747円

出資金
1,862,686円

財政調整基金積立金
354,365,549円
農地転用決済金積立金
327,133,576円

退職給与積立金
71,431,260円

未収入金
23,201,532円

長期借入金
352,998,029円
平準化資金
137,700,000円

農林漁業資金借入金
1,949,154,242円

国営事業負担金未償還金
30,842,980円

（平成19年5月31日現在）

報道や番組などでご存知の方も多いと思いますが、いま日本は食生活の変化の中で
米の消費が減少し、和食離れが進んでいます。その結果として栄養バランスが崩れて
肥満・生活習慣病等の問題が生じ、また日本の食料自給率が低下しています。
年間で、1人当りが米を食べる消費量も、1962年は118.3キロでしたが、2007年現在
は半分の61キロまで減っています。 さらに新潟米の売れた量は、2005年産で65万ト
ンでしたが、2006年産は55万トンで、年間米が△10万トンも売れ残っています。
ごはんを中心に肉や油は控えめに、いまが旬のものや、地元でとれる食材など、野
菜をたっぷり使った食事を心がけ、食べ残しを減らす努力をしたいものです。

『食料自給率』とは？
私たちが食べている食料のうち、どのくらいが
日本で作られているかという割合のことです。
我が国の食料需給のあり方を考える上でも大
切な指標です。現在、日本の食料自給率は
39.8％（ちなみに昭和40年は73％でした。）で、
私たちは食料の半分以上を外国からの輸入に
たよっているのです。
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21世紀創造運動とは、新しい時代を迎え、農業農村を取り巻く情勢が著しく変貌する中、土地改良区が
果たしてきた役割、機能を改めて振り返るとともに、多面的機能の発揮・確保など国民が期待する新たな
役割の実現に向けて、土地改良区が地域の人たちと一緒になって考え、取り組んでいく運動のことです。
この運動やイベント等を契機に土地改良区の将来について一緒に考えてみませんか？
私たち水土里ネット阿賀野川もイベント等ＰＲ活動を行うことで、下図のようなイメージを抱きなが
ら、「やれること」から少しずつ、これから進むべき道を歩いていきたいと考えています。
皆さまより、ご意見・ご要望などございましたら、当区へご連絡いただければ幸いです。

土地改良区役職員の意識高揚
研修会参加、意見交換による知識・技術の習得、共有、向上

PR活動（土地改良施設、土地改良区をPR）
・イベント（マラソン、ウォークラリー、ボランティアなど）
・イベント協賛、参加
・土地改良施設見学会
・出前授業や出前講座
・広報、地域住民への広報回覧、ホームページなど

手法として･･･
・21世紀創造運動
・農地・水・環境保全向上対策
・管理体制整備促進事業 など

地域住民

農家（組合員）

①土地改良施設の機能を認識
↓
②土地改良施設の重要性を認識
↓
③行政の施設管理費の助成に
対する理解の醸成
↓
④過重な農家負担について理解

行政
①土地改良区の存在意義、価値の再認識
↓
②施設管理費、土地改良区への助成に
ついて行政・議会が理解
↓
③助成金増、助成金削減中止
（組合員の負担軽減）

防災・安全対策の
強化、徹底

①土地改良施設の機能、重要性を再認識
農家、農村の課題の認識
↓
②農家自身の意識改革
↓
③賦課金の妥当性を理解
(賦課金の金額、納入について理解)

・施設管理の地域住民参画
・施設管理費の削減
・施設の適正管理

土地改良区
①地域からの信頼
↓
②必要とされる土地改良区
↓
③農業経営の安定

これまで当区が実践した主なイベント
・施設見学会
・小学校へ出前授業
・田んぼの生きもの調査
・魚のつかみ取り大会
・ボランティア参加
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●

今年の秋コンバインがぬかって動けなくなったんだけど､どうも水路の近くが
やわらかくなっていたようなんだ｡どうしてかなー

●

それは水路から水が漏れて､田んぼが乾かなかったんだね｡水漏れの原因でもっ
とも多いのは目地からの水モレなんだよ｡
こりゃ大変だ!
秋になっても田ん
ぼが乾かない

目地は古くなると､は
がれたり､スキ間が
あいたりして水モレ
の原因となります｡

●

土地改良区にたのんだら直してくれるのかなー

●

そーだね大きい水路は土地改良区で直してるみたいだけど､小さい水路までは
手がまわらないようだね｡(下の図はお父さんに見てもらってね｡)

幹線と接続用水
路は土改で対応
しています｡

地先用水路の軽
微な目地補修は
地先関係者にお
願いしています｡

土地改良区では限られた予算を公平且つ有効に使うために補修のルールを決めて取り組んでい
ます｡その一つに目地補修もあり､幹線水路や長辺に接する水路は土地改良区で､地先水路の軽
微なものは地先関係者で補修することを基本としています｡
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●

ボクのところは小さい水路みたいだけど､どうしたらいいのかなー

●

春にでもお父さんと一緒に目地補修をしてみたらどうかな｡
目地補修はひかくてき簡単なので､やり方を紹介するからお父さんに読んでもらってね｡

1. 準備するもの

材料(セメント 砂 水)

道具(ハンマー タガネ コテ タワシ バケツ ボロ布)
ホームセンターで
1,000円〜2,000円位
で準備出来ます｡

2. まずは悪くなった目地を見つけよう!!

目地モルタルが古くなって部分的に
はがれています｡
目地モルタル

3. 次ぎにハンマーとタガネを使って､古い目地をはがそう｡
目地はこんなふう
になっています｡

U字溝

4. タワシと水できれいに掃除して､ボロ布等で水分をとりましょう｡

ここがポイント!!
目地に土があるとモルタル
の付きが悪くなります｡

5. モルタルをつくろう｡(配合は セメント1 : 砂1 の割合で水は少なめに!)
かために
つくります｡

6. 目地にモルタルをつめよう｡

天気の悪いときはモ
ルタルを早く固める急
結材が強い味方

指や目地コテでモ
ルタルを押し込んだ
ら表面をきれいに
仕上げよう｡

7. 乾燥させて完了!!
みんなは1人ではやれ
ないけど､お父さんと一
緒にチャレンジしてね｡

来年はコンバ
インがぬから
ないようにお父
さんとやってみ
ようかな!!

漏水の原因は目地以外にも水槽､ゲート､用水閘､浸透水といろいろありますので､目地
補修をやっても漏水が止まらない場合は土地改良区に相談して下さい｡又地先用水路の
漏水であっても状況により(広範囲の漏水､水路自体沈下等)土地改良区で対応します｡
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茨城県からほ場整備視察
平成19年7月13日、茨城県水戸市より中妻地区土地改良区の
塚本理事長はじめ30名の役員・総代の皆さんが、長起地区県
営ほ場整備事業と維持管理事業について研修に訪れました。
本地区の事業概要や維持管理体制などを説明し、活発な意
見交換をさせていただきました。
ほ場整備事業については、米価の低迷や用水路・排水路整
備などの負担がまだ残っているため、農家の新たな負担は困
難であり、なかなか進展しない状況であります。さらに県や
市の財政が厳しい状況でもあり、地区の絞込みや経済効果等
を上げるため、担い手への農地集積等要件が益々厳しくなり、新規採択も難しい現状です。米政策改
革大綱により農業の現場は益々混迷し、今後も難しい土地改良区運営が強いられてきますが、こう
いったときだからこそ、ほ場整備事業などを契機に生産性向上や労力・経費コストダウンのため「強
い基盤づくり」を行い、地域の農業振興と発展につなげていく努力が必要であると考えます。

福島県からお客様（農地・水・環境保全向上対策研修）
平成19年11月17日、福島県は河沼郡湯川村北田集落
より小野代表はじめ11名の活動組織「ひらめく北田」
ご一行が、阿賀野市上蔵野「上蔵野むらづくり協議会」
へ農地・水・環境保全向上対策の体験談、ノウハウ等
の研修に訪れました。
上蔵野むらづくり協議会代表の立川清氏（非農家）
は、「実質、上蔵野はＨ18年度の実験事業から継続し
て2年目。毎年1つずつでも集落が向上するよう、仕組
みを考えている。先祖代々守られてきた集落を、今度
は私たちが守る番。」と述べ、様々な相談や質問に上
蔵野むらづくり協議会の役員さんたちは熱心に答えて
いました。
北田集落では、20年前にほ場整備された地区であり、
年々農業者の数が減少してきたとともに、施設管理の粗放化や耕作放棄地の拡大で悩んでおり、この
農地・水・環境保全向上対策を利用し、ぜひ集落全体を活性化させたいご様子。
本年度からすでに始まっているこの施策。「ひらめく北田」も成功しますよう祈念しております。

次のような場合があったら、必ず土地改良区で手続
きしてください
例年、水路や農道等に草や枯木、ゴミ等の不
法投棄が見受けられます。
水路や農道等の土地改良施設は皆さんの大切
な財産です。こうした心無いポイ捨てはやめ、
水路や農道はきれいに管理
しましょう。
（ゴミの不法投棄は河川法
及び廃棄物処理法により処
罰されます。5年以下の懲
役または1,000万円（法人
には1億円まで加重ができ
る）以下の罰金）

（届出がない場合は変更することが出来ません）

●組合員が死亡したとき
●組合員が住所を変更したとき
●農業者年金の受給により経営移譲するとき
●売買や交換があったとき
●生前一括贈与するとき
ご注意：地目変更（宅地転用等）または公共事業による
買収があった場合は決済手続きが必要になります。
※届出がない場合は、今までどおりの賦課となりますの
でご注意下さい。
◎ご不明な点は、管理課までお問い合わせ下さい

阿賀野川土地改良区の区域図
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阿賀野川土地改良区だより

はさがけ

阿賀野市藤屋地内にて

刈り取った稲穂を、「はさ（稲架）」と呼ばれる干しざおに掛けて天日干しさ
れたのが、「はさがけ」と呼ばれるようになったと言われています。
機械乾燥が主流になった今、このような天日乾燥は見かけることが少なくなっ
てきました。
天日干しにて自然乾燥させる昔ながらの製法は、太陽の日差しをたっぷりと浴
びて、よりいっそう美味しいお米へとなっていきます。
「はさがけ」は手間暇がかかりますが、太陽の光と風の力で時間をかけてゆっ
くりと乾かし、その効果としては、機械乾燥よりもアミノ酸と糖の含量が高く、
炊飯食味計というもので炊飯状態を測定したところ食味値が2ポイント高いこと
が報告されています。
手間暇かけた、さぞかしうまい米でしょう。

阿賀野川
―

水土里ネット

は私たち土地改良区の愛称です

―

