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田園通信は全国の農業農村の整備・保全等に関する情報をお届けしています。
http://www.maff.go.jp/j/nousin/index.html
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝本号の内容（目次）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《１ 農業農村整備に関する政策等の情報》 ※抜粋
・平成29年度当初予算にかかる公共事業の箇所別予算額について【本省】
・東日本大震災：農林水産関連施設の復旧・復興のための技術者派遣
について【本省】
・農山漁村の振興に向けた優良事例の発信サイト「農山漁村ナビ」の公開
について【本省
《２ 各地の動き》 ※抜粋
・日本ダムアワード2016「低水管理賞」受賞【東北農政局阿武隈土地改良
調査管理事務所羽鳥ダム管理所】
《３ 今後の催し・取組のご案内》 ※抜粋
・御前山ダムの管理敷地内の一般開放【関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所】
・伊江地下ダムのダムカードの配布開始【沖縄総合事務局】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃《１ 農業農村整備に関する政策等の情報》 ┗┓
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
◆◇◆平成29年度当初予算に係る公共事業の箇所別予算額について【本省】
農林水産省は、平成29年3月31日（金曜日）に、平成29年度当初予算で
実施する公共事業の箇所別予算額をとりまとめ、公表しました。
┗ http://www.maff.go.jp/j/budget/kasyo/29tousyo/2017.html
◆◇◆東日本大震災について～農林水産関連施設の復旧・復興のための
技術者派遣について【本省】
農林水産省は、平成29年度の被災自治体（岩手、宮城、福島）に
おける、農林水産関連施設の復旧・復興を支援するため、都道府県
等と連携し技術者を派遣します。
┗ http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/sekkei/170324.html
◆◇◆農山漁村の振興に向けた優良事例の発信サイト「農山漁村ナビ」の
公開について【本省】
農林水産省は、平成29年3月24日（金曜日）に、農山漁村の振興に
向けた優良事例を情報発信する新たなWebサイト「農山漁村ナビ」を
公開しました。
┗ http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/170324.html
◆◇◆世界農業遺産への認定申請に係る承認及び日本農業遺産の認定を
行う地域の決定について【本省】
農林水産省は、平成29年3月14日（火曜日）に、「平成28年度
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第1回世界農業遺産等専門家会議」の評価結果を踏まえ、世界農業
遺産への認定申請に係る承認及び日本農業遺産の認定を行う地域に
ついて決定しました。
┗ http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kantai/170314.html
◆◇◆平成28年度 日本型直接支払の実施状況（見込み）について【本省】
農林水産省は、平成29年3月14日（火曜日）に、平成28年度
日本型直接支払（多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払
交付金及び環境保全型農業直接支払交付金）の平成29年1月末時点に
おける実施状況（見込み）を取りまとめました。
┗ http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nihon/170314.html
◆◇◆全国の野生鳥獣による農作物被害状況について（平成27年度）【本省】
農林水産省は、平成29年3月14日（火曜日）に、平成27年度の
野生鳥獣による農作物被害状況について、都道府県からの報告を
基にして、全国の被害状況を取りまとめました。
┗ http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyozyu/170314.html
◆◇◆歴史的風致維持向上計画の認定について【本省】
農林水産大臣、文部科学大臣及び国土交通大臣（「地域における
歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづくり法）」
における主務大臣）は、平成29年3月17日（金曜日）に同法第5条に
基づき、秋田県大館市、山梨県甲州市及び熊本県湯前町の歴史的
風致維持向上計画について、認定を行いました。
┗ http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/170315.html
◆◇◆農地転用許可権限等に係る指定市町村の指定（第4回）について【本省】
都道府県に代わり農地転用許可等の権限を行使する指定市町村の
指定について、平成28年12月28日（水曜日）以降、これまでに6の
市町（4県）から申請がありました。
これらの申請内容を審査した結果、いずれも指定基準に適合すると
認められることから、指定市町村として指定し、平成29年3月24日
（金曜日）付けで告示を行いました。
┗ http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/170324.html
◆◇◆農家住宅推進に取り組むモデル地区の決定について【本省】
農林水産省は、平成29年3月31日（金曜日）に、農家住宅推進に
取り組むモデル地区を決定しました。
┗ http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/170331.html
◆◇◆農業競争力強化プログラムの説明動画について【本省】
農村振興局長が、農業競争力強化プログラムの「８．土地改良」、
「９．就業構造」について、わかりやすく説明しています。まだ
ご覧になっていない方は、ぜひ一度見て下さい。
┗ http://www.maff.go.jp/j/kanbo/nougyo_kyousou_ryoku/index.html
また、政府広報オンラインにおいても、「農業競争力強化プロ
グラム」を紹介しています。併せてご覧下さい。
┗ http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/nougyo_kyouka2017/index.html （外部
リンク）
◆◇◆改正個人情報保護法の全面施行について【本省】
個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日から、現在、
個人情報保護法の適用対象とされていない小規模の農林漁業者等
（保有する個人情報が5,000人分以下の事業者）も、個人情報
保護法の対象となります。
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自分の経営や法人等が取引先や従業員の個人情報について、
（1）取得する際に利用目的を本人に伝えること、（2）決めた目的
以外に使わないこと、（3）安全に管理すること、（4）本人に無断で
他人に渡さないこと等適切に取り扱っているか、今のうちから確認
しておきましょう。
個人情報の安全管理措置については、改正法の附則において
小規模の事業者の円滑な事業活動に配慮すべきとされたことを
受けて、中小規模事業者（従業員100人以下の事業者）に過度の
負担とならないような手法例がガイドラインにおいて示されて
います。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）
「8（別添）講ずべき安全管理措置の内容」の「中小規模事業者に
おける手法の例示」を確認しましょう。
個人情報を適切に取り扱って、取引先や従業員からの信用を
守りましょう。
個人情報保護法に関する御質問等については、「個人情報保護法
質問ダイヤル」にお問合せください。
電話：03-6457-9849
受付時間：9:30 ～ 17:30（土日祝日及び年末年始を除く）
また、個人情報保護法の概要、よくある質問（Q＆A）及び
ガイドラインについては、個人情報保護委員会ホームページに
掲載されています。
⇒ http://www.ppc.go.jp/personalinfo/ （外部リンク）
◆◇◆平成29年度農山漁村振興交付金の公募について（農泊推進対策を除く）
【中国四国農政局】
農林水産省では、地域資源活用対策、人材活用対策及び農福連携
対策の交付金候補者を公募しています。
なお、本公募は、平成29年度予算政府原案に基づいて行うものです
ので、予算成立が前提となります。（農泊推進対策については、別途
公募する予定です。）
┗ http://www.maff.go.jp/chushi/green/nousangyoson/koubo_2017.html
┏━━━━━━━━━━┓
┃《２ 各地の動き》 ┗┓。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
▼平成29年3月10日（金曜日）に、農林水産省において、「地震災害対策
本部」「原子力災害対策本部」合同本部を開催しました。【本省】
┗ http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/saigai/170310.html
▼平成29年3月14日（火曜日）に、農林水産省において、「第9回 農地
流動化の促進の観点からの転用規制のあり方に関する検討会」を開催
しました。また、第9回検討会において、中間とりまとめが行われました。【本省】
┗ http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/kentoukai.html
▼平成29年3月14日（火曜日）に、農林水産省において、「第7回 多面的
機能支払交付金第三者委員会」を開催しました。【本省】
┗ http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tamen/170307.html
▼平成29年3月15日（水曜日）に、農林水産省において、「食料・農業・
農村政策審議会 農業農村振興整備部会（平成28年度 第5回）」を
開催しました。【本省】
┗ http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/keityo/170308.html
ページ(3)

1703-01_vol167
▼平成29年3月27日（月曜日）に、農林水産省において、「第4回 中山間
地域等直接支払制度に関する第三者委員会」を開催しました。【本省】
┗ http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/tyusan/170316.html
▼平成29年3月2日（木曜日）に、北海道札幌市内において、学識経験者等
によって構成される「平成28年度 環境に係る情報協議会」を開催
しました。【北海道開発局】
┗
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/kouhou/ud49g7000000xh76-att/23_kankyouzyouhou.pd
f
▼平成29年2月10日（金曜日）に、阿武隈土地改良調査管理事務所羽鳥
ダム管理所において、日本ダムアワード2016「低水管理賞」の授与式が
行われました。羽鳥ダムは昨年（2016年）の記録的な渇水を乗り切り、
下流域に実りをもたらしたことが評価され受賞しました。農林水産省が
造成したダムとして初の受賞となります。【東北農政局阿武隈土地改良
調査管理事務所羽鳥ダム管理所】
┗ http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/kokuei/abukuma/hatoridamu/kouhou.html
▼平成29年3月9日（木曜日）に、北陸農政局において、「平成28年度
日本型直接支払関連活動表彰式」を開催しました。【北陸農政局】
┗ http://www.maff.go.jp/hokuriku/photo/torikumi.html
▼平成29年2月7日（火曜日）に、平成28年度 新技術・工法等説明会
（現地説明会）を開催しました。【東海農政局水土保全相談センター】
┗ http://www.maff.go.jp/tokai/noson/suido/topics/20170207.html
▼平成29年2月14日（火曜日）に、平成28年度新技術・工法等説明会
（第4回）を開催しました。【東海農政局水土保全相談センター】
┗ http://www.maff.go.jp/tokai/noson/suido/topics/20170214.html
▼平成29年3月14日（火曜日）、岡山市内において、「平成28年度中国四国
地域鳥獣被害対策優良活動表彰」の受賞者の表彰式を開催しました。
【中国四国農政局】
┗ http://www.maff.go.jp/chushi/press/shigen/170307.html
▼平成29年2月15日（水曜日）、鹿屋市南町の水土里サークル定期報告会に
参加しました。【九州農政局肝属中部農業水利事業所】
┗
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/13/tiiki-katudou/290220_tamen_kinou_
kouhu.html
▼平成29年2月23日（木曜日）、荒瀬ダムその他環境保全計画検討委員会を
開催しました。【九州農政局肝属中部農業水利事業所】
┗
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/13/290222_kankyo_kentou_iinkai.html
▼平成29年3月12日（日曜日）、楠(なん)隼(しゅん)中高一貫教育校と
東京大学工学部航空宇宙工学科との交流事業に参加しました。
【九州農政局肝属中部農業水利事業所】
┗
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/13/tiiki-katudou/290312_nansyu_touda
i_kouryu.html
★゜・。。・゜゜・。。・゜☆゜・。。・゜゜・。。・゜★゜・。。・゜゜☆
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各地の国営事業等を紹介している広報誌等の最新情報をお届けします。
▼広報誌「かじかわ用水 第7号平成29年2月号」を発行しました。
【北陸農政局加治川二期農業水利事業所】
┗ http://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/kajikawa/yousui.html
▼広報誌「月刊 庄川左岸農地防災事業の動き3月号」を発行しました。
【北陸農政局庄川左岸農地防災事業所】
┗ http://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/syogawa/koho.html
▼広報誌（木曽調だよりNo.30）を発行しました。
【東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所】
┗ http://www.maff.go.jp/tokai/noson/kisocho/pr/index.html
┏━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃《３ 今後の催し・取組のご案内》┗┓
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今後予定されている催し・取組をご紹介します。
▼関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所は、平成29年4月7日（金曜日）
～9日（日曜日）において、御前山ダムの管理敷地内の一般開放を
行います。【関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所】
┗
http://www.maff.go.jp/kanto/nouson/sekkei/kokuei/nakagawa/news/dam_kahou_H29_spr
ing.html
▼中国四国農政局は、農業農村整備事業等を実施した受益地区内で
優れた地域貢献活動を行っている企業を表彰する制度を設けており、
本制度への応募をお願いしています。平成29年度における地域貢献
活動に係る募集期間は、平成29年5月1日（月曜日）から平成29年
6月30日（金曜日）までです。【中国四国農政局】
┗ http://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/H29tiikikouken.html
▼国営かんがい排水事業伊江地区において、平成29年4月1日（土曜日）
から伊江土地改良区の管理による伊江地下ダムの供用が開始されます。
これに併せて、伊江地下ダムのダムカードの配布を同日から開始
いたします。【沖縄総合事務局】
┗ http://ogb.go.jp/nousui/nouson/nns_info/170324_1/170324_1.pdf
▼水土里を体験するイベント
「水・土・里」を守るために。「水・土・里」を伝えていくために。
日本各地でさまざまな取り組みが行われています。
あなたも、参加してみませんか。
┗ http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/midori/index.html
┏━━━━━━━━┓
┃《４ お知らせ》┗┓ WEBサイトの更新情報をお知らせします。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
▼「水土を守る人々」のページを新設しました【農村振興局設計課】
水路などの農業水利施設を守っている人々を「水土を守る人々」と
いいます。そんな彼らの日常にスポットを当てて、その日々の取組を
紹介しています。是非ご覧いただき、農業水利施設を支えている人々
の苦労や努力、熱い想いを感じてください。
┗ http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/museum/suido/170220.html
▼「今月のJR車内誌」のページを更新しました。【北海道開発局】
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┗
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ns/nou_sin/ud49g7000000emhm-att/splaat0000001n52.pd
f
▼「農業・農村の復旧・復興に向けた東北農政局等の取組状況」ページ
を更新しました。【東北農政局】
┗ http://www.maff.go.jp/tohoku/osirase/higai_taisaku/hukkou/torikumi.html
▼震災復興室から「震災復興室だより（第14号）」を掲載しました。
【東北農政局】
┗
http://www.maff.go.jp/tohoku/osirase/higai_taisaku/attach/pdf/hukkou_zyoukyou-2.
pdf
▼平成29年2月23日（木曜日）に開催した「東北地方における農福連携
推進フォーラム」の概要を掲載しました。【東北農政局】
┗ http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/syurou/attach/pdf/index-1.pdf
▼「環境情報協議会」のページを更新しました。【東北農政局】
┗ http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/zikeika/kankyozyoho/index.html
▼「阿武隈土地改良調査管理事務所・羽鳥ダム管理所」のページを新設
しました。トピックスは「羽鳥ダムが日本ダムアワード2016低水管理賞を
受賞」です。【東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所】
┗ http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/kokuei/abukuma/hatoridamu/index.html
▼「進捗状況」と「広報」のページを更新しました。
【東北農政局中津山農業水利事業所】
┗ http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/kokuei/nakatsuyama/index.html
▼「トピックス」のページを更新しました。
【東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所】
┗ http://www.maff.go.jp/tokai/noson/kisocho/topics/index.html
▼「トピックス」のページを更新しました。
【東海農政局新濃尾農地防災事業所】
┗ http://www.maff.go.jp/tokai/noson/shinnobi/topics/20160704.html
▼「新濃尾歳時記」のページを更新しました。
【東海農政局新濃尾農地防災事業所】
┗ http://www.maff.go.jp/tokai/noson/shinnobi/saijiki/index.html
▼「改修工事の概要」のページを更新しました。
【東海農政局新濃尾農地防災事業所】
┗ http://www.maff.go.jp/tokai/noson/shinnobi/about/index.html
▼農山漁村活性化促進ネットワーク情報交換掲示板を更新しました。
【近畿農政局】
┗ http://www.maff.go.jp/kinki/keikaku/nousonshinkou/network.html
▼元気な地域づくり交付金の事後評価結果（平成27年度）を公表しました。
【近畿農政局】
┗ http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/nosonsinko/tyusankan/genki_27.html
▼ディスカバー農山漁村の宝を更新しました。【近畿農政局】
┗ http://www.maff.go.jp/kinki/keikaku/nousonshinkou/kasseika/dis.html
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▼南近畿土地改良調査管理事務所管内のダムの貯水状況のページを更新
しました。【近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所】
┗ http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/dam/kinki-dum/minamikinki.html
▼加古川水系広域農業水利総合管理事務所管内のダムの貯水状況のページを
更新しました【近畿農政局加古川水系広域農業水利総合管理事務所】
┗ http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/dam/kinki-dum/soukan.html
▼管内のストックマネジメント事業実施地区（「管内国営各地区の紹介」の
ページ内）の「笠野原地区」と「大淀川右岸地区」に地区概要のリンクを
追加しました。【九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所】
┗ http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/kokueitiku.html
┏━━━━━┓
┃リンク
┗┓
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
▼「災害関連情報」のおまとめサイト
┗ http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/denen/saigai.html
▼「設計・施工・入札関連情報」のおまとめサイト
┗ http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/denen/sekkei_seko_nyusatsu.html
▼水土里の動画情報館：農業農村整備に関する映像を公開【ARICのサイト】
┗ http://www.aric.or.jp/streaming/nnjigyo.html
▼農村振興局：農業農村整備に関する業務を行う農村振興局のWEBサイト
┗ http://www.maff.go.jp/j/nousin/index.html
▼水土里電子博物館：農業・農村の魅力を紹介
┗ http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/museum/index.html
▼疏水名鑑：疏水とは何か？に始まり、全国の疏水を様々な視点で紹介
┗ http://www.inakajin.or.jp/sosui/
▼水土里のイベント情報：全国の農業・農村に関する今後のイベント情報照会
┗ http://www.n-renmei.jp/carenda.htm
▼（一社）農業農村整備情報総合センター（ARIC）からのお知らせ
○農業農村整備民間技術情報データベースのご紹介
「農業農村整備民間技術情報データベース」にて民間企業等が開発した
「農業農村整備に資する技術」の情報を登録、公開しています。極力簡素な
構成、簡単な操作での検索、多彩な登録内容など、ご利用いただきやすい
データベースとなっております。是非、技術情報の検索にご活用ください。
┗ http://www.nn-techinfo.jp/mdb_web/MdbTop.do
○『水土の礎』のご紹介
『水土の礎』はgoogleのページランクでも10段階のうち「６」の評価を
得ている優良サイトです（http://www.pagerankchecker.jp/pagerankdefine.php）
今後ともコンテンツを整備してまいりますので、引き続き『水土の礎』を
ご愛読ください。
┗ http://suido-ishizue.jp/
○ARICメールマガジン（新技術のご紹介）のお知らせ
ARICでは「農業農村整備民間技術情報データベース」にて民間企業等が
開発した「農業農村整備に資する技術」の情報を登録、公開しています。
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また、新たに登録された技術をメールマガジンで登録ごとに配信して
います。皆様のメールマガジンへの登録をお待ちしております。
┗ http://www.aric.or.jp/mailmagazine/index.htm
配┃信┃登┃録┃に┃つ┃い┃て┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
メールマガジン「田園通信」の配信登録、配信先の変更・解除は、
皆さんのパソコンで行えます。転勤等によりメールアドレスが変わる
際は、あらかじめ下記のページから手続きをお願いします。
┗ http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html
なお、配信先変更・配信解除については、パスワードが必要になります。
パスワードはこちらのページから発行することができます。
┗ http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/re.html
～ お知らせ ～
★農林水産省の名をかたった「なりすまし」メールに御注意ください★
農林水産省の名をかたった、「なりすましメール」に関する情報が
寄せられています。
内容としては、農林水産省の名をかたった被害に係る注意喚起を装い、
メール文中のリンクから関係のないウェブサイトに誘導しようとする
ものです。このメールの内容について、農林水産省は一切関与して
おりませんので、受信された場合には、ウイルス感染等を防止するため、
メール文中のリンクの閲覧、添付されたメールフォームによる連絡等は
行わず、削除していただきますようお願いいたします。
詳しくは、こちらを御覧ください。
┗ http://www.maff.go.jp/j/kanbo/hyoka/security/spoofing.html
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
編集後記
春は出会いと別れの季節。４月から新しい生活を始めたり、新しい
部署に異動したりする方も多いことでしょう。新しい生活・新しい部署
でのご健勝をお祈りいたします。また、引き続き、本メールマガジンを
ご愛読いただけますようお願いいたします。
（メールアドレスが変わる場合には、「メールアドレスの変更手続き」を
お願いします。）
さて、先日、子どもたちと近くの公園を散歩していたところ、
「ホーホケキョ。」春の訪れを告げる「ウグイス」の鳴き声が
聞こえてきました。
私がまねをして、「ほーほけきょ。」
上の子が私をまねして、「ほーほけきょ。」
下の子が上の子をまねして、「ほーほけきょ。」
皆で、「ほーほけきょ。」
すると、「ホーホケキョ。」
なんと、ウグイスが返事をしてくれたのです。
「やったー。ウグイスと会話できた。」
子どもたちはニコニコ笑顔。
うららかな春の日が差し込む緑道での出来事でした。
☆編集担当Ｈ☆
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「田園通信」にご意見をお寄せ下さい
┗ https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/2243.html
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
(編集発行 農林水産省農村振興局設計課広報グループ)
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