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＜平成27年の年回り＞

平成27年がスタートしました。六十年サイクルとしての今年の干支（えと）は、「乙未

（きのとひつじ）」です。昨年は「甲午（こうご）」でしたので、蒔いた種が割れて芽を

出す瞬間の年で、様々な始まりや出会いのあった年でした。今年の「乙」は、芽が伸びて、

多くの制約や条件の中でなかなか真直ぐには伸びきれない姿を表しています。そして、

「未」は木の上に「一」が加わり枝葉が繁る様を表しており光が遮られるという意味があ

ります。枝をじょうずに剪定しないと良い一年になれないという年回りになるようです。

＜山形県の農業農村整備＞

現在、山形県では競争力の高い農林水産業の展開を図るため「新農林水産業元気再生戦

略」を樹立し事業が進められています。農業農村整備では、本県の農業生産基盤の整備率

は基幹水利施設では80％、水田では73％と全国的にも高い水準にありますが、他県に先

駆けて整備が進められたことから、水利施設の老朽化が進むとともに、1ha以上の大区画

ほ場の整備率は全国平均を下回っている現況にあります。また、地域ごとに格差のある基

盤・条件整備を進めることや水田における畑作物の本作化を推進することも急務でありま

す。こうしたことから、競争力の高い経営体育成に向けた基盤整備と水田畑地化の推進、

農業水利施設の長寿命化の推進、農村の防災対策の強化が必要となっています。しかし、

国の農業農村整備事業予算が平成22年に激減となり、政権交代により回復基調になっては

いますが、まだまだ所要額の確保には至っていないのが現状です。

＜土地改良区を巡る情勢＞

昨年は新しい農政改革がスタートしました。その目玉となる農地中間管理機構の創設で

は、土地改良サイドでも相当期待を持っていますが、現状では、公募状況でも借り手の面

積に比べ、貸し手の面積が少なく、マッチングが今後どのようになるのかなど、まだまだ

先行きは不透明さを残しています。

また、多面的機能支払制度については、県内でも従来の農地・水に比べ取組み面積が大

「平成27年に思うこと」

山形県土地改良事業連合会
会 長 佐 貝 全 健

巻 頭 言
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きく増えました。土地改良区でも多くの地域で組織立上げに積極的に協力した結果とはい

えますが、米の直接支払制度がいずれなくなり農家の収入減が避けられない中で、水利施

設の維持管理の負担軽減を模索していかねばなりません。

また、米概算金の急落という現実がありました。経営規模の拡大を進めてきた農家ほど

その影響を大きく受けることになりました。国ではこれに対する諸施策を講じてはおりま

すが、担い手農家にとって将来の見通しに暗雲がかかる問題となっています。土地改良区

においても、これまで賦課金の未収金対策に汗水流し納付率を上げてきた役職員にとって、

今後の賦課金徴収への影響を心配する声が各所から上がっています。

平成26.10.30 山形新聞掲載広告

＜私たちの姿勢＞

昨年開催した第33回山形県土地改良大会の記念講演の講師として、歴史小説家の童門冬

二氏をお招きし『歴史から学ぶ農業』と題して講演していただきました。内容は、「今必

要なことは“恕（じょ）の精神”であり、それは常に相手の立場に立って物事を考えるや

さしさと思いやりである。」とのことでした。特に、「（農業は・・、）蒔いた種を立派

な作物にして、お返しをしようという気持ち。たとえ荒地であろうと、耕し続けなければ

ならない。」との話に感銘を受けました。

恕とは、江戸時代の儒学者細井平洲の教えです。私が最も尊敬する西郷南洲（隆盛）は、

平洲の著書『嚶鳴館遺草〈おうめいかんいそう〉』に強く影響を受けた人物であり、私も

かねてから勉強しておりましので、童門先生のお話しに

共感を覚えました。この教えは、平洲を師としたのが米

沢藩主の上杉鷹山であり、後世影響を受けた代表として、

今年の大河ドラマの主人公の兄、吉田松陰がおります。

日本人の心の美しさは、“恕の精神”に基づいていると

も言えます。

私たちが向き合っている情勢で考えますと、昨年は農

政改革など大きく動いた年でしたが、たくさんの課題が

あります。これらの課題にきちんと向き合い、苦労も伴

うでしょうが、前へ前へと進めていく年としなくてはな

りません。“恕の精神”を忘れず、今年の年回りに合わ

せ、枝葉を剪定し、光を呼び込み、明るい将来に結びつ

けられるよう、共に努力して参りましょう。
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① 水路の泥上げ、農道の路面維持など
（都府県の田の場合。以下同じ） ３，０００円/１０a

② 植栽やビオトープづくりなど農村環境活動 ２，４００円/１０a

③ 水路や農道などの補修や更新 ４，４００円/１０a

（①、②及び③に同時に取り組む場合は、最大 ９，２００円/１０a）

日本型直接支払制度日本型直接支払制度

多面的機能支払（地域の共同活動を支援）

中山間地域等直接支払（条件不利地の農用地）

農業生産活動を継続する活動

（急傾斜地の田の場合） ２１，０００円/１０a

環境保全型農業直接支払

化学肥料・化学合成農薬の５割低減の取組とセットで行う次
の営農活動
① 緑肥の作付け ８，０００円/１０a
② 堆肥の施用 ４，４００円/１０a 等

※ 交付単価は、地目（田、畑、草地）、傾斜、活動内容等によって異なります。
※ 詳しい内容は、Ｐ５の問合せ先に照会頂くか、ホームページをご覧下さい。

農業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します

平成27年度から法律に基づく制度になります！

近年、農山漁村では高齢化や人口減少等により、地域の共同活動等によって支えられてきた多面
的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、地域の共同活動の困難化に伴い、水路、農道等の
地域資源の維持管理に対する担い手の負担が増大することも懸念される状況にあります。

このため、平成27年度から、農業・農村の多面的機能の発揮のための地域活動や営農の継続等に
対する支援が法律に基づく制度（農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律）になります。

今後とも、地域活動、農業生産活動の継続、自然環境の保全に資する農業生産活動による農業・
農村の多面的機能の発揮に向けた取組が着実に推進されるよう、本制度のパンフレットを掲載しま
す。関係機関の皆様からも生産現場である農業者等へ広くＰＲして頂きますようお願いします。

施策情報

日本型直接支払制度
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関連情報はホームページでも詳しくご覧いただけます
農林水産省 日本型直接支払について

http://www.maff.go.jp/j/nousin/index.html

東北農政局 整備部 農地整備課
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町３丁目３番１号

仙台合同庁舎 （電話）022－221－6289（直通）
日本型直接支払 窓口（主）保全業務第１係 山田

〃 〃 （副）保全指導係 田村

【お問い合わせ先】

交付単価

①農地維持支
払

②資源向上支
払※１、２

（共同活動）

①と②に取り
組む場合

田 3,000 2,400 5,400

畑※５ 2,000 1,440 3,440

草地 250 240 490

都府県

（単位：円/10a）

※１：これまでの農地・水保全管理支払の５年以上継続地区については、農地・水保全管理支払と同様75％単価が適用される。
※２：②の資源向上支払（共同活動）は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが必要。
※３：水路や農道などの施設の老朽化部分の補修や施設の更新。
※４：更に③の資源向上支払（長寿命化）に取り組む場合、単価は都府県・田の場合4,400円/10a が上乗せされる。①、②及び③を

一緒に取り組む場合は、②の単価は、従来の農地・水保全管理支払と同様75％になり、都府県・田の場合、合計で9,200円
/10a となる。

※５：畑には樹園地を含む。

③資源向上支
払

(長寿命化※３）

①、②及び③
に取り組む場
合※４

4,400 9,200

2,000 5,080

400 830

（国と地方公共団体の合計額）

多面的機能支払

中山間地域等直接支払

環境保全型農業直接支払

田 畑 草地 採草放牧地

急傾斜
（1/20以上）

緩傾斜
(1/100以上)

急傾斜
(15°以上)

緩傾斜
(8°以上)

急傾斜
(15°以上)

緩傾斜
(8°以上)

草地比率の高
い草地
(寒冷地)

急傾斜
(15°以上)

緩傾斜
(8°以上)

21,000 8,000 11,500 3,500 10,500 3,000 1,500 1,000 300

（単位：円/10a）

対象取組 交付単価

全国共通取組

緑肥の作付け 8,000

堆肥の施用 4,400

有機農業（うちそば等雑穀・飼料作物） 8,000（3,000）

地域特認取組
対象取組は、承認を受けた都道府県により異なり
ますので、詳細についてはお問い合わせください。

3,000～8,000

（単位：円/10a）

（参考）
平成25年度の多面的機能支払交付金（旧農地・水保全管理支払い交付金）の取組状況は以下の通りです。

○共同活動の組織数【秋田県（655組織）、山形県（575組織）】
○共同活動支援交付金に係る活動の取組面積【秋田県（68,452ha）、山形県（64,945ha）】
○農振農用地に占める共同活動取組面積の割合【秋田県（46.5％）、山形県（53.9％）】 5



政府は、１月14日の閣議において、平成27年度予算案を決定しました。

農業農村整備事業関係予算では、農業競争力強化と国土強靱化を図る農業

農村整備事業は前年度比2.4％増の2,753億円が計上されています。

－農業農村整備事業の主なポイント－

農業競争力強化のための農地の大区画化・汎用化、新たな農業水利シス

テムの構築、国土強靱化のための農業水利施設の長寿命化・耐震化対策、

ため池の管理体制の強化等を推進することとしています。

【国営水利システム再編事業（農地集積促進型）：新規】

○ 水管理労力の負担増を抑制しつつ、経営の自由度を確保できる需要

主導型（担い手主導型）の水供給システムへの転換を図る農業水利シ

ステムの再編整備を実施します。

【国営施設応急対策事業：拡充】

○ 国が造成した基幹的水利施設を対象に、不測の事態への対策を強化

するとともに、当該地区内の施設の長寿命化対策を一体的に実施しま

す。

○ 第三者被害の懸念があるなど重要度・緊急性の高い国営造成施設は、

末端支配面積要件を緩和し実施します。

○ 機能保全計画等作成済み施設の補足調査（長寿命化計画の作成）の

取組を追加します。
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平成27年度農業農村事業予算（政府案）決定



東北農政局では、市町村をはじめとする農山漁村における再生可能エネルギー関係者に対し、
現場の実情に応じたきめ細やかな支援を行うため、相談窓口を設置しています。

→ 連絡先：東北農政局 経営･事業支援部 事業戦略課 電話：022-221-6146

○東北農政局のホームページでは上記の法律や取組等について紹介しております。
http://www.maff.go.jp/tohoku/syokuryou/saisei/index.html

再生可能エネルギーによる農山漁村の活性化

現在、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度により、土地、水、バイオマス等の資源を
活用した発電が進んでいます。

平成26年5月に施行された、農山漁村再生可能エネルギー法(※)は、農山漁村の持つ重要な機
能に支障をきたすような無計画な整備を防止するとともに、地域主導で農林漁業の健全な発展と
調和のとれた再エネ施設の導入を促進することにより、その利益を地域に還元させ、地域の活力
の向上及び持続的発展に結び付けることで農山漁村の活性化を図ることとしているなど、農林水
産省としても再生可能エネルギー導入について推進しているところです。

農業水利施設を利用した発電

農業水利施設は、食料供給の基盤であるのみならず、地域排水等に寄与していますが、電気料
金の値上げや施設の老朽化等による維持管理費の増大により、施設の適正な管理が困難になって
いる場合もあります。

一方、用水路によっては、発電を行うための条件（流量、落差、流速）等が揃っている場所も
あり、そのような場所で小水力等発電を導入することにより、自ら消費する電力の供給や売電収
入による施設の維持管理費の軽減が期待できます。

土地改良区等の皆様におかれましても、ダム、ため池、落差工など様々な場所で小水力等発電
の可能性や、さらには再生可能エネルギー活用による地域活性化について検討されてみては如何
でしょうか。

秋田県 山形県

秋田・山形県内の小水力発電の取組事例

①（株）山形発電
② 最上川中流小水力南舘発電所
③ 土地改良区が出資した会社組織によ

る小水力発電
④ 山形市

① 西目土地改良区
② 西目発電所
③ 売電収入を揚水機場等の維持管理費

に充当し、受益農家の負担を軽減
④ 由利本荘市

（凡例）
①事業実施主体または施設管理者
②発電所名等
③特徴
④市町村名

資料：東北農政局ＨＰ

施策情報

● 農山漁村再生可能エネルギー法を活用する場合は、市町村で基本計画を作成して頂く必要がありますので、市町村の農林
水産部局及び環境・エネルギー関係部局にご相談下さい。

※農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 (平成25年法律第81号) 7



このため、老朽化の著しい用排水路の改修を行い
農業用水を安定供給。
併せて、自然浄化施設の設置等により水質保全機
能を増進。

このまま改修を行わなければ

【地区調査の目的】
八郎潟地区は、昭和32年から51年度にかけて行

われた干拓事業等により造成された新生の大地で、
整然と大区画に整備された受益面積が約11,700ha
の秋田県内有数の大穀倉地帯であります。

地区内の用排水路は、ほとんどが造成時のままで
老朽化が著しく、維持管理に多大な労力と経費を要
しています。

また、水源としている調整池は年々水質が悪化し
ています。

このため、施設を管理している土地改良区からの
要請に応えるべく、農業水利施設の改修と、併せて
自然浄化施設の設置など、水質保全に資する事業計
画を策定するため、平成2６年度から地区調査を実
施しています。

【関係市町村】
秋田県南秋田郡大潟村

【主要工事】
方口機場、幹線用水路L=94km、幹線排水路

L=23km、支線排水路L=108km、小用水路、水質
保全施設一式、用水管理施設

現在の状況

幹線用水路 腐食が進行し、座屈、
貫通孔が生じている

腐食が進行し、欠損が
生じている

支線排水路は法面が
浸食されている

擁壁が崩壊

農業生産性の向上・農業経営の安定

八郎湖の水質保全に寄与

○老朽化により施設の機能が低下し農業用水の
安定供給に支障、地域の農業に甚大な被害

業務紹介

国営土地改良事業地区調査【八郎潟地区】の概要
計画エリア（大潟村）

施設の改修・更新により、農業生産性の向
上・農業経営の安定を目指す
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このため、老朽化の著しい農業用用排施設の改修
と併せて、地区内水源に乏しく、厳しい水運用を
行っている地区内の用水再編を念頭に置いた事業
構想を策定。

（大豆）（ウルイ）

【調査の目的】
新庄泉田川地区は、受益面積が約5,000haの山

形県内有数の大穀倉地帯です。
農業水利施設は、前歴事業から築造後数十年あ

まり経過し、施設の老朽化の進行により維持管理
に多大な費用と労力を要しています。

さらに、泉田川地区においては、近年、河川自
流を安定取水できない状況にあり、また、新庄地
区においても、清水揚水機場の電気料金が大きな
負担となっています。

このようなことから、農業水利施設の改修と併
せて両地区の用水再編を行うことにより、農業用
水の安定供給に資する事業構想策定のため、平成
2６年度から地域整備方向検討調査に着手してい
ます。

【関係市町村】
新庄市、金山町、真室川町、大蔵村、鮭川村

【事業構想】

桝沢ダム、第一頭首工、第二頭首工、駒場頭首
工、清水揚水機場、小月野揚水機場、幹線水路（6
路線：36km）、水管理施設一式

現在の状況

第１頭首工（コンク
リート劣化状況） 幹線用水路（コンクリート劣化

状況

パイプライン
電食状況 バルブ状況

山形県

このまま改修を行わなければ

○老朽化により施設の機能が低下し農業用水の
安定供給に支障、地域の農業に甚大な被害

○用水路の崩壊やゲートが操作不能になった場
合用水の溢水による農地や宅地への被害

将来的には、施設の更新等を行うことにより、
農業生産性の向上・農業経営の安定を目指す

地域整備方向検討調査【新庄泉田川地区】の概要
計画エリア（山形県新庄市ほか２町２村）
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広域基盤整備計画調査【最上川地域】(２巡目)の概要
調査・計画エリア（山形県最上川流域・赤川流域）

【調査の概要】

山形県最上川地域（最上川流域・赤川流域）は、昭和20年代より国営かんがい排水事業等
により基幹的農業水利施設が整備され、食料供給の中核的な役割を果たしている大規模かつ優
良な農業地域です。

しかしながら、このように整備された農業水利施設は、築造後の年数経過により老朽化が進
行しています。

これら施設の整備更新には、膨大な整備コストを要することから地域全体の計画的な整備更
新等のスケジュールを検討する必要があります。

このため、本地域において国営及び附帯県営事業により造成した基幹的農業水利施設の計画
的かつ機動的な更新と、長寿命化に配慮した整備構想の策定に向けて、広域基盤整備計画調査
を平成26年度から平成28年度までの3ヶ年で実施します。

本調査の推進に向けては、関係機関で構成する最上川地域広域基盤確立推進協議会に諮りな
がら進め、最終年度に広域基盤整備計画を取りまとめる予定です。

なお、最上川地域での1巡目の調査は、平成11～13年度に実施しています。

【対象地区】
山形県内の国営事業実施地域（鳥海南麓地区を除く）

【関係市町村】
山形県山形市ほか11市11町２村

○最上川地域 概要図
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国営土地改良事業事後評価【男鹿東部地区】の概要
事業エリア（秋田県男鹿市ほか１市３町１村）

防潮水門は、水門本体の劣化、損傷やゲート機器類の
腐食、河床の洗掘などにより全面改修されました。

南部排水機場は、機場本体の劣化、損傷、ポンプ回転
軸のズレなどにより全面改修されました。

北部排水機場は、建屋の多数の亀裂発生、ポンプ羽根
車の抉れ、孔触などにより全面改修されました。

旧北部排水機場 新北部排水機場

旧南部排水機場ポンプ 新南部排水機場

旧防潮水門 新防潮水門

【事後評価の目的】

農林水産省は、事業の効率性及び事業実施過程の透明性の一層の向上を図るため、国営土地改
良事業の完了地区において、事業完了後一定期間経過後に事業効果の発現状況等について評価を
行っています。

【男鹿東部地区の事業成果】

八郎潟干拓地区の基幹土地改良施設である防潮水門、南部排水機場及び北部排水機場は、昭和
58年の日本海中部地震の影響を契機として著しく機能が低下していました。

これら施設の機能を回復するために「国営男鹿東部総合農地防災事業（平成8年度～平成19年
度）」が実施され、その結果、農作物の被害・農地の災害等の未然防止、農業生産の維持と農業
経営の安定及び国土保全が図られています。

【関係市町村】
男鹿市、潟上市、三種町、五城目町、井川町、大潟村

【評価結果の概要】
事業により、農業用水の確保、農作物被害及び農地災害が未然に防止され、農業生産の維持と

農業経営の安定及び国土保全が図られている。今後も、事業効果を継続的に発現させる観点から、
著しく老朽化している用排水路の更新整備を早急に実施するとともに、将来にわたって農地・施
設を適切に管理・更新していくため、整備された農業水利施設の役割・事業効果について、地域
で広く理解して頂くための取組を継続していくことが重要である。結論として「一定の事業効果
の発現が認められる」との評価を得ております。（平成26年8月29日公表）

※東北農政局ホームページ：http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/zigohyouka/zigohyoukatop/zigohyouka.html
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平成26年８月ホテルサンルーラル大潟において、
大潟村創立50周年記念連続フォ－ラム「日本の農
業・農村の未来へ 大潟村からの提言」(第１回 : 未
来を拓く大地の創造）が、村民や関係者ら約200人
の参加で開催されました。

東北農政局次長等を歴任され、村の応援大使も務
める宮本均氏の基調講演をはじめ、９名の方より農
地や農業水利施設、自然環境、自然エネルギー、営
農について報告・発表があり、最後に「世界のモデ
ル農村をめざそう！」との
総括提言が発表されました。

また、節目の年となった昨年は、連続フォーラム「日本の農業・農村の未来へ大潟村からの提
言」などの様々な記念行事が開催されました。

昨年11月23日、大潟村村民体育館において、大潟村創立50周年記念式典が開催され、西川農林
水産大臣代理小林祐一農村振興局次長、佐々木康雄東北農政局長、佐竹敬久秋田県知事をはじめと
する来賓や村民約500名が参列しました。

式典では、小林祐一農村振興局次長より農林水産大臣祝辞の代読、記念講演が行われ、結びに、
高橋浩人村長と大潟中学校生徒５名による100周年に向けた村づくりの指針となる大潟村未来宣言
（絆を大切にする村。自然と農業と人が共生する村。先端産業としての農業の村。日本一元気な長
寿村。開拓者精神を引き継ぎ、逞しい子供を育てる村。）が読み上げられ閉会となりました。

小林次長の基調講演

高橋村長（左）と大潟中学生による未来宣言

大潟村が誕生から50周年を迎えました

創立50周年記念連続フォーラム

宮本均氏（大潟村応援大使）

この連続フォーラムは、11月に第２回フォーラム（未来を支える
新たな農業展開）、平成27年１には第３回フォーラム（夢あふれか
がやく村をめざして）の計３回開催され、いずれの回も大盛況のう
ちに終了しました。
※ 各フォーラムにおいて「西奥羽土地改良調査管理事務所」「秋田県農林水産部」「水土里ネットあ

きた」は、共同で農業農村整備事業のＰＲパネルを展示しました。 NN事業PRパネル展示も大盛況でした

〔ひとくちメモ〕
八郎潟の干拓と新農村の建設
は、国家的要請によりオラン
ダの技術協力を得てスタート
した事業であり「世紀の干
拓」と称されました。
当時、世界最高水準を誇った
堤防技術は、我が国の近代干
拓工学の第一歩を印すもので
あり、また、新しい時代の新
しい構想による農村建設は、
我が国における農村整備の嚆
矢（こうし）と評価されてい
ます。

地域情報

記念式典を開催
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秋田県東南部の横手盆地の中央に広がる農業地帯において、現在、国営かんがい排水事業全
体実施設計「旭川地区」が実施されています。本事業では、老朽化した農業水利施設の改修と
ともに地区内の用水再編を行い、安定的な用水供給と農業水利施設の維持管理を軽減すること
により、農業経営の安定や農業生産性の向上を図ることとしています。

この旭川地区を南北に通るＪＲ奥羽本線の後三年駅から徒歩5分、のどかな田園風景に囲ま
れた場所に、農家レストラン「米（まい）サラダハウス」があります。レストランの運営は、
地域農業の担い手である農事組合生産法人「美郷サンファーム」が行っています。

レストランで提供される食事は、「本物を食べて欲しい」との思いが詰まったものばかりで、
特に、そば粉のクレープの上に美郷サンファーム栽培のお米と野菜をたっぷりとのせた「米サ
ラダガレット」が人気のメニューとなっています。

農業生産のみを行う組織に留まることなく、“新たなる農の風”を起こすべく、地域のにぎ
わいと農業の活性化に取り組んでいる美郷サンファームの農家レストラン 米サラダハウス へ
みなさんも足を運ばれてみては如何でしょうか。

農家レストラン探訪 （秋田県美郷町）

美郷サンファームは、平成16年に設立された農事組合
生産法人です。米、大豆、アスパラガス、メロンを中心に
受託を含め約30haを経営しています。

経営規模の拡大を続けていく中で、秋田の農業は実質的
に半年間しか出来ないので、農繁期は従業員を雇用出来る
が、農閑期には雇用が出来なくなってしまう。このため、
冬期間の雇用の継続と収入の確保を図る対策として農産物
加工の取組を始めたのが、 6次産業化へ取り組むきっか
けになったとのことです。

現在、農産物加工から始まった取組は、農家レストラン
のほか、農家民宿や農業体験（田植え、稲刈り、アスパラ
収穫、餅つき等）、さらには道の駅やレストラン内での自
家製の漬け物・米粉加工品等の直売と多様です。

取材を通じて、代表理事の深沢さんがお話しされた「全
ては基盤整備を契機として始まった。基盤整備無くして農
業の発展は無い」との説明が、とても印象に残りました。
（取材：Ｓ）

定休日：水曜日

通年雇用を目指し 「加工･販売」へ挑戦！

道の駅 雁の里
せんなん雁太郎

農家レストラン
米（マイ）サラダハウス

国
道
13      
号
線

イオン

至
横
手
市
→

後三年駅

人気メニューの米サラダガレット

【玄米アイス ：写真左】
あきたこまち玄米を使用したレスト
ラン自慢の一品。他に自家栽培ア
スパラガスとコラボしたアスパラア
イスもあります

【ガレット（galette）：「丸く薄もの」と
いう意味。フランスの郷土調理】

【こまちカリカリあんかけ ：写真右】
美郷サンファーム産の米粉100％
の手打ち麺＋野菜あんかけ。カリ
カリの食感がたまりません
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山形県鶴岡市にある因幡堰土地改良区は、一級河川赤川に広がる
約1,400haを受益（旧藤島町、旧羽黒町町、旧櫛引町）にもつ土
地改良区です。

農業農村の発展に尽力したとして、一昨年、全国水土里ネット表
彰（農林水産大臣賞「優良土地改良区」）を受賞しています。

改良区では、昨年11月、地域の将来を見据えながら、次世代に
優良農地を引き継いで行くために、「今、何をすべきか」を考え、
さらには地域振興・地域活性化のヒントを見いだすため、地域の農
業農村を考えるワークショップを開催しました。

本ワークショップに参加した当事務所最上川支所の藤原調査係長
からのレポートです。

庄内地域特有の強い北西の風が吹きすさぶ中、因
幡堰土地改良区会議室に約40名が集まり、農業者、
地域住民、行政機関がそれぞれに別れ、6班による
ワークショップを開始しました。

地域の現状把握のため、改良区が実施したアン
ケートや、地域のお宝マップ等の情報を踏まえ、各
員が、この地域で実施したいこと、欲しいものなど
を提案し、「今すぐ出来るもの。５年後・１０年
後・５０年後には実現させたいもの。保存すべきも
の」等の意見が出されました。

また、実現に向けての手段、保存に向けての対策
等についても多様な検討が行われました。

私（藤原）が参加した班には、鶴岡市周辺の出身者が

いなかったため、外部からの視点で、この地域に欲しい
もの、当地では当たり前の事柄でも外部から見たら良い
と思うこと等を中心に議論を行いました。

いくつかの意見のなかで、特に印象的だったのが、
「地域農産物を食材として使っているレストランの小冊
子（ランチパスポート）を作ろう。」とのアイデアや、
「小中高校で、農地の維持管理等を課外授業として取り
入れてもらい、農家以外の地域住民にも子供たちを通じ
て意識啓発してはどうか。」など、若い世代が地域に愛
着を持ち、今後とも住み続けてもらえるためのアクショ
ンなど、「地元愛」を意識した提案や意見等が多く出さ
れました。

また、このような催しへ初めて参加した方は、最初は
戸惑っている様子でしたが、時間が経つにつれて白熱し
た議論を交わすなどの盛り上がりも見られ、最後は、各
班より検討内容が発表され終了となりました。

因幡堰土地改良区では、「今回の様々な意見やアイデ
アを踏まえ、今後の活動計画に活かして行きたい。また、
今後もワークショップを開催したい」とのことでした。

ワークショップへ参加して

因幡堰土地改良区

富樫達喜理事長の挨拶

白熱した議論を展開

各班からの報告

トピックス

因幡堰土地改良区がワークショップを開催

優良農地を未来へ引き継ぐために！
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同地区では、平成11年度に着工した
県営ほ場整備事業において、庄内町立余
目第一小学校の児童によるメダカ保全活
動が行われたことが契機となり、NPO 
法人「家根合生態系保全活動センター」
が設立され、地元の小学校と連携し地域
でさまざまな環境保全活動が続けられて
います。

子供たちは、魚を捕獲するうえでの注
意事項等を聞いたあと、早速、調整池に
入り、泥だらけになりながらも楽しそう
に魚を捕まえていました。

魚の捕獲終了後は、最上川土地改良区の方から、魚の種類、特徴や習性、地域に生息する魚の生
態などについての説明があり、みんな熱心に聞いていました。はじめて魚採りを体験した児童もお
り、子供たちにとって貴重な経験になったようです。

なお、捕獲された魚は、ブラックバス等一部の魚を除き近くの保全池等に放流され、そこで越冬
することになります。

余目第一小学校の４年生のみなさんと地元の方々

調整池での魚類の捕獲の様子
魚の学習会の様子

今回の調査で、コイ、ギンブナ、
タモロコ、モツゴなど、16種類
の魚が見つかりました

昨年10月、山形県庄内町の家根合揚水機場に隣接する
調整池において地元NPO法人「家根合生態系保全セン
ター」主催による、庄内町立余目第一小学校の４年生を対
象にした魚の学習会が開かれました。

この魚の学習会は、毎年、調整池の水を抜くこの時期に
開催されており、小学校の児童のほか、地元の方や山形県
庄内総合支庁、最上川土地改良区の職員が参加して行われ
ました。

本調査に参加した当事務所最上川支所の堀澤技官のレ
ポートです。

家根合揚水機場がある家根合地区は、庄内平野のほぼ
中央に位置し、平成25年度より国営土地改良事業地区
調査を行っている最上川下流左岸地区の受益地域内にあ
ります。

家根合地区

魚の学習会に参加して

家根合（かねあい）魚の学習会で農村環境保全活動を実践！

トピックス
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 夏には発刊する予定で編集作業に取り組んだものの気付けば季節はもう春の足音が聞こえる季

節。今年の冬は、これまで暖かい土地での勤務が多かったせいか数十年ぶりの冬の寒さが骨身に応

え、編集最盛期に凍える手でキーボードを打ったのも懐かしい記憶。けれども、勤務終了後に「ハ

タハタ」と「いぶりがっこ」をつまみにしながら熱燗をグビグビッっとやっていたことを考えると、

寒さが恋しく思えることも・・・（ホント、酒好きには堪らない地ですね）。とりとめのない話と

なってしまいましたが、今後とも「西奥羽だより」をよろしくお願いします。（Y） 
（ホームページアドレス：http://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/kokuei/nisiouu/index.html） 
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