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： 富山県での農業農村整備の新たな展開から見える

「連携強化」の重要性 富山県農村整備課長 川島秀樹

： 調査地区の機能診断結果について～加賀三湖地区～

： 令和２年度 調査実施地区について

： 「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第6回選定）で、

石川県から個人賞！～個人部門 上乗秀雄さん～

： 国営施設応急対策事業「河北潟地区」の工事実施状況について

： 国営施設機能保全事業「射水平野地区」の工事実施状況について
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巻頭言１ ２巻頭言・現地情報

日頃より、富山県の農業農村整備の推進にご理解ご協力を賜り、感謝申し上げます。

さて、県では、本県の農業農村整備の目指すべき姿やその実現のための施策を示す指標
として「富山県農業農村整備実施方針」を昨年新たに策定し、将来にわたり発展する「競
争力の高い農業」と「豊かで美しい農村」の実現を目指し、各種施策を積極的に進めてい
くこととしています。今年は同方針を本格的に実行に移す段階となりますが、地元の高い
ニーズも背景に令和２年度においては、例えば、農業の競争力強化に資する県営農地整備
事業や安全安心な県土づくりに資する県営防災減災事業を各々50地区程度実施する予定で
す。

次に農業農村整備の新たな展開方向を実践する県内の新たな動きを三つご紹介します。
一つ目は、貴事務所が実施主体となり調査を進めていただいている国営農地整備「水橋

地区」についてです。富山市を中心とする約600ha強の小区画農地を対象に令和３年度の
事業着手を目指し今年度から地区調査が行われており、大区画化を契機とした大規模法人
等への集積集約化、高収益作物への大幅な転換、スマート農業の導入や６次産業化等を積
極的に進める大規模農地整備が行われる予定です。それに先んじて、次年度には、隣接す
る県営農地整備事業の実施中地区において、国のプロジェクトとして高度なスマート農業
の技術実証が展開されようとしています。「国営水橋地区」には農地整備に求められる政
策の全てが盛り込まれるといっても過言ではなく、日本を代表するモデル地区になるよう、
県としても貴農政局・事務所等との連携を強化し、組織体制の充実を図るなどして、積極
的に取り組んでいきたいと考えています。
二つ目は、中山間地農業の振興についてです。県では中山間地域における持続可能な地

域社会の形成に関する条例が制定され、具体的な対策の推進が求められています。このよ
うな中、国の中山間地農業ルネッサンス事業等を活用して中山間地農業の振興を目指す新
たなモデル地区を各地に創設し、ＪＡを中心に、土地改良区、県の普及及び土地改良関係
職員の連携により、農地整備を契機とした新たな高収益作物の導入や販売戦略の実証など、
新たな産地づくりの取組みを進めており、大きな効果発現が期待されています。
「国営水橋地区」でも同様ですが、重要なのは、単にハード整備を実施したということ

ではなく、整備した農地で、どれだけ農作業の省力化が図られるとともに、何が栽培され、
どこに販売され、その結果、その地域がどれだけ儲かるのかということです。そのために
は、ハード整備と産地形成等ソフト事業との連携や、事業化を目指し数年かけて行われる
営農等に関する計画づくりにおいてＪＡ等関係組織、農業者、行政の普及職員等との協働
が極めて重要となります。
三つ目は、国でも緊急的な対策予算の措置がなされる農業用水路における安全対策につ

いてです。県内において農業用水路での死亡事故が多発していることを受け、有識者会議
での検討を経て昨年度末に「富山県農業用水路安全対策ガイドライン」を策定しました。
ガイドラインでは、①ソフト対策の継続的かつ積極的な推進、②効果的なハード・セミ

－ 富山県での農業農村整備の新たな
展開から見える｢連携強化｣の重要性 －

富山県 農林水産部農村整備課 課長

川島 秀樹

現地情報

本地区は石川県南加賀地域の小松市・加賀市に広がる穀倉地帯に位置しています。
地区内には「柴山潟」と「木場潟」と干拓され農地となった「今江潟」があり、こ

れらを総称して「加賀三湖」と呼ばれ、地区名の由来となっています。
地形は極めて平坦な低湿地で、豪雨時には潟水位が上昇し、周辺農地に甚大な被害

を与えてきましたが、国営事業による排水施設の整備により、管内でも有数な穀倉地
帯となりました。

１．地区の概要

２．機能診断結果

本調査では、施設の状態を５段階「S１（状態が悪い）～S５（状態が良い）」で評
価します。
（１）新堀川潮止水門

【堰柱】：部分的にひび割れと全体的に摩耗が確認されるためS-４評価とした。
【調整ゲート】：全体的に軽妙な発錆が確認されるためS-４評価とした。

（２）柴山潟６号揚水機場
【吸水槽】：周辺地盤の陥没・ひび割れが確認されるためS-３評価とした。
【建屋】：建屋基礎にひび割れが確認されるためS-４評価とした。
【ポンプ】：電動機の軸ズレが許容範囲外と確認されるためS-２評価とした。

（３）向本折排水機場
【吸水槽】：全体的に摩耗が確認されるためS-３評価とした。
【建屋】：全体的に浮きや剥離・剥落が確認されるためS-３評価とした。
【ポンプ】：オーバーホール済みで、目立った損傷はないためS-４評価とした。

調整ゲート
（新堀川潮止水門）

周辺地盤の沈下
（柴山潟６号揚水機場）

建屋の剥離・剥落
（向本折排水機場）

調査地区の機能診断結果について ～加賀三湖地区～

３．今後の予定

上記の調査結果をもとに、施設を維持するため手法をまとめた機能保全計画を
策定する予定としています。

ハード対策の実施、③行政、土地改良区等関係団体及び多様な地域組織等との連携強化
を３つの基本方針として、今後、地域の実情やニーズに応じた安全対策を総合的に展開
していくことにしています。

県内の農業農村整備に関する新たな取り組みの一部をご紹介しましたが、共通するこ
ととして、関係者、関係組織や関係施策間の「連携強化」の重要性が見えてきます。価
値観やニーズの多様化が進む中、相互の強みをいかした多様な連携が益々求められます。
新たな食料農業農村基本計画が策定され、新たな時代に入っていく中で、農業農村整備
の未来を皆様との連携により切り拓いていければと考えます。
引き続き、ご理解・ご支援のほど、よろしくお願いいたします。



巻頭言１ ２巻頭言・現地情報

日頃より、富山県の農業農村整備の推進にご理解ご協力を賜り、感謝申し上げます。

さて、県では、本県の農業農村整備の目指すべき姿やその実現のための施策を示す指標
として「富山県農業農村整備実施方針」を昨年新たに策定し、将来にわたり発展する「競
争力の高い農業」と「豊かで美しい農村」の実現を目指し、各種施策を積極的に進めてい
くこととしています。今年は同方針を本格的に実行に移す段階となりますが、地元の高い
ニーズも背景に令和２年度においては、例えば、農業の競争力強化に資する県営農地整備
事業や安全安心な県土づくりに資する県営防災減災事業を各々50地区程度実施する予定で
す。

次に農業農村整備の新たな展開方向を実践する県内の新たな動きを三つご紹介します。
一つ目は、貴事務所が実施主体となり調査を進めていただいている国営農地整備「水橋

地区」についてです。富山市を中心とする約600ha強の小区画農地を対象に令和３年度の
事業着手を目指し今年度から地区調査が行われており、大区画化を契機とした大規模法人
等への集積集約化、高収益作物への大幅な転換、スマート農業の導入や６次産業化等を積
極的に進める大規模農地整備が行われる予定です。それに先んじて、次年度には、隣接す
る県営農地整備事業の実施中地区において、国のプロジェクトとして高度なスマート農業
の技術実証が展開されようとしています。「国営水橋地区」には農地整備に求められる政
策の全てが盛り込まれるといっても過言ではなく、日本を代表するモデル地区になるよう、
県としても貴農政局・事務所等との連携を強化し、組織体制の充実を図るなどして、積極
的に取り組んでいきたいと考えています。
二つ目は、中山間地農業の振興についてです。県では中山間地域における持続可能な地

域社会の形成に関する条例が制定され、具体的な対策の推進が求められています。このよ
うな中、国の中山間地農業ルネッサンス事業等を活用して中山間地農業の振興を目指す新
たなモデル地区を各地に創設し、ＪＡを中心に、土地改良区、県の普及及び土地改良関係
職員の連携により、農地整備を契機とした新たな高収益作物の導入や販売戦略の実証など、
新たな産地づくりの取組みを進めており、大きな効果発現が期待されています。
「国営水橋地区」でも同様ですが、重要なのは、単にハード整備を実施したということ

ではなく、整備した農地で、どれだけ農作業の省力化が図られるとともに、何が栽培され、
どこに販売され、その結果、その地域がどれだけ儲かるのかということです。そのために
は、ハード整備と産地形成等ソフト事業との連携や、事業化を目指し数年かけて行われる
営農等に関する計画づくりにおいてＪＡ等関係組織、農業者、行政の普及職員等との協働
が極めて重要となります。
三つ目は、国でも緊急的な対策予算の措置がなされる農業用水路における安全対策につ

いてです。県内において農業用水路での死亡事故が多発していることを受け、有識者会議
での検討を経て昨年度末に「富山県農業用水路安全対策ガイドライン」を策定しました。
ガイドラインでは、①ソフト対策の継続的かつ積極的な推進、②効果的なハード・セミ

－ 富山県での農業農村整備の新たな
展開から見える｢連携強化｣の重要性 －

富山県 農林水産部農村整備課 課長

川島 秀樹

現地情報

本地区は石川県南加賀地域の小松市・加賀市に広がる穀倉地帯に位置しています。
地区内には「柴山潟」と「木場潟」と干拓され農地となった「今江潟」があり、こ

れらを総称して「加賀三湖」と呼ばれ、地区名の由来となっています。
地形は極めて平坦な低湿地で、豪雨時には潟水位が上昇し、周辺農地に甚大な被害

を与えてきましたが、国営事業による排水施設の整備により、管内でも有数な穀倉地
帯となりました。

１．地区の概要

２．機能診断結果

本調査では、施設の状態を５段階「S１（状態が悪い）～S５（状態が良い）」で評
価します。
（１）新堀川潮止水門

【堰柱】：部分的にひび割れと全体的に摩耗が確認されるためS-４評価とした。
【調整ゲート】：全体的に軽妙な発錆が確認されるためS-４評価とした。

（２）柴山潟６号揚水機場
【吸水槽】：周辺地盤の陥没・ひび割れが確認されるためS-３評価とした。
【建屋】：建屋基礎にひび割れが確認されるためS-４評価とした。
【ポンプ】：電動機の軸ズレが許容範囲外と確認されるためS-２評価とした。

（３）向本折排水機場
【吸水槽】：全体的に摩耗が確認されるためS-３評価とした。
【建屋】：全体的に浮きや剥離・剥落が確認されるためS-３評価とした。
【ポンプ】：オーバーホール済みで、目立った損傷はないためS-４評価とした。

調整ゲート
（新堀川潮止水門）

周辺地盤の沈下
（柴山潟６号揚水機場）

建屋の剥離・剥落
（向本折排水機場）

調査地区の機能診断結果について ～加賀三湖地区～

３．今後の予定

上記の調査結果をもとに、施設を維持するため手法をまとめた機能保全計画を
策定する予定としています。

ハード対策の実施、③行政、土地改良区等関係団体及び多様な地域組織等との連携強化
を３つの基本方針として、今後、地域の実情やニーズに応じた安全対策を総合的に展開
していくことにしています。

県内の農業農村整備に関する新たな取り組みの一部をご紹介しましたが、共通するこ
ととして、関係者、関係組織や関係施策間の「連携強化」の重要性が見えてきます。価
値観やニーズの多様化が進む中、相互の強みをいかした多様な連携が益々求められます。
新たな食料農業農村基本計画が策定され、新たな時代に入っていく中で、農業農村整備
の未来を皆様との連携により切り拓いていければと考えます。
引き続き、ご理解・ご支援のほど、よろしくお願いいたします。



トピックス ４３ 業務紹介

令和２年度調査実施地区について

《水橋地区 調査：平成31年度～》

本地区のほ場は10a未満の小区画が大宗であり、用排水路について
も用排分離されていません。また、担い手が集積したほ場は散在し
ているため、営農や水管理等に多大な労力を費やしており、高齢化
や担い手不足により耕作放棄地が増加しています。

このため、農地の大区画化・汎用化等を行い、担い手への農地利用
集積・集約を推進し、生み出される余剰労働力による高収益作物の
作付拡大により、生産性・収益性の向上を図ります。

狭小・排水不良のほ場

業務紹介

《小矢部川地域 調査：平成30年度～》

本地域は富山県西部に位置した小矢部川沿岸に展開する水田農業
地帯で、水稲を基幹作物とし、水田畑利用による大豆やハトムギ、
畑作のいちごや干し柿生産等の農業経営が展開されています。

基幹的農業水利施設は、経年的な施設の劣化により用水路からの
漏水や頭首工の機械施設に不具合が生じています。

令和元年度は、土地利用状況や営農実態状況の調査と山田新田用
水路の耐震性照査を行いました。山田新田用水路

《坂井北部地域 調査：令和元年度～》

本地域は福井県北部に位置した九頭竜川の支流竹田川の右岸に
広がる県内最大の畑作団地で、すいか､メロン､ねぎ等の生産を展
開しています。事業完了から約30年が経過し、揚水機場のポンプ
設備・電気設備は標準耐用年数を超過し、故障が懸念されるとと
もに、コンクリート構造物もクラックや目地からの漏水が顕著化
し施設機能低下が懸念されています。

令和元年度は、土地利用状況の把握と地域農業の状況調査を行いました。
⇒引き続き、農業基盤の整備方向を検討する、地域整備方向検討調査を実施します。

揚水機場のポンプ設備

《手取川地区 調査：平成29年度～》

本地区の基幹的農業水利施設である大日川ダムのうち、取水設備
の表面取水ゲートは、ワイヤーロープが脱落し操作不能となる等、
不測の事態が複数回発生しており、施設全体の故障リスクが高まっ
ているとともに取水塔の耐震強度不足が確認されており、早急な対
策が必要となっています。

《氷見地区 調査：平成30年度～》
本地区の基幹的農業水利施設である十二町潟排水機

場は、除塵機のレーキチェーンの破断が複数回発生し、
動作不能となったことや、吸込水槽躯体に予期しない
ひび割れが認められた等、不測の事態が発生しており、
施設全体の故障リスクが高まっている状況です。

⇒引き続き、施設の機能を保全するための整備計画を策定す
るため、原因究明等調査を実施します。

表面取水ゲート

大日川ダム

十二町潟排水機場

令和元年度は、事業計画(案)の作成に向け各種調査を実施し、営農及び施設計画の検討、
事業費・事業効果の算定等を行いました。
⇒引き続き、国によるほ場整備事業の事業化に向け地区調査を実施します。

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」
（第６回選定）で、石川県から個人賞！

～個人部門 上乗秀雄（じょうのりひでお）さん～

令和元年10月、「ディスカバー農山漁村（むら）
の宝」（第６回選定）に石川県から２地区・１名が
選定されました（全国で３１地区・５名選定）。

なお、石川県の２地区・１名は、①金沢市産のゆず
等加工の際、搾汁後廃棄していた果皮を商品化し、
農業の未来を変える廃棄果皮ゼロシステムを実施す
る「石川県立翠星高校食品科学研究会」、②河北潟
干拓地の豊かな自然を活かしたひまわり村を開村し、
干拓地に広がる赤と黄色の絨毯を実施している「河
北潟干拓土地改良区」（全国の土地改良区では３団
体目の選定）③「上乗 秀雄さん」（個人部門で全
国ただ一人の個人賞に選定）でした。

上乗さんは、石川県能登町で子どもたちの自然体
験や環境学習の場として、故郷の里山を再開発し、
自然体験村「ケロンの小さな村」を創設しました。

その後、一部の耕作放棄地をビオトープ等に整備
するほか、自家生産の米を米粉にしてパンやピザを
販売するなど６次産業化にも取り組み、大人の来場
者も取り込んで地域に賑わいをもたらしています。

令和元年12月3日に行われた首相官邸での選定証授
与式や交流会に出席され、また、翌日、有楽町駅前
広場で行われた｢ディスカバー農山漁村（むら）の
宝」マルシェに出店されました。

今後益々、上乗さんのご活躍を期待しています。

首相官邸での交流会の様子

ディスカバー農山漁村(むら)の宝(第６回選定)で、石川県から２地区・１名が決定

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」とは

「強い農林水産業」、「美しく活力のある農山漁村」の実現のため、農山漁村の
有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んで
いる優良事例を選定し、全国に発信するもので、今回で６回目となります。

上乗秀雄さんは耕作放棄地を６次産業化で賑わいの場に！

翠星高校食品科学研究会

河北潟干拓地のひまわり村

｢ディスカバー農山漁村(むら)の宝」
マルシェの様子

※本文写真は、農林水産省H.P等.からの引用。
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トピックス ４３ 業務紹介

令和２年度調査実施地区について
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ているため、営農や水管理等に多大な労力を費やしており、高齢化
や担い手不足により耕作放棄地が増加しています。
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業務紹介
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5 現地情報 現地情報 ６

１．事業概要
本事業は、国営河北潟干拓土地改良事業（昭和38年度～昭和60年度）により造成された４箇所の揚水

機場について、老朽化したポンプ設備の改修を行っています。施設の老朽化に加え、取水時のポンプ設

備への異物混入による運転停止事故等不測の事態の影響を受けて、劣化が急速に進行していることから

揚水機場等の改修を実施するため平成27年度より事業を実施しました。

・関係市町村 ： 石川県金沢市、かほく市、河北郡津幡町、河北郡内灘町

・受 益 面 積： 851㏊

・事 業 工 期： 平成27年～令和2年度（予定）

・事 業 費 ： 30億円（予定）

・主要工事計画： 揚水機場改修 ４箇所

２．令和元年度工事実施状況と今後の予定
令和元年度は、東部第１揚水機場の改修工事と西部揚水機場の場内整備工事を実施中です。東部第１

地区の受益にはレンコン畑が多く、冬期間でも多くの水を必要とすることから、改修の終了した他機場

から水を応援しています。

令和２年度には、各揚水機場の整備工事を予定しています。

【南部揚水機場】

平成30年度改修済

【東部第１揚水機場】

令和元年度改修工事中

【東部第２揚水機場】

平成29年度改修済

【西部揚水機場】

平成28年度整備工事済

備考

平成28年度改修

平成29年度改修

事業開始前重故障回数
（平成21年度～）

 

西部揚水機場

東部第2揚水機場

改修後重故障回数

47

87

0

0

南部揚水機場 12 0 平成30年度改修

＜東部第１揚水機場の改修状況＞

主ポンプ設備改修工事中 電気盤据付状況

３．事業効果

3）故障発生の軽減

事業開始前においては、各揚水機場にて、毎年多くの重故障（直ちに主ポンプを停止させる必要の

ある故障）が発生していましたが、改修済みの西部揚水機場・東部第2揚水機場・南部揚水機場にお

いては重故障が0回であり、管理者・農家の方々への労力・負担を大きく軽減することができました。

東部第1揚水機場においてもその効果が期待できます。

1）安定した用水供給

施設の老朽化に加え、取水時のポンプ設備への異物

混入による運転停止事故等不測の事態の影響を受けて、

停止していたポンプが工事完成後は、安定した用水供給

をおこなっている。

れんこん収穫の様子

2）河北潟の水質への対策

河北潟の水質は土砂・浮遊物が多く、スプリンクラー等

の目詰まりが生じていました。その対策としてサンドフィ

ルターという、ろ過装置を設置しました。サンドフィル

ターによる処理前と処理後の浮遊物質（SS）濃度を比較す

ると約50％低減されることが確認され安定した水質の用水

をほ場まで送水できる環境を整えることができました。

サンドフィルター設置状況
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７ 現地情報 現地情報 ８

現地情報

１．事業概要
本事業は、国営射水平野土地改良事業（昭和 年度～昭和 年度）及び国営射水郷土地改良事業

（平成３年度～平成 年度）により造成された基幹排水施設について、施設機能を保全するための

整備を行うことにより、施設の長寿命化を図るとともに、排水機能の維持及び維持管理の費用と労

力を軽減し、農業生産の維持及び農業経営の安定に資するため、平成 年度より事業を実施してい

ます。

・関係市町村：富山県富山市、高岡市及び射水市

・受 益 面 積： ㏊（水田 、畑 ）

・事 業 工 期：平成 ～令和 年度（予定）

・事 業 費： 億円（予定）

・主要工事計画

【中央排水機場】

【西部排水機場】

【東部排水機場】

【排水管理施設】

＜排水管理施設の更新工事＞

向かって右側が旧施設。正面が新施設。工事に伴い

排水管理を止めることはできないため、新旧施設を

同時に使用

２．令和元年度工事実施状況

今年度は、排水管理施設の更新工事と３排水機場の除塵設備の改修工事を実施しております。

排水管理施設の更新工事は、旧施設の使用を継続しながら、の更新工事となっており、施設操作者

の射水平野土地改良区と綿密な調整を図りながら工事を進めております。

３排水機場の除塵設備工事は、普段は水中下にある補助スクリーンの更新も行いました。施設が設

置され、約２０年が経過している設備ですが、老朽化が進んだ設備の改修を確実に進めております。

３．事業効果

本事業はこれまで、事業概要に記載のあるポンプ設備の改修や耐震対策の工事等を実施してきて

います。令和元年度までにポンプ設備の改修を完了し、令和２年度以降は引き続き除塵設備の改修

を進めていきます。

老朽化した排水施設を改修し、排水施設の機能維持を図ることで、約 の農地等を湛水被害から

守っています。

管理対象施設からの信号が適切に送信されてくる

か、現地と調整中

＜除塵設備の改修工事＞

既設補助スクリーン 破損や腐食を確認 改修後補助スクリーン 新材にて更新

国営施設機能保全事業「射水平野地区」の
工事実施状況について



７ 現地情報 現地情報 ８

現地情報

１．事業概要
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・受 益 面 積： ㏊（水田 、畑 ）

・事 業 工 期：平成 ～令和 年度（予定）

・事 業 費： 億円（予定）

・主要工事計画

【中央排水機場】

【西部排水機場】

【東部排水機場】

【排水管理施設】
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排水管理を止めることはできないため、新旧施設を

同時に使用

２．令和元年度工事実施状況
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老朽化した排水施設を改修し、排水施設の機能維持を図ることで、約 の農地等を湛水被害から

守っています。

管理対象施設からの信号が適切に送信されてくる

か、現地と調整中

＜除塵設備の改修工事＞

既設補助スクリーン 破損や腐食を確認 改修後補助スクリーン 新材にて更新

国営施設機能保全事業「射水平野地区」の
工事実施状況について
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現地情報

本事業は、国営早月川土地改良事業（昭和28年度～昭和37年度）により造成され、建設から約

60年が経ち、崩落のおそれや性能低下が生じている幹線水路トンネルを改修することで、健全な

状態に戻し、用水の安定供給及び長寿命化を図るため、平成30年度より事業を実施しています。

１．事業概要

・関係市町村：富山県富山市、魚津市、滑川市、中新川郡上市町

・受 益 面 積：2,735㏊

・事 業 工 期：平成30～令和5年度（予定）

・事 業 費：20億円（予定）

・主要工事計画：幹線水路トンネル

２．令和元年度工事実施状況と今後の予定
本地区では今年度よりトンネル坑内工事に着手し、本事業で実施するトンネル改修工のうち、

トンネル背面に生じた空洞を充填する裏込め注入工及びトンネル背面の地下水をトンネル坑内に

抜く水抜工を行いました。

来年度は、トンネル内部の断面欠損及び目地欠損を補修するトンネル補修工と強度の足りない

箇所を補強するトンネル補強工を行う予定です。

R元年度工事の内容

↑地山

↓隧道
崩落土

覆工背面の空洞、崩落 ひび割れからの湧水

国営施設応急対策事業「早月川地区」の

工事実施状況について

＜裏込注入工の施工状況＞

注入プラント 注入状況

３．事業効果の発生状況

1）裏込注入工

裏込注入工は、トンネル背面と地山との空洞を充填す

ることでトンネルに作用する地圧を均等に分布させること

や、地山の風化やそれに伴う崩落を防止すること等を目的

に実施します。

注入材

2）水抜工

水抜工は、トンネル背面の地下水によりトンネルに過剰

な水圧がかかるため、トンネル背面の地下水をトンネル内

に抜くことで水圧を低減します。

水抜工設置状況

＜水抜工の施工状況＞

削孔状況 ウィープホール設置状況
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お 知 ら せ

西北陸事務所では現在、事務所概要図の更新を行っています。
発行は令和２年４月を予定しており、関係機関の皆様へ順次発送
いたします。

現在使用されている事務所概要図は平成２７年度に発行
されたもので、当時から事業概要や組織機構、事業完了地
区などが更新されております。
また、事業実施地区のPR動画についても作成中です。

当事務所では、地域の皆様とのコミュニケーションをより一層深めていきたいと思っております。
地域の情報や本誌へのご意見・ご感想などありましたら当事務所までお寄せ頂ければ幸いです。

編集・発行／北陸農政局 西北陸土地改良調査管理事務所
HP：http://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/nishihoku/

さわやか西北陸 第５９号 令和２年３月発行

河北潟分室
〒920-0265
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早月川支所
〒937-0801
富山県魚津市新金屋1丁目12番31号（魚津合同庁舎4階）
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