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　西郷ダムは昭和30年に竣工され、今年で57年目に

入ります。半世紀もの間、阿武隈川上流地区の受益

地約2,400haに水を供給してまいりました。この間、

干ばつにより水不足になったり、大雨により受益地

内に被害が出たりしたこともありました。最近では

地球温暖化による異常気象により全国的に農作物に

被害が出たりしております。そういった中で西郷ダ

ムは施設の老朽化が進んできておりますが、その機

能を十分に果たして来ております。これも組合員の

皆様方のご理解とご協力の賜物だと思っておりま

す。感謝申し上げます。

　平成12年度より県営老朽ため池等整備事業におい

て老朽化したダムの工事が始まり、土砂吐ゲートの

改修、取水ゲートの電動化、ダム管理事務所の新築

工事等と平成16年度までいろいろと取組んでまいり

ました。また、同時期に県営水環境整備事業により

ダムまでの道路の舗装、ダム入口周辺の整備とダム

を管理する上で大変便利になりました。関係機関、

そして西郷村さんにはお礼申し上げます。

　これからの農業、農政はどうなるのでしょうか。

農家の高齢化、担い手不足、さらに追討ちをかける

ようにTPP（環太平洋戦略的経済連携協定）への

参加の問題、日本の農業はどのような方向に向かう

のでしょうか。国際化の時代でもあり、食生活が変

化していくなか、米が主食であるということは変わ

らないと思います。稲作も経営規模を拡大し、効率

化を図らないと経営が成り立たなくなるのではない

でしょうか。

　我々土地改良区としても施設の維持管理に万全を

期し、受益地内を一体化した効率の良い水管理を目

指しております。また、国営造成土地改良施設防災

情報ネットワーク事業によりダムの情報が土地改良

区事務所でもインターネット回線で見ることができ

るようになります。近代化の遅れたダムかもしれま

せんが、時代とともに少しずつ管理方法も変わり、

組合員の皆様方に迷惑をかけることなく今後も土地

改良区の運営、そして西郷ダムの管理に邁進したい

と思います。

土地改良区理事長訪問
阿武隈川上流土地改良区

理事長　鈴　木　俊　夫

◇プロフィール◇

●昭和14年８月14日、福島県白河市旭町に生まれる。

●平成14年11月１日、理事就任

●平成18年11月１日、副理事長就任

●平成22年11月１日、理事長就任

◇座右の銘◇

　逆もまた真なり

土地改良区の概要
●設　立　昭和27年６月８日
●所在地　白河市大手町３－３
●電話・FAX　0248－23－2290

●組合員数2,262名、受益面積2,441ha
●総代60名、理事19名、監事４名、職員２名

（平成22年３月31日現在）
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　昨年10月１日付け異動により前任地の猿ヶ石川農

業水利事業建設所（岩手県花巻市東和町）より本建

設所へ参りました。福島県内の勤務は国営隈戸川地

区以来二度目になります。この機会に前歴事業の効

果や本事業のことに触れご挨拶申し上げます。

　本地区は、福島県の東部浜通り地方の中央に位置

し、大柿ダムを水源として稲作及び水田畑利用によ

る大豆や飼料作物等の土地利用型作物を中心とした

営農を展開する地域です。

　地区の基幹水利施設は、国営かんがい排水事業請

戸川地区（昭和49年度～63年度）により造成され、

用水の安定供給を図ることにより地域農業の生産性

の向上と農業経営の近代化に寄与してきました。例

えば昭和63年度の事業完了以降22年間に一度も水不

足が起きていないことや、地域では何度か洪水が発

生していますが、請戸川流域においては大柿ダムの

洪水調節機能が発揮され被害に見舞われることがな

く、地域住民から喜ばれました。

　このように地区の基幹水利施設は現在まで、国営

事業の所期の目的を十分果たして参りました。

　しかしながら、長年の使用による施設の機能低下

によりパイプラインの漏水事故が度々発生するよう

になり、用水の安定供給に支障を来すとともに、用

水管理施設並びにダム管理設備等の劣化も著しく、

施設の維持管理に多大な経費と労力を要していま

す。本事業ではこれら機能低下した施設の改修を行

い、用水の安定供給と維持管理の軽減を図り、農業

生産性の向上と農業経営の安定に資するものです。

　地域の農家の方々におかれては、用水を安定して

取水できることが当然となっている現在において

も、当時の国営事業の恩恵に対する思いが深く刻ま

れており、本事業についても、公共事業を取り巻く

環境が厳しい中で着工できた喜びとともに、寄せる

期待の大きさを肌で感じ、気持ちが引き締まる思い

です。

　事業の実施に当たっては、建設所職員一丸となり、

「受益農家の皆様が使い易い喜ばれる整備」を目標

に、「永
と

久
わ

に紡
つむ

ぎゆく“ゆいの郷”」の農業の維持・

発展を支えられるよう最善を尽くしたいと考えてお

ります。今後とも関係者皆様方のご支援ご協力をお

願い申し上げます。

新請戸川建設所長挨拶

「新請戸川農業水利事業建設所の
開所を迎えて」

　新請戸川農業水利事業建設所

所　長　芳　賀　隆　志　
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阿武調情報

会議の様子 安積疏水二期地区　現地研修

平成22年度　阿武隈管内（福島・宮城）土地改良情報連絡会の開催
　平成22年11月29日～30日の２日間、「平成22年度阿武隈管内（福島・宮城）土地改良情報連絡会」
を福島県耶麻郡猪苗代町内で開催しました。
　本会は、阿武隈管内（福島県全域・宮城県南部）における国営事業完了地区の水利使用・農業用施
設の管理運営及び施設の更新等に係わる諸問題に対応するため、最新の情報を基に意見交換を行い、
今後の農業農村整備に役立たせることを目的に毎年開催しています。
　今回は、福島県、宮城県、３市町、関係土地改良区（13団体）、土地改良事業団体連合会（２団体）
の実務担当者の他、東北農政局整備部水利整備課及び阿武隈土地改良調査管理事務所職員の総勢42名
による会議となりました。

各機関からの情報提供【１日目】

　東北農政局整備部水利整備課から、適正な取水管理（水利使用規則等の遵守）及び土地改良施設
PCB廃棄物処理促進対策事業について情報提供がありました。
　福島県からは、新たな農林水産業振興計画「いきいき ふくしま農林水産業振興プラン」について
の情報提供、宮城県からは、アフリカ・マラウイ国における「みやぎ国際協力隊プロジェクト」につ
いて情報提供がありました。
　福島県土地改良事業団体連合会からは、「農業用水水源地域保全対策事業の取り組み」についての
情報提供、宮城県土地改良事業団体連合会からは、平成23年10月に予定されている「第34回全国土地
改良大会 宮城大会」について情報提供がありました。
　阿武調からは、国営完了地区等における水利権取得状況、水利使用規則に係る取水量報告、国営造
成水利施設保全対策指導事業及び国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業の実施状況、スト
ックマネジメント技術高度化事業の取組事例紹介、現在実施中の地域整備方向検討調査（安積疏水二
期地区・亘理二期地区）及び広域基盤整備計画調査（阿賀川地域）の調査概要等について情報提供を
行いました。

安積疏水地区現地視察【２日目】

　地域整備方向検討調査「安積疏水二期地区」にて、施設の劣化状況確認及び改修内容説明等の現地
研修を行い、全日程を終了しました。
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阿賀川地域広域基盤確立推進協議会を設立
　平成22年度より調査を開始した広域基盤整備計画調査「阿賀川地域」において、「阿賀川地域広域基盤整備
計画（案）」を取りまとめるにあたり、平成23年１月７日に「阿賀川地域広域基盤確立推進協議会」を設立致
しました。
　本協議会は、これまで国営土地改良事業が行われた
福島県会津地方の阿賀川地域（雄国山麓地区、会津北
部地区、会津南部地区、会津宮川地区）に広がる大規
模かつ優良な農業地域を対象とし、食料生産基盤を支
える基幹的農業水利施設を将来にわたり適切かつ良
好に維持・存続させていくため、国が策定する広域基
盤整備計画について協議・調整を図ることを目的とし
設置されました。

【調査の概要】
　調査初年度の平成22年度は、各地区の受益面積調査及び県営施設の機能診断調査等を実施してきましたが、
平成23年度以降は、地域農業の将来発展構想及び環境・景観配慮基本方針等を策定するとともに、別途、国営
造成水利施設保全対策指導事業により機能診断を実施している国営施設の機能診断調査結果を基に、長寿命化
に配慮した更新整備計画を策定することとしています。
　平成22年度から３ヶ年調査を実施し、関係機関と調整を図りながら、前回（平成17年度）策定した更新整備
計画の見直しを行い、平成24年度には新たな「広域基盤整備計画書（案）」を策定することとしています。

【地域の概要】
位　　　置：福島県会津地方の南部から新潟県へ貫流して日本海に注ぐ阿賀野川水系阿賀川により形成された

地域
関係市町村：福島県会津若松市、喜多方市、会津美里町、会津坂下町、北塩原村、湯川村
受 益 面 積：14,179ha（水田12,928ha、畑1,251ha　平成22年４月時点）

設立総会の様子

＜阿賀川地域概要図＞

会津宮川地区

会津南部地区

雄国山麓地区

会津北部地区

押切川

濁 川

姥堂川
大深沢川

大塩川

日橋川

猪苗代湖

阿賀川

宮川

日中ダム

大深沢調整池

新宮川ダム
阿賀川

大平沼

関柴ダム

＜阿賀川地域概要図＞ 

凡例
調査範囲
河川
国営受益
ダム

国営完了地区位置図
地区名 事業年度 備考
会津北部 S48～H3
雄国山麓 S45～H4
会津南部 S52～H5
会津宮川 S55～H16
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阿武調情報

しらかわ食と職の祭典で阿武隈川上流地区をPR
　阿武隈川上流地区管理体制整備推進協議会では、平成22年10月10日～11日にかけて白河市で開催さ
れた「しらかわ食と職の祭典」に参加し、阿武隈川上流地区についてPR活動を行いました。当協議
会では、推進活動として地域イベントに参加するのはこれが初めてということもあり、阿武調も本取
組の企画に携わりました。
　イベント当日は、改良区、福島県、福島県土地連、阿武調の職員などが、約10名規模でブースを運
営し、PR活動を行いました。
　アンケートを実施した結果、来場者には非農家が多く、土地改良区の仕事や農業用水の多面的機能
（防火、親水、生態系保全など）について知らない人が多いことが分かりました。しかしながら、こ
れらの方々は農業に対して高い関心を持っていたことから、今回のようなPR活動の必要性を感じま
した。

【PR活動の概要】

　屋外テントを設置し、以下の取組を行いました。
○パネル展示
　　阿武隈川上流地区の概要、土地改良施設（西郷ダム等）の概要、地域の特産品の概要、地域の昔
の写真についてパネル展示を行いました。

○パンフレット配布
　　農業水利施設のいろいろな役割や土地改良区に関するパンフレットを配布しました。
○アンケート・クイズの実施
　　パネルやパンフレットに関するアンケートおよびクイズを行いました。
○PRグッズの配布
　　協議会名入りのボールペン、ポケットティッシュ、エコバックの配布を行いました。
○その他
　　改良区や役場の関係者より提供のあったお米の配布、JAしらかわより提供のあった白河産はと

麦茶の試飲、福島県土地改良事業団体連合会によるヘリウム風船の配布、旭有機材工業株式会社
による自動給水栓の展示も併せて行いました。

クイズ回答状況 スタッフによる説明状況
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【アンケート・クイズの結果】

　イベント２日間を通して、アンケート回答者369名、クイズ回答者113名、合わせて約500名（延べ人数）
の来場者がありました。

○アンケート結果（抜粋）

○クイズ結果
　「土地改良区の愛称は？」「ダム、ため池、水路などのそばでしてはいけないことは？」などの簡単
なクイズ（６問）を出題したところ、全問正解者は113人中75人（66％）でした。

＜回答者について＞

＜アンケート内容＞

名前は聞いた
ことがある
37%

知っている
(仕事内容
も含めて)
27%

知らない
36%

20歳未満
3%

21～39歳
23%

40～59歳
41%

60歳以上
33%

農家
10%

非農家
90%

知っており、
行ったこと
がある。
37%

知っているが、
行ったことはない。

30%

知らない
33%

関東圏　4% 関西圏　1%

県外
無記名
10%

白河市
43%

西白河郡 7%
石川郡 1%

東白川郡
1%

中通り
6%

会津・浜通り
2% 県内

無記名
25%

知っている
23%

知らない
77%

「土地改良区について」 「西郷ダムについて」 「農業用水の多面的機能について」

７割以上が40歳以上 ９割が非農家
５割以上が地元住民（白河
市、西白河郡、石川郡、東白
河郡）

３割弱の人が改良区の仕事
内容も含めて知っている

３割以上の人が西郷ダムを
知らない

８割弱の人が農業用水の多
面的機能を知らない



7

阿武調情報

母畑地区営農推進活動の紹介
　母畑地区は、昭和42年から平成９年まで国営総合農地開発事
業により約500haの農地造成と約1,600haの区画整理など農業
生産基盤の整備がなされました。しかし、近年、担い手の高齢
化や後継者不足に起因して地区内に耕作放棄地の発生が課題と
なっています。
　当地区では整備された農地と施設を有効活用するため、関係
機関が連携し、地域に即した営農を推進・定着させることを目
的とした「国営母畑地区要活用農地利活用推進プロジェクトチ
ーム（略して母畑PT！）」を結成し、営農推進活動に邁進して
います。
　今年、母畑PTの営農推進活動として、地区内の耕作放棄地
を再生し、実証ほとした農地で行った取組を紹介します。

１．イチジク実証ほの取組
　母畑PTでは母畑地区においてイチジクが農地の有効活用を図る上で期待出来
る重要な作物として位置づけています。病害虫に強く、他の作物に比べて労働時
間が少なくて済む点が、高齢者や新規参入者でも取り組みやすいと考えられます。
　地域の方々にイチジクの特性を知ってもらうため、地区内の耕作放棄地を再生
し、イチジク実証ほを展示することにしました。
　耕作放棄地再生作業は11／20㈯、福島県石川郡石川町曲木字仲ノ内地内におい
て実施し、地域の方々が見守る中、母畑PTの呼びかけにより集まった福島県内
のボランティア団体「ふくしま･たがやし隊」と連携し、生い茂った草の草刈りや、
雑木の伐採に汗を流し、耕作放棄地の再生作業に係る多大な労力を実感したところです。
　再生された農地には、春からはイチジクを作付けし、実証ほとして展示していきます。今後はイチジクの栽培
管理の実証に取り組むとともに、耕作放棄地の解消に向けた啓発活動を行っていきます。

２．そば実証ほの取組
　平成21年度から母畑PTでは、玉川村地内において耕作放棄地を再生し、そば実
証ほを展示しています。
　平成22年度は45ａの畑地に「夏そば」の作付を行い、収穫・製粉したうち21㎏の
そば粉を使って、「新そば試食会」を村内の道の駅こぶしの里にて開催したところ、
準備した250食分は約２時間で完食されました。また、来場した方のうち114名に対
してしてアンケートを実施したところ、半数以上の方が耕作放棄地解消事業につい
て関心を持っていることがわかりました。

母畑地区位置図

▼再生作業中 ▼協力して作業するたがやし隊 ▼たがやし隊の面々

▲大盛況の道の駅こぶしの里

▼再生前（耕作放棄地） ▼再生後（そば畑）



8

地域情報

羽鳥湖（羽鳥ダム）周辺環境美化作業を行いました！
　福島県天栄村の羽鳥湖環境保全観光対策協議会主催のもと、平成22年10月15日㈮、羽鳥湖（羽鳥ダ
ム）周辺で環境美化作業を行い、地域環境の保全に取り組みました。この取り組みは毎年恒例となっ
ており、天栄村、福島県、羽鳥ダム管理所等の行政関係機関及び羽鳥湖周辺の観光団体等から併せて
約110名が参加しました。空き缶やペットボトルの他にタイヤなども捨てられており、回収作業は困
難を極めましたが、参加者の熱意の甲斐あって、半日の作業にも関わらず総計約1.5ｔものゴミを回
収することができました。

農業用施設にふれあう健康ウォーキングが開催されました！
　平成22年10月24日㈰に日中ひざわ湖で、水土里ネット会津北部が主催する「第５回水土里ウォーク 
in きたかた」が開催されました。あいにくの曇り空で少々肌寒い気候でしたが、参加者約210人が、
日中ダムの管理事務所や取水塔を見学しながら6.5㎞のコースを巡りました。
　また、同日会津美里町では、水土里ネット会津大川などが主催する「第７回水土里ネット施設めぐ
り健康ウォーク」が開催され、参加者約130人が、‘御用地分水庭’や‘水路と水車のある公園’など
を見学し、地域における農業用施設の重要性などについて学びながら7.0㎞のコースを巡りました。
ウォーキングの後には、参加者に芋汁などが振る舞われました。

水土里ウォーク in きたかた
（喜多方市）

水土里ネット施設めぐり健康ウォーク
（会津美里町）
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広域基盤整備計画

担当者じゃなくても分かる！
本間君レポート

　本年度より、広域基盤整備計画調査「阿賀川地域」（２巡目）がスタートしました。
　今回は、本調査において作成する「広域基盤整備計画」についてご紹介します。

◆広域基盤整備計画って何？
　広域基盤整備計画とは、食料生産の最重要基盤としての基幹的農業水利施設について、国が計画的かつ機
動的に整備更新するために策定するものです。国営かんがい排水事業や国営造成土地改良施設整備事業など
を実施するためには、本計画と整合性が図られている必要があります。

◆どんな内容なの？
　大きくわけると以下の６つの内容について整理します。

１．地域の現状分析　　　　　　　　　　　　　　　　４．水利用計画の概定
２．長寿命化に配慮した更新整備計画の策定　　　　　５．総合機能強化計画の策定
３．農業水利再編調整組織整備構想の策定　　　　　　６．環境・景観配慮基本方針の策定

地域の現状分析って何をするの？

　更新事業に対する認定農業者の意向の把握や、地域営農の将来展望の検討などを行い、国営事業実施地区
における将来発展構想を検討します。

長寿命化に配慮した更新整備計画って何をするの？

　国営造成水利施設保全対策指導事業と連携した施設機能診断結果、事業の限度工期、地区の実情・財政事
情などを踏まえて事業時期をグルーピングし、地区別施設更新整備構想を作成します。

〈更新整備計画の一例〉

施設名 施設
番号

受益
面積
（ha）

完成
年度 施設区分

標準
耐用
年数

機能
診断
結果

工事費
（百万円）

整備年次計画（平成20年～）

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56…… 79 80

○○地区 グルーピング（事業時期） グルーピング（事業時期）

○○ダム 4000 Ｈ６ 土木構造物 50 Ｓ４ □□ ←改築
○

Ｈ６ 鋼構造物 30 Ｓ３ □□ ○
←改築

○○頭首工 1500 Ｓ63 土木構造物 50 Ｓ５ □□ ○
←改築

Ｓ63 鋼構造物 30 Ｓ２ □□ ○
←補修

◎

Ｓ63 電気設備 20 Ｓ１ □□ ○
←改築

○

○○幹線用水路 1000 Ｈ２ 管路 40 Ｓ４ □□ ○
←補修

…

（備考） 総事業費［概算］□□（百万円） 総事業費［概算］□□（百万円）

：補修等の実施期間 ←補修：補修・補強の開始時期 ○ ：施設造成または改築からの標準耐用年数の到来

：改築の実施期間 ←改築：抜本的な施設更新の開始時期 ◎ ：長寿命化対策後の耐用年数の到来

〈地区別施設更新整備構想総括表の一例〉

地区名 受益面積
計（ha） 前歴事業 施設構想 総事業費

（億円）
更新整備
時期 施設状況 課題 今後の取り組み

水田 畑他 工期

○○ 4,000 3,900 100 ○○ Ｓ46～Ｈ６ 頭首工１箇所
用水路○㎞ □□ Ｈ23～Ｈ31

頭首工上下流部の洗掘。
機械設備、電気設備の機能
低下。

隣接地区を含んだ広域的な
水利用構想についても検討
する必要がある。

Ｈ23年度より○○二期地区
（かんがい排水）にて事業
実施予定。

…

計
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きらりピープル　～土地改良区　こんな人を探せ！～
　きらりピープル記念すべき第10回目は、阿武隈川
上流土地改良区、宮田事務局長を訪ねました。

― 主な業務内容を教えてください
宮田事務局長：事務局長とダム管理人を兼務してい
ます。経理を除く事務全般の他、西郷ダムの観測・
点検・パトロール等に係る業務を行っています。

― 特に大変だなと思う仕事は何ですか
宮田：当改良区では現在職員が２名しかおらず、私
１人がダムを担当しています。ダムの管理をしてい
ると、自然を相手に仕事をしているのを痛感します。
天気を見ながら四季の移り変わりに合わせて仕事を
しているということかもしれません。大雨等の緊急
時はもちろんですが、天候にかかわらずちょっとし
た変化に気づくこともあり、いかに日頃の点検やパ
トロールが重要であるかが解ります。

― 仕事をしていて嬉しいと感じる瞬間はどんな時
ですか
宮田：ダムの貯水が満水になった時かなと思いま
す。ダムが満水を迎えると、「さあ、今年も始まるな」
という気持ちになり、受益地内の要請に応じ、不便
なく水を供給していこうと思います。

― しらかわ食と職の祭典でPR活動をした感想を
教えてください
宮田：本年度、阿武隈川上流地区管理体制整備推進
協議会として初めて地域のイベントに参加しまし
た。当改良区は事務局をしておりましたが、準備の
段階から協議会の関係者の皆様には大変ご協力をい
ただき、感謝申し上げます。改良区が単独でこのよ
うなイベントに参加し、PR活動を行うのは非常に
難しいと思います。協議会としていろいろな人たち
が意見を出し合ったことでうまくいったのではない
でしょうか。反省点もありますが、次回も少しでも
多くの人に土地改良区のPRができればと思います。

― 改良区に勤務されるようになったきっかけは何
ですか
宮田：改良区に勤務する前は関東地方で半導体の基
板の製造に係る仕事をしていました。その後、不景
気もあり思い切って故郷の白河に戻ることにしまし
た。仕事を探しているときに丁度、改良区職員募集
の話があり応募しました。父が以前白河市土地改良

区に事務局長として勤務していたことも決めた理由
の一つかもしれませんね。

― 気分転換の方法について教えてください
宮田：渓流釣りとトレッキングです。奥甲子から阿
武隈川本流を上っていくと雌滝、雄滝に着きます。
途中険しいところもありますが、渓流釣りのコース
で、トレッキングとしても自然を満喫できます。た
だし最近は釣りに行く回数が減りました。というの
は県内でも熊による被害が頻繁に報道されています
が、今まで釣りに行って２回、それ以外でも熊に会
っています。まだ熊と格闘したことは無いですが、
注意するに越したことはないですね。他には一般的
な読書、スポーツ観戦、映画鑑賞ですかね。

― 阿武隈川上流地区の自慢を教えてください
宮田：阿武隈川の上流、西郷村にある甲子高原、特
に秋の紅葉の時期は素晴らしいです。甲子温泉には
阿武隈川に沿って遊歩道があります。さらに奥甲子
まで行くと、江戸時代の白河藩主であった松平定信
公の別荘もあった旅館大黒屋があり、甲子山から那
須連邦への登山口にもなっています。また国道289

号線甲子トンネルも開通し、一年を通じて楽しめる
と思います。食べ物としては、お米はもちろんおい
しいですし、白河市周辺にはご存じ白河ラーメンの
店が沢山ありますので、是非足を運んでみてください。

― 本日はお忙しいところ、長時間にわたりインタ
ビューにお付き合いいただきありがとうございま 
した。
　宮田事務局長は事務もダム管理も１人でこなす多
忙な方ですが、地域の名所にも詳しく、白河をこよ
なく愛している方でした。これからも一層のご活躍
を期待しております。 （取材：平成23年３月）

Ｈ22 しらかわ食と職の祭典にて

宮田事務局長



◇紙面作成にあたり、阿武隈川上流土地改良区におかれましては、ご協力いただき大変ありがとうございま
した。

◇農政に関するご意見・ご質問、事務所や情報誌に関するご要望等がありましたらお寄せください。

編集後記

所在地・連絡先

「新請戸川農業水利事業建設所」看板掲示式及び開所式を開催
◇国営新請戸川農業水利事業（平成22年度～平成28年度）の着工に
伴い、東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所新請戸川農業水
利事業建設所の開所式が12月６日㈪、福島県浪江町の「福島いこ
いの村なみえ」において、福島県、関係市町、請戸川土地改良区
の理事ら約60人が出席し開催されました。開所式に先立ち関係者
が建設所に看板を掲示し事業実施への意欲を新たにしました。

阿武隈だより 第36号　平成23年3月　発行
東北農政局　阿武隈土地改良調査管理事務所


