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イメージキャラクター
みどりちゃん

撮影者／秋田県山本地域振興局
農林部農村整備課

ふる里づくり班　嶋津　光人様

表紙の写真は７月１４日（土）に行われた
「水土里キッズのわくわく探訪 inみたね」
の中のドローンで撮影した１枚です。子ど
もたちは自分の顔よりも大きなメロンを
収穫し、みんな嬉しそうな顔で写真に
写ってくれました。子どもたちは一生懸命
メロンを選び、そしてメロンがどのように
美味しく育つのか触れながら学んでいき
ました。ご協力頂いた皆様、本当にありが
とうございました！

「喜色満面」

イメージキャラクター



　平成30年6月13日（水）に東京都砂防会館別館「シェーンバッハ・サボー」で開催され、約1,200人が
全国各地から参集した。

農業農村整備の集い農業農村整備の集い 農を守り、地方を創る
予算の確保に向けて
農を守り、地方を創る
予算の確保に向けて

主催者挨拶（二階全土連会長） 宮崎会長会議顧問、進藤会長会議顧問

会場の様子 ガンバロウ三唱

上野財務副大臣へ要請活動
髙貝全土連副会長（本会会長）

齊藤農林水産大臣へ要請活動
東北・北海道土地連連絡協議会

　全国の水土里ネットは、「闘う土地改良」のスローガンの下、次の事項の実現を国に強く要請する
ことが採択された。

記

一　農業競争力の強化や国土強靭化を図るため、昨年九月に施行された改正土地改良法を積極的に活
用した事業制度の現場へのより一層の普及を図ること

一　今国会で成立した改正土地改良法の適切な実施を図るため、その啓発普及に努めるとともに、土
地改良区の運営基盤の強化に対する支援を推進すること

一　農業・農村が有する多面的機能をしっかりと次世代に引き継ぐため、農地や水路、農道の保全活
動等が適切に実施できるよう、多面的機能支払制度への十分な支援を行うこと

一　これらの事業を円滑に行うため、平成三十一年度当初予算では、現場のニーズに十分応えられる
規模の予算を確保すること
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水土里のゴミゼロＤＡＹ活動報告
5月30日（水）全県8支部で一斉に農業水利施設周辺の清掃、点検活動を行い300名が汗を流した。

鹿角
支部

かづの土地改良区（奈良　實）

花輪大堰の用水路及び
水利施設

対象施設名

13名

参　加　者

鹿角市字花輪字下タ町地内

所　在　地

市街地を流れる花輪大堰（農業用水路）にゴミや雑草
が流れ込んでいて、下流の用排水路の汚染や水門が詰
まる原因になる。「食の安心安全が」叫ばれている中、
地域住民に対して「ゴミゼロ」の注意喚起をする機会
ができて良かった。

鹿角市域において、当該地区は中心市街地に位置し
ており、農業用水路等への一般ゴミや雑草等の投棄
により、ゴミ処理対策に苦慮している。その現状が今
回の活動を通して、中心市街地の住民に対してゴミ
等の投棄がなくなればと思っています。また、農業者
も「ゴミゼロ」運動等を通して注意喚起をしなければ
ならないと認識するいい機会になったと思います。

参加者の
感想

支部から

大館・
北秋田
支部

大館市二井田真中土地改良区（菅原　恵里子）

三浦堰及び支線用水路

対象施設名

38名

参　加　者

大館市二井田字高村地内

所　在　地

三浦堰については住宅の周辺を流れる用水路である
ため、きれいに管理されていると思いましたが、歩道
脇の農道などには空き缶やペットボトルが多く見ら
れました。この活動に参加して、一人一人がゴミ問題
を意識していけば、誰もが安心して住める美しい環境
に繋がっていくことと思います。

当土地改良区では多面的機能支払交付金活動組織に
おいて定期的にクリーンアップを実施していること
から比較的ゴミの量は少なく、これまでの活動の成
果が表れているように思いました。「ゴミゼロ活動」
を実施して、環境保全に対する関心を高めてもらう
と同時に土地改良施設の現状を確認できたことは大
変意義のあることであり、今後もこのような活動を
継続していくことが大事であると感じました。

参加者の
感想

支部から

山本
支部

二ツ井町土地改良区（成田　円美）

切石地区水路及び
周辺農道

対象施設名

15名

参　加　者

能代市二ツ井町切石

所　在　地

田んぼの方へ行くのは久しぶりで、みんなで話をしな
がらゴミを拾い良い運動になりました。ゴミもほとん
どなく、自分達が住んでいる環境がとてもきれいだと
いうことを再確認でき、安心しました。

天気が心配されましたが、当日は暑いくらいの天候
のなか、日頃農業施設にはあまり縁のない女性を中
心とした地域住民の協力のもと活動を実施しまし
た。春に地域全体でゴミ拾いを行っていることもあ
り、目立ったゴミはなく地域の皆さんにより美しい
環境が保たれていることを感じました。
また、活動中に「何をしているのか？」と声を掛けら
れることもあり、ゴミゼロ運動をアピールできたの
ではないかと思います。

参加者の
感想

支部から

昭和土地改良区（奈良　崇史）

日本国花苑（井川町）地内の
新堤（二階堤）と分水堤

対象施設名

33名

参　加　者

南秋田郡井川町

所　在　地

井川町の国花苑（公園）内にあると言うことで、とても
きれいに管理されている施設だった。先週の豪雨によ
りため池や水路に流木が数本あったものの目立つゴ
ミは無かった。これからも美しい環境を保ってもらい
たい。

土地改良施設が井川町の管理している公園内にあ
り、しかも２つの改良区の施設と言う珍しいケース
でしたが、両改良区の協力もあり施設の清掃活動が
スムーズに実施された。ゴミはほとんどありません
でしたが、会員各自意識をもって清掃活動に取り組
んでいた。

参加者の
感想

支部から

秋田
支部
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本会総務企画部（真坂　千鶴子）

大谷地池周辺

対象施設名

24名

参　加　者

由利本荘市南由利原

所　在　地

今年度は、南由利原のサイクリング施設、大谷地ため
池周辺でゴミゼロ活動を行いました。サイクリング施
設周辺はきれいに整備されておりましたが、道路脇に
ポイ捨てされた飲料のゴミが多少みうけられました。
普段は車で通りすぎていて近くまで行くことのない、
大谷地ため池の施設の説明を聞き、先人からの歴史
と、施設設備が脈々と現代の技術に確実に受け継がれ
ていることに感心しました。
今回のゴミゼロ活動に参加して、支部内の職員のコ
ミュニケーションをはかる場となったことと、環境活
動を行うことが水利施設の保護につながる事を再確
認しました。

今年は雨の予報でしたが、どうにか天気も持ち、農村
整備課職員の方々と１時間程かけてため池上流方面
にあった空き缶や周辺道路のゴミを拾い、心地よい
汗をかきながら無事清掃活動を終了しました。
その後、子吉土地改良区の管理施設を見学して廻り、
日頃見ることのない他の改良区の水利施設見学に参
加者も興味深く見入っていました。今後もゴミゼロ
活動を通し、水土里ネットをＰＲして行きたいと思
います。

参加者の
感想

支部から

由利
支部

秋田県田沢疏水土地改良区（村上　司）

秋田県仙北平野土地改良区の
支用25号用水路の近辺

対象施設名

54名

参　加　者

大仙市高梨字大嶋、
大仙市高梨字麻生田　地内

所　在　地

普段からの管理が行き届いている様子がうかがえ、ゴ
ミは少なかった。
ゴミゼロ運動から、ゴミについて考えるきっかけにも
なり、ゴミに対する意識がより強くなった。
活動だけではなく、改良区や振興局の方たちとの情報
交換もできて良かった。

振興局からも多数参加していただいて、活動がより
盛り上がったと思う。ゴミも少なく、無事時間内に終
了することができて良かった。
旧池田氏庭園の駐車場やその周辺にのぼりを設置し
て活動を行ったが、旧池田氏庭園への来場者にも活
動の様子を見ていただけたので、良いPRができたと
思う。
ゴミゼロ運動を契機に、普段からゴミを捨てない、減
らす心がけを大切にしていきたい。

参加者の
感想

支部から

仙北
支部

雄勝郡山田五ヶ村堰土地改良区（倉田　一治）

岩崎堰１号幹線用水路及び周辺農用地並びに岩崎町内

対象施設名

67名
参　加　者

湯沢市岩崎地区
所　在　地

当岩崎地区は、ほ場整備事業とほぼ同時に湯沢・横手
道路、市道、湯沢工業団地が完成しましたが、その影響
等もあり人通りが激しく、農道・水路等へのゴミ投棄
が問題視されておりました。
また、毎年保全会活動で全町内一斉クリーンナップを
実施しておりますが、今日雄勝支部の皆さんにもご協
力いただいたことで、保全会活動だけでは行き届かな
い部分まで実施することができたとともに、当地区の
現状もご理解いただけたと思います。
今後とも、土地改良区、保全会、地域住民が一体とな
り、農村環境の健全な維持保全のために努力して参り
たいと思います。

参加者の
感想

雄勝
支部

秋田県雄物川筋土地改良区（齊藤　一起）

国営皆瀬１号、3号、6号幹線用水路
（秋田県雄物川筋土地改良区　施設）

対象施設名

56名

参　加　者

横手市十文字町地内

所　在　地

ゴミゼロ運動を行った施設は２年前にも実施してお
り、前回に比べてゴミの量は減少し、ゴミゼロ運動の
効果が現れていたため、継続することが大切である
と実感した。
今後ともゴミゼロ運動を継続し、地域住民等への参
加を促しながら地域全体で環境保全を図る意識を醸
成していく必要がある。

支部から

平鹿
支部
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