
　秋田県では、基盤整備の視点から情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した水管理等のスマート農業の実証を行

う「スマート農業を支える基盤整備実証事業」（令和2年度～令和4年度）をスタートしています。水土里ネッ

ト秋田ではこれを業務受託し、基盤整備実施中の3つのモデル地区においてデータ収集・分析等を実施し、

今後の基盤整備の設計基準の検討やスマート農業の普及・啓発を行っています。

　事業の中間年度にあたる今年度は、2地区において現地研修会が開催されました。

　令和3年度はシステム運用、データ収集、効果検証等を行い、令和４年度にはスマート農業を見据えた今後の基盤

整備の基本方針、設計マニュアルを策定する予定です。

スマート農業を支える
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基盤整備実証事業現地研修会
現地レポート

松ヶ崎地区
（由利本荘市）

第1回
　7月27日、関係者73名が出席し、アーム式モアによる草刈り実演が行われま

した。

　松ヶ崎地区では、実証の１つとして、草刈りの作業労力がアーム式モアによっ

てどの程度軽減できるか検証しており、研修会当日は、メーカーの協力によりト

ラクターに自動操舵システムを搭載させ、直線部分では直線アシスト機能を活

用した草刈り作業を行いました。

挨拶する秋田県農林水産部
舛谷参事（兼）農地整備課長

自動操舵で作業を行うトラクター 長大法面における草刈り作業

高野尻地区
（北秋田市）

第2回 　8月11日、関係者77名が出席し、ＩＣＴ自動給水栓（パイプライン）およ

びターン農道を設置したほ場の見学会が開催されました。ＩＣＴ自動給水

栓の見学では、スマートフォン、タブレットの操作による水管理操作の実

演を行いました。

ターン農道 パイプラインのＩＣＴ自動給水栓 ＩＣＴ自動給水栓の操作実演
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　令和4年度より、国土強靱化・グリーン・デジタルといった政策課題に対して、小規模な土地改良施設に係わる防災・減災、省エネ化・
再エネ化、省力化のための整備を促進するため、「防災減災機能等強化対策」が創設されます。

土地改良施設維持管理適正化事業の拡充について

土地改良施設維持管理適正化事業〈公共〉

土地改良施設維持管理適正化事業の拡充（案）

農業水利施設の定期的な修繕・補修や防災減災等のための緊急性の高い施設整備を推進します。

●安定的な用水供給と良好な排水条件を確保
●湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の面積(21万ha [令和7年度まで]) 

●国土強靭化・グリーン・デジタルといった政策課題に対応して、小規模な土地改良施設に係る防災・減災、省エネ化・再工ネ利用、省力化のための
　整備を促進するため、「防災減災機能等強化対策」を創設
●5年1期の頼母子講の仕組みの下で、「防災減災機能等強化対策」による施設整備を任意の時期に実施可能とするため、1年目の事業費に占める地方
　負担相当額を財政融資資金から借入

土地改良施設維持管理適正化事業の拡充（財政融資資金の活用）について
●土地改良区や市町村は、小規模施設の修繕・補修を1期5か年の頼母子講の仕組みで定期に（順送りで）実施
●一方、現下の政策課題に対応するためには、国土強靭化・グリーン・デジタル関連の施設整備について、機動的に（任意の時期に）事業を実施できる
　ようにする必要

対策ポイント

事 業 目 標

〈事業内容〉

〈事業内容〉

〈事業イメージ〉
１．施設整備補修
　　施設の機能保持、耐用年数の確保のため必要となる修繕・補修（原動機等のオーバーホール、用排水路
　の修繕・補修等〉
２．施設改善整備対策
　　水田地域において高収益作物を導入し、産地形成を図るために必要な整備補修（漏水防止のための水路
　整備等)
３．安全管理施設整備対策
　　農業水利施設への転落事故を防止するための安全管理施設（フェンス、通行止門扉等）の整備
４．緊急整備補修
　　予測し得ない事故等により緊急に必要となる整備補修
５．防災減災機能等強化対策
　　防災・減災機能の強化、施設管理の省工ネ化・再エネ化・再エネ利用や省力化を図るための施設整備
　（ため池や排水機場等の整備、高効率モータへの更新、遠隔制御機器の導入等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※下線部は拡充内容

【新たな仕組み】
・全国連合会が、1年目の事業費の50%（地方負担相当額）をあらかじめ財政融資資金から借入
・土地改良区等は、毎年度、一定の負担金を拠出することで、任意の時期に施設整備を実施することが可能
・全国連合会は、県と土地改良区等の負担金で借入金を償還
【整備内容】　防災・減災、省エネ化・再エネ利用、省力化のための施設整備 （ため池、排水施設、用排
　　　　　　　水機、遠隔監視機器等)
【国庫補助】　50%
【資金管理】　全国土地改良事業団体連合会

・施設の機能保持、耐周年数の確保のために必要な修繕・補修
　（電気・機械設備の分解立、塗装、浚渫等〉

・土地改良区（地区面積300ha以上等）　・市町村 ・土地改良区　　・市町村　　・水利組合

・200万円以上 ・100万円以上

・防災・減災（ため池、排水施設等の整備）
・省工ネ化・再工ネ利用（用排水機、小水力発電施設等の整備）
・省力化（遠隔監視・制御機器等の整備）

〈事業の流れ〉

国
補助※

拠出 交付

拠出

※1～4は30%、5は50％

都道府県 土地改良事業
団体連合会

土地改良区等

土地改良区等

〈施設整備補修〉

〈防災減災機能等強化対策〉

原動機の分解修、塗装

防災・減災機能の強化

ため池護岸の整備

排水門の電動化

施設管理の省エネ化

高効率モーターへの更新

進相コンデンサの設置

施設管理の省力化

監視装置の設置

水位計の設置

区　分 施設整備補修（現行事業）

事 業 内 容

事 業 費

事業実施主体

・地方拠出金で造成（5年1期） ・地方拠出金で造成
・借入金※を地方拠出金で償還 ※1年目の事業費に占める地方負担相当額

資 金 造 成

・事業費の30％ ・事業費の50％国 庫 補 助 率

防災減災機能等強化対策（創設）

新たな仕組み（案）

〈財融借入〉
財政融資資金

〈財融償還の流れ〉
財政融資資金

〈事業実施の流れ〉

1年目の事業費の50％（地方負担
相当額）をあらかじめ借入

全国連合会 全国連合会

全国連合会

交付金

50% 国

地方連合会

地方連合会

土 地 改 良 区

土 地 改 良 区

組 合 員

約定に則して5年後に償還

拠出金

30％＋利息を5年間均等
に拠出

交付金 交付金

20% 都道府県

緊急性に応じ、任意
の時期に工事を実施

水土里ネット秋田　管理情報部　施設整備班
TEL.018-888-2739　FAX.018-888-2835

土地改良施設維持管理適正化事業に関するお問い合わせ

【現行の仕組み】
・国・県・土地改良区等（適正化事業に加入している多数の土地改良区等）
　が必要経費の30%ずつを毎年度拠出して事業費を確保
・土地改良区等は、5年間に1回、事業費の90%の交付を受けて、10%の自
　己資金を加え施設の修繕・補修を実施
【整備内容】　小規模施設の定期の修繕・補修
【国庫補助】　30%
【資金管理】　全国土地改良事業団体連合会

従来の仕組み

〈事業費の流れ〉

全国連合会

60%

経費の90％を確保
30% 国

地方連合会

土 地 改 良 区

組 合 員

30％

30% 都道府県

〈事業実施の流れ〉

全国連合会

90%

地方連合会

土 地 改 良 区

組 合 員

90％

10％

5年毎に順番に
修繕を実施
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金農発‼ 水土里ネット秋田が金足農業高校で
講師を務めました地域公開講座

「地域創生論」
水土里ネット秋田総務企画部政策・広報班　　主査　南　聡洋

　10月13日（水）秋田県立金足農業高等学校において、学校授

業の一環である地域公開講座「地域創生論」が開催されました。

「地域創生論」とは、様々な分野から講師を招いて年間複数回の

講演を行うオムニバス形式で行われ、受講した生徒達に地域の

実情と課題、その解決のための政策等を理解してもらうことを

目的としています。今年度は、合計15回予定されている中の第8

回目として水土里ネット秋田へ依頼があり、会を代表して私が

講師を務めることとなりました。

　講演は、「あきたの農業の現在と未来～土地改良の役割につ

いて考えよう～」と題し、土地改良区や土地連の役割、土地改良事業の内容、秋田県農業の現状や、様々な

課題解決のために秋田県が行っている取り組み等を紹介しました。当日は合計で約57名の生徒達が聴

講したのですが、そのうち33名は、農業土木を学んでいる環境土木科の生徒が含まれており、最後まで

熱心に耳を傾けてくれました。

　今回の講演を通じて、多少なりとも「土地改良」について理解を深めてもらえたのではないかと考えてい

ます。今回の講演をきっかけにして、土地改良の道を志してくれる生徒が増えれば、大変嬉しく思います。

　ため池パトロールの目的は、農業用水源としてのため池が貯水機能を
持ち、大雨の時などに安全な状態にあるかを点検するものです。パト
ロールでは、池管理者、市町村担当者の立ち会いを頂き「ため池管理マ
ニュアル」の項目により点検を進めました。多くのため池では草刈り、取
水作業管理などは役割分担して適切に行われておりました。しかし、小
規模ため池が多いうえ築造も昭和年代以前のものが大多数なため、施
設の老朽化が目立ちました。特に堤体の草刈りを行い、堤体の膨らみ、
漏水を発見しやすくすることが管理のために大切と思われます。点検結
果は管理者に報告書として連絡されますので、これを参考にそのため池
に合った管理の仕方を関係者で相談いただきたいと思います。次年度も同程度の実施数を予定しております。

　ため池管理のための相談を受付しております。（受付 毎週火、木曜日9時から12時 電話 018-888-2732
ため池保全サポートセンターまで）これまでの主な相談内容はため池堤体の膨らみ・漏水、洪水吐の損壊、
洪水吐の堰上げ撤去指導方法、ため池管理カメラへのイタズラ、池内の水生植物繁茂対策などでした。解
決に向けてアドバイスをしております。
　今後、随時ホームページでため池の情報提供を行いますのでご利用ください。

秋田県ため池保全
サポートセンター

令和3年度ため池点検パトロール
活動などについて（報告）

ため池パトロールを県内70ため池で実施しました。

管理者からため池相談がありました。

ホームページアドレス https://www.akita-tameike-sc.jp/

【秋田県ため池保全サポートセンター】土地連管理情報部　加藤・菊地担　当
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令和3年秋の叙勲令和3年秋の叙勲 受章者発表

旭日双光章（土地改良事業功労）

伊　藤　　　稔

・秋田県仙北平野土地改良区
　理事長

旭日双光章（土地改良事業功労、消防功労）

判　田　勝　補

・大仙市大曲土地改良区
　理事長

この度の栄えある受章、誠におめでとうございます。今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

「会計指導員が行う土地改良区の指導監査」について

令和４年度から指導監査を希望する土地改良区は、
12月末まで「協議申請書」を提出してください！
■平成31年4月1日施行の改正土地改良法において、土地改良区は令和5年度の通常総会終了時までに、
原則として員外監事を選任することとなりました。

■ただし、選任を行わない例外の一つとして、「農林水産大臣が定める基準」に従って地方連合会から会
計に関する指導を受ける場合が該当となります。

■本会では、同基準に適合する指導監査を行うため、「会計指導員が行う土地改良区の指導監査に関する
実施規程」（令和元年8月29日理事会承認）を制定しました。

■同実施規程については、既に各土地改良区に送付し内容をご確認いただいておりますが、詳しくは本
会ホームページ（http://www.akita-midori.net/）・会員専用サイトをご覧ください。（同サイトから協
議申請書のダウンロードが可能です）

指導監査を希望する土地改良区は協議申請書を連合会に提出（原則、指導監査実施年度の前年度
12月末まで申請）

申請書に記載の指導監査リスク細目、監査実施時期等を土地改良区と連合会で協議し合意形成を図る

協議結果を3月開催の管理運営体制強化委員会に報告し承認を得る

指導監査に関する契約を土地改良区と連合会で締結

指導監査に関する
協議申請書（様式１）

の提出

【指導監査の契約締結までのスキーム】

1
指導監査リスク
細目、実施時期等

の協議

2

1

2

3

4

３月の管理
運営体制強化委員会
で指導監査の年度
計画を承認

3

指導監査に関する
契約の締結

4

総務企画部総務・経理班　TEL.018－888－2714担当部署

※
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