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就 任 の ご 挨 拶

愛媛県土地改良事業団体連合会
（水土里ネット愛媛）

� 会　長　篠　原　　　実

　陽春の候、皆様方には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　皆様方には、平素から水土里ネット愛媛の運営、活動に格別のご理解とご協力を賜り、心から厚く

お礼申し上げます。

　このたび皆様方のご推挙により、愛媛県土地改良事業団体連合会長に再任され、責任の重大さに身

の引き締まる思いでございます。新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない厳しい状況にはあり

ますが、本県農業農村の活性化並びに土地改良関係団体の発展に尽力して参る決意でございますので、

引き続き、会員の皆様方をはじめ、国、県並びに関係機関の皆様方のご支援、ご高配を賜りますよう

お願い申し上げます。

　さて、本県の農業農村は、中山間地域を多く抱え、農村の過疎化、農業従事者の減少・高齢化が深

刻化するとともに、新型コロナウイルス感染症の甚大な影響など、様々な課題に直面しております。

　このような中、食料の安定供給や国土の保全など多面的な役割を果たし、まさに「国の基」である、

農業・農村を、次世代に継承していくためには、農地中間管理機構関連農地整備事業を活用した水田

の大区画化・汎用化、樹園地の緩傾斜化など多様な担い手の確保・育成や産地の収益力強化に繫がる

基盤整備のほか、中山間地域の特性を活かした営農の確立や定住環境の向上を図るきめ細かな整備な

どの強力な推進が必要です。

　また、気候変動の影響により頻発化・激甚化する豪雨災害や切迫する南海トラフ地震に備え、農業

農村の安全安心を守る、ため池の老朽化対策・耐震対策や農業水利施設の長寿命化対策など、防災・

減災、国土強靱化対策の加速化・深化が不可欠です。

　このため水土里ネット愛媛といたしましては、「持続的に発展する農業と多様な人々が住み続けら

れる農村」の実現に向け、本県の農業農村整備事業の推進や必要予算の確保により一層積極的に取り

組むとともに、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」の施行などを

受け、この４月当会に開設された「愛媛県ため池保全サポートセンター」では、県・市町と緊密に連

携しながら、ため池管理者からの相談対応に加え、点検・パトロールを踏まえた技術指導・助言など

により、適正な管理をサポートするほか、土地改良法改正に伴う土地改良区の資産評価や複式簿記化

等の運営基盤の強化においては、巡回指導等を通じ皆様に寄り添いながら円滑な推進に努めるなど、

各種施策に役職員一丸となってしっかりと取り組んで参りますので、会員各位並びに関係機関の皆様

方の更なるご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　結びに、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息と会員の皆様方のご健勝、ご多幸を心からお

祈り申し上げまして、就任のご挨拶といたします。
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就 任 の ご 挨 拶

愛媛県農林水産部農業振興局農地整備課

� 課　長　笠　見　隆　俊

　陽春の候、皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
　この度、４月１日付けで農林水産部農業振興局農地整備課長を拝命いたしました。もとより微力で
はございますが、本県の農業・農村の振興に全力で取り組む所存であります。
　とりわけ、平成30年７月の豪雨災害から３年を迎え、復旧工事が完成した一部の樹園地で植栽され
るなど新たな営農が始まりつつありますが、一刻も早い完全復興を目指し、関係農家や市町の皆様と
ともに総力を挙げて取り組んで参りますので、引き続き格別のご理解とご支援を賜りますようお願い
申し上げます。
　さて、本県では、「愛媛県の未来を創る農業・農村振興条例」が４月１日から施行されました。また、
本条例の施行に先立ち、本年３月に、本条例の趣旨に沿った、農林水産業を担う「人づくり」、農林
水産業で輝く「モノづくり」、農林水産業を支える「地域づくり」を柱とする「えひめ農林水産業振
興プラン2021」を策定しました。
　農地整備課では、本プランの目標である「愛

え

顔
がお

あふれるえひめ農林水産業の持続的な発展と次世代
への継承」の実現に向けて、「西日本豪雨災害で甚大な被害を受けたかんきつ園地の復旧・復興」を
最優先に、喫緊の課題である「農業従事者の減少・高齢化」や「頻発・激甚化する自然災害」に対応
するため、「担い手対策」と「防災・減災対策」に重点を置いて、各種農業農村整備事業を展開して
まいります。
　「担い手対策」では、担い手の規模拡大・所得向上を後押しするため、市町、JA、農地中間管理機
構等と連携を密にしながら、農地の集積・集約化、営農の省力化・生産コストの削減に加え、高収益
作物への転換を目指した水田の大区画化や汎用化、樹園地の緩傾斜化・高機能化等の基盤整備を重点
的に推進してまいります。特に、柑橘農業の底上げに向け、園地の「再編整備」をはじめ、将来の担
い手や産地の販売戦略等を見据えた基盤づくりを推進し、柑橘王国愛媛を支える担い手の確保や育成、
産地の生産力強化に繫げたいと考えております。
　また、「防災・減災対策」では、本年４月にため池の点検や日常管理の技術的助言を一元的に担う「た
め池保全サポートセンター」を愛媛県土地改良事業団体連合会に開設しました。県としましては、昨
年10月に施行された「ため池工事特措法」に基づく防災重点ため池の防災工事等の集中的かつ計画的
な推進に加え、「ため池保全サポートセンター」による管理・監視体制の強化、万一の決壊に備えた
ハザードマップの整備等による「避難体制の確保」など、国の財政支援を積極的に活用し、ハード・
ソフトの両面から、農業・農村の更なる安全性向上に取り組んでまいります。
　結びに、昨年から新型コロナウイルス感染症の拡大により、県内でも経済活動に多大な影響が生じ
ています。生活スタイルをはじめ世の中が大きく変容し、不自由な生活を強いられておりますが、こ
のような時こそ、皆様には感染回避行動を徹底していただきながら、オール愛媛でこの難局を乗り越
えることを切に望んでいます。
　皆様のご健勝と更なるご活躍を衷心よりお祈り申し上げ、就任の挨拶に代えさせていただきます。
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　令和３年度県の当初予算は、新型コロナウイルス感染症対策に全力を傾注するとともに、最優先課
題である西日本豪雨災害からの創造的復興に総力を挙げて取り組むこととし、特に、市町と連携して
えひめ南予きずな博を開催することにより、復興へ力強く歩む南予地域の姿を県内外に発信し、新た
な交流の創出を目指すこととしている。
　また、県政のDX（デジタルトランスフォーメーション）を積極的に推進するほか、大規模災害等
に備えた防災・減災対策、大都市圏からの移住者受入れや企業誘致の推進などの人口減少対策、県産
品の更なる販路拡大などの地域経済の活性化に重点的に取り組むこととしている。
　さらに、農林水産業や中小企業等の体質強化に加え、子育て支援施策の充実や、2022年プロ野球オー
ルスターゲームの本県開催に向けた機運醸成などの重要施策を着実に推進することとしている。

◆県一般会計予算額：6,948億円（前年度当初 6,431億円、前年度比 ＋8.0％）

　このうち、農地整備課では、「西日本豪雨災害で甚大な被害を受けたかんきつ園地の復旧・復興」
を最優先に、喫緊の課題である「深刻な農業従事者の減少・高齢化」や「頻発・激甚化する自然災害」
に対応するため、「担い手対策」と「防災・減災対策」を施策の柱として各種農業農村整備事業を展
開し、愛

え

顔
がお

あふれるえひめ農業・農村の持続的な発展と次世代への継承を目指す。

◆農地整備課関係公共事業費：67.0億円（前年度当初 70.7億円、前年度比 ▲5.2％）

１　柑橘園地の創造的復興　（216,300千円）
　・農地再編復旧整備事業費
　　�　崩落した園地について、周辺の被災していない園地も含めて大規模にほ場整備を行う「再編
復旧」等により、災害に強く生産性の高い園地を創造する。

２　農業農村を支える担い手対策　（1,594,668千円）
　・農道整備事業費、担い手育成基盤整備事業費、農用地高度利用基盤整備事業費�等
　　�　意欲ある担い手の規模拡大や所得向上につながる生産基盤の整備を推進し、産地の生産力を
強化する。

３　農業農村の防災・減災対策　（2,567,398千円）
　・ため池豪雨等防災対策事業費、ため池地震防災対策事業費�等
　　�　決壊時の影響が大きい防災重点ため池を中心に、ハード・ソフトの両面から、計画的かつ効
果的な防災減災対策を推進し、農業農村の防災機能を強化する。

４　農地・農業水利施設の適切な保全管理、中山間地域の振興等　（2,323,801千円）
　・かんがい排水事業費、農村総合整備事業費、農業集落排水事業費�等
　　�　農業生産活動に不可欠な農地・農業水利施設の保全に加え、担い手の負担軽減や産地の防災
機能の強化につながる取組みを推進する。

　
　その他予算として、国の日本型直接支払制度を活用し、地域の共同活動を支援する。

◆日本型直接支払制度関係予算：22.3億円（前年度当初 22.3億円、前年度比 ＋0.1％）

　・中山間地域等直接支払交付金事業費、農村環境保全向上活動支援事業費

愛媛県の令和３年度当初予算の概要

令和 3年 4月発行
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令和３年度　当初予算公共事業費（農地整備課）
（単位：千円）

予算事項名
Ｒ２当初予算 Ｒ３当初予算
予算額（A） 予算額（B） 対前年比（B）／（A）

かんがい排水事業費 1,743,241 1,845,645 106%
農道整備事業費 698,588 661,510 95%
担い手育成基盤整備事業費 640,216 802,868 125%
農地再編復旧整備事業費 61,950 216,300 349%
農村総合整備事業費 706,282 361,200 51%
農業集落排水事業費 95,562 76,687 80%
農用地高度利用基盤整備事業費 88,060 90,290 103%
国営造成施設管理体制整備促進事業費 40,269 40,269 100%
国営緊急農地再編整備事業換地受託費 77,000 40,000 52%

土地改良費計 4,151,168 4,134,769 100%
海岸保全施設整備事業費 125,533 233,100 186%
地すべり対策事業費 513,502 410,655 80%
ため池豪雨等防災対策事業費
　（ため池等整備事業費）
　（中山間地域農地防災事業費）

1,320,995 1,233,643 93%

ため池等整備事業費 283,175 147,000 52%
農業水利施設防災対策事業費 675,700 521,000 77%
ため池地震防災対策事業費 22,000 皆増

農地防災事業費計 2,918,905 2,567,398 88%
公共事業費　計 7,070,073 6,702,167 95%

イベント情報
イベント 開催日 場　所 問合せ先 TEL HP アドレス

出前授業・水の流れ
（国営造成施設管理整備促進事業） 5月 東温市

（川上小学校） 道後平野土地改良区 089−943−0922 http://dogo-kai.sakura.ne.jp/

みかんの花まつり 5月 八幡浜市
（日土ファームポンド） 南予用水土地改良区連合 0894−24−4835 https://www.nanyoyousui.or.jp/

田植・出前授業
（国営造成施設管理整備促進事業） 6月 東温市 

（南吉井小学校） 道後平野土地改良区 089−943−0922 http://dogo-kai.sakura.ne.jp/

出前授業・水の流れ
（国営造成施設管理整備促進事業） 6月 砥部町

（麻生小学校） 道後平野土地改良区 089−943−0922 http://dogo-kai.sakura.ne.jp/

出前授業・水の流れ
（国営造成施設管理整備促進事業） 6月 砥部町

（宮内小学校） 道後平野土地改良区 089−943−0922 http://dogo-kai.sakura.ne.jp/

佐古ダム周辺草刈及び清掃活動 6月 東温市
（佐古ダム） 道後平野土地改良区 089−943−0922 http://dogo-kai.sakura.ne.jp/

拝志小学校佐古ダム見学 6月 東温市
（佐古ダム） 道後平野土地改良区 089−943−0922 http://dogo-kai.sakura.ne.jp/

水質調査
（国営造成施設管理整備促進事業） 6月 東温市

（川上小学校） 道後平野土地改良区 089−943−0922 http://dogo-kai.sakura.ne.jp/

出前授業・水の流れ
（国営造成施設管理整備促進事業） 6月 松前町

（北伊予小学校） 道後平野土地改良区 089−943−0922 http://dogo-kai.sakura.ne.jp/

布喜川調整池周辺
公園施設の清掃、美化活動 6月 八幡浜市布喜川 南予用水土地改良区連合 0894−24−4835 https://www.nanyoyousui.or.jp/

東蓮寺ダム周辺
公園施設の清掃、美化活動 6月 宇和島市吉田 南予用水土地改良区連合 0894−24−4835 https://www.nanyoyousui.or.jp/

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により変更となる場合があります。

令和 3年 4月発行

4



　去る３月16日（火）県土連会議室において第63回通常総
会を開催した。
　今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
書面による議決を活用し、可能な限り出席者を縮小して
の開催となった。
　篠原実会長の開会挨拶の後、伊豫郡大谷池土地改良区　
城石好博理事長が議長に選任され議事に入り、令和元年
度事業報告及び一般会計・特別会計歳入歳出決算並びに
財産目録をはじめ全８議案が原案どおり可決された。ま
た、県土連菊池洋之専務理事が、農業の構造改革を加速す
るための農地の大区画化や汎用化、高機能化等の推進な
ど６項目の決議を朗読し、拍手により採択され閉会した。
　例年であれば、多年にわたり土地改良事業に多大な功
績のあった個人、団体に対し通常総会において表彰式が
行われ、愛媛県知事並びに連合会長より表彰を行う予定
であったが、今年は表彰式を中止し後日表彰状の伝達を
行った。

【議　事】
第１号議案　令和元年度事業報告及び一般会計・特別会計歳入歳出決算並びに財産目録について
第２号議案　令和２年度一般会計歳入歳出補正予算について
第３号議案　令和３年度事業計画について
第４号議案　令和３年度賦課基準並びに賦課金徴収について
第５号議案　令和３年度一般会計・特別会計歳入歳出予算について
第６号議案　令和３年度役員報酬について
第７号議案　借入金及び余裕金の預入先について
第８号議案　役員改選について

愛媛県土地改良事業団体連合会第63回通常総会を開催

令和 3年 4月発行
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〈愛媛県土地改良事業団体連合会会長表彰〉
◆個人表彰

〈愛媛県知事表彰〉
◆個人表彰

◆団体表彰

◆団体表彰

藤田　幸正 氏
（新居浜市垣生土地改良区　理事長）

近本　静信 氏
（今治市蒼社川土地改良区　理事）

〈　金　章　〉
東温市牛渕上井手土地改良区

中島土地改良区

〈　銅　章　〉
松山市福角町土地改良区

越智　友雄 氏
（今治市頓田川土地改良区　理事長）

池川　和裕 氏
（東温市見奈良土地改良区　理事長）

〈　銀　章　〉
四国中央市土居町土地改良区

森　　巧 氏
（東温市下林上土地改良区　理事長）

西条市氷見土地改良区

〈　銅　章　〉
新居浜市大生院土地改良区

令和 3年 4月発行
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　３月25日（木）全国土地改良事業団体連合会の第63回通常総会が全国都市会館（東京都千代田区平河
町）で開催され全ての議案が原案通り可決承認されました。
　今年の総会も新型コロナウイルス拡大防止の観点から規模を縮小した形で総会が開催され、総会後
に行っていた土地改良功労者の表彰式も中止となり後日、県土連より表彰状の伝達を行いました。

　去る２月20日、愛媛県政発足記念日に県行政の振興に関し特に功績顕著な方々
に知事表彰が顕彰され、土地改良区団体役員として農業の振興発展に尽力された
髙橋征三副会長（新居浜市上泉川土地改良区理事長、新居浜市洪水土地改良区理
事長）が農林水産部門を受賞されました。

全国土地改良事業団体連合会第63回通常総会を開催

愛媛県政発足記念日知事表彰を受賞

〈全国土地改良事業功労者表彰〉
◆農村振興局長表彰 ◆全国土地改良事業団体連合会長表彰

◆団体表彰
〈第62回全国土地改良功労者表彰　全土連会長表彰〉
◆個人表彰

白峰　精一郎 氏
（四国中央市三島土地改良区　理事長）

酒井　宇之吉 氏
（西予市明浜町土地改良区　理事長）

寺田　利重 氏
（東温市松瀬川土地改良区　理事長）

越智　昭夫 氏
（愛媛県土地改良事業団体連合会　事務局長）

新居浜市吉岡泉土地改良区

令和 3年 4月発行
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１　はじめに
　今治市朝倉上の朝倉ダム発電所において、令和２年４月10日から発電が開始された。
　この施設は、県営かんがい排水事業「頓田川沿岸地区」（～平成２年度）で建設された朝倉ダムの
水位差を利用して発電を行うものである。平成26年度に実施した概略設計で採算性を確認したのち、
県営地域用水環境整備事業（平成30～令和元年度）により工事費130百万円で建設した。
　
２　発電施設の概要
　本施設は、かんがい用水のための放流水等の一部を使用して発電を
行っており、概要は以下のとおり。

３　売電収入の利用方法
　本施設の平均年間発電量は約27万 kW/h を見込んでおり、発電事業者の今治市において、売電収
入のうち、発電事業に必要な経費を除いた収益を同市が管理する農業水利施設等の維持管理費に充当
することで、長期的な負担軽減を図ることとしている。
　
４　終わりに
　本地区においては、先行事例である「志河川ダム発電所（道前平野土地改良区）」や「大久保山ダ
ム小水力発電所（大久保山土地改良区）」を参考に、円滑な事業の実施と運用を開始することができた。
今後は、施設の維持管理についても先行事例の経験を基に、適切に行っていくとともに、再生可能エ
ネルギーの有効活用について情報発信に努めていきたい。

有効最大落差 37.0m
最大使用水量 0.24㎥ /s
最大発電出力 49.9kW/h
発電方式 流れ込み式
水車形式 ポンプ逆転水車
発電機方式 永久磁石式三相同期発電機

水車発電機

朝倉ダムで発電を開始
−県営地域用水環境整備事業「朝倉地区」−

今治支局農村整備課

ダム全景

かんがい用水

発電所

発電所全景

発電所
かんがい用水

令和 3年 4月発行
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　農村地域における防災・減災対策並びに農地・農業用施設等の災害復旧について、適切かつ円滑な
取組みを推進し、農村地域の安全性の向上を図ることを目的として、「愛媛県農村地域防災減災対策
推進協議会」が令和３年３月19日に設立されました。
　近年頻発する想定を超える豪雨や巨大地震等の自然災害に備えるため、取組みの迅速化、多角化等
が一層求められており、西日本豪雨での経験を踏まえるとともに南海トラフ地震に備えて、着実に対
策を講じていくために、県及び市町等が連携して、農村地域の防災減災対策の効果的な実施や、災害
復旧に係る技術力向上等を図ることとしています。
　なお、概要は以下のとおりです。
　【会員】
　　愛媛県、県内全市町、愛媛県土地改良事業団体連合会
　【活動内容】
　　愛媛県ため池保全サポートセンターの活動に関すること
　　災害復旧事業の円滑な実施のための啓発・広報及び講習会等の開催に関すること　等

　近年、西日本豪雨をはじめとする想定を超える異常気象により、ため池における災害発生のリスク
が高まっている中、ため池管理者を対象に適正な管理をサポートすることを目的として、愛媛県土地
改良事業団体連合会内に「愛媛県ため池保全サポートセンター」を令和３年４月14日に開設しました。
　これまで取り組んできた老朽化対策工事・耐震対策工事等のハード対策やハザードマップ作成等の
ソフト対策に加え、ため池の管理・監視体制の強化に向けて、同センターがため池管理者を強力に支
え、ため池の一層の安全性向上につなげていくこととしています。
　なお、同センターの活動は次のとおりとなっていますので、お気軽にご相談ください。
　【支援対象】
　　ため池管理者（市町、土地改良区、水利組合　等）
　【活動内容】
　⑴　点検・パトロール・技術指導
　　　管理者に対し適正な管理を促すため、現地にて指導・助言を行う。
　⑵　ため池に関する相談対応
　　　相談窓口を設置し、管理者からのため池に関する相談に対応する。
　⑶　劣化状況評価
　　�　堤体・洪水吐・樋管等における漏水・変形等を現地で計測し、危険性を評価する。
　⑷　管理手法の啓発
　　　適切な管理方法を紹介したパンフレットを作成・配布する。

愛媛県農村地域防災減災対策推進協議会が設立されました

愛媛県ため池保全サポートセンターを開設しました

令和 3年 4月発行
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　３月22日（月）県土連ビル４階会議室において第63回通常総会で選任された理事・監事による理事会
を開催し、任期満了に伴う会長、副会長、専務理事、常務理事の互選が行われ以下のとおり決定した。

　令和３年度より新たに「ため池保全サポートセンター」を事業課の内室として設置し、ため池管理
者への技術指導や相談対応の支援に当たることとなった。

水土里ネット愛媛　理事会開催

　任期　令和３年４月１日～令和６年３月31日
役 職 名 氏　　名 他　の　役　職
会　　長 篠原　　実 四国中央市長
副 会 長 大城　一郎 八幡浜市長、南予用水土地改良区連合理事長
副 会 長 松下　長生 松山市堀江町土地改良区理事長
副 会 長 髙橋　征三 新居浜市上泉川土地改良区理事長、新居浜市洪水土地改良区理事長
専務理事 菊池　洋之 学識経験者
常務理事 門田　宜也 学識経験者
理　　事 玉井　敏久 西条市長、道前平野土地改良区理事長
理　　事 岡林　興通 今治市土地改良区理事長
理　　事 加藤　　章 東温市長
理　　事 武智　邦典 伊予市長
理　　事 河野　忠康 久万高原町長
理　　事 二宮　隆久 大洲市長、大洲市土地改良区理事長
理　　事 管家　一夫 西予市長
理　　事 坂本　　浩 松野町長、松野町土地改良区理事長
理　　事 清水　雅文 愛南町長、大久保山土地改良区理事長
代表監事 佐川　秀紀 砥部町長
監　　事 橋本　頼市 西条市小松町土地改良区理事長
監　　事 志波　　豊 城川町魚成土地改良区理事長

会　長

副会長

専務理事
常務理事

事務局長

総　務　部
総　務　課

管理換地課

南予事務所
管　理　課

事　業　課

東予事務所
管　理　課

事　業　課

事　業　部

事　業　課

農村環境保全向上対策室

技術情報課

ため池保全サポートセンター
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　愛媛県多面的機能支払推進協議会の令和２年度通常総会については、新型コロナウイルス感染防止
の観点から、総会開催に代えて書面による議案の審議及び採決を行い、以下の議案について３月22日
付で議決された。議案のうち、第３号議案の規約・諸規程の一部改正については、推進協議会の現状
の役割に応じた、効率的な会務運営が図れるための新たな体制が提案され、会員の変更や幹事会の廃
止等の内容が承認された。また、第４号議案の役員の選任では、会長に愛媛県土地改良事業団体連合
会専務理事の菊池洋之氏、副会長に愛媛県農林水産部農業振興局農地整備課課長の笠見隆俊氏、監事
は、愛媛県農業会議事務局長の毛利真也氏と、愛媛県農業協同組合中央会総合企画部部長の松本聖吾
氏が選任された。
　
　第１号議案　令和２年度事業報告及び収支決算について
　　　　　　　［令和２年度事業報告及び収支決算見込みについて］
　第２号議案　令和３年度事業計画及び収支予算について
　第３号議案　愛媛県多面的機能支払推進協議会規約・諸規程の一部改正について
　第４号議案　役員の選任について
　第５号議案　総会での議決に代わる書面議決書による議決について

◆愛媛県農業用水小水力等発電推進協議会
　第１号議案　令和２年度事業報告について
　第２号議案　令和３年度事業計画について
　第３号議案　役員改選について
　第４号議案　推進協議会規約改定について

　愛媛県水土里情報利活用推進協議会と愛媛県農業用水小水力等発電推進協議会は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の観点から令和２年度の通常総会の開催に代えて書面による議案の審議及び採決を
行い、以下の議案について承認された。
　
◆愛媛県水土里情報利活用推進協議会
　第１号議案　令和２年度活動報告について
　第２号議案　令和３年度活動計画について
　第３号議案　規約の改定について

令和２年度通常総会について

愛媛県多面的機能支払推進協議会
令和２年度通常総会について

本会副会長　松下長生 氏　ご逝去
　本会副会長（松山市堀江町土地改良区理事長）松下長生氏が去る４
月13日（火）ご逝去されました。松下氏は、平成18年４月本会副会長に
就任し15年の長きにわたり本県農業農村の振興と土地改良団体の発展
のため、土地改良事業の推進はもとより当会の活動や健全な運営、育
成にご尽力いただきました。
　ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
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愛媛県土地改良事業団体連合会人事異動

愛媛県農林水産部農地整備課関係人事異動（係長以上）

� （令和３年４月１日）

新　　　　　任 旧　　　　　任 氏　　名

本　　　部

総務部長（兼管理換地課長） 総務部長代理（兼管理換地課長） 村上　　誠

事業部長 南予事務所長 白石　　徹

事業部　技監 事業部　次長 玉田　雅浩

事業部　次長 事業部　事業課長 松本　修司

事業部　事業課長 事業部　事業課　主幹 水口　一也

事業部　事業課　係長 事業部　事業課　専門員 島瀬　祐美

事業部　事業課　ため池保全サポートセンター室長 事業部　技術情報課　主幹 長渕　悠来

事業部　事業課　ため池保全サポートセンター　主幹 事業部　技術情報課　水土里情報センター　主幹 高橋　秀典

事業部　技術情報課長 事業部　技術情報課　水土里情報センター　室長 髙田　正樹

事業部　技術情報課　主任 事業部　技術情報課　水土里情報センター　主任 藤澤　享史

東予事務所
東予事務所長 東予事務所　所長代理 田中　克典

東予事務所　副所長 事業部　技術情報課長 田口　吉生

南予事務所
南予事務所　所長代理 南予事務所　副所長 善家　一治

南予事務所　副所長（兼管理課長） 換地指導官（兼管理課長） 宇都宮栄治

退職者� （令和３年３月31日）

職　　　名 氏　　名

事務局長　※４月１日付（嘱託再雇用：東予事務所　管理課　主幹） 越智　昭夫

人事異動一覧表� （令和３年４月１日）

新　　　　　任 氏　　名 旧　　　　　任

農地整備課

課長 笠見　隆俊 農林水産部　農業振興局　農地整備課　技幹

技幹 宮田　正孝 南予地方局　農村整備課　主幹

主幹 大塚　紀幸 八幡浜支局　農村整備第一課　主幹

主幹 臼坂　浩二 東予地方局　農村整備課　企画調整室　主幹

技術管理係　係長 隅田　啓光 監査事務局　監査企画グループ　担当係長

ほ場整備係　係長 川村　幸司 今治支局　農村整備課　農村整備グループ　担当係長

ほ場整備係　担当係長 濱井　和久 東予地方局　農村整備課　指導グループ（四国中央）　担当係長

農地防災係　係長 白石　佳子 農林水産部　農業振興局　農地整備課　農地防災係　専門員

東予地方局
農村整備課

課長 渡部　輝男 今治支局　農村整備課　課長

主幹 川端　一寛 中予地方局　用地課　用地グループ　担当係長

主幹 二神　　理 農林水産部　農業振興局　農地整備課　主幹

主幹 河村　宣親 農林水産部　農業振興局　農地整備課　技術管理係　係長

用地事業グループ　担当係長 三好　道宏 東予地方局　農村整備課　主幹

農村整備グループ　担当係長 坂井　　創 中予地方局　農村整備第一課　指導グループ（久万高原）　担当係長

指導整備グループ　担当係長 近藤　俊行 東予地方局　農村整備課　国営推進グループ　担当係長

企画調整室 主幹 和田　　忍 中予地方局　農村整備第一課　企画調整室　室長
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新　　　　　任 氏　　名 旧　　　　　任

今治支局 農村整備課

課長 宮内　真司 農林水産部　農業振興局　農地整備課　主幹

主幹 木原　一騎 東予地方局　産業振興課　農業振興係　係長

用地事業グループ　担当係長 三宅　裕次 東予地方局　環境保全課　廃棄物指導係　係長

農業整備グループ　担当係長 竹田　　修 八幡浜支局　農村整備第二課　総合整備グループ　専門員

中予地方局

農村整備第一課

課長 岡田　伸彦 東予地方局　農村整備課　課長

主幹 西村　洋司 東予地方局　農村整備課（四国中央）　主幹

用地事業グループ　担当係長 山本　洋史 中予地方局　用地課　用地グループ　担当係長

指導整備グループ　担当係長 清水　義男 中予地方局　農村整備第二課　総合整備グループ　担当係長

企画調整室

室長 岡田　真治 南予地方局　農村整備課　企画調整室　室長

主幹 高橋　　寿 八幡浜支局　農村整備第一課　農村整備グループ　担当係長

計画指導グループ　担当係長 平野　貴司 南予地方局　農村整備課　指導グループ（愛南）　担当係長

計画指導グループ　担当係長 岡田　晃一 東予地方局　農村整備課　農村整備グループ　担当係長

農村整備第二課

課長 玉井　克明 中予地方局　農村整備第二課　主幹

主幹 宮竹　良典 農林水産部　農業振興局　農地整備課　ほ場整備係　係長

総合整備グループ　担当係長 岩崎　哲也 今治支局　　農村整備課　団体指導グループ　専門員

南予地方局

農林水産振興部 部長 松田　知一 農林水産部　農業振興局　農地整備課　課長

農村整備課

課長 三瀬　　治 中予地方局　農村整備第一課　課長

主幹 大原　増樹 農林水産部　農業振興局　農地整備課　農地防災係　係長

用地事業グループ　担当係長 大久保和浩 県民環境部　県民生活局　男女参画・県民協働課　担当係長

用地事業グループ　担当係長 芝　　栄幸 宇和島産業技術専門校　担当係長

指導整備グループ　担当係長 松木　昭典 南予地方局　農村整備課　指導整備グループ（愛南）　専門員

企画調整室
室長 大竹　一彦 東予地方局　農村整備課　主幹

計画指導グループ　担当係長 中岡　利康 農林水産部　農業振興局　農地整備課　ほ場整備係　担当係長

八幡浜支局 農村整備第一課

主幹 武田　博之 南予地方局　大洲土木事務所　事業管理課　主幹

主幹 宮﨑　淳司 南予地方局　農村整備課　計画指導グループ　担当係長

主幹 阿部　雄二 中予地方局　農村整備第一課　企画調整室　主幹

用地事業グループ　担当係長 桐木知壽子 八幡浜支局　地域農業育成室　農業振興係　係長

農村整備グループ　担当係長 亀田　　均 中予地方局　農村整備第一課　計画指導グループ　担当係長

団体指導グループ　担当係長 池内　宣之 八幡浜支局　農村整備第一課　団体指導グループ　専門員

退職者一覧表
旧　　　　任 氏　　名

南予地方局　農村整備課　課長 飯泉　　洋

中予地方局　農村整備第二課　課長 谷田　秀雄

中予地方局　農村整備第一課　主幹 松尾　　健

八幡浜支局　農村整備第一課　主幹 秀野　慎二

八幡浜支局　農村整備第一課　団体指導グループ　担当係長 廣岡　信男
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豊かな農村環境を保全する 

発行所：愛媛県土地改良事業団体連合会 TEL：089－927－7000（代表）
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東予事務所 西条市壬生川111番地１
Tel（0898）76‐7255（代表） Fax（0898）76‐7257

南予事務所 西予市宇和町卯之町３丁目434番地１
Tel（0894）62‐7522（代表） Fax（0894）62‐7525

※写真コンテストの内容は水土里ネットホームページでご覧いただけます。

佳作「地の利を活かす用水」
撮影場所：砥部町衝上断層
撮 影 者：近田　昌樹　　

佳作「ため池のある風景」
撮影場所：今治市古谷
撮 影 者：岡市　恭昌

令和３年４月発行

第27回　農業農村整備事業　写真コンテスト
入 選 作 品 の 紹 介

特別賞「注目の的」
撮影場所：宇和島市白浦
撮 影 者：飯泉　　洋　
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