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豊かな農村環境を保全する

（愛媛県土地改良事業団体連合会）

秋の情景（内子町五十崎）
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国の令和４年度農業農村整備事業関係予算概算要求の概要
農林水産省は、令和３年８月31日に令和４年度予算概算要求額を公表した。
今回の概算要求では、生産基盤の強化と経営所得安定対策の着実な実施等のため、総額２兆6,842
億円（前年度比116％）が計上されている。
その内、農業農村整備事業関係予算は、農業農村整備事業3,946億円、農山漁村地域整備交付金693
億円、農業農村整備関連事業（非公共）625億円の5,263億円（前年度比118％）となっている。
この他、非公共予算として、多面的機能支払交付金490億円、中山間地域等直接支払交付金263億円
などが計上されている。
令和４年度
事

農業農村整備事業関係予算概算要求の概要（国費）

項

Ｒ３年度当初予算額 Ｒ４年度概算要求額

（単位：億円）

対前年度比

農業農村整備事業（公共）

3,333

3,946

118%

国営かんがい排水

1,068

1,208

113%

国営農地再編整備

374

504

135%

国営総合農地防災

261

313

120%

3

4

129%

75

82

110%

682

817

120%

57

68

119%

449

539

120%

63

79

126%

土地改良施設管理

172

196

114%

その他

129

136

105%

595

693

116%

3,928

4,639

122%

518

625

121%

農地耕作条件改善事業

248

294

118%

農業水路等長寿命化・防災減災事業

258

315

122%

12

16

133%

4,445

5,263

118%

直轄地すべり
水資源開発
農業競争力強化基盤整備
中山間地域農業農村総合整備
農村地域防災減災
農村整備

農山漁村地域整備交付金（農業農村整備分）
【公共

計】

農業農村整備関連事業（非公共）

農山漁村振興交付金
【公共・非公共

※注２

合計】

（注）１ 端数の四捨五入により、合計及び対前年度比が合わないものがある。
２ 農山漁村振興交付金は情報通信環境整備対策及び最適土地利用対策である。
３ 「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」に係る経費や「総合的な

TPP 等関連政策大綱」を踏まえた経費につ
いては、予算編成過程で検討するとして今回要求額には含まれていない。

《その他非公共予算》

事

（単位：億円）

項

R ３年度当初予算額

R ４年度概算要求額

対前年度比

多面的機能支払交付金

487

490

101%

中山間地域等直接支払交付金

261

263

101%

748

752

101%

【その他非公共

計】

※端数の四捨五入により、合計及び対前年度比が合わないものがある。
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〈令和４年度概算要求における農業農村整備関係事業の拡充内容〉
事

業

名

内

容

国営かんがい排水事業

・省エネ化・再エネ利用に取り組む地区の末端要件と
事業費要件を緩和
・脱炭素率が一定以上の地区は国費率70% に嵩上げ

国営農地再編整備事業

・田んぼダム導入に係る調整活動や畦畔補強等を助成
対象に追加

農業競争力強化農地整備事業
農地中間管理機構関連農地整備事業

【共通】
・水田農業高収益化計画又は輸出事業計画関連地区の
計画策定を定額助成
・農地整備事業の実施に必要な実施計画や換地計画の
策定の助成期間を延長（最大４年間）
・田んぼダム導入に係る調整活動や畦畔補強等を助成
対象に追加
【農地中間管理機構関連農地整備事業】
・対象工種に農業用用排水施設、農業用道路、暗渠排
水等を追加。

水利施設等保全高度化事業

・田んぼダムに取り組む地区の末端要件を緩和
・産地形成促進費のメニューに「畑地周辺の水田畑地
化」を追加（現行は「水田地帯の水田畑地化」又は「樹
園地周辺の水田畑地化」
）

農村地域防災減災事業

・
「ため池洪水調節機能強化対策」
（ため池堤体の嵩上
げ等）を新設
・
「湛水被害総合対策」
（調査・計画、排水施設整備、
区画整理、ハウス移転等）を新設

農業水路等長寿命化・防災減災事業

・ため池廃止の定額助成の対象に埋立廃止を追加（現
行は開削廃止のみ）
・サポートセンターの助成に定率助成を追加（現行は
定額助成のみ）

農地耕作条件改善事業

・
「土地利用調整型」
（農地の粗放的利用等に対応する
ための交換分合や基盤整備）を新設

水利施設管理強化事業

・掛かり増し管理費助成の対象となる補助事業造成施
設（現行では治水協定ダムのみ）に流域治水プロジェ
クト等に位置付けられた施設（排水施設、ため池等）
を追加
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農業農村整備予算の確保に向けた要請活動
８月24日（火）、全国土地改良事業団体連合会並びに都道府県土地改良事業団体連合会は、令和４年
度の農村整備予算の確保に向けた要請活動を行った。
例年は、全国から土地改良関係者が一堂に会す「農業農村整備の集い」において要請内容が決議さ
れ、各県に分かれ議員会館に赴き関係の国会議員等に要請活動を行っていましたが、緊急事態宣言等
の発令により農業農村整備の集いの開催が中止されたことをうけ、愛媛県選出の国会議員に対し土地
改良事業の計画的・安定的な推進に応えられるための安定的な予算の確保を始め10項目について書面
にて要請活動を行った。

国営事業３地区の合同陳情
国営土地改良事業「道前道後用水地区」の全体実施設計、国営施設機能保全事業「南予用水地区」
及び国営緊急農地再編整備事業「道前平野地区」の事業推進について、３地区の地元推進団体が国及
び国会議員へ提案活動を行いました。例年、夏と秋の２回、農林水産省等を訪問して提案活動を行っ
ていましたが、今年度の夏は全国的に新型コロナウイルス感染症が拡大傾向にあることを踏まえ、訪
問を取りやめて提案書を郵送しました。
〇提案書発送日

７月26日

〇提案先

農林水産省、財務省、中国四国農政局、県選出国会議員、土地改良関係国会議員

〇提案書の内容
【国営土地改良事業
・提案者代表

道前道後用水地区

全体実施設計】

道前道後用水地区
国営かんがい排水事業推進協議会
会長

白石

勝也

（道前道後土地改良区連合理事長）
・内容
 国営道前道後平野土地改良事業で整備された施設は、
造成後50年が経過した施設もあり、経年的な劣化に伴う
ダム管理施設の不具合や、南海トラフ巨大地震の影響が
懸念されている。
 このため、長寿命化対策及び耐震対策等を行う国営事
業の早期着手に向け、全体実施設計の着実な推進を要望
するもの。
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【国営施設機能保全事業
・提案者代表

南予用水地区】

南予用水地区
国営施設機能保全事業促進協議会
会長

大城

一郎（八幡浜市長）

・内容
 国営南予用水土地改良事業で整備された施設は、供用
開始から概ね30年が経過し、管理施設の旧式化や経年変
化がみられる。
 このため、平成26年度から施設の長寿命化並びに耐震
対策に着手しており、
事業の着実な推進を要望するもの。

【国営緊急農地再編整備事業
・提案者代表

道前平野地区】

道前平野地区
国営緊急農地再編整備事業推進協議会
会長

玉井

敏久（西条市長）

・内容
 本地区は、国営道前道後平野地区で整備された用水施
設等を活かし、水稲、はだか麦、野菜等多様な農産物が
栽培される、県内有数の農業地帯であるが、広範囲に存
在する湛水被害への懸念などから、基盤整備が遅れてい
る状況。
 平成28年度から事業に着手し、農地の大区画化、乾田
化、併せて広域的な排水対策を実施することで、担い手
への農地集積・集約化による優良農地の確保を目指して
おり、事業の着実な推進を要望するもの。
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愛媛県土地改良区運営基盤強化協議会の設立について
愛媛県では、令和３年３月23日に閣議決定された「新たな土地改良長期計画」を受け、中国四国農
政局農村振興部土地改良管理課の助言を仰ぎ、
８月25日付けで農林水産部農業振興局農地整備課に「愛
媛県土地改良区運営基盤強化協議会」を設立しました。
国、県及び土地改良事業団体連合会の関係機関が連携協力して、県内の土地改良区が直面する課題
や組織・運営体制の差異に応じてきめ細かい対応策を検討した上で土地改良区の支援に当たるために
設置するもので、県内土地改良区の運営基盤の強化を図ることを目的とします。
当協議会では、毎年度活動計画を定めることとしており、今年度は次の５項目について重点的に活
動いたします。
①複式簿記推進及び期末一括仕訳指導
平成31年４月施行の改正土地改良法で義務化された貸借対照表の作成を指導
②統合整備推進
愛媛県土地改良区統合整備基本計画の見直しを検討し、改訂後の実現を指導
③改正土地改良法への対応指導
平成31年４月施行の改正土地改良法に係る義務事項の履行を指導
④休眠土地改良区の解散指導
事実上活動をしていない土地改良区に対する解散指導
⑤土地改良区施設の安全管理
関係機関が連携して土地改良施設の安全管理対策を推進
特に、令和４年度までは「①複式簿記推進及び期末一括仕訳」並びに「②統合整備推進」に係る解
散（組織変更含む。
）の指導、助言を最優先に取り組むものとしています。
また、国では、令和７年度末までに女性理事不在の土地改良区をなくすとともに、女性理事の割合
を10％以上とすることを方針としています。
中国四国農政局からは、当協議会において土地改良区（連合）の女性理事登用を強く推進するよう
にとの通知があったことから、今後、当協議会の活動に限らず、国、県等関係機関が連携して、この
方針に沿った助言を行ってまいります。
〈国の成果目標〉
土地改良区（土地改良区連合を含む。
）の理事に占める女性の割合

5

女性理事が登用されていない組織数

3,737／ 3,900
（2016年度）

0
（2025年度）

理事に占める女性の割合

0.6％
（2016年度）

10％
（2025年度）
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愛媛県土地改良区運営基盤強化協議会
会

則

令和３年度活動計画
令和３年度愛媛県土地改良区運営基盤強化協議会活動計画

愛媛県土地改良区運営基盤強化協議会会則
（目的）
第１条 愛媛県土地改良区運営基盤強化協議会（以下「協議会」と
いう。）は、土地改良長期計画（令和３年３月23日閣議決定）第
６の１及び「土地改良区運営基盤強化協議会の設置について」
（令
和３年３月23日付け２農振第3599号農林水産省農村振興局長通
知）に基づき、国、地方公共団体及び土地改良事業団体連合会の
関係機関が連携協力して、県内の土地改良区が直面する課題や組
織・運営体制の差異に応じたきめ細かい対応策を検討した上で土
地改良区の支援に当たるために設置するものであり、これにより
県内の土地改良区の運営基盤の強化を図ることを目的とする。
（構成員・事務局）
第２条 協議会は、次の職にある者で構成する。
・愛媛県農林水産部農業振興局農地整備課長
・愛媛県東予地方局農林水産振興部農村整備課長
・愛媛県中予地方局農林水産振興部農村整備第一課長
・愛媛県南予地方局農林水産振興部農村整備課長
・愛媛県土地改良事業団体連合会総務部管理換地課長
・農林水産省中国四国農政局農村振興部土地改良管理課長
２ 協議会に会長を置き、愛媛県農林水産部農業振興局農地整備課
長を充てる。
３ 協議会の事務局は、愛媛県農林水産部農業振興局農地整備課用
地管理係に置く。
（活動内容）
第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の活動を行う。
（１）令和４事業年度の貸借対照表の作成・公表に向けた土地改
良区に対する指導・助言
（２）愛媛県土地改良区統合整備基本計画に関すること。
（３）改正土地改良法の義務規定の遵守に向けた土地改良区に対
する指導・助言
（４）法令を遵守できない土地改良区又は休眠土地改良区に対す
る解散指導
２ 協議会は、毎年度、前項に掲げる活動に関する計画（以下「活
動計画」という。）を定めるものとする。
３ 協議会は、毎年度末、当該年度の活動内容（活動計画に対する
進捗状況）を取りまとめるものとする。
（運営）
第４条 協議会は、原則として年２回程度開催するものとし、構成
員から要請がある場合など、必要に応じて開催できるものとする。
（雑則）
第５条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な
事項は会長が定める。
附 則
この会則は、令和３年８月25日から施行する。

１ 令和４事業年度貸借対照表の作成・公表に向けた土地改良区に
対する指導・助言について貸借対照表の作成義務のある土地改良
区の内訳は以下のとおり
（１）複式簿記（会計ソフト使用）を導入予定 104地区
① 令和３年８月末までに県土連が行う25地区の巡回指導を
軸に、複式簿記化に向けた指導を進めていく。
② 随時、県農地整備課で進捗状況の確認を行い、遅れがみ
られる土地改良区に対しては、地方局から指導するととも
に、県土連から助言を行う。
③ 地方局において、８月～９月に土地改良区等の会計事務
担当者を対象とした研修会を実施し、貸借対照表の作成に
向けた作業に関する不明点等を解決できるよう県及び県土
連が助言を行う。必要に応じて各ソフト会社に協力を仰ぐ。
④ 複式簿記化に向けて必要な土地改良区の規約及び会計細
則の整備について、地方局が随時チェックを行い、策定時
期や内容の更新について助言を行う。
（２）単式簿記による期末一括仕訳 60地区
① 上記（１）の③に記載の研修会で期末一括仕訳から貸借
対照表を作成する方法についても解説を行う。
② ①以降、状況に応じて県土連、地方局による集団形式に
よる指導又は個別指導を行う。
（３）休眠土地改良区 ５地区
下記４により対応する。
２ 愛媛県土地改良区統合整備基本計画について
（１）県 は、平成６年３月に最初の「愛媛県土地改良区統合整備
基本計画」を策定したが、平成16年３月の見直しを経て、
現計画は、平成28年２月に改訂したもの。
（２）現計画は、概ね５年間を目途とし見直し時期を迎えており、
平成31年の土地改良法の大幅改正への対応状況などを考慮
し、令和３年度中を目途に改訂版を策定する。
（３）具体的には、改正法に係る資産評価データや複式簿記会計
への移行等を基に、土地改良区の在り方、統合の必要性など、
土地改良区ごとの課題を洗い出し、現在の基本計画の検証
と関係市町の意見を踏まえた、より実効性のある次期基本
計画とする。
（４）特に、次期基本計画では、県農地整備課、地方局、県土連、
市町の関係機関各々の役割を明確にし、連携のうえ計画の
実現に向けて支援を行う。
３ 改正土地改良法の義務規定の遵守に向けた土地改良区に対する
指導・助言について
（１）３年毎に行っている地方局の検査結果に基づき、指摘事項
の改善を求めていく。
（２）前回の指導から改善がみられない指摘事項については、文
書による是正指示等でより厳しい指導を行う。
４ 法令を遵守できない土地改良区又は休眠土地改良区に対する解
散指導について
（１）今 後、土地改良区が運営基盤の欠陥等により、法令を遵守
できない場合には、地方局が主導となり、県農地整備課と
連携して対策を進めていく。
（２）休眠土地改良区に対する今後の解散指導等について、中国
四国農政局に助言を求めながら、農地整備課、地方局、県
土連、市町等の関係機関と連携して対処していく。
５

土地改良施設の安全管理について
 関係機関が連携協力して、土地改良施設における安全管理対策
の推進に努める。

（※計画中の地区数については、今後変動する可能性あり。
）

6

令和 3 年 10 月発行

地すべり対策事業「小島２期地区」施工事例について
八幡浜支局農村整備第一課
１

はじめに
当地区は、伊方町小島（旧瀬戸町）にある佐田岬半島の中央付近の北向き斜面で、見晴山から北西
に向かって椀状に凹んだ地形の斜面裾部（標高０～150m 程度）に位置しています。
また周辺は伊予灘に面した急傾斜地に樹園地が広がっておりますが、海岸部付近の集落を含めて地
すべり被害が発生したため、１期工事として平成元年度から、承・排水路工や水抜きボーリング工、
集水井工などを実施し、平成11年度に概成しています。
２

工事の概要
１期工事の概成後、地すべりブロックの上部を横断する町道
において路側部の沈下等地すべり現象が顕著となったため、平
成24年度から２期工事を行っています。
当地すべりブロックは抑制工（水抜ボーリング）のみでは必
要とする安全率を満足しないことから、不足分を抑止工のアン
カー工で確保する計画としました。
・工 事 費：89,000千円
・工
期：令和元年９月～令和４年３月
・工事概要：アンカー工 N=77 Σ L=1,751.4m（EL=20.2～27.9m）

アンカ－工施工状況

３

アンカー工法
アンカー工の配置計画について、当初は横断地形に沿った階段状の計画とし、中段位置は園地への
影響を低減するため下段のアンカーに寄せた配置としていましたが、用地取得が困難な土地があった
ため配置計画を見直す必要が生じました。
（下部）

（上部）

アンカ－工配置計画

（下部）

（上部）

次に施工計画については、現地は進入路が１箇所しかないうえ施工ヤードが狭小なため、奥から進
入口方向へ順に施工することが求められました。また営農への配慮や現場周辺の作業幅が狭小で小型
機械での作業となることから、通常より長期間を要することとなりましたが、地域住民の理解を得た
ことで本年度末の完成に向け作業は順調に進んでおります。
４

最後に
本工事を担当して、現況園地が複雑な地形条件における工事や施工順序に制約のある工事について
は、その条件に合わせた設計、施工が重要であることを痛感するとともに、今回の経験を今後の工事
に活かし、より良いものを作っていきたいと思います。
7

令和 3 年 10 月発行

愛媛県ため池保全サポートセンターの活動について
県内の農業用ため池は現在3,147カ所、このうち決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設があり、
人的被害を与えるおそれがある「防災重点農業用ため池」は1,755カ所に上る。これらの多くは築造
後100年以上が経過して老朽化するほか、農業者の減少や高齢化で管理が行き届かないため池も見受
けられ、ため池災害の未然防止を図る、適正な管理が課題となっています。
こうした中、本年４月に開設された『愛媛県ため池保全サポートセンター』では、これまでに、た
め池管理者からの19件の相談に応じるほか、ため池70箇所の現地・点検パトロールの実施を通じて、
現状に応じた対応等を助言するなど、ため池管理者を強力に支援するとともに、適正な管理体制の構
築に向けた指導も行っています。
また、９月22日からは、喜多郡内子町の山竹池を皮切りに、今年度、県下48箇所のため池の劣化状
況評価に着手しています。
劣化状況評価は、堤体の浸食、ひび割れ、沈下などの変形や堤体等からの漏水、洪水吐や取水放流
施設の変状などを計測・調査のうえ、危険性の評価や防災工事等の必要性について判断するもので、
集中的、計画的な調査により、防災対策が必要なため池を明らかにすることで、適時適切な対応を促
進し、災害の防止に繫げたいと考えております。
サポートセンターでは、今後も県、市町と緊密に連携しながら、ため池管理者の皆様に寄り添った
きめ細かな支援を心がけるとともに、これまで培ってきた技術力を活かし、防災工事等の技術的提案、
事業計画の立案等についても積極的に取り組んで参りたいと考えていますので、ご相談ください。

堤体変形率の計測

洪水吐の調査
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関資源・環境保全協議会（四国中央市）
～関のブランド米（関川米）を将来へ～
１

地区の概要
関地区は、四国中央市の西端で新居浜市との市境に位置し、南に法皇山脈の最高峰である東赤石山

（1,706m）を望み、東赤石山を源流とした二級河川関川を有し、水田においては米（関川米）や里
芋を、畑ではシキビの栽培が盛んである。

い

ら

特に米については、清流「関川」を水源とする豊かな冷たい自然水に育てられ、東赤石山から五良

づ おろし

津颪といわれる清風が年中吹いていることもあり、稲穂に露が溜まらず、甘くて艶のある米が生産さ
れている。この関のブランド米は、関川米と呼ばれ、市内のみならず隣接している新居浜市にも古く
からのファンが多い。
活動組織が管理する農用地は、田が1,481a、畑が９a、施設については、水路が6.3㎞、農道が6.8㎞
である。
２

取組の経緯
農業用施設の管理については、従来から農業者を主体に行ってきたが、施設の老朽化や地区の過疎

高齢化により、維持管理に支障をきたすようになってきていた。
そこで、平成19年度より開始された農地・水・環境保全向上対策に参加し、地域が一体となった保
全管理活動に取り組み始め、多面的機能支払交付金事業となった現在も継続して取り組み、施設の維
持管理活動や景観形成活動により、農用地の保全を推進している。
３

活動の概要
活動は、春先の大井手の泥上げ、草刈りから始まり、草木が繁茂する７月初旬の地区一斉清掃とし

て、農業者を筆頭に、老人、婦人、青年部とそれぞれ役割分担を決め、地区の美化運動に努めている。
老人、婦人は地区全体の空き缶やごみ拾い、青年部は、農道や水路の草刈りを主に実施している。
地区内の幹線道路沿いの農用地については、景観保全のため、コスモスやひまわり、菜の花やソバ、
マリーゴールドなど、毎年新しい景観植物に挑戦し、地区の内外から好評を得ている。
４

今後の目標
過疎高齢化が進む関地区ではあるが、
「この地区をどうにかしなければ…。このまま、放っておい

てはいかん。」という意識が本活動を通じて地域住民に芽生えてきているので、今後も、本交付金を
有効に活用して農用地を保全し、関のブランド米である関川米を将来に繫げていきたい。そのために
も、大きなことは出来ないが、施設の維持管理活動を地道に進め、地域の農村環境を守っていくこと
が大事である。
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令和３年度県土連理事会開催
７月12日（月）
、県土連ビル会議室において令和３年
度第１回理事会を開催した。
篠原会長による開会挨拶のあと、議事に入り全議案
が原案どおり可決承認された。議事は以下のとおり。
第１号議案

推進協議会委員の選任並びに協議会

長、副協議会長の選任について
第２号議案

令和３年度一般会計歳入歳出補正予算

について

お知らせ

第29回農業農村整備事業写真コンテスト作品募集
◆募集テーマ

｢農業や農村の生活・習慣、または土地改良施設等に関すること全般｣
・地域に根ざした農業農村に関わる伝統文化やユニークな地域活動風景等
・土地改良施設のある農村風景等
・ほ場整備（区画整理）、農業用水路、農道等の農業農村整備事業の実施事例等
・農業農村整備事業完了後の営農状況等
◆応 募 資 格 愛媛県内に在住する方
◆締 め 切 り 令和４年４月30日（必着）
◆応募先及び問い合わせ先
〒790−0064 松山市愛光町１番24号（県土連ビル）
愛媛県土地改良事業団体連合会 総務部 総務課
TEL 089−927−7000 E-mail somu@ehimedoren.or.jp
※詳しくは、水土里ネット愛媛ホームページをご覧ください。http://www.ehimedoren.or.jp

イベント情報
イベント

開催日

水質調査
10月
（国営造成施設管理整備促進事業）

場

所

問合せ先

TEL

HP アドレス

砥部町
道後平野土地改良区
（宮内小学校）

089−943−0922 http://www.dogo-kai.sakura.ne.jp/

出前事業・水の流れ
松前町
10月
道後平野土地改良区
（国営造成施設管理整備促進事業）
（北伊予小学校）

089−943−0922 http://www.dogo-kai.sakura.ne.jp/

南予用水水利施設見学会

10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/
西予市野村町

水質調査
松前町
11月
道後平野土地改良区
（国営造成施設管理整備促進事業）
（北伊予小学校）
東蓮寺ダム周辺
公園施設の清掃、美化活動

11月

布喜川調整池周辺
公園施設の清掃、美化活動

11月

水質調査
11月
（国営造成施設管理整備促進事業）

宇和島市吉田

089−943−0922 http://www.dogo-kai.sakura.ne.jp/

南予用水土地改良区連合 0894−24−4835 https://www.nanyoyousui.or.jp/

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/
砥部町
道後平野土地改良区
（麻生小学校）

089−943−0922 http://www.dogo-kai.sakura.ne.jp/
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第28回 農業農村整備事業 写真コンテスト
入 選 作 品 の 紹 介

優秀賞「夏の始まり」

撮影場所：大洲市稲積（稲積癒しの里山）
撮 影 者：水口 一也

佳作「豊作の予感」

撮影場所：西条市丹原町願連寺（麦畑）
撮 影 者：藤田 篤史

※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。

水土里ネット愛媛
愛媛県土地改良事業団体連合会
本

豊かな農村環境を保全する

部

松山市愛光町１番24号（県土連ビル）
Tel（089）
927‐7000
（代表）
Fax（089）
927‐7001

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
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

南予事務所

ホームページ http://www.ehimedoren.or.jp
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