
髙貝会長挨拶の様子

▲太田班長講義の様子

▲由利支部役職員講習会
（11.30由利本荘市）

▲秋田支部役員講習会
（11.14秋田市）

▲仙北支部職員講習会
（11.27大仙市）

能見課長挨拶の様子

■全県共通テーマ

■各支部の日程及び主な個別テーマ（敬称略）

平成29年度土地改良関係団体役職員講習会を開催土地改良関係団体役職員講習会を開催
今年度は、11月10日（金）の平鹿支部を皮切りに、12月7日（木）まで県内9会場において、延べ
714名の関係者が参加し盛会のうちに終了することができた。

「土地改良法改正の概要について」
講師：秋田県農林水産部農地整備課土地改良指導班　主幹（兼）班長　太田　洋平　様

○平鹿支部（役職員）11月10日（金）
　個別テーマ「東日本大震災からの復興に向けて」
　講師：東北農政局旭川農業水利事業所　所長　武田　悟

○秋田支部（役員）11月14日（火）
　個別テーマ「農地中間管理事業と基盤整備との連携について」
　講師：公益社団法人秋田県農業公社　農地管理部　農地改良課　課長補佐　田口　　博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農地集積課　主任　　　大渕　正幸

○鹿角、大館・北秋田支部（役職員）11月21日（火）～22日（水）
　個別テーマ①「農地中間管理事業と基盤整備との連携について」
　講師：公益社団法人秋田県農業公社　農地管理部　農地改良課　課長補佐　田口　　博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農地集積課　指導員　　山口　永匡
　個別テーマ②「農地制度等について」
　講師：一般社団法人秋田県農業会議　担い手・農地対策部　部長　松田　功

○雄勝支部（役職員）11月24日（金）　
　個別テーマ「「平鹿平野土地改良区統合整備推進協議会」の事例について」
　講師：秋田県雄物川筋土地改良区　財務課長　阿部　収

○仙北支部（職員）11月27日（月）
　個別テーマ「スマートフォンを安全に利用するために　ＳＮＳに関する身近なトラブル」
　講師：秋田県警本部生活環境課　サイバー犯罪対策室　課長補佐　時田　秀夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専門官　　山口　達也

○仙北支部（役員）11月28日（火）～29日（水）
　個別テーマ「農地中間管理事業と基盤整備との連携について」
　講師：公益社団法人秋田県農業公社　農地管理部　農地改良課　指導員　三澤　　彰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農地集積課　指導員　新田　一実　

○由利支部（役職員）11月30日（木）
　個別テーマ「農地中間管理事業と基盤整備との連携について」
　講師：公益社団法人秋田県農業公社　農地管理部　農地集積課　主任　　打矢　幸保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農地集積課　主任　　大渕　正幸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農地改良課　指導員　田口　　馨

○秋田支部（職員）12月1日（金）
　個別テーマ①「災害時の対応について」
　講師：秋田地域振興局農林部農村整備課ふる里づくり班　副主幹（兼）班長　石井　幸樹
　個別テーマ②「農地中間管理事業と基盤整備との連携について」
　講師：公益社団法人秋田県農業公社　農地管理部　農地改良課　課長補佐　田口　　博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農地集積課　主任　　　大渕　正幸

○山本支部（役職員）12月7日（木）
　個別テーマ：「農地中間管理事業と基盤整備との連携について」
　講師：公益社団法人秋田県農業公社　農地管理部　農地改良課　課長　　藤原　　正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農地集積課　指導員　草薙　睦雄 9



水土里の

野菜倶楽
部 ３年目の「仁井田大根」

　「水土里の野菜倶楽部」主催の、「仁井田大根

漬物講習会」が去る11月28日（火）に秋田市の

仁井田中央会館で開催され、野菜倶楽部のメ

ンバーを含め約25名が参加した。

　今年度の大根づくりをふり返れば、これま

での失敗経験を生かした作業を行う事ができ

た。畝立を耕運機で可能な限り高くし、播種は

（8月28日（月）実施）35cm間隔で、種2粒を5cm

のバラ蒔きを標準とした。播種後は天候に恵

まれ、種のほとんどが発芽・生長し、間引き作

業も極めて軽微な作業で済んだ。畝高のため、

雑草取り・畝上げ等の作業も順調に進めるこ

とができた。そして何よりもうれしかったこ

とは、大根が野菜倶楽部の目標の大きさに成長したことである。

　11月2日（木）、待ちに待った収穫の日を迎えた。地元大住小学校3年生の児童たちには、体験学習の一環と

して、青首大根の収穫と来春のタマネギ苗の移植、そして仁井田大根引き抜き・はさがけの農作業に参加し

てもらった。帰りにはお土産として大きな青首大根を1 ～ 2本ずつプレゼントした。子供たちは大根を手に

して大喜びであった。作業後の感想でも仁井田大根の名前は知っているが実物を見るのは初めてというコ

メントが多かったこともあり、体験を通して地元野菜の魅力を知ってもらえたという手応えを感じた。な

お、はさがけされた大根は約400本で、この大根たちが漬物講習会に用いられた。

　さて、漬物講習会、まずは干し大根の洗浄、小ぬか・塩・ザラメ等「ぬか塩」の調合等の下準備を行い、続い

て各自持参した樽に「干し大根」と「ぬか塩」を交互に漬け込む作業が丁寧に行われた。今回で3回目の開催と

なるため、参加者にとっては手慣れた作業となり予定より早く終えることができた。大根の漬け上がりは年

明け（2018年）となるが、順調にいけば2017年以内には既に試食が出来ているかもしれない。

　今年は、収穫・はさがけ・干し大根取込・漬物講習会等それぞれの催し物の度に各報道機関が取材に来

てくれた。「仁井田大根」の知名度とその影響力に改めて感服させられた。

　最後に、今年度の活動は県単事業の「ふるさと秋田応援事業（ふる水事業）」を活用させていただいた。地元

の小学校や保育園等の教育機関の皆様の積

極的なご協力のもと実施することができた。

事業を通して子供たちが地域の魅力を再発

見して、将来的に農業に携わるきっかけとな

ることを心から願っている。また、秋田市で

は伝統野菜を使った料理を提供する飲食店

が増えてきており、今後も県内各地で多彩な

方法で伝統野菜を生かす取組が増えること

を期待している。
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農業用施設賠償責任保険・団体傷害保険制度のご案内

みなさまが、安心して『施設維持および管理活動』に従事していただくための平成30年度団体保険制度を

ご案内いたします。

安心
安心
安心の補償

●農業用施設賠償責任保険　＜相手への賠償＞

●団体傷害保険　＜ご本人のおけが＞

◆ご本人が偶然な事故でけがをした場合、保険金をお支払いします。
※健康保険、生命保険、政府労災など他の保険や、加害者から受ける損害賠償金などとは関係なく
　お支払いします。

◆第三者へ法律上の損害賠償責任が発生した場合、お支払いします。

納特
納得
納得のプラン

●納得その１

●納得その２

●納得その３

◆農業用施設賠償責任保険の保険料の計算は簡単！

※上記は、農業用施設賠償責任保険と団体傷害保険の特徴を説明したものです。詳しくは商品パンフレットをご覧ください。

　また、農業用施設賠償は昨年と同様ですが、延長距離に変更がありましたら別途お見積り致しますのでご連絡下さい。

◆傷害保険は、団体加入のスケールメリットとして割引 15％を適用しています。

◆役員・職員以外の方に
　組合員による草刈・泥上げ等に従事する方への傷害保険
◆役員・職員・期間雇用の方に
　豊富なコースの中からお選びいただけます。

[問 合 せ 先]　 総務企画部 経理班　TEL.018-888-2714
　　　　　　　 引受保険会社：三井住友海上　 取扱幹事代理店：東北リスクマネジメント

[更新手続き]　 ２月末日まで

秋田の土地改良497号について

お詫びと訂正

　11月25日発行の秋田の土地改良497号に

ついて、掲載内容に誤りがありました。訂正

箇所は下記のとおりです。

表紙：目次の13ページの内容について由利

本荘市農林水産部部長遠藤様のお名前

に誤記がありました。ここに訂正し、

お詫び申し上げます。

　　　誤：由利本荘市農林水産部：遠藤　昇

　　　正：由利本荘市農林水産部：遠藤　晃

　関係者各位および読者の皆様には、大変な

ご迷惑をお掛けいたしましたことを謹んでお

詫び申し上げます。

連 合 会 日 誌
12月15日

12月18日

12月22日

12月22日

12月25日

１月10日

１月11日

１月17日

１月18日

１月19日

１月23日

１月26日

１月26日

２月２日

２月５日

３月16日

本会役員室

秋田市

本会第３会議室

本会第１会議室

仙台市

東京都

秋田市

秋田市

秋田市

東京都

羽後町

秋田市

秋田市

秋田市

仙台市

秋田市

第３回正副会長会議

第８回新城川・天王・昭和地区土地改良区統合整備研究会幹事会

第５回監事会

第３回理事会

東北農政局要請活動

都道府県水土里ネット事務責任者会議

平成29年度秋田県農業集落排水連絡協議会担当者研修

農業農村整備（ＮＮキャラバン）に関する説明会・意見交換会

平成29年度土地改良区体制強化事業統合整備推進研修会

都道府県土地改良事業団体連合会長・事務責任者合同会議

2017語り部交流会inあきた

秋田県土地改良事業団体職員会第２回役員会

秋田市土地改良事業事務担当者連絡協議会研修会

秋田県農地集団化推進協議会第２回理事会

東北・北海道土地連連絡協議会第３回事務責任者会議

本会第60回通常総会

………………………… 今後の行事予定 …………………………
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【発行所】　秋田県土地改良事業団体連合会　〒010－0967　秋田市高陽幸町3番37号
　　　　   TEL 018－888－2750(代)　　FAX 018－888－2834
　　　　   http://www.akita-midori.net/水土里ネット秋田 MSA－QS－3254

平成30年平成30年

今年もよろしくお願いいたします。

※秋田市総社神社の特大絵馬

　明けましておめでとうございま
す。皆様、お正月はゆっくり過ご
されましたか？初詣、初売り、旅
行等々、お出掛けをして過ごした
方、ご自宅やご実家でゆっくり過
ごした方、様々だと思います。私

は毎年お正月を実家の横手市でゆっくり過ごしており
ます。本を読んだり、お正月の特別番組を見たながら
ちょっとうたた寝してみたり…。所謂「寝正月」が、
自分にとって「お正月を満喫しているなぁ…」と実感
出来る過ごし方です。お正月に養った英気で今年も元
気に働いていきたいと思います！
　そして、2018年が皆様にとって心穏やかで、幸多
き一年になることを祈っております。今年もどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　（事業調整センター◇湯川）

編 集

後 記

会 長

副 会 長

　 〃 　

専務理事

常務理事

理 事

　 〃 　

　 〃 　

秋田県田沢疏水土地改良区理事長

由利本荘市土地改良区理事長

かづの土地改良区理事長

員外 （学識経験者）

員外 （学識経験者）

男鹿東部土地改良区理事長

雄勝郡山田五ヶ村堰土地改良区理事長

比内町土地改良区理事長

美郷町長

鹿角市長

秋田県雄物川筋土地改良区理事長

能代南土地改良区理事長

秋田県南旭川水系土地改良区理事長

昭和土地改良区理事長

二ツ井町土地改良区理事長

髙貝　久遠

正木　正一

田口　信一

藤原　元吉

水戸　憲光

鈴木　　清

大坂　芳市

畠山　清俊

理 事

　 〃 　

　 〃 　

　 〃 　

総括監事

監　　事

　 〃 　

松田　知己

児玉　　一

柴田康二郎

小川　善信

藤井　弘道

南都　武男

石山　金由

外職員一同

第 60回

日時 平成30年3月16日（金） 午後1時

会場 秋田市文化会館 5階大会議室
秋田市山王七丁目3-1　018-865-1191

本会通常総会開催予定
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