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　新年号を飾る表紙は、「戌年」にちなんで「秋
田犬」を撮影しました！
　モデルになってくれたのは、勇希号（愛称：
ごま）くん４歳です。彼は（有）宅配こまちのマ
スコット犬です。今年の主役らしく堂々とした
姿で写ってくれました！
　今年１年の安泰をその姿で、表してくれてい
るようです。ご協力頂いた飼い主の渡邊様、本
当にありがとうございました。2018年が皆様に
とって幸多き1年となりますことを心よりお祈り
申し上げます。今年も水土里ネット秋田をよろ
しくお願い致します！

「今年の主役」



秋田県土地改良事業団体連合会

会長 髙 貝　久 遠

（水土里ネット秋田）

　明けましておめでとうございます。

　会員の皆様並びに関係各位におかれましては、御家族お揃いで

輝かしい新年をお迎えになったことと、心からお慶び申し上げま

す。また、平素より農業農村整備事業の推進に御尽力いただくと

ともに、本会の業務運営に特段の御理解と御協力を賜り、深く感

謝申し上げます。

　昨年を振り返りますと、4月中旬の強風被害、5月の突然の降

ひょう、そして、県内の広範囲に渡って大きな爪痕を残した7

月、8月の記録的な大雨など、異常気象による災害が記憶に残る

年であったと思います。特に、7月22日から23日の豪雨災害は、

農地・農業用施設の被害額が53億円を超えるなど、豪雨・台風災

害では過去最大の被害となりました。

　被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げ

ます。

　さて、本年から米の生産量は、半世紀続いた行政による生産数量目標の配分に代わって、民間主導によ

る「生産の目安」となり、また、米の直接支払交付金も廃止されることから、生産量の決定にあたっては

需給動向を見極めるなど、慎重な対応が求められます。また、通商政策においては、昨年11月、農林水産

物の関税撤廃等、従来の合意内容を維持する形でＴＰＰ１１が大筋合意されたことに加え、12月には日欧

ＥＰＡ交渉も妥結するなど、国内外の産地間競争の激化や国産農産物の価格低迷についての不安は払拭で

きない状況にあります。

　こうした農業をとりまく環境のなかで、本県農業が「強い農業」として成長していくためには、収益性

の高い複合型生産構造への転換が益々重要となってきております。

　その実現のためには、農地の大区画化・汎用化と担い手への集積・集約化を一層促進するとともに、農

業水利施設の適切な保全管理と機能強化も図り、強固な農業生産基盤を確立することが不可欠でありま

す。

　さらに、より効率的かつ効果的な事業実施のために、昨年の土地改良法改正により創設された、農家負

担なしで基盤整備が実施できる制度などの新制度も積極的に活用していくことも肝要であります。

　事業実施のための農業農村整備関係予算でありますが、平成30年度当初予算案は、昨年12月22日に前年

度比8％増の4,348億円で閣議決定していただきました。平成29年度補正予算の1,452億円と合わせますと

5,800億円の予算案となっております。

　また、県でも、農業基盤整備を重点施策として、平成30年度から実施面積の年間目標を、これまでの

500haから800haに引き上げる方針を打ち出していることから、地元の要望に十分応えられる予算措置を

していただけるものと確信しております。

　これも水土里ネットが組織一丸となって取り組んだ成果であり、今後とも、安定した予算確保のため

に、皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。

　水土里ネット秋田は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」の実現に向け、農業農村整備事業の推進

母体として、「攻めの農業」を担う生産現場の強化を図るため役職員一同決意を新たにして業務に取り組

んで参りますので、皆様には一層の御支援を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、皆様の御健勝と御多幸を心から御祈念を申し上げ、新年の挨拶といたします。

　明けましておめでとうございます。

新年のごあいさつ
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　新年を迎え、謹んで年頭のごあいさつを申し上げます。水

土里ネット会員の皆様におかれましては、健やかに新春をお

迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

　昨年を振り返りますと、春先から天候不順が続いたほか、

激甚災害に指定された７月の記録的な豪雨により甚大な農林

水産被害が発生するなど、自然の脅威を改めて感じたところ

です。被災された方々には、改めてお見舞い申し上げます。

　現在、被災した農地や農業用施設の現場では、災害査定作

業が終了し、順次、復旧工事に着手しております。今春の営農再開に向け、県としても関係機関・

団体の皆様とともに災害復旧に向けた取組を全力で進めてまいります。

　さて、本県農業はこの数年来の思い切った構造改革の取組により、枝豆やネギをはじめする園芸

作目等の生産が大幅に拡大し農業産出額が増加するなど、長年の課題であった「米依存からの脱

却」に確かな手応えを感じております。

　一方、米の生産数量目標の配分廃止など国の米政策が大きく見直され、産地間競争が益々激しく

なることが予想されるほか、高齢化や人口減少を背景に生産現場での労働力不足が深刻化するな

ど、我が国の農林水産業は、まさに新たな時代を迎えようとしております。

　このような中、県では、複合型生産構造への転換の歩みを緩めることなく、更に加速させていく

考えであり、今年4月からスタートする「第3期ふるさと秋田元気創造プラン」に基づき、水田を大

区画化・汎用化するほ場整備と併せ、農地中間管理機構による担い手への農地集積と園芸メガ団地

の整備を「三位一体」で推進する「あきた型ほ場整備」を重要施策として位置付け、本県農業の成

長産業化を図ってまいります。

　こうした施策を着実に推進するため、国の予算等を最大限活用し、農業農村整備事業を積極的に

進めてまいりますので、水土里ネット会員の皆様におかれましても、今後とも力強いご支援をお願

いします。

　結びに、本年が水土里ネット会員の皆様にとって、希望に満ち飛躍の年となりますようご祈念申

し上げ、年頭の挨拶といたします。

秋 田 県 知 事

佐 竹　敬 久

　新年を迎え、謹んで年頭のごあいさつを申し上げます。水

新年に寄せて
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全国土地改良事業団体連合会

会長 二階　俊博

　平成30年の年頭に当たり、土地改良に携わる全国の皆様に、謹

んで新年のご祝詞を申し上げます。

　昨年もまた、多くの災害に見舞われました。７月には九州北部

地方を中心として集中豪雨が、また、８月には台風５号が和歌山

県に上陸、９月には台風18号が鹿児島県、高知県、兵庫県に上陸

しました。さらに10月になって台風21号、22号と続けて発生し、

沿岸部を中心に非常に大きな被害が発生しました。これらの自然

災害は、予期せぬ形で発生し、いずれも多大な被害をもたらして

おります。被災された方々には心からお見舞い申し上げますとと

もに、一日も早い復旧が出来ますよう、私どもとしても一体と

なって全力を尽くしたいと思います。

　さて、私は会長に就任以来、民主党政権時代に７割近く削減された状況であった予算をまずは復活させ

ようと、「闘う土地改良」の重要性を訴え、予算獲得に向け本気になって取り組んで参りました。全国の

皆様の大きな力によって、平成30年度当初予算は328億円の増の4,348億円、平成29年度の補正予算を合わ

せると、5,800億円と平成22年度の大幅削減を上回る水準となりました。ひとえに皆様方のご尽力の賜で

あると、心から感謝致します。

　また、土地改良の代表を再び国会へ送り込むとの強い決意のもと、一昨年の参議院選挙では、見事進藤

さんが当選を果たされました。この選挙活動を通じて、地方のすみずみまで「闘う土地改良」の精神が浸

透したと実感いたしております。今後は、進藤さんの活動と連携して、更に一層の浸透が図られるよう念

じております。

　今、全国の農業農村では、過疎化・高齢化、担い手不足に加え、地域活力の低下などの課題が山積して

おります。また、コメなどを巡る先行き不安から、状況が一段と厳しくなっております。一方で、全国で

農業水利施設の老朽化が進行しており、食料生産の増大、非食料用米への転換に支障を来すばかりでな

く、国民の生命や財産にも多大な損害をもたらすのではないかと危惧されております。

　このような状況の中、昨年の通常国会では改正土地改良法が成立し、担い手への農地の集積・集約の加

速化に向け、農地中間管理機構と連携した新たな基盤整備事業を実施できる制度が創設されました。ま

た、防災・減災対策の強化や事業実施手続の簡素化といった使い勝手の良い事業制度も整えられました。

　私たち土地改良担当者としましては、これら政府の動きと軌を一にして、これまで培ってきた技術と蓄

積された経験を活用し、「闘う土地改良」を活動の基本におきつつ積極的に貢献していくことが重要であ

ると考えており、加えて、水土里ネットが農業農村を守り、発展させていくことの重要性について広く国

民の皆様にアピールし、共感を得ていく努力が必要と考えます。皆様と一体となって取り組み、所期の成

果が得られますよう、引き続き奮闘して参りたいと思います。

　最後になりますが、本日、輝かしい年の初めに当たり、本年も農業農村が活力を得て、一層発展します

ようご期待申し上げますとともに、本年が全国の皆様にとってよき年であり、日々健やかに過ごされます

ようご祈念申し上げまして、私の新年のご挨拶といたします。

　平成30年の年頭に当たり、土地改良に携わる全国の皆様に、謹

新年にあたって
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参議院議員

全国水土里ネット会長会議顧問

進藤　金日子

　新年あけましておめでとうございます。皆様方におかれまして
は、佳い年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　私も参議院議員として国政に参画して２回目の新年を迎えまし
た。新年に当たり、常日頃からの皆様のご協力とご理解に心より
感謝申し上げますとともに、心を新たにして皆様のご期待に着実
に応えることができるよう努力してまいる覚悟です。
　昨年も災害の多い年でした。７月の九州北部豪雨災害や秋田の
洪水被害をはじめ各地で豪雨や台風による被害がありました。被
災された方々には心からお見舞い申し上げますとともに、早期の
復旧・復興に全力を尽していく必要があります。勿論、東日本大
震災や原子力災害への対応についても、引き続きしっかりと対応
していくことが重要です。また、気候変動に起因すると思われる
豪雨災害等が頻発していることを踏まえ、防災減災対策の早期か
つ着実な実施が喫緊の課題となっており、各地域の実情や特性を
踏まえて機動的に対応していく必要があります。

　土地改良にとって本年は、昨年に引き続き重要な年となります。
　まず米政策大転換元年に対する取組です。第一に、本年から国が米の生産数量目標の各都道府県への配
分を廃止することに対する取組です。本年からは、地方の再生協議会が独自に米の生産数量目標を定める
ことになります。これに応じて、水田における飼料米、麦、大豆等の作付け目標を定め、市場動向等を睨
みながら農家や地域の所得確保の最大化に挑むことになります。この挑戦が成果として結実するには、水
田の大区画化や施設管理の省力化等による生産コストの削減を基本として、戦略作物（麦、大豆等）や高
収益作物（野菜等）の生産に欠かせない排水改良等の土地改良が不可欠であり、その役割は益々増大して
いきます。第二に、米の直接支払交付金（10a当たり7,500円の交付）が平成29年度限りで廃止されること
に対する取組です。これに関しては、基本的にここ３年の間で回復した米価の安定が最重要課題ですが、
あくまでも一律の米価でなく、産地・銘柄ごとに消費者の需要動向に応じた生産を行うことが大切です。
不足している業務用米に対して低米価で供給しつつ、更なる生産コストの削減を進め、総体として農家の
所得が増加する取組が欠かせません。これについても、土地改良の果たす役割が極めて大きいものがあり
ます。
　そうした中で、水田作、畑作双方とも生産コストの削減を徹底することが必要となりますが、その削減
分が農家の所得に確実に還元される仕組みの構築が重要となります。その一環として農家負担の少ない土
地改良事業の実施が挙げられます。事業実施時の農家負担金を抑制するとともに、施設管理時の農家賦課
金を節減する取組、これらは農家個々人の努力のみでは実現できないことであり、政策技術と現場技術の
双方から、官民挙げてその知見を総動員する必要があると考えます。こうした視点から、新たに制度化さ
れた農地中間管理機構が借り入れしている農地について農業者の費用負担や同意を求めない基盤整備事業
の活用など、昨年見直された土地改良制度等を有効に活用していく必要があります。
　次に予算です。今年度補正予算で昨年に引き続き1,452億円の追加がなされ、更に平成30年度当初予算
政府案においても4,348億円(対前年328億円増)が計上され、補正と当初を合わせて5,800億円を確保するな
ど着実に予算が回復してまいりました。これは、まさに「闘う土地改良」の成果であります。私は、再三
強調していますが、補正予算は、基本的に予算不足による継続地区の工期遅延を正常化する予算であり、
当初予算は順番待をしている新規地区の早期の着工と完了に必要な安定的な予算です。こうした予算の性
格と現場の適応性を踏まえた的確な予算要請も重要だと考えています。いずれにしても土地改良は、政策
目標を達成するための手段です。その手段が予算不足により機能しなければ目標が達成できないのは自明
なのであり、今後の予算要請に当たっては、目標を明らかにしつつ、予算不足がもたらす目標達成への影
響を分かりやすく訴えていくことも必要と考えます。
　秋田県では、「秋田県農業の競争力強化」を達成するために、基盤整備事業を重点施策として推進する
こととして、本年度から農地基盤整備の年間目標面積を、従来の1.6倍となる800haに拡大すると伺ってお
ります。国の予算も反映しながら、地元の要望に十分応えられる平成30年度予算を確保していただけるも
のと期待しております。
　往々にして課題の大きさと重さに伏し目がちになりますが、是非とも頭を上げ、目を見開き、微笑みを
もって前に進みましょう。どんな困難も一人でなく皆で立ち向かいましょう。私自身、今年も引き続き
「闘う土地改良」の先頭に立たせていただき、全力投球で皆様と一緒になって諸課題の解決に向けて専心
努力してまいる覚悟を新たにしているところです。本年が皆様にとってご家族共々素晴らしい一年となり
ますよう心からお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。

　新年あけましておめでとうございます。皆様方におかれまして

引き続き「闘う土地改良」で全力
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農林水産予算概算決定の概要平成30年度

○農業農村整備予
算は4,348億円
を計上。平成29
年度補正予算と
合わせて5,800
億円となる。

○平成22年度大
幅削減となった
農業農村整備予
算が削減前の平
成21年度当初予
算を超える額と
なった。

　平成30年度農林水産予算について、12月22日に下記の内容が閣議決定された。

（億円）

農地耕作条件
改善事業
（非公共）

農業水路等
長寿命化・
防災減災事業

農山漁村地域
整備交付金

（農業農村整備分）

6,000

Ｈ21 Ｈ29

1,752
（補正）

236

200

701

3,084

Ｈ30（案）

1,452
（補正）

298

639

3,211

5,772

農業農村
整備事業

5,000

農業農村整備事業関係予算（当初及び補正）の推移

平成30年度農業農村整備事業関係予算  概算決定の概要

4,000

3,000

2,000

1,000

0

＜注目事項＞

（注）１．計数は四捨五入のため、端数において合計とは一致しないものがある。
　　　２．下段（　　）書きは、平成29年度予算額との比率である。
　　　３．平成28年度第２次補正額、平成29年度補正額はＴＰＰ等関連対策を含む。
　　　４．農地耕作条件改善事業等の平成28年度第２次補正額、平成29年度補正額には、中山間地域所得向上支援事業の基盤整備分82億円を含む。

区　　　分

農業農村整備事業

　農業農村整備事業（公共）

　農地耕作条件改善事業等（非公共）

　農業水路等長寿命化・防災減災事業
　（非公共）

農山漁村地域整備交付金（公共）
（農業農村整備分）

3,709

3,211

298

200

639

4,348

5,161

4,581

380

200

639

5,800

3,320

3,084

236

－

701

4,020

1,752

1,580

172

－

－

1,752

5,072

4,664

408

－

701

5,772

（111.7％）

（104.1％）

（126.6％）

（皆増）

（91.2％）

（108.2％）

1,452

1,370

82

－

－

1,452

30年度
概算決定額
Ａ

29年度
補正額
Ｂ

合　計
Ａ＋Ｂ

合　計
Ａ’＋Ｂ’

【参考】

（単位：億円）

29年度
予算額
　Ａ’

28年度第2次
補正額
　Ｂ’

5,7725,772 5,7725,772

計

5,8005,800

6



平成30年度農林水産関係予算の重点事項（抜粋）

担い手への農地集積・集約化による構造改革の推進

農地中間管理機構による農地集積・集約化
●農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化の加速化
・担い手への農地集積・集約化等を加速化するため、農地中間管理機
構の事業運営、農地の出し手に対する協力金の交付等を支援（各
都道府県の基金から充当し、不足分を措置）

●農地の大区画化等の推進＜公共＞
・農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者からの申
請によらず、都道府県が、農業者の費用負担等を求めずに基盤整
備事業を実施すること等により、地域の特性に応じた農地の大区
画化・汎用化等を促進

●農地耕作条件改善事業
・農地中間管理機構による担い手への農地の集積・集約化や高収益作
物への転換を推進するため、機構による担い手への農地の集積・
集約化が行われる地域等において、農業者の費用負担の軽減を図
りつつ、事業を実施すること等により、区画拡大等を促進

農林水産基盤整備（競争力強化・国土強靭化）
●農業農村整備事業＜公共＞
・農業の競争力強化や農村地域の国士強靭化を図るため、農地集積の
加速化・農業の高付加価値化のための農地の大区画化・汎用化や
水路のパイプライン化、老朽化した農業水利施設の長寿命化、耐
震化対策や突発事故への対応等を推進

●農地耕作条件改善事業（再掲）
・農地中間管理機構による担い手への農地の集積・集約化や高収益作
物への転換を推進するため、機構による担い手への農地の集積・
集約化が行われる地域等において、農業者の費用負担の軽減を図
りつつ、事業を実施すること等により、区画拡大等を促進

●農業水路等長寿命化・防災減災事業
・農業生産活動の基盤となる農業水利施設の機能を安定的に発揮させ
るため、機動的かつ効率的な長寿命化対策及び防災減災対策を実
施

●農山漁村地域整備交付金＜公共＞
・地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農山漁村の防
災・減災対策を支援

112億円
（155億円）

298億円
（236億円）

（農業農村整備事業で実施）
1,110億円の内数
（1,034億円の内数）

（農業農村整備事業で実施）
1,110億円の内数
（1,034億円の内数）

【補正予算】
350億円

【補正予算】
457億円

3,211億円
（3,084億円）

298億円
（236億円）

200億円
（－）

917億円
（1,017億円）

484億円
（483億円）

263億円
（263億円）

25億円
（24億円）

【補正予算】
1,370億円

※（　　）内は平成29年度当初予算額
　【補正予算】は、平成29年度補正予算

水田フル活用と経営所得安定対策の着実な実施
●水田の畑地化・汎用化の推進＜公共＞
・平場・中山間地域等において、水田の畑地化や畑作物に軸足を置い
た汎用化のための基盤整備を推進するとともに、転換に必要な水
利用調整等を円滑に進めるため、地区の負担軽減等を図ることに
より、高収益作物への転換を促進

強い農林水産業のための基盤づくり

日本型直接支払の実施
●多面的機能支払交付金
・農業者等で構成される活動組織が農地を農地として維持していくた
めに行う地域活動や、地域住民を含む活動組織が行う地域資源の
質的向上を図る活動に交付金を交付

●中山間地域等直接支払交付金
・中山間地域等における農業生産条件の不利を補正するため、条件不
利地域での農業生産活動を継続して行う農業者等に交付金を交付

●環境保全型農業直接支払交付金
・化学肥料及び農薬の5割低減の取組と合わせて、地球温暖化防止等
に効果の高い営農活動を行う農業者・団体に交付金を交付

農山漁村の活性化
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水土里ネット秋田要請活動
農業農村整備関係予算の安定的確保について

水土里ネット秋田要請活動
　12月11日（月）から12日（火）にかけて髙貝会長は農林水産省及び本県選出国会議員に平成30年度土地改良

事業予算の要請活動を行った。

１．計画的・安定的な農業農村整備事業の実施のために、平成30年度当初予算において、本県の

要望に十分応えられる規模を確保すること。

２．平成29年度補正予算において、防災・減災対策の着実な推進により、その効果が早期に発現

されるような規模の予算を確保すること。

要　請　事　項

▲農林水産省農村振興局室本次長への要請 ▲自民党二階幹事長への要請

本県選出国会議員への要請
8



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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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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