
（注）１．各事項の下段( 　　)内は、平成30年度当初予算額
（減額補正した場合は補正後予算額）

　　　２．【補正予算】は、平成30年度第２次補正予算

平成31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・集約化等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・集約化と農業委員会による農地利用の最適化
●農地中間管理機構等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・集約化を加速化するため、農地中間管理事業
の５年後見直しを踏まえ、人・農地プランの実質化の推進、機構
の事業運営、地域等に対する協力金の交付、農地利用の最適化に
向けた農業委員会の積極的な活動等を支援

●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・汎用化等を推進

●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

農業農村基盤整備（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土強靭化を図るため、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や豪
雨・耐震化対策等を推進

●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・防災滅災事業
・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支
援

●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・減災対策に必要な交付金を交付

高収益作物への転換のための基盤整備

（執行見込額）
248億円
（206億円）

300億円
（298億円）

（農業農村整備事業で実施）
1,297億円の内数
（1,110億円の内数）

（農業農村整備事業で実施）
1,297億円の内数
（1,110億円の内数）

【補正予算】
348億円

【補正予算】
518億円

3,260億円
（3,211億円）

300億円
（298億円）

208億円
（200億円）

927億円
（917億円）

487億円
（484億円）

263億円
（263億円）

25億円
（25億円）

【補正予算】
1,413億円

【補正予算】
50億円

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＞
・高収益作物への転換を促進するため、水田の畑地化・汎用化のため
の基盤整備を推進

強い農業のための基盤づくりと「スマート農業」の実現

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等に交付金を交付

農山漁村の活性化
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「ふるさとの田んぼと水」

　平成12年度から開始した「ふるさとの田んぼと水」子
ども絵画展（全国水土里ネット主催）は、今年で19回目を
迎え、子どもの絵画を通じ、一般国民に対する水土里ネッ
トの啓発普及を効果的に展開するため、毎年開催してい
る。今年度の入賞作品は、昨年度、展示を行った「東京都美
術館」（12月5日（水）～ 11日（火））での展示の他、今年は
開設60周年を迎えた「東京タワー」（1月8日（火）～ 14日
（月・祝））での展示もあった。
　秋田県からは計47作品の応募があり、今年度はその中
から2作品が受賞した。

入　　選

「花っこ植え」
秋田県羽後町立三輪小学校

４年　古関　真穂　さん

水土里ネット秋田会長賞

「玉ねぎがいっぱいなったよ」
秋田県羽後町立三輪小学校

１年　古関　陽花子　さん

審査結果について

第１５回ごみ捨て防止標語コンクール
稲川土地改良区
開　催

受賞された地域の児童・生徒の皆さん

　稲川土地改良区にて「第15回ごみ捨て防止標語コンクール」が開催された。このコンクールは地
域のごみ捨て防止の啓発及び水路等の美化運動という目的の下、平成16年度から開始され、今年で
15回目を迎える。今年は小学生の部に177点、中学生の部に221点の応募があり、小学生の部及び
中学生の部の最優秀賞作品には本会会長賞が授与された。本コンクールを継続することでごみ捨て
は徐々に減少傾向にあり、地域の子供達や父兄に土地改良区の知名度が上がっているとのことであ
る。今後も地域一帯となった本活動の継続により、水土里ネットの果たす役割が地域の方々へ浸透
していくことが期待されている。

最優秀賞作品（秋田県土地改良事業団体連合会　会長賞）

緑ある　自然豊かな　この町を　守り続けて　笑顔咲く
稲庭小学校6年生　齊藤　颯哉 さん

小学生
の部

守りたい　この目に映る　水土里の景色
皆瀬中学校3年生　髙橋　美鈴 さん

中学生
の部

さいとう そう や

たかはし み すず

こせき　  ま  お

こせき　  ひ な こ
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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31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 総務・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

連 合 会 日 誌
12月13日

12月14日

12月21日

12月21日

１月９日

１月25日

２月１日

２月５日

２月12日

２月18日

２月18日

２月26日

３月５日

３月26日

秋田市

本会役員室

本会第３会議室

本会第１会議室

東京都

秋田市

秋田市

秋田市

本会役員室

本会第３会議室

本会第１会議室

東京都

東京都

東京都

換地計画実務研修

第３回正副会長会議

第５回監事会

第３回理事会

都道府県水土里ネット事務責任者会議

秋田県土地改良事業団体職員会第２回役員会

秋田県農地集団化推進協議会第２回理事会

平成30年度農村災害講習会「災害復旧技術向上のための講習」

第４回正副会長会議

第６回監事会

第４回理事会・第３回役員会

都道府県水土里ネット事務責任者会議

全国水土里ネット理事会

全国水土里ネット第61回通常総会・土地改良功労者等表彰式

……………………………………………… 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31年平成31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

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）

にかほ市長

昭和土地改良区理事長

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

二ツ井町土地改良区理事長

秋田市上新城土地改良区理事長

髙貝　久遠

正木　正一

田口　信一

藤原　元吉

水戸　憲光

市川　雄次

南都　武男

大坂　芳市

理 事

　 〃 　

　 〃 　

　 〃 　

　 〃 　

総括監事

監　　事

　 〃 　

畠山　清俊

松田　知己

児玉　　一

柴田康二郎

小川　善信

藤井　弘道

石山　金由

長坂　一二

外職員一同

開催予定

日時 平成31年3月15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

本会第61回通常総会
　明けましておめでとうございま
す。お正月休みはゆっくりできま
したでしょうか。私は毎年祖父母
の家へ行き家族でお正月を過ごし
ています。いつも祖母が私のため

に手料理を振る舞ってくれるのですが、それがとても
嬉しく自然と笑みがこぼれてしまいます。
　お正月のことわざとして「笑う門には福来たる」と
いう言葉があります。笑顔で笑い声に満ちていると自
然と幸運が巡ってくるという意味ですが、今年もこの
会報誌を通じて皆様に沢山の笑顔を届けられるよう頑
張りたいと思います。2019年も水土里ネット秋田を
どうぞよろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　（事業調整センター◇寺澤）

編 集

後 記
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