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　水土里ネット茨城（茨城県土地改良事業団体連

合会）の第５６回通常総会が、さる２月 20 日水

戸市「ホテルレイクビュー水戸」において、関係

者約 230 名が参集し開催された。

　総会に先立ち山口会長は、「ＴＰＰ問題の行く

末や米の生産調整や経営所得安定対策の見直し、

農地中間管理機構と日本型直接支払制度の創設

など新たな農政改革プランが出されております。

我々土地改良連合会を含む農業団体についても

色々と苦労があるわけでございますが、お互いに

知恵を絞りまして何とか農業人口を確保しながら、

成長戦略の一環としてお互い相協力して推進して

いきたいと思っております。」と挨拶した。

　引き続き土地改良功労団体及び功労者の表彰が

行われ、４団体と１２名の個人並びに本会の職員

５名に対し、表彰状が授与された。

　続いて橋本昌県知事、飯塚秋男県議会議長、厨

関東農政局農村計画部長の祝辞の後、来賓の紹介

と祝電が披露された。

　このあと、葉梨衛木原土地改良区理事長が議長

に就き、議事に入り、提出された議案第１号〜第

10 号がすべて原案通り可決承認された。

　また、役員の補欠選任が行われ、下妻市長・霞ヶ

浦用水土地改良区理事長の稲葉本治氏が選任され

ました。

♦土地改良功労（団体）表彰地区
　　矢田川山土地改良区　　　　（常陸太田管内）

　　つくば市筑波土地改良区　　（土浦管内）

　　田谷川土地改良区　　　　　（筑西管内）

♦土地改良区合併（団体）表彰地区
　　鉾田土地改良区　　　　　　（鉾田管内）

♦土地改良功労者（個人）表彰者
　　藤枝　一弘（岩間土地改良区理事長）

　　小泉　貞夫（新川土地改良区理事長）

　　岡部　勇一（東海圷土地改良区事務局長）

　　村松　建一（玉造南部土地改良区理事長）

　　岡野　好雄（つくば市経済部次長）

　　吉田　時子（土浦市外十五ヶ町村土地改良区主幹）

　　草野　　栄（本新土地改良区書記）

　　石塚　末雄（岩井地区土地改良事業団体

　　　　　　　　　　　　事務運営協議会会長）

　

　　髙𣘺　丈𠮷（岡郷土地改良区理事長）

　　柴　　文子（八千代土地改良区事務局長）

　　高橋　頼子（江連八間土地改良区会計経理係）

　　岸　　紀子（茨城南総土地改良区会計主任）

　
　◇連合会永年勤続表彰者（３０年勤続）
　　小倉　　充（県南事業所庶務課）

　　木村　和彦（県西事業所農村整備課）

　
　◇連合会永年勤続表彰者（２０年勤続）
　　樋口　雅也（本所総務部庶務課）

　　小瀧　雄二（県北事業所農村整備課）

　　関根　宏雄（県西事業所農村整備課）

連合会第56回通常総会開催
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　このたび、茨城県農林

水産部長を拝命しました

鈴木でございます。

　茨城県土地改良事業団

体連合会及び会員の皆様

には、日頃より本県の農

林水産業の振興に多大な

るご協力を賜り厚くお礼

申し上げます。

　本県では、「食の安全安心 ･高品質をめざすエ

コ農業いばらき〜消費者のベストパートナー茨

城農業〜」を基本方向とする茨城農業改革大綱

（2011-2015）に基づき、東日本大震災からの復旧･

復興を最優先に進めるとともに、エコ農業や６次

産業化の推進、農産物の品質向上や販売力の強化

等に全力で取り組んできたところです。その結果、

平成２４年の農業産出額は５年連続で全国第２

位、平成２５年の東京都中央卸売市場における本

県産青果物取扱高は１０年連続で日本一を達成し、

シェアが３年ぶりに１０％に回復するなど、農業

改革の成果が着実に現れております。

　一方、ＴＰＰをはじめとする貿易自由化の動き

が進行する中、国内農業は農業従事者の減少や高

齢化、耕作放棄地の増大など喫緊の課題に直面し

ており、国においては、農業 ･農村全体の所得を

今後１０年間で倍増させることを目指した「農林

水産業 ･地域の活力創造プラン」を決定し、農林

水産業を産業として強くしていく産業政策と、国

土保全といった多面的機能を発揮するための地域

政策を車の両輪として展開し、農政改革を進める

としております。

　このため、平成２６年度は、農地中間管理機構

などの新たな国の施策を取り入れながら、担い手

への農地の集積・集約による生産性の向上や、産

地と連携したブランド力の向上、ジェトロ貿易情

報センター等と連携した輸出の促進などに重点を

置いて、茨城農業改革に取り組んでまいります。

　また、農業農村整備に係る事業については、農

地集積の推進と担い手の育成・確保のための生産

基盤の整備、安定的・高収益農業経営の確立のた

めの畑地基盤整備を推進するとともに、魅力ある

農村づくりを進めるため、農業集落排水施設など

の農村環境の整備や基幹的農業水利施設の計画的

な補修・更新を推進してまいります。さらに、農

業・農村の持つ多面的機能の維持・発揮を図るた

め、日本型直接支払制度を活用し、地域共同で行

う農地、水路、農道等の地域資源の保全活動や質

的向上を図る活動を支援してまいります。

　今後とも、日本の食を支え全国をリードする元

気な農林水産業の実現に向け、全力を挙げて取り

組んでまいりますので、皆様方のより一層のご理

解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

……最後に、茨城県土地改良事業団体連合会の今後

ますますのご発展と会員の皆様のご活躍をお祈り

申し上げまして、ご挨拶といたします。

就任・新年度のご挨拶

茨城県農林水産部長
鈴　木　哲　也
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　皆様方には、日頃より

本県の農業農村整備事業

の推進に格別のご理解と

ご協力を賜り、この紙面

をお借りしまして厚く御

礼申し上げます。

　さて、茨城県農地局に

おきましては、平成２３

年６月に制定した「第７

次土地改良五カ年計画〜いばらき農業農村整備プ

ラン〜」に基づき農業農村整備事業を実施してお

り、農地局の国補公共事業については、継続中の

９５地区に加え平成２６年度から新たに１７地区

（県営１２地区、団体営５地区）で事業に着手す

るなど、魅力あるいばらきの農業農村づくりに努

めているところであります。

　特に、基幹的農業水利施設ストックマネジメン

ト事業は、更新時期を迎えた農業水利施設につい

て、機能劣化の状況に応じ、適切な時期に最適な

対策工法を実施することにより、施設の長寿命化

とライフサイクルコストの低減を図る取り組みで

あり、県営造成施設のうち 100ha 以上の受益を有

する施設を対象に順次、実施しております。これ

らの施設を含め県内全体では７千箇所を越える農

業水利施設があり、耐用年数を迎える施設が年々

増加しておりますので、平成２５年３月に策定し

た「いばらき農業水利施設機能保全推進計画」に

基づき、土地改良施設維持管理適正化事業や県単

土地改良事業等の国や県の様々な施策を組み合わ

せ、適切な保全管理を進めてまいります。

　また、国では昨年１２月に「農林水産業・地域

の活力創造プラン」を策定し、４つの改革の一つ

として、日本型直接支払制度を創設しております。

これはこれまで取り組んできた農地・水保全管理

支払の組み替えである「資源向上支払」と新たに

創設された「農地維持支払」からなり、地域共同

で行う多面的機能を支える活動や地域資源（農地、

水路、農道等）の質的向上を図る活動を支援する

もので、「農地維持支払」については農業者のみ

で構成される活動組織でも取り組むことのできる

ものとなっております。県では取組面積の拡大と

畑地・草地への推進強化を図るため、平成２６年

度当初予算を前年度比１．６倍に増加させたとこ

ろであり、今後とも地域の共同活動を支援してま

いります。

　土地改良区の統合整備につきましては、これま

でも土地改良区の運営基盤を強化することを目的

に推進してきており、今年度からは新たに５年間

の推進方針により引き続き推進することとしてお

ります。基本的には、各市町村ごとに一土地改良

区に合併するか、水系単位での合併を、連合会・県・

市町村・土地改良区などが一体となって目指すも

のであります。これにつきましても、引き続きご

協力のほどお願い申し上げます。

……県といたしましては、今後とも農業農村整備事

業の推進に、全力を挙げて取り組んでまいりたい

と考えておりますので、皆様方におかれましては、

なお一層のご支援、ご協力を賜りますよう、重ね

てお願い申し上げますとともに、皆様方のご活躍

をお祈り申し上げまして、新年度の挨拶といたし

ます。

茨城県農林水産部理事
兼農地局長

飯　田　　　勤

（第356号）（4）　平成26年5月30日



　全国水土里ネット（全国土地改良事業団体連合

会）の全国水土里ネット表彰式（第 55 回土地改

良功労者表彰式並びに農業農村整備優良地区コン

クール表彰式がさる３月２５日、東京都千代田区

平河町のシェーンバッハ砂防にて開催された。

　全国土地改良功労者表彰では、農林水産大臣表

彰５地区、金章表彰地区３４地区、銀章表彰地区

５８地区、銅章表彰地区２３地区が表彰され、ま

た個人表彰は１０６名が受賞した。

　農業農村整備優良地区コンクールでは、農業生

産基盤整備部門５地区（農林水産大臣賞１地区、

農村振興局長賞２地区、全国水土里ネット会長賞

では２地区）・農村振興整備部門４地区（農林水

産大臣賞１地区、農村振興局長賞１地区、全国水

土里ネット会長賞２地区）が受賞した。

　引き続き、21 世紀土地改良区創造運動表彰が

行われ、大賞２地区、部門賞３地区（組織活性化

部門１地区、地域コミュニティ部門２地区、地域

資源管理部門１地区）、さなえ賞４地区が受賞した。

……このうち本県からは次の団体・個人が栄誉に輝

いた。

◆団体表彰

★金章

　結城用水土地改良区　（理事長：塚原　林吉）

★銀章

　桜川土地改良区　　　（理事長：飯田　　稔）

　境東部土地改良区　　（理事長：木村　昭一）

★銅章

　玉川土地改良区　　　（理事長：櫻井　　均）

　大野中部土地改良区　（理事長：清宮　茂信）

◆個人表彰

★役員の部

　江連八間土地改良区理事長　　　髙橋　 男

★職員の部

　茨城県土地改良事業団体連合会事務局長

　　　　　　　　　　　　　　　　大貫　勅俊

　潮来市土地改良区事務局長兼会計主任

　　　　　　　　　　　　　　　　髙野　金二

　（以上、敬称略　理事長名は平成 26 年３月 25

日現在）

野中全土連会長より表彰状を受ける
髙橋江連八間土地改良区理事長

全国水土里ネット表彰式開催
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多面的機能支払（農地維持支払・資源向上支払）の概要
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　茨城県土地改良事業団体連合会の平成２６年度
第１回理事会が、４月２日水戸市宮内町の茨城県
土地改良事業団体連合会会議室で開催された。
　まず、県より来賓として出席した飯田農林水産
部理事兼農地局長はじめ県農林水産部農地局の幹
部が紹介された。山口会長の挨拶に続いて、来賓
挨拶として県を代表して飯田理事兼農地局長が挨

拶した。
　続いて根本専務理事による業務報告の説明のあ
と、山口会長を議長として議事に入り、第１号議
案・平成２６年度土地改良推進指導事業計画（案）
について、上程され、全会一致で可決承認された。
　次に、第２回理事会の日程が、平成２６年７月
３日（木）に決して理事会は終了した。

　（株）日本政策金融公庫（旧農林漁業金融公庫）が貸し出す農業基盤整備資金の貸付金利が、平成２６
年５月２３日以降下記のとおり改定されました。

記

区　　　分

利率一覧（平成 2 6 年 5 月 2 3 日現在）

融資期間に
かかわらず

融 資 期 間 別（ 一 例 ）
〈 7年〉
5年

〈 9年〉
1 0 年 1 5 年 2 0 年

都 道 府 県 営 補 助 残 1 . 1 5 — — — —
団 体 営 補 助 残 1 . 0 0 — — — —
非 補 助 1 . 0 0 — — — —

災 害 復 旧 — 〈 0 . 4 0 〉
0 . 4 0

〈 0 . 4 5 〉
0 . 5 5 0 . 8 5 1 . 0 0

平成26年度第１回理事会開催

農業基盤整備資金の金利改定について

（単位：％）

※本月の金利改定においては、災害復旧の「７年」及び「９年」の期間の金利が改定されております。
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参与・調査指導監
大貫　勅俊

本所総務部
総務経理課長

県北事業所長

本所事業部
農業農村整備課長

川松　秀樹・樋口　雅也・金子　公重
興野　　賢・町島　彩美

柴﨑　公二

庶　務　課　長
関井　利徳

庶　務　課　長
小倉　　充

農業農村整備課長
須長　　司

小田木貞夫

事 務 局 長
小室　厚博

県南事業所長
飯村　水男

農業農村整備課長
中山　　茂

庶 　 務 　 係

庶 　 務 　 係
長山　一人・墳﨑　俊子

大場　景次・安藤　弘美

換 地 室 長 高橋　一勝
塙　　直喜

整 備 室 長 渡辺　則夫・高見　昌則・桐原　　修
（兼）石塚　勝実

石塚　勝実 測 量 室 長 小池　忠則・圷　　淳一・佐藤　直行
大和田幸男・大畑　　泰・高安　　隆

（兼）塙　　直喜

情報施設管理室長 栗原　浩之・高橋　信雄・飯塚　智史
村田　好一

課 長 補 佐
小松崎直樹・清水　　哲樫村　直樹

課 長 補 佐

換 　 地 　 係

整 　 備 　 係

整 　 備 　 係

横倉　一美・佐藤　幸一・遠藤　康通
木村　和彦・二川　貴夫・長谷部恵一
河野　文雄・栗田　　充・山﨑　一利

安田　明義
小澤　裕市

課 長 補 佐
池田　圭一

換 　 地 　 係

平井　茂男・貝塚　秀男
片岡　　誠・小瀧　雄二
山田　俊一

関　　謙一

庶　務　課　長
（兼）髙嶋　光雄

農業農村整備課長
遠藤　宗雄

県西事業所長
髙嶋　光雄

庶 　 務 　 係
山口　教夫・関　真一郎・草間　里恵

整 　 備 　 係

課 長 補 佐
宇野　　進

換 　 地 　 係

中村　　隆・長洲　裕之・横島　　学
横田　雅志・高崎　正美・菊地　満弘
渡辺　　進・関根　宏雄・富永　則明
　　　　　　　　　　　　大窪　翔太

海老原　一夫・兼村　昌記

平成26年度　茨城県土地改良事業団体連合会事務局機構図
平成26年４月１日

計　73名
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　去る3月8日（土）茨城県図書館視聴覚ホールに
おいて、茨城県・水土里ネット茨城（茨城県土地改
良事業団体連合会）主催による「大好きいばらきミ
ドリン（水土里）子ども絵画コンクール」の表彰式
が行われました。
　本県の農業・農村について、子どもたちの関心
を高め、重要性についての理解を深めてもらうため、
広報活動の一環として農業・農村を題材とした絵画

コンクールを実施しました。
　応募作品 1,295点の中から、茨城県知事賞、茨
城県議会議長賞、茨城県土連会長賞、茨城県教育
委員会教育長賞を始め計 48 作品が選ばれました。
　大きなスクリーンに映し出された自分の作品の前
で、賞状を受け取る子ども達は少し緊張した面持ち
でしたが、迫力のある作品を見ることができました。

第５回大好きいばらきミドリン（水土里）
子ども絵画コンクール表彰式の開催

茨 城 県 知 事 賞 茨 城 県 議 会 議 長 賞

「黄金のじゃがいも」
守谷市立守谷小学校　萩原　心

「コンバイン」
阿見町立阿見第一小学校　加治　侑真

入　賞　者　一　覧

各　賞 氏　名 タ　イ　ト　ル 学　　校　　名 学年
知 事 賞 萩原　　心 黄金のじゃがいも 守谷市立守谷小学校 ５年
県議会議長賞 加治　侑真 コンバイン 阿見町立阿見第一小学校 ５年
土 連 会 長 賞 秋元颯之介 初めての田植え体験 守谷市立松前台小学校 ５年
教 育 長 賞 大島りのう 広いネギ畑と美しい花 守谷市立大井沢小学校 ６年
農林水産部長賞 黒羽　桃菜 ゴーヤの収穫 常陸太田市立誉田小学校 ６年
農林水産部長賞 石川　海音 海のお船祭り 北茨城市立大津小学校 ４年
優 秀 賞 今井　康暉 父の稲刈り かすみがうら市立佐賀小学校 ６年
優 秀 賞 平田　成実 おばあちゃんの畑 取手市立白山西小学校 ４年

入 賞 作 品
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新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
部長 鈴木　哲也 総務部次長兼行財政改革・地方分権推進室長

農林水産部 ４月１日付

新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
課長 根本　　均 農林水産部農地局農村計画課首席検査監
首席検査監 安見　精造 県央農林事務所土地改良部門長
課長補佐（総括） 秋山　真一 農林水産部農業政策課課長補佐
課長補佐 高柳　剛正 農林水産部農業政策課主査
課長補佐 関口　勝行 農林水産部農地局農地整備課国営事業推進室室長補佐
課長補佐 酒井　敏博 県西農林事務所土地改良部門工務課長
主査 佐藤　賢一 農林水産部農業経営課主査
係長 荒井　恵子 県央農林事務所係長
係長 浅山　貢吉 企画部空港対策課係長
主事 大木　登萌 総務部常陸太田県税事務所主事
技師 祖父江亮介 鹿行農林事務所技師
技師 大津　直己 県南農林事務所稲敷土地改良事務所技師

農林水産部農地局農村計画課

新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
課長 小沼　智也 農林水産部農地局農村環境課長
課長補佐 佐藤　　潔 県北農林事務所高萩土地改良事務所工務課長
国営事業推進室室長補佐 枝川　　栄 農林水産部農地局農村計画課課長補佐
主査 荒野　　稔 企画部事業推進課主査
係長 飯田　睦子 総務部常陸太田県税事務所係長
係長 竹内　浩二 県北農林事務所主任
係長 斉藤　伸之 県央農林事務所主任
主任 越川はるか 県南農林事務所主任
技師 木村　直幸 県央農林事務所技師

農林水産部農地局農地整備課

新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
課長 白土　裕司 商工労働部産業政策課産学連携推進室長
課長補佐（総括） 小林　　勉 農林水産部農地局農村環境課課長補佐
課長補佐 大塚　弘子 農林水産部農地局農村環境課主査
係長 菊田　和子 土木部都市局下水道課係長
係長 木村　　徹 県南農林事務所係長
主任 二重作将雄 土木部道路建設課主任
主事 牧野　桃子 総務部筑西県税事務所主事

農林水産部農地局農村環境課

県農林水産部農地局の人事異動
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県北農林事務所　高萩土地改良事務所

新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
所長 平石　　昇 農林水産部農地局農村計画課技佐
契約用地課長 石堂　秀雄 企画部統計課課長補佐
工務課長 田中　咲枝 県央農林事務所土地改良部門検査監
技師 皆川　知也 新規採用

県央農林事務所　土地改良部門

新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
土地改良部門長 佐藤　久司 県北農林事務所高萩土地改良事務所長
検査監 古澤　尚文 県央農林事務所土地改良部門事業調整課主査
工務課長 岡部　弘道 県西農林事務所企画調整部門企画調整課長
主査 谷畑　幸二 県南農林事務所稲敷土地改良事務所係長
副主査 石崎　博司 農林水産部林業技術センター主査
係長 渡部　　洋 県央農林事務所係長
係長 澄川　幸子 県南農林事務所主任
主任 岡野　真弘 企画部事業推進課主任
主任 内田　慎一 農林水産部農地局農村環境課主任
技師 原科　剛志 県西農林事務所技師
技師 遠藤　弓佳 県北農林事務所技師
主事 飛田　裕将 新規採用
技師 相澤　佳紀 新規採用

鹿行農林事務所　土地改良部門

新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
用地管理課長 酒川　　修 総務部県西県民センター環境・保安課課長補佐
事業調整課長 高野　　充 農林水産部農地局農村計画課課長補佐
係長 雲類鷲　浩 農林水産部農地局農村環境課係長
係長 荒井　伸之 農林水産部企画員
主任 川内　太郎 県西農林事務所主任
主事 浅野　友基 商工労働部中小企業課主事
技師 田口　美幸 新規採用

県南農林事務所　土地改良部門

新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
用地管理課長 坂本　　賢 農林水産部農業経営課課長補佐
工務課長 久保田良英 県南農林事務所稲敷土地改良事務所工務課長

新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
用地管理課長 豊原　秀康 土木部茨城港湾事務所日立港区事業所港営課長
主任 山﨑　光敬 農林水産部農地局農地整備課主任
主任 安齋　　徹 県央農林事務所主任
技師 神原　英明 県央農林事務所技師

県北農林事務所　土地改良部門
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県西農林事務所　土地改良部門

新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
検査監(境土地改良事務所駐在） 阿部　幸浩 県西農林事務所係長
工務課長 倉持　明彦 農林水産部農地局農地整備課課長補佐
霞ヶ浦用水推進課長 坂場　祐二 県西農林事務所土地改良部門検査監
主査 光田　　栄 県西農林事務所係長
主査 草間　清一 県南農林事務所稲敷土地改良事務所長
係長 浅野　　功 県西農林事務所係長
係長 大塚　秀樹 農林水産部農地局農村計画課係長
係長 秋葉　正彦 県西農林事務所境土地改良事務所係長
主任 伊東　太一 農林水産部農地局農村計画課主任
主任 内村　伸矢 農林水産部農地局農地整備課主任
技師 大野　真敬 県西農林事務所境土地改良事務所技師
主事 小澤早由里 新規採用
技師 大山　直人 新規採用

県西農林事務所　境土地改良事務所

新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
所長 飯塚　弘幸 鹿行農林事務所土地改良部門事業調整課長
工務課長 飯島　　薫 県西農林事務所土地改良部門霞ヶ浦用水推進課長
係長 小野瀬修二 県南農林事務所主任
主任 渡辺　勝二 総務部筑西県税事務所主任
主任 加藤　宗英 県南農林事務所稲敷土地改良事務所主任
技師 福地　　渉 県北農林事務所高萩土地改良事務所技師

県南農林事務所　稲敷土地改良事務所

新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
所長 石井　昌広 県西農林事務所境土地改良事務所長
契約用地課長 瀧ヶ﨑　浩 保健福祉部つくば保健所次長兼総務課長
工務課長 永瀬　啓一 県央農林事務所土地改良部門工務課長
係長 黒田　克彦 総務部行方県税事務所係長
係長 冨田　守秀 農林水産部農地局農村計画課主任
主任 潮見　真澄 総務部土浦県税事務所主任
技師 門井　友幸 県西農林事務所境土地改良事務所技師
技師 小圷　勝哉 県南農林事務所土地改良部門技師

県南農林事務所　土地改良部門の続き
新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所

係長 西村　正巳 農林水産部農地局農地整備課係長
係長 助川　直人 県北農林事務所係長
係長 古川　秀一 県西農林事務所係長
主任 栗田真緒奈 県西農林事務所主任
技師 進藤　亮次 新規採用
主事 小堤　崇弘 新規採用
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新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
事務局長 小室　厚博 事業部農村整備課長兼情報管理課長兼水土里情報室長
参与・調査指導監 大貫　勅俊 再雇用
総務部総務経理課長 柴﨑　公二 県南事業所長
総務部総務経理課主任係長 川松　秀樹 総務部企画経理課主任係長
総務部総務経理課副主査 興野　　賢 再雇用
総務部総務経理課係長 樋口　雅也 総務部庶務課係長
総務部総務経理課主任 町島　彩美 総務部企画経理課主任
総務部総務経理課主事 金子　公重 総務部企画経理課主事
事業部農業農村整備課長兼整備室長 石塚　勝実 県南事業所農村整備課長
事業部農業農村整備課換地室長兼測量室長 塙　　直喜 事業部農村整備課換地室長兼測量室長
事業部農業農村整備課換地室係長 高橋　一勝 事業部農村整備課換地室係長
事業部農業農村整備課測量室係長 小池　忠則 事業部農村整備課測量室係長
事業部農業農村整備課測量室係長 大和田幸男 事業部農村整備課測量室主任
事業部農業農村整備課測量室主任 圷　　淳一 事業部農村整備課測量室主任
事業部農業農村整備課測量室主任 大畑　　泰 事業部農村整備課測量室主任
事業部農業農村整備課測量室主任 佐藤　直行 事業部農村整備課測量室主任
事業部農業農村整備課測量室主任 高安　　隆 事業部農村整備課測量室主任
事業部農業農村整備課整備室主任係長 渡辺　則夫 事業部農村整備課設計室主任係長
事業部農業農村整備課整備室係長 高見　昌則 事業部農村整備課技術管理室係長
事業部農業農村整備課整備室嘱託 桐原　　修 事業部農村整備課技術管理室嘱託
事業部農業農村整備課情報施設管理室長 村田　好一 事業部情報管理課施設管理室長
事業部農業農村整備課情報施設管理室係長 栗原　浩之 事業部情報管理課水土里情報室係長兼施設管理室係長
事業部農業農村整備課情報施設管理室主任 高橋　信雄 事業部情報管理課水土里情報室主任兼施設管理室主任
事業部農業農村整備課情報施設管理室主任 飯塚　智史 事業部情報管理課施設管理室主任

本所

新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
県北事業所長 小田木貞夫 本所総務部企画経理課長兼庶務課長
農業農村整備課長 中山　　茂 県北事業所農村整備課課長代理
農業農村整備課換地係課長補佐 樫村　直樹 県北事業所農村整備課換地係主査兼課長補佐
農業農村整備課換地係主任 小松崎直樹 県北事業所農村整備課換地係技師
農業農村整備課換地係技師 清水　　哲 県北事業所農村整備課換地係技師
農業農村整備課整備係課長補佐 安田　明義 県北事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係課長補佐
農業農村整備課整備係課長補佐 小澤　裕市 県北事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係課長補佐
農業農村整備課整備係主査 横倉　一美 再雇用
農業農村整備課整備係主任係長 木村　和彦 県西事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係主任係長
農業農村整備課整備係主任係長 河野　文雄 県北事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係主任係長
農業農村整備課整備係係長 栗田　　充 県北事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係係長

県北事業所

４月１日付
※課名変更も含む

連 合 会 の 人 事 異 動
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新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
庶務課庶務係係長 関　真一郎 県西事業所庶務課庶務係主任
農業農村整備課長 遠藤　宗雄 県西事業所農村整備課長
農業農村整備課換地係課長補佐 宇野　　進 県西事業所農村整備課換地係主任係長
農業農村整備課換地係主任係長 海老原一夫 県西事業所農村整備課換地係主任係長
農業農村整備課換地係主任 兼村　昌記 県西事業所農村整備課換地係主任
農業農村整備課整備係主任係長 中村　　隆 県西事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係主任係長
農業農村整備課整備係主任係長 横田　雅志 県北事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係主任係長
農業農村整備課整備係主任係長 渡辺　　進 県西事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係係長
農業農村整備課整備係係長 長洲　裕之 県北事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係係長
農業農村整備課整備係係長 高崎　正美 県西事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係係長
農業農村整備課整備係係長 関根　宏雄 県西事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係係長
農業農村整備課整備係主任 横島　　学 県南事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係主任
農業農村整備課整備係主任 菊地　満弘 県西事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係主任
農業農村整備課整備係主任 富永　則明 県西事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係主任
農業農村整備課整備係主任 大窪　翔太 県西事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係主任

県西事業所

県北事業所の続き
新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所

農業農村整備課整備係係長 二川　貴夫 県北事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係係長
農業農村整備課整備係係長 遠藤　康通 県西事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係係長
農業農村整備課整備係主任 長谷部恵一 県北事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係主任
農業農村整備課整備係主任 山﨑　一利 県北事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係主任

新　補　職　名 氏　名 旧　勤　務　課　所
県南事業所長 飯村　水男 県北事業所農村整備課長
農業農村整備課長 須長　　司 県南事業所農村整備課課長代理
農業農村整備課換地係課長補佐 池田　圭一 県南事業所農村整備課換地係主査兼課長補佐
農業農村整備課換地係係長 関　　謙一 県南事業所農村整備課換地係係長
農業農村整備課整備係主任係長 平井　茂男 県南事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係主任係長
農業農村整備課整備係主任係長 片岡　　誠 県南事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係主任係長
農業農村整備課整備係主任係長 山田　俊一 県南事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係主任係長
農業農村整備課整備係係長 貝塚　秀男 県南事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係係長
農業農村整備課整備係係長 小瀧　雄二 県北事業所農村整備課基盤整備係・農村環境係係長

県南事業所

退職者

氏　名 退　職　時　勤　務　課　所
大貫　勅俊 事務局長
横倉　一美 県北事業所長
興野　　賢 本所総務部庶務課課長補佐

３月31日付
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