農地の除塩技術の研修会の開催について

東京都港区虎ノ門一丁目 21 番 17 号
財団法人 日本水土総合研究所
理事長 森田 昌史

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、この度農林水産省生産局のご協力のもとに、普及指導員等県職員、市町村職員、土
地改良区職員及び農業協同組合職員等への農地の除塩技術向上対策を目的とした標記研修会
を別紙のとおり開催することと致しました。
つきましては、ご多忙の折誠に恐縮ですが、別紙の様式によりお申し込み下さいますよう
お願い申し上げます。
謹白

（業務担当窓口）
〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-21-17 虎ノ門 NN ビル 9F
(財)日本水土総合研究所 水土資源保全グループ
農地の除塩技術の研修会担当
（窓 口）：主任研究員 渡部 丈夫（Ｅ-mail：masurao-watanabe@jiid.or.jp）
TEL.03-3502-1389 FAX.03-3502-1329

平成 23 年度

農地の除塩技術の研修会

実施要領

1. 目
的
津波で被災した農地に対する効果的な除塩技術について研修を実施し、受講者に当該技術を
習得させる。
2. 研修対象
普及指導員等県職員、市町村職員、土地改良区職員及び農業協同組合職員 30 名～50 名程度
3. 主
催
(財)日本水土総合研究所
4. 事業所管
農林水産省 生産局農産部技術普及課 研修指導班
5. 研修開催日時及び会場
農地の除塩技術の研修会

日程表

宮城県１

福島県

宮城県２

岩手県

青森県

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

開催地

石巻市

相馬市

亘理町

盛岡市

八戸市

開催日

12/27（火）
10:00～16:55

2/9（木）
10:00～16:55

2/10（金）
10:00～16:55

2/16（木）
10:00～16:55

2/28（火）
10:00～16:55

会場

遊楽館
大会議室

JAそうま総合研修センター

亘理土地改良区
会議室

盛岡地区合同庁舎
8階講堂C

八戸市農林水産部
農業経営振興センター
研修室

対象県

※各研修開催場所への交通アクセスは下記アドレスを参照して下さい。
第 2 回 JA そうま総合研修センター
http://www.mapion.co.jp/m/37.7805694_140.9397694_8/v=m2:%EF%BC%AA%EF%BC%A1%E3%81%9D%E3
%81%86%E3%81%BE%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E4%B8%AD%E6%9D%91%E7%B7%8F%E5%90%88%E7%A0%94%E4%
BF%AE%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/
第 3 回 亘理土地改良区会議室
http://www.chizumaru.com/map/map.aspx?x=507154.412&y=136921.458&scl=500&memo=1&tab=cz_
07sta&lk=&msz=&svp=&ex=507154.412&ey=136921.458
第 4 回 盛岡地区合同庁舎 8 階講堂Ｃ
http://www.mapfan.com/m.cgi?MAP=E141.9.26.9N39.41.59.3&ZM=11
第 5 回 八戸市農林水産部農業経営振興センター研修室（旧農業交流研修センター）
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/8,221,c,html/221/sisetuakusesumap.jpg
7. 参 加 費
無料
8. 研修カリキュラム及び講師
今後、農地の除塩技術を普及しようとする普及指導員等県職員、市町村職員、土地改良区職員、
農業協同組合職員等の技術支援として開催（研修会カリキュラム参照）。

平成 23 年度

第 2 回農地の除塩技術の研修会カリキュラム
日時：平成 24 年 2 月 9 日（木）10:00～16:55
場所：福島県相馬市
JA そうま総合研修センター

1. 10:00～10:10 ＜開会挨拶＞

(財)日本水土総合研究所

調査研究部長

鈴木

浩之

2. 10:10～10:55 ＜講 義＞ 「農地除塩の実証試験結果を踏まえた除塩対策」
(財)日本水土総合研究所
調査研究部長

鈴木

浩之

3. 10:55～11:30 ＜講 義＞ 「農地除塩に関する民間企業の取組事例等について」
(財)日本水土総合研究所
主任研究員 渡部

丈夫

4. 11:30～12:00 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術（その１）＜畑地編＞」
(財)日本水土総合研究所
調査研究部長 鈴木 浩之
12:00～13:00 ＜昼 食＞
5. 13:00～13:30 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術（その２）＜水田編＞」
宮城大学 食産業学部
講師 千葉 克己
6. 13:30～14:00 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術（その３）」
東京農業大学 応用生物科学部
研究員 稲垣 開生
7. 14:00～14:45 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術(その４)<石灰質資材の施用>」
東京農業大学 応用生物科学部
教授 後藤 逸男
8. 14:45～15:25 ＜講 義＞ 「土壌中の重金属及び硫化物が農作物に及ぼす影響について」
宮城大学 食産業学部
教授 木村 和彦
15:25～15:40 ＜休 憩＞
9. 15:40～16:40 ＜討 議＞ 10 名程度の少人数のグループに分かれて、講義内容や日頃疑問
に思っていること等について、講師の方を交えた質疑応答を行
います。
講師、研修生共全員参加
10.

16:40～16:50 ＜アンケート調査＞

11.

16:50～16:55 ＜閉会挨拶＞
＜終

研修に対するアンケート調査を実施します。
研修生全員

(財)日本水土総合研究所

調査研究部長

鈴木

了＞

※都合により、カリキュラム内容や講師を一部変更する場合がありますのでご了承下さい。

浩之

平成 23 年度

第 3 回農地の除塩技術の研修会カリキュラム
日時：平成 24 年 2 月 10 日（金）10:00～16:55
場所：宮城県亘理郡亘理町
亘理土地改良区会議室

1. 10:00～10:10 ＜開会挨拶＞

(財)日本水土総合研究所

調査研究部長

鈴木

浩之

2. 10:10～10:55 ＜講 義＞ 「農地除塩の実証試験結果を踏まえた除塩対策」
(財)日本水土総合研究所
調査研究部長

鈴木

浩之

3. 10:55～11:30 ＜講 義＞ 「農地除塩に関する民間企業の取組事例等について」
(財)日本水土総合研究所
主任研究員 渡部

丈夫

4. 11:30～12:00 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術（その１）」
宮城県古川農業試験場
主任研究員

辰也

鈴木

12:00～13:00 ＜昼 食＞
5. 13:00～13:30 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術（その２）＜水田編＞」
宮城大学 食産業学部
講師 千葉 克己
6. 13:30～14:00 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術（その３）＜畑地編＞」
(財)日本水土総合研究所
調査研究部長 鈴木 浩之
7. 14:00～14:45 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術(その４)<石灰質資材の施用>」
東京農業大学 応用生物科学部
教授 後藤 逸男
8. 14:45～15:25 ＜講 義＞ 「土壌中の重金属及び硫化物が農作物に及ぼす影響について」
宮城大学 食産業学部
教授 木村 和彦
15:25～15:40 ＜休 憩＞
9. 15:40～16:40 ＜討 議＞ 10 名程度の少人数のグループに分かれて、講義内容や日頃疑問
に思っていること等について、講師の方を交えた質疑応答を行
います。
講師、研修生共全員参加
10.

16:40～16:50 ＜アンケート調査＞

11.

16:50～16:55 ＜閉会挨拶＞
＜終

研修に対するアンケート調査を実施します。
研修生全員

(財)日本水土総合研究所

調査研究部長

鈴木

了＞

※都合により、カリキュラム内容や講師を一部変更する場合がありますのでご了承下さい。

浩之

平成 23 年度

第 4 回農地の除塩技術の研修会カリキュラム
日時：平成 24 年 2 月 16 日（木）10:00～16:55
場所：岩手県盛岡市
盛岡地区合同庁舎 8 階講堂 C

1. 10:00～10:10 ＜開会挨拶＞

(財)日本水土総合研究所

企画研究部長 進藤 金日子

2. 10:10～10:55 ＜講 義＞ 「農地除塩の実証試験結果を踏まえた除塩対策」
(財)日本水土総合研究所
企画研究部長 進藤

金日子

3. 10:55～11:30 ＜講 義＞ 「農地除塩に関する民間企業の取組事例等について」
(財)日本水土総合研究所
主任研究員 渡部

丈夫

4. 11:30～12:00 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術（その１）」
岩手県農業研究センター
主任専門研究員

秀嗣

大友

12:00～13:00 ＜昼 食＞
5. 13:00～13:30 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術（その２）＜水田編＞」
宮城大学 食産業学部
講師 千葉 克己
6. 13:30～14:00 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術（その３）＜畑地編＞」
(財)日本水土総合研究所
企画研究部長 進藤 金日子
7. 14:00～14:45 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術(その４)<石灰質資材の施用>」
東京農業大学 応用生物科学部
教授 後藤 逸男
8. 14:45～15:25 ＜講 義＞ 「土壌中の重金属及び硫化物が農作物に及ぼす影響について」
宮城大学 食産業学部
教授 木村 和彦
15:25～15:40 ＜休 憩＞
9. 15:40～16:40 ＜討 議＞ 10 名程度の少人数のグループに分かれて、講義内容や日頃疑問
に思っていること等について、講師の方を交えた質疑応答を行
います。
講師、研修生共全員参加
10.

16:40～16:50 ＜アンケート調査＞

11.

16:50～16:55 ＜閉会挨拶＞
＜終

研修に対するアンケート調査を実施します。
研修生全員

(財)日本水土総合研究所

企画研究部長 進藤 金日子

了＞

※都合により、カリキュラム内容や講師を一部変更する場合がありますのでご了承下さい。

平成 23 年度

第 5 回農地の除塩技術の研修会カリキュラム
日時：平成 24 年 2 月 28 日（火）10:00～16:55
場所：青森県八戸市
八戸市農林水産部農業経営振興センター研修室

1. 10:00～10:10 ＜開会挨拶＞

(財)日本水土総合研究所

総括技術監

河田

直美

2. 10:10～10:55 ＜講 義＞ 「農地除塩の実証試験結果を踏まえた除塩対策」
(財)日本水土総合研究所
総括技術監

河田

直美

3. 10:55～11:30 ＜講 義＞ 「農地除塩に関する民間企業の取組事例等について」
(財)日本水土総合研究所
主任研究員 渡部

丈夫

4. 11:30～12:00 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術（その１）＜畑地編＞」
(財)日本水土総合研究所
総括技術監 河田 直美
12:00～13:00 ＜昼 食＞
5. 13:00～13:30 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術（その２）＜水田編＞」
宮城大学 食産業学部
講師 千葉 克己
6. 13:30～14:00 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術（その３）」
東京農業大学 応用生物科学部
教授

後藤

逸男

7. 14:00～14:45 ＜講 義＞ 「津波による被災農地の除塩技術(その４)<石灰質資材の施用>」
東京農業大学 応用生物科学部
教授 後藤 逸男
8. 14:45～15:25 ＜講 義＞ 「土壌中の重金属及び硫化物が農作物に及ぼす影響について」
宮城大学 食産業学部
教授 木村 和彦
15:25～15:40 ＜休 憩＞
9. 15:40～16:40 ＜討 議＞ 10 名程度の少人数のグループに分かれて、講義内容や日頃疑問
に思っていること等について、講師の方を交えた質疑応答を行
います。
講師、研修生共全員参加
10.

16:40～16:50 ＜アンケート調査＞

11.

16:50～16:55 ＜閉会挨拶＞
＜終

研修に対するアンケート調査を実施します。
研修生全員

(財)日本水土総合研究所

総括技術監

河田

了＞

※都合により、カリキュラム内容や講師を一部変更する場合がありますのでご了承下さい。

直美

「平成 23 年度

農地の除塩技術の研修会」

参 加 申 込 書
ご記入の上、下記アドレスまでメールにて、開催日の３日前までにご返信ください。
それ以降のご返信はお受けできない場合がありますのでご了承下さい。
（メールでの返信が困難な場合はファクシミリでお願い致します。）

（財）日本水土総合研究所
送信先

水土資源保全グループ

渡部

丈夫

E-Mail：masurao-watanabe@jiid.or.jp
FAX：03-3502-1329
団体名：

送信者

所

属：

氏

名：

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

E-mail

参加希望者
氏

名

所

属

参

加

会

場

