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・襟範働.聴
鳥取県1二地改良']1・業団体連合会

常務理事中村均

)

皆様、こんにちは..この度、私は木年21」に1111催された第58111[.通常ll途会において

常務理事に選任され、4)11[iに着lT:いたしました..

前f:r:は、県職員.として、1.1,!・の農林1.j'd:'tに携わり、1,IUIIIj山課長、1呉」也・i]〈保1㍉梁長を

経て、鳥取県東島[1農林.「1.1務所1とを最後に率成27年3月に退職いたしました...この川、

皆様には県農政の推進に多大なるご之援.とこ陥JJをいたたき、この場を借りて感謁!.

ll.1しあげます.

この度、」11会の常務∫1ト1!.嘱として選任されましたこヒは、私にとって大変光栄なこ

とであります..これまでの私の知識・経!}灸を活かして、会1レノ.)皆様の崖11袋・農村振興

への思いを:九ユ:見Illll来るように、1こ)Jを尽・くし頑張'.・ていこうと決,1ぎ:しておりますの

で、今後ともこ指.導ご鞭1辻・ノ)程、.よろしくお願いLます.

さて、先般6月291【に東京で/11.ll"liされた「斜1・/l農叢農十・j.整ilil.の集い」において、

/)1、vlL地改⊥'之lji・.業1,]・[イ本1上合会(ノ.♪'.1;皆f菱il阜会長力{「tlllt]う1'.J也改良」を/it11ii1されまし

た..」1':成22fr度農矛こ農村整備'昼岸三a')1i,11㌻算が6'、iil[]以1'.カ・ノトされ、その後も地∫『麦:

望を満たされていない状況が続いている中で、'INこそ]i,1の'Tl初iつ算のY〈Iln,1な増額を

実現しなければならないとの決意表明でカ♪りました.

カ・〆)一(、[ま」易・1盗fliliなとゴ濯匙業りllζ層≧.{洛fliiiび)」也)亡1麦:己'{力締売々,あ・..,たLY[、ぜこガく管1↓「fit員と1㌻

算確保に侃々、1「;)'.eと闘'.,た頃を思い出しました.'111Ll.・は近代['ltJな懐械化農裳を夢1,↓

て、」卜効率で'1;ll農条件の悪いj,il弄1:tLを改;'i;iしようと農'家や1'.jU[Li'(⊥「U・〈1.[b'川.1・」'.1・1:1・の

職員も活気に満ち、精ノ」的に111三盤整備を.1圧y)てきましたその結果、11嗣[本・`ノ,」1」

盤整1」ili率を誇るまでになり.米はもちろん、スイカ,e'1ネギ、プロ・ノコリーなと..フ.ラ

ンド作物の供給基地とな・っています...

ところが、その後の米fl[hl・'落な.と'農業情勢の変化や農115諸'不足が進む1[・で、せ')

かく整{」iiiされた優・良農地の耕作放棄や施il乏の.老朽化、L」'山改良1くの弱fイ艮化など.農地

や施設の維持管∫lllが大きな課題となっています..また、整備したくても、もう地.厘

負担できる余力かないため基盤整備ができないとい')た切実な問題があります..さ

らに、そ1"th父i1111もJ:il..岸さjll銃1洛嗜怪{」iiiにliT二しL・jil曳員fJi'Cまと!勺ヒ'し・なくなり、「今後σ)il占ガさ叢

を・体どうしたら⊥'↓いのか」木当に悩ましい1貯代となってしまいました.特に烏取

県は他県に比べIII・く整lliliされた)'A'li、その悩Aは尺きいのだと思います.

しカvし、己父y)て.l!Lうに、争丑tべ2ii役ll1各f!1{垢'勿rf)・lillijlllll⊥　II}JJII、61欠産業fヒ、1'.j也利月1集干責に

よる担い.f'の大規模経営fヒなど1「ll・ばれていますが、.と..んな農業を進めるにしても農

叢11」水や農地という基盤〔農作物生産装ii'.111)は欠くこ.との1i1'i未ないものです..そうい

う意1味では、これからは4.旦い.r・e.)望む'1:II'農条f↑1211諸1;ζ.ll～i備条fl・)をk映した整備、す

なわち従来の整備壬・法をVMIi{.するのでなく、例えは』争までにない未聚の農叢を感じ

させるような効率的な魅ノ」ある焦盤整価を.11匡めていくことも必要とぢ'えます.
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さらに、担い.手・〔.こよる大規i莫経営がitt'む.と施設や.水の管J.illルールをどうすべきか

1'.地改良区はしっかり考.えなければならないと思います:.

そして、せっかく皆様の大切な臼己資金と税金を投入して.整備され、これまで皆

梼ミフう{てゴっ一(:きた刀きfikt空匿届旨み色昌受1よだ是.業∫怯タトiこ.も1共ノ]q;方ll二なと"ttこ孟詫1'1勺機言ヒd)づ邑f耳己こ害ゴ

与し、地域住民や地域環境も守・)てきた訳で'あり、今後も地域の'一ト:物として、で..き

る限り次のll「1代に引き継いて.いかなけれはいけないと思い.ます..そのためには、ど

うしたら良いのか...

まずは、111ilの農政が/くきく変わりつつある与こそ、新たな農叢に切り.替えていく

ことをみんなて'.貞剣に.考えていくことた'と思います.:争が悶やとしてあきらめてい

た現状をノくきく変えてい.くチャンスの時なのて.はないでしょうか..

1'iilの農政は、争後、担い.丁.・〔認定農..楽.名'、'.1,.P'1;:法ノ.Gl}.:}による農..業li}セ1烙へ・ノ:)シフト

を強力に進めようとしていますし、111.P.iil:補助lli.・幽1ミも!'1.1.い.r・限定.となりつつあります.

また、1'.地利川q.i積を進める十1」1.に地'血に「易.ノJ金や'kii・1.金か.支払われる制度.もできて

います..・つのノ」.策として、こういうili[」度を利川して、地ん負1.II.を恢力七.ロに.近づけ、

1rの]J・1に」.]i.い丁'・が営農しやすい基盤を円・整1噛しておくこヒは、将・来を彦'えたときに

.・TL:'安だと思います.その実現のためにも、lll∫述のような.};工.1:確保にlh]けた「闘う..1.:

地改良」として.ノ八我々閏係呂'が次の匿代に]1'T]けて頑張っていかなければならい

・ノ.,た.と,}占1、います..

さらに、現在、II・.1は1..地改⊥..とllill度べ.J.1'.地改良区のありノJ.などを見.直しています..

このような時こそ、1..地改良区の工1;アでのノ.Jホ1模経'1:;i化に伴う施}1.ZL:i."il理の1;}IIさ路

なと'、L・..,かりと実i'11tを訴え、1'.地改⊥'Uズ:の..運'lili'基盤の強化べ」'1."1二理体制σ.)充実を図

り、施1;1との.⊥乏え」.イ1学化・E!.[1:・Ji'、効'・1∵II'i{」な水∫1.';:J・]P.をどうすべきか、さらに、IT].能であれば

施ll乏のイ1'効利)1]〔例えは小水.)Jづ邑'屯に.よる地産地li「1エネノレキ.一に.よる賦課金Ill..←減な

.ピ』1がて』きないかなど、卜.地改⊥'U<rlらも前向きに検討していたた.きたいし、必要

であれは』行政へ斬.i:]i.なiliU度改il;i'.の{,[己案な.と』』を積極的に子1.'・)てほしいと思います.

これから、.私自身も皆1;1}1のお役に1'.tlてるようにいろいろなこ.とに挑戦したいと疹.

えております..!ノ後ヒもと..うそよろしくお願いします..

最後に、イく会は、lilU勺1[lil一の農岸ご1..4〈ヴ.)フ..ロ集1・1.「ぐ.r4-.Il]'III」'村1賊tlや1..」'山改1'と1く..

職1-1に農業りlll盤に,1-「.1しいノ」'かほとんどいなくな・..♪ている中で、iJi.たな基盤整備や乃.芭

設管」.illなどU.)検討、災'、ii/復ll1対L己Lな.どかなかなか出来ないというこ.とがあるかもし

れません..その際は、是非木会にご.・.111・ご十II談ください.皆1・.・〕1のパー1・ナーとして

こ吻力でーきる.体lli.11を整えております.木会は、会1.iの皆.様がil乏.、'ノ1された協III.1組織で

あり公法人でありますから、i.rl、県・と連携して多様な・hii..{・.1乏をJl!・イi'しjll[識経.験もll-1:i

1,[.・1'な職員ば』かりです.今後.とも、皆.様の組織.としてイ!'効にこ'活Jl」していただきます

ようお願いします.

皆さん、これまで築き一1.'.け'てきた「地域の愛'と{'・/こに溢れた農業・農村」を次の阯

代にり1き継いでいけるように、/)sの我々が一丸とな'..)て1L気IIlIIして、共に踏ん張り

ましょう..

い1勾」.史27f卜8月2011'1.{i7Ti'1'ii】
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膿業農充寸整{曜@集鋤1ζ傷せ死要壷涯甦庭.麹

6月291-IU.Pに、li少防.会館別館シェーン八・・ノハ・サ

ボ'一〔東京部}おいて、金lj/水...Ll[1.ネット及び都道府

県水土.III.ネ・.・!・.共催により「農.業農.村糊ll旨の.集い」が

盛尺に聞催されました...

令1.i;1から約丁・名〔こものほ.る農業農..トr整1[iii.1～tl係.客・が

参集L、農.林.水1}.r.:1'kiからは、林♪):」L農林水産大臣を筆

頭に、あべ俊f・、小li.Uri'fリ}IIII濃.林刀く産副大臣、ll・川1」.1;

J'・、でノ1・:'i.{`.英1〔11;」ILI二1さ十.トノ1.(所'1.」〈11.・:膨d芳'i'11'、Fそし一C、..{訓】../〔皇

局長、小1・.t:.祐一1組乏、室.木隆1r].!}琳i邪.長な.と'』農.村'振興

L,.1幹1';:1;が1111ijll11;されていまLた.

また、止.如ボ.1.・カ・らイifIJ{,'kJ山JJ'倉IFI・」..II.'!1.人:111..、「i⊥亡5'tカ・

L3駐肖iト1]1)1)ご止父刮・tiニヤ⊥.t./t.'1':、

/rIi:;.lil〈

尺勢の梁参.1川;'、.この11絵議員が111111傭

1二lll..

耀

会場風景

・一一}

二階全土連会長挨拶

されていました.

ネ.ノト...階俊1'1.lil.会長のllll会1ラさ拶の後、

.林芳rl..辰.材こノk産人1:1が祝11、1ヨ';を.述べられ、稲Ili朋)?L[..気

Ii周二.ミ⊥ミカ{石ミヨ渉さ1しました.

{1,ILいて、・:illLiEi,農{・揚1興局長から農.創1.i.1・・].整備の

†11∫.勢i・ll告・や』1'.地改fUぺ:'1";fノ.刈i.例発衣かh'.われ,最

後に/'.・成28f卜度の"1と.業ll旧・・1'1.il袖ili}『./:ii'il:.保とLl勺茂27

年度の追.1川的な1篤1:iifr:保に関.吐した1皮1、"il.111/か.令二.こ

致で'採イ尺され、ガンノ、ロウ・コ唱σ.)後、閉会.ヒなりま

した

閉≦.こ後は、各Ll,L一がr・分1.ナをして関f系省ll'..1「1⊥く党

1.〈i1'll;.各1.11:1会,ltlL.1へ1皮Ill11i.iiri動を実施しました

また、併せて木しII.しの各推.1塾協議会ノ..之び本≦ヤσ.)1炭.,ll'i

活.動を実施しました.

【要請活動日程及び要請先】

6.1.」2911ul

I.11.1.、111Yls.治

谷合.ll.1明

浜旧和.・lr・

参議1;完1記い1'眠'ジゆ

参議院議員啄'こ明'.1か

参議院議員c;欠川:代の党〕

6月3〔川[火〕

イ.1.百皮,i克」血ノJ'('ir]ノ1....1.1

易≧i響F　rン1とIl...1/1jl唇jI「.-i:1.1」[」].ノく

桝屋敬悟貯と議院1.il'L員

.剤1'.奏f'uこ衆1測;完議員

」;「考くiiiklFlis]月.._　.:1り「JI些」.L丸4.1:[⊃11ブく1.I

I
:

.公1り1党}

公田.∫党1
林農林水産大臣挨拶

一・..1一
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【本県各推進協議会】

要望・提案内容

1.農袋農村整備に必要な財源確保について

2,多面1'「り機能支払交伺'金の予算確保について

3.農叢水利施設保令r学理化事業の継統について

4,水1.総合強化推.進追ド業の継続について

5.f司†'「・[FI米ゾ)JISLイ了方芭策刑1諦売につLド⊂

提案者

鳥取県農業農村'婆備事業推進16右議会

1イ刷lL地改⊥'QL廿業打1三進協議会

lll部土地改1Ui・業推進1`右献会

西lrll1'地改良Lll業推.進協lil'1,会

鳥取].li.1、1.」'山改⊥'とt!i'業団体連合会

会」.乏代∫1[1

会長fUII!

会長

≦'こ長1に∫lil

会長

111そ一・1しllし1:_iuli『1:iL『i:;f翠ト1L」i

T・1IlllFI　i」二こiこ

杉原義人

尺、II'占Ilf議員

1〈{一一」.国iit

石破地方創生大臣室にて

淫〆

◎
蚤

}

一

姻

参議院会館舞立昇治事務所にて

衆議院会館桝屋敬悟事務所にて

参議院会館浜田相幸事務所にて

衆議院会館赤澤亮正事務所にて

衆議院会館斉藤鉄夫事務所にて

[
D
.
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平成幻年慶「中国四.国.‡地改艮
事業団体連

上トニ)jVa27イ1:・5.「122「ll."こ}Cこ「11jl.Lili」tこオ5L・'ぐ、「1[IF.1

匹1国1:IU[改良,/[・業1:1'[体連合会協Iil.セ会総会一1か.開↑1}iさ

れました当llは、」1会・ノ.)'1.く村会⊥ミとrilN常務がIlll[IIIレ1

L水」二y.!.ネ・・1・11'i'・i111イll.陰長かド荊桧の挨拶、・将i

として・.Ill..ト'[1,Ll[i,.1農政Jl川1家局⊥と、[.曲i.1111隈林刃く産ir'ilS

京部長より祝舌.'i':を頂.き、lil'ti:'1'1'に人りました..

議串では、第Vtli、義案「農.裳農村'1密1」il」推i匡の要己14に

ついて」、第2り議'紺・{く.tll度の'll楽1}1'1トIIIについて」が

'1†ド議され、全会一・致でli]'決承認されました

合会協議会総会」を開催

水土里ネット岡山石井会長

平.成2舜年度水土里索ットξ、P..esD)fi第田回理事会』を開催

'L."bk27イ1'・5」」111〔li;,・}」.:li⊥1・〈IbCこオ5し・uC、1ヒ:hk27イ1・・1受

ノ1〈1'll[.ネ・・〆1・ヒっとり「「才}1[1ilJ'[V.'li・会」をi用Gi,1/しました

役員改選後の初めての理'ii'会で,/lll']i・9名、Ill}lll.]i'3名、

俵,】.:5取IIIUIIJ'也・水保全課⊥こにこIlill席いただき、提Illl[議案

について、原案とおり承、i忍されました

提Illll議案は次の.とお1〕

Ir義「.袈11}写1り.

.一

適』

轟

曲

Qの

「占

膳Lト1の一i'【1敏1i・:について喚1訓!11tによる承II.ゼ.'IL'・Jsl)

.⊃平成27tl'.度辛1隔'1吃改1Lに伴う'ji・務IIIj辛瞬.i.・t),1⊥{:Ili』']1'.務処ユ'II[焼程の一部改1「

;1義「栞1H'}2u・ 　川1]・参'」・の委叫・巧について1会長,.1,・1i,Jt・によるノjkll劇i.・∫∫〔・

】il'1τLlillill・ll.1'['L「1〔、1.:、)上1/〈りIIJ1思十{、/]〈J}.ド・.i'11～1こ、

参り・俵俊一鳴収1.ト1膿地ワk保.り》課⊥ミ1

f.「≒!U」・iり」k27f巨4JIl51.1カ・ら「'.b粟二2Sイ「3Jj3ill

議案第3号規{・Lト1の一部改ILについて

1・職員の服務にllllする規手II」、並ぴ.に職員給与規1:lliの一llll改11.1

:.1.1職務にl!1念する義務を免除する#、ll'・例に関する1:!⊥IIIiの廃II・.

議案第4v;' 平成27{卜度補1}・:.予算について

...Illklj,i,:銑Ili」)」'li.1,/tヴ)11肇イ')・1〔二i'1,・'、1:i「1[`ii';'1杓1111・'

6



土地改良だより

平成2帰年度水圭里索ット(≧包ζ◎唾第2回理事会』を開催!

械27　71」iSl1[C(,こ}「1」也頗会鯛におしコて・Fr.rニニニニ弓釜
・1'成27年院水1・1i旦了・.・1・と・)ヒり[第2「lr[上1「1'ji会.「を

開催しました

Jlll.li9名一llll・1,i;7[の1[11席いただき、峨案第IVJ'のL}'

成26fl'度'∬均」誹1乏1「1、会,iil反人装IIll決f、筒Fひに11d序ll

録について、'」1務局の説IIIIの後、lI[1「1代表:i:',']iにより

],ii・r,'iトIIピIIがなさiL.原案ピーおりノlkl忍されました

提出議架については次1力とおり

【言義決事項】

1、」'k案第1り ・1'成26fl度'」q、1']Ui,、会II1収ノ、妃111決tlL)ftびにli4]剃i録について

・報告事項・・1認.

1鍔徽膨1管∫楓藷
平成2彫年度水圭里ネットξっζり珊剃回監事創庵開僅

」「成27でi度弟1jiill、:ll,.1[会を6U2111r水ノ「.1}」区リ,!

i地改良会館」において、IlllllLlf[s・7iの出Jl」}lit?・)もヒ聞iilI

しました

11之kJ」し二、LI'1」覧27{i_r,j,ワヒ!!jll1'{β,ぐ置ty)「」こiJ亜IIIIIrllカ、'ti・F」11'tさ

れ、原案ヒおり爪1忍されました

続いて、・n茂26イ1・度決算II:il「査が実施され、1「成26

イ1.1)Jlllカ・ら11'-b比27tl・3月:31Hまr(lu)1{「11ilJu)'y斗」、

内容旋ひ会Ili決算について、関係Ilhlll后鱈ll-・式を粘

査いたたきました

その{',,111.lt、/'成2611・度のLli翫会1〒1収支決tlについて適ll:に1垣1されているとのr蒜1、「をいただ

き、終わりに、11:il【fU漕II']は[,、「本fl度は、人変厳しい状況のようでこざいますが、争後一層

の努力をしていただきたい」との総括をいたたきました



'「..】・i.4Y7il.度 土地改良だより .'.1「ン16〔ジ㌧:・

熟i.慶..磨一誌1}ジ字;豊壕;::1.デリ禦璽i.塾.;[麹..豪」矯鋤濾藁犀諺強・・
墾.1.揖・鷲1[・,.1♂.'.己づ・1.:1.∫1.,ノ

7.月23ヒ1〔木1～241-1〔金.h香川1.「,.1、・II蒲松市の「ルボール讃lll芝」に於いて中国F[1国農・地集団・fヒ協

議会工催の「rl.i国11q国農地集団1ヒ協i.ii`藁会第471iil通常続:.≦.こ及び'「:成2〔}f「.:度1[.ijl[[JLII![農地集団化事

業研究.会」か1"..】催されました..

ll:IIIの第.17回通常弄ζ,琶会で.は、農地集団化⊥li'・1裳'に通tl:して10年以.L従:!:お'.しJ.力労のあ・1、た方々

に対し、.永.tF勤続会長ソぐ.:),1が行われました議案・審議は、.重i乙成26年度./.1i'・業報告'.並ぴに収支決算、

、ll)j.Rl27fil度二'上.1'.業.r'1'1.111riC案9並ひ』〔.二J]叉支1;tJ.11:、1↓↓糸りa)己気.[1・1rf)各、i義廃こに'つし・て「「審1〕義し、〕L〕1ご菓どおリノrく

認されました.就いて役員の改選がfi'オ.}れ、新会長に1.111』ll111県1'.地改良.二lf・.業IJi体連合会のII【症行雄

氏が選fT:されました.長年1.1丁1動してきました本1弧壷会で』すが、f!}1.T,.1、.と.もほJ'易・整備の進1'iレ率もあが

:〕、その1.闘乏'lilllは終えた.と思われることから、ノ戸{「度て.解散する.ノ」'II'T]にII'[]か・、こととなりました

看～・ノこし1-Cノ」1↓」也lk,1,」'[fヒ1.lif.芽ご{i)1'「ウと二「こカ㌔.t'1」才)オし、111「?・1.'1}1:'」1.匙糸II.歪.)弄…llr㍗士乏1:lr∫.i'}[;./iさノ.＼氏ヵiし⊃「llrt⊥II昌∫」也ま上蛇び)

簾落'1;;.i'農.-1.と題して、,lvl:1.1.i.iカご,.もり、徳,lili」.lrl境に近い5q三溶かま.とまってff:,亡.:創帝/覧(/)「'i:1'農糸1⊥6t.1を、"..

ち1'.げ、設・'.'..1Tlil.1'・は3つて』始.ま・ノた.部会が、現.{[1は9つのiLr.];.会を糸ll.織し、i[「r.動するにi.i')た辛ii緯を

、1;己Il月されました1祁会の名r】1」'1よ令て刷合j.ミが決められるようで.、i:.攻・iliが]1[心とな・,て農.付レスト

ランを経営されているのて.すが、.この1".1:il二.この名前を111初「おによめ会」と名付けたところ、.1.1↓十lll

ノ」'のIllil.疋.危にあい、しぶしぶ「なこ.みの会一1にしたとい・うようなユーモアた・)ぷりの溝1しiiてした.

」'、'1'1μ1i.i化は.itt・.、k後継K'も小足してL・るが、本年度法人fヒを目指し農」也IlilMFi'1」理'IF.1嚢を.通じて,lllJ'山

集積を図ることを1・!ラこ討している.というこ.ヒr(1、～lil'に前をII'[1いてiiri.動を続ける荊[織であるヒ感じ

ました.

2111.1は.「関係機閃.・と連携を1'1「った農.業経'、i;{'の推.進に'.)いて.1.と題して、香川県農政水t;'r、ゴ',.ll農

裳経'II:1'1.ト1い丁'・集落'li;{'農グルーフ11111;」」ド幹松lI【佳紀氏から1、1凱しi〔があり、1.LL・が..ト..体.となり関f系li.lt111」を

り1i・,めたフロジェクトチームを.L"..ち1'.げ、!iii'客'i;1'農.1～li.織ヴ.)設,'ノ..を促進L」1'.・成17年度は913組繊〔う

ち法人は3紐季i.k}であ'7、たが、」「.成26fll度には225紐織1うち法ノ＼は73糸11.織}になり、.1r成27{「度

は250刹識をtl指して推.進しているが、これは香川1.!!の名物である1'うどん」を守るため、小麦の

栽培面.積を減らしてはならない取り組みでもあると紹介されました

続いて「我か1..1≡.1のfUl:i.・農業をめぐる動llLl.とJM,;,11'.画における.1'.地改良.Ll.i'.茸1について」.ヒ題し、

Ili川四国農∬.父局農村ll.1'pl.li部1..地改良ζi.i'J:111.課II,'、1尾ll"!長から、新たな食料・農暁」い農1・・1'111;本1}.i'画等に

♂っい一(、lil.1じくぜ」山fAl・卜]'lfヒ」冷オく才佳」毯'i二～'カ・ら、〔「1】超日」山IIIIII[]:ピi」上iR.IF.誹」とに!⊃し・て、〔2〕.変4典・分'合に'.)

いて、61平成27イ「.度二[二地改良換地1:資格試.1強1.こついて説明があり、21.1川に渡'.)た総会及ひ.研

究会を終えました.

,懸器購綴簾・'v

8一
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「
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'
1

[
`

つ
一'、

・・..1ノ▼rT7
ン..ノ..戸.一ノ.一._-tS,一.「_t・ノ,ソ_ノノ'._.ノ.......一..t『,_.ノ

平成27年・8月61」農業水和]施設〔幹線川水路)上の

空岡を利川した太陽光発電施設の開所式が執り行な

われました、この施設は、天神野土地改良区に.よ・って、

Σ1三成27.{1三3).1着」二しIII.ltl.:8月に完1,比したものです.

この.ような飛電施設は県内では初めてであり、地

産地a「iエネルキ.一の発電施設として期待されるとと

もに、:L地改良区の.1里営ll.≦費負斗'.F[ill.匿減に貢11.IJ.1で.きる

施設として注目されています

.」[1施設は軟}1;1地盤1'.に設.1.ll1・1されてお1.八民問串.・.'羊L,

呂.より提1'11された企1[lll提案rl1.二を.1.i.liJl.U,"・.LLL..1:.連、,'

ぎt'1:けました.

F声.
_L戸.昌

コ

ーρ,一..ノ.

の

``./"1

・.7./

蔓..

O

と,・綻・

ごで亀

ト..1劉.《大学なと』』の技術:if'F・d.卜協.J]を受けて完成にこ

【施設概要】

1.発電.規1:.E]1{.

2.イ1・:11iUltt・,b.1「1.:

3.総'1喋費

4,1:期

1111JJ99k、V〔i!U「.:1巳.ノ」..19.5k、V×2フロックl

l〔)〔)XlIX.X'11〔-fllと『41」廷28[ll:':1～三つJ㌧(ノ.){Gこfl「11iilj「ピ1亡'1匡ノJE「1.C二1:1[」11}

38.953τ.III

/勺」気27イ」・.・3月一8)1

,.∴.f/.JJL.一_,_.....メ.汐,._....

」

.'r-_一.一`..'r`.　四1一ノ .'..J

'1':成27年5月llllt'i〈】に「,」.訓..{1.i,L.1'.地改⊥'↓会fill;」U.:川.(i[」'1において.「11城27イrl1愛.1.'..レ取!.1,[.1:1上1山・ノ」C・

環境保奄協諄ヒニこ通常総会」をlll..1催しました.

総会は、」ll靭」に島取しIll農地・ノ].(・環境Ilil全「動rll'訟.イd・・】'会」.ミの挨拶の1気,1.:.y⊥鶴Ullll・{くノkl・rl.'il;'.女f§、lf

l欠1ξに拶こ1'Sを↓.['!き、.イ9・」'二'こ⊥ミカ'i,ti'L⊥ミ.となり8∴義'案に/ノし・て7・1'!1〔1巨に『癖南'(され、い『ナ.れグ.)II義'.宋:.もII;〔案と.

おり1.lf決されました

承認、された議案は次のとおりです..

Iil`ピ.東:第P;.

Ii義案第2り.

議.案第:.;IJ・

1議案・第・..P'.

,1;tゴ案1「1"//5り.

1.ll.li案第6り.
..'.':'〆'.'.'."・.-II.

11代iこ弔'

'ノ

1読'.菓第8り'

・['1成26年.11乏Ili...幽1」1.;・.]Uii・.使び1区之決.il:について

1ド成27{i..IIと'」i'・塊監1.,ll.IIII[.ノ.乏ひ't・11i1「iつ算1案[について

.1、:、}収県lllと地・ノ1〈・」1.1.境保1さ1.あli義会規約の己'Zrl・..〔案〕について

,1幽:.)↓[:くしIIし,1ヱ1上」也,ノ上く.⊥聾.こ」ジ.εf勾し/モ1.4巧」}i「毫ニヤ.」i.イ:;f{姓止Ill.」噛Sと.千llし(ノ)己気II-:〔『案〕Eこ!)し、『ぐ

.1.:.}⊥k県農地・水・環境保kl.伽';1≦・こ会、il.処」・llり.IL.k`i「.・ノ.)改lll〔案】について

.1.:.}取1.1、!.農ユ山・水・環境保斜.,1乃議会好1.⊥1.A'1{JJ11・`ll.の改II'.〔案〕について

.1.:!J取1、1、1.ll:.と地・水・環.境保釜協1,義会2..こ11:]11...d.ノ.k規程の改II.'.t"tt:〕について

.1.'.!J取L]1[・1111f山・水・環境保否こ協lil'〔会内['.i1;[i[,1,....傑実施硯.1」llの改rl...〔案〕について

なお.本年度から多ll'li.的磯llヒjcl払か法ili..にJ,!9/」1いた安定的な11」「1度.とな1〕まLた活'動紅織は、1去

llE..に1,llつくlli..粘II.1111[をf'].:Jlkして.1」1.111].1」・」'の1.;.t{"tを受'け、その後交付.翁は巾'1[1」'付から交1・」.されます:

また、励議会は、拍'i.進組織.として位11.'.1'イ・」'けL/)れ、'li.・遇」II}.1.11ili・?.)[忍定文援1指.導.・『評誤.iti,.t「1:.進・指.11学.、

交t・t・II[」「」「i.lilゴ:;f.芝」受力{itt_なtlと'1i「1」.となりま『ポ

9一
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平成27年度「鳥II叉県農業農村整備事・業推.IE一協議会総会が、平成27年71-12[cavに「鳥取県十

地改⊥'↓会館」で開催されました.

聞会にあたり森1.目会長1大1」.11UJ'.長}から、「農政の大改革か進められるなか、多・(の課題がある

が、鳥取県,の現場の声'をこの協議会を過じて、1県及び国へつないで'いくことが乖要で'ある..」との

挨拶がありました..

また、オξ'費ごd),1、葛⊥1文り訣崖匙イ・玉ガく角子剖～ノ羊「[卉1;⊥乏力・らtよ、「イt臼却芝(～.)農罫ミ超りま峯・1唯冬側;.i:「)icこ!二)L:一(、1輿望{客良

の49.5°。σ)内示といら状況でーあり、11.]']IIH,・jからは、ゲリラ豪j'1'j.等1鰹}1'気象に伴うため池t.ii・1;IJ災減

ジミ上1}:為で(～)1皮:亡μカtノ〈ぜ乏多く、まオこ崖さ業:IN刀(JJfiri乏ミ1レカご1⊥〔栄斤IL〕寸U]をヨ旦{え、今『f受[よ更峯斤彦寒ヤノフう9.tE・、i曽d一るこ

とか];想されることから、チ算'額磁i保をり虫く'麦望していきたい」と話.されました

議'l/]'では、'「城26年度.1「菜謙lil-∬こli1'll鱒.及ひ1「成27年度・1環、ll'llll卜iEび1こ会Ili'収.1};算がjy]〔

案どおり承認されましたまた、本{1・度は役員の改選馴で、9名の役1.iが選.任されました

・1'iei"1"[1提ill:とLて、県担い丁:育成機1111の竹1人1俊ll'L.参'j、から、Ii1「f卜度から開好iしたfJr/.地1[dli],jfi"}'lill'P

マ三の1]'G,IL状況σ)?iuirがあり、総会後には、鳥取ノぐ1」;:乾・h・A.」也研究センダrlヒ1・・1'義信特II.9教授より「」山

球漏.暖化と農業川水管」[1!.」と題して講演かありました

平厩27年哩

森田会長の挨拶

'1『-嚇ゐ蔑.-
北村特認教授の講演の様子

鳥取県農業農村整備事業推進協議会役員名簿 「11勺∫又27f卜7月21E～gl.`:h.覧3〔)で「5月31】「}

1'之員名所属氏名llと員名所11.エ;氏名

会長ノく山lll」森II口曽範1副会⊥ミ倉Illll∫伺ト甲陵郎

ユ・lll'll・ユ'しil'《し1、「rl_j也己父⊥1乏'jr斗t」・」'lfイく」里r㌃ニマ.イく村闘.荏/111'li・鳥11くli∫深澤義彦

',琴涌llll'IIII、郎II',lr[i等1町'森安保

'ノ口南1111Illll源聡.

11ド,.ド\DでII[」榎乍武利II:1∴.∬湯梨測Ill'宮脇11・.迫

一]0一
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農業用勃ムを利用炬た小7d.va.,.発電
「下蚊屋発電所」.が完成しました

・lf・成27年6月27「]〔-1.:〕、江府rl「」'助沢の「i・.蚊屋発屯所」が完成し大山II[麓地区1.地改良IX.連合

一i二催の運転lll:1始式が・ト丸り行われました.

本施設は、2003{1'1平成15fPに供lll開始した農林水産省の「1営「.卜'蚊屋タ..ム」の河川維持流

1'ltの放流水を{刮llし、LOI3!t/ILJ二1から..L⊥]i・を実施していた・1・水力発電施設です

式典.ではノく島清恵即1拘.乏が一L催!1iを代表して、ダム施設等の操11'委託を受けている一「'地改良

区が、売電収益をL地改fと施設の1}「[:`'.11'管∫ill費にも充てられるよ・、,1':井知'ti'が1.i,1へ要LI7され、可能

とな'、たお礼と関係11地改良区の運'lll'強化によ:〕地域農業・ノ.)発展に寄'ゴ・したい旨の挨拶をされ

ましたり1き続き来賓の林,tl5取県1刑知'jl・、坪lrl水∫lll整備li果長〔IIIII・1匹II.1・1農旦気局長代∫llり、斎木烏]R

県議会議⊥.くが祝辞を述べられました

その後、県ll'「ウインドサtiンズサークル」の演43によb江府1il]'の「」'・供の国保育園」の1・;i「児が

楽しい歌を披露し、関係K.から盛大な!'1'1-T・を受け肖・tl・1il能エネルギーの.運転llll始をt・LLいました

なお、.].1.li1「〈lilし農林刀(産111;か閃係する水力による111:生[il'能工ネ'レキ'一発'L巳所rノ)稼1動は、船1.[11タ

ム、た神野1・地改良1.K:に続き木1'1.で3例llになりますその中でも乍危電所は最尺の発屯1、{'を

誇'.,ています

また、'1'・成21f卜度に19f'1のlrl'iit』[一,1.ii」1',1在を水L]li.ネ...・トと・.・と1)か実施し、そのIIろ・の最た1唱JJは

231〕kW,ちりましたか、その後IIIII定llll汗1今買取制度か1「∫[」定され、2〔)OkW⊥'J、1・'の買取fllli格がイ{利であ

ることと1「rlト'1電力の送電線の容1[1.イ・足により197kWとなりました.

【発電所の概要】

1-.最」〈iiliiYJ197kW

「.::で「問発電1り'llヒIll.1.536M、、.h〔約.130111:・lil:牛1ド111

1/..最大使月i水ll!'0.51111.sec

I:..イ了交乃ili,'ノII.:51.{).1m

◎水lll.11'S式横1】rl11フランシス水lil:

1.:.皐「liL[」J「1i-一業」U]」旦」更fl上ilく」;;芝_t`こt1零↑」Fii1.上1-.為LLI

II』:総II:iLl,費3・13.900T・1り

一_蝋、シ_溢一_

祝下蚊屋発電所運転開始＼

天島理事長主催者挨拶

1

ン曳ミミ

子供の国保育園の園児合唱
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1'】II.:≧圏71`III.ミ 土地改良だより .1.']6〔}.・.:

鳥取.市道路.アダプト活動団体に認・定き鞭ま・1し.た

ア/'9.フト[.＼(lepl・ヒは1)L語・で「.II二を養」'・.にする」の意il'{、r⊂』、公Jl、・力場]i)1'を養i・に;なたて、

11i'⊥<ベノ6ギ斗.ミカ9'・夏三'『1.をも・.,て∫i"i'J'[11L、t1〕気力≦こdLを>d'庭r～一るll」[llttu.)こと『ごt.i-.

」.:レII.《iii.で』は、IDがごi"1'」'[1[『.s一る1[」.遭..、匿}'・.二/.,)'ゴヒ及びiiil'・lii・il「1動を.il山して身近な道路:ノ乏び地.域・.＼1ノ)愛'/ii'r'

,心をt」{t.ア人、li」'⊥曵ノ之ひ.rb耽と行ti'気力:1朔II.111jしvこ・1'jt.ildiで)t'しL・.道II各」1}.lj克'ブ〈1)を1LZIる二とを1[1'1〈」とし

て、こヴ)i.旨に['iiiilする1・II体を募集rレノ⊃1ヒになりました

玉会もそのi旨に1.t・llllし話動1・」1(i・!＼1ノ)v.8定をili、、t[iしたところ、11':成27年3月;.;O日に活'動1・Jl

ll∴とLてII.iJ.り己さ才し、II.y、',ヒIIIトカ・〈凌f・]t{オし.まrvプー:

11「1'動1・」ll十こに、、9定されたことによi).・{〈二・こか1'..[也改良二こ/i'1'li・.:・〉接する道路・ノ.)i、「】十11i・、i;斜、'1.、).、.化ll1「1

動、道'路状況f/r「.ltT:・1'll提供rtb.il'う1.1)にえ・1し、.「.1;1[〈i[].は、1・'lti'」・1"'Z'b「i'Lrr'bで〆1じたゴミの処分、必1疫'な物

IIII「1の之給、iir」'∫・〕」.に1系る7ド'=・)テiアi:il.1:ll!・.ハ1」11ノ、.llを実施してくれます

そして、5月Bllに、・「.1「)11iLII1・ノ.,1.1「1'動として11.11:1:L':f11業を1」いました

.き.れい.にな・ノた迫上lifはヒ『Cポ・こ!.}'ちかよく、.',㌔後も1』:1{耽i,てll1「、」.1.腱・1】'・.、て}」・く1淀です

1'.「也己1(⊥'と二.と)i[1.ieこ才」,1Ltしr/♪i:.貸1よ、・{t.・1;.;、二こ1;i.1']i【ノ,'yトrノ,」邑上!itlこも1[を1i'[llう『'(1・'さL・

'

闘
.!
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・;,.16口・; 土地改良だより L「成ご711・.II芝

中間管理事業⑳推進に係るr農業農村担い華育成
機構」と『水±里ネットとっとり」が連携・

・]・・成27年度i'Jiたにノld'IILネソトと・./とりの辛1「{戦1ノ寸に「技丁・1:1指導室」を没ll:"し、1地改良に関わる

サF上地や水管理の己婚1イ、1.JUi-T・r川1川.h≒なヒを十M談・助,}』する技術1,IJI:iH」ほと技ll:1指導14をl/l己ii'liして、〔公

1!d㌧巳⊥1(LI,Lllt'斗㌧JIIこ{・・月llし・丁'・i'i)iva†i副il1'(IV.卜'rt1.tl・11i」とし・ら」と.連イ傷・[朔ノJし、農ユUIIIilH]ゴi㌦:」illill・業(!)イ「i'

逓を乏援していくこととなりました

協ノ」・.ヒ援内谷は、

1.基盤条件の改e'1;,'に対'する{・[II1:ll・Lリ」、}

2.II!重盤整備を希亡、'{する農家・地区♪、の相談対応

:う.'拝斗さでヒ!＼e)挿ミi、・1.玲と乎写

.1.機構とIU」ljした」ii川'村』1」山改⊥「U〈.等関併ご機関とのIlllll整叢務

5.IIL柘差1}洛i,]iJ.lih'LL七・1・{こi系るi"]Villf・tie)II・ノ)11・'II「li:ll]L[力業イ・:}

の袋務を虻援L、711までに1・ll談依1傾のあ・、た地lx:i'1'数は13地区、それらの内容は、湧水・11iJ::jl,}地

盤rノ以・」'策、!×:111[iII[1く「ト1]IHI1'撤去)、Ill1渠1:】[・水、各L、1鵡[:除」:、農地集積く:!'に閏するもので、これらに

関係する生産法ぺ、'トをで・)めた閏係1茂閏とa)協II{い打ち合わせ、現地調で嵩:を実施しましたこれら

θ)案「'1'σ)うちli[宅III各費用を3f'ii'it告L,]SLf15f'1を倹1}」'IIIです

また、乍会がで」する[水1'.11i.』晴11じステムの農他'r'・:地図力もII「r')」1されd:)L1'.と現場ではほ場の1・ワ.

li,ii.かinJJ'されて・lll瞭然となりJI'1;li'に没・"・・ています

/}'後ヒも「.水1:1[!ネ・'トとt、ヒり」は、これまでによ1L1・・,てきたヒ地改良の);Ili,i'ik、技il1:1'、経験を生か

し典地中川管理:】1業の捉.進を之援Lていきたいヒ・じえています

【畜且辛哉f本制】
【技術指導到

機構との窓口、連絡・調整

換t也指導1目談・助言

}支循甘旨導牢目言炎・且力言

ミ、、_
'、

　　ノ　

運携1
,へ1

L、、

一、rふ

【スタッフ】室長(地域支援課兼務)

技術専門員1名

技術指導員2名

相談・支援

三巨薫≡『=..、.: =「L'」

担い手との意見交換

馳
瞬憲購エビ

鱒 翌

現地確認

鷲斡

・掘婁
凸、・鮎

検討作業
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'「・成271i度 土地改良だより ・1'/・.16け).1

「東部、.中部K.西部生地改良事業推進1
協議会で意見交換会」…を開.催.

農業農村整備.Ll喋等に関連した1』i!//.11乏提供三iEびに会員が直[〔llする様々な課題を共有するため、関係

1イ'による意見交換が下記のヒおり開催されました.参1川メンバーは、各土地改良とド業把進協議会二こ

員、鳥取県、鳥取1】II、農業11匙十1'II1いT一育成閾・」:li、水:ヒ[[!.ネソトとっとりです

東部土地改良事業推進協議会 中部土地改良事業推進協議会 西部土地改良事業推進協議会

'ill[は、鳥取[1、L/j〈1..il!ネ・・ノトヒ・・.、とりから・1.トlli・1"提1![,をlj'い、.1.:5取り、し農業農ト・↓'1・11い予育成十iw・11111か

ら農地lllllim:」ill'F業び)状況撮II'を]L'〔いた後、意見交換されました

意兇交換で'は、1」地改良区'が]1'1.lilrしているli果題等に閏して質問等ありました..

ilな内容としては、「1.」'也改良施,lkLの老1・'∫化に伴う維持管∫」il費について、どこに、と.のように負担

をお願いすれは』よいか」「農地lll問管∫:[V」晶tを.進めるにあた・)て、liil'・かま.とめ役を担・㍉のか」「鳥取

Ll,!一か行・)た1:地改良区の意illl調陛で、解散したい改良」X:かたくさんあるようだが、本'llに「II'1散でい

いσ.)か」「鳥獣`lil'対策の争後について」「尺規模lllま家と1.地持ち非農'家による[吠課.翁未納問題」「']1・裳

を実施するに」Tlたり、農地lll川管∫111.1i・業てどのような受益者'負担になるのか」等でした

己

【東1.ll;1地改良'」}裳推.進協議会】

1[1i～一:'lt-J,R[L)7イi.7J」f}1[〔オ〈)1「1::1(}～

場所:「ホーフスターとりとり」〔!馴ズllP参1川ノJYx

【Lll,'li;ヒ地改良.1i':1レξ推.進協議∫:1】

llI[_Fi:,L.1ヌJ史27f:こ(～」.12(～i-[(flこ)1:3::.1(}一

場所:「倉Lli'シティホテ1レ」〔倉,ii]li)

【西i.'a:1.地改良'1環'推.進協、、1'受会】

101.11・:.十・成27年7月101二1〔.flこ113:30～

場所:「米∫-iliilLili祉保健総合七ン.ダー」〔米f・11i)

35名

参1川人数1〔1名

参1川ノv妄気66千ぐr
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i 土地改良だより 』「'hlk27;1'P,L/

qヌL騰莚垂諺ヲ啓も少退勃弓ヌ{の肇萱産進藪iを}∈脂【りで(駆組葦召垣毎》

.1.:.レ収II,1来1'tl.1;」llll.十.tこ'」i'.務所.では、らi..♪きょう、]'1ネキ.に次く.1.1..産IIIII」を育成するた.め、L.、いなば農.励なと.と連携して1111

{F6J]に「ア.スパラガ.ス伐よ1'.'1:推.進フ.ロジ'.L7トチーム」を設1'・ILました..アスハラカ..スは、lb'.1:.}P!l係K'からいくら111'

場に1111[てきても'111i'.」契1かあるという魅ノ」的なfノ「物で.す..

フ.ロジコ1クト'.⊂は、i...としてIIIIil問地域に.孝.5ける畑地転換による1..毫」1.'i.・を推進するため、1』lrl∫易な排水対.:A.し.や1/動か

ん.水装il"1'.による増1「.《及び省JJ二》」1沢の検II.II..を1」.う目1'ltJで、‡.ji'.JLIで'アスパラカ.』ス'Lr:1'::1こ取り紐.まれる農家(1.♪ほ場.をモテ.

ルヒして'j[lill:試.験をfr-)ています

一「γ、ハ.ラカ』.スは、地ド.?{で1'.中のユ.!』分を1「'乏Jl([tbl7..〔するた.〉)、.1山卜'水位かi..1.1いほ場や1.」レkイく良・.'.〕ほ場て.は'1・..ti1;・.i1',il:

・t"A!dこ『3一な・.ヒ.1.ピー({レiliil',i1'eこ:Jl.jL・11`月勿『C『.1

・II!、1iftr4一るほ」易ヴ)1..・1.'1・.は1,iiil・t[..1..『C、1川・ノ」C1.1:に・T:il・カ≦汐2るlliU山で.あ一ノ〆ここヒカ・らイ.jlノ」く.k・」';1'』tt/)・L7・1嬰ξ.)O・.t・Jり.ましノこ

1、IIL辺e')」也形1;Jlま}坊・f.ノ.,]1.37りこカ・ら1[i.1.1星」.il・ノ]くイく⊥'!を'd'(il'i:...;一るに,ヤ)/:;,、JL11こ.家で.i.liI易に『..f』.きる1..1去を}萸1、・1.しました.'1・)1;1.1

のハ;tクホウ〔リース1..ご、ほ場」、II.1辺に詫li〒.よII」1県、ほ」易.i:1.・1.辺JJ'向.:二1ii'1架をノ＼れてもらうこ.ヒにしまLた1]i.i.渠には.

.i丘1:舞tノ♪」・{こカ・ら11.を1ヒ{柔し、Vi,i.k・:)けr(「,il/]1・)プこも〔ノ)を∫i'.1:とL`〔↑吏jllLましオこ芋、7.ス.キ.「、ll'を11.11[.'」.く伺代:boに1/'L.:t)1.

に投ノ、Lました111"1渠は、狭いほ場.ては5111111}II:」'・.→」.、L・ほ場.で.は1〔[ILI問1;i.」・1でII」～ri'.1:Lました

.＼厩扇壽二!罵

薫隊・
排水対策計画図 暗渠掘削と竹暗渠管 竹暗渠での排水状況

またJll'1.架に挺透水を効率1「」tJ.に.呼くためhl1助11i.1・渠を」lkLけることにしまLたhl]IVJIIi.1.;1:には.般111」.に・II.il丸1[i'1'環か施

1される」1.「.川力`多'い『ぐ『.tカL、!rl・」ll.土モミ.ト1'フローによ1♪」:IljLIJJII,.'i.「斗ξをII"だ1;'.i.r.;一る.こと二1こしました

IJI.i以し[1[.i架は'li:i'llr"'1,1`Li[.二より1-:.`fl・くらいで.閉塞Lてしまいます..モミサフローは、)i・i.1:}:をチ七,レ[JJトでL.り...て

∫Lんて.いく.ヒ「lilH.}'にd'Lに籾,1『とをi、llli/～r」:)てL・きます.こ1ア)籾殻がイLをIU.IJ':ちさせてく:れます

モミサプ'ローは3～40cm程度の

深さで施工が可能

イ.11.水対.策・.りll…、li.1星か気になる.ヒころかと.ILI.いますか、「1・..」・1「.!.'.1'U.))J'に状態をtll」・.,たとこ7.,、俘完は帆.械を入れ『.Ct'1'.i."1

(きなかi、たか,'rtトは敗械を人れることかてきて作叢かし易くな・.1たとIII「1していただけまLた

1.11・水k.・11-1'.〔を'1こ施してい・ない1:・ミ1'接.ほ場と⊥'ヒll・えするヒ:切果の1.II1.がf・i」.'tるか.ヒ思いま『.t.
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層1そ成z71111芝 土地改良だより 11「..1{io',」・

霞曜醗廟

.欝争 鍵

恕
,

繧
鍵

岬.
}難議

懸憾憲

霧
蟹

童
叢

陛

多

霧

(A圃)は今回排水対策を実施したほ場(B圃〉は排水対策をしていない隣接するほ場

前日に10mm程度の降雨があったか排水状況に歴然とした差が確認できた..

アスハラカ.スノb:1'には、ni∫述したようにt・】1/kk.]'.良力'lji'・L・てすか、収:11ア.'フ,IIII」ド1:.〔Lid1.U)!こめには.かん水も.」1「lii'

に・下1'要なポイントにな:,ますli・と燥rl埼輩か続〔と一7ス・・ラカ.スは、体11民してしまい'1fiがII・ま'.てしまいますl

Lliに.適曖な水万1」こ態をili持『1一るたe～)には.fUl」lil川陀ほ.ILIをLLIi;iる二ととなt}ますか、]IU(ピーク111・IU」には1;Illllジヒ[1.〈穫

を・Lなtt・1しは.な:』.,ないほヒ.[.LLくなり、ヒても水管'」IIIまて気力:同らなくなります」ムいほ」葛ともなると、ヒても人

変な・フ∫ノJが.Z・1提にな・Jて:る・ノズぐはな」・でLよ・、か「'1.1」、ヒーン1昌・ノ,"ij'ノ」1'T力「ヒを111るた.㌔!)、また、できるだけ『女

i」111・<㍉r1老　i'.「一ぐさるよ・噛】::1-ill1・】1　川is'llP[L!知1∫・1」JVII.1∫リカ>t/k1・Ui'ilを・」・LtひLl..『・ご戊∫」月Uilllilを「1"『CL・ま..}一

この}1、i「ド∫のメリ.・「・は、ソーラー.」色'ILによりホンつ動1」がヒこてもrlrl.ill',て≧るた.!)、ほ場・!〉」　隅てもlr.眉r..1カ・lr]能

てす.ノ、ilノ.・力貝合1定1L/J)によノて111'1れたIIはホン7が1.;こ働Lてか!し水し、1.111・!月1け1[・.ま・ノて余万なかん・i;を[,な

いこヒからほ場見111[の丁'川か?'1りてきよす

'/ンクにlr之1剋を混セ..Cおltは,1LI,11jllにまきII臣ら『.}.こヒらなく肥1・1.も効・1.・」1:」:二tJ..しろニヒかII」iJEとな[1まr1'

txL::なるお「「」1[1'}te,乃1よ、ほ」易fy)条〔にもよりまr11カ」、1.f己fi"i';Lで1・』`、';もr・rソズぐ!U/J'Illl]il優11〕…1.ぐ111Fll人二.きるヒ・.つこヒ

てす

'.jl、,11'ほ場での1・Ul㌔II∫U"1は始ま・・たは.かりて、7スハラガ7,も収穫にはまた1-・2tlかかIIま『4ーか、t.il,]くk・1;イ1ヒ[1

動かん水装置の/・1匪ヒ効1」1てしt♪か;J収穫できるようにな探はヒ思・,てい・ヒ..i-

.二うした収h組みによJて、T:々・ラカスの'hイ'1,よ[)T'illfに⊥1(り胡入ていたた1ナるよう二t'1」llL・・.〕検Ilil'h..:t[rてb

.きノ㌔L・と.IL.1.・.・ま一よ

.1見「山を1.L'.」::Lてみたいノノは.JLJ]・こ辻格1・'さい地域.{1¶1課1ト[IIIIII、TELII)85712【〕・.;liSS

、

i" 一.
.._.ン.「

聡

燭

砕

.び
、

凶
一

このかん水装置の中枢となる制御装置です,

お好みの給水時間,給水量を設定できます、.

拍動(はくどう)かん水韓置の宴旺賦験

置.課囲

7zバ弓判え増暇の躍慌は㎜静ゆんrktifiMV手滅τ咳.

し鰍ノ.労"不足騨に5Ll十分に行われτみ弓す、コの駈廉"鐸題

.＼

2.目的
拍勘tyltホ9匿に占5自翼血んホ∩宥用世についζ慣口しま可.

3,拍動h,ん水頚置の特徴

・N邑光憂利用し隠7イ7一紛配.目舳的にniEホしfす.

・量壽1碗動襯,囎}の確操"ご色弓い断でも隠置び可rettt

・E射に応じ隠量の回11t水砦行告」i4.1鴫誓時多.曇天晒少】

・70昭鴨」120万円～Z5万円隈信Z珊置り可能石4.

〔上記のa額の循は鳳場の彬吠にδ乙1番す、

私「11τレ.に凸㌦.晒・f「L`5}二1.P':1ユ八..3こ記こf['こL1

謝体'島壊唱細艘鴨概所「電話0857zo]Sb51
協力.J《島眩い彰は.禰韻会社7〒イオ

匪饗」蟹「鵬h.
謄
♂「.

謎巌話、

「.野

勤

8月下旬の状況

(収穫にはまだまだですが緒構大ぎくなりました,)
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・

イこ会、j・也j或.ヒ1.疋1;ila・"'.ti'd系⊥こ〔17こ1『..iレilfrlへ11:i,]・i二t.「1カLRCC＼h冠1・詮1武馬眞にirl.各しまLた.RCC＼1[シビ

ノレコン→Fルーヲ」fン,'1..マー1・一シ』・1'1.ヒ1ま、1一廻生ll乏コンA十,しタント'、:}.・才ξi';t'tこiイこt/)2ζ)L「L「.「:,t♪1二)5.2il[11K'ヒし

て、:粕芳の適IEな・:・JLi」」をII:il'11/111するK'、業務に関するIZil[・」.「'.の.ID⊥.〔を処」ivするlf'.または1拍:1}成ト{1の

F,i:{傑4/f.「:に'ilノこるT'1.-1をいいま『≦一

また、地籍換地1,ll芝藤原係長∴11ri・順川係長[准J'.l!i「rlラカ;地li,,ITIじ1..1:lil!.1/・ノ.)認tl1鵡1}1にrr格しました

ti."i'J'トIV之ぴ』1.11),・illtを含む・括1一た地籍調.}}ヴ.)実施を民「1111]に湊託する二とかII].能にな・,た.ことを・.1'け、社

卜1.1法人1'/11・111,・[1..1川在協会力、1一地籍1川i/Ll「'寝のL程∫i.'i」」.ill及ひ.検i→iτ業1〕::.に.i.II].}ljLた技i.[li.呂'1ノ,il'i,,v{」を11

11{Jとして創設したII.呂定資格で、「地1.II-・..1丁..Illl硫員1力資格.を'取得.配.IUII.1・1.・,川IE,./)実務糸臼1、うこを:.lfl'・1:J、1..イ」.

する渚'で地1{llL程管1.illll研修を".乙11111:し、認定1武験に1'}格した;('」か認定されま『:1一

さらに、.「山1:Ill換」Ul,]il!イ1.11Hkllilj〔1仁1'・11,i..fLl)カ{1川:i::レに合1各LまLノ.二.なお、JUI.1或と:1'疑1深111111虚11Uこ、

地籍換地11[縣'{,1111技川]Of.hl嵩1:(111、11i[〕1ij・]Z1']ilil米ゴ・.iYi.f'i:〕がて.ll録1「「111:1によ;}測:,1.ト1ヒなりま1..たこ

れにより、イく二.こa)il11]1[:.17は、17G'ノ「ヒな:,ました

!武後もニャ眞,1.;rノ)ニーズにLL;えられる.よ一)、資格.?'e得〔二i司けて↓1'U;覗ん..こい.きます

島".=

`.'●

武良係長

地域支援課事業5係

澤主任

地域支援課事業3f系

聰L "ヌ:≡ 自'.

罫
」

曳
へ

～
!

自'凸=

藤原係長

i也籍換i也課測互三1f系

、獄ノ
血

酒;頼川係長

地籍換地課地籍調萱3係

▼
,'『

'

幽
.
'
」

石田技師

t也菜菖}奥i也課;貝リ.i己2イ系
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蓑鐵り監査隆遜鶏橿談懲導員堕醜置魔諺蜘置

本会では、水11総合強化推進半》匙の土地改良施設管理II.1滑化半業に取り組み、会員の皆様からの

L地改良上ド業に関する様々な相談を受けi・Jけています...

前年度に引続き適切な会計処理の実施と不祥事防止を図るため、会計・\}1,:査に精通した学識経験

者'臼LIA全国監1卜機構鳥取Illl監査部長}をil1.1談指導員として配置し、巡回指導も受fJしておりま

すので、折f:r,の埋事、Ill}1讐Pの勉強会等に是JI'ご活llll・'さい...

なお、イく年度は県と連携しこちらから巡1111指導にf,iJs)ことを計画していますので、その際はこ協

ノ」をお願いいたします

また、これまでと同様に1'∴';度かつ複雑な法的悶i趣に対しては顧問弁護1・;によるk・1応がiT]'能ですの

でこ'活用卜'さい

定期相談日

iリ'}1511・151i・L)r)U{1:llt・)La)」易で〉当モll)

定川1・il談ll以外についても随時受f・1'いたします

け1'護L、∫:こ1}IIII}11:査1:llll炎員による対'応は、H程を、IIIII1整させていただきますので工拍】ilにご1・1[談1"さ

いまた、弁II(髪lrti,/川は原川無料II目一、'案件によ'・ては費川の負Iliを牛じる場合が涛)ります}

囮
水LIllネ.ノト.と・}とり本言,ls']i・務IIIj及び鳥取、i'r,li.1trの各'」}・務所で・幽乏1・1しております.

会計監査相談員による研修会 顧問弁護士への法律相談
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