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平成28年2月24日(水)東伯郡湯梨浜町「水明荘」において、鳥取県土地改良事業団体連合会

第59回通常総会を開催しました。

開会で木村会長は、「農地は農業生産活動だけではなく、国土保全の役割も果たしており、適正

に維持していくことが大切である。今後においても、闘う土地改良として、次世代のためにも一

致団結していきたい」と挨拶された。続いて、来賓の仲家修一中国四国農政局長と安養寺寿一

農林水産部次長より御祝辞をいただいた後、議事に入りました、

まず、最初に竹内肇岩美土地改良区理事長を議長に選出した後、8議案について慎重に審議

され、いずれの議案も原案どおり可決されました。

第1号議案平成26年度事業報告及び平成26年度会計収支決算並びに則産目録について

第2号議案平成27年度会計収支補正予算について

第3号議案平成28年度事業計画について

第4号議案平成28年度会計収支予算について

第5号議案平成28年度賦課金徴収の方法及び時期について

第6号議案金銭の預入先について

第7号議案一時借入金の借入先について

第8号議案役員の報酬について

一鳥取県土蒐改良事業団体連合会第「'「通常総会

無"一!"r一Tl
Lit

木村会長の開会挨拶

『鳥取県ニガ、'改良事業団体連合会第「「通常総会
ゆコロ

」・・「'T(「1"一「

幕取県土三与良事業団体連合会箪「「通常総会

"'1"バTT「

齢
望
嚴リ
ロ
　

一一

安養寺次長 決議(案)朗読(地籍換地課田中技師)
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全邑水圭里皐ットが鷹5a回騒賞総会…』慶妙
fi第517/回全国圭地改良功労者表彰或』をi開催

平成28年3月25日(金)東京都「都市センターホテル」において、全国土地改良事業団体連合会

「第58回通常総会」が開催され、全議案について原案どおり承認されました。

続いて、「第57回全国土地改良功労者表彰式」が行われ、本県から下記の団体および個人が受賞

されました。

〔団体表彰〕

銀章稲光井手土地改良区

(山根秀之理事長)

鐸

蹴二」

P

等L

＼

〔個人表彰〕

西尾文雄

田村智修

田中美千代

(飯盛山土地改良区理事長)

(鳥取県土連技術専門員)

(〃〃)

叢影式

摺

'＼

鳥取県受賞者の皆さん

左から中村常務理事(県土連)、田村技術専門員(県土連)、

木村会長(県土連)、西尾理事長(飯盛山土地改良区)、

山根理事長(稲光井手土地改良区)、田中技術専門員(県土連)
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平成28年3月8日(木)午後1時30分より「鳥取県土地改良会館」(鳥取市)において、「平成27

年度鳥取県再生可能エネルギー推進協議会通常総会」を開催しました:

総会は、最初に鳥取県再生可能エネルギー推進協議会中村会長の挨拶の後、中村会長が議長

となり3議案について慎重に審議され、いずれの議案も原案どおり可決されました。

承認された議案は次のとおりです。

議案第1号平成27年度事業報告及び収支決算見込みについて

議案第2号平成28年度事業計画(案)及び予算(案)について

議案第3号鳥取県再生可能エネルギー推進協議会規約の一部改正(案)について

)

窒三》

中村会長の挨拶 通常総会の様子

跡蹴亥蝿灘肇蓼i篶窺勤ll動忍興皇そ
・')・!.n;.c-1,.r:一一『'醗慰lll:1,.壕雪三満塁灘・1

平成28年3月8日(木)、通常総会終了後、「小水力等発電導入技術力向上地方研修事業研修

会座学研修」を開催しました。

「山口県における再エネ事例について一農業用水等を活用した再エネ導入事例・計画一」とい

う演題で山口県±地改良事業団体連合会義嶋毅士課長からご講演頂きました。

NM

⊂

岬

澗

義嶋課長の講演 座学研修の様子

小水力発電設備として農業用排水路の落差を利用した事例等を紹介して頂きました、電力使

途としては、獣害防[ヒ用の電気柵、集落内防犯灯への利用をされていました,
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「農地利用の最適化」を目指す

鳥取県農業会議

会長川上一郎

農業委員会法が改正され、平成28年4月1日から施行される。

法改正のねらいは、農業委員会の重点業務を「農地利用の最適化」と明確にされたことで

ある。したがって今後は、「増え続ける荒廃農地の発生防止・解消と担い手への集積・集約化

を図り、農業の健全な発展」を目指した活動がこれまで以上に強化されることになる。

この改正に伴い、農業委員とは別に「農地利用最適化推進委員」が新設される。農地利用

最適化推進委員は、農地面積100haに1人を上限に市町村条例によって定められるが、そ

の時期は、県内では日南町、日野町が28年度内、ほとんどの多くの市町村は29年度内のそ

れぞれ農業委員の次回改選期に任命される。もとより、推進委員が設置されるまでは現行の

農業委員がこの任務を兼ねることになる。

しかしながら、「農地利用の最適化」の道のりは想像を絶するほどの険しさがある,、

そのひとつが、強い農業を目指す「産業政策」と多面的機能を発揮する「地域政策」の調

租、なかでも中山間地域において、生産と生活の両立をいかに実現するか、それは依然とし

て全国的課題だと言えよう、,

いうまでもなく、農地は個人の土地でありながら公共的な性格をもつことから、農地集積

や維持管理については、共益性と公益性の責務の観点から理解を得るとともに、地権者全会

一致の合意が必要となる。このため、関係者の話し合いと合意形成に至るプロセスにおいて、

その準備や企画、計画、そして何よりもそれを働きかけるリーダーの存在や環境づくりが肝

要となる。一方、関係機関・団体に対しては、それぞれがバラバラに対応するのではなく、もっ

と一体的な活動のもとで組織や経営体など現場に直接寄り添った取り組みが求められる,

そこで、鳥取県内の農業委員会は今回の法改正を機に、対象と課題を明確にしたプロジェ

クト活動方式を導入することを申し合わせした。具体的には、農業委員、農地利用最適化推

進委員とも地域担当制を敷き、集落営農や中山間直接支払い協定組織、認定農業者などの解

決課題を整理し、関係機関・団体の協力を得ながらプロジェクト型の支援を行うものである。

格段のご理解とご支援をお願いする。

一5一



平成28年4月 土地改良だより 第463号

鳴取県圭地改國区i役職員既修会1第2回蝉を阻圏

鳥取県土地改良区等役職員研修会第2回(水土総合強化推進事業技術力向上のための研修会

9)を平成28年2月8日(月)「倉吉未来中心」(倉吉市)にて開催致しました、カリキュラムは、

下表の通りです,なお、当日は土地改良区の役職員ほか143名の参加がありました。

講演では、まず、公益財団法人鳥取県農業農

村担い手育成機構上場理事長から「重要になっ

た土地改良事業と農地中間管理事業の連携」と題

して、農地中間管理事業を進める上で、土地改良

区に期待される役割、市町村・農業委員会との連

携を豊富なご経験に基づく具体例を交えながら説

明いただきました、、

上場理事長

続いて、中国四国農政局土地改良技術事務所

保全技術課竹内係長から「土地改良施設のストッ

クマネジメントについて」と題して、施設の有効

活用や長寿命化を図り、ライフサイクルコストの

低減をするストックマネジメントの具体的な実施

方法を説明いただき、様々な情報を得ることがで

きました。

竹内係長

その後、中国四国農政局農村計画部土地改良

管理課小原係長から「土地改良区体制強化基本

計画について」と題して、組織運営基盤や事業実

施体制強化の取組を促進するために作成する体制

強化基本計画について、その意義と具体的な作成

方法を説明いただきました。

小原係長

また、鳥取県農林水産部農地・水保全課原

田課長補佐から「土地改良区検査等について」と

題して、平成27年度に鳥取県が行った土地改良区

検査における指摘事項、土地改良区業務における

マイナンバーについて、説明いただきました,,

原田課長補佐
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最後に、本会が土地改良事業等に関する法律相

談を委託している曽我弁護士から「土地改良区に

必要な法知識について」と題して、特に近年高齢

化する農業者の身近な問題として、遺言というテー

マを取り上げ、事例を交えて解説いただきました。

曽我弁護士

なお、講師の皆様には、貴重なお話を頂きましたことをこの場を借りてお礼を申し上げます、

また、アンケート結果で、以下の感想がありましたので、来年度以降の参考とさせて頂きます。

・農地中間管理事業のことが上場理事長の話でよくわかった。今後も推進して頂きたい。

・法知識については、とても良い研修でした.

・多数の参加者があり、土地改良区関係者の意識の高さがうかがえた。

・専任職員のいない土地改良区は、今後の維持管理が大変だと感じた、,

・職員が少ないので午前の部、午後の部と2回開催としてほしい。半日開催を希望します。

捻貯:・監・
『「'輩

10:00～10:05開会挨拶
鳥取県農地・水保全課

課長俵俊一

10:05～12:00
重要になった土地改良事業と

農地中問管理事業の連携

(公財)鳥取県農業農村担い手育成機構

理事長上場重俊

12:00～13:00昼食

13:00～13:40
土地改良施設の

ストックマネジメントについて

中国四国農政局

土地改良技術事務所

係長竹内昭登

13:40～14:20
土地改良区体制強化

基本計画について

中国四国農政局

土地改良管理課

係長小原拓生

14:20～14:30休憩

14:30～15:10土地改良区検査等について
鳥取県農地・水保全課

課長補佐原田泰一

15:10～16:20
土地改良区に必要な法知識

について

弁護士法人TNLAW

鈴木・曽我法律事務所

弁護士曽我紀厚

16:20 閉会
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鳥取県農地・水・環境保全協議会

支援員小林孝規

今年度は四国の愛媛県・愛媛県多面的機能支払推進協議会が主催され、平成28年2月4日(木)

に「平成27年度多面的機能支払中国四国シンポジウムill愛の国えひめ」として開催されまし

た,、松山城と道後温泉の中間付近にある、ひめぎんホール(愛媛県県民文化会館)で行われ、

1-【-1国四国の9県から主催者発表では、約700名(県内38名)の参加がありました。

開会

会場の様子

シンポジウムでは、主催者として愛媛県多面的機能支払推進協議会会長の三好西予市長の開

会宣言に始まり、中村愛媛県知事、強谷(すねや)中国四国農政局次長が挨拶された後、愛媛

大学農学部武山絵美准教授の基調講演が行われました、・

武山1佐教授は、国の食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会委員を務めておられ、

また、専門分野は鳥獣害対策と言っておられましたが、今回は「農地の多面的機能とは何か、

そしてどう活かすか」と題して、多面的機能に関する素朴な疑問から、農地が持つ多而的機能

の種類、農業が抱える問題点、広域化の必要性等について講演頂きました、なかでも、それぞ

れの地域において条件の悪さをll叉り上げるのではなく、良いところを伸ばす努力をしたことで、

地域に活性化が生まれ、コミュニティーが強化されている事例.また、個別の集落で取り組ん

でいたが活動の継続が困難な組織が増えたことで広域化に取り組み、活性化を取り戻した事例

等を題材に、多面的機能支払交付金を有効に活用して欲しいと話されました.また、「活動を通

じ、農地・地域を皆で守るという意識を向一Lさせること」、「補助ありきの組織でなく、組織あ

りきで補助を使うことが重要」と強調され、まとめとして、「多面的機能を強化することは農業・

地域を強くすることにつながる」、「地域にしかない価値が人を呼び、商品を産み、農業を活性

化する」と締めくくられました.
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続いて熊本市の天明環境保全隊の永井事務局長が講i演されました。天明環境保全隊は30集落

と農業団体・学校関係等の16団体で構成された広域組織で、対象農地は田・畑で1.182ha、農家

980戸(内、専業農家310戸)で、ナスは全国2位、メロンは同3位、トマトは同ll位の生産量

という大規模な地域であります。本地区は参加集落、面積も広範なことから、農地維持活動の他、

それぞれの集落のニーズに応じた地域活動や都市との交流活動、流域連携、農業体験等を通じ

た学校教育との連携、福祉事業所との連携等各種の活動が行われており、地域のみならず、地

域外との交流、仲間づくりが出来たと喜んでおられました。また、何よりも良かったこととして、

「地域の農業振興をオール天明で考える体制が出来たこと。」と話されました。

シンポジウムの後半では、平成27年度多面的機能発揮促進事業中国四国農政局長表彰最優

秀賞を受賞された山口県周南市の「向道環境保全会」と香川県三木市の「三ッ子石池資源保全

組合」から活動内容の報告がありました。

向道環境保全会は標高400mに位置し、協定面

積20.lhaの平均的な活動組織です、農地は基盤整

備がされているものの山間のため棚田形式となっ

ており、大きなところでは9.Omの法長を有する

農地があるなど、決して恵まれた地形とは言えな

い地域であります。今回この地域が最優秀に選ば

れた理由として、多面に取り組んだ本地域が、そ

の不利な条件を逆手に取り、集落を活性化させた

ことが評価されたと思います、では、何をしたか

と言いますと、この邪魔な法面を活用し、芝桜を

植え、更に配色を変えることでアートな作品に仕

事例発表の様子

上げる、デザインは、地元のデザイン専門学校の生徒からコンテスト形式で募集するなど、10

万本の植栽に地域を巻き込んで取り組んだことから、現在では400人程度の村に年間5万人が訪

れる一大観光地に成長させたことで、地域の賑わい、生き甲斐、コミュニティーの強化が図ら

れたことだと思います、

三ッ子石池資源保全組合は、協定面積104ha、13集落、農家191戸、農家以外64戸で構成され

た広域組織であります。本組織は多面的機能支払のメニューに添い着実に事業を実施してこら

れた点が評価されたものと思われます。発表では組織運営の苦労話もされていましたが、現在

では集落個々でなく「地域全体で地域を守る」体制が構築されてきていると報告されました。

なお、来年度は、岡山県で開催予定です。本県での開催予定は、平成30年度となっています一
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平成28年3月27日(日)アロハホール(湯梨浜町)にて、鳥取県、鳥取県農地・水・環境保
全協議会主催により「平成27年度多面的機能支払研修会」が開催されましたv県内の活動組織
等から、410名の参加がありましだ

開会にあたり、鳥取県農地・水・環境保全協議会木村会長が挨拶されました。その後、中国
四国農政局農地整備課江角室長より「多面的機能支払制度の実施状況」について、広域化の事
例を主に説明がありました

次に、日本型直接支払の中国四国農政局長表彰が行われ、優秀賞を受賞した西郷農地水まも
り隊(多面的機能支払)、口細見集落協定(中lil間地域等直接支払)、方地地区資源景観保全活
動組織(環境保全型農業直接支払)の代表に表彰状が授与されました、

木村会長の挨拶 中国四国農政局長表彰

続いて、西郷農地水まもり隊の窪田俊憲運営委員会長より優良事例発表がありました,設立
経緯や主な活動内容について、活動組織にとって、とても参考になるお話が聞けました

また、天明環境保全隊(熊本市)永井幸人事務局長より、「広域化が地域農業を強くする」と
題して、ご講演頂きました

最後に、徳野貞雄理事長(熊本大学名誉教授)より、「世代、家族、集落をどう残すか」と題して、
ご講演頂きました.

窪田運営委員会長

徳野理事長研修会の様子

活動組織が抱えている役員の高齢化、後継者(担い手)不足を考えますと、広域化を進める
意義は十分あるように思います,
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この度、地域支援課に配属となりました山崎速代と申します。鳥取

大学では農業経営学を専攻し、土地利用型農業経営体向けのソフト

ウェアの開発研究を行っていました,鳥取県土地改良事業団体連合

会では臨時職員として三年問、水土里情報を中心としたGIS関連の

業務に携わってきました。測量・設計等の仕事は未経験になりますが、

1日でも早く皆様のお役に立てるように頑張りたいと思いますので

ご指導・ご鞭燵のほどよろしくお願いいたします。

初めまして、この度、鳥取県土地改良事業団体連合会〔地籍換地課)

に採用となりました、井」二誉与志と申します、,私は、米子工業高校の

土木科出身です。測量が好きで、大会にも出場させて頂きました.残

念ながら全国大会は逃しましたが、夏休み毎lr、仲間と練習し、よき

思い出となりました.,私の測量に対する情熱は、誰にも負けないつも

りです.こんな私ですが、皆様、どうぞ宜しくご指導、ご鞭燵をお願

い申しLげます、.
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本会では農業農村の整備を進めていくために必要な技術力の向一ヒと人材育成のために各種資

格の取得を進めております,

この度、松永技師、福政技師、田村技師、田中技師が「技術士補」資格試験に含格しました[「技
術士補」は、将来技術十をめざす若手の技術者が受検する資格ですが、今後様々な業務で研錯して、

技術士合格を勝ち取ってほしいものです「

倉古事務所石川係長が、「地籍主任調査員」検定試験に合格しました,地籍業務において、さ

らなる活躍を期待させてくれます。

本部地域支援課澤主任が、「農業水利施設機能総合診断士」認定試験に合格しましだこれまで、
技術一1;、RCCM、「コンクリート診断士」の資格取得がありますが、今後様々な業務に生かし
てくれることでしょう、,

本会は、会員ニーズに対応するため、職員の資格習得に向けて取組んでいきます。

RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)とは、「建設コンサルタント等業務に係わる責任ある技術

者として、業務の適正な執行を監理する者、業務に関する技術⊥の事項を処理する者、または業務成果の照

査の任に当たる者」をいいます。

地籍工程管理士とは、平成22年の国±調査法の改正により都道府県又は市町村が行っていた工程管理及

び検査を含む一括した地籍調査の実施を民間に委託することが可能になったことを受け、社団法人全国国土

調査協会が「地籍調査事業の工程管理及び検査業務に精通した技術者の育成」を目的として創設した認定資

格で、「地籍主任調査員の資格を取得後、地籍調査の実務経験を3年以上有する者で地籍工程管理±研修を

受講し、認定試験に合格した者」が認定されます。

一ll一
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【課長補佐の部】
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倉吉事務所

課長補佐
琴浦町

(兼)倉吉事務所次長
課長補佐 派遣解除

西村厚子米子事務所
課長補佐

(兼)米子事務所次長

課長補佐
倉吉事務所

(兼)倉吉事務所次長

【係長の部】

・罐劉晟謙当霞嘉ラき「
武良隆司地域支援課事業3係長

詳轟難調薩奪
事業5係長

米子事務所
米子事務所駐在

濱田智広地籍換地課 事業2係長
測量3係長

倉吉事務所
倉吉事務所駐在

藤原和之倉吉事務所
事業4係長

倉吉事務所駐在
地域支援課 測量1係長

【主任以下の部】

1運一圏ト1翫議
澤田賢一地域支援課主

焉一il漏÷う議塁長着蒔認薩鍵」
任地域支援課技師

松永聖矢地域支援課技師 (一社)地域環境資源センター技師派遣解除

山崎速代地域支援課技師 新規採用

井上誉与志地籍換地課技師 新規採用

【派遣職員】

「二底二護二⊃L.:二一一ヨ

千熊一肛、

riJ'一一蓮至裂二三三三二三三コ[ヱ::二藍藍量菰1-一ニー二

岩美町継続

福田健治 北栄町 継続

徳田享裕 琴浦町
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冨田幸宗 江府町 継続

津中孝 島根県土地改良事業団体連合会 継続
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