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平成30年度農林水産予算概算要求額は、農林水産予算総額26,525億円(対前年比115%)で、う

ち公共事業費は8,222億円(対前年比120.3%)、非公共事業費は18.303億円(対前年比112.7%)と

なっています、この内、農業農村整備事業関連は、次表のとおり5,020億円で、前年より1,000億円

の増額を要求しています、

〈農業農村整備事業関係予算概算要求〉 (単.fケ億円)

29年度予算額30年度概算要求額

農業農村整備事業3,0843,793

一(123.0%)

農山漁村地域整備交付金701820

儂業農村整備分)一(ll7.0%)

農地耕作条件改善事業(引公共)236407

一(172.800)

/LO205,020

司一(124.9%)

※lFl1数は四捨h人のため、端数において合Ili'とは

21・段0,IIきは29年度〕驚争額とo)⊥ヒ・i・・てある

致しないものがある

(億円)国の農業農村整備事業関係予算1当初の推移
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平成3Q年度概算要求における,
農業農村整備関係事業の主な新規対策

農地中間管理事業関連の負担軽減など、新規制度を重点的に要求されています・(下表のとおり)

`拝涛～三名1'日III隆減等ヌ・」策の概1契

1畏」山IDI昌1/1ゴi・♪μ1幾十lljl艮jj也1畏」也}{1二ζfliil」li業【巧:,i・J3.[】i農」也IIIIIU管∫ll!機lllllによる担い丁・への農地の身、一積・集約化を拍進するため、基盤整備に係る1}i一
業費の12.50〔}～1〕(く≧額ll・1費)を交'f・」'一

農地1、川f乍条件改lrl-1」1業【拡充】1農地【ll問管」lll機{1111による担い丁への農地のq、
一積・集約化を訂〔進するため、III・盤整備Gヒ吝〔1助成)

に1系る'1耕、費の12.5%',llを交付211ノ」施llを活川するIIIII易整備dlllll「1除去、Ill'1渠整備允勃に対する定額助成(中心弄～旨営体に集約化する農地については助成lii価を21ill」IJli㌻11さらに、農地111問管理1・ゐをII貨定しつつ、新たに一高収益f/1物への転換を図る農地については、一一3'、illり川算〔r副5割1川算)
Ij也己気∫乏ろ匝1没づ憧づ逢'lllll気1夏llll」i業【1:jl規】1レ」也己父⊥`乏1メ(ノ)づさイ邑1」i・111気1こ」込」座力・!♪{,圭i亟力「1{Jl二k・jL己:一一一するため、農業1{の11111}Il・負lIIを原則求めずに一一一復田を実施

農イ・Lj地域防災減災lji裳【拡充】1地域の防災1廃i1.することが妥当な場合の防災IP.,1∴1.ため池の廃[1.に対する定額Il/J成2定額川」成のソフト1」1業(剛震照で以lrllllll策定、ハザードマッフ'の掬」矯)31地改良法改ll'によるJIIIilllllの1「ll・1㌧1三化1」1業について、農業者の負担を原則求めずに:li業を実施
1喪易く負羽1金lil得成支二{菱対策lli岸、【'広充】1/11と易ぐf'旦子1【ぐi㌃o)1賞」堂不1」ゴ(りi功b又'、ll・(ノ1隻」也1「1;昌j循'JIll一機仙を通じた農地0)賃貸llllに係る農地IJ[f/1条f'1'

改lll-'li業の実施に当たっての支援)

lD卜線部は「'1反30イ1・度概算亥求に才5ける新規・拡允'」i項

㊤ 「美しく豊かなむらづくり大会2017」開催決定
平成29年12月13日(水)13:00～16:30「八ワイアロ八ホール」

【講演】演題「土地改良区の役割と地域連携について」

講師笹野土地改良区理事長八木正邦

(株式会社ささ営農代表取締役、ささの夢を育む応援隊代表)

演題「農業農村整備の方向と地域コミュニティの役割」

講師農林水産省食料・農業・農村政策審議会

農業農村振興整備部会部会長(委員)渡邉紹裕

(京都大学大学院地球環境学堂教授)
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衷部翌画改艮毒業推進協議会か塘役職員覇修会嬉妙
±地改艮專業等に閨薩局意見嚢換会劃を開催

9月28目(木)しいたけ会館「対翠閣」において、

東部⊥地改.良事業推進協議会主催による「土地改良

事業等に関する意見交換会」が市町村、土地改良区

役職員等32名の参加者を得て開催されました.

最初に、東部ヒ地改良事業推進協議会の榎本会長

から「農繁期のお忙しい中、多数参加して頂き有難

うございました、折角の機会なので有意義な会とし

て頂きたい一」と挨拶されました

続いて、陳部の農業農村整lli{1事業の取り組み等

ー

ー

㌻
!

色
ミ

'.、1'

自i昌♂,

について』と題して東部農林事務所地域整備課三島課長より資料に基づいて説明がありました

内容としては、Ii東部農林事務所地域整備課が行っている施策・事業(ため池流木対策、多而/白機

能支払、台風18弓'の被害状1}己)121一ヒ地改良法の改LE31平成30年度概算要求における事業制度の創

設・拡充でした、

次に、「水一ヒ1巨ネットとっとりからの情報提供」と題して、鳥取県ヒ地改良事業団体連合会r「1村

常務より資料に基づいて説明がありました

最後に、東部農林事務所宮}]」所長より「鳥取県東部農1:木事務所の取り組みと稲作の話題」と題

して講演がありましたその後、出席者の意見交換が行われました

参加されたh地改良区からは、「米価についてどうかこの状態が続くならば、農業を続けてい

くと赤字が増え続けるということになり、個人的には対応出来ないという組合員の声を耳にす

る集落営農とか大規模農家への委託がドとなっていくのでしょうが、L地改良に要した負担金

を誰が払っていくのかという川題が生じる」「ラッキョウ1ド産農家で困っているのは、植付、根

葉切りの雇用です、まだまだ機械化には至っていないので、作業して頂ける方を紹介してほし

い「」「:ヒ地改良事業の補助率20q()はなかなか出せない,雨水まで受ける川水路(-1:水路〉がある

災害のことを考えると、負担率の相談をしたいと地元で考えている.」「ため池があるが利用して

いない、.管理も大変なのでどうしたらよいのか、又、所有者が耕作できなくなり、誰に頼まれて

いるか、賦課金を誰にかけていいのか困っている」「砂丘地での石綿管の更新事業を実施してい

るが、予算確保をお願いしたい」等活発な意見交換がありました1

単啄》

コ
ロ

濡
＼く＼・鱒

、、'ト

研修会の様子

雲癒

・鯉義鐙

意見交換会の様子

一
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西部圭地改農事叢推進協議傘が殿職員翫修郵簗1》
±地改康事業等に関嬢筍意見嚢換会』を關催

8月31日(木)米子市福祉保健総合センター(ふ

れあいの里)において、西部土地改良事業推進協議

会主催による「役職員研修会及び土地改良事業等に

関する意見交換会」が市町村職員、土地改良区役職

員等54名の参加者を得て開催されました、、

冒頭、西部土地改良事業推進協議会の石会長から

「我が国では、少子高齢化、人口減少が進み農業従

事者も減少し、農業・農村は大変な危機を迎えてい

、
い

零

一

孟
・

r
」

指

る、この様な中、国では、事業申請、事業同意、事業負担を求めない事業が創設されると共に様々

な施策が検討されている一これは、日頃の皆様の努力が新たな事業制度の創設や、制度改j上に繋

がったと考えている一平素から、皆様の農業農村整備串業の推進に対するご尽力に敬意を表しま

す、」と挨拶されました、

続いて、鳥取県一ヒ地改良事業団体連合会木村会長の来賓挨拶の後、「鳥取県からの梢報提供」と

して西部総合事務所農林局松ノ谷地域整備課長より、機構関連1i業の要件の検討状況について

説明をされました.

次に、鳥取県土地改良事業団体連合会中村常務が「土地改良を巡る最近の情勢等について」と

題して、平成30年度の農林水産予算概算要求の概要及び農地中聞管理事業と農業農村整備事業

の史なる連携強化の必要性等について話されました,その中で「業務委託を含めた各土地改良区

と機構との連携強化について検討いただきたいまた、各土地改良IX:が様々な問題を抱えている

中で、⊥地連の管理指導センターでは多数の⊥地改良事業関係相談の実績あり、その質疑・応答

について情報提供をしていきます、」と言われました.,また、国会議員、関係省庁への要請活動の

要望内容についての説明もありました一

最後に、意見交換が行われ耕作放棄地対策、相続人不在の農地の対策等について、活発な意見

交換が行われました.

、

墜

研修会の様子 意見交換会の様子
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呼成29年度島取県圭地」改艮区{篶役職員研修含(第司回))』を開魍

8月4Fti(金)湯梨浜田」'中央公民館において、平

成29鞍鳥職」・地改良区等そ騰t研修会・第1帆、,、一一一f
i呵)を開催しました。当日は、土地改良区の役職貝

てはいけないこと、絶対に守らなければいけない
＼'

ことをテーマとした、、もう一つは、農地中間管理事

く理解して、このチャンスを生かすように是非地域で話合って頂きたいとの思いで、農地中間管理事

業とヒ地基盤整備をヒ地改良区が巾心となってやられている安来市L地改良区のお話をきくように

した..また、多面的機能支払の中間評Illliで、多lrll活動に取紅んでいるiii[ll」'村ほど、担い手の集積が進

んでいるという結果が川ている、」と挨拶されました.

最初に、鳥取県一L地改良管;理指導センター福)[・晃相談1旨導員から『1:地改良1メ:等に関する不祥事件

の未然防1トについて.[iの講義がありましたその中で、不祥ljl:の未然防1卜1こついて、以ドのことを挙

げられました

福井晃相談指導員

(1)健令な組織運営態勢乞ワ;の構築

・役員及び職員は、fiJ1'f修会等に参加するなど1'1己flJlzさんに努め、法令

等を遵守する

・会lil処」]1[においては、職員1人にすべてを任せることがないよう、

会計担'li理1」i一による確認h1ノ:会を徹1上丸すること

・ヒ地改良1>〈:"::};の財務状況の透明化を図るため、複式簿記会,i1'の導

人の促進を図ること「

(2)監査の充実

ア.監「拝監査の適切な実施

監査においては、自ら預金通帳及び金副1機関の発行する残高証明

rli:と金銭川納享・葦:との照合を確実に行うこと

イ.外部監査等の導人促進

外部の第一{者の視点から1:地改良区":1};の財務状況等の【ii-i,:査を行う

外部II監査の導人の促進を図ること.

次に、巾国四国農政),,jJI1地改良管理i{耳!伊藤秀之.11地改良指導官から[「改11そ個人情幸1乏保護法について』

の講義がありました、以ドが、改IL個人情報1隔芝護法のポイントでした.

1.個人情報保葺些委員会の新設

2.個人情報の定義の明確化

I!i利活川に資するグレーゾーン解消のため、個人情報の定オ隻に身体的特徴等が対象となることを

1リコイ1在イヒ,、

2要配慮個人情報(本人の人種、信条、病歴など本人に対する不当な差別又は偏見が生じる可能性

のある佃人情報)の取得については、原則として本人同意を得ることを義務化.、.

3.個人情報の有川'卜llを確保(利活用)するための整備

匿名加工情報(特定の1「1[人を識別することができないように個人情報を加1:した情報)の利活川

の規定を新設。

一6一



第470号 土地改良だより 平成29年10月

4.いわゆる名簿屋対策

5.その他

①取り扱う個人情報の数が5,000以下である事業者を規制の対象外とする制度を廃止。

→すべての土地改良区が個人情報保護法の対象となる。

②オプトアウト規定を利用する個人情報取扱事業者は所要事項を委員会に届け出ることを義務化

し、委員会はその内容を公表。

③外国にある第三者への個人データの提供の制限、個人情報保護法の国外適用、個人情報保護委員

会による外国執行当局への情帳提供に係る規定を新設。

中国四国農政局農地整備課小林孝係長から『土地改良法等の一部改[Eに伴う農地中間管理機構関連

事業の要件検討状況について」の講義がありました。その中で、機構関連事業の5娑件について、丁

寧な説明をして頂きました。

〈機構関連事業の5要件>

1事業対象農地のすべてについて、農地巾間管現権が設定されていること一

z各団地の合計面積(Lll業実施範囲)が一定規模以上であり、かつ、各団地が一定の要件に適合す

ること

'3機構の借入期間(1-1」問管理権の設定期間)が串業計画の公告口から一定期間以ヒあること

'1本事業の実施により、担い手への農川地の集団化が相当程度図られるこど,

5本9i・業の実施により、i.lf業実施地域の収益性が相当程度向一Lすること.,

最後に、安来市L地改良区石倉刻夷理事長、イ1倉保事務局長から『農地中間管理事業を活111した県

営ほ場整備とL地改良1ヌ:の関わりについて』講義がありましたまず、右倉士llいjl長からは、安来市ヒ

地改良lx:の紹介があり、その中で、l!l平成18年4JllHに3L地改良区(安来1【にヒ地改良1ヌ、広瀬町

L地改良1メ:、イ1[1/〈IH]'ヒ地改良1ズ)が合併し、5年をかけて賦課金を統一したこと121中海一]一拓地安来⊥

1・〈1,li)・t,1整池に水ヒメガソーラ(発電規模:1.000kw)を、1受置し、年間貸f/li:1・2,400千円をL手にL地改良区

で運川していることをお話しいただきました1石倉事務局長からは、・ll今後のほ場整備事業の計山

〔'1"成29年から平成43年まで7地区を〕劣ヒ)12フォアスシステムの導人による転作f乍物で営農糸1【織

が収益をヒげていること、31中間管∫Ill機干11との連携では、能義第二地1×1の集積率は90.19。により規模

拡大交付金、集積協ノ」金の交i・Jをうけている大塚地区の集積率は89.8%で規模拡大交伺'金、集積協

力金、耕作者集積協力金の交付をうけていること、などをお話しいただきました.

伊藤土地改良指導官 小林係長

゜
,零

,認
璽
■
■
騨
も

厨感
安来市土地改良区石倉理事長

アンケート糸lll果では、受講した感想では、おおむね理解できたが多かったですが、個人情報保護法

は、なかなか理解できなかった方もいらっしゃったようです。また、今後受講したい内容としては、「多

而的機能支払交付金の取組み状況」「賦課石≧、会計経理の対応」等でした,、

なお、第2回の開催については、今回のアンケートのご意見も参考としながら、平成30年2月頃を

予定しております
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8月から9月にかけて、大学生の職場体験・実習を2回行いました。1回目は、とっとりイン

ターンシップ(鳥取県内の産・官・学が主催)による大学生2名を受入れ、2回目は、鳥取大学の

インターンシップ(「学外実習」等の授業科目として開設)による大学生2名を受入れました

1回目は、8月28日～9月10の5円間、鳥取大学農学部生物資源環境学科3回生2名(坪内

大造、池淵博之)が夏季実習されました、

実習内容は、①土地改良施設視察研修12ほ場整備現地境界確認実習3農業集落排水施設診断実

習ユ『地籍調査実習でした、

CADトレーニング ため池改修の現場にて

【インターンシップを終えて】

今同のインターシップでは、-L地改良施設の視察、CAD演習、農業集落排水処理施設の機能li参

断、ほ場整備現地境界確認の実習、地籍調査業務といった業務をさせていただいたが、これから

は、大学で農業L木を専攻している学生の将来行う仕事としてト分考えられることであり、自分

の将来の進路を考えるLでの貴重な体験となったと思います、実際の作業では、大学の講義や実

習で学んだこととリンクすることがあり、自分が大学で学んでいる内容が将来の仕事に活かす

ことができるのだと実感し、学業のモチベーションの向トにつながりました,職員の皆さんには、

優しく丁寧に指導していただき、大変お田二話になりました、ありがとうございました,

鳥取大学農学部坪内大造

今回のインターシップに私は、今までに授業で学んだことを活かすとともに、新たな知識を積

極的に吸収し、身に着けることを目的として参加させて頂きました.体験においては、今までに

学んだことについても触れる機会がありましたが、新たに学ぶことや改めて気づくことが多く

を占め、発見の多い充実した時間を過ごすことができたと思います、最後にインターシップでお

世話になった方々に改めて感謝したいと思います,様々な場而においても親切に接していただ

いたお蔭で、とても楽しい1週問でした一,本当にありがとうございました,,

鳥取大学農学部池淵博之
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2回目は、9月4日～9月15日の10日間、鳥取大学農学部生物資源環境学科3回生2名(吉本

新一郎、宮岡孔太郎)が夏季実習されました。

実習内容は、①測量実習②農業集落排水施設診断実習③土地改良施設診断実習④設計実習⑤地

籍調査実習⑥土地改良施設視察研修⑦その他(下水道財産調査、水土里情報など)でした。

土地改良施設の見学

・い欝・な'・

…雪a劇
土地改良施設(樋門)の診断

【インターンシップを終えて】

インターシップ期間中は、土地改良区の管理する施設の診断や見学、ポンプ設置の測量と設計、

設計の積算作業、地籍調査等を通して、連合会の仕事に触れさせて頂きました。その中で、普段

自分たちが知ることのない施設管理の大変さ、そして大切さを感じられました.実習中に行った

様々な業務の中で、自分の持っていた知識で理解できること、新たに知ったことがたくさんあり、

ほんの少しだけではありますが、この先の社会を見ることができたと思います。最後になります

が、インターシップ中にお1塑1話になった職員や改良区の皆様方に感謝を申し上げます.親切で丁

寧な指導や説明のお蔭で充実した2週間となりました。ありがとうございます,

鳥取大学農学部吉本新一朗

毎日違う内容の実習が用意されており、充実した時間を過ごすことができました。今回の実習

を通して今まで大学で学んだことが十分に活かせることがわかりました。工事中のため池の断

面を見れたことが印象に残っていますまた、パソコンの操作や測量の時の野帳の取り方など今

の自分にまだまだ足りない部分もわかることができました。大変お世話になりました。ありがと

うございました。

鳥取大学農学部宮岡孔太郎

会員情報

【理事長の交替】

天神野土地改良区 杉原 平成29年8月1日
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今回は、米川土地改良区河本加奈主事(とっとり水土里の女性会メンバー)

をご紹介します、

今年の5月に米川±地改良区に採用頂いた新人で

す。これまでは、事務や総務の仕事をしておりました。

幼いころから何気なく米川と親しみ育ちましたが、恥

ずかしながら歴史や施設、土地改良法など全く知らな

かったため勉強する日々です。

プライベートでは、2歳の

長男、0歳10ケ月の長女、2

人の育児に追われる"かあちゃん"です。職場や家族の理解・バッ

クアップがあって、育児をしながらもキャリアを重ねていけるこ

とに感謝感謝です。

長男は乗り物が好きで駅や空港、自衛隊などのイベントに行っ

たり、地元の循環バスに乗ったり、家ではトミカを並べてうっと

りしたりと、どんどんマニアックになってきました。

長女はもうすぐ1歳。たまに冷静な目で兄を見ているかと思えば、ここぞ!という時に、

とびきりの笑顔を見せて、兄や大人をメロメロに。家では一番の女子力を持っています。

2年前は長男(3kg)を抱っこして、筋肉痛で泣いていた私が、毎日2人に鍛えられ、今

では保育園の布団・お着替えを持ち、長男(135kg)&長女(8.5kg)を抱っこして駐車場か

ら玄関までダッシュができるまでに強くなりました。

そして、2人が共通して好きなのが「絵本」。「だるまさんが」「おにぎりくんがね」等

のことば遊びの本から図鑑まで、たくさんのジャンルの絵本を時間の許す限り、読み聞か

せをしたいなと思っています。

主人の実家はお米や野菜を栽培しており、大きいじいじが「ひ孫のために頑張らんと

な1]と、今まで以上に張り切って田や畑に出てくれているようです。今夏も畑にりっぱ

なトマトや胡瓜、茄子、まくわうり、オクラ等ができ、2mを超えるひまわりが太陽に向

かって咲きほこり、とても幸せで美味しい夏でした。そして、新米やさつまいもの登場が

今から楽しみです9

(次liilは、水i11!ネノトとっとり総務II辱!福政追里技師をご紹介します)

編集後記

前回[醒国國の開設をお矢口らせしました.言己到・よっては、200回以上閲覧し
て頂いた記事もあるようです。さすがに毎日の更新は難しいですが、最新の情報を

お届けできるよう、今後も更新していきます。土地改良区等でイベントなどこざい

ましたら、連絡頂ければ各所の広報委員が伺いますので、お知らせください!
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