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10月300(月)、31日(火)の2日問に亘り、鳥取県農業農村整備事業推進協議会ほか東部・中部・

西部の各土地改良事業推進協議会と鳥取県土連は、齋藤農林水産大臣をはじめ、財務省、農林水

産省、鳥取県選出国会議員等に予算確保等について要請活動を行いました。

齋藤健農林水産大臣への要請活動では、冒頭に木村会長(鳥取県二L連)から要望書の説明と県

内事例の紹介がありました。木村会長から「基盤整備の成果として、着実に県内の農業生産額は

上がっているが、一方で中山間地では農地集積が厳しく生産額に格差が生じている.中山間地に

あった政策立案をお願いしたい.また、今後も農業用ダム・かんがい施設を適切に管理するため、

平成30年度以降も国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)を継続していただきた

い、、是非とも平成30年度農業農村整備z$業関係当初予算の確保と鳥取県への予算配分をお願い

したい。」と要望しました,その後、参加者から各団体の現状と問題点、要望についての説明・意

見交換を行いました=

齋藤健大臣からは、「皆さんのご意見・要望はしっかりとお聴きしました,農林水産省では平成

30年度農業農村整備事業関係当初予算として、5.020億liJを概算要求していますまた、現時点で

詳細は申し上げられませんが、平成29年度補正予算の話もあります.これから政府の予算編成が

本格化しますが、最大限努力します。」とのお話がありました

[要望・提案内容]

1魅力ある農業を実現する農業農村整帽1予算の確保について

(1)農地集積や畑地転換を促進する基盤整備に必要な予算

(2)ため池等の防災・減災対策に必要な予算

2国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)の継続について

[提案者:本県各推進協議会、県土連、土地改良区(連合)]

鳥取県農業農村整備事業推進協議会

中部土地改良事業推進協議会

鳥取県土地改良事業団体連合会

東伯地区土地改良区連合

米川土地改良区

東部土地改良事業推進協議会

西部十地改良事業推進協議会

大山山麓地区土地改良区連合

大山土地改良区

イ

[要請活動日程及び要請先]

10月30日(月)

財務省(長峯誠政務官)

舞立昇治参議院議員

青木一彦参議院議員

進藤金日予参議院議員

野村自民党農林部会長

儀'、壇6 つ99

長峯誠財務大臣政務官
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[10月311ヨ(グ()

1眠党にF皆幹振、ノ羊臓調飯、
1竹ド総務会長)

1公II月党(斉藤衆議院言芋走員、桝屋衆議院議員)

l

I農林水産省(齋藤大臣、副大臣、荒川局長、

1室本次長、奥1-1:1整備部長)

1石破茂衆議院議員

l

l赤澤亮1「衆議院1議員

オ舛屋衆言義院言義員

ρ》A ◎

奥田農村振興局整備部長

r
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赤澤衆議院議員
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窮4嬉回全厘亘翼敗艮求塗鋳圖夢ミ翁

第40回全国土地改良大会静岡大会が10月25日、静岡県沼津市にある「ふじのくに千本松フォー

ラム(プラサヴェルデ)』で、「'ふじのくに"で語ろう土地改良が創る豊かな水土里(みどり)を」

を大会テーマに掲げ、全国水土里ネット主催(水土里ネット静岡運営)により、全国の土地改良

関係者約4200名参力liのもと盛大に開催され、鳥取県からは、33名の方が参加されました。

歓迎セレモニーでは、地元の飛龍高等学校和太鼓部の和太鼓、沼津商業高等学校吹奏楽部の迫

力ある素晴らしい演奏が披露されました

式典では、開会宣言、国歌斉唱の後、水±里ネット静岡伊東真英会長の開会挨拶、主催者の

二階俊博会長(全国水土里ネット)から挨拶があり、その後、川勝平太静岡県知事、大沼明徳沼津

市長による歓迎のことば、来實祝辞へと続きました

土地改良事業功績者表彰では、農林水産大臣表彰(6名)、農村振興局長表彰(16名)、全国土地

改良事業団体連合会長表彰〔45名)がそれぞれ表彰され、本県からは関金土地改良区山崎正美理

事長が全国土地改良事業団体連合会長表彰を受賞されました1

表彰後、平野啓子氏と飛龍高等学校和太鼓部による「語り部」講演があり、「羽衣伝説～竹II又物

語」「若山牧水の詩」などが披礁されました,ヒ地改良応援講演では、自らが富士山の麓で自然農

法を取り人れた野菜栽培や米づくりに取り組む女優の一11藤夕貴さんが「身土不二のすすめ食

と農が作る健康寿命』と題して講演されました,また、清水農業協同組合柴田篤郎代理理事組合

長、太田川上流部土地改良区鈴木晃副理事長の事例発表が行われ、最後に、静岡県東部稲作イリ1'究

会会長、JA御殿場青壮年k:IS委員長の横山泉氏より力強い大会宣言があり、次期開催県である

水土里ネット宮城に大会旗が引き継がれ、亀谷久雄副会長(水土里ネット宮城)が挨拶され、池

田勝平副会長(水ニヒ里ネット静岡)の閉会挨拶で閉幕となりました.

事業視察では、天城i峠の「わさび出」、伊豆の国市の白然農法の「健康と癒しの郷「大仁瑞泉郷』」、

裾野市で開催中の「世界灌概施設遺産深良川水特別展」などを視察しました.

全国土地改良大会参加者の皆さん 全土連会長表彰受賞山崎正美関金土地改良区理事長
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農i業農i謎整備ii蓼業篭喧閨虜局言鎚明会ρ恵曼嚢換塞

平成30年度農業農村整備事業等に関する説明会・

意見交換会(キャラバン)が県、市町村、土地改良区、

関係団体(総勢ll3名)の参加のもと、平成29年ll

月10日(金)に「とりぎん文化会館』に於いて開催

されました。

農林水産省からは清野室長(農村振興局整備部水

資源課農業用水対策室)、山岸事業推進企画官(同璽璽璽臼■圏圏■■■圏画■1薗■画■■圏■■■■=
整備部農地資源課)をはじめとし、中国四国農政局第1部説明会の様子

から7名の出席でした,t

冒頭に、鳥取県農林水産部米山次長、清野室長の挨拶の後、第1部の「平成30年度農業農村整

備事業等に関する説明会」を行い、第1部の質疑応答では、「土地改良区が管理する河川からの

取水堰について、老朽化が激しく改修したいが、関係農家が少数のため負担金が膨大となり事業

にかかれない地元負担軽減措置はないか」また、「中山間地において生産性を向上させるには、

基盤整備を推進する必要がある,基盤整備後のほ場の汎用化により高収益作物への転換をはか

りたい,」などの意見が出されました「

次に、第2部では石田倉吉市長、榎本岩美町長、石賀東伯地区一ヒ地改良区連合理事長、石日吉津

＼ノ死

第2部意見交換会の様子

村長など各推進1務議会、関係団体の役員、土地改良区の理

事長、とっとり水±里の女性会、計25名が参加し、「農業農

村整備等の意見交換」が行われました,、

参加者の主な意見としては、「施設の老朽化対策」「適正

化事業に係る市町村負担の義務化による負担割合の見直

し」「国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制型)の

延長」「多面的機能支払交付金の予算確保」「:ヒ地改良区の

現状と解散等の問題」「とっとり水土里の女性会発足に係

る経緯と今後の課題」など活発な意見交換が行われました。

〈農業農村整備事業の平成30年度概算要求〉 (単位.億1コ])

29年度予算額30年度概算要求額対前年度比

農業農村整備事業農山漁村地域整備交付金(農業農村整備分)農地耕作条件改善事業(非公共)3,0847012363,793820407123.0%ll7.0%172.8%
計4,0205,020124.9%

※計数及ひ比率は四捨五入のため、端数において合訓とは一致しないものがある。
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『平成29i年度換地関係異議紛争処理対策検討会」吃開催

平成2g年10月121:【(木)～131二i〔金)の両1]にわたり、

平成29年度巾国四国ブロック換地関係異議紛争処理対

策検討会が、「rl兎会館」(鳥取Tb')に於いて開催されま

した、

この検討会は、換地に関する異議紛争の早期解決及び

未然防1Lによるほ場整備事業等のPJ滑な推進をFl的と

して、全国水一Lll!ネッi・(]【1央換地センター)の†催で開

催されています一本年は、37名の参加呂'により換地関係

〕1・II1義紛争・処理ヌ」』策について、'揖列発表等が行われました

v＼

鳥取県農地・水保全課島崎課長

iJii例発表の1ノ・1容では、相続処理に伴う個人情幸ll保護に関係するij1'一例、地区界境界や境界li七ヒに関係

する塞F例が発表され意見交換が行われました個人'hll服に関しては、より慎(i:に取り扱うこと、境界

設定に関しては換地1没計基準に盛り込むなどの意見が川されました

なお、協議・検討'された項【同〔例は、1・'li己び)とおりです

灘.i灘彊麺璽魏
●相続未処理地において地d1[続人からの不換地巾出を受けて換地計山原'案を作成したが、県外在11:

の翻続人から川された相続丁続き等のylさII義についてのsli:例(島11W,L-)

●換地計lllliに対する}1・き議111、"tlを棄Jll]した'111例(広島県)

●権利若会議後、・部地]X:界に地積測1]1:図との不整合が判明し、由:度権季lj者会1議を開催した1]ll例

(高知県)

〈中央換地センター報告〉(全国水ヒ壁ネット)

●換地関係異議紛了1処理文」'策検討会で検討した対処策の中間総括について

●換地技術者名簿の分析についてなど

、

酷一'.
.一_一・}一一'・,切聲
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11月15日(水)午後、砂防会館別館「シェーンバッハ・サボー」(東京都)にて、全国水土里ネット主

催による「農業農村整備の集い」が、全国の農業農村整備関係者約L245人を参集して盛大に開催され

ました。鳥取県からは、木村会長、中村常務理事、大口堰土地改良区高見理事長、大山山麓地区土地改

良区連合天島理事長が出席しました.

農林水産省から齊藤農林水産大臣、礒lll奇農林水産副大臣、野中農林水産政務官、上月農林水産政務

官など農林水産省幹部の出席がありました,,また、進藤金日子都道府県土地改良事業団体連合会会長

会議顧問をはじめ、竹下自民党総務会長、塩谷自民党選挙対策委員長、森山自民党国会対策委員長、

井一L公明党幹事長、石田公明党政務調査会長など衆参国会議員132人の出席がありました,

最初に全国水土里ネットニ階俊博会長が「土地改良は、この9月に施行された改正土地改良法を基

軸に、新たな展開を図る大きな節目の時にあります.そして、いよいよ、その具体化のための平成30

年度予算の編成時期を迎えました、更には平成29イ1渡補正予算もいま議論している最巾であります

が、これらのことを考え、これを実りあるものとするためには、やはり我々が前進のためにしっかり

団結をして頑張らなければなりません.この闘いをみんなで頑張って行くと決意する大会にしたいと

思っております」と開会挨拶されました=

「農業農村整備の集い」終ゴ後、鳥取県選出国会諺ヒ員に要望活動を行いました.

騨醐■曜三:::=

.1θ

灘翻

榔壷

二階会長の開会挨拶 齊藤農林水産大臣の挨拶

会員情報

【理事長の交替】

中山町土地改良区 江原宏昭 昭治 平成29年8月1日
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巾部土地改良事業推進協議会(会長代理石賀昭一)は、11月8日～91-iに香川県内において視察liJl二

修を行いました,この研修は、会員の行う土地改良事業の推進、調査研究を行うL[的で毎年実〃色して

おり、L地改良区役職員ほか15名の参加がありました

視察f])i修は香川用水記念公園を視察し、香川川水管埋所の[1.1本所長代理より香川川水の概要、高知

県の早明浦ダムにためられた水が吉野川を流れ、徳島県の池1]]ダムーヒ流で取水されたあと、讃岐山脈

を貰く約8kmのトンネルを通り、東西分水1二がある香川用水記念公園へと流れます香川県、いわゆ

る讃岐地ノ∫の水不足の解決策が、吉野川総合開発事業によって造られた香川川水だと言うことです

川水のうち約4割を農業川水に使い、約5割が水道川水に1吏われています残りの1割は1:業川水とし

て使われているそうですその取水量は、最大で15.8t秒にもなります香II川J水は県民生活に欠か

せない水であることの説明を受けました

翌llは、国の弔要文化財に指定されている陀1:稔池」を視察しました地垢、/1:郷地1・ぐ公民fi1「{長の徳

Slll久人氏に案内していただき、大IEI5年に着1:し、昭和4年に竣[し、1:1担U」問3年8ヶJJかか・)たこ

と'ド成5年に、マグニチュード8クラス(震度7)の地震に1耐えられるようにヒ流側のアーチ部に厚

さL8メートルのコンクリート壁を造ったことなどが紹介されましたドから見1'.げた様相はまさし

くダム観光案1人Jに出ている放流水は、余水IL[1きの水で、満水の時にしか見られない光景だとrDこ

とです梅[11・川・川に訪れば、余水11Lきからの壮大な水の流れが堪能できるとIDことですL「U・'で見

Lげれば、堤高が30メートルあり、おまけに1・流側へ約25度f可〔いています.1医に掛かる水圧を分1牧さ

せるためで、この傾きが111}:稔池の雄大さを物語ています盟稔池の水の管理は、;lil:稔池L地改良区が

行い、1・'流のjF関池を満水状態に保つため水lll:調整を行・)ています毎年、7～8月に「ゆるぬき」と

いう中樋とL樋を開ける放流があります.、観光客のお目'Tlてだそうですが、観1'官1三li∫のホームページ

で:F一前にlll[ることがIIll来ます.このような、ため池を観光施設として利川1【h来るところは滅多にあり

ませんが、見ノ∫を変えれば県内でもありそうな気がしてきます

今回は、少人数の視察研修でしたが、滅多に見ることも出来ないところも案内していただき、充実

した側修となりました.・.

鹸

,

'

香川用水の説明

ト

案内板で豊稔池の説明を受ける
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1

一

求i旦堰圭地改艮区が施設見i等の広報活動を家施

大口堰土地改良区(鳥取市)は、土地改良区内の小学生を対象に土地改良区や施設について、広報

活動を行いました、t,本年度は、9月5日倉田小学校の3年生20名に、大Ll堰土地改良区の歴史、仕事、稲

作等について、高見理事長が説明を行いました。また、10月30日倉田小学校の3年生20名、4年生19

名に、lll白川の施設見学を実施しました.最初に山白川頭首工、次に数津樋門、宮長qli白川排水機場)

という順番で見学してもらいました,,

毎年実施していますが、地元の小学生に土地改良区、土地改良施設について、身近に感じてもらい、

土地改良区の存在、役割を少しでも知って頂くことが、次の時代に向かって大切なことだと思います、

、曜

一匿1菖.轟」閑3

「コ'

''"tCL.,1

窪翻
趣三.二勤舷・こ

、..、{認

求募手士弛改良区が求募手探棟墜を菊施

大井手一1:地改良区では、'li」{1三行っている大月`手探検隊を地元の小学校4年生と一緒に10月13日(大

llラJ・学校32名)と10月191](美和小学校31名)に行いました,Jこのイベントは大・Jfi・手川が人の手に

よって作られた歴史や一に夫、農業川水の役割やそれを維持していくための苦労や大切さを学ぶイベン

トです、当1-1は、大/l・手川(河原～蜜1露)をマイクロバスに乗って【・`りながら川の役割や水路の持つ

多而的機能、それを維持していくための大LYJさを学んでもらい、午後からは、大井手川を今から400

年前に作った戦国武将の亀ll厳夘公墓所(鹿野城主)や鹿野城跡に訪れ歴史的なことも少し学んでも

らいます「

参IJ]1した児章達は始めて聞く言葉などが沢山あり、最初はとまどっていましたが、探検隊が終わる

頃には川には右岸と左岸があり、川水路、排水路の意味も理解して得意顔でした.

1二地改良区では、小学校からの依頼により、川や水路の役割を知ってもらうイベントを継続して

行っています。

や》

墜儀瑠
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4～
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元気女子発見隊Reα1Voice 麟鱗醐《レ
今回は、水土里ネットとっとり福政美里技師(とっとり水土里の女性会メン

バー)をご紹介します。

<タ
＼.

掛

約1年間、産前産後・育児休暇を取得させて頂き、9月から職

場復帰しました。初めての出産を体験し、「母さんってすこい

なあ。」と痛感しました。産後は不眠、体の痛さ、自由に動けな

いもどかしさで辛かったですが、今思い返せば一瞬だった気が

します。復帰にあたり途〔P入園でしたが、子供を無事に保育園

に預けることもでき、さすが子育て王国と感じました。最初は

.,、泣く子供の姿に後ろ髪ひかれる思いでしたが、いまではバイバ

・イと手をふっています。最近は八イ八イからつかまり立ちと行

動範囲が広がり、部屋にものが置けない!また、何回書類や紙

ものを食べられたことか・・保育園の資料やおもちゃで、週末

が毎回大掃除みたいになっています。

さて、水土里ネットとっとりでは、とっとり水土里の女性会が設立され、女性の活躍が

期待されています。女性会には前回の研修が初参加でしたが、わきあいあいとした雰囲気

に和みながら研ll多することができました。また、先輩の方々から女性が働き続けることの

難しさ、職場で上手く立ち回るポイント等聞くことができ、これから悩むことが多くなる

家庭と仕事の両立の問題を相談できるこの様な機会があることは心強く思います。そんな

井戸端会議もしながら、これからの農業を支えるために女性が声を挙げ、良い方向に変え

ていければなと思っています。

復帰する前は水路や頭首工等の現場で測量をしました。普段の生活では目につかなし、現

場ですが、現代の工事技術がなかった頃からある現場を見ると先人の知識や技術に驚くこ

とばかりでした。これからは現場に出ることは少なくなりますが、農業を支えている皆様

に「土連の小さい福政」と覚えていただき、頼りにしてもらえるような職員になりたいと

思います。

婆 慮

二、..〉、,二㌫'・・

(次回は、北条砂}了1地改良区吉田かおり」-tfをこ紹介します1

編集後記

前回[醒1の開設をお矢口らせしました。言己事によっては、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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