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新年のご挨拶
鳥取県土地改良事業団体連合会

会長榎本武利

年頭にあたり、謹んで新春のお慶びを申し上げます,

幽
ぐ融}卿、

・.毛ノ∴＼

《ζや
会員並びに農業農村整備関係者の皆様におかれましては、穏やかな新年を迎えられ、益々ご健勝

でご活躍のこととお慶び申し上げます。また、平素より本会の運営並びに農業農村整備事業の推進

については、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

昨年は、度重なる豪雨、台風などの自然災害により農地、農業川施設が甚大な被害に見舞われま

した、特に記録的な大雨となった西1-1本豪雨(7月)に於いては、多くの尊い命が奪われ、岡山県、広

島県、愛媛県などに大きな爪痕を残しました.本県に於いても同様に、農地・農業川施設は甚大な

被害であり、台瓜24号による被害額は27億6T・万円となり、過去10年で最大の被害額となりま

した被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し一Lげますとともに一口も早い復1日復興を心よ

り願っております

さて、本県の農業・農村を取り巻く環境は、農家の減少、農業従事者の高齢化、担い手不足、耕作

放棄地の増加、土地改良施設の老朽化など多くの課題を抱えています

この度、」1地改良法の一部を改正する法律が平成31年∠1月111に施行されます組合員の高齢

化による離農や農地集積の進展に伴い、1:地持ちJl'農家が増加し、Il地改良施1没の維持管」『!や虹新

等が適切に行えなくなるおそれがあります、耕作κ(担い丁・、営農法人含む)の意見が適切に反映さ

れる事業運営体制に移行していくことが必要であると考えられていますまた、L地改良区にあっ

ては、組合員数や職員数の減少により、業務執行体制が脆弱化する1-liで、適正な事業運営を確保し

つつ、より一層の「li務の効率化が必要となってきますt/

多[ill的機能支払交f・」'金制度では、平成26年度から5年経過ということで見[1111しされましたが、

・卜成31年度から農村協働ノJの深化に1fi」けた活動に取り糾めば交f'i金が加算されることとなりま

すこれは、組織の構成員に非農家を取り込み、実践活動に積極的に参加していただくことがLl的

のようです地域を守る活動を非農家のノ∫々にも知っていただき、一緒になって取り細むことで

一一地域と国Lを守るこどに繋がっていきます、活動糸1L織の広域化において、Ljl務支援を行うL地改

良区が増えてきています多面的機能支払交f寸金制度の1.[-1において、地域の中でll地改良区の存rE

意義が見いだされる取り組みです,

また、「とっとり水土里の女性会」は、農業・農村の振興のため、自らも側錨しモチベーションを

高め、水L里資源の人切さを広報したり、施策への提案・反映や女'1ゾ1'の活躍の場づくりなどに取り

組んでいますが、ll1・年の「美しく豊かなむらづくり大会2018」では、遊休農地ii)・flL?'iijのため植付けした

サツマイモを収穫し、人会に参1川された方に配布されました今後の活動につきましても大いに期

待し、支援していく所存です、

本会は、農業・農村施策に迅jiEに対応すると共に、農業・農村の広報活動や各地域における必要

な対策等について、会員の皆様と連携した活動を行って参りたいと考えておりますので、引き続き

ご支援、ご協力をお願いいたします,

結びに、会員並びに農業農村整備関係者の皆様のご多幸とご健勝を祈念し、新年の挨拶といたし

ます、
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新年のご挨拶
鳥取県農林水産部農地・水保全課

課長島暗俊宏

新年明けましておめでとうございます。

昨年は、7月豪雨及び台風24号と激甚災害に指定される程の甚大な被害に見舞われ、農地・土

地改良施設では年問約44億円にも及ぶ被害額となりました。被災された方々には心からお見舞い

申し上げますとともに、一日も早い復旧が出来ますよう、県としましても支援して参ります。

さて、国の新年度の農業農村整備事業予算については、防災・減災、国土強靭化のための緊急対

策546億円を含めて4,963億円、平成30年度の第2次補正予算1,488億円と合わせると6,451億円、

前年度と比べ651億円(緊急対策を除けば実質的に105億円)増となりました。これにより、本県に

も相応の予算配分が期待されますが、一方でこれまでと同様、全国的に整備要望が多い状態が続い

ています.

このような中、県では新年度、次の三点を重点的に進めていく予定です。

一点目は、農業用ため池の防災減災対策の推進です。昨年の7月豪雨により西日本を中心に2府

4県で32か所のため池が決壊したことを契機に、国の「防災重点ため池」の基本的な考え方が見直

されました,また、本県では市町と連携し、県内全てのため池について点検し、現在結果のとりまと

めを行っているところです、今後、県では国の防災重点ため池の考え方や県内ため池点検の結果を

もとにIl∫町と協議して新たな防災重点ため池を選定するとともに、国の緊急対策予算等を活用し

たソフト・ハード山而からの災害に強い地域づくりを推進していきます。さらに、国では「農業川

ため池管理・保全法(仮称)」を次期通常国会に提出する方向で検討中であり、この法律の内容を含

め、国の動きを注視しているところです、

二点目は、農業競争力強化のための基盤整備等の推進です。本県では基盤整備の最盛期から約

40年が経過し、暗渠排水の機能低下や川水路からの漏水など、農地や土地改良施設の老朽化が進

んできていることに加え、農業機械の大型化に伴う農道拡幅などの新たな相談や要望も寄せられ

るようになりました。県としましては、農業者の高齢化や担い手不足、優良農地の維持・保全、さら

には農業所得の向上の観点から、担い手への農地集積・集約化や高収益作物への転換を促す農地

の汎用化等により農業競争力強化を推進するとともに、農業水利施設の長寿命化に向けて、関係者

の方々とよく話し合いながら、事業化に向けた協議調整を積極的に進めていきます。

三点目は、土地改良法改正に伴う土地改良区の支援・指導の強化です。昨年、土地改良区の体制

強化や業務運営の適正化を図るために土地改良法が改正され、本年4月に施行されます.県としま

しては、国や鳥取県一ヒ地改良事業団体連合会とも連携し、研修会や相談対応、検査等を通じて県内

土地改良区がこの度の土地改良法改正に対応できるよう支援・指導を行っていきます。

最後に、今後とも農業農村整備事業を通じて、本県農業の持続的な発展や地域住民の安全・安心

に向けて全力で取り組んで参りますので、皆様方の御指導、御協力をよろしくお願いいたします.
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新年にあたって
全国±地改良事業団体連合会

会長一階俊博

平成31年の年頭に当たり、十地改良に携わる全国の皆様に、謹んで新年のご祝詞を申し上げま

す、.

昨年もまた、我が国は非常に多くの災害に見舞われました謁月には大阪北部地震が、6月下旬か

ら7月上旬にかけては、西[1本を中心に、北海道や中部地方など全国的に広い範囲で台風7号およ

び梅雨前線等の影響による集巾豪雨が、9月には北海道胆振東部地震が、また、7月から9月にかけ

ては5度に及び台風が我が国にヒ陸し、多大な被害をもたらしました、披災された方々には心から

お見舞い申し上げますとともに、一日も早い復1日が出来ますよう、私どもとしても一体となって全

ノJを尽くしたいと思います=

さて、私は会長に就任以来、民主党政権時代に7割近く削減された状況であった予算をまずは復

活させようと、「闘う土地改良」の重要性を訴え、〕ワ算獲得に向け本気になって取り1～1Lんで参りまし

た、、全国の皆様の大きなノJによって、平成31年度当初予㌻ざは、重要インフラの緊急点検等を踏まえ

た防災・減災、国ヒ強靱化のための緊急対'策546億円を含めて4,963億[⊥1、平成30年度の第2次補

正予算1.488億【」」を合わせると、6.451億円となりました,ひとえに皆様方のご尽力の賜であると、

心から感謝致します.

また、-1二地改良の代表を円:び国会へ送り込むとの強い決意のもと、私たちの代表として当選され

た進藤金【-1子参議1ぢ己議員も全国を飛び1i【1り、元気に頑張っており、その評llHiは極めて高いものがあ

ります今後は、進藤議員の活動と連携して、史に一層「闘うL地改良」の浸透が図られるよう念じ

ております更には、進藤議員とLltのllll∫輪たらんとする宮lll奇まさお氏も、来たるべき闘いに向けて、

全国の皆様の所へf司っているところであります

今、全国の農業農村では、過疎化・高齢化、担い手不足にJJI【え、」也域活力の低ドなどの課題が111積

しております「また、コメなどを巡る先行き不安から、状況が一段と厳しくなっております一一ノ∫

で、全国で農業水利施設の老朽化が進行しており、食料生産の増ノく、非食料川米へのili!」';3U一に支障を

来すばかりでなく、国民の生命や財産1こも多大な損害をもたらすのではないかと危惧されており

ます、,

このような状況の111、昨年の通常国会では改丁[L地改良法が成1「冗し、土地改良にとって、2年続け

て改正された新しい土地改良法を基軸に、新たな展開を図る大きな節llの年となります

私たち1;一地改良担当者としましては、これら政府の動きと軌を一にして、これまで培ってきた技

術と蓄積された経験を活川し、「闘うL地改良」を活動の基本におきつつ積極的に貢献していくこ

とが亜要であると考えており、1川えて、水土里ネットが農業農村を守り、発展させていくことの重

要性について広く国民の皆様にアピールし、共感を得ていく努力が必要と考えます.,皆様と一体と

なって取り組み、所期の成呆が得られますよう、引き続き奮闘して参りたいと思います

最後になりますが、輝かしい年の初めに当たり、本年も農業農村が活力を得て、一層発展します

ようご期待申し一ヒげますとともに、本年が全国の皆様にとってよき年であり、日々健やかに過ごさ

れますようご祈念L1-1しヒげまして、私の新年のご挨拶といたします.
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新年を迎えて
全国水土里ネット会長会議顧問

参議院議員進藤金日子

《
議

新年明けましておめでとうございます、昨年は、自然災害が頻発した年でした。被災された全

ての方々に心からお見舞い申し上げます一平成最後の年となる今年も、「平成」の由来の如く「地

平天成」(地平らかにして天なる:国の内外、天地とも平和が達成される)の年になることを強

く願いたいと思います、

さて、昨年末に平成30年度第2次補正予算と平成31年度当初予算の政府原案が閣議決定され

ました、-L地改良予算としては、総額で6,451億円(30年度補IE:1.488億円、31年度当初:4.963億円)

をII崔保することができました、これもひとえに、農業改革の推進に不可欠な土地改良の実施に向

けた現場からの強い要請と関係者の皆様の熱意を、政府と与党にしっかりと受け止めていただい

た結果です一予算は、人任せでは確保できない、自ら汗をかき実働して確保する、まさに「闘う

土地改良」の成果であると百えますこの貴重な予算が一日も早く現場に届くよう、今次通常国

会で早期成立に向けて努力してまいります

今回の予算の特徴は、f可と言っても「国土強靭化」に重点が置かれたことです.、重要インフラ

の緊急点検等を踏まえた「防災・減災、国土強靭化のための3力年緊急対策」として補正と当初

を合わせて6,451億llll11'一ヒされ、制度的にも防災重点ため池整備等で大II】1、1な拡充がなされました

また、ここ2回にわたる1:地改良法の大改11-.を踏まえ、土地改良区の複式簿記の義務化等に対応

したL地改良区体制弘1化事業が整備されるなど、現場の声に即した只体的な対応策も示されまし

た農業競争ノ]強化関係でも現場の実態に即した要件設定やハードとソフトの連携強化策などが

盛り込まれています今回の予算は、一ヒ地改良の原点である現場重視の視点が更に強化されたも

のとなっていますこの貴重な予算を効率的、効果的に執行し、ヒ地改良に対する国民の皆様の

期待に応えていくことが重要です

皆様、ご案内のとおり私の同志である宮崎雅夫(まさお)さん(全国水土里ネット会長会議顧問)

も「土地改良は未来への礎」を訴えて全国各地を精力的に巡回しています宮lll奇さんと私が皆様

と連携して「闘う一ll地改良」を共闘できるようにご指導とご支援を心からお願い申し上げます「

本イトも引き続き皆様と一緒になって諸課題の解決に向けてiS-・心努力してまいる覚悟です、本イ「

が皆様にとってご家族共々素晴らしい一年となりますよう心からお祈り申し上げ、新年の挨拶と

いたします

一5一



'1ノ]]k31fl.11:j 土地改良だより 第478弓

ww].1灘'1籔羅・導;壌懇・1蹴懲・'総製藍・1灘'灘1莚鰻羅'1騰灘1.範'灘1'.1・'・'・'・灘2'・'1
ゆ
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ダ全国水埋ネット会長鎌

も

碧醐宮崎まお
新年明けましておめでとうございます一皆様方におかれましては、良き年をお迎えのことと心よ

りお慶び申し上げます、

私にとっては、いよいよ決戦の年となりました,

全国の関係者の皆様の土地改良に対する熱い思いに触発され、全国水土里ネットの二階俊博会

長が提唱された「闘う土地改良」の旗のもと、不退転の覚悟で政治活動に取り組むことを決意し、一

咋年末、30年間勤めた農林水産省を地域整備課長を最後に退職しました・昨年1月には全国水土『1

ネット会長会議顧問を仰せつかり、この1年間、全国各地で地域の実情や意見をつぶさに拝聴させ

ていただきました、これまでの移動距離は地球5周分の20万klnになりました

昨イrは、西日本豪雨や北海道胆振東部地震をはじめとする地震、台風、さらには噴火など、全国各

地で自然災害が相次ぎました、被災された方々にお見舞いを申しヒげるとともに、被災地の一'1]も

早い復旧・復興を願ってやみません一また、被災地の状況をお聞きするたびに、防災・減災対策は

一刻の猶予もii'liされないとの思いを強くしています

i地改良は、先人が創り上げてきた農地やかんがい排水施設などをそれぞれの時代に応じて整

備を行い、次の1]1二代に引き継いでいくシステムです、つまり、一ヒ地改良は、現在の農業の発展はもと

より、H本の「未来への礎」を築くものであると考えています.

私は、現場でお聞きした様々な課題を1帽ノモし、口本のすばらしい農山漁村を「」諌への礎」とし

て、了・どもや孫たちにり1き継いでいくため、「大切な農地と水を守る」「農山漁村を災害から守る」

「美しい農山漁村を守る」という3つの目標のもと、これを実現するため、1.地改良の安定的な揚1

確保や災'ii-1二に強い農IL1漁村づくりなど、7つのチャレンジに全JJで取り組んでいく考えです,

【宮崎まさお7つのチャレンジ】

1.土地改良の安定的な予算確保にチャレンジ

2,災害に強い農山漁村づくりにチャレンジ

3,農地や水を守り育てる体制の強化にチャレンジ

4.自然豊かな美しい農山漁村の継承にチャレンジ

5.世界に日本の農林水産業と農山漁村のすばらしさの発信にチャレンジ

6.女性の視点を大切にした農山漁村政策の展開にチャレンジ

7.農林水産業と農山漁村への国民の理解づくりにチャレンジ

今年はノく皇陛下が御退位され、元1ナが変わる大きな節目の年です、新しい時代の始まりの年でも

あり、L地改良にとっても大きく羽ばたく年にしなければなりません皆様のL地改良に対する熱

い思いと大きな力を、私、宮崎まさおに賜りますようお願いいたします

むすびに、本年が皆様にとって実り多き年となりますように祈念いたしまして、私の新年のご挨

拶といたします、
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12月17【-i(月)水明荘(湯梨浜川)において、平成30年度換地関係業務flJ]修会を開催致しました・/こ

の研修は、換地事務に従事又は担当する県、ri川]制、土地改良区等の役職員、新規事業実施(予定)地

区の役員、換地委員(準備委員)、事業推進委員、農地の流動化を推進する団体の役職員及び土地改良

連合会の職員を対象に開催しており、今回は27名の参加がありました

IIヨ1頭に水ニヒ胆ネットとっとり1[【「1事務局次長が「県内各地において農地巾II「J管月[事業により担い手

への農川地の集積が進められており、この推進にlfiJけて庭なる制度改TEも進められておりますこの研

修会で皆様ノ∫の業務を進める上で少しでもお役に立てればと思っております」と挨拶がありました

最初の研修では、鳥取県農地・水保全課原田課長補佐から『改iE一ヒ地改良法について」講義がありま

した咋年今年と2年続けて土地改良法の改il{があり、改Tl・1内容についてのポイントを説明していた

だきましたその中で、特に農地中間管理機構関連の事業内容について、事業要件や'li業実施手続き

の流れについて詳しく説明していただきました

続いて、鳥11又地方法務1。jl夏原登記1・1[談'1三iから「相続登記について∫のil'iJi.[,hgilがありました相続の基

本的な知II哉〔戸籍の種類や様式の変遷、IH民法と現行法など)、嘱託登、1己に関する添付資料や留,1訟」∴L、

また相続関係図などの例を川いて、只体的に相続、相続登ll己について説明していただきました

その後、水LIl!ネットとっとり津[1111地改良換」也[;から『換地計11【ll、[1の作成について.1のIVMI}.5内容

で、換地r、1'IIIIh1}の1ilkij成や見ノ∫などの,liii義がありました

一=二二『ニコ===二'=幽■■■ 一::…『二 一
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鳥取県農地・水保全課原田課長補佐

陰

鳥取地方法務局榎原登記相談官

【日程表】

13:15～13:20 開会挨拶
ガく上里ネットとっとり

事務局次長山口浩史

13:20～14:00 改正土地改良法について
鳥取県農地・水保全課

課長補佐原11-[泰一

14:00～15:00 相続登記について
鳥取地方法務局登記部門

登記相談官榎原美香

休憩(10分程度)

15:10～16:10 換地計画書の作成について
水土里ネットとっとり

土地改良換地士津中

孝

16:10～16:30
換地関係業務に係わる異議紛争水土里ネットとっとり

処理事例について土地改良換地士西村厚子
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西部準地改良專業推進協議会が騒役職員班修会』を開催1

12月21口(金)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L地改良事業推進協

議会主催による「役職員研修会」が市田]'村職員、土

地改良区役職員等65名の参加者を得て開催されま

した.

冒頭、西部土地改良噴業推進協議会の石会長か

ら「農業を取り巻く環境は大変厳しい状況が続い

ている中で、農業者の皆さんが、それぞれ知恵を

絞って白立されていることに対'し敬意を表する、

また、当協議会では本年度視察研修(兵庫県南あ

のo
》`一'

含
嚇

西部土地改良事業推進協議会石会長の挨拶

わじili、徳,島県小松1島市)を実施した]1hj地区とも本県とは違って気象条f'1:に恵まれ、農地の利用率

が高いということもあるが、ll珂地区の取り組みは本県でも参考にさせていただけるのではないかと感

じた本}1の研修は、L地改良区の1-1頃の業務に]IEI:結したll地改良法の・部改1Eに伴う説明があると

思いますのでト分ご理解いただきたい」と挨拶されました

続いて、鳥収県L地改良'li:業団体連合会榎本会長の来賓挨拶の後、鳥取県農林水産部農地・水保全

課原lll課長補イ左より「L地改良法の一部改IEについて」、今後、一ヒ地改良1×:が取り組まなくてはならな

い実務的な内容について説り1されました

次に、鳥取IllU:地改良⊥li:業団体連合会lll村常務が「水Lll!ネットとっとりからの情撮提供」と題し

て、'r成31年度農林水Prl関係予算の概算決定状況やII♂【会議員、関係省〕1'等に対し行った「'r成30年度

農業農村整備'jl業に関する1麦請活動」の内容について説明がありました「

また、ヒ地改良法の一・部改【llに伴いL地改良区が行わなくてはならないL地改良施設の資産評仙や

員外1監事の設置についてL地改良連合会の支援(案)等について説り」がありました,.

最後に、li)1修1人J容に関する質疑や意見交換等が行われ、個々の一[:地改良区が抱えている問題等につ

いて意見交換が行われました、

原田課長補佐の説明

、

＼.

嚇1
研修会の様子

一8一



第4781」・ 土地改良だより 'IJIJva31イlllj

東部士地改良事業推進協議会擬複察研修な実施

ll月27[1(火)から28H〔水)の二1-[liiiJ、東部土地改良事業推進【6茄11蔓会が㈱ささ営農(兵庫県

たつの市)、東播用水L地改良区(兵庫県三木市)ほかを視察liJ]二修しました..参加者は、土地改良区

の理事.長、理Lji'ほか13名でした

10目の午前中に、㈱ささ営農を訪れ、八木社長(笹野土1也改良区理事長)より笹野地区の農業農

村整備事業、㈱ささ営農の経営状況等について、ド笹公民館からおii'iffを聞かせていただきました

お話の「1-1で、「笹野地区で現在、ほ場整備を計画1【【であるが、他の地区との兼ね合いで【'分な}ワ算が

ついていない.高収益作物を作らないといけないが、とても大変である.ほ場には、フォアス(地

卜'水位制御システム)を導入している、1」「ささ営農は、年商3億円ではあるが、経営的には一一杯一

杯であり、もう少し頑張らないと職員の昇給、積立金に回せない生産した米、小麦、じゃがいも

等を買い取ってくれる会社を見つけることが最車:要である.」「リーダーシップを発揮してくれる後

継者が見つからない」と占われていましたバジルー1二場の!LI学では、バジルではなく、じゃがいも

の皮をr寧にとって洗浄されている作業の様予を見学しました視察時問を111斜lllJとしていましたが、

八木社長の熱弁もあり、時間超過しましたが、いろんな而で大変勉強になりました.午後は、刺番

川水L地改良区でMjiiill例(淡河川lll川川L地改良区と耳(播川水1:地改良1×:)を福llll、1!務理」はり

聞かせていただきましたお話のなかで、「liil営」喋を契機として、甲:複していた淡河川1"]ll川11地

改良区を吸収合併することにより、農家負担(:重払い)の軽減につながった.」「淡li1辣水の歴史

と水利遺{,1111//などを継承、活111し魅ノ」ある地域づくりを進めるため、淡lli疎水・東播川水未来遺産運

動を始めています」と、1われていました又、姫路の宿に1Ijかう前に、浄谷‡斤池(兵庫しIIレ」・野1【∫)で、「農

業川ため池水]['1iを活川したフロー1・式太陽光発電1をレ↓学しました

21iIlは、姫路城・好lll園を見学した後、昼食を兼ねて姫路灘菊酒造に、1ノ:ち寄りましたお酒作り

の話の111で、「大吟醸を作るのに出来たぬかを利川した商rl"1]開発(化粧i'nri、イ1鹸}している」とIl

才)れていました又、南ンitひまわり館(蚊・庫県作用lii」')では、ひまわりの種の選別作業、ひまわり

?11[を抽川するまでの11&1を説明していただきました.説明の111で「ひまわりの種からは、2割くらい

しか汕は取れない抽i,11後の種も肥料として宙要がある.」とrlわれていましたが、人力での選別作

業は非常に手間が掛かりノく変そうでした

東部一ヒ地改良事業推進協議会では、2年に1回視察11川1参を実施しています.参加された各L地改良

区の今後の運営等の参考となれば幸いです

止

㈱ささ営農にて研修 フロート式太陽光発電を見学
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平成31年1月 土地改良だより 第478号

酉部遡娘i藝鍬磯を裳鈎

11月6口(火)～7日(水)、西部土地改良事業推進

協議会が兵庫県南あわじ市及び徳島県小松島市、三好

liiにおいて県外視察研修を実施しました.この研修は、

会員の行う土地改良票業の推進、調査捌究を行う目的

で隔年に実施しており、今回は、25名の参加をいただ

きました、,

初[-1は、兵庫県南あわじ市にある市西卜地改良区で

「攻めの農業展開と豊かな農村環境の保全」についてお

話を伺いました、まず、南あわじ市産業建設部農地整

備課和川課長より、経営体育成基盤整備事業の概要等

N:`H一ニンあ

視察風景(市西土地改良区)

を説明していただき、次に市西一L地改良区人羽理事長より、ほ場整備による営農環境の変化や特徴

的な取り組みについて説明を受けました一南あわじ市の農業の特色は、夏に水稲、秋から春にかけ

てレタス、玉ねぎを栽培する2毛作、3毛作が盛んに行われていて、特に温暖な気候を生かした冬レ

タスは高収益であるとのことでした,南あわじri了と鳥取県では、気象条件や自然環境が大きく異な

りますので、同じように収り細むiYは川来ませんが、k羽理串・長のリーダーシップと農業に対する

熱意や努力も、この地域の農業に大きく影響を与えていると感じました.

翌Hは、午前ll-1に徳,島県小松島市の樫]II農園の視察を行いました樫山農園は、平成14年に会社

を設凱後、フルーツトマト、米、麦、大り.、葉物野菜、菌床椎茸の生産販売を行われています.経

営jlll念は「樫lll農業で【【[1界を幸せにする」、また、独1二1の栽培方法を考案されており、植物本来の力

を引き出し生産者と消ゼ1堵双ノ∫が幸せになる栽培ノ∫法だそうです,一特にフルーツトマトは、東京、

築地巾場にて高糖度1・マ1・としてはトップクラスの計Ilil【をいただいているとのLP'でした1本県では

見かけるijiのない大規模なトマトハウス施設や稲作ll!j連の施設を見学させていただきました「この

農園の代表取締役樫1hlllr樹氏は、本年度の農林水産大臣表彰を受賞されており、その賞にふさわし

い会社だと実感しました

最後の視察は、池川ダムで池]}Ll総合管理所の概要や業務内容について説明していただきました

このダムは、111野川総合開発1、1'画の安として「洪水調節」「低水流量の調節」「1⊥i11!j;川北岸川水と香

川川水に必要な取水位の確保」「発電」を行うため、Lif野川水系1【ボ野川に建設された重力コンクリー

1・式のダムであり、四国の生活・産業に多大な恩恵を与えている'li・が分かりました

また、本県では小規模施設で農業川水を確保出来る有り難さを改めて実感しました

トマトの大規模八ウス(樫山農園) 池田ダムで記念撮影
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第478号 土地改良だより ∫rljRl31で「1)-j

fπ.〆/ノノ.1.・1._.一ノ㌧、 ..ノー,/..ノ＼二...一

12JJ4[i(火)北栄町中央公民館2F講堂において、とっとり水土里の女性会が研修会を開催し

ました、,年末の忙しい時期でもあり、参加者は18名でした一t

冒頭、檀床会長から「今年はサツマイモの植付などの活動を行いました、来年度も会員が参加で

きるときに参加していただき、会貝相互の交流を深めるとともに、活動を通じていろんなことを知っ

ていただける場になれば」と開会挨拶され、講演に入りました.

最初の講演では、藤ll・品子さん(鳥取県農林水産部農業振興戦111各監とっとり農業戦ll【各課)から、「家

族経営協定について」と題して講義がありました,続いて、鉄本幹枝さん(美容カイロプラクター、

看護師)から「健康・からだと骨盤の関係」について実際に身体を動かしながら講義を受けました.

このliJii修会で、本年度の主な活動を終えることになります一来年度の活動計lllii(案)、予算(案)

につきまして、意見・要望がございましたら役員又は'jil務局へお願いします.

講師藤井晶子さん 講師鉄本幹枝さん

ご∴.,㌧_ワ・・..∫ノァツ1・コLり__ノーV.;一、.一.

12月611(木)-L地改良会館3F会議室において、「農付の瓜量フォトコンテスト2018」の表彰式

を開催しました.、特選、準特選、各賞受賞者のうち、4名が参加されました.・

受賞作II【1[1につきましては、すでに開催された「美しく豊かなむらづくり大会2018」でロビー展示

しましたが、現在、本会ホームページにて公開中です.・.

表彰式

貞繭

}

特選の笹尾知佳さんへ表彰状授与

酬'「8▼7,),,覧●,eI隔

鰭、式

⊥rK〕1踏こセ=1爾

記念撮影
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'1ノ成31イ11月 土地改良だより 第478弓

元気女襯隊㎞_委灘麟羅稲へ
今回は、水土里ネットとっとり総務課吉村香織さん(とっとり水土里の女性会

メンバー)をご紹介します

チ

＼/

みなさん、「ボタ山」ってこ存知ですか。

ボタとは石炭の採掘の際に発生する捨石(ゴミ)

のことで、その集積場であった「ボタ山」は炭鉱の

負の遺産ともいわれています。

私は九州の筑豊の出身で、現存しているボタ山

の中でも形の美しいといわれるボタ山の近所で幼

少期を過こしました。その後、縁あってこの鳥取で

週こすこととなり、今では鳥取弁しか話せないくらい鳥取にどっぷりつかっています。

今年で連合会に入って25年目になります。最初の「5年は設計の仕事をしていましたが、

出産を機に総務課で仕事をするようになりました。設計をしていた時には全然わかりませ

んでしたが、総務課で仕事をするうちに、社会保険、税、労働関係法規、契約等の知識を得、

世の中の仕組みが多少わかるようになりました。今後は、この知識を活かして、連合会を

盛り立てていきたいと思います。

プライベートといえば、主人、子ども、犬2匹の5人家族です。

趣味は旅行で、毎年、旅行に行くのを楽しみにしています。北海道、沖縄、シンガポール、

バリ等々。

子どもは、小さいときの旅行はほとんど覚えていまぜんが(泣)。

主人、私ともに実家が県外ですので、帰省や冠婚葬祭のたびに旅行気分が味わえるのも

とても良いです。この正月休みも、主人の実家から日帰りで、伊勢神宮に行ってきました。

今年のゴールデンウィークは10連休とのことで、旅行の計画もバッチリです^〈

さて、25年も連合会で働いていたにも係わらず、改良区の女性

の方との交流はほとんどありませんでした。

一昨年、「とっとり水土里の女性会」が設立され、県内の女性職

員との交流の機会を得て、本当にありがたく思います。新たな刺

激を得るとともに、女性同士のつなが0ができ楽しい時間が過ご

ぜました。私自身のみならず、会員の方にとっても今後必ず役立

つ人脈となると思います。

会員は、随時募集しています。まだ仲間になっておられない方

は、ぜひ仲間になってください。歓迎しています。

1次1iilは、米川1地改良区八尾祥}J「さんをこ紹介します)

編集後記
新年あけましておめでとうこざいます。皆さんはよい年末年始をお過ごしになら

れたでしょうか。

私の家では先日に餅つきを行いました。つきたての餅を食べて、新年の初日から

元気よくスタートできたと思います。

今年も水土里ネットとっとり、そして皆様にとっても良い年でありますように。
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