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第5◎回畑地か苑がu石幽島取鼎磯砥し危

10月22日(木)、23日(金)にとりぎん文化会館(小ホール)ほかで、第50回畑地かんがい研究集会

が開催されました。

初日は、台湾からの参加者約20名を含む県内外から約130名の参加者が、畑地かんがいに関する

研究の成果を学びました。講演として、県内からは、(株)かわばた代表取締役川端氏のブルーベリー

栽培の取り組み、北条砂丘土地改良区飛川氏の砂丘畑における畑地農業振興への取り組みが発表

されました。

ブルーベリー栽培の取り組みでは、栽培参入までの経過、奥大山ブルーベリーファームの概要、

耕作放棄地を開墾し土壌改良、小動物対策、かんがい対策などの整備状況、付加価値の高い加工品

開発への取り組み、そして今後の課題について、講演されました。

また、砂丘畑における畑地農業振興への取り組みでは、土地改良事業の概要、再生可能エネルギー

活用による負担軽減、土地改良区の役割について、講演されました。

講演後の討論会では、TPPをどう乗り越えるのかということに対して、高品質、高付加価値の栽

培により対応するのがいいのでは、といった意見が出されていました。また、担い手不足や集積の

難しさ等についても討論されました。

(株)かわばた代表取締役川端氏 北条砂丘土地改良区飛川氏

2日目は、福部砂丘(鳥取市)、鳥取大学乾燥地研究センターアリドドーム実験棟、北条砂丘(北

栄町)などで現地研修がありました。福部砂丘ではらっきょう栽培の歴史、又、北条砂丘ではぶど

う栽培などの歴史、再生可能エネルギーへの取組みなどを学ぶことが出来ました。

勲幽軸冨

福部砂丘にて記念撮影 視察「鳥取大学乾燥地研究センター」

なお、次回の研究集会は、2年後の平成29年度に佐賀県で開催予定です。
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呼成勿年度換地閨係異議紛争処理対策検劃1会i』をi闘催

平成27年9月10日(木)～ll日(金)の両日にわたり、中国四国ブロック"平成27年度換地関係異

議紛争処理対策検討会"が、高知県高知市「高知会館」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止によるほ場整備事業等の円滑な

推進を目的として、全国水土里ネット(中央換地センター)の主催で開催されています。

本年は、30名の参加者により、換地関係異議紛争処理対策について、事例発表等が行われました。

全国的に換地が少なくなったことにより事例も減っているため、換地事務処理事例等も含めて

課題の検討を行っています。また、換地技術者の年齢構成も50歳以上が85%となっており、今後を

見据え若手技術者の育成が急務となっています。

農政局より本年度の中四国管内換地士資格受験者が36名となっており、昨年の25名に対し飛躍

的な伸びとなっているとの報告がありましたが、今後における換地技術者の確保につながれば願っ

てもないことでもあります。また、今後も各関係機関と情報交換等連携を取りながら、一層の利用

集積推進をお願いしたいとのことでした。

なお、協議・検詞された項目事例は下記のとおりです。

換地関係異議紛争事例検討

・公道内の現地確認不能地について、相続人から権利を主張された事例(岡山)

・共同施行で畑地造成事業を行った地区において、相続人より換地計画同意書の取得が困難に

なった事例(山口)

・換地原案及び評価基準に対する不満が異議申立てとなった事例(徳島)

・相続財産管理人を選任し事業手続及び換地を実施した事例(愛媛)

〈中央換地センター報告〉

・換地関係異議紛争処埋対策検討会で検詞した対処策の中問総括について

・換地技術者名簿の分析について

松尾課長(高知県)の挨拶

翌

1'-ik一 恕『隅

検討会の様子
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「島取県土地改艮区薙役職員研修含(第{回弱を開催

鳥取県土地改良区等役職員研修会(第1回)を平成27年9月2日(水)「水明荘」(湯梨浜町)にて

開催致しました。カリキュラムは、下表の通りです、

当日は、土地改良区の役職員ほか136名の参加がありました。また、複式簿記の導入に関する質

疑がありましたが、複式簿記の研修に関しましては、平成28年度県内であらためて単独開催の予定

となっています。

第2回の開催につきましては、今のところ2月開催の予定としております。時期が来ましたら、

ご案内させて頂きますが、多数参加頂きますよう、よろしくお願いします。

i'C平成27年度水土総合強化推進事業技術力向上のための研修会1)i

中国四国農政局斉藤整備部次長

恥宰成27年度水土総合強化推進事業技術力向上のための研1

鳥取県大田コーディネーター

カリキュラム

時間講義内容講師

13:00～13:05開会挨拶水』ヒ里ネットとっとり

13:05～14:15・最近の農業農村整備の動きについて・新たな食料・農業・農村基本計画についてrlコ国四国農政局整備部次長斉藤泰中国四国農政局企画調整室室長補佐嶋田宣明
14:15～15:05複式簿記の基礎知識について全国水土里ネット参与田村栄二
15:05～15:10休憩

15:10～15:40役員の業務執行における留意事項(理事・監事)鳥取県土地改良管理指導センター相談指導員(会計・監査)福井晃

15:40～16:30男女共同参画の推進について鳥取県男女共同参画センター男女共同参画コーディネーター大田雅子
16:30閉会
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平麟度農叢農i灘事麹算鵬要繋鑓
関虜る説明会!吻意礎嚢i換命

平成28年度農業農村整備事業関係予算概算要求に関する説明会・意見交換会が平成27年10月8

日(木)鳥取県庁に於いて開催されました。本省から杉山調査官(整備部農地資源課)、渡邉課長補

佐(整備部水資源課)、村上課長補佐(農村政策部都市農村交流課)が出席され、第1部の概算要求

について、鳥取県下の市町村、土地改良区等へ説明がありました。また、第2部では、鳥取県農業

農村推進協議会森田会長、東部土地改良事業推進協議会榎本会長、中部土地改良事業推進協議会杉

原会長、西部土地改良事業推進協議会天島役員他が参加して、本省からの情報提供のあと、農業農

村整備全般について、活発な意見交換が行われました。

9

o 9

本省による概算要求の説明

d隣・
意見交換会の様子

〈農業農村整備事業の平成28年度概算要求〉 単位'億円

27年度予算額28年度予算額対前年度比

農業農村整備事業2,7533,372122.5%

農山漁村地域整備交伺金

(農業農村整備分)
735 857 116.5%

農地耕作条件改善事業(非公共) 100

3,588

359

4,588

359.1%

127,9%

【ポイント】農業農村整備事業関係予算の大幅な増額

農業農村整備事業関係予算の平成28年度要求・要望額は、4.588億円であり、平成27年度予算額か

らLOOO億円の増額である。

また、農林水産省予算の平成28年度要求・要望額は、平成27年度予算額から3,407億円の増額であ

り、省全体の増額の1/3は、農業農村整備関係である。
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膿i麹ウ農村振興瞳闘薩る講漫劃を鵬幽

平成27年10月31日(土)湯梨浜町「水明荘」において、

水土里ネットとっとりの主催により、「農業・農村振興

に関する講演会」を約60名の参加を得て開催しました。

当日は、講師として前農林水産省農村振興局中山

間地域振興課長進藤金日子氏においでいただき、「中

山間地域の農業・農村振興を考える」と題して講演い

ただきました。

講演会の様子

農業・農村振興に関する講襖会

」

進藤氏の講演

講演の中で進藤氏は、我が国の食糧自給率の動向や

ローカル・アベノミクスの実現に向けた「まち・ひと・

しごと創生基本方針2015」、「食料・農業・農村基本計画」

における中山間地域の位置付けや中山間地域農業の方

向性などについて分かり易くお話しいただき、参加者

は熱心に耳を傾けていました。

なお、進藤金日子氏のプロフィールについては、下

記のとおりです。

かねひご

進藤i金日子氏のプロフィール

昭和38年

昭和57年

昭和61年

平成25年

平成26年

平成27年

秋田県協和町(現大仙市)生まれ52才

岩手大学農学部入学

農林水産省

農村振興局

〃

農林水産省

入省

設計課首席農業土木専門官

中山間地域振興課長

退職
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」_」」 ・レ訟ノ_.1_J,,」

～あづましの風流れる青森大会～『土地改良の路繋ぎ明日への確かな途拓く』をテーマに第38

回全国土地改良大会青森大会の大会式典が、平成27年10月15日(木)青森市の新青森県総合運動公

園「マエダアリーナ」で、全国の土地改良関係者約3,500名が参集し盛大に開催されました。

式典では、開会宣言の後、青森県土地改良事業団体連合会野上会長、主催者の全国土地改良事業

団体連合会二階会長から挨拶があり、三村青森県知事の歓迎挨拶の後、来賓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

良事業団体連合会会長表彰(45名)が表彰され、本県からは天神野土地改良区の杉原理事長が農林

水産大臣表彰、大倉土地改良区の田中理事長が全国土地改良事業団体連合会会長表彰を受賞され

ました。

表彰の後は、基調講演、基調報告、青森県内土地改良

事業優良事例地区紹介が行われ、最後に、農業農洞の礎

である「水・土・里」を健全な姿で次世代に引き継いで

いくことを宣言して、次回開催予定の水土里ネットい

しかわへと大会旗が引き継がれました。また、次期開

催県として、石川県L地改良串業団体連合会長が挨拶

をされ、盛会のうちに閉幕となりました。

大臣表彰を杉原理事長が受賞

【事業視察】10月14日(水)

・～ほ場整備と法人化で地域農業の活性化～

・～浅層暗渠工による乾田化と高品質作物の生産～

(経営体育成基盤整備事業上小国地区)

(経営体育成基盤整備事業福島徳下地区)

青森市『マエダアリーナ』にて 大会の様子
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∫ゐし_レ_一_ツ_」し1⊥L.ニコ」ノ__ル」
L一∫.,」ジ∵_一.一.」_ラ、ン__.づJ1-)し.e

鳥取県再生可能エネルギー推進協議会主催(事務局:水土里ネットとっとり)による小水力等発

電導入技術力向上地方研修事業研修会が、平成27年ll月11日(水)、12日(木)に開催されました。

初日の座学研修の日程は'下表のとおりです。

時間講義内容講師

13:30～13:40開会挨拶鳥取県再生可能エネルギー推進協議会会長巾村均

13:40～14:30鳥取県内における小水力等発電事業の取組状況について鳥取県農地・水保全課課長補佐足立誠鳥取県土地改良事業団体連合会課長補佐宮本英樹
14:30～15:10小水力等発電に関する主な助成制度と中国四国管内の動向について中国四国農政局地域整備課係長佐藤敏明
15:10～15:20休憩

15:20～16:20小水力等発電の事例について全国小水力利用推進協議会事務局長中島大

16:20～16:30質疑応答閉会

足立課長補佐の講義 中島事務局長の講義

8
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また、2日目の現地研修では、西粟倉発電所(岡山市英田郡西粟倉村)と新田原井堰発電所(岡山

県和気郡和気町)を視察しました。西粟倉発電所は、西粟倉村役場産業観光課白旗主任より、説明

を受けました。

ノ

西粟倉発電所 建屋の様子

また、新田原井堰発電所については、吉井川下流十地改良区岡本事務局長、丸山所長から説明を

受けました。

新田原井堰

『

雌

模型による丸山所長からの説明

平成28年度についても、協議会が小水力等発電導入技術力向上地方研修事業に取組む予定とし

ています。本年度、協議会の会員となっていないriゴ町村、改良区で、本取組みに関するお間合せ等

ありましたら、水土里ネットとっとり企画課までお願いします。

〈鳥取県再生可能エネルギー推進協議会会員名簿〉 平,,k2711三ll月301ヨ]見イ1三

区分団体名

県鳥取県農林水産部農地・水保全課

市町村鳥取市、若桜町、八頭町、岩美町、倉吉市、北栄町、湯梨浜町、境港市、大山町、伯者町、日野町

改良区大井手、湖東大浜、天神野、北条砂丘、北条水系、東伯地区連合、大山山麓地区連合、箕蚊屋、米川
その他鳥取県小水力発電協会、鳥取県.L地改良事業団体連合会

9
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求舞手糞地改劇区が求勢手探検墜を寒施

実施小学校河原第一小学校4年生(随行:徳橋先生)

大正小学校4年生(随行:前田先生)

大井手土地改良区では毎年地元の小学校4年生と一緒に行っている大井手探検隊を10月1日(木)

と10月6日(火)に行いました。このイベントは大井手川の歴史やしくみ、農業用水の役割や大切さ

を学ぶイベントです。

当日は、最初に大井手川の守り神が祭られている樋口神社にお参りをして探検隊の出発です。

千代川西側を河原～賀露まで流れている大井手川をマイクロバスに乗って下りながら、川の役割

や昔の人の苦労、水路の持つ多面的機能を学んでもらい、普段なにげなく見ている川の役割を知っ

てもらい、また、大井手川が今から400年前に亀井藪矩公(鹿野城主)により作られた河川であるこ

と、鹿野城跡に訪れて、歴史的なことも少し学んでもらいます.

参加した子ども達は、身近に流れている大井手川のことを初めて知ったという児童や、あらため

て水路の持つ農業用水・環境用水・生活用水・防火用水・融雪用水などのいろいろな機能を知って

驚いていた生徒もいました。

土地改良区では一人でも多くの人に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。

橋本事務局長による説明 見学の様子

刻亘堰圭地改星区拶1山剴川の施i設易割を実施
平成27年10月1日(木)に大口堰土地改良区が鳥取市立美保小学校の5年生(90名)を対象として

「山白川の施設見学」を実施しました。

この施設見学は地域の小学生に、水の大切さ、土地改良区の役割、山白川の歴史を学習してもら

うため、毎年校区持ち回りにて実施しています。

また、鳥取県土整備事務所のご協力で山白川に伺帯する土地改良施設の構造・機能及び、防災減

災(洪水・氾濫)について説明を頂きました。
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第461号 土地改良だより 平成27年度

【山白川の施設見学日程】※児童が多いため午前と午後に分けて実施

「美保小学校」出発→「山白川頭首工」見学・説明→「数津樋門」見学・説明

→「宮長(排水機場・サイフォン)」見学・説明→「美保小学校」到着

',飛i壽,

膠襲黙醐
㍉r-一争塘.

頭首工(山白川取水樋門) 見学の様子

瞳、'1L一ご2轟認・・

数津用水堰樋門止水・分水の仕組み 宮長排水機場県による説明

隈越の風景ンヵトコンラス.卜⑳月」5」!各寅決定
平成27年ll月19日(木)に「農村の風景フォトコンテスト2015」の審査会が開催され、応募総数83

点から、各賞が決定致しました。

各賞については、以下のとおりです,なお、入選された作品につきましては、後日、本会のホー

ムページに掲載する予定です。

各賞氏名作品の題名撮影場所

特選村田益美初出荷湯梨浜町別所

準特選藤原馨ホッとする温もり江府町御机

準特選三吉佐知子伝統漁法で大物ゲット鳥取市気高町

山陰フジカラー賞谷口麗子コスモスの道岩美町

鳥取県農地・水・環境保全協議会会長賞山根和夫農地見守隊北栄町原

土地改良施設部門賞該当なし

農村景観部門賞牧原昭文ハウスの準備倉吉市

佳作檜宏光蕎麦の花の咲く頃大山町豊房

佳作真砂昇平採れたよ!日吉津村

佳作渡辺敏美残雪のハデ場伯書町

佳作藤原馨ホトホト日野町上菅

佳作佐伯範夫連れ添って50年伯者町

佳作前田昭道コスモスロードの番人岩美町

佳作谷口麗子みんなで田植え気高町
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島取内i学2鋤5イン多鷺ンシツv7

鳥取大学農学部3年菊池史織さんが、「農業土木分野に必要な基礎的知識の見聞と修得」をテー

マに、平成27年9月7日から平成27年9月18日の問、インターンシップで本会に来られ研修されま

した。

インターンシップは、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行う

制度」です。鳥取大学では、「知と実践の融合」を教育の基本理念に掲げてインターンシップを推進

しており、毎年、主に夏季休業期間中に1週間から1か月間、企業や官公庁において実施されてい

ます。

今回の研修内容としては、設計図面作成のCAD、土地改良施設診断、測量の基礎、農業水利施

設診断、地籍調査の図化等でした。

ポンプ施設の診断 トータルステーションによる測量

【インターンシップを終えて】(原文のまま掲載)菊池史織

今回のインターンシップでは、目的として、現在自分はどんな事ができるのか、何がまだたりな

いのか試してみたいという気持ちから参加させていただきました。実際に現場に出てみると授業

で学んだ知識だけでは全然使えないと思いました。技術面での強化、状況対応能力などの課題も

多く見つけることが出来ました。インターンのこの経験をこの先より良くしていれるように残り

の大学生活を送りたいと考えています。最後にインターンシップを行う上でお世話になった方々

に本当に感謝したいと思います。インターンシップに参加して、色々と教えていただいたことは

大変貴重な経験となりました。本当にありがとうございました。
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∠し.一._、
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勤Q慧灘騨
平成27年10月7日、第70回農業農村工学会中国四国支部講演会(広島市)で支部賞表彰式があり

ました。「鳥取県土地改良事業団連合会におけるため池ハザードマップ作成実施事例」(山本秀延、

宮本英樹、澤麻衣子)が優秀賞に選定され、地域支援課澤主任が授賞式に出席しました。

授賞式の様子 受賞者(右から2番目が澤主任)

奉套職曼拶『コ》多葛』曝診断塗試懸』薩含樹

本会、地域支援課澤主任がコンクリート診断士試験に合格しました。なお、本会では、二人目の

合格者となります。(既取得者:地域支援課岸田課長補佐)

今後も会員等のニーズに応えられるよう、資格習得に向けて取組んでいきます。

コンクリート診断士とは、社団法人日本コンク

リート工学協会が実施する講習会を受講し、試験に

よって相応レベルのコンクリート診断・維持管理の

知識・技術を保有していると認定され、登録した者

に与えられる称号のことです。

(引用:ウィキペディア)

地±或支援課澤主任
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雰攣繕縮蓬襟二～墜誕まご一尭:ご躍渡◎努ご
非補助農業基盤整備資金は、土地改良区等が国からの補助を受けないで、かんがい排水やほ場整

備、施設の補修・更新などの事業に取組み、農業生産基盤の保全管理・整備の推進を図る場合、日

本政策金融公庫等が農家負担の軽減を目的に、土地改良区等に対し長期・低利で融資する資金です。

なお、農業集落排水など農村生活環境の整備や国の補助対象ではない県又は市町村単独による

補助事業についても、融資の対象となります。

(融資の条件等)

貸付対象者

土地改良区、土地改良区連合〔事業主体となる場合に限る。)

農業協同組合、農業協同組合連合会、農業を営む方、農業振興法人

5割法人・団体(農業集落排水事業の実施に限る。)

貸付限度額

複数年にわたる事業の場合、各年度とも土地改良区が当該年度に負担する額までとなってい

ます。(ただし、融資1件当たりの最低額は50万円となっています。)

貸付利率

貸付金利は金融情勢により変動しますので、直近の利率は最寄りの日本政策金融公庫鳥取支

店(農林水産事業)にお問い合わせ下さい・,

償還期限

最長25年(据置期間10年以内を含むrJ)事業内容に応じて設定出来ます。

扇虫資文寸象事業

かんがい排水、畑地かんがい、ほ場整備、暗渠排水、客土、農道、索道、畦畔整備、農地造成、防災、

農地保全、維持管理、農業集落排水、飲雑用水、土地改良事業の一環として発電施設を設置す

る事業など。

∫)なノ!_∫ノ㌧』_レ_ンル_二二.ゴ
'.、1

__,......_一_一__.._ノー一一ノ診_ノ」一_一..sノ

小水力発電施設や太陽光発電施設を設置し、売電収入を土地改

良施設の維持管理費等に充当し、経費の軽減を目的とする場合、農

業基盤整備資金が利用可能です。

融資の審査では、通常融資に加え、発電施設と土地改良施設との

関連性、電気の供給先、発電規模、発電収入が維持管理費・事務運

営費の合計額を経常的に超えないなどの確認が必要となります。

また、発電事業会計に必要となる複式簿記会計システムの導入

費も融資対象となるほか、システム導入を契機とする事務OA化

システム整備費も融資の対象となります。

証 縄罎
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