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新年のご挨拶

・

水土里ネットとっとり

9邑o
,

,

「昌〒●

(鳥取県土地改良事業団体連合会)

会長木村
肇

ヒ

哩■■,

■.9●璽■■

年頭にあたり、謹んで新存のお慶ひ.を11iしヒげます

会員並びに農業農十il'整備lltl係者の皆様におかれましては、輝かしい新年を迎えられ、益々ご健

勝でご活躍のこととお慶び申し1'.げますまた、平素より本会の運営並びに農粟農村整備Ll喋の

推進については、格別のこ'理解とご協力を賜り厚く御f・Liliし1'.げます..

昨年は、TPP交渉が10月に大筋合意し、ノr後、[・「内農業・農家への;杉響が一段と懸念される状

況であり、私たちを取り益く環境は人きく変化しようとしております..また、消費渚'ニーズ.の多

禄化なと.』時代の変化の影響を受けると共に、少f高齢化の.i〔童行や過疎化、{11いヂ不足、師農等に

よる耕f/1・放棄地の増1川など、かつて経験した'1iのない課題に[11[11['llしております..

さて、農裳農村整備は、地ん'創生、農:1」1の競了1・力強fヒ、)i'll:強靱化とい'.、た政策II果題への対'応に

おいて:T,:'2,な役割を果たし、1芋続rl」'能な強い農業の実現のためには、農地の.尺1く1111r化や汎川fピtti';

の農地'1:冬備..老1:iJ化した農業水利施設等び)lll]修・1廻新か必1擾であります

また、11乍fFから始まt)た農地Ilr川管」'll!.'11・裳による農地の集積やq謡〕化を推進するためには、担

い丁・1畏家、農裳生i}1'1{⊥人等に効率的で営農しやすい、1:'VLI・:ノ1諦Ill・キ1:t/を提供する必1麦があります

一方では、地球温1暖化に伴う近1「の気候変四1やqこIII豪1・1・1災'lii'の増1川、老朽化が進イ1しているた

め池にk,]'応する防災・減災対莱の推1匡も急務であり、それらの対策には農肖」濃村.慨flii1はd・[i].欠で

あります

いずれにしても、fVl…:1の安定的なf!ll給や農業・暑1二村'の多llllrl{」阪能をILIiFさせるためには、VL/Lか

1≡1然の'1:1'みと共存しながら、幾多のIIIIII}lilを乗り越え守り継いてきた、農地や農業川施II貨を⊥'Vlj'な

状態で次111:代へ引き継く.ことが屯1契であると疹'えます.

しかし、1・.i;1の1'.地改良関イ系予算'は9[先成22f卜度にノく11111に削滅され、'L'・成27!1'度においてもilil]減1】il

の6割程度にとどま・ノている状況であり、1ト・iに対して万全の対策を取'.)て1'〔1くよ'、り1き粧き'擾Iltll

していく必要があります.

本会としても、II寺代の変化に即した新たな果務に取り組むヒJIJ・に会員皆様の指導・i受助、広1[1{1「1

動や各稀「擾請活∫カに尽ノノして参りたいと彦えておりますので、引き続きこ'芝援、ご陥力をお願い

いたします

最後に、会員並ひ.に農業農1」・】'整1」111閏係計の皆様のこ健1勝とこiTiビfr,!を祈念し、1}ll年のこ』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

課長俵

俊
新年明けましておめて'とろございます

皆{li'iには1「頃から農業農十・1整Illiとll:業の推進に当たり、多ノくなるこ'協.JJとこ..支援をいただき、E,・「'くおIL申

し一1.'.げます

さて、新fl:度の1:11の農.裳農.{・・」'盤備1」予.業予1:'1:'は、補111を含めて4.8]0億i」.」、対'前年比1.222億.1リの増

〔134°、、)とノくきくf]1iびました..争年度は「[1からの予算.配分額が県要望額ヴ.)5割にとどまりましたので、新年

度については予算不足の緩和を川待しているところです.

こうした1[1、1.IIL・では新で[度、次の一:,1∴11をlll..1.」、1:的に.進y)ていく予定で』す.

・,1.1.il1.iは農地]]iliUti"i'」'[11機構と連携した.II!5盤.!剖[iilの推止ですイ<県てはメ、」盤整備後故1'年か経過し、

1]i'1渠IJI'ノkの機1'iヒ低i・'や用水路からの漏水なとー、農地や農業1肋匝設の老i.'」化が進んできています現(i・、

農地lllll:1、鉾1'Jilll'lil嚢による{'IIい.r・への農地集積にi」i～い、∫11・{.1:,tli'(f,i[」に1;Uする1:1111炎が数多く'1{1'せられるように

なりましたので、II・!l.係K'のノ」'々とよく」,11し合いながら、'1t],LL,TtにII'11けた協議IJI別i≧を干L'U,む"'1{jに逓めてい.きます

'.、,、'、[11iは」1.[1'強lll川ヒの推進です.1[1'tl.も茨城県'C鬼怒川が決壊するなヒ』、.近年ゲ』リラ豪「・1・iL、'i・て.大規

模災'∴'が多発していますので、防災・減災対1イ'1をIII.急に進めることか必?・'で.すイ忌県で[±]11年9月、「島

取1.III、ため池整術.JiS:同を策定し、ハード・ソフ1・],1,j[IIIからため池の防災・減i>ミ対策を進めていくこととLてい

ます1[1て.も1・'流に入家4.「1.があり、防災1η.、1.1.1:ため池に指定された85ケ所については、閃係lil'LllJ'と.連ll』を図

りながら、ノ,'後3『1「lll」てハザー1・.マ1ノブ.作成を完rする1ワ定です

..t:.1.1、目は1図JII.![1「i接夏払の拍'.進ですイく県"C』は水II[の約7割、畑の約2'li』でili[111;:・1地域等直接Jc]払

や多ll'II的機i'1旨ヒ払をり〔施IIIで.す!武後、1'1'1「∫齢化や後継呂'不足が進そ1する11Tで、農地や水路～ll・をし'.かり

と保.令していくためには、地城く.るみの.IUIII活動で之えてい・く.ことが必要です.イ・く「1喋は地域での話し含

いをも.とに、みんなで活'動することをJ,!/,1.cとしており、地域コミュニテ.1一の活"i.'1'化につながる重要な施策て

すので'、al∫lll/l・・1'や1.地己気良[X～";"tの.連携を強化しなか.ら、取綿1〔II預の折、大をli指していきます.

最後に、TPPのノJl解r,1窪1を受けて、Ir後農業の成長1・1'1業化にII'ilけた動きがノ川速していきます.木県で

は11fiitl'IS)j、1-.1.:劉'え県農裳II「ノ」⊥lil;1.進フラン」を簾定し.tll.い丁4♪育成・確保やPl'・:地.J]・フ)強.fヒ、Ψ乏路拡.尺等

に⊥[.{り組みながら4く[Il!農業4..)活ノ」を」「..,'」めていくこととしていますが、農地や水路'1'1':の'1.p.1.1.Ill;盤がし・)かりし

ていないと、それを成し逐けるこ..ヒはてきません最近、Sl1いr'・のノJから、「Ili;盤'11客備のL麦.望を11111したいが、

iili.に十illl炎してし・いのカ・分・からない」.という芦をよく[IF]きます農∫也のIVしてil[・1〕f)t12:」或fヒし、}.1[い丁'・と」也/或との

i;L」わりが希'lllgi:になるL[1で、従未の1'.地改良lx:や集落1レートた.けては農'家要望を拾い1..け.ることがて'きなく

な一.'、ていますので、これからはIVi・及所や」A六:']'.の'lll'農1'11】、11や農業委員会、1'1・1い丁・ff成機構～'}と.1.地改良

i"IL:],ljとの.吐ll`かより・1111,'ilTI:1契にな・ノてきます.今後も現場i「義をili気底し、農家のニーズ.を1分に汲み取りな

がら、農11」ξ農村.ll㍗備'li'・裳を.i]ユして本ll、i、1111業の振興にく1ツ」で'll駒紅んで参りますので、皆1∫ll/Jのご指導こ'.

協刀をよろしくお願いします
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全国水土里ネット会長会議

顧問進藤かねひご

新年あけましておめでとうございます,皆1、'IJ∫におかれましては、良き年をお.迎えのことと、'L・よりお慶び11i

し上げます.、.

私はJI1三春、才・Ji'しく二こ匡1」一地改良!ド1.定団休.連合会会長に就f丁された.'.1;{'\俊llll・.先ノ1'カ{提111「二1された「1川う

.1'.地改良」に.込められた真義に感銘し、また触発され、政治活動の途を志す決意を固めJl`1和61{1・に人省

以来29年問勤めてきた農林水産省を昨イトの6月、中II.1111}]/山域振興II!ll長をII乏後に辞職しました

その後、7月29Llに督ll道府1.[ll.1-.」山改上.い」1'業団f4・連合会会長会」:i'cc/iこ1'r'1水1'.111.ネッ1・会長会議)顧問を

仰せつかり、1・rliit1「各地をlulり、その実・1't'iを聞かせて頂.きました.移動したtillip…11iは約3{り」'km、11木(/)農肖しシk

路の総延長約40JJ'km〔地球10]1Ld「)」'〕の4分の3に達'しました..」こ1ト'1を.巡li:1・tるIlrrご'、我が1・F'1・ノ.)ii:[.1'.には人

間の俸でい・5と動脈1:i:ill・脈にあたる農業川水路・排水路が隅々まで』張り.巡ジフされ、肉体にあたる45〔.).万haの

農地と一.休にな・)て匡1民の食1::1を之えており、多lr'ri的機能の.ll直切な危揮を通じて、まさにII木の」.1・[1'.を装え

ていることを改めて実感した次第です

そして、十i-々な課題もlll]かせて慎きました最U三・農1・・]の現」易・てil1」くJllは本・ilに切実て、心に『;1・li…きました.

.過.L):・・現rll・将・巧乏.も11・1民の食十「1・を.乞える農」也と水、それをlr」能としている1.地改⊥'!は「II仁の命1'.「lii-.で.あ1)

ますが、その命綱が切れそ・、にな・.)ていることに強い危懐感を禁じ得ません

'1rlt・[各地をII[1り始ぺ)てから約.1か月経たII.1点で、私なりに全1ト・[の声'をfLitit.t)し、矧ll水1'.lll.ネッ1・会長会議

に・HU]i・しました.そして、その..1・lli「、した内容を律,に課せられた5つの.使命.として承り、その使命を"1たすため

乍身Gt',II,;'で取り紺んでまいります

1.1'/也己1(∫とo)P算.fiYi:flllCこ!1こノJ

レ[民の命kくらしは農地と水か健全であってこそ守られているのですしかしながら、そのために必紫な「1

地改⊥'↓」の〕㌻算はノ」隔にイ・足しており、このままてはllイ・(ノ)農裳と地域はその1.台から崩れJ図くの1」こは危

ういものとなります.安/fiて』安心な食料ノ1踊'1のためにも、必1契・な1'.地改良の1鱒.il11:保に金力を尽くします

2.1.1イ.こ1['V.btj.イ麦虻/!.llill11i-(～.,充'ノこ1こi≧ノ」

地ド水かん養や洪水防'll..など農業'がイ∫する影[rI

IIII川」山Js[trノ)糸1「'4、II'[二」下〔1憂な「Ili[1[lalll」山」Sikへ:1}IIII」麦..z4L,、

1・.け』、1団度のthi'lji:に金乃を尽くします

1「r:」1幾能・ノ).IE{;Eを芝える「多lr'[il'1{∫},.賄ヒ三(!ムrlfll度」や11F

"「1度」などについて、地域の皆さんの.・hを上'寧に汲み

3,iノミ'lilll二」ノjiし・,i:-i2.11「ifl:1、.1:・1"づ.〈り1こi≧ノ」

近年、rl然災害が急増し、しかも激しくな'♪ています[.H{の農「1[1.〔ft村には」山すべり地什や.急傾才:,1.地帯

が数多くあり、排.水ホンフやため池、水路など、その多くの邑'朽化が進んで'おり、これら・ノ.)対策には・刻の猶

4
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予も許されません迅速かつ的確な対策に全力を尽くします

4.自然豊かな美しい農山漁付の継承に全力

[IIから海に至るLI本の"郷(さと}"は、歴「妃と伝統文化に育まれた、まさに日本び)宝ですしかL、それらの多

くの宝が今、危機に瀕しています農地と水、森林の保全をi重じ、地方創生の一ヒ台てある美しい農lll漁村

を、未来の子ともたちに引き継げるよう令力を尽くします

5農業と農山漁村ヘグ)国民の理解に全力

日木が持続的に成長していくためには、農山漁村が食と牛活の拠点ヒして健令に発展していくことが必

要ですllil】h農業を含めた国内農業と農III漁村をも'、ともoと国民に身近なものとし、その振興を図るため

に、国民の埋解がfl」1られるよう全力を尽くします

この「5つの令力」を通じて、「安全で安心な食」、「」〈LJJな農地と水」、「)↓い農lil漁村一1、この3つを守り

抜くことを約束します

今後も、農果・農村の現場とそ1t'k・国政の場とのキャノチボ・一ルを'i:・浮し、自らがそのボールとなって粘り

強くIIIIIノ」の「場」をイi復できるように、果敢なII1にもll】ll虚に1-1己を{111鎖し、更に11]i、1広く深く政lfl活動を前に進

める覚招です

最後に、ノ)s{1は、1地改良にと'.・て611」ア111T・t、1ってよい/・ti「の人きなili」1.1の{1ヒなります私は、lill」[広いli・[ILL

の皆さんのこJ[1!fiFl{・!:1.地改良に閏わる私たちのS,,iiItを源》1ミとして、「闘う1.地改良」の光頚にi'i..)て1'力疾

走することを改めてお誓いLます

イ・イ1・が皆禄お一人おひとりにとって良きfiヒなることを所念し、私の年Llllのこ挨拶と致します

水
監イkこテ里常壽うr】会土

_"事毒""""""""ウ事華ク婁長壁署

廷同学人久操範宣一道郎也夫利彦均憲人肇会

搦溝;一一

謹んで新年のご祝詞を申し上げます

平成28年
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'重要になった土地改良事業と

農地巾間管理事業の連携

鳥取県農業農村担い手育成機構

理事長上場重俊

皆様明けましておめでとうごさ'います..今年は我が国の農政が更に大きな転換点に差し掛かると思われ

ます皆1韮と力を含わせてふるさとを守るよう取り組みたいと思いますので何卒宜しくお願い致します

我が国とふるさとの農地

さて、我が国は海に浮かぶ火山の島L[であり、我々は、多量の「/・11によって土砂が浸食される国土に住ん

で'います大陸の様に氷河が作った地」1冗線の果てまで広がるノ、平原ではなく、山く・の雛の中に暮らしてい

ますIil来、先祖は「でこほ』こ」のニヒ地を皆で均[ノ、道と水路を作り、畦草で!1一を飼い、その堆肥を入れて

耕して「ヒ地」を改良して「農地」が作られて来ました我が国の農地は村人全員でfノ「り守ρ)れて来たもの

ですイ}'後も村人が守らなけれは維持はできません上水道やト'水道とは違いますまた、そこには水利

権や人会権もあります

農地の権利移動と農地中間管理事業

しかし、Ill・代の推移に111L'♪て、禄々な理lllから離農せさ』るをILiない人がi【11て来ます既に長年にわた'.・

て農地の流動fヒ施策が行われて来た⊥1}・は皆様こ承知の通りです.今後は農家の高齢fLによって加.i虫度

1'1{Jに離農か堀1える事が懸念されておりL「誰が農地を;.jl:すのか、誰が水路を守るのか」が益々1]t大な問題

となりつつあります

農地の権利移動の新しいh'式として平成26年度から始ま'♪たのが農地III川管∫llじjl業です.担い手へ

農地を集積して生1荊1生を向1.するための制度で、国の重要施策に位置付けられています.

鳥取県での制度運用と今年の課題

鳥取県では、農地llrlllrl管理7昇業は乍てのilillr]'ト・1役場農材こ課及び農業委員会と密イ妾に連携していま

す「11「の農地の利川が乙に変わる」という'}iはあくまで「、L.ト」、」としての事象ですが、そこには「面」として農

業4辰興地}或のii'・:ll'lll・」'けや、.1」也改ゴ↓1・くの負1'1.1と維持の在り方、人農地プランのi'iifiし合い、多1所r白芝ILt、い

や1「IIIIIHI支払いなど、多様な問題が関係していますfilし、残念ながら、lllll度か縦割1〕で運用されていま

すそして現場の状況は、1:[続による不rl・地1.の川題≒'!二によ・)て一層困難を1啓}しています

土地改良事業等との連携を深めるために

!ア後は、ふるさとの農地を守り活かすために、令ての局面で十地改良区べ・1'地改良事業に携わる皆さ

んを含む「寄り合い」が鍵となると思っております.そこで、今年は、土地改良区や上地改良串業と農地「[コ

闘管J!lll]i蹴の連携1一ヒ地改良tii業と1畏恥委員会i[川度の連彩iJと同じ】を抜本的に深めて行きたいと考えて

おりますキーワートは「li{助剃し、ii".が守るのか」ですこのための研修会や研光会を重ねる所存ですの

て、ご指導こ鞭弛を賜りますようflll坐!1†しくお願いll[し一Lげます

6



第162弓 土地改良だより 一1-】∫LL2Sil.1月

平威翅年度遡野算及◎坪魍年度i当槻i算②
概餓魍ζ:)り1で

〈主要予算総括表〉
1単位:億円1

27年度27年度28年度対前年比

事項当初予算額補正予算額概算決定額(Oo)
一般会計

非公共事業1256281,215967"r,

公共事業3,9341,0711,1431〔」5.30u

農業農村整備事業2,7539902,962107,6Qo

農山漁村地域整備交付金1.(xう71.〔}67100,OPり

海岸事業3333100.0%

災害復旧事業等82848210〔1.0%

農村振興局予算総額5,190LlO25.35δlo3.2%

L1トIlIrl抜1.勺lilのテ11謙II・1動を'1じるニヒかある

ll櫻灘黙1卿;1漁灘燃繰'密戴㌢i漉唱願ある

農業農村整備事業関係予算概算決定の概要
弾位'億卜D

27年度予算額28年度概算決定額A(27年度補正追加額)補i[額BA+B

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)2,753-735-loo一2,962qO7.6%〕735qOO.0%}123〔122.70。[990::一3,952r113.6り、、〕735〔100.0°。}123q22.70`)1
計3,588一3,82([qO6.5〔}〔P990一.L810q31.1%〕

・;illドr乏し1111き:よ27:1[1之]:t)訂1ヒfりiL1・rこt、!⊃

227:1度111rll'、{rlは且1'P閃吐ヒ】:aLをr・「む

補正〕㌻算ては、tにた区画、防災等を対象に予算化される予定てす

また、'iへ成22年度に予算かノ＼ll届に減額されましたが、ここ放年は、徐々に1ワ算が増えています

今岡は、補止で約990億円の農業農村樹胴i業費が予算化されています

戸
、

'



'「成281目月 土地改良だより 角』・462り

膿業農村整備の集紗)(第2t回リ』に併甘で要請活動を家施

llJJ271二1〔5こ1に、II少1:」」会館lfJl」食flシェーンバッハ・サ

ボー〔東京都〕おいて、全国水ヒ里ネット及ひ剖1道府

県水十里ネノト川崔により「農業農村整揃の集い」が

盛大に開催されました.

1'国から約800名の農業農村整備関係者'が参集し、

農休水産省からは、森山農林水産ノく臣を筆剴1に農林水

産省幹部が多数出席されました

また、自民党から稲田政調会長等、大勢の衆参両院

の国会議員が臨席されていました.

1-)1i'1水[:lilネノトニ階俊Illli会長のilll会挨拶の後、栄

賓として森「1[農林水産ノ(「1「、稲11[「1⊥く党政膏Ill」会長か祝

辞を述べられました

続いて、1く松農N振興1,、1長からIlllと業農1・劃1ζ備σ)情勢

き[1告や、1・地改良区等の.lll列能長かfl:われ、最後に1;

成28年度の農裳農{・1倍lliilI;算確保とTPPkJ'藁旋び1「

成27年度の楠ILI冠).硫保に関連した1腹rllll,1[が1こ会致

て採択され、ガンバロウ:11Ha)後、閨会となりまLた

閉会後は、各県が.r・;JNけをして関係省月一'll"'i'εイこ

i市、各II・1会議員ハ・'拠IIII∫{l/動を実施しました

また、iji・せてイd!、1`の各推進協議会及σ`』4並～の1擾lill活![iJJ

をりこ施しました

[要請活動日程及び要請先ユ

1126「木)

舞"r.昇治参II義院1義1い臼民党)

浜田和ll・・参議1;完議員1次[「1'代の党〕

桝渥敬悟衆li」受院議1い公明'1'乙〕

斎藤鉄k衆議1:ン七議員1公明党1

赤【.ILI亮II'衆li手.し院」1義員〔臼民党〕

ll27f・rl'a】

農林水産省各部II、1

イ1破茂地h'創1-・1k[家ii曳川1千特別1く.域

4'1[当ノく臣

【本県各推進協議会1

[要望・提案内容]

1農黛農{・寸'終備に必茨な財源確1呆について

2影1　III'1{」f/tri旨支こ1!,交f・1金a)]:算.{i'r[ゴ;IU二'つし・rぐ

3i]rll.111U地域～'}口互接支払制度の要f1二緩和について

二階全士連会長

騨

森山農林水産大臣

%1

陶
稲田自民党政調会長

一8一



塙45ヨリ 土地改良だより 幽ト』[」完2S「1/_1)」

[提案者]

烏取県農業農村'整1制1・刻「1進協ll『受会

東部1:地改良.ll業打[7進協譲会

「1[部1:地改良・]F;`t,推.i並協1、才(1会

1酷ll-1二地改良」喋ま佑進協議会

.i,t.Y工　くリ1し1・」也己乞⊥契L上1・業1:」'lf1く1坐で†trこ

〔石破地方創生大臣室にて〕

〔衆議院会館赤澤亮正事務所にて〕

〔衆議院会館桝屋敬悟事務所にて〕

〔衆議院会館斉藤鉄夫事務所にて〕

韻.
1tr-一.一一'`一〉

〔参議院会館舞立昇治事務所にて〕

コ

馬

〔参議院会館浜田和幸事務所にて〕

〔農林水産省会議室にて〕

⊂
脳



』「成2s年1月 土地改良だより 第.162り・

醸賜《豊鋤馨鵡弱《概求会逡鋤馴1肇…開催

12月lgl」〔1つに「ハワイアロ・・ボー'レ」1湯梨浜llipで水一ヒ里ネ・・トとっとりが⇒三催の「美しく豊

かなも・らづくり大会2015」を開催しました

本尺会は、今後も農業・農村のf楚である「水」、「1'」、そして閂i.」を守り、発展させ、活力ある農業・

ll畏村を次L」「:代に引き継く'ことを1.1的に・1':成4年度から実施しており、{沌年度て24岡」1を迎えること

が1'11求ました

LJ1[1は、会員はもとより、多llll的機能支払illi動紺織など超満14の約500名の参加をいたたき、中国

],Llli・1農政局漆lllL勝彦次長、鳥取し!l農林水産部i.',1・川』1'1陪ll長にご臨席をいただきました.

1美しく豊かなむらづくり大会20151開会

9
翔

勢

継
li...、.

;

中国四国農政局漆原勝彦次長

木村唯会長の挨拶の後、漆原勝彦次長、Jli:11・1・1、t:・1111長からの祝辞をいたたきましたり1き統き、-1'.地

改良功労者表彰〔"li・i人表rl吻か豹われ、-1:地改良に功績のあったノ(谷溜池一1:地改良区岡田工1附「長他15

名のノJをノこ彰しました

また、「いのちを育む農村f'1.文コンクール」では、特選、準特選に遣1ばれた県内の小学生4名の表彰

を1」い、受賞吝'に作文の朗読を行っていただきました.J(変、感銘を受ける作文であり、子供たちの

農業農村ヘゾ)思いはノ＼きく、あらためて農業農村の尺切さを認識したところです

作文の朗読 土地改良功労者表彰

一10一



有16Lif, 土地改良だより 11「1∫k2SL「1.ljj

この後、基調講演として、地方創牛内閻府特命fl」当〔国家戦略塙三別1く.域1イ:1破茂]〈Hlに「農業・農

村の活性化と地方創生について」と題して、こ.講演いただきました..

「地方を元気に、農業農村を豊かにするには、「水」「.1:」を守っていくヒ地己気良1農業農村整11iipは、

大変重茨なことであるみなさんこれからも是非頑張ってほしい」とメソセーシを頂き、ノく変心強い

講演でした参加者からは、「.た変感銘を受けた=元気を頂いた.」という「」が多く剛かれました.

'

甥

・
"

地方創生内閣府特命担当(国家戦略特別区域)石破茂大臣の講演

講演の後、杉原義人副会長の閉会の挨壬拶をもってた会を閉じました

本年度も、こ.多忙のII.1を県内各地から.ノく勢のノ」'に参1川いただき、本た会を超満員で盛会の内に終ゴ

1「111こましたことを心よ1〕お礼lllし1'.け'ます

丁_二.fノーJ-一一.1ナこ±_二.「ノS.f=.(CJり.,一ニー_一一,_y.ll-...一一1

・i"hk27fi-「芝芽5211⊥111E・1,.fl/;≦〕こをlll…ll611tjJ[、「」ゐ

取1.i;1、土地改良会館」において、「lill1113名・ノ)IIII、席の

もと開催しまLた..

田rll代表監事の挨拶の後、最初に、服lll!】i項と

して、.1.平成27年度経営[標1定量:1-1標1の達成状

況、1,ill成28年度i:斤規採用職員の状}}己躍占を行'.)

た後、・[t成27年度定{Ul[芽II査〔第21[日.1〕の実施lil

画について、事務局から説ll月を行いました

続いて一1}1沓fili[tEii・1'E)に人り.'卜成27執行:IJこ

況を事務局から説明した後、会計帳簿、各種台帳

等を確認されました..

終わりに、監査結果について、「概ね良好」との講評を頂き一ll詞i会を閉会しました.

一ll一



1「・ljlく2STI'1)」 土地改良だより ・、1∫4621り

東部、中部、西部土地改良事業推進協議会で
意見交換会を開催

/戸「はTPP閏連対'策などにより、1'地改良1特1'のたきな動きがありたことから、.1.地改良閨係}4'へ

現/llのi冠1・状況等についてIIII.接'1」li'i.IUilli{するとともに、/r後のt・]'応等について意見交換するため、各

!「「'進協議会が1"記のヒおり意1危交換会をlil」i崔しました参ノ∫lixンバーは、各1:地改良'】[糊「[進[ぢむ議会

二'こ員、鳥取県、水1'11!ネ・ノトとt)とりで・す

東部土地改良事業推進協議会 中部土地改艮事業推進協議会

1「11jtよ」_1:Lll{].1,iこ君「之1一イ、ノ1〈'}ド:i'rl;鉱1↓tUl一ノ」く↑ll1〈こIIト11T-」く1.11:.LI甥L⊥t≧111fノ」.よ1,riElノ之IV"].1,1`[ノ,J'jlt一窪三垣1之1:-」.!1k{[i:1.∫i.一業j㌔ち;「.

'、'1・の状況について」と題して.II見1「llして11.!き.そ1ノ,後て、参1jllメン・・一による意1,⊥変挽が行われました

意見1た換では、多llllll{」破能ヒ払における1.地改⊥1Uく.の関わ1)ん'、1'地改⊥'L施」iiとの長ノ」・命fヒについて

なヒ11'地改⊥uくとしてと』・ノ,ように.逓めていけばよいのか等の質IIIIIをn'〔きました

II己

【東部土地改良事業推進協議会】

1il1ろ::」1'一'∫文27fl:12〕　211「1J」炉13:r3r}一

場所:「ホーフスター!'ノとり」〔.1.Yll'《rlガ】参1川人放IY名

【中部土地改良事業推進協議会】

1川:'lihk27fllL)J]1{]Hr木〕11:00一

場所:「itiif.シテfホテル」1倉1「1'Ili)参1∫1[人放18名

【西部土地改良事業推進協議会1

1[11芋::'1勺Jk27Tl・12JIl6111ノ](♪13:31}一

・1坊1町:「弓ケ浜二n.」ll之J"ll」ト参」」目ノ＼拐〔25手!1

一12一
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土地改良だより 1「・】rl2s;1'ljl

中部土地改良事業推進協議会和歌山で先進地視察

Il「itlS土JUi[1気1;L二ji芽く打1:圭佐1,fi,i{9'k歪こr圭ミ1モイ:多1ら〔耳隻ノ＼〕{よ、ll月19[-2〔}1-[、イゴ[-11「bラキ「こ手隻トII∫(～,.,Jく1'1il.ネ・ソ「・でII.ll

川〔∫Ψ'11長:御1】ij一之〕と、Il高郡みなべlll」'ヴ,水一1.111ネ.・ト南紀Ill水「理Llr長:松1[1);T・1之1の2カ所を視察しま

した

こ・力研:修は、会眞の行う1'地改良L」1業の拓・進、,,11111.在釧究を行ろLr1'「{jで毎f[・実施しており、ノ洲rElは、ヒ地改

⊥'と区、鳥取県、ノiclIllネノトとo!りから22名の参1JI[がありました

/rlii[のfi川・修で、琶朽化施II愛の維昌・管」'11[と長ノ」・命1ヒ、組rr員の負弓1「11!碍[IIU乏び農伺の活'11・fヒを学11'1し、今

後θ刈1・尭」ヨ「1進に寄'」できるものとなりました

最後に視察に協JJして慎きました、水.1.llLネ・・トイ1ト11)[1vt「ひ水1:!llネ・卜南紀Ill水の上lll.li・長をはじめ職員の

皆様に感謝ll[しトけます

有田川土地改良区南紀用水土地改良区

研修会風景研修会風景

く水土里ネット有田川>

211ゴ211「1を∫i'1'illliiイ1'Ill」IIとその沿岸二に広がる最1.流の1/]〈系の1i;川.[山656h;1のII[川1かんがい川'水、1.583

haの樹1・Ill地のナ:Ill地かんがいを行い、農裳lll水路,・・イフラインなと1、様々な水利施設の緬'1、〕㌔と管」'i1[を行ってい

ますまた、農付地域におけるかんがい11」水のIllll'li禎ローテーション〕と農地の管Silli.体とい')llと',iii]を.山して、

地域の環境保黛にも人いに寄し・しています

〈水土里ネット南紀用水>

21「」'il[1'を管Ili,ii1封[・ll1地[悔:、{1[II需】と野菜、リ∴1'E

/1「及ぴ'1「・li./illl「流域の水川を合二{りせた約1,150haの

農業III水{1・]:1紀JN水)の施,ilt管上lllを1.]"・っていますダ

ムを利Jllした・】・水ノ∬亡竃に⊥1/り紐みつつ、太陽尤発

屯にも着乎しており、))'iltc川より収り入れた農叢川水を

・時1'1{」に貯めて.t-S・lili)}ゴ1垂l/l胴鶴也を活川してえ＼陽)lt

発屯施1関を設ii'1し、二つの発電.1「業を行うことで通'、蓄

の維持管理費を賄う穿、光進的な取り組みを実践して

います 中芳養調整池太陽光発電施設

(太陽光パネル1722枚〉

一13一
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ノ

「

ク、米ケ原地域ll1こ地・水・環境保.1ヤ糸lr織

IIユ.1場別「..J'・1(..1「11f.11」.ふるざヒ保C'tセンター〕

ク.、/1・T)!i・地域il'.1地・ノk・環境1」"・M:lh:h臆汐d蔓引1;〔「...1也改良区..の・.:a画諮・.f)うちll集落で1・II凸..[・史された活

動li:11{…1'.Rて」2.け」蝸…11織とし一C11'..成21fi..・度力・ら乍:]11」ごに⊥['聯IIんでいます.ク＼米争.原・ノ.)⊥III地農.業'を弓..11.;看1・rLするために

必E.2t.な、久米ナ原の・1:Illかん施li,とを1.1,」」た.らで』守り後Fi.'にり[き11.]:..き.、施、;'之の1.」」.イ1.}化を11.Zlる']1.を[1」'1(」.として取細

みました.

役t.1は各集ヒ'1イから2名、改⊥'L1・〈'から1宮1・.ハ23'71て/・111i.成され、そ・ノ.)111カ・ら∫:こ長1名、1.、1「]会長2名を選1[IIIしていま

す.丈、各喋落から3～5名程度θ.,パ1・ロー'1・隊1.1を選Ill11して.もらい、{1丁i'動・ノ♪協JJを.お峨'〔いし、'II...務1.rfll'V:41ぴ』指

導は保全センクーに・委託しています

活'動ヒしては各集落による1'1.1.Xl」O、泥1..げ."1,1'.1を実施しています:また、tl..・]lIIl役具とハ.トロール隊員合]iilで幹線

農遺のコ.ミ1rい、'イドきlli・!'frい、桜・ノこめ池illlLI.辺の1'111:刈りを実施L、・∵1.刈り終r後{よて.ヒ流.会を聞催し、ポと員による.r'・

1.1'ち・5どん、'11.・1"券局.によるおに.き』;)し、1};で1.巧.三1.i.とを・)ちおii..いの親Il!rを深めています..

役員会は{」'..1,Il」・11iillli・lf}1'.しますそのκ1;度、各集.諸から改ll参ill;1.所～'}'/r7.)1.麦:望をIIIIIしてもらい、役員∫:こて'協III';:し、

優:"t]111'〔位を.1・」'けて改修に当たります..最.近ては、ほとんピ/tノ.》i』hil水修岬.、水路r?)泥1..け.iIA'1落で.は1:11[米ないill;.1.

所〕、水路の.{1?,i]llj".'1;は、役ll.ヒ'」i'.1芳局'⊂』'」≦施しておb、III.い対応で』{:ill」..IJIIIiからも;・'・1..ばれていますし、経費のii]i]i」1況

にも繋が・)ています..ド「,1'たちで1[li「来る'll..は自分たちて.やろうという.IJ':lii.lt.も巧.:,11.えて、ク.、米ヶ原台地がlllll..麗にな'.♪

たようて.す..1'1'Iljl.11iifヒが進む中で.、少しす.『.ノですか.{:.li.規就、lli上K'も入1.III[され'..♪'.ノあ[〕ます

lUII1活.動ては「私たちの地域を}ミし(」をスローカ.'ン.とLてllll硯形成4.).・..,て..化11,∴la..,花{・iel.えをイ1..・プ(います..

また完.進ユ山礼⊥'察も'1こ施しておりまr.ポ

.]i'・務局は毎fl.:1211にIli'.1」1:'と保鴛たよりを.ttiltして1.111[成員さ、紀に二こ、.ii.・1・IUi,'・、iiC'動.i'IUi、..を1」..・.・ています

広」或であ1)i,rr.JF〃費も一括.して.li.・務局か管理しているため,」〈きな漏水修」ill'』:,1'.;が発生Lて.も、費用II'llで.もすく.kJ

LL;かでき.イく.ll..1㌔ヨ.二11'.く1三II.んで.1可・るお陰で.あるとllUl・[1,]1・'・:...んでt,1ますたた.、']i'務局は全てに対'して携:わるのて、

12月にlll城員さ!.に2U.う1'1.1刈り～1;..:(h1[・i'[JclaY,が1jll赦て.tて.駄変てす9i制は1'地改1'Llくの'】i..1'芳に環」;.と保

乍の'】1'.務がJJIr:わり慣れない・力とイこ安て..・杯'C.した今後はもう少し.li務の1'』:1/.」.づi・lfL'll..務:i:.r〃11≦減が図れたらと

i'!lil.二.iuし・.まr3一

簸轟磯隷欝灘藪譲
【地区の脚刻

久1こケ原地域農地・vl環境保ノ瑠[{:1'い'」ll務.Z援:ク.、米刊1;口'.地改⊥'U.つ

J:1.1.∫也糸II':1.〕←支IL「、t.ヒ↑・」、し・.了亡ibl[11i':]1..之1.交.f・」',1.・.〔11[・1」1.」{1「F'重)j'.・IJ.;イlyfヒ〕

、忍1ヒ心1之.llけ山」1'lif'..282.92hこlclI12.lh乙1:1:Ill252.25ha:」也28.57hこ1}

lll.1水路6.3kmハrフ.ラで1〔).3km,.、.「['「.・.19.2kl11たdl)池2ケ所

14一



lt・]u)1・ 土地改良だより 1「・成2δで11月

一「農村の風景7ptトコンテスト2⑪1副入選作品一

「初出荷」
特選

村田益美

馨…峯謹耀

準特選
「伝統漁法で大物ゲット」

三吉佐知子

山陰「コスモスの道」
7ジ内7ラ響賞谷口麓子

準特選,
「ホッとする温もり」

藤原馨

鳥取県農地r水,
王誤境保全協詠会・

会長箪

「農地見守隊」

山根和夫

農禿撮観
部門買

「ハウスの準備」

牧原昭文

一15一



1トtt[」{くLJSFE.1」1 土地改良だより ・H/1621;・

憧{偵 作品一覧

「採れたよ!J

真砂昇平

罫霞電並≦」

「コスモスロードの番人」

前田昭道

「蕎麦の花の咲く頃」

槽宏光

「ホトホト」

藤原馨

「みんなで田植え」

谷口麗子

「騨【1

「連れ添って50年」

佐伯範夫

『ごで

噛}㌦

「残雪のハデ場」

渡辺敏美

一16一


