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平成29年2月22日(水)東伯郡湯梨浜町「水明荘」において、鳥取県土地改良事業団体連合会
第60回通常総会を開催しました

開会で木村会長は、「国が様々な農業施策を出しているが、これからは、施策をヒ手く活用され
る地域とそうでない地域で格差を生じることによる二極化が進む可能性がある.産業施策と地
域施策がバランスよく地域に投下されないといけない到と挨拶されました.続いて、来賓の上大
田光成中国四国農政局次長と安養寺寿一農林水産部次長より御祝辞を頂きました一
最初に田辺雄一箕蚊屋土地改良区理事長を議長に選出した後、8議案について慎重に審議
され、いずれの議案も原案どおり可決されました「

なお、会員から、農業農村整備の施策に関するご意見もありましたので、国、県に対して引き
続き提案、要請活動を進めて参りたいと考えております
H:H-ILI」≡許表1

1/Ll.LlL..一

第1号議案

平成27年度事業報告及び平成27年度会計収支決算51Eびに財産1]録について

第2号議案

平成28年度会計収支補1」三予算について

第3号議案

平成29年度事業計画について

第4号議案

平成29年度会計収支予算について

第5号議案

平成29年度賦課金徴収の方法及び田 :期について

第6号議案

金銭の預人先について

第7号議案

一時借人金の借人について

第8号議案

役員の報酬について

L

周←
轟

ー雲

Unド

一鳥取県土地改良事業団体連合会第60回通常総会一

五
議長田辺雄一箕蚊屋土地改良区理事長

木村会長の開会挨拶

羽「
腱寵謡

ノ多
杉原副会長の閉会挨拶

決議朗読山崎速代技師
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全国水‡里ネツトが
「第58回全国土地改良功労者等表彰式」を開催
平成29年3月24日(金)砂防会館別館「シェーンバッハ・サボー」において、「第58回全国土地
改良功労者等表彰式」が行われ、本県から下記の地区および個人が受賞されました一

〔金賞表彰地区〕

〔個人表彰〕

赤碕町二L地改良区

田村辰祥

(尾高井手土地改良区理事長)

〔銀賞表彰地区〕

野田厚子

(倉吉市ふるさと保全センター事務長)

大]II山麓地区土地改良区連合

萬場雅子

(・主幹)

卿全国水土里ネツト表彰式

鳥取県受賞者の皆さん

左から野田事務長(保全センター)、石賀理事長(赤碕町土地改良区)、
天島理事長(大山山麓地区土地改良区連合)、
田村理事長〔尾高井手±地改良区)、萬場主幹(保全センター)
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樺灘緯懸騨翼蝶血地改康匿蕩・灘哉戴纏蜘舞眺焦蓬磯催
2月9日(木)「新日本海新聞社中部ホール」(倉吉市)において、平成28年度鳥取県±地改良
区等役職員研修会(第2回)を開催しました/一当日は、土地改良区の役職員など142名の参加があ
りました。

開会にあたり、鳥取県農林水産部農地・水保全課俵課長が、「今年は、①鳥取中部地震からの復
旧・復興3土地改良法の一部改正に伴う迅速な対応3農業委員会、農地中間管理機構と土地改良
区等との連携強化の3点について重点的に取組む一」と話されました、
最初に、鳥取県農業農村担い手育成機構上場理事長から農地中間管理事業の最近の状況につ
いて、お話がありました一まず、農地中間管理事業のPRビデオを視聴して頂きました、

北栄町編〜農業委員が取り組む後継者育成〜
農業委員が新規就農者の研修や若手農業者の仲間づくり等の担い手育成に取り組んでい
ます。スイ力栽培農家の女性の仲間づくりに取り組む杉川一二美さんや、のれん分けを支
援している大規模稲作経営の㈱エイチアグリの日置健生さんの取組でした。
鳥取市河内編〜がんばる中山間地域の集落〜
中山間地域の河内集落では、普段から共同で農作業や朝市の運営、都市住民との農作業
体験交流などに取り組んでいます。この度、集落の農地を守り未来に繋げていくために、ほ
場整備に取り組むことにした。
米子市・境港市編〜弓浜半島の耕作放棄地解消への挑戦〜
耕作放棄地を活用した農福連携として、障がい者を雇用して甘藷などを栽培し輸出に向け
て規模拡大を図っている(株)富ますシルクファームや、県中西部の3市7町村にわたり
200ha規模の農地でコンビニエンスストアとの提携により大根等を生産する㈲岡野農場、家
族経営で農業を楽しみながら白ねぎ栽培で規模拡大を図っている河岡農園㈱の取組を紹介。
上場理事長から「3年で2.000haの集積を進めてきたが、農家や土地改良、区の皆さんは、一'次の

時代を見据えて、自分の家、地域のために自分たちは何をしていくのか閣'の視点が重要である
産地力を高め、経営者が儲かることは重要であり、それには農地基盤がしっかりしていなければ
ならない、今は、単なる農家の跡継ぎということではなく、志を持っているのが今の新規就農者
である,農地を貸したからといって、後は任せたではなく、地権者として農地を維持していく義
務を果たすことは重要である=また、機構だけで出来るものではなく、地域や市町村、関係機関

(JA、水土里ネット)が話合いながら事を進めていくものである、」と農地中間管理事業と基盤整
備の連携の重要性を話されました一

市町村、JA、水土里ネット

農業委員会

墨『隔
鳥取県の農地中間管理事業の推進体制
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次に、中国四国農政局大木行政専門官が土地改良制度の見直しについて、「農地中問管理機構

が借り入れた農地について、農業者からの申請によらず、県営事業として、農業者の費用負担や
同意を求めない基盤整備を実施できる制度を創設(事業実施地域の収益性が相当程度向上する

こと等の要件あり)。又、農業委員会が保有する農地台帳、機構が保有する農地中間管理事業に関
する帳簿、土地改良区が保有する土地原簿等に係る事業参加資格者の情報共有を図る一」等、テキ

ストにそって話をして頂きました、また、土地改良施設維持管理適正化事業について、「安全管理
施設整備として、農業用用排水路への転落事故などが頻発しているので、財政状況が厳しい十地
改良区等も取り組めるよう、3年サイクル、1地区当たり事業費100万円以上で、設置、補修を行
えるよう、拡充する:1」と説明がありました

中国四国農政局鳥取支局原総括農政業務管理官からは、収入保険制度について「収入保険制度

の対象者は、まずは、青色申告を行っている農業者(佃人・法人)となるため、個人の場合は、3
月15日までに青色申告承認申請書を提出してドさい一」とお知らせがありました

最後に、±地改良区体制強化事業専任弁護士である曽我弁護士が、事前に⊥二地改良区から相談
のあった事例(相続放棄、賦課金の時効、法定外公共物等)について、説明を受けました

○相続放棄
相続放棄とは、民法第915条で「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知っ
た時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければな
らない。」となっており、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出しないといけないことになっ
ている。また、被相続人に法定相続人がいない場合、家庭裁判所は、利害関係人等が請求す

ることによって、被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任
される。相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)の債権i者等に対して被相続人の債務
を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになる。

○賦課金の時効
土地改良区の賦課金の徴収権の時効は、5年となっている。時効の中断は、督促状により、
時効の中断が図られる。なお、督促状は、期限を指定して督促しなければいけない。また、差押

え、仮差押え又は仮処分をしても時効中断となる。あと、賦課金の一部を納入してもらえれば、
民法の承認に該当し、時効中断となる。
また、「土地改良区等の相談について、何かあれば、県土連で受付されているので、その都度相

談されれば、順次対応させて頂きます」と話されました

なお、アンケートでは、「農地中間管理事業のPRビデオによる実例が取りあげられており、わ
かりやすかった。」「土地改良区に必要な法律知識は、これからますます出てくる事例であり、大
変参考となった.」等の感想を頂きました.

幽ー
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農業農村担い手育成機構上場理事長

研修会の様子
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鳥取県農地・水・環境保全協議会
支援員前田秀穂

平成29年1月190(木)、岡ll「市の岡
山コンベンションセンターにおいて、「平

成28年度多面的機能支払中国四国シン
ポジウムill晴れの国おかやま」が開催さ
れ、中国四国地方の活動組織をはじめ、

全国各地から500名を超える参加があり
ました鳥取県からは、県協議会・活動組
織13名が参加しましたなお、シンポジ
ウムのテーマは「未来へ引き継ぐ地域の
たからもの」でした

始めに、中国四国農政局・坂片局長から「多面的機能支払は、新たなL地改良長期計画の政策
ll標(農村協働力を活かした地域資源0)保全管理体制り重1化)にも位置付けられている」「シンポジ
ウムが質の高い活動の弾みになることを願う」と挨拶がありました続いて、岡由県農林水産部・

柏原参与から「岡山県の多向II勺機能支払の取糸1L状況は、取糸ILIIII積14.00011a・カバー率24°。と全国
的に見るとまだまだだが、活動により地域の宝が未来へ引き継がれることを願う」と挨拶があり
ました

基調講演では、『NPO法人みんなの集

落倒究所』の阿音11典子主席捌・究員力9「地
域づくりにチャレンジするリーダーへの

メッセージ」と題して、研究所が支援し
ている地域を紹介しながら、これからの

地域づくりに必要なことなどを講演され
ました

「地域で一端行事を始めるとやめられ
ないため、今では負担になってないか」
「現状を再評価して、行事を見直すこと
も必要」「課題を共有して、課題解決のた

めに役割を分担すると連携が生まれる」とお話しがあり、これからの地域づくりには、「地域住民

の居場所と出番があること」「支える・支えられるための事柄(=支事)があること」が必要であ
ると締めくくられました
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鳳行事仕訳の醸
地域でする取り組みが、地域やそこに住む人・これから住む人のために.こ
れから地域が目指すべきものになるために、行肛を見直す。
「これから住む人も暮らす手立てがある」
・生業づくり1生活基盤の確保}

一瓢⊥

熱講《'

・日常生活の生活基盤1

(鷺臓翻潔くり;

難3・れ虻華

日常生活の支え合い)1
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.審註鞭強、紘一,:'{・紅'-三∴

阿部典子主席研究員のテキストから抜粋

続いて、広島県の「高屋広域協定』の1畝啓一郎運営委員会長から「共同から無理せず協働へ」と
題して、広域化への取り組み事例の講演がありました.,高屋広域協定は、平成24年3月に7集落
が合併して設立された組織で、279ha(水田27iha、畑5ha)の農用地而積を有しています...合併に

至った経紳:は「1事務が煩雑、2施設老朽化への対応、31活動の合理化など」ですが、合併するこ

とにより「.1・事務景の減少、2-r事費の1隆減や⊥事期IHIの短縮、5活動要件の緩和〔集落間で共同
活動を補完)、14集落川の連携(情報の共有)などのメリットがあった」とお話しがありました、
そして「将来的には、後継'者を育成することにもつながっている」と締めくくられました「

シンポジウム後!トには、!1';成28イ「度111国1些1国農政局長表彰を受賞された2糸1.L織から事例発表
がありました.

「YAWATAシャングリラプラン』は、松江li∫大橋川詮}いの3集落(農.家86戸、農易ぐ以外63戸)

で構成される協定llli積,11haの1舌動組織ですほ場整備後の施設の老朽化対策をEl的に水利組合
を・母体に発足現在は2つの営農組合を中心に、農地維持や長寿命イヒはもとより、公民館と連携
して子供たちと一緒に「花いっぱい大作戦」と称する花の植栽活動や「どてら(土曜日の寺小屋)」
による伝統農・法の体験'学:習など、様々な活動に取り組まれています,地域の皆がゆったりと過ご
せる『桃源郷(理想郷)』のような場所にしたいとの思いを語られました、

『円城寺広域組織』は、岡1」i県中央部の高原地帯に位置し、5集落(農家205戸、農家以外36戸)

で構成される協定而積162haの広域組織です..畑かん施設の大規模補修や農地維持活動に大型機
械が必要になったことから、平成28年度に既存の5組織が合併したもの農業生産法人と連携
し、6haの遊休農地で農・薬の少ない健康野菜を栽培・加.工して販売する取組、行政と連携した「田

舎暮らし体験」の受け川L、小学生と一緒になった円城白菜の栽培・販売・キムチづくりなどの活動
を紹介されました.

なお、来年度は高知県で開催されることが決定しています、そして、平成30年度は'本県で開催
されることになっています。
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辟威灘羅罫鶴謬腓
平成29年3月8日(水)午前10時30分より「鳥取県土地改良会館」(鳥取市)において、「平成
28年度鳥取県再生可能エネルギー推進協議会通常総会」を開催しました。

総会では、鳥取県再生可能エネルギー推進協議会中村会長が「県内において、小水力発電施設
の可能性のある地区は多くある,、今後も協議会会員に向けて情報提供等を行って可能性を調査
し、事業化を進めていきたい、.」と挨拶されました:その後、中村会長が議長となり4議案につい

で1真重に審議され、いずれの議案も原案どおり可決されました,、
承認された議案は次のとおりです,、

議案第1号

平成28年度事業報告及び決算見込みについて

議案第2号

鳥取県再生可能エネルギー推進協議会規約の改正について

議案第3号

役員の選任について

L選任する役員

会長1名鳥取県⊥地改良事業団体連合会

常務理事

副会長1名鳥取県農林水産部農地・水保全課

課長

監事1名鳥取県小水力発電協会

会長

2.任期

平成29年4月li:1から平成34年3月31日まで

議案第4号平成29年度事業計画(案)及び予算(案)について

i華巌ツ,一

N望一/

̀・、

撫
中村会長の挨拶

通常総会の様子

なお、出席された会員からは、「あらためて新規会員を募ってみては,」「県内には、私たちが知

らないだけで、多くの小水力発電施設があると思われるので、県外でなくても、県内の視察を考
えてほしい詞「土地改良事業団体連合会が、発電事業のノウハウを蓄積されていたのを知らな

かったが、これからは、いろいろ相談したい」等、ご意見・ご要望を頂きましたr,平成29年度は、
事業制度がかわるようですので、協議会会員に、研修のご案内等させて頂く予定です.
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土地改良だより

地域活性化のために別府小水物発電所を更新
鳥取市用瀬町別府集落にある別府小水力発電所(別府電化農業協同組合、上紙進組合長)では、
施設の老朽化に伴う改修一[事が完成し、2月11日に用瀬町民会館で神事と記念式典祝賀会が行
われました、

別府小水ノJ発電所は1954年から60年余にわたり稼働し、その売電収益は別府集落の公民館活
動や自治会活動、集落内道水路、農業用排水路、集会場建設費の一部支援など、地域に多大な貢

献をしています一今回発電機を新しくしたことにより、最大発霞出力もll7kWから134kWに向
上しました.全量売竜を基本にしながら有事の際は、別府集落約120戸の電力も賄うことができ
ます

繭螺
聾

改修後の発電施設

改修前の発電所施設

当L[は大雪という荒人の1「1、地元70名と来賓30人が出席し執り行われましたL紙紅合長は
挨拶の中で、「周辺の集落で人旧減少が進む中、この別府集落だけが人口が増えているのは、この

発電所の売電収益が地域活性化のために活用され、住み良い村になっている祉拠であり、今後も
集落基盤や地域づくりに役立て、皆に愛される施設にしていきたい」と抱負を語られました
鳥取県土地改良事業団体連合会は、別府小水ノ」発電1り↑が地域農業の発展と農村の活性化につ
ながることから、農林水産省所管の「農山漁村活性化再生可能エネルギー串業化推進事業」を活

用し、平成25年度より本格的に支援を開始しましたその後、固定価格買取illll度に基づく経済産

業省への設備認定、発電用の水利権の更新、そして中国電力との系統連系の申請と交渉を行いま
した

また、平成26年度からは施設全体の実施設計や丁事施一r開始に1†い施J「監理等の専門技術者

派遣などを支援しましたこの間、様々な問題・訓1題がありましたが、[1Tでも設備認定において
経済産業省との事前協議は困難を極めました粘り強く折衝した結果、固定II耐各買取制度の適用
を新設設備のみならず、改修(更新)事業でも認めるといった、当時としては画期的な弾力的運
川された先駆的事例になったとも言われています
さらに、早稲田大学の堀口先生から、「更新前の双子発冠

機(水車)は全国でも数えるほどしかないものであり、水路
橋形式の導水路も形状が特殊であることから、地域の歴史
的産業遺産として残せないか」との提言があったものの、そ

のまま存置することは困難であったため、50分の1サイズ
の立体的なジオラマ模型を製作されました、このジオラマ
模型はこの日お披露目され式典に花を添えました
なお、このジオラマ模型は鳥取県庁正而ロビーにて3月

中旬から約2ヶ月問展示する予定になっています.
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・鷺1禽瞬礫づ穂語曝難業羅晦煙宵葺聖華異勤1鋤甑ξ
平成29年度は、『県内唯一の農業土木プロ集団を目指す』を掲げ、業務拡大に向け、組織の一元
化・効率化を図ります

主な見直し内容は、1.課・室の肩編(1地域支援課の廃止、②技術指導室の廃止、3技術管理
課の創設、4計画設計課の創設、15倉吉、米子事務所の事務見直し)、2.職位・職階等の見直しqI
部門次長の創設、3係制から担当制に変曳、13現行の駐在体制は廃止)です。

事務局次長

総務課

●総務・契約担当
●予算・経理・財産管理担当

企画課

●企画広報
●土地改良区指導助言
●法令、事業制度等情報担当
●県多面協議会事務局
●NN推進協事務局
●東部地区多面的活動支援

(総務担当)

管理指導センター

事務局長

技術管理課

L
事務局次長

建築事務所

計画設計課

●事業計画担当
●調査設計担当

地籍換士也課

●地籍調査、換地業務(総括及び東部担当)
●測量担当

(事業担当)

L
事務局次長
(総務担当)

●技術情報担当
●システム開発担当
●施設管理担当
●中間管理事業相談・指導

換地センター

鳥取事務所

●会員との相談調整窓口
●東部推進協事務局

倉吉事務所

●会員との相談調整窓口
●地籍調査担当
●中部推進協事務局
●中部地区多面的活動支援

米子事務所

●会員との相談調整窓口
●地籍調査担当
●西部推進協事務局
●西部地区多面的活動支援
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【管理職の部】
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本部量1斗:務局事務局次長本部真1.筋局1,務局次長鎌)総務II果長兼務角1除

山1-1浩史本部事務局1]:務局次長r兼)地籍換地諜長木部」1務局地域之援課長(兼)技術指導室止.昇IT:兼務
山r時恭丁㌃本1'桝,務局総務課長本部事務局総務課長補佐(兼)経理係長昇fT:兼務解除
前1.1.1浩司乍部事務局企画課長(兼)鳥⊥「《匿拝矛芳戸斤上乏倉古事務所倉II漂務ril〒長〔兼)地籍換⊥山課工.配置転換
吉岡秀幸本部'}1務局技術'1ご1理課長本1制筋局地域芝援課長補f/rl昇fr配置転換

1:体ウ芝樹木1制}:務局訓・画設計lr果長(兼)建築i筋所管∫I健築杜倉Il } 務所地域之援課長補f/lq巨)倉國剖 務1・斤次長(』 {)建葺逗lji:イニ芳Ilj〒管理建築l倉1劉筋所駐rl、昇1丁配置・lム換一.1-L一 }l!任榔5解除
、1瀕彰幽本Il ;1」i:務局地籍換地課技術1、!1:I I 員儲1川務局地籍換地II果⊥計lli佐(兼)換地センター所長(兼)̀1昌、1係長

野lllr;1悦生ll↑占1」筋所倉占II筋所長米肩}:務所米rl」筋所⊥、配置転換

尾崎俊.之米門}:務所米肩i:務所長本部1}i・務局1/}1由1課長(兼)鳥⊥1《ll筋戸1↑長配置転換兼務解除

川・・lI 拘な米1㌃1」筋所技術lj、1:門員米捌 務所地籍換地課長hl 佐qlξ)米」鱗務所⊃欠長(兼)換地センター米r「1}:務川}1在昇任兼務解除
【課長補佐の部】

鍵撫魁i悪..,.蹴・毒一・霧需徽.藤1・繍"嘉〔厘瞳,鶴..、,.購鹸三・轍融織・鍵灘
.嚇離y所r瑚訓{一饗ぞ窒で璽璽2課長補佐痴灘麟・躍驚灘・・.戴諏顎
ill村香織総務課総務課総務係長}l!fT:

坂本親鉱1「旨≧1山課1課長/l巨佐(兼)管理指導センター(兼)鳥取事務所次長企1由I 1果課長ll脳ql )∫1-}理指導センター所長鎌鴫取̀1}:務戸1〒次長職名変更
岸臼.ll{ll彦技術̀削1!II果課長補1ノ[「地域芝援課課長hli佐lll己1勘llム換

柏木大作計1山設計課課長補佐⊥山域支援課事業1係長昇任配i置転換

池1-1宗徳倉rlr上}1務所倉輩1司,務戸斤次長地籍換地課課長補佐(兼)ノ含III'1」}:矛答戸」↑)クく上く倉吉L拝務所駐在配置転換兼務解除
召lll悟倉TIT事務所倉吉事務所次長地靴換地課事業3係長倉吉1!,務所駐rl・昇任配置転換
ll
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【係長の部】

山本恭山技術管岬課係長皆.:ご二'-IL.一■.ir.圏匿鴇L. 一・一一=一下一…一.・一…一一.∵・・一.・・.一一・一一・一一.・・一.一一・.・訂・5.一、.̲1.急一.三.一. ㌧三.. . .F.地域支援課糠4脹面凱換
熊中良行技術管理課係長企画課1係長(兼)管理指導センター配置転換兼務解除
木村満基計rl可設計課係長地域支援課亨業2係長配置ll云換

福1、1、1健治言1・Ilhl設計課係長総務課総務課伺'北栄川'派遣係長配置転換
武良隆1.rJ1計lllli設1}1一課係長1地域之援課事業3係長配置転換

澤麻衣子計 1可設訓・課係長地域之援課il任lrl!fT:配置転換
津III.苧・地籍換地課係長(兼)換地センター総務課総務課付島根リよL連派遣f系1乏IF肥置転換兼務
藤原和之倉占ll.筋所係長.地籍換地課̀}喋4係長倉Illl」筋所駐/}1配置転換

酒瀬川貴充米列筋所Il係長地籍換地li果Il傑5係長米捌1:務所駐でll配置転換
冨lll糊く米」引ll}1務所係長総務課1総務課付江駒:11u派遣係上三配置lil云換
【主任以下の部】
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配置鰍
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師

1ti己ill「LI:ヒ1:tl1らヒ

技師

駐在解除

il!課技師

1illll,'ll

11課技師

松・丁く

1課技師

1日渕

山課

技師

地籍換地課
米耐i:務所、㌧1:rl:

地籍換地課1
4.芝IF}rti
米」.:.,ill:務1.ll〒Il/ii/li

配ill'1・ll云換

技師

配i[1「「1:ll云換

地域芝援課14'・ヒ

一L一地域装援課技

技師

新規採用

【II本光俊

.倉iLf1」TiJf戸」〒

斗.芝1「5ilj

新規採用
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地籍換/'山課
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地籍換地課
il任
)f↑、1ili}:イt'fj}リ〒、Ilji・rl
一
上山域之援II果技

地籍換1'山課

【派遣職員】
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千熊一弘岩美lll」』'r成30年3月311]まで総務課係長継続

徳田亨裕琴浦[llfしF成30年31.】311-1まで総務課係長継続

藤原1剛rrl江府lll」''r成30年3月31「1まで総務課係長イ焙陣務局地鮒/馳課係長>i(」乙1ハ:予塔戸」〒且51:rT:
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土地改良だより

平成29年度新規採用職員の紹介
初めまして、この度、鳥取県土地改良事業団体連合会に採用となり

ました、矢田将暉と申します私は、鳥取県立鳥取工業高等学校の建

》
̀

一
」

感」
±也籍換±也言果
矢田将暉

設工学科、土木の類型の出身です高校の授業では、特に測量に興味
を持ち、測量左会に出場、測量1二補の資格を取得など、測量の知識を

深めました「私は主に、土地の境界や而積を測量する地籍調査を行っ
てみたいです、一日でも早く皆さんのお役にたてるようになりたい
ので、ご指導やご鞭燵をよろしくお願い申し上げます,

平成29年度より、鳥取県土地改良事業団体連合会に採用となりま
した、[Jldg光俊と申しますこれまで、岩美町役場の地籍調査係で臨
時職員として働いておりました連合会とは、地籍調査の現場で何度

直』
倉吉事務所
山本光俊

も関わることがあり、また連合会から岩美川役場に派遣で来られて

いた方たちには大変おIHI話になりましたこのような経験から連合
会の方たちと一緒に働いていけること、非常にうれしく感じており

ます少しでも1.11・く戦力になれるよう、一生懸命努ノJしたいと思いま
すので、ご指導よろしくお願いします

本会職員の資格取得
本会では農業農村の整備を進めていくために必要な技術力の向卜.と人材育成のために各種資
格の取得を進めております

この度、宮本英樹計画設計高l!長が「技11』士」総合技1']1」監理部1]iJに合格しました一(すでに、「技術
士」農業部門(農業ニヒ木)は取得済み)

また、池口宗徳倉古事務所次長が「地籍一「程管理士」検定試験に、津中孝地籍換地訊1係長が「-L
地改良換地倒資格試験に合格しました

本会は、会員ニーズに対応するため、職員の資格習得に向けて取組んでいきます、、

会員情報
【理事長の交替】
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米川1地改良区
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1㍉亀恵一
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東伯地区ヒ地改良区連1腎

松本il'志
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馳1勺」気29負;4月111

北条水系」.地改良区

月1.iiiI

岸lll・成
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湖1-1.IIIIJ'瀬1地改良区

星見義嬬
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米」'[lil几1ケ村堰L地改良1×:
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初同である今回は、水土里ネットとっとり山崎恭子総務課長をご紹介します。

女性には、女性特有の柔らしさがあり、相手に柔らかい印
象を与え、クッション的な役目も果たせる部分があると思い

ます。しかしながら、相手の事などを考えるあまり、自分の意

輪

曲

溌蕊

.」t5・

農,.心

いつも、心がけていること

見が言えなかったD、遠慮したりしてしまいます。

女性特有の良さを活かしつつ、積極さも持ち、柔軟に対応

したいと思っています。そして、明るく、元気な、風通しの良
い職場づくりを目指したいです。

趣味等について
年に2〜3回子供の所に行くことが今楽しみの
1つになっています。子供は3人いますが、3人

羅轟

とも神奈川県、東京都と関東にいるので、3人の

住まいを巡って、元気な顔を見るのが唯一の楽し
みです。

東京は、阿佐ヶ谷と浅草に住んでいますが、阿

草は、かっぱ橋道具街の通りに住居があり、通Dの
ンティーク、骨董好きの私にはたまらない町です。

浅草にお立ち寄りの際は、是非行って見てくださ
い。ちなみに、毎回マイカーで行っています。

野

店には色々な道具が所狭しと並べられており、ア

)

るパールセンターという商店街がありますし、浅

璽

佐ヶ谷は東京の商店街の中でトップ10に入ってい

㊨1,
▲A、
切子ガラス店

浅草(サンプル品の店)

/一憲謹藪鋤1鵡動禦譲喚蜜搬ノ瞬燈身鞭鋤縫難籔蜘§譲^露
本年度は、水±里ネットの女性職員や関係団体等の女性で情報交換や連携を強化するた
せめ、女性のネットワークを立ち上げようと思っています。
最初は、本会女性職員や土地改良区等の女性の皆様の顔合わせの場になるかも知れません
が、それぞれの土地改良区で困っていることなどの話合いの場が作れたらと思います。
昨年、全国水土里ネット女性部会(準備委員会)にも出席させていただきましたが、「女
性活躍のためには、組織、そして家族の理解と協力が必要である」と講演の中でも言って
おられました。

是非、皆様のこ理解とこ協力をよろしくお願いいたします。

編集後記
この度、広報業務に係る企画・検討を実施するため、広報委員
会を設置しました。メンバーは、若手、女性、熟練の職員です。
広報全般において、会員および関係機関が̀」元気が出る"ように、
頑張っていきたいと考えています。
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