
第468号 土地改良だより 平成29年6月

1どり「ぽり

規改良だよリ
自熱羅
「垂F〒680-0911鳥取市千代水四丁目37番地
TEL(0857)38-9500FA×(0857)38-9577

http://WWW.tOtirengOgOnet.0「.jp

印刷所日ノ丸印刷株式会社

琴…≡甕一一
一一一ン』望二三ニー_r-_:_

農村の風景フォトコンテスト2016特選「泥んこ運動会」

○平成29年度「鳥取県農業農村整備事業推進協議会通常総会」を開催

○平成29年度「鳥取県農地・水・環境保全協議会通常総会」を開催……

○土地改良区等女性職員の意見交換会を開催しました

目○リーダー研修を開催…・……・……・・…………・……・……・…………・・…
○とっとり就職フェアに参加しました
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〔インフォメーション〕

○土地改良施設の整備補修は適正化事業で

○土地改良に関する相談は、水土里ネットへお問い合わせください・

○農地中間管理事業の推進を支援します

〔シリーズ〕

○元気女子発見隊RealVoice・

○編集後記
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平成29年度「鳥取県農業農村整備事業推進協議会通常総会」が6月1日(木)に「倉吉市シ

ティホテル』で開催されました。

通常総会に先立ち、理事会が開催され、通常総会上程議案の審議と役員の互選が行われました。

空席となっていた推進協議会会長に石田耕太郎倉吉市長、副会長に山下一郎琴浦町長が選任さ

れ、竹口大紀大山町長の理事就任が承認されました。(任期:平成30年5月31日)

続いて通常総会が開催され、開会にあたり石田耕太郎会長(倉吉市長)から「この協議会は、

農業農村の整備と予算の確保に向けて活動しているが、ここ近年、災害が多発しており、ます

ます事業予算の確保が重要になっている。また、中問管理事業や土地改良法の一部改正により、

担い手への農地集約へと大きくシフトしている。鳥取県において農業は産業の基本であり、会

員が協力して予算確保に向けて国などに働きかけていきたい,」と挨拶がありました。

次に来賓の岸田悟鳥取県農林水産部長の挨拶では「国の農業農村整備予算は平成28年度補正

予算と平成29年度当初予算を合わせて5,772億円となり、平成21年度予算まで回復したが、

今後は当初予算のみで確保することが課題であり、鳥取県としても積極的に国に要望していく、,

推進協議会の要請活動を農林水産省、財務省に引き続きお願いしたい。」というお話がありまし

た,

議事では、平成28年度事業報告、会計収支決算及び平成29年度事業計画並びに会計収支予算

が原案通り可決されました。

なお、6月26日～27日に行う要請活動の提案事項は以下のとおり承認されました、一/

1,農業農村整備に必要な予算の確保について

2.多面的機能支払交付金の予算確保について

3.国営造成施設管理体制整備促進事業の実施期間の延伸について

4.土地改良法等の一部改正に伴う事業制度改正について

議事終了後、情報提供として、鳥取県生活環境部水・大気環境課より『農業集落排水事業の

現状について』、鳥取県県土整備部道路建設課より『鳥取県における農道について』、鳥取県農

林水産部農地・水保全課より『農業農村整備事業予算の状況等について』、県土連より「「担い

手への農地集積状況ほかについて』それぞれ現状報告をしていただきました。

通常総会の様子

冒

泣鋤融rWi哩戴禦騨醐囎蟹細　1

噸醐1
岸田悟農林水産部長のあいさつ

願
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平威29毎園
鳴取県農地シ丞5環境保全協議会通常総会』を闘催

6月1日(木)に「倉吉シティホテル」において、

平成29年度「鳥取県農地・水・環境保全協議会

通常総会」を開催しました。

総会では、最初に木村会長が「平成19年から

農地・水・環境保全向上対策として始まり、既

に10年が経過している。活動をさらに活発にす

るには、鳥取県、市町村、協議会が一体となり、

活動組織の広域化に向けて推進していかなけれ

ばならない。」と挨拶されました。

平成29年度

鳥取県農地・水・環境保全協議会通常総会

,

』』dia・d

次に、鳥取県農林水産部岸田部長から挨拶を頂き、木村会長が議長となり6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承認されました。

勉噛舜

○承認された議案は次のとおりです。

議案第1号平成28年度事業報告について

議案第2号平成28年度収支決算について

議案第3号平成29年度事業計画について

議案第4号平成29年度収支予算について

議案第5号役員の選任について

◇新役員(任期:平成29年6月1日から平成34年3月31日まで)

会長鳥取県土地改良事業団体連合会会長木村

農林水産部長山副会長鳥取県

鳥取市

鳥取県農業協同組合中央会

監事北栄町

大山町

長
長

長
長
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また、協議会から以下の3点について、国等への要請活動をすることになりました,一/

4多而的機能支払交付金の取り組みを希望する全ての活動組織が活動できるように、平成

30年度当初予算について充分な予算確保を行うこと。

13県・市町村及び推進組織による事業の推進等に必要な予算を確保すること。

③活動組織の事務の簡素化を図るため、活動報告の様式を頻繁に変更しないこと。

さらに、鳥取県からは実施状況等を説明され、今後は組織広域化など地元任せでは推進でき

ないので、市町村主導による組織広域化や外部委託化を強力に進めて行くという方針を示され

ました。

意見交換で、会員からは、「活動組織の意見をくみ上げるようにしてほしい、また、組織の広

域化を一方的に進めるのではなく、各活動組織の状況を勘案しながら進めてほしい。」という意

見がありましたL,平成29年度に活動組織の役員さんを中心とした意見交換会あるいは市町村説

明会に併せて、ご意見を聞取る機会を設けたいと考えています。
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平成29年6月 土地改良だより 第468号

圭地改艮区篶女姓職員の恵見套換会潅開催髭融蟻蛙

5月19日(金)に、鳥取県中部総合事務所会議室において、「±地改良区等女性職員の意見

交換会」を開催しました。今回の意見交換会には、鳥取県内の土地改良区、県土連に勤務する

女性職員44名のうち、19名の参加がありました。

はじめに、中村常務より「農業分野の女性進出はある程度進んできているが、われわれ土地

改良の分野では女性進出があまり進んでいない,鳥取県の土地改良区の女性職員が集まって、

情報交換や悩みを共有する女性ネットワークがあったらいいのではないか、」と本日の意見交換

会の趣旨が説明されました。

引き続き、本会の山崎総務課長が、平成29年1月に全土連で開催された『水土里ネット女性

部会(仮称)準備委員会』の資料をもとに、土地改良分野への女性の進出状況の説明があり、「女

性ならではの力を発揮するためには、組織や家族の理解・協力が最も大切である。」と言われま

した。

意見交換会では、

tbi組合員の高齢化により世代交代が毎年起こっているが、農地の場所もわからない跡取り

さんがいること一

、2県外におられる組合員さんの賦課金回収が難しいこど:,

1③儂地転用の情報が改良区に入ってこない。

④今、専ら事務を行っており、相談ができる人がいない。こういう場があると、知り合い

もでき、大変うれしいし、現場のことも勉強できる。

等、現場で奮闘されている女性職員ならではの意見が多く出されました、、

最後に、鳥取県内の水土里ネットの女性職員を中心とした「とっとり水土里女性ネットワー

ク(仮称)」を立ち一ヒげ、意見交換や親睦を深め、女性の力を最大限活用し、鳥取県の農業・農

村振興を図っていくことについて、賛同する意見が出されました、,

これを受け、本会では7月下旬に女性ネットワークの設立総会を行う予定としております一

女性職員の皆様方の多数の参加をお待ちしております、併せて、各土地改良区の理事長さんも

女性職員の参加につきまして、ご配慮して頂きますようお願いします一

。「『'・.一りi

中村常務の挨拶

蕎

土地改良区等女性職員
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甥』研修を開騰

職員間のコミュニケーションを活性化させ、働きやすく、明るく・楽しい職場づくりを目指

すことを目的に、4月21日(金)に本会課長補佐、係長を対象としたリーダー研修会(メンタ

ルヘルス研修)を開催しました、,講師は産業カウンセラーの鈴木直子さんで、「風通しのよい職

場づくりリーダーとして大切にしたいこと」と題して、ご講演して頂きました。

鈴木さんからは、リーダーには、「業容管理・収益管理・品質管理(3管理)があり、人の管

理がその中心に位置している」ということでした、、そして、人の管理に関して、深く掘り下げ

たお話をして頂きました。

の

昌ρ雇
講演で、以下のことをあらためて認識しました,,

・コミュニケーションは、上司と部下の双方向で成り立つ,、そして信頼関係も構築される、

・部下が気持ち良く働いていい仕事をする環境をつくるためには、自ら部下に歩み寄ること

・部下の話を聴く時には、積極的傾聴法とする。

積極的傾聴法q基本姿勢は、受容、共感、支持で臨む、2本人に考えさせるY3j言い返し

・リーダーの役割と流れは、日頃からの気配り、声をかける、話しを聴く、連携・協力である

ζつ・4齢轡シ・7、づ∴託._る

5月10日(水)、とっとり就職フェア(鳥取産業体育館)に本会も参加しました。

当会ブースへ来て頂いた参加者には、総務課より本会の組織概要について説明を行い、また、

若手技術職員が業務内容等について、説明を行いました,

参加者の中には、「±地改良」のことについて、初めて聞いたという方もいらっしゃいましたが、

本会について興味を持った方々が多くいたことは、非常に嬉しく思いました。

一5一
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土地改良施設維持管理適正化事業(以下、適正化事業)

○団体営規模の小規模な施設の整備補修でも活用することができる.

○±地改良区等が負担する事業費の一部を5年間に分けて積み立てる仕組みのため、土地改

良区等の財政負担の軽減、平準化を図ることができる、

○適切に活用することにより、小さな投資で大きな効果が期待できる。

対象施設・団体営規模以上の土地改良事業により造成された農業水利施設

(整備補修)

揚水機場、ダム、頭首工及び樋(水)門、ため池、用排水路、畑かん施設

(設備改善)

観測用及び通信通報用設備、流木処理用設備等の新設

事業費/1地区200万円以.ヒ(同一水系に限る)

'仕組みと補助率/事業費の一部を5年間に分けて積み立てし、計画的に整備、、

補助率は、国(30%)、県(30%)、土地改良区等(40%)

整備前整備後

また、【安全管理施設整備対策事業】より、則政状況が厳しい土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100万円以上で安全管理施設の設置、補修を行うことがで

きるようになりました、、

市町村の補助による地元負担の軽減(事例)

北栄町は、農家の負担軽減、農業生産基盤の整備及び土地改良区の円滑な運営の促進を図

ることを目的に「土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱に基づく事業に係る経費の10

分の3に相当する額」を補助するとしています一/(地元負担10%)

また、南部町では、土地改良事業の推進により、農地と農業施設の健全な維持・保全を行

うことを目的に、「対象事業(土地改良施設維持管理適正化事業)に係る経費の10分の2に

相当する額」を補助するとしています。(地元負担20%)

適正化事業に関するお問い合わせ・ご相談は、技術管理課又は各事務所までお願いします、、
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準地改良に関ずる相談脇.水準里索ツトへお問凱合鍵ぐ憩さい

本会では、平成29年度、土地改良区体制強化事

業の施設・財産管理強化対策に取り組み、会員の

皆様からの土地改良事業に関する様々な相談を受

付しています。法的問題に対しては顧問弁護士に

よる対応が可能ですので、是非ご活用下さい。

また、適切な会計処理の実施と不祥事防止を図

るため、会計・監査に精通した学識経験者を相談

指導員として配置し、巡回指導も受付しておりま

すので、新任の理事、監事の勉強会等に是非ご活

用下さい。

弁護士相談の様子

■定期相談日/毎月5日(土日祝の場合翌日)

定期相談日以外についても随時受付いたします,.

(会計監査相談員、弁護士による対応は、日程調整させて頂きますので事前に、ご相談下さい,また、

弁護士費用は原則無料、但し、案件によっては費用負担を生じる場合がございます。)

■受付先/本部事務局企画課及び鳥取、倉吉、米子の各事務所で受付しております,

農期聞篁理事業の推進をii支援』まilず

土地改良に関わる農地や水管理の改善、±地利用調整などを相談・助言する技術指導員を配

置して、(公財)鳥取県農業農桐担い手育成機構と連携・協力し、農地中間管理事業の推進を支

援しています、,

協力・支援内容は、

1.基盤整備を希望する農家・地区への相談業務

2.事業化への検討業務

3.市町村、土地改良区等関係機関との調整業務

4.基盤整備等に係る概略費用の算出補助業務

今後とも「水土里ネットとっとり」は、これまでに培ってきた土地改良の知識、技術、経験

を生かし農地中間管理事業の促進を支援していきたいと考えています。

会員情報

【会長・理事長の交替】
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元気女子発見隊Reα1Voice 委灘辮講靱
今回は、東伯町土地改良区吉田秀美主査をご紹介します。

ノ

＼

～
＼

昭和58年2月から土地改良区の事業に携わって、

現在までにいろいろな体験をしてきました。

当初は、±地改良に関する言葉さえわからない

日々。ある時、松江農林公庫からTELを受けて、担当

職員さんに伝え、TELをかけようとされるので、「今、

先生授業中ですよ～」、そう松江農林高校と間違えて

大爆笑されました。←25歳の時(*〈_〈*)

また、ある時、女子職員2人で現場確認を頼まれ、

現場確認の後、水田1枚挟んだ反対側にいちじくの木を見つけ、見るだけのつもりが、公用車を水路に

落とし、事務所に応援を頼みました。2人で言い訳を考えましたが、かしこい事務局長さんにいちじく

を見抜かれました。←26歳の時(〈o〈)

女性職員だけの時が10年間あり、土地改良事業(畑地かんがい)の現場も時には理事長に同行

してもらいました。ほんと、よく現場にかけったなあ～と(〈o〈)昨年、待望の男子職員が入社!期待

してるよ～(〈_〈)

土地に携わる仕事なので、耕作物を見ること多々ありで、食べることが大好きです。お家も母が一

人で、大型ハウスに毎年、自家製野菜と花を作ってくれています。(時々出荷)私は、苗を買う人と食べ

る人になっています。(笑)

先日、智頭町板井原集落に行ってきました。鳥取県にこんなタイムスリップする地区があり、日本

昔話に出てくるような水車で精米して、かまどでご飯を炊いて、し、うりの前で食べました。おこげがと

てもおいしかった。そういえば我家にも50年前に、かまどがあり、火吹竹で吹いても吹いても火がつ

かなくて、顔中、真っ黒になったことを思い出しました。

食べることが大好きな私は、先月、口野川の郷に行き、これで県内の道の駅はすべて巡りました。島

根県と岡山県にも行ってまあ一す。やっぱ、道の駅は、その地域の特産物を味わえるので、とてもいい

です。鳥取県って、おいしもの沢山あり、海も山も川もすばらしいとこですよ。皆さんもいっぱい、鳥

取県内ドライブしてみてくださいね。

こんなに便利になった世の中で、食べ物いっはい手にはいるけと、もったいない精神て、これからも

食べるよ～姉妹で(*〈一く*)

(次回は、水1.里ネットとっとり技術管理課111111謁虫代ま支師をご紹介します,)

編集後記

皆さん、表紙の上段のマークがかわっていることに、お気づ

きでしょうか?4月号から「さなえマーク」から「会社ロゴ」

に戻しました。年配の方は、うっすら記憶にあるかも知れませ

んが、初めて見られる方も有るかも知れませんね!
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