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平成29年8月 土地改良だより 第469号

平成豊⑪輝渡農業農爺整鱒膨纂…赫疑懲勤3灘遷1ξ勢塗暑箋鋤

6月26日(月)午後、砂防会館別館「シェー

ンバッハ・サボー」(東京都)にて、全国水土

里ネット主催による「農業農村整備の集い」

が、全国の農業農村整備関係者約1.160人が参

集し開催されました。

農林水産省から山本有二農林水産大臣のほ

か、農林水産副大臣、政務官など農林水産省

幹部の出席があり、また、政府与党からは山

本幸三内閣府特命担当大臣、金田勝年法務大

臣、西川公也自民党農林・食料戦略調査会長、

井上義久公明党幹事長、進藤金日子都道府県土地改良事業団体連合会会長会議顧問ほかの出席

がありました.

全国水土里ネットニ階俊博会長の開会挨拶の後、西川公也自民党農林・食料戦略調査会長から

「米の直接支払交付金予算額714億円の取扱いについて、土地改良では、元々土地改良の予算だと

言い、米農家はもう既に米の予算だといっている[いろいろな意見があるが、今度農家にどのよ

うな影響があるか調査し、その結果をもとにどうするかを決定していきたい.」と発言されました

最後に、国に対する要請書が読み上げられ、全会一致で採択され、閉会となりました,

農業競争力の強化や国卜強靱化を図るため、改正土地改良法を積極的に活用した現場

適合性の高い柔軟な事業の創設と現場への普及

強くてしなやかな農業・農村を支える農業水利施設等について、近年の急激な農業構造

の変化や災害・突発串故の多発等を踏まえた、管理体制の整備・強化への支援

これらの事業を円滑に行うため、米の直接支払交付金が廃1Lされる平成30年度当初予算

では、土地改良予算の経緯も踏まえ、現場のニーズに十分応えられる規模の予算の確保

その後、2日間に渡り、鳥取県農業農村整備事業推進協議会ほか4協議会と鳥取県土連は、鳥

取県選出国会議員、財務省、農林水産省に要請活動を行いました,財務省(三木亨政務官)へは、

舞立議員、赤澤議員秘書が同行、また、農林水産省(山本大臣)の要請活動には、石破議員、舞立

議員が同行し、予算の確保等の要請活動に同席していただきました.

[要望・提案内容]

]魅力ある農業を実現する農業農村整備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(管理体制整備型)の継続について

4.土地改良法の一部改正に伴う事業制度について

[提案者:本県各推進協議会、県土連]

鳥取県農業農村整備事業推進協議会、鳥取県農地・水・環境保全協議会

東部土地改良事業推進協議会、中部土地改良事業推進協議会

西部土地改良事業推進協議会、鳥取県土地改良事業団体連合会
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第469号 土地改良だより 平成29年8月

〔要請活動Ei程及び要請先〕

6/26(月)

石破茂衆議院議員(自民党)

赤澤亮正衆議院議員(自民党)

舞立昇治参議院議員(自民党)

石破議員

舞立議員 赤澤議員事務所

6/27(グ()

斉藤鉄夫衆議院議員(公明党)

桝屋敬悟衆議院議員(公明党)

二階幹事長、細田総務会長、茂木政調会長

西川農林・食料戦略調査会長(以上、自民党)

進藤金日子参議院議員(自民党)

青木一彦参議院議員(自民党)

三木亨財務大臣政務官

山本有二農林水産大臣

佐藤速水農村振興局局長

室本隆司農村振興局次長

奥田透農村振興局整備部長

畠

幽

の
、嘉
國

進藤議員

一

動

三木政務官

ぼ'。.曾,。設

山本大臣
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平成29年8月 土地改良だより 第469号

平威馨9年度第1但監i会迄盟魍

平成29年度第1回監事会を6月23日(金)鳥取県

土地改良会館において、監事3名の出席のもと開催

しました,

田中代表監事の挨拶の後、最初に、報告事項として、

(1)監事会での監査指摘事項の処理について

(2)平成28年度代表監事による会員との契約に

ついて

(3)平成29年度の運営状況の概要の報告

を事務局から行いました。

続いて、平成28年度会計Jl又入支出決算について

鵠警》㌧ρマ
し`一『一

「監査項目の実施計画」に基づき監査を実施しました、その後、監査の結果と処理方針について、

ご審議頂きました。

平成29年度第111回理事会庭開催

平成29年度第1回理事会を7月24日(月)鳥取県

土地改良会館において、理串9名(欠席2名)の出

席のもと開催しました、

開会にあたり、木村会長から「先月、6月26日に

農業農村整備の集いがあり、各推進協議会の方々に

ご参加いただき盛会裡に終了した厚く御礼申し士

げる.農業農村整備予算は、前向きに進んでおり、

少しずつ状況は改善しているようである、ただ、心

配するのは、中山間地域である、土地改良法の改正

などで制度が創設される中、果たして国の制度に

のって事業が出来るのかどうか、取り残されて行くのではないか等懸念されている,今後、中山

間地域の農地をどうやって守って行くか、もう少し深く考え、国に更なる要望をしていかなけれ

ばならないと思っている。」と挨拶がありました.

続いて、県の山本農村整備室長の挨拶の後、議案第1号から3号まで、全議案について承認さ

れました。

〈議事〉

議案第1号

議案第1号の1

議案第1号の2

議案第1号の3

議案第1号の4

議案第2号

議案第3号

く監査報告〉

規程の一部改正について

事務局組織規程の一部改正について

事務処理規程の一部改正について

職員の服務に関する規程の一部改正について

育児・介護休業等に関する規程の一部改正について

顧問・参与の委嘱について

平成28年度事業報告、会計収入支出決算並びに財産目録について

(1)平成28年度事業報告、会計収入支出決算並びに財産目録について
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第469号 土地改良だより 平成29年8月

膨・》ζ参叫水曇塾②禽憧剣の設立総塞及1◎記鬼講演を闘催

7月20日(木)に、倉吉未来中心にお

いて、「とっとり水土里の女性会」の設立

総会及び記念講演を開催しましだ、

最初に設立発起人代表の東伯町土地改

良区吉田秀美主査が「女性会に多くの女

性が集まり、まずは親睦を深め、また、研

修会等でいろいろな知識を深め、水土里

の大切さを広報等していきたい」と挨拶

され盛大な拍手で、「とっとり水土里の女

性会」を設立することに、ご賛同頂きま

した、

一一.一.1

こ7こq水土里の吻性会
設立総会及び記念講演

発起人代表挨拶

「とっとり水土里の女性会」の設立の

後、来賓からご祝辞を頂きました、、鳥取

県農林水産部米山次長からは、「女性が農

業の就業人1.コの5割を超えている1-1-1、女

「こっこtlJc±犀のiee・tta1設立醐

f水」、r土」、「里」・・・・・・…。

紘たちは、豊かな水と農壇そして美しい自然に回まれた農村空間を愛し、農村に住む
方々との絆を強めてきました。

先人は、農菜や農村生活を改善するため、今まで苦労しながら農菜水路や震地を整偏
されました。

そのお加ブで、今の私たちに豊かな農笑や農村環境、そして杁たちの生活を支えてく
れる立派な水路や農地という宝物を独してくれました。

しかし、近年農叢を支える人々は浜りつつあり、この宝物がどうなるのか不安でなり
ません。

一方、今、安全・安心な農産物、美しく住みやすい農村へのあこがれ」ま高まりつつあ
ります。

さらに、担い手の有成や農壇利用集犠を促進し、競争力のある新たな農茎を展稠して
いこうという唱嚇高まりつつあります。

そのような中で、チ総ながら、農叢翌)土台であり、農村を支える宝物である農蘂水路
や農均の重要性に対する圏心が濡…報こなっているのではないかと考え衷す。

また、土㎜分野ではこれまで、女性が嬬わることがあまりありませんでした。

今こそ、払たちは女性の視転や行動力を活かして、先人が簗いてきた農棄を支える農
菜水路や農壇、そして美しい農村を次の世Nこつないでいくために、できる隈りの努力
を惜しんではならないと胆います。

そこで、私たちは、このたび、土地改良分野で活盟している女性や、謹旨に賛同して
いただける多くの女性が集駄「「動、実践、価値槻を共右する「とっとり水土里の女性
会jを立ち上げようと決意しました。

この女性の袋こ多くの獅熟k蜆唖を深めるとともに、自らも研田しモチペーシ
コンを高め、水土里襯の大切さを広輻した蝕、施策への撚・反映や女性の活躍の場
を広げる環境づくりなど1:取り組んでいきたいと考えます。

どうか皆桟のご理解をいただくとともに、本会設立のこ鮒司を切こお頗いします。

平成29年7月20日

とっとり水土里の女性会

設立発起人代表吉田秀美
発起人櫨和子

;;醤癖
II鶉馨孟

性が農業農村を支えていると言っても過言ではない。先人が築いてきた農業を支える農業水路

や農地、そして美しい農村を次の世代につないでいかなければならない。今回女性会が設立され

たことは、大変意義深い。」と挨拶があり、また、鳥取県土地改良事業団体連合会木村会長からは、

「土地改良区も地域に貢献していくことがこれから求められている。そういう中で、女性会が活

発に活動され、村地域が活性化することを期待したい=また、活躍していただく場があれば、ど

しどし意見を言って頂きたい。」と挨拶されました。

ごっこq水土星の女性会
設立総会及び記念講演

1

こっこり水土里の々性会
設立総会及び記念講演

1

鳥取県農林水産部米山次長 木村会長
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平成29年8月 土地改良だより 第469号

議事では、以下について審議され、満場一致で承認されました。

〈議事〉

(1)規約(案)

(2)平成29年度活動計画(案)

(3)役員の選任
ム

長会

長会副

ク

言
事

会
監

檀床

吉田

山崎

吉村

八尾

西村

和子(前北条町土地改良区)

秀美(東伯町土地改良区)

恭子(鳥取県土地改良事業団体連合会)

香織(鳥取県土地改良事業団体連合会)

裕子(米川土地改良区)

厚子(鳥取県土地改良事業団体連合会)

新役員に一言ずつ挨拶をして頂きました、一檀床会長は、「水土里という言葉を大切に、まずは交

流を深めることから始め、皆さんと一緒にいろんなことに活動していきたい,」と挨拶されました,

一

とっこり水土里の女性会
設立総会及び記念講演

1

嚢 憂 Q

も
樹

集合写真(設立総会出席者)

記念講演では、最初に、『つないでいくこと』と題して、スマイルサー

クル杉川一二美代表からご講演頂きました一杉川代表は、「香川県で生ま

れ、結婚を機に北栄町大谷で、家族と一緒に大栄西瓜1.8ha、切り花lha

(ストック等)を作付している.大谷は、大栄西瓜の3～4割を一つの集

落で栽培しており、62戸のうち半数以上が若い後継者である一集落では、

多面的機能支払にも取組んでおり、私は活動開始時から環境部員として、

子供たちと一緒に花のプランター作りをしている.むらの環境整備への

意識が子供の時から育てられるのでよい活動だと思う、大栄西瓜を作付

像
」

杉川代表
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第469号 土地改良だより '「成29年8月

するにあたり、以前は給水タンクを積んで、水やりをしていた、西高尾ダムが出来き、その後畑

地かんがい事業により、給水栓がつくられ、ひねれば水が出る状況になった。土地改良施設がで

きたことで、今の大栄西瓜の発展があると思っている。平成24年にスマイルサークルを立上げ、

現在に至っている。今、鳥取農業女子会(仮)の設立に向けて動いているが、地域の農業をつない

でいく、思いをつなぐ、作物をつなぐ、入と人とをつないでいく,いろんなつないでいくを大切

にしたい」と言われていました、,

また、『***男・女(とも)に輝く地域を拓く***土地改良

区(水土里ネット)に女性の参画を」と題して、やまぐち水土里ネッ

ト女性の会藤井チエ子会長(山口県土地改良事業団体連合会理事)

からご講演頂きました、藤井会長は、「山口県は、女性の会を平成17

年に設立しました,現在会員は、500名を超えています、会員自らが

自分の集落で集落点検活動(現状→将来の姿)を実施しています.女

性の9割は、他地域からの来住者ではあるが、それが定住者となり、

農村地域の維持等中核的存在となっている.経済の発展には、男性

が得意とするが、人問性、生活性は女性の役割が必要である一集落の

女性は、縦社会ではなく横社会である、集落を知っているのは女性

である一これからは女性の出番である一」と言われていました

曾

藤井会長

現在、女性会の会員は36名ですが、随時会員を募集していますので、入会希望の方は、水ヒ里

ネットとっとりまでお問い合わせください,

轡幽
用水路

o

9

11t',1,
農道1一亀・
、9,■.、「r

蒐■',1'u、ρ、P・

、1',聰,hIJり

、1.'、,'、、"

㌔
、

,
、

・

も
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平成29年8月 土地改良だより 第469号

平成饗9年度壁取曝鐘:理運営体制強遊委員塗想開催

7月14日(金)に鳥取県土地改良会館に於いて、平成29年度鳥取県管理運営体制強化委員会を

開催しました、土地改良区体制強化事業で管理運営体制強化委員会を設置することになってお

り、県土連が県と協力して行う施設唄オ務強化対策及び研修・人材育成の内容の検討を行うこと

になっています、

最初に、委員長の中村常務理事から「鳥取県の土地改良区は、中小規模であり、維持管理につ

いては、とても厳しい状態である,一方で、農地中間管理事業により農地集積が進められており、

その中で土地改良区への期待も高まっている、そういう中で、土地改良区の運営をどう強化して

いくべきか、議論してほしい。」と挨拶されました諦売いて、委員長が議長となり、順次議事を進

めて頂きました。議事内容の(1)平成28年度鳥取県管理運営体制強化実績報告について(2)

平成29年度鳥取県管理運営体制強化実施計画(案)について、委員の承認を頂きました,

い葦民(塁爆趣婿撒磐鞭一、'▽≦多「「
処理方針等で○○事業で00年度実施と記

載されるはずでは」と質問ありましたが、

事務局の回答としては、「土地改良区と合意

しないと今後の方針等は記載できない」又、

委員(土地改良区)からは、「用水路であれ

ば、何とか直さないといけないという気持

ちになるが、排水路では、地元に負担の同

意を得るのは難しい」と回答されていまし

た。他では、土地改良区へ導入が求められ

ている複式簿記会計に関することなど、活発な意見交換がありました,、

【鳥取県管理運営体制強化委員会名簿】 (任期H29.4.～H33.3/31)

中国四国農政局農村振興部土地改良管理課長・薩'盈ぎ・『山田敏久新任
中国四国農政局土地改良技術事務所長八木正広〃

鳥取県農林水産部農地・水保全課長島崎俊宏〃

鳥取市農林水産部次長谷村定彦

福部土地改良区理事長湯邨勲

大栄町土地改良区理事長井中信一

箕蚊屋土地改良区理事長田辺雄一

鳥取県土地改良事業団体連合会常務理事中村均委員長

"事務局長西村慎一
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平成29年度島取県愛益農地管理劃〔ヒ委員会庭開催

7月14日(金)に鳥取県土地改良会館に於いて、平成29年度鳥取県受益農地管理強化委員会を

開催致しました,土地改良区体制強化事業で受益農地管理強化委員会を設置することになって

おり、県土連が行う換地選定に関する指導、換地処分未了地区等の解消に関する指導、財産管理

制度活用に関する指導、交換分合等による農用地の利用集積に関する指導、換地等技術向上研修

の実施計画の策定及び内容の検討を行うことになっています

最初に、委員長の中村常務理事から「農地中間管理事業の推進や耕作放棄が進む中で、受益農

地管理、いわゆる土地改良区内の農地をどのように管理していくのかを、この委員会で意見交換

していきたい、」と挨拶されました、続いて、委員長が議長となり、順次議事を進めて頂きました。

議事内容の(1)平成28年度受益農地管理強化対策実績報告について(2)平成29年度受益農地

管理強化対策実施計画(案)について、委員の承認を頂きました一

委員から農地利川集積に関する指導について質問があり、「既にほ場整備が完了している地区

で、集積活動を行う場合は、新たに検詞委

員会を設け、検詞する一と串務局から回答

がありましたまた、委員長からは「平成

29年度はほ場整備事業も出てきており、換

地士に活躍して偵く場而も、今後増えてい

くのではないか、」と話がありました

法務局からは、平成29年5月29日にス

タートした「法定相続情報証明制度」につ

いて説明があり、鳥取県他から質問等あり

ました,

9ユ

監

艮

為勢
噛}竃9喫

【鳥取県受益農地管理強化委員会名簿】 (任期H29.4.～H33.3/31)

中国四国農政局農村振興部土地改良管理課長・巨゜盈;≡'山田敏久新任
鳥取県農林水産部農地・水保全課長島崎俊宏〃

鳥取地方法務局首席登記官横山紫穂

大倉土地改良区理事長田中朝久

鳥取県土地改良事業団体連合会常務理事中村均委員長

〃事務局長西村慎一

鳥取県土地改良換地士部会部会長石川悟新任
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7月26日(水)倉吉シティホテルに於いて、中部土地

改良事業推進協議会の「土地改良事業に関する研修会

及び意見交換会」が開催されました

冒頭、杉原会長から「農業は他の産業に比べ技術革新

が難しい産業だが、我々は農業基盤を支え地域農業を

守っていくという大切な役割を担っている,」など、お

話を頂きました。また、7月末で協議会の会長職を退任

されるためお礼を述べられた

鳥取県土地改良事業団体連合会木村肇会長の来賓挨

拶の後、中部総合事務所農林局漆原地域整備課長より、

「土地改良法の一部を改正する法律の概要について」と

ゆ
昂
の
」

4
5
何

酬

盛
　
:
、
塩

「

爆
甲

、
.
'

∵
9
」

嘩
.
・

杉原会長の挨拶

題して、農業競争力強化基盤整備事業、農地耕作条件改善事業等の説明をしていただきました一

また、水土里ネットとっとりからは、公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構から農地中

間管理事業業務を受託し、基盤整備を希望する農家地区への相談や概算工事費の算出、また、事

業化の検討を行い実際事業化になった事例の情報提供がありました

講演では、最初に水土里ネットとっとり中村常務から「土地改良をめぐる最近の情勢等につい

て」と題してお話があり、その中で「各十地改良区から相談があった内容を他の土地改良区ヘ

フィードバックして情報共有していく」と言われました,また、国会議員、関係省庁への要請活

動の要望内容についての説明もありました、

続いて、鳥取県農地・水・環境保全協議会の前田支援員から「中部管内における多面的機能支払

活動組織の広域化について」と題して、事業の概要、平成29年度の要綱・要領の改正点、広域化の

メリットや中部管内の動向などを紹介して頂きました最後に、湯梨浜町中興寺に刮画されてい

る梨団地や多面的機能支払の広域化についてQ&A形式で意見交換がありました「

研修会の様子

蓼

.」
ノ

職

.、_i＼∫
　げ

『し・鉢コΩ・_

蓋…、

意見交換の様子

]…
お

轟
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≦i鍵勤愛警;募量!鹸接垂雛覚務緩き覇讐墨麹鋤』動修遷閣瞳

7月28日(金)鳥取県中部総合事務所会議室において、土地改良区体制強化事業財務・会計実

践向上研修を開催しました。土地改良区等事務職員20名が、本研修を受講されました,

最初に、鳥取県農地・水保全課石川栄子検査員から複式簿記導入の基礎知識等について、講義

がありました。講義の中で石川検査員は、「仕訳は最初にする仕事で、複式簿記で一番大切な仕事

になります。会計ソフトを使っている場合は、仕訳を入力さえすれば、あとはソフトがやってく

れますので、仕訳ができれば良しということです。」と言われました、

次に、受講者は複式簿記ソフトの入ったパソコンに向い、ソリマチ株式会社岩下氏からデータ

入力操作について講義をうけました.実践として、仕訳(借方、貸方)伝票の作成の仕方を勉強し

て頂きました,.

国は土地改良法における土地改良区の性格、:ヒ地改良事業の仕組み、土地改良区の事業実績、

会計状況を踏まえ、土地改良区の財産状況をより一層明らかにすることを目的として、土地改良

区においても複式簿記方式による会計の普及を図ることとしています.

複式簿記導入に関するご相談は、水土里ネッ

._●

ね

触一ロ

石川検査員による講義

・とっとり企画課までお願いします,

一隔

頃・箔
』■_一一)`i哩

影

0
岩下リーダーによる講義

【日程表】

、脳}1「}1-.一欝一磯'『L:指鮒塗三縛黛獅鷺難翔

7/2813:00～13:10開会挨拶水土里ネットとっとり13:10～13:40複式簿記導入の基本知識等について鳥取県農地・水保全課検査員石川栄子

13:40～15:20複式簿記ソフト導入による日々の会計・経理業務ソリマチ株式会社リーダー岩下桂
15:20～15:50その他

15:50～16:00閉会水土里ネットとっとり

一ll一



平成2g年8月 土地改良だより 第469号

元気女子発見隊Reα1Voice 委詮顯繋描《
今回は、水土里ネットとっとり技術管理課山崎速代技師(とっとり水土里の

女性会メンバー)をご紹介します.、
文ノ

:

「プログラムは思った通りに動くのではない。書いた通り

に動くのだ。」という格言があります。水土里情報システム

や賦課金・会計システムの保守業務の一環でプログラムを

作っていると、それを実感することがしばしばあります。

プログラムというものは、確かに自分が作った通りに動

きます。膨大な量のデータ処理や複雑な計算を瞬時に行え

るという点では、コンピュータの方が人間よりも優れてい

ます。その能力を発揮させているのは自分である、という万能感を味わうことが出来るの

は、プログラム作0の魅力の一つです。

もっとも実際にコンピュータに仕事をさせるのは、大変な作業でもあります。

入力に応じてどのような処理を行い、どう出力するかを詳細に指示しておかなければな

らないからです。もし、入力された値が想定外のものであった時、人間ならばそのデータ

を保留して作業を続けたり、指示を仰いだりといった行動を自発的に行います。しかしコ

ンピュータはその時点で作業を停止して、そのままウンともスンとも言わなくなるどころ

か、正常に処理していた他のデータまで台無しにしてしまいます。そのようなことが起こ

らないようにするには、あらゆる事態への対応をあらかじめ用意しなければなりません。

例えば、アプリケーションに数値を入力する箇所を作るとき、「この項目ならユーザーは

1から9999までしか入力しないだろうし、それ以外の値でも文字でなく数値なら問題な

く動作するだろう」と考えてしまいがちです。しかし、それは勘違いである可能性があり、

ミス、すなわちバグの原因になりかねません。

実際に「9999」は処理できても「99999」が処理できない、ということはよくあります。

16ビットで表現できる整数は0～65535であり、99999は表現できないからです。その数

値が実際に必要かどうか、仮に99999を入力する必要がないとしても、想定以上の数値が

入力されたらどうするか、ということを事前に確認して対処しておく必要があります。

プログラムを作っているとバグと無縁ではいられまぜん。そしてバグの原因の大半は自

分自身の勘違いです。原因が不明なものや、判明していてもどう修正していいか分からな

いものに出くわすと、自分の無能さにひどく打ちのめされることがあります。それでも努

力して、バグを綺麗に排除できた時の喜びは一入です。そうした悲喜交々のうちにだんだ

んとミスが減っていき、自分の成長を実感できるのがプログラム作りの醍醐味です。

(次回は、米川1地改良区河本IJ[奈キ争をこ紹介します〕

編集後記

本会のホームページに[口:国:国ボタンを設置しました。土地改良だより
の発行は徊・2ヶ月のため、最新の情幸侵につし、て、El1に顯するよ
うにしています。毎日更新とはいきませんが、興味を持ってみて頂ければ幸い

です。
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