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11月8El(木)に「ハワイアロハホール」(湯梨浜町)にお

いて『美しく豊かなむらづくり大会2018』～水土里ネット

とっとり設立60周年記念大会～を「農業・農村の礎である

「水」、「一ヒ」、そして「里」を守り、発展させ、活力ある農業・

農村を次匿代に引き継ぐこと』を大会スローガンに開催し

ました一

当口は、会員はもとより、多面的機能支払活動組織など

約500名の参加がありました

榎本会長が「7月豪雨、台瓜24号の災害に対して、水土 榎本会長

里ネットとっとりでも全力を尽くして復旧・復興に努めているところであります,、また、農業農

村整備では、引き続き当初j㌻算での事業費確保に努めて参りますこの大会が鳥取県の農業のさ

らなる発展につながる大会にしたい、」と開会挨拶しました

続いて、来賓のrl-1国四国農政局皆川次長より祝辞を頂きましたまた、当1:1出席がかなわなかっ

た国会議員については、代理の秘書の方々を紹介させて頂きましたなお、進藤金「1子参議院liま毫

員については、ビデオメッセージを放映させて頂きました

引き続き、土地改良功労者表彰(個人表彰)が行われ、永年に[・11り一1:地改良に功績のあった本

庄米治湖東大浜Il地改良1メ.理事長他16名の方が受賞されました,

【土地改良功労者一覧表】

湖東大浜一L地改良区

福部上地改良区

智頭土地改良区.

大口堰土地改良区

大鴨土地改良区

理事長本庄米治

副理事長川川

総括

職

(前)副

旨

上北条⊥地改良区

東r段詰土」也己父」良IIx:

若ニヒニヒ士也己文良1×二

∫里尋゜t'1「1:1イ!iT三ノ＼㌧

理串謡賀航
理事西村達夫

大栄111]一土地改良区

東郷土地改良区

羽合L地改良1メ:

ノ＼二1」」土∫也己父良【互⊆

淀江宇田川地区

土地改良区

淀江自浜土地改良区

米子市伯f山土地改良区

大原千町土地改良区

理串

総括監事

(rlの総括監事

司王

理

埋

1-1置康徳

谷「」正幸

梅田尚志

小椋齊

多
」・

稔

理事

理事

金澤明

森田徹郎

その後、講演の部となり、最初に国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構白谷栄作

理事より「Society5.0における農業農村」と題して、ご講演頂きました.1
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講演の中で、「Society5.0の新たな価値の事例(農業)」

では、気象情報、農作物の生育情報、市場情報、食のトレ

ンド・ニーズといった様々な情報を含むビッグデータを

AIで解析することにより、将来の農業の姿として「ロボッ

トトラクタなどによる農作業の自動化・省力化、ドローン

などによる生育情報の自動収集、天候予測や河川情報に基

づく水管理の白動化・最適化などによる超省力・高生産な

スマート農業の実現が可能になる.」とのことでした,

蟹圏

白谷理事

函

h㌘

鵠

諭繕
巾嚇鯖綴良σ)トレント:

鹸

ロス

溺凝,

気匁情假

趣 消興者の一ス[t合わヒtf,

艘霞物の踊助自動配鐸

・農竹聞の自動化、省力化・水管1Ψのド】勒化、吊i'競;

・'1r}箔報の自勅収ti

一;し'ン'」;先θ)拡ノ、

続いて、鳥収県∫r井flill孟1知事より「食のみやこ鳥取県の挑戦」と題して、ご講演頂きました

近年頻発する豪雨災害や災害に対する迅速な復1目、5E[にため池防災点検、ハザードマップ作成

など農村地域の防災力向上の取組、さらに、日本型直接支払制度やとっとり共生の里、農山村ボ

ランティアなど多様な農村の担い手の紹介、さらに、県独自の就農支援、スーパー農林水産業レ

など国に先駆けた就農施策などが紹介されました

講演では、知事お得意のダジャレを交えたトーク、県産食材のPR秘話など、会場は拍手と笑い

につつまれていました.

最後に鳥取県出身の経済学者宇沢弘文氏の名著「社会的共通資本」の一節「一つの国が単に経

済の観点だけでなく、社会的、文化的な観点からも、安定的な発展を遂げるためには、農村の規

模がある程度安定的な水準に維持されることが不可欠で

ある・」を引用され、水土里ネットとっとり設立60周年記

念と農地・水を支えてこられた来場の皆様に感謝と労いの

ことばを頂きました.、.

最後に、天島副会長の挨拶で閉会となりました来場さ

れた者には、数に限りがありましたが、「とっとり水土里

の'女性会」が遊休農地で収穫したサツマイモが配布され

ました「 平井知事
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第4鋤回全国i圭地改艮汰会豊城乗含

第41回全国土地改良大会宮城大会が10月16日、宮城県総合運動公園(グランデ21)セキスイ

ハイムスーパーアリーナで、「先人の意思を受け継ぐ「伊達の地」に水土里の絆復興の歩み』を大

会テーマに掲げ、全国⊥地改良事業団体連合会・宮城県十地改良事業団体連合会主催により、全

国の土地改良関係者約6.ooo名参加のもと盛大に開催され、鳥取県からは、31名の方が参加され

ました

式典では、まず、全国土地改良事業団体連合会二階俊博会長が「来年度は、土地改良にとって、

2年続けて改正された新しい土地改良法を基軸に、新たな展開を図る大きな節目の年となります

この年を実りあるものとするためには、皆さん、やはり、「闘っていく」前進のためにはこれし

かありません「『闘う土地改良」1は続きます皆様方の更なるご支援・ご尽力をお願いする.」と市

催者挨拶されました.続いて、宮城県一L地改良事業団体連合会伊藤康志会長が「この大会が東口

本大震災のみならず、全国各地で頻発する地震、台風や大雨などによる災害からの、復旧・復興

への決意を新たにするひとつの契機となりますことを心から願うものであります」と開催県挨

拶されましたまた、宮城県村井嘉浩クIll事が歓迎のことば、農林水産省小里泰弘副ノく臣、衆議院

・j・野、1》1:典議レt、参議院進藤金ll〕'・議員が来賓挨拶されました

一1-:地改良lll業功i証1〔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II・iL地

改良圏ji楽1・」【体連合会長表彰(・16名)がそれぞれ表彰され、本県からは木村肇顧川(1)i」烏取lll!L地

改良事業団体連合会会長)が農林水産大臣表彰、またヒ北条ヒ地改良区山本公孝理申長が全国L

地改良Lli:業団体連合会長表彰を受賞されました

基調1111演では、「宮城の農業農村復ill復興のあゆみ」と題して宮城県村ll:)lllr浩知lli、「未来を築

く一li地改良」と題して農林水産省室本隆「・j農11・]一振興局長が講演されましたその後、)1【こ調撮告、

宮城県の優良L」r例尉1介がありました1

最後に、次)UJ開催県である岐1圭}県土地改良連で学会藤原勉会長へ大会頒がり1き継がれ、閉幕とな

りました

獣'h、

木村肇顧問ほか農林水産大臣表彰受賞者 上北条土地改良区山本公孝理事長
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膿業農村整備の集煽」}が開催されました

11月14日(水)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

1.300人が参加して盛大に開催されました鳥収県からは、

榎本会長をはじめ、中部土地改良事業推進協議会山1崎会

長(関金L地改良区理皐長〉、石賀副会長(赤碕1町土地改良

Ix.理事長)、とっとり水土里の女性会笹床会長など7名が

参加しました

農林水産省から古川農林水産大臣など農林水産省幹部の

出席がありました

二階会長の挨拶

また、塩谷自民党農林・食料戦略調査会長をはじめ、進藤金日了参議院議員、宮

11[奇雅夫都道府県土地改良串業団体連合会会長会議顧問など国会議員他154人の出席がありました

最初に全国水L里ネットニ階俊博会長が「今、土地改良は、二年続けて改正された上地改良法

を基軸に、新たな展開を図る大きな節目の時にありますそして、いよいよ、その具体化のため

の平成31年度予算の編成rLTi期を迎えました更には平成30年度補1E〕ワ算もいま議論している最

中でありますが、これらを実りあるものとするためには、一・つ一つ『闘っていく」やはり我々が

前進するためにはしっかり団結をして頑張らなければなりません『闘うヒ地改良』はこれから

も続きます」と開会挨拶されました

その後、情勢報告、事例発表では、「基盤整備事業地1×における女性活躍」のビデオLll央もされ、

資1111には、「とっとり水卜里の女性会」の活動も紹介されました最後に、水十III.ネットll皮阜の藤

墳副会長のガンバロウ三lllltで閉会しました

「農業農村整備の集い」終ゴ後、鳥取県選出国会II義員に要望活動を行いました

【要望事項】

一改正ヒ地改良法を&ii一極的に活用したll喋制度の現場へのより一層の普及を図ること

一一一ヒ地改良区の運営」,!9[lltinの強化に対する支援を推進すること

モ多面的機能支払1剛度へのト分な支援をllうこと

四平成一モトー年度当ネノ」予算では、概算要求の満額確保を豹うとともに、レ分な地方財政描置を講じること

五災害で被災した農地・農業川施設の早期復旧を図るため、必要な予算を早急かつ確実に確保すること

14Ll(水〉

衆議院議員赤澤亮i「

衆議院1議員石破茂

韓「燗面"

擁・・鮒駆

石破事務所にて

151:1(イ・こ)

参議院議員青木一・彦

参議院議員舞立昇治

参議院議員進藤金日子

舞立事務所にて
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農業農村歴傭毒業篶罎闘或る説朋塗ρ意見套換会

ll月2H(金)に『倉占未来巾心」において農業農村整備事業等に関する説明会・意見交換会(農林

水産省キャラバン)が農林水産省から農村振興局4名、中国四国農政局14名及び県、市田」'村、土地改良

区、関係団体115名の出席のもと開催されました.

第1部では、改1E-L地改良法に関する説明会がありました、内容については、ql改1[ヒ地改良法につ

いて〔2)資産評価マニュアル案について〔3}平成31年度概算要求についてでした.改正:L地改良法では、

定款例、規程例も示され、今後各ヒ地改良区で川〔〔～y/〈進めていくことになりますまた、平成31イr度概

算要求では、土地改良区体制強化事業において、L地改良区への支援(複式簿記び)巡回指導、会計の

専門家配置、複式簿記の簡易ソフト開発、複式簿記fi川参会実施〉が拡充される予定であると報告され

ました..

第2部では、q}平成31年度当初予算杉呪算要求の概要「2}新規・拡充llr≡業等〔3農業農村ll冬備Ilii業の効果

と事例について説明がありました質疑応答では、改良1×:から「1.【.【Ll1間地域では、農地中間管理ぢ:受構

で扱ってもらえない農地があるまた、所有者不明農地も⊥i[1iノ川している」「ため池の廃【Lはできるの

か」等、質疑がありました.

一闘噸'∫∵
一一____________一一_」i

第1部説明会の様子 第2部説明会の様子

次に、第3部では榎本会長、iii・]1[八頭Illl'長(東部lj也改良Il「業推進協議会会長)、]11111、{1二関金1・.地己父良

区理i]i:長(lll剖～1:地改良1jr業推進協議会会長)、農村振興)・・1、1国ii.1四国農政1、・」、鳥取県、1:地改良区の

理1狂長、計26名が参加し、「農業農村整備窯聖};の意見交換」が行われました参JJIIK一のドな意見要望とし

ては、「災害復1]1に係る1ワ算確保」「施設の老朽化対'策」「多ll'[[的機能支払交付金制度のiP務簡素化」「個

人農家を対象とした施策」など活発な発言がありました

F

ム

第3部意見交換会の様子
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10月25H(木)、26口(金)の二Fi問、北は山形県、南は沖縄県から37名の各県女性会の皆さんが、

鳥取iliに参集しました一25口は、「とっとり水土里の女性会」活動報告の後、班に分かれて、各県での

今後の活動方針等について意見交換しました・又、21創造運動表彰等について今後どうしていくのか

意見交換しました、

26日は、福部土地改良区のお臥話になり、福部らっきょう畑、ポンプ施設の見学をさせて頂きまし

た,.その後、らっきょう加工場を見学し、帰路につきました.、

〈全国の女性会設立状況〉

平JJkl7勾三)S

平成20年度

平成29年度

/冗),」～::3()イ「こ】」二と二

『

山[県「やまぐち水土里ネット女性の会」

T・葉県「ちば水L里ネット女性の会」

宮城県「みやぎ水土里ネット女性の会」

山梨県「やまなし水L里ネット女性の会」

鳥取県「とっとり水土里の女性会」

宮崎県「日本のひなた水L甲ネット女予会」

大分県「おおいた水土里ネット女性の会」

和歌lil県「わかやま水Lll!ネット女性の会」

熊本県「くまもと水一11ilUネット女性の会」

青森県「あおもり水i浬ネット女性の会」

榎本会長の挨拶

9
_、潮

福部らっきょう畑にて(らっきょうの花盛り)

で
Ψ

一　≧

一一

_一噸燭騨嗣一■蘭岬刷騨一'

し

嘘'`凌、F

意見交換会の様子

調
「

詮

瞭欄゜

り㌃

適

ポンプ施設見学

25Hの会終了後、希望者による意見交換会がありましたが、鳥取の美味しい食材を味わいながら活

発に各県の状況等情報交換されていたようです,.「水」「土」[Uを守っていく活動が全国に広がって

いくことを期待します

月
-
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大1]堰L地改良区q語取市)は、11月2日(金)午前と午後に分けて、美保南小学校の4年生(99名)

を対象に施設見学を実施しました.tL地改良区が農業農村で果たす役割や400年近く農業用水として

使われている1ii白川の頭首]1など配水施設の仕組みや現状について、施設見学をしました.

この事業は、大rl堰L地改良区が地元4校の小学生を対象に順番に行っており、農業の現状につい

て次代を担う小学生に理解を深めてもらうために行っています

高見理事長の挨拶 樋門見学の様子
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ノUI:ヂ⊥地改良区では毎年行っている「人II千探検隊」を10月1511美和小学牛交4年生(17名)と10

月2311ノく'11・1小学1;交1年ノL(24名)に行いました'i111は大井r一川の役割、1:地改良1×:の役割、農家の人

達のl!㌃二労や1:夫を農業を通して、また、水路の持つ多而的機能をlll色明しながら学んでもらいました

午後からは大ll:手川が造られたことで農地が増えていった歴史や、大Jli-r川を造った戦国武将・亀月:

弦矩公の偉業を説明して、少しだけ歴史を学んでからr国1滋卸公墓所へ赴き、お墓参りをしてイベン

トを終えました。

参1川した児並:達は、「大井手探検隊」で"1::んだことを題材に学習発表会で発表をしてくれました.L

地改良区では小学校からの依頼により川や水路、一ヒ地改良区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,

河原城より大井手川を望む 川と人との関わりの説明
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求山山麓弛区準地改臭区運含設童絢周年を祝易

11月101二【(」一)に、大山1⊥1麓地区土地己気良区連合は「設立15周年記念式典」及び「祝賀会」を大li1ホ

ワイトパレス(大山問)で開催しました,当口は、赤澤衆議院議員、舞立参議院議員、平井鳥取県知事、

稲IT[県議会議長のほか農林水産省、鳥取県、関係市川'村長、関係団体の幹部役職員が臨席され盛大な

式典となりました

最初に、主催者として大ll-1山麓地区土地改良1塞連合天島理Lll長が挨拶され、続いて、永年に亘り土

地改.良区連合の事務局長として功績のあった梅原久義氏に感謝状が贈呈された後、平井知事ほか来賓

より祝辞が述べられました

天島理事長の挨拶平井知事の来賓挨拶

次に、」〈1]]山麓地区1:地改⊥U又:連合俵i]i・務1「、1長より「15年の歩み」について、パワーポイントによ

り紹介があり、最後に地区内の若手農家が白らの経営状況など意見発表がありました

若手農家による畑作事例発表 「15年の歩み」パンフレット

続いて、竹口大山川長の乾杯の音頭により祝賀会が開宴となり、アトラクションとして「人[1[僧兵

太鼓」の演技も行われ、全日程が盛会の内に終」'しました

【理事長の交替】

富海土地改良区 前田恭孝 和泉薫 平成30年11月11日
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元気女子発見隊Reα1Voice委
今回は、鳥取県西部総合事務所農林局地域整備課澁谷優花さん(とっとり水±

里の女性会メンバー)をご紹介します一

麟鱗錨、《

SX"「今年の春、鳥取大学農学部を卒業し、西部総合事務所

∫づ農林局地域整備課に配属されました。大学時代は水土環
りめ

.評
診L

・弓

境保全学分野に所属し、水や土に関わることについて学

びました。卒業研究ではメキシコの乾燥地を対象にした

基礎実験を行い、アバネ〔コというトウガラシ属の作物の

生育と灌水量の関係について研究しました。水やりと測

定のために、夏期休暇中も、台風の日も、体調が悪い日

も毎日休まずアバネロ八ウス(学部棟から片道「.5キロ)まで通い、なかなかに大変だった

のですが、研究対象地であるメキシコのラパスに行って研究させて貰えて、非常に良い経

験になりました。

今は中山地区の畑かんに関する事業を担当させて頂いています。まだまだ分からないこ

とが多く、周りの方々に助けて頂きっぱなしなのですが、はやく一人前の技師になるべく、

日々精進していきますので何卒よろしくお願いします。

社会人になってから、休日は旅行に行ったり、カフェ巡0をしたり、県内の観光地に行っ

たりとアクティプに過こすようになりました。最近行って感動したのは、香川県直島にあ

る地中美術館です。日本を代表する建築家安藤忠雄設計の館内にアーティストの作品が

恒久展爪してあり、サイトスペシフィック・ワークといえる美術館(公式HPより)らしい

のですが、とにかく安藤忠雄氏の才能に惚れ惚れし、鳥肌が立ちっぱなしでした。翌日に

は大塚国際美術館にも行き、短期間で芸術を存分に味わったことで、アートな感性が磨か

れたのでは?と思ったのですが気のせいでした。また、紅葉を

見に大山の鍵掛峠に行った際、ミント君とベリー君という鮮や

かな巨大インコを連れた素敵な夫婦に出会いました。岡山から

インコと共に、あらゆる場所に行かれているそうです。思いが

けない素敵な出会いがあるのも旅の醍醐味だなと感じました。

水土里の女性会にも今年から参加させて頂き、たくさんの方と

関わることが出来て嬉しく思います。

皆さんとの出会いを大切にし、今後も頑張っていきますので

どうぞよろしくお願いします1 ミント君とヘリー君

〔次回は、水1甲ネノトとりとり総務課占村香織さヨんをご紹介します}

編集後記

12月と言えば師走ですが、わたしは神社役員(総務)を3年間務めさせて頂き、

1月の元旦祭をもって役を終えます。むらでは、独居、高齢化により、役を受けれる

住民も少なくなっています。この間、防災マップ作りをしましたが、むらだからこ

そ、世間ではプライバシー保護から嫌がられる情報も共有できているのかな一と思

いました。

平成の年号も残り少なくなっていますが、皆さんが明るく笑いのある正月を迎え

られますように!
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