北栄町土下112 (北条庁舎)
℡（0858）36-5567

北栄町農業委員会
なたね
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代表

阪本 知則

妻波パイオニアグループ

食｢ に｣ついて考えるきっかけに

40

私たちは︑妻波パイオニアグループといいます︒妻波地区
在住の 〜 代の 名で構成され︑主な活動としてＪＡ鳥取
中央青年部活動や︑地元の夏祭り︑秋祭り︑自治会行事への
参加を行っています︒今年度︑地域の子供会と一緒に稲作体
験事業に取り組んでいますので︑その紹介をさせていただき
ます︒
現在︑日本は食料自給率の低下でたくさんの食べ物を外国
に依存しています︒私たちのまわりを見ても︑農業後継者の
減少だけでなく︑少子化による次の世代の担い手自体が減少
していることが深刻な問題となっています︒人間にとって︑
ものを食べることは生きていく上で必要不可欠であり︑この
先どんな時代になっても︑必ず誰かが食料を生産していかね
ばなりません︒大人も子供も︑そして地域みんなで 食｢ に｣つ
いて考えるきっかけづくりができたらいいな︑と思い取り組
みました︒
６月に親子で田植えを行い︑月に１度ある子ども会を利用
して看板︑案山子 か(
かし 作)りを行いまし
た︒今後は刈り取り︑
はぜ掛け作業の後︑
収穫したお米を米粉
に加工し︑収穫祭と
称してパンづくり体
験も行う予定にして
います︒
種を蒔かなければ
実りはありません︒
私たちの活動が︑そ
んな小さな種蒔きに
なればとても嬉しく
思います︒
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夏
第４号 ２０１０年

〜生命の種を蒔いて 地球を守ろう〜

編集と発行

杉川 一二美
)

と も あ き

磯江 知輝

農業委員活動 ④
〜
農業委員ってどんなことをしているの？わかりやすくご紹介します

シリーズ

〜

優良農地の確保と有効利用

塚本 茂雄

大(谷

)

農地パトロールの実施
地域の農地利用を１筆ごとに点検し︑不適正な農
地の権利取得や違反 無(断 転)用 ※( 産
)･業廃棄物の不
法投棄︑遊休農地などの発生防止︑解消に努めます︒
結果は農地基本台帳の整備 補･完にも利用され︑農
地の適正管理︑農地行政の秩序化に一役買っています︒

70

県知事等の許可が必要で︑違反者には罰金が科せられます︒

※転用とは⁝農地を宅地などの農地以外の目的に利用すること︒

(2)

大(谷

東(新田場︶

が ん ば って ま す ！
農業 後継 者！

毎日暑い日が 続く中で
現 在︑北 栄町 農志 会
すが︑今回は 葉タバコ専
青(年 農業 者組 織 の
)会
業農家の若き 後継者︑東
計︑ 大谷フ ロン ティ ア
新田場の磯江 知輝君︑
グル ープの 会員 とし て
歳の紹介です︒
がんばっておられます︒
父秋善さんが体調を崩された ことがきっかけとなって
ま た今年 の夏 は︑ 西
会社を退職し︑今では父の右腕として葉タバ コ
瓜選 果 場 の 検
の栽培にがんばっています︒今年７月７日に 結
査員 と し て ︑
婚し︑ますますがんばる理由ができたようです︒
厳し い 目 で ス
彼が語るには︑これからの経営はタバコだ け
イカ を た た い
でなく︑砂丘地の特性を生かした白ネギ︑ラ ッ
てお ら れ る 姿
キョウなども経営に入れたいと考えているよ う
を目にしました︒
です︒
就農３年目︒ほかの仕事も経験さ れた後︑大
取材したこの日は︑仕事の合間に早朝から仲
規模農家の後継者として就農されました︒
間たちとヘリコプター に
春から夏にかけて︑スイカ︑夏か ら冬にかけ
よる水稲防除をしてい ま
て︑ストック︑シンテッポウユリ︑ アスターを
した︒
ａ栽培されるそうです︒
若さには力があります︒
今年の５月に娘の咲希ちゃんも誕 生し︑お父
自然相手の農業には厳 し
さんとして︑風呂︑洗濯︑そうじ等 ︑自分ので
さと同時に大きな魅力 が
きることは協力していきたいとの事です︒
あると思います︒磯江 君
目標はスイカと花で表彰されること︒
の発想力と行動力に期 待
若手農業後継者として︑心身とも 充実して目
します︒
前(田浩明委員 ) 標を必ず達成してほしいものです︒
森(本真理子委員 )
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農地の利用調整︵土地利用の合意形成 )
農地を売りたい・貸したい農家と︑買いたい・借
りたい農家との間に入って︑調整やあっせん活動を
行います︒
(1)

自分らしく・・・
これからも
農家に嫁いで二十年を迎えようとしています︒県外から
嫁いだ私は当初︑方言がわからず︑鍬の使い方一つとって
も︑手とり足とり教えてもらっての農作業でした︒覚える
ことが沢山あり︑毎日が大変新鮮でした︒
なぜ︑何も植わっていない片づけたあとのハウスに水を
かけるのか︒なぜ︑ストックと大根が同じ仲間なのか︒理
由を聞くと︑どんな作業にもすべて意味があるのだと知り︑
農業がおもしろくなりました︒﹁なんで？どうして？﹂と
夫をつかまえてはよく聞いたものでした︒
平成十一年︒私たち夫婦は︑家族経営協定を締結し︑そ
れに合わせて農業基礎の勉強会を企画しました︒ ス｢イカっ
て野菜？果物？﹂そんな疑問にもまじめに答えてくださり︑
毎回質問をするのが楽しみでした︒
農業がしたくて農家に嫁いだわけではなく︑夫が農家だっ
たので私も農業をしています︒そういう女性は多いと思い
ます︒まったく農業の知識のないまま従事するのですから︑
家族が先生︒もう一歩踏み出して学ぶ場があれば︑ う｢ち
と違うやり方がある ｣｢
もっと楽なやり方もある ｣｢
知らない
ことが沢山ある と｣いうこともわかります︒
また私は︑自分らしい生き方をしたい︑人として幅を持
ちたい︑今を存分に楽しみたいと思った時︑ のフレッシュ
ミズを立ち上げ部長になるチャンスに巡り合えました︒部
長として３年間︑様々な活動を企画し︑仲間の大きな輪が
広がりました︒また︑全国各地にも友人ができました︒こ
の繋がりは︑今後も私を支えてくれるものと信じています︒
百年以上続いてきた大栄スイカを︑今こうして受け継ぎ︑
次へつなげていくのは私
達の役目です︒畑と家の
往復だけではなく︑地域
や子ども達の中へも入っ
ていき︑農家としての役
目を果たし︑しっかりと
次の世代へバトンを渡し
ていきたいと思っていま
す︒
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食品が どのよ

竹信慶一さんは、下種字北坂ノ峯
西平にある２０年以上放置されて山
林化していた３０ａの畑を農地に戻
しました。本年はじめに業者に土地
をならしてもらって堆肥を投入し、
ソルゴーを播いて地力増進をはかっ
ています。また、来年にはブロッコ
リーの作付けを予定しています。

※５年以上借り受けた耕作放棄地を利用

者に代わって協議会が再生し、再生した

農地を利用していただきます。

大きくなっています

→

現在ソルゴーは１ｍくらいまで

農業委員会の課題のひとつは、遊
休農地の解消です。今回は耕作放棄
地再生利用事業(※)を活用して、山
林化していた農地を再生された例を
紹介します。

北条学校給食会 代表 淀瀬 千賀子

※ト レーサビ リティ

10

うにつくられ加工されたかなど生産 ︑
流通過程の情報を追跡する仕組み

耕作 放 棄地 が農地 に 再 生され ま した！

農は食につながり︑命につながる

27

ＪＡ北条女性会学校給食会 会(員 名 は
) ︑学校給 に設置されており︑看板を通して子ども達に野菜
食における食べ残しの量の多さに危機感を 持ち︑ に対する親しみを感じてもらいたいと願っていま
地産地消︑トレーサビリティ ※ への取り組みな す︒
(
)
ど︑食の安全︑安心を求める意識が高まる 中︑子
また︑年に数回︑幼稚園︑小学校︑中学校に出
ども達はもちろん︑保護者にとっても安心 できる かけ︑子ども達と一緒に給食を食べるなどして交
農産物を子ども達に食べさせたいとの思い から平 流を深めており︑地域の人との関わりを深め︑郷
成 年に給食会を立ち上げました︒ １(日約１３０ 土を愛する心を育てようと生産者の顔の見える環
０食の供給 )
境づくりに努めています︒
地｢産地消 は｣ 身｢土不二 と
また︑学校では教えられないこと︑経験できな
｣ いう理念からきてい
るそうです︒わかりやすく言えば︑ 三｢里四方の土 いことを子ども達に体を通して教え︑農業が食に
地でとれたものを食べるのが︑心にも身体 にもな つながり︑命につながることに興味を持ってもら
じんでよい︒体と自然は一体 ということだそうで いたいと思います︒
｣
す︒
子ども達にとって給食は︑学校生活の中で一番
その言葉どおり︑北条の野菜が北条っ子 の体に 楽しい時間です︒そんな楽しい時間に私達の野菜
合ったのか︑残菜がなくなったと聞かされました︒ も参加でき︑子ども達の成長に協力できることに
そうは言っても給食野菜にはたくさんの条 件があ 喜びを感じます︒
ります︒規格のこと︑虫のこと︑
そして︑北条町と大栄町が合併
価格︑必要量等々・・・︒今で
し︑北栄町となって５年が経ちま
もいろいろな問題が起きますが︑
す︒学校給食センターも今年 月
月に１ 回開催される 学
に統合して新しく生まれ変わりま
｢ 校給食
地産地 消検討会 の｣ 場で協議さ
す︒それを機会に給食会も北条︑
れます︒
大栄のＪＡ女性会が力を合わせて
給食会を立ち上げて８年にな
農産物供給をすることになりまし
りますが︑この取り組みを多く
た︒
の町民に知ってもらおうと︑町
まだまだ北条︑大栄となじみの
の助成を受け︑北条幼稚園の園
言葉が口から離れませんが︑一日
児の協力を得て︑野菜畑に立て
も早く給食を通して 北｢栄町の味 ｣
る看板を作成しました︒
として子ども達の心に残るよう︑
子ども達のかわいい野菜の絵
今後も安心︑安全な農産物栽培を
心がけていこうと思います︒
の書かれた き｢ゅうしょく畑 の｣
看板は︑町内のあちこちで町民
の目に触れています︒そして何
より子ども達が毎日通る通学路

慶一（２５） 下種

農業委員会では、がんばっている
農家の方をいつでも応援しています。
そして、竹信さんのファイトに拍手
を送ります。
(齋尾智弘委員)

竹信
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□いきいき農業塾□

11

１４

２０

６
２０

３９

瀬戸

柴尾(売買)
下種

横山(貸借)
下種

井尻(貸借)
下種

ｲﾔ谷(２筆

貸借)

大谷

池尻(３筆

売買)

大谷

浜ノ市( 売買)

大谷

西平(売買)

畑 田 畑 畑 田 畑 畑 田 畑

３

西九鳥(売買)

魅力いっぱい

農 業 者 年 金

▽農業に従事する人は広く加入できます！

歳以上 歳未満
国民年金の第１号被保険者
年間 日以上農業に従事

以上３項目を満たす方なら
・農地を持っていない農業者︑
・配偶者︑後継者などの家族従事者も
加入できます︒
▽少子高齢化に強い年金です！
年金原資を自分で積立てるため︑安
定した運用が期待できます︒
▽終身年金で 歳までの保証付き！
歳前に亡くなられても遺族に一時
金が支給されます︒

60

３

国坂

60

近年︑維持管理が容易な 鳥
｢ 取方式 と｣いわれ
る洋芝を利用した緑化方法が 普及しています︒
それに伴い︑一般家庭でも洋 芝を植える例が見
られるようになりました︒
しかし︑この洋芝は大変繁 殖力が強いため︑
長年北栄町で栽培されてきた 日本芝の中に簡単
に混入してしまいます︒
鳥取県産の日本芝は︑長年 の品質管理努力で
洋芝等を排除してきたため︑ 混入のない均一な
日本芝として日本一の品質評価を受けています︒
この高い評価を受ける芝生 の品質︑産地を守
るため︑ご家庭では洋芝の利 用を控えていただ
くようみなさまのご協力をお願いいたします︒
問合せ先
北栄町産業振興課 ３(６ ５-５６５ )
鳥取県芝生産指導者連絡協議会
︵鳥取県芝生産組合内 ５２ ２-２７８ )

80

１４

応神谷

芝の種類にご注意ください！！

20

１４
江北

〜ＪＡからのお知らせです〜

12

12

80

面積(a)
地目
農地の所在

№ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

各集落や地区内における農地の売買契約、貸借契約に
至らなかった土地について、地区外などからも広く対象
者等を募ることを目的として、流動化の情報を公開しま
す。
詳細については｢農地流動化情報台帳」として農業委
員会で閲覧できます。
※買い手、借り手の方については、耕作面積等農家要
件が必要です。
※掲載を希望された情報です。
《売りたい・貸したい》

﹁ＪＡ鳥取中央﹂では新規就農者︑家庭菜園者などへの栽培指導などを行って
います︒
○目 的 農業基盤の拡充・活性化および︑直売所出荷者などの育成支援
○対象者 新たな就農者︑直売所︑野菜市などへの出荷を目指す生産者︑自家
消費を目的とした家庭菜園者
○期 間
月から翌年９月までの１年間で 回
○費 用 年間２千円＋その他費用は実費となります︒
○問い合わせ先
北栄営農センター 指導課︵４９︲１１４０︶
○基本プログラム 例示
(
)
月 開講式
月 農薬について
月 花づくりの基礎について
１月 果菜類づくりのポイント
２月 葉菜類づくりのポイント
３月 根菜類づくりのポイント
４月 現地での栽培研修
５月 秋冬野菜づくりのポイント
６︑７月 現地での栽培研修
８月 研修
９月 閉講式
河(原廣美委員 )
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︹編集後記︺

暦 の上で は立 秋を 迎えた と
いう のに︑ 残暑 どこ ろか猛 暑
日が続く毎日です︒

そ してこ れ程 毎日 のよう に
熱中 症のニ ュー スが 報道さ れ
る年 はなか った と思 います ︒
家の 中で熱 中症 で死 亡され て
いた お年寄 りの 家庭 の事情 に
ど｢ うして ・・・ と｣ 悲しく な
ります︒

そ して宮 崎県 の口 蹄疫の 件
では 農家の 方々 の心 情を考 え
ると 言葉に なり ませ ん︒だ け
ど︑日本中の人が心から が｢ん
ばって と｣祈る思いで応援して
います︒

そ んな中 ︑北 栄町 におい て
は大 栄スイ カが 目標 販売額 よ
り１億 円多い 億円 突破と い
う大 変うれ しい 報告 があり ま
した ︒春先 の天 候不 順に悩 み
なが らも︑ すば らし い結果 が
出せ たこと は生 産者 の特産 ブ
ラン ドを守 ると いう 強い意 志
と努力の結果だと思います︒

森本真理子

淀瀬千賀子

大西仁美 齋尾智弘

河原廣美 前田浩明

広報委員

まだまだ暑さは続きますが︑
熱中 症には 十分 気を つけて 生
活しましょう
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農地流動化情報
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