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林

茂樹 さん

平成２９年豪雪で、１ｈaのブド

くをかけ３５ａを復旧、倒壊を免

ます！何においても、農業は天候

ウ園のうち７０aのハウスが倒壊！

れた物を合わせて６５ａでブドウ

に左右され、不確定な要素が多々

茫 然 自 失 の状態でした。この年、

作りを再開されています。半分以

ありますが、やる気、熱意、多く

多くの方が被災され、復旧を諦め

上は未だ苗木の状態、収穫までに

の方々からの知恵を存分に活用し

た方もあったようです。そんな中

早くて３年、近道はありません。

て、ブドウ作りに邁 進 していただ

でも、林  茂樹さん（写真）はこつ

しかし、その後は写真のように、

きたいと思います！

こつと解体、撤去を行い、１年近

笑顔で収穫の喜びが必ず待ってい

ぼう ぜん じ しつ

申請書（議案）締め切り日と総会の予定
（平成30年10月～平成31年1月）

月

申請書 締め切り日

総会日（予定）

10月分

（受付終了）

10月９日（火）

11月分

10月25日（木）

11月12日（月）

12月分

11月26日（月）

12月10日（月）

１月分

12月25日（火）

１月10日（木）

まい しん

（取材 前田 浩明）

【主な内容】
農地利用状況調査を実施しました
パワーアップ！女性農業委員研修
やってみよう！農家民泊
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8月 農地利用状況調査を実施しました

７月１０日、全委員が現場に出向き、調査に向けての目合わ
せを行いました。農地（不作付地含む）・遊休農地（再生して
農地利用が可能なもの）・非農地（再生利用が困難なもの）か
判断しにくい農地の現況を見て意見を交わし、判断基準を確認
しました。
そして８月の暑い中、町内全域の農地を地区の担当委員と事
務局が一緒に回り、タブレット（注）を使用して現況を確認し
ながら、判定を行いました。遊休農地対策だけでなく、農地の
現況を見ながら目合わせ
利用集積を進
める上での基本情報となります。本調査の結果は次
号で報告します。
調査結果を取りまとめ、遊休農地該当の所有者に
農地利用意向調査表を送付しますので、農地中間管
理機構に貸し付ける又は自ら耕作するなど、農地利
用の最適化に協力をお願いします。

（文責 一二三 満雄）
（注）農地情報システムの端末。平成２８年度より導入。ＧＰ
Ｓを利用することで、現地で農地情報を確実に調べるこ
とができる。
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タブレットで記録写真を撮る委員

7/31 町内視察研修を行いました

新体制のスタートに
伴い、北栄町農業の相
互理解を深めるため、
７月３１日、町内視 察
を行いました。担当地区の委員より、各地区
の営農状況や特徴、課題点について説明を受
け、あわせて法人経営体の営農状況を聞き取
りました。
（文責 永田 恭彦）

㈱フジオファーム

㈱エナテクスファーム

蜘ヶ家山から町内を望む

㈱北栄ドリーム農場
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7/12 パワーアップ！女性農業委員研修

鳥取市農業委員会
新会長  濱田 香 委員

最初に、３名の委員による事
例発表があり、どの委員も遊休
農地解消に手を尽くして頑張っ
ておられる様子が伺えました。
次に、鳥取市農業委員会   新
会長   濱田香委員のお話を伺い
ました。鳥取市は９市町村が合
併し、面積は県全体の２割を占
めています。鳥取市の農業委員
は７２名で、そのうち女性は２

鳥取県農業委員会女性協議会には、各市町村の農業委員会で活躍
する委員３５名全員が属しています。７月１２日、「砂丘レイガーデ
ン」（鳥取市）にて「パワーアップ研修会」が開催され、北栄町から
は２名参加しました。

沢山の刺激を与えていただ
名。その中で、県内初の女性会
長となられました。「女性会長 き、自分も出来ることをしっか
のメリットは場が和らぐこと。 りやっていきたいと強く思いま
情報を制する者は仕事を制す した。 （文責 竹信 啓子）
る。頼まれごとは試され
ごと。」と、情報収集の
大 切さやコミュニ ケ ー
ションの円滑化について
意 気 揚 々と語られまし
た。
本町からは杉 川委員
が、「わかりやすく読み
やすい」をモットーに本
誌「菜種」の編集へかけ
る思いを話されました。
「菜種」への思いを語る杉川委員

やってみよう！ 農家民泊
去る５月２３日か
ら２４日にかけて、
大阪市内の中学の
修学旅行で、男子生
じゃがいも畑にて
徒４名の農家民泊を
引き受けました。初
日は町内観光、翌日
妻
夫
ご
原
竹
は 農 業 体 験 をし て
生徒達と共に
もらいました。中学
生には、田舎暮らしの豊かさや農家の苦労を理解してもらい、私た
ちも世代を超えたふれ合いを楽しむことが出来ました。
では今、何故農家民泊かと言えば、町内活性化や農業振興のた
柿の木の皮むき作業
めの様々な取り組みを行う上で、長期短期の滞在を可能にする農
家民泊が役に立つと考えるからです。
北栄町では、まだ少ない引き受け農家を増やすため、まず試しに体験してみました。多くの皆さん
に農家民泊への関心を持っていただければ幸いです。
（寄稿 竹原 正純委員（土下））
〈お問い合わせ〉
  北栄町農家民泊推進協議会
（事務局：役場  観光交流課  TEL ３７－３１５８）

農業の最新情報を毎週金曜日
お届けします。
お申し込みは農業委員会まで！

応募券

10月号

クイズ
ト
ン
ゼ
農 産 物プレ

空き農地情報バンク

北栄町産

白ねぎ

農地の買い手・借り手を探しています。

（2名様）

ク イ ズ

８月に実施したのは？
答え

○○利用状況調査
（ヒント

２ページをご覧ください）

応募箱に備え付けの応募用紙またはハガキ等に、
○に
入るクイズの答えと、住所・氏名・年齢・電話番号・
「菜種」
へのご意見、ご感想を書いて、左上の応募券を貼って、
郵送・持参で応募してください。ただし応募は１世帯に
つき１枚に限ります。
・応募箱は、
北栄町図書館本館・北条分室に置いています。
・当選者には電話にてご連絡します。
・賞品の受け渡し場所は、大栄庁舎２階 農業委員会事
務局です。

農地の所在

畑

6

2

江北天神山3133（売買・貸借）

畑

3

3

江北西後谷3542-1（売買・貸借）

畑

11

4

江北西後谷3542-2（売買・貸借）

畑

14

5

弓原東浜1263-1（売買）

畑

1

6

弓原北浜辺580-1（売買）

畑

4

7

弓原北浜辺582-1（売買）

畑

11

8

松神東浜1115-6（貸借）

畑

7

9

松神西鷺取416（貸借）

畑

12

田

13

10 大谷池尻3344（貸借）

11 大島花ノ木下575-2（売買・貸借） 畑

5
【
60

歳未満の農家の皆さんへ】

に

農業者の老後は
国民年金だけでは不安です

農業者年金

加入を！

に強く、安定した

７月２２日、江北の水田
でゆったり、のんびり、エ
サを食べて１時間ほどで
どこかに飛び去っていっ
た。また来てよ。
（取材 池田 誠）

面積（ａ）

江北天神山3115（売買・貸借）

ホットたいむ
幸せ運ぶと言われている
コウノトリが北栄町にやって来た！

地目

1

新制度になって
安心！
少子高齢化社会

前回の正解は ピ オーネ でした

№

積立方式の
年金です。

応募期限：平成30年10月31日
（水）
（当日消印有効）
郵 送 先：〒689-2292 東伯郡北栄町由良宿 423-1
農業委員会事務局「農業委員会クイズ係」

《売りたい・貸したい》

くわしくは、
お近くの農業委員または農業委員会事務局まで

農業経営収入保険

加入申請の受付が始まりました。
お問い合わせは、
鳥取県農業共済組合 中部支所
TEL 0120－031－180 まで

編集後記
本当に今年の夏は暑い、暑い日々が続き、砂畑にいると
体が焼けるほどに熱く、草すら枯れる状態に、北条砂丘の
かんすい
自動灌水施設があって本当に水のありがたさが身にしみた
今日このごろです。
農業委員になって５ヶ月、広報委員会の一員として、人
と人とのつながりを大切にし、農業者のみならず、町民の
皆さまに身近な話題を提供し、わかりやすい誌面づくりに

チャレンジしていきます。どうぞよろしくお願いします。
今回の農産物プレゼントクイズにもぜひ応募して下さい！
次号は来年１月発行予定です。
（濵根 泰弘）
〈お詫び〉
本誌第31号（2017年７月発行）において、長芋のぬめ
り成分を「ムチン」と記述しましたが誤りでした。

広報委員／杉川 一二美・濵根 泰弘・池田 誠・前田 浩明・永田 恭彦・ 齋尾 直久・竹信 啓子・一二三 満雄

