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新元号 新技術 新品種
とができるというのは、新時代
の三種の神器に相当するものと
思います。
取材者の町企画財政課 小前
広報専門員、TCC宍戸アナウン
サー両名が、山本竜也オペレー
ターのもと、体験乗車し、植え付
けの正確さに目を丸くしておら
れました。
GPSの付いた作業機は、ラ

５月23日、中北条水田生産
組合が、GPS付き田植え機を
※
使って星空舞（ほしぞらまい）
の田植えを行いました。
従来の作業機ではオペレー
ターの技量や経験に頼るもの
が 多 か っ た で す が 、G P S を
使った作業機は早さと正確さ
が、何より数百ｍもの直線作業
が数ｃｍの誤差で植え付けるこ

申請書（議案）締め切り日と総会の予定
（令和元年7月～10月）

月

申請書 締め切り日

総会日（予定）

７月分

（受付終了）

７月10日（水）

８月分

７月25日（木）

８月９日（金）

９月分

８月26日（月）

９月10日（火）

10月分

９月25日（水）

10月10日（木）

ジコンヘリ、ドローン、トラク
ターなどがあり、人手不足・高
齢化を補うこれからの大規模
農業にはなくてはならないもの
です。
今秋の星空舞の収穫が楽し
みです。
※「星空舞」とは、鳥取県の新
しい奨励品種です。
（取材・文 前田 浩明、池田 誠）

【主な内容】
●ブランド名を守る！㈱北条ワイン醸造所
●産地を支える農業施設
●８月 農地利用状況調査を実施します

第

5弾

今号は
「らっきょう
」！

農産物プレゼントクイズ

ブランド名を守る！ ㈱北条ワイン醸造所
の収穫地で収穫されたものを85

は守っていく」と語っておられ

パーセント以上使用することが

ました。ブランド名存続に向け

必要で、北条砂丘地での収穫が

てチャレンジは続きます！

条件となったためです。

（取材・文 濵根 泰弘、齋尾 直久）

そんな中、ワインブドウ増産
計画が進行中。松神、下神、国
坂地区を中心に農地中間管理機
構の事業を活用し、栽培面積の

鳥取中部地震での被害状況

2016年10月、鳥取中部地震
で貯蔵ワインの流出という被害
を受け、昨年10月にはワインの
ラベル表示のルールの厳格化な
ど、相次ぐ逆風により「北条ワ
イン」というブランド名の存続
が危ぶまれています。「北条ワ
イン」と名乗る為には、原料と
して使用したブドウのうち同一

11haを確保しました。「将来的
には、20haまで増やしたい」と
山田和弘専務。
利用集積された畑では、苗木
の移植が進められています。し
かし、収穫まで３年、安定収穫
には４～５年かかります。１日で
も早い収穫が待たれるところで
す。山田専務は、「ワイン出荷量
が減っても『北条ワイン』の名

▲山田専務

1 本 1 本丁寧にバケツで水やり

従業員総出で苗木植え

地域おこし
協力隊 紹介

４月 １日 より町 地 域 おこし 協

力隊として、髙木千恵子さんがブ

ドウ栽培からワイン醸造まで地域

活動に参加されています。名古屋

市出身で水泳インストラクターか

らの転職。コナンが大好きで、観

光農園の甘くおいしいブドウに出

会ったのがきっかけで北栄町に来

られたそうです。

現在、苗木の植え付け作業、除

草作業に奮闘中です。将来は「北

栄 町 に 永 住 し 、ブ ド ウ 作 り に 携

わっていきたい」ときっぱり。パ

ワフルで笑顔の絶えない髙木さん

が『砂丘の華』として大きく育っ

てくれればと願っています。応援

しましょう！

（取材・文 濵根泰弘、齋尾直久）

髙木千恵子さん

産地を支える農業施設
１．大栄西瓜選果場へ行ってみよう
今シーズン19.5億円という日本一の販売金額を目指す大
栄西瓜。１日最大４万玉を出荷する選果場では、西瓜選果の
オートメーション化が実現され、約50人が作業をしていま
す。検査員の目視の後、機械での糖度・重量・外観・空洞を
判定し、１玉ずつ生産者の名前が貼られ、全国へと出荷され
ます。
平成６年、この場所に日本一の規模を誇る選果場として
建設されてから、26年が経ちましたが、大栄西瓜は変わら
ず各市場から大変高い評価を受けています。今年も７月中
旬まで出荷が続きます。ぜひ選果場へ行ってみませんか？
直売もしています。

（取材・文 杉川 一二美）

２．JA鳥取中央 らっきょう共同乾燥調製施設
５月下旬、収穫の最盛期を迎えたらっきょう共同乾燥調製
施設（道の駅 北条公園南側）では、作業員さんがらっきょう
の乾燥調製や箱詰め作業に勤しんでおられました。
当施設は、元は葉タバコ乾燥施設でしたが、補助事業を活
用して施設・設備の拡充と改修を行い、らっきょうの乾燥調製
施設として生まれ変わりました。
乾燥・調製能力は、一日当たり30t、コンテナにして1,500
ケースの根付きらっきょうを処理できるそうです。
生産者からは、「共乾があるから収穫作業に専念できる。まだまだ面積が増やせそう」とのコメント。
拡大を続ける鳥取らっきょう、ブランドを支える現場でした。

老後の備えとして

国が
支える

積立方式で
安心

（取材・文 永田 恭彦、一二三 満雄）

経営とくらしに役立つ農業総合専門紙

農業者年金
次の３つの要件を満たす方であれば、
どなたでも加入できます。
年間60日以上
農業従事

国民年金第１号
被保険者
（国民年金保険料
納付免除者を除く）

購読して
か？
みません

60才未満

●毎週金曜日発行
●購読料 月700円（税込・送料込）
●農業の最新情報をわかりやすく解説

詳しくは、お近くの農業委員または農業委員会事務局まで

●家族全員が楽しめる記事も掲載
～購読のお申込みは農業委員会まで～

クイズ
ト
ン
ゼ
農 産 物プレ
（甘酢漬け）

らっきょう

空き農地情報バンク
（4名様）

ク イ ズ

北栄のらっきょうを支える施設の名前は？
答え

らっきょう○○乾燥調製施設
（ヒント

3 ページをご覧ください）

応募箱に備え付けの応募用紙、ハガキ等またはメー
ル本文に、
○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、郵送、
持参、メール（下記アドレス（右下の QR コードで読み
取り可能）
）で応募してください。ただし、応募は町内
在住の方で１世帯につき１通に限ります。
・応募箱は、北栄町図書館本館・北条分室に置いています。
・当選者には電話でご連絡します。
・賞品の受け渡し場所は、農業委員会事務局です。
応募期限：令和元年７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」
メールアドレス：nougyouiinkai@e-hokuei.net

前回の正解は

農業
会
委員
活動

上 種

自治会 でした

売買、賃借に至らなかった農地について、買い
手・借り手を探しています。
《売りたい・貸したい》
№

農地の所在

地目

面積（ａ）

1

江北新次郎開 3332-2（賃借）

畑

16

2

江北東馬場谷 3890（賃借）

畑

10

3

江北東馬場谷 3891（賃借）

畑

12

4

弓原灘山 897（売買・賃借）

畑

19

5

由良宿戸崎 2422-1（売買）

田

4

6

大谷八幡 3992（賃借）

田

19

7

大谷八幡 3993（賃借）

田

7

ホットたいむ
ここはすいかのハウス。
蜜蜂は、後ろ足に黄色い
花粉をつけてあまりの重
さに低空飛行。交配して
くれてありがとね。

（杉川 一二美）

８月 農地利用状況調査を実施します

「農地利用状況調査」は、①地域の農地利用の確認、②遊休農地の実態把握と
発生防止・解消、③違反転用発生防止・早期発見について重点的に取り組むこと
を目的として行います。
全委員が事務局と一緒に担当地域毎に調査を行い、農地の状況を現地で確認し判断します。特
に遊休農地の発生を防止するため、所有者、耕作者の方は、農地を荒廃させないような維持管理
（草刈り、耕起等）をお願いします。
農地についてのご相談は、地区担当委員または農業委員会事務局までご連絡ください。

（文・一二三 満雄）

編集後記
今回はらっきょうの施設に取材に行きました。熱気のこもるなか、手際よく作業を進
められる様子に、産地を守るプロフェッショナルの姿を見ました。ここの次はスイカの
選果場に行く、と話される作業員さんも。
普段は注目されることのない裏方のみなさんですが、機会を見つけて、生産を支える
その姿をお伝えできればと思います。暑さに負けず、がんばってください。


（永田 恭彦）
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

