
菜 種な た ね

～生命の種を蒔いて　地球を守ろう～

農業委員会だより

第４１号　２０２０年　１月

編集と発行
北栄町農業委員会
北栄町由良宿423-1
TEL（0858）37－3135

月 申請書 締め切り日 総会日（予定）
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申請書（議案）締め切り日と総会の予定
（令和２年１月～令和２年４月）

　本年度から本格的な栽培が
始まった鳥取県限定品種『星

ほし

空
ぞら

舞
まい

』。炊いた時のツヤや粒感が
あるモチモチした食感などが特
徴的なお米です。
　生産者の立場から見ても、
倒
とう

伏
ふく

しにくく、夏期の高温に強
いなど、作りやすい品種特性を
備え、栽培を希望される方も増

えているようです。本年度は県
内で360haでの栽培でしたが、
来年度は1000ha、そして５年
後には3000ha（県主食用米の
25％）を目標に生産拡大する
計画となっています。
　星空舞の栽培については、生
産者登録とJA鳥取中央「星空
舞」地域研究会への参加が必

要となります。会では、生産技
術の向上や良食味米の安定生
産を図る栽培技術の向上、ブラ
ンド化の推進に取り組んでいま
す。
　各地で行われる試食会での
評判も上々、星取県の新しい特
産品をみんなで盛り上げていき
ましょう。

JA鳥取中央「星空舞」地域研究会　永田 恭彦

【主な内容】
●特集 有害鳥獣対策
●要注意！ジャンボタニシ
●イイね 担い手

今号は
「星空舞」！

農産物プレゼントクイズ第7弾

（写真）北栄町ミュージカル劇団「ウォーターメロン」に星空舞のおにぎりを差し入れ 
～JA農業祭にて～



　町では毎年鳥獣被害が発生しています。近年で
は、アナグマ被害が急増し、捕獲しているにもかかわ
らず範囲は拡大しつつあります。
　アナグマは、絶滅危惧種に指定されていたことも
ありました。（今も一部の府県では準絶滅危惧種と
なっている）日本では北海道以外どこでも生息して
います。体重は５キロから15キロ前後あり、尾は模
様が無く10センチから15センチ程度で、太く短い形
をしています。同じパターンの道を歩くことが知ら
れており、一度気に入った場所は自分の通り道にし
ます。庭や畑がアナグマの散歩コースや食事コース
にならないよう、気を付けなければなりません。
　また、何でも食べる雑食性の動物で、土の中にい
る昆虫、果実、木の実、ミミズやカエル、モグラなど
の動物を食べます。特にイチゴ、スイカ、トウモロ

コシなどの甘みのある作物
を好みます。鋭い爪でハウ
スのビニールに穴を開け、
ハウス内に侵入し作物を食
い荒らす被害が多発してい
ます。柵をしていても穴を

掘って侵入することがありますので特に注意してく
ださい。人間の前にあまり姿を見せず夜中ゴソゴソ
動き回ります。
　併せて、町内ではイノシシ被害も発生しており、山
間部に生息していた個体が、住宅地や海浜部等まで
行動範囲を広げているようです。
　これら有害鳥獣の捕獲等をするには、被害が無くて
も“見かけた”、“痕跡がある”等の情報が必要です。
農業だけでなく、安心安全な生活環境を守るために
も、皆様からの多くの情報提供をお願いします。
　農作物を守っていくための対策として、以下が挙
げられます。

　捕獲従事者になるには狩猟免許（わな猟、銃猟）
の取得が必要です。北栄町では、新規取得に係る経
費の補助をしていますので、ハンターを目指して積
極的に狩猟免許の取得をお願いします。

 （文　齋尾 直久）

❶ エサ場となる場所を作らない（摘果した農
作物、食物残

ざん

渣
さ

は埋める等）
❷ 近づきにくい環境を作る（使用していな

い納屋の片付け、草刈り、ほ場境界にメッ
シュ柵・電気柵の設置）
❸ 捕獲による個体数を減らす（行動の把握、

捕獲方法の検討、捕獲従事者の増員等）

　「ザ！鉄腕！DASH!!」などテレビでも取り
上げられた外来種のジャンボタニシ。北栄町
内でも確認され、田植え後の稲を食害する被
害が出ています。
　４月～10月頃、卵を水路の壁に産み付け、
２～３週間で孵化し、２か月程度で成体になり
ます。冬は土中に潜り越冬するといわれています。
　対策として成体を見つけたら捕殺する、ピンク色
の卵は水中に落とすかつぶす、個体数を減らすため
の秋耕うんをする、他の圃場への発生を防ぐために
トラクターを洗浄し泥を落とす、などが考えられて
います。 （文　杉川 一二美）

ジャンボタニシには寄生虫感染の可能性があり、卵には毒性があるので、
どちらも素手で絶対に触らないようにしましょう。

有害鳥獣対策
大切な農作物を守っていくために！！

特集

実物大（約７cm）

卵塊は全長約５cm

要注意！ジャンボタニシ
（正式名称 スクミリンゴガイ）

☎37－3152（役場産業振興課）
連絡・問合せ先

アナグマの足跡
（大きさ約５～６cm）

アナグマが食べたスイカ

アナグマ（体長約 50～70cm）



濵坂　貴裕さん（由良宿・38歳）
　就農15年を迎える濵坂さんは、西瓜（１ha）の後作にストック31aとシンテッ
ポウユリ12aを栽培しています。ストックの収穫作業は、早朝から両親と３人で
されていますが、先ごろ結婚された奥さんも手伝われることがあるそうです。
　花き部会の部会長を務め、忙しい毎日を送っておられますが、自分で農業の
事を考えるようになって、いろいろ面白くなってきたそうです。「親から引き継
いだ農地を維持していきたいです。生産部の改革を目指しています。」と目標を
語ってくださいました。 （取材・文　竹信 啓子）

山田　実さん（国坂浜・51歳）
　寒くなったこの時期、鍋のおともに欠かせない白ネギ。国坂浜地区で白ネギの
周年栽培をされているのは京都から I ターンされた山田実、克恵さん夫婦です。
義母と３人で収穫に忙しい毎日を送っておられます。ネギは風邪知らずとも言わ
れている美味しい食材、皆さんどんどん食べましょうね！
 （取材・文　前田 浩明）

イイね　　担い手 秋冬が旬の作物栽培に頑張る、期待の担い手２名を
紹介します。

青年農業者研修会 10/1
法人営農状況調査を実施

11/14
町長と議長に意見書提出
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　鳥大農学部山本教授を講師に招いて４度の
講義を開催し、ひと区切りを迎えました。
　研修のテーマは「未来に繋げる土づくり」で、農作
物栽培の基本的な要素である土壌の専門的な知識か
ら、現地圃場の土壌調査まで幅広く学ぶことが出来
ました。正しい知識を得ることで、若い世代の農家が
自ら考え、工夫するための
きっかけになる有意義な学
習機会を提供することが出
来たと思います。
　今後も、青年農業者の支
援策として、広い分野で知
識学習の機会を継続して
提供したいと考えておりま
す。
（文　竹原 正純（農政委員長））

　北栄町農業委員会
では、町内で耕作し
ておられる農業法人
の営農状況調査を毎
年実施しています。
　今年度は10月１日
に委員全員で２つの
法人を対象に実施しました。
⑴株式会社わたや
⑵株式会社ファーム山脇
　企業も地域の担い手になり得る存在であることか
ら、これからも農業委員会では企業に対して情報の提
供や相談の受付、農地の斡旋などの協力、応援をし、
積極的に企業参入の推進を図っていきます。
 （文　谷口 廣志（農地委員長））

　農業委員会は農業者を
代表し、農業の健全な発
展に寄与する立場から、農
業委員会等に関する法律
第38条第1項の規定に基づ
き、施策の改善提案を意見
として提出しました。主な
内容は以下のとおりです。
Ⅰ． 「農作業人材紹介センター」制度の効果的運用について
Ⅱ． 多面的機能支払制度の活用促進について
Ⅲ． 農業経営基盤を守る取り組みについて
Ⅳ． 町民（農業）の鳥獣害対策について

第10回 
北栄アグリフォーラム開催

　11月30日、大栄農業
農村改善センターで「み
んな輝く北栄農業～ふ
くらむ夢、あふれる希望
～」をテーマに、（株）
ドロップの三浦綾佳さん
（茨城県）（写真）の講
演と米澤幹枝さん、杉川藍月さんの意見発表
が行われました。さらに女性が輝く北栄町農
業の発展を願います。
 （取材・文　濵根　泰弘）

講師の山本教授



空き農地情報バンク

　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 瀬戸亀尻 31-2（売買・貸借） 田  2
2 由良宿西内浜 2333（売買・貸借） 畑  8
3 由良宿西外ヶ浜 1424-2（賃借） 畑  7
4 妻波岡谷 3091（売買・貸借） 田 18
5 妻波西奥田 3197（売買・貸借） 田 24
6 妻波西奥田 3198（売買・貸借） 田 24
7 妻波中尾崎 2912-1（売買・貸借） 畑 34

編集後記
　あけましておめでとうございます。本年も「菜種」をご愛読いただきますようよろしくお願いします。
　星

ほし

空
ぞら

舞
まい

を食べられましたか？味はどうでしたでしょうか？私は今食べているコシヒカリよりツヤがあり、甘みもありまし
た。そして冷めても粘りがあって美味しいと思いました。未だの方は是非食べてみてください。
　農家は比較的作りやすく、品質の良い米ができる、消費者は今まで以上に美味しいご飯が食べられる。星空舞が両者に
とって今後期待される希望の「星」となることを願っています。
　最後に新しい年が皆様にとって良い年でありますようお祈り申し上げます。プレゼントクイズ、たくさんの方のご応募お
待ちしています。次号は４月発行予定です。 （文・一二三　満雄）

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

農産物プレゼン
トクイズ

（3名様）
ク イ ズ
近年被害が急増している有害鳥獣の名前は？

答え ○○グマ
　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。
・当選者にはお電話します。
・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２年１月31日（金）（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

（ヒント　２ページをご覧ください）

前回の正解は   麦  の栽培 でした

星空舞
（２kg袋）

そのこころは……。作・絵　すいかのたねこ

❶
❷

❸
❹

こんなときには農業委員会の
許可や届出が必要です
１．農地を借りるとき・貸すとき
２．農地を買うとき・売るとき
３．農地を相続したとき
４．農地を宅地など他の目的で使用したいとき

詳しくは農業委員会までお気軽にご相談ください。

～頑張っている今だからこそ、老後をちゃんと考えてみませんか～
頼りになるね！ 農業者年金

（写真左から）

村岡 永
なが

久
ひさ

さん（79）
　　 東

はる
樹
き

さん（48） （東高尾）
■こんな方が加入できます。
①国民年金第１号被保険者
②年間60日以上農業に従事
③20歳以上60歳未満の方
■保険料は全額社会保険料控除 大きな節税効果！
　その年に支払った家族分を含めた農業者年金保険料の全
額が対象です。また、一般の預貯金等の利子には約20％の税
金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税ですので、
その分年金原資が多くなります。

私たち
も親子で

　　　
　加入しています

詳しくはお近くの農業委員または農業委員会まで


