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農業委員による
１
交通の便の悪い小さな畑
２ 農家の子供でありながら︑畑の手伝いを
農｢地利用状況調査﹂を終えて
しなかった さ(せなかった せ)いか︑農業に
北栄町農業委員 名が担当地区の調査を行い
興味を持っていない
ました︒
３ 兼業農家で世代が交代しても︑後継者と
︻調査の目的︼
して育っていない
①違反転用の早期発見
等の原因があげられる︒その点︑水田に関して
②優良農地の確保と有効利用
は集団営農のおかけで放棄地が少ない︒
③耕作放棄地の発見防止と解消
◇西園・東園 中井会長職務代理
④意欲ある農業者への農地集積と推進
今回調査をしてみて︑耕作放棄地が見当たら
そこで４名の委員による調査報告をします︒
なくなったことに驚いた︒
砂丘地農業といえば長いも︑葉タバコ︑ラッ
◇六尾 南場委員 調査日 :月５日
キョウ等があげられるが︑近年長いもの価格の
六尾地区の水田調査
低迷︑葉タバコの栽培面積減少のため︑価格が
六尾地区には湿地帯のような水田が多くあり︑ 安定しているラッキョウ栽培が増えている︒
稲作ができる状態ではない︒そのため葦 アシ
また北条地区では葉タバコの裏作に大根が作
(
)
が広い範囲で繁茂していた︒
付けされたり︑葉タバコから白ネギに転換され
解消法として考えられるのは︑大区画の水田 たりと︑砂丘に緑が見られるようになり嬉しく
にすれば管理しやすくなるのではないか︒
なった︒
◇曲 石賀委員 調査日 :月８日
砂丘地農業ではそのほか砂丘ぶどうがあるが︑
曲地区の梨︑柿畑中心に調査
北条地区は昨年ブド
梨︑柿畑に向かう坂道の農道を
ウ栽培１００周年を
走っていると︑作り手のいなくなっ
迎え︑改めて歴史を
た畑が点在している︒放棄されて
感じた︒
いる畑には︑木を支えていた棚の
現実問題として︑
針金もそのまま放置されていて︑
価格低迷と栽培面積
足を踏み入れるのも大変である︒
の減少が大きな悩み
この地区は兼業農家が多く︑放棄
でもあるが︑先人が
地解消の難しさを感じた︒
築いた砂丘地農業の
◇亀谷 東･亀谷 津川委員
代表作物として自信
調査日
月中旬
と誇りを持ってがん
:
地区内を調査していたところ︑
ばってほしいと願っ
亀谷地区で一部農地に戻っている
ている︒
ところを発見︒それ以外は︑前回
の調査とあまり変化していない︒
放棄地の原因として考えられる
のは
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みつひろ

森本 充裕(大谷)

がんばってます
農業後継者！
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今年も早 いもので 月になり︑私
が就農し てから１年７ヶ 月が経ちま
した︒私 の家は︑西瓜１ ２０ａ︑芝
９５ａ︑ 水稲７０ａ︑メ ロン０．５
ａ︑青・ 葉ネギ８７ａを 栽培してい
る専業農家です︒主に春︑夏は西瓜︑
秋︑冬は 青・葉ネギを中 心としてい
ます︒
今年は︑町の﹁北栄町農業参入チャ
レンジ支 援助成金事業補 助金﹂を利
用させて 頂き︑﹁葉ネギ における化
学合成農薬削減技術の検証﹂というテーマに挑戦しました︒
３棟あるハウスのうち２棟のハウスに︑新たな資材を導入して比較試験を
行い︑消費者の方により安心してネギを食べて頂き︑生産者は農薬散布の労
働力を軽減することを目標に取り組むというものです︒
結果として︑まだまだコスト面などの問題があるものの︑最大約７割の農
薬削減に成功しました︒しかしそれ以上に︑初めて１人で資材を購入したり︑
普及所に通って計画を練ったりすることは︑今まで親の指示に従ってしか働
いていなかった私にはとても勉強になり︑両親の偉大さを再認識しました︒
また︑今まで私は︑葉ネギにとって最大の天敵であるスリップスの被害に
注意することはあっても︑スリップス自体がどういう姿をした生物なのかも
知りませんでした︒しかし︑この研究を通してスリップスの姿や成長過程︑
紫外線を頼りに動いている︑農薬の成分がスリップスに対してどのような効
果があるか等を知りました︒ただ農薬を散布するのでは無く︑何に対して何
のためにどのタイミングで散布するかといったことは今後の私の農業に対し
て非常に重要なことだと思います︒この様な機会を下さった役場︑知識や作
業でたくさんお世話になった普及員の方や両親︑資材を紹介・提供してくだ
さった業者の方には本当に感謝をしています︒
最後に︑私の住む北栄町大谷には︑後継者不足が深刻な問題になっている
昨今にも関わらず︑ 〜 代の先輩もたくさんいらっしゃり︑同学年の後継
者が他に４人︑１つ下に２人もいます︒このような恵まれた環境の中で互い
に切磋琢磨しながら私の最終目標である﹁自分の子供に農業をやりたいと言っ
てもらえるような強い農家﹂を目指し毎日精進していきたいです︒
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農業が結ぶ･地域のきずな

｢オール北栄アグリフォーラム」を開催します

北栄町の農業者が、これからの農業の取り組みについて研修するとともに、多くの皆さんに今の農業の実情に
ついて理解していただき、みんなの力で北栄町農業を元気にするために開催します。
日 時
場 所
内 容
講師

平成２３年１月２８日(金)
午後１時３０分
大栄農村環境改善センター
意見発表･記念講演
農業生産法人 トップリバー(長野県)
(有)代表取締役社長 嶋崎 秀樹 氏

このフォーラムの開催にあたり、皆様から｢農業川柳｣
を募集します。
テーマは、生産、販売、食、地産地消、労働など農業
に関することであれば自由です。
・応募方法
対象者 高校生以上の方(小中学生は学校に依頼)
作品数 一人３点まで
(用紙は自由ですが、提出時は住所、氏名のほか
作品の解説を添えてください)
提出期限 平成２２年１２月１５日
問い合わせ先および提出場所
産業振興課(北条庁舎)３６-５５６５
Fax ３６-４５９５

葉タバコから
切替えのあった畑
大根(左上)、

↓

白ネギ(右上)、芝(手前)

大会実行委員長 濵坂 良男
将来の営農計画はできていますか？町(地域)つくりと
どう関わりますか？政治、経済の不透明さに加え、ＦＴ
Ａ、ＴＰＰと、農業も国際化の荒波の中へ投げ出されそ
うです。
不安は将来どうなるか想定できないことによるもので
す。ならば、現状把握、情報収集によって出来るだけ未
来を予測し、適正な対応策や計画を準備することです。
そんな中、来年１月28日に農業が結ぶ･地域のきずな
｢オール北栄アグリフォーラム」を計画しました。今農
業界で最先端の営農を押し進めている(有)トップリバー
の嶋崎氏を迎え、農業の町北栄町のこれからを考えてみ
たいと思います。オール北栄とは北条も大栄も、農家も
非農家も、老若男女すべてがひとつになって農業を基幹
とする町つくりを考えてみたいとの思いです。
そのほか、農業川柳の募集や地元農産加工品の展示即
売、パネル展示などを準備中です。たくさんの町民の方
の参加をお待ちしています。
北栄町農業委員会は８月 日︑自信と誇
りを持って﹃農業の町﹄として全国に発信
できる町づくりを求めて﹁北栄町農業政策
に関する建議書﹂を合併後初めて町長に提
出しました︒
建議書では︑農業を町の基幹産業とし
て︑町づくりの柱に位置づけるための農業
振興条例の策定︑具体的な農業振興基本計
画の策定︑砂丘地農業の振興について新た
な農産物の生産にチャレンジする農業者へ
の支援などを求めています︒
近藤会長は 農｢業者はもちろん︑町民全
体が自信と誇りを持って全国に発信できる
﹃農業の町﹄にすることが重要 と｣訴え︑

菜の花プロジェクト

オール北栄アグリフォーラム
開催にあたって
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↑現在の
菜の花プロジェクト

特色 あ
る農 業
のあ り
方を 検
討し て
いく こ
とや 鳥
取大 学
との 連
携も 求
めました︒
松本町長は 皆｢で知恵を出し合って︑特
色のある取り組みを模索していくことが大
切 と｣答えました︒

あの夏の暑さはどこへいったのやら？秋
というにはあまりにも短い季節を通り越し
て︑それぞれの作物も人も冬支度︒
足掛け３年目を迎える菜の花たちは︑来
春のためにじっとエネルギーを溜めている
この頃です︒
遊休農地の解消︑景観の形成︑最後には
搾油して耕作者の懐を潤してくれます︒さ
まざまな事情でプロジェクトに参加をされ
ておられる皆様︑本当にご苦労様です︒
昨年から砂丘地では︑一部で葉タバコか
ら他作物への切替えがあり︑菜の花︑加工
大根芝︑特に白ネギは面積が拡大しつつあ
ります︒
優良農地を維持していくための選択肢の
一つとして︑菜の花栽培から始めてみませ
んか︒
前(田浩明委員 )

圃場
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なたね油 好評発売中！

50

20％

48,000円

120,000円

◇なたね油は炒めたり︑揚げたりはもちろん︑香り︑
風味を生かしてドレッシングや マヨネーズなどの調
味料としてもお使いいただけます︒

なたね油︑塩︑こしょう︑酢を適量混ぜ合わせるだけでできあ

★なたねドレッシング

がり︒お好みでパセリや玉ねぎのみじん切りを加えても︒

★なたねでトマトのカプレーゼ

５ミリ厚さに切ったトマトとモッツァレラチーズをお皿に盛り

付け︑バジルをのせた上から︑混ぜ合わせた塩︑こしょう︑

なたね油をかけてできあがり︒

☆バターのかわりにパンにつけたり︑

ホットケーキにかけたりしても！

けて生活してください︒

広報委員

森本真理子 大西仁美

齋尾智弘

淀瀬千賀子 河原廣美 前田浩明

寒い冬がすぐそこまで訪れています︒身体には十分気をつ

ださい︒

いろな原因がありますが︑家族で︑生産部で注意し合ってく

識を深め安全に扱うための研修がありました︒事故にはいろ

そこで北条ぶどう女性部では︑女性でもある程度の機械の知

さて︑最近北栄町内で農業機械の事故が多発しています︒

てはいけない そ｣んな思いで北栄町農業委員会でもこの問題
を大きくとらえ︑定例会でも真剣に話し合いがされました︒

する要望を決定したということです︒ 日｢本の農業をつぶし

農業委員会系統組織は︑都道府県農業会議会長会で 食｢料︑
農業︑農村基本計画の遵守やＴＰＰ交渉への参加に断固反対 ｣

協定︵ＴＰＰ︶の問題です︒

今︑日本中の農家に不安が広がっています︒環太平洋連携

︹編集後記︺

◇問い合せ先
北栄町生活環境課
︵役場北条庁舎︶
℡３６︲３１１２

各欄の金額が節税効果で、保険料支払い後も
摘要税率に変動がないものとする

↑なたねで鯵のカルパッチョ

今夏に収穫された 北栄版菜の花プロジェクトの菜
種が︑おいしいなたね油になりました︒

90,000円

五郎塚

畑 畑

36,000円

大谷

北栄町産１００％の菜種を︑添加物を一切加えずに
昔ながらの圧搾法︵機械の圧力だけで油を絞ります︶
で搾油した自然の恵みいっぱいのなたね油です︒
絞りたてのなたね油をぜひご賞味ください！
◇価格 １本︵
︶６百円︵税込︶
◇販売場所
お台場いちば︵道の駅大栄 )
北条産直市場︵道の駅北条公園 )
北栄町中央公民館大栄分館
役場北条庁舎 生活環境課
クラカフェ ︵パープルタウン１階 )
くらしよし市場 特(産品通販サイト )
http://kurashiyoshi.itstottori.jp/

魅力いっぱい

農 業 者 年 金
ご存知でしたか？

15％

農業者年金は公的な年金制度ですか
ら︑支払った保険料の全額が社会保険
料控除の対象となります︒
(年額24万円) (年額60万円)

１１

西馬場谷

№ １ ２
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□女性大学 ル｢ミナール 開｣校中！□ 〜ＪＡからのお知らせです〜

11

200
ml

９
江北

面積(a)
地目
農地の所在

食と農︑文化︑健康︑福祉︑子育てなど︑講義が盛りだくさんです︒
カリキュラムを通じて自分を磨き︑新しいことをはじめてみませんか︒
子育てのこと︑家庭や仕事のこと︑何でも話せる仲間を作ってみませんか︒
安心な託児所つきで︑子育て中のママさんも応援します︒
○受講期間 ９月〜翌々年７月
○受講回数 １年次
回
２年次
回 全( 回 )
○費
用 入学金３千円
受講料７千円／年次 講(義内容により別途材料費︶
○受講対象者 ＪＡ鳥取中央管内にお住まいの 歳〜おおむね 歳の女性
○託 児 所 子供１人につき１回５百円
○問い合わせ先 ＪＡ鳥取中央教育広報課︵２３︲３０１２︶
※今期の募集は終了しています︒次回のチャレンジをお待ちしています︒
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︽講義内容一部紹介︾ テーブルマナー︑フラワーアレンジメント︑マネー講座︑エク

月額5万円
月額2万円

税 率

保険料額から

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》

ササイズ︑音楽療法コンサート︑女性 わ(たし の)身体について︑日帰り修学旅行︑お
せち料理の基本︑生産者に学ぼう︑米粉料理︑菜園教室など
河(原廣美委員 )

(所得税･住民税)

農地流動化情報

