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　大栄西瓜協議会会長として３期
目のシーズンを迎えます。何もわ
からず、ただ一生懸命だった一期
目。大栄西瓜に対して、何が求め
られていたのかを実感し、それを
実現するために実行した２期目。
3期目の今シーズンは、西瓜青年

部（仮称）を立ち上げて、大栄西
瓜ブランドの価値を知ってもらう
機会を作りたい。西瓜栽培の生
産工程をマニュアル化していき
たい。これまでの経験と勘だけで
はなく、データに基づいた栽培技
術の確立に取り組みたい。また、

「チーム大栄西瓜」の生産者の顔
写真入りの本を作り、今後の販売
宣伝に活かしたい。
　今年も、うまい３L中心の大栄
西瓜を、６月初旬から７月中旬ま
で出荷しますので、町民のみなさ
ん、応援よろしくお願いします。



去る１月９日  北栄アグリフォーラムが300人の参加で盛大に行われました。

果樹コース １年 井上　桃香
  農業がいろいろな可能性を持っている
ということを感じました。
　「日本の農業の新しいカタチを創り
たい」という強い思いと、それに向けて

色々な努力をされていることに感心しました。たとえ
ば、農作業のマニュアル化を徹底し、農業未経験でも作
業が出来てしまうといったところです。今の私では考え
つかないような経営戦略を紹介されましたが、いずれは
そういうことが出来るようにならないといけないと感じ
ました。

作物コース １年　樋野　悠太
　サラダボウルという会社の
効率性の良さにとても驚きま
した。たとえば、農具や機材
に番号を割り当てて保管場所

を特定し、使用後に必ずそこに戻すことで、
探すための手間が省けるというものです。ま
た、農作業のマニュアルをきめ細かく作り、
農業が未経験の社員でも、確実に作業出来る
ようにしているという工夫もすごいと思いま
した。

第6回 北栄アグリフォーラム
小さな農家でもできる大きな経営改革

なんちゅうええがなcollectionの様子加工グループによる試食販売

フォトコンテスト
最優秀賞作品

らっきょう収穫  砂丘カフェ
山　根　和　夫 さん

サラダボウル㈱代表取締役
田中氏の講演

　　　　　　　スマイルサークル
森本　多恵子（大谷）

「なんちゅうええがな collection」の準備のため、
私たちスマイルサークルのメンバーは数か月前
から月に一回程度集まり、準備をしてきました。

共に農業をしているメンバーですが、普段使っている農作業
グッズは様々で、初めて知るものも多く、新鮮な気持ちで楽し
く準備ができました。集まる度に意見を言い合い、形ができる
につれてメンバーの結束も高まっていったように思います。
　本番では、普段、農作業着で人前に出ることがないので、と
ても不思議な気持ちがわきあがり、緊張しましたが、皆が笑顔
で楽しみながら参加できました。このイベントを通じて農作業
が少しでも楽しく、快適に過ごせるヒントになれたのなら嬉し
いです。このようなイベントに、準備からモデルまで参加した
ことは、私にとって貴重な経験になりました。

「農業にイノベーションを！」
～サラダボウルの挑戦～ を聴いて 鳥取県立農業大学校生



若き兄弟農業者　兄弟で高品質の梨作りに挑む
北条島地区　東地　隆行(兄)さん・大(弟)さん

　北条島「東地農園」の若き新規
農業者、東地隆行さん（43歳）
と、大さん（38歳）兄弟は、二人
とも大型トラック運転手から転向
して、兄は平成24年就農、弟は平
成26年就農して、今日に至ります
が、これまで梨はもとより農業に
縁のない家庭で育っていました。
　今は、倉吉市近接の沢山（向
山 ）の 梨 団 地 を 中 心 に 、兄 は
95a、弟は50aの梨を栽培され
て、更に今後計画されている新植
の20aの梨作りに懸命に励んでお
られます。
　栽培品種は二十世紀（オサゴー
ルド）（60a）を主として、剪定
から交配、摘果、袋掛け、収穫、
施肥といった1年間を通した作業
をされ、収穫最盛期には一日に
100コンテナ程度を農協へ出荷さ

れているとのことです。
　今後の課題としては、作業効率
を考えての栽培管理の簡易化と
早期成園化を考えておられるよう 
です。
　その一つに機械的受粉、無袋栽
培品種の導入、また、複数の樹を
接ぎ木してのジョイント栽培管理
の方法も取り入れているとのこと 
です。
　今後の目標は安定した収入を一
日も早く得られるよう、樹をしっ
かり育て自信を持って出荷でき

る高品質の梨を生産していき、ま
た、先輩たちの梨栽培技術を継承
していきながら、周辺梨農地の耕
作放棄地を出さないよう受託もし
たいと語っておられました。
　好きな言葉を伺うと、「明るく
楽しく健康第一」と話しておられ
ました。
　これからの若き担い手としての
東地さん兄弟のご活躍を期待いた
します！

（聞き手　東地広報委員）

農政委員会
　～若手農業者の連携～

副委員長　日置　健生

　２月５日、北栄町青年農業者
研修会・交流会を開催しました。
研修会には農業会議会長川上一
郎氏を招いて、「これからどうな
る、これからどうする、鳥取の農
業」と題して講演いただきまし
た。お話の中で「鳥取の農業を考
えるのではなく、我が家のために
農業をし、それがよくなればおの
ずと鳥取の農業、日本の農業はよ
くなるのだ。何のために頑張って
いるのか、目標をもってやること
が、我が家の農業をよくする秘訣
だ」という言葉が印象的でした。
　現在、北栄町では農業のまち

づくり条例や農業振興基本計画に
基づいて、「夢と希望の持てる農
業の町」を掲げて推進されていま
す。その中で次代を担う若手青年
農業者が研修会や交流を通して繋
がっていくことが今後の農業発展

の道であると思います。
　参加者は、研修会25人・交流
会17人でした。アンケートを実施
した結果、研修会・交流会の必要
性について、80％以上の方が必
要だと答えてくれました。

農業委員活動

平成28年2月5日
青年交流研修会

於：グリーン大栄 於：新日本海新聞社 中部本社

平成28年1月21日
広報委員会研修会

若き農業後継者
あつまれ!!

より読んでもらえる
菜種にするために…



　“小さな農家でもできる大きな経営改革”と題して北栄
アグリフォーラムが開催されました。このフォーラムに
参加して強く感じたことは意識改革です。
　前年・前例を踏襲してばかりだと、現状維持ではなく
後退してしまう。
　そこで今までの仕事の仕方を工夫することで効率的で
楽しくできないか。新しい品種や作物また新しい技術や
知識を導入することで、より商品価値の高い農畜産物を

生産できないか。加工や販売をすることで新しい仕方や
経営感覚が見えてこないか。市場や消費者に信頼される
産地になり、より誇れる北栄町の農業になり「夢と希望
の持てる農業」の実現へつながる。
　さあ、地域で結びつき、町内で情報交換。全国、世界
で切磋琢磨しよう。しかも我が家流で。
 森本　壮一

編集後記

空き農地情報バンク
　売買、貸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。詳細は、「空き農地情報バンク」として農
業委員会（北条庁舎）、町ホームページで閲覧できます。
※  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。
※下記については、掲載を希望された方の情報です。

　農地流動化推進事業助成金を拡充し、担い手への支援の拡大と家族皆が働き易い環境の整った北栄町農業を目指し 
ます。

　算定方法：農地毎の面積×10ａ当たり交付単価×年数（最長10年）
　・交付単価：認定農業者　2,000円 （町外者1,000円）　　認定農業者以外　1,000円　
　・家族経営協定締結者の場合は、交付単価の額に500円を加算します。

　なお、現に設定している賃借権を解約し、再度、同一の方との間で賃借権を設定した場合は、助成対象外となります。

　この帽子は、夏場のハウスの
作業にはかかせません。長時間
の作業もすずかちゃんの大きい
銀のまくが背中をおおい、日焼
け防止、高温防止がしっかりで
きます。
“まあ  いっぺん  着てみない
な。手放せんけ～”

問い合わせ先：
JA北栄営農センター 49－1143

Ｑ：私はＴさんに20aの農地を借りて耕作してい
ますが（書面の貸借契約はしていません）、支
払ったはずの小作料をもらっていないと言われ
困っています。

Ａ：いわゆる『やみ小作』の場合、農業委員会は
対応ができません。トラブルをさけるために、
農業委員会を通じて利用権設定の手続きをして
ください。

　  　その場合、賃借料の口座支払いの設定をお勧
めしています。

農地流動化推進事業助成金を拡充しました。

アグリ快適グッズ紹介 帽子は 涼か（すずか）ちゃん！ 農地 Ｑ＆Ａ 利用権設定の必要性

№ 農地の所在 地目 面積（ａ）
1 江北中前田99-1（売買・貸借） 田 9
2 江北友藤803-8（売買・貸借） 田 2
3 江北大西4040-1（売買・貸借） 畑 4
4 江北中馬場谷3992-1（売買・貸借） 畑 10
5 国坂中沖小野2476-1（貸借） 畑 2
6 国坂西沖小野2460-1（貸借） 畑 8
7 国坂佃1778（貸借） 田 11
8 国坂佃1780（貸借） 田 17

№ 農地の所在 地目 面積（ａ）
9 国坂廣町1840-1（貸借） 田 11
10 国坂長トビン3000（売買・貸借） 田 19
11 国坂廣町1839-1（売買・貸借） 田 24
12 弓原中浜1111（貸借） 畑 5
13 米里船渡338-1（売買） 田 12
14 米里船渡338-2（売買） 田 15
15 米里船渡334-2（売買・貸借） 田 11
16 米里板橋424-1（売買・貸借） 田 14
17 米里板橋425-1（売買・貸借） 田 14
18 米里中瀬445-1（売買・貸借） 田 14
19 米里姥ヶ谷597-1（売買・貸借） 田 2
20 米里三ノ崎632-1（売買・貸借） 田 10
21 下神東灘山1084-2（売買） 畑 17
22 下神田渡1425（売買・貸借） 田 8
23 松神中開956-1（売買・貸借） 畑 4
24 松神大平1032-1（売買・貸借） 畑 46
25 松神東浜1114-2（売買・貸借） 畑 4
26 松神折返150-7（売買・貸借） 田 0.4
27 松神折返157-2（売買・貸借） 田 2
28 東園中稲場915（貸借） 畑 8

《売りたい・貸したい》

広報委員／盛山 由紀子・森本　壮一・東地 重義・濵坂 良男・生橋　巧・竹信 啓子・杉川 一二美


