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　十勝岳に登山に行った帰りに、
日没までにまだ時間があるので、
「ナキウサギの写真でも撮ろうか」
と思い、ふもと近くの岩場に入り、
出て来るのを待つことにした。い
つもの事なら、１時間も待ってい
れば、ナキウサギが岩場の隙間か
ら可愛い顔を出してくれるのだが、
この日に限って一向に出て来る気
配がない。「一体どうしちゃった
のだろうか」と思っていたところ、
なんとなくいつもとは違った雰囲
気になっていることに気が付いた。
「変だな」と思いつつ、あたりを
見回したところ、小さな、小さな
見たこともない動物が、岩穴から
じっとこちらを見ている。もしか
して、これがオコジョと言う動物
か ?
　ほんの数秒の事だったと思うが、
初めて見るオコジョの姿に、驚き
と感動で写真を撮るのも忘れてじ
っと見入っていた。私が動いたせ

いか、オコジョはすぐに岩穴に入
ってしまった。しまった、シャッ
ターチャンスを逃してしまった。
もぐりこんだ岩穴にカメラを向け
て待っていると、夕方の薄暗くな
りかけた頃に、あたりの様子を伺
うように出てきてくれて、数枚の
写真を撮ることが出来、興奮しな
がら下山した。それにしても、岩
場に出て来ると、止まることなく
動き回っていて、この動物を撮る
ことの難しさを思い知らされた。
　頭の先から尻尾までは20cm
ほどで、短足胴長の体をしている
ことから、岩穴に隠れている「ネ
ズミなどを捕食している」とのこ
とで、出会えただけでもラッキー
なのに、数枚ではあるが写真が撮
れたことは幸運中の幸運だった。
その後、週末ともなればカメラと
三脚を背負って山に入り、岩場が
雪で閉ざされるまで、この動物を
追いかけたことは言うまでもない。
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１　はじめに
　平成23年３月11日に発生した東日本大震災に

遭遇し、いまだに復興途上にある宮城県測量設計

業協会の会員から、震災当時の状況や協会会員の

取り組みを学ぶ機会を得ることができました。

　一日も早い復興を願った日々から４年が経過し、

私達の生活から被災地域の様子を心配する意識が

薄くなってきていた中で、現状や当時の状況を聞

くことができたことは、大変有意義な時間をいた

だいたと感じています。

　平成27年５月25日開催の防災セミナー「東日

本大震災！巨大災害がみせた新たな課題」に出席

された方も多いと思いますが、特に改めて感じた

防災意識等について、その一端を述べてみたいと

思います。

　講演は２部構成で、第１部は東日本大震災に際

して宮城県測量設計業協会の会員の震災時の対応

について、会員48社、1,563名を対象にアンケー

ト調査を実施し、報告書としてまとめたもの（回

収率73％ 35社、35社の従業員のアンケート回収

率75％ 736人）及び協会としてまとめた被災地

における社会資本整備の課題について。第２部は

講演者自身が体験されたことをまとめたものとな

っていました。

　なお、宮城県測量設計業協会のホームページに

アンケート調査結果が掲示されています。

２　東日本大震災の概要
【地震名称】�平成23年（2011年）東北地方太平

洋沖地震（気象庁命名）

【地震発生】平成23年３月11日（金）14時46分頃

【地震規模】�マグニチュード9.0（世界で４番目の

規模）、最大震度７（宮城県北部の栗

原市）、岩手・宮城・福島等８県で震

度６弱以上を観測

【地殻変動】�北海道から近畿地方の広範囲に渡り、

最大地殻変動は宮城県石巻市の電子

基準点で水平方向5.3ｍ震央方向へ移

動、上下方向1.2ｍの沈降

【津　　波】�環太平洋地域を中心に世界各国に津

波到達、津波遡上高の最大は岩手県

大船渡市の40.1ｍ、検潮所による津波

高の最大値は福島県相馬の9.3ｍ以上

３�　「東日本大震災に関するアンケート調査報告書」
から抜粋

【会員の被災状況】
・ ９割の会員が何らかの被災を受け、そのうちの

１割が津波の被害を受けた。

・ 発災時、ほとんどの会員が水道、電気、ガスな

どライフラインの喪失を経験した。復旧には早

い会員で３日以内、遅い会員で１ヶ月以上を要

した。

【地震・津波に対する意識】
・ 地震発生時の初動として一番多かった回答は、

家族・友人の安否確認、次に自身の安全確保で

あった。

・ 地震発生後、津波がくると思った方は、745名

中228名と約３割であった。

・ 津波がくると思わなかった方の情報入手方法は、

車のラジオやテレビ、携帯ラジオ、携帯のワン

セグテレビが主で全体の約８割であった。

・ 自宅周辺を含めて浸水した方55名のうち50名（９

割）は津波による浸水を想定していなかった。

【発災直後の社内体制】
・ 社内では、安否確認、社内外の片付けが行われ

ていた。安否確認の手段は、携帯電話または携

帯メールが85％を占める。

・ 発災を受け緊急業務体制を構築できた職員は約

５割であった。緊急業務体制を構築できた背景

には、緊急業務の対応に慣れているやＢＣＰ（事

業継続計画）策定の効果が７割を占める。

・ 速やかに構築できなかった理由は、連絡手段の

途絶、大規模災害による混乱が挙げられる。

・ 災害対応などの緊急業務体制構築までの時間は、

翌日が50％、３日後が75％、１週間が95％と

なっており、ライフラインの完全復旧を待たず

して、被災状況調査などの活動を開始していた。

寄稿 「東日本大震災の体験者に学ぶ」
㈱北海道農業建設コンサルタント　代表取締役　相　澤　一　郎　
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４�　「東日本大震災を経験して」から抜粋（石巻
市の測量調査設計会社　職員18名）

【３月11日、震災当日の状況】
・ ５名が外出（市役所で打合せ２名、現場作業３

名）していた。

・ 社内にいた職員は揺れが収まってから駐車場へ

退避、外出者５名に連絡し無事を確認した。

・ 市役所で打合せを行っていた２名は、直ちに帰

社した。

・ 現場にいた３名はダンプの運転手から津波情報

を入手し、付近の住民とともに高台へ避難した。

・ 停電、断水、連絡手段が途絶し、ライフライン

が全停止した。

・ 翌日から出社できる者のみ出社することとして、

解散した。

【震災以降の状況】
・ ３月12日、出社できた15名で社内を片付け、

社外からの情報がないため13日は自宅待機とした。

・ ３月13日、１名が出社、国の事務所から災害

時の協定に基づく応援要請依頼を受け、14日

から現地の調査を２班６名体制で開始した。

・ ３月15日、宮城県から災害時の協定に基づく

応援要請を受ける。

・ 以降、現地の調査を実施した。市等より災害時

の応援要請を受ける。

・ ライフラインの復興が進まない中で、また、ガ

ソリンの供給が限られた中での作業が続いた。

・ 職員とその家族も被災者ではあるが、被災状況

を調査するのが建設関連業の社会的な使命であ

るので、出社できる者のみで対応する形で職員

の協力をお願いして対応した。

【災害初動期における留意点】
・ 二次災害への対応や現場状況から、身の安全の

確保を最優先に、安全靴、ヘルメットの着用、

ラジオの携帯、単独行動の禁止、定時連絡を徹

底した。

・ 公共機関側も情報が不足していたので、現場で

知り得た様々な情報を全て提供するとともに、

公共機関には管轄以外の情報も提供し、公共機

関の横連携のパイプ役を務めた。

・ 余震の緊急地震速報が入った時点で作業を中断

し、定めた場所へ避難する等、有事の際の退避

行動を設定した。

５　今回の講演で特に感じたこと
【人命の安全を確保するための防災の取り組み】
・ 職場や現場、家庭での避難先の確認、避難場所

への道のり、どう避難するか？　職場の避難先

は職員全員が知っているだろうか？　家庭での

避難先について家族と確認しているだろうか？

・ 非常時の備えとして何が必要か？　会社、家庭、

現場で非常時の備えはしているか？　災害時に

持ち出すべきものを用意してあるか？

・ 安否確認や連絡方法は？　安否確認については、

災害掲示板等の活用が周知されているが、実践

は可能なのか？

【会社の事業継続を確保するための防災の取り組み】
・ 緊急時に業務を速やかに復旧させるためのＢＣ

Ｐ（事業継続計画）を早急に策定し、それに基

づく訓練が必要なこと。

【企業が連携して行う復興対策】
・ 大きな災害に際し、１企業では限度がある。何

より企業が協力して、復興にあたることが重要。

測量・調査・計画・設計業務を担う企業は、災

害発生時、直ちに被災状況の調査を行い、確実

かつ迅速に復旧・復興を支援するとともに、国

民の生命・財産を守る役割も担っていること。

６　おわりに
　今回の講演により、まだまだ厳しい寒さが残る

東北の地で、被災を受けた方々が協力して復興に

向かう姿を想い、哀悼の念はもとより、厳しい状

況の中で努力を重ねる方々のすばらしさ、そして

改めて震災の怖さを感じたところです。

　もし、冬の寒さが厳しい北海道で、こうした災

害が発生したら…

　今一度、被災時の状況を共有し、危機管理・安

全管理に活かすよう皆で考えていくことが、こう

した災害を経験し語り継ごうとする人たちに応え

ることであると再認識をさせられました。私達の

日常生活や社会では、災害や事故など様々な思い

もよらない出来事が起こるでしょうが、それらに

冷静に立ち向かい、解決する術を身に付けていき

たいと思ったところです。

　まとまりがなく、とりとめのない思索ではあり

ますが、まずは防災意識を高めるために社内にお

いて皆で話し合い、できることから具体化し、訓

練を行い、継続していくこと。ここを当社の防災

の一歩としたい。 以　上
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【はじめに】
　ただ今、ご紹介いただきました、農政部技監の

加倉でございます。

　本日の総会に際し、農政部長にご案内を頂戴し

ましたが、所用のため出席することが出来ません

ので、代わりに私からひと言ご挨拶を申し上げます。

　神会長をはじめ、本日お集まりの会員の皆様方

には、日頃より、本道農業農村整備事業に係る調

査、測量、設計などを通じ、道営事業の計画的な

推進、さらには本道の農業・農村の振興・発展に

格別のご協力とご尽力をいただき、厚くお礼を申

し上げます。

【本道農業の状況など】
　まず、本道農業の状況についてですが、昨年は、

一部で豪雨等による冠水・浸水などがあり、また

水稲における青米等の増大などが発生しましたが、

総じて天候にも恵まれ、実りの秋を迎えることが

出来ました。

　この冬の積雪は、道東では平年より多かったも

のの、多くの地域で雪解けも早く、農作業も順調

に進んでいる状況です。今後も基盤整備された農

地がその力を発揮して、豊かな穣の秋が訪れるよ

う願っているところです。

【国の動き】
　国においては、現政権が発足して以降、「日本

再興戦略」（H25年６月閣議決定）の中で、今後

10年間で、全農地面積の８割が担い手によって

利用されることなどを目標とする、農林水産業の

成長産業化を実現することが、成長戦略として掲

げられ、これを受け同年12月に策定された「農

林水産業・地域の活力創造プラン」では、第２次

安倍内閣の農林水産行政の方針として「強い農林

水産業」・「美しく活力ある農山漁村」を創り上げ

ることが謳われており、この中に、農地中間管理

機構の創設、経営所得安定対策の見直し、水田フ

ル活用と米政策の見直し、日本型直接支払制度の

創設という４つの改革がスタートし、このほか、

規制改革として、農協及び農業委員会、農地を所

有できる法人（農業生産法人）が見直されること

となっております。

　具体的施策の中では、

　・ 食文化、食産業のグローバル展開、地産地消、

食育等の推進、

　・６次産業化等の推進に加え、

　・ 農地中間管理機構の活用等による農業構造の

改革と生産コストの削減については、

　　① 担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地

の発生防止・解消等

　　② 法人経営や企業の農業参入などによる多様

な担い手の育成・確保

　　③ 高付加価値化・生産コスト削減に資する大

区画化と、国土強靱化を踏まえた水利施設

の整備を推進する等

　・ 農山漁村の活性化については、人口減少等社

会的変化に対応した地域コミュニティー活性

化の推進

などが挙げられているところ。

　これら、農林水産業を産業として強くしていく

政策（産業政策）と、多面的機能を発揮するため

の政策（地域政策）を車の両輪とし、幅広い政策

分野にわたって必要となる施策を展開し、農山漁

村の有するポテンシャル（潜在力）を十分に引き

出すことにより、農業・農村全体の所得を今後

10年間で倍増させることを目指すとされている

ところ。

　さらに、これら農政改革の流れを受け、去る３

月31日に平成37年度を目標年度とする新たな「食

料・農業・農村基本計画」を閣議決定したところ。

　農業就業人口の減少・高齢化、グローバル化、

消費者ニーズの多様化、農業・農村の構造変化等

を踏まえ、施策の見直しがなされ、この中で、食

講話

「農業農村整備を巡る情勢等について」
北海道農政部　技　監　加　倉　廣　幸　

平成27年度通常総会より
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料自給率の目標を現実可能性を考慮して45％に

設定したことのほか、農地中間管理機構をフルに

稼働させることで、担い手への農地集積・集約化

を推進するとされております。

　道においても、国の計画を踏まえ、向こう５年

間にわたる（第５期）北海道農業・農村振興推進

計画を今年度中に策定することとしております。

　また、「まち・ひと・しごと創生法」が H26年

11月に成立し、国と地方が総力を挙げて人口減

少に歯止めをかけ、地方創生を進めていくことと

なりました。本道の人口は1997年をピークとし、

全国を上回るスピードで減少しており、国の研

究所の推計によれば、2040年の本道人口は419

万人となり、2010年の551万人と比較すれば、

76.1％の水準まで急減すると報告されております。

　人口減少問題は本道にとって先送りできない課

題であり、農業等の産業振興と雇用創出のほか、

少子化対策や生活・定住環境づくりなどの施策を

総合的・効果的に推進することとしてています。

　一方、TPP 交渉については、重要な局面を迎

えており、交渉の行方によっては、本道に甚大な

影響が予測されますが、結論の如何に拘わらず、

本道の農林水産業を持続的に発展させ、次の世代

に引き継いでゆけるよう、今後とも情報収集に努

めながら、国に対し万全の対応を求めていくこと

としております。

　さて、そのような中での、本道農業農村整備に

ついてですが、本道の農家数減少がこれからも続

くと予測される中で、北海道が日本の食料供給地

域としての役割を果たすためには、農地の集積に

よる一層の大規模化経営の展開が必然な状況にあ

りますことから、これに対応するさらなる効率化

を目指す必要があり、担い手への農地集積と必要

な基盤整備の双方が円滑に推進されることが重要

と考えます。

　今年度の農業農村整備予算につきましては、補

助事業分の国費補正が少なく、当初と前年補正を

あわせた執行予算ベースで258億円となっており、（残

念ながら）地域からの要望に満たない内容となっ

ています。

　また、皆様の関心が高い27年度新規採択につ

いては、昨年の採択総事業費817億円に対して、

今年度915億円となり、調査測量設計の賦存量に

ついては、大きな水準にあると見込まれます。

　このことは、基盤整備の有効性・重要性が地域

に浸透してきた結果であり、今後、当面は大きな

水準で推移するものと予想されております。

　協会員の皆様におかれましては、技術者の確保・

育成など円滑な業務執行に、引き続きご協力をお

願いします。

　しかし、その一方で、新規採択事業費が年度事

業費を大きく上回ることは、実施サイドにも色々

な課題となり、事業工期が長期化することは、農

家戸数の減少や施設の老朽化といった地域の懸案

への対応策に大きく影響を与えるものであり、こ

うした公共事業費が減少する情勢を踏まえた事業

のスリム化、一層のコスト縮減が求められる状況

にあります。

　全国的に、これまで公共事業費削減が継続され

てきた結果、官民問わず技術者の減少が顕著とな

り、本道においても、技術職の確保及び技術の継

承、とりわけ若手技術者の育成が大きな課題とな

っております。

　農政部では、近年、事業が面整備を主体とした

工種に偏ってきたことから、用水や農道などの施

設整備の工事経験者が減少してきたこと、職員年

齢構成のアンバランスによりベテラン職員と若手

職員の間のコミュニケーションが不足している状

況などを踏まえ、限られた人員体制にある中、技

術力を強化し継承していく必要があるため、個人

任せではなく組織全体で対応する取組を進めてい

るところです。

　一方、受注者側に対しては、技術力及び品質向

上を目的として、各振興局単位で工事における優

秀技術者表彰を行ってきたところですが、H26年

度から委託業務においても実施できるようよう、

制度の適用を広げまして、業務の完了にあたり優

秀な成果を出していただいた管理技術者の表彰を

行っているところです。ちなみに、26年度は９

振興局で実施し31名の方々が表彰されていると

ころです。

　会員の皆様におかれましては、この取組と併せ

て社内表彰を企画するなど、会社内においても技

術職員の技術向上に繋げ、モチベーションアップ

に活用して頂きたいと思っております。
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平成27年度　通常総会

　事業の執行に関しましては、これまでも、道と

業界との意見交換を通じて、積算や契約等の見直

しを進めてきたところでありますが、近年、施工

者側から工事発注図書と現地の条件が合っていな

いなど、工事の迅速な着手に支障が生じており、

業務成果の精度向上に努めてほしいとの要望をい

ただいております。

　これらを改善していくためには、発注者側と受

注者側のコミュニケーションが円滑に行われるこ

とが第一の前提となりますことから、工事の現場

においては、発生する諸問題に対し迅速な対応を

実現するため、ワンデーレスポンスの取組を各振

興局で試行することとし、一方、業務においては、

これまで取り組んできた「設計基本条件検討会」

を拡充・強化することとし、原則として全ての設

計業務を対象とするとともに、検討会に、管理職

員に加え用地担当等関係職員も参画するなどして、

設計の手戻りを減らし適正な業務期間を確保する

ことで、成果の品質向上と業務の効率化がより一

層図られるよう、昨年度、仕様書を改正し、各振

興局に周知しているところです。

　受注者におかれましても改めてこの意識もって

業務に臨んで頂きたいと思います。

　さて、業務委託に関する情報提供ですが、積算

基準に関しては、設計労務単価を２月に前倒して

適用し、また、農林水産省の積算体系が今年４月

に大きく改正され、具体的には、従前の設計業務

における技術経費率を廃止して諸経費率に一本化

する改正内容ですが、農政部では、この改正と併

せて、暗渠排水設計など独自に策定している業務

についても同様に見直すこととしており、今年

11月から適用する予定としています。なお、暗

渠排水歩掛の見直しに向け、H27年度に歩掛調査

をすることとしており、設計される皆様に協力を

お願いします。

　会員の皆様方には、改めて業務成果の品質向上

にご尽力いただきますようお願いするとともに、

今後とも、協会の皆様、更には各振興局で開催す

る委託業者との意見交換で出される業務執行上の

課題について、順次見直しを進めていきたいと考

えております。

　最後になりますが、本道農業を取り巻く状況が

厳しさを増すなか、地域の農業と経済の活性化を

図るためには、農業農村整備事業の円滑な推進が

何より重要であります。

　このためには協会員の皆様のお力をお借りしな

ければなりません。

　今後とも北海道の農業農村整備の推進に対しま

して、一層のご協力を賜りますよう、お願い申し

上げますとともに、貴協会並びに会員の皆様方の

益々のご発展をご祈念申し上げまして、ご挨拶と

させていただきます。

　本日は誠におめでとうございます。

　平成27年度の通常総会が５月26日、ホテルポールスター札幌で開催された。

　神耐三会長の開会挨拶に続き、北海道農政部 技監 加倉　廣幸 様からご祝

辞をいただいた後、議事に入った。

　定款第16条により神会長が議長となり、議事録署名人についても定款に

基づき、出席理事の中から吉田理事、滝沢理事を指名し、議案の審議に入っ

た。

　まず、報告事項 ①平成27年度事業計画及び収入支出補正予算について、

②若手技術者資格取得支援事業実施要項について、議案書に基づき事務局よ

り詳細な説明があった。

　第１号議案「平成26年度事業報告及び収入支出決算の承認について」事

務局の説明、菊地勇監事からの監査報告があり、全員の賛成により承認され

た。

　第２号議案「任期満了に伴う役員の改選について」後掲（P．16）の理事

13名と監事３名が全員の賛成により承認され、総会は終了した。
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広域営農団地農道整備事業
胆振西部地区 伏見橋崩落の検証

胆振総合振興局 産業振興部 農村振興課長　白木　孝二

１．はじめに

　伏見橋は、広域営農団地農道整備事業胆振西部地区

（平成２年度～平成11年度）において、平成10年度に

施工した橋梁であり、農産物・生産資材の輸送など洞

爺湖町成香集落と隣接する豊浦町大和集落・山梨集落

とを連絡する「町道成香15号線」に架かる洞爺湖町

が管理する橋長49.5ｍ、鋼２径間連続非合成鈑桁橋で

ある。

　平成26年11月７日午前８時30分頃に地域住民から

の通報で、橋台１基が崩落していることが判明した。

幸いにも人や車両が転落するような被害は無かったも

のの、安全対策として、橋梁箇所前後を通行止めとす
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２．伏見橋周辺状況調査結果

　伏見橋の橋台崩落に関する地形・地質及び気象、地震について調査した結果、以下の状況が確認された。

⑴�　伏見橋周辺は洞爺湖カルデラ形成時の火砕流堆積物である軽石流堆積物（粗粒火山灰）が分布し、火

砕流台地の縁辺部の浸食域に相当し、周辺には崖地が多く存在する。

⑵�　伏見橋 A1橋台が位置する浸食崩壊地形は北東～南西方向に長さ100m、幅10～20m の浸食崩壊が発

生し、伏見橋が位置する町道成香15号線の谷側斜面では浸食前線が認められ、周辺の沢と同方向の北

東～南西方向に配列する新・旧浸食崩壊地形が発達する（図 -2.1）。
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(3)崩壊面の軽石流堆積物は、塊状で締まった状態にあるが、崩壊面では指圧で崩れる硬さを示す。 

 粘土鉱物のスメクタイトが含有し、浸水により泥状化する特性がある。 

(4)浸食崩壊地形では湧水が認められる。 

 地下水は浸食崩壊方向に一致する南西より北東方向へ流動していると想定され、湧水は軽石流堆 

地下水流動方向 
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　　粘土鉱物のスメクタイトが含有し、浸水により泥状化する特性がある。

⑷�　浸食崩壊地形では湧水が認められる。

　 　地下水は浸食崩壊方向に一致する南西より北東方向へ流動していると想定され、湧水は軽石流堆積物

を帯水層とする深部地下水であることが確認された。周辺では表流水が流入しない尾根部でも浸食崩壊

地形が発達しており、湧水が地形形成の要因となっている。

⑸�　伏見橋 A1橋台が位置する浸食崩壊地形は、植生状況から下流側ほど古い崩壊となっている（図

-2.2）。浸食崩壊地形では湧水等による浸食により下部にノッチが形成され、オーバーハング形状によ

り上部が不安定化して崩壊する現象が確認された。


