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　晩秋のころ、知床で被写体を探
していると、時々、森の中から、
カーンカーンと乾いた木をたたく
ような音が聞こえてきます。動物
写真を撮り始めた頃は、特に気に
も留めずにいたのですが、あまり
にも近くの木立の中から聴こえて
くるので、カメラを担いで行って
みても、エゾ鹿が草を食べている
だけのありふれた光景で、特に変
わった様子でもなく、また元の場
所に引き返してヒグマの出て来る
のを待っている、と言った具合で
した。
　道路が閉鎖される前のある日、
ヒグマが頻繁に顔を出してくれる
獣道の傍で、カメラを構えて待っ
ていると、近くの林からカーンカー
ンと音がするので、不思議そうに
していると、隣にいたＦ氏が「おー　
やってる、やってる」と言うので、

何かと尋ねると、「暇だからエゾ
シカでも撮りに行かないか」との
返事で、車でそっと近づき、下り
ずに待っていると、雄鹿同士の格
闘が始まり、角同士がぶっつかり
合う音だと、初めて分かった。そ
れにしても本気で角と角と、体と
体がぶつかり合うとごい音がする
ものだと初めて知った。
　エゾ鹿は、普段は女系家族で生
活していて、晩秋のころハーレム
を作るためにオス同士が戦い、勝っ
たオスがメスのグループに入り繁
殖の時期を迎えることを初めて知っ
た。
　このオス同士の戦いも、晩秋の
ほんの２週間ほどの間の出来事で、
来年の６月頃には可愛いバンビが
姿を見せてくれることと思う。
　毎年繰り返される知床での一コ
マです。
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年 頭 所 感

　あけましておめでとうございます。

　平成30年の新たな年を迎え謹んで新春のお慶びを申し上げます。

　皆様には日頃より、当協会の運営にあたりまして、多大なご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、昨年を振り返りますと６月が低温・日照不足で経過しましたが、７月からは天候が回復し、水

稲の作況指数は103、反収560kg とのこと、台風の被害もなくまずまずの１年となりました。その一方

で、アメリカを除く11ケ国での発効に向けての検討が進められて生きた「TPP11」が大筋合意に達しま

した。農業分野では12ケ国で合意した内容がそのまま残るようです。これに加えて、EU（欧州連合）と

の EPA が大枠合意となりました。本道農業への影響は相当なものが考えられますが、特に、酪農業への

影響が大きいものとなりそうです。平成26年度から TPP 対策の補正予算が措置され、３年を経過し来年

度に向けての補正予算についても検討がなされているようですが、北海道農業を力強いものにするため、

引き続き農業生産基盤の整備が円滑に進むよう微力ながら努めていきたいと思っています。

　当協会は本道農業の更なる発展に向けて、会員各社とも協力しながら、蓄積された技術力の活用、測量

設計技術の研鑽に努め、引き続き農業農村整備事業のより良い成果品の提供に努めて行かなければならな

いものと思っています。

　また、社会貢献事業として実施しております「伊能大図フロア展」は、昨年、留萌市で開催させていた

だきました。約700名（小中学生約450名含む）の方に200年前の北海道の姿を見ていただきました。本年は、

伊能忠敬没後200年の年となります。西暦1800年伊能忠敬は幕府の命により、６月に江戸を出発し奥州

街道を通り江戸～青森県（津軽半島）の間を測量し、同年の７月福島町吉岡（渡島管内）に上陸し、主に

太平洋沿岸地域を道東までの測量を開始しました。その縁もあって、福島町で「伊能大図フロア展」を開

催することとしています。200年前の測量技術の高さ、測量の意義や役割について小中学生を中心に地域

の方々に理解してもらえるような機会を提供したいと思います。このイベントを通じて測量設計業界の担

い手が一人でも出てくることを願っています。

　今年は戌年です。「犬の遠吠え（弱い者や臆病な者が、陰で虚勢を張り陰口をたたくことのたとえ。）」

をせず、「犬も歩けば棒に当たるよう（何かをやっているうちに思わぬ幸運にめぐりあうことのたとえ。）」

何事にも積極的に対応し、「能無し犬は昼吠える（才能のない者にかぎって必要のない時に大騒ぎをしたり、

大きなことをいったりするというたとえ。）」と言われることのないように協会運営をしっかりやっていき

たいと思っています。

　最後になりますが、皆様方にとりまして輝かしい１年となりますことを、益々、ご健勝でご活躍されま

すことを祈念申し上げ、新年に当たっての挨拶とさせていただきます。

一般社団法人 北海道農業土木測量設計協会

会長　神　耐三

新
年
ご
あ
い
さ
つ
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　公益事業の一環として、国内最初に科学的手法

を以って国の海岸線を実測し、日本地図を作成し

た伊能忠敬と、その実測図を紹介する「伊能大図

フロア展」を９月15日、16日の２日間、留萌市

スポーツセンターで開催しました。

　９月15日午前9時10分、高橋定敏留萌市長、早

川隆教育長を来賓として迎え、神耐三会長の挨拶

と、来賓を代表して高橋定敏留萌市長から祝辞を

いただき幕を開けました。

　会場には、子供から大人まで幅広い人に分かり

やすい説明が出来るように、各コーナー毎に説明

員を配置し、伊能忠敬の偉業と功績を知ってもら

えるよう努めました。

　開会式終了と同時に、授業の一環として留萌小

学校５年生、６年生100人程が来場したのを皮切

りに、留萌市内の小中学生447人が授業として参

観しました。

伊能大図フロア展
実施報告　　　　

事
業
報
告
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　特に本年は、留萌市制施行70年、留萌港開港

80年の記念の年にあたることから、「増毛山道パ

ネル展」、留萌開発建設部による「留萌港開港80

周年記念写真展」が同時開催されました。

　会場では、床に張った大図の上を歩きながら見

ることができるフロア展、日本地図の変遷を分か

りやすく並べた蝦夷古地図パネル展、伊能忠敬の

生涯を説明するアニメ「人間忠敬」など多くのコー

ナーを設けて来場者に見て頂きました。

　中でも一番人気は、測量機器展示・体験コーナー

です。初期の自動図化機で日本地図や猫などのイ

ラストが描けるコーナーは、描きあがった絵を貰

うために多くの子供たちが順番待ちをするほどの

人気です。

　近頃の子供たちは、最新の電子機器には殆ど興

味を示さないのですが、初期の計算機や昔の測量

機器など、古いものを見て感激し、スゴイと思う

ようです。

　私たち農業農村整備の調査、測量、設計に関わ

る者として、測量は業務そのものであり、その先

駆的な役割を果たした伊能忠敬の功績は是非知っ

ておきたいもので、また一般の人々にも伝えたい

ものであります。是非、一人でも多くの皆様に関

心を持っていただき、多くの方が来場されること

を期待しています。

　次回開催予定地は、伊能忠敬が初めて北海道に

上陸した地である、道南の福島町に決まりました。

　福島町では、平成30年に伊能忠敬没後200年を

記念し「伊能忠敬北海道測量記念碑」を建てる計

画をしています。そのような節目の年に当地で伊

能大図フロア展を開催できることを大変光栄なこ

とと感謝しています。

　終わりに、開催地の留萌市、留萌市教育委員会

の皆様に多大なる支援を頂き、心から感謝を申し

上げますとともに、準備、会場説明員、跡片付け

と、多忙な時期にもかかわらずお手伝い頂いた関

係者に感謝致します。

� 来場者数　　小中学生　447人

� 　　　　　　一　　般　224人

� 　　　　　　合　　計　671人
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　農業基盤整備に関わるものとして、一般の人々

に我が国の農業をもっと知ってもらい、その下支

えをしている農業農村整備事業の必要性や効果を

理解してもらおうと、「農業農村整備パネル展」

を実施しています。

　内容は、食料を巡る世界と日本の現状や食料自

給率向上の必要性、そのために必要な農地の手当

てと基盤整備の役割や効果など、イラストを中心

に分かりやすく説明した資料をパネル化して展示

したものです。

　本年度は、10月14日（土）道庁赤れんが前で「農

業・農村の素晴らしさや楽しさを実感してみよう」

と題したイベント「農業農村体験フェスタ in 赤

れんが」と同時開催しました。当協会パネル展は、

道庁赤れんが２階２号会議室で展示しました。

　おかげさまで天候にも恵まれ多くの観光客や家

族連れで賑わいました。

　展示は、

　　「美味しいご飯を食べてますか？」

　　「美味しいごはんをつくるためには

� ～農業農村整備の役割～」

　と題した基盤整備の効果などの PR パネル24枚

を展示しました。

　パネル展を行った会場は、赤れんが２階にあり、

急傾斜で長い階段が来場者を苦しめ、毎年来場者

が最も少ないイベント会場です。ところが、今年

は基盤整備には欠かせない暗渠排水に使用する「素

焼き土管」を10cm の長さに切り、白ペンキを塗っ

たものを用意。

　それに水彩絵の具で自由にお絵描きをしてもら

う企画をしたところ、会場内は順番を待つ親子ず

れが出るほどの人気で、用意した100個の土管が

予想を覆し、短時間でなくなってしまい、嬉しい

悲鳴を上げました。

　なお、お絵かきコーナーを暗渠排水の必要性を

示したパネルの前で行ったことから、「これと同

じだ」「田んぼの中ってこうなってるのか！」と

いう声が聞こえ、少し農業農村整備について理解

してもらえたかなと勝手に思っています。

　来年度も多くの方に農業農村整備事業の必要性

や効果を理解してもらえるよう工夫し、実施した

いと考えています。

　終わりに、準備から展示パネルの説明・跡片付

けと、長時間にわたりご協力をいただいた関係者

の皆様のおかげで成功に終わることが出来ました。

ありがとうございました。

� パネル展来場者　　750人

農業農村整備　　
パネル展　　　　

事
業
報
告
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目指すべき30年後の　　　　　　　　　　　　　　
“農村のかたち”と農村振興技術者の役割　　　　

株式会社ルーラルエンジニア　谷
たに

　口
ぐち

　博
ひろ

　喜
き

　　　　　　　　

技
術
ノ
ー
ト

一、はじめに

　30年先を言い当てることは困難ではあるが、

30年先の“夢”を語ることはできる。農業農村

はいったいどのような姿となっているのか、農村

振興技術者はどのようなレベルに到達しているの

か、夢を語りながら、技術の先進性を信じ、30

年後の農村を描いてみたい。

　30年後を語るにあたって、ほんの少しだけ30

年前の農業農村整備を振り返ってみたい。

　30年前といえば、時代は、昭和から平成へと

移り、わが国にとっては大きな転換期であった。

「土地改良」は、戦後の「食糧増産対策事業」、高

度経済成長期の「農業基盤整備事業」を経て、農

業農村の総合的整備を目的として、「農業農村整

備事業」へと変遷してきた時でもあった。

　この間、都市と農村の社会資本の整備水準格差

は是正されたといって良いであろう。農村は農業

者の生活の場であり、生産性の向上に加え、環境

や景観といった、農業農村が有するいわゆる多面

的機能が注目されはじめたのもこの頃であった。

　そして、農業農村の有する多面的機能の発現の

ための公共投資も拡大してきた大転換期であった。

その後の日本は、リーマンショックと東日本大震

災という未曽有の世界経済危機と自然災害を経験

することとなる。特に東日本大震災では、多くの

予算と人材を投入したにもかかわらず、被災地域

では、残念ながら、被災前の営農を取り戻すまで

にはまだ暫くの時間を必要とする現実がある。

　30年後も我々は、デフレ経済状況のなか、幾

多の自然災害に見舞われ、将来に希望を持てない

寂寞な日々を過ごしているのであろうか？答えは

「否」である。“技術”は、“不確実性への備え”

であるからこそ、農村振興技術者は“未来”に対

して無力であってはならない。

　ここに、本稿の「夢の語らい」は私たちの活動

拠点である北海道の農業農村とその農村振興技術

者とした。北海道の農業は、恵まれた土地資源を

活かし気象や立地条件など地域特性に応じて、大

規模な稲作、畑作、酪農が展開されている。広大

な耕地面積を活かした食料の供給や美しい景観の

提供など国内において、北海道農業農村が果たし

ている役割は大きい。

　30年先の近未来を語るうえで北海道の農業農

村の持続的な発展に関わる意義は大きい。

二、目指すべき30年後の“農村のかたち”

　日本人の多くは“農村”という言葉の響きの中

に、優美な曲線を描く畦道や田んぼ、水車や藁葺

き屋根の風景、いわゆる里山を連想することであ

ろう。

　一方で、北海道の農業農村の趣は、都府県とは

明らかに異なる。開拓という明治期の諸制度の下、

殖民区画によって区画整理されたグリッドパター

ンを呈する耕地と直線の農道、サイロと放牧地な

ど、農業生産に専念するため、大地に刻み込んだ

造形により特有の農村景観を有している。まさに、

　株式会社ルーラルエンジニア　技術部長　谷口博喜さんが全国技術連盟創設70周年記念論文に応募し、

見事、優秀賞を受賞されました。おめでとうございます。

　谷口様より授賞論文が寄稿されましたので掲載します。
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北海道に移り住んだ先人の技術の結実といえる。

　その魅力は、北海道のアイデンティティーであ

り、先人が残した財産そのものでもある。

（一）農業農村の課題

　農業農村の現状は、農業就業者数の減少や高齢

化に伴い、農村社会に様々な影響が予見されてい

る。

◆施設の維持管理体制

　 　農村振興技術者たちによって築きあげられた

社会共通資本ともいえる農業水利施設、農道、

橋梁などの土地改良施設の多くは、今、大きな

課題に直面している。

　 　離農や農業従事者の高齢化に伴い、農村集落

が有していた施設機能を保全する能力が低下し

ているのである。

　 　農業施設は、機能の維持向上にとどまらず、

今後ますます機能の高度化（スマート農業化）

がもとめられることであろう。にもかかわらず、

機能の維持すら危ぶまれているのが現状である。

◆農業労働力と経営面積

　 　農業者の離農と高齢化の進行は、農業労働力

の減少する一方で経営面積の増加は必然的であ

り、更なる省力化が求められる。

　 　また、熟練農業者がこれまで培ってきた高い

生産技術が途絶えてしまうことも課題となる。

これが過度に進んだ場合、食料自給率の低下、

消費者ニーズへの対応が疎かになることや耕作

放棄地の増加といった農業・農村の持続性の確

保が懸念されることから、早急な対応が望まれ

る。

◆北海道の農村のすがた

　 　北海道では、集落の基礎を屯田兵村とこれに

より築かれた殖民区画に求めてきた歴史的経緯

がある。屯田兵村および殖民区画という施策は、

夫婦中心の少人数単位で生活基盤を確保したう

えで短期間に農業経営を安定させるという目的

に対しては合理的で有効であった。

　 　しかし、近年、人口減少が著しく進行した限

界集落では、行政サービスをうける機会の確保

すら、ままならない状況にあり、給油・買い物

難民や医療難民が顕在化している。

　 　また、道路、水道、電気などの農村インフラ

も殖民区画に合わせて整備されたが、これらの

施設管理者が管理する施設量、維持管理費用は

膨大であり、このような状態は、火事や気象災

害など防災の観点からも非効率である。

（二）農村のかたちづくり

◆農業分野の新イノベーション

　 　農業分野におけるロボット技術やＩＣＴ、Ａ

Ｉ技術などの活用が新たなイノベーションとし

て期待されている。

　 　農業労働力の減少や経営面積の増加、土地改

良施設の機能保全能力の低下に対する課題は、

ロボット技術やＧＰＳを利用したＩＣＴなどの

研究開発の進展とともに解決へと歩み始めた。

　 　同時に、熟練農業者のこれまで培ってきた高

い生産技術やノウハウをＡＩ技術により、ナレッ

ジデータベース化し、新規就農者などが利用す

ることで誰もが取り組みやすい農業を目指すこ

とができる。

　 　さらに、気象データや土壌・微気象センサー

などのＩＣＴから得られたビックデータをＡＩ

技術により最適な管理方法を提示することで生

産性の高い農業の展開を目指すことができる。

　 　これらには、既に導入済の技術も含まれては

いるがＡＩ技術の普及展開によって、さらなる

高度化が期待される。今後の技術革新に期待し

たい。

◆集落の再編

　 　基幹集落への集住化は、農村における住空間

としての機能維持とともに農村インフラを維持

する行政などの一助となり得るであろう。

　 　北海道は歴史が浅い分、土地や慣習へのこだ

わりが都府県よりも薄いと言われており、農地

の流動化が積極的に行われている。集落の再編

や広域化、集落移転を通じてコンパクトビレッ

ジ形成に向けた大胆な展開が必要である。

　 　先人の実践を学びつつ、暮らし、文化の振興

などについて確かな予見に基づき、“密居”、“集

居”という選択肢を真剣に検討し具現化すべき
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時が来ている。農業集落の再編は、可及的速や

かに実施に移されるべき施策のひとつといえよ

う。

（三）新たな農村のかたち

◆ 再生可能エネルギーの利活用を中心とした「ス

マートビレッジ化」

　 　21世紀初頭から風車や太陽光、小水力など

の再生可能エネルギーを活用した発電が行われ、

法律による固定買取制度の充実が追い風となり、

再生可能エネルギー利用は著しく普及した。

　 　次世代の農村は、地域に賦存する家畜糞尿な

どの未利用資源や耕作放棄地も活用して発電し、

地域で利用する電力全てを賄うとともに、地域

全体の電力の有効利用を図り、省資源化を徹底

した環境配慮型農村を目指すことが肝要である。

◆「田園回帰」へのアプローチ

　 　総務省の調査によると、都市部に住む若い世

代を中心に農村へ移住しようとする田園回帰の

意識が高まっていると報告されている。

　 　平成22年の国勢調査では全国で84万人が過

疎地へ移住している。移住したい理由では、「気

候や自然環境に恵まれたところで暮らしたい。」

「環境にやさしい暮らし（ロハス）やゆっくり

とした暮らし（スローライフ）、自給自足の生

活を送りたい」が多かった。

　 　移住意向のある者への移住の必要条件の回答

では、「生活維持のための仕事」を筆頭に以下「医

療、福祉の環境」、「買い物など日常生活に必要

な生活関連施設」と続いている。

　 　また、農村地域の社会的な強いつながりや地

域の伝統文化・生活文化は人材を惹きつけ、呼

び込むリソースとなっていると分析している。

　 　これらを踏まえ地域の合意形成を図りながら

農村集落を新たにゾーニングすることで、一時

的なブームで終わらない田園回帰が期待される。

　 　自治体の多くが消滅の危機にたたされている

今日、農村は、“訪れたい”、“住んでみたい”、

そして何よりも、“働きたい”と思える空間で

なければならない。

三、農村振興技術者の役割

　将来の世界人口の増加を鑑み、米をはじめ畑作

物、野菜、果樹、畜産等の安定生産や農村環境の

整備など諸施策の必要性については、今後も国家

戦略として推進され、営農技術の継承と技術革新

の重要性に変わりはないといえよう。

　関連産業との連携、高福祉農村社会の構築、開

発途上国への技術協力などは時代の要請であり続

ける。

　さらに、地域においては予算執行の行政機関や、

土地改良区と農家の橋渡し役として、横断的に課

題に取り組むなど、きめ細やかな応用力も農村振

興技術者には希求されることであろう。

　しかし、将来の国土基盤ストックの維持管理を

担う技術者数は、現在の６割減と予測されており、

農村振興技術者も同様の道を辿ることは必然的で

あり、前述した新たな農村を創造するためには、

現在よりも広域的、協働的な行動が求められるこ

とが容易に想像される。

（一）もとめられる農村振興技術者像

◆ 次世代エンジニアとして“水土の知”の継承者

　 　これまで農村振興技術者は、全国各地域で厳

しい気象条件や劣悪な土壌条件に対応するため、

知恵を絞り技術を磨きながら、現在のかんがい

施設や農地の整備を進めてきたが今後も、かん

がい施設の更新や農地の整備は必須である。

　 　時代とともに、農業土木の分野にもＩＣＴな

どの先端技術が導入され、省力化、スマート化

されるが、これまで築き上げてきた技術は少し

も揺らぐことなく、これまでの技術を基礎にさ

らに進化していくであろう。そのためには、技

術の継承が重要であり、途絶えることなく将来

に向けた準備を今から備えておく必要がある。

◆ 地域特性を考慮し地元要望にあった農業土木の

「オーダーメイド型企画立案・調査計画・設計・

施工」

　 　戦後復興期以降のわが国農業は、早期の食料

増産が最優先課題で、米麦を中心とした耕種農

業が主体であり、農業政策の対象も水田、水稲



農土測協時報
Hokkaido Nougyou Doboku Sokuryou Sekkei Kyoukai Jihou

08

技
術
ノ
ー
ト

作が主流であった。

　 　このため、農業農村整備事業などに関する企

画立案・調査計画・設計・施工などの技術も、

迅速な対応を求められ、全国画一的なものにな

らざるを得なかった。

　 　しかし、北海道の営農展開は、寒冷地への適

応や不良な地形・土壌を克服するという改良を

始まりとして、多岐にわたり、企画立案・調査

計画・設計・施工にあたって、高度な応用能力

が求められた。

　 　農村振興技術は、あくまでも、農業者のため

の技術であり、地域住民の安寧な暮らしに資す

る工学なのである。

◆ルーラルデザイナー

　 　省力化が求められる次世代の農村では、土地

利用型作物と労働集約型作物の協同的なゾーニ

ングが生産活動に大きく影響する。

　 　また、集落再編により従来の農業者に加えて、

海外からの農業労働者や非農家などが混住する

農村が想定され、新たなコミュニティを考慮し

た農村のデザインが求められる。

　 　さらに、農村地域では高齢化率が高くなると

想定されていることから、ユニバーサルデザイ

ンを基本としたインフラ整備が求められる。

　 　農村振興技術者は、こうした地域特性を予測・

分析し、地域に整合したルーラルデザインを提

案していく役割を担わなければならない。

◆ 多様性を考慮した地元に密着したサービスマン

　 　農村振興技術者は、従来から地元と密着して

業務に関わり、行政、また土地改良区、建設業

などにおいてそれぞれの役割を果たしてきた。

　 　しかし、就労人口の減少と高齢化の進行は、

農村振興技術者にも例外ではない。これまでの

組織や体制の縮小が懸念される。

　 　将来の農村振興技術者は、従来、土地改良区

が担ってきた施設の維持管理や運営をはじめ、

行政の事務手続き、簡易な施設の補修や調査、

進行する気象変動への適応策や緩和策の対応と

いった地元に密着する様々な場面での総合的な

企画提案力と連携した行動力が期待される。

◆洗練「地域ブランド」の生産拠点づくり

　 　地域ブランドを確立するには、商品、サービ

スの高付加価値化だけでなく、地域イメージを

セットで醸成することが必要である。そのため、

地域の歴史や文化、産業など各地域の持ってい

る特色にストーリー性を持たせて展開してゆく

ことが、成功の鍵といえる。

　 　農村振興技術者は、アンテナを高く掲げ、様々

な情報を収集・分析し、地域のブランド化を成

功に導くためのクリエーターとしての役割も担

わなければならない。

◆インフォメーションアナリスト

　 　水田の水管理の省力化を目指して自動水管理

システムの研究・開発が進んでいる。本格的な

導入・運用により、農村振興技術者がこれまで

の知見で培った水管理と併せ導入後のデータ分

析も加えて、水稲の品種特性を最大限に引き出

すことが可能となるとともに、正確な気象予測

から気象災害や病害虫予防に対する最適な対応

が期待される。

◆災害対応力

　 　いつ見舞われるかもしれない大地震、風水害

などの自然災害に対しても、速やかな復旧を目

指して、関係機関が連携し、迅速かつ的確に対

応できるよう災害対応力の強化を図ることも、

農村振興技術者の社会的責務であろう。

（二）北海道の農村振興技術者の果たすべき役割

　特に、北海道では人口減少に伴って予想される

農村の変貌を踏まえ、寒冷豪雪地帯の水田、畑、

酪農地帯について、農村振興技術者の役割をそれ

ぞれ特筆したい。

◆水田地帯

　 　北海道の水田地帯は、ほ場整備や用排水施設

の整備を進めた結果、現在では50％以上を転

作しながらも収穫量で全国一位の座を新潟県と

競うまでになった。

　 　現在、戸当りの水稲作付面積は、全国2.2ha

に対し、北海道は5.8倍の12.6haであるが、今後、

農業者の減少から経営面積の増加や労働力の減

少が予測される。これを補うためのロボット技
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術やＩＣＴ、ＡＩ技術の活用が期待されている

が、導入にはリスクを回避するために、農地の

均質化や区画形状の整形、水路の管渠化等の条

件整備が必須である。

　 　さらには、これらの農地や施設の定期的な機

能診断も必要であり、農村振興技術者の果たす

べき役割は大きい。

◆畑作地帯

　 　北海道の耕地の多くは、作物生育に不向きな

特殊土壌のため、これを克服するために排水整

備を始め、畑地かんがい、心土破砕、客土、暗

渠排水の整備が行われ、現在では高い生産性を

確立するまでに至った。

　 　現在、畑面積は32.6万 ha（飼料作物を除く）

まで拡大し、北海道東部を中心に大規模な畑作

農業が展開されている。

　 　今後、農業者の減少から多くの地域で50ha

を超える経営面積が予想される。これを補うた

めの新技術の活用と条件整備は、水田地帯と同

様であるが、加えて畑特有の傾斜や褶曲などに

も配慮が必要である。

　 　さらに、将来ともこの生産力を維持するため

には、定期的な農地の機能診断と更新整備が必

要である。

　 　近年、短時間強雨や長雨による農業被害が増

加傾向にあり、将来の被害が一層懸念されてい

る。これまでの被災状況を冷静に分析し、強靭

でしなやかな農村社会を目指して行かなければ

ならない。

◆酪農地帯

　 　積算温度の低い北海道東部や北部を主体に、

大規模酪農が展開されている。飼料自給率の向

上を目的に草地整備を実施し、生産性の低い土

壌や地形条件を克服し、現在では80万頭の乳

牛が飼養されている。

　 　戸当り飼養頭数の増加に伴う生産者の負担を

軽減するため、ＴＭＲセンターや肥育施設など

分業化が進んでおり、現在もその整備が盛んに

行われている。

　 　今後、農業者の減少によりさらに大規模化が

進むことは明らかであり、従来整備してきたＴ

ＭＲセンターや育成牛預託のための公共牧場な

どの施設とともに、集乳に利用される農道の更

新整備の要望が増大するものと予測される。

　 　また、酪農を営む上で営農用水の確保は必須

条件であるが、営農用水の安定的な供給のため

に、施設の機能診断や更新整備など果たす役割

は大きい。

四、おわりに

　ここに30年後の“農村のかたち”を描き、農

村振興技術者の“役割”を書き出してみた。

　これまで私達は、地域に根ざした視点に立って

技術の開発、駆使による農業農村の発展に貢献し

てきたことを確認し合ってきた。

　しかしながら、それぞれの技術者が思い描く未

来の農村のかたち、農業のすがたには違いがあり、

確認しあっただろうか。そこに暮らす農家におい

てもそれぞれ違いがあったろうと思う。

　北海道において、屯田兵や戦後開拓入植者が思

い願う農業農村のすがたに現代は近づいているだ

ろうか。

　これまでの30年間は、農作業の効率化、農村

の持つ多面的機能発揮への取組みを急速に推し進

めた時代と捉えられるが、現在突きつけられてい

る人口動向や施設老朽化に備えてきたとは言い難

い。先に出会う課題に対する対策の必要性を感じ

ながらも、技術者の討議や農家との対話が十分で

はなかった。

　私達は、夢の中で、ＩＣＴ、ＡＩ技術に期待を

持っている。もはや漠然とした予想ではなく、未

来を的確に予測し、その結果から導き出されるリ

スクに十分な準備をしなければならない。正夢に

近づいているのである。正夢として、農村のかた

ちについて、関係機関の農村振興技術者や農家と

語り合うことが大切である。

　農村の将来を夢見るとき、農村振興技術者は、

農村地域のニーズに対して、多様で柔軟な技術を

もって、農地・水・人・環境を包含するルーラル

エンジニアとして、農業農村の発展と共に働くす

がたは、その先の未来も続くであろう。
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　弊社は、昭和38年５月に明和測量工業として発足以来、平成30年で55年

を迎えようとしています。

　現会長である都松明が弊社を設立し、現在に至ってる事でありますが、当

時の測量環境は今の時代では、想像も出来ない程の環境であった事を会長よ

り聞いているところであります。又土地家屋調査士事務所を併設して以降、

補償業務の参入を経て現在に至っております。

　創業当初から空知管内を中心に「地籍調査事業」「区画整理事業」空知総

合振興局（旧空知支庁）の「ほ場整備事業」などにも携わり、地域に密着し

た企業として地道に努力をしてまいりました。

　当時の測量機器は現在では骨董品とも思えるほどの機器を使用していたと

のことです。インターネットでも売買されているようですが、アンティーク

インテリアとして、見た目はなかなか趣のあるものです。

　計算に関しては現在の様にパソコンのない時代ですので対数表、真数表な

どを引用しながら計算していたとの事。まさしくアナログ世界で歴史を感じ

るところです。

　又現場に行くときは、バイク、自転車が主流であったそうで、雨風にも負

けず、暑さ寒さにも負けずといった状況は諸先輩方に対しては頭が下がる思

いでございます。

　昨今、どの業種社会においても人材不足で技術継承が困難となる課題とな

っているところですが、先人が築いてきたことを何とか現在の若い世代にも

継承していきたいと思うところでございます。

明
和
測
量
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
森
谷
　
　
清 大いなる大地と向き合い

　空知管内は米どころの地元でもあり、農業に関する私どものお仕事となると主に測量・環境影響で活躍

しているところであり、農村整備事業に関してはコンサルタント業者による設計に基づいて用地測量を実

施しております。更に面工事、用水路工事、排水路工事、農道工事など工事などにおける環境影響調査、

事前・事後調査などの補償業務を実施しており、ほ場整備事業などに携わり農村整備事業に活躍している

ところでございます。

　又昨年にいたっては、南空知・北見・十勝地方の台風被害による災害復旧支援で、十勝清水町の農業排

水復興支援業務に携わる事になり、私自身も現地に赴くことになりました。現地は、農業排水施設の連結

ブロックの崩壊、畑の浸食被害の状況でありました。

　水難災害・暴風災害など自然の恐ろしさを目のあたりにし、強く衝撃を受けたことを思いだされます。

　社訓である「誠実・積極・責任」を基に、社員一同、農村整備事業に携わる者として農業従事者たちの

笑顔が見える様に日々努力し、農業地盤である大地に立って更なる信頼を得られる会社になる様に励んで

まいります。
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員
の
横
顔

　弊社は、日本国内の社会基盤の整備が急激に進み民間委託業者の需要が伸

びていた、昭和37年株式会社平田工務店として道路の測量、設計を主な業

務として創業し、皆様のご支援・ご指導のもと今年で55周年を迎えること

ができました。

　その間、昭和45年に網走支店、昭和60年に札幌支店を開設、昭和62年に

は現在の平田技術コンサルタント株式会社と社名を変更し、総合建設コンサ

ルタントとして地域のニーズに応えるべく、社業を展開して参りました。

　現在、中心となる業務は、道路、河川、農業土木の調査設計、用地調査、

補償業務に加えて道路維持管理調査、施工管理なども得意業務としています。

近年は、「環境」を軸に考えた調査設計に取り組み、騒音、振動調査の実績

を重ねるなどの事業展開を行っております。

平
田
技
術
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
佐
藤
　
　
直 1 会社紹介

　社会資本整備は時代の変化に伴い、環境にやさしく自然と調和した施設を

良好な状態で出来るだけ長く継続使用していくことが求められております。

　このような時代の多様なニーズに適合し、幅広い分野への総合的な技術対

応ができるように新しい技術を積極的に取り込み、高い技術力を培うことに

全力をあげていきたいと考えています。

　近年特に、測量・設計成果の品質向上が求められています。公共事業に関

わるコンサルタントとして発注者の良きパートナー・アドバイザーに徹し業

務を通じ社会に貢献してまいる所存でございます。

2 業務の執行方針

　昨年８月下旬複数の台風が北海道に上陸し、十勝にも甚大な被害をもたらしました。特に台風10号の

接近に伴う大雨は、各地で河川氾濫を起こし、国道、鉄道、を寸断し住民生活はもとより、農業施設等に

大きなダメージを与えました。弊社においても、災害発生時より災害調査、測量設計、災害査定と会社職

員一丸となり復旧作業を行って参りました。各機関の賢明な努力により、被災農地292㌶の内、約90％の

262㌶が復旧され、平成30年度春から耕作される見通しです。

　このような大きな自然災害をも乗り越えさらに発展させてていくためにも、いっそう社員一同、『転換』

を合言葉に一層のコスト削減・発想創意の工夫に努め、地域貢献にまい進して参ります。

　また、時代の変化に対応し、思いやりと優しさで環境に配慮しながら地

域発展に貢献できる企業であり続けるよう努力したいと考えております。

　今日、本道の農業を取り巻く環境は大変厳しい情勢下にあります。微力

では有りますが、北海道農業の発展のため日々研鑽に励んで参ります。今

後とも、協会員皆様の一層のご支援とご指導を賜りますようお願い申し上

げます。

3 今後にむけて
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お
知
ら
せ

平成29年度

１月
１月12日（金） 第４回理事会（ポールスター札幌）

１月中旬～ 各地域懇談会

３月 ３月１日（火） 技術者資格取得支援事業　平成30年度募集開始

３月中旬 第４回業務推進委員会

平成30年度

４月
４月11日（水） 定期監査

４月18日（水） 第１回理事会（ポールスター札幌）

５月 ５月29日（火） 平成30年度通常総会（ポールスター札幌）

６月 ６月１日（日） コンクリート水路補修工法ＰＲ展示開始（継続）

９月 ９月28日（金）・29日（土） 伊能大図フロア展（福島町　福島町総合体育館）

10月 10月上旬 農業農村整備パネル展

協会行事予定

平成29年度農業農村整備事業

優秀業者へ知事から感謝状
　道農政部は今年度優秀業者

27社を選定し、11月16日北海

道庁赤れんが庁舎において知事

感謝状贈呈式が行われました。

委託部門からは㈱田西設計コン

サル、パブリックコンサルタン

ト㈱、㈱北開測地、㈱みずほ栄

設計、㈱ルーラルエンジニア、

新栄コンサルタント㈱、㈱中神

土木設計事務所の7社が選ばれ、

小野塚修一部長から受賞各社の

代表者に感謝状が贈呈されまし

た。

　感謝状を手渡した小野塚部長

は「農業土木は営農者の対応や

農作物との調和など農業に対す

る知識が求められ「他の公共事

業とは異なる苦労がある」と労

をねぎらい、日頃の努力に敬意

を示した。また、16年の台風・

大雨災害に関し「復旧で人員確

保が厳しい中、積極的な事業参

画により順調に進んでいる」と

礼を述べ、来年には復旧を全て

終える見込みと報告した。

・新　㈱三幸ランドプランニング　　平成29年12月
　旧　㈱ランドプランニング

　　　㈱三幸測量設計社（非会員）

合　　併

㈱田西設計コンサル

パブリックコンサルタント㈱

㈱みずほ栄設計

新栄コンサルタント㈱

㈱北開測地

㈱ルーラルエンジニア

㈱中神土木設計事務所
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　晩秋のころ、知床で被写体を探
していると、時々、森の中から、
カーンカーンと乾いた木をたたく
ような音が聞こえてきます。動物
写真を撮り始めた頃は、特に気に
も留めずにいたのですが、あまり
にも近くの木立の中から聴こえて
くるので、カメラを担いで行って
みても、エゾ鹿が草を食べている
だけのありふれた光景で、特に変
わった様子でもなく、また元の場
所に引き返してヒグマの出て来る
のを待っている、と言った具合で
した。
　道路が閉鎖される前のある日、
ヒグマが頻繁に顔を出してくれる
獣道の傍で、カメラを構えて待っ
ていると、近くの林からカーンカー
ンと音がするので、不思議そうに
していると、隣にいたＦ氏が「おー　
やってる、やってる」と言うので、

何かと尋ねると、「暇だからエゾ
シカでも撮りに行かないか」との
返事で、車でそっと近づき、下り
ずに待っていると、雄鹿同士の格
闘が始まり、角同士がぶっつかり
合う音だと、初めて分かった。そ
れにしても本気で角と角と、体と
体がぶつかり合うとごい音がする
ものだと初めて知った。
　エゾ鹿は、普段は女系家族で生
活していて、晩秋のころハーレム
を作るためにオス同士が戦い、勝っ
たオスがメスのグループに入り繁
殖の時期を迎えることを初めて知っ
た。
　このオス同士の戦いも、晩秋の
ほんの２週間ほどの間の出来事で、
来年の６月頃には可愛いバンビが
姿を見せてくれることと思う。
　毎年繰り返される知床での一コ
マです。
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