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　ただ今、紹介いただきました、農政部技監の足

立でございます。

　本日は「北海道農業土木測量設計協会 平成30

年度通常総会」がこのように盛大に開催されるこ

とを心よりお祝い申し上げます。

　また、神会長をはじめ、お集まりの皆様方には、

日頃より、農業農村整備事業に係る調査、測量、

設計などを通じ、事業の推進にご尽力いただいて

いることに、厚くお礼申し上げます。

　また、先週、先々週と、胆振・日高、十勝管内

で会計検査院農林２課の実地検査が行われ、設計

に関する事項では大きな問題もなく、無事終える

ことができました。これも、会員企業の皆様の努

力の賜と考えております。改めて、御礼申し上げ

ます。また、検査に関する対応もして頂いたこと

と思います。どうもありがとうございました。

　昨年の本道農業は、６月上期の低温や９月の台

風上陸などの影響はあったものの、生産者や関係

者の皆様のご努力により、米をはじめとしたほと

んどの農産物が平年を上回る作柄となり、総じて

良好な年でございました。

　また、今年の春は４月中・下旬の好天でほ場の

乾燥が進み、各作物の生育及び農作業は順調に推

移しているところでございます。

　さて、一昨年の台風災害の復旧状況ですが、農

地災害の復旧工事を行う面積は、約500ヘクター

ルございまして、昨年度末現在で、94％の復旧

工事を完了したところでございます。残りにつき

ましても、すべての工事を発注済みであり、今年

の秋までには工事を完了し、今年中にすべての農

地で営農を再開できる予定になっています。

　また、農業用施設210カ所についても本年度中

に全て復旧できる見込みです。皆様方には、農地

や農業用施設の災害復旧に大変なご尽力を頂いた

ことを、この場を借りて感謝申し上げます。

　道農政部では一昨年の災害復旧の対応を検証し、

昨年11月に「農地・農業用施設の大規模自然災

害における危機管理マニュアル」を策定いたしま

した。

　このマニュアルは、大規模災害が発生した場合、

限られた人員の下で、道と市町村、土地改良区、

農協、土地連、そして北海道農業土木測量設計協

会などの関係機関、団体が連携して効率的・効果

的に復旧業務に取り組めるよう、「いつ」「だれが」「ど

のように」行動するべきかなどについて、とりま

とめたものです。大規模自然災害が発生した場合

は、貴協会の皆様や関係機関と連携・協力し、迅

速な復旧に取り組んで参りたいと考えております

ので、引き続きご協力をお願いいたします。

　次に農業農村整備予算の状況でございますが、

全国の平成30年度予算につきましては、農林水

産省全体の予算が若干減少する中、29年度補正

予算や非公共事業予算を含めた農業農村整備関係

予算は、29年度の5,772億円、これはＮＮ予算削

減の21年度と同額ですがこれを上回る、5,800億

円が計上され、過去10年の中で最大規模となり

ました。

　また、全国の公共事業全体の予算が前年度

比100.0％という中で、農業農村整備事業は、

104.1％と重点的に措置され、さらに北海道分に

つきましては、それを上回る104.5％の予算が措

置されたところ。

　この結果、農業農村整備事業補助分の30年度

予算は、近年最大規模になる見通しで、北海道が

国に要望していた９割以上の額を確保できる見込

みであり、地元要望に概ね応えられているのでは

講話

「農業農村整備を巡る
� 情勢について」
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ないかと考えております。

　現在、地域からは、担い手が将来に向けて安定

した営農を継続できるよう、農作業の効率化を図

るほ場の大区画化や、高収益作物の生産拡大に必

要な暗渠排水などの整備に対し多くの要望が寄せ

られております。

　こうした状況を踏まえまして、農業農村整備を

計画的に進めていくためには、予算総額の安定的

な確保が何より重要でありますことから、道とい

たしましては、必要な予算の確保に向けて、市町

村や関係団体とも連携を図りながら国に強く働き

かけてまいります。

　次ぎに本道農業を取り巻く情勢ですが、国内外

ともに大きく変化しております。

　国際情勢では、日ＥＵ・ＥＰＡ交渉が昨年12

月に妥結され、ＴＰＰ11については、承認案が

今月18日に衆院本会議で可決し、今国会の会期

末までに承認される見込みであり、経済のグロー

バル化が進んでおります。

　ＴＰＰ11及び日ＥＵ・ＥＰＡにおいては、国

家貿易制度、豚肉の差額関税制度といった基本制

度やセーフガード等の国境措置が確保される一方、

本道の重要品目である米、小麦、てん菜、馬鈴薯

などについては、関税の撤廃や削減などもされて

おり、本道農業や地域への影響が懸念されるとこ

ろでございます。

　道では、協定の発効により、関税率などは、段

階的に引き下げられ、長期にわたって対応が必要

となることから、本道への影響について継続的に

把握するとともに、今後とも本道農業が持続的に

発展し、その再生産が可能となるよう、必要な対

策を国に求めていくなど、万全の対策を講じてま

いる考えでございます。

　また、国内においては、新たな米政策改革が始

まり、30年産から行政による生産数量目標の配

分が廃止されるほか、主要農作物種子法の廃止や

生乳の流通制度の見直し、10月から収入保険制

度の加入申請が開始されるなど、幅広い農業改革

が進められております。

　また、土地改良関係では、昨年、農地中間管理

機構と連携した新事業の創設をはじめ、土地改良

事業の申請人要件の撤廃など、大きな土地改良法

の改正があったところであります。

　継続検討されていた土地改良区の組合員資格や

体制に関する土地改良法改正案は、今月18日に

衆議院本会議で可決されたところであり、参議院

での審議が整えば、法案が成立する運びとなって

おります。

　今回の改正は、農業農村をめぐる情勢の変化を

踏まえ、耕作者の意見が適切に反映される仕組み

や土地改良区の業務運営の適正化を図るための、

准組合員制度の創設、総代会の設置要件の緩和な

どの措置が講じられているところであります。

　このように国際化や国内農業改革が進む中、地

域においては、農家戸数の減少や高齢化の進行、

労働力の不足といった課題が深刻化しており、こ

うした様々な動きに対し、農業者からは、不安や

懸念など様々な声が寄せられているところです。

　一方、新十津川町や上川町における地場産の酒

米を使った日本酒の製造・販売、函館市でのフラ

ンスの老舗ワイナリーの農業参入、美瑛町や鶴居

村におけるインバウンドを取り込んだ農村ツーリ

ズムの推進、芽室町における行政と社会福祉法人

との連携による農福連携の展開など、全道各地に

おいて、新たな取り組みが芽生えております。

　また、今月９日には、ホクレン農業協同組合連

合会の石狩工場が国内２番目の中国向け輸出精米

工場に指定されるなど、輸出拡大に向けた動きも

ございます。

　道としてはこうした地域の動き、地域の声をし

っかりと把握し、本道農業が将来にわたり、食料

の安定供給や地域を支える基幹産業としての役割

をしっかりと果たしていけるよう、的確に対応す

る必要があると考えております。

　具体的には、生産基盤の整備や多様なニーズに

応じた新品種の開発、省力化などに向けた先端技

術の導入、後継者や新規参入者など多様な担い手

の育成・確保、さらには、地域資源を活かした６

次産業化や輸出の促進などを着実に推進してゆく

ことが重要であり、道としては、必要な施策や予

算の確保について、国に求めるとともに、道自ら

対応していく必要があると考えております。

　次ぎに委託業務をめぐる情勢についてですが、

昨年度の調査設計委託業務は、一昨年度が補正予

算の関係などで予算が増加したこと等から、対前

年比８割となり皆様に大変なご心配とご苦労をお

かけしたところでございますが、本年度、30年

度の調査・設計等の委託業務は、28年度並に回
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復する見込みとなっております。

　補正予算など、不透明な中で、地元要望に対応

するための工事費を確保しながらも、安定した調

査設計のストックを確保することが、必要である

と考えております。

　今後も、工事と委託の適正な量、バランスに配

慮しながら、年度間で大きな増減が出ないよう、

しっかり対応していきたいと考えています。

　また、委託業務技術者単価につきましては３月

以降に契約を締結した業務から、新単価を適用し

ているところであり、昨年と比較すると、平均

2.9％の増となっています。

　また、近年の賃金動向を比較した場合、５年前

の25年度と比較しすると、平均23.0％の増とな

っており、今後も適切な賃金単価の設計単価への

反映に努めてまいります。

　また、現場で発生した諸問題に迅速に対応する

ため、受注者からの質問を「その日のうちに回答

する。」ことを目指した、ワンデーレスポンスの

取り組みについては、28年度から試行しており

ますが、昨年度試行した全88件の委託業務のア

ンケート調査結果では、６割以上の業務で、その

日のうちに回答をしており、翌日までには全ての

業務について、回答することができておりました。

　受注者の皆様方からも、取組の有効性を認めて

いただいているところであり、本年度も、引き続

き対象業務数を拡大し、取り組んでいくとともに、

試行の状況を踏まえ、31年度の標準仕様化に向け、

検討を進めていく考えでございます

　さて、今年は、北海道と命名されてから150年

という節目の年でございます。この間、本道の農

業は、多くの先人たちが厳しい自然条件など、幾

多の困難を乗り越え、今日では、我が国における

食料の安定供給を担うとともに、地域の経済や雇

用を支える基幹産業として、大変重要な役割を果

たしており、このような先人が築き上げてきた、

かけがいのない本道の農業・農村を次の世代に着

実につなげていかなければなりません。

　このため、道としては、国際化の進展や農業従

事者の高齢化など、時代の変化や直面する課題に

しっかり向き合い、本道農業・農村が持続的な発

展していくために、農業の競争力強化、災害に強

い、そして活力ある農村づくりに向け積極的に取

り組んで参りたいと考えています。

　土地改良がなければ、今の北海道農業はなかっ

たでしょうし、今後も時代、時代に応じた整備を

進めて行く必要がありますので、皆様方の役割は

今後益々高まっていくものと考えておりますので、

ＩＣＴ技術の活用など、更なる技術力の向上に努

めて頂きますよう、よろしくお願いいたします。

　結びになりますが、北海道農業土木測量設計協

会そして会員企業の益々のご発展と、本日ご参会

の皆様のご健勝を祈念申し上げまして、簡単では

ございますが、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30年度　通常総会
　平成30年度の通常総会が５月29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 足

立一郎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、出席理事の中から天満正博

理事、山﨑俊彦理事を指名し、議案の審議に入った。

　まず、報告事項①平成30年度事業計画及び収入支出

補正予算について、②技術者資格取得支援助成事業につ

いて、③会員の合併・社名変更について、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29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、総会は終了した。
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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　薄
すすき

　　　正
まさ

　士
し

　　　　　　　　

　2047年７月12日、金曜日。午後６時半。

　「まったく！いつまで降るのよ！」雨の叩き付

ける窓を睨みながらミキは吐き捨てた。まだ日暮

れには時間はあるのだが、ぶ厚い雨雲に覆われた

空は暗く、狂ったように雨を降らせている。

　明日の土曜日はミキの十八回目の誕生日だ。「昨

日学校から帰るまでは、いい天気だったのに…明

日は晴れるのかな…？」

　テレビの天気予報を見そびれたのだ。

＊　　　＊　　　＊　　　＊

　ミキの住む町は、北海道にある新興住宅地だ。

隣接する大都市からは、電車で二駅。だが、周囲

はほ場に囲まれている。ここ数年で大きな会社が

何社も立上り、活気を帯びて来た。ミキの通う学

校は、大都市にあり、通学列車はこの社員の子供

たちで、結構混雑している。ミキと逆方向の電車

は、大都市に住む人達が、大挙してこちらの町に

向かっている。ミキの町が大きくなったのは、そ

の社員たちが、徐々にミキの町に家を持つように

なったからだ。田園回帰と言うらしい。この会社

は、農業法人とか言う会社で、農業が主たる業務

だ。社員たちはそこで、作物センサーの値のチェッ

クや機械の整備、施設のメンテナンス等をやって

いて、『畑や会社には毎日は行かないヨ』、と父に

聞いた事がある。父は土地改良区の技師長を勤め

ている。だから、農業のことは随分と詳しく、作

物の生育状況、収穫の時期は勿論、道路や川の事、

この町の作り方まで、実に色々な話を知っている。

ミキも子供のころから両親の話を何となく聞いて

育った。話の内容は理解できなかったが、どうや

ら建築士の母と仕事の話をしているらしい事は

解った。

＊　　　＊　　　＊　　　＊

　昨日もおとといも、ミキは母方の祖父母の暮ら

す老人介護住宅に遊びに行っていた。祖父母の住

宅は、この町の外縁部で、ほ場に近いところにあ

る。大きな建物が何棟も建っており、沢山の人た

ちが暮らしている。祖父母とのおしゃべりは、昔

話が多いけれども、ミキの生きる時代と違って、

ゆったりとした話が多いように思える。色々な失

敗談を面白おかしく聞けるのも楽しい。話が盛り

上がってしまい、夕方の天気予報を見そびれたの

だ。今日は雨がひどいから、真直ぐ帰宅して、両

親の不在を良いことに、音楽ソフトをむさぼる様

に見ていた。だが、稲光が窓を照らしたため、何

となく興ざめした。

　まったく最近の天気予報の精度はすばらしい。

24時間前には、雨の降る時間帯や降雨量まで、

実に正確に予測してくれる。過去の干ばつや大雨

など、天気が極端化する中で、気候変動を考慮し

た予測が可能となったと数年前にテレビで見た。

　おととい帰宅した時の夕食の場で、父と母が「明

日と明後日は、要注意」と言っていたのは、この

事だったのネ。遅まきながらミキは気がついた。

＊　　　＊　　　＊　　　＊

　「ネットに聞いてみよう。メビウス！」と、ちょっ

と強めの口調で言った後、「今日の天気は？」と

続けた。「19時30分マデノ、24時間降雨量ハ、

240ミリ」とのこと。「それ以後ハ、雨ハ止ミマ

ス…」家庭用のＡＩ『メビウス』が答えた。「７

時半には止むのネ。…よかった。」

　ミキはこの町が気に入っている。友達も多いし、

買い物も便利だ。祖父母の住宅の近くにも病院や

スーパーがあるし、プロが試合する野球場や、サッ

カー場などのスポーツ施設も充実している。何よ

り、家の二階の窓から見える広大な畑は、季節に

応じて様々な様子を見せてくれる。大型のトラク

ターが24時間、整然と動き回り、植え付けから

　株式会社ルーラルエンジニア　技術部門部長　薄　正士様が全国農村振興技術連盟 創設70周年記

念論文に応募し、見事、特別賞を受賞されました。おめでとうございます。

　薄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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収穫まで行うのだが、その間に、色とりどりの花

を咲かせる。土の匂いと花の香りが風に乗ってく

るのも好きだ。そう言えば、昔はトラクターに人

が乗って操縦していたらしい。今では完全に無人

化していて、収穫した後も工場まで運び、これま

た全自動で洗浄から品質チェックや選別まで行っ

ている。しかも、静かだ。全て電気と水素のハイ

ブリッドだ。

　「農業ってラクなのかしら？」以前、素朴に疑

問に思ったことを父に聞いたことがあった。父は

笑って、「それでも、なかなか大変なんだヨ。結局、

僕たちが食べる食べ物を作っているんだから、安

全・安心でなければならないんだ。そのためには、

色々なリスクを排除しなければならない。機械の

メンテナンスや、収穫適期の見定めなど、データ

を分析することも大事だし、それに…」私の何気

ない一言が、父の職業人のスイッチを入れてしまっ

たようだ。母と目が合うと、母も笑って、

　「そうよ。お父さんの仕事って、とっても大事

なのよ。だって、この町のどこに、どんなパイプ

や川があるのか、どんな状態なのか、それにどれ

位の雨なら災害にならないかとか、作物の生育状

況とか色んな事を管理しているんだから。」あら

あら、母のスイッチも入っちゃった。

　「私の会社の住宅建設も、お父さん達と連携して、

宅地造成などをやっているのヨ。ねぇ、お父さん。」

母はこう見えて、小さな建築会社の社長だ。

　「そうだね。お父さんは、作物を作らないけど、

作物を作る環境を整えているんだ。ミキのおじい

ちゃんの時代には、測量や設計が大変だったよう

だが、今は衛星からの画像データの精度が上がっ

て、測量も設計も３Ｄで格段に早くできるように

なった。でも現地に適した使いやすい設計を行う

ことも大事なんだ。ＡＩが行った設計は、まだ、

不十分な箇所があるからね。」

　「ハイハイ、解りました。じゃ、勉強してきま

～す。」長い話になりそうだったのを、何とか切

り抜けた。そんな事を思い出しながら、止む気配

の無い雨を見ていた。

＊　　　＊　　　＊　　　＊

　時刻は７時。「お父さんもお母さんも大丈夫か

しら。」そう思った時、父の車が玄関に着くのが

見えた。

　「おッ、一人お帰りねッ。」

　でも、意外だ。母よりの父の方が早いことは珍

しい。逆に母のことが、一層心配になった。

　「お父さん、お帰り。大丈夫？」「ただいま。ホ

ウ、心配していただけるとはありがたいね。」

　「何言ってるの。それより、お母さんがまだ帰っ

てないのよね。」

　一瞬、父の顔が曇った。

　「そのようだね。車が無い。」

　「お母さん、何処に行ったの？事務所じゃないの？」

　「午前中に、建築中の現場の様子を見に行くと

連絡があったけどね…連絡してみよう。」母は、

現場に行っていたのだ。いつも自宅や事務所勤務

が多いから、まさかこんな雨の日に現場に行くと

は思っても見なかった。

　「変だな。モバイル端末に応答しない。」

　「え～。どうして？」

　「判らないよ。もう少しで雨が上がるし、現場

の場所も知っているから、見に行ってみるかな。」

　「私も一緒に行くワ。」

　「フフ、そうか判った。」

　「ねぇ、お父さんも仕事で現場に行ったの？」

　「ああ、今朝一番で、頭首工の水位計を調整し

に行ったよ。昨日の夜、雨が降り始めた頃から、

感度が悪くなっていた様なので、川の水位が上が

る前に点検したんだ。事務所に戻ってからは、今

回の雨による影響をシミュレーションして、安全

を確認していた。その後から、ものすごい雨になっ

たので、早く行っておいて良かった。全く予報ど

おりだよ。線状降水帯は、台風くらい恐ろしい。」

　「大変ね。」「やれやれだ。」

　父の話しぶりに、少しホッとしたが、ミキの屈

託は晴れなかった。父の着替えの間、持て余し気

味に空を見ていたミキが「あ、雨が止んだワ。す

ごい。７時半ぴったり。じゃ、お母さんの所に行

こうよ。」と言った。

　「よし、行こう。でも、ミキ。雨が止んだから

と言って、すぐに安全になるわけじゃないんだ。

川の水位は、雨が止んでも上がり続ける。上流か

ら沢山の雨が集まってくるからさ。だけど、お父

さんやコンサルタントの人達が、今まで時間を掛

けて、堤防の整備や排水路、道路の整備をしてき

たから、この町は安心という訳だ。まだまだ手付

かずの村や町があるから、そういう所では、慎重

に対応しなければいけないよ。」ミキの肩に置か

れた父の手は、優しく、頼もしかった。

　「何度かお母さんに連絡しているんだが、応答

が無い。端末は持って行ってるよね？」

　「うん。そのはずヨ。」

　「メビウス。ミキと一緒にお母さんを迎えに行

くから、留守番を頼んだよ。」
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　「了解シマシタ。留守番モードニ、切替えマス。」

　玄関を出て、車に乗り込んだ父は、今度は車の

中で、「自動運転モードに切り替え。目的地。○

○町３丁目の東の角。」と言った。

　「ピッ」という音と共に車が起動し、カーナビ

が目的地を捉え、動き出す。

　「お父さん。さっき言っていた線状降水帯って？」

雨は上がっているが、まだ空が暗く、すっかり夜

の装いだ。父は周囲の様子に気を配っている。人

通りはほとんど無い。さすがにこんな天気の日に

は、家で家族と一緒に晩酌が一番だな、と思いな

がらミキの問いに答えた。

　「30年程前から頻繁に見られるようになったんだ。

こいつのせいで、降雨量は記録更新続きなんだ。

同じ場所にしつこく大量の雨を降らせる。川の氾

濫が起きて、人的な被害も出た。勿論、農地にも

被害が出ていて、その度に作物の収量が落ちた。

お父さん達は、農村振興技術者として、様々な研

究結果や技術、失敗事例までも駆使し、『安心で

住みやすい農村』『安全な食糧』を作ろうと努力

してきた。今でも『大自然』には勝てないことも

多いけど、上手く付き合って行こうとしていると

ころさ。」

　「ふーん。何だか大変ね。」

　「ああ。でも危険なところには行かない。今は、

衛星や無人の機械が大部分を補ってくれている。

慌てず、騒がず、でも、着実に技術は進歩してい

るよ。」

　「そっか、だからこの町も人口が増えているの？」

　「うん。農業法人が立上り、メガファームが沢

山できた。その中では稲作、畑作、酪農を行い、

しかも、糞尿の活用や、水力・風力を使ってエネ

ルギーも自給自足するところさ。ハウス団地もあ

るから、通作も出来る。勿論、積雪寒冷地仕様だ。

雪冷房もある。そこへ農業の社員達だけじゃなく、

農業に関係の無い人も住む様になったんだ。緑や

川、色んな魚や昆虫などが住んでいる自然の空間

を求めてね。」

　「あら。じゃあ、私もその一人。何か、ここの

風景って落ち着くのよね。」父の横顔がニヤリと笑っ

た時、車が減速し、停止した。

　「どうしたのかしら。」とミキ。

　「街路樹が倒れて道が塞がっている。」「ホントだ！」

　「さっきの雨のせいかな。昨日はお母さんが通っ

ているはずだからね。」次の瞬間、父は車を降り

ていた。慎重に周りを見渡して、再び車に戻り、

ハッチバックを開け懐中電灯を取りだした。周り

を照らしてから車に戻った父は、

　「大丈夫、もともと傷んでいた所から折れただ

けのようだ。巻き込まれた人もいないようだしね。

しかし、車は通れないから、迂回しよう。役場と

警察にも連絡しなければ。」と言った。

　父は冷静に、「迂回路検索。」と言うと、「ピッ」

という音がしてカーナビの予定進路が切り替わっ

た。続いて「役場と警察のＨＰの障害物連絡ペー

ジにアクセス。現在地データを入力。」で、たち

まちフォーマットに入力完了した。

　本当に北海道の殖民区画は、素晴しい。迂回路

を見つけるのは、子供でも出来る。広大な大地に

グリッドパターンを形成したのは、開拓しやすかっ

たからかもしれないが、おかげで、その後の開発

も整然と出来た。散居型の住宅は、行政サービス

を考えると、集居型に成らざるを得なかったが、

これも農地の集積には功を奏した。とにかく北海

道のようなスケールメリットを生かした農業は、

日本の財産だと思う。少子高齢化が進み、どの産

業も人材不足だ。行政サービスや産業システムが

機能不全となる中、この町を魅力ある町にしたい

と思った。農業を基幹産業としつつも、農業に縁

の無い人たちにも親しみやすさを持ってもらう。

外国人労働者が沢山入り、日本が日本らしくある

ことが、当たり前ではない時代に、先人の築いた

風土や文化を守りつつ、新たなコミュニティを形

成する。それを思ってこの町に住み、あっという

間に25年程が過ぎた。『少しは役に立てたのかな？』

50歳を目前に、時々振り返ることがある。

　「この町の人口が増えたのは、それだけじゃな

いよ…。」と心の中で呟いた。

＊　　　＊　　　＊　　　＊

　その時、突然、カーナビから、

　「自宅ニ電話ガ入リマシタ。転送シテヨロシイ

デスカ？」とメビウスの声が聞こえた。

　「誰から？」とミキが聞いた。

　「電話番号ハ、オジイ様ノ自宅ノ番号デス。声

紋ハ、オ母様ト一致シマス。」「いいワ。つないで。

モシモシ？」「アラ。ミキも一緒なの？お父さんは？」

と、お母さんの声が聞こえた。

　「お母さん！どうしたの？大丈夫？端末に応答

してくれないから心配で、今、お父さんと一緒に、

お母さんの現場に行くところよ。」

　「あら、そうなの。ゴメンネ。でも私、今、現

場に居ないの。おじいちゃんの家に居るのよ。」

　「エ～っ！？」車中の２人は顔を見合わせた。

＊　　　＊　　　＊　　　＊
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　それから20分ほどで祖父母の住宅に着くと、

母と祖父母が笑いながら出迎えてくれた。

　「雨の中、ご苦労様です。」とおじいちゃん。母

が

　「雨はもう上がってるわヨ。」と横槍を入れる。

　「いやあ、ご無沙汰してすみません。」と父が答

える。

　「いやいや、あなたはお忙しいから大変でしょう？

毎日の様にミキに来てもらって、楽しくやってま

すよ。」

　「お母さん、どうして端末に応答してくれなかっ

たの？」とミキ。

　「そうそう。雨の中で現場を巡回している時に、

手を滑らせて落っことしたの。当たり所が悪かっ

たみたいで、端末壊れちゃった。」

　「モゥ～、何やってんの！それで？」「それから、

現場が終わったので、おじいちゃんたちの顔を見

に来たって訳。」

　「お母さんの車、どうしたの？」

　「それがネ、雨がひどかったでしょ？あの中をゆっ

くりモードで走ったんだけど、エンジンに水が入っ

ちゃったかも。ここに着いたとたん、電気系統が

ダウンしちゃったの。」と母が答えた。続けて、

　「ホントにツイてないのよ。それで、おじいちゃ

んの家からお父さんの端末に電話したら、出ない

じゃない？だから家に電話したら、今度はメビウ

スが『留守番モード』だって。」

　「えっ？俺に電話？」

　「そうよ。電話したわよ！」

　「あれ、端末が無い。」

　父が慌ててポケットを探るが、無い。車の中に

も見当たらない。

　「そうか…自宅で洗面所に行って顔を洗った時、

財布と免許証に気を取られて…不携帯、申し訳な

い。」

　「まったく。似たもの夫婦なんだから！」ミキ

の鋭い一言で爆笑になった。

　「端末と車。大損害よ。でも建築中の家は大丈

夫だったから、良かったワ。」

　「申し訳ない。端末データは？」

　「大丈夫。全部クラウドだから。あれは只の入

口の役割だけよ。」

　「そうだったね。」夫婦のやり取りを微笑で見て

いた祖父が、

　「ところで、ミキちゃん。明日は楽しみだね。」

と言った。

　母が慌てて、

　「あら、だめよ。おじいちゃん、内緒なんだから。」

　「え、何？内緒？」とミキ。

　「もぅ、ばれちゃったわネ。」

　ミキ以外の四人は、クスッと笑って、母が言っ

た。

　「え～っと、誰かさんの誕生日だなんてことは

無いわよネ？そうそう、この町のお祭りよね。花

火大会もあるし。」

　「ヒッドイ。意地悪。」

　「うそうそ。ちゃんと覚えているわよ。ねぇ、

お父さん。」

　「ああ、明日は新しく出来たレストランを予約

しておいた。この町で取れた食材で料理をする、

農業法人の直営店だよ。その会社に勤める人が、

交代で接客や、野菜の直売もやっているんだって。」

　「ホント？行って見たかったの。ラッキー。」

　「ところでお父さん、すごい雨だったけど、被

害は出なかったの？」と母が尋ねた。

　「そうそう、私も心配していたんだよ。災害レ

ベルの降雨量でしたね。」おじいちゃんも、技術

者の血が騒いだようだ。

　「ええ。大丈夫。シミュレーションどおりでした。

もともとこの町の開発計画が出た時から、事前に

対策を兼ねて造成していたので、水利施設も、道

路やほ場も何の被害も出ていません。」

　「そう、よかったわ。じゃあ、おじいちゃん、

あばあちゃん。また明日。迎えに来るわね。」母

の一声をきっかけに、今日の所は母の車をおじい

ちゃんの家に停めて解散となった。

＊　　　＊　　　＊　　　＊

　車が家に着き、玄関に入ると、メビウスの声が、

迎えてくれた。

　「オ帰リナサイマセ。ぱすたそーすヲ作ッテオ

キマシタ。ぱすたヲ茹デレバ完成デス。留守番モー

ドヲ解除シマスカ？」

　「留守番モードを解除して。でもパスタも茹で

て頂戴。私も疲れちゃったワ。」と母が言った。

　「メビウス。サラダも付けといてね。」ミキが得

意げにメビウスに命じた。

　祖父母も、あの住宅で生き生きと暮らしている。

『おじいちゃん、相変わらず技術者だったな。』と

思った。そして、

　「やっぱりこの町、好きだナ。」

　ミキは呟いた。 （終）
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　弊社は、昭和41年農業政策の指標となる「土地改良長期計画」が策定さ

れた同年に「㈱香島測量設計事務所」として用地測量を主業務に創業し、今

日まで多くの皆様のご支援・ご指導を頂き51周年を迎えることができました。

　設立当時の「土地改良事業」は、自立農家の育成及び生産性の向上をめざ

した「圃場整備事業」、生産物の流通促進に向けた「農免農道整備事業」、生

産基盤と生活環境の整備を目的とした「農村総合整備モデル事業」などが展

開されていました。その後、国際水準の食料基地をめざすとして「第３期北

海道総合開発計画」が策定され、北海道全体で事業展開が図られたことから、

従前の用地測量から多様な調査設計業務への対応が主業務へと移行すること

といたしました。結果、札幌周辺の業務から、北海道全体の水田・畑・酪農

地帯が業務の対象地域となり、職員体制の確立や各地帯・地域が求める要望

に対応して行くために自社の環境整備が急務と考え、昭和63年豊平区に現

社屋を移し事務部門、技術部門の強化し種々の要望に応えるべくインフラ整

備を行うとともに「㈱香島測量設計」と社名を変更、更に平成11年調査設

計業務の増、市町村からの地域開発構想の依頼など多様なニ－ズにより「㈱

香島コンサルタント」と再度社名の変更を行い現在に至っております。

　「農業基盤整備事業」から「農業農村整備事業」「担い手育成事業」、“ハー

ドとソフトの融合”“人間と自然の共生”“生産基盤と農業者を含めた地域住

民のための農村整備”“近代化に向けた圃場の大区画化”“ストックマネジメ

ント”など柔軟かつ種々の要求に対応できる技術力・行動力が求められるな

株
式
会
社�

香
島
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

代
表
取
締
役
　
香
島
　
満
也

か、職員育成として、施策の展開における新たな指針、従来の指針・構造令・示方書などの改定、日進月

歩する新技術・新手法の導入などへ対応するために各種研修受講への奨励や資格取得への助成など職員の

育成に心がけ、調査設計業務の成果品の品質管理として平成13年ＩＳＯ認証を取得し、経営方針には“顧

客満足度の向上”を掲げ“Ｐ．Ｄ．Ｃ．Ａ”の確立を図っております。

　北海道農業は、「農家戸数の減少等への対応」として農地の集約や大区画化、「異常気象」の多発による

農作物、農地、施設被害の多発、「更新期を迎える施設」など様々な事象・事変への対応が求められよう

とするなか、社としてそれらに対応可能な柔軟性のある技術力及び行動力を備えるために精進して行く所

存でございます。合わせて、協会員として微力ではありますが協調・協働できる一員と認めて頂くために

は、協会はじめ協会員皆様のご指導・ご鞭撻なくしてなし得ないと思っております。今後とも何卒宜しく

お願い致します。

　おわりに、協会並びに協会員皆様方の益々のご発展をご祈念申し上げ会社紹介とさせて頂きます。
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　弊社は、現会長の菊地勇が営林署の職員から、測量、土木設計、不動産登

記を生業とする菊地測量社として昭和47年に創業し、まもなく半世紀にな

ろうかというところまで来ることができました。時代は高度経済成長期から

現在の経済熟成期への変遷で業務への取り組み方、技術、志向など大きく変

わってきました。社会基盤整備という言葉１つをとっても「新設」から「維

持」という意味合いが強くなり、こうした時代の変化に遅れまいと必死に取

り組み、歩んできた半世紀だと思います。

　現在、「ほ場整備」や「用地測量」「道路設計」を主力事業におきながら橋

梁 点 検 な ど の イ ン フ ラ 維 持 業 務 に も 取 り 組 ん で い ま す。ま た、

iConstruction に向けた動きを注視しながら関連事業への対応を念頭に

UAV を用いた調査、３ＤＣＡＤへの落とし込み、これら技術の農業基盤整

備への展開などにつなげられるように取り組みを模索しているところです。

しかし弊社も御多分に漏れず若手技術者の獲得に苦慮しております。やはり

新しい技術に取り組むことを含めて若手技術者の育成は喫緊の課題となって

おり、こうした状況の改善に社内での議論を深めている最中です。

菊
地
技
術
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
菊
地
　
教
之 はじめに

　一昨年、度重なる台風の上陸で十勝も大きな災害を被りました。なぜか全

国的にはあまり大きく取り上げられることがなかったのですが、本当に甚大

な被害でした。地域の企業が一丸となって復旧に取り組むのは勿論ですが、

農土測協の迅速な対応で会員企業の皆様にご助力いただき早期の復旧につな

がりました。農土測協・会員皆様に心より感謝申し上げます。

　さて、この災害復旧の対応に取り組むに当たり自社の力不足を痛感するこ

とになりました。職員は全力で対応してくれたのですが、設備・人材・処理

能力、全てにおいて貢献できたとは言い難く今でも悔しさが残ります。職員

も同様で、この経験を忘れることなく全てにパワーアップを図れるよう前を

向いて取り組んでおります。

台風禍

　はじめにも書きましたが半世紀という長い期間にわたり会社を続けてこられたことは地域の皆様、関係

各位の格別のご配慮によるものと思っております。

　皆様への感謝を忘れることなく、「クライアントのよき相談者」となれるよう技術の研鑽に努め地域の

社会基盤整備の一助となることを目指してまいります。今後とも叱咤激励いただけますようお願い致しま

す。

おわりに
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　私は、普通高校卒業後に測量設計コンサルタント会社へ入社し、測量技術者として２年間勤務しました。

今後とも測量の仕事を続けたいと考え、資格習得を考えていた所、社長より企業委託生として札幌工科専

門学校への進学のお話があり、喜んで入学いたしました。

　私の入学した測量情報科は８人という少人数で、実習は環境土木工学科の生徒と合同で行われました。

　実習内容は水準測量及び TS 測量作業であり、測量会社勤務の経験がある私は班長の役割を与えられま

したが、私の力量不足でうまくいかない所もあり、先生方の御指導や他班の協力により、なんとか実習を

終えることができたことを感謝しております。

　また、学習以外にも学校祭、体育祭などの行事もあり、他学科の人たちと交流を深めることができ、有

意義な学生生活を終えることができました。

　学生生活は１年という短期間ではありましたが、その間学んだ測量の基礎知識を今後の仕事につなげる

とともに学校で出会った友人関係も大切にしたいと考えています。

　学校を卒業してから１年以上が経過しましたが、就学以前よりも仕事に対する責任感や、測量業務の大

切さを感じながら仕事に臨んでいます。

　また、現場で業務を行うにあたっては、授業や実習で教えていただいたことを思い出しながら、自身の

技術向上を図り、今後更に仕事を正確かつ効率的にできる技術者を目指したいと考えています。

　最後に、入学にあたって支援してくれた会社、及び北海道農業土木測量設計協会に感謝申し上げます。

「資格習得から現在の仕事について」

株式会社 三幸ランドプランニング　

小　林　泰　久
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お
知
ら
せ ・㈱創生コンサルタント　　　　　　平成30年１月 代表取締役会長 米　田　栄　明

      代表取締役社長 藤　田　丈　秀

・㈲旭東測量設計社　　　　　　　　平成30年２月 代表取締役 小田島　泰　子

・㈱イーエス総合研究所　　　　　　平成30年４月 代表取締役会長 常　松　　　哲

      代表取締役社長 伊　藤　幸　一

・内外エンジニアリング北海道㈱　　平成30年５月 代表取締役社長 越　野　寿　一

平成30年度

9月 28日（金）・29日（土） 伊能大図フロア展（福島町 総合体育館）

10月

13日（土） 農業農村整備パネル展

上旬 現地研修会

下旬 中間監査

11月 上旬 第３回 業務推進委員会

１月
９日（水） 第３回 理事会（ポールスター札幌）

中旬～ 各地域懇談会

２月 中旬 第４回 業務推進委員会

会員の人事動静

協会行事予定

・㈲旭東測量設計社　　　　　　　　　代表取締役社長　　小田島　有　司　様（75歳）

　没　平成30年１月23日

　ご冥福をお祈りいたします

・内外エンジニアリング北海道㈱　　　代表取締役社長　　三　上　愼　吾　様（64歳）

　没　平成30年５月１日

　ご冥福をお祈りいたします

おくやみ 　



　４月になり雪が解けると、鳥た
ちはいっせいに巣作りを始め、５
月ともなれば可愛い雛の誕生を迎
えます。三笠市で毎年雛を育てて
いるエゾフクロウにとっても例外
ではなく、５月末から６月初めに
かけて、雛の巣立ちを迎えます。
　５月末に近くを通った時に、「も
うそろそろフクロウの巣立ちかな」
と思い、立ち寄ったところ、数人
のカメラマンが、今か今かと巣立
ちを迎える雛の愛らしい姿をカメ
ラに収めようと、望遠レンズを巣
穴に向けて待っていたので、「ま
だですか?」と声をかけたが、「そ
ろそろだと思うのだが」との返事
が返ってきた。
　２週間ほどして再度立ち寄った
時は、「三羽が巣立ったよ」との
ことで、望遠レンズを向けている

方向を探すと三羽のひなが確認で
きた。家に帰りさっそく撮影の準
備をして、仕事が休みとなる土曜
日に出かけたが、雛はあちらこち
らの樹の上でバラバラに止まって
いるではないか。しばらくすると、
そのうちの一羽が動く気配をした
ので、待っていると、近くに止ま
っているもう一羽の方に向かって
いる。二羽が並び、そろって目を
開けるや否や、一斉にシャッター
音といった具合で、私も青空を背
景にして、数枚の可愛い姿を収め
ることが出来た。
　それにしても、この日は土曜日
だったせいか、40人程が撮影に
来ていた。関東や関西のナンバー
の車もあり、人気の高さがうかが
える撮影場所となっている。

撮
影
秘
話

飯
田
　
直
男
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