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　今回紹介する鳥は「アオバズク」

と言うフクロウの仲間で、「森が

青葉の季節になる頃に、南の国か

ら渡ってくる」ので、このような

名前が付いたと言われています。

　例年の春だと、北海道は本州に

比べて寒いので、この鳥が津軽海

峡を越えて渡ってくることはない

のですが、近年は春先の暖かさに

誘われて、北海道まで渡ってきて

いるようです。

　北海道に渡ってきてから抱卵・

子育てになることから、他の鳥が

６月頃には巣立つのに比べ、アオ

バズクの巣立ちは夏の暑さを迎え

る頃の遅い巣立ちとなります。

　大きさは北海道でよく見られる

エゾフクロウよりも一回り小柄な

体格をしています。

　ここの管理人の方から、「２羽

が巣立ったから来ないか」との電

話をもらったので、急いで行って

みると、２羽の雛が比較的に低い

枝に止まっていて、数人の知り合

いと並んで撮ることができた。翌

日も行ってみると、「今朝もう１

羽出たよ」とのことで、少し高い

枝に親鳥と３羽の雛が確認できた。

　雛が全部巣立つと、親鳥は雛を

葉や枝の多く茂った場所に連れて

行くので、雛が揃った状態は、巣

立った直後の数日しか撮ることが

出来ず、３日目に行ってみると、

高い木の幹の陰や葉の陰にばらば

らに止まっていて、写真を撮れる

状態になく、３日目で撮影を断念

せざるを得なくなりました。

　今回紹介するのは、巣立ち後２

日目に撮影したものです。
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寄　稿

　新型コロナウィルスで大変な折ですが、東京では７月に都知事選が行われます。本誌が発行さ

れる頃にはすっかり結果が出ておりますが、感染者数が増えた減ったの会見や、東京アラートな

どの造語で毎日メディアに露出している現職有利が、本稿執筆時点での世間の見方です。

　前回の総選挙から10月で３年になります。昨年来そろそろ衆議院の解散か、といった噂が、週

刊誌等で囁かれてきました。オリンピックが終了してからすぐではないか、そんな予想が真実味

を帯びてきたところ、コロナで五輪延期。延期したところで１年後、本当に開催できるのか。と

かいってるうちに、衆議院の任期満了も近付いてきます。

　私は平成28年から４年間、札幌市中央区選挙管理委員を務めました。今年３月で任期を終え、

５月からは札幌市中央区明るい選挙推進協会の会長を拝命しております。当協会会員の皆様は、

特定候補とのつながりや、業界をあげての候補者応援を通じて、選挙については精通されている

ことでしょう。いわば立候補させ、当選させるための選挙です。私が関わった選挙は投票を促し、

開票作業に責任を持つものでした。

選管の選ばれ方

　区選管委員は公務員を除く市民の中から、札幌市議会で選ばれます。市議の先生方から投票さ

れて決まります。選管の候補にあがるのは、自薦よりも他薦が主です。私の場合は、高校の先輩

が市議在職中、お手伝いしたご縁で、声をかけてもらいました。

　市議会で掛けられる投票では、私はトップ当選でした。当選すると、市議会議長名で「当選証

書」をもらいます。区選管は定員４名です。最初の委員会で、委員長を委員の互選で決めます。

協会や団体の会長を選ぶのによくある出来レースかと思いきや、いきなり初対面の４名で話し合

って決めなさい、と。事務局である区役所職員たちも席を外します。まるでローマ教皇を選ぶコ

ンクラーヴェのように、決まるまで帰れません。私はトップ当選ということで積極的に委員長を

引き受けることもできたのですが、いかんせん47歳は飛びぬけて若輩。しかも現役で働いている

のは私だけ。ほかの３名は二回りも三回りも年上です。人生の先輩にお譲りし、最年長者にお願

いすることで落ち着きました。

　選管委員には、委員会出席や開票作業立ち合いなどで日当が支払われます。かつては休んでい

ても給料が出ていました。休むひとが多かったのか、批判が高まり、働かなければ報酬が得られ

ない仕組みになりました。

選管の仕事

　月１回、定例委員会が招集されます。中央区選管は、区役所横の分庁舎６階の選管会議室に集

まります。毎月の議案は、選挙人名簿登録の抹消です。転出して４ヶ月経つか死亡すると、直近

の委員会で名簿から消されます。３の倍数月（３月・６月・９月・12月）には、これに加えて選
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明るい選挙のために
� 北海航測株式会社　代表取締役社長　矢　橋　潤一郎
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挙人名簿の登録があります。転入して３

ヶ月経つか、投票できる年齢に達すると、

３ヶ月ごとにまとめて登録するわけです。

任期中に公職選挙法が改正され、３の倍

数月の登録は毎月１日に行うことになり

ました。そのため、それまで任意の日の

午前中に開催できた委員会が、３の倍数

月に限っては１日の、区役所窓口が閉め

られたあとに原則、開かれることになり

ました。１日が土日や祝祭日だと、月曜

　かつては選管が選挙に巻き込まれる事

件もありました。札幌では、選管委員長

が特定候補のポスターを自宅の窓に貼っ

たとかで咎められた事例があったくらい

ですが、青森では選管委員長を候補者応

援陣営が拉致監禁する事件がありました

（杉本仁「民俗選挙のゆくえ」）。山梨の「甲

州選挙」、奄美の「保徳戦争」も有名です。

熱くなり過ぎて公選法を超えて、ひとの

命さえ危うくなる選挙は、さすがに最近

は減りました。ウグイス嬢にいくら払っ

たかとかが問題になることはあります。

　任期中には選挙権を18歳からに引き下げたり、第二期日前投票所を初めて設けたりなど、選管

にとっては大きな改革がありました。18歳への引き下げは法律の問題ですが、期日前投票所につ

いては各区選管の判断です。どこに設置するか、運営はどうするか。実際に苦労するのは選管事

務局の職員ですが、責任は選管が負います。幸いクレームが直接委員会に届くことはありません

でした。が、委員会の議事にかからないだけで、ご意見としては区役所に寄せられたものもあっ

たことでしょう。桑園のイオンに構えた期日前投票所は、おかげさまで好評でした。円山小学校
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日などに持ち越されます。

　登録だの削除だのといっても、それぞれすべて区役所の職員がやってくれます。選管がひとつ

一つチェックすることはありません。よほどのことが無ければ、議論も起こりません。いわば承

認機関です。そんな大層なことをやるわけでもないのに、市議会で議員の投票を経て選ばれ、選

挙で中立性を疑われると公選法でもって罰せられるのは、戦後民主主義を確立させるためでした。

教育委員会と同じく、役所の実務を民間が確認するシステムです。リベラルをこじらせた方々が

よくスローガンよろしく“官僚の暴走を市民が止める仕組みだ”とか謳います。選管についてい

えば、そんな大袈裟なものではありませんが、確かに全部公務員に委ねっぱなしにするよりは、

専門性を持たない民間人が確認するシステムがあればお互い安心だね、くらいの効果はあるでし

ょう。

昨今の選挙

区役所ロビーの小中学生啓蒙作品展

参議院選挙開票作業（2019）
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と向陵中学校という札幌市内でも最大規模の投票所を抱え、投票日の混雑回避や、買い物ついで

の投票による投票率アップを期待したものです。

　18歳への引き下げは、高校３年生に影響が及びます。そこで早いうちから選挙に馴染んでもら

おうと選管では、小中学校へ出向いての選挙授業に力を入れるようになりました。中央区では年

に４校程度です。小学６年生への授業では、私が長年取り組んできた札樽若力会の小学校測量体

験学習会と同じ年齢が対象です。遊び半分に力を入れて児童の興味をひく我々と異なり、元々が

公務員の選管事務局が行う授業は真面目です。

投 開 票

寄
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　選挙が近づくと、臨時委員会が頻繁に

開かれ、「投票に行きましょう！」ティ

ッシュ配りといった啓蒙活動で慌ただし

くなります。投票日は早朝６時半に委員

会を開いてから、投票所の視察に回りま

す。よく投票所に座っている方が選管委

員だと誤解されがちですが、そこにいる

のは立会人です。大半が市職員です。

　お昼にいったん解放され、20時までに

開票所へ向かいます。21時からの開票作

業が始まると、票が確定するまで帰れません。票を数えるのは、市職員とアルバイトです。選管

委員は、それをただただ見守るだけです。昨年の参議院選の開票会場には、新しい中央体育館を

使うことができました。新築は新鮮。それでも役割は、変わらずただただ見守るだけです。

　これがなかなかきついのです。開票を手伝う方が、体を動かせてまだよいのです。開票所には

携帯を持ち込めません。ネットもテレビも無いので、開票速報に接することができません。テレ

ビなら早ければ20時には当確が出ているのに、帰宅するまで当選者がわかりません。

　作業は順調に進んでも朝４時頃まではかかります。各党から派遣される立会人が、束にまとめ

られた票を最後に確認します。１枚１枚めくっての慎重さです。そこで党名や候補者名に不明な

点をみつけると、関係者が集まって協議します。集計作業自体は一部機械化されているのでかな

りスムーズに進みます。朝方までかかるのは、主にこうした立会人からの物言いによります。投

票数と集計数が何故か一致しない事態も。15時以降の銀行の窓口の、１円がどうしても合わない

ようなもので、選挙のたびに全国どこでも起こり得ます。

　選管委員は、リタイアされたご高齢の方ばかりです。皆さんは家に帰れば、月曜日とはいえ、

お昼まで寝られます。私は普通に出勤です。80代の先輩に比べれば若いとはいえ、50歳前後の徹

夜はこたえます。昨年はそんな選挙が２回続きました。

　統一地方選と参議院選は、投票日が前もってわかります。総選挙は、選管事務局でも情報が入

りません。解散の気配を新聞が扱うようになると、投票日候補が２つ３つ予測されます。選管事

務局は、投票所１か所ずつにお願いに向かいます。学校祭にぶつかって貸してもらえないことも

あります。そういう学校の近くに、適した建物があるとは限らず、代替投票所を探すのに手間取

ります。私事ですが前回総選挙の投票日は、岐阜の叔父の法事と重なってしまいました。衆議院

の解散を面白おかしく週刊誌や新聞が予測しますが、選管はその信憑性に振り回されます。

市電フェスティバルでのティッシュ配り
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明 推 協

　選管は任期１期４年です。地方の町村だと、再任を重ねる委員もいらっしゃいます。札幌のよ

うな都市は、たいてい１期で交代します。私は退任後、比較的若いからと、区の明るい選挙推進

協会（明推協）の会長に推されました。

　明推協は、選管の活動を民間の立場で支援するものです。中央区は昭和51年に設立されました。

区内の町内会の代表などで構成されています。先述のティッシュ配りや、小中学生書道作品展な

ども行います。選管のように毎月集まることはありません。公選法に縛られることもありません。

　会長の任期は１期２年です。新型コロナウィルスの都合で協会団体がこぞって総会を書面に替

えるご時世、当協会も御多分に洩れず書面総会を実施しました。したがって会長就任挨拶はまだ

です。次の事業は秋、電車事業所で開催される市電フェスティバルでのティッシュ配りです。こ

れが会長デビューになります。

選挙キャラクター「めいすいくん」

寄
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　私は政治家としての才覚が無いので、出馬することはございません。20歳になって以来投票は

欠かしたことがありませんが、選管になるとは思っていませんでしたし、望んでもおりませんで

した。人生、後半にきて、まさか選挙が、２、３年に一回のイベントではなく、日常的に気にす

るものになろうとは。

　選管は立場上、選挙にあたって公平性が求められます。一方で私は、札幌市測友会の会長、北

海道測量設計業協会では理事という立場もあります。各協会・団体で推す候補者との距離感を間

違えないようにしなければなりませんでした。それを誤ると、私ではなく候補者にご迷惑がかか

ります。選挙が近づくと、各所から候補

者を支持してほしいとの依頼が届きます。

そのたび、選管の立場を説明しました。

コンプライアンスが行き届いた昨今、そ

の説明でたいていの方はご理解いただけ

ました。測量設計業は行政が相手ですが、

そこには政治家の考え方も強い影響を与

えます。その前段階の選挙は、粛々と手

続きが進みます。ミスの無い選挙は、当

たり前になっています。それは選管と、

多数の行政職員によって実現しております。
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通
常
総
会

　令和２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の後、議事に入った。

　定款第16条により会長が議長となり、議決権数の過半数に相当する会員の出席（書面表決68名、

委任状６名、本人出席15名）があり、本会が成立したので開会する旨を告げ、議事録署名人は定

款第20条２項に基づき、出席理事の中から磯部勝彦理事、山口武宏理事を指名し、議案の審議に

入った。

　まず、報告事項①令和２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

事業について、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「令和元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、田上利明

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。

令和２年度　通常総会
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　当協会では、一般市民を対象として伊能大

図フロア展「北海道版」を平成22年より開催

しており、令和元年の福島町開催で10回目を

迎えました。この度、伊能大図フロア展開催

10回目を一つの区切りとして、毎回多忙にも

かかわらず準備、会場での案内等に尽力いた

だいている業務推進委員、協会事務局合わせ

て11人による伊能忠敬記念館の視察研修を企

画いたしました。記念館に貯蔵されている多

くの地図、器具、文書・記録類など貴重な資

料を直接見ることにより、自己研鑽および来

場者への説明等に役立てたいという趣旨でご

ざいます。

　日程は、令和２年２月19日（水）から２月

21日（金）まで、19日午前に新千歳空港を出

発、羽田空港に到着後、東京都江東区富岡の

富岡八幡宮へ。

　伊能忠敬と富岡八幡宮との関わりは、伊能

忠敬は近くの黒江町（現在は門前仲町１丁目）

に隠宅を構え、約200年前の寛政12年閏４月

19日（陽暦では1800年６月11日）の早朝に富岡

八幡宮に参拝して暇夷地（北海道）測量の旅

に出かけ、後に10回の測量旅行を企画しまし

たが、遠国に出かけた第８回までは、出発の

都度必ず内弟子と従者を率いて富岡八幡宮に

参詣して、無事成功を祈念したと言われてい

ます。測量出発にあたっては必ず当宮を参拝

していたことから、ゆかりの地であるこの八

幡宮に銅像が建てられたそうです。

　また、銅像の横には新地球座標系に準拠し

た国内第１号の三等三角点「富岡八幡宮」が

設置され、富岡八幡宮大鳥居の傍らに、近代

日本地図の祖である伊能忠敬の銅像が建って

いました。

　富岡八幡宮は、別名を「深川八幡」とも言

われています。江戸勧進相撲の発祥の地とし

ても知られ、現在も新横綱誕生のおりの奉納

土俵入りなどの式典が執り行われるほか、相

撲にまつわる数々の石碑が建っていました。

　その日は香取市佐原に宿泊し、翌日、伊能

忠敬記念館（千葉県香取市佐原）の学芸員に

案内をお願いし、星の位置（角度）測定に使

富岡八幡宮正面 富岡八幡宮「伊能忠敬像」

視
察
研
修

業務推進委員による

伊能忠敬記念館視察について
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視
察
研
修

伊能忠敬記念館入り口ホールで参加者全員で記念撮影

香取市佐原駅 香取市佐原「伊能忠敬像」

用する象
しょう

限
げん

儀
ぎ

、距離計の量
りょう

程
てい

車
しゃ

、方位磁針の

弯
わん

窠
か

羅
ら

鍼
しん

など多くの貴重な資料、測量器具の

実物を視察することができました。記念館は

写真撮影禁止となっていて皆様に写真をお見

せすることができないのが残念です。

　学芸員から、伊能大図の蝦夷部分は間宮林

蔵のデータをもとに地図を修正したという説

明があり、数年前に伊能大図は本当に伊能忠

敬が測量したものかという議論があり、伊能

大図フロア展の来場者からの質問の答えに窮

した記憶があり「間宮林蔵のデータをもとに

地図を修正した」とはっきり断言されたこと

で、ようやく納得がいった次第です。

　館内に伊能大図と現代の地図との比較がで

きるコーナーがあり、伊能大図の形はかなり

の精度で現在の地図に近いのですが、東西に

は大きくずれていることが分かるようになっ

ていて、緯度は容易にかなりの精度で測れた

が、経度を計ることは難しかったのだという

説明を受けました。

　香取市内には記念館だけでなく公園、佐原

駅などの他、数多くの伊能忠敬像が建ち、伊

能忠敬が香取市民から尊敬されている様子が

うかがえました。

　今回は伊能忠敬ゆかりの地を巡り、記念館

で貴重な資料に触れ、今後につながる充実し

た視察研修になりました。
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は じ め に
　令和元年４月より株式会社ドボク管理の代表取締役社長に就任致しました加藤です。この度は、

企業及び新社長紹介の機会を頂きありがとうございます。私は平成17年６月に建設業界である

ドボク管理に入社を致しました。当時は先輩方と現場へ行き右も左もわからない中、測量などの

現場に行っていたことを思い出します。その数年後に営業部に配属され事務作業・外回りと会社

の中枢に関わることを勉強させていただきました。その当時は外回りをしていても私と同年代の

若い方を見かけることは殆どなく空気感や世代間ギャップを感じたのを今でもよく覚えています。

しかし、ここ数年間の間で徐々に世間も次世代の方々へシフトが始まってきているように感じて

います。これからは、今までの経験・知識、そして若い力で建設業界に貢献できればと強く思っ

ています。

企 業 紹 介
　弊社は、昭和47年３月「㈱ドボク管理事務所」として設立、昭和63年に「㈱ドボク管理」に

社名変更し、令和4年にはおかげさまで創業50年を迎えようとしています。現在は、北見本社、

札幌支店、旭川支店を拠点として、建設コンサルタント、補償コンサルタント、測量業を中心に

全道各地で事業展開をしております。特に農業土木部門に関しては、全拠点で対応できる体制を

整えています。

　「法理・規制要求事項の遵守」・「創意工夫」・「品質マネージメントシステム」の３つを経営方

針とし、公共事業を行う上で法令・規制要求事項を遵守し、発注者の要求事項を満たすために、

全社員の創意工夫と品質マネージメントシステムの有効性の継続的改善により日々成果品質向上

を全職員一丸となって取り組んでおります。

　また、弊社においても人材の確保・育成・技術の継承については喫緊の課題であります。これ

らについては、多様な人材の積極的な採用、社内資格支援制度による人材の育成、ICTなどの新

しい技術の導入など、将来的な経営の持続に努力しています。

お わ り に
　昨年11月に北海道農政部様より農業農村整備事業の委託部門で優秀業者の表彰を頂き、担当

技術者を始め社員一同、今後の業務に大いに励みとなっており大変感謝申し上げます。

　最後になりますが、協会並びに協会員皆様方の益々のご発展を御祈念申し上げますとともに、

今後ともご指導ご鞭撻を頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

株式会社ドボク管理

代表取締役社長　加藤　義玄

新
社
長
紹
介
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新
社
長
紹
介

は じ め に
　この度は、北海道農業土木測量設計協会発行の農土測協時報において、社長紹介の機会を頂き

有難うございます。昨今、少子高齢化による技術者の高齢化及び人材不足、働き方改革による就

業時間の制約、事業の減少等、業界を取り巻く環境は日々変化しており、このような状況の中、

昨年代表取締役社長という立場に就き改めてその責任の重さを痛感すると共に、気の引き締まる

思いでございます。

　簡単ではありますが、私の自己紹介と弊社の紹介をさせていただきます。

自 己 紹 介
　私は昭和50年、網走市で生まれ、今年で45歳になります。

　高校まで故郷の網走市で育ち、その後、東洋大学工学部土木工学科に進学し、平成11年卒業と

同時に弊社サン技術コンサルタント株式会社に入社し現在に至っております。

　当初は父（現会長）の経営している会社に入社することに葛藤がありましたが、父の経営方針

及び私の意向もあり、一からスタートしていく事を希望し入社を決意しました。

　このことから、入社時は設計課に配属し、実務を学ぶと共に、仕事の大変さ、やりがいを得る

ことができました。当時は今よりも仕事量もあり、また、冬場の現場も多いことや、ドローン等

の機材環境も整備されてなく、作業は大変でしたが、職員の皆様が私を色メガネで見ることなく

厳しく、時には優しく指導していただいた事に今では良い経験を積むことができたと同時にあり

がたく思っています。現在の立場になっても私は『仲間』という意識をモットーに従業員と接し

ているところです。

　趣味は昔から体を動かすことが好きで、水泳、サッカー、スキー等スポーツ全般で、特に空手

は幼少期からやっており、全道優勝２回の経歴を持つことができました。最近は社会人になり体

を動かす機会が減り、少し体重も増えてきたので、何かやらなければと思っています。ピアノも

幼少期から中学３年まで習っていて、時間がある時は子供達と一緒に楽しんでいます。

会 社 紹 介
　弊社は、昭和51年に網走市にて設立し、今年で創業44年を迎えることになりました。

　創業当時は現会長夫妻と数名の職員による会社でしたが、現在では北見支店、北広島支店を含

め、職員数約50名となっています。これは一重に先代のご尽力の賜だと思っており、引き継いだ

私としましては、より一層プレッシャーを感じているところでございます。

サン技術コンサルタント株式会社

代表取締役社長　島田　元樹
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　私達の業界が国民に対し何ができるか改めて考えますと、普段のインフラ整備はもちろん、昨

今、各地で多く起きている激甚災害への対応があると思います。災害時には医療関係のように直

接人命を救うことはできませんが、一刻も早いライフライン復旧にプロフェッショナルとして力

を発揮し、人々に安心・安全を提供することがサービス業である私達の役割だと思います。その

ためには、どの様な状況においても対応できるよう日々技術の研鑽に努め、良質な成果をあげて

いかなくてはならないと思っています。

　一方では、前述しましたように働き方改革等の環境の変化、及び従来のような単純設計ではな

く手間のかかる多種多様な業務内容にも柔軟に対応しなければならない状況から、より一層効率

的な業務遂行能力が求められていると思います。

　この『品質確保と効率性』の両立は現実的にはなかなか難しい課題であり、弊社も日々試行錯

誤しておりますが、社是である『技術・若さ・和』をベースに地域に愛される会社、そして職員

が安心して働くことができ、豊かな生活を送れる組織づくりを目指して役職員一丸となって尽力

していく所存です。

お わ り に
　『平成』から『令和』という新しい元号が切り替わった記念すべき年に、社長という立場に就

任できたことは、私にとって幸いであり不安もありますが一生懸命社業の発展にまい進していく

所存です。しかしながら、多くの先輩経営者の方から見ますと、まだまだ若輩者であり経験や力

不足の点で否めないところがありますので、今後とも協会並びに協会員の皆様方のご指導ご鞭撻

のほどよろしくお願い申し上げます。

新
社
長
紹
介
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　私は現在の会社に平成29年４月に入社するのと同時に、企業委託生として札幌工科専門学校の
測量情報科に入学しました。クラスには10代から40代までの幅広い年齢の人達が集まったクラス
で、測量を経験してきた人から初めて測量を行う人達が共に学んでいくことになりました。
　私はこの業界とは関係のない業種で働いていたので、なにもかも初めてでした。学校では、測
量を基礎から教えていただき、始めは何をやっているのか、何のためにやるのかがわからなかっ
たのですが、日がたつにつれて測量のやり方や測量をやる意味について教えてもらい、わからな
いことがあれば先生方やクラスメイトの人達に丁寧にわかりやすく教えて頂き、理解することが
できました。測量の実習では、モエレ沼公園での水準測量や学校のまわりで行うTSを使った多
角測量や地形測量、GNSS 測量などを行い測量は文字どおり測ることだと思っていたのですが、
測ることも高さや地形など幅広く測量するのだと理解し、そして自分が何気なく過ごしていた、
周りの物が測量したことが基本となり、できているのだと感じました。また、卒業に必要な測量
士補の試験は、授業で何度も過去問を解いたり、何度やっても難しい問題は自分で復習して、無
事合格することができました。
　学校を卒業して、会社で仕事をするようになったら、毎日覚えることや、どうやれば効率よく
できるのかを考えたりすることが多く大変です。ですが、その反面楽しさや自分の仕事が次に繋
がることもあることを理解することができて、やりがいを持って仕事ができています。仕事につ
いては、測量業務以外の仕事も日々教えてもらい、測量だけでなく、設計も興味をもつことがで
き、仕事に関わる資格もとっていきたいと思い、農業土木施工管理技士の勉強も本格的に始めて
いこうかと考えています。その先は、技術士にも挑戦していきたいと考えており、少しでも早く、
一人前になって仕事を任せられるようになりたいと、日々努力を重ねていきたいと思っています。

「資格取得から現在の仕事について」
株式会社 創生コンサルタント　赤　坂　大　地

　これからも、学校で得た知識を仕事に生かしていき、
新しいことにも挑戦していきたいです。そして、学校
に通わせて頂いた会長、社長、会社のみなさま、学校
で教えて頂いた先生方、まわりのみなさまにこの場を
通じて感謝を申し上げます。これからも、よろしくお
願いいたします。

技
術
者
資
格
取
得
支
援
事
業
　
修
了
者
よ
り
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・山下コンサルタント㈱
　代表取締役会長　山下　省三 様（94歳）

　没　令和２年５月11日

　ご冥福をお祈りいたします

おくやみ

令和２年度

10月

10月３日（土） 農業農村整備パネル展

10月上旬 現地研修会

10月下旬 中間監査

11月 11月上旬 第２回業務推進委員会

１月
１月13日（水） 第３回理事会（ポールスター札幌）

１月中旬～ 各地域懇談会

２月 ２月中旬 第３回業務推進委員会

３月 ３月 農業土木技術者研修会

協会行事予定

・㈱中神土木設計事務所
　令和２年４月� 相談役　酒井士登美

� 代表取締役　中神　　拓

・技研測量設計㈱
　令和２年６月� 取締役会長　筒井　幸雄

� 代表取締役　筒井　寛幸

・㈱極東コンサルタント
　令和２年６月� 取締役会長　上原　正嗣

� 代表取締役　井内　寛二

・アースコンサルタント㈱
　令和２年６月�代表取締役会長　金山　愼一

� 代表取締役社長　小倉　健一

会員の人事動静
お
知
ら
せ
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　今回紹介する鳥は「アオバズク」

と言うフクロウの仲間で、「森が

青葉の季節になる頃に、南の国か

ら渡ってくる」ので、このような

名前が付いたと言われています。

　例年の春だと、北海道は本州に

比べて寒いので、この鳥が津軽海

峡を越えて渡ってくることはない

のですが、近年は春先の暖かさに

誘われて、北海道まで渡ってきて

いるようです。

　北海道に渡ってきてから抱卵・

子育てになることから、他の鳥が

６月頃には巣立つのに比べ、アオ

バズクの巣立ちは夏の暑さを迎え

る頃の遅い巣立ちとなります。

　大きさは北海道でよく見られる

エゾフクロウよりも一回り小柄な

体格をしています。

　ここの管理人の方から、「２羽

が巣立ったから来ないか」との電

話をもらったので、急いで行って

みると、２羽の雛が比較的に低い

枝に止まっていて、数人の知り合

いと並んで撮ることができた。翌

日も行ってみると、「今朝もう１

羽出たよ」とのことで、少し高い

枝に親鳥と３羽の雛が確認できた。

　雛が全部巣立つと、親鳥は雛を

葉や枝の多く茂った場所に連れて

行くので、雛が揃った状態は、巣

立った直後の数日しか撮ることが

出来ず、３日目に行ってみると、

高い木の幹の陰や葉の陰にばらば

らに止まっていて、写真を撮れる

状態になく、３日目で撮影を断念

せざるを得なくなりました。

　今回紹介するのは、巣立ち後２

日目に撮影したものです。

撮
影
秘
話

飯
田

　直
男
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アオバズクの親子

「新北海道スタイル」はじめよう。

道民の皆さまへ「新しい生活様式」の実践をお願いします

いまは、
きょりをとって 手を洗おう

咳エチケット 換気をしよう

３つの「密」を
さけよう

テイクアウトや
デリバリーも

オンラインを
上手に使おう


