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　今回紹介する鳥は「シマエナガ」

と言う鳥です。この鳥は「留鳥」

と言って、普段よく見かけるスズ

メと同じように、一年中決まった

ところを生活圏にしていますが、

住宅地では、あまり見かけること

は少ないようです。

　住宅地の外側の雑木林などの処

を縄張りとしているようで、冬に

エゾフクロウを撮りに行くと、数

羽の群れで飛んでいるのをたまに

見かけることがありますが、動き

が早く、じっとして枝に止まって

いることはなく、レンズを向けた

ときは、もうすでに移動していて、

なかなか取らせてくれません。

　数年前に、我が家の庭に冬の間

だけバードテーブルを掛けていた

時に、何度か来てくれました。傍

に公園があり樹木もあることから、

冬は団地の中の公園でも飛び回っ

ているようです。

　体の大きさは、スズメとほぼ同

じくらいですが、尾が長いのが特

徴です。

　この鳥を正面から見ると、丸く

て真っ白い頭に目と嘴だけが黒く、

愛らしい見えることから、「森の

妖精」などと呼ばれているようで

す。
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新たな年を迎えて

　あけましておめでとうございます。

　会員の皆様には新たな年を迎え、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

　日頃より、当協会の活動、運営に対しご理解、ご協力を頂いておりますことに厚くお礼申し上

げます。

　昨年、春先から新型コロナウイルスの感染が世界的に拡がり、道内においても感染者の確認が

続いています。10月以降、春先の感染者より多くの感染者が確認されており、今後もひとり一人

が「３密回避、マスク着用、手洗い」と言った対策に取り組むことが求められます。

　また、昨年９月には、菅内閣が誕生し新たな体制で内閣がスタートしました。この間、新型コ

ロナ対策で、医療関係をはじめ、観光関係、飲食関係などコロナ禍の中で甚大な影響を受けてい

る業態を中心に、２度にわたり補正予算が組まれています。感染対策と経済活動の両立という困

難な状況がこれからも続くものと思います。　

　さて、昨年の米の作柄は北海道では「良」と良い出来秋を迎えることができました。引き続き

北海道農業が北海道の基幹産業として、日本の食糧基地として維持発展していくためには農業生

産基盤の整備を今後とも進めていかなくてはならないものと考えています。

昨年の農業農村整備事業の予算は、国費ベースで平成21年度当初予算を超える予算が確保されて

います。当初予算は全体の約75％台まで回復してきました。これに加え TPP 等関連対策の補正

予算が約25％台措置され、予算全体では、未だに補正予算の割合が高い状態が続いています。

　安定した整備量を確保するためには、補正予算に頼らずに当初予算により一定の業務量の確保

が求められます。早期に当初予算により平成21年度並みの予算が確保されるよう引き続き努めて

いきたいと考えています。会員各社におかれましては、蓄積された技術力の活用、測量設計技術

の研鑽に努め、よりよい成果品の提供に向けてご協力をお願い申し上げます。

　当協会が社会貢献事業として毎年行っています「伊能大図フロア展」は、胆振耕測会20周年を

記念し、室蘭市での開催を予定しておりましたが、新型コロナの感染を受けて、開催を見送りさ

せていただきました。関係者の皆様方には多大なご迷惑をおかけしたことをこの場を借りてお詫

び申し上げます。今年の開催地につきましては、胆振管内で行うこととしていますが、開催場所

については今後具体的に決めていくこととなります。伊能忠敬（間宮林蔵）が行った当時の測量

技術の高さや、200年前の北海道の姿を全道各地域で引き続き紹介して参りたいと考えています。

　最後になりますが、当協会の活動に対しまして、ご理解、ご協力をお願い申し上げますととも

に、会員各社にとりまして輝かしい１年になりますこと、皆様方が益々ご健勝でご活躍されます

ことを祈念申し上げ、新年のご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
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　農政部における取扱いを次のとおり各（総合）振興局あてに通知した旨のお知らせがあり

ました

ト ッピ ク ス

事調第 １２０３号  

                                               令和２年(2020 年)１２月２３日  

 

 各（総合）振興局 

産業振興部長 様 

地域産業担当部長 様 

                                               農政部農村振興局事業調整課長  

 

   最新設計単価を適用した設計金額等の取扱いについて（通知） 

 起工決定から入札を執行するまでの期間に入札日直近の設計単価（以下｢最新設計単

価｣という。）により再計算し、設計金額を算出する場合における取扱いを次のとおり定

めたので、事務処理を適切に行ってください。 

記 
１ 対象とする工事及び委託業務 
・「土地改良事業等請負工事の価格積算要領」及び「土地改良事業等に係る調査測量

設計業務の価格積算要領」に基づき積算したもの。 
・標準積算システムを使用しているもの。 

 
２ 再計算の対象外となる単価 

対象とする工事及び委託業務（以下「工事等」という。）のうち、工事等ごとに使 
用する個別の見積単価等で「共通単価表」及び「見積単価等一覧表」に掲載している 
もの。 

 
３ 再計算を実施する時期 

単価配信日を毎月１０日（休日となる場合は、直前の開庁日）とし、単価配信の翌

日から起算して、６開庁日経過後の入札に付する工事等について、最新設計単価によ

る再計算を行う。 
 
４ 適用時期 

令和３年３月１日以降に入札（電子入札の場合は開札）を行うものから適用とする。 
 

調 整 係   

設計積算係   

技術指導係   
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　協会では、会員企業の技術力や資質の向上を目的とした研修会を毎年実施しております。

　今年は、コロナウィルス感染症対策を踏まえ、Ｗｅｂ研修といたしました。

　研修に際しては、空知総合振興局南部耕地出張所に全面協力をいただき、７月に開催した現場

研修会の資料と映像の提供、また、当日の講師も引き受けていただきました。

　研修会は、７月に現場研修の説明のあった南幌町西幌地区の地区・工事概要の説明に続いて、

農機具メーカーの「スガノ創新株式会社」制作のＹｏｕＴｕｂｅによる工法紹介動画、南部耕地

出張所福島係長からは、資料に基づき工法の紹介や普及に向けての課題等について、説明をいた

だいた。

　研修後のアンケートでは、技術的な情報を動画による工法紹介が理解しやすい、今後の設計に

生かしたい。などの意見のほか、他の工種の研修の開催希望も寄せられました。

　Ｚｏｏｍシステムによるリモート研修を協会主催の開催は初めてという事もあり、当日には、

システム接続に手間取り、一部の参加者には、ご迷惑をおかけしました。

　次回以降、より良い研修会となるよう、努めて参ります。

・研修テーマ　「反転均平工法」

・日　　　時　令和２年11月17日（火）　13：30～15：00

・会 議 方 式　Ｚｏｏｍミーティング

・参 加 人 員　94名（61回線）

令和２年度
農業土木技術者研修会
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　令和２年10月23日に旭川市大雪クリスタルホールで道北地域講演会を道北地域の会員、振興局

職員の80名の参加を得て開催した。

　元会計検査院第５局長の森裕氏から「実地検査から見た設計と施行」と題して講演。　研修会

の冒頭、主催者の神会長から「参加者の技術力向上に期待する」旨のあいさつののち、森氏の講

演に移り、会計検査院の目的、役割や業務、検査の流れを紹介。

　検査に際し、①正確性②号規性③経済性④効率性⑤有効性の観点から望んでいることを説明。

また、検査報告に係る過去の指摘事例として、ため池改修工事の実施に当たり、法面保護工につ

いて、現地の状況を考慮し工法を選定し経済的な設計を行うよう改善させたもの。などを紹介。

　今後は経済性の比較はもとより新工法、新技術の活用も視野に、基本に忠実に取り組む事が極

めて重要との説明があった。

「道北地域講演会」を開催



7

技
術
ノ
ー
ト

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

１．はじめに
　近年需要が増えている UAV 測量は、トータルステーションや RTK-GNSS ※１等による地上測

量に比べ、実測点数が高密度かつ広範囲な地形情報を、短時間で取得する事が可能である。その

特徴を活かすことで、現地作業の高精度化と省力化を両立し、更に生産性向上への展開が期待さ

れ、農業、建設業、報道関係、及びサービス業等、各分野で幅広く活用されている。

　今回　写真１に示す公共牧場施設の地形測量を行う事を目的に UAV（無人航空機）により

撮影した写真から、Ｓ f Ｍ解析（Structure from Motion ；多視点ステレオ写真測量）により

作成した DEM データ (Digital Elevation Model；数値標高モデル）の位置情報をネットワーク

RTK-GNSS による実測値及び UAV レーザ観測との比較により観測手法の違いによる位置誤差

を検証した。更に、UAV 写真測量及び UAV レーザ測量の作業効率、作業の迅速性、牧草地に

対する地形データ取得の有効性を含めメリット・デメリット明らかにし、今後の活用方法を取り

まとめている。

※１　RTK -GNSS… 現場で取得した衛星データと、周辺基準点を基地局としたの観測。データから作成された補正情報を組み合わせ、

リアルタイムで測量を効率的に行う方式。

草地整備事業におけるUAV活用事例
　益村測量設計株式会社　〇　森　　　隆　幸

〃 　　　　　　　近　藤　義　和
〃 　　　　　　　市　川　智　啓

十勝総合振興局　産業振興部　南部耕地出張所　　　星　野　英　知
 田　邉　英　樹

写真１　調査区域を上空から撮影
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２．UAV測量のこれまでの活用例
　UAV 測量によるメリットは、第一に作業者の立ち入りが制限される地域への測量が可能とな

ることである。特に災害による危険区域、農作物の病害虫対策が必要な区域等、地上における作

業が制限される場合、対象区域の外から UAV を操縦して区域内の撮影やレーザ観測を行うこと

で、被災状況の確認、調査区域の現況、地形を観測することができる。そして、第二のメリット

は短時間で広範囲な現況・地形データの取得を可能とすることである。

図１　平成30胆振東部震 三次元点群データによる被災状況図

　弊社では平成30年胆振東部震災の被災状況調査において、UAV 写真測量から作成した三次元

点群データ（図１参照）を作成し、被災によって堆積した土砂量の算出、写真から作成したオル

ソ画像を平面図として使用し農業施設の被災延長や農地の被災面積を算出している。調査面積は

48ha と非常に広範囲であったが、UAV 写真測量により、写真撮影に約２週間、解析に１週間、

平面図及び土量の算出に１週間とわずか１ケ月程度でその作業を完了している。仮にこの面積を

地上測量（トータルステーション・RTK-GNSS) により実施した場合、おおよそ３ケ月を要する

と予想される。

　このように広大な土地の測量及び迅速性が求められる測量には、UAV 測量の効果は大きい。

３．調査概要
　調査対象の清水町営牧場は、図２に示す十勝

管内清水町市街より北西５km に位置する北清

水団地である。業務目的は、草地整備事業によ

り北清水円山地区内の家畜保護施設、家畜ふん

尿処理施設及び飼料貯蔵施設の増設に伴い、そ

の建設用地の基盤造成工事に先立ち、施工に資

する測量調査と実施設計を行い、その成果の取

りまとめであった。

　公共牧場施設用地の調査対象となる区域は全

体的な急勾配に合わせて尾根状の起伏も有り、

施設用地の造成設計に対し的確な地形データが

必要である。また盛土部に対する表面水に　よ

る土砂流出ならびに浸透水による盛土崩壊が危 図２　調査箇所図

清水町営牧場
清水町市街
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惧されるため、地上測量では確認できない造成区域に流入すると考えられる造成区域外を含めた

広範囲な流域について UAV を活用した調査が必要であり、そのため牧草が生育する前に UAV

写真測量を行う必要があった。なお、UAV 写真測量は起伏確認を容易とするため牧草が生い茂

る６月以前に実施した。

４．UAV写真測量
４-１　作業計画
　UAV 写真測量は UAV を用いた公共測量マニュアル（案）第３編「UAV 測量による空中写

真を用いた三次元点群作成１）に基づき作業を行った。作業の流れを図３に示す。

作
業
計
画

点
群
編
集

撮
影

品
質
評
価

評
定
点
及
び
検
証
点

の
設
置

三
次
元
点
群
デ
ー
タ

フ
ァ
イ
ル
の
作
成

三
次
元
形
状
復
元
計
算

成
果
等
の
整
理

図３　作業の流れ

４-２　標定点の設置
　標定点については、図４に示すようにほ場全体が囲まれるよう、全７点を設置した。また、ネッ

トワーク型 RTK(VRS) 観測により位置を確定し、公共座標の位置付けを行っている。

評定点

図４　標定点配点図

４-３　撮影
　UAV は自立飛行機能、自動帰還機能を装備した Phantom ４（DJI 社）を使用した。撮影カ

メラは機体一体型で有効画素数12.4Ｍ、レンズ FOV94°焦点距離は20mm(35mm 換算）である。

　調査区域は航空法による飛行禁止地区外であるため、航空法による事前申請手続きは必要としなかっ

た。UAV による撮影は、公共測量マニュアル案ではオーバーラップ80％サイドラップ60％であ

るが、今回は調査区域全体が急勾配であるためオーバーラップ80％、サイドラップ70％、撮影対
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地高度を70m と設定した。（図５参照）

図５　フライト計画による軌跡及びラップ率の確認

４-４　三次元復元計算及び点群編集
　撮影した空中写真の解析は SfM により行い、空中写真に撮像された地点の位置座標を求め、

地形地物の三次元形状を復元し、図６に示す DEM データ陰影図等のオリジナルデータを作成した。

三次元形状復元計算から出力したオリジナルデータから、図７(a) (b) に示すように地盤データ以

外の牧草、樹木、電柱、家畜水飲み場などの不要点の消去（フィルタリング処理）、更に不要点

消去後の空白に補完計算を実施しグランドデータを作成している。

（a）フィルタリング処理　前

図７　（a）（b）フィルタリング処理

（b）フィルタリング処理　後

図６　DEM データ陰影図
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４-５　トータルステーション実測値との比較
　ネットワーク型 RTK-GNSS 観測により４級相当の基準点を設置し、設置した基準点からトー

タルステーションにより地形の起伏を対象に全368点を実測した。（図８参照）

　UAV 写真測量では、観測困難な箇所（例えば横断管等）は詳細な現況測量及び点検測量を兼

ねた地形測量（20ｍメッシュ）をトータルステーションにより実測した。

　トータルステーションによる実測点の標高値と UAV 写真測量から作成した DEM データによ

る標高値の比較を表１に示す。

（a）フィルタリング処理　前

表１　 UAV 写真測量とトータルステーション実測による
標高比較表

　測量を実施した６月上旬の現地状況は牧草が高い箇所で約0.40m、部分的に生育前の短い部分

や、家畜に踏まれて牧草が倒れた部分、また、表土が露出しているなど状況が混在していた。

　表１から確認できるように標高差が0.10m 以内の箇所は、道路や雑草や牧草が生育していな

い箇所に集中しており、ほ場内での差分は0.10〜0.20m が多く、0.20m 以上は笹が覆う排水路

内及び牧草の丈が0.40m 以上の区域に集中していた。

　つまり、UAV 写真測量による三次元点群データの利用は、今回のような密集した牧草に覆わ

れた地表面より植生に覆われていない道路面等には効果がある。また、水田の様な人工的に地盤

高が定まった地形であれば植生が覆っても草丈を計測し補正計算を行う事で地盤高の決定が可能

であることがわかった。更に作業に要した時間は標定点設置から撮影まで約１日で完了する事が

出来、外業作業時間の短縮が確認された。

５．UAVレーザ測量
　UAV レーザ測量では UAV 写真測量の様な標定点は必要ないため、対空標の設置、観測に要

す時間を短縮することができ、UAV 写真測量と比べ植物の下の地盤データを観測できる事が最

大の利点である。レーザの機種にもよるが、レーザの ECHO ※２数によって地表面を捉える確立

も高くなる。

※２　ECHO 数…投光したレーザ照射方向にある複数の障害物から距離値を測定した数。

５-１　作業計画
　UAV レーザ測量に使用した機器は、UAV に Matrice600 Pro（DJI 社）、レーザは　T-DOT 

PLUS（アミューズワンセルフ社）である。

　Matrice600 Pro は無積載時の飛行時間は約30分でペイロード※36Kg である。1.8Kg の TDOT

を搭載した場合の飛行可能時間は約20分であり一度のフライト時間は離着陸時の安全を考慮し約

17分程度に抑える必要がある。

標高差（ｍ） 点数（点） 割合（％）

0.00～0.10m 以内 97点 26%

0.10～0.15m 以内 136点 37%

0.15～0.20m 以内 35点 10%

0.20m 以上 100点 27%
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　飛行前に必ず UAV の IMU ※４とコンパスの

精度を高めるキャリブレーションを行う。これ

は機体に組み込まれている IMU が搬送などで

ズレが生じる場合の補正であり、コンパスキャ

リブレーションは UAV が正確な磁場を探知し

正しい方位を取得するためである。

　調査面積約10ha である調査区域の飛行高度

は約70m、飛行速度は３m/ 秒、ほ場の縦観測

を12分（図10(a)）に示す、また横観測を15分

（図10(b)）に示す、観測開始時と終了時に（図

Matrice600 Pro

10(c)）に示すアライメント飛行２分観測を実施し、途中一度バッテリー交換を行い全観測終了

している。

※３　ペイロード…UAV の最大積載量。

※４　IMU…慣性計測装置。

図９　Mtrice600Pro TDOT 搭載

図10　(a)(b)(c) フライト計画図

（c）観測前　アライメント飛行　観測計画

（a）縦方向　観測計画 （b）横方向　観測計画
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５-２　UAVレーザ測量の精度実証結果
　UAV 搭載レーザに備え付けている GNSS に

よる、人工衛生の配置状況を示す DOP 値は平

均1.29であり、メーカー推奨の３.0以下であっ

た。そのため観測終了後直ちにプレ解析を行い、

① UAV レーザ機材及び固定局における GNSS 

測量機の作動及びデータ収録状況、②レーザ測

距装置の作動及びデータ収録状況、③飛行計画

に対する飛行高度及び飛行コース、④観測範囲

内におけるコース間重複状況⑤観測の連続性の

① ~ ⑤全てについて確認を行った。

　その結果レーザ観測の空白部も無く GNSS

にも異常が無いことが確認できた。解析情報は

表２に示す通りである。

　このほかに UAV レーザ測量の精度管理とし

て地上測量による道路排水施設の実測値と比較

し水平位置及び標高の確認を行っている（図11

参照）。

　以上により UAV レーザ測量の精度良否を確

認した上で、地上測量と UAV レーザ測量の比

較した結果を表３に示す。標高差0.15ｍ以上が

集中している箇所は、ほ場周囲の道路側溝である。

道路法下は明確な側溝は確認出来ないが、窪み

があり笹地が多いためレーザ光が地盤まで到達

できなかったと考えられる。しかし、図12に示

すようにその他の牧草が生い茂る放牧地内はほ

とんどが0.10m 以内である。また写真２から

わかるように観測が７月であり放牧地内は約0.60m

の牧草が生えている箇所もあった事を勘案する

と、この程度の植生であれば十分に草地面の標

高を観測することが可能であると考えられる。

表２　UAV レーザ解析情報

図11　道路排水施設実測

表３　 UAV レーザ測量とトータルステーション実測によ
る標高比較表

写真２　牧草の状況

標高差（ｍ） 最小値 平均値 最大値

衛生数（個） 9 11 13

PDOP 0.97 1.29 2.05

標準偏差（Ｘ）（ｍ） -0.06 -0.009 0.026

標準偏差（Ｙ）（ｍ） -0.024 0.001 0.019

標準偏差（Ｚ）（ｍ） -0.121 -0.047 0.014

標高差（ｍ） 点数（点） 割合（％）

0.00～0.10m 以内 236点 49%

0.10～0.15m 以内 44点 9%

0.15～0.20m 以上 200点 42%
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６．結　論
　今回、トータルステーションによる地上測量と、UAV 写真測量及び UAV レーザ測量を実際

に同条件で観測し比較を行うことで、UAV 写真測量及び UAV レーザ測量の作業効率、作業の

迅速性、牧草地に対する地形データ取得の有効性含めメリット・デメリットを確認した。

　① 　UAV 写真測量による地形調査では、従来のＴＳによる地上測量と比較しても作業効率が

良いことは、これまでの調査において（平成30年胆振東部震による調査）確認出来ており、

施工管理や土取り場の残土量等の調査のように植生に覆われていない裸地の測量では特に効

果を発揮する事が期待できる。しかし今回のような牧草などの植生に覆われている地形を測

量する場合は、植生の丈や植生に覆われている地形状況を事前の現地踏査で確認し、補測調

査を十分行う必要がある。

　② 　UAV レーザ測量は UAV 写真測量のように標定点の設置や観測の必要がないため作業時

間の短縮が可能であった（※現在では UAV-RTK 写真測量のように機種によっては標定点

設置が不要な機種もある）。さらに観測前は困難と考えられた牧草密度が濃い草地に対して

も十分地形データの取得が可能であることが実証できた。

７．UAV測量における課題
　UAV 写真測量・UAV レーザ測量に共通して注意が必要な点として、調査対象外まで綿密に

不要点の消去を行うことは多大な時間を要することになるため、調査対象となる位置、必要とさ

れる測量の最終目的を理解しフィルタリング処理を行う必要がある。また、UAV は降雨時に加

えて風速が強いと飛行が不可能であるため、標高の高い山間部の吹き下ろし、海沿いの海陸風な

どの地理的状況も考慮し、行程に余裕を持って作業計画を立てる必要がある。

　今後 UAV は、機体の性能向上、レーザ機器の低価格化によって身近な技術とし活用する機会

が増大すると考えられる。これからも業務の中で UAV 測量を積極的に活用し、UAV 写真測量

や UAV レーザ測量の特徴をよく理解し、目的に合わせた使い分けを行い、更なる技術向上を目

指していきたい。

【引用・参考文献】
　１ ）国土交通省国土地理院；UAV 搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）

平成30年３月

　２）国土交通省国土地理院；UAV を用いた公共測量マニュアル（案）平成29年３月

　本稿は、第37回農業土木新技術検討報告会 資料を主催者 ( 一社 ) 北海道農業土木協会の了承を

いただき掲載しております。

図12　地上測量と UAV レーザ測量の標高差

※ 笹に覆われた道路法下では
UAV レーザと地上測量による
標高差が大きい
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　この度は、農土測協時報におきましてこのような機会を頂き有り難うございます。

　弊社は、昭和46年に前社長である父が個人創業し、昭和50年「北成測量コンサルタント㈱」と

して設立、平成14年「北成コンサルタント㈱」と社名を変更し現在に至り、測量、環境調査、設

計業務をメインに業務を行っております。私は令和元年５月に代表取締役に就任しました。

　私は平成22年４月に入社しましたが、実家の二階部分が会社となっていることから職員さんが

現場に行く姿を毎日見ていたこと、また小遣い稼ぎにたまにアルバイトもしていたため、小さい

頃からどういったことを仕事としているかは身近に感じられていましたので、さほど違和感なく

この業界に入り、現場作業や積算などしてきました。私が小さい頃の事で思い出すのはどこかの

河川沿いの水準測量だったでしょうか、父がレベル、母がスタッフをたて、弟と二人でその後ろ

を荷物持ちでひたすらくっついていったこと。赤みを増した夕暮れの光を受け、汗をかきながら

もくもくとレベルをかける父と母の姿は今でも目に焼き付いています。エゾサンショウウオやニ

ホンザリガニ等の環境調査のアルバイトも、興味のあった時期なのでわくわくしながら手伝った

ことを思い出します。あれから30年以上たちますが、今年もその当時色々と教えてくれた職員と

ともに調査できたことはこの上ない喜びであり、これからもずっと一緒に仕事していきたいと思

いました。

　しかし、やはり人間は歳をとります。パワフルに作業を行うとはいえ、その職員もすっかり髪

が白くなり、他の技術職員の高齢化も深刻な問題となりつつあります。担い手不足と言われる業

界で、かつ安定しているとは言えない経営状況の中、人材不足を補うことは難しく、かなりの期

間を同じ職員で業務を行ってきたため、ここ数年活気の感じられない職場状況だったと思います。

そんな中、昨年一人中途の採用がありました。その職員の性格や能力の高さによるところが勿論

大きいのですが、社内での会話に笑いが生まれ雰囲気が変わったことを目の当たりにしました。

このような体験から人材の確保・育成・技術の継承、また新しい技術の導入に貪欲に取り組んで

いこうと改めて思うところです。もはや新しい技術とはいえないかもしれませんが、弊社も

UAV に力を入れており、国交省許可団体から５名の UAV 操縦証明を取得しています。このう

ちの３名は UAV が趣味にもなり、練習と研究に取り組み、要請があればいつでも出動できる準

備はできているとのこと、頼もしい限りです。

北成コンサルタント株式会社

代表取締役　八丁　大史
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　趣味は自然に触れるものが多く、四季折々クライミング、テレマークや BC スキー等好んでや

っています。また、家庭菜園と DIY も好きで、先日ニンニクの種を植えました。輸入物でない

無農薬ニンニクはとても喜ばれます。写真は「アケビ」というフルーツですが皆さんご存じです

か？見慣れない方が多いと思いますが、弊社従業員にはこのような少しかわった植物を大切に育

てている者がおり、毎年たくさんの実を頂きます。割るとたくさんの黒い小さい種を含んだ、ね

っとり感のある果肉を包んでいて、口に含むと自然な甘みを感じる事ができます。DIY は４月

に小学生になる娘の机を作成中ですが「この机のおかげで勉強することが好きになった」と将来

言われたいので、夜な夜な動画サイトで研究し作成しています。

　私はこれまで、本当にたくさんの方々に助けられてきました。感謝の気持ちを忘れずに、これ

からも謙虚に耳を傾けて、社員一同地域業界に貢献できるようがんばって行く所存ですので、今

後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
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　この度は、会社及び新社長紹介の機会を頂き感謝いたします。私は令和元年６月に社長に就任

いたしました。前任の現会長である佐藤 直は25年間の就任期間中、業界の皆様に支えていただ

き弊社の一時代を築きました。その後任ということで、責任の大きさに身の引き締まる思いで会

社経営のバトンを受け取りました。

　私は弊社に入り43年になります。測量調査を20年、補償業務を20年近く経験しました。時代の

流れと業界の好不調の移り変わりを肌で感じながら今日に至っております。普通科高校出身の為、

測量技術の習得には苦労しましたが、トランシットとスチールテープ、平板測量、烏口でトレー

ス…全てが手作業の時代からのスタートでした。残業は当たり前、土曜も日曜もなく、雨が降れ

ば休み。今では考えられない労働環境の中での結婚、子育て。子供の学校行事にもなかなか出席

できない状態でした。

　昭和から平成、そして令和となり週休二日が浸透し、さらに働き方改革が叫ばれ、コロナ禍で

のテレワークなど時代の変化に翻弄される日々です。60を過ぎても続ける野球、スキー、ミニバ

レーなどの運動はもう限界かと思えるほど体力は落ちており自分自身もう若くはない、現会長の

後を継ぐのは自分ではなく若い次の世代が適任と考えたのも事実です。しかし、弊社も業界他社

と同様、長く社員の増員が出来ない状況が続き若手不足、社員構成の年齢的アンバランス、技術

者不足等の状態にあり、自分は次世代への繋ぎ、野球で言えばワンポイントリリーフ的な起用と

受け止め、後任へ少しでも良い状態、リードを守ったまま引き継ぐため社内を改革し、社員が安

心して働くことができる明るい会社を作るため全身全霊で努力したいと考えています。

　弊社は、昭和20年に創業者である平田信次が札幌市にて測量事務所（後に土地家屋調査士事務

所）を開業したのが始まりで、昭和37年５月に法人化し株式会社平田工務店を創業、その後昭和

45年に本社を帯広に移転、社名を昭和48年に平田測量設計株式会社、昭和62年に平田技術コンサ

ルタント株式会社とし現在に至っております。

　土地家屋調査士事務所からの創業という事もあり測量業、特に用地測量業務を中心に業績を伸

ばし一時は『用地の平田』と呼ばれるほどでした。また早くから設計業務等にも力を入れ、発注

者の様々な要求に応えるため、技術研鑽、品質向上に努め、測量業、建設コンサルタント、補償

コンサルタント、計量証明事業所などの登録を基に測量調査、土木設計、補償調査・算定、環境

調査、事業損失調査、騒音振動調査、土木施工管理業務等で全道での受注を目指し業務展開して

おります。

　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

を通し社会に貢献できる事、社会資本整備の一翼を担い地域住民の生活環境、農業者等の生産環

境の向上に寄与できる事に社員一同、自信と誇り持ち業務に就いています。自己研鑽を怠らず、

多種多様な情報の収集、専門知識の習得、成果品の品質向上に取り組み、時代の変化に対応し、

環境に配慮し地域発展に寄与できる企業でありたいと考えています。

　最後になりますが、今後とも協会並びに協会員の皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。

平田技術コンサルタント株式会社

代表取締役社長　髙瀬　裕之
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は じ め に
　会員の皆様におかれましては、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

　この度は、農土測協時報におきまして社長紹介の機会を与えて頂き、誠にありがとうございま

す。

　昨今のコロナ禍におきましては、北海道の現状を鑑み様々なご苦労と対策を講じておられると

思います。こうした状況が長く続きますと、当業界におきましてもより大きな影響が危惧され、

会員のひとりといたしまして一刻も早く収束され、１日も早い新たな平常化を願っているところ

です。

自 己 紹 介 ・ 会 社 紹 介
　私の自己紹介をさせていただきます。

　昭和38年６月帯広市で生まれ、帯広工業高等学校建築科を卒業し東京の建築設計事務所に就職

いたしました。その後帯広に帰郷し平成11年４月に松田技術コンサルタント（当時：松田測量設

計事務所）に入社いたしました。

　測量業を初めて体験したのは、まだ独立してまもない叔父（現 松田技術コンサルタント会長）

と一緒にアルバイトで働いた時でした。当時の叔父は厳しく、昼食中も仕事のことを考えていた

のか殆ど会話が無かったように記憶しています。その時は将来一緒に働くことになるとは夢にも

思いませんでしたが、こうして振り返りますと何か不思議な縁を感じています。

　令和元年に社長に就任いたしまたが、まじめで実直な前社長の気風を損なわないような会社づ

くりをしていきたいと考えております。

　また、弊社の紹介といたしまて、昭和58年に会長（叔父）の松田彬が松田測量設計事務所を創

業、昭和60年に有限会社として設立、平成25年に株式会社松田技術コンサルタントに商号変更し、

今年で37年目になります。当時から長年、農土測協会員に加えていただきたいと切に希望してお

りましたので、平成22年に入会の機会を頂戴したことは本当にうれしく、感謝している次第です。

お わ り に
　近年、十勝の農業生産は計画的なＮＮ事業の効果により、農協取扱高においても堅調な推移を

見せています。こうした生産性の裏側を支えるコンサルタント業の役割は重要であると考えてい

ます。しかしながら、昨今頻発する自然災害等への迅速対応、高度情報化社会に対応した業務・

成果品の提供、技術を伝承する後継者の育成など弊社には多くの課題が残されています。

株式会社松田技術コンサルタント

代表取締役　松田　　基
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㈱北海道農業建設コンサルタント

㈱みずほ栄設計

アースコンサルタント㈱

パプリックコンサルタント㈱

㈱田西設計コンサル

　令和２年11月13日、ホテルポール

スター札幌において令和２年度農業

農村整備事業優秀業者感謝状贈呈式

が行われました。

　小田原農政部長から受賞企業の代

表者一人ひとりに感謝状を贈呈。感

謝状は前年度に完成・完了した工事

･ 委託業務に関し特に優秀な成績を

収め本道農業の発展に寄与した業者

を検証するものであり、委託部門か

らは、㈱みずほ栄設計、㈱田西設計

コンサル、パプリックコンサルタン

ト㈱、㈱北海道農業建設コンサルタ

ント、アースコンサルタント㈱の５

社が選ばれました。贈呈式は新型コ

ロナ感染症への対応に配慮して実施

されました。感謝状を贈呈した後に

小田原農政部長は、「高い技術力と細

やかで創意工夫ある対応などにより、

素晴らしい成果を挙げられた。」と評

価された。事業の着実な推進向け「優

秀な技術力と豊かな経験をこれまで

以上に発揮してほしい」と呼びかけ

られた。

2020年度農業農村整備事業

優秀業者へ知事から感謝状
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・アルスマエヤ㈱
　創業者　会長　前谷　俊一 様（93歳）

　没　令和２年11月17日

　ご冥福をお祈りいたします

・㈱伊藤測量事務所
　代表取締役社長　日向寺　英児 様（65歳）

　没　令和２年８月６日

　ご冥福をお祈りいたします

おくやみ

協会行事予定

・㈱伊藤測量事務所
　令和２年８月 代表取締役　日向寺　涼

・㈱富士雄設計コンサルタント
　令和２年９月 取締役会長　柏谷　　實

 代表取締役　白石　　弘

・㈱グリーン測量
　令和２年12月 取締役会長　和田　春美

 代表取締役　山﨑　啓司

・北王コンサルタント㈱
　令和２年９月　代表取締役会長　熊頭　勇造

 代表取締役社長　石川　健司

・嵯峨秀栄測量設計㈱
　令和２年11月　代表取締役会長　嵯峨　義輝

 代表取締役社長　嵯峨　輝幸

会員の人事動静

お
知
ら
せ

令和２年度

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

３月
３月１日 技術者資格取得支援事業　令和３年度募集開始

３月中旬 第２回業務推進委員会

令和３年度

４月
４月上旬 定期監査

４月14日（水） 第１回理事会（ポールスター札幌）

５月 ５月27日（木） 令和３年度通常総会（ポールスター札幌）

９月 ９月下旬 伊能大図フロア展（場所：未定）

10月 10月上旬 農業農村整備パネル展（場所：未定）
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　今回紹介する鳥は「シマエナガ」

と言う鳥です。この鳥は「留鳥」

と言って、普段よく見かけるスズ

メと同じように、一年中決まった

ところを生活圏にしていますが、

住宅地では、あまり見かけること

は少ないようです。

　住宅地の外側の雑木林などの処

を縄張りとしているようで、冬に

エゾフクロウを撮りに行くと、数

羽の群れで飛んでいるのをたまに

見かけることがありますが、動き

が早く、じっとして枝に止まって

いることはなく、レンズを向けた

ときは、もうすでに移動していて、

なかなか取らせてくれません。

　数年前に、我が家の庭に冬の間

だけバードテーブルを掛けていた

時に、何度か来てくれました。傍

に公園があり樹木もあることから、

冬は団地の中の公園でも飛び回っ

ているようです。

　体の大きさは、スズメとほぼ同

じくらいですが、尾が長いのが特

徴です。

　この鳥を正面から見ると、丸く

て真っ白い頭に目と嘴だけが黒く、

愛らしい見えることから、「森の

妖精」などと呼ばれているようで

す。
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森の妖精（シマエナガ）

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


