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「クマゲラ」

「新北海道スタイル」はじめよう。
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　冬になると山間部は雪に覆われ

るため、いろいろな鳥や獣たちが

麓の市街地まで下りてくることが

あります。今回紹介するクマゲラ

もそのうちの一つです。春から秋

にかけては森の中で生活をしてい

ますが、冬になると、木がすっぽ

りと雪で覆われてしまうことが多

く、樹幹に巣食っている幼虫など

を捕食しづらくなるためではない

かと思われます。また、根元近く

の雪を払いのけ、土の中にいる虫

などを探している様子を見かける

こともあります。

　私は、恵庭市の住宅地域の真っ

ただ中に住んでいるのですが、団

地のほぼ中央部が公園になってい

て、少しばかりの大きな木がある

ことから、2月から3月の厳冬期

になると、団地の公園でクマゲラ

がドラミング ( キツツキが幹をた

たく音 ) をしているところを、何

度か見たことがあります。

　エゾリスを追いかけていた時に、

クマゲラが頭の上を鳴きながら飛

んでいたので、近くに止まらない

かと目で追っていた時に、少し離

れたところに止まったので、近づ

いてみたところ、根元近くの幹で

餌探しをしていて、その時に撮っ

たものです。

　冬の散歩では、思いがけないも

のに出会えるチャンスが多いです

ね。
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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、一昨年と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

続いていますが、一時期の感染者と比較すると全国的に減少傾向となっています。ワクチン接種

が進んだことの効果なのか、違う要因があるのか専門家の間でも明確な原因ははっきりしていま

せんが、早く終息することを願うばかりです。今後もひとり一人が「３密回避、マスク着用、手

洗い」と言った基本的な対策に取り組むことが求められます。

　昨年10月には衆議院選挙、11月には第２次岸田内閣がスタートしました。早速、コロナ対策、

経済対策、国土強靱化と言った課題に対応するため、令和３年度補正予算の編成に取り組みまし

た。今後とも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、昨年の北海道農業は畑作物で干ばつの影響がありましたが、米の作柄は108の「良」と

いう豊作を迎えることができました。北海道農業が北海道の基幹産業として、また日本の食糧基

地として維持発展していくためには、営農技術、農業改良に加え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。安定的に農業生産基盤の整備を進めていくた

めには、当初予算に加え、国土強靱化やＴＰＰ等関連補正などの予算を確保することにより、計

画的な生産基盤整備を進めることが可能となります。全体として平成21年度並みの予算が確保さ

れるよう引き続き努め、一定の業務量を確保することにより、北海道農業の発展、コンサル業界

の発展に努めて参りたいと考えています。会員の皆様におかれましては、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引き続き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、胆振耕測会の協力を

得ながら、伊達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、一昨年に続き

昨年も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。今年の開催につきましては、伊達市におきまして９月に

開催することとして準備を進めています。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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　10月13日 ( 水 ) 本年度第３回理事会開催後に農政部と協会役員で意見交換を実施した。

　農政部から高崎技監、合田技術管理担当課長、野口課長補佐の３名、協会からは、神会長、原

副会長、吉田副会長のほか理事、監事が出席した。

　神会長は「毎年１月に開催している要望会とは別に意見交換の場が設けられた事に謝意を述べ、

有意義な情報共有となることをお願い。」と挨拶。

　続いて高崎技監から「コロナ禍における会員各社の業務の推進に感謝の意を表する。」と挨拶。

また、道議会の質疑において、畑作地帯における畑地かんがいや水田地帯の地下かんがいの推進、

また農業用機械の大型化に伴う農道幅員の確保などの要望があることを紹介。　

　本年度から始まった第６期パワーアップ事業の対策の内容とその背景の説明があった。

　その後、合田技術管理担当課

長から次年度の予算や新型コロ

ナ感染症の対応、設計積算及び

業務の効率化に関する情報提供

があった。

　引き続き行われた意見交換で

は下記のとおり。

協会）緊急事態宣言及び札幌市内の重点対策も14日で解除となるが、北海道庁内の出勤抑制等の

対応の変更は。また、各庁舎内への出入りについて。

道庁）農政部など庁舎内への出入りは支障なく可能。時差出勤、テレワークは従来どうり引き続

き取り組んで参る。

協会）新型コロナ終息後においても、モバイルワークの取組の継続をお願い。受託業務地が遠方、

かつ、冬季の打合せでは天候による移動に苦慮。

道庁）コロナ対策の名目のほか業務改善の側面もある。現在、振興局、出張所単位で１回線のみ。

新年度から道では、職員にスマホを貸与する予定で、これを活用してモバイルワークの運用に対

応する予定。通信費用の負担も生じるが積極的に活用したい意向。

協会）説明資料にモバイルワークの推進の資料には、事例として「完了検査」も対象とされてい

る。新年度以降も対象となるか？

道庁）振興局により対応差が生じるかもしれないが、無くなることはないと考えている。コロナ

終息後において打合せの内容によっては、対面が必要となる事例も想定しており、ケースバイケ

ース。検定については、その時の状況で双方合意すればリモート有り。一律型にはめる考えはない。

協会）現在、国の業務契約は、「電子契約」が進められており。収入印紙の貼付、印鑑押印不要

などメリットがあるが、北海道の対応、予定は？

道庁）北海道においては、発注三部共通。国土交通省の動向は把握しているが、現時点において

「電子契約」に係る北海道の情報はない。関係部署には、いまの質問などについて情報提供する。

協会）関連して「デジタル庁」が発足し「デジタル化」が進むと考えれるが、農政部で発注業務

などについて、新たな取り組みなどの予定は？

農政部との意見交換会を開催
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道庁）デジタル庁が具体に何を推進するのか、現状では不明。概算要求ではデジタル関連予算を

各省庁分を集約していることは把握している。地方に対する動向は不明。

協会）ため池整備に係る委託業務について、ボーリング調査などの後に、基本設計や実施設計が

行われると考えるが、ため池・堤防に関する受注実績の無い会社会員は厳しいと考えまるが、今

後、指名基準等の考え方は？

道庁）ため池整備の委託業務のうち、通常の業務は指名競争入札で実施しており、業務内容に応

じて土質・地質解析や構造物設計等の実績を求めています。堤高15ｍ以上のダムについては、公

募型競争入札により堤体設計の実績を求めています。実績のない会社は実績のある会社とのＪＶ

による入札参加が可能です。発注側も関係技術者が不足しており本年より空知にため池整備室を

新設。互いに経験を蓄積して参りたい。

協会）新規採択に向け、各振興局では「整備履歴」の蓄積を図っているときいているが、整備状

況はどの程度か？

道庁）「30年構想」として市町村単位で、整備履歴を整理して、今後30年を見据えた整備を想定。

各振興局で作成しているが、個別の整備実績に係る整備の数字は不明。今後、市町村、改良区な

どの団体と新規地区の整備構想の参考とする予定。

協会）N ４システムについて、利用実績や新年度からのスマートフォンの導入について、説明が

あったが、悪意のある第３者の介入による情報漏洩があった場合の責任の所在について。罰則ま

たは指名停止の基準、ガイドラインは？

道庁）現在、ガイドラインはない。コンサルタントとのサーバーがランサムウエアに感染した事

案があり、道庁のみならず他の機関のデータ漏洩の危険があったことを承知。対策はこれから。

個人情報の取扱量が多いという事実のもと、事態に備えた対応、対策を検討して参る。

　

協会）精査が不十分な地区が増えている。20ページの資料では、モデル地区を設定し基本設計導

入の記載があるが、モデル設定に拘らず、導入を促進して欲しい。また、基本設計の導入は、業

務の効率化のほか、振興局等の職員が若年化し、業務経験の浅い職員が増えている現状において、

打合せの機会などを通じて「技術の継承」の場が増えることを望むところ。

道庁）基本設計の導入は営農用水事業や換地を伴う経営体事業を想定。受益者の事業内容の理解

度や地域のコンセンサスが不十分な地区の存在は承知。これまでは２カ年調査で対応してきたが、

地域の構想段階から関わりを持つよう、市町村や土地改良区などの団体と取組を進めているところ。

計画段階から、実施担当、用地担

当も交え地区の取りまとめに当たる。

コンサル各社の協力をお願い。

  最後に神会長から今後も意見交

換会の継続実施をお願いし、１時

間にわたる会を閉じた。
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令和３年度　農業土木技術者研修会

本年度開催した「農業土木技術者研修会」について紹介いたします。

　　○第１回農業土木技術者研修会

　　　日　時　令和３年８月４日　13時30分から

　　　会　場　ホテルポールスター札幌及び Zoomミーティング

　　　参加者　会場：17名、Zoom：78名　合計：95名

　　　課題①　防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の概要

　　　　【講師　農政部農村整備課　宮﨑課長補佐】

　　　課題②　防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画

　　　　【講師　農政部農村整備課　有澤主任技師】

　　　課題③　農業農村整備事業の委託業務について

　　　　【講師　農政部事業調整課　合田技術管理担当課長】

※研修会は、ホテル会場に集合と Zoomミーティングの併用で開催しました。

　研修課題は、近年の台風等による豪雨や大規模地震により農業用ため池が被災するケースが多

発していることを契機に農業用ため池の適正な管理及び保全に必要な措置を講ずることを目的に

制定された法律や防災工事推進計画の概要等のほか、ダム、ため池設計の留意点等について研修。

　また、事業調整課からは、新型コロナウィルスへの対応、設計積算に係る情報提供、働き方改

革に対応した業務の効率化などについて研修。

　今回の研修は、初めてホテル会場の研修内容をZoomを通じて配信しましたが、音声の設定が悪く、

聞きづらかったようです。大変申し訳ありませんでした。
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　　○第２回農業土木技術者研修会

　　　日　時　令和３年９月22日　13時30分から

　　　会　場　Zoom ミーティング

　　　参加者　Zoom：112名

　　　課題①　ため池設計に係る留意事項【講師　空知総合振興局整備課　相田主幹】

　　　課題②　ため池の改修設計について【講師　㈱ルーラルエンジニア 　打田調査役】

　　　課題③　ため池の施工計画について【講師　内外エンジニアリング北海道㈱　弓野技術顧問】

　　　課題④　六線沢ため池の施工について【講師　㈱堀口組　寒河江取締役土木部長】

※第２回研修会は、第１回に引き続き「農業用ため池」について、振興局、コンサルタント、ゼ

ネコン、それぞれの立場（発注者、受注者、工事施工者）、経験に基づき４名の方に説明を行っ

て頂きました。

　今回初めて、100名を超える参加を頂きました。対面による研修とは異なりますが、パワーポ

イントにより、予定時間を超える研修会となりました。

　研修講師を務めて頂きました４名の方には、改めてお礼申し上げます。
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は じ め に
　新年あけましておめでとうございます。
　協会員の皆様におかれましては、新たな年を迎え、益々ご清祥のことと申し上げます。
　この度は、社長紹介の機会を与えて頂き、誠に有難うございます。
　令和２年から世界中に感染拡大し猛威を振るっている新型コロナウイルスとの戦いも、人流抑
制（不要不急の外出抑制）、基本行動（マスク着用、手指洗浄、うがい、三密防止）等の徹底と
ワクチン接種の普及により、昨年10月１日、国内に発令されていた緊急事態宣言が解除され、少
しずつではありますが、収束の気配も感じられます。しかし、コロナの消滅は時間を要する（難
しい）と言われています。気を抜くことなく基本行動を遵守し「コロナとの共存」を図っていき
ましょう。

自 己 紹 介
　私は、昭和31年７月７日（七夕）、上川管内中富良野町で産声を上げ、本年満66歳になります。
昭和50年３月旭川農業高等学校農業科を卒業し、昭和52年６月北海道職員（技術吏員）に採用さ
れ、最初の赴任地根室支庁を振り出しに外６つの支庁（現在振興局）・本庁勤務を経て、平成28
年３月北海道職員を退職。在職中（実施部門20年、用地部門20年）は、協会員の皆様方には大変
お世話になりました。紙面をお借りしお礼申し上げます。
　平成28年５月ご縁をいただき、㈱極東コンサルタントに入社、顧問２年、専務取締役２年を経
験し、令和２年５月代表取締役に就任いたしました。先達の築いた有形無形の財産を引き継ぐこ
とへの、責任の大きさに身の引き締まる思いですが、社員と心を合わせ更なる一歩を目指し精進
して参りたいと考えております。

会 社 紹 介
　弊社は、昭和39年９月極東陸地測量㈱として創業、平成１年㈱極東コンサルタントに商号変更
し、本年59年目を迎えます。
　社内機構は、総務部（総務、経理）及び業務部（地籍、用地、換地、照査技術室）の２部５課
１室体制で業務を行っております。地籍課では国土調査（地籍調査測量）を創業当時から、用地
課では確定測量並びに調査測量など、換地課では換地計画などの営業項目を掲げて、多種多様な
ニーズに臨機に対応しながら信頼と実績を重ね、北海道内の社会資本整備の一端を携わらせてい
ただいております。
　一方、弊社の年齢構成が中年齢化してきており、若年齢層の確保・育成が直近の課題でありま
す。あわせて、コロナ禍後の業務形態（テレワーク等、加速化したデジタル化社会）への対応や
働き方改革などの課題もありますが、一つずつ実践し社員と地域社会から魅力を感じられる会社
を目指して参ります。

お わ り に
　私達業界を取り巻く環境の変化は、目まぐるしく、そのスピードも速く、待ったなしです。北
海道農業の持続的発展に微力ではありますが、精一杯取り組んで参る所存でございます。経営者
としてまだまだ未熟な私でございますので、今後とも協会並びに協会員の皆様の変わらぬご指導
ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

株式会社 極東コンサルタント

代表取締役　井内　寛二
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は じ め に
　令和２年６月に技研測量設計株式会社 代表取締役に就任いたしました筒井です。

　日頃より北海道農業土木測量設計協会の皆さまには大変お世話になっております。

　この度は農土測協時報におきまして紹介の機会を与えていただきありがとうございます。

会 社 紹 介
　弊社は昭和50年２月に前社長である父が技研測量設計株式会社として深川市で設立し、調査・

測量・建設コンサルタントとして主に農業農村整備事業の業務を行って来ました。

　皆様の暖かいご支援のもと本年の２月で47年を迎えます。

　課題として人材不足・職員の高齢化がありますが、少しずつ仲間が加わり社内の人材充足・職

員の若年化を行っているところです。

　技術的には、i-construction の促進に伴い３次元技術の向上に重点を置いて UAV や３D レー

ザースキャナ等を導入しています。

今後も ISO9001の品質方針をもとに顧客や社会のニーズに応えるよう努めて行きます。

自 己 紹 介
　昭和56年深川市生まれ。地元の高校卒業後に札幌の大学で情報工学を学び、卒業後は札幌・東

京の NEC 構内にて主に企業向けのサーバ制御ソフトウェアや NTT 系検索システムの開発に従

事しました。検索エンジンは当時から米 google が世界的に１強で検索精度も他を圧倒しており、

システム開発においてモチベーションの維持に苦労しました。

　退職後１年間ほど札幌で自己流の社会勉強をしておりましたが、見かねた父の誘いにより約10

年前に技研測量設計に入社し、現在に至ります。

　趣味はアウトドア全般や音楽で、アウトドアに関してはキャンプや釣り、登山（低難度）。音

楽に関しては鑑賞のほか、ギター・ドラムをある程度こなします。

　数年前に子供が生まれてからは、自分の趣味の時間は控えめにして子供と過ごす事が多くなり

ました。

お わ り に
　転用や耕作放棄地の増加等により農地が減少し、農業の担い手の減少と高齢化の進行は農業生

産の維持にとって重要な問題です。優良な農地の確保と有効利用を図るため農業基盤整備を継続

し、担い手に対する農地の利用集積を促進していくことが必要と考えます。

　弊社もその一員として貢献できるよう努力してまいりますので、今後とも協会並びに協会員の

皆様方のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

技研測量設計 株式会社

代表取締役　筒井　寛幸
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は じ め に
　協会の皆様におかれましては、常日頃、北海道の農業農村整備事業の推進と我々コンサルタン

トの健全な発展に御尽力いただき有り難うございます。また、協会会員の皆様にも大変お世話に

なっております。誌面をお借りしまして厚く御礼申し上げます。

　この度は「社長紹介」の機会を頂戴いたしましたので、主に私の紹介とさせていただきますが、

併せて弊社の紹介も少しさせていただきますことを御容赦ください。

自 己 紹 介
　私は、昭和36年に創業社長である故中神銑三郎の次男として産まれ、昨年、健康体で還暦を迎

えることができました。

　中学までは北見市で育ちましたが、高校時代は札幌市で過ごし、学生時代は千葉県、就職して

からは千葉、東京、茨城、埼玉、東京と流浪の民で、現在は13カ所目の住居となります。

　小学生の頃より見聞きしていた実家の事業の影響もあり、大学では土木工学を専攻し、東京の

建設コンサルタントで34年間努めてまいりました。前半は治水施設（写真左は岐阜県丹生川ダム）

の設計を担当しておりましたが、後半は河川防災関連の情報システム設計に携わる時間がほとん

どでした。土木屋と情報技術屋を足して二で割ったような経歴で、農業土木という世界をあまり

知らずにおりました。

　そんな私が令和２年４月、農業農村整備事業に深く携わらせていただいている弊社の代表取締

役社長に就任いたしました。当初、専門分野の違いや、自身の年齢、創業者である父が亡くなっ

て10年以上が経つ会社を継承するべきか随分と悩みましたが、同じ公共事業の世界であることと、

防災の面では自分が役に立てる場面もあるのでは、と決心した次第です。就任一年目の昨年度は

前社長に相談役として残っていただき、社長交代に伴う周囲の不安を和らげることができたので

はないかと考えておりますし、何より新米社長に道筋をつけていただきました。

　終わりに遊びの話で恐縮ですが、四十代半ばから始めた三つの趣味について紹介させてくださ

い。一つ目はプロ野球観戦です。野村克也さんの ID 野球に魅了され、TV 中継に満足できず球

場に足を運んでからハマりました。今や明治神宮野球場は私の庭です。二つ目はスキューバダイ

ビングで、勤続20年の特別休暇の際に始めました。写真右は八丈島で遭遇したアカシュモクザメ

（俗称ハンマーヘッド）です。三つ目は落語です。眠れない時に人の話を聞くと眠りに入れると

始めたのがきっかけで、今では小さな落語会の後の演者さんとの打ち上げが至福の時です。

株式会社　中神土木設計事務所

代表取締役　中神　　拓
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会 社 紹 介
　弊社は昭和44年３月の創立で、令和元年に50周年を迎えました。創業者の「発想は大胆に、設

計は緻密に」という言葉をモットーに、社員と共に成長してきた会社ですので、皆が会社の今後

を考える良い節目となりました。常に顧客満足を意識しつつ、農業基盤整備など多方面にわたる

社会資本の整備を通じ、これまでオホーツク地域の地元企業として貢献できているのではないか

と自負しております。

　企業としての共通の悩みだと思いますが、社員の高齢化、人手不足・人材不足、技術の伝承、

新技術の取り込み、働き方改革への対応等々、取り組むべき課題は山積しています。全ては「組

織力の強化」に繋がる課題でありますので、組織力の意識を持って解決していきたいと考えてお

ります。

　平成の終わりに、成果品質の向上行動の一つの証として ISO9001の認証を取得し、また設計を

通じて人と自然が調和する豊かな自然環境の維持を意識して ISO14001の認証を取得しました。

今後とも、時代の変化に伴う多様なニーズに対し、創業時より培われた技術力のもと、「誠実と

信頼」、「知恵と行動」、「創意と挑戦」を経営の基本理念として、これまで以上に確かな技術と積

極的なチャレンジ精神をもって、信頼ある技術力を地域社会に提供していく所存です。

お わ り に
　就任直後から出社自粛の状況となり、協会の皆様への御挨拶も滞っておりましたが、協会誌で

自己紹介の機会を与えていただき感謝の念に堪えません。

　未熟者であることが許されない年齢ではあるものの、経営者としては駆け出しの身です。今後

とも倍旧のご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

試験湛水直前の丹生川ダム 奇跡的に出会えたハンマーヘッド
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は じ め に
　この度は、北海道農業土木測量設計協会から本誌への寄稿の機会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と、新型コロナウイルスの影響もあって働き方改

革による就業時間の制約と変化で、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、令和２年６月に９代目の代表取締役社長という立場になり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。

　私が弊社に入社したのは昭和58年のことで、地質調査については何もわからないことから、最

初は技術者として良き先輩方と離島（奥尻島及び礼文島等）を含む全道のさまざまな業務に関わ

り、地形形成及び地質構成等学んで、その後は総務職を経験して現在の代表取締役社長に就任す

る事になりました。

会 社 紹 介
　会社の概要としては、昭和28年１月の大野興業株式会社内で地質調査部を設置し、昭和40年２

月で分離、社名を「大野地下興業株式会社」とし創業、後に新社屋を建設に伴い平成４年１月に

「アースコンサルタント株式会社」に社名変更、建設コンサルタントとして社会資本整備に参画し、

おかげさまで営業63期を迎え今日に至っております。

　弊社は、土質・地質調査業務を中心に北海道各地（主に官公庁の委託業務）で事業展開をして

おります。特にインフラ整備の基礎となる土質・地質・岩盤調査をはじめ、地すべり及び軟弱地

盤の調査解析・対策を主力に手掛けて参りました。

お わ り に
　最終に貴協会や業界の発展に少しでも貢献出来るよう一生懸命まい進し、弊社としましても安

全安心な社会資本構築（防災・減災・国土強靭化対策）して、今後も皆様と協力しながら取り組

んでいきたいと思います。

　これからもご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

アースコンサルタント株式会社

代表取締役　小倉　健一
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㈱中神土木設計事務所

内外エンジニアリング北海道㈱上山試錐工業㈱

㈱ルーラルエンジニア

㈱グリーン測量

　令和３年12月17日、ホテルポール

スター札幌において令和３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。

　宮田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

顕彰するもの ｡

　委託部門からは、上山試錐工業㈱、

内外エンジニアリング北海道㈱、㈱

グリーン測量、㈱ルーラルエンジニ

ア、㈱中神土木設計事務所の５社が

選ばれました。

　贈呈式は昨年に続き新型コロナ感

染症への対応に配慮して実施され、

感謝状を贈呈した後に宮田農政部長

は、「高い技術力はもとより、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。

　また、今後に関しては「建設産業

が持続的に発展していける環境作り

に取り組んでいく」と述べられました。

2021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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・㈱プラテック
　代表取締役会長　　中島　和義　様（享年69歳）

　没　令和３年10月７日

　ご冥福をお祈りいたします

おくやみ

協会行事予定

令和３年度

１月
１月13日（木） 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 技術者資格取得支援事業 令和４年度募集開始

３月中旬 第２回 業務推進委員会

令和４年度

４月
４月上旬 定期監査

４月20日（水） 第１回 理事会（ポールスター札幌）

５月 ５月31日（火） 令和４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：伊達市）

10月 10月上旬 農業農村整備パネル展（場所：未定）
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　冬になると山間部は雪に覆われ

るため、いろいろな鳥や獣たちが

麓の市街地まで下りてくることが

あります。今回紹介するクマゲラ

もそのうちの一つです。春から秋

にかけては森の中で生活をしてい

ますが、冬になると、木がすっぽ

りと雪で覆われてしまうことが多

く、樹幹に巣食っている幼虫など

を捕食しづらくなるためではない

かと思われます。また、根元近く

の雪を払いのけ、土の中にいる虫

などを探している様子を見かける

こともあります。

　私は、恵庭市の住宅地域の真っ

ただ中に住んでいるのですが、団

地のほぼ中央部が公園になってい

て、少しばかりの大きな木がある

ことから、2月から3月の厳冬期

になると、団地の公園でクマゲラ

がドラミング ( キツツキが幹をた

たく音 ) をしているところを、何

度か見たことがあります。

　エゾリスを追いかけていた時に、

クマゲラが頭の上を鳴きながら飛

んでいたので、近くに止まらない

かと目で追っていた時に、少し離

れたところに止まったので、近づ

いてみたところ、根元近くの幹で

餌探しをしていて、その時に撮っ

たものです。

　冬の散歩では、思いがけないも

のに出会えるチャンスが多いです

ね。

撮
影
秘
話

飯
田

　直
男
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「クマゲラ」

「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

手を洗おう

３つの「密」を
さけよう

いまは、小声で

いまは、
きょりをとって 咳エチケット

換気をしよう 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

正しく理解し
思いやりある行動を


