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まるで中世の絵画のよう
　「農村からの証言」の英さんの茶館の
写真の構図の美しさに感銘しました。中
央の椅子に腰掛けている白髪の老人は、
まるで哲学者のよう。みんな談笑してい
るけど、視線の方向が全て異なっている。
そんな中で奥の白いワイシャツの店員だ
けが撮影者を見ている。このような瞬間
を捉えることで、写真が中世の絵画のよ
うになるんだなと思いました。また、確
かにモノクロだと人の表情に注目できる
んですね。 （埼玉県、20代女性）

究極の土地改良区？
　面白かったものは、①土地改良切り語
り6、②農村からの証言、③私から見た
土地改良、④私と農業土木、⑤民話が生
んだ愛称です。
　感想ですが、究極の土地改良区、何だ
このタイトルは悪ふざけか？と最初思
い、読みましたが、へえ～そんなことが
できるのかと感心しました。改良区の職
員として一番頭を悩ませているのが賦課
金の未納問題であります。その中で今回
の記事は興味深く読ませて頂きました。
今後とも究極の土地改良区シリーズを続
けて欲しいです。
 （愛知県、40代男性、団体職員）

私から見た土地改良に共感
　「私から見た土地改良 元内閣府事務次
官に聞く」を読んでいて、いつの間にか
経歴と逸話に引きずり込まれてしまい、
元次官と同時代の者として、ストンと落
ちる話ばかりゆえ、つい「なるほど」を
連発してしまいました。
　「農村からの証言」は、説得力のある
写真とともに、これからの農村のありよ
うを深く考える契機になりそうです。
　「国営事業地区探訪」では、興味のあっ
た島のひとつ、沖永良部島の現地事情の
紹介と相俟って、地下ダムについて「目
から鱗」でした。次号が楽しみです。
 （東京都、60代男性、団体職員）

農村からの証言に惹きつけられる
　「農村からの証言」の写真に惹きつけ
られました。何気なくページをめくって
いると、突然一枚の写真が目に飛び込ん
できました。「何と貧しい。戦時中の日
本国か。」申し訳ないですが、そう思っ
てしまいました。しかしよく見ると茶館
に集う20年前の浙江省の人々。今も同
じような光景なのでは？と思うとあまり
の貧しさに暗く落ち込みました。前の方
のページをめくると、日本の写真が。き
ちんと整備されたため池や美しい棚田を
みていると、ホッと安心しました。日本
人に生まれて良かった。幸せだと心から
思いました。素晴らしい写真をありがと
うございました。
 （山形県、40代女性、地方公務員）

閑話休題から読んでます
　面白かったのは、①閑話休題「バブル
へGO！！」、②栃木南部地区を徹底調査、
③現場代理人レポート 印旛沼二期、中
津山、④品確法改正で発注はどう変わる
のか？ 佐々木室長に伺う、⑤国営事業
地区探訪 西郷さんが流された…です。
　「農村からの証言」は英 伸三氏の写真
のド迫力に圧倒、上記に並べるのをやめ
ました。
　「バブルへGO！！」の意表を突くタイト
ルに思わず、機関誌の裏から読み始めま
した。かつて現代国語の試験対策に朝日
新聞の天○人○を読んでおりましたが、
最近の新聞のコラム欄よりこちらの閑話
休題の方が一読の価値があります。お勧
めです。 
　「栃木南部地区」では、単なる事業紹
介ではなく、受発注者の顔が見え、さら
にはエンドユーザーとの関わりまで見せ
てもらえ、事業に直接に携わっていない
読者にも事業が身近に感じられる構成で
す。
　「土地改良」を業界以外の方にもっと
もっと読んでもらいたい。土地改良や農
業土木以外の方にアピールできる機関誌
だと思っております。
 （東京、女性、団体職員）

本誌「土地改良」へのご意見、ご感想をお待ちしております。
　官製はがき又はメールにて、本号の記事の中で面白かったもの、興味深かったものを
5点以内で順に表題名をお書きいただくとともに、ご意見、ご感想を200字程度でおま
とめ下さい。また、住所、氏名、性別、年齢、職業、勤務先、電話番号をお書き下さい
（掲載の際には、都道府県名、性別、年齢、職業までを表記させていただきます）。
　ご感想等を掲載させていただいた方に
は、毎回もれなく全国各地の名品を贈ら
せていただきます。次回掲載分について
は、「青森県産りんご又はりんごじゅーす」
をご用意しております。（11月末日締切）
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写真はイメージです。

P R E S E N T

協会会員企業の関係記事 閑 話 題休

　蕎麦屋に入る、ざるを注文する、値段はメニュー
で確認すると800円だが、蕎麦は昼は 1割引だとい
う。得した気分もあって注文してから大盛りにした
くなった。店員に確認する、200円のプラスという
ことで変更してもらう。店主が蕎麦を打っている間
に天ぷらも食いたくなった。値段を確認する、海老
天二匹で600円、これもお願いする。すっかり満足
して勘定を支払う、さあいくら支払う？世の中の常
識では、1,520円だが、公共事業の発注者はちょっ
と違う。
　公共工事では当初発注時には入札で互いに契約額
を確認するが、追加工事が発生した時にその都度事
前に変更額を双方で確認することをしないのだ。代
金がいくらになるか確認せず大盛りを注文したり、
客がいくら払ってくれるか不明なのに注文を受けた
りするようなもので、大盛りは200円増しという合
意がないのだ。
　それでも工事の施工延長が若干伸びるというよう
な単純な場合は、単価に延長増分を乗じた追加額が
生じるという互いの認識があるからよい。地質条件
などが想定と異なって工法変更が必要になったりす
る場合は大変だ。
　例えば、事前の地質調査結果からオープン掘削で
大丈夫と判断して設計したものが、実際に掘削して
みると地盤が軟弱で矢板工法に変更せざるを得ない
というような場合がある。発注者としては当初設計
との整合性を確保しつつ工法変更の必要性を整理し
ようとするわけだが、酷い監督職員に当たると、そ
もそも当初の調査や設計が杜撰だと農政局から指摘
されるのを恐れ、最終的には受注者がより安全性を
確保するために自主的に矢板工法に変更したという
整理を押し付けられ、増額分を見てもらえないこと
がある。
　工期末の農地の原型復旧などで仕様書通りに施工
し、管理基準値を満足しているにも関わらず、農家
から表土が薄くなったとクレームをつけられ、監督
職員の指示で客土するような場合も同じで、受注者
の自助努力にされてしまう場合が少なくない。
　これらの例は、いずれも大盛りに注文を変更して

おいて、勘定の時に大盛り分は店のサービスにしろ
と強要するようなものだ。受け入れてしまう店も問
題だが、相手が怖い人だったら200円のことで店内
で暴れられるよりはましということか。
　また、公共工事の追加工事では全く異なる種類の
工事が追加される場合もある。水路の改修工事に管
理用道路の工事や操作室の上屋工事などが追加され
る場合だ。さすがに別途工事で出そうと考えていた
ものの追加なので、事前に契約変更などで合意して
おく必要があるが、この場合に問題となるのが落札
率の適用だ。例えば、当初入札時の落札率が90％だ
としたら、発注者が用意する追加工事の予定価格は
当該工事を行うのに必要となる工事金額ではなく、
これに90％を乗じたものの代金しか用意しないこと
が多いのである。
　まったく異なる工種なので、受注者としては材料
や職人の手配も新たにする必要があり、当初工事の
入札時に想定したのとはまったく異なる段取りとな
るので、発注者が同じ割引率の適用を前提とするの
は不合理と言わざるを得ない。
　先の蕎麦屋の話に戻せば、蕎麦は昼は 1割引とい
う説明に対して、大盛り200円も 1割引にしろと言っ
たうえで、蕎麦とは異なる海老天の追加も一緒に食
べたという理由だけでこれも 1割引にしろと求める
ようなものである。蕎麦は仕入れ値が値下がりして
いるので 1割引にしたが、海老はむしろ値上がりし
ている。店としては算段が違うのに、1,520円頂く
つもりの御代が1,440円になってしまうのである。
酷い監督職員に当たれば、先程のように大盛り分は
サービスになってしまうので、1,260円ということ
になる。
　こんなお客ばかり相手にしていては赤字続きにな
るのは目に見えているので、そういうは発注者には
近寄らないことが唯一の防衛策ということになるが、
これでは当該分野の公共事業の担い手は育たない。
土地改良建設協会との意見交換会で多くの農政局長
が「対等な立場での協議」の必要性を強調するが、
その実現への道のりはまだ遠い。

常識か、非常識か
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