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　　土地改良建設協会では、平成26年 9 月から会員
企業の受注現場で現場代理人から抱えている課題を
直接聴取する現場実態調査と、その課題分析を基に
協会が改善策を提案する農政局長との意見交換会を
開催している。特に、現場実態調査については、国
営事業所及び会員企業の協力を得て、本年 9月まで
の 2年間で58か所の現場を回り、様々な課題を聴取
してきた。この間、協会からの提案等を踏まえて、
農林水産省からは26項目もの改善通知を発出いただ
き、各農政局のご指導の下、事業所の設計変更等に
対する対応も大きく変化してきた。
　残された課題は何か、小誌の前号での支店長等と
の座談会で、異口同音に指摘されたのが発注前の十
分な地質調査と施工性を配慮した工法選定、リスク
を考慮した仮設計画である。ある現場では、軟弱地
盤であるのに限られたボーリングデータから工法決
定して発注したため、土層・土質の状況が想定と異
なり、施工中に構造物が沈下した。また、ある現場
では、受注者が河川を締め切る仮設計画の設計洪水
量を昨年の実測値から見直すよう発注者に申し出た
が認められず、指定仮設通りに施工したところ想定
を上回る洪水により流出した。
　前者の例では、設計に当たったコンサルタントは
距離の離れた 2本のボーリングから地質を推定する
のは困難として追加ボーリングを事業所に申し出た
そうだが、発注スケジュールに間に合わなくなるの
で、所与のデータで設計し、図面と数量を早く出す
よう指示されたという。
　後者の例では、設計時に過去 5年の河川流量デー
タを基に最大値を用いて設計洪水量を計算して仮設
計画を作成し、河川協議も経ているので変更できな
いと言われたという。この設計業務の報告書をコン
サルタントがまとめた後に、それを上回る洪水が発
生していることから、受注者はリスクが大きいと仮
設計画の見直しを求めていたのだが。
　これらの例によらず、不十分なボーリングデータ
を基に地質を想定して設計したがために、施工中に
構造物が不等沈下したり、推進工法の工法見直しを

余儀なくされ工事が中断したり、オープン工法を矢
板工法に全面的に見直す必要が生じ工事が大幅に遅
延したりという例が多数発生している。
　なぜこのような事態が頻繁に発生しているのだろ
うか。先の支店長等との座談会によれば発注官庁に
よらず公共事業に共通して見られる課題だという。
コストの最小化を追及するがあまり、工事の施工性
やリスク管理が軽視されているという。
　日本の公共工事は外国に比べて割高と批判され、
公共工事のコスト縮減対策が始まったのが平成 9年
である。以降、名称は変化するが同様の取り組みが
永遠と続いている。毎年 3％程のコスト削減目標を
掲げて、各省はその取り組み成果を公表してきた。
これらの成果は公共事業の各施工現場での取り組み
の積み上げであるから、どのような工夫をしてコス
ト縮減を図ったか各現場は毎年報告を求められるこ
とになる。
　このような中で、構造物として出来形が残るもの
ではない仮設計画や地質調査などの事前調査は、コ
スト縮減のターゲットになりやすい。また、コンサ
ルタントも施工実績が限られていても、少しでもコ
スト縮減につながる新工法を提案する方が発注者か
ら歓迎され、そこでは現場条件を踏まえた施工性は
無視されやすい。
　しかし、地質調査や仮設計画を節約してコスト縮
減を図ったつもりでも、そのために工事の中断を余
儀なくされたり、施工を全面的にやり直すのでは、
むしろ事業費が増大することとなる。そして何より
も怖いのは人身事故の発生である。
　先の例でも、コンサルタントが申し出たように追
加ボーリングを実施していれば地層の変化を把握で
きただろうし、受注者が指摘したように発注者が想
定した設計洪水量を上回る洪水が前年に実際に発生
していたのだから、いずれも予見可能性はあったと
言える。にもかかわらず回避義務を怠ったと認定さ
れたら、発注者の過失ということになるだろう。
　行き過ぎたコストの最小化追及でリスク管理を
怠っては、真の技術者とは言えないのではなかろうか。

行き過ぎたコストの最小化追及
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2年間の大きな成果に感謝
　支店長等座談会「農政局長との意見交
換会を振り返る」は、大変明るい気持ち
で読ませて頂いた。局長との意見交換会
やこれに先立つ現場での実態調査等が始
まった時には、はてはてどうなるかと期
待半分、心配半分だったが、大きな成果
となった。多々課題があるのは分かって
いたし、これまでも発注者への要望や申
し入れ等やっていたが、いわば暖簾に腕
押し。現場での不満が慢性化すると会社
としての不安になり、土地改良工事を受
注することへのためらいとなる。
　不安や心配は解決しにくいが、不満で
あれば本気で深掘りすればその正体が見
える。現場の具体的な事実や事態を丁寧
に押さえ、発注者と受注者が真摯に議論
することで、ここまでたどり着いたのだ
と思う。品確法改正という追い風はあっ
たものの、協会や関係者の方々の努力に
は敬意を表したい。「品確法改正で発注
はどう変わるのか？」を見ると、既に、
これまでの制度改善が現場にいかに浸透
徹底されるかという段階に入っているよ
うだ。益々の活動と本誌での紹介をお願
いしたい。（東京都、60代男性、会社員）

多くの人に読んでほしい！
これが「土地改良の真髄」
　「私から見た土地改良　奥山恵美子仙
台市長に聞く」は、5年前の東日本大震
災の恐ろしさを改めて知るとともに、人
間の強さというか、災害を乗り越える偉
大さを感じ、身震いをした。灰燼化した
農地を、災いを乗り越えて大区画化しよ
うと、他人から借りた服を着た仙台東土
地改良区理事長から決断を迫られ、決断
していく市長の話は、感動した。まさし
く、血と汗、知恵と努力、そして地域を
豊かにしようとの信念で、水田とその命
脈である水路網を守り育てきた土地改良

の真髄だと衝撃を受けました。大規模圃
場整備に踏み出せたことから、様々なこ
とへ、チャレンジ精神の火が付いたので
すと、市長の話が続く。
　聞き手が当時仙台市内で震災を経験し
た柵木室長ということもあり、8ページ
の対談をあっという間に読み上げた。素
晴らしい。
 （東京都、60代男性、建設会社社員）

発注者と受注者の橋渡し
　興味をもった記事は、「支店長等座談
会－農政局長との意見交換会を振り返る
－」と「優れた技術提案とは何か」です。
土地改良建設協会って何をやっていると
ころのなの？協会活動に直接携わってい
なければ、たとえ会員企業の社員であっ
ても、おそらくそう思うのではないで
しょうか。
　今回の農政局長と支店長の座談会の企
画では、 発注者と受注者の間に橋渡しと
して協会が入り、現場の意見がくみ上げ
られ、工事円滑化に向かう、という軌跡
を見ることができます。そして、このよ
うな発注者との有意義な意見交換の先
に、多くの受益者の満足する顔があるの
ではないでしょうか。
 （東京都、40代女性、団体職員）

閑話休題に納得
　閑話休題に進藤先生のことが書かれて
いた。私の地元でも、沢山の地域を奥様
も加わって実に丁寧に廻られたが、閑話
休題にあるように確かに政治家としての
3条件を満たした実に素晴らしい土地改
良代表である。我々は、その唱える理念
を通じて土地改良事業の今日的意義を再
確認できたし、その理念を共有して活動
することで幅広い土地改良関係者が久し
ぶりに組織の一体感を取り戻すことがで
きた。
　進藤先生に感謝するとともに、国会で
のご活躍を大いに期待するものである。
 （山口県、50代男性）

　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、「新潟産のル・レクチェや越後姫な
どのフルーツ詰め合わせ」をご用意して
おります。（11月末日締切）
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土地改良について
国土づくりを「人間の生存のための自然への働きかけ」と把えたとき、

わが国の歴史は水田稲作を通じて実現した国土づくりの歴史となる。

私たちの目に「自然」と映る国土は、モザイクのような多様さに満ちた自然をもとに、

先人たちが努力と工夫で作りあげてきたものである。

そのままでは役に立たない土地に改良が加えられ、水を中心とした条件が整えられて、

手の入らないところはないほど加工され、管理された自然である。

現在のわが国の繁栄は、この結実としての基盤の上に花開いているのである。


