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　かつて弊誌291号の本コラムで蕎麦屋の話を書いた

ことがある。店に入ってざる蕎麦を注文する。メ

ニューで確認すると800円だが、昼は一割引とある。

得した気分もあって蕎麦を注文してから、天ぷらも

食べたくなり、エビ天を追加する。普通であれば、

客は店主にエビ天の値段を確認して追加するだろう

が、公共事業の発注者は異なるという話を書いた。

　例えば、水路の改修工事を発注しておいて、周辺

の管理用道路の一部舗装工事などが追加になる場合、

打合せ簿で追加工事の内容は指示するものの、その

工事の追加額について相互に確認することがない。

蕎麦屋の話で言えば、エビ天の値段を確認せずに追

加注文するようなものだが、これまでこれが公共事

業の長年の常識であった。最終の契約変更時におい

て追加額を含めた変更額を協議することになるのだ

が、全ての工事を終えてしまっているのに、受注者

として納得がいかない内容となることが少なくない。

　発注側の論理としては、追加工事の額は契約変更

の手続きを経て確定するので、それ以前に追加工事

の額を打合せ簿等で合意することはできないという

ことである。であれば、契約変更を行ってから追加

工事に着手すれば良いのだが、国営事業所から書類

が上がり農政局で決済手続きを経て契約変更となる

には、すぐに 1ヶ月程の時間がかかってしまう。た

だでさえ、工期が厳しいのに追加工事の着手に 1ヶ

月も待っていたのでは、工期内に完了できないとい

うことで、実際は打合せ簿の指示で着手しているの

である。

　受注者としても追加工事の額を確認しないまま着

手するというのは、民間の契約常識からしてどうか

と思うが、発注者が国ということもあり、適正な額

で契約変更して頂けるはずと信じて監督職員の指示

に従っているというのが、これまでの慣例であった。

　当協会では、改正品確法の趣旨に鑑み、農政局と

の意見交換会等でこのような慣例の改善を申し入れ

ていたが、この 1月に農林水産省からの通知文によ

り、「受発注者が設計変更に係る認識の共有を図るこ

とにより、適正かつ円滑な契約変更手続を確保する

観点から、設計変更に係る打合せ簿等への概算額の

記載について、その取扱いを定めた」として、追加

工事等の指示に当たっては、打合せ簿等でその額を

直接工事費ベースで原則として十万円単位で記載す

ることとした。もちろん、これは先の理由により契

約変更額そのものを定めたものではないが、受注者

としては概算の変更額が推定でき、安心して追加指

示された工事内容に取り組むことができ、画期的な

制度改善である。円滑な工事実施に向けて受発注者

の対等な関係を構築しようとする農林水産省の意気

込みに深く感謝申し上げるものである。

　さて、また蕎麦屋の話に戻ると、昼の蕎麦は一割

引と看板にあっても、社会常識からすれば追加注文

したエビ天は当然のことながら一割引にはならない。

蕎麦が一割引なのだからエビ天も一緒に一割引にし

ろと言う客がいたら、店から追い出されるだろう。

しかし、公共工事の発注者は追加工事分についても

当初工事の落札率をかけて予定価格を算出するので、

そのような割引を前提としている。蕎麦が一割引と

言ったのなら、一緒に食うという事実だけでエビ天

も一割引となるのが常識なのだ。店主からすると、

蕎麦は仕入れ値が下がっているので割り引いたので

あって、エビはむしろ値上がりして割引できないと

いう主張は、公共事業の場合には通用しないのだ。

　これではあまりに理不尽なので、当協会では追加

工事が新工種の場合には、当初契約の落札率を乗じ

ることがないように制度の見直しを要請している。

農林水産省の早急な改善を期待したい。

続、常識か、非常識か
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「私から見た土地改良」
の福山市長が印象的
　印象的だったのは、1, 福山市長の枝
廣直幹氏の発言の中で、「福山の輝きを
見つけ出し、その発進力を強めていくこ
とが……。きらりと光る生産農家をどう
育成していくかがポイントです。」と発
信していることです。2, 女性リレートー
クも生の声が聞こえて、面白い。3, 土
地改良切り語り「農村の形｜農村計画 
事始め1｜」。ほかにも盛り沢山。4, 国
営事業所長等座談会も本音が出ていて同
調。5, 我が社の技術PRでは水路トンネ
ルの空洞充填工が出ていて、目に見えな
いところの把握と施工の難しさを痛感。
　でも、最も感心するのは、誌面が、明
るくなり、身近になったことでした。約
2年経っても嬉しいことに、今も読みや
すさは引き続いています。中味も時宜を
得ていて、こりゃ本物だと感激です。
　もちろん毎回、全編、目を通しています。
 （埼玉県、60代男性、公務員）

土地改良が身近になりました
　私の上司だった方の記事が「女性リ
レートーク」に掲載されたのがきっかけ
で、「土地改良」を読むようになりました。
田舎生まれの私には土地改良は空気みた
いなもので意識していませんでしたが、
進藤かねひこ議員が国会質疑で御活躍さ
れる姿に感動しました。「土地改良切り
語り｜農村のかたち」では、思いもしな
い考え方を知り、時代が変わるときこそ
農村の在り方が大切だと思いました。
 （埼玉県、20代女性、会社員）

ウイングを広げた指導に期待
　「国営事業所長等座談会」を興味深く
読ませて戴いた。事業所や農政局の実

態について、またその改善の方策につい
て、真摯な議論をされていることに感銘
を受けた。特に民間の立場から言えば、

「農政局や土地改良技術事務所によるウ
イングを広げた指導」が増えていくので
はないかと強い期待感を抱いた。建設協
会が進めてこられた施工現場の実態調
査・農政局長との意見交換会等の活動が、
着実に実を結んできつつあるのだと感じ
られた。
 （大阪府、60代男性、会社員）

人口減少への対応の必要性を
痛感
　面白く読ませていただいた記事は、
土地改良・切り語り12 「農村のかたち｜
農村計画事始め」と国営事業所長等座談
会 「今、国営事業の円滑な推進に何が求
められているのか」です。
　これらの記事から日本の人口減少は本
当に深刻であるのだと思いました。
　前者は社会的共通資本である農村の在
り方を原点から見直し農村計画を行う必
要があること、後者は事業の円滑な推進
のために限りある人材をどう使うか工夫
することが書かれています。
　最近ではIoTにより今までの慣習やビ
ジネスモデルが大きく変わりつつありま
す。国の業務や農村の形態もどんどん自
動化されるでしょう。また、異業種と「協
業」することで大きな収益を上げること
ができる場合もあるでしょう。技術提案
などの膨大な入札手続きを簡略化し「本
来の事業所の指導や支援に集中できる」
環境整備が迅速に進められることを期待
します。
　農村も人口減少をマイナスに受け止め
るだけでなく、安心して暮らせる快適な
場所として再生してもらいたいと思いま
す。
 （東京都、女性、団体職員）

　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、

「岡山県のフルーツセット」をご用意
しております。（商品内容が変更にな
る場合もあります）［5月末日締切］
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