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石造りの水路と赤い列車の表紙写
真に感動
　7月号の表紙写真は、石造りの開水路の
水が赤いヂィーゼル列車と一緒に動いてい
るように感じる構図で、躍動感があり素晴
らしいと感じました。
　また、巻頭言「那須野ヶ原の開拓事業を
思い起こして」を拝読し、私共でも明治・
大正年代に築造された疏水を管理していま
すが、改修された年代が同じ頃で、よく似
た履歴の疏水だと再認識しました。その疏
水のシンボル施設であるサイフォンを受益
地域の小学4年生の児童が毎年見学に来ま
す。その際、疏水の歴史、先人の苦労、水
の大切さ、水難事故防止の啓発などを行っ
ていますが、同時に小学4年生では学習し
ない「そ水」の「そ」の漢字は、「疏」を使っ
てほしいと啓発しています。身の回りの書
籍、書類、新聞記事などに使用されている
漢字も二つの字が使われています。「疎水」
と「疏水」です。どちらも正解とは思いま
すが、私どもでは「疏水」という表記に統
一するようにしています。
　その他、毎号楽しみにしている記事は女
性リレートークです。熊谷組の小澤さんの
記事は、楽しく読ませていただきました。
 （兵庫県、60代男性、団体役員）

県庁でも、どうする農業農村工学
　7月号の記事の中で面白かったものは、
「どうする、どうなる農業農村工学」、「国
営事業地区探訪」、「優れた技術提案とは何
か」、「"愛すべき小さな田舎"からの小さな
たより」、「女性リレートーク」です。
　特に、座談会「どうする、どうなる農業
農村工学」を興味深く拝読し、いま大学で
農業農村工学系学科がおかれている厳しい
研究環境について認識を新たにしました。
県庁では、農業土木も含めた土木系職員を
「総合土木職」として募集しており、近年
では工学部を卒業した学生が採用の多数を
占め、農業土木の職場に配属されるケース
が多くなっています。このため、農業に馴
染みのない職員が増えつつあることに危機
感を覚えており、まずは多くの若者が農業
農村工学分野を認知し、学問を志してくれ

るよう、国（国営事業）のみならず、私た
ち地方自治体（県営事業）もこの分野が社
会に貢献している姿をもっと示していく必
要があると思いました。
 （富山県、40代男性、地方公務員）

日本の米カレンダーのファンとして
　7月号の特集は、富山和子先生が約30年
前から作られている「日本の米カレンダー」
の翻訳者「ユーニス氏」のインタビュー記
事でした。
　私は日本の米カレンダーのファンの一人
ですが、翻訳者の事はよく知らなかったで
す。富山先生が書かれる毎月の文章からは
日本人である私も知らない風習や2000年に
及ぶ米作りを続ける農家の人々への思いが
随所にうかがえます。そんな内容をイギリ
ス人であるユーニス氏が日本と日本人、そ
して日本語に対する深い理解力と愛情を
持って翻訳される姿を垣間見ることが出来
たインタビューでした。これからも米カレン
ダーが世界中の方々へ送られて美しい日本
を知る機会になってくれるよう期待します。
 （東京都、60代女性、主婦）

学生への支援は時宜を得た協会の
取組み
　そもそも農業農村工学の元祖である農業
土木学は現場ニーズを踏まえて発展してき
た学問である。先日、農業農村工学会全国
大会で発表される全ての論文を見て、大学
の研究と農業農村整備の現場ニーズとのあ
まりの乖離に愕然とさせられた。これでは、
現場ニーズを踏まえた農業土木学を学生に
教えることができる研究者がいなくなるの
ではと危惧する。
　社会のニーズに応えない学問は淘汰され
る。農業農村工学の理念が抽象的ゆえに、
理念の拡大解釈により研究テーマがなんで
もありの状態になっている。農業農村工学
をやめて新農業土木学に移行すべきではな
いか。
　特集「どうする、どうなる農業農村工学」
において土地改良建設協会が農業土木学の
デパートである国営事業所に学生を派遣し
て学んでもらう取り組みを始めることを表
明した。まさに時宜を得た取り組みである。
多くの大学がこの取り組みに参加すること
を期待する。
 （東京都、50代男性、国家公務員） 

　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。また、文意を変えない
範囲で、当方の判断で文章の量を調整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、「きりたんぽ鍋セット［5人前］」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）［11月末日締切］
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P R E S E N T
比内地鶏の里 伝統の味 特製スープ付

きりたんぽ鍋セット［5人前］

閑 話 題休

　本年 6月末に内閣官房副長官を議長として厚生労

働省、農林水産省、国土交通省等を構成員とする「建

設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」が設

置され、8月末には「建設工事における適正な工期

設定等のためのガイドライン」が策定された。働き

方改革はあらゆる産業分野に対する政府全体の取組

みであるが、とりわけ建設業について官邸主導で関

係省庁連絡会議を設置したことは、自殺者の発生な

どの事件を踏まえた建設業の過酷な労働環境に対す

る政府の危機感の大きさと言える。

　同ガイドラインにおいては、建設工事に従事する

者の休日の確保に配慮した適正な工期設定が求めら

れており、特に週休 2日を実施する工事については、

発注者が諸経費を上乗せ措置することも規定されて

いる。その他、長時間労働の是正に向けては、生産

性の向上対策が不可欠として、ICT活用工事の推進

やプレキャスト製品の導入などともに、情報共有シ

ステムを活用した省力化などが掲げられている。

　これらに関して、既に農林水産省においては、当

協会との意見交換会での議論等を踏まえて、土日完

全休工を促進するモデル工事の試行や受発注者間の

情報共有システムの活用等に取り組んで頂いている

ところであるが、特にここで注目したいのは情報共

有システムの活用である。

　情報共有システムは、受発注者間における工事書

類の受け渡しについて、インターネット上のクラウ

ドサービスを利用するものであり、事務負担の軽減

に大きな力を発揮する。現場代理人に聞くと、今ま

では監督職員に電話で都合を聞いて車で書類を届け

ていたのが、現場事務所のパソコンから提出書類を

情報共有システムに載せるだけで済み、時間のロス

が無い。また、それに対する監督職員の指示をいつ

でも、どこからでも確認することができ、打ち合せ

簿処理の経緯も残るので、互いの思い違いを防ぐこ

ともできるという。

　また、発注者側のメリットも大きいという。情報

共有システムにおいては、電子決済処理機能も付い

ていて、発議書類の承認状況を一覧表で確認できる

ので、現場代理人と監督職員との協議状況や現場代

理人からの申請に対する事業所内での処理状況等を

総括監督職員である事業所長が絶えず把握できると

いう。つまり、監督職員の判断が滞っている工事現

場はどこか、事業所長は常にパソコンで確認できる

のである。

　当協会では、これまでの 3年間で70の施工現場で

実態調査を行ってきた。その中には、発注者の想定

と現場条件が異なり、受注者から仮設計画の見直し

や工法変更等の提案を行うが、監督職員が抱えたま

まで的確な判断を示さなかったために、手戻りで余

分なコストが発生したり、大幅な工事の遅延等を招

いたという例が少なくない。そのような場合、事業

所長に伺うと「ベテランの技術者なので、現場のこ

とは彼に任せておいた」ということが多い。受注者

からの提案を所長以下事業所全体で議論し速やかに

判断を下していたら、このような事態には落ち入ら

なかったのであろうが、先の所長の言葉には、監督

職員から話が上がってこないうちに、所長が首を突っ

込むわけにもいかないという思いが表れている。

　ベテランの技術者にしても、自分は所長よりも現

場経験は長いし、技術にも精通している。先ずは、

自分が納得のいく判断をしてからということで、現

場代理人に様々なデータの整理や分析をさせていた

のかもしれない。しかし、現場は時間との闘いであり、

ある一定材料の下に迅速に判断することが絶えず求

められる。

　情報共有システムは、このようなベテラン技術者

のプライドに配慮した事業所長の躊躇を救い、課題

に対する事業所全体での議論と迅速な判断を促すこ

ととなる。農林水産省の通知文の目的には記されて

いない思わぬ効果があり、ぜひ「情報共有システム

活用の試行」などと言わず、全ての工事へ適用する

ことを切に願うものである。

情報共有システムは事業所長の躊躇を救う
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