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農業現場に迫る危機への対応
　「土地改良法の改正で何が変わる」読ん
で、今回の法律改正は、農業の現場に迫る
危機に対し柔軟に対応することを目的とし
て整備されたという感想を持ちました。人
口減少と急速な高齢化に起因する農業の担
い手不足による日本農業の危機、そして自
然災害や老朽化した施設の突発事故からの
危機を回避するためには、待ったなしの現
状であることが伝わってきます。
　農業農村整備事業は、地元農家の申請と
同意を基本としますが、超スピード社会で
生き抜くためには、時に手続きを簡略化し、
迅速に対応することを農家に求めることに
なります。理解を得るには現場に対する丁
寧な説明と地域住民が希望を抱ける展望が
必要です。
　農地中間管理機構が上手く機能してス
ムーズな換地手続きと農地集積が進み、地
域を丸ごと売り込める政策を地域住民と一
緒に作りあげていただきたいと思います。
　また、閑話休題の情報共有システムの効
能には、なるほどと頷かされました。
 （東京都、女性、団体職員）

八郎潟に足を運びたくなりました
　冊子の表紙を見て、これは見覚えのある
写真と目を凝らすと、やはり八郎潟干拓。
以前、防潮水門工事の更新事業に従事して
いたので懐かしく、早速本文を探すとその
記事は「私から見た土地改良」で現職の大
潟村長へのインタビューでした。干拓の成
り立ち、大潟村ができるまでの苦労、生産
調整への取り組み、知識集約化農業などの
内容は、大潟村の昔と今と未来を感じさせ
る内容になっていて、大変興味深かったで
す。そしてこの記事を読んで、懐かしい大
潟村に足を運び、どこまでも続いているよ
うなあの美しい桜と菜の花を見に行きたく
なりました。
　 （新潟県、40代女性、公務員）

聞き手の突っ込みで理解できた
土地改良法改正の中身
　土地改良法は従来から読みにくく理解し
にくい法律であると思っていた。今回の改
正では、その基本原理とも言われる、農家
申請や同意、負担などに手が加えられたと
いうことで興味を持っていた。
　今回の改正の3本柱のうち、防災対策の
強化、手続の合理化は比較的理解しやすい
のだが、農地利用集積の促進部分は農地中
間管理機構や事業との関係が難解でイメー
ジが掴めなかった。
　本座談会では実際に担当された職員の方
が、その背景や具体的事例、問題点などを
分かりやすく解説されており、聞き手も結
構突っ込んだ質問をされており、更に理解
を進めることが出来る内容となっていると
思う。条文や解説本だけでは理解できない
ところをうまく補完し、読みやすくまとめ
られている点がよかった。今後このような
企画により、難解な行政文書の理解が深ま
るような企画がなされることを期待する。
 （東京都、60代男性、団体役員）

女性の活躍に期待
　「女性リレートーク」と「愛すべき小さ
な田舎からの小さなたより」を、いつも楽
しく読んでます。黒部ダムを見て感動して
土木の道へ進まれたとのことですが、女性
が働きやすい職場は、全ての人にとって働
きやすいことを意味します。建設業界への
女性の進出が業界全体の改革につながるこ
とを期待しています。
　「しおや湧水の里ウオーク大会」は、美
しい自然の中で、エイドステーションでお
いしいものを頂きながらウオーキング、楽
しさが伝わってきます。「しおや」にちな
んで40.8kmということですが、しおや
ハーフというコースがあれば、東京からで
も参加したいところです。
　 （東京都、女性、主婦）

　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、
「日本ワインコンクール2016（甲州ワイン
の部）で受賞したグリド甲州と中村桂子さ
んサイン入りの『いのち愛づる生命誌』」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）［2月末日締切］
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本誌「土地改良」へのご意見、ご感想をお待ちしております。
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P R E S E N T
日本ワインコンクール2016

（甲州ワインの部）で受賞したグリド甲州と
中村桂子さんサイン入りの
『いのち愛づる生命誌』

閑 話 題休

　本誌が創刊されたのは昭和38年であるが、その頃

から昭和40年代前後のテレビ番組は米国からの輸入

もののドラマや映画が多かった。中でも、1959年公

開の「タイムマシーン」や1966年公開の「飛べ！フェ

ニックス」は当時何回かテレビ放映されたが、子供

心にも強く印象に残る映画であった。

　特に、「タイムマシーン」は大型の三輪車のような

形状で、背後には仏像の光背のような風車の形状の

ものが付いていて、時空を超える際にはそれが回転

して光り輝くので、ドキドキしながら見ていた。そ

して、その中で小学生の子供に何故かショッキング

な映像として残っているのが、主人公が未来で接す

る文化をすっかり喪失した世界である。

　主人公は、訪れた未来の世界で、科学技術の進歩

により大変豊かになった生活ぶりに安心したのだが、

周りに本が無いことに気づき、書物はどうしたか尋

ねる。本など読む必要がないと言う未来人の案内で

図書館についていくと、そこには大量の書籍が並ん

でいるのだが、それに触れてみると朽ちていて、あっ

と言う間に棚に並んだ全ての書籍が枯葉のように崩

れ落ちるのである。子供心にも衝撃的なシーンであっ

た。

　未来の世界は、科学技術の進歩により物質的には

何の不自由もない楽園となっていたのだが、書籍と

して記録することがすっかりと途絶えていたのだ。

紀元前数千年から文字により記録し、継承してきた

人類の歴史や文化が喪失してしまう、主人公は絶望

と同時に未来人への強い憤りを感じていたように記

憶している。

　技術の進歩により情報の伝達、継承の手段は多様

化しているが、いずれにせよ文字を刻むことが基本

である。本誌は創刊300号を迎え、会誌を通して本協

会の歴史を振り返る座談会を企画した。創刊当時は

ネットもない時代であるから、会誌が会員に情報伝

達する唯一の手段である。読み返してみると、協会

設立に至った関係者の熱い想いや、農業土木会館建

設に向けた関係者の奮闘ぶりが、50年前の出来事で

あるのに鮮明に伝わってくる。事実関係を書籍に残

すことの重要性を改めて感じる。

　そんな中で反省すべきは、民主党政権時の会誌の

内容である。平成22年度予算は37％に大幅カットさ

れ、国営事業の新規採択も5地区に絞り込まれ、土

地改良関係者にとって大変な事態であったのだが、

その経緯が会誌に記されていないのだ。民主党政権

下では、国の職員が対外的な発表や発言をすること

が規制されていたので、寄稿によることはできなかっ

たのであろうが、予算が半分以下となった事業現場

の状況を当協会が取材して記事にしたり、新規採択

が見送られた国営事業地区の市町村長や土地改良区

の理事長にインタビューしてその思いを掲載するこ

とはできただろう。国への配慮があったのだろうが、

表現ぶりに注意しながら窮状を陳情とするなど、“事

実” を会誌に残す方法はあったはずだ。

　さて、本年は社団法人として土地改良建設協会が

設立されて50年という節目の年であり、50周年記念

事業として「土地改良ダム総覧」を刊行することと

している。土地改良関係では、昭和59年に刊行され

た「農業水利ダム集大成」で68のダムについて纏め

られているが、その後は作成されていない。既に30

年以上を経過し、その間も数多くのダムが建設され

ている。このままでは当時のダム建設の課題克服の

経緯などはそれに携わった個人の記憶に残るだけと

なり、技術の継承を図ることもままならない。

　このような危機感から「土地改良ダム総覧」を作

成するものであるが、大事なことは “事実” を記録

として残すことである。やがては “歴史” となるも

のである、事実を誠実に記録したい。その努力や工

夫を怠っては、映画「タイムマシーン」の未来社会

のように、土地改良技術という文化の喪失を招くこ

とになりかねない。

事実の記録
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