
　一般社団法人ダム工学会の平成30年度特別功績賞に田中忠次氏、功績賞に齊藤政満氏が選定され、
5月16日星陵会館で行われた表彰式で田代民治ダム工学会長（鹿島建設株式会社代表取締役副社長）
から賞状が授与された。

　田中忠次氏（一般社団法人地域環境資源センター理事長）は、ダム等の土構造物の有限要素法に関する研
究の第一人者として、土の変形・強度特性を踏まえた数理モデルによる解析を試み、土の構成関係の力学モ
デルを提案するとともに、さらに有限要素解析と結合させるなど、フレキシブルで効率的な解析方法を提案
し、ダム技術の進展に多大な貢献を果たしたこと、また、土地改良事業計画基準・設計「ダム」の改訂に当
たり、フィルダム小委員会の委員長に就任し、新技術を取り込みつつ同基準の改定に大きな功績を果たした
こと、また、国営造成農業用ダムの計画・設計・施工に関して、北海道開発局、東北農政局、関東農政局、
北陸農政局の各管内の多数のダムに対する助言・指導を行ってきており、ダム事業の発展に著しい貢献をな
したことなどが受賞理由とされた。

　なお、ダム工学会においては、平成21
年度から23年度まで副会長を、平成24
年度には会長努めるなど、学会の興隆にも
著しい貢献をなしている。
　齊藤政満氏（一般社団法人土地改良建
設協会専務理事）は、会津農業水利事務所
の調査設計課長として、日中ダムの河床部
浸透流の増大が貯水位の上昇による温泉
源への圧力伝達の影響を受けていること
を確認した上で、追加グラウチングなどに
よる対策工を実施し、堤高、堤体積ともに
最大級のフィルダム完成に大きな役割を

果たしたこと、また、農村振興局設計課長、整備部
長として、農業用ダムの機能診断手法、耐震性能照
査手法の確立に向けて各種マニュアルを整備すると
ともに、レベル2地震動に対する耐震性能照査を推
進するなど、農業用ダムの安全性評価の枠組みを構
築したこと、また、一般社団法人土地改良建設協会
の専務理事に就任後は、平成30年10月に「土地改
良ダム総覧」を発刊し、今後の農業用ダムの更新整
備、安全性評価に必要不可欠な技術情報の整理、蓄
積に大きく貢献したことなどが受賞理由とされた。
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平成特集は重要な記録

　平成最後の号は令和になってから拝読
しました。改元に伴う平成回顧特集はあ
まりに大部で専門的なのでちょっと難し
すぎました。しかし、こうやって時代の
節目に過去を振り返ってとりまとめてお
くことが将来にとって貴重な財産になる
のだと思います。ダムに特化してとりま
とめられた “総覧” とは違った形での重
要な記録だと思います。
　「閑話休題」は門外漢にとってわかり
やすく興味深いコーナーです。国家公務
員志望者の減少は小さく新聞の片隅に報
じられるだけですが、なかなか深刻な問
題で、その原因がかなりはっきりしてい
ることに気づかされました。安定志向に
よる地方公務員人気、基礎研究軽視によ
る理系技術力の低下、文系研究不要論な
ど、世の中がどんどん目先のことしか考
えなくなっている風潮にあらためて危機
感を覚えました。
 （東京都、50代女性、地方公務員）

吉田輝星投手の活躍が楽しみ

　関係機関等の関心を高め、若い技術者
育成・確保につなげることを目的とした
母校訪問記が始まりました。かねて構想
があったとはいえ、貴社の実行力を見習
いたいと思います。そして302号で提案
させて頂いた秋田県立金足農業高校が
トップバッターだったことに感激しまし
た。あとは、吉田投手の一軍での活躍を
楽しみに待つばかり。まずは、7月11日
（木）楽天生命パーク宮城で行われるフ
レッシュオールスターゲームでの活躍を
期待しています。
 （東京都、40代男性、国家公務員）

教育現場との繋がりに期待

　新企画「母校訪問記」の第1回目は、
自分の母校である金足農業高校を紹介し
ていただき興味深く拝見しました。近年
は、農業高校が減少し、農業関連産業の
担い手確保が課題となっていますが、私
の職場でも農業土木関連の担い手確保の
ため地元の農業高校を対象に継続的に学
習会を開催しています。この企画を通し
て、教育現場とのつながりが深まり、一
層の人材育成・人材確保が図られること
を期待します。
 （宮城県、50代男性、地方公務員）

「平成の三〇年を振り返る」は
永久保存版

　農水省の組織の名称が「構造改善」か
ら「農村振興」へ変更されたとき、言葉
の響きだけを捉えて前者の方が、勢いが
あってカッコいいと感じておりました。
事業名が「農業基盤整備」から「農業農
村整備」に変わった時も、「違いの分か
る女」になれたのはしばらく経ってから
でした。
　今回、『平成の三〇年を振り返る』を
読んでとても印象に残ったのは、「高度
経済成長が進み都市と農村の格差が生
じ、予算の行き届かない地方の要望に、
土地改良が柔らかく応えて行く。」とい
う箇所です。まさに土地改良は、昭和、
平成の時代を国民、とりわけ農村地域に
“寄り添いながら” 柔らかく応えてきた
のだ、と理解しました。
　これからの令和の時代はどのように進
化していくのか、とても関心があります。
「平成の土地改良」を知りたいなら、今
回の特集号1冊で、完璧です。永久保存
版として大切に保管します。
 （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。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、「純米吟醸青竜とらっきょう
の詰め合わせ」をご用意しております。
［8月末日締切］

協会会員企業の関係記事
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