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女性の活躍に期待

　私の職場は、農業土木技術者29人
のうち7人が女性であることから、女
性技術者座談会を興味深く拝見しまし
た。これまでは、女性も現場監督が主
でしたが、近年は農泊などの農村振興
が重要視され、時代の流れとともに女
性の活躍が目立つようになった気がし
ます。
　また、協会が実施している技術研究
所見学会の様子を見ても、女子大生の
参加が目立つなど、女性の担い手にも
期待がもてました。さらに5年後？の
座談会がどうなるのか、今から楽しみ
です。
 （宮城県、50代男性、地方公務員）

女性技術者のガチの議論に
個性をみた

　「女性技術者座談会」には驚かされ
た。以前は「女性座談会」と言えば、
女性がいかに頑張っているかや男性に
はない女性の視点とかだったが、ここ
では、公共事業の課題や方向性、土木
の社会貢献、技術開発、生産性の高い
組織づくり等々の話がガチでされてい
た。男性、女性というより、むしろ参
加者の個性差が見えた。それだけ女性
の活躍が定着してきたということだろ
う。男女を問わず、先例に囚われずに
挑戦する気持ちが大切な時代だ。
 （東京都、60代男性、会社員）

進藤、宮崎両議員の活躍に期待

　1月号の進藤、宮崎両議員のインタ
ビュー記事で、建設業の働き方改革へ
のコメント拝読させていただきまし
た。大幅な手続きの簡素化、契約制度
の見直し、技術者の確保という、両議
員のお考えに同感です。
　残業規制や週休二日だけが働き方改
革ではありません。現在の契約制度で
は、机上作業が多過ぎます。（発注者
である官庁もそうではないでしょう
か）技術者が技術者らしい創造的な仕
事が出来るよう、仕事の仕組み自体を
変えていく必要があります。
　その面での両先生の取り組みに期待
いたします。
 （東京都、60代男性、会社員）　

刀利ダムに想う

　昭和42年刀利ダムが完成し、米ど
ころ砺波平野（散居村）を潤して半世
紀の歳月が過ぎた。ここ刀利の原風景
は、古くは、平家の落人が入ったとこ
ろに外様宇野宗右衛門（代々襲名）が
入り、越中藩佐々成政の臣（扶持米
300俵）として天正12年9月能登の末
森城の戦いに参戦したが前田軍に負け
敗軍の将となった。しかし、翌年の天
正13年9月に加賀藩前田利家から120
俵の扶持米の加増をうけ前田家の臣
（合計420俵）となり、数百年にわた
り刀利の肝煎役として君臨していた先
人宗右衛門の思いを馳せています。
（東京都、80代男性、宇野宗右衛門末裔）
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閑 話 題休

　令和 2年度の農業農村整備事業関係予算は、農
林水産省の皆さんのご尽力や進藤、宮崎両先生のご
支援により、臨時・特別措置枠を含めて4,973億円、
これに元年度補正追加額を加えると6,515億円と前
年度をさらに上回る予算を確保することができた。
　また、内容的にも、度重なる災害の発生やため池
法の制定を踏まえた農業水利施設の豪雨災害対策の
強化や、スマート農業を展開するための基盤整備の
推進について予算措置され、今後の事業展開を大い
に期待できる内容となっている。
　特に、補助公共事業として中山間地域農業農村総
合整備事業が創設されたことは特筆すべき点である。
というのも、農村整備については、平成21年11月
から始まった民主党政権による事業仕分けにおいて、
農道整備事業や田園空間整備事業などが廃止され、
平成22年度予算は対前年比36.9％の2,129億円に削
減された。この時、残された農村整備に関わる補助
事業についても、地方に任せるべきとして農山漁村
地域整備交付金に統合された結果、平成23年度予
算では 3本柱であった農業農村整備事業予算の中
から、「農村整備」の項目が無くなり、「農業生産基
盤保全管理・整備」と「農地等保全」の 2本の柱
となった。
　農村が生産の場であるとともに生活の場でもある
という特殊性に着目して、生産基盤の整備と一体的
に農村環境を整備することの必要性が指摘され、昭
和40年代後半から補助事業として順次拡充され、
国が政策誘導してきた農村整備を失うこととなった
のである。
　つまり、N（農業）N（農村）整備事業予算において、
NNのうちの一つのNを失い、いわばNN予算がN予
算になってしまったのである。それからちょうど
10年目に当たる令和 2年度予算において、中山間
地域農業農村総合整備事業が創設された。新規の事
業制度が生まれたということに止まらず、このこと
により、補助公共としての農村整備が復活し、本来
のNNの姿を取り戻したことになる。予算要求にあ
たった関係者の皆さんに改めて敬意を表したい。
　その一方で、老婆心ながらこの10年間のブラン
クを心配するものである。補助公共としての農村整
備は、農林水産省や地方農政局で新規採択を行うの

で、その事業計画が国の政策誘導する方向性に沿っ
た内容であるのか、また、目標とする村づくりは実
現可能なのかなどを地方公共団体と議論していた。
例えば、農村の景観を生かしながら圃場整備を行い、
住宅用地を生みだして地域活性化を図るような計画
があれば、住宅用地のニーズはもとより、農村景観
を維持するための建築規制の議論まで行っていた。
そのため、国の職員も都市計画法や建築基準法など
他省の法律まで勉強していたが、この10年間は個
別地区の事業計画など見ることもなく、予算配分で
国の仕事は終わっている。
　また、関係団体においても、（財）農村企画開発委
員会では村づくりの調査研究とともに、農村アメニ
ティーコンクールなどを行い、村づくりの成功事例
を分析してきたが、平成31年に解散している。農
村環境整備センターにおいても、かつては専門家の
委員会があり、地方公共団体の作成する事業計画に
対して現地調査を行うなどして、各専門分野の有識
者が助言を行い計画のブラッシュアップを図ってい
たが、平成23年には日本農業集落排水協会と合併し、
現在は（一社）地域環境資源センターの中の農村環境
部となっている。
　やはり、10年間のブランクは大きいと言える。
農林水産省や関係団体における調査、研究の蓄積が
どのように継承されているのか気掛かりにもなる。
しかしながら、平成29年から本格的に推進してい
る農家住宅の推進政策のように、かつての大規模な
予算措置を伴うものではないが、これまでの農村整
備の蓄積を活かした取組もなされている。特に、農
家住宅推進のモデルとして選定された 6地区は、
いずれもこれまでに農村活性化住環境整備事業や田
園空間整備事業などの補助公共事業で村づくりを
行ってきた地区である。
　また、新たな食料・農業・農村基本計画において
も、「中山間地域等をはじめとする農村に人が住み
続けるための条件整備」が明記されるとのこと。こ
れを契機に、今回創設された中山間地域農業農村総
合整備事業についても、これまでの蓄積を活かし、
その政策誘導の目的に沿った優れた事業計画作りが
行われることに期待したい。

NNからNに、そして再びNNへ
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