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　写真は、五泉市の「チューリップまつり」の風景です。国営阿賀野川用水農業水利
事業（昭和 36 ～ 58 年度）で造成された、阿賀野川頭首工で取水した用水が地域営農
に使用されています。
　新潟県は全国でも有数のチューリップの産地で、五泉市では出荷するだけでなく見て
楽しんでもらおうとチューリップまつりを開催しており、今年で 29回目となります。
　約３haの水田を活用した彩り豊かな150万本余りのチューリップは、４月中旬からゴー
ルデンウィーク頃までが見頃ですので、機会があれば訪れてみてはいかがでしょうか。
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巻　頭　言

農政新時代と「闘う土地改良」
第２ラウンド

北陸農政局地方参事官（各省調整）　垂井　良充

　北陸農政局に赴任して１年が、地方参事官を拝命してから半年があっという間に経ちました。
年齢を重ねると年月が経つのが早いことに、今更ながら驚かされます。
　新潟県、関係市町村、県土連、改良区の皆様方には、日頃より農業農村整備事業等の推進に
御尽力を賜っておりますことを厚く御礼申し上げます。
　新潟の土地改良に触れる度に大事業の数々、先人の偉業に敬意を表する毎日の１年間であり
ました。

１．農政新時代
　生産者の高齢化や耕作放棄地の増大等課題が山積している中、農林水産業の活性化は待った
なしの課題であります。政権交代以降、産業政策と地域政策を車の両輪とし、農協改革や農地
中間管理機構の創設などの農政改革を実施し、攻めの農林水産業への施策を推進してきたとこ
ろであります。
　今般、ＴＰＰ大筋合意を受け、生産現場に残る懸念と不安を払拭し、新たな国際環境の下で、
次世代を担う生産者が夢と希望を持って経営発展に取り組めるよう、これまで進めてきた農政
改革に加え、昨年とりまとめた「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に基づき、
①産地パワーアップ事業など新たな政策手法により、②戦略的輸出体制の整備など生産者以外
の者の知恵なども総動員し、新たな農政を展開いたします。
　この新たな農政を講じていくことで、生産者の方々が、安全、安心で高品質な世界にも通用
する農林水産物を生産しているとの自信を持ち、このような意識の転換が図られることで、新
たな国際環境の下でも、夢と希望を持って経営発展に取り組んでもらえるようになると考えて
おります。
　「農政新時代」とは、このような農政の新たなステージを端的に称するものであります。北陸
管内では昨年 12 月末より、「農政新時代キャラバン」として県、市町村、JA等生産者団体と意
見交換会を実施してきました。
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２．「闘う土地改良」の結果
　平成 28 年度当初予算、平成 27 年度補正予算については２月２日～３日にかけて「農業農村
の振興に関する意見交換会」として上越市と新潟市で開催したところです。
　平成 22 年度に大幅減となった農業農村整備事業関係予算については、予算回復を求める、各
方面からのご支援を賜り、８月の平成 28 年度当初予算の概算要求において、対前年度比１千億
円の増額要求を行い、鋭意財政当局と折衝を進めていたところ、10 月５日にTPP 協定交渉が
大筋合意に至り、情勢が大きく変わりました。
　結果としましては、28 年度当初予算（NN関係予算）については対前年度比 127.9％の４千
588 億円の 1,000 億円の増額要求に対し、対前年度比 106.5％、３千 820 億円の 232 億円の増額
を確保しました。一方、補正予算については、TPP関連対策 940 億円を含め 990 億円を確保す
ることができました。
　当初予算での回復が土地改良の至上命題であることはかわりませんが、UR対策をめぐる厳
しい批判や、厳しい財政状況から来る公共事業関係経費への強い削減圧力の中、当初と補正を
合わせ４千810億円の1,222億円の増額を確保することができたのは、関係者が一斉に声を上げ、
未だかつて経験のない組織力の発揮、確かな成果であったと思います。予算の回復については
道半ばでありますが、そこは「闘う土地改良」第２ラウンドへ。
　今回の 28 年度当初予算の概算決定及び 27 年度補正予算について、留意すべき点は、まずは、
TPP 対策については、通常の補正予算とは性質が異なるということです。政府の「総合的な
TPP 関連政策大綱」において、「既存の農林水産予算に支障を来さないよう政府全体で責任を
持って毎年の予算編成過程で確保する」と書かれています。数年の継続が期待できるというこ
とです。
　次に、当初予算における対前年度比 106.5％、232 億円の増額という数字が持つ意味についてで
す。今年度予算も昨年度予算も、60数億円ずつの増額にとどまっていたものが、３倍以上の増が
確保できたということ。また、農林水産予算全体が今年度の２兆３千 90億円から２兆３千 91億
円の１億円増、対前年度比 100.0％にとどまっている中、あるいは政府全体の公共事業関係経費
が今年度の５兆８千 980 億円から５兆９千６億円の 26億円増、対前年度比 100.0％にとどまって
いる状況を踏まえた中での意味です。今年度予算はとにかくNN予算が突出しているということ
です。一方、公共事業全体が平成 21 年度比で 84.3% まで回復していることに比較すると未だ
64.1％という状況、一度削減された予算の復活はいかに厳しいかを痛感した次第です。

３．「闘う土地改良」第２ラウンド
　しかし、予算が増えても予算執行が重要です。最大限の効果が発揮されるよう事業を推進す
るとともに不用額等がでないよう早期発注に心掛け、皆様方には引き続き御尽力願います。
　平成 28 年度は土地改良にとっても、いろんな意味で新たなステージを切り開く年であります。
「闘う土地改良」にとっては第２ラウンドの始まりでございます。最後に皆様と御家族の御健勝
と御多幸を祈念申し上げます。
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農政情報Ⅰ

　本事業は、小千谷頭首工の安定取水対策及
び老朽化が進行している施設の改修等を行い、
農業用水の安定供給及び施設の維持管理費の
軽減を図ることで、農業生産の維持及び農業
経営の安定等を図るものです。
　本年度、本地区の事業計画の基礎諸元とな
る営農計画（案）及び環境配慮計画（案）に
ついてとりまとめを行いました。

関 係 市 新潟県長岡市、小千谷市

受益面積
4,501ha（H27 年４月１日時点）
（すべて水田）

主要工事

（１）·小千谷頭首工（改修）　　１箇所
（２）·三島町揚水機場（改修）　１箇所
（３）·幹線用水路（改修）　　　13km
（４）·水管理施設（改修）　　　一式

　本地区では、水稲を中心に、水田の畑利用による大豆、そば及び野菜を組み合わせた農業経営が展
開されています。
　平成 27 年 12 月７日に開催した「第５回信濃川左岸流域地区営農検討委員会」において、「高品質
で良食味な主食用米の生産を維持しつつ、不作付地を解消して地域の実需者へ供給する加工用米の生
産を増加させる」という土地利用計画等について定めた営農計画の骨子が承認されました。

全体実施設計「信濃川左岸流域地区」
～営農計画（案）、環境配慮計画（案）のとりまとめ～

8

5

売れる米づくり ·

○高品質、良食味の達成
　（１等米比率県内トップクラスの「ながおか米」、
　魚沼産コシヒカリで良食味な「おぢや米」）
○安全、安心の確保（特別栽培米：５割減減米）
○地域の実需者へ加工用米を供給
　（供給先：米菓メーカー、酒造会社等）

大豆・そばの
生産コストの低減

○·農地の団地化
○機械化一貫体系での生産

野菜の産地化・
生産拡大

○··代表作物は、えだまめ、
ねぎ、さといも

○多様な販売の展開

地区内の水田風景 地区営農検討委員会のようす

２ 営農計画（案）のとりまとめ

１ 信濃川左岸流域地区の事業概要
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　本地域の東側には東山連峰、西側には西山丘陵が連なっており、一級河川信濃川水系信濃川及びそ
の左岸に広がる水田とともに、良好な農村景観が形成されています。
　また、地区内の農業水利施設及びその周辺では、アユ等の魚類をはじめとした多くの生物の生息が
確認されています。
　平成 28 年１月６日に開催した「第４回信濃川左岸流域地区環境に係る情報協議会」において、「生
態系に対する配慮方策、景観に対する配慮方策、維持管理及びモニタリング、地域づくり」にかかる
方策等を定めた環境配慮計画の骨子が承認されました。

　営農計画（案）については、地区営農検討委員会の指摘事項等を反映した後、確定となります。
　環境配慮計画（案）については、地区環境に係る情報協議会の指摘事項等を反映し、さらに平成 28
年２月 23 日に開催された「北陸農政局国営事業の環境に係る情報協議会」の助言をふまえて、確定
となります。
　両計画のとりまとめに際し、委員及び関係者の皆様には大変お世話になりました。
　今後とも、本地区の営農及び環境配慮の推進のため、ご協力をお願いいたします。

Plan Do

Check

Action

生態系配慮のイメージ 景観配慮のイメージ

迷入防止対策（音響装置）

濁水処理
（施工時の配慮）

保全対象生物

アユ
地域づくりのイメージ

環境保全活動の推進とＰＲ
（出前授業）

地区環境に係る情報協議会のようす

維持管理とモニタリングのイメージ

⇒地域の協働体制を活用し、専門家や大学等のアドバイスのもと実施。

魚類の捕獲と移動
（施工時の配慮）

周辺景観と調和した建屋
（小千谷頭首工）

３ 環境配慮計画（案）のとりまとめ

４ 最後に

※�PDCAは、Plan（計画）・Do（実施）・Check（監視）・Action（改善）のサイクルを
表しています。
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農政情報Ⅱ

１ 事業地区の概要

本地区は、新潟県の新潟平野のほぼ中央に位置し、新潟市、

加茂市及び南蒲原郡田上町にまたがる農地面積約 6,500ha の水

田農業地帯です。

この地域は、農業用水の安定取水のため、国営信濃川下流

農業水利事業（昭和 58 年度～平成７年度）により用水施設を

整備し、また、降雨による湛水被害を防止するため、国営白

根郷土地改良事業（平成６年度～平成 20 年度）により排水施

設を整備し、農業生産性の高い農地に転換されました。

現在、信濃川右岸では水稲を中心に、また、信濃川と中ノ

口川に囲まれた輪中地帯では水稲や果樹による複合経営が展

開され、食料供給基地としての役割を果たしています。

２ 地区の排水に係る課題

地区内の標高は -0.8 ｍを最低に最高６ｍであり、勾配の緩い平坦な地形となっており、地域の排水

は機械排水に依存しています。

農地転用による都市化の進展等により、豪雨時の湛水状況に変化が見られることもあり、白根、中

部及び萱場の排水機場が十分に機能しているかを検証する必要があると考えています。

また、都市化の進展に伴う排水負荷の増加傾向や近年の農業情勢を踏まえると、排水施設の維持管

理に係る経費について、これまでどおり農家が負担し続けることが適切なのかという意見があります。

国営施設機能保全事業『白根郷信濃川下流地区』
事業概要の紹介

大島頭首工

白根排水機場
（左：旧機場（撤去済み）　右：新機場）

地形の特徴
･完全輪中地帯
･低平地
　地盤標高
　-0.8 ～ 6.0m
・地形勾配
　上流部１/3,000
　下流部１/7,000
･ 常時機械排水
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３ 調査方針

　本地区における地域農業の維持・拡大を実現させるためには、安定的な排水が前提となります。
　将来的に持続可能な地域保全を図るべく、下記のとおり、調査を進めてまいります。

地区課題

排水解析モデルを作成し、現況を再現

○洪水時の流下状況を再現し、問題を特定（問題の有無を含めて）· 地目別排水割合の色分け

実際の流況を確認　対応を検討
○·現地測量、流量観測等を実施し、排水解析モデルの精度向上を
実施

中ノ口川の排水規制時、ポン
プが急停止させられ、機場浸
水のおそれ

分散排水計画が適正に機能し
ているか検証が必要

都市化による排水傾向の変化
により、農家負担が増加傾向

都市側と農業側の責務を整
理し、適切な役割分担を検
討（適切な用水管理を行う
ことが前提）

白根排水機場

萱場排水機場

鷲ノ木・西鷲ノ木大通川
合流地点

中部排水機場

新村制水門

中部排水路（国道横断部）
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農政情報Ⅲ

１ はじめに

　平成 28 年２月３日（水）に石川県の金沢都ホテル７階「鳳凰の間」において、平成 27 年度北陸農
政局管内国営ダム安全性評価委員会（第１回）を開催しました。当事務所より、城原ダム及び大谷内
ダムについて平成 26 年度安全性評価委員会の指摘事項に対する回答を行うとともに、耐震性能評価
の報告を行いました。

【城原ダム及び大谷内ダムの概要】

城原ダム………�苗場山麓第一開拓建設事業で造成。横平川取水工より導水した水を貯留し、苗場山麓
第一地区の各工区へ配水する施設。

　　　　　　　均一型フィルダム、堤高 27.0 ｍ、堤頂長 662.0 ｍ、総貯水量 1,200 千㎥
　　　　　　　�本体工事期間：S53 ～ S59、供用開始年：H１

大谷内ダム……�苗場山麓第二開拓建設事業で造成。大場頭首工より取水した水を貯留し、苗場山麓第
二地区の各工区及び源内山調整池へ配水するための施設。

　　　　　　　均一型フィルダム、堤高 23.2 ｍ、堤頂長 1,780.0 ｍ、総貯水量 1,206 千㎥
　　　　　　　本体工事期間：S56 ～ H１、供用開始年：H４

２ 委員会設置目的及び検討経過

　農林水産省では全ての国営造成農業用ダムを対象に、機能診断と併せてレベル２地震動（施設の供
用期間中に発生する確率は低いものの、極めて激しい地震動）に対する耐震性能照査を一体的に行い、
総合的な安全性評価を行うこととしています。平成 26 年度においては、津南町に造成した城原ダム
及び大谷内ダムを対象として、２回にわたって国営農業用ダム安全性評価委員会を開催し、設計・施
工内容の確認、健全性の確認、耐震性能照査検討条件について検討を行いました。

・平成 26 年 10 月 16 日� 国営農業用ダム安全性評価委員会開催（第１回）
� 検討項目：現設計、施工内容の確認、健全性（機能診断結果）の確認
・平成 27 年�２月 18 日� 国営農業用ダム安全性評価委員会開催（第２回）
� 検討項目：前回指摘事項の回答、健全性の評価、耐震性能照査の検討条件

平成27年度　国営農業用ダム安全性評価委員会を開催

平成 26年度国営農業用ダム安全性評価委員会（第１回）で
の現地（大谷内ダム）説明状況

平成 26年度国営農業用ダム安全性評価委員会（第２回）で
の説明状況
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３ 平成 27 年度委員会での検討内容

　委員会は５委員と農林水産省農村振興局、北陸農政局、土地改良技術事務所、信濃川水系土地改良
調査管理事務所、担当コンサルタンツ、日本水土総合研究所の出席者計 26 名で開催されました。北
陸農政局の垂井地方参事官（幹事長）から開会の挨拶の後、京都大学の青山名誉教授（委員長）の議
事進行の下、当事務所の田嶋次長から検討事項（経緯と技術的課題）、安全性評価の検討結果及び事
務所の処理方針（耐震照査の評価、安全管理上の対応方針）等の概要について説明を行いました。
　次に、事務局から城原ダムの健全性評価（前回安全性評価委員会指摘事項に対する処理方針）と耐
震性能評価について、また大谷内ダムの健全性評価（前回安全性評価委員会指摘事項に対する処理方
針及びダム天端クラック調査結果）と耐震性能評価について説明し、質疑応答を行いました。
　ダムの安全性評価（案）について各委員に内容を審議していただいた結果、ダムの安全性を確認・
確保するためのダム管理などについて、いくつかの追加検討を行うことをもって、両ダムとも検討内
容の承認がされました。

４ おわりに

　委員会での審議内容、各委員の助言を踏まえ、施設管理者と連携を図り、適正なダム管理を行いな
がら、今後とも城原・大谷内両ダムの安全性を確保していきます。

説明状況（写真奥側が各委員） 説明状況（写真奥側が説明者及びオブザーバ）
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　平成 27 年９月及び平成 28 年２月に新潟地盤沈下対策研究会を開催しましたので、その概要等をご
報告します。

１ 新潟地盤沈下調査の経緯

　新潟平野の地盤沈下は、昭和 31 年頃から大きな社会問題化しており、農地及び農業用施設でも大
きな被害が受けていることが判明したことから、昭和 33 年 10 月より農地での地盤沈下の調査を開始
しました。昭和 35 年６月には、その原因の解明と対策方針樹立のため“新潟地盤沈下対策調査事務
所※”を設置し、現在まで関係機関と連携しながら継続して調査を実施してきています。
（※：信濃川水系土地改良調査管理事務所の前身）

　昭和 35 年頃、地盤沈下の原因は“天然ガス採取に伴う地下水の急激かつ大量の揚水による”とされ、
各種規制の制定により地盤沈下は概ね収束しています。しかし、現在も、海岸部を除いて内陸の一部（福
島潟周辺）では、年間５mm程度沈下している地域もあり、主な原因としては、深層ではなく浅層で
の沈下と推定されています。

２ 新潟地盤沈下対策研究会

　当事務所においては、継続して調査（観測井による地下水位、層別沈下量、水準測量による沈下量等）
を実施しており、10 年毎に調査期間を区切り、その中間及び最終年度に学識経験者で構成された「新
潟地盤沈下対策研究会」を開催し、調査内容や総合解析について助言をいただいています。
　平成 27 年度は、第６次調査の最終報告年度となることから、平成 27 年９月 10 日及び平成 28 年２
月 18 日の２回、新潟地盤沈下対策研究会を開催して学識経験者に助言をいただきました。概要は次
のとおりです。
１）第６次調査とりまとめの概要（浅層沈下の現状分析）
　沈下が継続している主な要因としては、以下の要因が考えられます。
　・20m以浅の沈下は、粘性土Ac1 層が主体であり、Ac1 層の一次圧密が主な原因と推定。
　・Ac1 層の上下部の現砂丘及び埋没砂丘の存在（排水層）が影響していると考えられる。
　・��観測井近傍の試験結果からは、Ac1 層は加圧密状態であるが、圧縮性が高いため、加圧密領域
での沈下が無視できない。

　・��外的要因としては、都市開発が進行しており宅地開発や道路等の盛土等による加重増加も影響
や地下利用等の影響も無視できない。� （Ac1 層：粘性土層）

２）第７次調査（平成 28 年度～平成 37 年度予定）の必要性
　�　第２回新潟地盤沈下対策研究会では、「現在の地盤沈
下は、僅かであるが将来的に地盤沈下地域に存在する
農業用排施設への影響も想定されることから引き続き
調査を継続し、沈下のメカニズムの解明が必要であり、
地盤特性を明らかするため、観測井直近で試験データ
を取得するべき」と助言を得ました。
　�　平成 28 年度からは研究会の助言を基に第７次調査と
して調査・分析を実施していく予定です。

地盤沈下対策研究会（第２回）の様子

農政情報Ⅳ

新潟地盤沈下対策研究会を開催
～第６次調査最終報告を取りまとめ～
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トピック１

農業農村工学北陸コンソーシアムとは

　「農業農村工学北陸コンソーシアム」は農業農村工学技術者の技術研鑽の場を図るとともに、

その活動を通して広く農業農村工学分野の社会広報を推進することを目的に、新潟県農業土木

技術協会、北陸農政局（信濃川水系土地改良調査管理事務所）、新潟県農地部、新潟大学農学部、

石川県立大学生物資源環境学部からの技術者らにより、民学官連携の形で平成 27 年４月 24 日

に設立されました。

農業農村工学北陸コンソーシアム
第１回技術研修会に参加！

はじめに

　平成 27 年９月 25 日（金）に柏崎市市野新田ダムおよび柏崎土地改良区にて、農業農村工学

会主催の農業農村工学北陸コンソーシアム第１回技術研修会（以下、コンソーシアム）が開催

されました。このトピックでは、今回開催されたコンソーシアムについて紹介したいと思います。

コンソーシアムって？

　コンソーシアムという言葉をご存じでしょうか。コンソーシアムとは、互いに力を合わせて

目的に達しようとする個人や集団などを意味します。今回の参加者には柏崎周辺農業水利事業

所をはじめ、大学関係の方やコンサルタント、一般の方まで幅広く参加されていました。

市野新田ダムを知る

　今回のコンソーシアムのサブタイトルは『農業用ダムの建設にみる農業農村工学技術の現在

と今後の展開』ということで、現在建設中である市野新田ダムに関する内容でした。午前中は

現地研修を行い、事業所の方から市野新田ダムの現状と課題について説明を頂きました。午後

からは柏崎土地改良区にて、事業所やコンサルタンツを中心に技術講義が行われました。一般

の方からも意見や質問があり、充実した講義となっておりました。ダムに関する経験が全くな

い人でも、市野新田ダムを多様な立場、目線から知ることができたと思います。興味のある方々

は参加されてみてはいかがでしょうか？
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　新潟市中央区女池で栽培されている「女池菜」をご紹介します。
　新潟市中央区は新潟駅、住宅、商業施設など市街地のイメージがありますが、その中で「女池菜」
を栽培・出荷・販売されています。
　筆者の知識不足もありますが、新潟市内で地域名が付いた野菜を知らなかったため興味を持ち、Ｊ
Ａ新潟市鳥屋野サポート店にお話を伺いました。
　「女池菜」は、小松菜の一種で、明治 25 年頃からこの地域で栽培され、
先人が苦労を重ねて品種改良し現在に至っているとのことです。また、
女池菜生産組合に加入する生産者だけが栽培できる、栽培地域限定、
生産者限定の品です。
　手に入るのか聞いてみたところ、市内スーパーでも販売されている
とのこと。
　出荷は、12 月下旬～４月上旬で、寒さが厳しくなるとおいしくなる
ようです。市内住宅地周辺の畑から出荷されている野菜があることを
ご存じでしたか？
　これを機会に、食材を購入する時は探してみて、見つけたらぜひ食
してみて下さい。

　「女池菜」のルーツ等詳細は、ＪＡバンク新潟県信連の発行する「Sole（そーれ）！にいがた」（vol.11）
にその歴史、栽培農家の聞き取り内容等が詳しく掲載されていますので、ＪＡバンク新潟県信連のホー
ムページからご覧下さい。（本記事もこちらを参考にさせていただきました。）
　皆さんも住居周辺を見渡すと、意外といろんな作物が作付けされています。
　スーパーでも地元産を販売しているところもありますので、地産地消をご自身の気に入る逸品で楽
しんではいかがでしょうか。
　“ここでしか食べられない”おいしい食材が身近にありますので、そのヒントになればと思います。
　ＪＡ新潟市鳥屋野サポート店、ＪＡバンク新潟県信連のご担当者にご協力いただきました。ありが
とうございました。

トピック2

女池菜（めいけな）の紹介

写真提供：ＪＡ新潟市
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トピック3

　「インストラクション」という言葉をご存じでしょうか。運動のインストラクターから類推されるよ
うに、インストラクションとは「何かの行動を起こすための情報を与える /得る」ことを指す言葉です。
　難しい言い方をしてしまいましたが、身近なことに関して言えば、我々の工事や業務の仕様書は純
粋にインストラクションですし、仕事の指示、同僚や他の団体への作業の依頼、あるいは家族からの
お願いごと、携帯電話のマニュアルなど、コミュニケーションの大半はインストラクションとしてと
らえられるものです。
　インストラクションは、あまりにあたりまえのことなので軽く考えられますが、情報のやりとりに
少しの配慮が足りないゆえに、悲劇や失望が起こりがちだというのも我々がよく経験することです。
　「１から 10 まで命令しないと動けないのか」「どうして最初にそう言ってくれなかったのか」とか、
あるいは、医者から何度命令されても行動できないメタボ対策、機能の半分も使えていないスマート
ホンなど、送り手の指示と受け手の理解、行動に齟齬が生じている例は容易に想像できるでしょう。
　そこで今回紹介するのがリチャード=ワーマンの「理解の秘密�マジカルインストラクション」という
本です。『コミュニケーションロスを解消し、相互理解をはかるために、インストラクションの働きとそ
の活用法を教えるはじめての指南書』として約 20年前に出版されましたが、『インストラクションに柔
軟さと権限委譲と所有権と責任が伴わないとそれは命令になり、命令を聞くと人々は子供のように反抗
的な気持ちになるものです。』と説くこの本はコミュニケーションや情報工学の入門篇として基本的なこ
とを教えてくれる本です。
　インストラクションは『送り手』『受け手』『情報の内容』『チャンネル（形式、手段）』『コンテキス
ト（状況、文脈）』から構成され、それぞれ場面に応じて適切な手段、内容を選択する必要があります。
インストラクションの内容を例にします。インストラクションには、６つの要素『使命』『最終目的』『手
順』『時間』『予測』『失敗』が明示的あるいは暗示的に含まれていることが大事です。
　『使命』の情報は、受け手のモチベーションを上げる効果があるのはもちろんですが、受け手が誤解
をするのを防いだり、形式に惑わされて本質をおろそかにしたりすることを避けるのに有用です。
　使命がつかみどころのない目的である一方、『最終目的』はしっかり把握できる目標です。仕事の場
面でこの情報を欠くことはまず無いでしょうが、改めて最終的に「何を達成したいのか」を伝えるこ
とで、受け手の創造力を生かす機会を生むことができます。例えばお使いのお願いには往々にして「ジャ
ガイモ買ってきて」としか伝えないですが「カレーを作るために」の情報があれば「ジャガイモがな
くてサツマイモを買った」のような失敗がなくなり「カレーに使える別の材料を探す」工夫ができた
りします。
　『手順』は場面によって事細かに示すだけでなく、示唆にとどめるのが良い時もあります。
　『時間』は実行に必要な予定時間、『予測』は実行に当たり何が起こりそうかを示すことです。例え
ば道案内で所要時間や途中の目印の情報があれば安心して道を進めるように、受け手の不安を取り除
くことで、迷いなく進め易くする情報です。
　『失敗』これが指示に欠落していることは多いです。しかし指示に
従う人から見ると、不安を軽減するのにもっとも効果があるのが「萬
代橋が見えたら行き過ぎなので戻ってください」というような引き
返すべき地点をしめす警告信号です。
　インストラクションのこの６つの要素が全部明示的に含まれてい
るのも情報過多で受け手を惑わしますが、何か指示と行動が上手く
いかない時に、送り手としてあるいは受け手として要素の何かが欠
落していないか考えてみるとちょっとだけ幸せになれるかもしれま
せん。
　残念ながらこの本は出版元でも品切れ中ですが、大きな図書館に
は大概ありますし、古本でも流通しています。作者名ないしインス
トラクションをキーワードに調べれば、その後の発展した本もあり
ますので、興味を持たれた方は是非あたってみてください。

インストラクション　行動を起こすための情報技術
信濃川水系土地改良調査管理事務所　次長　木村　敬
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　私事ですが、昨年４月に入省して約１年が経ちました。入省する
前は、どのような仕事をするのか不安が多くありました。仕事内容は、
外での作業が多いイメージでしたが、デスクワークがメインで想像
と違っていました。また、職場の雰囲気は殺伐としているイメージ
がありましたが、実際は明るく活気に満ちた職場だと感じました。
仕事については上司や先輩に分かりやすく教えて頂き、少しずつ慣
れてきました。
　広報関係の担当としては、本誌「信調だより」の編集・発行作業
等を行っています。信調だよりは、平成２年８月に創刊し、今号で
90 号目となります。この信調だよりは、事務所が行っている仕事内
容等について関係機関を始め多くの方々に知っていただきたいとい
う思いで、毎年度３回（７月、11 月、３月）発行しています。この
歴史ある信調だよりを途絶えることなく今後もさらなる誌面の充実
を図っていきたいと思います。
　また、私は新潟地盤沈下対策調査も担当しています。当事務所で
は昭和 33 年から地盤沈下調査を開始し現在まで観測井による地下水
位、層別沈下量、水準測量の調査を行っています。（詳細は、本号農
政情報Ⅳをご覧下さい）
　来年度からはより一層責任感を持ちながら仕事に当たっていきた
いと思います。まだまだ分からない事が多いので今後も皆様のご指
導・ご協力を承りながら一生懸命頑張りたいと思います。

～ 編集後記 ～

信調だより１号

地盤沈下データ回収

新潟県
中小企業会館

NTT

信濃川水系土地改良
調査管理事務所

NTT NHK
白
山
駅

市役所

白山神社

NHK
県民会館

芸術文化
会館

至 新潟駅
越後線

信濃川

市役所
分館

中小企業会館

県立がんセンター

白山駅

昭
和
大
橋

● ●

●

●
●

調査管理
事務所

北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所
〒951-8133　新潟市中央区川岸町１丁目49番３
電話（025）231-5141（代）　FAX（025）231-6986
ホームページ：http://www.maff.go.jp/hokuriku/

kokuei/shinacho/index.html

　事務所までの案内

新潟駅 白山駅 事務所
JR越後線 徒歩

５分５分

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備
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