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 能登土地改良調査事務所での
　　　　　　　　　夏期実習の思い出

農村振興部長　田中　龍太

○はじめに
本年４月から１０年ぶりに北陸農政局勤務となった。北陸局管内の勤務は２度

目となるが、いずれも農政局勤務であり、これまで北陸局管内では国営事業所等
いわゆる「現場」の勤務経験はない。
　しかし、今から３０数年前の大学３年の夏、当時、石川県の穴水町にあった能
登土地改良調査事務所に、夏期実習でお世話になったことがある。本稿では、当
時の記憶を思い起こしながら、今日に至る思いについて述べてみたい。

○穴水での実習で経験したこと
　実習は、盛夏の頃、７月の下旬から８月上旬頃にかけてであったと記憶してい
る。課題は、調査地区の既設水路の測量であった。山腹水路の縦・横断測量を２
～３Km位の区間、友人と二人で行った。はじめの２週間は外業を行い、３週間目
は内業として図化作業を行った。実習生のために準備された課題であり、その成
果が事業地区の調査の成果となるものではなかったが、往復の水準測量の誤差が
数センチ程度であったことから、学生実習の成果にしては精度が良いと褒められ
たことが記憶に残る。（これは、測点間の高低差が往路と復路で大きく異なる場
合は、再度測定し、誤りと考えられる方のデータを棄却したことによる。）
　また、当時、能登半島では、国営農地開発事業が各地で実施されており、穴水
の近くの現場に見学に連れて行っていただいた。改良山成工により造成された赤
茶色の土壌の畑に植生された、矮化りんごや栗の幼木の弱々しい姿が印象に残っ
ている。
　実習の間は、穴水の調査事務所の寮に寝泊まりし、現場の生活の一端を経験さ
せてもらった。
　朝夕は、寮や事務所の賄いのおばさんが準備してくれた食事を職員の方々と一
緒にいただいた。また、測量の外業の日には、昼食のおにぎりまで持たせてくれ
た。平日は、現場から帰ると野球の練習に連れて行ってもらい、球拾いに汗を流
した。休日には、寮でごろごろしていると、車を持っている若手の職員の方にあ
ちこちに連れて行っていただいた。七尾あたりの、キリコの祭りの熱気に接した
ことが強く印象に残っている。また、事務所の職員のレクリエーションのキャン
プにも連れていっていただいたり、担当の課長さんの家で夕食をごちそうになっ
たこともあった。このように改めて書き連ねると、相当の好待遇であったと思う。
　また、当時、能登半島では原子力発電所の建設が計画中であり、職場の労働組
合活動の一環として、その反対運動の学習会に参加することについて議論されて
いたことも記憶している。

 当時、農業土木を専攻していた方々には、国営事業所等での夏期実習の経験
がある方も多いことと思う。今ではインターンシップとして民間企業も含め多
くの組織で取り入れられるようになったが、当時の夏期実習は、国営事業所等
の現場をあらかじめ経験しておくことが、大学４年となり将来の職業を選択す
る際に有益であるとの考えで行われており、現在のインターンシップの考えを
先取りするものであった。振り返ってみれば、実習の課題そのものよりも、勤
務時間後や休日において、社会人の先輩の方々と接し、同様の生活を経験した
ことが、何にも増して貴重な経験であったと思う。　

○点と点（様々な経験）をつなぐ
　話が突然飛躍するが、米国アップル・コンピューターの創始者の一人である
故スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学の２００５年卒業式での講演に
ついて、ご存じの方もいるのではないか。アメリカ西海岸の名門校であるスタ
ンフォード大学の卒業生に対し、「貪欲であれ、愚かであれ（Stay Hungry. 
Stay Foolish.)」と呼びかけた名演説である。演説は３つの逸話から構成され
ており、 初の話が「点と点をつなぐ」である。
　ジョブズはある私立大学に入学したが、半年で退学することを決心した。そ
の後、実際に退学するまでの間、カリグラフィー（日本語で言えば「書道」で
あるが、毛筆で書くのではなく、ペンで様々な美しい書体の文字を書く技法で
ある。）の授業を聴講し、その際、様々なフォント（書体）について学んだ。
この経験が、後に大ヒット商品となったマッキントッシュ・コンピューターに、
美しいフォントを採用するきっかけとなった。当時、ジョブズは、将来パーソ
ナル・コンピューターのビジネスに参入することなど考えてもいなかったが、
この経験を基に、点と点（様々な経験）をつなぐことで成功につなげていくと
いう信念を持つに至ったという話である。ジョブズは、「点と点をつなぐ方向
は、未来に向けてではなく過去に向けてである。そのため、様々な経験が将来
つながることを信じ、自分の直感、運命、カルマ（宿命）を信じていくしかな
い。」と説いている。
　穴水での３週間で経験したことの一つ一つは、自分の中で多くの「点」とな
り今日まで生きている。その後、大学を卒業し農水省の職員となり、年数を重
ね、様々な経験を経て、「点」の数は増えていったが、遭遇する課題や局面に
応じ、点と点のつなぎ方は様々である。今回、再度の北陸農政局での勤務とな
り、前回の農政局勤務や３０数年前の穴水での経験をつないで考える場面も多
く、運命や宿命というものが本当にあるのかもしれないと思う今日この頃であ
る。
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ＳＣＯＰＥ工法による農業用水管の洗浄と効果の検証

洗浄路線 計測項目 洗浄前 洗浄後 増加量 増加割合

圧 力
(kg/cm2)

2.56 2.68

流 量
(m3/h)

254 284 30 12%

圧 力
(kg/cm2)

2.75 2.69

流 量
(m3/h)

216 263 47 22%

路線１

路線２

東部第１揚水機場

洗浄管

洗浄範囲

地図概要図

ＳＣＯＰＥ工法イメージ図 ＰＣボール

超圧縮性を有し曲りにも対応

物理的な摩擦力と流水で洗浄

○はじめに

  河北潟地区において新技術による農業用水管の洗浄を行ったため、その

概要と効果について紹介します。

  河北潟干拓は金沢平野の北部に位置し、金沢市、かほく市、河北郡内灘

町、津幡町にまたがる干拓地ですが、流域からの負荷はもとより内部生産

等により水質の悪化が懸念されており、用水管の内面は固着物等が発生し

ています。また、施設の老朽化に伴う

浮き錆等も発生しており、これらがポ

ンプ圧送能力などに影響を与えている

と考えられます。

　そのため用水管内面の固着物を洗浄

により除去することで、ポンプ圧送能

力などの改善が図れるか効果の検証を

行いました。

○工法概要

　用水管の洗浄は新技術である「ＳＣＯＰＥ（スコープ）工法」を採用しており、ＳＣＯＰＥ

工法とは、超圧縮性のＰＣボールによる物理的な強い摩擦力と水流で洗管することで堆積物及

び固着物を除去する工法です。

　＜工法の特徴＞　①1日で 大2km程度の洗浄が可能。

　　　　　　　　　②ＰＣボールが超圧縮性を有し、管の曲がりや口径変化に対応可能。

　　　　　　　　　③素材が柔らかく、仮に引っかかっても素材が裂け管詰まりが起きない。

　　　　　　　　　④摩擦と流水のみで洗浄するため、人体や作物に無害。

○実証試験の内容

  本実証試験は東部第1揚水機場掛かりの用水管で実施しており、管路延長は3.8km、

口径は450mmから150mm、管種はダクタイル鋳鉄管及び塩化ビニル管であり、途中で

管路が2方向に分岐するため、3区間に分割して洗浄を行いました。洗浄では、1区間

当たりＰＣボールを3回挿入し、洗浄後に発生する汚泥は、一端、遊水池に排水した

後、バキューム車により処理しています。

　また、洗浄による効果を検証するため、洗浄前後で状況確認のための内視鏡カメラ

による調査の他、ポンプの圧送能力を確認するため流量と圧力の計測を実施していま

す。

○効果の検証

　左の写真はカメラ調査時の状

況です。調査は洗浄範囲の 上

流と中間地点、 下流の3箇所で

洗浄前後に実施し、洗浄効果の

確認を行いました。調査の結果、

管内に付着していた藻や泥など

の堆積物が洗浄により除去できたことが確認できました。

　流量及び圧力の計測は、2路線に分けそれぞれ計測を行いました。計測は機場の計

測器と右の写真のとおり 下流に設置したポータブル式計器を用いて、水頭差と流量

の平均を測定しました。その結果が下表のとおりとなっており、洗管前後で圧力がほ

ぼ変わらずに流量が増加していることから、ポンプの圧送能力の改善が図れたことが

分かります。

　洗浄をしたことで受益農家や施設管理者から「水がきれいになった」、「維持管理

費が安くなった」とのお声を頂いており、圧送能力の改善の他、水質の改善や維持管

理費の低減などの効果がありました。

ボールの挿入 洗浄中の汚泥 洗浄後

カメラ調査 圧力及び流量計測
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調査地区紹介　「早月川地区」の概要

1．地区の概要

   本地区は、富山県北東部の早月川沿岸に位置します。 
 関係する市町は、滑川市、富山市、魚津市、上市町の3市
 1町で、受益面積は約2800㏊です。

　 かつて、本地区の人々は営農に大変苦労していました。  
 夏場の早月川は著しく渇水するとともに、扇状地であり　 
 砂礫地盤であることから水田の水持ちがよくありません　
 でした。 
　 さらに、全国トップクラスの急流であり、出水のたび　 
 に堰が流されていました。

   そこで、昭和28年から始まった国営早月川農業水利事業  
 では、蓑輪(みのわ)頭首工が建設され用水が合口化され　 
 ました。
   用水事業や基盤整備事業が実施され、水田の水持ちは、 
 流水客土（粘性土を用水路に流して水田に行き渡らせ、　
 水田の透水性を改善する工法）により改善されました。
   こうして、本地区は安定した利水ができるようになり、 
 現在の発展を見ることとなりました。

現在の鋤川用水路（県営施設）
美しい落差で有名である

かつての堰（木と石で出来ている）
出水のたびに流されたという

蓑輪頭首工（国営施設） 合口化される前の蓑輪地区

早月川

蓑輪集落

改修範囲
（予定）
幹線水路
トンネル
2，477ｍ

早月川地区全体位置図

２．営農の特徴
    美しい北アルプスが水源となる清純な水を活かし、良
質な米が生産されています。また、一部地域では有機肥
料を用いる等の取り組みを行い、付加価値の高い米を
「環境保全米」として販売しています。
　近年では、水田を利用して畑作物が栽培されており、
県単独事業の「1億円産地づくり事業」で地区のJAが戦
略品目に選定している、さといもや白ねぎの生産に力が
入れられています。

３．水力発電
   本地域では急峻な地形を活かした水力発電が行われて
きました。古くは富山電気(現北陸電力)が大正7年から
発電を開始しました。
  本地区の用水路掛かりにおいても、早月川発電所（早
月川電力）ほか、3つの発電所が運転しており、合計
7,830㎾を生み出しています。

４．幹線水路トンネル改修の必要性
  平成24年度から本地区の機能診断を行ったところ、
特に幹線水路トンネルの劣化が激しいことが分かりました。
  幹線水路トンネルは昭和28～32年度の国営事業で建設されました。建設から約60年が経
過し、トンネル周辺の地山には空洞、ゆるみ及び崩れ落ちた土が見られ、覆工にはひび割
れ、湧水及び底版のすり減りが見られます。このままでは崩壊の恐れもある箇所も一部見
つかり、速やかな改修が必要なことが分かりました。
  平成28年8月には、関係機関と地元により、事業推進協議会が設立されるなど、早期着工
が望まれています。
  西北陸土地改良調査管理事務所では、平成30年度の改修事業着手を目指し、事業計画の
策定や、改修工法の検討など、各種の作業を鋭意行ってまいります。

こしひかり（環境保全米）拡販を目指すさといも

新早月川発電所（平成27年度運転開始）

トンネル天端裏面の空洞と
崩れ落ちた土

ひび割れからの湧水 アーチ部の縦断ひび割れ 底版の摩耗

覆工コンクリート

ひび割れ・ひび割れからの湧水

崩れ落ちた土

空洞・地山のゆるみ

全体的に見られる劣化（摩耗）

部
分
的
に

見
ら
れ
る
劣
化

劣化状況の模式図



            

北陸の偉人伝　

　銭屋五兵衛（幼名を茂助）は、安永2年（1773年）11
月25日、加賀国宮腰（現在の金沢市金石町）に生まれま
した。銭屋は屋号で、代々、金銭両替商をしたことが由
来であり、五兵衛の代では醤油業、呉服商なども営んで
いました。
　五兵衛が39歳の時、質流れの古船を修理して米の廻送
を始め、成功したのを機に海運業に乗り出し、わずか一
代にして全国の支店34カ所、持船は大小200艘余、全資
産300万両という巨万の富を築きあげました。
　また、加賀藩の御用金調達の任務とともに、御手船裁
許（藩が所有する商船の管理人）となるなど、名実とも
に「海の百万石」と呼ばれる豪商となりました。

　その後、嘉永2年（1849年）五兵衛が晩年77歳の時、加賀藩に河北潟の埋立を出願。
その計画は20年で周囲27㎞、2,300ヘクタールを埋立して美田にし、50,000石の増収を
図ることを目的とした壮大なものでした。（図１）
　しかし、嘉永4年（1851年）から始まった事業は沿岸漁村の猛反対を招いたうえ、労
務者を沿岸ではなく能登の人夫としたため、沿岸の村人たちの心証をより害すること
となりました。
　こうした中、潟の魚類が続々死んで浮き上がり、さらにそれを食べて中毒死が起こ
ると、周辺の漁民から水中に毒をまいたと噂されるようになり、その結果、土砂を固
める際に用いた石灰などが毒物との疑いが生じました。

　ついには、工事からわずか2年、毒を投入した疑いで一族は検挙され、五兵衛は取
り調べの 中、嘉永4年(1851年)11月21日80歳で牢死、銭屋の家財は没収、家名は断
絶となりました。
　その悲話から約100年の時を経て、昭和38年（1963年）に国営干拓事業が着手されま
した。（図２）
　国営事業は埋立ではなく、湖を17㎞近い堤防で締切り，潟の水を機械排水するとい
う干拓工法により、約1,400ヘクタール（潟の総面積の60％）を干拓、約1,100ヘクタ
ールの農地造成が昭和60年（1985年）に完成しています。
  土木技術が今のように発達していない時代に、五兵衛が国営事業並の壮大な計画に
挑んでいた事を思うと、誠に感慨深いものがあります。
　（参考文献：第5回日本土木史研究発表会論文集など）

銭屋五兵衛の肖像画

図１．銭屋五兵衛の埋立計画 図２．国営干拓事業（S38～60年）（資料提供（ねぎたん♩♩定植状況）：農協だより「JAうおづ」（2016．5月号））

国営応急対策事業「早月川地区」受益地内の優良経営体の紹介

ゆかり営農組合

日本JGAP認定（Ｈ28）

　「早月川地区」において、これまで国・県営事業等の施設整備等により経営改善が図られ
ている優良経営体のなかで、特に流通や販売に工夫を凝らしている魚津市の農事組合法
人「ゆかり営農組合」を紹介します。

１．設立経緯・概要
  （1）従来、本組合の地元である川縁集落では、水稲中心の農家個々による個別完結経営を
     行っていたため（39戸のうち20戸が農業機械を完備）、機械経費の高騰等による深刻な
     経営赤字や後継者問題など集落としての営農の継続が危ぶまれていました。
　（2）このような状況を解消するため、平成21年に川縁地区の集落営農組織として39戸、
　　 経営面積43.5㏊で「ゆかり営農組合」が設立されました。
　　　 設立後、経営面積は地区内の約98%（46.5㏊）となり、基幹作物は、設立当時から現
     在において、水稲（31→34㏊）
     大麦（8→10㏊）、園芸作物
     タマネギ、ねぎたん♩♩、白ね
     ぎ等で(0.1→2.5㏊)と、それ

     ぞれ増加しています。

２．営農改善等や農業機械等の状況
（1）本組合では、早月川の清涼な用水を使い、化学肥料から有機肥料に移行しつ

     つある水稲を小口包装し「環境米」として魚津駅等で販売しているほか、ねぎ
     等の野菜は保冷庫に保存し、市場の動向をみながら出荷や直売、規格外は、地
     元のカット野菜販売会社に卸す等、流通や販売に工夫を凝らしたうえで、無駄
     を排除し収益向上に努めています。
　（2）農業機械・設備の状況として、
　　 個々の機械を廃止し、大型機械
　　 の導入による省力化やそれぞれ
　　 の野菜専用機械導入による作業
　　 効率が図られています。

３.今後の目標等
　　　集落営農化により発生した余剰労働力で、
　　複合経営の推進やＪＧＡＰの取得（平成28
　　年が図られており、高い付加価値の農産物
　　生産に寄与しているものです。
　　　将来的には法人で専従者を雇用すること　
　　を目標として、白ねぎの面積拡大による収　
　　益向上を目指しています。

「ねぎたん♩♩」は平成22年に商標登録されており、｢♩｣は四分音符の音の長さの｢タン｣を表します。

ねぎたん♩♩の
定植状況

ねぎ皮むき機

乾燥施設全景
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銭屋五兵衛・豪商の夢を継いだ河北潟の干拓事業  



　

　　農業の現場において、担い手の減少・高齢化の進行による労働力不足の問題が

  深刻化する中で、省力化、人手の確保、労力負担の軽減が重要な課題となってい

  ます。

　　このような状況から脱却するため、農林水産省では、革新的技術の導入による　　

　生産性の飛躍的な向上の実現を目指し、地域の競争力強化に向けたロボット技術

　やICT等先進技術の導入実証、先進技術の研究開発を推進・支援しています。

　　今回は、当事務所管内において実施されている土地利用型農業の規模限界の打　　

　破を目指した実証試験等の取組の一部について紹介します。

　

　◇　土壌センサーによる可変施肥田植機の実証

　　　石川県白山市の株式会社六星等では、土壌セン

　　サーにより、ほ場内の肥沃土を判定し、肥沃に応

    じた施肥技術を実証しています。これにより肥料

　　費の削減、倒伏低減及び高品質化に期待が持たれ

　　ます。

 

  

 

 
 

 

 
 

ブルドーザ１台で３作業が可能 
耕起 代かき 直播

代かき

ブルドーザ1台による水稲直播き技術の確立

資料提供：石川県農林総合研究センター農業試験場、福井県農業試験場

 ◇　ロボットトラクターの実証

  　福井県スマート農業実証協議会では、福井市、坂井市、あわら市を実証地区と 

  して、ロボットトラクターの実証事業に取り組んでいます。

　　GPS自動走行システムにより、無人トラクター（ロボットトラクター）と有人

  トラクターの協調作業により、10a当たりの作業時間の30%低減を目指して、耕起、  

  代かきや大麦播種作業を効率化し、オペレータの作業能力の向上を図るものです。

　スマート農業の推進に関する情報は、北陸農政局生産部生産技術環境課
（☎　076－263－2161）までお問い合わせください。

　◇　ICT（情報通信技術）ブルドーザの実証

　　　石川県では、小松市、白山市、輪島市の実証地区において、また福井県では、　

　　福井市川合鷲塚町の大区画水田を実証圃として、いずれも建設機械大手のコマツ　

　　が提供した均平、耕起、代かき、直播きの4作業が1台でできるICTブルドーザに  

　　よる低コストで収益性の高い水稲直播技術の確立のための実証試験を実施して　　

　　います。

　　　ICTブルドーザは、衛星からの測位情報を受信でき、複数の農業機械を取り外

  　しできる特別な装置を備えています。耐用時間は、トラクターに比べて二倍程度

　　長く、機械･設備費が大幅に削減されることが期待されています。

【移植栽培】

【直播栽培（不耕起V溝）】

トラクターと⽥植え機の2台が必要
耕起

【スマート農業とは、「ロボット技術、ＩＣＴを活用して、超省力･高品質生産
を実現する新たな農業」のことです。】

時　事　報7 時　事　報３ 時　事　報7 時　事　報9 時　事　報 1010時　事　報

西北管内におけるスマート農業の実現に向けた動き

田植え



　11 トピックストピックス 　12

　

インターンシップｉｎ西北陸

  

     　　　　

　　   射水平野地区での                環境調査の一環　　　　　　　　    刀利ダム

　　　　   流量観測　　　　　　　　　     生き物調査                  放水見学(10%程度) 

  
　　　   トマト農家との　　     　坂井北部地区ファームポンド　　　  　柴山潟干拓堤防

　　　　    意見交換　　　　　　　   　　　水質調査　　  　　　　　沈下量測定(水準測量)

  因みに、昨年度の実習では若手職員も参加し、地区調地区の排水改良をテーマに模擬VEを実施し

ました。それなりの人材と人員が必要ですが、研修生、職員ともに好評でした。

おわりに

　ひと昔前と違い、ほとんどの学生は費用を自己負担しインターンシップに参加しています。

　大学の単位、卒業、また、就業体験のためとはいえ、受入側もそれなりに責任を持って対応す

る必要があります。当事務所では、事業地区の創出や完了地区フォローアップのほか、国営施設

機能保全事業、国営施設応急対策事業も実施していることから、「調査・計画」、「事業実施」、

「管理」といった一連の流れが体感でき、農政を理解する場としては 適だと思います。

  効果的な実習は、突き詰めるほど人と時間が必要になり事務所にとって負担となる一方、実習

を一から計画し、まとめ上げるまでの一連の工程を経験することは、段取り、資料作り、プレゼ

ンテーション、取りまとめなど通常業務にも必要な能力を高め、担当する職員の自己研鑽にもな

っていると思います。

  業務多忙、人員不足など事務所の課題は尽きませんが、将来の同僚の確保を願って、事務所一

同、できる限りの力を注いでいるところです。

追伸

  蛇足ですが、実習生と外食するときは、なるべく地域の名物料理を選び、こちらでも北陸を実感

してもらうようにしています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       福井県では当たり前　　　　　　 芭蕉も食べた　　　　　 富山湾の宝石がご飯の上に

     ソースカツ丼･おろし蕎麦　　        小松うどん　                 白エビ丼

はじめに

  当事務所では、毎年、インターンシップを受け入れており、本年度は二期に分けて合計7名

の学生が実習しています。

  インターンシップは、学生の学習意欲を喚起し、高い就業意識を育成するとともに、農業

・農村及び農政に対する深い理解を醸成することを目的に実施され、学生にとっては就職前

に就業体験ができ、受入側にとっては行政事務を補助してもらえるというWin-Winの関係にあ

る制度といえます。

  以下、当事務所が行っているインターンシップの受入について紹介します。

実習生の募集

　インターンシップ受入は、実習生募集のための受入機関調書の作成から始まります。

この調書には、受入機関の概要、受入条件のほか、インターンシップの業務内容、受入可能

人数等を記入し、学生はこれを見ながら応募することとなります。

　研修期間は二週間。長くもあり、短くも感じる期間ではありますが、先の目的と本年度の

業務予定を念頭に、「大学で経験できないことは何か？」「大学の学習が実社会で活かされ

ている様子を実感できるようなものはないか？」など考えながら調書を作成します。

実習計画

　受入期間、受入人数が決定したら、業務内容を基に詳細な実習計画の立案です。

座学が多い学生にとって、現場が体感できるようダム、頭首工、用排水機場など現地見学を

準備します。その際、単に見学だけではなく、土地改良区や受益農家の方々との意見交換な

ど、施設完成後の管理や営農の実態にも触れられるよう計画します。このほか、環境調査、

流量観測、測量など事業計画時又は事業完了後に行う実作業を体験してもらいます。

　並行して、関係者との調整、現場確認（段取り、安全性の確保等）、使用機器の点検、資

料作りなど事前準備を行い本番に備えます。これが、一番大変です。

実習の実施

　いよいよ実習本番。実習計画に沿って、職員が随行し指導・監督します。

二週間、3～4名のインターンの場合、当事務所では延べ20～30人の職員が動きます。

綿密に準備していても、天候や仕事の都合などによる予定変更もままあります。

これも考慮し、本年度は以下のようなメニューを準備しました。

　○現地調査（アーチダム、ロックフィルダム、頭首工、排水機場、防潮水門、調圧水槽、          

              沈砂池、小水力発電、かんがい施設遺産〔水門〕、有形文化財〔ダム〕等）

　○環境調査（地区調地区の生態系調査）

　○流量観測（H-Q曲線作成のための水位、流速の測定）

　○機能診断（排水機場、コンクリート構造物の機能診断）

　○水質調査（ファームポンドの水質調査）

　○水準測量（干拓堤防の沈下量測定）

　○意見交換（土地改良区、施設園芸農家、農業法人）

　○ビデオ鑑賞（流水客土）
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あいの風とやま鉄道小杉駅より徒歩約10分ＪＲ小松駅より徒歩約20分

　今年は、豪雨や干ばつなど世界的に異常気象をもたらすエルニーニョ現象により、８

月に４個、９月に２個の台風が日本に上陸し、各地に被害をもたらしました。

　石川県も１０月に入り、統計を取り始めた１９５１年以降で２例目となる台風の上陸

（台風１８号）が心配されましたが、直撃は免れ、深刻な被害に至らず、ほっとしてい

るところです。

　一方、今年の冬は、南米ペル－沖の赤道付近の海面水温が基準より

低い状態が続き、日本にも低温をもたらすラニーニャ現象が９月に発

生したことで、大雪となりそうだったのですが、今回の現象はどうも

いつもと様子が違い、低温の海水の周辺を高温の海水が取り囲んでい

るため、ほぼ平年並みの冬となるのではとのことです。雪国生まれで

冬のスポーツを存分に楽しみたい筆者としましては少し寂しい思いを

しています。

【表紙の写真：富山ブラック】
　｢富山ブラック｣といえば、真っ黒なスープの醤油ラーメンをイメージされる方が多いと思い
ます。しかし、ここではJAいみず野が流通量の少ない｢たんくろう｣という品種を導入した、甘
味が強くコクのある黒大豆枝豆、｢富山ブラック｣を紹介しております。

北陸鉄道内灘駅より車で約5分

西北陸土地改良調査管理事務所
河北潟分室

〒920-0265
石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
（内灘町役場内）

TEL(076)255-1030
FAX(076)255-1601

　当事務所では、地域の皆様とのコミュニケーションをより一層深めていきたいと思っております。
　地域の情報や本誌へのご意見・ご感想などありましたら当事務所までお寄せ頂ければ幸いです。


