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 北村遊水地事業は平常時、遊水地内で営農が継続できるように地役権方式の補償を採用して

いる。工事の推進にあたっては、地内営農環境への配慮が不可欠であり、様々な課題に直面し

ている。本稿は工事・業務の受注業者が連絡協議会を組織し、情報共有・意見交換等をおこな

いながら営農者との信頼関係を構築し、事業推進に向けて取り組んでいる状況を考察する。 
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１．北村遊水地事業の特殊性 

北村遊水地事業は地役権補償を採用している。その為、

移転補償後は遊水地の外から遊水地の中に通いながらの

営農形態になり、その中で工事を進めなければならない。

（写真-1） 

加えて盛土量450万㎥という大規模土工であり、河川

工事のみならず農業・道路等の各種補償工事も多く含ま

れ、かつそれらを泥炭性軟弱地盤の上で行わなければな

らないという状況となっている。 

 

２．現場の実情 

 

工事現場ではすでに遊水地内で営農している農家に対

して、路肩の損傷や用水路への砂利の散逸など、営農を

続ける上で色々な影響が出ている。（写真-2、3、4） 

そしてそれらの対応は農家一人ひとり個別に行わなけ

ればならない。それぞれの事情にふまえた個別の対応が

必要で、統一的な対応ルールを作るのが極めて難しい状

況である。 

加えて、河川事務所職員についても農業の知識や農家

対応の経験が不足しており、対応に非常に苦慮している

のが実情である。また、農業や農家の事を勉強し、よう

やく理解した頃に人事異動でまた担当者が新しく代わっ

てしまうため、組織としての経験・知識を継続する事や

農家や関係機関との信頼関係の継続も非常に困難な状況

となっている。 

 

写真-1 北村遊水地予定地 

 
写真-2 路肩を守る為の敷鉄板 

 

写真-3 用水路に散逸した砂利 
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３．受注者との連携の必要性 

 

前項1で述べたような事業の特殊性、あるいは現場の

実情を考えたとき、河川事務所職員がしっかりと努力し

対応していくということを前提条件とした上で、実際に

現場に入っていく工事・業務受注業者側にも事業や地元

対応の経緯や、基本的なスタンスをしっかりと伝えてい

く必要がある！そのため受注者の方々とも一緒に努力し、

事業推進に向けて一体となって共に成長していきたいと

いう気持ちが生まれた。 

 

 

４．遊水地事業連絡協議会の設立 

 

前項3で述べた経緯から、受注業者に働きかけを行い、

平成 27 年度に北村遊水地事業連絡協議会の設立に至っ

た。 

協議会の目的は受注者間が現場での失敗・苦労あるい

は工夫している点などを共有し、将来にわたって組織的

に引き継いでいく事である。そのため工事の受注者だけ

ではなく、測量・調査会社、設計コンサルタントなどの

受注者も協議会に参加しており、一般的な事務所単位で

設立される工事安全協議会とは異なる。 

また、地元自治体である岩見沢市もオブザーバーとし

て参加している。 

なお、遊水地事業連絡協議会は当該年度に北村遊水地

関係の工事・業務を受注した業者で構成される。  

毎年の設立時には前項1で記述したような事業の特殊

性・経緯に加え、北村や空知の歴史的経過や、事業着手

時における地元協議が決して順調ではなかった事など発

注者から丁寧に説明することで、はじめて北村遊水地を

経験する受注業者でもスムーズに協議会に参入出来るよ

う考慮している。（写真-5、表-1） 

 

 

 

 

５．苦情・要望、対応の情報共有 

 

 次に協議会の中で議論・意見交換された苦情・要望、

地元対応の内容を紹介する。 

一番多かったのはダンプの運搬に関わる対応であった。

スピードの出しすぎや渋滞、道路の汚れや損傷、あるい

は振動・埃などダンプの運搬に関しての問題が多く発生

し、それらの対応に追われていた。 

今後、大規模な土工に本格的に着手する北村遊水地の

工事において最大の懸案であり、抜本的な対応策の検討

が急がれる結果となった。 

その他、会社名を記載していない調査用車両を農道に

停車したまま調査を進め、車両を発見した地先の人や発

注者から連絡をとることができない事態となった失敗例、

３年連続で同じ担当者を現場に配置し、地先の人たちと

顔見知りになりスムーズに仕事を進めている事例なども

みられた。（表-2、3） 

 

写真-4 路肩保護のためコーン配置 

 

写真-5 連絡協議会会議の様子 

表-1 北村遊水地事業連絡協議会規約抜粋 

（目的）第２条

（事業）第６条

１.地元からの苦情･要望、対応等の整理。

２.工事･業務等を円滑に進めるための留意点等整理。

３.苦情･要望等の情報共有のための連絡体制整備。

４.地元貢献等の取り組み

　北村遊水地事業に関わる工事･業務等において、地元対応
等で各自が経験したことを共有し、各工事･業務等を円滑に
進めるとともに、次年度以降の北村遊水地事業に関わる工
事･業務等に引き継いでいくことを目的として受注業者で組
織。
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６．円滑に進めるための留意点 

 

現場で一番大切なことは地先の人達との日常的な信頼

関係の構築と継続である。 

そのことはほとんどの受注業者が意識しており、遊水

地の中の全ての人が地権者や関係者である可能性がある

ため、とにかく挨拶を一生懸命するように心がけられて

いた。極端な話、『地内で人影を見かけたら関係者だと

思って必ず挨拶する』ことが徹底されていた。 

また、現場作業にあたり、『これからこのような事を

行います。よろしくお願いします。』という事前説明が

心がけられていた。 

表-2 平成29年度に情報共有した内容 
 

【 対 応 】 
 

【 苦 情 】 

 

・挨拶の徹底(工事着手前、工事完了後) 

・事前説明(工事概要、運搬ルート、パンフレットの活用) 

・ダンプ通行スピードの配慮 

・ダンプ通行におけるスクールバスとの調整(バス優先) 

・ダンプ通行における敷鉄板、泥落としマットの活用 

・ダンプ通行道路の維持補修 

・調査車両の駐車場所の配慮 

・調査車両に会社名、連絡先等の明示 

・経験者を優先的に配置(３年連続同じ担当者) 

 

 

・ダンプ通行に伴う振動騒音 

・ダンプ通行に伴う路肩損傷 

・ダンプ通行誘導の不備による一般車両渋滞 

・電気引き込み柱の設置に伴う農作業者への通行障害 

 

表-3 平成29年度の対応例（受注者コメント） 

◆工事受注業者
会社名 現場対応の情報共有 会社名 現場対応の情報共有

Ｅ社（札幌市）
・工事着手前に近隣住民に、工事概要、連絡先等を書き入れたパ
ンフレットを持参し工事説明及び挨拶を行った。対応等好意的で
あった。

◆業務受注業者
会社名 現場対応の情報共有 会社名 現場対応の情報共有

Ｇ社（札幌市）
・停車車両の掲示物に"かっぺおじさん”を加えた。
※かっぺおじさんは北村のキャラクター

・農道出入口付近に事務所電気の仮設引込み柱を設置したとこ
ろ、収穫の時期に農作業車が通れなくなると、地権者より苦情が
ありました。
すぐに移設することを地権者に説明し、後日移設し対応しました。
・土砂運搬経路(沿岸線)でダンプが交差するのに退避していた路
肩が下がり、地権者より苦情が来ました。翌日朝に路肩に砂利を
入れて対応しました。
・購入砂の運搬経路沿いの方(当別町)から朝5時からダンプが走
り、ダンプ台数も多い(50～60台)ため、振動で体調が悪くと苦情が
きました。
翌日朝に同箇所でダンプ運行状況を確認、朝5時からは当工事で
は走行していなく、ダンプ台数も10台程度のため、その旨を発注
者より住民に説明してもらい、納得してもらった。
・たっぷ大橋付近で交通誘導員の誘導が悪くて購入砂のダンプに
よって渋滞している、購入砂のダンプが遅かったので抜こうとした
ら運転手が罵倒してきた、との匿名の苦情が各1件ありました。
共に同日事実確認をしましたが、該当する事実はありませんでし
たが、交通誘導員及び運転手に誘導方法及び運転マナーについ
て再指導を行いました。

・ボーリングや原位置試験において、①調査開始の1週間前に、発
注者と一緒に日程調整を含めた挨拶、②前日もしくは当日に「これ
から入ります」といった直前の挨拶で再度問題ないかの確認、③
調査終了後には、「終わりました」の挨拶、の計3回実施。すべて
問題無く進めています。
・地質調査業務を受注して3年目になりますが、同様のやり方で、
今まで問題は生じていませんので、これからもこの方法を続けて
いこうと考えています。
・業務を受注し3年目になりますと、関係地権者も顔見知りの人が
増えてきました。
・現場担当者は複数名いますが、地権者の挨拶は、私が極力対
応することで、問題発生のリスクを減らすことができていると考え
ます。

Ｉ社（札幌市）

Ｂ社（札幌市）
・農道ですれ違う相手に常に挨拶するように心がけた。
・土砂運搬後、農道のダンプの走行した箇所を砂利で補修するよ
うに言われ翌日、敷砂利をして対応した。

Ａ社（三笠市）

・昨年度、道道出入口で路面の汚れについて苦情があった為、今
年度は、汚れてからの対策ではなく、事前に汚れない対策の徹底
に努めた。
・土砂運搬時に、道々6号線の10号線バス停付近の住民から、ダ
ンプ通過時に道路の段差により家が揺れるので、スピードダウン
ののぼりを設置してほしいと要望があった。　すぐにのぼりを設置
してダンプ運転手に減速するように周知した。その後クレーム等は
なかった。

・現場に来た人には、地権者かどうか分からなくても挨拶をし、工
事の進み具合等を世間話を交えて話をするよう心がけた。

Ｄ社（恵庭市）

Ｆ社（札幌市）

・地内の車両運行時は、地元の車優先を意識し、対面ですれ違う
際は、早めに自車を停止するように配慮。その際は必ず会釈する
ように心がけた
・車両走行時は低速走行を順守し、砂埃等が舞い上がらないよう
注意を図り、地元からの苦情が発生する要因を排除するよう意識
した。
・現地での駐車時は連絡先等を明示し通行の妨げにならないよう
配慮した。

Ｈ社（札幌市）

・通行人、車両通過時等に置いては、常に挨拶、会釈をした。
・作業車両を止める際は、地元住民の作業、工事車両等に支障が
出ないよう細心の注意を図った。
・作業車両には、委託業務、身分を明らかにするため看板等を貼
り出した。

Ｃ社（江別市）
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７．情報共有のための連絡体制 

 

平成 27 年度以降、開催は春と秋の年 2 回であったが、

業務受注業者も含めて、もう少し情報共有の頻度を上げ

ることが望ましいとの意見もあり、次年度以降の課題と

なっている。 

 

８．地域貢献等の一体的な取り組み 

 

地域貢献等についても以下のような取組がなされた。

（図-1、写真-6） 

 

北村や岩見沢でのイベントやお祭りに休日にも関わら

ず、たくさんの参加がみられた。会社毎に個別に対応す

るのではなく、協議会として一体的に参加したことで、

地域や主催者に大きなインパクトを残すことができた。

一方、参加頻度や人数において会社間でのバラツキがあ

り、公平性の観点からの課題も残った。 

また、一個人として地元のお祭り等に参加し、地域住

民と一緒にビールを飲み、焼き鳥を食べ、祭りを楽しむ

姿も見られた。

・緑の回廊植樹祭参加

・岩見沢彩花祭りパレード参加・協賛

・北村のお店利用

・旧美唄川河川清掃参加

・ピクニック交流会2017参加

・きたむら商工夏祭り設営手伝い及び祭り参加

・きたむら田舎フェスティバル設営手伝い及び祭り参加

・きたむら田舎フェスティバル花火協賛金

・河川調査講習会参加

・不法投棄防止看板設置

・旧美唄川イカダ下りお手伝い

・豊里地区お祭りの参加・協賛品

・北村神社秋祭お手伝い

・幾春別川サケ稚魚放流会参加

・市道、農道の草刈及び枝払い・樹木伐採

・調査地点付近のゴミ拾い

【きたむらフェスティバル】

 
図-1 平成29年度の地域貢献等の取り組み内容 

【緑の回廊】 【旧美河川清掃】

【きたむら商工夏まつり】 【彩花まつりパレード】

 

写真-6 地域貢献等の取り組みの様子 
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平成 29 年度には発注者・関係機関・受注者合わせて

総勢約130人で岩見沢彩花まつり観光パレードに参加し

た。どのような遊水地を作るのかという事ももちろん重

要ではあるが、良い遊水地を作るということは当然な話

であり、誰がこの遊水地を作るのかという事こそがこの

ような大規模な事業では一番大事であると考えた結果の

取り組みである。 

一緒に地域を盛り上げようとしている人たちで作る遊

水地、地元に顔を見せていくことも遊水地のような大き

な事業を進めるうえで重要であるという観点に同意を頂

き、遊水地事業連絡協議会にも多くの方たちの参加を頂

いた。 

 

 

９．遊水地事業連絡協議会構成員の反応と評価 

 

協議会の構成員で様々な情報共有をすることで、『苦 

情への対応や取り組みについて他社の情報が大変参考と

なった』、『通常あまり接する機会の少ない工事業者 

と調査会社・設計コンサルタントの情報共有が有益で

あった』、『発注者も含め、構成員間のコミュニケーシ

ョンが深まり、人材ネットワークとして財産になった』

などの感想が聞かれた。 

また、地域貢献の取り組みについては、『皆で地元に

入っていくということで現場がスムーズにいっている部

分がある』、『お祭りのようにみんなで一体的に地域に

入るという事で○○建設、○○組という枠組みを超えて、

北村遊水地事業、そしてそれを請け負っている受注者と

いう点で一体にみられるインパクトを残せた』との声も

聞かれた。一方で情報共有のスピードアップの必要性や、

休日イベントの過度な参加や慢性化などを危惧する声も

あった。（表-4） 

 

 

表-4 平成29年度 協議会構成員アンケート 

Ｈ２９　北村遊水地事業連絡協議会　構成業者アンケート

工事受注業者 業務受注業者

成
果

、
メ
リ

ッ
ト

・工事の工種とか現場の施工体制とかにもよりますが、イベントが多い場合は、
負担となる現場もあるかと思いますので、今まで通りの自然体で良いのではと思
います。
・今年は、会社として初年度なので力を注いだ部分もあり負担はありました。
・懇親会の次の日がきつい
・懇親会は金曜日に開催を求む(笑)
・失敗例・対応等は、なるべくタイムリーにも発信していく方が、良かったのではと
思う。
・事務所からのお願いは正直、断りにくいこともあった。
・工事規模が小さく、職員の数が限られているので、繁忙期の行事参加は厳しい
ものがありました。
・地元とのせっかく築いた信頼関係ですが、どうしても役所ですので異動はつきも
ので、その時に関係が崩れやすいので懸念されます。
・地域貢献はやりたいが、創意工夫などの加点につながる様になれば良いと思
う。

・事業を担う後継者を育成のため、若手を対象とした現地研修等を兼ねた集まり
があっても良いと思う。
・苦情などの情報について、1ヵ月ごと(又は2ヵ月)にメール配信してはいかがで
しょうか？
・地域貢献は移動距離の負担もあり、なかなか難しかった。
・地域貢献で、多くの会社が参加する中で、不参加表明は出しにくい感じがす
る。
・継続することで、マンネリ化が懸念されるため、事業や遊連協の目的をきちっと
伝える（伝わるように説明する）ことが重要と思われる。
・地域貢献活動でたまに休みがつぶれることがあるぐらい。

・イベントへの参加、準備、後片付け、懇親会を通して発注者又業者間で今までに味
わった事がないような関係（コミュニケーション）ができたと思います。
・施工業者は、コンサルタント業者と直接の対応があまりありません。発注者を介し
ての関係が普通です。今回は、遊連協でのコンサルタントとの関係ができ、今後の
自分自身のネットワークも広がり大変貴重な財産となりました。
・地域貢献の項目を探すのが大変だったが、今回協議会で紹介してもらって参加し
やすかった。
・住民等の苦情が共有され、事前に対応できた。
・地域貢献に関しては、会社独自で行うより負担が軽減され、全体的なアピール性
が向上した。
・遊水地連絡協議会を通じて地元彩花祭り観光パレード。参加人数も多く参加し、遊
水地事業をアピール出来、非常に良かった。
・発注者、地元　他業者との交友の機会でき、意見交換等できるので有意義であると
思います。特に、他地区より来られている業者にとっては、地域とのコミュニケーショ
ンを図る上で恰好の機会だと思います。
・他工事での安全設備や創意工夫など具体的な例が見れて参考になることが多
かった。
・土砂運搬などの運搬路が他の業者と重なってないか把握しやすかった。
・発注者との懇親会は何十年ぶりで、こんな事もあるんだなと緊張したけど、岩見沢
河川事務所の方々が話しやすい、また、溶けこみ易い方ばかりで仕事も楽しくなった
ような気がします。
・他の工事の方々とも話ができ、現場調整や情報の交換にも役立った。

・立場や職種の垣根を超えて、様々な意見交換が可能となり、業務に対し広い視
野を持つことができた。
・発注者や工事業者が日頃思っていることを率直に聞く事が可能となり、業務遂
行上大いに役立った
・特に彩花祭りのパレード参加、懇親会により、地元では”遊水地事業って何”と
いう声がうまれ、事業関係者の一体感のようなものが感じられた。
・これら遊連協の取り組みにより、業務上の様々な課題に取り組む気持ちが強い
ものになるし、柔軟なものの見方ができるようになった。
・他業者の失敗例や対応方法が現地踏査などで参考になった。
・コンサルは現地に常駐しておらず地元の方と接する機会がないので、地元の方
とのやり取りなど実情を聞けて参考になった。
・事業を皆で進めているという認識が強くなり、業務への取組み姿勢も変わった
と思う。
・地域貢献の集まりに参加することで、地元のことを考えて業務を進めてくい気
持ちが強くなった。
・道内で様々な事業がある中、遊連協のような継続的に行われ、かつ積極的に
地域貢献を行っている取組みは聞いたことがなく、事業の士気が高まるだけでな
く、様々なメリットがあると思われる。
・地元対応時のクレームや行き過ぎた要求は、受注者が黙って対応することで、
問題が表面化せずに、いずれ大きな障害のタネとなる場合がある。しかし、情報
共有することで、事前対策ができ、大きな問題になる前に火消しが出来る。
・懇親会等で、設計業者と工事業者で交流する機会ができ、遊水地事業だけで
はなく、違う仕事でも役立つ可能性を感じた。
・地元の方からのクレームを連絡網により、迅速に対応するシステムが構築され
ていることに、驚いております。やはり人と人の繋がりを大事にしていることを感
じます。
・他業者の現場対応を知ることができ、自社で行っている現場対応を改めて見直
すことができた。
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１０．北村遊水地事業連絡協議会の取り組みによ

る成果 

 

参加した構成業者からは、表4のとおり様々な意見や

感想が聞かれたが、取り組みの成果として以下のとおり

集約したい。 

 様々の情報を共有したことで、①苦情等の未然防止、

②適切かつ迅速な対処、③類似案件の拡散防止が図られ

た。また、調査・設計・施工を担当する者同士の情報交

換により、現場力・技術力の向上にもつながると考える。 

この取り組みを継続することで、多種多様な案件とそ

れに対する対応（未然防止策、適切かつ迅速な対処策、

再発防止策等）の経験値が蓄積されることが期待できる。 

特に、大規模かつ困難な事業を進めていく上で、工事

の品質確保や工程監理、さらには工事担当者の精神的な

負担軽減にも大切な役割を果たしていくと思われる。 

 

 

１１．今後の課題 

 

様々な特殊性や経緯を含め、通常よりも厳し現場条件、

厳しい地元対応を行っていく為にこの組織が果たしてい

く役割は大きいと感じている。発注者・受注者の枠組み

を超えて、『北村遊水地の仕事が出来る組織・人材』の

育成・成長が事業推進の最重要課題と考える。 

取り組みから３年、地元対応や地域貢献において確実

に成果は感じることができている。受注者も少しずつ経

験を重ね、地域からの信頼もつかんできている。  

地元対応にしろ地域貢献にしろ、協議会として高いレ

ベルを過剰に設定することは、さまざまな負担が生じる

ことから持続可能なレベルでの取り組みが必要である。

そのためには日頃から発注者と受注者が本音で話し合え

るかどうかにかかっている。 

 

 

１２．まとめ 

 

本報告では、平成27年度から取り組みを進めている

『北村遊水地事業連絡協議会』の目的、内容、成果等を

とりまとめた。 

 協議会の設立により、事業推進における地元対応の留

意点や地域貢献等の連携に加え、なによりも一緒に事業

を進めて行くチームとしての一体感が生まれたと感じて

いる。 

 


