
●

44 JAGREE 94. 2017・11

定期総会講演会から

１．はじめに

今日，新潟平野は日本の一大水稲生産地となっ
ているが，戦後から今日に至る間はまさに基盤整
備による排水不良との戦いの歴史であった。しか
し，こうした歴史を経た農地も近年都市化が進み，
農業用の排水施設は市街地を含む地域全体を守る
役割を果たすようになった。

北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所
では，こうした農業用の排水施設の役割の変化に
対応して施設の管理運営形態を見直すため，「排
水の見える化」と題して，排水機場に流入する排
水を農地及び非農地由来に区分する取組みを行っ
た。この取組みに当たっては，主に信濃川水系調
査管理事務所（「官」）がコーディネーターとなり，
主に新潟大学（「学」）及び民間コンサルタント会
社（「産」）の三者が連携して，排水解析システム
の開発などを効率的に進めた。

本報文では，取組全体の中から，排水機場に流
入する土地利用区分別排水量とその時間的変化を
解析した取組みを紹介する。

（1） 新潟平野の特徴
新潟平野は新潟県中央部の日本海側に位置する

低平地である。信濃川と阿賀野川，およびそれら
の支流を含む水系から成り，広大な平野部と豊富

な水源を利用した水稲栽培が盛んな地域である。
しかし，新潟平野はその地形条件から排水が極

めて不良であり，湛水被害を招きやすい。広大な
平野と巨大河川という水稲栽培に適した地形と，
内水氾濫被害とは，いわば表裏一体である。そし
て，その「表」と「裏」を解離させる営みが土地
改良と言えるだろう。

なぜ新潟平野では排水不良となりやすいのか。
その根源的な原因は新潟平野の持つ地球科学的背
景にあると考えられる。新潟平野は，2100 万年
前に日本列島が中国大陸から分離し，列島中央部
にフォッサマグナ（大地溝帯）の形成に端を発す
る。新潟平野は地溝帯に含まれる地域，つまり地
質基盤が沈降する「沈降場」であるため，標高の
高い地域から低い地域へ，河川が発達し，堆積物
が運ばれる。2 万年前の海水準低下期には，新潟
平野の海岸線が現在よりも日本海側へ位置し，多
くの河川が流下していたと推定されている。（図
－１（a））　以降，海水準の上昇に伴い，内陸に
は三角州や氾濫原性低地が発達した。（図－１（b）
～（d））　堆積が進んでもなお，沈降によって標
高差が維持されることから，堆積作用の卓越が維
持されることが特徴的である。広大な新潟平野は，
信濃川と阿賀野川という大河川の運んできた堆積
物により形成された沖積平野である。また，平地
部では流路の勾配が小さく，河川が蛇行しやすく
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なる。そのため，流路の変化に伴って，多くの自
然堤防や潟地が形成されてきた。（図－１（c）～

（d））
また，河口まで運ばれた土砂は，海からの風に

より吹き戻され，海岸沿いに砂丘を形成した。形
成時期から，新潟平野には 3 群の砂丘が存在し，
9,000 ～ 7,000 年前に最も内陸の砂丘列が形成さ
れ（図－１（b）），3000 年前頃に海側に新たに砂
丘列が形成され（図－１（c）），1000 年前頃に現
在の海岸線を形成する砂丘列が形成された。（図
－１（d））

現在では海岸線と平行に分布する砂丘列とし
て，（図－１（e））のような分布を示す。

図－１からも分かるように，内陸部に分布する
自然堤防や砂丘列は微高地であり，河川はそれら
を避けるように流れる。しかし，氾濫によってし
ばしば流路は変わり，一部の流路は潟地として存
在していた。また，日本海への流出は砂丘列に阻
まれ，概して新潟平野の内水は日本海へ排水され

にくく，陸水の多い広大な潟地を形成することと
なったのである。

また，日本海は千島海峡や対馬海峡によって半
閉鎖的に区切られた海域であるため，地球規模の
分布を持つ太平洋に比べ，天文潮位の影響を受け
にくく，干満の潮位差が小さい。このことは，干
満差を利用した干拓が難しいことを意味する。

このような地球科学的な特徴から，新潟平野の
排水不良を改善することが難しいことが分かる。

（2） 排水改良の変遷
まだ機械排水が行われない時代においては，排

水改良に取組んでも効果が発揮されないことが
多々あった。一例として，江戸時代に行われた紫
雲寺潟干拓の事例を紹介する。

紫雲寺潟は新潟平野北部の加治川支流域にかつ
て存在した潟地である。1728 年に竹前小八郎・
権兵衛兄弟が，幕府から許可を受け，紫雲寺潟か
ら海へ落掘川を開削し，干拓を開始した。（図－

図－１　新潟平野の発達と砂丘列（新潟市「潟のデジタル博物館」掲載図を改変）
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1（e）①）
しかし，潟は遊水地の機能を持つため，加治川

が合流する阿賀野川下流域の住民は洪水を危惧し
た。そのため，阿賀野川下流域に松ヶ崎分水路を
設ける計画が立ったが，当時の阿賀野川は信濃
川と合流しており，河口に位置する新潟港の水位
が低下することで船舶の出入りに影響する可能性
が危惧された。当時，新潟港は長岡藩の管轄であ
ったことも問題が困難となった一因と言えるだろ
う。1730 年に松ヶ崎放水路の開削に着手したが，
翌年の水害に伴い放水路が現在の阿賀野川の河口
となった。（図－１（e）②）

また，それに伴い長岡藩は河口水位の低下を訴
え，1738 年に新発田藩の負担で小阿賀野川の改
修を行うこととなった。排水を含めた治水事業の
難しさを今に伝える事例と言える。

新潟平野の抜本的な治水事業は，1922 年の大
河津分水路完成まで待つこととなった。それ以降，
洪水の減少した新潟平野では，第二次大戦中～戦
後の時期に排水改良が進められた。昭和 23 年の
亀田郷地区の栗ノ木排水機場の完成を皮切りに，
新潟平野内に多くの排水機場・排水路が設けられ，
土地改良区の成立とともに排水改良が一気に進ん
だ。また，戦後課題となった，天然ガス採取に伴
う地盤沈下への調査・対策として新潟地盤沈下調
査事務所（現信濃川水系土地改良調査管理事務所）
が設置され，また，排水機場等の排水施設を整備
する事業が実施されてきた。こうした基盤的な整
備の結果，乾田化が進み，新潟平野は日本の一大
水稲生産地へと変貌したのである。

2. 「排水の見える化」の取組み

（1） 新潟平野における排水の現状
新潟平野に存在する農業用の排水機場および排

水路は，低平地における農地の湛水防除を目的と
して建設されてきた。しかし，近年の農業地域の
都市化に伴い，農業用の排水施設は市街地を含む
地域全体を守る役割を果たすようになった。一方
で，非農地の増加による流出形態の変化等により，
地域排水の質・量が変化している。また，都市化

に伴う土地改良区への賦課金収入の減少に伴い，
農業用排水施設の管理・運営形態を見直す必要性
が生じている。

（2） 「見える化」の内容
北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所

では，都市側と農業側の間で持続可能な排水負担
形態のあり方を分析することを目的として，排水
機場に流入する排水量を農地及び非農地由来に区
分し，土地改良区の排水に係る負担と比較するた
め，「排水の見える化」と題した取組みを平成 27
年度から開始した。この取組みは主に信濃川水系
土地改良調査管理事務所（「官」）がコーディネー
ターとなり，主に新潟大学（「学」）及び民間コン
サルタント会社 5 社（「産」）が連携し，行ったも
のである。このうち「学」は，排水量を農地及び
非農地由来に区分する解析モデルの開発及び提供
を，「産」はこの解析モデルを用いて新潟平野に
位置する 6 地区の排水解析業務を，「官」はコー
ディネーターとして，取組み全体の管理及び情報
交換（メーリングリスト，検討会の開催等）のセ
ンターの役割を担った。

本報文では「排水の見える化」の取組みのうち，
各排水機場が担う排水を流出元の土地利用区分，
およびその時間変化について解析した取組みにつ
いて紹介したい。本取組みは新潟市近郊に位置す
る亀田郷地区，白根郷地区，新津郷地区，新井郷
川地区，刈谷田川地区，西蒲原地区の 6 地区で実

図－２　調査対象地区
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施された。（図－２）いずれも新潟平野内の低平
地に位置し，機械排水によって内水を河川に排出
している。

本取組みでは，洪水時の排水実態を解析するた
め，新潟大学の吉川ら（2011, 2013）が開発した
内水氾濫解析モデルに，各土地利用地目からの流
出水を追跡する「トレーサーモジュール」を組み
込んだ新規モデル（吉川ら，投稿準備中。以下，「本
モデル」とする）を開発した。（図―３）

本モジュールでは，例えば，農地に降下する雨
に濃度 0，非農地に濃度 1 を与え，流出水に含ま
れる各地目からの流出成分を濃度として追跡する
ものである。トレーサーの数を増やせば，3 つ以
上の地目を扱うことができる。背後地に山地を抱
える流域においては，2 種類のトレーサーを設定
して，農地・市街地・山地の 3 つの土地利用地目
とし，農地および市街地からの流入量は本モデル，
山地からの流入量はキネマティックウェーブ法で
計算した。その他の基礎諸元については，表－１

に整理したとおりとした。本モデルの妥当性は，
近年の豪雨時における降水量，排水機場の稼働状
況，水位データ等を用いて実績水位と計算水位を
比較し検証した。

大雨時には，非農地由来の排水に比べ，農地由
来の排水の方が遅れて排水機場に到達する可能性
があり，ピーク排水時およびその前後の時刻にお
ける土地利用別排水量の変化を可視化した。

（3） 排水解析結果
各地区の大雨時の排水状況を調べるため，本取

組みでは複数の大雨のケースを用いて計算を行っ
た。本報文では平成 23 年 7 月 28 日～ 30 日の新潟・
福島豪雨を用いた計算結果を紹介する。

1） 亀田郷地区

①地区概要

亀田郷地区は，周囲を河川に囲まれた完全輪中
地帯で，地区の 2/3 が海抜 0 m 以下の低平農業
地帯である。その特有の地形条件から，上流域に
おける自然取水及び下流域における自然排水が不
可能であり，かんがい期間中の用排水は機場管理
され，信濃川，阿賀野川及び小阿賀野川からの常
時揚水，信濃川への常時排水が基本となっている。

現在は操作規程により常時は親松排水機場によ
って排水し，降雨時（洪水時）は親松排水機場の
稼働後，鳥屋野潟の水位上昇によって国土交通省
の鳥屋野潟排水機場が稼働する。また，他に 3 つ
の排水機場があり，5 機場によって排水を行って
いる。なお，近年の都市化によって市街地と農地図－３　「排水の見える化」計算モデルの模式図

表－１　基礎諸元整理状況
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の混在化が進展している。
②解析結果

洪水時における農地および非農地由来の排水が
排水機場に及ぼす影響負荷について，本モデルを
用いて試算した。解析に使用した降雨は平成 23
年 7 月 28 日から 7 月 30 日にかけて発生した平
成 23 年新潟・福島豪雨（総雨量 276 mm/3days，
時間最大降雨44.5 mm）における実績降雨である。

亀田郷地区の最下流部に位置する親松排水機
場（定格排水能力 60 m3/s）からの排水に占める
影響負荷割合の算定結果を図－４に示す。非農地
からの負荷割合が最大となるのは 1 日目の非農地
排水ピーク時で，親松排水機場吐出量の全体比で
は 58.8 %（35.3 m3/s）となり，農地排水割合は
41.2 %（24.7 m3/s）である。2 日目および 3 日目
においても非農地からの負荷割合の上昇が見られ
るものの 1 日目のピーク時までは上昇しない。

水田が持つ貯留効果および浸透による農地排水
成分の流出遅延効果が機能するため，非農地排水
成分が先行的に流出し，その後農地排水成分が流
出している様子が確認できる。しかし農地：非農
地の土地利用別面積比が約 5：5 であるのに比べ，
非農地排水成分割合は 1 日目の最大時において
約 1 割の増加にとどまった。その原因は常時機械
排水地区に共通する事項として，①排水機場はそ
の排水能力分しか排水できないため，洪水流量が
最大定格吐出量を超える分については，排水路内
に貯留されたこと，②排水路の容量を超えた排水
は，相対的に低位部に位置する農地に流入し，そ
の湛水による貯留が生じたこと。これについては，

シミュレーションにおいて農地湛水中に含まれる
非農地由来の排水割合を可視化することで確認し
た。加えて，亀田郷地区独自の要因として，③最
下流部に位置し，調整池的役割を担っている鳥屋
野潟（洪水調節容量 350 万 m3，1 cm で約 1.8 万 
m3 貯留）における各土地利用区分別流出成分の
均質化の影響によるものと考えられる。

今後都市化の進行に伴う農地面積の更なる減少
によって農地に貯留されていた雨水の流出が早ま
り親松排水機場への負担が増大することが予想さ
れる。

2） 白根郷地区

①地区概要

白根郷地区は 1 級河川信濃川・1 級河川中ノ口
川に囲まれた完全輪中地帯である。度重なる信濃
川・中ノ口川の氾濫がもたらした肥沃な土壌と生
産者の努力により，稲作を中心として野菜・果樹
等の複合営農が安定的に営まれ，県内有数の果樹
地帯になっている。

排水は農地排水を目的として建設された白根・
中部・萱場の 3 排水機場から排除している。
②解析結果

上記亀田郷地区と同様に，本モデルを用いて，
土地利用区分別時間別排水量を整理した。ただし，
洪水時のみ稼働する萱場排水機場，中部排水機場
への導水路と幹線排水路の接続点には屈曲・鋭角
曲がりが存在し，分水時のエネルギー損失が予
想された。分水前後に水位・流速計を設置し，流
況を観測した結果，予想通り分水時に最大 3 ～ 5 
cm のエネルギー損失が確認できたため，排水解
析モデルに分流ロス計算を組み込んだ。分流ロス

図－４　平成 23 年新潟・福島豪雨時の親松排水機
場 ( 定格排水能力 60 m3/s) における土地利用
区分別時間別排水量

図－５　平成 23 年新潟・福島豪雨時の白根排水機
場におけるハイドログラフ
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はガルデルの式による分流損失水頭に実測水位と
整合する補正係数を乗じて求めた。

構築した排水解析モデルに平成 23 年新潟・福
島豪雨時の実績出水を投入した結果，図－５，図
－６のように実績水位，湛水区域を良好に再現し
た。

また，地目別排水量を算定した結果を図－７
に示す。非農用地由来の排水は，7/29 の前半ピ
ーク時排水量割合が 33 % となり，7 月 27 日から
8 月 1 日までの 5 日間（120 時間）の総排水量の
21 % よりも高かった。これは非農用地が農地と
比べ流出が速く，鋭敏な流出波形であり，ピーク

排水量に与える影響が多いからであると考えられ
る。

3） 新津郷地区

①地区概要

新津郷地区は，東は新津丘陵を境とし，西は信
濃川，南は才歩川，北は小阿賀野川および能代川
によって囲まれた梯形状の地域である。郷内の地
形は，南から北に向かって 1/3,500，東から西へ
1/1,000 ～ 1/2,000 程度の緩い傾斜をなし，標高
は 1.0 m ～ 5.0 m の低平な輪中地域である。平坦
部の地質は，信濃川，阿賀野川で形成された沖積
層，丘陵地帯は第三紀層，平坦部と丘陵地に接す
る地帯は一部洪積層となっている。

排水系統は，覚路津流域，東大通流域，及び大
秋流域の 3 系統に区分される。基幹水利施設であ
る覚路津排水機場，大秋排水機場（東大通・大秋
流域），から信濃川へ機械排水されるが，東大通
流域では自然排水も可能となっている。
②解析結果

平成 23 年 7 月の新潟・福島豪雨について土地
利用区分別時間別排水状況を検討した。結果を図
－ 8 に示す。

新津郷地区は，全量機械排水であることから，
総排水量の比率は土地利用別面積の比率に概ね近
似する。ただし，ピーク排水量は降雨波形により
比率が変化することがわかった。また，覚路津流
域には，下水道雨水排水機場が 3 機場設置されて
おり，土地改良施設である覚路津排水機場と集水
域が重複し，排水系統が複雑である。現時点の排
水解析モデルでは，この複雑な排水系統を十分反

図－６　平成 23 年新潟・福島豪雨時の白根郷地区
における湛水状況

図－７　新潟・福島豪雨時の地域内の排水機場にお
ける土地利用区分別時間別排水量

図－８　新潟・福島豪雨時の土地利用区分別時間別
排水量（覚路津排水機場）
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映できていないことから，下水道管理者への説明
にあたっては，排水解析モデルの改良が必要と考
えている。

 
4） 新井郷川地区

①地区概要
本地区は福島潟（193 ha）を有し，その水位は

灌漑期に－ 0.40 m，非灌漑期に－ 0.72 m で管理
されている。そのため，排水機場を用いて，地
区の上流から流れてくる河川から取水した用水利
用後の余水や，山からの湧き水等については，す
べて電気および燃料を使って，農水省で築造した
新井郷川排水機場を運転させ日本海へ排水してい
る。

まとまった降雨時には，上記の新井郷川排水機
場に加え，国交省の胡桃山排水機場や新潟県管理
の福島潟放水路で阿賀野川や日本海へ排水してい
る。

近年の市街化の進展により，洪水時の流域流出
量に占める非農地からの排水負荷は増加傾向にあ
る。そのため，常時はもとより，洪水時について
も，新井郷川排水機場の負担が大きくなっている
と言える。
②解析結果

土地利用区分別時間別排水量の結果を図－９に
示す。早期にフル稼働（110 m3/s）となっている。
この早期の排水量に占める非農地流出量の割合が
大きいことがグラフからわかる。

　 

5） 刈谷田川地区

①地区概要

本地区は，新潟平野の南部に位置し，信濃川，
およびこれに注ぐ刈谷田川と五十嵐川，それに東
山に囲まれた輪中地帯である。1/1,100 以下の緩
い傾斜が大半を占める低平な平野であり，第三紀
層に覆われていることから，河川は平野移行部以
後において曲折が著しい。

排水系統は，流域の約 3/4 から流出する洪水が
貝喰川幹線排水路等を経由して刈谷田川右岸排水
機場から信濃川へ排水される系統と，流域の約
1/4 から流出する洪水が高位部幹線排水路へ集水
され貝喰排水機場（新潟県土木部）から信濃川へ
排水される系統に区分できる。ともに自然・機械
排水兼用となっている。
②解析結果

平成 23 年 7 月の新潟・福島豪雨について土地
利用区分別時間別排水状況を検討した。結果を図
－ 10 に示す。

刈谷田川地区は，自然排水・機械排水兼用であ
ることから，総排水量，ピーク排水量及び土地利
用別面積の比率に関連性はない。降雨波形や外水
位波形に影響を受けることから，降雨毎に排水の
負担割合は異なっている。また，刈谷田川右岸地
区では，水田からの排水量を調整する「田んぼダ
ム」の取組みが積極的に行われているが，現時点
の本モデルでは，田んぼダムの排水効果を適正に
評価できていない。本モデルに改良の余地がある
と考えている。

図－９　1/50 確率降雨時の土地利用区分別時間別排
水量（新井郷川排水機場）

図－ 10　新潟・福島豪雨時の土地利用区分別時間別
排水量（刈谷田川右岸排水機場）
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6） 西蒲原地区

①地区概要

対象地区である西蒲原地区は，新潟平野のほぼ
中央の低平地に位置し，新潟市・燕市・弥彦村に
またがり，東は中ノ口川，西は日本海，南は大河
津分水路，北は信濃川下流に囲まれた，流域面
積 348.4 km²（農地 196.2 km² 非農地 152.2 km²）
の地区である。

平坦な水田地帯であることを活かして，稲作を
中心とした営農が展開されており，水田畑利用で
は需要の安定した茶豆等が生産されている。また，
集落近傍ではいちじくの栽培実績があり，農家経
営に排水機能の維持は不可欠となっている。
②解析結果

機械排水を行う流域では，排水機場の排水能力
に限界があるため，排水量はピークに達した後は
横ばいとなる。西蒲原地区の中でも，市街化の進
行が著しい小新排水機場流域（農地面積 65 %, 非
農地面積 35 %）の土地利用区分別時間別排水量
を例にすると，早期に非農地流出量のピークが発
生し，非農地排水量比率が面積率の 1.5 倍となる
が，その後農地排水量がピークとなり，農地面積
率の 1.2 倍の排水量比率となる。（図－ 11）　そ
れぞれのピーク排水量を単位面積当りの排水量に
換算すると，農地 2.4 m³/s/km²，非農地 2.9 m³
/s/km² となり，非農地流出量割合が高いことが
わかる。

（4） 洪水時排水解析結果のまとめと課題
洪水時の各土地利用別時間別排水量が計算され

ることで，排水機場から排出される水のうち，農

地・非農地に由来する排水の割合といった，定量
的なデータから議論を進めることが可能となる。

一般的に農地からの流出は市街地や山地に比べ
遅く，ピーク時排水量は非農地からの流入量のピ
ークと重なる。したがって，排水機場の施設規模
は非農地からの流入も含まれた設計になってお
り，排水機場が農地のみならず地域全体の治水へ
影響を与えることが示唆される。

本取組によって，いくつかの課題が明らかとな
った。本モデルは従来の排水解析モデルと比べ，
入出力データ量及び計算ルーチンが格段に増加す
るため，計算に時間を要する。そのため，対象流
域が広い場合，流域を分割し各流域の解析モデル
を安定させてから，全体解析を実施する方法が効
率的なようだが，水路構成が変化すると，地形適
合セルの再構築が必要となり作業が繁雑となる。
これは，排水改良案の検討において，バイパス案
や流域変更案などの水路構成変更を伴う検討案を
実施する際にも作業工程の増加に繋がる。したが
って，水路構成の変更を容易に行えるプログラム
であることが望ましい。

また，データが膨大になりがちな本モデルでは，
データに間違いや不正がないか，様々な角度か
らユーザーが簡単にチェックできるプログラム及
び，排水事業で一般的に用いられる分流，ゲート，
落差工施設等のサブルーチンがあると，初心者で
も使いやすい解析手法になるだろう。産学官連携
のメリットの一つとして「効率化」が挙げられる
が，開発から間もない手法を洗練させていく体制
作りも，効率化のための大切なプロセスである。

3. まとめと今後の展望

内水氾濫解析モデルという学術的成果を社会実
装し，技術者同士の連携を通じて成果の品質を高
め，地域課題解決に向けた議論を開始できる段階
まで約 1 年で到達できたという点において，産
学官連携の持つ迅速性が十分に発揮されたと考え
られる。各者がチームワークの意識を持ち，その
メリットを最大限引き出せるように考慮すること
が，産学官連携を推進する上で最も重要な点であ

図－ 11　1/50 確率降雨時における土地利用区分別
時間別排水量（小新排水機場）
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ろう。そのためには，従来とは異なる枠組みで業
務に取組むことへの理解も欠かせない。

産学官連携体制のマネジメントは，「官」の役
割となる。従って，「官」と「産」の間の発注者・
受注者の関係や，「学」が有識者としてコミット
するという従来の協力体制に留まらず，業務とし
て課題解決に取組む「産」や，学術的な側面から
課題解決方法を提供する「学」が積極的にフィー
ドバックをもたらすことができるような体制づく
りを，「官」が行う必要がある。本取組みでは，
本取組みに関わる担当者が一堂に会する技術交流
会や，担当者をメンバーとしたメーリングリスト
を設けることで，情報交換の機会を増やした。

また，「学」からの技術提供や提案等の協力も，
産学官連携体制には欠かせない。「産」や「官」
に比べ，個人に近い人数で技術開発を行い，短時
間で社会実装が行われていくことから，「学」に
おける担当者の責任が重くなりがちである。しか
し，通常の研究機関のみでは実現が難しい連携体
制の中から，研究内容が迅速に社会へと還元され
ていくことは，大きな強みであろう。
「官」や「学」と密接に連携し，技術面におい

て最も重要な役割を持つのが「産」である。通常
業務は各社毎に進めて行くものであり，横の繋が
りを持って連携して進めて行くことは不慣れかも
しれない。しかし，個々の技術者の知見を蓄積・
共有することは技術の発展に欠かせず，その体制
が迅速に構築されたのが本取組みにおける成果の
一つと言えるだろう。本取組みでは受注競争が終
了した後に連携を開始したため，専門技術者同
士の相談が可能となった。また，「学」の方で妥
当性を担保した統一的な手法で取組んだことも，

「産」における新規技術の習得や若い技術者育成
に効果があった。

複雑な社会的課題へは，現実的には課題を分割
して取組まざるを得ない。しかし，分割したまま
では本来の課題解決に至らない可能性があり，個
別課題を横に繋ぐ体制が必要となる。「チームワ
ーク」という作業が増加する分，スケジュールや
労力の変化・増大は避けられないが，上手に活用
し，効率的に成果を挙げられるよう期待したい。
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