
14 JAGREE 99．2020・11

１．はじめに
協会創立 50 周年記念事業（以下，「記念事業」という。）は，2018（平成 30）年３月，平成 29

年度第３回理事会において実施を決議して以降，これまで２年余にわたり準備作業を進めてきたが，
新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たない中，一部事業の方針を変更した。本稿では記
念事業に関するこれまでの経過と現状を中間報告として取りまとめる。

２．実施の決定
2017（平成 29）年秋，会長の指示により協会創立 50 周年の節目としての記念事業の実施を検討

することとした。先ず，協会役員，学識経験者等から個別に意見を聴取し実施の意向を把握したの
で，記念事業実施案を作成し，2018（平成 30）年３月，平成 29 年度第３回理事会に提案したところ，
記念事業の実施と事業構成の検討が決議された。また，記念事業の内容を検討するため，会員に対
するアンケート調査を実施することとされた。

同理事会の議案書に記載された記念事業の目的は以下のとおりである。
「当協会は平成 32 年２月 15 日で創立 50 周年を迎える。当協会としては，この 50 周年を節目と

して，当協会会員の技術及び技術者が我が国の農業・農村に果たした役割を振り返るとともに，協
会の今後を展望しつつ会員が結束して協会の目標達成に向け引き続き努力することを確認する機会
として，記念事業を実施する。」

３．構成と検討方法
2018（平成 30）年４月，会員の総意を反映した記念事業の構成とするため，会員に対してアンケー

ト調査を実施した。アンケート調査の結果，コンサルタンツ部門の会員からは，農業農村工学に係
る人材の確保に資する取組が，また水利施設保全管理補修部門及びセメント製品部門，ポンプ部門，
鉄構部門の会員からは，会員が有する技術の活用を図る取組が求められた。

2018（平成 30）年５月，アンケート調査結果をもとに役員懇談会が記念事業の構成を検討し，
平成 30 年度第１回理事会において記念事業の構成と検討方法を決定した。

【構成】
「未来を拓く人材と技術」をテーマとして，次の３事業を行う。

①記念式典
②人材確保育成に資する取組
③会員企業の技術の活用促進を図る取組み

創立50周年記念事業について（経過報告）

50周年記念事業について

（一社）農業土木事業協会事務局
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【検討方法】
実行委員会を理事会に置き，「人材確保育成」，「企業技術 PR」の各取組を具体化するための人

材確保育成小委員会と企業技術小委員会を設置することとした。

４．実施方針
設置された人材確保育成小委員会（2018（平成 30）年 10 月発足）と企業技術小委員会 2018（平

成 30）年 12 月発足）は，記念事業の実施方針原案を検討し，実行委員会は記念事業の実施方針案
を作成した。

2019（平成 31）年１月，平成 30 年度臨時理事会は，記念事業の実施方針及び記念事業実行委員
会（以下，「実行委員会」という。）の設置を決定し，各事業の具体化に着手することとした。

５．実施方針の具体化（2020（令和２）年３月まで）
（１）記念式典

2019（平成 31）年２月～ 2019（令和元）年７月にかけて４回にわたり記念式典小委員会を開催し，
記念式典の日程・会場，記念表彰，記念講演の実施方針に基づく内容を検討した。

その結果，2019（令和元）年８月の実行委員会は実施方針の内容を承認し，それぞれ更に具体化
を進めることとなった。

【日程・会場】
2019（令和元）年８月の実行委員会において，以下の通り承認された。
日程は，別途検討を進めている記念展示会終了後に行うこととし，2020（令和２）年10月29日とする。
会場は，参集人数，費用等を想定し３会場を候補に選定し，会場視察を行った後，東京ドームホ

テルに決定する。
2019（令和元）年 11 月 19 日，記念式典を 2020（令和２）年 10 月 29 日に東京ドームホテルに

て開催する旨，会員へ通知した。

【表彰審査】
①表彰準備委員会の発足

2019（令和元）年８月の実行委員会で創立 50 周年記念表彰規定（案）を作成する表彰準備委員

記念事業 実施方針 説明 

記念式典 

・記念式典
・記念表彰
・記念講演
・祝賀会の開催

・2020（平成32）年秋に実施。
・日程、参集範囲、来賓、創立50周年記念表彰の
取扱い、記念講演、会場などについては今後整
理。 

人材確保育成 
・高校生等を対象とした農業
土木PR動画の制作

企業技術PR 
・農業農村工学会等と連携し
た展示会の開催

・農業農村工学系学部学科への進学希望者の拡大
を目的として、大学のオープンキャンパスでの
プレゼン等への活用を想定した高校生、大学生
等を対象とした農業農村工学に関する PR 動画
等を制作

・行政関係者、コンサルタント技術者をターゲッ
トにした会員技術・製品の展示会を、農業農村
工学会等と連携して開催。

会誌JAGREE 50周年
記念企画 

・50周年記念号の発行
瞰できる記事を検討。 

・広範に寄稿を求めるほか、過去50年の活動が俯
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会の設置が決議されたことを受け，同年 10 月に表彰準備委員会が発足した。表彰準備委員会は，
創立 30 周年記念式典表彰規程を参考として，年内に３回，その後は新型コロナウイルス感染症を
考慮しメールにより表彰規程案を検討した。表彰規程（案）は，2020（令和２）年５月の理事会で
承認された。

表彰規程における表彰基準は以下のとおりである。
　協会業務の運営または協会活動の推進に大きな功績のあった者で次の各号の一つに該当する者
　（ア）協会役員として５年以上在任した者（30 周年では 10 年以上）
　（イ）部会長として８年以上在任した者（30 周年と同様）
　（ウ）	定款に基づく専門委員として８年以上在任し，かつ委員長として在任したことがある者（30

周年と同様）
　（エ）	地方協会会長または副会長として 10 年以上在任した者，またはこれに準ずる者（30 周

年と同様）
　（オ）資格試験事業講習会講師を 10 年以上務めた者（今回新設）
　（カ）	上記の一定期間には満たないものの，顕著な功績があった者（30 周年では，会長特認と

していた基準）
②表彰審査委員会の設置と表彰候補者の選考

表彰規程により表彰審査委員会が設置され，６名の委員が選任された。

【記念講演】
記念式典小委員会委員及び関係者から意見を聴取し，19 名の講演候補者を選定した上で小委員

会で６名の候補者に絞り込み，2019（令和元）年８月，実行委員会が承認した。
その後，６名の候補者と交渉した結果，記念講演者は新井紀子氏（国立情報学研究所教授）に決

定し，2019（令和元）年 10 月，契約を了した。

（２）人材確保育成事業
【PR 動画と小冊子の対象，訴求内容と方法】

2019（平成 31）年１～４月にかけて人材確保育成小委員会を４回開催し，制作する動画等の役割，
訴求内容や方法について検討し，概ね以下の内容を定めた。

　①	大学進学を控えた高校生及び保護者を対象に，農業農村工学（農業農村整備）及びこれに関
わる大学，行政機関，企業等の認知度の向上及びイメージアップを図るための PR 動画等を
作成する。

　②	動画に加え小冊子をパッケージとする。短編の動画はアテンション（印象付け）を，小冊子
は農業農村工学への理解と進路調査のための情報提供を目的とする。

　③	動画は，農業（定点観測した田園風景，農作業）と農業農村工学（施設，大学の授業，仕事
風景）に関するそれぞれのテーマを短い動画を緩いストーリーでつなぎ，農業農村工学に関
するイメージを持ってもらう内容。

　④	小冊子は，・動画で提示したテーマの解説，・農業農村工学の多岐にわたる仕事の紹介，・農
業農村工学に関わる人々のクローズアップ，・学べる大学・学部の紹介で構成する。

　⑤ 	PR 動画等は大学等におけるオープンキャンパス，ガイダンス等で活用するとともに，特設の
WEB サイトを立ち上げ，動画の配信，小冊子の閲覧およびダウンロードが行えるようにする。
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【PR 動画と小冊子の制作】
2019（令和元）年７月に PR 動画及び小冊子の制作を（株）オルタナティブコミュニケーション

ズに業務委託した。
動画の撮影，既存動画の収集及び小冊子記事の作成など委託業務が進むとともに，2019（令和元）

年７月以降さらに４回にわたり小委員会を開催し，動画のシナリオ，小冊子の構成を検討するとと
もに成果の監修を行った。収集された動画に関する著作権者等との調整を行い，2020（令和２）年
３月末に動画及び小冊子は概ね完成した。

（３）企業技術 PR 事業
【記念展示会の開催】

2019（平成 31）年１月，企業技術 PR 小委員会は，記念展示会に多くの方々が来場頂けるよう，
独自に開催するのではなく，協会及び会員企業が，以下の企業展示会場の一部にまとまって出展す
ることとした。

　① 2020 年度農業農村工学会大会講演会（鹿児島市）の企業展示
　② 2020 年度全国土地改良大会（群馬県高崎市）の企業展示

【参加意向の確認】
2019（平成 31）年２月，記念展示会への会員企業の参加希望に関するアンケート調査を実施し

たところ，学会大会講演会（鹿児島市）への参加希望は 31 社，全国土地改良大会（高崎市）への
参加希望は 27 社であった。この結果，2019（平成 31）年２月 19 日，企業技術 PR 小委員会は記
念展示会を実施することとした。

【全国土地改良大会事務局との調整】
2019（平成 31）年３月，全国土地改良大会の事務局である，群馬県土地改良事業団体連合会に，

大会の企業展示に協会が実施する記念展示会を出展する考えを説明したところ，大会企業展示の企
画が具体化した段階で記念展示会の取り扱いを調整することとした。

なお，当時は大会会場が建設中であったため，会場設営に関する具体的な検討に至らないところ
で新型コロナ感染拡大の状況となり，調整が進まない状況が続いた。

【農業農村工学会大会講演会実行委員会との調整】
2019（令和元）年６月，学会大会講演会の実行委員会の中核となる鹿児島大学と調整したところ，

企業展示は事業協会と学会との共催とし，事業協会が企業展示の企画運営を行うこととした。
2019（令和元）年８月，鹿児島大学，設営業者等と会場設営に関する準備に着手し，10 月には

会場レイアウト等，設営内容を決定した。

【学会大会講演会，記念展示会への出展者公募】
2020（令和２）年２月，学会大会講演会の企業展示に出展を希望した会員企業へ改めて出展を確

認したところ，出展は 20 社であった。当初予定より減少したため，2020（令和２）年３月，学会
大会講演会の企業展示に対して２次募集を開始した。
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（４）会誌 JAGREE 50 周年記念号
【50 周年記念号】

2019（令和元）年６月，委員会を開催し，会誌 JAGREE 創立 50 周年記念号（令和２年 11 月発行）
の特別企画の検討に着手した。

2019（令和元）年７月，委員会を開催し，記念号の狙いなど基本的な議論を行うとともに，農業
土木事業協会と会員の「技術」を中核的なテーマと定め，その内容について検討を進めた。こうし
た検討を踏まえ，2019（令和元）年 12 月，① 50 周年記念事業報告，②これまで 50 年の「技術の
歩み」，③今後 10 年の「技術の課題と展望」，④協会小史（直近 20 年間の協会事業活動）を記念号
の基本的な構成とした。

【技術の歩み】
「技術の歩み」は，この 50 年，会員企業が開発した技術や製品とそれらが農業農村整備に果たし

てきた役割や効果を整理することとして，まず 2019（令和元）年 11 月に会員６社に対して試行調
査を行った。

2020（令和２）年２月末，会員企業は，会員企業が開発した技術や製品とそれらが農業農村整備
に果たしてきた役割や効果を記述した，「技術の歩み」の基礎となる調書を作成した。

2020（令和２）年３月，その調書をもとに「技術の歩み」のスケルトンを作成し，それに沿って
広報委員が分担して執筆した。しかしながら，３月以降，広報委員会は開催できず，メールによる
活動となった。

６．現状（2020（令和２）年４月から）
（１）記念式典
【記念式典】

2020（令和２）年５月，新型コロナウイルス感染拡大に伴う記念式典開催（10 月 29 日）の可否
について理事会にて書面協議。延期を決定するとともに，新たな開催日程は新型コロナ感染症の収
束の見通しが立った段階で検討することとした。

2020（令和２）年６月 10 日，上記の 50 周年記念式典を延期することについて会員へ通知した。

【表彰候補者の選考】
2020（令和２）年８月，表彰審査委員会（第１回）を開催。以後 10 月までに３回の委員会を開催し，

表彰候補者を決定した。
今後，会長及び理事会へ表彰候補者を報告する予定である。

（２）人材確保育成事業
【動画と小冊子の配布】

2020（令和２）年４月以降，メールベースで調整を進めながら，著作権者等との確認作業を行い，
動画と小冊等の配布計画を作成した。６月に印刷作業及び特設 WEB サイト開設に関する委託業務
を制作委託業務と同じ（株）オルタナティブコミュニケーションズと契約した。

2020（令和２）年９月に動画と小冊子が完成し，配布するとともに，動画と小冊子が閲覧できダ
ウンロードできる特設 WEB サイトを公開した。
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動画と小冊子の配布先は以下のとおり。
　①農業農村工学を学べる大学（36 大学）
　②農業土木系学科を有する農業高校（73 校）
　③農業農村工学職を採用する官公庁（農林水産省，地方農政局等，都道府県庁，都道府県土連）
　④会員企業
　⑤関係団体

（３）企業技術ＰＲ事業
【予定された記念展示会の中止】

2020（令和２）年５月，学会から学会大会講演会は WEB 開催とする旨通知があり，出展予定企
業に対して，学会企業展示と共催する記念展示会の中止を連絡した。

一方，全国土地改良大会企業展示への出展についても，新型コロナウイルス感染症に関する同大
会の対応を見守ってきたが，2020（令和２）年６月，全国土地改良大会も延期となったことから，
大会企業展示において実施する記念展示会も中止し，その旨会員へ連絡した。

【記念展示会は開催せず】
2020（令和２）年７月，小委員会（16 日）を開催し，今年度，学会大会講演会及び全国土地改

良大会における記念展示会の中止に伴う今後の取扱いについて，以下のとおりとした。
　①	新型コロナ感染症の収束見通しが立っていない状況に鑑み，50 周年記念展示会として，学

会大会講演会及び全国土地改良大会の企業展示に会員がまとまって出展する取組は取りやめ
る。

　②	なお，学会大会講演会及び全国土地改良大会の企業展示への参画については，記念事業とし
て事業協会ブースのみ出展することとし，会員企業には 50 周年記念事業としての出展はお
願いしない。

　③当面実展示が難しい状況を踏まえ，WEB 上での会員技術・製品の PR を検討する。

（４）会誌 JAGREE50 周年記念号
【記念式典の延期に伴う企画の見直し】

2020（令和２）年６月，記念式典の延期に伴い，記念号の構成を見直す必要が生じた。このため，
広報委員会はメールベースで新たな構成の検討を進めるとともに，７月，委員会を開催して，新た
な構成案を作成。協会創立50周年記念号の企画記事を，99号と100号に分散して掲載するとともに，
101 号からは通常編集に戻すこととした。

【会誌 JAGREE50 周年記念号の発行】
会誌 JAGREE	50 周年記念 99 号は 11 月に発行した。

７．おわりに
今後の記念式典の日程は，新型コロナウイルス感染症の収束の見通しを勘案しながら検討を進め

ることになる。記念式典の延期は，新型コロナウイルス感染拡大に伴う非常事態宣言時に決定され
たが，経済活動が少しずつ戻りつつある状況を踏まえ，記念式典は，参加人数や式典の内容などを
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十分に勘案し、開催の是非や時期を検討する必要があると考えている。
また，記念展示会に代わり，会員技術・製品の PR を WEB 上で行うことについて検討を進めて

いる。
このように創立 50 周年記念事業は新型コロナウイルス感染症の影響を受け，道半ばの状況となっ

ている。すべての記念事業の完遂に向け，今後とも会員各位の御理解とご協力をお願いする次第で
ある。

（参考）各委員会の委員等
１．創立 50 周年記念事業実行委員会

委員長	 佐藤洋平
副委員長	 岩村和平
委員	 	池田　正，大久保拓也，大澤賢修，大村　仁，柏谷英博，河津宏志，	

久野格彦，前田元弘，丸谷法彦

２．記念式典小委員会
委員長	 岩村和平
委員	 池田　正，河津宏志，前田元弘
幹事	 小林厚司，永嶋善隆，野中公文

３．人材確保育成小委員会
委員長	 久野格彦
委員	 大久保拓也，大村　仁
幹事	 高嶺　彰，中田摂子
アドバイザー	 木村匡臣，藤川智紀

４．企業技術 PR 小委員会
委員長	 丸谷法彦
委員	 大澤賢修，柏谷英博
幹事	 尾崎明久，小澤與宏，田中秀明，美濃眞一郎，渡邉昭弘

５．表彰審査委員会
委員長	 内村重昭
委員	 上田隆茂，尾崎明久，小泉　健，高嶺　彰，豊田裕道

６．広報委員会
委員長	 高嶺　彰
委員	 	上田隆茂，小澤與宏，上條達幸，下舞寿郎，広瀬　伸，宮崎　且，	

矢野　均，渡邉昭弘，坂井康宏
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