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表紙の題字は、旧庄内
藩第 17 代 藩 主 に 当 た る
元 致 道 博 物 館 名 誉 館長
 故 酒 井 忠 明 氏 の 揮 毫 。

この写真は、株式会社　庄内測量設計舎の本社社屋であり
昭和 8 年 12 月 23 日 （天皇誕生日） 竣工の旧大和村〔現 庄内
町 （余目） 東部地域〕の大和小学校校舎を解体し現在の場所
に昭和 60 年 12 月に移築し活用しているものです。



　幕末から明治にかけて活躍した尊皇攘夷の志士

たち、その多くは長州・薩摩の人で、東北の寒村

から出た清河八郎はその真価を認められるまで、

長い年月を要しました。倒幕、明治維新への布石

を敷いた英傑の生涯は波乱に満ちていました。

　策略家、黒幕、 謀反人……。　  恐るべき偉才故

か、清河八郎には少なからず暗澹とした影のイ

メージがつきまといます。事実、彼自身は手を汚

さずに志士たちを指揮し、策をめぐらし、巧みな

弁舌で組織を動かす「策士」でした。しかし一方

では東北人らしき純粋さを兼ね備えた努力の人で、

理想を真摯に追い求める情熱家でもありました。
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　清河八郎は天保元年（1830）庄内藩清川村の豪

農で造り酒屋の齋藤治兵衛豪寿の長男として生ま

れ、幼名を元司といいました。父は雷山と号する

俳人で庄内を往来する文人墨客を快く迎えて、楽

水樓で歓待するのが常でありました。そうした環

境で文化的な素養をはぐくんでいきました。

　特に南画家である岡山藩士　藤本鉄石（真金）

が、清川楽水樓の客人となり、その出合いは運命

的とも言えるものでした。八郎は鉄石にロシア、

イギリス、それに京、江戸の世情を聞いて、風雲

急を告げる世の動きに目覚めていくのでした。17

才の時、自分の枕元に遺書を残して 1人江戸に出

奔し、江戸で一・二を争う塾を経営していた儒学

の大家、東条一堂の塾に入り、その後一度郷里に

帰って家業につきましたが、勉学の志捨てがたく

父のゆるしを得て今度は京都へ出て多くの学者と

交わった（父の送りし句   雲井まで昇らば帰れあ

げ雲雀）。 江戸にまい戻り儒学者 安積  艮  齋 の門下
あさか ごん さい

生となり、 昌 
しょう

 平  黌 に入学する。この頃にはほとん
へい こう

ど学ぶことはなくなっていたというほどの学識を

身につけていたといいます。嘉永 4年（1851）22

才の時に玄武館北辰一刀流の千葉周作に学びまし

た。晩学であったが、その努力は並々ならぬもの

であった。日記に「我八月より夜丑（午前 2時）

に非ざれば敢えて寝ず、今日より始めて 子 （午前
ね

零時）に寝て寅（午前 4時）に起きんことを期す」

とあります。それゆえ上達も早く、本来なら取得

までに最低 3年かかる初目録を 1年で取得した。

以後天野四郎らと並んで「維新の四八郎」と呼ば
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財団法人清河八郎記念館長　齋藤　清＊

*   〒 999-6606　山形県東田川郡庄内町清川字花崎 136
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れるほどの剣のつかい手となった。この北辰一刀

流との出合いが、清河八郎の尊王攘夷論にも少な

からぬ影響を与えたものと思われる。

　安政元年（1854）、神田お玉ヶ池に文武指南所を

開塾し、清河八郎と名乗った（八郎 25 才）。この

時代、学問と武芸を両方教える塾は他になかった。

それは清河自身の考え方を実践したものであった。

又著書武道篇には、「古者文武の道其致一なり。故

に出れば将となり、入れては相となる。未だ徒文

徒武にして善く相将の位に任ずる者あらざる也。

是故に文備ある者は必ず武備あり、武備ある者は

必ず文備ある三代以上の書を見て以て知る可也。

（以下略）」と記されている。塾は二度も類焼に

あっているが、郷里からの援助によってその都度

建て直している点からみても、彼は志士というよ

りも、家の財力を頼りに学問や著述にいそしむ典

型的な秀才のお坊ちゃまであったと言えよう。

　そんな清河が急激に尊攘運動家へと変貌してい

くのは、桜田門外の変以降、それまでさほど切迫

していなかった清河の世情への認識が、より現実

味を帯び、活動へとつながっていくのであった。

この頃から塾の裏の蔵で、尊攘派の志士たちが集

まるようになり、「虎尾の会」と呼ばれる同盟を結

んだ。その中の薩摩藩士伊牟田尚平・樋渡八兵衛

らが、万延元年（1860）米国通辞官ヒュースケン

を暗殺してしまう。清河は直接襲撃に参加しては

いなかったが、密議の首謀者とみなされ、幕府の

監視を受けることとなった。そうした折の文久元

年（1861）ふとしたはずみで清河は町人を斬って

しまった。水戸浪士との懇談しての帰途であり、

酔いも加わっての所作であったが、斬られた町人

は幕府の密偵であった。こうした行為も清河の楽

観的な無防備であったゆえであったろう。奉行所

はすかさずお玉ヶ池の塾を襲い（清河旅に出た後）

妻の蓮、弟の熊三郎などが捕えられた。清河は追

われる身となり、その時の人相書には、「中丈、江

戸お玉ヶ池に住居、太り候方。顔角張、色白く、

鼻高く、眼鋭し」この事件で清河は江戸を出奔し

た。しかし活動はむしろ活発になり、主に九州、

近畿、東北地方を巡って多くの志士たちと交わり、

尊攘思想を植え付けていくことになった。清河の

撒いた種はやがて確実に芽を出し、伸びていった。
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　江戸を出て諸国を転々とする間の清河の思想に

発する「回天」という言葉が用いられている。「虎

尾の会」結成の折の盟約にも「凡そ醜虜の内地に

あるもの悉く之を攘はんには、その策火攻にあら

ずば能はざるなり。（中略）一挙にして然る後に天

子に奏し、錦旗を奉じて天下に号令すれば、則ち

回天の業を樹てん。」とある。清河の説く「回天」

とはまさに天地を回天させるような大変革、すな

わち倒幕であり、天皇親政の思想であった。当時

真木和泉ら少数の尊王派志士たちを除いて、必ず

しも攘夷と倒幕とが結び付いていたわけではない。

清河は初期の時点ですでに倒幕を意識していたの

である。そして清河の思想は、千葉周作の説く北

辰一刀流から少なからぬ影響を受けたものと思わ

れる。

　当時新しい剣の流派を築いた千葉周作は、文政

年間にお玉ヶ池に玄武館を開き、多くの尊王の志

士を育てた道場でした。北辰一刀流の神髄は、「技」

と「悟り」の剣でした。北辰とは北極星のことで

あり、天地を運動させる軸であるといいます。こ

うした思想の境地が色濃く反映されているといえ

る。そこには自らが天の中心となり、周囲を変動

させるという清河の意が見えてくる。その後の彼

はまさしく「策略家」と呼ぶにふさわしい行動を

とってゆく。追われる身でありながら活動をして

ゆく。京都で田中河内介に会い、田中を抱き込ん

で大納言中山忠能、後の天誅組の首魁となる子忠

光を動かし、時の反幕公郷として幽閉されていた

青蓮院宮の内意を伝えたとする親書を出させ、そ

れをもって諸国を巡り志士たちに火をつけて歩い

たのです。文久二年には、幕府の政事総裁に任じ

られた松平春嶽に当てて「急務三策」を建言する。

三策とは、「１攘夷、２志士の大政、３英才教育」

であり、それに基づいて自らは罪を許されました。

まさに捨て身の策であります。

　こうした清河の行為は他の志士のような活動基
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盤を持たないことからくるものであり、譜代大名

の庄内藩からは当然支援などなく、薩摩、長州藩

のように、藩を挙げて幕政の改革に乗り出そうと

することもなく、又同じ浪士であっても坂本龍馬

のように土佐の郷士として半身でその地に身をお

ける立場でもない。まったく孤立無援の状況で、

ただ自らの学識と弁舌、朝廷から武家に至る綿密

に繋いでいった人脈だけが頼りであり、自ずと策

略めいた言動や寝返りとも取れる行動も生まれて

くる。事実、急務三策を上して罪を許されたため

に多くの尊攘派同志から悪評をこうむったのであ

る。だが清河の行動は、純粋に自らの思想的な目

的、すなわち「回天」を実現するためであった。

その点で彼は他のどの志士たちともひと味違って

いる。基盤を持たないことから自由さ危うさ、細

心と楽観、その相反するバランスの上に、清河の

行動は成立っているように見受けられるのである。

　それでいて彼の動くところは周囲も又確かに動

き始める。あたかも彼自身が天地を動かす軸に

なっているように見られるのは私一人だけではな

いと思う。
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　清河が赦免された文久三年、薩摩藩主島津久光

は兵を従えて上京することとなった。清河が火を

つけて歩いた尊王思想をいっそう燃え立たせたこ

とになってしまう。いわゆる伏見義兵が計画され

たのもこの年であった。計画は清河を始め、久留

米藩の和木和泉、福岡藩の平野国臣、薩摩藩の有

馬新七、長州藩の久坂玄瑞、朝廷から田中河内介

等も加わった。志士たちの急進的な行動を恐れた

島津久光が、有馬ら過激派を上意討ちにした世に

いう寺田屋事件であった。清河はその場にいな

かったため難をのがれたが、田中はまもなく捕え

られ、処刑され彼らの計画はここで挫折してしま

う。清河は京を去り、江戸に戻る。そこで江戸に

乗り込んだ彼は最大の奇策を実行することとなる。

　当時、京都では志士たちの動きが活発になり、

「天誅」の名の元に要人の暗殺が相次いだ。幕府

は処置に頭を痛めていた。その取締りから清河の

献策を採用し、彼の監視とその人脈を利用しよう

としたのであるが、清河はそうした幕府の意図は

承知のことであった。幸い初期のころから懇意に

していた山岡鉄舟が浪士組の総裁になった。この

ことは清河にとっては幸せ、これまでお尋ね者で

あった清河が幕府の権威と財力を公然と使って浪

士を集めることが出来るようになった。この時点

で清河の真の意図は幕府では知る由もなかった。

だが浪士組には、佐々木只三郎、速見又四郎等の

面々も加わっていた。清河の運命には早くも暗い

影が忍び寄っていたようである。

　清河は浪士集めに奔走し、当初 50 名の予定で募

集したのに 230 名に膨れ上った。文久 3年 2月 8

日京都に向けて出発、23 日には宿所である京都壬

生の新徳寺に入り、翌日浪士組を集めて清河は彼

らの前でその態度を 180 度転回させる。清河の意

図はまさにここにあった。浪士達を前に「われわ

れは幕府により召集されたものであるが浪士はあ

くまで浪士であり、個々は自由である。そしてわ

れわれの上洛は将軍の護衛のためではなく、尊王

攘夷の意図をもって、朝廷に尽すためである」と

いった趣旨の弁舌を行い、あらかじめ用意してい

た朝廷への上奏文を読み上げた。この思いがけな

い展開に浪士たちは戸惑い、反発するものたちも

当然現れた。だが清河は反対分子を押し切って、

翌24日学習院に上奏文を提出、29日には孝明天皇

より攘夷の勅許が降りたのである。

　このことを知った幕府は狼狽し、浪士組を江戸

に呼び戻した。その時清河に反発した芹沢鴨、近

藤勇ら 13 名の浪士たちが京に残り、後の新撰組と

なる。

　江戸にもどった清河は�橋泥舟の指揮下に入り

浪士組とともに江戸の治安維持にあたった。浪士

組は清河が天皇より勅許を得た彼自身の組織に

なったようなものであった。彼はいずれ浪士組を

動かし、尊王攘夷を実現しようと考えていたので

ある。幕府から見れば清河は間違いなく危険人物

そのものになっていた。

　清河は江戸警護の任にあたりつつ着々と挙兵の

計画を進めていった。計画は、浪士組の一部は横



浜にある外国人居留地を焼き討ちし奉行所を占拠

し、本隊は甲府に至りそこを本拠地に尊王攘夷運

動を展開するというのである。決行は 4月 15 日と

決めた。しかし計画は実行に移されることはな

かった。

　清河はそのころ山岡鉄舟の家にかくまわれる形

で滞在していた。文久 3年 4月 13 日、清河は�橋

泥舟の家を訪ねた。そして泥舟の妻に扇子を求め

泥舟の前で筆をとり

　「 魁 てまたさきがけん死出の山　迷いはせまじ
さきがけ

 皇 の道」
すめらぎ

　泥舟は不吉を予感し外出することを見合わせる

ようにと言って登城、清河は予定通り男の約束と

て麻布上の山藩邸にいた金子与三郎を訪ねる。金

子は安積艮齊の塾での同門で、同志として尊王運

動の連名書に署名させるためである。金子に勧め

られるまま、酒を飲み、酔って帰途についたので

あった。

　麻布一の橋にさしかかった時、清河先生であり

ませんかと佐々木只三郎に声をかけられた。佐々

木は浪士組、幕府講武所指南役、風心流の遣い手

で、屈折の剣客である。他に速見又四郎ら数人の

浪士たちがいた。佐々木らは清河を暗殺するため

に待ち構えていたのであった。だが清河はまった

くの無防備であった。そうした甘さが自らの運命

を狂わせたといっても過言ではない。

　挨拶をしようとした清河の背後から速見が抜き

打ちに切りかかり、佐々木が正面から頸動脈を切

り裂く。一瞬の出来事で、北辰一刀流の使い手の

清河もなす術はなかった。清河はその場に倒れた。

34 才の生涯を閉じてしまった。計画実行の 2日前

のことであった。

　清河の一生は、彼自身の終始一貫した尊王攘夷

思想を実現すべく、 時に策略を巡らしながら、反面

極めて不器用に生きた生涯であった。自らが回天

の軸になることにより、 やがて確実に実現される倒

幕、 明治維新への布石を敷いた清河八郎であった。

　近世日本国民史の著者徳富蘇峰は清河を「維新

回天偉業の魁」と評している。

――環境 23 号につづく――
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　日本赤十字社は、1952 年に制定された日本赤十

字社法によって設立された認可法人です。日本に

おいて赤十字活動を行なう唯一の団体であり、名

誉総裁は皇后美智子様となっております。

　このたび、弊社の長年の献血継続活動に対して、

この日本赤十字社より、平成 20 年 6 月、献血団体

表彰（銀色有功章）を受けました。

　弊社の仕事柄、社外の仕事も多く、怪我をされ

た方の血液確保について、社員全員助け合いの気

持ちをもって始めたものがきっかけで、20 年以上

継続しております。

　今後とも、献血活動を始め、幅広く活動を続け

てまいります。
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　今年（2008 年）の夏 Calopteryx atrataハグロト

ンボが 1956 年以来再び鶴岡市街に姿を現した。

　鶴岡市の内川と市街地でハグロトンボを見た

1950 年代に少年だった多くの人達から、「懐かし

い」「涙が出るほど嬉しい」「ああ良い景色だ」な

どの声が聞かれた。

　筆者も街中でハグロトンボを見て、少年の頃ハ

グロトンボが自宅の庭先をヒラヒラと翔ぶ姿を追

憶の彼方から現在に引き戻すことが出来たし、赤

蜻蛉がいっぱい電線に止まっていた頃を思い出し、

大変懐かしく嬉しく思った。

　鶴岡市街地で 52 年振りにハグロトンボがどう

して復活したのかを推測も含めて記載したい。
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　ハグロトンボは内川を通して市街地に拡がった

と考えられることから、内川について触れてみる。

　筆者の住んでいる山形県鶴岡市は、米どころ庄

内地方で最上川の南側（通称南庄内）に位置して

いる。

　内川は赤川の支川であり、赤川は最上川と酒田

で合流していたが、最上川の水位が上がると赤川

の流れが滞り、度々氾濫していたので、最上川か

ら赤川を切り離し、庄内砂丘を堀割りして新川を

造る工事が 1921（大正 10）年に着工され、1927

（昭和 2）年に完成した。

　鶴岡市の市街地の中心部を流れる内川は、もと

は赤川の左岸辺縁にあたる支川の流れの一つと言

われる。往古の赤川はしょっちゅう氾濫していた

が、最上義光が 1603 年に庄内を治めると、義光は

1612 年赤川の改修に乗り出し、鶴岡市街の上流部

の旧櫛引町付近で鶴ヶ岡城下町（現鶴岡市街）方

向へ流れていた赤川の本流を城下町の東側を流れ

るように改修し、赤川の左岸辺縁にあたる流れは

鶴ヶ岡城の東側の防御に寄与する外壕とした。

　赤川を外川とし、左岸辺縁の流れを内川とし、

その分岐点近くに位置する所を外内島 (ﾄﾉｼﾞﾏ) と

言うようになったとされる。現在、鶴岡市街の南

端近くに位置する現存の外内島と同じ所であり、

現在ここで新内川から内川へと分岐しており、

ファブリダムにより内川へ導水されている。

�������	
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　ハグロトンボは Family Calopterygidae カワトン
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 〔特別寄稿〕

Ca lop t e r y x at rat a�������
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環境省希少野生生物保存推進員・農林水産省環境相談員　水野　重紀＊

＊   〒 997-0822　山形県鶴岡市双葉町 2-36
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ボ科である。カワトンボ科の庄内地方での棲息分

布状況は、平野部にハグロトンボ、山際～低山地

に Mnais costalis ニ ホ ンカワトンボ （ 旧 和 名ヒガ

シカワトンボ）、低山地～深山地に Calopteryx 

corneliaミヤマカワトンボというパターンである

（勿論例外はあり、例えば温海温泉内の温海川に

ミヤマカワトンボ・酒田市北境ではミヤマカワト

ンボとニホンカワトンボが民家傍の同一箇所に棲

息するし、大鳥湖への登山道の途中の奥山にハグ

ロトンボの棲息地がある）。 内陸ではハグロトン

ボが、低山地迄ニホンカワトンボと混生しながら

棲息している。

�������	
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　庄内地方では戦後の農薬禍で、平野部の水田や

民家付近のハグロトンボは 1956 年を最後に見ら

れなくなった。筆者は旧鶴岡朝暘第一小学校（現

文化会館）脇の内川で 1949 年頃ハグロトンボを見

ているが、翌年辺りにドブ川化しハグロトンボは

いなくなった。当時、日雇人夫の人達が十数人、

ゴムの胴付長靴を履き、川に入って腰まで埋まる

ヘドロをスコップで舟（今の藻刈り舟）に揚げて

いて、ヘドロの悪臭がしていたのを思い出す。

　ハグロトンボの復活は、庄内地方では 1993 年

（山形県自然環境現況調査報告書 .1997）に最上川

沿いにハグロトンボがポツポツ発見されるように

なり（内陸ではその 10 年位前から発見され始め

る）、1994 年に酒田市両羽町の最上川右岸（酒田

市昆虫研究家岡部光一氏）、1995 年酒田市北境（同

氏）、次いで 1998 年に旧松山町臼ヶ沢（山形県昆

虫同好会櫻井俊一会長）で採集され、同年に藤島

町黒瀬川で確認し（水野）、2000 年には庄内町荒

鍋内川（水野）で多数確認し、2001 年には酒田市

地見興屋（水野）で多数確認した。しかし何れも

郊外の記録である。

　市街地周辺での記録は、筆者が会員となってい

る鶴岡自然調査会の連絡紙『ふりちらりあ』第 172

号（2008 年 8 月 20 日発行）に筆者が記載したも

のから引用することとする。

　2007 年 8 月 26 日の鶴岡自然調査会での新内川

バイカモ調査の際にハグロトンボ 1♀採集し、そ

の前に同会のＭ会員から同年4月15日に拾った前

年の発生個体と思われる 1♀の屍骸を、8月 26 日

の記録地から直線で約 450m離れている鶴岡市千

石町のアパート内で得たとして頂いているが、こ

れが今回のハグロトンボ発生を予期する記録であ

る。これらの事を勘案して、市内を流れる内川に

ハグロトンボが見られるようになるのもそう遠く

ない将来だろうと鶴岡自然調査会のメンバーと予

測はしていた。

　然るに、2008 年 7 月 24 日にＭ氏から筆者に「7

月23日に同会のＡ会員が自宅でハグロトンボ1♀

を採集したものを貰った」と連絡を頂いたし、Ｍ

氏自身も近くの新内川に数頭のハグロトンボを確

認し、自宅にも 3頭が居着いていると連絡頂いた。

その後の筆者への電話で、Ａ氏からも鶴岡市海老

島町の自宅前の堰に 3～ 4頭居着いていると連絡

を頂き、また、同会のＳ会員からも鶴岡市鳥居町

の自宅の庭にハグロトンボが１頭居着いていると

連絡頂いた。更に 7月 27 日朝、尾浦の自然を守る

会のＮ氏から「鶴岡市本町一丁目～馬場町の三雪

橋下にハグロトンボがウジャウジャいる」と電話

を頂いた。

　筆者は、7月 28 日の午後に妻が病院で治療して

いる合間に、鶴岡市内川の本町 3丁目柳橋～泉町

第 2公園を廻ったところ、総てでハグロトンボ複

数を確認し、その後も暇を見ては、内川・新内川

を廻って見た。結果は新内川の羽越線～赤川合流

点間で未確認の他は総てで、個体密度の高低は

あっても、複数個体を確認できた。鶴岡市双葉町

の拙宅にも 8月 4日 1♀，同 8日 1♂が飛来した。

　ハグロトンボに限らず昆虫類の多くは、成育地

での個体密度が高くなると、成育地から離れて長

距離を飛翔する個体が出現し、分布を拡大する。

かように、今度のハグロトンボが市街地で見られ

るようになったのも、内川で増殖し市街地へと拡

散していったものと考えられる。

　新聞報道を見たと、NHKから TV取材のオ

ファーがあり、時間の有った8月8日の午前に行っ

た鶴岡市第 2公園付近で、ハグロトンボは多くの

個体を確認できたし、市街地では近年暫く見てい
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ない Anax parthenope juliusギンヤンマ 1♂ Deielia 

phaonコフキトンボ1♀を確認した。何れも採集は

可能だったが、次世代への繁殖を考慮し撮影だけ

に止めた。ギンヤンマは飛翔力が大きいので、環

境が良くなり飛来したと考えられる。コフキトン

ボは分布が局地的だと言われているトンボで、何

処にでも居るという種ではないのに、それがいる

ことを考えると、もっと前（2～ 3年前）からト

ンボ類がいた可能性が高いと考えられる。コフキ

トンボは今の鶴岡公園では見られないが、1956 年

頃には鶴岡公園の壕に沢山いた。このコフキトン

ボも内川で見られ、大変喜んでいる。
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　水田が減農薬となったこと、下水道が整い家庭

排水が少なくなったこと（外内島・斎地区は未整

備）が主な要因と考えられる。鶴岡市環境審議委

員会の資料を見ると、2000（H.12）年に内川の最

下流部西三河橋で定点観測の年間平均BOD（生物

化学的酸素要求量）が 1.5mg/l と良くなって、綺

麗な方へ 1ランク上がっている（1989 年同点での

値は 5.88mg/l）。

　ハグロトンボが鶴岡の市街地に半世紀振りに現

れた経緯としては、内陸地方に生き残っていたも

のが、最上川を通して徐々に拡がって来たもので

あろうと考えるのが一般的と思うが、庄内でも大

鳥湖への登山路の棲息地の様な所から、長い年月

を要して拡がって来た可能性も否めない。それは

赤川との合流点付近で確認されず、最上川→赤川

（新川上流部と最上川間に小水路が現存する）→

内川の経路ではない様に思えるからである。

　最も可能性の大きいのは、最上川→京田川→藤

島川→各小水路→各地→新内川→内川の経路が妥

当と考えるが、それは藤島周辺では数年前からハ

グロトンボを見たという方、数人にお会いしてい

る事にも因る。何れにしても憶測の域を出ない。

　内川の水質が改善されてから９年目で多くの個

体が出現した。今年になって誰の目にも付く程に

殖えたのはその少し前から出現していたものであ

ろうが、何れにしても、一度壊された自然環境は

回復まで時間が掛かるものだと実感される。
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　内川は例年 7月になると藻刈りが始まるが、ト

ンボ類を始めとする水生昆虫や遊泳力の弱い魚介

類の繁殖を考慮すれば、大方の水生小動物の産卵

成育がほぼ終わり、熊出頭首工が閉じられ、水が

流れなくなる、9月15日迄の間の8月下旬から9月

上旬に藻刈りをやって貰いたいものである。9月

15 日以降は刈られた水生植物が流れずに腐る可

能性がある（８月 17 日の鶴岡市灯籠流し会場付近

の藻刈りは現在通りで了とする）。また、上流域の

下水道の早期完備を望む。そうすれば、更に多く

の個体や種類が出現するものと考えられる。
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　鶴岡自然調査会を中心に、友人知人の繋がりで

内川を主とするハグロトンボの棲息状況が明らか

となり感謝している。

　また、筆者自身が元気なうちに市街地でハグロ

トンボに再会出来るほどに回復したことに大いに

喜んでおり、懐かしい想いで一杯である。
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　去る 8月 30 日、庄内

町商工会館「コア・ア

ルザ」にて社員研修会

を実施しました。今回

の研修会では、会社の

企業価値の向上を図る

ため、講師を招き勉強

をしました。また、交

通事故防止のビデオ上

映では、思いやり運転

の大切さと飲酒運転の

恐ろしさを感じることができました。

研修会内容

1. 経営セミナー「利益計画について」

　講師：中小企業診断士　小野寺毅　氏

2. 交通事故防止ビデオ上映　ビデオタイトル「思

　いやり運転」「悲劇の連環」

3. ISO14001 の審査結果報告と改善措置について

　去る 9月 12 日～ 17 日の 6日間にわたり、イオ

ン三川ショッピングセンター内において「平成 20

年度庄内リサイクル環境産業展」が開催されまし

た（主催：山形県庄内総合支庁）。

　本展は、循環型社会の形成に向けて、廃棄物発

生抑制やリサイクル推進の為の各社取組みをア

ピールし、普及啓発や情報交流などを通して関連

産業の振興を図ろうという目的の催しです。

　当社は、9月 16 日～ 17 日の 2日間、分析体験

学習と言う事で本展にブースを設けました。その

内容は、当社取組みの一つである土壌汚染対策業

務に関連して、土壌汚染がどのように発生しどの

ような対策を行うかという事をパネル展示により

説明し、また汚染物質をどのようにチェックする

か、その分析方法について一般の方も比較的手軽

に行う事が可能なパックテストを用いて体験して

もらうという企画で進めました。

　当社ブースには、ショッピングに訪れていた親

子連れなどが足を止め、最初は興味半分に「どん

な事をしているのか」などと質問してきましたが、

土壌汚染の説明を聞いたり分析を体感したりして、

どのような問題なのかを改めて考え直しているよ

うでした。中には土壌汚染問題を最初から深刻に

考えて当社ブースに足を運び、説明を聞いて再確

認している方もおりました。

　短い期間でしたが、土壌汚染対策という問題を、

当社取組みの一つとして一般の方に情報発信する

事によって、普及啓発の一助となれたものと感じ

ています。
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・測　量　士…………………………………… 6 名

　土地調査に関する業務に携わる資格です。

・測 量 士 補…………………………………… 5 名

　土地調査に関する業務に携わる資格です。

・一級建築士…………………………………… 2 名

　物件補償調査積算・建築設計・建築工事監理等

　業務に携わる資格です。

・二級建築士…………………………………… 3 名

　物件補償調査積算・建築設計・建築工事監理業

　務に携わる資格です。

・補償業務管理士（土地調査）………………10 名

　測量士に準じる。

・補償業務管理士（物件）…………………… 8 名

　建築士に準じる。

・補償業務管理士（営業補償・特殊補償）… 5 名

　営業・漁業補償等に関する調査算定業務に携わ

　る資格です。

・補償業務管理士（事業損失）……………… 8 名

　事業損失に関する調査及び費用の負担の算定業

　務に携わる資格です。

・補償業務管理士（機械工作物）…………… 4 名

　機械工作物に関する調査算定業務に携わる資格

　です。

・補償業務管理士（土地評価）……………… 5 名

　土地の正常な取引価格の調査に携わる資格です。 

・補償業務管理士（補償関連）……………… 6 名

　補償説明及び公共団体等との補償に関する調整

　業務に携わる資格です。また、事業認定申請図

　書の作成に携わる資格です。

・土地改良補償業務管理者…………………… 3 名

　農林水産省発注による用地調査積算全般業務に

　携わる資格です。

・林業技士……………………………………… 1 名

               　　　計……………66 名

�������	
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【業務内容】
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土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、

地目及び面積並びに権利の種類及び内容に関する

調査並びに土地境界確認等の業務を行います。

�����

�木造建物、一般工作物、立木又は通常生ずる損

失に関する調査及び補償金算定業務を行います。

�木造若しくは非木造建築物で複雑な構造を有す

る特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調

査及び補償金算定業務を行います。

�������	��
�

�営業補償に関する調査及び補償金算定業務を行

います。

�漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償

金算定業務を行います。

�������

事業損失に関する調査及び費用負担の算定業務を

行います。

�������	

機械工作物に関する調査及び補償金算定業務を行

います。

�������

�土地の評価のための同一状況地域の区分及び土

地に関する補償金算定業務又は空間若しくは地下

使用に関する補償金算定業務を行います。

�残地等に関する損失の補償に関する調査及び補

償金算定業務を行います。

�������

�意向調査、生活再建調査その他これらに関する

調査業務を行います。

�補償説明及び公共団体との補償に関する連絡調

整業務を行います。

�事業認定申請図書の作成業務を行います。
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【山 形 本 店】〒990‐0823  山形県山形市下条町2-1-8  森谷ビル2F TEL 023‐646‐7738（代） FAX 023‐646‐7739 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail:yamagata@shonai.com 

【仙 台 支 店】〒980‐0873  宮城県仙台市青葉区広瀬町3‐40  広瀬町高昇ビル3F TEL 022‐268‐2328（代） FAX 022‐227‐5004 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail:sendai@shonai.com 

【酒 田 支 店】〒998‐0044　山形県酒田市中町2‐5‐19酒田本町ビル　　 TEL 0234‐26‐1420（代） FAX 0234‐26‐1458 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail:sakata@shonai.com 

【鶴岡営業所】〒997‐0043　山形県鶴岡市東新斎町7‐9　　　　　　　　　 TEL 0235‐23‐7791（代） FAX 0235‐23‐7689 

【土質試験室】〒999‐7781　山形県東田川郡庄内町余目字猿田60-20　　 　 TEL 0234‐43‐2458 FAX 0234‐43‐3230 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     E-mail:info@shonai.com

［生物環境科学研究所］ 
   〒997‐0043　山形県鶴岡市東新斎町7‐9 
   E-mail:bio-1@shonai.com 
   環境調査室・環境化学分析センター 
    Tel.0235‐23‐7791（代）Fax.0235‐23‐7689 
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   〒999‐7781 山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地69‐9 
    Tel.0234‐43‐2459（代）Fax.0234‐43‐3230 
   E-mail:info@shonai.com




