現場へ安全パトロールを行う

場はもちろん、社内稼働中の

は指導的立場として後輩の現

ば成人を迎えたのです。今で

て、二十年経ちました。言わ

私が建設業界の仕事に就い

により、他社様の工事現場へ

の一人として任命を受ける事

ら沼津建設業協会の安全委員

ません。会社より、若い頃か

ただ年数重ねたわけではあり

ようになりました。もちろん

では気付かないでいた事が、

別の目線になることで、改め

て発見することも出来ました。

こうした実体験を元に、もっ

と自分自身に研きを掛け向上

していきたいと思います。

前段にあります自分自身に

研きを掛けるとありますが、

決して成熟したわけではあり

ません。まだまだ途中なので

す。指導的立場には、後輩へ

の 指 導 が あ り ま す。「 俺 の 若

い頃はなぁ」などの話しを試

みた事もありましたが、自分

り易く、親しみ易いのでしょ
うが、略語が先行し本来語源
が意味不明では何も価値が無
いと私は思いますので、後輩
指導としては、どんなに長い
言葉でも略さないで正式名称
を常日頃から使う事を指導し
ました。統括安全衛生責任者、
総括安全衛生管理者、新規入
場者教育、送り出し教育等、
似たような言葉ですが、実際
にはまるで違うものですので
正式な言葉を使用させ、それ
ぞれの意味を理解させる事が
大切だからです。先にありま
した様に、私もまだ若いと思

いますので、後輩指導のフリ

自身まだ若い事に気付きまし

たので辞めましたが、以前よ

最後に、どんな仕事も大変

をして、自分自身の勉強とし

だ と 思 い ま す。「 今 の 若 い 子

り気になっていた事について

た、「 や っ ぱ り あ の 人 は Ｋ Ｙ

は厳しい事を言うとすぐ会社

てこれからも精進していきた

だ よ ね。」 建 設 業 界 の 方 々 は

辞 め ち ゃ う よ。」 そ ん な 言 葉

指導をする事にしたのです。

すぐ判ると思いますが、ＫＹ

を現場でよく聞きますが、で

いと思います。

＝空気、読めないです。本来

数年程前に流行語になりまし

安全パトロールをさせてもら

もっと以前より建設業界用語
土木事務所、発注者との合同

又労働基準監督署や、沼津

シャル等で表現することは判

れていたのです。略語、イニ

として、危険予知＝ＫＹとさ

導、承ります。

指導をされていますか。御指

は、皆様、先輩方はどの様な

ぶことが出来たからです。

う事で、いろいろなことを学

沼津建設業協会
広
報
誌
パトロールでは、今まで自分

－1－

信子さん（読者）
優秀賞「巨樹」 土屋
第25回写真コンクール
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生しました。そして政権公約
重要な論点は公共投資の部分

動についてですが、ここでの

次に第２の矢である財政出

強靭という言葉は防災とは

ことにもつながります。

結果的には財政支出を減らす

また、被害を小さくできれば、

小さくすることができます。

和すれば直ちに需要が出てき

られていた産業は、規制を緩

規制によって需要が抑さえ

が中心になると思います。

戦略ですが、これは規制緩和

くてはなりません。

２００兆円の投資規模が示さ

にも掲げた「次元の違う思い
です。多くの人々が懸念する

観点が異なります。防災は文

てデフレ脱却にも効果が上が

れていますが、これも財政規

切 っ た 経 済 政 策 」、 い わ ゆ る

のは「古い自民党に戻ったの

字通り災害を防ごうとするこ

て甚大なる被害が出ることで

アベノミクスが始まり、約半

ではないか」、「ばら撒きの公

とですが、強靭さとは災害で

ります。例えば、待機児童が

しょう。逆に今できる限りの

年が経過しました。

共投資が復活するのではない

ある程度の被害を受けてもす

るのです。デフレから脱却で

アベノミクスはご存知のよ

か」という問題だと思います。

きなければ第２の矢も第３の

うに、第１の矢「大胆な金融

そこはまさに「明確な目的と

多数いる保育園や幼稚園での

二〇一二年十二月、衆議院

緩和」第２の矢「機動的な財

ぐに回復できる柔軟性や、そ

規制緩和を行えば、多くの人

の解散総選挙で自民党が圧勝

政政策」
、 第 ３ の 矢「 民 間 投

プロジェクト評価に基づいて

れに負けないで立ち直れる力

が恩恵を受けるし、マクロ経

律との両睨みで進めていかな

資を喚起する成長戦略」から

予算執行の優先順位をどれだ

強さなのです。

ことをやっておけば、被害を

成り立っています。

け透明性をもって客観的につ

矢もうまく機能しません。

まず長期にわたるデフレか

けられるのか」にかかってい

し、第２次安倍晋三内閣が誕

ら脱却するための第１の矢が

ます。

例えば、大震災で基幹道路

済にもよい影響を与えます。

緩和による成長が期待できる

同様に介護等の分野でも規制

があればそこを使って事業や

が不通になっても、代替道路
２年前の東日本大震災から

と思います。他にも農業、エ

－2－

最後に第３の矢である成長

必要不可欠なのは誰の目にも
明らかです。人々が「物の値

生活が継続できるというのが、

の中で培われてきた価値観や

私たちは様々な教訓を得まし

安全・安心を重要視しながら、

段が下がり続ける」＝「お金

本のガバナンスを失わないよ

規制緩和による成長を実現し

ネルギー、製薬、教育等多く

うに対策を講じておくとか、

ていく必要があります。

の分野で規制緩和が求められ
これまでの日本の歴史を振

日本の産業が集積している太

今こそ私たちは、３本の矢

国土強靭化の発想です。現実

り返ると、マグニチュード８

平洋ベルト地帯が三連動地震

を使いこなして、強い国家と

問題として、首都直下地震で

金は使われないので、お金の

～９クラスの大地震が発生す

で崩壊的な打撃を受けた場合

豊かな生活を取り戻し、更な

た。それらの教訓を踏まえて

流通量そのものが減ってしま

ると、高い確率で連動した大

でも、日本という国家が速や

る繁栄へとつなげていかなく

今こそ国土強靭化に取り組む

うのです。その結果需要が減

地震が起きています。従って

かに立ち直れるように様々な

てはなりません。

の価値が上がり続ける」と思

ってまた物の値段が下がって

そう遠くない将来、東海、東

手を打っておく必要がありま

ています。日本の伝統・文化

しまうのです。つまり人々が

南海、南海の巨大地震や首都

す。その中核をなすのが国土

東京に甚大な被害が出ても日

デフレを予想する限り、需要

直下地震が発生することを想

べきだと思います。

は減り続けるのです。だから

定しなくてはなりません。今

っている限り、日銀がどれだ

こそインフレターゲットを設

強靭化であり、今後

け通貨を供給しても実際にお

定して、人々の「インフレ予

何もしなければ、人命を含め

年間で
想」を形成していく必要があ
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（90）

保坂貞治

8

掛かる力を弱める。岩石をコ
ンクリートで固定すると土石
流状の洪水の中の巨岩が衝突
しても床固めに岩石を加えた
全体の質量で衝撃を受け止め
ることになり、お相撲さんに
子供が勢い良くぶつかっても
跳ね返され、お相撲さんには
衝撃は少ない。同様に衝突す
る岩石より衝突される護岸や
床固めの質量が遥に大きく運
動量保存則の原理で衝撃はや
わらげられ護岸や床固めは安
定する。
⑶ 河川の流れが直進から
曲がる外側の護岸は、洪水時
に濁流中の岩塊が激しく衝突
し破壊されるので護岸をコン
クリートで巻くと、コンクリ
ート全体で土石流中の岩塊の
衝突を受け止め衝撃が和らげ
られる。コンクリートブロッ
クの護岸はともすると裏コン
クリートが薄いと岩塊の衝撃
でブロックの繋ぎ目が弱く、
コンクリートブロックが繋ぎ
目で抜けるように破壊された
護岸が見られた。そこで岩塊

洪水による決壊の原因と防災
が推測される。
ｂ．護岸の内側は埋め土であ
り、護岸の基礎が洗われたり、
一部が決壊すると中の埋め土
は液状化し、埋め土は流出し
て決壊する。
ｃ．河床が洗われ侵食を防ぐ
目的で設置するテトラポット
や方状のコンクリートは濁流
中、特に大小様々な岩塊が流
れる土石流中では、土石流が
極めて高密度の密度流である
ため浮力が働き簡単に流出す
る。流出防止策が大切な役割
を果たす。
集中豪雨、洪水等の防災
⑴ 橋脚は橋下の流水断面
積が狭く流木が十分に流れ去
る余裕が取れない場合は付け
ない。また水道本管等を通す
時は橋梁の梁よりはみ出さな
いように心掛ける。
⑵ 堰堤は図のようにその
まま水を落とさずスロープに
して流れを緩やかにし、巨石
をコンクリートで固め固定す
る。石の数は両岸は多く中央
は少なくする。これにより岩
石が濁流の流速を緩め護岸に
2

環境カウンセラー

生命の営みのある地球環境を考える

11

豪雨災害を通して地球環境を考える

a．急流の河川に設置される
堰堤は、流速の緩和、土砂の
流出防止の目的で造られるが
小山町の災害を調査すると堰
堤下の両岸の崩壊が目立って
起きていた。原因は洪水は単
なる濁り水でなく巨石を伴う
土石流状の流れであること。
激しく逆巻く濁流の内部では
大小様々な岩石や巨石が河床
や護岸に激しい衝突を繰り返
している。堰堤があると堰堤
下では水流に加えて大小様々
な岩石や巨石が河床に激突し
滝壷を抉ぐるように侵食して
いる。護岸の基礎が洗われ埋
め土に水が入ると、内側は液
状化し流出、護岸は岩塊の衝
突も加わり破壊され一気に決
壊される。これが堰堤下の護
岸の破壊のメカニズムである。
小山町役場横の護岸は、落差
2mの堰堤を岩塊を含む濁流
が mジャンプして河床に激
しく激突して護岸の基礎を侵
食し、幅 ・9m崩壊し道路
は陥没してしまった。この場
所は過去にも補修した跡があ
り決壊を繰り返していたこと

の衝撃を護岸全体で受け止め
る工法が必要であると感じた。
⑷ 護岸の内側は水に弱い
埋め土であるので、護岸の底
の部分が洗われないように護
岸の基礎部分を河床より深く
し、侵食されない工法が必要
となる。
⑸ その他植林地の崩壊は
放置林ほど大きい。これには
林業を活性化し稼業として成
り立てば、山の手入れもし健
全な森へと変わる。何より農
家が植林して森を育てようと
する意欲が湧く施策が大切と
なる。ボランティア等による
活性化もあるが林業の活性化
の方が遥に効果は大である。
木材家屋は鉄筋コンクリート
建築より丈夫で、木材はその
土地で育ったものが気候風土
に合い一番長持ちをする。ま
た落葉樹は山の崩壊に強いと
言われるが 年以上も放置し、
昔のように薪炭、木工に利用
せず森を更新しないと高木が
低木を抑え、低木が枯れ、や
がて高木が寿命がきて枯れる
と蔓性の植物やバラが繁茂し
山は荒れてしまう。いずれも
更新をすることを怠ると山は
荒れ災害に弱くなる。ただし
極相林に見られる陰樹林の植
栽なら山は安定する。
⑹ 洪水の怖さは、岩塊を
含む土石流であること。土石
流は高密度流であるので大き
な岩石もあっさりと流されて
しまう。小山農協横の鮎沢川
には、 数トンの巨石が須川
より運ばれている。豪雨時に

洪水を覗き込むように見てい
る人を見かける。小山の下野
沢橋は流失前に橋脚はかなり
破壊され危険な状態にあった。
道路の下が洗われ何時陥没す
るかもしれない。濁流にはま
ると人は重さが無くなりあっ
という間に流されてしまう。
近年温暖化が叫ばれ、異常
気象により豪雨が頻繁に起き
ている。洪水の怖さ知り、災
害を教訓に防災に生かして頂
きたく願う。

－3－
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第二十五回

山上の古城・竹田城址

やすい、そんな時は、城跡から

大で神秘的な光景となろう。た

とを忘れてしまうような広大な

ひときわ高い台が天守台。石

だしその光景を狙うカメラマン

出会う。中腹の駐車場からの道

石段を大股であがると、石垣

段がなく、木製の別付け階段で

が夜明け頃からすでにいっぱい

の眼下は雲海になる。雲上の城

の上は北千畳と呼ばれる広く平

上り下りする。天守台はあまり

だそうです。でもいつかは是非

平面の構成。しかし周囲は下界

らな所だ。もう既に山上であり、

大きくないが、北千畳、南千畳、

見てみたいものだ。

だ。観光客のそぞろ歩きと混じ

眼下には竹田の町が広がり、感

花屋敷の三方の石垣が連なり、

竹田の町に降りて、また山上の

跡を、向かいの山から見ると、

列ができており、私はそれを

動する。南側はずっと、石垣の

直下には下界が広がり、なんだ

城跡を見上げる。さきほどいた

のパノラマであり、迫力ある光

きらい、竹田の街中から歩い

段地形が続いている。この山の

か偉くなった気分になれる。

場所が思い出される。石垣の上

る。道はすぐに大手門の下とな

て登った。

上部はすべて城跡となっていて、

城郭はすべて歩き回ることが

に無数に小さく毛が生えている

ほんとうに日本とは思えない雄

へののぼり口だ。駅の裏手は寺

視界をさえぎる森林はない。そ

でき、四方の風景も思いのまま

ように見えるのは、人であるこ

景にしばしたたずむ。

なんだかロマン度の高い、但
がいくつか並んでいて、落ち着

して穴太積みの石垣が、高さも

であり、心が広がるのを感じる。

る。

馬国・兵庫県朝来市にある竹
いた雰囲気。山を見上げると、

長さもある立派なものだ。山の

しかし晴れた日の見晴らしだ

文 井下秀文

田城址を紹介。国の史跡。
石垣の一部が上に見える。

形にならいながら、複雑な出入

け で は な い、 こ の 地 を 多 く の

高いところに城がある。シ

標高三五十ｍの山の上に広
案内看板にしたがって登りに

りの形状をしている。山上に、

たくさん立て掛けてある。道は

凄さ。圧倒される。しかも、そ

これだけの石で構築することの

かけてはこの地域は霧が発生し

上にそびえる姿である。秋冬に

人々に印象付けているのは、雲

ュ」
「 天 空 の 城 」 と 呼 ば れ る、

今回は「日本のマチュピチ

リーズ・第二回。

がる城跡である。建物は現存

かかる。入口には親切にも杖が

城郭であり、南北四百ｍ、東

急な所もある山道である。ゆっ

の中にいると、山の上であるこ

▲パンフレットの竹田城紹介は、雲海
に浮かぶ姿をとらえている

ＪＲ播但線竹田駅の真裏が城

しないが、スケールの大きい
西百ｍにわたり石垣が連なる。

くり歩いて約四十分で舗装路に

▲天守台と北千畳

この城は戦国時代の終焉とと

▲天守台から南千畳を見る

もに廃城となってから四百年
が経過し、遺構は石垣だけだ。
しかし各種の配置はよく残っ
ており、昔を偲ぶことができ
る。
地勢上雲海の上となること
もよくあり、最近は人気のス
ポットとなっている。
今回訪れたときも、山の中
腹の駐車場は数十分の待ち行

▲山上から下界を見下ろす

とに気がついた。

え

▲竹田城への山道

－6－
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り、自動で水が流れ、ふたも

他にも、畳を拭く、障子や

に伝わる運動です。

いことに視点をおき、積極的

桟にはたきをかける、窓を拭

自力で健康や体力を持続した

に動く習慣を忘れないように

く、柱を磨く、廊下を磨く、

ＤＶＤ、エアコン、天井の照

テーブルの上にはテレビ、

を使用して足腰を鍛えたり、

デパート、マンションの階段

に縁遠い方には、せめて駅や

気分が沸いてきます。

全身の身体能力を使っている

ひとつ丁寧に振舞い、行うと

鍋、食器を磨くなど、ひとつ

暮らしたいと思うのです。

明、これらのコントローラー

長距離を歩いたりして体力の

普段、スポーツということ

ポットは…お湯が沸いた合図

がいくつも！この手元用の道

自動で閉まります。

風呂は…湯

にピーピーピー

実感を得ると、自信につなが

あと五分でお風

からだは使えば使うほど！

正座をする。正座でお辞儀

もひとつひとつ継続して良い

ことができる姿を見て、大人

丈夫になると昔から言われて

をする、お盆を持って立ち、

効果が得られるまで……飽き

実は外に出なくても、家の

外出時、玄関の鍵をかける

しかしある意味で機械に支

座る、お盆にお茶お菓子を載

ずにできることを見つけて下

手助けしてもらう機能は必

具が無いと部屋の照明すら自

張りします

お風呂が沸き
電話が鳴

――さて、現代は――宇宙に

と「いってらっしゃい」帰宅

配、命令されている不自然さ

せての立居振舞、そしてお盆

さい。遠くに出かけて行かな

います。幼い子供が何度も何

行かなくても、扉の前に立て

すると「お帰りなさい」とド

と機械を使って支配している

を持って歩くなど、これだけ

くても身の回りでの運動や楽

中にも体力を作る場面がたく

ば自動的にドアが開閉します。

ア が し ゃ べ り ま す。（ 余 談 で

錯覚を知る必要があると思い

でも繰り返せば現代人にとっ

しみは限りなくあるのです。

要な場面も多々あるので、便

ります。

呂が沸きます
ました、と三段階

ると…○○さんから電話です、

またエスカレーターも、下側

すが初めて聞いた時は本当に

ます。

て相当な運動量です。おそら

度も繰り返し、やがて色々な

に立てば自動で階段が上昇し、

びっくり仰天したものです）

からだづくりを提唱する立

く普段運動と思っていない動

さんあります。

上側に立てば下降するという

トイレは扉を開ければ灯り

場としては、日常生活の中で

と電話が言う。

上下自在のものもあります。

が点き、入れば便器のふたが

です。

あるお宅では、炊飯器が…

作ですが、実際かなりの全身

利な暮らしと感じてもよいの

分で点けられないのです。

か ら だ を 使 う
約五十年程前、未来の宇宙
家族の生活を描いたアニメを
見た記憶があります。

（46）
こつこつと体力を育てたい、

ご飯が炊けました。と言い

－7－
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色々なものがひとりでに動く
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小林建設㈱
成川
敏信

込まないで」と、妻や子供達

る身内や社員、友人以外の先

緒に考えてくれたりしてくれ

ら関西方面、もしくは海外へ

そらく羽田空港か成田空港か

過ぎていくその飛行機は、お

が出来たということであり、

その両方の目を経験すること

が自分の事の様に心配し、一

輩の方々からも、仕事や人生

向けて、勢い良く出発したば



とではないだろうか。

ち続けて居られるかというこ

私にとって意味があるのは、

ある。

のよきアドバイスをいただく

かつて私はその飛行機に乗

って海外へ何度も出掛けた。

もうそこには飛行機はなく、

そんなことを考えていると、

していたあの当時は、日常の

蟻のように見えていた私自身

飛行機の中から大地を見下ろ

世界から解放される喜びに充

は、元の等身大の人間に戻っ

鳥の目と虫の目

ち溢れており、そこにラジオ

時に建設現場で職人

大切なのはその両方の目を持

もちろん私自身も、困って

これらの人生を歩んで行こう

変わらずに存在していた。

そして山と校舎と空だけが、

さんたちと一緒にラジオ体操

毎朝

かりの飛行機であろう。

ことが多々ある。
私は、多くの人達に助けら

の周りを見つめ直してみた。
いたり、悩みを抱えていると

れ存在している。

家族、仕事、友人、一日の
いう話をきけば全力で手助け

このお題をいただき、自分

終わりの晩酌の時間、挙げて
しようと心掛けている。
今私は、人生の折り返し地

など知る由もなかった。その

みたらきりがないが、やはり
私が今まで生きてきた上で、
点は、もうすでに過ぎてしま

急な坂を上がった高台に位

姿は蟻より小さいのである。

ていた。

一番大切にしてきたものは、

っているが、周囲の人達への

置するここからは、山と校舎

今後あの飛行機に乗るよう

体操をしている人たちがいる

人と人とのつながりではない

感謝の気持ちを忘れず、より

と空以外は視界に入らない。

をしている。

かと思う。

よい人間関係を築きながら、

なことは無いかも知れない。

の中に“人は皆、一人では生

中村雅俊の名曲「ふれあい」

ある日の体操中、大きく息

そう思うと急にあの日常か

と思っています。

しかし飛行機に乗った鳥の

を吸いながら胸を反らすと、

きて行けないものだから”と

その後何度か目にするよう

ような私と、地面で這いずり

らの解放感が恋しくなるもの

になり、どうやら飛行機はい

回る蟻のような私の、どちら

空に飛行機が飛んでいるのに

いう歌詞があるが、私は事あ

つも同じ時間に、東から西へ

となど全く意味のないことで

ではない。当然それを問うこ

が良いかは誰にもわかるもの

富士山の上を音もなく通り

した。

向かっているという結論に達

である。

8

気付いた。

るごとに、この歌詞の重みみ
たいなものを、感じさせられ
てきた。
会社では、失敗や行き詰ま
った時に共に悩み考え、又喜
ばしい事があれば一緒に喜び
を分かちあえる人がいる。
また、家族に於いては、私
が悩んだり考え事をしている
と「何あったの、一人で抱え

－8－
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●現場代理人の声

ができず苦労しましたが、会
社の上司や監督員さんに色々
と相談に乗っていただき無事
故で工期内に現場を終わらす

しまいました。今では教える

立場となり、新入団員の演舞

指導を行っており、教える事

の難しさを感じております。

一年を通して活動をしてい

どのようにして進めていいの

仕事でした。私はこの仕事を

して植生マットを張るという

したことを生かしていき、品

この現場で学んだこと、経験

たです。次の現場をやる時は、

った時は、とてもうれしかっ

していました。これではいけ

何もせず自堕落な１日を過ご

ら出る事が無く、家にいても

事がない限りはほとんど家か

いままで私の休日は特に用

を見てくれる人たちが喜んで

動で呼んでくれる施設やそれ

ます。自分が好きで始めた活

いろいろな施設に訪問してい

うに納涼祭やイベントなどで

ますが、特に夏場は毎週のよ

かもわからず、すごく不安で

質のよい構造物をより安く作

ことができ、完成検査が終わ

したが、熟練の上司が主任技

くれる姿を見ると今以上に上

私は東静建設に入社して一

ないと思っている矢先に友達

術者として付いてくれたので

れるように頑張りたいです。

年半経ちます。入社前は建設

返しながら日々練習を重ねて

手く踊れる様、もっと楽しん

色々アドバイスをしてもらい

始める事となりました。

から沖縄のエイサーの団体を

会社というものは、朝早くか
工事を始めることに

しかし、実際現場

います。今年も御殿場の夏祭

力仕事をするのが建設業の仕
が始まってみると、

二十代前半の頃は運動をや

事だと思っていました。しか

スコリア層の法面の

りで駅前のどこかで演舞を行

し、入社をして働いてみると

為、少し雨が降るだ

っていてある程度は体を動か

施工計画書を作成したり、基

けで雨裂が生じ法面

回程度ですが、日曜日に練習

っていますので、興味のある

本となる丁張を出したり、監

が一夜で崩れてしま

を行い心地よい汗をかいてい

していましたが、三十歳を超

督員や地主さんと打ち合わせ

ったり、標高が千メ

ます。

方は是非ご覧下さい。

したり、夕方事務所に戻った

ートルを越える現場

えてからは体を動かすような

後は、書類を作成したり、次

のため、何回も積雪

進めていきました。

するのに半年近くもかかって

か人前に出せるレベルまで達

てやっとという感じで、何と

できず何度も何度も繰り返し

教えて貰ってもすぐには理解

踊った事など無かったので、

初めのうちは太鼓を持って

っていましたが、今は毎月２

趣味がなく、体も鈍ってしま

の日の段取りをしたりと単純

そんな中、初めて山腹工事

施工途中、思うよう

除雪作業をし現場を

の現場代理人になりました。

に仕事を進めること

した。

があり、そのたびに

ら仕事を始め、夜は暗くなれ

でもらえる様試行錯誤を繰り

台風で荒れ果てた法面を整形

誠治

原

立ち上げようと誘いを受け、

渡辺建設㈱

な仕事ではないことを知りま

なりました。

石塚達也

ば家に帰り、スコップ片手に

東静建設㈱
工事内容としては、一昨年の

－9－
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千代田産業㈱

勝間田 啓 司
平成一二年当欄にブルテリ
アで投稿させてもらいました
が、わずか八歳で昇天してし

今、和風総本家で柴犬の『豆
助』が有名ですが、初代から
十一代までそれぞれ個性が有
っ て 癒 さ れ ま す。 当 家 の 孫
『コロ』は七代目似だったの
ですぐに決めましたが、子犬
から今の五歳までの変わりよ
うにはびっくりしています。
ジジ、ババの孫娘として毎日
かまってもらっています。

㈱加藤工務店

山本

山本圭一郎
長男

悠喜

をすごいと思いました。

僕が大人になって働くよう

曜日の部活の試合があるとき

するととてもほめてくれます。

になったら、父と母を旅行に

僕も一生けん命勉強をして父

僕の意見も聞いてくれて何で

連れて行ってあげたいと思い

は必ず応援に来てくれます。

も相談することができます。

ます。だからそれまで体に気

のように夢をかなえたいと思

僕が進路で悩んだ時は一緒に

をつけて元気でいてください。

父は僕が悪い事をするとしっ

考えてくれて、受験をすると

僕が産まれてから太り始めた

います。

決めた時は応援してくれて、

のでダイエットもしてくださ

かりと叱ってくれ、良い事を

合格した時はすごく喜んでく

い。

てありがとう。

いつも一生けん命働いてくれ

最後に父さん僕達のために

れました。父の喜んだ顔を見

て良かったと思いました。

ことが夢だったそうです。夢

父は子供の時から家を造る
僕の父は、一生懸命仕事を

まいました。動物病院の一見

をかなえて仕事にしている父

すが、とても家族思いの父で

してくれて日曜日しか休みが

暫くペットロス症候群にか

す。僕は小学校三年生から野

優しそうな獣医の口車に乗せ

かっていましたが家内がすぐ

球をやっていました。六年生

ありません。休みの日は寝て

ネットで柴犬を探して娘が取

の時父は父母会長をやってく

られ入院したものの何の効果

りに行ってきました。和犬は

れて、日曜日以外の試合も応

いますが、たぶん仕事のつか

病気に強く、手がかからない

援に来てくれました。中学生

もなく一泊後の翌日自宅で息

とのことでしたが、その通り

になり、父はまた日曜日しか

れだと思います。そんな父で

で今まで避妊手術の他は医者

休みがなくなりましたが、日

を引き取りました。

にかかったことはありません。

－10－

平成25年 7 月 １ 日（月曜日）
え
し

ず
い
第166号

ドイツ人のアルフレッド・ウ

生だったころ授業のなかで、

明らかになりました。この発

に巨大山脈（海嶺）の存在が

底地形調査が行われ、海洋底

その後、東西冷戦時代に海

す。

ることができなかったからで

大陸を動かす原動力を説明す

スキャンでは、複数の方向か

Ｔスキャンに似ていて、ＣＴ

す。この技術は、医療用のＣ

日本で発達したということで

部の構造を画像にする技術が

波観測データを使って地球内

ラフィーという世界中の地震

１９９０年頃に地震波トモグ

がわからない状態だったのが、

の下のマントル対流のようす

１９７０年代まではプレート

そして少しわかったことは、

活断層が発見され、いろいろ

最近、原子力発電所の下に

いる事実によるのです。

る付加体によって形成されて

海洋プレートの沈み込みによ

体が常に海溝付近に位置し、

それはまさに、日本列島自

だと思われてきます。

った災害は避けられない現象

南海地震や富士山の爆発とい

論を知ると、東海、東南海、

「プルームテクトニクス」理

クス」理論が誕生したのです。

くて、波の影響を受けない深

のほうが強くほとんどできな

活している陸上では侵食作用

ていこうと思います。

層のことにもっと関心を持っ

まっているんだろうとか、地

なんでこんな地層が間にはさ

とかが関心ごとであったが、

か、悪いとか、水はけが良い

いままでは、土質が良いと

層が必ず出てきます。

掘ることが多く土を掘ると地

言いたい放題

エーゲナーが提唱した大陸移
見により、海嶺を中心にした

らＸ線撮影とコンピュータに

問題になっていますが、そも

今から

年ほど前、私が学

地層のこと

動説というものに関心をもっ
左右の海洋底が２つに分かれ

よるデータ処理をくみあわせ

んだアフリカ大陸と南米アメ

ニクス理論が生まれたという

ようになり、プレートテクト

すが、地震波トモグラフィー

て人体の断層面をつくるので

に形成されてきたことを考え

そも日本列島自体が地震と共

りと時間をかけて堆積してで

い海底や静かな湖底でゆっく

る堆積等以外はわれわれが生

ちなみに、地層は火山によ

たのを思い出します。

て拡大を続けているとわかる

リカが、まるで新聞紙をさば

にあって不思議ではないので

きるのです。
わりに地震波を用いるのです。

す。

れば、活断層はいろいろな所

当時の私は、このプレート

地震波トモグラフィーの観測

では、電磁波であるＸ線の代

似していること、地質構造の

が動いているという理論にと

もの。

連続性、同世代の化石が似た

これからの建造物は、地形

んな歴史でその地形が形成さ

技術によって見つかったのが

の対流「プルーム」です。こ

れてきたのか、というような

ても興味を持ち、地球のすご

あれからずいぶん時間がた

のプルームを手掛かりにして、

側面からの検討も必要である

ように分布していること等か

つにまとまっていたというも

ちましたが、東日本大震災が

超大陸の生成と分裂、生物大

と思いわれます。

的にどういう位置にあり、ど

のです。発表したのは１９１

起き、もういちど地球内部の

絶滅などを説明できる可能性

マントル中の巨大なキノコ型

２年。しかし大陸が動くとい

ことを知らなくてはと思い、

さを感じました。

う途方もない学説は当時受け

を拓いた「プルームテクトニ

土木という仕事がら、土を

自分なりに勉強を始めました。

ら、現在の大陸はかつてひと

いて切り離したかのように類

その説とは、大西洋をはさ

40

入れられなかった。なぜなら
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し

ず

え

うになったそうだ。しかしそ
れはＷ杯の影響だけではなく、
各クラブが「地域に根ざした
クラブづくり」という理念の
基に地道にホームタウンの
人々に喜んでもらえるクラブ

ち直したがその後も減少した。

十八年のＷ杯初出場で若干持

急激に観客動員は減少し、九

しかし二年後の九十五年から

ぼ毎試合満員だったそうだ。

ーグバブルで、試合会場はほ

い。開幕直後はいわゆるＪリ

半の十年が安定期となるらし

ると前半の十年が激動期、後

迎えた。この二十年を振り返

幕したＪリーグが二十周年を

一九九三年五月十五日に開

将来Ｗ杯で優勝してくれるこ

一つとなった日本代表が近い

とＪリーグで活躍する選手が

たヨーロッパで活躍する選手

私自身もＪリーグから巣立っ

たことを示しているそうだ。

トの一角を占めるようになっ

グが世界のサッカーマーケッ

躍するという結果は、Ｊリー

多くの選手がヨーロッパで活

またＪリーグで実力をつけた

安定期となっているそうだ。

一万八千～九千を保っており

協会の動き

定時総会・
通常総会

11

づくりをした成果といわれ、

また横浜フリューゲルスの消

とを期待しています。

ての議案を承認した。なお、
沼津地区建設業協同組合では
植松豊理事（三星建設工業㈱）
の辞任に伴う後任理事に佐藤
敏春氏（㈱藤幸建設）を選挙
した。
また、
沼津協会の役員（理
事・監事）は一般社団法人の
移行後は法人の規定に従うこ
ととなり、任期がこの定時総
会の終結のときで満了となる。
このため、役員を平成 年度
定時総会終結のときまでの短
縮任期で選任の決議をした。

表彰の伝達

多年にわたり役員または企業
経営の要職にあり、かつ建設
業の健全な発展のため尽力さ
れ、その功績が顕著な者
◎クリーンサービス株式会社
◦４条１号該当
経営の合理化並びに技術の
向上等に努め、健全な建設業
の発展のためにその成果が顕
著な会員。
◎深沢幸夫氏（臼幸産業㈱）
飯田雅和氏（山旺建設工業㈱）
◦５条該当
よく職務に精励し、勤務成
績が良好である者。

－12－

二〇〇二年以降も観客動員は

滅という社会問題も起きた。
しかし二〇〇二年の日韓Ｗ杯
が近付くにつれ、ファンが再
びスタジアムに足を向けるよ

24

26

【県建設業協会長賞表彰受賞者】
◎落合孝佳氏
（落合建設㈱代表取締役）
榑林武臣氏
沼津協会など３団体の総会
（榑林建設㈱代表取締役）
が５月 日、沼津リバーサイ
小方正則氏
ドホテルで開かれた。
（㈱小方組代表取締役）
はじめに臼井良太会長は「社
堤利夫氏
団法人沼津建設業協会は４月
（㈱堤組代表取締役）
１日一般社団法人へと移行し、
◦２条４号該当（会社役員）
今まで以上に法人としての責
地区協会の会員として又会
任が求められる。３月 日の
員の代表者として永年企業経
一般社団法人静岡県建設業
東日本大震災以降、災害時の
営の要職に在りかつ業界の健
協会は５月 日静岡労政会館
対応などで建設業の果たす役
全な発展のため尽力され、そ
で表彰式・定時総会を開いた。
割の重大さが、改めて認識さ
の功績が顕著な者。
【全国建設業協会長 表彰受賞者】
れている。その期待に応えら
◎㈱稲村建設
◎植松弘行氏
れる組織づくりを進めていこ
◦４条１号該当（経営）
（㈱植松建設代表取締役）
う」と挨拶した。
経営の合理化並びに技術の
◦２条４号該当
議事では、沼津協会など３
地方協会員の会社において、 向上に努め、健全な建設業の
団体の事業報告、決算など全

27

平成25年 7 月 １ 日（月曜日）
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18

８月に親子現場
見学会

広報青年委員会（林則夫委
員長）は４月 日、平成 年
度第１回委員会を開き、親子
現場見学会や広報懇談会の実
施要領などについて協議した。
委員会では、親子現場見学
会を８月に伊豆縦貫自動車道
で実施することを確認。日程
など詳細を今後詰めていく。
また、広報誌「いしずえ」の
外部執筆者を招いた懇談会を
７月 日に沼津市内で開くこ
とを決めた。このほか、委員
会研修会やブログの更新など
について議論した。

なる基礎知識を習得し、足場
組立技法の向上および資格取
得を目的に実施したもの。講
師は 日鈴木啓文氏（岳南建
設㈱）
、 日が長岡重弘氏（富
士峰建設㈱）
、高田博氏（渡邊
工業㈱）
、芹澤将彦氏（セリザ
ワ建設㈱）が務めた。講義は
関係法令をはじめ、各種足場
の組立、解体および変更を中
心に、作業計画や倒壊等の安
全対策、作業主任者の役割を
習得し、 日の最終日に試験
が行われた。

木建講習会

15

沼津地区木造家屋建築工事
安全協議会（金澤清文委員長）
は 月 日ニューウェルサン
ピア沼津で平成 年度木建従
事者労働災害防止講習会を開
いた。
会員 人が参加する中、冒
頭で金澤委員長は「日ごろの

25

建災防沼津分会足場

講習会を開催

建設業労働災害防止協会静
岡県支部沼津分会は５月 日
と 日、協会会館３階会議室
で足場組立等作業主任者講習
会を開催し、 人が受講した。
講習会では、実際に必要と

－13－

14

6

25

14

15

3

60

る。今回は仙台会津方面を計
寿治安全衛生課長や委員らが
画で、東北の震災における建
出席。冒頭安全委員会担当渡
設団体の役割などを地元の協
邉雄二副会長は「安全は全て
会から学ぶので、多くの会員
に優先する。その最大のテー
に参加してほしい」と挨拶し
マを全うする委員会です。し
た。打ち合わせでは、福利厚
っかり活動していこう」と挨拶。
生事業のレクリエーションに
吉田委員長は「安全パトロ
ついては、６月１日実施の会
ールの回数を増やし、安全に
員国内研修会（ディズニーリ
力を入れた活動を進めていく」
ゾート）
、ゴルフは年２回開催、
と話し、榊原課長は「労働災
ソフトボール大会は９月 日
害は減少傾向にある。この流
御殿場高根ふれあい広場で実
れを本年度も引き継ぎ、災害
施とした。
撲滅を進めていきたい」と述
べた。
安全優先の
議題では、作業主任者講習
活動推進へ
会やパトロールの年間計画な
どの事業を説明し、各委員に
協力を求めた。安全大会（祈
願祭）は６月 日午前 時開
催を決めた。

25

22

63

14

安全委員会（吉田伸一郎委
員長）は４月 日、平成 年
度第１回委員会を開いた。本
年度に実施する作業主任者等
講習会や安全パトロールなど
の事業内容について話し合っ
た。
沼津労働基準監督署の榊原
19

発展のためにその成果が顕著
な会員
◎細川 修氏（二葉建設㈱）
◎髙橋俊一氏（二葉建設㈱）
◎天野 仁氏（臼幸産業㈱）
◎小熊英昭氏（臼幸産業㈱）
◎安達靖孝氏（㈱トーブ）
◎岩瀬正敏氏（岳南建設㈱）
◎坂倉義治氏（㈱土佐谷組）
◎勝又則和氏（渡邊工業㈱）
◎土屋明義氏（渡邊工業㈱）
◦５条（従業員、精勤）
よく職務に精励し、勤務成
績が良好な者

12

26

15

研修旅行は
被災地訪問

経営厚生委員会（鈴木啓文
委員長）は４月 日第１回委
員会を開き 年度事業につい
て話し合った。
はじめに委員会担当植松弘
行副会長は、
「今年は２年に一
度の会員研修旅行が実施され
25
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10

八木本勉

哲

へご応募ください。

主要行事予定

安 全 標 語

㈲一杉興業

人にまかすな自分で確認

◎安全は時間と心のゆとりか

ら



◎毎日の慣れた作業が落とし

油断の後ろに事故がある

◦平 成25年度作文コンクール

◎親子現場見学会
日時 ８月 日㈮
場所 伊豆縦貫自動車道ほか
◎木造建築物組立て等作業主
任者講習会
日時 ９月５日㈭～６日㈮８時 分
会場
沼津建設業協会
定員
名
◎月例安全パトロール
日時 ９月 日㈫９時～
場所
沼建協沼津地区管内
裾野地区管内

穴

高木一美

◦小雨決行

－14－

三星建設工業㈱

電話により協会まで

永原

◎「このくらい…」見て見ぬ

又は、定員になり次第締切。

 ㈱勝間田工業

その他

７

申込方法

６

料

無

振りが事故を呼ぶ

平成25年7月29日㈪～ 8月2日㈮

御殿場地区管内

（80組160名）

◎強化安全パトロール
日時 ９月 日㈬９時～
場所 沼建協全管内
◎技士会沼津地区研修会
日時 ９月 日㈭９時～
会場
沼津建設業協会
◎現場管理者統括管理講習
日時
月８日㈫９時～
会場
沼津建設業協会
定員
名

午前8時30分～午後5時まで。

23

10

25

26

在住の小学生と保護者

17

60

10

清水町・長泉町・小山町

◎地山掘削土止め支保工作業主
任者講習会
日時 ７月９日㈫～ 日㈭８時 分
会場
沼津建設業協会
定員
名
◎月例安全パトロール
日時 ７月 日㈭９時～
場所
御殿場地区管内
小山地区管内
◎レクレーション大会
日時 ７月 日㈫８時５分
場所 富士カントリークラブ
◎広報懇談会
日時 ７月 日㈮ 時～
会場 沼津市内
◎職長・安全衛生責任者教育
日時 ８月７日㈬～８日㈭９時～
会場
沼津建設業協会
定員
名
◎木建協安全パトロール
日時 ８月 日㈪ 時 分
場所 長泉地区管内

伊豆縦貫自動車道

50

沼津市・裾野市・御殿場市

11

13

30

申込期日

５

参加費用

４

対象者
３

30

見学場所
２

安全衛生活動に協力して頂き
感謝する。全県では沼津以外
の協議会が廃止となったが、
沼津は今年も例年通り、パト
ロールや講習などの活動を継
続させていく。これから暑く
なり、熱中症も予想されるの
で、この機会にしっかりと勉
強してほしい」と挨拶。続い
て、小長谷幸弘沼津労働基準
監督署長は「全国労働災害防
止月間を徹底していただきた
い。災害の再発生防止ポイン
トである墜落防止、足湯の管
理、安全帯の着用などの徹底
を図り、労働災害を防止して
ほしい」と安全週間に向けて
の対応を呼びかけた。
講習会では、同署の榊原寿
治安全衛生課長が「木建工事
の災害事故事例と墜落防止対
策」について、大塚製薬の小
野雅司氏が「熱中症予防・夏
季の健康管理」ALSOKの
滝口耕介氏と日野弘絵氏が
「AEDの 機 能 と 心 室 細 動 に
ついて」それぞれ講演した。
の状況を勉強し、災害の悲惨
さと復興の大変さを再認識し
た。復興で仕事はあるが、熟
練作業員の不足など多くの問
題も抱えている。人手不足は、
建設業界全体の問題でもある
ので、取組んでいきたい」と
述べ、増島康行所長は、災害
復旧や緊急時対応に対して感
謝 を 述 べ、
「災害時に頼りに
なるのは、地元の建設業の皆
さんです。業界と行政の情報
交換を密にし、連携を深めた
い」と話した。
懇談会には所長をはじめ、
佐野貴洋技監兼御殿場支所長、
土屋卓技監、澤野和隆企画検
査課長ら 人が出席。協会は
会長、副会長ら役員が顔を合
わせた。土木事務所から平成
年度事業概要を示した後で、
協会の提案事項として公益法
人の会員評価、官積算の透明
性の確保、災害時の対応につ
いて、両者がそれぞれの立場
から見解を出し合った。

箱根西麓・三島大吊橋

30

平成25年8月23日㈮

18

23

26

実施日

70

親子現場見学会
参加者の募集

19

１

沼津土木事務所との

10

40

沼津建設業協会からの
お知らせ
一般社
団法人

懇談会
協会は 月 日沼津土木事
務所長ら幹部と当面の諸課題
について懇談会を開いた。は
じめに臼井会長は「先日、仙
台建設業協会の災害対応活動
6
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