じる傾向は「セミの鳴き声」

なくないようだ。夏を音で感

の大きな音で実感する方も少

肌に……

焼いた。おかげで今は悲惨な

っていたので、私もガンガン

「風鈴の音」そして毎朝現場

太平洋戦争の終

った年の８月、アメリカ軍が

代

操」のテーマミュージックに

上陸してきて、皆殺しにされ

男性

も子供の頃の夏休みを思い起

るというデマが広がり、真夏

で作業前にかかる「ラジオ体

文化がある。

こさせられる。

日本には暑中見舞いという

「梅雨明け」から８月上旬

70

の「立秋の前日」の間にお世

又、アンケートには各世代

カーを押しながら山奥へ逃げ

の炎天下の中を父の引くリヤ

夏はなぜか私たちをノスタ

た。

暑中見舞

の「夏の思い出」が載せられ

たので紹介しよう。

話になった方や日頃連絡がと
れない方に気遣いの気持ちと
状況を伝える風習だ。
今年はエルニーニョの影響
で冷夏になるという予測だが
すでに各地では真夏日を記録
している。夏好きな私にとっ

夏が来るたび思

ルジックにさせる季節のよう

代

い出す女性がいる。その彼女

だ。今年は暑中見舞いをたし

男性
で夏の風物詩を考えてみた。

と一緒に浴衣を着て観た花火

てはうれしい限りだが、ここ

夏の風物詩のトップはなん

休日にはしょっ

なめてみよう。

代

と彼女の笑顔が忘れられない。
アンケートによると夏を感じ
の堂々１位ら

ちゅう海水浴に行っていた。

るものベスト

しい。梅雨からの解放感と本

当時小麦色に焼けた肌が流行

女性

と言っても「花火」だろう。

30
40
格的な夏到来への喜びを花火

10
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が決まった東京オリンピックで

二〇二〇年に開催されること

転職を行ってしまった為、建

けた、多くの労働者が廃業や

込み、この現状に見切りをつ

は平均で三五八万円まで落ち

者の年間給与が二〇〇九年に

はより深刻な問題となってい

いる問題ではあるが、建設業

他業種でも少なからず抱えて

ている。このような高齢化は、

以上の就業者が増えてしまっ

％まで低下し、逆に五十五歳

産業の半分を占めており、国

しかし建設業は公共投資が

も事実である。

なアクションを起こせないの

きない為に、建設業者が大き

年以降の市場の変化が予想で

ク以外にも、震災復興事業や今

がる建設業界。またオリンピッ

最も受ける業界として名前が挙

「オリンピック特需」の恩恵を

設業の就業者数は一九九九年

設業に必要な人員も大きく左

後予定されている国土強靭化計

このような問題は、先に述

右されてしまうと考えられる

策によって産業の規模また建

は、四九八万人まで減少して

べた賃金の問題と、今までは

ので政府には二〇二〇年以降

る。

しまった。そのために、需要

建設業界全体が、下降してい

の六八五万人が二〇一三年に

と供給のバランスが崩れてし

の、うまくコントロールされ

続き上げていってもらいたい。

た為に各企業とも、なかなか

路の整備があまり行われてい

そうすれば魅力ある建設業に

まい、工事を受注しても十分

そもそも、このような人手

ない点も挙げられる。特殊な

若者が入職するとともに、一

た公共事業のビジョンを早期

不足の一番の原因は、若者の

産業構造の為に多くの職種、

度離れてしまった労働者も再

新規雇用ができずにいたから

建設業離れということである。

職人がいるが、どのように職

び戻ってきて、人手不足も解

な数の労働者が集められずに

建設業は、３Ｋ「きつい、汚

人になり、どうやってキャリ

消されていくと思います。そ

に示してもらい、ここ二年間

い、危険」の仕事ではあるが、

アアップするか見えづらい点

うすれば需要と供給のバラン

である。また建設業、特に職

他業種よりも高い賃金という

もあるからと言われている。

スも取れ、建設業者の適正な

工事そのものに着工できない

〇年の四二兆円を底にして再び

魅力で、若者労働者をつなぎ

だが二〇二〇年までは、確

利益を生むことができていく

上昇している労働単価も引き

上昇している。建設投資額が上

とめていたが、その魅力が無

実に仕事量は増えていき、こ

のではないかと思います。

人と呼ばれる人たちの入職経

昇している理由として先ず挙げ

くなってしまったからだとも

の六年間は人手不足による労

という事例も発生している。

画もあり、業界全体が再浮上し
ているように一般的には思われ
ているようだが、実際には人手
不足で、仕事があってもなかな
か思うような利益がでないとい
う問題にぶつかっている。
インターネットの記事による
と、二〇一三年の建設投資額は
約五〇兆円になるといわれ、バ

建設投資額の増加により、

言われている。実際、建設業

働者の取り合いになることは

ブル時代の八四兆円に比べると

多くの工事を生み出すことに

就業者の、二十九歳以下の割

明確である。しかし二〇二〇

大幅に減少しているが、二〇一

はなったが、一九九七年には

合がバブル時の二十％から十

発になった結果ともいえる。

って民間企業の再開発なども活

が、それ以外にも景気回復によ

った東日本大震災の復興事業だ

られるのが、二〇一一年に起こ

平均で四三八万円あった労働
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建設業における人手不足について

保坂貞治

生命の営みのある地球環境を考える
環境カウンセラー

そ の

ぐに増水し激流となり山や谷

洪水は単なる濁り水に非ず
内部は強大な破壊力を持つ土石流である
なる。

あっという間に流されてしま

う。また丈夫な建造物も激流

㎝の岩石が打ち上げられ

ていた。また工事中に台風が

が連続的に当たる箇所では強

～

近づきその余波の豪雨で水位

大な破壊力の前には耐えられ

山は急峻で人の入山を拒むか

には瘠せ尾根が目立っている。

裂が生じ、崩壊し易く尾根筋

で硬い岩盤も断層や多くの亀

沢山地は、その後の地殻変動

渓谷となっている。これ等丹

海成地層が接し同様に急峻な

運ばれた土砂や礫が堆積した

足柄の海の時代に、丹沢から

田 │山北から小田原にかけて

箱根側も金時山に接する松

なく内部は土石流であり大き

られ、洪水は単なる濁流では

び交う様子がカメラで捕らえ

に飛び出す数

岩石が集中的に激しく衝突す

簡単に流される。また様々な

く流れる水圧が加わり巨石も

う。ましてや洪水時には激し

㎝の岩石が飛

堰堤で逆巻く濁流から水面

あっという間に崩落してしま

なり保持力を上回る自重で、

あり、土石流に飲み込まれた
20

時危険と思われる箇所は避け、

ない。この事を銘記して豪雨

m位上昇し復旧した橋脚

が

トン前

の外回りの護岸が壊され、決
壊した護岸の下から

のように聳え、斜面を登るに

沢山地、足柄山地の地層が基

な破壊力を持った土石流であ

る場所の護岸は破壊されてし

トン余りの岩石が打ち

家屋や自動車等は浮力が働き

内部は巨石混じりの土石流で
㎝

60

日頃から危険に備える防災対

策を考えて置くことが肝要で

数個砂礫に埋も

れていた。これ等濁流中の岩

あると考える。

後の巨石が

石が、護岸を壊し復旧した護

岸に激しく衝突して再度破壊

～

したのでした。鮎沢川には須

川から流されてきた重さ

小灌木かスズタケにつかまり

盤となり、その上に箱根、富

ることが小山町の豪雨災害の

まう。
小山町の急峻な地形は、俄

㎝、

㎝～

ろどころに崩壊した崖や流木

か雨や豪雨時には雨水は急速

上げられ、4mうえには

床より2m上に直径

が折り重なり豪雨時の濁流の

に谷川に集まり、枯れ沢も直

80

10

凄さを想像し増水時が心配と

逆巻く濁流の水面に舞う長径20 ～ 30㎝の岩石 洪水で決壊した高さ4mの護岸2mの上に長径
60 ～ 80㎝、4m上の道路に長径20 ～ 40㎝の
岩石が打ち上げられ決壊の原因となった。

豪雨災害を通して地球環境を考える

小山町の北に壁の如く連な
を削る。

雨のとき表層水で

谷筋には山の形成時の亀裂

トンもあろう巨岩が川に横

れ等溶岩層から外れた巨石が

る標高1000数百mの丹沢

年

たわっている。高密度の土石

洪水時の濁流は、平成

号小山の豪

流中では巨岩といえども大き

海の時代に関東山地より運ば

の入った溶岩脈が数層洗われ

． ％が

な浮力が働き軽くなり傾斜が

土砂で、内部は礫や数

山地西域の山々は、海底火山

㎝の

流され緩やかな場所に折り重

よじ登る急斜面が多い。雨水

士火山の火山噴出物が重なっ

調査で分った。流失した下野

んだ傾斜地は摩擦力が小さく

は谷を削り深く急峻な渓谷と

ているのが小山町の背後の

洪 水 は 単 な る 濁 り 水 に 非 ず、

れ流れる。

なっている。調査で歩くと枯

沢橋の護岸の決壊場所に、河

10 2

山々である。

43

れ沢は、大雨の後洗われとこ

堆積地層からなっている。丹

た土砂や礫岩が堆積した海成

日の台風

2

あれば自重で滑り落ちる。豪

月

10

岩石がボールのように跳ねな

て露出している。洪水時にこ

40

なり堆積している。

9

雨時にたっぷりと水を吸い込

及びその噴出物やこの地域が

20

（94）
22

1.5

30

12

がら転がり衝突し、跳ね返さ

8

1
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第三十回 思い出の滝ノ上温泉 岩(手県雫石町 )
文 井下秀文

そんな温泉郷に、温泉宿が

温泉となる。

のある場所の思い出話です。
たった３軒しかないのである。

今回は、過去に訪れたこと
岩手県は至る所に温泉があ

秘境ですね。供給と需要が見

商店や民家もない。温泉宿は

岩手山の周囲には個性ある
合っていない例である。地球

り、有名無名いろいろあり、

温泉が、小規模にたくさんあ
のエネルギーがそのまま放出

冬季休業してしまう。まあ、

って、その中でも特に印象深
されるのを、目の当たりにす
人里を少し離れただけなの

蒸気が噴き出す。それはどこ

川原の地面を適当に掘ると、

散 策 で き た（ 今 は で き な い ）。

く、自由に噴出口のあたりを

まだ現地は立入禁止区域もな

め頃に三回だったが、当時は

と。あまりにも通好みな温泉。

雰囲気で営業しているとのこ

入れして、今でも同じような

ろの木造建築だが、これを手

十年前のものですら、ぼろぼ

白濁の成分が濃い。写真は二

建物。湯は微量を注いでおり、

・滝峡荘

いところです。

層湿原をたたえた雰囲気のよ

の登山基地でもある。山は高

山々（秋田駒ヶ岳、乳頭山）

もあり、秋田県境に横たわる

キャンプ場（というか野営場）

この滝ノ上温泉は、質素な

の見学はできない。

い配管が通っているが、施設

元国民宿舎の古い

でもいいという、ダイナミッ

・滝観荘

近所にはさらに多くの温泉が

私が訪れたのは、平成の初

クさ。雨が降っても、地面が

ート建築で、川の眺めがとて

あり、網張温泉、松川温泉や

てみよう。どこか適当に温泉

り。小さい湯船。湯は透明。

・みやま荘

あり、そうした温泉めぐりで

名なものやそうでないものも

乳頭温泉郷や国見温泉など有

近代的なコンクリ

乾くのが早い。

もよい。湯は透明。

に入っても、湯はいずれも熱

窓を開けると山の斜面に源泉

も、大テーマとなりそう。

さて現地の施設を思い出し

い。湯は常時出ているべきも

が見える。
が蛇口に書いてあった。その

が休業中だったのが廃業した

もう一軒鳥越山荘というの

麓に、岩手山温泉というのが

そういえば、近所の岩手山

民宿のような造

ので、止めてはいけないこと
蛇口は、どこも黒くざらざら

流しの良質な温泉だったが、

１軒ひっそりとあって、かけ

地熱発電所はもう少し上流

数年前にとうとう潰れたらし

建屋の残骸がある。

側にあり、道の横にそれらし

だった気がする。太いホース
で川の水を引いていたっけ。
各施設を簡単に紹介。

い。惜しいことである。

岩手県にある温

泉 や 鉱 泉 に は、 零

細なところも多い

の で、 機 会 が あ れ

ば 大 小 に 関 わ ら ず、

－6－

楽しい。

いのが、滝ノ上温泉である。
根田川の上流にある温泉で、

に、日本にもこんな所がある

ることができる。

鳥越ノ滝周辺の渓谷は、あち

のだなあ、と旅の気分は盛り

盛岡の西にある雫石町の葛

こち自噴しており、もうもう

▲印象深い滝峡荘

上がる。

▲滝ノ上温泉街（？）

と湯煙がたちこめ、正に温泉
地帯であり、さらに地熱発電
所まである、地球のエネルギ
ーを熱く感じることのできる
地帯だ。
この鳥越ノ滝というのは落

入っておきたい。

あ あ、 ま た 滝 ノ

上温泉に行きたい。

▲滝峡荘の浴槽

差が三十ｍほどある湯の滝で、
川の遡行の終点で、鳥しか越
すことができないということ
が名の由来である。その滝の
上にある温泉なので、滝ノ上

▲鳥越ノ滝から見た葛根田渓谷
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健康的な生活を

宮 本 摩 知

バリ、首筋がはるのは肩甲骨

が、背中がガチガチ、肩バリ

せる自覚があまり無いのです

ことがとても大事です。動か

歩く以外に肩甲骨を動かす

くとたちまち全身が楽になっ

さな目玉ですが、その力を抜

身体全体からすればほんの小

なか気付かないことなのです。

入っているもので本人はなか

い。知らないうちに眼に力が

杯大きく回すと肩甲骨がはっ

とですが効果は十分に得られ

このようにちょっとしたこ

てゆく感覚があります。

が動いてない症状です。

両腕を後ろにして両肘を寄

きり動きます。胸もひろがり

ます。逆から見ればちょっと

せるようにしたり、腕を目一

呼吸がとても楽になります。

怠ったために疲労が蓄積して

いたとも考えられます。

自分の身体だけは信頼して

使ってゆけば良い答え、良い

反応が手に入ります。鍛える

いろいろ計画も立てられ実行

す。健康であれば安心であり、

暮らしは本当に大切なことで

誰もが願う健康なからだと

ます。刻々と出てゆく水分で

水分が身体から失われてゆき

目に見えなくてもたくさんの

運動して出る水分、大小便、

りや唄うなどでも出る水分、

をしている呼気で、おしゃべ

夜寝ている間に出る、呼吸

られたり、ぐっすり眠れたり、

歩くだけで快適な便通が得

きます。

苦痛でなくなることが実感で

ん。足腰が丈夫になり階段も

毎日歩くと面倒ではありませ

使うことが何でもないように

でいつでもできます。お箸を

体をくまなく使えて一番手軽

歩くのは全身運動です。身

意味ではなく、目が休まる光

ことだけが目を休めるという

の位の割合でしょうか。眠る

で目を休めている時間は？ど

はないでしょうか。一日の中

感じ、一番休めたいのが目で

現代人が最も使って疲労を

とうございました︱︱

す。長い間お読み頂きありが

︱︱筆者の都合で終了致しま

うか。

ていってみてはいかがでしょ

康を自慢できる暮らしを築い

というより続ける手軽さで健

もできる。健康なからだと暮

すから摂取しなくてはなりま

肩や目、頭がすっきり軽くな

景を見ることも必要ですし、

（二）動かす

らしは自分で築けることなの

せん。一度に飲めない時は、

ったり、冷え症が改善された

何かを見る時に眼球の力を抜

より、常に体外に排泄されて

で、いつでも始めてみません

「 水 は ち び ち び、 お 茶 は が ぶ

り、ダイエット効果が出たり、

くことに気を配ってみて下さ

あります。

か。少しだけでも心掛けると

がぶ」という具合に飲むので

良いことがたくさんあります。

（三）目を休める

良い点を書きますので参考に

す。

いると思って補給する必要が

に水分を蓄えていると考える

成されています。いつも身体

身体の七割近くが水分で構

（一）水分補給

（50）
なさって下さい。

－7－
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㈱佐藤建設

佐藤 宗德

ラッシックを聴きながら本を
読んでいた。そして、脇に置
かれたカップはコーヒーのよ
い香りを漂わせていた。祖父
は寡黙な人でありあまり話し
たことはなかったけれど、そ
の光景がコーヒーの香りとと
もにとても印象に残っている。
子供心に知的で、かっこいい
と思った。
いまでも祖父から受け継い
だ腕時計をみるとその時の光
景 が 目 に 浮 か ぶ。「 私 の 大 切
にしているもの」は時計とそ
れとオーバーラップする祖父
の思い出であるといえる。こ
の原稿の参考のために祖父の
腕時計をネットで調べてみた。
ある記事で、文字盤、文字盤
の発色、ケース形状、ムーブ
メントについて絶賛しており、
う れ し か っ た。「 控 え め な 高
級 感 」 と の 表 現 が、「 祖 父 ら
しい」と思った。そして、そ
の記事を見て驚いたことがあ
っ た。 そ の 時 計 の 製 造 年 が

1968年だったことだ。そ
の年はまさに私の生まれた年
なのである。縁である。益々、
この時計が「私の大切にして
いるもの」となった。

いるのだろう。

番目に

うと思いながら、私は会社か

ら帰ると自宅の玄関を開け

た。…… 家 の 中 の 空 気 が な ん

レースがはじまり

彼女の順番がやって来た。前

となく重い。

女が現れた。……「どうした？」

そこへ目を真っ赤にした彼

の人からバトンを受け取ると

い！」と見に来ていた家族全

私は少し動揺し、明らかに

猛 然 と 走 り は じ め た。「 速

員が彼女の意外なスピードに



遡ること数時間前、夕方の

いつもと違う空気に何が起き

小学校の校庭で大人たちが明

驚 い た。「 行 け ︱。」「 が ん ば

らに向かい手を振り始めた。

日の運動会の準備をしている

たのか事態を呑み込めずにい

手を振って応援する応援団

中、友達とはしゃぎ、何かに

たが妻からの説明を受け状況

に彼女は応えただけだと思う

躓いて転倒。右足首を痛め病

れ ︱。」 の 声 援 に 気 付 き 家 族

が、これまた家族全員で「い

の方を見た彼女は、何を思っ

いから走れ！」「早く、早く！」

院へ。診断結果は右足首の骨

を理解した。

「パン！」

と声を張りレースを急がせた。

折だった。

たか突然走るのを止め、こち

いよいよ運動会のメイン、

違う意味でハラハラした私た

はやい彼女

園児によるリレーがはじまっ

ちは、笑いながらレースの行

ない事を知ると床に寝ころび

た彼女は、運動会に参加でき

相当に運動会が楽しみだっ

た。
よくテレビ等で見るように

あれから数年後……

家中に響き渡る声で泣いたそ

方を見守った。

小学校にあがり比較的足の

反対方向に走り出す者、コー
スを外れ近道を走る者、何故

速い彼女は、運動会でクラス

回走るから絶対見に来

に 選 ば れ た。「 お 父 さ ん、 わ

彼女は私が妻と話をしている

る彼女を励まそうとしたが、

その話を聞き、落胆してい

うだ。

かその場で泣きじゃくり「マ

のリレーメンバー（

回走る）

マー、ママー」を叫ぶ者。本
人や家族には申し訳ないが、

たし

回目はアンカーだか

観ていた。何と声を掛けよう

てよ。

ら。」何度も繰り返す彼女。

かと考えていると、彼女の笑
本番前日……

驚かされた。

度は彼女の切り替えの早さに

い声が家中に響き渡った。今

明日の本番を控え、彼女は

かで期待しはじめていた。

そんな彼女に私も心のどこ

間にリビングへ行き、TVを

その様子は会場中を明るい雰
囲気にさせ、また見ている私
たちを幸せな気持ちにさせて
くれる。
走っている園児達選手は恐
だ大人に言われるがまま次の

さぞ士気が高揚しているだろ

らく何が何だか分からず、た
人にバトンを渡そうと走って

－8－
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2

「私の大切にしているもの」
とのテーマで原稿の依頼を受
け、
「さて何だろう」と考え
てみた。色々な視点でみてい
る と 結 構 あ る も の だ。
「 家 族」
「時間」
「健康」
「 命 」 … た だ、
文章にしてみるとどれもこれ
も紙面が足りず、また抽象的
すぎて哲学論に走ってしまい
そうだ。あれやこれやと探し
ていると、自分の愛用してい
る腕時計に思い至った。とい
うわけで、今 回は愛 用の腕 時
計について書いてみたい。それは、
｢OMEGA SEAMASTER GENEVE｣
という腕時計である。といっ
ても、その時計がどんな時計
であるかについて正確なとこ
ろを知らなかった。なぜなら、
母方の祖父の形見分けとして
もらったものだからだ。幼い
頃、年の近い従兄がいたこと
もあり、祖父の家に毎週のよ
うに泊まりに行っていた。そ
して、祖父の書斎を覗くと、
祖父はいつも愛用の椅子に腰
かけて、へッドホン越しにク

2

2
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●現場代理人の声

熱の製品がでてきて施工がしや

この時、念願だった一眼レフ

したら花火を思い付きました。

です。Ａ工法、Ｂ工法に分か

士演習場周辺の住宅防音工事

ら主に担当していたのは東富

私が二十歳をすぎるころか

配属になり現在に至ります。

したが、その後、木造住宅へ

の現場で見習いをしておりま

ンスも考えなければなりませ

した建物でその建物とのバラ

ンが施工し中部建築賞に入選

ったことと本殿は大手ゼネコ

工したことです。工期が無か

嶽之下宮の参集殿を木造で施

た工事は小山町にある神社で

最近になり特に印象に残っ

枚のボードや合板を張ること

検討をしていきました。

ながら、施工方法仕上げ材の

卒業し、建設業に就職して

組立てる前だと、どれがどれ

がある為、解体後の既存躯体

特に大屋根はほどよく曲が

余暇の過し方は、映画鑑賞、

音楽リスニング、ドライブ等

でありますが、最近は写真撮
影を楽しんでいます。

昨年は、御殿場の仏舎利平

和公園へ行き桜を撮影してみ

ました。撮影時に写真の構図

は特に気を使うところです。

例えば人物撮りの際、顔が

写真枠の中央になっている画

像があります。一般によく日

の丸構造図と言われ写真にお

もしろ味がありません。カメ

ラを持って良い場所に移動し

てはシャッターを切り練習で

り使用しない素材をつかった

げに関しても、住宅ではあま

像しプリントしてからでない

ね。フィルムカメラでは、現

場で確認できる事が便利です

いました。
改修工事とは違い、

その中でも 高 気 密 高 断 熱の

験をもとにより良い建物を施

今後はいままで施工した経

した。

だけ気に入った画像がありま

真は何枚か撮影した内に一枚

から

施工では外 断 熱工事も何 回か

工しお客様に喜ばれるよう

いく状況でした。

施工しましたが断 熱 材の性 能

次の被写体は何をと考えま

日々努力していきたいです。

ております。

ニックを身に付けたいと思っ

つでも良い写真が撮れるテク

ラを持ち歩くようにして、い

どこかに出掛ける度にカメ

通りには撮れませんでした。

ピンボケや暗過ぎたりで期待

作して撮影してみましたが、

カメラに三脚付けて色々操

みました。

花火を楽しみ写真も撮影して

伊東湾上５ヶ所より一万発の

という事で行ってきました。

花火といえば伊東の按針祭

した。

を買い撮影ノウハウを知りま

さり、本屋に行きカメラ雑誌

を手に入れ、説明書を読みあ

すくなったことを思い出します。
その後は吹付断熱がでてき
て、よりコストダウンでき施

れており、着弾地からの距離

んでした。

工性が良くなりました。

年目になりました。学校では
で区分されていました。特に

私は沼津工業高校建築科を

建築関係を学んでおりました
Ａ工法は、外部の仕上げ材に

だか分からなく、必死になっ

に腐食がないか、梁・桁が重

りをつけなければならなかっ

としてアドバイスをいただき

当時担当していた方が監修

が、実際に現場へでてみると
よっては天井や壁に

て覚えたのを懐かしくおもい

みに耐えられるか、補強が必

ます。

たため、施工図をおこし原寸

入社してから半年は野帳場

り、石工事に関してはほどん

と写真の出来がわかりません

今はデジカメなので、その

す。

ど施工したことがなかったの

でしたから、とても便利な時

築工事を主に担当させてもら

住宅を建てていき、また新し

でその施工や注意点等、勉強

ただきました。内外部の仕上

高橋直也

い工法や資材が日々変化して

年頃からは新

㈱関建業

代になったものです。桜の写

段落し、平成

要かと検討したのを思い出し

枚～

教科書に書いてあったものが

原田潤一
19

を引いてお客様に確認してい

4

が良 くなり、厚みが薄 く 高 断

0

－9－

臼幸産業㈱

ます。また、防音工事がひと

3

になりました。

19
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睦産業㈱

りました。今では我物顔でず

山岸 和子
ペット紹介で以前投稿させ
っしりとコタツに寝そべって
毎月一度シャンプーと健康

て戴きましたのは我が家の雌
梯子を使用しないと降りら

診断のために通院し、又、朝

います。

れない程の大川で石にしがみ

夕時々散歩に連れ出しては健

ネコのリヨちゃんの事でした。

つき、体の何倍もする大声で

康を維持させています。
子供のいない私にとっては

助けを求めて泣き叫んでいた
のを主人がやっとのおもいで
鼠位の小さな白ネコでした。

いつまでも元気で長生きしよ

リヨちゃんいつも有難う。

我が子の様な存在です。

これで育つのかと思われま

うねと毎日話しかけています。

助けあげてきた時は、二十日

したが運良くすくすくと育ち、
家の外周りを元気に飛回り、
喧嘩をしては噛まれたり足を
挫いたり、虫歯を五本も抜い
たり何度も病院にかかりまし
た。でも病気では一度もかか
らなく丈夫に育ちました。
あれからもう十九年目に入

大栄工業㈱
代表取締役
長女

絵美

金澤清文
石上

いうよりは、顔は濃いけど笑

べ誰よりも大きな父ですが、

今でも兄や弟よりも良く食

の父親も“おじいちゃん”に

顔でやさしい父親だと思いま

そんな父が仕事で見せる、

なっていくんだなと思いなが

もうすぐ還暦と聞くと、自分

険しい表情やつらそうな所を

らもどこかで、いつまでも大

す。

見ると、色々と考えさせられ

きな背中でいてくれると思っ

てしまう私もいます。

る事もあります。

私の兄弟は４人と、比較的

ドシっとしっかりした父親で

家族の大黒柱と言えるほど、

含め兄弟１人１人が今まで好

はないけれど、いつまでも仲

多い方だと思いますが、私を

きな事をやらせてもらい何不

自由なく育ててもらいました。 の良い家族は私の自慢です。

幼い頃から色々な所へ家族

旅行に行き、楽しい思い出が

本当にたくさんあります。

雨の日や習い事の送り迎え

など、その時は当たり前のよ

「私 の 父」
自分が大人になってから感

普段はなかなか口に出して

うに思っていた事も今では感

祖父の会社を継いで工務店

言う事はできないけど、この

じる、気付かされる父親への

業を営む父の仕事を手伝うよ

歳になって、父・両親にはた

謝しています。

うになって父の仕事の大変さ

くさんの感謝の思いがあると

気持ちがあります。

に少しだけ気付く事が出来ま

同 時 に、 最 近 は 自 分 の“ 家

います。

族”の理想像なのかなとも思

した。
父はどちらかというと幼い
頃から厳しく怒られて恐いと

－10－
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バランスが逆転してしまった
のです。
こうなると仕事があっても
それをこなす能力がないので、

るようになって、次第に環境

が戻りつつあります。

蛍の寿命は羽化してから１

ためには外灯等のない暗い場

～２週間。上品に精一杯光る

このことは発注者側から見る

不調が続くことになります。
率の低下という二重の苦しみ

と事業が円滑に進まないこと

よ う に、「 こ っ ち の 水 は あ ー

が長らく続いて、業界全体の

水無月。蛍の飛び交う季節

所を好むようです。歌にある

言いたい放題
重要な需給バ ラ ン ス

万社（平成

しましたが、率にすると
つまり、仕事量は
％しか減少

とはありません。しかし建設

と環境を整備し、昔見た数え

まいぞ」と言えるきれいな水

一時期環境の悪化で見かけ

となりました。

を意味しており、社会全体か

また、建設業者から見ても、

にもなっているのです。

済の活性化等を阻害する要因

疲弊度は相当深刻な状況に陥
前述の理由から、大多数の

ら見ると安心安全の確保や経

日本における建設投資額は
建設業者は余力を失いつつあ

っています。
兆円をピークに
ります。余力を失えば若い社

平成４年の
年に

年々減少を続け、平成

下請不足からくる労務費の上

きれないほどの蛍の星を追い

員を雇用し育てることもでき

昇や円安に起因する資材費の

なくなった蛍も、近年徐々に

ませんし、災害時等の緊急時

高騰によって利益率が低下し

兆
にも十分な対応ができません。

てしまい、苦しい経営状況が

はピーク時のほぼ半分の
円となりました。これに対し
このことは地域社会そのもの

続きます。

平成十二年頃植生護岸を施

かける環境を後生に残したい

て建設業者数はピーク時の約

の力の低下にもつながってい

建設業に限ったことではあ

工した箇所では、現在植物が

戻り始め、あちらこちらで見

年）から、約

ると思います。建設業に限ら

りませんが、需給バランスを

と思います。

年）まで減少

ず、企業は適正な利益がなけ

保つことがいかに大切なこと

ることができるようになりま

％

れば、地域社会の一員として

なのか身に染みます。これが

たのに業者数は
していないのです。

第２次安倍政権が誕生すると、

業界全体の施工能力は一朝一

世の中全体が環境を意識す

認できました。

が川の石に付いているのが確

なるカワニナ（巻貝の仲間）

河川を覗いてみると、餌と

できます。

うになり風情を感じることが

ると黄色い点滅が見られるよ

自生し、数年前より日が暮れ

した。

の減少にとどまっています。

その責務を全うすることがで

崩れてしまうと発注者にとっ

万社（平成

％減少し

きないのです。

きく崩れて、業者同士の過当

かねてからの復興需要にアベ

夕で変えることはできないの

ても受注者にとっても良いこ

競争が繰り広げられました。

ノミクスによる財政出動が加

です。だからこそ、長期的か

月、

一方、発注単価も下落を続け

わりました。防災減災をキー

つ大局的な視点に基づいて、

年

てきており、労務単価等はピ

ワードにした公共事業が全国

社会全体で建設産業の在り方

ところが、平成

％も下落し

的に復活し、建設投資額は一

を考えていく必要があるので

その間、需給バランスが大

ています。このことは工事の

気に 兆円まで回復しました。
50

ーク時に比べて

利益率低下に直結しています。

はないかと思います。

即ち極めて短期間の間に需給

12

20
35

－11－

22
42

84
24 11

このように売上の減少と利益
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年

進め、まずは一年間を無災害
人が受講した。講習会は、

等作業主任者講習会を開催。

会は５月

合・建災防静岡県支部沼津分

会・ 沼 津 地 区 建 設 業 協 同 組

一般社団法人沼津建設業協

員とパトロール委員の両輪で
で過ごしていこう」と話した。
実務に必要となる基礎知識を

亡災害の撲滅と死傷災害の減

㈱）と高田博氏（渡邊工業㈱）
、

日が長岡重弘氏（富士峰建設

鈴木啓文氏（岳南建設㈱）
、

年労働者の確保が急務となっ

し労働者の高齢化が進み、若

るい兆しが見えてきた。しか

少に歯止めがかかり、少し明

はじめに臼井良太会長は「安

時・通常総会を行った。

イドホテルで平成

年度定

日、沼津リバーサ

年度

の災害状況を説明し「業界と
向上および資格取得を目的に

続いて小長谷所長が
習得し、足場組み立て技法の

協力し、災害を減少させてい

鈴木裕次氏（㈱佐藤建設）と

実施したもの。講師は

少を目指していきたい」と述

池谷孝二氏（臼幸産業㈱）が

ている。業界一丸となって、

話し合った。

などの

はじめに本委員会担当の植

の事業計画・収支予算など全

議事では、協会関連３団体

倍政権になり、建設投資の減

議題では、作業主任者等講

務めた。講義は工事設備など

若い人の育成に取り組んでい

べた。

年度事業を説明し、

習会やパトロールの年間計画

作業環境に関する知識や関係

こう」と挨拶した。

年度の事業計画について

各委員に協力を求めた。安全

法令をはじめ、各種足場組み
に、作業計画や倒壊等の安全

いが、少数精鋭で諸問題に取

「委員の数も減少せざるを得な

理事退任に伴い、新理事に加

岡重弘氏（富士峰建設㈱）の

員長が「委員の数が減っても、

う」と語った。続いて髙村委

どを大きな声で発信していこ

り組み、技術者の地位向上な

日、会館大会議

～

日の研修旅行と

月６～７日の沼津工業高校イ

９月

日程が確定している事業は

ど事業実施計画を説明した。

施や技術体験発表会の開催な

会議では、技術懇談会の実

力をお願いしたい」と挨拶した。

ていくので、より一層のご協

事業全体は例年同様に実施し

藤修一氏（㈱加藤工務店）が

長）は５月

技術委員会（髙村和秀委員

技術委員会の開催

選された。

選任され他の理事は全員が再

少している協会の現状を述べ、
対策、作業主任者の役割を習

議案を承認した。なお、３団

定時総会・通常
総会の開催

行われた。

得し、

日の最終日に試験が

松弘行副会長が、会員数が減

成

日開催

大会・祈願祭は
で決定した。

月

立て、解体および変更を中心

日が

きたい」と語り、
澤田課長も「死

74

体とも役員の改選が行われ長

15

協会の動き

安全委員会の開催

日、平成

足場組み立て等
講習会開催

15

安全委員会（吉田伸一郎委
員長）は４月
度第１回安全委員会を会館会
議室で開いた。
当日は、沼津労働基準監督
署から小長谷幸弘署長と澤田
伸広安全衛生課長を招き、平
年度２か年の新任委

員らが出席した。冒頭渡邉雄

成 ・
二副会長は「安全委員会は、
協会活動の要です。新たに選
出された委員の方は、厳しい
目で建設事業の点検をしてい

建設業労働災害防止協会県

室で第１回全体会議を開き、

新委員の委嘱状を交付し、平

11

ただきたい」と挨拶。吉田委

日、協会

支部は５月

日と

員長は「２か年をこのチーム

３階大会議室で足場組み立て

20

－12－

13

26

26

18

26

で運営していきます。事業委

19

26

16

22

25

6
14

27

26

13

26
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ンターンシップ受け入れ。

表彰の伝達

日、静岡県労政

一般社団法人静岡県建設業
協会は５月

〃

）

◎田中博幸氏（富士峰建設㈱）
◎石塚克之氏（
◎土屋英和氏（岳南建設㈱）
◎秋山俊明氏（㈱土佐谷組）

〃

〃
）

）

◎藤曲利康氏（二葉建設㈱）
◎溝添臣江氏（
◎渡辺順一氏（

長年にわたる地元中小建設

岳南建設㈱代表取締役

どの徹底を図ってほしい」と

足場の管理、安全帯の着用な

「災害撲滅に向けて墜落防止、

署長が県内の災害状況を述べ、

小長谷幸弘沼津労働基準監督

てほしい」と挨拶。続いて、

この機会にしっかりと勉強し

安全に十分に配慮して無災害

も安全パトロールを実施し、

沼津協会安全委員長が「今年

行われた。冒頭、吉田伸一郎

織・団体の代表らが出席して

広安全衛生課長を招き、各組

署の小長谷幸弘署長と澤田伸

当日は、沼津労働基準監督

◎臼井 仁氏（臼幸産業㈱）

◎田代一彦氏（㈱佐藤建設）

策」について、続いて「平成

の災害事故事例と墜落防止対

広安全衛生課長が「木建工事

講習会では、同署の澤田伸

た。これからも安全第一で活

していただき、ご苦労様でし

地区で安全パトロールを実施

つ。金澤委員長は「昨年も各

で１年を過ごそう」とあいさ

木建協安全講習会
の開催

業発展に寄与された功労

災害防止を呼び掛けた。

いた。
◎伊倉俊夫氏（㈱オサコー建設）

年度改正に適応した足場の

◎小林達也氏（㈱加藤工務店）

受賞おめでとうございます。
）

会館で表彰式・定時総会を開

【全国建設業協会長賞受賞者】
◎土屋順一氏（

〃

◎榑林武臣氏

㈱東京ＢＫ足場ＴＢ教習セン

設備及び点検」をテーマに、

小長谷署長が災害の状況を説

いしたい」と話した。続いて

動していくので、協力をお願

・５条（従業員、精勤）

ターの飯高正一部長が「安全

榑林建設㈱代表取締役
績が良好な者

明し、災害が多くなっている

よく職務に精励し、勤務成
【静岡県建設業協会賞受賞者】

衛生規則改正足場の解説」
、本

・２条４号該当
多年にわたり企業経営の要職
・土木部門優良賞

地方協会員の会社において、
にあり、かつ建設業の健全な

ことに警鐘を鳴らした。澤田

安全衛生課長は、死亡災害の

社営業部山田正道係長と富士

サービスセンターの下山淳所

撲滅と死傷災害の減少を目指

年度伊豆縦貫錦ケ丘

長が「足場改正前・改正後の

平成

沼津地区木造家屋建築工事

していくと語った。

道路建設工事

違い、点検票の活用」につい

年度の事

安全協議会（金澤清文委員長）

会議では、平成

年度のパトロールの実

業と収支決算を報告したほか、

平成

施予定を確認した。また木建

従事者労働災害防止講習会の

日程を６月３日（沼津ニュー

容を「正式足場について、ほか」

木建協全体会議
の開催

角巾の使用を学んだ。

最後に救急対応として、三

・建築部門優良賞

人が参加するなか、
冒頭で金澤委員長は「日頃の

会員

開いた。

従事者労働災害防止講習会を

年度木建

て講演した。

特別養護老人ホーム高根・
ケアハウス高根新築工事
【静岡県建設産業団体連合会長
賞受賞者】

ンピア沼津で平成

は６月３日、ニューウェルサ

◎㈱山田組

績が顕著な者
◎東光建設株式会社
・４条１号
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
◎土井信和氏（渡辺建設㈱）

◎吉田伸一郎氏

沼津地区木造家屋建築工事

と監督署による安全講話の構

ウェルサンピア）と決め、内

安全協議会（金澤清文委員長）

安全衛生活動に協力していた
滅を目指し、パトロールや講

は４月

㈱佐藤建設代表取締役
に寄与された功労

を会館２階会議室で開いた。

17

績が良好である者

習など活動を継続させていく。

成とした。
【全国中小建設業協会長賞受賞者】

日、第１回全体会議

【静岡県建設業協会長賞受賞者】

今回は足場を取り上げたので、

・５条

25

◎鈴木啓文氏

だき感謝する。今年も事故撲

◎岩田安弘氏（臼幸産業㈱）

著な会員

◎臼幸産業㈱

発展のため尽力され、その功

21

◎沼田秀人氏（落合建設㈱）

永年にわたる建設産業発展

26

26

－13－

23

よく職務に精励し、勤務成

73

23
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JCMセミナー
の開催

静岡県土木施工管理技士会
沼津地区（鈴木昌彦地区長）

土木工事安全施工指針の解説

主要行事予定
場所

◎強化安全パトロール

や第 回土木施工管理技術論
文報告があり、受講者は土木
日時

日時

日㈯

時～

小山地区管内

沼建協長泉地区管内

９月

日㈭９時～

日㈬～

日㈭

沼建協沼津・長泉・裾野

９月

◎全国災害防止大会

地区管内

場所

日時

◎強化安全パトロール

高根ふれあい広場

９月

◎ソフトボール大会

工事全般における安全手法な

名

（一社）沼津建設業協会

７月８日㈫～

任者講習会
日時
会場
定員

分～

７月

会場

日㈫９時

日時

（一社）沼津建設業協会
７月 日㈬～ 日㈭８時 分～

日時

９月

日㈭

講師合同研修会
日㈬～
東京・横浜
９月

日㈮９時～

◎技士会研修会

場所

東京国際フォーラム

会場

◎安全委員
日時

（一社）沼津建設業協会

日時

◎職長・安全衛生責任者教育

◎献血

日㈭９時～

７月２日㈬９時～

どの理解を深めた。

日時
場所 沼建協御殿場小山管内
◎地山掘削土止め支保工作業主 場所

地区だより
小山地区
安全パトロール
の実施
沼津建設業協会小山支部は

会場

日（火）に安全委員会

事業のパトロールを行った。

◎木建協安全パトロール

５月

工指針などを題材とした２０

当日は土木工事２件と建築工

８月

13

18

24

会 場 （一社）沼 津 建 設 業 協 会
《新社屋》

守る勇気と続

安 全 標 語

◎決めたこと

優

自分

田代

みんなで築こう安

臼幸産業㈱

ける努力

全職場



紙一重

確かめて

◎危険と安全

の目で観て

飯田総一郎

小川純平

大きな事故の

㈱飯田建設工業

◎見逃すな

㈲一杉興業

小さな予兆
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は６月４日、土木工事安全施
１４年度ＪＣＭセミナーを開

日時

木建協長泉地区管内

分～

事１件のパトロールを行い、

場所

した。

時

工事概要、安全対策等を現場

◎月例安全パトロール

日㈪

人が受講

代理人から説明を受けた後、

き、技士会会員ら
当日のセミナーは、全国土

◦平 成26年度作文コンクール

日㈬９時～

◦小雨決行

８月

電話により協会まで

日時

又は、定員になり次第締切。

安全体制の確認・点検を行っ

午前8時30分～午後5時まで

木施工管理技士会連合会との

沼津市・裾野市・御殿場市

た。

山梨県リニア見学センター

共催で実施。冒頭のあいさつ
に立った鈴木地区長は、ＣＰ
ＤS学習プログラムで取得で

へご応募ください。

きるユニット数について説明
した後、
「東京オリンピック開
催などに伴い、技術者の果た
す役割はますます高まってお

料

無

り、われわれは研鑽を続けな

その他

７

申込方法

６

申込期日

５

ければならない。有意義な１

平成26年7月14日㈪～ 7月18日㈮

25

25

参加費用

４

見学場所
２

日としてほしい」と呼び掛けた。
セミナーはＤＶＤ講習で、

笛吹川フルーツ公園

30

12

（80組160名）

30

30

平成26年8月5日㈫

24

在住の小学生と保護者

22

23

18

20

親子現場見学会
参加者の募集

26

清水町・長泉町・小山町

10

24

13
実施日
１

対象者
３

17

20

70

沼津建設業協会からの
お知らせ
一般社
団法人

38
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