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沼津建設業協会
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報
誌

（一社）沼津建設業協会
会長

臼井

良太

工業高校の土木科を卒業した生徒が土木関連の会社に

明けましておめでとうございます。

入社する確率が半分以下と云う寂しい現状です。人気

昨年は建設業界にとっていろいろな問題が出た年で

のない原因は休日の少なさ、収入の少なさ、残業の多

した。橋の耐震補強でS会社の下請けの溶接の不備で、

さ、仕事減少の将来への不安などといろいろあります。

使用された部品が規格外だったことや、マンションの

週休２日制、社会保険の整備、女性技術者の育成等と

基礎工事での杭の長さが足りなかったことなど、最近

他の職業では当たり前の事が、我々の業界ではできて

では東日本大震災やたびたび起こる自然災害の復旧な

いない、仕事が選べる時代では無理ない事だと思いま

どにより業界の必要性などを認識されて我々の地位の

す。

向上に役立っていましたが、建設業の下請け任せの悪
い体質が出てしまい残念です。

役所のいろいろな対策の中で、一番価値があるのは
国土交通省の工事の工期の繰り越しや、国債を活用し

工事が複雑化して専門工事会社に任せることが多く

た平準化やフレックス工期などだと思います。我々の

なって来ていますが、元請け責任はあり専門業者との

ほとんどの仕事が３月の工期で４，５，６月は仕事が

報告、連絡、相談をよくして、同じようなことが起き

ないために、１年中で一番仕事に適している時期に遊

ないように心するようにしたいと思います。

んでいて、寒さの厳しい時期に忙しく仕事をしている。

建設業にとって近い将来の最大の不安要素は、技術

このようなことが平準化されれば、他業種とも遜色の

者や技能者の担い手確保です。国土交通省をはじめ官

ない状況になります。建設業の危機を救うために、発

民上げて危機感を持って対策に乗り出しています。若

注機関の皆様のご協力をお願いすると共に我々もさら

手の労働者が足りない事は建設業に限ったことではな

なる努力が必要だと思います。

く、人気のない職業はほとんどが同じような状況です。
－1－

今年１年よろしくお願いします。

日本政府の見込みでも２１０

５０年が８５、２０７０年が

０とした数値で日本は、２０

によれば、２０００年を１０

が昨年発表した世界人口推計

が到来しています。国際連合

したことのない人口減少社会

先進国としてどこの国も経験

１憶２７４７万人をピークに、

日本の人口は２００６年の

子化への対応策を打ち出して

これまでも政府がたびたび少

人が維持できるそうですが、

ることができれば、人口１億

ま で に ２．１ ０ ま で 引 き 上 げ

３であり、これを２０３０年

年 の 合 計 特 殊 出 生 率 は １．４

ーネットによれば、２０１３

の上昇が必要ですが、インタ

人の女性が産む子供の目安）

ためには合計特殊出生率（一

した。人口１億人を維持する

給付を行うということだそう

所得や資産の状態を考慮した

を減らすという事ではなく、

対して年金や社会保障給付金

す。もちろん全ての高齢者に

給付を増やす仕組みだそうで

支出を見直し、子育て世代の

す。高齢者に対する社会保障

障制度の見直しがあるそうで

一つの策としては、社会保

いのでしょうか。

ではどのようにしていけばよ

莫大な責務を負っている日本

のためには若い人が魅力を感

になると言われています。そ

革できれば人口減少の歯止め

率は１．１３）。この状況が改

（２０１３年の合計特殊出生

には適切な環境とは言い難い

家庭を持ち子供を産み育てる

する。しかし東京は結婚して

や教育を求めて東京圏に移動

多くの若者が地方から、雇用

るというもので、すでにその

行政機能の自立を困難にさせ

口の減少は、人口を減少させ、

障制度の持続可能性が困難に

や医療、介護といった社会保

よる経済成長率の鈍化。年金

高齢化による生産性の低下に

クの源泉となる貯蓄率の低下。

手）が低下し、資本のストッ

問題としては、労働力（働き

人口の減少によって起こる

水準になっているそうです。

計特殊出生率が２前後の高い

おり、その政策の結果が、合

ス は ２．５ ～ ３ ％ で 支 出 し て

あり、スウェーデンやフラン

パ諸国と比較して低い水準で

る割合が１％程度でヨーロッ

関する支出は、ＧＤＰに占め

しかし日本の少子化対策に

ったレポートを公表しました。

９６の自治体が消滅するとい

減少問題検討分科会は全国８

の５月に日本創生会議・人口

言われています。２０１４年

もう一つの策が、地方創生と

と考えられています。そして

出が増え、出生率が上昇する

が回り少子化対策に関する支

れによって子育て世代に予算

ています。

な政策ができることを期待し

あっても次世代への持続可能

であり、国民に多少の負担が

況に向かっていることは確か

す。ただ日本社会が危機的状

解決は容易ではないと思いま

いずれにしてもこの問題の

とです。

が必要になってくるというこ

傾向は現われているそうです。

０年で８３００万人というこ

きたが出生率が伸び悩んでい

です。実際には資産の把握が

じられるような、まちづくり

なる。といったことが挙げら

少子化対策としては、女性が

これは物理的な意味ではなく、

となり、

とから、まさしく人口が３分

ることから、これは非常に難

難しいかもしれませんが、こ

７６、２１００年が

の２になってしまうことにな

しい数字だといえます。

れており、政府は２０１４年

働きながら子供を産め、育児

ります。

に「骨太の方針２０１４」に

歳までの女性が半
できる環境の整備をすること

減するといったもので女性人

歳から
おいて人口の維持目標１億人

で異論はないと思いますが、

39

－2－

66

という具体的な数字を出しま
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人 口 減 少 問 題 に つ い て

1

環境カウンセラー

砂漠化はどうして起こるか

保坂貞治

荒地化した内モンゴルのムウ
ス砂漠は年ごとに拡大し、か
つては水草が豊富に茂り馬の
供給地であったこの地も砂漠
化が速く、既に唐末期の九世
紀頃より始まっていたという。
中国北部華北地域の灰黄色
の土から出来ている黄土高原
地帯には、黄河及びその支流
域には侵食された断崖が目立
ち緑の殆ど見られない丘陵や
山岳地帯が広がっている。こ
の地域の年間降水量は乾性半
湿潤地より多いのに砂漠化し
ているのは、南部の江西省常
山県（チャンシーショウチャ
ンシャンケン）で水の侵食で
広がっている砂漠があり、こ
こは年間降水量1725㎜と
多くその 割が 月～ 月に
か け て 降 り、 平 均 気 温 は ．
度で常緑樹の茂る豊な森の
広がる森林地帯でした。常山
では1950年代末頃中国政
府の方針で製鉄用の燃料を得
るため盛んに松林を伐採した。
また1966年に始まった文
化大革命当時、乱伐を繰り返
し農民が使う家庭用燃料の薪
にしたり、更に丘陵地の肥え
た表土やそこで刈り取った草
を水田や畑に入れ肥料にした
のが元で砂漠化が広がってし
まった。
黄河源流のチベットのアム
ネマチン山脈やその主峰マチ
エン（6282m）は雪に覆

われ麓には、至る所から雪解
け水が流れ泉が今も絶えるこ
となく湧きだし湿原や草原を
つくっている。黄河流域も黄
河がもたらした森と草原が広
がり生き物達が豊かに暮らせ
る豊かな土地であった。これ
は大地が遥かな自然の歴史の
中で造られた遺産で、人が棲
み、生活、文化の向上を願い
産業技術を発展させた。しか
し人口増による食糧問題の解
決のため過度な土地の酷使に
より自然の生態の調和を崩し
砂漠化を広げている。
日本のように草や木の無い
荒れ地にしても直ぐに草が生
え、やがて木の種子が飛んで
きて自然に森になっていくと
いう土地は少なく、世界では
一旦荒れ地にしてしまうと砂
漠となり元に戻り難い土地が
殆どである。
草原や森の緑は、自然が地
球創世 億年の遥かな時間を
かけ造り上げられたもので、
例えばシベリアの極寒のツン
ドラ地帯ではコケの上を自動
車が通り、ワダチでコケを剥
がすと元に戻るのには数十年
の年月が掛かるという。草や
木、緑の植物が自然の生態系
の中で果たす役割と、それが
地球の遥かな歴史の中で造ら
れたことを考え緑の自然を大
切にしなくてはならないと考
える。

－3－

（100）

中国では1998年に人口が
． 億 人 に 達 し、 食 糧 問 題
が大きな課題となり食糧増産
の必要性から更に過剰に土地
を酷使し食糧確保を図った。
内モンゴルのムウス地域は食
糧確保のため、過度に森林伐
採が行われ放牧地を広げ家畜
の過放牧を行った。こうした
食糧増産を図った結果土地は
荒れ砂漠化してしまった。こ
うして黄河の賜と言われた肥
沃な氾濫原の土地を砂のムウ
ス大砂漠にしてしまった。
西域の敦煌周辺での砂漠化
も激しく、解放当時は紅柳が
茂り水辺の美しい風景を醸し
出していたのが、 年の間に
土地は徹底的に利用され今や
見る影もない砂漠になってし
まった。河西回廊の砂漠も東
や南に拡大して砂嵐や熱風は
年ごとに激しくなっている。
自然の植生により表面を固定
していた砂地は、地力を失い

46

生命の営みのある地球環境を考える

２ 35

１

砂漠化に苦しむ中国
が海に運び込む土砂の量は
億トンにも及んでいる。黄河
は度々洪水を起こす暴れ川で、
洪水により流域に肥沃な土壌
をもたらし、紀元前2500
年前に、流域に古代黄河文明
が発達した。しかし、都市の
発達と人口増による食糧危機
に度々見舞われた。それを乗
り切るため農業技術の改良、
工夫により賄った。しかしこ
れれも土地の酷使に繋がり、
過酷な土地利用により地力を
失い荒地化してしまった。緑
を失った土地は、土壌流出や
風で細かい表土が飛散し、北
京を春先に訪れると砂嵐の洗
礼を受けることが珍しくなく
目も開けていられないような
砂嵐が吹くこともあり、近年
はその砂嵐日数も益々増加し
ている。また草原地帯では家
畜の放牧が盛んに行われ過放
牧により草原は次第に荒れ砂
漠化が進行している。加えて、
16
13

7

20

異常気象の要因

中国は砂漠化の著しい国で、
砂 漠 化 し た 地 域 は 実 に₃₃，
270万 に及び国土の ％に
あたる。これは世界第 位の
インドの砂漠化した土地の約
倍の面積に当たる。砂漠の
一歩手前までの地域を加える
と更に広大な地域となり、広
い中国では統計資料はハッキ
リしないが、少なくともここ
30年間で内蒙古から河北に
かけて（ 万㎞）砂漠化が進
ん で い る。 現 在 も 年 間 ．
万㎢づつ拡大しつつあると
言われている。国連が197
年にナイロビで開催した砂
漠化防止会議で中国は砂漠化
の危機が極めて高く深刻な国
の一つとして挙げられ、15
00万 以上の農地が砂漠化
の影響を受けて収穫量が大幅
に減少していると言われてい
る。
黄河の水には、水 ㎥に黄
砂が ㎏含まれ、年間に黄河
ｈａ

10

ｈａ
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文 井下秀文

第三十七回 三段 式スイッチバックの高 低 差︵ 島 根県 ︶

峠越え︒斜面にどう取り付

路で、一九九二年に開通した

ループ」と呼ばれる高規格道

の通らない荒れた道路となる。

り坂である。たちまちクルマ

分岐を過ぎるとさっそく登

れた凹地で、冬は一帯がスキ

三井野はなだらかな山に挟ま

った。蕎麦畑と神社があった。

メインルートである。

ー場になる。

通行上支障となるところは特

が現れ、三井野原駅になった。

新道と交差し木次線の線路

砂利や落ち葉の堆積があるが、

である。ループ橋は面白そう

にない。

さてどちらを歩くか？問題
な気がするが、歩きの場合、

のと考える。旧道が荒れてい

は、変化が緩慢で退屈するも

広大な建造物の移動というの

どき聞こえる新道の通行音と、

と登っていく。谷間からとき

勾配十％の坂道をうねうね

て一時間半であった。

ある。子連れでゆっくり歩い

スキー場に囲まれた無人駅で

ここで帰りの列車を待つ。

水」があり、旅のマストアイ

雲坂根駅前には湧き水「延命

三段スイッチバックの全容を

あまり見晴らしはきかない。

道沿いは木が鬱蒼と茂り、

ろちループの自動車道が雄大

十五分、二一〇円である。お

ゼルカーに乗った。

テムである。いくらか汲んで

見渡すポイントは、さらに獣

に見られる。慎重に坂を下り

スイッチバックで後退すると、

出雲坂根までは六・四キロ、
いこう。

道を上っていくというが、見
つけられなかった。

▲スキー場の中にある三井野原駅．

旧道は駅前の川を渡ったと

▲わぴしい旧道。荒れた上り坂．

ころに、家が数件並んだとこ

▲車窓から眺めるおろちループ橋。

旧道を歩くことにする。出

もしかしたら木次線列車の通

出雲坂根である。延命水を汲

て足元が悪そうだが、面白そ

すれ違うクルマも人もない

みにくる人でにぎわっていた。

本数が極めて少ないので、一

ろを通っている。旧道の方向

まま一時間ほど歩き続けると、

行音が聞こえるかもしれない。

標識は古いもので、広島方面

三井野の集落になり平らにな

うではないか。

を示している。

時間半待って、一両のディー

後、次の駅に行くまでに、大
きく回りこみながら高度をか
せいでいる。
高度は、出雲坂根が五六四
ｍ、三井野原が七二七ｍで、
高低差は一六三ｍ。この標高
差を歩いてたどってみたいと
いうのが、今回の企画です。
もちろん、歩くといっても
線路沿いを歩くわけにはいか
ない。国道三一四号を歩くの
だが、旧道と新道がある。
旧道は曲がりくねった山道
である。しかし新道は、ルー
プとなっている。しかも二度

▲旧道の分岐。右方向へ進む。

－6－

それ以外は静寂である。

回 っ て い る。
「奥出雲おろち

▲スタート＆ゴールの出婁坂根駅。

き、高度を上げていくのか。
現在では長いトンネルをまっ
すぐに掘ってしまうところだ
が、昔は地形に忠実に沿いな
がら、スイッチバックやルー
プ線で坂を登り下りするのが
標準であった。
奥出雲の出雲坂根駅は、三
段式スイッチバックで有名で
ある。島根県と広島県を結ぶ
木次線の、県境にある。
地図を見ていただきたい。
鉄道はただのスイッチバック
でなく、もう一回折り返して
形になっているのだ。その
▲出雲坂根付近の地図。山越えの三様。
青ルートで歩き、鉄道で戻った。
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健 康 応 援 便

時間～

時

プ

杯を水

ℓで希釈）で消

毒しましょう。

なお、アルコール消毒剤は、

ノロウイルスには効果が期待

できません。

ノロウイルスは、飲食物を

★ノロウイルスにはもう
つの顔があります。

的なタイミングでの手洗いを

介して感染する「食中毒」の

た後、盛付けの前など、効果

励行しましょう。石鹸を付け

他、人から人にうつって感染

する「感染症」という、もう

秒

てしっかりと泡立てて約

洗い、流水でよく洗い流して
ください。

染した人の嘔吐物や便の処理

感染してから

★ノロウイルス食中毒の症
状は？

とにより感染します。

静岡県東部健康福祉センター
衛生薬務課

ノロウイルス食中毒を防ごう！
手洗いが最大の予防策
が含まれます。また、カキな
どの二枚貝の内臓にウイルス

間後に、吐き気や嘔吐、腹痛

②食品はしっかり加熱！：食

つの顔を持っています。感
や下痢（水のような激しい下

を行った場合や、感染した人

℃～

品を加熱調理するときは、中
しょう。中心部を

℃以下）など

痢 ）、 発 熱（

日で回復します。し

秒以上加熱するのが目安

まうことがあります。

ても、食中毒予防と同様に、

～

で

食材の鮮度とは関係ありませ

ね

週間か
の中に多量のウイルスが排出

やはり「手洗い」が大変重要

ノロウイルス感染症につい

されたカキなどの二枚貝を生

ん。「 新 鮮 だ か ら 安 心 」 と い

です。ノロウイルス食中毒は、

ノロウイルスは、胃腸炎症

されますので、周りの人にう

な予防策となります。また、

で、あるいは十分に加熱しな

感染した人の嘔吐物や排泄物

状を起こす小型球形ウイルス

③調理器具はしっかり消

などにより汚染された場所や

うのは間違いです。

毒！：まな板、包丁、著、ボ

つさないように注意が必要で
② 二 次 汚 染︵ 人 ↓ 食 品 ↓

いで食べることにより感染す

発症します。

物の消毒には、前述の ％よ

人︶
：ノロウイルスに感染し

ールなどの調理器具は、使用

このウイルスは、自然界や

りも更に高濃度の

た人が、用便後に手をよく洗

後にしっかりと洗浄し、熱湯

食品中で増殖せず、人の腸管

ます（

％次亜塩

0.02

杯を水

ℓで希釈）。

％塩素系漂白剤のキ

素酸ナトリウム溶液を使用し

①手洗いが最大の予防策！：

塩素酸ナトリウム溶液（市販

％の次亜

わずに調理をすると、手や調

トイレの後はもちろん、調理

ャップ

℃ 以 上 ） や、

内でのみ増殖し、患者の嘔吐

理器具から食品にウイルスが

％塩素系漂白剤のキャッ

（
グラムあたり

の

物や便には、

の前、生の肉や魚介類に触っ

0.02

0.1

2

85

５

1

億個ものウイルス

2 ５

★ノロウイルス食中毒の予
防方法は？

で、 感 染 力 が 非 常 に 強 く、

ケ月程度、便

１

ノロウイルス食中毒は、
年を通して発生しますが、毎
が蓄積されていることがあり

１

が触ったドアノブやタオルを

★ノロウイルス食中毒の感
染経路は？

かし、回復した後も

ます。

年 月頃から発生件数が増え
月頃まで多発

５

心部までしっかりと加熱しま

①加熱不十分な二枚貝︵食品

ら長いときは

90
す。

３

ることがあります。

２

の症状が現れます。通常は概

注意が必要となります。

↓ 人 ︶： ノ ロ ウ イ ル ス に 汚 染

85

始め、翌年の

１

触ることによって感染してし

★ノロウイルスってどんな
ウイルス？

90

しますので、この時期は特に

30

℃

48

⑹
￨

100 個 以 下 の 少 な い 量 で

１

１

1
うつり、この食品を食べるこ

万から

10

－7－
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第21回作文コンクール
広報青年委員会

日に実施した平成

第二十一回作文コンクール受賞作品について
広報青年委員会（林則夫委員長）は、８月

月

日、

年度親子現場見学会（浜岡

原子力館・マリンパーク御前崎）参加者を対象とした作文コンクールの入賞者に、
賞状と記念品を授与し表彰した。

20

27

矢ケ部将士くん

「最優秀賞」

清水町立清水南小学校
二年 矢ケ部将士

さいしょにてんぼう台から

て見たのですごくこうふんし

でんきを作るところを初め

んをいっぱいとりました。

見ました。きになったのは、

お昼は、マリンパークお前

たのでたのしかったです。

あるのがふしぎでした。きい

崎に行っておべん当をたべま

海の上にあるぼうがたくさん

たら海の水をすっていると、

ひこうきのコックピットみ

台ができなくてがっかりしま

とあそびました。長いスベリ

した。お昼がおわって友だち

たいなところがあって、そこ

した。でも小さいすべり台で

知りました。

のボタンやレバーであそびま

も友だちがいたからたのしか

んなところが光ったり車がで

電気をたくさん作ってると

ら楽しく帰りました。

帰りのバスで映画を見なが

ったです。

した。いっぱいいじれてうれ
しかったです。

きょうぼくは、バスにのっ

てきてすごかったのでしゃし

つぎに見たもけいは、いろ

て原子力をかんさつに行きま

浜岡原子力館に行った

した。

立会のもと表彰したもので、受賞者からは「来年も親子現場見学会に参加して、作文も頑張っ

林委員長、佐藤副委員長らがそれぞれの学校を訪問し、校長先生、教頭先生、担任の先生の

11

19

て応募したい。」との頼もしい言葉が語られた。

低学年の部
▽最優秀賞

瀧口雫さん

（清水南小学校二年）
▽優秀賞

上泉穂乃佳さん

（浮島小学校三年）
▽優秀賞

菊地ひかりさん

（長泉小学校一年）
高学年の部
▽最優秀賞

齋藤優衣さん

（長泉北小学校六年）
▽優秀賞

渡邉眞央さん

（浮島小学校四年）
▽優秀賞

（長泉小学校四年）

－8－
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「親子現場見学会」

－最優秀賞に矢ヶ部将士くん、菊地ひかりさん－

いろんなばしょ、いろんな

ました。

かいがあって、すごいと思い

ころが大きく、たくさんのき

タッチすると、ドやレいろん

チするのをやりました。魚を

んかんにあったがめんをタッ

ったので、ふしぎでした。げ

ありました。じんじゃもなか

みてみたらおおきいとりいが

いきました。てんぼう台から

おしました。てんぼう台にも

ありました。あとスタンプも

ラが二台ついていてわたした

というのもやりました。カメ

た。あと、ブルーサーツアー

かべやいろんなのがありまし

００ｍには、ねん土でできた

たら、うごきました。ちか５

した。でも一度おりて、のっ

回うごかなくてびっくりしま

のにのりました。のったら一

では、さいごにちか５００ｍ

うちゃくしました。たてもの

しばらくはしって、やっとと

おりて、山のなかのみちを、

きました。こうそくどうろを

まおかげんしりょくかんへい

こんかいは、さいしょには

りがとうございました。

えて、うれしかったです。あ

おべんとうやおみやげがもら



ちょうどはじまるところでし

たけどどうぶつの、えいがが

じかんが一じかんしかなかっ

っくりしました。けんがくの

は、たいへんおおきくて、び

ったので、はじめてじぶんの

とししょうがっこうに、はい

ものが見れて楽しい１日でし

な音がなりました。どんなふ

ちががめんにうつるとか、い
長泉町立長泉小学校

一年 上泉穂乃佳

はまおかげんしりょくかん

日に、お

－9－

「優秀賞」

た。

うに作ってるかしりたいです。

ろんなのがありました。と中

「優秀賞」

ほかは、回すとどんなふうに

でぬけだしたけどおもしろか

しまいました。楽しかったで

ったです。帰りのバスでねて

がどんなふうにながれるかし

わたしは、８月

たからみました。大きなまる

す。いろんなことができたの

にいちゃんとままとはまおか



あっておもしろかったです。

でつぎのがとてもたのしみで

きかいがんにいくばすつあー

おわってすこしじかんがあっ

ものには回すと電気の力でひ

りたいです。もう一つのたて

もありました。わたしは電気

電気がながれてるかわかるの

沼津市立浮島小学校

り、のりものにのった子たち

にさんかしました。わたしは、

たので、えれべーたーで、一

いすくりーんではくりょくが

がいろんな電気をあつめてい

いままで、けんせつぎょうき

ばん上のかいへいきました。

げんしりょくかんとおまえざ

くきかいもありました。その

ょうかいとつあーに、ようち

すごくたかいところにあって、

す。

ぼうはていがでかくて、び

ゲームは、いがいとおもしろ

えんのときから、おにいちゃ

とおくまでよくみえました。

こうきがとんでるのがあった

っくりしました。あとクイズ

かったけど、時間がきてしま

んとさんかしていました。こ

雫

もやりました。答える時間が

いました。はまおか原子力館

三年 瀧口

みじかくて答えられないのも

はまおか原子力館

19
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ほかにみるところがたくさん
あったけど、じかんがなくて

「最優秀賞」
年後からはどう

の石油しか残っていないとい

ゲームです。ゲームで体感し

次に楽しいと思った事が、

う事なので

海も行けたので楽しかった

たです。また、ゲームをクリ

るなんて一石二鳥で楽しかっ

ながら、原子力のことをしれ

ので、たくさんのことを知れ

ってみたいです。色々学べた

ら、新エネルギーホールに行

次に浜岡原子力館に行くな

です。

次にびっくりしたのは、１

アすると発電していくものが

てとてもいい現場見学でした。

するんだろうと、ぎもんに思

たいとおもいます。つぎにお

００年後には６℃ぐらい温度

あり、見ているだけでも、と

みることができませんでした。

まえざきのかいがんへいき、

が上がることです。そんなに

いました。

おべんとうをたべ、あそびま

思った事です。工夫されてい

沼津市立浮島小学校

「優秀賞」

てもおもしろかったです。

そして私が、すごい、楽し

ると思った事は、実物大制御

最後に工夫されているなと

いと思ったことはバーチャル



しているなと思いました。ま

盤です。一つの場所で、コン

ごいと思いました。また、そ

た、本当にそれを使っている

インです。カードでほうしゃ

れを本当にやっているので少

と思うと見てみたいと思いま

トロールしているなんて工夫

し大変そうだなあと思いまし

のうの量をはかれるなんです

思いました。

温度が上がると暑そうだなと

つぎはかぞくでゆっくりとみ

長泉町立長泉北小学校
六年 菊地ひかり

浜岡原子力館で学んだ事
私が浜岡原子力館で学んだ
事がたくさんあります。

四年 齋藤

優衣

した。
たのしみにしていたすらい
だーがつかえなくとってもが
っかりでした。かわりにうみ
でおもいっきりあそびました。
わたしは、いままでうみであ
そんだことがほとんどなかっ
たのでうれしかったです。ひ
ともあまりいなくじぶんのう

した。



次に工夫されていると思っ

た。
次にすごいと思った事は展

た事は、バーチャルエレベー

わたしは、親子現場見学会

まず、私がびっくりしたの
は、防波壁です。太くてがん

望台です。エレベーターの小

ターです。地下５００ｍの深

で浜岡原子力館に行きました。

ちのちかくにあればいいのに

じょうそうでとても大きくＣ

さな窓から見えた防波壁がと

い所に捨てて、ほうしゃせい
展望台の上から見えた原子発

はいきぶつを外にもらさない

原子力館には、実物もけいや、

浜岡原子力館に行って

こんかいのつあーは、てん

Ｍで見ていたよりはく力があ

ても大きく見えました。また

とおもいました。

きもよくたのしめました。あ

りました。
次にびっくりしたのは、石

せいぎょ室など原子力発電所

にあるものが、てんじしてあ

ように工夫されているなと思
いました。

電所が予想とちがう形をして
いました。

油が残り富士山の１／８しか
年分

－10－

40

りがとうございました。また
らいねんもさんかしたいとお
もいます。

ない事です。これは後

40
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ました。

しょ分されていることが分り

地下５００ｍの場所にちそう

もれないように、包まれて、

んそうにも、ほうしゃのうが

うしゃのうはいきぶつは、な

くびがいたくなりました。ほ

とても大きく、上を向いたら、

りました。原子力もけいは、

るようにしていきたいです。

て、みんなが安全に生活でき

と勉強をすることです。そし

とです。原子力についてもっ

とは、電気をむだにしないこ

うです。わたしが今できるこ

らいたいです。電気もひつよ

のうがもれないようにしても

ます。だからにどとほうしゃ

がんばろうと思いました。

十分くらいの説明を聞くので、

いました。四年生からは、四

と答え、申しこみをしてもら

る。」

「大丈夫。わかるようにす

と言われたので、

には少しむずかしいな。」

「浜岡原子力館だって。眞央

わいのに、放射能をひばくす

起こったら、それだけでもこ

想を上回る大震災や大津波が

だとわかりました。でも、予

て、安全に配りょされた設び

のいろいろな問題点を改善し

と思いました。また、震災で

作られていて、すごいなぁ、

ごくげん重な設計のもとに、

くなりました。でも、この一

会社、風力発電だ、とうれし

な風車を見つけた時は、この

家の近くの会社にこの小さ

えました。

たけど、すごくおしゃれに見

っていた風車と、ちがってい

が並んでいる風景は、私の思

一つとしての風力発電。風車

一日も早く、原子燃料の放射

る こ と に な っ た ら 大 変 で す。

ようですが、すばらしい取り

てを、まかなうことは無理な

機では会社で使用する電力全

浜岡原子力館に着くと、さ
っそく係の人の案内で見学が

性廃き物の、安全で確実な処

組みだと思います。

「優秀賞」

とつなみで原子力発電所から

始まりました。展望台に上る

分ができることを願っていま

わたしは、この夏、じしん

ほうしゃのうがもれだし、ど

と、となりの原子力発電所が、

本を読んで、こんなにほうし

いうほんを読みました。この

けました。大量の海水によっ

津波によって大きなひ害を受

す。東日本大震災で、原発は

人位の人が働いているそうで

していないけど、約三千八百

原子力発電そのものは、か働

すぐ近くに見えました。今は

原子力発電によって、私たち

気を作ることができるとか、

で、一家族の約八ヶ月分の電

ウラン一センチ四方の大きさ

っぱいあって調べてみました。

ないとわからないことが、い

今回の見学を通し、勉強し

海に入って波とも遊んで、楽

さんとトンネルを作りました。

感動しました。砂浜で、お母

面見渡せて、そのきれいさに

に上ると、ぐるっとあたり一

ームは残念でしたが、丘の上

ダーや、しらすのソフトクリ

ーク御前崎のタートルスライ

さないように、地そうしょ分
をしたり、つなみがこないよ

親子現場見学会に参加して



うに、ぼうはへきをしていま
した。

来年も楽しみにしています。

楽しみにしていたマリンパ

ゃのうがきけんなことだとし

て冷却するために、海辺につ

の生活がいかに豊かになった

しかったです。

ほうしゃのうがもれだすと、

これからの新エネルギーの

す。

りました。浜岡原子力発電所

くられたことがわざわいした

のかなども知りました。

では、ほうしゃのうがもれだ

今年はどこかなぁ、と楽し

ようですが、浜岡では津波対

長泉町立長泉小学校

のような生活をおくったかと

眞央

みにしていました。町の広報

策としての防波壁は、ものす

四年 渡邉

を見たお母さんに、

ふるさとがなくなってしまい

－11－
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成功し同点、引き分けに持ち
込める場面。しかし日本代表
は引き分けを選ばず、勝つか

私の日本代表のイメージだ

あろうか。

が日本の勝利を想像できたで

後日本のラグビーファンの誰

かった。試合前、試合開始直

勝ってしまうとは思いもしな

るつもりであったが、まさか

リカとの力の差は理解してい

多少なりともは日本と南アフ

私もラグビー経験者である。

だと海外で大きく報道された。

本の勝利は歴史的な番狂わせ

大会、日本対南アフリカ、日

ワールドカップイングランド

まだ記憶に新しいラグビー

厳しい鍛錬を積上げ、万全の

たといった次元の話ではなく

リラックスしてプレーが出来

ている。単に体調が良かった、

らかに世界との「差」を詰め

落ちていない。この変化は明

負けしていなく、スピードも

後半になってもまったく当り

の印象が変っていった。試合

し試合が進むにつれ日本代表

い。結果は見えていた。しか

比べても一回り以上体も大き

し、相手選手は日本の選手と

ンキングでも常に上位に位置

候補に名前があがり、世界ラ

リカも例外でなく相手は優勝

のラグビーファンの気持ちす

向きな姿勢は国境を越え海外

表のフェアプレーの精神や直

的に多かったそうだ。日本代

日本代表を応援する声が圧倒

カを応援していたが、終盤は

のほとんどの観客が南アフリ

試合開始時にはスタジアム

トライ、歴史的勝利となった。

７回ものアタックをし、見事

攻込む日本代表。左右に合計

ンの泡のように次から次へと

なかったが、まるでシャンパ

クラムから綺麗にボールは出

のディフェンスは激しい。ス

らのスクラム。当然ゴール前

言いたい放題
負けるかの勝負に出た。敵陣

が外国との試合で毎回開始直

ら変えてしまった。全ての条

ゴール前中央やや左の位置か

後から前半の終わりにかけて

「女子会」「○○女子」なる
言葉が５、６年前から言われ
はじめ、２０１０年には流行
語大賞にも選ばれ、今ではす
っかり定着している感がある。
しかしながら違和感のある方
も多いのではないだろうか。
これまで女子が少なかった
り、やってこなかったことに
対して言われることが多い。
しかし、よく考えれば昔から
理系に進む女子もいたし、山
登りをする女性もいた。反対
に育児をよくする男性を育メ
ンなどと言うそうだが、昔も
育児をする男性ももちろんい

た。わざわざ特別に呼称しな
くてもいいものをと思うが、

性を反映させたり活躍の場を
得るとてもいい事だと思う。

だが、そこが女性だけになっ
たらどうなるのだろうか。男
性の意見だけでなく……と言
っていたことと同じ状態にな
るのは想像に難くない。法改
正によって、働き方も昔と現
在とでは違ってきているが、
権利を得た分、無くした保護
や増えた義務もあることを理
解できているのだろうか。そ
して、男性も女性もその言葉
を盾にしていないだろうか、
頼りすぎてはいないだろうか。
男性と女性としかいないこ
の世の中、男性同士や女性同
士であっても、考え方や価値
観は異なっている。まして肉
体的にも、感覚や感性的にも
異なる男女では得手不得手も
ありそれは当り前のことだと
思う。だからこそ、足りない

せだったと私は確信している。

件が揃ったからこその番狂わ
私が一番心に残った事は、

２０１９年に日本で同大会

準備をしてきた事が想像に容

良い試合が出来ているが後半

日本代表が最後の最後に「勝

は、技術、スピードを活かし
からはフィジカル（肉体的）

負に挑んだ」ことである。試

いだろうか。みんな違ってみ
んなよいのである。すべてが

ものを補うことができるであ
ろうし、お互いの特性を引き
出し、共助しあい、得意な分

の差がでて負けてしまうよう

合終了間際、南アフリカの反

まで男性が主体であった職業

易である。

に感じていた。フィジカルに

則から、３点を追いかけ日本

の中であってほしいと願う。

っかりはまっている世の中が
あるのではないだろうか。今

活き活きと人の道を歩ける世

となれば、より進化した生き
方、暮らし方できるのではな

野でそれぞれが輝ける世の中

差が出て不利になるという事

ボール。ペナルティキックだ

や会議、宴会をはじめ各分野
へ「女子」という言葉で進出

何故にそう言われるようにな
ったのか。そこにはメディア

は、当然結果は試合前から予

と３点、トライすると５点入

できるには、女性の意見や感

や商業戦略があり、それにし

想が付き番狂わせはほとんど

り逆転。キックなら高確率で

が開催される。

無いと言える。今回の南アフ
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工事全体の施工管理、安全管

本来、現場代理人の職務は

りすることも日常茶飯時です。

示が出来ず首をかしげられた

り、下請けさんには適格な指

とんちんかんな対応になった

●現場代理人の声

眞田建設株式 会 社

岩田治彦

ケ月。

早いもので眞田建設にお世
話になって２年と
理そして原価管理が主なので

由気ままなドライブが多かっ

り運転が疲れれば休憩し、自

道中に観光地があれば立ち寄

を決めて余り時間は気にせず、

癒していました。目的地だけ

の温泉へ行き、日頃の疲れを

の名物を味わったり、日帰り

来ました。

娘の成長も感じることが出

さを改めて感じると共に、

きました。日頃の嫁の大変

旅行へ娘と２人で参加して

秋には、会社の日帰りバス

某テーマパークへ行ったり、

私の余暇の過ごし方ですが、
独身の時と、今現在で過ごし

に乗っているのかもしれませ

歩へ行ったり、家族でスーパ

休日には、近くの公園まで散

の子供の成長が楽しみです。

最近息子も産まれ、２人
た気がします。

一方、結婚をして娘が産ま

方が変わったので、紹介した
いと思います。

れてからは、休日の大半を家

営業職として入社しました

独身の頃は、愛車の部品を

族で過ごす様になりました。

すが、私の場合は施工の手伝

インターネット等で購入し、

結婚当初、嫁とは、お互いの

が諸先輩のご指導の元、今で

ちよく仕事が出来る環境作り

休みの日に取付け方を試行錯

いや清掃、下請けさんが気持

といったところです。

時間も大切にしたいと話して

下請けさんとのコミュニケ

誤しながら自分で取付け、上

事、そして現在は下水工事及

いましたが、娘が産まれ、日々

ーションを円滑に図ることに

手くできた時の満足感を楽し

びゼネコンの下請けとして東

の成長を見るのが、今の一番

よってスムーズに仕事がはか

んでいました。この繰り返し

名高速道路駒門パーキングエ

の楽しみです。平日はあまり

ん。また別の日には、気の合

夏には家族で、横浜にある

ーへ買物へ行ったり……。
ライブに出掛け、行った先々

う仲間を誘い、海や山へもド

が強くなり、

によって、マイカーへの愛情

は現場へも出させてもらって
います。

臼井達也

一緒に過ごせる時間が無い為

どるように心がけています。

最初の現場は下水の夜間工

臼幸産業㈱
年以上同じ車

さぁ明日から営業も頑張ろう。

期待される人材を目指して、

感謝に堪えません。

の先輩から叱咤激励して頂き

そんな私を社長を始め会社

リアの移設工事へも関わって
いる日々です。
しかしながら技術者として
の経験は皆無ですので毎日が
苦悩の連続です。
発注者との打ち合わせに至
っては専門用語が飛び交い、

－13－
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杉山 さおり

は行かない様な、韓国に住む

台自体、日本では今どこにで

細川

誠一

もある物では無いと思います。
市場と併設して様々な屋台
がたくさんあり、とても楽し
い気持ちになりました。
お酒も飲めますし昼間行っ
ても夜に行っても楽しめる場
所だと思いました。その時に
市場を撮った写真が思い出の
一枚となりました。



山幸建設㈱

人達が行く普段の何気ない場
所に連れて行ってもらうこと
になりました。韓国も日本と
同じアジア諸国なので行き交
う人々は日本人と似てる顔立
ちで、違和感は欧米ほど無い
ですが独特な文化の違いが
多々あります。とても興味を
そそられる事がたくさんあり
ました。
私が特に興味をもったもの
は屋台でした。韓国では今で
も市場がたくさんあり、野菜
や魚や色々な食べ物、材料等
が所狭しと並べられて売って
いるのを見かけました。そし
て市場の中に屋台が、たくさ
んありました。市場の雰囲気
も韓国独特の感じがあり、屋

スポーツがありました。

した。
そんな私でも、二十七才ま
で、一度もやったことのない

水泳、鉄棒、スキー、ロー
ラースケート等、色々なスポ
ーツをやり、自分自身では、
人並み以上だと自負していま

ーツを嗜むことで、毎日々、
汗を流し青春を謳歌してきま
した。

私の大切にしている品物は、
ソフトボールのグローブです。
私は、若い時に色々なスポ



て私が韓国に行くことになり、
彼と二人で観光に出かけたの
ですが、以前に行った事のあ

ので主に日本で会う事が多か
ったです。そして付き合って
から一年ほど経った頃に初め

になったのですが、私たち夫
婦は主人が仕事の関係で毎月
日本へと来ていたこともある

私と主人は国際結婚なので
結婚前にはお互いの国を行き
来きしていました。
それまでの間、私は海外旅
行として韓国に二度行った事
があります。主人の祖国も韓
国ですが、私が過去の二度で
韓国を訪れた時に何ヶ所か観
光地を訪問したのですが殆ど
観光地として有名な場所でテ
レビでも紹介されるような場
所やお店ばかりでした。
そして主人と付き合うよう

㈱藤田建設
る場所にも行きましたが、彼
と韓国で会ったということも
あり、普通に旅行に来た時に

それは、サッカーと野球で
す。
二十八才の時に転職し、そ

この社長さんからの依頼で、
野球の試合に出ることになっ

たのです。社長曰く、ただグ
ローブを持って立っているだ
けでいい……とのことです。

私は、ルールも知らないし、
グローブをつけたこともなく、
ライトのポジションに付きま

した。
試合開始後、五分もたたな
いうちに、ボールが、私の所
にライナーで飛んできました。
私は、何気なく、グローブ
を頭上に上げ、目いっぱい広
げてみました。
ボールが、グローブの中に
収まるのを心待ちに待ってい
ましたが、ボールは私の遥か

頭上を通過して行ってしまい
ました。
そんな同じ事の繰り返しが

五回も有り、我ながら、情け
なくなってしまいました。
私は、一日中、なんでボー

ルがキャッチできないのか、
色々と考えこんでしまいまし
た。
今でも、その時のことを思

い出します。
本当に、アッという間の三
十八年間でした。

今現在、ソフトボールを続
けているのは、私一人になっ

てしまいました。六十四歳に
なった今でも、外野手として
現役で頑張っています。
試合は、年間十三～十五試
合ありますが、ほとんど参加
しています。
私の息子も私と同じチーム
で、プレーしています。
私は、二十年以上前に、審
判の資格もとりました。
私の一番の宝は、グローブ
です。
私の持っているグローブは、
革紐一本に至るまで、すべて
オーダーメイドでできていま
す。
私のグローブが左側、右側
が息子のものです。これから
も、体力が続く限り、ソフト

ボールを楽しみたいと思って
います。

ソフトボールに感謝々です。
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た休みの日に一緒に作ろうね。

プは世界一おいしいです。ま

食べます。パパの作るクレー

種類も用意して家族みんなで

のきじを作りわたしが具を何

レープです。朝からクレープ

料理の中で一番好きなのはク

を作ってくれます。わたしが

つかれている時はパパが料理

パは料理が得意です。ママが

てもうれしいです。うちのパ

行事も見に来てくれます。と

題を教えてくれます。学校の

は一緒にあそんでくれたり宿

いですが早く帰ってきたとき

毎日仕事が忙しくて帰りが遅

わたしはパパが大好きです。

㈱林組
塚本大吾
長女 塚本癒那
長男 塚本栄輝
いつもありがとう。

「ありがとう」

わると、

しています。マッサージが終

す。とても気持ちよさそうに

のでマッサージをしてあげま

す。時々パパがつかれている

パパは仕事をがんばっていま

でもらえるようにいっぱい勝

たくさんあるのでパパに喜ん

と思います。でもまだ試合は

たです。パパもくやしかった

いました。とてもくやしかっ

たけど二回戦めで負けてしま

ができました。一回戦は勝っ

この前、県大会にでること

です。

と言ってくれるのでとてもう

ちたいです。いっぱい練習し

ぼくもパパが大好きです。

れしいです。またやってあげ

て上手になりたいので休みの
日は教えてください。

ようと思います。
ぼくとお姉ちゃんは野球を
やっています。チームのかん
とくがパパです。パパは土曜
日は仕事ですが試合
の時は休みをとって
くれます。日曜日も
つかれているのに絶
対に野球にきてくれ
て教えてくれます。
ミスをしたりふざけ
たりするとすごく怒
られます。でも試合
の時、怒られる時も
あるけどヒットを打
ったりいい守備をし
た時はすごくほめて
くれるのでうれしい

－15－
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ストやビデオの教材を参考に

４人が務め、受講者は、テキ

裕次氏、高田博氏のベテラン

谷孝二氏、鈴木啓文氏、鈴木

講師は、沼津分会所属の池

であることや、地域の防災・

本の整備・維持管理の担い手

会は、地域の建設業が社会資

案があった中、本県建設業協

く様々な課題をもとにした提

各県から、建設業を取り巻

務委員会委員長）
が出席した。

協 理 事 ）、 鈴 木 理 事（ 県 協 労

に、当協会から臼井会長（県

価における若手技術者の工事

関係機関との協議、②総合評

①工事着手前における地元、

員長）が出席した。

鈴木理事（県協労務委員会委

ら は 臼 井 会 長（ 県 協 理 事 ）、

ある各地区協会長、当協会か

建設業協会長、県協の理事で

野中部地方整備局長、木内県

会が静岡市内で開催され、茅

と県建設業協会との意見交換

月７日、技術委員会（髙

を強く認識することができ

講師の話を真剣に聞き入って

減災を担っていること等を踏

登用への評価範囲の拡大（沼

長、植椙検査監外３人の講師

た。

いた。

まえて「中長期的なビジョン

協会の動き

村和秀委員長）は、東部農林

に基づく公共事業費の安定

津協会提出）、③入札時の「施

農 地 森 林 技 術
研
修
会

事務所の木下農山村整備部

的・継続的な確保」を提案議

な意見交換が行われた。

の９つのテーマについて活発

の県・市町への周知徹底など

④設計変更ガイドライン改訂

の 電 子 化（ 沼 津 協 会 提 出 ）、

工内容確認資料」の提出方法

建設業労働災害防止協会静

日、中部地方整備局

－16－

を招き、農地森林技術研修会

東部農林事務所管内の農業

岡県支部は、沼津分会の協力

回建設業協

東 海 ４ 県
ブロック会議
日、第

月

公 共 工 事 の
諸課題に関する
意 見 交 換 会

題として提出した。

を協会２階大会議室において

農村整備事業の概要、林内道

で足場の組立て等の業務に係

足場の組立て等
の業務に係る
特別教育講習会

路網の整備、農林土木工事の

る３時間の特別教育講習会を

人が出席した。

開催し、

安全管理についての講義を受

月

会東海４県ブロック会議が４

開催した。
安全衛生特別教育規程の一

年振りに静岡市内で開催され

けた後、治山事業における諸

部改正により、足場の組立て

た。

課題についての意見交換を活

や解体等の作業従事者には新

発に行った。
県の中でも、当協会管内は

たに特別教育が必要となった

局長、難波静岡県副知事、近

産業局長、茅野中部地方整備

谷脇国土交通省土地・建設

農地や森林の整備が活発な地

月

日

藤全国建設業協会長、東海４

月

御殿場市建設業協会の２箇

が行われていることを再確認
するとともに、その工事に当

県の建設業協会長らととも

日沼津商工会議所、

ための講習で、会場は

62

域であり、さまざまな県事業

23

35

所、計１３６人が受講した。

29

10

10
たっての安全の確保の必要性

10

14
11

10
11
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沼工生インターン
シップの受け入れ
月５日～６日の２日間に

わたり、県立沼津工業高校生
のインターンシップ（就業体

人を協会員

社で受

験）として土木科と建築科の
２年生
け入れた。

などの感想が寄せられ、大変
有意義な就業体験だったよう
だ。

地区だより
小山地区

安全パトロール

小山町建設業協会（田代和

産業祭「ふれあい
広場」参加

月4日に小山

小山町建設業協会（田代和

美会長）は、

町総合文化会館で開催された

「２０１５産業祭ふれあい広

場」に参加した。当日は会員

名が参加し、たいやきの販

た。当日は三件の土木工事の

回安全パトロールを実施し

めていた。

い、多くの来場者に人気を集

レンダーの作成無料配布を行

売と写真入りの２０１６年カ

年度の交通基盤部の表彰を受

現場と一件の建築工事のパト

日に第一

とを期待して、代表取締役や

賞した優良工事担当者や優良

ロールを行い、現場代理人か

美会長）は、9月

社員との懇談、会社の業務説

技術者で、工事現場で苦労し

発表者は５人、いずれも

明、現場見学・体験などにそ

ら工事概要等の説明を受けた

出来た。

彦地区長）は協会２階会議室

管理技士会沼津地区（鈴木昌

○㈱和太組

○㈱川村組

城

鈴木

篤史

祐司

澤口

英志

準也



○眞田建設㈱

宮脇

（敬称略）

・初めて見る現場は驚きの連

回技術体験発表会を開

で第

講評者として、沼津土木事

○岳南建設㈱

催した。

務所の山田検査監、東部農林

35

中で、現場監督に魅力を感じ
た

事務所の野地治山課長外3人
人が熱心に聴

・会社の仕事だけではなく、

講した。

の出席のもと

ルも学べた

社会人としてのマナーやルー

・建設に多くの職人が関わる

続だった

暁彦

発表者は次のとおり。

た。

た点や創意工夫した点などを

日、技術委員会（髙

れぞれ工夫を凝らして対応し

月

後、現場の安全体制、安全対

・実際の現場の雰囲気や仕事

生徒からは

た。

設業の貴重な担い手になるこ

10

披露、聴講者は今後の工事の

27

策の確認を行った。

各会員は、生徒が将来の建

25

参考にと熱心に聞き入ってい

技術体験発表会

18

75

○ 山旺建設工業㈱ 杉山

村和秀委員長）と県土木施工

13
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里藍や横峰さくら、もっと遡

だろうか。少し前であれば宮

ーと聞いて誰を思い浮かべる

皆さんは女子プロゴルファ

でありながら

年ぶりのアマ

年に宮里藍選手が現役高校生

田桃子選手である。2003

れは米ツアーにも参戦した上

基盤の上に乗っているだけで

ちゃん（宮里選手）が築いた

と な っ て い る 様 で あ る。「 藍

安が上田選手の感じる危機感

写真コンクール作品募集

れば岡本綾子、村口史子等々
を浴びた国内女子ツアー、宮

チュア優勝を飾って一躍脚光
る 人 が 出 て こ な い と ……。」
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・「いしずえ」の読者

・協力会社、家族、社員

・協会会員、家族、社員

一、応募資格

年代によっても頭に浮かぶ選

というコメントが新聞に載っ

題

里選手の後を追いながらもそ

ていたが、それには自分への

二、課

手はそれぞれであろう。
の一端を担っていた彼女であ

由

その中でも近年ダントツの

叱咤と同時に若手選手へのメ

クスにも注目が集まりその人

けでなく、その愛らしいルッ

女王にも輝いた。又、実力だ

が 億円を超え、みごと賞金

2015年には年間獲得賞金

後順調に勝ち星を積み重ね

そんな中でも先述したイ・ボ

広がりつつある状態である。

日本人選手との実力差が年々

常連となって上位ランクされ、

の海外選手が常に優勝争いの

イ・ボミ選手のみならず多く

実は近年の国内ツアーでは

の思考や方法を改め営業手法

い我が業界であるが旧態依然

なかなか就業人口が上がらな

い手不足や人手不足が叫ばれ、

ってきている様に感じる。担

式や提案型の案件が増えてお

おいては発注形態がPFI方

無く訪れている。官庁工事に

時代の潮流はひたひたと躊躇

・キャビネ、四つ切り、

・カラー又は白黒

品

ったが昨今の国内女子ツアー

ッセージが表れている。

・自

存在感をみせているのは、韓
の先行きにある危機感を感じ

三、作

国 の イ・ ボ ミ 選 手 で あ る。
ている様である。
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ミ選手においては人気、実力

の見直し、強化を図る等対策

私たち建設業界においても

2011年の日本ツアー参戦

でもファンクラブができる程

共国内女子ツアーのトップに

・平成 年４月１日発行の「いしずえ」にて掲載する。

又民間工事においてもパース
程度の図面で見積らなければ
ならない等、建設業者に求め

だろうか。それこそ上田選手

られる技量が明らかに多くな
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六、賞
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作
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・平成
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八つ切り

である。ファンやメディアに
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日
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・平成
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たら（他国のツアー参戦も噂
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拍子

る存在である。
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されている）国内女子ツアー
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の人気はすぐに転がり落ちて

も
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