


「がんばろう！東北　がんばろう！日本
がんばろう！建設業」

会長からのメッセージ

東北建設業青年会 会長

大 山 圭 介
～地域建設業の輝かしい未来へ～

　東日本大震災から４年目を迎えました。被災地の復
興は、集中復興期間の後半に入り、より一層の加速化
が求められています。私たち地域建設業は、復興のけ
ん引役として高度な建設技術を駆使し、早期復興実現
に向けて努力をしています。私たちは「地域の安全・
安心を守る」という使命感を持っています。災害対応
の最前線に立つ＂危機管理産業＂であり、地域の＂ま
ち医者＂的存在であると自覚しています。
　今後、2020年東京五輪の開催や国土強靱化に伴う
建設事業が増えてきます。こうした事業を進めるには、
建設業界で働く若い力が必要です。君たちの力が地域
と日本を支えます。ぜひ私たちの仲間になって地域建
設業の輝かしい未来に向かってスタートしましょう。
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あなたの身近にある建物や道路は、あなたの身近にいる建設会社、建設 技術者がつくっています。
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工事部

高橋朋也さん
1993年４月生まれ。青森県五所川原市出身。

株式会社今与建設
本社／〒037-0203
　　　青森県五所川原市金木町喜良市弓矢形26-１
TEL.  0173-53-2307
FAX.  0173-52-5255

入社２年の駆け出し技術者。

「資格をとって早く一人前になりたい」

先輩技術者の父から激励
　間もなく入社して２年になる。技術者としてはまだまだ駆
け出しの身だが「少しずつ仕事の面白さがわかってきた。早
く一人前になって工事を最初から最後までやってみたい」と
意欲的に語る。
　高橋さんは、青森県五

ご

所
しょ

川
が

原
わら

市に生まれ育ち、現在も実家
に住んでいる。小学４年から始めた野球は、高校３年まで続
けた。「制服がかっこいい」警察官になりたい時期もあった
が、地元の道路建設会社に勤める父の背中を見て育った影響
もあり、五所川原農林高校の土木科に進んだ。
　漠

ばく

然
ぜん

と「建設会社に入りたい」とは思っていたものの、な
かなか就職先が決まらず、悩んでいた。そんな折、高校の野
球部ＯＢから「うちの会社（今与建設）で社員を募集してい
るぞ」と聞き、入社試験を受け、見事合格した。

　技術者の先
輩である父も
「非常にやりが
いのある仕事
だから、体に
気を付けなが
ら思い切り頑
張れ」と励ま
してくれた。

建設用語も理解できず、右往左往
　最初に携わった現場は、小学校新築の杭

くい

打ち工事。工事写
真の撮影や測量、注文通りの資材がきちんと届いているかを
チェックする仕事を手伝った。
　当時について 「先輩についていくだけで精いっぱいだっ
た。高校で習った測量は役に立ったが、その他は言葉（建設
用語）も理解できず、何を頼まれているのかも分からなかっ
た」と振り返る。
　それでも「先輩たちは自分の頭で考え、工夫しながら仕事
をしている」ことは分かった。工事写真を１枚撮る際も、ど
の角度から撮れば全体が入るか、どうすれば見やすくなるか
を工夫していた。なぜなら、写真の出来栄えも工事成績の対
象になるからだ。
　次の現場は、林道の維持修繕工事だった。前の現場とは打っ
て変わって朝から夕方までずっと山中での仕事だ。真夏の暑い
時期だったが、野球部出身とあって、暑さは苦にならなかった。
　その現場では、作業員に指示を出す仕事も一部任された。
作業員はみんな年上で、父親より年配の人も多かった。「最
初はどう話しかけたら良いかも分からなかったが、仕様書を
携
たずさ

えながらやってほしいことを必死で伝えた。最後の方は、
向こうから声を掛けてくれるようになった」。

ものづくりの楽しさ味わいたい
　面白いと感じるのは測量だ。ただ測るだけでなく、計算も

必要だが「もともと数学が好きだったので、計算は得意。誤
差が出なかった時は、うれしさを感じる」という。
　少しずつ現場の経験は積んでいるものの、「技術者として
はまだまだ未熟者であることは自分が一番分かっている」と
し、「まずは２級土木施工管理技士の資格取得を目指したい」
と力を込める。
　さらに「１級の資格をとって主任技術者になれば、最初か
ら最後まで現場を任せてもらえる。ものづくりの本当の楽し
さを早く味わいたい」と意欲を示す。
　ある現場で、近くに住む人から「道路をきれいにしてくれ
てありがとう」と声を掛けられたことがある。その時、なぜ
父が技術者であることに誇りを持っているのか、少しだけ分
かった気がした。

　高橋さんが携わっている現場は、青森県の「旧十川広域河川改修工事」。大雨などによって川
の水位があがって氾らんしないように土を盛るのがメーンの工事だ。
　きちんと管理して土を盛らないと、その部分から氾らんする可能性があるため、基準値を守り
ながら工事を進めている。地盤がしっかり落ち着くのには、２～３年掛かるという。
　また、地域住民のための道路改築も含まれている。生活道路として使われているため、交通安
全を確保する必要がある。
　河川と道路の両方の知識が求められるだけに、高橋さんにとっては勉強になる現場だ。

【振動ローラー】
地面を押し固める際に使われる鉄輪
ローラーが付いた建設機械。機械の重
さのほかに、鉄輪や機体に起振装置が
付いており、それによって生じる起振
力で締固めの効果が上がる。

上司・先輩から一言

［ 今俊順代表取締役副社長 ］
　高橋朋也君は、2012年に入社後、現場経験が
少ないにもかかわらず、東北地方整備局や東北農
政局などの現場に配属され、毎日忙しく仕事をし
ています。今はすごく大変かもしれませんが、非
常に貴重な体験になっている
はずです。必ず素晴らしい技
術者になってくれると期待し
ているので、これからも頑
張ってほしいです。

野球に打ち込んでいた高校時代

野球部出身の

スーパールーキー
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天野年康さん
1973年４月生まれ。愛知県豊橋市出身。

旭ボーリング株式会社
本社／〒024-0056
　　　岩手県北上市鬼柳町都鳥186-1
TEL.  0197-67-3121　FAX.  0197-67-3143
URL   http://www.asabo.co.jp

学生時代は土木に偏見。

でもいまは、地域の感謝に大きな喜び

＂環境＂のはずが、なぜか＂土木＂
　「土木には全く興味がなく、＂きつくて汚い仕事＂としか
思っていなかった」。現在、土木工事の現場代理人（所長）
を務める天野さんだが、学生時代は土木に対してこんな偏

へん

見
けん

を持っていた。なぜ、土木の仕事に就いたのか。
　天野さんは愛知県豊

とよ

橋
はし

市に生まれ、高校まで過ごした。　
「豊橋から遠く離れたまちで生活してみたい」との思いか
ら、大学は岩手大学工学部建設環境工学科に入学した。岩手
には縁もゆかりもなく、受験で訪れたのが初めてだった。
　入学後、天野さんはすぐに違和感を覚えた。「＂環境＂とい
う名前に引かれて入学したのに、授業の大半は土木じゃない
か」と。それもそのはず、建設環境工学科は天野さんが入学
する前年に土木工学科と資源開発工学科を改組してできた学

科だった。
　授業の内容
に興味がわか
ず、やる気がな
くなった天野
さんの足は、自
然と大学から
遠ざかり、ア
ルバイトに明
け暮れる毎日と
なった。

　それでも「せっかく入った大学なので、卒業だけはしなけ
れば」との思いで学業に復帰。人より少し長めの学生生活に
なったが、なんとか卒業にこぎ着けた。

仕事の失敗は仕事で返す
　就職は恩師の薦めもあり、ボーリングマシンを使った地質
調査や井戸掘削などを得意とする旭ボーリングに。「この頃
には土木に対する偏見はなくなっていた。建設現場でアルバ
イトした経験が影響したのかもしれない」と振り返る。
　入社後２～３年間は、先輩に付いて調査ボーリングの助手
として働いた。同業者が少ない特殊な仕事であるため、赴任
地は全国各地。１～２カ月間、ずっと山中で仕事することも
珍しくなかったが「全く苦にならなかった。いろんな土地で
仕事ができて楽しかった」と懐かしむ。
　その後、大きな現場の下請けとして、地

じ

滑
すべ

り対策のボーリ
ングの管理を任されたのをきっかけに、会社を代表して現場
に出るようになった。
　大きな失敗も経験した。山中にたまっている地下水を沢に
流す工事だったが、ボーリングマシンで掘る横穴の勾

こう

配
ばい

に狂
いが生じて水が流れないのだ。横穴を掘り直したが２回目、
３回目も失敗し、４回目でようやく成功。１週間で終わるは
ずの仕事に１カ月も掛かってしまった。事前の調査が足りな
かったことと、作業員とのコミュニケーションがうまく取れ
ていなかったことが原因だった。
「会社に迷惑を掛けてしまい、その時は辞めようかと思った

が、なんとかして失敗した分を取り戻そう」と決意し、一生
懸命に働いた。

スケールの大きさが魅力
　初めて現場代理人を担当したのは、北上市の下水道工事。
それまでボーリングの仕事が中心だったため、普通の土木工
事の段取りがよく分からず、作業員にも「所長ですが、何も
わからないので教えて下さい」という低姿勢で接した。そう
したスタンスで臨

のぞ

んだのが良かったのか、無事故無災害で工
事を終え、きちんと利益も出すことができた。
　土木に対して偏見を持っていた天野さんだが、「自然相手
のスケールの大きな仕事ができるのが魅力。地域の人たちに
感謝の言葉を掛けてもらった時、大きな喜びを感じる」と語
る、その顔は＂土木屋＂そのものだ。

　天野さんが現場代理人を務めているのは、岩手県発注の「市野々原地区復旧治山その５工事」。
2008年６月に発生した岩手・宮城内陸地震で崩れた山の復旧工事だ。
　地震発生から５年以上になるが、いまだに山の地盤が安定していないため、水抜き対策などを
行っている。
　具体的には山中に大きな井戸（縦穴）を掘った後、ボーリングマシンで横穴をつくり、沢に水
を流す。天野さんが数多く経験してきた工事であり「山の水位が下がれば山が動きにくくなる。
水処理が工事のポイントになる」と話す。
　このほか、鉄製の杭を打ち込んだり、山の表面に木の柵を設けたりして土砂が流れ出すのを防
ぐ。

【ボーリングマシン】
地質調査や地滑り対策などのため
に、地中に細長い穴を掘る機械。先端
にビットと呼ばれる切

きり

刃
は

を持つパイ
プを回転させながら穴を掘り進めて
いくのが一般的。石油などの地下資源
採取の際も使われる。

上司・先輩から一言

［ 伊藤謙也統括部長 ］
　天野君は2000年４月に入社し、これまで数々
の現場を無事故で完成させてきました。当社は土
木工事から地すべり工事やさく井工事・推進工事
など工種が多く、大変だと思
います。責任感があり勉強熱
心な天野君には今後も技術力
を向上させ、地域や会社のた
めにこれからも頑張ってもら
いたいと思います。

初めて現場所長を務めた下水道工事での朝礼
の模様

安全第一主義の

スペシャリスト
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工事部所長

佐藤大地さん
1967年３月生まれ。福島県福島市出身。

株式会社阿部和工務店
本社／〒980-0011
　　　宮城県仙台市青葉区上杉1-17-18
TEL.  022-264-0411　FAX.  022-225-5244
URL   http://www.abekazu.co.jp

図面通りは当たり前。

使い勝手追求し、顧客・設計者とコラボ

現場経験を積むほどに成長
『技術者物語』初登場の建築技術者である佐藤さんは「仕事
が終わる度に自分の作品が増えていく」ことに魅力を感じて
いる。
　佐藤さんは福島市に生まれ、高校まで過ごした。子どもの
頃は「漠

ばく

然
ぜん

と気象予報士のような仕事に就きたかった」とい
うが、父親が建築設備の会社に勤めていたほか、建築関係の
仕事をしている親類が多かったこともあり、高校は工業高校
の建築科を選んだ。
「地元の建設会社に就職しよう」と思っていたものの、当時
は景気が悪く、就職口がなかなか見つからなかったため、日
本工業大学建築学科に進学。埼玉で１人暮らしを始めた。
　それから４年後。日本はバブル経済の真っただ中にあり、

好景気に沸い
ていた。佐藤さ
んが就職先に
選んだのは、東
京に本社を置
く土木中心の
建設会社。「建
築部門ができ
たばかりだっ
た。これから組
織を大きくしよ

うという会社で自分も頑張ろうと思った」。
　配属は東北支店で、最初の現場は仙台市太白区の事務所ビ
ル新築工事だった。高校、大学と建築について学んできたが
「コンクリートの打ち方や鉄筋、型枠の組み方など、教わっ
ていないことばかり。職人さんの後に付いて仕事を覚える毎
日だった」と振り返る。
　３カ月後、秋田市内の損害保険会社ビルの現場に異動を命
じられた。「転勤が多いのは覚悟していた。１週間ぐらい前
に『今度はあそこに行って』と言われることも珍しくなかっ
た」という。現場が変わる度に覚えることも増え、少しずつ
技術者として成長していった。

苦労した分、大きな達成感
　初めて現場所長を任されたのは、入社５年目のころ。仙台
市中心部の小売店舗の新築工事だった。アーケード街につく
る店舗だったため、躯

く

体
たい

工事は夜間しかできなかった。しか
も、昼は顧

こきゃく

客との打ち合わせなどがあり、寝ているわけにも
いかなかった。
「時間が不規則で苦労したが、大変な思いをした分、達成感
も大きかった。その店舗は今も残っていて、見る度に当時を
思い出す」と目を細める。
　その後、さまざまな現場で所長を務めてきたが、会社が建
築市場から撤退することになったため退職。５年ほど前に阿
部和工務店に入社した。
「東京の会社も地元の会社も現場で技術者がするべきことは

同じ。いかにお客さんが使いやすい建物をつくり、満足して
もらえるかを考えて仕事をするだけだ」と強調する。
　土木と建築の違いについては「土木は役所の仕様に忠実な
構造物をつくれば良い。建築は仕様や図面があってもお客さ
んと設計事務所、われわれの３者が打ち合わせしながら決め
ていく作業がある。お客さんが民間企業や個人であることが
多いことも違いの一つ」と話す。

学生時代は＂人間力＂を磨いて
　現在、建築を学んでいる学生に対しては「最初は、分から
ないことが多いが、志とやる気さえあればやっていける。学
生のうちに礼儀や人との接し方など、＂人間力＂を磨いてお
くことが大切だ。自分の作品が残せる喜びをぜひ味わってほ
しい」と呼び掛ける。

　佐藤さんは現在、仙台市青葉区に建設中の「八幡高齢者複合施設新築工事」の現場所長を務め
ている。その名の通り、高齢者用の介護施設でケアハウスやグループホームなどからなる。鉄骨
造りの４階建てで、延べ床面積は約2,100㎡の規模となる。
　現場に通じる道路が狭いため、鉄骨を始めとする資材の搬入に苦労しながら工事を進めてい
る。佐藤さんは「搬入計画も含めて、しっかりした施工手順を考えることも現場所長の仕事だ」
と語る。
　高齢者が車いすでも生活しやすいように流し台やコンセントなどの高さにも気を配る。

上司・先輩から一言

［ 石塚友博建築部長 ］
　佐藤大地所長は入社以来、数多くの現場に携わ
り、発注者・監理者様との打合せも良く、協力会
社に対しても指示・指導を的確に行い、安全な施
工で品質の良い建物を引渡し
てきました。
　今後は地域の復興に貢献す
るとともに、部下の育成にも
努め、会社の繁栄のためさら
に技術力を磨いてほしい。

新年恒例の新発式。
仙台市青葉区の東照宮にて

【チェーンブロック】
小さい力で重量物をつり上げるため
の道具。チェーンと滑車、歯車が組み
合わされており、チェーンを引くこと
によって歯車が回転し、つり上げ用の
チェーンが引き上がる仕組みになっ
ている。

快適空間づくりの

プロフェッショナル
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土木部主任

大友貴宏さん
1976年12月生まれ。秋田県横手市出身。

株式会社吉田建設
本社／〒013-0481
　　　秋田県横手市雄物川町薄井字下開344
TEL.  0182-23-1116
FAX.  0182-23-1252

都会から生まれ故郷へ。

鍛え上げた手腕を生かし地域発展に貢献

勉強になった学生時代
「地元は温かい」。一昨年の３月から生れ故郷・横手市の吉
田建設で働き始めた大友さんは、地元で働くことの喜びを噛
みしめながら、充実した毎日を過ごしている。
　建築業を営む父と美容業を営む母という共働きの家庭の長
男として生まれ育ち、幼い頃から成績が良かった。特に数学
や物理など理系の科目が得意で、地元の進学校・横手高校を
経て秋田大学鉱山学部土木環境工学科に進んだ。
　全国各地から集ってきた友人たちと学生生活を謳

おう

歌
か

する中
で、コミュニケーションの大切さを実感。「全国の人とつな

がりができたという経験
が今も生きている。ある
意味、人生で一番勉強に
なった時期」と振り返る。

＂負けん気＂
 が原動力
　卒業を迎え、就職した
のは秋田市近

きん

郊
こう

の建設会
社。入社してすぐに配属
された現場では、先輩に
『大学を出てそんなこと
もわからないのか』と、

過
か

酷
こく

な指導を受け続け、「もう辞めてやる！」との思いが何
度も頭をよぎったが、踏み止まらせたのは生来の＂負けん
気＂だった。
　会社では高校を卒業して入社した同年代の社員たちが現場
の第一線で活躍していた。キャリアの差は５年。「このまま
辞められない。この５年の差をひっくり返してやる」。１年
の実務経験を経てすぐに２級土木施工管理技士の資格を取
得。入社２年目には早くも現場を任された。
＂デビュー戦＂は切

せっ

削
さく

オーバーレイ工事。分からない言葉ば
かりで、下請け会社の作業員にも教えを乞

こ

いながら、苦労し
て完成にこぎ着けた。その後の工事でも、分からないこと、
より良い施工方法などを聞きまくった。「分からないことは
知っている人に聞けば間違いない。自分にアイデアがあって
も人に聞けばより良くできる可能性が生れる」と、飽

あ

くなき
向上心でスキルに磨きを掛けていった。

相思相愛で地元企業に再就職
　切

せっ

磋
さ

琢
たく

磨
ま

で技術を高め、秋田県発注工事で優良工事表彰を
受賞するなど、技術者として対外的にも高い評価を得ていた
が、入社12年目に転機が訪れる。
　共働きの奥さんが横手市に転勤することになったのだ。実
家の事情もあり、長男としていつかは地元に帰りたいと思っ
ていた大友さんは「この機会を逃したらもう帰れない」と考
え、会社を辞める決心をした。
　探した再就職先はもちろん経験を生かせる建設会社。人づ

てに聞くと、吉田建設の評判が高かった。高校の大先輩でも
ある吉田昌平常務に連絡し、入社の意志を伝えた。『大きな
会社もあるのに、なぜうちに？』。吉田常務は半信半疑だっ
たという。人手不足の中、経験を積んだ技術者は喉

のど

から手が
出るほどほしい。一度の面接で大友さんの人柄に触れ、すぐ
に採用を決めた。
　こうして故郷の社会基盤整備に取り組むことになった大友
さん。現場に対する周囲の目の温かさと優しさ、友人が気軽
に声を掛けていく親しみやすさがうれしかった。「アットホー
ムで良い人ばかり」という会社の上司や同僚にもすぐに溶け
込んだ。
 「故郷での工事は思い入れも全く違う」。秋田の都心部で鍛

きた

え上げてきた手腕を、地域発展のために存分に振うつもりだ。

　現場は「本郷橋補修工事」。建設から55年が過ぎて老朽化した橋を補修し、メンテナンスのサ
イクルを長くすることが目的だ。高欄やその基礎となる地覆、橋桁、アスファルト舗装の打ち換
えなどを行い、見た目をきれいにするとともに、橋台や橋脚など構造上の強化も図る。
　現場経験が豊富な大友さんだが、橋梁工事だけは「前の会社にエキスパートがいたため、あま
り携わって来なかった」という。ところが吉田建設に入社以来、手掛けた工事はすべて橋梁の維
持修繕。特に現在の工事は「上部工から下部工まで橋梁丸ごと施工できる。ある意味新鮮で、非
常に良い経験になっている」と、目を輝かせる。もちろん、「人に聞きながらより良いものに」
という姿勢は変わらない。

【レベル】
高低測量または水準測量を行う測量
機械、もしくは水準測量用の機器で、
水平な視点から作業に必要な高さの
基準を出す。「レベルを出す」「レベル
を見る」などと言い表す。

上司・先輩から一言

［ 吉田昌平常務取締役 ］
　建設業界は厳しい状況が続き、育成に掛けるお
金も時間もなく、高齢化が進んで技術者数は減少
している。そうした中、働き盛りでこれだけ優秀
な技術者はなかなかいない。
入社してくれて本当にありが
たい。さらに技術を磨き、生
まれ育った横手の発展、地域
住民の安全安心のために貢献
してほしい。

父親に抱っこされ、 重機のおもちゃ
で遊ぶ大友さん

故郷を愛する

エリート技術者
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工務課長

星川　哲さん
1960年３月生まれ。山形県尾花沢市出身。

大山建設株式会社
本社／〒999-4224
　　　山形県尾花沢市新町4-3-7
TEL.  0237-22-1248
FAX.  0237-22-1463

利益を出すのも技術者の仕事。

原価管理を徹底し、自分の存在価値示す

建設業との出会いはアルバイト
　星川さんが生まれ育ったのは、山形県北東部の尾

お

花
ばな

沢
ざわ

市。
古くから農業が盛んな地域で、近年ではスイカや尾花沢牛の
産地として知られるが、星川さんが子どものころは稲作と養

よう

蚕
さん

が中心だった。
　農家の長男として生まれ 「当然、自分が家業を継ぐもの」
と思っていたため、地元農業高校の蚕

さん

業
ぎょう

科に入学した。
　卒業後、実家で米作りと養蚕の手伝いをしていた。養蚕と
はカイコを飼い、繭

まゆ

を生産する仕事だが、繁
はん

忙
ぼう

期と閑
かん

散
さん

期の
差が大きい。この閑散期に山形市内の建設会社でアルバイト
したのが建設業との出会いだった。
「仕事はつらかったが、同じ年頃の仲間と一緒に働くのがた

まらなく面白
かった」とい
う。そのうち
に繭の値段が
下落の一途を
たどったこと
もあり、アル
バイトしてい
た会社に「就
職させてほし
い」と願い出
て受け入れて

もらった。
　その会社に約４年在籍した後、結婚を機に尾花沢に戻っ
た。「どうせ、農家は継がなければならない。地元で仕事を
探そう」と思ったからだ。

資格取得し、運転手から技術者へ
　大山建設には、当時の専務から誘われて1982年５月に入
社した。しばらくの間、４ｔダンプの運転手を務めていたが、
先輩から「若いから資格を取って技術者になった方がいい」
とアドバイスを受け、資格取得を目指した。
　ダンプの運転手を続けながら勉強して２級、そして１級の
土木施工管理技士の資格を取得。最初に現場所長を任された
のは、「またげるぐらい狭い川の復旧工事」だった。
「崩れた護

ご

岸
がん

にブロックを積むだけの工事で、200万円にも
満たない仕事だった」ものの「運転手では味わえない面白さ
があった。材料の調達や役所との折

せっ

衝
しょう

など、一から十まで
できることに魅

みりょく

力を覚えた」と振り返る。
　その工事を皮切りに、星川さんが現場経験を積み上げてい
くのに比例するように会社の評価も変わっていった。技術者
になってすぐに会社事務所に星川さん用の机が置かれたが、
事務員からは「重機の星川さん」と呼ばれていた。現場をこ
なすうちに「重機の」という部分が消えていった。

＂どんぶり勘定＂ではダメ
　ある日、先代の社長から「原価管理をしっかりしろよ」と

声を掛けられた。ちんぷんかんぷんな顔をしている星川さん
の横で社長夫人に「この人に原価管理と言ってもまだわから
ない」と言われた。その言葉に「確かに今まで工事にいくら
使って、いくら利益を出せたかなんて考えたことがなかっ
た。現場をこなすだけが自分の仕事ではない」と気付かされ
たという。
　その後、原価管理には人一倍厳しくなった星川さん。それ
まで＂どんぶり勘

かん

定
じょう

＂と言われても仕方なかった予算をきっ
ちり組むようになった。一人の作業員が１日にできる仕事量
を割り出すため、自分で穴を掘り、杭

くい

を打って確かめた。
 「工事を決められた期日までに無事故で終わらせることは当
たり前。自分の価値は、会社にどれだけ利益をもたらすかだ。
これも技術者の仕事だ」ときっぱり。

　星川さんが担当している現場は「平成25年度下新田地区構造物工事」。国土交通省東北地方整
備局が建設を進めている東北中央自動車道の一部になる。
　工事現場は高台になっている田んぼ。元の高さから12ｍ下を道路が走るため、土を掘り出した
後、Ｕ型擁

よう

壁
へき

と呼ばれるコンクリートの構造物をつくる。
　工事のポイントについて星川さんは「構造物の位置を設計どおりにきちんと合わせること。最
初に目印はあるが、土を掘っているうちに分からなくなる。測量をして位置をきちんと出すのが
技術者の力だ」と話す。

【丁張り（ちょうはり）】
土を掘ったり、盛ったりする場合に使
う目安の定規。等間隔に並んだ木杭と
それに水平もしくは斜めに打ち付け
られた板で構成されるのが一般的だ。

上司・先輩から一言

［ 大山圭介社長 ］
　星川哲さんは、性格的にとても大

おお

雑
ざっ

把
ぱ

な人で、
仕事で失敗してもあまりめげません。自分で実行
予算を組んだ現場では、確実に利益を出してくれ
ます。また、哲さんは人を使うのがうまく、使わ
れる方も、気持ちよく仕事を
している印象を受けます。働
く皆さんの表情が明るく感じ
ます。今後は若手の育成にも
力を入れてほしいです。

ハワイへの社員旅行での一コマ。
左から４人目が星川さん

いぶし銀の

利益製造マン
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土木部土木課長

小泉一彦さん
1964年１月生まれ。福島県相馬市出身。

小野建設株式会社
本社／〒976-0042
　　　福島県相馬市中村字荒井町12
TEL.  0244-36-2125　FAX.  0244-36-5316
URL　http://www.onoken.jp/

相馬の早期復興に尽力。

地域に根ざし、地域を愛する技術者

大学時代は土木に興味持てず
　2011年３月11日に発生した東日本大震災は、小泉さんの
住む福島県相

そう

馬
ま

市にも大きな被害をもたらした。「子どもの
ころから親しんできた相馬の海を早く元通りにしたい」。小
泉さんの心は、地域の早期復興に燃えている。
　相馬市に生まれ育って半世紀。小学生の時は、長嶋茂雄や
王貞治にあこがれる野球少年だった。高校は地元の進学校で
ある相馬高校に入学。母が電機メーカーの企業に勤めていた
こともあり、「自分も地元の工場で働こう」と思っていた。
　高三の夏休み。クラスメートの大半が受験モードに入って
いる中、小泉さんは友人数人と原釜尾浜海水浴場の「海の家」
でアルバイトにいそしんでいた。「お金も欲しかったが、何
よりも楽しかった。今でもあの夏休みの記憶が鮮明に残って

いる」と青春の
一ページに目
を細める。
　大学は「実家
から通えて、推
薦入学で入れ
るところ」と
いう条件のも
と、東北学院大
学工学部土木工
学科に入学。自

宅から大学のキャンパスまで片道約２時間、往復４時間を掛
けて通学した。
　学生時代を「工業高校から進学してきたクラスメートとの
差が歴

れき

然
ぜん

で、劣
れっ

等
とう

感
かん

を覚えた。正直、勉強にあまり興味が持
てなかった」と振り返る。

震災当日の現場が一番の思い出
　しかし、就職は「地元の建設会社に」と決めていた。「親
から出してもらった学費を無駄にはできない。大学で学んだ
ことが少しは生かせるのではないか」と思ったからだ。
　実際に地元建設会社に就職したものの「現場のことは何も
分からなかった。『大学で勉強してきたんでしょ』と言われ
るのがつらかった」。
　それでも経験を積むうちに一通りの仕事ができるようにな
り、所長として多くの現場を運営してきた。その後、小野建
設に移って約13年になる。
　一番の思い出は、東日本大震災当日に工事していた国道の
橋
きょう

梁
りょう

下部工の現場だ。岩山の脇を道路が走っている現場
で、震災前から山が崩れそうな場所だった。
　現場事務所にいた小泉さんは「山が崩れた」という情報を
聞き、すぐに現場に駆け付けようとしたが、数台の車が道路
で立ち往生していた。なんとか車をかわしながらたどり着
き、作業員全員の無事を確認。その後、自宅の様子を見に行
き、家族の無事も確認して現場事務所に戻っている最中に
津波が押し寄せた。自宅は床上まで浸水したが大事には至ら

ず、家族も無事だった。
　その後、小泉さんは応急復旧工事の手伝いに奔

ほん

走
そう

した。ト
ラックに砂利や常温で使えるアスファルト合材を積み、道路
にできた穴を埋めて回った。「普段はスコップを持つことは
めったにないが、無我夢中で力仕事をこなしていた」。

思い出の海を早く元通りに
　小泉さんが高三の夏にアルバイトをしていた海水浴場を見
に行ったのは、震災から数カ月たってからだった。「どう表
現して良いのか、言葉が見つからなかった。自分の思い出の
場所であり、子どもを連れて遊びに行った海を早く元に戻し
てあげたい」。
　地域に根ざし、地域を愛する技術者として、小泉さんはきょ
うも地域の早期復興に向けて、その役割を果たしている。

　小泉さんが現在、現場所長を務めているのは、相馬市の大浜地区海岸復旧工事だ。東日本大震
災で被災した海岸に「消波ブロック」と呼ばれる重さ４ｔのコンクリートブロックを製作し、据
え付けるのがメーンになる。
　製作するブロックの数は約１万8000個にも上る。現場から少し離れた場所で、型枠に生コンク
リートを流し込んでブロックをつくり、トラックで設置場所まで運び、クレーンでつり上げて据
え付ける作業を繰り返している。
　小泉さんが気を配っているのは安全確保だ。「冬場は波が高くなるので特に注意が必要。作業
員がけがをしないように工事を進めるのが自分の仕事だ」ときっぱり。

【消波ブロック】
波のエネルギーを減衰・消散させるた
め、海岸や河川などの岸に設置するコ
ンクリートブロック。１個当たりの
重量は、 0.5～80ｔ。形状も六脚ブロッ
ク、ジュゴンブロック、三連ブロック
など、さまざまなものがある。

上司・先輩から一言

［ 小野貞人社長 ］
　小泉さんは2001年の入社後、国土交通省を中心
に、数多くの経験を積んできました。彼の施工管
理への気概ある姿勢は、当社の中でも模範となっ
ており、難易度の高い現場でも信頼して任せられ
る技術者の一人です。後輩の
良き手本となっています。今
後も地域社会のため、当社の
技術者代表として、品質の良
い、安心・安全な施工管理に
大いに期待しています。

社会人になりたての頃に組んでいたバンドで
はボーカルを担当していた

正確無比の

難工事スナイパー




