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会長からのメッセージ

　東日本大震災から６年が経過し、「復興・創生期間」の２年
目となります。
　この間、生活道路や河川、上下水道などの公共インフラをは
じめ、復興は着実に進展してきております。今後もソフト面の
施策を含め、復興のさらなる加速化が求められております。
　一方、東日本大震災後も熊本地震・台風による河川の氾濫や
土砂崩れ・豪雪など国民の生命・財産を脅かすような自然災害
等が絶えません。今後も予想される大規模自然災害等から生
命・財産を守るためには、国土強靭化の推進が不可欠です。社
会資本整備や災害時における国土強靭化の重要な担い手である
地域建設業は、少子高齢化により労働人口が減少するなど、担
い手確保・育成が喫緊の課題であります。
　国土交通省においては、建設産業を「人材投資成長産業」と
する新たな方向性を打ち出す等、労働力の確保と、雇用安定等
の問題解決に向けて官民の力を合わせ鋭意努力しております。
まずは建設業で働く人の収入増を図りながら「i一Ｃｏｎｓｔｒ
ｕｃｔｉｏｎ」を推進し、生産性向上による週休２日制の導入
などを目指しています。私たち地域建設業は、地域に根差した
建設技術集団として「地域の安全・安心を守る」という使命感
を持っております。災害対応の最前線に立つ〝危機管理産業〟
であり、地域インフラの〝まち医者的存在〟であると自負して
います。君たちの力が地域と日本を支えます。ぜひ私たちの仲
間になってドローンやICTを活用し、おもしろ建設現場で地域貢
献をしましょう。

～おもしろ建設現場で地域社会貢献を～

東北建設業青年会 会長

後 藤　吉 伸

「がんばろう! 東北　がんばろう! 日本
がんばろう!  建設業」

表紙写真：東北地方整備局北上川下流河川事務所提供
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　自分が本当にやりたい仕事に出会えるのは意外に難しい。そんな

中、「今の仕事に就けている事が幸せ」と話す本編の主人公・久保

田美佐子さんは、いかに〝幸せな仕事〟にたどり着いたのか。

　久保田さんは昭和５０年、青森県十和田市に生まれた。両親は共

働きで２人とも会社員だったが、生活道具を手作りする祖父、編み

物や着物づくりが得意な祖母、ハンドメイドが好きな母に囲まれて

育ち、子どものころは「モノをつくったり、絵を描く時間が好きだっ

た」。とは言え、幼い頃の夢は「お嫁さん」。バスケットボールに熱

中した小・中学生時代を経た進学先は普通高校。社会に出てからは

事務や接客、販売と、建設業とは無縁の生活を送る。

　さまざまな仕事を経験しながらも「いつもどこか物足りなさを感

じていた」が、デザイン制作会社への就業を機に「そこにないもの

を想像・発想することや想いを伝える家づくりに魅力を感じるよう

になった」。思いが高じたある日、設立間もない地元の住宅会社の

門を叩く。

「見習いからでも使ってもらえませんか」。若い女性の無鉄砲とも

思える願いは、創業間もない会社の事情で、その場ではかなわなか

ったものの熱意が伝わり、２年後に晴れて入社を果たした。

　想い焦がれた家づくりの世界に飛び込んだ久保田さんの最初の

仕事は営業。住宅１軒１軒を回る〝飛び込み営業〟に体当たりで挑ん

だ。その後、設計工事部に異動し、舞台は念願の家づくりへと移る。

仕事内容は、顧客への内装の提案や設計・工事の各担当者の補助な

ど。現場に出る機会も多く、初めは「怖い印象だった」大工・職人さ

ん達とも積極的にコミュニケーションをとり、親しくなることで多

くのことを教わった。

　こうして着実に経験と知識を身に付け、異動２年目からは一人で

顧客との打ち合わせができるまでに成長。一線で活躍していた久保

田さんに転機が訪れる。

　人手が減り、本来の内装コーディネーターと総務、損保の代理店

業務、営業という４つの仕事を兼務する時期が２年続いた。激務に

「仕事を続けたかったが体が追いつかなかった」。ドクターストップ

が掛かり泣く泣く退社した。

　体調回復後はコーディネーターの仕事に思いを募らせながらも

求人がなく、契約社員として他の職種で働いていた久保田さんに吉

報が届く。前職時に参加していた『工務店女子会』の縁で、柏崎組

から声が掛かったのだ。「またやりたい仕事ができる」。かくして

2015年８月、柏崎組住宅事業部『Ｋ．ＨＯＵＳＥ』に所属となり社内

で３人目の女性社員が誕生した。

　入社から約２年。住空間収納プランナー、ライティングコーディネ

ーターの資格も取得し、日常業務では顧客へのプレゼン資料の作

成や図面修正、住宅事業部のホームページ管理などに勤しむ。「好

きな仕事に集中して取り組めるし、スキルアップのための講習・研修

にも参加させてもらえる」。残業もほとんどないため、家庭生活と

も両立でき、公私ともに充実した日々を過ごす。

　持ち前のチャレンジ精神と行動力で〝やりたい仕事〟を手繰り寄

せた久保田さん。「主婦やママとしての日常生活が活かせるし、人の

幸せにもつながる。それによって自分も幸せをもらえる魅力的な仕

事。男性のイメージが強いが、想いを形にする素敵な職業なので、

ぜひ女性にもチャレンジしてほしい」。会社はもちろん、建設業界に

女性の後輩が増える日を心待ちにしている。

熱意と行動力で建設業の扉を開く
女性にも向く、想いを形にする素敵な職業
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　久保田さんが働いているのは、

５人のスタッフで構成する住宅

事業部『Ｋ.HOUSE』。主な仕

事は、顧客に対する内装の提案

だ。毎日７時半には出社し、始

業は８時から。基本的には社内

での仕事が中心で、プレゼンテ

ーション資料の作成や図面の修

正、ホームページ・ブログ管理

などを手掛けているが、作業補

助のため現場に出向く時もある。

集中して仕事に向き合う姿には、

好きな仕事をしている充実感が

にじみ出ているかのようだ。

住宅事業部

久保田美佐子さん
1975年4月3日生まれ。青森県十和田市出身。
住空間収納プランナー（ベーシック）、ライティングコーディネーター

株式会社　柏崎組
本社／〒039-2135
青森県上北郡おいらせ町立蛇71
TEL.0178-50-6511　FAX.0178-50-6510
ＵＲＬ　http://www.kashiwazakigumi.co.jp

　窓回りを装飾し、演出すること。

カーテンやブラインド、ロールス

クリーンなどにより、その窓にふ

さわしい形や素材を選んでいく。

ウィンドウトリートメント

　久保田さんは入社１年半ながら、探究心旺盛で自らの業務
に限らず、住宅事業部のＨＰの管理やブログの更新など、何に
でも積極的に取り組んでくれますので、すっかり皆と溶け込ん
でいます。
　幅広いスキルを活かして、内装関係のコーディネートを中
心に活躍しており、お客様との打ち合わせ時に久保田さんが
加わることで、和やかな雰囲気になりますし、女性目線での感
性には、スタッフ一同から一目置かれて、頼りにされています。

［ 住宅事業部 太田規章氏 ］
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●●●●職 場 訪 問

●●●●●休 日 の １ 日

5：30
起床　食器洗い•朝食作り・洗濯•
掃除・アイロン掛け・部屋の模様替
え。午後からゆっくりしたいので、
午前中に家事は終わらせています。

20 : 30～21 : 30 
足湯とストレッチ、健康に良い
と思って続けています。

19：00
次の日の準備後、 30分程勉強を
しています。

11 : 00 
1週間分の買い出しに出かけます
大好きなお酒の調達も！

18：00
1時間ほど昼寝をします。
唯一家事から解放、体力回復時閻。

22：00
就寝

15：00
お酒と食事、 DVD鑑賞
幸せな時間です。

14：00
食材の小分け作業と早めの晩御
飯準備
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　小原さんは１９７７年２月、岩手県花巻市で、会社員で共働きの両

親の間に長女として生まれた。小児期は年子の兄と一緒に外遊びす

ることが多く、渓流釣りにも出掛けたが、竿は「竹を切り、枝を払っ

て作った」お手製。さらに母方の祖父を始めとする親戚筋が大工職

だった影響もあり、クラブ活動は女子でただ一人「図工部」に参加す

るなど、早くから自分の中〝ものづくりの血〟に目覚めつつあった。

　中学時代は持ち前の運動神経を活かし、テニス部と陸上部の掛

け持ちで活躍。高校進学に際しては当初、建築科を志望したものの、

男子が圧倒的多数を占めていた当時の状況を心配した両親の反対

で断念し、普通科を選択した。

　それでも〝ものづくり〟への思いは冷めない。授業の一環でＣＡＤ

の楽しさを体感したのに加え、テレビ番組で観た、ドラフターで図

面を引く技術者の「カッコよさ」に憧れて、就職活動では建設業を

志望。高校進学時には反対した両親にも小原さんの〝本気度〟が伝

わり、北上市内の建設企業への就職が決まった。

　入社してすぐ現場に配属されたが、何と言っても普通科卒。最初

は「柱と壁はわかるが梁が何かわからない」状態だった。主な仕事

は、先輩技術者と職人たちをつなぐ連絡役と現場清掃。女子用のト

イレや更衣室などの職場環境も整っておらず「大変だな」という思

いはあったが、職人の仕事を目で追いながら仕事の流れを覚えてい

った。

　現場を任されるようになっても「わからないことは職人さんに教

わるか会社に戻って先輩に聞けばいい。常に１人で置かれている状

況は変わらない」と前向きに捉え、着実に経験と実績を積み上げた。

　その後、２５歳の時に家庭の事情で東和町にある土木会社に移籍。

同社初の建築技術者となったが、ここで現在のご主人と出会い結婚。

程なく第一子を妊娠した。しばらく仕事を続けたが、母体に負担が

掛かって入院したためやむなく退職し、専業主婦となった。

　しかし技術者としての第２幕はここから始まる。生来、活動的な

小原さんは「（専業主婦では）時間がもったいない」と２級建築士の

資格を取得。ハローワークで求人していた佐賀建設に応募し、

2000年９月に採用された。以来１０年間に渡って店舗や倉庫、公共

施設など、主に鉄骨造建築物の工事管理を担ってきた。

　建築現場の第一線で活躍を続ける小原さんのモチベーションは

「職人と一緒に建物をつくり上げていく」ことと「建物が長くその

地に残っていく」という、建設業ならでは魅力。そして、ご主人が土

木業、義父が鈑金業という〝建設業一家〟で、小原さんの仕事に理

解と協力を得られることも、仕事と家庭を両立する上で大きな支え

になっている。

　技術者として「若い頃は男性に負けたくないという意地もあって

職人さんに厳しく当たるなど可愛げがなかったが、モノには言いよ

うがあり、女性だからこそできることや配慮するべきことがある」

と気付いてから一回り成長。「気持ち的にもゆとりができ、言いた

いことも言えるようになって自分の考えを現場に活かすことができ

るようになった。今は仕事がとても楽しい」と笑顔で語る。

　「若い時、職人になるか管理（技術者）になるかの選択を迫られ

た時、ものづくりが好きだったので職人になりたかったが、将来を

考えて管理を選んだ。今思うと本当に良かった」。経験を糧に、女

性ならではの現場運営哲学に辿り着いた小原さんの現場は、活気と

笑顔があふれている。

幼少期から目覚めた〝ものづくりの血〟
〝女性〟を活かした独自管理の道を拓く

現
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　小原さんが担当し、今年４月

に完成した花巻市内の民間児童

福祉施設。鉄骨造の２階建てで

延べ面積は664平方㍍。「手掛

けた建物の８～９割が鉄骨造」

という小原さんの真骨頂だ。現

場を訪れたのは内部の仕上げ工

事と外構工事が急ピッチで進め

られている３月下旬。小原さん

が作業中の職人さんに声を掛け

ると、笑顔で返事が返ってくる

ような、とても明るい現場で、

「コミュニケーションを大事に

している」という〝小原流〟の

現場管理が浸透している。

建築主任

小原　明美さん
1977年2月20日生まれ。岩手県花巻市出身。
１級建築施工管理技士、２級建築士

株式会社　佐賀建設
本社／〒028-3152
岩手県花巻市石鳥谷町南寺林5-297
TEL.0198-26-3800　FAX.0198-26-4536
ＵＲＬ　https://www.saga-kensetsu.com

　部屋や廊下などの壁面の一部

をくぼませてつくった空間。マン

ションなど共同住宅では共用廊

下から少しくぼんだ玄関ドア前の

スペースを指す。

アルコーブ

　建築の仕事をしたいと当社に入社して１１年。家庭と子育
て仕事にと大変な環境の中で現場代理人として活躍をして
います。
　女性の少ない職場ですが、男性に負けない情熱と決して
妥協をしない姿勢がお客様や協力会社から信頼され高い評
価を頂いております。
　創造力と見識を高め、これからの新しい建設業を担う女
性技術者の模範としてますます活躍してくれることを期待し
ています。

［ 社長 佐賀忠臣氏 ］
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●●●●●現 場 の １ 日
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6：00
起床　前の日の残り物と相談しながら朝食作り。

12：10
昼食　よし！会議も終わったし、待ちに待っ
たお昼ご飯の時間だぁ～。お腹空いた～。
ご飯足りるかなぁ～？　まっ！足りなかった
ら、カップラーメンあるしぃ…（∧∧）♪
食べたら、みんなでお昼寝(#∧∧#)

15：00
休憩　みんなと缶コーヒー飲みながら、雑談。
（この時間が一番楽しい～♪）

19：30
就業　娘の迎えの時間まで夕飯の買い
出ししなくちゃ。

21：30
片付け　娘は宿題中。旦那と二人で夕
食の片付け。

8：00 
現場朝礼　一人一人の顔を見ながら、その
日の作業内容と人員の確認。

20：30
帰宅　娘と帰宅。急いで夕飯作り。
「出来たよ～！早く食べちゃってぇ～」

11：45
職長会議　その日の午後の作業予定と
次の日の作業予定、人員の確認。（あっ
00さん来てないっ。）「00さぁ～ん。職長
会議の時間だよぉ～。（ 几゚ ）゚／」

13：00
仕事再開　よしっ！午後も墨出し頑張るぞ一つ！

17：00
現場作業終了　よし。今日も仕事した
なぁ。写真と書類をやって早めに帰ろう。

7：30
出社　会社朝礼後、現場へGO! !

23：00
入浴　家族全員入り終わってやっと私の
番。大体、TV見ながらゆっくり1時間入浴。

24：00
さて、寝よう。('▽')



Miyagi
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　普段は笹原組のオフィスレディーとして働く木村美希さん。実は

同社初の女性技術者である。今はまだ現場に出ることは少ないが、

事務・技術職の両方をこなすオールマイティな社員として会社から

期待されている。

　木村さんは1991年７月に宮城県古川市（現大崎市）で生まれた。

実家では犬を飼っており、多いときは６頭いた時もあった。木村さ

んも小さいころから動物が大好きで、「将来はトリマーさんなど、動

物関係の仕事に就きたい」と考えていた。

　学校で好きな科目は、算数・数学だった。「もともと計算が好きで、問

題を解いていく過程も面白く、答えが出た瞬間に喜びを感じた」という。

　高校は古川工業高校土木情報科に入学した。「6つ上の姉も同じ

学科で、制服がかわいかった」と理由はわりとアバウトな感じだった。

いざ入学してみると、同じ学科で女子は木村さんともう一人の２人

だけ。例年は女子が５人前後いるが、たまたま少なかったのだ。

　「女子の少なさには驚いたが、コンクリートをつくったり、測量を

したり、普通科では経験できないことをやれたので楽しかった。先

生もすごく良い先生がいっぱいいた」

　部活は軟式テニス部に所属した。中学時代は卓球部だったが、古

川工高には男子卓球部しかなかったからだ。高校から始めたハンデ

ィはあったものの、持ち前の芯の強さで、ほとんど土日もなくテニ

スに励んだため、上達スピードが速かった。

　木村さんが高校生活を過ごしたのは、東日本大震災が起きる数

年前。このころ建設業界は〝どん底〟状態に陥っていた。なぜなら国

や自治体が財政状況の悪化を理由に、公共事業の予算をどんどん

減らしていたからだ。公共事業への依存度が高い地方の建設会社

は特にその影響を受け、新規学卒者の採用がしたくてもできないと

ころが多く、高校への求人が少なかった。

　古川工高でも土木・建築科を卒業しても他産業に就職せざるを得

ない生徒が多かった。木村さんも「せっかく土木の勉強をしたので

建設会社に入りたかったが、最初は募集がなかったため、サービス

業の就職試験を受けようとしていた」という。その後「先生から建

設会社で募集しているところがある。入社試験を受けてみないか」

と言われて入ったのが笹原組だった。

　翌年の３月11日、東日本大震災が発生し、建設業界は一気に忙

しくなった。普段は社員の給与計算や購入した資材の支払いなどの

仕事をしている木村さんも約１カ月間、仙台市内の現場事務所に手

伝いに通った。

　「自宅から現場事務所まで車で約１時間かかり、朝の集合時間も

早かった。それでも、自分の会社の人たちがどんな仕事をしている

のか少し分かった」

　このような経験もあって木村さんは、高校の時に合格していた２

級土木施工管理技士の学科試験に加えて実地試験にも受かり、資

格の上で同社初の「女性技術者」になった。

　高校の現場実習で「自分のつくった道路や橋が形となって何年も

残り、みんなに使われる。すごくやりがいのある仕事だ」と教えられ、

「本当にその通りだと思った。自信はないが、現場の手伝いもして

みたい」と語る。

　動物と体を動かすことが好きな木村さんは休日、愛犬とドッグラン

に出掛けたり、スノーボードに行ったりと、アクティブに過ごしている。

就職難を乗り越えつかんだやりがいの仕事
目指すは〝オールマイティー〟社員

静
か
な

闘
志
を
燃
や
す

会
社
初
の

女
性
技
術
者

　木村さんは普段、宮城県大崎

市にある笹原組で事務作業をし

ている。入社８年目に入り、仕

事には慣れたが「自分の小さな

ミスが会社全体のミスになりか

ねない」と初心を忘れることは

ない。

　東日本大震災の翌年は、仙台

市内の現場に通った。津波で流

された丸太が積んであり、すべて

の寸法を測り、写真を撮る仕事

だった。丸太はその後、燃料用の

チップなどに使われたという。

総務部

木村　美希さん
1991年7月27日生まれ。宮城県大崎市出身。
２級土木施工管理技士

株式会社　笹原組
本社／〒989-6116
宮城県大崎市古川李埣字道祖神4-2
TEL.0229-23-8257　FAX.0229-22-2725

　無人航空機のことを指し、ＵＡ

Ｖとも呼ばれる。用途は多岐にわ

たるが、建設業界では主に測量や

自然災害の調査などに使われて

いる。

ドローン

　木村さんは面接の時「私は２級土木施工管理技士学科試
験（一部）に合格しています。３年後、実地試験に合格し、
会社の望む社員になります」と言い、芯の強さで見事合格
し、我が社初の女性技術者となりました。
　与えた仕事も責任を持って正確にこなしてくれます。し
かし、これからは決して平坦な道ばかりではありません。
その時に対応できる事務・技術のオールマイティーな社員
になってほしいと思います。

［ 社長 遠藤康之氏 ］

Miyagi
技術者物語

上司・先輩
から一言

教えて!

建築用語

●●●●職 場 訪 問

●●●●●休 日 の １ 日

8：00
9：00

11：00
12：00
13：00

10：00

14：00

20：00
21：00
22：00

24：00

8：00
起床　今日はいつもより遅めの起
床。朝食（朝はパンよりご飯派）

12：00
昼食 そのままサービスエリアで昼食。
暑かったので、冷たいソバを注文。

20：00
夕食　帰り道食堂により夕食。
20：30
帰宅　帰宅後、入浴。

22：00
散歩　愛犬を連れ、15分ほど散歩。
毎日の日課
22：30
またテレビを見たりインターネット
をしたりぐーたら。

10：00 
友達とお互いの愛犬連れ、桜を見に
近くの公園へ。人はたくさん居たが、
肝心の桜はまだ満開ではなかった。

21：30
入浴後はテレビを見たり、インター
ネットをしたりぐだぐだと過ごす。

11：00
近くのサービスエリアのドックラン
へ。犬を見て癒される。

13：00
帰宅 これから仕事の友人と別れ、
帰宅しごろごろ。

14：00
外出 満開の桜が見たく、愛犬を連
れ、途中で姉と合流し、車で1～2
時間かかる白石へ。やはり満開の
桜はきれい

9：00
洗濯や部屋の掃除、車の掃除など。

24：00
就寝　今日は愛犬と過ごす時間が
多くて幸せ・・・♡



Akita
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　田村尚子さんは、医者である。とは言っても人や動物の体を診る

のではなく、樹木を保護する「樹木医」の資格を持つ。

　田村さんは、秋田市で生まれ育った。祖父母が庭づくりをしてい

たせいか、少女時代から「植物に触れる仕事がしたい」と考えてい

た。でもそれは、どういう職業に就けばかなうのかまでは分からな

かった。

　高校は自宅から自転車で約３０分のところにある秋田中央高校に

進んだ。得意科目は生物と国語で、数学や化学などはどちらかと言

えば苦手な方だった。

　「大好きな生物を仕事で活かせる研究者になりたい」との思いか

ら秋田県立大学生物資源科学部生物環境学科に入学した。大学では

森の植物の移り変わりや、松枯れの原因などを研究する森林科学研

究室に所属。田村さんは、秋田市内の歴史ある木や大きな木を保存

するために市が指定した「保存樹」の管理に関する研究を卒論テー

マに選んだ。

　就職は造園関係の仕事と決め、求人があった「むつみ造園土木」

に大学から推薦してもらった。「これまで学んだ知識が活かせるほ

か、地元で知名度の高い会社だった」ことが志望理由だ。入社後の

４年間、一般企業や公園の樹木の肥料やり、殺虫剤散布、冬囲いな

どを行う緑地管理に携わった。

　当時について「大学時代は殺虫剤の勉強をしたことがなかった。

どの薬が何の虫に効くのかを徹底的に調べる必要があり、組み合わ

せが悪ければ薬害が起きて、木の葉が落ちてしまう。現場をいくつ

も掛け持ちしていたので体力的にもきつかった」と振り返る。

　しかし、田村さんが社会に出て最も身に染みたのは「コミュニケ

ーションの大切さ」だ。「学生時代は自分の研究に没頭していれば

良かったが、現場での主な仕事は作業員さんたちに的確な指示を出

すこと。お客さんへの説明も求められる」からだ。

　その後、県や市町村の施設を民間企業が維持管理する指定管理者

制度の業務を担当するようになり、「天王グリーンランド」（潟上

市）や「秋田県環境と文化のむら」（五城目町）、「生態系公園」

（大潟村）に携わってきた。公園内の植物を管理するだけでなく、

小学生が校外学習に来た時はガイド役となって植物の見分け方を教

えることもある。

　４月から入社１０年目に入った。「植物が相手の仕事なので、状

況がめまぐるしく変わる。特に天気には振り回されることが多い。

予定通りに仕事が進まない時は辛いと感じることもあるが、毎日発

見があるのが面白い」と思っている。

　女性ならではの悩みもある。「一番は日焼けかな。夏場は特に気

を付けており、麦わら帽子に腕カバーなど、完全防備で臨む年もあ

る」としつつ「もともと好きな植物の勉強・研究の延長だから我慢

できる」とにっこり。

　もう一つ、田村さんが仕事に対するモチベーションを保ってこれ

たのは「樹木医」の資格取得という目標があったからだ。その名の

通り、樹木を診断・治療するほか、公園緑地の設計や樹木に関する

知識の普及・指導などを行う専門家に与えられる資格だ。田村さん

は、全国で年間120人しか合格できない難関を一発で突破した。

　「会社での経験が合格につながった。今後も樹木医として、お客

さんと植物に喜ばれる仕事をしていきたい」

豊富な知識で指定管理者業務を担当
会社での経験生かし難関試験突破

植
物
の
こ
と
な
ら

何
で
も
お
任
せ

頼
り
に
な
る
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ん

　田村さんの職場は、「秋田県

環境と文化のむら」と「生態系

公園」の２カ所で、ともに指定

管理者として、公園・緑地の整

備や緑化施設の維持管理業務に

携わっているほか、森のガイド

役も務める。

　樹木医の資格を持っている田

村さんでも分からないこともあ

る。今は何でもインターネット

で調べられる時代だが「ネット

の情報を鵜呑みにしてはいけな

い。じっくりと観察して対応す

ることが大切」と現場主義を実

践している。

指定管理事業部

田村　尚子さん
1985年12月12日生まれ。秋田県秋田市出身。
2級造園施工管理技士、2級土木施工管理技士、樹木医

むつみ造園土木 株式会社
本社／〒010-0951
秋田県秋田市山王5-13-3
TEL.018-863-2011　FAX.018-864-1316
ＵＲＬ　http://www.mutsumi-l.co.jp/

　土壌の表面から深さ100㎝まで

の土壌の硬さを連続的かつ簡便

に測定できるように開発された

試験機。主に植栽基盤調査など

で使用する。

長谷川式土壌貫入計

　もともと大学で森林科学を専攻し、植物を学んでいたこ
ともあり、当初から花や樹木の知識は豊富でした。造園業
に携わる中で、「樹木医」を志すのも必然的な流れだった
のかも知れません。樹木の専門家として、高度な知識や技
術が求められる大変難しい資格取得も１回で合格するなど、
勉強も頑張り、見えない所での努力には感心させられます。
これからも貪欲に知識を吸収し、緑の大切さを多くの人々
に伝え、樹木医として誇り高く活躍してほしいです。

Akita
技術者物語

上司・先輩
から一言

教えて!

建築用語

●●●●職 場 訪 問

●●●●●現 場 の １ 日

［ 指定管理事業部部長 本間廣喜氏 ］［ 指定管理事業部部長 本間廣喜氏 ］

6：00
7：00
8：00

10：00

12：00
13：00

18：00
17：00

19：00
20：00

23：00

15：00

19：00 
ニュースやバラエティー番組を適当に
見ながら夕食　日本酒が生きる糧。イ
カの塩辛やホヤがあればなお完璧。

12：00
イベント終了、片付け後昼食　昼食は節
約のためほぼ毎日自作弁当。春は野草
を調理したものがおかずになってます。

17：00
作業終了　ホームページで情報発信、日報、
翌日の作業の打合せなどデスクワーク少々。

8：00
事務所にて朝の打合せ、定期イベント
の準備　月1～2回、植物観察やクラフ
トなど指導内容は季節ごと。スタッフ
も予習が欠かせません。

6：00
起床

13：00
大潟村・生態系公園へ移動　展示用の
花の植替えや鉢の移動、草刈・芝刈作
業など日によります。

18：30
帰宅、夕食準備

23：00
翌日分の弁当の準備後、就寝

20：30
片付け・洗濯・入浴

7：00
出発
7：30
五城目町・環境と文化のむら到着。鳥獣
保護センターの鳥たちの様子を見つつ
園内巡回（たまにクマが通るので）ホー
ムページ用に生き物や花の写真を撮影

15：00
一旦休憩
15：30　
温室・ハウスの灌水　温室なので、冬
も水やりが必要です。

10：00
定期イベント開始　受付～指導　参加者
さんは小さい子供からご年配までさまざま。



Yamagata
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　小学生のころからサッカー漬けの毎日を送っていた平間匠さん。

サッカーで鍛えられた体と、チームプレーの経験が「工事現場の技

術者という仕事で非常に役立っている」という。

　平間さんが生まれたのは山形県長井市で、高校卒業まで過ごした。

小学３年でスポーツ少年団のサッカーチームに入った。「ちょうど

Ｊリーグがスタートしたころで、日本中が盛り上がっていた。小学

校の時はサッカーをやっていた思い出しかない。チームプレーで勝

利を目指すのが面白かった」と振り返る。

　勉強の方は、数学や理科は好きだが、文系科目は苦手という典型

的な理系タイプ。大学は秋田大学工学資源学部土木環境学科に進ん

だ。「特に土木、建築の意識はなく、ものづくり関係の仕事に就き

たかったのがこの学科を選んだ理由。かなりアバウトな決め方だっ

た」と話す。

　大学でもサッカーは続けたが、居酒屋の厨房（ちゅうぼう）のア

ルバイトにはもっと励んだ。「料理をつくるのが楽しくて、それに

一人暮らしだったので、まかないご飯が食べられたのが何よりうれ

しかった」と笑う。

　大学４年の春、平間さんは大学院への進学を考えていたが「試し

に１社だけ就職試験を受けてみよう」と選んだのが渋谷建設だった。

「長男ということもあり、就職するなら山形県内が良いと思った。

県内でも屈指の会社なので、給与面なども期待できる」というのが

主な理由だ。

　会社からはすぐに内定通知が届いた。「正直、驚いた。試験は手

応えがなく、内定をもらえるとは思っていなかった」といい「大学

院進学との迷いもあったが、いずれは就職するつもりだったので、

このチャンスを手放してはいけない」と覚悟を決めた。

　入社後２カ月ぐらいで、山中の砂防（さぼう）工事の手伝いをす

るようになった。砂防とは、土砂災害を防止するために行うもので、

山中に堤防などを築く。「分からないことだらけで、どんなに暑く

ても、雨が降っても現場は動いた。冬場は雪が降り、寒さに凍え

た」と語る。

　さらに「平日は仕事でくたくたになり、寮に帰ってもご飯を食べ

てお風呂に入って寝るだけ。日曜日は休めることが多かったが、土

曜日はほぼ出勤した。体力勝負のところがあり、その意味ではサッ

カーをやっていて良かった」と懐かしむ。

　初めて現場代理人（所長）を任されたのはバイパス道路の舗装工

事だった。それまでは先輩が指示を出してくれていたので「言うこ

とを聞いて、それをこなせば良かった」が、社長に代わって現場を

運営する立場となり「常に何かを考えていた。きょう、明日、１週

間後、１カ月後に何をすればいいか。毎日があっぷあっぷの状態だ

った」と回想する。

　もう一つ、思い出に残る工事がある。酸性度の強い河川近くの堰

堤（堤防）工事で、中国産の御影石を型枠に使って生コンを打設し

ていくものだ。現場は地すべり地帯の末端にあり、土を掘っては崩

れの連続だった。「現場条件は厳しいが、その分やりがいがある。

作業員さんたちとチームを組み、さまざまな困難を克服し、完成検

査が終わった瞬間は、まるでサッカーの試合に勝った時のようだ」

と目を輝かせる。

　現在は、奥さんと娘さんの３人暮らし。家族の大黒柱となり、ますます

仕事に精を出す毎日だ。もちろん、休日の家族サービスも欠かさない。

狙い定め県内屈指の会社に就職
チームプレーで困難をやりがいに

サ
ッ
カ
ー
で

鍛
え
た
体
と
心
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場
を
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け
回
る
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　平間さんが担当している現場

は、山形市と山辺町を結ぶ県道

バイパスの新設工事だ。水田の

中を通る道路なので、地盤が非

常に軟らかい。このため、〝載

荷盛土〟という作業を行う。沈

下が予想される地盤の上に大量

の土を盛り、その重さで地盤を

沈下させ、強度を増加させるも

のだ。

　また、まわりも水田なので農

繁期は工事ができない。稲刈り

が終わった秋から工事を始め、

翌年の春までに完成させる必要

がある。

工事部課長補佐

平間　匠さん
1982年9月22日生まれ。山形県長井市出身。
１級土木施工管理技士、監理技術者、２級さく井技能士

渋谷建設 株式会社
本社／〒990-2423
山形県山形市東青田5-1-5
TEL.023-634-4282　FAX.023-634-4156
ＵＲＬ　http://www.shibuken.co.jp

　鳶や鉄筋工などの作業員が、結

束線と呼ばれる針金で鉄筋を束

ねる道具。締めすぎると結束線が

ちぎれてしまうので、経験を積ん

で感覚をつかむ。

ハッカー

　平間君の仕事ぶりを見ていると「感性」を高いレベルで
持った技術者であると感じます。土木技術そのものへの探
求心が旺盛であり、常に柔軟な対応ができる人材です。
　「土木工学は経験工学」と言われますが、その反面、独
自の創造性と感性が不可欠であり、それらを兼ね備え、積
極的に仕事ができる「技術屋」であるとともに、これから
も信頼され地域社会の発展に貢献するリーダーとなって活
躍することを期待しています。

Yamagata
技術者物語

上司・先輩
から一言

教えて!

建築用語

●●●●職 場 訪 問

●●●●●現 場 の １ 日

［ 取締役工務安全管理総括部長 今井義雄氏 ］［ 取締役工務安全管理総括部長 今井義雄氏 ］

6：00
7：00
8：00
9：00
10：00

12：00
13：00

17：00

21：00

23：00

15：00

6：00
起床　仕事の日はこの時間に起床
6：50
出勤　だいたいこの時間に出勤

7：30
現場到着　現場にはいつも一番のり

9：00
位置出し・丁張り設置

12：00
昼食　お昼休み！今日の弁当は何かな？

23：00 
入浴・就寝　一日ご苦労様でし
た。あしたまた頑張ろう。

8：00 
朝礼　朝礼とKY活動(安全・作業
指示)「今日も一日御安全に！！」

10：00 
休憩　みんなで休憩　よっこいしょ！

13：00 
仕事再開　さて現場、現場！　状況写
真とらねば！

15：00
休憩　作業員さんとコミュニケー
ション。

21：00
帰宅・夕食　疲れたー…まずはご飯だ！

17：00
作業終了！皆様お疲れ様でした！　さー
て事務所で明日の丁張り計算、書類だ！
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　埼玉県飯能市に生まれた木村絵梨子さんは、父親に里山に連れら

れ、兄と一緒にチョウチョを追いかけるなど、外で遊ぶことが大好

きな活発な子どもだった。

　建設業界を志したきっかけは、小学校低学年の時で、「テレビで

見た外国の建物が格好良い」と思ったから。その時に、どうすれば

建設業界で働けるか相談した祖母の「算数をがんばった方がいい」

との言葉を信じ、１０歳になる前から理数系の勉強に勤しんだ。

　中学校時代には、埼玉県屈指の実力を誇っていた吹奏楽部に入部

し、ステアドラムを担当。持ち前の熱意で部活動に力を注ぎ、全国

大会への出場を果たした。

　建設業は、世間では「きつい」・「汚い」・「危険」の〝３Ｋ〟のイ

メージを持たれることも多い。しかし、高校への進路選択の時期に

なっても、「３Ｋの印象は思いつかず、いつか自分が手掛けたい建

物の完成イメージしか頭になかった」と建設業界への歩みは揺らぐ

ことはなかった。西武学園文理高校理数科を経て、東洋大学工学部

建築学科に進学。大学卒業後は東京都内の企業に就職し、新米建設

人として内装デザインの仕事に携わった。

　その後、結婚を機に退職し、福島県会津若松市に移り住んだ木村

さん。市内の工務店で事務職に就いたものの、改めて建築について

学ぶため、職業能力開発促進センター（ポリテクセンター）に入校

し、実習を通して技術を磨いた。

　木村さんはなぜ、〝建築〟にこだわり、努力し続けることができ

たのだろうか。それは、幼いころの憧れだった「一から自分で建物

を設計してみたかった」との熱意を持ち続けていたからだ。

　自己研鑽を重ねた甲斐もあり、2011年度にはセンターの紹介で、

会津地域住民の快適な暮らしづくりに努めている会津板下町の老舗

建設会社・マルト建設に入社した。

　入社後のデビュー戦はおばあちゃんのために、遠くに住んでいる

家族が建てようとしていた一軒家だ。担当した内容は、建物の設計

から工事完了までの監理業務で、「現場はベテランの男性作業員ば

かりだったため、打ち合わせで話に付いていけずに戸惑うことが多

かった。作業員とのコミュニケーションに四苦八苦していた毎日だ

った」という。

　しかし、社内では多くの女性社員に励まされ、現場では作業員が

性別関係なく接してくれたおかげですぐに打ち解けることができ、

無事完成にこぎ着けることができた。完成後には、「おばあちゃん

に〝良い家をつくってくれてありがとう〟と感謝の言葉をもらい、

達成感と充実感で胸がいっぱいになった」と当時を懐かしむ。

　福島の山間部では、真冬の厳しい寒さの中で工事が行われること

もある。それは、５～６枚重ね着した中にホッカイロを貼り付けて

も寒さが身にしみるほどだが、その都度〝おばあちゃんの家〟を思

い出し、気合いを入れ直しているという。

　現在、木村さんは業務の一環として、地域の女性技術者らで構成

する団体「會津（あいづ）　美ＬＡＤＹ」の一員として活動してい

る。女性ならではの視点で現場のパトロールなどを行い、後進の女

性技術者が働きやすい環境づくりに取り組んでいる。建設業界を志

す女性には、「興味があれば頑張れる。コミュニケーション力があ

れば、うまくいくことも多い」とメッセージを送る。

　休日は気の合う仲間とバンドでドラムを鳴らしているとか。長期

の休みがあれば、大好きな建物を見にドライブに行ってしまう情熱

的な建設人だ。

祖母の一言きっかけに夢追い続ける
「ありがとう」の言葉に達成感
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　木村さんが現在携わっている

のは、公共の備蓄倉庫新築工事。

現場で職人が施工するために必

要な情報を記していく「施工図」

を作成している。

　その中でも、建物を建てる上

で最初に取り掛かる「基礎」の配

置や形状を示す平面図は、ドアの

位置や壁の寸法などを考慮に入

れながら描いていく正確性が求

められる作業だ。

　工事の作業スピードや完成度を大

きく左右するだけに、「正確かつ誰が

見ても一目で分かるように仕上げて

いく」と力を込めて取り組んでいる。

建築部主任

木村絵梨子さん
1985年6月2日生まれ。埼玉県飯能市出身。
１級建築施工管理技士、２級建築士

マルト建設 株式会社
本社／〒969-6576   
福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字砂田565
TEL.0242-83-0010　FAX.0242-83-0023
ＵＲＬ　http://www.maruto-aizu.com/

　木材などの表面に加工するた

めの基準線を引くときに使用する。

墨を浸した糸の両端を固定し、糸

を指で弾くことによって一気に直

線を引くことができる。

墨つぼ

　我が社の建築部には、３人の女性技術者がおります。木
村君はその中堅です。もともとは関東の出身ですが、大学
時代のお付き合いで、ご主人の故郷〝あいづ〟に嫁いでこ
られました。
　慣れない雪国の風土の中にもかかわらず、持ち前の勉強
熱心さと真面目さ、明るさで社内はもちろん、お客様から
の信頼は絶大です。着実に実績を積み上げ、女性ならでは
の感性を生かしながら、男性以上の仕事ができる人材だと、
大いに期待しています。

Fukushima
技術者物語

上司・先輩
から一言

教えて!

建築用語

●●●●職 場 訪 問

●●●●●休 日 の １ 日

［ 執行役員建築統括部長 鈴木和弘氏 ］［ 執行役員建築統括部長 鈴木和弘氏 ］

9：00

12：00

10：00

14：00

18：00

20：00

22：00

24：00

16：00

9：00
起床　予定に合わせて起床。基本
的に休日は出来るだけいっぱい寝
たい(笑)軽くフルーツグラノーラで
済ます。

20 : 00 
帰宅　イッテQ！を観ながら勉
強しようかなと思うけど、はか
どらない・・・(笑)

16：00
買い物　本屋や雑貨屋をぷらぷ
ら。建築の本やインテリアの本
を立ち読み。

12 : 00 
昼食　前の会社の先輩とランチ。
良さそうなお店を調べて行くこ
とが多い。今日はピザ窯のある
イタリアンのお店。

18：00
夕食　旦那と近所のラーメン屋
へ。ここの醤油ラーメンが好き。

22：00
勉強　試験に向けて少しでも勉強しないと！

24：00
入浴就寝　明日の目覚ましをセ
ットして、就寝。

14：00
カフェ　食事の後はカフェへ。
近況報告、建築の話、本の話、
映画の話などで盛り上がる。

10：00
掃除洗濯片付　掃除洗濯片付な
ど家の事をする。飼っているウ
サギにちょっかいを出したり、
テレビ(サンジャポ)に夢中になり
ついつい手を止めてしまう。
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