
⬆

OFF

⬇

⬆

ON

発  行    東北建設業青年会
〒980-0824  宮城県仙台市青葉区支倉町2-48（宮城県建設産業会館5階）

TEL 022-263-9271　FAX 022-268-4293
http://www.miyakencenter.or.jp/rengoukai/sub2-5.htm

東北建設業青年会

ON/OFF  新しい働き方が始まります

T o u h o k u  C o n s t r u c t i o n  E n g i n e e r  S t o r y

技術者物語 Vol.6
2 0 1 8

Spring



01　Touhoku Construction Engineer Story Touhoku Construction Engineer Story　02

技術者物語  Touhoku Construction Engineer Story

建設業の主な資格・免許
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会長からのメッセージ

　東日本大震災から8年目に入り、復興道路などの基幹事業は
順調に進捗し、復興が目に見える形で実感できつつあります。し
かし、復興は道半ばであり、一日も早く落ち着いた暮らしを取り
戻すことが出来るよう生活基盤の整備や地域経済及びコミュニ
ティーの再生が急がれております。
　地域建設業は、こうした復興の推進役であると共に、地域の
安全・安心を守る良質な公共構造物の提供・維持・管理を行い、
地震、豪雨・豪雪などの自然災害発生時における応急復旧支援
等、地域を守り支える重要な役割をも果たしております。また、
社会貢献活動や地域における雇用の創出等「危機管理産業」と
の認識を持って業務に精励しております。
　そしてさらに私たち建設業は、この大震災の最前線で活動し
た経験や、そこで得られた教訓が風化しないよう、次の世代に伝
承する役割を持っております。
　今、地域建設業は大きく変わろうとしています。
　ICTを活用した情報化施工など生産性向上のため、経営環境
を改善し、働く人の賃金の向上・週休２日制の導入を図り、現場
の安全性向上を目指してまいります。
　少子高齢化により生産年齢人口が減少し、建設業における担
い手確保・育成が喫緊の課題である今だからこそ、若い皆さん
の活躍の場が広がっております。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。
「がんばろう！東北　がんばろう！日本　がんばろう！建設業」

東北建設業青年会 会長

佐々木　信行

ICT導入と週休2日制導入を目指して
～若い人たちに明日の建設産業を知ってもらいたい～
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　小さい時からものづくりに興味があり、小・中学生の頃はプラモデ

ル作りにいそしんだほか「絵画コンクールの賞品で絵具をもらえるの

で自分で買ったことはほとんどない」というほど絵も上手だった。

　一方、小学校は野球、中学校では陸上と、スポーツにも取り組ん

だが、負けず嫌いの性格から周囲の環境に馴染めず、眼光の鋭さも

あって孤立。不良グループに呼び出されて一方的に痛めつけられる

こともしばしばあったが「親が働いたお金で学校に行かせてもらっ

ている。登校拒否になったら迷惑を掛ける」と屈せず、歯を食いし

ばって通い続けた。

　中学卒業後は一流の造園職人で叙勲もされた祖父の影響もあって

青森県立柏木農業高校の環境緑地科に進学。ボクシング部に入部し

て真剣に活動する一方、中学時代の反省を生かし、積極的に周囲と

交わることで多くの友達もでき、充実した高校生活を送った。

　就職時は祖父の跡を追って造園職人の道も探ったが、求人がなか

ったこともあって土木を志し、丸純桜庭組に入社した。

　ところが、順風満帆に現在に至ったわけではない。日々の肉体労

働で心身ともに疲れた工藤さんは、入社５年後に退職してしまう。

「プライベートを一緒に過ごした仲間から『転職する』、『辞める』

という話が次々と聞こえてきた。それに流され、働き甲斐を見失っ

てしまった」。

　退社後は関東で働き〝一旗揚げよう〟と必死に頑張ったが無理が

たたって体調を崩す。

　そうした中、工藤さんの元を母親が訪れる。「痩せたんじゃな

い？」。子どもを思う母の優しい声に、張りつめていた心の糸がプ

ツリと切れ、地元に帰ることを決意した。

　帰郷後は「帰ってきたことが恥ずかしかった」と誰にも連絡せず、

「いずれはちゃんとした仕事に」との思いを抱えながらアルバイト

で家計を助けていた工藤さんに１本の電話が掛かってきた。工藤さ

んの帰郷を耳にした高校時代の友人からだった。「このままでいい

のか。やる気があるなら会社に話す」。会社とは、一度退社した丸

純桜庭組だった。

　肉体労働で体を壊した工藤さんには「土木の仕事ができるのか」

との不安もあったが、『根は真面目。自分が責任を負う』と会社と

の間を再びつないでくれた友の思いに応えようと覚悟を決め、再び

同社の門を叩いた。

　復帰し、必死に働いて数年。体を動かす仕事に充実感を感じ始め

ていたある日、上司から「監督にならないか」と声が掛かった。自

身、「考えたこともなかった」が、「やれるならやります」と二つ

返事で承諾した。

　それから半年間は仕事が終わってから弘前市内の学校に週２～３

回通って勉強するというハードな日々を送った。努力の甲斐あって

土木施工管理技士の１・２級にダブルで一発合格を果たした。「自

分でもとても嬉しかったが、それ以上に社内外での評価の凄さに驚

いた」と振り返る。

　現在は、現場監督を経験する中で「土木の職場は魅力的な人達が

溢れている。その中で、自分自身が技術的にも人間的にも成長させ

てもらっている」と充実した毎日を送る。そんな工藤さんに対し

〝次代のリーダー〟としての信頼と期待は大きい。魅力的な先輩や

同僚、そして家族の協力を得ながら、社会に貢献できる第一線の技

術者への道を着実に歩んでいる。

若気の至りで退職も友の誘いで再入社
難関試験ダブルクリアで所長への道拓く

魅力溢れる
職場で花開く
次代のエース

　工藤さんが現在携わっている

のは温湯区域地すべり対策工事。

地すべりの原因となる地山内に

含まれる湧水を集水井戸内から

常時排出できるようにする。標

高の高いほうに向かって放射状

にボーリング掘削を行い、掘っ

た数十㍍の穴一つひとつに暗渠

パイプを挿入していくのだとい

う。「挿入をいかにスムーズに

行うかがポイント」と工藤さん。

技術者として社会に役立つ仕事

をしているという思いがやりが

いにつながっている。

1986年3月11日生まれ。青森県黒石市出身。
１級土木施工管理技士、監理技術者

株式会社　丸純桜庭組
本社／〒036-0405
青森県黒石市大字南中野字不動舘5-2
ＴＥＬ.0172-54-8624
ＦＡＸ.0172-54-8648

　当社技術員として入社以来、工藤君はチームワークを大
切にし、若手から年配作業員のアイデアや意見をもとに、
独自のセンスと努力により施工に当たり現場を納めてくれ
ています。１級土木施工管理技士の資格も見事１発合格し、
これから当社のリーダーとして活躍してくれることを期待
しています。

［ 社長 桜庭純樹氏 ］

6：15
6：40
7：00
7：30
8：00

10：00

12：00
13：00

15：00

17：00
18：00

20：00
21：00

6：15　起床
目覚ましは6：00だが朝に弱い
ため遅れる。

6：40　出勤
支度をバタバタと行い、朝食は
小食。そそくさと出発。

7：00　会社事務所到着
専務と朝の軽いミーティング。

7：30　現場到着
作業員のみんなと打合せ、KY、
作業内容の打合せ。

8：00　作業開始
現場全体の流れを見る。今日は
少し作業にまざってみる。

10：00　午前の休憩
コーヒーはブラック。

12：00　昼休憩
嫁の弁当完食、少し仮眠をとる。

13：00　午後の作業開始
○○さんと段取り打合せ、出来
形管理個所の写真撮影を行う。

15：00　午後の休憩
タバコが身にしみる。

17：00　作業終了
会社に戻り、日報等の内業を行う。

18：00　帰宅
晩御飯はテレビを見ながら、お酒
は好きだが平日はあまり飲まない。

20：00　入浴
1日の疲れを洗い流す。温泉なら
最高なのに…といつも思う。

21：00　就寝
子供らが寝に行く流れで、自分
も部屋に行く。テレビ、スマホ
をいじる。いつの間にか就寝。
おやすみなさい。

技術者物語
Aomori

　工事全般で高さ（基準高）を測

定する測量機械。その正確さが工

事の出来栄えを左右する。「この機

械に向かってピースする小学生は

撮影されない」（工藤さん）そうだ。

オートレベル

職場訪問 教えて!
建設用語

現　場　の　１　日

上司・先輩
から一言
上司・先輩
から一言

工事主任

工藤　亮人さん
Ryodo Kudo
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　岩手県内陸部にある花巻市で兼業農家の長男として生まれた佐藤

剛さん。社会人になる時は「地元を離れるつもりは全くなかった」

という地元をこよなく愛する生粋の『花巻人』だ。

　少年時代は、姉と弟の２人とともに、田んぼの手伝いをしながら、

少年野球とミニバスケットボール漬けの毎日を過ごす活発な少年だ

った。

　そんな佐藤さんが〝天職〟とも自己評価する建設業を目指すこと

になったきっかけは、中学校時代に「外で体を動かしながらできる

仕事は何かと考えた時に浮かんだイメージが土木現場だった」から。

その思いを貫き、岩手県立花巻農業高校の農業土木科に進学した。

　それまで馴染みのなかった土木の世界だったが、いざ学んでみる

と「想像していた以上に土木に関する授業は面白かった。特にのめ

り込んだのは専門課程で学ぶ測量だ。学校の敷地を測っていくうち

に、建物の形が図面として仕上がっていく過程と、誤差なく計測で

きた時にはとても気分が良かった」という。

　高校卒業後の進路について悩み出したころ、佐藤さんの目に止ま

ったのは、地元・花巻市で総合建設業を営む高田工業の求人票だ。

高田工業は、地域における建設業の果たす役割を重視し、幅広い作

業を自社だけの施工で責任を持って行っている。地元愛の固まりだ

った佐藤さんのひたむきな熱意が伝わり、高校卒業後の2004年４

月に晴れて入社を果たした。

　入社後、研修を経てから最初に担当した現場は、台風で被害を受

けたリンゴ農園の土砂崩落復旧作業だ。先輩作業員の指示の下、が

け崩れを抑えるため、スコップで土を布袋に入れて〝土のう〟を作

り、がけ崩れを抑えるために積み上げた。「泥まみれになりながら、

復旧が完了するまで一心不乱に土のうを作り続けた。作業中は意識

していなかったが、工事が終わってから着工前と完成後を写真で見

比べた時に、崩れた現場がきれいなっていて『自分はとてもすごい

ことに携わっていたんだ』と達成感を味わった」と振り返る。

　その後、現場代理人の仕事を学ぶため、先輩に付いて下積みを重

ねていた佐藤さん。初めて現場代理人を任されたのは約２年後。下

水管の新設工事だった。当初は代理人の先輩のサポートとして写真

撮影などを行っていたが、先輩の入院に伴い、作業内容などを把握

していたことから、急きょ任されることに。想定外のデビューでは、

測量で下水道管の高さを間違えて測ってしまうこともあった。

　「作業員の皆さんに掘り直してもらうなど、とても迷惑を掛けた。

自分のミスなのに誰にも責められることもなく、みんなが連携して

フォローしてくれたおかげで無事に完成できた」。

　いまや中堅の現場代理人として、後輩に頼られる存在となった佐

藤さん。近年の建設業界では、ＩＣＴ（情報通信技術）などを活用

した技術の進歩が目覚ましく進んでおり、「いまの最新技術は、来

年には最新ではなくなる」と、入社当時に思った〝体力重視の建設

業界〟の考えを拭い去り、勉強にいそしむ毎日だ。

　東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県沿岸部には、多くの人

が足を運び復興を進めている。こんな時だからこそ、県内陸部が手

薄にならないよう、「地域に根差した建設会社の一員として、地元

のインフラを守り、支えていきたい」との信念を込めて、地元・花

巻のために磨いた手腕を振るう。

〝体力重視の業界〟は思い違い
最新技術で地元のインフラを守り抜く

建設業は天職
花巻をこよなく愛す
イーハトーブのエンジニア

　佐藤さんが担当しているのは、

花巻市内で水田や畑を利用しや

すいように整形し、道路などを

整備するほ場整備工事のうち、

長さ約３㌔の用水路（パイプラ

イン）および排水路の一部を施

工する工事。

　ここでは、作業主任者として

作業員を指揮しているほか、機

械・安全装置などの点検や工具

の使用状況の監視などを行って

いる。また、元請の管理補助と

して測量・写真撮影なども担当

している。

工事主任

佐藤　 剛さん
Tsuyoshi Sato
1985年12月20日生まれ。岩手県花巻市出身。
１級土木施工管理技士、監理技術者

高田工業　株式会社
本社／〒028-3102
岩手県花巻市石鳥谷町上口2-6-5
ＴＥＬ.0198-45-3324　ＦＡＸ.0198-45-2825
ＵＲＬ　http://takata-k.co.jp/

　佐藤君は地元の実業高校を卒業し、弊社に入社をして13
年目を迎えています。その間、１級土木施工管理技士に１
発合格をしただけでなく、職人的な幅広い技能をも身につ
けています。
　現場管理でも技能的な仕事でも、自らが率先して学び頑
張ろうとする向上心が旺盛で、現場代理人から多技能工ま
で幅広い仕事にも対応できるオールラウンドプレーヤーで
す。これからも自らが目指す高い理想を実現すべく、精進
を続けてもらいたいです。

［ 社長 佐々木信行氏 ］

7：30

10：00
11：00

13：00

16：00

18：00
19：00
20：30

22：30
23：30

7：30 起床 
天気が良い日は軽く朝食をすま
せ、趣味のロードバイクで２時間
ほどトレーニングに出かける。

19：00　夕食
夕食後は家族でテレビなどを見
ながら団らん。

22：30
片付け、洗濯物干し

16 ：00 帰宅
家でのんびりする。テレビはだ
いたい子供が占領するので、ほ
ぼアメリカンコメディー。

11 : 00 
体力消耗のため、回復するまで
家でダラダラ過ごす。

18：00
妻が夕食を準備してる間に風呂
掃除他。

20：30
子供たちと入浴、子供の就寝後、
お酒を飲みながら録画しておい
た番組などをみる。

23：30
就眠

13：00
家族で買い物に出かける。(子供
の物を見たり、雑貨屋さんを見
たり)

10：00
帰ってくると子供たちが外に出
てきて一緒にバスケットをして
遊ぶ。(子供がミニバスをしてい
るので本気で遊ぶ)

技術者物語
Iwate

　水準儀（レベル）と一体的に使

用する高低差を測るために立てる

長さ１～３㍍程度の大きな定規。

標尺ともいわれている。

スタッフ

職場訪問 教えて!
建設用語

休　日　の　１　日

上司・先輩
から一言
上司・先輩
から一言



Miyagi

07　Touhoku Construction Engineer Story Touhoku Construction Engineer Story　08

技術者物語  Touhoku Construction Engineer Story

　男澤和徳さんは「中学生のころから建設業にあこがれ、働こうと

思っていた」という。その思いは実現し、現在は東京ドームの面積

（約４・７㌶）の１０個分もあるフィールドで陣頭指揮を執る。

　男澤さんは宮城県石巻市で生まれた。２０１１年３月の東日本大

震災で甚大な被害を受けた沿岸部からは少し離れた地域だが、少年

時代から釣りが好きで、漁港の堤防によく通った。

　中学校ではバレーボール部に所属し、部活一色の生活を送ったが、

その胸中にはすでに「将来の職業は建設業」という漠然とした思い

があり、高校は宮城県立小牛田農林高校の農業土木科に進んだ。２

年の夏休みに道路工事のアルバイトを経験した。資材を運んだり、

現場を清掃したりの雑仕事だったが、「現場という１つのチームで

ものをつくるっていいな。やはり自分の進む道は建設業しかない」

と感じた。時折、図面を広げて現場を見渡し、作業員に指示を出す

所長（現場代理人）の姿を見て「格好いいなぁ」とも思った。

　高校卒業後は地元建設業の榮興業に就職。最初の現場は水田の区

画整理工事だった。会社の方針として、若い技術者には管理業務だ

けでなく、作業員と同じ仕事をさせることになっているため、「ア

ルバイトと違って大変だと思った。朝から夕方まで作業をして、そ

の後、会社に戻って書類をまとめていたので、かなりハードだっ

た」と振り返る。

　しかし、書類づくりについては現在、パソコンおよびインターネ

ットの環境が整い、わざわざ会社に戻らなくても現場事務所ででき

るようになった。

　会社の先輩から教わりながら少しずつ経験を積み、技術力も身に

付けて、入社３年目に２級土木施工管理技士の資格を取得。さらに

その４年後には１級土木施工管理技士の試験にパスし、大きな現場

を任されるようになった。

　最初に現場所長を務めたのは、石巻市大川地区の区画整理工事。

「先輩たちの仕事ぶりを見て、何となくわかっていたつもりだった

が、いざ所長になってみると分からないこと、自分で判断しなけれ

ばならないことが多くて大変だった」という。

　中でも一番苦労したのは、「人の使い方だった」という。「当社

の現場では、ほとんどの仕事を社内の作業員が行うため、一人ひと

りに直接伝える必要がある。経験豊富な年上の人が多くて、そうい

う人たちに指示を出すのが難しかった」ためだ。

　現在、入社２１年目。さまざまな現場でものづくりをしてきたが、

「最初に所長をした大川の工事が最も印象深い。苦労はしたが、利

益も出せた」という。年齢的にも経験量的にも〝脂が乗りきった〟

時を迎え、社内屈指の技術者に成長した。

　建設業の魅力を尋ねると「自分たちの手でつくったものが形に残

り、それを利用する人たちがいる。自分の仕事が世の中の役に立つ

ことが建設業の一番の醍醐味だ」ときっぱり。

　休日の少なさから建設業を敬遠する若者も多いが「週休２日に向

けた取り組みが進んでおり、遠からず実現できる日がくるのではな

いか」と今回の改革に期待を寄せつつ「自分もしっかり休めるよう

になったら震災以降、控えていた釣りを再開したい」と目を輝かせる。

東京ドーム10個分のフィールドで陣頭指揮
形に残り、人の役に立つのが醍醐味

気がつけば土木一筋
磨き上げた
技術を駆使する
石巻の復興請負人

　男澤さんが担当している現場

は、初めて所長を経験した大川

地区の農地災害復旧工事だ。東

日本大震災で津波を被ったほか、

地盤沈下したため、土を盛って

農地として使えるように元に戻

す工事だ。広さは約50㌶もある。

　ほかの工事から出た土を現場

に運び、盛ってかさ上げするの

がメインだ。広大なフィールド

で高さをあわせて土を盛るのが

難しいという。しかし、地元の

復興のため、苦労もいとわず作

業にまい進している。

統括部長

男澤　和徳さん
Kazunori Otokozawa
1978年8月1日生まれ。宮城県石巻市出身。
１級土木施工管理技士、監理技術者

株式会社　榮興業
本社／〒986-0313
宮城県石巻市桃生町中津山字町34-2
ＴＥＬ.0225-76-1140
ＦＡＸ.0225-76-4732 　土木工事の仕事がしたいと入社して２０年。多くの工事で

優良表彰を受ける土木技術者に成長し、我が社を代表する頼
もしい社員になりました。
　東日本大震災から早くも７年が経過しました。男澤君は震
災の経験を活かして、人材育成に取り組み、技術の向上にも
励んでいます。その姿勢をサポートしていきます。
　今後も信頼のおけるリーダーとして、地域社会の発展に貢
献する活躍を期待しています。

［ 社長 佐々木栄紀氏 ］

5：20

7：00
7：50
8：10
9：00
10：00

12：00
13：00

15：00

17：00
17：30

19：30
20：00
21：00
23：00

23 : 00　入浴・就寝
明日もまた忙しいので早めに就寝

10：00　休憩
一服は、みんなでいつものブラックコーヒー。

19：30　帰宅
「今日も寒かった」が冬の季節の帰宅
してからの一言目。

13：00　午後の仕事再開
昨日完了した施工個所の出来形管理へ。

17：00　作業終了
明日の仕事の流れや段取りの打合せ。

21：00　
夕食後はスマホで動画やサイトをまったりと。

8：10　朝礼
職長・作業員さんたちと今日の作業内
容について打合せ指示。

7：00　出勤
本社にて朝の朝礼、それから現場へ出発。

技術者物語
Miyagi

　粘性土や腐植土などの軟弱地

盤に人力でコーン（円錐）を貫入

させることによって、抵抗を測定

する試験機。この数値で軟弱層の

厚さや強度などがわかる。

コーンペネトロメーター

職場訪問 教えて!
建設用語

現　場　の　１　日

上司・先輩
から一言
上司・先輩
から一言

5：20　起床
平日は娘が学校へ始発で登校するので、
車で送るためこの時間に起床。

12 : 00　昼食
昼食は妻が作ってくれるお弁当を毎日
食べてます。

15 : 00　休憩
作業員さんたちと他愛のない会話でリ
ラックス。

17 : 30
現場事務所にて書類作成や各調整対応。

20 : 00　夕食
家族でその日にあった事を話したり、
テレビを見ながら食事。

9：00
各作業個所の見まわり。

7 : 50　現場到着
ダンプトラックの運転手達はいつも自
分より早く現場に来てます。



Akita
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　全国の教育現場で社会問題となっている〝いじめ問題〟。石川組

の工藤将太さんは、かつてその過酷な境遇にさらされ〝引きこもり〟

を経験した。現在、一線の技術者を目指して懸命に仕事に取り組ん

でいる工藤さんは、

いかにしてその困

難な境遇から再起

したのか。

　工藤さんは、秋

田県能代市内で誕

生。幼い頃はハサ

ミで紙を切るのが

大好きで、小学校

に上がってからは

テレビゲームやカ

ードゲームに没頭

した。中学生にな

り「自分は確実に

〝オタク〟だと自

覚した」という。

　しかし当時はい

わゆる〝オタク〟

に対するバッシン

グが最も激しい時

期で、自分の趣味

を隠さない工藤さんに対し、集団での嫌がらせが横行。これに屈せ

ず、勉学に励んで合格した地元の進学校でも、中学時代の主犯格が

入学していたため、陰湿ないじめが続いたという。

　逃げ場のない過酷な状況から人間不信に陥り、不登校に追い込ま

れた工藤さん。精神的に消耗し、自殺を思い立ったその日、かねて

から真摯に対応してくれていた高校の担任教師が自宅を訪ねてきた。

工藤さんの尋常ならざる様子から事情を読み取り、厳しく諭す一方、

スクールカウンセラーの受診を強く勧めた。

　この運命的な担任教師の訪問が、工藤さんが立ち直る第一歩につ

ながる。カウンセリングを機に、その担当医師が勤務する『長信田

の森診療クリニック』を受診。その勧めで高校を中退するとともに

高卒認定資格試験を受け高校卒業資格を取得した。

　その後も通院を続ける中、同病院の就労支援センターを通じ、ア

ルバイトとしてさまざまな職業を経験。その一環で、ある年の冬に、

石川組が施工する暗渠の排水管敷設工事に携わった。「仕事は大変

だったが、会社の雰囲気が良かった」。この時はそのまま終わった

が、良い印象があったため翌年にも同社の他現場で働いた。

　その際、「真面目だし、彼にはこういう仕事が向いているかもし

れない」と考えた石川崇工事部長に入社を打診されたが「不安が大

きく踏み出す勇気がなかったため応えられなかった」。

　自分に自信を持てず一旦は断ったものの、さらに翌年にも同社で

働き、石川部長に再度声を掛けられた時、「次に進まなければだめ

だ」と腹をくくり、入社を決意。家族も「外仕事は大変だろうが、

やれるだけ頑張ってみろ」と背中を押してくれたという。

　入社後は、「覚えることが多くて大変だ」と思ったが、「入社前

に感じた会社の雰囲気の良さは変わらず、さまざまな人に支えられ

続けられている」と話す。2016年２月には持ち前の記憶力の良さ

を発揮して土木施工管理技士の資格を取得。現在は「何もかも未経

験で手探り状態」と汗をかきながら、初めて任された現場の管理に

果敢に挑んでいる。

　心の傷は完全に払しょくされたわけではなく、今も定期的に通院

している。それでも、「着工前に見た現場がどんどん変わっていき、

最終的にモノが出来る。ただ出来ただけではなく、必ず誰かの役に

立っている」という公共性の高い仕事に携わる充実感と、親身にな

って相談に乗ってくれる会社の上司・先輩に支えられながら、再起

の道をひたむきに進んでいる。

〝オタク〟いじめで人間不信に
再三の誘いに〝前に進もう〟と腹くくる

引きこもりから再起
趣味を貫く
頭脳派技術者

　工藤さんが現在携わっている

のが、秋田県三種町が16年９月

に発注した釜谷地区公共下水道

接続工事４工区。同町大口字釜

谷地内から浜田字釜谷道地内に

かけて、文字通り下水道の本管

を布設する工事だ。この現場で

は主に管を布設する際の基準高

測量、工事写真の撮影などを担

っている。下水道という生活に

不可欠な社会基盤をしっかり整

備するため、例年以上に厳しい

寒さにも負けずに現場を駆け回

っている。

工事部

工藤　将太さん
Syouta Kudo
1990年5月1日生まれ。秋田県能代市出身。
２級土木施工管理技士

株式会社　石川組
本社／〒018-2104
秋田県山本郡三種町鹿渡字二本柳39-9
ＴＥＬ.0185-87-2748
ＦＡＸ.0185-87-3370

　最初の頃は現場でアタフタし、見ていて大丈夫かと思った
が、最近は話しぶりも変わり、経験を積むことで少しずつ成長
していると感じる。今、初めての現場代理人を務めているが、
臨機応変に対応できれば一人前になったと言える。１日も早く、
何があっても慌てずこなせるようになってほしい。そして引き
こもりからしっかり社会復帰した先駆者になってほしい。それ
によって後進にも就職の道が開けると思う。

［ 工事部長 石川崇氏 ］

5：00
6：30
7：10
8：00

12：00
13：00

16：30

18：00
19：00
20：00

23：00

技術者物語
Akita

　締固めに使用する機械で、エン

ジンをかけると小刻みに跳ねるよ

うに動く。機械の足の部分が平ら

な金属板になっており、埋戻し個

所を叩くことで土を締め固める。

ランマ

職場訪問 教えて!
建設用語

現　場　の　１　日

上司・先輩
から一言
上司・先輩
から一言

5：00　起床

7：10　会社到着
現場へ。

19 : 00　入浴、夕食

23 : 00　就寝

16：30　現場終了
翌日の段取り等デスクワークを
行います。

12 : 00　昼食
昼休み。

18：00　帰宅

20：00
その時ハマっていることをして遊
びリラックスして、疲れを取る。

6：30　出発

13：00　現場再開
管布設終了後、埋め戻しをして舗
装し、一般車の通行を可能にします。

8：00　打ち合わせ後、現場開始。
今の現場は下水道の本管布設工
事で、布設した管の高さと通り
を測量機械で見るのが僕の仕事
です。



Yamagata

11　Touhoku Construction Engineer Story Touhoku Construction Engineer Story　12

技術者物語  Touhoku Construction Engineer Story

 「屋内で遊ぶよりも外で体を動かすほうが好きな子どもだった」

という鈴木亜寿香さんは、山形市で２男３女の長女として生まれた。

豊かな自然の中で育ち、子どもの頃は、親戚が暮らす白鷹町を家族

で訪れては日が暮れるまで外を駆け回っていたという。

 「街で買い物をするのも楽しいけれど、川辺でのバーベキューな

ど、自然に近いところで過ごすのが大好き」と話す。

　白鷹町の自然の中で遊ぶ一方で、祖父が経営する鈴木工務店で働

く人たちを間近で見てきた。「会社に出入りする職人さんたちを見

て、いつかこの世界で働きたいと思っていた」と当時を振り返る。

　中学校時代は陸上部に入部し長距離走に挑戦した。「大会の応援

に来てくれた家族の声援に感極まって泣いてしまったこともあっ

た」と感受性の強い女の子だった。

　高校は山形県立山形工業高等学校に入学。環境システム科土木コ

ースで本格的に土木を学び始めた。ここでも「測量や土木施工の実

習など、より実践的な科目が大好き」で、特にコンクリートカヌー

の製作とその大会には熱意を注ぎ込んだ。

　大会では、土木工事の主材料になるコンクリートでカヌーを製作

し、そのでき栄えと実際に川に浮かべてタイムを競う。ものづくり

の実践と言える競技に魅了され、専攻とは異なる学科の先生たちか

らも助言を受けながら苦労を重ねた結果、大会では高校の部で見事

優勝を果たした。卒業した現在も時折、母校を訪れ後輩の練習をサ

ポートしている。

　高校卒業後は、そのまま土木の世界に足を踏み入れた。母親は

「自分で選んだ道ならば」と特に反対することはなかったという。

高校の自由登校中に大型特殊自動車免許を取得。「大きくなったら

工務店に入ってクレーンの運転手になりたい」という子供のころに

思い描いた夢を実現しつつある。

　技術者として、河川の護岸工事で現場代理人を務めるなど、着実

に現場の経験を積み重ねている。もちろん、良いことばかりではな

い。現場では、夏や冬の厳しい気候だけでなく、河川の増水や降雪

時の除雪など、これまで親しんできた自然が敵に回ることも少なく

ない。

　さらには「現場の本格的なスタートが、稲の刈り入れを待ってか

らの時もある。代理人は工事以外にも沢山のことに気を配り、調整

をしていかなければいけない」と発注者との打ち合わせや現場での

工事の進め方に頭を悩ませることもある。

　それでも「わからないことは先輩に教えてもらいながら、工事を

始める時に問題になりそうな点をあらかじめピックアップしてスム

ーズに進むように心掛けている」と常に前向きだ。

　土木現場の最前線に立つ鈴木さんの原動力となっているのは「仲

間と一緒に大きなものづくりをする」ことと「完成して終わりでは

なく、つくったものが人々の暮らしの役に立ち続ける」という建設

業ならではの魅力だ。「自分が携わった現場のそばを通ると、工事

をしていた時を思い出して、それがまた次の現場へのモチベーショ

ンにつながる」とにっこり。

　上司である叔父を始め、とび職人として建設現場で活躍する弟、

土木関連のコンサルタント会社に勤める妹など建設業一家の強い絆

と持ち前の明るさ、行動力で日々成長を続けている。

明るさとコミュニケーション力で現場をけん引
日々成長を続ける期待の女性技術者

アウトドア大好き
土木の世界で羽ばたく
白鷹の “けんせつ小町”

　鈴木さんが働いている現場は、

豪雨で増水した河川が氾濫しな

いように堤防の治水機能を強化

する護岸工事だ。

　川の両端部分の斜面をコンク

リートブロックで覆い安定化さ

せるブロック積み工という作業

が主体になる。

　すぐそばには水田があり、稲

刈りが終わってから工事を本格

的に開始するなど地域への気配

りも大切だ。

土木部

鈴木　亜寿香さん
Asuka Suzuki
1992年９月16日生まれ。山形県山形市出身。
２級土木施工管理技士、２級舗装施工管理技術者、解体工事施工技士

株式会社　鈴木工務店
本社／〒992-0771
山形県西置賜郡白鷹町大字鮎貝5783
ＴＥＬ.0238-85-5191　ＦＡＸ.0238-85-5809
ＵＲＬ　http://ｗｗｗ.sgic.jp/suzukikomuten

　我が社に入社して１年半となり、公共工事の担当も多数し
ており、着実に実績を積み上げています。
　女性ならではの気配りや繊細な仕事ぶり、高いコミュニケ
ーション能力により、他の社員や現場の人ともすぐにとけ込ん
で和やかな雰囲気を作り出してくれています。
　今後はさらに経験を積み、会社や地域社会の発展に貢献
できる人材となるよう期待しています。

［ 専務取締役 鈴木洋氏 ］

5：30

12：30

18：00

20：00
22：00
23：00

5：30　起床
平日と変わらない時間に起床。家
全体の掃除、洗濯、食器洗いなど
を行い、小学生の弟と朝食を食べ
る。天気がいい日はベッドカバーも
全部洗濯(２回まわす)

22：00
本日３回目の洗濯。家族が多い
ので洗濯物は大量…

18 : 00 
家族が久しぶりに全員そろった
ので外食。みんなで賑やかにご
はんを食べる。仲良し家族！

23：00　就寝
大好きな友達とも家族とも過ご
す時間が作れて幸せいっぱい。

20：00
家の近くの温泉で妹とまったり
♨　温泉が好きなので、友達と
も温泉によくいきます。

12：30
高校の友達とランチ。くだらな
いことでも大盛り上がりであっ
という間に５時間。３年間同じ
土木コースで学んだ友達は、プ
ライベートでも仕事面でも良き
相談相手であり理解者で本当に
感謝です！

技術者物語
Yamagata

　建設現場で傾斜の角度を確認す

るために使われる道具。中心にあ

る気泡管の位置を調整して角度を

測る。デジタル表示のタイプやメジ

ャーと一体化したものなど用途に

よって色々な形状のものがある。

スラント

職場訪問 教えて!
建設用語

休　日　の　１　日

上司・先輩
から一言
上司・先輩
から一言
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技術者物語  Touhoku Construction Engineer Story

　福島県中通りの二本松市の建設会社・野地組で現場代理人として

働く菅野雅之さんは、1982年に旧東和町（現二本松市）で３人兄

弟の次男として生まれた。少年団のソフトボール、中学校では野球

部に入部するなど、体を動かすことが大好きな活発な少年だった。

高校の選択では、２歳年上の兄を追って福島県立二本松工業高校の

土木科に入学した。

　高校進学後は、交友範囲の広がりとともに「遊ぶことに夢中だっ

た」という。とは言え、今後の人生を左右する高校卒業後の進路に

ついては人一倍真剣に悩み、自分自身の希望が両親の希望と一致し

たこともあって進学ではなく就職を選択した。

　その活動中、野地組の求人を目にした菅野さん。〝建設業界は休

みが少ない〟との噂を耳にし、不安だったことから親に相談すると

『地元でも有名な企業で大きな仕事に携われる』と勧められたこと

が決め手となり、卒業と同時に野地組に入社した。

　入社後、現場代理人になるまでは、先輩の指導のもと、現場では

測量作業や工事写真の撮影を行い、内業では工事写真の整理や施工

管理記録の作成作業を行ってきた。

　入社間もないころは、同期の社員もいない中、仕事で覚えなけれ

ばならない作業や知識の多さから気が滅入ってしまい「辞めたいと

思ったこともあった」という。それでも仕事を続けられた理由は、

不安の１つだった休みがしっかりもらえていたことと「休みの前の

日は年の近い先輩が飲みに誘ってくれて、悩みの相談やストレスの

発散に付き合ってくれたから」。

　〝土木〟は世間一般には大雑把に作業していると思われがちで、

菅野さんも入社まではそうしたイメージを持っていたが「実際に働

いてみると真逆だった。測量や工程管理など、緻密に計算しながら

進めていく繊細さが必要なことを強く教え込まれた。おかげで現場

代理人になった今の自分がある」と話す。

　2011年３月の東日本大震災発生時、車で現場に移動中だったと

いう菅野さん。余震が落ち着いてからは、道中にある自宅に寄って

家族の安否と現場の状況を確認した後、会社の指示に従い、被災現

場に急行。そこからしばらくは陥没した道路の復旧・復興工事など

に奔走した。

　特に印象に残っているのは、二本松市内の復興住宅建設に伴う造

成工事だ。現場を指揮する代理人として、被災者が待ち望む安心で

きる住まいを１日でも早く提供することに全力で取り組んだ。

「それまでも仕事では、段々と完成していく過程と完了時の達成感

を感じていたが、震災があって復旧・復興に携わっているうち、〝地

域を支える〟という建設業の役割を強く実感した」。

　菅野さんが土木の道に入ってから携わった仕事は震災を始め、台

風や豪雪などの自然災害への対応のほか、日常的に使われる道路や

河川の新設・補修など多岐にわたり、17年間地域インフラの整

備・維持に貢献し続けている。

　この間、菅野さんは結婚して２人の息子に恵まれた。整備した道

路を通るたびに「これをお父さんが作ったんだ！」と言う息子から

向けられる尊敬の眼差しが「一番のやりがい」と誇らしげに笑う。

　休日は大型人形を飾りつけた山車（だし）を激しくぶつけ合う、

地域の伝統祭「針道のあばれ山車」の製作に汗を流している。今年

10月には豪快な太鼓の音が鳴り響く中、仕事とは違う〝お祭り男〟

として、山車の上の勇姿を息子たちに見せることだろう。

土木は〝大雑把〟から一転〝緻密さ・繊細さ〟
震災からの復旧・復興で役割実感

息子たちのエールが
やる気の源
地域の安全守る
〝お祭り男〟

　菅野さんが担当している現場

は、砂防ダム新設に伴う県道改

良の一環として行う橋梁下部工

工事だ。橋の上部構造を支える

〝Ｔ〟を逆さの形にした基礎の

設置作業を行っている。

　基礎は約10㍍の高さまで型

に生コンクリートを流し込んで

つくる。コンクリートが硬化する

まで養生し、養生中も高品質に

つくるために温度管理を欠かさ

ず行っている。土留めを撤去後

に、埋め戻し作業を経て完了と

なる。

工事部

菅野　雅之さん
Masayuki Sugeno
1982年10月26日生まれ。福島県二本松市出身。
1級土木施工管理技士

株式会社　野地組
本社／〒969-1404
福島県二本松市油井字赤坂山27
ＴＥＬ.0243-23-0131　ＦＡＸ.0243-23-1296
ＵＲＬ　http://www.nojigumi.net/ 　取引先企業や作業員など、さまざまな年代の方と関係する

仕事ですが、相手の立場に立ちつつ、〝自分の持つイメージを
どのように伝えれば相手に理解してもらえるか〟を考えながら
仕事を進めていける人材です。おかげで彼が携わる現場は、
まとまりが良くスムーズに作業が進みます。
　歳と経験を重ねてきて、中堅どころの充実した年代になっ
てきましたので、若い人材を適切に指導できるよう、さらなる
成長に期待しています。

［ 社長 野地武之氏 ］

5：30
6：00

8：00

12：00
13：00

15：00
16：00

19：30

21：00
22：00

5：30　起床
ふだんより早めの起床　朝食（朝
はご飯派）

21 : 00
まったり家族とテレビを見なが
らまったり

13：00
応援2･3回戦の手伝いと応援

16：00
買い物家族で食材の買い物（1週
間分の食材をまとめ買い）

8 : 00 
応援ソフトボール大会の手伝い
と応援（子供より親のほうが熱
くなって応援）

15：00
解散ソフトボール会場　第3位

19：30
入浴・夕食我家は入浴後に夕食
（毎日お酒を飲みながら）

22：00
就寝翌日からの仕事に備え早め
に就寝

12：00
昼食ソフトボール会場でみんな
で昼食（妻のお弁当で昼食）

6：00
出発息子のスポーツ少年団のソ
フトボール大会へ出発　朝食
（移動車内で妻がにぎったおに
ぎりで朝食）

技術者物語
Fukushima

　コンクリートの圧縮強度を測定

するための機器。コンクリートに

先端を打ち付けて返ってきた衝撃

により強度を測る反発硬度法の

代表的な測定器の１つである。

シュミットハンマー

職場訪問 教えて!
建設用語

休　日　の　１　日

上司・先輩
から一言
上司・先輩
から一言
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