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創業 50 周年式典開催
平成２７年２

式典ではチョットしたサプライズが企画

月１４日、石巻

があった。

グランドホテル

遠藤興業は今年創業５０周年であるが、

にて、遠藤興業

それに伴って、創業者「遠藤信義・亮子」

株式会社は創業

御夫妻がなんと金婚式（結婚５０年目）

５０周年記念式

を迎えることとなった。

典 を 開 催 し た。

式典では、社員一同より感謝の花束と、

来賓や信和会会員など約３００人が出席

記念のポエムが送られた。

し、盛大にさらなる隆盛を誓った。

式典の際に放映された「遠藤興業の歩み・

あいさつに立った遠藤正樹社長は「こ

望郷編」ＤＶＤを好評により、無料配布

れまでの皆様のお力添えに感謝いたしま

を行います。

す。今後も復興事業に精一杯取り組み、

記念に欲しい方は安全衛生委員会セイフ

さらなる躍進を続けていきたい」と述べ

ティーニュース編集部

た。

合わせ下さい。

式典ではこのほか、優秀社員や協力企

なお、本ＤＶＤには著作権が設定されて

業の表彰式を行った。

いる画像が含まれます。あくまで個人観

祝宴では、津軽三味線奏者の柴田三兄
弟による演奏、創業者である遠藤信義会

ポエムは、長女である「遠藤寿子」女史

長の創業までの軌跡を描いたＤＶＤ上映

の発案で製作された。

などが行われた。

両名のお名前から

また、会式に先立ち、宮城県鳶土工業

賞用として視聴願います。

のぞむ人生

連合会若鳶会による伝統の梯子乗りの技

ぶれない心で

が披露され、強風が吹く中、特別招待の

よろこびともに

国内唯一の女性梯子乗りである古瀬組（静

しんじる道へ

岡県）の古瀬明美さんの演武では、
「甲掛

りょうてはなさず

八艘（こうがけはっそう）
」や、
「二本邯

ょりそい五十年

鄲（にほんかんたん）
」
「こんこん遠見」

うんめいの出会い

など次々と華麗な技が繰り広げられた。

こころを込めて
と記された。

2

鎌田までお問い

ゆるぎない絆
ありがとう

上写真：贈呈され記念ポエム

功労賞受賞者

表彰業者

左より、八島洋・木村修・木村和子・大久保賢一郎

左より、㈱涌澤組・高時建設㈱・㈱ヒラマ・㈲沼正工務店

加藤清・赤間眞・中村大輔・大島洋子

若鳶会梯子乗り披露
古瀬明美さんのブログより
数年前に伊香保で開催した群馬県連慰
霊祭の折、当時の日鳶会長から遠藤社長
( 現会長 ) を紹介していただき、
「宮城でも
乗ってほしい」と言われたことを覚えて
います。社交辞令と思っていたので、実
現するとは驚きでもあり光栄です。
会社設立 50 周年というお祝いの場で、
地元の若鳶さんたちが立てる梯子に初対
面の私が乗るというのは正直とても緊張

します。ここの梯子はどういう作りをし
ているとか、どんな人たちがカギ持ちを
していて、乗っている最中には親鳶の方々
が木遣りのやり声をあげているとか。け
れど、石巻若鳶会か宮城県連若鳶会か、
その方たちがどんな年代のどのような
方々か全く知らないのです。そして、梯
子はどんなか・・・決まりはあるのです
が、竹の太さなどによって細かいところ
は違ってくるし。灰吹きに銅板が巻いて
あったら、触っただけでしもやけになっ
ちゃうかもしれないな～とか。引き受け
たからには、石巻の一日の最高気温が三

㈱千石建設・㈱武田鉄工所・㈲共友鉄筋興業・㈲千葉ブロック

島の最低気温くらいだと知っても ( 笑 ) 、

気を付けなければ。

きちんと果たさなければいけないのです。

石巻に行くにあたり、まずは仙台牛た

どうかお手柔らかに、仲良くしてくださ

んランチでしょ？ 次に、石巻漫画館でサ

いね !! 私が乗る意味があるのかなと思っ

イボーグ 009 でしょ？ ( 笑 ) 、
梯子が終わっ

たのですが、多分、意味があるとしたら、

たら 14 日には帰るのだけど、仙台で乗り

50 周年だからです。続けていることに意

換えのときには、かき徳さんでカキ料理。

義がある。日本中で、地元ではない所で

というのも、そういう目標を作っていな

立てる梯子にひょっこり一人で出かけて

いと一人旅は気が重いじゃない。バレン

行って乗るのは私だけです。そんな風に

タインデーに一人で旅行ってだけでも、

乗り出して 15 年。女だから珍しがられて

車内でお弁当食べましょうかと縮こまっ

いるというのはあるけれど。いろんなこ

てしまいそう。お弁当食べればまだいい

とがあったけれど、今もこうして続けて

ほうで、一人で食べてるのが恥ずかしい

いる・・・

会社が長く続くのと重ね合

から食べるの我慢しようということにも

わせてくれたのかなと、私なりに考えま

なりかねず。だいたいいつも、そういう

した。やる気と度胸があれば、梯子乗り

ふうにして帰宅して、結局家にも食べ物

は誰にでもできます。若い女の子がやる

がなくて翌朝までおなかすいてる ( 笑 ) 今

んじゃなくて期待外れかもしれないけれ

回は、帰りに要する時間が長いため、仙

ど、経験を積んだ者の姿というものを見

台で降りる作戦を立てて愉しんでます。

てもらえたら、お祝いの余興になるので

知らない人たちの中に一人で出向いて行

はないかと。

くのって、本当はかなり緊張なんだよね。

会社が 50 年続くのはとても大変なことで

つくばの半纏を着ることに決めたので（生

す。( 古瀬組も 50 年経ちました。遠藤興

地が厚いしデザインがお気に入り）杉山

業さんのように大きくないですが )

さんに了解もらったら、
「梯子が新しい
といいね」と返事が来た。え！？新しい

明日は石巻に出発
８日は気温が上がらず、いつ雪が降り
出してもおかしくないような冷たい日。
石巻もこんな感じなのかな～。足の指の
裏側と手の指が「しもやけ」になって、
靴の中で痛いし痒い。６日の朝に凍結し
た場所で転んじゃって、腕と膝に打ち身
と擦り傷が残っていて。油断大敵、慣れ

のが当たり前じゃないの？

危ないこと

はしないようにするから大丈夫でしょう。
きっと、つくばの半纏が守ってくれる。
平塚の被布半纏も着ていくし。食べ物の
ことを考えていないと、緊張しちゃうよ
※

次ページには本番当日の事が記載さ

れています。

ていることにも常に注意を払わなければ
いけないと戒められたかな～と。石巻も
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石巻で学んだこと
１４日の石巻。寒さと強風で、予想だ
にしなかった事態が…( 笑 ) 無事に演技を
終わって降りてきて、あと一段で地上に
というところで転んじゃった !! 今だから
笑っていられますけど、転んだ瞬間はと
にかく「しまった !

最後まで気を抜く

なって言ってるくせに自分がこんなこと
しちゃってどうしよう」

ません。何十年もやっていて、こんなこ

に、終わって本当にほっとして。ものす

とは初めて。いよいよオバサンは引退し

ごく恥ずかしくて痛いって言えなかった

なくちゃいけないのかな？ いつもこれが

けど、擦り傷もかなりヒリヒリで腕を動

最後になっても後悔しないようにと考え

かすと袖が触れただけで痛くなってきた

ながら乗ってはいますが、ここでやめて

し腰も打っていたから段々痛さが出てき

しまったらきっと後悔するでしょう。梯

て・・・さすがに昨日は疲れて温泉に行っ

子のつくりを、東北と関東が共通サイズ

て静養してきました。

で作ってくれれば、誰がどこの梯子に乗っ

石巻の若鳶のみなさんは、とっても優

ても事故を未然に防げるのではないかと

しい方たち。初めて会った私に、聞き慣

思うのです。

れない方言の解説をしてくれながらゆっ

灰吹きの高さは、そうだな～６㎝くらい

くりしゃべってくれて、緊張が和らぎま

高いかな。背伸びをしても腰が乗らない

した。そして見てくれた方々もとても優

くらい。それでも、もし 14 日石巻が無

しいんですね。転んじゃったことをスミ

風だったら、あまり意識しないでできた

マセンと謝ると「見てないよ～」と言っ

かもしれません。台風が近づいている愛

てくださるのです。あったかい心に触れ

知万博でも、前橋の出初式でも暴風でし

ました。

たがなんとかなっていたのです。風が切
れたときに体重移動をしていれば、技を
決めている間は多少風が吹いても落ちる
ことはないと思っていました。ところが、
「寒い」と「強風」のｗパワーは甘くはあ
りませんでしたね。さらに灰吹きの高さ
でしょう？勝手が違うといろんなことを
対処法として用意しておかなければなら
ない。落ちないために。次の技ではどう
なるのか、考えながら動く必要があるの
遠藤興業５０周年式典の招待客の皆様は
建設業界のプロ中のプロですからねぇ。
工事現場で起きる事故は、高い所よりも
むしろ足が付くくらいの高さが最も危険
といわれている。そんな基本的なところ
で転んじゃって、呼んでくれた遠藤会長
に顔向けできないよ～…わずかな時間に
もこんなことを考えていたんですね。気
が動転というのはほんの一瞬でクルクル
とさまざまなことが頭を巡ることなんで
しょうか？ 恥ずかしい。時間を戻したい。
石巻の梯子は、関東の梯子と寸法が違っ
ていました。灰吹きの高さが高く、地面
から最下段までの長さも他のコマ間隔よ

りも広い。降りてきたとき、足はそれま
での間隔で次の足掛かりの位置に動いて
しまったけれども、そこにはコマがなく
て「スットーン」というわけ。自分では
何が起きたのかわからない、無意識のう
ちに足を運んでいったのでしょう。頭を
打たなくてよかった ( 笑 )

大事故になら

なくてよかった。少し注意が足りません
でした。ご心配をおかけして申し訳あり
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です。二本背亀では一旦竹の外に自分の
体を出してしまうので、お尻が竹に乗る
前に突風が吹いたら、落ちてしまいます。
私の掌は、竹の周囲に手を掛けて体を支
えられるほど大きくない。風がなくなる
まで待って体を外に出したけれど、背伸
びしてもお尻がてっぺんに届かない！ こ
のときは本当にどうしようかと思いまし
た。ジャンプに近い状態で手の上に無理
やり体を乗せたので、挟まった指を抜く
のにも緊張しました。体重をかけてしま
えば、よほどのことがなければ飛ばされ
ることはないでしょうけど、それでも落
ちたら大事故です。絶対大丈夫とは言い
切れない。だから、私なりに最大限の慎
重さで風の音を聞きながら次の技へ移り

キレのある素晴らしい技を披露していた

ました。めちゃくちゃ緊張したので、降

だいた古瀬明美さん。

りてくるときにはホッとしてスタスタと

ブログの内容から「石巻で梯子に乗る緊

いつもの調子で降りてしまったんですね。

張感」また「梯子の寸法が違い、勝手が

緊張は、足が地面に付くまで保たなけれ

違う所からくる不安」さまざまな難局を

ばならないのに。

乗り越えての伝統文化継承。
我々の建設現場でも言えることですね。

申し訳なく・かっこ悪い状況を作ったの

「常に緊張感を持って仕事せよ！」

現在、広く普及している水平器は、レベルとも言われ、欧州より渡来したものです。古い時代は直接土地に溝を掘っ
て、そこに水を入れて水平の基準にしていたと思われます。
日本では、古書によると鎌倉時代の延慶 2 年（1309 年）の春日観現験記絵（かすがごんげんけんきえ）に、準縄（み
ずばかり）が記録されています。
その他には、樋（とい）や屏風（びょうぶ）が用いられたと記録にあります。

準縄（みずばかり）
厚板の上面に溝を掘ったものに水を注いで板の水平を求め、それに合わ
せて水糸を張って水平線を出していました。
一定寸法だけ高い位置にもう一本の水糸を張って、これを高さ方向の基
準線としていました。

水平器は、水が平らである事を先人の職人たちが発見し、長い歴史によって磨きあげられ価値
の高い道具に仕上げられた物です。

” 水平は重力方向に対して直角の方向である。”
水平器のしくみも、この原理原則にかなう物性を利用しています。その一つは、液体の表面が常に水平になろうと
する性質を利用した、気泡管水平器です。
もう一つは「重り（重錘）が重力方向に作用したとき静止する」ことを利用した指針型の水平器です。

気泡管水平器は、気泡の位置が標線間の中央

気泡管水平器

にきたときに、水平・垂直・勾配を示します。
フレームはアルミ製、樹脂製等の材質が使わ
れています。

指針型水平器

デジタル水平器

指針の逆側に重りを取り付け、指針の軸芯が
回転し重力方向に作用したとき、指針が水平・
垂直・勾配を示します。

デジタル式水平器は、角度・立上り・割合を
デジタル表示します。任意ゼロの設定・解除
ができます。
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水平測定基準線と平行な管内径軸芯を必要な半径の球面（太鼓型）に仕上げ、適当な大きさの気泡を残して液体を
封入したものであり、ケースの内側または表面に標線を描いておいて、気泡の位置の目測に便を与えています。気
泡が水平度に応じてその内面を移動し、気泡が中心にきたときに水平を示します。
特徴としては、一方向の水平度や傾きを知るのに便利です。

標線数
2 本線

特徴

形状

気泡管

標線と標線の中央に気泡があることで
水平を示します。
一番内側の標線と標線の中央に気泡が
あることで水平を示します。内側の標

４本線

線と外側の標線のピッチは、2mm で
あり水平器の感度を測定するときの目
安にしたり、一般的にはある程度の勾
配をつけるときの目安として利用され
ます。
一番間隔の広い標線間に気泡があるこ

５本線

とで水平を示します。また、各表示の
標線の端面に気泡が接したときに表示
の勾配を示します。
一番内側の標線と標線の中央に気泡が
あることで水平を示します。気泡が内

６本線

側から 2 本目の標線に達したときに、
1 ／ 100 勾配（1 分勾配）を示し、気
泡が内側から 3 本目の標線に達したと
きに 2 ／ 100 勾配（2 分勾配）を示し
ます。

■感

度

感度とは、JISZ8103 の定義では、「ある計測器が測定量の変化に感じる度合い。すなわち、ある測定量において、
指示量の変化の測定量の変化に対する比。
」と定義されています。
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■精

度

精度とは、JISZ8103 の定義では、「ある計測器が表す値又は測定結果の正確さ（偏りの小さい程度）と精密さ（ば
らつきの小さい程度）を含めた総合的な良さ。
」と定義されています。

測定値±精度（測定結果の正確さと精密さによる総合誤差）の中に測定目的の真の値（設計値）が含まれます。

勾配とは、広辞苑では「傾斜面の傾き示す度合い。普通、傾斜面の水平方向の変化に対する水平面からの距離の比
をいう。」との解釈がなされています。
「勾配がぬるい」⇒傾斜が緩い、
「勾配が早い」⇒傾斜が急である、などは日常よく使われている言葉でもあります。

土木工事で使われる法勾配とは・・・・・
法面勾配ともいい、築堤、切取りまたは土止め壁等の法面勾配で、
垂直距離に対する水平距離の割合で表現されます。
すなわち、1 割 5 分とは一般に築堤の法勾配で、垂直距離 1 に対し
て水平距離が 1.5 のことをいい、3 分 5 里とは垂直距離 1 に対して
水平距離が 0.35 のことをいいます。

建築工事で使われる法勾配とは・・・・・
屋根の流れなどの傾斜の程度は、勾配によって表わします。日本建
築古来からの尺貫法で表す習慣があり、屋根勾配は水平距離 1 尺に
対する垂直距離（立ち上がり）何寸の割合で表現されます。左図の
ように水平距離 1 尺につき垂直距離 4 寸であるから、これを 4 寸
勾配といいます。

設備工事で使われる法勾配とは・・・・・
一般に配水管を埋設する工事において排水の出口側に向かってある
一定の勾配をつけて埋設されています。この勾配を b ／ a で示し、
ａ =1000mm、b=10mm の勾配を 1 ／ 100 勾配と呼んでいます。
また、1 ／ 100 勾配は、1m 当たり 1cm の勾配なので 1 分勾配、2
／ 100 勾配は、1m 当たり 2cm の勾配なので 2 分勾配と表現する
こともあります。
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■曲線（カーブ）のブロック積
出カーブにブロックなどの面の大きさ決まった物を谷積に積上げるには根石と根石の間隔を開けておかないと、段数が増えるのと
比例してだんだんと窮屈になってきて、最終的には切断しないと入らないという状態が起こってきます。
これらの開きが前もって計算して分かっていると便利だと思いませんか。
経験豊富な石工さんだと「このくらいのカーブでこの段数だと○○ｃｍ開けておけばいい」と、なるのでしょうが、よく聞いてみる
と確固たる自信があるわけでもなさそうです。ここはちゃんと計算しておいて「根石の開きは、計算上は 53㎜だけど余裕をみて 60
㎜あけて並べておきましょうか？」くらいのことが言えると石工さんの信頼度はぐっと増すかな・・・。
と、いうことで、再びやさしい算数です。
状況解説：上から見た平面図です。
Ｒ 1：根石の位置の曲線半径
Ｌ 1：根石の法線（延長）
Ｒ 2：天端石の位置の曲線半径
Ｌ 2：天端石の法線（延長）
Ｉ

：角度（ラジアン）

Ｌ 1= Ｒ 1 Ｉ（ラジアン）
Ｌ 2= Ｒ 2 Ｉ（ラジアン）
例えば根石位置でのＲ 1=10 ｍ、天端石位置でのＲ 2 ＝ 8 ｍ、角度を 30
度とすると
Ｌ 1 ＝ 5.235 ｍ

Ｌ 2 ＝ 4.188 ｍ 3.665 ÷ 5.235 ＝ 0.8000

天端石は根石に比べると 0.8 倍の長さになるということになります。
つまり巾が 400㎜ある根石では 400 ÷ 0.8=500 ですから根石部分で 1 個につき 500㎜の巾が必要ですから 500-400=100㎜の空隙が
必要のいうことになります。
もう一度計算式をよ～くご覧下さい。分かりますか？・・・・そうです。全て掛け算ですから、
角度も法線長も法長もまったく関係ないのです。つまり、根石の曲線半径と天端石の曲線半径の割合で根石の開きは決定さ
れます。
上記例でいきますと倍率 =R2/R1=8/10 ＝ 0.8

400/0.8 ＝ 500 ですから 40cm の根石では 100㎜の開きが必要です。

念のためにもう一度現実的な数字を例題としてみます。法長も勾配も延長も関係ありません。根石の法線半径と天端石の法線半
径のみで計算できます。
根石の法線半径 =123.500 ｍ
天端石の法線半径 =121.350 ｍ
121.350 ÷ 123.500=0.9826
けっこう簡単でしょ！！

とすると

となります。 400㎜の根石では

400 ÷ 0.9826 ＝ 407.08 ですから

根石の開きは 7mm。

貴方の「経験と感」との数値の差を実感してみてください。

角度の計算
土方カーブの解説をする前に少しだけ・・・・角度について勉強します。
曲線は基本的には 360 度を全円とする角度で表されるのですが、これが複雑怪奇で分かりにくい。なぜ分かりにくいか考えてみまし
た。
小学校入学以来、私達は、0 から 9 までの数字で算数を勉強します。0123456789 の次は 10,11,12,13,・・・、20・・・30・・・、
10 ごとに繰り上がる。これがつまり 10 進数です。ようやく 10 進数に慣れた ころに時計のお勉強です。これがなかなか覚えられな
いのです。
そうです。時計は 10 進数ではないのです。24 進数と 12 進数と 60 進数の組合わせなのです。ただ、現代社会では時計が読めないの
は致命的ですので、私達はどうにか必死に勉強して時計がなんとか読めるようになり ました。
中学生になると今度はこの角度の勉強です。現在主流となっている角度単位は、度数法（ディグリー）と呼ばれ、度、分、秒で表さ
れています。360 度を円とするこの数字は 360 進数と 60 進数と 10 進数の組合わせで時計と同じくらいの複雑さなのですが、こち
らはあまり日常生活に必要ではないのです。 で、覚えられない。
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かといって、私達は、仕事の都合上、知らんぷりして通り過ぎるわけにも いかないので何とかもっと分かりやすい方法はないものか
と考え続けるわけで、
・・・・・。辿り着くのがラジアンと呼ばれる角度単位です。
本格的測量をトランシットやトータルステーションなどで行わない限り曲線の要素計算ではディグリーと呼ばれる度数法
（°’ ”）で計算するよりもラジアンで計算する方が断然有利です。
ラジアンとは、
180 度を円周率（π）とする値です。半径を 1 とすると半円の長さがπ（3.1415）となり全円は 2 π（6.2831）となります。 こう
することで円弧の長さと半径で簡単に角度が計算できることになります。
度数法の１度は

π÷ 180°
＝ 0.01745329 ラジアンです。

180°がπ（3.1415）ですので ,90°
はπ /2、45°
はπ /4、30°はπ /6、となリます。
今まで複雑であった曲線長の計算やインターアングルの計算はラジアンを使うことで格段にスピードアップします。
Ｌ＝ＲＩ

これが全てです。
例題を使って少し練習してみます。
インターアングル（Ｉ）が３０度で半径（Ｒ）が 50 ｍの曲線長（Ｌ）は ,
まず角度をデグリーからラジアンに変換します。
30*（π /180）＝ 0.523598 ラジアン
Ｌ＝ＲＩ＝ 50 × 0.523598 ＝ 26.1799 ｍ
曲線長（Ｌ）が 20 ｍで半径が 100 ｍでのインターアングル（Ｉ）は、
Ｌ＝ＲＩの逆算です。
Ｉ＝Ｌ / Ｒ＝ 20/100 ＝ 0.2 ラジアン
ラジアンをデグリーに変換します。
0.2 ÷（π /180）＝ 11.4591 度＝ 11°27’32”96
どうですか？簡単でしょ！わかって頂けたところで土方カーブの解説です。

土方カーブ

このネーミングが適切なのかどうかはよく分かりません。ただ昔からこう呼ばれてきたので使わせていただきます。
大昔に先輩に教えて貰った、通称「土方カーブ」
。
左図での「M1 及びＭ 2 の値はＭの四分の一となる」、この法
則はいくら細分化されても続く法則で、曲線での墨打ちや丁張
には便利に使わせて貰っていますがちゃんとした計算式があっ
たんです。「カーブの中央縦距はほぼこうなるんだよ」という
だいたいの数字かと思っていたら、なんと正確なんだそうです。
ここでも計算はラジアンを使います。
I/2=L/2R
C/2=Rsin(I/2)
M=R{1-cos(I/2)}
ここでも例題で練習です。半径Ｒと曲線長Ｌが分かっているだ
けで計算できます。R=50m L=10m での中央縦距は、
I/2=10/(50*2)=0.1rad または

0.1/0.01745329=5.729°

C/2=50*sin5.729°=4.9916m
M=50*｛1-cos5.729°
｝=0.2497m
曲線 L a-b のａから 4.991 ｍ行った点での中央縦距は 0.249 ｍとなります。（0.01745329 は勉強したラジアン換算値です）
曲線長 10 ｍでの中央縦距が 0.249 と分かれば 1/4 の法則にしたがって曲線長 5 ｍでの中央縦距は 0.062 ｍ、曲線長 2.5 ｍでの中央縦
距は 0.015 ｍとなります。墨打ちでもこれくらいまで打つときれいな曲線となります。
お手持ちの関数電卓の角度単位は、初期設定で DEG（デグリー）という度分秒表示になっています。これを RAD( ラジアン ) に切
り替えることで直接ラジアン計算ができるのですが、やはりラジアンが一般的でないこともあり、ちょっとだけ面倒でも DEG を RAD
に変換しながら利用するほうがいいのかもしれません。
「直角はπ /2 ラジアン」よりも「直角は 90°
」といったほうが分かりやすいですものね。
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土木工事としては一般的工種である「石積」にも関わらず参考文献が極端に少なく、また地域や流派による用語偏差などもあるよ
うで、専門用語の定義もあまり定着していないようです。
この企画も例外ではありません。周りには石工さんはいっぱい居るのですが、編集している私自身は石工経験は皆無で、
「聞きかじり」
編集となっています。ご覧くださる専門家の皆様には手法や用語の定義に異論も 多々あろうかと思います。そういう時でも見捨てず
に教授ください。
注） ここで紹介する写真は、一部の除いて説明の参考資料として撮影した既存一般構造物写真で、弊社施工事例ではありません。

亀甲積

面をほぼ正六角形に加工した石を組上げる石積は、石積中で最も上品だといわれています。 ただ、単価も相当なものに！！

並亀甲積
積み方は亀甲積と同様ですが、ことさら亀甲形にこだわらず間知石の四隅を切り落とし体裁よく積む方法です。

亀甲谷積（蓮華積）
基本的な間知石の対角の隅、下図上段の斜線部分を打ち欠いて変形の六角形とした物を中石として積み上げる手法です。

玉石亀甲積
愛知県北部から岐阜県南部にかけての神社仏閣で多くみられる手法。木曽川の玉石を吟味して積まれたこの石積みの合端の緻密さと
磨かれた石の表面の輝きは見事の一語につきます。
写真は特別な事例で、膨大な費用がかかっています。一般的にはもう少し粗い仕上げとなりますが費用は少々高めと考えて頂いた方
がいいでしょう。
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布積（煉瓦積）
（長手積）
石が横に整然と並ぶ布積は上品であるが、目筋は一直線で強度面では問題があります。土圧を受ける場所では胴込や裏込コンクリー
トを十分に施し、コンクリート擁壁としても機能するように施工すべきです。

鵜立返積（うたてがえし）
明治 31 年頃から中央線の鉄道工事が始まった頃、大久保芳正氏を中心とする石工一団があり、いろいろな積み方をして研究した
結果 、矩形の石を谷に落し込み斜め 45 度に寝かせる「鵜立返し」という方法を確立したといわれています。以後、この積み方は普
及し、谷の形状から連想されたのか矢羽（やばね）積と呼ばれるように なっていきます。 下図が考案された当時の「鵜立返積」
。
ただ、それ以前から、谷に落し込む谷積と呼ばれる方法はあったようですが、当時の谷積は原石を大小に小割りした積石で谷をつく
りながら積み上げるもので、矩形に加工した石を連続的に積む現在の谷積手法は明治 31 年から 37 年の間に考えられ た鵜立返が元と
なっているようです。、以後大正から昭和にかけて「石積は谷積でなければならない」とまで云われるほどに発展してきたのだそうで
す

矢羽積
矢羽積は、中石の両肩をほぼ 45 度に傾け、中石の長辺の半分を谷に落とし、残り半分を隣石に立てかける積み方です。
矩形の石の短辺で谷の深さは決定される訳ですから、中石の面の加工での長辺：短編はほぼ

2：1

となります。
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矢羽谷積
矢羽谷積は、矢羽積同様に中石の両肩をほぼ 45 度に傾けて積みますが、こちらは中石の長辺の
三分の一を隣石に立てかける積み方です。したがって、中石の加工での長辺：短辺はほぼ

3：2

三分の二

を谷に落とし、残りの

となります。

倒潰に対する強度は矢羽積より上だと思われます。
現在、一般的に「谷積」と呼ばれる手法のほとんどがこれを指しています。

綾織積（あやおりづみ）
他の石積のように一方方向から順序よく積むのではなく、石を 1 個おきに積んでいく。したがって谷は三つ渡り谷となる。
言葉での表現は分かりにくいが、谷積の展開図を 90 度回転させてみてください。それが綾織積です。

往復積（いってこい）
折返し積とも呼ばれるこの方法は、鵜立返積の簡略版といったところでしょうか。
石の面を決めて隣石に寝かせつけることを繰り返して積み上げる手法ですが、目筋が一直線になるので構造的には弱い方の部類に入
り、大きな外圧を受ける場所には不向きです。

行違積（いきちがい）
往復積を一工夫して目筋に変化を与えた積み方です。
石の大きさをだいたいそろえて 3 個から 6 個をまず右に傾けて積み、次の 3 個から 6 個を左に傾けて積む。これを繰り返して積み上
げる方法です。
下図はわかりやすくするために、目筋はほぼ水平になっていますが、野面石や玉石積では目筋の流れを水平にせず出来る限り大きく
波打たせるのが良いとされています。
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安全パトロール報告

平成２７年１月１７日「店社パトロー
ル」が行われた。新蛇田南調整池築造工
事現場では法面の張りブロック施工が順
調に行われていた。
パトロール隊は、法面に架かる足場に
注目。
斜面に平行に施された足場には昇降階段
が設置されていたが、数カ所あるうちの
一カ所で単管パイプから外れているのを
発見。この事例は設置してから法尻に重
機が立ち入ったことによる土圧で押され
外れた模様。
日常の点検が必要と考え、また作業員も
気付いた時点で現場所長に改善を言える
現場環境を構築していかなければならな
い。
「誰かが直すだろう？使う人が直すだ
ろう？」では二次災害が発生する。安全
設備は現場に立ち入る全ての人の為にあ
るので、注意をしていただきたい。この
ような事例は、何もこの現場だけではな
い。

左の写真は、清水・奥村Ｊｖで行っ

ている「小竹浜防災集団移転造成工事」
現場の現場打ち重力式擁壁の写真である
が、この現場でも擁壁用の足場に架かる

スが存在する建設現場ではあるが、もし、
簡易的な処置しかできない場合は、その

「全方位安全宣言」シールφ３５センチ

ことを全ての人々がわかるように「表示」

は、安全衛生委員会で保管しております。

するのが義務である。

また、フォトショップデータ・ＪＰＥＧ

常に現場に入っている者だけが承知して

データもありますので、現場活用したい

いるという、安全設備・安全ルールは誤

方は問い合わせて頂きたい。

解を招くだけでなく、ふとした瞬間に重
大事故につながる。
土木工事では頻繁に足場の盛り替えが
行われたり、狭隘現場では掘削作業と並
行して、同工区内でコンクリート打設を
行っているなど、作業密度が高い場合多
く感じられます。そのため職種が混合し
ており、意思疎通を図るのが困難ではあ
りますが、全ての作業員が安全に効率よ
く作業できる環境を作ってください。
全ての人が安全に作業でき、全ての人が
安全に現場を確認できる「めくばり・気
配り」を行っていただきたい。

問い合わせ先：
安全衛生委員会

鎌田

まで

ＭＡＩＬ：kamata-hirotaka@endo-k.co.jp

渡桟橋（鋼製歩み二枚敷き）が躯体側の
枠足場に接合されていたが、番線での結
束がなされていなかった。
「もしも」の事を常に考え、何のために安
全設備を施すのか再度認識していただき
たい。
安全にもっとも注意すべき点は「ヒュー
マンエラー」であるが、
安全設備の不備は、
現場員のヒューマンエラーと考える。施
工条件で結束できない等いろいろなケー
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た亀山紘市長は「魚町工区は津波から地
域を守る多重防御の役割を担う重要な施
設。湊地区の安心安全を確保し、住まい
の再建が進むこと願う」と早期完成を願っ
た。
同工区の高盛土化を巡っては、堤防に
囲まれる水産加工団地から反対意見があ
り、県は７日、魚町で工事説明会を開いた。

初の高盛土道路が着工…
石巻市魚町工区

石巻市門脇から渡波地区までの県道門脇
流留線（延長８・４キロ）のうち高盛土
道路となる魚町工区（同２・６キロ）の
安全祈願祭が１２日、現地で行われた。

出席した企業からは、津波の避難リスク
の高まりを危惧する声や、現状２車線を
１車線にすることでの渋滞対策、冬季の
凍結防止策を求める意見などが出た。県
は津波防御の観点から高盛土化に理解を
求め、関係機関とともに可能な範囲で対
応していく方針を示した。

に対応する。市内初の高盛土道路の着工
となり、県は平成２８年度末の完成を目
指す。
県は魚町工区に高盛土道路と、その
両脇の側道を整備する。高盛土上の幅員
は１１メートルで、片側 1 車線。中心に
交差点での右折用のゼブラゾーンを設け
る。
側道のうち水産加工団地がある南側は
西向きの一方通行で、北側は双方向通行
になる。交差点は６カ所で現在と同じ場
所となる。
施工者は奥村・福田・遠藤建設工事共
同企業体。工事費は約３２億５５００万
円。着工後は片側２車線の現在の道を１
車線に制限。中央分離帯の地盤改良を行
い、盛土を行っていく。その後は高盛土
上を走行車線とし、側道を施工していく。

１２日の祈願祭には発注者の県と市、工
事関係者ら約５０人が出席。玉ぐしを捧
げて工事の無事を祈願した。あいさつし
14

街路灯整備

阿部建築部長が担当している「石巻市
の中心商店街「立町大通り」のアーケー
ドの撤去工事が終盤を向えた。既存店舗
との取り合いが大変な現場であったが、
小規模の事故・災害も無く竣工を迎える。
開放感漂う明るい雰囲気に様変わりし、
オシャレな街路灯の整備も間もなく完了
する。３月から４月末にかけて石巻地方
広域水道企業団発注による「歩道を美装
化」を施工する。現場は引き続き阿部建
築部長が担当。阿部建築部長は「一級建
築士」の資格のほか「一級土木施工管理
技士」も保有し、土木建築とエキスパー
場では、トータルマネージメントが出来

区を東京湾平均海面（ＴＰ）４・５メー
潮堤とともに東日本大震災級のＬ２津波

開放感

トである。このような建築補修もある現

日和大橋から国道３９８号に通じる同工
トルにかさ上げし、海岸線に整備する防

立町大通りアーケード消え、

国道 398 号（穀町地区）の

る技術者が在籍する当社の強みだ。

車線形状変更のお知らせ

市街地中心部の渋滞緩和のため、穀町地
区において国道 398 号の車線形状を下記
のとおり変更いたしますのでお知らせし
ます。
変更内容
１．穀町から蛇田方面に向かう直進レー
ンと石巻警察署方面に向かう左折レーン
を１つの車線に統合します。
２．穀町から水押踏切に向かう右折レー
ンを専用レーンに変更し、区間を延長し
ます。
３．東北労働金庫石巻支店前の丁字路
交差点について、後続車渋滞緩和のため、
蛇田方面からの右折ができなくなります。

新旧同一場所からの写真
（写真上は石巻川開き祭り）

目で見る安全・衛生対策

安全帯 安全帯使用奨励活動の

「見える化」による災害防止

安全帯フックに蛍光マーカーを貼付することで、作業者の安全帯
着用が他の作業者からも確認しやすくしている。また、適切な高
さにフックをかけるようにコメントを入れることにより、安全な
使用方法を徹底している。

現場作業においては、多くの重機や人間、また材料が混在してお
り、その区画分けを確実に行わないと人と重機の接触災害等につ
ながる可能性が高い。
そこで、カラーコーンの色を分けることで、その色により区画を
定めて一目 でどの区画であるか認識できるようにした。
（緑色は ”
安全通路 ”、赤色は、” 立入禁止 ”、黄色は ” 材料置場 ”）

元請担当者が工事用機械に「月例点検実施報告ステッカー」を貼
ることで点検状況の「見える化」を図っている。
これにより月例点検の実施・ 未実施を容易に確認でき、工事用機
械の点検の失念防止を図っている。

安全帯の着用など服装のチェックポイントを示した鏡を製作し、
そこに立つことで、装備の不備がひと目 で分かるようにした。
また、作業場が市街地にあることから、身だしなみのチェックも
行い、きっちりとした服装を心がけさせることにも貢献してい
る。

車両系建設機械の運転者と周辺作業者の間で、挟まれ災害防止の
為の合図を決めた「グーパー運動」の模範となる状態を、写真と
標語により「見える化」し安全活動の推進を図っている。 運転
席や現場掲示板等に表示する事で、運転者や周辺作業者の安全意
識の向上を図っている。 さらに推進者に指名 された作業員も他
の者の手本となる意識を持つことができる。
ドラグショベルによる作業において、運転者が斜面滑落時に投
げ出された災害を契機にして、同種作業時の安全基準を作成し、
キャビンに貼り付けることで、オペレーターに対し安全意識の向

朝礼看の整理整板に頓詰の所徹・底トをイ図レのって使い用る
ル。ーまルたを、テ写真ーブ入ルり下で明の示テーすプる、こス
とリにッよパりの、詰番号表所やト示イなレ
どの工夫により、詰所内が整然と保たれている。

上と基本動作の確認を図っている。
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思わず目を引く工事現場の看板
【これなら、見る】チラ見どころか二度見！思わず目を引く工
事現場の看板５枚
まずは通行人に見てもらって、工事現場であることを認識しても
らう！そして、注意してもらう！
今までの「概念」とは違う様子が目に入ると、やっぱり二度見し
ちゃいますね（笑）
・・・・というタイトルで、一般の方が注目した７枚の工事看板
が紹介されていました。
最近の工事現場は「イメージアップ」に努め、
工事看板など「注
目される工夫」をしていますから、それを一般の方がどのような
視点で見ているか気になるところです。
おおおっ！
ぜひともパブリシ
ティー権に配慮した使
用をお願いしますね。

仮囲いのアレンジでイメージアップ
そして、２枚目は・・。
この看板を設置した建設会社さ
んから「朝ドラマのロケ地での
仕事」なので何かしたいという
相談を受けていた物件でした。
正直なところ、
「設置後の反響」
に驚いていました。

㈱錢高組では現場と共存できる街づくりを推進している。
奇想天外の発想により、現場作業員も楽しめ、地域の住民も楽し
めるＤＩＹ農業を行っていた。
工事現場を囲む仮囲い。通行人の目を楽しませる工夫が都心部
の工事を中心に拡がり、目を引く看板や緑化などで街の彩りに寄
与しています。
大宮区下町 3 丁目計画工事
（埼
玉県）では、仮囲い裏のスペー
スを利用して畑をつくり、大
根やトマト、春菊などの野菜
を栽培しました。
「季節ごとに収穫した野菜を
近隣の方に配ったり、農家の
方に栽培指導を受けたりしながら近隣とコミュニケーションを図

そして、３枚目・・。
「コアなファン」なら、よくご
存じの看板が・・
（笑）
なんと、一般の方が注目して話
題にしている３枚でした（笑）
どうであれ、見逃しがちな工事
看板を「見てもらえる工夫」を
し、イメージアップに繋がるな
らば良いと思いませんか？
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り、作業員同士の親睦も深まりました。」と社内報に記載。
よく見かけるのは季節の花で美化運動を促進している現場はあ
り ま す が、 果 実・
野菜は面白いです
ね。みんなで栽培
して、安全大会で
できた野菜でバー
ベキュー・鍋大会
なんて素敵じゃな
いですか！！

片側空け→歩行禁止
マナー変わる？

エスカレーターのマナーに詳しい江戸川大学社会学部の斗鬼正

エスカレーター

急いでいる人のために片側を空け
る。エスカレーターの「片側空け」
は全国各地でよく見かける習慣だ
が、実は「歩行禁止」が最新のルー
ルだということをご存じだろうか？

一教授によると、起源は英国だという。第２次世界大戦中に混雑
緩和のためのマナーとして考案されたらしい。日本では 1967 年
に阪急電鉄の梅田駅が移転した際、エスカレーターが長くなった
ので、急ぐ人のために「片側空け」を呼び掛けたのが最初。さら
に 1970 年に開催した大阪万博の「動く歩道」にも、国際化に対
応しようと英国式マナーが導入された。つまり、日本では大阪が
「発祥の地」だったのだ。

隣をすり抜ける際、荷物や体などが
接触して思わぬ転倒事故を引き起こ
す恐れがあるためだ。だが、いった
ん世の中に根付いた習慣を改めるの
はなかなか容易ではない。
■エスカレーターはつまずきやすい
昨年７月、日本エレベーター協会、日本民営鉄道協会などは「エ
スカレーターでは歩かず、片側を空けず、手すりにつかまる」こ
とを呼び掛ける共同ポスターを作成した。
「本来、エスカレーター
は立ち止まって乗ることを前提に設計されています」と話すのは
日本エレベーター協会事務局長の藤良典さん。
エスカレーターの標準的な勾配は 30 度で公共の階段よりも急。
ステップの高さや奥行きも大きいのでつまずきやすい。ステップ
の幅は 1.1 メートル以下。1.4 メートル以上とされる公共の階段
よりも狭く、追い越しは想定していない。
「１つのステップに乗
れるのを２人までとし、利用者が必ず手すりにつかまれる構造に
する」（日本エレベーター協会）ためだ。
ところが、大都市の主要駅などで「歩行禁止」を守っている場
面はあまり見当たらない。実際には
「片側空け」
がほとんど。
「ラッ
シュ時は急ぎたいから」
「後ろから片側を空けろと注意されるか
ら」などと理由は様々。転倒事故を引き起こす懸念は残ったまま
だ。
■英国→大阪→東京と「片側空け」が普及

やがて、「片側空け」が全国に本格的に普及するのは 1980 ～
90 年代以降のこと。特に東京では深い地下鉄駅が相次いで建設
されて長距離のエスカレーターが増えたため、
「片側空け」が徐々
に普及するようになった。
これらを時系列でまとめると、英国→大阪→東京という順番で
普及してきたのが「片側空け」の大まかな歴史ということになる。
■大阪「右立ち」、東京「左立ち」のワケ
ちなみに「片側空け」には不
思議な地域分布があるので紹介
しておこう。
どういうわけか、大阪、神戸な
ど近畿圏（おおまかに関ケ原以
西、明石以東）では「右立ち」
、
東京、名古屋、札幌、福岡など
それ以外の地域ではその逆の「左
立ち」に分かれているのだ。
実はこれにもれっきとした理由がある。斗鬼教授によると、海
外では英国、フランス、ドイツなど欧州や米国、中国、韓国など
多くの地域に導入されている「右立ち」が圧倒的に主流。
（
「左立ち」
は豪州、シンガポール、ニュージーランドなどに限定）
。だから、
海外で主流の「右立ち」がまず大阪で採用され、それが周辺の近
畿圏に広がったというわけ。
このほか、阪急電鉄が梅田駅に「右立ち」を導入したのは「右
利きの人が利き手で手すりを持ちやすいためだ」という説もある。
■海外と日本では “ 逆転現象 ”
では、東京などそれ以外の地域ではどうして逆の「左立ち」が

「片右立ち」
（大阪・梅田駅）「左立ち」
（東京・渋谷駅）

広まったのか？

「側空け」の習慣はいつごろから、どのように広がったのだろ

と斗鬼教授は説く。こうした理由で、世界では「右立ち」が主流、

うか？

これは「自動車の左側通行にならって普及したからではないか」
日本では「左立ち」が主流という “ 逆転現象 ” が起きたらしい。
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平成 26 年度 建設業年度末労働災害防止
強調運動実施要綱

１ 趣旨・目的
平成 26 年の石巻労働基準監督署管内建設業災害は、
速報値で死亡３ 年の石巻労働基準監督署管内建設業災
害は、速報値で死亡３ 年の石巻労働基準監督署管内建設
業災害は、速報値で死亡３ 名を含む 104 名の方が死傷
しており、前年同期比 6.3 ％の減少となったも、依然と
して高水準で推移いる。
昨年の建設業で死亡災害は、墜落によるもが ２名、交
通事故が１となっ 名、交通事故が１となっ ているが、
墜落によ死亡事故はずれも年度末の ているが、墜落によ
死亡事故はずれも年度末の ているが、墜落によ死亡事故
はずれも年度末の３月に相次いで発生してる。
また、本年１月 また、本年１月 13 日に厚生労働省基
準局から発表された公共工事おける 日に厚生労働省基
準局から発表された公共工事おける 月別死亡労働災害
の発生状況では、過去 5 年間の統計では、２月に多発し
ている 傾向にある。
年度末は、多くの工事が竣に向け追い込み時期であり
を急ぎ現場繁 年度末は、多くの工事が竣に向け追い込み
時期でありを急ぎ現場繁 年度末は、多くの工事が竣に向
け追い込み時期でありを急ぎ現場繁 年度末は、多くの工
事が竣に向け追い込み時期でありを急ぎ現場繁 忙とな
るこ、また工事関係者職種の出入りも多く現場が錯綜す
さら 忙となるこ、また工事関係者職種の出入りも多く現
場が錯綜すさら 忙となるこ、また工事関係者職種の出入
りも多く現場が錯綜すさら 忙となるこ、また工事関係者
職種の出入りも多く現場が錯綜すさら には過重労働が
生じやすい時期であることから大 災害のリスクもには
過重労働が生じやすい時期であることから大 災害のリ
スクもには過重労働が生じやすい時期であることから大
災害のリスクもには過重労働が生じやすい時期であるこ
とから大 災害のリスクもきくなるこ とが懸念される。
東日本大震災か らまもなく４年が経過し、復旧・興工
事は被地の皆様東日本大震災か らまもなく４年が経過
し、復旧・興工事は被地の皆様東日本大震災か らまもな
く４年が経過し、復旧・興工事は被地の皆様東日本大震
災か らまもなく４年が経過し、復旧・興工事は被地の皆
様ら 一刻も早い完成が望まれてるところではあ、スピー
ド要求さから 一刻も早い完成が望まれてるところでは
あ、スピード要求さから 一刻も早い完成が望まれてると
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ころではあ、スピード要求さから 一刻も早い完成が望ま
れてるところではあ、スピード要求さかこそ「安全第一」
を徹底する必要があ。
ついては、年度末となるこの期間「建設業労働災害防止
強調運動」を展 ついては、年度末となるこの期間「建設
業労働災害防止強調運動」を展 ついては、年度末となる
この期間「建設業労働災害防止強調運動」を展 ついては、
年度末となるこの期間「建設業労働災害防止強調運動」
を展 開し、関係機・団体及び事業場の者は一層安全衛生
水準向上を目指 開し、関係機・団体及び事業場の者は一
層安全衛生水準向上を目指 開し、関係機・団体及び事
業場の者は一層安全衛生水準向上を目指 開し、関係機・
団体及び事業場の者は一層安全衛生水準向上を目指 し、
緊密な連携のもとに労働災害防止活動を強化する。
２ 実施期間
平成 27 年２月 16 日（月）～ ３月 31 日（火）
３ 重点事項
( １) 各関係機・団体による安全衛生パトロールの実施
( ２) 各事業場の 経営 幹部 による「安全第一」係所信表
明
( ３) 店社 安全 衛生 パトロールの実施
( ４) 工期切迫時や法変更の安全衛生確保上検討及び店社
支援体制構築、工期切迫時や法変更の安全衛生確保
上検討及び店社支援体制構築、工期切迫時や法変更
の安全衛生確保上検討及び店社支援体制構築、工期
切迫時や法変更の安全衛生確保上検討及び店社支援
体制構築、並びに発注機関等との協議実施
( ５) リスクアセメント や危険予知訓練 の有効な 実施
( ６) 墜落 ･ 転災害防止対策の徹底
① 足場の 組立て等作業で「手すり先行工法」の採用
推進
② 屋根上作業で の、安全設備の置
③ 移動はしご作業における墜落・転災害防止対策の
徹底
④ 開口部、作業床の端に手すり中さん等設置の徹底
⑤ ハーネス型安全帯の使用促進
（７）車両系 建設機械・クレーン等災害の防止対策徹底
① 作業半径内の立入禁止措置徹底 及び誘導員配置の際
合図徹底
② クレーン機能付き油圧ショベルの作業 時のクレーン
モドへ の切り替え徹底

③ 転倒危険場所に おける路盤強化、幅員保持の徹底と

・宮城県東部土木事務所

シートベル着用 おける路盤強化、幅員保持の徹底と

・石巻市

シートベル着用おける路盤強化、幅員保持の徹底と

・東松島市

シートベル着用の励行

・女川町

（８）倒壊・崩災害の防止対策徹底

・宮城県建設業協会 宮城県建設業協会 石巻支部

① 溝掘削作業で の「土止め先行工法」の採用

・石巻地区木造家屋等建築工事安全対策委員会

② 斜面崩壊防止のため、地山状態と変化に関する点

・石巻地区大規模建設工事連絡協議会

検強

・石巻労働基準監督署

③足場倒壊防止のため、強風時は養生シートを外す控

５ 事務局 石巻労働基準監督署 安全衛生課

え壁つなぎ補足場倒壊防止のため、強風時は養生

電話 0225 -22 -3365

シートを外す控え壁つなぎ補 足場倒壊防止のため、
強風時は養生シートを外す控え壁つなぎ補足場倒壊
防止のため、強風時は養生シートを外す控え壁つな
ぎ補 強する等の措置徹底
（９）交通労働災害防止対策の徹底
①運転者に対する交通安全 教育、長時間継続したの
禁止等運転者に対する交通安全教育、長時間継続し
たの禁止等管理の実施
②マイクロバス等の現場へ送迎使用については、安全

監督署からのお知せ <2015 年 No.1>

～ ゼロ災復興めざして がんばろう ! ～
石巻労働基準監督署

平成 27 年 1 月 26 日発行 日

建設業年度末 労働災害防止

な運行経路選定マイクロバス等の現場へ送迎使用に

強調運動を実施します！

ついては、安全な運行経路選定所要時間を考慮した

年度末は、死亡・重大災害のリスクが大きくなる時期です。

運行計画の作成、業終了後に転する者対所要時間を
考慮した運行計画の作成、業終了後に転する者対休
養への配慮
③工事用車両等の運行については、前経路選定現場内
で速工事用車両等の運行については、前経路選定現
場内で速工事用車両等の運行については、前経路選
定現場内で速度制限・安全標識設置等の計画作成と
実施
④運転者の定期健康診断の実施状況および運転前の健
康状態の把握

平均の 1.4 倍と最も多くなっております。
また、昨年 3 月、石巻労働基準監督署内では、建設業で死亡事
故が 2 件発生しております。
工事を急ぎ現場が繁忙となること、また工事関係者、職種の出入
りも多く現場が錯綜すること、さらには過労状態が生じやすいこ
の時期ですが、「安全第一」で作業を徹底しましょう！

ちょっとまて５

1. ちょっとまて ひとりよがで、

あぶない作業をしてないか？

2. ちょっとまて めんどくさがって、

（10 ）健康管理の徹底
①作業員の健康状態把握と適正な配置、および心身両
面にわたる健康づ くりの実施
②過重労働等による健康障害の防止ため、長時 間労働
の抑制並びに間労働者への医師による面接指導等の
実施

あぶない作業をして ないか？

3. ちょっとまて ぼやっとして、

あぶない作業をしてないか？

4. ちょっとまて きをぬいたまで、
あぶない作業をしてないか？

４ 主唱
石巻地区 建設工事関係者労働災害防止連絡会議
（平成２６年度）
・国土交通省東北地方整備局仙台河川道事務所
石巻国道維持出張所

全国統計によれば、公共工事での死亡労働災害は、特に 2 月、年

三陸道維持出張所

5. ちょっとまて きをかせたつもりで、
あぶない作業をしてないか？

不安全行動を防止する「ちょっと待てファイブ！」労基推奨
フジタ・佐藤東松島市震災復興事業東矢本駅 北区整備工事ＪＶ
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三陸地方で地盤のかさ上げ、震災遺構を考える
女川町に新しい「女川駅」が誕生する

女川町は、南三陸金華山国定公園に指

女川町は 2012 年 7 月に UR 都市機構と

定されている風光明媚な土地で、日本有

「女川町復興まちづくり事業の実施に係る

数の漁港だ。女川漁港のほか、町内には

協定」を結び、女川町中心部における「被

数多くの小さな漁港があり、暖流と寒流

災市街地復興土地区画整理事業」
「防災集

が出会う金華山沖を漁場に、豊富な魚類

団移転促進事業」
「津波復興拠点整備事業」

を数多く水揚げしている。震災前は、気

「漁港施設機能強化事業」
「女川町離半島

仙沼市、石巻市、女川町で宮城県の 90%

部における防災集団移転促進事業」など

強の水揚げ高を誇っていた。女川原子力

総合的な復興事業を UR が進めることとし

発電所があり、電源立地特別交付金が町

ている。

新しい女川駅は 3 月 21 日開業に向けて工

の財源を潤していたため、石巻市との合

事が進められている。

併には消極的で、石巻市に囲まれるよう

( 写真 :2015 年 1 月 26 日 )

に女川町が存在している。

女川原子力発電所の敷地の高さは
14.8m で、東北電力によると 13m の高さ
まで津波が来ていたと発表している。女
川原発が福島第 1 原発のような状況になっ
ていたらと想像すると、身の毛がよだつ。
女川原発は 1980 年に着工し、84 年から
稼働を開始しているが、今回の震災で現
2015 年 3 月 21 日に石巻線が全線開通す

在は停止している。宮城県内の美里町、

るため、新しい女川駅が建設中だ。建物

石巻市、涌谷町の 3 カ所から下記のよう

は以前の駅から 150m ほど内陸寄り、盛

なエリアメール ( 訓練メール ) を携帯電話

女川町は震災当時、約 1 万人の人口だっ

土して海抜約 7m の場所で 3 階建てだ。1

が受信した。こうした訓練メールを何回

た が、 人 口 の 8% 強 の 死 者 827 人 (2014

階が駅舎、2 階が町営温泉施設「女川温泉

か配信していかなければならない実情に

年 8 月 4 日現在、死亡認定者含む ) が津波

ゆぽっぽ」
、3 階に展望台が設けられる。

触れて、福島原発事故以降、原発周辺地

で亡くなっている。湾岸空港技術研究所

設計者は 2014 年にプリッカー賞を受賞し

域では、住民は精神的に大変な状況にあ

によると最大津波高は 14.8m だが、女川

た坂茂さん。建物は女川町が建設し、駅

るのだと感じた。

町立病院の 1 階部分も浸水したと聞いて

舎部分を JR 東日本に有償貸付する。延べ

いるので、場所によっては 20m を超えて

約 1057m2、約 7 億 2000 万円の工事費と

いたのではないかと思う。津波で鉄筋コ

なっている。駅舎から女川港に向かって

( 訓練 ) 屋内退避の準備 石巻市

周辺に商業施設を配置する予定だが、周

訓練用メールです。
】【訓練参加者以外の

ンクリート造の「女川サプリメント」や「江
島共済会館」「女川交番」は基礎部分から
根こそぎ倒壊している。

訓練メール内容は次のようなものだ。

なだらかな斜面にプロムナードを整備し、 【これは宮城県原子力総合防災訓練に伴う
辺は宅地造成中で、まだ、ほかの建物は
ない。

方は実際の行動の必要はありません】今朝

発生した地震により、女川原発 3 号機で
事故が発生し、現在原子炉の除熱機能が
喪失しています。 このまま事故が進展す
ると屋内退避が必要となる場合がありま

すので、屋内退避の準備を開始してくだ
さい。【訓練 石巻市】

訓練も日頃からバカにせず対応しよう！

震災から 4 カ月後頃の女川は地盤もまだ
水につかり、「江島共済会館」なども倒れ
た状態のままだった。
( 写真 :2011 年 7 月 4 日 )
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スーパーマイスターなら日額 3000 円、鹿島が職長に支給
鹿島は 1 月 15 日、主要協力会社に所属する技術者や技能者の処遇改善に向けて、優秀な職長などに最高で日額 3000 円を支給する新
制度を始めると発表した。1999 年から実施してきた「E 賞」と呼ぶ報奨金制度を発展させる。人手不足が課題となるなか、優れた技
能者などを囲い込む狙いがある。
新たに設けたのは「鹿島マイスター」と呼ぶ制度。優秀な職長などを認定し、鹿島が手当てを直接支給する。2014 年度に約 500 人
の「マイスター」を認定し、15 年度の勤務実績に応じて日額 1000 円を支給する。15 年度以降は、マイスターの中でも特に優秀な人
材を「スーパーマイスター」として認定し、勤務実績に応じて日額 3000 円を支給する。スーパーマイスターには 100 人程度を選ぶ。
候補者は鹿島の現場所長が推薦し、同社の各支店長が認定する。10 年以上にわたって同社の工事を担当していることや、同社の現
場で年間 150 日以上の勤務実績があることなどが条件だ。いったん認定したマイスターに対しては、60 歳まで手当てを支給する。
将来の職長候補と目される優秀な若手技能者については、
「新 E 賞」と呼ぶ制度を設けて処遇する。現場所長の推薦に基づいて毎年
200 人程度を選び、受賞者に 10 万円の報奨金を支給する。同社広報部は鹿島マイスターと新 E 賞について、
「金額や対象人数は大手
建設会社で最高レベルだ」と説明する。富士教育訓練センターの利用者に対する助成などにも、引き続き力を入れる方針だ。
「スーパーマイスター」の専用ヘルメット（写真中央：鹿島）
「マイスター」の専用ヘルメット（写真右）

外しやすさを追求した安全帯フック
剣フック

基陽

高所作業用ランヤード「駕王」のフック部分が「剣フック」（資料：基陽）
基陽 ( 兵庫県三木市 ) は、建設現場の高所作業に不可欠な安全帯のフック部分を架け替えのしやすい構
造にした「剣フック」を 2014 年 6 月に発売した。
高所からの落下事故は、墜落防止ロープのフックを移動のために外す時に一番起こりやすいという。従
来のフックは、足場のパイプとフックの間に指が当たって外しにくく、そこに意識が集
中して足下が疎かになることが事故の原因となっていた。
「剣フック」は外しやすさを追求するため、人の指の形を模したデザインを採用し、開
口部を従来の一般的な製品に対して 116% 拡大。取り外しの際に指が挟まれない形状に
した。また素材には鍛造アルミを使い、これまで 400g 程度だったフックを 236g と大
幅に軽量化している。
2014 年度グッドデザイン賞「金賞」受賞。
問い合わせ先：基陽
電話：0794-82-2304
URL：http://www.kh-kiyo.com/kh/
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ピザブラックと建設業

起きてるのではなく、現場で起きているの
ですからね。

私が以前から気になっている「テレビコ

そして、他人事とは思わず率先して行動し

マーシャル」のひとつに宅配ピザの「ピザ

よう。それができるのは建設業人としての

ブラック」があります。

知識と経験が有るからです。
有事災害時は、
「おせっかい」が丁度いいんです。

この会社は素晴らしいですよね。

長野県北部を震源とする最大震度６弱の地

まず、ライバルを徹底研究し、常に創意工

震があり、長野県白馬村などに大きな被害

夫を行いコスト削減に努めています。
また、社員もライバル会社の研究部門に潜
り込めるほど優秀であり、全員が社風を理
解し、ヤル気を持って情報共有や技術向上
を行っています。
そして、ライバル企業が休まず営業してい
る中、しっかりと休暇をとるという社員待
遇です。名前の印象と違い、
素晴らしい
「ホ
ワイト企業」と評判です。しいて足りない
トコロを上げると「お客様の視点」だけか
な（笑）
それにしても、従業員の労働環境を改善す
ることで、サービスの向上が図れますから
克服できる問題なわけです。
人材不足に悩む建設業界もピザブラックに
学ぶことが多いと思います。
建設業の雇用問題は多いですが、私は問
題の一つに「強力な指揮命令のわりに、ず
さんな責任管理」を上げています。
いくら雇用対策をしても、これらが解決し
ていない建設会社に人が集まることはあり
ません。雇用されている社員も士気が低く
なると、人が集まる「活気のある明るい会
社」にはなりませんからね。
働き方が変わっていますから、昔のような
「アメとムチ」という考えでは成り立たな
いことに気づくか気付かないかということ
でしょう。例えば、何のために仕事をする
のかと言う「仕事に対する意味」を「自分
の言葉」
「自分のエピソード」で明確に語
ることができるでしょうか。例えば、従業
員の成長を促し、上昇欲求や承認欲求を満
たしているでしょうか。ピザブラックの社
長は、それを巧みな方法で行っているので

を与えた。翌朝のニュースで被害の大きさ
くことが建設業の社会的責務」という「応
災力」を建設業の原点と位置付け強調して
いくそうです。
元々、建設業は災害が発生した際に対応で
きる能力を持っていて、実際に迅速に各災
害に対応していましたが、その能力につい
ては、各社様々、基準もなく、漠然として
いたと思います。東日本大震災の時に差が
出ましたよね。そこをキチンと明確にする
ことで、
国民の「建設業への期待に応える」
というのは素晴らしいことです。
また、日本建設業連合会では、将来の技能
者の不足数から今後必要な労働力の目安や
「省力化・省人化」などの合理策なども明
記するそうです。現在も「情報化施工」な
ど合理策が進行中ですし、今回地震があっ
た長野県の土砂崩落現場でも国交省の無人
機械が土砂撤去作業に邁進しているそうで
す。
災害が多い日本の建設業は、防災や減災の
ための構造物を造ってきたわけですが、今

理由として、住民の助け合い活動などがあ
げられています。近所づきあいや、日頃の
「防災意識の高さ」が効果を上げたのだと
思います。
さて、また「東日本大震災と同じような
地震」が自分たちの住む町で発生したなら、
同じように助け合いができるでしょうか？
住む場所によって条件は様々でしょうが、
やはり、近所づきあいや、日頃から防災意
識は大切だと思います。また、私は建設会
社や建設現場で「近隣を交えた防災」を考
えてほしいと思っています。
そのひとつとして、建設現場を地域の防災
ステーションにするべく事前に備えをして
置く。もちろん、大事なことは「モノ（ハー
ド）」ではなく「ソフト」です。
地域と共同での安全訓練など、建設現場
が地域にとけこみ「助け合い」の一端を担
うことができるはずです。

となっていかなければならないわけです。
そのためには、人材確保も大切です。
もうひとつ大切なことは。
（写真は白馬村での無人化機械の作業風景）
地域の人、自治体、との普段からのコミュ
ニケーションだと思います。
例えば、災害時の指揮命令系統にしても、
誰がイニシアチブを持つかで、対応は大き
く変わるはずです。
現場状況や地域情勢を「知らない人」が指
揮しても上手くいかないですからね。
ならば、普段から地域を知る人が指揮すべ

応災力

になりうるべき人」は普段から地域・自治

興に対応できる準備と体制の保持をしてお

亡くなった方がいないのが幸いです。その

後は応災力を高めるために「魅力的な産業」

すよ。

日本建設業連合会が「応急復旧、本格復

を知りました。このような大きな被害の中、

きと思いますし、そのためにも「その立場
体・建設会社とコミュニケーションをとり、
地域の実情に合わせた指標を把握しておく
必要があると思うのです。何事も会議室で
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