Safety News

セイフティ ニュース

労働基準監督署より無災害表彰受賞
石巻に「五輪聖火」の移設作業進む

宮城県発注工事における事故

安全スローガンの募集

「纏」 新調記念

完成披露

副社長が行く現場探訪

第２７回

大規模改修「山形屋商店」竣工

発行：遠藤興業株式会社安全衛生委員会
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厚生労働省労働基準局長 表彰受賞

平成２７年４月１６日、石巻労働基準監督署より「女川河川災
害復旧工事」事務所が全工期無災害表彰を受賞した。

現場代理人兼監理技術者は土木部次長「千葉和幸」所長が担当。
平成２５年３月 20 から平成２７年２月２５日までの２カ年に及
ぶ工事であった。
工事期間中、自然災害による豪雨・強風・降雪と降雨による度
重なる増水による工事中断、現場は全てが水没すること 3 度、危
険と背中合わせの工事であり、天気予報と「にらめっこ」の毎日
だったと振り返る。工事を担当した千葉次長は創意工夫を施しな
がら最短工期で完成させた。

建設事業無災害表彰について
厚生労働省では、全工期を通じ、
業務上の災害が発生しなかった事
業場に対して、厚生労働省労働基
準局長名の表彰状を授与。
賞状を授与された遠藤副社長と石
巻労働基準監督署署長

苦節を乗り越えての無災害竣工だった。

女川河川災害復旧工事

全景

平成２６年９月１１日大雨・平成２６年台風１８号１０月５日・平成２６年台風１９号１０月１５日、三度の増水を経験
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平成２７年「春の全国交通安全運動」実施に伴い
運輸事業部では、運動期間前の５月８日（金）石巻警察署と合同で復旧復興大型車両の安全大会を実施した。
宮城県警石巻警察署の小野寺修交通課長より「復興事業における交通安全に尽力をいただき感謝し、春の交通安全運動週間では積極
的に安全運転を推進し、
（喜色い旗なびかせ運動）を広めよう」と訓示。
安全宣言では運事業部代表として渡辺滋氏が「交通安全に努め復興事業を邁進し、安全でゆとりある行動で運転する」と宣言。
石巻警察署小野寺交通課長から交通安全と標されたモモタロウ旗が寄贈。
安全運転管理者会会長鈴木聰氏より「無事故で復興」の交通安全看板を受け取った。

立町大通り装い新たに
５月９日（土）昨年１１月から始まった「立町大通りアーケード解体撤去等」工事が３月末に完了し、引き続き石巻市地方水道企
業団発注「国道３９８号線歩道舗装改良工事」を行い４月末に工事はすべて完了した。
工事を担当した阿部建築部長は、立町大通り商店街の経済状況を見極め地域交流と共に施工し
てきた。
式典では、立町大通り商店振興組合より「遠藤興業並びに佐々電」に感謝状が贈られた。
遠藤副社長は、祝辞として「ハード面の整備は無事故で完了した。これからは一市民として
ソフト面を応援していき、石巻市の顔として活気ある街並みになるよう期待する」と述べた。
長年市民に親しまれたアーケードがなくなり、カラフルな歩道に街路灯を設置した開放感あ
ふ

れるオシャレな商店街の誕生を祝った。生まれ変わった商店街の愛称は、公募で「イーリ

ス立町」 に決まった。
式典には、立町大通り商店街振興組合、市、石巻商工会議所、工事関係者ら約６０人が出席。
振興組合の高橋美江理事長は「ソフト面を含めて街をどう活性化させるのかが課題。個店だ
けでは限界がある。期待される街の実現に向けてできることから取り組んでいきたい」と抱負
を述べた。
石巻商議所の浅野亨会頭は
「石巻の背骨に位置し、
いろいろな機能を持つエリア。グレードアッ
プは活性化の起爆剤になる」とエールを送った。
応募総数３２点の中から選ばれた「イーリス立町」の名付け親・松島町の主婦曽根恵美子さん（５４）は、ギリシャ神話の虹の女
神を元にしたことを紹介。
「空が見えて虹を見ながら買い物ができる。若い人と商店街をつなぐ虹の架け橋になってほしい」
と期待した。
アーケードは、１９７１年に商店街の両側約４００メートルに設置されたが、老朽化に加え、東日本大震災で被災したため、買い
物客の安全面を考慮し、撤去した。
発光ダイオード（ＬＥＤ）の街路灯には、マンガロードにちなんでアニメキャラクターのフラッグを取り付けた。
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石巻に「五輪聖火」の移設作業進む

２０２０年の被災地リレーを夢見て

東日本大震災から、４年が過ぎた。沿岸部を覆ったがれきは姿を消し、代わりにかさ上げ工事の盛土に変わった。復興は途上だが、
着実に進んでいる。
２０２０（平成３２）年の東京オリンピックも開催まで５年となった。競技の一部は被災地でも行われる見込みで、東北でも盛り
上がりを見せる。
実は、五輪の聖火台が一時的に、宮城県石巻市に移設される。先の大戦から立ち上がった象徴が１９６４（昭和３９）年の東京五
輪なら、５年後は震災復興を世界に発信する大会にしなくてはならないだろう。
■進む準備工事
市総合運動公園の野球場とサッカー場の間の広場前には、巨大なコンクリートの立方体が重なっている。その正体は、聖火台の準
備工事だ。
国立競技場（東京都新宿区）の聖火台は昨年１０月に取り外され、１２月に運ばれた。東京五輪本番で使われる新国立競技場の工
事が終わるまで市に貸与される。高さ、直径ともに２・１メートルで、重さは２・６トン。設置場所には高さ２・５メートル、直径５・
６メートルのコンクリート製台座を用意する。
年明けから３か月にわたりコンクリートブロックを置いて重圧をかけ、地盤の調査。４月２０日から工事が始まり６月中旬には聖
火台を台上に設置する。施工は遠藤興業株式会社の全面協力で行い、炬火台は石巻市に寄贈する。設計から段取りには遠藤会長が自
ら参画。施工監理は首藤専務が行っている。戦災復興を見届けた聖火台が震災復興を見守ることになる。
五輪と結びつけば、被災地にも活気が出るはずだ。そんな地元の熱意が、聖火台を呼び寄せた。
遠藤興業㈱では、いち早く東京五輪招致成功に喜びの声を揚げ、
「工場港曽波神線跨線橋・宮城富士アスコン脇・棚橋地区に横断幕
を掲げた。
聖火台を誘致した「東京オリンピック・パラリンピック聖火リレー出発地・聖火台誘致委員会」が市内で発足したのが昨年２月。
NPO 法人石巻体育協会伊藤会長も事務局長として参加し、五輪関係者に陳情に奔走した。
「スポーツで復興を盛り上げたい」
。聖火台誘致は伊藤さんの念願だった。１月末時点で死者・
行方不明者が被災自治体では最大の３９７２人に上った石巻。「６年後はハード面の復興は終
わっている。次は心の復興だ」
。五輪に被災地が参加することで「震災を忘れない」というメッ
セージとなる。
■高まる地元の期待
被災者にも心強い。総合公園近くの仮設住宅に住む無職の男性（６９）は「聖火台が作ら
れるのは知っている。最近は被災地の話題も少なくなってきたが、目を向けてもらえるきっ
かけになる」と話す。地元の期待も日に日に高まっているようだ。
聖火台の次は聖火リレー出発地の誘致を目指す。安倍晋三首相も昨年３月に聖火ランナー
が走るコースについては「三陸海岸から仙台湾を通り、
福島の浜通りへ」と話しているように、
出発地となるかはともかく、コースに選ばれる可能性は高い。
伊藤会長は石巻から聖火リレーを始める意義を「一番被害が大きかった石巻からスタート
することには大きな意味がある」と強調する。震災から１０年目の２０２０年、被災地を聖
火が走る姿をこの目で見たいと思うのは伊藤さんだけではない。世界からの支援への感謝を
示すことになり、風化を防ぐ役割もある。
ていてほしいというのは言うまでもない。
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もちろん、その頃には「被災地」ではなくなっ

宮城県発注工事における事故（工事関係者）の発生状況
石巻地区抜粋（平成２６年暦年）

番号

発生年月日

工

発生時刻

被

曜日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

災

職種

大分類名

年齢 性別

小分類名

所属

中分類名

発生場所

天気

1

事故の型

種

事故の概要

経験年数

監督署
部局

H26.01.20

その他

飛来，落下

作業員

バールが落下し，下で作業していた作業員の

10:40

軽傷

その他の装置等

44 才 男

ふくらはぎ部に当たり，裂傷したもの。

月曜日

潮見町地内

人力機械工具等

1年

晴
H26.01.31

手工具
港湾・漁港工事 切れ，こすれ

１次下請
作業員

小指がＨ鋼材とナットの間に挟まり，切れた

12:15

軽傷

物質，材料

49 才 男

もの。

金曜日

魚町地内

材料

12 年

晴
H26.04.09

金属材料
港湾・漁港工事 転倒

２次下請
船員

引船のロープを引き込む際、ロープが緊張し

8:26

軽傷

その他

48 才 男

ガイドローラーの支柱が跳ねる危険を察知

水曜日

石巻港船上

その他の起因物

25 年

し、甲板上に飛び降り転倒し、右腕、顔面を

農林水産部

曇
H26.04.15

その他の起因物
港湾・漁港工事 転倒

２次下請
船員

打撲したもの。
台船上を歩いていたところ滑って転倒し、左

石巻

16:00

重傷

その他

54 才 男

足踵を骨折したもの。

火曜日

狐崎浜

起因物なし

２次下請

H26.04.16

作業台船上
河川工事

起因物なし
転倒

作業員

捨石投入作業の誘導員が、捨石の上で転倒

11:45

軽傷

物質，材料

60 才 男

し、頭部・右胸部を打撲したもの。

水曜日

東松島市浜市字 材料

晴

須

H26.04.21

賀松地内外
港湾・漁港工事 転倒

11:47

重傷

月曜日

魚町一丁目地内 動力クレーン等

曇
H26.07.02

河川工事

10:00

石，砂，砂利

石巻
環境生活部
石巻
農林水産部
石巻

農林水産部
石巻
土木部

１次下請
作業員

物上装置 , 運搬機械 50 才 男

ラフタークレーンのそばを通った際、アウト

石巻

リガーにつまずき転倒し、左足首を骨折した

31 年

もの。

農林水産部

移動式クレーン
その他

元請
作業員

作業中、体調不良を訴え、病院で脱水症と診

石巻

軽傷

環境等

18 才 男

断されたもの。

水曜日

大瓜地内

環境等

晴
H26.07.18

道路工事

その他
１次下請
挟まれ , 巻き込まれ 作業員

ＡＳ殻撤去中、バックホウの排土板にＡＳ殻

11:50

軽傷

物質，材料

44 才 男

の乗ったため取り除こうとした際、排土板と

金曜日

魚町一丁目地内 材料

20 年

ＡＳ殻の間に指を挟み、損傷したもの。

農林水産部

曇
H26.07.23

河川工事

その他
その他

２次下請
作業員

作業中に体調不良。熱中症。

石巻

14:45

軽傷

環境等

44 才 男

水曜日

東松島市浜市字 環境等

3年

曇
H26.07.25

須賀松地内
治山工事

その他
飛来，落下

２次下請
作業員

仮設工準備中に、斜面上部から落石があり、

14:30

軽傷

環境等

42 才 男

両足に当たった。両足を挫創したもの。

金曜日

石巻市湊地内

環境等

16 年

地山，岩石

２次下請

晴

土木部
石巻

土木部
石巻
農林水産部
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番号

発生年月日

工

発生時刻

被

曜日

12

13

3

4

5

6

小分類名

所属

中分類名

事故の概要

経験年数

監督署
部局

15:00

軽傷

60 才 男

月曜日

東松島市野蒜地 人力機械工具等

17 年

曇
H26.11.25

内
道路工事

手工具
転倒

１次下請
作業員

鋼矢板打込作業時、打設した矢板に吊った矢

11:50

軽傷

仮設 , 建築 , 構築物 66 才 男

板を接続しようとした際、矢板が振れた反動

火曜日

女川町女川浜

仮設 , 建築 , 構築物 41 年

で転倒し、左肩を脱臼したもの。

土木部

雨
H26.11.26

建築物，構築物
港湾・漁港工事 墜落，転落

１次下請
運転手

バックホウで敷鉄板をトレーラに積み込み作

石巻

7:50

身体障害

動力機械

56 才 男

業中、玉掛けワイヤーを外そうとした際、バ

水曜日

女川町鷲神浜

建設用等機械

その他

ケットに頭部があたり転倒した弾みで、荷台

農林水産部

曇
H26.02.28

道路工事

ショベル系機械
交通事故（道路）

一般住民

から転落し、全身不随となったもの。
ダンプトラックで現場事務所に向かう際、交

石巻

15:00

軽傷

物上装置 , 運搬機械 43 才 女

差点で一般乗用車と接触し、相手方がむち打

その他の装置等

石巻市南境字金 動力運搬機

自動車・

曇

沢

トラック

バイク

H26.06.05

前地内
その他

交通事故（道路）

一般住民

16:30

軽傷

物上装置 , 運搬機械 76 才 女

木曜日

石巻市東中里地 乗物

発生年月日
発生時刻
曜日

H26.01.23

2

年齢 性別

機械設備工 鋼材をディスクサンダーで切断中、切断歯が

天気

1

大分類名

揚排水機場工事 切れ，こすれ

曇
【物損講習災害】
番号

職種

H26.08.11

14 金曜日

15

災

発生場所

天気

11

事故の型

種

9:15

内

農林水産部
石巻

ちの症状を負ったもの。

土木部

土木事務所駐車場から県道に出る際、歩道の

石巻

自転車に接触し腰椎捻挫を負わせたもの。

乗用車，バス

工
被

種
災

発生場所

事故の型

被災者種別

中分類名

経験年数

大分類名
小分類名

区 画 整 理 工 事 交通事故（道路）
（圃）

晴
H26.02.12

区画整理工事
（圃）

事故の概要

所属

公共施設

表土運搬中，脇見運転により別工事の単管パ
破損させたもの。

動力機械

東松島市穴尻地 建設用等機械

晴
H26.02.17

内
ショベル系機械
区 画 整 理 工 事 交通事故（道路）

監督署
部局

石巻

イプ１２ｍと，道路のガードレール１２ｍを

トラック
地上物衝突（公衆） 電柱・電線 排水フリューム荷卸し中，バックホウのアー

水曜日

（圃）

年齢 性別

物上装置 , 運搬機械

石巻市長面地内 動力運搬機

10:55

跳ねた勢いでふくらはぎを切ったもの

土木部

木曜日

8:50

石巻

農林水産部
石巻

ムが低圧電線（アース線）に接触し切断した

公共施設

物上装置 , 運搬機械

もの。

農林水産部

ダンプトラックで表土運搬中，路肩を踏み外

石巻

し県道の視線誘導標を２本破損させたもの。

月曜日

石巻市河北町福 動力運搬機

農林水産部

晴
H26.03.11

地地内
トラック
区 画 整 理 工 事 架空物破損（公衆） 電柱・電線 道路工（盛土）施工時、バックホウのアーム

石巻

9:30

（圃）

動力機械

火曜日

石巻市和渕地内 建設用等機械

雪
H26.04.10

その他

9:00

石巻市長面地内 物上装置 , 運搬機械

ショベル系機械
交通事故（道路）

木曜日

動力運搬機

晴

トラック

でＮＴＴの通信線を切断したもの。
農林水産部
建設機械

県工事のダンプトラック同士（別工事）が県

石巻

道内で接触し、双方車両の一部を破損した。
農林水産部

平成２６年 ( 暦年 ) 県工事における事故の発生状況について（確定値）
１．労働災害（平成２６年暦年）
平成２６年の休業４日以上又は全治３０日以上の死傷者は，死亡者２人を含む２２人となっており，平成２５年と比較すると２８人
（５６％）減少した。
また，軽微な事故（休業４日未満又は全治３０日未満）を含めた死傷者数は７１人で，平成２５年の１４３人より７２人（約５０％）
減少し，東日本大震災以降，初めて減少に転じたものの，平成２２年と比較すると約２．４倍以上となっており，依然として高い水準
で推移している。
宮城労働局管内における県内全産業の死傷者数（休業４日以上）は，２，４１５人 ( 速報値 ) で前年同期より８２人減少しており，そ
のうち建設業は３９２人で前年同期より５７人の減少となった。県内全産業の死亡者は２０人で前年同期より７人増加，建設業は６
人で前年同期より２人減少している。
県内全体としては，前年よりも減少しているものの，震災前と比較すると依然として高い水準で推移している。県工事においては，
前年よりも減少したものの，死亡災害が２年連続で２件発生していることから，引き続き，死亡災害の撲滅，労働災害の予防を図る。
２．公衆災害（平成２６年暦年）
平成１８年度から工事関係者事故以外の報告を義務化し，公衆災害の統計をしているが，平成２６年は過去最高となる７４件であった。
その内訳は，死傷公衆災害５件，物損公衆災害６７件，もらい事故２件となっており，公衆物損災害が大幅に増加した。
物損公衆災害とは，工事に伴う作業が起因して工事関係者以外の第三者の財産が被災した事故であるが，毎年，最も多い公衆災害となっ
ており，その殆どが工事現場で電柱・電線や埋設管を破損する事故と，自動車・バイクを巻き込む事故である。この３つの事故を防
ぐためには，安全誘導員の適正配置，架空物への目印等設置及び防護カバーの設置，工事箇所の段差擦り付け等を実施すれば防げる
ものと考えており，工事現場における公衆災害防止の徹底を図る。
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安全スローガン
（キャッチコピー）の募集
安全スローガンという呼称は、安全確保が必要とされるあらゆる分野でアピールされて
も良いのですが、とりわけ従業員が危険と隣り合わせとなる、建設業の工事現場や工場の
作業現場でより頻繁にアピールされています。これらの現場では、安全朝礼と称して、毎
日、作業の安全の確認や安全スローガン・安全標語の唱和を行っています。
安全スローガンは現場の各所に掲示されて、作業の合間にも従業員と関係者の目にされて、
常に心がけられるように配慮されています。この安全スローガンも、定期的に別の物に変
えられて、新たな気持ちで仕事に臨めるように配慮されます。
平成２７年全国安全週間が７月１日～７日。この機会に従業員及び信和会会員企業から安全スローガンの応募を募り、労働災害防止
活動の大切さを再確認し、積極的に安全活動に取り組みます。公募された中から優秀な作品を選び、発表し、期間中に掲示するポスター
を制作いたします。

応募要項
標語の種類

（A）平成 27 年度安全週間標語（運動期間 平成 27 年 7 月 1 日～平成 27 年 7 月７日）
趣 旨 /「人命尊重」という崇高な基本理念の下、
「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と
安全活動の定着を図ること」を意味する標語。

（B）
「年間標語」（実施期間 平成 27 年 8 月～平成 28 年 7 月）
趣 旨 / 労働災害のない安全で快適な職場を築くために、働く人一人ひとりのかけがえのない命と健康の確保を最優先にする職場
風土づくりをアピールするもの。

入賞
入選各 1 点（表彰状及び金一封・副賞 佳作各４点以内（表彰状及び副賞）
中学生以下の応募者の作品が入賞した場合には、金一封に代えて賞金額相当の図書カードを授与します。

副賞「外付けハードディスク５００Ｇ USB3.0」
LCH-RK005U3

● USB3.0 に対応した LaCie 製ポータブルハードディ

スク “LaCie rikiki USB3.0”
最大 5Gbps（理論値）の高速転送を実現する USB3.0 規格に対応した
ポータブルハードディスクです。スーツのポケットやカバンのポケッ
トにもスムーズに収まる超コンパクトサイズと、表面に美しいヘアラ
イン仕上げを施した上質なブラックカラーのアルミボディを採用して
います。放熱性と堅牢性に優れた高品質アルミボディを採用すること
で、ドライブの発熱を逃がし、キズから保護します。
本副賞は「株式会社ムーブ」様より協賛していただいております。
■コンピュータソフトウェア開発
■ 情報処理保守サービス

■インターネット関連サービス

■事務機器

■オフィス家具

■情報システム機器販売

■事務用品販売

〒 986-0855 石巻市大街道東 4 丁目 2-11 クレンビル 2 号館
TEL：0225-22-0675
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FAX：0225-23-0690

http://www.moveworld.co.jp

応募方法
• ファックス・E-MAIL による応募
FAX 応募用紙 をコピーし、必要事項等を記入してご応募ください。
①応募は、はがき・ファックスとも、1 枚につき A または B どちらか 1 作品とさせていただきます。
事業場等で一括して応募される場合は、標語の種類別に応募作品、応募者氏名・所属部署を一覧として作成し、必ず応募に関する取
りまとめ担当者の氏名、連絡先（電話番号）
、所属部署を明記してください。
なお、一覧表の様式は自由ですが、当該データをメールにてお送りください。
②応募作品はオリジナルで未発表の作品に限ります。
（とりあえずインターネットで検索しますよ）
応募先：遠藤興業㈱安全衛生委員会
応募締め切り

ＦＡＸ：0225-95-8385

E-MAIL：8333 ＠ endo-k.co.jp

平成 27 年 5 月 22 日（金）ｐｍ 5：00 到着分有効

選考・発表・表彰等
選考は、遠藤興業㈱工程会議内に安全衛生標語選考委員会を設け審査を行い、平成 27 年 6 月中旬、入賞者に通知するほか、本誌の
7 月号にて発表を予定しています。
著作権・入選作品の活用等

入賞作品に係る著作権は、すべて当委員会に属するものとします。

ＦＡＸ：０２２５－９５－８３８５

平成２７年度安全週間標語
「年間標語」
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「纏」 新調記念

完成披露

平成２７年３月３日、東日本大震災で被災した会社纏を新たに新調した。
本纏には中心に「ま」と刻印されており、
「ま」は、①「代表である遠藤正樹社長の一字をとって」②「丸く収める」の意味がありこ
れからの社業繁栄を祈念するものである。

纏について考察してみる
鳶頭政五郎覚書
(1) 纏のはじめは幟の形
纏 ( まとい ) についてみると、
創設当時の纏は単なる幟 ( の
ぼり ) の形だった。会社で保有しているような立派な纏
は、ずーっと後の天保年間 (1830-1844) に入って形になっ
たもので、享保 3 年に町火消の制度ができて、それで享
保 15 年の大組編成の改正があった時代から幕末近くまで
は纏幟のままできた。
ようするに、旗竿 ( はたざお ) があって、そこに幟がつ
いていたもので、それから天保年間までその形がつづく。

享保から約 120 年下がった天保になって初めて、今の纏の原型ができ、それと一緒に立派な
馬簾 ( ばれん )( 纏頭の下の細帯 ) もついてきた。だから明暦の大火の時代は、まだ纏の片鱗
も何もなかったことになる。
NHK の『吉宗』の何回目かの放映のとき、大岡越前守の建議で江戸町火消が創設される場
面があるんですが、そのなかで纏についての解釈にちがいがあった。今我われが使っている
ような立派な纏が出てきたんで、そこのところをお話ししたんです。最初は纏幟なんで、今
のような立派な形の纏になるのはかなり後になってのことで、テレビでは纏が最初からこう
だと思われてしまっていた。おなじテレビ番組でも、
「水戸黄門」とか「何々将軍」なんていう、
はなから娯楽番組ならいいかげんでもかまわんだろうけど、いちおう時代考証が入っている
以上は正しく伝えてもらわないと困る。おせっかいなんだろうけどね。

(2) 火事場における纏の上げ下げ

当時の火消は、現在のような消火消防ではなく破壊消防だった。今のように馬力のある消防車があるわけではなく、消火作業といっ
ても、ただ家を壊すことだけ。延焼を食い止めるために風下の家屋を鳶口などでどんどん
壊していくやりかたで、とにかく燃える物をなくすしか、火を食い止める手段はなく、そ
こにこの半纏を着た火消人足が、何百人と大勢働いていた。
町家の火事であれば、その地元の町火消が最初に駆けつけることになる。火事場に駆けつ
けて行って、まず纏を屋根に上げることになる。纏というのはその組の大
事なシンボルだから、それを燃さないように、一丸となって火がかり ( 消火 )
にあたる。
この纏の上げ方にも決まりがあり、たとえば仮に私どもの町で火が出たと
いう場合、まずうちの千組の纏を屋根に上げて、初纏 ( はなまとい )( 先頭
の纏の意味 ) となる。次に他の組が駆けつけて、その組の纏が上がってく
る。そうしたら、その組の纏を前に出してやって、私どもの纏は達引いて
( たてひいて )1 歩下がり、隣り町の纏が前に出て初纏となる。次にまた別
の町の纏が上がってきたら、また私の千組の纏が 1 歩下がって達引いてや
る。だから、他の町の纏が上がってくるたびに、自分とこの纏は 1 つずつ
下がることになって、纏が 4 本でも 5 本でも並ぶ。
ところが、火勢が激しくなってきて、立て切れないなということを地元の火消が判断したとこで纏を地上に下ろす
ことになるが、この下げる段になって、組の面子 ( メンツ ) なんかが出てきて、下げろ下げられないでもって、ご存
じの喧嘩になるわけでね。纏の上げ下げでもいろいろしきたりがあった。
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(3) 纏と詰所
江戸町火消の纏は奉行所管轄のものだったから、全部奉行所へ登録されていた。我われが現在維持している纏の形の原型ができたの
が天保 2 年 (1831) と言われていて、町火消創設の享保 3 年 (1718) からおよそ 120 年下がったころ。それまでの纏は竿の先に旗印
をつけた纏幟であったから、原型の形に決まるまでには奉行所のさまざまな指導があったと思われる。もともと纏は全部奉行所で管
轄していたものだから、纏そのものも、その組のシンボルではあっても、頭取個人のものではなかった。
これは明治になってからの話だけれども、うちのほうの第一区あたりは少し規律がやかましいところで、たとえば、不幸にして組頭
が今日亡くなったというときは、組の道具持がまず最初にやることは、組頭の家から纏を下げることだった。死んだ家から纏は出せ
ないから、纏を移すことになる。どこへ移すかというと、すぐ次席の所に下げてしまう。それはもう約束事で、すぐに移さなくては
ならなかった。
纏というのは、1 つの組に何本かあるわけで、その組内の詰所に置いてあった。
江戸時代なら自身番所、明治以降は消防屯所とか、後になると消防分遣所といっ
た、町内の詰所に纏が置いてあった。纏は個人のものじゃなく組のもので、奉行
所からあずかっている印であって、その責任者はその町の名主であり、大家であり、
その下に火消の頭取がいた。火消の長 ( おさ ) は頭取だけれども、管理職は大家で
あり、名主となる。火消の諸掛かりや費用は全部名主・大家持ちと決められていた。
雇用している者とされている者の主従関係で、名主・大家が管理職で、現場の担
当責任者が頭取ということになる。そういう関係があるから纏は頭取のものでは
なく、あずかっているだけだった。
火事場で使うから 2 本 3 本の替え纏がいるわけで、そういうものが自身番や詰所に置いてあり、頭取のところにも 1 本置いてある。
置いてない頭取もあるけれども、たいがい飾り纏といって組内に 1 本は置いてある。その纏というのは、頭取が自分でプライベート
で作っても組のものだった。だから、死ぬとすぐに纏を下げちゃうことになる。
最近、我われの江戸消防でも組頭のお葬式なんかがあると、纏を祭壇のわきに立てて、生花とおなじような意味でもって喪章をつけ
て飾ることがある。私たちはそれを絵としてやっているけれども、本来の姿は絶対に纏に喪章なんか付けちゃいけなかった。火事場
道具だからその次の次席のところに、死んだ日に下げてしまわないといけない。死人というか、喪がかかっているところから火事場
へは行かれない。極端な話が、火事場は戦場だから、そういうところからは出られない。
明治の消防組は警視庁の拝命だから、署長が上申書を書いて組頭が決まる。次席が決まらないとか適任者がいないときには、半年と
か 1 年ものあいだ組頭が空席のときがある。適材の人がいないと、死んだからといって明くる日すぐ誰でもいいから代わるというわ
けにいかなかった。江戸時代でも、その地域の顔役の名主・大家の推薦がなかったら、頭取にはなれなかったんじゃないかな。
我われは今でも、纏のことを当番という場合がある。これはどういうことかというと、1 つの小組合のなかにいくつかの町内があっ
て、月毎に月番の町内へ纏が順々にまわってきた。たとえば、千組のなかに 18 ヵ町あるわけだけれども、今月は富島町 ( とみしまちょ
う ) が月番だとすると、富島町の詰所に纏がまわってくる。そして、その月が終わると次の町内へ、富島町から濱町へ当番が移動する。
月番が移動して、それと一緒に纏がそっちへ移るから、このことを俗に当番という。「あっ、当番が来たよ」ということになる。

(4) 纏の振り込み

纏を振ることを、我われは “ 纏の振り込み ” っていうけれど、“ 一段振り ”“ 三段振り ”“ 四段振り ” とある。一段振りというのは、両
手でもった纏を左いっぱいでかまえて、そのまま右いっぱいまで一気に横振りして、それをまた一気に左へかえす振り方、一息にや
るから一段振り。三段振りは一段振りのちょうど真ん中、体の中央で纏だけ 1 回転させて、それから右に移動し、その後左まで一気
にかえす 3 拍子の振り方、四段振りは左にかえすときも体の中央で 1 回纏をまわしてからかえす 4 拍子の振り方。
纏の振り方の上手下手ってのが当然ある。真竿 ( しんざお ) を握る手と、石突 ( いしつき )( 地面に付ける部分 ) についている蛙股 ( 逆
U 字の金具 ) を持つ手をうまく使わないと、馬簾の振りがにぶくなる。ただ横水平に動かしたんではさまにならない。回転が悪くな
るから当然馬簾の勢いもない。
うまいのは、纏をほうり投げるようにして振る。纏の真竿をなるたけいっぱいに回転させながら、山越しのように軽く投げては握り、
また回転させては投げる形でやると、早い回転で馬簾もパーッと開いて、蛸 ( たこ ) の足みたいに上のほうに向いてしなるように回転
する。この形が決まってるのは見てるほうも気持ちがいい。
振り方が下手だと纏の重みを全部自分の手で支えるみたいなもんだから、手にいらぬ力が入って肉刺 ( まめ ) ばっかしできてしまう。
うまいやつのは軽く上にほうり投げて、纏が落ちてくるのに合わせて握ってはまたほうるというふうにやっているから、そんなに力
はいらないことになる。纏の重さは約 15 キロくらいあるから、ただ力まかせに手だけでやってたらすぐにくたばっちまう。肉刺がで
きるのは下手の証拠。 もちろん力がなくてはできないことだけれども、力まかせにやって纏が軽く見えるようでもこれも駄目なんだ
ね。テンポが早すぎると軽く見えるから、ゆっくりやって重みを出す、これには表に出さない力がいる、なんでもコツがあるもんだ。
重そうに振ってて、きれいじゃなくては、見た目に爽やかじゃない。
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馬鹿力をもつ者も少なくなったし、この纏の振り込みができる役者もいなくなった。頭も振らず、真っ正面を向いて、腰をしっかり
決めながら堂々と振るのが上手い振り方だ。纏振りったって、普通の作業の延長線なわけで、なにも特別なことではなかった。力あっ
て、要領知って、そういう者は今でもうまいね。
再現された江戸火消しと纏
昭和 63 年 6 月 21 日に行われた江戸町火消しの再現。山口政五郎氏の第一区十番組の 2 階建て詰所が区画整理のため取り壊される
ことになり、その前にこの屋根に纏を上げて江戸の火消しを再現しようということになった。
( 写真は「下町タイムス・下町瓦版」昭和 63 年 7 月 10 日から転載させていただきました。)

い組の纏 「江戸の花子供遊び」 歌川芳虎 画
い組の纏は、天辺に丸坊主をいただく。丸は即ち天を象どったもの。その下に置かれた四角な台は、地を表徴したもの。即ち天地陰
陽の理が馬簾に乗った勇で、一説には丸は芥子玉で、四角は桝、なまって「消します」といふのが縁起であるとも伝へられている。
ろ組の纏 「江戸の花子供遊び」 歌川芳虎 画
ろ組の纏は、将軍家のお膳をにぎわす魚河岸の兄い連のもので、纏の天蓋は、大漁を狙ふ銛の三ツ羽根へ駿馬を見せた駒の縁起であ
ると伝へられている。
は組の纏 「江戸の花子供遊び」 歌川芳虎 画
は組の纏は、二ツ車輪の紋所であるが、一説には伝馬町 ( は組の管轄 ) に住んでいた車善七が、め組の喧嘩の仲裁に入り、うまく収
めたところから、車の紋所を用ひたといふ。
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宮城県石巻市の沿岸に位置する石ノ森萬画館近くに、復興状況を住民らへ発信し、交流の場としても使える新施設がオープンした。
津波で甚大な被害を受けた同市が整備した「復興まちづくり情報交流館」の中央館で、７日に開館。展示は午前９時半から午後６時
までだが、展示終了後も午後９時まで交流スペースとして最大２０人ほどの使用が可能。周辺には住民が夜間集まれる施設がなく、
スタッフは「会議や打ち合わせなど積極的に使ってほしい」と話している。被災者の孤立を解消する場としても有効だ。
館内は市民に開かれた交流スペースと、復興情報を発信する展示スペースで構成されており、「3.11 の震災」「昔の石巻」「これから
の石巻」の 3 つの時間軸で石巻の街を紹介している。特にこれからの石巻の復興計画については、南浜町から石巻駅前までの範囲を
1000 分の 1 縮尺で作った大きな模型で表現され、一目で分かるようになっている。現在は、確定した計画のみ紹介しているが、今後
新しい計画が決まり次第模型も更新していくという。各地域の計画の詳細は、壁面の棚に収められているファイルで読むこともできる。
常駐スタッフは３人前後。その中に、流ちょうな日本語で「石巻ラブです」と語る英国人男性がいる。石巻に住んで２２年になる
リチャード・ハルバーシュタットさん（４９）
。震災後、
「母国の帰国要請を拒否した英国人」などと報じられ時の人にもなった。石
巻専修大の准教授を退職し、新たな仕事として “ 復興案内人 ” の道を選んだ。「石巻の過去、現在、未来を伝えていきたい」と意気込
んでいる。
仙台市で３月１４日から開催される国連防災世界会議期間中に、外国からの視察
団約５０人が同館を訪問。ハルバーシュタットさんも対応に当たるという。
入館無料。火曜休館。

この情報館には遠藤興業㈱が施工担当している
「下釜地区土地区画整理事業」が大型プロジェクター
で紹介されている。
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安全パトロール報告
平成２７年３月２８日、平成２６年度最後の店社安全パトロールが行われた。
清水・奥村ＪＶが行っている「集団防災移転事業：二子地区造成工事」を重点的に
パトロールした。
現場は、北上・雄勝地区の造成工事現場より残土の受け入れが真っ最中。
ダンプがひっきりなしに通過していく。通過のたびに建ている大地が大海原のよう
に小刻みに揺れる。３０分も立っていてば弱い人は「船酔い」するくらいだ。
そのために、この団地では真空圧密地盤改良工事を行っている。この工法は「排水
ホース付き気密キャップを取り付けたドレーン材と真空ポンプを用いて圧密改良」
を行う工法。

本格的な地盤改良工事が始まり、上の写真のように大きな機械を使用してい
ます。
そこで、安全な施工と労働災害の防止を改めて確認することを目的として、
店社安全パトロールを実施しました。
パトロールには、受発注者合わせて 7 名が参加。
二子地区宅地造成工事の現場を抽出し、注意するべき箇所の確認・点検を行いまし
た。
現場点検後、各自の点検結果について、検討会の場を設け、現場で挙げられた注意
すべき事項に対し、改善方法等の意見交換を行いました。
特に、遠藤社長からは、重機と人との接触の防止についてお話いただきました。
今回のパトロールで確認した事項は、この工事に限らず、復旧復興を始めとする他
の工事においても共通する部分が多々あり、今後も労働災害の根絶を目指すべく、
安全管理を徹底し、工事を進めて行くことを確認した。
折浜地区では最終岩掘削に入っているが、地層が悪く掘削にブレーカーを使用して
いるが、市道脇の風化岩掘削のため第三者安全に努めるよう指示。小竹地区では土地の形状が悪く排水処理施設が宅盤から 7 ｍ下がっ
た位置になる。
ボックスカルバートの施工に伴
い、山留の再確認と上下作業の
禁止。法面崩落の無いよう安全
勾配にての掘削作業を行うよう
に指導した。
作業区域が狭隘なので、重機等
後方確認を確実に行い安全作業
で竣工を！
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清水・奥村ＪＶ
「石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業「小渕浜工区」が
着手する。施工は遠藤興業・松尾建設（北九州市）復興建設工事共同
企業体が受注。平成２７年４月１０日に現地にて安全祈願祭が執り行
われた。
遠藤興業では、既に「折浜地区」
「小竹浜地区」
「河北二子団地」と
受注しており、清水・奥村施工 CMR 集団防災移転事業の４地区目の着
工となる。４月１３日には「佐須浜地区」の地鎮祭並びに安全祈願祭
を執り行い、５カ所の施工を同時に行う事になる。
小渕浜南ブロックのパイロット道路
丘陵部の開発のため急こう配は無く、安全通路が保たれていた。
県道乗入部からは敷き鉄板で養生され、砕石仮設道路上には「ロードマット (
セイフティーニュース第４０号掲載）
」が敷設されており、創意工夫を積極的に採
用してました。
これから本格的に地山掘削作業に入ります。工事車両出入り口が県道カーブ中に
あるので、ダンプトラックの出庫時は特に気を付けて交通障害にならぬよう目配
り気配りで対応願います。

石巻市立病院 基礎工事進行中
石巻駅前では、石巻市立病院（平成 28 年 7 月開院予定）の建設が進められています。
昨年 11 月、旧駅前にぎわい交流広場が解体、12 月に杭打ち工事が始まり現在は基礎工事の真っ最中です。
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味噌醤油製造老舗
大規模改修「山形屋商店」竣工
山形屋商店は、宮城県石巻市門脇町で明治４１年から味噌や醤油を製造する創業
103 年の老舗です。
東日本大震災で工場・事務所が 3m の浸水被害にあい、全壊。
宮城県内最古のボイラは老舗を象徴する貴重な設備も、動くことはありませんでし
た。100 年続いた醤油屋さんの未曾有の危機、再建に向けて 4 代目山形政大さんにお話を伺
います。

震災当日
地震が発生した時、山形さんは工場にいました。どーんと長く大きな揺れだったため、まずは
工場や事務所に傷みはないか、人は無事か、確認に奔走しました。
全員の無事を確認後、従業員を帰宅させ、本人は「ちょうど津波の到達の時間が幼稚園のバス
がくる時間だった」
こともあり、
工場付近で " くるかもしれない幼稚園バス " を待っていました。
すると、15 時 30 分を過ぎたあたりに、近くのマンションの 3 階に住む住人から大きな声で『津波がきたぞー！！』という声を聞き、
慌てて事務所にいたお母さんを急がせて事務所裏の味噌蔵の 2 階に逃げ込みます。迫り来る津波でしたが、ぎりぎりのところでその
2 階までは到達しませんでした。16 時を過ぎたあたりに、一旦波がひいたことを確認し、そのタイミングでお母さんを背負って、泥
や瓦礫に足を取られながらも工場のすぐとなりにある ( 山形さんが住む ) マンションに駆け込みました。
波がひいている時間はわずかでしたが、近所の人や立ち往生している車に乗っていた見知らぬ人など、
「あがらいあがらい」と声をか
け、マンションに避難させました。ストーブとラジオがあったことが救いで合計で 20 人もの人がワンルームで身を寄せ合いながら、
一夜を過ごしました。

それから

そのマンションの一室を避難所とし、5 月いっぱいまで山形さんを含め共同生活が続きます。
その間に、
工場の片付けを進めますが「とてもじゃないけど、最初はダメだなあって思ったよ」の言葉の通り、工場は全壊、
事務所も全壊、
リースを組んだばかりのコピー機はどんぶらこと流され、愛情こめて作った在庫品もどこかへ流れていき、とこれ以上ないほどの損
失損害を被っていました。
残ったのは大量の瓦礫と、大量の汚泥だけ、この状況から、再開へ向けるきっかけとなったのはなんだったのか、
「同業者の方々に『続
けようよ！』と励まされ、お客さんも震災直後から『残っている商品でいいから売って欲しい』という風にいってくれて続ける意欲
が芽生えたんです」
。
もちろん、続けることが決まったからといってすぐに動けるわけもなく家族を中心に周りの理解を得ながら少しずつ少しずつ再開へ
の道を模索し始めます。

これから

沢山のボランティアの方に助けられながら泥
かきをし、機械は全てダメになってしまった
ため、今はすべて手作業で醤油づくりを続け
ています。
同業や、地元企業など、できるかぎり連携し
ながら復興への道を手探りし、前向きに醤油
づくりに励んでいます。パワクロでも紹介し
ているわかめドレッシングもその一つで地元
企業の " 丸平かつおぶし " さんの商品と組み
合わせた非常においしいドレッシングです。
「そういう協力は今まではなかった」とのこと
で、被災後はじめてそういった周りの企業と
の連携がはじまりました。
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そういったチャンレンジを続ける一方で、売上高は半
分も回復せず、工場の立て直しもまだ決まっていませ
ん。津波によるダメージは根深く山形屋に残っており、
震災需要も減っている状況から「これからが正念場」な
んだと山形さんはおっしゃいます。未曾有の大災害、そ
の中で今も道を探している状態ながらも、
「でも、やる
しかないんだよね」の言葉どおり、少しずつ前に進ん
でいます。
そう語っていた２年前。
写真右：津波到達時間で止まった時計（右側）

復活へ
平成２６年９月に山形屋工場再建へと遠藤興業㈱が乗り出した。
本来であれば、既設倒壊工場を解体し、近代的な工場へと変化をするのだが、
四代目「山形政大」専務取締役のたっての希望もあり、１００年前の既設工
場を改修するという究極の「ビフォーアフター」を行う事を首藤専務は提案
する。当然、県内最古のボイラーも残した設計。
しかしながら、本工事は設計段階から困難を極めた。
創業１００年以上の建築物、当時の設計図面など残っていない。現代の建築
基準法にそぐわない建築物であることは明らか、一からひも解いて構造設計・
意匠設計と行っていった。
本工事は平成２６年１０月に開始、既存建屋の部分解体から始まった。
内部には構造体の違う建築物が３種類（木造・コンクリートブロック造・石
造（野蒜石）あり工事は困難を極めた。味噌醤油醸造所として機能を果たす
ため、麹菌が生息できる環境づくりが求められ、通常の建築工事では考えら
れないほど慎重に「湿度・温度・ハウスシック」対策管理を行った。
内装仕上げ工事は順調に進み平成２７年２月下旬、竣工を迎えた。
その後、製造用機械器具が搬入据え付けされ、４月には試験操業。
平成２７年５月

株式会社

再出発する。

山形屋商店

〒 986-0834
石巻市門脇町 1 丁目 11-16
TEL
FAX

0225-95-1065
0225-95-1066
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採石業って
ポイント
•「採石業」とはいわゆる岩石の採取だけではありません
• 採石業を行うためには「業の登録」と「採取計画認可」の手続
きが必要です
•「業の登録」のためには採石業務管理者を配置してください

「採石業」とは
～いわゆる岩石の採取だけではありません～
採石業の定義は、次のとおりとなっています。
1. 営利、非営利に関係なく、岩石の採取を事業目的として反復継
続して行うもの。
2. 岩石の採取が事業目的でなくても、社会通念からみて採石業の
実施とみなされる程度の規模、継続性及びこれに付随する行為が
伴うもの（例えば工事現場において分離された岩石を、販売若し
くは他の場所で使用する場合）
。
この採石業の実施主体は、個人、会社、その他団体等は問いま
せん。
よって、例えば個人が一時的に観賞用の庭石を採取するような行
為でなければ、採石業に該当することになります。
また、ここで言う「岩石」の種類は採石法に定められており、次
の 24 種類となっています。
花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、
輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板
岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性
白土、けいそう土、陶石、雲母、ひる石（採石法第 2 条）
ただし、この「岩石」は、国の通達により、いわゆる「岩」状で
なくても、母岩からの成因関係が明らかであって母岩と同一の化
学的性質を有するものは岩石として扱うとされています。
つまり、あたかも岩石の採取には見えなくても、例えば、東松島
市大塩地区に多く見られる「真砂土」
「山砂」等と呼ばれる風化
砂岩を採取する場合も採石業になり、実施には次の手続きが必要
になります。

採石業を行うには・・・
採石法の定めにより、次の 2 つの手続きが必要になります
1. 採石業者の登録（採石法第 32 条、第 32 条の 2）
宮城県内において採石業を行おうとする者は、その採石業を行う
前に、採石業者として知事の登録を受けなければなりません。
また、登録を受けるためには、事務所ごとに、採石の災害防止に
関する専門的な知識、技能を有する「採石業務管理者」の資格を
持ったものを配置しなければなりません。
2. 採取計画の認可（採石法第 33 条）
18

２－１．採取計画の認可
採石業者（採石業の登録を受けた者）が実際に岩石の採取を行
うためには、知事に対して岩石採取計画の認可申請を行い、認可
を受けなければなりません。
認可にあたっては、岩石採取場ごとに、岩石採取の方法及び設
備、災害防止の方法及び施設に関することが審査されます。
なお、認可については、５年を上限とする認可期間が定められ
ます。
（新規認可は原則２年、更新の認可については業者及び採取場の
状況に応じて２年～５年となります。）
２－２．採取計画の遵守義務等
採石業者は、岩石の採取にあたっては、認可を受けた採取計画
に従って採取しなければなりません。
事情により計画を変更する場合には、知事に対して採取計画の
変更手続を行わなければなりません。
計画通りに採取した後、廃止した場合には、廃止届を提出し，
現地確認を受けなければなりません。また、採取廃止の日から２
年間は知事から災害防止に必要な措置命令を受けた場合には、こ
れに従う義務があります。
３．採取計画認可申請の様式等
採取計画認可申請の手続については産業立地推進課のＨＰをご
覧ください。
採取計画の変更手続についても同じページでご覧いただけます。
※

採取計画変更認可申請と採取計画変更届のうち、どちらの手

続が必要となるかは、変更内容が重大であるか軽微であるかによ
ります。詳しくは採取場の所在地を所管する地方振興事務所まで
お問い合せください。
※この法律にはもう一つの注意点があり、採石場の大きさによっ
て区分されます。
通常土取場と言っている「全体面積が１ｈａ以内」の採取場につ
いては、伐開の届け出のみで行っている箇所存在するようだが、
法律上は立派な採取場となっており、現在宮城県では指導・改善・
提訴を行っている。
面積に関係なく、採取行為 ( 人力による小規模な露天掘りは除く）
を行う場合は「採取認可」が必要になる。
１ｈａ以内の場合（保全区域含む）は、伐開の届け出と採取認可
が必要になる。
１ｈａ以上の場合、開発行為となり「林地開発行為」許可及び採
取認可が必要になる。
土取場から土砂を購入する場合、販売先から「採取認可」許可
証の写しを事前に調達すべきである。また、日本砕石協会会員企
業でない場合は、採取認可の許可期間が短いため注意しなければ
ならない。新規業者は２年間の許可しか発行されない。期間外採
取は当然違法行為になる。

＜土砂違法採取＞

茨城の採石業者、

宮城で横行、計１０カ所に

実態ないまま宮城県に登録

東日本大震災の復旧・復興工

東日本大震災後に急増した宮城

事に絡み、違法な樹木伐採や

県の採石業者登録をめぐり、県外

土砂採取が発覚した問題で、

の業者が実際は県内に事業所がな

角田、白石、大崎の３市と宮

いのに、存在するよう装って申請

城県加美、丸森両町の計５カ

し、そのまま登録されていたこと

所でも違法に土砂が採取され

が２５日、関係者への取材で分

ていたことが１６日、宮城県

かった。

の調査で新たに分かった。仙

申請書類さえあれば登録せざるを

台市などで既に判明している

得ない行政手続きの隙間を縫っ

現場を含めると計１０カ所に

て、経費を浮かすのが狙いだった

上り、県内各地で違法操業が

とみられる。採石業者は「コンサ

横行していた実態が浮き彫りになった。

ルタントの事務所を借り、事業所として申請した」と釈明してい
る。

県によると、新たに土砂の違法採取が確認された現場は地図の

架空とみられる事務所で登録申請していたのは茨城県の採石業

通り。角田市平貫と白石市白川内親、大崎市岩出山池月、加美町

者。昨年６月、仙台市青葉区に「東北事業所」があるとして宮城

下多田川の山林４カ所と、丸森町石羽の農地１カ所で、採石法が

県に登録申請し、受理された。

定める県の採取計画認可を得ないで土砂を採っていた。
違法採取をしていたのはそれぞれ別の建設業者で、土砂は、南
相馬市の海岸堤防建設や、宮城県内各地の家屋の基礎工事などに
用いられた。５社は県に「行政への手続きは必要ないと思った」
と違法性の認識を否定しているという。
県は違法行為確認後、５社に土砂採取の中止を指導。５社とも
採取継続を望んでいることから、採取計画認可を得るよう促し、
現在、手続きを進めている。
県は一連の問題発覚を受け、６月と９月にヘリコプターで県内
中の山林などの巡視を実施。上空から撮影したビデオ映像を解析
するなどし、５カ所を特定した。

事業所として登録された土地の所有者がことし６月、見覚えの
ない会社宛ての郵便不在票が相次いでいるのに気付き、同社が無
断で住所を使っていたことが判明した。
採石法では、岩石を採掘する場合、業者は現場がある都道府県
知事の登録を受けなければならない。登録した事業所には、現場
の事故防止や採取計画を監督する「採石業務管理者」の常駐が義
務づけられている。
県産業立地推進課によると、申請受け付けに際し、事務所の登
記簿や賃貸契約書などは確認していない。担当者は「必要な書類
がそろっていれば申請を受理して登録している」と話す。
宮城県の採石業者の新規登録は昨年度５６件で、震災前の２件
から急増した。本年度は１２月現在で１８件。震災後に新規登録

県内では今回確認された５カ所のほか、５月以降に仙台、名取、

した約２割が県外企業だった。

石巻の３市と山元町の山林計５カ所で、森林法や採石法の違反行
為が立て続けに発覚。仙台市以外の４カ所では土砂が大量に搬出
され、林野庁や県発注の復旧・復興工事に利用されていた。

＜土砂違法採取＞
撲滅へ県と県警が連絡会議発足

県産業立地推進課の担当者は「全県的に違法採取現場が見つか
り、重く受け止めている。今後もヘリによる巡視などを継続し、
違法採取の防止に力を注ぎたい」と話している。
［土砂の違法採取・樹木伐採問題］仙台市青葉区の蕃山（３５６メー
トル）で樹木の違法伐採が発覚して以降、名取市などで違法な伐
採や土砂採取が相次いで判明した。違法行為が始まった時期は、
東日本大震災の復旧・復興事業で盛り土用の土砂が約２０００万
立方メートル不足するとみられていたため、取引価格が高騰して
いた。宮城県は毎年度２回、ヘリコプターで県内を巡視するなど
の防止策をまとめ、県警も強制捜査に乗り出している。
石巻地区でも違法採取が確認されており、現在宮城県東部地方
振興事務所が指導にあたっている。

東日本大震災の復旧・復興事業向けに名取市の山林など宮城県内
１５カ所で土砂の違法採取が発覚した問題で、県と県警は、違法
な森林伐採や土砂採取の撲滅に向けた連絡会議を発足させ、県庁
で初会合を開いた。
県の産業立地推進、自然保護、農業振興、林業振興の４課と県
警生活環境課から１６人が出席。高橋裕喜産業立地推進課長は
「復
旧・復興事業の本格化で土砂の需要が高まっている。県警と緊密
に連携し、違法行為の未然防止と早期発見に努めたい」と呼び掛
けた。
出席者は名取市愛島塩手の山林で起きた違法採取事件の経緯
や、県がこれまでに実施した防止対策の内容などを確認。今後も
随時、会議を開き、再発防止対策を強化していくという。
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副社長が行く現場探訪

第２７回

職場体験のお礼
もうすぐ竣工検査を迎える現場の書類を見ていたところ、職場体験に来ていた中学生から届いた「お礼の手紙」が入っていました。

中学生からの手紙職場体験で学んだことは自分にとって大きな経験になったと思います。
自分は「将来建設業に就くのが夢」だったので、自分の夢への大きな一歩となったと感じました。
現場の方々はとても優しく教えてくださり、とてもうれしかったです。
現場で見る物全てが自分にとっては宝石のように輝いて見えました。
３日間優しく教えてくださりありがとうございました。
うーーん、素晴らしいですねぇ～。
このような少年がいることは嬉しいですね。
さらに、希望に燃える「少年の夢」を壊さず、優しく対応した現場も素晴らしいです。
彼が「建設業に就くのが夢」と思った背景は、社会に対して役立つことを行っているということだけではなく、働く人がカッコよく、
楽しく仕事をしている姿を見たからではないでしょうか。
さらに、この手紙には「続き」があります。
保護者さんからのメッセージが付け加えられていました。
（一部抜粋）
何もわからない中、親切丁寧に教えていただけたと、とても喜んでおりました。
今回の職場体験で教えていただいたことを大切にし、将来の目標に向かって進んでいけたらと思っております。
親御さんも素晴らしいですね。
公認していただきましたから、数年後には「ぜひ、この建設会社に就職」していただきたいです（笑）
そして、この建設会社さんも「少年の夢」は裏切れないですよ。
これからも、笑顔を絶やさず、カッコよく、子供たちが憧れる現場を構築しなく
てはいけません。
（もちろん、私も応援します！）
でも・・・まずは目の前の「竣工検査」で「結果」を出さないとね（笑）
この様な感謝状？（お手紙）は現場での「創意工夫」評価につながります。
インターンシップを行っただけと、事後フォローある結果とでは大いに違いが
出ます。折角行った社会貢献ですので、漏らさず加点対象にいたしましょう。
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ヒヤリハット！中間報告
運輸事業部編

平成２６年８月より、事故予防対策と
して「ヒヤリ・ハット報告」を毎月提出
して頂きました。

今、私は山形刑務所で禁固１年８月の受
刑生活を送っている途中です。

かと思い、すぐに相手の車に向かいまし
た。

私は建設会社で大型ダンプドライバーと

１人は運転席でハンドルにもたれかかっ

平成２７年４月１日現在（活動期間：８

して働いていました。会社ではよい上司

て意識がなく、後部座席には２人が血だ

か月経過）で期間中に３７件の報告があ

や先輩に恵まれていました。今回の事故

らけになってうなり声を上げていました。

りました。

の原因でもあるスピードの出し過ぎにつ

救急車が来るまでの時間がとてつもなく

いても、会社の仲間から日ごろ注意され

長く感じられたのを今でも覚えておりま

分析すると、

ていました。

す。

①「飛び出し【車・歩行者・動物】
」が７

しかし私は自分だけは大丈夫と言う気持

私はそのまま現場検証をして警察署に連

件の事例。

が強かったのか、折角の忠告も上の空で

れていかれました。全身の力が抜け、自

②急の付く「急発進・急停車」
「急ハンド

した。その時に素直に聞いていればと後

分はこれから先どうなるのか、どうした

ル（急な車線変更）
」

悔しております。

らよいのか想像もつかずに、ただ呆然と

また「交差点内での左折巻き込み」
「すれ

事故は平成 25 年７月に起きました。事故

していました。

違い・路上駐車に急にドアを開けられた」

当日は現場へ山砂を運んでいる途中でし

３日後、私は釈放され、お通夜、お葬式

など含めると４割、１５件の事例報告が

た。当日は早朝から雨が降っており、土

に出席することになりました。初めはい

ありました。

砂で汚れた最悪の路面状況になるのは誰

くのが嫌で仕方ありませんでした。しか

の目から見ても分かりきっていました。

し、ご遺族のことを思うと、どのような

のミスで巻き込まれる・双方がミスを犯

しかし、私は何回も走っている慣れから

仕打ちをされようが仕方ないという覚悟

して発生する場合と、多々あります。

くる気の緩みと、交通量が少なかったこ

で出席しました。

常日頃より突然の「急」に対応できるよ

と、直線ばかりの道路、集中力が散漫に

たくさんの人々の中、息子さんから「何

うに安全確認を怠らず、予防運転を行い

なっていました。

しに来た。さっさと帰れ」と言われ、た

報告された「ヒヤリ・ハット報告」を

事故は、自分の過失によるもの・相手

ましょう。

法定速度時速 50 キロのところ、25 キロ

だ「申し訳ありません。すいませんでした」

今後、事例発生個所を集約し、地図上

オーバーの時速 75 キロで走行していまし

と繰り返し言うことがやっとでした。

に記載した「ハザードマップ」を作成し

た。しばらくして左カーブへ差し掛かる

そして、すべてが終わって帰ろうとした

ますので、場所が特定できるよう報告し

手前で初めてスピードの出し過ぎに気づ

時、Ｔさんの母親が私にどうしても会っ

てください。（石巻警察署交通課にも報告

きました。このままではカーブを曲がり

て話がしたいと話されました。

いたします）

きれないので減速をしなくてはいけない

私はなにかきついことを言われるのでは

と思い、ブレーキを必要以上にかけてし

ないかと覚悟していましたが、
「なにもあ

予想や想定できる報告のばあいは、
「想定

まったのです。 車体はスリップして対向

なたが全て悪いのではなく、うちの息子

ヒヤリ・ハット報告書」として受け付け

車線に向かって行きました。その時、目

も少なからず悪いのだから気を落とさな

ることといたしました。

前に乗用車が見えてきました。

いでください。あなたもまだ若いのだか

詳しくは、運輸事業部：熊谷まで

「やばい」と思う間に「グシャ」という鈍

らこれから先も頑張って生きて行きなさ

い音とシートに伝わる衝撃を伴い、正面

い」と 100 パーセント悪い私に、もった

から衝突してしまいました。相手が乗用

いないくらいの言葉を言ってくださいま

車ということで大怪我をしたのではない

した。

実際に「ヒヤリ・ハット」しなくても、

私は現在、１年８月の刑に服していま
す。月日が過ぎれば刑期も終了しますが、
交通事故加害者の手記「贖いの日々」

『 プ ロ ド ラ イ バ ー の 過 信 』
Ｍ・Ｓ

45 歳

運転手

私はＴさんという男性のこれから先の

生きていく権利を、自分勝手な行動で奪
い去ってしまいました。大型トラックを
“ 凶器 ” に代えてＴさんを殺してしまった
のです。

Ｔさんの命という尊いものを奪った私の
罪は、一生かけても償えるものだとは思っ
ていません。今までの自分勝手な考え、
自分への甘えを改め、当たり前のことを
確実にこなす人間になりたいのです。そ
して亡くなったＴさんの分までこれから
の人生頑張って生きていくことが、ある
意味では罪の償いでもあるのではないか
と思っています。
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石巻市では、防音性の高い室内や大雨などで防災行政無線が聞
こえづらい状況でも、室内で聞こえるように、防災ラジオを販
売します。
特徴
（1）普段は、ラジオ石巻（FM76.4MHz）を聞くことができるラジオです。
（2）全国瞬時警報システム
（通称
「 J アラート」
。気象庁が作成する津波情報や大雨警報等の気象警報、内閣官房が作成する有事関連情報）
が送信された際と、市が防災行政無線で流す情報のうち、重要な情報を放送するときは、ラジオを聞いていない状態でも自動で電源
が入ることにより、確実に受信することができます。
注：一般的に市販されているラジオでも、ラジオ石巻受信中であれば聞くことは可能です。
放送内容
（1）防災行政無線のうち避難勧告、避難指示等の緊急放送
（2）J アラートのうち津波情報、特別気象情報、テロ等の国民
保護情報
注：戸別受信機とは異なるため、地域の火災情報等は入りま
せん。
金額
戸別受信機を設置していない世帯 1,000 円／ 1 台
戸別受信機を設置している世帯 5,000 円／ 1 台
事業所・事務所
2 台目以降の購入
販売方法
（1）各地で、順次販売会を行います。市役所での販売はしておりませんので、お近くの会場で購入をお願いします。
（2）町内会、自治会、自主防災会、事業所等において、取りまとめて 20 台以上の購入をする場合は、代表者の自宅や事務所にお届
けすることができますので、担当までご相談ください。
販売会日程
＜注意事項＞
1

購入時、運転免許証などの、住所が確認できるものをご持参ください。

2

日程ごとに販売台数に限りがあります。

3

駐車場には限りがあるため、徒歩または自転車等でお越しください。

4

事務所・事業所用の購入は、混雑を避けるため、6 月以降の販売会での購入にご協力ください。

日程 時間 場所
5 月 23 日（土曜日）午前 10 時 30 分から午後 4 時まで 総合体育館（2 階会議室）
5 月 30 日（土曜日）午前 10 時 30 分から午後 4 時まで 湊小学校（体育館）
6 月 河南地区、桃生地区、北上地区、渡波地区、稲井地区等を予定。
詳細が決まり次第、お知らせします。
7 月 牡鹿地区、河北地区、雄勝地区、蛇田地区、荻浜地区、石巻駅周辺等を予定。
詳細が決まり次第、お知らせします。

お問い合わせ先
部署名：総務部 防災推進課
電話番号：0225-95-1111
内線番号：消防担当
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4176 消防署再編担当

4178

防災推進担当

4174

防災施設担当

4173

■成長を感じる
４月から「新しい生活」という人も多いで

■メイヤーの法則

■横断歩道の標示

ある人の「話」を聞いたとき、何となく

すよね。

理解できた気がするが、よく分からない・・

土木部にも、高卒新人君が新社会人として

ということがありました。

生活を始めました。
「脱」ゆとり世代の一期生が今年の新人

私の「理解力」が足りないのが主な原因で

君です。社会に出る不安が大きいみたいで

すが、私としては「わざとムズカシク表現

が、みなさん長い目で育ててやってくださ

していない？」と感じますね（笑）

い。

私が思うに、ムズカシイ表現には「2 パター

最近の若人はコミュニケーション能力が高

ン」あるのですが、1 つは「自分の主張」

突然ですが、この写真の「ホア」ってなん

いので、何とかなると私は楽観しているの

がシッカリしている人。

だかわかります？

ですけれどね（笑）

この横断歩道に表示されているホアとか

自分には甘いですが、これが「新入社員」

このような人が「ムズカシイ表現」をして

ニコは何だろう？

となると、ちょっとキビシクなります（お

も、
「話の筋」は見えるので、理解力が足

と悩んでいる人を県庁の県民の広場でお見

いっ！）

りない私も「雰囲気」でだいたい理解でき

受けしました。

ます（笑）

で、
「道路のプロ」としてヒントだけ書い

もし、大きな期待や大きな希望を持って
いると、現実にぶつかったときショックが
大きくなりますからね。

てきました。
分からないのは「誰かの影響を受けたであ

その後、
「ヒントだけでは嫌っ！」とコメ

ろう人」で、例えばムズカシイ本を読んで、

ントが・・・書き込みされていました。

ら、自分勝手は許されません。

その一部を「そのまま引用」したような内

道路工事を一般の人に理解してもらおうと

給料を貰う以上「プロ」であり、我慢しな

容は、伝わることが少ないですね。

黒板に記載しておきましたが、ここは、一

仕事はチームや繋がりで行うものですか

ければならないこともあれば、死にたいほ

（得意げ・・というのは伝わりますが・・笑）

ど悩むときもあるのです。

肌脱いでお教えいたしましょう。
（偉そうだ・・）

叱られてヘコむことだって多いと思いま

まぁ、他人のことはどうでも良いので「人

これは、ご想像通り施工会社の名前です。

す。

のふり見て、我がふり直す」ことが大事で

私たちは路面標示をしている会社を「ライ

それらを覚悟したうえで、それを乗り越え

す。

ン屋さん」と呼んでいます。

る根気強さが必要です。

私自身もエラそうなことは言えないかもし

そのライン屋さんの名前です。

乗り越えたときに「成長」を感じることが

れません・・。

会社名をここで出してよいか解りませんの

できるのです。

が、ホアは保安○業、ニマは日本○ーキン
「事態を複雑にするのは単純な仕事だが、

いや、新入社員時期の困難を乗り越えら

単純にするのは複雑な作業である。」

れなければ、その後の人生に影響を与える

グ、コトはゴードー工業などです。
そのほかにも色々あるようです。
■マークに関してですが、押されている物

ほどの「マイナス」が発生すると言っても

これは「メイヤーの法則」を「そのまま引

良いでしょう。

用」しました（おいっ！・・笑）

成長の過程は、できないことの方が多いの

件とない物件がありますね。
（ない物件の方が圧倒的に多いような。
）
アレどうしてなんでしょうか？

は当然のことです。

仕事が出来る人とは、シンプルに、ひとつ

答え、基本的に公安委員会が発注した工事

ツライと感じられるのは成長しているから

ずつを確実に積み重ねて解決を導き、他人

に印を押します。

なのです。

にも「噛み砕いて」指示できる人を言うの

ツライとかキビシイとしか感じられない人

かもしれません。

は、自分の責任より他人や社会の責任を責
め、愚痴や批判が多くなるだけの人になっ
てしまいます。
それよりは、日々の成長を感じられる人に

新入社員だからこそ、頑張らなくてはなり
ませんよ。

を押しません。
なので、押しているのといないのがある

さて、連休明けの一週間は、安全に関して
「最も気合いを入れる」必要があると思い
ます。

なる方が、将来も「余裕を持てる人」にな
れると思います。

道路管理者（国や市など）の工事では印

のです。
また、塗料は熱に弱くマークが溶けて消
えてしまったものもあります
ちなみに横断歩道だけではなく停止線や矢

参加者全員が理解でき、気持ちが奮い立つ
「安全朝礼」を行ってくださいね。

印などにもマークはあります。
（溶融式という塗料材料を使用した時にの
みマークをつけます）
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