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新谷 裕治

年 近 く第一線で活 躍

短期大学で土木の勉強をしたのち︑建設業界に

も気を付けています︒冬の作業でも困らないよう

もう一つ︑作業員の方たちの安全や健康管理に

足を踏み入れてから既に

策セットを用意したりしていますね︒会社でも毎

に防寒具を購入したり︑ 熱中症予防に塩飴や対

年健康診断を受けさせてもらっていますが︑やは

９４年︵平成６年︶に入社し︑ 現在は工事部で
工事課長を務めています︒今回は︑現場の責任者

り体が資本ですので︑皆が元気に働けるよう努め

様 々な企 業と調 整をしなければならないときも

現場によって下請けの業者さんも変わりますし︑

大切にしているのはコミュニケーションですね︒

お仕事をする上で大変なことや︑大切にし
ていることなどについてお教えください︒

載ること︒これは︑この業界に入って以来︑ずっと

しいものです︒そして︑自分たちの仕事が地図に

体となって形作られていく︒その様を見るのは楽

とです︒図面に書かれていたものが︑目の前に立

何といっても︑ものづくりの喜びに触れられるこ

それでは最後に︑お仕事のやりがいと今後
の目標についてお聞かせください︒

ていきたいと思っています︒

あります︒そうした現場の取りまとめに苦労する

歳を間近に迎えた今︑大きな目標というもの

変わらないやりがいです︒

リピリしていては良い仕事はできません︒ 天候に

して妥協をするつもりはありませんが︑いつもピ

愛ない会話で盛り上がったり︒もちろん仕事に対

ときには冗談を言って笑ったり︑ 休憩時間に他

と考えています︒

怪我もなく︑しっかりと仕事を全うしていきたい

たらいいですね︒まずは 歳まで︑無事に事故や

てきていますから︑その成長をお手伝いしていけ

らという想いは持っています︒また︑次世代も育っ

はありませんが︑ 長くこの業界に携わっていけた

には気を付けているつもりです︒

楽な作業ではないからこそ︑楽しく仕事をしても
かり取って︑職場の環境が少しでも良くなるよう

建 設 業一筋で生 きてきた新 谷さん︒ その情 熱

60

は︑若手たちを導く道しるべとなるに違いありま

せん︒

▲全国安全週間期間中に作業所で安全
講話を行う新谷さん

にと考えています︒
ありがとうございます︒責任者としては︑
どんなことに留意されていますか︒
一つは事前準備です︒工程の管理︑人や機械の
手配がうまくできないと︑現場が回らなくなって
しまいますから︒また︑海の状況によっては作業
を見合わせなければなりません︒そうした急な予
定変更にも対応できるような段取りが必要になっ
てきます︒

▲災害防止協議会にて

らいたい︒そのために︑コミュニケーションをしっ

も左右されますし︑力仕事で体力も使う︒決して

60

をしていく以上︑気持ちよく働いてもらえる環境

ことはありますが︑皆で一つの目標に向かって仕事

ついて︑お話を伺います︒

として日々奮闘する中で感じるやりがいや苦労に

してきた新谷裕治さん︒株式会社菅原組には１９

40

部の
紹介

《管理本部》
それぞれの部門で個性を発揮する仲間たち。そこではどんな
業務が行われているの？自慢できるところは？知っているよ
うで知らない、みなさんの職場の様子を探ってみましょう！

管理本部長

小林 弘和さんに

概要

聞きました!

管 務課・経理課：総務経理事務全般（人事、労務管理、雇用管理、経理、財務管理、
理本部は、渉外、営業部：営業管理（官公庁入札・契約業務と民間営業など）、総

資産管理など）、管理課・安全環境課：マネジメントシステム活動全般（ISO9001、
ISO14001、OHSAS18001）、松前支店・札幌支店・大船渡営業所管理、養殖事業（昆布
や牡蠣の養殖）、船舶運航管理等業務といった様々な部門を15名で統括管理しています。

★ 支店・営業所、養殖事業、船舶運航管理等業務については、次の機会に紹介していきます。

主な業務
北浜町会清掃活動の様子

管 の変化に対応していくか」です。生き残っていけるのは時代

理部門の最大の役割は、「永続するためにどうやって時代

が変わっても「技術と経営」に優れ、真面目に努力する会社です。
管理本部は、その経営をしっかり支える部門であります。
財務基盤を強化することと、会社を強くするために社員幸福度を
高めることで、従業員の意欲を高めて成果を上げていきます。
従業員が幸せに働ける組織を、経営者とどのようにデザインする
かということが大きな役割です。
日々の業務として行っていることは事務的な事が多いかもしれま
せんが、すべての従業員がやりがいを持って、笑顔でイキイキと
働き、ワクワクできる雰囲気をつくること。すなわち社員が幸せ
な状態になるためにどうしていかなければならないかということ
を常に考えています。

金銭的な待遇の良さだけが必ずしも幸福には結びつくわけでは
ありません。
給料をいっぱい貰えればそれが幸福かといったら、そうではない
ということは働いていれば分かることです。
何か基準があるわけではありませんが、働きやすさや職場の居心
地の良さ、愛社精神の高さ、離職率の低さなど、これらのことは間
違いなく業績向上に繋がっていると思います。
幸せな社員を増やすこと＝会社を強くすることです。
「良い会社をもっと良い会社に」を合言葉に、
『圧倒的に良い会社』
にするため、
人財力をフルに活かしみんなで今を頑張っています。

従業員及びご家族の方へ
柏野小学校重機写生会

福島大神宮例大祭に参加

従 大切な仕事です。

業員が心身ともに健康で長く働けるようにしていくことも

肝機能と血中脂質の検査において従業員の約半数に有所見者が
います。
そのため、健康診断後には産業医からもアドバイスをもらって、
有所見者をフォローアップし二次検査の受診を促しています。
食生活の改善と継続的な運動を心掛けてほしいです。ご家族か
らも助言お願い致します。

秋の交通安全運動街頭啓発

夏の交通安全運動街頭啓発

会社も従業員も健康経営が一番です。
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函館港築堤造成工事

着工日

平成31年4月25日

メ ン バ ー 現場代理人

工事部工事係長
現場技術者
工事部工事係

完成予定日 令和元年9月13日

概要
築堤

基礎工

オサナイ ヒサシ

長内 久さん
コダマ

ショウタ

児玉 翔太さん

大変だった所
基礎捨石工 L=383.50m

水中での施工であるため陸上からは目視確認が出来ません。
石投入後は潜水士により日々の確認が重要でした。
その他に、第十八すがわら号に搭載している施工管理システム
を使用しGPSでの位置管理、地形探知ソナーや鳥瞰図を使用し
て形状の確認、オレンジバケットの深度確認を行い、石の高さを
調整し、潜水士が水中作業において負担にならないようにする
のが大変でした。

作業に当たり気をつけるポイント
石の投入箇所が海面より約15m下がった場所が海底面であり、
陸上からは目視確認出来ない所での施工でした。
そのため指定されている施工区域に、しっかり石が入っているか
が気を付けるポイントでした。

作業にあたっての感想
工事を終えての感想は、単純作業であったが常に自分自身で目
視確認出来ない状況のため不安な日は常にありました。
ただし、作業所や起重機船団員、下請業者は雰囲気がよく楽しく
仕事は出来ていたし、週末の金曜日は澤谷係長や小平係長が現
場事務所に寄ってくれ、話が弾んでしまい22時頃まで話し込み、
楽しい現場でした。

自分が最近心掛けていること
「ほうれんそう」に対して「おひたし」で対応する
※わからない人は自分で調べましょう！
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北海道津軽海峡地区松前小島魚礁設置工事

着工日

令和元年5月31日

メンバー

クドウ

タカオ

工事部

工藤 隆雄さん

工事部

小笠原 聖さん

オガサワラ

ヒジリ

完成予定日 令和元年11月20日

概要

大変だった所

根付け魚類が集まって、産卵や育成を効果的に行うための
魚礁を設置。

※生産性の高い魚礁漁場を造成することが目的

魚礁製作工

FP 魚礁 3.00 型

魚礁運搬仮置沈設工

259 個

FP 魚礁 3.00 型

沈設場所の離島小島は、海上運搬距離が29kmで、運搬に３時
間近くかかりました。
沈設作業が秋頃で海
象が良くない時期とな

259 個

るため、施工可能日が
少ない中で海象状況
を判 断しての施 工 が
大変だった所です。

作業にあたっての感想
入社２年目の小笠原聖さんと２名で現場を担当しました。

作業に当たり気をつけるポイント
安全面では、ヤードが狭く、ほとんどがクレーン作業のため、クレー
ン災害や挟まれ災害に注意し、夏場は熱中症対策にも注意し、安全
第一を心掛けていました。
品質面では、FP魚礁ブロックの出来映えが良くなるように気を付け
ました。

▲離島「松前小島」

小笠原さんは、良く動いてくれて、現場に携わっている協力会社
の人達からも可愛がられて現場も明るくなり、良い雰囲気の中
で施工でき、微笑ましく感じました。
おじいちゃんと孫のような年齢差のコンビだったが、弱音を吐か
ずに最後までよく頑張ってくれました。
これからも現場で研鑽を積み、必要な資格を取って、上を目指し
て頑張ってほしいと思います。
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場

令和元年度
松前の森づくり植樹活動

松前町主催
菅原組担当者

時

2019年11月6日
（水）

所

菅原組
松前町有林（松前町上川地区）

参加人数

当社で活動している社会貢献の内容について、
このページでどんどん紹介していきます！
要チェックお願いします！

松前中学校生徒

約60名

管理本部営業部長

菅原 峻さんに 聞きました！

松前中学校建設時の時に内装などとして使用した
スギの皆伐
（生えている木すべて伐る事）跡地

スケジュール
9：00
9：30
10：00
11：00

集合
学生到着 中学校長挨拶など 記念植樹（ニトリ桜 10 本）
本格的に作業開始 穴掘り、植え付け、土かぶせ、踏みつけ
作業終了 記念撮影

植樹本数：260 本

オオヤマザクラ（ニトリ桜）10 本・サトウカエデ 250 本

植樹木の選定について

ニトリ桜：ニトリの補助金が入っている「ニトリ桜」を植えています
サトウカエデ：将来メープルシロップが取れるようにとの思いを込めて植栽しています
たくさん植樹された杉などの針葉樹から、広葉樹を植えることで多様な森ができ
ます。親しみやすい森づくりをし、植樹した中学生たちが将来遊びに来たくなるよ
うにしています。

感想
例年春に協力している下草刈には参加していましたが植樹は初参加でした。
今回は第十の船のメンバーが参加、また現場からも大変忙しいところ、三名
参加してもらえたので、予想より早く終えることが出来ました。

参加してくれた皆様ありがとうございました。

現地は、笹や木の根が張り巡っており、掘る作業だけでも一苦労するような
ところなので、生徒だけではかなり苦労したことと思います。

校長先生の話に、
「校舎を建てるのに使った木を切った跡に植樹して木を育て

ていく事は、
将来の子供たちへの愛のリレーなのですよ」
という話があり、
植樹

した木は自分たちにはすぐに使ったりすることはできませんが、
きちんと育て、
使えるようにしていく事は同じ地域に今後住む人たちへの愛なのだな～と。
その思いが生徒や参加者にきちんと伝わっていけばいいなと思いました。

また、植樹を通して森林資源の循環利用・木材を使う意義を感じてもらえた
らと思います。

今後に向けて
創業の地、松前町。港づくりでお世話になっている恩返し

も、会社で養殖している昆布がもっとよくなる思いも込め
て、またもっと魚が獲れる豊かな海にするためにも森も
きちんと手入れしていく必要があると思っています。そう
いう意味でも海の菅原組として植樹・育樹活動に積極的
に参加していけたらと思います。

今回は、就業時間中の活動でしたが、南かやべの植樹な

ど休日ボランティア活動となる場合もあります。仕事が忙
しくなかなか参加しにくいとは思いますが、今後も積極
的に参加していただければ幸いです。また、ご家族の皆

様にはせっかくの休日にボランティア活動があると寂し
い思いをさせてしまうかもしれませんが、少～しだけ我

慢していただき、地域社会が良くなるように頑張っている
ことをご理解いただければ幸いです！

北海道渡島総合振興局長より
新谷裕治さんが平成30年度工事の
施工において感謝状の贈呈を
受けました！

表彰報告

▲新谷さん（前列

表彰式

▲感謝状

左から４番目）

日 時：12月10日 13:00～
会 場：北海道渡島総合振興局

わくわくNEWS
創業６５周年記念 グアム社内旅行日程決定！！
2021/1/5（火）～1/10（日）
Schedule
1/5（火）東京泊
1/6（水）午前の便で成田

→

グアムへ

詳細スケジュールは、後日お知らせします♪

HAPPY BIRTHDAY TO YOU！
1月生まれの皆さんをご紹介します。
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大船渡営業所 事務
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7 佐々木 江利菜さん
工事本部工事部 係長
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なおき

10 福原 直樹さん
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工事本部工事部 係長
お さ な い ひさし

16 長内 久さん

