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工事本部

小笠原 聖

部に所属する注目の若手社員です︒小笠原さんは

小笠原聖さん︒ ２０１８年に入社した︑工事本

株式会社菅原組史上︑ 初の女性技術者である

会だったと思っています︒

事における一連の流れを知ることができた良い機

無事に完成して︑とても感激しました︒また︑工

した︒ 約半年という長い時間がかかりましたが︑

高等専門学校に在籍していた時に学んだ︑コン

どのような想いで業務に携わり︑どんな未来を見
据えているのでしょうか︒

クリートや図面についての知識は予想以上に役に

立ちました︒﹁あの知識はここで使うんだ！﹂と気

ちで︑これからも頑張って勉強していこうと︑ 気

います︒学生時代の頑張りが報われたような気持

づく場面が多く︑とても面白く感じたのを覚えて
私は函館の出身で︑函館が大好きなので︑この

持ちを新たにしました︒

まず︑入社のきっかけについて教えていた
だけますか︒

街の会社に就職しようと決めていました︒高等専

会の時です︒菅原組は海洋土木を扱っている︑い

菅原組を知ったのは︑学校で行われた会社説明

財であり続けるため︑自ら学び︑知識を蓄え続け

現場を離れたとしても︑会社から必要とされる人

出産を経験するかもしれません︒たとえ一時的に

今後︑技術者の前に一人の女性として︑結婚や

最後に︑今後の目標を教えていただけます
か︒

門学校で土木に関する勉強をした後︑いくつかの
選択肢がありましたが︑現場でモノができ上がる
姿を見たいと思い︑建設会社に入ろうと決意しま

わゆるマリコンです︒わかるようでわからないマリ

る姿勢を忘れずにいたいと思います︒

した︒

せていただきました︒すると会社の雰囲気もとて

コンというものに強く惹かれ︑職場見学に参加さ

入社することになっていて︑心から嬉しく思ってい

また︑２０２０年には新たに女性の技術社員が
女性技術者がいないことに不安がなかったわけ

原組への入社を踏みとどまってしまう人がいると

ます︒もし︑女性社員が少ないことを理由に︑菅

も良くて︑ここで働きたいと思ったのです︒

優しく︑むしろ気を遣っていただいてばかりです︒

菅原組の未来に期待が高まります︒

歩みは︑ 始まったばかり︒ 小笠原さんが創る︑

ため︑私も力を尽くしていくつもりです︒

性も安心して働ける環 境を今よりさらに整える

すれば︑ それは本当にもったいないことです︒ 女

ではありませんが︑入社してみると皆さんとても
本当に感謝しています︒
今までで一番心に残っている仕事と︑そこ
で得た学びについてお聞かせください︒
初めて任せてもらった仕事が︑一番の思い出で
す︒２０１９年のゴールデンウイークあたりから
スタートした︑松前でブロック製作・据付工事で

て
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北海道津軽海峡地区原口藻場増殖場造成工事

着 工日

令和元年5月31日

完 成日

令和2年1月9日

概要
ソイ類やアイナメ幼魚の育成場となる藻場を
造成することが目的。

増殖場 L=90m
消波施設 L=90m
シェークブロック 15ｔ型 369 個

メンバー
アズマ

工事部工事課長

東

アキヒロ

昭浩さん

大変だった所
原口漁港のブロック据付個所は、岩礁の起伏が多く、作業船を設
置する際、毎回作業船の進入路（3 箇所程度）に潜水士に岩礁位
置を確認してもらい、ボンデンを設置して作業を行いました。
通常
の港外作業では、作業船の設置は船の揺れを抑制する為、波向に
平行して設置しますが、作業船の進入路が限られる為、波向に対
して直角に設置するしかありませんでした。
作業船の動揺が大き
くなり、良い条件の時しかブロックの据付を行う事が出来ません
でした。
据付作業も秋頃から海象条件が悪くなって来る為、凪を
逃がさないよう海象
予報や海象状況を判
断して据付を行い無
事、事故なく作業を終
わらせることが出来ま
した。

作業に当たり気をつけるポイント
ブロック製作時での安全面では、狭い作業ヤードでの、クレーン作
業の為、クレーン災害や挟まれ災害に注意しました。ブロック陸上運
搬時での安全面では、作業ヤード出入口や原口漁港の出入口の視
界が悪い為、徐行、左右確認を徹底するよう周知しました。
ブロック据付時での安全面では、作業船にブロックを積込む際は、
クレーンでブロックを吊り上げる前に確実な退避を徹底しました。
朝礼時に作業前の体調確認を行い、外気温が上がる予報の時は朝
礼時に作業員へ周知し、こまめな水分、塩分補給と休憩等を取るよ
う予防対策を行いました。品質面では、型枠のつなぎ目からモルタ
ルが漏れないようにパッキン材を入れるなど出来映えが良くなるよ
うに工夫して施工を行いました。

作業にあたっての感想
渡島総合振興局水産課の工事を担当するのは久しぶりであり、
本格的に松前で仕事をするのも15年ぶりでした。工事が遅れ地
元工事説明会も2回行いましたが、原口漁港の漁業関係者はと
ても協力的で良かったで
す。据付作業も海象条件
が悪い中、工期内に間に
合うかハラハラしました
が、関係者の協力で無事
工期内に終われてほっと
しました。

部の
紹介

《札幌支店》
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！

常務執行役員 札幌支店長
やまだ

えつろう

山田 悦郎さんに
聞きました!

メンバー
常務執行役員
札幌支店長
常務執行役員

▲ワンルームですが、適度な距離感を保ちつつ、
二人で楽しく執務しています。
（ワンチーム）

やまだ

えつろう

みやべ

しゅういち

山田 悦郎
宮部 秀一

▲山田さん 健康のため、毎日コーヒーを
４～５杯愛飲しています。

▲札幌駅北口のビルですので、札幌出張の際には
支店に是非お立ち寄り下さい。

▲宮部さん 真面目に仕事しています。

主な業務

札 札幌を拠点として営業基盤の強化、企業
幌支店は、昭和６２年に開設され、道都

の基礎力向上に向けた活動を行っています。
渉外、営業業務（営業活動、所属団体関連活
動、営業プロセスへの指導や助言）、施工プロ ▲江良現場で打ち合わせする宮部さん
セスへの指導や助言、工事の検定立ち会いなど２名で活動しています。
また、道北や道央での社の業務（企業体参加など）においてのサポートを
札幌支店で行っています。
▲社内検査でシュミットハンマー試験

皆さんへメッセージ

普 も楽しみにしております。

段皆さんと直接お話できないので、函館に出る際はいつ

皆さんも札幌出張の際には札幌支店にも是非お立ち寄り下さい。

▲安全パトロール中!!!（黒岩漁港工事）
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昨年12月に行ったIMS定期審査！その様子をご紹介します！

日時 2019/12/10～11
審査機関 北日本認証サービス
被審査部所

工事本部（工事部、工務部）、
管理本部（管理責任者、IMS事務局、営業部、安全環境課、松前支店）、
江良漁港作業所

対応者

社長、管理責任者、IMS事務局、工事本部長、安全課長、泉所長

概要

品 質 I S O 9 0 0 1：2 0 1 5 、環 境 I S O 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 、労 働 安 全 衛 生
OHSAS18001：2007の３つのマネジメントシステム規格を統合して
運用しており、年１回外部機関の審査を受けています。
日常のマネジメントシステム活動が、システムの要求事項や顧客要
求事項、利害関係者の要求事項、社内要求事項や法規制などを満た
しているかどうかをサンプリング審査されます。

▲OHSASの審査対応をする花田安全課長

審査を終えて

審査対応して頂いた部所長有難うございます。
今回のサンプリング審査の結果、
指摘事項が４件ありました。
指摘事項については新年度までに改善できるように取り組
んでいます。

次回に向けて

▲審査対応をする冨澤工事本部長

TOPICKS

▲審査対応をする小林管理責任者と山登IMS事務局

当社で認証登録しているOHSAS18001：2007
規格が廃止され、ISO45001；2018規格へ移行
するた め 2 0 2 0 年 度 から運 用できるように
SUGAWARAマニュアルと労働安全衛生マ
ニュアルの統合、規定の改定などを進めてい
きます。
各部所にご協力いただきシステム改善、業務
の効率化に向けて取り組んでいきましょう。
今後もシステム活動にご協力お願いします。

1月に管理本部大鷲祐平さんが内部監査員養成セミナーを３日間のスケジュールで受講し、
内部監査員の資格を得ました。今後の活躍に期待します。

菅原組はウポポイを応援しています。
北海道初となる国立アイヌ民族博物館ウポポイを
応援すべく、会社行事として見学会を計画し、
ご家族の皆様と一緒に見学したいと考え
日帰りバスツアーを企画しました！

日程

５月９日（土）
５月２３日（土）

※２回に分けて開催します。

ご家族お誘い合わせの上、たくさんのご参加を心よりお待ちしております。
昼食には、白老牛レストランで皆さんと美味しいランチを計画しています。

※ウポポイの詳細が分かるパンフレットと参加申込書を社内報と一緒に各家庭に郵送します。

2020年 新年感謝の集い
開催

2020年1月4日㈯ 16:00～19：00

147名が参加しました！

函館湯の川温泉 花びしホテルにて

担当：管理本部 部員
スライドショー担当：三浦 杏香（みうらきょうか）
さん

活動を終えて

会社を支えてくれている皆さまへの感謝の気持ちを込めて、
『１年に１度くらいみんなで集

まって一緒に楽しめる時間を共有したい』、そんな思いで今年も「新年感謝の集い」を開催
しました。

昨年に続き、プロの生の音楽をご家族の皆さまと共に楽しみたいという思いで10月に函

館公演を開催した「Lowland Jazz」をゲストに、司会は日本で数少ない実力派ビックバンド
ジャズシンガーやコンサートMCとして幅広い活躍をしている「吉田純也さん」を迎えた華
やかな新年会となりました。

大抽選会では、家族団らんの時に「美味しいね」
「嬉しいね」と喜んでもらえるような、家族

の幸せな時間を少しだけお手伝いできそうな特別な品々（肉、魚、果物、米、デザートなど）
を厳選しました。

菅原組がモノづくりの会社なので、同じように良いモノを作ろうと地域で頑張っている

ローランドジャズのコンサート

方々の自慢の品を用意しましたので、何が当たっても喜んでいただけたと思います。

終わった後は、大抽選会で当たった品々を両手に抱えて笑顔で帰る姿が印象的でした。
喜んでもらえた姿を見ると頑張って準備した甲斐があったと思える楽しい時間でした。
たくさんのご家族や４月入社予定の学生とご家族にも参加してもらいました。

みんなが笑顔になれるような時間を作ってくれた会社は素敵な会社だなと思います。

抽選会で社長特別賞が当たった泉さん

抽選会の最後は千本引き

１等賞おめでとう！

次回に向けて

来年の新年感謝の集いは社内旅行
「グアム」での開催になります。

会の途中で一年間の振り返り映像として施工した工事や地域貢献活動を紹介する「スラ

イドショー」を作成しています。もっと笑顔いっぱいの楽しい写真を見てもらいたいので、

「笑顔」をテーマに人物の撮り方にもこだわりたいです。

写真を撮られることに慣れてなくて恥ずかしいという方も多いですが、
笑顔の人はステキです！

締めの挨拶をする鈴木さん

「笑う門には福来る」とも言います。どうぞご協力お願い致します！！

HAPPY BIRTHDAY TO YOU！
2月生まれの皆さんをご紹介します。
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工事本部工務部 部長
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しげはる

5 菊池 茂春さん

管理本部 総務課長

2

管理本部員

2

ひがしで

まゆこ

5 東出 繭子さん
おおわし

ゆうへい

22 大鷲 祐平さん

第七すがわら号 乗組員
きむら

やすひろ

7 木村 靖宏さん

第十すがわら号 OP
なるみ

だいすけ

27 鳴海 太輔さん

カゼの予防と治療には
休養こそが大切！
ひく
だに200回カゼを
い
あ
の
生
一
は
間
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1年間にカゼをひく回数は、東京の成人で平均

はありません。
この免疫力を強化するには、
「休養」

年2回という調査があります。子ども時代はもっと

こそが何よりも大切で、そのためには仕事を休ん

回はカゼをひくものと考えられます。カゼの原因

守って体力を養うことが肝心です。

よくカゼをひきますから、一生のあいだに150-200

はいろいろありますが、その90%以上がウイルス
感染によることがわかっていて、
そのウイルスの種
類は200以上にものぼるとされます。

残念ながら、
ウイルスを退治する薬はまだあり

ませんから、カゼを治すには自分の持っている免

疫力によって、
ウイルスを退治するよりほかに方法

カゼはひきはじめに治してしまうことが大切です。

で身体を休めるとともに、食事や生活の節制を
とりあえずは、市販の薬を飲んで様子を

みることも結構ですが、高熱が続く、症状
が悪くなっていく、
異様にだるい、
発疹や
黄疸、むくみ、のどや首のリンパ節がは
れて痛むなどの症状が出てきた場合に
は、
直ちに医師の診察を受けましょう！

カゼは初期に
治してしまうこと
が肝心

「カゼをひいたな」
と思ったときの対策は
「安静」
「保温」
「栄養」の3つです。

❶ 安静

とにかく横になって休むことです。1日
休めば治ってしまうカゼを、忙しいからと
無理に出勤したり、家事を頑張ったりする
と、
こじらせたり長引かせる元になります。

❸ 栄養

❷ 保温

安静をとるときに保温に気をつけましょう。部屋を暖
かくして、
きちんとふとんをかけ、寒くないようにして寝ま
す。暖房のために部屋の空気が乾燥したり汚れたりしな
いよう、保温と換気に注意してください。汗をかいたらこ
まめに下着を換えて、
身体を冷やさないようにします。

体力をつけ免疫力を増強するために、栄養補給が大切です。消化のよい食
品を温かくして食べるのがよく、鍋焼うどんや野菜入り卵ぞうすいなどはおす
すめ料理です。薬味として身体を温める作用のあるネギやショウガを加えま
しょう。
ビタミンCを多く含んだ果汁のジュースを温めて飲むのも結構です。

食欲がないときは無理して食べる必要はありません。
その他、水分を十分に補給する
（汗をかくので水分
が不足する、のどをうるおしウイルスや細菌などを洗い流す）、
タバコをやめる
（鼻、のど、気管などの粘膜
の抵抗力を低下させる）、
ストレスを避ける
（免疫力を低下させる）などの注意も大切です。

めに
カゼを予防するた
寒さがカゼの原因になるといわれますが、
むしろ

感染を予防します。外出から帰ったときは、
うがい

「暖かい」
「寒い」
の激しい温度変化がよくないことが

も結構ですが、
その代わりに、
熱い飲み物を一杯飲

暖かい部屋と寒い屋外を出入りしなくてはなりませ

を洗い流し、
冷えた身体を温める効果もあります。

て、
温度差の影響を少なくすることが大切です。

首のつけ根と首すじのあたりを、
使い捨てカイロや

するのも予防に役立ちます。
ウイルスの侵入を防ぐ

ります。
温かい手のひらで温めるだけでも気持ちよ

わかっています。
日常生活のなかでは、暖房のある

んが、
そのときに衣服をこまめに脱ぎ着するようにし
カゼがはやっているときには、
外出時にマスクを

というより、冷たい外気の直接の刺激を避ける、鼻

やのどの粘膜の乾燥を防ぐなどによって、
ウイルス

むのも、
カゼの予防に役立ちます。
ウイルスや細菌
「カゼかな？」
と思ったとき、背中のいちばん上、

ヘアドライヤーなどで温める民間療法も効果があ

く、
かぜ症状が改善します。

で過ごしましょう！
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第
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みなさんも体調管

