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３月まで約５年もの長期に亘る現場
を担当していた︑福原直樹さん︒この大
事業で抱えていた苦労や困難は︑どのよ
うなものだったのでしょうか︒そして彼

はまだ知識不足で︑自己研鑽に努めてい
ます︒

挫 折 し そ うな 経 験

今回の現場は請負金額と業務量があ

画や準備︑ 発注者や企業間との打ち合

施工管理全般を行っています︒事前計

く︑高品質な物づくりができるかをメン

ションを心 掛 け︑ どうした ら安 全で早

いものでした︒ 助け合いやコミュニケー

業務内容

わせ︑工程や品質等の管理︑ 設計変更

バーで検討を重ねながら進めました︒と

まりにも多く︑不安と緊張はとても大き

に関 する図 面 変 更や数 量 計 算 等を行っ

ても満足のいく結果で完遂することがで

の見据える展望とは⁝⁝︒

以前の会社にいたとき︑今の会社と一

ていますが︑特に安全管理には細心の注

き︑仲間の助けには感謝しています︒

入 社のきっかけ

緒に仕事をしたことがありました︒その

意を払い施工しています︒

施工しました︒そこが特に苦労したので

３ 月 までやっていた 現 場は約 ５ 年 間

全最優先で現場を運営し︑より良い仕

を創出することに邁進していきます︒安

事故を起こさず適切に管理して︑利益

今 後の目 標

２年からは菅原組で働いています︒前社

印象に残っています︒震災で被災した漁

事の追求と利益を創出し︑ 会社や社会

一番 心に残っている仕 事

際︑﹁うちに来ないか？﹂と声をかけら
れたのがきっかけです︒その後︑菅原組
のグループ会 社である福 島工 業に入 社

まで陸 上 土 木工 事を専 門としてきたの

港の防潮堤の建設と︑道路関係の復旧に

に貢献していきたいと考えています︒

し２年間在籍しました︒ そして２０１

で︑ 菅原組が主体とする海洋土木工事

取り組みました︒とにかく規 模が大き

く︑ 設計と現地の相違があり︑ 現地を

測量し直して工法の変更を提案しつつ︑

確 定したものから並 行して作 業を進め

るのは苦慮しました︒又︑多い時で１０

０人弱が現場で作業していたので︑宿舎

を含め環境や雰囲気が良くなるよう努

めましたが︑
コミュニケーションの重要さ
を改めて実感しました︒

▲遠足で弘前公園へ

係長
工事本部工事部

福原 直樹

▲マグロが釣れてます！
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（奥）鋼管杭打設、第七すがわら号。
（手前）潜水士による土嚢設置状況▲
こ
現場名

岩手県大船渡漁港海岸高潮対策
（細浦地区防潮堤その１）工事
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佐々木政喜さん

完成日

令和３年２月20日

他４名が参加

概要

大変だった所

防潮堤 Ｌ=124.9ｍ

水門基礎

1式

場所打擁壁工

鋼管杭打設（Φ1000mm L=29.5m～48.5m）56 本
鋼管矢板打設（Φ1000mm L=8.5m～44.5m）159 本

1式

▼元請けの
戸田建設㈱事務所にて
デスクワーク

▼別工事にて。
水門据付作業の隣で協力業者
㈱高知丸高 鋼管杭打設

水深11.5ｍの海底に水門を設置する際、
56本の杭が誤差無くぴっ
たりと合うように接合しなければなりませんでした。すでに水門
自体が完成している上に、本数が56 本もあったのでかなり大変
な作業になりました。通常のものより制約も厳しかったので、品
質管理にも気を使いました。また、全て海の深くで管理する必要
があることに加え、水
の中での緻密な作業が
続いたので、緊張 感の
ある現場でした。工期
もタイトでしたが、今の
ところ大きなトラブルも
なく出来ているのでよ

▲

㈱菅原組 黒澤 学さん

作業に当たり気をつけるポイント
今回は作業に用いる材料がすべて重く、使用する機械も大きいの
で、通常の作業や機械のセットにおいて非常に危険度の高い現
場です。安全に作業を進めるために、協力会社さんと密にコミュ
ニケーションを取り、情報共有をして、協力しながら施工しまし
た。今行っているのは水門工事なのですが、日本初の海底設置
型フラップゲート式水門になる
んです。別業者さんなど多くの
人が関わっている分作業の変
更も多いので、柔軟に対応し
ながら工事を進めています。
▲

菅原組のポンプ車と
協力業者 ㈱海航 起重機船で
杭頭コンクリート打設

かったと思います。

▲鋼管杭打設、第七すがわら号

作業にあたっての感想
作業はこれからも続きますが、施工する場所が狭い上に扱う機
械が大きいので、元請け会社さんや協力業者の方々と安全に努
めていければと思います。海の中での作業なので環境にも配慮
しつつ、効率的に現場を進め、最後まで無事故無災害で終わる
ことができるよう、引き続き頑張りたいです。

メッセージ
今新型コロナウイルスが大流行していま
す。岩手県
ではまだ感染者は出ていませんが、不要
不急外出
は控え、うがい手洗いなどの対策は徹底
していか
なければなりません。岩手県初の感染者
にならな
いよう、皆さん気をつけましょう。

部所
紹介

《第十すがわら号船団》
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！

メンバー

船団長

いしやま ひろふみ

石山大文さんに
聞きました !

主な業務

いしやま ひろふみ

石山大文
船長
川合裕也
OP
鳴海太輔
台船乗組員 奥谷俊之
宮北 隼
船団長

かわい

ひろや

なるみ

だいすけ

おくや

としゆき

みやきた

しゅん

▼

第十すがわら号船団員のみなさん

港

湾・漁港工事でブロックの据

付など「海上クレーン作業」

全般を行っています。陸上クレーン
ではできない 仕事を起 重機 船で
行っています。陸上の作業では揺

れませんが、船では常に揺れながら
作業を行っています。

大変なこと
● 一つ間違えると命に関わる危険な仕事なので、常に気を張っている。
● 海上での仕事になるので、時化（台風）などの時の見張り。
● 重量物を取り扱う作業が多いため、吊荷の落下事故、海中転落、挟まれ、船舶同士の接触など、
常に危険と隣り合わせで仕事をしていること。
● 海が相手の仕事なので、プライベートで予定が立て辛く、家庭に対して申し訳ない時が多々ある。
● 酒にも酔うが、船酔いもする。
（笑）
● 船に寝泊まりしているので、仕事が終わっても仕事の延長のような感じがあり、ストレスが溜まることも。

休日の過ごし方

船内での過ごし方
● 船内で調理担当者が作ってくれたご飯を美味しく頂く。
（仲間
と同じ釡の飯を食う）
● 他の人を気づかって集団生活をしているが、個室なのでプライ
ベートも確保されている。
● 各部屋にはエアコンがあり夏は涼しく快適！
● 部屋でまったり。テレビ鑑賞。
▼綺麗な夕日を長め、疲れを癒やします

● 出張時には、観光やドライブをしながら温泉巡り。
● 釣り、BBQ、晩酌
● 心と身体をリフレッシュさせるために、できるだけ仕事のことを
考えないようにしている。
● 帰省時は家族サービス

「この仕事をしていて良かった！」と思うこと

こ

の仕事をしているからこそ、仕事でないと行けない地域に行くことができます。
また、
「地図と記憶に残る仕事」として、子供に誇れる仕事ということも良かっ
たと思える点です。
そして周りの人から、大変な仕事をして「すごいね～」と褒められることも多く、一生
懸命やれば結果に繋がり、手掛けた港の漁師さん等から「ありがとう」と声を掛けら
れることも仕事していてよかったと思えるところです。

４月より菅原組に入社した
フレッシュな４名をご紹介します！

工事本部
アラセ

シオリ

荒瀨 汐里さん

Q1 趣味・特技を教えて下さい。

趣味は映画、音楽鑑賞です。暇があれば映画を見たり、音楽を聞いています！
主に日本で作られたものが好きです。

特技は歌うこと。カラオケによく行きます！

Q2 好きな食べ物を教えてください！ Q3 苦手な食べ物を教えてください！
カレーライス、寿司、オムライス

辛いものは全般苦手です。

Q4 あなたの座右の銘を教えてください！
水滴

石を穿つ

Q5 最近ハマっているものは何ですか？

youtubeで長い動画見ながら出かける準備や作業をすることにハマっていま
す。最近は渡辺直美の化粧動画が好きです。

Q6 これだけは負けないぞ！私の強みです！ということを教えてください。
お酒が入るとどんなくだらないことでも爆笑します。

Q7 今後の意気込みを教えてください！

早く仕事を覚えて、会社や市民の方々の役に立てるよう頑張りたいです。

工事本部
マツダ

ナ オト

松田 直斗さん

Q1 趣味・特技を教えて下さい。

サッカー、プラモデル製作、絵を描くこと、アニメ・映画 鑑 賞（特にアクション
ものが好きです）。

Q2 好きな食べ物を教えてください！ Q3 苦手な食べ物を教えてください！
カレーライス

納豆（納豆以外は何でも食べられます）

Q4 あなたの座右の銘を教えてください！
Live a life you will remember

Q5 最近ハマっているものは何ですか？
日向坂 46 の動画をみること。

Q6 これだけは負けないぞ！私の強みです！ということを教えてください。
常にポジティブなところ

Q7 今後の意気込みを教えてください！

一日でも早く貢献できるようにがんばります！

工事本部
ムラコシ

アユミ

村越 鮎美さん

Q1 趣味・特技を教えて下さい。

趣味はゲーム（色々やりますが、今は FF14 をやっています）、
そして読書です。漫画も小説も読みます。

特技は水泳、ソフトテニスです。水泳は小中学校で 7 年ほどやっていました。

Q2 好きな食べ物を教えてください！ Q3 苦手な食べ物を教えてください！
チャーハン、玉ねぎの味噌汁

クルミ、ナッツ類

Q4 あなたの座右の銘を教えてください！
満を持して勝ちに行く

Q5 最近ハマっているものは何ですか？

K-popアイドルと C-popアイドルです。歌がうまく踊りもうまい上に、顔が 可
愛くスタイルが抜群にイイ！ 推しは宇宙少女と SING 女団です。

Q6 これだけは負けないぞ！私の強みです！ということを教えてください。
好奇心、探求心が旺盛です。気になったことはすぐ調べてしまいます。

Q7 今後の意気込みを教えてください！

早く菅原組ファミリーの一員として相応しくなれるよう、明るく頑張ります！

工事本部 工事部
ハヤシ

ケンタ

林 憲汰さん

Q1 趣味・特技を教えて下さい。

趣味は氷を作ることです。透明な氷を作って、ハイボールを飲むのが好きです。
あと、PCゲームも好きです（僕の生き甲斐です）。
特技は野球です。13 年間続けました。

Q2 好きな食べ物を教えてください！ Q3 苦手な食べ物を教えてください！
チキン南蛮

特になし

Q4 あなたの座右の銘を教えてください！

塵も積もれば山となる。 努力に優る才能なし。

Q5 最近ハマっているものは何ですか？

ハイボールに出会ってから、美味しいハイボールを飲む為に日々研究しています。
美味しく飲む為には氷が重要みたいです。ですので、透明な氷を作り、ハイボー
ルを作り、それを飲みながらゲームをするのが大好きです。

Q6 これだけは負けないぞ！私の強みです！ということを教えてください。
笑顔

Q7 今後の意気込みを教えてください！

名前と顔を覚えて貰えるように頑張ります。愛される社員になりたいです。

入社
入社式を行いました
！
！
おめでとう
2020年 4月1日に入社式を行いました！
今年もフレッシュな４名が仲間入り。
当日は社長から辞令交付がありました。

▼入社式のための
黒板アート！
とても上手！
by 小笠原、三浦

▲新入社員のみなさん

菅原ファミリーとしての活躍、
大いに期待しています！

新入社員の紹介は社内報4、5 ページに
掲載していますので見てくださいね♪

▲社長からの挨拶

HAPPY BIRTHDAY TO YOU！
5月生まれの皆さんをご紹介します。
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工事本部工事部主任

5

第七すがわら号 乗組員

5

な かじま けん いち

4 中嶋憲知さん
ひ が しで

こうじ

18 東出光治さん
5

取締役会長

す が わら と お る

17 菅原 徹さん
27

取締役営業部長
す が わら し ゅん

29 菅原 峻さん

工事本部工務部係長

（第十すがわら号 船団長）
いしや ま ひろ ふ み

石山大文さん

