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　建設業の担い手不足が問題となっていますが、例

に漏れず我が社も30代後半～40代前半の社員が少な

く「若手の技術力不足」「技術継承が課題」です。

　建設業界では一時採用が控えられ、どこの組織で

も上記の世代がぽっかり空いてしまっているようで

すが、近年は若手を積極的に採用しているところも

多いと聞いています。ということは、技術を継承さ

れたい若手は多いはず。

　技術継承はこの連載でも数回話題に出ています

が、若手側から発信されたものはあまり見たことあ

りません。技術を継承される側だって早くバリバリ

仕事をこなせるようになりたい。といっても経験知

も重要で、すぐに仕事ができるようにはならない。

そんな風に考えている若手も多いのではないでしょ

うか？

　私は入社８年目、まだまだひよっこ技術者ですが、

知らぬ間に中堅社員となり、ぽっかり空いた穴を埋

めるような、橋渡し的な存在にならなくてはならな

いことに気づきました。

　そこで、建設業界ではまだまだ半人前ですが、私

が新人の時に「早く仕事を覚えよう！」と思い実践

していたことを記載してみます。若手の方の参考に

なれば幸いです。

１. 憧れの先輩を真似る

　憧れの先輩を真似しましょう。私が新人の頃、上

司が見ていることを観察して、作る資料、話す言葉

のチョイスなどなんでも真似していました。現場で

は、上司の一挙一動を観察しすぎ、現場を見ていな

いと怒られました。でも、上司と着目点が一緒だと

一歩先に進めた気がしました。

２. 自分の足で立つ

　分からないことを質問しながら仕事を進めると思

います。理路整然な上司の回答を聞くとなんだかわ

かった気になりますが、そこで一度ストップ！自分

の言葉で説明できますか？「〇〇さんが言っていた

から」にならないように自分の足で立てているか時

たま確認が必要です。また、アドバイスをたくさん

もらうと、何故そちらの方に舵を切ったのか、決断

根拠が不明瞭になりがちです。振り返りも大切です。

３. 資格を取る

　資格の勉強をすると、点で覚えていた知識が線で

つながります。自分が会得した知識の復習にもなり

ます。資格を取得できれば自信や周囲からの評価に

も繋がります。ただし、資格を取っても仕事ができ

るようになるとは限りませんので注意が必要です。

技術士を取られた際には、ぜひ技術士会岩手県支部

へ顔を出してくださいね。お待ちしています。

　当時の上司は「自分と同じ失敗はさせない、最短

ルートを教える」と言っていましたが、私は随分上

司の想定ルートから外れて失敗し、助けてもらって

いました。そろそろ、当時の上司と同じ年になりま

す。その上司と同じくらい仕事ができているのか、

自問自答の日々です。技術を会得して、よりよい仕

事ができるように精進したいと思います。諸先輩方

におかれましては、さらなる技術継承のほど、よろ

しくお願いいたします。若手のみなさん、一緒に頑

張りましょう！
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　県出納局はＷＴＯ対象の一般競

争入札で実施の「都市計画道路盛

岡駅本宮線杜の大橋上部工工事」

を入札した結果、同工事は大成建

設が26億2530万2784円で落札し

た。この工事では、盛岡市の中心

市街地と盛南地区を結ぶ都市計画

道路の４車線化に向けた、橋長49

4㍍の橋梁上部工を行う。（関連

６面）

　盛岡駅本宮線は、第Ⅰ期事業で

整備した杜の大橋が、2006年度に

２車線で暫定供用。第Ⅰ期事業の

後にも、土地区画整理事業などが

進捗して市街地が整備されたこと

から、交通量が増加している。

　11年度に事業着手した第Ⅱ期事

業の全体計画は、延長918㍍、計

画幅員23～26㍍。区間内に杜の大

橋（橋長494㍍）、中央公園高架橋

（橋長163㍍）が設けられるほか、

道路改築261㍍が行われる。総事

業費は36億1000万円で、事業期間

は25年度までを予定している。

　「都市計画道路盛岡駅本宮線杜

の大橋上部工工事」は、下り線に

当たる橋梁を架設するもの。工事

内容は、橋長494㍍の橋梁上部工

で、橋梁形式は７径間連続プレス

トレスト・コンクリート箱桁橋。

工期は1274日間で、使用する主な

資機材は生コンクリート約5100立

方㍍、鉄筋約700㌧、プレストレ

スト・コンクリート鋼材約260㌧

など。予定価格は28億5362万1000

円だった。

　今回の橋梁整備によって４車線

化が図られることから、バスを主

体とした公共交通サービスのため

の道路が確保され、公共交通の利

用促進が期待される。同路線は地

域防災計画において広域防災拠点

に位置付けられた公共施設や指定

避難場所を結んでおり、災害時に

おける輸送路の確保が図られるこ

とになる。

　盛岡駅本宮線については、20年

度の県公共事業評価専門委員会で

再評価を行い、「事業継続」の対応

方針を妥当とする答申が出され

た。この答申を受けて、県では「一

層のコスト縮減に努めるととも

に、事業効果の早期発現を目指す」

との対応方針による事業継続を決

定した。

小本川水系流域治水協議会

　県や岩泉町で構成する小本川水

系流域治水協議会（事務局・県沿

岸広域振興局土木部岩泉土木セン

ター、同町）は、河川流域のあら

ゆる関係者が協働で治水対策に取

り組むことを盛り込んだ「小本川

水系流域治水プロジェクト」を策

定した。短期の取り組みでは、河

川改修などを推進。中長期では、

河道の状況を把握して堆積土砂を

除去するなど、各施設の適切な維

持管理を行う。県は小本川以外に

も沿岸４水系をモデル水系として

選定し、４月以降に協議会の設立

やプロジェクトの取りまとめなど

を予定している。

　国は全国的な水災害による被害

を受けて、氾濫に備える水防災意

識社会の再構築を進めてきた。20

年７月の国の社会資本整備審議会

の答申においては、気候変動の影

響などを踏まえ、あらゆる関係者

が協働で流域全体として治水対策

を講じる「流域治水」への転換の

必要性を指摘した。

　県は県管理の二級河川につい

て、代表的な河川をモデル水系と

して選定し、流域治水協議会を進

める方針。小本川以外にも沿岸４

水系（久慈川、閉伊川、甲子川、

気仙川）をモデルとし、４月以降

にそれぞれの流域治水プロジェク

トの協議会の設立や内容の取りま

とめなどを実施する予定。

　小本川流域においては、県や町、

地域住民などが一体となり、16年

台風10号関連の復旧・復興事業や

ソフト対策の強化などを推進中。

小本川水系流域治水協議会では、

これまでの取り組み内容を再整理

し、流域治水プロジェクトとして

取りまとめた。

　プロジェクトでは、「浸水被害の

軽減」「逃げ遅れゼロ」に向けて、

短期、中長期の取り組みを記載。

短期では、河川改修をはじめ、砂

防堰堤や治山施設の整備、道路の

かさ上げなどを集中的に推進す

る。災害危険区域の指定による土

地利用規制や、ソフト対策として

要配慮者利用施

設の避難確保計

画の策定、避難

訓練の促進など

を進めていく。

民間企業と災害

協定を締結し、

避難支援体制の

強化も図ってい

く。

　中長期では、

河川改修後の河

道の状況を把握

して堆積土砂を

除去するなど、河川や砂防堰堤な

ど各施設の適切な維持管理を実施

する。ソフト対策に関しては毎年

フォローアップを実施し、防災体

制の改善・強化につなげる。

　先ごろ岩泉地区合同庁舎で開か

れた協議会では、岩泉土木センタ

ーの佐々木雅章所長が「小本川流

域においては台風10号での甚大な

被害を受け、県や町、関係者が連

携してハード・ソフト対策を進め

てきた。当地域は既に流域治水の

取り組みを進めており、全国に先

駆けたもの。山間部の流域治水の

先進事例となる」と話した。

　中居健一岩泉町長は「当町は、

防災・減災のまちづくりを進めて

いる。気候変動などで水害が頻発

化・激甚化し、地域の将来が懸念

される。小本川水系に関しては、

流域治水を推進するための協議会

を結成し、大変ありがたいことだ。

ハード・ソフト一体のプロジェク

トを事前防災につなげ、町民の生

命・財産を守りたい」と話した。

奥州市財政課　　　　　　　　　

　奥州市財政課は、南丑沢・大橋

住宅軒先修繕工事を指名通知し

た。入札は18日に行われる。

▽南丑沢・大橋住宅軒先修繕工事

施行地　奥州市水沢字南丑沢・字

大橋地内

工　期　2021年３月31日

入札日時　2021年２月18日９時30

分

………………………………………

宮古市契約管財課　　　　　　　

　宮古市契約管財課は16日付で、

条件付一般競争入札で実施する宮

古市立河南中学校トイレ洋式化工

事など８件を公告した。入札書類

の到着期限は３月１日。

▽宮古市花輪学童の家増設棟改修

（建築）工事

施行地　宮古市花輪第４地割地内

工　期　180日間

工事内容　［配膳室増築：木造平

屋建て、延床面積18.95㎡（増

築一式）、学童の家改修：鉄筋コ

ンクリート造平屋建て、延床面

積180.75㎡（改修一式）］【配

膳室増築】配膳室：直接仮設Ｎ

＝１式、土工Ｎ＝１式、地業（砂

利地業Ｖ＝5.9㎥）、鉄筋Ｗ＝0.6

ｔ、コンクリートＶ＝9.9㎥、

型枠Ｎ＝１式、鉄骨（工場加工

Ｗ＝0.5ｔ、現場建て方Ｗ＝0.5

ｔ）、防水（シーリングＮ＝１

式）、木工（構造材Ｖ＝5.4㎥、

造作材Ｖ＝0.11㎥、野地板張り

Ａ＝29.3㎡）、屋根およびとい

（横ぶきＡ＝27.4㎡、折板ぶき

Ａ＝8.7㎡、ケラバ包みＬ＝6.8

ｍ、雪止めネットＮ＝７カ所）、

金属（通気用土台水切りＬ＝20

ｍ、エキスパンジョイントカバ

ーＬ＝11.8ｍ）、左官（複層塗材

Ｅ・Ａ＝70.9㎡、床モルタル塗

りＡ＝18.3㎡）、建具（軽量シャ

ッターＮ＝１台、アルミニウム

製建具Ｎ＝２台、木製建具Ｎ＝

１台、ガラスＡ＝3.0㎡）、塗装

（外部塗装Ａ＝64.2㎡、外部塗

装Ａ＝62.4㎡）、内外装（外壁窯

業系サイディング張りＡ＝70.9

㎡、付け柱Ｌ＝31.9ｍ、床Ａ＝

18.3㎡、巾木Ｌ＝17.6ｍ、壁Ａ

＝90.5㎡、天井Ａ＝17.4㎡、断

熱Ａ＝58.1㎡）、ユニットおよび

その他（カーストッパーＬ＝3.

2ｍ、室名札Ｎ＝１枚）、解体：

建物撤去Ｎ＝１式、外構撤去Ｎ

＝１式、発生材処理Ｎ＝１式、

外構：構内舗装等（アスファル

ト舗装Ａ＝14.7㎡、擬石階段ブ

ロックＬ＝3.7ｍ、階段基礎工

Ａ＝4.5㎡、植栽基盤整備Ａ＝

９㎡）、【学童の家改修】学童の

家：直接仮設Ｎ＝１式、土工Ｎ

＝１式、地業（砂利地業Ｖ＝10

.9㎥）、鉄筋（鉄筋Ｗ＝0.6ｔ、あ

と施工アンカーＮ＝220本）、コ

ンクリートＶ＝21.6㎥、型枠Ｎ

＝１式、鉄骨（あと施工アンカ

ー68本、工場加工Ｗ＝0.7ｔ）、

防水（シーリングＮ＝１式）、木

工（構造材Ｖ＝0.5㎥、造作材

Ｖ＝0.1㎥）、屋根およびとい

（７面へつづく）


