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◆生き残りをかけた変化◆ 

株式会社 山栄工務店 代表取締役 山本 善治 

   

 いつもお世話になり有難うございます。 

 建設需要を支えた東京オリン

ピック、新型コロナウイルスの

影響など、建設業界を取り巻く

情勢は、刻々と変化しています。 

 しかしながら、大阪万博の開

催や首都圏・近畿圏など各地の再開発、リニア新幹線の

需要など、日本国内における建設業界の市場規模は大き

い状態を維持しています。 

 原材料の高騰や人材需要など様々な問題を抱えている

ことは、言うまでもなく、我々専門工事会社にも、生き

残りをかけた変化を求められる時代となっています。 

 職人の高齢化が進み、国土交通省の資料によると『建

設就業者は55 歳以上が約34％』『29 歳以下が約11％』

となっています。建設業界では今後も若年層の減少が見

込まれているため、『いかに次世代に技術を受け継いでい

くか』は、大きな課題であります。 

 このような厳しい状況を打破する為に、建設専門工事

業の人材確保・育成を目的に、『一般社団法人建設専門工

事業雇用推進協会』を設立し、近畿一円の各団体・企業・

学校の先生方と連携し、建設業の次世代を担う若手人材

や様々な職業を経験した求職者の発掘・育成に貢献でき

る団体として、建設専門工事業界に特化した募集から雇

用に繋がるシステムづくり等の新たな取り組みが重要だ

と考えております。そのためにもより多くの会員企業の

皆様と連携し、企業活力の増進と雇用体制の充実を図り、

より多くの求職者の皆様に建設専門工事業で働く魅力を

感じてもらえる活動を進めております。 

  

『雇用推進の活動に賛同して頂ける企業・団体様は、地

域を問わず募集しておりますので、お問い合わせ下さい。 

一般社団法人 建設専門工事業雇用推進協会 

〒536-0007 大阪市城東区成育1丁目3番9号402号室 

TEL 06-6180-3260 FAX 06-6180-3270  担当 中津 』 

 

安全衛生の趣旨と離れた鏡記事となりましたが、専門

工事会社として、安全にものづくりをする為にも、生き

残りをかけた変化に対応するためにも、雇用推進が大切

なことだと思います。 

 国土交通省の進める『建設業働き方改革加速化プログ

ラム』によって給料面の改善だけでなく、週休二日制の

導入や労働時間の見直し、社会保険の加入など、より働

きやすい待遇へと改善することを推進しています。新卒

採用の高校生が、年間124日間の休日が必要だとなって

いる現代社会風潮に合わせた労働環境の改善が進められ

ていますが、専門工事業で働いてくれる若い担い手の処

遇改善も加速化しなければならないと考えています。現

場を休みにするだけでは、生きていけない現実がありま

す。ものづくりを支えてくれる職人の技は、ICT を活用

する時代になっても絶対になくてはならない必要な力で

す。その魅力を語れる匠を育てたいと考えています。 

建設業に携わる全ての皆様方の協力がなければ、改善さ

れない現状ではありますが、生き残りをかけた変化です。 

どうか、皆様方のご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

最後になりましたが、今年度の無事故無災害を祈念し

て結びとさせて頂きます。ご安全に！ 

 

 11月度合同パトロール 

11月10日(木)13:40より 

協 力 会：木下吉工業㈱、㈱田中組 

安衛委員：大八木、匹田、藤井、寺田 

以上6名で実施しました。 

 

『寸評』 安全衛生委員会 

11月度の合同パトロールは、桂川の河道掘削の現場

「桂川久我地区他河道掘削工事」に安全衛生協力会2名、

安全衛生委員会4名の計6名で実施しました。 

 当日は『重機災害の防止、交通・第三者災害の防止』

を主眼に安全パトロールを行いました。 

◆桂川久我地区他河道掘削工事 

 現場は桂川の祥久橋から宮前橋の間、3か所にわたり
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河道を掘削し、土砂を城陽山砂利公社へ運搬処分する工

事です。 

 菊田主任より工事概要、進捗状況の説明を受け、重点

目標の「重機災害の防止、交通・第三者災害の防止」を

主眼に安全点検を行いました。 

 当日の作業は、久我地区（祥久橋）の掘削工･残土処理

工で職員、ダンプトラック運転手他も含め25名でした。 

 

工事場所：京都市南区久世築山町地内 

工 期：令和4年3月10日～令和5年1月31日 

発 注 者：近畿地方整備局 淀川河川事務所 

工事概要：久我地区 掘削工 23,000m3(16,000m3 完了) 

           仮設工 1式 

     横大路地区  掘削工 10,400m3(完了) 

     大下津地区  掘削工 1,500m3(完了) 

出 来 高：69.2% 

安全成績：労働時間=20,104時間 

     休業災害0件・不休災害0件(11/10現在) 

▼《良好な事項》 

 ①場内ダンプ走路の散水 

②場内の整理整頓 

▼《改善･点検を要する事項》 

 ①玉掛け用具の点検 

 ②手元作業員の反射チョッキ着用 

■講評では上記所見のほか、ガードマン、ダンプ運転手

への教育、ヤード内での第3者対策、及び過積載防止対

策をお願いしました。 

■菊田主任からは「指摘事項については早急に是正しま

す。また、第3者が立ち入らないよう現場の区画明示の

維持管理に注力します。」とのコメントがありました。 

また、中岡所長からは「他業者と出入口を共有してい

ますので連絡調整を密に施工します。また、ガードマン、

ダンプ運転手への教育も継続して行います。残り少ない

工期ですが最後まで気を抜かず無事故･無災害で完成さ

せます。」とのコメントでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【桂川久我地区他河道掘削工事】 

 

重 点 実 施 例 

 

『(総合評価)一般国道162号(川東第2工区) 

道路改良(その2)工事』 

土木部 土木G 工事係 沖田 雄伍 
 

本工事は、一般国道162号において、幅員狭小、線形

不良を解消し、安全で円滑な道路交通を確保するため、

バイパス整備による道路改良工事となっております。 

本現場では、現場出入口がカーブ地点に位置するため

見通しが悪く工事車両搬入出の際は、接触事故の恐れが

あります。交通災害の対策として、交通誘導員を的確に

配置し、連携を取り合い交通災害のないよう十分注意し

て作業をしています。また掘削で出た土砂、材料等を残

土仮置き場、施工箇所まで不整地運搬車にて小運搬作業

をしていますが、走行途中、斜路、路肩があるので重機

の転倒災害に注意して作業をしています。重機の転倒災

害の対策としては、路肩注意看板の設置、路肩明示、作

業員との日々の安全確認を行い作業しております。現在

三次掘削を行っております。重機作業、不整地運搬車で

の小運搬作業、残土場外搬出の反復作業となりますが、

上記の交通災害、重機災害の対策を講じ日々の安全確認、

作業員と連携を取り合い、作業を進めております。 

本工事はまだ続きますが、最後まで気を抜かず無事故

で作業を終えたいと思います。ご安全に。 
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【一般国道162号(川東第2工区)道路改良(その2)工事】 
 

現 場 ニュース 

 

 『（総合評価）京都市新北庁舎（仮称） 

新築工事ただし、建築主体その他工事』 

建築部 建築G 工事所長 田畑 雅好 

 

本工事は、京都市発注による京都市北庁舎の新築工事

で、令和3年9月より着手し、令和7年2月完成までの

42カ月と非常に長期の工事です。 

概要はS造一部SRC造、免震構造で地上7階、地下2階、

建築面積 2,702.67 ㎡、延床面積 17,147.40 ㎡、軒高 

SGL+30.426mです。施工は、清水建設とのJV工事です。 

京都市では、現在市庁舎が抱える最大の課題である耐

震性能の不足や、執務室の狭あい・分散化・バリアフリ

ー化対応等の様々な課題を解消し、市民の安心・安全な

くらしを守る防災拠点として、全ての人にやさしく、効

率的・効果的な行政運営が市庁舎として分庁舎、西庁舎、

本庁舎及び北庁舎の一体的な整備を目的としていて、そ

の内の最終としての北庁舎の建て替えとなります。 

工事は15カ月目に入り、既存庁舎の上屋の解体が終わ

り、現在SMWによる土留め工事を行っています。 

非常に厳しい工期であり、今後は、既存地下躯体を解

体しつつ、掘削も行っていく形となり、まだまだ新築躯

体工事着工まで時間がかかりますが、最後まで無事故・

無災害で進めていきたいと思います。ご安全に！ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

【京都市新北庁舎（仮称）新築工事ただし、 

建築主体その他工事】 
 

安 衛 コ ラ ム 

 

『確かな「いぶし銀」と私』 

土木部 土木G 主任 井本 辰也  

 

 昨年7月中途入社の井本です。宜しくお願い致します。 

私事ですが、R2年初頭からとされる新型コロナ第一波

の煽りを受け、永らく勤務した府北部の会社を退職、実

家の千本旧二条に帰って参りました。 

新たに仕事を探すべく西陣ハローワークに赴き、十数

社余りの建設業の求人があり、眩しく怪しい光（条件等）

を放つ会社がある中、飾り立てたきらびやかな条件等が

躍る事もなく、いぶし銀を放っていたのが「公成建設」

でした。 

私と公成建設の出会いは、平成19年7月に府北部の河

川の矢板打ち・地盤改良・築堤工事をしていた時です。

常駐の現場事務所を引き継ぐ形で、公成建設が樋門工事

を受注し乗り込んで来ました。当時、発注者からは「一

年は 365 日、一日は 24 時間ありますわなぁ」と言われ

GW・お盆も返上、24時間体制で河川工事をやった時代で

す。私らは工期に追われバタついている中、公成建設は

スマートに仕事を進め、自分たちのセンス・実力の無さ、

明らかな会社のレベル差を痛感したものです。 

そしてR2年秋頃、嵐山を散策中、渡月橋上流で公成建

設の現場を発見！景勝地嵐山での整然と整理された現場。

時も同じ頃、三条神宮道を山科方面に散歩中、再び公成

建設の現場を発見！万能塀の隙間から建築現場を覗き見。

両現場共「美しい！」と感嘆した次第です。やはり公成

建設で間違いないと確信しました。 

次に現場での安全活動（創意工夫・イメージアップ等）

について。常に苦情防止を念頭に置き、低コストで効果

のある方法を複数実行します。発注者からの評価がどこ

に得られるか不透明なためです。 

新北庁舎 

渡廊下 

分庁舎 

新北庁舎 

西北側より 
4 

１２月安全重点目標 

先日の京都新聞に平安京のメイン道路、朱雀大路の基

準となった千本通を上がった船岡山について記事が載っ

ておりました。『自分は船岡山が好きだ。富士山が好きな

人は大勢いてはるが、高い山からは麓が見えない。しか

し船岡山の高さなら麓が良く見える』〔※一部抜粋〕私も

自分らしく船岡山の高さで且つ、公成建設の皆様からも

「類は友を呼ぶ」と感じて頂けるよう身を引締める思い

です。ご安全に！ 
 

重 点 施 策 

 

 

 
 

『ノロウイルス予防について』 
 

食中毒は1年を通して発生しますが、特に冬になる

とノロウイルスによる食中毒が増えます。ノロウイル

スは、少量でも手や指、食品などを介して口から入る

と、体の中で増殖し、腹痛やおう吐、下痢などの食中

毒の症状を引き起こします。 
 

食中毒を予防するには、コロナウイルス、インフル

エンザ予防と同様に石けんで手を洗う、手指の消毒が

基本です。また感染源になりやすいトイレは、清掃消

毒を実施して衛生的に管理しましょう。 
 

また、ノロウイルスによる感染性胃腸炎に感染した

人が、食中毒の原因となってしまうことがあります。

感染性胃腸炎を、感染者の周りの人に拡げないことも

食中毒の予防につながります。ノロウイルス食中毒の

予防には、「持ち込まない」「拡げない」「やっつける

（加熱する）」「つけない」ことが必要です。 
 

「持ち込まない」： 

食品取扱者は健康管理を徹底し、体調不良時には

食品を扱う業務に従事しない 

「拡げない」： 

感染があった場合でも､周囲にウイルスを拡げない   

「やっつける（加熱する）」： 

食品は中心温度85～90℃以上で90秒以上加熱する 

「つけない」： 

食品に調理従事者の手や調理器具、調理環境からノ

ロウイルスをつけない 
 

ノロウイルスによる食中毒を正しく理解し予防対策

に努めましょう！    ご安全に。総務部総務Ｇ 

 

◆事務局からのお知らせ◆ 

 

 

■ 年末年始労働災害防止強調期間 

期  間:令和4年12月1日～令和5年1月15日 

スローガン:「無事故の歳末 明るい正月」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■安全衛生協力会・委員会合同パトロールの予定 

日 時：令和4年12月8日(木) 13:00～16:00 

場 所：桂川横大路・大下津地区河道掘削他工事 

協力会：㈱山栄工務店･㈱朝日組･ナガタ工業㈱ 

（新型コロナウィルス予防対策により現地集合） 

 
■第58回京都府建設業労働災害防止大会 
          が下記の通り開催されました。 

日 時：令和4年11月11日(金) 13：00～17：00 

場 所：ロームシアター京都 サウスホール 

 

■年末の交通事故防止市民運動 

 期  間:令和4年12月1日(木)～12月10日(土) 

 スローガン:「年の瀬も 焦らずゆっくり 京の道」 

 運動の重点 

  ①子どもと高齢者をはじめとする歩行者の交通事故 

   防止 

  ②飲酒運転の根絶 

  ③自転車の安全利用の促進 

 

■工事完成：ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【木津川流域下水道洛南浄化センター建設工事その23】 


