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第27回
通常総会開催

北海道港湾空港建設協会

通常総会

　開会に先立ち、宮﨑英樹会長は、東日本大震災から港

湾や漁港など社会資本整備の重要性があらためて認識さ

れていると前置きし、施工業者に対して「役割と責任は

重く、大きくなったと自覚しなければならない。港湾と

漁港の整備を通じて、活力があり魅力がある地域づくり

　当協会の第27回通常総会は、平成24年
4月19日（木）ホテルポールスター札幌
で開催した。66社の会員に出席をいただ
き、平成23年度の事業報告・収支決算、
平成24年度の事業計画（案）・収支予算
（案）は、いずれも原案どおり承認された。
　また、「会費の改定について」は据え
置くことで、「役員の任期満了に伴う選
任等について」は全員再選となった。
　来賓として、北海道開発局から栗田悟
港湾空港部長と日本港湾空港建設協会連
合会から川嶋康宏会長にご臨席を賜りご
挨拶をいただいた。

が重要になっている」と呼びかけた。

　来賓挨拶では、栗田悟港湾空港部長が本年度の事業概

要を示し、早期発注に努める考えを説明した。また、開

発局の施工効率向上プロジェクトへの理解と協力を要請

するとともに、安全管理の徹底を呼びかけた。

宮﨑英樹会長　挨拶

栗田悟 北海道開発局港湾空港部長　挨拶、講演
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　日本港湾空港建設協会連合会の川嶋康宏会長は、 5 月

9 日に東京で開く通常総会の各賞受賞者の功績をたた

えるとともに、「適正な価格で立派な仕事をするための

活動を」と訴えた。

　総会終了後、記念講演会を開催し「港湾及び空港の整

備計画について」と題して北海道開発局栗田悟港湾空港

部長が、「漁港の整備計画について」と題して北海道開

発局農業水産部堀越伸幸水産課長が講演された。

平成24年度　事業計画

1　会議の開催
　　 1 　通常総会　　　 1 回

　　 2 　常任理事会　　数回

　　 3 　理事会　　　　 1 回

　　 4 　各委員会　　　数回

2　事　業
1　一般事項
　 1 ）安全管理講習会

　 2 ）港湾空港工事報告会

　 3 ）シンポジュウム、フォーラム、調査研究等

　 4 ）技術講習会

　 5 ）要望会

　　（ 1 ）北海道開発局等に港湾空港関係予算及び実施

に関する要望を行う

　　　①港関係 7 団体合同の要望会に参画する

　　　② 日本港湾空港建設協会連合会と共催の要望会を

開催する

　　（ 2 ）北海道港湾振興団体連合会の一員として、港

湾整備促進及び利用振興活動に参画する

　　（ 3 ）北海道港湾振興団体連合会の一員として、港

湾を考える全国集会に参加する

2 　技術委員会
　 1 ）技術委員会

　　 　港湾空港建設技術の開発、向上に関する調査研究

及び資料の収集並びにその他工事の施工等に関す

る事項について調査検討を行う

　 2 ）意見交換会

　　 　港関係団体連絡会に参画して、北海道開発局実務

担当者との意見交換会を開催する

　 3 ）積算等に関する調査研究

　　 　日本港湾空港建設協会連合会及び港関係団体連合

会と連携し積算に関する調査研究を行う

　 4 ）構造に関する調査・研究

　　 　施工側から見た構造の諸問題について調査を行い、

改善方策の提言を行う

3 　広報委員会
　 1 ）港湾空港建設業の社会的地位向上に関する宣伝及

び啓発に関する事項、港湾空港建設に関する研修、

講演会等の開催及び出版物等の編集刊行、その他協

会の広報に関する事項を所掌して活動する

　 2 ）会報誌「北のみなと」を 3 号発刊する

4 　�港湾空港整備促進委員会
　 　港湾空港整備促進を図るため、関係団体と密接な連

携を保ちながら要望を行う

5 　企画委員会
　 　協会の運営に関わる諸問題を検討するため、必要に

応じて開催する

3　日本港湾空港建設協会連合会の事業参加
　 　日本港湾空港建設協会連合会が開催する、総会、運

営委員会、理事会、委員会、セミナー、会議等に参加

する

川嶋康宏 日本港湾空港建設協会連合会会長　挨拶

堀越伸幸 北海道開発局農業水産部水産課長　講演
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　道内の港湾関係 7 団体は 2 月21日、ホテルポールス

ター札幌にて「第23回　安全管理講習会」を開催した。

　重大事故につながりやすい港湾工事の事故防止やメン

タルヘルスケアの配慮などについて知識を深めた。

　北海道港湾空港建設協会と㈳北海道建設業協会港湾・

漁港部会、㈳日本埋立浚渫協会北海道支部、㈳日本海上

起重技術協会北海道支部、全国浚渫業協会北海道支部、

全日本漁港建設協会北海道支部、㈳日本潜水協会札幌支

部の共催。各協会の会員企業から165人が参加した。

第23回安全管理講習会

「危険要因排除を求め」
港湾関係 7団体　安全管理講習会開く

日　時　平成24年 2 月21日（火） 9：30～12：00
場　所　ホテルポールスター札幌
主　催　北海道港湾空港建設協会　　　　㈳北海道建設業協会港湾・漁港部会
　　　　㈳日本埋立浚渫協会北海道支部　㈳日本海上起重技術協会北海道支部
　　　　全国浚渫業協会北海道支部　　　全日本漁港建設協会北海道支部
　　　　㈳日本潜水協会札幌支部

第23回 安全管理講習会



4 2012.5  No.76

第23回安全管理講習会Report.2

　共催 7 団体を代表して㈳日本埋立浚渫協会北海道支部

の佐見 誠支部長は、公共事業の大幅縮減が進む中、会員

皆様は工事施工能力の維持に対する非常に強い危機感を

持ちながら一層の合理化と、工事施工能力の向上を図る

ためにさまざまな努力をしながら、品質の徹底追求する

とともに安全の重要性が高まるとし、企業の存続を危う

くする事故の排除を求めた。

　講演では、北海道開発局港湾空港部港湾建設課　西澤

英樹　建設第 2 係長が、「港湾工事の安全対策について」

港湾・空港工事で発生した労働災害件数や建設業での死

傷者数など事故事例をあげて発生要因（状況）、災害原因・

要因、事故防止対策などを詳細に報告した。

　また、近年の公共工事において地下埋設物や架空線等

の損傷によるライフライン事故が多発していることから、

開発局HPの「ライフライン事故防止の手引き（案）」を

チェックリストとして活用し、事故防止の徹底を図るよ

う要請があった。

　北海道労働局労働基準部安全課　管 清　産業安全専門

官は「建設業における労働災害防止について」にと題し、

最初に全産業の業種別労働災害の発生状況及び死傷災害

に至った発生状況、災害情報事例を交えて詳細に報告さ

れ、リスクアセスメントの徹底で危険要因の排除に取り

組むよう求めた。

　北海道産業保健推進センターの札幌心身医療研究所長、

久村正也様は、特別講演　建設業従事者のための「職場

メンタルヘルスのABC」と題し、今回で 3 度目となる総

集編で、より詳細にメンタルについての講義をされ、ス

トレスがたまっている初期症状、慢性的ストレス症状に

なっていく事例をあげ詳細にメンタルヘルスの重要性を

説明した。久村正也所長は「心の健康が保たれることで

労働の質が上がり、生産性が上がる」と意義を強調し従

業員が職場復帰する際の手法などのアドバイスをした。

開会挨拶
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第25回
港湾空港工事報告会

日時　平成24年 2 月21日（火）13：30～17：00
場所　ホテルポールスター札幌
主催　北海道港湾空港建設協会

　開催にあたって宮﨑会長は「公共事業の縮減により港

湾工事の発注が減り、極めて厳しい状況ですが、社会資

本を整備し、地域の経済・雇用を支え、災害時の対応の

重要な担い手であることが、東日本大震災で立証されま

した。このような大きな役割を果たしていくという皆様

方の真摯な努力、これが技術力向上に結びつくと考えて

いる」との挨拶されました。また、「報告していただく

3 件の工事は、当協会技術委員会が、平成22年度に完成

した工事の中から、一度も発表の機会がなかった会員企

業の施工で、難易度の高い工事、評価点の高い工事を対

象に選定しました」と選定理由の説明がありました。

　続いて北海道開発局港湾空港部　港湾建設課　桑島課

長から来賓挨拶をいただきました。

　桑島課長からは「昨年の内示でやっと港湾の予算が当

初予算ベースで下げ止まった。しかし、事業を取り巻く

状況は、引き続き厳しい状況です。こんな時だからこそ、

一番求められるのは、良いものをタイムリーに建設して

いただくという、いわゆる現場の技術力、これが社会資

本整備を担っている私たちにとって、最も努力すべきこ

とであり、技術者個々人の現場の技術力が、ますます重

要になっている」とのお話がありました。

　また、配付された資料「北海道発の寒地開発技術」と

「寒地開発技術の個別技術資料」の紹介がありました。

　これは、積雪寒冷地の北海道において、開発局、寒地

土木研究所が、これまで技術開発をしてきた寒地技術に

ついて取りまとめたもので、これらの寒地開発技術の中

から港湾・漁港・空港に関連する技術である「寒冷海域

における摩擦増大マットの適用技術の開発」「流氷の流

入から養殖施設を守るアイスブーム」「デアイシングエ

プロン」の概要説明がありました。なお、詳細は開発局

のホームページを見ていただきたいとのことでした。

来賓挨拶　桑島港湾建設課長開会挨拶　宮﨑会長
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工　事　報　告
追直漁港人工地盤建設工事

工事概要

工事名　追直漁港人工地盤建設工事

工　期　平成22年 3 月13日から平成23年 1 月31日

発注者　室蘭開発建設部

請負者　東洋建設株式会社

工事内容

　◦土工　　　　　掘削工・作業土工・埋め戻し　 1 式

　◦フーチング工　フーチング工　　　　　　　　26基

　◦柱工　　　　　柱工　　　　　　　　　　　　47本

　◦梁・床版工　　梁・床版工、排水工、鉄筋防錆工　 1 式

　◦道路（人工島）　路盤工　　　　　　　　　　　 1 式

　◦用地　　　　　支保路盤　　　　　　　　　　 1 式

　◦撤去工　　　　仮設道路　　　　　　　　　　 1 式

　◦仮設工　　　　水替・敷鉄板・飛散防止対策　 1 式

施工上の問題点

1）過密鉄筋の問題点
⑴配筋図どおりに組み立てが不可能

　【梁筋端部の定着】

　◦ 梁筋定着のＲが大きい　→　梁筋定着のＲを小さくす

る

　◦ 上向き定着のため柱内の梁筋定着が煩雑　→　梁の下

筋を下向きに定着

　【柱と梁（Ｘ方向、Ｙ方向）が交差する部分】

　◦ 柱の鉄筋間の空隙（10カ所）よりも梁の主筋（11本

× 2 段）が多い　→　 2 段配筋を 3 段配筋に変更

　◦ 梁のせん断補強筋の上にスラブの上筋が配置されて

いるためかぶりが確保出来ない　→　鉄筋の高さを調

整してかぶりを確保

東洋建設株式会社　北海道支店
工事部作業所長
田代　大輔�氏

沖合人工島 Mランド構想図

（報告内容は報告会資料から抜粋して掲載しました）

追直漁港

沖合人工島

新港地区
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梁　配置図

⑵ コンクリートの締め固めに必要な鉄筋の「あき」が確

保できない

　【充填不足への対応】

　◦ コンクリートの配合変更　→　スランプを大きくする

　　　　　　　　　　　　粗骨材最大寸法を小さくする

　【充填不足への対応】

　◦締め固め検知式　→　コンクリート充填検知システム

2 ）コンクリートの品質確保上の問題点
⑴温度応力に起因するひび割れ発生の懸念

　【予防措置】

　◦AE減水剤の使用による単位セメント量の低減

　◦適切な養生の実施

⑵寒中コンクリート対策

　【防寒養生設備】

　◦ フラットパネル（L＝12m）を使用した「全天候型

養生上屋」を採用

施工フロー
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白老港東防波堤改良工事

工事の目的

　本工事は港内奥部への沿い波の抑制による静穏度向上

と合わせて、浅瀬整備（藻場造成）による水生・底生生

物の生育環境の創出機能を付加した自然調和型施設整備

を目的とした東防波堤の改良整備である。また、付帯効

果として蝟集した底生生物（ナマコ等）などの底質浄化

作用による環境改善が期待される。

工事概要

工事名　白老港東防波堤改良工事

工　期　平成22年 8 月24日から平成23年 3 月14日

請負者　道南綜合・吉本・（湧）西村経常建設共同企業体

工事内容

　◦基礎工　床堀工・基礎捨石工　 1 式

　◦消波工　消波ブロック製作

　　　　　　　（ 3 ｔ六脚ブロック） 1，838個

　　　　　　　（ 3 ｔ六脚ブロック溝付き） 398個

　　　　　　消波ブロック据付

　　　　　　　（ 3 ｔ六脚ブロック・流用） 733個

　　　　　　　（ 3 ｔ六脚ブロック・新規） 2，236個

　　　　　　　（ 5 ｔシェークブロック・流用） 180個

　　　　　　　（ 6 ｔシェークブロック・流用） 324個

　◦消波工（藻場創出）

　　　　　　ホタテ貝殻礁製作・据付（大・小） 70個

　　　　　　割ぐり石かご礁製作・据付（大・小） 18個

　　　　　　その他　マリーンシェル運搬・据付等

施工順序

創意工夫

1）ブロック製作
⑴作業時間の短縮

　 　 1 日のサイクルタイムには余裕がなく、各作業での

時間短縮を行うため作業足場を三分割にして、クレー

道南綜合土建株式会社
現場代理人
藤原　靖雄�氏

施工箇所

施工個所

（報告内容は報告会資料から要約して掲載しました）
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ンにより移動・設置をできるように組み立て及び補強

を行った。

⑵鉄筋の保管方法

　 　鉄筋の腐食を防止するため、鉄筋加工は工場で行い

鉄筋組み立ての工程に応じて現場に搬入し、二連棟の

ユニットハウスを開閉できるように保管した。

2 ）消波ブロック据付
　 　本施設は、消波ブロックを潮下帯に据付して、海藻

の安定した成長が出来る環境を創出する必要があるた

め、施工前に据付のシミュレーションを行った。

3 ）藻場創出・生物蝟集環境創出
⑴藻場創出

　 　 3 ｔ六脚ブロックに栄養塩を含んだプレートや海藻

の定着しやすいシートを設置する。また、表面処理を

施すことにより未処理の消波ブロックとの海藻の繁茂

状況の比較を行うため、次の事項について施工した。

　①消波ブロックの種別ごとの据付

　②海藻の繁茂しやすい製品の使用

　　 　消波ブロックに栄養塩を含んだプレート（ビオパ

ネル）と海藻の着生しやすいシート（植毛シート）

を設置し双方の海藻の着生率が比較できる環境を創

出する。

　　※ ビオパネル：基質表面を粗面にすることにより、

胞子の着生率を高め海藻を繁茂させる目的で使用

する。

　　　 植毛シート：海草類の着生に有効なシート、形状

は透明繊維でつくられたメッシュ状のシートが起

毛している。

　③消波ブロックの表面処理

　　 　表面処理方法として、 6 ｔシェークブロック（流

用）はブロック表面のカキ殻を除去して据付した。

5 ｔシェークブロック（流用）はブロック表面の磨

きだしをバキュームブラスト工法で行った。

　　 　また、六脚ブロック（新規）に製作段階で溝部を

設けて海藻の着生面積を増やした。

　　※ バキュームブラスト工法：ブラスト作業と同時に

研削材及び粉塵を飛散せずに回収する工法。回収

した研削材や粉塵は、サイクロン方式によって分

離され、研削材は再度加圧タンクに送られ再噴射

する。また、水を使用しないため、環境に悪影響

を与えない。

⑵生物蝟集環境創出

　 　ナマコなどが捨石に好んで棲息する性質を利用し、

捨石マウンドに貝殻礁や環境共生型ブロックを配置す

ることによって、生育環境機能を向上及び水質浄化作

用が期待される。そして、それらの配置、材料を変え

ることにより、蝟集状況を比較できる環境を創出する。

　①ホタテ貝殻礁・割ぐり石かご

　　 　かご材には腐食に強く継続的な調査が可能な、耐

摩耗性及び耐薬品性に優れた高密度ポリエチレン厚

被覆材を使用したマリンマットと鉄製かごを使用し

た。また、中詰め材には、加熱処理した天然のホタ

テ貝殻と割ぐり石をそれぞれ充填して、生物の蝟集

効果の比較が行える。

　②マリンシェル

　　 　原料はホタテ貝殻及びスラグを使用しており、廃

棄物のリサイクルとして有効活用ができる。

　　 　外輪部に 6 カ所、内輪部に 3 カ所の開口部を設け

ウニ等の生物が自由に出入りできるような構造に

なっている。

マリンシェル

マリンシェルの構造図
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歯舞漁港南防波堤改良工事

はじめに

　歯舞漁港は戦後、北方領土を失ったことから沿岸・採

藻漁業の基地として利用されてきた。

　漁港整備は、第 1 次漁港整備長期計画により防波堤整

備から着手し、それ以降国直轄事業として整備促進が図

られ平成 5 年度に完成港となった。しかし、完成直後に

発生した地震災害のため平成 6 年から 7 年には直轄災害

復旧事業、平成10年から12年には局部改良事業がそれぞ

れ実施された。

　平成14年からは、衛生管理型漁港づくりを柱とした直

轄特定漁港漁場整備計画が策定され、国直轄事業として

漁港整備が現在も行われている。

　ここでは、当社が施工した南防波堤改良工事の施工管

理について報告する。

工事の目的

　本工事は、歯舞漁港歯舞地区南防波堤背後に位置する

－4．0m岸壁前面泊地の静穏度確保を目的として、南防

波堤の改良を行うものである。

工事概要

工事名　歯舞漁港南防波堤改良工事

工　期　平成22年11月10日から平成23年 3 月22日

発注者　釧路開発建設部

請負者　真壁建設株式会社

工事内容

　南防波堤改良L＝41．87m

　◦撤去工　異形ブロック（ 4 ｔ）撤去・据付 78個

　◦基礎工　 石かご製作 12個 

石かご運搬・据付（支給材） 36個

　◦胸壁工　A部L＝23．94m、B部L＝17．93m

　◦消波工　 異形ブロック（6．3ｔ） 

製作・運搬・据付 127個

　　　　　　 異形ブロック（10ｔ） 

製作・運搬・据付 87個

　　　　　　 異形ブロック（12．5ｔ）製作 280個 

運搬・仮置 160個

　◦雑工　　差筋設置 92本

　　　　　　取水管内清掃 1 式

　　　　　　取水口グレーチング蓋取付 1 カ所

真壁建設株式会社
建設部課長
福嶋　勝則�氏

施工箇所

取水施設

南防波堤
施工箇所

（報告内容は報告会資料から要約して掲載しました）
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創意工夫・社会性等に関する実施状況

1）創意工夫（施工関係）
⑴防寒養生囲い透明シートの使用

2 ）創意工夫（新技術）
⑴Ｐコン穴埋め処理材の使用

3 ）創意工夫（品質関係）
⑴スページング器具による気泡抜き取り

⑵防錆剤の塗布

⑶塗布型収縮低減剤の使用

⑷風除室の設置

4 ）創意工夫（安全衛生関係）（項目のみ）
⑴女性社員によるパトロール

⑵AED（自動体外式除細動器）の設置

⑶吹き流しの設置及び施工箇所での風速測定

⑷重量測定機による過積載防止

⑸建設業労働災害防止協会による安全衛生教育講習

⑹防寒養生囲いに酸素濃度計設置

⑺防寒囲いに防炎シートの使用

5 ）社会性等（地域への貢献等）
⑴漁港内清掃

施工の問題点と対処方法

1）工程管理
問題点
　胸壁コンクリート施工時期が厳冬期にあたるため、漁

港内の結氷や流氷の影響で海上作業が困難となり、作業

工程が遅延する恐れがあった。

対処方法
　胸壁コンクリートの型枠は 2 組用意して、陸上で大組

を行い海上作業を短縮した。

2 ）品質管理
問題点
　胸壁コンクリートの海上運搬中、コンクリートの温度

が低下し品質に悪影響を及ぼす可能性がある。

対処方法
　練り混ぜから打設終了まで、アジテータートラック 1

台あたりの所要時間を100分以内とした。また、海上運

搬時にホッパーに積み込まれたコンクリートは、アルミ

製の保温シートで覆い温度低下を防止した。

3 ）安全管理
問題点
　本工事は、クレーンを使用する作業が大半を占めるた

め合図の不一致で起こる誤操作や漁船航行時に発生する

航跡波が影響する作業船の動揺で重大災害に結びつく恐

れがあった。

対処方法
　死角の多いブロック製作では、無線による合図方法を

取り、養生囲いのクレーン設置側は透明シートで囲い内

の状況が確認できるようにした。

　また、海上作業中は見張り人を配置して航跡波が発生

した場合は、クレーン動作を停止させ作業員を安全な場

所へ待避させた。

防寒囲い透明シート 漁港内結氷
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はじめに

　四方を海に囲まれた北海道において、港湾・漁港は、

国内外を結ぶ海上物流の拠点として、また水産物の安定

供給基盤として、経済産業活動や人々の生活を支えてい

ます。さらに、観光拠点、離島との発着拠点、災害に備

える防災拠点など、地域社会における安全で豊かな暮ら

北海道開発局　港湾空港部　
港湾建設課
港湾保安保全推進官
岸　哲也�氏

特別講演

北海道の「みなと」と「技術開発」
（講演資料を抜粋して掲載しました）

『北海道の「みなと」と「技術開発」』の全体構成

『北海道の「みなと」と「技術開発」』の骨子

しを維持するためにも重要な役割を

担っています。そして、その生産・

流通に関わる拠点として港湾・漁港

が果たす役割は、北海道が日本の食

糧基地として重要視されるほど大き

くなっています。また、北海道は、

積雪寒冷な厳しい気候、 3 つの海に

囲まれ流氷も到来する海域条件、豊

かな漁場と良好な自然環境、地震の

常襲地域であることなど、我が国の

中でも特徴的な資源・特性を有して

います。

　このため北海道の港湾・漁港は、

冬季の厳しい自然環境に立ち向かい

長周期波や流氷などの異なる海域特

性にも適応すること、施設の衛生管

理や沿岸・漁場の高度利用を図り大

規模地震や津波災害にも備えること、

さらには、既存施設の老朽化が進む

なか、必要な機能を維持しつつ将来

の改良・更新コストの抑制を図るた

め、維持管理を含めた施設の長寿命

化を進めていくことなど、様々な課

題に対応していくことが求められて

います。

　港湾・漁港に対する要請が多様化

し、かつ社会経済情勢が厳しさを増

すなか、これらの課題に的確に対応

※詳細については、開発局港湾空港部のホームページをご覧ください。
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北海道港湾空港建設協会
技術委員会副委員長
宮本　義憲�氏

し、より効率的・効果的な整備と円滑・快適な利用を実

現していくためには、技術開発による支援が必要不可欠

です。そして、実効性のある技術開発を重点的・効果的

に推進していくため、技術を体系化し、技術開発の進め

方を示すことが重要です。特に、積雪寒冷地である北海

道の課題は、隣接する北東アジア、ロシア極東地域にも

共通するものであり、北海道の優れた資源・特性を活か

し、氷海域における技術開発に国が積極的に取り組んで

いく必要があります。

　北海道開発局では平成16年 7 月に「北海道の港湾・漁

港技術開発ビジョン」を策定し、技術開発の推進に取り

組んできました。策定から 6 年余りが経過するなかで、

講 評

　本日、工事報告していただいたお三方には、貴重な資

料をまとめていただいた上に要領よく説明していただき

ましたことに対しましてお礼申し上げます。

　最初の「追直漁港人工地盤建設工事」ですが、追直漁

港Mランド計画の中核となる施設である、人工島のメイ

ン施設を建設するものです。 2 階建のRC構造というこ

とで、ご報告にもありましたとおり耐震基準の強化も

あって、過密鉄筋、コンクリートの充填状況の確認、ひ

び割れ等の問題が生じたわけですが、述べられておりま

した対策・工夫を施し、解決されたということでござい

ます。岸推進官の技術開発の特別講演にもございました

ように、これまで青苗漁港や羅臼漁港でも、全く同じで

はないですが、類似の施設もあったわけでございます。

今回の施工実績につきましても、今後の人工地盤建設技

術の進展に大いに貢献する内容であったのではないかと

思います。

　次に「白老港東防波堤改良工事」でございますが、本

工事は通常の防波堤改良工事だけでなく、藻場造成を目

的とした自然調和型施設の建設というところに特色が

あったわけでございます。消波工として通常の消波ブ

ロックに加えまして、ホタテ貝殻礁、石かご等を用いて

藻場を造成しています。また、消波ブロックについても

色々な細工を施しておりますし、据付も海象条件に加え

海藻類の着生時期に合わせるといった、通常の工事には

ない条件下で、施工を行っています。綿密な施工計画の

下、目的通りなされたということで、今後の生物蝟集効

果に、大変期待されるところだと思います。

　最後の「歯舞漁港南防波堤改良工事」でございますけ

れども、本工事の主たる内容としては、基礎工、胸壁工、

消波工でございました。ご報告にもありましたとおり、

結氷、流氷の影響を受けるところでございます。また、

コンクリートの運搬時においては温度低下等、この地域

特有の厳しい条件下での施工となったわけでございます。

このような問題に加え、ご紹介されたような数多くの細

やかな工夫も凝らして、工事を進めたということでござ

いました。発表者の方は、それぞれの対処方法は小さな

ことと謙遜されておりましたけれども、個々の問題に対

して適切な解決策を出したということは、まさに本来の

意味での、技術力を発揮されたものだというふうに感じ

たところでございます。

　最後になりますが本工事報告会も、この度25回という

節目を迎えることとなりました。今回を一つの契機と致

しまして、私どもの技術力が蓄積され、今後一層確実に

継承されますことを心より念願しまして、講評とさせて

いただきます。本日は誠にありがとうございました。

技術開発の進捗状況や現状での技術課題に応じた見直し

を行うとともに、港湾・漁港に対する要請や社会経済情

勢の変化を踏まえながら、より重点的かつ戦略的に技術

開発を推進していくため『北海道の「みなと」と「技術

開発」』を取りまとめました。これは、長期的な視野を

持ちつつ、今後を見据えた技術開発の進め方について取

りまとめたもので、各分野において活用していただける

よう、具体的な技術開発項目を示しています。

　今後は、これを基本としつつ、技術開発の進捗状況や

新たな技術課題の顕在化等に応じ、適宜見直しを行いな

がら、北海道のみなとの技術開発に北海道開発局として

も取り組んでまいります。
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我が社の安全衛生管理

株式会社森川組　安全衛生室長　村崎　勇策

1．はじめに

　当社は、明治25年創業以来、今年で120年を迎え、道

南を拠点に港湾、道路、橋梁、河川、建築などの総合建

設業者として事業展開を図っております。

　堅実な経営を基軸に、その培った伝統と豊富な実績を

土台に、さらなる技術の向上に努力し、真に豊かで快適

な生活環境の創造の担い手として、何よりも地域に優し

く、社会環境に配慮し、地域社会のお役に立つことが最

大の使命と決意しております。

　また、品質マネジメントシステム（2000年10月 2 日

認証取得）を導入し、さらに徹底した品質管理のもと施

工することで、顧客や地域社会に対し安心していただけ

る建設物の提供を目指しております。

2．安全方針

　当社は、｢安全は、人の命と暮らしを守る根源であり、

すべての作業に優先する｣ という安全方針をもとに、下記

の ｢スローガン」、「安全目標」を掲げ、安全衛生活動を展

開しております。

　「スローガン」

　『みんなで考え　リスクの低減　全員参加で　災害ゼロへ』

　「安全目標」

　『確認しよう ｢もしも｣ が ｢まさか｣ にならないように』

　『危険の芽　みんなで摘み取り　今日も安全』

3．安全衛生管理計画

⑴本社安全衛生計画は、「スローガン」、「安全目標」を

実践・達成するため、具体的重点項目を年度当初に策定

しております。

⑵作業所安全衛生計画は、工事着手前に施工部と工事担

当者で施工検討会を開催し、危険作業を事前に協議し、

安全衛生管理活動計画を策定しております。

4．店社安全衛生管理活動

⑴安全大会

　毎年 4 月に全社員と、協力会社（森友会安全衛生部会）

の参加のもと開催されます。

　初めに、経営トップ（大会長）から労働災害防止の重

要性を参加者一同に訓示。また、健康管理は安全作業の

基本であることから、医療機関より講師を迎え、安全の

みならず、健康管理の講話も交えて、安全意識の高揚を

図り、｢無事故・無災害｣ を誓います。

安全大会「社長訓示」

安全大会「医療講話」
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我が社の安全衛生管理

⑵店社安全パトロール

　毎月 1 回、安全衛生委員長をリーダーとし、安全指導

パトロールを実施しております。店社チェックシートを

使用し、安全面だけではなく、衛生面、法令面について

も、点検・指導しております。

　また、今後の工程に於いて予想される災害を未然に防

止するための指導及びアドバイスを行っております。

⑶安全及び衛生週間

　安全及び衛生週間には、社長メッセージの伝達、安全

衛生室より本週間活動表と啓蒙用品を支給し、安全及び

衛生活動の重要性の再確認を図っております。

5．作業所安全衛生管理活動

　作業所では、安全衛生管理活動計画をもとに現場毎の

工事特性に合致した安全目標や重点項目を掲げ、安全衛

生管理活動の強化に努めております。

　また、随時職長教育・新規入場者教育をはじめとして、

TBM及びRKY活動、安全教育訓練、安全施工サイクル、

作業所長による現場巡視等、基本的な事項を100％実施

するよう努力しております。

6．その他の活動

　毎年 6 月に函館を代表する観光スポットウォーターフ

ロント地区の清掃活動を実施しております。また、昨年

は東日本大震災の津波によって植樹帯の土が流失したこ

とから、 1 日も早く観光都市・函館に観光客が来ていた

だきたいとの願いを込め、土の補充作業も行い美化に努

めました。

7．むすびに

　これからも、安全管理は品質管理と同等であることを

社員全員に教育し、顧客・地域社会に対しても安全・安

心な環境のもとに、建設物を提供することを常に念頭に

置き、信頼され、地域に愛される企業を目指し努力して

まいります。

店社安全パトロール

社長メッセージ伝達

TBM・RKY活動

救助訓練

ボランティア活動
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私の
趣味

東洋建設㈱
白川　隆司

たら、何となくそれでアーチ橋ができるのではない
かと、ひらめき早速、試作してみました。
　たまたま、近くに転がっていた植木鉢の受け皿の
淵を固定点にして、ベニアを曲げて簡単な支保工を
作りその上にジェンガを並べました。思ったより隙
間が開いたので、とりあえず台所にあった塩で間詰
めました。いつの間にか朝の 3時になっていまし
た。初めは強度もなく、ネコが戯れ付くだけの代物
でしたが、「もしかしたら上手くいくのでは？」と
淡い期待を持ち、毎晩熱中し、寝不足ながらも試行
錯誤で、何とか指令を守ることができた「ただの積
木遊び」ではありますが、私にとっては楽しく思い
入れがあるお話です。（震災前のことです）

以下にジェンガ橋の作り方を紹介いたします。
1 　用意するもの
　土台、型枠支保工、定規、ジェンガ、花崗岩の粉
（色々試しましたが、花崗岩の粉はさらさらで、細
かい隙間に一番入り易かったのです。東急ハンズに
は色々、マニアックなものがあるなと改めて感心し
てます。）

　小さい頃は、再放送の「巨人の星」をみて育ち、
それの影響で中・高校では野球部に入部しました。
遠投力アップのために、腕立て伏せを毎日300回、
1日も欠かさずやっていたら、“伴宙太”のような
体つきになってしまいました。大学に入ってからは、
眠れる「下手の横好き」が突如目を覚まし、大型二
輪の免許を取得し憧れのCB750Fでツーリングをし
たり、ビートルズやJAZZにも魅せられ、学園祭で
はバンドを組んだりと、幅広く楽しんできました。
しかし、会社に入ってからは、 1年毎の転勤で、そ
んな趣味にさえ没頭する間もなく、いつの間にか年
をとってしまったというのが正直な話です。
　そんな私ですが、以前久しぶりに仕事以外で夢中
になり、新たな趣味となりそうな出来事があったの
で紹介させていただきます。私は、まったくアカデ
ミックとは無関係ですが、技術士会のリージョナル
ステート研究会という会の仲間にいれていただき、
たまに日本海側のとある町の小学校にサポーターと
して出没しております。
　そこで、「今度、アーチをテーマにするが、小型
のアーチ橋の模型を作ってその上に小学生を乗せて
みろ！」と、無茶な指令を振られてしまいました。
初めはそんな時間もなく、指令メールにも気づかな
いふりをしておりましたが、ある晩、娘が持ってい
たジェンガ（2.5×7.5×1.5㎝の積木）を眺めてい

『私の素敵な
ジェンガ橋』

試作版

塩で間詰め

邪魔するネコ　満足か？
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に応えることができました。気がつけば、背広が静
電気を帯びた発砲スチロールの粉で真っ白になって
いましたが、私自身もはまってしまい、成功時には
感激してしまいました。
　最近は、よりリアリティを追求し改良を加え、ス
トローで中詰土砂を表現しました。ストローはジェ
ンガ全体に、上手く荷重を分散させ、変形を抑えて
くれました。
　また、つい最近は、1.5倍のスパン（80㎝）の大
型ジェンガ橋の製作に成功しました。絶妙なバラン
スで力を伝達していく曲線の美しさに、はまってし
まいました。

　たまに、ジェンガ橋と手品仕掛けの説明書をもっ
てサポートしています。ただ、本質的にずぼらな私
は、お気に入りの雑貨店で好きなミニュチュアギ
ター等を買って過ごす方が性に合っているかもしれ
ませんが、この投稿を契機にまた何か始められれば
と思います。近くの喫茶店に行き、実物のリッケン
バッカーの美しいボディを眺めるたびに、「本物は
いいな」とため息をついております。

2 　支保工設置
　支保工撤去のた
め、くさびの代わり
の定規を事前に支
保工の下にセット
し、その上に型枠支
保工を設置。（懸垂曲線が一番うまく力を伝えられ
るとのこと）
3 　ジェンガ設
置＆間詰
　ジェンガを両端
から設置後、隙間に
花崗岩の粉をふり
かけ、間詰めを行います。（一番楽しい時です）
4 　支保工撤去
　くさびを抜き、支
保工をダウンさせ
ると、ジェンガと支
保工の間に 2 ㎜程
度の隙間ができ、支
保工がうまく抜けます。（工事現場で鉄のくさびを
ガスで切って支保工をダウンさせる時のドキドキ感
があります）支保工を静かに引き抜いたら完成です。

　ジオラマ風にロー
ソク等で川を表現し
てみました。
　とりあえずは完成
ですが、上載荷重に

比べジェンガがあまりにも軽いため、横向きの変形
を制御できず、これでは“小学生”どころか“子猫”
すら乗りません。変
な汗がタラリとでて
きました。（確かに、
岩国の錦帯橋の上に
ゴジラを乗せるよう
なスケールですから…）
　期限が迫る中、「これしかない」と、無我夢中で
発泡スチロールを削り、それを中詰土砂の代替とし
て、アーチにかぶせました。これにより暴れるジェ
ンガを押さえつけることができ、なんとか約束した
朝までに「小学生をアーチ橋に乗せる」という要望 初期型ジェンガ橋 改良型

2 ㎜

川のつもり

ジェンガ

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

ストロー ストロー

興味津々のネコ
悪い事が起こりそうな予感！

触りたい！もう我慢
の限界！（この後飛び
かかってきました。）

拡大

くさび代わ
りの定規

花崗岩の粉

発
砲

ス
ト
ロ
ー
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釧路港旅客船ターミナル整備事業（耐震改良）が全建賞を受賞

1．はじめに

　釧路市周辺は、「釧路湿原国立公園」や「阿寒国立公園」、

「世界遺産知床」など風光明媚な観光名所が集積してお

り、釧路港は、クルーズ旅客船の入港拠点となっている。

　しかし、市街地や観光拠点から離れた物流岸壁の利用

を余儀なくされ、乗客の利便性、荷役作業との重複や船

上デッキからの景観が課題となっていた。

　また、釧路市は、過去に大規模地震災害を経験し、「日

本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」に

も指定されたことから、釧路港では、大規模地震発生時

の海上からの緊急物資の輸送の拠点となる耐震強化岸壁

の整備が求められてきたところである。

　本事業は、クルーズ旅客船の入港による観光交流ゾー

釧路港旅客船ターミナル
整備事業（耐震改良）が
全建賞を受賞

　平成23年11月、釧路港が平成22年度㈳全日本建設技術協会の
全建賞を受賞されましたので事業の概要を紹介します。

釧路開発建設部　釧路港湾事務所

ンを含めた観光振興とともに、地震災害時における臨海

部防災拠点の形成を目的として、耐震・旅客船ターミナ

ルの整備を行ったものである。

2．事業の概要・成果

　本事業は、昭和26年に建設された既設岸壁を撤去し、

国内最大のクルーズ旅客船が利用可能な水深－9．0m、

延長310mの耐震強化岸壁を整備する事業である。施工

にあたっては、市街地に隣接しているため、周辺の観光

施設や家屋への影響を最小限とし、かつ、作業スペース

を確保することが課題となった。

　当初、オープン掘削を行い既設岸壁の撤去を行うこと

を検討したが、掘削法面が背後地まで及ぶことから、我

国において初めての試みとなる水際線での自立土留め壁

釧路港全景、整備箇所

による土留工法を選択した。

　自立土留め壁の前面が水域となる

ことから、深層混合処理による改良

体同士の密着性を確保することが必

至となり、連続密着施工を確実かつ

容易に確保出来るJACSMAN工法

を採用することとした。JACSMAN

工法は、深層混合処理工法の機械式

攪拌と噴射式攪拌の併用により改良

体を造成する工法である。機械式攪

拌翼の先端より交差噴流を高圧で噴

射することにより、従来工法の約 4

倍となる大口径の改良体を造成する
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釧路港旅客船ターミナル整備事業（耐震改良）が全建賞を受賞

ことができる。また、改良体の外周部が噴射式攪拌とな

るので改良体同士の確実なラップ施工と密着化が可能と

なる特徴を持っている。

　また、全国初の試みであることから、自立土留め壁に

傾斜計を設置し、土留め壁の安定性を確認しながら、慎

重な施工を行った。

　さらに、改良体と新設ケーソンを複合体として考えた

結果、新設ケーソンへの土圧低減が図られ、エプロン下

部の液状化対策が不用となり、想定より約10％のコスト

れまで釧路港には見られな

かった一大にぎわい空間が形

成された。

　また、本ターミナルにおい

て大規模地震災害訓練が実施

され、釧路市内の48機関が参

加した他、関係機関によるテ

ロ対策訓練も行われた。

　今後、本施設が、釧路市の

観光振興および臨海部防災拠

点として寄与することを期待

するところである。クルーズ旅客船の寄港

耐震強化岸壁の構造 JACSMAN工法の出来型図

JACSMAN工法と高圧式噴射工法の改良体の比較自立土留め壁施工完了

攪拌翼・噴射状況

縮減を図ることができた。

3．おわりに

　本事業は、平成23年 3 月に完成し、平成23年当初は

8 隻のクルーズ旅客船の寄港予定があったが、東北地方

太平洋沖地震の発生と低気圧の通過により寄港のキャン

セルが相次いだ。しかし、同年 7 月には飛鳥Ⅱが寄港し、

市民団体である「釧路港おもてなし倶楽部」による様々

なイベントも行われ、約1，200人もの市民が集まり、こ

・ 外周部が噴射式のため
確実なラップ施工が可
能

・ 2 本の攪拌機にて一度
に施工

・ 幅2．3ｍ、長さ3．７ｍ の
大口径の改良体を造成

・ 高圧噴射式に比
べ 1 回あたりの
改良面積が大き
い（約 4 倍の改
良面積）

・ 工期の短縮を図
ることができる

JACSMAN工法 高圧式噴射工法
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Topics.1

小樽港
フィールド・ラーニングを開催
　小樽港北防波堤整備の設計・監督に携わった廣井勇の

思想を港湾技術者の意識や知識、社会資本整備の計画力

向上などにつなげることを目指す勉強会、小樽港フィー

ルド・ラーニング（O・F・L）が 1 月17日にスタート

した。会場の小樽開発建設部会議室には道内各地から技

術者ら130人が詰め掛け、栗田悟北海道開発局港湾空港

部長の講義に耳を傾けた。

　主催は小樽開発建設部。北防波堤整備時の計画的・技

術的観点が現在も港湾整備の根幹となっていることを踏

まえ、座学や実施見学などを通じて廣井氏の研究成果や

功績について知識を深める。

　栗田部長は自身がまとめた論文「材料を巡る情勢と課

題への対応―コンクリートの時代的背景―」を基に、講

義を展開。

　北防波堤に着工した1897（明治30）年当時、海水中

でコンクリートを使用した場合に亀裂や崩壊が相次ぎ、

耐海水性の信頼が揺らぐ中で廣井氏が行ったセメント試

験の経緯を伝えた。

　当時のコンクリートブロックは現在も健全であるとし

て、課題解明に向けた工学者としての意識の高さを称賛。

その上で「技術者には材料に対する確かな目が求められ

ており、調査・試験への関心を持ち続けることが重要」

と訴えた。

　勉強会では今後、現地視察も予定している。
（記事は北海道建設新聞から抜粋して掲載しました）

小樽港フィールド・ラーニング

会場状況
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Topics.2

灯ゆらめく小樽運河

　第14回小樽雪あかりの路（実行委主催）が開幕した 3

日夜、メーン会場は早速、心待ちにしていた市民や観光

客であふれた。寒さの中、ボランティアたちが何日も前

から準備した雪像やスノーキャンドルに初めて炎がとも

されると、純白の雪の世界を柔らかく照らし出した。

　運河会場の浅草橋で行われた開会式は「雪あかりの路」

の名前の由来となった、作家伊藤整の処女詩集「雪あか

りの路」の詩の朗読でスタート。中村全博実行委員長が

「雪とともに雪の天使が舞い降りてきました。（最終日ま

での）10日間、小樽から世界中に平和や幸福を祈りたい

と思います」とあいさつした。

　主会場の一つの小樽運河では、ガラス製の浮き玉にろ

うそくを入れた「浮き玉キャンドル」200個が運河に浮

かんだ。ゆらゆら揺れながら水面を照らす様子に、会場

のあちこちから、歓声が上がっていた。

　主会場の運河や手宮線会場には、雪のオブジェの中で

記念撮影できるものや、小樽港をイメージした灯台など

企業や市民グループが作ったオブジェ、スノーキャンド

ルが並ぶ。あちこちで、写真撮影の順番待ちが出来てい

た。友人と訪れた札幌市の会社員阿部純子さん（34）は

「去年、初めて見てきれいだったので、また来ました。キャ

ンドルの素朴な感じが好きで、写真もたくさん撮りたい」

と話した。

　期間中、天狗山会場や朝里川温泉会場など市内約50カ

所で、あかりがともされる。
（記事は北海道新聞から抜粋して掲載しました）

小樽雪あかりの路　メーン会場の「小樽運河」
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Topics.3

客船が冬の函館に初入港
「にっぽん丸」が函館寄港

　クルーズ船「にっぽん丸」（ 2 万2472トン）が 2 月10

日朝、函館港西埠頭に寄港した。船内では歓迎のセレモ

ニーや交流イベントが行われ、同日夜の出港時には岸壁

にキャンドルを灯して見送った。函館港に冬季間、客船

が入港するのは初めて。

　同船の寄港は昨年 7 月以来で、今回はさっぽろ雪まつ

りなど冬の道内を満喫する 5 泊 6 日の船旅の一環。全長

166．6メートル、 8 階建て相当のフロアを備える同船は

乗客約400人を乗せ、 7 日に横浜港を出港した。

　歓迎セレモニーで函館運輸支局の大関哲雄次長は「安

全で思い出深い旅になるよう冬の道南を存分に楽しん

で」とあいさつ。久葉誠司船長らに花束のほか、さきい

かや七飯町・大沼のワカサギなどの記念品を贈った。夕

方の船内ではききょう幼稚園の園児約40人がいか踊り

を披露し、乗客との交流を深めた。

　乗船客の横浜在住の女性（65）は「函館は空気がきれ

いで、住んでいる人がうらやましい。子供たちの歓迎も

胸に響いた」と話していた。出港時には岸壁で市民ら手

作りのワックスキャンドルが「HAKODATE」の文字

に浮かび、幻想的な雪景色の中、午後10時に横浜に向け

て出港した。
（記事は函館新聞から抜粋して掲載しました）

キャンドルライトに見送られて出航

冬の函館港に入港した「にっぽん丸」
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天塩港
27年ぶりフェリー入港
　稚内港に接岸した流氷の影響で、 3 月 9 日から同港と

利尻、礼文島を結ぶフェリーは全便欠航していたが、流

氷状況が好転しないため、ハートランドフェリー（本社・

札幌市）は 3 月13日、天塩港発着の臨時便を運航。

　利尻、礼文の住民ら112人を乗せた往路のフェリーが

午前十時半、天塩港に到着し、町関係者らの歓迎を受け

た。天塩港に臨時便が入港したのは、昭和六十年以来

二十七年ぶり。

　稚内―利尻・礼文航路は冬期間、天候の悪化などで欠

航することが多いが、今冬は稚内港に十一年ぶりに流氷

が接岸。天塩港を代替港とするため、航路の簡易標識表

示や岸壁周辺を除雪。待合所、乗船手続き場所として町

所有の温泉施設「夕映」を提供したほか、マイクロバス

による「夕映」―フェリー間の旅客輸送や発着場所案内

看板を七カ所に設置した。

　道開発局は二十二年二月、離島生活の安全・安心・海

上航路の安定化を図るため、稚内港代替港として、大型

フェリーの利用実績がない天塩港でフェリーの試験運航

を実施した。

　代替航路開設の可能性を調査・検討した結果、船尾部

の接岸する岸壁のかさ上げなどをクリアすれば、天塩港

にフェリーが安全に入港できることが分かり、港湾管理

者の町と同航路を開設するハートランドフェリーとが提

携し、天塩港で利尻・礼文フェリーを受け入れる態勢を

整えた。
（記事は日刊留萌新聞から抜粋して掲載しました）

2７年ぶりのフェリーからの降車状況

天塩港に降りた利尻・礼文島からの乗客
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新千歳－関空　格安の翼

新千歳空港に
国内初のLCC航空会社が就航
　全日空輸が出資する国内初の本格的な格安航空会社

（LCC）ピーチ・アビエーション（大阪府泉佐野市）は

3 月 1 日、新千歳－関西線に就航し、ほぼ満席の第 1

便が午前 9 時すぎに到着した。今夏には日本航空と全日

空がそれぞれ出資する別のLCC 2 社が新千歳－成田線

に就航予定で、北海道の空でも本格的な格安競争が幕開

けする。

　新千歳－関西の普通運賃は片道4780～ 1 万4780円で、

最安値は大手航空会社の割引料金の半額近い。関西発新

千歳行の第 1 便には162人が搭乗。関西空港での搭乗口

の混雑などで、予定より約20分遅れて新千歳空港に到着

した。

　新千歳空港で開かれた就航記念式では、ピーチの高野

一比古・千歳空港所長が「北海道と関西の絆をつなぐエ

アラインとして安全と低価格を約束し、日本を元気にし

ます」とあいさつ。乗客に記念品を手渡した。

　ピーチの同路線は 1 日 3 往復で、25日から 4 往復に

増やす。使用機材はエアバス社のA320。全日空は同型

機を166席に設定しているが、ピーチは輸送コスト削減

のため180席に増やし、座席間隔を 7 センチ狭くした。
（北海道新聞から抜粋して掲載しました）

混雑する空港カウンター

（写真提供：札幌開発建設部）

新千歳空港に到着するLCC航空機
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Information

◎事務局だより◎
1．常任理事会の開催
　 　平成24年 3 月12日（月）16時より常任理事会を開

催した。

　議案　平成24年総会案件について

2 ．通常総会、理事会、講演会の開催
　　平成24年 4 月19日（木）13：30～

　　ホテルポールスター札幌

3 ．日本港湾空港建設協会連合会総会の開催
　　平成24年 5 月 9 日（水）

4 ．広報委員会の開催
　　 1 ）平成24年 2 月22日（水）15：00～

　　　広報誌「北のみなと76号」編集について

　　 2 ）平成24年 3 月16日（金）14：00～

　　　広報誌「北のみなと76号」編集について

5 ．広報委員会副委員長に白川隆司様（東洋建設株式会
社北海道支店長）が就任（平成24年 2 月）

◎業界だより◎

◎会員代表者の交代
　●飛鳥建設㈱札幌支店

　　 支店長　深尾　忠行　平成24年 2 月 1 日

　●五洋建設㈱札幌支店

　　 支店長　大下　哲則　平成24年 4 月 1 日

　●㈱不動テトラ北海道支店

　　 支店長　石川　茂樹　平成24年 4 月 1 日

◎新会員
　●㈱草塩建設 代表取締役　草塩　忠幸

　●㈱ササキ 代表取締役社長　佐々木正明

◎広報委員会だより◎
　新年度がスタートして10日ほど過ぎましたが、例年に

比べ気温が低く、雪解けが遅いようです。わが家から外

をながめても、さすがに屋根や道路の雪は消えましたが、

土が顔を出しているところは少なく、まだまだ春は遠く

感じます。

　この冬は道内も記録的な大雪となり、最深積雪量が岩

見沢市208㎝、函館市91㎝、登別市144㎝など12観測所

で過去最高を更新し、平年の最深積雪量に比べ、岩見沢

市で1．7倍、函館市で2．1倍など大幅に上回ったようです。

　 4 月になってからも、最低気温が全道各地で氷点下を

記録し、斜里町では氷点下19．1度となり、同町の 4 月

の観測史上最低を記録しました。また、稚内市では 1 日

の最高気温が氷点下2．9度となり、 4 月の最高気温とし

ては観測史上最低となりました。そして 4 日には「春の

あらし」が吹き荒れ道内に猛吹雪をもたらしました。も

ういいかげんに暖かくなってほしいのですが、 4 月中旬

まで寒気が入りやすいそうで、コートがいらなくなるの

は、まだ先のようです。

　例年にない寒さと豪雪の影響で、道南の野菜の産地で

は露地栽培の種まきが始まりましたが、例年より 3 週間

から 1 カ月遅いそうです。しかし、それでも春の足音は

確実に桜前線を伴って近づいています。 3 月下旬から北

上を始めた桜前線は、10日には金沢や東京が満開とな

り、開花予想では北海道への上陸は平年とほぼ同じか数

日の遅れのようです。会報76号が皆様のお手元に届く 5

月下旬には、桜前線の最終到達地である稚内や根室が満

開になっていることと思います。

　何かと先行き不安定な事が多い日本、せめて気象だけ

でも冷夏・暑夏・寒冬・暖冬ではなく、平年並であって

ほしいものです。

　さて、本年度の会報の発行は、 3 回（ 5 月、 9 月、 1

月）を予定しています。今後もより良い会報となるよう

努力いたします。なお、会員及び関係者からの掲載希望

等ございましたらお知らせ願います。 （SW）

平成24年 5 月現在の広報委員は、次のとおりです。
委 員 長 佐 見　 ● 誠 東亜建設工業㈱
副 委 員 長 白 川　 隆 治 東洋建設㈱
委員（部会長） 小 山　 良 明 堀松建設工業㈱
　　（副部会長） 志 賀　 ● 保 五洋建設㈱

大 西　 治 朗 ㈱不動テトラ
櫻 庭　 ● 榮 ㈱中田組
荒 井　 直 人 東亜建設工業㈱
毛 利　 照 男 釧石工業㈱
渡 辺　 修 司 ㈱菅原組
東　 ● 志 郎 萩原建設工業㈱
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北九条小学校
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概成した屋根付き岸壁
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