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日頃は業務に精励され︑ご苦労様です

これから暑さも増してきます

体調管理に留意し︑安全第一で︑
この夏を乗り切りましょう

今年も開催決定！東北を︑ こ の活 動支 援を する べ
日本を︑花火で︑元気に︒ く ︑作 曲さ れた チャ リ
﹁ LIGHT UP NIPPON
﹂﹁追 テ ィソン グ﹁ Light Up
〜 空に 花 ︑ 大
悼 ﹂と ﹁復 興 ﹂の 祈 りを
Nippon
込 めた 花火 大 会を ︑ 東北 地 に花 〜﹂ もお 薦め で
の太平洋沿岸で一斉開催！ す ︒ダ ウン ロー ドす る
こ とで 募金 に参 加す る
http lightupnippon jp
こ とも でき ます ︒公 式
ホ ーム ペー ジか ら視 聴
当 社も 東北 の 沿岸 各 地で も でき るの でお 試し く
復 興工 事に 携 わっ て おり ださい︒
ま すが ︑東 北 を日 本 を元
気 に︒ とい う コン セ プト
は 当社 の目 指 すと こ ろに
一 致し ︑本 年 度︑ こ の事
業 に賛 同し 協 賛さ せ てい
た だい てお り ます ︒ 社員
の 皆様 も︑ そ れぞ れ の勤
務 地や 家族 の 皆様 と 追悼
と 復興 を祈 っ てき れ いな
花火をご鑑賞ください︒
参加 花火 工 場に 当 社が
花 巻市 東和 町 の工 場 建設
で 関わ った 芳 賀賀 火 工さ
んが参加しております︒

://

.
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北 上山 地の 地下 ｍの
盤石な花崗岩に ︑全長
ｋｍから ｋ ｍにわたる
世界最先端の 素粒子実験
施設﹁国際リ ニアコライ
ダー﹂︵ＩＬ Ｃ︶を建設
しようという 計画があり
ます︒
そ の 誘致 に 向け て ︑こ
れまで地道な 運動が続け
られてきたこ と︑そして
素粒子研究が 新たなる段
階に入った今︑日本のリー

ダーシップとＩ ＬＣの東 本 生 産性 本部 が ILC
誘致
北誘致に世界中 から期待 の 経済効果を﹁３ ０年間
が集まっている というこ で ４５兆円﹂と記 者発表
とを皆さんはご 存じです し ました︒経済界 も大き
か？
な期待を抱いています︒
まさに今︑日 本と東北
政府が誘致 の方針を
の未来にとって 千載一遇 決 めれば︑世界各 国に対
のチャンスが巡 ってきて し て政府間協議を 呼びか
いるのです︒
け ることになりま す︒
このチャンス を当社と １ ０年間で合計８ ３００
しても逃したく ありませ 億 円といわれる事 業費の
ん︒我々もしっ かりとし 負 担割合を話し合 い︑合
た準備をもって 東北の未 意 すれば条約や協 定を結
来づくりに大き く関わっ ぶ ことになるとみ られま
てゆきましょう︒
す︒
以 上 一般社団法 人 国
国 際 リ ニ ア コ ラ イ ダ ー 際 経済政策調査会 資料
︿ ILC
﹀計 画 は８ 月中 に より
国内候補地の一 本化が発
表される予定で す︒それ
を受けた政府の 対応につ
いて︑下村博文 ・文部科
学大臣は﹁秋の 臨時国会
で表明したい﹂ と語って
います︒
計画に ついては６月 ︑
ILC
東京で世界に同 時中継す
る形で︑ワールドワイド・
イベントが開催 されまし
た︒設計書の最 終版を国
際組織の責任者 に手渡す
儀式で︑タイト ルは﹁設
計から実現へ﹂ というも
のでした︒
組 織の 責 任者 で ある リ
ン・ エバ ンス 博 士は NHK
のインタビュー で﹁われ
われ は日 本が ILC
を誘 致
することを前提 に活動し
ている﹂と語りました︒
文部科学省 は日本学
術会議に対して ﹁学術的
意義についての 検討﹂を
要請し︑学術会 議は内部
に有識者１０人 の検討委
員会を設置して 初会合を
開き︑９月まで に結論を
出すことになりました︒
これと前後 して︑日

/

さて現 在は︑ 内陸 部には 目立っ た土木 事業も な
く多くが沿岸部の復興の仕事となっております︒
今年に なって自社の大型機 械の稼働律も上が り︑
いよいよ復興が加速してきたんだと実感します︒
それに 伴って︑当社の業績 もこの２年︑２６ 億前
後の完工 高と若干の利益を出 すようになってお りま
す︒
本年度 ６月からは岩手県営 建設工事の入札資 格の
格付けが Ａ級に上がりました ︒とは言ったもの の県
内業者だ けで８５３社県外も 合わせると９５１ 社に
も及びま す︒復興需要のある ここ数年︑この業 界は
ある程度 の技術とマンパワー があれば何とかな ると
思います が︑今こそ会社も個 々も力をつけ世の 中に
置いてい かれないようにしな ければなりません ︒時
計の針は待ってはくれません︒
安全を第一に効率を上げる技術を
身につけましょう︒
岩手・宮城内 陸地震は︑平成 年 月 日︑あ れか
ら５年︒そし て︑平成 年 月 日︵金︶に発 生し
た東北地 方太平洋沖地震とそ れに伴って発生し た津
波︑及び その後の余震により 引き起こされた大 規模
地震災害 である東日本大震災 から２年５か月の 時が
経ちまし た︒私たちがそれま で築いてきたイン フラ
は無残に も壊され多くの犠牲 を払いました︒そ の犠
牲者の中 には今もまだ行方の 不明な方々も多く いま
す︒
当社が 工事する現場の付近 でも時折︑捜索隊 が必
死に行方 不明者を捜索してい る現場を目にしま す︒
ここに ︑いち早い発見をお 祈りするとともに 犠牲
になられた方々へ追悼の意を表します︒
代表取締役 春山栄治
3

株 式会社栄技 建も︑ち ゃっかり 花巻市で Ｂ級に
昇格になりました︒
これはひとえに︑経理課長の功績が大ではない
かと思いますが︑誰にも褒められもされず毎年︑
年末年始︑寝ずに雪かきを続けてきたご褒美かも
しれません︒
今年も内陸は大雪に見舞われますようお祈り申
し上げます︒
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エムズサカエの ＯＬさ
んを紹介します︒
彼女は六月二三 日生ま
れ のＯ型です︒左 手が見
え ませんが︑たぶ ん独身
です︒著名人や有名スポー
ツ 女子を輩出して いる仙
台 市の常盤木学園 高等学
校 出身ですから︑ ただ者
で はございません ︒なん

奇蹄目イッサイガッサイ属 業務部
生体は夜行性であり、昼夜問わず稼ぐ。
岩ズリ山で生息する
たまに小さな群れをつくることがある。
座右の銘はマカセナサイ
性別 メス
体重 25トン
体長22ｍ
好きな食べ物 軽油に限る
好きな異性
甘えさせてくれる人

と後輩にはミス・ユニバー
スや 先輩に加藤次長 の娘
さんもおります︒
け がれては困るの であ
まり 馴れ馴れしくし ない
でく ださい︒このほ かに
男子 の新人さんもお りま
すが興味がないので・・・・
表はなんと！
みんな彼女の後輩です︒

奇蹄目イッサイガッサイ属 業務部
生体は夜行性であり、昼夜問わず稼ぐ。
岩ズリ山で生息する
たまに小さな群れをつくることがある。
座右の銘はシゴトクダサイ
性別 オス
体重 30トン
体長25ｍ
好きな食べ物 軽油に限る
好きな異性
天野 アキちゃんです

よく自動 販売機や公衆 用
のゴミ箱 に見かける光 景
です︒
家庭ゴミを持ち込む人︑
ジュース の販売機なの に
缶ビール の空き缶︒空 き
缶入れが ギューギュー だ

から空き缶入れの下にそっ
と置く︒ゴ ミ︑箱片付け
ないほうが 悪いとは言わ
ないがいつ もここで買っ
ているんだ からいいじゃ
ないか︒な どなど︑自分
勝手はしていませんか︒
自動販売 機は公共施設
ではないが ︑マナーは必
要だと思いませんか︒

重機 ・ 車両 内 の
全面 禁煙
時々 ︑重 機 の座 席 シー
トにタバコ で焼いた跡を
見つけます ︒自分の車な
らゾッとするでしょう︒
リースの 機械だからい
いや︒会社 の機械だけど
黙っていよう︒
シートを焦 がした事も大
変なことですが︑
こぼれた火 種が重大な事
故に繋がっ たかもしれな
い事のほうが重大です︒
自分も車の 運転中︑タバ
コの灰が股 間とシートの
間に落とし 慌てた事があ
ります︒熱 いのは我慢で
きません︒ その時はシー
トとズボン を焦がしまし
たが大事に は至りません
でした︒大 事とは股間の
火傷ではな く︑交通事故
にならなか ったというこ
とです︒運 転中の携帯電

話の禁止は︑ 集中力の散
漫を巻き起こ す事で禁止
になり取り締 まるように
なりました︒ これはタバ
コでのアクシ デントにも
共通するとこ ろがありま
す︒
時々︑重機 内の灰皿か
ら吸殻が溢れ 出ているこ
とがあります ︒水じゃな
いので溢れる はずがあり
ません︒写真 の自販機と
同じです︒無 理やり捨て
るからです︒ 自分しか乗
らない機械だ からなんて
思ってもらっ ては困りま
す︒コックピ ットは常に
清潔に整理整 頓でお願い
します︒
すべて︑安全 運転のため
です︒

重 機キャビ ン内での
携 帯 電 話 の 禁 止
重機内の携 帯電話の使
用は原則禁止です︒
これは︑二つ の理由があ
ります︒
一つ目は︑ かかってき
た電話に出る のは︑前項
と同様に集中 力の低下に
繋がるからで す︒エンジ
ンを止め安全 ロックをか
けたとしても ︑何処かに
ミスが生まれ る可能性が
あります︒か かってきた
場合は確実に 作業装置を
安全な姿勢に しエンジン
を停止させ︑ 安全ロック
をかけて機械 から降りて
電話しましょう︒
自分からか ける場合も
同様に重機か ら降りてか
けましょう︒
二つ目の理 由は︑周り
で作業してい るメンバー
が︑その電話 が緊急を要
するものなの か︑その業
務に今必要な ものなのか
分らないから です︒その
場合︑﹁彼は また電話し

今 月パトロールに 行った
際 に編集長が﹁い いね﹂
と 思ったところで す︒ほ
ぼ 全測点の法丁張 に計画
の 法長に合わせた ヒモが
く くり付けられて あり︑
オ ペレータの高木 さんに
元 請さんが付けて くれて
る のかと尋ねたと ころ高
木 さん自身がいつ も行っ
て いることを聞き 感心し
て まいりました︒ 編集長
はこういうの大好きです︒
右 上の写真は︑竹 駒の現
場にて撮影︒
バカ棒ならぬバカ？だ

当社のフェイスブックをご存知ですか︒
７月から株式会社 栄開発のフェイスブックがご覧
になれるようにな りました︒現在は本社︵塚澤︶
と駒ヶ嶺君が管理 者になって運営しております︒
色んな情報を取り 上げて社員同士のコミュニケー
ションツールとして活用していきたいと思います︒
もうすぐ︑ホー ムページとも互換性が持てるよ
うになりますので︑ホームページもよろしくです︒
お気に入りの情 報には沢山の﹁いいね﹂をお待
ちしております︒

ている﹂と誤 解を招き時 したので︑必要 な吊り具
として現場の 流れを悪く については︑早 急に本社
する場合があるからです︒ 機材担当に申し 出てくだ
さい︒なお︑元 請から許
可をもらっても 当社の方
針だからという ことで説
明してください︒

先日︑当社 の現場で︑
５ ２０の鉄 板をバケッ
トで抱え込み 敷き直し作
業中︑抱えて いた鉄板が
キャビンに滑 り込みあわ
や大惨事にな るところで
した︒
重機が水平 でなかった
ことや作業の 方法に配慮
が欠けていた 部分もあり
ますが︑当社 の現場では
バケットで直 接抱え込む
作業は時々見かけます︒
もともと鉄 と鉄は滑り
やすいもので す︒そこに
泥や雪などが 付着してい
たらもっと危 険なことは
経験上のヒヤ リでご存じ
かと思います︒
人手が足り ない︑移動
式クレーン仕様ではない︒
効率がよく 経済的であ
る？などの理 由で会社と
しても黙認してきました︒
今回の事故 のことで会
社も反省し︑ しっかりと
取り組むこと といたしま
×

７月２０日
平成２５年
聞
新
じ
い
え
暑中見舞号

スタッフをあててみたり︑
コン ベックスで測っ たり
とよ く見る光景だが ︑こ
の方 法は数字を覚え てお
かな くても一目瞭然 ︑い
つも そばに有るから 小ま
めにチェックも可能です︒
こ れか ら も︑ み んな の
いい ね探し行くので 教え
てください︒

前 号で 紹 介し た 僕の 禁
煙治療の臨床実験 が丸１
年になります︒
右の写真は禁煙手 帳の一
部分です︒我なが ら真面
目にやってました︒
どうやら続けら れてお
ります︒試してみ たい方
は自宅には余った 薬を隠
し持っております ので︑
こっそり相談ください︒
ちなみに某社長は︑ナー
スの一言がきっか けでタ
バコやめました︒

