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中 建 協 だ よ り    第 ３６ 号 

                                               平成２４年６月１７日 

 

札幌中小建設業協会 平成２５年度安全標語 
                  
〔 優秀賞 〕 

危険予知 着付いた時にすぐ改善 

            みんなで築く安全現場
 

作者 山 岡   強 氏（ 協友建設工業㈱）

 

い ろ い ろ な 情 報  
○ 平成 25 年度第２回定例市議会補正予算概要 

 今回の補正は、協会関係工事はありません。（公園造成費追加 487,000 千円） 

 

○「札幌中小建設業協会現場技術者研修会」が終わる 

５月２０日午後から、

平成２５年度の現場技

術者研修会を会員９７

名の参加で開催しまし

た。講義の内容ですが、

①都市局建築部建築工

事課青木工事三係長か

ら｢建築工事と建築基準

法｣②建設局土木部工事

課吉田道路工事三係長

から「工事監査の指摘事

項について」③（社）北

海道舗装事業協会小笠

原専務理事から「維持・     “現場技術者研修会風景“ 

更新の時代を迎えた北海道の舗装」④財政局管財部工事管理室長野技術確認
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担当係長から「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインについて」と

いうタイトルで、本会の現場技術者に対する講義が行われました。        
詳しくは、この号に掲載しております。                  

 

現 場 技 術 者 研 修 会 

 ５月２０日（月）に経済センター８ＦＢホールで行われました「現場技術者研修

会の以下講演内容です。 

 

タイトル「建築工事と建築基準法」 

都市局建築部建築工事課工事三係長 青木 雄二 様 

 私は、都市局建築部建築工事課工事三係長の青木でございます。 

 建築工事と建築基準法についてご説明させていただきます。 初に建築基準法の

法律の体系ですが、建築基準法は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物

の敷地・設備・構造・用途についてその 低基準を定めた法律であります。 

 この法体系は、日本国憲法第９９条で権力の暴走を抑える役割のため役人が尊重、

擁護しなければならないとされており、同法４１条で国権の 高機関として法（建

築基準法）として国会が定めるとし、同法７３条６項により、法に反しない範囲で

内閣が政令（建築基準法施行令）を定めるとし、更には、同法９４条で法に反しな

い範囲で地方議会が条例（建築基準条例）を制定し、また、法に反しない範囲で行

政を執行する権限（建築基準規則）として地方の首長が定めると規定されて、これ

が法体系を形成しております。 

 それでは、建築基準法七条の三の建築物に関する建築主事の中間検査についてご

説明します。 

 札幌市における中間検査の種類ですが、まず同法七条の三１項１号の法定中間検

査があります。これは段数が３以上の共同住宅の２階の床、これを支持する梁に鉄

筋を配置する工事の工程の検査、同項２号の木造の共同住宅の基礎、軸組工事の工

程の２種類の中間検査があります。いずれも中間検査合格後は工事を続行すること

ができますが、中間検査を合格せず、工事を続行した場合は、違法となり是正対象

となります。 

 次に、構造別共同住宅における中間検査部位例をご紹介します。まず建物構造が

ＲＣ造５階建の例ですが、検査部位は２階床スラブ（検査の種類は法）、検査回数は

１回です。次に、木造３階建、一部ＲＣ造の例ですが、検査部位は、２階床スラブ 

(検査の種類は法)木造軸組部（検査の種類は市告）検査回数３回、次に、木造２階

建の例ですが、検査部位は、基礎及び国造軸組部（検査の種類は市告）検査回数は

２回です。 
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 次に、仮使用検査について説明します。 

まず、法七条の六仮使用検査について説明します。 

第一号ですが、対象建築物は、法六条第一項第一～三号）に規定する特殊建築物

の工事内容が新築、増築、改築、移転、大規模修繕、大規模様替（但し、一般住宅、

居室がない建物は除く）で、検査済証の交付を受ける前に、仮に、当該建築物又は

建築物の部分を使用し、又は使用させる仮使用開始（期間３年以内）のための検査

です。また、第二号ですが、これは現場の安全上、防災上、避難上工事完了日又は

検査引き受け日から７日を経過したとき、仮使用部分と工事中部分とを明確に区画

し行う仮使用検査です。 

次に、この仮使用検査の例ですが、新築では、ＭＳのモデルルーム、増築では、

物販店舗、大規模な特殊建築物では、法第九十条の三に規定する工事中の安全上措

置等に関する届け出対象の建築物です。 

次に、法八条の維持保全ですが、これは建築物の所有者、管理者又は占有者は、

その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持する規定であり、更

に法十二条において報告、検査の義務が課せられております。 

この報告、検査の義務の特定行政庁へ定期報告の義務は、所有者が不特定多数の

人が利用する建築物又は公共性の強い建築物は、安全性や適法性を確保するため、

定期的（１年又は３年）に有資格者に調査・検査させて報告する義務を定めており、

特定行政庁等が報告を求めることができる規定としては、所有者、管理者、占有者、

建築主、設計者、工事監理者、工事施行者は、建築物の敷地、構造、建築設備、用

途又は工事の計画、施工状況を行政庁の求めに応じて報告する規定です。 

次に、法第八十五条の非常災害時に仮設建築物に対する制限の緩和の規定ですが、

これはあくまでも、非常時の対応であり、基礎は一般建築物と同様の規定がありま

すが、基礎を除く構造計算規定（施行令３章８節）の適用がありません。ただし、

簡易建築物（構造上）とは意味が異なりますので、ご注意下さい。この規定の仮設

物の種類は、①災害時の応急公益仮設建築物で存続期間が 大２年、許可は必要、

確認申請は不要、②仮設興行場、仮設店舗等の建築物で 大１年、許可は必要、確

認申請は要、③工事現場の仮設建築物（事務所、下小屋）で工事期間中、許可は不

要、確認申請は不要があります。 

後に、法九〇条工事現場の危害の防止ですが、対象工事としては、新築、増築、

改築、移転、模修繕、模様替、除去があります。この対象工事の必要な措置として

は、地盤の崩落、建築物又は工事用仮設の倒壊等における危害の防止であり、措置

の種類としては、仮囲い、根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止、基

礎工事用機械等の転倒による危害の防止、落下物に対する防護、建て方、工事用材

料の集積、火災の防止があります。 
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タイトル「工事監査の指摘事項について」 

建設局土木部工事課道路工事三係長 吉田 寿憲 様 

 私は、建設局土木部工事課道路工事三係長の吉田です。私から「工事監査の指

摘事項」について説明いたします。 

 まず、工事監査の指摘事項についてですが、この指摘事項は、地方自治法に基

づいて設置されている「監査委員（札幌市は４名）」が定期監査の中で行う工事監査

の中での指摘事項です。 

監査は、行財政の公正で効率的な運営を確保するために、財務に関する事務の執

行や地方公営企業などの経営に係る事業の管理が関係法令や予算に基づき適正に行

われているかどうかを主眼に確認するもので、この確認（チェック）を行う独任制 

の機関が監査委員です。 

 この監査委員の補助として実地調査などの業務に従事する機関を監査事務局とい

います。 

 札幌市の監査事務局は、局長以下２７人の職員が配置され、監査第一課、監査第

二課と特別監査担当課で構成されております。 

 監査事務の流れですが、まず計画（年間監査計画、実施計画）かあり、次に監査

の実施（資料の提出要求、実査の実施、監査報告書の作成）次に報告・公表（監査

報告書の審議・決定、監査結果の講評、監査報告・公表） 後に措置の公表（措置

状況報告の受領、措置通知事項の公表）となります。 

 工事監査での指摘事項とは、定期監査（工事）報告書での指摘項目です。事例を

上げて説明します。 

 まず、事例１建設副産物の適正な処理についてです。 この中で特に「産業廃棄

物の運搬・処分に関する委託契約書の写しが、施工計画書に添付されていなかった」

と指摘されました。 

 次に、事例２写真管理基準を順守すべきものについてです。この中で特に「写真

管理基準では、撮影月日等の必要事項を記載した小黒板を写しこむこととなってい

るが、撮影月日が記載されていない。（または撮影月日のみ記載）」との指摘です。 

 次に、事例３現場施工を適正にすべきものについてです。この中で「オーバーレ

イ工事において、施行区間内に橋梁があった場合に、伸縮装置の上に舗装を施工し

ていた。」と指摘されました。 

 次に、事例４土留め工を適切にすべきものについてです。この中で「地盤の掘削
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において、深さ１．５㍍を超える場合には土留め工を施すこととなっているが、埋

戻し作業において、１．６㍍あるのにもかかわらず、土留め工を撤去して作業して

いた。」と指摘されました。 

 その他の指摘事項としましては、施工体制台帳の整備についてです。施工体制台

帳については、建設業法で「施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領」で

定められているのも関わらず、義務付けられていない個人情報を含む現場作業員名

簿等を添付するなど要領に従って処理されていなかった。今後は、提出用と手持ち

用とを明確に分けて整理・保管することと指摘されていた。 

 その他の意見として、報告書等の製本については、「札幌市環境方針」に基づき、

業務に支障のない限り両面印刷をすることとなっているにも関わらず、竣功書類の

大部分が片面印刷であったこと。また。冬期における歩行者道路の安全確保の取り

組みについて、「小学校に隣接する道路の歩道が狭小で、冬期においては積雪により

歩道機能が失われるため、道路と並行する公園内の園路を除雪し、歩行者の安全確

保を図っていた。」や「公園の園路を柔軟に運用し、歩行者の安全確保に資すること

は大変有効であり、その取り組みは評価できる。」とのお褒めの言葉もありました。 

 

タイトル「維持・更新の時代を迎えた北海道の舗装」 

（社）北海道舗装事業協会 専務理事 小笠原 章 様 

 私は、北海道舗装事業協会の専務理事の小笠原です。本日は、舗装工事の現場

研修にお招き頂き大変光栄でございます。札幌市の舗装工事の現状ということであ

りますが、北海道内専門の協会ですので、北海道の話が中心となります。しかし、

実状は、札幌市と北海道では大差ありませんので、話を進めさせていただきます。 

現在、北海道開発局が監理する国道延長は、約６，６００ｋｍです。寿命と言わ

れている約４０年前の延長は、約５，２００ｋｍで、約２０年前は、約６，２００

ｋｍで寿命を迎えた舗装が急速なペースで増加しております。更には、近年老朽化

に加えて寒さ・雪・チエーンなどで痛めつけられる舗装は、春にはボロボロになる

ことも珍しくありません。 

道路の予算削減と老朽化は、まず①速度低下、安全低下②騒音増大、振動増大③

荷傷み、車の痛みをもたらし、結果的に舗装のひび割れ率の増加、路面の傷みへの

苦情等の増加により、①環境悪化②安全低下③生産性低下を招き、更には、ァスフ

ァルト合材出荷量の低下（採算ラインを割る）し、地域舗装会社が衰退し、 終的
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には「道路のメンテナンスに赤信号」となります。 

北海道開発局の調査では、2008～2010 間のひび割れ率は、２５％アップ、2009～ 

2011 間での予算削減と意見等通報の比較では、予算が２０％削減されると通報が２

倍になる結果が出ました。 

次に、融雪期におけるポットホールの発生メカニズムについて説明します。まず

現状の道路状況ですが、①もともとひび割れや欠陥部の存在、底面側からのひび割

れで混合物層を貫通しているひび割れの状況が②路盤内および路床に侵入した水に

よって、路盤層上面が泥濘（ぬかるみ）化して空隙の発生や支持力低下が起こる③

路盤内および路床に侵入した水が凍結融解作用によって隆起や沈下を引き起こす。

ひび割れが進展し、骨材が飛散し始める。層間剥離を伴いつつ、ポットホールが発

生④混合物層全体が飛散し、ポットホールが拡大する。損傷が路盤層で達して路盤

材が飛散し始める。このようにして、ポットホールが発生します。 

これからの舗装の長寿命化と効率的な維持管理を目指すために①道路の維持管理

のありかた②耐久性向上に向けた新たな取り組み③長期保証工事④アセットマネジ

メントの時代とうについて更に検討して行く必要があります。 

更に、それらの検討課題をベースに今後の国道の目指すべき維持管理のありかた

については、国道の維持管理基準を設定し進めて行くこととしております。 

国道の維持管理基準の詳細は、１巡回 原則２日に１回 ２清掃 路面清掃原則 

年１２回（三大都市内）、年６回（ＤＩＤ地区内） 歩道清掃 原則落葉対策を除

き実施しない。３除草原則年１回 ４剪定 高木・中低木 原則３年間１回 寄植 

原則年間１回 ５除雪 新雪除雪は５～１０㎝を目安に実施 凍結防止剤散布は

20ｇ／㎡を目安に実施 という基準です。 

寒冷地舗装の耐久性向上に向けた施工の工夫例をご紹介します。 

これは、北海道開発局が設置しました「北海道における道路舗装の耐久性向上と

補修に関する検討委員会」から示されたものですが、まず、加熱舗装合材施工時の

工夫事例ですが、①プラント混合、合材出苛時の工夫としては、合材運搬車に車両

遠隔管理システムを配備し運行状況を把握し、待機等による温度低下を減少させる。 

②加熱舗装合材の運搬時の工夫としては、ァ）ダンプトラックの荷台側面を断熱

性の高い枠などで囲って舗装合材の温度低下を防ぐ。イ）保温性の高い特殊保温シ

ートを上掛けに使用した二重シートとし、運搬車の荷台合材を保温する。ウ）荷台

への合材の付着を防ぐために使用する付着防止剤には鉱物油系を用いず、植物系を
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使用してアスファルトの溶出を防ぐ。③敷き均し・締固め時の工夫としては、ア）

車載型放射温度計を転圧機械に設置して、転圧温度の管理の徹底を図る。イ）高締

固め型フィニッシャーを使用して締固め度を確保する。ウ）転圧回数管理システム

を使用して、リアルタイムに転圧箇所、回転数を管理し、ムラのない均一な転圧と

締固め度を確保する。その他の工夫としては、ア）縦目地部にゴム入り乳剤を塗布

した後、継ぎ目加熱用のジョイントヒーターを使用して継ぎ目部の付着力の向上を

図る。イ）改質乳剤を使用して層間付着力の向上を図る。ウ）スクリード加熱装置

を設置したアスファルトフィニッシャーを使用して均一な舗設面の確保を図る。 

次に、舗装補修（パッチング）の耐久性向上に向けた取組事例としては、ア）路

面欠損部の補修作業は、箇所が点在し、移動中の合材温度低下を防ぐ対策が重要で

あるため、舗装合材の運搬は、ガスバーナー式合材保温箱を車載したトラックで運

搬し、舗装の品質低下を防ぐ。イ）パッチング施工において、解放温度５０℃以下

で管理することにより初期わだち掘れを軽減する。ウ）乳剤を塗布した後、養生を

念入りに行い既設舗装と接着を向上させる。エ）既設舗装とのなじみを向上させる

ため、既設舗装を加熱してから、乳剤を塗布する。オ）舗設箇所の端部をタイヤロ

ーラーにて重点的に転圧し転圧不足を解消する。 

また、この検討委員会でポットホールの補修方法の調査を実施しております。 

更に、北海道開発局では、舗装の長期保証工事ア）５年後の路面状態について、

保証基準値を定める、イ）満足できない場合には、違約金又は回復措置を求める。

や舗装マネジメントシステム（ＰＭＳ）やライフサイクルコスト（ＬＣＣ）を導入

し、舗装のアセットマネジメント時代と移行しております。 

 

タイトル「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインについて」 

財政局管財部工事管理室技術確認担当係長 長野 素行 様 

ただいまご紹介をいただきました、札幌市財政局管財部工事管理室技術確認担当

係長の長野でございます。 

私のほうから、この研修のタイトルでもあります「社会保険の加入に関する下請

指導ガイドラインについて」説明させていただきます。このガイドラインは、平成

２４年１１月施行されました「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの制

定について」（国土交通省）を大まかに内容を復習するものであります。 

まず、第一点目のこのガイドラインの趣旨でありますが、建設産業においては、

法定福利費を適正に負担しない企業（保険未加入企業）が存在し、技能労働者がい
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ざという時の公的保証が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、適

正に負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況が生じている。この

対策に際して「建設産業全体として枠組みを整備し、行政、元請企業及び下請企業

が一体となって取り組んでいくことが必要となったため、ガイドラインを設定した

ものであります。 

次に第二点目の元請企業の役割と責任ですが、まず 初に総論といたしまして、

元請企業は、請け負った工事の全般について、下請企業よりも広い責任や権限を持

っていることから、下請企業の企業体質の改善について、元請企業も相応の役割を

分担する。下請企業の保険未加入状況を改善していくためには、元請企業において

下請企業の保険加入を指導する役割を担う責任があるということであります。 

次に、協力会社を通じた指導等でありますが、元請企業としては、様々な機会を

とらえて協力会社の社会保険に対する意識を高めることが重要であり、具体的には

次の取組を行うべきである。ア）協力会社の社会保険加入状況について定期に把握

を行うこと。イ）協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を行うこと。 

ウ）適正に加入していない協力会社が判明した場合には、早期に加入手続を進める

よう指導すること。 

 次に、下請企業選定時の確認・指導等でありますが、元請企業は、下請企業の加

入確認及び選定にあたっては、適切に社会保険に加入していない建設企業は法令を

遵守しない不良不適格業者であることを踏まえる必要がある。このため選定の候補

となる建設企業について、未加入である場合は、早期に加入手続きを進めるよう指

導すること。また、確認方法としては、保険料の領収済通知書等関係資料のコピー

を提示させる。遅くとも平成 29 年度以降においては、適用除外でないにもかかわら

ず未加入である建設企業は、選定しないとの取扱いとすべきである。 

 次に、再下請負通知書を活用した確認・指導等でありますが、特定建設業者たる

元請企業は、再下請をする場合は、下請負人から再下請通知書が提出されます。こ

の再下請通知書については、規則第 14 条の４の規定の改正により、記載事項に健康

保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況に関する事項が追加されましたので、

特定建設業者においては、下請負人の社会保険の加入状況を確認することが可能と

なりましたので、この確認の結果、適用除外でないにもかかわらず未加入の場合は、

先に説明しました下請企業選定時の確認・指導等と同様に指導して下さい。 

 次に、作業員名簿を活用した確認指導等でありますが、施工体制台帳及び再下請

通知書に関する規定の改正に合わせ、保険の名称及び被保険者番号の記載欄が追加

されておりますので、この作業員名簿を活用することで、加入状況を把握すること

が可能になりました。これを受け、元請企業は、新規入場者の受け入れに際して、

作業員名簿の社会保険欄を確認して下さい。未加入作業員を発見した場合は、作業

員名簿を作成した下請企業に対し、適切な保険に加入させるよう指導していただき
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たいと思います。遅くとも平成 29 年度以降においては、適切な保険に加入している

ことが確認できない作業員については、元請企業は、特段の理由がない限り現場入

場を認めないとの取扱いとすべきであります。 

次に、施工体制台帳の作成を要しない工事における取扱いですが、これは建設業

施行令で定める金額を下回る台帳作成が義務付けられていない場合の工事の取扱い

のことです。この義務付けられていない工事といいましても、建設工事の適正な施

工を確保する観点から、元請企業は、規則に準拠した施工体制台帳の作成等が勧奨

されておりますので、元請企業は、適宜の方法によって把握し、未加入の場合は指

導を行うことが望ましい。 

次に、建設工事の施工現場等における周知啓発ですが、建設工事の施工現場にお

いては、社会保険加入に関するポスターの掲示、パンフレット等の資料及び情報の

提供、講習会の開催等の周知啓発更には協力会社組織を通じた保険の周知啓発や加

入勧奨を行うこと。 

次に、法定福利費の適正な確保があります。保険料は、建設業者が義務的に負担

しなければならない法定福利費で、建設業法に規定する「通常必要と認められる原

価」に含まれる。このため、元請負人及び下請負人は、見積時から必要経費として

適正に確保する必要がある。従って、法定福利費相当額を含めない額で請負契約を

締結した場合には、建設業法の「不当に低い請負代金の禁止」に違反するおそれが

あります。 

第三点目の下請企業の役割と責任でありますが、社会保険に関する法令に基づき

ますと、作業員の保険への加入義務を負っているのは本来的には雇用主であるため、

保険加入を徹底するためには、建設労働者を雇用する者、特に下請企業自らが積極

的にその責任を果たすことが不可欠であり、労働者である社員についての加入手続

きを適切に行う必要があります。なお、事業主が労務関係諸経費の削減を意図して、

これまで雇用関係にあった労働者を対象に個人事業主として請負契約を結ぶことは

避けるべきであり、請負契約の形式であっても実態が雇用労働者であれば、偽装請

負として職業安定法等の労働関係法令に抵触するおそれがあることに留意する必要

がある。また、下請企業は、元請企業が行う指導に協力する。この協力は、元請企

業が行う指導の相手方として指導に沿った対応をとることにとどまらず、元請企業

による指導の足りないところを指摘、補完し、これを分担するとともに、再下請企

業の対応状況について元請企業に情報提供することなども含まれる。 

第四点目の施行期日等でありますが、先ほどもご説明いたしましたとおり、この

ガイドラインは、平成 24 年 11 月 1 日から施行されました。このガイドラインの施

行前に元請企業が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前

の例による。本ガイドラインは、社会保険未加入対策の開始当初（平成 24 年度から

平成 25 年度までの概ね２年間）における取組を中心に記載したものであり、今後、
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建設業における社会保険の加入状況や本ガイドラインに基づく取組状況等を踏まえ

て必要があると認めるときは、ガイドラインの見直しなど所要の措置を講ずるもの

とする。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

会 員 の 投 稿  

 旅       投稿者 花井 俊文（㈱花井柳川） 

三泊四日の就学旅行（平均年令推定 70 才以上） 

信金二年に一度の旅行会主催、私は初めての参加です。三月三日早朝雪掻きで始

まった旅行は千歳空港で見聞きした道東に於ける猛吹雪での痛ましいニュースでし

た。風邪気味でもあった為沈んだ気持ちで搭乗口へ。 
 初日は関空からベテランバスガイドの明るさで旅を楽しむ気持ちへと切替えて

奈良東大寺へ向かいました。若草山と三笠山が同じ山と聞きビックリです。公園内

の鹿の糞を踏まぬ様に大仏殿へ。私は、45 年前の修学旅行以来です。50 年・60 年

と言っていた先輩も大勢いました。プロ案内人の説明を聞きながら一廻りし商店街

でのショッピング、京都のホテルへ向かう。 
 二日目は、北野天満宮、厚さ 20 センチ以上の杉の皮葦屋根の上を苔が覆って

いました。驚きでした。東寺五重塔へ。日本建築の素晴らしさ又運良く一階内部を

見学し（日常は見学できない）世界に誇る技術の一端を覗くことが出来ました。平

等院は修復工事の為残念。その後、醍醐寺を見学、市内のホテルへ向う。夕食二人

の舞妓はんの舞とお酌で盛り上がります。舞妓・芸妓の世界も不景気の様で、舞妓

から芸妓になるのも大変だと、20 才過ぎても芸妓になれないそうです。 
 翌朝新幹線で東京へ。富士山が見たくて喫煙室でねばりましたが見ることが出

来ませんでした。東京駅を見学し、スカイツリーへ向かう前に浅草寺・仲見世を見

学。スカイツリーはその道程に初めて見ることが出来ました。東京タワーを眼下に

450 メートル確かに高い。新宿副都心、六本木ヒルズ、東京ゲートブリッジ等を遠

くに見ることが出来ました。夜は楽しみにしていた屋形船での夕食とナイトクルー

ズ。揚げたてのテンプラ、隅田川から見上げるスカイツリー５色の電光（東京オリ

ンピック招致に為）ベイエリア・お台場の夜景・期待を裏切ることなく楽しめまし

た。写真撮影会も終わりベテラン演歌歌手によるカラオケ会場と化します。せっか

く東京へ来たのだから銀座へと若手三名で（平均 65 才推定）出陣。（ホステスさん

が札幌出身でした）浅草のホテルの部屋の真正面にスカイツリー。たそがれ時・朝

日の中スカイツリーの多彩さを見、感応しました。 
 終日は鎌倉の大仏を、その前に江ノ電に乗って長谷寺へ。梅が咲いていまし
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た。湘南を走る電車でテレビ・映画でお馴染みの海岸が見えると思っていましたが、

長谷駅の先へ行かないと湘南海岸は見えないと聞かされガッカリ。奈良の大仏で始

まった旅も鎌倉の大仏で終わりと思っていましたが、鶴岡八幡宮を 後に羽田へ向

います。新幹線の喫煙室からも、スカイツリーからも見ることが出来なかった富士

山を、鎌倉へ向う車内から鑑賞する事が叶い、申し分のない旅となりました。 
 29 名の修学旅行。一日９千歩～１万歩強行軍。大人の修学旅行、ガイドさんの

旗の下にゾロゾロと少し恥ずかしく、又大いに楽しみました。 

 
 

 近 の 会 議 か ら  
○ ６月定例役員会 

６月１２日午後定例役員会が開催され、 初に新入会員の事後説明を総務委

員長、副委員長欠席のため事務局から、また、先に行われた「安全大会」につ

いて、千葉安全委員長から、５月に実施した「現場技術者研修会」について、

鈴木建築技術委員長から報告され、今年度の事業費の進捗状況、また、今後行

う予定の関係各部との「意見交換会」の議題について、事務局から説明されま

した。 

   


