立命館大学

滋賀 建設会 総会が 七月二 十四 日に
恒例 となっ た琵琶 湖ホテ ルで盛 大に
開催 され ました 。
席上、 挨拶を させて いただ き、そ
の中で 、南郷 のアク ア琵琶 で案内 ボ
ラン テ イア をし て い る こと に 触 れま
した ところ 、この たび、 アクア 琵琶
を紹 介する 機会を いた だき、 このよ
う に、紙 面の一 部をお 借りす ること
となりま した。
琵琶 湖から 瀬田川 を５キ ロ下っ た
ところ に１ １０年 前に建 設され た南
郷洗 堰（旧 堰）の 左岸側 に琵琶 湖総
合開 発事 業の完 成を前 に建設 された
アクア琵 琶が、 今年で ２３年 目を 迎
えてい ます。
琵琶 湖と淀 川の治 水と利 水につ い
てさ まざま な角度 から紹 介する ため
のコ ミュニ ケーシ ョン スペー スを目
指 して無 料で公 開され てきま した。
しかし 、国の 施策の 変更の ため、
土曜・日曜 祝
･ 日の開館が困難とな
り、三 カ年 間、週 日のみ の開館 で、
来館者が激減する状況が続きまし
た。

滋 賀 建 設 会 だ より
はじめ に
滋賀建設会会長・
石 田良 明
滋賀 建設会 の皆 さん、 日頃は 当会
の活 動にご 理解・ ご協力 を頂 きあり
が とうご ざいま す。
お陰様 を持ち まして 伝統あ る会長
職の２ 年目を 務めさ せて頂 いてお り
ます。
７ 月２４ 日の総 会・懇 親会に は多
くの 来賓の 方々 や会員 の皆様 のご出
席の元、 今年も 盛大に 開催す ること
が出来 ました 。これ は会員 の皆様 の
当会に 対する 熱い思 いの表 れと 、感
謝し ており ます。
さ て、例 年です と総会 前に「 建設
会 だより 」を発 行する 予定で ありま
したが、 諸般の 事情に より 発行が 遅
れたこ とをお 詫び致 します 。
その 代わり と言え ば何で すが、 今
号は いろい ろな世 代の方 に無理 をお
願い してご 寄稿 を頂き ました 。
また、
新会員全 員の紹 介をす ること ができ
ました 。
今年 度は新 たに『 現場見 学会』 を
計画 してお ります ので、 開催の 日時
や見 学箇所 などの 情報を 滋賀 建設会
の ホーム ページ に掲載 致しま すので
時々ＨＰ をご覧 くださ い。
引き続 き、 当会の 活動に ご理解 と
ご協力 をお願 いす るとと もに会 員の
皆様 のご健 康とご 活躍を 祈念し てお
りま す。
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊
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平成２ ６年４ 月から 、各方 面の要
望を受 けて土 曜、日 曜、祝 日も公 開
する方 針が採 用さ れ、同 時に、 案内
ボ ラン テ イア の 制度 が 取 り 込ま れ た
もの です 。
案内ボランテ イアには 、昨年度は 、

二十名 の人達 が公募 に応じ 、休日 の
開館が 復活し た結果 、昨 年四月 以来
八月 で休日 の来館 者が一 万人を 数え
るこ ととな り、開 館を 要望し た一人
と して、 成果を 喜んで います 。
ここで 、アク ア琵琶 の展示 に関 し
て琵琶 湖・瀬 田川洗 堰の管 理に関 係
する基 本的 な事項 を紹介 します 。
①琵 琶湖 の水位
鳥居川 水位観 測所（ 瀨田唐 橋の上
流に設 置）の ０点の 高さを 琵琶湖 の
基準水 位とし て、琵 琶湖 周辺の ５点
の観 測所（ 片山・ 彦根・ 堅田・ 三保
ケ崎 ・大溝 ）を平 均し た値が 琵琶湖
の 水位と して公 表され ていま す。
②琵琶湖 の水位 管理
瀬田 川洗堰 操作規 則で定 められ て
います 。
③洗 堰の操 作
非 洪水期 に は、プ ラス３ ０セン チ
までの水 位を維 持する 操作が 行わ れ
ていま す。
④洪水 期
六月 一六日 ～十 月一五 日には 、マ
イナ ス２０ ～３０ セン チに下 げて洪
水 に備え 、洪水 後には 、プラ ス１・
４ｍの計 画高水 位に 対して プラス ２
・６ｍ の高さ の湖岸 堤・管 理用道 路
により 洪水 を防御 するも のとさ れて
いま す。ま た、湖 岸堤内 の内水 につ
いて は、 琵琶湖 の周辺 １４箇 所に設
置された 内水排 除施設 で排水 が行 わ
れてい ます。
⑤流水 の正常 な機能 の維持 並び に水
道用 水及び 工業用 水のた めの操 作
高 山ダム 、青蓮 寺ダム 、日吉 ダム
か らの供 給と合 わせて 枚方地 点で
かんがい 期には 、毎 秒
立方
186.51
メート ル、非 かんが い期に は、毎 秒
169.71立 方 メ ー ト ル の 水 量 を 確 保
する ものと されて います 。
⑥琵 琶湖 総合開 発事業
昭和４ ７年か ら２５ 年間に わたり
実施さ れた事 業によ り 琵琶湖 開発事
業（水 資源開 発公団 が実施 ）とし て
湖岸 治水、 淀川水 系の治 水、下 流域
への 都市用 水の新 規供給 （ 毎秒４ ０
立 方メー トル） 事業と 琵琶湖 及びそ
の周辺で 地域開 発 （国、 県、市 町村
等が実 施 ）
の事 業が実 施され ました 。
⑦琵琶 湖から 出て 行く人 工の水 路
宇 治発電 所の ための 取水路 が洗堰
上流 ５０ ０ｍの 右岸側 にあり 約１１
キロを下 って発 電され た後に 宇治川

へ還元 されて います 。
（水利権は毎秒 61
立方メートル ）。
琵琶 湖疏 水は、明治 時代 から三 保
ケ崎 地点で 取水さ れ、 京都市 へ運ば
れ て、水 道用水 等に利 用され るとと
もに、京 都が 日本で 初めて の水力 発
電と電 車の発 祥の地 となり ました 。
（水利権は、毎秒 23.65
立 方 メート
ル）
。
平 常時に は、洗 堰と 宇治発 電所及
び琵琶湖 疏水の 合計の 水量が 琵琶 湖
から出 て行く 放流量 であり 、ダム 群
と瀬田 川洗堰 の総合 的管 理が淀 川ダ
ム統 合管理 事務所 （枚方 市）の もと
で調 整され ており 、洪 水時に は同様
に ダム群 と瀬田 川洗堰 の操作 が調整
されて、 琵琶湖 及び 下流の 洪水の 安
全な処理が行われているところで
す。
ア クア琵 琶には 、
洗 堰の操 作模型 、
瀬田 川の 改修前と改 修後 の比 較模型
が展 示 さ れ 、 ま た 、 ３
プリンタ
D
ーで作成 された 琵琶湖 流域の 立体 模
型が好 評です 。
戸外 の雨た いけん 室では 、世界 一
の降 雨体験 が子供 達の 人気を 集めて
い ます。
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊
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四五年のおもい
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サラ リー マン生 活に終 止符を 打っ
て、 起業せ ざる をえな い状況 におか
れ たのは 、結婚 したそ の年の 年末の
事でした 。今 から思 えば若 すぎた の
でしよ うか、 先が見 えなか ったの で
しょう か、 結婚の ため勤 務先の 社長
を始 め皆さ んのお 世話に なり資 金を
用 意して いただ き土地 を購入 し家を
新築しま した。 そのこ とに より、 同
居の両 親の支 えもあ りまし たが生 活
が立ち いかな くなり 起業 を思い 立っ
たの が今日 より４ ５年前 の昭和 ４５
年の 事であ り創業 の年 であり ます。
そ れ以 降、電 気部品 会社の 加工、
水道工事 会社 の下請 け等で ５年が 経

過した 後、元 勤務先 の下請 け工事 で
お世話 になる 事とな りま した、 折下
の琵 琶湖総 合開発 で業界 は活況 を呈
して いまし た、そ んな 中、下 水道工
事 を得意 とする 元請の 指導の ノウハ
ウが後の 我が 社の基 本とな り得意 と
する工 事とし て民間 工事の 営業、 官
公庁の 入札 参加申 請へと 元請業 者と
なる べき手 続きを 進めて きまし た。
法人設立は昭和６１年４月でし
た、当時 はバブ ル景気 が地方 にま で
波及し ている 頃で公 共事業 、民間 投
資も今 日では 考えら れな いよう な規
模で 工事の 発注が おこな われて いま
した 。その ような 状況 による 工事価
格 の高止 まりで 我々の 業界に おいて
もバブル 其のも ので した。 工事の 原
価管理 の概念 さえな くても 事業の 運
営に支 障を きたす ことは ありま せん
でし た。し かし其 の後の 長い試 練の
洗礼 は予 想外の ことで ありま した。
平成の 初めの バブル 崩壊、 業界の
工事受 注に絡 む不祥 事、不 況の際 の
公共事 業費の 増額に よる景 気回 復措
置効 果の鈍 化等々 で我々 業界に 対す
る国 民の目 が大変 厳し くなっ てきま
し た。そ の上、 世界経 済の変 動が地
方の零細 企業に まで 影響を 与える こ
ととな るのを 初めて 実感と して感 じ
ました 。

それ 以降、 所謂 建設業 界の失 われ
た十 五年、 二十年 が過ぎ アベ ノミク
ス により 少し明 るい兆 しが見 えてき
たような 気がし ます が、そ の持続 性
と担い 手三法 の地方 自治体 に於い て
の早期 の実施 に大 いに期 待した いと
思わ ざるを 得ませ ん。
技 術者不 足、技 能者不 足に よる工
事受注が 躊躇さ れる状 況を克 服し社

業の発 展に努 力する のが我 が社の 緊
急の課 題であ ります 。
本年 設立 三十年 をお陰 様で迎 える
こと ができ ました 、此 れを期 に第一
線 を退き 側面よ り社を 支えて 行きた
く思って いま す、皆 様方の ご指導 ご
鞭撻の 程よろ しくお 願い致 します 。
＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊

趣味の土木巡り

年卒 中谷惠剛
S48
エ(イト日本技術開発 )

『土木』が立命館から消えて久
しい が、世 の中に は経済 活動・ 生活
を 支える 土木が あふれ ている 。
何処に行くにも道路や鉄道を利
用する し、視 界から 建築物 と車を 消
し去り 、地下 のパイ プラ インも 含め
意識 してみ ると、 永年に 亘る積 み重
ねと 、在っ て当た り前 の空気 みたい
な ものと 改めて 感じる 。
分類すると農業土木になるが、
食糧＝ 米づく りに苦 労した 歴史の 中
で用水 確保 のため の施設 も興味 深い
もの がある ので紹 介する 。
ＢＫＣへのアクセス拠点である
南草津駅 西側広 場に円 筒分水 なる も
のが鎮 座して いるの をご存 じだろ う
か。矢 橋辺り の琵琶 湖か らポン プア
ップ し、こ こで農 業用水 と水道 用水
（多 分ロク ハ浄水 場へ ）に分 けてい
る。
約２キロメートル南東の方には
小規模な円筒分水も設置されてお
り、市 街地 が拡大 を続け る現代 にあ
って は現地 に説明 板でも 設置し ては
どう かと おもう ところ である 。
一方、階段の手すりにウサギと
カメ、 まんが ・アニ メけい おんで も
有名な 旧小学 校のあ る豊郷 町に ある
もの のご紹 介。
米作りの歴史は用水確保の苦労
の 歴史と も言え る。何 処でも 水争は
あったよ うだが 豊郷 でもご 多分に も
れず苦 労が絶 えなか ったよ うで、 明
治末期 にポ ンプに よる地 下水の 揚水
施設 が２箇 所設置 された 。
電力事情から蒸気を動力とした
イギリス のアー レン社 製『コ ンケ ロ
ル式離 心動ポ ンプ』 なるも のでど う
いうつ てで見 つけて きたの であ ろう
か、 また蒸 気機関 車的に 往復運 動を
回転 運動に 変換し たの であろ うかな
ど 興味は 尽きな い。
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ご存じの方がいらしゃれば是非
ご教示 賜りた い。あ ちこ ち見て 回る
のが 好きな のでじ っくり 研究す るの
はち と苦手 なので す。
所在は石畑（龍ヶ池）と四十九
院（砂山 池） で、い ずれも レトロ な
雰囲気 の建屋 とレン ガ造り の構造 物
がある 。
地表 面（周 辺の田 ）から 数メー トル
掘り 下げ て石積 みで囲 った池 をつく
り、その 中に井 戸を掘 って汲 み上 げ
る仕組 みで、 近くに 大きな 川はな く
犬上川 や宇曽 川・南 川あ たりか らの
伏流 水であ ろうか 。

龍
<ヶ 池

砂
< 山池 >
県内にもまだまだ土木関係のお
宝が たく さんあ るし、 過去に 自分が
関係した 構造物 などた まには 自主 的
点検で 時の経 過を実 感して いる。 こ
れからも方々の様々な見聞（川 、橋 、
堰、 ダム、 鉄道、 木造校 舎、街 道筋
の古 い町並 みなど ）を続 けた い。
土木を経験してきたので余計に
面白くか つ深く 見ら れるの だと感 じ
ている ところ である 。
そうした記録としてダムに関し
ては 時々日 本ダム 協会Ｈ Ｐ・ダ ム便
覧に投稿している（ＨＮ じむにん ）
ので興味がおありの方はご覧下さ

滋賀建設会で教えて
いただいたノウハウ
を ライ フワ ーク
に ！！

い。
から、 昔あん たのこ とが好 きやっ た
ちなみにダムカードなるものが
んやで と、こ の年に なっ て告白 され
存在 し、管 理所で しかも らえな い。
たり 、気楽 なオー プンな 世界が 展開
この カード 集め自 体が 趣味の 方も居
しま す。
る ようだ が、行 った記 録とし て残せ
月
6 に小学校の同窓会を初めて開
るのはい いも のだ。
催しました。 40
数年 ぶりの 懐かし い
出会い となり ました 。わか らない 住
所を、 多く の皆様 に次か ら次へ と繋
いで いただ き、ほ とんど の同窓 生に
案内 を出 すこと ができ ました 。繋い
でいただ いた皆 様に感 謝でし た。 自
分がや ったる との傲 慢な思 いにも 気
づき 、
感謝 の思い で開催 できま した 。
また、 80
歳 を超え る恩師 にも出 席し
てい ただけ 、大変 楽し いひと 時とな
り ました 。後日 、多く の皆様 から礼
状やメー ルを頂 き、 嬉しさ １００ 倍
で、次 回開催 への大 きなエ ネルギ ー
となっ てい ます。
引 き続い て、来 年２月 に、中 学校
ブラ スバ ンド部 顧問の 先生の 米寿記
念の合同同窓会 約
年間の部員を
( 10
対象 を開催すべく、住所録作成、
)
米寿記 念冊子 作成 紙
( 版と ＣＤ版 、
)
奥 只見ダ ム
生演 奏企画 等に着 手しだ しまし た。
<
コン テスト 入賞 >
ゼロ からの スター トで すが、 幹事仲
2014
＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊
間 の熱い 思いで 大変盛 り上が ってい
ます。
滋賀 建設会 様には 、同窓 会開催 に
ついて 、多 くのこ とを教 えてい ただ
きま した。 そのノ ウハウ は私の 大き
な財 産と なって おりま す。そ して、
滋賀建設 会の事 務局さ んや役 員の 皆
さんに大変お世話になりましたこ
年卒 山岡和則
S53
と、改 めて感 謝する 次第で す。
滋
(賀県建設技術センター )
中高 年にな って からの 同窓会 は、
皆さ んが経 験して きた 苦労や 悩み、
喜 びを共 有でき る不思 議なひ と時を
提供して くれま す。 また、 限られ た
予算 会
(費 内
) に収め るため 、イン タ
ーネッ ト情報 等を 駆使し て、様 々な
内容 を安価 なもの に、ま た新た なも
のに 工夫 するの も醍醐 味です 。こん
な同窓会 の事務 局をラ イフワ ーク と
して取 り組ん でいく つもり です。
＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
この 年にな り、何 か人の ために や
って みたい との思 いで、 取り組 みだ
しま したの が、 現職時 代、ま た滋賀
建設会様 等で教 えてい ただい たイベ
ント力を使っての同窓会開催 事
(務
局担当 で
)す 。この年になりますと、
昔懐 かしい 同窓生 との語 らいは 、何
より 楽しい もので す。昔 、鼻 を垂れ
て いた子 や、泣 きべそ かいて いた子
が、今は 実業家 として バリ バリや っ
ていた り、当 時全然 知らな かった 子

久 しぶりの
現場施 工
年卒 南部安 賢
S53
㈱
( 昭建

昭和 53
年 衣 笠学舎 を後に 右も左
も分から ないま ま建設 業に従 事して
早 37
年 が 経過 しまし た。こ の間一
般土木 、舗装 、下水 等のさ まざ まな
現場 で失敗 を重ね ながら こなし てき
まし た。あ るとき は 昼 夜２ 現場を
担 当し車 の中で 仮眠し ている ところ
を巡回中 のお巡 りさ んに起 こされ た
り、あ るとき は下水 道管よ り大き な
転石の 出現に 悪戦 したり 、地下 水の
出水 で下水 道管の 中を這 いずり 逃げ
出し たり、 苦労 したこ とばか り思い
出されま す。
歳月の 流れと ともに 仕事 の内容 も
現場施 工から 支店業 務へと 変化 し、
最近の 10
年 間は 現場 支援、 積算
等内務が主な仕事となっていまし
た。

事務所 発注の 物件で した。
工事 概要は 既設 堤防道 路を迂 回
（別 途施工 ）後、 堤防補 強のた めの
盛土 6,700m3
、 橋台基 礎杭
φ 1,200mm 16
本 、逆 Ｔ式橋 台
㎡
1 、既設護岸取り壊し復旧 550
) 基
という もので した。
現場 施工条 件（必 須条件 ）が 、３
項目 ありま した。
一 ．盛土 施工は 別途 業者施 工の迂
回路供用開始後（ 11
月 10
日
頃）
二．平成 27
年 ３ 月末 での出 来高
を厳 守する こと
三．平成 27
年 ６月 15
日 で 河川
区 域内 での作 業（仮 設材の 撤
去含む ）を完 了させ ること
11月 か ら 施 工 を 開 始 す れ ば 、 何
とか３ 項目 をクリ アでき る予定 で当
初計 画を立 案し 、
準 備を始 めまし た 。
し かし、 現場に 出ると 想定 外の事
態
一．別 途施工 現場 の進捗 の遅れ
で、 盛土開 始が２ 週間遅 れ。
二． 盛土材 料が 購入土 から近 傍現
場 発生土 に変更 。
三 ． 11
月 の 雨のため 盛土の 遅れ 。
が同時に 発生し まし た。
休日 出勤、 残業で 対応し 、何と か
無事に 年度 末の出 来高を 確保で きま
した 。
年度末が終われば 次は６月
15
日に向け て、橋 台の構 築です 。と こ
ろが、 またも 工程を 遅延さ せる事 象
が発生 しまし た。コ ンクリ ート 施工
につ き物の ひび割 れの発 生です 。底
版型枠解体時に 2.5mm
程 度の ひび
割 れを発 見、報 告、経 過観察 、対応
協議
補修（注入工）までに 10
日間を
要し 工程を圧迫してしまいまし
た。 残り３ 回のコ ンクリ ート打 設で
は ひび 割れ対 策とし て誘発 目地、
ひび割れ 抑制シ ート、 養生方 法の 工
夫等で 対応し 、ひび 割れは 発生す る
ものの、幅を 1.5mm
以 下 に抑 える
こと ができ ました 。
６月 15
日 に 護岸ブロ ックの 天端
部 の埋戻 しを完 了し、 予定通 り河川
区域内で の作業 が終 わり、 工期を １
ヶ月残 して完 成検査 を受け ること が
できま した 。
発注 者監督 員のご 指導 、
協力 会社、 担当職 員との 連携、 協力
の賜 物と 心か ら感謝 してい ます。
７年ぶ りの現 場を終 わって 、変化
昨年の ９月１ 件の物 件を弊 社が落
札し、そ の現 場担当 として 赴任す る
ことに なりま した。 実に７ 年ぶり で
す。 担当現 場は瀬 田川洗 堰下流 大
戸川との合流付近に架かる国道 422
号 線のバ イパス 道路橋 梁の下 部工築
造他の工 事で国 土交通 省琵 琶湖河 川

する技 術への 自己研 鑽と、 何事に 対
しても 興味と 関心を 忘れ ないこ とが
何よ りも大 切なこ とだと 思いま す
最 後は、 最近は じめた 趣味の 話で
す 。山登 りを続 けてい ます。 毎年２
～３回１ 泊２ 日で挑 戦して います 。
苦労し て頂上 に立っ たとき の絶景 と
満天の 星空 に癒さ れ、病 み付き にな
って います 。興味 のある 方は是 非ど
うぞ 。も うひと つ 健 康増進 のため
週２回ほど水泳教室に通っていま
す。ま ったく 泳げな かった 私が、 １
００ｍ 個人メ ドレー に挑 戦でき るよ
うに なりま した 。
これ からも 仕事 に 、
趣味 に精一 杯取り 組ん で行こ うと思
っ て い ま す 。（ 添 付 の 航 空 写 真 は 弊
社で購入 したド ロー ンにて 撮影し た
もので す 。
）

＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊

最 近の楽し み

年卒 石田 良明
S55
滋
(賀県土木交通部
水源地域対策室 )

楽 しみ 一（魚 釣り）
以前か ら琵琶 湖のブ ラック バス 釣
りには まって おりま したが 、県の 外
来魚駆 除作 戦の効 果が現 れたの か、
最近 はサッ パリ釣 れませ ん。
知 り合い に誘わ れ、 最近は 「海上
釣り堀」 にはま ってお ります 。三 重
県の南伊勢町まで出掛けるのです
が、
いか んせん 釣りは 朝早く からで 、
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子 育てと仕 事
年卒 門脇宏和
H13

大学卒業後に滋賀県に採用さ
れ、社会 人三年 目の 冬に結 婚しま し
た。同 級生の 中でも 結婚は 早い方 だ
ったの ですが 、私 も妻も 遊びた い盛
りでしたので 30
代 半ば までは 夫婦
で旅 行だラ イブ だスポ ーツ観 戦だと
自由気ま まに過 ごして きまし た。ま
た、職 場の先 輩方の 中には 育児休 業
を取ら れる方 や、お 子さん の病 気で
仕事 を早退 される 方もお られま した
が、 自分に 子供が いない ため 、どこ
か 他人事 でいま した。 一方で お互い
の両親は 、一向 に子供 がで きない 私
たちを 非常に 心配し ていま した。 そ
んな中 、結婚 十年 目にし て第一 子で
ある女児を授かることができまし
た。
妻は出 産を機 に勤め ていた 歯科医
院を退 職し、 専業主 婦とな りまし た
が、私 は前年 度の災 害復旧 工事等 、
工事 や委託 業務の 監督を 二十件 近く
抱え ており 、残業 残業で むし ろ娘の
誕 生以前 より忙 しい生 活を過 ごして
いました 。出勤 ・帰宅 時に は娘が 寝
ている ことが 多くて 殆ど会 えず、 休

日にようやく起きている娘に出会
え、育 児は妻 の指示 に従 うとい う程
度で した。 そんな 中、今 年の四 月に
第二 子の妊 娠が 判明し ました 。この
原稿を書 いてい る時点 では性 別はわ
かりませ んが 、今年 の暮れ に誕生 の
予定で す。妻 のお腹 と娘が 日々大 き
くな ってい く中、 自分の 体のこ とも
まま ならな い中で 娘の世 話をし なけ
れ ばなら ない妻 のため に、九 月から

早出勤 務をす ること にしま した。 四
月に知 事がイ クボス 宣言 したこ とも
あり 、職場 も快く 承諾し てくれ まし
た。 通常の 勤務開 始は 八時三 十分か
ら ですが 、早出 勤務は 七時三 十分か
らとなり ます 。終業 時刻が 十六時 十
五分ま でであ り、娘 を風呂 に入れ る
ために 仕事 を終え られる ように しな
けれ ばなり ません 。これ までも 自分
なり にス ケジュ ール管 理はし ていた
つもりで すが、 あらか じめ残 業時 間
を見込 んだス ケジュ ールを 立てて お
り、今 回は許 されま せん 。金曜 の夜
に自宅で翌週の大まかな目標を立
て、 その目 標を達 成す るため に各曜
日 に何を 実施し なけれ ばなら ないか
を落とし 込んで いき ます。 突発的 に
寄せら れる苦 情の対 応や積 算に時 間
を取ら れて しまい 、残念 ながら 計画
どおりに実行できることは稀です
が、 以前 よりも 仕事の 段取り を考え
るように なった ように 感じま す。 個
人的に は技術 者は現 場に出 てナン ボ
だと思 ってい ますが 、特に 最近 は入
札も 厳しく なり、 些細な ミスで 入札
中止 や契約 解除に なり ますの で、と
り わけ積 算には 業務時 間の大 部分を
費やさな ければ なら ない状 況にな っ
ていま す。毎 日、十 六時十 五分に は
「もう 少し 切りが 良いと ころま で仕
上げ たかっ たな… 」と後 ろ髪を ひか
れつ つ職 場を後 にしま すが、 帰宅す
ると娘が ニッコ リ笑っ て出迎 えて く
れると 、やは り早く 帰って 良かっ た
なと思 います 。
最後 になり ます が、仕 事の質 を落
とさ ずに仕 事にか ける 時間を 減らす
こ とは大 変難し いこと だと感 じてい
ます。ま た、こ れま で自由 気まま に
過ごし てきて いただ けに、 自分の 時
間が無 くなる こと はつら いとこ ろで
はあ ります が、諸 先輩方 からは 「娘
と触れ合えるのはわずかな時期や
し、娘が 大きく なった ら男親 は毛 嫌
いされ るわ」 と言わ れてい ますし 、
むしろ この子 育ての 時期を 楽し んで
やろ うと思 います 。
＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊

ため池の整備に取
り組 んで いま す

泥上げ や草刈 等の維 持管理 及び水 管
理は集 落総出 で実施 して いまし た。
時 代が 流れ 、 本市 は京 阪 神のベッ
ドタ ウンと して発 展し 続け、 宅地化
年卒 村田康行
H14
が 進みま した。 また、 農業所 得の減
大
( 津市産業観光部
少・価値 観の 多様化 等によ り、農 業
田園づくり振興課
従事者 の減少 及び高 齢化が 進むと と
)
もに、 生活 用水や 防火用 水とし てた
め池 が使わ れる機 会が減 少し、 地域
でた め池 を守る ことが 困難に なりま
した。し かし、 近年の 集中豪 雨等 の
異常気 象及び ため池 直下の 市街化 に
より、 ため池 の適正 管理 の必要 性が
更に 増して います 。
こ のよう な状況 の中で 当課で は、
産業観光部田園づくり振興課で
決 壊した 場合に 人命に 被害が 出ると
は、 ほ場整 備事業 ・農業 用施設 の改
予測され るため 池に ついて は、重 要
良 及び改 築・農 業集落 排水事 業等を
水防た め池と して８ ９箇所 を定め 、
行ってい ます。 今回は 農業 用施設 の
定期的 に防 災パト ロール を実施 し、
一部で ある「 ため池 」に関 する取 り
異常 があっ た場合 はため 池管理 者に
組みに ついて 紹介さ せて いただ きま
連絡 を入 れ、対 策につ いての 指示を
す。
行ってい ます。 また、 改修が 必要 な
た め池と は農業 用水を 確保す るた
場合は 、
ため池 管理者 に指 導を行 い 、
め に、水 を貯え 取水設 備を備 えた人
県や国 の補助 金を活 用し、 ため 池の
工の池で す。 水を貯 えてお き、必 要
整備・改修
な時に 耕作地 へ送水 するこ とで、 季
に努めてい
節ごと の水 量の変 化や異 常気象 の影
ます。今後
響を 抑え、 農作物 を安定 して生 産す
はハード面
る ことが できま す。日 本全国 で約２
だ け で な
０万箇所 あり、 特に西 日本で 多く 見
く、ため池
られま す。滋 賀県に ついて は、１ ５
のハザード
５４箇 所のた め池が あり 、その うち
マップを作
大津市には約４００箇所のため池
成していく
（うち当課所有８箇所）があります。
とともに、
ため池管理
者と連携を
取り、集中
豪雨の際の
危機管理シ
ステムを構
築していく
予定です。
さらに、不
要なため 池の処 分・集 約が進 むよ う
にため 池所有 者への 指導を してい く
ととも に、地 域住民 がため 池の 利活
用の 仕方を 考えて いける ような 土壌
づく りに取 り組ん でいく 必要 がある
と 考えて います 。
農林・ 河川・ 道路… 部署が 変わっ
て も 、「 安 全 」 に 関 す る 取 り 組 み は
土木技 術者の 使命 である と考え てい
ます 。住民 の暮ら しを守 るため には
土木 技術 が必要 です。 そのよ うな使
命を持ち ながら 、自己 研鑽に 励み、
一昔 前は、 ため 池は農 業用水 の確
保と いう役 割以外 にも 防火用 水・生
活 用水の 確保と いった 役割が あり、
地域で管 理し、 地域 で守る という 考
え方が 根付い ていま した 。
その ため 、

成長し ていき たいと 考えて います 。
＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

田んぼに囲まれた
生活からビルに囲
まれ た 生活 へ

年卒 磯部 智彦
H17

（ 国土交 通省都 市局
公園緑地 ・景観 課施 設保全 企画係 ）
滋
< 賀県から出向 >

平成 26
年 ４ 月から２ 年契約 で、
国 土交通 省に出 向して おりま す。こ
の 度 の 出 向 で は 、「 一 身 上 の 都 合 に
より～ 」とい う届け を県に 提出し 、
国の職 員とし て働 いてい ます。 出向
先で は、都 市局公 園緑地 ・景観 課の
施設 保全企 画係 に配属 されて おり、
都市公園 行政に 係わる 部署で 、主に
遊具な どの公 園施設 の安全 管理に 関
する仕 事を担 当して います 。ちな み
に、 県から は、県 職員で はない ため
東京 事務所 の県の 寮に入 れな いと言
わ れ、民 間のア パート を借り て生活
していま す。国 の寮に は入 れるの で
すが、 通勤時 間が２ 時間近 くかか る
というありがたいお言葉をいただ
き、 東京で 家探し をする という 貴重
な体 験がで きま した。
全国の 都市公 園にお ける事 故情報
収集や遊 具の 設置状 況、点 検状況 等
の調査 を行い 、現状 や課題 の把握 、
政策 の評価 等を行 ってい ます。 全国
的に 調査す る際、 自分が 地方 公共団
体 あてに 送る１ 通のメ ールで 、もの
すごい数 の自治 体の職 員が 作業す る
ことに なると 思うと 、送信 ボタン を
押す指 が毎回 震えま す。
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釣り仲 間との 集合は いつも 甲賀市 役
所甲南 支所の 駐車場 に朝 ３時。 今年
の釣 果は 、
海上 釣り 堀１回 ＝ボウ ズ 、
マイ カ釣り ２回＝ イカ ６匹と さんざ
んな結果。 10
月 末に再 度海上 釣り堀
にチャレ ンジ 予定。 海上釣 り堀、 侮
る事な かれ！
楽し み二（ 小旅行 ）
こ こ１年 でウサ ギの島 （広島 県大
久野島・ ユ
< ー チ ュ ー ブで 有 名 ）
>、
正倉院展 、夕日 ヶ浦温 泉のカ ニ、 四
日市コ ンビナ ートの ナイト クルー ズ
等々、 目とお 腹を満 たす ためと 家庭
円満 のため 日々努 力して います 。

楽し み三（ 営農組 合）
昨年 度、石 田町 営農組 合（組 合員
名・
） を法人 化し、 個人
. ha
の 機械は 売却、 組合の 大型機 械に集
約。持ち 田は営 農組 合が耕 作。今 ま
でです と田植 えから 田刈ま で全て 個
人が行 って おり、 大変で した。 組合
員の 半数以 上は退 職後の 方で、 平日
はＯ Ｂ、 現役は 土日な どとア ルバイ
ト感覚で 労務作 業に参 加。で も、 収
穫の楽 しみは 変わり ません 。米・ 麦
・豆以 外に野 菜や「 守山メ ロン 」も
生産 。ＪＡ おうみ 富士の 直売所 「お
うみ んち」 にも出 荷。 土なぶ りはい
い ですよ 。
楽しみ 四（Ｈ Ｐ作り ）
きっ かけは 、子供 が少年 野球に 参
加し、 土日の 試合 を仕事 の都合 で応
援に 来られ ない保 護者の ため、 子供
の活 躍を ＨＰで 観ても らうた めでし
た。子供 が高校 の時ま でＨＰ 作り を
続けて いまし たが、 監督か ら相手 に
打力を 知られ るので スコア は乗 せな
いで ほしい と・・ ・トホ ホ。
そ の後は 、職場 の全建 野球や ソフ
ト の試合 を職場 のみん なのコ ミュニ
ケーショ ンツー ルと して時 々作成 。
滋賀 建設会 のＨＰ も頑張 って更 新
します ので、 ネタ の投稿 をお願 いし
ま す 。（ 愛 知 県 衣 笠 会 の Ｈ Ｐ は ゴ ル
フコ ンペ の話が 多いな ど多種 多様）
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また、 公園施 設の安 全管理 に関 す
る基準 や公園 施設の 老朽化 対策等 に
つ い て も 担 当 い て い ま す 。「 都 市 公
園に おける 遊具の 安全確 保に関 する
指針 」の改訂（平成 26
年 ６月 ）、
「公
園施設の安全点検に係る指針（案 ）」
の策定（平成 27
年 ４ 月） に係わ る
仕事も させて いただ きまし た。 老朽
化対 策につ いては 、道路 ・河川 等も
含め た社会 資本全 体の 大きな 課題で
あ り、社 会資本 整備審 議会等 で国土
交通省と して検 討を 行って いると こ
ろです 。その 中で、 都市公 園にお い
て適切 な維 持管理 ・更新 を実施 する
ため 、基準 類の整 備、デ ータベ ース
構築 等の 検討を 行って います 。
さらに 、公園 事業に 関する 要望対
応等に ついて 、近畿 地区の 担当を し
ていま す。公 園事業 の場合 は市 町村
の事 業が多 く、ま ちづく りと公 園事
業が 直結し ており 、県 とはま た異な
る 視点で 事業を 実施し ている ように
感じます 。この よう に国、 県、市 町
村のそ れぞれ の視点 に違い を感じ る
場面が ありま す。
最 後に余 談です が、国 土交通 省の
ＯＢ の方 と話し た際に 、その 方は現
役時代に 滋賀県 に出向 した経 歴が あ
り、当 時「磯 部」と いう県 職員と 一
緒に仕 事をし たと伺 いまし た。 私事
です が、自 分の父 親が元 県職員 であ
り、 自分に その県 職員の 面影 がある
と 言われ 、もし かする ともし かする
かもしれ ないと いう ことが ありま し
た。
県か ら外に 出て、 国の立 場で仕 事
をす るとい う貴重 な経験 をさせ てい
ただ いて います が、そ の中で 、改め
て仕事を してい く上で の人と 人との

川砂防 は江戸 時代に 建設さ れた砂 防
群で国 の登録 有形文 化財 に指定 され
てい ます。 この砂 防群の 特徴は 当時
お雇 い外国 人の技 術を 借りて 建設さ
れ た砂防 が多い 中、日 本の城 郭技術
から発展 した 石垣積 技術を 利用し た
もので あるこ とです 。この 砂防堰 堤
群が多 くの 人の命 を土砂 災害か ら救
って きたこ とを思 うと、 砂防の 果た
す役 割の 大きさ を実感 するこ とがで
きました 。
広島といえば平成 26
年 月
8 に大
規模な 土砂災 害があ り、 大きな 被害
を受 けたこ とが今 も記憶 に新し いと
思い ます。 土砂災 害の 被害を 受けた
場 所は私 の実家 からは かなり 離れた
場所では ありま した が、土 砂災害 の
恐ろし さを身 近に感 じたこ とを覚 え
ていま す。 滋賀県 は他県 と比べ て土
砂災 害危険 個所数 は少な いそう です
が、
近 年の異 常な気 象状態 を見 ると 、
安心して はいら れませ ん。砂 防事 業
は土砂 災害か ら人々 を守る 重要な 仕
事であ り、す こしで も人々 の役 に立
てる ように しっか りして いきた いと
考え ていま す。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◇新会員の紹介◇

祐

今 年度新 規に 滋賀建 設会の 会員に
なってい ただい た６ 名にア ンケー ト
に答え ていた だきま した。
①氏 名（卒 業年）
② 職場
③ 担当す る業務
④今の 職場を 希望し た理由
⑤今の 職場の 雰囲気 ・様 子
⑥大 学での 卒研テ ーマ
⑦総 会に参 加し た感想
⑧ これか らの抱 負
⑨ 趣味
＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄
①藤岡

（学卒： H18
・
院卒： H20
）

② 滋賀県 土木交 通部
流域政 策局河 川・港 湾室
③総合 流域防 災事業 およ び補助 障

害防止 対策事 業に おける 予算・
計画 ・工事 執行に 関する 業務な
ど。

靖典 （

H）

④ 県全体 の河川 改修事 業に携 わ
る 事がで き、公 共事業 の全 体像
を把握 できる と考え たため 。
⑤予算 管理、 国市 町との 折衝、 議
会対 応も担 うため 、職場 には土
木技 術だけ でな く、バ ランス 感
覚 に優れ コミュ ニケー ション 能
力 の高 い方が 揃って います 。
⑥卒論 ：ケニ ア共和 国を事 例とし
た ODA
水供給 プロジ ェ
クト におけ る評価 手法の
開発
修 論：イ ンド国 ボパー ル湖 を事
例とし た湖沼 環境改 善プ
ロジェ クトに おけ る評価
体系 の検討
⑦非 常に活 気あ る会合 で、色 々な
フ ィール ドでご 活躍さ れる諸 先
輩 方と交 流す ること ができ て良
かった です。
⑧オ ールド ルーキ ーです が、若 手
先
& 輩方に遅れをとらないよう
持 ち前の 粘り強 さで進 み続け ま
す！
⑨フッ トサル 、読書 、旅行
＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄ ＄＄＄
①桂

②滋 賀県東 近江土 木事 務所

河川砂防課
③河 川・ダ ム管理 担当
④災 害が 多い今 の時代 、土木 は必
要 不可欠 な分野 であり 、自分 が
何 かの 役に立 てれば と感じ たた
め。

⑤なご やかな 雰囲 気でと ても良 い
です 。
⑥歴 史的眺 望景 観の保 全・継 承に
関 する研 究～大 津市を 事例と し
て～
⑦（私 用によ り参加 できま せんで
した 。
）
⑧た くさん のこと を学ん でい きた
い です。
⑨ 旅行
＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄

①岸本

大河 （学卒： H25
・
院卒： H27
）

② 滋賀県 湖東土 木事務 所
道 路計画 課
③改良 計画担 当
④道路 はい つも活 用する もので あ
り、 その事 業に携 ること で大き
な 達成感 を感じ ること ができ る
と 考えた ため。
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下水 道って？

私 の仕事

年卒 佐藤 太紀
H27

つなが りのお もしろ さや大 切さを 感
ました 。
じなが ら働い ていま す。
肝心 な仕事 はとい うと、 全て予 算
＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊
管理や手続き処理等デスクワーク
で、 現場見 学等以 外に 現場に 出向く
こ とがな くさび しい気 もしま す。逆
年卒 和田 大
に日焼け はし ないし 、蚊に 刺され る
H20
滋(賀県琵琶湖環境部下水道課 ) こともないので、屋内の快適な環境
で仕事 がで きるの でいい のかな と思
っ て い ま す 。（ 笑 ） １ 年 目 は 、 先 輩
方に 教わ りなが ら国か らの調 書作成
や細々と した事 務処理 をこな して い
ました 。２年 目は、 下水道 工事積 算
の歩掛本の改定作業を担当しまし
た。 工事の 積算経 験もな いのに 歩掛
の改 定とり まとめ がで きるの か不安
で したが 、経験 豊富な 先輩方 、市町
の方の助 けをい ただ きなが ら業務 を
終える ことが できま した。 まだま だ
知識も 経験 もあり ません が、こ れか
らコ ツコツ と自分 を磨い ていき たい
と思 いま す。
話しは 変わり ますが 、最近 では低
炭素社 会が求 められ ている 中で、 下
水道が 資源・ エネル ギーの 面で 注目
され ていま す。地 味な存 在であ った
下水 道が、 今後大 いに 活躍し ていく
となると期待せずにはいられませ
ん。自分 も今は 芽が 出た？ 出てな い
かもし れませ んが、 いつか 大きく 成
長し活 躍で きるよ うにな りたい と思
って います 。今後 ともみ なさま よろ
しく お願 いしま す。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
県 下水道 課に勤 めだ して１ 年半に
なりまし た。最 初は流 域下水 道、 公
共下水 道って 何が違 うの？ 合流式 、
分流式？？と分からないことだら
け。 それま でまっ たく下 水道に 興味
があ りませ んでし た。 土木は 道路、
河 川、橋 梁など のイメ ージが あった
ので、下 水道 はとい うと、 人の目 に
触れな い地下 構造物 で地味 な印象 。
まさか 下水 道に携 わるこ とにな ると
は思 いもよ りませ んでし た。
以 前はま ったく 見向 きもし なかっ
たマンホ ール。 今では 道路の マン ホ
ールに 目がい くよう になり ました 。
しかも 、下水 道は下 水道 管だけ でな
く、 その行 きつく 先、下 水処理 場が
メイ ン。こ れがか なり 巨大な 構造物
で あるこ とに驚 きまし た。下 水がき
れいに処 理され て琵 琶湖に 流すた め
に様々 な処理 をする ための 沢山の 池
や施設 。下 水道に 携わっ て知り まし
たが 、滋賀 県は琵 琶湖の 環境に 配慮
した 高度 な水処 理技術 や下水 道普及
率からみ ても、 下水処 理に関 して は
かなり の先進 県とい うこと が分か り
滋賀 県大津 土木事 務所河 川砂防 課 )
(
私は 滋賀県 大津 土木事 務所河 川砂
防課 に所属 してい ます。 砂防 担当に
な りまし たが、 大学時 代は河 川系の
研究室に 所属し てお り砂防 に関す る
知識は 全くあ りませ んでし た。
働き 始めた 当初、 いろい ろな砂 防
の現 場を見 学しま した。 砂防堰 堤は
基本 的に山 の中 にある ので、 狭い山
道を車で 登って 行き、 大規模 な砂防
堰堤を 目にし た時の 感動は 大きな も
のでし た。就 職して 砂防の 仕事 に携
わる ことに なり、 以前は まった く関
心の なかっ た砂防 に興味 を持 つよう
な りまし た。
私は滋 賀県に 就職し ました が、実
家は広 島にあ ります 。広島 に里帰 り
した際 、私は 広島 県福山 市にあ る堂
々川 砂防の 見学に 行きま した。 堂々
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）
H18

太紀 （
）
H27

もあり ますが 、多く の仕事 を任
せて もらえ るよう に頑張 りま
す。
⑨ ジムで のトレ ーニン グ
＄ ＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄ ＄＄
①佐藤

②滋賀 県大津 土木事 務所
河川 砂防課
③砂 防担当
④ 大学時 代の知 識を生 かせる ので
は ないか と考 えたの で

⑤活気 があり 、優し い人が 多い
⑥琵琶 湖のナ ウキャ スト システ ム
に関 する研 究
⑦色 々な人 と接す るこ とがで きて

宣土 （
）
H27

良い経 験だっ た
⑧私 は段取 りが悪 いとこ ろがあ る
ので 、し っかり 迷惑を かけな い
よ うにや ってい きたい 。
⑨ 映画 鑑賞
＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄
①大林

② 滋賀県 東近江 土木事 務所
道 路計画 課
③新し くでき る県道 の設計 、監督
員など 。
④車 を運転 する中 で道路 という 身
近な 存在に 興味 を持っ たから 。

⑤ 親しみ やすい 雰囲気 。
⑥ 球形タ ンクブ レース の補 強実験
⑦公務 員以外 の人の 話など を聞い
て勉強 になっ た。
⑧早 く仕事 を覚え る。
⑨お 酒を飲 むこと 。
＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊
編 集 後 記
今回は Ｓ 卒 の安田 さんか らＨ
新規会 員の６ 名まで 、総勢 １６名 の
方にご 協力を 頂い ただき 感謝し てお
りま す。
今 後も「 滋賀建 設会だ より」 が会
員相互の 情報交 換の場 となる よう、
努力し ていく 所存で すので 会員皆 様
のご感 想・ご 意見・ ご要望 の声を お
聞か せくだ さい。

○連絡 先：滋 賀建設 会事務 局
kinugasa@biwako.ne.jp
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
訃
報
谷口 功 様
・
(H26
4)
平尾吉 一 様
・
(H27
9)
ご冥 福をお 祈りし ます。
卒
S39
卒
S33
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⑤熱心に指導してくれる先輩方ば
かり で居心 地の良 い職場 です。

明宏 （

⑥ 生物脱 臭装置 内の微 生物が トル
エ ンガス 除去機 構に及 ぼす 影響
の把握
⑦人生 経験豊 富な 方が多 くいる た
め、 いろん な刺激 を受け ること
がで きる良 い機 会でし た。
⑧ 目前の 業務に 対して 、受け 身で
は なく 自立し て行動 できる よ
う、精 進しま す。
⑨ア ウトド アスポ ーツ（ 主に硬 式
テニ ス）
＄ ＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄＄ ＄＄＄ ＄
①堀川

②滋賀 県甲賀 土木事 務所
道路 計画課
③道 路の改 良計画
④ 大学で 学んだ ことを 活かせ る場
で 働きた いと 思い希 望しま し
た。
⑤些細 な事 でも細 かく指 導して い
ただ き、と ても働 きやす い雰囲
気 です。
⑥ 四万十 式作業 道の導 入よる 木質
バイオ マス利 用拡大 効果
⑦会員 同士の つなが りが とても 強
い印 象を受 けまし た。
⑧毎 日新し いこと だら けで戸 惑い
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