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｜JOB Category｜建設／代表取締役社長

これからの道路の在り方を
模索し続ける

自分たちだけでは完結しないのが面白さ
パートナーシップで課題を解決！

日本にある道路は約122万km。
その中の高速道路や

材料・運搬・機械・品質管理・技術者など、多くの

国道はわずか3.4％ほど。
つまり、
ほとんどが生活道路

専門家が知恵を出し、協力し合わなければ道路は完

で、私たちは生活そのものを支える大切な仕事をして

成しません。あらゆる人が一体となって一つのものを

います。

創り上げるというのが建設業の醍醐味だと思います。

道路が張り巡らされている今、新たな道路をつくるより

そして、裏を返すと課題を解決するのも一体となる必

も、老朽化や災害によって傷んだ道路を素早く修復す

要があります。例えば、締め切りがあり、天候にも左

ることがより求められています。

右される建設業はこれまで長時間労働が課題でした。

だ いご み

ろうきゅう

仕事は楽しくなければならない
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発注者、仕事にあたるメンバー、道路を使う地域の

人の成長無くして会社の成長はあり得ません。そして、

の
SDGs
を
み
取り組 す！
ま
し
ご紹介

人が成長するには「仕事が楽しくなければならない」と
思っています。ここでいう “楽しい” はラクをするとか、
面白おかしいという意味ではありません。やりがいを感

AIを活用し、道路の状態を診断する
「舗装損傷診断システム」
福田道路と日本電気株式会社

人々と連携しながら業務を見直したり、効率化を進
めるシステムを導入したりして、超過勤務や休日出勤
を削減し、プライベートの時間を増やしています。

ほ そう

（NEC）
が 共 同 開 発した
「舗 装
そんしょう

じ、自分自身の成長を実感するような楽しさです。その

損傷診断システム」
。

ために社員が学び・仕事に活かす、まさに探究し続け

市販のビデオカメラを車に取り

福田道路株式会社

海野 正美 社長

ることのできるよう制度を整えています。

付けて撮影した路面の映像をAI

で分析することによって、修復

また、福田道路では仕事だけでなく、社員のプライベー

が必要な箇所を効率よく検出す

トや家族も大切にしています。社員も様々な人に支えら

ることができるようになりました。

れて仕事をしている。その社員を支えてくれている人た
ちも大切にしたいという想いがあるんです。

国土交通省より
第三回インフラメンテナンス大賞
特別賞を受賞！

全国の400を超える協力会社と連携して安全な
道路づくりを目指す「福友会連合会」の広報誌
「Together→s」

また、これからは道路そのもの価値や在り方が変わっ
てくると思います。走りながら電気自動車の充電ができ
るような道路づくりや、地球環境や人々の生活に寄り
※

そう道路づくり など、私たちも日々、道路のこれから
を模索し続けています。
※1976年に設立した
「福田道路株式会社 技術研究所」
にて、長持ちす
る舗装材料・構造の開発、走行時の騒音が出にくい道路などの研究・
開発を行っている。
福田道路社内報「Familyきずな」。家族と手紙
を交換する
「家族のきずな手紙リレー」
という
企画や、家族に向けて仕事を紹介するような
記事を載せています。

100
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据え
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、
けて
いま
す！

iPadを使ったペーパーレス会議。環境に配慮
して紙をできるだけ使わないようにしている。

福田道路株式会社（建設業）
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1970年に創業し、社会基盤となる
「道路づくり」にまい進。道路の補強
や長寿命化、災害時の早期復旧や景
観・環境との融合など、
これからの道
路の在り方を日々探究している。
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｜JOB Category｜建設／アスファルト製造施設管理者

｜JOB Category｜建設／舗装工事管理者

MIRAIS BOOK 6

ほそう

アスファルト混合物製造施設を管理するシゴト

舗装工事を管理する責任者のシゴト
これがアスファルト混合物を製造する施設です！

課題設定

課題設定

新設する工場をより安全に
効率よく作業できる工場にするには？

があった際に直しにくい箇所があったのですが、新設

全てが初めてのことだらけの仕事を
やり遂げるには？

みんなの経験を自分の学びに
自分の経験をみんなの学びに

自社工場の新設工事に携わる機会がありました。工場

故障があっても直しやすい設計にできるか業者さんも交

22歳の時、国道289号線の新潟県三条市から福島県

当時はわからないことだらけだったので、とにかく学び

は業者さんが建設してくれるのですが、見ていると安全

えて一緒に考え、形にしました。

只見町へ至る県境部分でのトンネル道路舗装工事に携

ました。一番手っ取り早かったのは経験のある方に聴

面や仕事のしやすさの観点から不安な部分が次々と見

とにかく時間も人手も足りない中でやっていたため、

わりました。それは初めての国道工事で、自分が現場

くことと、過去の工事記録を読むこと。報告書の写真

つかりました。これから30年、
40年と使用する工場な

チームで協力しながらプロジェクトを進められたことが

「若いね」
代理人※1 を初めて務めた仕事。発注者からは

を見ながら「あの部分はこうやってるんだな」と覚えて

ので、私たちや後から入ってくる人たちがどれだけ安全

本当によかった。普段は営業担当の人も、業務の範囲

※2

と驚かれ不安に。しかもコンクリート舗装・ICT施工

は実践し、それでもわからないことは参考書を読んだり

に気持ちよく、新しい工場を使えるかということが大切。

を超えて、私たち製造の手伝いをしてくれたことも。半

の実施は初めての経験です。特殊な環境の中、初めて

他の人と検討したり…。そしてまた実践するということ

より完成度の高い工場をつくるためには、任せきりで

分できないんじゃないかと思っていたので、完成した時

経験することばかりで戸惑いましたが現場代理人という

を繰り返しました。

はなくて自分たちもチェックしたり要望を出したりしな

は本当に嬉しかった。その工場は今もなお無事故で操

責任ある仕事を任され試行錯誤しました。特に山の中

例えば、電話が通じないので、考えられる限りの想定

業を続けています。

での作業なので電話が通じなかったり、大雨による土

や準備をして工事に臨み、その場で対応しなければなら

この経験から一つの課題に対して、
「どうしたら解決で

砂災害に見舞われたりと多くの壁を経験しました。

ないことは衛星電話を使用してコミュニケーションをとり

工場でも同じような設計になっていたため、どうしたら

がら一緒に考える必要があると思ったんです。

一人ではなくチームで
プロジェクトに取り組む

情報収集

整理・分析

きるか？」ということをチームで柔軟に考え、取り組ん
でいくことが大切だと学びました。

とはいえ、普段の業務に加えて建設工事を確認すると

せ こう

※１わかりやすく言うと現場監督。工事の管理や現場の安全確保、
その
他施工完了までに行う業務すべての指示を行う人。
※２これまで人力で行っていた測量や設計、施工、検査などの作業をICT
の活用によりデータ化。
作業効率のアップや品質確保などに役立つ。

いうのはあまりにも負担が大きい。そして、自分一人だ

録に残すようにしています。会社全体で学びを共有する
ことで、初めてのことでもしっかりと対応できるというこ
とを特殊な工事を任された経験から学びました。試行

けでは良いものはできません。なので新設工場の様子

錯誤を繰り返し、沢山の人に助けてもらいながら、はじ

を視察しに来た先輩や上司など、なるべく様々な人か
ら意見を聴くようにしたり、年代の近い仲間と「新設

ました。こういった現場ごとの様々な問題や初めてのこ
とに対応した経験は、後の人の参考になるよう自分も記

めは何も想像できなかったものが最終的に形になった時

動画はコチラ

は、一生忘れられないくらいの達成感がありましたね。

工場を何とかしよう！」というチームをつくったりして取
り組みました。例えば、以前使用していた工場で故障

や、
の経験
たての頃 間も
り
な
に
社会人 過ごしている時
るんだ！
家族と
がってい
事につな
今の仕

動画はコチラ
けや
したきっか
建設業を志
も
て
い
つ
に
やりがい
ます！
お話してい
こんな仕事をしています！

石墨和弥さん（43歳）

アスファルト混合物をつくる
施設全体を管理し動かす

舗装工事が順調に進むように
計画し、現場を指揮する

製品事業部

モニターを見ながら施設全体を動かします。アスファルト混合

道路舗装工事の現場管理をしています。工事の計画を立て、

いしずみ か ず や

【出身校】
新潟市立岡方中学校
新潟市立高志高等学校
（現・高志中等教育学校）機械科
【趣味】
ドキュメンタリー映画鑑賞

16

こんな仕事をしています！

物は油なので冷めると固くなり工事しにくくなります。逆に熱す

ぎてもダメ。私が調整したアスファルト混合物次第で現場の仕

重機や材料の手配等の段取りを行い、工事に必要な費用の管

理や書類の作成をするなど業務は多岐にわたります。道路工事

事が左右されることもある大切な仕事です。だから、お客さん

は天候に左右されるなか期日通りに仕事を進めなければなりま

やすい製品をスムーズに出荷できるよう考え抜いています。

画や段取りを行うのが管理者としての大事な役割なんです。

の要望に合わせて配合や温度などの微調整を繰り返し、扱い

せん。できる限り作業員たちが効率良く働けるように考えて計

うす い け いた

臼井奎太さん（24歳）
建設事業部

休日は趣味の
加して
バイクレースに参
リフレッシュ！

【出身校】
村上市立荒川中学校
新潟県立新発田南高等学校 土木科
【趣味】
バイク・釣り・ゴルフ
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