


第1部 大竹組８０年通史

第１章／創業の時代

第２章／再発足の時代

第３章／成長への助走時代

第４章／高度経済成長の時代

第５章／安定成長の時代

第６章／新しい時代へ



3

１．大竹常蔵の創業

大竹組は海部郡牟岐町に生まれ、郡内の人々に愛され、支持されて発

展した建設業者である。発足当初から牟岐町という地域が切実に必要と

した土木工事に結び付いているのが象徴的だ。

大竹組の創始者、大竹常蔵が個人で土木請負業を牟岐町で創業したの

は大正１０年（１９２１年）５月１０日である。これは公式に官庁に届け出た日で

ある。「牟岐町史」では明治３０年創業としているが、これは大竹家の言

い伝えによるもので、正確ではない。明治３２年説もあるが、公式の届け

出をここでは創業年とした。創業当時の主な仕事はいわゆる「地上げ屋」

だ。つまり地盤の低い場所に建てられた民家をジャッキで持ち上げ、コ

ロで移動し、その跡を埋め立て、嵩上げをした後、元の位置に家を戻す

仕事であった。なぜそういう需要が多かったかについては説明が要る。

町制の施行により牟岐村が牟岐町と改称されたのは大正４年だが、まだ

陸上交通が立ち遅れた僻地であった。（注１）「牟岐町史」によると、当

時の町の人口は約８，７００人、戸数約１，３００戸。農・漁業の町だ。しかし、
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平成１５年現在の牟岐港と牟岐町（牟岐漁業無線局から望む）
大竹組は牟岐漁港を中心とした港湾工事から発展した。
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当時の公共工事は技術的に未熟で、

河川の改修や道路の新設に伴い、低

地では降雨があると浸水する民家が

多かった。このため埋め立てをして

地盤を高くする必要があった。それ

は地元民が安全を求めるための切実

な工事であった。このため大竹常蔵

が牟岐町灘の自宅を本拠に「大竹

組」を作り、小北森一、福井徳太郎、

奥村与平らと共に仕事の請負を始めたのである。

創業者の大竹常蔵は元治元年（１８６４年）５月４日、牟岐町水落地区の

水田家の二男に生まれ、牟岐町牟岐浦宮ノ本にある大竹家の長女ジノの

婿養子となった。大竹家は代々半農半漁。稲作の暇な夏場など漁業で稼

いでいたが、それにはあきたらず、土木請負に転向した。町では「大竹

大竹組の最初の本拠となった常蔵の自宅跡（牟岐町牟
岐浦字宮ノ本）、現在は駐車場になっている。

海部郡内地図（図１）
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さんの考えは山をも動かす」といわれたほどの発想力と才覚を持ち、親

分肌の人間味と統率力があった。やがて仕事を海部郡全域に広げた

（図１）。牟岐町は郡内の中心部にはあったが、当時はまだ鉄道もなく、

町村間の道路も未整備で、トラックのような運搬手段も発達していない

ため、大竹組は牟岐、由岐、奥浦、日和佐などにジャッキなどの道具を

置き、現場を確保した。和田信一（昭和９年、２０歳で大竹組入り）によ

ると「由岐町や高知県境にある甲浦の現場に行くのには牟岐の浜から汽

船（注２）に乗って行き、数日間泊まり込みで仕事をした」と言う。

当初は民家の工事を主に請け負っていたが、次第に土木建設一般の仕

事もこなすようになった。そして漁業の盛んな町だから、牟岐漁港など

の港湾工事が中心となっていった。

（注１）交通僻地の牟岐町 大正４年の時点では、県内の国有鉄道としては徳
島線と小松島線が、民営では阿波鉄道と阿南鉄道が運行していた。同５年には
阿南鉄道が中田－古庄間の営業を始めているが、那賀川以南の那賀郡、海部郡
は鉄道がなかった。（国鉄牟岐線がやっと開通するのは昭和１７年）古庄から先
は「乗合自動車」がつないだ。大正７年に「阿南自動車協会」が創立され、羽
ノ浦－牟岐間の営業を始めた。しかし、運賃が割高だったので同１２年郡内１５カ
町村が「海部郡自動車公営組合」（海部公営バスと呼ばれた）をつくり、奥浦
町－川上村皆ノ瀬、宍喰－日和佐－南島・大京原の運行を始め、翌１３年高知県
の甲浦まで乗り入れた。両社は激烈な競争を続けたが、昭和１８年までに戦時統
合で徳島バスに買収された。

（注２）大阪－甲浦航路 県南部の陸上交通の不便さを補ったのは海上交通で
ある。汽船による徳島－甲浦航路は明治２５年に始まっているが、その後、目ま
ぐるしく経営者が変わった。やっと安定したのは大正４年に就航した大阪商船
系の摂陽商船の大阪－甲浦航路である。一日一往復。下り便は距離も長く、寄
港地も１８港と多かった。海部郡内では阿部、由岐、日和佐、牟岐、浅川、鞆浦、
宍喰に寄港した。人も貨物も運んだので県南唯一の生命航路として昭和１３年ま
で続いた。
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２．後継者たち

大竹常蔵が引退し、昭和１０年に長男の喜太郎が２代目を

継いだ。喜太郎には、敏之（のち株式会社大竹組専務）と

明子という２人の子ができたが、昭和１２年、敏之が中学生

の時、父常蔵に先立って病死した。このため３代目として、

喜太郎の実弟・天野清市が翌１３年に後継した。その間に常

蔵は昭和１３年１２月に没している。清市は叔母のキワが嫁し

た牟岐浦の文具店、天野家に子がなかったので、天野家の

養子になっていた。清市が後継してから、大竹組の事務所

は大竹本家から牟岐小学校前の清市宅に移った。故喜太郎夫人のフサエ

は、牟岐町牟岐浦宮ノ本の広域鮮魚仲買業、鮮魚運搬業者で、全国的な

規模で大活躍した「大市水産」の経営者大平市太郎の二女で、最初は牟

岐町の天羽邦蔵に嫁ぎ、奎司（後大竹組取締役）を生んだが、夫が亡く

なり、大竹喜太郎と再婚している。ちなみに大平家の長女、クニエは由

大竹組役員系列図（大竹・大平・戎谷）
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岐町の素封家、３代目戎谷利平に嫁ぎ、長男の４代目利平、次男の次郎

をもうける。この兄弟が後に株式会社化した大竹組の社長、専務になる

のである。つまり「大竹組」は、海部郡の有力な実業家や素封家の一族

である大竹、大平、戎谷の三家が、婚姻によって結束し、同族系で地盤

を固めていった業者であった。

全国制覇した大市水産
「大市水産」の前身は大平市太郎の名前にちなんで付けた
「大市組」である。血縁関係で結ばれた大竹、大平、戎谷の
一族は、皆この「大市水産」を誇りにし、そこから活力をも
らい、心の拠り所としているところがある。太平洋戦争後、
大竹組が経営危機に陥った時、再生のバネになったのはこの
誇りからであった。だから、「８０年史」の本筋ではないが、「大
市水産」を外す訳にはいかない。ここに別項としてまとめて
おく。
「大市組」の大平家は代々牟岐港を中心に手広く魚問屋と
仲買を営む魚商人だった。特に「活け物」では同港水揚げの
全漁獲量を独占していた。船による町外への「出売り」「出
買い」もやっていたが、市太郎が鮮魚運搬で本格的に売り出
す。明治末期から、県南部一帯にまだ機械船のない時代に機
械船を次々とつくり、鮮魚運搬船として「出買い」や阪神へ
の出荷用に使って儲ける。先覚者であったが、機械船が台風に遭遇したり、ガスエンジン
船の機関士がガス中毒死するという不幸が続いて逼塞。失意のうちに脳溢血で死んだ。
大正３年に跡を継いだのは当時２０歳の長男、正敏である。父の苦境を見兼ねて進学せず、
小学高等科を終えると大阪に出て菓子問屋で奉公したり、名古屋通いの客船の船員をやっ
たりして苦労した。これが後に生きる。
時代を見通し、構想を立てることができた正敏は、機械船の発達で大正末期から日本各
地で続々と豊富な新漁場が発見され、漁業が活気を帯びてくるのを見て、早くから「広域
仲買業」を目指した。それは日本海流が流れる日本列島のすべての漁場と消費地を快速船
団で結ぶ全国規模の仲買業である。そのため一族を説得して仲間と資金を集め、最初は室
戸、土佐清水などを根拠地にマグロ、カツオの仲買から一歩一歩商圏を広げていく。
同５年最初の運搬機械船「第一忠豊丸」を建造したのを皮切りに広域仲買に乗り出した。
度胸満点で、商才に溢れた正敏は仲買の対象を大型回遊漁に絞った。当時は珍しかった暗
号も駆使した電信、電報による市況連絡、氷ごと仕入れる鮮魚の運搬などの新機軸も編み
出し、東西の魚値格差を利用して大儲けする。大正末期から昭和初年の時点で「大市組」
は既に５隻の運搬船を持つに至る。当時の仲買商としては、林兼（大洋漁業の前身）、日
本水産など大手の漁業会社を除けば日本第一級の規模だった。
当時「大市組」の運搬船が出入りしていた港は鹿児島の山川、内之浦から、宮崎県の油
津、目井津、外ノ浦、四国は高知の清水、室戸、津呂、椎名、佐喜ノ浜、甲浦。母港の牟

大市水産社長 大平正敏
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３．大島採石場への進出

大竹組は昭和１０年に、牟岐港沖８キロにある離島の大島に「石切り場」

を確保した。大島は藩政期に番所が置かれてから、漁民も移住、最高２０

戸の民家があったが、明治３０年以降無人島となった。しかし、第３紀層

の砂岩としては豊富で、比較的硬

く、厚い層をなしていた。この砂岩

は民家の石垣はもちろん、港湾、堤

防のコンクリートブロックの捨て

石、被覆石として最適だった。大竹

組は島の持ち主である青木家と契約

し、採掘権を得た。切り出した石は

「大島石」の名で重宝され、郡内の

岐。本州では和歌山県の勝浦、静岡県の焼津、清水。さらに
伊豆の伊東から北進して三浦三崎。東北では塩釜、気仙沼、
釜石、宮古。さらには北海道、千島、樺太にも進出。正敏ら
兄弟は季節によって根拠地を移動した。まさに全国制覇で
あった。
昭和５年には株式会社化して「大市水産」と改称、正敏が
社長となり、東京・築地に本社を置いた。昭和１２年のピーク
時に、傘下の冷蔵運搬船は２０隻に達し、群小業者の乱立する
業界では最高の勢力となった。特に内地漁港のマグロ仲買に
ついては、大手企業をもしのいで日本第一位であった。大手
漁業会社の仲買業進出に対抗するため、１２業者を説得して「共
同冷蔵船連盟」を組織し、会長に選ばれたのもこの年だ。
「大市水産」が急速に下り坂になるのは戦争の重圧のため
である。まず昭和１４年から運搬船船員の召集が相次ぎ、経済
統制で、新船の建造どころか漁業用燃料も入手困難となる。
昭和１６年に太平洋戦争が始まると、鮮魚介が配給統制とな
り、東京中央卸売市場の仲買制度も廃止となった。追討ちを
かけたのは陸、海軍による漁船、運搬船の徴用である。次か

ら次への徴用で同１９年には「大市水産」の運搬船もたった３隻になってしまった。正敏は
ついに東京本社を閉鎖して牟岐に引き上げた。戦後は残った船で部下が細々と運搬業を続
けたが、正敏は３０年にわたり精魂を傾け尽くした仲買・運搬業から一切足を洗ったのである。

大島の採石場現場（昭和４９年）

大市水産本社（東京）の築地市場
担当の社員たち。左端は正敏社長
の弟の大平幸吉（のち株式会社大
竹組取締役）＝昭和１０年ごろ。
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注文に応じて、２隻の運搬船「大喜

丸」に積み、鞆の港、浅川、牟岐、日

和佐、由岐などに運ばれ、堤防造

りの基礎石として利用された。

石切り場は現在閉鎖されたが、

それまでの採石作業は厳しい力仕

事で、命の危険も伴った。事実落

石によって２人の殉職者をだして

いる。しかし、大竹組の男女作業員の努力によって郡内の港湾、堤防の

基礎が造られたことは記憶されるべきであろう。

以下当時の作業員を記録しておく。

〈石 工〉

宮本金太郎、松下長藏、多田一馬、吉田重一、土佐福美、谷井明、富田公平、焼

尾示蔵、市谷明、斉藤正明（殉職）、菖蒲弥吉（殉職）。ほか由岐町阿部から参加

した大勢の若い女性たち。

〈船舶部〉

古川源造、水田賀之吉、水田平吉、大田清一、岡田政夫、高知恭平、岸岡輝男。

４．敗戦そして南海大地震

昭和１２年に始まった日中戦争は「１５年戦争」といわれるほど泥沼化す

る中で、ついに日本は昭和１６年１２月には太平洋戦争に突入する。牟岐町

から町民の応召が相次ぎ、戦局の悪化に伴い、戦没・戦病死者も急増し

た。陸海軍関係を合計したその数は「牟岐町史」によると、日中戦争で

約６０人だったが、太平洋戦争では約５２０人と激増している。戦時経済体

制下とあって、大竹組にも十分な仕事があるわけではなく、昭和１７年に

全通した国鉄牟岐線（羽ノ浦－牟岐間延長）関係の小規模な工事や民家

の地盤の仕事などで細々としのぐ程度であった。

昭和２０年８月に敗戦を迎えた後、大竹組は海部町の那佐で民間の製塩

採石運搬船「大喜丸」への積み込み作業（昭和４９年）
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工場の建設をしていたが、翌年

（１９４６年）の１２月２１日早朝、南海

大地震（注１）が発生した。津

波のため製塩工場の建設は中止

となったが、震災後、復旧工事

の特需集中で大竹組は歴史的な

転機を迎える。

この大地震は津波によって県

南部に甚大な被害を与え、敗戦

の悲しみがまだ覚めやらぬ県民

に大きな傷跡を残した。牟岐町

も大きな被害を受けた。牟岐町

史によると主な被害は次のとおり。死者５２、家屋流失１５１、倒壊３０５、半

壊１９６、床上浸水８２２、道路決壊１０、橋梁流失６、港湾大破２９、船舶流失９１。

大竹組も例外ではない。経営者の天野清市宅、つまり大竹組の本拠（木

造２階建）が全壊、やむなく再築するまでの間、故大竹常蔵宅を臨時事

務所とした。当時、牟岐町内では数少ない土木業者であった大竹組は当

然、海部郡内各地の復旧工事の注文が殺到した。民家屋はもちろん、港

や学校、災害住宅、河川、堤防、道路の復旧工事である。津波対策とし

て昭和２３年からは３年がかりで、牟岐町大手海岸の防潮堤工事が始まっ

た。昭和２５年から出羽漁港修築工事が、翌２６年からは県営牟岐漁港修築

が開始されたほか、戦後の町づくり工事が展開された。

（注１）南海大地震 １９４６年１２月２１日午前４時１９分頃、紀伊半島沖で発生した
大地震。最大震度６、M８．１。津波によって東海地方より九州まで甚大な被害
をうけた。徳島県全体では海岸の震度５、内陸の震度４。県南の被害が特に多
かった。死者２０２、負傷２５８、家屋流失４１３、全壊６０２、半壊９１４、床上浸水３４４０、
堤防決壊４０、道路２１、橋１１、船流失３３０、田畑流失浸水１８００ヘクタール。

将棋倒しになった牟岐町の家並。東牟岐、宮ノ本、観音寺
川右岸の被害（牟岐町史より）
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５．活況なれど経営悪化

仕事はいくらでもあり、人手を要した。それまでは従業員十数名程度

だった大竹組に旧軍隊から復員してきた青年たちや、夫を戦争で失った

妻たちが参加し、作業員は一挙に増えた。当時の現場作業員だった実川

ときえ（明治４５年６月生まれ）は言う「戦争で夫を亡くしたうえ、家屋

は津波の被害を受けた。大変な時代だったが、土木作業も機械力少ない

時代で、女の現場作業員としての仕事がたくさんあり、大竹組に雇って

もらえた。化粧もせず、顔を真黒にして働いた。“土方仕事”で子供を

育てたようなものです」。こうした戦争未亡人は２０人もいたという。

慣れない力仕事に女性作業員の苦労がしのばれるが、当時の日給は「ニ

コヨン」と言われた２４０円。戦後の物資不足とインフレ、加えて大震災

直後とあって従業員の生活は大変なものだった。しかし、同じ作業現場

で働く内に結ばれて職場結婚をするカップルも相次ぎ、それがまた大竹

組の結束を強めた。

大竹組は復旧工事と敗戦後の町づ

くりに貢献することで成長し、海部

郡内の人々の信用を得た。それは、

大地震について町民の証言集でもあ

る「海が吠えた日」（牟岐町教委編）

でも、大竹組への感謝の言葉が散見

されることでも分かる。信用は後々

大きな財産になった。

“人情家”として有名だった天野

清市は旭町の復興に個人的にも物心両面で援助を惜しまなかった。ま

た、頼まれるとあまり能力のない人たちまで大竹組に雇い込んだ。従業

員思いで、生活に困る一部従業員には賃金の上乗せまでしてやったとい

う。そんなことをしてくれる働き場は町内には、ほかになかった。その

南海大震災で壊滅的な被害を受けた海南町浅川港の復
旧工事。岸壁の埋め立ては、近くの山からトロッコで
土砂が運ばれ、すべては手作業で行われた。（昭和２３年）
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恩を忘れず、親子二代に渡って大竹組で生きるといった労使の信頼関係

もこの時から生まれた。しかし、経理面では大まかであった。事業は活

況を呈したように見えたが、膨れ上がった人と収入にバランスを欠き、

経営は急速に苦しくなっていった。

社員の群像

天羽奎司（大正１２年生まれ）大平正敏の妹である母フサエが西浦の天羽家へ嫁ぎ、
長男奎司が誕生した。父邦蔵が若くして亡くなり、母フサエが奎司を連れて大竹喜
太郎と再婚、大竹敏之の義兄であり戎谷次郎とは従兄弟である。昭和２６年、株式会
社大竹組が設立されると戎谷、大竹、大平の三家の潤滑油としてスムーズな会社運
営に力をそそいだ。大竹組取締役常務として活躍し、昭和５８年に引退するが、大竹
組の歴史の生き証人としてただ一人現在も健在である。

故・小北森一（明治２７年生まれ）大竹組の創業当時から参加、現場監督として生涯
を大竹組とともに送った。晩年は現場を退き、資材担当として頑張った。昭和３８年
には、４０年余りにわたり、港、堤防、河川改修などの工事にかかわって、地域発展
と安全に寄与したとの評価を得て、建設功労者として「黄授褒章」を受章した。

故・福井徳太郎（明治４１年生まれ）創業の初期から大竹組に参加。家の嵩上げ事業
から始め、戦時中の国鉄牟岐線の災害復旧工事、昭和２１年の南海大震災に伴う復旧
工事、牟岐川・浅川伊勢田川の河川工事、さらに由岐町阿部港の仕事と海部郡内ほ
とんどの町で河川や漁港の工事の指揮監督をした。小北森一とともに大竹組の基礎
をつくった。

故・木下竹次郎（明治３３年生まれ）昭和初年に大竹組に入る。太平洋戦争が終り、
南海大震災の被害も復旧して、沿岸の漁民は魚を積極的に供給できるようになっ
た。大きな船で遠洋に出漁するためには漁港の充実が必要となり、由岐町でも由岐、
木岐、志和岐、阿部の各漁業組合で漁港の工事は始まった。大竹組では由岐作業所
をつくり、木下がこの工事の現場監督として同町に住み込んで、作業員を集め陣頭
指揮をとった。巨躯で大きな声で叱咤激励する昔風の“土方の親方”として知られた。

杉本茂美（大正１４年生まれ）戦中は志願兵として皇居警備隊に入隊。敗戦で牟岐に
帰り、２１年夏に大竹組に入った。まず福井徳太郎監督の現場で牟岐町西の浜の灯台
補強工事で働く。その作業中に南海大震災が起こり、復旧工事に従事した。大竹組
ではほとんどの期間、潜水夫相手の仕事が多かった。
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１．「株式会社大竹組」設立

天野清市は創業期の試練を一身に背負って苦労した。敗戦後の民主化

ムードもあったろうが清市は「従業員を社員と呼ぼう」と言うほど従業

員思いだった。まず従業員の生活を優先し、大竹組の利益はあまり追求

しないという経営方針で、人員整理に踏み切る事もできず、むしろ夏場

の土木の閑散期にも無理に仕事を請け負った。だから経営は火の車で仕

事をすればするほど赤字になる。見兼ねた従業員たちが自ら賃下げを申

し出る一幕もあったが、昭和２６年には運転資金も不足

し、ついに高利の借金をするまでに追い込まれた。倒

産寸前だった。

さすがに親族も心配を始めた。最も案じたのは大平

家から由岐町の戎谷家に嫁しているクニエだった。未

亡人となった妹のいる大竹家の将来が心配でならな

い。町の名門であり、戦前は広域鮮魚仲買業者として

全国を制覇した大平家一族としての誇りも皆にあっ

た。夫は昭和１３年に死去していたので、クニエは長男

の利平と実弟の大平正敏（注１）に「なんとかしてやっ

てほしい」と訴えた。正敏は前大市水産社長。戦後は

牟岐町長となっており、修羅場をくぐり抜けてきた男

だけに利平の強力な相談相手となった。

親族会が開かれた結果、「既に社会的信用もあり、

従業員の生活もかかっている。大竹組を倒産させるわ

けにはいかない」と意見が一致した。そして戎谷家が

家産の山林を売却して資金をつくり、大竹組の全負債

を肩代わりすることで決済した。阿波商業銀行もこれ

第２章 再発足の時代

専務 戎谷次郎

社長 戎谷利平
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を支援した。戎谷家の３代目利平が

かつて同銀行由岐支店の誘致に働

き、信用があったのだ。そして戎谷

家を主体に大平、大竹の両家の代表

を加えた同族経営により、大竹組を

株式会社化することで立て直すこと

を決めた。

設立総会は昭和２６年（１９５１年）４月

６日に開かれ、同日、資本金１９０万

円で「株式会社 大竹組」が発足した。役員として初代社長に戎谷利平、

専務取締役に実弟の戎谷次郎が選ばれ、天野清市は副社長に退いた。取

締役は６人のうち、１人を除いては大平正敏はじめ大平、大竹両家の系

列で固められた。ちなみに大平武一（大二木材社長）と大平幸吉（大幸

水産社長）は正敏の弟で、戦中までは「大市水産」の幹部として事業を

支えた面々。天羽奎司は、清市副社長の義理の甥であった。取締役の中

野政義は由岐町生まれで、利平の幼馴染み。徳島バスの職員だったが、

経理に堪能なので事務方の支配人格として迎えられた。本社は牟岐町大

字牟岐浦字浜崎４番地の３の天野清市副社長宅に置かれた。株式会社化

した建設業者は海部郡内では初めてであった。なお土木建設請負業とし

て最初の登録をしたのは昭和２６年９月２７日。徳島県知事登録（い）第５９２

号であった。

初代の役員と持株数は次の通り。

社 長 戎谷 利平 ２０，０００株

副 社 長 天野 清市 ２，０００株

専務取締役 戎谷 次郎 ３，０００株

取 締 役 大平 武一（大二木材社長） ５，０００株

大平 幸吉（大幸水産社長） ３，０００株

大竹 敏之 ２，０００株

「株式会社大竹組」発足当時の本社の跡
（現在は天野宏信宅）＝向かって左
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天羽 奎司 ２，０００株

大平 正敏（前牟岐町長） １，０００株

中野 政義 ０株

※資本金１，９００，０００円

会社設立前後のメンバーは次の通り。

〈現場監督〉

小北森一、福井徳太郎、堀国松、木下竹次郎

〈事務所〉

鎌田文作、中野敦仁、小沢千代美、福井尚美

〈現場男子〉

和田信一、谷良雄、杉寺良造、木内俊雄、猪谷勇、岡見寅一、佐山茂男、丸岡正

之、杉本好弘、杉本茂美、原秋一、小溝倍健、大津不二男、元開政夫、元開隆雄、

野間藤吉、寺前肇、平岡宇次郎、賀川馬太郎、奥豐、浜野邦五郎、井口武雄、谷

井慶次郎

〈建築部〉

泉潔、島村和男、亀井具喜、永田行雄、神元健次、伊沢ちよ、富田弥生

〈現場女子〉

天野あさの、浅田良子、浅田きく、天野久子、天野ふじえ、井筒秀子、実川とき

子、岡本きくえ、小沢よしこ、岡山はるえ、川添つやの、川添てい、小林きくえ、

喜来はるえ、小磯まつえ、島まさみ、須原よしの、杉寺みさこ、元開ふきこ、柿

本はなえ、小溝みやの、田中文、平岡はるえ、福原すえこ、吉野かめ、若松いさ

み、平山きくえ

〈船舶関係〉

古川源蔵、宮内芳蔵、水田賀之吉、大田清一、水田平吉、岡田政夫、高知恭平

〈潜水夫（注２）〉

杉岡良雄、早川利一郎、安田徳一、池田菊雄、井地昇、山下寛

〈大島採石場〉

大坂治男、宮本金太郎、焼尾示蔵、斎藤正明、市谷朗、奥村松三、岡上秀吉、菖

蒲弥吉、吉田重一、多田一馬、谷本平三郎、櫛田長二、松下長蔵、土佐福美、川

口昭、児戸喜代志、富田公平、宮内じつ



大竹組８０年通史

16

２．戎谷利平、次郎コンビ登場

戎谷兄弟コンビの登場で大竹組は急速に経営の基盤を固めて行く。特

に利平は昭和２７年四国放送の設立にまで参加する。県南の一建設業とし

ては異例というほかはない。兄弟には毛並みのよさと、郡内の当時の業

（注１）小説になった大平正敏 敗戦後牟岐町にひっ込んでいた大
平正敏は昭和２１年の南海道大震災を機に「第２の人生」をスタート
させる。震災の被害が最もひどかったのが自分の足元である東地区
であったことから、持ち前の親分肌が目を覚まし、地元の復興のた
め、地区全体の嵩上げ、区画整理の運動に立ち上がった。ところが
交渉相手の町長が昭和２２年に公職追放となってしまい、有志に担が
れて町長選挙に立候補し、昭和２２年４月に無投票当選する。給料も
辞退して無給という異例の町長だった。行政手腕は予想以上で、も
めていた新制中学の敷地問題を解決、農協合併、沼地埋め立てて警
察、簡裁、郵便局などの敷地にして、町を近代化するなどした。
しかし、沿岸漁民の困窮を見兼ねて、昭和２４年２月１期で辞め、
翌２５年、牟岐東漁業組合長となり、底引き網漁業の規制運動を展開
する一方、大竹組にブロック魚礁数１０個つくらせて水産資源保護に

尽くした。昭和３５年、脳いっ血のため６１歳で没した。
その波乱に満ちた風雲児の生涯をモデルにして「記録小説」にしたのは牟岐
町生まれの作家、木本正次だ。「黒部の太陽」で知られた木本は「黒潮の碑文」
という題で徳島新聞に連載した後、昭和５３年、毎日新聞社から刊行した。登場
人物（戎谷家も含め）や地名は仮名だが、正敏の事業についてはほぼ忠実に即
しているといわれている。

（注２）潜水夫 大竹組は戦前、戦後
を通じほとんどが海を相手の港湾の仕
事が多かった。郡内の鞆、浅川、日和
佐、由岐、さらに志和岐、阿部まで幅
広く作業をしてきたが、港内作業では
当然、水中の基礎石ならしのため、潜
水夫が必要であった。船上から作業員
がポンプを押して水中の潜水夫に空気
を送る作業風景は大竹組の独特のもの
で、現在も潜水船「第５弓丸」を保有。
潜水夫として藤川進がいるが、今では
阿南市の杣友建設などの下請け潜水夫
に依頼することが多くなった。

小説「黒潮の碑文」
木本正次著（毎日新聞社刊）

牟岐町の大川橋の根固め補強工事。水中で潜水夫が作
業をしており、女性作業員が手押しポンプで空気を
送っている。（昭和２４年）
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者には類のないモダンさ、積極性があり、利平は政治性もあった。それ

はなぜかについては、由岐町切っての素封家である「戎谷家」の伝統に

触れて置くべきだろう。

旧三岐田町東由岐（現由岐町）の戎谷宗家（注１）

は藩政期から３００年も続く旧家である。屋号は「戎

屋」で、代々商業（酒、塩、醤油）を営み、３００町

歩に及ぶ山林をも所有していた。幕末になって分

家ができ、初代「戎屋利平」を名乗った。こちら

は代々、林業と水産業を営んだ。３代目戎谷利平

が時代を機敏に先取りした。大正７年、僻地にも

かかわらず電力利用の釣針とセルロイドの製品工

業所を設立した。釣針は九州方面にも大量に送ら

れ、延べ縄漁として広く使われた。またセルロイ

ド製品はキューピーなどの玩具を主として阪神の

問屋を通じて中国、東南アジア方面にも販路を広

げ成功した。その長男が利男で、昭和１３年に父が死去したため、４代目

利平を襲名、家業を継いだ。これが株式会社大竹組の初代社長となった

戎谷利平である。

利平は大正３年生まれ。海部中学に入るが、ある事情で転校した。（注２）

父の勧めで大阪に出た。何かと面倒を見たのは既に大阪にも進出してい

た「大市水産」の大平正敏だ。戎谷、大平家とも県外に雄飛しているの

で利平の転校など気にもしない。大阪市の私立城東商業に通うが、これ

が意外な結果を生んだ。たまたま同級生に仲良しの笹川了平がいて、了

平を通じ、その実兄の右翼、笹川良一（注３）の知遇を得た。利平は思

想的にも事業の上でも強烈な影響を受ける。利平は笹川兄弟と終生交友

を続けた。そのことが一種の光背みたいになり、後に建設業界でも暗黙

の内に有利に働くことになる。利平は引き継いだ家業を立派にこなしな

がら、郡内外の人材との交際を広げ、太平洋戦争中は三岐田町翼賛壮年

戎谷利平（左）と次郎の兄弟
（昭和１３年ごろ、東京で）
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団長として、地域に貢献していた。大竹組の社長になった時はまだ３６歳

だった。

二男の次郎は大正７年生れ。富岡中学時代はサッカー部の主将として

大活躍した。（「資料・記録編」参照）県大会優勝に貢献して当時の新聞

にスター選手として特集されたこともある。こちらは大手の実業家を志

したが、戦争がそれをかなえさせない。昭和１６年、日大工学部機械工学

科卒。東洋軽金属（現三井金属）に入社するが、応召して陸軍航空隊（整

備隊）に入隊（後、中尉）。東南アジアの激戦地を転々、敗戦をインド

ネシアのジャワ島で迎えた。捕虜生活のあと昭和２２年、郷里に復員した。

ところが戎谷家宗家の１１代の継嗣、戎谷勇が昭和２０年に戦死していたの

で、宗家１２代を継ぎ、水産加工業、林業に従事しているうちに大竹組設

立に参加した。専務になった時は３２歳。当時の業界では数少ない大学出

のインテリだったが、苦難の青春を送ってきた戦中派でもあった。

（注１）戎谷宗家は１３代 戎谷家の菩提寺である由岐町、長圓寺によると戎谷
宗家の過去帳は元禄１５年（１７０２年）までさかのぼることができる。万延元年（１８６０
年）没の戎屋広吉の代に末弟の利平が分家し、初代「戎屋利平」を名乗り、以
後代々「利平」を襲名する。一方、宗家は１１代継嗣の戎谷勇が太平洋戦争で戦
死したため、分家４代利平の弟、次郎が１２代目を継ぎ、その長男、一平（大竹
組３代目社長）が１３代目を継いでいる。

（注２）利平転校のいきさつ 利平の末妹にあたる戎谷茂子の話によると、利
平が海部中学で「いたずら」を先生にとがめられた事から始まったそうだ。何
かを校舎の２階から投げたらしい。担任の先生が父親（３代目利平）を呼んで
注意した時、逆に父が「こんな先生がいる学校には息子を通わせる訳にはいか
ん」と身内のいる大阪へ転校させたというのである。なぜ父が怒ったのか。問
題にもならないいたずらだったのか。あるいは侠気がある息子が友のだれかを
かばおうとした事も考えられるが、定かではない。親子ともあまり語りたがら
なかったようだ。
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３．再生の熱気、地盤固める

相補完する兄弟

株式会社に組織変更して、間もなく大竹組は経営を建て直した。時代

のタイミングもよかった。再スタートの前年、昭和２５年に朝鮮動乱が起

こっている。これによる特需ブームをきっかけに日本経済は急速に浮上

する。この戦争によって戦後の混乱と荒廃の中から復興への槌音が響き

渡っていた。徳島県の土木業界も例外ではない。しかし、大竹組の経営

好転はまず、全く対照的な性格の兄弟が相補完して盛り立てたのが原動

力となった。

兄の利平は“大竹組一族”の家父長的な存在だった。素封家の旦那で

県南のエリートだが、それを誇るところは少しもなく、だれに対しても

気さくに付き合った。頼まれるとイヤとは言えない侠気があって、周囲

にはよく人が集まった。細かい事にはこだわらず、経営はほとんど専務

の次郎に任せたが、大局での判断は「カミ

ソリのように鋭い」と言われた。豪気で、

度胸も据わっていて、揉め事になると利平

が出て収めた。大竹組再出発の翌２７年、四

国放送の創立に参加したため、徳島市に住

まいを移してからは、その人脈はさらに広

がり、事業の拡大に大きく役立った。

次郎は元スポーツマンらしく、スマート

（注３）笹川良一（１８９９－１９９５） 政界のフィクサー。明治３２年大阪府生まれ、
高小卒、上京して津田沼飛行学校で操縦見習いから各務原飛行連隊に入隊。上
等兵で退役。豊川村（現箕面市）の村議に当選。大正１５年国防者を組織、「国
防」を創刊、右翼活動を始める。戎谷利平が知遇を得たのはこの頃か。良一は
昭和６年、在阪政友会院外団体による国粋大衆党結成されると顧問に、翌年は
総裁。以来、右翼の大物となっていく。笹川兄弟は第二次世界大戦後、船舶振
興会を中心に日本海事協会、大日本空手連盟、BG財団など「笹川グループ」
をつくり、各界に影響を与えた。

昭和２０年代初期の牟岐町の航空写真
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だったが、利平とは対照的で温厚誠実、酒も飲まず、「生長の家」会員

として信仰心も厚く、万事手堅い性格だった。その一方、懐が深く、細

かい気配りができる人で、従業員から慕われた。次郎は実父と早くから

死別したから、利平は父代わりのようなもので、常に兄を頼りにし、兄

を立てた。

経営改善

個人経営時代の大竹組の挫折に学び、再出発の大竹組は組織を変えて

いった。まず必要以上に増えていた従業員数などを適正化、１００人以下

に押さえた。土木事業と漁業との季節的共存の習慣をも、がっちり活用

した。つまり、土木の閑散期には作業員を解雇し、作業員が漁業の季節

アルバイトをしている間は失業保険で食いつないでもらい、土木の仕事

が増えると雇用し直したのである。失業保険適用が厳しい昨今ではあり

得ない事だが、この当時はよくある雇用形態であった。

事務方は経理に強い中野正義取締役を支配人に据え、事務員は九州帝

国大学法文学部経営学科卒の鎌田文作（のち大和機械産業創業社長）ら

４人で固め、丼勘定的だった経理を改めた。

建築部をつくった。大竹組は従来から港湾関係の仕事が中心だった

が、由岐町の大工、泉清が復員してきた後、利平の誘いで昭和２６年に入

社したため、泉を中心にしたグループをつくった。最初の仕事は昭和２７

年の牟岐無線局庁舎の建築である。以来、一般建築の工事も請け負うよ

うになり、年ごとにそれを拡大していった。

モットー

次郎は「品質重視」をモットーとした。現場を大切にし、専務自身が

現場を自転車で回り、仕事を把握し、作業員を励ました。

決済は現金。「次郎さんは手形の書き方を知らんのかも」と当初は冗

談をいわれたほど現金払いに徹した。たまに仕事を下請けに出しても、
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相場より高い目に支払うので、他業者から苦情を

呈される事もよくあった。しかし、「信用と品質を

重視」した堅実経営は次第に世間の信用を得るよ

うになった。

しかし、事務所は個人住宅を借りた狭い板間に

机を並べた程度で、施工主が大竹組と大金の契約

しても事務所の粗末さに驚いて「ホンマに大丈夫

かいな」と危ぶんだ事もあったという。経営者自

身が素人っぽかったが、戦後も間もなく、社員は

皆若くて、大竹組は新生の気力にあふれていた。

その時のムードを昭和２１年入社の元社員、小沢千

代美（現・千葉県木更津市在住）は社史用の寄稿文で以下のように書いている。

小沢千代美「戎谷次郎社長の想い出」（抜粋）

若い戎谷次郎専務さんが毎日定時に、白い運動靴を履き、さっ

そうと歩いて出社される姿が今も目に浮かびます。毎日のよう

に現場に出かけられては、社員に声を掛けられていました。社

長になられてからもです。とりわけ小さな子供がいる女性従業

員には「元気にしょるで？おっきになったで？」と優しいので

す。現場の人達から「そんな言葉や気配りが、仕事の励みになる」と聞

かされる事がよくありました。

順調に工事量が伸び始めると、専務さんは事務所で、私たちに仕事の

経過や結果を丁寧に説明してくれるのです。だから皆、会社の事業内容

についてはよく把握していました。といっても当時は、事務室は１つし

かありませんでしたから、全員の一挙手一投足が分かるのです。まこと

に家庭的ではありました。

（株式会社化してから）町内の人達との交流も深まり、近所の商店主、

専務の従兄弟の方々、阿波商業銀行の牟岐支店員などがよく出入りされ

若く活気あふれていた社内
左から天羽奎二、戎谷次郎社長、

小沢千代美、大竹専務
（昭和２８年夏、大竹組本社玄関で）

元社員 小沢千代美
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ました。のちに副頭取になられる照本幹治さんの姿もありました。昭和

２７年に利平社長が四国放送の重役になられてからは、徳島新聞社、四国

放送の人達もよく来社され、マージャンをしたり、社長と釣りに行かれ

るようにもなりました。

会社の退社時間になりますと、現場の人達も事務所に集まり、誰から

ともなくマージャンの話が出て、そのまま２階に上がり、マージャンが

始まります。社長も専務も参加します。皆若かったのでいつも朝まで続

くのです。今では考えられないでしょうが、県庁の方々も来ます。中で

も港湾課の某さんなどは、来社されると早速現場に行き、視察指導を済

ませると、帰宅することもなく２階に直行、マージャンです。専務さん

らがお相手です。私たちもよくお茶くみに呼び出されましたが、横で見

ているうちにマージャンを覚えてしまったほどです。とにかく、仕事も

遊びもまことに賑やかで活気にあふれていました。私にとっても青春そ

のものでありました。（略）

４．建設業協会海部支部を創設

大竹組は新発足後わずか７カ月の昭和２６年１１月、徳島県建設業協会海

部支部創立の先頭を切り、社長の利平が初代支部長に就任したのであ

る。やはり、そのリーダーシップは特筆すべきであろう。

戦後の混乱期の中で昭和２２年、国

土建設と復興・整備などを目的に、

建設省が設立された。業界の長年の

念願だった主務官庁の設置であっ

た。そして昭和２４年に建設業法も成

立。業界でも全国建設業協会（昭和

２３年設立）が生まれていた。各県組

織の徳島県建設業協会の依頼もあっ日和佐建設会館（旧国鉄日和佐駅前）
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て、支部結成を呼び掛けたのは利平である。大竹組は海部郡内では最も

老舗の１つだが、株式会社化したのは当時大竹組一社だけ。再生の意気

も高く、発展し始めていた。リーダーの業者にはうってつけだ。

こうして昭和２６年１１月６日に、建設業法の規定で登録を受け、郡内で

営業する３５業者が参加して「海部支部」が発足した。初代役員として県

本部常任理事を兼ねる支部長に利平、副支部長に松浦良樹、重成庄次郎

らを選んだ。目的として「会員相互の親睦と繁栄、技術の研究、建設業

の健全な発展」などを掲げた。しかし、現実的な役割は、建設省日和佐

土木事務所など主務官庁などとの連携と関係工事の入札、業者間の利害

調整である。後で述べるように、利平は翌年四国放送創立に参加する頃

から、徳島市を“前線基地”として政界や官庁に人脈を広げていたし、

その侠気からうるさ方の土建屋筋に睨みも効き、調整も難なくこなした。

支部の事務所は当初、事務長の谷崎久志の厚意で、日和佐町奥河内字

寺前の谷崎宅に置かれたが、手狭なため、昭和３２年５月、国鉄日和佐駅

前（日和佐町奥川内）に木造２階建て約６１平方メートルの新事務所を建

設、移転した。やがて会員、事務員数も増え、会合や総会に不便をきた

すようになり、本格的な事務所の建設が課題となった。利平は支部長を

３期６年勤め、昭和３３年４月に２代目の谷口茂にバトンタッチするが、

念願の郡内建設業者の殿堂「日和佐建築会館」が完成するのは、３代目

支部長、戎谷次郎当時の昭和４９年だった。この建設には次郎が大きく尽

力した。次郎は昭和３９年から３２年間も支部長を続けている。このように

兄弟の支部創設、発展への貢献は大きい。

５．利平、四国放送設立に参加

全国で１３番目で、四国では最初の民間放送として「四国放送」が開局

したのは昭和２７年７月１日だ。その後、数年にして日本のメディアに革

命をもたらす民間放送だが、戎谷利平は大竹組の社長になってから、丁
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度１年後に四国放送の設立に参加し

たのである。利平は県南部の小さな

土建業者に過ぎず、県内の経済界で

はほとんど無名だった。それがいき

なり四国放送の重役陣の一人になっ

たのである。これも異例というべき

だろう。その背景には難産だった四

国放送の創業がある。

徳島に民間放送設立の動きが表面

化したのは昭和２５年、放送法など電波三法の設立がきっかけとなった。

電波を公営放送的な NHKから民間に開放し、民間放送を実現させるた

めの法律だ。これによって民間放送開局ブームが起こった。徳島では昭

和２５年８月、上崎龍次郎（共同汽船社長）を代表とする経済界有志２２人

が発起人となり、四国放送株式会社の免許申請がなされ、翌２６年４月に

認可された。ところが当時は、この未知な事業が徳島の土壌で育つなど、

真面目に考えているものはだれ一人なく、発起人たちさえ格別な理解が

あったわけではない。「バスに乗り遅れないよに免許だけはとっておこ

う」ぐらいの気持ちだったという。（四国放送設立２０周年誌の「はたち

の四国放送」）

既に昭和２６年２月には、徳島市幸町の徳島新聞社に四国放送創立事務

所が置かれ、事務は森宥順（前徳島新聞総務局長）が当り、全県民に発

起人賛同者依頼の運動を始めていた。しかし、創立準備は遅々として進

まず、やっと発起人総会が開かれたのは５月３０日だった。この会に出席

した戎谷利平を含む発起人１２４人の中から７人の選考委員を挙げ、常任

発起人を選考することになり、創立総会にいたるまでの発起人の権限は

すべて常任発起人に一任することを決議した。

この時に選考委員になったのは阿部邦一（県知事）長尾新九郎（徳島

市長）三木寛治（阿波商業銀行頭取）前川静夫（徳島新聞社長）ら７人

放送開始当時の四国放送本社
（徳島市・新町橋南詰めの新町チェーンの４階）
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で、この７人が推した常任発起人のなかの末尾に初めて利平が登場す

る。選ばれた人たちは県内財界のそうそうたる顔ぶれで新聞に名が出た

こともないのは利平だけだが、前川が利平を強く推薦したという。第１

回常任発起人会は６月に開かれ、発起人全員が８，７００株を引き受け、残

る４１，３００株は一般募集を開始することにした。だが、資金集めは難航を

極めた。出資者として県や市町村にも参加を求めたからである。株式申

し入みと払い込み期限の延期を繰り返しても、全額達成は望めないとい

うありさまで、未払い込み分の１，２０６万円は徳島新聞が引き受け、払い

込みが完了した。

四国放送創立総会と第１回取締役総会は昭和２７年３月３１日、徳島市の

自治会館で開かれ、初代役員人事を次の通り決めた。

取締役会長 長尾 義光（長尾産業社長）

代表取締役社長 上崎龍次郎（共同汽船社長）

副社長 筒井 康二（筒井製糸社長）

専務取締役 森 宥順（前徳島新聞理事、総務局長）

取締役 川真田郁夫（県議会議長）

柏原大五郎（柏原捩鋲社長）

長尾新九郎（徳島市長）

山本 最純（山本ストーブ社長）

前川 静夫（徳島新聞社長）

戎谷 利平（大竹組社長）

阿部 邦一（県知事）

朝桐 猪平（勝浦町長、全国町村会長）

篠原弥治兵衛（県塩業組合長）

これを見ると、放送の公共性を理解してもらうため、役員は県内各地

から政、官、財界のトップクラスを幅広く集めていることが分かる。発

起人賛同者を依頼して県南に回ったのは、森宥順と岡田太郎（四国放送

初代経理部長）でこの時、由岐町には戎谷利平がいることを森らに知ら
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せたのは前川徳島新聞社長であった。前川と利平は知る人ぞ知る“磯釣

りの仲間”であった。

前川は広島生まれで、少年時代から釣り好きであった。故郷の芦田川

での釣りの思い出を書いた随想もある。昭和１９年に日本新聞会から徳島

新聞社に迎えられて以来、海釣りでは阿波が日本的な名所である事を知

り、磯釣りに凝るようになった。特にグレの虜となって「グレを憎

む」（注１）と言う名文を書き、釣りファンをうならせている。彼は日曜

となると大島、由岐、木岐、日和佐などの釣り場に一晩泊りでよく出か

けているが、そこで「釣りの師の先輩として利平と知り合い意気投合し

た」といわれる。

利平は釣針の製造業者だし、磯釣りでは年期が入っていた。釣りに関

してはズケズケとものを言い、前川に教えたという。前川にとっては「頭

の上がらぬ先輩諸公」（「グレを憎む」）の一人だったようだ。やがて利

平は前川が県南に釣りに来ると、自前で釣り船や宿泊の世話をするよう

になった。

前川が付き合ってみると、利平は大変な資産家でありながら、明るく、

豪快で、侠気にあふれ、右から左まで人脈が広く、隠然たる勢力を持ち

始めた建設業者であることを知っていた。このため資金集めに苦難して

いる四国放送設立へ参加を説いたばかりか、役員の一員として強く推し

たといわれている。

（注１）「グレを憎む」前川が昭和２５年１２月８日付の徳島新聞に掲載した名随筆
である。「グレいう魚は憎いヤツである」という書き出し、釣るのに一苦労で、
いまいましいが、豪快この上ないグレの魅力を書きつづる。「（略）グレの、あ
のドンと体当たりをするような引き方と、釣られてからの度胸のよさ、おれぁ
負けたよ、さあどうにでもしろ、といわんばかりのふてぶてしさに（略）」（前
川静夫遺稿集「阿波なまり」）。この随筆の中にも釣りの先輩として利平らしい
人物がチラチラうかがわれる。
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１．外交は利平、経営は次郎

四国放送は昭和２７年４月１日、徳島新聞社内の創立事務所を閉鎖、新

町橋１丁目の新装なった新町チェーンの４階に移転した。利平は重役に

就任したといっても非常勤である。もっとも社員はわずかに２３人。放送

業務の全般は徳島新聞から出向してきた森田茂が演出部長兼業務部長と

して統率、指導した。森田は旧満州電電勤務の放送経験者だった。

利平の出る幕などなかったが、これを機に徳島市伊賀町の高級住宅地

に邸宅を造っている。眉山の麓の粋な家だ。郷里の由岐町を離れ、ここ

でほとんど住んだ。この邸宅を重役

宅兼大竹組の“前線基地”とした。

森田とはウマが合わなかったようだ

が、前川とはさらに交際を深めたと

いわれる。前川を通じて徳島新聞の

敏腕専務の武市仁一郎と知り合う。

釣り好きの武市を磯釣りに誘ったば

かりか、武市派の部長クラスや四国

放送の副社長の筒井康二たちも磯釣り好きにしてしまう。こうした交際

方法は自社の事業に関係のある政、官界にも及んだ。仕事で建設省の出

先官庁の幹部、県の建築、港湾関係の部課長と知り合うと、磯釣りに誘っ

たり、釣り船を回し、宿泊の接待もした。そういう事を大店の旦那のよ

うに自然体で愉快にやるタチだし、今とは違って当時、その程度の接待

は社会的問題にならなかった。

もう一つはマージャン接待である。戎谷兄弟そのものが大のマージャ

ン好きで、勝負強く、快活なマージャンだった。伊賀町の邸宅には常連

の県議たちがよくやってきては利平と卓を囲んだ。粋で金離れもよく、

第３章 成長への助走時代

徳島市伊賀町に建てられた戎谷利平邸（現在は無住）
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富田町でもよくもてた。来るものを拒まず、清濁併せて呑む侠気があり、

頼まれたらイヤとは言えぬ性格で、人の面倒もよくみた。だから右翼や

侠客から社会党員にいたるまで人脈が広がった。

内閣に例えると、利平はいわば大竹組の「総理兼外交官」であった。

前線基地を核に各界の人と繋がり、メディア、政、官界に入り込み、影

響力を強め、大竹組の事業成長に生かしていった。事業が発展し始める

と、利平が一時欲を出し、新たな夢を抱いたこともあった。（注１）

これに対して次郎は経営担当の「官房長官」であった。かつてのサラ

リーマンの経験も役立った。兄弟で申し合わせた訳ではないが、二人の

性格と兄の四国放送参加で自然に「役割分担」したような形になった。

本社運営のほとんどを任された次郎は「石橋をたたいても、橋を容易に

は渡らない」と皮肉られたほど慎重で、堅実だった。事業の範囲は海部

郡内に絞った。当時は郡内に同業者が少なく、十分な利益が上げられた

からである。「利益は第二、信用第一」をモットーとし、釘一本も無駄

にしないように用具管理を徹底させ、火災を出さないようにたき火を戒

めた。施工主に満足してもらう工事に徹するため、「品質管理」を口癖

にした。現場を大切にし、全従業員が現在社が手掛けている仕事を十分

に把握するように仕向けた。こうして「信用と品質を重視」した堅実経

営は次第に世間の信頼を得るようになった。またその後の経営マインド

の伝統にもなっていった。

（注１）利平の新たな構想 利平は、大竹組再建の目処が着いた頃、阿波商業
銀行の全面的な支援のもと、知遇のある笹川良一からの誘いもあり、大竹組を
将来、大阪市へ進出させ全国的な中堅のマリコン（海洋土木建設会社）へと展
開拡大する構想を持った。その頃は戎谷林業が全盛の時で資金力にも不安がな
かったからだ。
しかし、すでに充分な利益も得ていたからか、専務である次郎の堅実な性格
からくる反対にあったか、その利平の夢は実現しなかった。兄弟はそのことに
ついて以後ついぞ語ることはなかった。
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２．港湾工事で進展

昭和２６年から昭和３０年までは、大竹組が次に来る高度成長時代に向け

て実力を蓄え、成長への地ならしをした時期である。

大竹組は南海大震災における津波被害の復旧作業として昭和２３年から

３年間、牟岐町西の浜の津波対策事業の中核となってきた。この事業で

大竹組の大島採石場はさらに活況を呈した。大島での採石、運搬は既に

大正期に大竹組が着手していた記録

もあるが（注１）、戦後は採石、運

搬を一手にこなすこの部門は、大竹

組の重要な部門であった。堤防造り

の基礎石として「大島石」がますま

す重宝され、採石運搬船の「大喜丸」

もますます忙しくなった。

復旧作業も一段落した昭和２６年か

らは海部郡沿岸漁港の工事建設ブームを迎えた。同年４月から農林省の

漁港整備計画が始まった時期にあたる。海部郡６カ町村は当時、それぞ

れ漁港と３～４の漁業組合を持っていた。戦後の漁業振興を目指した漁

船の大型化に伴い港湾工事の需要は急増、漁港建設のノウハウを持つ大

竹組は大進展した。また国鉄牟岐線の災害復旧工事や建築部の工事も増

え始めた。大竹組は昭和２６年創立当時の一資料として、県建設業協会海

部支部に対し次のような自社の経理内容の一部を提出している。他の業

者と比較する資料はないが、リーダーとしての自信がなければできるこ

とではなかった。

昭和２６年当時の株式会社大竹組

（県建設業協会海部支部創立５０年記念誌より）

年間工事請負額（県、町を含む） ２７，８３０，７５４円

一工事の最高請負額 ３，４００，０００円

大島石の運搬に忙しい「大喜丸」（昭和２６年ごろ）
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賃金状況

特殊作業員 ３００円 普通作業員 ２４０円

軽 作 業 員 １５０円 石 工 ３７０円

女子事務員 月５，０００円 男子事務員 月１０，０００円

材 料

セ メ ン ト １袋 ４００円 鉄 筋 １ｔ４２，０００円

ちなみに大竹組の昭和２７年度の大きな工事を列挙すれば次の通りである。

�由岐町東由岐、西由岐、木岐の港湾工事

�海南町浅川の港湾工事

�牟岐町東、西の漁港工事

�日和佐町日和佐浦の防波堤工事

�古牟岐の海岸工事

�牟岐町西の浜防潮堤工事

�国鉄牟岐駅の石炭台災害復旧工事

�山河内の法面復旧工事

�辺川の法面復旧工事 など

年間工事請負額は昭和２６年の２倍近い５１，０２４，４３１円に膨れ上がっている。

昭和２８、２９年度の各町における港湾工事以外の主な工事は次の通り。

�中村川水利工事

�宮浜村の道路工事

�牟岐漁業無線局新築工事と鉄塔新築工事

�牟岐川右岸の改修工事

�観音寺川改修工事

�牟岐東浦漁業組合の冷蔵庫工事

�阿部漁港改修工事

�各海区の築磯工事 など
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３．ブロック魚礁を構築

大竹組は再発足の昭和２６年、県下初のブロック魚礁構築を請け負って

いる。依頼したのは取締役の一人で、牟岐町長から牟岐東漁協組合長と

なっていた大平正敏である。

当時、海部郡沿岸には機船底引き業者がはびこって、禁止された区域

まで乱獲。一本釣りが主体の零細漁民を泣かせていた。底引き網で海底

の小魚までごっそり獲ってしまうので、稚魚や魚卵はもとより産卵の藻

場まで荒廃させた。漁協側は業者に抗議し、県庁にも取り締まり強化を

訴えたが、ラチが開かなかった。

そこで大平が考え出したのは「魚田」。つまりブロック魚礁による「栽

培漁業」という当時西日本では新しい発想だ。具体的には次のようなも

のだ。四角いコンクリート製の箱を作り、上部を魚が出入りできるよう

に開けておく。そして４つの側面に鉄棒を突き刺して、水平に十文字に

鉄棒を通し、箱の外に突き出した鉄棒の先端は、釣針のように下に曲げ

てとがらしておく、それは魚礁と産卵場所なるうえ、底引き網を引くと

その釣針に網が引っ掛かってちぎれてしまうという２つの狙いを持って

いた。

昭和２６年にはこのブロック魚礁が数十個作られ、漁民総出で底引き網

禁止区域の要所要所に沈められた。網を引っ掛けた底引き業者は大騒ぎ

（注１）採石船、竜巻に遭難 大竹組は大正期すでに大島に「採石船」を出し
ていたことが、最近、牟岐町内在住の町民が保存していた２通の手紙から分かっ
た。いずれも町内から徳島市に“留学”している子弟などに町の「大事件」と
して知らせたもの。それによると大正１４年１１月１３日昼過ぎ、大島の沖で竜巻が
発生、採石に出かけた大竹組の採石船が巻き上げられて転覆。乗っていた大竹
船主ら５人が海に投げ出された。うち２人は大島に向けて泳ぎ出し、１人は泳
ぎ付いたが、もう１人は行方不明になり、２３日に大島沖で遺体で発見された。
残る船主ら３人は転覆船にしがみついて息も絶え絶えになっていたが、通り掛
かった発動機船に救助された。一時は青年会や在郷軍人会までが救助に出動し
て大騒ぎだったそうだ。
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となったが、このブロック魚礁構築が沿岸各町村の漁協にも普及するに

及んで、禁止区域荒らしも沈静化した。

大平はこの魚礁の全国的普及を願い、国の補助金交付陳情を中央にも

盛んに働きかけた。このため、昭和２９年に、魚礁構築に対し全国的に補

助金がつくようになった。大竹組もこれ以来、魚礁沈設のレパートリー

を増やしたが、その伝統は、現在の「地先型増殖場造成」の工事（アワ

ビの増殖を図るための海中林造り）にも生きている。

社員の群像

和田信一（大正６年生まれ）私は、昭和９年、２０歳で大竹組に入った。まず、由岐
町の家の嵩上げの仕事に、小北、福井、奥村さんと共に従事した。牟岐の浜から汽
船に乗って、由岐の現場へ行った。仕事は、１年間通じてあるわけではなく、注文
があれば出かけるといった状況であった。太平洋戦争中は、昭和１７年に開通した国
鉄牟岐線の補強工事にも参加した。戦後、那佐の製塩工場建設の仕事を請負い、鞆
浦で泊まり込みで、若い、大竹敏之、小溝倍健君等と仕事をしていた時、１２月２１日
の南海大震災の津波の為大被害を受けた。津波では、漁船が大川橋を乗り越え、川
長の木内さんの付近の田の中に座っていた。牟岐、浅川、鞆浦漁港が大きな被害を
受け、その為に大竹組も津波復旧工事が沢山あり、戦争から帰った若い人や女の作
業員が大勢働きにきた。やがて、大竹組の現場責任者となり、５０年近く働き、さら
に現在息子が２代目として働いている。８０年記念史の発行に少しでもお役に立てた
ら光栄です。（談）

杉寺良造（明治４１年生まれ）軍属として召集されて戦地で苦労したが、無事生還し
た。終戦後大竹組に入り、自宅近くの山から土を取り、牟岐駅前や海部病院付近の
埋め立て現場に参加する。その後は大竹組の現場責任者として海部郡内各地の現場
の仕事を行うかたわら、牟岐町議会議員として３期１２年務めた。妻とは職場結婚で
ある。終戦当時は戦争により職場を失った若い男女が沢山土木の現場で働いてお
り、職場結婚や数々のロマンスの花咲く楽しい現場であった。

実川ときえ（明治４５年生まれ）昭和２０年、戦争のため主人を亡くし、引き続いて２１
年の南海大震災の津波の被害を受けました。女一人で、２人の子供を大きくするた
め、大竹組の津波復旧作業現場に作業員として働きに出ました。女性として化粧も
せず、顔を真っ黒にして働きました。同じ様な戦争未亡人は、２０名近くいたと思い
ます。楽しみは、毎年夏場の仕事のひまな時に会社の慰安旅行に行く事でした。鳴
門公園、高松の金比羅さんからはじまり、日光、富士五湖見学等、いまでも懐かし
く思い出されます。若い頃、現場で働いたおかげで、９０歳今も元気で畑仕事に精を
出しています。（談）
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もはや戦後は終わった

昭和３０年は日本の経済史にとって一つの分岐の年とされている。それ

は昭和２０年代にまだ色濃く残っていた戦後の痛みが、このころになって

ようやく薄れ、経済の復興もほぼ終わったことを意味している。昭和３１

年度の「経済白書」は「もはや戦後ではない」と戦前回帰をうたいあげ

た。事実、その前年には産業全体の生産指数が戦前の最高水準（昭和１９

年）を突破した。昭和３５年には池田内閣によって国民所得倍増計画が策

定され、それに伴い、財政規模が大型化、公共投資が積極的に行われた。

同時に民間企業の設備投資意欲を刺激し、これと密接不可分な関係にあ

る建設業界も急激な成長を遂げたのである。

１．公共工事への進出

いわゆる「高度経済成長期」は昭和３０年（１９５５年）からオイルショッ

クによって本格的不況が到来する直前の昭和４８年（１９７３年）まで、実に

足掛け１９年にわたった。株式会社大竹組もまた、この間に公共工事で躍

進し続けたのである。その躍進の要因には次のような特色がある。

�事業は主として海部郡内での工事に絞った。

野球に例えたら、大リーグを目指さず、地方リーグで確実に圧勝し

ようというようなもの。これは堅実な経営者の方針でもあったが、

発足時期には宍喰町を除いて有力な同業者が少なかったためでもある。

�最初から港湾など海に関係する公共工事に進出、民間の工事には重

点を置かなかった。これは郡内に民間の大きなプロジェクトがな

かったせいもあるが、個人企業時代から勝手知った分野で戦い、役

所を発注相手とする方が確実で、不況時にも影響が少ないためで

あった。

第４章 高度経済成長の時代



大竹組８０年通史

34

�最初から下請け工事はやらず、下請けにも出さなかった。

工事は自前でやらなければ、品質低下の恐れがあり、いい仕事がで

きないし、発注主の信用を得られないという経営者の信念からである。

昭和３０年代の大竹組の請負工事は、農林省の「第２次漁港整備計画」、

運輸省の「第１次港湾整備５カ年計画」などに伴う漁港、港湾、海岸工

事が中心である。場所は宍喰町を除

いて海部郡内の全町村に及んでい

る。目立つのは由岐町阿部の漁港改

築工事、牟岐町の牟岐漁港修築工

事、海南町の浅川湾改修工事、同町

大里の護岸工事、日和佐町の日和佐

港復旧工事などである。中でも大里

大手海岸の護岸工事は昭和３３年度か

ら徳島県の地盤対策事業として、昭

和３６年度からは防潮林造成事業とし

て行われた大きな工事である。この

工事のころから大竹組は重量機械の

導入に踏み切った。機械化施工の始

まりであった。

なお港湾工事以外のものとしては

魚礁の沈設工事を毎年のように続け

たほか、次のような工事も行っている。

�牟岐町の海部中央病院新築

�牟岐小学校復旧新築

�観音寺川樋門改修

�町道古牟岐線橋梁新設工事

�瀬戸川改修

�恵比寿浜防波堤・内妻橋工事 など

由岐町阿部の港岸工事。阿部の漁港修築工事が始まっ
たのは昭和３０年からで、工事中、船はすべて浜に揚げ
た。波の高い時や出漁のさいは大変難儀だった。

現在の由岐町阿部の漁港
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２．工事の機械化

わが国の土木建設業の自主的な技術開発の姿勢は、明治３０年代に見せ

た鉄筋コンクリート工法の摂取を除けば、あまりみられなかった。工事

は人力を主体とし、機械力はきわめて限られた分野で、例外的に導入さ

れるにとどまった。自前の機械力を現場で運営するようになるには、機

械購入の資金繰りを可能にする資本蓄積や資金調達力が必要だったが、

金融市場における建設業者の地位は極めて低かった。だから、施工は豊

富に得られる低賃金労働力に依存せざるを得ず、機械設備は補助的なも

のにとどまった。こうして技術問題は大正期からほとんど発展しないま

ま戦後を迎えたのである。

戦後の機械化施工は米占領軍による基地建設工事によって導入された

といってよい。また建設省など官庁側の努力によって機械化施工は定着

していく。特に昭和２０年代後半には大ダム工事などによって建設技術は

多彩となり、技術開発は急速に進展した。それが地方に及ぶのは高度経

済成長期に入ってからである。

大竹組も昭和３０年代初めまでは、工事は「人力」が主体であった。例

えば「生コンクリート車」などまだなかったから、コンクリートを練る

のも作業員の手によった。これをスコップでミキサー車に投げ込み、櫓

を組んで、高いところから型枠などに流し込んだ。動力といえば小型発

動機ぐらいなもので、ひところは小型発動機（５～１０馬力）を４０台も備

え、これでウインチを動かせ、ミキサー車も回すなど工事のすべての動

力として、フル回転させるといったありさまだった。

重量機械の導入を余儀なくされたのは、海南町の大里大手海岸の護岸

工事からである。これは長い海岸線と美しい松原からなる名勝「大里松

原」を守るための防潮堤工事で、徳島県が昭和３３年度から「地盤変動対

策事業」として、昭和３６年度からは「防潮林造成工事」として行われた

難儀な工事だった。昭和３４年にクレーンの運転手として２０歳で大竹組に
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入社、この工事に当たった岡田好二は、当時の現場の機械化について以

下のように語っている。

まずバックホウで砂地を掘る。この床掘りが数万立方メートルもあ

り、当時のバックホウでは手間が掛かった。次に松の杭を二本木で打ち

込み、基礎コンクリートを打設する。その上に練り石積みをやる工事で

ある。石工が５人動員されたが、二分石を１万個も積むので、石工１人

について当時は７人もの手伝いが必要だった。那佐に石切り場をつく

り、石船で運んだ。そんな難儀な工

事で現場の作業員も繁忙期には総勢

７０人も動員しなければならなかっ

た。このため大竹組は重機の必要に

迫られ、昭和３４年８月、油谷工業製

のバックホウ（万能掘削機）の導入

に踏み切った。これはあらゆる掘削

に使えるのはもちろん、場合によっ

てはクレーンにもなった。同型のも

のには日立製にも優れたものはあったが、高価で買

えず、当時としては二流の製品を導入した。それで

も１台５００万円。当時の大竹組の年間総工事請負額

の１０パーセントに相当した。それも例によって現金

による支払いで油谷側を驚かせた。既に資金力はで

きていたとはいえ、県南部では最初の導入で、大竹

組にとっては思い切った投資であった。

しかし、バックホウは工事を驚くほどスムーズに

はかどらせたし、その後の工事でも投資に見合う以

上に大活躍。これを機に工事の機械化施工は急速に

発展した。また工事用自動車の導入も始まった。車

といえばオート三輪トラック１台だったのが、この

機械化施工の第１号として導入した「万能掘削機」と
ブルドーザー

「万能掘削機」を操作する岡田好二
（当時２０歳）
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ころから２トントラック３台と作業員運搬用小型バス１台を購入した。

その後も時代の必要に応じ、ブルドーザーやトラックを導入した。この

ため運転手も増えていった。この運転手たちは精気あふれる青年がほと

んどで、重機部門を合わせて、自らを「大竹組機動部隊」と称した。

３．次郎社長、大竹敏之専務コンビ

昭和３４年５月、戎谷利平が四国放送の副社長に就任した。四国放送は

同年４月１日からテレビを開局している。映像による新時代の幕開け

だった。３月のテレビ免許発行を受けて、テレビ準備金確保のため増資

をした。経営陣も強化する必要があった。大株主の利平は

既に役員のなかでも勢力を広げ、人事でも影響力を持つよ

うになっていた。副社長は筒井康二（筒井製糸社長）と２

人になったが、かなり忙しくなり、利平は副社長に専心す

ることにした。

このため利平は昭和３５年７月、大竹組社長を専務の次郎

に譲り、自分は会長に退いた。そして後継の専務は取締役

の大竹敏之が、常務には取締役の天羽奎司が就任した。２

人とも次郎の従兄弟で、敏之は大竹組の２代目経営者だっ

た喜太郎の長男、奎司はその異父兄である。

敏之は昭和２年生まれ。海部中学卒で、戦中に滿蒙開拓

青少年義勇軍に応募し、北満州の辺境に配置された。敗戦

後、現地抑留も耐えて生き延び、２２歳で復員し、大竹組に

入った。昭和２１年の南海大震災当時は、那佐の製塩工場の

建設工事中に津波の被害を受けている。その復旧作業の指

揮をとって以来、現場監督としてたたき上げたベテラン

で、津波対策の堤防工事や港の工事など海部郡沿岸のほと

んどの工事に参画した。株式会社スタートで経営陣の一人

社長 戎谷次郎

専務 大竹敏之
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となったが、次郎専務が当初は土木現場については素人であったため、

会社運営の内向けの仕事では、ほとんど補佐し、次郎専務の片腕となっ

て働いた。

専務に就任してからは、経営全般は次郎社長が見たが、次郎は県建設

業協会海部支部長として対外的に忙しかったので、敏之が大竹組の事実

上の総指揮者となった。つまり、現場監督の割振りから資材購入、入札、

談合にいたるまで存分に活躍した。頭脳明晰で、記憶力が抜群だった。

例えば、設計入札に関する数字などは１度見れば、頭にインプットした

ということだから勘所もよく抑えた。口下手だが、男らしく、人情家で、

人を信頼するところがあり、材料購入などは一切、現場を仕切る木内俊

雄らに任せ、細かいことは言わなかった。社員の信望は厚かった。酒も

タバコもやらないが、この一族の例に漏れず、麻雀、トランプ、競艇と

あらゆる勝負事が好きで、天才的に強かった。囲碁、将棋は会社を訪れ

る業者や役人を相手によくした。それがまたいい社交になった。（注１）

創業者の一族としての誇りと、責任感もあって、次郎社長を助け、高

度成長期の大竹組の屋台骨をガッチリ支えた。しかし、戦中からの無理

がたたって一時病気で入院もしたが、昭和６０年まで専務を続けた。晩年

は数年間の闘病生活の後、平成１３年、７４歳で没した。

４．初めての増資、新社屋落成

躍進を続ける大竹組は、昭和３０年代初めから海部郡内における港湾関

係の工事をほとんど独占するに至った。地域への貢献で信用が厚くなる

とともに建築部の新築工事も増大して行った。代表的なものは牟岐町立

（注１）社長、専務、常務とも酒が飲めない建設会社も珍しかった。だから忘
年会や新年宴会では二合瓶を出して、「二合瓶乾杯」をよくやった。社長たち
はいつも一口だけ口を付けて適当に退席する。後は社員が賑やかに夜遅くまで
騒いだ。「“大竹の二合瓶”は建設業界でも有名でした」と元社員の小沢千代美
は語っている。
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海部中央病院（昭和３０年度）、牟岐

警察署（昭和３３年度）、牟岐中学校

体育館（昭和３５年度）、徳島ダイヤ

冷蔵冷凍工場（昭和３８年度）、谷原

記念館、阿波商業銀行牟岐支店（昭

和３９年度）などである。

年間請負総額も昭和３６年には１億

円の大台を突破、約１億２８４８万円に

達している。株式会社に組織変更し

てわずか１０年で約５倍である。従業員も現場の作業員を含めると最大時

は３００人を数えるほどになった。この勢いに乗って昭和３６年に資本金も

１９０万円から一気に３００万円に増資した。

株式会社大竹組の設立１０周年を記念して、牟岐町大字中村字本村８５‐１

に新社屋が落成したのは昭和３６年１０月２４日だ。鉄筋コンクリート２階建

て２５１．５坪（８３１．５２６平方メートル）。１階は事務室と初めて造った会長、

社長室、応接室、食堂（和室４畳）。２階は会議室（和室、１５畳）、来客

用寝室（和室６畳）。事務所裏に別棟で木造２階建ての作業員宿舎を造っ

た。用地は次郎社長の叔父で取締役の大平幸吉から譲り受けた。そこは

終戦で復員後、次郎がやっていた海産物加工場があった場所である。思

い出の地で盛大に行われた落成式であいさつする次郎も感慨無量であった。

社員の給料も年ごとに上昇した。海部郡内の民間企業では珍しくボー

ナスを出し、他社の社員をうらやまがらせている。（注１）また会社設

立以来、ほとんど毎年のように社員の慰安旅行を催した。最初の頃は讃

岐の金比羅宮や高知の桂浜といった近県の観光地だったが、やがて、京

都、有馬、山中、白浜、三朝、鬼怒川、別府など全国各地の温泉地、観

光地に行くようになった。最盛期には観光バスを連ねて１２０、３０人が参

加した。最近は回数こそ減ったが、沖縄からシンガポールまで足を延ば

すようになっている。

落成した新社屋
（正門南側は駐車場が占拠、社屋の全景は見えない）
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５．利平、四国放送から撤退

昭和３４年に四国放送の副社長に就任した利平だったが、前川静夫社長

告発問題に絡んで４年後に辞任した。前川は広島県出身で、昭和２７年に

徳島新聞の専務から社長となり、同年に四国放送を創立して放送の社長

も兼ね、ワンマン体制を築いた。戦後の徳島におけるマスコミの功労者

だが、独裁でも知られた。利平の盟友である２人の幹部も前川は気にい

らなくなると、次々と追放した。その度に利平は前川に忠

告したが聞き入れられず、「前川の暴走を止めるのは、地

元経済界では俺しかない」と思うようになる。

発端は徳島新聞の社内紛争からだ。真相はまだよく分か

らない。だから以下は利平の弁護士、庄司新一郎側の記録

から経過だけを記しておく。まず徳島新聞の武市仁一郎専

務と前川社長との間に対立が起きた。武市は昭和３４年に東

京支社長に更迭され、小幡義治理事が後任の専務になっ

た。反抗の姿勢を見せる武市を、利平は「しばらくほとぼ

りを冷ましたら」と説得、東京行きに応じさせたが、結局、

武市は翌年、依願退社に追い込まれる。利平は自分の甘さ

を後悔した。前川は小幡新専務にもあきたらず、昭和３７年

２月に今度は小幡専務を解任、解雇してしまう。小幡はこ

れを違法として徳島地裁に身分保全の仮処分申請したが、

翌３８年に申請却下の判決を受け、控訴審、本訴訟でも負けた。

（注１）給料については、社内では“記録魔”と言われている岡田好二が入社
以来、克明なメモをしている。それによると昭和３３年にクレーンとバックホウ
の運転手として、２０歳で入社した当時の初任給は、１日３５０円×１．３で５００円。
１カ月１５，０００円、年収１８万円。これが昭和３５年には日給４００円で２２万円に、５
年後の昭和４０年には日給１，１００円で年収４５万円。さらに昭和４５年には日給２，１００
円で年収８１万円。更に５年後の昭和５０年には日給４，５００円で年収１７０万円と、１５
年間で日給、年収ともに１０倍以上になっているという。ボーナスは別で、好況
期には年２回支払われている。

四国放送社長 前川静夫

四国放送副社長 戎谷利平
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裁判で小幡の代理人となったのは熊

本の庄司弁護士だ。利平は小幡が四国

放送の重役も兼ねていたので親交が

あった。小幡が追放されてからは庇護

者的存在になっていった。利平は、提

訴前に庄司を交えて小幡から相談を受

けた。「民事訴訟だけでは勝てない」と

いう庄司に、小幡が徳島新聞、四国放

送両社に隠し金（帳簿外経理）があることを明らかにした。「それで攻

めよう」と利平が告発人となって、小幡提訴と平行して刑事訴訟を起こ

し、昭和３７年３月、利平は四国放送の前川社長と森田茂専務を業務上横

領で、また徳島新聞会長・社長としての前川を業務上横領で徳島地検に

告発した。

地検は捜査に着手し、両社に帳簿外経理（いわゆる B勘定）の積立

金があることが世間に明るみに出た。告発状で利平は「秘匿された積立

金は四国放送株主の利益配当請求権の侵害であり、脱税だ」などと主張。

全株主と従業員に文書を配布し「株主、役員の一人として、あくまで四

国放送の経営正常化と両社の民主化を願っての告発で、放送の社長にな

ろうといった権勢欲はない」と訴えた。これに対し前川は「B勘定はあ

くまで税金対策で、不正はない」と反論した。

事態を重視した四国放送取締役会は、２人の取締役に調停役を依頼、

双方の同意を得て、同年４月には森田は専務を、利平は副社長を辞任す

ると言う「覚書き」を作った。双方痛み分けの「覚書き」は実行され、

利平は四国放送関係の告発を取り下げた。徳島新聞の内紛と、それに平

行した徳島新聞の労使紛争を経て、前川もその後、無理ができなくなり、

放送の社長との兼務もやめた。そして両社内も民主化に向かう。それを

見とどけるように利平は昭和４０年６月に四国放送取締役をも退任。放送

界から完全に撤退した。

徳島新聞放送会館（昭和４０年当時）
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社員の群像

故・堀 国松（明治３９年生まれ）昭和２２年に、最初は牟岐漁港修築工事現場で県直
営工事の港の仕事に携わった。その後は経験を生かし、主として大竹組の港の工事
の現場監督として、潜水夫、起重機船、石運搬船などと連携を取り、牟岐漁港、日
和佐漁港、浅川港の建設や浚渫の仕事に取り組んだ。最初の頃は潜水船も女性作業
員が２人で、手押しポンプで空気を送っていた。大変危険な作業で、潮の流れや天
候の変化に対応するための知識と経験が重要だった。特に当初、大型起重機船は広
島県の丸池海運のもので、現在のような油圧式ではなく、石炭を焚いて蒸気でウイ
ンチする時代であった。

和田 章（昭和７年生まれ）昭和２３年、１６歳で大竹組に入る。南海大震災被害の復
旧作業として西の浜の防潮堤防工事に従事。岡見寅一の弟子として石工を修業し、
一流の石工として海部郡沿岸の石積み堤防の現場で働く。その後工事現場の責任者
となり、晩年は建設省の国道作業所の国道維持管理の現場主任として、交通量が多
くなって危険箇所が増えた国道５５号のスムーズな流れを維持する影の功労者として
の努力を重ねた。

杉岡良雄（大正１３年生まれ）海軍の志願兵として出征。南の島で敗戦、捕虜として
抑留された。復員後しばらく大阪にいたが、２４年、牟岐に帰り、海軍で覚えた潜水
技術を生かし、大竹組の工事潜水夫となり、由岐町の梁谷専一のウインチで、宍喰
以外の海部郡内のほとんどの港に潜ったベテラン。

木内俊雄（昭和４年生まれ）台湾の旧制中学在学中に学徒動員で陸軍に入隊する。
敗戦後は、台湾で警官をしていた父とともに、母の実家がある牟岐町川長に帰り、
昭和２４年秋、大竹組に入る。主として漁港改修事業に若手監督として活躍。その後
は、技術職員として鞆漁港、日和佐、由岐、木岐、志和岐と幅広く現場を指導し、
取締役工務部長となり、平成７年に引退した。

故・鎌田文作（大正１２年生まれ）旧那賀郡富岡町出身。戎谷次郎の富岡中学時代の
後輩で蹴球部選手。高知高校、九州帝大経済学科卒。昭和２２年農林省徳島作物報告
事務所（のち同省徳島統計調査事務所）に入り、組合運動中、レッドパージで免職、
２６年から３年間、大竹組に在籍した。パージを不当として人事院提訴に勝ち、２８年
復職したが、翌年辞め、３７年、徳島市で大和機械産業を創立して社長。次郎とは公
私共に交友を深めた。平成５年没。

故・中野政義（明治４１年生まれ）海部郡由岐町出身。徳島バス職員だったが、同郷
の利平初代社長に頼まれ、昭和２６年、㈱大竹組の設立に参加、取締役、事務方の支
配人格として、大竹組の基礎づくりに貢献した。由岐町議を永く務め、昭和６１年に
没。



43

１．次郎が建設業協会支部長に

大竹組はもはや県南では押しも押されぬトップ業者になった。社長と

なった次郎は専務の大竹敏之に会社の切り盛りを任せる余裕が出てきた

ので、昭和３９年４月に３代目の県建設業協会支部長就任を乞われて引き

受けた。以来、ほとんど毎日のように事務所に顔を出した。

在任中の最大の業績は協会が念願していた「日和佐建設会館」を建設

したことである。会員数も、事務職員も増え、各種の集会にも昭和３２年

に建てた支部事務所では不便になったため、昭和４５年の支部通常総会で

会館の新築工事を満場一致で承認したが、実現までには苦労した。役員

会、建設委員を中心に再三審議し、旧国鉄日和佐駅前の民有地に予定し

たが、駐車場まで造るとなると町有地の小山を崩す必要があった。この

ため次郎らは地元の日和佐町長に粘り強く交渉を続け、用地確保の見通

しを付けた。会員の出資、金融機関の協力を得られるようになってから、

総会で新築計画の承認を受け、昭和４８年５月に着工、翌年４月に落成し

第５章 安定成長の時代

建設業協会海部支部創立３０周年記念日に集まった会員と事務職員たち
（最前列左から６番目が戎谷次郎会長、昭和５６年１１月、日和佐建設会館前）
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た。新築概要は以下の通りである。

土地は日和佐町奥河内弁財天７９の１で、１，７９６平方メートル、買収価

格約２，１４６万円。建物は鉄筋コンクリート３階建て 延べ４６８平方メートル。

１階 食堂経営用、２階 応接室、事務室、会議室３

３階 大会議室、休養室

総工費は約３，５６６万円。なお１階部分はドライブ・レストランとして

使用され、平成１０年度まで�日和佐建設会館が運用した。

協会の現実的な役割は相変わらず入札とそれに伴う利害の調整であっ

たが、次郎はその中心となり、受注調整などのストレスで胃かいように

なるほど苦労したが、豊富な情報と真摯で円満な性格で公平に処理し、

信頼を集めた。このため会員数も年ごとに増加し、昭和６０年には５０人を

超えた。

協会の近代化も率先して推進した。昭和４０年には海部建設業同業組合

を結成、自ら理事長となり、生コン共同購入などの共同事業や不動産の

貸し付け、財産管理を始めた。創設以来の請負額賦課金制度を改善して

新会費制度を発足させたり（平成２年）、厚生年金基金へ加入したり（平

成３年）するのも、県内の支部では常に先行した。次郎を中核とした会

員の結束の堅さは、平成７年の阪神淡路大震災の際にも現れた。協会本

部の青年部の呼び掛けに応じ、支部は次郎の娘婿柴田勉など２人を救援

活動に派遣している。

結局、次郎は死没する平成８年まで３２年間にわたって支部長を務め

た。協会の発展と地域に貢献した功績は大きい。

２．建設省の工事に進出

昭和４０年になって、大竹組は建設省の工事に進出する。時代も大きく

動いていた。高度経済成長の活力は自動車需要にも影響し、昭和３０年代

に入ると自動車保有台数と貨物輸送量が毎年飛躍的に伸びた。自動車交
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通の激増と相まって道路整備は自立経済の動脈として

役割を担い、高度経済成長を下支えしていった。大竹

組も港湾関係の工事から国道などの建設省関連の工事

にもシフトすることで、自らグレードアップすること

を目指した。

その戦力として登場するのが後藤喜美男である。後

藤は昭和３９年、徳島県阿南土木事務所長から大竹組の

副社長に迎えられ、多年の経験と人脈を生かし、大竹

組の国道工事新規参入に大きく貢献した。

後藤は明治４５年、牟岐町生まれ、海部中学卒業後、昭和６～８年の牟

岐港修築大工事で宮崎主任技手のもとで助手として働き、その感化を受

けて、熊本高等専門学校（現熊本大学）に進み、卒業後、大倉土木（現

大成建設）を経て、徳島県土木部に入り、日和佐土木事務所長などを歴

任した。阿南土木事務所長から本庁の土木部管理課の検査官に異動する

事になったが、根っからの土木現場好きで、検査官になるのを嫌った。

これを知った戎谷大竹組社長が副社長という破格の待遇で入社を懇請。

５５歳定年を待たずに入社した。

といっても元は県職員だから直ちに県土木部向けの仕事もできないの

で、もっぱら建設省関係の仕事の現場代理人となった。カストロ髭の後

藤は現役の時から業界では一種の名

物男だった。硬骨漢で、仕事には厳

しく、だれにも遠慮なしの言動は有

名だった。県の仕事を請け負った業

者が手を抜いた仕事をやると、現場

で怒鳴りつけ、蹴り飛ばしたりもし

た。土建県議が利権絡みで大声で圧

力をかけてきても一歩とも引かな

かった。県土木部にも、建設省四国

副社長 後藤喜美男

建設省の工事第１号となった
「海南町鯖瀬崩土処理工事」
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地方建設局の徳島における出先機

関の幹部にも人気があり、顔が広

く効いた。また後藤自身もマメに

官庁回りを怠らなかった。このた

め大竹組の工事進出も次第に数を

増していった。後藤は２０年近く大

竹組に在籍して、大竹組の「看板」

となった。

記念すべき新規参入工事の第１号は昭和４０年の「海南町鯖瀬崩土処理

工事」である。国道５５号の側面が突然大きく崩れ落ち、通行止めになっ

たもので、昼夜兼行で対応、１時間に１回の時間通行を行いつつ、１カ

月足らずで復旧。その後は９月に再度法面仕上げなどをして完成した。

緊急性からみて、地元業者がやるべき工事で、長さ１００メートル、請負

額も２４８万円と小さかったが、当時としては県南で地元業者が建設省の

工事を請け負うのは初めてとあって、業界を驚かせ、うらやましがらせた。

更にこの年の１２月には「牟岐町内妻改良工事」をも請け負っている。

国道５５号が平行しているところで、路肩崩壊防止のため、道路法面に４５

メートルの逆 Tの擁壁を施工し、法面補強をしたもので、本格的な建

設省の仕事としては初めてであった。

３．相次ぐ増資、工事拡大

昭和４０年、建設省の工事に進出してからも、大竹組は相次いで増資し

た。〈表１〉は平成９年現在の資本金の沿革表である。増資とともに工事

を多彩に拡大、うなぎ登りに工事高を増やしていった。安定成長の背景

はどこにあったか、改めて分析しておこう。

建設省の「牟岐町内妻改良工事」



第５章 安定成長の時代

47

〈地の利〉まず、自ら限定した営業範囲の「地の利」がよかった。県内

でも最南部に位置し、太平洋に望む長い海岸線が続く。陸上部はほとん

ど山地であり、海岸に流出する２級河川海部川をはじめ、牟岐川、日和

佐川などはすべて河口港を形成し、地方港湾、漁港として栄えてきた特

性のある地域だった。それが戦後、地震や台風などの相次ぐ大災害に見

舞われた。昭和２６年「公共土木施設災害復旧事業国庫負担法」が制定さ

れ、復旧が前進した時に「株式会社大竹組」がスタートしたのは幸運だった。

〈時の利〉県南の地方港湾３港のうち２港、漁港１０港のうち６港は大竹

組が大正１０年の創業以来運命を共にしてきた港だった。このため昭和２６

年度を初年度とする「第１次

漁港修築計画」、昭和３６年度

から始まった「第１次港湾整

備５カ年計画」の事業も、と

もに現在、第１０次に達してい

るが、これら各港の整備改修

工事に参加することができた。

〈表１〉 大竹組資本金の沿革 （平成９年現在）

創 業 大正１０年５月１０日

創

業

後

の

沿

革

�大竹組 組織変更 資本金 １，９００，０００円 昭和２６年４月７日

最初の登録 土木建築請負業 昭和２６年９月２７日

増 資 資本金 ３，０００，０００円 昭和３６年３月１５日

増 資 資本金 ６，０００，０００円 昭和４８年７月１日

最初の許可 土木建築工事 昭和４８年１０月５日

増 資 資本金 １０，０００，０００円 昭和６０年１１月１日

増 資 資本金 １７，５００，０００円 昭和６３年１２月１６日

増 資 資本金 ２０，０００，０００円 平成元年６月４日

増 資 資本金 ３０，０００，０００円 平成７年６月２２日

〈表２〉大竹組年間請負金額の変遷 （単位：円）

昭和３５年 １４５，２４８，５４３ 昭和６０年 ８２８，３１８，０００

昭和４０年 ２２９，２６４，７２９ 平成元年 １，３２０，２９１，３０４

昭和４５年 ３０５，８１８，２８８ 平成５年 １，５３２，１７６，４５１

昭和５０年 ７８７，２４７，０００ 平成１０年 ２，２４５，９２８，８３３

昭和５５年 １，１１２，１７４，０００ 平成１５年 ８６９，７３１，８００

※平成１５年は８月末現在
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それと共に河川、道路工事からトンネル、公共建物工事と拡大、着々

と業績を延ばしてきた。昭和３５年、戎谷次郎社長就任以来の年間請負金

額の変遷は〈表２〉の通りである。

〈組 織〉主要な経営者のコンビがよかった。“自由人”で外交上手の戎

谷利平会長、堅実で気配りの次郎社長、現場たたき上げで人気の大竹敏

之専務と天羽奎司常務。対立もなく、相補ってきた。常雇いの従業員は

多くなったが、漁業と雇用保険を絡めた季節的雇用習慣を活用できた。

現場を大切にし、経営者が細かい点を言わず、現場の仕切りや工夫を信

頼して任せる伝統が、優れた現場監督を育てた。同族経営の結束の堅さ

も強みとなった。

官庁工事の元請けに徹し、自らも下請けをやらないばかりか、仕事も

あまり下請けに出さず、発注者に信頼される良質な工事を施工した。

〈技 術〉潜水夫を使った工事など港湾関係ではスタートから先駆的技

術を持っていた。民間や官庁の建物の工事に比べると、港湾関係は工事

が簡単で利益が大きかった。また昭和５０年代まで採掘権を持った大島石

は生産から運搬、消費まで一貫して活用できたのでドル箱となった。特

許を得た工法こそなかったが、研究熱心な社風で施工の機械化には昭和

３０年代から取り組んでいる。各工事に当たっての調査研究、工夫は次回

の工事概要で伺われる通りである。

以上のような背景から大竹組はオイルショック、建設冬の時代、低成

長時代も何とかくぐり抜けて安定した経営を展開することができた。以

下は平成時代にいたるまでの各部門別の工事概要である。
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部門別工事概要

１．牟岐漁港

工 事 名 漁港修築工事

路線名等 牟岐東防波堤修築工事

工事箇所 牟岐町牟岐浦

工 期 昭和３１年９月２９日から

昭和３１年３月２７日まで

請負金額 ￥６，２５５，３３２－

発 注 者 徳島県

工事概要 不明

施工担当者 堀 国松

昭和３１年頃から、牟岐東の防波堤防の拡張そして嵩あげの工事が行われた。

広島の丸池海運の起重機船が瀬戸内海を越え、太平洋海岸までやってきて、大

型ブロックの据え付け作業を行った。
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工 事 名 漁港整備計画

路線名等 牟岐漁港東防波堤工事

工事箇所 牟岐町牟岐浦

工 期 昭和３３年１１月１２日から

昭和３４年３月２０日まで

請負金額 ￥１１，１９７，２９５－

発 注 者 徳島県

工事概要 防波堤嵩上げ

施工担当者 木内 俊雄

昭和３５年頃の東防波堤工事における先端部の嵩上げコンクリート型枠組み立て

状況。当時コンクリート打設は、現場に砂、バラスを集め、現場のミキサーでコ

ンクリートを練り、さらに高いタワーの上にコンクリートを送り、バケットに投

入し、そのバケットをワイヤーで堤防上の次のホッパーへ送り、そのホッパーか

ら、手押しのねこ車で受け取り、現場型枠に投入するという大変沢山の人出の必

要な作業だった。
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工 事 名 漁港修築工事

路線名等 牟岐西防波堤工事

工事箇所 牟岐町牟岐浦

工 期 昭和４５年７月９日から

昭和４６年３月２０日まで

請負金額 ￥４０，８３１，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 防波堤構築

施工担当者 佐山 茂一

現場代理人 天野 宏信

牟岐東防波堤工事がほぼ完成し引き続いて西堤防の建設が始まった。この堤防

の建設により、西の浜に台風時に打ち寄せる波が小さくなり、通称楠の浦地域に

ある大型の磯渡し船の係留も可能となった。
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工 事 名 漁港修築工事

路線名等 牟岐漁港

工事箇所 海部郡牟岐町牟岐浦

工 期 昭和４０年９月２８日から

昭和４１年３月２０日まで

請負金額 ￥２９，３８９，６７８－

発 注 者 徳島県

工事概要 導流堤 L＝１７１．２�

橋 梁 １．０式

消波工 １．０式

－４．０�浚渫

Ａ＝２２，１１８．３�

Ｖ＝２９，４３０．０�

施工担当者 和田 信一

現場代理人 天羽 圭司

東、沖防波堤工事がほぼ完成に近づき、中央漁協前と、漁協前の漁船係留のた

めの港、船揚げ場などの内港施設が建設された。

漁場が近くなり、船が大型化され、内港の拡張が必要となった。
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工 事 名 漁港修築工事

路線名等 牟岐漁港古牟岐地区

（第２分割）

工事箇所 牟岐町古牟岐

工 期 昭和４８年１１月１日から

昭和４９年３月２０日まで

請負金額 ￥５０，８３０，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 防波堤 L＝１１．０�

－１．５�物揚場

L＝１０４．０�

施工担当者 和田 信一

現場代理人 天野 宏信

昭和２７年頃から、牟岐東漁港と平行して、古牟岐漁港の修築工事が行われた。

まず、漁船が係留できる内港を作り、その後、沖の大手の護岸工事を行った。
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工 事 名 漁港修築工事

路線名等 牟岐漁港（牟岐地区）

工事箇所 牟岐町牟岐浦

（第１分割）

工 期 昭和５３年７月１日から

昭和５４年３月２０日まで

請負金額 ￥１３１，９１４，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 －２．０�物揚場

L＝１５８．５�

道 路 L＝１９７．８�

突堤工 L＝４３．０�

・南突堤 L＝１７．０�

・北突堤 L＝２６．０�

施工担当者 佐山 茂男

現場代理人 天野 宏信

この工事は通称「楠の浦の港」と呼ばれ、役場前の牟岐港とは別に新しい港が

建設され、漁協もその後移転した。船揚げ場、機関整備工場もでき、やがて西、

中央、出羽島の３漁協が合併し、牟岐町漁協が誕生した。

主として、磯釣船が多く係留されている。
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工 事 名 漁港修築工事

路線名等 牟岐漁港

（古牟岐地区）

工事箇所 牟岐町古牟岐

（第４分割）

工 期 平成７年１月２７日から

平成７年６月３０日まで

請負金額 ￥４５，４２７，１２０－

発 注 者 徳島県

工事概要 西防波堤 １．０式

６４ｔ型消波ブロック

製作 ６０個

転置 ６０個

施工担当者 西山 俊二

現場代理人 西山 俊二

牟岐漁港で製作した６４t型テトラポットを大型クレーン船で据え付け、さらに

潜水夫を使って、前年の仮置きテトラを転置して堤防工事を行った。

最近の牟岐漁港

昭和６年から同９年までの４年間、当時の金で３６万円で牟岐漁港が完成し、港祭りが盛大に
行われ、牟岐の「大漁節」が歌われた。
昭和２１年の津波のため、港が破損し、その災害復旧に続いて、漁港整備事業が５０年に渡って
行われ、今は漁業の町牟岐にふさわしい港の風情を漂わせている。
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２．護岸工事

工 事 名 地盤変動対策事業

路線名等 大里大手海岸

工事箇所 海南町大字大里

工 期 昭和３５年１２月２４日から

昭和３６年３月２０日まで

請負金額 ￥４，５６２，９８７－

発 注 者 徳島県

工事概要 防潮堤 L＝３１３．０�

施工担当者 小北 森一

天下の名勝、大里の松原の松を守り、その事によって地域の安全を守るという

一石二鳥の防潮堤工事であった。

昭和３３年度から始まったが、上記の工事は、昭和３５年度の工事。ブルユンボで

床掘りをして、松の杭を二本木で杭を打ち込み、基礎コンクリートを打設してそ

のコンクリートの基礎の上に石積みを行う工事であり、石工が５～６名、海部町

に石切り場をつくり、トラックで石を運び、総勢７０名もの大勢の人が働いた。
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工 事 名 防潮林造成事業

工事箇所 海南町大里松原

工 期 昭和３６年６月２６日から

昭和３７年１月３０日まで

請負金額 ￥５，５３５，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 防潮堤 L＝１１５．０�

施工担当者 杉寺 良造

本工事は、大里松原全面の砂浜に防潮堤を建設し、背後地に松を植えて防潮林

を造成するもので、工事方法は次のとおりである。

砂浜をバックホーおよびブルドーザーを使用して所定の深さまで掘削し、鉄筋

コンクリートの基礎井筒（中空、５．０L×３．０W×４．０H）を打設する。さらにクロー

ラクレーンによるクラムシェル作業を行って、井筒内部の砂を掘り下げ、井筒を

所定の高さまで沈下させ、次いで内部および外部を砂で埋戻し基礎を構築する。

さらに、その上に堤体コンクリートを打設し、防潮堤（L＝１１５．０�）を建設

する。

防潮堤の前面を元通り埋戻し、背後の盛立てを行う。
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工 事 名 防潮林造成事業

工事箇所 由岐町田井

工 期 昭和４２年１０月１９日から

昭和４３年３月２５日まで

請負金額 ￥８，５２１，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 防潮堤 L＝８１．０�

施工担当者 猪谷 勇

現場代理人 木内 俊雄

この工事は、由岐町田井の浜の堤防工事で、防潮林を守り、田井地区の田畑を

守る工事である。旧国鉄田井の浜駅や県南有数の海水浴場があり、この防潮林工

事は全域には至らず、海水浴場と両立する形となっていた。



第５章 安定成長の時代

59

工 事 名 海岸環境整備工事

路線名等 浅川港海岸

工事箇所 海南町大砂

工 期 昭和５２年９月２７日から

昭和５３年３月２０日まで

請負金額 ￥４１，１１７，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 防波堤

消波工 L＝５３．０�

テトラポッド（５t型）

製 作 ３８７個

運搬捉付 ３８７個

施工担当者 和田 信一

現場代理人 木内 俊雄

この工事は近く施工予定の大砂海水浴場に、高波が押し寄せるのを防止するた

めに、防波堤を建設したもので、前年度一部施工済みの防波堤の外側に、異形ブ

ロックを捉付けて被覆し、消波工を実施したものである。

ブロックは、浅川港－４．０�物揚場で製作したものを１００ｔ積み台船に積載して

現場沖合まで曳航した。据付作業はクレーン船を使用して行ったが、現場付近一

帯は岩礁が多く、また水深も浅く、大型船の接岸が困難なため、８t吊りの小型

船を使用して行った。
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工 事 名 海岸局部改良工事

路線名等 出羽島漁港

工事箇所 牟岐町牟岐浦字出羽島

工 期 昭和５４年９月４日から

昭和５５年２月２０日まで

請負金額 ￥１４，０３４，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 消波工 L＝３７．０�

テトラポッド（３．２ｔ型）

製作 ２７３個

据付 ２７３個

施工担当者 栗林 国義

現場代理人 天野 宏信

離島である出羽島の堤防補強のテトラポットの据え付け工事である。

テトラポットは、牟岐岸壁で製作し、台船で出羽島へ運搬、クレーン Aでダ

ンプカーに積み込み、クレーン Bで据え付けを行った。
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工 事 名 漁港高度利用

活性化対策工事

路線名等 牟岐漁港（古牟岐地区）

工事箇所 牟岐町古牟岐

第１分割、第２分割合併

工 期 平成１１年９月７日から

平成１２年３月２５日まで

請負金額 ￥５６，７８５，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 本体工 １．０式

遊歩道 L＝７５．４�

施設工 １．０式

階 段 １．０箇所

ガードパイプ ６．０�

転落防止柵 １．０箇所

施工担当者 島川 長治

現場代理人 代田 亀雄

古牟岐海岸に少年自然の家が建設されそしてモラスコ牟岐が、さらにスキュー

バダイビングの基地として沢山のダイバーが訪れ、大島の海中の美しさを楽しん

でいる。

週末には沢山の若者が、この遊歩道を通って渡船に急ぐ姿が見られる。
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３．日和佐港

工 事 名 昭和３６年災害第６０号

港湾災害復旧工事

路線名等 日和佐港

工事箇所 日和佐町北防波堤

工 期 昭和３７年１１月１０日から

昭和３８年３月２０日まで

請負金額 ￥７，２８３，４５５－

発 注 者 徳島県

工事概要 北防波堤

施工延長 L＝６９．６�

施工担当者 堀 国松

この工事は前年度の台風によって被災した防波堤の復旧を行ったものである。

高波を受けて散乱した捨石および基礎方塊そして崩れ落ちた上部コンクリート

等を取除き、元通り原型に復旧した。

捨石の取除きは潜水士がやり、破損した方塊並びにコンクリート塊について

は、潜水士による発破作業を行った。
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工 事 名 港湾改修工事

路線名等 日和佐港

工事箇所 日和佐町

工 期 昭和４３年８月２日から

昭和４４年３月２０日まで

請負金額 ￥４１，５０２，７１３－

発 注 者 徳島県

工事概要 防波堤 L＝３５．４�

－４．０�物揚場

L＝４９．２�

施工担当者 猪谷 勇

現場代理人 木内 俊雄

日和佐港は、奥潟川と日和佐川が合流して注ぐ河口港で、水量が豊かで、流れ

も速いうえ、港口も狭く、絞られているため、水の流れがさらに加速される。そ

れに外海からの潮流や、港口付近の複雑な地形等の要素も加わって、この水域は

絶えず波立っており、漁船の出入港が難しい事で定評のある港であった。

その対策として、港口の外側に異形ブロックによる防波堤（島堤）を建設する

事となり、昭和３３年度から継続事業として施行されてきたもので、工事方法は次

の通りであった。

まず捨石を投入し、これを潜水士船を使用して、所定の高さ・天端幅・法勾配

に均し作業を行って、基礎捨石マウンドを構築する。

港内の岸壁で製作した２０ｔ型テトラポットを、１００ｔ吊りクレーン船（自積船）

に積載し、これを現場まで曳船して据付を行った。
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４．由岐漁港

工 事 名 公有水面埋立工事

路線名等 由岐漁港（大池地区）

工事箇所 由岐町大池

工 期 昭和５１年２月１日から

昭和５２年３月２０日まで

請負金額 ￥１４６，４１７，０００－

発 注 者 由岐町

工事概要 埋 立 工 ２０，７９０．０�

河川護岸 ３１０．９�

係船護岸 ７０．０�

橋 梁 工 ２．０橋

１号 L＝１４．６�

W＝５．０�

２号 橋台２基

施工担当者 猪谷 勇

現場代理人 木内 俊雄

この工事は由岐小学校建設のために大池を埋立て、敷地を造成したもので、工

事方法は次の通りであった。

別途施工中の道路局部改良工事（由岐坂）で掘削した土石を、ダンプで運搬し

て埋立を行ったが、大池は水深が浅く、しかも水底の土質は、ペースト状のヘド

ロの厚い堆積層となっていて、それが搬入した埋立土に押し出され、水面上に盛

り上がって来る状態で、処理方法に困り果てた末、ダンプで対岸の空き地に搬出

して仮置きし、水分が抜けて固まってから盛土に転用することにした。

次いで河川護岸・係船護岸の基礎掘削を行ったが、前述のヘドロに悩まされた

あげく鋼製の函を拵えて、掘削場所に据付け、内部を掘り下げながら沈下、着底

させ、潜水士による基礎捨石の均し作業、更に基礎ブロックの据付、そして上部

工の手順作業を行った。

工事中は、漁業組合とは連絡を密に取合いながら作業を進めて来たつもりだ

が、梅雨時期台風時期等の大雨の際に、泥水が由岐漁港内に流れ込み、また港外

に流れ出して、漁業組合から苦情を度々頂戴し、恐縮した事が一再ならずあった。
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工 事 名 漁港修築工事

路線名等 由岐漁港（木岐地区）

工事箇所 由岐町木岐（第１分割）

工 期 昭和６３年８月１日から

平成元年３月６日まで

請負金額 ￥８６，２００，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 東防波堤 L＝７０．０�

基礎工 L＝２７．５�

堤体工 L＝２５．０�

上部工 L＝６９．９�

消波工 L＝７０．０�

施工担当者 猪谷 勇

現場代理人 木内 俊雄

この工事は、現在の木岐港の外側に、新たに防波堤並びに物揚場を建設するた

め、継続事業として施工したもので、この年度は東防波堤 L＝７０．０�を施工した。

工事方法は次の通りである。

１．基礎工

基礎捨石を投入し、これを潜水士船により敷均し、基礎捨石マウンドを構築

した。

２．堤体工

志和岐港で製作したセルラーブロックを運搬し、前記捨石マウンド上にク

レーン船を使用して据付け、次いで中詰石を投入て天端均しを行った。

３．上部工

堤体上に型枠を組立て、コンクリートを打設したが、打設方法は現場に通ず

る道路が未完成なため、配管を布設してポンプ打設を行った。

４．消波工

志和岐港の物揚場で製作した三連ブロックを現場まで運搬し、クレーン船を

使用して据付け、防波堤外側ならびに堤頭部を被覆した。
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工 事 名 漁港修築工事

路線名等 由岐漁港（木岐地区）

工事箇所 由岐町木岐（第３分割）

工 期 平成２年１２月２２日から

平成３年８月３１日まで

請負金額 ￥２３６，９９０，６４０－

発 注 者 徳島県

工事概要 西防波堤 L＝３５．０�
護 岸 L＝２００．０�
－３．０�岸壁

L＝４０．０�
－２．０�物揚場

L＝８０．０�
護 岸 L＝２４．０�
－３．０�航路浚渫

A＝３，２７０．０�
V＝３，３４０．０�

－３．０�泊地浚渫
A＝３，４３０．０�
V＝４，２５０．０�
V＝６，１４０．０�

施工担当者 木内 俊雄

現場代理人 木内 俊雄

この工事は東防波堤および物揚場・護岸そして背後地作業場の完成をうけ、西

側白浜地区に、これに対応する漁港施設を建設したものである。

この年度は、前年度一部施工済みの護岸工事から着手し、次いで西防波堤・－

３．０�物揚場・－２．０�物揚場・護岸の順に作業を行った。これに並行してグラブ

船による浚渫作業を行い、掘削した土石は全量を物揚場背後地の盛立土として転

用した。

この工事では、物揚場の堤体工に、直立消波ブロックが採用されていた。これ

まではコンクリートを現場打ち方式が多かったが、今後は直立消波形式の護岸が

増えてくると予想された。工事中に観察した結果では、消波効果が上がっていた。
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工 事 名 東由岐２号線緊急地方道

整備工事（第１分割）

路線名等 東由岐２号線

工事箇所 由岐町東由岐

工 期 平成４年５月３１日から

平成５年２月２０日まで

請負金額 ￥５５，２０８，０００－

発 注 者 由岐町

工事概要 施工延長 L＝６７．４�

擁壁工 L＝６４．４�

仮設工 L＝１．０式

排水工 L＝２４．３�

施工担当者 佐藤 祥弘

現場代理人 佐藤 祥弘

この工事は漁港護岸沿いの現在の小径を拡幅整備して、東由岐の市街地に通ず

る道路を建設したもので、平成２年度から継続事業として施工されている。

この年度は、前年度に引き続き、L＝６４．０�の区間を施工したもので、工事方

法は次の通りである。

１．擁壁工

既設護岸外側を掘削して、基盤捨石を敷均し、その上に堤体の型枠を組立て、

水中コンクリートを打設した。更にその上に上部コンクリートを打設し、護岸

上部工とした。次いで護岸背後に裏込石を投入して、所定の勾配に均し、続い

て盛立を行った。

２．仮設工

上記１の掘削作業の前に、既設護岸構造物の崩落を防止するため、鋼矢板を

打設した。打設方法は油圧による圧入方式とした。

３．排水工

U型測溝 L＝１０．０�及びφ６００ヒューム管渠 L＝１４．３�、計２４．３�の排水施

設を設置した。
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工 事 名 漁業集落排水処理場

造成工事

路線名等 伊座利漁港

工事箇所 由岐町伊座利

工 期 平成１０年１１月６日から

平成１１年７月３１日まで

請負金額 ￥６３，０００，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 緩傾斜面護岸

L＝８５．１�

土 工 １．０式

基礎工 １．０式

堤体工 １．０式

胸壁工 １．０式

排水工 １．０式

雑 工 １．０式

施工担当者 三浦 俊夫

現場代理人 三浦 俊夫

この工事は、既設護岸の西側を取り壊し、前面に拡幅し、集落排水の処理場を

建設するための敷地造成工事であった。

ここの地質状況は、シルト質地盤で比較的、水替えには楽だが、毎日毎日の風

に悩まされ、風が止んだと思ったら雨になるという激しい自然との戦いだった。

また既設配管の移設、仮設道の築造にも苦労した。遠隔地であるため生コン等の

材料搬入にも時間がかかった。今は立派な処理場が築造されており、外見は、民

芸風の緑屋根で、レストランと見間違うような建築物が建っている。



第５章 安定成長の時代

69

工 事 名 漁港修築事業

路線名等 由岐漁港（志和岐地区）

工事箇所 由岐町志和岐

（第５分割）

工 期 平成１２年３月３０日から

平成１２年１２月２５日まで

請負金額 ￥１９７，５４２，８００－

発 注 者 徳島県

工事概要 南防波堤

施工延長

L＝１１９．３�

上部工（蒿上げ）

L＝１１９．３�

消波工

異形ブロック

製作・据付

４０ｔ １６２個

２４ｔ ６１個

２４t・１６ｔ

１５５個

施工担当者 川岡 定

現場代理人 川岡 定
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５．鞆奥漁港

工 事 名 漁港改修工事

路線名等 鞆奥漁港

工事箇所 海部町鞆浦

工 期 昭和５９年９月１５日から

昭和６０年３月１０日まで

請負金額 ￥４２，７９５，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 施工延長

－２．０物揚場

（エプロン工）

L＝７５．０�

中突堤（Ａ）L＝１５．０�

中突堤（Ｂ）L＝１５．０�

－３．０�浚渫

A＝４，２５０．０�

V＝７，１８０．０�

施工担当者 川添 唯一

現場代理人 木内 俊雄

鞆奥漁港は、港口から港内泊港までの水路が狭い上に、直線的な形状で高波の

浸入を受けやすい。また、この港独特のもので、地元では「スビキ」と称する現

象がある。潮位が絶えず小さな満ち干を繰り返し、泊地内に係留された漁船の動

揺が激しいため、その対策として、新設された西側泊地の入り口の両側から、突

堤（Ａ）、突堤（Ｂ）それぞれ L＝１５．０�を建設した。

これは突堤の躯体が、独立消波型のブロックで構成された、消波効果の高い構

造となっている。
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工 事 名 漁港改修事業

路線名等 鞆奥漁港

工事箇所 海部町鞆浦（第２分割）

工 期 平成１２年３月３０日から

平成１３年３月２５日まで

請負金額 ￥１９３，８３４，２００－

発 注 者 徳島県

工事概要 防波堤 L＝１０３．５�

上部工 L＝９５．５�

消波工 L＝９５．５�

護 岸 L＝８．０�

上部工 L＝８．０�

消波工 L＝８．０�

施工担当者 西山 俊二

現場代理人 西山 俊二

海部川の流域にあり川港であった鞆奥漁港の内港がほぼ完成したが、大型漁船

が増えたため引き続いて外港工事に着手した。

直接太平洋の荒波とさらに海部川の急流、そして、全国的に有名なサーフィン

のメッカとしての存在もあり、色々な配慮の必要な現場であった。
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６．浅 川 港

工 事 名 地方港湾改修工事

（第２分割）

路線名等 浅川港

工事箇所 海南町浅川

工 期 昭和３７年９月２９日から

昭和３８年２月１５日まで

請負金額 ￥３，２５４，２３３－

発 注 者 徳島県

工事概要 南防波堤 L＝４６．０�

施工担当者 和田 信一

現場代理人 木内 俊雄

本工事は、浅川港北防波堤の完成に伴って、対岸からこれに向き合う形で南防

波堤を建設したもの。起点付近の海底が露出した岩盤地帯であり、この部分の基

礎としてプレパクトコンクリート方式が採用されている。これは日和佐土木事務

所管内では初めての工法であったが、幸いちょうどその頃、高知県室戸土木事務

所管内の室津港で、この工法による防波堤が建設中ということで、その現場を見

学させてもらう事ができ、色々と貴重な資料やら助言を頂いた事を、今でも感謝

に堪えなく思っている。
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工 事 名 漁港修築工事

路線名等 浅川港

工事箇所 海南町浅川（第２分割）

工 期 昭和５０年１０月１９日から

昭和５１年３月２０日まで

請負金額 ￥２４，０８０，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 防波堤

消波工 L＝４４．０�

中空三角ブロック

（５ｔ型）

製 作 ４２８個

運搬据付 ４２８個

施工担当者 川添 唯一

現場代理人 木内 俊雄

この工事は、前年度に引き続き、北防波堤外側に、異形ブロックによる消波工

を施工したものである。

まず捨石を投入し、水中部は潜水士船により、水上部は人力により均し作業を

行って、捨石マウンドを構築した。

次いで上記マウンドの上に、港内岸壁上で製作した５ｔ型中空三角ブロックを

１００ｔ積み台船に積載して現場まで運搬し、水中部分は８ｔ吊りクレーン船およ

び潜水士船を使用して据え付け、水上部は２５ｔ吊りトラッククレーンを使用して

据付け、被覆する作業を行った。
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７．橋・水門

工 事 名 海岸保全施設整備工事

路線名等 浅川港鯖瀬地区海岸

工事箇所 海南町浅川鯖瀬

工 期 昭和４１年１１月７日から

昭和４２年３月２０日まで

請負金額 ￥５，５９６，５６９－

発 注 者 徳島県

工事概要 樋門工

鋼矢板 １．０式

躯体工 １．０式

樋 門 １．０式

施工担当者 佐山 茂男

現場代理人 木内 俊雄

この工事は昭和３７年度以来継続して実施されてきた鯖瀬地区海岸護岸工事の終

点部分の施工を行ったもので、この年度は護岸背後地から海に流れ出す鯖瀬川の

吐出部に樋門を建設した。

これは鯖瀬川上流地区の集落および農地を高潮や洪水から守るため施工した。

樋門のゲートは鋼製で、寸法は７，７８０Ｗ×２，２００Ｈ×４００Ｔ、最大揚程は２，０００�。

捲上げ方式はスクリューシャフト＆ハンドルではなく、当時としてはまだ珍し

い、ラック＆ビニオンギアを採用した。
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工 事 名 中小河川改修工事

市町村道橋梁整備工事

合併

路線名等 牟岐川

工事箇所 牟岐町川長

（牟岐中央道）第１分割

工 期 昭和６１年９月２日から

昭和６２年６月２９日まで

請負金額 ￥８９，４９０，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 護岸工

（左）２４．２５＋

（右）３５．８５＝６０．１�

橋 台

Ａ１、Ａ２、橋脚Ｐ１

各々 １．０式

施工担当者 栗林 国義

現場代理人 天野 宏信

この工事は前年度施工した橋脚Ｐ２に続いて、左岸側の橋台Ａ１、橋脚Ｐ１および

右岸側の橋台Ａ２を建設したものである。

基礎には、Ａ１、Ａ２に各８本。Ｐ１に６本のベノト杭を施工した。

橋台・橋脚それぞれに鋼矢板による仮締切りを行ったが、流水区域のＡ２につ

いては二重締切りとし、中間を現地採取土で盛立て作業床とした。

現場の近くに県立病院があり、鋼矢板打設の際に発生する騒音による、入院患

者への悪影響が懸念されるため、病院側からの申し入れがあり、矢板打込みに際

しては、低騒音型の高周波バイブロハンマーを使用し、また、地中に埋まってい

る岩石等は、ロングアームバックホーを使用して取除く等、可能な限りの対策を

講じた。
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８．公 園

工 事 名 牟岐都市計画

内妻公園工

工事箇所 牟岐町大字内妻

工 期 昭和５５年１１月２２日から

昭和５６年３月２５日まで

請負金額 ￥７８，５３５，０００－

発 注 者 牟岐町

工事概要 中央広場

グラウンド工 １．０式

周道舗装 １．０式

植樹、ベンチ １．０式

テニスコート

テニスコート ４面

フェンス １．０式

施工担当者 原 秋一

現場代理人 天野 宏信

海部郡６町による広域のごみ焼却施設が内妻地域に建設された。

いわゆる迷惑施設といった観点から、グラウンド、テニスコート、公園等が造

られた。

大きな造成工事が行われたので、海の濁り防止に特に留意した。
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９．道路・トンネル

工 事 名 南阿波有料道路建設工事

路線名等 南阿波有料道路

工事箇所 日和佐町（第１工区）

工 期 昭和４３年１２月２７日から

昭和４４年１２月２１日まで

請負金額 ￥９０，４３３，９６０－

発 注 者 徳島県

工事概要 施工延長 １，３６０．０�
幅 員 ７．０�
盛 立 １１，２８３．０�
掘 削 ３６，７１２．０�
床 掘 ８７５．０�
残土処理 ５，１１８．０�
擁壁コンクリート

１８８．４�
法面保護工４，０４３．０�
排 水 工 １，７３２．０�
雑 工 １．０式

現場代理人 木内 俊雄

本工事は、道路の新設工事であり、当社にとって、また、担当者にとっても、

初めて経験する工事であった。

当社が担当した第１工区は、国道から分岐する有料道路の最初の工区であり、

まず大型掘削機械・工事資材等を搬入するために、国道の傍らを流れる奥潟川に

仮橋を架け、既設の農道を拡幅補強する進入路の建設から着手した。

本工事は、原則として責任施工となっており、上記の仮設工事、設計変更等は

請負者が設計積算し、設計図書を作成提出して、監督員の承認を得た上で実施に

移す事となっており、担当者の責任は重大であり、その反面やりがいのある工事

であった。

反面、起債による県の単独事業である性質上、予算の枠が窮屈で、たとえ設計

変更で工事数量の増加が認められたとしても、設計金額の増額には応じてもらえ

ない場合等も多く、採算面を考えて経費を切り詰めたり、長期にわたり苦労の多

い割に、報われるところの少ない工事だった。
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工 事 名 南阿波有料道路建設工事

路線名等 南阿波有料道路

工事箇所 牟岐町（第８工区）

工 期 昭和４７年２月９日から

昭和４８年３月２０日まで

請負金額 ￥９０，３００，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 施工延長 １，０５２．０�

幅 員 ６．５�

盛 立 ６５，３８９．６�

掘 削 ３９，４０３．７�

床 掘 ８０３．０�

擁壁コンクリート

４３９．７�

排水工 ２，０５１．０�

防護工 ９２８．０�

雑 工 １．０式

施工担当者 猪谷 勇

現場代理人 木内 俊雄

工事着手に先立って、平面線形測量および縦横断測量を実施して、設計図書の

チェックを行ったところ、縦断図に誤測があり、工事終点（既設町道との取合部）

に於いて、新設道路と既設道路の高さに、約３メートルの段差が生ずる事が判明

し、監督員との協議の結果、再測量を行って縦横断図を訂正し、工事数量の積算

をやり直すことになり、その作業に３カ月の日時を要して、工事着手遅延の原因となった。

本工事は、工事区域の大部分が国定公園内にあるため、土工作業によって自然

の景観を損なわないよう、特記仕様書に定められており、また切り崩した土砂が

雨水に洗われ泥流となって海に流れ込み、沿岸漁業者に被害を与えることのない

よう、漁業組合からの強い要望があった。

しかしながら県の設計には、大雨の際の雨水の流末処理に対する適切な配慮が

なされておらず、施工に当たっては、切取り法面及び盛土法面の保護緑化並びに、

雨対策に苦慮した。
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工 事 名 道路局部改良工事

路線名等 日和佐小野線

工事箇所 由岐町田井（第２分割）

工 期 昭和５７年１２月２８日から

昭和５８年１１月２０日まで

請負金額 ￥５０，６３６，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 施工延長 L＝１５０．０�

RC杭 １２８．０本

コンクリート擁壁

８０．１�

逆 T型擁壁 １４６．８�

U型測溝 ８２．０�

施工担当者 小坂 直之

現場代理人 木内 俊雄

この工事は、近く施工予定の木岐トンネル建設計画に合わせ、既設県道の路線

を一部変更して、田井ノ浜防潮堤に沿って、その内側に付け替えを行ったもの。

建設予定のトンネル坑口が高い位置にあり、それに取り合わせるため、道路の縦

断はかなり急勾配で、盛土（別途施工）の法止め擁壁は、用地に余裕の無い海側

を、RC杭基礎による逆 T型擁壁とし、内側は普通のコンクリート擁壁によるも

のとした。

RC杭の打設には、ディーゼルハンマーを使用したが、田井ノ浜背後地で養鶏

場を経営する農家から、騒音の影響で鶏が卵を生まなくなった旨の苦情が出て、

補償問題がこじれた経緯がある。
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工 事 名 道路改良工事
路線名等 日和佐小野線
工事箇所 由岐町田井木岐トンネル
工 期 昭和６１年１０月２１日から

昭和６２年３月１０日まで
請負金額 ￥２５３，９８５，０００－
発 注 者 徳島県
施 工 者 木岐トンネル建設工事

共同企業体
�姫野組・�大竹組

工事概要 トンネル工 L＝１８２．０�
W＝８．２５�

切拡工 １．０式
巻立工 １．０式
排水工 １．０式
坑 門 １．０式
舗装工 １．０式

施工担当者 木下 信彦（姫野組）
大竹 隆一（大竹組）

現場代理人 村上 能昭（姫野組）

この工事は現在ではトンネル掘削工法の主流となっている、NATM工法が採

用される前の、在来工法で施工された。

私は大竹組から現場担当者として派遣されたが、トンネル工事は初めての経験

なので、大いに勉強になった。

初めに現場代理人の村上氏から、鋼製支保工や木製矢板その他、初歩的な事柄

について教育を受けた。

また、木下主任に指示されて法線測量および水準測量を山越えで行ったが、そ

の結果を後日、坑道が貫通してから行った測量の成果と照合したところ、許容誤

差の範囲内に収まっている事が判り、ほっとした事が一番印象に残っている。

その他、火薬庫の管理業務についても実施指導を受けたが、不慣れなために、

爆薬・雷管等の出し入れを記録した帳簿と、在庫数量とが一致せず、苦労したの

を憶えている。

現場までは車で通勤したが、朝の暗がりから晩の暗がりまでの勤務だった。

（大竹）
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工 事 名 漁港修築工事

路線名等 由岐漁港（志和岐地区）

工事箇所 由岐町志和岐（第５分割）

工 期 平成３年１２月１７日から

平成６年３月１０日まで

請負金額 ￥１，０７７，８０７，４５０－

発 注 者 徳島県

受 注 者 志和岐トンネル建設工事

共同企業体

佐藤工業�・�大竹組

工事概要 施工延長 L＝５０８．０�

トンネル工事

L＝４７４．０�

改良工事 L＝１０６．０�

施工担当者 島田 優

幸木 光輝

現場代理人 西村 修三

漁港臨港道路として発注された片側車道幅員W＝２．７５�×２車線、歩道付き

の道路トンネル工事である。

県下でも当時まだ例を見ない上部半断面先進ベンチカット方式による NATM

工法が採用され、工事が進められた。当トンネルの地質は、西南日本外帯の四万

十帯の牟岐層（中世代白亜紀）に属する、砂岩・頁岩により構成されていた。

なお、両坑口付近およびトンネル中間付近においては、全体的に風化破砕によ

る岩盤劣化が激しかったため、その付近での施工の際に、偏土圧による過加重に

より、支保工が変形したため、支保を補強し、慎重に施工した。

また、湧水が多く、漏電により水中ポンプが停止し、トンネル内が水浸しとなっ

た事も度々あった。
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工 事 名 漁港関連道整備工事

路線名等 牟岐漁港（古牟岐地区）

工事箇所 牟岐町古牟岐

工 期 平成７年１０月１２日から

平成８年７月２５日まで

請負金額 ￥４５，１５３，１４０－

発 注 者 徳島県

工事概要 道路工 L＝３０６．０�

土 工 １．０式

擁壁工 １．０式

排水工 １．０式

舗装工 １．０式

法面工 １．０式

安全施設工 １．０式

雑 工 １．０式

施工担当者 岡田 好二

現場代理人 岡田 好二

通称古牟岐道路が長年かかって、ようやく全線開通となった。

海岸近くに漁業者の神様蛭子神社があり、その神社の移転のための手順が大変

であった。

最終的に戦没者の慰霊碑と蛭子神社の神仏合体で、新しい神社と慰霊碑ができ

た。
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工 事 名 道路局部改良工事

（地方特定）

路線名等 日和佐牟岐線

工事箇所 牟岐町灘字西山

工 期 平成８年１０月１日から

平成１０年１月２３日まで

請負金額 ￥２７５，６７０，５００－

発 注 者 徳島県

工事概要 施工延長

Ｌ＝１９０．０�

Ｗ＝６．０（１２．０）�

切 工 V＝３２１８８．０�

１号擁壁 L＝１５２．５�

Ｌ型側溝 L＝４９２．８�

ガードレール設置

L＝５０．０�

法面工 １．０式

ストーンガード設置

L＝２０３．０�

施工担当者 幸木 光輝

現場代理人 幸木 光輝

この工事は、南阿波サンライン（旧称）の最牟岐側に位置する西山トンネルを

開削した、片側車道幅員W＝２．７５×２車線（歩道付き）の道路改良工事である。

民家が、現場の間近にあるため、土砂掘削時および運搬時に発生する、塵埃に

対して注意を払いながらの施工となった。

また、当現場の地形は、最大掘削の高さは約１５�と低いものの、両側の切土部

では、東側の最大掘削の高さが約２０�、西側が約２２�と高くなっているため、飛

石防止用の防護柵も民家に近接して、高い柵を設置しなければならなかった。

なお、当該地域は断層が走っており、非常に崩落を起こし易い状態であった。

そのため西側法面は、試験掘削後、崩落の可能性があるため、ロックボルトによ

るアンカー工法を採用し、法面の崩壊防止策を講じた。
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工 事 名 緊急地方道路整備工事

路線名等 久尾宍喰線

工事箇所 宍喰町久尾～小谷

（仮称 塩深トンネル）

工 期 平成１０年７月２９日から

平成１２年１月２０日まで

請負金額 ￥８９２，５００，０００－

発 注 者 徳島県

請 負 者 （仮称 塩深トンネル）

共同企業体

三井建設・森本組

大竹組

工事概要 トンネル掘削工 １式

ずり処理工 １式

コンクリート吹付 １式

ロックボルト工 １式

鋼製支保工 １式

施工担当者 須藤 嘉則

幸木 光輝

現場代理人 徳永 庸輔

この工事は、久尾宍喰線の小谷地域の、谷沿いを通る既設道路の危険箇所を、

トンネルにより安全に通行できるようにするための工事である。

施工延長は L＝２９０．０�。そのうちトンネル延長は L＝２３５．０�であり、片側車

道幅員W＝２．７５�×２車線の県道である。

トンネル掘削方法は、NATM工法による上半先進ショートカット方式により

施工を行った。

当初の計画では、昼夜連続の掘削作業となっていたが、地元住民からの苦情に

より、昼間だけの作業体制に変更となった。

当現場の地質は、谷筋側の土被りが薄く、破砕帯があるため、偏土圧による影

響を受けやすく、支保の強化が必要となり、増ボルト（ロックボルト）、トンネ

ル断面の早期閉合が求められた。

また、終点側坑口の地盤支持力も小さく、それを補うために、薬液注入併用パ

イプルーフ工法（AGF-P工法）を採用し、土砂崩壊の危険性を防止した。
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工 事 名 緊急地方道路整備工事

（一部債務負担）

路線名等 牟岐港牟岐停車場線

工事箇所 牟岐町大川橋

工 期 平成４年１２月５日から

平成５年２月２２日まで

請負金額 ￥１３７，９６７，４７０－

発 注 者 徳島県

工事概要 橋梁工

Ａ１橋台工 １．０式

Ｐ１橋脚工 １．０式

護岸工 １．０式

旧橋撤去工 １．０式

施工担当者 代田 亀雄

現場代理人 柴田 勉

この工事は、老朽化した大川橋の架け替えを行うもので、平成４年度に施工し

た、右岸側の A２橋台１．０基ならびに、P２橋脚１．０基に加えて、本年度は左岸側の

A１橋台１．０基および、P１橋脚１．０基を新たに建設した。

A１、P１の基礎は、共に場所打ちコンクリート杭方式とし、これを硬岩掘削用オー

ルケーシング（スーパートップ）工法により掘削し岩着打設させるもので、徳島

県が初めて採用した工法である。

A１、P１の基礎杭工に先立って、鋼矢板による仮締切りを行ったが、特に P１に

ついては二重締切りとし、中間に水中コンクリートを充填した。
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工 事 名 平成７年度牟岐橋

下部外１件工事

路線名等 国道５５号

工事箇所 海部郡牟岐町

工 期 平成７年９月３０日から

平成８年６月２８日まで

請負金額 ￥１８０，２５０，０００－

発 注 者 四国地方建設局

徳島工事事務所長

工事概要 橋台工 １基

橋脚工 １基

擁岸工 １基

擁壁工 １基

施工担当者 柴田 一郎

現場代理人 喜井 義典

この工事は牟岐橋架替え（９０°クランクで大型車両同士の対向ができない現道

を３車線化し、スムーズな通行ができるようにするのが目的）の橋架下部工と取

り合い擁壁の工事だ。

工事内容は橋台１基（日和佐側）基礎杭 L＝１７�を、N＝８本を硬質岩盤用掘

削用にて施工。本体は寸法高さ９�、幅１３�。

橋脚１基は杭は同じ工法で L＝１０�、N＝１８本で本体施工時は鋼矢板締切り工

での施工だが、地下湧水がひどく、水替えに非常に苦労した。本体寸法は高さ１２

�、幅７�。

取り合い擁壁は現道と新設との取り合いで逆 T擁壁 H＝１０�、延長６０�の施

工だった。
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工 事 名 浅川付加車線工事

路線名等 国道５５号

工事箇所 海部郡海南町浅川

工 期 平成１２年３月２９日から

平成１２年１２月２０日まで

請負金額 ￥７７，７００，０００－

発 注 者 四国地方建設局

徳島工事事務所長

工事概要 道路改良 １．０式

・土 工 １．０式

・擁壁工 １．０式

・排水工 １．０式

・側溝工 １．０式

・水路工 １．０式

・管渠工 １．０式

・函渠工 １．０式

施工担当者 喜井 義典

現場代理人 喜井 義典

海南町浅川（通称カルト坂）を片側１車線増やし、登坂車線を作る工事。既設

水路の付け替え、盛土の土留擁壁、盛土の工種があり、現道から約１５�下での土

留擁壁の施工は進入路が無かったため、重力式擁壁（H＝２．３�）を延長１６０�の

施工とするのに長い時間がかかった。

盛土工は完成断面（H＝１０�）のうち暫定 H＝５�（下部）を幅３�の肉付け

施工だった。幅３�で盛土を敷均し、締固め機械の選定作業に苦労した。また盛

土材料が他工事から流用土で品質を確保するにも、セメントを混ぜたり、入れ替

えをしたり、苦労した。
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１０．魚 礁

工 事 名 由岐地区広域増殖場

造成工事

工事箇所 由岐町伊座利地先

工 期 平成６年９月１３日から

平成７年３月１０日まで

請負金額 ￥１５１，２０４，０００－

発 注 者 由岐町

工事概要 マダイ保護育成施設造成

４９１�×２８０�

＝１３，７２０�

テラス型育成礁

（Σ９‐２M） ６３基

投石（２００～４００�）

１６，５００�

施工担当者 浅田 均二

現場代理人 大梅 徹

本工事は海部郡由岐町伊座利沖の海底に捨石（２００～４００�）を投入し、テラス

型育成礁（コンクリート製）６３基を沈設して、マダイの保護育成施設を造成する

ものである。

海上工事は天候に左右される事が多いが、特にこの付近は風が強く、天気の変

化が早いところだ。午前中は風も波もなく、良好の状態だったのに、午後から風

が吹き出して波も大きくなり、作業中止となる事が度々ある。一度荒れ出すと、

一週間くらい仕事ができないことさえしばしばあった。

現場付近は水深が深く、波が出る度に工事区域を表示する浮標が飛ばされ、何

度となく再設置を行った。

また、工事中に作業船が風に流され、近くの水域に敷設されている大敷網に吹

き寄せられて、網やロープを切ったこともあった。
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工 事 名 下灘地区（砂美工区）

広域型増殖場造成工事

工事箇所 牟岐町地先

工 期 平成１２年９月２１日から

平成１３年３月１０日まで

請負金額 ￥１１１，３００，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 鋼製石詰礁

４．２�×４．２�×１．１５�

組立・沈設 ７５基

施工担当者 浅田 均二

現場代理人 浅田 均二

この工事は牟岐町砂美ノ浜の沖合に鋼製の魚礁を沈設して、魚類の増殖場を造

成したものである。

魚礁ブロックの製作は、古牟岐港物揚場の背後地で行ったが、ブロックの構造

上の理由から積み重ねが出来ないうえに、ヤードの面積が狭いため、数回に分け

て製作・沈設を行わざるを得ず、工程が渉らないため苦労した。
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１１．建築部門

工 事 名 河内小学校校舎

増改築工事

工事箇所 牟岐町大字河内

字西川又２９０

工 期 昭和４１年１０月１３日から

昭和４２年３月２０日まで

請負金額 ￥１８，３００，０００－

発 注 者 牟岐町

施工担当者 島村 和男

現場代理人 泉 �

河内小学校が老朽化し、改築の工事が行われた。前が国道、後が鉄道という大

変狭い用地のため、八角校舎、通称「蜂の巣学校」として建設された。
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工 事 名 牟岐警察署庁舎新築工事

工事箇所 牟岐町大字中村

工 期 昭和４２年８月１６日から

昭和４３年３月２８日まで

請負金額 ￥３３，７００，０００－

発 注 者 徳島県

施工担当者 亀井 具喜

現場代理人 泉 �

従来の牟岐警察署の庁舎が老朽化して、新国道に面した場所に移転新築した。

現在、移転あるいは現地建て替えの計画がある。

屋敷内にカルバートの水路が埋め込まれ、今後の建設には、留意すべきである。
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工 事 名 牟岐小学校

第２期改築工事

工事箇所 牟岐町大字中村本村

工 期 昭和４４年９月１９日から

昭和４５年２月２８日まで

請負金額 ￥３２，８４０，０００－

発 注 者 牟岐町

施工担当者 泉 �

現場代理人 泉 �

牟岐小学校は昭和２１年の南海震災の被害を受け、応急対応をしたものの、いた

みが大きく、また、旧校舎は老朽がひどいため、鉄筋校舎として改修された。
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工 事 名 少年自然の家造成工事

工事箇所 牟岐町古牟岐

工 期 昭和５８年１２月２９日から

昭和５９年７月１０日まで

請負金額 ￥１９５，５００，０００－

発 注 者 徳島県

工事概要 少年自然の家造成工事

施工担当者 天野 宏信

現場代理人 原 秋一

「県立少年自然の家」が、牟岐町の古牟岐地区に建設された。

総事業費１６億円。３００名が宿泊でき、付近の山や海では野外活動、魚釣り、磯

遊び、野外キャンプなども楽しめる。

大竹組では、その造成工事を施工した。
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工 事 名 へき地集会室改築工事

路線名等 出羽小学校

工事箇所 牟岐町大字牟岐浦出羽島

工 期 昭和５９年９月２６日から

昭和６０年３月２５日まで

請負金額 ￥９７，３８０，０００－

発 注 者 牟岐町

施 工 共同企業体

�大竹組・田中建設�

工事概要 鉄骨・鉄筋コンクリート造

地上 １階

渡り廊下・鉄骨造 １階

敷地面積 ５１０�

建築面積 ５０６�

施工担当者 谷 和郎

現場代理人 大竹 敏之

離島である出羽島の小学生に体育館での授業を体験させようと、「僻地集会所」

という名目で、体育館が建設された。

建築資材は、すべて船で運び、学校までの仮道を造り、車で運んだ。
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工 事 名 屋内運動場建築工事

路線名等 由岐中学校

工事箇所 由岐町西の地

字谷裏４番地

工 期 昭和６３年８月１８日から

平成元年２月１５日まで

請負金額 ￥１４１，４６８，０００－

発 注 者 由岐町

施 工 由岐建設工事共同企業体

�大竹組・�光建設

工事概要 鉄筋コンクリート造り

建築面積 １，１６２．０�

床 面 積 １，０９９．０�

施工担当者 宮本 明

現場代理人 柴田 勉

由岐中学校の古い体育館の建て替え工事である。

屋内体育館として、広いスペースと高い天井に配慮されている。

講堂として式典に対応できる配慮もなされた。

点検、取り替えが容易に出来る照明器具も採用している。
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工 事 名 屋内運動場改築工事

路線名等 牟岐中学校

工事箇所 牟岐町大字川長

字市宇谷２‐１

工 期 平成２年７月２７日から

平成３年３月２８日まで

請負金額 ￥２１７，２５７，９００－

発 注 者 牟岐町

施 工 共同企業体

�大竹組・田中建設�

工事概要 鉄筋コンクリート造平屋建

延床面積 １２９２．４９�

施工担当者 柴田 勉

現場代理人 山本 忠敏

この体育館は、体操競技ができるように、高鉄棒、段違い平行棒、吊輪、跳馬

などの設備が整っている。

全体的には平屋建てであるが、地下部分には体操用のピットがある。

徳島県一の体操の町として、多くの全国的な名選手が、数多くこの体育館から

誕生した。
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工 事 名 モデル木造施設

（モラスコ牟岐）

工事箇所 牟岐町灘字下浜辺

工 期 昭和６２年１０月１８日から

昭和６３年３月２０日まで

請負金額 ￥１４８，４７０，０００－

発 注 者 牟岐町

施 工 共同企業体

�大竹組・田中建設�

施工担当者 山本 忠勝

現場代理人 近藤 久義

この工事は、国の木材需要拡大推進対策事業として、徳島県産の杉、桧の銘木

をふんだんに使った建物である。

内容は世界の貝の展示を行う「貝の資料館」なので、建物自体も貝の形に作ら

れている。

隣に牟岐少年自然の家が建てられ、子供たちの訪れが多く、現在では、スキュー

バダイビングの基地としても活用されている。
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工 事 名 鬼ケ岩屋温泉建設事業

工事箇所 牟岐町橘

工 期 平成２年１０月２０日から

平成５年３月２５日まで

請負金額 ￥５５０，０００，０００－

発 注 者 牟岐町

施 工 共同企業体

�大竹組・田中建設�

工事概要 温泉施設敷地造成

温泉施設新築工事

温泉水給水工事

休憩所新築工事

施工担当者 田中 俊憲

現場代理人 田中 俊憲

徳島県が行う「新観光地作り特別対策事業」の採択により、温泉保養地、健康

ランドとして、県南の観光の拠点地域発展の拠点として「鬼ケ岩屋温泉」が建設

された。

大浴場、サウナ、露天風呂等１４種類の浴槽を持つこの温泉は、いまも根強い人

気で親しまれている。
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１２．水 道 他

工 事 名 平成１０年度５５号情報 BOX

埋設第４工事

路線名等 一般国道５５号

工事箇所 海部郡日和佐町

工 期 平成１１年３月１３日から

平成１２年３月１０日まで

請負金額 ￥２６５，１２５，０００－

発 注 者 建設省徳島工事事務所

工事概要 電線共同溝 １式

・情報BOX工 １式

・舗 装 工 １式

・構造物撤去工 １式

・構造物復旧工 １式

施工担当者 柴田 一郎

現場代理人 山西 公彦

本工事は、日和佐町北河内の日本舗装プラント前を起点に日和佐国道出張所ま

での情報ボックス埋設工事である。

当時国道５５号（徳島～日和佐間）全域で同工事が４工区発注されたため一円に

交通規制が行われるという状況が半年以上続いた。

工事延長は約６．７�あり、車道部はコンクリートトラフ、歩道部は高密度ポリ

エチレン管を地中に埋設し、車道部についてはコンクリートによる埋戻し後、即

日アスファルト舗装復旧しなければならないという工事だった。

工事区間の半分は外注し、残りは直営部隊で施工、１日の工程において３０�～

４０�を埋設施行した。１日７．５時間の作業を時間割し、２交代により昼食時間を

取り作業時間をフルに使わなければ１日の作業が終了しない。

又、当年の７月中旬は予期せぬスコールのような“突然、天候が崩れる”日が

あり、掘削箇所が池のように水で溢れかえり、そのまま何もせず埋戻し、舗装す

る事態に何度か見舞われた。
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工 事 名 牟岐町水道未普及地域

解消工事（平野・笹見地区）

第２工区

工事箇所 牟岐町大字河内

工 期 平成１３年８月２８日から

平成１４年３月２５日まで

請負金額 ￥１１７，２８５，０００－

発 注 者 牟岐町水道課

工事概要 連 絡 管 布 設 ６５９．０�
送水調整糟築造 １．０池

電気滅菌室築造 １．０棟

加圧場敷地造成 １．０式

配 水 池 築 造 １．０池

送 水 管 布 設 １，２５０．０�
配 水 管 布 設 ２，７１６．０�

施工担当者 柴田 一郎
現場代理人 柴田 一郎

本工事は、区間を河内小学校前を起点に笹見地区までの配管延長約４．５�、３４

戸への給水を目的とした水道施設工事だ。

初めて経験する水道設備工事で、配管資材の種類の多さ（約２００種類）に戸惑った。

工事受注後、先ず現場の作業者全員で資材の名称を覚えることや塩ビ管・鋳鉄

管の切断加工および接合方法を実地訓練し、漏水ゼロを目指し直営部隊１００％で

配管敷設に取り組んだ。

敷設総延長が約４．５�という長丁場で、２班編成により日々、掘削→配管→埋

戻しの作業を進める中で、平野加圧場の敷地造成、もしくは平野配水地の敷地造

成も工程の中に織り込み、日々戦争のような忙しい毎日が続いた。

工事着手から３カ月が経過した頃、工事終点部から約２�の区間延長を別途受

注し、配管工事もさることながら別に笹見加圧場施設と笹見配水地施設が追加さ

れ、工期に間に合うかどうかが懸念された。

笹見配水池施設は別の直営部隊を１班追加し、笹見加圧場施設については外注

し、追加分の配管敷設は２班のうち１班が当る事により工事を進めた。
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４．利平会長死去

利平会長は昭和３７年に四国放送の前川社長と森田専務に対する刑事告

発を取下げ、四国放送副社長を辞任した後も、戎谷一族で社会党中央本

部監査委員の戎谷定夫を通じて参議院議員亀田得治らに頼み、国会作戦

を展開。参院法務委、衆院法務委、逓信委などで一連の「徳島事件」と

して事件の真相や政府の監督責任を追求した。（注１）３年間の弁護士

報酬だけでも１，０００万円を超えた。当時「前川天皇」と言われた実力者

との対決は気力と財力を必要としたが、利平なりの正義感について、当

時、ある新聞のコラムニストは「前川と切り結ぶ旗本退屈男（時代劇映

画の主役・市川歌右衛門主演）」と評した。

国会作戦がうまく行かないとみるや、利平は「県内民放１社の独走を

防ぐには、徳島でも２社が必要」と主唱、四国放送の取締役を辞任後、

その運動を始めた。朝日放送系列の UHF局の認可を受ける構想で、腹

心も集め始めていた。だが、実現はしなかった。

事業好きの利平は、家業の戎谷林業社長として「山林見回り」も怠ら

なかったが、昭和３９年には養鰻事業の丸利産業株式会社（宍喰町、資本

金４５０万円、平成３年廃業）を設立して社長となった。昭和４１年には徳

島県モーターボート競走会の相談役に就任した。鳴門市の委託を受けて

鳴門競艇の選手配分、管理・監督な

どをする社団法人で、創始者の笹川

一族に頼まれての相談役だが、もと

もと競艇そのものも大好きで、昭和

５２年まで務めた。晩年に手掛けたの

はゴルフ場で、友達の橘正社長に頼

まれて昭和４１年から１０年間、鳴門ゴ

ルフ株式会社の取締役をした。昭和

４６年には同社の鳴門カントリークラ
戎谷林業所有の山林を見回る戎谷利平会長
（昭和４８年１１月、上那賀町、荒谷山で）

追加２枚
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ブ、そして交友のあった土佐カントリークラブの“姉妹クラブ”として、

利平が所有する阿南市福井町辺川の山林を開発し、「阿波由岐カントリー

クラブ」（注２）を造る準備を進めていたが、実現しなかった。

社会活動としては、海部中学時代、相撲部の選手だっただけに、スポー

ツも好きで、昭和３４年、徳島陸上競技連盟副会長を引き受け、永年、徳

島駅伝の発展などに尽力した。昭和３２年には県博物館建設期成同盟会長

だった原菊太郎知事に頼まれ、県内外有志からの建設資金募集運動に協

力、自らも多額の寄付をした。この功績で昭和３４年には紺綬褒章を受章

した。また晩年、薬王寺結集檀徒協議会長となり、同寺結衆１１カ寺院の

大法会などの振興に尽力した。

昭和５２年１０月４日、心筋梗塞のため徳島市伊賀町の自宅で死去。享年

６４歳。晩年は会長として大竹組の経営にほとんど口出ししなかったが、

常に昂然とした「自由人」で、義に感じては人を助けることから支持者

が多かった。このため次郎社長は困ったことがあると必ず相談した。特

に政治絡みの受注調整などでは利平が出て仕切った。落とし所をつかん

でいて、硬軟両方の手法で解決するのが独壇場だった。それだけに次郎

は利平が死んだとき「どうしたらいいのか。俺もこれで終りか」とまで

嘆き悲しんだ。

（注１）戎谷定夫 「徳島事件」で利平に庄司弁護士を紹介したり、国会工作の
世話をしたのは、当時、社会党中央本部監査委員だった戎谷定夫だったという。
大正１５年、由岐町で酒、醤油販売の老舗に生まれ、利平とは仲のよいマタ従兄
弟。東大法学部卒で農林省官房調査官のエリートだった。県出身漁業会社が多
い福岡県に出向。水産課長、農協組合課長となる。豪快で型破りの革新官僚と
して人気があった。若手県議の楢崎弥之助（後、衆議議員）に口説かれ、役人
を辞め、社会党入りした。主流の佐々木派に所属。昭和４０年、徳島に乗り込み、
県本部執行委員になり、全農林の支援で衆院選候補に名乗りを上げたが、当時
の井上晋方県本部委員長（後、衆議議員）との公認争いに破れた。社会党中央
本部に帰り、社会主義研究系の、政策、農政通として知られ、県内より党中央
で顔がきいた。平成１４年、７５歳で没。
著書に「農協共済規程詳説」上・下巻等がある。（全国共済農業協同組合連
合会発行）



第５章 安定成長の時代

103

５．県工事落札額でトップに

大竹組は昭和６１年度の徳島県工事の落札額で、ついに県内のトップに

立った。このことは昭和６２年２月２６日付徳島新聞の経済面トップ記事で

報じられ、県内の建設業界を驚かせただけでなく、県民にも大竹組の躍

進を強烈に印象づけた。

当時の徳島新聞記事によると、徳島県は２月２５日の県議会土木委員会

で昭和６１年度県工事を受注した県内上位５０社の指名・落札状況を公表し

ている。その一覧表では落札金額順に会社名、所在地、指名回数、落札

回数、前年度順位が列記されている。大竹組は指名回数６６，落札回数１５、

落札金額７億６，５１０万円、前年度順位４位で、２位の赤松土建（徳島市）

を抑えてトップに立っている。１０位の姫野組（徳島市）までのベストテ

ンを見ても、戦前からの大手建設会社や戦後進出してきた建設会社など

優良会社をも上回っており、いかに優位に立っているか分かる。

大竹組の昭和６１年度の全請負工事概要を見ると、一部の漁協関連工事

を除いてほとんどが県、牟岐町、建設省関係の公共工事で、そのうち県

工事が６割近くを占め、海部郡内の工事をほとんど独占している。そこ

に長い歴史の中で、地域を限定し、堅実無比な経営を続けてきた大竹組

の強さが浮き彫りにされている。

当時は指名・落札状況が公表されること自体が珍しかった。これには

次のような特殊な経緯がある。当時は「土建県議」の県工事への介入が

盛んで、議員と関連のある業者の落札の増加が社会問題になっていた。

このため県議会は昭和６１年秋、「土建県議排除決議」をした。「議員の配

（注２）「阿波由岐カントリークラブ」の対象とした山林は２６．８万平方メートル。
ゴルフ設場設計専門会社「芝萬」（名古屋市）に設計を委託。工事進入路につ
いて地元地主の了解も取り付け、自社設計を開始したが、１８ホールズのコース
にするには僅かに面積が不足したのと、福井川の最上流にあることで、水の汚
染などで下流住民に迷惑をかけることができず、断念した。実現していれば、
太平洋を見渡す抜群のゴルフ場になっていたはず。
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偶者または一等親の親族が経営する企業及び議

員が実質支配する企業を、県が発注する公共事

業等の請負契約から除外する」という内容だっ

た。

これを受けて県は、決議の趣旨を尊重し、業

者の地理的条件、手持ち工事量などを十分

チェックして執行するとした。また受注額上位

の業者については落札などの状況を報告し、「決

議の趣旨に沿ったかどうか判断できるようにす

る」との方針を打ち出していた。土木行政に関

し、こうした明確な排除方針は都道府県レベル

では全国で初めてとあって県内外からその結果

が注目されていたのである。

県によれば昭和６１年秋の段階で「排除決議」

に抵触する関係議員は７人（定数４２）としていたが、大竹組は伝統的に

「土建県議」とのしがらみは一切持たぬ方針を一貫してきた。その意味

では「クリーンなトップ」である。当時はバブル経済期だ。内需拡大へ

の政策転換が行われ、景気刺激策として前倒し発注も続き、建設業界は

好況下にあった。そういう条件を考慮しても、県工事落札でトップにの

し上がったことは、大竹組の歴史的なピークを示すものであった。

６．次郎、建設業協会副会長に

次郎社長は平成４年６月に社団法人・徳島県建設業協会の副会長に就

任した。それまでの業界活動は２８年間に及んでいる。昭和３９年に同協会

の３代目海部支部長に就任、同時に協会本部の理事を兼務して以来であ

る。昭和５５年には、協会がそれまでの任意団体から社団法人に改組した

際、常任理事になっている。
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ひら

平理事時代から協会を任意団体から社団法人化す

ることに力を入れてきた。また建設産業が名実共に

社会に貢献するための多角的殿堂として、「徳島県

建設センター」（徳島市富田浜）建設の積極的推進

者として、会員や役員を説得するなど陰の功労者と

なった。これは次郎が昭和４９年に海部支部長として

「日和佐建設会館」を建設し得た経験を踏まえての

ことであった。

建設協会副会長になってから、当時の赤松泰宏会

長を補佐して、業界の結束、徳島建設センターの建

設・運営、地域産業の振興、公共事業費の確保など

に貢献した。温厚篤実で人情味もあり、企画的、合

理的に事を進める実行力もあり、次期会長候補の一人でもあったが、４

年後に病気で倒れるに至った。

このほか長年、次のような団体活動に尽力している。建設業労働災害

防止協会県支部常任理事、建設業など退職金共済組合運営委員、建設産

業団体連合会常任理事、県治水砂防協会、河川協会、道路協会の各評議

員など。

業界以外では、昭和３５年から昭和４１年までの５年間、郷里、由岐町の

監査委員に選任され、町財務の監査に尽くしている。

７．次郎社長逝く

兄の利平会長とともに、大竹組を県内有数の建設会社に成長させた次

郎社長だが、若い時は東京での印刷業経営を夢見ていた。戦後も、たま

たま建設業再興の運命をになっただけで、自分の本業は林業だと思って

いるようなところがあった。

ズブの素人で建設業界に飛び込み、苦闘しただけに、仕事によるスト

徳島県建設センター
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レスから、三度も大病している。最初は昭和３８年であ

る。ストレスに戦中に患った肋膜の後遺症も重なって

眼病となり、左目の視力を失った。半年近く徳島大学

附属病院に入院中、禅宗などの宗教書を熟読、「生長

の家」会員としてさらに信仰心を深めた。長男の一平

に龍谷大学への進学を勧めたのもその影響からだ。

二度目の病気は昭和４６年だ。胃潰瘍が悪化して吐血

し、由岐病院に入院、手術で胃の３分の１を削除した。

特に当時は県建設業会海部支部会長として業界の受注

調整を仕切り、日和佐建設会館建設などで心身を磨り減らしていたころ

だ。当時、こんな病身な次郎を心配した利平はよく徳島市内から励まし

の手紙を出している。最後の書簡（注１）を読んでも、いかに兄弟愛に

あふれていたかが分かる。

長男の一平は、結局、戎谷林業から昭和５１年に大竹組に転じ、建設業

の基礎を学び始め、翌年には取締役となったが、やがて次郎と意見が衝

突。昭和５６年に退社して、阿波製紙に籍を置き、三木俊治社長（後徳島

市長）の秘書となった。親子ともに辛い時期だった。

親子が和解したのは、８年の歳月が流れた後だ。次郎は三木の秘書と

してミニバイクで駆けめぐっている一平とバッタリ出合う。徳島県庁の

駐車場でだ。ヘルメット姿の息子は３８歳。苦労に鍛えられ、やつれてい

るように見えた。「そろそろ帰ってくるか」と声を掛けた父は６８歳。一

平は昭和６２年冬に常務として復帰。営業を担当して働き始め、次郎はホッ

とした。

次郎が大動脈瘤破裂で小松島日赤病院に救急車で運ばれたのは平成８

年６月だ。その１年ほど前から脳梗塞のため仕事に支障をきたすように

なった。晩節を汚すまいと次郎は一平と話し合い、同年３月、県建設業

協会関係のすべての職を辞任することを決め、辞表を一平に書いてもら

い、提出させた。平成８年７月２８日、７８歳で没。没後從６位を叙せられた。

晩年の戎谷次郎社長
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（注１）利平からの最後の書簡 利平は自分が死去する２カ月前、次郎に以下
のような手紙を出していた。次郎の激励をするばかりか、その子供たちの将来
まで案じ、また長男として資産分けのことも考えていたらしく、株式譲渡の問
題にまで及んでいる。事業の将来予測をしたり、信義を裏切らぬ「男」として
貫いた自分の人生の誇りを語っているのも利平らしいが、「仲のよい兄弟であっ
たことが人生で一番嬉しかった」と結んでいる。次郎にとってもこれに勝る励
ましはなかっただろう。この兄弟愛こそが大竹組発展の根幹でもあったからで
ある。（注：書簡の文中、カッコ内は編者注）

相変わらず暑いことです。
貴君も体を大切にして子供たちのために長生きしてください。
資産は力であります。（将来貴君の）子供たちがだまされなかったら生
活に困るようなことはないでしょう。先日、鳴門ゴルフ（株式会社）へ行っ
たとき、橘（橘正社長）が「入用な人があるから、（君の持ち株を）売っ
たらどうか」と言っていましたが、金が入用でないので断りました。（確
認のため）株式名簿を見てきましたから、ご安心ください。
時代が移り変わり、何が有利なのか分かりませんが、ゴルフと放送は面
白くなる時代があります。人間は死に、時代の権力者が変わってゆきます。
２０年後の徳島がどんなになっているか想像も出来ません。
私は自分ながら馬鹿らしい人生と思っていますが、ただ、権力者になら
ず、「男」であった人生はよかったと思っております。仲のよかった兄弟
であったことが、私の人生で一番嬉しかったと思うと同時に、社会の一部
でも、あの兄弟の仲はだれも真似が出来ないと言われています。それはお
互いに喜ばしいことです。
まずは以上、ご通知申しあげます。

敬 具
昭和５２年８月４日

利 平
次 郎 殿
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社員の群像

泉 清（大正７年生まれ）戦争が終わり、復員してきて由岐町で大工の仕事をして
いたが、昭和２６年ごろ戎谷利平から、大竹組への入社の誘いがあり入社。大竹組建
築部という形で先ず最初は、牟岐無線局の庁舎を建てた。その後、東牟岐漁業会冷
蔵庫工事、海部中央病院新築工事、牟岐中学校体育館、阿波銀行牟岐支店、海南高
校教員宿舎、牟岐警察署庁舎新築工事などの思い出深い多くの仕事を行ない、その
後、泉建設として独立した。当時のメンバーは、島村和夫、亀井具喜、永田幸夫な
どで、いずれも現在は独立して自分の店を持っている。

猪谷 勇（大正１２年生まれ）昭和２７年に大竹組由岐作業所の木下竹次郎の現場に
入った。最初はバラス採取船の乗り組み員として働き、次に潜水夫の仕事に就いた。
木下の引退後は後継の現場監督となり、由岐、日和佐地区の港湾建設の責任者とし
て、事務所の木内俊雄技術主任とのコンビで上灘地域の現場を仕切った。率先実行
で現場を引っ張る名監督として知られた。晩年は道路建設の「クロソイド曲線」に
よる滑らかなカーブを独学で勉強し、仕事に生かした。

菊谷章良（昭和１３年生まれ）富岡西高校を卒業し、父親が同じ町内の戎谷釣計工場
に勤めていた関係で昭和３３年１２月から牟岐小学校前の旧大竹組事務所に初出勤し
た。当時は会社にはオート三輪車１台しかなく由岐、日和佐の現場へは汽車で浅川、
海南の現場はバス通勤だった。本社の事務所も１部屋しかなく、福井、小沢さんら
と数人で事務はなんでもこなした。その後、事務所が現在の場所に移転し、工事も
近代的な機械化の時代となり、若いオペレーターがたくさん入り、事務所の技術職
員も増えた。社長が建設協会の会長として公務が忙しくなったため、私は大竹敏之
専務の元で営業の勉強をし、海部郡内はもとより県下各地に人脈の輪を拡げた。お
かげ様でたくさんの人々のご指導を頂きながら大竹組で４５年間働き、取締役営業部
長となり、平成１５年引退した。（談）

大前良秋（昭和１３年生まれ）高校時代は１８５センチの身長を生かしてバスケットボー
ル部の選手として活躍する。昭和３５年大竹組に入り、４０年より建設省の工事が始ま
ると後藤喜美男さんの片腕として国道５５号線の改修工事に加わる。その後、大竹組
が日和佐町北河内から宍喰町の県境までの国道維持工事を担当する事となり、その
責任者として、常に国道のスムーズな車の通行を心がけてきた。しかし、いまだに
大雨が降ると日和佐町付近に通行止めの区間があり台風や大雨時は大竹組の担当者
は夜も十分寝られない状況である。現在、大規模な国道工事が行われているが、一
日も早い完成が待たれる。平成１４年３月、取締役工事部長で引退した。（談）
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１．世代交代 戎谷一平社長就任

大竹組の３代目社長、戎谷一平は４８歳で平成８年６

月に就任している。父が社長の会社に入って育てら

れ、すんなり後継者となったのではなく、それまでに、

かなり「寄り道」をしているところが並ではない。昭

和２３年、次郎の長男として由岐町に生まれ、日和佐高

から龍谷大学経営学部卒。次郎は元東洋軽金属のエ

リートサラリーマンだったが、戦後、思いがけなく郷

里で同族の建設業の再興を担わされて、苦労し抜いた

だけに、息子には、また建設業界で苦労させる気はな

かったようだという。

だから、昭和４６年に一平が大学を卒業すると、伯父の利平会長が戎谷

林業に入社させた時も反対はしなかった。子供のなかった利平は一平を

わが子のように可愛がった。利平は当時、UHF局申請の運動を始めて

おり、実現すれば一平をスタッフにするつもりで卒業するとすぐ引っ

張った。とはいえ、日常の仕事は利平との山林回り。木材の伐採・運搬

の管理運営であった。時にはトビ口を振るって木材積み出しを手伝うよ

うな労働もした。

利平は「国や自治体の工事ばかりで食ってるような建設業は、いずれ

行き詰まる。これからは貧乏人から金をいただく商売しなきゃ。税金よ

り日銭を稼ぐ事業じゃ」などと、一平を教育した。経営哲学の上では父

より利平から影響を受けたという。だが、UHF構想は日の目を見ず、

林業も不振となり、結局、一平は昭和５１年に大竹組に入社している。

父の下で建設業の基礎を学び、翌年は平取締役になったが、やがて父

と意見を異にしたことから、昭和５６年に退社。それまでに知己を得てい

第６章 新しい時代へ

戎谷一平社長
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た阿波製紙社長、三木俊治に誘われ、昭和５８年、阿波製紙�に籍を置き、

三木俊治の秘書となった。三木から生きた経営学を学ぶが、当時は三木

が徳島市長選を目指し運動を始めたころで、時間も労力も際限なく求め

られる秘書稼業と選挙運動に追いまくられた。昭和６０年に三木は市長に

当選。一平は三木から選挙と政治を教えられた。この経験は無駄ではな

かった。

８年の「寄り道」を経て、昭和６２年、大竹組に常務取締役として復帰、

営業を担当した時は、社内に「仕事も覚えないうちに外部へ出て、帰っ

て来て何ができるのか」と危ぶむ向きもあったが、秘書としてあらゆる

雑用をこなしてきた一平は、逞しく進化をとげていた。大局を見る目も

でき、営業で官庁や同業社を回っても、実に顔が広くなっていたのだ。

入札・調整の時も市長秘書時代の陳情対応の経験や人脈が生きた。そし

てなによりも、人の気持ちの裏側や人情が分かるようになっていた。大

竹敏之専務はぽつりと言った。「帰ってよかったな」。一平は「秘書時代

の苦労がなければ、今の私はなかったろう」と語る。

とはいえ、父の死で社長を引き継いだ時は「大変な立場になった」と

いう重責と不安の念に駆られた。大竹組としてはまだ継続の工事は減っ

てはいなかったが、建設業を取り巻く環境は悪化しつつあった。新時代

の苦悩が始まった。だが、先代の次郎が育て、次郎を支えてきた重役や

古参社員が一平を激励し、事業を受け渡してくれた。また同業他社の中

にも先代の生き方に共感する人たちがいて、新発足に協力してくれた。

一平は「自分は未熟だが、この恩を忘れず、やれるだけ頑張ろう」と気

を取り直した。

２．新展開

戎谷一平新社長は、就任後まもなくカラーグラフ入りの「社内案内」

を初めて発行した。その中で、社長あいさつをしているが、半世紀にわ
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たって建設事業にたずさわってきた大竹組の目標を「地域社会の将来発

展を願った企業活動」とし、この目標に対する社の具体的方針として、

�よい仕事を安全に �創意工夫を �社会への貢献を―の３つを挙げた。

�については、発注者や地元住民に喜ばれるよう、品質規格や工期が

守られ、出来栄えが良いというだけでなく、これからは「近隣にも迷惑

を掛けず、自然環境にも優しいものでなければならない」「労働災害や

第三者災害を起こさない」としている。�については「日常の業務に問

題意識を持ち、改善すべき点があれば実行に移す」。�については「当

社も地域社会から支えられ、助けられてこそ存在する。仕事やボランティ

アを通じて社会に貢献しよう」と述べている。

このことは大竹組の伝統を踏まえて、新時代に対応して行く方針と

テーマを述べたもので、実際にも、これに沿って大竹組の新体制は運営

されていった。それを支えたのは妹婿で専務の柴田勉、そして�大竹組

発足以来の生え抜きの幹部たちだ。つまり、平成１５年２月までに、先後

して取締役を勤めた木内俊雄、和田章、大前良秋、菊谷章良らである。

専務の大竹敏之は一平が社長に就任する前年に引退したが、顧問として

何かと相談に乗った。

柴田勉は先代次郎社長の娘・しなの夫だ。一平が三木俊治の秘書にな

り、外部に出た翌昭和４７年、大竹組に迎えられ、常務となった。上板町

神宅出身で徳島大学工学部機械科卒。大竹組入社前は名古屋市にある日

東工業本社勤務の技術者であった。頭脳明晰で堅実。筆も立ち、若手社

員の中核となり、一平の留守中を支えた。今は一平の片腕だ。

大竹組も近代化の中で、若手の新鋭も育った。建設業界に新時代の波

が押し寄せ、新社長が掲げた方針そのままに大竹組も若手社員が中核と

なり、新展開をしていった。以下は「IT化」「ISO認証」「労災対策」「施

工改善」「ボランティア」などのテーマに絞った報告である。
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社内OA化、IT 化

大竹組専務 柴田 勉

現在はまさに高度情報化社会のまっただなかにおり、建設業

も IT技術なしでは、成功できない。ここでは IT技術の将来

像を見定めるべく、大竹組における OA化（IT化）の流れを

回顧し、将来を展望してみよう。

１．情報化は複式簿記に始まる？

大竹組の株式会社への変更は昭

和２６年だから、昭和２６年１２月末日

までが決算の第１期ということに

なる。この初年度既に自社技術に

より損益計算書、貸借対照表など

の財務諸表が作られていた。そし

て以降の全ての年度にわたり、こ

れらの書類が残されている。

複式簿記というのは、お金の流れや債権・債務の発生の全てを貸し借り（貸借）

の考えで整理する、というものだ。そのため昔流の「大福帳」とは全く発想の異なっ

た画期的な考えである。

昭和２６年から２８年にかけて、当社の日常の取引が複式簿記で記帳されていたかど

うかは資料が紛失しておりわからない。しかし、昭和２９年以降は全て完全な複式簿

記の記録が残っている。

会社発足時に自社作成の精算表・財務諸表が作成されていたことを考えると、当

初から複式簿記の重要なことが理解されていたことは確かで、このことが今日の

OA化、IT化につながっており、今さらながら諸先輩の慧眼の深さに驚くばかり

である。

柴田 勉

初期の財務諸表（日常の取引が複式簿記で）
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２．パソコンで工事台帳

昭和５８年にはパソコンも身近になり、PC８８００シリーズを購入している。何かに

使わなければという気持ちだけで、データの保存はテープレコーダーや８インチの

フロッピーの時代だった。現在みたいにパソコンの実用性を見いだせず、またパソ

コンの機能向上のテンポもきわめて速く、あれよあれよという間に時間がたった。

昭和６２年以降は業界こぞってワープロが身近で使われ始めた時代だ。

昭和６０年前半には業界こぞってファクシミリ（ファックス）が使われるようになった。

当社において特筆すべきは、昭和６３年度に、パソコンで工事台帳の作成が始まっ

たことだ。今まで手書きで作成していたのが、パソコンで作れるようになったのだ。

ソフト名は「桐」というものを使用し、外部の詳しい人に依頼して作ってもらった。

当時の進歩的な同業他社（例えば県外の準大手、県内の大手）はおそらくオフィス

コンピューター（オフコン）を使っていたと思われる。毎年のように機能向上して

いる状況で、パソコンを薦めてくれた方に感謝したい。このパソコンによる原価管

理により共通費の配付の考えがより一般化し、また原価が比較的早く打ち出される

ため、いわゆる「ドンブリ勘定」が少なくなり、パソコンの威力が示された最初の

出来事であった。

３．電子納品・電子入札

平成８年頃以降は、各人がパソコンを持つようになり、インターネットも構築さ

れた。

積算については、平成５年に最初のソフトを、平成１０年に次のソフトを導入した。

今ではコンピュータなしで積算

は、きわめて困難である。

社内ラン（イントラネット）も

組まれ、データの共有化もすすん

でいる。ISO９００１の認証取得にお

いて、文書作成や文書管理で大き

な役割を果たしている。

発注図面や納入する出来形図も 大竹組パソコン室 発注図面などもCAD化されつつある
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デジタル化（いわゆる CAD化）されつつあり、工事写真についても一部はデジカ

メと工事アルバムソフトによって作成されている。完成工事の引き渡しにおいて

は、多くの書類が必要だが、これらも早いうちにデジタル化された電子納品になる

であろう。

平成１５年当初より、一部の発注物件が電子入札対象となり、その対応も進めている。

このように現在はまさに情報化革命の激流中に置かれており、追随するのさえ大

変である。建設業のあるべき姿を常に頭に描きながら、新しい IT技術を使いこな

せるように、会社組織ぐるみで取り組んでいかねばならない。

ISO 認証を取得

ISO 室事務局長 左海 りか

大竹組が現在置かれている環境、状況は「厳しい」の一言に

つきます。受注金額の激減、そして競争激化、あるいは工事単

価の下落など、近年ますます状況は厳しくなるばかりです。

各社は揃っていろいろな対策を立て、差別化を図っておりま

す。それは、ISO認証取得や建設 CALSへの取り組みなどを生き残りの条件として

整備せざるを得ないからです。徳島県においても、平成１３年度から「一般競争入札（指

名競争入札）参加資格審査申請」の時に ISO認証取得事業所が格付けの加算対象と

なり、各社はその取得に向けて動き出しました。

大竹組としても、この情勢を見逃すことはできません。そこで平成１２年４月、ISO

認証取得に向かっての勉強会を開催しました。

ISOが何であるのかも知らないまま、入社１７年の私が ISOの担当者として事務局

を担うこととなりました。

それからは、「ISOを認証取得したある企業は、毎日夜１１時まで事務処理に追われ

ている」とか「記録するだけでも膨大な資料を作成しなくてはならない」とか、外か

ら聞こえてくる声は、引き受けた私にとってはありがたくないことばかりでした。

左海りか
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「私で大丈夫かしら？」「どれだけの仕事量なのか？」「毎月どれだけ残業をしたら

いいの？」「家庭はどうなるの？」私の頭の中は、？マークが飛び交い戦々恐々の若

輩でしたので、最初はイヤイヤ取り組んでいた次第です。

ここで、ISOとは何か簡単に説明しますと、「国際標準化機構」と呼ばれている機関

のことです。この国際機関が決めた規格や標準類が「ISO～」と呼ばれています。国

際的に共通する規格を制定することで、国際交流を活性化することに寄与しています。

ISOは１９４７年に設立され、スイスのジュネーブに中央事務局があり、日本からは、

日本工業標準調査会が１９５２年に加盟しています。そして、認証（審査登録）制度の促

進をはかるため、審査登録機関及び審査員研修機関の認定を行う「日本適合性認定協

会」が１９９３年に設立され、そこが認定した審査登録機関「財団法人日本品質保証機構」

によって当社も審査登録されています。その機構が ISO規格という万国共通の教科

書が要求する項目に対して手順を決め、文書で提示し実行したことを審査し、各過程

が要求どおり満たされていれば、認証取得となります。

ISOは JIS規格のように製品に対して保証するものではなく、「品質マネージメン

トシステムが機能しているかどうか」、が審査対象になります。つまり私達建設業に

おいては個々の完成した建設物を審査するのではなく、そのプロセスが管理できてい

るかどうかが審査対象となります。

大竹組は、平成１２年４月には内部品質監査員講習、５月からは本格的に大竹組の品

質マニュアル及びそれに伴う各規定に整備を進め、９月にやっと品質マニュアルが完

成、１０月に最初の審査であるマニュアルチェックを受けました。その後、修正した品

質マニュアルによって運用を開始し、平成１３年１月に１回目の予備審査、３月に２回

目の予備審査、５月に登録審査、そして６月８日に１９９４年版の「ISO９００２」を認証取

得することができました。

資料の作成に明け暮れた１年であり、ISOの亡霊に悩まされた１年でもありまし

た。２００２年１２月には２０００年版「ISO９００１」への移行も完了しています。これで終了で

あればいいのですが、半年毎に定期検査があります。

建設業に限らず企業は現況に対応できなければ淘汰されます。私達は自らの継続的

改善を行うことにより、生存できるはずです。それには ISOをより理解し、それを
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持続することができれば、全社員参加のシステム向上、技術力、品質のレベルアップ、

さらには利益率を上げ、社員が働きやすい職場環境ができるのではないか、と思って

おります。

施工改善例について

大竹組の強みの１つは、「創意工夫ができること」である。確かに所帯も小さく、

ありふれた技術者の集団だが、それでも「我が身のほどを知って、常に工夫をこらし

ている」のである。以下若干の事例を示してみよう。

１．エアシリンダーにより推進される杭頭処理用削孔装置

場所打ち杭の杭頭処理は、水平に削孔した穴にくさびを打ち込み、縁切り後、余

盛コンクリートをクレーンで吊り上げ、撤去している。水平に削孔することは不自

然な姿勢で作業する重労働である

ためこの装置を作った。

２．現場でのイメージアップ

現場の雰囲気をやわらげるため

にキリンの模様を描いたバック

ホーがある。他に水鳥を描いたミ

ニバックホーもある。

また保育所の幼児が絵を描いた

現場バリケードを配置した例もあ

る。

３．根入れの確保できない仮締切対策

当初設計は、岩盤に鋼焼板が挿

入されるとして１重にされてい

た。実際の岩盤線は想定線より高

い位置にある。そこで止水ならび

に水圧や土圧に耐えさせる目的 キリンの絵を描いたバックホウ

杭頭処理用削孔装置による施工状況
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で、鋼矢板を２重にし、その内部

を水中掘削後、水中コンクリート

で固めた。

４．クレーンの入らない狭い岸壁で

のセルラーブロック製作

漁港工事で利用するセルラーブ

ロックは、およそ１００トン前後の

重量物である。このブロックの製

作に際して、１）機重機船で吊り

上げるためには、岸壁近辺で作ら

なければならない。２）製作ヤー

ドには大型クレーンが入らないた

め、クレーンによる転地が不可

能。３）セルラーブロックの製作

数に対し使用可能な岸壁幅員が不

足－などの問題があった。そこでセルラーブロック打設前に、下にレールを敷き、

養生完了後コロ（重量物のためタフコロを使用）を挿入し、逐次チルホールや小型

バックホーで岸壁まで移動、機重機による吊り上げ据え付けをした。（柴田 勉）

労災ゼロを目指して 安全への取り組みの１事例

建設業界は工事の性格上、労働災害が多く、死亡災害も多発している。全産業に占

める割合も３６％と依然トップである。

「労働災害ゼロ」が達成されてはじめて、会社の存続・繁栄、個人や家族の幸せも

ある。そのため大竹組も安全衛生大会・安全教育・新規入場者教育などの実施、機械・

設備の整備や本質安全化、技能講習や特別教育の修了資格の取得などに鋭意取り組ん

でいる。

「１対２９対３００則」として有名なハインリッヒの法則がある。意味するところは、「ヒ

仮締め切りの施工状況

仮締め切りの計画図
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ヤリ、ハッと」とするような小さなけ

がや危険（３００件）があって重大な事

故（１件）が発生する。だから事故防

止にはこの「ヒヤリ、ハッと」を減少

させれば比例的に重大事故も減るとい

うわけである。現在では「危険を見つ

けて進める改善」すなわち危険予知活

動に最も期待がかかっている。

しかし、この危険予知活動は少人数

や逆に大人数のとき、また適切な指導者が不在のときは、その運用に難点がある。そ

こでこの欠点を解消するため、安全シールを貼る「安全宣言カレンダー活動」をして

いる。多くの安全宣言シール一覧の中から、当日の朝一番に作業に係わるイラストを

選択・貼付し、同時に安全宣言をするというものだ。１カ月分を毎日、日付の入った

A１版用紙に貼るから「安全宣言カレンダー」と銘うっている。シールだから貼るの

が面白い、目に訴えるため意識の高揚が図られるなど、なかなか好評だ。

実施を始めてあまり月日が経っていないから、数値的な効果は把握されていない

が、今後とも工夫をこらしより効果的運用を心がけたい。なお、シールやカレンダー

は社内でプリントしている。シールの種類は１００種あり、業務内容に応じて自社レイ

アウトしている。

大地震被災地救援

大竹組社員 幸木 光輝

私は１９９５年（平成７年）１月、阪神淡路地方を襲った大地震

の復旧活動に徳島県建設業協会青年部の一員として、参加させ

てもらった。その時、地震の怖さ、被災地での周辺の状況、そ

こで避難生活をしている住民の現状、高度成長期時代に建造さ
幸木 光輝

安全宣言シール
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れた公共工事・住宅・家屋の被災

状況を目の当たりにして、なんと

も言いようのない感覚になったこ

とを覚えている。

救援ボランティア活動に参加し

たのは、徳島県下の各支部建設業

協会青年部のメンバー２０名ほどで

あり、海部支部では大竹組から２

名だけの参加であった。（注１）こ

ういったボランティアに参加したのは自分も初めての経験で、いったい自分に何が出

来るんだろう？ と、被災地へ向かいながら自問自答した。

徳島市内で集合し、各支部から用意した水、野菜、プロパンガス、その他食料品を

各トラックに満載に積込み、淡路から明石海峡をフェリーで渡り、被災により通行止

めとなった道路を迂回しながら、被害の一番大きかった神戸市長田区の御影高校へと

車を走らせた。私の運転するトラックには、被災者に一番喜ばれるであろうと思われ

るお風呂用の水、燃料用のプロパンガスを積み、現地まで運び込んだ。

テレビや新聞などにより報道されていた映像や自分が想像していた状況よりも現実

はひどく、高速道路の崩壊・横転、ビルの倒壊など自然の力により破壊された建造物

を、運転しながら暗闇の中で目の当たりにしたときは、愕然とした。

現地に到着したのは、深夜２時を回った頃で辺りは静まり、早朝から瓦礫を運搬す

るために順番待ちをしているダンプがズラッと並んでいるだけで、あとは真冬の校庭

で仮住まいしているテントが張ってあるにすぎなかった。

車の中で仮眠をとり、朝になるのを待つことになった。車のエンジン音は、周囲に

迷惑ということでエンジンを切った。暖房の効かない車内の気温は、すぐに外気温と

同じにまで下がっていった。予想もしていなかったが、車内で暖を取りながら仮眠が

できると思っていた自分の甘さと真冬の寒さを肌に感じながら、仮眠もできず、時間

を過ごしていた。

夜が明け、周囲がうっすらと見え始めた頃、グラウンドで仮住まいとしているテン

神戸市の御影高校グラウンドのテント前に積み上げら
れた救援物資
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トの中から、数人の年配の被災者が出てきており、火を起こし暖を取っている。やは

りテント暮らしでは真冬の寒さはこたえるのだろうと思った。その姿を見、車外へ出

て、たき火の近くまでいって「おはようございます」と声をかけた。

みんながこっちを振り返り、「おはよう」と言ってくれ、そのたき火にあたりなが

ら、自分が徳島から炊き出しの手伝いに来たことを伝えると、感謝の笑みを浮かべな

がら「ありがとう」と言ってもらえた。また、その人達から地震の最中・直後のこと、

それから避難生活を送っている現在のことについていろいろと話してもらい、その中

で自分が生きてこられた事について語ってくれた。

被災前ではこういった生活がくることを想像もしていなかっただろう。しかし、み

んな生きてこられた事を肌身に感じながら、ボランティアの人達によって支援され、

それに感謝しながら生活をしているんだということが分かり、自分が手伝えることは

してあげようと強く思った。

やがて、学校の校庭や体育館で避難生活をしている住民（約１，０００人）と一緒に炊

き出しをし、それを手伝うことになったが、子供も大人も年寄りもみんな朝から白い

息を吐きながら元気よく、「おはよう」、「ありがとう」って言ってくれたことが印象

に残っている。

みんなで作った朝御飯。「戦中、戦後の配給のあった時代は、こんな感じだったの

かな」と思いながら、配ってくれたおにぎりやみそ汁に口を付けた。

周囲一面の瓦礫の山を見ながらの生活、帰る場所もなく何もかも失っての激寒での

生活は不安でいっぱいに違いないが、みんな前向きに、お互いを助け合って「神戸復

興�」へと一丸となって頑張っている姿に感動した。

たった１日間という短いボランティア期間で、あまり役に立てなかったように思い

少し不満の気持ちもあったが、帰り際、こちらから運んだ物に対して十分な感謝の言

葉をもらい、また、「お風呂気持ちよかったよ�」と言葉をかけてもらったときは、

自分なりの充実感と達成感があった。

この活動に参加させてもらい、「人を思いやる気持ち」、「物事を諦めない気持ち」

を自分自身で学ぶことができ、たいへん印象深い経験をさせてもらった事に感謝して

いる。
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３．建設不況に生きる

建設業界は未曾有の不況下にある。全国的に大手ゼネコンの倒産が続

く中で、平成１５年夏、徳島県でも業界大手の老舗が相次いで民事再生法

の適用を申請、経営破綻した。その背景には官民工事の減少による売上

高の激減、県外ゼネコンの参入、競争激化による安値受注の繰り返し、

などの構図がある。その中で県内の建設業者の多くはリストラや賃下げ

で血を流しながら、次代への突破口を必死で探っている。

大竹組も例外ではない。百年の歴史を持つ老舗さえ持ちこたえられな

かったのは、構造的な改革に乗り遅れた側面もあるといわれているだけ

に、一平社長も「当社も先人を顕彰はしても、過去の良き時代にしがみ

ついてはいられない。経営体力を強化し、することはする。しなくてい

いことはしない。といったメリハリが求められている。今、知恵を出さ

なければ、生き残れない」と社員にハッパをかけ、新分野への実験や模

索を懸命に続けている。

その方向は「環境関連」の分野と言っていい。日本のゼネコンでも、

近未来の予想市場へ照準を当てている新分野の１つは「環境技術」なの

だ。大竹組では、例えば「壁面緑化工法」「漁場整備事業」。そして「南

海地震対策」などである。これらは大竹組が半世紀にわたって、地域に

密着しながら展開してきた事業の延長線上にある。とはいえ、社員も平

成１５年３月現在、�大竹組創立当時からの生え抜きはほとんど退職。新

（注１）県建設業協会は、阪神大震災発生当時、計１２回にわたる「救援ボラン
ティア活動」を展開した。活動は水、燃料、生鮮食料品の支給、風呂の設置な
どである。大竹組からも、平成７年２月４、５日と４月１４、１５日の２回にわた
り、延べ４人と運搬車が参加。御影高校を拠点として、初めてのボランティア
活動をした。
これによって社員は、終戦直後、南海地震当時、採算を度外視して被災地の
人々を救援した先輩たちの精神を学び、こういう場合の業界としての社会奉仕
のあり方を知った。これは次代の「南海大地震」に対しても、大きな経験にな
るだろう。
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時代開拓をになうのは若手の社員ばかりとなった。それだけに真剣である。

以下、上にあげた新分野への取り組みについて報告する。

＜壁面緑化工法＞

１．試行と提案

大竹組は平成元年日本 SF緑化協会（本部 東京、５５０社加盟）に加入して以来、

壁面緑化活動に取り組んできた。SF（Soil Flock）緑化工法とは「高次団粒」吹付

技術を基本としている。「高次団粒」とは、自然の土壌が団粒と空隙により構成さ

れ、保水力、保肥力、通気性などに優れているところに着目した、土壌づくりから

始まる緑化工法である。

現在の緑化の流れは従来の「早期の緑量を確保できればよい。木本類であるヤマ

ハギなどを生かしたい」という考えから、「自生しているイタドリ、ススキ、ヨモ

ギなどを生かしたい。できれば自然に生えている樹木を早く生かしたい」という考

えに移りつつある。

この流れの中で大竹組はつぎのような試行や提案を行ってきた。

１）播種工法による常緑樹緑化

２）植生に優しい法枠の試験施工

３）鳥散布樹種による斜面緑化

４）既存植生の保存をしたコンクリート吹付法枠

５）現場伐採木を利用したバイオファルト工法

このうち４）については、吹付法枠工を予定した法面に自生していたマツやウバ

メガシ等を残した工法で、平成８年２月、現国土交通省に工事を引き渡している。

５）については、現場で発生し、廃棄物となる伐採木をチップ化し、植生（厚層）

基材とする工法で、わが国では SF緑化協会が最初に緑化の可能なことを実証した。

平成１４年３月、国土交通省に工事引き渡しをしている。

以下、１）～３）について述べよう。
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２．播種工法による常緑樹緑化

植物群落は、構成する植物種な

どが時間とともに遷移していき、

最終的には極相を迎える。そのた

め極相樹種を生育させるのが理想

といえよう。

しかし、この極相樹種は、比較

的肥えた土壌を好むなどの理由に

より生育環境づくりは容易ではない。また生育環境の悪い個所に、極相樹種にこだ

わって法面保護という基本目的が達せられないようでは困る。

そこで木本類樹種は、耐痩性、耐乾性、耐陰性（できれば併せて耐陽性）などを

備える、周辺に生育している自然植生樹種から選定した。草本類は木本類を被圧し

ないように、発生期待本数を減らしている。

写真は平成７、８年に大竹組が施工した、由岐町志和岐（漁港関連道）の、約７

年経た現況のものである。なお海辺ということもあり、ここで生育しているのはウ

バメガシ、トベラ、シャリンバイ、ネズミモチだ。

３．植生に優しい法枠の試験施工

従来多く用いられている吹付法

枠工法（図上）は、正方形断面の

縦枠と横枠よりできている。その

ため横枠の下側は、日照や降水に

恵まれないため、植生の育成が困

難だ。また横枠の上側は雨水がた

まるとしてコンクリートによるラ

ウンド吹付をして植生面積を減ら

している。

そこで横枠で覆う部分を植生の

成育が困難な下側にシフトし、横 吹付法枠の比較

播種工法による常緑樹緑化の例
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枠を（図下）のように変形させる

ことならびに、横枠の上側を厚層

基材によりラウンド吹付を行うよ

うにした。

この改良方法だと、横枠を植生

の育成が困難な部分に配置するた

め、従来方式と比べて植生育成可

能面積が増加している。写真で

は、平成７年に施工した約５年後の状況を示した。ここで、法枠内部は、播種工法

による常緑樹緑化工法を採用している。

４．鳥散布樹種による斜面緑化

道路工事などに伴って生じる切土や盛土の斜面に、１）敷き藁・敷き枝 ２）雨

水を貯える水槽を備えた木枠の設置をする。この状態で１～２年放置すると、木の

実を食べた鳥が水を飲むためにやってきて、糞をする。この中に種子が敷き藁など

の下にもぐり込み、適宜発芽成長し、やがて樹林化が達成される。

樹木は自ら移動できないため、種子散布に勢力拡大・生き残りの工夫をしてい

る。大きくは次の４つに分けられる。

１）風 散 布：クロマツ、アカマツ、スギ、ヒノキ、キリ、ヤナギ、ケヤキなど。

�広範囲に種子散布することができ、比較的先駆樹が多い。

２）貯食散布型：シイなど（いわゆるドングリを実らすブナ科）、ヤブツバキなど。

�リスやカケスが貯蔵し、残存した種子が春に発芽。

３）鳥 散 布 型：ヤマモモ、タブノキ、ネズミモチ、シャリンバイ、ヒサカキ、ト

ベラ、クスノキ、アカメガシワ、イヌビワ、ヤマハゼ、エノキなど。

�果実を鳥が食べ、移動後排糞されることにより、遠方に運ばれる。

４）そ の 他：テン、サル、アリ、海流などによるものもあるが、わずかだ。

鳥散布型に分類される本方式は、樹種が多く、斜面の樹林化にとってきわめて重

要で、特徴は次のとおりである。

�近隣に生育する全ての鳥散布型樹種に適用される。そのため自生種（郷土種）

施工５年後の状況
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による樹林科が達成される。

�施工時期を選ばない（散布適期に鳥が種子を運んでくれる）。

�効果が長期間。

�種子を集めたり、育苗する必要がない。シンプルなため経済的。

�しかし、鳥が運べる距離は最大３００�くらいであること、芽生え直後の草本類

との伸長競争には弱いことも考慮すべきである。

写真は試験装置（２００１年７月設置の１年後の現況）および改良型装置の放置例で

ある。

＜地域社会と共に＞

「大竹組８０年史」の冒頭に書いたように、大竹組は、海部郡牟岐町という県南の辺

境で創業し、地域の人々に愛され、支持されて発展してきた。発足当初から地域が必

要とした土木工事に結び付いて生きてきたのである。大竹組はこの原点を忘れたくな

い。これからも地元に密着したきめ濃やかな会社でありたい。大竹組の社員が地域の

生活者として、知識人として、利益を超越して、文化活動や町づくりにも参加する中

で、新しい建築需要を掘り起こして行けないかと、さまざまな試みを続けている。

１．徳島建設文化研究会

徳島の建設業とその関連産業の若い経営者２４人が集まって平成４年にできたのが

「徳島建設文化研究会」（会長 阿部滋）である。歴史的にみて建設もまた文化、

現代においても建設が文化であり続けるためには何をすべきか考え直そうというグ

試験装置 改良型装置
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ループだ。大竹組の戎谷一平も当

初からこれに参加した。

事業の一つとして、公的な機関

から補助金を受け、「阿波の絵図」

を発刊した。蜂須賀家文書の「阿

波国絵図」「郡別絵図」「村々沼川

堰留之図」「阿波国渭津城下之図」

を複製刊行したものだ。これまで

市町村史に折込みとして刊行されたものはあっても、１冊にまとめられたのは初め

て。特に当時注目の的となっていた吉野川第十堰などを含む「川留之図」は、話題

を呼んだ。論文は県内の学者、写真家を動員し、研究会員の小論文も入れたが、戎

谷一平も「作為のない茶碗」の一文で参加した。

２．牟岐自然ネットワーク

「牟岐自然ネットワーク」は牟岐町の関係者が集い、自然をキーワードにし、活

動をしている。メンバーは１４名と少数だが、そのうち当社の関係者が３人いる。平

成１３年度（平成１４年３月まで）に牟岐町灘で「めだかの里かえりビオトープ」を作っ

たのが始まりである。このビオトープにおいて、絶滅危惧種が多く見つかった。こ
しゅ

れらの全ての種が自然の状態で呼び戻されるのだ。このことに意を強くし、平成１５

年２月に正式に会を組織し、目的を持った活動を目指すことになった。

１）自然の生きものの保全活動 ２）自然環境を通した人と人との交流 ３）自

然環境を生かした地域の活性化が活動方針である。

平成１５年５月の牟岐アワビ祭りには、「磯の生きもの観察会」「めだかに触れてみ

よう、ビオトープ観察会」を催し、大勢の人が集まってくれた。ほとんどが子供連

れだったが、子供が喜ぶのは当然として、大人も感激していた。

自然の実態を知るために、身近に住んでいる生きものの調査もしているが、すば

らしい成果が上がっているので、その一部を紹介しよう。

１）カンムリウミスズメの親子の写真撮影に成功

カンムリウミスズメは現在、世界で数千羽しか生息していないといわれてい

「阿波の絵図」
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る、絶滅危惧種だ。徳島県では

牟岐沖のみに、３０羽程度認めら

れているものの、その繁殖の有

無については未確認だった。平

成１５年５月１９日、会員である牟

岐漁協の田中参事がファミリー

の写真撮影に成功し、徳島県でも

繁殖していることが確認された。

２）カスミサンショウウオやカエル目の調査

カスミサンショウウオの生存の報告は、県南域では阿南市と牟岐町のみであ

る。牟岐町では１１個所で生息が認められた。

徳島県ではカエルの種類は全てで１０種といわれているが、牟岐町ではこのうち

９種までが生息していることが分かった。

これらの基本的な調査は、他の町ではほとんどなされていないが、牟岐町では

ボランティアの手でなされている訳であり、専門家からも高く評価されている。

＜漁場整備事業＞

従来から漁港法（昭和２５年制定）として親しまれていた法律は、「漁港漁場整備法」

（平成１３年制定、翌１４年４月施行）に大きく変わった。その背景には、漁業を取り巻

く環境の大きな変化がある。従来の「船の係留できる港づくり」から「漁場すなわち

魚介類の多く棲む海域の整備」をも含めた方向に転換する必要があったのだろう。魚

介類が獲れてこそ、漁船や安心して荷揚げ・荷さばきできる漁港が役立つのである。

「獲る漁業から育てる漁業へ」の変換が叫ばれているが、関係各位の努力の積み上

げにより、海の生態系を理解した上での漁場整備が、着々と広まってきている。

具体的には貝の代表としてアワビを例に考えてみよう。アワビは産卵・放精→受精

→幼生→稚貝→未成貝→成貝と成長し、各段階に応じ食餌も棲み家も異なる。成貝の

主たる食餌はアラメ・カジメだから付近に海藻が安定して生え、また継続して摂食で

カンムリウミスズメの親子
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きるように「ちぎれ藻」になり、かつ集積した「寄り藻」になる必要がある。天敵で

あるタコや魚が棲みにくい環境も必要だ。

かつては漁場整備（増殖場造成事業）といえば魚類のアパート造りと例えられてい

た。たしかに一般受けする表現だが、生態学的には、このアパートにおいて「子供が

つくれるのか」「子育てできるのか」「食べ物は多いのか」「天敵や災害に遭遇しない

のか」などの配慮も必要なのだ。私達は貝一つを取り上げても、対象とする個体群の

一生を見据えた漁場整備に寄与できることを願っている。

以下、実施例や改善提案事例を紹介しよう。

１．アラメ・カジメの海中林の早期育成

アラメ・カジメは岩礁性の磯に生育し、その寿命は数年と海藻の中では長寿であ

り、海中における極相を形成する、といわれている。このためアラメ・カジメが優

先的に生えた所を海中林と称している。稚魚たちの保育場となることもあり、ちぎ

れた葉が「寄り藻」となって貝などの餌となっている。沿岸においてアラメ・カジ

メ等が消滅する減少を「磯焼け」と称し、これが生じると漁業関係者にとって大変

な打撃となる。

大竹組は投石による築磯事業（着定期質設置）において、的確にアラメ・カジメ

が生育するように次のような工夫をした。

１）遊走子を放出する１０月～１月の投石 ２）遊走子放出直前のアラメ等をアミ

袋に入れ、投石終了部に設置する。これらの試みは徳島県水産試験場（当時）や漁

協の協力のもとに行った。

アミ袋の設置方法 アラメ・カジメの遊走子の生育場所
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２．中程度の撹乱のある生息地づくり

アワビ（ここでは体長の小さい未成貝を考える）やトコブシ（いわゆる流れ子）

は、石同士がこすれあい、また砂利等が巨石を磨くようなゴロゴロ石が集積された

所に多く棲んでいる。台風などが来れば石は大移動し、貝自身もつぶされるような

所に、よりによって棲んでいるのだから、全く矛盾するように思われる。この現象

は漁業者なら誰でも知っていることであり、保全生態系においてホットな仮説「中

程度の撹乱があるところが最も生息に適している」を証明しているようなものであ

る。多くの貝が選り好んで生息しているのは、餌が豊富、付着する場所に先住動物

がいない、天敵が少ないなどの理由によると思われる。

「磯焼け」が確かに起こっているが、しかし、一方、潮通しの良い、波浪の生じ

る所では安定してアラメなどが元気に生えている。台風が来たときに、藻体もろと

も岩盤から離脱する（その個体にとっては死を意味する）にもかかわらずである。

このような漁業従事者の生の声

をもとに、次に示すような提案を

ある自治体にした。

１）滑らかな岩礁－砂利の境界へ

のコンクリートブロック設置

滑らかな、比較的堅牢な岩礁

の上に、複雑な形をしたコンクリー

トブロックを置く。砂利や砂が移動

し、ブロックが磨け、また間隙も多

いため、貝の棲み家になる、またブ

岩礁へのブロック設置

稚貝礁（鋼格子と壁）
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ロックの上部は潮通しが良好なため海藻が繁茂する可能性が大だ。なお、このよ

うな場所では、ブロックが波で移動するから、岩礁に固定する。

２）稚貝礁（鋼格子と壁の中に転石を）

波のある所で転石を留まらせておくため、格子を用いている。ある程度重量を

持たせ、コストを下げるため、壁や天井の一部をコンクリート製としている。設

置水深は比較的浅い所で、砂利層を想定している。 （柴田 勉）

＜日本経営品質賞＞

大竹組が取り組みを目指しているものに「日本経営品質賞」がある。この賞は�社

会経済生産性本部が平成７年に創設した。日本経営品質賞委員会の委員長は山本卓

真・富士通名誉会長。委員には学者、デザイナー、公認会計士協会や情報処理開発協

会の代表などが名を連ねている。目的は産業界がダイナミズムを取り戻すために、日

本企業の経営革新を支援しようというものだ。「市場、顧客の求める価値を創り、経

営革新を実現し続ける体質づくり」により長期的に高い競争力を維持するための支援

活動である。

具体的には、顧客本位の卓越した業績を生み出すため、経営品質を高めるという視

点から、改善活動として「経営品質向上プログラム」の導入を勧めている。この賞の

アセスメント基準に照らし、各企業が自己評価（セルフアセスメント）で検証し、適

切な改革点を発見すれば、「経営品質賞」資格申請書を出し、判定審査を受ける仕組

みだ。表彰企業となることで、不況に勝ち残る体質と風土をつくろう、というわけだ。

この賞は ISOが人体でいえば、システム経営の骨格であるのに対して肉付けであ

る。ISOは公共工事受注の道具みたいに一般に思われているが、本来は発注者の信頼

性確保が目的なのだ。これからの建設業者は顧客、つまり県民のニーズを知り、それ

に合致した建設物を創らなくてはならない。そして発注者（国、県、町）の要求を越

えるノウハウを開発、提言し、有効な工事を提供することが求められる。その点では

地元、地域と密着している大竹組は有利である。ゼネコンではできないことができる。

「日本経営品質賞」はまだあまり知られておらず、県日本経営品質研究会に入ってい
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る建設業者も少ないので、大竹組もぜひ参加しようと検討中である。

＜南海地震対策＞

今世紀前半に発生するとされる「次の南海地震」が次第にクローズアップされてき

た。東海沖から四国沖を震源とする巨大地震に備え「東南海・南海地震対策特別措置

法」が平成１５年７月に施行された。国は同法に基づき、大被害が予想される市町村を

「防災対策推進地域」に指定。政府、関係府県、市町村などが防災計画を策定し、民

間と連携して防災対策を急ぐことにしている。大竹組は昭和２１年末の南海大震災発生

当時から、率先して県南の復旧や津波対策工事に取り組んできた歴史があるだけに、

「次の南海地震」の防災計画についての情報収集と対策の検討に余念がない。

１．津波対策

東南海地震と南海地震は３０年以内に４０～５０％の確率で発生、中部、近畿、四国の

広い範囲で最大１２メートルの津波が発生するとされている。中央防災会議は最悪の

場合、死者は２万２千人で、うち１万１７００人が津波の犠牲になると推測している。

大竹組は歴史的に津波対策の中で生きたようなものである。昭和２１年の南海地震

では社長宅兼事務所が被害を受けながら、採算を度外視して地域の復旧に尽くし

た。昭和２３年からは牟岐町大手海岸の防潮堤工事を３年間もやり、昭和２６年には牟

岐漁港の改修工事を開始した。その後５０年間、海部郡の各港の修築、沖堤防、防潮

堤工事を続けてきた。

海南町浅川では既に１０年前から津波対策を兼ねた沖堤防を建設中だ。牟岐町西浦

海岸では「牟岐漁港整備計画」の中で津波対策を兼ねた堤防工事が計画され、一部

地域住民グループの反対で中断し

ているが、何とか再開するように

働きかける方針だ。

大竹組が蓄積してきた港づくり

や防潮堤などのノウハウを「地域

防災計画」の全てに生かしたい。
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県南業者が防災計画で結束出来るようなリーダーシップも発揮したい。最近、防災

専門家によると、防潮堤だけでなく、水門も課題だという。川をさかのぼった津波

が、閉められなかった水門などから浸水し、地下街を水没させるような都市水害に

つながる可能性があるそうだ。大竹組も水門工事を手掛けているだけに、被災時に

正常に機能する水門の工事をも検討の視野に入れている。

２．耐震化対策

飯泉嘉門徳島県知事は、知事選の公約の１つとして、「南海地震対策」を掲げた。

知事当選後に打ち出したのは市町村の公共施設や民間住宅の「耐震化支援」である。

「特に住宅の耐震化は住民の生命と安全を守ると同時に、景気を浮揚する一石二鳥

の効果がある」としている。大竹組はこれに注目している。阪神・淡路大震災の教

訓から「耐震改修促進法」もでき、建設業界でも「耐震補強市場」が立ち上がるも

のと期待されており、ゼネコンはさまざまな耐震技術の開発に急ピッチだからであ

る。

南海地震は、揺れが長く、周期が長い振動の影響で長大建造物が被害を受けやす

く、被災が広範囲に及びそうだという。県が具体的に考えている「耐震支援策」は

無料診断、診断費用補助、技術者による相談制度などである。現在、「耐震診断士」

といった国家資格はなく、養成する必要がある。既に関心を持つ町村もあるのだか

ら、郡単位で県の支援対策に協力する方法を検討すべきであろう。

社員の群像

岡田好二（昭和１３年生まれ）昭和３４年２０歳で父親が働いていた大竹組に入り、４５年
間働き、平成１５年３月引退した。入社当時は丸岡正之さんの運転する三輪自動車１
台だったが、大型建設機械のバックホウを購入し、その運転手に指名され、広島の
機械工場で１カ月の講習を受けた。その後は高度成長経済の中で土木事業が多くな
り、ダンプやブルが多く入り、若い運転手仲間が多くなり、私は２８歳で現場従業員
の代表と言う形で町議会議員となった。現在の土木業界は大変厳しい状況にある
が、社員全員の努力で取得した ISOの精神に乗っ取り、新しい発想でこの難局を
乗り切って欲しいと願っている。温故知新、今ここで大竹組の歴史をふりかえる事
によって今後のエネルギーの源になればと考え、記念史の編纂に力を入れた。（談）
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