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龍神半跏不動明王

建立

運輸部ドライブレコーダー搭載開始
持ち回りコラム

ENDO-FUN ： VOL3

安衛法と仲良くする。 第３回豪雨災害時の安全管理は？
監督が教える道具の使い方②
保安基準の盲点

仮置きと資材置き場

工事成績評定点を上げる方法
労働災害を確実に減らす安全指示の伝え方
シリーズ第 7 回

今すぐ使える！現場テクニック

副社長が行く現場探訪「 第 41 回」
現場監理の達人 ： 第 12 回

発行：遠藤興業株式会社安全衛生委員会

塗装工事編

表紙：釣石橋ほか１橋橋梁下部工現場
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平成 29 年度
H29.8.11

遠藤興業グループ安全大会開催

石巻グランドホテルでグループ企業全体安全大会を開催した。

平成 29 年度全国安全週間が先月 7 月に行われ遠藤興業業グループとして平成 29 年度安全大会が開催されました。
開催を前に全員で東日本大震災の犠牲になられた方々に謹んで哀悼の意を表し、黙祷を捧げました。

冒頭、遠藤正樹社長より「震災後６年を経過して、当社として復旧工事に携わってきましたが、これからは厳しい受注環境の中で、復興工事の終盤期となっ
てきます。社員全員それぞれの立場で頑張っていただき、地域の繁栄のために頑張りましょう」と激励があり、「それを行うには健全な心と健康な体が基本で
す。改めて個々の体調管理をしっかりして乗り切りましょう」と挨拶がありました。

安全大会では優良表彰も行われ、遠藤会長特別賞として「下釜第一地区土地区
画整理事業土地区画道路築造工事」現場代理人：和泉啓之氏が受賞した。
従業員優良表彰は以下の通り
遠藤興業株式会社
石森良一

三浦正行

佐々木政芳

佐藤純

早坂久美

伊藤邦彦

赤坂長治

富士生コンクリート株式会社
今野まち子

伊藤浩史

有限会社亮信興産
大平

れん子

宮城富士アスコン株式会社
土井
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早苗

千田武志

斎藤徹

阿部秀照
加藤達也

熊澤裕一

平成 29 年 8 月 11 日

恵み野緑地（社有地）において龍神半跏不動明王像が建立され、開眼法要が営ま

れました。
御導師に、臨済宗妙心寺派

禅昌寺

桂田文隆

座主をお迎えし、僧侶２名による開眼法要でした。
不動明王は、
「お不動さん」の名で親しまれ、
強い信仰を集めております。
サンスクリット名を「アチャラナータ」と
いい、
「アチャラ」は「動かない」、
「ナータ」
は「守護者」を意味し、「揺るぎなき守護者」という意味です。
仏の使者として人々を救う明王の中心的存在です。
不動明王は、忿怒の表情で、手には剣と羂索（けんじゃく）という縄
を持たれ、最も救い難い人々をも救いたいという慈悲深い方です。
不動の心で坐禅を組まれる姿から、坐禅の仏様として祀られます。
この不動明王は、諸願成就の力を持ち一心に祈る者には叶える救済の
働きを持つとされます。
次ページ以降に不動明王のご真言で開運する極意を紹介いたします。
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最強パワーの言霊、不動明王のご真言で開運する極意
不動明王のご真言とは、お参りする時に唱える言葉です。密教からきているご真言はマントラとも言われています。サンスクリッ
ト語の訳語です。そして、不動明王の真言は強力なパワーを持っている言霊なのです。勝手に真言を唱えても災い起こりません。安
心して唱えてください。

不動明王のご真言は、威力が絶大です
お不動様と呼ばれて親しまれている不動明王。インド名は、「アチャラナータ」と言います。密教の５大明王のお一人です。
ご真言は

「ノウマク・サンマンダバザラ

ダン・センダ・マカロシャダ・ソ
ワタヤ・ウンタラタ・カンマン」と
３回唱えます。
お不動様は、煩悩を焼きつくし、邪気を払い、立身出世位、商売繁盛な
のご利益があります。お不動様を参拝した時には、近くに「ご真言」とし
て書いてある紙がある場合があります。それを見ながらでも良いので唱え

ご真言とは何なのでしょう

て見ましょう

ご真言は、インドで仏陀や菩薩が説かれた聖なる呪文なのです。説かれたと言うと分かりづらいかもしれませんね。仏陀様方が、
瞑想をして天上界からお聞きした言葉なのです。本来は、サンスクリット語で唱えるのですが、空海や最澄がこれでも日本語化して
います。
本場の真言じゃなくても効果あるの
日本で親しまれているすべてのご真言も十分に効果がります。決して半減することはありません。何故なら、空海たちも天上界の人
たちに導かれて日本に密教を持ち込んだのです。それ故に効果は絶大なのです。
言葉には、魂が宿るから効果を引き寄せる
お不動様に参拝した時だけでなく、自宅でも、声を出してご真言を唱えれ場効果があります。言葉は、魂が宿っていて、声のエネルギー
に乗って宇宙に届く（天界）と言われているからなのです。
救いを求める時、苦境にさいなまれている時、神様は必ず導いてくれます。
お導きは、決してその環境を消し去ってくれるのではありません。あなたが、そこから立ち直るための道案内をしてくださるのです。
そうして、自らの力で脱出をしなければいけません。それが生きる苦行でもあります。誰もが、そうして成長をしていくのです。

不動明王のご真言を唱える時の心得
何でも大きな声で唱えれば天界まで言霊が届くわけではありません。ただ、周りの人まで聞こえるだけの言葉でしかありません。
言葉を言霊に変えるのは、ルールがあります。何度もやっていると簡単にできます。それをご紹介いたします。
正式なご真言の唱え方とは…
毎日ご真言を唱えているのに、効き目を感じないと思う方がいるかもしれません。それは天界に届かない単なる言葉だからです。天
界は私たちの目に見える世界ではありません。心の奥にある大宇宙なのです。その場所へ届く言霊に変換する必要があります。

ご真言を言霊として発動させるには
空海も、これができなくて苦労した一人でもあります。しかし、現代
はどうすれば良いのか、わかっています。空海はそれすらわかってい
ない時代だったので唐には渡り修行しました。その方法をできるかで
きないかはあなた次第なのです。方法は瞑想を利用します。
まずは、心を落ち着かせます。目を閉じて何も考えず暗闇に漂います。
深呼吸して、心の中にある自分の愛の光をイメージします。光ってな
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くてもイメージだけで良いです。イメージした光が大きくなってくる

気がしたら、天界と通じています。そこで、ご真言を唱えます。
決して、欲のためにご真言を唱えても効果はありません。苦しいので助けてください、商売で儲かりますようにと願っても無意味です。
苦しみから逃れる道を照らしてくださいと願います。商売で儲けたら、さらにそのお金で人に役立つ道を照らして下さいと願います。
そして、日頃のご加護を深くお礼申し上げるのです。これがご真言が言霊に変換されることです。変換された言霊は、絶大なパワー
を持ちます。きっとあなたを導いてくれるでしょう。それはある時ふっと気が付くように導かれるのです。
本来の密教は瞑想に始まります。その瞑想方法をすることによって、ご真言も生きた言霊になります。最初はうまくいかなくても、
すぐに慣れてきます。光が見えなくてもイメージできれば大丈夫。レモンを思い浮かべたら、酸っぱい気持ちになるのもイメージです。

不動明王のご真言と結ぶ印
印（印相・印契）の起源
紀元前１５００年ごろに端を発する、インド・アーリア人のもたらした、バラモン教が印のルーツとされる。バラモン教とは、神々
の賛美や祝詞、呪文などをまとめたインド最古の聖典、
『ヴェータ』による、クシャトリア・バイシャ・スードラなる階級制度を形成し、
バラモンを頂点とした宗教。

手っ取り早くバラモンを知るには、手塚治の漫画『ブッダ』がお手ごろ。

その神々の祭祀にあたり、わが国日本においても、巫女が神楽（かぐら）を踊って神憑り（かみかがり）をしたように、古代イン
ドでも音楽や舞踊が非常に重要視された。そうした宗教的背景による舞踊の中で、手指や腕を使って抽象的である、概念や行為、想
いなどを表現したものが、
『ハスタ・ムドラー』であり、長い年月をかけ洗練され、やがて仏教～とりわけ密教へと取り込まれていく。
みなさんも、
良く目にしたことのある、
釈迦の五印（禅定印・降魔印・説法印・施無畏印・与願印）が、仏教における最古の印とされる。
余談だが、人の形としての印を結んだ、釈迦像は釈尊の入滅から４～５００年の後に初めて造られた。

この間は、いわゆる『無仏

像の時代』と云われ、菩提樹や仏足石、佛舎利や法輪を以って釈迦を表し、偶像崇拝は行なわれていなかった。
その後、６～７世紀に仏教やヒンドゥー教に絶大な影響を及ぼしたとされる、タントリズム（民族宗教運動）が起こり、大乗仏教
の中から、「仏教のタントリズム」と呼ばれる密教の行者や阿闍梨たちが、発生当初には釈迦像が組むだけだった『印相』を、秘密の
手法として発展させていった。
「手が赴くところに、目が赴き、目が赴くところに思考が赴く」
と、云われるインド古典舞踊において、踊り手はムドラーによって、神にも動物にも自在に変化できた。

これを即身成仏に置換え、

神仏と自らを一体化することによって、様々な神秘を具現化して人々の願いに応え、迷いを救うことを目指す。

それこそが『印』

である。
ご真言を唱える時に、「両手で印を結ぶ」事もあります。やらなければいけない
わけではありません。
いつものお参りの時のように、両手を合わせてご真言を唱えても失礼には当たりま
せん。
では、どんな時に、印を結ぶのでしょうか？
密教の修行で僧たちは印を結びます
真言宗の層は、印を結ぶ手を見えないように袖の中で、ゴソゴソやっております。
少しでも仏様に身近に感じ、修行に専念しているのです。
根本印は右写真の印を用い「不動根本印（独鈷印）
」と言います。

一切の災難を振り払うご真言
「おん

あぼきゃ

べいろしゃのう

まかぼばら

まに

はんどま

じんばら

はらばりたや

うん」

光明真言と言います。
とてもパワーのあるご真言です。不動明王参拝時でも良いですし、それ以外でも唱えてみてください。きっと災いから守られます。
不動明王のご真言まとめ
ご真言の奥の深さについて、何故絶大なパワーが宿っているのかお分かりいただけたでしょうか。
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運輸事業部所属車両

ドライブレコーダー搭載

近年の交通災害を未然に防ぎ安全運行を達成するため、乗務員の運転特性を把握するために全車両に導入された。

映像記録型ドライブレコーダーとは？
映像記録型ドライブレコーダーとは、事故やニアミスなどにより急ブレーキ等の衝撃を受けると、その前後の映像とともに、加速度、
ブレーキ、ウインカー等の走行データをメモリーカード等に記録する装置のことです。
これにより事故やニアミスの状況が記録されるため、事故等の映像を利用して乗務員の安全教育へ活用できるとして会社として導入。
また、事故処理の迅速化を図るなど活用していきます。
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社員コラム「ENDO-FUN ！」
このコラムは掲載者が次回の記者を指名し持ち回りで、企画を継続させていきます。

掲載内容な、趣味の事・現場の事・なんでも構いません。関連写真及び自己紹介写真の提出をお願いします。
提出先は、Mail：8333@endo-k.co.ip

第3回

次号掲載者には編集部より締切等ご連絡いたします。

ENDO-FUN 「建築部

四倉信之」

タイトル：「気になるアノ娘、まぶたの家族運動」
毎日現場及び事務方の業務にあたっているみなさん、残暑きびしいなか
ごくろうさまです。
私は平成 11 年 3 月より地元石巻に U ターンし、それから 18 年会社のお
世話になっております。
現在、私は天王橋の近くで株式会社フジタの下請けで「鶴家排水機場」
」
という現場におります。ゲリラ豪雨にも耐えられる大きなポンプ場を作っ
ているのです。
この現場では朝礼時と昼礼時に「まぶたの家族運動」をおこなっています。
安全作業を心に誓い愛する家族の笑顔を思い浮かべ 15 秒間のめいそうをする。これが「まぶたの家族運動」です。元請けの会社の現
場での事故が減らない状況の中、社長さんが発案したそうです。
みなさんなら誰を思い浮かべますか？現場には遠く故郷を離れ南は九州、北は北海道までいろいろな人が働いています。若い人、お
じさん、さまざまです。
たった 15 秒間ですが

みんなが同じ想いを共有できるなんて、なんとすばらしい事じゃないですか。

ひとつの物をみんなで造る建設現場にはピッタリだと思うのです。
上の人から言われれば照れる事無く愛する人を思い浮かべ心を落ち着かせ
る事ができるのです。
（若い人は興奮してしまうのかも）
私の場合、正月からとても気になる若い娘がいます。色白でぽちゃりし
ててムチムチ、目はパッチリ、髪の毛は栗色。会えば必ず抱きしめる。
名前は「ヒマリ」大晦日に誕生した。初孫です。
日に日に成長していく孫を思い浮かべて仕事にとりかかる、思い浮かべた
孫はまだ喋れないのに「おじいちゃん頑張って」と語りかけてきます。
「おじいちゃんは今日も頑張っと」と気合を入れ直して仕事にかかります。
妻は会ってもいない孫の話ばかりするのでこのごろ不思議がっています。
じいさんの不思議はまだ続きます。解体する友人の家から枯れかけたサ
ツキの盆栽を引き取り、水を与えたところ、葉っぱがシャキっとして「今
年は咲きたい！」というこえが聞こえてあわてて残りの 2 鉢を引き取りに
行き、世話を続け３鉢のサツキを咲かせることができました。
サツキは 1 鉢に２色の花が咲くよく手入れされていたもので咲いたときに
は友人の死んだ親父の自慢げな顔が浮かびました。
「咲きたい」
という声は物言わぬ植物の声だったのか、
友人の親父の声だったのかサツキの廻りは「あ
りがとう、ありがとう」ってうるさい位でした。
初夏はちょっとミステリーにしみじみしてました。別の友人にその話をすると「ただの空耳、思
い込み。齢とって都合よぐ聴こえで勝手に解釈する年とったんだ」と笑い飛ばされ、息子にも「お
じいちゃんと同じ」と言われます。確かにそうなのかもしれません。後ろから声を掛けられても無
視。悪気はありません。聞こえてない。そんな私でも現場で会ったらやさしくしてね。
だらだらと私のコラムにお付き合いありがとうございます。これからの時代を生きる若い人にエー
ルを送りおしまいにしたいと思います。
次は運輸部の熊谷君にお願いします。
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安衛法と仲良くする。

第 3 回「豪雨災害時の安全管理は？ 」
日本は、諸外国に比べ地震が多く、毎年のように台風は直撃します。さらに近年で
はゲリラ豪雨や竜巻などといった災害も起こり、人や建物に甚大な被害をもたらし
ています。
平成 26 年 8 月 19 日未明に発生した広島の大雨による土砂災害は、夜間であった
たこともあり、死者数も 50 名を超えるなど、甚大な被害、平成 29 年 7 月 5 日か
ら 6 日にかけて福岡、大分などの九州北部を記録的な豪雨が襲い、土砂崩れや増水
などにより多くの集落の孤立、死者 35 人、行方不明者 6 人（7 月 20 日時点）の
大災害となりました。

このような災害は昼夜問わず、いつ起こるか分かりません。時には、昼間仕事を行って
いる時に発生することもあるでしょう。
仕事中に災害が起こった場合、事業者は労働者の安全を確保することが義務付けられて
います。
今回は、事業者が労働者を災害等から守るべき規定をまとめてみようと思います。
安衛法では、事業者の責務について規定しています。条文としては、事業者が災害から
労働者を守らなければならないということは、あれこれありますが、こと豪雨などの天
災に関係していると思われるものは、第 25 条の記載内容です。

【安衛法】
25 条
事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、
労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
この条文は、労働者に労働災害発生の危険があれば退避させなさいという内容です。
労働災害には仕事上のあらゆる原因による事故や怪我などがあり、天災も災害の 1 つに含まれます。
この条文は第 20 条から第 27 条に連なる「事業者の講ずべき措置等」の条文の一つです。
今回はテーマに沿って、豪雨による土石流について見てみたいと思いますが、安衛法には、これ以上詳しいことは書いていません。
具体的な内容は、安衛法に付随する「労働安全衛生規則（安衛則）」で規定されています。
土石流発生時に事業者が取らなければならない措置は、安衛則の「第 575 条の 9 ～ 13」で規定されています。
【安衛則】
第 12 章

土石流による危険の防止

（調査及び記録）
第 575 条の 9
事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川（以下「土石流危険河川」）において建設工事の作業（臨
時の作業を除く。以下同じ。
）を行うときは、土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場所から上流の河川
及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
（土石流による労働災害の防止に関する規程）
第 575 条の 10
事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、あらかじめ、土石流による労働災害の防止に関する規程を定
めなければならない。
２
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前項の規程は、次の事項が示されているものでなければならない。
1）降雨量の把握の方法

2）降雨又は融雪があった場合及び地震が発生した場合に講ずる措置
3）土石流の発生の前兆となる現象を把握した場合に講ずる措置
4）土石流が発生した場合の警報及び避難の方法
5）避難の訓練の内容及び時期
３

事業者は、第 1 項の規程については、前条の規定による調査により知りえたところに適応するものとしなければならない。

（把握及び記録）
第 575 条の 11
事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、作業開始時にあっては当該作業開始前 24 時間における降雨量
を、作業開始後にあっては 1 時間ごとの降雨量を、それぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し、かつ、記録しておか
なければならない。
（降雨時の措置）
第 575 条の 12
事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があったことにより土石流が発生するおそれのあ
るときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。
ただし、速やかに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させたときは、この限りではない。
（退避）
第 575 条の 13
事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、
直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。
（警報用の設備）
第 575 条の 14
事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に関係労働者にこれを速やかに知らせ
るためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
２

事業者は、前項の警報用の設備については、常時、有効に作動するように
保持しておかなければならない。

（避難用の設備）
第 575 条の 15
事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に労働者を安全に避難させるための登
り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法をを周知させなければな
らない。
２

事業者は、前項の避難用の設備については、常時有効に保持しなければならない。

（避難の訓練）
第 575 条の 16
事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、関係労働者に対し、工
事開始後遅滞なく 1 回、及びその後 6 ヶ月以内ごとに 1 回、避難の訓練を行わなければならない。
２

事業者は、避難の訓練を行ったときは、次の事項を記録し、これを３年間保存しなければならない。
1）実施年月日
2）訓練を受けた者の氏名
3）訓練の内容
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建設工事では河川での仕事も多々あります。堰堤を作成や護岸工事など、川の中でショベルカーが掘削し、ダンプカーが土を運んだ
りしていますね。
河川内の仕事なので、雨が降れば増水の危険と隣合わせです。豪雨となれば、いつ上流より土石流が起こるか分かりません。
そんな環境下での仕事のなのですが、この規則ができたのは、ほんの 16 年前で、それまでは特に対策なしで仕事をしていたんですね。
工事中に土石流が発生したことはあるのなと調べてみたら、平成 8 年に長野県の蒲原沢土石流という大きな災害がありました。
平成 8 年 12 月 6 日の午前 10 時 40 分に大規模な土石流が発生し、流域の橋を流出させたり、砂防ダム等を破壊しました。さらにこ
の時、前年の豪雨災害の復旧工事が複数行われていたのです。土石流はこれらの現場も飲み込みました。被害は死者 14 名、負傷者 9
名という甚大なものとなりました。
平成 8 年は土石流に関する規則はまだなく、当然工事でも十分な対策をとっていなかったと思われます。災害レポートを見ても、警
報装置や作業中止の基準もなかったとのことです。
土石流防止の規則ができるのは平成 10 年なので、この事故も契機になったと想像に固くありません。
このケースも、もう土石流による被害を起こさないという感情のムーブメントがあったのでしょう。
さて、規則の内容に戻ります。各規則をまとめると次のようになります。

安衛法

第 25 条

事業者は、災害の危険が迫ったら、労働者を避難させなさい。

○第 575 条の 9
土石流が起こりそうな場所で仕事するときは、事前に調査しなさい。
○第 575 条の 10
土石流他の災害があった場合に取る措置を事前に決めておきなさい。
○第 575 条の 11
雨量を把握して、記録おきなさい。
○第 575 条の 12
雨が降った際には、土石流の監視をするか、作業を中止しなさい。
○第 575 条の 13
土石流が発生しそうなら、労働者を退避させなさい。
○第 575 条の 14
土石流発生を知らせる警報装置をつけなさい。警報装置はきちんとメンテしなさい。
○第 575 条の 15
労働者の退避場所を用意しなさい。退避場所はきちんとメンテしなさい。
○第 575 条の 16
定期的に避難訓練をしなさい。
小難しい表現はありますが、内容は一読すると分かりますね。ちなみに上記の規則は、臨時作業の場合には除外されます。ただし危
険がある場合に、退避しないとダメです。
現在河川内で工事をされている事業者は、安全管理の一環としてこれらの実施を求められています。ゼネコンや中堅など大きな事業
者は、おそらく実施しているはずです。

近年は毎年のように夏場になると、ゲリラ豪雨や台風により土砂崩れのニュースを目にします。土砂崩れの可能性のある箇

所は、日本全国に 50 万ヶ所！もあるらしく、次どこで発生するかは予測はこんなんです。備えをすることも限りがある
でしょう。
しかし、災害は備えがあろうがなかろうが、襲ってきます。せめていち早く避難できるような体制は必要ですね。
まだ調査は十分ではない所も多々あるようですが、各自治体で危険箇所は公開しているので、都道府県や市町村のホームページを
チェックしてみてください。
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監督が教える工具の使い方

№２

工事現場に出ている人は、
「見て覚えろ」
「自分で調べろ」
「教えてる時間は無い」
「めんどくさい」
「知らねーよ」
「うるせー」
という世界なのは知っているので安心してください。

番線と番線カッターの使い方

番線とは、でかめの硬い針金のことを言い、工事現場で業種を問わずとてもよく
使われます。
写真の番線は使いやすいのに加工されたものが製品として販売されています。
通常は、直径 1 ｍくらいの丸い輪っかで何重にもぐるぐる巻きになって販売され
ています。
正確には、「なまし番線」という一度加熱してからゆっくりと冷やした針金です。
針金はその太さによって、番号で呼ばれており、工事現場で使うなまし番線は太
さが「8 番」の物がよく使用されています。
それを略して、みんな「番線」と呼んでいます。
多分 8 番以外の太さの針金を誰も頼まないので「番線ください」と言えば、間違いなく 8 番のなまし番線が出てくるでしょう。
8 番の番線は割と太めに仕上がっているので、他の何かしらの工具で切断することができません。
そこで、番線を切るためだけに使用する「番線カッター」という工具も一緒に使用することになります。
これが番線カッター。
工事現場では番線カッターは必需品ですので覚えておいてください。
日曜大工でも番線を用いて、物を縛ったりすることができれば作業の幅が広がる
と思いますので、購入して損は無いと思います。
番線を切る用途以外にも、色々使える可能性があるので、家庭に 1 個あっても損
は無いでしょう。
使用方法と注意点
番線は固めの針金で、それをギュッと結べば、大量の単管パイプだとかの重いものを縛り上げることができます。
例えば実際に現場では、このヘの字型の鉄の材料を番線で縛っています。
かなり頑丈に縛りあげるので使い方さえ知っていれば家庭でも十分に番線を使用することも
できると思います。
番線は固いので、
「しの」という工具で番線を結び、最後に番線カッターで番線のいらない
ところを切断します。
その結び方については前回のセイフティーニュースに全て載せてありますので、そっちの方
を見てください。
番線カッターは番線に対して垂直に挟み込んで切断します。
使用の感覚的にはニッパーに近いものがあります。
柄の下の金属のひっかかりをはずすとこんな感じで開きます。

刃の先端がちょうど番線をカットするくらいの大きさに開きますので、刃の間に番線を入
れて握るだけです。
番線カッターで番線をぐっと挟み込んでもあと少しのところで切れない場合が結構ありま
す。
その時に番線カッターを左右にグリグリ動かしてねじ切るような感じでやってしまうと刃こぼれの原因になるのでやめましょう。
確かにそうやってグリグリ左右に動かせば切れるのですが、刃の寿命も縮めますので気を付けましょう。
結構、それを知らないでグリグリやる年配の作業員の方もいます。
道具の貸し借りで壊される場合もあるので、番線カッター貸してと言われた時は道具を貸すのではなく、作業を手伝ってあげるのが
良好な関係が保たれるでしょう。電工のペンチも一緒です。配線カット時にショートして刃こぼれする事、結構多いようです。道具
の価格もピンキリですが、職人が持つ道具は耐久性・刃の切れ味が格別なものが多く、価格も高価ですね。
自分の道具には責任をもって管理し、作業しやすい環境を構築しましょう。
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保管基準の盲点は ” 仮置き ” と ” 資材置き場 ” ！不法投棄と判断されないために
皆さん、廃棄物の保管基準をこのタイミングで見直してみてはいかがでしょうか？夏は特に廃棄物の性質や性状が変化しやすい時
期です。放っておくと、異臭等の環境に影響を与える可能性があります。
ということで、廃棄物の保管基準をおさらいしていきましょう。

廃棄物置き場の保管基準
そうは言っても、廃棄物の保管場所については、普段から管理されている方が多いと思います。屋外で保管する場合には囲いを設
けて、掲示板を設置して、汚水などが地面にしみ出さないように対策をして…等ですね。
具体的には下記の様な基準ですね。
● 事業場における廃棄物の保管場所掲示板例

● 屋外における保管の高さの基準例（容器に入れずに保管する場合）

このあたりの基準も、この機会に見直していただくとよいのですが、今回注目したいのは、廃棄物置き場 ” ではない ” 場所にある廃棄
物についてです。

” 仮置き ” と ” 資材置き場 ” に潜むリスク
「廃棄物置き場以外に廃棄物なんてあるの？」と思われるかもしれませんが、実は意外とあるのです。
まずは、” 仮置き ” という名目で、保管基準を適用せずに長期間放置されている場合です。
” 仮置き ” に潜むリスク
そもそも仮置きは認められているのでしょうか…？廃掃法上では、仮置きという言葉は見当たりません。
しかし、保管基準を満たさずに置かれている廃棄物を見かけることも珍しくありません。本当に一時的な ” 仮置き ” ならばまだしも、
何日にもわたって同じ状態であれば、それは ” 仮置き ” ではなく、廃棄物の保管にあたります。そのため、廃棄物を保管する際に求め
られる基準通りに保管する必要があります。
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” 資材置き場 ” に潜むリスク
次に、資材置き場とされている場所に保管されているものが、およそ利用価値があるとは思えないという場合です。
廃棄物の該否判定は総合判断です。その物自体が判断の対象ですから、例えば、保管場所の名称を「資材置き場」にしたとしても、
そこにある物自体が廃棄物だと判断されれば、廃棄物の保管基準違反が適用されてしまいます。

不法投棄と判断！野積みタイヤの事例
過去に、自社内に放置された野積みタイヤが不法投棄に該当すると判断された事例があります。その判断基準について、解説してい
きます。
どれくらい放置したら不法投棄になるの？
まず、放置の期間については、通知によって具体的に言及されています。
“ 使用済みタイヤが廃棄物であると判断される場合において、長期間にわたりその放置が行われているときは、占有者に適正な保管で
あることを客観的に明らかにさせるなどして、客観的に放置の意思が認められるか否かを判断し、これが認められる場合には、その
放置されている状態を処分として厳正に対処すべきこと。
“「長期間にわたりその放置が行われている」とは、
概ね一八〇日以上の長期にわたり乱雑に放置されている状態をいうものであること。
参考・引用元：衛産 95 号「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」
” つまり、180 日間にわたり保管基準を守らず乱雑に放置されている部分が、不法投棄と判断された要因の 1 つです。
性状が安定しているタイヤでも 180 日。性状の変化のあるものは…？
180 日という期間だけを見ると余裕があるように思えますが、これはタイヤが市況によって燃料としての価値を有する可能性がある
ことを考慮したものです。
また、タイヤは、比較的性状が安定してます。それでも 180 日と考えれば、腐りやすい物や悪臭の発生しやすい物、有害物質などを
含むものは、この期間は相当に短くなると考えられます。
このタイヤは廃棄物？有価物？
また、先ほどの通知には、廃棄物の該当性判断についても記載されています。
“ 占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであるとの認識がなされている場合には、占有者にこれら
の事情を客観的に明らかにさせるなどして、社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思を判断すること。
“ 占有者に明らかにさせる事情としては、次のいずれかを挙げることができること。
（一） 溝切り等を行いタイヤとして利用する、土止め、セメント原料又は燃料として利用するなど使用済みタイヤを自ら利用する
ものであって、これらの目的に加工等を行うため速やかに引渡しを行うことを内容とし、かつ履行期限の確定した具体的な契約が締
結されていること。
（二） 前記（一）のとおり利用するために、使用済みタイヤを他人に有償で売却するものであって、これらの目的のため速やかに
引渡しを行うことを内容とし、かつ履行期限の確定した具体的な契約が締結されていること。
参考・引用元：衛産 95 号「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」
やはり有価物と判断するには、
「売却のための速やかな引き渡し」や「具体的な契約が締結されていること」等客観的に判断できる要
素が必要です。
180 日経過しても販売の目途が立たず、野ざらしで劣化しているだろう使用済みタイヤを有価値と判断できるでしょうか？ 廃棄物と
して保管すべきというのが、一般的な意見でしょう。
いかがでしたでしょうか？「仮置き」
「資材」と安易に片づけず、廃棄物か有価物か判断に迷うものは全て廃棄物の保管基準に適合し
た場所に保管するという意識づけをすることをおすすめいたします。
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【資材の仮置きについて考査する】
下記の写真を見ていただきたい。土木造成工事の現場内に仮置きされたコンクリート二次製品資材である。
仮置きされた側溝蓋は桟木の上に整列安置されているが、左
側の列は完全に斜頸している。
仮置きした場所は、地盤は荒造成状態であり側溝の敷設が完
了しているすぐ右脇である。
二次製品を積み上げ保管したところ、側溝埋戻しをした地
盤に変則荷重が掛かり、時間経過とともに斜頸したものと考
えられる。
この状態で集中降雨・地震等が発生した場合、地盤変形が起
こり仮置きした二次製品は倒壊するであろう。
製品納入業者が現場内に仮置きした場合、特に注意が必要に
なります。必ず現場責任者（もしくは作業主任者）が荷受け
の確認をし、的確な場所・方法による荷下ろしをさせましょ
う。運送会社が帰った後で小運搬・積み直しとならないように、仮置き資材の搬入計画を立て、現場内に周知させ、二度手間、二次
災害防止を確実に行うことが重要です。

現場内の秘かな危険
赤丸内に生えている雑草が危険と言うわけではありませ
ん。
ここを拡大してみるとこうなってました。

この現場は河川橋梁下部工工事現場で、護岸保護のためシートパイルを打ち込んであります。
このシートパイルが非常に分かりにくい段差を生じています。段差は 10 センチ程度なのですが、雑草が生え段差を視覚的に捉える事
が困難です。これが秘かな危険なのです。
このような危険個所を取り除くことが一番なのですが、現場の進捗状況によっては回避できないこともあります。
では、このような危険個所をいかに明示するかを考察しましょう。
①ポールピンを立てリボンテープを付け視覚的に注意を促す。
②単管パイプ等を使用してシートパイル打ち込み区間すべてを囲う。
③砕石等で段差を解消するまで埋め戻す。
などなど・・・・・いろいろな解消方法があると思います。現場に合った安全管理を考え、作業効率を下げない安全施設を構築する
ことが創意工夫です。
この現場での是正報告では①が採用され、作業員に周知また、資機材の置き場を明示し転倒事故が発生しないような工夫がされた。
何も対策を講じないことが一番悪いこと。つまづき事故が発生し、万が一転倒して杭打ち資機材に顔面から・・・転倒して後頭部をシー
トパイルで殴打・・・・など、非常に重大災害につながる状況です。
店社パトロールでは、現場代理人が気付かない「秘かな危険個所」を指摘し、改善要求する事を一番としています。
また、同現場内で行っていた「良い点」は、他の現場でも共有し会社全体の安全管理・創意工夫の発展に繋げていきます。
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中央二丁目土地区画整理事業道路等築造工事現場では、アイトピア通り
と小柳町通りの交差点部において雨水排水ボックスカルバートの埋設工事
を行っている。
東日本大震災で破壊された雨水幹線を更生し、著しく破損した個所はボッ
クスカルバートへ入れ替え作業を行うものである。
震災後は降雨での冠水率が高い地域よって、作業中にも降雨の影響で急激
に水位が高くなる事（ボックスカルバートで排水できない状況になると道
路冠水につながる。急速に作業区域が水没する状況になる予測ができる。
）
も予想されるので、工事管理の中でも近々の天気予報及び雨雲レーダーへ
の注視を呼びかけた。
また、悪天候時の工事中止基準を再度確認。佐藤久也所長からは明確な基
準が作業員全体に周知され、天候不順情報合図者として交通誘導員が声か
けするローカルルールが策定されていた。

移動式発電機について
建設現場で使用する発電設備も、１０ｋＷ未満の場合は一般電気
工作物の扱いになりますが、それ以上の物は移動用電 気工作物（自
家用電気工作物に準拠）に区分されます。
電気事業法第３８条、施行規則第４８条に区分は書いてあります。
移動用電気工作物は
・保安規程の作成・届出

電気事業法４２条、施行規則第５０，５１条

・主任技術者の選任・届出
・技術基準の適合・維持
・定期自主検査

電気事業法４３条、施行規則第５２から５６条
電気事業法３９条

人的危害、物的損傷の防止

電気事業法４６条、施行規則第５７から６１条

をベースとして、必要最低限の国の直接監督によって運用しています。
色々と、細かい規程があるんですが、リース業者から借りた場合ですと
○工事計画の事前届出

電気事業法４７，
４８条、施行規則第６２から６７条によりますが、リース業者において工事計画の届出がさ

れていれば、改めて建設業者は届出を出さなくてもいいです。
○主任技術者の選任・届出

電気事業法４３条、施行規則第５２から５６条により、建設業者は工事用発電設備および工事用需要設

備を使用する建設 現場などもしくはこれを直接統括する事業場に各々電気主任技術者を選任し届出を行う必要があります。
ただし、主任技術者に選任できる資格は、
１．有資格者（電気主任技術者）
２．許可基準にある者（５００ｋＷ未満

第１種電気工事士

相当）

ですが、建設現場においては
３．（社）日本内燃力発電設備協会が定める専門技術者（据付、保全両資格保有者）
４．（社）全国建設機械器具リース業協会が定める設備技術者
についても許可が受けられます。
○保安規程の作成・届出
○使用開始の届出

電気事業法４２条、施行規則第５０，５１条

電気事業法５３条、施行規則第８７，８８条

８８条で定める様式６０の「自家用電気工作物使用開始届出書」を毎半期の最終月の翌々月末日までに所轄経済産業局長に届出る。
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目標達成のための、絶対にはずせない “ ツボ ” 工事成績評定点を上げる方法
2005 年以降、順次導入された総合評価落札方式（以下、総合評価方式）は入札の様相を大きく変えた。
金額だけでは落札者は決まらず、入札時の評定点が重みを増している。平成 30 年度からは石巻市も取入れる総合評価入札方式。
国や県など発注機関によって差はあるが、県レベルの場合、その平均点は 75 点前後、80 点以上なら優秀表彰だ。ところが、岩手県
の小田島組は県の工事で驚異の 98 点を獲得した。なぜ、
そうしたことが可能なのか。小田島組を取材して高得点の秘密を探るとともに、
工事成績評定点を上げるためのポイントを解説する。

工事成績評定点を上げるための★ 5 カ条★
1

毎朝の清掃、勉強会や飲み会で社員の気持ちを一つにし、会社の方針を徹底。
●毎朝、本社も現場も全員で 15 分間掃除をし、みんなの気持ちを一つにする。
● 7 ～ 8 人のグループを対象にした勉強会を年 200 回実施し、会社の方針の確認と意思統一を図る。
●社員との付き合いを最優先、社員との飲み会は年に 80 回。
●顧客満足第一の価値観を共有することで、社内の人間関係も良くなり、働きやすい職場ができる。

2

発注者はお客様。指示・指導にはひたすら感謝する。
●「役所」と言う社員はいない。
「お客様」と言う。
●「ああやれ、こうやれ」は自分たちの至らないところを教えてくれるのだからありがたい。
●指導されたことはすぐに改善し、写真を付けて報告する。
●お客様が何を望んでいるのか、本音を聞きだす。

3

工事成績評定点の検査項目を分析し、採点者の意見に従う。
●工事成績評定点は無料で改善すべきところを教えてくれる貴重な機会だと考える。
●点数が低くても反発せず、自分の意見を差し挟まない。
●評価項目ごとの評定点を分析し、どうすれば点数をアップできるのか逆算する。
●検査官と良好な人間関係を築き、その心情に訴える。

4

クレームは現場で受け、すぐに対応して結果を発注者に報告する。
●住民からアンケートを取り、要望や意見を聞く。
●工事の目的、作業日程、進捗状況などを記した工事広告を毎月掲示し、各家庭にも配布する。
●工事広告には担当者の携帯番号も明記する。
●クレームが発注者に行くと事が大きくなるので、現場で適切に対応し、結果を報告する。
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1 毎朝の清掃、勉強会や飲み会で社員の気持ちを一つにし、会社の方針を徹底。
小田島組は岩手県北上市で仕事をしてきた会社ですが、高い工事成績評定点を武器に、今では県内全域をエリアとするまでに成長
しています。転機となったのは、2008 年のリーマンショック後に赤字を出したことでした。公共事業が減り、壮絶な価格勝負に耐え
てきたものの危機に陥ったことが「会社を変えていこうと思ったきっかけ」だ、と小田島直樹社長は言います。
ちょうどその頃、総合評価方式による入札が実施され始め、価格以外の要素で仕事を獲得できる可能性が出てきました。小田島社長
は経営方針を改め、新しいルールに対応できる会社へと舵を切りました。最初に取り組んだのは意識改革です。
「よくコップに例えて話をするんですが、立ててあるコップには水がいっぱい入ります。斜めだと少ししか入らない。伏せてあると入
れられない。コップが下を向いているタイプの人間には教育できないですよ。コップの向きを揃えるために、まず朝の環境整備を始
めました。朝 15 分間、現場も含めて全員で掃除します。みんなで共通のことをやっているうちにコップの向きが揃ってくるんです。
勉強会も始めました。朝 6 時 50 分から 45 分間、7 ～ 8 人のグループごとに経営計画や、顧客満足が第一であることを話していま
す。現場が離れていれば本社とネットでつないで開催して、これを年間 200 回。繰り返し、繰り返し説明し、確認していくわけです。
多い社員は 80 回、少ない社員でも 40 回ぐらい出ていますね。500 回やれば会社は変わる。1000 回やれば結果が変わるんだと自分
を奮い立たせて、嫌になるぐらい同じことを話し続けました」
手応えを感じ始めたのは 500 回を超えた頃、2 年ぐらい前だそうです。顧客に喜んでもらえた結果が会社の利益だという価値観を、
社員が共有することで気持ちが一つになりました。その結果、人間関係が良くなり、働きやすい職場になったといいます。
社員とのコミュニケーションを図るための飲み会を年間 80 回開き、これも気持ちを一つにするのに効果的だったようです。
「どんな飲み会よりも社員との飲み会を優先しています。地元との付き合いは後回しです。健康のこともありますから、私は 1 時間だ
け出て、後は社員たちだけで楽しく飲んでもらう。こうした地道なことをやり続けるしかないということを痛感しています。今は何
か問題が起こったとき、それは社長がやるべきことだという雰囲気はなくなってきました。ある程度、問題意識を共有できていますね」
■ポイント解説
評定点が高い現場の特徴の一つに、発注者の意図を理解し、先読
みして行動していることがあります。意向に合っているかどうかの
経過報告、懸念される点について早めの対策提示などで、発注者に
不安を抱かせません。
急な大雨で土砂崩れの恐れがあるとき、どういう手を打っているの
か電話で知らせる。これだけでウンと印象が良くなります。常に発
注者が安心していられるよう気を配れば、確実に点数が上がります。
顧客本位の意識があれば、そういう対応ができるはずです。
小田島組には顧客第一の姿勢が社員に浸透しています。年間 200 回
もの勉強会というのは驚嘆すべきもので、社長の考えを徹底させて
いったことが、間違いなく高い評定点につながっています。

2 発注者はお客様。指示・指導にはひたすら感謝する。
小田島社長は、建設業界では当たり前の「役所」という言葉が使われなくなったことで、社員が変わったことを実感したそうです。
勉強会を続けているうちに「役所」ではなく「お客様」と言うようになっていました。顧客第一という意識が社員に浸透したわけです。
お客様に喜んでもらうために、指示や指導には素直に従っています。
「ああやれ、こうやれと発注先から言われると、うるさいなぁと思うのがこの業界ですが、うちは感謝するんです。
『ご指導いただい
てありがとうございます』と本当に言いますから。自分たちの至らなかったところを、タダで教えてくださる。すごくありがたいで
すよ。
ご指導いただいたことにはすぐ対応して報告します。例えば、強風だから注意するようにという文書が届いたら、どういう手を打っ
たのか写真を撮って送るんです。ご指導いただいた件に関しては、こういうふうにしましたとお知らせすれば、お客様は喜んでくだ
さる。喜んでもらえなければ存在価値がないと考えています」
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小田島組の評定点は年々上昇し、昨年の平均は 94 点でした。98 点という信じられない評定点を獲得した工事もあります。ただ、そ
れは発注先に満足してもらえるよう努力した結果であって、点数よりも「お宅に頼んで良かった」と言ってもらうことを原点にして
いるとのこと。そのために、発注者が何を望んでいるのか探ることに努めています。
「お客様の本音を聞きだし、それを私に伝えるのが社員の仕事だと言っています。褒められたことは OK、叱られたことはやめる。会
社の未来を決めるのは社長ではなくお客様。そのことを明確にしています」
感心するのは、顧客に見えないところも見てもらおうとしていることです。ビデオカメラで社内の会議や現場の様子を撮影し、その
記録を見ることができるシステムづくりに取り組んでいます。
「見て叱ってもらう（笑）
。タダで指導していただこうという狙いです。実際には見ないかもしれませんが、見られるのだと思えば現
場の緊張感が違いますからね」
■ポイント解説
発注者があれこれ指示するのは、決して意地悪だからではありません。不安だからです。意図を理解して仕事しているか試されてい
ると考えるべきです。何を心配しているのか雑談の中から探り、不安の要因を解消していけば信頼感が高まります。
人間にはいろんなタイプがあり、取っ付きにくい人もいますが、積極的に話しかけ、趣味や心情が理解できるように努力することです。
知識を誇示するタイプ、のらりくらりとしているタイプ、よく喋るタイプ等々、過去の顧客のイメージ分類と照らし合わせてみると
いいでしょう。
上手にアピールすることも、信頼を得るための効果的なテクニックです。指摘されたことはすぐ実行し、写真を付けて担当者に報告
する。こういう演出を、ぜひ実行するようお勧めします。近隣対応や施工に当たって何か工夫したときも、必ず目に見える形で報告
することです。たとえ、それがうまくいかなかったとしても、努力したことが評価されます。
小田島組は IT の活用に熱心ですが、メールに頼ることなく書類を持参しています。わざわざ届けてくれた。それだけで担当者の心証
が良くなり、評定点のアップにもつながります。
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3 工事成績評定点の検査項目を分析し、採点者の意見に従う。
指示・指導してくれるのはありがたいという小田島組は、工事成績評定点についても、自社の改善すべきところを指摘してくれる
貴重な機会だと捉えています。
「採点表が全部公開されていますから、どの項目が良くて、どの項目が悪いのか分析して愚直に対応します。点数が低くても、どこを
どうすればいいのか教えてくれているんだから価値があるわけです。経営者によっては、あんな制度はおかしいとか、本来の品質と
違うと言う方もいますが、うちは、お客様の言うことはすべて正しいというスタンスを取っています」
評定点は複数の監督官、検査官によって採点され、それぞれに見方が異なるので、同じ項目でも人によって点数が違います。以前、
高い点数を獲得したやり方が、次の工事で通用するとも限りません。そこに難しさがありますが、小田島社長は割り切っています。
「黒と言われれば黒、白と言われれば白にしますし、昨日まで黒が良いとしていたのに白に変わったとしても、採点者の言うとおり白
にします。決して自分の意見を差し挟むことはしません。理屈をこね回して得することは何もないんですから。他の会社は、それが
なかなかできない。だから、うちは助かっていますよ（笑）。
社員には、どんなにこちらが正しいと思っても、言い訳や反論をしないように指導しています。こちらの方が専門家だからといって、
教えてやるという態度も取りません。
『前にも言いましたが』は禁句です。理解してもらえていなかったときは『私の説明が不十分で
した』と謝ります」
採点表の各項目を分析し、どうすれば点数をアップできるのか逆算する取り組みは、よく行われていることですが、小田島組はさら
にその上を行っています。検査官とのコミュニケーションを図り、良好な人間関係を築くことで高得点につなげているのです。
「お客様が点数を上げてくださるんですよ。
『この項目はこれでは駄目です』と言われたら、
『分かりました』と指摘されたとおり直す。
それが一番喜ばれるわけです。人間関係ができてきたら『95 点欲しいんです』って言いますもん（笑）。うちの平均点が高いことも
チラチラ教えます。すると『俺、90 点以上付けたことないんだよ』と言う人もたくさんいらっしゃるので、『いろいろ情報交換させ
てもらいます』
（笑）
。初めてこんな高い点を付けたという人が多いですね」
■ポイント解説
評定点を分析し、点数アップへの道筋を逆算するには、シミュレーションソフ
トを活用する（20 ページ下段参照）のが一番ですが、あらかじめ監督官や検査
官がチェックするところを押さえておき、そこを中心に○を付けてもらえるよう
にするのが効果的。試験でヤマを張るのと同じです。
小田島組の良さは聞く耳を持っているということだと思います。この項目の点数
が低いのはなぜか。どうすれば高得点を取れるのか。そういったことを聞き、指
摘されたことには素直に従う。発注者が教えてくれた欠点を直せばいいという発
想です。すべて言われたとおりに改善すれば、発注者も高い点数を付けざるを得
ないでしょう。
その前提となっているのが豊かなコミュニケーションです。評定点の低いところ
は概して発注者と仲が悪く、意思の疎通ができていないように見受けられます。

4 クレームは現場で受け、すぐに対応して結果を発注者に報告する。
コミュニケーションはあらゆる場面で重要です。小田島組は、そのための手段としてアンケートを重要視し、発注先、取引業者、
近隣住民からアンケートを取っています。
「先日、初めての発注先にアンケートを取ることを話したら驚かれました。『勇気ありますね。そんなことして大丈夫ですか』っておっ
しゃるので、『いつものことで慣れてます』と。意見を聞いて、基本的には全部やりますから喜んでもらえます。喜んでもらえること
にはお金をかけるんですよ」
アンケート用紙には〈この結果につきましては、決して担当社員へは開示いたしませんので、本当の事・事実を教えて頂きたく、お
願い申し上げます。
〉とあります。遠慮なく本音をぶつけてくれるよう依頼しているわけで、相手の立場に立っていることが伝わり、
これが良い人間関係につながっています。
近隣住民には、着工前から工事完了までの間、毎月配布している工事広告にアンケート用紙を同封していますが、工事広告にも信頼
を得られるような工夫がされていて見事です。
工事の目的、進捗状況などを写真入りで分かりやすく説明しているだけでなく、担当者の写真と名前、携帯電話の番号まで載せてい
ます。会社が支給している携帯電話であるとはいえ、個人の番号であることには変わりなく、ここまでする会社はめったにありません。
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「普段は怖い顔の社員が笑顔で写っていますけど、電話を掛けやすくするためです。苦情やクレームが発注先に行ったら最悪ですから
ね。発注先から会社、現場へと回ってくると問題が大きくなります。
クレームが直接現場にくれば小さくて済むんです。現場で解決して、どういうクレームがあって、どう処理したか報告すれば『あり
がとう。助かった。さすがだね』と感謝してもらえます。地元とのコミュニケーションは本当に大事ですね」
■ポイント解説
近隣住民とトラブルを起こさないこと。仮に苦情があっても、その対応が優れていること。これは社会性・コンプライアンスの項目
で高く評価されます。まずアンケートを実施して、工事に対する不安を聞き、その中身を吟味して施工計画に反映させること。戒め
なくてはいけないのは住民を説得しようとすることで、聞く姿勢に徹し、要望を出した住民の顔を立てることです。
施工中は定期的に進捗状況を知らせ、大型重機が搬入されて現場に威圧感が出てきたようなとき、住民の不安を取り除くための説明
会を開く。こうしたきめ細かい配慮によって、住民に信頼され、クレームそのものが少なくなります。
小田島社長が言うように、
クレームは直接現場で受け、
処理していけば大きなトラブルに発展しません。発注先に「工事の音がうるさい。
なんで、こんなときにやるんだ」と電話が入り、担当者が「どうなっているんだ」と現場に問いただす。それだけでマイナス評価です。
十分な対策を取っていても懸念される場合は、事前に発注先に報告しておくだけでも違ってきます。
地元とのコミュニケーションを図るということでは、工事現場の見学会開催、バス停へのベンチや花壇の設置、災害時の対策や支援
計画の作成、大雨や台風時の現場付近の点検など、さまざまな形で地元に協力することも効果的です。そうした取り組みをした際には、
発注先に報告してアピールすることもお忘れなく。

工事成績評定点を上げたい企業の頼りになる味方評定点のシミュレーションソフト
国及び宮城県の公共工事はすべて総合評価方式になった。
石巻市も平成 30 年度から総合評価方式の採用が濃厚になっている。
入札で有利になる評定点は国、県、市によって差があるが、平均点以上を獲得できる企業が強いことに変わりはない。
公表されている発注機関の工事成績評定点を分析し、点数を上げる取り組みが重要で、そのために活用したいのがシミュレーション
ソフトだ。
工事成績採点表は・施工体制、
・施工状況、
・出来形と出来ばえ、
・工事特性、
・創意工夫、・社会性等の 6 項目ごとに、細かくチェック
（施工状況であれば、施工管理、工程管理、安全対策、対外関係）されています。その内容から発注機関の評価を逆算していくことで
点数アップの道が見えてきます。
項目ごとに監督員や検査員の採点を見ていき、評価の低いところ、つまり弱点を知ることが逆算のスタートです。弱点を把握した上で、
どこをどう改善して点数を伸ばしていくか、具体的な目標を立てます。施工中、この目標が達成されているかどうかを定期的に確認し、
竣工時には最終チェックとして、竣工検査を受ける前に自ら採点してみます。
こうした取り組みによって評定点を上げていくことが可能です。ただ、やっかいな作業であることも事実ですし、より効率的・効果
的に逆算しようと考えるなら、シミュレーションソフトを使うことをお勧めします。
「現場管理館 Plus」
（⑭現場サポート）というソフトが出ており、国土交通省が発注する工事や一部の県の土木工事の成績評定にも対応。
成績通知から評価官ごとの点数を逆算してくれるだけでなく、目標達成のプロセス管理が容易になる最大点・予想点・現状点の計算
もしてくれます。1 つの工事で複数回のシミュレーション、他の工事のシミュレーションデータの取り込みなどもできます。良い事
例のデータを、いま進めている工事に生かしていけるわけです。
このソフトは情報共有が可能なので、本社が現場を管理するのにも役立ちます。画面を見れば、居ながらにしてそれぞれの評価項目
についての取り組み状況が分かります。何ができていて、何ができていないのか。まだできていないけれどもやろうとしているのか。
そうしたことを把握し、現場を適切に指導していくことができます。
現場の人たちは一生懸命仕事していると、つい忘れて
しまうことがあるものです。できていないことを自覚
させ、評定点が上がるように支援していくこが大事だ
と思います。
このソフトについて、詳しくは同社のホームページを
ご覧ください。
http://www.genba.info/download/down_crms.html
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労働災害を確実に減らす安全指示の伝え方
危険と隣り合わせの建設現場では常に安全に気を配り、朝礼から始まって
作業グループごとのミーティング、使用機械や工具等の点検、作業中の指導・
監督などに努めている。
それでも労働災害がなくならない。どうして安全指示を守ってくれなかった
のか。
そう嘆いているとしたら、どんな指示をしているのか振り返ってみてほしい。
あなたの指示はきちんと作業員に伝わっていない可能性がある。
どうすれば安全指示をうまく伝えられるのだろうか。
安全指示を確実に伝える 6 つのポイント
1 あれほど注意していたのに事故発生。指示がうまく伝わらないのはなぜ？
●安全指示がうまく伝わらないのはヒューマンエラーの一つ。
●指示を出す人の問題は作業の安全ポイントを十分に理解していないこと。
●指示を受ける人の問題は安全意識が低く、指示を聞かないこと。
●マンネリで、あいまいな指示は指示にならない。
●一方的で、危険をイメージできない指示はうまく伝わらない。
2 重要なのは実際の作業場所で具体的に指示して確認すること。
●作業場所で誰が何をするのかを指示し、その後、作業を見て確認することは重要度も実現性も高い。
●いつ（When）
、どこで（Where）
、誰が（Who）
、何を（What）、なぜ（Why）、どのように（How）の 5W1H を明確にするこ
とがマンネリな指示、あいまいな指示をなくす。
●指示が一方的にならないよう、指示を受ける人の意見を積極的に採り入れる。
3 ベテランの現場所長クラスに学ぶ安全指示をうまく伝える秘訣。
●日頃から作業員との良好な人間関係を築いて安全意識を高める。
●安全意識の低い作業員には逆提案させてみる。
●現場で現物を現実に、見て聞いて触れて指示する「三現主義」を貫く。
●「足元注意」は安全指示ではない。どのように注意するのか説明を。
●過去の事例を用いて事故をイメージさせるなど。
4 相手とのコミュニケーションを図る「コーチング」は有効な伝達方法。
●指示をうまく伝えるとは、適切な伝達方法を用いて、伝える相手との意思疎通を完成させること。
●指示を出す人がコーチとなって、指示を受ける人を正しい行動に導くのがコーチング。
●コーチングの基本は相手の話を聞くこと。
●相手が話しやすい環境を作り、答えを引き出す。
5 相手から答えを引き出すための質問のテクニック。
●「? してくれますか」
「? してくれますね」の形で終わる質問が効果的。
●相手自身の言葉で自由に答えてもらうには 5W1H を使うと効果的。
●より広範なことに気付いてもらうためには複数の選択肢を用意。
●最初は必ず答えられる小さな質問から。
●プロセスをきちんと踏むような場を作り、計画的に質問をなど。
6 相手の「タイプ」を把握し、タイプによって質問を使い分け。
●自分の思いどおりに物事を進めたがるタイプには、コントロールされていないと思わせる。
●他人と一緒に活気のあることをするのが好きなタイプは、アイデアを頭ごなしに却下しない。
●計画的に物事を進めるのが好きなタイプは、相手のペースを尊重。
●人を援助するのが好きなサポータータイプは、したことを高く評価してあげる。
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1 あれほど注意していたのに事故発生。指示がうまく伝わらないのはなぜ？
建設現場には基本ルールがあります。安全を確保する上で、安全設備などハード面の対策には限界があり、それを補うために基本ルー
ルを守ることがすごく大事です。ルールを守らせるために、現場の責任者は日々、作業員に安全指示を行うわけですが、残念ながら
指示がうまく伝わらずに労働災害が発生するケースが少なくありません。
どうしてなのでしょうか。労働災害のデータを分析してみると意外なことが分かりました。安全指示が原因で発生した労働災害のうち、
大事な指示がなかった事例が最も多いのです。こんな事例があります。
住宅基礎工事で、バックホウを使って邪魔になっていた解体用ア
タッチメントを移動。その際、アタッチメントに作業員が手を掛け
ていることに気付かずに動かしたため、作業員が手をはさんで負傷。
この事例では、物を移動させようとするときは、必ず合図者が合図
するというルールを守らせるための安全指示を出していませんでし
た。指示を出すべき人が、どこに危険が潜んでいるのか分かってい
ないからです。
指示を間違える。勘違いする。間違った指示が出される。それが原
因で発生した労働災害も少なくありません。
バックホウで掘削開口部に敷鉄板を据え付ける際、オペレーターが
敷鉄板から離れるよう作業員に指示した。ところが、
作業員は間違っ
てバックホウの進行方向に動いたため、キャタピラに足を巻き込ま
れて負傷。
この事例でも、オペレーターではなく合図者が指示を出し、どう動
けばいいのか間違えないようにすべきでした。
指示どおりに動けなかった。あるいは指示が間に合わなかった。作
業員が指示を聞かなかった。そういう事例もあります。指示したか
ら大丈夫と思ってはいけないのです。
大手建設会社のベテラン所長、主任クラスを対象にしたアンケート
調査によると、指示したことを相手がいつも理解・納得していると
いう回答は、
わずか 8・5％でした。これが実態です。その原因として、
指示を出す人が作業の安全ポイントを十分理解していない、指示を
受ける人の安全意識が低く、指示を聞かないなどが挙げられます。
.
安全帯を使うのは面倒だ。使いづらい。作業しづらい。そういうことでルールを守らない人が多く、指示する側も、どこにリスクが
あるのかよく分かっていない。これはとくに若手に顕著です。
指示の問題点については、マンネリ、あいまいを挙げた人が、ともに約 70％を占めています。作業員は毎日同じことを聞かされて耳
にタコができているわけです。あいまいというのは、一度に多くの人に指示する場合によく見られるもので、誰が何をするのか不明
確では指示したことになりません。
このほか、指示が一方的、危険がイメージできない伝え方なども、指示がうまく伝わらない大きな原因として挙げられています。指
示がうまく伝わらないことはヒューマンエラーの一つです。その認識に立って、今一度、安全指示の仕方について考え直してみる必
要があります。
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2 重要なのは実際の作業場所で具体的に指示して確認すること。
安全指示とはどのようなものを指すのでしょうか。強いて定義付けするなら、作業開始前に元請や協力会社の職長が行うもの、現
場パトロールで不適切な状況を発見して是正させるもの、作業中に注意を促すもの、の 3 つが挙げられます。
これらは口頭の指示ですが、工事日報などに翌日の作業内容とともに書き込む安全順守事項、施工方法の検討や作業手順書の作成時
に盛り込まれる安全注意事項のように、書面によるものも安全指示といえます。
工事に当たっては、図で示した安全施工サイクルがあり、朝礼から終業時の安全確認まで、それぞれの段階で安全指示を行うことが
大事です。では、どのように指示するのが効果的でしょうか。指示をうまく伝えるための対策として次の 9 項目が挙げられます。
指示に十分な時間を取る
実際の作業場所で指示する
作業員一人ひとりにまで細かく指示
指示の前に、安全な作業とは何かを作業員に考えさせる
誰が何をするのか、具体的に指示する
指示をした後、相手の理解度をチェック
指示には、漫画などイメージが湧くものを多用する
指示をした後、実際の作業を見て確認する
作業員の経験と能力に応じて指示の内容を変える
このうち、より重要度が高いと思うもの、実現性が高いもの
は何か、ベテラン所長、主任クラスに質問したところ、とも
に太文字の 3 つが上位でした。実際の作業場所で、誰が何を
するのか具体的に指示し、その後、作業を見て指示が伝わっ
ているかどうか確認することが、重要だし容易だというわけ
です。
作業員が仕事する場所で指示した方が、作業のイメージを共
有しやすいですし、具体的に指示することはマンネリな指示、
あいまいな指示をなくす方法でもあります。指示するときは、
いつ（When）どこで（Where）誰が（Who）何を（What）
なぜ（Why）どのように（How）の 5W1H を明確にすること、
とくに「誰が」という主語を付けることが重要です。

.
安全指示がうまく伝わらない原因として、指示が一方的であ
ること、危険がイメージできない伝え方であることが挙げら
れていましたが、一方的な指示にならないようにするには、
指示を受ける人の意見を積極的に採り入れることが有効な方
策だと思います。そのためには、普段から安全な作業につい
て考えさせることが必要でしょう。危険をイメージさせる方
策としては、イラストや写真、図面などの活用が効果的です。
確認することも、安全指示を確実にするため必ず実行してほ
しいポイントです。指示したから伝わったと考えるのではな
く、指示はうまく伝わらないものであるという前提に立ち、指示を守って作業しているかどうか確認してこそ安全指示が完結します。
また、一度に多くの人に指示をする場合は、指示がちゃんと伝わったかどうか、質問して確認することも忘れてはなりません。
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3 ベテランの現場所長クラスに学ぶ安全指示をうまく伝える秘訣。
どうすれば安全指示をうまく伝えられるのか、豊富な実務経験を持つ現場所長・主任クラスの方々にアンケート調査した際、秘訣
のようなものを書き込んでいただきました。学ぶべき点が多々あるのでご紹介します。
若手は、ベテランの職人に対して、もっと自信を持って指示を出さなければならない。そのためには現場の責任者であることを自覚し、
安全意識を一段と高めることである。
指示を出す人が作業内容をよく理解し、どこにどのような危険がどのくらいの大きさであるのか把握する。
日頃から作業員との良好な人間関係を築いておく。みんなが仲間であるという意識を浸透させ、現場にいい雰囲気を作る中で、彼ら
の安全意識を高めさせる。
現場で現物を現実に、見て聞いて触れて、指示をす
るという「三現主義」を貫く。
これらをまとめると、指示を出す人自身が安全につ
いての意識と知識を高めること、上から目線では言
うことを聞いてもらえないということ、現場を見ず
に指示しても駄目だということになります。
作業員の安全意識を高めるため、自分だけは大丈夫
という間違った考えを取り除く。事故は発生後にさ
まざまなところに波及していく、事故を起こすと多
くの人に迷惑がかかり、多くの人に責任が及ぶ、な
どを教える。
安全意識の低い作業員に対しては、一方的に指示す
るのではなく、作業員から逆提案させたり、その提
案を実践させたりする取り組みも必要である。
つまり、作業員の安全意識の低さを嘆くのではなく、
なぜ安全指示を守らなくてはいけないのか、という
初歩から教えていくことが重要だということです。
安全指示の仕方についての提言も寄せられていま
す。
あいまいな指示をしない。
「足元注意」は安全指示
にならない。どのようにして足元に注意するのか説
明することが必要である。また、
「朝一番」
、
「昼一番」
という表現をすると、1?2 時間は当たり前のように
ずれてしまう。
作業員が納得しやすい指示をする。例えば、
単に「保
護メガネの着用」ではなく、どうして着用しなけれ
ばならないのか、説明を加えて指示する。
過去の事故事例を用い、それをこれから行う作業に
当てはめて事故をイメージさせる。
人の名前を覚え、名前で指示すれば確実に伝わる。
また、指示した人に「はい」と返事をさせる。
指示した内容を相手が理解したかどうか確認する。
人は「右」だと言っても「左」と思い込んでしまう
ことがある。

.
いずれも、なるほどと思えることばかりです。とくに名前で指示し、返事をさせることは大事なポイントで、名前を呼ばれれば自覚
が生まれ、
「はい」と返事すれば約束を守ろうという本能が働きます。ただし、間違って理解していたのでは安全を確保できないので、
必ず確認することです。
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4 相手とのコミュニケーションを図る「コーチング」は有効な伝達方法。
指示をうまく伝えるということは、
「伝える人」が適切な「伝達方法」を用いて「伝える相手」との意思の疎通を完成させることです。
指示した内容を相手が理解し、行動に移さなければ指示が伝わったことになりませんし、一方的に与える指示ではうまくいきません。
指示を相手とのコミュニケーションの一環としてとらえ、有効な伝達方法を見出す必要があります。
その方法が、指示を出す人がコーチとなって指示を受ける人を正しい行動に導く「コーチング」です。コーチングでは、会話を重ね
ながら相手が持っている情報、知識、技量、安全意識などを把握するとともに、相手にもそのことを気付かせ、目標達成に向けた行
動を促していきます。
会話では相手の話を聞くことが基本になりますから、まず
は話しやすい環境を作ることが重要です。話しやすい環境
とは、相手に安心感を与えられる環境のことで、例えば KY
活動開始前に、アイスブレイクという手法を使って雑談を
すると場がなごみます。
「昨日はパチンコに行ったんですか」
「行きましたよ」
「どう
でした？勝ちました？」「大勝ちしましたよ」
「それで機嫌
がいいんですね」
相手と同調して、相手の防衛意識を弱めるペーシングとい
う手法もあります。オウム返しを使った会話がやりやすい
でしょう。
「今日は 10・進みましたよ」
「10・ですか。すごいですね」
「あ
と 3 日もあれば終わると思うんだけど」「あと 3 日ですね。
じゃあ、その後の工程を考えましょう」
こうしたやりとりで話しやすい環境を作ってあげて、相手
から答えを引き出していくのです。答えを引き出すには、
次のような誘導質問を出して相手の答えを待つという手法
があります。
「今日のコンクリート打設、どんなことに注意しますか」
「えーと……」
「打設場所は大勢の人がいますよね」
「そうだ。
声を掛け合って作業が重ならないようにする」
期待していた答えが返ってこない場合は、答えが得られる
まで質問を続けるのではなく、
ストレートに「? してほしい」
とリクエストした方がいいでしょう。
逆に、良くないのは質問が詰問になってしまうことです。
「今日の進捗目標に届かなかったのはどうしてですか」
「○
○が出てきちゃって」
「そのとき、なぜ教えてくれなかった
んですか」
「○○の対処で忙しくて、ついうっかり」
「うっかりじゃ困るんですよ。事態が悪化するとは思わないんですか」
「……」
.
戒めるべきは攻撃的な態度、優位に立とうとする態度、えらそうな態度、心ここにあらずというような様子、神経質な仕草や振る舞
いをすることです。
「昨日の作業終了時にお願いしたこと、できていませんね」
「あー、ごめん。忘れちゃって」「どうしたら、そんな簡単に忘れられるの
かな」「……」
こんなふうに高圧的では相手は黙り込んでしまい、コミュニケーションどころではありません。実際、年配の人にはこういう態度が
よく見られます。くれぐれもご注意ください。
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5 相手から答えを引き出すための質問のテクニック。
相手から答えを引き出すための質問の仕方には、いくつかのテクニックがあります。状況に応じて使い分けるといいでしょう。
クローズドクエスチョン（YES、NO で答えられる質問）事実関係や相手の気持ちなどを確認したいときには「? は終わりましたか」
「?
をしてくれますね」のように「Yes」
「No」で答えられる質問が効果的です。「今日の KY 活動の確認ですが、○○さん、お願いしたとおり、
始業前に親綱の点検をしてくれますね」
「はい、分かりました」オープンクエスチョン 2 章で説明した 5W1H を使った質問の仕方で、
いつ、どこで、誰が、何を、なぜ（目的）
、どのように、を明らかにするため、あるいは相手自身の言葉で自由に答えてもらうのに効
果的です。
「今日の作業の注意点は何ですか」
「足元
注意です」
「どんなことに注意しますか」
「足場から踏み外さないようにします」
「ど
うすれば踏み外さないようにできますか」
「足場板が固定されているか確認します」
「いつ確認しますか」「作業前に確認しま
す」選択肢を盛り込んだ質問人は答えを
1 つ出すと、そこで思考を停止してしま
う傾向があります。より広範なことに気
付いてもらうためには、
「○○を取り付け
るには◇◇と□□と△△の方法がありま
すが、どの方法がいいと思いますか」と
いうように、複数の選択肢を用意して考
えさせるのが効果的です。
ただ、この方法は自主的な考えや自由な
発想を妨げる恐れがあるので、自分で考
える可能性を残した「その他」という選
択肢を加えるやりかたもあります。3 つ
の方法のうち 2 つだけ提示して「その他
の方法はないですかね」というように聞
くのです。.
. 数字で答えてもらう質問「○○の作業は、
いま何％くらいまで進んでいますか」と
いうような質問は、答えを皮切りにさら
に質問を重ね、コミュニケーションを密
にすることができます。「今は 70％くら
いです」という答えだった場合、
「70％
になるまでに何か気付いた点はなかった
ですか」とか「今までの経験から、残り
30％を進めるのに改善できることはあり
ますか」という具合です。
質問のテクニックとは別に注意していた
だきたいことがあります。それは、1 つ
の質問に 1 つの答え（同時にいくつもの
答えを求めるような質問はポイントがぼ
やけてしまい、相手を混乱させる恐れがある）
、必ず答えられる小さな質問から（答えを出すのに考える時間が必要な質問から始める
と、話そうとする意欲を摘んでしまう）
、良い答えをもらえそうな人から質問（経験や知識が豊富な人、明確な表現ができる人、話し
上手な人に答えてもらうことで、場の流れを作ることができる）などがあります。
ただし、無計画に質問したのでは、作業の安全を確保し、労働災害を起こさないという目的を十分にかなえることはできません。目
標の設定から目標達成の意思確認まで、GROW（グロウ）モデルのようなプロセスをきちんと踏んで計画的に質問し、参加者が行動
に移すように持っていくことが大事です。
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6 相手の「タイプ」を把握し、タイプによって質問を使い分け。
現場には性格の異なる人たちが働いています。指示を出すとき、この人はどういう性格なのか、理解しているか否かは重要なポイ
ントです。大まかに分けて人間には 4 つのタイプがあり、タイプによって接し方、質問の仕方を使い分けることで、指示が伝わりや
すくなります。
コントローラータイプ自分勝手な面があり、思
いどおりに物事を進めたがる。行動的、野心的、
エネルギッシュ。決断力がある。ペースが速い。
人を寄せ付けない印象を与え、他人から怖がら
れる。
このタイプには謙虚な姿勢で接し、相手をコン
トロールしていないと思わせることです。その
上で上手に質問を繰り出し、指示をきちんと守
る行動に導くテクニックが必要になります。プ
ロモータータイプみんなと一緒に、お祭りやイ
ベントのような活気のあることをするのが好
き。アイデアが豊富で想像力もある。細かいこ
とはあまり気にしない。飽きっぽい。社交的で
オープン。
自分のアイデアや考えに自信を持っているの
で、これらを頭ごなしに却下しないようにしま
す。ヤル気にムラがありますが、アイデアを現
場で実践させてその気にさせれば、ヤル気を
キープさせることができるでしょう。アナライ
ザータイプ事前に情報を集めて分析し、計画的
に物事を進める。行動は慎重。客観的で冷静。
実直だが、対人関係では頑固。他人を批判する
ことを好まない。
マイペースを大切にするので、そのペースを尊
重してあげることが基本です。できるだけ具体
的に細かく質問するのがコツで、そうすれば、
一つひとつ答えていくうちに、マイペースなが
らも指示を聞こうという意識が高まっていきま
す。.
. サポータータイプ人を援助することを好み、
協力関係を大事にする。協調性が高い半面、自
主性がない。決断には時間がかかる。感情に基
づいて判断する。頼まれるとノーと言えない。
このタイプは他人の気持ちや表情に敏感です。
みんなとの協調が第一で、自分のことは後回し
という傾向があります。ただ、自分がしたことを認められたいという欲求は強いので、意見を聞いてあげて、それを高く評価するこ
とが重要です。
もちろん、すべての人が 4 つのタイプに当てはまるわけではありません。コントローラータイプでありながら、アナライザータイプ
の面を持っている人もいるでしょうし、置かれた環境によって、本来のタイプとは異なる行動や考え方をすることもあります。しかし、
およそのタイプを把握しておくことは、指示をうまく伝えるのに必ず役立ちます。
最後に付け加えておきたいのは過失相殺についてです。安全指示を守らずに被災した場合、被災者にも過失があったとして、過失の
大きさに応じて損害賠償額を減らされることがあります。安全教育を行う際、そういう法律があることも教えておけば、より強く自
覚を促すことができるのではないでしょうか。
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必見！

今すぐ使える！管理のテクニック第 7 回

協力会社との交渉手法技術営業の進め方【vol.2】誘導話法－－－－－－－
協力会社は交渉で少しでもよい条件を引き出そうと必死だ。そこでひるむと負けてしまう。そのためいつくかの「型」を用意しておき、
必要に応じて引き出すとよい。
今回は、手ごわい協力会社と交渉する際に効果的な「型」を解説しよう。

★本当のところ話法

相手が、本当に何を望んでいるのかを知らずに交渉してもうまくは行かない。
そんな時に「本当のところは何ですか」や「とおっしゃいますと」という問いかけをすると相手が深く考えてくれるために、本当の
気持ちや本音を知ることができる。
協力会社 C との金額交渉の事例でみてみよう。
－－－－－－－－－－
自分 A「この金額でなんとか施工をしてもらいたいのですがいかがでしょうか」
協力会社 C「そんな金額ではできないよ。他をあたってくれよ」
自分 A「そうですね。厳しい金額ですよね。ところで今何が一番お困りですか」
協力会社 C「そうだなあ、やっぱり会社の経営がたいへんだねえ」
自分 A「本当のところは何ですか」
協力会社 C「仕事の忙しい時と暇な時との差が激しいことだね」
自分 A「差が激しい、とおっしゃいますと？」
協力会社 C「忙しいときには人手が足りなくなり応援を頼むので出費がかさみ、暇になると職人を遊ばせるわけにいかないので、掃
除や倉庫の整理などをさせるのでこれまた出費がかさむんだ」
自分 A「そうですか。では、今回の工事は工期に多少の余裕があるので、C さんの希望する工期で施工するよう心がけますので、な
んとかこの金額で施工願えませんでしょうか」
協力会社 C「君もいいところをつくねえ。わかったよ。
」
－－－－－－－－－－
人は、本当に望んでいることをかなえてもらえば、他のことは多少、目をつぶるものである。
本当に欲していることを「本当のところなんですか」
「とおっしゃいますと」ということばによって聞き出すことがポイントだ。

★二者択一話法

自分の主張を繰り返すだけでなく、相手が選びやすく、かつ承諾しやすい選択肢を考えておき、少しずつそれを小出しにすると交渉
が前に進む。
協力会社 D への見積もり依頼をする際の事例をみてみよう。
－－－－－－－－－－
自分 A「協力会社の D さん、見積もりをお願いしたいのですが、金額は高いけれど利益が出ない工事と、金額は少ないけれど利益が
出る工事のどちらがいいですか」
協力会社 D「難しい質問だね。やはり利益が出る工事の方がいいな」
自分 A「ありがとうございます。では来週から始まる工事と来月から始まる工事のどちらが人の手当がつきそうですか」
協力会社 D「来週ちょうど別の工事が終わるのでそちらの方がよいかな」
自分 A「ではその工事の概要を送りますので、見積もりよろしくお願いします。」
－－－－－－－－－－
いきなり「見積もりお願いします」では、
「忙しい」で終わってしまう。
二者択一で徐々に選択肢を狭めていくと答えてもらいやすくなる。

★イエスイフ話法（はい、ただし・・・）

交渉では、断りたい時も、了解したい時も、こちらの返事は「イエス、イフ」（はい、ただし・・・）とする。
「イエス」といって基本的には了解しながら、
「イフ」といって相手に譲歩する条件を提示し、当方にとって有利な譲歩を求めるのである。
協力会社 B と金額交渉をしている事例をみてみよう。
－－－－－－－－－－
協力会社 B「あと 50 万円見積金額を上げてもらわないと契約できませんよ」
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自分 A「50 万円アップですか。厳しいのですね、
、
、
はい、わかりました。なんとかしましょう。ただし、工期を 1 カ月短縮していただけま
せんでしょうか。そうすれば当社の経費が節約できるのでその金額で発注できます」
協力会社 B「今ちょうど人が空いてきているので、50 万円上げてくれるのなら工期を
1 カ月短縮できますよ」
自分 A「ありがとうございます。よろしくお願いします。」
－－－－－－－－－－
たとえこちらが譲歩せざるを得ない状況になっても、その後、相手から当方の譲歩を上
回る譲歩を引き出せば、最初に望んだ以上の成果が得ることができる。
あらかじめ譲歩の選択肢を用意した上で交渉に臨むことが大切だ。
有利に交渉するために重要なことは自分のペースに巻き込むことだ。
将棋や囲碁に「型」があるように、交渉においても自分の得意な「型」をもち、そこに引き込むことで知らず知らずのうちに有利に
進めることができる。
今回 3 つの「型」を紹介したが、さらに多くの型を身につけるとよいだろう。

★伝えるための強い意志

建設会社担当社ヒサオは工事の積算をするにあたって、よく使っている資材を計画していました。
なんとそこでその製品が製造中止になっていることを知りました。
●失敗例
ヒサオ：こんにちは。A 資材を注文したいので、よろしく。
窓口：A 資材ですね。申し訳ございません、この製品は技術的な理由によりまして、製造中止となりました。ホームページにも「○
○は製作中止」と書かれています。
ヒサオ：え、そんなはずは…。先月確認したときには、何の変更もなかったはずです。製造中止になったなんて、どういうことですか。
A 資材がどうしたというんですか。
【撤回不可能なことの確認に注力してしまった】
窓口：申し上げましたように、A 資材は技術的な問題がありまして、製造を取り止めております。原材料の安定的な供給問題がその
理由です。A 資材の代替品は、来年 1 月以降に開発予定です。
ヒサオ：来年 1 月ですって ?! とんでもない！ 来月、入荷しないと困るんです。来週、大切な工事の入札があるんですよ！
窓口：心中ご理解申し上げます。しかしながら、私どもは製品品質を最優先しております。この点はご理解いただけると思います。
安定的に供給できない製品を製造できないですからね。
ヒサオ：もちろんそうです。それはわかります。でも、どのように積算したらいいんだろう。上司にどう話したらいいんだろう・・・。
窓口：代替製品が完成次第、納期をお知らせできます。よろしいでしょうか？
ヒサオ：はぁ。それじゃ待つしかないんでしょうね・・・。【早々にあきらめ】
●成功例
ヒサオ：こんにちは。A 資材を注文したいので、よろしく。
窓口：A 資材ですね。申し訳ございません、この製品は技術的な理由によりまして、製造中止となりました。ホームページにも「○
○は製造中止」と書かれています。
ヒサオ：えっ、それは製造の遅れですか、それとも完全な製造中止ですか ?【状況把握】
窓口：製造中止です。申し上げましたように、A 資材は技術的な問題がありまして、製造を取り止めております。原材料の安定的な
供給問題がその理由です。A 資材の代替品は、来年 1 月以降に開発予定です。
ヒサオ：来年 1 月ですって ?! それはまったく論外です。来月、入荷しないと困るんです。来週、大切な工事の入札があるんです。来
年 1 月の製造は選択肢としてあり得ません。
【自分の意思を明確に伝える】
窓口：心中ご理解申し上げます。しかしながら、私どもは製品品質を最優先しております。この点はご理解いただけると思います。
ヒサオ：同情していただいて感謝します。しかし、そちら様の同情だけでは工事を受注できません。私が御社から期待するのは、同
等の性能を持つ製品の供給です。他の製品で同じ性能を有するものがないかを調べてください。【あきらめずに他の選択肢を提示】
窓口：ちょっとお待ちを。この製品は大変特殊ですから。申し訳ございませんが、やはり同じ性能を持つ製品はございません。
ヒサオ：全く同等の性能である必要はありません。例えば、素材強度が A 資材を上回る製品はありませんか。
窓口：そうですね…。あっ、ありました。B 資材に在庫があります。これなら来月にでも納品可能です。
当初想定していた状況でなくても、早々にあきらめずに自分の意思を明確に伝え、さらに他の選択肢を提示することが重要だ。
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副社長が行く現場探訪
第 12 回

第 41 回

塗装工事

ここでの監理者の心構え
塗装工事は性能と出来栄えの現場監理があります。性能については、下地処理の状態、塗料の種類、
塗り厚さ、塗り回数などがあります。塗り厚さについては、塗料の数量（塗り面積に対する塗布量か
ら材料使用量を算出）を確認します。出来栄えについては、塗り厚さが薄いので、下地の小さな凹凸
が仕上げ面に表れるため、下地処理が重要です。仕上った塗装面の色調、塗りむらなどのチェックも
します。
塗装の種類や性能などの仕様は設計図書で定められていますが、一般に色は現場監理で色見本や塗り見本などで決定します。色見本
などで客観的に確認しないと、後でイメージの違いとして問題になることがあります。特に面積が大きい箇所、屋外と屋内の違いな
どによって、色のイメージが変わることがあるので、外壁などでは大きい見本を実際に使われる場所に並べて決定することも行われ
ています。
塗装工事の監理フローの概要は、次のようになります。

１．塗装工事
①材料の受入確認
材料の受入確認では、製品名、種類、品番、色番号、製造年月日、ホルムアルデヒドのグレード、数量、防火材料の指定のある
場合は材料の認定番号などを確認します。
材料の受入確認
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②下地処理
仕上げは下地処理の状態に左右されます。汚れは取り除き、下地の凹凸が仕上げに表れますので下地を平滑にします。下地がコ
ンクリートやモルタルの場合には、乾燥状態を確認します。
ボードの下地処理①

塗装業者はボードの釘頭の凹みや小さな傷などを先に処理します。

ボードの下地処理②

最終的にきめ細かいパテで、小さな段差がないように、下地を
平滑に仕上げます。

ドア枠の下地処理
研磨紙（サンドペーパー）は、番号が大きくなるほどきめ細かく
なり、目的に応じて使い分けます。ドア枠を研磨紙により下地の
汚れを取り除き、平滑にしています。

③下塗り
設計図書の塗装仕様で、塗り重ね回数が定められています。下塗りは仕上げ塗りと少し色を変えて、塗り重ねがわかるようにし
ています。
ドア枠の下塗り

刷毛で 1 回目の塗装を行っています。

扉の下塗り

ローラーで 1 回目の塗装を行っています。
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④仕上げ塗り
塗装工程の仕上げ塗りをしています。
ドア枠の仕上げ塗り

刷毛で仕上げ塗装を行っています。

柱面の仕上げ塗り

ローラーで仕上げ塗装を行っています。

２．吹付工事
吹付工事はコンプレッサーを使って塗装を壁面に吹き付けて塗装する工事です。吹付は塗料が飛散し、自動車等への付着、臭
いの発生により近隣苦情につながることがあります。環境に配慮して、ローラーにより模様をつくる工法も活用されています。
①材料の受入確認
材料の受入確認では、製品名、種類、品番、色番号、製造年月日、ホルムアルデヒドのグレード、数量などを確認します。
②下地作成
下地の良否が仕上げの良否を決めるので、下地は精度よく平滑に仕上げておくことが重要です。
材料の受入確認

下地作成

搬入された塗装材料は、シーラー（下塗り材）
、リシン吹付材、

コンクリートに左官が補修材を薄く塗って塗装下地をつくり

弾性吹付材です。

ます。下地の形状がそのまま塗装仕上げに表れるので、躯体
コンクリートを打設する段階の精度管理が重要になります。

③シーラー塗布
シーラーは、下地と吹付材を接着させる接着剤のような役割をします。
シーラー吹付
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シーラー塗付

④パターン塗布
模様をつくるための材料を吹付けています。現場では「玉を吹く」という言い方もしています。模様が厚いほど、下地の小さな
不陸などが隠れます。監理者は模様の形状や吹きむらがないことを確認します。
パターンの吹付①

パターンの吹付②

パターンの塗布

⑤仕上げ塗装
吹付工事では、パターンの上に塗装を吹付けて仕上げにします。また、模様と塗料が一緒に吹付される仕様、模様と塗料をローラー
で一度に仕上げる仕様もあります。監理者は見本通りの出来栄えになっているか、足場材との狭い部分、盤や樋の周りなどに吹
きむらがないか確認します。
仕上げ材の吹付

リシン吹付では、リシン材と塗料を一緒に吹付しています。

仕上げ材の塗布

ローラーにより仕上げ材を塗布しています。
近隣環境に配慮して、塗料を吹付せずにローラーで塗布す
る場合もあります。
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達

現場管理の達人
塗装工事編

工事監理ガイドライン・工事監理チェックリスト
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後五時になる。席を立ち、捜査本部にいる

ティータイム小説
連載企画 第 10
話
パソコンに向かい、作業していると、午
ている警視庁のサイトにアクセスした。昨

スクに着く。パソコンを起動させ、常に見

吉倉が挨拶してきたので一言返事し、デ

すでに各メディアは取り上げていた。マス

の殺人事件は公開捜査になっているので、

ながら、いろいろと情報を仕入れる。二件

少し気が抜ける。座席に座り、スマホを見

車内で締めていたネクタイを緩めると、

ら奪われた時みたいに」「……」

で握り込んでたフラッシュメモリをホシか

の雑居ビルで、害者の東川幸生が死んだ手

を殺害するだけの強い動機が。……北新宿

「 あ あ。 …… 何 か あ る よ。 福 野 が 角 井 さ ん

な」「因縁？」

見されたんだが、あの殺しは因縁めいてた

も、また尻尾を出すはずである。警察は警

宿のホテル一室で殺害したと目される福野

内で東川幸生を殺害した人間も、角井を新

ずにいる。

しない。霧が掛かったように、視界が利か

も動機はあるはずだ。だが、今一はっきり

までクラブに勤めて、暇がないのだろう。

捜査員に一言「お疲れ様でした。お先しま
日の時点で更新されていたページは、今日
コミは喧しい。特にブン屋など、何かある

こ の サ イ ト は 凶 悪 事 件 発 生 時、 頻 繁 に

言って帳場を出、歩き出す。秋だが、肌寒

「おはよう、井島」、「ああ、おはよう」

す」と言って、カバンを抱え、帳場外へと
まだ更新されてない。
アップデートされる。おそらく庁内にいる
た。仕方がないのだが……。

正 直 な と こ ろ、 よ く 分 か ら な い。 だ が、

ただ、どちらにしても北新宿の雑居ビル

歩き出す。疲れはあった。だが、夜間は帰

更新担当のデカも手が回らないのだろう。

自 宅 に 帰 り 着 き、 ビ ー ル を 飲 み な が ら

い。スーツ姿だと冷える。街を歩き、新宿

宅したら自分の時間を取る。いろいろと抱

殺人事件の捜査状況は所轄から逐一報告が

キ ッ チ ン で 食 事 を 作 る。 食 べ 終 わ っ た 後、

駅から地下鉄に乗り込んだ。そして自宅マ

と
> 。それで俺と吉倉は、拳銃
保管庫から取り出した銃を携帯し、帳場を

トがアップデートされた。 角
< 井卓夫殺し
のマル被福野富雄に対し、新宿区内にて目

いるだろう。そしてその日の昼過ぎ、サイ

月岡も吉倉もおそらく同じサイトを見て

め始める。パソコンを起動させて待機した。

それに他の捜査員たちに朝の挨拶をし、詰

る捜査本部へと入っていった。月岡と吉倉、

午前八時には署に着き、刑事課に隣接す

歩き出す。また新しい一日の始まりだ。

バンを持ち、部屋を出て、地下鉄の駅へと

し、コーヒーを一杯淹れた。飲んだ後、カ

に着替える。そしてキッチンでお湯を沸か

部との連携を密にして、ここは踏ん張るし

員は皆、感じていることだった。一応、外

して不可解だ。これは捜査本部にいる捜査

たちがホシに踊らされるという。何にも増

のだ。これほど不愉快な事件もない。警官

ようなことを犯人側がやって楽しんでいる

言い方を変えれば、何かしら警察を試す

えた。

ここを閲覧していた。

庁 職 員 し か 見 れ な い。 こ の と こ ろ ず っ と、

次アップデートされているページで、警視

サイトにアクセスした。捜査情報などが順

ンを立ち上げて起動させてから、警視庁の

捜査本部へと入っていく。デスクでパソコ

勤 し た。 署 に 着 き、 刑 事 課 を 通 り 越 し て、

もスーツで固め、コートを一枚羽織って出

その日も午後五時には同僚たちに一言

が多い。俺だって食材があれば、炒め物や

出て出動した。おそらく九竜興業の人間た

昨日のように、突如犯人の目撃情報が寄せ

かない。警察の威信が掛かったヤマだから、

「動機……か？」

察でそれなりの捜査をする。恐れることは

新宿駅から地下鉄に乗り込み、自宅マン
あり、それで本庁側も動いている。情報不

さすがの吉倉も参っているから、俺の方も

ンションへ戻る。帰宅して一息ついた。昼

ない。前進していけば、必ず解決へと行き

ションへと戻る。ちょうど午後五時から五
足の面もあると思われた。これだけ警察内

参る。何かあった。東川が何者かによって

間は激務だ。暇はない。特に殺人事件を案

ても、ホシがあれだけのことをするには必

時 半 頃 と い う と、 電 車 は 夕 方 の 一 時 的 な

後片付けをして、入浴した。さすがに一日

階段から転落死させられたのも、福野が角

件として抱え込んでいると、夜間熟睡でき

「 謎 だ ら け だ。 だ が、 単 な る 殺 人 事 件 に し

ラッシュで混む。座席に座れても、車内は
外で騒ぎがあっていても。マスコミもすで

が終わると、気分が楽になる。午前零時前

井を殺害したことも。確かに世間には動機

ても、日中はきつい。

とすぐに警察の失態をタラタラと書き立て

人間が多い。持っていたスマホを見ている
に嗅ぎ付け、当然報道もなされている。こ

にはベッドに潜り込み、そのまま眠った。

なき事件の類もあるのだが、それは今回の

る。悪く言われることばかりで辟易してい

と、すぐに目的の駅に着き、降りてから部
こ は 難 し か っ た。 ど う 舵 を 切 る か が、 だ。

翌日午前六時には目が覚めて寝床から起

二件のヤマには当てはまらないことだと思

えていることも多いのだし……。

屋へと歩いていく。
それにいくら捜査本部といっても、寄せら

き出し、洗面をしてから、上下ともスーツ

つく。そう考えていた。

鍵を開けると、当然誰もいない。麗華が
れる情報など限られているのだし……。

ず動機がある。くどいようだけど……」

来てくれる時は、手料理に有り付けるのだ

煮物などを作れる。麗華に依存しているわ

ちもいるだろう。組対の動きはまだ伝えら

投げ出せないのだ。解決するまで。

その夜、自炊して食事を取った後、シャ
ワーを浴びた。疲れを落とす。昼間の憂さ

ず、九竜興業の関係者とも接触することな

を駆け足で移動したのだが、福野のみなら

部署に詰める。暇はない。パソコンに向か

る か ら、 尚 更 強 制 出 勤 だ。 疲 れ て い て も、

それに今現在殺人事件の捜査を担当してい

週末や祝祭日でも、刑事は必ず署にいる。

の室内で争った形跡があったことや、その

福野富雄が角井卓夫を殺害した際、ホテル

新宿中央署の捜査員の心の中とは裏腹で。

秋の日が過ぎていく。気候はいい。俺たち

体が資本だからだ。

る。とにかく体調には十分気を付けていた。

いる。さすがにストレスは体にも心にも来

名いて、皆臨戦態勢だ。常にピリピリして

員が交代で食事を取る。帳場内は刑事が数

昼になり、出前でラーメンが取られ、職

までビールは三百五十ミリリットル入りの

く取り逃がした。署に戻り、拳銃を保管庫

殺人が何かしら因縁めいているということ

その日の午後一時を回る頃、俺たちは街

翌日も普通に午前六時に起きて、上下と

など、家に帰れば落ち着く。また明日も通

れてない。だが、暴力団員を野放しにする

られて、出動を強いられることがある。だ

が、彼女もクラブで働いていて、忙しい時

常通り勤務なのだが……。気が滅入る時は、

から、気を抜けない。

けじゃない。

軽くビールを飲む。思っていた。酒類だっ
わけにはいかない。

レギュラー缶一本に留めておいた。

に戻してデスクに着く。月岡が、

を、ずっと考えていた。何かといろんな場

に寝付いて朝まで熟睡した。さすがに仕事

午前零時には眠る。ベッドに入り、すぐ

い、捜査情報を探りながら、関係するとこ

が き つ い と、 心 身 と も に 辛 い が 仕 方 な い。 「済まない。無駄足だったみたいで」

を食べて栄養補給した。朝は食べないので、

その日も昼になり、出前で取られた丼物

意が相半ばして入り混じっている。何とも

者が経営していたクラブへの嫌がらせと殺

野に角井を殺させ、闇に葬らせたのは、害

所に首を突っ込む九竜興業が、構成員の福

のサイトを見ていた。

俺の方はコーヒーを口にしながら、また例

煙が上がり、タバコがメラメラと燃え出す。

コを一本取り出し、銜え込んで火を点ける。

吉倉も食事を取った後のようだった。タバ

と言った。俺たちもそのまま勤務を続け

昼と夜にたくさん食べる。不健康だが、そ

性質の悪く、薄気味悪い事件だ。

刑事という仕事しか出来ないのだし……。

午後五時を回り、日勤の刑事たちが夜勤

昼食後、吉倉が、「井島」 と呼んだ。

れが習慣化していた。今更変える気もない。

る。 ど う や ら こ の ヤ マ は 根 が 深 い の だ し、

のデカと入れ替わる。月岡や吉倉に先に帰

そしてまた新たな一日が始まる。ベッド
た。キッチンで一杯コーヒーを淹れ、飲ん

る旨伝え、帳場の外へと歩き出す。疲れて

吉倉も、永岡の連れてきた警視庁の刑事三

刑事課を通り過ぎて帳場へ入ると、月岡も

通常通り午前八時過ぎには署に着いた。

う。彼女は彼女なりに忙しいのだ。夜遅く

と戻る。おそらく今日も麗華は来ないだろ

駅から地下鉄に乗って、自宅マンションへ

いた。心が休まるのは、夜しかない。新宿

あった。もちろん、福野富雄のＤＮＡも発

亡くなった時、室内はだいぶ争った形跡が

てからいろいろ考えてたんだが、仏さんが

「何？」、「角井卓夫さん殺害事件の現場洗っ

査は進展しない。もちろん、犯人側として

捜査本部に詰めているのだが、何かしら捜

月岡の指揮の下、吉倉や他の捜査員と共に

警察の捜査にブレーキが掛かっている。

い。それは十分分かっていた。（以下次号）

頭の中であれこれ考えるほど、単純じゃな

い。 さ す が に 捜 査 は 進 捗 し て い な か っ た。

サイト自体、更新情報がない日の方が多

厄介な代物だ。思ってる以上に。

でから部屋を出る。髪は伸びてきたら刈り

名もすでに詰めている。

から起き出し、部屋着からスーツに着替え

込むので、特に何も付けない。

食事後、コーヒーを淹れて飲んでいると、
ろから寄せられる情報なども待つ。

ていると。さすがにヤケ酒はしない。あく

撃情報あり

て、今は昔よりもはるかにいいものが出来
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