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東日本大震災から８年
災害発生時の緊急対応や復旧作業でも安全確保しよう
災害時の緊急対応や災害復旧での安全確保
さて、災害が発生した場合、地域の建設会社等は多忙となります。

具体的には、豪雨の最中に土のうを設置したり、仮設の排水ポンプを設置、道路の亀裂を修復するなどの緊急対応。
そして、災害発生後の復旧作業です。
どちらも緊急性を要します。

特に豪雨の中での作業は、非常に危険を伴います。

会社も、東日本大震災直後より、石巻市からの要請を受け、仮設の排水ポンプと発電機を設置する作業を行なっていました。

現在は堤防の仮・本復旧、土砂の撤去が終わり新たな市街地づくり、孤立地域への道路開通、インフラ回復等の復旧作業も行われて
います。

災害時の緊急対応、復旧作業は、通常の作業とは大きく異なります。
主にはこのような点があります。

１．スピードが求められること
２．
十分な準備を整えたり、計画を練る時間がないこと
３．混在作業であること
緊急対応等は、いわばイレギュラーな作業、臨時の作業となります。
このような作業のことを、非定常作業とも言います。
実は非定常作業は、事故が増える傾向があります。

災害への備えについも大事ですが、同時にこのような緊急対応や復旧作業等の非定常作業での事故防止について、考えましょう。
今回の教育の目的

災害の緊急対応や復旧作業での、安全確保について理解する。

緊急対応などでは、通常の作業とは条件が大きく異なります。その点を理解し、作業に当たる。

今回の教育の大事なポイント
この教育の目標

１．緊急対応や災害復旧での注意点を確認する

２．安全管理のポイントについて理解し、メンバーと共有する
３．平時に出来る準備を行う

１．豪雨等が発生している最中での、緊急対応時の危険

建設業等では、豪雨の最中でも、自治体より緊急対応の要請が来ることもあります。
この時の対応は、今すぐに必要なものです。
一例を挙げると、このようなものがあります。

・住宅地や公共施設、インフラ設備等への浸水防止のため、土のうや排水用のポンプ設置
・堤防等の越水、または崩壊の恐れのある場所に土のうを設置する
堤防が決壊すると、緊急ではどうすることも出来ません。
水が収まるのを待ってからの対応です。
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あくまでも緊急対応です。
豪雨に打たれながらの作業となるため、自分たちの身にも危険が伴う作業であるのは間違いありません。
この緊急対応は、当然ですが通常の建設工事作業とは条件が、大きく異なります。
具体的には、こんなことが考えられます。

・事前調査や準備が出来ていない状態で、作業に向かわなければならない
・作業場の様子がわからない

・夜間などであれば、少人数での対応となる
・資機材の確保、準備に時間がとれない

人員や資機材は、災害に備えて、ある程度準備はできるでしょうが、作業場の様子がわからないのは怖いものです。
言うまでなく、危険があるから、緊急対応が必要なのです。
緊急対応は、災害を悪化させないためのものです。
その一方では、自分たちも危険に巻き込まれるリスクを忘れてはいけません。
「自分たちの危険を顧みず・・・」という精神は、この際忘れましょう。
過去に緊急対応にあたった経験のある人は、危険だと感じたこともあると思います。
演習として、その体験談を話し合いましょう。
２．緊急時、着手前に出来る準備は

自分たちの身にも危険が伴う作業になるのですが、どのような対応ができるでしょうか。
残念ながら、緊急対応となるので、事前に入念な準備や作業場所の調査は困難です。
ただし、台風等のように事前に豪雨が予想される場合は、事前に準備することは可能です。
このような場合、どんな準備ができるでしょうか。
以下のようなものでしょうか。

・地域の地図（市内）

・土のう袋（中に土を詰め、作り置きする）

・発電機、水中ポンプ

・雨具

・ショベルカー等の重機、ダンプ、トラック
・その他ショベルやスコップ等

・投光器等の照明器具

機器や資材の準備だけでなく、もう一つ大事な事前準備があります。
それは、指揮命令系統と連絡体制の確認です。

誰が指揮を執るのか、複数の場所に出動する場合の組分け、緊急時の連絡先の確認です。
また、夜間の呼び出しに備え、出動可能な人員の確認も必要となります。
人員については、避難等の関係で、全員が集まることは困難かもしれません。
そのため、出動に際して最低限の人数を何人とするのかも決めておくのがよいですね。
少人数での対応は、リスクが高まります。
１人や２人しか来れない場合は、出動を断念するのも適切な判断です。

決して１人で出かけることはないようにしましょう。
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準備を整えていても、危険を伴うことは忘れてはいけません。

多くの場合、十分な打ち合わせもできないまま、作業に入ります。
しかし、ここで一呼吸置いてください。

最低限の打ち合わせは、必ず行いましょう。
少なくとも、

・作業内容と役割
・ＫＹ
・退避、避難の判断基準
くらいは決めましょう。

緊急対応ですから、場は冷静ではありません。
普段以上に危険が多い場所での作業です。

当たり一面水が溢れ、側溝の位置が分からなくなっているかもしれません。
堤防の斜面が、雨で滑りやすく、崩れやすくなっているかもしれません。

せめて、作業前に周辺をぐるっとひと回りして、危険箇所の確認を行いましょう。
打ち合わせも短い時間で構いません。

しかし、打ち合わせを行うことで、全員がやるべきことを確認し、落ち着きを取り戻します。
緊急対応ですが、焦らず、落ち着いて行うことが重要なのです。
もし自分たちの身にも危険が迫ったら、迷わず退避です。

この判断が遅れると、災害に巻き込まれるかもしれないのです。

また、作業場所への行き帰りの道路も水が溢れている可能性があるので、慎重に運転しましょう。
３．災害復旧作業では、どんな危険があるか

豪雨災害等は、とりかく自分の身を守り、過ぎ去るのを待つしかありません。
被害の大きさは、過ぎ去った後でないと、掴むことはできません。
平成３０年７月の豪雨でも、多大な被害をもたらしました。
ニュースでは、特に広島や岡山、愛媛での被害を中心に報道されています。もちろん他府県も甚大な被害があったのは間違いないで
すが。
豪雨が収まった後の被害は、行方不明者の人的被害の他には土砂崩れ、住宅の破損、住宅地への土砂流入、堤防の崩壊、水道等のイ
ンフラの破損等があります。
このような被害の中で、最初に取り掛かる復旧作業は、土砂の撤去やガレキの撤去などが中心となります。
この復旧作業も、緊急対応と同様に、通常の作業条件とは異なり、危険を伴います。
条件としては、こんなことが考えられます。

・周辺道路の通行に制限がある。渋滞が発生しやすい。
・行方不明者の捜索活動が優先される。
・作業場の立入禁止が出来ない。
・作業場所の事前調査等が困難。
・土砂や泥のため、衛生的でない

これらの条件を考慮しつつ、迅速な作業も求められてしまいます。
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広島の豪雨災害の復旧では先の説明のほかに、暑さが立ちはだかります。
連日３０℃を超える暑さの中で、熱中症への注意が必要です。
しかも飲料水等が不足しがちという悪条件が重なっています。
また、大量の水を含んだ地盤はへの警戒も怠ることは出来ません。
少しの雨でも、土砂崩壊等の危険があることも踏まえて、作業に当たる必要があるのです。
４．災害復旧でも、しっかり備えよう

災害復旧でも、緊急対応と同様に準備が必要です。

作業前には、必ず打ち合わせを行いましょう。
その他重要なことは、

・ＫＹ（特に第三者災害の危険を考える）
・連絡体制

・衛生体制（負傷時の消毒等）
復旧作業は、混在作業になります。
それは建設現場で、他業者とともに作業するとは異なります。
住民、消防や自衛隊、警察、他の災害復旧業者等です。
建設現場のような統一ルールも定められません。
この条件で、どのような危険があるか把握することが重要です。
また、住民の移動や消防等、さらには土砂運搬のダンプなどで道路も混雑します。
交通事故の危険も高まっているのも忘れてはいけません。

５．平時に備える

今回の豪雨などは、事前予測が困難です。
予測できたとしても、発生の直前では、対処も十分ではありません。
しかし、不測の事態であっても、備えが可能なこともあります。
出来ること、出来ないことを整理するのも大事です。
出来ることとしては、
・連絡体制の確立

・指揮命令体系の確立

・最小出動人数の確認

・着手前にやることリストの作成

・土のう袋などの確保

・出勤時に避難する場合の避難場所

等は、平時でもできますね。

5

さらに会社としては、

・出動手当

・負傷等の際の手当
等も決めておく必要があります。
準備が出来ており、それが共有されていると、不測の事態に際しても、何をすべきかが分かります。
パニックになっても、やるべきことが分かれば、冷静さを取り戻すきっかけとなります。
ここ数年、毎年のように大きな災害が発生しています。
日本各地、どこで発生するか予想がつきません。
平成３１年２月２６日には宮城県沖地震の３０年以内発生率が 90％と政府の地震調査委員会が発表。
太平洋では今年に入り台風が発生しております。台風が本格的に到来するのはこれからです。
自然災害は、防ぐことは出来ません。
出来ることは、第一に命を守ること、それから可能な範囲で被害を小さくすること、そして去った後にいち早く復旧することです。
大変な豪雨の中でも、緊急対応が求められることもあるでしょう。
その時、可能な限りの安全確保の上で、対応していきましょう。
対応に当たられる方の安全も大事なのです。
事業者（会社）や管理者の方は、このことも忘れず、伝えてください。
最後に、締めとして大事なポイントを繰り返します。
１．緊急対応や災害復旧での注意点を確認する
２．安全管理のポイントについて理解し、メンバーと共有する
政府の地震調査委員会は２月２６日、東日本大震災の巨大地震が起きた日本海溝について、今後の地震活動を予測した新たな長期
評価を公表した。宮城県沖でマグニチュード（Ｍ）７級の大地震が３０年以内に９０％の高い確率で起きるとしたほか、青森県沖な
どでもＭ８級の巨大地震を想定し、警戒を求めている。
平田直委員長は「大震災の影響は現在も非常に大
きく、Ｍ７～８級の地震が非常に高い確率で起き
る。再び強い揺れや高い津波が来ると考え、十分注
意してほしい」と話した。
日本海溝では津波を伴う大地震が繰り返し起き
てきた。大震災で想定外のＭ９・０の巨大地震が発
生したことを踏まえ、従来の予測を抜本的に見直し
た。
宮城県沖では３８年ごとに発生するＭ７・４前後
の宮城県沖地震のほか、震源域を海溝近くまで広げ
たＭ７・０～７・５の大地震を新たに想定し、３０
年以内の発生確率を９０％程度とした。
大震災の震源域に隣接し、断層が割れ残った青森
県東方沖から岩手県沖北部でもＭ７・０～７・５の
発生確率が９０％以上と非常に高い。福島県沖のＭ
７級は１０％から５０％に高まった。
過去に高さ４～６メートルの津波が襲ったＭ７・
９の地震は青森県東方沖から岩手県沖北部で５～
３０％と変わらず、宮城県沖は２０％と上昇した。
従来の宮城県沖地震は大震災と同時に発生したた
め５０％に下がったが、早まる可能性もあるとし
た。
大震災型の巨大地震は津波で陸上に運ばれた堆
積 物 の 調 査 な ど か ら、 平 均 発 生 間 隔 は ５ ５ ０ ～
６００年、３０年以内の発生確率はほぼ０％と変
6

わっていない

やっと始まった！市道釜・大街道線の東の端部。橋梁下部工の着工
市内中心部より東、貞山運河に市道の橋梁下部工施工が受注から半年遅れで始まった。

釜大街道線は、門脇字元明神の県道石巻港インターチェンジ線から、大街道東 2 丁目の県道石巻女川線に至る延長 3580m
の都市計画道路。全幅 16m で整備する。
今回の釜大街道線の橋りょう下部工工事は、門脇字元捨喰他で、橋台工 2 基と基礎工 2 基などを施工する。工期は 31 年 3
月 29 日まで暫定工期。北北上運河に架ける橋長 51m の単純鋼製鈑桁橋の工事である。
高橋豊所長は、
「本工事については県河川課等他の行政との協議事項が多く発生し、着手までの段取りが大変だった。現
在は杭施工が終了し底部基礎構築へアプローチしているが、掘削中にコンクリート殻が埋まっていたことが発覚し撤去に追
われている。対岸工事に移る前に西側橋梁下部工を完成させ河川法面の本復旧（追加工種）も行わなければならない。
河川への落下、近隣建物への影響軽減を図りながら慎重に施工していく。」と語る。
この作業所では「土留部材引抜同時充填工法」が採用された。
鋼矢板引き抜きに伴う沈下対策のオンリーワン工法。鋼矢板 (H 鋼 ) 等を引抜くと同時に発生する地中の抜き跡や緩みを引
抜くと同時に充填材で埋めるため周辺地盤、構造物、埋設物等の沈下の悪影響を高度に抑制するものである。
鋼矢板 (H 鋼 ) 等の回収により再生利用が可能。限られた資源の無駄遣いにならない。土留部材の残置 ( 埋め殺し ) をしたことによって、
新たに作られる土留部材製造時の CO2 削減にも繋がる。本工事での使用目的は「河川堤防への影響抑制」です。
充填材は、本工法専用充填材で安全性の高い材料を使用している。
非水ガラス系懸濁型になり恒久的強度が期待でき地盤の安定に有効です。
鋼矢板Ⅴ L 型

L=12.5m ～ 16.5m

※通常引抜き時の影響

N=276 枚

( 同時充填なし )

454.2 ｔ

H-400 型

L=8.5m

N=18 本

同時充填工法

26.3 ｔ
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石巻市発注：防災緑地２号施設整備工事「千葉和幸：土木部次長」現場での店社パトロールが行われた。
本案件は工期が 2018.6.16 ～ 2021.3.15 迄の約２年半に及ぶ長期現場となる。
工事概要は、防災緑地 2 号の施設整備工事は、延長が 2749m、天端幅員が 10m、計画盛土高が海抜 2.6m ～ 4.5m の緑道整備として、
4 万 5215 平方ｍの軟弱地盤対策工や、アスファルト舗装工、排水施設工、植栽工などを施工する。

現在は既設コンクリート構造物の撤去が終わり築堤盛土が主体となっている。
パトロールでは現場事務所にて安全衛生に関する書類・施工計画書・現地ＫＹＫ等、品質・工程・安全に関するトータルチェックとなっ
た。

現場管理は行き届いており、近隣住民への配慮も確実に行われていた。

現場範囲が約 8.8ha もあることから、本工事は、段取りが現場監督の最重要の仕事ともいえるものです。
広範なだけに視覚が届かない施工区域での安全管理には特段の配慮が必要、工種に応じた施工区域の設定、担当世話役の現場熟知度
の向上等、順序立てて、タイミングを見計らって安全作業に努めていただきたい。
※海岸防災林と津波防災緑地とは
林野庁が管轄する海岸防災林は高潮や飛砂、強風などを防ぎ、農地や住宅を守る。
一方、国の復興交付金で県などが作る津波防災緑地は、レクリエーションや休息、環境保全などの機能を持ち、災害時には避難場所
としても使う。
いずれも津波が来た場合には、植えた木々や敷地内の盛り土で、津波の勢いを和らげたり、船などが住宅地に流れ込んだりするのを
防ぐ効果などが期待されている。
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釜大街道線橋梁下部工事
杭工事が完了し、掘削作業中に安全パトロールを行った。
本工事は既設河川護岸に二重締切鋼製矢板を打ち込み河川
側を盛土してからの掘削作業となる。
掘削はタイロッドを設置しながらの作業となり、場内のス
ペース不足による重機・大型車両の接触等が予測されるが、
高橋所長は場内を一方通行にし、各作業員が後方を向くこ
となく作業をすることで死角を低減した。
貞山運河では地元高校のボート部が練習し、風光明媚な
工事現場だけに環境を守りながら作業を進めていく、と高
橋所長は話す。

石巻総合運動公園整備（その６・７）工事
平成２７年１２月から始まった運動公園造成・整備工事。３年４か月が
経過するが、軽微な災害もない現場である。１次造成後から遠藤興業が全
て携わった工事である。現在１・２工区と繋ぐ歩道橋の設置、最終インター
ロッキング舗装、ゴムチップ舗装と行っている。
すでに一般供用を開始しているので第三者災害防止は特に重点して行って
いた。平成３１年３月３１日にミニセレモニーを行い、５月末にはすべて
の工事が完了する予定だ。

地域の安全パトロール
平成３０年度の冬季はマスコミ公表通り暖冬で終わる気配。
しかし、石巻地方にも寒波が到来し早朝より雪になる日も・・・
車道の除融雪は各自治体による業務委託で行われているが歩道は未整備区間だらけ・・・。会社では率先して地域貢献を行っております。
石巻立町の石巻高等学校・桜坂高校の通学路でもある歩道（120 ｍ）を除雪・融雪剤を散布し、転倒事故防止を行った。
この作業は継続的に行っており、降雪の度に出動している。早朝より行っているので商店街の皆さんは知らないでしょうね（笑）
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フルハーネス型特別教育、省略規定のＱ＆Ａ
墜落制止用器具としての安全帯使用に関し、平成３０年（２０１８年）６月に法改正がありまた。
この法改正は平成３１年（２０１９年）２月１日に施行されます。
何度かこの冊子でも取り上げたのですが、今後の安全帯はフルハーネス型の使用が原則です。
もう少し詳しく書くと、
「高さ２メートル以上の高所で、作業床などを設けることが困難な場所」で、安全帯を使用する場合は、
フルハーネス型が原則義務となります。
（例外的に胴ベルト型も一部使用が可能ですが、原則フルハーネス型になると考えてください。）
そして、フルハーネス型の使用にあたっては、特別教育も必要になります。

ご注意いただきたいのは、フルハーネス型の使用と特別教育に関して、猶予期間の規定はありません。
つまり、平成３１年２月１日以降で、フルハーネス型を使用していない場合は法令違反となります。

また、フルハーネス型を使用しているにもかかわらず、特別教育を終了していない場合も、法令違反となります。
かなり差し迫った状況です。
そのため、各講習機関では１０月くらいから特別教育を開始しました。
各安全教育センターでも、１０月から特別教育がスタートしています。
出張講習など、かなり問い合わせや申込みが多いようです。
個人的には、身体が持つのだろうかと危機感を抱いています。
特別教育は６時間の教育です。
しかし、各講習機関で申し込みを行う際、研修時間が違うのに気づいたりしませんか？
例えば、こんな種類があります。
• フルハーネス型特別教育 （６時間）
• フルハーネス型特別教育 （５時間）
• フルハーネス型特別教育 （４時間）
• フルハーネス型特別教育 （０．５時間）
この時間の違いはなんでしょうか？
受講する立場としては、なるべく短い時間がいいですよね。

答えは、経験などに応じて、省略科目があるということです。

例えば、フルハーネス型を 6 ヶ月以上使用経験があり、足組立て等の特別教育修了した人は、最大５．５時間省略です。
受講時間は０．
５時間です。
墜落制止用器具（安全帯）の特別教育。免除規定もあります。
（ただ、当時の情報のため不正確ではありましたのて、修正を入れています。）
実は、省略の条件について、その後労働局の説明会等で、詳しい条件を聞くことができましたので、簡単ではありますが、
Ｑ＆Ａの形でまとめてみます。
またあなたがどのコース（受講時間）を受ければいいのかを判定する、簡易のフローチャートも作ってみたので参考にして
ください。
私見も交えての結論ですが、省略については、あまり当てにしないのがいいのかなと思います。
以下Ｑ＆Ａ

Ｑ１：特別教育はどんな人が対象になりますか？
Ａ：安衛則第 36 条第 41 号に

「高さ２m 以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて
行う作業に係る業務」と規定されています。また、安衛則第 580 条には 「事業者は、高さが 2 メートル以上の箇所（作業床の端、開
口部等を除く。）で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法によ
り作業床を設けなければならない。
２ 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等
墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
」とも規定されています。そのため原則として、高さ２メー
トル以上の高所等で、墜落制止用器具（安全帯）を使用して作業を行う方が対象です。
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Ｑ２：今後は胴ベルト型は使用できなくなるのですか？

Ａ：原則はフルハーネス型を使用するとお考えください。
ただし、法令上の措置としては高さ６．
７５メートル以上（建設業は５メートル以上）はフルハーネス型が義務とあります。
そのため、高さ２～５メートル（建設業）では、胴ベルト型の使用も可能です。
なぜ高さの規定があるかというと、一定の高さがないとフルハーネス型では墜落制止する前に、足が地上に着く可能性があるからです。
Ｑ３：「墜落制止用器具」についての法改正は、いつから施行になりますか？

Ａ：行は平成３１（２０１９）年２月１日からです。
（告示は平成３０（２０１８）年６月２２日です。）
Ｑ４：リーフレットでは、猶予期間について書かれていましたが、あれは何ですか？

Ａ：リーフレット等で示された猶予期間は、現行規格（旧規格品）の安全帯使用に関してです。
法改正後は、新規格の墜落制止用器具（フルハーネス型など）を使用しなければなりません。
しかし、新規格品の発売は、平成３１（２０１９）年１月から予定されています。
今使っているものを急に買い換えるのは不可能ですよね。
そのため、旧規格品の使用は２０２１年１２月３１日まで猶予機関をとっています。
（メーカーが旧規格品を製造販売するのは、もっと早い段階で禁止になります。）
２０２２年１月１日以降は、新規格品のみ使用です。
現時点でフルハーネス型を購入し、使用していても、２０２２年１月までに買い換えなければなりません。

決して、フルハーネス型の使用や特別教育受講の猶予期間ではないので注意してください。
Ｑ５：いつまでに受講しなければいけませんか？

Ａ：法改正の施行日の平成３１（２０１９）年２月１日までです。

猶予期間等の規定はありません。そのため、施行日には対象業務に就く人は特別教育を受けていなければなりません。
Ｑ６：足場の特別教育には、経験に応じて講習時間の短縮がありましたが、フルハーネス型特別教育もありますか？
Ａ：いわゆる各科目の時間を短くする短縮講習はありません。しかし経験等に応じ、科目の省略があります。
Ｑ７：科目はどのようなものがありますか？
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Ｑ８：特別教育の省略規定はありますか？

Ａ：施行通達（平成 30 年 6 月 22 日基発 0622 第 1 号）に以下科目の省略等について規定されているので、ご紹介します。
ア 適用日時点において、高さが２メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおけるフルハーネス型の安全帯を用い
て行う作業に６月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第 24 条第２項及び第３項に規定する科目のうち「作
業に関する知識」、「墜落制止用器具（フルハーネス型のものに限る。以下この条において同じ。
）に関する知識」及び「墜落制止用器
具の使用方法等」の科目を省略することができること。
イ 適用日時点において、高さが２メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおける胴ベルト型の安全帯を用いて行
う作業に６月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第 24 条第２項に規定する科目のうち「作業に関する知
識」の科目を省略することができること。
ウ 特別教育規程第 22 条に定める足場の組み立て等の業務に係る特別教育又は特別教育規程第 23 条に定めるロープ高所作業に係る業
務に係る特別教育を受けた者については、改正後の特別教育規程第 24 条第２項に規定する科目のうち「労働災害の防止に関する知識」
を省略できること。
エ 改正省令公布後施行日より前に、改正後の特別教育規程第 24 条第２項及び第３項に規定する特別教育の全部又は一部の科目を受
講した者については、当該受講した科目を省略できるこ。
Ｑ９：省略について、ややこしいのでわからない。
フローチャートにまとめてみました。

（省略のⅠ、Ⅱなどは、上記のカリキュラムの科目です。
）

Ｑ１０：
「フルハーネス型での作業従事経験が６ヶ月以上」で、
「足場組立等の特別教育またはロープ高所作業特別教育を修了」して
いる場合は、０．
５時間のみの教育となりますが、それだけでよいのですか？
Ａ：法定には、０．
５時間のみの教育で構いません。

「フルハーネス型墜落制止用器具に係る改正法規等説明会」建災防兵庫県支部事前質問事項に係る兵庫労働局回答内容
しかし、外部の教育機関で教育を受けられる場合は、０．５時間教育があるかは分かりません。
（各講習機関に、お問い合わせください。
）
ちなみに安全教育センターではこの場合でも、
「法改正」に加え「労働災害防止に関する知識」も含み１．５時間のカリキュラムです。
これは、改めて墜落・転落等の災害の防止について、理解を深めていただきたいと考えているからです。
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Ｑ１１：「フルハーネス型の安全帯を用いて行う作業に６月以上従事した経験」とは、どのようなものですか？
Ａ：労働局より、従事経験については、下記の見解が示されています。（見やすくアレンジしました）
この内、「経験ありに該当」の作業を、６ヶ月以上従事した場合が、省略の対象になります。

Ｑ１２：フルハーネス型を使用して、足場の組立解体作業は、経験になりますか？
Ａ：該当しません。

Ｑ１３：フルハーネス型を使用して、足場の点検は、経験になりますか？
Ａ：該当しません

Ｑ１４：「胴ベルト型の安全帯を用いて行う作業に６月以上従事した経験」とは、どのようなものですか？
Ａ：フルハーネス型での従事経験と同様です。

Ｑ１５：胴ベルト型を使用して、足場の組立解体作業や点検は、経験になりますか？
Ａ：該当しません。

Ｑ１６：足場組立て等の特別教育を修了した場合は１時間の省略ですが、足場作業主任者技能講習を修了した場合も省略対象になり
ますか？

Ａ：足場作業主任者技能講習は省略対象になりません。特別教育のみです。
足場作業主任者技能講習を修了した人は、特別教育は不要との規定がありますが、フルハーネス型については見解が異なります。
理由としては、
「労働災害防止に関する知識」が十分ではないからとのことです。
Ｑ１７：科目省略の講習を受講する場合、証明書等の提出が必要ですか？

Ａ：各講習機関で、取り決めがあるかと思いますので、お問い合わせください。
安全教育センターでは、フルハーネス型または胴ベルト型の作業従事経験について、事業者証明を提出して頂いています。
その際には、従事経験に該当する作業であることを確認してください。
足場組立解体等特別教育またはロープ高所作業特別教育については、修了証等の提出は必要かと思います。
Ｑ１８：特別教育では、フルハーネス型を持参する必要はありますか？
Ａ：各講習機関にお問い合わせください。

ただし、フルハーネス型は、それぞれの人が体に合わせ調整するものです。
また必要になるものです。
胴ベルト型のように、使い回すことが困難です。
そのため、なるべく持参されることをおすすめします。
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Ｑ１
荷車
荷車を引いている人に「 後ろで押しているのはあなたの息子さんですか？」 と尋ね
ると「 そうだ！」 と答えたが、 後ろへ回ってその息子に「 前で引いているのはキミの
お父さんだね」 と言うと「 とんでもない！」 と言われてしまった。 さて、 この二人の
関係は？

Ｑ２
法則
犬（ いぬ） ←→

神（ かみ）

壷（ つぼ） ←→

頂上（ ちょうじょう）

十（ じゅう） ←→

網（ あみ）

この３つのグループはある法則で対になっている。 その法則とは？

Ｑ3
人質の命
犯人が人質をとって篭城する事件が起き、 母親と刑事のもとに犯人か
ら電話がかかってきた。 母親が出ると、 犯人は「 お前の息子は、 命だけ
は助けてくれと言っていたぞ」 とだけ言って一方的に電話を切った。 母
親は電話の内容を刑事に伝えると泣き崩れた。 だが刑事はなぐさめるよ
うにこう言った。「 ともかく今のところ、 人質の命が無事なことは分かっ
ているのですから」
さて、 刑事はどんな根拠があって人質が生きていると確信したのだろ
う？

Ｑ４
お下がりの問題集
受験生のマモル君は先輩から大学入試の問題集をもらった。 この問題集は答えをマルで囲む選
択肢の問題がほとんどなのだが、 先輩が使っていたものなので、 どの問題もすでに選択肢の一
つにマルが付いている。 消しゴムで消しても消しあとがどうしても分かってしまい、 とても勉強
にならない。 やはり新しい問題集を買うしかないのだろうか？
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現場監督はもっと勉強しろ！

現場監督の力量を決める、 人を動す９つのコツ

現場監督として避けて通れない問題のひとつが、 現場での人間関係です。
現場監督の力量は、 作業する人たちを上手く動かせるかどうかということで決まる
といっても間違いないでしょう。
今回は、 現場で人にうまく動いてもらうコツを９つまとめてみました。
現場で職人たちに動いてもらうコツ

１． 職人を部下のように扱わない
「 職人さんたちは、 ともに仕事を進める仲間である」 という意識をもちましょう。
役職上で、 監督する立場にいますが、 もちろん個人的な部下であるわけではありませんし、 現場監督自身が給料を出してるわけでもありま
せん。
ここを勘違いして、 無駄に下に見るような態度をとると、 無用な軋轢が生まれかねません。
「 いばるな、 横柄な態度をとるな」
「 相手の技術やよくやった点をほめろ」
「 居心地いい現場を作れ」
こんなことが、 現場でうまくやるためのアドバイスとして言われますが、「 協力してくれる仲間」 という意識があれば、 自然にそうした姿勢は
出てきます。
「 やって当然」 のような意識があると、知らず知らずのうちに、それが自分の言動に反映されてしまいます。 つい、言葉や態度の端々に出て、
それが相手に刺さるわけです。 そういったことが重なると、 ろくに説明せずに頭ごなしに命令したり、 相手へのねぎらいの言葉も出てこない
といったことにつながります。
小さなことでも相手を苛立たせていると、 その積み重ねによって、 あとで大きな反発をくらうということにもつながりかねません。

２． 職人と積極的にコミュニケーションに努めること
作業だけですべてが完結するような現場はありません。 何ごとも積極的にコミュニケーショ
ンを図って関係を作ることが大切です。
挨拶する、 感謝の気持ちを忘れない。 そういったことは、 現場監督という職業ならずとも、
当たり前のことですが、 話しやすい雰囲気を作っておくことも大事です。
つっけんどんで話しにくかったり、 寄せつけないような雰囲気を持っていると、 職人さんの方
でも現場監督に近づきにくくなってしまいます。 なにか相談したいことがあっても、 見えない
壁ができてしまっているかもしれません。
朗らかに愛想よく軽口をたたける間柄なら、仕事以外でも普通に友達として付き合えます。 仕事の上でも親しい関係だと、多少トラブルになっ
ても深刻なものにならず、 相手が仕事の付き合いを超えた融通をきかせてくれることもあります。
「 喫煙所の立ち話が、 いい関係を作っていた」 といった職場もあります。
できるなら食事や飲み会などをともにしたり、 休憩中や細切れの時間でも積極的に小さなコミュニケーションに努めましょう。 それが信頼関
係につながります。

３． 職人への指示や「 重要事項」 を明確にすること
現場での指示や重要事項は明確にして、 皆で共有しましょう。 要望ははっきりと「 言葉」 にして伝えないと分かりません。
「 常識だ」「 このぐらい分るだろう」 というふうに変な期待や見込みをしてしまうと、 後から「 聞いてない」「 指示も受けてないのにやれるか」
というようなトラブルにつながりかねません。
かりに指示しても、 いまいち曖昧だったり、 何がしてほしいのがよくわからないものだったりすると、 それによるミスや不満も生まれます。
どうしてもはっきり伝えられないような場合は、 言いたいことが熟していないからかもしれません。「 何を伝えたいのか」「 何が一番大事か」 を
自問自答して、 指示を明快なものにしてから、 誤解のないように伝えましょう。

４． 現場監督としての一線をきちんと引くこと
現場で親しくするといっても、 無制限に「 なあなあ」 になってしまうことのないよう、 注意しましょう。
仕事ですので、 これ以上は認めないという一線を相手に感じさせておくことは大切です。
スポーツの分野でも、 監督やコーチが過度に選手と親しくすることは好ましくないとされいるそうです。 指導
する立場は、 ときとして改まった態度をとることが必要になすからです。 サッカー日本代表監督をしていた岡
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田武史氏も、 トレーナー時代は選手がふざけた態度をとっても許していましたが、 監督就任後は、 決してそうした接し方を許さなかったそう
です。
現場から要望があがってきたときには、 できるだけそれに応えてあげることも必要ですが、 できないことはできないという結論を表明する態
度も、 時として必要になります。

５． 職人たちの不満を減らしストレスの少ない現場にすること
現場監督として、 良い職場環境づくりに務めることは大切な任務です。
人を配置するときには、 能力や人格をよく考えて行いましょう。
不適切な人を不適切な現場や役職に配置してしまうと、 本人にも周囲にも、 不満が生まれます。 こうしたマネジメントは、 まさに監督の仕
事です。 スムーズに作業が運ばれるように気を使いましょう。
現場や飯場の整理整頓、 駐車場や弁当、 喫煙、 トイレ、 自動販売機などの小さいことでも、 時にはストレスの原因になることがありす。 現
場に不満がある場合は、 それをいち早くくみ取って、 余計なストレスが溜まらないようにしましょう。
人間関係も重要です。
人が仕事を辞める理由の多くは、 人間関係のトラブルが関係しています。 特に、 職人さんには気の荒い人も多く、 激しい作業も多いので、
小さな争いが日々起きやすい環境であると言えます。
時にはフォローに入ったり、 人の配置を変えたりなど、 できることをきちんとやりましょう。
予算が必要なことを勝手に決めることはできませんが、 監督がちょっと気を使えば解決するようなことなら、 積極的に動きましょう。
現場の関係が良好だと、 監督する立場も楽になります。

６． 現場監督としての自信をもってふるまうこと
力強く、 自信を持った態度で指示を出しましょう。
出入りのトラックの交通誘導の仕事でさえ、「 迷ったり、 ためらいながらやっていたら、 事
故につながってしまう」 と教育されます。 おどおどしたり、 不安そうな態度だと、 相手にも
それが伝わります。
現場では、 どちらが正しいとはっきり言えないこともあります。 監督として人に動いてもら
いたいときは、 確信に満ちた自信ある言動をとりましょう。
「 準備が８割」 とも言われる業界ですので、 事前の段取りや準備にも、 手を抜くことのない
ようにしましょう。 万全な下準備をすることで、 それが自信にもつながります。
時には、 荒っぽい人や偏屈な人にもちゃんと動いてもらわなければならないのが現場です。 頼りなく思われると、 指示に従わない人や、 対
立した場面で押し切られてしまうケースも出てきます。 オバマ元大統領は、「 政治家になって学んだことは、 まず自信があるようにふるまうこ
とだ」 と語っているそうです。
大勢を監督し、 動かしていく人間には、 そうした態度が必要不可決なのです。

７． 現場監督は熱意をもって一生懸命に仕事にあたること
熱意をもって、 現場の仕事にあたりましょう。
どんな会社も、 管理職がだらけていたら、 周りも感化されてしまいます。 覇気がなく適当な態度の監督には、 誰も付いていこうとは思わない
でしょう。
逆に、 たとえ態度や知識に未熟なところがある監督でも、 本当に一生懸命やったり、 真摯に職人さんに接し、 まじめに仕事にあたっている
人間は、 それをちゃんと評価し、 協力すてくれる人が現れるものです。
たとえ口では周りにハッパをかけても、 人に作業を丸投げしたり、 進捗や作業の出来に無関心だったり、 疑問に答える力がなかったり、 現場
の改善や、 職人たちの報告にちゃんと取り合わなかったり。 やる気のなさは、 そんなことから見抜かれてしまいます。

８． 現場監督は積極的にコツや知識を学ぶ姿勢を持つこと
現場監督といえども、 長年ひと筋で働いているベテラン職人さんに、 現場の知識やノウハウの面でかなわないこともあります。
そうした場合は、 積極的に知識を吸収する姿勢を持ちましょう。 それによって経験のギャップをなくして、 追いつこうとする姿勢が大切です。
そうした姿勢があるかないかは、 長期間一緒に働く上で、 大きな差を生むことになります。
職人がもっている知識を知らなかったり、 現場が理解できていないと、 まともに指示ができませんので、 職人さんの言いなりになってしまう
ようなケースも出てきてしまいます。
まだ経験が浅い新人監督が現場に放り込まれ、 職人さんに太刀打ちできないようなこともあります。
残念ながら、 現場での知識が劣っていると感じたら、 過去に同じような失敗を経験した先輩にアドバイスをもらったり、 テクニックを教えても
らうというのも、 ひとつの手です。 あるいは、 親切な職人さんを見つけて、 教えを乞うてみましょう。
中には、「 習うより慣れろ」「 他人に聞くより現場で覚えろ」 というような人もいるかもしれませんが、 自分の助けになってくれる人を見つけ
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ることができれば、 積極的に教えてもらって、 不足しているところを補っていきましょう。
現場のノウハウは机上のお勉強では学べないところもあるので、 臨機応変に対応できるこうした態度が重要なのです。

まとめ

～現場監督として仕事本位の目線を忘れずに

いかがでしょうか。
最後に９つ目のコツです。
それは、現場での人間関係も大切ですが、あくまで「

仕事」 が本業だということを忘れないように、ということです。

現場での関係をいくら良好に築くことができたとしても、 肝心の仕事自体のパフォーマンスが悪かったら、 結局、 本末転倒になってしまいま
すよね。
同じことは、 部下や職人の評価についても言えます。 個人的に少し気に入らない相手がいたとしても、 仕事ができるなら、 それはそれで相
手を正しく評価しなければならないのです。
作業を滞りなく進めるための、 現場監督です。 時には仕事ができればよいといった割り切った視点も持つことも必要だということを覚えてお
きましょう。
そして、 人を動かす秘密兵器は「 ほめ方」 のコツを知っているか？否かである。
同期発火を起こすポイントは、 プラスの感情を込めて人に伝えることと、 相手の自己報酬神経群を活性化させることにあります。
コミュニケーション力をアップするには「 うれしそうに人をほめること」 が有効ということになります。 集団の和を重んじる日本では、 人前で
誰かを力強くほめることが少ないように思いますが、 私は脳のしくみにもとづいて「 意識的にどんどんほめること」 をおすすめしています。
人をほめるには、 ときに越えなければならないハードルがあります。 自分のライバルや目下の人をほめるには、 その相手のことを認めるこ
とから始めなければならないからです。
めったに他人をほめないという人は、 往々にして「 自己保存」 のクセが働き、 相手を素直に認められなくなっていることが多いものです。
会社でマネジメントをする立場にある人のなかには、「 ほめるより、 厳しくあたって統制をとるべきだ」 と考える人もいますが、 これは裏を返
せば「 反抗されたくない」 という考えの表れといえます。
嫌われたり恐れられたりしている上司や指導者のもとでは、 脳がパフォーマンスを発揮できないことは、 先に説明したとおりです。
人をほめることは、 そのまま同期発火を起こしやすくすることにつながります。
相手を喜ばせるということだけでなく、 人とのコミュニケーションをスムーズにし、 相互に思考を深めることまで可能にするのです。
上司であれば、 チームのメンバー全員と意思疎通ができ、 思考力が高まって成果をあげられるほうが望ましいはずです。
ほめるときは必ず相手のほうを見て、「 自分もうれしい」 という気持ちを込めて伝えることが大切です。 横を向いたまま、 たんたんと「 よく
がんばった、 次もよろしく」 と言うのでは、 相手の A10 神経群が同期発火を起こしにくくなりますから、 ほめる意義が半減しかねません。 シャ
イな方はほめ下手になりがちですから、 注意が必要です。
うれしさを表して思い切りほめることは、 相手の「 仲間になりたい」「 人の役に立ちたい、 貢献したい」 という本能に働きかけることでもあ
ります。 ほめられて嫌がる人がいないのは、 脳の本能から考えて当然なのですが、 それは「 自分が認められる」 ということもさることながら、
「 相手が喜んでくれている」 ことが非常に大切なポイントになっているのです。
勉強や仕事も、 他人からの評価だけを考えてやるより、「 結果を出すことで誰かを喜ばせられる」 と感じることが、 脳のパフォーマンスを
引き上げます。 ほめ言葉は自己報酬神経群を活性化させる効果があり、 取り組み方だけでなく、 ほめられた人の思考力も高めるからです。

みんな違って、 みんないい
また、 ほめるときに大切な点として、 相手のことをきちんと見て、 ほめるべき部分をしっかり把握することもあげられます。
たとえば、 部下が「 自分で考え、 工夫して営業したことで成果が上げられた」 と思っているのに、 上司が「 君のガッツはすばらしい」 とほめ
たとしたら、 部下は喜ぶでしょうか。 おそらく、「 ちゃんと見てくれていないんだな」 と思うのではないかと思います。
私が小学生のころのことです。 私を含め、 クラスのみんなは担任の先生が大好きでした。
いたずらをすれば、 竹ざおで叩かれることもありましたし、 毎日のようにテストをするなど、 その指導方法には厳しさもありました。 しかし、
先生はいつも楽しそうで、 ときには羽目をはずして授業を行うこともありました。 子どもたちはいつも「 何が起こるんだろう」 とわくわくしな
がら過ごしていたものです。
そして、いま思い返して最もすばらしいと感じるのは、先生が子ども一人ひとりを「 えこひいき」 していたことです。 つまり、全員に目を向け、
よいところを見つけてはほめちぎってくれていたのです。そして、どの子どもとも、それぞれに違った形で信頼関係を築いていました。その結果、
クラスメートは、 その先生が教えることを、 まるで砂に水が染み込むように吸収していきました。
「 平等」 という概念は、 ときに間違いを含みます。 チャンスが平等であることが望ましいのは間違いありませんが、 人を伸ばすには、「 違いを
認めて一人ひとりに全力投球する」 という考え方が必要です。 私は、 とくに教育において、「 同じように育てよう」 と指向することは誤りであ
ると思います。 人は違いがあるからおもしろく、 また違いをもっているからこそ、 それぞれに才能を発揮するものです。 その違いを認め、 ほ
める力を養っていきましょう。
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ポイント４
実行予算は現場管理の羅針盤

～実行予算・ロス管理～

実行予算書作成は、現場の歩掛（生産性）を予測し、工事費を構成する予定コストを積み上げ、利益の予定と全体の工事費
を計算する作業です。前号では①実行予算は着工前までに作成すること②作成準備として作業をグループ化し現場に即した
管理を行う方法について紹介しました。
今回は、現場運営でロスを最小限にするために活用できる実行予算の考え方（＝ロス管理）について説明します。ロス管理
とは、ミスや確認不足により生じる「時間」
「支払」
「生産性」などのムダを減らし、余分なコストが発生しないように管理
するやり方です。
.

ロス管理を行うための 3 つの視点
視点 1. 材料のロスを防止する
二次製品・・・側溝などの二次製品は設計書では延長（ｍ）などで必要な個数が計上されていますが、単純に設計個数を
予算化するのではなく、図面上から枡の位置などを確認しながら施工に必要な材料の数量を把握することが必要です。「切
断が必要な材料があるのか？」「より施工しやすい材料がないのか？」などの検討・確認を重ね、数量を確定しましょう。
基礎材・・・砕石やコンクリートなどは設計にもある程度のロスは割増されていますが、現場運営では材料発注の最低量
などが設定され、設計以上にロスがかかる場合があります。どの工程でどれくらいの量を発注することが、一番ロスが少な
いのかを考えながら予定をたてましょう。
発注ミス・・・工事では多種多様の材料を使用します。単純な数量や仕様間違いによる発注ミスによって無駄にしてしまっ
たり、工期に遅れが生じたりする可能性も考えられます。発注の際には充分に注意しましょう。特注の製品に関しては、他
の職員によるチェックなど複数名で確認するなどの対策をたてましょう。
単価確認・・・実際の請求書の査定の際には、材料の単価と数量を確認します。発注量によって、材料単価が下がる交渉
などが成立した場合は、過剰支払などの支払ロスを防ぐために、関係者間で取極めの情報を事前に共有しておきましょう。

視点 2. 機械レンタル費用のロスを防ぐ
利益を増やすための考え方のひとつに「原価要素の単価を下げる」ことがあります。機械などをレンタルする場合、原価
要素の単価を下げるためには、日契約よりも月極契約、もっといえば年間契約の方が、一般的に 1 日当たり単価が下がります。
18

会社によって自社機械とレンタル機械の保有比率は異なりますが、例のように小規模工事ではレンタル機械をスポット（日
契約 ) で契約することがあります。ただし、日契約で 10 日を超えてレンタルするのであれば、月極契約のほうが安くなる
地域が多いようです。なお、レンタル会社によっては、朝◯時までに豪雨や現場段取りの不測事態等で施工中止の連絡をす
れば、その日のレンタル代が免除されるケースもあります。
上記の例で、それぞれの現場 1 日当たりのコストを確認します。
A では、請求期間の稼動日を把握せず 1 週間程度の工事と仮定し日契約を行っていた場合、現場に機械が置かれてあった期
間のレンタル代が請求されます。
機械単価 / 日 110,000 円÷ 7 日＝ 15,714 円
B では、事前の契約で 11 日以上の期間になった場合月極契約に変更できるとしておくことで、月極の単価に変更できる場
合があります。
機械単価 / 日 100,000 円÷ 7 日＝ 14,285 円
C では、非稼働日（日曜日、豪雨中止等）のレンタル代を免除できるように交渉している場合です。
機械単価 / 日 70,000 円÷ 7 日＝ 10,000 円
土木工事では、日曜日などの休みの他に予期しない状況で現場が稼働できないことがあります。
豪雨などの激甚な自然気象により現場施工を止めた（現場非稼働により生産できない）場合のレンタル費についても、免除
されるケースがありますので、事前に協議しておきましょう。
実行予算作成の際の手順としては、①原価要素ごと（ここではバックホウを示す）に施工に必要な稼働日数を計算する②現
場の休日を考えた時のレンタル期間は何日間になるのか③稼動日数とレンタル期間を比較して日契約の場合と月極契約の場
合とどちらが最適であるのかを検討するとなります。
今回のように「契約の形態によっても現場のコストを下げる」ことができる場合があります。
視点 3. 燃料費等単価の変動が激しい原価要素の捉え方
燃料費のように単価の変動が頻繁にあるような原価要素について、綿密にコストを管理しようとすると、事務作業が煩雑に
なりがちです。
実行予算では、
「運搬車両 1 ヶ月あたり◯◯円」と必要な車両の燃料費を積算し、日々の管理では数量で押さえ、請求書が
届いた時にコストを確定させ金額が予算内であるのかを都度対比することとした方が現実的であり、そのように実施してい
る企業も多いのです。
ロス管理とは、無駄な支出を最小限にするための考え方です。生産性を向上させることだけではなく、現場運営に無駄を発
生させないことにも視点を向けて実行予算を作成していきましょう。
今号では、現場運営に役立つ、ロス管理の考え方について取り上げました。
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必見！

今すぐ使える！管理のテクニック第 17 回

今すぐできる顧客満足 【vol.1】 定食屋と行列のできるラーメン屋の違いとは？
建設業は他産業と違って、 一品生産である。
一品ごとにお客様の要望や欲求が異なるので、 その都度確認しながら工事を進めないと満足してもらえず、 業績も向上しない。
ここでは建設業における顧客満足について考えてみよう。
1 回目となる今回のテーマは「 顧客満足ってなに？」 だ。
－－－－－－－－－－
登場人物 ：
地場建設会社

昭平建設

・ 青木 建一

現場担当

・ 今野 真一

係長

25 歳

30 歳

・ 武上 幸一郎

工事課長

40 歳

・ 岩下 厳五郎

工事部長

50 歳

－－－－－－－－－－

定食屋と行列のできるラーメン屋の違いって？
－－－－－－－－－－
青木「 今野さん、『 顧客満足を高めることが大切だ』 とよく社長がおっしゃるのですが、 顧客満足ってどういう意味ですか」
今野「 文字通りお客様に『 満足』 していただくという意味だよ」
青木「『 満足』 っていうことばの意味が、今一つよくわからないのです。 例えば私は、お昼ごはんを食べによく定食屋さんに行きます。
そこでラーメンを食べるのですが、 その時に『 満足』 を感じるかといえば、 感じません。 かといって、『 不満足』 かと言えばそ
うでもないのです」
今野「 もしもラーメンを頼んだのに、 牛丼ができてたらどうだ？」
青木「 ラーメンを頼んで牛丼が出てくるのですか？あり得ないですが、もし仮にそんなことがあったら『 なめてるのか』って怒りますね」
今野「 それが『 不満足』 だ。 ではラーメンを頼んでラーメンがでてきたらどうだ」
青木「 当たり前だから何も感じませんが、 一応『 満足』 ですね」
今野「 ではいつも行く定食屋さんでなく、 インターネットで話題の行列のできるラーメン屋さんに行ったとしよう。 麺はコシがあり、
豚骨スープはコクがあり、 一度食べたら忘れられない味と評判だ」
青木「 考えただけでよだれが出そうですね」
今野「 ところが、出てきたら見るからに麺はフニャフニャ、スープはあっさりだっ
たとしたらどうだ」
青木「 それは『 不満足』 です」
今野「 定食屋のラーメンはラーメンがでてきただけで『 満足』 だったのに、 行
列のできるラーメン屋では見ただけで『 不満足』。
その違いは何だろう。 しかもメニューにも麺のコシやスープのコクのことは
何も書いていないのに。」
青木「 それは『 期待』 の大きさの違いですね。 定食屋のラーメンに、 味は『 期待』 していません。 お腹が膨れればよいのです。
しかし行列のできるラーメン屋には『 期待』 が大きいだけに失望も大きいですね」
今野「 そうなんだ。 つまり顧客が考える『 期待』 どおりだと『 満足』、『 期待』 を下回ると『 不満足』 というんだ」
青木「 では『 期待』 されない方が楽でいいですね」
今野「 定食屋のラーメンはいくらだ？」
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青木「 400 円です」
今野「 行列のできるラーメン屋の値段は 1000 円だ。 つまり『 期待』 の大きさが 『 値段』 に反映されるんだ。 青木くんのいうよ
うに期待』 されない方が楽だけど、 その分値段もやすくなってしまう」
－－－－－－－－－－

建設業とラーメン屋との違いは？
－－－－－－－－－－
青木「 それは私たちの仕事でも同じことですね」
今野
「 そうだ。お客様の 『 期待』が大きいほど顧客不満足になり、クレー
ムにつながる可能性が高くなる」
青木「 私がよくお客様に叱られるのは 『 期待』 が大きいということで
すね」
今野「 例えば部屋の壁紙を貼ることを考えてみよう。 壁紙の目地（ 壁
紙を貼り合わせた部分） が斜めになっていたらクレームになるね」
青木「 はい、 以前壁紙の目地がずれていたので、 お客様のクレームに
なり、 剥がして貼り直したことがあります」
今野「 でも目地をまっすぐに貼り合わせろなんて、 図面には書いていな
いね」
青木「 図面に書いていなくてもそれが、 お客様の『 期待』 なのですね。」
今野「 そうだ。 コンクリートの面がきれいなこと、 柱の木目が通っていることも『 期待』 だし、 工事中の現場がきれいなこと、 近隣
の住民に騒音の迷惑をかけないことも『 期待』 されていることだ。
これらに応えないと顧客満足はないぞ」
青木「 ということは、 お客様が何を『 期待

』 しているのかを知る必要

がありますね。」
今野「 そのために、 お客様と何度も何度も打合せをして話を聞く必要
がある。 建設業はラーメンや乗用車などと違って同じものは
2 つとないので、 工事のたびにお客様の『 期待』 を確認しないと
いけない。
しかもお客様の『 期待』 は変化するので、 一度聞いたらそれで良
いというものでもない。
1 週間に 2 度お客様に電話をして『 期待』 を確認する住宅会社も
あるほどだ」
青木「 1 週間に 2 度ですか。 それはすごいですね。 私はせいぜい 2 週間に 1 回程度です」
今野「 顧客満足は、 顧客の声を聴くことから始まるんだ。 これをマーケティングというんだよ。 すべての仕事はマーケティングか
ら始めると言っても良いくらいなんだ」
青木「 なんだか心配になってきました。 今からお客様のとこ
ろにいって、『 期待』 を聞いてきます」
－－－－－－－－－－

顧客満足とは、 顧客の期待を知り、 それに応える工
事をすることだ。
その期待は、 紙に書いていたり、 口頭で話してくれ
ることもあれば、顧客が思っているだけのこともある。
したがって、 いろんな角度から、 いろんなタイミング
でお客様の話を聞くことが顧客満足の第一歩だ。
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「鉄骨柱を建て起こせない！」チェーンエコライザーが使えないバイオ発電所の建築現場

バイオ発電所の「鉄骨柱の建て起こし」で問題発生
大型建築プロジェクトの鉄骨製作は近年、中国や韓国などの海外業者に依存するケースが増えている。
下の写真は、現在建設中の某バイオ発電所の、2 節目鉄骨柱の頭部である。
バイオ発電所の鉄骨柱頭部。建て起こし用のプレートはガセットプレートより中にあり、吊り穴の数が 1 つ。

柱自体の重量は 15t 強。
船で運搬し、陸揚げ後、現場に搬入された。
搬入時からガゼットジョイントプレートがセットされており、柱の建て起こし用のプレートがウエブ部分に取り付けてある。
しかし、この状態のまま建て起こすと、いくつもの問題が発生することが判明した。

チェーンエコライザーが使えない

まず、このプレートは立っている状態をイメージして設計されているのが問題である。
設計時点では、単に柱重量に耐えられるプレートであれば良いと設計されたのだろう。
しかし、本工事では、現場で建て起こし作業を行うため、製品にダメージを与える懸念が
あり、建て起こし手順に問題が発生した。
具体的には、
吊りピースプレートの穴が 1 つしかないため、チェーンエコライザー（20t 用）
が使えないのがネックとなった。
また、この既存の吊りピースプレートを使って建て起こすと、柱の重量でセットプレート
が変形する懸念もあった。
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プレートを自作する発想
そこで私が提案したアイディアは、自らプレート（厚さ 25mm）を製作し、既存の建て起こし用のプレートと差し替えることだった。

自作した建て起こし用のプレート

改善前と改善後
これによって、柱の建て起こしの際、ガゼットジョイントにチェーンエコライザーおよびコラムロックが干渉することがなくなり、
プレートが変形する心配も解消された。
ときには臨機応変に現場で必要な道具を、自作してしまうことも必要である。
後輩たちの参考になれば幸いである。
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「暴力も必要かも？」大手ゼネコンの若手現場監督に、一喝した鳶職人
暴力はすべて否定されるのだろうか？（当然ですが暴力はいけません！）
大手ゼネコンが施工管理を行う大学総合病院の建設工事が始まり、着工後 1 年を過ぎた頃、常駐していた職長が持病のため入院し、
私が代わりに職長の任に就くことになった。
建物は A 棟～ E 棟、さらに看護学校も有する大型総合病院。工事の進捗状況は、全体の 7 割程度。1 日の稼働作業員は 500 人、職員
30 人という現場で、躯体工事と仕上げ工事が錯綜する大変な時期での就任だった。
そんな建設現場でのエピソードを紹介する。

大手ゼネコンの新人現場監督を教育指導するハメに
大手ゼネコンの若手現場監督である K 監督は、事ある毎に、私のもとへ質問や相談に来るようになっていた。
最初のうちは、私も「まあ、若手の現場監督で、経験も少ないのだからしょうがない」と親切に、手取り足取り教えていた。
しかし、何度回数を重ねても、一向に現場監督としての成長の兆しが見られない。
聞いてくる内容は、
「どうすればよいか？」という単純な質問ばかりで、完成されたストレートな答えだけを聞こうとしてくるのだ。
私は、その足場や設備は、誰が、何のために使用し、
いつまでに必要なのか？
また、使用機材はどのようなものが望ましいのか？
安全設備や使用勝手はどうか？
など、現場の状況や自分自身の経験を踏まえて一つひとつ教えていた。
夏の暑い日である。朝から 30 度を超す猛暑日、前日にＥ棟の車寄せ部分の
天井の最後の仕上げ工事と、照明器具の取り付けが終わったので、その下
に組んであるステージ状の足場の解体作業をしてほしい、という K 監督か
らの手配があった。
その日の予定には入っていない急な手配ではあったが、どうしても朝一番でやってほしいというので、私と若手の 2 人で現場に向かっ
た。

憮然とした態度の新人現場監督
解体作業をするためにステージに昇ってみると、目に余る悲惨な状況に、私は即刻、作業に着手することを止め、Ｋ監督に現場に
来るよう連絡した。
ステージの上には、天井ボードの残材と、照明器具が入っていた梱包材がそのまま放置され散乱して
いたのだ。現場の状況も確認しないで、ただ手配をすれば、何でもやってくれるという安易な考え方
について、私は K 監督に注意した。
監督者の仕事というのは、前の作業の完了状況と、作業後の片付けを確認してから次の手配になるは
ずである。
「K くん、君は何にも確認しないで、解体作業の手配をしたのか？ふざけるのもいい加減にしろ！や
りっぱなしの業者を呼んで、すぐに片付けさせろ！それができなければ、自分で片付けろ！終了した
ら連絡をくれ！」
少しきつい言い方をしたが、いつも甘えてばかりいては、本人のためにならないとの想いで、一度突き放してみたのだ。
20 分ぐらいしたら、K 監督が「片付けが終わりました。ステージの解体作業をしてください」と言いに来た。
その顔は憮然としていた。
おそらく、自分で作業せざるを得なかったのだろう。彼の額には、大粒の汗が光っていた。
私は K 監督に自分で苦労して、手配する、人を動かすということが、どういうものかを、少しは感じてほしかったのだ。
「少しは薬になったのかな」と思いながら、解体作業に入った。
若手を下に配置し、ステージ上で解体した足場板を次々に降ろしていく。互いに声を掛け合いながら手渡しの作業だ。
呼吸とテンポが合わなければ、効率も悪くなる。
猛暑の中の作業なので、ここまでやったら、一息入れようという目標を立てて、作業を進めていた。ダラダラと、気合の入らない仕
事の仕方をすることは、油断にもつながり、かえって危険なのだ。
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あなたを時間まで使う権利がある
ある程度、解体作業にメドがついたところで、
「よし、ここで一息入れよう」と、私と若手の 2 人は作業の手を止め、現場近くの喫
煙場所でタバコに火をつけた。時間は、朝の 9 時 40 分である。
そのとき、近くで私たちの作業を見ていた K 監督が私に向かってこう言った。

「まだ、休憩時間ではない！」

すぐに作業に戻れと言わんばかりの剣幕だ。

「いいんだよ。今、一息入れているんだから……」と言う私に対して、
K 監督は「私には、あなたたちを時間まで使う権利がある」と言い返してきた。
次の瞬間、私は「ふざけるな！」という怒鳴り声を K 監督員に言い放った。
ビビる K 監督に対して、
「お前、この汗が目に入らないのか？」と私。
私と若手２人の上着は、噴き出す汗でビショビショなのだ。
職長の職務の中で、作業員の健康管理はとても重要だ。作業員が無理をして仕事をし、熱中症にでもなったら、現場にも関係者に
も大変な迷惑がかかるし、生命の危険もあるのだ。
今まで監督らしい仕事を何一つできない K 監督を、いろいろと面倒見てきてやった私に対する、
「私には、あなたたちを時間まで使う
権利がある」という彼の一言は、私の心に怒りの火をつけた。
苦しむ彼をしり目に、私はその足で事務所に向かい、S 所長のところへ怒鳴り込んだ。

建設現場で人を動かす力とは？
「所長、どういうことなんですか？」
私は経緯を説明し、現場所長としてしっかりと指導してほしい旨を訴えた。
S 所長は深々と頭を下げて
「申し訳ない。今後、
しっかりと指導します。勘弁してやってください」と、鳶の一職長である私にあやまった。
この S 所長は、高卒で苦労の末、大型プロジェクトの現場所長まで成り上がった人物。
やはり、できた所長は違う、まさに「実るほど、頭を垂れる稲穂かな」と思わせられた一瞬だった。
所長に頭を下げられた私は気分も晴れて、他のメンバーの作業状況を確認しに行き、さっきの出来事をみんなに伝えた。それを聞い
たメンバーたちは一様に驚いた様子で、一瞬沈黙した後、口々にこう言った。
「現場監督に怒鳴り散らすなんて、自殺行為だよ」
「明日には、現場をクビになるんじゃないの？」
みんなは今後のことを詮索し始めたが、私自身は何の心配もしていなかった。
翌朝、朝礼会場で所長が私を探し出し、
「昨日は迷惑をかけました。K くんに謝りに行くように昨日、話しておきましたが、謝りに行っ
たでしょうか？」と聞いてきた。
「いいえ、まだ来ていません」
「そうですか、また、本人には言っておきます」と所長。
その姿勢に「わざわざ、ありがとうございます」と言うしかない私でした。
人を動かす力とは、監督という権威や権力を振りかざすことではない。
あるいは、血の通わぬ指示書で命令するものでもない。
みんなの心を考え、具体的に細かい配慮ができる人。
人一倍苦労してきた人。
そんな人に、本当の人を動かす力は自然に備わるのだと思う。

みなさん、今日も現場で、
何でも話し合える職場環境づくりに、
共に挑戦してまいりましょう！
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副社長が行く現場探訪

第 51 回

第 22 回 給排水衛生設備工事、空調換気設備工事 -3 編
ここでの監理者の心構え
設備工事は大きく電気設備工事と機械設備工事に分けられます。機械設備工事には、給水
工事、排水工事、空調工事、保温工事、ガス工事、消防設備工事、衛生器具工事などが含ま
れます。建築工事を統括する現場代理人がいますが、設備工事会社でも現場代理人が選任さ
れて、設備工事全般を施工管理し、建築工事や他の専門工事との調整をしながら進めます。
監理者は建築、機械設備、電気設備の各現場代理人を集めて定例会議を開き、仕様の決定
や変更事項への対応などを協議しながら工事監理をします。たとえば設備機器が変更になれば、建築工事の納まりが変わったり、電
気の容量が変わったりすることがあります。建築工事、電気設備工事、機械設備工事は相互に関連しているので、監理者は総合的な
検討が重要になります。

７．排水設備
外構工事の排水設備は、
「第 27 回ユニット及びその他の工事、排水工事、屋上緑化工事」で説明しています。ここでは建物内の排
水設備について説明します。

①汚水・雑排水の排水管工事
排水管は勾配を確保しなければなりません。施工図の検討では給水、給湯、ガス、電気の配管よりも優先的に配置します。排水管
以外の配管は、多少自由がききます。一般には電気配管の自由度が高いので、他の配管と重なってしまった場合には、電気配管の位
置を変えて調整することになります。

住戸の排水管
床の仕上げレベルがバリアーフリーになるように、配管部分のスラブを下げて躯体をつくっています。
天井の吊り配管

26

スラブ貫通部分の配管周り穴埋め

②排水管の検査
排水管の漏水事故は、そのほとんどが接合部からの漏水です。施工後に接着剤がもれなく接合部全面に塗られて、しっかり接着さ
れていることを確認することは目視では困難です。そこで、接合部の配管を透明にし、接着剤の塗布状況を確認できるようにしました。
これで目視によって接合部の接着状況が確認できるようになりました。
排水管の接合部の接着確認

青色は接着剤の色です。接合部を透明な配管にすることで、目視で確認できるようになりました。
排水管のもう１つのチェックポイントは排水勾配です。排水勾配がとれていないと、排水の滞留や流れが悪くなる原因になります。
排水管の勾配検査
排水勾配の角度を水平器で確認し、合格シールを貼っています。矢印の方向に排水が流れます。

.
建物の完成時には実際に水を流して排水管の検査をします。可能性でいえば、工事中に木片が配管に入れられていることもありえます。
ピンポン玉のような固形物を流して確認したり、次の写真のようにタオルを流したりして管路を検査します。
排水管の完成時検査
布には住戸番号と排水箇所（部屋の記号）が示されています。住
戸の排水口から流して、外構の排水枡で回収します。
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③通気口
縦の排水管を排水が落下するときに、管上部が閉塞して密閉された状態であると、排水管内の空気圧が減圧されて、トイレなどの
枝管のトラップの封ふう水すいを吸い出してしまうことがあります。トラップはトイレ、キッチン、浴室、洗面所などの各所に付け
られています。管内が減圧にならないように、排水管の最上部には通気口を設けます。

トラップの例

トイレの排水管と通気口

トラップにたまった水を「封ふう水すい」といい、排水管からの臭気や、場合によっては虫などの侵入を防ぎます。
屋上に設置された通気口の例を示します。

通気口①
アスファルト防水で通気口周りに立ち上がり。
通気口③

④雨水の排水管 ( 樋とい ) 工事
雨水は屋上、廊下、バルコニーなど
のドレンから樋によって１階に集めら
れ、外部に排水します。一般にバルコ
ニー側の縦樋は視界に入らないよう
に、壁側に沿って取付けられます。な
お、樋工事については、
「第 19 回屋根
及びとい工事、金属工事」で簡単な説
明があります。
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通気口②
コンクリートで囲い、シート防水で立ち上がり

バルコニーの樋
ドレンに縦樋がまだ接続されていない状態だと、雨が降ると下階に水が落ちてきます。仕上工事に支障がでるので、ビニールの筒で
水を外部に導くようにしています。
ドレンの養生

水が落ちないための養生

ドレンの目皿は工事中に汚れるので最後に付けます。ゴミが入らないように網で養生をしています。
ドレンに短い塩ビパイプとビニールの筒を付けて、落ちてくる水を外部に導いています
⑤トイレの排水管
次はトイレの配管の例です。配管工事、内装工事、仕上工事、便器等の機器取付けと工事が流れています。
1. 配管工事

トイレ内の配管状況です。

2. 内装工事の段階

床はベニヤ合板、壁はプラスターボードが張られ、排水管と給水管が出ています。

3. 仕上工事の段階

4. 便器取付けの段階

床は塩ビシート、壁はクロスが張られ、手洗いの家具も取り付けられています。
他現場の例ですが、便器が取り付けられ完成した状態です。

達

現場管理の達人

工事監理ガイドライン・工事監理チェックリストは前号に記載しております
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「ゴルフから学ぶ」

第 4 回「2019 年 ゴルフ 新ルール改正！ OB, ドロップ , 距離計 , プレ 4 など」
2019 年よりゴルフのルールが大きく変わります。
2019 年 1 月 1 日に施行する新規則（新ルール）が R ＆ A（英国ゴルフ協会）と
USGA（全米ゴルフ協会）から発表されました。2018 年も中盤を迎えたので、
2019 年から良いスタートを切れるようにルールを確認しときましょう。今回は
JGA（日本ゴルフ協会）のホームページを参考に主要な部分を紹介しようと思いま
す。
2019 年 1 月 1 日より新ルール改正狙いは？

なぜルール改定があるのか。改定の狙いはなんなのか。

それはルールの簡素化によるプレー時間の短縮・ゴルフのルールが複雑すぎる
主に、この 2 点。ゴルフ人口の減少に歯止めをかける狙いがあります。
(･ ∀ ･) ＜お金も時間もかかるスポーツだからせめて時間だけでもスムーズになればいいね。
コース内の名称が変わります。新用語を覚えましょう！
ティーインググラウンド→ティーイングエリア
スルーザグリーン（フェアウエーとラフ）→ジェネラルエリア
ウオーターハザード→ペナルティーエリア
バンカー→（変わらず）
パッティンググリーン→（変わらず）
(･ ∀ ･) ＜覚えておきましょう。
※ウオーターハザード＝（池や小川など 水のある場所、砂漠、ジャングル、溶岩石だけだが、新しいペナルティーエリアは崖、球を

見つけることや打つことが困難な場所も含まれる）
（救済処置は原則として
現在のラテラル・ウォーターハザード同じ１打罰です。ハザードから出すの
に 1 打と考えましょう）
距離計測機器の使用が OK に！
距離計測機器の使用できるようになります。
（高低差や風向きなど、他のプレーに影響する要素を計測することはできま
せん。）
紛失球の捜索時間が ３分になります。
紛失球の捜索時間が ５分から３分に短縮されます。
(･ ∀ ･) ＜このことは紛失球となる可能性を高めるので暫定球をプレーするプレーヤーが増える
かもしれませんね！
紛失球や OB 球について新しいローカルルールとして、ボールの紛失や OB の場合は 2 打罰をす
れば、ボールがなくなった付近からドロップしプレーできる。
（※プロ競技などのレベルのプレーは対象としていない）
スタンスをとった後、キャディーが後方に立つことはできません。
新しいルールではプレーヤーがスタンスをとった後にキャディーを後方に立つことを禁止して
います。ストロークを行う前にキャディーがその場所を離れたとしても一般の罰 ( ストロークプ
レーでは 2 打 ) を受けることになります。
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ドロップの方法「肩の高さから膝の高さ」
現在のルールは肩の高さからドロップしますが、新しいルールで
は「膝の高さ」からドロップすることになります。
(･ ∀ ･) ＜低い位置からドロップすることで、救済エリアの中に球
を止めやすくなりますね！

自打球や２ 度打ちをしても罰はありません。
打ったボールが自分に当たったり、自分のキャディーや携帯品に当たった場合は、今まで１罰打でしたが、無罰になります。2 度打
ちしても無罰です。偶然、２ 度打ちしてしまっても罰はありません。そのストロークを 1 打と数えるだけとなります。

救済を受けるときにマーカーに報告しなくてもいい
2018 年までのルールでは、救済処置をする場合にマーカーに報告しないといけなかったが、2019 年よりしなくていい。なお、暫定
球をプレーする場合は、これまで通り、
「暫定球をプレーします」と告げなければなりません。
(･ ∀ ･) ＜今まで以上に信頼感と誠実さを求められるね。
救済を受けるときは、いつでも球を取り替えれる
2018 年までのルールでは罰なしの救済 ( 例えばカート道路からの救済 ) で
は球を取り替えることはできませんが、2019 年からのルールでは、罰あり、
罰なしに関係なく救済規則に基づいて拾い上げた球は別の球に取り替えるこ
とができます。
バンカーのルールの緩和
・バンカーで 2 罰打を加えたら、バンカー外にドロップできます。（2 打の罰
を加えれば、球とホールを結ぶ線上でそのバンカーの後方の外側にドロップ
することができます。
）
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・球がバンカー内にある場合、ルースインペディメント ( 木の葉、石などの自然物 ) を罰なしに取り除くことができるようになります。
・手やクラブで砂に触れても罰はありません。
( 但しクラブを球の近くの地面につけてはならないのは従来通りです。）
新ルールでのバンカーでのソール
2019 年から大幅なルール改正が行われたが、
「バンカー内でソール（クラブを地面につけ
ること）をしていいのか？」という質問をよく耳にします。
旧ウオーターハザード、今の呼び名でペナルティーエリア（池や小川など 水のある場所、
砂漠、ジャングルなど）ではソールはＯＫとなっています。
バンカーはペナルティーエリアではなく、あくまで「バンカー」なので、ペナルティーエ
リア扱いだと誤解しないようにしましょう！
回答：新ルールにおいてもソールは今まで同じで「禁止」。
ボールを打つ前にクラブのソールが砂に触れてしまうとプレーヤーは 2 打罰のペナルティが課されることになります。
再度確認ですが、バンカーと一緒だった「ハザード」というゴルフ用語はなくなります。
ペナルティーエリアとバンカーを分けて考えないといけませんね！
キャディーはパッティンググリーンの球をマークして拾い上げることができます。
現在のルールでは、キャディーであってもプレーヤーの球を拾い上げる場合はその都度承
認が必要です。新しいルールでは、パッティンググリーンの球に限っては、キャディーが
プレーヤーの承認を得なくてもマークして拾い上げることができます。
パッティンググリーン上でのルールの緩和
★パッティングするときに、ピンフラッグ（旗竿）を立てたままパットすることができます。
（もしパットした球がホールに立てられ
ているその旗竿に当たっても罰はなく、球はあるがままにプレーします。）
(･ ∀ ･) ＜パッティングの時にフラッグを抜き差ししなくていいので時間を節約になるでしょうね。
★パッティンググリーン上のプレーの線に触れても罰はありません。
（･ ∀ ･) ＜例えば、キャディーさんがねらい目を指で触ることも違反ではありません。
★パッティンググリーン上で偶然に球を動かした場合も無罰。
(･ ∀ ･) ＜おっとっと、すいません、気づかずにボール動かしちゃいました。★パッティンググリーン上の損傷箇所 ( 人、動物、乗り
物などによって作られたもの ) を修復できます。
パッティンググリーンの損傷箇所 ( 人、動物、乗り物などによって作られたもの ) を修復することができ ます。例えば、動物が足跡
をつけてたら直せる。
(･ ∀ ･) ＜もちろん自然に凹んでたり歪んでいるところを直すことはできません。
2019 年のルール改正によりピンを抜かなくてもよくなりました。
そもそも、プレーの進行スピードを留意したものであると思いますが、どちらがい
いのでしょうか？というお客様の質問にお答えします。
回答：プレーの進行のスピードと、パッティングの確率からしてもピンを刺したま
まプレーしたほうがいいでしょう！
ピン（ピンフラッグ）を刺したままのほうがいい
PGA ツアーのプレーオフシリーズで怒涛の 2 連勝などの功績をもつブライソン・デシャンボー。独自のゴル
フ理論により「ゴルフの科学者」とも言われていますが、彼も「ピンを立てたままパッティングする可能性がある」と語っており、
またゴルフダイジェストのライター・児山和弘氏も「一言でいって、ピンを抜いてパットする場合より、差した状態のほうが圧倒的
に入ると思います」と説いている。
救済エリアを計測するクラブ
1 クラブレングスや 2 クラブレングスの救済エリアを計測する場合に使用するクラブは、プレーヤーがそのラウンドのために持ち運
んでいる最も長いクラブ ( パターを除く ) となります。
「球が動いた」の罰の免除や軽減
新しいルールでは次の場合に球を動かしたことの罰が免除されます。・球を捜しているときに自分の球を動かした場合
・パッティンググリーン上で偶然に球を動かした場合・ルールに基づいて球をマークする、拾い上げる、リプレースするときに球を
動かしてしまった場合
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Ｑ１の答え
母親と息子。

Ｑ２の答え
英語に訳すとつづりが反対になるもの同士のグループ。
犬 DOG

←→

GOD 神

壷 POT

←→

TOP 頂上

十 TEN

←→

NET 網

Ｑ３の答え
息子が誘拐され、刑事たちが逆探知のために家に張り込んでいるというのは
よくあるパターンだが、この問題の場合は、この母親と刑事たちこそが人質だっ
たのだ。息子が母親の命を助けてくれと言っていたことを、犯人が別室から電
話で教えたのだ。

Ｑ４の答え
あらかじめ問題集の全部の選択肢にマルを付けておけばよい。
全部にマルが付いていれば、どれにもマルが付いていないのと同じこと。
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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

次号掲載者には編集部より締切等ご連絡いたします。

題名 「発電方法の種類と仕組み」

浮津吉裕【所属：女川原子力発電作業所】

みなさんお疲れ様です。自分は平成２９年１０月から女川原発で、仕事をさせてもらっています。そこで今回、発電方法
の種類と仕組みについてお話しさせていただきたいと思います。
まず、発電の方法は何種類ぐらいあると思いますか？実験段階の細かいものを合わせると数百にも及ぶそうです。
その中でも主要な７つを紹介します。
最初に紹介するのは、火力発電です。日本国内で生産される電力の６割～７割は火力発電で賄われている発電方法です。
明治時代に初めて火力発電ができてから、主力の発電方法になります。
火力発電の仕組みは、簡単に言えば蒸気機関車と同じです。
燃料を燃やしてボイラーの水を加熱し、水蒸気を作り出し蒸気圧でタービンを回し発電します。
この方式を「汽力発電」と言います。
火力発電ではこの「汽力発電」が主力となっていて、主な燃料は、石炭 /
石油 / 天然ガス（ＬＮＧ）といった「化石燃料」を使用します。
その他に「内燃料発電」
・
「ガスタービン発電」
・
「コンバインドサイクル発
電」があり、これらが火力発電の代表的な発電方法になります。火力発電
は発電効率がよく、発電量の調整が容易なので季節や時間帯によって変動
する需要量に応じて、電力の供給量を調整する事が可能です。
ただ、火力発電を維持するために大量の化石燃料が必要となる為、これら
を燃焼させることにより温室効果ガスの発生、酸化物の放出など地域環境
への影響が問題視されているため、再生可能エネルギーを活用した代替発
電方式の研究が進められているそうです。
次に紹介するのは、国内で生産されている電力で二番目に多い原子力発電
です。約２割くらいが原子力で賄われています。
本来は、この原子力発電所の仕組みについて詳しく説明しようと思ったんですけど、大人の事情？の為、簡単に説明します。
基本的には火力発電と一緒で水を温めて水蒸気を発生させ、タービンを回転させて発電します。仕組みは、火力発電と同じですが化
石燃料を燃やす火力発電に対し、原子力発電は核燃料を使用した発電設備です。
核燃料は凝縮ウランと呼ばれ、これに中性子を当てると原子核が分裂し、２～３個の中性子とともに熱エネルギーを放出します。
この２～３個の中性子は次々にウランに接触して核分裂が継続する連鎖反応が起き、大きな熱エネルギーを発生させます。
ちなみにウランは、約３年ほど核分裂を続けることができるため、少量の資源で長期間エネルギーを生産する事ができるそうです。
また、原子力発電の場合大気中に二酸化炭素などの温室効果ガス排出量はほとんどなく、地球温暖化への影響がないのが特徴です。

原子力発電の仕組み
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核分裂の仕組み

３つ目に紹介するのは水力発電の種類と仕組みです。
水力発電は、山間部に多く設置されている発電設備で水の流れでタービンを回転させ、電気を生み出す発電方式です。使用する水は、
自然を流れるものなので燃料費がかからない事も特徴です。
また、日本国内は山間部が多いため、水力発電用ダムを構成する環境には有利とされているそうです。
問題点はダムを造ったり、山間部の水の流れを切り替えたりするなど、水力発電設備を設置するためには大規模な自然の改変が必
要になるため、環境への悪影響や長期間ダムを使用する事により土砂などが滞留し、発電量の低下や雨が少ないと発電能力を確保で
きないなど、自然の影響を強く受けることが問題点となっています。

水力発電の主な４種類の方式
４つ目からは再生可能エネルギーついて紹介します。
再生可能エネルギーには、太陽光発電・風力発電・
地熱発電・バイオマス発電などがあります。
まずはじめに、太陽光発電から説明します。
太陽光発電は、太陽電池と呼ばれる「ｎ型シリコ
ン」と「ｐ型シリコン」を重ね合わせたパネルを使
用した発電用パネルを利用します。
日射が太陽光パネルに当たると、プラス電荷とマ
イナス電荷が発生して電流が生み出されます。
太陽電池によって発生する電気は直流なので、住宅
の設備に接続するためには、交流の１００Ｖに変換
しなければダメなのでパワーコンディショナーをと
おすことにより、直流を交流に変換して周波数と電
圧を安定させています。
太陽光発電の最大の長所として、太陽光はほぼ無限にあるので、
発電に際しての燃料費がかからない事です。
また設置条件としては、
「太陽光が当たる場所」くらいしかないので、
屋根の上やビルの屋上など狭いスペースを有効活用できるのが、長
所と言えます。
環境にも優しい太陽光ですが短所もあります。
夜間や雨天時は発電出来ません。
太陽光パネルだけを電源として活用するのは困難で、蓄電池を併用
するとコストがかかるため、多くの課題があるといわれています。
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次に風力発電です。風力発電には、
「洋上型」と「陸上型」の２種類があります。両方とも発電の原理は同じで、風力エネルギーを
プロペラの回転駆動部に伝達し、発電機を稼働させることにより電力を生み出します。自然エネルギーである風力を利用しており、
太陽光発電と同様に化石燃料の燃焼がなく、クリーン電力に分類されます。
風力発電設備の仕組みは、風を受け止め
る大きな羽（ブレード）を組み合わせた
「ロータ」と電気を作る発電機や増速機
が入っている「ナセル」や、それらを支
える「タワー」の３つでできています。
高い空を流れる強い風をブレードで受け
止めるとロータが回転し、その後ろにあ
るナセルに伝わり、ナセルの中では、増
速機がロータから伝わってきた回転ス
ピードをさらに速くします。
そして、より速くなった回転の力を発電
機に伝え電気に変えます。
風力発電の中でも注目されているのが
「洋上風力発電」です。
洋上風力発電は、海や湖などに設置され
発電させます。
洋上風力発電には、大きく分けて「浮体式」
・
「着床式」があります。浮体式洋上風力発電ですが、これは洋上に浮かんだ浮体式構造
物を利用する工法です。
水深５０メートルより深い場所では着床式工法は採算性が悪くなるそうです。この着床式のデメリットを克服する形で注目されてい
るのが浮体式洋上風力発電です。

浮体式洋上風力発電の種類

着床式洋上風力発電の種類

着床式の特徴としては、プラントの基礎を海底に固定する点が挙げられます。日本でも、この着床式洋上風力発電は行われており、
代表的なもので銚子市の洋上風力発電が有名みたいです。（観光スポットにも指定されているそうです。）
クリーン発電とされている風力発電は、太陽光発電と同じく風は無限に発生し続けるので、燃料費がかかりません。また、太陽光
と大きく違い、風が吹いていれば夜間でも発電が可能です。
ちなみに、風力発電に適している風速は１０～２５m/s だそ
うです。
夜間でも発電可能など、太陽光にはない長所がある一方で、
風量によって発電量が影響を受けるという短所もあります。
また、プロペラに鳥が接触したり、陸上型だと羽の回転によ
る騒音問題もあります。
洋上型は、騒音問題が起きにくいが、建設は大がかりな工事
になる為、建設費用がかかります。特に海底基盤の建設や海
底送電ケーブルの敷設がかなり上乗せされるそうです。
洋上型風力発電
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６つ目に紹介するのは地熱発電です。地球内部に蓄えられている地熱を利用した発電方法です。地球の中心は６，０００℃の高温度の
内核があり、地下５～１０Ｋｍの位置には「マグマ溜まり」と呼ばれる１，０００℃程度の熱を発生させ続けている地点があります。
このマグマ溜まりの上部で熱回収し、蒸気を発生させてタービンを回す発電方式です。日本には地熱発電に必要な資源が豊富にある
といわれています。日本は活火山が多いので地熱が発生しやすく、地熱資源量は世界第３位と言われています。
しかし現状では、日本で地熱発電はほとんど行われていません。地熱発電ができる場所には温泉があるため、温泉を温めていたエネ
ルギーを別のことに使用するため、温泉の量が減る、枯渇するといった問題が発生する可能性があります。また、地熱発電に適して
いる土地のほとんどが国立公園となっていることが多く、景観に悪影響を及ぼすとされているからです。また、高温蒸気を掘り当て
る必要があるため、開発にかかるリスクやコストが非常に高いそうです。調査を行ってから、実際に地熱発電を稼働するまでには、
約１０年もの月日がかかるといわれています。その為、地熱発電による電力供給実績は、国内の総電力供給の３％にも満たない普及
率だそうです。
最後に紹介するのは、
「バイオマス発電」です。バイオマスとは、動植物等の生物から作り出される有機性のエネルギー資源で、そ
のエネルギー源を燃焼したり、あるいは一度ガス化して燃焼
したりして発電する仕組みをバイオマス発電と言います。
バイオマス発電は燃やす燃料とその燃焼方法によって、大
きく３つの種類に分かれます。
１つ目は「直接燃焼方式」です。
直接燃焼方式は、木くずや間伐材、可燃性ごみ、廃油などを
燃料として使います。木くずなどは、木ペレットという小さ
い固形状の燃焼物に、間伐材などは粉砕して木質チップ等に
加工する事で、輸送しやすくするとともに燃焼効率を高め、
エネルギー変換効率を高めることができます。

直接燃焼方式の仕組み
２つ目は、燃料を熱処理することでガス化し、ガス
タービンを使って燃焼させることで、発電を行う熱
分解ガス化方式。
熱分解ガス化方式も木くずや間伐材、可燃性などを
燃料として使いますが、直接燃焼させるのではなく
加熱することによって、ガスタービンを回し発電さ
せます。

分解ガス化方式の仕組み
３つ目は、燃料を発酵させるなど、生物化学的にガスを発生
させ、そのガスをガスタービンで燃焼させて発電する生物化
学的ガス化方式です。生物化学的ガス化方式は、家畜の糞尿
や生ごみ、下水汚泥などを燃やすのではなく発酵させること
で、メタンなどのバイオガスを発生させて、ガスタービンを
回すことではつでんを行います。
燃料を燃やすとＣＯ２を発生するので環境への影響が問題になるのでは？と思われるかもしれませんが、バイオマス発電は
生物化学的ガス化方式
「カーボンニュートラル」という考え方で燃焼を行っても結果的に大気中のＣＯ２の増加につながらない発電方法とされています。
また、ごみ処理場の近くに設置することで燃料調達のコストを下げることや、環境面でも過密になった森林から余分な木を間引く事
で生じる間伐材を有効利用できるので、森林資源の適正な保護にも繋がることから、大きな期待がされているそうです。
以上が日本で生産されている電力の主要な発電方法７つでした。

次回は工事部の

大久保部長さんお願いします。
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コラム：編集委員の独り言…
「現場の失敗と対策」編集委員が現場の中で感じた思いや、技術者に関わる情報を綴っています。

建築と土木、どっちがバカなのか？
見下されている土木施工管理技士
建設業界人はよく、
「建築と土木の施工管理技士は、どちらが偉いの？」と比べられる。
何をもって偉いのか分からないし、そもそも分野が違うから比べること自体がまず間違いなの
だが、世の中の風潮では建築のほうが偉くて優秀で、土木のほうがバカだと思われている。
建築の施工はミリ単位の細かな作業が伴い、土木の施工よりも細かな技術が要求されるといっ
た実にしょうもない理由で、土木は建築よりも下に見られている。
確かに建築施工管理技士は土木施工管理技士よりも細かい施工管理が要求されるのはその通りかもしれない。
土木施工管理技士は、構造物を造る時でも規格が設計値内に収まっていれば、多少の誤差は許容範囲であることが多い。
しかし、建築施工管理技士の場合、ビルや建築物などを設計するため、小さな誤差で建物そのものの設計が大きく変わってくる。そ
ういった細かな作業を要求されることから、建築施工管理技士は土木施工管理技士よりも上というイメージが勝手に定着したのであ
ろう。
しかし、むしろ土木のほうが難しいから、みんなに理解されていないんじゃないだろうか？

建築大工に土木の話は理解できない

ちなみに、私に、「建築の施工管理の方が難しいんでしょ？」と言ってくる輩がたまにいる。しかし、はっきりと断言しておこう。
土木施工管理技士は、建築施工管理技士に劣ってなどいない。むしろ優れていると言っていい。
当たり前と思われるかもしれないが、建築の施工管理をしている人間がいきなり土木分野に飛び込んでもほとんど使い物にならない。
例えば、型枠作業の際にも、建築大工の型枠の組み方と、土木作業員の型枠の組み方は異なる場合があるように、建築と土木は全く
性質が異なるからだ。
一番代表的なのは、「レベル回り」という考え方が建築大工には理解できないことだろう。土木分野での型枠は、折れ点と縦断勾配が
重なった複雑なものを組み立てることが多い。その際に、必ず必要となってくるのが「レベル回り」という考え方である。
型枠の折れ点の部分で縦断勾配が変わっている場所では、水平器などを用いて、折れ点から水平に回転させながら型枠を組み立てる
場所をマーキングしていく必要がある。この作業をせずに、型枠をスケールの値で設計値通りに組み立ててしまうと、そのポイント
だけ構造物の幅が変わってきてしまう。建築大工にこのことを説明しても、今まで理解してくれたことは一度もない。

応用力とスピードも土木の方が上

土木分野は、応用力を建築分野よりも多く求められる。建築は基本的に用意された材料を使って図面を見れば、問題なく施工でき
る状況がほとんどだからだ。
しかし、土木は山の地形や地盤などによって施工状況が大幅に変化するため、現場ごとにその場その場での判断が求められる。
法面の現場ならば、既設の水路が逆勾配に設置してあり水の排水が出来ていない現場にも直面したこともある。地形的に勾配をつけ
て自然排水するためには、地盤を大幅に下げる必要があった。しかし、そのような大掛かりな工事をしている時間と余裕などなかった。
そこで、既設の水路を撤去し、新しい水路を再設置するのではなく、ある程度の深さまで床掘を行い、大型の集水桝を設置して、そ
の通りにコルゲート管を通して埋め戻しを行った。そうすることで、今まで排水されなかった水が、コルゲート管を通して綺麗に排
水されるようになったのだ。
土木技術者は常に、最善の施工方法とコストを考えながら施工している。一つの仕事を行うのに、ここまで頭を捻って考えることが
あるだろうか？

結局、建築と土木どっちがバカなのか？
ここまでの話を聞いて、まだ建築よりも土木の方が下だと言えるだろうか。
そもそも、土木施工管理技士と建築施工管理技士を比べることが間違っている、と思うかもしれない。
だが、待ってほしい。勝手に比べられて勝手に低い評価を受けているのはわれわれ土木施工管理技士だ。決して建築施工管理技士に劣っ
ているとは思わないし、むしろ私からすれば「建築施工管理技士の方が優秀だ」と言っている人は何を基準に言っているのか、意味
が分からない。土木の仕事は単純なものではないし、誰でも出来ることではない。勝手な偏見と評価はあまりに失礼な侮辱であるか
らやめていただきたい！
まあ、私から一つ断言できることがあるならば、土木施工管理技士を勝手に見下しているあなたが一番バカだということだ。
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村田とは面識がないのだが、新聞などで

動くとなると、より一層身が引き締まる。

大きい。それに特捜がアンダーグランドで

捜査に従事してきたが、今回の事件は一際

いて、である。今までいろんな刑事事件の

何となくホッとするのだ。気分的に落ち着

事件捜査で仕事は休めないのだが、土日は

ティータイム小説
連載企画 第 20
話
そしてまた一日が過ぎ、週末も近くなる。

人ということになる。刑事が人を殺すなど

る北新宿の雑居ビルに出入りした警官が犯

なると、事件当日の犯行時間帯に現場であ

東川を殺害し、口を封じたと目された。と

しまう。どうやら裏金の件で警察関係者が

すとは。並じゃない。そう来たかと思って

の不正を摘発するため、率いる特捜を動か

好をしていても。それにしても村田が警察

上下とも黒服姿で、いかにもそういった格

色がある。本来的にデカは地味なのだった。

のだ。ああいったスクリーンでは大いに脚

環境の実態であり、現実だと。

うもない。思っていた。これが刑事の職場

狭い部署は何かと窮屈なのだが、どうしよ

ち 同 僚 刑 事 に 挨 拶 し た 後、 帳 場 に 詰 め る。

査本部へ向かった。そして月岡や、吉倉た

署に着き、刑事課を通り抜けてから、捜

のか？解せなかった。

だが、警察も身内の不正は強引に隠蔽する

のかもしれない。普通はそこまでしないの

持っていた人間の口を封じる必要があった

の一員として、そう思うこともある。

執着するのは致し方ないことだった。組織

家や官僚などは悪事を働きたがる。何かに

のに……。もちろん、いつの時代でも政治

だから、不正な金など作らなくても済んだ

きいのだし、予算など潤沢に回ってくるの

う？警察自体、警察庁が元締めで組織が大

なぜ警察上層部は裏金などを作ったのだろ

帳 場 に 詰 め な が ら、 ず っ と 考 え て い た。

放される。勤務が終わり、捜査本部を出て

辛く悩ましい一日が終わると、気持ちは解

が 来 て く れ る こ と は 嬉 し い の だ が ……。

だから。

パが掛かったら、警察の信頼が失墜するの

止めるために。警視総監である岩尾にワッ

何とかならないか？被害を最小限度に食い

火の粉が降りかかると、信用問題にもなる。

に麗華からメールが届いた。 今
< 夜お店が

から、すぐに帰宅した。自宅には麗華がい

て、食事を準備してから、待っていてくれ

ろんな権利を持っている。確か年齢は五十
一言言って帳場を出てから、街を歩き出す。

てくる。署内の捜査本部にいた刑事たちに

一日が終わり、街にはまた夜の帳が降り

カメラの位置を予め探っておくこともする

は、 問 題 外 だ。 お そ ら く 警 察 関 係 者 な ら、

犯人がカメラの死角に映っていた場合など

するとなると、時間が掛かる。それに仮に

カメラが設置してあるからだ。全部を照合

事件捜査があるから、休めないのだ。

と向かう。疲れたなどとは言ってられない。

を押して 分
< か っ た。 じ ゃ あ ま た ね と
>
打ち返し、送信した。そしてそのまま署へ

吸を整える。一夜が更けて、すぐに朝になっ

くりと性交し続けた。達した後、互いに呼

を取った。

た。一言「ありがとう」と言ってスーツを

代半ばで、キャリアの役人だから、定年後
疲れていたのだが、足取りは軽い。明日も

は手間取っていた。一つのビルに複数台の

そ の 日 は 一 日 中 悩 ん で い た。 夜、 麗 華

は見たことがあったから、顔や経歴などは
考えにくく、不気味だったが……。

翌日月曜は祭日で、朝方、手元のスマホ

知っていた。地検の検事正というのは、そ

北新宿の雑居ビル内の防犯カメラの解析

の部署の上級検事ということだ。主任でい

は法曹関係のいろんな部署に天下りや渡り
通常通り勤務があり、心はやや重たかった。

大会で主賓の席に座っていたから、顔は分
ろう。歌舞伎町交番は単なる派出署とは言

街の悪は温存されたままだ。篠田も大変だ

歌舞伎町にはネオンが灯っている。あの

の大方の見方である。おそらく新宿北署の

き取られた――、これが警察の捜査関係者

タの詰まったフラッシュメモリが手から抜

き落とされて、転落死させられた後、デー

ホシと東川が接触し、害者が階段から突

「ああ、おはよう」

「おはよう」 と挨拶した。

入り、吉倉に、

勤務する警官も減る。自然だ。捜査本部に

人 間 は 疎 ら だ っ た。 窓 口 業 務 が 休 み だ と、

署 に 着 き、 刑 事 課 を 通 り 抜 け て い く と、

月岡がいた。この上司は大抵朝が早い。部

午前八時前に帳場に着くと、フロアには

うだ。

する。疲れはあったのだが、何とか持ちそ

飲んだ後、上下ともスーツに着替えて出勤

てキッチンへ行き、コーヒーを一杯淹れた。

まだ眠っていたので、起こさないようにし

た。午前六時には目が覚めている。彼女は

その夜、混浴してからベッドで絡む。ゆっ

脱ぎ、部屋着に着替える。そして共に夕食

などを繰り返すだろう。まさに雲の上の人

だろう。とにかく難しい捜査だった。

休みだから、来るわね と
> 。一言だけだっ
たが、ちゃんと用件が伝わる。返信ボタン

だった。
事件解決までは仕方ない。そう思い、何と

か っ て い た。 ふ て ぶ て し い 感 じ の 男 性 で、

え、一際危険なのだし。察するところがあっ

相方は銜えタバコのまま、パソコンの画面

岩尾警視総監も言わずもがなでキャリア

あまりいいイメージはない。常に何かを考

デカたちも、そういった推理・推察で動い

に見入っている。何か掴んだわけじゃない

が、警察官が公金を使い回したことは大問

の金ということになる。額面は少ないのだ

誰がどこにどう流したのだろう？まさに闇

大抵、午後六時前後は夕方のラッシュがあ

い。ラッシュに巻き込まれて、疲労が増す。

に乗り込む。混雑していたのだが、仕方な

新宿駅の地下鉄のコンコースから、電車

向かっている。まあ、この男も相方なのだ

る吉倉もタバコを吸いながら、パソコンに

午後も時が流れていった。隣のデスクにい

そ し て そ の 日 も 過 ぎ て い く。 昼 を 挟 み、

おそらく不祥事が公になるのも時間の問題

上層部の人間たちを捜査対象としていて、

た。村田も部下の岡倉や韮山を使い、警察

捜査を始めた以上、泥仕合になりそうだっ

だろうが、東京地検特捜部が警察に対する

める。月岡が警察上層部の使い回した五億

言い交わして、互いにデスクで仕事を始

「ああ、おはよう」

「おはようございます」

下たちが来る前に一仕事なのだろう。

か踏ん張っていた。

え、画策している。そういった男だった。

た。昔は交番勤務だったのだから。それに

ていると目された。

題になるのだ。思っていた。知らないわけ

が、捜査にはあまり能がない。こういった

の裏金の件や、それを捜査する村田たち特

り、覚悟はしているのだが。
自宅マンションに帰り着き、スーツを脱

れていた。その口座は金の出し入れをする

人事件を捜査する警察も、それを側面から

捜の動きを察知していて、いろいろと手を

金曜も朝から捜査本部に詰めた。所轄に

いで部屋着に着替えキッチンに立ち、夕食

査本部を出て、署外へと歩き出す。疲れて

際、使われていて、使用した人間は足が付

見据える検察も、そして今回の裏金の件に

だと思えた。上の人間たちも何かを考える

配属されている外回り担当の捜査員は皆、

を作り独りテーブルで食べる。幾分気が抜

かす、個人情報等は一切特定されない仕組

関することも、裏側で絡んでいるのは警察

警 官 も い る な と 言 っ た 程 度 で、 も ち ろ ん、

必死になって福野富雄や、東川幸生を殺害

けた。食事後、入浴して寛ぐ。午前零時ま

いて帰宅前に新宿駅のすぐ近くにあるおで

みになっている。いざとなれば、口座さえ

の 上 の 人 間 た ち だ。 実 に 明 瞭 な の で あ る。
ると、当惑する。やはり、東川幸生を雑居

を着て、ネクタイを締めている以上、格好

もかかわらず、通常通り出勤した。スーツ

一夜明け、翌日も本来なら休日であるに

捕となる。思っていた。危険だと。警察に

れれば、警察上層部は総退陣、そして総逮

座の存在や、出し入れの記録などが暴露さ

の人間が探るつもりのようだ。仮にその口

やり方は汚いのだが、実際そうだった。

人に便乗して、始末しようとしているなと。

思っていた。警察が自分たちの不祥事を殺

だが、いずれ事のあらましは分かる。殺

しては何も言わないから、不気味だ。

尽くしているのは見えていた。その件に関

したホシを追っているだろう。事件が急展

で起きていて、日付が回る頃には眠った。

ん屋で夕食を済ませてから、地下鉄に乗り

閉じれば、出入金の記録は全部伏せられる。

ビル内の階段で転落死に見せかけて殺害し

は堅気で自然と仕事に馴染む。

五億の裏金は一つの架空口座内で管理さ

開することがなかったにしても、わずかな

翌朝、午前六時には目が覚め、起きてか

込み、自宅マンションへと戻った。電車に

何とも便利な代物だ。それを村田たち特捜

だろう。

手がかりなどを元に犯人を追うデカたちの

らスーツに着替える。そしてコーヒーを一

揺られながら、スマホを見る。さすがに眠

コーヒーは食後に一杯と決めている。疲れ

たのは警察関係者なのか？警察上層部の使

その日も一日が終わり、午後五時には捜

態度は真摯だ。彼ら・彼女らの働きは認め

気までは差さなかったのだが……。

は あ っ た。 慢 性 的 に 体 が 重 た い。 椅 子 に

い回した五億の裏金の件に関し、データを

警察が殺人事件を引き起こした側だとな

杯飲んだ後、カバンを持ち、部屋を出た。

座ったままで、足腰が痛む。刑事はテレビ

次号へ続く

ドラマや映画などで見るほどタフじゃない

胃 の 調 子 は 元 に 戻 り つ つ あ っ た。 一 応

るしかない。拙速ではあっても……。

俺個人の感じ方なのだが……。

がないと。

係を何も知らないとなると、五億の裏金は

組の警察官だ。以前、警察官の剣道の全国

仮に岩尾が村田に言ったように、事実関

交番の駐在は街の何でも屋なのだし。
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