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新担い手三法について改正点をわかりやすく解説
令和 2 年から「新・担い手三法」が施行されました。
具体的に何がどう変わったのかを、国土交通省の資料を参考に解説します。
新担い手三法とは【改正点の概要】担い手三法とは、下記の 3 つの法律のことです。
品確法

建設業法

入契法

改正内容の概要は下記のとおり。
予定価格の適正な設定

歩切りの根絶

ダンピング防止対策の強化

社会保険加入率アップ

i-Construction の推進

長時間労働の対策強化

週休 2 日制の導入

建設業の許可の変更

簡単にいうと、働きやすい業界にして人を呼び込もうという改革です。
建設業界は、人材不足

高齢化が進んでいるため、新担い手三法に改正された感じです。

新・担い手三法の改正は、主に 3 つの項目に分かれています。
建設業の働き方改革の促進

建設現場の生産性の向上

持続可能な事業環境の確保

それぞれの項目の詳細をわかりやすく解説していきますね。
「建設業の働き方改革の促進」の内容は、下記の 3 つです。
１、工期の適正化【著しく短い工期の禁止】

２、公共工事の施行時期の平準化

３、下請け代金の支払は現金にする

工期の適正化【著しく短い工期の禁止】
著しく短い工期の請負契約が禁止になります。
発注者側
著しい短い工期の防止施策

建設業者側

著しく短い工期の請負契約の締結禁止

細かい工程と、工程ごとの作業と日数を

地盤沈下など工期に影響が出る事象を認

見積もりで出す

識しているなら、契約前に建設業者に情

工事しない日・時間は書面で明記して相

報提供する

互に署名・捺印
※週休 2 日、祝日、年末年始、夏期休暇、多雪、など

工期の変更

必要があれば、工期を延長しなければならない

天候不良などやむを得ない理由で工事が間に合わな
い場合は、発注者に工期延長を請求できる

著しく短い工期の

元請けと下請けが著しく短い工期の禁止に違反

発注者が著しく短い工期の禁止に違反した場合は、

禁止に違反した場合

していると気づいたら、許可行政庁に報告しな

許可行政庁に報告。

ければならない ( 公共工事の場合 )
元請けには支持処分が下る

可行政庁から発注者に勧告がいき、発注者が許従わ
ないと公表されてしまう。
許可行政庁は、発注者に報告や資料を求めることが
できる。
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ちなみに、「著しく短い工期」の判定方法は下記の 2 つ。
１、中央建設業審議会の基準を参考にする

２、過去の似た工事を参考にする

最終的には、許可行政庁が工事ごとに判断することになります。
発注側は、工事の従事者が、週休 2 日

36 協定内の残業時間

で働けるように、最初から契約することとなります。
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公共工事の施工時期の平準化

季節によって波の激しい公共工事が、1 年内でできるだけ平準化されるようになります。
4 ～ 6 月の閑散期も、公共工事が増えるイメージですね。
発注者 ( 国や地方自治体 ) は、2 か年国債やゼロ国債を活用して、工事を依頼します。
3 月までの駆け込み工事ではなく、年度をまたぐ場合も工事の平準化の目的で国債を活用。
建設業者側が工事開始日を選択できる方式を積極的に活用するそうです。
やむを得ない理由で工事が年度をまたぐ場合は、速やかに繰越手続きを開始。
発注の前年度に設計と積算を終わらせて、発注年度の始めにスムーズに発注手続きをする感じです。
4 ～ 6 月の工事の目標設定をして、早期発注を行う流れです。

下請け代金の支払は現金にする
元請け業者は下請け業者の技術者のために、下請け代金を現金で支払うことになります。
多くの下請け業者は、技術者・労働者に対して現金で日当を払っています。
なので、現金

銀行振り込み

銀行振手小切手

など、現金払いしやすい形で支払い

ます。
また、下請けの技術者・労働者に適正な報酬を払えるよう、適正金額で下請け契約を締
結しなければいけません。
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建設現場の生産性の向上
具体的な内容は、下記のとおり。
１、監理技術者の専任の緩和

２、技術検定制度の見直し【技士補の登場】

３、主任技術者の配置義務の見直し

４、建設資材製造業者への勧告

５、知識・技術・技能の向上
1 つずつ解説しますね (^^)

監理技術者の専任の緩和
従来は、請負金額 3500 万円 ( 建築一式工事は 7000 万円 ) 以上の工事は、現場に 1 人専任の監理技術者が必要でした。
しかし今回の改正で、新たに「技士補」という資格が作られます。
技士補の資格保有者を現場に専任でおくことで、監理技術者は 2 現場まで兼務することができるようになります。

技術検定制度の見直し【技士補の登場】
前述の「技士補」という資格が新設されます。簡単にいうと、施工管理技士の補助資格です。

施工管理技士の

学科試験→合格

実地試験→不合格

の人に与えられる資格です。
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主任技術者の配置義務の見直し
従来はすべての現場に、元請け・二次請け・三次請け問わず主任技術者が必要でしたが、条件が緩和されます。

ただし、鉄筋工事、型枠工事に限定されているので、すべての工事対象ではありません。

建設資材製造業者への勧告
建設資材製造業者が、意図的に不良品を納品

検査員が不正を報告しない

という場合の対処法が整備されました。

具体的な対処の流れは、下記のとおりです。
１、立入検査

２、勧告

３、命令

４、罰金

５、公表 ( 勧告に従わない場合 )

知識・技術・技能の向上
建設技術者はスキル向上のために、下記を積極的に取り組まないといけません。
１、技術者などの研修の参加

２、Web 上で公開している動画で職人の技術を学ぶ ( 多能工の育成 )

３、登録基幹技能者資格の取得

４、技術検定の受検
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５、キャリアアップシステム ( 業界共通の評価基準 )

建設業の週休 2 日は 2021 年度末までに実施予定【でも問題は多い】
建設業界では、まだ 7 割近くの会社が週休 1 日 + 第 2．第 4 土曜日です。
でも業界の高齢化が進み、このままでは若手から嫌われて、さらに問題が大きくなることは必須。
国や業界団体を筆頭に、週休 2 日への取り組みが進んでいます。
週休 2 日はいつから実現するのか？

本当に実現できるのか？

結論、20212 度には完全週休 2 日に向けて業界は動いています。ようは、2021 年東京オリンピック・パラリンピック後に
開始されるイメージですね。
2017 年、日本建設業連合会は業界全体で週休 2 日制を、2021 年実施に向けて動き出しました。
4 週 8 閉所で、土日を休みにする方向です。業界全体で、せーので土日休みにする予定。
実現にはそれしかないからですね。
いわゆる「カレンダーどおりの休み」を目指しています。
週休 2 日にしないと建設業はヤバい「週休 2 日なんて無理でしょ」という声も多いですが、このまま週休 1 日を続けるとヤ
バいことになるかも…。理由は、人手不足。
建設業界の高齢化が進んでいるので、どのみち週 6 稼働は難しくなるでしょう。

週休 1 日では、若手も建設業に就職したがらない。
いつかは強制的に週休 2 日にしないと、若手が入ってこなくて、さらに問題が大きくなることは見えてます。
2021 年に完全週休 2 日を目指すのは、問題が大きくなる前に荒療治をするイメージですね。
まだ 7 割近くの建設業者が週休 1 日で反発も多いですが、大きな改革に障害はつきものといったところですね。
徐々に広がる週休 2 日
反発の声がありつつも、徐々に週休 2 日を取り入れるところが増えています。
国土交通省の発表によると、週休 2 日に切り替えた団体数は下記のとおり。
「週休 2 日なんて、無理でしょ？」という声がまだまだ多い中、着実に週休 2 日は進んでいます。
世論や常識は逆転するポイントがある
携帯電話がスタートした 1980 年代。当時は「固定電話があるのに、どうして携帯電話が必要なんだ？」と、まったく受け
入れられていませんでした。
しかも当時の携帯電話は、電波が繋がらない

重い

料金が高い

など、かなり使いにくいものでした。

みんな「携帯電話なんて、いらないよね」と思っていたんです。
でも、徐々に利用者が増えていき、1996 ～ 1997 年を境に、急に利用者が増え始めました。
ようは「みんなが持ってるから、自分も持つ」というタイミングが来たんです。
そこからはご存知のとおり。携帯電話をもってない人を探す方が大変な世の中になりましたよね。
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建設業界の週休 2 日も、同じことが起こるかもしれません。
「週休 2 日なんて、無理でしょ？」という期間が、「携帯電話なんていらないよね？」と同じ期間かもしれませんよ。
前述のとおり、週休 2 日を取り入れる会社や団体が増えているので、いつか逆転現象が起きる可能性ありです。
そうなれば、週休 2 日が当たり前になるでしょう。
国土交通省も建設業の週休 2 日を推進
国土交通省も働き方改革の一環で、建設業の週休 2 日を後押ししています。
平成 29 年 3 月に策定された「働き方改革実行計画」では、下記の 2 点を発表しています。
１、週休 2 日の作業日数や、作業手順を自動で算出する工期設定支援システムをダウンロードできる
２、週休 2 日に向けてかかった経費を多めに計上できる

建設業の週休 2 日が抱える 2 つの問題と解決案
建設業が週休 2 日制にするにあたって、下記の 2 つの問題があります。

１、日当で働く人の収入が減る

２、工事日が減る

この 2 つの問題点について、国や業界団体が提唱している解決策を解説します。
【問題①】日当で働く人の収入が減る【月給制社員化や賃金補填】
週休 2 日にすると、日当で働く人たちの収入が減りますよね。
この解決案として、日当で働く人たちを月給制の社員にする支援があげられています。
月給制になれば、週休 2 日になっても収入が安定するからです。
「そんなの、会社側が損するだけじゃん」と思いますが、工事の受注金額を増やすが根本解決。
業界全体で週休 2 日の価格を請求するスタイルにできれば、実現できる可能性があります。
工事金額を安くして受注するダンピングの排除を、業界全体で進める予定です。
つまり、業界全体せーので工事単価を上げるイメージ。
日本建設業連合会では、会員企業や協力会社組織を通じて、日当労働者を月給の社員にするまでの間の賃金補填も検討して
います。
【問題②】工事日が減る【発注者に工期の理解を求める・IT 化】
日本建設業連合会では、
「建築工事適正工期算定プログラム」を作成。
週休 2 日でも余裕のある工期を実現するために、下記の 2 つの解決案をあげています。
1、発注者に工期の理解を求める

2、建設業の IT 化をさらに進める

根本解決は、発注者への理解ですね。

そもそも発注者が「いいよ」と言えばいいだけの話なので、業界全体で工期を伸ばすイメージ。
工期についても、ダンピングを排除する取り組みをするそうです。また、建設業界の IT 化は徐々に進んでいます。
国も「i-Construction」を掲げて、IT 化を支援している状況。具体的には、下記のような取り組みを進めています。
１、土木は CIM の導入

２、建築は BIM の導入

３、AI ロボットの開発

４、PCa 化 ( プレキャスト工法 )

プレキャスト工法とは、工場で事前に造ったコンクリート部材を現場でつなぎ合わせる工法で、現場の工数を大幅にカット
できます。
未来の建設業がちょっと見えます (^^)

建設業界が現場に AI を導入！ AI は人間の仕事を奪うのか？ BIM や CIM ソフトの

建築や土木の設計のメリット建設工事の自動化ロボットの開発が進んでいます。
各建設会社が取り組むこと
週休 2 日への移行で各建設会社が取り組むことは、行動計画の作成です。元請けを始め、下請けの会社もすべて行動計画を
作成します。この辺は、日本建設業連合会もフォローしてくれるようですよ。
建設業の週休 2 日で懸念されるのは、制度と現場の乖離
国や団体が週休 2 日を推し進めていますが、現段階で現場との乖離があるのは事実。
それが
「週休 2 日なんて、無理でしょ？」という意見を生んでいます。苦労しているのは、現場の技術者。かえって負担増になっ
たら、本末転倒です。週休 2 日で時間がなくなって、前より忙しくなるんじゃない？
ベテラン技術者はまだしも、若手でまだ経験の浅い技術者は、週休 2 日で業務を回せない危険があります。結局休日労働になっ
てしまい、形だけの週休 2 日になる可能性はありますよね。
「だったら、週休 1 日で今まで通りでいいよ」という声があるのは事実で
す。それでも建設業もニューノーマルな時代に突入する。
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監理技術者講習の有効期間の起算点の見直し
改正建設業法については、左記の述べた改正が実施されることとなっており、１０月１日より第２弾の施行となりますが、
あわせて施行される「建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令」が８月に公布されました。
その改正内容のうち、建設技術者、特に監理技術者の方に直接関係するのは【監理技術者講習の有効期間の起算点の見直し
について】ではないでしょうか。
これまで監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても「その日の前５年以内に行われた講習を受講していな
ければならない。
」とされていましたが、本改正により「講習を受講した日の属する年の翌年から起算して５年を経過しな
い者でなければならない。
」と規定されました。
※附則により、本規定については令和３年１月１日より施行
これにより、例えば平成２８年３月１５日に監理技術者講習を受講された方の有効期間は、令和３年３月１４日ではなく、
令和３年１２月３１日に変更となります。

【監理技術者講習の有効期間】改正前後のイメージ
これまで、忙しい年度末に講習を受講しなければならなかった方もいたと思います。
そういった方が今後は繁忙期を避けて受講することが可能となります。
ただし今後は、監理技術者講習を１年間のうちのどの日に受講しても、期限は５年を経過した年の１２月３１日になります
ので、ぎりぎりになると年末の忙しい中に受講することになりかねないので注意が必要です。
（※１）建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第 30 号）、
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第 35 号）
（※２）建設業法施行令の一部を改正する政令（令和 2 年政令第 171 号）
監理技術者とは？
元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が 4,000 万円以上（建築一式工事は
6,000 万円以上）になる場合に当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。
監理技術者の配置が必要な工事は、以下のとおりです。
特定建設業者

発注者から直接請け負った元請負人で合計 4,000 万円（建築一式工事の場合は 6,000 万円）税込み以上の

下請契約を締結した工事
工事現場ごとに専任で監理技術者を配置しなければいけない工事、公共工事、民間工事を問わず、個人住宅を除くほとんど
の工事が対象です。又、監理技術者は他の工事を兼務することが出来ません。
※監理技術者資格を保有する者が監理技術者配置要件となっていない請負工事では、その限りではない。
ｐ 15 から詳細記事
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渡波漁港佐須浜地区の景観はすっかり変わってしまった。
以前の水産技術センター前には砂浜が広がり、夏季には家族連れでのバーベキュー、海水浴客が多く訪れた場所であった。
現在は防潮堤が陸地と海域を隔てる様に建設され、釣り人も入れない重厚な物となっている。
防潮堤の工事は最終期を迎え順調に進んでいる。平成 23 年 11 月から始まった工事は令和 3 年 3 月には竣工を迎える。
9 年半に亘る工事であったが軽微・重大事故の発生もなくここまで工事監理を行った伊藤清貴作業所長（8 年 3 月間従事）
には敬意を払う。
最終請負工事は防潮堤 L=43m・水門＝ 1 門及び背後地のブロック舗装のみである。

長期施工現場の特徴は終盤期に些細な災害を発生させることが統計上多い。本現場もパトロール中に災害に繋がる施設を確
認した。
新設の防潮堤に掛けられた自立枠組足場（写真右上）であるが、枠組足場の一部ジャッキベースが砂に埋没しており、枠
材とジャッキベースの間に隙間が空き荷重が他へ逃げていた。中央部のみが敷き鉄板上に設置されているので、枠組を揺ら
すと左右のジャッキベースが砂にめり込み、枠組足場自体が不安定になっている。敷板の重要性を再確認していただきたい。
転倒防止用に上部を単管にて防潮堤に挟み込み固定をしていたが、枠組足場自体が揺らぎ、上部固定部金具とのコンクリー
トが接触し、せっかくのコンクリートを傷つける状況であった。引き渡しをする成果品への配慮が欠けている。養生をした
上で行うよう指示。知らなかったでは済まない法の遵守をお願いした。

10

敷板の重要性
よくある質問、20cm の厚みがあるコンクリートまたは、敷き鉄板上に枠組足場を組立てます。
この場合法律上敷き板の設置は必要なのでしょうか？というもの。
答えは必要です。法律で決まっています。滑り止めの意味があります。ジャッキベースに釘止めも必要になります。
重量がかかってくると変形してきます。もちろん根がらみも必要ですよ
補足：コンクリート上でも敷板は必要と法律で決まっています。どのような場所で足場を組む場合でも例外はありません

指摘事項

ジャッキベースから外れてしまっている敷板です。
ですが、敷板はこれでいいんでしょうか？

下記のとおり足場の脚部の構成は、法で細かく定められています、敷板については、滑動 ( すべり ) や沈下を防ぐ目

的で設けるものですから、上記の写真のように形だけの敷板は法的には違反となります。( 但し敷板の面積等は規定無し )

★労働安全衛生規則

第５７０条

足場（脚輪を取り付けた移動式足場を除く。）の脚部には、足場の滑動

又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。

是正方法

敷板は専用の木製敷板を用いて、ジャッキベースには釘止めを施します。

釘止めは最低でも２本、上記の写真のように水没してしまうような場所ではジャッキの増し締めを必ず実施してくださ
い、敷板の下がえぐれているようなら麻袋に砂を入れて隙間をふさぐこと。( 砕石や桟木を突っ込む方法は× )
埋め戻しの転圧不足が原因の沈下は足場を組みなおす必要が生じます。

ジャッキベース
鋼管足場用としては使用できません。
・ジャッキベースは「鋼管足場用の部材及び附属金具の規格」（昭和 56 年 12 月 25 日

労働省告示第 103 号）第 74 条によ

り使用高を最大にした場合において、その使用高が 350mm 以下であることと定められています
ジャッキベースの高さが２００mm を超える場合は建枠の許容支持力を低減しないといけない。
つまり、足場の計画を行う場合にジャッキベースの高さのついての失敗例は、ジャッキベースの高さに応じて建枠の許容支
持力が変わることを知らずに計算を行うと NG が出る。しかし
図面上の足場の計画時は地盤レベルは基本的にフラットだけど、実際の現場で組み立てる時は、地盤レベルが当初の想定と
違う場合もあるので「限界値」を予め知っておくことは非常に重要です。
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第4回

建設業の形だけにならない安全管理について④

～～安全施工サイクル活動の活性化
はじめに
前回は、
「特定元方事業者の講じなければならない措置」の中の一部の安全活動の活性化について
述べた。今回は「安全施工サイクル活動」の中から一部の活動の活性化について述べる。

1．安全施工サイクル活動

安全施工サイクル活動は「毎日」
「毎週」
「毎月」
「随時」行われる以下のものがある。その安全施工サイクル活動は、日
常の流れ（サイクル）における実施事項を定型化し、何時、誰が、何をやるかを決め、確実に実施すること。また、「計画、
実施、確認、改善」のＰＤＣＡを回すシステムまでを “ 意識して ” 日常の活動に定型化することが大切である。

◎毎日行われるもの
①

朝礼安全ミーティング

②

ＫＹ ( 危険予知 ) 活動

③

作業開始前点検

④

所長、安全当番等の巡視

⑤

安全工程打合せ

⑥

作業終了時の片付け及び確認

◎毎週行われるもの
①

安全工程打合せ

②

週間点検

③

一斉片付け

◎毎月行われるもの
①

災害防止協議会

②

定期点検・自主点検

③

安全衛生教育・災害事例教育

④

安全衛生大会

⑤

職長会

⑥

作業員管理表の確認

⑦

ヒヤリハット運動

◎随時行うもの
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①

新規入場者教育

②

持込み機械届け

③

作業手順書の確認及び教育

④

一声かけ運動

2．各種安全活動の活性化について
ＫＹ活動の活性化

（1）ＫＹ活動の問題点
ＫＹ活動は、同じような作業が続くとマンネリ化してしまい “ 形だけの安全管理 ” になってしまいがちである。グループ
のリーダーがＫＹ黒板を勝手に書いてしまったり、ひどい時には日付だけを書き換えている場合も見受けられる。この活動
が本当に有効な安全活動だと感じていない人が多いと思われる。
最近、危険予知能力不足と思われる災害事例が散見される。今、危険予知能力を養う安全活動が求められている中で、ＫＹ
活動が最も有効な安全運動と考えられる。

（2）ＫＹ活動の活性化策
ＫＹ活動を活性化し、有意義な安全運動とするためには、この活動を進めるリーダーの力にかかっている。ＫＹ活動には
色々な進め方があるので、日々いろいろな進め方を工夫して、当日の作業について「作業員が自ら考えてもらえる（頭の中
を動かす）
」ように仕向けてマンネリ化を防ぐことが大切である。以下にその進め方の例を記す。

①

現場ＫＹ

最近多くの現場で行われるようになってきたが、室内でＫＹ活動を行うのではなく、作業する現場を見ながら行うと意見
が出やすくなる。

②

指名・予告ＫＹ

意見の出ない人を指名して、
「今日一日何を使って何をするのか言ってください。そしてその作業を行っていく中で、ど
のような危険があってどのようにしたら良いか考えてください。
」と進めて、それでも意見が出てこなかったら。
「それでは
今日一日作業を行う中でどのような危険があるか、そしてその危険を防ぐためにどのようにするかを考えながら仕事をして、
明日意見を出してください」と言って次の日に発言してもらうと意見が出やすくなる。

③

瞑想ＫＹ

最初の 30 秒間で「今日何を使用して何を行うのかを考えてください。」そして 30 秒経ったら次の 30 秒で「その作業中
どのような危険があってどのようにするかを考えてください」と考えてもらってから、ＫＹ黒板を前にして通常のＫＹ活動
を行うと意見が出やすくなる。

④

職種別ＫＹ

「今日は玉掛け作業を中心に考えて見ましょう」とか「バックホーの作業について考えて見ましょう」とか職種を絞って
活動を進める。

⑤

ヒヤリハットＫＹ

「最近、何かヒヤリハットは無かったですか？

意見が出たら、それは何が原因で、その危険を防ぐためにどのようにし

たらいいですか」と言いながらＫＹ活動を進める。

⑥

災害事例ＫＹ

過去の同様作業で発生した災害事例を作業員に問いかけて、話してもらい、一緒に原因と対策を考える。

⑦

不具合時ＫＹ

何か不具合が生じたり、行おうとしている作業が作業手順書と異なったりした場合は、ＫＹ黒板を使用しなくてもいいで
すから、作業を止めて、

・不具合を無くすため、どのようにしたら良いか
・どのような危険があるか
・その危険を防ぐためにどのようにしたら良いか
等をＫＹ手法に則って全員でよく考えてから作業を再開する。
この運動は、リーダーが、作業員それぞれの頭の中を動かし、発言してもらえるように仕向けること
が大切である。
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（3）ＫＹ活動の記録
最近、労働基準監督署から、「ＫＹ活動の記録は残せませんか」と言われることがある。
毎日消されるＫＹ黒板では難しいが、Ａ３用紙に記入すれば毎日の記録として残すことが出来る。その書式例を（資料２）
に添付したので参考にしてほしい。ここに記されている「予想される危険」と「危険を防ぐための行動」が通常のＫＹ活動
表だが、その他に「予想する危険を防ぐために点検しなければならない項目」と「義務付けられている始業前点検項目」の
記載欄も設けている。その他、その「点検を誰が行うのか」、そして、その点検が行われたかどうかを「リーダーが確認する欄」
も設けている。図面が必要ならば裏面に記載するとよい。そしてこの用紙をビニールファイルにはさんで現場に掲示して、
作業終了時に回収し、記録として残す。

( ４）ＫＹ活動における “ 重み付け（危険の評価）” についての私見
予想される危険に重み付けが行われる。これは施工計画段階や毎月の作業予定表等において危険の度合いを把握することは
大切なことであるが、ＫＹ活動には馴染まないと感じている。この活動は作業員一人一人が発言してくれた災害防止対策を
尊重し、小さな災害から大きな災害までを防止することが大切である。作業開始前の短時間で重み付けまでする必要は無い。
出来るだけ単純化して、作業員が自分の意見として出した安全対策を尊重するとともに、他の人の意見も参考にして危険に
目を向けてもらえるようにすることが大切である。

この安全運動を現場に出て実際にリーダーになって実践してみれば理解されるものと考えている。記載のＫＹ活動表の例で
は、妥協案として「危険の評価」として単純に評価する欄を記載した。
これは一つの意見であり、それぞれ皆さん方で考えて、良いと思う方法で対応していただきたい。

事故が起きてからでは遅いのです。

一度は事故発生した後の事を想像してみましょう！
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被災者も管理者も大変です。

建設業許可を飛ばさないために！主任技術者、監理技術者の違いについて徹底解説！
タイトルの通り主任技術者と監理技術者を掘り下げていきましょう。
名前からして「いつもよく出てくる専任技術者に似たような奴」と勘違いしてる人が結構います。
決算変更届とかの際に、理解してないと大変なことになる可能性があるのでしっかりとやっていきましょう。

主任技術者、監理技術者とは？
簡単に言うと、

工事現場に必ず配置するのが、主任技術者
特定建設業許可が必要となる工事の場合に配置するのが、監理技術者
ということになります。前提として、
建設業者は、
元請下請、
金額の大小に関係なく、全ての工事現場に必ず技術者を配置しなければなりません。
（法第 26 条第１項）
この全ての現場に配置しなければならない技術者が「主任技術者」です。
また、発注者から直接工事を請け負った建設業者（元請）は、その下請契約の請負代金の額が 4,000 万円以上（建築一式工
事の場合は 6,000 万円以上）となる場合にあっては、「主任技術者」に代え、より上位の資格者等である技術者を配置しなけ
ればなりません。
（法第 26 条第２項）
この元請が一定金額以上の下、請負を出す場合、「主任技術者」に代えて配置しなければならない上位の技術者が「監理技術
者」です。

専任技術者と主任技術者・監理技術者の違いとは？
請負契約の締結とかをするのが専任技術者とお考えください。
専任技術者は工事方法の検討をしたり、注文者へ説明したり、見積書作成などをします。
よって原則としては営業所の中で仕事をすることになっており、工事現場に出ることはありません。
現場には出ない技術者です。なので営業所へ常勤する必要があります。
それに対して、主任技術者・監理技術者は、工事が適切に行われるように、工事現場において技術上の管理、監督が役割です。
なので、工事現場が仕事場です。

主任技術者を詳しく説明
主任技術者・監理技術者の全体像が見えたと思うのでいよいよ詳細に触れていきます。
まずは主任技術者からいきましょう。
上述しましたが建設業許可を受けた業者は、元請・下請に関わらず、また請負金額にも関わらず、請け負った全ての工事に
ついて、現場に主任技術者を配置しなければなりません。
しかし例外もあります。監理技術者を配置する場合は主任技術者を配置しなくても OK です！
主任技術者とは？根拠法令があるので見てみましょう。
建設業法第 26 条の３
1. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工
程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わ
なければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなけれ
ばならない。

主任技術者は兼任（別会社でも主任技術者）できるか？
残念ながら不可能です。
細かく言うと主任技術者には専任義務があります。 この「専任」というのは、下記を指します。
ア）元請けや下請けが直接雇用した技術者であるということ。
イ）ひとつの営業所に勤務していなければなりません。
注意点は３つあります。
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主任技術者の注意点 ) １個目

今の時代、職場で責任ある立場やけど派遣社員ってこともあると思います。しかし、主任技術者が派遣や在籍出向者、ア

ルバイトというのは、法律上認められていません。よって必ず工事の元請けや下請けを受注した会社の正社員である必要が
あります。
もう少し踏み込むと社会保険や雇用保険を会社が払っていること（雇用主が分かるしね）や主任技術者が営業所に通勤で
きる距離に住んでいることなどが条件となってきます。
主任技術者の注意点 ) ２個目

主任技術者は工事期間の重複や、工事に一体性が認められる等の条件以外の工事現場を兼任することは原則として出来ま

せん。どんなに近くでも工事期間が重なっていなかったり、関係のない工事だったりした場合は、主任技術者が２人必要と
なってきます。
複数の工事を一人の主任技術者が兼務できる例外
関連性が強い複数の工事において、それら全てを同一の建設業者が請け負い、同じ場所、もしくは近接した場所において
施工する場合は、一人の主任技術者がそれらの工事現場の主任技術者を兼ねることができます。
主任技術者の注意点 ) ３個目

恒常的な雇用関係があることです。この恒常的な雇用関係とは主任技術者になろうとする人が、所属する建設業者に一定

の期間にわたり勤務することとなり、かつ毎日一定時間以上職務に従事することになる状況をいいます。
なので一つの工事の期間のみといった短期雇用（スポット主任技術者）では恒常的な雇用関係とはならないので、主任技術
者にはなれません。
この恒常的雇用関係は健康保険被保険者証の交付年月日とかで確認します。ここで着任前 3 か月以上の雇用ルールが発生す
るわけです。
新入社員で雇用期間が短いとかの場合、雇用契約書等で証明すればいいかと思います。
では次に監理技術者に行きましょう！

監理技術者を詳しく説明
元請工事で規模の大きな現場（特定建設業クラス）においては主任技術者に代わって監理技術者を配置しなければなりま
せん。
注意しなくてはいけないポイントは、監理技術者をおかなければいけないのは、発注者から直接請け負った元請工事です。
なので、規模が大きくても下請工事であれば監理技術者ではなく、主任技術者を配置すれば OK です！
監理技術者って何してんの？

監理技術者の職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の指導監

督です。監理技術者は、下請負人を適切に指導、監督するという総合的な役割を担うため、主任技術者に比べ、より厳しい
資格や経験が求められます。
主任技術者がパワーアップした感じです。
監理技術者になるにはどうしたらいいか？
特定建設業における専任技術者の要件と同じです。つまり、資格（許可を受けようとする建設業種に応じて定められています）
指定 8 業種では（土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園・解体）国家資格の 1 級保有者 + 監理技術者講習修了者
その他の工事では一般建設業の要件クリア＋指導監督的経験（２年以上）+ 監理技術者講習修了者
監理技術者は兼任（別会社でも主任技術者）できるか？

主任技術者と同じ扱いですので残念ながら不可能です。しかし以下の期間は、発注者と建設業者との間で書面により明確

に定めていれば、例外扱いとなり専任でなくても OK です。
１・現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入、仮設工事等が開始されるまでの期間）
２・自然災害の発生等により工事を全面的に一時中止している期間
３・橋梁、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われている期間
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４・工事完成後の事務手続き、後片付け等のみが残っている期間
注意点は下記です。

複数の工事を一人の主任技術者が兼務できる例外は、監理技術者には適用されません。主任技術者だけなので注意しましょ

う。

しかし複数の工事において、契約工期が重複し、かつ工事対象物に一体性が認められる等の一定の条件を満たす場合には、
それらの複数の工事を一つの工事とみなして、一人の主任技術者や監理技術者がそれらの工事現場の主任技術者や監理技術
者を兼ねることができます。

専任技術者は主任技術者・監理技術者を兼務できるんですか？
原則、専任技術者は主任技術者・監理技術者を兼務することは出来ません。
しかし！以下の３つのポイントを全部クリアできたら、例外として専任技術者が主任技術者・監理技術者を兼務することが
できます。
１）専任技術者が専任となっている営業所において、請負契約が締結された建設工事であること
２）営業所と工事現場が近接しており常時連絡がとれる体制にあること
３）専任であることが求められる工事でないこと

→現場技術者の専任が必要な工事とは、戸建ての個人住宅を対象とする工事を除き、請負代金の額が 3,500 万円（当該建設
工事が建築一式工事である場合にあっては、7,000 万円）以上の工事のことを言います。

専任技術者が現場に出ていませんか？

主任技術者や監理技術者がいないと、許可を取得しても工事を施工することはできません。

そして専任技術者は現場に出てはいけません。
何でダメなの？建設業許可は取得してるのに？って思った方もいるんじゃないでしょうか。
今回は、許可取得後に潜む、配置技術者という落とし穴について書いていきたいと思います！
まずはあなたの状況が下記に該当するか確認してみましょう。
① 建設業許可を取得した一人親方（個人事業主）
② 代表取締役である社長が経営管理業務責任者と専任技術者を兼務しているが、従業員を雇用していない会社
③ 主任技術者はいるんだけども、現場の数に比べると人数が少ない
④ 特定建設業許可を持っているが、主任技術者しかいない
⑤ 専任技術者が現場に出ている
どうでしょう？
あくまで私個人の経験上の話になりますが、そこそこの数の業者さんが該当しているんじゃないでしょうか。
そして①～⑤の状況の業者様からのよくある問い合わせは、この状況で工事を請負った場合、問題あるの？です。
イメージしやすいように実際にあった主任技術者、監理技術者、専任技術者に関するお問い合わせを交えながらの解説にし
ていきたいと思います！

パターンその①「建設業許可を取得した一人親方（個人事業主）
」の場合
お問合わせ内容：一人親方です。建設業許可を取得するよう元請から言われたので苦労して取得したんですが、初めて自社でやって
みた決算変更届の工事経歴書を見た行政庁から指摘を受けました。一人親方なので私が現場に出るしかないんです
が、大丈夫ですよね？
回

答：原則、専任技術者は現場に出てはいけない。となってはいますが、あくまで原則です。
一定の条件さえクリアしていれば、工事を請け負うことが出来るので現場に出ても大丈夫です！
この一定の条件は下記の通りになっています。
工事現場は一人親方の事務所から通勤圏内にエリアを絞り、事務所と連絡を取れる体制を作りましょう。
宮城県の建設業許可相談窓口によると現場まで距離が約 10km 以内、かつ、時間で言うと１時間弱で通えるくら
いなら十分通勤可能なので、そのエリア内の工事であれば大丈夫とのことです。
※工事一件の請負金額が 3,500 万円（建築一式工事の場合は 7,000 万円）以上の工事は請けないようにしましょう。
※一人親方の事務所で工事の請負契約をした建設工事であることが必要です。
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パターンその②「代表取締役である社長が経営管理業務責任者と専任技術者を兼務しているが、

従業員を雇用していない会社」の場合

お問合わせ内容：個人事業主として建設業界に入って 20 年。会社を設立して建設業許可を取得しましたが、まだ人を雇う余裕が無い
ので、社長が経営管理業務責任者と専任技術者だけど、現場に出ています。従業員もいないし、私が現場に出るし
かないんですが大丈夫ですよね？
回

答：これも先ほどの一人親方と同じく、一定の条件（①と同じ）をクリアすれば工事を請け負うことが出来るので現場
に出ても大丈夫です！
ただし！①②の一定の条件をクリアすればＯＫというのはあくまで例外です。
主任技術者になれる資格・経験を持った人を雇わないと、いつまでも条件に縛られます。
通勤できる範囲で 3,500 万円以下の工事しか請負わない場合は気にしなくてもＯＫです！

パターンその③「主任技術者はいるんだけども、現場の数に比べると人数が少ない」の場合
お問合わせ内容：決算変更届に添付する工事経歴書で困っています。現場の数に比べて主任技術者が少ないので、どうしても現場や
工期が重なってしまうのですが、このまま素直に記載しても受理されるのでしょうか？素直に記載した工事経歴書
から罰則等で適用される可能性があるのかという所も心配しています。
回

答：主任技術者の現場や工期が重なってしまうことは、よくある話ですよね。
建設業界は慢性的な人材不足ですしね。
でも下記２点をクリアしていれば、決算変更届が問題なく受理される可能性が高くなります。
１．現場間の移動が１時間弱で行ったり来たりできること
仙台、県南、気仙沼、鳴子ぐらいの現場であれば工期が重なっていても、受付られないという事はないですし、
経験上、受け付けられなかったことはないです。（宮城県の建設業相談担当にも確認済みです。）
ただ仙台、一関、石巻の現場で同じ主任技術者を配置、しかも工期が重なっているのはマズいです。
なぜなら建設業法上、主任技術者は現場に配置しないといけないという決まりがあるからです。
つまり一日１回は現場に出ないといけないという事なので、現場が離れすぎていると、現場に出られないと
みなされて、行政指導になる可能性が出てきます。
２．工事請負金額が 3,500 万円（当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、7,000 万円）を超えないこと
この金額を超えてしまうと、現場に専任する義務が発生します。つまり 3,500 万円以上の工事が終わるまで、
他所の現場には出られないことになっているので、建設業変更届（年 1 回）の申請で工期が重複するのはオカ
シイ！と言われ、行政指導がくるか？

何かの間違いであれば修正してくださいとお願いされます。

宮城県の建設業許可相談窓口によると主任技術者は県をまたぐことに関しては問題なく、１時間くらいで行
き来できる現場であれば大丈夫との事です。

パターンその④「特定建設業許可を持っているが、主任技術者しかいない」場合
お問合わせ内容：特定建設業さえ持っていれば、主任技術者しかいない状況でも下請けに 4,000 万円以上の工事を施工させることが
出来ると思っていましたが、間違いでしょうか？
回

答：特定建設業許可が必要となる工事には、主任技術者ではなく、必ず監理技術者を配置する必要があります。
これに関しては残念ながら例外はありませんので、特定建設業許可が必要となる工事が控えている場合は、今ス
グに社内の主任技術者を監理技術者にするために、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修
了しましょう。

パターンその⑤「専任技術者が現場に出ている」場合
お問合わせ内容：弊社は夫が専任技術者、経営管理業務責任者は妻である私です。従業員は現場で働き始めた息子（資格なし）と事
務作業担当の娘の４人で細々とした家族経営の会社です。この場合、現場の主任技術者は夫でいいんですよね？
専任技術者ですが、息子は資格もなく、職歴も浅いので主任技術者にはなれないですよね？
回

答：主任技術者は旦那さんで OK です。この悩みについても、下記をクリアする必要があります。
工事現場は事務所から通勤出来るエリアに絞り、事務所と連絡を取れる体制を作る事
工事一件の請負金額が 3,500 万円（建築一式工事の場合は 7,000 万円）以上の工事は請けない事
この場合、息子さんは主任技術者の要件は満たせていないので、息子さんを主任技術者として現場に行かせないよ
うに注意しましょう。

対処法をご紹介します！ここまではあくまで例外です。よって一定の条件がクリアできない場合は、法律を守る！という意味を込めて、
その工事は請負わない方がいいです。とはいえ、目の前に良い条件の現場があれば諦めきれないのが経営者。。。
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さて！ここからは、どうすれば一番いい形で建設業をやっていけるかを紹介します。
取得した建設業許可に対応した資格者を雇用するこれが一番いい形です！

しかし建設業界は慢性的な人材不足なので、資格者の確保には本当に時間がかかります。
雇用するとお給料も払わないといけないですしね。でも首尾よく雇用出来た場合、こんなメリットが考えられます！
① 少々遠い現場であっても主任技術者であれば対応が可能です！
② 事務所から 10km 以内の現場は専任技術者が担当し、それ以外は主任技術者が担当する事も可能です！
③ 同時に複数の現場が対応可能になるので、売上向上が見込めます！
④ 一定の要件を満たす必要はありますが、雇用した方が、取得した許可業種以外にも対応した資格を持っている場合、許可
業種を増やすことも出来ます！
ただし有資格者を雇用した場合、取得した建設業許可の内容に変更が発生するので、国家資格者・監理技術者の変更届を忘
れずに！

専任技術者について資格があっても実務経験がないと認められない業種
電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の
交付を受けた者でなければ、一定工事に直接従事できない。つまり免状貰ってからじゃないと実務経験は認めません。電気
工事と消防施設工事は資格は持ってるだけでは実務経験とは言えないのです。
建設リサイクル法施行後の解体工事の経験は、土木工事業、建築工事業、若しくはとび・
土工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験
期間に算入されます。
終わりに
今回は実際にあったお問合せに基づいて書いてみました。
配置技術者は建設業許可を取得する前には中々気づけない落とし穴なので、お悩みの方やお困りの方は今すぐお問い合わせ
ください！

【注意喚起！】解体工事業許可の専任技術者がとび・土工工事業の技術者のままになっていませんか？
平成 28 年 6 月 1 日に解体工事業っていう新しい建設業の業種が増えましたよね。
その際、解体工事業創立前からとび土工工事業の許可を持っている業者は、令和 1 年 5 月 31 日までは業種追加しなくてもいいですよー。
でも令和 1 年 6 月からは、ちゃんと解体工事を建設業の業種追加してくださいねーっていうプチ騒動も記憶に新しいかと思います。
さて、いきなり質問ですが解体工事業のみなし技術者ってご存知でしょうか？？
これは令和 1 年 6 月からは、ちゃんと解体工事を建設業の業種追加してくださいねーっていうプチ騒動の際、解体工事に対応する専
任技術者が用意できない建設業者さんのために、救済措置として設けられました。
具体的に言うと R3 年 4 月 1 日までは、
『とび土工工事業に対応した資格等を持っている技術者は解体工事業の専任技術者とみなす』
というものです。

つまり、期限付きです。みなしです。

なので、令和 3 年 3 月 31 日までに要件を備え、
かつ変更してから 2 週間以内に宮城県へ有資格者区分の変更届の提出が必要になります。
そして期限までに、変更届を出せない、出していない等の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分となり、
今まで通り解体工事を請負う事が出来なくなります。
自社の専任技術者の内容を確認したいねんけど、何を見ればいい？
現在、解体工事業の許可を持っているのであれば、解体工事を建設業の業種に追加した申請書の中の、≪専任技術者一覧表≫か≪専
任技術者証明書≫を見てください。その書類の中の有資格区分ってところに、1C、2A のようにアルファベットが含まれている場合、
解体工事業についてはみなし技術者で対応しているってことなので、早々に手を打つ必要があります。
どんな資格を持っていれば解体工事業の専任技術者になれるのか？
下記、列挙しますね。
①平成 28 年度以降に合格した１級土木施工管理技士

②平成 28 年度以降に合格した２級土木施工管理技士 ( 土木 )

③平成 28 年度以降に合格した１級建築施工管理技士

④平成 28 年度以降に合格した２級建築施工管理技士（躯体）

⑤技能検定のとび・とび工（１級）

⑥解体工事施工技士

上記①～④及び２級建築施工管理技士（建築）には特例があり、平成 27 年度までの合格者であっても、
「合格者、解体工事に関して
１年以上の実務経験」又は「登録解体工事講習の受講」があれば、解体工事業に関する専任技術者になることが可能です。再確認し
てみてください。
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シリーズ【建設用語大辞典】

第 6 回 「鉄筋工事業とは？」

鉄筋工事業について、施工内容や歴史、国家資格について調べてみました。
鉄筋工事業とは？

鉄筋工事業とは、棒鋼などの鋼材を使用して接合・加工し、鉄筋の組み立てを行う工事の事を言います。

一般住宅から、橋梁工事、トンネルや高速道路にいたるあらゆる建築物をコンクリートの中で強力に支える骨組みとなる鉄
筋を組んでいく工事のことです。

建物の要となる骨組み部分であり、建築物の耐久性にも直結するため、設計段階から鉄筋の配置や、現場での組み立てにつ
いても綿密に計算されています。

【施工内容と方法】

鉄筋工事の施工までの流れは主に 5 段階です。
①加工計画を立て、施工方法を決める。

設計図面や仕様書をもとに、必要な材料の選定と数量を見積もり、加工内容をまとめます。また、現場での組立につい

ても綿密

な計算を行い、施工方法を決めます。

②適切な材料の選定と数量を決める

加工場などで現場に適した加工 ( 鋼材の切断・曲げなど ) を施します。

非常に長い場合には運搬できるサイズに切断して、現場でつなぎ合わせます。

③現場にて配筋

加工済みの鉄筋を、決められた施工方法通りに組み上げる段取りをつけます。
それに従って、鉄筋を配置していきます。

④嵌合 ( かんごう ) ＝鉄筋をつなげて接着させていきます。
鉄筋をつなぐ部分のことを継手と言います。
つなげ方は主に 4 種類。

１：重ね継手

１：重ね継手

２：ガス圧接継手

３：溶接継手

４：機械式継手

細い鉄筋 (D16 以下 ) をつなぐ時によく用いられます。

筋を重ねて一本に配置し、最終的にコンクリートと一体化させて、密着させます。

鉄筋同士が接着しているわけではないので、コンクリートが割れた場合には鉄筋同士の接合する力がなくなるので補修が

必要になります。鉄筋の継手部分の長さは、鉄筋の太さによって決まります。
例えば、細い鉄筋なら継手部分は長く、太い鉄筋なら短くなります。

また、鉄筋自体の強度や、高強度のコンクリートを使用する場合にも継手部分の長さは変わります。

2：ガス圧接継手

太い鉄筋をつなぎ合わせる際によく用いられます。

鉄筋の端と端を突き合わせて、鉄筋同士を圧縮させ圧力を加えた状態で酸素とアセチレン炎で加熱してさらに圧縮をかけ、

つなぎ合わせる方法です。

ガス圧接の開発自体はアメリカで進められていましたが、鉄筋のガス圧接については日本独自の工法と言われています。
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３：溶接継手

鉄筋同士を溶接してつなぐ方法です。

１にあげた重ね継手では、鉄筋の太さなどで継手部分の長さが決まるとお伝えしましたが、その長さが十分に確保できない
場合には、溶接継手を用いることがあります。
溶接方法は 2 パターンあります

フレア溶接 : 鉄筋を重ねて、重なった部分を溶接してつなぎます。

突き合わせ ( エンクローズ ) 溶接：フレア溶接が鉄筋の重なった部分を溶接するのに対して、突き合わせ溶接は鉄筋の端部
と端部を突き合わせて溶接する方法です。

圧接することができない鉄筋や、太い鉄筋などの接合をする時に用いられます。

４：機械式継手

鉄筋と鉄筋をスリーブ ( 鋼でできた筒状のもの ) でつなぐ方式です。
つなぎ方には複数の方法があります。

モルタル充填式継手：スリーブに、形状の異なる鉄筋の端部同士を突き合わせるように差し込み、スリーブ内にモルタルを
充填して固定する方法。

鋼管圧着継手：鉄筋と鉄筋の継ぎ目にスリーブを置いて、ジャッキで圧着させ、鉄筋の節部分にスリーブを食い込ませて固
定します。

ねじ節鉄筋継手：
・トルク固定法

・無機グラウト法

ねじ節鉄筋同士を接合金具 ( カプラー ) で接合して、ナットで締める固定法。
ねじ節鉄筋同士を接合金具で接合して、ナットで締めた後、

・有機グラウト法

無機グラウトという接着剤を充填させる方法

ねじ節鉄筋同士を接合金具で接合し、有機グラウトという接着剤を充填させて固定する方法。

端部ねじ加工継手：鉄筋の端部分がねじ状に加工されたもの ( または、鉄筋にねじ部分を摩擦圧接してつける ) 同士を、接
合金具で接合して、ナットで締めて固定する方法。

これらの継手手法を併用することもあります。

例：ねじ節鉄筋継手とモルタル充填を組み合わせる。

例：鋼管圧着継手と、無機グラウトを充填させる組み合わせ。など。
⑤ 結束

鉄筋をハッカーという工具を使って、結束線 ( 針金 ) でとめていきます。
水平・垂直・平行に取り付けていき、取り付け完了となります。

⑥ 最終点検

取り付けた鉄筋工事業者以外の、第三者によって配筋検査を行います。

【歴史】

現代の強固な住宅や、公共の施設・建築物を支えているのは鉄筋工事といって過言はありません。
そんな鉄筋工事の歴史は、18 世紀以降の近世頃から始まったと言われています。

その頃の西洋の教会や橋梁建設の際に、金属で石材などを部分的につないだ建築物が見つかっています。

石造りや、水硬性セメントではどうしても強度が弱かったことが鉄筋コンクリートという発想を生んだ原点となっています。
1855 年のパリ博覧会にて、鉄筋網補強コンクリート製ボートがランボーによって発表されます。
その後 1867 年には鉄筋を格子状に配筋する「モニエ式鉄筋コンクリート」が生
み出され、これがのちの鉄筋工事の発展へと繋がっています。

日本における鉄筋工事は、１８９０年横浜港の岸壁工事が一番最初です。
（右写真）
それから 4 年後の 1894 年には、日本で最初の鉄骨構造の工場 ( 秀英舎の印刷工場 )
が東京に建ちます。

(「鉄筋コンクリート」という言葉自体は、横浜の岸壁工事から約 10 年後に東京
帝国大学の教授によってつくられたと言われています。)
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1900 年代に入ると、日本中に鉄筋コンクリート造りの建築物が少しづつ広がっていきました。

1903（明治 36）年京都山科の琵琶湖疏水運河に初めて鉄筋コンクリート造による橋が出現し，以後，長崎の佐世保橋（1906

年）
，仙台の広瀬橋（1909 年），横浜の吉田橋（1911 年）というように明治後半から鉄筋コンクリート造の橋梁が定着した。
日本で最初にコンクリート構造住宅（以下 RC 造住宅）が作られたのは 1916 年、東京や大阪などの都心ではなく、長崎県

の端島（はしま）という小さな島でした。炭鉱で栄えていたこの島に建てられた鉱員住宅「30 号棟」が記念すべき日本初の

RC 造住宅です。

後に起こった関東大震災によって、奇しくも鉄筋コンクリート造りの強固さは広く証明されることになります。
この大震災以降、建築物と鉄筋コンクリートは切っても切れない間柄になったのです。

１９３３年には戦後最大の鉄骨造り建設である、東京タワー工事が行われ、多くの鳶職人らの熟練した技能によって完成し、
日本の復活を意味づける存在となりました。

鉄筋工事は、現代でも私たちの生活に安全をもたらす非常に重要な仕事と言えます。

外からは見えない縁の下の力もち。まさに鉄筋工事は現代生活を支える存在なのです。
【国家資格と免許】
特定建設業許可の場合には、１級建築施工管理技士、
同じく２級建築施工管理技士と指導監督としての実務経験が２年以上必要です。
又、鉄筋組み立てや鉄筋施工とやはり２年以上の監督指導の実務経験が必要です。
一般建設業許可では、上記に２年以上の監督的立場の実務経験が必要ないところが違います。
この特定建設業許可と一般建設業許可の内に入っている資格が国家資格となっていると同時に建設業許可の申請に必要とな
ります。
一般建設業の場合には、５００万円以上の預金がある事と、直前の決算書において自己資本が５００万円以上である事が条
件となります。
この二つのどちらかで一般建設業の財産要件を満たします。
又、特定建設業の場合には、自己資本、資本金の額、流動比率、欠損の額といった全ての要件を満たす必要もあります。
鉄筋工事業の国家資格の中でも鉄筋施工だけは、選択科目である鉄筋組み立て作業と鉄筋施工図面作成作業に合格していな
いと資格の取得ができなくなっています。
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鉄筋工事業
工事の概要とトラブルの内容
東北地方（青森県）の沿岸域で 6 月に施工した岸壁の上部コンクリートにおいて、約半年後の 1 月末に表面剥離が発生し
た（図 -1、写真 -1）
。
上部コンクリート（無筋）の配合仕様は普通 18-8-40 Ｎで、水セメント比は 65％、空気量は 4.5％として設計されていた。
施工当日の天候は晴れで、打込み作業も計画通りに終了した。打込み完了後、上面に養生マットを敷設して 7 日間の散水養
生を実施した。材齢 28 日を経過し、所定のコンクリート強度を確認した後は、この岸壁は作業用資機材の搬入・搬出や仮
置きのために利用していたが、冬に表面剥離が確認されるまでは変状等は全く見られなかった。
この年は 11 月末から降雪が続き、最低気温も零下となり、海風の影響もあって、朝方を中心にコンクリート上面が凍結す
るようになった。そこで、凍結による作業員の転倒防止や作業性の向上を目的として、作業範囲を雪掻きしたうえで凍結防
止剤を散布した。凍結防止剤は、12 月中旬から表面剥離が確認される 1 月末まで、作業実施日にはほぼ毎日散布していた。
表面剥離は、主に凍結防止剤を散布した範囲において不規則に発生していたが、特に海に近い側に比較的多く発生しており、
その深さは 5 ～ 10mm 程度であった。

図 -1

岸壁の概要とコンクリートの表面剥離の主な発生範囲
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写真 -1

コンクリート上面に発生した表面剥離

原因と対処方法
今回の表面剥離は、発生時期が打込みから約半年後の冬季であったこ
と、発生位置がコンクリート全体ではなく局所的（変状自体に規則性は
ない）であったこと、膨張性の変形（剥離）を生じていたこと、直前の
約 2 か月間は積雪と融雪が繰り返されていたことなどから、凍結融解
の繰返しによるスケーリング（コンクリート表面がフレーク状に剥がれ
る現象）であると考えられた。このようなスケーリングは、凍害による変状の典型例の一つである。もちろん、表面剥離が
局所的に発生していたことから、コンクリートの品質（水セメント比や空気量など）にばらつきがあったことも考えられ、
締固めや表面仕上げの均一性が十分でなかった可能性も想定される。
気象観測の結果を詳しく確認したところ、12 月上旬以降は日最低気温が 0℃を下回り、日最高気温が 0℃以上となる気温
の変動が観測されており、外気に曝されるコンクリート表面では凍結融解作用が 50 サイクル程度は生じていたものと推定
された。一般に、凍結融解によるスケーリングは、水セメント比の大きいコンクリートで生じやすく、また最低気温が低い
条件であるほど劣化程度が著しく、劣化進行も速い。今回は、水セメント比が 65％とかなり大きく、最低気温も低い条件（氷
点下 12℃）となっていた。
なお、コンクリートの上面に積雪がある場合は、コンクリート表面は外気に曝されず、雪が断熱材の働きをして日中も温
度が氷点下のままで、凍結融解を繰り返さないことが知られている。しかし、今回の場合は、雪掻きをした範囲では日中は 0℃
以上になり、凍結融解が繰り返されたものと考えられる。
さらに、凍結防止剤の影響も無視できないのではないかと考えられた。既往の研究では、凍結防止剤に含まれる塩化物が
凍結融解に作用することによって、凍害劣化（とくに表面剥離）の進行を促進させることが報告されている 1)。また、室内
実験ではあるが、水セメント比 65％のコンクリートでは、塩化物を作用させた条件での凍結融解試験により、30 ～ 50 サ
イクルの凍結融解でスケーリングを生じる結果が報告されている 2)。したがって今回は、散布された凍結防止剤の影響もあっ
て、約 2 か月という比較的短い期間で表面剥離に至ったものと考えられた。特に岸壁に近い範囲は、荷役作業等を行うため
に凍結防止剤を散布する頻度や量が多くなり、それが表面剥離を著しくした要因と考えられた。
表面剥離の補修は、コンクリートのぜい弱部を除去し、左官工法による断面修復を行った 3)。まず、補修範囲の外周に深
さ 10 ～ 15mm 程度までコンクリートカッターを入れ、ぜい弱部はすべて除去した。ぜい弱部の深さは最大でも 15mm 程
度であった。その後、下地コンクリートの表面の吸水防止と付着性確保のためにプライマーを塗布し、ポリマーセメントモ
ルタルを用いて仕上げた。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等
今回のトラブルの要因としては、積雪寒冷地の冬季にコンクリート上面の雪掻きと凍結防止剤の散布を繰り返すことによっ
て、凍結融解が繰り返される可能性を想定できなかったことが大きい。また、水セメント比の大きいコンクリートが使われ
ていたことも大きな要因と考えられる。
そこで、積雪寒冷地で水セメント比の大きいコンクリートを施工し、早期から凍結防止剤を繰り返し散布するような場合は、
設計や施工計画の段階でスケーリングへの対策を十分に検討しておくことが望ましい。このような条件に該当するケースは
多くはないかも知れないが、今回のようなトラブルは、港湾施設に限らず多くのコンクリート構造物（付帯構造物も含む）
においても起こり得る。
このようなトラブルの再発防止のための対策としては、以下の留意事項が考えられる。①コンクリート自体の耐久性を向上させる（水
セメント比の低減、適切な空気量の確保、凍結融解抵抗性を向上させる表面含浸材の塗布など）。②コンクリート上面の排水を確実に
する（排水勾配を確保して水捌けを良くする）
。③凍結防止剤の散布量を減らす（例えば、作業範囲を限定してマット等による断熱養
生を併用し、凍結しにくくする）
。
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副社長が行く現場探訪

第 62 回

ICT の分野で地域のリーディングカンパニーになる。
想いの実現に向けて、着実にノウハウを蓄積。
今回紹介する「現場探訪／ ICT の現場」は、高知県の福留開発株式会社さん
の取り組みです。技術情報の入手機会や研修の参加機会が決して多いとは言え
ない地方の建設会社で、令和元年度には国土交通省「i-Construction 大賞・優秀
賞」を受賞するほどの実績を重ねている建設会社の ICT 推進への考え方、工夫
についてお聞きしました。
代表取締役社長の大場将史さんには、地場の建設会社の経営の観点から、ICT にチャレンジする想いを。当工事の監理技術
者の足達大輔さんには、
現場での ICT 活用の現状とご自身が考える今後の可能性を。福留開発さんの「i-Construction 推進チー
ム」の立ち上げを担当した井上里沙さんには、導入当初の苦労と若手技術者への教育についてお話を伺いました。それぞれ
の立場のお話から、ICT 推進のヒントを感じていただければ幸いです。
工事概要

河川土工、法覆護岸工、根固め工

他

発注者 国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所
工期

平成 30 年 12 月 21 日～令和 2 年 6 月 30 日

受注者 福留開発株式会社
施工場所

高知県香美市土佐山田町岩積地先

請負金額

322,112,000 円（税込）

監理技術者

足達

大輔

現場代理人

佐竹

寿雄

Q

今回の工事の概要（目的）について簡単にご説明ください。

「平成 30 年 7 月豪雨」により被災した一級河川物部川の災害復旧工事です。豪雨の影響でブロックが流され、むき出しに
なった堤防の基礎部分を立体型ブロックで補強するとともに、現地巨石・玉石を活用した河道修復を行うことで、治水と環
境を両立した川づくりをめざしました。

Q

福留開発さんが、積極的に ICT に取り組もうとしたきっかけ、動機は何ですか？
国土交通省が「働き方改革」「生産性向上」「i-Construction」といったスローガンを掲げる以前、すでに建設現場に導入さ

れつつあったドローンに興味を持ち、県外同業者のアドバイスのもとドローンを購入、現場の空撮を開始しました。当初は
現場全体を俯瞰するためだけに空撮を行なっていましたが、後に国土交通省より「i-Construction」の推進が発表されたこと
に伴い、自然の流れで順次 UAV 測量、TLS 測量、3 次元設計へと取り組みました。また、その頃時を同じくして産休から会
社に復職した若手女性技術社員が、
「i-Con 推進チーム」のリーダーとして、本社に籍を置いたまま ICT に取り組む各現場のフォ
ローを行い、現場の若手社員を中心に、彼らと一緒になって前向きに現場の３次元化に取り組んできました。
当時の事を振り返ると、人手不足が懸念される将来に備えた新技術の導入によって、現場の生産性向上を達成するという思
いだけではなく、発注者 ( お客様 ) である国土交通省が推進する「i-Construction」の実践・検証に対する期待に何とか応え、
この分野において地域のリーディングカンパニーになるんだという想いもありました。
写真 1）大場将史社長

Q

初めてフル ICT 施工に臨んだ工事で、想定していた通りの効果があげられましたか？
2016 年に弊社として初めて ICT 活用工事を受注しました。当然はじめから上手くはいきませ

んでした。初めての事ばかりで、慣れない作業の繰り返しで、生産性向上どころか、逆に残業時
間が増えました（笑）。しかし、徐々に社内でノウハウを身につけ、互いにアドバイスできるほど
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の技術を修得してきた今では、従来施工より格段に生産性向上の効果を実感することが出来ています。

Q

ICT の精度をさらにあげるため、また社内でのレベルアップのた

め、どのような取り組みをしていますか？
社内勉強会の開催もそうですが、高知は地方の田舎ですので、中央の
先進的な情報を積極的に取りに行くように心がけています。新技術につ
いて先進的に取り組みを行なっている同業他社、機器ソフトメーカー、
建機メーカーの方々との情報交換を積極的に行っています。また、一般
開催される新技術の勉強会等にも積極的に参加するようにしています。
写真 2）社内勉強会

Q

ICT は儲からない、経費と手間ばかり増えると考えている経営者

の方々も多いと思います。アドバイスはありますか？
アドバイスができる立場ではありませんが、初期における「経費」「人員」「時間」はどうしてもかかります。これは当た
り前です。高額な機械を用いて初めての取り組みを行うのですから。またこれだけ人手不足が進む中で、マンパワーに余裕
のない会社さん、若手社員がいない会社さんではなかなか ICT を活用することが難しいかもしれません。さらに、ベテラン
社員の方に、時間をかけて一から PC の使い方を教え、ICT を習得してもらうことも簡単な事ではないかもしれません。
当社の場合、発注者が「i-Construction」を求めている、業界全体が変わろうとしている中で、「やらない」という選択肢
はないと思いましたし、現場もメリットや将来性を理解して、積極的に関わっていく姿勢になってくれたので進められたと
思います。
「経費」
「人員」
「時間」の余力は会社の規模や受注している工事の内容にもよると思いますが、導入のための補助金など
の助成制度もありますし、「経費」について言えば、初期段階では厳しくても、長い目で見れば回収可能だと思います。

Q

今後、福留開発さんとしては、ICT をどのような方向に進化させていきたいと考えて

いますか？
これまで、
2015 年 9 月

ドローンを購入し、着工・完成の空撮を開始

2016 年 4 月 「i-Construction 推進チーム」設置
2016 年 9 月

初 ICT 活用工事受注

以後国土交通省・県の発注工事で 12 件の ICT 活用工事を実践
2019 年 12 月 「i-Construction 大賞」優秀賞受賞
と、着実に ICT の経験値を上げてきたことで、地域でも「ICT といえば福留開発」と認められる
ようになってきたとは思いますが、正直まだまだ模索中の面もあります。VR や BIM/CIM など、次のステージでも先駆けと
なれるよう、有効性等もっと勉強しなければならないと思っています。

Q

監理技術者として、足達さんにとって ICT はどんな存在ですか？

これからの時代の進化とともに、間違いなく無くてはならない存在だと思います。実際活用している自分も、多岐にわたっ
てその利便性を感じており、今後の建設業界への一般導入化は必須だと感じています。また一般的な活用だけに留まるので
はなく、現場でアイデアを出し応用する事により、これまでにない施工管理の変化や可能性を現場で楽しむ事もできます。
【当工事で使用した ICT 機器】
3D レーザースキャナ
ドローン

測量・出来形
測量

自社所有
自社所有

3DMC バックホウ

土工事

リース

杭打設管理システム

工事測量

自社所有

ICT 施工現場端末アプリ

工事測量
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自社所有

【当工事で使用した ICT ソフト】
3D 点群処理ソフト
3 次元設計・施工データ作成ソフト
3D モデル作成ソフト

点群処理・データ作成
データ作成

自社所有

データ作成

自社所有

VR（バーチャルリアリティ）システム 設計検討、安全教育
出来形管理・電子納品支援システム

Q

完了検査

自社所有

自社保有

写真 4）ICT 建機による施工

自社所有

今回の ICT 施工の現場で、熟練の技術者 ( 技能者 ) の反応は？
熟練者に限らず、新しい技術の習得には従事者全員が難色を示します。実際に当工事では ICT 建機を 2 台投入し、若手か

ら熟練者まで活用してもらいました。導入当初は「ICT 建機」という難しそうなネーミングだけで技能者が拒否していましが、
次の日には機械の利便性を感じ、取り合いになるほどでした。ちなみに現在担当している工事では ICT 建機を 3 台投入する
予定でいます。

Q

今後の ICT の可能性について、新しい活用法等、アイデアはお持ちですか？
実際に当工事でも、3D モデルと 3 次元点群データを用いた具体的な施工計画の立案や、そこから VR に変換し、詳細箇

所の事前協議や、若手技術者・技能者に向けた疑似体験による安全意識向上への取り組みなど実施しました。現場施工では
MC バックホウを 2 台導入し、河川土工 ( 掘削・法面整形 ) はもとより仮
設工（工事用道路設置・大型土嚢据付など）においても設計データを作成・
活用する事により、現場全体を無丁張化にて施工する事ができました。
写真 5）3 次元データを活用した施工計画
またその中で感じた事は、若手技能者は ICT 建機の一般的な機能 ( ガイダ
ンス、マシンコントロール ) を活用するといったレベルであり、新しい活
用方法を見つける発想はやはり経験豊富な熟練者が長けています。それを
踏まえ将来的には ICT 建機に AI を搭載し、熟練者の経験・技能・段取り
などの知識を合わせる事ができれば、さらなる生産性向上に繋がるのでは
ないかと思います。
写真 6）VR を活用した安全対策

Q

これから ICT に取り組む企業（監理技術者）に対して、アドバイ

スをお願いします。
初めて活用する現場は絶対小規模工事での活用をお勧めします。小規模
工事では利益が上がらないなどの批判もありますが、個人的には初めて取
り組む現場での利益は度外視して、自分たちの技術習得に投資するといっ
た考えで取り組むことが、会社にも従業員にとってもその後の利益拡大に大きく繋がると思います。
すなわち最初から活用効果、生産性向上をすべての工程で感じることができるという考えを一度払
拭する必要があります。何事も初めての技術習得には時間も労力もかかります。しかし、その後は
習得した技術を活用すれば、現場での生産性向上はもとより、技術者としての自信も大きくなります。
時代の進化とともに建設業の変革は必ず来ると思いますので、少しでも早く取り組んで頂きたいと思いま
す。

写真 7) 足達大輔さん（監理技術者）
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Q

井上さんが ICT の推進担当者に任命されたときの心境は？
2016 年に国土交通省から「i-Construction」の本格始動が発表された 4 月に、1 年間の育児休暇を経て復職をしました。「現

場に出る＝朝も早く、夜も遅くなる」為、小さい子供を抱えての仕事はどうなるのだろうか、また現場へ出ることが出来な
ければ、私は会社での居場所がないのでは…と正直不安でいっぱいでした。そんな中、ICT 担当を任命され、新しいことに
挑戦するワクワク感と「ICT って一体何者？」という思いがあったことを今でも思い出します。

Q

新しい取り組みをスタートさせることはご苦労も多かったと思います。ICT の社内推進でもっとも大変だったこ

とは？
ICT に取り組むにあたり、まず情報収集から始めました。しかし当時は、全くといっていいほど資
料がありませんでした。解析ソフトひとつにしても、マニュアルが無く、試行錯誤しながら挑戦して
みましたが、かえって誤差が大きくなるなど、当時は苦労しかありませんでした。内製化をめざし、
ICT に積極的に取り組んでいる企業への訪問やレンタル機器メーカーにアドバイスをもらい、ノウハ
ウ取得に努めました。こうした苦労があったからこそ、社内の ICT マニュアルができ、年次を追うご
とに ICT を活用できる人材が増えてきていると思います。現在では、各現場主導で ICT 活用を進め、
私はサポート役として活動しています。

Q

写真 8) 井上里沙さん

新人教育にも ICT 研修を活用しているとのことですが、反応はどうですか？
私が入社した頃は、まだまだトータルステーションとレベルを使って測量をしていましたが、今ではドローンやレーザー

スキャナ、もっと身近な測量機といえば「杭ナビ」が挙げられ、ICT との接点は密実なものだと思います。また、ほとんど
の若手職員が ICT に興味があり、自分で活用してみたいと思っているようです。
弊社では、若手職員に限らず、全職員を対象に ICT 研修会（外部講師、社内事例発表）を実施し ICT の知識・技術を習得し
てもらう機会を設けています。

おわりに

写真 9）若手職員の研修

今回の取材を通して「発注者 ( お客様 ) が求めているのに、やらないという選択肢はなかった」。大場社長のこの言葉が印象に残り
ました。「i-Construction」の推進が掲げられたと同時期に、女性技術者が産休から職場復帰されるというタイミングも福留開発さん
にとってラッキーであっとは思いますが、ドローンによる空撮から始め、内製化を進めながら着実に ICT 活用工事を実践し、ノウハ
ウを蓄積している様子がよくわかりました。また、監理技術者の足達さんは、ICT をただ使うだけでなく、何か新しい可能性はない
かとアイデアを模索しているとお話しされていました。
「ICT を使う」から「ICT を活用する」といった、次のステップに進みつつあ
ると感じました。高知県内でもおそらく先駆的に ICT に取り組んだ福留開発さん。現状のポジションに満足せず、地域の ICT リーディ
ングカンパニーからさらに高みをめざす姿勢にも感服しました。
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夢のある仕事

♦建設会社の宇宙開発♦

大手ゼネコンが宇宙開発に力を入れています。
もしかすると、宇宙旅行に行ける時代が数十年後にはやってくるかもしれませんね
一昔前までは SF の世界の話でしたが、宇宙開発が現実的なものになりつつあります。
とても夢のある宇宙開発について、建設業界の取り組みをご紹介します (^^)

清水建設が宇宙開発部を設置
清水建設は宇宙開発に積極的です。
現在は小型衛星を積んだ小型ロケットの開発を進めており、２０２０年代には約２０機の打ち上げを予定しています。
清水建設の宇宙ホテル構想
清水建設では、将来宇宙旅行が一般的になっていくことを考え「宇宙ホテル」の構想を立てて
います。「宇宙に泊まれる」というのはとても夢がありますよね (^^)
ドーナツ型の建造物の真ん中に串を刺したような形のホテルを計画しているそうです。
建造物に回転を加えることで重力を発生させて地球上と同じような重力で過ごしやすい場所にするそうですよ (^^) ぜひ泊
まってみたいものですね (^^)
清水建設の月面基地構想
今後、月面での各種実験・研究や観光などが可能になっていくと言われています。
清水建設では「月面基地構想」の計画を進めています。月面基地の建設に重要なのは、
●現地の材料で建設する

●ロボットによる建設だそうです。

たしかに、重たい資材をロケットに乗せて何度も打ち上げると莫大なコストがかかってしまいます。
また、人が長時間月面で建設作業をするのは危険も伴うでしょう。
月面基地の資材は月で調達して、建設ロボットによって基地を建設するのがもっとも効率的です。
事実、清水建設では建設ロボットの研究・開発が進んでおり、月面基地建設は十分可能性があると言えるでしょう。
清水建設は宇宙開発に積極的な企業です。今後の清水建設の宇宙開発が楽しみですね (^^)

竹中工務店が月面や火星の探査ロボットを開発
竹中工務店は宇宙航空研究開発機構 (JAXA) と共同開発で、月面・火星の探査ロボットを開発してい
ます。
月面や火星で使うことを想定して、障害物を検知して自分でルートを見つけながら進むことができる
そうです。
この自走する探査ロボットは地球での道路面の点検にも使われているそうで、従来より業務効率がアップしています。
宇宙開発と同時に、現段階でビジネスにつながるものを開発する竹中工務店はすごいですね (^^)

鹿島建設の建設機械の自動運転技術を宇宙で活用
鹿島建設では、自動運転による建設機械の開発が進んでいます。
タブレット端末で建設機械を制御することができ、遠隔地での無人施工が可能になります。
熟練オペレーターの技術をコンピュータに覚えさせたり、危険を察知すると自動で停止する
ことも可能です。建設機械ごとにオペレーターが必要なくなるため、少ない人数で建設現場
をまわすことができます。福岡県の五ケ山ダム建設では、すでに現場で機械の検証が終わっています。鹿島建設の建設機械
の自動運転技術があれば、宇宙空間での無人施工も可能になるでしょう。
鹿島建設の月面での自動運転による無人施工が楽しみですね (^^)

29

実践ワークロープ
レッスン 2
ロープの基礎知識
全体のうちで長く残るほうを「もと」、末端側を「さき」と呼ぶ。的確な位置に結び目を作れるよう、それぞれの長さに注
意したい。

【巻き結び】

棒状のものに紐を結びたいときに活躍する結び。結びやすく、ほどきやすい。木と木の間にロープを渡す、といった場面に
有効。
［1］巻きつけたいものの周囲の３倍以上の長さをさき側に残し、開始。
［2］ぐるりと 1 周巻く。もと側のロープの上にさき側がくるように。
［3］２周目を巻きつけ、1 周目の輪の下をくぐらせて引きしぼる。
［4］２周したロープを上から押さえる形になれば巻き結びが完成。

【もやい結び】

片手でも結べ、作られた輪の大きさが力が加わっても変わらず、しかもほどきやすいことから「キングオブノット（結び）」
と呼ばれる。
［1］結び目を作る場所を決めて、ちいさな一重の輪を作る。
［2］輪の交点はさき側のロープが上にくるように。下からさきを通す。
［3］もと側のロープの後ろ側をくぐらせて、もう一度、同じ輪に通す。
［4］輪からさきが抜けない長さまで通し、全体を引きしぼって完成。
30

【ダブルフィッシャーマンズノット】
２本のロープをつなぐときに使われるフィッシャーマンズノットをより強固にした結び。径が異なるロープを継いでも緩み
づらい。

［1］２本のロープのさきを 20cm ほど重ね、片方をもう片方に巻く。
［2］２周目は１周目よりももと側に巻き、さきをできた輪に通す。
［3］引きしぼる前の状態。この形を崩さないように注意。
［4］引きしぼったあと。さきを結び目の外へ数 cm 出すとほどけにくい。
［5］２本のロープの天地をひっくり返して、［1］～［4］の作業を繰り返す。
［6］結び目の形が変わらないように注意しつつ、ふたつ目も引きしぼる。
［7］締めあげたあと、２本のロープのもと側へとロープを引く。
［8］完成図。片方の結び目の段差にもう片方の段差が収まるように。

【トラッカーズヒッチ】

滑車の原理を使って３倍の力でロープを引きしぼる結びの総称。タープの張綱を強く引いたり、車に積んだ荷物を固定する
のに有効。
［1］ループを作りたい場所でロープを折り返し、手首をまわして３～４回ねじる。
［2］ねじれがとけないように注意しながら、ループのなかからさき側のロープをつまむ。
［3］ループからさき側のロープを引き、引きしぼってループを縮めて結び目をつくる。
［4］ロープのなかほどにループ付きの引きとけ結びができた。ほどけないように保持。
［5］さき側をフックなどにかけて折り返し、ループを通して引くと３倍の力で引ける。
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不動産投資の節税…高所得者が陥りがちな「落とし穴」とは？
税金と切っても切れない関係にある不動産投資。高額所得者の税金対策に有効な手段として知
られるが、仕組みを正しく理解しないと、思わぬ「落とし穴」にはまることも。
「画期的な節税スキーム」を求める高所得者は多いが…

◆自分の税金を把握しよう
個人の方、とりわけ所得が大きくなりがちな会社経営者、ドクター、外資系勤務の会社員などは、税金対策のために不動
産投資に興味を持つ方が非常に多いです。しかし、個人の課税所得を引き下げ、税金負担を合法的な範囲で軽減するためには、
正しい理解のもとに行わないと、思わぬ「落とし穴」にはまることもあるので注意しましょう。
「収入が高いので税金も高い。しかし税金は払いたくないから、税金をゼロにしたい。何か画期的な節税スキームはない
ですか？」という無茶なご相談から。
国民の三大義務として教育、勤労、納税が定められている通り、納税は日本国民の義務ですから、所得があるところに税
金はかかる、という大前提をまずご理解いただきたい。そのうえで、可処分所得（実際に使えるお金）をいかに効果的に増
やすことができるか、ということを考えていくことが大事です。
まず第一歩として、自分の税金負担がどのくらいかわかりますか？
所得金額が 4,000 万円を超える方であれば、所得税 45%、別途
で住民税 10%、合計 55% がかかります。稼いだお金のうち、半
分以上を税金で徴収されてしまうとは、高所得者にとってなかな
か住みにくい国ですね。
◆減価償却費のインパクト
個人の方で給与所得しかない場合、所得税・住民税の税金対策
というのは正直難しいです。不動産投資は、そのような個人の方
にとって、給与所得の黒字と不動産所得の赤字を通算して、課税所得（税率を乗じるベースとなる所得）を下げることがで
きる有効な手段です。
不動産所得が計算上赤字になるのは、不動産事業を行うにあたって、いくつかの経費が認められているからです。建物管
理費・修繕積立金、減価償却費、修繕費、租税公課（不動産取得税、登録免許税、固定資産税、印紙税等）、損害保険料、
雑費などが経費として計上できます。
そのなかでも、大きなインパクトがあるのが減価償却費です。不動産価額は、土地と建物に分けられ、そのうちの建物に
関して、法定で決められた期間に渡って費用化していくことが決められています（これを減価償却といいます）。
減価償却費は、非現金支出の費用といわれており、毎年費用化するにあたって、現金の支出を伴わなくとも費用に計上で
きる項目です。最高税率に該当する方については、「減価償却費× 55%」の課税所得を引き下げ
る効果がある、と考えることができます。
所得税率によっては、トータルでマイナスになることも
◆最大で 35% の税金メリットが得られる
ところで、不動産売却時には、不動産の帳簿価額（取得価額から減価償却費の累計額を控除した
金額）
、仲介手数料、印紙代などを加算した譲渡原価と、売却価額の差額に対して譲渡所得税が
かかります。
譲渡所得に関する課税は、所有期間 5 年以下で 40%、所有期間 5 年超で 20% です（その他 2.1%
の復興特別所得税がかかります）。つまり、所有期間 5 年超、かつ取得価額と同額で売却できた
と仮定すると、55% と 20% の差分の 35% が、税金負担の軽減効果として得られると
いうことになります。何が言いたいかというと、不動産は売却時にも税金がかかりま
すから、いたずらに年度の節税効果を享受していたとしても、しっかりと売却価額や
タイミングを視野に入れてエグジット戦略を立てないと、単なる税金の繰り延べにな
るどころか、所得税率によってはむしろトータルでマイナスになり得るということで
す。不動産をお持ちの方は、税金負担も考慮した上で、損になっているか、得になっ
ているかを冷静に試算してみることをおススメします。。
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不動産投資が節税に役立つ理由は減価償却費にあり
なぜ、不動産投資が節税に役立つのか。それは、
「減価償却費」という経費計上はできるのに実際の支出は伴わない、と
ても便利な経費を使えるからなのです。
経費を計上すると利益が減るので、利益にかかる税金は少なく済みます。
しかしながら、大多数の経費（接待交際費等）は経費計上をして利益を小
さくし税金額を減らしたとしても、実際の支出を伴っているため、トータ
ルでみると手残りを増やせたとはいいづらいです。
ところが、減価償却費は会計上費用を計上できて、利益を小さくし税金額を減らせるのに、実際の支出は伴わない費用であ
るため、正しく使えば手残りを増やすことができるのです。
減価償却とは、簡単にいうと、価格が大きく何年も使えるモノについては購入した年に全額を費用計上するのではなく、何
年かに分けて費用計上していこうという考え方です。
例えば、年間の利益が 5000 万円の会社が 1 億円の設備投資を行ったとして、設備の購入費用を全額購入した年に計上して
しまうと、いきなり 5000 万円の赤字が出てしまいます。
しかし、この設備は 1 年で使い切るものではなく、何年にもわたって使用し、利益を生み出すモノです。
こうした企業等の実情に即した費用計上をするために整備されたのが、減価償却という考え方なのです。
（例）1 億円のマンション（建物価格 5,000 万円）を購入して、その耐用年数（＝会計上の使用可能な年数）が 5 年の場合
減価償却費は年に 1,000 万円ずつ発生し、5 年にわたって費用計上します。

計算式：建物価格 5,000 万円÷耐用年数 5 年＝ 1,000 万円
／年

これが減価償却費計上の考え方です。

損益通算とは、所得の赤字と黒字を相殺することをいいま
す。
不動産投資においては、不動産所得の赤字を自身の所得と
相殺することが可能です。
例えば、あなたが年収 1200 万円のサラリーマンで、1 億円のアパー
ト（建物価格 5,000 万円、利回り 9％、耐用年数 5 年）を購入して、
年間 1,000 万円の減価償却をとったとします。
この場合、実際の不動産所得の手残りは 100 万円ですが、会計上は
500 万円の赤字です。
この会計上の赤字 500 万円と、年収 1200 万円を損益通算すると、
最終的に納める税金額は年収 700 万円の人と同程度でよい（所得の
圧縮に成功）ということなります。
これが、不動産投資を利用した節税の仕組みです。
そして、減価償却費が大きければ大きいほど会計上の赤字を大きく
できるため、より多くの所得を圧縮することができ、節税効果が高
まります。

減価償却狙いの不動産投資で「5 年」がキーワードになる理由
減価償却を活用した不動産投資では「5 年」がひとつのキーワードになります。その理由などを改めて見ていきましょう。

短期譲渡所得になると、逆に税負担が増える可能性も
不動産の減価償却の場合、総合課税の最高税率 50％（平成 27 年分からは 55％、住民税を含む）の対象となる所得を繰り延べて減ら
し、繰り延べられた所得は、長期譲渡所得として、20.315％で課税されることにより、差額の約 30％がタックスメリットになます。
ここでのポイントは、譲渡所得を長期譲渡所得にしなければ 20.315％の税率は使えないということです。短期譲渡所得になってし
まうと、税率は 39.63％が適用され、タックスメリットどころか、逆に税負担が増えてしまうことにもなりかねません。長期譲渡所
得にするためには、譲渡した年の 1 月 1 日現在の所有期間が 5 年超にすればいいわけです。
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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

次号掲載者には編集部より締切等ご連絡いたします。

タイトル：「免疫力」 運輸部：木村純
皆様毎日のお仕事ご苦労様です！
平成 4 年からお世話になってダンプで 20 年事務所で 8 年
各現場

いつの間にか 29 年目を迎えます。

各部署皆様には配車等日頃のご協力感謝いたします。ありがとうございます！

自分はタイヤについてちょっとだけお話させていただきます。

皆さんは普段タイヤを気にすることは少ないと思います。車好きな人以外は夏タイヤから冬タイヤに交換する時、または
車検などの時に車屋さんから指摘された時くらいじゃないでしょうか？
タイヤの交換時期は様々だと思います。
溝がなくなった時、パンクした時がほとんどだと思いますがタイヤの見方を知らない人も多いと思います。基本夏タイヤは
スリップサインが出ると交換時期冬タイヤはプラットフォームという冬タイヤのみの目印があり、「プラットフォームが出
ると冬タイヤとしては使えません」という事になります。

夏タイヤとしてスリップサインが出るまで使えることにはなってますが当然夏タイヤより性能は格段に落ちます。
タイヤの場合溝だけではなく横のひび割れや傷等様々な要因があるので、不安な方は信用できるタイヤ屋さんやガソリンス
タンド等でみてもらうのが無難だと思います。
一般的な走行をする分には今のタイヤはさほど性能は変わらないと思います。が！限界を超えたタイヤは本当に危険です。
パンクを経験したことがある方は怖い思いや嫌な思いをしていると思います。
せっかくの楽しいドライブが一瞬でブルーな気持ちになるし、何より大事故に直結するので危険です。
走行中タイヤのパンクに気付かずに突然タイヤが破裂することを「バースト」といいます。
日常生活ではめったに起こるものではないため、経験したことがある人はほとんどいない
と思いますが、万が一発生すると車両のコントロールができず、周囲を巻き込む大事故に
つながる可能性もある危険な現象です。
また、タイヤが破裂する衝撃で他のパーツにもキズなどができてしまう可能性もあり、修
理費用が高額になってしまう場合もあります。
冬タイヤの履き替えを自宅で行っている方は要注意！なぜならタイヤは荷重が架かっている状態では空気が抜けずらいで
すが、倉庫等で横積みに保管していると気温の変化で少しずつ空気が抜けているのです。
冬タイヤを装着したら必ず空気圧も確認しましょう。
バーストの原因は様々なものがありますが、最も多い原因はタイヤの空気圧の低下で、この状態で高速道路などを長時間走
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行しているときに起こることが多いようです。
■空気圧の低下
空気圧が低い状態で高速走行すると、タイヤのゴムがたわみ「スタンディングウェーブ現象」と呼ばれる現象が起こります。
「スタンディングウェーブ現象」とは、空気圧の低いタイヤで高速走行を行ったときに、タイヤの表面が波状に変形してし
まう現象のことをいいます。車体が小刻みに振動しだし、やがて大きな振動に変わっていき、ゴムの焼ける臭いがすること
によって気付ける場合もあります。
それによりタイヤが熱を持ち、タイヤ内部で形状を保持するための「コード」と呼ばれる補強材が損傷し、バーストが発生
します。車種によってタイヤの空気圧は決められており、適正な空気圧よりも低いとバーストの大きな要因となります。
また、空気圧が高すぎる場合にも、気温の高い夏場など空気が膨張すると同時
に高速走行によるタイヤの摩擦熱が内部に伝わり、バーストの引き金になって
しまうこともあります。
タイヤの空気圧は常に適正値に保つことが予防策になります。指定の空気圧は、
運転席のドア開口部に記されています。空気圧の測定は必ずタイヤが冷えてい
る時に測定を行うようにしましょう。
■バーストが起こってしまった時の対処法
バーストの前兆として、スタンディングウェーブ現象が発生していることが分かったら、車を安全な場所に停車してタイヤ
の点検をしましょう。
高速道路でスタンディングウェーブ現象が発生した場合には、スピードを最低速度の 50km/h までゆっくり落とし、最寄り
のサービスエリアかパーキングエリアに入りましょう。ガソリンスタンドがあれば、タイヤの点検や交換をしてもらうこと
もできます。
自分ではどうすることもできない状況に陥ってしまった場合には、プロに助けてもらうのが一番確実な方法ですので、迷わ
ず JAF 等のロードサービスを呼びましょう。
もしバーストを起こしてしまった場合は、ハンドルを握ったまま少しずつ減速し、安全に路肩へ車を停車させることに集中
してください。
焦ってハンドルを切ったり急ブレーキを踏むと、二次被害にも繋がり大変危険です。慌てず冷静に、周囲の状況を確認する
ことが大切です。車を停車させる場合は、停止表示板を置いて安全確保も忘れないようにしましょう。
【最後に】バーストは日ごろの点検で極力防げる
バーストの原因からもわかるように、パンクは不意に発生することが多いですが、バーストは日常点検で原因のほとんどを
排除することができます。このことから、日頃から点検とメンテナンスをしっかりと行っていれば、バーストを心配する必
要はほぼないといえます。
とはいえ、バーストの原因ともしもの時の対処法をしっかりと認識し、給油のときには併せてタイヤも確認するなど、なに
かとワンセットで確認するクセをつけるといいかもしれません。
自分は昔大型ダンプに乗ってて交差点で一気に前輪 2 本破裂して街灯を倒しながら民間の家へ突っ込みました。
幸い誰一人ケガがなかったことが救いでしたが一歩間違えばとんでもない事になっていたり、あと 5 分ずれていたらダンプ
ともども海にダイビングしていたと思います。それ以来タイヤのこまめなチェックは習慣になっ
ています。
自分はバイクで遠出するのが大好き人間ですがバイクはたった 2 本のタイヤしかありません。
万が一の場合は当然車以上に命にかかわります。
タイヤは人の命を乗せています。家族で出かけることが多い方は大切な家族の命をです。
たかがタイヤと軽く考えずに
皆さん素敵なドライブを！

こまめな点検で防げる事故を少しでも無くしましょう！
ご安全に！

次は次回はデザインパーマの似合うダンディーマン

土木部

髙橋克さんよろしくお願いいたします！
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2021 年

復興バブル崩壊か？

【2021 年版】建設業界の今後の動向・コロナ禍による働き方の変化
建設業界は「建設バブル」と呼ばれるほど、震災後の 10 年間は建設需要が高い状況にありました。
しかし、新型コロナウイルスの影響も含めて、2021 年以降の動向に変化があるのか気になるところでしょう。
◇震災後 10 年を迎えた建設需要
2011 年の東日本大震災以後、被災地の建設投資は活況を呈していた。昨年 3 月までは、市内では建設関係者が飲み歩く
姿が随所で見られるなど、復興が景気を刺激していたことは確かだ。同時に、人手不足で関西やほかの地域から建設職人が
引き抜かれる動きも活発化した。しかし、東北地方全体が潤ったわけではなく、建設投資の増加は太平洋側に限定された。
そして現在、いわば “ 復興特需 ” を謳歌していた建設業界の雲行きが怪しくなってきた。
東北の建設業者の倒産事例を見ると、土木工事、除染工事、解体工事、木造建築工事をメインにしている会社が多い。県内
では 2019 年度だけで 35 社。復興需要に伴い規模を拡大したが、需要のピークアウトによって倒産するケースが増えてい
るようだ。
また、負債 10 億円規模の大型倒産ではなく、中小規模の業者が多い。重機設備購入などに伴う借り入れが重荷になってい
たという。少なくとも、東日本大震災の復興バブルはすでに終焉したといえそうだ。
復興庁は 10 年間延長され 2031 年 3 月までとされたが、地震・津波被災地の復興事業は前半の５年間で完了するという。
■コロナ禍による ICT 化と働き方改革
新型コロナによる建設業界の影響を踏まえ、コロナ禍における建設業界の働き方の変化を紹介します。
◇建設業界における新型コロナの影響
仕事や私生活に大きな影響を与えた新型コロナですが、建設業界においては以下のような影響があったようです。
・公共交通の中断

・工事の中止

・工期の延期

・打ち合わせや会議の中止・延期

・資材の納期遅延

・工事の白紙化

・受注数の減少

・従業員・作業員の不足

建設業界でもさまざまな影響を受けている一方、工事は発注者から請負契約で業務をおこなうため、建設業者側の判断で
工事を中断することはありません。
新型コロナに感染するリスクがある環境で工事を進める場合、自社でコロナ対策を講じる必要があります。3 密を避ける取
り組みを受けて、建設業界ではテレワークの導入や ICT を活用する動きが活発化しているのです。
◇建設業界もテレワーク化が進む
コロナ禍で導入が加速したテレワークは、建設業界にも浸透しつつあります。ただし、工事の作業はテレワーク化が不可
能のため、事務作業がある施工管理職や設計の業務に限られている現状です。
テレワーク化した業務では、施工管理における図面や工程表のペーパーレス化とクラウド共有、コミュニケーションツー
ルによるビデオ会議、写真管理や勤怠管理のツールの活用などが挙げられます。
テレワーク化の導入で移動時間や残業時間の減少といった効果があり、建設業界の働き方はコロナ禍で良い方向に変わり
つつあるといえるでしょう。
◇建設業の ICT 化「i-construction」とは？
テレワーク化は事務作業に限られる一方、建設業界の ICT 化により工事の作業においても働き方が変わりつつあります。
国土交通省が進める建設業の ICT 化を目指す「i-construction」は、建設業の生産性向上を目的に ICT 技術を活用するという
取り組みのことです。i-construction では、土木・コンクリート工・施工時期の平準化という 3 つの柱を掲げ、従来の工事
量を少ない人数と日程で実施することを目指しています。
たとえば、ドローンを使った空中写真測量、3 次元データによる施工・施工管理、建設機械の自動運転化、施工時期の平準
化による繁忙期・閑散期の減少など、生産性向上に向けた取り組みが中心です。
建設機械の自動運転化はリモート形式で遠隔操作ができるもので、危険な労働から解放される期待が高まっています。きつ
い・汚い・危険という 3K のイメージが根付いていた建設業界も、i-construction が加速する頃には過去のイメージとなるか
もしれません。
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へと歩いていく。コーヒーを一杯淹れて飲

ティータイム小説
連載企画 第 29
話
一夜明け、ベッドを出てから、キッチン
いった気候に慣れてはいるのだが……。

空を見上げる。真冬の夜は冷え込む。こう

ちがいて、賑やかだ。歩を進めながら、夜

いった。通りには相変わらず大勢の人間た
ら、悪質だ。

に火を点けることが出来る。組織的犯行な

ど、少量のガソリンとライター一本で建物

られた。何ら一つとして罪のない人間を殺

な人間の尊い命が犠牲になったことが察せ

詰めていたのだが、歌舞伎町放火でいろん

儀だった。だが、とにかく焦らないことで

歌舞伎町の火災事件は、警察にとって難

戻る。電車に揺られながら、眠気が差すこ

駅から地下鉄に乗り込み、自宅へと舞い
員、 篠 崎 し
( のざき 洋
)一 よ
( ういち が
)
歌舞伎町の放火容疑で警視庁捜査一課と同

一時間経った午後一時頃、九竜興業の構成

その日署内で皆が昼食を取り終えて、小

ろう。

うじゃないことの区別ぐらい誰でも付くだ

倫理観だ。人としてやっていいことと、そ

やりたいぐらい憎む。正義感じゃなかった。

した篠崎や樋口を地獄の底に叩き落として

察官は優秀なのだ。どんな凶悪犯も最後は

しても、いずれ落ちるのだった。日本の警

課の人間たちが聴取等を行う。いくら黙秘

佐夫は逮捕済みで、これから本庁の捜査一

ある。放火犯と目される篠崎洋一と樋口喜

ソででもあるかのように思えて……。

みながら、覚醒するのを感じた。朝は慣れ

ともあった。やはり気が抜けるのだ。何か
組対四課の刑事によって逮捕された。連行

自宅マンションに帰り着き、食事と入浴

町が焼けるはずがない。共犯と目され、逮

かの間違いだ」と。何かの間違いで歌舞伎

は 取 調 べ で 一 貫 し て 容 疑 を 否 認 し た。
「何

です」

「 井 島 巡 査 部 長、 吉 倉 巡 査 部 長、 お 疲 れ 様

署に来た。歌舞伎町交番の篠田だ。

あったにしても……。

件も解決してきた。たとえ、難しいもので

時間はズレない。

ているからいい。毎日規則正しく生活する。
ス ー ツ に 着 替 え、 カ バ ン を 持 っ て か ら、
しら。スマホを見ながら、ネットニュース
される様子がネット上に映る。篠崎容疑者

を済ませ、ベッドに潜り込んで眠った。疲

必ず落とす。お宮入りになりそうだった事

部屋を出る。普通に仕事があり、署へと向
を読む。

れている時は大事を取って休む。基本的に

昼食を挟み、午後になって意外な人間が

かった。新宿中央署は新宿区のど真ん中に

署刑事課に行き、パソコンの電源ボタン

だ。
何かと物騒で油断ならない側面もある。
物事に関し、一定の分別があるのだ。危険

捕された樋口 ひ
( ぐち 喜
) 佐夫 き
( さ お ) 「 あ あ、 篠 田 巡 査 部 長。 お 疲 れ。 …… 昨 日
は災難だったね」
容疑者も警察では黙秘を続ける。篠崎と同

あり、今日も街を守っている。常に思うの

を押して、フロア内でコーヒーを一杯淹れ
なことはしない。常にそう言い聞かせてい
じくだ。

「何で歌舞伎町に火なんか点けた？」

努めた。

わす。担当刑事もなるだけ急かないように

を撫でながら、警官相手にのらりくらり交

篠崎は毛が一本もないツルツルの禿げ頭

た。そしてデスクに座る。いつものように、
る。

「 え え。 歌 舞 伎 町 が 丸 焼 け で す か ら ね。

警察の捜査情報のサイトにアクセスしてか

おそらく九竜興業が篠崎と樋口を使い、

「何か言え！」

「……」

翌朝、午前六時には起き出し、支度をし

歌舞伎町を焼き払ったのは、恫喝の意図が

……秋冬の火災の時季を狙った九竜興業関

ら見た。更新情報は特にない。ただ、二件
てから、部屋を出た。このところずっと勤

係者の犯罪ですよ」

務が単調だ。思う。刑事も大変な仕事だと。

「……」

の殺人事件はどうやらホシが日本に戻って

「樋口も黙らせてるようだが、一体どうい

篠田が苦虫を噛み潰したような顔をす

情を浮かべた。普段、篠田は交番内で寝泊

る。さすがに犯罪の街の住人さながらの表

まりしていて、ベッドやシャワールームな

あ る。「 俺 た ち が 手 を 回 せ ば、 大 き な 歓 楽
わんばかりに……。また警察の仕事が増え

街一つ焼くのなんて、朝飯前だぞ！」と言
た。篠崎らを追及するのは楽じゃない。相

だが、職務はきっちり推敲する。怠けもの
じゃないのだから。テレビの刑事ドラマな

きていて、捜査は再スタートのようだ。本
庁のデカたちも執念を燃やすだろう。何せ、
どとは訳が違う。本物の警察官ってヤツは。

ていて、婦警が電話応対などに追われてい

見る。刑事課は通常通り窓口業務が行われ

デスクに着き、じっとパソコンの画面を

これと言って更新情報はない。このところ

い で か ら、 警 察 の 捜 査 情 報 サ イ ト を 見 る。

入った。パソコンを立ち上げ、ネットに繋

午前八時二十分には署に着き、刑事課に

んまりを決め込んでいた。警察も捜査し辛

と樋口喜佐夫は互いに図ったかのようにだ

容疑で警視庁の刑事に逮捕された篠崎洋一

歌舞伎町火災事件から一夜が明け、放火

らいいんですが」

収され、本庁の鑑識班が調べてくれてるか

「犯行に使われたガソリンとライターが回

め。

件発生時に警察内で湧き起こる議論も含

いろいろ思うのだろう。こういった凶悪事

だが、ある意味、これで例の二件の殺人

秘していた。
逮捕されてからずっとである。

た別の刑事が引きとめに掛かる。ヤツは黙

う意図があるのか？」

おぞましい殺しなのだから。

た。皆、この署に詰める警察官は暇がない

い。 何 せ 放 火 は 殺 人 と 同 じ く 重 罪 だ か ら

街もだいぶ荒れているだろう。また浄化す

歌舞伎町のことについて調べていた。あの

吉倉がタバコを吸いながら、パソコンで

者の気持ちは分からない。ああ、せいぜい

る。そういった老人に俺や麗華のような若

が進行すれば、あっという間に死ぬのであ

生かされるだろうなと。オヤジなどアル中

もなく最低最悪の人間だから、俺はその分、

だが、いつも思う。オヤジがどうしよう

りようがなかった。

さすがに本庁職員もこうなってくると、や

樋口も同様だった。帳尻を合わせるのか？

を開かず、刑事も追及の交わしようがない。

篠崎は本庁内の取調室で、朝から一切口

になっていた。

刑相当の判決が出る。取調べする側も慎重

「井島、篠田巡査部長をもうちょっとお相

た。視線を俺の方に転じ、

に押し付けて揉み消し、一度正面を見据え

と返す。そして吸いさしのタバコを灰皿

よ。さすがに鑑識も見落とさないからな」

「まあ、大船に乗ったつもりでいいと思う

少々荒っぽい人間がよかったのだろう。後

体 の 思 惑 は 透 け て 見 え る。 共 謀 す る の に

か、核心部分までは分からないのだが、大

篠崎も犯罪の相方になぜ樋口を選んだの

ても、いずれ決定打は出る。そう思えた。

来たも同然だからだ。取調べは難航してい

事件も俄然捜査が進む。九竜興業が悪事に

刑事が掴みかかろうとしたので、脇にい

「警察舐めるなよ！」

ど の 設 備 も 利 用 し て い る。 ま だ 若 い か ら、 「……」

のだ。たくさんのことを日々こなす必要が

ずっとそうだ。都内はどこでも犯罪の臭い

だ。容疑を認めると、起訴後の裁判では死

手は九竜興業関係者なのだから……。

あ っ て ……。 野 暮 用 か ら 大 事 な 捜 査 会 議、

がプンプンするのに……。

る必要性があった。何度綺麗にしても、ま

死んでくれといった感じだ。元から相手し

加担した中心的な犯罪集団であると断定出

た与太者たちが集まってきて、汚してしま

たくもないのだし。

篠田がそう言うと、吉倉が、

う。 特 に 九 竜 興 業 の 連 中 が そ の 中 心 メ ン

があったのはネットで知った。いつもテレ

う。今日の午前十時過ぎに歌舞伎町で火災

刑 事 課 に 詰 め な が ら、 パ ソ コ ン に 向 か

である。仮にこれから容疑者二名の指紋や

ライターが見つかっていた。何よりの物証

で、事件時使用したと目されるガソリンと

から、二十メートルほど東に行った路地裏

だが、放火した場所とみられる街の一角

課出入り口まで見送り、また課内に舞い戻

話をした。そして午後二時過ぎには篠田を

頷き、それからしばらく若手制服警官と

「ああ」

と言う。

もない連中だった。警視庁職員は常に警戒

れば、ヤツらは存分につけ上がる。とんで

れに仮に警察が組からマークを外しでもす

昼になり、課内で七草粥が振る舞われた。

その日も午後五時には一日の仕事が終わ
り、刑事課を出て、署外へと歩き出す。疲
れが滲む。だが、駅までまっすぐに歩いて

それにまるで、昨日起こった放火事件がウ

る。引き続き、職務を遂行した。暇もなく。

身を守るために……。

する必要性がある。
仮に接触した場合でも、

・・・次号へ続く
その日、吉倉と共に新宿中央署刑事課に

となる。鑑識も熱を上げて調べ始めていた。
確かに放火犯は空気の乾燥する秋冬な

た。

いつもツーカーで通る仲だったようだ。そ

篠崎と樋口は、
福野富雄と面識があった。
ビを見ないから、流行遅れになる。吉倉が

掌紋、ＤＮＡなどが検出されれば、決定打

始末は大変なのだが……。

言っていた。「放火の可能性もあるぞ」と。

手した後、刑事課外まで送ってやってくれ」

啜りながら思う。今年一年も無病息災であ

一体誰が街に火を点けたのか？訝しんでい

情が交錯していても……。

りたいと。

来る限りの対応はしていた。いろいろと事

バーだった。何かと厄介だ。そう思い、出

る。

そして捜査までやることはいくらでもあ
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「ゴルフを学ぶ」

第 16 回「100 をつかむアプローチテクニック」
第5回

ウェッジのロフトはピッチングウェッジを基準に考える

ウェッジのロフトの選び方には 2 つの考え方があります。一つは自分の打ちたい距離に合わせる方法です。例えば、グリーンまで残
り 100 ヤードを基準にして攻め方を考える人ならば、アイアンセットのピッチングウェッジのロフト角や距離に関係なく、まず 100
ヤードをフルショットで打てるアプローチウェッジを選びます。

ピッチングウェッジを基準に等間隔の距離の階段を作る

しかし、100 を切るかどうかの人にはこの方法はおすすめできません。なぜなら、決まった距離を残すことが難しいからです。
セカンドやサードショットの残りの距離が計算できない人は、まずピッチングウェッジのフルショットの飛距離を考えましょう。例
えばピッチングウェッジの距離が 130 ヤードなら、その下に 110 ヤード、90 ヤード、70 ヤードを打てる 3 本を入れるなど、距離の
階段がなるべく均等になるようにロフトを選ぶ方法をお勧めしますます。これなら、フルショット、ハーフショット、それより小さ
な振り幅の 3 つの打ち方でほとんどの距離に対応できます。
最近のアイアンはストロングロフトになってきて、ピッチングウェッジのロフトが 40 度以下というものまで登場しました。これに対
してアプローチウェッジの一般的なロフトは 52 度。間が 12 度も開いてしまい、飛距離は 40 ヤードから 50 ヤードくらいは違ってき
ます。そのギャップを埋めるために 46、48、50 度といったローロフトウェッジも増えてきました。
もし、自分のアイアンセットのピッチングウェッジのロフトが 40 度ならば、下に 48 度と 56 度を入れれば間隔は均等になりますが、
飛ぶ人の場合はどうしても距離の段差が大きくなるので、ウェッジをもう 1 本増やして 4 本体制にする必要があります（例えば 48 度、
52 度、58 度など）

3 本か 4 本の中で、グリーン周りで使う中心的な 1 本を決める

さて、実際のラウンドでは、距離の階段に従ってオートマチックに使うロフトを選ぶ方法もありますが、より実践的な方法として中
間のロフトを中心にして距離感を作っていく方法があります。アプローチはふだんからなるべくアプローチウェッジで行うようにし
ておいて、その日の調子によってショートしがちなときはピッチングウェッジを使い、オーバーしがちなときはサンドウェッジを使
います。こうすれば微妙な距離感の狂いに対応できます。
38

サンドウェッジは 56 度が圧倒的にやさしい

サンドウェッジは、パターを除いた 13 本のクラブのうちもっとも短い番手です。フルショットで使うこともありますが、それよりも
グリーン周りのアプローチやバンカーから距離をコントロールして打つことが圧倒的に多いはずです。つまり、最大 90 ヤードくらい
から最小 2、3 ヤードまでの幅広いレンジを 1 本のクラブで打ち分ける必要があるわけですから、いろいろな距離を均等に打ちやすい
クラブを選ばなければなりません。

芯に当てやすく、距離を打ち分けやすいのは 56 度
プロの大半は 58 度を使っていますが、56 度と 58 度を比べたら間違いなくやさしいのは 56 度です。球が前に飛んでくれた方が距離
感を出しやすいからです。とくになるべくサンドウェッジ 1 本でグリーン周りをこなしたい人は、58 度よりも長い距離の打ち分けが
できる 56 度が重宝します。
また、アプローチが不得意な人は、止まりやすいというイメージだけで 58 度を選ぶと失敗する可能性が高くなります。なぜなら 58
度は 56 度よりロフトが寝ている分だけ芯に当てにくいからです。さらに、バンカーショットやロブショットなどフェースを開いて打
つショットは余計に難しくなります。たまにいい球が出てぴったり止まるけれど、次はボールの下を抜けてしまいましたではスコア
はまとまりません。また、ボールが前に飛んでくれる 56 度ならハザードを楽に越えられるし、ピンから遠いバンカーショットでもしっ
かり打って寄せることができます。

速く振っても飛ばない 58 度はスピンをかけやすい

一方、58 度を使うメリットとしては、球がつかまること、飛ばない分だけ振り幅を大きくできるのでスピンをかけやすいことなどが
あります。ピンポイントにねらって打っていける技術がある人なら 58 度の方がそれを生かせると思います。
教えてくれた人：関 雅史（せき・まさし）プロ
1974 年 9 月 28 日生まれ、PGA 公認 A 級インストラクターとクラブフィッターの二足のわらじを履く異色プロ。
これまで指導したゴルファーは延べ 1 万人以上、クラブフィッティングは 3000 人以上。東京都北区でゴルフス
タジオ『ゴルフフィールズ』を主宰する傍ら、雑誌・テレビ等メディアでも活躍中。ニックネームは QP。
構成／吉田宏昭（ゴルフライター） 撮影／斉藤秀人

撮影協力／ゴルフフィールズ
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